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日本から直行便があるミュンヘン
から現地に向かう。オーストリア
を経由してイタリアへは電車で入

ートを選んだ。
これまでと同じく８月末から９
月半ばぐらいを旅行期間に選び、

２０１７年、 年のスイス・フランスに続く、河野会員によるアル
プ ス の ロ ン グ・ ト レ ッ キ ン グ 第 ３ 弾 は、 昨 年 歩 い た イ タ リ ア・ ド
ロミテ。奇怪な石灰岩の岩峰群が林立する山群の北西部からスター
ト し て 南 下、 最 高 峰 マ ル モ ラ ー ダ を 経 て ク ロ ー チ ェ・ ダ ウ ネ 峠 に
至る２週間の山旅日記と関連情報をレポートしてもらった。

た。この日はプエス小
屋まで。 日はそこか
らガルデナ峠を横切る。

ス峠の登りに、初めてのヴィア・
フェラータ（鉄の道の
意、ＶＦと省略）
があっ

ィア峠という大きな峠を経由して
ジェノバ小屋に着く。だんだんと
山の中らしくなる。 日のニヴェ

ブレッサノネからマルモラーダへ
（第１日～第６日）
８月 日、昼ごろにブレッサノ
ネに着いてすぐ歩き出す。初日は
プローゼ小屋泊まりで、そこまで
はまだなだらかだ。 日にはプテ

まったためでもある。しかし、も

日数がかかったのは、小屋泊まり
が続いたのでホテルに泊まって休
みたいと、 日にポルドイ峠で泊

一木一草もない荒涼たる風景の中
にピシャドゥ小屋があった。
ここまではガイドブックに書い
てあるとおり４日間で歩いた。し
かし、ここから３日の行程という
ムラス小屋までは５日かかった。

14

程度の感覚である。

河野 長

が見られる。峠を越え
てまた山の中に入ると、

ファランゴレ峠への登りのＶＦ

２０１７年からスイス・アルプ
スのトレッキングを行ない、その
結果を一昨年と昨年の
「山」
５月号

ことにし、具体的にはアルタ・ヴ
ィア２
（ＡＶ２）
という一番長いル

30

「夢の国」ドロミテを満喫した 日間の山旅

に発表させていただいた。２０１
９年はトレッキングも３年目にな
り、そろそろ別の所に行きたくな

▶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

この峠の南側にセラ岩
峰群があり、ドロミテ
らしい迫力のある光景

URL●http://www.jac.or.jp
e-mail●jac-room@jac.or.jp

った。いくつか可能性を考えたが、 った。山に取り付く前に国境を２
結局、ヘルマン・ブールが「夢の
度越えるわけだが、特に身構える
国」と呼んでいたドロミテに行く
必要はなく、東京から松本へ行く

アルタ・ヴィア２のトレッキング

8
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150 円
定価１部

1
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アルタ・ヴィア２のトレッキング
「夢の国」
ドロミテを満喫した14日間の山旅 
登頂50年を迎えるエベレスト登山隊 
ぐんま県境稜線トレイルのムジナ平に
避難小屋設置 
アルプスと海をつなぐ 栂海新道
登山道を受け継ぐ栂海岳友会の設立 
さんけん通信 
追悼 磯野剛太先輩を偲んで 
東西南北 
新入会員 
図書受入報告 
図書紹介 
会務報告 
ルーム日誌 
会員異動 
INFORMATION 
編集後記 
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アレゲ
フチアーデ小屋 9/1

フォコボン 3054ｍ

トレヴィーゾ小屋 9/5
オルトロ峠

コメドン峠

ボス小屋 9/10

クローチェ・ダウネ峠 9/11

いるが、最近では急速に縮小して
いるようである。

る。
垂直な岩峰が立ち並ぶのは、
ド
ロミテならではの風景と言ってよ
いだろう。
日は急斜面のトラバースやジ
グザグの登りの後、かなり長い急
峻な区間を経てファランゴレ峠に
達する。この峠はフォコボンから
連なる岩峰群の中の狭い割れ目の
ような所で、全行程の中でもハイ
ライトと言ってよい。ＶＦの設備
なしにはとても登れない所を、滑
落などしないよう、慎重に時間を
かけて通過する。峠を越えた後も
困難な場所が続くが、最後はアル
トピアノの緩やかな斜面を登って
ロセッタ小屋に到着した。前日と

同様にロセッタ
（２７４３ｍ）
の頂
上に 分ほどで登る。ここではパ
ラ・ディ・サンマルティノ （２９

ソッカーレ 1929ｍ
ピエテナ峠

パノラマは見られなかったが……。 ルートが難しくないヴァレス峠の
頂上から北側には氷河が懸かって
小屋まで歩いた。そこから先はＶ

フィエラ・ディ・プリミエロ
9/6 ～ 8

８２ｍ）
の岩壁が圧倒的である。
日はロセッタ小屋からトレヴ
ィーゾ小屋まで。ここもルートの

ムーラ2547ｍ

チェレーダ峠小屋 9/9

Ｆの場所が多くなり、雨の中では
危険だ。幸いにも翌日から天候が
回復し、しばらく晴天が続いた。

レーデ峠

フィエラ・ディ・プリミエロから
クローチェ・ダウネ峠へ（第 日
～第 日）
ここまでは好天気に恵まれたが、

ファランゴレ峠

日は晴天でＶＦも余裕を持っ
て通過し、ムラス小屋へ。小屋に
着いたのが早い時間だったので、
１時間ほどかけてムラス（２９０
６ｍ）
に登る。この山頂からは、
す
ばらしい岩峰群が間近に見えたが、
フォコボン
（３０５４ｍ）
やブレロ

オンブレッタ 3011ｍ

マルガ・チアペラからトレヴィー
ゾ小屋へ
（第７日～第 日）
９月１日は、マルガ・チアペラ
からマルモラーダの南面を西へ向
かう。しかし、午後には雨が降り
出したので、サン・ペレグリーノ
峠より手前のフチアーデ小屋で泊

難しさは続くが、ファランゴレ峠
を考えればずっと楽である。

12

っと大きな理由は、次第に天候が
悪化したことだ。

アラッバ

翌日から３日間の予報は最悪であ

2

ロア峠

日は最高峰マルモラーダ（３
３４３ｍ）の北面を見ながら東に
向かい、フェダイア湖の岸に降り

ムラス小屋 9/3
ヴェネジオータ峠

峠
プティア峠

るまではなんとか持ったが、その
後強い雨になったので早仕舞いし
て、マルガ・チアペラに泊まった。
しかし、この日は午後になって天
気が回復したので、ロープウェイ
を使ってマルモラーダ頂上まで空
身で往復した。ただ、山頂は霧が

ポルドイ峠 8/30
カナツェイ

まる。 日は朝から雨になったが、 ニ
（３１３０ｍ）
といった山々であ

4

30

5

14

■2

ロセッタ小屋 9/4
ラステイ 2798ｍ

3

プローゼ小屋 8/26

懸かっていて、楽しみにしていた

ヴァレス峠小屋 9/2

11

ボエ 3152ｍ
サッソルンゴ 3181ｍ

チベッタ 3220ｍ
プラダッツォ峠

サン・ペレグリーノ峠

ピシャドゥ小屋 8/29
セラ山群

マルガ・チアペラ 8/31
マルモラーダ 3343ｍ
カティナッチョ
3002ｍ

2

コルチナ・ダンペッツォ

ガルデナ峠

都市・町
オードレ山群

ピーク

プティア 2874ｍ
フィルネス

プエス小屋 8/28

チアンペイ峠

山小屋
ジェノバ小屋 8/27
トゥレン 2653ｍ

ドロミテ
アルタ・ヴィア 2
ルート概要
ブレッサノネ

31
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る。この先もＶＦの区間が続くの
で、
ヴァレス峠のときのように、
半
日だけでも進むといったことはで
きそうにない。いろいろ考えた結
果、下界に降りて過ごすことにし
た。翌朝、小雨の中を１時間ほど
下ってから、バスでフィエラ・デ
ィ・プリミエロに出た。３日間は
降り込められたが、傘を差して町
を歩き回るぐらいのことはできた
ので、まあひどく退屈することも
なかった。３日目の夕方にはバス
の終点まで戻って泊まり、縦走の
最後の区間に備えた。
日はトレヴィーゾ小屋近くか
らチェレーダ峠まで。予報どおり
天気は回復し、すがすがしい気分
9

