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在りし日の宅見薫雄先生（右から二人目、名誉会員・山岳部副部長 2020 年６月
ご逝去）と 2021 年還暦を迎える千本杉ヒュッテ（2018 年５月撮影）
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第一章
巻頭言（１）

会長就任にあたって
山岳会長

山田健

2020 年は世の中が何もかも異例の年となりました。ウイルスによるパンデミックとはこんなことに
なるのかと驚かざるを得ません。リモート〇〇とか、ステイホーム、テレワーク、ソーシャルディスタ
ンス等々とにかく人と人の接点を希薄にすることが感染対策として求められるようになってしまいま
した。一方、私たちが行うような登山では、限られたパーティーの中ではありますが、登山中 24 時間
の密接、テントや山小屋では密閉空間での密集など、コロナ対策の真逆のことが行われてきたわけです
が、そういったなかから山仲間の濃密な関係を築いてきたのです。コロナ後の世界に人と人の希薄な関
係性が定着してしまうことの危惧を感じているところです。
会長就任のあいさつをこのような書き出しで始めるとは、１年前には想像もしていませんでした。会
長以下理事会メンバーを大幅に入れ替えて新執行部がスタートし、さあこれからという時にコロナ騒ぎ
が始まり、何をするにも予定が立たない不確実な世の中に突入しました。総会や幾つかの例会、忘年会
など中止せざるを得なくなり、唯一、海外登山研究会を 10 月３日に開催したにとどまりました。現役
の活動も、夏ごろまでは山岳部の活動（山行）が基本的に大学から禁止されてしまい、１年生は大学に
も登校しないリモート授業で大学生活がスタートしました。こういった難しい部の運営を強いられまし
たが、幸い３人の有望な１年生が入部し順調に育っています。一筋の光明と言えるのではないでしょう
か。
さて、ここ十数年の山岳会の活動の推移を見ますと、二つの異質な時代があったと言えます。
一つは、2006 年から創部百周年にあたる 2015 年までの井上会長の時代です。この 10 年間は、ロプ
チン遠征、バダリ遠征、百年史を含む「山と人」第 17 号から第 20 号までの発行、千本杉ヒュッテの大
改修、そして百周年記念祝賀会などを実行した「動」の時代です。この時代の神戸大学山岳会の活動は
他の大学山岳会が衰退していく中にあって、外部からは大きな評価を受けました。この活発な活動がで
きた要因は、会長の強力なリーダーシップと会員の皆様の絶大なご支援があったからですが、もう一つ
忘れてはならない要因は、しっかりとした財政基盤があったということです。このことは、井上会長の
下で事務局長であった私が最も感じているところです。事務局長を引き継いだ時に驚いたのですが、２
０年も前のクーラカンリ遠征の残金が未だにかなり残っていました。さらに故緒方俊治会員の奥様のご
厚意で百周年事業に緒方基金を使わせていただけたことがありました。これらの資金が活動の原動力と
なっていたことは間違いありません。しかしこれらの資金は 10 年間でほぼ底をつきました。
次の時代は、2016 年から 2019 年の居谷会長時代です。この４年間を居谷会長は「祭りの後」と表現
されました。百周年（祭）に向かって盛り上がった熱が冷めて、どこか白々しく感じられる難しい時代
でした。その間、私は副会長を務めましたが、祭の疲労がたまった体を休めて、次の活動に向けて準備
する「静」の時代だったと思っています。蓄積した様々な問題点を浮き彫りにして、それらを如何に解
決していくか、次の百年に向けて方向を見定めることに努力が払われました。特に派手なことはできま
せんでしたが、ヘリテージ基金の創設、山岳会活性化策、山岳部への支援の充実、ヒュッテの収入確保
など重要な基礎を固めることができたと思っています。
このような情勢の推移を受けて 2020 年以降、我々の山岳会をどのような時代にするべきかを考え、
そこから新執行部の活動方針を建てました。すなわち、
１
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海外登山への機運を醸成
他団体との交流を促進
山岳部活動への支援拡大
ヒュッテの活用促進
財政基盤の強化

の５点を挙げました。これらの考え方については 2020 年度総会議決資料（活動方針）として、すで
に全会員に配布しご承認を得ておりますが、再度ここに確認しておきたいと思います。
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活動方針の一番に掲げたのは、
「海外登山への機運の醸成」ということです。これまでの百五年の山
岳会の歴史を私なりに解釈しますと、各時代で山岳部員・山岳会員の地道な登山に対する努力の結晶と
して花開いた結果が海外登山であると思えます。登山というものは元来地味な活動ですが、会としてど
こかで大きく花を開かせることは、会員の気持ちを高揚させ、活動の活性化につながるものです。私自
身３度のチベット遠征を通じてそのように強く感じています。バダリ遠征からすでに５年が経過しまし
た。この辺りで何とか次の海外登山の芽を出したいというのが私の強い願いです。海外登山を実行する
ためには遠征隊員となれる若くて意欲のある会員の蓄積が必要です。それにはまず「海外登山研究会」
を開催し、現役部員と若手会員の共通話題として海外の山を意識してもらうことが重要と考えています。
神戸大学山岳会に限らず私たちの周りにある山岳会、例えば日本山岳会、近隣大学山岳会、兵庫県山
岳連盟所属団体などでは、ほぼ例外なく若手会員の減少が課題となっています。高齢化が進む会ではど
うしても質・量ともに活動が縮小されていきます。それならば、単独の会ではなく複数の会が力を合わ
せることを考えてはいかがでしょうか。海外登山でも国内のイベントでもより大きなことができる可能
性があります。そういった意味で２番目に挙げた活動方針「他団体との交流を促進」を進めていきたい
と考えています。そもそも神戸大学山岳会は、古くはパタゴニアや中央アンデスにおいてチリ山岳会と、
クーラカンリ以降のチベット・四川においては中国地質大学とコラボレーションを行って大きな成果を
残しました。現在でも中国地質大学との強い絆を保っていますし、彼らとはヒマラヤ登山以外でも文化
交流することがあるかもしれません。もちろん外国の山岳会だけではなく、もっと身近な前述したよう
な国内山岳会と交流し、何か協力してできることがないか議論、模索していきたいと考えています。
現在の山岳部の状況は楽観できる状況ではありません。彼らを取り巻く登山の環境は、私が学生だっ
た時代のように「ある程度山に没頭できる」状況ではなくなってきています。当然と言えば当然ですが、
学生の本分である勉学に多くの力点を置かなければならなく、昔のような課外活動に対するおおらかさ
がなくなってきているようです。年配の会員の中には、山岳部の活動が昔と比べて物足りないよう感じ
られる方も多いと思いますが、それは彼らの責任ではありません。しかしそういった登山環境の中でも
山岳部に入部してくる若者は、山岳会にとっては伝統を引き継いでくれる貴重な存在です。そこで活動
方針の３番目に挙げたのが「山岳部活動への支援拡大」ということです。まだ卒業したてで山岳部員と
親しい藤川会員に現役担当理事に就任してもらいました。理事の中でも格段に若い彼が山岳会若手会員
と山岳部員との間の架け橋となって、山行計画へのアドバイスや、実地で山行に参加し直接指導しても
らうことを期待しています。そういったこともあって、2020 年末の山岳部冬山合宿には若手会員が３
名参加してくれました。現役部員にとって OB 会はえてして煙たい存在になりがちです。そのような関
係ではなく彼らの意見を聞きながら、山岳会がありがたいと思われるような存在になるよう支援をして
いきたいと考えています。そうすれば彼らが卒業して会員になった時に山岳会活動に熱心になってくれ
ることでしょう。
2021 年には氷ノ山千本杉ヒュッテが還暦を迎えます。あの豪雪地帯にあってよく風雪に耐えてきま
したが、近年部分的な傷みも目立つようになっています。そのため小修理が続き、その費用は大学が予
算手当できる分は出していただいておりますが、それを超える部分や水道などの建物以外の部分の修理
費用などは山岳会が担っています。また備品の老朽化に伴って買い替えの費用も発生しています。そこ
でヒュッテ自身で収入を確保し、可能な範囲で独立採算に近づけるような仕組みを作ってきました。一
つは、これまで大学から地元鵜縄地区の住民に委託してきた管理業務を山岳会が受託することになりま
した。このことにより年間 3 万 5 千円が安定的にヒュッテ会計に入るようになりました。もう一つが４
番目の活動方針の「ヒュッテの活用促進」ということです。以前からヒュッテ宿泊者には協力金として
１泊千円をいただいていましたが、
「利用できるのは神戸大学関係者に限る」という原則が大学当局に
あったため、利用者はほぼ当会会員に限られていました。それを大学と折衝して他の山岳会等一般の利
用も当会が間に入ることにより可能にしてもらいました。その結果、一般利用が広がりつつあります。
その中で一般の方の指摘で気づいたことは、特に積雪期におけるヒュッテの価値の高さということです。
氷ノ山は関西地方にあって本格的な雪山を経験できる数少ない山です。私たちは当たり前のように山ス
キーを担いでヒュッテを利用していますが、一般の登山者にとってあのヒュッテの利用は大きな魅力で
あるということです。このような魅力を発信し利用者を増やしていきたいと考えています。利用者を増
やすことは、協力金の増だけでなく、ヒュッテの状況、傷み具合をよりきめ細かく多くの目で確認でき
るというメリットがあります。会員の皆様も、毎年ヒュッテで実施している夏・冬の２回の例会への参
加も含め気軽に利用をしていただきますようお願いします。コロナの状況も収まれば、還暦記念イベン
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トも計画していきたいと考えています。
活動方針の最後に挙げたのが「財政基盤の強化」ということです。前にも述べましたが、強固な財政
基盤は活動の原動力と言えます。山岳会の収入は会員の年会費と、海外登山やヒュッテの大修理など特
別な事業を行う時の寄付に頼っています。会費納入は会員の義務です。不公平感がないように滞納を減
らす努力をしていきます。また、本来会費納入義務のない会員（名誉、特別、旧 15 年間前納制度によ
る免除会員）に対し会費と同等の寄付をお願いする協力金制度も積極的にお願いしていく考えです。ヘ
リテージ基金は特別事業基金とは異なり、特別な事業がないときでも会員等の自発的な寄付の受け皿と
していつでも受け入れることができるようになりました。是非ご利用をお願いします。
以上述べてきた活動方針を実行する体制として、理事会、監事の役員のほかに、特定の会員にアドバ
イスや活動補助を行っていただく「事業執行協力体制」を整えました。この方々には文書で依頼をして
います。
最後にキャッチフレーズとして 「参加していておもしろい山岳会」 を挙げました。十代の青年か
ら九十歳代の爺さんまでが集まって垣根なくワイワイガヤガヤ楽しく面白くできたらいいなと。会員の
皆様に何か山岳会が面白くなるアイデアがあれば教えていただきたくお願い申し上げます。
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巻頭言（２）

会長を退任して
居谷千春
・ご挨拶
2016 年 4 月 9 日に井上前会長からバトンタッチを受けて山岳会の次なる１００年への一歩を踏み出
しましたが、この４年間海外登山や会員一丸となっての事業がなく ACKU の会誌「山と人」は一冊も
出せませんでした（注 1）。創部百周年の記念事業を終えた「祭りのあと」のような雰囲気から始まり 2020
年のコロナ禍のもやもやの中で終わってしまったこと、何かがはじまるだろうと期待していただいた諸
先輩・会員諸兄にはお詫び申し上げます。それにもかかわらずこの４年間、山岳会をあたたかく見守っ
ていただいたこと、特に期間中にお願いしたヘリテージ基金に呼応協力いただいたこと、アンケートに
回答をしていただいたことに改めて厚くお礼申しあげます。また４年間を共に執行部を支えていただい
た山岳部顧問の先生方・事務局長・副会長・理事諸兄・山岳部リーダーシップの皆様に深く感謝いたし
ます。
会長就任当初①「山岳会活性化」②「山岳資料館の設立」③新しい形の「未知への挑戦」
、いわゆる
「活動の三本柱」という随分気張った方針を打ち出しました。しかしそのひとつひとつが中途半端で４
年間を振り返るのがやや気恥ずかしく思います。ACKU ニュース４１号の前会長の退任記事を読み返し
てみましたが井上会長の１０年間と私の４年間の活動はその質・量とも比ぶべくもなく、いささか寂し
く思います。しかし山岳部のメンバー入部が継続し山岳会も維持できたこと、そして次の山田会長、大
竹口副会長、長谷川事務局長はじめ新理事を含めた新体制にバトンを渡すことができたことを山口事務
局長と安堵の心持ちを電話で伝え合いました（コロナ禍でなかなか会えないので）。
行事として、制度改訂として実施したことは ACKU ニュース４１号から、この４５号までで記され
ましたので詳述しませんが、クーラカンリ初登頂３０周年の記念祝賀会を北京で開催し中国の古き友人
たちと再会できたこと、カワクボ（梅里雪山）に接近し当会の船原隊員を含む遭難された京大隊の隊員
の御霊を慰霊できたこと、チェールーシャン初登頂３０周年記念の四川旅行を組織してチェールーシャ
ンはじめ広く四川省の山々を見てこられたこと、武漢で記念祝賀のメッセージを中国地質大学のメンバ
ーに渡すことができたこと、平井先生の米寿記念会・ロプチン初登頂１０年記念会を開催できたことな
ど喜びをもって思い出されます。しかしチェールーシャンの東、甘孜（ガンゼ）近くの山、次の目標に
したらと考えた「カワロリ」という印象的で美しい山が宗教的理由で許可される見込みがないとわかっ
た時は非常に残念でした。
少し振り返ってみれば、百周年記念登山の目標をカンリガルポ山群 KG17 に据えて準備をすすめてい
ましたが、私が偵察隊隊長として現地に行くと決めてからマクマホンライン近辺であることが理由で対
象を変更せざるを得なくなりクーラカンリ遠征の際に見初めたタラリに変更。かなり有望だったにもか
かわらず出発直前にこれもダメになり CMA のお墨付きで西部ニェンチェンタンラ山群のジャナリツに
変更。2014 年、偵察隊長として行動しましたが帰国後その山が既登峰とわかったことで最終的に目標
がバダリに決定した経過がありました。もう少し遡ると平井先生の勤務先が甲南に変わった 1990 年代
半ば、毎月一回の「木曜会」で平井研究室に ACKU の有志が集い次の山を検討していた頃、机の上に
はいつも「Chombo 峰」の写真（注 2）がありました。エイヤッでつくった 1996 年の「チョンボ峰（若
尼峰）偵察」の計画は CMA の許可も得られず簡単に没になったことがありました。
どうも私が絡むこの四半世紀の行動は底が浅く、時の状況に流されっぱなしだったようです。
「木曜
会」で「失敗したら『チョンボでチョンボ』なんて記事が新聞にでるでしょうね～」などと最高峰の名
前をいささかでも笑いの種にしたことの報いが絡んでいるのかもしれませんね。
山田新体制は初年度から新型コロナが世界的パンデミック状態になり「祭りのあと」どころではない
たいへんな時期の船出ですが、本当に若返りが見えてきた執行部が、ルオニー・バダリ・タラリ・KG17
を含めた次の山・新しい目標を決め、私がなしえなかった次なる「未知への挑戦の実現」を祈念します。
注１：2016 年 9 月 1 日発行の百周年記念号「山と人 21 号」特別号、カンリガルポ研究本を除く
注２：1933 年英国植物学者のキングトン・ウォード隊がアッサムからこのカンリガルポ山群東域に踏み入っ
た時、この山群の最高峰とみられるとして撮影したもの。2009 年ルオニーテラスに達した神戸大学ロプチン
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隊によりルオニー南陵の肩とされている（写真７）
以下、添付写真説明、上左から下右へ

写真１：ＫＧ１７

写真２：タラリ

写真３：ジャナリツ

写真４：バダリ

写真５：カワロリ

写真６：チョンボ

写真７：ルオニー山塊
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第二章

新役員体制と理事・監事及び山岳部副部長の紹介
２０２０年４月３０日付けでの総会の書面決議により下記の新役員が承認されました。
会長
副会長
理事・事務局長
理事・会計担当
理事・例会山行担当
理事・世代交流担当
理事・名簿 HP 担当
理事・現役担当
監事
監事

山田 健
大竹口誠治
長谷川 浩
岩井正隆
山本恵昭
野邊久美
香山博司
藤川佳祐
金井良碩
森長敬

全理事及び監事から就任挨拶と自己紹介文が提出されましたので、以下に掲載致します。
（山田健会長）
今回の役員改選で、会長職を拝命いたしました山田健です。クーラ
カンリ遠征後に山岳会の事務局員となって以来、山岳会執行部から外
れることなく係わってきました。理事制度が始まってからも平理事、
事務局長、副会長ときて、今般行きつくところに来てしまいました。
昭和４９年、山岳部に入部したときの山岳会長は田中薫先生（第 3 代；
２回目）、総会でお見掛けしたときには大変な貫禄で印象に残ってい
ます。その次が円満字さん（第 4 代）、そして平井先生（第 5 代）で
す。山岳会長というのは自分など足元にも及ばない立派な実績のある
人がなるものと頭に刷り込まれていました。その後、よく一緒に山に
行った井上さん（第 6 代）
、居谷さん（第 7 代）が会長になられて、
少しは身近にはなったものの、名誉ある山岳会の会長職が果たして自
分で良いのかと考えさせられました。さらに、会長になった直後にあ
る年配の会員から「僕らが生涯誇りとする神戸大学山岳部の伝統を若
い世代に引き継いで行ってほしい」と手紙をいただきました。正直重みを感じずにはいられません。そ
うは言ってもなってしまったからには思うところを実行するのみ、会員の皆様方のご協力をお願いいた
します。
（大竹口誠治副会長）
副会長の大竹口です。２００４年から理事をしております。
サラリーマン人生で、山岳部で学んだことが大いに役立ちまし
たので、山岳会に少しでも恩返しをしたいと理事を務めさせて
頂いています。３年程前に会社を定年退職して、これからドン
ドン山登りをするぞと生き込んだ途端に右膝を痛め、しばらく、
リハビリに励んで来て、今も、急な登り坂や長時間歩くと痛み
が出ますが、かなりましになって来ております。しかしながら、
昨年年初からの新型コロナの影響で、山登りも自粛気味で、ス
トレスが溜まっています。個人の目標としては、今まで、本格
的な遠征に行っていないので、いつかは、チベットへの遠征に
参加したいと思い、４年前から東京外大の社会人向け授業でチベット語を勉強していますが、前期は授
業がなく、後期はオンラインになりました。今後ともオンラインで勉強を続ける予定です。ネパール語
も勉強していたのですが、チベット語と同じ時間帯に重なったため、マスターが難しいチベット語を選
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択しました。チベット語は発音と文字が難しく、なかなか、話せるレベルには到達していません。新型
コロナの影響もあり、直ぐに遠征隊を出せる状況ではありませんが、そのための準備はしておこうと思
います。

（長谷川浩理事・事務局長）
1978 年入部（理学部 30 回生）の長谷川です。この度、
山岳会の事務局長を拝命いたしました。現役時代の
1983 年ネパール・パルチャモや 1986 年のクーラカン
リでは山岳部・山岳会の皆さんには大変お世話になり
ました。早いもので、あの時代から早や 30 年を超え
る歳月が流れ、一昨年、私も還暦を迎えました。私に
とって、山岳部・山岳会での活動は、進学、就職、家
庭生活の原点であり、「山と人」を通じた、様々な出
会いと生き甲斐を得て、今の自分があると思っていま
す。子育ても終わり、会社生活もようやく最終コーナ
ーを過ぎましたので、今後、少しでも山岳部・山岳会
への恩返しを、との思いを持って、山田会長のもと、
現役諸君の活動支援、多くの先輩・同年代・後輩の皆さんの懇親・交流等の同窓会活動に貢献できれば
と思っています。就任のタイミングで、世界&日本中が未曽有のコロナ禍に襲われ、日常生活、特に人
と人とのコミュニケーションに大きなストレスが続きますが、新しい生活様式、新しい社会環境のなか
で、どうやって山岳会活動を活発に継続していけるか、模索していきたいと思います。会員各位のご協
力、どうぞよろしくお願いいたします。

（岩井正隆理事・会計担当）
2016 年 4 月から、会計を担当させていただいて
います。
本格的な登山からは遠ざかっていますが、20 年前
から会社の夏休みを利用して、カナダ（ウィスラ
ー）、アメリカ（カリフォルニア・コロラド・タ
ホ湖）
、フランス（アルプス南）
、オーストラリア
（ケアンズ）、ニュージランド（ウェリントン）
のトレイルランニングに参加することで、登山の
ための体力を養っています。
会費徴収などで、皆様にご迷惑をおかけしますが、
引き続きよろしくお願いいたします。
な お 、「 神 戸 大 学 山 岳 会 」 の 非 公 開 グ ル ー プ
フランス Mont Thabor(3178m)の
Facebook を開設していますので、Facebook に登
頂上からアルプスを望む
録いただき「岩井正隆」または「神大山岳会」と
検索し「お友達」になるか、下記アドレスから登録お願いします。
特に 25 才から 50 才代の会員の方、他山岳関係の方、ご参加いただき近況連絡をお待ちしております。
https://www.facebook.com/groups/1788023498128966/?ref=aymt_homepage_panel
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（山本恵昭理事・例会山行担当）
2009 年のロプチン登山に参加させていただいてから、もう 12
年を迎えようとしています。体重は増加、意欲は低下、12 月に
は指の腱鞘炎の手術などして、人並みに老化現象を受け入れつ
つあります。でも、まだまだ深い自然の中へ入っていきたいと、
足掻いています。新型コロナウイルスの影響で、みんなでワイ
ワイガヤガヤと山に行くことができなくなった分、独りで静か
に山の奏でる音に耳を傾けるような山行をしています。
最近はアウトドアブームで、SNS を通して様々な情報を手に入
れることができるようになりました。そんな便利な時代の恩恵
を受けつつも、やはり今の自分を形作っているのは、大学山岳
部で仲間と過ごした泥臭い数々の体験が基礎になっている気
がします。卒業して何十年も経っているのに、いまだに心の中
で輝いている宝物のような何か。そんな何かを山岳部の現役の
皆さんも見つけてほしいなと思っています。

（野邊久美理事・世代交流担当）
思えば 34 年前、なぜか山岳部の新歓のお部屋
をちょこっと覗いてしまい、杉本先輩（現.竹内
先輩）のやんわりとした愛ある熱烈なプッシュ
と、訳の分からぬままＩＢＳで靴を買ってしま
ったことが山岳部の始まりでした。何分素人で
先輩方にはご迷惑をかけてばかりでしたが、兄
姉のような先輩方と弟や妹のような後輩と共
にしんどいながらも充実した日々を送ること
ができました。しかし、事故や遭難も経験し、
大切な人を失い大きな喪失感と無力な自分を
痛感しつつ、大切なことを学び考える時間でも
ありました。これらの経験は、教育に携わる今
の私の柱になっています。
さて、それから 30 年余り、最近は前の職場仲
左から２番目が野邊理事
間の 4 人で月に 1 回くらいのペースで近郊の低
山を歩いています。3 人には「まずは靴買わなな！！」と声をかけたことは言うまでもありません。ま
た、一昨年は幼馴染のご夫婦と日帰り富士登山にチャレンジし、新しい職場仲間にも靴とシュラフをア
ドバイスし、彼も山デビューを果たしました。ただ今、
“山はどう？キャンペーン”を展開中です。そ
んな中で、今回の理事のお声がかかりました。これもご縁、ぼちぼち務めさせていただきます。よろし
くお願いいたします。
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（香山博司理事・名簿 HP 担当）
2019 年の夏休みに 5 歳児を含む家族 5 人でカナダのテス
リン川～ユーコン川の 370km を 9 泊 10 日、日数分の食料
やキャンプ道具を積みこみ 3 艇のカヌー・カヤックで下っ
た。ガイドは無し。護岸工事など一切ない美しい景色の中
の川下り。民家等なく、自分たちの周り数 km 以内には他
の人がいない河原でのキャンプ生活。流木で焚火し放題。
非常時は衛星携帯電話で水上飛行機を呼ぶ計画。ユーコン
の 8 月は大阪の 11 月とほぼ同等の気温、天気のいい朝は
放射冷却で装備が凍る日も。高緯度で 22 時 30 分頃まで明
るい。3 日間雨が降り続き、2 日間は向かい風強し。熊の
足跡は頻繁に見かけたが、直接会うことは無かった。1890
年代後半のゴールドラッシュの際にできた BigSalmon
Village の Bar 跡では、作家の野田知佑氏と大谷映芳特別会員が下ったときのサインを確認。水路の分
岐で子供たちとはぐれかけたり、目の前の水上を水をまき上げながら走る小規模の竜巻に遭遇したり、
ビーバーと追いかけっこしたり等いろんなことが起こった。
日程の前半で距離が稼げず目的地までたどりつけるか最後まで分からなかったが、雨でも休まず下り続
け、後半は 19:00 頃まで毎日艇の上の生活でなんとか予定通り川下りを終えた。子供たちと一緒に家族
でユーコン川を下るという 20 年来の夢が叶った旅だった。
2020 年度はコロナ禍の中、仕事での海外出張が全く無くなった。そして親族の不幸が重なった。2020
年 7 月に妻の妹の夫（51 歳）が舌癌で死亡。2020 年 10 月 1 日に一人暮らしの実父（79 歳）が心臓発
作で死亡。葬儀後、各種契約の解約、相続、実家の整理と売却を進めている。実父は各種相続にかかわ
る資料を詳細に残してくれていた。年が明けて 2021 年 1 月 19 日に一人暮らしの義父（80 歳）が肺炎
で死亡。残念ながら義父は記録を残してくれていない。私も家族が困らないように今から記録を残そう
と考えている。
（藤川佳祐理事・現役担当）

（氷ノ山東尾根にて、左：藤川 右：１回の上田君。山スキー道具が社会人の見分け方）
雪山の景色に憧れ入部した山岳部での学生生活。もう少し長くこの生活を続けたいという気もしたが、
４年にて卒業し日系素材メーカーに営業として入社した。関東や東北の山にも登りたいとの思いで東京
への初期配属を希望したが、結果大阪への配属。さらに寮は西宮と学生時代より大学に近づく結果とな
った。せっかくならば週末は現役の活動に顔を出させてもらおうと思っていた矢先、山田会長より現役
担当理事を拝命し、いわばオフィシャルとして山岳部の活動に関わることとなった。任期１年目となる
2020 年の活動は新型コロナウイルスに出鼻をくじかれた格好となってしまったが、３人の新人ととも
に六甲で岩場トレーニングから年末合宿の帯同まで、「そこそこ」のサポートはできたのではないかと
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考えている。社会人としてどのように山、そして山岳部に関わるのだろうかと思っていたが、山田会長
のご厚意と配属の偶然が重なり充実した日々を送れている。これからも山岳部を日々の活動からフォロ
ーできるよう、現役担当としての任を全うしたい。
もちろん、社会人の特権を山で行使することも忘れてはいない。初ボーナスを投入して一式そろえた
山スキー道具は、早速氷ノ山にてその機動力を発揮している。
（金井良碩監事）

私の 10 期下の山田健さんが会長に就任し、私に引き続い
ての監事を依頼してきました。山田会長はあまり酒を嗜ま
ないが、私はこれが大好きという点を除いては、岳部も学
部学科も同じで、就職先も地方公共団体と同じでした。ま
た、彼は本格的な油彩画を得意として「山と人」のカバー
を飾ってくれていますが、私もまた、水彩画のスケッチを
へたながら楽しんでいますので、趣味も一緒のようです。
千本杉ヒュッテの世話を引き継いだ手前もあり、これが最
後の務めだと思ってお引き受けしました。理事も随分若返
ってますが、幸い、彼らが現役時代からずっと交流してき
ましたので、お互い遠慮はありません。うるさがれない程
度でご意見番をやらせていただくつもりです。

（森長敬監事）
この度監事を仰せつかった昭和 52 年卒業の森長
です。まだ、現役の中小企業のオヤジをやってい
ますので、山岳会の役員は名ばかりで、ほとんど
貢献できず申し訳なく思っています。
コロナ禍が始まって 1 年。我々のような年配の者
と若い大学生では、同じ 1 年でも持つ意味が相当
に違うでしょう。制約も多いことだと思いますが、
懸命に取り組んでいれば、制約があったからこそ
経験できることもあるはずです。コロナ禍に前向
きな意味を見出せるように頑張っていただけれ
ばと思います。
私もこの一年は里山歩き程度しかできませんで
した。もう数年で現役を引退するつもりですので、その折には皆さんと一緒に山登りを楽しむために、
しっかりトレーニングを積んでおきたいと思います。
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小池淳司・山岳部副部長（名誉会員）

新しく山岳部の副部長をお引き受けしました。よろしくお願
いします。神戸大学に赴任して 10 年目になります．前任は鳥取
大学工学部社会開発システム工学科でした。現在は神戸大学大
学院工学研究科市民工学専攻で，主に，土木計画学，応用経済学
を専門に研究・教育に従事しています。前職では鳥取大学の山岳
部顧問を務めていましたが，そこでの主な活動はリードクライミ
ングやボルダリングで，登山経験はあまりありません。すでに，
神戸大学山岳部の活動，ACKU の活動を拝見し，私に山岳部・
山岳会の活動のお手伝いができるか不安ではありますが，足を
引っ張らないよう頑張りますので，よろしくお願いしたいと考え
ています。現在は，もっぱら週末に岡山・岐阜・兵庫の山でクラ
イミングやボルダリングを楽しんでいます。50 歳を超えてから，
怪我だけには注意しつつ，長く続けるように心がけています。
今後とも，よろしくお願いします．

学歴
1. 1992 年 3 月 岐阜大学工学部土木工学科 卒業
2. 1994 年 3 月 岐阜大学大学院工学研究科博士前期課程土木工学専攻 修了
3. 1999 年 4 月 博士（工学）
職歴
1.
2.
3.
4.

