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ビッグデータを活用した地形図修正の
新しい取り組 み

2月号（ No. 885 ）
登山道情報更新の課題
国土地理院は、その前身の時代
である明治以来、国土をくまなく
測量し、その結果を地図に表わし、

▶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

負担が大きい現地調査が必要でし
た。
「登山道が違っている」という情
報をいただいても、この情報だけ
では地形図を修正できず、担当者
として心苦しく感じていました。
このため、もっと効率的に登山道
を修正することが国土地理院の長
年の課題となっていたのです。
一方で近年、スマートフォンが
急速に普及し、そこに搭載されて
いるＧＰＳ機能
（衛星測位機能）
が
以前より正確になってきました。
同時に、スマートフォンの登山ア
プリを利用する登山者が急速に増
えています。この登山アプリを使
うと、山中で簡単に現在位置を確
認したり、歩いた経路を記録した
りすることができます。
登山者は、このアプリで記録し
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国の基本図として提供してきまし
た。その中でも２万５０００分の
１地形図は、山間部の詳細な地形
や登山道を表示しており、登山者
２ 万 ５ ０ ０ ０ 分 の １ 地 形 図 の 登 山 道 情 報 は、 私 た ち 登 山 者 に と っ
やハイカーはもとより民間地図の
て安全登山上欠かせないもの。近年、ＧＰＳ機能付きスマートフォ
ン の 普 及 に よ り、 登 山 ア プ リ を 利 用 し て 記 録 や 情 報 を 蓄 積 で き る
ベースマップとしても利用されて
よ う に な っ た。 こ れ ら の ビ ッ グ デ ー タ を 活 用、 正 確 で 迅 速 な 登 山
います。また、山間部で災害や事
道情報の修正を可能とする国土地理院の取り組みについての報告。
故が発生した際には、救助や復旧
などにも利用されています。
国土地理院 大塚孝治
では、これらの登山道はどのよ
確な地形図をより迅速に提供して
うな方法で地形図に表示してきた
いきます。日本山岳会の皆様には、 のでしょうか？ 登山道は、空中
常日頃からの情報提供に感謝申し
写真と現地調査を基に測量し、そ
上げるとともに、引き続きご理解、 の後、部分的に修正してきました。
ご協力をお願いいたします。
しかし、土砂崩れなどで付け替わ
ることも多く、すべての変化を把
握するのは困難でした。また、樹
林帯を通っていることが多いため、
空中写真を使った測量では登山道
を正確に表示することができず、

登山者のスマホ情報で地形図が
修正されていることをご存じです
か？ 国土地理院では、日本山岳
会からご提供いただいている登山
道情報に加え、
登山コミュニティ・
サイト「ヤマレコ」
「ヤマップ」の
２社から提供されたビッグデータ
を活用した地形図修正を開始しま
した。日本山岳会からの情報とビ
ッグデータを併用することで、正
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た情報を登山コミ
データを提供いただける事業者を
ュニティ・サイト
公募し、登山コミュニティ・サイ
に登録し、仲間と
トを運営する㈱ヤマレコ、㈱ヤマ
共有したり、公開
ップの２社と協力協定を締結しま
したりして楽しん
した。両社とも登山や地図への理
でいます。その結
解が深く、快く賛同いただいてい
果、登山者が歩い
ます。この協定により、個人が特
た経路がビッグデ
定できないよう匿名化した約３０
ータとして蓄積さ
０万件の経路情報を入手できるよ
れてきました。さ
うになりました。
らに、登山者が歩
それから、ビッグデータが地形
いた経路と地形図
図修正に必要な精度があるか確認
の相違箇所もあら
するため、筑波山などで正確に測
わになってきまし
量したデータと比較して位置精度
た。
検証を行ないました。
その結果、
ビ
国土地理院では、 ッグデータの位置精度は、場所に
これらのビッグデ
もよりますが、平均で５～ ｍ程
ータに着目して地
度であることが分かりました。１
形図修正に活用で
人の登山者のデータでは大きくず
き な い か 検 討 し、 れることもありますが、多数の登
ビッグデータを活
山者のデータを統計処理すること
用した登山道修正
で、一定の精度を確保することが
の取り組みを開始
できます。２万５０００分の１地
しました。
形図の位置精度は ・５ｍ以内で
すので、地形図の修正には活用可
能であることが確認できました。
地形図を修正する際には、デー
タ入手の段階で修正に適さないデ
ータを除外しておきます。たとえ
ば、地形図の登山道は、特別な装

ビッグデータを活用した登山道修正の流れ

10

ビッグデータによ
る修正
ビッグデータを
入手するにあたり、
２０１７年 月に

備がなくても通行できる登山道を
表示しているため、岩登り、沢登
り、積雪期などのデータを除外し
ます。また、衛星測位ではなく手
入力の経路データも位置精度が確
保できないため除外します。
その後、残りのビッグデータを
統計処理して登山者の移動経路の
中心線を算出し、中心線を編集し
て地形図を修正していきます。編
集では、登山道と周囲の地形や建
物などとの相対位置を考慮しなが
ら地図を仕上げていきます。
地図は現実世界を一定のルール
で分かりやすく表現したものです。
そのため、中心線をそのまま表示
するのではなく、
地図のルールに従
って必要な編集を行なっています。
このような方法で、２０１８年
度前半までに南・北・中央アルプ
ス、八ヶ岳、屋久島地域の主要な
登山道を修正して地理院地図で公
開しました。２０１８年度中には、
全国的に著名な山を修正する予定
で作業を進めています。次年度以
降は、各地方で親しまれている山
も順次修正していく予定です。

日本山岳会からの助言・情報提供
ビッグデータの活用で登山道修

測量機器を背負って正確な位置を計測中（筑波山での位置精度検証）
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正が着実に進み始めましたが、残
念ながらビッグデータは万能では
なく、修正が難しいケースがある
ことも分かってきました。たとえ
ば、
「地図に表示すべき道か」
「廃
道かどうか 」
「 登山道と地形や構
造物との相対位置」などは苦手な
ところです。
こういった登山道をより正確に
修正するためには、正確な現地情
報が必要です。日本山岳会の国土

地理院ワーキング・グループ（Ｗ
Ｇ）
の皆様には、
これまでも多くの
情報をいただいてきました。この
取り組みを開始する際にも、有益
な助言をいただき、効果的な情報
提供について意見交換しながら進
めてきました。
特に今回、ビッグデータによる
地形図修正を始めるに当たっては、
登山道の修正箇所を確認できる、
日本山岳会の国土地理院ＷＧ専用
のホームページを新たに
開設しました。これはＷＧ
の皆様に、修正箇所を表示
した地形図をご覧いただ
くことで、修正内容を確認
しながら効率良く情報提
供いただくためのもので
す。地形図の修正では、修
正作業完了から地理院地
図で一般に公開されるま
で、通常１月～数ヶ月要し
ます。この期間に情報提供
いただきながら修正内容
や最新情報の確認を行な
い、より新鮮で正確な地形
図を提供しようというも
のです。
このように現地情報と
ビッグデータを併用する
雪崩により登山道が付け替えられた箇所を修正
（上高地→岳沢小屋）
雪崩により登山道が付け替えられた箇所を修正（上高地→岳沢小屋）

ことで、修正できる登山道が増え、 修正に活用できると確信し、業務
正確性も向上します。日本山岳会
として本格的に検討することにな
の皆様からの情報は、現地や地図
りました。
に精通したベテラン登山者の情報
地形図の修正は、これまでどち
であり、信頼性が高く、登山道の
らかというと都市部が優先され、
修正に多大な貢献をいただいてい
登山道まではなかなか手が回りま
ます。今後も国土地理院が迅速に
せんでした。ビッグデータの活用
正確な登山道情報を提供できるよ
で作業が大幅に効率化され、登山
う、引き続きお力添えをお願いい
道についてもより迅速な修正が可
たします。
能となってきました。まだまだ課
題はありますが、今後も登山者の
おわりに
皆さんが、便利で安全な登山を楽
私自身がこの取り組みを始めた
しむことができるよう、正確な地
きっかけは、休日のスマホ登山で
形図提供に努めていきます。
した。常日頃からときどき日光や
（基本図情報部 地名情報課長）
那須などで山歩きを楽しんでいま
すが、昨年度から登山道担当とな
ったことで、スマホと地形図を持
って地図読み登山に出かけてみま
した。いつもは整備された登山道
を地図と景色を眺めながら歩くだ
けですが、そのときはスマホが示
す位置がどのくらい正しいのか、
地図と周りの地形を読みながら歩
いてみました。また、スマホをポ
ケットに入れたり、ザックに入れ
たり、いろいろ試してみましたが、
スマホが示す位置は想定していた
よりも正確に感じました。その後、
数回スマホ登山を行ない、地形図
登⼭道の修正箇所を確認できるホームページ