最高峰マルモラーダ
（左）
とグラン・ヴェルネル

到着。これでアルタ・ヴィア２の
全行程が終了した。

で歩ける。これまでと違い、稜線
を巻かずにそのまま登ることが多
いが、このあたりから全体の高度
が低くなり、旅の終わりを予感さ
せる。翌日のボス小屋までの行程
は１日分としてはこれまでで一番
長い。小屋の人と交渉して朝食を
早くしてもらい、７時前には出発
した。高度は低くなったが、ルー
トの難しさは相変わらずで、ＶＦ
もあちこちにある。夕方の５時に
ボス小屋に着くことができた。
日はボス小屋からさらに長距
離を進む。ガイドブックで泊まる
ことになっているダルピアス小屋
には３時過ぎに着いたが、そのま
ま進み、２日分を歩き通して午後
６時半にクローチェ・ダウネ峠に

やすく、その結果、垂直に近い大
岩壁を形成することがしばしばあ

ルト・メスナーも、ブレッサノネ
に近いフーネス（ドイツ語名フィ
ルネス）という小さな村の出身で
ある。こうした地域なので、地名
や山小屋の名前もドイツ語とイタ
リア語の両方があるのが普通であ
る。本稿では、なるべくイタリア
語の名前に統一した。
スイス・アルプスが主に花崗岩
によって構成されているのに対し、
ドロミテではマグネシウム質石灰
岩
（ドロマイト）
が主要な岩石であ
る。また、スイスの山岳景観は主
に氷河の浸食によって造られたも
のだが、ドロミテは最高峰のマル
モラーダでも３３４３ｍの高さな
ので、氷河はほとんどない。しか
し、石灰岩は水による浸食を受け

第１次世界大戦の結果、イタリア
領となった。このためドイツ語を

ハンガリー帝国に属していたが、

所にある。この地域は南チロルと
呼ばれ、かつてはオーストリア・

部のオーストリアとの国境に近い

ドロミテとヴィア・フェラータ
ドロミテ山群は、イタリア北東

のように峠への登り降りを繰り返

が造られている。
ドロミテのルートは、スイスで

るという、ドロミテに独特の景観

堆積地形
（アルトピアノ）
が保たれ、
そこから突然、大岩壁が立ち上が

その結果、高地には比較的平坦な

の間を埋めるが、この地形をえぐ
るような大きな川がほとんどない。

る。浸食で削られた岩屑は山と山

話す住民が多く、有名なラインホ

11

すのではなく、アルトピアノの上
をなるべく平坦に進もうとトラバ
ースが多く、日本の縦走と似てい
る。それでも急峻な所を避けられ
ないこともあり、岩登りの要素が
入り込んでくる。そこでＶＦの出
番である。
ヴィア・フェラータ
（ＶＦ）
には
本格的な岩登りルートに付けられ
たものもあるが、ここで述べるの
は、ドロミテの縦走コースのもの
である。穂高岳や剱岳で難所にロ
ープなどを張ってあるのと似てい
るが、実は大きな違いがある。ハ
ンド・ホールドとしては ～ ㎜
ぐらいのワイヤロープを用い、５
～ ｍおきに輪付きの太い鉄釘で

10

16

ムラス頂上から見たフォコボン
（中央）
とカンピード。右下にファランゴレ峠

20
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止めてある。
足場がない所には、
フ
ット・ホールドとしてコの字型の
金具が打ち込んである。これらの
一方だけ、または両方が設置され
ているのが普通の形で、そのほか

ＡＶ２のルートでは、ホテルが
ある場所は大きな道路の通る峠に
ほぼ限られており、結局、小屋泊

その他の情報

別途にハンド・ホールドは要らな
持っていることを義務付けている。
いということだろう。
私はシュラフカバーを持って行っ
ＶＦの効果は絶大である。もし
たが、もっと薄いものでも良い。
設置してなければ３級程度の岩登
どの小屋でも生ビールが飲める
りとなり、よほどバランスの優れ
し、食事には相当力を入れている
た人以外は、ロープなどを使わな
ようで、おいしいものが食べられ
ければとても通れないだろう。私
る。宿泊は１泊朝食付きの料金が
のように、独りで縦走するなどは
～
、夕食はビールを別とし
論外である。ネットなどではＶＦ
て ～
といったところであ
について、ハーネス、カラビナ、ヘ
る（ 当 時 は １ が １ ２ ０ 円 ぐ ら
ルメットなどを必ず着用と書いて
い）
。この値段は、
山小屋でもホテ
あることが多いが、どうやら縦走
ルでもあまり変わらない。今回の
ルートには当てはまらないようだ。 旅行は山の中が 泊、途中の天気
基本的な三点確保が身に付いてさ
待ちが３泊、
その他
（ミュンヘンな
えいれば、特別な装備なしで十分
ど）の滞在を入れて全 泊であっ
安全に行動ができる。
たが、飛行機代を除いて 万円ほ
どの出費だった。似たような期間
のアルプス・トレッキングには約

にハシゴなどを置いてある場合も
ある。
縦走路でのＶＦの設置には、し

まりが主になる。山小屋は個人経
営のこともあるが、イタリア山岳
会
（ＣＡＩ）
の各支部が持っている
ものが多い。部屋は大勢が一緒に
寝るドミトリーが主だが、個室を
具える小屋もある。私は個室があ
る所ではなるべく使うことにした。
ドミトリーの場合は、衛生上の理
由で、各人が中に入って寝る袋を

ロセッタ頂上からのパラ・ディ・サン・マルティーノと
チマ・ディ・ヴァル・ローダ（右）

っかりした原則があるようだ。そ
れは、自分の足だけでは進めない
困難な場所に、三点確保を実現す
るために必要な最小限の設備を配
置するということのようだ。ワイ
ヤロープだけ張ってある場所が多
いが、急な岩壁などではコの字型
の金具だけということもある。こ
れは手でもつかまれるのだから、

22

45
25 €
€

ガ イ ド ブ ッ ク は Gillian Price,
Trekking in the Dolomites, Ciceで、２０１６年発行の
rone, UK.
第４版で最新情報が得られる。こ
の本にはＡＶ２のほかにＡＶ１の
詳細も載っており、ほかのルート
についても簡単な説明がある。ド
ロミテ全域に２万５０００分の１
の地図があり、 www.tabaccomapp.
と
itいうサイトからスマホにアプ

万円かかっており、スイスに比
べてイタリアは物価が断然安い。

28

リを入れれば見ることができる。
ただし、無料で見られるのは現在
地のすぐ近所だけなので、日本で
は全く見られない。現地でも山中
では電波が届かないのが普通だか
ら、前もって地図を入れておく必
要がある。今回の旅行には合計
枚を購入した。それでも全部で６
０００円程度であり、紙の地図を
買うより断然便利である。
スイスとイタリアで山小屋に違
いがあるとすれば、それはシニョ
ーラの存在かもしれない。スイス
の小屋が美しく整っていて高級そ
うなのに対し、設備の立派さで負
けているわけではないが、イタリ
アの方が人臭く、特に女主人の存
在感が際立つ。

どの小屋でも
（ご主人がいても）
シニョーラが一番の中心であって、
旅行者のいろいろな望みに親身に

25

なって対応してくれる。英語がう
まくない人もいるが、そんなこと
は問題ではない。身振り手振りで
も問題を理解し、的確に解決法を
考えてくれるのである。こういう
人情を感じられる点では、イタリ
アと日本は似ているかもしれない。
山だけに限らない、ドロミテの魅
力と言えるだろう。
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10

ランナー
（サミッター）
として送っ
てくれた皆への感謝と、湧いてく

また、登山隊の構成は、報道隊

な雰囲気に使命感を感じていたこ
とも事実だ。

今回の成功の一因になったと信じ

か、すべての隊員が十二分の活動
をしたと言っても過言ではなく、

たち。松田雄一・副登攀隊長はト
ランシーバーを片手に右往左往、

て大学山岳部の出身である。無意

昭、伊藤礼造の３隊員は社会人ク
ラブの所属だが、後の隊員はすべ

して渡部節子さんが参加、ヒマラ

ーション・ルートからの登攀を取
り入れたこと。また、女性隊員と

■5

神﨑忠男

る登頂の感激を私は一生忘れない

ている。
この登山隊で特記すべきことは、

違いなく登ってくれるだろうと思
いながらも、
「頼むぞ、頑張ってく
れ」と不安と期待の中で固唾をの
む隊員たち。
突然、頂上から
「登頂成功！」
の
一報。トランシーバーを持つ松田
さんから「着いた……」のひと声。
ＡＢＣにいた隊員たちは「バンザ
ーイ、
おめでとう」
と声掛け合いな
がら大塚さんと握手、また隊員同
志も抱き合って喜び合う。隊員た
ちは、それぞれ今日までの苦労と、
その成果を噛み締めていた。日本
を出発したときから、今回登れな
ければ、諸外国の登山隊が待って
いるので、日本隊は登るチャンス
を失うだろう。どうしても今回は
登って帰らなければ、というよう

