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日記に残る主な出来事

川下流）堤からの眺めを好んだ。
太平洋戦争前後の体験
戦時中転居した湯河原市吉浜では、
昭和 （１９４１）
年に勃発した
毎日の散歩には富士山をはじめ大
太平洋戦争は次第に激しさを増し、
山、初めて登った思い出の丹沢・
平塚市は攻撃の標的となり米国戦
尊仏山
（現・塔ノ岳）
を眺めるのを
闘爆撃機Ｂ が来襲、これらの状
楽しみとした。
況を詳細に書き残している。
また、時間さえあけば気軽に富
金次郎翁 歳の昭和 （１９４
士山に出掛け、というよりは通っ
５）
年、
平塚市は火の海と化す。こ
たというのがふさわしいくらいに
のときの様子が生々しく表現され
生涯１１２回も登っている。晩年
ている。焼夷弾が前後左右に落ち
は妻トヨを伴って、ひいきの山小
る中を、死に直面しながら妻、次
屋の主人を訪ねて歓談を楽しんだ。 男敬次郎夫妻ら４人で逃げ延びた、
生涯、
山の自然美を愛し続け、
日
と。
この火災で家は焼失したが、
幸
記にはたびたび
「悠々自適」
「ああ
いこの日記が難を免れたのは不幸
快適、快適」
の文字が現われる。
中の幸いであった。
さて、日記には印象に残るいく
このような状況から金次郎翁は
つかの出来事が書かれているので、 即座に、妻トヨの母方の親戚であ
概要を紹介してみよう。
る小川マツの別荘
（湯河原市吉浜）
に引っ越しを決意し、終戦を挟ん
でのちに平塚市に戻る間、８年間

▶日本山岳会事務（含図書室）取扱時間
★新型コロナウイルス感染防止対応
のため、当分の間、取扱時間を短
縮します。平日13時〜 20時
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The Japanese Alpine Club

日本山岳会誕生の立役者
岡野金次郎翁の日記が寄贈される
35

１９０２（明治 ）年、念願の槍ヶ岳登頂を果たした小島烏水と岡
野 金 次 郎 の ふ た り は、 直 後、 年 前 に 槍 に 登 っ て い る Ｗ・ ウ ェ ス
ト ン の 存 在 を 知 り、 同 じ 横 浜 在 住 の 彼 の も と を 訪 ね る。 こ れ が 日
本 山 岳 会 創 設 の き っ か け と な っ た。 そ の 立 役 者 の ひ と り、 金 次 郎
翁の 年間にわたる日記の電子版が、先ごろ本会に寄贈された。
35

年間、ほぼ毎日の記録が
生涯歩き続けた山に関しては、
今回寄贈された日記は、大正
若かりし時代は案内人を雇い、槍
（１９２３）
年から金次郎翁が亡く
ヶ岳や穂高岳に登る登山が主体で
なった昭和 （１９５８）
年までの
あったが、日本山岳会を離れてか
もので、
ほぼ毎日の記録であり、
日
らは、
ウェストン卿の金言
「独りで
課である近隣の散歩のかたわら、 山に行ってはならぬ」を忠実に守
日々の出来事が丁寧に書き残され
り、麓の宿の番頭さんなどととも
ている。したためられた日記の中
に登っていたようである。
こ ま
には人間味、家族愛が漂い、一方、
日常の散歩は平塚近くの高麗山
自由奔放で悠々自適な生活が感じ （１６８ｍ）
などを登り、近くを流
ば
取れる。
れ相模湾に注ぐ馬入川（現・相模
35

舞伎の観劇など生活面
でのゆとりある生活が
できた。このことにつ
いてのちに金次郎翁は
「いい会社に勤めて良
かった」としみじみ語
っている。
盟友、小島烏水の死
昭和 年４月、烏水
から『山と溪谷』１０９
号に自身の記事が掲載
されたという知らせが
来ている。この年の
月、烏水逝去。 歳で
あった。
金次郎翁は２日後の
朝刊で烏水の死を知り、
弔 意 の ハ ガ キ を 出 す。
このとき金次郎翁は
歳であった。のちに親
を過ごすことになる。
戚の望月達夫の依頼もあり、三男
このとき盟友の小島烏水には転
満氏に談話を書いてもらい、烏水
居のハガキを出し、のちに烏水か
への追悼文を出した。
らは慰問のハガキが来ている。
昭和 （１９５２）
年の大晦日に
戦後、恩給の復活でゆとりが
は、今まで歩んで来た人生を振り
昭和 （１９４８）
年４月末、
返って、
「青、壮、老年を通じて僕
年間勤めたスタンダード石油から、 は自然美を愛してきた、
悠々自適」
戦争で中断していた業務を再開す 「地上の幾多の変遷を楽しんだ、
実
るのを機に年金を復活する、とい
にこの世に於ける最大幸福者」と
う知らせが来た。晩年、好きな歌
述懐している。
岡野家に所蔵されている金次郎翁の日記

27

12
74

また、ウェストン卿との会話の
中で、
「 自然美界を友として悠々
自適するので孤独を感じたことが
無いと言うたらウェストン卿もそ
うだそうだと言って互いに笑っ
た」
ことを思い出している。
日本山岳会の旧友との再会
昭和 （１９５３）年 月 日、
望月達夫を訪問し懇談、急遽その
日は泊まることにして、
翌 日、
望
月達夫とともに当時の教育会館別
館、日本山岳会に出向き、三田幸
夫のマナスル登山の映写会に臨ん
だ。その席に居合わせた高野鷹蔵、
武田久吉、加賀正太郎ら多数の旧
友たちの歓迎を受け、賑やかに過
ごした。
妻トヨを同伴して乗鞍岳登山
晩年、思い出の乗鞍岳にトヨを
伴って登山。金次郎翁 歳、トヨ
歳。３０２８ｍの山頂よりの眺
73

28

望 を 満 喫 し、 平 湯 経 由 で 翌 日 に
島々へ帰る。
帰りのバスに乗り込む際、大変
混んで難儀したが、乗鞍岳に初登
頂した金次郎翁夫妻と知った登山
者たちが、一番前の座席に夫妻を
座らせてくれた
（晩年、
トヨさんは
筆者に語った。
「 とても嬉しかっ
た……」
と）
。
不慮の死
昭和 年、金次郎翁 歳のとき、
８年間過ごした吉浜での生活にピ
リオドを打って平塚に戻った。
昭和 （１９５８）年２月 日、
いつものように八幡社の高台より
富士山、大山、丹沢山、天麗山な
どを展望。
その夜、散歩中の交通事故によ
り、歩き続けてきた 年の生涯に
幕を閉じた。
（日本山岳会会員）



岡野 眞

14

真面目さと粘り強さ
いただく機会が得られたことに感
このたび祖父・岡野金次郎の日
謝いたします。
記電子版が日本山岳会に納められ、
金次郎翁の人生は知る人ぞ知る
山岳界はじめ多くの方々に読んで
というものであり、親族の末席に

人生の達人 「金次郎日記」
に思う
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翁は
「山恋い」
の人
翁は広重の絵を愛し、
収集し、
芭
蕉の俳句を好み、風雅の心をもっ
て俳句、ときには和歌をたしなみ
ました。もちろん生活の基盤とし
て、良く働き、学び、憩いました。
とくに自然美の中に遊び、山を恋
し た た め、 み ず か ら を 山 恋 い ―
―の人と称して
Mountain Fever
いますが、言い得て妙です。
家庭を大切にし、妻を愛し、子
どもを育て、さらに親戚、友人、隣
人との交流を大切にしている様子
も日記からうかがわれます。往々
にして日記には、個人的な悩み、
他人への嫉妬、偉い人への忖度な
どが見られるものですが、そうし
た感情の発露は微塵も見られませ
ん。
例えば政治家の日記などは、後
世、見られることを前提にしてい
るのですが、翁の日記については
当の本人も、こうした形で広く読
まれることになろうとは思っても
いなかったはずです。だから、彼
の人間性が率直に表われていると
見て良いでしょう。

連なる小生ですら良く知らないと
烏水に共通する性格ではないでし
いうのが実状です。しかし、少な
ょうか。
からず日記や資料を読んでいくと、
身びいきを差し引いても、良き人
生を過ごした人物として心に残り
ます。
そもそも日記とは、個人が日々
の出来事を記録する文書ですが、
その内容は千差万別です。
また、
古
今東西を問わず世界に存在するも
のとはいえ、金次郎翁が生涯のあ
る時点からその死の当日まで、長
期にわたって日記を綴ったきっか
けがなんであったのか、大いに関
心があります。
おそらく若き日に、土佐丸に乗
り組み、
「航海日誌」
に触れたこと
や、あるいは登山活動を記録する
動機があったのかもしれません。
小生の経験からも継続することが
難しい日記を、長期にわたり綴っ
たことに驚くばかりです。この真
面目さと粘り強さは、盟友の小島