測量機器を背負って正確な位置を計測中（筑波山での位置精度検証）
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初日の座学講習からスタート
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２日目は東根山での実践講習

40

阿部陽子

60

講習会を行なう場合は、補助者を
全登山をしっかり覚えたい」と意
配置するとか、小グループに分け
欲的だ。
るとか、なんらかの方法で解決で
機会さえあれば技術を磨きたい
きそうだ。岩手支部では後日「復
と望む一般登山者は多い。近い将
習会」を開き、講師が何を伝授し
来には
「安全登山教室」
をきっかけ
たかったかを互いに確認しながら、 に日本山岳会へ関心を持ってもら
取得した技術のバラつきを修正し
い、会員獲得の活路を見出したい
合った。
ものである。道迷い遭難が ％と
どの支部も会の若返りを図りた
いう昨今、まずは読図の面白さか
いところだが、若い会員をたった
ら始めてもよいだろう。
ひとり獲得したところで仲間意識
なお、本講座は岩手日報紙上に
は育ちにくいので、互いに切磋琢
報じられた。かつ、ＩＢＣラジオ
磨し合う同年代の会員を複数そろ 「いわての山トレッキングガイド」
えたかった。岩手支部は、この２ （毎日曜朝７時 分～ 分）
が、重
年間で ～ 代が数名、 ・ の
廣副会長から１時間にわたって登
年代層が入会した。若ければ若い
山の魅力をインタビューし、１月
ほど登山に対する知識や経験値が
日・ 日・ 日の３回に分けて
少なく、危機意識も高いため、
「安
放送され、好評価を得た。
50

岩手支部長
秋田１名、宮城３名、福島２名、岩
手からは 名が盛岡に参集するこ
とになった。
初日は終日の座学である。
「登
山の歴史」
で昨今のブームを分析、
平成 年度の山岳遭難の概況・山
岳遭難の未然防止策から登山の基
礎知識、セルフレスキュー講習へ
と幅広いカリキュラムで勉強した。
また夕食後には、
「 日本山岳会の
ヒマラヤ登山」の映像を交えた講
話があり、高所登山に触れながら
各支部から頂戴した地酒を酌み交
わしての懇親会となった。
２日目は曇天無風、東根山のル
ート外尾根での実践登山である。
まず急斜面を登るときのジグザグ
歩行、クローブヒッチの自己確保、
ムンターヒッチでの確保を実習、
さらにザックの連結活用による簡
易担架での事故者搬送など、実状
に即して学んだ。
そして、いくつかの改善点も見
えた。たとえば、実践での人数が
多いと覚えるべき所作や動作の意
図が後方には伝わらない。支部で
30
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「安全登山教室開催のための講座」
に寄せて
平成 年 月 日㈯～ 日㈰の
２日間、
「 安全登山教室開催のた
めの講座」を岩手支部の主催で実
施した。支部事業委員会担当理事
の重廣恒夫副会長を講師としてお
招きし、初日が座学講習、２日目
は東根山で実践登山というプログ
ラムだ。昨年の９月 日の支部合
同会議のおり、開催日を決めて帰
ったものの準備期間がわずか２ヶ
月半、
すべてが手探りであった。
支
部事業委員会の後援をいただき
名限定で募集した。
今回の講座を開催することは、
日本の登山界を長年リードしてき
た岳人である重廣副会長から直接、
登山を安全に導くための技術を学
ぶ絶好のチャンスであった。そこ
に会員増強のノウハウやヒントが
満載しているに違いないのだが、
果たしてどれだけの会員が集まっ
てくれるだろうか、正直言って不
安だった。
表題のとおり東北６支部に呼び
かけたところ、支部長および事務
局長の参加をいただき、青森３名、
29
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きで、それが世界の山岳界の一翼
を担う我が会の正当性を示すこと
になる。現在はそのような視点を
失い、横道にそれている。
もう一つの問題は、公益化の検
討段階で、理事会の目の上のタン
コブであった評議員会の撤廃と
歳定年制はセットになっている点。
この二つを解決すれば理事会に年
配者の干渉はなくなる、と期待し
たのではないか。その期待が本会
を内向きにした。若者が本会に入
らなくなって久しく、 〜 歳台
の会員は払底していた時期だ。
会長が若くなり、 歳台の会長
が誕生したのである。しかも、内
閣府は理事会に会社組織の取締役
会のような強い機能を付与させる
方針を示していた。時の執行部が
それに対応すべく対策を講じたの
だと判断できないこともない。し
かし、その結果として何が起きた
かといえば、 歳台の会長選出に
難が生じたことは明らかである。
歳台に会長の器となる人材が
育っていないことが判明した。
歳台ではあらゆる分野で、実績面
でも人物面においてもまだ評価が
定まっていない年代であること。
海外登山経験者が減っていること。

社会の管理化が進展して仕事場か
らの時間的離脱が難しい等々の理
由から、山岳会活動に取り組める
人が激減したことが挙げられる。
さらに、以前の山岳会であれば、
会長の補佐役に副会長経験者を配
すという伝統的な人事配慮を欠か
すことはなかったが、今回その伝
統も廃止してしまった。
そして、
し
歳定年制を布いたことが、会長選
出に大きな負の影を落とすことに
なった。
人事の客観性や公平性、
透
明性の担保もなく行なわれている
会長・理事候補選出が、ごく限定
された人たちで恣意的に、密室で
決められている現状を全会員が認
識して、会の意識改革に取り組む
必要がある。断じて執行部の私物
化を許してはならない。
そのためには、まず 歳定年制
を廃止して、機会損失を可能な限
り減らすべきである。公益法人運
営委員会で検証した結果、定年制
は変える必要はない、という結論
を得たと表明しているが、表記さ
れているメリットとデメリット分
析は極めて抽象的な表現であり、
私が問題視する会長候補理事の選
任に関しては、ほとんど意味がな
い。 
（会員番号５７６８）
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設け、多額の費用で勧誘活動をし
たが、
それほど効果は見られず、
今
後の成果いかんと言えよう。
現在、いろいろな公益社団法人
の組織を見ると、ほとんど定年制
は見当たらないが、一部のスポー
ツ団体に定年制があるという。本
会において、 歳になれば会長・
理事になれないという制度は会員
構成比率からして公平性を欠くし、
組織として間違った判断である。
少子高齢化時代に 歳定年制堅持
を主張するのは時代に逆行する。
歳以上でも、資質に優れ理解
力に柔軟性と鋭敏性がある人であ
れば理事となり、会長に立ってほ
しいと願っている会員は多いはず
だ。それは若いが、あらゆる面で
経験不足な理事が多い現行の組織
運営へのアンチテーゼでもある。
全会員の老・壮・青・若世代から
優秀な人が自由に選ばれる制度に
するのが平等の原則ではないのか。
理事はだれでもいいが、会長だ
けは世界に通用する人物が立つべ
70

「理事の定年と再任制限の再検討に関す
る報告」
に対する反論
昨年 月号の「理事の定年と再
任制限の再検討に関する報告」を
読んだが、この見解に反論する。
理事の定年制に関する最大の焦
点は、会長の選出という問題に尽
きる。これに関して極めて重要な
二つの側面が論じられていない。
一つは会員の年齢構成比率を無視
している観点。もう一つは公益社
団法人化が検討された当時の理事
会で、 歳定年制がなぜ浮上した
のか、という問題である。
会員の年齢構成比率から述べる。
会員の半数以上が 歳を超す人た
ちで構成されている実態から、公
益社団法人化が検討されていた段
階から 歳定年制は議論の的だっ
た。しかし、当時の理事会は、評
議員会の解散と 歳定年制を押し
通した。内閣府の指導内容が分か
らなかった年配の会員たちには不
満があったが、仕方なく口をつぐ
んだという経緯がある。
その後、執行部は若手会員増強
のためにＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢを
70