次のように綴っている。

だろうと思った、とも書いている。 員は除いて学術隊員、ドクターを
一方、
前進ベースキャンプ
（ＡＢ
含めると、松方三郎隊長はじめ総

分では急ぎたい手と足を、必死で
抑えて、ピッケルに力を入れた。

大塚博美・登攀隊長も
「マメちゃん

ヤ登山に新しい風を送り込んだこ
とも書き添えておきたい。世界初

トを越えて』
（１９８２年、
文藝春
秋刊）
の中で、
最後の登頂シーンを
《頂上かと思うと、またすぐ先に
高いこぶがある。ここで挫けては

「百里の道は九十九里をもって半

識ながらも自分の大学の名前を背
負って健闘したのも事実だと思っ

南壁
（現在は南西壁）
というバリエ

Ｃ）で今か今かと吉報を待つ隊員

ばとす」
（松田隊員の愛称）
、
まだかね……」
という諺が頭に浮かんで消えた。 と落ち着かない。天気や松浦・植

の女性によるエベレスト登頂は１

とうとう最後のこぶが見えた。

ている。そのような隊員構成のな

30
村両隊員の体調から判断して、間

勢 名。そのうち小西政継、吉川

終わりだ。
「慎重に、
慎重に」
と、
自

ベースキャンプで記念写真に収まる全隊員

50

RECOLLECTION

10 50

登頂 年を迎えるエベレスト登山隊

25

世界で６番目の登頂国に
私たちは頂上の下一〇メートルの
今からちょうど 年前の１９７
ところで息を入れ直した。深い興
０（昭和 ）年５月 日９時 分、 奮した呼吸であった。
日本山岳会エベレスト登山隊の松
九時十分。
浦輝夫、植村直己の両隊員は、世
松浦さん、続いて私と、世界最
界最高峰エベレスト
（８８４８ｍ） 高峰の頂上に立った。最終キャン
に初めての日本人として登頂した。 プを出てから三時間経っていた。
イギリス、スイス、中国、アメ
私 た ち は お 互 い に 抱 き 合 っ て、
リカ、インドに次ぐ世界で６番目 「やった、やった」
と喜びをわかち
の登頂国となり、サミッターとし
あった。松浦さんの眼鏡の下から
ては 番目、 番目となった。翌
涙が流れている。私の頬にもとめ
日には、平林克敏隊員とチョタ
どなく涙が伝わった。
》
レイ・シェルパが登頂した。
そして、頂上での１時間は一瞬
植村隊員はその著書『エベレス
のうちに過ぎていった。ラスト・
11

９７５
（昭和 ）
年の田部井淳子さ
どと思う隊員はいないだろうが、
んだが、もしこのとき渡部隊員が
残された仲間として大人しくして
登頂していたら、登山界が変わっ
いることも、自分にはできない。
ていたかもしれない。
昨年のラグビー・ワールドカッ
プでは
「ワンチーム」
という言葉が
登山隊も
「ワンチーム」
で
もてはやされたが、登山において
今回、登頂 周年に当たり会報
もチームワークなどチーム論は必
「山」にスペースをいただけたが、 要だと信じている。年間約３５０
ふる
今の日本山岳会会員にとって、旧
人も亡くなるスポーツは、登山以
き時代の過去の登山には興味も価
外にはない。
極端な言い方だが、
真
値も感じていただけないのが現状
の登山は
「勝つか負けるか」
などと
ではないかと思う。しかし、参加
い う な ま 易 し い も の で は な い。
させていただいた隊員としては、 「死ぬか生きるか」
の勝負と思って
当時は真剣に頑張ったと自負して
山に向き合ってきた。
おり、いささか自己満足になるが
この登山隊でも、成田潔思隊員
その想いを記させていただく。
やキクツェリン・シェルパの死、ロー
当時の隊員の半分はすでに亡く
ツェ・フェースでの平林・神﨑両隊
なった。年齢の関係から特にリー
員の九死に一生を得たような滑落

の実情はなかなか表面には出てこ
ない。亡くなった隊員たちも、恩

ていても後世まで語り伝えられる
が、仲間の数人を頂上に立たせる
ために、ともに苦労した隊員たち

った仲間のためにも彼らの努力や
成果をなんらかの形で残したいと
思っている。登頂者の名声は黙っ

ダー格の隊員は、登頂者の平林克
敏隊員しかお話ができない今、残
された隊員として、亡くなってい

かない。

伝いいただいた関係者のことも忘
れたり、無関心でいては納得がい

力を合わせてこそ成果が得られる
と言いたい。
現地へ行かずとも、
準
備段階で励ましてくれたり、お手

頂だった。自分が当事者だから言
いにくいところがあるが、登山に
おいても、ワンチームとして皆で

事故、連日の荷揚げでの疲労、高
度順応の不覚などを乗り越えた上
での協力や支えがあってこその登

の分からないこと言ってるの」と
言われそうだが、
「より高く、より
困難」
を求めて、
チャレンジ精神を
いそ
も っ てパイオニアワークに 勤 し む
ところに登山の醍醐味を感じてい

りと自信を持って登山や登山界と
向き合ってきた。時代が変わった
と言われるとそれまでだが、昨今
の登山界や日本山岳会に対して愚
痴や嫌み、泣き言というか不満が
多くなってきた。きちんとした会
員は皆、今の日本山岳会に満足し
ているのだから、自分の方に非が
あると分かっていても、会員とし

になったことで、会員として日本
山岳会のためにできることをして
いこうと、今まで会員としての誇

登頂を終えてベースキャンプに
帰ってきた松浦・植村両隊員は元
気ではあったが、植村隊員は雪目
でほとんど目を開けていられない
なかで、自分たちが頂上に立てた
のは皆さんのお陰で、隊員やシェ
ルパたちの働きがあって頂上に立
てた、と繰り返し繰り返し言って
いたことが、今でも強く印象的に
残っている。
き ざ
こう書くと「何を気障なこと言
ってるの」と言う御仁もいるかと
思うが、自分はこのエベレスト登
山隊をはじめいくつかの登山隊に
参加して、そんな育ち方をしてき
てしまった。
今の人たちには
「何訳

る。そして、自分なりの登山観を
信念として、旧い登山者気質を持
ったまま老人になってしまったよ
うだ。良く言えば一徹、悪く言え
ば頑固で、古典的な登山心情を振
りかざすので
「山岳原理主義者」
と
いうレッテルを貼られているが、
現代の登山とどう折り合いをつけ
るか葛藤を感じている。

エベレスト登山隊は私の原点
このエベレスト登山隊でお世話

前進ベースキャンプへの荷揚げで大活躍した〝担ぎ屋〟部隊

50

50

着せがましく
「語り伝えてくれ」
な

■6

900−２０20・5・２０
山

900−２０20・5・２０
山

うん ぬん

てきた自分にとって、１９７０年
日本山岳会エベレスト登山隊は、
周りがどう思おうが、言おうが自
分の登山の原点である。
そして、
日
本山岳会の大きな実績の一つとし
て、伝統と格式を支えていると信
じている。今日ある日本山岳会と
いう存在は、日本山岳会会員より
も周りや国際登山界において称賛
の声を多く聞く。
昨今のエベレスト登山は、テレ
ビでも放映されているように、時
としては１０００人近い登山者が
行列をなし、登頂待ちなどで遭難
騒ぎがあるとも聞く。そんな現状
のエベレスト登山に、まともに価
値観を 云 々 することができない
のも事実であろう。英国山岳会が

の死亡事故や当隊のシェルパの死
などで隊長の心理が分からないで
もなかったが、反面、不謹慎かも
しれないが、隊員の間では成田隊
員のためにも登って帰りたいと思
う人が多かったと思う。結果的に
は登頂成功ですべてのことが前向
きに考えられたが、報道隊員を含
め総勢 名からなる大所帯の登山
隊ゆえ、考え方や意見の違いがあ
ってもおかしくない。
撤収段階に入り全員がベースキ
ャンプに集結した夜、久しぶりに
お酒が出て、お酒の力を借りてか
日ごろの不満が爆発した。その様
子をスキー隊のシェルパが見て、
隊の報道記者にご注進した。帰国
後に見せられた週刊誌の「日本山

浅学非才ゆえこのあたりで筆を擱
きたい。興味ある会員の方は、エ

である。また、大阪万博が開催さ
れた年で、早速、エベレスト頂上
の石を展示会場に持って行ったが、
アメリカが月面着陸して持ち帰っ
た月の石がすでに展示されていて、
我々の展示は陰りぎみだった。
時代も１＄３６０円の時代で、
ビールの大びんが１４０円、都バ
スの初乗りが 円、新聞１ヶ月分
７５０円、国土地理院の５万分の
１地図が 円だった。私は父の建
築業を継ぎながら麻布でレストラ
ン
「ブリガンド」
を経営、妻のお腹
には３人目の子どもが宿っていた。
登山隊以外にもいろいろあり、こ
の 年が懐かしく思い出される。
もっとしっかり登山隊の報告を
書かなければいけないところだが、

