日 本 山 岳 会
The Japanese Alpine Club

いつものように「富士山」
、
「北岳」
などの山名がつけられた。森武昭
会長は、今年 月に会長に就任し、
初めての晩餐会を迎えた。皇太子
さまのご出席を喜ぶとともに、次
のように挨拶した。

３人と、２年連続して２００人を
超えた。講演会では、日本人で初
めて８０００㍍峰 座を完全登頂

群馬支部が創立され となった。
年後に会の創立１１０周年を迎
える。記念の海外登山を、ピオレ

一・会員増強とリーダー育成が課
題だ。ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢが成果
を発揮しつつあり、支部は 月に

した竹内洋岳さんらが講演した。

全国から４６６人の会員が集い、
歓談した。参加者は昨年と比べ
人近く増加した。新入会員は２１

月 日、東京・品川の品川プリン
スホテル・アネックスタワーで開
催された。お忙しい公務のなか皇
太子さまが出席されたのをはじめ、

■４６６人が出席
平成 年度の年次晩餐会が、

平成 年度年次晩餐会開く
２００人超える新人迎え賑やかに懇談

公益社団法人

ドールを狙える登山、学術調査登
山などを実施したい。
一・
「山の日」制定に向けて進展が

1
4

■新永年会員は 人
物故会員に対し黙祷した。昨年の
晩餐会以降に亡くなられた会員は
人。名誉会員の史占春さん、朝
比奈英三さん、室賀輝男さん、孫慶
錫さん、また資料映像委員会の生き

字引だった羽田栄治さん、岩登りの
エキスパートで関西支部長を務めら
れた阿部和行さん、会の女性登山普
及に貢献された早川瑠璃子さんら

が帰らぬ人となられた。心からご冥
福をお祈り申し上げます。
新しい永年会員は 人。１９６
国民の祝日とすることを決めた。
通常国会に議員提案として法案を
上程する。また、新たな協議会が

出席し、スタッフがそれぞれの会
員席に出向き会員章を手渡した。
入会された年の 月には、薬師岳

３年４月から翌年 月までに入会
し、以降継続して 年間、活躍さ
れた会員および復活会員。 人が

盟が 月 日を「山の日」と定め、

発足した。山岳 団体だけでなく
政財界も一緒になって組織した。
会員を募り募金活動を行なう。協
力してほしい。

で愛知大生が大量遭難した。 月

27

６

■会長挨拶

▶日本山岳会事務（含図書室）取扱時間
月・火・木‥‥‥‥‥‥‥10〜20時
水・金‥‥‥‥‥‥‥‥‥13〜20時
第 ２ 、第 ４ 土曜日‥‥‥‥‥‥閉室
第１、第３、第 ５ 土曜日‥‥１０〜１８時
年末年始休室 12月28日〜1月5日

46
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会場には のテーブルが並んだ。 あった。流れは つ。国会議員連
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っかけとなって研究が進展した。
もしかすると、あと少し増えるか

■秩父宮記念山岳賞
第 回秩父宮記念山岳賞は、学
術分野から 件、登山分野から
件の計 件。学術分野は、飯田肇
会員と福井幸太郎さんの共同の業
績で「立山連峰における越年性雪
渓研究および日本初の現存氷河の
発見 」だ。登山 分 野 か ら は 竹 内 洋
岳さんが「日本人初８０００㍍峰
座完全登頂」
で受賞した。
表彰式が行なわれた。飯田会員
は
「氷河というのは、なんとロマン
のある言葉だろう。 代会長の今
西錦司先生が剱沢で、雪が氷にな
った氷体を発見された。これがき

さん、そして
「全国
『山の日』
制定協
議会」会長を務める谷垣禎一会員

■新入会員は２１３人
続いて新入会員の紹介。今年は２
１３人が新しく会員に加わった。昨
年に続き２００人を超える新入会
員を迎えることができた。うち 人
が出席。代表して冨重友佑会員が挨
拶した。 歳。「両親の影響で山登
りを始めた。これを通じ、さまざま
な教えや生き方を学んだ。山は素晴
らしく、人生そのものだと思う。伝
統と格式のある日本山岳会に入会
させていただいた。山と自然を探求
し、山の素晴らしさと感動を、とも
にあじわっていきたい」と入会の喜び
を語り、大きな拍手を誘った。
恒例の鏡開きは皇太子さま、森
会長のほか、秩父宮記念山岳賞を
受賞した飯田会員、
福井さん、竹内

■皇太子さまの写真を飾る

り手を振った。恒例のイベントだ。
北海道は、オホーツク分水嶺の
踏査を実施中、今年、知床岬に到
達した。青森は、 月に創立 周
年を迎え支部発祥の地・むつ市で
盛大な式典を開催。埼玉は、来年、
全国支部懇談会を主管、両神山に
登る。千葉の房総半島分水嶺踏査
が終了した。越後の高頭祭は１０
０人を超える盛会だった。信濃の
ウェストン祭は 回を数えた。
静岡は 回の全国支部懇談会を
実施した。関西は７００㌔に及ぶ
府県分境嶺を踏査し２００㌔を終
えた。広島は念願かなって支部ル
ームが本格稼働。四国は第 回小
島烏水祭を実施。北九州も 月に
支部ルームを開設した。

が、みんなの協力で乗り切った」
な
どと振り返った。

新永年会員
（会員番号順）
筑木力、木村俊博、小須田喜夫、
中里巌、池元善秋、高遠宏、田中
元、鈴木恭一郎、安藤久男、宮下
秀樹、大川豊、本間宏之、佐野孝、
白井久夫、羽賀育子、安間荘、山
田圭一、小林孝次、塚崎義人、浅
見守、南雲克良、高木泰夫、大山
孝一、麻生国雄、鈴木昭、村田進、
岩間弘雄、石原達夫、清水日出勇、
小澤武麿、渡辺文明、菰田快、大
田邦介、野田耕一郎、中川武、大

もしれない」
と、語った。

壽雄名誉会員の芳子夫人から寄贈
のあった「四海王」
。田邊壽会員の

姿は圧巻で、そのまま山の本の歴

換会が開催された。過去最高の７
００点の山岳書がテーブルに並ぶ

本年も図書委員会主催の図書交
竹内さんは「皇太子殿下のご臨
席のもと、秩父宮殿下の名を冠し

音頭で乾杯し、会食が始まった。

加者は紹介されるたびに立ち上が

た。会食をはさんで 支部の活動
が、北から南へと紹介された。参

全国支部から多くの会員を迎え

が、新しい読者の手元で甦ること

が殺到した。参加者の熱気が伝わ
ったかのように、今年も ㌫の本

もので、やはり人気本には申込み

史をたどるようだった。
本を選ぶ参加者の眼も真剣その

た名誉ある賞をいただき緊張して

に黒四ダムが完成。 月にケネデ
ィ米大統領が暗殺された。三井三
池炭鉱で戦後最大の炭鉱事故があ
った。激動の時代だった。高度経
済成長の真っただ中にあった。

倉昌身、清水芳美、山寺義雄、添
田啓一、本田卯太郎、小野貴司、米

29

新永年会員を代表し、高遠会員

の 人で行なった。お酒は故今西

川正利、小野健、向後元彦、小野

33

■全国 支部を紹介

１

いる。
賞は、
山の先輩から登山とい
う歴史と文化を引き継いだものと

12

が挨拶した。長年にわたって『山
岳』
の編集、
また常務理事などを歴

１

思っている。とどめることなく発

14

たばかりの初期の会員が健在で、 展させ、次の世代に引き渡してい
いろいろな話を聞く機会があった。 くよう努力したい」
などと語った。
ルームの移転という問題があった

32

90

龍彌、早川滉

27

32
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任された。
「当時は、
山岳会ができ

６

823−２０１3・12・２０（第三種郵便物認可）
山

823−２０13・12・２０（第三種郵便物認可）
山

ができたのは幸いだった。
三好まき子）
同じく図書委員会主催の、稀覯
本『シュラギントワイト・アトラ
全国支部長会議開く
ス』
の展示が多くの目を引いた。ド
会員増強、リーダー育成図る
イツ・バイエルンの名門シュラギ
晩餐会に先立ち、午前 時 分
ントワイト家の 兄弟が、１８５
から品川プリンスホテルで平成
４年から 年にかけて、インドか
年度第 回支部長会議を開いた。
らヒマラヤ高地を調査した報告書
会議には全国 支部の支部長、執
が『インドおよび高地アジア学術
行部からは森会長をはじめ節田重
調査報告書』
、その別巻が『アトラ
節、黒川惠、古野淳副会長らが出
きっきん
ス
（図版集）
』
である。
席した。
森会長は
「会の喫緊の課題
は若手会員増強と次期リーダー育
写真展・図書交換会会場の入口
に皇太子さまの写真「黎明の富士」 成である。支部については、活動
内容の充実に重点を置きたい」な
が飾られた。北岳山頂からの富士
どと挨拶。あらかじめ依頼してい
を望んだ作品だ。 ㍉フィルムで
たアンケートをもとに会員増強な
撮影されたという。デジタル処理
し全倍の大きさに引き伸ばした。 どに向けての具体策を話し合った。
まさに明けようとする東の空に富
士のシルエットが浮かびあがった。 ■会務報告
◦１１０周年記念事業 記念事業

