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日 本 山 岳 会
The Japanese Alpine Club

高根澤亮太
隊員／江口岳志
（ ） 神奈川県横
浜市出身、東京医科歯科大学
隊員／宮地 聡
（ ） 神奈川県横
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浜市出身、東海大学
２年前の夏、私は日本大学山岳
部のザンスカール遠征隊の一人と
して未踏峰に挑戦していた。私の
なかで初めての海外がこの遠征で
あった。見るもの、触れるものす
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自分の登山技術の未熟さを思い知
らされた。そして、必ずリベンジ
をしようと心に誓った。
本格的に遠征に向けて動き出し

た。
そして、
何よりヒマラヤの山々
に圧倒された。日本の山とは比べ
ものにならないほど大きく、険し
く、美しい。とても充実した時間
だった。しかし、我々は頂上を目
前に、ルートの難しさからそれ以
上進むことができなかった。この
とき私は、未踏峰登山の難しさと

灼熱のインドへ
８月 日㈬～ 日㈭
前日は期待と不安のせいでなか
なか寝付けなかった。いよいよ始

奥穂高岳南稜で合宿を実施した。
実際にメンバー同士で山に行く機
会は少なかったが、短い時間を効
率的に使い、ロープワークや生活

グをコツコツと行なった。
最初の合宿は２月の八ヶ岳。赤
岳主稜と阿弥陀岳北稜の登攀であ
った。生活技術に関してはあまり
問題なかったが、フィックス通過
の際は大学によって知識が異なっ
ていたため、その場で確認を行な
った。その後も杓子岳双子尾根や

技術の確認、共有を行ない遠征本
番に備えた。

たのは２０１６年 月からである。
日本大学山岳部の遠征の際も大変
お世話になった京都大学山岳部Ｏ
Ｂの阪本公一氏に山を紹介してい
ただいた。それと同時にメンバー
も集結し、本格的な準備を始めた。
自分たちの大学の部活動をこなし

まる。空港には多くの方々が見送

▶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

ながら、遠征の準備やトレーニン
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べてが初めてであり、新鮮であっ
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会員の会報購読料は年会費に
含まれています
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日本山岳会学生部ザンスカール遠征隊が
Ｌ８峰に初登 頂

谷区出身、東海大学
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「未踏峰に登りたい」という隊長の熱意から始まった４人の学生部
遠征隊が、インド北西部・ザンスカールの未踏峰Ｌ８峰（６０２０
ｍ）の初登頂に成功した。
「山岳部らしい泥臭い登山をすることが
できた」
というこの遠征について、高根澤隊長がレポートする。
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日本山岳会学生部ザンスカール遠征隊
がＬ８峰に初登頂‥‥‥‥‥‥‥‥
支部合同会議を開催、将来に向けての
着実な一歩を踏み出す‥ ‥‥‥‥‥
冬山トレーニングで行く冬富士の
厳しさについて再認識を‥‥‥‥‥
追悼 覚悟の人 田中壯佶さん‥‥
追悼 奥野道治君‥ ‥‥‥‥‥‥
図書交換会出品目録および購入申込みの案内‥‥
活動報告‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
山行委員会
新入会員‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
支部だより‥‥‥‥‥‥‥‥‥
東九州支部
Climbing＆Medicine・80‥ ‥‥‥
図書紹介‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
図書受入報告‥‥‥‥‥‥‥‥
会務報告‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
ルーム日誌‥‥‥‥‥‥‥‥‥
会員異動‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
INFORMATION‥ ‥‥‥‥‥‥
編集後記‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
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2017 年（平成 ２9 年）
【目的の山】 IMF Route for 104
Open Peak List in J&K No.40
（Ｌ８峰） LAT33.09.24
P6020
LOG77.02.14
【遠征期間】
２０１７年８月 日～９月 日
【遠征隊メンバー】
隊長／高根澤亮太
（ ） 神奈川県
藤沢市出身、日本大学
隊員／西田由宇
（ ） 東京都世田
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山

しかし、偵察では氷河の末端を確
領域に足を踏み入れる。西田と高
認することができなかった。また、 根澤が先行し、クレバスや落石に
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予想以上に天候が悪く、雪が降り
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イスのせいか終始、腹痛に襲われ
ていたが、ほかのメンバーはもり
もり食べていた。
その後は 日間の車両移動、
日間のトレッキングを経てベース
キャンプ（ＢＣ）にたどり着いた。
途中、学習院大学が登頂したＬ
峰や、２０１２年に学生部が登頂
したＬ 峰を見ることができた。
この周辺の谷にはまだまだ多くの
未踏峰が存在する。美しく堂々と
聳え立つ山々を前に胸が躍った。

Ｌ８峰に向けて長い旅が始まっ
た。初日は高所順応を行なうため
ツォ・モリリという湖を目指す。
ツォ・モリリはとても巨大な湖で、
周りに連なる山々も美しい。西田

ックを担ぎ、ガレ場をひたすら登
っていく。ザックを背負っている
だけで息が切れてしまう。細かく
休憩をとりながら、偵察の際に見
付けた幕営予定地を目指した。５
３００ｍ地点でテントを張った。
徐々にＬ８峰が近付いてくる。
日は荷物の半分を稜線上にデ
ポした。５６００ｍ地点まで高度
を上げる。
この日も天候が悪く、
氷
河の末端や北稜を確認できなかっ
た。
距離感もつかめない。
実際にそ
こまで行かないと何も分からない。
これが未踏峰の難しさだと思った。
８月 日㈬
残りの荷物を背負い、東稜を乗
っ越す。
昨晩から雪が降り続き、
５
㎝ほど積もっていた。視界は昨日

が体調を崩していたため、ほかの
３名とガイドのツェワンさんで高

予定の東稜から北稜に転進
８月 日㈪
いよいよ登山期間に入った。
日に行なった偵察で、当初予定し
ていた東に延びるピナクル帯の尾

りに来てくださった。皆に別れを
告げ、日本を飛び立った。
８時間のフライトを終えてデリ
ーに降り立つ。とにかく蒸し暑い。
日本とは違う暑さだ。何より人が
怖い。我々の荷物を狙っているの
か、荷物の周りをうろうろしてい
る。タクシーにも無事に乗ること
ができ、ホテルでひと息をついた。
ＩＭＦではリエゾン・オフィサー
と合流し、登山にまつわる注意点
などを説明された。インドという、
日本とは全く異なる環境を勢いで
乗り切った１日であった。
８月 日㈮
いよいよレーに向けて飛び立つ
朝、なかなかリエゾンが空港に現
われない。チェックインを済ませ

所順応を目的に５９００ｍの峠を

よりも悪く、辺り一面真っ白であ
った。荷物が軽いとはいえ、空気

た後も全く来る気配がない。なん
と、大量に持ち込んだ荷物のせい

目指した。悪路のため５４００ｍ
地点までしか行くことができなか

が薄いため息が切れる。ペースを

で手続きが遅れ、飛行機に乗れな

ったが、頭痛や息切れなどの高度

根
（東稜）
が非常に脆く、通過は困
難であることが分かった。そのた

かったらしい。彼は１日遅れでレ
ーに無事に到着した。

障害に襲われた。
キャラバン期間中の食事はすべ

注意しながら下っていく。昼過ぎ

め、１つ尾根を乗っ越して北側に

買い出しの手間を省くためすべ

てコックが作ってくれる。スパイ

になると徐々に霧が晴れ始め、周
囲を見渡すことができた。実際に

上げ過ぎないように気を付けなが
ら稜線を目指した。

ての食料や装備を持ち込んだお陰
で、レーではリラックスして過ご

スの利いたものが多いが、パスタ
続き、濃い霧に包まれながらの行
やピザ、チャーハンまで出てくる。 動であった。

奥に下りてみると、氷河がなだら

延びる尾根
（北稜）
を目指すことに
なった。北稜に取り付くためには

すことができた。

出発日は１人当たり ㎏近いザ

デポを回収し、いよいよ未知の

１週間のキャラバンを経て

すべて美味であった。西田はスパ

大きな氷河を下る必要があった。

８月 日㈰～ 日㈯
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869−２０１7・10・２０
山

偵察時、ＡＣ付近（5300ｍ）から見たＬ８峰

えるとガレ場に入る。途中に何箇

いが流れが早い。川幅の狭い所を
慎重に飛び越える。氷河歩きを終

所ほど川ができていた。深くはな

まずは山頂につながる稜線に向
けて歩き出す。途中の氷河で２ヶ

雲に覆われていた。

天気は曇りだが、ときどき晴れ間
が見えた。風は弱い。山頂は薄い

鋭い氷柱がぱっくりと口を開けた
クレバスの中に垂れ下がっている。

けていた。底が見えないほど深く、

り進んでいく。
途中に２ヶ所クレバスが口を開

ーションを取り、一歩一歩ゆっく

で引くわけにはいかないと自分に
言い聞かせた。しっかり水分とレ

い。軽い頭痛もし始めたが、ここ

だが、標高が高い影響かかなり息
が切れる。全くペースが上がらな

かにつながっており、容易にアタ
いかかなり息が切れる。高度障害
ックキャンプ
（ＡＣ）
を設営するこ
が出ないようにゆっくり登ってい
とができた。しかし、落石が多く、 く。
常にガラガラと音を立てながら落
主稜線に上がる手前の５ｍほど
ちてきていた。落石の心配がなさ
の雪壁に到着する。バーが刺さら
そうな場所にＡＣを設営した。夜
ないため ㎝のアイス・スクリュ
は冷え込み、気温が下がったせい
ーを使用し、支点構築をする。雪
か、氷河が割れる音がたびたび聞
の下は硬い氷になっていたが、ア
こえた。爆発音のような低い音だ。 イゼンとアックスはしっかり決ま
恐怖のあまり何度も目が覚めた。
る。主稜線に出ると６０００ｍ級
の岩峰が連なる景色を見ることが
できた。非常に美しい。ほとんど
が未踏峰だと思われる。バーで支
点構築を行ない、全員問題なく通
過する。
ここから山頂までは長い雪稜歩
行となる。雪庇に気を付けながら
進む。先ほどよりも緩やかな登り

