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２ ０ １ ８ 年 に 続 き、 昨 年 は 台 風 に よ る 甚 大 な 被 害 が 発 生 し た。 特
徴 は 東 日 本 の 山 岳 に 被 害 が 集 中 し た こ と と、 号 に よ る 被 害 が 大
き か っ た こ と に あ る。 そ の 台 風 被 害 の 特 徴 と、 被 害 が 東 日 本 の 特
定 の 山 域 に 集 中 し た 点 に つ い て、 気 象 予 報 士 の 猪 熊 会 員 に 考 察 し
てもらった。これを参考に秋の台風シーズンに備えたいもの。

わたって停電が発生しました。山
岳地域での被害は房総半島や三浦
半島、伊豆半島などで起き、東日

りです。 号では千葉県や伊豆諸
島を中心に、暴風による家屋の損
壊が相次ぎ、千葉県では長期間に

号と 号による登山道の被害
年に襲来した台風の中でも特
に 号と 号による被害が大きか
ったことは、皆様もご承知のとお

を更新しています。それに対して、
時間降水量では観測史上１位を
更新した地点は１地点もなく、９

す。台風通過期間中の最大風速を
見ると、伊豆半島から関東南部沿
岸の 地点で観測史上１位の記録

山など房総半島の山岳、鎌倉アル
プスや天城山などで、倒木や土砂
崩れによるものが多くなっていま

◆ 号による被害の特徴
号は暴風による被害が大きく、
千葉県市原市におけるゴルフ練習
場の鉄柱倒壊事故や、千葉県内の
大規模停電による被害が大きく報
じられました。
登山道の被害も、
鋸

りも暴風が猛威をふるった台風と
言えるでしょう。
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ました。

被害が発生し、関東地方、山梨県
の山岳でも倒木などの被害が多数

本の沿岸部と伊豆諸島に集中して
いました。
一方、 号では南アルプスや関

てそれぞれ西日本、東日本の山岳
で大きな被害が発生しました。
号では近畿地方の山岳で甚大な被

19

猪熊隆之

発生しました。
一方、 年は東日本の山岳に被
害が集中しています。これは、東

東山地で甚大な被害が発生し、八
月１位が大島と千葉県成田市の２
ヶ岳、三浦半島、上信国境の山岳、 ヶ所のみです。
妙高山など上信越地域も含む広い
このことからも、 号は大雨よ

24

害があり、北陸地方の山岳や北ア
ルプスでも被害が発生しました。
また、 号では八ヶ岳、南アルプ

21

２０１９年の台風被害の特徴
年は、台風 号と 号によっ

日本に強い勢力で上陸した台風が
多かったためで、特に台風 号で
は八ヶ岳、南アルプス、奥秩父、関

▶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

範囲で倒木や沢の氾濫、土砂崩落
などの被害が発生しました。

２０１９年に襲来した台風の特徴と、
山岳による被害の差異について
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2020 年（令和 2 年）
東地方、上信越、東北地方太平洋
側の山岳に大きな被害をもたらし

19

18

スで林道の崩落や沢の氾濫、橋の
流出、土石流、倒木などの甚大な

24
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◆ 号による被害の特徴
号は大雨によって河川の氾濫
や堤防の決壊、土砂崩れが相次ぎ、
居住地域に大きな被害を出しまし
た。千曲川、阿武隈川、那珂川な

ど 河川、１３
な被害を受けました。特に南アル
０ヶ所で堤防が
プスでは土砂崩れや河川の氾濫、
決 壊 し た ほ か、 増水による橋の流出、登山道の崩
信濃川、阿賀野
落などが相次ぎ、甚大な被害が発
川、多摩川など
生しました。暴風による被害もあ
多くの河川で堤
りましたが、大雨による被害に比
防越え氾濫が発
べると平地での被害は小さいもの
生しました。ま
でした。
さに日本を代表
その一方で、登山道における倒
する大河川、そ
木の被害は東日本の広い範囲に及
して中小河川が
び、大きいものでした。 号によ
同時多発的に氾
る最大風速は、 号に比べて非常
濫し、甚大な被
に広い範囲で観測され、日本海側
害をもたらした
でも ｍ／ｓを超えている地点が
のです。こうし
ありました。また、観測史上１位
た被害は、極め
を更新したエリアも広範囲に散ら
て異例なことと
ばっています。この点でも、観測
言えるでしょう。 史上１位を更新した地点が関東南

た理由は、 号と 号の性質の違
いによるものです。
◆台風 号
号は強い勢力でありながら、
暴風域や強風域の半径が小さいコ
ンパクトな台風です。一方、 号
は強風域の半径が６００㎞と大型
の台風です。上陸直前の台風の中
心気圧は 号が９６０㍱（三浦半
島通過時は９５５㍱）
、 号が９５
５㍱とほとんど変わりがありませ
ん。同じ中心気圧の場合、コンパ
クトな台風ほど中心付近の気圧傾
度が大きくなり、大型の台風に比
べて中心付近、特に進行方向の右
側で風が強まる傾向にあります。
台風の進行方向右側は
「危険半円」
と呼ばれ、台風自身の風と台風を

15

部から伊豆諸島に集中している
号とは大きく異なっています。

15
の台風で被害状況が大きく異なっ

風が強まります。

ど首都圏の山岳やその東側に当た

害がそのほとんどを占めています。
山岳における暴風の被害は、台
似たような進路を取りながら２つ
風が通過した三浦半島、高尾山な

19

移動させる周りの風が同じ向きに
なるため、進行方向左側に比べて

このように大
きな被害が発生

19

実際、
図１をご覧いただくと、
最
大風速の観測史上１位を記録した

19
台風 号と 号の違い
これまで 号と 号による被害

19

したのは、河川
の上流部に当た
る山間部で記録
的な大雨となっ
たことが大きな
要因です。図２をご覧いただくと、
東日本から東北地方にかけての多
くの地域で、観測史上１位を更新
していることが分かります。
この大雨によって登山道も大き

15 19

19

15

15
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15

15

地点のほとんどが進行方向の右側

15

の特徴について見てきました。大

19

です。千葉県で停電や家屋の被害
が大きかった地域も、台風が通過

15

雑把に言えば、居住地域での被害
は 号が暴風によるものが多かっ

20

した東側の地域になります。

71

たのに対し、 号は大雨による被

 風15号が通過した９月７日～９日の最大風速と観測史上１位を更新した地域（９月としての１位も含む）。
台
気象庁提供のものに猪熊が加筆した
図１
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る房総半島と伊豆諸島の山岳に集
中しています。南アルプスでは被
害が小さく、八ヶ岳や上信越にお
いてはほとんど発生しなかったの
は、台風の暴風半径が小さかった

は、台風がコンパ
クトな分、それを

こまでの大雨になりませんでした。 た、上陸後も 号のように急速に

に対し、関東平野では地形性の上
昇気流が起こらなかったため、そ

◆台風 号
号は大型の台風であったため、
台風が関東地方を通過する 時間
以上前から関東、中部地方で気圧
傾度が大きくなりました（図４）
。
このため南東風が強まり、台風の
周辺から多量の水蒸気が流れ込み
やすい形が台風接近時まで長時間
続きました。多量の水蒸気が南東
風によって関東山地、
奥羽山脈、
阿
武隈山地で上昇させられ、雨雲が
山間部で長時間発達し、さらに台
風接近時には台風本体の非常に発
達した積乱雲が懸かって、さらに
多量の降水がもたらされました。
そのため、箱根で総降水量が１０
００㎜を突破し、奥多摩や秩父で
６００㎜を超える大雨となったの

ます。 号は関東地方の南海上か
らほぼ真北へ進んできました。ま

非常に湿った南東風や東風による
地形性の降水が続いたため、南ア
ルプス、八ヶ岳、関東山地、阿武
隈山地、奥羽山脈、上信国境の山
岳など広い範囲で登山道やアプロ
ーチの林道などに大きな被害が発
生しました。
また、妙高山などのある頸城山
塊では、台風が関東地方を通過し
たころから、日本海から湿った北
寄りの風が続き、地形性の上昇気
流が強められて大雨となりました。
太平洋側の山岳だけでなく、日本
海側各地の山岳でも登山道の被害
が発生したのが 号の特徴の一つ
です。
号で長時間、大雨が続いたの
は台風の進路と速度も影響してい

ことと、これらの山岳では台風の
進行方向左側に入ったことが大き
いのではないかと思われます。
また、 号のようにコンパクト
な台風は、暴風域の半径が小さい
ため、台風が接近
するまでは、それ
ほど風雨が強くな
りません。しかし、
台風が接近すると
急激に風雨が強ま
っていく特徴があ
り、風雨が強まっ
てから避難したの
では間に合わない
ことがあります。
一方、大雨の被
害が少なかったの