ほしいとの話があった。評議員懇
談会、理事会の意見を踏まえて検
討した結果、加盟でなく連携強化
して共通課題に取組むことにした。
これに伴い都岳連から退会する。
各支部と岳連の関係は疎密であり、
それぞれの事情で対応してほしい。
◦税額控除制度
月 日付で税
額控除適用法人として認可された。
これによりＪＡＣへの寄付につい
て、所得控除よりメリットが大き
い税額控除の適用可能となる。
◦ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ 登山者
が増えており、受け入れ組織とな
って成果をあげつつある。 歳未
満が参加。国立登山研修所前進基
地を年 回使えるようになった。

15

人が入会した。初心者・初級登山教
室を継続実施している。東海支部は、
会員以外に支部友 、東海ユースク
ラブ 、東 海 学 連（ 大 学１００
人）
、猿投の森づくり会員１００人
と、延べ２７５人在籍し、正会員と
合わせ６０６人の規模となっている。
関西支部は、
ゆるやか山行、
登山
教室初級～上級を実施し、一般参
加者を会員・会友に誘導している。
広島支部の会員１６３人の ㌫は
中国新聞文化センター出身者だ。
支部活動の中核となっている。
岐阜支部は、山行がツアー登山
化しているので、参加者自ら計画
を立て、責任あるリーダーを擁す
るパーティ形式を取り入れた。茨
城支部は溝演会を隔月で実施して

育成の事例が紹介された。２００７
年の雪崩事故を契機に道内 カ所
で雪崩講習会を実施。
これを機に岳

あった。会員増強と若手リーダー
育成に絞って進められた。
北海道支部からは、次期リーダー

■意見交換
会務報告に続いて支部活性化報
告と、それにもとづく意見交換が

進するための装備、旅費等の補助
を認めたい。リーダーのリーダー
を育成するための支援は支部活性

から「若手リーダー育成に一般の
人を巻き込む活動には教室開設が
有効かと思う。こうした企画を推

いる。
この結果、
会員は 人で発足
し 人になった。 人が目標。
これらの報告に対して、執行部

50

化ＰＴで考える。入会のネックと
なる入会金の取扱いについても検
討する」
などと語った。

■3

10

連との関係も安全登山等で連携強
化した。東京多摩支部は都県分境
嶺踏査を実施し、一般参加者から

21

30

25

50

15

50

10

ＡＣの日山協への加入を検討して

25

36

31

実 行 委 員 会 委(員 長・ 尾 上 昇 前 会
■懇親山行は平塚・湘南平で
長 か)ら第 次答申をいただいた。
翌日の懇親山行は集会委員会が
主催し平塚市の湘南平で行なった。 海外登山は、さまざまなレベルで
の登山を実施したい。
「 日本三百
曇りがちで少し肌寒かったが、ハ
名山登山ガイドブック」に沿って
イキングにはちょうどよい。日本
歩くことも検討している。
山岳会設立に貢献した岡野金次郎
◦日本山岳協会・東京都山岳連盟
のレリーフの前で、会の歴史を学
び先輩たちの活動に思いを馳せた。 との新たな関係 公益法人化に伴
って、改めて日本山岳協会からＪ
森会長ら総勢 人が参加した。

35

（写真・澤村貴和、文・髙橋重之、

11

２

１

２

３
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40

３

58

３

10

６

３

19

３

以上は、急峻でヒマラヤ襞のあ

までルートを拓いたが、雪壁のコ
ンディションが不安定で、行く手
を阻まれた。今回も、南西壁右端
のガリーから山頂を目指した。Ｃ

２

３

２

指すが、 度目は届かず、翌日再

４

１

る雪壁、さらには岩壁とのコンタ
クトラインをねらったミックス壁
となっていく。Ｃ から山頂を目

９

06

なかに、氷河は現存していないの

が発達する環境にあるのかという
説明があった。その越年性雪渓の

かに豪雪地帯であり、越年性雪渓

ることがその条件となる。さらに
は、立山連峰が世界的に見ても、い

典』
、２００５年）と定義され、厚
い氷体を持ち、氷体が流動してい

立山連峰における越年性雪渓研究及び
日本初の現存氷河の発見

４

だろうかという問いかけが、今回
の研究のきっかけとなったのだ。

■4

２

司さんが 年に剱沢で行なった研

飯田肇会員
（左）
と福井幸太郎さん

10

10

２

びアタックし、
ＯＢ 人、現役部員
年生の 人が登頂した。

33 12

アウトライアー東峰初登頂への道

山頂までは天候が持ちこたえた
った箇所もあるほど、大変なもの
講演 会
が、下山に入るとガスがたちこめ、 となった。
一変した。なんとかその日のうち
講演会には、全隊員が参加。サ
青山学院大学山岳部隊 萩原浩司
にＣ まで下山したが、ＢＣ帰着
ミッターのひとりである 年生の
～ 月に行なわれた青山学院
年以来 度目のトライである。
後も降雪は続き、バックキャラバ
本田優城さんが撮影編集したショ
大学山岳部によるアウトライアー
メンバーはＯＢが 人、現役部
ンは、
「まるで雪の穂高稜線」とい
ートムービーも上映された。
東峰
（ジャナクチュリ）
の登山につ
員が 人の合計 人。カトマンズ
秩父宮記念山岳賞
〈１〉
いて、登山隊隊長を務めた、青学
からネパール東部にある紅茶の産
山岳部ＯＢ会会長の萩原浩司さん
地イラムを経て、タプレジュンま
から報告があった。
で車で移動。その後キャラバンで
アウトライアーは、ネパール東
北上し、アウトライアーの姿を目
飯田 肇、福井幸太郎（立山カルデラ砂防博物館）
北部、カンチェンジュンガの北西
にできたのは、日本を発って 日
に位置し、中国チベット自治区と
飯田肇さんは、１９８２年から
究が先駆的存在であることの紹介
目のことだった。長いアプローチ
の国境にそびえる７０９０㍍の未
であり、その分、トレッカーや登
北アルプスの雪渓や積雪の調査を
から始まった。次に越年性雪渓や
踏峰だ。２０００年からスロヴェ
続けており、２００９年からは今
氷河の定義づけについて。越年性
山者もほとんどいなくて、静かな
ニア隊が試登と敗退を重ねた末、 山歩きとなった。ブロークン氷河
回の現存氷河発見に結びついた立
雪渓は、積雪量が多いために、雪
年にアウトライアー西峰（主峰） は、 年の青学隊以来、誰も足を
山連峰の雪渓の調査を、福井幸太
渓が越年して残り続けるものをい
は登頂されたが、東峰は未踏のま
う。氷河は、
「重力によって長期間
踏み入れていないと言われている。 郎さんとともに始めた。
ま残っていた。青学隊にとっては、
講演は、氷河の研究において、日
にわたり連続して流動する雪氷
年は、南西壁６７００㍍地点
本山岳会 代会長でもある今西錦
体」
（日本雪氷学会編『雪と氷の辞

萩原登山隊長
（左）
と5人の隊員たち

823−２０１3・12・２０（第三種郵便物認可）
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講演の後半では、今回日本初の
現存する氷河であると学術的に認
められた
「小窓氷河」
「三ノ窓氷河」
「御前沢氷河」の調査内容とそれぞ
れの規模や特徴について説明があ
った。調査は、北方稜線など一般
ルートから外れた所に及び、長時
間にわたって雪渓を移動したり、
クレバスに潜ったりするため、山
岳ガイドの協力のもと行なわれて
いる。剱岳にある小窓雪渓と三ノ
窓雪渓では、 年にアイスレーダ
ー観測
（氷体の厚みを観測）
を行な
った。その結果、
厚さ ㍍以上、
長
さ９００～１２００㍍に達する日
本最大級の長大な氷体が確認され
た。また高精度のＧＰＳを使った

秩父宮記念山岳賞〈２〉

と呼ばれる人が大勢いたでしょう

ーとなった竹内洋岳さん。
「以前、皆さんの周りには登山家

登頂し、日本人初の 座サミッタ

５

流動観測（ボーリングしてポール
を雪渓に埋め込み、ポールの頭に
ＧＰＳを設置）
では、 カ月間に最
大 ㌢以上の比較的大きな流動が
観測された。
立山東面にある御前沢雪渓では、
年にアイスレーダー観測を行な
い、雪渓下部に厚さ ㍍、長さ約
４００㍍の氷体を確認。流動観測
では、１カ月あたり ㌢以下の流
動が認められた。
両氏によると、剱岳・立山連峰
のほかの越年性雪渓にも、氷河が
現存する可能性が残されており、
特に内蔵助雪渓や池ノ谷右俣など
は、今後も観測、調査を続けてい
くそうだ。