岡野金次郎翁

人生を楽しんだ達人
翁が青年時代を送ったころの社
会は、
「末は博士か大臣か」
という
立身出世の価値観が蔓延していた
のですが、そうしたなかで名誉欲
や出世欲に縁もなく、しかし世俗
を嫌うわけでもなく、人生を楽し
く生きた姿は、まさに「人生の達
人」
と表現するしかありません。
現
在、新型コロナ危機に襲われてい
る社会にあって、多くの人々が改
めて人生の価値を考え直そうとす
るとき、翁の生き方にどこかヒン
トがあるかも知れません。
これまで秘蔵されてい
た日記が、なんらかの形
で皆様のお役に立てるこ
とになれば幸いです。
（岡野金次郎翁令孫）

日本山岳会の草創期を物
語る歴史的な資料
若き日、ウォルター・
ウェストンの存在を知り、
友人の小島烏水とともに
面会し、日本山岳会の創
設 の き っ か け を つ く り、
重要な役割を果たされた
岡野金次郎翁の貴重な日
記資料を、翁のお孫さん

に当たる岡野眞様から手渡しでご
寄贈いただきました。
同時に、翁の親戚縁者に当たる
渡邊貞信会員に立ち合っていただ
いたことは、奇しくも得難い場面
に巡り会うことができ、会務の役
柄としてこれ以上の感謝と喜びは
ありません。今後は歴史資料とし
て、大いに活用させていただきた
いと思っております。
（資料映像委員会委員長 溝口洋
三）

金次郎翁の日記電子版の寄贈式。右から２人目が岡野眞氏
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20

上高地から六百山を経て霞沢岳へ向かう筆者
（2019年4月6日）

会長

古野 淳

逆境を乗り越え、改めて登山文化の興隆を
3

令和 年、新春のお慶びを申し
４６年６月 〉
「 山へ帰ろう―小島
上げます。
烏水―日本山岳会の復興と再生」
）
。
恵みの雪が数年ぶりに来たとい
戦争の苦難に比べるべきことでは
うのに手足を縛られているようで、 ありませんが、我々にとっては戦
かつての
「日常」
が懐かしく思えま
後最大の災難だとも思える今の状
す。かくも隠遁生活が続くと、多
況から、登山文化を守っていかな
忙を理由に山に行かない時間があ
ければなりません。
ったことを後悔さえします。
巷ではアニメ
『鬼滅の刃』
が日本
１９４５
（昭和 ）
年、虎ノ門の
映画史上の記録を塗り替えました。
ＪＡＣ事務所が瓦礫になって、紙
鬼 退 治 の 物 語 で す が、 古 代 よ り
の入手にも苦労するなか、先輩方 「鬼」
は疫病神＝天然痘やコレラな
は翌年には
『山岳』
の発行を再開さ
ど、見えない敵、感染症との戦い
せました
（会報
「山」
１３５号
〈１９
に伴う社会不安から生まれた創造
物でした。
民俗学の先駆けとも言える菅江
真澄は、天明大飢饉の直後、１７
８５（天明５）年に東北を旅して、
飢えと疫病で亡くなった屍が積み
重ねられた惨状を目の当たりにし、
疫病退散を願う風習や、人々が疑
心暗鬼になっている状況を記録し
ています。
１３４７年、
シルクロードを介し
てヨーロッパに伝わったペスト菌。
ヨーロッパの人口の３分の１が失
われ、元に戻るまで１００年近い

歳月を要しましたが、その後、ル
ネサンス文化が花開きました。カ
トリックの影響が弱まるとともに、
レオナルド・ダ・ヴィンチやコペルニ
クスが登場し、革新的芸術と科学
の進歩が融合したのです。
昨春の緊急事態宣言の時分に比
べれば、コロナ禍への対応について
分かってきたことも多く、私たち
が登山を再開するためには、
「正し
く恐れる」
のひと言に尽きます。
本
会にも様々な立場の人から様々な
ご意見をいただいております。私
たちは歴史に学び、科学の力を信
じて、全国一律ではない環境を理
解し、
同調圧力に負けず、
自分の判
断で登山活動を再開させていきた
いと思います。アフター・コロナに
おいては、多くの人たちに価値観
の変化が生まれ、自然回帰の流れ
が来るのではないかと期待します。
＊
南アルプスにおけるリニア新幹
線工事について、静岡支部から理
事会宛に要請がありました。赤石
山脈は同支部が中心となって、長
年にわたって宝のように接してき
た山々ですが、山腹を貫くトンネ
ル工事が水脈を切り、山岳地帯の
植生だけでなく、静岡市民の水資

源を枯渇させる恐れがあるとのこ
と。同支部としては、工事への懸
念を表明してほしいとの趣旨です。
丹那トンネル工事で水脈を切っ
てしまった事故の二の舞になるの
ではないかと、個人的に憤る気持
ちはありますが、計画は２０１１
年、国策として始まり、すでに後
戻りできないところまで工事は進
み、推進派と反対派の対立が政治
問題化しています。現状、工事は
中断しておりますが、本会がどの
ような関わり方ができるのか難し
い問題です。日本の自然保護活動
の先駆者であり、本会創立者の一
人、武田久吉さんのアドバイスを
天国からいただきたいものです。
次に
「支部活性化」
に関してです
が、創立１２０周年の記念プロジ
ェクトの一つ
「全国山岳古道調査」
が進行中です。ＪＡＣが一つに結
束して、支部活性化のきっかけに
なってくれればと思います。古地
図と歴史資料を紐解き、いにしえ
の旅人がどんな気持ちでこれらの
路をたどったのか。想像するだけ
でわくわくします。
本年もどうぞ、会員の皆様のお
力添えをお願いして、ますますの
発展を図りたいと思います。
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静岡支部創立 周年記念式典を挙行

一般の方も若干入れて開催しまし
た。

■5

有元利通

の後は長島吉治会員の乾杯の音頭
で宴が始まりました。テーブルは
３密を避けるために一人一人アク
リル板で仕切ってあり、大声を出
さずに、お互いお酌はせずに、ホ
テルのウエーター、ウエートレス
に注いでもらって宴は進みました。
その後、司会者の指名により参加
者一人一人が演壇に立ってひと言、
ふた言、自己紹介を兼ねて挨拶を
述べました。
中締めの後、参加者一同の記念
写真を撮影して無事に祝賀会を閉
じました。曲がりなりにも記念事
業を終えて支部員一同、ほっとし
たことでした。

祝賀会終了後、
参加者一同で記念写真に収まる

祝賀会も感染対策を徹底
式典 講演会を無事に終えたの
･
ち、
会場を静岡駅南
「ホテルグラン
ヒルズ静岡（旧センチュリーホテ
ル静岡）
」
に移して、５時から祝賀
会を開催しました。コロナ感染を
心配されて祝賀会のみをキャンセ
ルされた方も大分ありましたが、
やむを得ないことと思います。
祝賀会は木村事務局長の司会・
進行で進みました。支部長、来賓
の挨拶、東海支部長からのお酒の
差し入れの披露と続きました。そ

記念式典後に行なわれた山本良三評議員の講演

26

25

17

静岡支部長
思いが役員一同に強かったのです。
月６日㈰午後２時より、記念
式典を
「毎日江崎ホール」
で開催し
ました。
初めに支部長として
「本日
ご出席、ご参加いただいた皆さん
に感謝いたします。また、４月の
予定がコロナの関係で今日まで延
期となり、
内容なども変更して、
ご
迷惑をお掛けしましたことをお詫
びいたします。しかしながら、曲
がりなりにも本日、式典が挙行で
きましたことを、ともにお祝いし
たいと思います。
」
と挨拶しました。
本部から古野会長が、また県内
の山岳３団体からもご来賓が駆け
付けてくださり、それぞれお祝辞
をいただきました。歴史好きの古
野会長からは、オルコック一行に
よる古い富士登山の話などを披露
しながらの挨拶でした。東海支部
長からの祝電披露もありました。
続いて、高額寄付者に対して支部
長より感謝状を贈呈しました。
式典終了後、引き続き山本良三
ＪＡＣ評議員の「山の文化とヒマ
ラヤ登山の軌跡」
と題した講演を、
12

70

大切な記念募金を無駄にせず
令和２年２月 日に支部創立
周年を迎え、記念行事をいくつか
計画をしました。創立記念日当日
の記念小山行や小祝賀会は実施し
たものの、４月 日に予定してい
た記念式典や講演会、祝賀会など
は新型コロナウイルスのため、延
期せざるを得ませんでした。翌日
の記念登山や海外登山は中止しま
した。
その後もコロナ禍は収まらず、
役員も会員も悩みました。会員に
感染者はいないので、講演会の後
の座談会は中止して、式典と講演
会と、会場を移しての祝賀会のみ
を行なうこととしました。
式典と講演会のみで、祝賀会や
飲食をどうするか悩みました。会
場のホテルをキャンセルすると、
周年記念で寄付していただいた
募金の内から 万円を、キャンセ
ル料としてむざむざとドブにうっ
ちゃるようなことをして良いのか。
折角いただいた大切な募金を、そ
んなことに使って良いのかという
70