取り巻く雨雲の範

19

24

前になっても関東

は６００㎜を超える雨量を観測し
ました。

でも大雨となり、宮城県丸森町で

ような進路を取った台風では、こ
れまでにも関東山地から阿武隈山

うように進んでいきました。この

南東からの湿った
空気が入りにくか
ったことが要因で
す
（図３）
。

のは、これらの河川の上流部の広
い範囲で記録的な大雨になったた

19

めです。山間部中心の大雨となり、 たことも、大雨が長く続く要因に

る傾向があります。
また、台風の進行速度が遅かっ

～東海地方では気
圧 傾 度 が 小 さ く、

東寄りに向きを変えることなく、
関東から東北地方の太平洋岸を沿

19

地、奥羽山脈太平洋側で大雨とな

囲も狭かったこと、 そして、東北地方の太平洋側では
台風上陸の 時間
海と山が近接しているため、平地

19

15

19

19

号で大河川が増水、氾濫した

24
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15

図２ 台
 風１９号が通過した10月10日～13日の24時間降水量の最大値と観測史上１位を更新した地域
（10月として
の１位を含む）
。
気象庁提供のものに猪熊が加筆した

なりました。進行速度が遅かった
要因としては、日本付近の上空で
は台風を流す偏西風が弱かったた
めです。例年 月になると、偏西
風が日本上空に南下してくるため、
台風は日本付近に接近すると、そ
れに乗って速度を上げていくのが
普通ですが、 号の接近時は、偏
西風がサハリン南部付近を通って
おり、例年より大幅に北側に位置
していました。
このように、 号では台風が大
型だったことと、台風の進路と速
度が被害を大きくしたと言えるで
しょう。

■4

山間部で大雨が降り続くタイプ
のときは、大雨が降っている時間
帯からかなり遅れて河川が増水す
ることがあり、平野部の大きな河
川では雨がやんだ後に氾濫するこ
とがあります。 号による千曲川
の堤防決壊は、まさにそれに当た
ります。

は
https://jac1.or.jp/eventlist/event-ide/201912145249.
〉
htmlをご覧ください。
（㈱ヤマテン代表取締役、中央大
学山岳部監督）

です。全文をご覧になられたい方

抜粋、修正させていただいたもの

〈本稿は、
日本山岳会ホームページ
に発表させていただいた原稿から

ないところに来ているのだと思い
ます。

ん。そうなると、日本付近では熱
なって長時間、大雨をもたらすよ
帯の偏東風
（貿易風）
のエリアに入
うなことが起きるかもしれません。
り、２０１８年７月の台風 号の
さらに、日本近海の海水温が高く
ように、東日本から西日本へと進
なり、日本の近海で台風が発生し
むような台風が出現することも考
て、発生から１～２日後に接近し
えられます。その場合、進行方向
たり、台風が非常に強い勢力を維
右側に当たる地域が台風の北側に
持したまま上陸することも考えら
なり、
危険半円
（台風の進行右側で
れます。ときには、秋雨前線によ
風がより強まること）が台風の東
る大雨が続いた後に台風が直撃、
側や南側に変わることが出てくる
という最悪のケースも考えられま
でしょう。
す。
また、秋になっても太平洋高気
いずれにしても、気候変動によ
圧の勢力が日本付近に居座り続け、 りこれまでの常識が通用しなくな
偏西風が南下しない年が増え、台
ってきています。私たち人類は、
風が迷走したり、進行速度が遅く
地球温暖化の進行を少しでも遅ら
せるための努力と、気候変動によ
る影響を小さくするための対策を
取らないと、本当に取返しのつか

図４ 台
 風19号が神奈川県、
東京地方を通過する24時間前の天気図
（気象庁提供）

19

今後の気候変動に注目を
今後、地球温暖化の進行などに
よって気候変動がさらに進むこと
が予想され、太平洋高気圧の中心
が夏には日本より北に位置するよ
うなことが多くなるかもしれませ

台風15号が上陸する24時間前の天気図（気象庁提供）
図３
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43

40

30

のではないか。そんなことを考え
ていた。

そのため、現地エージェントにす

Soti Khola

Nyak Phedi

Philim

Dobhan

◉

つて

からマーケットで買い出しを行な

後は実費精算とした。具体的には
ベースキャンプで食べる野菜一つ

べてお任せのスタイルではなく、
最低限の取扱手数料を支払って、

◎

◎

ことができたと思う。

■5

Jagat ◎

Baudha Himal 6672ｍ

▲

Himalchuli 7893ｍ

▲

◉

◎

▲

Ngadichuli
7831ｍ

Simnang Himal ◎ Deng
6251ｍ

▲

▲

Lho

◎

Namrung
◎ Ghap

Thulagichuli
7059ｍ

▲

8163ｍ

▲ Manaslu

▲

REPORT

きっかけと隊の成り立ち
私は京都府立大学山岳部を卒業
してから日本山岳会関西支部に加
入し、２０１６年、関西支部設立
周年記念事業となる東ネパール
登山隊で、初のヒマラヤ登山に触
れた。重廣恒夫隊長の強力なリー
ダーシップの下、９名の隊員がナ
ンガマリⅡ峰
（６２０９ｍ）
の初登
頂に成功したが、当時、最年少の
隊員としてこの登山隊に参加して

49

Sama

手づくりのヒマラヤ登山を
ジャルキャ・ヒマール登山報告

コンセプト
は手づくり
の登山隊
今回のコ
関西支部 竹中雅幸
ンセプトは
が、詳細な写真を入手したところ 「 手 づ く り
雪のない岩山で、技術的に難しい
のヒマラヤ
ことが分かり断念。
故エリザベス・
登山」
。正直
ホーリー女史によるヒマラヤン・
な と こ ろ、
データベースから１２０座余りの
隊員は私を
未踏峰をリストアップし、ネパー
含め華々し
ル政府のリストと突き合わせて経
い登攀実績
度緯度を調べ、グーグルアースで
があるわけ
一つ一つ山容を確認するうちに、 ではない。
今回目標とした未踏峰ジャルキ
海外登山ど
ャ・ヒマール
（６４７３ｍ）
が浮か
ころか、海
外旅行が初めてというメンバーも
いる。しかし、ヒマラヤは広い。

び上がってきた。
【登山隊の概要】

77

◎

選び、計画を立て、準備をして山
い、 ガ イ ド は 伝 の あ る 者 を 指 名
し、トレッキング中の宿代やポー
登りを楽しもう。そうすれば、資
金的にもコンパクトな登山ができ、 ター代は、現金でその都度こちら
から支払う形をとった。ポーター
ヒマラヤ登山を一生に一度の大イ
の人数計算のための隊荷積算や、
ベントではなく、継続的なライフ
手ごわい現地人との交渉など面倒
ワークとして捉えることができる
なことは多々あったが、その分物
価感覚が養われ、より旅を楽しむ

＊隊の名称：日本ジャルキャ・ヒマ
自分たちらしい登山ができる余地
ール登山隊２０２０
はきっとあるのではないか。日本
＊メンバー：隊長＝竹中雅幸（ ）
、 の山と同じように自分たちで山を
登攀リーダー＝平正彦
（ ）
、隊員
＝立野里織
（ ）

Larkya La

後は国内でのトレーニングに取り
組み、一度は未踏峰を探りに極西
ネパールを訪れた。３年の月日が

Nemjung
7140ｍ

＊目標：ネパール・ヒマラヤ、マ
ナスル山域の未踏峰ジャルキャ・
ヒマール
（６４７３ｍ）
＊期間：２０２０年３月１日～５
月 日
（ 日間）
〈当初の予定では
４月 日までの 日間〉
16

18

Phungi Himal
6538ｍ

Pangpoche Himal 6620ｍ
Chhaamjo 5382ｍ
▲
▲
Samdo
Khayang 6168ｍ
◎
Shringi Himal 7161ｍ
▲ ▲
BC

▲

▲

流れ、少しは成長できたのではな
いかという手ごたえもあり、ヒマ
ラヤに興味があるという仲間に声
を掛けて勉強会を行ない、メンバ
ーを募ることとした。
山は当初、以前訪れた極西ネパ

▲

Jarkya Himal 6473ｍ
Gyala 6363ｍ
Tasa 5543ｍ
▲

Himlung7126ｍ

903−２０20・8・２０

ールの６０００ｍ峰を考えていた

いた私には、忘れ難い大きな経験
となった。
「次は自分たちの力でヒマラヤに
行きたい」
そんな想いを胸に、
帰国

80

山

ースであるマナスル・サーキットを
たどってゆく。雨に降られること
もあったが基本的には順調で、７

営までに６日間掛かり、登山期間
を削ることとなってしまった。今
回の３月出発というのは、春のシ

り積もる新雪もあり、さらに高所
順応ができておらず、ラッセルが
はかどらない。ポーターとなった
サムドの村人との交渉もあり、４
５００ｍ地点に設営することで落
ち着いた。サムド到着からＢＣ設