所か雪が残っており、アイゼンが
しっかりと効き歩きやすかった。

赤旗を立て、慎重に通過する。頂

２年越しの夢を果たす
８月 日㈭
アタック日。期待よりも不安の
方が大きかった。昨日の昼間、ひ
どい頭痛に襲われたせいか、夜は
あまり眠れなかった。朝、少し頭
痛はしたが問題なさそうだった。

傾斜は緩やかだが、空気が薄いせ
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31

山

上まであと ｍ地点、もうひと踏
ん張りだが、体が重い。息が上が
る。隊員たちに声を掛けられなが
ら一歩一歩進んでいく。
ついに山頂に到着した。周りの
山々が低く見える。疲労はピーク
に達していた。しかし、喜びはそ
れをはるかに上回っていた。とう
とうリベンジを果たすことができ
た。２年越しの夢を叶えることが
できた。しかし、まだ半分だ。Ａ
Ｃに戻るまでは気が抜けない。
気持ちを切り替えて下山に集中
した。主稜線に出た場所までは
分ほどで下れてしまった。５ｍの
雪壁はクライムダウンで下りるこ
とができた。その後もガレ場を１
30

20

８月31日12時25分、
全員でＬ８峰頂上に立つ

時間ほどで下り、ＡＣに到着した。
９月２日㈯
１日レストを挟み、皆が待つＢ
Ｃに帰って来た。やっと肩の荷を
降ろすことができ、皆と熱い握手
を交わし、暖かいチャイを飲んだ。
体が暖まるのと同時に、達成感と
幸福感が湧いてくる。皆も同じよ
うだ。私たちは未踏峰に登ること
ができたのだ。

登山後の感想
「未踏峰に登りたい」――私のわ
がままから始まった遠征であった
が、多くの方々に支えられ実現す
ることができた。隊員全員が笑顔
で帰国できたことを、大変嬉しく
思っている。アタック日、Ｌ８峰

までの道のりは決して難しいルー
トではなかった。ロープを出す機

会もほとんどなかった。簡単に登

れたと言えばそうなのかもしれな
い。しかし、ＢＣからすべての荷

物を担ぎ上げ、ＡＣを設営し、山

岳部らしい泥臭い登山をすること
ができたのではないだろうか。そ

のすべての行程を踏まえて、未踏

峰の頂に隊員全員で立てたことが、
私自身にすばらしい達成感を与え

てくれた。
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見があって、東日本・西日本エリ
アに分けての分割開催だったが、
相互の意見交換の必要性などが求

月 日㈯～ 日㈰、２０１７
年度の支部合同会議を、東京・四
谷駅前の主婦会館プラザエフで行
なった。全国 支部から支部長お
よび事務局長が参加し、理事や関
係する委員長なども合わせ１００
人近い出席者となり、規模の大き
な会議となった。なお、昨年は出
席者の発言機会が少ないなどの意

今年度はさらに改革を進めるた
め、①記念事業委員会の新設、②
公益法人運営委員会を改革事業推

度には永年会員から寄せられた約
２５０万円を超える寄付金も大き
な助力となっている。

度設計、②会員サービス、③収益
事業の三本柱として取り組んでき
た。昨年 月から発足した準会員
は 名となり、会員カードの優待
施設ができてさらに拡張され、収
益事業も進んでいる。一方コスト
削減も進み、その結果、財政赤字
が大幅に圧縮され、黒字転化も視
野に入るようになってきた。今年

ついて
（神長常務理事）

年層獲得に向けたネットの活用に

者の事故抑制対策を重視して、支

された第２回
「山の日」
記念全国大
会の報告があった。また、全国支

〈会務報告〉
域の情報を海外に発信」
し、
「日本
◆記念事業委員会について（重廣
の自然の豊かさや山岳文化・伝承
副会長）
などを支部員の言葉で世界に発
新設された記念事業委員会では、 信」
する目標を掲げ、
各支部への協
創立１２０周年を迎えるにあたり、 力を呼びかけた。まずは支部の山
喫緊の
「会員増強」
「支部の活性化」 や文化を、ホームページを通じて
「安全登山の強化」
を中心課題とし、 外国語で紹介する。
会全体で創立１２０周年の準備に
◆会計報告書および寄付金の取り
取り組み、長い伝統を持つ日本山
扱いについて
（古川常務理事）
岳会の歴史を内外に知らしめる活
平成 年度「支部予算書 お
｣ よ
び
「支部会計報告書」
作成のための
動を行なうという方針や、具体的
留意点を説明。また、支部での寄
な内容案とそのタイム・スケジュ
付金の取り扱い方法について説明
ールの概要が示された。また、実
があった。
施するための募金組織を立ち上げ
◆再生事業の進捗状況について
る旨が報告された。
◆支部活性化策について（重廣副 （佐野改革事業推進委員会委員長）
これまで日本山岳会再生委員会
会長）
で行なわれてきた事業について報
登山者人口や構成年齢、事故発

REPORT

められ、全国支部が一堂に会して
の開催となった。
【１日目】

進委員会と改称し、公益法人運営
小委員会、改革事業推進小委員会
で構成、③再生委員会の事業を再

これまでの海外委員会を、新た
なコンセプトを持った国際委員会

部にアンケートを依頼した「山の

支部合同会議を開催、将来に向けての
着実な 一歩を踏み出す

冒頭の小林会長の挨拶では、こ
れまでの成果を踏まえ、新たに改
革を進める方針が示された。

生事業推進ワーキング・グループ
に継承し、会長が主導するとの方

と改称。
「日本の登山文化、
山岳地

91
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24

33

永田弘太郎・谷内 剛

部の活性化につなげていくこと。
また、安全教育の機会を求める若
ついて提案があった。
◆支部の山を海外発信することに

告があった。
「山のお弁当」
は、昨
年初夏から高尾山にて販売を開始。
登録商標を出願、
登録した。
「登山

用品販売」
は、ＪＡＣマーク、個人
名を入れた登山用品のテスト販売
を開始した。

◆
「 山 の 日 」の イ ベ ン ト に つ い て
（萩原
「山の日」
事業委員会委員長）
８月 日に栃木県・那須で開催
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９ 月 ～ 日、 全 国 支 部 が 一 堂 に 会 し た 支 部 合 同 会 議 で は、 当
会 が 新 執 行 部 下 に お い て、 将 来 に 向 か っ て 具 体 的 に 動 き 出 し た こ
と が、 そ れ ぞ れ の 立 場 か ら 説 明 さ れ た。 ま た、 多 く の 高 齢 会 員 を
擁する当会の、山行における安全対策に関しても議論がなされた。

前年度まで、タテ軸を支部と若
手の活性化に、ヨコ軸を日本山岳

針が示された。

生件数の推移などの紹介があり、
既存会員をはじめとした高齢登山

会再生委員会を中心とした、①制

29

11

9

23

23

33

869−２０１7・10・２０
山

869−２０17・10・２０
山

全国支部並びに本部役員・関係者が多数出席し、報告や意見交換など様々な議題が討議された

日」
への取り組みについて、
結果の
そして、
その打開策として
「会員一
とする旨説明があった（永田常務
報告があった。７月から９月にか
人一人による入会者の誘いかけ」 理事）
。
けて、親子登山など
「山の日」
の関
が提案された。
＊来年２月に安全対策を主眼とし
連イベントを実施した支部は 支
◆日本山岳会の現状と課題、準会
た
「支部指導者の安全対策講習会」
部だった
（約８割）
。
員制度の取り組みについて（吉川
が行なわれる旨の連絡があった。
◆安全登山について
（中山副会長） 財務委員会委員長）
（宮崎支部事業委員会委員長）
高齢者が際立つ山岳遭難事故の
吉川委員長からも会員数と会費
＊西山北海道支部長から、２０１
増加を受けて、各支部における安
収入の分析結果が示され、当会全
８年７月 ～ 日、北海道上川町
全対策の意識付けの強化と、行な
体としての危機感の共有と準会員
で行なわれる第 回全国支部懇談
ったアンケート結果の報告があっ
獲得を推進するための提案がなさ
会の開催概要について説明があっ
た。加えて、支部山行における計
れた。
財政困難な状況下で、
支部に
た。また、栃木支部の前田事務局
画書の提出と事故発生時の本部の
おいては地元の支援や公的助成金
長から、２０１９年第 回全国支
連絡体制についての説明がなされ
活用によって活動の活発化を進め
部懇談会は、栃木支部で開催予定
た。個人山行の責任の所在や登山
てもらいたい、との提案があった。 であるとの発表があった。
計画書について意見が出された。 ︿報告および連絡〉
（総務担当常務理事）
◆広島支部での遭難事故の報告
＊山本支部事業委員会委員から、
（八幡広島支部支部長）
北関東ブロックと南関東ブロック
８月 日に発生した北海道・幌
合同の「支部事業情報交換・交流