1994 年 4 月 ～1998 年 3 月 岐阜大学工学部土木工学科 助手
1998 年 4 月 ～2000 年 3 月 長岡技術科学大学環境建設系 助手
2000 年 4 月 ～2007 年 3 月 鳥取大学工学部社会開発システム工学科 助教授
2004 年 2 月 ～2004 年 11 月 TNO オランダ応用科学研究所客員研究員（文部科学省在外研究
員）
5. 2007 年 4 月 ～2011 年 5 月 鳥取大学工学部社会開発システム工学科 准教授
6. 2011 年 5 月 ～現在
Universiti Sains Malaysia, School of Civil Engineering 客員教授
7. 2011 年 10 月～現在
神戸大学大学院工学研究科 教授

受賞歴
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2007 年 5 月
2009 年 11 月
2009 年 7 月
2009 年 7 月
2010 年 3 月
2011 年 3 月

道路と交通論文賞（高速道路調査会）
日本道路会議優秀論文賞（日本道路会議）
近畿地方整備局研究発表会優秀賞（国土交通省近畿地方整備局）
建設コンサルタント業務・研究発表会特別賞（建設コンサルタント協会）
「第一回観光統計を活用した実証分析に関する論文」観光庁長官賞（観光庁）
「第二回観光統計を活用した実証分析に関する論文」観光庁長官賞（観光庁）

11

第三章 追悼

宅見薫雄先生について
河端俊典
2015 年から山岳部副部長をお務め頂きました
宅見薫雄先生は、新型コロナウイルス緊急事態宣
言発令中の昨年 4 月に、こっそり甲南病院の緩和
ケアに入院され、6 月 4 日 13 時 13 分、ひそやか
に我々を残して逝ってしまいました。
昨年の夏、山岳会事務局から宅見薫雄先生の追
悼文執筆を依頼されましたが、個人的に未だ気持
ちの整理が全く付いておりません。このコロナ渦
とはいえども、宅見薫雄先生の件に関しまして事
務的にもほとんど対応が進んでおらず、研究室の
方も昨年 3 月の状態のままです。また、今後の研
究室の運営など課題山積であり、農学研究科の部
局長として、深く反省している状況です。
この３月には、令和４年度からスタートする国立大学法人としての第４期中期計画の策定を開始し
なければなりませんが、宅見薫雄先生を失ったことに対する大学本部執行部の失望感も大きなものが
あります。このような状況下ですので宅見薫雄先生について、皆様にご紹介することで、私からの追
悼の言葉にかえさせて頂くことをお許し下さい。
宅見薫雄先生は、1968 年 4 月 28 日の生まれで、神戸市出身です。高校は、お隣の六甲高等学校を
ご卒業されました。ご専門の研究分野は、植物遺伝学で、特にコムギの遺伝学の研究に傾注されまし
た。そして、宅見薫雄先生は日本を代表する研究者へと一気に駆け上がっていきました。少し専門的
になりますが、最近ではコムギの近縁野生種の遺伝的多様性、種間交雑による合成コムギの作出と特
性評価、種間雑種形成を阻害する生殖隔離遺伝子の解析、合成コムギを利用した野生種の有用遺伝子
の栽培種への導入などの研究課題を中心に活動されていました。研究歴は下記の通りです。
1992 年 3 月
1992 年 4 月
1997 年 5 月
1997 年 11 月
2002 年 10 月
2005 年 12 月
2007 年 4 月
2016 年 10 月

京都大学大学院農学研究科農林生物学専攻中退
石川県農業短期大学附属農業資源研究所助手（コムギの形質転換体の作出）
京都大学博士（農学）取得
神戸大学農学部生物環境制御学科助手 （コムギの遺伝学）
スタンフォード大学客員研究員 （トウモロコシの遺伝学）
（2003 年９月末まで）
神戸大学農学部生物環境制御学科助教授 （コムギの遺伝学）
神戸大学大学院農学研究科農環境生物学講座准教授 （コムギの遺伝学）
神戸大学大学院農学研究科農環境生物学講座教授 （コムギの遺伝学）

人は一生のうちに、何人の尊敬できる素晴らしい人物に出会うことができるのでしょうか？皆様も
そのようなことを一度は考えたこともあろうかと思いますが、如何でしょうか？
宅見薫雄という男は、私の中では、尊敬すべき頭の下がる、最も凄いやつでした。下記に示すメー
ルは、彼が私の残した最後のメールです。
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
2020/05/20 8:50、宅見 薫雄 <takumi@kobe-u.ac.jp>のメール:
河端先生
おはようございます。
具合の悪い毎日ですが、よくなる気配は一切ありません。
現在、御影の山手にある甲南病院に入院しています。
現状は厳しいです。
この病院は緩和ケアとかホスピスとしても優秀な病院で、今は緩和ケアの病棟に入っています。
これまで疼痛の調整して、今日はコルセットができてきました。
今はコロナ騒ぎのため、面会等は一切ダメです。
来週末を退院の目処にしています。
ですが、自由に大学に行って研究に没頭するのは難しそうです。
夏を越せるかどうかというところです。まず無理だろうと医者からは言われています。
ですので、大学のスタッフとしては一切役に立たない身体となってしまいました。
ちゃんとお話しすべきですが、見舞いに来ていただくこともなりません。
山岳部の方は、一切、手を引かせてください。
また、附属との高大連携についても、手を引かせてください。
あとのことですが、土佐先生ともお話ししながら進めて参ります。
本当に申し訳ありません。
宅見
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

4 月 3 日に研究科長室まで、今後の研究室の運営について相談があると言って尋ねて来てくれたの
ですが、その時はすでにかなり痩せておられ、松葉杖を突き歩くのも精一杯だったのです。私が訪問
すれば良いものを、気が回らずにほんとうに申し訳なかったと思います。また、4 月 1 日には例年、
科研費採択の発表があるのですが、先生はしっかり大型の基盤研究費を継続採択されました。入退院
を繰り返しているそのような状況の中で 11 月に申請書を書き上げたことは、とても信じられませんが、
それが宅見薫雄なのです。
研究業績に関しては他の追従を許さず、昨年 1 月から 5 月までの間、著名な国際誌に論文が８報も
掲載されています。また、現役の数多くの優秀な Dr.学生を指導中でもあり、農学研究科の将来を託す
に余りある極めて希な逸材でした。信じ難き卓越したこれらの研究業績は、以下の URL を参照頂け
れば容易に理解できます。https://researchmap.jp/ShigeoTakumi_04
また、今になって思えば、最後の入院直前の 3 月まで、私に代わって山岳会の理事会開催のために
農学研究科 EV701 号室の予約作業をして下さったこと、ほんとうに申し訳なかったです。言葉もあり
ません。
2018 年春の氷ノ山で、はじめて一緒に山へ行ったことが、昨日のことのように思い出されます
が。
。
。
。
。
。 これ以上筆を進めることができません。
コロナ禍とは言え、お見送りもできず、ごめんなさい。
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鷲尾

孝二さんを偲び

当時の山岳部を思う
高田

和三

鷲尾さんが昨年 令和２年１月２８日にお亡くなりになりました。コロナ禍の為、身内だけで葬儀を
されました。住友銀行退職後廣瀬製作所に移られ中国への工場移転に尽力されました。昨年６月、現役・
山岳部時代にお付き合いの深かった５人（田中信行、土山尚彦、井上薫、有馬誠、高田和三）で甲子園
のご自宅に伺い、線香をあげさせていただきました。奥様から８１歳のご自宅での大往生で、粛々とお
話を伺ってきました。退職後十数年、膠原病（難病）の為、せいぜい近くの甲山へ、お二人で散歩程度
がやっとで、投薬・通院の療養生活を続けられたとのことでした。住友時代は阪神間の支店勤務の後、
本店で情報開発部長として企業買収・Ｍ＆Ａの仕事をやられたようです。家で仕事の事は全く話されな
かったようですが、最後のＭ＆Ａの業務が辛かったのではと仰っていました。定年後 旅行や山登りが
出来なかったことが残念だったと思います。帰りに、近くでご長男様が営業されている“チャイナバル”
（創作ヘルシー中華の店）にて、鷲尾さんを偲び 献杯をいたしました。
＊鷲尾さんは神戸高校から、山岳部・経済学部（新制１２回；昭和３９年卒業）入学で、多士済々の同
期のなかで人望の厚いキャラクターゆえ、チーフリーダーを務められました。
＊現役時代の主だった山行では、２年の時の春の魚沼３山、秋の富士山、リーダーシップを取られてか
らは、夏の雲の平～千丈沢（集中）、秋の富士山、冬の穂高、春の白馬などがあります。白馬では戦前
我々の大先輩田中伸三さんが積雪期初登頂されている、主稜ルートに成功しています。
＊積雪期（冬山）の合宿でチーフリーダーとして、最初の大役を果たされましたのは、この穂高合宿で
す。昭和３７年末から翌年の１月８日まで、２週間の本格的なものでした、OB８人、鷲尾リーダー以
下現役１１人の大勢が、前穂（岳沢）をベースに、穂高の山々をラッシュしました。私も“本格的な冬
山”はこれが初めてでした。スキー、ワッパ、アイゼン・ピッケルなどの個人装備に加え、食料・テン
ト、ザイル等、重い荷物の歩荷（ボッカ）は強烈でした。アイゼンをつけての氷雪・岩稜、凍傷も経験
しました。沈殿の合間に、岳沢でスキーもしました。東西から若手 OB 達が参加され、この大舞台を束
ねられたことが、その後の鷲尾リーダーのバックボーンとなったようです。撤収の最後、釜トンネルを
出たところで、出してくれた、非常食のチョコレート・チーズを憶えております。なおこの冬は、他の
部員達と関西の OB 達は“氷ノ山”でした。
＊合宿と平行して、氷ノ山；千本杉ヒュッテ建設、１年上の１１回生中心の台湾遠征（Ｓ３８年；１９
６３年）をやっております。１２回生からは唯一寺倉さんが参加しております。ＡＣＫＵの機関紙“山
と人”の発行もしております。岳連の交流もありました。
＊これらの記録は“山と人；５号から８号”に掲載されています。特に５号に鷲尾さんが入部直後に書
かれている“考える山登り”というエッセイがありますが、６５年経過した現在にも通じる内容です
私は１年後輩でマネージャをしておりました。母子家庭でもあり１年遅れて入部いたしました。同じ経
済学部ということもあり、鷲尾さんには公私ともども大変厄介になりました。今振り返ってみて“よく
もまあヤッタもんだ”と感心しております。当時の大学山岳部の時代背景ですが、現在とは大違いでし
た。不遜にもあの世の鷲尾さんになり替わり述べます。
＊現役部員数も多く、今と違い冬は寒く降雪量も酷いものでした。大学山岳部員の遭難が“社会問題”
となりました。昭和３８年の豪雪では、薬師岳で大勢亡くなりました。我が ACKU も戦後既に７人の
遭難死を出しておりました。戦後 ACKU の基礎を作ってくれた“高木正孝先生”が亡くなられた後、
“監
督団”
（卒業５年までの OB による指導体制）の役割が強くなり、山行毎にアドバイス・チェックを頂
きました。鷲尾リーダー（１年上の坂本さん、１年下の大谷）が苦労しました。しかし これが大きな
遭難防止の歯止めでした。
＊少子化、人工減少時代の現在と違い、若者のエネルギーが蔓延しておりました。大学山岳部が、日本
の山岳会のパワーのモトでした。“白馬での春山”の出発では、大阪駅のコンコースで応援団のエール
を受けました。初めて、母親と兄貴が見送りに来てくれました。
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＊神戸大学は学部が分散しており“タコ足大学”でした。当時は教養学部（１年生～１．５年生）とし
て地方出身は姫路、阪神間出身は御影学舎でした。そのため岩登りのトレーニングでは、リーダーシッ
プが手分けして指導しておりました。姫路の雪彦ではよく滑落がありました。六甲台に合流してからの
“パーティーシップ”が一仕事でした。“登山学校方式”や“クラシカル登山”といって、喧々諤々議
論いたしました。
＊当時国立大学の学費は９０００円でした。親からの仕送りの部員は少なく、奨学金とアルバイトがほ
とんどでした。街に行けず、部室で酒盛りをやったものです。
＊昨今大学山岳部が衰退の一途を辿っているようです。文字どうり“３K”のスポーツに現代っ子が集
まらないのでしょう。しかし継続することです。アウトドアーで本当の大自然に触れるスポーツ、パイ
オニアスピリットを発揮するスポーツは永遠です。IT やら、映像がいくら進歩しても、本物の大自然に
はかないません。“熱き血潮に触れも見で淋しからずや道を説く君”（与謝野晶子）です。
鷲尾さんのご冥福を祈るとともに、当時をしのびました。合掌。
２０２１．１．２２． １３回（昭和４０年）経済・山岳部卒 高田和三
田中信行さん送別会にて、左から岩田氏・壺阪氏・坂本亨氏

鷲尾氏

鷲尾氏ご自宅にて
（右から、奥様、有馬氏、井上氏、田中氏、土山氏）
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中家 章君を偲ぶ―1956-58 年度の回想
豊田寿夫
穂高 1958 年 3 月 15 日夕刻.....
日が暮れてからやっと奥穂白出のコルに集結できた横尾回りの本隊（水口 L・山内）と明神を登って
ビバーク 2 泊のあと前穂経由で登ってきた斎藤・豊田は西穂の稜線の縦走パーティの到着を待っていた。
19 時ごろ西風にのってかすかな人声が聞こえるのでロバの耳の方を見るとジャンダルムの頭あたりに
灯りが見えた。13 時間の稜線歩きの後、青木・中家が奥穂高山塊の西の端に着いたのである。
水口 L 提唱の 1957 年度計画では冬山の夏山化―複数のルートから集まり、穂高の全山域を対象に積
雪期のバリエーション・ルートを登攀するという新しい構想だった。この計画は西穂縦走の成否にかか
っており、2 人が無事奥穂に集結できたことで白出のコルを BC として実施段階に入ったのである。
この春山は予定されていた複数の 3 年部員に加え 2 年 2 人（その中の 1 人は西穂要員だった）の入山
が不可となり、西穂パーティに中家が入ることになった。ところが彼は秋山での稜線踏査も冬期のルー
トの下見もなしでの春山縦走であった。途中でのビバークにも備えた装備・食料(22kg)を背負い、西穂
の下りから遅れ気味で（中家の疲れと遅れが.....などの記述が続く）、午前中に天狗のコル(中間点)にも
着けなかった。その後の登りにも時間を取られ奥穂頂上のすぐ間近に迫りながら、日没後のロバの耳の
通過は危険との判断から手前のジャンダルム頂部でのビバークを決めたようだ（中家の合宿前の積雪期
入山日数 45 日/氷雪技術は問題なしと青木は日記に書き残している）。
実は西穂－奥穂の稜線には 1955 年にも ACKU が高木部長の入山も得て春山合宿の展開をしたことが
ある。その時は極地法で西穂の肩(C-1)と天狗のコル(C-2)に 2 つの前進キャンプを出して奥穂到達を試み
たが最終キャンプでの滑落のインシデントもあり、合宿を中止して引返した記録が残っている。3 年後
のこの春山では後輩の中堅部員 2 人が同じルートをラッシュで成功したことが注目される。
残念ながらこの春山は最終日の滝谷クラック尾根で発生した青木・山内の墜落事故(3 月 28 日)で幕を
閉じるのであるが、下表に示す当時の ACKU の合宿記録(1956-58 年度)の中で中家を含む 1956 年入学の
我々が経験した山行を振り返ってみたい。
1.

教養(姫路)の頃―1956 年度
この年は新 1 年部員の歓迎合宿(1 週間)が持たれたが中家・豊田は参加していない。ほとんどの 1 年
部員 10 人(御影 2/姫路 8)は 7 月下旬の剣が初入山で、弥陀ヶ原から 30kg を背負って途中で野営の後、
別山乗越を登り剣沢の真砂子沢 BC への入山ではバテタ者が少なくなかった。定着合宿では 10 日間剣の
沢と峰で訓練を受け、続く 1 週間の縦走では中家は薬師から穂高に入り徳本峠を越えて帰っている。
前期の試験の後、2 年部員達は神戸の専門課程に進み姫路に残ったのは 1 年だけになった。夏山で親
しくなり、互いの力量を知って本格的に山を続ける仲間は 5-6 人で全員学生寮にいた。岐阜市近郊の育
ちで浪人中に後立山の縦走等の経験がある青木と松山市の高校山岳部 OB・四国石槌山で岩登りをやっ
ていた山内に和歌山市の進学校からストレートで入った中家他は教わる立場だった。姫路近辺の御着で
の岩登りから始め、播州の北限にある雪彦山の岩登りに 35km を徒歩で行ったこともある。
このようにして迎えた秋山であるが、好天にめぐまれた富士山では氷雪技術を吸収し、八方でのスキ
ーと白馬での冬山を経験した（中家は冬山不参加）。続く春山では 1 年部員の入山は 4 人に絞られ、中
家・青木・豊田は先発隊で細野－猿倉間のスキー・ボッカに参加した。白馬の合宿の後の鹿島槍への冬
期縦走（リーダー前田 L・水口 SL）では青木が抜擢され、五竜まで行き遠見尾根を下った。なお、出発
時には中家他が杓子尾根を登り後立山の稜線を途中(天狗の下り)までサポートした。
当時姫路にいた我々には忘れられない思い出がある。それは六甲の部室から冬山用テントを持ち出し、
1957 年 2 月 23 日から 3 泊 4 日でやった北兵庫の神鍋へのスキー行である。 2 月 26 日の神鍋での撤収
の後の帰路は山陰線和田山駅で途中下車、5 人には小生の実家に泊め夕飯をたらふく食べてもらった。
2.

年度 新人養成

夏山
秋山
剣岳
(BC真砂子沢)
富士山
鹿島槍
山 1956 (大冷沢)
(大沢)
縦走(薬師ルート1 )
行
1
穂高(BC涸沢/AC奥又白 ) 穂高涸沢
穂高
記 1957
(岳沢)
(西穂/明神)
縦走(笠岳－塩見温泉1 )
録
鹿島槍 剣岳(BC真砂子沢)
富士山
1958
(大沢)
穂高(岳沢1 ) 縦走(後立山/南ァ等2 )
2
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冬山
春山
2
八方(黒菱 )
白馬(杓子)
縦走(鹿島槍2 )
白馬(猿倉2 )
縦走(西穂・明神)
乗鞍岳1
穂高(岳沢) 奥穂BC(北穂AC)
八方(黒菱) pre合宿(南ァ北沢1 )
白馬(猿倉) 南ァ北岳(白根三山)

特記事項
・夏山上段は集合/
下段は縦走
・冬山上段は新人
のスキー訓練
＜中家の合宿＞
1：参加/2：不参加
(他は計画に同じ)

1957 年度―穂高での 1 年
この年の山行計画は春山での完結を目指した穂高集約の 1 年だった。5 月末の新人合宿 (岳沢/25 人)
参加の半数は新人で所属は御影・姫路半々だった。雨中の残雪上での訓練の 1 週間だったが、撤収の後
の新緑の徳本峠越えの 1 日はその後の上高地入り(バス)とは違う思い出になっている。
夏山は涸沢 BC に入り通常ルートでの訓練に加え、合宿前後 2-3 年の中堅部員が 2 班に分けて奥又白
AC で４年・OB と組んで前穂の岩登りをやった。また、滝谷でも第１・クラック尾根を登っている。合
宿後には 2 年部員がリーダーで 4 縦走パーティが出たが、中家は薬師に向かい笠岳で下りた。
秋になると春の穂高に向けての準備が始まった。11 月上旬の秋山はそのための踏査と試登の要素が強
かった。青木は西穂ルートの 2 年 3 人のリーダーとして奥穂に向かい途中 1 泊、豊田は明神を踏査した。
山内・中家は本隊で横尾から涸沢に入った。なお、合宿の後、青木・山内は滝谷に入り新雪の第 1 尾根
を登った（個人山行だったが 2 人が春山で事故に遭遇したクラック尾根登攀につながるものがあると考
えられている）。冬は新人中心の乗鞍スキーが先行し、その後中家は岳沢での合宿に合流している。西
穂縦走予定者は奥穂から逆ルートでロバ・ジャンダルムの通過場所を踏査しているが、氷雪が着いたル
ートの難しさを報告して記録に残している（予定メンバーの 1 人はこのあと退部した）。
春山は本稿冒頭に書いたように始まり、合宿の計画をすべて消化した最終日のクラック尾根の登攀事
故で終結した。すべてが水口一義リーダーの「1957 年年度春山合宿及び遭難」報告（山と人 3 号-1958）
に書かれている。また、山と人百年(下巻)には山岳部史の一コマとしての補足記事がある。
事故発生日の 3 月 28 日の BC では撤収準備に忙しかったが、午後の作業が終る頃には天候は悪化して
いた。翌 29 日の午後になって滝谷から 2 人が帰らないとの連絡を受け、中家・豊田は水口 L と共に北
穂に向かい吹雪の中で B 沢を下ったが途中から引返えさざるを得なかった。明けて 30 日 B 沢の途中で
2 人を見つけ安置・固定した。北穂 AC に帰り水口 L ・中家は北穂に残り、15 時豊田は事故の確定報を
神戸に知らせるため奥穂 BC で 1 年部員に同行を求め横尾回りで上高地にスキーで下った。
31 日は好天だった。本部への連絡と仮眠の後、涸沢から北穂 AC に帰着した。双眼鏡で見た滝谷出合
の人影の動きから、他大学パーティの応援を得て雄滝を吊り下ろして出合に安置されと見てとれた。後
になって氷結した滝を越える搬出作業業は大変だったろうと中家に問うたが、直接の答えはなく当日の
作業のあと泊めてもらった笠ヶ岳作業所の夕食がめっぽう美味しかったとだけの返事だった。このよう
に合宿中でも彼は決して不平は口にせず、次年度からの山岳部の立て直しを担ってくれたのである。
3.

