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上高地に降る雪の量は増えている？

山に降る雪はどうなるのだろうか

公益社団法人

い地点では、冬の気温が上昇すれ
ば降る雪の量は減っていくが、標

地 球 規 模 で 温 暖 化 が 叫 ば れ て お り、 こ の ま ま 気 温 が 上 昇 し て い っ
た ら、 や が て 山 に も 雪 が 降 ら な く な る の で は な い か と 心 配 に な る
と こ ろ。 し か し、 標 高 の 高 い 山 岳 地 帯 で は、 積 雪 量 が 減 る と は 考
え ら れ な い と 言 う。 そ の あ た り の 謎 解 き を、 水 文 学・ 雪 氷 学 と 呼
ばれる分野の研究者である鈴木館長に解説していただいた。
２０１９～ 年の冬は記録的な
暖冬で、雪の量も少ないとたびた
び報道されている。その際には必
ずといってよいほど、地球規模で
の温暖化がその原因であると解説
される。今後も地球規模で気温が
上昇していくとすれば、山にも雪
が降らなくなるのだろうか。
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酸ヶ湯の積雪深は上昇傾向に

雪深は減少しない。標高の高い地
点は気温が低いので、雪の量が減
るとは考えられないのである。

温上昇では冬の気温がプラスにな
らない地点では、降水粒子は雪の
まま降ってくるので、暖冬でも積

が雨は流れてしまうので、雨の降
る頻度が多くなると積雪深は減少
することになる。一方、多少の気

ている。このような場所では、気
温が高くなれば当然雪ではなく、
雨が降ることになる。雪は積もる

では氷として成長する。それが落
下の途中で融けると雨になり、融
けずに落下すると雪になる。
北陸などの標高の低い地点では、
冬の気温も０℃前後のため、これ
までの冬も雪のみならず雨も降っ

２０１３年のように、年最大積
雪深が５６６㎝になる年もあれば、

５月までの積雪深の最大値である。
その後も欠測は何度かあるが、年
最大積雪深の変動を図１に示す。

用できる年最大積雪深のデータは、
１９８７年からである。 年の最
大積雪深とは、 年 月から 年

ヶ湯観測所では、１９７９年から
積雪深の観測が実施されているが、
当初は欠測が多く、統計処理に使

うか。ここでは、 月から３月ま
での月平均気温の平年値がすべて
マイナスの値である。アメダス酸

その例を次に示す。八甲田山西
麓の酸ヶ湯温泉近くの標高８９０
ｍの地点に、アメダスの酸ヶ湯観
測所が位置している。大雪のとき
には報道されることが多いので、
ご存じの方も多いのではないだろ
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高の高い地点
（いわゆる山）
では雪
の量が減るとは考えられないので
あ る。 暖 冬 だ か ら と い っ て 降 水
あられ ひょう
の量そのも
（雪・霰・雹や雨など）
のが極端に少なくなるわけではな
く、気温が高くなると、雪ではな
く雨で降ることが多くなるのであ
る。降水粒子のほとんどは雲の中

▶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
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結論から先に述べると、東北か
ら北陸・山陰にかけての標高の低
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１９９８年のように２８３㎝の年
もある。一般に、年最大積雪深は
年ごとの変動が大きな気象観測要
素の一つだ。暖冬少雪と言われて
いる２０２０年の酸ヶ湯での年最
大積雪深は３４８㎝で、観測値の
中でも決して小さな値ではない。
１９８７年から２０２０年まで
の 年間の年最大積雪深の変動傾
向を見ると、統計的に有意に上昇
傾向にあることが分かる。富山や
金沢のように、冬の間も月平均気

的には増減傾向を統計的に認める
ことができない。

軽井沢測候所は標高９９９・１
ｍで、酸ヶ湯観測所よりも標高は
高いが低緯度側に位置しているの
で、 月から２月までの月平均気
温の平年値はマイナスの値だが、
３月はプラスの値になる。軽井沢
は気象官署
（気象台や測候所）
の一
つであり、１９２５年から積雪深
の観測データがある。軽井沢では、
酸ヶ湯のように多量の雪が降るわ
けではないが、２０１４年には年
最大積雪深が ㎝を観測したこと
もある。軽井沢での年最大積雪深
は、年によっては ㎝に満たない
こともあるが、多いときには ㎝
前後になる。このように年々変動
は大きいが、過去 年間の年最大
積雪深の変動傾向を見ると、長期

認められない。

地点では冬期の気温が低く、年最
大積雪深の変動傾向は増減ともに

賀
（１・６ｍ）
では、年最大積雪深
は統計的に有意に減少している。
一方で、前述の軽井沢（標高９９
９・１ｍ）
のみならず、河口湖
（８
５９・６ｍ）
、諏訪
（７６０・１ｍ）
、
松本（６１０・０ｍ）
、高山（５６
０・１ｍ）
、飯田
（５１６・３ｍ）
、
長野（４１８・２ｍ）
、甲府（２７
２・８ｍ）
でも、長期的な増減傾向
は認められなくなる。高田と甲府
の標高の間には、当該地域での気
象官署が設置されていない。しか
し、前者と後者では明瞭なグルー
プ分けができるようである。前者
の標高の低い地点では冬季の気温
が高く、近年の気温の上昇に伴い
年最大積雪深は減少傾向が明瞭で
あるが、後者の比較的標高の高い

山々が連なり、７ヶ所の氷河も確

梓川の水量が物語るもの
北アルプスは３０００ｍ級の

最高所であり、次が菅平の１２５
３ｍである。菅平での年最大積雪
深のデータは１９８２年からであ
るが、ここ 年間では増加も減少
も認められない。
そもそも、地球規模で気温が上
昇すれば海水面温度も上昇し、蒸
発量が増加しなければならない。
その帰結として、降水量も増加す
るのである。地球上で面的に均一
に降水量が増加するわけではない
が、富士山での１９６６年から２
００４年までの期間での年最大積
雪深の増加は、中部地方の冬期に
降水量が増加していることの傍証
でもある。では、中部山岳地域で
はどうなのだろうか。
20

・９ｍ）
、伏木
（ ・６ｍ）
、福井

おける年最大積雪深の長期変動の
解析結果を紹介する。高田（標高

よりも長期間のデータがある）に

中部地方の冬期に降水量が増加
中部地方の気象官署（アメダス

意に増加傾向であった。現在の気
象庁による積雪深の観測地点とし

での年最大積雪深は、統計的に有

をもって積雪深の観測が終了した
が、１９６６年から２００４年ま

７５・１ｍ）
では、２００４年８月

気象庁の気象観測地点で最高所
にある富士山（観測地の標高３７

ら、北アルプスでの多量の降雪を、
直接的な観測量として年々変動ま

からにほかならない。しかしなが

るのであるから、激しい消耗量に
比べてそれを上回る涵養量がある

期の現在まで氷河が維持されてい

認されている。世界の氷河に比べ
て低緯度で低標高ながらも、間氷

39

（８・８ｍ）
、富山
（８・６ｍ）
、金
沢
（５・７ｍ）
、相川
（５・５ｍ）
、輪

70

で含めて評価することは、残念な

99

ては、奥日光の１２９１・９ｍが

12

島
（５・２ｍ）
、新潟
（１・９ｍ）
、敦
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酸ヶ湯における年最大積雪深の変動
図１

温がプラスの値となる地点では、
年最大積雪深が長期的に減少傾向
であり、今冬の積雪深が極めて少
なくなっていることと対照的だ。
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がら困難である。
間接的ながら、河川流量の変動
から流域全体での降雪量変動を推
定する例を紹介する。上高地を流
れる梓川の水は東京電力による水
力発電に利用されている。そのた
め、東京電力では田代橋の近くで
梓川の河川流量をきちんと測定し
ており、大正池の近くでは、気象
庁の区内観測所
（標高１４９０ｍ）
として、気温・降水量・降積雪量
が観測されていた。区内観測所が
廃止されてからは、東京電力が同
じ観測項目を引き継いで観測を行
なっている。
上高地における１９６９年から
２０１８年までの年最大積雪深の

３に示す。流出高とは、流出量を
流域面積で除した値であり、降水
量と同じ単位で比較検討すること
ができる。図によれば、８月から
翌４月までは降水量と流出高がほ
ぼ同じであるが、５月から７月ま
では、流出高が降水量を大きく上
回っていることが分かる。最も基
本的な水収支式では、降水量から
蒸発散量を差し引いた値が流出高
となるから、流出高が降水量を上
回るのはおかしなことである。５
月から７月までの流出高と降水量
の差額分は、冬の間に流域全体に
降った雪が融けて、流れて来たも
のであると考えられる。
流域の高標高域では、大正池近

上高地における年最大積雪深の変動

図３

上高地の月平均降水量と梓川の月平均流出高

図４

上高地・梓川における融雪期流出高の変動

変動を図２に示す。年最大積雪深
の変動を見ると、２ｍを超える年
もあれば１ｍに満たない年もあり、
年々変動が大きく、全体的にはわ
ずかに右肩下がりであるが、長期
変動の増減は統計的に有意ではな
い。積雪深は、わずかに離れた地
点でも異なる値を示し、空間代表
性の低い観測要素の一つである。
また、積雪深の観測値は、あくま
でも空間的な点におけるデータで
ある。それに対して、河川流量を
用いれば、観測地点よりも上流の
流域全体での降積雪量を評価する
ことができる。
上高地・大正池における月平均
降水量と梓川の月平均流出高を図