ーバスで移動。翌日からいよいよ
キャラバンが始まった。
マナスルを望むトレッキング・コ

日目には最奥の村サムド（３９０
０ｍ）
に到着。ここからマナスル・
サーキットを北に外れフカン谷に

雪に翻弄された登山
年が明け準備に追われていたこ
ろ、これまでにない謎のウイルス
の話題が徐々に広まりつつあった。
出発直前の２月中旬、現地エージ
ェントに状況を確認すると、ネパ
ールは新型コロナウイルスの影響
はなく、平常どおりだと言う。こ

ーズンからすると少し早いことは
承知の上だったが、それにしても
予想以上の雪であった。
５４００ｍ地点で断念
ＢＣ設営の翌日、３月 日より
登山活動を開始する。ＢＣの裏山
を５０００ｍ台まで上がって高所

順応兼上部からの偵察とした後、
いよいよ山に近付いていく。３月
日にＣ１の目星を付けいったん
下山。３月 日、４９５０ｍにＣ
１を設営。翌日はＣ２候補地の偵
察を行ない下山する。ここまでは
ロープを出すような所はなかった
が、地形が複雑で丘に登って周囲
を観察したり、二手に分かれて行
動したりと、探検感あふれる日々
が続いた。
今回の技術的な核心部は、ジャ
ルキャ本峰より流れ出る５５００
～５８００ｍ付近のアイスフォー
ル帯の攻略にあると考えていた。
当初の計画では、事前に対岸の６
０００ｍ峰で順応した後、アイス
フォールに取り掛かることを考え
ていたが、ＢＣが当初の予定より

登する機会もなく、アタックに賭
けることとなってしまった。
日間の登山期間もあっという

低く、山から遠くなってしまった
ため、その計画は崩れてしまって
いた。結果、アイスフォールを試

26

間に折り返しとなり、
３月 日、
ア
タックに出る。その日は予定どお
りＣ１泊。翌４月１日、偵察時よ

り少し高く、アイスフォールを正
面に望む５３００ｍに適地を見付

31

最初から最後まで雪景色だったＢＣ

入る。ジャルキャ・ヒマールはこの
谷の最奥に位置している。例年よ
り豊富な残雪に苦戦し、特に谷の
入り口のゴルジュ・トラバースには
時間が掛かった。
ベースキャンプ（以下ＢＣ）は当
初、４８００ｍ付近に設けたいと
考えていたが、残雪に加え日々降

24

20
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サムドからＢＣに向かうフカン谷の周囲には6000ｍ峰が立ち並ぶ

のときネパールでは観光年「 Visit
」が始まっていた（の
Nepal 2020
ちに中止が決定 ）
。予 定 ど お り の
登山実施を決め、３月１日、私た
ちは関西国際空港から飛び立った。
カトマンズで３日間の準備を終
えて３月６日、キャラバン出発地
点の街、ソティ・コーラへチャータ

20

903−２０20・8・２０
山

正面に登攀予定ルートのアイスフォールを望むＣ2

903−２０20・8・２０
山

け、Ｃ２を設営する。
事前にアイスフォールを遠望し
た際、上部にルンゼ状の地形が見
られたので、私たちは雪崩を恐れ
ていた。そのため降雪の翌日は基
本的に停滞と考えていたが、快晴
の日が多かった登山期間の前半と
異なり、Ｃ２到着後から連日の雪
となる。午前中は強烈に晴れるが
昼から雪が降り出し、夕方には吹
雪というサイクルが続いた。予備
日を使用し、食料を食い延ばして

土地であることを考慮
した日数計算、計画変
更に耐え得る、ある程

題があったということ
であり、登山時期の見
極めや、情報が少ない

月の
〝おまけ〟
が付いたことになる

日、成田空港行のチャーター便
で全員が帰国。当初予定に約１ヶ

週間のカトマンズ待機を経て５月

り返ったカトマンズにようやく帰
り着くことができた。さらに約３

キャラバンを経て４月 日、静ま

ムドの村人の尽力により特別通行
許可を取得し、警察同行のバック

４月９日、予定どおりＢＣを撤
収し、サムドに着いた私たちを待
っていたのは、
聞き慣れない
「ロッ
クダウン」
という言葉だった。
とは
いえ、山奥の山奥であるサムドで
は誰もマスクなどしておらず、の
どかな空気が流れていた。このと
きネパールでの新型コロナウイル
スによる死者はゼロで、国内２例
目の感染者が確認された３月下旬
の段階で、早々にロックダウンが
始まっていた。
当初はすぐに解除されるという
ことで、少し待とうと考えていた
私たちも、
「 ロックダウン２週間
延期」の報に接し、いよいよ事態
の深刻さに気付いた。そこから事
態は二転三転したが、最終的にサ

〈この登山隊は、公益社団法人日

は忘れられない。いつかまた、必
ずヒマラヤの土を踏みたいと思う。

を初めてこの眼で見たときの感動

ンを経て、６０００ｍ峰が立ち並
ぶフカン谷に分け入り、目標の山

ヒマラヤに憧れる。長いキャラバ

スパ〟の悪いエリアなのかもしれ
ない。しかし、それでも私たちは

いつかまたヒマラヤへ
帰国後、
「 まるで浦島太郎のよ
うだ」と言われたことが印象に残
っている。情報の入らないヒマラ
ヤの奥深くに行っている間に、世
界がまるで変わってしまっていた。
登山に行ったはずが、思い出の半
分がロックダウン体験記のように
なってしまったが、行く先々で見
知らぬ外国人のために手を尽くし
てくれるネパールの人々の優しさ
に触れた。ありたきりな言葉では
あるが、この恩はいつか返さなけ
ればならないと思っている。
海外登山、高所登山という面で
考えたとき、山が遠くキャラバン
の長いネパールは、ある意味〝コ

25

Ｃ２に３泊してチャンスを待ち続
けるが、天気に変わりはなく、４
月４日、敗退を決定し下山を開始
する。翌５日、ＢＣへ全員無事下
山し、私たちの登山が終わった。
最終的に、少しでも氷河に近付
こうと、晴れ間を見て登った５４
００ｍ地点が最終到達点となった。
核心部に触れられていないことへ
の葛藤はあったが、Ｃ２に連泊す
るうち高度障害を訴えるメンバー
が出ており、それも敗退の決定を
後押しした。たとえ天
候 が 許 し た と し て も、
私たちにあの氷河を登
ることは難しかったの
ではないかと思う。そ
れはタクティクスに問

度は余裕を持った資材
計画といったことが反
省点として残った。

本山岳会「海外登山基金」の助成
を受けました。
〉

16

通機関は使用していない）
。

（京都府立大学山岳会会員）

（ 成田空港からは政府の要請に従
ってレンタカーで移動し、公共交
ロックダウン下の長期
滞在

Ｃ1～Ｃ2間から見たジャルキャ・ヒマール全景。左手が予定のアイスフォール
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四国支部

19

高原陽一

題でアップするが、岩がツルツル
でホールドが遠いし、ヨセミテの
グレーディングは辛いと感じた。
日３時 分、キャンプ４を車
で出発して、ハーフドーム・スネ
ークダイクに向かった。真っ暗な
ミストトレイルは迷った。憧れの
ハーフドームが近付いてくるとそ
の大きさと美しさに感動し、何度
も写真を撮った。５時間歩いて取
付に。
取付を登り過ぎて、悪いトラバ
ースからスタート。１Ｐ登って下
を見ると、後続のパーティが続々
と登り始めていた。後続はガイド
のようで速く、あおられているよ
うに感じた。ダイクをひたすら登
り、岩は安定しているが途中 ｍ

高岳、
北岳、
明星山。冬は八ヶ岳の

ヨセミテだ。夕方にキャンプ４
に到着。ビレッジストアで食料を

ハーフドームへ

始める。 時 分、ハーフドーム

淡々と登る。８Ｐ登りロープを解
いて、スラブフォーエバーを登り

ジーな遊びだなぁ、と思いながら

くらいランナウト。カムでもプロ
テクションが取れないし、クレイ

とができた。プロテクションはカ

スに薄いスタンスがあることに気
付き、意外と落ち着いて越えるこ

るのか不安だったが、左のフェー

た。その後の核心のハングしたフ
ィンガークラックは、本当に行け

ルチで大人気のマニュアルパイル
バットレス・エリアのナットクラ
ッカー（５Ｐ、５・８）
へ。出だし
の、体が硬い朝イチからノープロ
テクションのレイバックは緊張し