お

岳会登山隊殴り合いの大乱闘」と
いう見出しの記事にはびっくりし

50

80

40
この１９７０年は、社会では赤
軍派のよど号ハイジャック事件や

年６月、毎日新聞社刊）
より〉

ベレスト登山隊の公式報告書を見
た。そのほか酒を飲み過ぎて態度
の悪いシェルパと隊員の決闘事件、 てもらうことをお勧めしたい。
現代では受けないかもしれない
カトマンズへ帰る飛行機の搭乗順
が、仲間が力を合わせて登頂した
番騒動、帰りのキャラバンの珍道
という、エベレスト登山隊が 年
中など、公式報告書では見られな
前に派遣されたことを知っていた
い事実もあり、 年という歳月を
だければ幸いである。 （ 評議員）
経て懐かしく思い出される。
〈写真はいずれも『毎日グラフ増
刊 エベレスト登頂 』
（ １９７０

39

三島由紀夫自決事件が起こった年

50

年、７度の登山隊を派遣して８
度目にやっと登頂できたという歴
史は、どうなってしまうのか。ま
た、我々エベレスト登山隊の苦労
はなんだったのか、 年という節
目の年に考えさせられてしまう。
私と平林隊員がローツェ・フェー
スで滑落した次の日に、成田潔思
隊員が心臓麻痺で亡くなったとき
は、もう登山が中止になるのでは
50

ないかと暗い雰囲気になった。
さらにスキー隊のシェルパ６人

50

30

ての自分のＤＮＡはそう簡単には
変えられない。役員の挨拶も財政
の話が主で登山の話は二の次、会
員増強も登山志向というより財政
難対策。若返りとして、ただ数字
的に年齢だけ若いということでや
みくもに入会させ、準会員制度を
導入しても正しく運営できれば問
題ないが、組織的には中途半端な
印象を自分では感じている。
年前とはいえエベレストに行
かせていただいた会員としては、
こんなことを書いては決まりが悪
いが、歴史や実績を大事にし、伝
統を重んじる古風な人生観に生き
50

エベレスト頂上で日の丸とネパール国旗を掲げる植村直己隊員

■7

「ぐんま県境稜線トレイル」は群
馬県北部から西部にかけての県境
稜線をたどるロングトレイルで、
２０１８年８月に全線が開通した。
谷川連峰を起点に、ほぼ南西方向
に新潟県境から長野県境へと延び、
四阿山南方の鳥居峠まで、その全
長は１００㎞を超える。岩稜から
爽快な稜線歩き、深い樹林や高原
状のプロムナードなどの多彩な山
岳景観に加え、トレイル沿線や麓
には水上、四万、草津、万座など
難所となっている。また、谷川連
峰西端の三国峠方面から白砂山を
経て野反湖へと抜けるにも、この

長１００㎞のロングトレイルが完
成したわけだが、三国山脈の最深
部に当たるこの部分は、開通後も
避難小屋やエスケープ・ルートが
なく、ビバーク適地、水場にも乏
しいという難区間であった。全線
開通後に改訂された「群馬県山の
グレーディング」でも、この区間
を含めた新潟県側の旧三国スキー
場から入って白砂山を往復するコ
ースは１泊以上が必要で、地図読
み能力が求められるＢ６ランクの

緯３６・７６２４８５１、東経１

中央、セバトの頭
（１８９０ｍ）
西
方に当たるムジナ平で、座標は北

にある。
避難小屋は鉄骨造りロフト付き
の平屋建て、大きさは縦５９７５
㎜×横２９７５㎜×高さ４６８０
㎜で、
室内面積は ・ ㎡ある。そ
のうち寝所は ・ ㎡＋土間３・
㎡あり、横になる形で同時に
人程度が使用可能。また、ロフト
部分
（３・３㎡）
にも入り口があり、
積雪時も使用可能となっている。
なお、天候や体調が急変したとき
などの一時的な利用を想定してい
るため、照明器具などの電気設備
やトイレ、暖房器具、寝具、食料
などは具えていない。また、管理
人も駐在せず、事前予約などの必
33

要もない。

避難小屋はできたが、あくまで
も最低限の緊急避難的なもの。喫
緊の課題解決ではあったが、トイ
レの設置など今後一層の充実も求
められる。また、トレイル全体を
見渡しても、既存の避難小屋が倒
壊し使用不能な状態の野反湖西方
の稜線上や、区間の長い四阿山周
辺など、避難小屋が必要な区間が
残されている。登山者の安全性と
快適性を増し、このロングトレイ
ルを、日本を代表する「稜線トレ
イル」に育てるためにも、今回の
避難小屋設置を第一歩とした、さ
らなるコース整備が求められてい
る。

（群馬支部事務局長 根井康雄）
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の名湯もあり、変化に富んだ２０
００ｍ級の稜線歩きが楽しめる。
このトレイルはほぼ既存の登山

区間途中でのビバークが必須であ
った。
ここに昨年 月、群馬県によっ

つては大学のワンダーフォーゲル
部などが挑んでいたが、近年では

11

ムジナ平避難小屋の外観

16

67

34

ぐんま県境稜線トレイルの
ムジナ平に避難小屋設置

道を結んだものだが、三国峠西方
の三坂峠から白砂山間のおよそ
㎞の稜線には登山道がなかった。

熟達者が残雪期に歩いている程度

３８・７３１６９４９。水場は稜
線を５分ほど群馬県側に下った所

この区間は密藪をかき分けて進む、 て整備が進められていた待望の避
高度なルート・ファインディング
難小屋が完成した。小屋が造られ
能力が求められる難コースで、か
たのは、この新規開通区間のほぼ

11

だった。
この区間に新たに道を開き、全

同避難小屋の内観

１０

900−２０20・5・２０
山

13

71

70

時の登山道は朝日岳まで。
小野さんは、最初に職場の仲間
を募って１９６１（昭和 ）年、
「さわがに山岳会」
を設立し、７名
の会員でスタートする。いきなり
登山道の開拓はできない。その準

かけられ、出頭を命じられた。犯
罪者扱いの事情聴取に耐えながら、
小野さんは自分の夢の実現に仲間
と無報酬・手弁当で拓いてきた経
緯を訴え続けた。だが、現場は県
境稜線。結果は誤伐とされ、厳重

「栂海岳遊同人」
の３団体が分割し

年近くは、さわがに山岳会が手
入れを継続したが、限界を感じた
小野さんは、 年に新たな仲間に
手伝いを願った。その後、現在ま
での間、小野さんと親交のあった
仲間が核となり「ベニズアイ・カ
タクリクラブ」
「ドンガラ山の会」
36

10

80

て登山道を維持してきた。しかし、
会員の高齢化が顕著となった。
昨年秋、
代表者から
「栂海新道を
守る仲間を募る」
と声掛けがあり、
新たな若手 人が結集した。
私たちは、今日までの栂海新道
に懸けられた先達の意志を受け継
ぎ、
これからも登山道
（および山小
屋）
を守り、
次世代につないでいく
活動の推進を誓い合った。栂海新
道に憧れ訪れる岳人たちに、この
縦走路を存分に楽しんでもらえる
よう努力していく。そして、来年
６月４日は栂海新道全線開通 周
年を迎える。そのための準備も一
歩一歩進めていきたい。

11

50

（栂海岳友会代表）
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10

栂海岳友会設立の経緯と趣旨
開通後の維持に終わりはない。

69

注意と弁償金の支払いで決着。し

68

27

アルプスと海をつなぐ 栂海新道

かも、
この先の伐開申請
（９種類の
NEWS
許可取得）
に３年を要した。
伐開作業は中断したが、小野さ
登山道を受け継ぐ栂海岳友会の設立
んは中間に山小屋が必要と考え、
越後支部 靏本修一
年、犬ヶ岳直下に栂海山荘を建
建設と新道開設）
に着手。その後、 てた。資材の荷揚げから建築まで、
栂海新道の開拓者とその歴史
つが み
年から本格的に新道造りを開始、 すべて会員と協力者の総力で成し
本年４月１日、栂海新道を守る
新たな山岳会として
「栂海岳友会」 まずは犬ケ岳への道を拓く。
遂げ、自費で賄ったのだった。
鋸、鉈、鎌の
「ヤブ刈り三種の神
が設立され、今シーズンから始動
年に朝日岳の麓、吹上のコルまで
けん
器」
を使い、
すべて人力フル稼働の
する。栂海新道の開祖は小野健氏
を、 年６月に親不知までの伐採
重労働。会員は皆サラリーマン。 作業を終えて、全線が開通した。
（出身は福島県。２０１４年、 歳
仕事以外の休日はすべてヤブ刈り
で死去）
。
小野さんは大学卒業後の
小野さんが構想し、仲間ととも
おう み
作業に専念する。
この時点では、
小
（現・
１９５６
（昭和 ）
年、青海町
に重労働に耐え、いくたびかの苦
野さんの最終目標が「アルプスと
糸魚川市）の黒姫山を職場とする
難を乗り越えた 年。ついにアル
海をつなぐ道」
であることを、
誰も
企業に就職。
彼の専門は爆薬で、
石
プスの高峰と標高ゼロｍがつなが
知らなかった。
灰岩を採る鉱山技師だった。
る栂海新道
（全長 ㎞）
が開通した
犬ケ岳までが終了すると、達成
春、黒姫山の山頂に立った小野
のだ。ヒマラヤ遠征が全盛のころ、
け う
感に浸る会員に向け、小野さんは
さんは、眼前に広がる飛騨山脈北
日本でも稀有な縦走路として注目
された。
66