図２

傍に比べて多量の降水が雪として
もたらされていることも図３は示
している。槍沢、涸沢、岳沢など
には夏まで多量の残雪があり、５
月から７月までの期間は、
上高地・
梓川の水量がとても多いことを多
くの皆さんがご存じだろう。その
水量をもたらしているのは、流域
内に冬の間に堆積した雪が、この
時期に融けて流れて来たものであ
る。つまり、融雪水量は流域内の
降積雪量の指標になり得る。
上高地・梓川の５月から７月ま
での合計流出高の年々変動を図４
に示す。この増加傾向は統計的に
有意である。当然ながら、流域内
にはこの時期にも新たな降水
（雨）
がある。しかしながら、この時期

の降水
（雨）
量の年々変動には統計
的に有意な増減傾向は認められな

い。これらのことから、槍・穂高

連峰と常念岳・蝶ヶ岳に囲まれた
上高地・梓川流域に降る雪の量は、

過去七十数年間では増加傾向にあ

ることになる。間接的ながら、初
めに述べた思考実験を補完するこ

とになり、上高地に降る雪の量は

増えている、と考えてよいのでは
ないだろうか。

（信州大学名誉教授）
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EXHIBITION

「岩木山と文学」展に寄せて
─ 弘前市立郷土文学館開館

周年記念 ─

多彩な顔ぶれが並ぶ展示会場
前置きが長くなったが、ことほ
ど左様に登山や探検は、その心象
において文学と結び付いている。

根深 誠

そのことに思いを致せば、
現在、
弘
前市立郷土文学館が 周年記念で
開催している第 回企画展「岩木

輩出、かつ他郷からも来訪してい
るのである。本企画展を主催した

なら

しては実に多彩な顔ぶれが並んで
いるわけだが、それには弘前とい
う歴史的にも由緒ある土地柄が関
係しているようだ。
ちなみに、
深田久弥の
『日本百名

接授かることで暮している人たち
や、自然を眺め、詩歌の対象とし
て鑑賞する人たちもいる。そうし
た人たちの関わり方も含めて、自
然を対象とするからには、誰彼と
なく琴線に触れないはずはないの
である。
仮に本人が意識していなくても、
他者を感動させる例もある。具体
例を挙げれば、植村直己の「歴程
賞」
受賞
（１９７５年）
である。
これ
は北極圏１万２０００㎞の犬橇に
よる踏破で植村さんが受けた文学
賞である。一般的には、植村さん

山と文学」
は、
一地方都市がふるさ
との山を通して明治から現在まで
の文学を展望した、真に的を射た

した図録がその参考になるので、
目次から以下、時代別に紹介され

北の雪原に犬橇で描いた遠大な足
跡が詩であり、草野心平が植村さ
んを強力に推薦した理由もここに
ある。
植村さんの行動を裏付ける孤高
の精神は、深遠そのものである。
草野心平はそのことに共感したの
だと思う。
「歴程賞」
の授与・受賞
の関係は、こうしたふたりにとっ
て、まさに啐啄同時とも言うべき
絶妙の機会だったに違いない。
言ってみれば、登山や探検は危
険こそ伴うが、詩情豊かで文学性
はら
を孕んだ行為である。

登山や探検には詩情や文学性が
そび
岩木山は津軽平野に聳 え立つ
独立峰である。左右対称に裾野を
広げた伸びやかな山容は、眺める
方角や位置によって若干異なるが、
全体として艶やかであり、山好き
でなくても心惹かれるものがある
ようだ。
「津軽富士」
とも言われる
ゆえん
所以である。
しかし、そうは言っても山の魅
力は千差万別、個々人によって違
うだろうし、同一の個人であって
も年齢、経験、体力などで受け取
り方も変わってくる。地元弘前で
の探検行と文学賞は結び付かない
ように思われるかもしれないが、
それは偏見でしかない。

企画展といえる。
そこには、展示物を見れば分か
るように、津軽地方にゆかりのあ

れで展示の内容が分かると思う。

山』
に倣って、品格、歴史、個性と
いう３つの選定基準に照らし合わ
せても、昔の弘前は地方都市とし
て合格点に達しているように思う。
弘前は戦前、東北では仙台に次
ぐ軍都として知られるが、遡るこ
と藩政時代には弘前藩の都であり、
廃藩置県以後、現在の青森県が誕
生する以前の半年ほどだが弘前県
だった。また、旧制高等学校が東
北では仙台、山形と並んで置かれ
たため、全国から志のある若者が

力に取りつかれていたかといえば、
もっとも、植村さん自身は文学
そうとは言い切れない。それより
を意識して行動していたわけでは
も、行ったことのない、高くて遠
もちろんないし、
「歴程賞」
につい

生まれ育った私などは、高校時代
の３年間で１００回余り登ってい
る。だからと言って、岩木山の魅

ても、受賞の知らせを聞くまでは
知らなかったようだ。私は植村さ
んの後輩として薫陶を受けたひと

る文人の作品や書簡など各種資料
が集められている。一地方都市に

た文人名と作品名を引用する。こ

弘前市立郷土文学館が編集・発行

それだけに進取の気象に富んで
いて、軍人だけではなく、本企画
展に見られるように多くの文人を

集まっていた。現在もなお、県庁
所在地ではないのに国立大学を擁
する学都である。

くの氷河のある岩山にひたすら憧
れ、朝夕眺めるふるさとの岩木山
を
「ボサ山」
だの
「ヤブ山」
だのと小

りであり、話に聞いた当時のこと
が思い出される。
それによると、
極

30
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バカにしていたのだ。
四季折々、自然からの恵みを直
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３ 昭和期
安岡章太郎「暗さのなかの明る
さ」 徳富蘇峰「東北遊記」 徳田
一穂
「鰺ヶ沢」 大木実
「津軽弘前」
／菊岡久利「北邙」 火野葦平「風
化地帯」 今日出海
「弘前の花、京
の花」
〈俳句・短歌の重鎮、岩木山を詠
む〉
高浜虚子 中村草田男 土屋文明

本企画展で紹介された文人の中
からここに、岩木山を朝夕眺める
地元民として誰もが知っておかね
くがかつなん
ばならない陸羯南の「名山詩」を
紹介しよう。正岡子規の恩人でも
あり、新聞
『日本』
を創刊し、明治
ふ き
の言論界を代表する独立不羈のジ
ャーナリスト陸羯南が、郷里の後
人に贈った叱咤激励の詩である。
名山出名士 此語久相伝
試問巌城下 誰人天下賢

「名山名士を出だす、此の語久し
いわ き
く 相 伝 う。 試 み に 問 う 巌 城 の も
たれびと
と、誰人か天下の賢」と訓読する。
名山の見える土地には逸材が育つ

ついでに述べれば、岩木山には

現在５本の登山コースが設定され
ている。その中で、
２０１６
（平成
）年の国民の祝日「山の日」制定

を記念して、本会青森支部の有志
を中軸に弘前市役所の協力を得て
開設した弥生新道を紹介したい。
この新道は３合目で旧道と合流
するものだが、唯一、弘前から眺
めて山頂へ向かって正面から突き
上げるコースであり、山頂の赤い
鳥居を頭上に仰ぎ見ながら登るこ
とができる。季節は弘前城の桜が
見ごろの時期、それから裾野一帯
にリンゴが白い花を咲かせる初夏、
あるいは枝もたわわに実を付ける
秋が適している。

＊
会期：令和２年１月 日～ 月
日 開館時間：９時～ 時（入

12

館は 時 分まで） 入館料：一
般１００円／小・中学生 円
問 合 せ 先： 弘 前 市 立 郷 土 文 学 館
〒０３６ ８３５６弘前市大字下
白 銀 町 ２ １（ 追 手 門 広 場 内 ）
☎０１７２ ３７ ５５０５
登山についての問合せ先：弘前
市観光部観光課 〒０３６ ８５
５１弘前市大字下白銀町１ １
☎０１７２ ３５ １１２８

30

と古くから伝えられているが、だ
とすれば、岩木山の見える弘前城
下では誰が天下の賢なのか（諸君
がそうあらねばならない）
。
現代語
訳にすれば、おおむねこうした意
味になる。
岩木山登山と併せて立ち寄りを
以上は概要だが、日本山岳会の
会員諸氏には、岩木山を訪れた機
会にでも本企画展に立ち寄ること
をお勧めしたい。山行に色香を添
えるものと思う。

16
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28

28

が見た岩木山
第二章「津軽文士」
１陸羯南
「名山詩」 ２佐藤紅緑
「少年讃歌」 ３福士幸次郎『詩人
シロサギ
福士幸次郎』 ４一戸謙三「弘前」
５今官一「岩木山」 ６高木恭造
「帰郷」 ７葛西善蔵「酔狸州七席
七題」 ８太宰治「津軽」 ９石坂
洋次郎
『わが日わが夢』 平田小
六
「囚はれた大地」
世に知られたこれらの文人の作
品は、ふるさとの文化的遺産であ
る。一つの山を、人や風土とのつ
ながりにおいて多くの文人が作品
として書き残したということは、
その山の魅力であり、吸引力であ
る。それを考えると、やはり岩木
山は名山なのだと思わずにはいら
れない。