70

11

70

70

60

60

30

11

15

49

10

20
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焼山の登山規制解除に関する最新情報

大な溶岩台地がすべて雪面になり、
INFORMATION
そのスケールは大きい。下山はス
キーを活用してダイナミックに滑
越後支部 靏本修一
ろう。天候の急変、特にガスに覆
焼山は、火山活動の動向を踏ま
なる成層火山で、山頂は溶岩ドー
われたときは要注意。
えて、平成 年３月２日から災害
ムからなっています。
［梅雨から初夏にかけて］
対策基本法の規定に基づき、新潟
火山活動の歴史は新しく、約３
毎年７月上旬には地元関係者が
県と糸魚川市、妙高市、長野県小
０００年前の縄文時代に活動が始
登山道整備に入る。登山道沿いの
谷村により、山頂から半径１㎞以
まったと考えられています。焼山
沢筋には８月まで雪渓が残る。途
内の立入禁止の規制を実施してき
は高温の火砕流を噴き出す火山で、 中の大谷、そして地獄谷などの深
ました。しかし、昨年の秋ごろか
約４００年の間隔でたびたび早川
い谷の横断時は、ロープなどを使
ら、噴煙活動および火山性地震活
谷を火山灰で埋めてきました。特
って安全に渡る。
泊岩
（岩窟避難小
動が低下していることから、
「新
に室町時代
（１３６１年）
の噴火で
屋）
から先は一気に視界が開け、
砂
潟焼山火山防災協議会」の助言を
は、火砕流が海岸線まで ㎞以上
礫の急登が続く。この辺りは特別
焼山山中にはほとんど水源がな
受けて、昨年の 月 日、警戒区
もの距離を下り、今のような山容
な標識などがないので、強風やガ
く、登山道は未整備な箇所があり
域の設定が解除されました。
になりました。最近では１９７４
スが出たときの対応を慎重に。山
熟練者向け。また、立入規制の解
したがって、
今年の春山スキー・ （昭和 ）
年７月に大規模な水蒸気
頂からは日本海を眼下に、３６０
除がなされたとはいえ、噴火警戒
シーズンからの焼山登山が再び可
爆発を起こし、登山者３名が噴石
度の大展望を満喫。山頂周辺の噴
レベルは、
レベル１
「活火山である
能になりました。ＪＡＣ選定の日
による事故で死亡しています。そ
気口や地熱地帯には常に要注意。
ことに留意」であることに変更は
本三百名山に名を連ねる焼山。こ
の後も噴気活動が活発化していた
また、日帰り日程では往復 時
ない。入山の際は、気象庁などの
こでは、焼山火山の特徴や登山適
ため、１９９８
（平成 ）
年までは
間前後掛かるので、早めの行動を。 火山情報を確認し、ヘルメットな
期と留意点などをお知らせします。 入山禁止措置が取られていました。 登山・入山時の留意点
ど、十分な準備が必要である。ま
焼山の特徴と火山噴火の歴史
近年は大きな噴気も収まり、
２００
笹倉温泉から登山口までの林道
た、
活火山地区
（山頂から半径２㎞
焼山は火打山、妙高山とともに
６年 月に全面解禁となりました。 は、治山工事中のため一般車両は
以内）
に入る場合は、
新潟県防災局
くび き
「頸城三山」
と呼ばれて、北部富士
登山コースと適期
第１ゲートから第２ゲートまでの
防災企画課へ登山届の提出が義務
火山帯に属する活火山です。山の
ここでは、糸魚川市・笹倉温泉
間、土・日・祝日
（冬期間除く）
の
付けられている。
大部分は火山体ではなく、フォッ
からのコースを紹介します。
み通行可能（８～ 時の間の時間 【詳細確認先】糸魚川市消防本部
サマグナ由来の第三紀層です。こ ［春山スキー・シーズン］
規制）
。しかし、
第２ゲートから登
０２５ ５５２ ０１１９／妙
れを基盤とした火山体は上部約４
登山口は笹倉温泉。林道はすべ
山口までは解放されておらず、す
高市役所防災係
０２５５ ７
００ｍの安山岩・デイサイトから
て残雪で覆われ、焼山北東面は広
べて徒歩となる。
４ ０００２
28

885−２０１9・2・２０
山

17

13

シャルマン火打スキー場から見た焼山北東面（３月下旬）

885−２０19・2・２０
山

教えていただき、滝行の滝も発見
した）
、
歌の沢と言われるサワグル
ミの大木と風穴、不動滝、独鈷沼、
三宝荒神、大黒天、蔵王地蔵尊、山
頂の蔵王山神社と、いい間隔で名
所があるため、
歩いていてもそれほ
ど疲れを感じない。何よりも地元
雷神社に残されている「蔵王山参
詣登山大絵馬」に今の名所が書き
写され、そのまま残っているのだ。
平成 年 月に「東沢古道保存
会」
が立ち上がり、
総会が行なわれ
た。今後はこの古道を後世に残す
べく、整備活動を継続していく方
針だ。ただ、整備もお金を掛けて
道に砂利を敷くなどではなく、こ
の古道は修験の道でもあるため、
我々の手で補えるくらいの整備が
ちょうど良いと考える。
今まで蔵王山はロープウェイを
利用して、
日帰り登山のイメージが
強かったが、
この宝沢口コースは距
離も長く、蔵王温泉で１泊して戻
ってくるため、蔵王温泉でも期待
が高まっている。
ぜひ日本山岳会の
皆さんにも、蔵王本来の開発され
ていない静かな蔵王古道・宝沢口
を、歴史を感じながら歩いていた
だければ、と思う。
（東沢古道保存会会長）
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六十数年荒れ果てていた参道を
復活させようという構想は、偶然
にも同じ思いを持っていた地区振
興会の横山会長と東部公民館の小
関氏との打ち合わせで一気に動き
始め、
平成 年９月 日の
「蔵王古
道を辿る東のお山詣り」を開催す
るに至った。まさに蔵王大権現様
に導かれたような思いだった。
ただ、
それまでの準備として、
古
道
（参道）
のスタート地点から１㎞
区間の古道を、雑草や倒木の中か
ら見つけ出して整備していく作業
がなかなか大変だった。
しかし、
古
くから歩かれた道は、しっかりと
くぼみができていて、それが道で
あることが分かる。その道を慎重
に見極め、綺麗に草を刈り、倒木
を伐採して整備を行なった。
９月 日のツアーには約 名の
参加者が集い、朝５時に集合して
刈田嶺神社にて登山の安全祈祷を
行なう。
ここには高さ３・６ｍの蔵
王大権現様が祀られていて、その
大きさと形相に圧倒される。
この古道には随所に見所がある。
まずは参道入り口にある高さ２・
７ｍの蔵王大権現碑、その先には
こ り ば
姥神様と王子権現、垢離場と言わ
れる滝行の場所（地区の古老から

30

石沢孝浩
蔵王山は朱鳥５
（６９０）
年４月
お づぬ
８日、役の行者小角が刈田嶺に金
剛蔵王権現を勧請し開山した。そ
の後、地元宝沢地区に生まれた乙
鶴が山伏となり、覚山と名を改め、
諸国の名山や霊地で修行した。吉
野の金峯山に行って蔵王権現を拝
したおり、ある夜、夢に権現が現
われて「お前の生まれた奥州に、
昔、役の小角が羽黒山に登ったと
き、蔵王権現を勧請した霊山があ
る。早く本国に帰ってこの山を再
び開きなさい」
とお告げがあり、
和
銅５
（７１２）
年 月８日、覚山行
者が蔵王山を再び開山した。
奈良時代の話であるが、この覚
山が蔵王を開山したコースが、昭
和初期まで蔵王山への参道として
多くの参拝者でにぎわった。この
参道が蔵王古道の宝沢口になる。
しかし、車社会の発展と自動車道
の整備が進み、半郷口から蔵王温
泉街まで車で行けるようになると、
次第に宝沢口を利用する参拝者は
いなくなった。
10

覚山行者が開いた信仰の道、蔵王古道・
宝沢口が復活
「蔵王古道」と言っても聞き慣れ
ない言葉だろうが、蔵王山には古
とおかっ た
来、遠刈田口、宝沢口、上山口、半
郷口の４つの参道があり、その中
の遠刈田口で地元有志と蔵王町が
「蔵王古道の会」
を立ち上げて古道
を整備し、昨年までに５回のツア
ーを開催した。私も第４回からこ
の活動に関わり、私の地元でも古
道整備の活動ができないかと考え
たところから、蔵王古道・宝沢口
復活の活動がスタートした。
「蔵王古道を辿る東のお山詣り」でザンゲ坂の手前を登るツアーの一行

29

30

29

40

30

20

おい ずる

強引に宿替えを指示されました。
先達には案内するお客が２名いま
したが、私にはお金は要らないと
言うのです。
３日目は八十八ヶ所から離れ、
別格三番慈眼寺に行くことになり
ました。ここは穴禅定
（鍾乳洞）
が
あります。幅 ㎝の行場の路幅の
石柱があり、通れない人は入れま
せん
（結構入るものです）
。
ロウソクを１本渡され、真っ暗
な狭い洞窟を 代の女性先達の指
示どおりの体勢で入ります。
「足
から入る 」
「左手から入り、次は
頭」
「万歳して入ります」
後ろの人
に伝言し、間違えると通れません。
ロウソクがたびたび消え、パニッ
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吉野川支流の善入寺島より川島橋を渡る

