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第一章 巻頭言 

巻頭言「2019年」 
                                         

                                      居谷千春 
 

数年前の突発的な病気から回復したはずなのに、私自身の気力・体力がどうも衰えてしまい「できな

い言い訳」ばかりいうようになってしまいました。実際、頭の中の空洞で鳴り響く耳鳴り、いわゆる「蝉

の声」は今や「回転工具の唸り」のようになって、人の話も聞き返すのが当たり前になりつつあります。

また本年度は山口事務局長が少し身体をこわされてしまい、山岳会旗を失ってしまったような脱力感も

漂い２０１９年度の ACKU の活動はもうひとつ迫力がありませんでした。今回の巻頭言は「ぼやき」

に近いかもしれませんがお許し願いたいと思います。 

 

◆新たな出会いを 

 日本全国の古い山岳会は、会員の老齢化と若い新会員が入らずシュリンクしていくばかり、各大学山

岳部は部員が途切れ廃部に追い込まれるところもあるようだが、東京オリンピックでも採用されたスポ

ーツクライミングが山岳部活動の主体になってきているところもあると聞く。ワンダーフォーゲル部は

健在であるし、むしろ登山ブームは継続しているように感じる。「登山をもう少し深く学びたい」、「頼

もしいリーダーと一緒に山に行きたい」という新たに登山を始めた人たちが、自分にあった山岳会を探

している。日本山岳会という日本を代表する山岳会も、パートナーを求めて新たに入会する対象である

場合もあるようだ。 

 ACKUには様々な形の交流がある、例えば、２０１８年度の総会には関西学生山岳連盟（AAVK）の

仲間、関学大・甲南大・大阪府大・同志社大の山岳会の会長・会員に来ていただき話を聞くことができ

た。また「アラ還同窓会」も実施しあらたなつきあいが始まった。兵庫県山岳連盟の会長会には最近は

皆勤だ。日本山岳会関西支部では２０１５年から金井良碩会員が支部長をされていたし、山田健副会長

も現在役員を勤めている。こういうところから様々な形のグループへの接触・交流が期待できる。親し

くなった団体が神戸大学の氷ノ山千本杉体育所（ヒュッテ）を使用することも始まった。考えてみれば

田中俊甫会員が立ち上げた HNA（ヘルプネパールアソシエーション）という団体の理事・役員の多く

は ACKU会員で構成されているので、各イベントで新しい山仲間・旅仲間が出来つつある。 

 今は亡き姫路の大先輩達が作った鉢伏山麓の「合歓の木山荘」は、現在、和光広典会員・高田和三会

員・関大山岳会の橋本昭さんが中心となって維持管理の世話役をしていただいている。ここも会員と新

しい仲間、若き現役部員の出会いの拠点だ。世話役の橋本さんを通じて多くの関大山岳会の方々とのお

つきあいが再開した、また山本恵昭理事が世話役をやっている白馬前田館での「雪見会」では甲南大学

山岳会の方々との交流がひろがっている。酒を飲みながら山の話ができてなかなか楽しい。しかし、あ

まり実際の山行にはつながっているとはいえないようだが…。 

 

◆こだわりを捨てて、 

最近の SNS（ソーシャルネットワークサービス）を覗いてみると、各個人も新たな繋がりやチャレン

ジ対象を求めてなかなか活発に広範囲に活動されていることがわかる。例えば、山の活動も凄いが O氏

の「米国全州マラソン走破」完了、ウルトラトレールとか、I氏の「２００フルマラソン完走」を目指

してとか、K氏やW氏のカヌー旅行、別の K大兄のスキー大活躍とかとか、自分がまさにそこへ行っ

たような気になるわけなので SNSもナカナカたいしたものである。今まで「あんなものは見ない」「あ

あいうものは時間の無駄」とか思われている会員諸兄もまず友人の活動を見て、自分の自慢を披露くだ

さることを期待している。 

私と同期の酒井利直会員が主宰する「室町山岳会」などの活動を見ていると、心底「羨ましく」、ま

た何故あそこまで元気なんだと「妬ましく」思うこともあったが、その会員達がその山岳会を「プラッ

トフォーム」のように活用して自由に幅広く山へいく姿に最近は感動している。彼によれば「山岳会は

いわば、乗り合いバスのようなもの」。新たな出会いも多いだろうし、気のあったもの同士で、それぞ

れの身の丈にあった山行は楽しいと思う。ただしそこにはポイントとなるリーダーが必要だ。 

ACKUは「こうあらねば」、「何かをなさねば」、「学究的であらねば」、「長い歴史の伝統を守らねば」、

「あらたな未踏峰、挑戦の対象を決定しなければ」などと始終思っているとやや不自由だが、これらを

克服することは楽しく喜びである。今は我々の行きたいところは準鎖国中、しばし休憩は可能だ、もう

少し待てば、その内に力のある仲間たちから自然発生的に声があがってくると思う。そして山に行こ

う！ただし安全第一、プライドも大事！（イカンイカンなかなかこだわりはすてられんナア）       以上 
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第二章 