バリエーションやアイス。沢は北
アルプスの黒部川・上廊下も行っ

調達したが、日本で使っているガ

ムで取っていたが、途中でナッツ
の方が良いことに気付き、後半は

19

17

10

13

40

ミング・ジムで一緒に登っている。 スコ〜大阪関空着。
マルチは瑞牆山、小川山、剱岳、穂

た。グレードは中・四国の岩場を

頂上。写真を撮り、食事をして
時 分、下山開始。 時 分、駐

13

12

日は、ヨセミテ・ショートマ

日は、日当たりを考えて先に

中心に、フリーは５・ ａまで、ボ
スは売ってなかった。受付前で一
ルダリングは２段まで登っている。 晩、順番待ちの野宿。翌日、レン

20

ナッツで取った。フットジャムや

30

車場に到着。ビレッジストアでコ

16

ジャーに１日６＄（２人×７日分

14

ンロとガス、でかい肉を調達して、 マントル、ステミングなど多彩な
キャンプ４に戻った。
ムーブで、面白いルートだった。

13

＄）支払ってテントと車のタグ
を受け取り、テント設営。

21

【期間とメンバー】
期間＝２０１９年 月 日㈰〜

20

早速、マットを担いで簡単な課

15

20

16

84

12

10
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13

ハーフドーム頂上からヨセミテバレーを俯瞰する

憧れのヨセミテ・クライミング体験記
30

私は 年ほど前の 歳くらいか
邉武志
（一般）
ら山を登り始め、
バリエーション・ 【行動概要】
ルートについて知った。バリエー
日
（日本時間）
：大阪関空発〜
ションのためにマルチ、マルチの
サンフランシスコ、 日：サンフ
ためにフリー、フリーのためにボ
ランシスコ〜ヨセミテ、 日：テ
ルダリングと、順番にクライミン
ント設営、キャンプ４周辺ボルダ
グにのめり込んでいった。そのよ
ー、 日：ハーフドーム・スネー
うな道のりを経て、フリー・クラ
クダイク
（マルチ８Ｐ、５・８）
、
イミングをしているなら「一度は
日：ナットクラッカー（マルチ５
発祥の地ヨセミテに行こう」と今
Ｐ、５・８）
、 日：コミットメン
回の企画が始まった。
ト
（マルチ３Ｐ、５・９）
、エルキ
パートナーの渡邉武志氏とは、 ャピタン基部（マルチ３Ｐ、５・
２０１６年に地元の
「高松山の会」 ８）
、 日：ヨセミテ〜サンフラン
を通じて知り合い、普段はクライ
シスコ観光、 日：サンフランシ
10

日㈫ メンバー＝高原陽一、渡
22

903−２０20・8・２０
山

903−２０20・8・２０
山

ファイブオープンブックス・エリ
アに歩いてアプローチ。９時 分、
コミットメント
（３Ｐ、５・９）
に。
白く登り込まれた綺麗なクラック
を、ナチュラルプロテクションで
登り始める。ハング下でピッチを
切り、凹角をレイバックとステミ
ングで登っていく。３Ｐ目の出だ
しのハングから右に出る所が少し
悪かった。 時、トップアウトし
て、ロストアローを間近に眺めな
がら下山。

妙なスタンスに乗っていくのはド
キドキものだった。 時 分、ト
ップアウトして、懸垂下降で戻っ
た。キャンプ４に戻ると少し時間
があったので、
ボルダーを少し。
ミ
ッドナイトライトニングとバーチ
ャクラッカーにトライしたが、登
れなかった。

る。自分たちもシングルロープで、
アプローチシューズをハーネスに
掛けて、空荷で登るようにした。
食事や生活についてだが、ヨセ
ミテでは日本で使っているガス缶
やＣＢ缶は、ずっと売り切れで手
に入らず、ビレッジストアで現地
規格のコンロ
（ ＄）
とガスを買う
必要があった。サンフランシスコ
でガス缶を買って行けば良い。そ
れ以外の食料や生活用品はビレッ
ジストアで、クライミング用品は
マウンテンストアで手に入る。夜
はアメリカンな肉を焼いて、朝は
焚き火でパンにハムとチーズを炙
って、サンドイッチやホットドッ
グを作って食べた。
キャンプ４はインターネットが
を持

ヨセミテ公園内は、北と南の道
がそれぞれ一方通行の左回りで１
周 分くらい。最寄りのガソリン
スタンドは ㎞離れているので、
必ずガソリンを満タンにしてヨセ
ミテへ。ガソリンスタンドは日本
のクレジットカードが使えず、必
要な金額を現金前払いで入れるこ
とになった。
日本人に会えて、受付のルール
を聞くことができた。レンジャー
の配慮で日本人（アメリカ在住
年で、フリーランスの女性クライ
マー）を同じテントサイトにして
もらい、たくさんの情報を得られ
た。ヨセミテの人たちは基本的に
皆、親切だった。
今回の遠征は多くの人たちの協

15

10

ヨセミテ・クライミング事情
ヨセミテの岩は白く美しく、メ
ジャーな課題を登ったので墓石の
ようにツルツルに磨かれていた。
日本ではあまり使わなかったナッ
ツが有効に感じた。どの課題もハ
ーフドームやエルキャピタン、ロ
ストアローを眺めながら登るので、
景色は最高。日本のようにダブル

繋がるので、モバイル

45

べや手続き、現地でのコミュニケ
ーションのほとんどをしてくれた

会った多くの方々。そして、下調

力で実現することができた。家族
や仕事関係、経済団体、現地で出

20

渡邉さんには、本当に感謝してい

■9

45

エルキャピタンへ
午後から車で憧れのエルキャピ
タン基部に移動。ホールバッグが
上下しているのを見て、ビッグウ
ォールを実感する。 時 分、リ
40

14

ロープで登る人はいない。シング
ルロープと超軽量装備で登ってい

Fi

32

っていればいろいろ調べられる。
スマホは 毎
日移動中に、
車のシガー
ソケットか

Wi

る。今回は、ここに書ききれない
ら充電すれ
ほど多くのことを経験し、感じる
ばほぼ大丈
ことがたくさんあった。このアメ
夫。予備で
リカでの経験をあらゆることに活
モバイルバッ
かし、新しいことにチャレンジし
テリーが あ
れば安心だ。 ていきたい。

エルキャピタン・リトルジョンレフトを登る

12

トルジョンレフト
（３Ｐ、５・８）
を登る。
２Ｐ目のトラバースで、
微

ハーフドーム・スネークダイク下部を登る

11

HISTORY

上高地史の空白
地元山人たちの
「生計登山」
菊地俊朗

下流から大野田、島々、稲核、大
野川と点在する４集落は、江戸期
の松本藩時代には
「入四ヶ村」
と言
われ、米作ができないので、藩か
ら城下町造りの建材や屋根板、燃
料の薪や炭を、年貢として生産を
命じられていた。そのため無雪期
の半年以上は、総人口１５００人
前後のうち３００人近い村人が、

いねこき

近―ジャンクション・ピーク（２

０ｍ地点まで登り、その先は緩い
が長い尾根筋を西へ、小嵩沢山付

帯を伐採禁止にした。養蚕や牛に
よる運送業を手がけていた家もあ
ったが、生業の山仕事をできなく
なった村人は困窮した。そこへ県
が畜産奨励に乗り出すと知って急
遽、牧場開設を主導したのが、徳
本峠への入山口の島々で、伐採用
具の鍛冶職家系の百次良だった、
という次第。
現代感覚だと、牛、馬の上高地
への上下は、傾斜の緩い島々谷川
経由―徳本峠―明神ルートと即断
しがちだが、人の往来は戦国期か
らの伝承があるとはいえ、四つ足
の牛馬には通行不能の難所がある。
では、どうしたか。関係資料や
口伝から推定できたのは、島々集
落背後の急坂を、まず標高１００

ほぼ失敗。今や上高地の風物詩の

が利用した。桑、ソバ、大豆、ワ
サビ栽培などを認めてもらったが、

徳本峠へは明治 年ごろ達したよ
うだが、それまでの約 年は、尾
根道利用だった。
官有林になった上高地の平地部
も、合併した４ヶ村
（旧・安曇村）

昭和初期の上高地牧場（徳澤園提供）

信濃支部
奥上高地の徳澤園が創業１３５
年になった。４代目の上條敏昭さ
ん
（現・上高地町会長）
から徳澤園
の
〝前身〟
、上高地牧場史の執筆と
記念誌の監修を依頼され、１年余
の検討と取材の末、
３月に
『世紀を
超えて 上高地牧場から徳澤園
へ』
の題名で、関係者への配布、市
販もしている。
手前味噌だが、一山小屋史に予
期以上の反応が聞かれる。事情通
は、最盛期に４００頭もの牛馬が
上高地一帯で 余の小屋を拠点に
杣仕事に従事していた。
建築材にはヒノキ、サワラ、ネズ

が開設されたのは明治 （１８８
５）
年である。
梓川中流部の渓間 ㎞ほどに、

いた牧場の断片は知るが、体系的
資料はない。大方は「考えられな
い」
、
「あの山奥にどうやって牛、
け げん

馬を上下させたの」と怪訝する。
敏昭さん直筆の裏話や未公開写真

10

４２８ｍ）
に達し、
北へ徳本峠へと
感のあるコナシ
（ズミ）
の花も、リ
な ごり
下った。
ンゴの台木に移植した名残。成果
は牧場と登山、観光用の宿舎のみ
あまり知られていないが、松本
だった。
藩は島々谷川一帯を留山とし、伐
百次良の牧場借用許可は、西穂
採を意図的に避けていた。鷹狩り
登山口付近から横尾にかけての山
を愛好する徳川家に献上する鷹の
林６２２㏊のうち ㏊を、年５円
生息地が、付近に３ヶ所ほどあっ
２銭の借料で５年更新の条件だっ
たからだ。
国は伐採方針に変え、
前
後して現ルートの林道化を進めた。 た。しかし、年々増える入山者と