0

会員によるパネル・ディスカッション（山フェスタ2015）
0

「山の日イベント」でのツアー出発式（2018年8月11日）

谷川岳エコツーリズム推進協議会
の主催で、日本山岳会群馬支部で
は一ノ倉沢、幽ノ沢出合を経て芝
倉沢出合の虹芝寮までのコースで
自然観察会を行なってきた。虹芝
寮で飲む天然水で淹れたコーヒー
と豊富な地元スィーツも人気で、
緑のインタープリターや地質の専
門家など、支部の人材も活かした
谷川岳の地形や地質の現地学習、
山麓の自然観察とともに好評を博
している。

自然観察会や峠越えツアーも好評
そのほか、谷川岳への登頂ツア
ーや、清水峠越えの弾丸ツアーな
ども人気で、各団体からスタッフ
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0
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15

群馬支部事務局長

0

増え続け、 年には２日間の開催
で７０００人が訪れるまでに育っ
てきただけに、 年のコロナ禍で
の中止には無念の思いが募る。
一方、
「 山の日イベント 谷川
岳」
は同じく２０１４年８月、
「山
の日」制定を機に谷川岳を擁する
みなかみ町で、
「山の日」
のプレプ
レイベントとして始まった。 年
のプレイベントでは一ノ倉沢での
登攀や講演会などもメニューに盛
り込み、また、１泊の縦走コース
が組み込まれた年もあったが、現
在は８月の
「山の日」
に日帰りの登
山、ハイキング・ツアーを行なっ
ている。 年以来、群馬県山岳団
体連絡協議会と地元みなかみ町の
19

16

20

地域 発 「 山 の 日 」 レ ポ ー ト ④ 群 馬 支 部

15

in

県内山岳３団体が結束して
「山の日」
を
盛り上げ

13

街で、山で、
「山の日」をＰＲ
の山を語る」
などを行なった。
群馬支部では山の日関連のイベ
年から３団体は共催に加わり、
ントとして、
「ぐんま山フェスタ」 群馬支部では
「マナスル 年」
を記
と
「山の日イベント 谷川岳」
に主
念して、記録映画上映と同峰に２
催団体の一つとして積極的に関わ
度遠征している田中壯佶支部長
っている。昨年はコロナ禍で両イ （当時）
による講演会を開いた。ま
ベントとも中止を余儀なくされた
た、日本山岳写真協会会長で群馬
が、本年以降、より充実した内容
支部の橋本勝会員による写真展示
で再開できることを願っている。
なども行なった。
「ぐんま山フェスタ」は「山の日」
が制定された２０１４年の８月、 山岳３団体で連絡協議会設立
地元紙の上毛新聞社などが実行委
さらに、この年以来、木暮理太
員会を組織して、県内の登山・ハ
郎
（日本山岳会第３代会長）
の資料
イキング情報を発信する場として
展示を、地元で顕彰活動を続ける
前橋市の群馬県庁１階の県民ホー 「木暮理太郎翁の足跡を語り継ぐ
ルで始まった（以来、同会場で開
会」
の協力を得て行なっている。
ま
催）
。 年に創立したばかりの群馬
た、同年４月には八木原圀明・日
支部では、日本山岳会と山の魅力
山協会長の肝いりで「群馬県山岳
をアピールする事業を模索してい
団体連絡協議会」が日本山岳会群
たが、翌 年から群馬県山岳連盟、 馬支部、群馬県山岳連盟、群馬県
群馬県勤労者山岳連盟とともに後
勤労者山岳連盟の県内山岳３団体
援という形で参画することになっ
によって設立され、名実ともに群
た。この年は本部の特別事業補助
馬県の山岳団体が結集して山フェ
金も得て、群馬の山の写真展示や
スタの中核を担う態勢が整った。
パネル・ディスカッション「群馬
山フェスタはその後も来場者数は
16

60
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山
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山

を出し、安全をモットーに山を楽
しんでもらっている。毎年、ツア
ー参加者は１００人ほどだが、ポ
イント・ラリーの参加者も含める
と５００人近くが集う。また、上
野駅からＪＲの
「山の日谷川岳号」
も運行され、この日の谷川岳はい
つも以上のにぎわいとなる。
年は、
「 ぐんま県境稜線トレ
イル」の開通に合わせての盛大な
開催が予定されたが、前日にトレ
イル巡視中の防災ヘリが墜落する
惨事が発生。稜線トレイル関係の
セレモニーは中止となり、この年
の
「山の日」
は、けっして忘れられ
ない日となった。
「山の日イベント」
も、
２０２０年
はコロナ禍で中止を余儀なくされ
た。
「山フェスタ」
とともに年々盛
況を続けてきただけに残念でなら
ない。両イベントの継続には、コ
ロナ禍終息を願うとともに、
「ウ
イズ・コロナ」の時代のイベント
のあり方も考えながら、新たな運
営方法を見出していかなければな
らない。実に重い課題だが、山岳
団体がまとまり、自治体や地元お
よび関係諸団体も含めた結束と協
力体制をより広く構築して、乗り
越えていきたい。
18

烏水顕彰碑前で行なわれた参加者一同の記念撮影

14

23

21

四国支部長

尾野益大

に開くが、コロナ禍で延期してい
た。
中止も考えたが
「ささやかでも
続けよう」との会員の気持ちが強
く、開催に踏み切った。普段は顔
を合わさない仲間だが、やはり直
接会うとすぐに打ち解け、笑みが
こぼれる。パソコン画面上では絶
対に味わえない。幸い感染者は今
も出ていない。
古野会長、尾上元会長の
メッセージどおり、熱意や
継続の尊さを改めて感じ
た。烏水が生きた時代も
現代も、山を知った者はあ
るとき、人が自然の一員で
あると自覚し、言葉ではな
く感性と肌で社会を理解
したことに気付かされる。
筆舌に尽くしがたい、豊
かな心も養われる。烏水祭
は、烏水という人を通して
それを再確認できる絶好
の機会で、絶やしてはいけ
ないと思う。
解散後、有志が市内のホ
さわ んど
テルで昼食。昨夏の 沢 渡

からの霞沢遡行、野澤誠司副会長
との束の間の交流の思い出話が持
ち上がった。霞沢の遡行は烏水が
日本人登山家として槍ヶ岳に初登
頂した行程内容の一部で、
今夏、
四
国支部会員が烏水の軌跡を追うた
めの偵察だった。
四国支部は規約どおり、烏水顕
彰が目的の一つ。烏水祭をはじめ、
烏水のご親族の入会と交流が実現
し、烏水が米国滞在時に頂上近く
まで登ったシャスタ山登山を実施。
霞沢から槍ヶ岳へもその一環だ。
計画は、烏水や播隆上人が残し
た文献を調べ、烏水の足跡を現地
で追った近藤信行、山崎安治、節
田重節各氏ら先人の資料を参考に
登山ルートを推定。夏にコロナが
収まっていれば「沢渡～霞沢～カ
ミウチクボ沢～稜線～白沢～横尾
～赤沢岩小屋～槍ヶ岳～白出口 」
の予定で実施したいと考えている。
早くも第８回烏水祭が終わり、
時の早さを感じる。尾上元会長、
神﨑忠男、重廣恒夫両元副会長の
支援がなければ、烏水との出会い、
支部設立は実らなかった。コロナ
禍で会員の志気は低下ぎみだが、
登山同様、危機管理を徹底し、初
心を忘れず活動したい。
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「第８回小島烏水祭」
と山と熱意
第８回小島烏水祭
（本部主催）
が
２０２０年 月 日、香川県高松
市の峰山公園で開かれた。主管す
る四国支部の会員 人が参加。顕
彰碑を拭き周辺を掃き清め、古野
淳 代会長、尾上昇 代会長、烏
水のお孫さんで四国支部会員・相
良泰子さんの祝辞を紹介した。
今年の烏水祭は異例。通常４月
26

REPORT

19

谷内 剛

「第 回ライチョウ会議ぎふ大会」
報告
自然保護委員会委員長

ョウゲンボウなどによるライチョ
ウの卵、雛、親鳥の捕食、気候温
暖化の影響によるイネ科植物の生
息域への侵入などがある。
保護活動について
環境省が中心となって、生息地
でのケージ保護やキツネやテンな
ど捕食者への対策、気候温暖化の
影響を強く受けている、火打山で
のイネ科植物の試験的除去を行な
ってきた。
＊
８日は３部構成
（全 題）
で、専
門的な研究発表が行なわれた。第
１部「ライチョウの生息地での取
り組み」
は、
南アルプスおよび中央
アルプスにおけるケージ保護の実