登る者ならばわかる。あの事故か
らは到底生還できないはずだ。自
分は生き残ったのではない。今あ
る自分の生命は、救助してくれた
人たちの生命、そして犠牲になり
死亡した仲間の生命すらからも、
少しずつ分けてもらったのだ、と。
そうであれば、絶対に 年以内に
ＧⅡ峰に戻って、
「 私は生きてい
ます」
ということを、皆に伝えなけ
ればならない、と考えた。みごと
竹内さんは、 年後にＧⅡ峰に帰
っていく。それは
「今までの登山の
連鎖のなかに自分を引き戻すこと
だった」
と言う。
座達成は、けっして自分ひと
しての可能性を探る行為だと考え
ているようだ。

一人でも欠けたら、
登れなかった、

りで成し遂げたものではない。今
まで出会い関わってきた人たちが

は、アネハヅルとインドガンと人
間しかいない。鳥たちは仕方なく
８０００㍍を越えていくのかもし
れないが、私たちは自らの意思で
８０００㍍峰に足を踏み入れてい
く。そのことはまるで、生物が数
億年かけて陸に上がった歴史を再
現しているかのようだ、と竹内さ
んは言う。陸に上がると苦しくて
またすぐに水中に戻った。しかし、
もう一度陸に上がってみる。少し
ずつ活動範囲を広げていった生物
の歴史と、高所登山で人間が低酸
素に身体を順応させていく様には、
共通点があると。だから竹内さん
は、８０ ０㍍峰登山は生物体と

後半、２００７年にガッシャブ

1

と締めくくった。（構成＝柏 澄子）

一命を取り留める。しかし、山に

自分の想像力が、この山に及んで
「今日、皆さんの前に、こうして登
いなかったのだと、雪崩に流され
山家が再び現われましたが、もし
ながら思い、とても悔しかったそ
クニマスが言葉を話せたら
‥
﹃ なかなか生き延びるのが大変で
うだ。
した﹄
と言うでしょう。私も大変で
居合わせた各国のクライマーた
した」
と会場を沸かせた。
ちの献身的な救助、手当によって、
標高８０００㍍へと向かう生物

1
ルムⅡ峰で大規模雪崩に遭ったと
きの話に及んだ。雪崩のリスクが

0

プロ登山家 竹内洋岳
少ないラインを採っていたつもり
自身を天然記念物クニマスに例え、 が、雪崩に巻き込まれた。それは

日本人初８０００㍍峰 座完全登頂

が、最近は見なくなったなぁと思
いませんか」という話しかけで始

14

最後は昨年 月にダウラギリに

まった。プロ登山家の竹内さんは、

8000㍍峰14座完全登頂を語る竹内洋岳さん

30
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Report

登山道調査の取組み状況

日本山岳会からの情報提供に基づ
く、地形図の修正例
以下に日本山岳会から情報提供
を行ない、国土地理院の地形図に

佐藤 守

登山道調査の概要
国土地理院では、登山道の正確
な位置と状況を測量調査し、国土
地理院の地図などに反映させ登山
者の安全・安心の確保と地域の振
興を図る目的で、登山道が所在す
る市町村および山岳関係者との連
携により
「登山道調査」
を実施して
います。
日本山岳会では、国土地理院が
整備する地図における登山道情報
の正確性を維持・向上させるため、
反映された事例を紹介します。な
お
［ ］
内は、調査時期および調査
者です。

■6

武甲山

指摘した登山道変化情報

武甲山

図2

国土地理院対応ＷＧ

国土地理院測図部との間で協定を
結び、全国の主要な登山道に関す
る情報交換を行なっています。

◆武甲山［平成 年 月：埼玉支
部・遠山元信］
登山道が変更されて地形図との
差異が著しいため、生川～武甲山
間の登山道を修正しました
（図 、
図 ）
。
◆二子山［平成 年 月：埼玉支
部・遠山元信］
芦ヶ久保駅～富士浅間神社～雄

岳コースについて、地形図に記載

１

二子山

行なうことは、道迷いなどの事故
から登山者を守ることにつながり
ます。地元市町村や他の山岳団体
などと連携して登山道調査に取組
むことは、公益社団法人としての
日本山岳会にとっても相応しい事
業と言えます。

具体的には、ＧＰＳ等の測量機
器を用いて取得した登山道の位置
データなどを、当会から国土地理
院に提供し、国土地理院はこれに
基づいて廃道となっている登山道
の情報を地形図から削除し、ある
いは新たに登山道情報を地形図上
に表示するものです。
日本山岳会の取組み
地形図に正確な登山道の表示を

４

５

修正された地形図( 電子ポータル)

指摘した登山道変化情報

23

23

図1

図3

２
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がなかったため新たに記載しまし
た
（図 ）
。また芦ヶ久保駅～兵ノ
沢～雌岳ルートについては、地形
図との差異が著しいため修正しま
した
（図 ）
。
◆雲取山（奥多摩）
［ 平成 年
月：東京多摩支部・宮崎紘一］
大ダワ林道について、登山道が
崩壊し通行止めとなり、死亡事故
も発生しました。今後、登山道補
修の予定もないとのことで、削除
しました。
◆天目山（奥多摩）
［ 平成 年
月：東京多摩支部・宮崎紘一］
倉沢～１２８９㍍ピークの間の
登山道について、 年以上前から
登山道としての形状がなく廃道と

なっているため、削除しました。
◆南岳（飛騨山脈）
［ 平成 年
月：東海支部・鈴木愼吾、伊藤康
信］
槍平～南岳山頂までの登山道に
ついて、現在一般的に使用されて
いる
「南岳新道」
が地形図上に表示
されていませんでしたので、これ
を表示しました
（図 ）
。

５

５

３

４

Report

アラスカ・マッキンリー気象観測の
再開に向けて

第２次観測と共同研究体制
自動気象観測機をマッキンリー
峰に設置しての、第 期の気象観
測は、アラスカ大学・国際北極圏
研究センター
（ＩＡＲＣ）
との共同
研究として、ＮＳＳ（米国科学協
会）からの援助も得て継続してき
た。年々改良を重ねた自動気象観
測機によって得られたデータの解
析は、ＩＡＲＣおよびアラスカ大
学の研究者によって行なわれてき
た。

吉川正幸

しかし、実際にマッキンリー峰
の高所に気象観測ステーションを
設置する作業は、第１期から引き

マッキンリー気象観測ＷＧ担当理事

後の日本人登山家の冬季のマッキ
ンリー峰遭難事故を契機として、
マッキンリー峰の高所における気

続き、日本山岳会の大蔵喜福会員
の個人的な努力によって行なわれ
てきた。大蔵会員のこの努力に対

なわれたこと、および日米の経済

国立公園における環境保全の強化
のため、観測機器設置の制約が行

しかし、デナリ
（マッキンリー）

２

悪化に伴う支援団体や企業の寄付
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５

25

今後も、国土地理院から日本山
岳会へ、登山道調査への協力要請
が見込まれます。これに対し、本
部と支部が連携して取り組んでい
くことが求められています。

象観測が重要と考えた大蔵喜福会
員は、日本山岳会や諸団体の支援
を得て 年からマッキンリー峰の

して、日本山岳会は秩父宮記念山
岳賞を授与した。

６

以来、 年続けて隊を派遣して、

区切りをつけた。

年間に及ぶデータを集めた第１
期の観測は、２０００年 月に一

11

90

第１次観測までの経緯
１９８４年の冬、植村直己会員
はアラスカ・マッキンリー峰（標
高６１９４㍍）を冬季単独初登頂
後、消息を絶った。烈風による気
象遭難と考えられている。
当時、
北
極圏に近い高峰では、どのような
超低温のジェットストリームが吹
きすさぶものか、気象観測も行な
われておらず、想像することもで
きなかった。
植村直己会員、およびその 年

５７１５㍍地点に定点観測機器を
設置した。

3
11

９
修正された地形図
（電子ポータル） 南岳新道
図5

25
修正された地形図
（電子ポータル） 二子山

25
図4
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３

した。
しかし、 年 月の登山シーズ
ンには、地元におけるマッキンリ

13

局の気象観測機器の設置許可が下

う必要があるとして、ＩＡＲＣか
らの調査申請に対して、国立公園

局による環境アセスメントを行な

ー峰登頂百周年記念登山等の行事
があり、そのあとデナリ国立公園

６

14

支援体制の整備であろう。

６

20

60

力を行なっている。
【参考】
※ＩＡＲＣのホームページより抜粋 ‥
◆ＩＡＲＣ
（
International
Arctic
）
について
（２０１３年 月）
Research Center
アラスカ大学フェアバンクス校
にある国際北極圏研究センター
（ＩＡＲＣ）
は、グローバルな視点
から、北極圏が地球全体に及ぼす
影響と役割を明確に把握すること、
また北極圏をシステム
（体系）
とし
て統合的に理解することによって、