徳島県

EXPERIENCE

10

のとき笈 摺を自分たちに用意し、
冥土への旅立ちのときに着せて欲
しいと思っていました。ところが、
兄の嫁と妹が早死にし、笈摺を掛
山行委員会 数見 直
けてあげたため、自分たちの分が
笠、経本、輪袈裟、数珠、納経帳、 なくなってしまったのです。だれ
線香、ロウソクを購入しました。
か代わりにもらってきてほしいと
早速、霊場での作法を確認しま
の希望があり、私が条件付きで行
す。手水を使い、本堂、大師堂の
くことになりました。その条件は
順に回ります。ロウソク、
線香、
お
歩きで回りたい、でした。
賽銭、納札を納め、読経です。最
いつ行くかは決めていませんで
後に納経所で納経帳に墨書授印し
したが、２０１３年９月に徳島出
てもらいます。所要 分前後、午
張が金曜日まで入ったので、土・
前７時から午後５時までが納経時
日を使って回ってみることにしま
間です。歩き遍路は時間が勝負で
した。まさしく一番霊山寺で遍路
す。遅くも７時 分には宿を出発
用品を買い、車用の地図を買い歩
し、夕方５時には宿に着きたい。
き始めました（歩き遍路用の地図
があることも知りませんでした）
。
四番大日寺で白濱先達に声を掛
けていただきました。
「 そんなに
重いリックは、読経のときは降ろ
したらどうですか」
。その日の宿、
六番安楽寺は同宿となり、いろい
ろ教えていただきました。２日間
のお遍路を終え帰宅しました。
月に４泊５日の計画で歩き始
めると２日目に偶然お会いし、
「一
緒に歩こう。宿も今日からは変更
しなさい 」
「 もう宿は取っていま
すが……」
「嘘も方便です」
と半ば
50

不思議な縁から先達を志す
「なぜ山に登るのか」は登山者に
とって永遠の命題ですが、お遍路
にも理由があるようです。お遍路
の功徳として、健康、観光、信仰
の三幸が言われます。お遍路さん
の目的には、どれかが関係してい
るようです。
私の場合は以下のようです。両
親が 歳のとき、春秋２回にわた
るバスツアーで四国八十八ヶ所を
巡りました。
楽しい思い出です。
そ

28

80

登山とお遍路 四国霊場八十八ヶ所
を体験して
登山者らしく歩きで
２０１７年と 年の春秋に、４
回に分けて四国霊場八十八ヶ所を
日本山岳会山行委員会で回りまし
た。１２００㎞を歩いたことにな
ります。
メンバーは８～ 名で、
平
均年齢は 歳です。四国八十八ヶ
所霊場会公認先達２名が引率しま
した。
四国を徳島県の一番札所・霊山
寺から高知県、愛媛県、香川県と、
時計回りに順打ちし、八十八番札
所・大窪寺で結願
（満願）
し、和歌
山県高野山の町石道を登り、金剛
峯寺、奥ノ院にお礼参りしました。
登山者らしく歩きにこだわり、
一般のお遍路さん
（約９割）
のよう
にバス、
タクシー、
ロープウェイは使
いません。全行程の中で半日だけ、
台風で歩くことが危険なため二十
七番神峯寺へはタクシーを利用し
ました。
ほとんどのメンバーが後日、
歩き直し埋め合わせています。
先達以外、全員お遍路は初めて
で、一番札所で金剛杖、白衣、菅
69

18

10

885−２０１9・2・２０
山

885−２０19・2・２０
山

ク状態になります。やっと少し広
コースを取ったところ、十一番藤
い所に出ると、そこは弘法大師が
井寺でなんと白濱先達と３度目の
歳のときに 日間ほど修行した
出会いとなりました。不思議なご
場所です。ここで、もちろんこれ
縁を感じます。先達を志した理由
からの安全登山を祈念しました
の一つです。
（ そのころ日本三百名山を目指し
ていました）
。
四国ならではのお接待の文化
まさに自然のアミューズメント
私の先達番号は１６７９２、「い
です。私たちは 分でしたが、前
ろんな国」
です。
外国人は歩き遍路
のグループは２時間掛かりました。 が多く、自転車もいます。多いの
先達は八十八ヶ所だけがお遍路で
は米国、フランス、韓国、オース
はないことを教えたかったのだと
トラリア、カナダ、台湾です。
「四
思います。
「あなたは過信、
慢心に
国の美しい風景と、人との触れ合
注意しなさい」
と言われました
（登
いが魅力です」
「東京もいいけど、
山にも当てはまる言葉です）
。
都会と違ったのどかな日本を感じ
その後４回掛けて結願し、八十
られる 」
「 自分が四国に呼ばれて
八番大窪寺から十番切幡寺へ下る
いる」
「家に帰ると、
また遍路に行
きたくなる」
。まさに私と同じ
「お
四国病」
です。
「お接待」の文化にも触れたいと
思います。最初は戸惑うものです。
いただいたら、名前などを書いた
納札を渡し、
「南無大師遍照金剛」
と弘法大師の御宝号を３回唱えま
す。四国の人は、お遍路さんをお
大師さんと一緒にいる人
（
「同行二
人」
）
、あるいは自分の代わりに回
ってもらえる人、と思っています。
一人遍路は特にお接待が多いです。
歳過ぎのおばあちゃんがしきり
19

三十二番禅師峰寺の参道を上がる

高知県

に「今晩泊まっていけ。亡くなっ
を経験した登山者の多くは「お遍
た主人もお遍路で回ったことがあ
路かな 」
。ア ス フ ァ ル ト の 道 が ８
る」
と言うのです。
「もう宿が決ま
割です。毎日 ㎞半ばから ㎞前
っている」
と丁重にお断りすると、 後歩きます。荷物が重い。特に登
財布から１０００円を出すのです。 山者はいろいろ持ちたがる。脚の
貰うしかありません（ちらっと財
マメが痛く、足首、アキレス腱、腰
布の中身が見えたのですが、もう
にきます。
「遍路転がし」
と呼ばれ
何枚も入っていません）
。
る、お遍路さん泣かせの山道がい
重いものは大変です。今回も９
くつもあります。雲辺寺（９１１
人なので、収穫された柿を 個ほ
ｍ）
、焼山寺（８００ｍ）
、横峰寺
どいただきました。それでなくて （７５０ｍ）
などです。
も重いリュックが、はちきれそう
ウインター・スポーツをしない私
です。全員で４日間かけ必死に食
は、冬場に１割体重が増えていま
べました。
したが、それがありません。お遍
路は、
夏山に向けてのトレーニング
に最適です。毎日 時前には寝て、
５時半には起きます。トイレ以外
は熟睡です。毎朝、気持ちがいい
のです。四国の豊かな自然と地元
の食材、人との出会いがうれしく
て、また出かけるのです。
これからも登山とお遍路は私の
中では切り離せません。２０２０
年は閏年です、
逆打ち
（順打ちより
はるかに難しく、３倍の御利益が
あると言われています）でのお遍
路を、
山行委員会で企画します。
世
界遺産となっているスペインのサ
ンティアゴ・デ・コンポステーラ巡礼
路にも行きたいですね。
50

２０２０年には
「逆打ち」
を
「一般の仏教では、自分が仏とい
う頂に向かって上がっていって、
山頂にたどり着いて仏になります。
山の登り道です。弘法大師の教え
は、山頂に到達したら今度は下り
です。登りのときは見えなかった
景色も、下山道で見れば悠々と見
えます。このように、山頂から降
りてくる道のようなものです。仏
という境地になり切ってしまって、
そこから現実をとらえていくので
す」
と、ご住職から教わりました。
お遍路と登山はどちらが大変で
すか？ と聞かれたとき、お遍路
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岳会のエヴェレスト登山隊に参加
とした顔を見た。
し、植村直己さんとともに日本人
２０１５年４月の大地震で建物
として初めて世界最高峰の頂に立
の一部が壊れた。ＡＡＦのボラン
った。家業の材木業に励むかたわ
ティアたちは、村を訪れて再建を
ら 年には早稲田のＫ２登山隊を
支援した。松浦さんは、子どもた
指揮するなど山への情熱を持ち続
ちの健康を気にしながら地震の半
けたが、 歳を前に思い立って自
年後に亡くなった。
然豊かな屋久島に移り住んだ。陶
開校から 年目の昨年 月、建
芸に打ち込み、ランを育てた。作
築会社東京本店のギャラリーで
品の焼き物は島の松浦ファンや観 「ヒマラヤの学校建設とこどもた
光客に愛され、２０００年、大阪
ち」
展が開かれた。
会場では高品質
に戻るまでに売り上げで５００万
のパシュミナ ス･トールなどネパ
円ほどの蓄えができた。それから
ールの特産品が販売され、収益は
先も基金をさらに積み上げながら、 全額、復興と学校建設の支援金と
有効に使いたいと考えた。
して使われるという。また、育英
自分を育て、人生を豊かにして
基金は今も屋久島の人たちや有志
くれたのは
「山」
だ、と松浦さんは
らによって支えられ、奨学金とし
思っていた。ローツェ・シャール
ての役割を果たしている。
やエヴェレスト登山では、シェル
松浦さんと山村の子どもたち、
パたちと信頼でつながった。山麓
生徒たちとの間で結ばれたきずな
で出会った人を含めネパールの
が、
この先どう続いていくのか、
想
人々は親切で優しく、皆働き者だ
いをネパールに寄せて見守ってい
った。しかし、多くの人が貧しく、 きたい。  （報告＝成川隆顕）
教育も満足には受けられないこと
＊特定非営利活動法人ＡＡＦと松
を知っていた。そのネパールに恩
浦育英基金に関するお問合せは
返ししたい、感謝の気持ちを形に
〒５４１ ００５３ 大阪市中央区
竹中工務店大阪
したいと、かねてから思っていた。 本 町 ４ １
赤尾さんらの奨めもあって育英基
本店内のＡＡＦ事務局まで
金がスタートした。フィリム村に
０６ ６２５２ １２０１
出掛けて、子どもたちの生き生き
noda@aafjpn.org
81