際、火打山におけるライチョウの
生息の現状と対策など。
第２部「動物園でのライチョウ
生息域外保全の取り組み」
は、
国内
６園館での生息域外保全（人工孵
化、育雛）
の取り組みと、現在の課
題や対応。
第３部「ライチョウの野生復帰
にむけた研究の取り組み」
は、
ライ
チョウの腸内環境について、ライ
チョウが野生復帰するために必要
となってくる高山植物食に適した
「野生型腸内細菌」
の移植や腸内細
菌誘導のための飼料開発、ニホン
ライチョウに高率で感染している
寄生虫に対するワクチン開発。
＊
各地で活動しているライチョウ
サポーター
（パートナー）
制度に参
加することは、ライチョウ保護に
とって非常に大きな助けとなるの
はもちろんですが、日ごろの登山
活動でも捕食者を増やさないよう、
食べ残しなどを放置しない（させ
ない）
、
気候温暖化について考えな
がら日々の生活を見直す、
また、
ラ
イチョウが置かれている状況につ
いて学び、伝えるなど、身近なと
ころからできることを気付かせて
もらえる機会となりました。
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昨年 月７日㈯と８日㈰の２日
日本のライチョウについて
間にわたり、岐阜大学を会場に開
ニホンライチョウは、北極圏を
催された「第 回ライチョウ会議
取り巻く地域に分布するほかのラ
ぎふ大会」に参加しましたので報
イチョウとは完全に隔離されて世
告します。当日は講演要旨集とと
界の最南端に分布し、日本国内で
もに、一般社団法人日本アルプス
は本州中部の高山帯に生息する特
ガイドセンターと環境省によって
殊な集団で、現在、国の天然記念
発行された『ライチョウ観察ルー
物、絶滅危惧種ⅠＢ類に指定され
ルハンドブック』が配布されまし
ている。
１９８５
（昭和 ）
年に、
約
た。（
３０００羽が生息していることが
https://thejapanalps.com/
）
から閲覧可能です。
明らかにされたが、最近の調査で
ptarmigan
は、様々な要因により１７００羽
基調講演は中村浩志氏
ほどに減少していることが判明し
７日の基調講演は、大会長であ
た。特に南アルプス・白峰三山北
る中村浩志氏の「ライチョウの生
部での減少が顕著である。
また、
雛
態と未来」
で、
ライチョウの生態と
が母親の
「盲腸糞」
を食べることで、
減少の実態やその要因、現在取り
高山植物の消化を助けるための消
組んでいる活動など、一般参加者
化細菌や免疫を獲得していること
にも分かりやすい講演だった。
が分かっており、これが動物園な
どでの飼育や野外へ放鳥する際に
大きな役割を果たしている。
様々な課題について
ライチョウ減少の主な要因とし
てはニホンザル、ニホンジカ、イ
ノシシなどの食害による高山環境
の破壊、キツネ、テン、カラス、チ
『観察ルールハンドブック』書影

60
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11

「ライチョウの生態と未来」
と題して講演した中村浩志氏

908−２０21・1・２０
山

今回は、この母島と父島の代表
的な登山やトレッキング・コース
について、それぞれ紹介しよう。

母島・乳房山山頂付近から見下ろしたボニンブルーの海

登山・トレッキング案内
▲母島・乳房山登山
小笠原諸島における最高峰は南
硫黄島
（９１６ｍ）
だが、有人島の
最高峰は母島の乳房山
（４６３ｍ）
である。
母島の周囲は約 ㎞で、
ほ
とんどが急峻な崖が形成されてお
り、乳房山は島のほぼ中央部に位
置する。
「爆弾の跡」
から巨大なガ

58

24

50

1

固有種のマルハチ。
丸に逆さ八の字が幹に

12

11

11
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小笠原諸島

差が小さくなり、８月はほ
連載 ■ 島 の 山 旅 へ の 誘 い
とんど差がない。ただし、
日差しは年中強いので、日
母島：乳房山、石門トレッキング／父島：躑躅
焼け止めや水分補給を忘
山、中央山など
れないようにしたい。
すぎやま
椙山太郎
小笠原諸島へアプローチ
小笠原諸島の概説
自の進化を遂げた結果、固有の生
する交通手段としては飛
日本国内の
「島の山旅」
としては、 き物たちや、それらが織りなす独
行機の定期便が就航して
北の利尻島・利尻山と、南は屋久
特の生態系が生物の進化を表わす
いないため、唯一の公共交
島・宮之浦岳をまずは連想する方
見本として価値があることを認め
通機関となるのが「おがさ
が多いと思う。では、いちばん遠
られ、２０１１年６月、ユネスコ
わら丸（１万１０００ｔ）
」で
い島の山旅としては、どこを連想
の世界自然遺産に登録された。
ある。乗船時間が長くなる
するだろうか。東京から南へ１０
この島々は今まで一度も大陸と
小笠原諸島への航路は、ゆ
００㎞も離れた、太平洋上に浮か
陸続きになったことがない海洋島
ったりとした時間の流れを
ぶ 余りの島々の総称となる小笠
のため、海流、風、鳥などによっ
感じる船旅の楽しさを、強
原諸島ということになろう。
て運ばれてきた動植物は、独自の
く印象付けてくれる。
小笠原諸島では生き物たちが独
進化を遂げてきている。ここでは、
小笠原海運が運行する
原生状態を保つ亜熱帯性の山や森 「おがさわら丸」
は、東京・竹芝桟
の中を、固有の動植物や鳥をウォ
橋と父島・二見港間を、曜日は確
ッチングしながらの登山やハイキ
定しておらず５～７日間に一度就
ングが大きな魅力となっている。 航している。通常は午前 時に竹
また、海抜を意識することができ
芝桟橋を出港し、丸一日（約 時
る登山の面白さや、コース上から
間）
かけて翌日の午前 時に父島・
の展望も楽しみの一つである。
二見港に到着。さらに南へ約 ㎞
なお、小笠原諸島は亜熱帯に位
離れた母島へは
「ははじま丸」
に乗
置しており、温暖多湿な海洋性の
船して約２時間の船旅となる。小
気候となっている。年間を通して
笠原諸島の中で一般の人が住んで
暖かく、夏と冬の気温差が少ない。 いる島は、この父島と母島だけで、
東京と比べると冬期は父島が ℃
両島を合わせた人口は２６００人
気温が高く差が大きいが、夏期は
弱である。
30

北岬
乾崎
北岬

リアである。 植 生 保 護 区 域 の た め 立 ち 入 れ な
また、現地
い）
。母島とは対照的に、
父島の自
東崎湾
の認定ガイ
然植生は乾性低木林である。コー
ドの同行が
ス途中には、今なおいくつもの太
中岬
必要となる。 平洋戦争の爪痕が残されている。
沖港
堺ヶ岳・石
さらに海を望む千尋岩の岩壁上
門コース入
まで足を延ばそう。海側から千尋
り口からス
岩を見ると、赤い岩肌がハート型
タートして、 に見えることから「ハートロック」
石灰岩の溶
と呼ばれており、父島では絶景ス
食地形が見
ポットとなっている。千尋岩から
られ、希少種も観察しながら自然
途中まで往路を戻り、八ツ瀬川に
に近い状態のルートを歩けること
沿って小港園地に下山する。動植
が魅力だ
（歩行時間：約７時間）
。
物も多く見られる森の中を歩き、 その他観光情報など
▲母島・小笠原小富士
太平洋を望むすばらしい景色や戦
小笠原諸島では、登山やトレッ
都道最南端よりハイキング開始。 跡など、小笠原の豊かな自然と歴
キング以外にも様々な楽しみがあ
テーブル珊瑚の発達した南崎から、 史を感じることのできる、変化に
る。
海の楽しみとしてはシュノーケ
日本最南端の
「ふるさと富士」
でも
富 ん だスペシャルなコースで あ る
リングやダイビング、フィッシング、
ある小富士
（ ｍ）
を訪れる。比較 （歩行時間：約６時間）
。
シーカヤックなどなど。生き物との
的起伏の少ない、
ボニンブルーの海
▲父島・中央山
出 会 い は、ホエールウォッチング
を 望 むハイキング・コースで あ る
父島で一番標高が高い山が中央 （２～４月：ザトウクジラ、５～
（歩行時間：約３時間）
。
山
（３１９ｍ）
である。島のほぼ中
月：マッコウクジラ）
、アオウミガメ
▲父島・躑躅山から千尋岩トレッ
央に位置しており、夜明山道沿い （６～７月：産卵期、８～９月：孵
キング
の園地入り口からわずか 分ほど
化期）
、
一年を通じて出会えるイル
つつじ
躑躅山の登山口からハイキング
で容易に到着できる。頂上には戦
カ、そして、ナイトツアーでは星
を開始して父島の南端、海抜２６
時中に使用していた電波探信儀
空観賞とオガサワラオオコウモリ
０ｍの千尋岩
（ハートロック）
を目 （レーダー）の台座も残っている。 （天然記念物）
など夜行性の生き物
指す。前半は小笠原諸島の固有種
中央山展望台からは、緑豊かな父
の観察もできる。
が多く自生している躑躅山（２９
島や二見港の街並みなど３６０度
これら小笠原諸島のかけがえの
９ｍ）
の周辺を歩く
（躑躅山山頂は
の景観が望める。
ない自然を守るために、
エコツーリ
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石門崎
椰子浜