1958 年度―再出発の 1 年
正副リーダーの候補者を失い豊田 L・中家 SL の分担で、4 年部員の参加も得て再出発足を担当するこ
とになった。新リーダーシップに求められた部活動の方向性は、南米遠征から帰国された高木部長の事
故の検証（基本事項は山と人 3 号の「山岳部の現状と将来」）にある。これを OB 関係者の参加を求め具
現化せよというもので、 “登山学校”方式登山とか“監督団”のキーワードに盛り込まれている。
当時の神戸大学の配置はタコ足状態、特に新人が配属されていた姫路分校が部室のあった六甲から離
れて孤立いることが大問題だった。神戸での部会、その後の合同トレーニングの実施などを積み上げ、
南アルプスへの志向も盛り込んでまとめたのが前ページの年間計画(1958 年度)だった。30 人を超す入山
者のあった夏山は剣岳に決めざるを得なかったが、縦走パーティを北岳に出すなど準備を重ねた上で春
山を南アルプスで展開した。幸い 1958 年度の全計画を無事に終えることが出来た。
1956-58 年度の山岳部の活動を振り返り、共に登山をした仲間―特に故中家 章君の冥福を祈る。
4.

中家 章 2020 年 4 月 14 日 逝去 享年 83 才
3 年前に軽い脳梗塞を患い静養中だったが、
昨年 1 月末に風邪をこじらせ入院、呼吸困難
な状態が続き、4 月 14 日に亡くなった。
墓所は町田市にある。
経営学部 1960 年 3 月卒業、4 月 三井船舶㈱
（あと商船三井㈱となる）入社、横浜支店
（1960－64 年）
の後、
豪メルボルン支店(1975
－79 年）その他 広島支店等に勤務した後、
関係会社を経て 2002 年停年。卒業後の山行
は東京メモ(山と人 7 号-1962/3) にある。
中家(於六甲クラブ)
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富士山での中家(1958 秋：右/豊田)

古橋

惇氏を偲ぶ
田中

俊甫

古橋 惇氏は、2020 年（令和 2 年）9 月 11 日(金)午前 3 時 30 分 近畿中央病院にて、心筋梗塞のた
め永眠されました。謹んでご冥福をお祈りいたします。
古橋 惇氏とのお付き合いはじめが何時だったのか。入学時、先輩から、「４年上級生で、お前と同
じ兵庫・但馬出身の先輩がおられる。」と聞いていたが、学年が離れているため一緒に山へ行くことは
無かった。それが、先輩―後輩の関係が濃いものになったのは、わたしが、1995 年（平成 9 年）、ネパ
ールに学校を建てるボランティア活動（HNA-JAPAN ）を始めた時である。このとき、古橋先輩は、この
活動に一番に協力・支援を申し出てくださいました。そして、本会が、NPO 法人の認証 2003 年（平成
15 年）を受けてから以来、2018 年（平成 30 年）まで理事として活動していただいた。
古橋氏の経歴は、1935 年（昭和 10 年）2 月生まれ（兵庫県城崎郡日高町―現在、豊岡市日高町（植
村直己氏と隣り合わせで。直己氏の子供のころのことをよくご存知とか。
） 神戸大学教育学部芸術科
卒業、 神戸大学山岳部在籍、神戸大学山岳会会員
2000 年（平成 12 年）10 月 ネパールの旅 ゴーキョ・ピーク・トレキング
この時は、トレッカーが多く、カトマンズからルクラへ飛べなくて、古橋、直木グループと別々にな
り、ラミランダ飛行場に着き、翌日ルクラへ飛び、普通、高度順応のためナムチェで 1 泊するのだが、
1 日遅れているので、そのまま出発。ナムチェで、古橋氏らに後ろから呼び止められて驚いた記憶があ
る。3 人でマチャルモ（4410ｍ）の小屋に宿泊。あと６００M、高山病でゴーキョピーク（4750ｍ）断念。
（ACKU-news27 例会第 35 回 ゴーキョの旅 2000 年 11 月 5 日～20 日 直木嘉也 記）
2001 年（平成 13 年）10 月 ネパールの旅 カラパタールトレキング
プモリ、エベレストが近くに見えるカラ・パタール（5545ｍ）
、その麓のゴラクシエプの小屋で、古
橋氏が「山河」を歌い、ポーターたち、外国人トレッカーが驚いて聞き惚れていたことが鮮明に記憶に
のこっている。

2000 年 10 月ゴーキョ・ピークトレキング

2002 年 10 月 アンナプルナ内院

2002 年（平成 14 年）10 月 ネパールの旅 アンナプルナ内院トレキング
此のころは、山岳会の例会山行に参加されることが多くなっている。ざっと ACKU-news を繰ってみる
と、
2003 年 1 月 11 日 第 57 回例会 新春初詣山歩き 比叡山
2003 年 2 月 22 日～23 日 第 58 回 氷ノ山スキー山行（会報２９に記事掲載）
2003 年 3 月 9 日～13 日 第 59 回 八方尾根スキー合宿
2003 年 9 月 13 日～14 日 第 63 回 六甲山夜間登山
2004 年 2 月 28 日 第 66 回 氷ノ山スキー登山
2004 年 3 月 24 日～26 日 第 58 回氷ノ山～扇ノ山縦走（会報 30 に高田氏記事掲）
2005 年 3 月 11 日～25 日 第 77 回 米国ソルトレイク・スキーツアー（会報３１）
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2006 年 5 月 22 日～28 日 第 92 回 鳥海山・月山スキー登山
2008 年 2 月 24 日・25 日 第 100 回 氷ノ山スキーツアー
2008 年 4 月 26 日～28 日 第 113 回 乗鞍スキー登山
が挙げられる。
HNA-JAPAN の方でも、 2006 年（平成 18 年）1 月 15 日 新春講演会には、古橋氏のご子息 古橋 由
一郎氏（当時：立命館大学アメリカン・フットボール部監督）に
「日本一のチーム創りと人材の育成」の演題で講演していただく。
11 月 来日した HNA-NEPAL バラル代表を宝塚「若水」に招待してくださった。
2007 年（平成 19 年）
「絵画教室」を年 7～8 回 開講して頂く。時には、神戸・北野界隈で、灘の酒蔵
通りで、伊丹の宮前通り等で、写生会。スケッチウオーキング「ワンスモア紅葉の甲山」
「秋色の武庫川渓
スケッチウオーキング」平成 29 年度（2017 年度）まで継続していただいた。
絵画で、度々、尼崎市展に無審査で出展されていた。
身近な山道再発見シリーズ「中山奥の細道行」
「惣河支流渓谷」
「赤子沢清流遡行」
「芦屋の山８の字登行」、
これら、毎年「ササユリ探索行」として、平成 29 年度まで、企画・実施していただいた。
古橋氏は、六甲山の谷筋、北摂の山々の谷筋にはよく出かけられていて、克明な地図を作製されてい
た。貴重な地図で、ぜひ、譲っていただきたいと娘さんに依頼しているところです。
なお、冬期になると、八伏高原や六甲山でスキーレッスンを企画・実践してくださった。
「人に教えるこ
とは己が学ぶこと」とよく言っておられた。
退職後には、福祉施設でカラオケ歌唱指導に出かけたり、絵画指導をされたり、以前勤務されていた学
校の卒業生と一緒に園芸クラブを支援・指導されたりして無償の行為を貢献的に実践されていました。
古橋氏には、多くのことを教えていただきました。温厚で、誠実で、会話が無くても、いつまでも傍
に一緒にいたいと思う方でした。
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3 回のネパール・トレッキング時に描かれた作品

北山ダム近くで 橋本 昭

作

遺作となった作品「月光」
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河西

孝昭氏を偲ぶ
田中俊甫

河西孝昭氏は、2020 年（令和 2 年）7 月 29 日、誤嚥性肺炎からの心不全で永眠されました。謹んで
ご冥福をお祈りいたします。
河西氏は、9 期生で 1 年先輩、大学在学中の山行合宿記録を見ると、1958 年 7 月、剣岳夏山合宿、1959
年南アルプス春山合宿、1959 年 7 月剣岳夏山合宿等で一緒でした。しかし、毎回、1 学年参加者 20 名
ほどの合宿で、もう 60 数年前のことで、年齢 80 歳にもなると記憶も定かでない。だが、山梨県出身で、
強靭な体格と髭の濃い、大学入学前から、弟さんと山登りをされていて単独行好きだということは聞い
ていた。
今でも年に 2 回ほど夢をみる山行がある。1965 年 12 月の「黄蓮谷」である。厳しい山行であった。
豪雪で、急斜面で、怖い思いをした。その折り、テントの側を、河西氏と弟さんがラッセルして登って
いかれるのが夢に必ず出てくるのです。このこと、生前に聞いて確かめておきたかった。
1975 年、
「会員近況」では、
「体力の衰えに気は焦れども如何ともし難く、ゴルフなどに現を抜かして
いる情けない状態です。今夏は剣へ久し振りに出掛ける予定です。」とある。（「山と人」12 1975）
2001 年 5 月の「会員近況報告」には、
「会社リタイアをし、冬を除き山行に励んでいます。南北アル
プス、東北の山を訪れ、今年は北海道、ヨーロッパアルプス、ニュージーランドトレッキング等を予定
しています。5 月連休は富士・吉田大沢を登り、バテバテで 8 時間かかりました。下山は雪に見舞われ
顔面凍傷と年寄りの冷や水ものでした。
」とある。
（ACKU-news 27）

バルトロ氷河トレッキング
このころ、山岳会例会山行が充実してきて、年間７～９回程度の山行計画が実施された。2003 年 7 月
２日～13 日 第 61 回例会で、羅臼岳でご一緒しています。OB になられても、益々の健脚ぶりに驚かさ
れた。
（ACKU-news ３０「北海道の夏山と温泉記録」）
2005 年 7 月 22 日～8 月 12 日 パキスタン・バルトロ氷河トレッキング（創立 90 周年記念海外山行）
（例会山行 80 回）を、河西氏リーダー、隊員 6 名でご一緒しています。何としても K2 ベースキャン
プまで行きたいものと頑張ったが、残念ながら体力的にも日程的にも叶わなかった。このことの顛末は、
ACKU-news 31 創立 90 周年記念号に記録されています。
河西氏とは、たくさんつき合せていただきましたが、自分の登山観や思想を披歴されたり、押し付けた
りされる方ではないので、わたしとっては、やや苦手なタイプの方でしたが、次に山へ行くなら、また
是非一緒したい方です。
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バルトロ氷河トレッキング
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【速報】平井名誉会員ご逝去
会長

山田健

去る２０２１年２月１５日午前２時８分、平井一正名誉会員がご逝去されました。満 89 歳でした。
ACKU ニュース 45 号の原稿締切後であったため、急遽速報としてお知らせします。
平井名誉会員は、昨年秋ごろから腹痛を訴えられ、入退院を繰り返されていましたが、クローン氏病
と診断され、さらに心臓にも異常が見られたことから、年末から年初にかけて、心臓人工弁の挿入と小
腸の摘出の２度の手術を受けられたのち意識が戻らず、最後は腎機能が低下したこともあり、ご家族お
見守りの中他界されました。心からご冥福をお祈りします。
葬儀は２月１８日に京都中京区のかもがわ会館で執り行われ、山岳会員も多数参列していただきまし
た。ご遺族に代わって御礼申し上げます。
なお、山岳会理事会では平井先生をしのぶ会の企画を、コロナ禍が落ち着いた時点で実施したいと考
えております。

23

第四章

海外登山研究会の開催報告

海外登山研究会の報告
山田健
「海外登山への機運の醸成」を活動方針の１番に挙げた新執行部として、どうしても行いたかったの
が海外登山研究会でした。当初４月に予定していた総会が開催できなくなったので、コロナが収まるこ
とを期待しながら、総会に代わる会として「秋の集い」を１０月３日に予定しましたが、第二波のため
これも断念せざるを得ませんでした。しかし、少人数での会食抜きでの研究会なら実施可能と考え、同
日に大阪凌霜クラブにて海外登山研究会を開催しました。現役、若手会員を主な対象にして、海外登山
とはいかなるものかを知ってもらうことと、努力すればヒマラヤ未踏峰も夢ではないということに気づ
いてもらうことが主眼で実施しました。
参加者：居谷、山田、大竹口、長谷川、岩井、山本恵昭、藤川、吉井、以下現役 熊田、金、侯、上
田、城間、萩原、
リモート参加：山形、坂本諭、野邊久美、山本浩輔、白形、井部
構成 第 1 部 「神戸大学山岳部山岳会の海外登山の歴史」
第 2 部 「グレート・ヒマラヤ・トラバース カンチェンジュンガエリア報告」

山田健
吉井修

【神戸大学山岳部山岳会の海外登山の歴史】
百五年の歴史の中で、当会がどのような海外登山を行ってきたかを知ることがまず第一歩と考え、過
去の海外登山を写真や動画を含めて紹介しました。特に、クーラカンリ、ロプチン、バダリの登山の記
録とその意義について講演しました。何枚かのパネルを以下に示します。
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なお、前山岳部長でロプチン遠征の実行委員長であった山形裕士名誉会員はリモートで海外登山研究
会に参加されました。会議後にコメントを寄せられましたので、以下にご紹介します。
山形裕士名誉会員のコメント
コロナ禍で総会や懇親会を実施できないのは残念ですが、そんな中でも海外登山研究会を開催してい
ただき、またオンライン参加の設定をしていただき、山田会長はじめ皆様に御礼申し上げます。参加さ
れた OB の皆様もありがとうございました。藤川君メールありがとうございました。また、現役の学生
さんも多く参加されて頼もしく思いました。
現役の皆さんへ、
長谷川さんや吉井さんも仰っていましたが、兎に角どこでも良いのでまず海外に出かけてみることを勧
めます。一度行ったら壁が低くなり、次からずっと気軽に出かけることができるようになるでしょう。
講義や単位の心配があるでしょうが、井部君も言っていた通り何とかなるものです。各先生に計画書な
ど持参して丁寧に説明したらよいと思います。理系の研究や実験の遅れが気になるかと思いますが、あ
とで頑張ったら取り返せます。ロプチンの時、石丸君は帰国後、遠征で行った調査の発表を条件に参加
を認めていただきました。海外登山の目標についてですが、いきなり未踏峰の登頂を目指すのが難しけ
れば、アイゼン合宿に行くなどの方法もあると思います。以前にも現役生に話したことがありますが、
例えばアメリカ西海岸の Mt. Rainier など、期間も短く安く行けます。とにかく一度海外に出ると、山
だけでなく人種や文化など、視野が開けてものの見方が変わると思います。
吉井さんには、ヒマラヤグレートトラバースの貴重な面白いお話しと、きれいな写真をたくさん見せ
ていただき、ありがとうございました。未踏峰の登頂がならず残念でしたね。BS 放送のヒマラヤグレ
ートトラバースはこれまでの番組をすべて見ています。次回に少し出演されるとのことですので楽しみ
にしております。私はゴーキョピークに登ったことがありますので、ヒマラヤトレッキングの雰囲気を
身近に感じることができました。ACKU には重廣さんと懇意にされている方も多いと思いますが、
ACKU の祝賀会にご出席いただいた時にご挨拶させていただきました。私より 2 歳年上ですがまだまだ
お元気ですね。また、松田宏也さんのミニヤコンカの本は昔、手に汗を握りながら読みました。義足で
もヒマラヤに行きたいという熱意に感心します。また、次回の報告を楽しみにしております。
皆様、本日はありがとうございました。
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グレート・ヒマラヤ・トラバース

カンチェンジュンガエリア報告
吉井

修

私は 1979 年（昭和 54 年）神戸大学入学、83 年（昭和 58 年）卒業です。法学部でした。山岳部では 1
回生の 1 年間活動し、2 回生時の夏合宿にはもう参加せず、その後、退部したと記憶しています。2 年
目の部活動に参加してない間に 1 年下の故梶田正人君を知ることになりました。山岳部を辞めたのは、
天気運がそんなに良くなかったことも影響して、山の怖さを必要以上に感じたこと、ロッククライミン
グにはあまり魅力を感じなかったこと（怖さが先に立ったこと）
、それと少し真剣に法律の勉強をする
かという思いもあったからです。しかしながら、司法の道を目指して、勉強を続けるには至らず、それ
くらいなら、結論を急がず、もう少し山岳部を続けていた方がよかったのではないかというやり残し感
がずっとありました。山登り自体が嫌いになった訳ではなく、山に登ること、知らない所に行くことに
はすごく興味があったので、住友信託銀行に入行した当初の 3〜4 年は年 1 回アルプスに行く程度に遠
ざかったものの、1988 年にアンナプルナ・トレッキング、1989 年にキリマンジャロとモンブランに登
ってからは、会社の仲間を誘って、いわゆるワンダーフォーゲル部のレベルですが、ずっとコンスタン
トに山登りを続けてきました。49 歳の時に百名山完登となり、現在、300 名山は 261、関東百名山 87、
東北百名山 77、都道府県最高峰 37/47etc、ついでに居酒屋百名山も 61 くらい登っています。
数はともかく、何より社内外（社内にはトレッキングの会をいうものを作っています）に多くの仲間を
作れたこと（夏ですが、社員を募って、31 年連続で富士山に登ってきており（昨年はコロナで途絶えま
したが）
、これだけでも一緒に登った仲間が 200 人を超えています）、楽しい思い出をいっぱい持てたこ
とを嬉しく思っています。私にとって、仕事と山は人生の両輪。忙しかった銀行員の生活の中で仕事の
みに埋もれることがなかったのは、まさしく山のおかげです。たった 1 年間ではありますが、神大山岳
部で基礎を教えていただいたことは大きく、感謝しています。このたび、話を頂いて、中途退部者です
が、神戸大学山岳会に入会させていただきました。山岳部経験が 1 年しかなく、あとはサラリーマン山
登りでしたので、技術、訓練が不足していますが、歳と共に、どちらにしても、もうそんなに難易度の
高いルートには登れません。これからも身の丈に合った登山ということで、お願いできたらと思います。
2019 年に日本山岳会の日本エクアドル外交関係樹立 100 周年記念友好登山隊に参加して、コトパクシ
とチンボラソに登ったのに続いて、2020 年は、日本山岳会の創立 120 周年記念事業の一つ、グレート・
ヒマラヤ・トラバース(カンチェンジュンガ～K2 までの約 5000 ㎞)を踏査する企画の第 1 回目に参加し
てきました。今回はこの報告をさせていただきます。
日本山岳会は 2025 年（令和 7 年）に創立 120 周年を迎えます。グレート・ヒマラヤ・トラバースは、
この記念事業として、日本山岳会がこれまで登ってきた山々の山麓をたどりながら、ヒマラヤ地域の変
化とこれからの新しいヒマラヤ登山を模索する「温故知新」の山旅としての企画です。
グレート・ヒマラヤ・トラバース（G・H・T）は、
第 1 期（2020 年プレ・モンスーン～22 年秋）
20 年春＝ネパール・ヒマラヤ東端部、カンチェンジュンガ BC～オランチュン・ゴーラ踏破
20 年秋＝ルンバサンバ山群～クーンブ山群
21 年春＝ロールワリン山群～ジュガール山群～ランタン山群
21 年秋＝ガネッシュ山群～マナスル山群～アンナプルナ山群
22 年春＝カンジロバ山群
22 年秋＝アピ・サイパル山群
第 2 期（2023 年春～24 年秋）
インド国内
第 3 期（2025 年春～25 年秋）
パキスタン国内
と 6 年にわたる踏査予定（すでにコロナ影響で 2 回目以降の踏査は順延されているが）
を想定している。
今回はこの初回の遠征である。私は 36 年余り勤めた三井住友信託銀行グループを 2019 年 12 月末に少
し早かった（58 歳）が、思い切って退職して、参加した。
メンバーは数々の遠征隊を率いて来られ、ご自身も K2 の日本人初登頂やチョモランマ北壁初登攀等、
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百戦錬磨の重廣恒夫隊長に、かつて中国のミニヤコンカから奇跡の生還を果たされた松田宏也さんと私
の 3 人であった。誰が見ても、何でそこに私なのー？という状況であり、かなりのプレッシャーを感じ
てもいたが、
こんなにも著名な登山家お二人と 53 日にも及ぶヒマラヤの山旅ができることを楽しみに、
2020 年 2 月 29 日、大韓航空でソウル経由ネパールへと旅立った。コロナ禍は忍び寄ってはいたが、出
発の時はまだ、後日のように全世界が未曽有の事態に陥るとは想像していなかった。
今回のネパール・ヒマラヤ東端部、カンチェンジュンガ BC～オランチュン・ゴーラ踏破の日程は下記
のように推移した。
2020 年 2/29～3/3 日本→カトマンズ 4 泊し、準備作業
3/4～3/5 チャターバスにて、カトマンズ→タプレジュン（翌 1 日準備休養）
3/7～キャラバン開始～3/10 シェルパガオン～3/13 ツェラム（翌 1 日準備休養）
3/15～3/16 ツェラム～ラムゼー往復
3/17～3/18 ツェラムからセレレ・ラを越えて、グンサ（翌 1 日準備休養）
3/20～3/24 グンサ～パンペマ（カンチェンジュンガ BC）往復（翌 1 日準備休養）
3/26～3/29 グンサからナンゴー・ラを越えて、最奥の村ヤンマ（翌 1 日準備休養）
3/31～4/8 ヤンマを出発、3/31 パブクタール BC を建設し、パブクカン登山活動～ヤンマ
4/9～4/10 ヤンマ～オランチュン・ゴーラ
4/11～4/12 オランチュン・ゴーラ～レレップ（翌～丸 2 日間待機）
4/15
ジープにて、レレップ→タプレジュン（翌～1.5 日余り待機）
4/17～4/18 ジープにて、タプレジュン→カトマンズ
4/19～5/14 カトマンズにてチャーター便待ち。
5/15～5/16 カトマンズ→日本
当初の計画では、4/13 にタプレジュンに下山、4/21 に帰国の予定であった。したがって、パブクカンの
登頂は成らなかったものの、レレップに下山するまでのキャラバンそのものは休養日等をやり繰りしつ
つ、計画通りに進めることができたといえる。ジープが迎えに来れるレレップまで下りてきた所からロ
ックダウンの影響を強く受けて、日本から総日数 53 日間のはずの山旅は、4 週間のカトマンズでの逼
塞生活を経て、結果 78 日間の旅となった。これもまた実に貴重な経験になったと思う。
すべての行程についての報告は別の場所に譲ることとして、ここでは、私の憧れであった「ヤルン氷河
＝南面からのカンチェンジュンガを望み見た所」と「未踏峰パブクカン（6244m）を目指した活動」に
ついて書かせていただきます。

「ヤルン氷河からのカンチェンジュンガ」
カンチェンジュンガとはチベット語で「5 つの大きな雪の宝庫」を意味します。そこには金、銀、宝石、
五穀、聖典の 5 つの宝が納められているという。それほどに神聖な山とされてきた。また、5 つの宝庫
とは、主峰（8586m）、西峰（ヤルンカン、8505ｍ）、南峰（8476ｍ）
、中央峰（8478ｍ）
、カンバチェ
ン（7903ｍ）の 5 峰とも言われている。1955 年初登頂の紳士の国・英国隊は頂上の 2ｍ手前で留まり、
その聖なる絶頂には立たなかったという。
私は銀行でシステム開発のプロジェクトを率いることが多かったのですが、1973 年の京大ヤルンカン
遠征隊、初登頂者である上田豊隊員の著書「残照のヤルンカン」と西堀栄三郎隊長のこの遠征にまつわ
る著作に大きな影響と示唆を受けてきました。「若い時の夢はいつか実現する」、「人生は経験を積む為
にある」、
「出る杭は伸ばせ」、
「石橋を叩けば渡れない」、
「勇気は自信に先行する」、
「やると決心してか
ら、どうしたらできるかを考えよ」、
「そりぁ、いい考えだとまず言う」、
「リスクを減らすには～思いも
よらぬことが起こると覚悟しておけ。未知のものにそもそも完全な準備はできない。あたふたするな、
沈着な心が重要だ」
、これらはみな西堀さんの語録です。
「残照のヤルンカン」の中に「老隊長の精魂」という項があって、70 歳の西堀隊長が気力で、ツェラム
からヤルン氷河の浮石だらけの路を進まれる場面があります。「わたしは自分がベースキャンプまで着
けるようなら、ヤルンカンのピークは登れる、と信じてここまでやってきました。諸君もだから頑張っ
てください」。私は隊長（プロジェクトリーダー）という者のあり方や心構えといったものをこの西堀
さんから学んできたのです。だから、私はヤルンカンへの道を歩くことをとても楽しみにしていました。
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3/7～キャラバンを開始。村々を縫いながら高度を上げ、3/10 このルート最後の集落シェルパガオンに
着いた。そこから先のロッジはまだ開いておらず、小屋番が私達と同日の行動で小屋を開けてくれて進
む形で、3/13 にツェラム（3870ｍ）に到達した。ここまで出発から 7 日間。今回の遠征の最初のひと
区切りであった。
1 日休養後の 3/15 は朝から晴天に恵まれた。いいぞ、青空だ。7:10～ヤク肉入りシェルパシチューの朝
食。ラムゼーの小屋はまだ開かないので、テント泊の準備で 7:48 出発した。1 時間も歩くと、高度は
4000ｍを越えて、前方の山々は白さを増して、ヒマラヤに来た実感を一気に味わう。ああ、これがヒマ
ラヤというものかと目を丸くした。そして、ここが西堀隊長が精魂を振り絞って歩かれた道かと感慨深
かった。雲が出てきた 11 時すぎ、休息していると、荷揚げを終えたローカルポーターが早くも下りて
きた。12 時すぎ、チベッタンブレッドとゆで卵、じゃがいものランチを食べて、さらに 1 時間半ばか
り、正面のラトン峰から北に延びる国境稜線の展望が素晴らしいラムゼー（4580m）に着いた。ラムゼ
ーの夜は私達 3 隊員だけ。静かな夜、テントから顔を出すと、白い山稜と満天の星空が素晴らしかった。
翌日（3/16）はカンチェンジュンガ南面の展望地に向かった。展望地からは、向かって右から、南峰、
次いで中央峰、主峰、そして一番左にヤルンカンが大きく見えた。記念撮影をすると共に、1984 年の
日本山岳会のカンチェンジュンガ縦走でチームリーダーを務められ、ご自身も南峰から中央峰まで縦走
された重廣さんの解説を受けた。何と贅沢なことだろう。この 1984 年の隊の隊員には、私も親しくさ
せてもらっている方がたくさんおられる。素晴らしいカンチェンジュンガの山容を眺めて、全体として
はまだまだ序盤戦ではあったが、ああ、ここまで来れたじゃないかとうれしかった。