■ 10

18

10

期
（１８２０年前後）
から一部の山
つきやま
は〝尽山〟になったと訴えが出た。
必然、伐採地は梓川での流送可能
な限界、二ノ俣付近にまで達して
いた。
明治維新の版籍奉還で官有林に
なったのを機に、政府は上高地一

10

27

80

コなど、薪にはツガ、トド、カラ
マツなどだったが、藩の要求が過
剰だったこともあって、
文化・文政

の数々、登山家・芳野満彦らが関
わった冬期小屋番の記録などが興
味を呼んだらしい。以下は地元目
線で見た空白と思われる上高地史
の一端――。
上高地牧場の 年

ろう

初代上條百次良の主導で、牧場

ひゃく じ

50
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牛、馬のトラブルや糞害で、西穂
登山史・記に目を通すと、奈良・
口から小梨平→明神→古池→徳沢
平安期からの
「宗教登山」
と一線を
へと追いやられ、国立公園になっ
画す意図からか、
「近代登山」
の用
た昭和９年、廃止された。上條家
語が登場する。英国の牧師Ｗ・ウ
には 年の功績を認め、牛番小屋
ェストンの助言で明治 （１９０
の宿泊施設化を許可した。それが
５）
年、日本山岳会が誕生、
、機関
徳澤園のスタートになった。
誌
『山岳』
が発刊されてきたが、当
初は見かけない。私は
「近代」
の定
抜け落ちた「生計の山 」
義を理解できないでいるが、
「生
猟師、山師、木地師、筏師……
計」や「宗教」などの目的を持たな
これらの
「師」
は、専門の技術を職
い、遊戯的な登山と解することか。
業とする人への呼称。薬師岳
（山、
槍ヶ岳に最初に登った外国人は、
峠、森）
に至っては、
『日本山名辞
英 国 の 冶 金 技 師 Ｗ・ ガ ウ ラ ン ド
典』
に計 余掲載されている。
コマ （明治 年）
。ウェストンはその
クサを採り尽くした木曽の薬師が、 年後だが、近代登山がウェストン
官有林になった燕岳などに一時、 の啓発で広まったと思っている人
集中した。黒曜石が物語るように
は意外と多い。戦後の昭和 年か
縄文時代から山人は、深山の隅々
ら始まった、上高地でのウェスト
50

10

昭和２年、
初めて開通した釜トンネル

38

22

15

公園に指定された経緯が後押しし
た。案内人を雇い経費のかかった
登山を、若者、学生らが自力で適
えられるようになったからだ。
特別名勝・天然記念物の国指定
を受けて 年近くになる上高地で
は、今や一木一草、蝶の採取やカ
モシカ、イワナ猟もご法度。荷運
びのボッカの姿もなく、
〝生活臭〟
は薄れた。
しかし、地元にとっては経済的
利益があればこその山である。人
命救助は当然として、だから負担
の大きい遭難対応や登山道の安全
確保に協力している。蔓延中のコ
ロナ禍は、山小屋ばかりか関連業
界も深刻な事態だ。山に登る行為
自体は「生計」も「宗教」も「近代」

名号石を安置したと絵図に記す。
当時は大冒険だ。
が、
いずれもルー
トを知った案内者が同行したと思
われる。開山に献身した中田又重
は鷹見回役だったが、猟師や杣は
開山以前から一帯を徘徊していた。
しかし、読み書きができなかった
ので記録はない。
三寿雄は著作
『播隆』
の序文に柳
宗悦の随筆を引用し、
「 もしウェ
ストンが播隆を知っていたら、絶
大な賛辞と敬意を献じたであろう。
ウェストンを認めるのはよいが、
上人を忘れる日本人の浅さを思
う」
と紹介した。貞雄が始めた
「播
隆祭」は昨年で 回。播隆と関わ
る中部圏各地では、同様の記念祭
が開かれている。

41

達たちも、烏水を祖述するのみで、
従って正しい上高地の歴史を伝え

られていることに我慢がならな

地元目線を訴えた３人
近時、槍ヶ岳を開山した念仏僧

査、研究の賜である。

い」
（要約）
と怒りをぶつけた。横
山はその後、
『上高地開発史』
を山

た人はなく、わずかに近代登山史

播隆は頂上への岩壁に
〝善の綱〟
を設置したばかりか、笠ヶ岳への

と溪谷社などから出版した。

岳山荘を開設した初代穂苅三寿雄、 とともに語られているに過ぎない。
２代目貞雄親子の半生を懸けた調
私は地元の者として、誤って伝え

電 所 の 建 設 で 梓 川、
中房川、高瀬川流域
奥地への車道開設が
主因、と考えている。
それに新聞社の日本
八景選定で、渓谷部
門において上高地が

縦走、飛騨沢の下降、穂高岳へも

播隆の名は知られつつある。槍ヶ

出版の著作で「小島烏水に続く先

も同じ。難所を越え、展望を楽し
もう一人は三寿雄の山仲間、地
み、感慨に浸るのも共通でないか。 元郷土史研究家・横山篤美。自費

70

１位に選ばれ、国立

にまで立ち入っていた。
入会権、
水
ン祭のＰＲ効果のせいもあろう。
利権に地元民は今も縛られている。
私は上高地への入山者増は、鉄
道網が信州まで延び
てきたのと、水力発

30
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新刊
『ホハレ峠』
と
廃村門入の記憶

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

西山秀夫

たくないからという。村人に金ヶ
丸谷のクマの生息状況を聞いたら、
いつぞやは京都の若い人が夜叉ヶ
池から金ヶ丸谷を下降して遭難死
したという。京都から親御さんが
来て、息子が帰らないから探して
くれというので探したら谷の中で
死んでいた。
「あんたね、
クマより
も谷の方が怖い。
行かん方が良い」
と諭してくれた。その日はそこで

ページです。 どしどしご投 稿く

このほど大西暢夫著
『ホハレ峠』
（彩流社）
が発刊された。徳山村版
『あゝ野麦峠』
だったら嫌だなと思
い、書店で立ち読みした。ふるさ
とが湖底にされるとの被害者意識
を排し、国家をことさらに批判す

俳句、 短歌、 詩などを掲載する

帰った。これが門入とのなれ初で
るではなく、山に生きた一女性の
ある。
人生をていねいに描くことで現代
『ホハレ峠』
には
「たしかに昭和
社会を浮かび上がらせた。読み手
年ということは、そろそろ徳山村
の判断にゆだねたのである。この
から移転地へ引っ越しが具体的に
山と谷にずいぶん遊ばせてもらっ
とあるから、
記憶
た。徳山村の記念誌として購入し、 なってくるとき」
に間違いはない。
にゅう

ダムの湛水が始まる前年だった。
我ながらしつこく追い掛けたもの
である。
安藤慶一郎編著『東海 ムラの
生活誌』
（１９８０年）には「西美
濃山村の生活と親族組織」に門入
の特殊性は通婚関係と指摘。著者
も門入の婚姻関係の理解には相当
な苦労をしている。１８２ページ
あたりから明らかにされる。
廣瀬ゆきえさんは大正７（１９
１８）
年生まれ。昭和７年、 歳で
初めてホハレ峠を越えたと、本書
にある。昭和８年にはまたホハレ
峠を越えて、さらに鳥越峠を越え
て彦根市のカネボウの紡績工場へ
働きに出た。 歳までの冬はそこ
で働いた。昭和 年ごろ、 歳で

（令和2年7月31日まで）

坂口 三郎 会員

1,000

育代 会員

50

和田

薫 会員

50

上田

景子 様

30

柴田

隆平 様

100

結婚し北海道に渡った。戦争を経
れている。だから、ここはホヽハ
て昭和 年に北海道を引き揚げた。 レ峠だという話を聞いたが、この

って金ヶ丸谷などを跋渉した。ホ
ハレ峠は「あへぎあへぎ登る急な
坂路は、太陽の光を顔に受けて峠
に着いた時分には日焼けで頬がは

寄附金および助成金などの受入報告

と親戚同士の結婚だった。これが
親族組織で成り立つ門入の特殊性

夫がまた廣瀬家に戻した。もとも

昭和 年に徳山村へ戻った。廣瀬
家から橋本家に嫁いだはずなのに

八ヶ岳山麓に一時的に身を置き、

る日が来るだろうか。

ホハレ峠を越えて廃村門入に行け

ふざけすぎている。だが私達は嘘
だとは思わない。
」
と由来を書いた。

峠の名前は街で信じてもらうには

である。
森本次男著
『樹林の山旅』
には黄
蘗の村
（千回沢山と不動山）
の項で
門入が紹介される。大滝屋に泊ま

■ 12

寄附者など

受入金額など
（単位千円）

寄附の目的、
そのほか
日本山岳会
運営費用
日本山岳会
運営費用
上高地山岳研究所
修繕費
栃木支部周年行事
事業基金
東海支部運営費

近藤

会員の皆様のご意見、エッセイ、

その後、東海支部編のガイドブ
ックで千回沢山へのルートとして
千回沢左又を紹介、不動山へは励
谷を遡行した。金ヶ丸谷の遡行は
平成 （２００５）
年９月になった。
偵察から実に 年の歳月が流れ、