の当面の活動休止が報告された。

尻岳における遭難事故について説
明があり、事故を受けて広島支部

＊大塚デジタル・メディア委員会委

会」
の実施状況について、
映像を交
えながら報告があった。

＊今年度の年次晩餐会の概要（申

ることによって得られる支部の情報

（永田常務理事）

込み順の指定席、講演会は 時開
始など）
の説明。また、
当日午前中

【２日目】

現在の会員数と年齢構成の分析
によって、近い将来に会員数が大

の支部長会議は開催せず、連絡会

発信や会員増強のメリットについ
て、
実例を交えながら説明があった。

幅に減少する予測が報告された。

〈意見交換〉
◆会員数の現状とこれからの方針

員から、
ホームページ、
ブログ、
フェイ
スブックの違いや、
それらを活用す

26

各支部からは事故発生時の対応に
ついての質問があった。

29

13

21

35

■5

22

34

姿勢を取るにも、その瞬間に、一
発目のピッケルの打ち込みで停止
しないと、滑り始めるとまず停止
は困難であろうと思います。
最後に、富士山で逝ったすべて

ALERT

チュルチュルという滑る音がした
かと思うと
「グエー、グエー」
と何
度か奇声が聞こえ、しばらくして
静かになりました。奇声を発した
ときが、多分岩に当たって打撲を
負ったときだと思います。
私の脳裏には、この人の最期の
姿が、富士山で亡くなった滑落者
の姿と重なって浮かんできたので
す。頂上で写真を撮っていて、雪
庇を踏み外したとのことです。こ
のときの断末魔の悲鳴は、いまだ
に私の耳に残っています。
滑落の原因として、歩行中にア
イゼンを引っ掛けてバランスを崩
した、八合目で小用を足していて
突風で飛ばされたなどという事故
もあります。富士の風は３方向だ

山岳救助隊）

の岳友のご冥福をお祈りします。
（ 山梨支部会員／富士吉田警察署

冬山トレーニングで行く冬富士の厳しさ
について再認識を

けでなく、斜面を上ってくる下方
からの突風も要注意です。七合五

するのは、何度経験しても緊張以
上に恐怖心すら感じます。
滑落死した現場での遺体は無残
過ぎて、とても家族には見せられ
ません。氷の斜面を時速 ㎞以上
の速さで数㎞の距離を滑落する途
中で、飛び出ているいくつもの岩
に当たり、そのたびに体のどこか
を打撲、骨折のダメージを受ける
のです。きつく締めているはずの
登山靴は脱げ、上下の着衣はズタ
ズタにちぎれて肌が見え、両手足
は骨折したため関節の反対方向に

山梨支部／静岡支部
羽田政人
地 元 の 山 岳 会 と い う こ と で、
我々御坂山岳会員は富士吉田署の
山岳救助隊員に任命されています。
要請の９割は積雪期の富士山の行
方不明者の捜索か、遭難救助で出
動している状況です。
自宅から見える雪に抱かれたシ
ンメトリーの富士は実に美しく、
毎日見ていても飽きることがあり
ません。
そんな美しい富士山も、
内
面は非情な山なのです。戦後以降、

勺で休憩中、上部にいたほかのパ

鉄板のような蒼氷と化すのです。

れが氷点下の夜に凍り、アイゼン
のツァッケが１㎜と刺さらない、

八、九合目からの滑落です。
厳冬期の富士の斜面は、雪が降
っては昼の気温で表面が溶け、そ

スの４尾根上部を登攀中、
「 ギャ
ーッ」という悲鳴とともに中央稜

撃したことがあります。バットレ

います。
５月の北岳で、滑落をもろに目

あります。
亡くなった滑落者は、
多
少の違いはありますが、ほとんど
の人がこのような形で見つかって

ーティが誤って落としたザックが
当たり、滑落した事故もあります。 怖いのは突風とアイスバーン
有元利通
これなどは、もちろん落とした方
毎年、冬富士遭難についての報
も悪いが、斜面での休憩の基本で
道に接します。また、京都のグル
ある、上部からの危険に対してど
ープで亡くなった方の遺族からは、
う回避するか、注意が足りなかっ
静岡市が裁判で訴えられていて係
たかと思います。
なお、富士山の斜面においては、 争中です。救出にヘリで行き、吊
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事故の８割が下山中の滑落

山梨県側だけでも冬季に約２６０
曲がり、頭蓋骨が割れているため
名からの遭難死者を出しているの
顔の皮が冷たい地表に凍り付き、
です。事故の約８割が下山途中の、 人相が識別できない状態のことも

九合目に立つと、何一つ遮る物が
なく五合目まで一気に見渡せる、

り上げた後、落下して行方不明に。
バランスを崩したとき滑落停止の

まずは徹底的に雪上訓練を受けるのが山頂への第一歩（吉田口）

から人が降って来たのです。後は

60

約 度からの凍った大斜面を下山
30

869−２０１7・10・２０
山

869−２０17・10・２０
山

口です。厳冬期の富士を登る場合、
まず登ろうとするルートを夏に何
度か登って、地形を頭に入れてお
いて欲しいと思います。特に御殿
場口では、下りでまずホワイトア
ウトになります。この場合は右へ
右へとルートをとって下ります。
右へ行けば、宝永山、双子山、樹
林帯が出てきますから。
先述の京都のグループの例では、
亡くなられた２人のうち、エベレ
ストに登っていたリーダーの方は
別として、
もうひと方
（遺族が裁判
を起こされている方）
は、
夏富士は
一度登られていたか、という程度
の経験でした。また、女性２人は
夏富士未経験のようで、大分経験
不足と感じました（私が目にした
事故報告書のコピーより）
。
したがって、夏の富士に２、３
度登ったら、初冬
（ 月中・下旬～
月初め）
か、
残雪期
（４月～６月）
の富士を登っておいて欲しいと思

10

いると綺麗ですが、八合目から上

ら来て雪を舞い上げ、つむじを巻
いて去っていきます。下から見て

イスバーンです。風は左右上下か

も書いておられます。
冬富士で厳しいのは、突風とア

います。これは、前述の山本さん

11

翌日発見したが、死亡していたと
いうケースです。また昨年、本会
の一支部での遭難死亡例もありま
した。これらと私の経験も踏まえ
ながら書いてみます。
私の場合は、 代後半まではす
べて単独行でした。単独行者が冬
山技術を習得するには、本による
知識と実践しかありません。幸い
私が冬山を始めた 代ころには、
ヤマケイのアルパインガイド別冊
『冬山入門と案内』
という本があり、
冬富士についてもこれで学びまし
た。この本は、富士山測候所に勤
めておられた山本三郎さんが、富
士山について執筆されています。
私の厳冬期富士登山は、御殿場

強風が地吹雪となって舞い上がる厳冬期の富士宮口

田大沢直登コースは、早くからア
イスバーン状になるでしょう。
私が登っていた御殿場口・長田

ではその最中に身を置くわけで、
しっかりとした耐風姿勢が取れな
いと極めて危険です。
それからアイスバーンです。前
の京都のグループでは、比良山系
で冬山訓練をやった、とありまし
たが、全く条件が違います。比良
では雪ですから、アイゼンも良く
効くでしょう。滑落停止もピッケ
ルでできるでしょう。富士山は言
うまでもなく独立峰ですし、比良
の３倍の高度です。富士宮口では、
月中・下旬ごろから九合五勺の
上は凍結して、徐々にアイスバー
ンになっていきます。御殿場口の
おおだるみ
八合目から上の大 弛 （夏道）や、
吉田口の夏道・本八合から上や吉

移動性高気圧を狙うのが良いでし
ょう。このごろは冬型の気圧配置
が弱くて、山頂の雪も多めのこと

したが、そのほか気象の変化を早
く、深く読み取ることが必要です。
天気は冬型の西高東低ではなく、

根上や頂上、御鉢では少ないです。
もっとも、飛ばされた雪は沢筋に
積もり、吉田口や御殿場口・大弛
ではそれが凍結していきます。
アイスバーンで滑落すると止ま
りません。雪ではないので、滑落
停止訓練も意味をなしません。新
雪の後はアイゼン、ピッケルが良
く効きます。ただ、午前中登って
いるときは良いでしょうが、下る
ときは雪が飛ばされていて、アイ
スバーンが出てきたりもします。
以上、気がついたことを書きま

って違います。山頂の雪が一番多

尾根も、測候所が無人になった少
し後で測候所が設けた鉄柵が撤去
されたので、安全ルートはなくな

が多くなりました。それと春一番
が３月より早く、２月の２週目く
らいに吹くこともあるので要注意
です。そういうときは、絶対に入

いのは、５月下旬～６月初めです。
冬型の気圧配置が強いときは、降
った雪はすぐ飛ばされるので、尾

りました。長田尾根もピッケルと
アイスバイルで確保しながらの
登・下山になるでしょう。大弛コ
ースはもっと危険ですから要注意。

山してはいけません。まず登れま
せんし、遭難あるのみです。
（静岡支部長）

11

なお、
「 １月ごろ山頂の雪はど
のくらいですか」とか聞かれたり
しますが、雪は年により、日によ
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30