エヴェレスト登頂の松浦輝夫さん
ネパールの子どもたちに育英基金
エヴェレストの日本人初登頂者
ともにフィリム村に何度も出かけ
のひとりで、３年前に亡くなった
て工事を指揮し、２００３年に開
松浦輝夫さんが、今もネパール北
校した。
部の山村に育英基金を送り続け、
今、近隣の８つの集落から来る
子どもたちを励ましている。
４００人余りが、小・中・高のク
その学校はカトマンズから北西
ラスに分かれて勉強している。机
に ㎞、車と徒歩で３日掛かるフ
や椅子は日本から運ばれたもので、
ィリム村の山の中腹に建っている。 文具メーカーが寄付した。遠くて
大阪の大手建築会社の設計者が創
通えない子どもたちには寄宿舎が
ったＡＡＦ（
用意されていて、山村教育の、い
Asian
Architecture
）
というボランティア・
わばモデル校。ネパールの将来を
Friendship
グループ
（赤尾建藏代表）
が設計を
担う優秀な生徒たちが育っている
担当、建設資金集めに協力すると
という。
松浦さんの支援は「松浦育英基
金」と名付けられ 年から運用が
始まった。当初は子どもたちの給
食代に、最近では学校の先生の何
人かの給与に充てられている。松
浦さんと同じ早稲田大学の山岳部
ＯＢで１９６５年、当時未踏のロ
ーツェ・シャール登山でザイルを
結んだ井口昌彦さんが、赤尾さん
らを紹介した。井口さんはＡＡＦ
のメンバーと同じ会社の元生産本
部長だ。
松浦さんは１９７０年、日本山
70

元気な子どもたちが集うフィリム村の学校
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信州の句碑を訪ねて

じょう

S
３７

会員の皆様のご意見、エッセイ、
俳句、 短歌、 詩などを掲載する

ページです。 どしどしご投 稿く
ださい。（紙面に限りがありま
すので、 １点につき10 0 0 字 程
度でお願いします）

の鑑賞はこの時期でないと実感は
得られまい。まだ５尺にはならな
いが累積では降雪しているだろう。
句碑も雪に埋まった。生涯の苦労
が俳句ににじみ出ている。俳句で
孤独を癒されたであろう。俳句の
縁で多数の他人とつながり、名声
も得た。人生は何が幸いするか分
からない。
次は県道 号で善光寺へ直行。
小高い丘からは雪の善光寺平に見
えたが、
平地に下ると雪はない。
い
つぞやの駐車場に停めて善光寺へ
お参りした。
最後は松本市の俳人・杉田久女
の句碑である。松本城の駐車場に
やま
停めて、城山公園まで徒歩で訪ね
た。句碑は松本市街を俯瞰する小
高い丘の上に立っていた。さらに
目を転じると冬姿の常念岳が見え
た。
この景色か、杉田久女が愛した
のは。

あじさいに 秋冷いたる
信濃かな
杉田久女

という格調高い句にふさわしい地
である。 句碑を辞して、近くにあ
る久女の墓にも行った。分かりに
くいが、父の赤堀家の墓の隅の小
さな墓に、
１月 日の久女忌
（享年
）
を修した供花が残されていた。
思わず手を合わせた。
没後 年、
厳
寒の地でも久女ファンは忘れない
のだ。
湯本明子『俳人 杉田久女の世
界』
（本阿弥書店）
によれば、冒頭
の縁の項で、
愛知県小原村の墓、
次
いで松本市の墓を紹介。
「 久女の
墓」の墓碑の筆は虚子の手になる
という。分骨の骨を拾ったのは夫
の宇内だった。その遺志を実現し
たのは娘の石昌子であった。
石昌子の夫は石一郎といい、ウ
インパーの
『アルプス登攀記』
の翻
訳もあるアメリカ文学者であった。
ともに日本山岳会会員（
『山岳』第
年第２号に会員番号１９４４、
昌子も会員番号１９４５と記載 ）
である。山の好きな娘の手により
久女は納まる所に納まったのだ。
道草を終えるともう４時。信州の
文学を味わい、木曽を経て帰った。

大日峠に立ちて

11

29

松家 晋

古い
『山岳』
を整理していて、ど
うしても、もう一度その場所に行
ってみたいと思い、ある一冊を取
り出していた。
それは『山岳』第８年第１号（大
正 年発行）
で、
その巻頭には中村
清太郎作の「駿州大日峠より雪の
大井川奥山を望む」という見事な
木版画が折り込まれている。自分
はこの雑誌を手にするたびに、か
つてさまよい歩いた大井川奥山の
原始の森を思い起こすのである。
一昨年
（平成 年）
初冬のある日、
静岡の奥にある大日峠を訪ねてみ
た。上落合のバス停より徒歩で口
坂本に至り、かつての旧道をたど
って峠に立った。峠への道は、途
中
「〇番観音跡」
と記された、白い
杭をいくつか見るだけの静寂な道
であった。日陰にはうっすらと新
雪が来ていた。
記録によると、中村清太郎は明
治 年の 月、静岡の停車場をま
わらじ
だ明け切らないうちに、草鞋履き
で出発している。そして、２日目
にこの峠に達しているのである。
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西山秀夫

小林一茶

2

44

東西
南北

恒例のスキー懇親会に参加、風
光明媚なゲレンデで３日間堪能し
た後は、のんびりと道草を食いな
がら帰名した。まずはマイカーの
周囲の除雪がひと仕事だった。除
雪を終えて荷物を積み込んだ。
最初は長野県信濃町にある小林
一茶の記念館を見学。寒い朝でも
暖房もしていないとのことで、入
館料を半額にしてくれた。順路に
沿って見学すると一茶の生涯を学
べる。投句コーナーでは即吟で３
句を投句。開封と選句は秋だそう
な。
「楽しみにしていてください」
と係員が言う。受賞すればまた登
山を兼ねて訪問したい。
これがまあ 終の棲家か
雪五尺


55

３６

N

21

73

北を望むと左側に大無間山、小
無間山の大きな山塊が手が届くよ
うに近い。その先に山並みが続く。
聖岳は手前の上河内岳と重なって
いることから、ひときわ大きく見
える。その白く長い東尾根が大井
川に落ち込んでいる。聖・赤石・
荒川・悪沢といった３０００ｍを
超える南アルプス南部の巨峰が、
黒い前山の上に 合目、 合目の
峰頭を輝かせている。大井川の奥
山とはよく言ったものである。
あの巻頭の木版画は、この峠か
らスケッチしたものである。この
地域の地図がまだ十分完成されて
いない時代に、あれだけ正確によ
く描写したものだと思う。中村清
太郎は翌年の夏も、大井川奥山の

られているという。文明の進歩は、
人が予想だにしなかったようなも
のを創造し、人類の繁栄と幸福を
限りなく増長させていく。かつて

支部
だより

先人たちが大井川奥山から受けた
ような感動や喜びは、今後どのよ
うに変化していくのか、危惧する
のである。

学講座２回
（４時限）
、実践講座４
回
（６日間）
の構成で実施。座学講
座は毎回午後７時から９時 分ま

びえる福万山（１２３５・９ｍ）を
舞台に、身近な低山に登りながら

は９月 日㈬に「安全で楽しい山
山道の登り方、下り方、山道の見
登りの仕方の計画から実践まで」 分け方、地図や磁石の使い方など、
と
「地図や磁石の使い方、
地形の見
山登りの初歩的体験を行なった。
方や、山の天気の見方」について。 ４回目は 月 日㈰「山登りの経