12

17

50

10

第一章 津軽来訪の文人が見た岩
木山
１ 明治期
幸田露伴
「易心後語」 田山花袋
「弘前市と其の附近」 大和田建樹
「あけび籠」 河東碧梧桐「陸奥弘
前」 徳冨蘆花「津軽」 谷崎潤一
郎
「颷風」
２ 大正期
森鷗外「渋江抽斎」 柳田国男
「津軽の旅」 若山牧水
「残雪行」
与謝野寛・晶子
「十和田湖其他」
〈来県歌人、それぞれの岩木山〉
大町桂月／岩木山頂上 竹久夢
二／片恋人と岩木山 太田水穂
／青田の原の岩木山
弘前城・追手門広場にある郷土文学館の外観（提供＝同文学館）

自由な雰囲気のクラブ
令和元（２０１９）年 月 日、
学習院輔仁会山岳部創立百周年記
念祝賀会が開催された。
私が学習院山岳部に入部したの
は昭和 （１９５４）
年である。当
時の山岳部は、古い学習院山岳部
の伝統が残っていた。汚い木造の
ルームは自由な雰囲気に包まれて
いて、部員は各自好きな山登りを
楽しんでいた。すなわち、冬山を
目指す者、
岩登りに専念する者、
夏
29

11

30

山を楽しむ者、山スキーを目指す
者、その他多数がいて、個人的な
山登りを楽しんでいた。別の言い

12

28

が、パスポート取得のミスで参加
できず、失業中であった。そのせ
いで、今まで現役部員を相手にし
なかった加藤先輩が、陣頭指揮を
執った。
遭難の捜索は、天候悪化のため
１週間で打ち切られた。捜索には
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で、戦前のエリー
ト た ち で あ っ た。
戦後、学習院は学
芳賀孝郎
校法人となり、広
岳会隊に参加したときの、アンナ
く社会に開放され、
プルナⅣ峰（７５２５ｍ）での話に
一般の人たちも入
興奮した。
学 可 能 に な っ た。
山岳部のテント、ザック、ピッケ
私もそのひとりで
ル、アイゼンなどの装備や備品は、 ある。
乃木希典院長の遺品置き場の隣が
当時の山桜会会
保管場所であった。その中にシェ
ら槍ヶ岳への縦走であった。１年
長は松方三郎であった。新入部員
ンクやフリッツマイヤー、ウィリッ
が入るといつも歓迎の言葉があり、 部員４名は、立山から五色ヶ原ま
シュ、門田のピッケルとエッケン 「今年も紳士の卵が入部してくれ
でのサポートをした。縦走は成功
シュタインや門田のアイゼンがあ
し、部は活況を呈した。ところが、
て、
誠に嬉しい」
と言って迎えてく
り、さすが学習院山岳部と思った
れた。アルパインクラブ発祥の地、 その年の 月 日、鹿島槍ヶ岳・
ものだ。しかし、名品のピッケル
天狗尾根で雪崩遭難事故があり、
英国では登山は紳士のスポーツで
やアイゼンは、いつの間にか消え
４名が亡くなった。
あり、社会的に高く評価されてい
ゆえん
うせてしまった。
私は遭難の知らせを受けて、舟
る。その所以は、登山者は山に対
して自己責任、自己申告の Be fair 橋先輩とともに現地へ出かけたが、
登山は紳士のスポーツである
で あ り、 そ の 精 神 は Be calm Be その後に加藤泰安先輩が捜索にや
’
と教えられた。 って来た。当時、加藤先輩は１９
patient Don’
t panic
’
５５年京大カラコルム・ヒンズー
「山登りは、大自然の山を相手に
クシュ探検隊に参加予定であった
学習院山岳部のＯＢ会、すなわ
ち山桜会は、
いつも霞会館
（旧華族
会館）
で開かれた。
私が記憶してい

30

学習院山岳部創立百周年に想う

方をすると、まとまりのない、自
由勝手な山登り集団であった。
各部員は尊敬する先輩宅を訪問
して先輩の話を聞き、酒をご馳走

る先輩たちは、日本登山界のパイ
オニアである松方三郎、伊集院虎
一、渡邊八郎、続いて大久保寛一、
鍋島英夫、加藤泰安、福岡孝行、周
布光謙、土田新一、舟橋明賢、そ
の他多くの先輩たちが出席してい
た。先輩たちは個性豊かな人たち

立ち向かうスポーツなので、自分
に対してちょっとでも自分をより
0 0 0
良く見せたいというてらいが入っ
たときは、直ちに命に関わる遭難
に繋がる。征服すべきは自分であ
り、山ではない」
と聞かされた。
昭和 （１９５５）
年３月の春山
は、大場隆リーダーの下、劔岳か

になり、議論して帰ってくる。そ
して、その部員は先輩から聞いた
話をルームで得意げに報告してい
た。私は仲間とともに舟橋明賢先
輩宅へときどき出かけた。学習院
おし
山岳部の３つの訓えを聞き、昭和
（１９５３）
年、京都大学学士山
28

899−２０20・4・２０
山

1957年3月、大キレット越しに北穂高岳を望む

899−２０20・4・２０
山

マナスル登山出発前の、京大の今
西壽雄、脇坂誠、平井一正、同志
社大の平林克敏らに協力してもら
った。捜索は困難を極め、８ヶ月
を要した。その間、先輩たちから
多くの指導を受けた。加藤先輩か
らはＷ・Ｓ・ヤングの
『登山のため
に』
を薦められ、
繰り返し読まされ
た。
この遭難を通して、旧学習院と
新制学習院との融合を図ることが
できた。運良く山岳部は加藤、舟
橋両先輩のお陰で休部を免れ、通
常の登山活動を再開することがで
きた。
遭難後の部活は、私のリーダー
で昭和 （１９５７）
年１月の遠見
32

1990年3月、
チョ・オユーのＢＣ開きの日に

マラヤ登山隊員に選んだのは、遭

聞かれた。そのときの感動は、今
でも忘れられない。先輩が私をヒ

はヒマラヤへ行く気があるか」と

帰ると、加藤先輩から呼び出しが
あった。駆け付けると突然、
「お前

月の剱岳・小窓尾根偵察から

してもらい、銀座のバーで大人の
会話も知った。

にお供した。多くの先輩方を紹介

姓のように日本山岳会、
山桜会、
そ
して、小説家の井上靖の対談など

最高の経験チョゴリザ登山
私は加藤家へ自由に出入りする
ことが認められた。私は先輩の小

尾根からの五竜岳、鹿島槍ヶ岳登
頂、同年３月の横尾尾根からの槍
ヶ岳、さらに西穂高岳、明神岳登
頂と滝谷第２尾根、北穂高岳・北
壁の登攀に成功した。加藤先輩へ
春山の登山報告をすると、
「 鬼の
泰安」
が
「仏の泰安」
になり、
この登
山を評価してくれた。この記録は、
加藤先輩が槍ヶ岳～西穂高岳を冬
期初縦走してから 年目のことで
あった。私には右川清夫、藤井昭
孝という心強い山仲間がいた。そ
の協力があって、山岳部は見事に
復活した。

である。

も近ごろは、日本百名山を目指す
後輩が現われないのも寂しい限り

していったことが懐かしい。しか

が知床半島や日高の山々へ来たと
きに長期滞在して、我が家を荒ら

ように思えてならない。現役部員

私は、現役部員や後輩、先輩と
の繋がりが以前より少なくなった

役部員の指導は監督制になった。

の関わりが薄くなった。その間、
山岳部は変わり、いつの間にか現

オールラウンドな山の楽しみ方を
昭和 （１９７０）年以降、私
は札幌へ移住したので、山岳部と

難後の山岳部に夢と希望を与えよ
うと思ったからである。
昭和 （１９５８）
年、私は京都
大学学士山岳会チョゴリザ登山隊
員に選考され、
隊員の顔合わせ、
準
備会などで京都通いをした。
キャラバン中は桑原武夫隊長の
文化講演を聞き、加藤泰安副隊長
とすばらしい隊員たちとの遠征登
山は、私の人生で最高の経験であ
った。存命のチョゴリザ隊員、中
島道郎、平井一正、岩坪五郎など
ＡＡＣＫの仲間たちとの友情が今
なお続いている。

を楽しめていることで、先輩たち
に感謝している。

老人の私がまだ山を登り、スキー

いずれにしても、学習院山岳部
のオールラウンドな登山のお陰で

が付く。

った。しかし、
そういうことは、
自
分が老人になった証拠であると気

統を知らない。
困ったものだ」
と思

機会があった。そのとき、
「近ごろ
の後輩たちは、学習院山岳部の伝

平成２
（１９９０）
年、私は学習
院チョ・オユー登山隊隊長を引き
受けた。チョゴリザ遠征時、松方
三郎先輩から「君が隊長でヒマラ
ヤへ行くときは、遠征資金は隊長
が責任を負うこと」
と命ぜられた。
それを実行するのに 年の歳月を
要した。
平成４
（１９９２）
年、東京へ帰
り、昔の仲間と毎年４月、越後と
会津の山々を登り、光徳小屋の集
いに参加し、日本山岳会の集会に
もよく顔を出した。
私は『学習院山岳部百周年記念
誌』
の編集を 年間余りしている。
その間に遭難事故もあり、
『 百年
史』
はまだでき上がっていないが、
多くの後輩たちと話し合いをする