ロプチン初登頂１０周年記念会・平井一正先生米寿祝賀会 
                                      居谷千春  

 

平井一正名誉会長は２０１９年１０月末日で８８歳になられるということで、２０１９年７月の理事

会で「平井先生米寿祝賀会」開催を提案した。今までそういう会はあったかどうかを考えてみると定か

ではない。山岳会として ACKU 歴代部長や会長に関してなにがしの記念会・祝賀会などで私の記憶に

あるのは西村先生以降で、退官記念会、叙勲祝賀会、還暦記念山行、部長退任感謝会程度。いろんなお

祝い事はあったと思うが、ほとんどの場合は有志代表の呼びかけであろう。聞くところによると京都学

士山岳会や日本山岳会でも、公式の祝賀会はクラブ創立何周年記念とか公式な海外登山隊の成功祝賀会

が主だろう。今回、山岳会事務局主導で祝賀会を実施するにあたって、とやかくいわれないだろうかと

か「いらぬことが心配」になってきた（気がちいさいなあ）。よって「海外登山促進のイベント」と合わせ二

本建で企画していくことになった。 

ACKU 企画の海外登山は２０１５年のバダリ遠征以降実現していない。チベットではやってみたい山

域が多いが、今の中国政治状況では受け入れられる可能性が低い。また何より体力・気力充実した隊員

候補を擁立できないので新しい山の遠征計画発表会ができるわけもなく、遠征を促すような海外山岳地

帯の旅行も企画していない。そういうことで、もう一本は「ロプチン初登頂１０周年記念会」が相応し

いということになった。また先述の調査の結果、平井一正先生は神戸高商・神戸商大・新制神戸大学歴

代山岳部部長の系列では最高齢ということがわかった（注１参照）。 

なによりも、パキスタンカラコルムシェルピカンリから中国チベットの山々、クーラカンリ、チェル

ーシャン、ルオニー、ロプチンと続く神戸大学ヒマラヤ遠征のベースを作っていただいた平井先生に感

謝をもって「米寿」をお祝いし、ACKU としても早期に次の「未知への挑戦」実現を期待したい。 

 

《注１》 

河本卓生会員が編集責任者であった神戸大学山岳部山岳会百年史（山と人百年）で歴代部長の享年を

調べてみた。初代岡田英定先生（高商）、二代鎌田春雄先生（高商）は没年の記述なく享年は不明、三

代以降はしっかり分かった。流石の調査編集である。 

神戸高商・神戸商大・新制神戸大学の系列で山岳部部長をされた先生の享年を満年齢でいうと、③平

井泰太郎先生（商大）は７３歳、④田中薫先生８４歳、⑤⑦川上太郎先生（商大・新制）８７歳、⑥高

木正孝先生（以降新制）は行方不明時４９歳、⑧西村勝比古先生は６６歳、⑨中西哲先生５７歳、１０

代目の平井一正先生が満８８歳になれば最高齢ということになる。 

実は終戦後の⑤川上先生の時代に神戸工業専門学校（工学部前身）の山岳部が並立しており新制神戸

大学と合体する直前２年間程、山岳部長であられた鳴瀧良之助先生が享年９０歳と長命であられた。前

身の学校のその他の山岳部部長のことは、八十年史・百年史でも触れられていない。（ご存知の会員が居られ

たら教えてください。） 

 

◆ 記念会・祝賀会 

日時：１１月９日（土）１５：００〜１９：００ 

場所：KＵC（神戸大学学友会大阪クラブ・大阪凌霜クラブ） 

案内発送：９月２８日 

出席者：３５名 

 平井一正先生、乙藤先生、山形先生、以下敬称略 井上（達）、山本（恵）、東郷、柏田、小谷、高田、 

 河本、鶴谷、金井（良）、瀬野、和光、高屋、居谷、森長、山田、坂本（淳）、岩井、松村（政）、 

 大竹口、長谷川（浩）、野邊（久）、矢崎、小宮、近藤、石丸、山本（浩） 

 現役（清野、稲川、熊田、江田、候） 

司会：大竹口（山口事務局長が体調不調で交代） 

 