20

追

悼

験者だった。群馬初の鳴り物入り

前の 年にマナスル西壁を経験し
ていて、唯一人の８０００ｍ峰経

亡くなる数日前の１日には「山
の空気が吸いたい」と言って赤城
山へ行き、車からは降りなかった
が、冷気を吸って帰って来たとい
う。前橋生まれの山好きとしては
赤城山が
「近くて良い山、
ふるさと
の山」
だったろうし、
赤城に別れを
告げて来たのか。
今から 年も昔、５月の連休に
八ヶ岳の全山縦走をして前橋駅へ
着いてバスを待っているとき、特
大のキスリングを背負って自転車
で帰る田中さんを見送ったのを覚
えている。鵬翔山岳会の合宿の帰
りだったと思う。
田中さんと一緒の山は、１９７
２年春、群馬県山岳連盟のダウラ
ギリⅣ峰だった。田中さんは１年

は感謝の言葉まで添えられていた。
私などには末期癌を宣告された

ョーとして流されている。最後に

人山岳会時代、４度のヒマラヤ登
山、そして家族登山がスライドシ

院。内臓は丈夫なわがまま凍傷患
者に外泊許可を出し、田中さん宅
に私を泊めて、奥さんの手料理で
一杯飲ませ、また翌朝一緒に病院
へ戻る。
ほかの患者がうらやむ、
優
雅な外泊だった。
４年ほど前、日本山岳会の群馬
支部を設立することになり、
「支
部長就任のお願い」に藤岡の介護
老人保健施設へ行く。渋々引き受
けてくれたが、条件は「八木原君
が事務局長をやるなら 」だった。
私も渋々引き受けて支部は無事に
スタートした。施設長室にはマナ
スル
（ 年、 年）
やエベレスト
（
年）
などの写真が掛けられていた。
告別式当日、式場へ入ると自ら
選び製作した高校山岳部から社会

なぜか田中さんの脳外科病棟に入
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田中壯佶さん

ヒマラヤ登山も、松井高重郎さん
の高山病死などで登山は失敗に終

人の心の内を察しようもないが、

73

覚悟の人

わった。登山隊の報告書には、田

田中さんは、家族にさえ痛さや苦
しさを訴えることもなく逝ったと

78

八木原圀明

中ドクターによる克明な検証がさ
れていた。

いう。医師としての矜持か。覚悟

71



は２月ごろだったというから、発
見直後のようである。
「 私は生き
る覚悟をした」
と言い、
「宏岳院医
燈壮光居士」の戒名を付けてもら
い、葬儀の相談までしたという。
泰賢和尚は群馬県高体連登山部
の元委員長であり、１９８０年の
夏休みに、自ら群馬県内の高校登
山部顧問を隊員としてインドのシ

１９８１年、私がカンチェンジ

50

ュンガで両足に凍傷を負い、帰国
の上の見事な人生の締めくくりで
の翌日に長野の佐久病院へ行くと、 あった。

71

前群馬支部長の田中壯佶さんが
９月４日に亡くなった。
胃癌で、
発
見されたときにはもう難しい時期
だったという。私どもがご本人か
ら聞かされたのは、今年の春先の
ことである。１９４０
（昭和 ）
年
８月生まれの 歳だった。２人の
ご子息も医師に。

ャルミリ峰
（６０９６ｍ）
を初登頂
したときの隊長である。東善寺は
幕末の重臣で、倉渕町で処刑（斬
首）された小栗上野介忠順の菩提
寺である。

会員番号 7968

「覚悟の人だった」と高崎市倉渕
町の東善寺住職・村上泰賢さんは

1940年8月15日 前橋市生まれ。
1956年 前橋高等学校山岳部入部。
1963年 鵬翔山岳会入会。
1969年 群馬大学医学部卒業、同大
脳神経外科入局。
1971年 日本マナスル西壁登山隊。
1972年 群馬県山岳連盟ダウラギリⅣ
峰登山隊。
1973年 エベレスト第Ⅱ次RCC登山隊、
日本山岳会入会。
1978年 マナスル・オリンパス登山隊
（アルパイン・スタイル）
。
1987年 群馬県山岳連盟理事に。
2013年 日本山岳会群馬支部長に。

O B I T U A R Y

15

言う。東善寺へ奥さんと赴いたの

田中壯佶（たなか・そうきち）

77

869−２０１7・10・２０
山

869−２０17・10・２０
山

追悼

追
奥野道治君

悼

中村純二

渡ったり、ヤブをかき分けての登
りは、彼にはちょっと厳しかった
ようだが、ともに玄関岳のすばら
しい展望を楽しむことができた。
夕方、クマゲラの巣がある沢筋
の草地にテントを張ったところ、
次々にクマゲラが巣に戻り、口移
しで雛に餌を与えるシーンが目撃
でき、
すばらしい一刻であった。
こ
のときのいくつかの場面も、その
後の
「溪石」
の版画となり、よき想
い出となっている（
「溪石」は奥野
君の号）
。
去る６月 日、彼の訃報を知ら
されたが、彼との長い交友を思い、
淋しい気持ちを禁じ得なかった。
（名誉会員、元副会長）

灯火親しむの候② 山の言葉に耳を澄まそう

向を見せているらしい。読書の秋
……。去りゆく夏の山々がまた語
り始める。耳を澄ませてみよう。
（穗）
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奥野君とは、ともに東大スキー
山岳部
（ＴＵＳＡＣ）
に属し、当時
は戦時中で食料などが大変不足し
ていたが、山スキーだけはよく楽
しんだ。
昭和 年１月には、東大乗鞍寮

東京大学卒業、在学中はス
キー山岳部に所属。
1986年 日本山岳会入会、紹介者は
松丸秀夫、中村純二会員。
1991年 美術クラブＳＵＮ燦会を結成。
1995年 晩
 餐会での展示を機に同好会
となり代表就任（2012年まで）。
2017年6月8日 逝去。
『美術家名鑑』
（2006年版）によると、雅
号は奥野溪石、版画（木版画）家。慈彩
会、大調和会、
日本山林美術協会に所属。

「山の日」
歳事記 十月

原健二郎であった。
奥野君はそのころから版画をよ
く作成するようになり、東京に戻
ってからは自宅でＴＵＳＡＣ美術
展を開き、鈴木正俊、三宅次郎、榎
本進らの賛助出品もあって盛会だ
った。
山岳会の行事で裏磐梯に出かけ
ーの腕前は木下是雄先輩を凌ぐも
たが、東大教養学部の仏文講師ロ
のであった。その後、蔵王のコー
シェさんも参加したクロスカント
ボルト・ヒュッテや、吾妻山の薬師
リー・スキーには奥野君も加わり、
温泉などにも出かけた。
同年５月には奥日光・光徳小屋、 銅山小屋まで登ったり、五色沼で
はワカサギ釣りを楽しんだりした。
夏には奥又白谷、その後、剱岳・
年ほど前には、白神山地の沢
源次郎尾根などに出かけている。
歩きに彼を誘った。赤石川を遡行
彼は昭和 年から２年間、関西
して白神沢との合流点で支稜に取
に移ったが、たまたま抽選で当た
り付き、玄関岳に登った。小沢を
42

を根拠地にして位ヶ原山荘にも登
った交通至便なマンションの部屋
って、剣ヶ峰や富士見岳などに出
が大変広かったので、
田口一郎、
釣
かけたが、彼は花巻温泉で生まれ、 田正哉が中心となり、関西ＴＵＳ
少年時代は、冬はもっぱらスキー

会員番号 9853

ＡＣルームとして大いに賑わった。
世話人は松丸秀夫、奥野道治、笠

1948年

18

O B I T U A R Y

を使って過ごしてきたので、スキ

奥野道治（おくの・みちはる）

20

山と向き合っていると、山の語り
出す言葉が聞こえてくる。山に語
りかけた人の言葉が聞こえてく
る。媒体は何であれ、それが伝え
るのは言葉だが、山自体が、さま
ざまな言葉が響き合い、文化を発
信する巨大なメディアではない
かとも思える。
インターネットが活字出版に取っ
て代わりそうな昨今だが、アメリ
カでは紙媒体の印刷本が復活傾

彫金「森の知性フクロウ」
帖佐美行・作

22

山

ナンバー
124
125
187
192
193
197
205
206
207
212
234
235
236
237
238
239
247
248
249
250
276
277
278
279
280
281
282
283
315
316
326
327
328
329
330
365
373
374
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447

書名
穂高の岩場１
穂高の岩場２
山の画帖 コマクサ叢書
日本アルプス登山と探検
雲表縦走
山 研究と随想
黒部
黒部続篇

869−２０１7・10・２０

著者
岩稜会 編
岩稜会 編
茨木猪之吉
ウェストン著 岡村精一譯
藤木九三
大島亮吉
冠松次郎
冠松次郎

出版社
発行年、その他
価格
朋文堂 Ｓ34 初版 函
2冊ｾｯﾄ
1200
朋文堂 Ｓ35 初版 函
朋文堂
S34 初版 函
600
梓書房
S8 初版 函 蔵書印あり
1000
三省堂
S10 初版 函壊れ サイン入り
600
岩波書店 S5 三刷 函 蔵書印あり
800
修道社
S34 初版 函
2冊ｾｯﾄ
1000
名著刊行会 1966 初版 限定版第519号
直筆短歌・サイン入り・函
原 全敎
朋文堂
S34 初版 カバー
1500
藤木九三
黒百合社 S6 初版 函
600
小島烏水、
出版科学 S55 全６巻 函
6冊ｾｯﾄ
木暮理太郎、 総合研究所
1500
田部重治ほか