３／１３ ツェラムに着いた３人（左から吉井修さん、重廣恒夫さん、松田宏也さん）

３／１６ ラムゼーの朝
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３／１６ 南面からのカンチェンジュンガ、左からヤルンカン、主峰、中央峰、南峰
「未踏峰パブクカン（6244ｍ）を目指して」
ツェラムからミルギン・ラ、セレレ・ラの雪の深い峠を越えて、グンサに入った。ここからは G・H・T
のルート上となり、1 日休養の後、カンチェンジュンガ氷河に沿って、G・H・T の東端のスタート地点
であるパンペマ（カンチェンジュンガ BC）の往復に向かった。北面からのカンチェンジュンガもこれま
た素晴らしかった。パンペマ往復後は G・H・T のルートを北西方向に辿り、ナンゴー・ラを越えて、3/28
ヤンマコーラに出た。
ここから G・H・T のルートを一旦、外れて、チベット国境、未踏峰パブクカンを目指して、北上した。
今回の G・H・T ではそのルートを忠実に歩くだけでなく、1 枚の地図から夢を描き、計画を作り、実行
する探検的登山を行い、伝承していくこともその目的の一つとしている。
3/29 ヤンマに到着。ヤンマは 10 軒ばかり、35～40 人が暮らすだけの最奥の村である。畑でできるのは
じゃがいもと大根くらい、あとは 200 頭いるというヤクで生活している。山間の広い空間にヤクの鈴音
とチベット犬の鳴き声だけが響く。チベット国境近くに来ていることを実感し、人の営みのたくましさ
に感心するが、さすがに“ここにはよう住まんわ”と思う寂しい寒村である。村で話を聞くとチベット
への峠越えは雪がなくなる 7～8 月だけとのこと。まだ雪は深く、この後の登山の困難が予想された。
パブクカン登頂を目指して、ヤンマの村を出発したのは 3/31。同日、4665ｍに BC（パブクタール）を
定めた。準備と雪で 2 日間停滞の後、4/3～登山活動に入った。義足の松田さんは BC キーパーとして留
まられることとなり、ここからは重廣隊長と私にガイドのラムカジの 3 人に、カトマンズから同行のポ
ーター3 人のサポートを受ける態勢となった。
4/3、ナンガマリ西面を見ながら北上し 5197ｍに C1 を建設、4/4、できるだけ進みたい所だったが、ル
ートも分かりにくく、苦戦、5526ｍに ABC を建設することになった。翌 4/5 に上部へのルート工作、
4/6 に頂上アタックの限られた日程となった。以下は 4/5 の私の記述である。
4 月 5 日（晴のち曇）ABC（5526m）7:00 出発→12:32 偵察終了点（5797m）→15:23ABC（5526m）
5 時起床、朝食を摂って、7 時ルート工作に出発する。ABC の左手岩壁帯の中にガン・ラへのヤク道が
あるはずであるが、見つけ出すことが出来ない。一縷の望みを抱いて、岩壁帯の裾をトラバースし、氷
河の切れ目から左のミックス壁を登り（FIX ロープ 2 本）
、上部プラトーに出た。ガン・ラと思しき所
は遥か左前方（西側）にあり、P6100 からパブクカンに続く稜線も鋭い。さらに雪原を東に進み、2 つ
のピークを経由しないで、直接パブクカン頂上に向かうルートを確認して ABC に引き返した。今日の
到達高度は 5797m であった。私が ABC に戻ったのは 15:23。この時間から考えて明日、頂上に向かっ
て、果たして勝算はあるだろうか？ しかも、何と私は帰り道、アイゼンをザックに仕舞い忘れるとい
う大失敗を犯していた。アイゼン袋に入れた場面ははっきりと覚えているのだが、ABC に帰るとザッ
クにアイゼンがない。ああ、隊長に叱られるなあと思いながら、ラムカジと雪を融かして、水を作って
いた。私の心に迷いが生じる。しかし、重廣さんは大目玉をくだされることなく、「明日は零時に起き
て出発しよう、3 人でアイゼンを探そう、なかったら、吉井さんは諦めるしかない」とおっしゃる。→
当然である。寝袋に入ったのは 20 時近かっただろうか。上部に岩壁と懸垂氷河も見えた、自分には無
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理だ、明日アタックする価値があるのか、これだけ歩いてきたのだから、もう十分じゃないかという気
持ちが支配する。けれども、こうも考えた。未踏峰にアタックする機会というものは滅多に得られるも
のではない。こんな自分がここまで来させてもらっていること自体、恵まれたことなのだ。明日一日、
頑張らなくてどうするのか！と。寝ているうちにアイゼンが見つかるか、見つからないかをおみくじの
ように考えて、もし見つかったならば、その時は最後まで全力を尽くそう、自分自身の精一杯を頑張っ
てみようと決心した。
翌日（4/6）は予定通り零時に起きて、午前 1:40 に出発した。少し眠ったこと、それで高度に体が慣れ
たか、また雪も締まっていて、昨夜の懸念よりは足がよく進んだ。心配していたアイゼンも見つかった。
「重廣さん、見つかりましたー」と叫ぶ。2 本の FIX ロープの下に私が到着したのはまだ午前 3:23 で
あった。が、その後、昨日の到達点まで出た後が、やはり容易ではなかった。私も少しは面目をとラッ
セルを頑張ってみたが、目標にはなかなか近づかない。雪原を北東に進み、雪稜に FIX ロープを 2P（100
ｍ）伸ばしてもらったが、さらに上部は岩壁帯と懸垂氷河が行く手を遮っていた。頂上までの距離はま
た 900m 近く、時間的にも無理と判断して前進を打ち切った（9:50）。最高到達高度は 5920m であった。
正直、え～零時に起きるんですか～？！と思ったくらいの未熟な私は、前夜逡巡していたのであるが、
力を尽くして及ばなかったのと、初めからやらないで諦めるのとではやはり充実感が違う。登頂に届か
なかったという結果は同じであっても、苦しい所であと一歩頑張るかどうかは大きい。最高到達点から
見たヒマラヤの光景を私は忘れない。

「後書き」
登山活動終了後は、ヤンマから元来た道を南へ引き返し、G・H・T のルートをやや西へ、オランチュン・
ゴーラの村に立ち寄ってから、タプレジュンを目指して、帰路に着いた。次回のグレート・ヒマラヤ・
トラバースはオランチュン・ゴーラに戻ってからが続きということになる。
4/12、レレップまで下山すると、その先はコロナの関係で、集団で歩くことは許されず、ここでローカ
ルポーターは解散とした。隊長が役場関係者と話をされ、丸 2 日待つことにはなったが、4/15 ジープで
タプレジュンに戻ることができた。
その後は、在ネパール日本大使館と連絡を取り合い、通行許可証を入手し、タプレジュンからイラムを
経て 4/18 カトマンズに戻った。途中何と 63 回もの検問があった。ロックダウン下のカトマンズは見た
こともないようは光景で、都市封鎖でここまで外出を制限できるのかと感心した。この後、4 週間はエ
ージェントに寝泊まりし、5/15 にネパール人向けのチャーター第 1 便で成田に向かい、翌朝 5/16 成田
に帰着した。
カトマンズでの 4 週間は、外出もせず、飛行機はまだか、まだかの逼塞した生活であったが、山の本の
読書と共に、重廣さん、松田さんにいろんな体験談を聞かせてもらう日々で、それはそれで貴重なもの
であった。
松田さんは「修行の旅に行ってらっしゃい！」と理解ある奥さんに言われて、送り出されたとおっしゃ
られた。義足の足を一歩一歩を確実に決めて歩かれる姿とその情熱には本当感心した。
重廣さんは「遭難には必ず理由がある」とおっしゃった。故野村監督の「勝ちに不思議の勝ちあり、負
けに不思議の負けなし」と同じである。経験に基づいた繊細な注意と基本を徹底される姿勢にそれこそ
が一流というものなのだなと感じいった。私はまだまだ未熟であるけれど、少しでも重廣さんの教えを
学んでいきたいと思う。
最後にヤルンカンの西堀栄三郎隊長に戻ります。西堀さんの著書に次の文章があります。
「私が十一歳の時、いつかチャンスがあったら南極に行ってみたいなぁ、という気持ちを持っていまし
た。こうした志というか、願いというか、夢というか、そういうものを持っていると、いつか実現の道
が開けてきます。人間は生きていくうちに、必ず分かれ道に行き当たるものですが、その時、夢とか志
があると、ついそっちの方を選び、チャンスをつかむことになるのです。～ 私がアメリカに留学して
いた時、土曜、日曜の休日に何をして過ごそうかと考え、「そうだ、南極へ行ったことのある人を訪問
してやろう」と思いつきました。私が十一歳で志を立ててから、四十年ぶりかで、南極の話しがパッと
出てきました。もうその時は、私は五十三歳になっていました。とにかく、強い願いを待ち続けていれ
ば、降って湧いたようにチャンスがやってくるものです。その時、取り越し苦労などしないで、躊躇な
く勇敢に実行を決意することです」。（※西堀さんは第一次南極越冬隊長も務められました）。
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神大山岳部の奇縁というべきものに私自身は二度出会っている。
一つは 1991 年 1 回目の日中ナムチャバルワ合同登山隊から帰国した梶田正人君（彼は遠征前に中途入
社していたが、92 年 2 回目に参加するために退社）との住友信託銀行内での信じられないくらいドン
ピシャでの再会である。
もう一つは 2002 年、日本トラスティ・サービス信託銀行（現日本カストディ銀行）への三井信託銀行
参画時のヘッド、酒井利直さんとの出会いである。酒井さんは入ってくる側、私は受ける側で、肝心の
プロジェクト遂行中には、酒井さんを大先輩の酒井さんと認識できなかったのだが、後でそれと知って、
人づてに追いかけて、酒井さんとお酒を飲んだ。それが 2008 年に梶田君が山の事故で亡くなった際に、
神大山岳部 OB にお集まりいただくことにつながり、そこから、山岳部の諸先輩と大学 1 回生の時以来
で、一緒に山登りをする機会をもらうようになった。
そして、今回の隊長、重廣さんは日中ナムチャバルワ合同登山隊の隊長であったというご縁である。今
回のことも永々としたいろんな縁が重なりつながって、重廣さんにまさに降って湧いたように声をかけ
ていただいたと認識している。
たまたま巡り合った縁ではあるが、それでも、私自身が山に興味を持って、その縁を追いかけることが
なかったなら、この G・H・T も、今日ここに文章を書くこともなかったであろう。そのように思えば、
自分も、西堀さんの文章のとおりになったじゃないかと感慨深い。振り返って、仕事でもプライベート
でも、焦ることなく「心に夢と志を持ち続けることがやはり大切だ」と思う今日この頃である。
そして、何より幾多の諸先輩や山仲間の縁に感謝したい。

３／２３夕、カンバチェンからのジャヌー（クンバカルナ）

４／６最高到達点からのパブクカン
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第五章

自家本紹介

山田会長画集「山と人」
大竹口誠治

本画集は、山田さんが３０年間にわたり描かれた５１点の油絵をまとめられ、自費出版されたもので、
今まで一緒に山へ行った方々や画に興味を持って頂いた方々、これまで様々な所でお世話になった方々
へのお礼として謹呈されたものです。本画集は山田さんが自ら書かれているように、山田さんの登山史
の解説書のようになっています。絵を見ていれば、山田さんがどのような山登りをされて来たかが分か
るようになっています。また、すべて、山田さんが現地に行って見てきた実物の風景を描かれたもので、
現地でしか分からない音やにおい、風の力、寒気等を反映したものとなっており、圧倒的な迫力が伝わ
って来ます。絵の対象も国内外の広大な地域をカバーされており、よくも、これだけの油絵を長年かけ
て描かれたものだと、ただ、のほほんと山登りのみをして来た自分が恥ずかしくなります（ＮＨＫのチ
コちゃんに叱られますね）
。また、油絵には、単に山だけでなく、人が多く描かれており、あえて山岳
会誌と同じ「山と人」を題名として採用したとのことです。
、
どの絵も素晴らしいのですが、あえて、私が気に入ったものを５点、選ぶとすると、pic.3「空へ」
pic.5「KG2 との出会い」
、pic.14「夕照のヒマラヤ」、pic.18「チベットの神山に祈る」、pic.50
「黎明の剱岳」です。山田さんによると、まだ、在庫が若干あるとのことですので、ご希望の方は、山
田さんの次のメールアドレスにご連絡頂きたく。
（yymmdd@hera.eonet.ne.jp）無償でお分けするとの
ことです。
なお、山田さんによると、沢山の方々からご感想、書評を頂いたとのことですが、代表して次の３名
の方々の感想文を掲載させて頂きます。
また、山岳会のホームページの次の URL において画集の全頁を見ることができます。
http://acku.net/Takeru-Art-2008-10-20/Takeru-Yama-to-hito.html

福田秀樹（前神戸大学学長）
拝啓
暑さが少し和らいで参りましたが、山田様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、先日は私宛に素晴らしい画集「山と人」をお届けいただき誠にありがとうございました。絵画に
つきましては、あまり接する機会もなく今に至っており、このような素人の私ごときがお言葉など面映
ゆい限りですが、私なりの感想を少し述べさせて頂きたいと思います。
何よりも迫力ある画風に感動を覚えました。どの作品もまるで自分がその現場にいるかのような錯覚
に陥るほどに山並みが迫り、それらの景色の中に引き込まれそうな感覚になります。その中に描かれて
いるグリンデルワルト、マッターホルン、ユングフラウ、アイガー等の絵画は、私も何度か観光で訪れ
た場所でもあり、懐かしくその時の記憶が鮮明に甦ってきました。山を愛する目線、登山者としての目
線、それらが相俟って創作された作品の数々を堪能させて頂きました。御礼申し上げます。
ところで、2009 年神戸大学と中国地質大学合同カンリガルポ学術登山隊が KG2 初登頂に成功された時
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期に、たまたま学長職を務めておりました関係で、初登頂の報告を学長室にてお聞きしました。皆様と
一緒に素晴らしい成功を喜び、感動しましたことをよく覚えております。
最後になりますが、山田様の益々のご健勝と神戸大学山岳会の益々のご発展及び皆様のご活躍を祈念し
ております。

山田

健君の『画集

山と人』に思う
八田義一

はじめにこの度、貴兄の『画集 山と人』を頂いたことに厚く御礼申し上げます。今まで何回かの展
覧会で見せていただいた作品のいくつかをこうして一冊の画集に納めたものが手元にあれば健君の作
品をいつでも見ることが出来るので、僕にとってはとても楽しみなことです。
この画集には日本を含む世界各地の山々を描いた作品が収録されているが、何といっても一番の圧巻
はカンリガルポ山群と四川省の山々だと僕は思う。いわゆる「ヒマラヤの東」の山々です。中でもカン
リガルポ山群の山はこの地に入った登山隊が現時点では我らが ACKU 隊しかないことから見て特筆も
のですね。アタ氷河の内院に入り込んで目にしたルオニイやロプチン、その他の山々は ACKU 隊の者
しか目にしてないのだから。それを写真ではなく魅力的な絵で描いたのは世界で健君しかいない。これ
は何とも凄いことだ。この地域に対する思い入れの強い健君の気持ちが絵から伝わってくるような気が
します。その中で僕がひときわすごいとおもったのは、pic.9 の「アタ氷河の夜明け」です。モルゲン
ロートに輝く山は実に美しいが、この絵に見るモルゲンロートはスケールが桁外れではないだろうか。
山頂部の一部とかに日が当たって輝く光景はよくみるだろうが、この絵の様に山全体が黄金色に輝くモ
ルゲンロートなんてのは滅多に見ることが出来ないものだろう。健君の解説文には、″これまで見たこ
ともないような素晴らしいモルゲンロートだった“とあるが、さもありなん。同じく pic.11 の「頂上へ
向かう朝」の朝日に映える KG2 の絵も実に美しい。モルゲンロートに輝く山大好きの僕にとっては、
こんな光景を目にしたなんて健君はなんと幸運なやつだろうと実に羨ましいよ。以前にも言ったが、貴
君がアタ氷河内院で目にし描いた光景は、この地域に入ることの困難さを思うと、これからの長い年月
にわたって誰も目にすることの出来ない光景だろう。
pic.18「チベットの神山に祈る」
この絵には強く心惹かれた。早暁の光を受けて燃えるように輝くカワカブの山容も素晴らしいが、早
朝の雲に埋められた谷を隔てて手前に古いチョルテンと小さく描かれているおそらくはチベット人で
あろう一人の祈る人を配することによって、この山を神の山と崇めるチベット世界の精神というものが
この絵から感じ取れる。この絵からはそういった崇高なチベットの精神性というものを僕は感じ取った。
僕の心を強く打った所以だ。
pic.14 「夕照のヒマラヤ」
とにかくナムチャバルワの巨大さに圧倒される。実際にはセチ・ラから肉眼で見たナムチャバルワは
もっと遠くに見えたのだろうが、手前に大きく描けるのが絵の自由なところか。
この絵の様に眼前に大障壁のように聳え立つ山を見たら圧倒されるだろうな。それくらいのナムチャバ
ルワの迫力が見る者を圧倒する。ナムチャバルワの名は一部の岳人を除いて一般的にはまだまだあまり
知られていないのではないか。ヒマラヤ山脈の東端にあるこんなすごい山を描いた人は他にいないので
はなかろうか。
その他のどれも素敵だが、その中でこれは素晴らしい！と思ったのは pic.45「新緑の奥入瀬」だ。目に
染みるような新緑と澄んだ清流の色、そして絶妙なアクセントになっているヤシオツツジの赤。長年、
渓谷に親しんできた僕にはこの絵の素晴らしさがよくわかる。本当に心が潤される絵だ。僕がもし同じ
場に居合わせたらこの光景をカメラに収めると思うが、光景をリアルに写し取る写真ではこんな美しさ
は表現できないと思う。この絵を見て、写真は絵にはかなわないと実感。
pic.51「冬富士・忍野」 静かに緒方君を追憶する健君の気持ちが表わされている絵だ。
pic.1「ショーク河畔にて」 かつてこの地を訪れたことのある僕には遠い記憶を思い起こさせてくれる
懐かしい光景、そして色彩の絵だ。僕のかすかな記憶では、マッシャーブルムはフーシェ谷のずっと奥
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深くに小さく見えていたように思うが、健君の筆によって迫力ある山として描かれている。絵全体とし
てカラコルム山脈に至る地域の雰囲気をよくあらわしている絵だと思う。
pic.30「リュッフェルゼーにて」 このマッターホルンは素晴らしい。アルプスの気高き峰といった趣
がよく出てるなあ。惚れ惚れする。

画集「山と人」拝読評
井上達男
山の楽しみ方にはいろいろある。計画段階から始めて実際に山に行き、下山後に報告をまとめる。お
よそこのようなステップが基本となろう。それに加えてスケッチや写真を趣味に加える山屋も多い。中
には笛を山に持ち込んでテント場で静かなメロディを奏でる先輩もいた。私は山行の思い出に稚拙なが
らもスケッチをすることが時々あるが、描くことはその山や山行の印象を長く記憶に留めることとなっ
ている。
若き学生の頃、上高地の明神池で老画家がスケッチをされているのに出会った。私も明神岳のスケッ
チをやっていた。私が注目するのは登攀ラインをどう採るかが関心ごとなのでスケッチにはそれが現れ
る。老画家は私のスケッチを見て「なかなか鋭い描写だね。私には持ち合わせていない視点だ」との批
評をいただいた。氏が翌日明神岳の中腹に登ってスケッチをされるので画材を持ち上げる手助けをした。
その縁で氏が神戸で個展を開かれたときに招待され拝見に訪れた。森川画伯と言う山岳画では著名な方
であった。貧乏学生で絵を買うことはできなかったが、一枚の槍ヶ岳のスケッチをいただいた。今も家
の壁に掛かっている。
さて、著者山田健氏は本格的な登山家であり、神戸大学山岳会では良き協力者としてチベットの未踏
峰登山にも同道した。登山技術はもちろん対外折衝や隊員たちの指導にも熱心に取り組む信頼のおける
パートナーであった。また、山岳会の運営では事務局長として 10 年間、会長であった私をよく補佐し
てくれた。
そんな著者が素晴らしい絵を描くことを迂闊にも長年知らずにいた。
この度発刊された著者の画集の何枚かは同じシーンを私と一緒に見ている山が対象になっている。た
とえば pic.12－13 は崗日嘎布山群のルオニイ峰（若尼峰 Ruoni Feng 6,882m）とロプチン峰(洛布青
峰 Lopchin Feng 6,805m)で 2009 年の遠征隊がロプチンに初登頂成功後に訪れた峠からの雄姿が描か
れている。深いチベットの澄んだ青空に屹立する両峰の神々しさに感動した瞬間が忘れられない。Pic.13
は pic.8 と pic.47 とともに我が鷲ヶ岳の山荘にデンと掲載されている。
クーラカンリやロプチン、バダリの絵は著者が実際に遠征隊の一員として深くかかわった山を描いて
いる。遠征隊は何日もその山と対峙している。頂上を目指して未知なる山に登路を求めて苦闘する日々
がある。深くかかわった体験から得られた感動が表現されているのがうかがわれる。
画集「山と人」はその名の通り山が主たる対象だが、人の姿が描かれている。解説に絵画が生まれた
背景が書かれているが、山があり、そこで起きた出来事には必ず人が関係している。それが自然と人と
のかかわりを表現していて絵に物語が込められていると思わせるのが奥深い。一枚に一緒にザイルを結
んでクレバス地帯を通過している姿(pic.8)が描かれているが、それをじっくり見ると一人は私であった。
その日のことが昨日の出来事のように思い出される。
他方、長い年月の登山活動の間には残念ながら遭難事故もあった。カラコルム・ロロフォンド氷河で
のクレバス転落事故(pic.1)。御岳山での雪洞での死亡(pic.40)。中国雲南省・梅里雪山・カワカブ峰の雪
崩遭難(pic.18)。そして、富士山の吉田大沢滑落事故(pic.51)。崇高なる峰々が描かれているが、背景を
知るとこれらの絵には悲しい出来事が隠されていて、鎮魂の心が込められていることがわかる。
ヨーロッパアルプスの絵はアイガーやモンブランなど、有名な山々が対象となっているが、著者が夫
人との旅行にてモチーフを得ている。長年身勝手にヒマラヤ登山などに人生の多くを費やした罪滅ぼし
の旅行だろう。明るい絵にはほのぼのとした仲の良い夫婦の風が感じられる。眺めていると私もそろそ
ろ家内と山を見る旅をするのも良いかな、と絵に誘われる。
この書は登山家山田健氏の biography と言えよう。自ら描いた絵画で自分史を作成できるのは幸せな
ことだ。私費出版で限られた人たちにのみ鑑賞されるのだろうが、広く一般の読者に提供されても良い
作品だと思う。
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第六章