11

25

33

45

10

（文中敬称略）

32
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いる箇所（主に北丹沢方面）
、
ロングコース（丹沢中核部）
、
ヤブ山（箱根の南西部）など、
体力面で困難が予想される
コースが多数あり、これか
らが正念場と言えよう。
また、２０１９年秋の台
風 号、 号により、県内
の登山道、林道、交通機関
では、甚大な被害が出てい
る。２０２０年２月時点で
も、箱根登山電車はいまだ
復旧できず、箱根湯本～強
羅間は運休中である。
このような状況の下、当
初日帰りで踏破する予定だったコ
ースを２日に分けたり、登山口を
変更するなどの対応を余儀なくさ

後の反省会を通じて、自然観察会

クトの踏査が定着し、会員同士の
仲間意識が強まり、山行中や下山

おわりに
支部活動としては、本プロジェ

REPORT

れている。
今後は、本プロジェクトの最終

「かながわ山岳誌」
プロジェクトは、
後半戦に突入！
当初計画した踏査ポイント（山頂
と主な峠）２８２ヶ所の ・６％
に当たる１６８ヶ所を済ませた。
山行コース数で見ると、当初計画
した コースの ・３％に当たる
コースを完了した。これまでの
参加者数は、延べ４５１人であり、
１山行当たり平均して９・２人が
参加したことになる。また、実参
加者数は非会員５名を含めて 人
であり、１人当たり平均して７・
２回参加したことになる。
なお、幸いにも怪我などのトラ

報告書の作成も本格化させる必要

その後、それ以外の２万５０００
分の１地形図に記載されている山

入したが、新たな課題が出てきて

今後の課題
２０２０年に入って後半戦に突

由来などの観点から考察した内容

気象、③植生、④動物
（特にヤマビ
ル）
、⑤山岳宗教、⑥山名・峠名の

岳地域の特徴を①地形・地質、②

がある。報告書は、踏査報告をま
とめるだけでなく、神奈川県の山

踏査を実施するとともに、報告書

今後は、無事故を継続できるよ
うに留意しつつ、今までと同様の

得られている。

や支部行事としてのテント泊の企
画が実現するなど、副次的効果も
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神奈川支部
プロジェクト内容と現状実績
神奈川支部設立記念としてその
年に発足した
「かながわ山岳誌」
プ
ロジェクト
（以下、
本プロジェクト
と略す）
は、
５年計画で神奈川県下
の２万５０００分の１地形図に記
載された山名と峠、および登山対
象となるピークを登り、
『 日本山
岳誌』
の神奈川県版を作成し、
それ
らの情報提供を通じて社会に貢献
するという目的の下、２０１７年
度から活動を開始している（会報
２０１７年５月号６ページ参照）
。
ブルはなく、安全山行を実現して
いる。

いうプランを立てた。踏査の方法
いる。
としては、Ｈレベル
（上級・中級）
、
前半戦は、比較的交通事情が良

のピークを可能な限り踏査すると

い箇所やリーダー・サブリーダー

の山・峠２８２ポイントを踏査し、

具 体 的 に は、
『日本山名事典』
（三省堂刊）
に記載されている県内

Ｌレベル
（初級・ハイキング）
に分

作成にも注力し、本プロジェクト
の完遂を目指す所存である。

箱根・芦ノ湖南方の孫助山にて踏査隊の記念撮影

も掲載することにしている。一部
はすでに識者に執筆依頼をしてい

19

が経験してきたコースが中心であ
ったが、残っている所は、公共交

15

類し、７月・８月を除き、それぞ
れ月１回の山行を実践している。

63

（神奈川支部事務局長：永井泰樹）

59

る段階である。

80

通機関の運行サービスが低下して

49

２０２０年２月時点において、

61

899−２０20・4・２０
山

899−２０20・4・２０
山

あてらざわ

マイカーもしくはＪＲ左 沢線左
沢駅からタクシー利用となる。所
要約 分。同センターでは入・下
山時の宿泊利用とともに、最新情
報を得て登山に臨みたいもの。
ターを活用した自然環
境学習などを企図して

利用者は事前に予約を
そのほか登山者として気になる
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15

７３

3

朝日連峰・古寺登山口に新拠点
大江町案内センターが完成
こ でら

ている。朝日連峰登山
に関する登山道の整備
状況や天候などの情報
提供はもとより、町の
観光案内および情報発

25

50

点を大江町に確認してみた。

信、ネイチャー・セン

2

おり、山岳遭難などに

3部屋用意されている案内センター内の和室

・宿泊は要予約で、予約先は合同
対応する防災拠点としても利用さ
会社
「コデライフ」
へ。
れる。
・利用料金は指定管理者の設定と
建物は大江町産の
「西山杉」
を多
なるが、４月上旬時点では未定。
用した木造２階建てで、延べ床面
・基本的に食事付きとなるので自
利用してきた古寺鉱泉・朝陽館の
積は２７６・ ㎡、建設事業費は
炊は不可、スペースもない。
下流、３００ｍほどの地点。
８２９４万円。２段ベッドの寝室
・売店などはない。飲み物などの
古寺地区は、かつては森林軌道
部屋と和室 部屋があり、宿泊
自販機を館内と屋外に設置予定。
が敷設され、林業が盛んな土地だ
定員は 名となっている。そのほ
・シャワー室が３室ある。朝陽館
ったが、ご多分に漏れず過疎化が
か食堂や山岳救助隊員らが利用す
の鉱泉は現時点では利用不可。
進む一方、現在は日本百名山の一
る会議室なども整備され、１階ロ
・駐車場は敷地内にあり１９７台
つで、朝日連峰の主峰・大朝日岳
ビーには薪ストーブが置かれてい
収容、利用協力金１０００円。
への最短コースとして、年間４０
る。水は井戸を掘って、ポンプで
問合せ先＝大江町政策推進課観光
００人弱の登山者が訪
汲み上げている。
振興係 担当＝清野能史
れるようになっている。
なお、
管理については古寺鉱泉・
☎０２３７ ６２ ２１３９
大江町では「朝日連
朝陽館を運営していた合同会社
峰の登山客を含めた大 「コデライフ」
（代表社員・佐藤政 （写真並びに情報提供＝大江町政
江町の交流人口のさら
吉）
が指定管理者として常駐する。 策推進課）
なる拡大と観光資源と
同社の連絡先は☎０９０ ４６３
、０２３
しての付加価値を高め、 ８ ７２６０（衛星電話）
６４５ ３９６７
（オフシーズン）
。
地域産業の活性化を図
案内センターへのアクセスは、
る事業」として期待し
昨年秋に完成した案内センターの外観

大朝日岳登山に格好のベース
朝日連峰の東側、山形県大江町
の古寺登山口に、新しい登山の拠
点として「大江町朝日連峰古寺案
内センター」が２０１９年 月
日に完成、本年５月末から営業が
開始される予定である。建設地は
古寺川の右岸で、多くの登山者が
10

追

年代は毎年平均して 冊ほどが取
り上げられている。
山の本といっても、そう単純で

80

はない。単行本、
シリーズもの、
雑
誌類、商業雑誌、山岳会の部報、会
報、登山報告、遭難報告、ガイド
ブック、
さらに私家本や特装本、
書
誌的な版違い本や外国語の書籍、

本山書の会」では長らく事務的作
業を担っていて、市販本、私家本、
小冊子を含む新刊本の紹介を毎月
行ない（
『世界山岳百科事典』
（１
９７１年、山と溪谷社刊）
の
「近代
日本山岳書一覧」
をまとめている）
、
文字どおり山の本の窓口のような
役割を果たしておられた。
数年前から病気がちとなり、と
きどき店が閉まっていることがあ
った。７月、病院へ見舞いに行っ
たときに、ル・コックの翻訳本の
行方について調べてほしい旨の依
頼を受けた。古い角川文庫にル・
コックの第２回、第３回調査の紀
行
『中央アジア秘宝発掘記』
がある
が、もっと以前に訳本がある。そ
れは京大人文研の藤枝晃訳の『西