と熱く
延の山並みが、日本海に連続して 「朝日岳まで道を拓きたい」
語り続けた。続く 年から、犬ケ
いることを知る。
「アルプスと海を
つないだら面白いコースができる。 岳より南方へのヤブ刈り作業を開
ひら
始。ところが突然、小野さんは富
いつか拓きたい」と念じ、壮大な
夢の実現に向け構想を練った。当
山営林署から国有林の盗伐容疑を

81

900−２０20・5・２０

備として黒姫山の開拓（黒姫小屋

犬ヶ岳山頂から見た栂海新道南部の稜線

31

山

さん け ん 通 信

山研の新管理人就任に当たって
山田和人
ために訪れることはなかったので
すが（冬季に飛騨沢から槍ヶ岳は
登っていますが）
、
この美しい景色
に触れたくて、社会人になってか
らは何度か訪れていました。
昨年９月に定年退職を迎えまし
たが、山々に囲まれた地を目指し

現在、世界中で新型コロナウイ
ルス蔓延のため、登山を含めた外
出自粛が強く求められており、上
高地も事実上の閉鎖状態になって
います。そのため、山研も開所が
遅れています。本来であれば、こ
こでも４月末の開所の様子や河童
橋付近の植物の状況をお知らせし
たいところですが、今年はそれも
叶いません。

工夫しながらやって
いきたいと思ってい
ます。皆様からのア

山頂付近は、融けてきたなと思っ
たらまた白装束に、を繰り返して

てきました。２０００ｍを超える

では、
山研が再開しましたら、
た
くさんの会員の皆様方の明るい笑
顔にお会いしたいと思っています。
それまでどうぞ、お元気でお過ご
し下さい。

◆上高地山岳研究所開所延期

のお知らせ◆

山岳研究所運営委員会では

臨 時 委 員 会 を 開 催 し、 新 型 コ

ロナウイルス感染症による緊

急事態宣言を受けて５月中は

山 研 を 開 所 せ ず、 ６ 月 以 降 に

開 所 し、 皆 様 の ご 利 用 開 始 を

目指すことを決定いたしまし

た（４月末時点）。

今後も状況を慎重に見極め

な が ら、 安 全 を 第 一 に、 利 用

日 ご ろ に、 改 め て 今 後

開 始 日 を 判 断 し て ま い り ま す。

５月

の見通しを本会のホームペー

ジや「さんけんブログ」にてご

報告いたします。

委 員 会 と し て も、 な る べ く

早く開所できるよう努めてま

い り ま す が、 会 員 の 皆 様 の ご

理 解 と ご 協 力 を 賜 り た く、 心

よりお願い申し上げます。

（山岳研究所運営委員会）
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２０２０年シーズンより上高地
山岳研究所（山研）管理人となり
やま だ かず ひと
ま す 山 田 和 人 で す。 日 本 山 岳 会
（特にＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ）
では、
渾名の
「ポール」
で呼ばれることも
多いですが、もちろん
「ヤマダ」
で
結構です。どうぞよろしくお願い
します。

ドバイスも真摯に受
け止めながら、より

いますが、日々変化する山肌の様

24

冬は妙高高原、夏は上高地で
上高地は高校１年生、 歳のと
きにワンダーフォーゲル部の槍ヶ
岳合宿で初めて訪れ、
それ以来、
山
の虜になった思い出の地です。大
学山岳部では、合宿が剱岳だった

良い山研にしていく

子は、人々の営みとは無関係なま
まに進み、自然の大きさを感じさ

て都会暮らしを卒業することにし
春の芽吹きは例年どおり
ました。冬は妙高高原
（新潟県）
で
上高地の様子をお伝えできませ
雪にまみれ、夏は上高地で冷涼な
んので、４月末の妙高高原の山麓
空気に浸り、生活していこうと思
の様子を少し。
います。
この冬は新潟県も少雪となり、
前任の元川里美さんが山研利用
コロナ禍の影響もあって、スキー
者に深く寄り添っている姿を昨年
場の営業終了も早まりました。４
まで見てきました。自分がどこま
月に入って一気に雪解けと思って
でできるのか、まだ
いたのですが、なかなか暖かくな
自信はありませんが、 らず、春の芽吹きは例年どおりと

所存ですので、よろ
しくお願いいたしま

せてくれます。

なっています。標高６００～１０
００ｍあたりでようやく山菜が出

す。

「ポール」
です。
どうぞよろしく

15

900−２０20・5・２０
山

900−２０20・5・２０
山

追

悼

年にはすでに大学山岳部員で、
磯野剛太先輩を偲んで
年には、日本山岳会が世界で初め
熊崎和宏
て７５００ｍを超える高所での縦
早咲きの桜が蕾を膨らませ始め
走を成功させたナンダ・デヴィ登
た去る３月 日に、磯野剛太先輩
山 隊 の メ ン バ ー と し て 活 躍 し、
がご逝去されたとの知らせが届き 『山と溪谷』
誌のカラー頁に登場さ
ました。昨年 月にご病気のこと
れていたので、その存在がヒーロ
を聞き、お見舞いをしていたので、 ーとして子ども心に強く焼き付け
この日が来ることを覚悟はしてい
られました。高校生になったある
ましたが、それでもいざその日が
来ると、気持ちの動揺を抑えるこ
とができませんでした。

ただいて一日中浮かれていたこと
が、お付き合いの始まりでした。

日、トレーニングをしていたとき
に初めてお会いして、挨拶をする
のに緊張しまくり、声を掛けてい

それからずっと私は磯野さんの
結婚に際しては仲人をお願いしま
背中を追い続けることとなりまし
した。なお、ご実家の磯野家は明
た。 年に日本山岳会がチョモラ
治屋を創業した名門ですが、市ヶ
ンマ北壁の初登攀に成功したとき
谷のＪＡＣルーム図書室にある
にも、８０００ｍを超える超高所 「磯野計蔵文庫」
は、剛太先輩の叔
でルートを切り開き活躍されまし
父上が書架を含めて寄贈された山
たが、出発前、僕ら高校生に
「君た
岳書のコレクションです。
ちが大学山岳部に来てくれたら、
年以降は、自らの登山活動か
一緒に海外登山をやろうぜ」と言
ら日本の山岳ガイドの育成・組織
われて有頂天になりました。
化に軸足を移され、ガイド資格を
大学時代には私の怪我もあり、 標準化して、国際山岳ガイド連盟
海外登山の目標は叶いませんでし
から加盟を認められるレベルに引
たが、卒業後２年目の 年に、磯
き上げることに尽力されました。
野さんが率いる中国・青海省の未
さらに、２０１４年に国民の祝
踏峰キレン山脈主峰の遠征隊に参
日として認められた
「山の日」
の制
加して初登頂を果たし、その後は
定にも、全国協議会の代表者とし
外国人に開放されて間もない、地
てその豊富な人脈を活かし、抜群
図なき広大な周辺地域の踏査行を
の行動力で政府や行政などに働き

変お世話になりました。谷川岳に

まだ遥か遠い先にありました。
海外遠征以外でも公私ともに大

できましたが、先輩の背中はまだ

野さんがネパール側日本隊登攀隊
長を、私が登攀隊員を務めて成功

モランマ交差縦走登山隊では、磯

ふたりだけで行ないました。
年の日・中・ネ３国合同チョ

っかり受け継いで、後に続く成蹊
岳人の育成に尽力しなくては、と

るとともに、磯野先輩の遺志をし

哀悼のお言葉が届けられました。
ここに心からご冥福をお祈りす

密葬には、天皇・皇后両陛下から

て」とお兄様におっしゃっていた
だき、妻とともに参列を許された

から、おふくろのそばにいてやっ

掛け、その実現を推進されました。
「熊ちゃんは家族みたいなものだ

90

ある成蹊山岳部の
「虹芝寮」
では数
え切れない日々をともに過ごし、

80

ご実家やご自宅にもお邪魔したり、 いう想いを新たにする次第です。
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76