でに休憩を挟んで２講座。第１回

10

東九州支部

第６期登山入門教室
今年度の全課程を終了
東九州支部主催の第６期登山入

門教室は１月 日で今年度の講座
探検登山を行なっている。その報
の全課程を終了した。この講座は
告は第２号に詳しい。
一般の山登り初心者を対象にして
もう一人、この大井川奥山をは
るか東京の高台から熱心に遠望し、 ６年前に開始したもので、毎年
観察を続けている岳人がいた。木
から見える山」という未開拓の分
野で結実し、後世の我々に遺して
くれている
（
『山の憶ひ出』
参照）
。
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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。

２回目は９月 日㈬に「山で必要
験をちょっと深めて」をテーマに
な道具や装備の選び方、
使い方」
と
鹿嵐山（７５７・８ｍ）へ。急な登
「 ケガや病気や動植物や天候変化
りや雌岳・雄岳２座のミニ縦走、
や道迷いなど、山で起きるいろい
ロープ伝いの長い急な下山道、狭
ろなアクシデントの知識とその備
い岩稜歩きなど、標高の割にはち
え方」
について実施した。
ょっと険しい山道を実践。
３回目からは実践講座である。
５回目は 月 日㈯、 日㈰に
月７日㈰に「実際に山に登る第 「キャンプして山に登る体験」
をテ
ーマに横岳キャンプ場で宿泊。テ

18

暮理太郎である。
その成果は
「東京

名程度の受講者を募集して実施し
てきた。過去５回の講座では１４
４名が受講。修了者の中から 名
の会員、
３名の準会員が生まれ、
ほ
かに支部会友加入者が 名を数え
ている。
本年度第６期は 名の受講の応

10

28

17

30

ところで、仙境と言われてきた
この大井川奥山の真下で、
現在、
リ

37

12

一歩から」で由布院盆地の北にそ

26

9

募があり、昨年９月に開講して座

10

8

ニア新幹線のトンネル工事が進め

24

10

11

20
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になった。最後は思わぬ結末に終

喫緊の課題と政府・関係者への要

2018年
The Himalayan Club
A5判変型 355㌻
価格不明

かくして、半年にわたる第６期登
山入門教室は終了した。
（飯田勝之）


望を述べている。
① 昨今、山や谷が急変しているの
でデリケートな自然界に注目して
ほしい。汚染防止には少人数の登
山隊が望ましい。

■ 13

図書紹介

ントの張り方、山の装備や道具の
わった実践講座。これも山登りで
整理整頓、初歩的なロープワーク
味わうアクシデント。天候を見な
の勉強。そして、皆で料理して楽
がら撤退することも体験となった。
しい夕食。翌日は場所を津波戸山
（５２９・１ｍ）
に移して実践登山。
この山はノーマル・ルートを登れ
ば簡単な低山だが、岩稜の周回コ
ースは鎖と急なアップダウンが連
続する屈指の難路である。
そして６回目は本年１月 日㈯、
日㈰に九重連山で実施。
「 雪の
ある山で冬山を体験し、夜は山小
屋泊まりを体験」がテーマであっ
編集
The Himalayan Club
た。しかし暖冬の今年、１月にな
The Himalayan Journal
っても九重連山には雪がない。こ
の日も山は黒々として雪はほとん
Volume73 2018
ど見当たらないなか、初日は泉水
19

② 政府がテロリストに利用され
山から黒岩山ルート。雪がなけれ
かねないとの理由で、安全登山に
ば易しい初心者向きの道だが、下
必携の衛星電話の使用を禁止した。
山ルートの霜解けのぬかるみ道で
僻地で危険を伴う登山隊には使用
思わぬ経験となる。
許可を出してほしい。
夜はくじゅうヒュッテで温泉と
この書籍は１９２８年、英国統
③ ある地域で、事前の許可なくし
おいしい料理で山小屋泊まりの体
験。
しかし、
翌日は朝から雨である。 治下のインドで The Alpine Club て組織化した集団でのハイキング
を参考に
禁止条例が発令された。
ぬかるみ道を登っていくが、林を （英国、１８５７年創立）
設立された
④ 地域ごとに関係者が集まって
抜けると激しい風雨と変わる。頬
The
Himalayan
Club
の機関誌である。
入山期間、入山地域や方針を決め
に突き刺すような冷たい横殴りの
巻頭で編集長は、当クラブのイ
るように。
雨の中、目指す三俣山を雨雲の彼
ンド・ヒマラヤへの取り組むべき
⑤ 地図に記載する山の標高につ
方にして、途中から下山すること
いて、ハイテクの利用、登山者の

20

ＧＰＳ測定数値を参考に統一する
こと。
⑥ 山の名前の命名についても基
準を設けること。
⑦ ７年前に遭難死したシェルパ
の遺体が発見されず、保険金給付
が滞っていた。生活に困っていた
家族に７年目にしてやっとわずか
な保険金が支払われた。今後の課
題である。
主な目次は以下の見出しのとお
り。
論文：創立 年を祝した当ヒマ
ラヤン・クラブ隊による東カラコ
ルムの氷河と山々の横断。ラダッ
ク地方の大きな石や岩に刻まれた
線刻画の保護を訴える実情。日本
ヒ マ ラ ヤ 協 会・ 山 森 欣 一 会 長 の
「 第 次大戦前後のヒマラヤでの
日本人登山者」
（中村保氏の翻訳）
など興味深い情報が 点。
遠征と探検：英国隊のアルパイ
ン・スタイルによるトリスル西稜
15

登攀、独・スイス隊によるセロ・
キシュトワールの中央北西壁の初
登攀、女性バイオ技術者によるマ
カルーＢＣ訪問およびアルン谷上
部と支流の探検記など９点。

など 点。並びにイン
Bonington
ド の 山 を 紹 介 し た INTO THE
HIDDEN VALLEY By Stuart
など６点と盛りだくさ
Blackburn
んだ。
２０１７年インド・ヒマラヤへ
の 主 な る 遠 征 隊： キ シ ュ ト ワ ー
ル・ヒマラヤ２隊、ザンスカール
（日本２隊を含む）
４隊、ラダック
２隊、西ガルワール１隊、ヒマチ
ャール・プラディシュ４隊の各報
告書の概要があり、インドでの登
山傾向がうかがえる。
巻頭文から読者としてはインド
登山界を取り巻く環境を知ること
ができる。全体として短編が多く、
どこからでも読み始めることが可
能だ。カラー写真がたくさんあり、

ると、鮮やかなピンク色のジャケ
ットの谷口けいさんが現われた。
ピオレドール賞に輝き、女性クラ
イマーとして山の初心者たちにさ
え憧れの存在だった。
けいさんに会ったのは、ムスタ
ーグ・アタのＢＣだった。平出さ
んとボルダーで盛り上がっていた
私たちの声が、はるか遠くにある
かのように傍観していた。人見知
りする人なのかなぁ、というのが
私の第一印象だった。
未踏峰の急峻な冬壁に挑む姿は、
ファンの一人として誇らしかった。
失礼な言い方をすれば、下手なか
弱い男なんかついていけない、と
続けていた彼女に、自由の国アメ
いう巷の噂も飛び交っていた。
リカ留学のときが来た。活発にマ
しかしけいさんは、子どものこ

彼女の 年間の半生が謎だった。
当時の同級生、同期生を一人一
人訪ね歩いた著者は、予期しなか
った衝撃的な真実を知ることに。
それは、私も同じだった。
十代の彼女は、自分の気持ちが
素直に出せない暗い印象で、学校
にも家庭にも居場所を見付けられ
ず、心を閉ざした女の子であった
という。常に親への反抗心を持ち

する彼女を、
「 だれも女と見てい
なかった」
という。
周りをまったく

帰国したその足で、家に顔も出
すことなく一人暮らしを始めてし
まった。恐るべし、
その行動力。壊
れかかったボロアパートに住み、
学費と生活費を稼ぎ、
休暇には、
仲
間と日本中を自転車ツーリングを

ラソンや自転車で州を横断するな
ど、別人になったはずのけいさん
だったが、相変わらず家族を拒否
し続けていたのだ。
ろから活発で積極的、がんばり屋
の女の子であったのだろうか？
大石明弘著

ページをめくるだけでも楽しい。
（南井英弘）


太陽のかけら
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書評：
ASCENT
A
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Spent
、
その表紙を開け
Climbing on the Edge By Chris 「太陽のかけら」
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気にしない彼女の生き様が見える。
卒業していく友人らを見送り、一
人自転車で旅立つ。それもモロッ
コだ。彼女はそんな旅も愛してい
た。仲間の誰よりも極貧であるは
ずなのに並外れた豪快な青春を送
る彼女を、少し心配する友人もい
た。また、彼女の中にある空洞を、
彼女の生涯を通して案じていた登
山家もいた。
生い立ちを知れば知るほど、彼
女はすべてにおいて努力の人であ
り、極限までの甘えのない生き方
に、改めて命を削る登攀の記録を
読み返した。
身に付けるべきものを完璧に身
に付け、
出会うべき人に出会い、
日
本の屈指のパートナーに恵まれて
きた。それは彼女の葛藤を超えた
人間性であり、才能であったと思
（晝間弘子）

2018

山梨支部寄贈

窓社

2005

会員寄贈

斉藤亮一

写真集「フンザへ」

Hoyle, Tom (ed.)