域紀行』
で、
印刷後の発刊前に空襲
で全て焼けてしまったらしい。し

崎隆章さんが創られた「日本山書
の会」
（昭和 〈１９６２〉年７月

校生ごろから始まったらしく、川

ら知らなかった。
和久井さんの山の本好きは、高

てしまった。

ということであった。その役割を
果たしたが、８月 日に亡くなっ

装丁のものかどうかを知りたい、

あり、もう１冊は国会図書館に入
っている。ついては、それが同じ

かし、１冊が和久井さんの手元に

創立）には、 歳で入会したそう

開くことになったのである。
「日

だ。やがて、それが高じてとうと
う山岳書専門の書店
「穂高書房」
を

介者は小野敏之、吉沢一郎会員）

（１９４７年、埼玉県生まれ。１
９７３年、日本山岳会に入会。紹

12
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雑誌まで含めれば無限に近い広が
りを持っている。専門書店となれ
ば、これらの多様な
「山の本」
に対
応できなければならないし、本を
求めるお客も無理難題を承知で店
を訪れる。その結果、そこは好き
者同士の、山と本を巡る情報セン
し、本を出したくても出版社が応
ターになってゆくことになった。
和久井正明さん追悼
じないということになるのだろう。
私が最初に
「穂高書房」
を訪ねた
児玉 茂
こんな時代に山の本の専門店は
のは１９７８、 年ごろだったか
現在は登山ブームなのだろう
いつも開店休業の状態にある。山
と思うが、その後訪れるごとに本
か？ 戦前から登山ブームと呼ば
の本を扱う古書店は全国にいくら
が増え、この 年近くは、入り口
れたものは何度も大波を起こして
かあるが、
（ 昨夏まで営業を続け
から中へ入るのも本を押さえなが
きたが、中高年登山ブームを経て、 ていた）山岳書専門店といえば東
ら滑り込むような状態で、積まれ
現在のものはアウトドア・スポー
京・阿佐ヶ谷の
「穂高書房」
がほと
た本の間から、やっと和久井さん
ツの一分野とは言えても、かつて
んど唯一の店だった。和久井正明
の顔が見えるというような塩梅だ
の山好きの活動とは少し違ったも
さんが
「穂高書房」
という店を構え
った。和久井さんと私の出会いは
のになっているように思える。こ
たのは、１９７７
（昭和 ）
年。そ
もう少し古く、
『リュックサック』
の故に山や登山というものを広く、 の時代はまだまだヒマラヤ登山ブ
の増刊号
「秩父号」
の残部がないか、
深く知ろうという捉え方も生じな
ームであったから、各登山隊の報
と部室に訪ねて来られたときで、
いようで、本を出しても売れない
告書なども毎年、何冊も出ていた。 私たちはそんな雑誌があることす
『山岳』
の図書紹介欄も 年代、

会員番号7553
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和久井正明（わくい・まさあき）
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山
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ラギリⅠ峰登山隊が冬期初登頂に
登山を実施。朝８時に札幌駅北口
野田四郎氏の逝去を悼む
成功したが、そのときの事務局長
に集合、参加者 名、会員外 名
高澤光雄
を
担
当
さ
れ
た
。
が貸し切りバスに乗り、シシャモ
野田四郎氏は１９７４
（昭和 ）
そして、１９９３
（平成５）
年か
ナイ
「苔の洞門」
登山口へ。
年 月に、伊藤秀五郎支部長と安
ら５年間、第８代北海道支部長を
野田支部長が挨拶して出発。苔
藤久男会員の紹介で日本山岳会に
務められ、高澤が副支部長として
の緑を楽しみながら空沢を抜ける
入会している。
補佐していた。
と、外輪山は新雪に覆われていた。
野田氏の主な山歴を追記すると、
１９９５
（平成 ）
年 月 日に、 火口原に出ると強風で、煽られな
１９４９
（昭和 ）
年７月に、静内
東京本部で
「創立 周年記念式典・
がら山頂に立ったのは 時 分で
からシュンベツ川を遡行、イドン
晩餐会」が新高輪プリンスホテル
あった。
ナップ岳からコイボクシュシビチ
で開催されたが、支部長は欠席さ
下山時に野田支部長は烈風に煽
ャリ川を経て一八二三峰（現・一
れるので、私が代理出席してきた。 られ、石につまずいて転倒、残念
八二六峰）
、
コイカクシュ札内岳に
この催しは招待客や全国から大勢
ながら大怪我をされた。参加者が
登り、札内川を下った。また、１
の会員が参加され、盛会であった。 使用していたストックを紐でくく
９５０
（昭和 ）
年１月に、札内川
北海道支部の式典は、同年 月
ってザックを通した急造の担架を、
を遡行し、コイカクシュ札内岳か
日夕刻から札幌・共済ホールで
交代で担いで急崖を下った。樽前
らカムイエクウチカウシ山を冬期
開催、関西支部長・重廣恒夫氏を
山７合目の駐車場から苫小牧消防
縦走している。
招聘し、
「マカルー登山報告」
を拝
署に救急車を要請し、登山を終え
聴した。記念講演後は祝賀会、そ
た。
して二次会、三次会と飲み耽った。
野田氏は、私が１９９３（平成
翌 日は記念山行として樽前山
５）
年 月に編集・発行した
『山書
12

１９８２
（昭和 ）
年 月から翌
年１月にかけて、北海道大学では
ネパール・ヒマラヤに遠征、ダウ

57

慕った集団
「歩々の会」
を創設して、
札幌市中心部の画廊で絵画展を開
催した。野田氏も私もスケッチ旅
行に参加したり、絵画展に出品し
たりしていた。
野田氏はその成果を１９９９年
２月 日に、
野田四郎著
『画文集
山・森・花』
と題して、富士プリン
トから限定出版された。
「 小樽赤
石」
（油彩）
はじめ淡彩や木版など
の絵画作品のほか、主な紀行と随
筆として、
前記した
「シュンベツ川
遡行」
「十勝・大雪冬期縦走」
、そ
れに１９９３
（平成５）
年８月に初
めて行ったスイスの紀行「アルプ
ス」
、そして、本会の会報
「山」
１９
９６
（平成８）
年６月号に掲載され
た、前年、定山渓・夕日岳に登っ

２０２０（令和２）年１月 日、

た思い出
「小さな頂き」
などが収録
されている。

10

会北海道支部 周年記念誌 』
（１
９９９
〈平成 〉
年７月発行）
には、

稿。また、
私が編集した
『日本山岳

趣味』
第３号
「特集・大雪山」
に
「十
勝・大雪厳冬期初縦走の頃」を寄

中央区の野田四郎さん
（ 歳） 日
死去、お別れ会が 日午後４時か

が列記されたが、
トップに
「札幌市

北海道新聞の朝刊 面
「おくやみ」
欄に北海道全域の死亡者１３４名

謝いたします。 

ら白石区本通、ハート倶楽部白石

26
「日高山脈 シュンベツ川遡行」
を

岳画家として有名な坂本直行氏を

90

24

27

26
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24

25

14

11
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40

発表された。
一方、
１９６２
（昭和 ）
年に、
山

10

記念斎場で開催」
と報じられた。
長年のご交誼に対し、心より感
合掌

12

37

12

90 7

10

1929年11月8日 兵庫県生まれ
1947年4月 北海道大学予科に入学、
山岳部に所属し登山に励む
1949年1月 トッタベツ川を遡行し、
札内岳を経てカムイエクウチカ
ウシ山へ縦走
1951年12月 ～ 52年1月 白 金 温 泉 ～
十勝岳～大雪山・黒岳～層雲峡
1953年3月 北海道大学理学部を卒業
し、高等学校教師となる
1974年11月 日本山岳会入会
1974年12月～75年1月 インド・ヒマ
ラヤのトリスルに挑戦も失敗
1993年～97年 北海道支部長を務める
2020年1月24日 逝去、享年90

26

30

11

11
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野田四郎（のだ・しろう）

11

活

動


報

告

なか

つかさ

も

へ

え

お遍路をした 中 務 茂兵衛さんの
道しるべ石も見た。山田家の手打

ていくが、
「埋める」ことでなく、
「歩く」
ことがお遍路なのでしょう
ね。疲れの体感がいずれ、いい思
い出になるはず。ますます次回か
らが楽しみだ。リーダー、サブリ
ーダー、皆さんにお世話になりあ
りがとうございました。
〈愛媛県宇摩平野で〉
秋雨に 谷の柴栗そぼぬれて
わが袖ぬらす 宇摩の関守
～ ㎞歩くので、 ℓザックで５
（宗祇法師作）
㎏以下、
の意味がよく分かった。
足 〈 番横峰寺への山道で〉
指のテーピングも教わった。
沢かにや 手をあげ渡る 遍
（同行３人合作）
帰宅して足の張り、腰のだるさ
路道

（神埜和之）
もあり２日間「呆然」としていた。
日を重ねるごとに納経帳は埋まっ

支部

35

第75番善通寺本堂前にて

だより

30

ゼロ

「０から始める山歩き」という初
群馬支部
ゼロ
心者向けの講座を開きたいので群
「０から始める山歩き」
馬支部に協力をお願いしたい、と
公民館事業をサポート
の依頼があった。前年にも、半日
昨年、群馬県前橋市の市街地南
ずつの講座で山歩きと山岳写真の
東部に位置する上川淵公民館から、 講師を派遣したつながりもあり、
25
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山行委員会

３月、例年の６割の降雪量とは
いえ、まだまだ冬景色の札幌から
見れば、四国は春と思っていた。
山々の木々は芽吹き、コブシ、ウ
メ、サクラ……と期待したが、何
もなく肌寒く、早朝はタオルを首
に巻いた。北海道の開拓歴史１２
０年、道内と比べることがおこが
ましいほどの寺院の歴史・格式・
規模である。
今回は
「とりあえず
1