紀行・随想・活動報告

日チ合同チリ中央アンデス遠征から 60 年によせて
豊田 寿夫
１．はじめに
今回の 60 周年では本遠征の正式報告書である日本山岳会“山岳”56 年誌の記事全文とカラースライド
約 60 枚を ACKU/HP にアップし、遠征隊の帰国直後に会誌 “山と人”5 号（1961 年）及び“山と人 100
年”（2015 年/上巻）に報告した遠征記録を別の形で若手会員の方々に見てもらう機会を作った。
また、この 60 年間にチリ側で合同遠征が実施した登頂・踏査の成果がどのように中央アンデスの地
理の解明に役立ったかについても調べることができた。チリでは 1974-94 の 20 年間に陸軍地理院
（Instituo de Geografia Milital:IGM）から中央アンデスをカバーする 5 万分の 1 地図が順次発行され
た。また、今世紀に入ると民間の登山家が参加した“山名プロジェクト”が編成され、各種の登山記録を
整理して数次にわたるプロジェクトの調査活動の成果をまとめ、IGM の山岳地図作成への提言をおこな
っている。1960 遠征の対象山域関連では 28 葉の 5 万分の 1 地図と付表が Net 上に公表され、中央アン
デスでの 3 山行の登山活動の成果としての初登頂の記録に関わるものに限っても、8 座の山名が新たに
発行された地図に記載されたことが確認できた。本稿ではその詳細を報告したい。
今回アンデスに連なる南米 7 ケ国の共同作業として、外国人を含む各登山隊が初登時に命名して該当
国の登山地図等に記載されている山名の見直し計画があるとの報道をキャッチした。チリの場合は陸軍
地理院(IGM)も参加した“政府[地理]機関”が中心になって検討中との情報があり、同国出身の登山家
E. エチェバリア氏が 2020 年 4 月に出版した“The Andes1)”に収録されリストから同機関が検討を進めて
いるというパタゴニアを含むチリ・アンデス全域の山名に関する改名案の概要を知ることができた。
この関連では、まず我々の 1960 年合同遠征の成果は IGM が検証・編集し、チリ中央アンデスの現行
の地図に記載されているのであるが、それらが同氏の紹介した機関の改名計画の中でどのように扱われ
ているかを調査する。それぞれの山名について The Andes1)の記載リストの内容を比較し、政府[地理]機
関が進めているといわれる改名案の問題点を検証したい。
一方、E. エチェバリア氏が自著で公表した改名検討案はアンデスに連なる南米 7 カ国全域に及ぶもの
で、チリに限ってみると情報の出所も公表されておらず、チリ政府の担当部署もはっきりしていない（同
氏からの手紙では、チリの場合の政府[地理]機関とは“IGM を含む組織”となっている）。この点につい
ては同国の山岳関係者から得た情報を後記する。
本稿は 1960 年の日チ合同遠征（故太田直之 L、故丹波 洋及び豊田寿夫）の関連報告であるが、現地
での登山活動とその記録は山岳 56 年誌及び山と人 5 号を参照願う。ただ、その第 3 山行のコロラド谷
では当時は対象山域の概略地図 2)だけしかなく、登攀活動はもとより馬方の案内で BC を移しながら実
施した移動経路についても十分な記録を残せていない。今回入手できた新しい 5 万分の 1 地図上で当時
のキャラバンを再現し、登った山塊が後になってアルゼンチン領にくい込んでいたとの理由で、登頂記
録を放棄せざるをえなかった山峰（Co. Expedición）の扱いについては本稿末尾の〔補注 A〕で詳述する。
2. 遠征の成果とその公表―地図上の表示
2-1 山名プロジェクト
1975 年から 20 年間にチリでは陸軍地理院（IGM）が 5 万分の 1 地図を順次発行したが、主要峰の山
名が記載されていないものが少なくなかった。2002—04 に調査委員会が発足し、山名プロジェクト
（Proyecto Nomenclatura）の登山家を中心にメンバー（リーダーはドイツ人遠足クラブ代表 U. ロー
バー及び Ā. ビバンコ）が参加した。この山名プロジェクトには E. エチェバリア（The Andes の著者）
、
K.クラウセン（1958/60 日チ合同遠征参加）及び F. ロハス（1960 遠征メンバー）等が加わっていた。
本調査委員会は第 1 期分として中央アンデス（図表１の範囲の山域）について調査し、IGM 発行の 5
万分の 1 地図の作成に貢献した。その後の第 2 期（2007-09）でも主要山岳団体が協力し、チリ中央ア
ンデスをカバーする領域（南緯 32。31’―35。10’と太平洋岸及びアルゼンチンとの国境線に囲まれた領域）
の 5 万分の 1 地図 28 葉が 2012 年 1 月から IGM によって順次発行された。
2-2 “Andinista 地図”の発行
前項で紹介した IGM 発行の中央アンデス分 5 万分の 1 地図の検証には、山名プロジェクに参加・活
動したメンバー達が所属したチリの有力な山岳団体(Perros Alpinos)から、それぞれの掲載山岳の要目
（位置や高さ）を抽出してリストアップした付表（Excel 使用）と共に、中央アンデス 5 万分の 1 地図
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全 28 葉の登山者用“Andinista 地図”(2012 年 1 月版)として上記山岳団体 HP に一括掲載されており、登
山者他の希望者は無料でダウンロード可能である 3)。28 葉の地図番号と山域での位置付けは図表 1 に示
す。また、Andinista 地図全 28 葉(付表なし)は Google 関連の HP に一括集成版としてアップされてい
る 4)。
なお、ここで使われている Andinista とは、独仏英等の‘Alp’から生れた Alpinist に対比した用語
で南米ではアンデスを登る人、すなわち登山家の意味で使われている。
これらの地図各葉には登山用であることが明記され、山名プロジェクの代表を務めた 2 人（内 1 人は
A. ビバンコ氏/本稿 4 項参照）の名前が印刷されている。政府機関である IGM が地図の Net 上での無
料掲載との交換でアンデスの地理情報を吸い上げようとする意図が読み取れる。
2-3 遠征記録とその公表
1960 年 4 月合同遠征の 3 山行を終えた時、それぞれの山行の入山リーダーは各パーティの記録を確
認し、両国の派遣元に持ち帰った。ACKU では登山記録は会誌山と人第 5 号に掲載され、その内容を踏
まえ日本山岳会 56 年誌(1961)に投稿された（今回の遠征 60 年記念では HP に関連写真約 60 枚と共に
全文をアップした）。一方、チリ側では各山行のリーダーの提出記録はチリ山岳連盟(FEACH)に提出さ
れ、現在では傘下の山岳団体の HP に公表されている。これらの両国に残る記録類をまとめたのが、本
稿末尾の総括表の左欄(1)「遠征登頂記録」である。
なお、遠征の山行記録にもとづく要目（正式山名、位置や高さ等）のチリの IGM 地図への記載内容
の確認は、今回の Andinista 地図の入手により初めて可能になったのである。本稿では遠征の成果（初
登頂）として公表されている 8 座の要目を同地図の付表 3)から抽出し、図表 2 に集約・掲載した。
我が国ではチリ国との協定で国会図書館に同国の地図が届いているが、対象は 15～50 万分の 1 等の
一般地図に限られ、登山用の 5 万分の 1 地図は同館には所蔵されていなかった。
北限:32 。30' Rio Rocin (範囲外)

E-0 38

E- 039

E-0 45

E-046

←第3山行

E-052

E-053

E-054

Santiago

E-059

E-060

E- 061

(首都圏 )

E-067

E-068

E- 069

E-076

E-077

E-078

F-007

F-008

F-009

F-016

F-0 17

F-018

F-026

F-0 27

←第2山行

F-036

F-036

注：網掛け図の名称
は総括表参照

F-044
F-063

第
. 1
山
行

。

南限:35 10'

山名（Co)

高さ（m）

Kobe
Alto Cotón
Norte

5067

位置
緯度(S) 経度（W）
33°29'55" 69°56'48"

4086

34°29'36" 70°21'24"

I

記載地図
(図表1)
E-045

II

F-017

II

F-027

Cotón

4292

34°30'41" 70°21'34"

II

F-027

Chile Japtón

4186

34°34'44" 70°22'38"

III

E-039

Monjas

4506

32°32'00" 70°11'16"

III

E-039

5064

32°34'28" 70°08'56"

4330

32°29'33" 70°15'50" Rocin (チリ中

山行

III
III

Piloto
Aguja de los
Andes
Columpios del
Handbook
Diablo
(ditto)
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3. チリの山名改名案
3-1 南米アンデス 7 ケ国の動向
E. エチェバリア氏はその著書（The Andes1））でチリ政府当局が国内のアンデス山域の山名の適切性
を調査し、必要に応じて改名を検討中であると報じた。これはアンデスに連なる南米 7 ケ国の共同事業
で、無秩序に、場合によっては該当地域に古来より根付いた山名があるにも拘わらず登山者が勝手に命
名するなど、それぞれの国の公的な地図に記載されている山名も例外ではないというもの。今回チリ政
府が設置した公的機関によるその適切性の審議を経て、必要なら改名を行なおうとしているとの報道で
あった。
同書の付属書 A では 7 ケ国が公表した山岳等の命名に関する共通事項（ガイドライン）を次のように
紹介している：
―1) 外来者が特定山域に入山する場合、対象山岳に既存の名前が付いてないか調査する。
― 2) 新 たに 命名す る場合 の注 意事項 とし て ①現 地の 住民と の協 議、② 該当 山岳の 持つ特徴
を考慮、③対象山岳がおかれた環境を考慮又は④土地の伝説等の取込み。

37

―3) 利害関係者の名前等は禁止（特に生存者の人名は厳禁）。但し、最近では過去に顕著な貢献のあ
った探検・登山家等の名前は認めるケースが出ているとの報道あり。なお、登山報告書、専門誌
や単行本に掲載されていても、必ずしも山名の認定の条件になるとは限らないとのこと。
情報源は明記されていないが E. エチェバリア氏作成のリストには 1)、チリ政府[地理]機関が不適切と
して改名の必要があるとする山名には NPUGI=Name Proposed: Unacceptable to a Geographical
Institution の表記がある。1960 年遠征では 2 座（Co. Kobe & Co. Chile Japón）がこの扱いになった
と報じられている。
E. エチェバリア氏の略歴（Evelio A. Echevarria）
チリ出身の登山家(94 才)、米国の大学院で学位をえた後はコロラド州立大で教え、現在引
退して同州に住む。チリ・アンデスの近代登山の草分けの一人で登頂記録多数/同国山岳会
幹部に知人多し。1950 年代の後半から Alpine Journal (AJ/英国)及び米国 AAJ の通信員を務
め、ACKU の 1958/60 両遠征の AJ/AAJ 記事は同氏の投稿による。主著：The Andes1)

3-2 合同遠征の成果の見直し―改名の要求内容
1) 合同遠征の 3 山行で我々が初登頂に成功した 8 座の山名と現在までのチリ中央アンデス山岳史上の扱
いは本稿末尾の総括表に示す。同表最左欄の(1)遠征登頂記録はチリから持ち帰り、山と人及び日本山岳
会誌に公表した記録である。(2)Andinista 地図要目はチリ陸軍地理院（IGM）発行の地図に記載のもので
ある（該当 5 万分の 1 地図名を下段に示す）
。ただ、最下段の 2 峰 (総括表 3-③/④)はチリ中央アンデス
北限から外れるため、該当する地図でなく別資料から収録した（
〔補注 C〕表 C 参照）。なお、(3)1960
遠征の登頂山岳の改名案については後述する。
2) 解明が必要とされた Andinista 地図 E-061 に記載された Co. Kobe について
本峰は前項で説明したようにチリ政府[地理]機関の‘NPUGI’の扱いで改名の対象と報道された。総括表の
(3)改名案では Co. Loma Amarilla (高度は未確定/3 案あり)とされている。チリ陸軍地理院(IGM)が根拠に
した登攀記録は AM（チリ山岳連盟 1960 年報）p71-81、初登者は K.クラウセンと H.トヨダと記述され
ている。別名としてアンモナイト峰（同名の貝の化石が出た）との名前も候補にあがったが不採用だっ
たとのこと。なお、L.リブトゥリー教授はその著書チリの雪と氷河 2)で 1950 年代前半の Yeso 谷の踏査
と登攀を概括し、最北部に未登で残された本峰を“Punta Fosiles(化石峰/5100m)”と紹介していた。
筆者は上記の背景を知ろうと出版社 Reidhead & Co.社長を通じ The Andes の著者に質問状を送った。
2020.7.28 に届いた E.エチェバリア氏（米国で引退中）からの情報（原文）と同氏コメント（改名の背景）
は下記のようであった。
(Cerro Kobe5))
The Instituto does not accept foreign names for the geography of the country, therefore the
name “Kobe” I could not put in my book. Years later, Chilean climbers ascended “Cerro Kobe”
from the north, from the Colorado river, and the hill people told them that the real name, local,
of that height or peak was CERRO LOMA AMARILLA, which means “Yellow Flanks”.
Therefore, if a local or native name is found, it must be accepted by the Instituto.
（要旨：Co. Kobe について）
かなり年月が経ってから行われたチリ人の Co. Kobe の第 2 登は初登とは反対の北側（コロラド川）
からで、流域の高地に住む人々は地元でのもともとの山名は Co. Loma Amarilla であったとのこと
（なお、Loma は英語の planks に相当する）
。チリの IGM の方針として山名は地元又は古来の呼称
優先で本峰の改名はそちらになろう。
なお、首都サンチアゴ市内を流れるマイポ河の上流がコロラド川、それに連なる支流のムセオ川(Rio
Museo)は南へ下る渓谷の最奥部で Co. Kobe 北面の高地につながっている。後年の第 2 登パーティはこの
登路を辿って北側から Yeso 谷の Bello 氷河の源頭に達し（図表 3 の地図参照）、本峰の南東稜を登る初
登時(1960)と同じルートをとったのではなかろうか（この南東面以外は東西と北面共に 700-800m 切れ落
ちた岩壁で登るのは難しい）
。北側の高地の人達は東からの太陽光を受けた南の側壁の状況を見て、
“黄
金色の擁壁”と呼んでいたのであろうか。その後の Co. Kobe の現状は〔補注 B〕を参照願う。
3-3 その他
第 2 山行の Co. Chile Japón の場合(総括表 2-③)も外国名が入っており、チリ政府[地理]機関の方針にそ
ぐわない。改名案は取りあえず無名鋒(Co. Innominado)の扱いになり、加えて第 3 山行の Co. Monjas (総
括表 3-①)は“修道女の祭壇”（Co. Altar de las Monjas）への改名案があるとのこと。
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Co. Kobe
南面

5067m
(現在)

写真 1

←左：図表 3 Yeso 谷源頭部（JAC-56 年より）
1960.3.13 左図中央部 C2 から C. Blanco の第 2 登の後,
氷河源頭部(写真 1 右下)col に下降, 同山南東陵に取り
付き初登に成功したあと, col に戻りビバークした.

また、Co. Piloto (総括表 3-②)は Co. Amarillo から改名されたものである（2012 年改定の地図 E039
には Piloto が採用されている）
。この山名はアルゼンチン側ですでに使われていたもので、同国では山
鳥の名称とのこと。なお、同じ日に別パーティが登った Co. Expedición を総括表から削除した理由は〔補
注 A〕で説明する。
4. チリ山岳団体の動向
チリ山岳界の長老 Ā. ビバンコ氏（山名プロジェクト代表/2-2 項参照）に K. クラウセン氏を通じ現地
の動きを質問してみた（2020.8.7）
。E. エチェバリア氏の著書（The Andes) 掲載の山名の改名案に関す
る報道が現地の山岳団体にどのように伝わっているか、山名プロジェクト関係者の政府[地理]機関への
関与があれば、その対応状況が知りたかったのである 6）。
Ā. ビバンコ氏からは次の 3 点の回答があった：－
1) 山名プロジェクトはチリの登山家の自主的な活動が中心で、現時点ではチリ政府関連の公的な業務
は行っていない。ただ、チリ国家財産管理省(MBN)は同省関連業務又は特定プロジェクトに将来山
名プロジェクトのメンバーを起用する可能性はある。
2) チリでは陸軍地理院(IGM)が政府発行の地図上の命名権を持つ唯一の公的機関だ。
3) 自分の知る限り IGM が山名関連リストを作成したとは聞いていないし、また、そのような業務への
志向があると感じたこともない。
ビバンコ氏のコメント：
現時点ではチリに山名に関わる公的機関はない。山の名前（例えば Co. Kobe）はそれを使う登山家の
コミュニティが認めればよく、ドイツ人遠足クラブやチリ山岳連盟年報叉はその元会長の G.サンロマン
氏が出版したチリ山岳史（同峰に関する記述あり）が重要な根拠刊行物となっている。
〔筆者注〕
現役の山岳団体関係者から上記の回答を得られた意味は大きい。E. エチェバリア氏の著書には、現
行登山地図に記載のある山名につき適否の判断を示す政府 [地理]機関（南米 7 ケ国共通用語）という組
織名が頻繁に使われている。ところが、それがどの省庁に属し、いかなる機能を持った組織なのか明確
になっておらず、同氏の個人的な見解がまぎれ込んでいないか危惧される項目もないとは言えない。
加えて同氏は引退して現在は居を米国コロラド州に構えているのである。我々としてはチリの現地か
ら届いた A. ビバンコ氏の情報と合わせて考える必要があろう（特に、両氏の間で意見の分かれる IGM
等チリ政府機関の関与について）
。

39

まとめ
今回の遠征 60 周年を機に 1960 年のチリ中央アンデスの 3 山行の成果を同国陸軍地理院(IGM)が発行
した 28 葉の登山地図を入手して検証した。また、アンデスに連なる南米 7 か国が開始した山名の改名
プロジェクトの関連では、チリにおける取組状況（改名案の暫定リスト等）を入手し、合同遠征(1960
年)参加の存命リーダーの協力を得て調査し、比較検討した。
過去 60 年間に起こった変遷、すなわち我々が入り込んだチリ・アンデスの未踏査山域の測量が進み、
同国政府の専門機関により 5 万分の 1 の登山地図となって同国の登山家により使われている過程は本稿
末尾の総括表に見るとおりである。ただ、ACKU が実施した当時の同国への 2 つの遠征は日本側が登山
装備を持ち込み、相手方は現地での全費用を賄うという特異な形態で実現したものである。このような
登山形態が許され、登頂山峰には好き勝手な名前をつけるといった社会条件は今や昔の話である。
現在の同国の社会情勢からして適切でないとされる山名は確かに散見され、我々が登った山域にも限
定的ながら残っている。ただ、南米 7 カ国の共同事業とはいえ政府機関発行の地図記載の山名がそう簡
単に変わるのかと頭をかしげる同国の山岳関係者も少なくない。
登山に使われている現行の 5 万分の 1 地図作りに参加した山岳界の同国の長老達も同意見である。
1960 遠征の成果を盛り込んで命名された山々の名前が今後どう変わるか見届ける必要があろう。
今回、1960 年の日本チリ合同遠征を振り返るにあたっては 1958 年のパタゴニアの登攀隊員であり、
1960 年には第 1 山行リーダーを務めた K. クラウセン氏が存命で本稿作成にあたっては全面的な協力を
えた。また、資料の収集等では P. K. クラウセン教授（同氏の甥/カトリック大学）におうところが多か
った。両氏の協力に感謝します。
エピローグ
5

筆者のアルバムにはチリからの出国前にもら
った山の写真 1 枚が残っている（写真 2）。これは
ゴンザレス兄弟の Co. Cuero Blanco (当時 5200m/
1952.1.20) の初登とその時 Yeso 谷の源頭で発見
した未踏峰（後に Co. Kobe と命名）のことを伝え
る伝書鳩を放つショットである。写真には筆者宛
の言葉と Ociel というサイン（1958 年のパタゴニ
ア遠征の時チリ側の推進役だった同兄弟の若い
方）がある。
我々の山行はこのように 1958 遠征で芽生えた

同国関係者の友情と信頼関係に支えられて登山
を行ったのである。1960 遠征では、その 8 年前に
見つけて温存してくれた未踏の無名鋒に登り、頂
上では大学の所在地の名前を付けさせてもらっ
た。登った山々の名前はチリ国の首都の裏山の地
図にのこり、この半世紀を超す期間を通じてパタ
ゴニアを含む二つの遠征に参加した両国クライ
マーのよい思い出となっていた。これが同国の事
情で改名されようと、それはそれでよいことでは
なかろうか。

参考資料
1) The Andes:The complete history of Mountaineering in High South America by Evelio A Echevarria,
Reidhead Publishers (April 1, 2020)
2) Nieves y Glaciares de Chile, L. Lliboutry, Chile Univ.
3) Grupo de Motana Perros Alpinos (Proyecto Nomenclatura)
https://www.perrosalpinos.cl/proyectonomenclatura.html
4) https://drive.google.com/drive/folders/0Bw3QzFTcgU8
pcGNjNVFCUTZpZVE?usp=sharing
5) Evelio A Echevarria への質問状と回答（2020.7.14→7.29）
6) 山名プロジェクト(P. Nomenclatura) 統括者への質問状
と回答（英文/2020.8.7→8.31）

(写真 2)
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〔補注 A〕登山活動に関する補足―第 3 山行について
A-1 当時の事情と計画変更
帰国の船便の出航日が繰り上がったこともあり、コロラド谷の山行スケジュールを圧縮せざるを得な
くなった。広大な対象山域を定着 BC から放射状にアタックするという計画ではなく、入山キャラバン
のあと 2 人の馬方に馬・ラバ 24 頭を連れて BC に残ってもらい、高所キャンプ(AC)への移動の機動性を
高め、そこからのアタックの効率を上げようという登攀計画に変更して実施することになった。キャラ
バンを含む全行程は図 A を参照願う。
なお、当時入手できた山域の資料はリブトゥリー教授の著書(本文の参考資料 2)の付属地図(25 万の 1
相当)であった。先行して入山した 2 っの山域では同書中に地図や解説があったが、本山行の対象領域
では皆無だった。牛馬の放牧や観光・交易をやっていた地方の馬方達の経験に頼らざるを得なかった。

AC

③・④

国境

＜チリ中央アンデス北限＞
①

AC

C

BC-2
ブランコ川

A

BC-1
AC

P-P峠→
コロラド川
レオネス川

②
C

A ： 国境
G合流
鉱山峠→
←悪魔の乗越
凡例：
経路
小移動

注： 図中の①-④は初登峰の位置を示す
[詳細は総括表(C区分)を参照]
リオ・コロラド村
登山基地

図 A コロラド谷山行の移動経路

A-2 入山（→詳細は図-A を参照）
リオ・コロラド村はずれの馬方マニュエルの家を 1960.3.20 に出発したキャラバン隊の初日は Agua
Tibias での野営、第 2 日目からは Rio Colorado 川を遡行し El Guanaco 合流点近辺で Paso del Diablo（悪
魔の乗越）という難所を通過（これまでは図表 1 の地図 E-045 の領域）、支流 Rio de los Leones 川流域(地
図 E-039)に入り、Quebrada Alisle 谷出合の草地(Vega de Aliste)で野宿した。
第 3 日目以降（3 月 22-23 日）はアルゼンチン国境の Leiva 峠つながる道を辿った[このトレールは地
図(E-039)に残っている]。野営地からに約 15km 進んだところで東から合流するカニャダ川と別れ、ほぼ
真北に向かうレオネス川渓谷の左岸を遡行した。渓谷の最奥部では左岸を高巻きして 3000m を越す高地
帯に到達し、Portezuelo de Pedro y Pablo 峠に至った。ここからキャラバンは北方に下り、Rio Blanco 川流
域を東進して最後の草地(vega)に BC-1 を設置した（1960.3.23）
。
A-2 BC-1 での登攀活動
1)太田・豊田パーティ（国境稜線上に AC を設置、3 月 24-26 日間は馬方を待機させる）
1960.3.25 Portozuelo Rio de los Indios 峠に設置した AC からボカス中尉・太田(西隊)とガンボーア伍長・
豊田(東隊)の 2 パーティが西と東の国境上のピークを登るため出発した。東隊にいた筆者は目標の
Co. Expedición の頂上はまだ東にあり、そこまでは達していないと感じながら当日は時間切れ(15:10)
のため引返し、AC 帰着は 19 時であった（→詳細は A-4 項参照）
。
2)丹波パーティ
同じ日程で BC を出発した丹波パーティは Co. Monjas (Altar より改名/総括表 3-①)の西尾根の末端に
AC を設置、翌 25 日 Co. Monjas を東尾根からの初登に成功、その日のうちに BC に帰着した。26 日
は国境の Paso de Leiva 峠から Nevado de Leiva 鋒(4649m)の第 2 登を行なった（写真 A-1/2 参照）。
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写真 A-1 Co. Monjas

写真 A-2 国境から見たアコンカグアと G.ミルス L

A-3 BC-2 での登攀活動
1960.3.27 は Rio Blanco 川を下り、西進して Rio Colorado 川の上流域に入り、7-8km 南下して Estero
Tordillo 川出合の草地に BC-2 を設置した（地図 E-038 の東北コーナー）
。翌 3 月 28 日には Columpios del
Diablo 双峰の中間部に AC を設置し、29 日太田・丹波パーティは Aguja 峰(北峰)、チリの Mills 他パーテ
ィは Torre 鋒(南峰)の初登に成功した。
3 月 30 日 BC-2 を撤収して帰路キャラバンを開始、Rio Colorado 川縁で野営した。翌 31 日は同川右岸
の高巻に入る。荷物用のラバが転落するなど難路の連続で、翌 4 月 1 日になって高巻を終えて道もよく
なり、18:00 に Portezuelo de los Minas 峠（3335m）を通過、21:00 に Rio Colorado の村外れで野宿し、翌
朝 4 月 4 日は 1 時間ばかりで同村の登山基地マニュエル家でキャラバンを終えた。BC-1 まで 45km、BC-1
→BC2 の横移動に加え両 BC からの各 AC 往復等は 25km に達し、BC-2 からの帰路の 50km を加えれば
約 120km の馬上の旅だった。
A-4 Co. Expedición の扱いについて
総括表からは日チ両国の遠征報告（山と人 5 号）にあった本峰が削除されている。本峰の登攀は
1960.3.26 アルゼンチン国境上の AC キャンプから筆者を含み、J.ガンボーア伍長をリーダーとする 3 人
パーティが登ったもので、チリ側の報告書にも詳細記録が残っている。
ところが、後になってわかったことは、この山は西鋒（当時 5126m）、主峰（同 5173m）及び東峰（同
5100m）の 3 峰で構成され、我々が登ったのは国境稜線に一番近い西鋒であったことが判明した。この
西鋒に関する E. エチェバリア氏の説明は: it is not a Cerro or mountain proper. It is only a subsidiary
summit, located on the borderline, and an extension of the great Argentinian peak(本文参加資料 5)。
すなわち、日チ合同チームが登ったのはアルゼンチン領内にある大きな山の国境稜線上にある西鋒だ
ったと言っている。また、地理学会(英国)の J. Neate 氏も 1994 年にほぼ同じことを発表していた:Inside
Argentina the party made the first ascent of the north-west summit of Co. Expedición. The main peak is farther
east, reachable via an ice ar^te, but was not climbed for lack of time “Mountaineering in the Andes”, RGS-IBG
Expedition Advisory Centre, 2nd Ed., May, 1994。
アルゼンチン領内にある 2 つのピークの 1 つ(東峰)はブラジル登山隊により 1982 年に登られたことか
らブラジル鋒と命名しようとしたが、同国の政府[地理]機関が受け付けず、現時点では Co. Alma Blanca
(白い人)/5170m との山名が検討されているとのこと(本文参考資料 1)。チリ陸軍地理院(IGM)の Andinista
地図の解説にも、アルゼンチン側では主峰は“憲兵隊本部付騎兵 27 中隊記念鋒”また東峰は“ブラジ
ル鋒”と呼ばれたこともあるとの解説あり。
上記のように Co. Expedición の扱いは 3 ピークの一部が国境に接するため、二つの国の間で複雑な経
緯をたどったようだ。日チ合同登山隊に同行・越境したリーダーが現役のチリ陸軍軍人、それも国境警
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備兵だったこともあり、我々パーティの登頂記録の扱いではチリ山岳連盟(FEACH)の対応にも遠慮があ
ったのではなかろうか。
なお、日本人全員は旅行代理店を通じアルゼンチン visa を申請中で、後で分かったことだが登頂同日
(1960.3.25)付けでサンチアゴの同国領事館からビザが発行されていた。当時アコンカグアを登るチリの
登山者や馬方達は我々の入山と同じルートを辿って越境し、通常 visa なしで同山の登山を行っていた。
すなわち、アルゼンチン側からクレームが出たとしても日本・チリ人の 3 人パーティが国境を越えて西
峰に登ったこと自体は入国管理上の問題はなかったはずである。
前述のよう英国人 J. Neate 氏はチリ側リーダーが書いた公式の登攀記録を精査し、国際的に権威のあ
る地理学会の出版物に上記の引用文を載せて我々の登頂実績を評価してくれている。確かに Co. Alma
Blanca の主峰はアルゼンチン領にあるが、この山の西峰の初登は日チ合同遠征隊だったことを記録に残
すよう FEACH には相手国側と交渉してほしかった。後年、この山の写真を見る機会があったが、南東
壁全面にべっとり氷河を付けて現地での山名“白い麗人”にふさわしい美しい山だった。

〔補注 B〕Yeso 谷の概要と踏査及び Co. Kobe の現状
B-1 Yeso 谷の地理と踏査史
図 B は Yeso 谷の山域の概要を紹介した本文図表 3 を Andinista 地図(2012 年版)により修正したもの。
Co. Kobe は本文図表 1 に示す地図 E-061/Tupungato と E-069/Rio Yeso の境界上にあり、隣接した地図 2
葉の合成により最奥部の山塊の中での本峰の位置、特に Co. C. Blanco との関係が明確になった。なぜな
ら、Yeso 谷の入口である南から遡行（1960 遠征ではこの北上ルートをとった）しても同峰と Co. Bello
に阻まれ本峰の山容はつかめない。初めてこの山域の踏査と Co. C. Blanco の初登に成功し、それを伝書
鳩で知らせたのがゴンザレス兄弟である (1952 年 1 月/本文 p40 参照)。この時の Yeso 谷パーティに同行
していた S. Kunstmann(1928-2010)が書いた詳細な登攀記録(1952-55 年編)がドイツ人遠足クラブの追悼
誌に公表されている。Co. Bello 他の登頂の後に周辺の氷河をくまなく踏査して最後に行きついた Co. C.
Blanco 初登時の頂上から見たこの無名峰に“魅惑された”との感想を記し、再入山してどうしても登りた
い山と書き残している。またアンデス・ハンドブック社の HP にはその要目(含登路)や登攀史(登頂者や
年月日等)に加え、登頂者記帳欄(Libro de Cumbre)が用意されている。
上記 HP の記帳欄には第 2 登以降の記載はない。同社に問い合わせたところ、編集者は A.ビバンコ氏
(本文第 4 項参照)とも相談の上返事をくれた。1960 年の初登頂の後の登頂者は皆無である。山名の改名
についてもチリの主要山岳団体等の関係者間での検討は聞いていないとのこと。同氏は陸軍地理院の委
託で全地図の内容を検証しているが、上記の IGM 地図 2 葉には改定予定はないことが再確認できた。

図 B
Yeso 谷の山々
本文図表 1 の E-061
& E-069 の結合によ
り作成 (画像合成は
長谷川 浩氏).