第十二巻

奥秩父研究
詩集 雲表
復刻版 梓書房 山 １巻 昭和９年創刊号－６月号
復刻版 梓書房 山 ２巻 昭和９年７月号－１２月号
復刻版 梓書房 山 ３巻 昭和１０年１月号－６月号
復刻版 梓書房 山 ４巻 昭和１０年７月号－１２月号
復刻版 梓書房 山 ５巻 昭和１１年１月号－７月終刊号（２月号休刊）
復刻版 梓書房 山 ６巻 付巻
山の眼玉 朋文堂山岳文庫 第九巻
畦地梅太郎
朋文堂
山は屋上より 朋文堂山岳文庫 第五巻
足立源一郎
朋文堂
原野から見た山 朋文堂山岳文庫 第七巻
坂本直行
朋文堂
日翳の山 朋文堂山岳文庫 第十一巻
上田哲農
朋文堂
山の憶ひ出 上巻
木暮理太郎
福村書店
山の憶ひ出 下巻
木暮理太郎
福村書店
忘れえぬ山 Ⅰ
串田孫一編
筑摩書房
忘れえぬ山 Ⅱ
串田孫一編
筑摩書房
忘れえぬ山 Ⅲ
串田孫一編
筑摩書房
山 Ⅰ
串田孫一編
筑摩書房
山 Ⅱ
串田孫一編
筑摩書房
山 Ⅲ
串田孫一編
筑摩書房
マナスル ★
日本山岳会編 毎日新聞社
マナスル ★★
日本山岳会編 毎日新聞社
大島亮吉全集 １ 紀行
本郷常幸・安川茂雄編 あかね書房
大島亮吉全集 ２ 随想・誌・訳詩・訳章・書簡
本郷常幸・安川茂雄編 あかね書房
大島亮吉全集 ３ 先蹤者
本郷常幸・安川茂雄編 あかね書房
大島亮吉全集 ４ 研究・論叢・翻訳・記録
本郷常幸・安川茂雄編 あかね書房
大島亮吉全集 ５ 大島亮吉研究
本郷常幸・安川茂雄編 あかね書房
山で一泊
辻まこと
創文社
穂高の岩場 １
岩稜会
朋文堂
穂高の岩場 ２
岩稜会
朋文堂
今西錦司全集 第一巻 生物の世界/山岳省察/山と探検
今西錦司
講談社
今西錦司全集 第二巻 草原行/遊牧論そのほか
今西錦司
講談社
今西錦司全集 第三巻 ヒマラヤを語る/カラコルム
今西錦司
講談社
今西錦司全集 第四巻 生物社会の論理
今西錦司
講談社
今西錦司全集 第五巻 人間以前の社会/人間社会の形成
今西錦司
講談社
今西錦司全集 第六巻 御崎馬の社会調査/村と人間
今西錦司
講談社
今西錦司全集 第七巻 ニホンザルの自然社会/ゴリラ
今西錦司
講談社
今西錦司全集 第八巻 日本山岳研究
今西錦司
講談社
今西錦司全集 第九巻 私の自然観/自然と山と/そこに山がある 今西錦司
講談社
今西錦司全集 第十巻 私の進化論/私の履歴書
今西錦司
講談社

S32 初版 函
S31 初版 函
S32 初版 函
S33 初版 函
1954
1953
S34 初版 函
S34 三刷 函
S34 二刷 函
S35 初版 函
S35 初版 函
S36 初版 函
S29 初版・カバー
S33 初版・カバー
1969 第１刷・カバー・函・帯
1970 第１刷・カバー・函・帯
1970 第１刷・カバー・函・帯
1970 第１刷・カバー・函・帯
1970 第１刷・カバー・函
2001 第７刷 函・カバー
S34 初版 函
S35 初版 函
S49 第二刷 函
S49 第一刷 函
S50 第二刷 函
S49 第一刷 函
S50 第一刷 函
S50 第一刷 函
S50 第一刷 函
S50 第一刷 函
S50 第一刷 函
S50 第一刷 函

2000
1000
1000
1000
800
800
800
800
800
800
800
800
2冊ｾｯﾄ
1200
5冊ｾｯﾄ
1000

1000
2冊ｾｯﾄ
1200
10冊ｾｯﾄ
2000

◦頒布価格が500円以下の本は省略しています。全目録はホームページ
（図書委員会）
から検索できます。また、
必要な方にはお送りしますので、お申し出ください。
０３ ３２６１ ４４３３
◦目録の申込みは、日本山岳会まで
◦図書室で未所蔵の図書については、予め図書室で販売予定価格での購入をさせていただく予定です。
■ 10

山

869−２０17・10・２０

図書交換会出品目録および購入申込みの案内
今年も年次晩餐会で「図書交換会」を開催します。出品本は昨年より多い約470冊です。交換会当日
の詳細は19ページの
「インフォーメーション」に掲載していますが、会場に来場できない方は、下記の
要領で購入の申し込みを行なってください。
◦郵便（日本山岳会 図書委員会宛）またはメール（狩野 ykano8888@gmail.com）で11月15日までに
お申し込みください。
◦購入希望図書の番号、書名、購入希望者の名前と会員番号を必ずご記入ください。入札本（★印１
～６）
の場合も、入札価格を明記の上同じ要領でお申し込みください。
◦複数の申し出があった場合は、当日、会場で抽選を行ないます。来場できない方の抽選は図書委員
が代行し、本は交換会終了後にお送りします
◦購入図書の送料は購入者負担とし、代金と一緒に請求させていただきます。
ナンバー
書名
★１ 山と書物
続・山と書物
★２ 畦地梅太郎全版画集
★３ 先蹤者
★４ 單獨行 加藤文太郎遺稿集
★５
★６
33
34
35
36
37
63
64
65
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

著者
小林義正
小林義正
畦地梅太郎
大島亮吉
津田周二編

出版社
築地書館
築地書館
講談社
梓書房
加藤文太郎遺
稿集刊行會
志村烏嶺 前田曙山 橋南堂
田淵行男
実業之日本社
松方三郎
築地書館
松方三郎
築地書館
松方三郎
築地書館
松方三郎
築地書館
松方三郎
築地書館
槇 有恒
五月書房
槇 有恒
五月書房

発行年、その他
価格
S32 初版 函
2冊揃
2500 ～
S35 初版 函
S54 第一刷 函・保護函 入札3000 ～
S10 初版 函 蔵書印あり 入札1500 ～
S11 非賣品
入札
謹呈サイン入り
2000 ～
やま
明治四拾年 初版 ハードカバー 入札1500
山は魔術師 私の山岳写真
1995 初版第一刷 カバー・函 入札1500 ～
山で会った人
1975 10月
5冊ｾｯﾄ
1200
手紙の遠足
1975 11月
山を楽しもう
1975 12月
アルプスと人
1976 1月
民芸・絵・読書
1976 2月
槇有恒 全集 Ⅰ憧憬
1991 初版 函・帯 3冊ｾｯﾄ
900
槇有恒 全集 Ⅱ情熱
1992 初版 函・帯
関連記事切抜き
槇有恒 全集 Ⅲ静寂
槇 有恒
五月書房 1993 初版 函・帯
日本山岳名著全集 1
田部重治・尾崎喜八・ あかね書房 1962 第１刷 函 12冊ｾｯﾄ
日本アルプスの登山と探検・アルピニストの手記
深田久弥 監修
2000
日本山岳名著全集 2
田部重治・尾崎喜八・ あかね書房 1962 第１刷 函
日本アルプスと秩父巡礼・山の憶い出
深田久弥 監修
日本山岳名著全集 3
田部重治・尾崎喜八・ あかね書房 1962 第１刷 函
尾瀬と鬼怒沼・黒部溪谷
深田久弥 監修
日本山岳名著全集 4
田部重治・尾崎喜八・ あかね書房 1962 第１刷 函
山行・スウィス日記・雪・岩・アルプス
深田久弥 監修
日本山岳名著全集 5
田部重治・尾崎喜八・ あかね書房 1962 第１刷 函
山・山と雪の日記・北の山
深田久弥 監修
日本山岳名著全集 6
田部重治・尾崎喜八・ あかね書房 1962 第１刷 函
伊那谷・木曽谷・単独行・霧の旅
深田久弥 監修
日本山岳名著全集 7
田部重治・尾崎喜八・ あかね書房 1962 第１刷 函
山の絵本・静かなる山の旅・若き日の山
深田久弥 監修
日本山岳名著全集 8
田部重治・尾崎喜八・ あかね書房 1962 第１刷 函
石に入る日・わが山山・山の明け暮れ
深田久弥 監修
日本山岳名著全集 9
田部重治・尾崎喜八・ あかね書房 1963 第１刷 函
山なみはるかに・山岳省察・回想の山山
深田久弥 監修
日本山岳名著全集 10
田部重治・尾崎喜八・ あかね書房 1963 第１刷 函
泉を聴く・赤石溪谷・山の素描
深田久弥 監修
日本山岳名著全集 11
田部重治・尾崎喜八・ あかね書房 1963 第１刷 函
千山万岳・山岳渇仰・山旅の素描
深田久弥 監修
日本山岳名著全集 12
田部重治・尾崎喜八・ あかね書房 1963 第１刷 函
山の犠牲・板倉勝宜追悼号・籠川谷の遭難・銀嶺に輝く・ 深田久弥 監修
憧れの山へ・石楠花・風雪のビバーク・日本山岳遭難史ノート
■ 11
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動