石門

南崎

10

大瀬戸

向島

東崎
堺ヶ岳444
▲
大崩湾
堺崎
桑の木山 乳房山 463
256 ▲ ▲
母島
三角岩

ジュマルの森を抜け、乳房山遊歩
道を歩く。母島では湿性高木林が
多く、上部ではシマオオタニワタ
リの中を登って行き、乳房山山頂
の展望台からは、ボニンブルーの
海原が目に飛び込んでくる。
「ボ
ニン 」とは小笠原諸島の英語名
からきており、小笠
Bonin island
原諸島では、濃く深くどこまでも
透き通った独特の青色をそう呼ん
で い る。 洋 上 に 浮 か ぶ 小 笠 原 の
島々の遠望も満喫した後は稜線に
沿って下り、
沖港へ下山する
（歩行
時間：約５時間）
。
▲母島・石門トレッキング
石門コースは、母島で特に貴重
な固有種と原生林が残されている
場所で、
３～９月
（３月は一部ルー
トのみ入域可能）に入域できるエ

亜熱帯の森を抜け、母島・南崎から小富士へ

11

臥牛角
北港 東山
▲

小富士
▲ 86

86

沖ノ碆

908−２０21・1・２０
山

裏高根

丸島瀬戸

908−２０21・1・２０
山

ズムの実践が早くから進められて
ガイド会社に問い合わせして参加
いる。特に外来種の侵入を防ぐた
することをお勧めする。
めの取り組みを強化しており、小
ち な み にアルパインツアーサー
笠原諸島にいない生き物を持ち込
ビスの「秘境・小笠原諸島ハイキ
んだり、ほかの島や山中に広げた
ング６日間」というツアーを、モ
りしないように、乗船前や入山前
デルプランとして紹介しておく。
には、靴底に泥や種や虫などが着
◇１日目：東京・竹芝桟橋をお
いていないかチェックを行なって
がさわら丸で出港し、船中で１泊。
いる。また、いくつかの登山コー
◇２日目：昼ごろ父島・二見港に
スや指定ルートにおいては、許可
入港。ははじま丸に乗り換えて母
を受けた現地ガイドの同行が必要
島・沖港へ。上陸後、
周辺散策。母
とされているため、個人だけでは
島泊。◇３日目：乳房山ハイキン
行けないエリアがある。登山やト
グ。下山後、ははじま丸で父島へ
レッキングなどが専門のツアー会
戻り、父島泊。◇４日目：躑躅山
社や、地元のアウトドア・ショップ、 ～千尋岩ハイキング。父島泊。◇
５ 日 目： 午
前中、ボート
クルー ズ を
楽 し み、 午
小笠原村
後、
おがさわ
ら丸で二見
港を出港し、
船中で１泊。
◇ ６ 日 目：
午後、
竹芝桟
橋に帰着。
新型コロ
ナウイルス
閂島
感染拡大防
止について
宮之浜

長崎

旭山

204

229

南島

南崎
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ながら実現することを目指すとこ
ろに、旅や登山の醍醐味があるの
ではなかろうか。小笠原諸島は距
離や交通状況によって容易に行け
ない場所で、しかも現在はコロナ
禍の影響もあるなかで、さらに遠
い旅の対象となってしまった。し
かし、太古にこれらの島々が形成
されてから悠久の時を経て、変化
しながらも現在の小笠原諸島の自
然が残されており、価値のある貴
重な地球の財産となっている。そ
れだけに、機会があればぜひ入島

登山口には種子除去装置が置かれている

は、
「おがさわら丸」
に乗船される
お客様の健康と安心・安全、そし
て、小笠原村における感染拡大を
未然に防止するため、水際対策が
重要である。現在は「おがさわら
丸」乗船者に対して唾液採取によ
るＰＣＲ検査を試行している。す
べてのＰＣＲ検査希望者には、小
笠原海運より事前に検査キットが
送付され、検体を指定された窓口
に、前々日または前日に提出して
いただくか、事前提出が困難な方
は郵送も可能で、詳しくは小笠原

海運のホームページ
（ http://www. して、歩いて接してほしい島の一
）などで最新
つである。
ogasawarakaiun.co.jp
情報を確認してもらいたい。
（アルパインツアー日本の山事業
いくつかの課題や困難を克服し
部担当）

父島・千尋岩からの展望。
クジラが見えることも

巽崎

天之鼻

霊岸島

鯨崎
巽島

衝立山
千尋岩

高山

265

198

299

鳥山
躑蠋山

中山峠

ブタ海岸

赤旗山

父島

小港岬

220

319

99

夜明山

267

初寝山

野羊山

308

傘山

二見港

烏帽子岩

中央山
振分山

150

蛸岩

東島

三日月山

報

告

大戦で捕虜になったドイツ兵が収
容されていた。人権を尊重し、で
きる限りの自主的な生活を認めた
ことから、ドイツ兵は地域住民と
も打ち解けていたそうだ。日本で
最初に
「交響曲第９番」
が演奏され
た。収容所に植えられていたコス
モスを、市内中に咲かせるイベン
トが行なわれていた。
昨年 月に父が亡くなり、供養
も兼ねたお遍路だった。お遍路を
始めたきっかけも父がつくってく
れた。
秋の徳島は吊るし柿でいっぱい。 「亡き父の 笑顔と歩く へん
けちがん
コスモスがきれいだ。結願の１番
ろみち」
霊山寺
（鳴門市大麻町坂東）
手前に
ご参加の皆さん、ありがとうご
は、ドイツ村がある。第１次世界
ざいました。 
（数見 直）

支部

岩手支部

民宿とくます前での参加メンバーの記念撮影

だより

２０２０年、新型コロナウイル
スの世界的汎流行に振り回される
中で、岩手県では７月末まで１人
も感染者が出なかった。
「 岩手ゼ

11

動
21

活

51

「岩手ゼロ」の下、月例山行
を続ける

■ 12



11

20

日本山岳会の
各委員会、同好会の
活動報告です。

12

山行委員会

10

会えず、それではと 回目は逆に
回ってみると、焼山寺
（ 番札所）
の手前の杖杉庵で倒れたときに大
師が現われ、許しを請うことがで
きた。
大師は
「そなたの悪心は消え
た。来世の望みは叶う」
と言い、
三
郎は
「一国の国司に生まれ、
善政を
したい」
と告げ亡くなった。
その後、領主・河野息利の長男
が
「衛門三郎再生」
と書かれた石を
握って生まれ、
その寺は石手寺
（
番札所、道後温泉の近く）と改称
された。
こんな話を信じての逆打ちとな
ったが、
順打ちの何倍も難しい。
目
印が極端に少なく迷ってしまう。
なんとか苦労しながら全員の協力
のもと無事回ることができた。
３回目の 月、高知ではお遍路
を教えていただいた白濱先達に、
逆打ちゆえに会うこともできた。
１周目以来、歩き９周目での再会
だった。

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。

四国八十八ヶ所歩き遍路
逆打ち 徳島県
２０２０年３月
（香川県）
からの
お遍路もこの 月、４回目の徳島
県で最終回となった。コロナ禍で
４月
（愛媛県）
は６月下旬に延期に
なり、 ℃の中を汗だくで歩いた。
１番札所から２番、３番と順番に
回るのを順打ち、逆打ちはその逆。
り やく
逆打ちは順打ちの３倍のご利益が
あると言われ、閏年に盛んになる。
衛門三郎は四国遍路の元祖とも
言われる人物で、こんな話が残っ
ている。
富豪だが強欲非道な衛門三郎の
屋敷前で、弘法大師が托鉢をした
ときに、竹帚でその托鉢を叩き割
った。ところが衛門三郎の８人の
子どもが次々に死に、この非を悔
やみ、大師に許しを請うため四国
遍路に出る。 回順打ちをするが
35

908−２０21・1・２０
山

（支部長・阿部陽子）
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しい限りである。
１人で計画する個人山行はとも
かく、支部というのは誘い合って
皆で山に行くことで成り立つもの
だと思う。新型コロナ感染の状況
を考慮して、山行を実施して良い
かどうかを見極める。様々な登山
を考え、試行錯誤を続けた１年で
あった。



『山岳』
第116年の原稿募集

ロ」
という新語が、
神話のごとく語
られ続けたのだった。そのような
状況下で例年どおりの４月総会に
始まり、今日までほぼ平穏に、岩
手支部は計画に沿って月例山行を

実施してきた。
コロナ対策として留意したこと
といえば、あまり人の行かない山
を選び、県境を越えるとしても列
車やバスを利用せず、自家用車も
乗り合わせを避ける、休憩や食事
どきは密集せず、短時間で済ませ
る、必要に応じてすぐ使えるよう
消毒スプレーは個人装備とするな
ど、状況に合わせて強化した。た
だ、 月だけは宿泊ありで忘年会
をセットしたが、貸し切りの保養
所から感染警戒を理由に断りの申
し出があったので、日帰り山行と
委員会のみに変更した。
７月１日の岩手山山開きは中止
であった。岩手県山岳協会普及部