New Zealand Alpine Journal 2018 (Vol.70)

156p／25cm

The New Zealand Alpine Club

2018

発行者寄贈

Bonington, Chris

Chris Bonington Ascent ：A life Spent Climbing on the Edge 423p／24cm

Simon & Schuster

2017

購入

24cm

いた。その間のインド・ヒマラヤ

しかし、専門的な内容であるた
め、多くの部数の発行は期待でき
ないので、真にインド・ヒマラヤ
に関心の高い登山者を対象として、
予約販売として１００部程度を発
行することにした。発行は２０２
０年を予定している。予約価１万
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日山協山岳共済会

38p／30cm

山梨県山岳連盟 (編) 山岳遭難対策シンポジウム報告書 ：創立70周年記念

発行年 寄贈／購入別
2018 山梨支部寄贈

頁／サイズ

発 行 者
山梨県山岳連盟

126p／26cm

著
者
書
名
山梨県山岳連盟 (編) 甲斐の山脈とともに ：創立70周年記念誌

登山は、新しい局面を迎え、イン
ド登山界の趨勢を踏まえたインド
の登山隊の激増があった一方、ア
ルパイン・クライミングの世界の
旗手がインド・ヒマラヤの難易度
の高い峰の新ルートからの登攀を
果敢に実践している。また、ザン
スカールや東部カラコルムのサセ
ル・カンリ山群南部の数多く残っ
ている未踏の６０００ｍ峰の初登
頂も行なわれてきている。
『インド・ヒマラヤ』の改訂増補
版はこのような現状を踏まえ、初
版の誤りを訂正するのはもちろん、
初版に盛り切れなかった山域の山
の 解 説 や 情 報、 特 に シ ッ キ ム の
山々の解説を加え、日本隊による
初登頂の記録も加えた。概念図の


『インド・ヒマラヤ』
改訂増補版
と英語版の発行
本書は日本山岳会創立１１０周
年記念出版として発行されてから
約５年が経過した。日本山岳・ス
ポーツクライミング協会から「日

円
（定価１万５０００円予定）
。予

誤りも修正し、これまで空白であ
ったサセル・カンリ山群南の概念
図を加えた。

本山岳グランプリ」の賞もいただ
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図書受入報告
（2019年1月）

約申込み締切りは、２０１９年８
月末とし、発行予定部数に達した
ら締切りとする。
申込みは、氏名・住所・電話番
号明記の上、
日本山岳会東海支部・
担当＝星一男宛（
khoshi@katch.
）
。送金先＝東京三菱ＵＦＪ
ne.jp
■１月の理事会は休会でした
安城支店
（４１３）
・普通口座・
〈口
座名〉日本山岳会東海支部刊行物
編纂委員会星一男・
〈口座番号〉
０
０７５２９７
日
【英語版】
日
また、初版発行当初から要望さ
れていた英語版の発行も行なうこ
日
ととした。改訂増補版の日本人に
よる登山記録を割愛し、山名解説
日
に重点を置いた。これに伴い書名
は『
IndianHimalaya
An
Illustrat』とし、
日
ed Guide for Mountaineers
概念図の利用を考慮し、初版より
一回り大きいＢ５判とし、資料価
値のある「インド・ヒマラヤ登山
史年表」と「山域別山名表」を付録
とした。改訂増補版と同様に１０
０部程度を予約出版とする。予約
価５０００円（定価８０００円予
定）
。予約申込み締切りは、
２０１
９年８月末とする。申込み・送金
先は右に同じ。

日

日

日

日

日

会

総務委員会
図書委員会 山岳研究所運
営委員会
自然保護委員会 バックカ
ントリークラブ
財務委員会 山岳地理クラ
ブ 九五会
山行委員会 スケッチクラ
ブ
常務理事会 スキークラブ
スケッチクラブ
ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ 三
水会 つくも会
支部事業委員会 みちのり
山の会
フォトクラブ マウンテン
カルチャークラブ
ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ 山
の自然学研究会

日

日
日

日

日
日

日
日
日

資料映像委員会 会報編集
委員会 スキークラブ
平日クラブ
家族登山普及委員会 麗山
会
学生部 山遊会 マウンテ
ンカルチャークラブ
フォトクラブ
自然保護委員会 青年部
スキークラブ
会報編集委員会
事業委員会
「山の日」
公益法人運営委員会 ＪＡ
Ｃグローバルクラブ
月来室者 ３５２名
1

会員異動
物故
吉村健児３１７３
・１・
・１・９
荒木 昭４３８２
・１・８
白川 勇８５９１
・９・９
綿貫 聚１１６４６
・１・
金山俊昭１２６１８

22
13

退会

馬場勝嘉２６７４
石川
岩本 澎１０９６３
毛利 仁１５２６４ 東海

■ 16

告
19 19 19

19 18

務
1月

報
21
23 22
24
28 25
31 30 29

8 7

9

10

11

15
16
17
18
19

885−２０１9・2・２０
山

885−２０19・2・２０
山

◆フォーラム―︱登山を楽しくす
る科学
（Ⅺ）
科学委員会

時 分～
日時 ３月 日㈯
時 分
（受付 時から）
場所 東京慈恵会医科大学西新橋
キャンパス１号館 ６階
講堂
演題 ①「日本の山岳景観 その
魅力と見どころ」明治大学
名誉教授・小疇尚氏
②「雨による山崩れの特徴
―登山で気をつけること
ー」新潟大学研究推進機構
助教・西井稜子氏
③「アツモリソウとラン科
植物の美しさと生態」日本
高山植物保護協会理事、三
ツ峠山荘主人・中村光吉氏
定員 先着１００名（受講票は送
付しません。定員オーバー
の場合のみ連絡します。
）
（資料代ほか）
費用 ７００円

伯母子岳
（１３４４ｍ）
。最大高低
差は１０００ｍ程度。雨天決行。
日程 ５月 日㈮～ 日㈫ ４泊
５日
集合
日
時 高野山宿坊密
厳院（和歌山県伊都郡高野
町高野山４７８）
。
申込み 氏名、連絡先（メールア
解散
日
時 熊野本宮大社。
ドレス、電話番号）を記載
バスにてＪＲ新宮駅、紀伊
し、Ｅメール（
田辺駅に連絡。
kagaku@
）
または、ハガキで
行程
日 密厳院前泊。
jac.or.jp
〒１０２ ００７５東京都
日 高野山～大股。 ・
３
千代田区三番町
９ ㎞、 標 準 歩 程 ６ 時 間
０３ 米倉久邦まで
分。ホテルのせ川泊。
＊東京慈恵会医科大学西新橋キャ
日 大股～三浦口。 ・
９ ㎞。 標 準 歩 程 ５ 時 間

O

N

16

分。民宿岡田泊。
日 三浦口～十津川温泉。
・１㎞。標準歩程６時間

短です。
分。ホテル昴泊。
日 十津川温泉～熊野
本宮大社。 ・４㎞。標準
◆熊野古道・小辺路山行のご案内
山行委員会
歩程６時間 分。

高野山から熊野本宮まで熊野古
費用 ５万円（宿泊費、傷害保険
料、雑費）
。
道・小辺路を歩きます。高野山宿
坊に前泊し、途中の大股、三浦口、 定員 先着 名限定。
申込み ４月 日までに住所、氏
十津川温泉に宿泊。伯母子峠、三
名、会員番号、生年月日、電
浦峠、果無峠の３峠を越えて行き
話番号、緊急連絡先を明記
ます。１日の歩程は５～６時間で、
そ や み き
して、征矢三樹宛。申込み
７～８時間の行動時間。最高点は

ンパスへのアクセスは（ http://
www.jikei.ac.jp/univ/access.
）を参照。都営地下鉄三田
html
線御成門駅Ａ５出口が駅から最