43

B-2 その他
図 B に示すようチリの山岳界には IGM 作成の Andinista 地図が定着し、例えば Co. Kobe の場合でも最
新の高度が明記されている。ところが E.エチェバリァ氏が改名案の中で示す該当山岳の要目(例えば総
括表右(3)欄)は最新化されておらず、同氏が公表した改名案といわれるものはチリ政府の IGM 等によっ
て構成された正式な機関の審議を経て出されたものなのだろうか。
このように改めて問題になるのが E.エチェバリァ氏の言動である。その後の調査で同氏の執筆になる
チリ中央アンデスの登攀史の記事(2011 年)に“Loma Amarilla 5100m”との記述がみられる。本文 3-2 項で
紹介した同氏の説明では、第 2 登者が現地住民から聞き出したのがこの新しい山名であったはずだ。と
ころがアンデス・ハンドブック社の資料では本峰の第 2 登チームの存在がはっきりしていない。この状
態で、その参加メンバーが現地で聴取したという特定の山名を挙げて改名案を論じるのは適切だろうか。
Yeso 谷は同国首都圏(Regiòn Metropolitana)の裏山に位置し、Co. Kobe 山塊は我が国の東京圏なら群馬
県の上越国境に対応しよう。いわば谷川岳にチリの海都 Valparaiso の名前をつけるようなもの。同国に
は首都の背後に外国名の山があることに違和感を持つ人達が少なくなく、エチェバリァ氏もその中の一
人だったのではなかろうか。
なお、アンデス・ハンドブック社 HP の参考資料(Referencia)に挙げられた 3 件共 ACKU 山と人 100
*
年誌(上)チリ中央アンデス記事で説明済みである。最後の資料 は K.クラウセンがドイツ人遠足クラブ
会誌(DAV1960-61)に発表した独語記事を今回ビバンコ氏が西語に翻訳、写真を加え Net 上に公表した
ものである。合同登山の仲間である ACKU の紹介記事もあり、その中にはパタゴニア遠征の先輩達が
送ったと思われる山と人 3 号の口絵写真から複写したのか、
“日本アルプス”の登山として 1957 年 11
月の秋山で北穂滝谷の第 1 尾根を登る山内純二を確保する青木秀哉の姿が映っている（本誌掲載の別
稿 p16 を参照願う）。
―* https://www.dav.cl/2020/12/expedicion-chileno-japonesa-a-la-cordillera-central-traduccion-delarticulo-publicado-en-1961/

〔補注 C〕1960 年遠征の初登頂山岳の現状
日チ合同チリ中央アンデス遠征の成果（初登頂 8 座）の現状はチリ側ではアンデス・ハンドブック社
HP に掲載の“Montanismo”シリーズに掲載されている（2 座は準備中）
。C 表には掲載 6 座へのアクセス
を示した。準備中の 2 座に関しては別の HP にアップされている当時の報告書が参考になる。
なお、Ā.ビバンコ氏（本文 4 項前出）は A. ハンドブック社の創設者の一人でもあり、表 C の 3-②項
の作成に当たっては同日登ったが国境問題で未確認になっている〔補注 A〕A-4 の調査も依頼した。

表 C 1960遠征登頂山岳の現状
山行
山名と高度
第1 Co. Kobe
(Y) 5067m
Co. Alto
① Cotón Norte,
4086m
第2
Co. Cotón
(R) ②
4292m
Co. Chile Japón
③
4186m
Co. Monjas
①
4506m
②
第3
(C)

Co. Piloto
5064m

Aguja de los
③ Columpios del
Diablo, 4330m
Torre de los
④ Columpios del
Diablo, 4323m

Andeshandbook社“montanismo” シリーズへのアクセス
https://www.andeshandbook.org/ /montanismo/cerro/414/Kobe
Andeshandbookには未収録である.チリ側リーダー報告“Expedición ChilenoJaponesa Andes Centrales 1960”第2部(Etapa Ⅱ-Río Cipreses/1960.3.12)に
公表されている.https://www.perrosalpinos.cl/RH-chilenojaponesapartedos.html

参考
(改名案あり)
(準備中)

https://www.andeshandbook.org/montanismo/cerro/944/Coton
https://www.andeshandbook.org/montanismo/cerro/1078/Chile_Japon

(改名案あり)

https://www.andeshandbook.org/montanismo/cerro/267/Altar_de_las_
Monjas

(改名案あり)

Andeshandbookには未収録である.チリ側リーダー報告“Expedición ChilenoJaponesa Andes Centrales 1960”第3部(Etapa III-Río Colorado/1960.3.25)に
公表されている.http://perrosalpinos.cl/RH-chilenojaponesapartetres.html

(準備中)

https://www.andeshandbook.org/montanismo/cerro/515/de_los_
Columpios_del_Diablo

N.(北峰)

https://www.andeshandbook.org/montanismo/cerro/516/de_los_
Columpios_del_Diablo

S.(南峰)
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総括表

日チ合同チリ中央アンデス遠征
（初登のみ）

(1) 遠征登攀記録 (2) Andinista 地図要目
山行
山名と高度 1960
(上段：山名と高度)
Co. Kobe, 5067m
Tupungato 3315-6945/
第1 Co. Kobe
2. 13 E-061
(Y ) 5100m
Rio Yeso 3330-6945/
E-069
Co. Alto
① Cotón Norte
4350m
第
Co. Cotón
2 ②
4550m
(R)
Co. Chile
③ -Japón
4450m

①

Co. Altar
4518m

Co. Alto Cotón Norte,
3. 12 4086m
Rio Cortaderal 34157015/F-017
Co. Cotón, 4292m
3. 11 Alto de los Arrieros
3430-7005/F-027

(3) 登頂山岳の改名案 (チリ政府〔地理〕機関)
頁 山名日本訳
予定山名(改名案) The Andesの記事（含登頂者） 項目 (日本登頂者)
Cerro Loma Amarilla, 5100 or 5067
or 5046
Co. Loma Amarilla 1 r.a. K. Claussen, H. Toyoda, 13
p762 黄金色の擁壁
（5100/5067/5046m to Fe 1960, AM 1960, pp. 71-81(Note:
(豊田)
#47
be decided ）
listed as Co Kobe, NPUGI & Co
Amonites, NPUGI)

Co. Alto Cotón
Norte 4250m

Cerro Alto Cotón Norte, 4250m
p769 高コトン北峰
1 r.a. A. González, N. Ota, H. Tamba,
*
#171 (太田・丹波)
11 Ma 1960. San Román 1989, p.66

Cerro Cotón, 4550m
1 r.a. W. Foerster, A. González,
Co. Cotón, 4550m H. Toyoda, 11 Ma 1960,AM 1960,
pp. 100-102

p766
#113

コトン岳
(豊田)

Co. El Innominado 1 r.a. As for nr. 113, but 6 Ma 1960 p767
(Note: named Cerro Chile-Japón,
4450m
#132

無名峰
(豊田)

Cerro El Innominado, 4450m

Co. Chile Japón, 4186m
3. 6
(同上)

NPUGI )

Co. Monjas, 4506m
3. 25 Rio Leones 3230-7005/
E-039

Co. Amarillo
Co. Piloto, 5064m
3. 25
第 ② 5136m
(同上)
3
(C)
Aguja de los Columpios
Co. Columpios
del Diablo, 4330m
3. 29
③ 4200m
Map: Rio Rocin/
- N.( 北峰)
Andeshandbook〔補注C〕
Torre de los Columpios
(同上)
del Diablo, 4323m
3. 29
④
- S.(南峰)
Map: R.Rocin/
Andeshandbook〔補注C〕

Cerro Altar de las Monjas, 4508m
1 r.a. G. Mills, G. Muga, M. Puig,
Co. Altar de las
H. Tamba, 25 Ma 1960,AM 1960,
Monjas
pp. 55-57 (Note: wildly known
4508m
ocal name above. Other variations
are Cerro Altar and Cerro Monjas).
Cerro Piloto, 5064m
1 r.a. J. Bocaz, H. Durand, N. Ota,
25 Ma 1960.AM 1960, pp. 110Co. Piloto, 5064m
111(Note: firstly christened with
a repetition name, Cerro Amrillo,
NPUGI).

p767 修道女の祭壇
(丹波)
#121

ピィロト岳

p762 (現地の山鳥
の名前)
#50
(太田)

Cerro Cumbre Aguja, 4300m

Co. Cumbre Aguja
p768
尖塔峰
1 r.a. P. Durand, N. Ota, H. Tamba,
(太田・丹波 )
4300m
29 Ma 1960.AM 1960, pp. 112-114 #160
Cerro Cumbre Torre, 4310m

Co. Cumbre Torre 1 r.a. H. Durán, G. Mills, G. Muga,
M. Puig, 29 Ma 1960,AM 1960,
4310m

p768
塔峰
#154 (Chile 側のみ)

pp. 112-114

st

1 r.a.=1 Ascent, AM =Anuario de Montaña (FEACH), NPUGI=Name Proposed; Unacceptable to a Geographical Institution
注記 (チリ政府[地理]機関は許可せず) .また,上表の左半分はE. Echievarria氏著のThe Andes (2020/J. Reidhead & Co.発行)による
*
(注記：山の高度(3)は最新のものではない/誤植 は修正依頼済/2020.9.27).
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〔あとがき〕
本稿〔補注 A〕のコロラド谷報告の冒頭でも述
べたよう、帰国の船の出航日が繰り上がり第 3 山
行の登山計画を短縮して急ぎ下山したのだった。
ところが、下山して川崎汽船に出港日を確認する
と機関部の故障で到着が逆に 3 週間ほど遅れてい
るとの。遠征期間は 4 月上旬乗船で神戸帰港は
1960 年 5 月末となっていた。当時の日本政府の外
貨持出し規定は厳しく、我々のチリでの滞在費
（入山とその前後のサンチアゴでの宿泊・飲食代）
はチリ側持ちとの取決めで入国していた。これが
1 か月も遅れるとなれば、チリ山岳連盟に頼れな
いことは明白で、路頭に迷うことになりかねない
状態におちいった。
できるだけ首都を離れることにし、アルゼンチ
ンに向かいブエノスアイレスに 1 週間、チリ南部
の湖沼地帯のオソルノ/プエルトモントに 4 日間
の夜行列車の旅をした。また、在住日本人の曽根
家の農場に泊まり込みで滞在させてもらった。サ
ンチアゴでの宿泊もホテルを引揚げ、日本人会館
の柔道場の畳の間を使っての寝袋宿泊に切り替
えた。
この間、特にお世話になったのが本保家とその
親戚の朝日家である。先代の本保氏はチリで商業
の分野で成功し、当時石川県小松市に引揚げられ
ていた。同じ小松出身の太田リーダーは日本出発
前に同氏にあらかじめ連絡をつけており、現地で
は 2 代目本保夫妻（夫人は朝日家出身）の援助が
得られたのである。両家より度重なる食事の提供
を受けたばかりか、山から持ち帰った登山用具は
本保家のガレージを使って仕分け、持帰り個人用

装備の保管を依頼した。
遅れていた船の出航日が決まりバルパライソ
に向かう我々のために、5 月 4 日両家の共催で矢
口大使夫妻と日本人館員全員及び日本人会の主
要メンバーを招いて送別会を開いていただいた。
これにより、我々としては大使夫婦主催のチリ山
岳連盟幹部と遠征参加隊員を招いてのバンクエ
ットへの返礼ができたことになった。なお、チリ
側の遠征参加メンバーも各自の所属するサンチ
アゴとバルパライソの支部に分かれ送別会を開
いてくれ、名残を惜しんだ。
1960 年 5 月 9 日までの船待ちの 35 日間を日本
チリ両国関係者の好意に支えられて食いつない
だことになり、半世紀以上前のことになるが改め
て当時お世話になった方々にお礼を申し上げた
い。

サンチアゴの本保邸にて―同夫婦と朝日夫人
（太田 L/右 2 人目・丹波/左端）
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氷ノ山の魅力
居谷千春
前号に引き続き、氷ノ山の魅力について報告したい。頂上を少し下ったところで各所に現れる露岩・
断崖・滝・幕岩からかなり広い範囲で継続した岩盤断層があるのではということは氷ノ山を登る人はう
っすら感じていると思うが、東側から冬の雪で覆われた氷ノ山を眺めるとそれは確信に変わる。
所用で翌日からのヒュッテ泊の例会に参加できないので２０２０年２月２８日、合歓木山荘から今ま
で行ってなかった「大平の頭（おおなるのかしら）
」アタックを先立って試みた。合歓木山荘を出てシ
ールで「小代越」を目指す。天気はよく氷ノ山の東北面に数本派生する尾根がはっきり見えた。左端の
東尾根から右に向かって奈良尾尾根（仮称）、ナガレ尾根、ダイレクト北尾根（仮称）。流れ尾根の断崖
部分を探すとその左右に線がしっかり直線的につながっていることがわかった。当然その出発点は右端
の稜線上の「甑岩（こしきいわ）」であった。

千本杉上部に向かって奈良尾尾根、古千本杉に向かってナガレ尾根、頂上に向かってダイレクト北尾根、頂上からの稜線上右に甑岩

「小代越」で腹が減ったのでコンビニのおいしいサンドイッチを食べようと思ってザックから出した
ら、突風がそれを吹き飛ばしてしまって涙する。まあ、翌々日「文廻しルート」縦走をしてきた現役パ
ーティーに拾われて彼らの胃袋に入ったことを後刻に聞きホッとした。
なまった身体、ヒールの上がらないスキー靴での「逆文廻し行」は非常に辛く尾根が急登で樹林に入
ったあたりでシーデポをして、持参した登山靴と「わっぱ」に履き替え大平の頭の避難小屋を目指した。
足も身体も急に軽くなり順調に小屋にたどりついた。

赤倉山（1332m）、手前は文廻し稜線

大平の頭

千本杉ヒュッテからの文廻しスキーツァーでは通常スルーしてしまうポイントが２点あるがその一
つが「赤倉山」の頂上であり、もう一つが「大平の頭（おおなるのかしら）
」である。
「赤倉山」への逆
文廻しアタックは時間を考えないと危ないが、「大平の頭」は目と鼻の先である。ゆっくりカップラー
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メンで腹ごしらえをしてから「大平の頭」にむかった。樹林がいくばくかあるが１０分程で丸っこい頭
に着く。更に北に向かって細い尾根が続いていた。その頃には少しかすみが掛かってきたが、頭からは
赤倉山が更に立派に見えた。扇ノ山からの尾根、陣鉢山からの尾根が合流後、赤倉山の手前で懸崖化し
ている。身体が動くうちにこの崖のルートを確認してみたい。
下山中、スキーに履き替えてからはスキー靴の痛みで身体が動かず随分時間を食った。あまりに遅い
ので和光さんが心配してスキー場に入るところまで迎えに来てくれる。まことに恥ずかしく申し訳なか
った。
さて大段平尾根・東尾根に突き上げる谷筋（大段平尾根三の谷、二の谷）は既に紹介したが、次は一
の谷と決めてあった。２０２０年８月２３日に壺阪さんに谷口まで送っていただき、パートナーは今ま
でと同じく和光さんにお願いした。
（9:50）谷に入るとまず沢のコケの多さ、長い葉脈が印象的であっ
た。谷は荒らされていない深い谷で硬い岩・迫力ある滝が美しかった。（10:02）第１の大滝、（10:07）
第２の大滝、
（10:21）第３の大滝、それを越えると谷は広くなり圧迫感もなく明るい。
（11:40）予定し
ていた夏道一の谷（夏道）水飲み場。
（12:30）千本杉ヒュッテ。

苔が美しい

第１の大滝

板状節理の小滝が次々と

右の滝が快適に登れる

第２の大滝

第３の大滝、全体がオーバーハング

一の谷上部は豪雪で根曲がりになっている
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【和光さんのフェースブック合歓木だよりから】
8 月 24 日ねむの木山荘便り
8 月 22 日～24 日入荘しました。
23 日は、氷ノ山の１の谷の調査＆千本杉ヒュッテの点検に行ってきました。
調査 3 年目、３の沢、２の沢に続き今年は１の沢へ入渓、
８０代先輩の車送迎サポートを受け、７０代コンビで踏査しました。
苔で覆われた谷を進むと、２条に分かれた第 1 の大滝が、右側の滝を直登する。
第 2 の大滝は左側を小さく高巻く、幕岩と思われる第 3 の大滝は左側から大きく高巻く。
幕岩の上部は、明るく開け黒い岩がむき出しとなっている。
小滝を気持ちよく直登し、2 時間ほどで笹の藪漕ぎも無く、東尾根登山道の一の谷水場の手前に着いた。
登山道を登り、氷ノ山千本杉ヒュッテで先輩と合流する。
山岳会員で毎月交代で行っている点検作業を済ませる。
水場の受水口の導水管が詰まっており水は出ない。1 時間ほど清掃したが流れない。
大がかりな修理が必要と思われ断念する。
24 日は、４の沢から１１の沢の入り口を調査する。
地中に沈み込んでいく幕岩を確認してきました。

⑤のポイントの掲示版

翌日帰阪の途中、各谷入口の高度と鵜縄への分岐点（高度約 810ｍ 0.0Km）からの距離を確認した。
上記添付地図で②が東尾根登山口、④周辺が鵜縄への分岐点、次のカーブ左端が一の谷入口、次のカー
ブの左上端が二の谷入口、それ以降は短い距離で次々と入口が現われる。⑤は九の谷入口で「湿地環境
守ろう駅」という名前がついている。
一の谷
二の谷
三の谷
四の谷
五の谷
六の谷
七の谷

約 890ｍ
約 940ｍ
約 950ｍ
約 950ｍ
約 950ｍ
約 940ｍ
約 930ｍ

0.5Km
1.2Km
1.3Km
1.5Km
1.7Km
1.8Km
2.1Km

2020 年遡行
2019 年遡行
2018 年遡行
入口はやや荒れた小沢
それなりに魅力的、入口が沼状になっていてズボッとはまる
谷は狭く枝が密集している
迫力はないが明るく美的
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八の谷
九の谷
十の谷
十一の谷

約 920ｍ
約 930ｍ
約 950ｍ
約 970ｍ

2.2Km
2.7Km
3.0Km
3.1Km

おとなしく、広く美しい
素晴らしい幕岩が左右に広がっている、林道沿いにも岩が続く
穏やかな小谷、幕岩が一旦きれている
また岩が露出し、面白い門のようになっている。

これを過ぎると林道はヘアピンに折り返し⑥「巨木の谷駅」約 1070ｍ 4.2Km は多分十の谷の上部
でそこから谷の入口が僅かに見えたかもしれない。遡行などというと笑われるが明るい谷を味わえそう
だ。林道をもう一回ヘアピンに折り返すと大段平の駐車場⑦「氷ノ山中央駅」約 1100ｍ 5.2Km に
到着する。④鵜縄分岐点から⑦大段平駐車場まで高度差は、たった 200ｍ、距離も５Km、巨木や花、
岩などを見ながらゆっくり歩いてみるのも面白そうだ。谷筋では距離があるのはあと四の谷くらいだが、
九の谷のほかも魅力的な谷ではないだろうか。

林道から直接見える九の谷幕岩 左右に岩層は結構長く続いている。沢筋の水量は多くなく岩を湿らす程度

右側に続く九の谷幕岩

八の谷入口

十一の谷入口

以上
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大雪山バックカントリー（3 月）＆白毛門沢沢登り（8 月）
小林 功
今年も COVID-19 の影響で計画した多くの山行が中止になったが、それでも間隙を縫って
実行した３月の大雪山のバックカントリースキーと８月の白毛門沢登りは、天候と仲間に
も恵まれて楽しい山行であった。
１．北海道大雪山バックカントリースキー
期間：２０２０年３月６日（金）－９日（月）
メンバ：小林功、北海道『山守隊』のメンバ、室町山の会のメンバ
大雪山は山岳部の３年生の春山で旭岳～トムラウシ山～十勝岳の主稜線を、2 隊に分か
れて交叉スキー縦走をしようとして、悪天候でそれぞれ旭岳と十勝岳から先に進めず敗退
した場所である。今思えば天候に多少でも恵まれて先に進んだとしても、一旦ガスると目
標物の無い稜線できっと遭難していた可能性が高い無謀な計画だった。
ロープウエイ終点の姿見駅より上部はガスがかかると周囲の地形が分からなくなる。山
岳部の春山の際も旭岳登頂からの下りでガスに巻かれて危うくリングワンデリングをしか
けた。

地獄谷は夏山では高山植物などの植生保護のために立ち入ることが出来ない。しかし積
雪期は、あちこちに噴煙の上がる噴気孔の傍をシールで登っていく事が可能だ。
登り切ったところからは日本の風景とは思えないダイナミックな滑降が出来る。実際の
滑降シーンは YouTube の動画でご覧頂きたく。
https://www.youtube.com/watch?v=nfyQMHWzkjU
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４日間のうち晴天は２日間のみで、1 日はロープウエイ停止、もう 1 日は稜線がホワイ
トアウトで何も見えなくて平衡感覚を失うので、標高 1400m 付近をシールでアップ、滑降
を繰り返した。この山を熟知した『山守隊』の方のガイドが無いと、枝沢に入り込んで迷
ったり、雪崩の巣に踏み込むリスクもある。晴れた日のパウダースノーの滑降シーンは、
https://www.youtube.com/watch?v=NdE1hINDvY8
一度味わうとまた行きたくなる。今シーズンもまた３月にこの地を訪れる予定だ。
２．白毛門東黒沢～ウツボギ沢
期間：２０２０年８月２９日（土）－３０日（日）
メンバ：小林功、吉井修、吉井さんの山の会の仲間：沓脱さん、松本さん
行程：
・８月２８日（金）：夜に白毛門登山口駐車場まで（泊）
・８月２９日（土）：東黒沢～丸山乗越～ナルミズ沢ウツボギ沢出合～広河原(泊)
・８月３０日（日）：ウツボギ沢遡行～笠ヶ岳～白毛門～白毛門登山口駐車場へ下山
谷川連峰の沢はスラブが発達していることが多い。この夏選んだコースは２０１６年に
訪れたナルミズ沢本流と並んで快適なスラブとナメが楽しめるお奨めの沢だ。

東黒沢のハナゲの滝は水量が多いと苦労することもあるが、今年は少なく、快適に登れ
る。２０代の松本さんは、事前に秋川で沢登りの基本をレクチャーしたので、危なげなく
付いて来てくれる。女性の沓脱さんは、私達と沢登りを始めたが、今夏は本格的な「沢屋」
になってシーズンで数本沢を登っている。
東黒沢を詰め上げて丸山乗越からナルミズ沢側に下り、広河原でタープを張る。夕飯は
バーナーを使って山ピザとワイン。優雅で楽しい時間が流れる。翌朝はウツボギ沢を遡行。
途中淵で泳いだりして癒されながら稜線に出て笠ヶ岳を往復した後、白毛門から長い急な
下りを経て駐車場まで下山した。