人を超える科学者との共同研究を
通じて協力、お互いの理解を深め、
センターの目的
（上述）
を果たす努

米国と日本を含めた北極圏研究に
支援・協力を約束している。
の継続の困難さから、第 期の気
国立公園局の運営に支障が出てい
携わる世界各国・地域に貢献する
年からは、第 次の気象観測
象観測は２０１０年に至り観測の
ることや、国立公園局による自然
ことを目的としている。
再開のため、ＩＡＲＣを中心にし
中断を余儀なくされた。
保護強化策や地元登山ガイド振興
ＩＡＲＣは、
初代所長であり、
ア
て地元デナリ国立公園レンジャー
策による影響もあると推測される。
ラスカ大学教授
（現名誉教授）
であ
第３次気象観測の再開に向けて
の協力や機材設置作業への参加を
また、電源開発株式会社から観
る赤祖父俊一氏の提案によって、
年間継続した高所気象観測は、 求める組織体制を企画したところ
測機材の購入費用の寄付金を得た
日米政府の資金提供を受け、１９
北極を中心とするジェットストリ
である。つまりマッキンリー峰の
ものの、準備期間が短かったため
９９年に日米間の共同研究推進を
ームの跛行現象の解明に寄与した
高所に気象観測ステーションを設
月の登山シーズンまでに、ＩＡ
目的として設立された。
といわれる。しかし、世界にも稀
置する作業に、大蔵会員だけでな
ＲＣと調整の上での発注ができな
研究費は、日本側からは海洋研
に見る高所、かつ北極圏における
くデナリ国立公園レンジャーが加
かった。
究開発機構
（ＪＡＭＳＴＥＣ）
およ
気象観測は、さらに長期間継続し
わることを提案している。また大
このため現在も、 年の再開に
び宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸ
てデータを収集することによって
蔵会員による役務提供だけでなく、 向けてＩＡＲＣおよびアラスカ大
Ａ）
、
米国側からは米国立科学財団
得られる知見があると考えられる。 資金的にも、国内企業による資金
学から国立公園局への働きかけを
ＩＡＲＣはこれらの観点から、ま
援助とアラスカ大学の研究費を受
重ねている。観測機材の購入につ （ＮＳＦ）および米国海洋大気局
より、直接支援を受け
た 年間の共同研究の実績から、 けて実施することを予定している。 いても、ＩＡＲＣからの発注が確 （ＮＯＡＡ）
ている。
日本山岳会および大蔵喜福会員の
定して来シーズンの再開のめどが
世界各国の 以上の研究所、
立った。今後の課題は、継続的な
観測を行なうための日本山岳会の
14

年と 年の再開準備の状況
以上のように、 年からの気象
観測の再開に向けての活動を開始

12

13

りなかった。
これには、米国の国内事情から

９

13

■8

20

10

２

観測再開計画に対して、全面的な

気象観測ステーションと現地のスタッフたち
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孫慶錫（ソン・キョングソク）会員№7775

1926年 9
 月2日韓国・ソウル市に生まれる。
1945年 ソ ウル大学山岳部と韓国山岳会
の設立に参画。
1950年 朝鮮戦争に参戦。
1955年 雪岳山千仏洞冬季初登。
1965年 訪日登山隊隊長
（穂高連峰）。
1970年 訪日登山隊隊長
（穂高連峰）。
1974年 日本山岳会入会。
その後ヨーロッパアルプス、ヒマラヤ
などに足跡を残し、
韓国山岳会副会長､ ‥
UIAA韓国代表、アジア山岳連盟韓国代
表などを務める。山に関する著書多数。
1994年 日
 本山岳会名誉会員に推挙される。
2013年8月31日逝去。享年87。

ルム持参で訪韓した。その時に世
話してくれたのが孫さんだった。
年に孫さんの肝入りでソウルで
日韓高所医学セミナーが開催され、
本会から住吉、中島、広谷、大森、
関口、長尾が参加した。このセミ
ナーはその後もソウルで一度、大
邸で一度開催され、すべて孫さん
の手配だった。彼は大変面倒見が
良く、訪韓した日本の岳人の多く
が孫さんの世話になった。私もソ
ウルでは何度も自宅（後にソウル
市の文化財に指定）に招かれ、竹
田、広谷、大森、長尾の 夫婦と
は、韓国の正月を体験させてもら
ったこともあった。
ヤンバン
孫家は誇り高き両班であり、祖
父は日韓併合に反対して割腹自殺

り、自分の死後の本の始末につい
て相談されたことがあった。
日本と韓国の登山界の架け橋的
な存在であり、韓国山岳会副会長、
ＵＩＡＡやアジア山岳連盟の韓国
代表を務めるなど一生を韓国登山
界に捧げたと言っても過言ではな
いだろう。日本山岳会名誉会員に
推挙された時はたいそう喜び、書
斎に飾りたいから名誉会員章はバ
ッジではなく額にしてほしいと神
崎副会長を困らせたこともあった。
晩年は、心疾患の手術や下腿骨
骨折など体調を崩すことが多く、
そのたびに体力が衰えた。癌告知
後も春には訪日したいと書いてき
たが遂に叶わず、 月 日、逝去
された。半世紀近い交遊を偲びつ

■9

追

遡る。孫さんがベルリンオリンピ

つ謹んでご冥福をお祈りします。
終わりに、ご子息からの来信の
一部をご披露します。

31

念式典に招かれて隊員だった広谷、 し、胸像がソウル市にあるという
大森両氏と関口氏がＮＨＫのフィ
家柄だが、
本人は大の親日家で、
桜
が咲く春の日本をこよなく愛し、

４

「今、故人は遺言どおり霊魂石に
なり、彼が最も愛した山岳関連の
本、資料、写真と共に自宅の書斎
に安らかに眠っています。
故人の心を奪った山に対する嫉
妬で生前故人に無関心だった遺族
らはその罪を償おうと、これから

８

O B I T U A R Y

ックのマラソンの金メダリスト、
名誉会員 孫慶錫さんを偲ぶ
孫基禎氏の手引きで来室した。応
長尾悌夫

対したのは折井健一、関口周也両
韓国から一通の封書が届いた。 氏。１９４５年設立の韓国山岳会
孫慶錫名誉会員のお嬢さんからで、 の中心人物の一人であり、設立後
日が浅かった韓国山岳会が、日本
父親の訃報だった。本年１月、癌
山岳会の組織や運営などを参考に
を告知されたが延命を望まず一切
したかったのではないだろうか。
の抗癌治療を拒否したと聞いてい
日本山岳会がエベレスト登頂に
たので、この日を予期していたが、
成功した 年は、ちょうど韓国山
ついに現実になってしまった。
孫さんと日本山岳会の関わりは、 岳会創立 周年にあたり、その記
お茶の水にルームがあったころに
25 70

しばしば来日した。ＴＶはＮＨＫ
ばかり見るので、お嬢さんに書斎
の扉に
「ＮＨＫソウル支局」
と貼り
紙された、と笑っていた。ソウル
大学政治学科の卒業だが、政治に
直接関わったことはなく、登山と
著述業に明け暮れた。山に関する

71

著書が多く、また大変な蔵書家で、 故人の傍らで追慕と哀悼を始めよ
その数は 万冊に及ぶと言ってお
うとしています」
。
２
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集会委員会 

する。 時 分、椹島ロッジ着。
苦労した 日間だった。遅れて
皆さんに迷惑をかけっ放しだった
のに、先々で待っていてくれた北

2013 鈴木利英子氏寄贈

Leben Unter dem Schnee（北越雪譜／鈴木牧之・著 ドイツ語版）383p ／ 24cm Eugen Diederichs

1989 モア・ジョイ寄贈

平塚人物史研究会（編）平塚ゆかりの先人たち

荒川岳～

上にてご来光。富士山の左に昇る
太陽をカメラに収め、記念写真を
撮る。雲一つない素晴らしい眺め
に感激。丸山の登りも快適、岩稜
帯を登り東岳（悪沢岳）の山頂へ。
南部の最高峰からの３６０度の展
望に感激。角度の関係で北岳のみ
見えなかったが、白峰三山から光
岳まで尾根筋が展望できた。ここ
まで登ると、秋の訪れの草紅葉が

海道支部の皆さんは、団結力と忍
耐力とスケールの大きい登山人で
あった。菊池リーダーと清登サブ

2013 著者寄贈

山は学校 ぼくの細道：藤原優太郎随想集

137p ／ 21cm 無明舎出版

2013 出版社寄贈

240p ／ 21cm 山と溪谷社

2013 出版社寄贈

伊藤フミヒロ（編著） バックカントリー：スキー &スノーボード/ヤマケイ入門＆ガイ
ド

南アルプス
赤石岳縦走

素晴らしい。
急坂のガレを下り、
中
岳、前岳へ。
名での行動はここまで。この

206p ／ 17cm 七つ森書館

藤原優太郎

月 日 時、畑薙夏期駐車場
に集会委員会 名、北海道支部
名
（女性 名、男性 名）
、私の計
名が集合。送迎のマイクロバス
に揺られて二軒小屋へ向かう。
日 時、朝食後、ゆっくりと
出発。千枚岳コースの吊り橋は数
年前に流され、下流に新しい吊り
橋ができていた。取付から急登の