1954年1月24日 東京都港区生まれ
1973年 都立日比谷高校を経て成蹊
大学経済学部に入学し、山
岳部に入部
1976年 ナンダ・デヴィ縦走登山隊
1980年 チョモランマ北壁登山隊
1980年 成蹊大学マッキンリー登山
隊で山頂よりスキー滑降
1984年 カンチェンジュンガ縦走登
山隊で中央峰登頂
1985年 キレン山脈主峰登山隊
1988年 日本・中国・ネパール３国
合同チョモランマ／サガル
マータ登山隊
2020年3月11日 逝去、享年66

磯野さんは、私が成蹊中学校山
岳部に入部した１９７４
（昭和 ）

会員番号8001

85

O B I T U A R Y

49

磯野剛太（いその・ごうた）

88

11

11

きりえ作品で山を語る
東山一勇気
山へは日常生活を離れ、新鮮な
自然との出会いを求めて出掛ける。
独学で
「きりえ」
を始め 年。海外
の様々な国や日本の各地を訪れ、
そこで出会ったインパクトある魅
力的な山や風景を作品にしてきた。
訪れたのはヨーロッパ、北アメリ
カ、オセアニア、アジア、日本。こ
こでは、その代表的なきりえ作品

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

作品らしく構図を考えた。山小屋
に向かう登山者、山や高原は黄色
や緑の和紙を使った。

会員の皆様のご意見、エッセイ、

ロミテを代表する景観だ。かつて
海底で生物の死骸が堆積してでき
た石灰岩の山々、エーデルワイス

ツェルマット
スイス・ツェルマットの夏。お
花畑からカラフルな帽子を被る
人の山ガールが木立を額にしてマ
ッターホルンを仰いでいる。高原
には仲の良い夫婦の登山者、奥の

５点を選び、デザインや作風、和
紙の使い方を紹介する（カラーで
お見せできないのが残念）
。

S

雪渓の薄青はグラデーション和紙

ドライチンネ
イタリアのドライチンネは、ド

度でお願いします）

3

N
など高山植物、流れる雲はきりえ

を千切って表現した。空のブルー
が印象的だった。

クレイドル・マウンテン
オーストラリア・タスマニア島

日本山岳会公募登山で登った。山
の形状が揺りかご
（クレイドル）
に
似ていることからこの名称がある。
玄武岩の山と高原、流れる雲の表
現は苦労した。山肌は黄色のグラ
デーション和紙を使った。

上高地
上高地帝国ホテルは、穂高連峰
を背にして立つ、日本最初の山岳
リゾートホテル。深紅の三角屋根、
丸太小屋風
（シャレー風）
の壁、標
高１５００ｍの森、それぞれのイ
メージをデザイン。赤を基調に屋
根と丸太を表現。壁の石部分はモ
ノトーン、穂高連峰に懸かる雲は

の中心にあるクレイドル・マウン
ブルーの和紙と白のデザイン紙を
テン。山頂
（１５４５ｍ）
は右端だ。 千切って表現した。登山客をデザ
インすることで、山岳リゾートホ
テルらしく表現できた。
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東西
南北
40

900−２０20・5・２０
山

19

93

近代登山の聖地
横浜市山王山
小原茂延

どの趣味を持っていることが分か
り親交を結ぶ。やがて岡野の案内
で丹沢など近辺の登山を始め、乗

10

14

2

38

ものだけでなく、広く我が国登山

界における近代登山の黎明であり、
その意味からも横浜市山王山は
「近代登山の聖地」
と呼ばれるのに

42

39

27

8

が創立される上で重要な場所とな
ったのである。現在、烏水旧居付
近に小さな公園がある。その地に

このように、山王山の烏水旧居
には近代登山の先駆けとなった大
先達が若き日に訪れ、日本山岳会

おもかげ

俤 であったという。明治 年夏に
高頭、高野らとの赤石岳縦断行が
その事実を確認したが、烏水から
のその報に接することなく荻野は
夭逝
（ 歳）
していた。その赤石岳
縦断山行に途中まで加わっていた

ふさわしい土地である。山岳会の
創立間もないころ、山王山を訪れ
た中で特異な人物に荻野音松がい
る。
明治 年 月に
「駿州田代山奥
横断」
踏破、
悪沢岳の名をもたらし
た報告者であり、日本橋本銀町に
住む若者で、風貌はまだ子どもの

小島久太（烏水）の一家が四国・
高松を離れ、東京・神田でわずか
過ごした後、父寛信が横浜税関に
職を得たことから、横浜市西戸部
の通称山王山と呼ばれる地の税関
官舎に移り住んだのは明治 年、
烏水２歳のとき。爾来、周辺を何
度か転居しながらも滞米時代を挟
んで 年余の長きにわたり居住し
た土地である。少年のころより富
士山や箱根、丹沢の山々を仰いで
過ごしたと述懐している。

茨木猪之吉は西戸部近辺に住んで
おり、烏水が茨木の養父と知り合
いという出会いだった。

沢を経て神河内に至り、槍ヶ岳登
頂を果たし、
のちに槍ヶ岳を
「近代
登山発祥の山」
としている。
そのこ
ろ、
同じ西戸部に住む山崎小三
（紫
紅）
とも知り合って八ヶ岳、
甲斐駒
ヶ岳への山行をともにした。その
途次、甲州台ヶ原で昼餐の後に発
念し、
書き留めたのが
「山を讃する
文」
だ。
小島烏水が明治 年にウェスト
ンの「北岳登山記」を翻案した「甲
斐の白峰」を雑誌﹃太陽﹄に発表し
たことから、武田久吉ら日本博物
学同志会の注目を集め、武田が偶
然、山崎紫紅に小島烏水のことを
尋ね、明治 年 月、武田久吉・
高野鷹蔵が山王山の烏水宅を訪問

その烏水宅を訪れた人々のうち、 するに至ったのである。前後して
山に関係する群像を拾うと、まず
志賀重昂の助言を受けた新潟の豪
岡野金次郎が挙げられるだろう。 農で愛山家である高頭仁兵衛が﹃

近代アルピニズムの聖地としての
ささやかなモニュメントができな
いものか、会員の浄財と地域住民

明治 年の徴兵検査でともに丙種
不合格だったことから知り合い、
お互いに山歩きや芝居、浮世絵な

日本山嶽誌﹄の原稿の山を携えて
山王山に来たり、それ以前に先の
岡野金次郎がＷ・ウェストンの著
あい ま
書を発見していたことと 相 俟っ
て、ここに日本山岳会結成の芽が
兆し、ウェストン師の強い勧めも
あって英国のアルパイン・クラブ
に倣い、明治 年 月 日の山岳
会結成の夜を迎えた。
鞍岳に登るまでとなり、そこで望
んだ槍ヶ岳（その前に稲倉峠から

8
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37

視認）こそ目指すべき山であると

27

武甲山
埼玉県・武甲山。秩父の名山は
石灰岩が採掘され、山頂が削られ
た悲しい歴史を持つ。今も麓で採
掘は続けられている。産業による
自然破壊で自然が失われた山。可
憐なカタクリや芝桜を前面に、色
彩はピンクや紫、流れる雲は白い
和紙を千切り、明るい春をデザイ
ンした。


数多くの作品の中から 点を掲
載した作品集『
The
Joy
of
Life
in
（
Paper
Cutthe World of Kirie
）
「きり
ting
-Collection
of
Works（Ｂ５判 カ
え」で至福の人生 』
ラー 英和表記 １２７ページ
ネット書店）
を出版。山
AMAZON
関係は 点を掲載。ＪＡＣルーム
に寄贈してあるので見てほしい。

38

への啓蒙、行政などへの働きかけ

8

それはひとつ当会の創立に関る

50

して、明治 年 月に白骨から霞
35
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山

山
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図書受入報告
（2020年4月）
著

者

書

名

頁／サイズ

発

行

者

発行年 寄贈／購入別

日本山岳画協会（編）

山に魅せられた画家達 ：日本山岳画協会創立85周年記念画文集 132p／21cm 日本山岳画協会

2020 発行者寄贈

プラネットライツ（編）

高野山の誕生（「時空旅人」Vol.55）：弘法大師空海が見守る霊峰への旅 120p／29cm 三栄

2020 編者寄贈

宮津洸太郎（編）

チャムラン登山隊2018報告書 ：日本山岳会 青年部

辰野勇

モンベルの原点、山の美学 /のこす言葉シリーズ 130p／18cm 平凡社

2020 出版社寄贈

五十嶋一晃

類例のない伊藤孝一の登山

2020 著者寄贈

菊地敏之（編著）

関東周辺 マルチピッチルートスーパーガイド /クライミング・ガイドブックス 151p／21cm 白山書房

350p／21cm 五十嶋商事

新潟県山岳協会（監修） 新潟100名山＋10
清水和男（編）

52p／30p 日本山岳会青年部 2020 発行者寄贈

2020 出版社寄贈

264p／21cm 新潟日報事業社 2020 監修者寄贈

青い山脈の足跡 ：山歩集団 青い山脈 設立30周年記念誌 179p／26cm 山歩集団 青い山脈 2018 高澤光雄氏寄贈

高山芳治（編）

ぽろしり ：苫小牧山岳会創立50周年記念誌

171p／30cm 苫小牧山岳会

2004 高澤光雄氏寄贈

小出博行・小出和子

ふたりの山歩き

168p／22cm 葦書房

2001 著者寄贈
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により、近き将来、
「 記念碑の建
立」が実現することを願ってやま
ない。