この沢登りの登攀と水と戯れているアルバムは以下の URL からご覧下さい。
https://sway.office.com/w8Qu9iq4uGsrPc6b?ref=Link
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個人山行報告（北八ヶ岳・四阿山・荒船山）
大竹口誠治
新型コロナの影響で、５月の連休から山登りが出来にくい雰囲気になっていて、どこにも出かけずに
我慢していたが、感染者数も落ち着いてきたことと、ＧＯ ＴＯ キャンペーンも利用したいと言う
悪魔のささやきもあり、温泉をダシに、女房を引き摺り込んで、埼玉から車で行ける北八ヶ岳、四阿山
（あずまやさん、日本百名山）
、荒船山に行って来ましたので、以下の通り報告致します。
期間：２０２０年１０月２５日～２６日：四阿山・荒船山
（１）丸山（２，３２９．６Ｍ）
：１０月１３日
麦草峠発１１：００、白駒池着１１：４５、高見石小屋着１３：２５、丸山着１３：５０
麦草峠着１４：４５
朝、埼玉の自宅を車で出て、関越・上信越道を経由して約３時間で現地到着。当初、白駒池の
近くに駐車する予定であったが、紅葉見学者が多いため駐車場が満杯で、麦草峠ヒュッテに
ワイン購入を条件に止めさせて頂く。峠からは、シラビソ、コメツガ、ダケカンバ等が茂る原
生林を行くが、途中で見事なコケの森となる。もののけの森という看板もあり、子供連れで
ハイキングに来るにはピッタリな所だ。しばらく歩くと白駒池に着き、昼食を食べながら、
池の紅葉を楽しむ。池からは高見石小屋へ向かう。高見石小屋の奥から白駒池を見下ろす展望
台があったようだが、まったく知らなかったため、雲で眺めが悪いと文句を言いながら、丸山
へ向かう。丸山も雲のため、眺望はなく早々に、車を止めている麦草峠へ戻る。

白駒の森

北横岳山頂

（２）北横岳（２，４７２．５Ｍ）
：１０月１４日
ロープウェイ降り場発０９：１０、北横岳山頂着０９：５５、坪庭着１１：１５
ロープウェイ乗り場着１２：４５
登りは女房の体力面の問題があり、ロープウェイを使わせてもらう。降り場を降りた後は坪庭
という溶岩台地の公園を経由して北横岳へ向かう。霧で眺望がなく、ひたすら山頂を目指す。
頂上からの展望もなく、早々に、登山道を下ることとする。登山道はスキー場に沿った道で
途中から霧が晴れて来て、数年前に登った蓼科の下部だけ見えだした。ここのスキー場は
かなり長いスロープで、一度、スキーで来てみたい所であった。
（３）四阿山（２，３３３．２Ｍ）
：１０月２５日
菅平牧場登山口発０９：２５、小四阿着１１：２０、四阿山山頂着１２：３０
菅平牧場登山口着１６：２５
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前回の山行同様、朝、埼玉の自宅を車で出て、関越・上信越道を経由して３時間余りで現地到着。
駐車場は日曜日ということもあり満杯で路肩に止めさせてもらう。
登山口からは放牧場に沿った道を登る。上部を見ると前日に雪が降ったようで、霧氷も見られ、
期待感が増す。所々、傾斜がきついところもあるが、比較的おだやかな登山道で、天候も良く
雪を少し被った浅間山が綺麗に見えた。山頂手前では辺り一面、霧氷となっており、久々に雪山の
感触を楽しんだ。帰りは来た道を戻り、登山口で名物のアイスクリームを食べながら、確か百名山では
６３番目となった四阿山を振り返った。

霧氷のかかる
四阿山山頂を
望む

四阿山山頂からの浅間山

（４）荒船山（１，４２２．７Ｍ）
：１０月２６日
内山峠登山口発１０：３５，艫（とも）岩展望台着１２：０５、経塚山山頂着１２：４０、
内山峠登山口着１５：００
前日宿泊した小諸市の菱野温泉から車で移動して、登山口である内山峠に到着。
月曜日にもかかわらず、駐車場は満杯で、前日同様、路肩に車を止める。登山口で行方不明者
探索中の看板がかかっており、後で、ネットで調べると、２０１６年の９月に母親と一緒に登
った８歳の男の子が行方不明となっているとのことで、母親は艫岩の崖下で見つかっており、
男の子の消息が不明とのことでした。そう言えば、「クレヨンしんちゃん」の作者の臼井儀人
氏も艫岩で２００９年に転落死しており、簡単に行ける所ではあるが事故の多い所だった。
登山口からは上り下りが連続し、徐々に高度を上げていく。艫岩の展望台が眺望抜群で、妙義
山や浅間山が良く見えるが、展望台には転落防止用にロープの類がまったくなく、いい景色を
撮るために崖に近づきすぎると、転落死の危険性があるのが良く分かった。艫岩から山頂は溶
岩台地の平坦は道を、紅葉を楽しみながら歩いた。

荒船山の艫岩

艫岩の展望台からの紅葉
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東京支部活動報告(令和２年)
小林

功

１．例会山行
今年は COVID-19 の影響で、主力メンバーの方も山行に参加出来ず、例年実施している沢登りや谷川
岳の虹芝寮をベースにした山行も実現出来ませんでした。
来年こそは COVID-19 の悪影響も終息して、安心して山行が出来るようになることを願いたいですね。
会員の高齢化が進んで来ているので、参加しやすい登山の形態を考えて行きたいと思います。
２．個人山行
今年の白眉は吉井さんが日本山岳会のグレートヒマラヤトラバースに参加してカンチェンジュンガ
山群の美しい光景を我々に思い出させてくれたことです。COVID-19 の影響によりカトマンズで 1 か
月帰国前に足止めをくらいましたが、TV でも重廣隊長、松田隊員とその髭面の熊顔を見せてくれま
した。
小林は北海道を拠点にして全国の登山道を補修している「山守隊」の方達と懇意になり、彼等と 3
月に大雪山の噴煙の上がる地獄谷からバックカントリで滑走したことと、20 代の若いメンバーに沢
登りの技術を教えて、
8 月に白毛門の沢登りを吉井さん達と楽しんだことが記憶に強く残る山行でし
た。
また酒井さんの山の会では、例年多くの山行を企画していますが、今年は 1 月の三ツ峠山、12 月の
入笠山へ雪山山行などを行っています。
３．宴会等
COVID-19 の影響により開催出来ませんでした。COVID-19 の影響は暫く残ると思われます。一部では
Zoom 飲み会なども試みられています。このような状況下でも交流が図れる手段を考えて行きたいと
思います。
以上
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第七章

例会山行報告

第 228 回例会

氷ノ山

報告
清野

幸司

行動概要
2020 年 2 月 29 日
氷ノ山国際スキー場駐車場 8:30～東尾根登山口 9:00～東尾根避難小屋 9:30～神大ヒュッテ 11:20
2020 年 3 月 1 日
神大ヒュッテ 7:00～氷ノ山山頂 7:45～氷ノ山超 9:00～大平頭避難小屋 11:00～合歓の木山荘 13:00
2 月 29 日、山田さん、矢崎さん、山本さん、藤川さん、清野、金、侯の 7 人で入山。居谷さんは
前日の挑戦的な登山で疲労し、参加を諦めた。国際スキー場の駐車場から歩き始める。雪が少なく、
地面が見えている所も多かった。小屋の周りは笹藪が隠れるくらいには雪が積もっていたが、小屋の
屋根にはまったく積もっておらず、積雪の少なさを感じた。小屋で JAC の方々と合流した。総勢 12 名
で鍋を囲み歓談した。

千本杉を行く

56

氷ノ山頂上避難小屋にて

3 月 1 日、雪が締まっている内に進むために早めの出発。天気に恵まれずガスが続いた。氷ノ山越の
あたりに大きなイグルーが作ってあった。大平頭を過ぎたあたりから視界が晴れ始め、天気は回復した。
小代越の手前あたりで、居谷さんが前日に落としたサンドウィッチを見つけた。捨てるのはもったいな
いので、現役が食べた。小雪のために笹藪や木の根に苦戦しながらも全員無事にぶん回しを踏破できた。
中でも 88 歳で歩ききった JAC の宗實さんはすごいと思う。合歓の木山荘では、和光さん、橋本さんが
温かく迎えてくださり、おでんや焼きそば、ぜんざいをいただいた。

（編集部注）
第２２７回（２０２０年１月）の例会山行は神戸大山岳会の参加者はなく、第２２９回、第２３１回、
第２３２回は、新型コロナの影響で中止。第２３３回（忘年会）も中止になりました。
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氷ノ山ヒュッテ山行（第２３０回例会山行）
藤川 佳祐
第 230 回例会山行は氷ノ山ヒュッテ山行として、以下にて実施した。
日時 ： 2020 年 10 月 17－18 日
参加者： 山田、居谷、東郷、土山、藤川（敬称略）
現役 ６名（稲川、金、候、城間、萩原、上田）
目的：ヒュッテメンテナンス（薪拾い、備品確認等）、OB 現役交流

(大段平にて。左から、土山、東郷、居谷、藤川、稲川、金、候、萩原、城間、上田) 敬称略
詳細：
2020 年の氷ノ山ヒュッテ山行は、新型コロナウイルスの影響で例年春のタイミングでは実施できず
10 月まで延期となった。さらに当初予定の週末には台風が直撃し、1 週間延期されての開催となった。
（結果的には予定より台風が早く通過し見事な台風一過を神戸で過ごすこととなったが、、
）
入山日となる 17 日は朝から雨が降っていたが、大段平から登り始めるときには止んでおり、午後に
は晴れ間も覗いていた。写真は入山時の集合写真。
主な目的は水道の修理。ヒュッテ到着後は水道修理と薪集めの担当を分け、早速作業開始した。
取水口の調整など作業はやや難航したが、2 日目に山田会長にお持ち頂いた新しいホースに取り替える
ことで、無事にヒュッテ横の蛇口から勢い良く水が出るよう修繕することができた。
２日目、現役のうち５名がぶん回し経由で下山すべく出発した。残るメンバーは水道の調整や薪割り
作業の残りを行い大段平へ下山した。ねむの木では高田さんに温かい食事をご準備いただき、しばし歓
談。その後神戸への帰路についた。
所感：
コロナ禍ではあったが、当時は市中での感染も落ち着いておりなんとか開催することができた。
未だ収束の気配はないが、早くもとの世界に戻って欲しいと感じる。

58

ヒュッテにて。某知事が見ると仰天しそうな「密」である。幸い下山後体調不良者はいなかった。

２日目、山田会長とぶん回し下山の現役メンバー。写真はすべて土山さんより。
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第八章

山岳部活動報告（2020 年度）

神戸大学山岳部

2020 年度活動報告
金隼泳 / Kim Joon-Young

2020 年度の現役の活動を報告します。新型コロナウイルスの流行に始まった本年度、コロナ禍の収
束する気配のない現在も、様々な制約のもとで何とか活動を続けている状況です。皆様もなかなか思う
ように山にも行けない日々をお過ごしかと思います。少しでも早い収束と、今年こそは自由に山に登れ
る日々が戻ることを祈るばかりです。
さて、4 月からしばらく活動できない状況が続いておりましたが、6 月にはようやく新人を迎え入れ
ることができました。現在のところ、上田、城間、萩原の 3 人が新たに加わり、合計 9 人で活動してい
ます。以下、新人の紹介です。みな、今年度入学の一年生です。
上田一輝（ｳｴﾀｶｽﾞｷ）君は、工学部機械工学科の所属で、中学、高校でワンゲル部に所属していた経
験者です。京都市の出身です。山の歩き方を見ても、慣れている感じが伝わります。雪山や外岩はした
ことがなかったとのことですが、特にクライミングは屋内ジムでの経験が豊富でセンスが光ります。
城間一輝（ｼﾛﾏｶｽﾞｷ）君は、農学部応用植物学科の所属で、登山は初めてです。大阪市の出身です。
ほかの二人と比べると、体力や技術は少し未熟ですが、彼の山に登りたいという意志の強さは、非常に
強いものを感じます。ここ半年間を見るに、これから岳人として大きく成長すると思います。
萩原真哲（ﾊｷﾞﾜﾗﾏｻﾄ）君は、理学部物理学科の所属で、中学でワンゲル部に所属していた経験者です。
出身は京都市で、上田君と中学も高校も同じであったそうです。好奇心が強く、活動にも積極的で、特
に自分にストイックなところは彼を登山に有利なものにしています。
続いて、2020 年度 1 月までの活動をご紹介します。合宿山行は以下の通りです。
山行内容
場所
泊数
夏山縦走山行
大峰(大普賢岳～吉野)
2泊
夏山縦走山行
北ア(立山～上高地)
5泊
2020 年 10 月
千本杉ヒュッテメンテナンス 氷ノ山(ぶん回し)
1泊
2020 年 11 月
クライミング山行
鈴鹿(御在所岳)
1泊
2020 年 12 月
雪上訓練山行
北ア(唐松岳・八方尾根) 3 泊
2021 年 1 月
冬山縦走山行
石鎚(堂ヶ森～石鎚山)
2泊
また、2 月には南アルプスでの長期冬山縦走を、3 月には八ヶ岳縦走を計画しています。
2020 年 9 月

自粛期間中は個人的に六甲山などを歩く部員は多か
ったのですが、正式な活動は７月以降になりました。９
月に日帰りで歩いた鈴鹿の御池岳と藤原岳が新人を迎
えての今年度最初の活動です。金(3)と萩原(1)の二人だ
けの参加でしたが、久しぶりの活動に素晴らしい充足感
を得られた記憶があります。日帰りとしては距離も長く、
カルスト台地の景色も新鮮で楽しめました。
――カルスト台地の草原には、鹿の鳴き声だけが響く。（藤原岳）

次の活動は、大峰と北アルプスでの縦走山行です。今回は、
日程の都合で二人ずつの二組で別々の山域で縦走をするこ
とになりました。金(3)と上田(1)は北アルプスで立山室堂か
ら五色ヶ原、薬師岳、黒部五郎岳、双六、槍ヶ岳と辿り、上
高地までの縦走で 5 泊です。この山行は終始お天気に恵ま
れ、結局一滴も雨に当たりませんでした。北アルプスの稜線
をつなぎ、徐々に槍ヶ岳が迫る様が印象的です。左は、薬師
岳の山頂からカールを見下ろして槍ヶ岳に向かう上田(1)君
です。地上の楽園のような五色ヶ原や黒部五郎のカールに、
――長い登りの末にようやく辿り着いた山頂で一息。（薬師岳）
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槍ヶ岳に突き上げる壮大な飛騨沢の眺めなど、印象に残る光
景が沢山あります。アルプスを満喫できた山行になりました。
また、同時期大峰に向かった侯(2)、城間(1)の二人もいい
経験を積んだようです。
侯君にとっては初めての CL であり、
城間君にとっては初めてのテント泊になりました。お天気は
残念ながら雨の日もあったようで、道迷いなどの反省点もあ
りましたが、二人とも成長できたと思います。右が山上ヶ岳
の山頂でポーズをとる城間(1)君です。
夏季休暇の主な活動は以上です。今年度は剱での定着合宿
ができなかったのは非常に残念です。午前中に壁にとりつい ――大峰の中心で初めての本格的な登山。（山上ヶ岳）
て、真砂沢に帰ってきた昼下がりに岩の上でのんびりする時
間が大好きなのです。また、侯君が去年の剱定着合宿に参加していないために、来年度、私以外は剱の
経験者がいないことも既に気がかりです。

後期に入り初めての山行は、千本杉ヒュッテのメンテナン
スです。3 回生以下の 5 人全員に加えて、稲川(4)さんにも参
加していただきました。例年初夏に行っているところ、今年
度はようやく秋になって行けるようになり、また人数も多く
て非常に賑やかです。山岳会の方々と新入生の交流も、ここ
でようやく深めることができました。現役の 5 人はヒュッテ
から無雪期のぶん回しも歩けたので満足です。ねむの木山荘
でもお世話になりました。
――氷ノ山の谷を鮮やかに染める紅葉を眺めて。（金）

続く 11 月には、1 泊で御
在所岳の藤内壁へクライミングに行きました。何とか一年生にも本チ
ャンをさせたい。しかしもうアルプスに行くのは難しい。そこで去年
のリベンジも兼ねて一泊で堪能できるであろう鈴鹿の御在所に行くこ
とにしました。金(3)と萩原(1)は湯の山に前日入りして初日は中尾根へ、
侯(2)、上田(1)、城間(1)の 3 人は神戸から移動したのちに一の壁でゲ
レンデクライミング。結局、中尾根は途中敗退となりましたが、翌日
の前尾根は全員がマルチピッ
チをやりきり、一部は最後の
仕上げにツルムの頂上まで登
れました。私と侯君は去年の
課題を解消できたこともあっ
て満足です。一年生も六甲の
岩場とは違う御在所のスケ
――この一手が難しい。（城間）
上から見守るのは上田。奥でビレイするのは侯。
ール感がすっかり気に入っ
たようでした。ぜひ、今年こ
そはアルプスのスケール感を味わってほしいものです。
――中尾根、モンキーフェイスの上にて。（萩原）

クライミング山行を終えると、次は年末山行に向けて動き出しま
す。今回は、坂本、藤川、清野（敬称略）の 3 名の OB の方々にも
ご参加いただけることになりました。八方尾根での雪上訓練、さら
に、唐松岳から五竜岳までの稜線縦走も含めて最短 3 泊の計画でし
た。すっきり晴れたのは二日目と最終日のみでしたが、厳冬期の後
立としては上々でしょうか。雪上訓練ののちに下山した OB のお三
方と城間(1)を除く 4 人は三日目に唐松岳にアタックしましたが、
結局山頂まで百メートルほどで撤退する結果となりました。いつか

61

――堡塁岩での練習も楽しい。（萩原）

――暴風に備えて雪壁づくりに勤しむ。

また、五竜と合わせて
登りに来たいところで
す。それでも、中々進
まない新雪のラッセル
や雪洞づくり等、貴重
な経験ができました。
現役の指導にあたって
下さった OB の方々に
は改めて感謝申し上げ
ます。今後もぜひ、現
役の活動にご参加いた
だければ幸いです。

――ラッセルに疲れた丸山ケルンの山頂にて。

最後は石鎚山です。なんと元々6 月の新人山行として計画していた内容。コロナでタイミングを逃す
うちに厳冬期になってしまいました。参加したのは新成人を除く金(3)、城間(1)、萩原(1)の 3 人。記録
的大寒波の真っ只中に入山です。初日は標高を 1200
ｍ上げて一泊。二日目は石鎚の本峰へ向かって東に
稜線を縦走。最後に標高差 1500ｍを下るルートで、
雪の石鎚山系を満喫できました。特に、誰もいない
縦走路は深いラッセルや緊迫のトラバースでタフな
コースでしたが、とても静かで美しいところでした。
強烈な寒気の流入が一瞬緩んだ瞬間だったので、何
とか天気も持ち
こたえたのが良
かったです。

――弥山の頂を先に見据え、雪をかき分け一路東へ。

感染が再拡大している現在、先行きは極めて不透明ですが、これ
からの計画としては、2 月末に南アルプスで仙丈ケ岳から白根三山
にぬける山行を、3 月には八ヶ岳の縦走を計画しています。その後
まもなく山岳部は新体制へ移行し、新年度がスタートしますが、今
後ともどうぞよろしくお願いします。なお、新年度の CL（主将）
は私に代わって農学部新 3 回生の侯が努めます。主務は現在（2021
年 1 月）のところ未定です。
――次期主将予定の侯（堡塁岩にて）

ところで、今回のコロナ禍で、神戸における六
甲山のありがたみを最大限に感じることができた
ので、少しだけそのお話をさせていただきたいと
思います。今年度の春から夏にかけては、山岳部
としての活動はできなかったものですから六甲に
ばかり登っていたのです。自宅から歩いて登れて、
歩いて帰れる。それでいて一日中山にいられるほ
ど広く、たっぷりと山を楽しめる。これを機に急
――川床をゆく（生田川/トゥエンティクロス）
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速に六甲山を歩く機会が増えたので、どうせなら毎回できるだけ知らない道を歩こうと計画しました。
今も続けているのですが、書店で買った地形図に、新しく歩いた場所を線引きしていくのが、とても楽
しいものです。六甲という山が、線的な理解から徐々に面的に分かるようになる感覚です。部員を誘っ
たときでも私がマイナーな道ばかり連れまわすものですから、今年度の新人も随分六甲には詳しくなっ
ているのではないでしょうか。ちなみに私の最近のお気に入りは、六甲最高峰直下の爽やかな岩稜、黒
岩谷西尾根と、住吉川の支流である美しい渓流、西滝ヶ谷です。それから今後は裏六甲も積極的に歩い
ていきたいところです。

――盛夏、生野、段ヶ峰の頂で。左から順に城間、萩原、上田

――コロナ禍でもますます人気の薬師峠のテント場。

最後に山岳部の Web サイトについてですが、今年度より以前からブログとして運営していたページ
をホームページとして改組して運営しております。なお、しばらく前から旧ホームページである
http://home.kobe-u.com/acku/はリンク切れとなっております。新生ホームページにて活動報告等を随
時アップロードしていきますので、これからはぜひそちらをご覧ください。
山岳部 新ホームページ：https://ackuweblog.wordpress.com/

――初冬の比良、武奈ヶ岳にて
左から順に萩原(1)、金(3)、侯(2)、城間(1)
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第九章

事務局報告（総会・理事会・会計・予算）
2020 年度神戸大学山岳会定例総会議事録（書面決議）

＜書面決議による総会の実施と結果＞ （案内 2020 年 4 月 19 日発送、4 月 30 日表明締切り）
・書面表明書（葉書）受領 54 名（送付：正会員・名誉会員・特別会員 計 129 名）
・送付会員の 5 分の 1 以上回答を得、書面決議による総会は成立（会則第 18 条(2)準拠）
・各議案 第 1 号議案 2019 年度 決算報告と会計監査報告
第 2 号議案 会則の変更（１）及び運営規定の設定（ヘリテージ基金関連）
第 3 号議案 会則の変更（２）
（正会員条件拡大、在学時在籍者も対象）
第 4 号議案 会則の変更（３）
（書面決議による総会開催可能を追加）
第 5 号議案 役員の選出（山田会長、他理事７名、監事 2 名 任期 2 年）
第 6 号議案 2020 年度 活動方針と活動計画
第 7 号議案 2020 年度 予算案
第 8 号議案 名誉会員の推薦 小池淳司工学部教授 (本年、山岳部副部長ご就任)
・結果：各議案とも、過半数の承認表決を得て承認・成立
（添付）