な赤石山脈の主峰には、別のコー
スから再挑戦してみたいものだ。
苦しいこともあったが、今後に向
け身体をつくり直し、気力と精神

は常に私の後ろでサポートし、的
確なアドバイスと勇気をくれた。
南アルプス南部の、奥深い壮大

力をつけたい。

連続。チーフリーダーは菊池武昭
後、私が大聖寺平で遅れ出したた
さん、続いて北海道支部 名と私、 め、赤石岳頂上にて合流すること
サブリーダーは清登緑郎さん。マ
にした。頂上にたどり着けるのか
不安であったが、 分遅れで登頂
できた。 年来の夢の実現、諦め
かけた赤石岳の登頂に感激。 時
間遅れで赤石小屋へ。明るいうち

千枚岳山頂にて

（河西邦彦）

ブナの息吹、森の記憶：世界自然遺産 白神山地

根深誠

３ 30

ンノー沢ノ頭までは 時間の急登。
私は呼吸困難となり、徐々に足が
止まり遅れ出すが、
清登さんの
「ゆ
っくり行こう」
の励ましもあり、
な



76p ／ 29cm 平塚人物史研究会

Suzuki, Bokushi

2013 著者寄贈

釣り人たち（水彩画集）
：Anglers

９

にたどり着いたのでひと安心。
日 時、朝日に照らされた赤

１
い赤石岳を、カメラに収めて下山

30

刊行年 寄贈／購入別

ページ／サイズ 発行元

名

日本山岳会の
各委員会、同好会の
活動報告です。

んとか千枚小屋に着いた。
日 時 分、ライトを頼りに

40

６

96p／21cm プロモビス

柴野邦彦

５

小屋を出発。 時 分、千枚岳頂

30

書

者

14

２

30

５

著

編

２

30

４

４

５

８

27

３

８

９

８

28

29
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図書受入報告
（2013年11月）

灘高スキー登山部OB会（編）灘中・灘高スキー登山部 部史 復刻版（第１編・第2編）計5冊

灘高スキー山岳部OB会 2013 発行者寄贈

静岡高校・紫岳会（編）「紫岳」バックナンバー（創刊号～第10・11号まで）
計8冊

静岡高校・紫岳会

1933 ～ 1952 山本良三氏寄贈

資料映像委員会 

２ 12

10

斜度 度）よりチュルップの頂上
に立った。
月 日、アルパマヨ挑戦のた

よりでき映えを見た結果可否を決
めるとの話もあり、それを配慮し

厳しい折から、映画制作もスポン
サー捜しに走り回り、某テレビ局

アルパマヨは、その鋭い穂先を見

月 日、第 キャンプへ全員
で荷揚げ。いちだんと近くなった

め出発、標高４３００㍍にＢＣを
設置した。

登山隊のメンバーは、吉川尚郎
隊長以下総勢 名で、平均年齢は
歳と若い隊である。遠征予算の

て制作をする計画を練った。

せている。ここから氷河との闘い
だ。北稜を吉川、村井、近藤パー

27

１９６２年 月 日、 大 勢 の
人々に見送られ横浜港から出航。
28

月 日、登山隊はリマからト

５

２

1

撮影者ならではの楽しい裏話も披露された

られ、取り付くのが難しいようだ。
南稜にルートが見つかったので全
力を注ぐことにし、南稜直下、標
高５３００㍍の雪原に第 キャン
プを設置した。
アルパマヨは見る角度によって
変化する。槍ヶ岳のように見えた
り、美しいヒダが一面に入って見
えたりする。登山隊は映画制作に
来ているのではない。登山に来て
いるのだ。従って行動は待ってく
れない。映画制作者は孤独である。
穂先が 度に近い斜面をセルフビ
レイしながら、 分ごとにチェン
ジバック
（携帯用簡易暗室）
の中で
フィルム交換をしなければならず、
大変な撮影であった。
続いて、井口隊員がアタックの
３

2

た。
雪面に鼻をくっつけて登り、
頂
上は ㌢ほどの塊で、アルマパヨ

後に鏑木と近藤カメラマンが登っ

様子を語り、
「 吉川隊長がＷの旗
を持って登る。次に浜野、
村井、
最

90

は最後までとんがっていた」と結
んだ。
なおトークの詳細は、当会ＨＰ
→日本山岳会の活動案内→委員会
ティが目指し、南稜を井口、浜野、 →資料映像委員会→アーカイブ映
鏑木パーティがルート工作をする。 画会へとアクセスするとご覧いた
（溝口洋三）
北稜は大クレバスに進路をさえぎ
だけます。 

８
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アーカイブ映画会『アンデ
スの氷壁に挑む』

18

月 日、
映画会を開催した。
１
９６２年に早大山岳部が遠征した
登山隊に、カメラマンとして同行
した近藤隆治会員の報告である。
参加者は 名と盛況であった。
登山隊は、
「 世界で最も美しい
氷雪のピークの一つ」とされてい
るネバド・アルパマヨ（６１２０
㍍）
の第 登と、ネバド・チュルッ
プ
（５４９３㍍）
の初登攀に挑戦し
と人間からなるキャラバンがゆっ
た。まず映画観賞、続いて撮影者
くりと動き出した。
と隊員によるトークが行なわれた。
月 日 時 分、吉 川 隊 長、
概要を報告する。
井口隊員の 名が正面岩壁（平均
７

70

７

３

2

６

ラックでワラスへ向かった。そこ
でポーター 人を雇い、馬とロバ

７

50

６

10

25

40

２
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支部

越後支部

だより

た後、準備体操をして 時 分に
出発、木落し坂コースより登り始
めた。会話中心のゆっくりとした
歩みで、途中 回ほどの休憩をと
りながらのんびりしたペースであ
った。隊列ラストを受け持った橋
本支部長と桐生会員は、伐採木を
拾って女性参加者のための杖作り
に忙しく動き回っていた。
予定どおり 時 分に全員が南
葉山頂上に到着、ここでグループ
ごとに昼食をとる。昼食後は男女
各グループに分かれ、制限時間内
で交互の話し合いを行ない、意中
の人を選定する時間帯である。
時下山開始、 時 分に予定どお

付けたいという服装できめている。 とのことである。また、参加者に
主催者側から挨拶の後、出発前に
聞いた印象として、自然の中での
男女一対一の差し向かいで 組が
体験で天候にも恵まれ気分的にオ
ープンになれたこと、非常に気持
ちの良い企画であり参加して良か
ったとの声を聞いた。若者の素敵

交代しながら１分間の自己紹介を
行ない、打ち解けて和らいだ雰囲
気となった。

くいることを知った。
越後支部としても、このような
公益事業への協力を今後も継続し
ながら、若いメンバーの支部入会
勧誘を検討する一助にしていきた
いと思う。 
（桐生恒治）

東京多摩支部

山梨、埼玉、東京多摩の
支部が第２回懇親会を
東京・青梅の御岳山で開く

山梨、埼玉、東京多摩の 支部
が、 月 ・ 日、東京・青梅の
御岳山で合同懇親会を開催した。
あいにく台風 号の影響で大雨と
なり、予定していた大岳山には登
れなかったが、その分、大いに楽

15

しく歓談することができた。 支
部合わせ 人（東京多摩 、埼玉
、山梨 ）
が参加した。
この合同懇親会は 回目だ。ど

ういうわけか雨にたたられる。昨
年は埼玉支部が主管し、雲取山で

月に開催しようとした。台風が
接近し 月に延期したものの実施
できず、
翌年 月になって
「三度目

の正直」のとおりようやく開催で
きたが、雪に見舞われ、山荘への
到着が大幅に遅れた。その反省で

■ 12

3

山コン 南葉山
（９４９㍍）

ている。
当日の上越地方は、前日の雨模
様から爽やかな秋の日差しとなり、
絶好の出会いを予感させる小春日
和の天候となった。参加者は、新
潟県内外の男女各 名であったが、
申し込み人数は 倍以上もあった
らしい。
時 分に南葉山高原キャンプ

り高原キャンプ場に帰着した。
越後支部の協力はここで終了し
たが、その後、フリータイムでの

40

場に集合した参加者は、当初は男
女ともぎこちない雰囲気の中で、
不安そうな気持ちで顔を下に向け

９

対策・保育係）
の共催として、
「ト
にいがた出会いサポ
キめき Heart
ート事業」として実施されたもの

30

話し合いと、主催者側の調整でカ
ップリングが行なわれ、なんと
組中 組ものカップルが成約した

30

ている状況だった。女性は鮮やか
な山ガールスタイルの服装、男性
も煌びやかな格好をして気を惹き

11

３

14

である。橋本支部長の知人を通じ
て、越後支部に山行引率の協力依
頼があり、支部参加者は橋本支部
長のほかに、南葉山に詳しい地元
の七澤恭四郎（支部自然保護委員
長）と、サポートとして桐生恒治
（支部事務局長）
が参加した。
山コンとは、トレッキングで自
然を満喫しながら男女の素敵な出
会いを楽しむ山行で、最近各地で