21

30 14

者には詳細案内を送付し
ます。

sannko@jac.or.jp
０３ ６８８６ ４３９２
０８０ ３５５８ ３２５０

◆雪の大谷散策とライチョウの生
体観察、雪原ハイクを楽しむ会
山行委員会

ゆっくりとした行程で、雪の大
谷と戯れ、あわよくば自然におけ
る環境でのライチョウの生体観察、
そして雪原ハイクや温泉を楽しみ
ます。
日程 ４月 日㈬～ 日㈮
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集合・解散 富山地鉄・立山駅
費用 ３万円
（通信費、保険料、宿
泊費、懇親会費を含む）
募集
名
申込み 平成 年３月 日までに
会員番号、住所、氏名、年
齢、電話、緊急連絡先など
を明記し、左記の上村紀子
まで連絡して下さい。
30

会報１月号に同封しました
一覧表のうち、左記の項目を
今シーズンから（２０１９年
５月～）
削除いたします。

一覧」
の一部削除について

「会員に対する優待サービス

31

＊
【南アルプス】南御室小屋

◆フラワーウォッチング 鳴神山
山行委員会

世界でここにしかない花─絶滅
危惧種サクラソウ科、ピンク色の
カッコソウを見にいきましょう。
このほか絶滅危惧種、紫色のヒイ
ラギソウ群生地も訪れます（乗用
車にて分乗）
。
日程 ５月 日㈮日帰り
集合 ①西武池袋線・練馬駅北口
７時 分
②東武東上線・川越駅西口
８時 分
③東武桐生線・赤城駅 時

分
解散 集合地に同じ
行程 群馬県桐生市・鳴神山駒形
登山口～鳴神山～赤柴林
道～駒形登山口
歩程 約４時間
費用 １０００円
（傷害保険料、
雑
費）を集合地からの交通費
実費分担金とともに当日
集金。
申込み ４月 日、定員 名にな
り次第締切。会員番号、住
所、氏名、生年月日、携帯
電話、集合地第①～③を明
記して植木淑美宛
０４２ ７３４ １４９８

sanko@jac.or.jp
＊詳細はＨＰ掲載。参加者に詳細
をお送りします。

◆第７回小島烏水祭のご案内

主催＝日本山岳会／主管＝四国支部

日時 ４月６日㈯ ～ 時
場所 喜代美山荘
「花樹海」 高松
市西宝町３丁目５番 号
０８７ ８６１ ５５８
０）峰山公園「はにわっ子
広場」
（高松市峰山町）
内容
〇講演会・昼食会 時～ 時
講演＝
「 剣山頂上ヒュッテの歩
み」 新居綱男
（剣山頂上ヒュッ
テ二代目主人）
、
「小島烏水と横
浜」
砂田定夫
（日本山岳会神奈川
支部監事）
。
＊昼食・歓談終了後、花樹海から
峰山公園に登山
（約 分）
。また
はバスで移動。
〇碑前祭（峰山公園・小島烏水顕
彰碑前） ～ 時。関係者の挨
拶、献花、詩吟、記念撮影など。
参加費 講演会・昼食会５０００
円（碑前祭のみの参加は無
料）
。
申込み ３月 日㈪まで。
申込み先 四国支部事務局長 森

16

16

〒２７２ ００２３ 千葉
県市川市南八幡４
８０６
０４７ ３７７ ９２０３

27

18

sanko@jac.or.jp
＊参加希望者には別途、詳細案内
をお送りしますが、２月末に山
行委員会ＨＰに掲載します。

27

sanko@jac.or.jp
＊申込み者に詳細案内をお送りし
ます。
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◆乗鞍岳雪山登山
山行委員会

気候も和らぐ早春の乗鞍岳に、
位ヶ原山莊をベースにして登頂を
目指します。
日程 ３月 日㈰～ 日㈬
集合
日 時 分までに休暇村
乗鞍高原
行動予定
日＝休暇村～位ヶ原
山莊
（泊） 日＝位ヶ原山
莊～剣ヶ峰往復
日＝位
ヶ原山莊～休暇村
（解散）
解散 ３月 日 時ごろ休暇村
参加費 ３万１０００円
募集
名
申込み ３月５日までに菊池武昭
宛
０９０ ６３１９ ７６０２
30

26

14

16 24
25

27

15

一部の心ない会員の不始末
から残念ながらこのような措
置となりましたが、この優待
サービスは、山小屋や宿泊施
設などからご厚意で提供して
いただいているものですから、
会員の皆さんには日本山岳会
会員としての自覚と矜持を持
ってご利用いただきたく、お
願いいたします。
（会員サービスＷＧ）

15

25

24
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16

17

山宏昭

60

10

28

17

11 23

第４回全国 山
｢の日 フ｣ォーラムを開催
当会も「健康登山と家族登山」でアピール

❖編集後記❖
◦お伊勢参りの途次、松阪市郊外
にある
「松浦武四郎記念館」
を見学
してきました。江戸時代、蝦夷地
探検に若き情熱を傾けた武四郎
は、 歳から 歳までの間に６回
も道内をくまなく歩き、南樺太や
北方四島にも脚を延ばしていま
す。その成果である「東西蝦夷山
川地理取調図」は内陸部まで克明
に調査された、見事なものです。
◦とりわけ目を引いたのは、フィ
ールド・ノートとも言える
「野帳」
です。新書判くらいの手帳に調査
記録やスケッチが筆でびっしり描
かれており、多いものは１ページ
に４００字も書き込まれているそ
うです。それをベースに『日誌』
（調査記録）
がまとめられたのです
が、記録することの大切さを改め
て知らされました。 （ 節田重節）
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d8qw7un9@384.jp
０９０ ４９７１ １００１
＊宿泊は各自手配のこと。
◆第 回
「山好きの山の絵展」
開催
アルパインスケッチクラブ
この絵展は毎年２月に開催して
おり、
今年は 回目を迎えます。
人の会員が実際に登り、見た山々
を描いた作品です。水彩画、油彩
画、版画など約 点とスケッチブ
ックを展示します。お知らせが会
期中となりましたが、ぜひご鑑賞
ください。入場は無料です。
会期 ２月 日㈰～ 日㈯
～
時（初日は 時 分から
／最終日は 時まで）
会場 東京交通会館２Ｆ ギャラ
リー（ＪＲ有楽町駅前）
千代田区有楽町２
１
０３ ３２１５ ７９６２
★田邉壽「最終回・登りたい心で
描いた山のスケッチ展」を同会
館Ｂ１エメラルド・ルームにて
同時開催。

３月 ㈯・ 日㈰、東京・秋 ショー。テーマは「たくましい
葉 原 駅 近 く に あ る 秋 葉 原 Ｕ Ｄ 子 ど も た ち の 育 成 」「 山 の 安 全
Ｘで、全国
「山の日」フォーラム と防災」
「地域振興」など。だれ
が開かれ、日本山岳会も出展を に も 分 か り や す い 切 り 口 で 問
予定している。
題点を理解し、自然に親しむ機
これは全国山の日協議会と環 会 の 増 進 に つ な げ よ う と 準 備
境、文部科学、林野などの省庁、 を進めている。
それにこれまで記念全国大会
出演者は、山の日アンバサダ
を開催してきた長野、栃木の両 ーの花谷泰広、近藤謙司、野口
県、今年開催の山梨県などが主 健、伊藤伴、なすび、加賀谷は
催するもので、山と自然に親し つみなどの各氏をはじめ、多数
む人を増やす目的で行なうも の有識者および行政機関担当
のだ。
者 が 予 定 さ れ て お り、 楽 し く、
２階の ア
｢キバスクエア」では し か も 充 実 し た 内 容 が 期 待 さ
「 山 の 日 」 関 連 の 展 示 が 行 な わ れている。
れ、ブースでは地方の特産品の
また、会場外での特別企画と
紹介や販売、アウトドア用品の し て、《 東 京 登 ろ う 歩 こ う ラ リ
販 売 な ど 多 数 の 出 展 が 見 込 ま ー》を企画。ウォーキング企画
れている。
「歩こう東京！」と登山企画「登
当会のブースでは「健康登山 ろう東京！」があり、いずれも
と家族登山」をテーマに、委員 ゴ ー ル を 秋 葉 原 会 場 に 設 定 し
会などの協力を得、登山のため て、あらかじめ設定したスター
の体力測定を行なって、体力づ ト地点から歩いて、あるいは登
くりのアドバイスや安全登山 山をして秋葉原会場を目指す
な ど を 広 く 呼 び か け る。 ま た、 （要申込み。有料）。
家族登山や山の紹介などを行
２日間の来場者数は２万人を
なう予定だ。
目標とし、多くの若者や家族連
４階の「ネクスト」「ギャラリ れの来場が期待されている。
ー」ではシンポジウムとトーク
詳しくは www.yamanohi.net
を。
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