報

10

事な扇状地が多い。
カラークからパミールに入る。
パミール高原はここの国土の ％

緑に囲まれた大きな村々などでは
川で沐浴する人たち、小型機械で
山道を造っている場面も見え、見

と広がっていた。マルガブに連泊。 だけでも満足だった。
９日目、キルギスのサリタシュ
皆さんと楽しく仲良く旅をし、

く消えず、端から端までゆったり

らしい。マルガブ
（３５１８ｍ）
手
前で車中からきれいな虹がしばら

湖・雪を頂く高峰群がとてもすば

見事な山道は４輪駆動で移動する

天候に恵まれて、この時期はま
たたくさんの花々が咲いていた。

成田と順調に帰国。

（大庭貞江）

無事帰れてやれやれだった。
点、４６５５ｍのアクバイタル峠
を下り、カラクル最大の湖ラ・ク

へ、パミール・ハイウェイ最高地

を占める。人口は３％、７地域あ
り言語も異なる複雑さ。中心地は
ホルグで、町の北東部にルーシャ

11

ル
（３９２４ｍ）
、ギジル峠と、タ

日本山岳会の
各委員会、同好会の
活動報告です。

ン山脈、東にシュグナン山脈が広

告

がり、高峰群を眺められる。
ジキスタンとキルギス国境を越え
５日目、パンジ川より上がった
サリタシュに到着。
場所の温泉に行った、野外は女性
日目、朝の散歩でレーニン峰
に譲ってもらい、青空の下で快適 （７１３４ｍ）
がはっきりきれいに
だった。
見えた。今日からはマイクロバス
カライ・カハカ要塞（国境警備
１台で全員移動。途中、道路沿い
隊が駐在）では石段をかなり登っ
のユルの民家の中を見せていただ
囲まれた美しい町で、ソ連統治下
た。高所でアフガニスタンの山並
いた。人と馬ではなく、馬に乗っ
山行委員会 
では
「スターリンの町」
と。旧ソ連
みとパンシ川がとてもきれいに見
て羊を放牧する人たちは伝統的な
パ ミ ー ル・ ハ イ ウ ェ イ と
時代の最高峰
（７４９５ｍ）
もあり
下ろせた。
遊牧民の生活だろうか？
ワハーン渓谷
「コミュニズム峰」と呼ばれたが、
その後、雪に覆われたカールマ
オッシュはこの国第２の都市。
知られざる山岳国へ、４ＷＤで、 独立後これが出身者の名前「イス
ルクス峰
（６７２３ｍ）
が左、エン
車も多く、街路樹の見事さはドゥ
という案内に惹かれて参加。
モイル・ソモニ峰」
となる。
グルス峰をその右に眺めながらヤ
シャンベ以上か？ 街路樹で隔て
中央アジア・カザフスタンのア
３日目、ドゥシャンベより４Ｗ
ン村に着いた。
ランガール
（２８１
られ、歩道が１段下がっている所
ルマトイからタジキスタンの首都
Ｄ３台に分乗移動、ライクムに向
０ｍ）
への途中のヴァン仏塔では、 もあった。夕方の便でビシュケッ
ドゥシャンベに入り、主に国内を
かう。途中からアフガニスタンを
道路に駐車してトラバースぎみに
クへ。
移動する。ここは立派な街路樹に
対岸に望みながら国境の川、パン
登った。
日目、ビシュケックから陸路
ジ川沿いに進んだ。対岸は奥地な
バンジ川を離れパミール・ハイ
アルマトイへ。入出国
（ゲート）
が
のか家も少なく穏やかな風景。以
ウェイのハルゴッシュ峠（４３４
離れていて、荷物を引きずっての
後、進むにつれ牛を放牧する村人、 ４ｍ）越えに入った。道中は峠・
移動は難儀した。翌日、ソウル・

ヴァンの仏教遺跡

45
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支部

東九州支部

だより

念登山大会実行委員会」
（委員長・
東九州支部長）
を立ち上げて、
九重
山系で記念大会を開催した。今年
も山の日にちなんだ登山行事を実
施しようということで、同じ４団
体が合意に至り、
名称も
「大分県山
の日登山実行委員会 」
（ 実行委員
長は同じ）
として再スタート。
今年以降、毎年県内各市町村の
馴染みの山を舞台にして、順番に

山の日登山会を実施しようという
ことになり、皮切りは県都大分市
りょうぜん
で市民に一番馴染みの深い 霊 山
（６１０ｍ）を選んで「
『山の日登
山』ふるさとの山に登ろう おお

いた・霊山」として地元誌などを
通じて一般市民に呼びかけて、登
山会を実施した。
山の日の８月 日㈮、集合場所
の大分市
「七瀬川自然公園」
に集ま
ったのは、山麓地域のスポーツク
ラブ「わさだ夢クラブ」をはじめ、
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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。

ｉｎ

市内の小・中学生から地元のお年

11

「山の日」は大分市民の
ふるさとの山、霊山へ
昨年は
「山の日」
施行記念の年の
行事として、大分県内の山岳４団
体（大分県山岳連盟・日本山岳会
東 九 州 支 部・ 大 分 勤 労 者 山 岳 連
盟・全九州アルパインガイドクラ
ブ大分支部）
で
「大分県
『山の日』
記

霊山山頂での記念撮影

山

869−２０１7・10・２０

Climbing&Medicine・80
登山家の呼吸、忍者の呼吸（その2）
低標高での長時間活動時の呼吸
齋藤 繁


8月号に特殊な環境での呼吸法として、高所登
山における呼吸と忍者の水遁の術について紹介
したところ、興味深かったというコメントをいた
だいた。そこで、続編として「二重息吹」と「無息
忍」について、2回に分けて紹介する。
平地での活動でも呼吸法に気を遣うことが健
康管理上重要であることは、古くから繰り返し記
述されている。禅宗の修行のポイントを記述した
『天台小止観』には「十二種息」という呼吸のパタ
ーンが紹介されていて、心身を健全に保つための
養生法とされている。白隠禅師の
『夜舟閑話』
や貝
原益軒の
『養生訓』
にも、同様の起源から健康管理
上の重要事項として呼吸法修練が強調されてい
る。とりわけ
「丹田
（臍の少し下のこと）
」
に意識を
集中して呼吸するようにと記されており、腹式呼
吸で横隔膜が十分下がるまで大きな呼吸をする、
肺を十分広げて換気血流不均衡（血液が流れてい
るのに換気されない肺胞があると、血液の酸素化
が悪くなること）を是正する、ということが経験
的に意図されていると想像される。また、ゆっく
り吐くことが良いとされていて、これは慢性呼吸
器疾患の患者さんに
「口すぼめ呼吸」
などで、末梢
の肺胞がつぶれにくい呼吸法を指導することに
相当すると考えられる。
登山と類似の活動である修験道でも、呼吸法を
意識していると思われる点がいくつかある。法螺
貝を吹きながら歩くと、相当肺が広がるだろうし、
「六根清浄」と口をあまり開かない文言を唱えな

長距離を走って極秘情報を伝えるときに、忍者は「二重息吹」を心掛けたという

がら歩くことは、前述の「口すぼめ呼吸」に通じる
ところがある。同じように、登山活動中に大きく
吸ってピューと口笛を吹くように吐くことは理
にかなっている。重い荷物を背負って山を登る強
力や、ヒマラヤのポーターも経験的にこうした終
末呼気陽圧（息を吐くときに最後まで肺側にプラ
スの圧力がかかるように、吐くときに空気の通り
道を狭めること）を心掛けていると考えられる。
さて、入手した極秘情報を依頼元の城主に山野
を駆けて届ける際、忍者はどのような呼吸をして
いたのだろう。伊賀流忍法に詳しい川上仁一氏に
よれば、
「伊賀流千里善走之法 二重息吹」という
呼吸法が忍者軍団の間では推奨されていたとの
ことだ。これは、
「吸、吐、吐、吸、吐、吸、吸、
吐」という呼吸で、この呼吸法を心掛ければ、千
里を休まず走り抜けられるということだ。筆者と
その仲間でトライしてみたが、はっきり言ってか
なり難しい。この呼吸法が無意識に行なえるよう
になるには、相当修行を積まないと無理だろう。
千里はさすがに誇張と思われるが、トレランや山
岳耐久レースに出場する方々にお試しいただき
たい呼吸法だ。

（群馬大学大学院医学系研究科）

なお、過去のコラムは次の手順でご覧になれます。ご活用ください。
日本山岳会ホームページ→日本山岳会の活動案内→委員会→医療委員会 http//jac.or.jp/info/iinkai/iinkai.html
〈参考〉 佐藤香澄・編集 歴史群像シリーズ特別編集『図説 忍者と忍術』
学習研究社
（東京）2007年