3

越後支部では公益事業の一環と
して、 月 日に「山コン 南葉
山」というユニークな行事への協
力支援を行なった。
この企画は、上越情報プレス社
主催で、
新潟県
（児童家庭課少子化
30

な出会いのサポートができたこと
や、山や自然が大好きな若者が多

3

24

８

コースリーダーの七澤会員が、
登山ルート説明と諸注意を行なっ

２

at

もいろいろなイベントが企画され

14

３ 40

13

20

18

４

８

９

12

13

全国各地の支部から、
それぞれの活動状況を、
北から南へとリポート
します。

20

13

９

20

２

at

10
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今回は御岳山に会場を設営したの
だが、またも雨である。
会場としたのは御師の宿坊「山
楽荘 」
。午 後 時 に 受 付 を 開 始 し
た。もう雨が降り出していた。全
員そろったところで、片桐御師の
話を聞いた。御岳山は、信仰の山
として発展してきた。山上にある
武蔵御嶽神社は第 代崇神天皇の
代に創建されたと伝えられている。
詳細不詳。古来、庶民の御嶽詣で
が盛んで、
「講」
という集まりをつ
くり祈祷師／御師の先導でお参り
した。御師の家は一般に開放され、
今も宿坊として利用されている。
参道には御師の家が数多く並んで
いる。
続いて、金邦夫会員の話を聞い
た。今年 月まで、 年にわたっ
10

20

きて遭難する。多摩の山を侮って
はいけない。五日市、高尾警察署
と分担して救助に当たるが、青梅
が断然に多い。
今年は 月までにすでに 件発
37

なった。日ノ出山で 人のパーテ
ィから「仲間のひとりが歩けない」
と出動を要請された。駆けつけて
みると捻挫らしい。救助隊員が
分ほど交代で背負って下した。救
急車を待たしたが、下へ下りると
電車で帰るという。たいした事故
ではなかった。どうして仲間が助
けてやれないのか。東京の大きな
山岳会だったという。金さんは
「山
ヤのプライドがない」
と言った。日
本山岳会の会員には、そのような
恥ずかしいことをやってもらいた
くない。
予定していた大岳山は、その特
異な山容から、多摩のランドマー
クとされている。古書『武蔵通志』
は「両総地方にて武蔵の鍋冠山と
称して海路の目標とすなり」と記

30

状況を発表する。最も多いのは長
野県、次いで富山県、北海道など

は探しようがない。
少なくとも、
家

みんな男性だ。中高年で単独登山
である。黙って出かける。これで

両は、自転車並みの速度で走った。
９

察庁が毎年 月に全国の山岳遭難

７

６



（髙橋重之）

食後、早々に下山した。帰りのＪ
Ｒ青梅線は大幅に遅れていた。車

ても見つからない。行方不明者は、 かったが、
やはり中止となった。朝

件ほど救助に出動していたという。 っている人もいる。現役のころは、 山のひとつである。一度は登って
東京の山岳遭難は意外に多い。警
休日を返上して捜索した。どうし
みたいと楽しみにした参加者も多

となるが、東京都は上位にランク

来年は、山梨支部の主管で実施す
る予定だ。

し、東京湾の船上から航路の目標
としたことを伝えている。二百名

18

族に行く先を言ってほしい。
金会員は多くの事例をあげた。

楽しく歓談した参加者

される。ときには 位、 位など
となる。あまり報道されないため

生した。遭難は秋に多く、気がか
りだという。行方不明のままにな

９

安易に救助を頼まれることも多く

て青梅警察署山岳救助隊で、山岳
救助活動に従事してきた。年間

２

823−２０13・12・２０（第三種郵便物認可）

か、たくさんの人が気軽に登って

40

３

山

福岡支部

九州 支部懇談会開く

月 ～ 日、九州 支部懇談
会が福岡支部主催で、ホテル・グ
ランティア太宰府を会場にして開
催、 支部から 名が参加した。
日、渡部秀樹会員の司会進行
で、 時 分開会。中馬董人・福
岡支部長の挨拶。続いて新会長に
就任した森武昭会長が登壇され、
これからの日本山岳会が目指す方
向として、
「会員の増強」
「若手リ
ーダーの育成」
「山の日制定運動」
などのほか、入会金の一部を支部

■ 13

5

28

29

20

９

5

28

14

70

5

へ還元、支部の事業計画への助成
金構想など、支部活性化について
も熱く語られた。
次に支部代表による支部近況報
告に移り、
伊藤久次郎
（北九州）
、
加
藤英彦
（東九州）
、工藤文昭
（熊本）
、
末永軍朗
（宮崎）
、中馬董人
（福岡）
の各支部長から支部活動の現状が
報告された。
当日の記念講演は、小西信二氏
（太宰府市ふれあい館館長）
による
「 宝満山の国史跡指定について 」
。
これは会場近くにある宝満山（８
２９㍍）
が鳥海山、
富士山に次いで
日本で 番目に山岳信仰に基づく
修験道の山として、今秋、国史跡

盛会だった九州5支部懇親会

指定に内定したことを受けて行な
われたもので、小西氏の 年間に
わたる宝満山の古代山岳寺院史跡
の発掘活動への執念がにじみ出た
１時間半だった。
夜は、ホテルに併設された天然
かけ流し温泉
「みかさの湯」
に浸か
ったあと懇親会が開かれ、お酒と
料理と歓談を楽しんだ。
日は記念山行。 時 分にホ

一日を歴史の趣あふれる太宰府界
隈で堪能した集まりであった。
（高木荘輔）

図書紹介

ができる好書といえるだろう。
本書は、著者が文献から知り得
た多くの知識を紹介しながら、自
ら踏査して行く旅程の中で見聞し
体験した事柄を、昔と今を重ね合
わせながら論じていく視点は興味
深く読み応えがある。
本書の第一章～二章、ラサ、シ
ガツェ、ギャンツェの記述は旅行
記の範疇を超えるものではないが、
チベットの歴史や文化を知りたい
金子民雄・著

著者は本書のまえがきで「旅の
思い出を綴ったものにすぎない 」

旅行者にとっては参考となる点が
多い。変貌していくチベットの姿
や、終焉を迎えようとしているチ
ベット仏教に対する洞察など深い

ラス・マナサロワール紀行』

カイ

とあっさり扱っているが、とんで
もない。
著者は探検家や調査隊などが中
央アジアやチベットに入り、書き

ものがある。
ヤル・ツァンポを遡り、その源
流域に広がる聖地について半分余
のページを割いている。
もとより河口慧海の足跡を訪ね、
聖地全域を見聞しながら過去数世

『聖地チベットの旅

残した百数十年にわたる探検記録
や旅行記、学術調査報告書などに
関する文献や資料に精通した、日
本でも数少ない知見者の一人であ
る。そればかりかこの分野で自ら
執筆活動や翻訳に勤しむ専門家で

紀、この地を訪れた探険家やイエ
ズス会士の足跡をたどってみたい

■ 14

８

テルを出発し、
「 四王寺山歴史ハ
イキングコース 」
「 宝満山登山コ
ース」
「自由散策コース」
の つに
分かれ実施。森会長は宝満山を元
気に往復し、麓にある「山の図書
館」
（九州情報センター）
にも立ち
寄られた。
一時小雨は降ったものの、秋の

29



もある。従って本書の中でも随所
に深い著者の思いを読み取ること

２０１３年９月
連合出版刊
B６判 ３１９㌻
定価 ２６２５円
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３
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山