が管理する岩手山８合目避難小屋
は、例年と異なり禁止事項のやた
ら多いルールの下、協会所属各山
岳会により最小限に絞って、夏期
１００日間のみ小屋管理の運営が
続けられた。岩手支部の当番日は
９月５～６日
（土・日）
である。小
屋で使うガソリンや販売物を上げ
るほか、薪のボッカ競争に加わり、
「どうせ担ぐなら面白い方が良い」
と発奮。男女８名で総量２８２㎏
を上げ、岩手支部は第２位を獲得
し、鼻を高くした。
岩手支部が主催する８月 日の
山の日記念山行については、例年
のような一般公募ではなく、知り
合いを誘う程度に募集して、花巻
市の猫山（９２０ｍ）に登山した。
宮澤賢治の
『風の又三郎』
は、主人
公の父親が山を調べて歩く鉱山師
という設定であり、鉱脈のあるこ
の山の小学校が舞台だとされてい
る。しかも近年、古老の記憶をも
とに実際に発見されたというモリ
ブデン坑跡が話題となり、頂上の
先の沢筋に実在するという坑口探
査の冒険もした。そんな山行に魅
力を感じてもらえたようで、今年
も参加者の中から日本山岳会への
入会申込み者が現われたのはうれ

本会の機関誌『山岳』第百十六年（2021年）の発刊は、
本年7月中旬を予定しております。原稿の締め切りは
4月中旬となりますが、会員の皆様方からのご投稿をお
待ちしております。なお、採否につきましては、恐縮
ですが編集委員会に一任させてください。
手書き原稿でも結構ですが、できますれば下記宛、
メールでのご連絡、ご投稿をお願い申し上げます。
[送り先］〒145-0064大田区上池台1－35－5 神長幹雄

会員名簿発行の中間報告
会報「山」９月号でお知らせ
し た 会 員 名 簿 は、 掲 載 希 望 者
が 約 １ ８ ０ ０ 人 と な り、 発 行
す る 運 び と な り ま し た。 今 年
度中にお手元に届く予定です。
会員名簿には郵便振替用紙
を 同 封 し ま す の で、 お 支 払 い
をお願いいたします。
掲 載 内 容 は、 ① 会 員 番 号
②氏名 ③住所 ④所属支部
⑤会員種別の５項目および資
料 と し て 定 款 や 支 部 所 在 地、
図書室の利用方法などになり
ます。
な お、 会 報 で お 知 ら せ し ま
し た よ う に、 名 簿 掲 載 者 の う
ち希望者のみに有料で頒布す
る も の で す。 掲 載 し て い な い
方、 お よ び 名 簿 の 購 入 を 希 望
されていない方には発送され
ません。ご留意ください。
（総務担当常務理事・永田弘太
郎）

03－3720－7569

kaminaga@ruby.dti.ne.jp
（『山岳』編集委員会）
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『風の又三郎』
の舞台と言われる猫山での昼食

10

とができず、また、乱気流と強
北島英明氏の遭難について
風のためにヘリコプターによる
日本山岳会会員の北島英明氏
（ 歳、東京多摩支部事務局長） 救出もできませんでした。なお、
日の夕刻から本人との連絡は
が、
昨年 月 日に南アルプス・
取れていません。以上の経過か
赤 石 岳 か ら 椹 島 へ 下 山 の 途 中、
ら、５日に救助活動は打ち切ら
標高２９００ｍ付近で荒天など
れ、捜索再開は雪解け後になる
のために遭難し、警察へ救助要
可能性があります。
請の連絡がありました。
北島氏は山岳遭難救助活動に
た だ ち に 静 岡 県 警 と 消 防 署、
活躍中で、執筆や講演も多く、著
民間組織マウンテンワークスに
書もあります。
よって救助活動が行なわれまし
た。しかし、現場は雪崩と滑落 （ 東 京 多 摩 支 部・ 遭 難 対 策 本 部
本部長 野口いづみ）
の危険の高い急斜面で近寄るこ

13

31

11

16

山形支 部

梅本会員に深く感謝申し上げます。
弁当と鍋料理による昼食会では
会員の近況報告や山行の経過が披
露され、楽しいひとときを過ごす
ことができた。  （野堀嘉裕）

茨城支部

30

なかで、
１月 日には講演会・例会
山行は、宝篋山
（４６１ｍ）
登山と
を行ない、茨城県山岳連盟海外登
小田城址・平沢官衙見学であった。
山委員長・椎名正明氏ほかの講演
４月以降は、講演会・例会を９
ギアナ高地への登山 」
、 スペイ
月 日と 月 日に開催し、それ
｢
｢
ンへの登山 があった。
ぞれ長岡正利会員による「ヒマラ
｣
２月 ～ 日には、恒例の第
ヤの測量地図作成小史とその山の
回 支部合同懇談会
（群馬、栃木、 高さ 附：測量 地図・作成の基
･
千葉、
茨城）
をつくば市で開催した。 礎知識と
〈山の標高〉
とは」
、
産業技
今年は茨城支部の当番で、講演会
術総合研究所・宍倉正展氏による
と各支部の活動報告、記念山行を 「チバニアンの時代と地球の変動」
行なった。講演は、支部友・奥井
が行なわれた。通常これら講演会
登美子氏による 霞ヶ浦と筑波山
は一般に公開しているが、コロナ
｢
の環境問題に取り組んで と
禍のため会員のみの非公開となっ
｣ 栃木
支部長・渡邊雄二氏による 赤道
たことは残念である。
｢
直下の氷河の山 日本・エクアド
６月 日には、令和２年度の総
ル友好合同登山隊２０１９」
、
記念
会を開催し、令和２年度の事業計

11

13

コロナ禍の中での活動
昨年は、コロナウイルス感染の
流行が世界的に大問題となり、す
べての人々に健康、
日常生活、
経済
の面で大きな影響を与えた。茨城
支部の活動も例外ではなく、相当
な制約を受け、支部主催の山行は
計画できず、ほかの行事も催行で
きない事態が続いた。そのような

15

唯一歩くことができた
高館山
２０２０年度の山形支部事業は、
新型コロナウイルスの影響で軒並
み中止としてきたが、晩餐会につ
いては３密回避を実現できる開催
方式として、日帰りの昼食会とし
て開催することとなった。
場所は、鶴岡市大山地区の高館
山
（２７３ｍ）
から八森山への稜線
散歩。昼食会は大山公園の古峰神
社・直会殿で行なった。
山行は大山公園駐車場に集合、
９時出発。下池を反時計回りに回
り、高倉山コースから登山。山頂
からは八森山への稜線を散歩して、
大山公園に戻るコースを歩いた。
天候は曇りときどき雨だったが、
紅葉の合間から日本海や庄内平野
を眺めることができた。参加者は
木村喜代志、梅本幸巳、鈴木理夫、
野堀嘉裕、河口昭俊、佐藤一広、日
向稔也の７名。
昼食会は大山公園の古峰神社・
直会殿で行なったが、この会場は
大山神社宮司で、
支部役員、
財務担
当の梅本幸巳氏のご厚意によって
利用させていただくことができた。

12

11

16
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高館山の頂上東屋にて

908−２０21・1・２０
山

なく、例会後の懇親会も休止した
ため会員相互の親睦を深めること
は難しく、誠に残念なことであっ
た。ほかの支部におかれても同様
の状況が生じているのではないか
と懸念されるが、１日も早くコロ
ナウイルスの蔓延が終息し、支部
活動が旧に復することを祈る次第
である。
（事務局長 星埜由尚）

70

71 73 65

年）
、ナンダ・デヴィ縦走
（ 年）
、カ
ンチェンジュンガ縦走（ 年）とい
う約 年間の６登山が扱われる。
公式報告書に載らなかった歯に
衣着せぬ批評と詳細な記録はそれ
自体に価値があるが、本書の核心
は各登山の総括とそこから弁証法
的に生まれたヒマラヤ縦走登山論
である。刮目すべきは、極地法に
よるヒマラヤ縦走とは、私たちが
想像しがちな
「兵隊の山登り」
とは
異質なことだ。ヒマラヤの縦走で
は、縦走隊の下山ルートを確保し
サポートする態勢が欠かせない。
ルートは２～３に分かれ、キャン
プも ～ ヶ所に上るなか、ＢＣ
に留まる隊長が隊員の日々の行動
と荷揚げを管理し指示するという
20