神戸大学山岳会会則
第一章 総則
第 1 条（名称）
本会は神戸大学山岳会と称す。英文では Alpine Club of Kobe University（略称 ACKU）とする。
第 2 条（目的）
本会は以下の活動を目的とする。
①国内、国外における登山活動の企画および実行
②登山探検に関する調査研究
③会誌『山と人』及び会報『ACKU ニュース』の刊行
④国内、国外の山岳団体との連絡および情報の交換
⑤登山を中心とした会員相互の親睦
⑥神戸大学山岳部の援助育成
⑦その他前号の目的を達成するために必要な関連事項
第 3 条（本部・支部）
本会は本部を神戸市灘区六甲台、神戸大学山岳部内に置き、地方在住会員のため必要に応じて支部を設
ける。
第二章 会員
第 4 条（会員）
本会の会員は、正会員、準会員、名誉会員、永年会員、特別会員の 5 種類とする。
第 5 条（正会員、永年会員）
次の各号の一つに該当する者は正会員とする。また、正会員の内、卒業後 50 年を経た者を永年会員と
する。
①神戸大学（その前身校を含む。以下同じ）卒業生で在学時に山岳部に在籍した者。
②神戸大学卒業生またはこれに準ずる者で、会員の推薦により、総会の承認を得た者。
第 6 条（準会員）
神戸大学山岳部に在籍する者。
第 7 条（名誉会員）
次の各号の一つに該当し、理事会の推薦により、総会の承認を得た者。
①本会または神戸大学山岳部の発展に功労のあった者。
②神戸大学山岳部において部長、副部長、顧問またはこれに準ずる役職にある者。
第 8 条（特別会員）
次の各号の一つに該当し、理事会の推薦により、総会の承認を得た者。
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①本会または神戸大学山岳部の活動に著しく協力、貢献した者。
②本会または神戸大学山岳部と特別の関係を有する者。
第 9 条（会員の義務）
会員は本会則および総会の決議を遵守し、本会の目的達成に努力しなければならない。
第 10 条（会費納付）
正会員は会費納付の義務を負う。
第 11 条（退会）
退会を希望する者は退会届を提出しなければならない。
第 12 条（除籍）
本会則に違背し、または本会の名誉を著しく毀損する行為のあった者は、総会の決議により除籍するこ
とができる。
第三章 役員
第 13 条（役員）
（1）本会は役員として、会長 1 名、副会長 1 名または必要により複数名、理事複数名、監事 2 名をお
き、支部には支部長 1 名をおく。
（2）役員は総会において選出する。役員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。
第 14 条（会長および副会長）
（1）会長は本会を代表し、会務を総理する。
（2）副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
（3）会長、副会長は両名を除く理事会が推薦し、総会において選出する。
第 15 条（理事会）
（1）理事会は会長、副会長および理事で構成し、別に定める総会の決議以外の事項を決議し、執行す
る。
（2）理事会は必要に応じて会長が招集する。 ただし、理事の 3 分の 1 以上から請求があった場合は、
会長は理事会を招集しなければならない。
（3）理事会の議長は会長とする。
（4）理事会は理事 3 分の 2 以上の出席（委任状を含む）を得て成立する。
（5）理事会の議決は出席理事の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
（6）理事会の下に事務局をおき、理事会の決議した事項を処理する。事務局長は理事会が理事から選
出し、事務局員は事務局長が選任し、それぞれ総会の承認を得なければならない。
（7）理事会の決議を執行するに当たり、理事、事務局員以外の会員にその執行を依頼することができ
る。
第 16 条（監事）
監事は本会の会計監査のほか、会の事業、運営活動などの監査を行い、その結果を総会で報告しなけ
ればならない。
第 17 条（支部長）
支部長は支部の業務を執行する。
第四章 総会
第 18 条（総会）
（1）会長は毎年 1 回会計年度終了後 2 ケ月以内に定時総会を招集し 必要なときは臨時総会を招集しな
ければならない。
（2）総会は会員 5 分の 1 以上の出席（委任状を含む）を得て成立する。
（3）総会は本会則に定める事項および理事会により提出される議題を審議する。
第 19 条（招集通知）
（1）総会の招集には会日より 2 週間前に会員に対し、その通知をしなければならない。
（2）前項の通知には会議の目的たる事項を記載しなければならない。
第 20 条（決議）
（1）総会の決議は出席会員の過半数をもって行う。
（2）総会の議決権は会員 1 人につき 1 個とし、本会会員に対してのみ、これを委任することができる。
（3）やむを得ない理由により総会を招集できないと理事会が判断した場合、理事会は書面決議による
総会を開催することができる。
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第 21 条（専決事項）
次の事項は総会の承認を得なければならない。
①事業計画および収支予算に関する事項
②事業報告および収支決算に関する事項
③会則の変更、組織の変更、解散および支部設置に関する事項
④役員の選任、解任、および会員の入会、除籍に関する事項
⑤重要な財産上の決定
⑥その他理事会において必要と認めた事項
第 22 条（議事録）
総会の議事について事務局は議事録を作成し、これを保存しなければならない。
第五章 会計
第 23 条（会計年度）
本会の会計は 4 月 1 日より翌年 3 月 31 日に至る期間を一会計年度として行う。
第 24 条（運営資金）
本会の運営資金は会費、寄付金、その他の収入をもって、これにあてる。
第 25 条（会費）
本会の会費は総会にて定めることとし、毎決算までに当年度分を納付しなければならない。
第六章 特別事業
第 26 条（特別事業計画）
本会の特別事業計画は理事会の提案により総会の決議を要す。
第 27 条（特別委員会）
総会において議決された特別事業計画の推進、実行に際しては特別委員会を設置することができる。
第 28 条（特別事業基金）
（1）本会の特別事業の達成を容易ならしめるために特別事業基金を設置する。
（2）特別事業基金の運営は別に定める運営規定による。
第七章 遭難救助
第 29 条（遭難対策委員会）
遭難救助の必要が生じた場合に遭難対策委員会を設置することができる。
第 30 条（経費処理）
遭難救助活動に要した経費処理については総会に報告し承認を得なければならない。
第 31 条（遭難対策基金）
遭難救助活動を容易ならしめるため遭難対策基金（石川基金と称す）を設置する。
第八章 ヘリテージ基金
第 32 条（ヘリテージ基金の設置）
（1）本会の発展を望む会員等からの寄付金の受け入れのためにヘリテージ基金を設置する。
（2）ヘリテージ基金の運営は別に定める運営規定による。
付則
1．第 2 条⑥号の一環として神戸大学山岳部に対して費用援助を行う。援助額は総会にて定める。
2．第 5 条①号に言う神戸大学前身校とは、旧国立神戸高等商業学校、旧神戸商業大学、旧神戸経済大
学、旧神戸高等工業学校、旧神戸工業専門学校、旧姫路高等学校、旧師範学校とする。
3．本会則は令和 2 年 5 月 1 日より効力を発するものとする。
4．昭和 31 年 7 月制定、昭和 34 年 10 月改定、昭和 42 年 10 月改定、昭和 50 年 8 月改定、
平成 9 年 11 月改定、平成 14 年 5 月改定、令和 2 年 5 月改定
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神戸大学山岳会・特別事業基金運営規定
第一章 総則
第 1 条（規定の準拠）
本規定は快速第 28 条（2）項に基づいて定める。
第 2 条（名称）
本基金の名称は神戸大学山岳会特別事業基金と言う。
第 3 条（目的）
本基金は本会の特別事業に充当することを主な目的とする。
第 4 条（運営）
本基金の運営は本会理事会が担当する。
第二章 基金の調達
第 5 条（定例積立）
（1）一般会計より毎年一定額の積み立てを行う。
（2）積立の金額については総会で定める。
第 6 条（臨時調達）
本基金に不足が生じた場合は、理事会で決定し総会の承認を得て会員から臨時に調達することができ
る。
第 7 条（寄付）
本基金を充実させるため、法人その他、団体・個人に寄付を要請することができる。
第三章 基金の使用
第 8 条（使用目的）
本基金の使用は次の各号の一つに該当するものに限る。
①本会の特別事業
②本会会員の海外山行
③理事会で妥当と認めたもの
第 9 条（使用の決定）
（1）本基金の使用については理事会で決定し総会の承認を得て使用できるものとする。
（2）使用金額は目的に応じて理事会にて決定する。
第 10 条（使用金額の限度）
本基金の使用に際しては該当時点の基金総額の 8 割を超えて使用してはならない。
第四章 会計
第 11 条（特別会計）
本基金の会計は特別会計とし、一般会計その他に流用してはならない。
第 12 条（会計年度）
（1）本基金の会計は 4 月 1 日より翌年 3 月 31 日に至る期間を 1 会計年度として行う。
（2）毎年度末の基金の積立・使用状況を総会で報告しなければならない。
付則
1．本規定は平成 10 年 4 月 1 日より効力を発するものとする。
2．本基金は通称高木基金として設置され、その後、西村、中西、夏原各故人遺族のご寄付により、特
に充実されたものである。
3．本会宛ての個人寄付については特に使途指定のある場合を除き、当特別事業基金をもってその受け
入れ口とする。
4．昭和 50 年 8 月制定、平成 9 年 11 月改定
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神戸大学山岳会ヘリテージ基金

運営規定

第一章 総則
第 1 条（名称）
本基金の名称は神戸大学山岳会ヘリテージ基金と言う。
第 1 条の２（規定の準拠）
本規定は会則第 32 条（2）項に基づいて定める。
第 2 条（目的）
本基金は本会の発展のために設置する。
第 3 条（運営）
本基金の運営は本会理事会が担当する。
第二章 基金の調達
第 4 条（寄付）
本基金の原資は本会の将来発展を望む個人等からの寄付による。
第三章 基金の使用
第 5 条（使用目的）
（1）本基金は本会の発展に必要な活動に使用する。
（2）寄付者が使用目的を指定している場合は、その意志を尊重して使用する。
第 6 条（使用の決定と承認）
（1）本基金の使用目的と金額については、理事会で決定する。
（2）理事会は本基金を使用したときは、総会において報告し承認を得なければならない。
付則
1．本規定は令和２年５月１日より効力を発するものとする。
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神戸大学山岳会第 91 回理事会

議事録

2020 年 3 月 7 日（土）13：00～16:30
於：農学研究科 EV701 号室、敬称略
【発送作業】総会案内および ACKU ニュース発送作業（13:00～）
郵送切手は居谷会長の寄付（収入：雑収入、支出：通信費等に仕訳記載の事）
【理事会議事】
１．出席者：居谷会長、山口事務局長、山田副会長、大竹口副会長、山本（恵）、岩井、
現役（清野、金、侯）、長谷川（文責）
２．総会準備：
① 新型コロナウイルスによる中止・延期は、特に検討しない
（高齢者、持病保有者の自己判断が基本。現状、会場利用制限は無い事を確認）
② 式次第（協議結果は以下のとおり）
１．「開会あいさつ」居谷会長
簡潔に。４年間の振り返り等は、新体制承認後に再登壇にて。
２．「報告事項」
山口事務局長
活動報告は、山口事務局長がレジメを作成し、居谷会長と打合せ。
（各担当からの個別報告とするか、事務局にて一括報告とするかも含め）
３．「決議・承認事項」山口事務局長
議案① 会則の変更（１） ヘリテージ基金追記
議案② 会則の変更（２） 正会員の条件拡大
議案③ 新年度役員
進行：事前配布の「議案」に沿って説明し、質疑応答後、決議・承認
（議案②については、口頭で条件拡大の背景を説明）
４．居谷会長
退任挨拶
５．山田新会長 就任挨拶と活動方針
６．「活動計画」
長谷川新事務局長（個別説明の担当・方法は別途）
・新年度予算（案）
（要、承認）、会員情報（鷲尾氏ご逝去、吉井さん他入会）
・例会山行、会報、ヒュッテ等（新会長による説明済分除く）
７．「山岳部報告」 河端先生にバトンタッチ（清野から事前要請の事）
・新山岳部副部長 小池淳司工学部教授（略歴紹介後、自己紹介・ご挨拶）
・現役部員紹介、活動報告 （金 新チーフリーダー）
以上、１～７．15 時開始、16 時 45 分終了（1 時間 45 分）
８．
「懇親会」17～19 時 進行役（長谷川）
（近況報告、熊田さん海外活動報告など）
９．前年度決算は３月末１週間前までに締めるので、立替精算洩れないように。
協力金は人数と総額のみ記載。ヘリテージ基金は寄付者名と個別金額を報告。
（意図不明のヘリテージ基金寄付者については、事前確認の事）
３．新執行部準備：
① 山田、長谷川で事前打合せ
② 総会当日、14 時から新執行部候補者初会合
③ 事務局長引継ぎ（引継書、書類・印鑑等の引継ぎ）も総会前に実施。
以上
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神戸大学山岳会第 92 回理事会

議事録

2020 年 7 月 11 日（土）14:30～16:30
於：農学研究科 A201 号室、敬称略
１．出席者 山岳会：山田会長、長谷川事務局長、山本（恵）、岩井、野邊、藤川、金井監事
山岳部：河端部長、小池副部長、現役：金、候、城間、平岩、上田、萩原
２．議事 （文責：長谷川）
① 自己紹介（現役新入生４名の初顔合せ含む）
② 会長からの各理事向け依頼、連絡
・財政（概要）：一般 50~60 万円（会費収入 50 万円）、遭難対策基金 250 万円、
ﾍﾘﾃｰｼﾞ 255 万円、山と人積立 60 万円、海外登山準備金≒ゼロ。
・例会担当：山本、2021 年度計画担当（本年度企画済、コロナ影響中止含む）
・世代交流：野邊、５０歳代以下、女性会員交流等
・現役担当：藤川、現役側でも担当者選出のこと（調整：金、候補：熊田、稲川）
→ 注）7/24 金さんより連絡。熊田さんで確定との事。
山行アドバイス：坂本論、松村、山本、井部、清野（依頼文送付）
・その他、各課題への会員協力要請（今回の郵送物に依頼文書を同封済）
全般（平井・井上・居谷）、ＨＰ（井上）、書籍（和光・居谷）、
例会（和光、坂本淳）、ACKUNews（小林）
、現役（前述）、
ヒュッテ（高田和、和光、矢崎）
③ 次回「ACKU-News」、「山と人」について（別紙、大竹口案に対して）
・巻頭言は新会長。前会長挨拶は別項で。小池先生の副部長就任後挨拶も。
・追悼：故宅見先生は河端部長が寄稿（今回、依頼）。故鷲尾会員は高田氏。
・日本／チリ合同遠征６０周年は豊田氏意向のとおり。次回の「山と人」掲載。
・
「山と人」22 号発行は、次回イベントが欲しい。2021，22 年の遠征に期待か。
一方、現役の山行記録が第 17 号（2008 年）から掲載されていない。記録の整
理に相当の苦労が想定されるので、準備が必要。
④ 総会に代わる会の検討（実施および日時を決定）
趣旨 総会中止で出来なかった事を、宅見先生追悼、コロナに負けない元気な会
内容 新役員の紹介、活動方針の説明、新会員・小池名誉会員紹介他
宅見名誉会員の追悼 （会の名称は、”秋の集い“などで検討）
日時 本年 10 月 3 日 15:00-17:00 大阪凌霜クラブ（山田、仮予約済）
案内文を会費納入に同封（長谷川が原案作成、理事チェック後発送）
備考 コロナ対策で収容定員の半分。懇親はデリバリー食材等で簡潔、短時間に。
人数超過時、前半集会型、後半の懇親はセミナー室等に分散して実施等。。
海外登山研究会を同時開催（13:00-15:00 等）で企画（関係者のみ通知）
⑤ その他
・書面決議での指摘：第 5 条の「永久会員」（卒業後 50 年）の廃止提案。
→ 現状不要、会費課題もあるので、次回総会で会則変更（削除）を提案へ。
・緊急連絡網：現役山行の連絡網も取り入れ、事務局長が作成の事。藤川協力。
・理事会員の連絡は Mail で実施。無料通話に LINE グループを作成（長谷川）
・山行アプローチの安全確保（藤川）
→ 現役山行は課外活動として安全意識、保険加入。例会・合同山行等で
ＯＢ運転車に現役同乗時も保険必須＋安全運転を心がける事。
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⑥

次回：総会代替集会の前に集まり、進行・準備等を確認。
日時：9 月 12 日（土）15:00-17:00 兵庫中央労働センター 203 号
以上

神戸大学山岳会第 93 回理事会

議事録

2020 年 9 月 12（土） 14：00 ～16:00
於：兵庫中央労働センター203 会議室、敬称略
１．参加者：山田、山本、岩井、藤川、金井（監事）、長谷川、
リモート（Zoom） 大竹口、野邊
２．事前ヒアリング状況（10 月 3 日“秋の集い”開催について）
（回答理事７名：山田、大竹口、岩井、山本、野邊、藤川、長谷川）
・開催の賛否
：会食を伴う開催 賛成ゼロ、反対７
・開催時の参加可否：飲食を伴う場合（参加２、欠席５）
３．議事
① コロナ禍継続中における“秋の集い”の開催可否、代替案について
・結論：飲食を伴わない前提としても、今回は総会の代替集会の開催は断念する。
・理由：新旧執行部挨拶、新会員紹介などが、限られた参加者向けとなる。
宅見先生追悼は、すでにご逝去から半年が経過し、緊急性を伴わない。
高齢会員の地域をまたぐ招集は、コロナ感染リスクを伴う。
代替案として、現役の活動停止中のなか、セミナー開催には意味を感じる。
・対応：山岳会の All-Mail で開催中止を配信。参加希望や問合せのあった会員には
山田、長谷川から個別の連絡を行う。
② 日程と会場を活用し、現役・若手・理事会による「海外登山研究会」を開催する。
・趣旨：現役の活動支援の一環として、神戸大学山岳部・山岳会の海外登山の歴史や、
海外登山経験者の生の声を共有できる場を提供する。
・準備：藤川（現役：熊田、金他）、山田、他理事会メンバー
・講演：ACKU の海外登山の歴史（山田）、JAC 東ネパール登山 2020（吉井新会員）
その他、若手海外登山経験者や希望者を招聘し、座談会など。
③ ACKU-News 編集準備（大竹口）
④ 会費納入状況（岩井）
⑤ その他
以上
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2019年度会計決算報告
事務局長 山口幸久
副事務局長 岩井正隆
（2019.4.1～2020.3.31）
１．一般会計
＜収入の部＞

（単位：円）

費 目
前年度繰越金
会費収入
協力金収入
雑収入（預金利息）
計

予算額
321,473
450,000
0
100
771,573

決算額
321,473
467,228
35,000
68,785
892,486

増減（決算額－予算額）
0
17,228
35,000
68,685
120,913

雑収入：利息3円 総会・記念会残金 29,410円 ACKUニュース発送寄付金39,370円:
＜支出の部＞

（単位：円）

費 目
事務・通信・振込手数料
山岳部活動援助金
ＡＣＫＵニュース
「山と人」積立金
ヒュッテ補修費
兵庫県岳連年会費
日本山岳会年会費
ホームページ管理費
雑費
次年度繰越金
計
２．特別事業基金
費 目
「山と人」積立金

予算額
70,000
50,000
200,000
100,000
100,000
15,000
15,000
5,000
50,000
166,573
771,573

30,150
50,000
96,580
100,000
0
15,000
15,000
0
42,630
543,126
892,486

増減（決算額－予算額）
-39,850
0
-103,420
0
-100,000
0
0
-5,000
-7,370
376,553
120,913

19年3月現在残高
510,496

20年3月現在残高
610,500

（単位：円）
増 減
100,004

千本杉ヒュッテ維持管理金
総計
「山と人」積立金

決算額

37,042
547,538

-5,164

31,878
642,378

94,840

積立金100,000円、利息 4円

千本杉ヒュッテ維持管理金 ヒュッテ使用協力金 35,500円 管理業務謝金 10,000円
備品・補修資材費 37,304円 合い鍵作成費 5,500
食料等補助金 6,858円、 通信費 1,002円
３．遭難対策基金
費 目
19年3月時点残高
遭難対策基金
2,517,070
利息22円
4．ヘリテージ基金
費 目
ヘリテージ基金
基金 2,550,000円、振込手数料 220円、利息 2円

20年3月現在残高
2,517,092

（単位：円）
増 減
22

20年3月現在残高
2,549,782

（単位：円）
増 減
2,549,782

※一般会計：「三井住友銀行」普通預金にて管理
「三井住友銀行」東加古川支店 口座番号 4332***
※「山と人」積立金：「みなと銀行」普通預金にて管理
「みなと銀行」春日野支店 口座番号 3407***
※千本杉ヒュッテ維持管理金：「三菱東京ＵＦＪ銀行」普通預金にて管理
「三菱東京ＵＦＪ銀行」東神戸支店岡本出張所 口座番号 4672***
※遭難対策基金：「みなと銀行」普通預金にて管理
「みなと銀行」春日野支店 口座番号 3815***
※ヘリテージ基金：「三井住友銀行」普通預金にて管理
「三井住友銀行」神戸営業部（店番号５００）口座番号 1699***
以上、監査の結果 適正且つ妥当であることを認めます。
2020年 4月 日
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監事

金井 良碩

監事

森長 敬

神戸大学山岳会
2020年度予算
（2020.4.1～2021.3.31）

１ 一般会計
＜収入の部＞
費 目
前年度繰越金
会費収入
雑収入
計

19年度予算額
321,473
450,000
100
771,573

20年度予算案
543,126
450,000
100
993,226

（単位：円）
増減
221,653
0
0
221,653

＜支出の部＞
費 目
事務・通信・振込手数料
山岳部活動援助金
ＡＣＫＵニュース
「山と人」積立金
ヒュッテ補修費
海外登山準備金
兵庫県岳連年会費
日本山岳会年会費
ホームページ管理費
雑費
予備費（次年度繰越金）

19年度予算額
70,000
50,000
200,000
100,000
100,000
0
15,000
15,000
5,000
50,000
166,573

20年度予算案
70,000
50,000
200,000
100,000
0
100,000
15,000
15,000
5,000
50,000
388,226

（単位：円）
増減
0
0
0
0
-100,000
100,000
0
0
0
0
221,653

771,573

993,226

計

（単位：円）
残高
610,500
710,500

＜「山と人」積立金 ＞
収入
前年度繰越金
当該年度積立金

支出
610,500
100,000

（単位：円）
残高
0
100,000

＜「海外登山準備金」積立金 ＞
収入
前年度繰越金
当該年度積立金

221,653

支出
0
100,000

（単位：円）

＜千本杉ヒュッテ維持管理金 ＞
収入
前年度繰越金
ヒュッテ使用料
管理業務謝金

支出

計

31,878
35,000
35,000

食料費等補助金
備品購入費
予備費

101,878

10,000
60,000
31,878

73

101,878

< 編 集 後 記 >
ACKU news45 号は 5 年連続の発行となりました。昨年 2020 年 4 月から、会長・副会長・事務局長
等の交代など新体制になり、理事も一部、交代しております。
昨年お知らせした通り、冊子希望者がまだまだ多いこともあり、当面は冊子での発行を継続すること
にしました。ただ、ＡＣＫＵのホームページでもＡＣＫＵニュースを閲覧できるように致します。
会誌担当も、5 年目になりましたが、編集内容等につき、忌憚のないご意見を頂きたく。
今年度は新型コロナウィルス感染拡大の影響で、山岳会の総会は書面決議になっており、また、ほと
んどの例会山行が中止になったため、山行報告が少なくなっております。唯一のイベントとしては、2020
年 10 月 3 日に開催した海外登山研究会で、OB の参加者は 8 名、現役 6 名、リモート参加は 6 名の方々
に参加頂きました。また、2020 年は、日チ合同中央アンデス遠征から 60 周年になりますので、参加メ
ンバーであった豊田寿夫会員から特別投稿を頂きました。印刷は、すべてモノクロ印刷ですが、ＡＣＫ
Ｕのホームページにアクセスして頂ければカラーの写真もご覧になれます。
今後も、例会山行記録の掲載だけでなく、新執行部の活動方針である①海外登山への機運を醸成
②他団体との交流を促進③山岳部活動への支援拡大④ヒュッテの活用促進⑤財政基盤の強化に沿った
記事を掲載して行きたいと思います。
また、若手・中堅・熟年各ＯＢからの積極的な寄稿をお願い致します。昔のＡＣＫＵニュースは団塊の
世代の OB による国内外の山行報告がかなり掲載されていましたが、最近は、OB の方々の高齢化のため
例会山行も減少傾向にあり、今後は、若手 OB の投稿に期待したいと思います。
個人的には、新型コロナの影響で本格的な山登りは出来ておらず、唯一、個人山行として報告してい
る北八ヶ岳・四阿山・荒船山に留まりました。今年は、8 月に南アルプス、9 月に 3 年前に行って登れ
なかった幌尻岳に行く予定ですが、新型コロナの終息次第という状況です。
退職後、時間があるので、毎日、マスクをつけて 10KM のジョギングを続けていますが、山に行けな
い状況では、モチベーション維持に苦労しています。図書館で山の本を借り、テレビの山の番組を見て
山に行った雰囲気を味わっています。特に、NHKBSP で放映され、吉井君も登場したグレイトヒマラヤト
レールは迫力があり、以前、名刺交換した関学 OB の中島健郎さんが出演していることもあり楽しみに
していますが、新型コロナの影響で今年の春のネパール行きは中止になったと聞いています。
国内海外とも、新型コロナが早く終息することを願っています。
今回のＡＣＫＵニュース発行に際して、私のパソコンのハードディスクが突如、壊れる事態となり、
投稿者の皆様には、原稿を再送付して頂き、多大なご迷惑をおかけしましたことをお詫びするとともに、
今回の皆様の協力に感謝致します。
2021/2/11 大竹口誠治 記
追記：本原稿締め切り後の２月１５日に平井名誉会員がご逝去されました。急遽、速報として
追悼の章に追加しております。改めて、平井名誉会員のご冥福をお祈り申し上げたいと思います。
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< 編 集 後 記 >
ACKU news45 号は 5 年連続の発行となりました。昨年 2020 年 4 月から、会長・副会長・事務局長
等の交代など新体制になり、理事も一部、交代しております。
昨年お知らせした通り、冊子希望者がまだまだ多いこともあり、当面は冊子での発行を継続すること
にしました。ただ、ＡＣＫＵのホームページでもＡＣＫＵニュースを閲覧できるように致します。
会誌担当も、5 年目になりましたが、編集内容等につき、忌憚のないご意見を頂きたく。
今年度は新型コロナウィルス感染拡大の影響で、山岳会の総会は書面決議になっており、また、ほと
んどの例会山行が中止になったため、山行報告が少なくなっております。唯一のイベントとしては、2020
年 10 月 3 日に開催した海外登山研究会で、OB の参加者は 8 名、現役 6 名、リモート参加は 6 名の方々
に参加頂きました。また、2020 年は、日チ合同中央アンデス遠征から 60 周年になりますので、参加メ
ンバーであった豊田寿夫会員から特別投稿を頂きました。印刷は、すべてモノクロ印刷ですが、ＡＣＫ
Ｕのホームページにアクセスして頂ければカラーの写真もご覧になれます。
今後も、例会山行記録の掲載だけでなく、新執行部の活動方針である①海外登山への機運を醸成
②他団体との交流を促進③山岳部活動への支援拡大④ヒュッテの活用促進⑤財政基盤の強化に沿った
記事を掲載して行きたいと思います。
また、若手・中堅・熟年各ＯＢからの積極的な寄稿をお願い致します。昔のＡＣＫＵニュースは団塊の
世代の OB による国内外の山行報告がかなり掲載されていましたが、最近は、OB の方々の高齢化のため
例会山行も減少傾向にあり、今後は、若手 OB の投稿に期待したいと思います。
個人的には、新型コロナの影響で本格的な山登りは出来ておらず、唯一、個人山行として報告してい
る北八ヶ岳・四阿山・荒船山に留まりました。今年は、8 月に南アルプス、9 月に 3 年前に行って登れ
なかった幌尻岳に行く予定ですが、新型コロナの終息次第という状況です。
退職後、時間があるので、毎日、マスクをつけて 10KM のジョギングを続けていますが、山に行けな
い状況では、モチベーション維持に苦労しています。図書館で山の本を借り、テレビの山の番組を見て
山に行った雰囲気を味わっています。特に、NHKBSP で放映され、吉井君も登場したグレイトヒマラヤト
レールは迫力があり、以前、名刺交換した関学 OB の中島健郎さんが出演していることもあり楽しみに
していますが、新型コロナの影響で今年の春のネパール行きは中止になったと聞いています。
国内海外とも、新型コロナが早く終息することを願っています。
今回のＡＣＫＵニュース発行に際して、私のパソコンのハードディスクが突如、壊れる事態となり、
投稿者の皆様には、原稿を再送付して頂き、多大なご迷惑をおかけしましたことをお詫びするとともに、
今回の皆様の協力に感謝致します。
2021/2/11 大竹口誠治 記
追記：本原稿締め切り後の２月１５日に平井名誉会員がご逝去されました。急遽、速報として
追悼の章に追加しております。改めて、平井名誉会員のご冥福をお祈り申し上げたいと思います。

「ミディからのグランドジョラス」F10 号

2017 年製作（山田会長）

エギーユ・ド・ミディにロープウェイで登り、バレ・ブランシュ側に出ると目に飛び
込んでくるのがグランドジョラス(4208m)。頂上から落ちるウォーカーバットレス（北
壁）を西側から見るので、その傾斜がよくわかる。手前の針の山のような尾根が印象
的である。

発 行
発行人
編集長

ACKU-news 45 発行日
: 神戸大学山岳会・山岳部
: 大竹口誠治
: 大竹口誠治
編集委員

:

2021 年 3 月 20 日

: 小林功、近藤昂一郎

原稿送付先 大竹口誠治 〒338-0011 埼玉県さいたま市中央区新中里 1-9-14
E-MAIL: 6824vgdn@jcom.zaq.ne.jp
小林 功
〒197-0823 東京都あきる野市野辺 508－11
E-MAIL:charin8458@gmail.com
近藤昂一郎 〒351-0034 埼玉県朝霞市西原 1-6-5-301
E-MAIL: k_kondo331@yahoo.co.jp
本誌 ACKU-news は神戸大学山岳会山岳部の内部的機関紙として発行しています