３
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山

ということが念願であったと著者
著者はそれを、時代背景、執筆
長生の他の山の雑誌が持っていな
山
口
耀
久
・
著
は記しているから、慧海をはじめ
者、反響、遺産などの面から 章
い、あるいは持とうとしない特徴
『
「
ア
ル
プ
」
の
時
代
』
とする旅行者の記録を引用しなが
にわたって解き明かす。どの章も
である。
第五章
「
『歴程』
の詩人」
、
第
ら、この地域の紹介に務めている
堅牢な構成と精緻な文章によって
十章
「紀行文における虚と実」
がそ
姿勢は高く評価したい。
読み応えがある。
「アルプ」
にもっ
れを明かしている。第五章では、
優しく好奇心に満ちた著者の目
とも近い雰囲気を持っていた戦前 ﹃アルプ﹄
の性格を決めた執筆者群
が、至るところで発揮されている
の雑誌
﹃山﹄
は 年、実質 号で終
像とその影響の強さがわかる。第
ことが本書の特徴とも言えよう。
刊となった。
「形而下的ではない」 十章もまた興味津津。そこで紹介
﹃アルプ﹄
という雑誌があった。
そ
川岸で飛び跳ね車底に付着する魚
世界を内容としたが、その点では
されている例（尾崎喜八による串
の月刊誌
（創文社刊）
は１９５８年 ﹃アルプ﹄
のことなど、未だ秘境といえる部
も同じであった。それが
田孫一の文章批判ほか）
は、
森鷗外
創刊、１９８３年に３００号で終
分も残されている。この旅に同道
年 号と 年３００号と命に長
の
﹃歴史其儘と歴史離れ﹄
、あるい
刊した。 年前になる。 年つづ
した人たちはさぞ楽しかったであ
短ができたのはなぜか。
前者は
「再
は幸田露伴の、紀行・小説での虚
いたが、存続の期間より終刊して
ろうとうらやましく思え、私の１
生することを期して」
終刊したが、 と実を論じた
﹃客舎雑筆﹄
にも通じ
からの時間の方が長いのだから、 後者は再生を期することはなく、 る問題提起で、
９８５年の遠征を回顧しながら読
﹃アルプ﹄
はこうい
いま 歳代以下の世代はその実体 「悲痛感などは少しもなく」
み続けた一冊であった。
「使命
うことを材料にして書ける性格の
を見たことがないか、その存在を
著者の志す聖地の紹介は、今回
をはたした、
という自負」
を持って
知らないとしてもおかしくはない。 いた。その相違もまた本書のテー
の旅の動機と深くかかわっている
年も 年も、半世紀少し前なら
ことは当然としても、著者の旅か
マのひとつである。
３

25

30

13

り回顧するに値するどのような世

この雑誌がどういう内容で、どん
な雰囲気を持っていたのか、つま

ていたが、そういう性格は既存・

てこの雑誌の独自性を確認するこ
とになった。山の文芸誌と言われ

つもの宝を見つけた。そして改め

この本は読むのに時間がかかる。
３００号の中から、その長寿を支

30

ば、若い世代は生命を奪われてい
る一生の年月になる。そういう時

３

えた文章（その多くが作品の名に

（平林克敏）

界を築いていたのか。

■ 15

２０１３年10月
山と溪谷社刊
四六判 ３５９㌻
定価 ３４６５円

25

間がたって、その雑誌の生涯を振

ら本書発刊の 年の間に日本人が
行なったヤル・ツァンポの つの

30

源流域の完全踏査、河口慧海の越



待している。

て更なる輝きを増すものと思い期

所で語られていれば、申し分のな
い西チベット聖地への旅行記とし

頂などが著者の綴るそれぞれの箇

2

40

30

えた峠や白岩窟の確定調査、ナム
ナニ
（グルラ・マンダータ）
の初登

25

り返るという作業が編集同人のひ
値する）
を選び回顧しているから、
とり、山口耀久氏によって実現し
読む側はそこに立ち戻って紹介作
た。
を読みたくなってしまう。そうし
回顧は、それをするだけの価値
た反復作業の結果、この雑誌の忠
のあるものに対しておこなわれる。 実な読者ではなかった私は、いく

16

ば）
短調だが、長調の明るい、ワル
雑誌だったという、みごとな紹介
ツみたいな文章を書きたい」と語
になっている。
っていた（
「山」２００２年 月・
終刊３００号では大洞編集長に
。本書の造本
（本文組体
声をかけられて私も
「歴史の中へ」 ６８６号）
裁・用紙・函・表紙などの装丁）
は
と題して寄稿したが、本書を読み
軽快で爽やか。内容と雰囲気が溶
終えてみると、 年、本当に歴史
けあって、著者のその言葉を体現
の中のものになったのだな、とい
している
（装丁・小泉弘）
。あわせ
う感慨が深い。そこで書いたこと
て評価したい。  （大森久雄）
の繰り返しになるが、
﹃アルプ﹄
は
モニュマン・イストリック
歴史的記念建造物になったのであ
茂市久美子・発行
って、歴史の中に埋没したのでは
ない。 年、それは
﹃アルプ﹄
によ 『 藤田弘基 追悼 星降る彼方に』
って山の世界が爽やかな雰囲気を
持てた、山登りに文化の香りのし
ていた年月であった。その一方、
﹃アルプ﹄
を否定的に見る向きがあ
る。しかし、そういう見方も、目
の片隅に羨望の色を隠せないでい
30

山口氏は『定本 北八ッ彷徨』
（平凡社）
出版後、図書委員会企画

ぶりに山の本の分野で、読むに値
する文章力を持つ著作が生まれた
ことを喜びたい。

や存在を知らない世代にも、かつ
ての世界を再確認したい世代にも
最適の書と言える。さらに、久方

る。本書は、そういう性格の雑誌
が存在したという歴史をみごとに
跡づけている。その意味で、実体

25

の懇談会で
『彷徨』
は
「
（音楽でいえ

を求める写真家が多いなか、藤田
さんは、それだけでなく、アッサ
ムからアフガンまで続く大山脈が
見せる、さまざまな表情を追求し

写真家の藤田弘基氏の追悼集。
ヒマラヤを中心にした山岳写真だ

イ・ラマ十四世との交流から始ま
り、チベットの秘宝を描写した作
品群へと続く流れも興味深い。

ラコルム』
などには、
星空に浮かぶ
高峰群が叙事詩のように美しく表
現されている。偶然出会ったダラ

気機関車』
（１９７６年刊）
。機関
車の汽笛に喜びや悲しみを覚え、
鋼鉄だが生き物のような豊かな表
情を見出している。ヒマラヤの高
峰群とそこに住む人々、文化にも
深い関心を寄せた藤田さんの、多
面的で豊かな感性が、初めての本
からもうかがえる。
ほかに例を挙げれば、
『 ヒマラ
ヤ満天星』
、
『星明かりの秘境 カ

日本山岳会の図書室にふさわしい
（永田秀樹）
本である。 
＊
問合せ＝デナリパブリッシング
社
（森田洋）
電話０３
（５２１３）
８
１２５

市販されてはいないが、蒸気機
関車を愛し、ヒマラヤの自然、文
化に傾倒した写真家の魂の軌跡は、

に、このような素敵な追悼集で送
られる藤田弘基さんは幸せな写真
家である。

市久美子さんが発行。
惜しまれ、
早
過ぎる死ではあったが、愛する人

た作家だった。
中学時代から登山に夢中になり
ながらも、
最初の作品は
『栄光の蒸

けではなく、蒸気機関車、チベッ
トとガンダーラの仏教美術、高山
植物、星空など幅広いテーマを追

著作に関する文章を時系列で集
大成したことによって、弟子をと
らず、グループにも属さなかった
誇り高き写真家・藤田弘基さんの
人柄、仕事への情熱が伝わってく
る。
共著も多い夫人の童話作家、茂

■ 16

７

B５判 ２４１㌻
（カラー48㌻ 本文１９３㌻）
非売品

った藤田氏の 冊の著作が紹介さ
れる。さらに著作に添えられた文
章、友人の惜別の辞、カラーグラ
フが続き、在りし日の藤田さんの
姿、主要な業績が浮かび上がる構
成になっている。
ヒマラヤの荘厳さ、神聖さなど
35
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11

13

19

３

報
14

告
14

（ ）１１０周年記念事業
（佐藤）
（ ）山の日制定ＰＴ
（森）
（ ）会員増強・財政基盤検討Ｐ
Ｔ
（黒川）
（ ）ルーム検討ＷＧ
（高原）
（ ）支部活性化ＰＴ
（森）
２・財務関係の報告
（吉川）
（ ）家族登山普及ＷＧ
（ ）ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ関係
（ ）高尾の森づくりの会の会計
（ ）中間の内部監査の実施（ 月
日予定）
（ ）平成 年度事業計画と予算
３・
「 当会への寄付の税制優遇措
置」
について
（吉川）
内閣府から 月 日付で要件を
満たしていることの証明通知があ
った。
４・日本山岳協会と、今後の連絡
協議に関して
（高原）
3 2 1

月 日に打合せを行なう。
５・新入会員オリエンテーション
について
（高原）

７・第 回全国支部懇談会につい
て
（佐藤）
月 ～ 日に静岡市で開催さ
れ、約２００名が参加した。
８・
「沢登り同好会」
を同好会に登
録
（代表者直江俊弐）
した。
（高原）
９・パソコンプロジェクター１台
の購入を決めた
（高原）
・日本山書の会から
『山岳』
掲載
画のコピー転載許可願いがあり承
諾した
（高原）
・長野県遭難防止対策協会から
「山岳遭難防止アドバイザー」
設置
の通知があった
（高原）
・日本山岳会山岳保険について
（吉川）
会報
﹃山﹄
の広告面を拡大するな