ちうどん、五剣山、屋島、壇之浦、
イノシシ注意の看板、
夏ミカン、
キ
ンカン、ビワの袋掛け、ミツマタ
の花、丸亀城の遠望、香川県平野
部の丸山、多数のため池、瀬戸内
の島景色、
御接待の差入れ
（缶コー
ヒー、ミカン、あめ玉）……北海

60

四国八十八ヶ所歩き遍路
区切り打ち１回目に参加
念願のお遍路である。
一度は
「や
ってみたかった」
。さらに、
閏年の
逆打ちは
「ご利益が３倍」
とのこと。
歳で亡くなった親父の歳を超え
た今年、自分の新たな一歩を。母
の父は徳島県勝浦町から明治 年

元気にお遍路道を行くメンバー

に北海道岩見沢に移住している。 周し、いずれゆっくりと」
と、思わ
となれば心躍るチャレンジである。 ざるを得ない。
「四国病」なる「や
まい」
があり、
また二百八十余回の

15

日本山岳会の
各委員会、同好会の
活動報告です。

道にない情景が楽しめた。日に

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。

72
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八王子丘稜からは、
関東や上信越の名山が眺められた

いう願いで、サブリーダーは交代
でお願いし、計画書の作成にも主
体的にコミットし、本番では先頭
を歩いてもらおうと考えている。
今年の目標は、夏の２０００ｍ級
のピークハント。
（根井康雄）


山行は群馬県東部の八王子丘陵の
ミニ縦走。低山だが、日光から赤
城、榛名、浅間、西上州から奥秩

講座は９月から開始し、座学講
座２回
（延べ２日間）
、実践講座４
回
（延べ６日間）
で実施してきたも

く一般に受講者を募って実施して
おり、本年は 名の受講者を迎え
て開講してきた。

実践講座は装備や道具、歩き方、
読図や地形の見方などを、易しい
ハイキングの山からスタートで、
３回目はキャンプの体験を交えた
登山。コースも鎖やボルトのある
やや険しい岩稜歩きの体験として、
津波戸山を選んで実施した。
そして、最後の実践講座は山小
屋泊まりと雪山体験であった。１
月 日㈯、九重連山の泉水山から
黒岩山にかけてのミニ縦走。雪が
なければまさに初心者のハイキン
グ・コースであるが、雪道が期待
されるこの時期。しかし、あいに
く暖冬の昨今で、山道には雪が日
陰にわずかに残るだけ。雪解けの
ぬかるみ道のアップダウンが訓練

18

東九州支部

父まで、周囲の名山を一望する大
展望に皆が歓声を上げた。
初心者のシニア層が多いため、

ので、座学講座は山道の歩き方か
らスタートし、装備や道具の選び
方使い方、地図の見方・磁石の使

11
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第７期登山入門教室を
修了

第７期を迎える登山入門教室は、
去る１月 日㈰の最終講座をもっ
て修了した。この講座は、公益事
業の一環として当支部が２０１３
年からスタートさせているもので、
山登りの初心者を対象として、広

「ゆっくりのんびり無理なく」
がモ
ットーだが、少人数の利点と期限
付きでないサークル活動なので、

19

い方、山の天気と気象学、けがや
病気やアクシデント・遭難防止な
ど。

１０

山の基本が腰を落ち着けてじっく
り学べる。リーダーとしては皆に
自立的な登山者になってほしいと

北風吹きすさぶ三俣山山頂にて

支部事務局長の根井が講師役を務
ち、受講メンバーが中心となって、
めることになった。
公民館の自主学習グループとして、
講座は昨年 月から 月までの
引き続きこの仲間で山歩きを続け
３ヶ月間で、３回の座学と１回の
ようという流れになり、支部とし
実地山行という構成。座学では地
ても事務局長を中心にサポートを
元群馬の山の魅力から、靴選びと
継続することとなった。グループ
歩き方の基本、食料と装備・服装、 名は「０から始める」にちなんで
ルールとマナー、危険とリスク・ 「トレッキングサークル０」とし、
マネージメント、地図とコンパス
新たな仲間も募り、現在 人ほど
の使い方、スマホの活用、計画書
で活動している
と保険の大切さなどを初心者向け
活動は月１回で、公民館での座
に３回に整理した。山行は赤城山
学２回と実地１回の３ヶ月１クー
で行ない、歩き方の基本をベース
ル。１月から始まり、１月には過
に、分岐点では地図とコンパスを
去４回の講座の振り返り、２月は
出しての読図、空を見上げての初
山歩きの計画から準備・本番まで
歩的な観天望気なども学んだ。
として、装備や服装、食料などの
この３ヶ月の講座が終わったの
ほか、事前読図や計画書の作り方
も学び、３月の実地山行に備えた。
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図書受入報告
（2020年3月）
著

者

書

名

頁／サイズ

法政大学山岳部（編）

ニレカ・ピーク登山隊 2018

菊地俊朗・上條敏昭

発

行

者

発行年 寄贈／購入別

46p／30cm 法政大学山岳部

2019

発行者寄贈

世紀を超えて 上高地牧場から・・・徳澤園へ

184p／21cm 氷壁の宿 徳澤園

2020

発行者寄贈

武田好兼

歩いて楽しむ上高地花図鑑 ：上高地の花 300種

60p／19cm 氷壁の宿 徳澤園

2020

発行者寄贈

古川不可知

シェルパと道の人類学

364p／20cm 亜紀書房

2020

出版社寄贈

渡辺一枝

バター茶をどうぞ ：蓮華の国のチベットから

256p／21cm 文英堂

2001

著者寄贈

渡辺一枝

消されゆくチベット（集英社新書 No.0688-B）

254p／18cm 集英社

2013

著者寄贈

渡辺一枝

チベット ：祈りの色相、暮らしの色彩

2020

著者寄贈

水越武

日本アルプスのライチョウ

2020

出版社寄贈

佐藤眞（編）

札幌山の会 会員合同句集 高澤光雄 山岳俳句・随筆集

58p／21cm 高澤光雄（私家版） 2020

発行者寄贈

京極紘一（編）

キルギス共和国天山山脈北部 2019年8月 ウチーティリ峰 報告書

50p／30cm JAC北海道支部

2020

発行者寄贈

辻次郎

法律家のための登山・スキー事故Q&A

342p／22cm 日本法令

2020

出版社寄贈

南極OB会編集委員会（編）南極読本（改訂増補版）

270p／21cm 成山堂書店

2019

渡辺興亜氏寄贈

同志社スポーツユニオン編集委員会（編） 同志社スポーツの歩み 1875-2019

690p／30cm 同志社スポーツユニオン

2020

発行者寄贈

2020

著者寄贈

東山一勇気

96p／20cm 新日本出版社
120p／21cm 新潮社

「きりえ」で至福の人生 東山一勇気作品集（英和2カ国語版） 120p／26cm JARC

国立国会図書館山書を読む会（編） 三の山巡 （江戸期山書翻刻叢書 No.1）

32p／26cm 国立国会図書館
山書を読む会

1979

平川千宏氏寄贈

国立国会図書館山書を読む会（編） 冨岳雪譜 堅山難場道中記 （江戸期山書翻刻叢書 No.2）

34p／26cm 北泉社

1979

平川千宏氏寄贈

国立国会図書館山書を読む会（編） 五山驛程見聞雑記 （江戸期山書翻刻叢書 No.3）

64p／26cm 北泉社

1980

平川千宏氏寄贈

国立国会図書館山書を読む会（編） 御嶽山一石山紀行 （江戸期山書翻刻叢書 No.4） 141p／26cm 北泉社

1980

平川千宏氏寄贈

国立国会図書館山書を読む会（編） 諸州採薬記抄録・遊毛記 （江戸期山書翻刻叢書 No.5）

1982

平川千宏氏寄贈

寄附の目的、
その他
高尾の森づくり
の会活動支援
高尾の森づくり
の会活動支援

19

（飯田勝之）

寄附者など 受入金額など
（単位千円）
株式会社
100
アーバン
京王電鉄
1,000
株式会社

となった。
最終日の 日㈰は北風の強い冬
空で、登る山は三俣山。 合目か
ら上は雪もかなり残っており、皆
アイゼンを着けて北風吹きすさぶ
山頂へ。
小屋に戻って簡単に修了式。こ
れからもっと山登りを楽しみたい
と、皆心を弾ませ、またせっかく
知り合った者同士、次に一緒に出
会う山を話し合って別れる姿も見
られた。
この登山入門教室ではこれまで
合計１８０名が受講しており、そ
の中からは本会の会員に 名、準
会員に６名、会友には 名が加入
しており、今回も修了時に早速４
名の会友の申し出があった。

寄附金および助成金などの受入報告
（令和２年 3 月 31 日まで）

76p／26cm 北泉社

38
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を果たしている小屋に至るまで、
それぞれの個性と工夫に、小屋番
の人柄が表われている。それがま
た小屋の魅力でもある。山を知り
尽くしている一人一人の顔が見え
てくる。
山で働く魅力は何かと問われて、
「 すべてを自分でやらなければな
らない」と答えた北岳山荘の猪俣
氏の言葉は、実に重みのあるひと
言だった。
著者には、もう一人どうしても
会いたい小屋番がいた。野呂川の
辺に、猫２匹と暮らす名物女将と
評判の高い、両俣小屋の星美知子
氏である。
実は、筆者も近年１泊しており、
明るくきびきびと動くその姿に、