寄りまで約１００名。初めに簡単
な開会セレモニー、注意事項の説

明や準備体操の後、グループ分け
をして隊列を組んで登山を開始。
住宅地を抜けて山麓から頂上ま
での高度差は約６００ｍ。約３時

間かけて全員山頂に到着。記念品
を配り、狭い山頂で分かれて記念
写真などを撮り、昼食後はグルー

（飯田勝之）

プごとに下山。午後３時過ぎには
出発地の公園へ全員下山して流れ
解散。事故もなく山の日の行事を

終えた。
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各専門分野の活動や成果が苦労
話とともに、
観測隊の年代別に、
テ
ーマごとに当時の若かった担当者
が回想的に語っている。いずれも
専門的で、記述はスムーズには理
解しがたいけれど、随所に挿入さ
れた
「コラム」
は、内陸踏査と観測
に欠かせない宿泊、輸送、どんな
ものを飲み食いするか、
防寒着、
医
療問題などウラ話的なものも含め
て楽しく読める。
巻頭のカラー口絵は、氷雪に埋
もれかかったみずほ基地や内陸踏
査の様子、特異な南極大陸風景な
ど珍しい写真が掲載されている。
等高線の入った南極大陸全図（昭
和基地起点の南進経路や白瀬隊の
軌跡などを示している）
は、
ほかの

南極大陸大紀行
―南極観測 年―

70

や巨大クレバスばかりでなく、巨
大岩峰群があったり、長さ２００
㎞以上で、３０００ｍ級の岩の山
塊があったりで、地球規模の環境
や気候の変動の歴史を探索するに
は申し分ない地域らしい。３００
０ｍを超す深さから古い年代の氷

南極踏査の冒険談もさることな
がら、学術的な実績を分かりやす
くまとめた一書といえる。
ついでながら、成山堂書店から
刊行されている、
南極ＯＢ会編
『南
極観測船
「宗谷」
航海記』
は、
初めて
の南極航海記を中心に初期観測隊
員の回想が生々しく描かれていて
興味深い。また、極寒の地での観

北村昌之著

測の様子が詳しく書かれた『南極
読本』
は、
極地の研究や探検に関心
ある人にお薦めの好著である。
（松澤節夫）



メコンを下る

すでに前号
（９月号）
の会報に著
者本人が手記を寄せているが、本
書は地球上に残された未踏の大河
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図書紹介
子郎氏など、ＪＡＣの先輩たちの
功績が大きかった。多くの人たち
は鬼籍入りした（地質学・木崎氏
は健在）
が、本書では、初期の隊員
たちのパイオニア・ワークの数々
に言及している。
年代ころからは、
点と線でしか
知られていなかった未知の内陸を
面で踏査しようとの大計画が始ま
る。年々充実する輸送力や観測技
術を駆使して、みずほ基地やドー

欲しかった。

2017年5月
成山堂書店刊
A5判 232㌻
2400円＋税

2017年6月
めこん刊
四六判678㌻
5500円＋税

南極ＯＢ会編集委員会編

今年は、我が国が南極観測を開
始してから 年を迎えるという。

ムふじ基地を拠点に観測や研究の
成果を次々と上げていく。
広大な南極大陸は、雪原、氷原

60

これらに深く関わった西堀氏以下、 が採集されて解析されたし、大量
村山雅美氏、鳥居鉄也氏、木崎甲
の隕石の採集もされた。

数点の地図を含め貴重で興味深い
ものだ。拡大して折り込みにして

かの
「宗谷」
は、
苦難の航海の末、
オ
ングル島に接岸し、１９５７年３
月 日、西堀栄三郎隊長は南極大

60

陸への上陸地点探しに出発して、
未知の大雪原や氷原の踏査が始ま
った。
年代までは、数次にわたる内
陸踏査を繰り返し、極点到達、や
まと山脈の調査など、現在の極地
観測、研究の土台造りがなされた。

27

60

山

（平成29年9月30日まで）

寄付者など

受入金額など
（単位千円）

寄付の目的、その他

50

学生部ザンスカール登山隊

中山茂樹理事

50

学生部ザンスカール登山隊

山田和人会員

10

学生部ザンスカール登山隊

松原尚之会員

10

学生部ザンスカール登山隊

中谷康司会員

50

学生部ザンスカール登山隊

吉川正幸会員

30

学生部ザンスカール登山隊

吉川正幸会員

70

法人運営費用

長谷川恵理会員

10

学生部ザンスカール登山隊

匿

名

200

広島支部への補助

（幌尻岳遭難事故対応費用）

桜門山岳会

633

学生部ザンスカール登山隊

東海大学山岳部OB会

180

学生部ザンスカール登山隊

落合正治会員

30

学生部ザンスカール登山隊

落合正治会員

70

法人運営費用

永年会員5名
P.19に氏名

80

永年会員からのご寄付

11

を繰り返し、青海省、チベット自
治区、雲南省と下降の足跡を延ば
していくなか、次々と現われる難
所を切り抜けていく様子は、息を
もつかせず読み進ませる緊迫感と
迫力に満ちている。
周囲の地表から水面まで１００
０ｍも２０００ｍも切れ落ちてい
る深い峡谷。ひとたび入り込めば
脱出不可能な谷底で航行不能な激
流と遭遇したとき、
隊は船
（カヌー
やゴムボート）ごとの大高巻きを
余儀なくされる。命を懸けての突
入か、困難と苦労を伴う大がかり
な高巻きか。難易度と隊員の実力
を見極めながらの決断を迫られ、

野澤誠司理事

の全流初降下を狙ってメコン川に
挑んだ、東京農大探検部の 年に
及ぶ苦闘の記録である。
未知だった地理的水源の発見か
ら、源流の山の登頂、上・中流部
の激流突破、下流部の見聞豊かな
川旅まで、劇的に様相を変えてい
く大河への取り組みが、豊富な資
料、情報を交えて詳細に記述され、
メコン川の全体像と、現代におけ
る河川の探検とはどのようなもの
であるかがよく分かる本になって
いる。
なかでも圧巻なのは、前半の大
部分を占める激流部突破の記録で、
中国科学院と提携しながらの遠征

寄付金および助成金などの受入報告

869−２０１7・10・２０

際限のない危険と疲労に苛まれつ
つ、それでも飽かずに下流を目指
す姿勢からは、探検の目的達成に
懸けた著者らの情熱と気迫が読む
側にもひしひしと伝わってくる。
おそらくは、引き締まった文体
の力もあるのだろう。その文体が
後半のラオス、カンボジア、ベト
ナムの流れを下る章に入ると一転、
緊張が解けて大河の波にたゆたう
船さながらに、詩情豊かなものに
なっていくのも、本書の魅力だ。
大学院修了後もまとまった定職
には就かず、探検部の監督を務め
つつこの 年の探検に懸けてきた
著者は、本書の執筆にさらに 年
を掛けたという。その年月による
思考と表現の熟成が、７００ペー

探検とは、知的情熱の肉体的表

ジ近い大冊の全編に反映している
と言っても過言ではない。

現だと言われるが、大河の地理的
水源に迫る科学の目と、激流に挑

む冒険心、川面から歴史や人々の

暮らしを思う旅人の旅情を併せ持
つ著者が、
肉体的表現の果てに、
こ

のような著作による表現にたどり

着いたことを喜びたい。読み終わ
って、本当にそう思わせる一冊で
（岡村 隆）

ある。 

11

11

図書受入報告（2017年9月）
著
者
書
名
松本市立博物館（編） 山岳画家 武井真澂 ：松本市市制施行110周年記念特別展

頁／サイズ
発 行 者
48p／30cm 松本市立博物館

ゆきわり百名山編集委員会（編）ゆきわり百名山 ：日本山岳会ゆきわり会20年のあゆみ

95p／21cm ゆきわり会

2017

発行者寄贈

せたがや文化財団・世田谷文学館（編）「山へ To the Mountains」展 ：世田谷文学館・企画展図録

80p／21cm 世田谷文学館

2017

発行者寄贈

160p／26cm JAC京都・滋賀支部 2017
189p／24cm 山と溪谷社
2017
144p／21cm 山と溪谷社
2017

発行者寄贈
出版社寄贈
出版社寄贈

丹沢の谷２００ルート ：全ルート踏査！

144p／21cm 山と溪谷社
320p／21cm 山と溪谷社

2016
2017

出版社寄贈
出版社寄贈

ヤマケイ登山総合研究所（編）登山白書2017
羽根田治
人を襲うクマ ：遭遇事例とその生態

162p／30cm 山と溪谷社
220p／19cm 山と溪谷社

2017
2017

出版社寄贈
出版社寄贈

JAC京都・滋賀支部（編）創立30周年記念誌
武藤昭 他
穂高岳の岩場
（復刻）
佐々木亨
詳しい地図で迷わず歩く
！丹沢・箱根 371km
佐々木亨
詳しい地図で迷わず歩く
！奥多摩・高尾 384km
後藤真一
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発行年 寄贈／購入別
2017 発行者寄贈