14

24

度でお願いします）

55

16

１７

S
25

２８

N
読んだ。
徳山村の初めての山は冠山だっ
かど
た。２年後の昭和 年に門入の奥
にある金ヶ丸谷の偵察に出掛けた。
門入では家の取り壊し中だった。
墓には白い布をかぶせてあった。
こんな情けない姿を先祖に見られ

17

30

東西
南北
55
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報

告
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動

第45番岩屋寺での記念撮影

活

55



20

39

山行委員会

だ。道は急だが、メンバーは山慣
れしているのでかえってピッチが
良い。このような山道は、古道の
趣があって、石の道標、祠、地蔵
菩薩などが道標となっている。そ
の多くは峠越えで、
三坂峠
（標高７
１０ｍ）
、峠御堂
（６５０ｍ）
、八丁
坂
（７３０ｍ）
、農祖峠
（６５１ｍ）
、
歯長峠
（４００ｍ）
、
清水大師
（４６
０ｍ）
、松尾峠
（３００ｍ、伊予と
土佐の国境峠）
などを越えた。
高低
差は ｍ程度から６００ｍくらい、
最高でもハイキング程度の高低差
である。道際にはサワガニやチョ

終了後の６月 日早朝、愛媛県今
治駅前にメンバー７名が集合。
番南光坊から 番延光寺まで 札

海の海岸や島々が見えた。
当初の予定を変更して、新型コ
ロナウイルス感染症緊急事態宣言

ウ、トンボ、カエル、ときにはマ
ムシといった珍客も迎えてくれた。
随所で眺望が開け、伊予灘、宇和

80

四国八十八ヶ所歩き遍路
逆打ち 愛媛県
℃近い暑さの中、舗装した道
をぼーっとしながら数時間歩いて
いる。前を歩く人の足元がかすん
で見える。やがて遍路道という山
道に入るとほっとする。涼しい風
が吹いて、渓流の流れもさわやか
30

日本山岳会の
各委員会、同好会の
活動報告です。

17
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所を逆打ちで総距離２８５㎞、
日間で歩いてお参りしてきた。逆
打ちとは、四国の霊場を左回りに
番号の大きい札所から小さな札所
へと回ることで、４年に１度のお
参りである。順打ちの３倍のご利
益があると言われる。
歩き遍路の 日の行程は、５時
半起床、
６時半朝食、
７時出発。コ

（征矢三樹）

札とお賽銭、お経を奉納する。お
納経
（ご朱印）
をいただいて 分程
度の時間を要する。日によっては、
お参りせず移動だけの日もあった。
梅雨の最中ながら雨に遭ったのは
２日で、晴れて暑い。凍らせたペ
ットボトルが手放せない旅であっ
た。
次回は、高知の海岸線を巡る遍
路旅の予定である。


くため、神経を遣う。それに雨で
地面が滑るとともにヒルに気を取
られながら歩くことになり、さら
に危険が増す。一歩一歩着実に進
む。渓谷は雨だったために、滝の
水量が増えて圧巻のひと言！ 日

木山の家へ到着。すぐにヒル退治
をする。何匹いたのだろうか。ひ
とまずヒル退治を終え、風呂に入
る。体の疲れが取れる。おいしい
食事を終えて、しばらくして疲れ
ていたのだろうか早々就寝する。
朝を迎え、大変なことに。寝床
にもヒルが出現。少し早めの６時
分に小屋を出発する。昨日同様、
足元が滑りやすい。滝の巻き道の
アップダウンや、事故多発地帯を
注意して一歩一歩進む。しかし皆、
気分が高揚している様子。滝の所
で写真を撮ったり話をしながら進
む。水量の多い、堂倉滝で渓谷と
は別れて登り道となる。栗谷小屋
を過ぎて、大台ヶ原の山頂手前で
シカの群れに遭遇！
ｍ近くま
でシカが寄ってくる。まるで自分

たちが動物園の動物のようだ。シ
カからもの珍しそうに見られた。
そして、大台ヶ原・日ヶ岳山頂

へ 時過ぎに到着する。ここには
一等三角点があるのかと頷く。皆
で集合写真を撮影。あいにくの天

気だが、さわやかな感覚と達成感。
そして下山。時間どおりのバスに
乗り、近鉄大和上市駅に到着。大

阪へ向かう者、
京都へ向かう者。
各
所へ解散となる。
危険だったが、
だ

■ 14

大杉谷渓谷から大台ヶ原

瀬谷駅に 名が集合したものの、
前日までの多雨の影響で登山道へ
至る林道の開通連絡待ち。とりあ
えず手配のタクシーで大杉渓谷登
山口へ向かうが、林道開通がなけ

くも、次にはヒルに悩まされた。
渓谷沿いの片側が切れ落ちた狭
い登山道を鎖につかまりながら歩

と道路管理者と協議ののち、ゲー
７月 日㈮〜 日㈯に山行委員
トを開けて、登山口へ向かう。林
会主催の大杉渓谷〜大台ヶ原の山
道９㎞を経て登山口へ到着。しか
行に参加してきた。
し、雨が土砂降り。雨具や装備を
日本列島に梅雨前線が停滞し続
整え 時前に出発する。登山道を
けたため、予報通り曇／雨の天気。 歩き始め、大きいヘビが現われ驚
初日の朝９時 分に紀勢線の三

12

本三大渓谷を十分堪能した。雨の
中約５時間歩いて 時ころに桃の

10

30

れば、三瀬谷駅に戻るリスク付き
到着。入浴と洗濯、そして麦酒で
乾杯し夕食。８時には寝てしまう。 で移動となる。タクシーで移動中
に林道開通の連絡が入り気合が入
お参りは、 つのお寺でご本尊と
るも、大杉谷ビジターセンターで

ンビニがあれば水や行動食を補給
し、昼は適当な所で短時間に済ま
せる。おおむね 時間行動して宿

11

50

ゲートが開いていない。センター

50

14

10

6

林間の急登を行くお遍路の一行

10

弘法大師の２ヶ所にお参りする。
禊をして、灯明、お線香を進ぜ、納

17

10

1

1

903−２０20・8・２０
山

七ツ釜展望台での参加メンバー

17

のことなのかなぁと、
楽しめた。
そ
して、深く学ぶことができた。リ
ーダーはじめ参加者の皆さま、大
変ありがとうございました。
（三井賢治）

15



17

もあるとのことだったが、残念な
がら近年の異常な暖冬により、全
く雪のない状態だった。雪を楽し

16

れ一人大きな怪我なく帰還だ。
皆さん、コロナ禍明けで体力が
落ちていると思われたが、そんな
感じは全く見られなかった。私が
最年少だったが、体力の低下と不
足だった。
「継続は力なり」
とはこ

30

いつき

16

支部

みにしていた北九州支部の面々に
とっては、大変残念なことだった。
また、天気予報によれば今晩から

15

だより

間、北広島町八幡高原の 斎 山荘
で行なった。北九州支部からは

明 、 日と大荒れの天気になる
ということだったので（山荘到着
早々だったが）
、急遽、当初の予定
を変更して今日中に臥龍山だけ登
ることになった。すでに 時と遅
い時間だったが、広島支部員の案

16

2

例年ならこの時期は最も積雪の
多い所で、１ｍ近くも積もること

人、広島支部 人、それに講話を
してくださる先生も加えて 人の
大人数で開催された。当初の予定
では、 日は夕食での懇親会、そ
の中で先生の講話を聞き、翌 日
はスノーハイクおよび雪の臥龍山