今は我慢のとき

山屋を自任するあなたがこの時
期に遭難したら、世の人は山を愛
する人すべてを非難するだろう。
どうしても山に入りたければ登山
計画書
（届）
を見直し、登山口に投
函するのを忘れるなと警告する。
残雪期の締まった雪面にアイゼン
を蹴込みながら登る、待ち受ける
頂には銀色に輝く眺望が待つ。こ
の山の魅力は想うだけで心震える
ものがある。貴方なら分かってい
るだろう、この魅力に伴う危険性
の高さを。
滑落遭難すれば捜索、
救
助隊が出る。今年の救助隊には二
重遭難の危険性が絶えず付きまと
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池本順平
と き

やめなさい、単独行・無届け登山・
自信過剰は

テント担いで山に向かうだろう。
中高年の登山者はまず家族が止め
るだろう。連絡先の所属山岳会で
はこの時期やめろと言うだろう。
心配なのは定着した登山届を煩わ
しく考え、無届け登山に走る者が
増えはしないかと思えることだ。

危険性を考えれば山小屋閉鎖は当
然の処置だろう。それでも、登山
依存症？ の面々は静かで良いと

里桜舞い 花も終わりの時季を
告ぐ 令和二年に愛でる人なく
春の祭礼には、大正期スペ
イン風邪以来の疫病退散の祈りが
上げられた
人の営みは見えな
い影に怯えて家にこもり、変わら
ず咲き誇る花の移ろいに気づかぬ
日々を送る。
登山自粛の要請が入った。濃厚
接触状態で宿泊し、感染拡散する
⁉

‼

900−２０20・5・２０
山

う。もし遭難者が新型コロナウイ
ルス陽性者であれば、捜索隊員す
べてに高い確率で感染者が出る。
出れば、その地域における救助活
動はストップするのだ。
はや

今出ているのは、登山完全自粛
要請だ！ 悪天時に引き返す勇気
が、家を出る逸る気持ちを止める
勇気に求められている。一日も早
く終息することを願い待とう。

図書紹介

たからである。私も後年、アラス
カの北極圏に数回旅をする幸運に
恵まれたが、当時でさえ小型飛行
機から見た光景は、眼下に広がる
ツンドラと蛇行する大河が延々と
続き、まさに原生の自然そのもの
だった。
本書は、その
「オレ」
、伊藤精一
氏が罠猟で生計を支えた 年を振
り返った体験記である。先住民か
ら広大なトラップライン
（罠猟場）
を譲り受け、彼らの生息領域に罠
を仕掛け、
採集するプロの
「トラッ
パー」
となる。鋼鉄の強力な罠で、
㎏もある巨大なオオカミと対決
したり、
ビーバーやグズリ
（アナグ
マのような動物）に苦労して罠を
30

狩猟にあるのではない。
「オレ」
の
破天荒な生き方とアラスカの隣人

などが生き生きと描かれ、興味が
尽きない。ときに
「ダーーーン」
と
か
「バリバリバリー」
という擬音が
気になることもあるが、膨大な量
のテープを起こし、語りを整理し、
編集した編者の労苦は大変なもの
だったと思われる。そうした舞台
裏を感じさせない仕上がりもまた
好感が持てる。
後世に語り継ぐことの大切さを
さりげなく教えてくれる一冊と言
（神長幹雄）
えよう。 

羽根田 治著

十大事故から読み解く山岳
遭難の傷痕

山岳遭難に関しての著作オーソ
リティーと言ってもよい羽根田治
氏による最新の書き下ろしである。
今回注目されるのは、近年の遭難
事故を扱うのではなく、山をやっ
ている者なら少なからず
「ああ、
あ
りのおもしろさに引き込まれると
ころにある。当時の人々の暮らし

たちが実に魅力的に描かれて、語

ぶりや変わりものの友人たち、ブ

の事故」と思い浮かべることので

だが、この本の真骨頂は罠猟や

ると、ときに死と隣合わせの対決
になることもあるという。

仕掛け捕獲する話は、一種の活劇
のようでもあり愉快だ。クロクマ
やムースなどの大型獣の捕獲とな

60

ッシュ・パイロットたちとの交流
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“

伊藤精一著

70

2020年2月
山と溪谷社
四六判400㌻
定価 1700円＋税

ずみずしい若い感性のもとで、ア
ラスカの洗礼を受けることの大切
さを説いた逆説的な表現である。
この本の著者である伊藤精一氏
もまた、そんな
「アラスカ・フリー
ク」
の一人だった。
１９４０年東京
生まれの
「オレ」
は、サラリーマン
生活を送りながら、どこかしっく
りしない感覚にとらわれていた。
歳を過ぎて最後のチャンスと思
ってアラスカに渡ったというが、
ぎりぎりのところで間に合ったこ
とになる。 年代前半のアラスカ
は、石油パイプラインの工事がま
だ始まる前で、それこそ手つかず
の豊かな自然が至る所に残されて
いた
「ラスト・フロンティア」
だっ

30

俺のアラスカ――伝説の 日
“
が語る狩

本人トラッパー
猟生活

「アラスカには、若いころに行く
な」
という格言めいた言葉がある。
多感な青年時代、アラスカの広大
な自然に刺激が強過ぎて、人生観
がガラッと変わってしまうことが
あるからだという。もちろん、み

2020年1月
作品社
四六判268㌻
定価 2200円＋税

900−２０20・5・２０
山

著者自身が
「あとがき」
で記して
いるように、今回取り上げた事故

かけだったと言う。

遭難事故の詳細が気になり調べ始
めたのが、そもそもの執筆のきっ

きる、かつての記憶に残る十大事
故を取り上げ、その詳細を改めて
調べ上げ検証している点で、これ
までの著書と一線を画している。
さて、本書ではたとえば「木曽
駒ヶ岳の学校集団登山事故」
、
「谷
川岳の宙吊り事故」
、
「愛知大学山
岳部の大量遭難事故」
、
「吾妻連峰
のスキーツアー遭難事故」
、
また最
後にはまだ記憶に新しい「トムラ
ウシ山のツアー登山遭難事故」な
どが取り上げられているが、そう
した遭難事故があったことはおお
よそ知っているつもりでも、では
実際にそれがどんな事故だったの
か？と改めて問われても、具体的
にはよく分からないのが現状であ
る。著者もそうした過去の大きな

持つ力に拠るところが大きいだろ
う。

ている著者の構成力のほか、文の

いほどの吸引力があるのも、綿密
に資料を漁り、調べ、まとめ上げ

いう検証作業をとったのだが、そ
の 作 業 に〝 一 役（ 実 際 は そ れ 以
上？）
買った〟
のが日本山岳会の図
書室であったとも明記されている。
「 もし日本山岳会の図書室がなか
ったら、おそらく本書は世に出て
いなかっただろう」
と。
おそらく山
岳関係に限れば国内でも屈指の資
料を有している日本山岳会の図書
室を、このような形で評価しても
らえたことに感謝するとともに、
誇りに思う。
前記のような方法で熱心に調べ
上げられたそれぞれの事故の詳細
を読めば、
〝なんとなく〟
だった記
憶が、改めて〝実際はそうだった
のか〟と気付かされる。どの件に
ついても読み進める手が止まらな

献を可能な限り集め、読み込むと

してまとめるという形」が通用し
ない。そのために著者は過去の文

者に会って話を聞き、それを整理

たような検証作業、
つまり
「事故の
当事者および救助隊員などの関係

やるせなさが繰り返し読む者に突

……」
あるいは
「○○をしていれば
助かったのに……」という無念、

てこのときに○○しなかったのか

今だから言える
「たら・れば」
が背
景に散見され、そうした「どうし

そこには遭難という落とし穴に、

900−２０20・5・２０

に関しては、これまで行なってき

山

11

見ることができるし、ＴＶの旅番
組でドローンからの空撮が頻繁に
出てくるご時世ではあるが、本書
は定期便の機窓から撮影された２
３６枚の美しい名峰の写真が主人
公だ。著者は通産省工業技術院地
質調査所に勤務する研究者で、登
山者の視点から書かれたものでは