869−２０17・10・２０
山

00

平成 年度第５回
（９月度）
理事会
議事録
日時 平成 年９月 日㈬ 時

準会員入会希望者１名、８月受付
分の入会希望者 名１団体、準会
員入会希望者５名について入会承
認を行なったとの報告があった。
（小林）
２・８月 日㈫に発生した広島支
部
「幌尻岳事故」
の状況について報
協議会」
設立に当たり、
加盟団体と
告があった。
（中山）
なることについて審議した。
（賛
３・８月７日㈪〜 日㈪に開催さ
成 名、反対なしで承認）
れた第 回 国学生交流登山につ
３・５９９ミュージアム・ワーキ
いて報告があった。
（中山）
ンググループの解散について
４・今後の 国学生交流登山の日
５９９ミュージアム・ワーキン
中韓での協議について報告があっ
ググループの機能がすでに各委員
た。
（中山）
会等によって果たされているため、 ５・上高地梓川右岸専用水道事業
解散することとした。
（賛成 名、 組合の平成 年度負担金について
報告があった。
（野澤）
６・山研の定期消防設備点検作業

報

19

14

24

８・医療委員会主催のメディカルハ
イキングを今後春・秋２回の開催
とするとの報告があった。
（野澤）
９・広島支部の募金活動について
報告があった。
（古川）
【報告事項】
・平成 年度決算において公益
１・７月受付分の入会希望者９名、 性の適格基準を満たしているとの
10

28

２・雪崩救助方法の標準化に関す
る協議会について
「雪崩救助方法の標準化に関する

ＵＢ設置の展望について報告があ
った。
（野澤）

【協議事項】
と報告書について報告があった。
１・支部合同会議について
（永田） （野澤）
９月 日㈯〜 日㈰に開催され
７・各支部でのＹＯＵＴＨ ＣＬ
る支部合同会議の議題について協

14

【審議事項】
１・監査法人との財務に関しての指

13

議した。
２・入会者の増強について
（永田）
今後の会員数の推移の分析と入

告

導・助言業務契約の継続について
当年度の太陽ＡＳＧ有限監査法
人との財務に関しての指導・助言

反対なしで承認）

13

業務契約の継続について審議した。 会者増強のための方策について協
（賛成 名、反対なしで承認）
議した。
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3

3

29

務
13

分〜 時 分
場所 集会室
【出席者】小林会長、重廣・野澤・
中山各副会長、神長・永田・
古川・谷内各常務理事、安
井・清登・齋藤・星・近藤

21 29

各理事、平井・石川各監事
【欠席者】
大久保・波多野各理事
【オブザーバー】
節田会報編集人

10

29

11

会
29

13

険賞」授賞式・記念講演会 ９月
日㈯ 開場 時 分 開会 時
分 豊岡市日高文化体育館
４・千葉工業大学体育会山岳部
周年記念式典
月 日㈯
時
〜 千葉工業大学津田沼校舎
５・福岡支部創立 周年記念事業
月 日㈮、 月９日㈯
６・国立登山研修所創立 周年記
念式典・祝賀会
月 日㈰受付
開始 時〜 開会 時 富山市パ
レブラン高志会館２Ｆカルチャー
ホール
【今後の予定】
１・ 月度常務理事会
㈫ 時 分～ 集会室

月３日

２・ 月度理事会
月 日㈬
時～ 集会室
３・第 回全国支部懇談会（茨城

念山行
（宮崎支部） 月３日㈮〜
４日㈯西臼杵郡高千穂町 五ヶ所
公民館ほか
５・熊本支部設立 周年記念式典
月 日㈯〜

日 ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ
日 総務委員会（新入会員オリ
エンテーション）
日 総務委員会 高尾の森づく
りの会
日 常務理事会 スケッチクラ
ブ
日 資料映像委員会 図書委員
会 山行委員会 支部事
業委員会
日 ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ 九
五会 スキークラブ
日 自然保護委員会 資料映像
委 員 会 「 山 の 日 」事 業 委
員会
日 総務委員会 山岳研究所運
営委員会
日 理事会 休山会 山想倶楽
日

日
日

日

日

日

日

日

日

日

みちのり山の会
総務委員会 青年部 フォ
トクラブ
デジタルメディア委員会
遭難対策委員会
図書委員会 家族登山普及
委員会 麗山会
会
資料映像委員会 学生部
山遊会
土曜会
９月来室者 ４６８名

会員異動
物故

野崎裕美
（６４７８） 
田中壯佶
（７９６８） 
佐藤 節
（９０８７） 
平松勝司
（９４５８） 
服部公子
（Ａ００２１）

退会

・９・
・９・４
・８・
・９・
・
 ９・

福士節子
（８１４７） 首都圏
大楠益弘
（１３４６５）
北九州

■ 18

00

17 17 17 17 17

25

26

27

28

2 1
4
5

6

7

30

9月
部
財務委員会 フォトクラブ
山岳地理クラブ
山の自然学研究会
総務委員会 スケッチクラ
ブ スキークラブ
ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ 三
水会 つくも会
資料映像委員会 科学委員
会 改革事業推進委員会

22

12 16 26

報告があった。
（古川）
・平成 年度秩父宮記念山岳賞
の審査予定について報告があった。
（谷内）
・同好会「ＪＡＣグローバルク
ラブ」の設立承認を行なったとの
報告があった。
（谷内）
・今年度の晩餐会の概要につい
て報告があった。
（永田）
・カシオより販売提案のあった
」の機能概要
「
PRO
TREK
Smart
について報告があった。
（永田）
・ＪＡＣ主催山行における事故
発生時の理事への連絡について報
告があった。
（永田）
・本部会室の照明器具の更新と
これに掛かる経費の予算化につい
て報告があった。
（永田）
・
「山」
９月号の発行について報
告があった。
（神長）

１・ 石 川 直 樹 写 真 展「 Ｐ Ｏ Ｌ Ａ
Ｒ 」 ９月５日㈫〜平成 年１月
８日㈪・㈷

および記念登山

【連絡事項】

２・田淵行男写真展「田淵行男が
愛した安曇野Ⅱ 」 月３日㈫〜
平成 年２月４日㈰
、２とも

14

11

50

支部 ） 月 日㈮〜 日㈯つく
ば市つくばグランドホテル
４・第 回宮崎ウェストン祭・記
10

12

30 30

10

日㈰熊本市アークホテル
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に田淵行男記念館
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◆蔵王スキー懇親会のお知らせ
山行委員会

１月のスキー懇親会は蔵王スキ
ー場で開催いたします。
日程 平成 年 月 日㈰～ 日
㈬
費用 ３万７０００円
（通信費、
保
険料、懇親会費用等含む）
宿泊 蔵王温泉・五感の湯 つる
やホテル
定員
名
現地集合・現地解散
申込み
月 日までに会員番号
住所、氏名、電話などを明
記し、郵送、ＦＡＸ、メー
ルで高橋 聰まで。〒１０２
００７２ 東京都千代田
区飯田橋２
sanko@jac.or.jp
＊参加申込者には詳細案内をお送
りいたします。

◆第 回山岳史懇談会
「白瀬南極探検隊の業績と航海」
図書委員会

１９１０～ 年に、白瀬矗大尉
らによって行なわれた日本初の南
極探検の記録映画（デジタル修復
されたもの）
を観ながら、
当時の苦
難に満ちた南極探検と航海の様子
を語っていただきます。
講師 渡辺興亜会員（極地研究所
名誉教授）
12

日時
月 日㈮ 時 分～
会場 日本山岳会１０４号室
問合せ 松澤節夫まで
０８０ ２３３２ ９３０１

会場 京王プラザホテル 年次晩
❖編集後記❖
餐会会場
◦９月は信越トレイルを「つまみ
陳列されている本をご覧の上、 食い」
するため、
北陸新幹線の飯山
抽選開始時間までに購入申し込み
駅に初めて降り立ちました。野沢
をお願いします。年次晩餐会に出
温泉などでスキーを楽しんだり、
席されない会員も参加できます。 トレイルを歩くインバウンドのお
また、例年どおり事前申し込みも
客さんも増え始めたせいか、新幹
受け付けます（事前申し込みにつ
線の駅らしからぬ、アウトドア・
いては ・ ページに掲載）
。
テイストのおしゃれな駅舎でした。
問合せ 近藤雅幸
◦２００８年に開設された信越ト
０８０ ６６２９ ４６３０
レイルは、斑尾山から鍋倉山を経
yabuyama_hg1486.99@jcom. て天水山まで、長野・新潟県境の
関田山脈を縦走する ㎞のロング
home.ne.jp
トレイルです。近々、天水山から
苗場山まで延伸する予定ですが、
そうなると、当会報５月号で紹介
した
「ぐんま県境稜線トレイル」
と
接続できます。このような形で全
永年会員からのご寄付の報告
平成 年９月中に、５名の永
年 会 員の皆 様から 合 計８万 円
のご寄付をいただきました。こ
こに謹んで御礼申し上げます。
（順不同、敬称略）

３万円 庄司駒男
２万円 平井一正
１万円 宮本
 貞雄、岡本丈夫、
安藤文子

国にトレイルがネットワークされ、
「山旅」
を楽しめる日が来ることを
夢想しています。  （節田重節）
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インフォメーション
◆第 回図書交換会
図書委員会

恒例となっている図書交換会を
年次晩餐会会場で開催します。
日時
月２日㈯
時開場、
時から抽選開始
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