内で山へ向かった。

12

北九州 支 部

（１２２３ｍ）
登山の予定だった。

15

山荘での和やかな北九州
支部・広島支部交流会

903−２０20・8・２０

今年度で９回を数える広島支部
との交流会を 月 、 日の２日

山

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。

図書受入報告
（2020年6月～7月）
著
者
書
名
フィールドソサイエティー（編著） 大文字山トレッキング手帖

頁／サイズ 発 行 者
発行年 寄贈／購入別
112p／21cm ナカニシヤ出版 2020 出版社寄贈

安藤和雄（編著）

東ヒマラヤ ：都市なき豊かさの文明

539p／22cm 京都大学学術出版会 2020 編者寄贈

鹿野勝彦

ヒマラヤ縦走 ：
「鉄の時代」のヒマラヤ登山

426p／22cm 本の泉社

2020 著者寄贈

井ノ部康之

白嶺の金剛夜叉 ：山岳写真家 白籏史朗

327p／20cm 山と溪谷社

2020 出版社寄贈

萩原浩司

萩原編集長 危機一髪！（ヤマケイ新書 No.YS049）

351p／21cm 山と溪谷社

2020 出版社寄贈

野中径隆

Ｑ＆Ａでわかる山の快適歩行術 ：膝を痛めない、疲れない

144p／22cm 山と溪谷社

2020 出版社寄贈

田畑貞壽・清雲俊元（監修・著） 富士山世界遺産登録へのみちのり ：明日の保全管理を考える 335p／21cm ぶんしん出版

2020 出版社寄贈

都留文科大学（編）

大学的富士山ガイ
ド ：こだわりの歩き方

246p／21cm 昭和堂

諏訪部豊

四国八十八札所歩き遍路旅 ：4年2ケ月、延べ45日の記録

108p／21cm 諏訪部豊（私家版） 2020 著者寄贈

磯前睦子

秘境 遠山郷を行く ：埋もれた記憶を探しに

279p／19cm 冬花社

国際山岳連盟
（UIAA） 総合登山技術ハンドブック 夏季アルパイン
ペルツ財団
渡邉嘉也・他（編）

JAC埼玉支部設立10周年記念誌

鈴木裕子・鎌田倫夫（編） JAC秋田支部 設立60周年記念誌
鈴木裕子（編）

秋田山岳 ：JAC秋田支部創立60周年記念誌第3巻

三角山の緑を守る会（編） 三角山 もう１つの顔 ：採石跡地の50年と未来

2020 出版社寄贈
2020 出版社寄贈

368p／21cm 日本山岳・スポーツ 2020 発行者寄贈
クライミング協会
84p／30cm JAC埼玉支部

2020 発行者寄贈

128p／26cm JAC秋田支部

2020 発行者寄贈

／26cm JAC秋田支部

2020 発行者寄贈

28p／30cm 三角山の緑を守る会

2020 発行者寄贈

Oishi, Akihiro

A Piece of the Sun（ハングル版）

363p／24cm Haroojae Club 2020 発行者寄贈

Destivelle, Catherine

Rock Queen（ハングル版）

335p／24cm Haroojae Club 2020 発行者寄贈

Diemberger, Kurt

Spirits of the Air（ハングル版）

513p／24cm Haroojae Club 2020 発行者寄贈

McDonald, Bernadette

Alpine Warriors（ハングル版）

430p／24cm Haroojae Club 2020 発行者寄贈
■ 15

標高１０００ｍほどまでは車、
そこからは林道と山歩きだ。さす
がにこのあたりからは雪が残って
おり、落葉したブナやナラなどに
囲まれた冬らしい山道を楽しむこ
とができた。臥龍山は山頂に大き
な岩のある一等三角点の山だ。そ
こから冬枯れの木々の間より、な
だらかでゆったりとした山容を持
つ西四国の山々を眺めることがで
きた。
下山時に駐車場近くにある名水
を教えられ、指を切るように冷た
い雪霊水でのどを潤した。車で入
れる時期になると、遠く広島市内
からも大勢の人たちが水を汲みに
来るという有名な水だそうだ。

時よりいよいよ懇親会。廿日
市の海で獲れたばかりの大きく、
ぷりぷりとした牡蠣の鍋と、豚し
ゃぶ、お餅などの大変なおもてな
しだった。ビールでの乾杯に始ま
り、広島の地酒に焼酎、ワイン、自
家製の果実酒などで飲めや食えや
歌え、そして踊れやの大宴会に発
展した。あまりの盛り上がりに７
時からの講話の予定も吹っ飛んで
しまい、翌朝へと変更になるほど
だった。賑やかな懇親会の宴は明
日の山行が中止ということもあり、
時ごろまで続いた。
日はやはり天気予報どおりの
本格的な雨。朝食後、講師の上野
吉雄先生（西中国山地自然史研究
会・農学博士）よる八幡高原に生
息する鳥たちの話で、パワーポイ
ントによる分かりやすい説明だっ
た。山荘のかたわらに巣作りする
色鮮やかなブッポウソウのつがい
の生態や、その不気味な鳴き声に
ついて、そしてホトトギス、ジュ
ウイチなど、ほかの巣に卵を産み
付け生育させるなど、これらの鳥
の大変興味深い生態の話だった。
また、今ある風力発電施設や新た
に建設が計画されている施設の自
然環境へ及ぼす影響、それらによ

るクマタカなどの鳥たちへの影響
について、大変危惧されていると
のことだった。
講話終了後、先生の案内で、広
島支部の方々とともに山荘周辺の
八幡湿原の散策へ出掛けた。あい
にくの雨で鳥たちの姿はあまり見
かけなかったが、自然災害や環境
変化で失われていく湿原の保全の
た め に、 雑 木 の 伐 採 な ど 支 部 の
方々の自然保護活動への取り組み
について現地で話を聞くことがで

きた。ますます激しくなる雨の中、
散策を終え、山荘に戻り、広島支
部女性会員の方々の心づくしの昼
食をいただき、しばし歓談ののち
交流会は終了となった。
大人数を受け入れて下さり、大
変な準備をされた広島支部の方々、
また、快適な山荘を提供してくだ
いつき
さった 斎 支部長、そして、講話の
ためにわざわざご参加いただいた
上野先生に感謝申し上げます。
（縄田正芳）



ていたり、集落があったりするこ
とがある。それは多くの場合、誰
もたどって行けそうもない谷底の
一軒家だったり、なぜこんな所に
人が住まなければいけないのか、
いくら考えても分からないような、
山上の斜面にへばりついた小さな
集落だったりする。

みなかったような所に家屋が建っ

図書紹介
磯前睦子著

秘境遠山郷を行く

山に行くとその途上、思っても

2020年3月
冬花社
四六判 177㌻
1500円＋税
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臥龍山頂上での北九州・広島支部の参加者
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しもぐり

ただ、住人は下栗の生活しか知ら
ないから、それが普通だと思って
いたのであろう。
さらにほかの場所に出るには必
ず５００ｍの山道を登り下りしな
ければならず、その苦労は並大抵
のものではなかったはずである。
実はこの集落の麓に当たる遠山
川谷沿いの上町、
和田あたりも、
下
栗に比べればまだましとはいえ、
開けた場所に出るには、どの方向
も峠を越えなければ行けなかった。
確かに南の塩の道、秋葉街道が通
っていたこともあって、人の往来
は多かったようだが、一番近い町、
飯田に出るにも丸１日かけて標高
１６７０ｍの小川路峠を越える必
要があった。
これら下栗、上町、和田といっ

じるそんな哀愁に実際は意味があ
るのかどうか。本書はそんなこと
まで深く考えさせてくれる。
今、下栗をはじめとする遠山郷
はその景観や情景を売り物にして
観光客を呼び、なんとか生き残ろ
うと涙ぐましい努力をしている。
それがこのところの新型コロナの
流行でどうなってしまったのか。
そのことが今は心配でたまらない。
（近藤雅幸）

【審議事項】
１・１件の寄附受入の承認をした。
（古川）

【協議事項】
１・通常総会について協議した。
（永田）
２・支部助成金送金および新入会

■ 17



告

【欠席者】神尾理事、黒川監事
【オブザーバー】節田会報編集人

報

郷の様子を如実にあぶり出してい
るような気がする。
不便、
便利とはいったい何か。
生
活の質の向上や便利さを追求した
先に何があるか。
今、山へ行くたびに至る所で見
かける廃屋や、人が住まなくなっ
て竹やぶに包まれてしまった廃村。
そういったものを見るたびに心が
締め付けられるような気分に陥る
が、ただの旅の者である我々が感

00

そんな集落の一つが南信州、遠
山郷の下栗である。
深田久弥に「下栗ほど平和な山
村を私は他に知らない」とまで言
わしめたその集落は、谷底の国道
から約５００ｍの標高差を登った
山の斜面に家屋がへばりついてい
る山上集落である。以前は南アル
プス南部の光岳・茶臼岳あたりを
西の伊那谷から登るとき、必ず通
る場所だったから深田久弥も何度
か立ち寄っている。
深田久弥も愛したその景観は、
その背景に南アルプス最南部の山
が屏風のように立ち並んでいるこ
ともあって、日本の景観というよ
りはネパールやチロルの山上集落
を思わせるような、一度見たら忘
れられない独特の構図でもって訪

19

務
15

会

令和２年度第４回
（７月度）
理事会
れる人の心を打つ。
た集落を懐に抱えた遠山郷。
議事録
しかし、日本のこのような集落
本書は、その歴史、民俗、生活
日時 令和２年７月 日㈬ 時
がどこもそうであるように、ここ
風俗などを通して、その魅力や衰
分～
もすでに限界集落になりつつある。 退に瀕した今現在を淡々と描写し
そもそもこの場所は、人が住め
ていく。なかでも秋葉街道の馬宿、 場 所 集 会 室 お よ び オ ン ラ イ ン
（ｚｏｏｍ）
るような所ではなく、昭和 年に
島畑の宿帳に名前のある人々につ
国が簡易水道を引いてくれるまで
いての考察、今は和田小学校に統 【出席者】古野会長、野澤・山本・
坂井各副会長、永田・萩原・
は、山の２、３ヶ所の水のたまる
合されて廃校になってしまった木
古川各常務理事、安井・清
所から節を抜いた竹筒で家々に水
沢小学校の戦中戦後の日誌の記載
水・清登・飯田・柏・近藤・
各理事、石川監事
を引いていたというくらい生活す
などは、余計な感想などが入り込
るのが大変な集落だったのである。 んでいないだけに、昔と今の遠山