「今だから話せる」
と快くインタビ
ューに応じる星美知子氏に、揺る
ぎない小屋への愛着と小屋を訪れ
る人への愛を感じた。ファンが多
いのも頷ける。
山が好き、登山を愛する人々に
とって、必読に値する１冊だと思
う。山小屋からのメッセージが直
球で伝わってくる。 （ 晝間弘子）
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図書紹介
樋口明雄著
または小屋番の生の声のインタビ
北岳山小屋物語
ューから、山小屋で働く人々の苦
悩、実情、実態をテーマにしたド
キュメンタリーである。
著者
（小説家）
、樋口明雄氏にと
って、自らの前作品で北岳周辺に
通うようになって以来、白根御池
小屋の管理人・高妻氏と親交を深
富士山に次ぐ第 の高峰北岳は、 めたことがきっかけとなった。
頂に立てばはるか目線の先に、南
この物語は、高妻氏と若い新人

り 越 え て き た で あ ろ う 小 屋 番、
の命に直結している。山の中で仕
事することの厳しさ、
トラブル、
こ
れまであまり明かされてこなかっ
た山小屋事情の裏話などが、山小
屋の視点でドラマチックに描かれ
ている。
小屋は、公共施設としての大規

小屋番たる自信と誇りを感じさせ
る人だと思った。幾多の苦難を乗

アルプスが誇るいくつもの３００
スタッフたちとの、涙あり笑いあ
０ｍ峰が登山者を呼び寄せている、 りの人情味溢れる交流から始まっ
実に魅力的なエリアだ。
ている。
山の仕事は膨大であり、
人
だが、北岳は、誰でも登れるが
なかなか手強い。悪天と疲労が登
山者を危険、
遭難に追い詰める。
一
般的な登山者にとって、山小屋の
存在は不可欠であり、北岳登山の
玄関口から頂上周辺までのルート
には、いくつかの山小屋が点在し

模なものから、小規模な個人経営
ながら人命救助などの大きな役目

2020年1月
山と溪谷社
四六判 304㌻
1400円＋税

ている。
本書は、それらの小屋の管理人

2

12

12

12

告

【報告事項】
１・ 人の正会員と５人の準会員
の入会を承認した旨、報告があっ
た。
（古野）
２・２件の寄附金受入について報

審議した。
（賛成 名、
反対なしで
承認）
（永田）
４・令和２年度予算について審議
した。
（賛成 名、反対なしで承
認）
（古川）

報

南極ＯＢ会編集委員会編

や業績を披瀝しようという意図が
本書にはある。副題に
「ペンギン、
海氷、オーロラ、隕石、南極観測
のすべてが分かる」
とあるように、
探検、観測の歴史に始まって設営、
研究の経緯や成果が記述されてい
る。

この改訂増補版では「観測トピ
令和元年度第 回
（ 月度）
理事会
ックス」
欄を設けて、
各分野の最新
議事録
の研究成果を解説している。また、 日時 令和２年３月 日㈬
時
「コラム」
欄では、白瀨探検隊の業
分～ 時 分
績、我が国の観測略史、環境保全
場所 集会室
問題、オゾンホールなどを、我々 【出席者】古野会長、野澤・山本・
門外漢に分かりやすい説明を加え
坂井各副会長、永田・萩原・
ている。
古川各常務理事、安井・清
しかし、本書の内容に興味津々
水・飯田・柏・近藤・各理

務
19

会
00

12

告があった。
（古川）
３・令和元年度の寄附金受領に伴
う特定資産積立処理および寄附金

収入の指定正味財産への振替処理
について報告があった。
（古川）
４・日本山岳会１２０周年記念事
業管理ガイドライン等について報
告があった。
（古川）
５・日本山岳会上高地山岳研究所
利用要領の改正について再度報告
があった。
（安井）
６・日本山岳会ホームページのリ
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3

11

00

南極読本

南極ＯＢ会は、極地観測や研究
者のＯＢたちの親睦サロンと思い
きや、このところ極地観測と探検
の歴史や研究成果についての刊行
を続けている
（
『北極読本』
ほか）
。
本書は、南極に向かう船上で初
めて南極観測に参加する隊員への

1

12

10

21

2019年11月改訂増補版
成文堂書店
A5版270㌻
定価 3000円＋税

「しらせ大学」
での講義と、越冬中
ではあっても理解しにくい非科学
事、石川監事
には
「昭和大学」
を催し、隊員同士
的人間諸氏には、
立川市にある
「極 【欠席】
神尾・清登各理事、黒川監
で、
それぞれの観測、
研究や仕事を
地研究所 南極・北極科学館」の
事
「山」
編集人
語り、それらの講義録を基に一般
見学をお勧めする。
【オブザーバー】節田
向けの南極入門書としたという。
現物
（国産雪上車第 号など）
や
南極海周辺では、 世紀には、
捕
ライブな映像の展示は充実してい 【審議事項】
１・個人情報取扱規定の改定につ
鯨とアザラシ猟の盛んな時期もあ
て、本書の内容の理解を深めるこ
いて審議した。
（賛成 名、
反対な
ったが、それらの基地を利用して、 とに役立つことを保証する。
しで承認）
（永田）
各国は大陸内部の本格的な探検や
子ども
（孫？）
連れ、ピクニック
２・令和元年度後期・海外登山助
調査を始めたようだ。
気分での訪問も楽しいだろう。も
成金審査結果について審議した。
我が国も列強？ に並んで、
「謎
ちろん入場無料。
（賛成 名、反対なしで承認）
（坂
の大陸」の地球科学的な解明をし
https://www.nipr.ac.jp/
井）
ようと、１９５６年
「宗谷」
で観測
science-museum
（松澤節夫） ３・令和２年度事業計画について
19

隊を送り出して 年余、その成果

60
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日
日
日
日

日

日

総務委員会
スキークラブ
マウンテンカルチャークラブ
会報編集委員会 公益法人
運営委員会 みちのり山
の会
支部事業委員会 「山の日」
事業委員会 青年部
デジタルメディア委員会
会 平日クラブ

西郡光昭 （７３５４） ・３・
磯野剛太 （８０００） ・３・
内山達雄
（１１６１２） ・７・
退会
吾妻山の会
（４５８９）
福島
工藤紗千子
（６４７７）
埼玉
野島征三 （７８０６）
東京多摩
大沢 稔 （８１７７）
群馬
長坂 博 （８８０３）
東海
井後幸太郎
（８８７０）
北海道
本田政一 （９３５８）

14 11 27 24

日 麗山会
日 山遊会
３月来室者 ２１０名
会員異動
物故
12 12

ニューアルについて報告があった。 名義を使用する報告があった。
（永
（清水）
田）
７・日本山岳会所有の「シュラー
・会報
「山」
３月号の発行につい
ギントワイト大図録集／アトラ
て報告があった。
（節田）
ス」のウェブ公開について報告が
あった。
（清水）
８・
「ナイロンザイル」
に関する問
い合わせメールへの回答について
報告があった。
（永田）
９・
「 国際青少年自然環境体験キ
日 総務委員会
日 常務理事会 スケッチクラ
ブ
日 山行委員会 二火会
日 スケッチクラブ スキーク
ラブ
日 理事会 山想倶楽部
日 記念事業委員会

00

金田利夫 （９６４２）
栃木

鈴木要三 （９９２７）
秋田
萩原辰作
（１００７９）
京都・滋賀
高橋 昭 （１０１２９）
上田修美 （１０４３１）
関西
新村貞男 （１０６９２）
千葉
豊田 泰 （１１０４４）
大庭常生 （１１３９５）
北九州
山田孝八郎
（１１４５１）
井関正裕 （１１４７４）
関西
石塚勝久 （１１９５４）

高橋禎子 （１１９５７）
田中 司 （１２０７０）
埼玉
井後道子 （１２１９８）
北海道

塚崎義樹 （１２２９０）
貴島紀子 （１２５９５）
新井康弘 （１２９６１）

関 美尋 （１３３６５）
山口 昇 （１３３７７）

長谷川直司
（１３４２４）
福井
山並久次 （１３５９０）
関西

熊谷美奈子
（１３８４７）
宮城

長井 純 （１４０６６）
中村睦明 （１４４２９）
東海

北見正光 （１４４７５）
栃木

国分リン
（１４４７８）
東京多摩
矢ケ崎一幸
（１４６０９）

島田俊之 （１４６４５）
東海

山田みどり
（１５０６６）
東海
小早川諭 （１５０８７）
広島

塚井楯彦 （１５１０８）
関西
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19 18 17 16
23

大久保義彦
（４３３３） ・
中野 明 （４６９３） ・ ・
19 20 20 19 19

10

3 2

9 4

24
26 25

3月

◎対象分野 登
 山活動／山岳に関する文
化的活動、学術的業績
◎提出先
日 本山岳会内 秩父宮記念
山岳賞事務局
◎締切り
令和2年8月31日（月）

in

第22回「秩父宮記念山岳賞」の推薦（他薦
に限る）を次のとおり受け付けます。事務
局まで資料をご請求ください。当会のホー
ムページを活用される方は、推薦募集の詳
細を掲載しておりますので、推薦要項・所
定様式（ダウンロード可能）などをご参照
ください。多数のご推薦をお待ちしており
ます。
なお、本賞は公益目的事業でありますか
ら、受賞対象者を本会会員またはグループ
に限定しておりません。