られない」とは本書の巻頭に書か
れた文章であるが、飛行機も同様
である。今やネットで衛星画像は

「バスの窓から見える景色は映画
のようだけれども映画の料金は取

と以前から思っていた。

そのうちに覚えた日本地図や県別
きつけられる。そして一見どうと
いうこともないような判断のミス、 地図を白紙の紙に書き始めた。都
市や山、川なども書き加え、手製
思い込み、また考えのなさが、命
の地図を作成した。初フライトは、
取りにつながる岐路であることを
大学３年の就職活動のときで遅か
教えてくれている。
本書はそうした
〝岐路での誤り〟 ったが、プロペラ機のＹＳ 。眼
下には日本地図が広がっており、
を防ぐために、現実を客観的かつ
目が離せなかった。
丁寧に調べ、説得力ある言葉で読
新型コロナの影響で、出張はし
む者に意識を喚起していると同時
ばらくお休みだが、私の仕事の半
に、多くの人の記憶に残る山岳遭
難を今という時代の中で捉え直し、 分近くは出張で、そのまた半分近
くは飛行機を使う。列車の車窓か
的確・簡潔に記し検証した点にお
ら見る山の名著には『車窓の山旅
いて、意義深い一冊であると思わ
中央線から見える山』
や
『車窓展
（中村好至惠）
れる。 
望の山旅』
などあるのに、
なぜ飛行
機から見る山の本はないのだろう、
須藤 茂著

旅客機から見る日本の名山

私が地図を大好きになったのは、
小学２年のときに担任の先生から、
全国道路地図をいただいたからだ
った。
小学生が見るには分厚い、
字
も小さな道路地図であったが、学
校から帰っては道路地図を眺め、

2019年11月
イカロス出版
B5版186ページ
定価 1727円＋税
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告

に伴う対応および影響について討
議した。
（古野）



４月来室者

日 常務理事会
日 理事会

2

名

会員異動
物故
都甲豈好
（１２０５７） ４
･ ・４
福山 佶
（１３９３６） ・７・
退会
須田麻記子
（１１８６３）
若山暢子 （１２１３０）
岐阜
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12

12

【協議事項】
１・新型コロナウイルス感染防止

承認）
（永田）

12

副会長、永田・萩原・古川 【報告事項】
１ ･名の正会員と 名の準会員
各常務理事、安井・清登・
の入会を承認した旨、報告があっ
清水・飯田・柏・近藤各理
た。
（古野）
事、石川監事
【欠席者】野澤副会長、神尾理事、 ２・ 件の寄附金の事前申請およ
び 件の寄附金受入について報告
黒川監事
があった。
（古川）

15 7

３・２０２０年度特別事業補助金
低価で予約できるようになったと 【審議事項】
審査結果の報告があった。
（坂井）
１ 新･型コロナウイルス対応によ
はいえ、翼やエンジンよりも前の
４・山研運営委員会の業務報告が
る令和２年度４～６月の初年度年
席の座席指定は有料、窓ガラスが
（安井）
会費の減額処理について審議した。 あった。
綺麗かどうか、気象条件や飛行機
５・国土地理院ＷＧの業務報告が
（永
の 込 み 具 合 に よ り 飛 ぶ ル ー ト は （賛成１名、反対 名で否決）
あった。
（安井）
田）
日々変わる。空港近くでは風向き
６・職員への雇用調整助成金の申
２・特定資産
（固定資産）
の取り崩
により離着陸の方向も異なる。強
し処理の承認 について審議した。 請 に つ い て 経 過 報 告 が あ っ た。
敵の窓ガラスの反射を避けるため
（賛成 名、反対なしで承認）
（古 （近藤）
黒い布を当てての撮影。
７・令和 年度４月開催予定の評
川）
空から見下ろす山の姿には、地
議員懇談会を中止する旨の報告が
３・波多野理事退任に伴う委員会
上からとはまた違った美しさがあ
あった。
（永田）
担当理事の就任案について審議し
る。機窓から見える山の風景をぜ
た。
（賛成 名、反対なしで承認） ８・東京多摩支部からの準会員規
ひお楽しみいただければ。
程の修正依頼があった。
（永田）
（古野）
では、良きフライトを！
９・会報
「山」
４月号の発行につい
（木根康行） ４・ 埼玉支部長の交代について
て報告があった。
（節田）
審議した。
（賛成 名、
反対なしで


報

【オブザーバー】
節田会報編集人

19 20

ない。出版社も航空雑誌を発行す
る出版社である。
写真中にはアルファベット記号
がふられ、
写真下には撮影年月、
搭
乗路線名、座席の左右の別、どの
方向から撮影したかを示す 方位
記号が示され、写真中のアルファ
ベットごとに山名、標高が記載さ
れており、富士山を筆頭にあとは
北から南に掲載されている。それ
ぞれの山の成り立ちや地質など専
門家らしい解説も随所に見られる。
また、撮影余話として機窓から
撮る苦労話が語られている。
「山
の写真が撮れるかどうかは運次
第」
、
天候だけではない。ＬＣＣが

17

4月

15

24

15

00

【出席者】古野会長、山本・坂井各

28

16

務

令和２年度第１回
（４月度）
理事会
議事録
日時 令和２年４月 日㈬
時
分～ 時 分
場所 集会室＋オンライン（ｚｏ
ｏｍ）
19

12

28

1

2

会
00

900−２０20・5・２０
山

酒井 広
湯沢幸一
北村俊之
三宅清和
中本 博

（１２８５５）
東海
（１２９５４）
（１３８２７）
東海
（１３５４０）
北九州
（１５３１５）
広島

山行委員会

藤谷百合子
（１５５０９）
広島
志茂龍章 （１５７２６）
広島
野﨑 実 （１６１６５）
信濃
笹倉知子 （Ａ０１１１）
無所属
大根菜津美
（Ａ０１５２）
東京多摩

─桃ノ木山の家 時
（泊）
❖編集後記❖

７月 日㈯桃ノ木山の家７
◦今月号 ページに、熊崎和宏会
時─日出ヶ岳 時 大台
員が追悼記事を書かれていますが、
ヶ原山駐車場解散（ 時
磯野剛太会員が亡くなられました。
分と 時 分発の近鉄大
まだ 歳で、日本山岳ガイド協会
和上市駅行きのバスに乗
や全国山の日協議会の理事長を務
れます）
。
められ、八面六臂の活躍をされて
募集
名
いた最中での訃報でした。両団体
参加費 １万５０００円
（宿泊費、 とも変革期に差し掛かっていただ
日弁当、行きのバス代。 けに、早過ぎる死が惜しまれます。
事務費、保険）
◦磯野さんとは旧知の間柄でした
申込み ６月 日㈭までに氏名、 が、特に深くお付き合いしたのは、
性別、住所、自宅電話番号、 トムラウシ山遭難事故調査特別委
携 帯 電 話 番 号、 緊 急 連 先
員会です。彼独特のソフトな語り
（氏名と続柄）
明記の上、左
口で粘り強く口説かれ、座長を命
記に申込み。
じられて関係者の聞き取りと報告
書執筆に忙殺されました。それで
も、その間隙を縫ってたびたびお
30

17

sanko@jac.or.jp
０３ ６８８６ ４３９２
そ や み き
山行委員会 征矢三樹宛

30

◆大杉谷渓谷から大台ヶ原山
山行委員会

宮川上流の大杉谷渓谷を登って
大台ヶ原山の日出ヶ岳まで登りま
す。澄み切った美しい川や大迫力
の滝、モスフォレストなど、水辺
の美しさを楽しむことができます。

14

訂正 
「会報」４月号（８９９号）
、会員

14

谷沿いの桟道状の道を歩きます。
日本一の多雨地帯ですので雨具と
ヘルメット必携です。ただし、新

酒を呑みましたが、実は一度も一
緒に山へ行っていないのです。そ

（節 田重節）
れだけが心残りです。

■ 19

山行と講習会の中止について 


山行委員会の山行と講習会
に参加ご希望の皆様、
残念なが
ら新型コロナウイルス感染対策
のため左記の山行、
講習会を中
止いたします。ウイルスの感染

11
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15

25

10

11

異動の
「吉部恵里
（Ａ０１２８）
」
と
型コロナウイルスの影響により延
期あるいは中止の場合があります。 あるのは「吉部恵理（Ａ０１２８）
広島」の誤りでした。訂正してお
期日 ７月 日㈮、 日㈯
詫びいたします。

66

900 号

インフォメーション
集合 ＪＲ紀勢線三瀬谷駅
時
分
行程 ７月 日㈮道の駅奥伊勢お

おだい 時 分─大杉渓
谷登山口 時─
（渓谷歩き）

10

状況、感染防止対策
（三密状態
解消）
、山 小 屋 の 営 業 中 止 な ど
の状況、地元の方々の意向など
日

を鑑みて中止を決定しました。
①
「 南八ヶ岳 縦 走 」
（６月
～ 日）
②
「救急救助講習」
（６月 日）

11

30

山
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