31

トはｚｏｏｍを使って講演を行な
う旨、報告があった。
（飯田）
７・宮崎支部主催の全国支部懇談
会が中止になった旨、報告があっ
た。
（古野）
８・委員会名簿の作成について報
告があった。
（永田）
９・
「山」
７月号について報告があ
った。
（節田）

日 山行委員会 アルピニズ
ム・クラブ
総務委員会
常務理事会 スケッチクラブ
山想倶楽部
「山の日」
事業委員会

日
日
日
日

日 記念事業委員会
日 スケッチクラブ スキーク
ラブ
日 財務委員会 フォトクラブ

７月来室者
会員異動
物故
時田昌幸 （６４９９）
西野喜与衛
（６８１６）
遠山元信
（１２３７８）
柴田清康
（１２７４６）
退会

１７６名

・７・
・６・
・７・
・６・

◆四国八十八ヶ所歩き遍路 逆
山行委員会
打ち③高知県 
四国八十八ヶ所１２００㎞を、
春２回秋２回の区切り打ち１年で
歩きます。２０２０年は閏年、逆
り
打ちの年で、順打ちの３倍のご利
やく
益があると言われます。４年に一
度のチャンスです。３回目は 番

立教大学理学部山の会
（６ １５５）
斉田貴典 （８１３４） 福岡
渡辺篤夫 （１１１４８）
東京多摩
森尻悠一郎
（１１６２５） 富山
阿部俊二 （１５５１５） 福島
佐藤愛子 （１５８４２） 東海
原 奈緒 （１５９０４） 東海

今回からの参加者歓迎します。申

込み者には詳細案内を送ります。
日程
月 日㈭～ 月 日㈰
泊 日
月 日㈭高知県中村駅、

集合

行程

集合７時。 日に前泊して
ください。
日＝中村駅→市野瀬バス
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員報奨金の送金について協議した。
（古川）
３・支部合同会議について協議し
た。
（永田）
４・年次晩餐会について協議した。
（永田）
５・改革事業推進委員会の運営お
よび広報委員会の立ち上げについ
て協議した。
（古野、永田）
６・広島支部の事故調査報告につ
いて協議した。
（古野）
【報告事項】
１・正会員 名、準会員２名の入
会を承認した旨、報告があった。
（古野）
２・３件の寄附金受入について報
告があった。
（古川）
３・９月 日に開催する評議員会
について報告があった。
（古野）
４・山研運営委員会の業務につい
て報告があった。
（安井）
５・新入会員オリエンテーション

日 理事会 三水会 つくも会
日 山の自然学研究会
日 総務委員会 会報編集委員

番清瀧寺―土

17

は９月５日にｚｏｏｍにて開催、

25

20

同好会連絡会議は 月以降に開催
する旨、報告があった。
（永田）

14

停― 番金剛福寺―土佐
清水市（泊）
日＝黒潮
町（泊）
日＝ 番岩本
寺―四万十町（泊）
日
＝中土佐町（泊）
日＝
須崎市（泊）
日＝ 番

青龍寺―

18

36

会 資料映像委員会
日 ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ
日 平日クラブ

金剛福寺から 番最御崎寺まで。
コロナ対策をしながら、修行の道
場
（土佐）
を歩きます。歩き遍路の
経験豊富な四国八十八ヶ所霊場会
の公認先達２名が遍路・巡拝・服
装などの作法はお教えします。遍

N

10

16

37

19

６・エベレスト 周年記念事業に
ついて、記念フォーラムは来年４
月 ～ 日に豊岡市の植村直己冒

インフォメーション

20 20 20 19

O R M
路用品は現地でも購入できます。

O

15 11 15

38

7月

28 14 23 28
38

I

10 10 10

15

N F
I

1
13 10 9 8 7 6

日 山遊会
日 記念事業委員会

24

A

35

10

50

20 17 15 14

31 30 28 21

13

17

26

険館にて開催を予定。プレイベン
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山
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佐市（泊）
日＝ 番種
間寺― 番竹林寺―高知
市（泊）
日＝ 番善楽
寺― 番大日寺―香南市
（泊）
日＝ 番神峯寺
―奈半利町（泊）
日＝
番金剛頂寺（泊）
日
＝ 番津照寺― 番最御
崎寺―室戸岬→甲浦駅→
徳島駅
（ 時 分着・解散）
歩程 １日約 ～ ㎞
（健脚向き）
費用 参加費１万円
（通信費、
写真
代など）
、１日１万円 宿(泊
代はその都度精算、賽銭、
納経、昼食代 、)傷害保険は
各自お掛けください。遍路

ギ造林地を、ブナを主とする混交
林に戻すこと、自然愛護、環境保
全の普及啓蒙を図ること、白神山

演題 日本山岳会エベレスト登山
日は午前中にクマゲラの森自然
❖編集後記❖
隊、登頂から 年 そのと
観察会、
希望者は再生作業継続、
昼
◦８月上旬に焼石岳に行ってきま
きエベレストで何が起こっ
食後撤収。 時奥赤石ゲート解散、 した。
「東北随一の花園」
は見事で
ていたか
時 分ＪＲ弘前駅着。
したが、時期的に少々遅かったの
講師 元副会長・神﨑忠男氏
募集は 名程度（先着順）です。 が残念でした。また、超冷たくて
日時
月 日㈭ 時
持ち物はキャンプ道具（貸与可）
、 おいしいと評判の
「銀明水」
も味わ
場所 日本山岳会１０４号室
参加費は１人５００円（傷害保険
いましたが、
「 コロナウイルス感
ひ
なお、状況により、日時、会場
料込み）
を当日徴収、
食事希望は実
染防止のため、柄杓は撤去しまし
ともに変更があり得ることをお含
費で用意可。申込み方法は左記へ
た」
との標示が…。
今年の夏山を象
みおきください。
問合せてください。電話での参加
徴するようなシーンでした。
申込み・問合せ 富澤克禮
受付はしません。
◦続いて念願の姫神山にも登る予
〒０３６ ０１０３ 青森県平川
・ ０４２ ３２４ ４０５０
定でしたが、２日連続雨で中止に。
偶然、新幹線車中で読んだＪＲ東
tomizawa-katsunori@nifty.com 市本町北柳田 ２ 日本山岳会
青森支部 副支部長・須々田秀美
日本の
『トランベール』
に、沢木耕
・ ０１７２ ４４ ７２３７
太郎さんが書いていました。
《私
は旅先に心残りを作ることも悪く
◆白神山地ブナ林再生＆自然観
察会

青森支部

世界遺産・白神山地の不成績ス

h.susuta@gmail.com
申込み期間は８月 日㈯～９月
９日㈬です。

訂正 
本会報２０２０年７月号（９０
２号）
の ページ３段目、
「アルバ

（学習院山櫻会 藤大路美興）

ないと思っているようなところが
ある。
そこに心を残しておけば、
い
つかまた訪れることができるだろ

うから、と。そう、残した心を
「回
収」
するために。
》
同感（
。節 田重節）

■ 19

30

ータ峰の絹のザイル」
の文中で
「板
倉勝宣は、
（略）
積雪期の槍ヶ岳の
登頂を果たし…」としましたが、
「 積雪期の槍ヶ岳の登頂を二度試
み…」
に訂正するとともに、
会員の
皆様にお詫び申し上げます。

2020年
（令和2年）
8月20日発行
発行所 公益社団法人日本山岳会
〒102−0081
東京都千代田区四番町5-4
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TEL 東京
（03）
3261-4433
FAX 東京
（03）
3261-4441
発行者 日本山岳会会長 古野 淳
編集人 節田重節
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ただし

30

しゃく

用品は約２万円。別途往復
交通費。
定員
名
（先着順）
す み
申込み
月 日㈭まで 数見直
０９０ ７２０４ ４６６８

地の自然に親しむことを目的にし
ます。
日程＝９月 日㈯～ 日㈰ 集
合・出発＝ 日８時ＪＲ弘前駅城
東口、または８時 分ビーチにし
めや、および 時 分奥赤石ゲー
ト集合
（現地集合の場合）
。 時

903 号

山

日本山岳会会報

10

分
（予定）
にベース到着、 時 分
までブナ林再生事業をしキャンプ。
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◆創立 周年記念講演会のお知
らせ
緑爽会

エベレストの日本人初登頂から
年。隊員の一人の神﨑忠男氏を
迎え、四方山話を交えてお話しい
ただきます。
50