12 11

ャンプ２０２０ 東京 」
（ 特定非
営利活動法人日本ヒマラヤン・ア
ドベンチャー・トラスト）
、
「２０

秩父宮記念山岳賞審査委員会

２０年度山の知識検定 」
（ 一般社
団法人日本山岳検定協会）の後援

第22回
「秩父宮記念山岳賞」の
推薦募集について

尾家曉夫 （Ａ０００２）
東九州
岡本三喜男
（Ａ０００５）
福井

正会員に移行離籍
河野達也 （Ａ０００１）
東九州

諏訪久美子
（Ａ０１５１）
東京多摩
寺井成世 （Ａ０１５３）
東京多摩
橋本慎一 （Ａ０１８０）
広島
岡啓司郎 （Ａ０２０２）
埼玉
甲斐 孝 （Ａ０２２０）
関西
森田 勉 （Ａ０２６３）
埼玉

髙田 昇 （１５２４５）
四国
湯本浩司 （１５２４７）
越後
竹内 敬一
（１５２８１）
山梨
長丸とも子
（１５２９３）
静岡
大島 隆 （１５３７７）
越後
齋藤幸市 （１５５５１）
北海道
根津隆二 （１５５８４）
埼玉
猪川 誠 （１５６２３）
関西
小林貞幸 （１５６６７）
信濃
田邊皇紀 （１５６９１）
広島
鬼頭光義 （１５７０３）
東海
眞田幸雄 （１５７４１）
広島
若林弘美 （１５７７５）
埼玉
吉川あすか
（１５８４５）
東海
岩渕冨士男
（１５８８２）
茨城
髙畑幸恵 （１５９２７）
島田新市 （１６０３３）
四国
牧野克之 （１６０５０）

吉井一美 （Ａ０００６）
富山
溝部久美子
（Ａ０００９）
浦川留美 （Ａ００１６）
熊本

在籍期限終了離籍
阪上茂生 （Ａ０００３）
関西
作山直臣 （Ａ０００４）
三澤彩花 （Ａ００２４）
東京多摩
盛合敏男 （Ａ００２５９）
岩手
斉藤穂高 （Ａ００３０）
ジャスニー アーロン ポール
（Ａ００３１）

浅岡隼一 （１６２５５）
東京多摩

都築祥子 （１６１４２）
東海
吉川拓矢 （１６２１４）
東海
水野真実 （１６３０１）
岐阜
林 佑馬 （１６５０６）

久知良美登里
（Ａ００１７）
東九州

髙橋万見子
（Ａ００２６）
岩手

遠藤征彦 （Ａ００１０）
岩手

笹渕秀明 （Ａ００８３）
青森

溝部 有 （Ａ００２７）
渡邉金治 （Ａ００２９）
東九州

坂本雄二 （Ａ００２０）
熊本
岩下律雄 （Ａ００２２）
熊本

平山理恵子
（Ａ００８６）
山陰
若林朋世 （Ａ００８８）
関西

中村 寛 （Ａ００４０）
熊本

池田美砂 （Ａ００３４）
国安 薫 （Ａ００６８）
東京多摩

小方加奈江
（Ａ０１３２）
広島

泉（泊）―硫黄岳―横岳―
赤岳山頂山荘（泊）―赤岳
―権現岳―編笠山―観音
平―小淵沢駅
日 時
（予定） 小淵沢駅

田中明良 （Ａ０１４１）
広島
太郎良嘉親
（Ａ０１７２）
北九州
若木 仁 （Ａ０１７５）

代宛
０９０ ２６５２ ２４５０

N

き
「救急救助」
に関する知識・スキ
ルなどについて、実技中心に学び
ます。
会員はもとより会員外の方々の
参加も歓迎します。
日時 ６月 日㈰ 時～ 時
場所 ＪＩＣＡ地球ひろば（ＪＲ

◆ 登 山 リ ー ダ ー の た め の「 救 急
救助講習会」
 山行委員会／遭難対策委員会
登山リーダーが習得しておくべ

し、山行延期、もしくは中止あり）

sanko@jac.or.jp
＊申込み者に詳細案内を送ります。
（新型コロナウイルスの現状を考慮

インフォメーション

藤原玲子 （Ａ００７８）
北九州
田口光江 （Ａ０１０６９）
神奈川
吉部恵里 （Ａ０１２８）

◆南八ヶ岳縦走
山行委員会

６月上旬の八ヶ岳はもう高山植
物のシーズンです。わずかな場所
でしか咲かないツクモグサに会い
に、ハシゴ・鎖の連続する登山道
を楽しみに出掛けませんか。
日程 ６月 日㈯～６月 日㈪
集合＝ 日９時 茅野駅
行程 茅野駅―美濃戸口―赤岳鉱

解散

参加費 ２万５０００円
募集人数
人
申込み ５月 日までに中原三佐

O

市ヶ谷駅より徒歩 分）
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講師 悳秀彦会員（遭難対策委員
会）
定員
名
費用 ５００円
（当日集金）
申込み 山行委員会・長島泰博
０９０ ５５５４ ８３４５
sanko@jac.or.jp
◎山行募集の新型コロナウイ
ルスへの対応について

五会」とあるのは、遭難対策委員
会と九五会の誤り。また、会員異

は大変で、数日間、ハードな作業
が続きます。重い雪をすっかり取
り除き、赤い屋根が現われたとき、

ちょう

会場は後日ｗｅｂにてお知らせし
❖編集後記❖
か
ます。
◦
「この花の匂いを嗅ぐと、ああ、
もうすぐ小屋開けだなぁ、と思う
問合せ 川嶋新太郎
０９０ ９３６９ ２３４５
うんですよ」
と、
穂高岳山荘の元支
じんのりあき
じん
げ
配人、神憲明さんは沈丁花の花を
指さしながら語るのでした。四季
展覧会の期日変更 
３月号でお知らせした菅沼満子
折々の穂高を美しい映像として残
展覧会は新型コロナウイルスへの
してくれた彼も、 年ほど前に旅
対応で二人展（コートギャラリー
立ってしまいましたが、ほのかに
国立 ０４２ ５７３ ８２８２） 漂うこの花の香りを感じたとき、
を２０２１年６月 〜 日に延期。 つい思い出してしまうのです。
『まきばへ』絵本原画展は告知ど
◦同じく穂高・涸沢ヒュッテの小
おり開催します。
屋開けを手伝ったことがあります。
純白のカールにヘリで降り立ち膨
大な量の積雪と闘うのですが、稜
線の小屋と違ってカール底の小屋
訂正

「会報」
３月号
（８９８号）
、ルー
ム日誌 日の「遭難対策委員会九

22

＊参加者に詳細を案内します。
◆山岳写真展「心に映る山々」
アルパインフォトクラブ

国内外で撮影された２０１９年
度作品展を各地で巡回展示します。
ぜひお立ち寄りください。
巡回 伯耆の国展
会期 ４月 日㈰～５月 日㈰
会場 伯耆国山岳美術館 鳥取県
西伯郡伯耆町金屋谷
０８５９ ６３ ０３９６
巡回 酒田展
会期 ６月 日㈯～ 日㈯
会場 酒田市総合文化センター
０２３４ ３３ ６１８２
（志田郁夫）
17

巡回 長野展
会期 ９月２㈬～ 日㈪・日曜休
館

10
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17

動・退会欄の前田明代様の所属支
小屋も人間も、思いっきり背伸び
部名の
「東京多摩」
が欠落していま
をしたことでした。 （ 節田重節）
した。訂正してお詫びいたします。
会報委員会


899 号

山

日本山岳会会報

19

会場 長野市大門柏与文具２Ｆ
「柏与フォトサロン大門」
０２６ ２３２ ７６０９
巡回 東京・高尾山展
会期
月 日㈯～ 日㈬
会場 東京都「ＴＡＫＡＯ５９９
ＭＵＳＥＵＭ」
０４２ ６６５ ６６８８
なお、２０２０年度本展は今秋
実施に向けて準備中です。会期・

13

山行委員会

28

13

28

14

25

13

6

10

山 行 委 員 会 で は、 以 下 の 山
行 を 募 集 中 で す が、 新 型 コ ロ
ナウイルスの状況によっては
中 止・ 延 期 を せ ざ る を 得 ま せ
ん。 そ の よ う な 場 合 は、 日 本
山岳会ホームページに掲載す
る と と も に、 山 行 申 込 み の 皆
様にご連絡をいたしますので
ご注意ください。
１・
「花の島佐渡」５月 日㈪
～ 日 ㈭ 状 況 に よ り、 中
止または延期を検討する
２・南八ヶ岳縦走」
６月 日㈯
～ 日 ㈪ 状 況 に よ り、 中
止または延期を検討する
３・
「救急救助講習会」６月
日 ㈰ 状 況 に よ り、 中 止 ま
たは延期を検討する
●問合せ先： sanko@jac.or.jp
征矢三樹
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