76

84

得る社会人山岳会の先鋭的なクラ
イマーがそろい、両者を融合させ

大学山岳部ＯＢと、縦走隊を務め

求められる。幸い当時は、ＢＣま
での輸送やサポート隊を任せ得る

自覚、責任感を具えていることが

て一人一人が現場で自ら判断し意
思決定して行動するだけの能力、

報を共有した上で、それに基づい

極地法のやり方は通用しない。そ
の代わり、隊員すべてが目的や情

11

た隊をつくることができた。高所

■ 15



よるヒマラヤでの縦走という登山

本書は世界に先駆けて、極地法に

図書紹介
鹿野勝彦著

の形を切り拓いた著者が、自らの
ヒマラヤ登山の軌跡とそのときど

きのヒマラヤ登山を取り巻く状況
や著者の考えを克明に記したもの
である。時代は１９６０年代末以
降の
「ヒマラヤ登山の鉄の時代」
で、
著者が隊員や登攀隊長、隊長とし
縦走と聞いて心躍らない登山者
て参加したキンヤン・キッシュ（
はいないだろう。それをヒマラヤ
年）
、２度のチョモランマ
（ 年、
で行なうとはいかなるものなのか。 年）
、チューレン・ヒマール縦走
（
2020年6月
本の泉社
A5判上製 425㌻
3500円＋税

10

画 予･算を審議し、
決議した。その
後、九州大学名誉教授・真木太一
氏による ｢歳 心･臓身障者の日
本百名山 百
･ 高山単独行」と題す
る講演も行なわれた。また、８月
記念の筑波山
日には、 山｢の日」
登山を会員有志で行ない、筑波山
頂
「仲の茶屋」
で懇親を深めた。
コロナ禍の中、以上の活動を行
なったが、いずれも参加者は多く
75

ヒ マ ラ ヤ 縦 走 ―「 鉄 の 時
代」
のヒマラヤ登山

10

山

908−２０21・1・２０

縦走という課題の困難さとサポー
トの必要性が、役割を分化させ、
個々人がそれぞれの能力を発揮す
る場が生じたのである。
こうした隊における隊長の役割
は、シェルパなど日本人以外の隊
員を含む全員に、各キャンプの状
況や情報を共有させることであり、
それ以外にあるとすれば、計画の
断念や撤収の指示だけだという。
加えて隊長に求められることは
「目標に関しては絶対にぶれない」
ことだと喝破する。
現在のヒマラヤ登山はますます
多様化が進み、著者が経験したよ
うな大掛かりな登山が行なわれる
可能性は低い。だが、登山の形態
が変わろうとも、自律した個人の
現場での判断の重要性やシェルパ
との関係のあり方など、ヒマラヤ
登山を目指す人が本書から得られ
ることは多い。著者は登山者とし
て、また文化人類学者としてヒマ
ラヤに関わってきたが、前者の総
括が本書であり、後者のシェルパ
社会研究の集大成が『シェルパ ヒ
マラヤ高地民族の 世紀 』
（ 茗溪
堂、
２００１年）
である。この双耳
峰のような２つの著書を併せ読む
（縦走する）
ことで、広義のヒマラ
20

ヤ理解がより深化することは疑い
ようがない。
本書を読んで思い出したことが
ある。登山前のカンチェンジュン
ガ隊が集うカトマンズのＶａｎＶ
ａｎレストランに著者を訪ね「鹿
野先生」
と声を掛けたとき、
「おい、
先生だってよ」と言って笑ってい
た隊員たちの姿だ。人によって呼
び捨てだったり、敬称が付いてい
たりと、著者にとっての人間関係
がそのまま現われる本書は、誠実
な「 その人間的記録」となって
おり、組織論としても優れたもの
である。 
（南 真木人）

広木詔三著

森林の系統生態学

山を歩いていて、いちばん山が
山らしいと感じるのはどういうと
きだろう。岩稜をたどっていると
き、展望の良い山頂で休んでいる
とき、雪山で風のうなりに身を凍
らせているとき……。

2020年4月
名古屋大学出版会
A5判 369㌻
5400円＋税

図書受入報告
（2020年12月）
者

発行年 寄贈／購入別

日本奥地紀行の
旅研究会（編）
山田圭一

著

者

ザック担いでイザベラ・バードを辿る ：紀行とエッセイ 176p／22cm あけび書房

書

名

頁／サイズ

2017 出版社寄贈

プロフェッサー世界を翔ぶ ：山と空に逝った仲間たちに

208p／21cm クレオ

2020 著者寄贈

打田鍈一

続 藪岩魂 ：いつまでもハイグレード・ハイキング

224p／20cm 山と溪谷社

2020 出版社寄贈

144p／26cm 山と溪谷社

2021 出版社寄贈

120p／28cm 山と溪谷社

2021 出版社寄贈

出川あずさ

雪崩事故事例集 ：日本における雪崩事故30年の
実態と特徴
山と溪谷編集部（編）日本百名山ルートマップ 2021 （「山と溪谷」2021
年1月号 付録）
河野啓
デス・ゾーン ：栗城史多のエベレスト劇場

発

行

343p／120cm 集英社

小松由佳

人間の土地へ

255p／20cm 集英社インターナショナル

石川直樹

地上に星座をつくる ：ヒマラヤ遠征を繰り返し、旅から旅へ 303p／19cm 新潮社

2020 出版社寄贈
2020 出版社寄贈
2020 出版社寄贈

成川隆顕 他（編）リュックサック XV ：早稲田大学山岳部 1920-2020
100周年記念号
竹内洋岳 ／
下山の哲学 ：登るために下る
川口穣（構成）
服部文祥
サバイバル家族

344p／21cm 早大山岳部・稲門山岳会 2020 発行者寄贈

尾上昇

254p／19cm 太郎次郎社エディタス

2020 出版社寄贈

247p／20cm 中央公論新社

2020 出版社寄贈

336p／20cm 中部経済新聞社

2020 著者寄贈

山あれば人あり ：登山史に躍動した人びと（山岳
文化叢書 No.10）
遠藤家之進正和（編） 写真でみる高頭祭のあゆみ ：高頭仁兵衛翁寿像
碑前祭 2020
日本山岳会千葉支部（編）房総半島郡界尾根踏査報告書

252p／21cm 日本山岳文化学会

2020 著者寄贈

日本山岳会
日本山岳会東九州支部創立６０周年記念誌
東九州支部（編）
Ed Douglas（ed.）The Alpine Journal 2020（Vol.124）

417p／23cm The Alpine Club

2020 発行者寄贈

追憶のヒマラヤ ：マカルー裏方繁忙録1970

砂田定夫
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84p／21cm 日本山岳会越後支部

2020 発行者寄贈

32p／26cm 日本山岳会千葉支部

2020 発行者寄贈

124p／30cm 日本山岳会東九州支部

2020 発行者寄贈

でも、やっぱり深い森の中を歩
いているときが、
山の中にいる、
と
いちばん強く感じられるのではな
いだろうか。
森にはいろいろな木や草があり、
その中で生活する動物がいる。そ
のすべてが森を構成し、山を形作
っている。その中でも特に木は森
の主役だ。そんな森がどのように
成り立って、どのように生き続け、
どのような未来を迎えるのか。そ
れを研究するのが森林生態学。た
だ、森の樹々の生態って、分かっ
ているようで分かっていない。
どうしてかって？
樹の一生の長さを考えてみよう。
森のいちばんの主役である大きな
樹々。ブナ、ミズナラ、スギなど
はどれもものすごい時間を掛けて
少しずつ成長し、あれだけの大樹
になるのだ。
人間の寿命なんて、
そ
れに比べたらほんの一瞬だ。
そんな命の短い人間が見ること
ができるのは、樹々の一生のほん
のひとコマでしかない。森が生ま
れてからどのように変わり、どの
ようになってきたかなんて、短い
スパンで得られた情報から推理し
て想像するしかないのだ。だから
森の研究にはまだまだ分からない

ことがいっぱいあり、新しい発見
んな疑問を感じることがある。本
がある。さらにそれに追い打ちを
書の中には、そんなときに感じる
掛けるように、生物の種に関する
疑問や興味に答えを出してくれる
考え方がどんどん変わってきてい
ような知見がたくさん散りばめら
る。遺伝子解析による新たな知見
れているのだ。ブナの仲間、カエ
によって種の歴史が、分子レベル
デの仲間、
カバノキの仲間など、
山
で明らかにされてきているのだ。
でよく見かける樹種相互がどのよ
森における生き物の相互作用、 うに棲み分けているのか、それは
森の中で生きる植物の生活空間、 どうしてそうなっているのかなど
種の間での棲み分け、そして、種
など。この本を読むだけで、山で
が分かれていく歴史の中で、それ
感じた疑問が氷解し、なにか森の
がどのように生態的な適応を果た
樹々のことが分かったような気が
してきたか。本書はそれをブナ科
してくる。しかも興味を引くよう
の樹木の生態的研究を通して得ら
れた新たな発見や、分子レベルの
研究で得られた種の分化に関する
知見を通して明らかにしようと試
みている。さらにそういったもの
が地理的、歴史的に連続性を持っ
て広がる四次元的な空間であると
明らかにしているのだが、普通の
令和２年度第８回
（ 月度）
理事会
読み方をしていたのでは、予備知
議事録
識のない人にはなんのことやら分
日時 令和２年 月９日㈬
時
からないに違いない。
分～ 時 分
そこで本書をもっと別の視点か
場所 集会室およびオンライン
ら読んでみることをお勧めしたい。
（ｚｏｏｍ）
山を歩いていると、周りに見え 【出席者】古野会長、山本・野澤各
る樹々がなぜそこに生えているの
副会長、永田・萩原・古川
か、そして、それぞれの樹種の関
各常務理事、安井・清登・
係はどうなっているのか。ふとそ
清水・飯田・近藤・柏各理
12