10

21

29

ど広報を強化する。
・海外登山基金による助成を受
けた慶応大学の中国四川省横断山

■ 17

務
２

10

11

12

13

脈登攀隊が つの未踏峰に初登頂
した
（吉川）
・２０１３・２０１４年役員・
委員会名簿を発刊した
（高原）
・平成 年度の新永年会員は
名となる
（高原）
・学生部主催の第 回マラソン
大会について
（古野）
月 日に皇居周辺で開催され、
約１２０人が参加した。

46

25

25

5 4

新入会員 名が参加し、 月
日開催された。
６・青森支部創立 周年記念式典
について
（高原）
東北・北海道地区集会が、 月
～ 日にむつ市で開催され 、約
１００人が参加した。

26

11

平成 年度第７回
（ 月度）
理事会
・日本人初８０００㍍峰 座完全
議事録
登頂
日時 平成 年 月 日㈬ 時～
竹内洋岳
（元会員）
２・旅費等の寄付に関する取扱い
時
について
（吉川）
場所 日本山岳会集会室
【出席者】森会長、黒川・古野各副
日本山岳会会員が会の事業のた
会長、高原・吉川・佐藤各
め個人が負担して支出する旅費等
常務理事、大槻・落合・勝
を会への寄付金とする場合の取り
山・ 川瀬・直江・野口・山
扱いについて定めた
（
「会員からの
田各理事、浜崎・吉永各監
旅費等の寄付に関する要領」
）
。
（承認）
事

【欠席者】節田副会長・山賀理事
３・入会希望者について
（高原）
【オブザーバー】柏編集人
名の入会希望者があった。
【審議事項】
（承認）
 
１・平成 年度秩父宮記念山岳賞 【協議事項】
１・ 上 高 地 山 研 水 対 策 に つ い て
推薦について
（黒川）
月 日に開催された秩父宮記 （大槻）
念山岳賞審査委員会で 件
（ 名）
水道導入に伴う上高地右岸水道
が推薦された。
（承認） 組合、工事業者、関係省庁との打

・立山連峰における越年性雪渓研
合せ等について協議した。
【報告事項】
究及び日本初の現存氷河の発見
飯田肇（当会会員）
・福井幸太郎
１・各ＰＴ・ＷＧから、現在まで
（非会員）
の進捗状況等についての報告

50

12
10

10

4

15

20

20

25

９
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26
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15

16
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26
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・第 回全国山岳博物館連絡会
議について
（勝山）
月 日に開催され、全国から
７博物館が参加した。
・
﹃山﹄ 月号について報告があ
った
（柏）
【今後の予定】
・年次晩餐会 月 日㈯
・支部長会議 月 日㈯ 時
分～
・日本山岳文化学会 月 日㈯
～ 日㈰
・植村冒険館展示「冒険家の押
入れ」 月 日㈮～ 月 日㈰
・日本ヒマラヤ協会２０１３年
華甲望年会 月 日㈯ 時～
・日本勤労者山岳連盟望年会
月 日㈯ 時～
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10

16

12 12

日

日

日
日

日

14 13
日
日

15
日

公益法人運営委員会 スキ
ークラブ
山岳研究所運営委員会 ス
ケッチクラブ
理事会 休山会 山想倶楽部
フォトビデオクラブ みちの
り山の会 山岳地理クラブ
総務委員会 ＹＯＵＴＨ
ＣＬＵＢ
フォトビデオクラブ
総務委員会 資料映像委員
会 集会委員会
会 支部活性化ＰＴ ス

キークラブ
日 三水会 青年部 つくも会
日 山の自然学研究会 科学委

00

員会 ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ
日 家族登山普及ＷＧ

日 総務委員会 フォトビデオ
クラブ ＹＯＵＴＨ Ｃ
ＬＵＢ 遭難対策委員会
日 ＤＭ委員会
日 自然保護委員会 麗山会
ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ
日 総務委員会 学生部 山遊
会 スキークラブ 公益
法人運営委員会
日 総務委員会 １１０周年記
念事業実行員会

月来室者
名

会員異動
（ 月分）
物故
阿部和行 （ ４４９８） ・ ・
（５ ３３１） ・ ・
守山進太郎
湯口康雄 （ ６５２３） ・ ・
高並 勉 （ ７６３２） ・ ・
一山 了 （ ８３９７） ・ ・
梁取静吾 （ ８５９２） ・ ・
（１ ０５１２） ・ ・
袴田通孝
退会
田沼健司 （７４９６） 埼
 玉
斉藤冬喜 （９１４５）
荒井光夫 （１２００８）
小原勝三 （１２４０１）
木曽萬喜治
（１４３０８） 熊
 本
福田幸子 （１４５３４）

■ 18

11

18

18 16
日 総務委員会
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20 27 6 12 26 19 11
海外登山基金助成対象登山隊審査委員会
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７ ７

１

14

25

12

19
21 20
25 22
27 26

28

29

30

12

11月

11

11

13 13 13 13 13 13 13

困難を求めての挑戦、発想の新しさ、夢多
い計画など、ユニークな登山計画を支援します。
奮ってご応募ください。
◦対象 平成26年2月～平成26年7月末に‥
海外の山へ出発する登山隊
◦申込締切 平成25年12月31日
その他詳細は、http://jac.or.jp/event/post778.html
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11

18

日 総務委員会
日 図書委員会 スケッチクラブ
日 常務理事会 集会委員会
ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ
山の自然学研究会
日 家族登山普及ＷＧ ＹＯＵ
ＴＨ ＣＬＵＢ
日 総務委員会 海外委員会
九五会
日 全国山岳博物館等連絡会議

平成25年度（後期）
「海外登山基金助成対象登山隊」募集
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823−２０１3・12・２０（第三種郵便物認可）
山

山

823−２０13・12・２０（第三種郵便物認可）

日本山岳会所蔵資料紹介 No.8
［資産番号］
［資 料 名］
［部 門 名］
［寄 贈 者］
［受 入 日］

00481 ～ 00500
堀田弥一の遺品
書簡、ネガフィルム
立教山友会
2011年4月

①休憩する隊に集まる村人

堀田の日記

②ナムルからサルティコーラへ

③ガネッシュのBCより望むスリンギ・ヒマール

前号に引き続き堀田弥一より寄贈された資料より、日記の一部とオリジナル写真を紹介する。
サマ部落での日記「4月6日 …早朝より沢山のチベット人が集まってきた。……昨晩傳令に来た使者
……途中ローにて投石その他の迫害を受けた由、一刻も早く安全地帯へ引き上げるべき……4時頃、村
山君が来て一切が明白になった。サマに入ることは出来ない……シャールコーラの奥に住むスーパー
への連絡を至急とることになった」
。
「4月14日 スーパーを中心にサマ側と遠征隊側が会談することに
なった。サマ側はどうしても譲らず……協議の結果、ガネッシュ・ヒマールに行くことに決定した。サ
マ側が拒否する理由は……」と詳細が続く。そして新たな目標の山を目指すも第2のサマ事件が発生しそ
うになったこと、ガネッシュへの挑戦から撤退にいたるまでが記されている。
堀田は帰国に際し、遠征が失敗に終わったことで一敗塗地になるのではと苦しんでいたようだ。それ
は、妻に宛てた手紙から察することができる。
マナスル遠征で撮影したオリジナルネガ（60ミリ×45ミリ）256枚も寄贈されている。カルカッタ、カ
トマンズ、ニヤック、ナムル、サルティコーラ、ベースキャンプ、ドマンなどで撮影したもので、当時
を知るうえで、歴史的に価値あるものであろう。①～②の写真はキャラバンの様子、③はスリンギ・ヒ
マール。
この時代の遠征隊は国を挙げての大プロジェクトであった。それぞれがそれぞれの立場で、大きな役
割・期待・プレッシャーを背負いながら山と向き合っていた。そして、その時代があって今があるとい
うことを、これらの資料が教えてくれる。
なお、日本山岳会ホームページ→日本山岳会の活動案内→委員会→資料映像委員会→所蔵資料紹介のペー
ジへアクセスすると、「会報ページそのもの」を拡大して見ることができます。活用ください。また、公開資料に関す
（資料映像委員会）
る情報・ご意見・ご教示など、次までお寄せください。 jacshiryo102@jac.or.jp
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❖編集後記❖
◦先日、会報編集員会を開いたと
ころ、 人全委員の出席があった。
ＪＡＣの長い歴史があるからこそ、
積み重ね受け継ぐことができた魅
力と、若手会員たちが吹き込む新
しい風をいかに融合させるか。そ
れは紙面展開だけでなく、会全体
の課題でもある。ある委員は、
「も
っとユーモラスに書いてもよいの
では」
と。
会報作りにもいろいろな
方向性と多様な手段がありそうだ。
◦今月号は、私が晩餐会後からネ
パール出張に出ているため、ほか
の委員、担当理事が編集と校了の
作業をしてくれています。来年は、
編集委員会はもちろんのこと、会
員の皆さんが、より一層積極的に

山

参加してもらえるような会報作り
を考えたいと思います。よい年を
お迎えください。  （柏 澄子）

日本山岳会会報
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