30

12

21

会

00

務

19

な遺伝子解析による最新の種分化
の知見もうかがい知ることができ
る。
確かに内容は学術書そのものだ
が、無味乾燥な感じがしないのは
興味を持って読むと確実にそれに
応えてくれるからに違いない。
山の樹木に興味を持っている人
はもちろん、自然保護や森づくり
に携わる人たちも、図書館での立
ち読みで良いから、ぜひ一度は手
に取ってみてほしい本である。
（近藤雅幸）



告

事、石川監事
【欠席者】坂井副会長、黒川監事
【オブザーバー】節田会報編集人

報

【審議事項】
１・登山保険の改善および新設の
提案
新規の短期登山保険を２０２１
年４月
（想定）
に開始することを審
議した。
（賛成 名、
反対なしで承

12
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応について協議した。
について報告があった。
（永田）
・会報
「山」 月号の発行につい
【報告事項】
て報告があった。
（節田）
１・入会希望者８名、準会員入会
希望者４名について入会承認を行
なったとの報告があった。
（古野）
２・寄附金事前申請１件、寄附金
日 常務理事会
１件の受領について報告があった。
日 山行委員会
（古川）
日 改革事業推進委員会
３・支部・委員会への計画書、予
日 総務委員会 スケッチクラ
算案を依頼したとの報告があった。
ブ
（古川・永田）
日 山岳研究所運営委員会 フ
４・登山計画書提出状況について
ォトクラブ
報告があった。
（山本）
日 理事会 休山会
５・ 月 日に開催された博物館
日 図書委員会 山の自然学研
連絡会議について報告があった。
究会
（清水）
日 スキークラブ
６・１月 日に開催される支部連
日 平日クラブ
絡会議について報告があった。
（永
日 つくも会 マウンテンカル
田）
チャークラブ
７・会員名簿の発行について報告
があった。
（永田）
８・ 月 日から開催される「エ
ベレスト登頂 周年」写真展の報
告があった。
（飯田）
９・山岳古道調査の進捗状況につ
いて報告があった。
（近藤）
・チラシによるグッズ販売につ
◆第 回
「山好きの山の絵展」
開催
いて報告があった。
（永田）
アルパインスケッチクラブ

・北九州支部の 周年行事中止
この絵展は毎年２月に開催して
10

11

日
日
日
日
日

山遊会
会報編集委員会
資料映像委員会
バックカントリークラブ
緑爽会
月来室者 １３４名

会員異動
物故
二階堂匡一朗
（３９７４） ・ ・
鈴木晃三
（１０００５） ・ ・不明
松本 治
（１１４０９） ・ ・４
大川邦治
（１１５７４） ・２・
退会
山口寿證
（５８３６） 越後
梅田浩生
（６３５８） 東海
菅野弘章
（７７０３） 埼玉
川口 宗
（１３９０４）
福井
長門 彰
（１５１８５）
東京多摩
増田敏夫
（１６４０６）
東海

N

60
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25 23 21 18 17

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、水彩画・油彩画・

O

19 20 20
20
12 11 12
18
24

I

12月

インフォメーション

12

7 3 2 1
8

11 9

16 15 14

28

30

12

12

A

30

N F

I

30

11

12

認）

会員証の継続発行をご希望の方へ

【協議事項】
１・パワハラ防止法について（古
野）
労働施策総合推進法に基づく相
談窓口を設けることについて協議
した。
２・リニア新幹線工事への対応に
ついて
（飯田）
静岡支部の支援要望と自然保護
委員会の意向、および本部での対
有効期限が2021年3月31日の会員証をお持ちの正会員の方で2021年4
月1日から有効の会員証をご希望の方は、2021年2月27日（土）までに下
記専用口座にお振込みください。
振込手数料はご負担願います。ご不明な点は事務局までお問合せください。
① ゆうちょ銀行から振込む場合
口座記号・番号
00150 1 696644
加入者名
日本山岳会会員証発行申請
② 他銀行から振込む場合
金融機関コード
9900
店番 019
店名 〇一九（ゼロイチキュウ）
預金種目 当座
口座番号 0696644
金 額
￥1,000
通信欄必須事項 会員番号、氏名、おところ、
「継続」と明記願います。
2020年度分年会費未納の方は先に年会費をお納め願います。
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で）
会場＝ＪＲ有楽町駅前・東京交通
会館２Ｆギャラリー 千
代田区有楽町２
１
３２１５ ７９６２
入場無料
＊今年は
「創立 周年記念展」
とし
て同会館Ｂ１Ｆエメラルドルーム

にて同時開催します。

１０

17

版画など約 点とスケッチブック
十数点を展示します。毎年、山好
きの方のほか多くの方々にご来場
いただき ご好評いただいており
ます。
会期＝ 月 日㈰～２月 日㈯
時～ 時（初日は 時
分から／最終日は 時ま

■ 19

◆第 回東海岳人写真展（２０２
１山と自然のパフォーマンス）
東海支部

２０２０年３月、
コロナ禍で延期
した写真展を開催します。
共催＝東海支部、中日新聞社
後援＝愛知県教育委員会、名古屋

50

45

新聞記事の配信・配付について
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❖編集後記❖
◦コロナ禍の影響で、
正直、
会報も
ネタ不足です。明るい展望のない
今、
今後のことを考え連載企画
「島
の山旅への誘い」を立ち上げまし
た。状況が落ち着いたら日常から
脱出し、ミニ海外遠征気分を味わ
ってみてはいかがでしょう。ゆっ
たりと流れる
「島時間」
の中で、身
も心も深呼吸してみませんか。
◦島育ちの私自身、瀬戸内海を除
き国内の主な島々をほとんど旅し
てきました。中でも印象に残って
いるのは、鹿児島県の薩南諸島で
と か ら
す。吐噶喇列島の中之島と諏訪之
お たけ
瀬島では御岳に登り、俊寛僧都が
流された薩摩硫黄島では２つの温
泉を楽しみました。特に野天の東
温泉からの眺めは絶景で、屋久島
と東シナ海を目の前にしての一浴
は、
至福の時間でした（
。節 田重節）

2021年
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1月20日発行
発行所 公益社団法人日本山岳会
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市教育委員会、愛知県、名
ト上で人々に送る権利）は著作
古屋市、ＮＨＫ名古屋放送
権者だけにあり、そのため、コ
ピーを取ったりメールで誰かに
局
送ったりするには、著作権者の
期間＝２月２日㈫～７日㈰ ９時
許 諾 を 得 な け れ ば な り ま せ ん。
分～ 時（最終日は 時
利用料の支払いが必要になる場
まで）
合もあります。
場所＝名古屋市民ギャラリー栄
こ の 点、
「個人的に又は家庭
（ 中区役所朝日生命協同ビ
内その他これに準ずる限られた
ル８Ｆ第 ・ 展示室 地
範囲内において使用することを
下鉄栄駅 番出口から東
目的とするときは、次に掲げる
へ ｍ）
場合を除き、その使用する者が
複 製 す る こ と が で き る 」（ 著 作
訂正 
権法 条１項柱書）などの例外
会報２０２０年 月号（９０７
がありますが、これは純粋なる
号）の ページ、
「東西南北」欄の
個人的な利用や文字どおり「家
庭内」に準ずる数人程度の身内
「播隆上人 槍ヶ岳初登頂日」
の執
での使用に限るとされています。 筆者名、小原茂延様は牛丸工様の
会 員 の 皆 さ ま に お か れ て は、
誤りでした。
訂正するとともに、
お
著作物の適正な利用に十分ご留
二
方に多大なるご迷惑をお掛けい
意いただきたいと思います。
たしましたこと、深くお詫び申し
（総務担当常務理事・永田弘太郎）
上げます。  （会報編集委員会）
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新聞の切り抜きなどをＰＤＦ
あるいはカメラで撮ったりして、
メーリング・リストをはじめ多
人数に配信しているのを見受け
ます。また、コピーや印刷物に
して配付していることがありま
す。しかし、これは著作権法に
違反しています。
新聞記事や雑誌などの利用に
ついては、その著作権者の許諾
を得る必要があります。論文な
どの原稿をはじめ、写真やイラ
スト、図版なども著作物になり
ます。
紙面の記事だけでなく、
イ
ンターネット上の記事も含まれ
ます。
そのような記事の著作権者は、
執筆した個人や、新聞記者が所
属する新聞社などです。
また、
複
製権
（コピーを取る権利）
や公衆
送信権（メールやインターネッ
30

10 2