第一部 ロプチン初登頂１０周年記念会 

１．居谷会長挨拶：本日の会の趣旨、平井先生への感謝、先生が歴代部長最高齢（５分） 

２．井上前会長・ロプチン隊長挨拶：ロプチン遠征を思いおこして成立の過程、特色等の説明（５分） 

３．山田副会長説明：ロプチン遠征「すべてはクーラカンリから始まった」、クーラカンリの高所協力

員は後の交流につながる、登山後の成都までの踏査時連絡官のウリャンプーからカンリガルポとい

う綺麗な山群を知る、偵察を含め、パワポで写真ビデオを映しながら登山過程説明（４０分） 
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４．隊員挨拶：本日は隊員全員出席 

実行委員長の山形先生：昨日遠征報告書をまた見直していた。いろんな方のお世話になり改めて感

謝。アタック成功したという知らせはあったのだが、その後連絡がなくたいへん心配したことが思

い出された。緒方さんが大丈夫といってくれていたのをよく覚えている。「初登頂」とはすばらし

いもの、個人レベルでも、登頂したもの・サポートしたものそれぞれに一生のうち何回も思い出さ

れるだろう、それが自分の励みになったり人生の糧になったりする。京大の松沢さんが言われてい

るが、「学問」と「初登頂」はイコールである、パイオニアは尊い。平井先生からも何度も教わっ

たが大学にとってもすばらしいこと。学生にとっても誇りや自信になる。日中関係がよくない中、

人的交流や友好関係維持は社会的な意義も深い、いろんな意味初登頂はすばらしい。 

 

    
 

山本登攀隊長：「降りろ、降りろ」ばかり言っていた。交信は C３とアタック隊はよく繋がるが、C

１とは直接入らない、テントから出て吹雪の中をプラトーの端まで行かねばならない。アタック隊

の呂律がまわらなくなって、こちらはあせっているのに下は随分のんびりしておめでとうムード。

個人的にはすごく腹がたっていた。まあ無事でよかった。アタック隊二人はシュラフで寝たのだけ

れど、父子ぐらい年の離れている石丸君とザイルの上に座っていろいろ話しをしたのを覚えている。

その他、神戸大のパーティーに入った話題。反対されると思っていたのに職場（学校）もクラブも

すべてバックアップしてくれた。チームを組んでじっくり行くというのは初めてだった。いろんな

方々とつながりが持てた。 

 

矢崎登頂隊員：登頂後降りるのが遅いと言われているが、実は２０m 程先が数 m 高くなっていて、

そこまで寄り道をして、改めて写真などをとっていたから。暗闇の中 C３の明かりが心強かった。

C３で２人用テントの中で４人寝たのはきつかった。下山してから一番印象に残っているのはラサ

で山田さんがパイチューを水のように飲んだ後の凄い光景、今でも目に浮かびます。みなさんのお

かげで登頂でき非常にいい経験だった。若いみなさんもパイオニアスピリットをもち続け、努力し

て未踏峰を目指してほしい。体力はまだ残っているが、ピークを過ぎている。その時は全面的にバ

ックアップする。 

 

近藤登頂隊員：楽しかった。距離感、スケール感が違う、目の前に見えるがなかなか近づかない。

クレバスを避けながらの荷揚げはなかなか日本ではできない。子供がまだ小さいので今すぐにとは

いかないが、次の機会もできるだけ協力したく思う。 

 

石丸隊員：当時の写真やスライドをよく見ているがなつかしい。楽しかった印象。C２で山本さん

と食事を作っていた時、山本さんの鍋を壊してしまいすごくおこられた。C３でアタック隊を待っ

ている時の緊張感、昨日のように思い出す。今広島へ転職、IT の仕事をしている。山に関するソフ

トウエアが欲しいということ等あればサポートしようと思う。入部翌年ロプチンに行き先輩方にい

ろいろ迷惑をかけた。もうすぐ３０歳、これからはサポートの方ができるだろう。 

 

第二部 平井一正先生米寿祝賀会 

１．乙藤先生乾杯の挨拶約２分： 平井先生の米寿のお祝いの会があるということで船原尚武さんの仏

前に報告に行ってきた。その後お父さんと話しをした。まず「酒が飲めないと人生じゃないよ」。

次に船原さんが「今年は８９歳、尚武も今年は還暦だ」といわれた。そこで、尚武の分をあわせて

ダブル還暦を目指すのもいいなという話しになった。先生も米寿だとか白寿ではなく「ダブル還暦」

を狙ってください。では乾杯！ 
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２．平井先生紹介ムービー約７分（居谷）：提供を受けた写真に音楽を組み合わせただけ。あとで先生

から話しがあるので質問を考えていてください。（曲：テネシーワルツ、スヌーピーのテーマ、エ

ーデルワイス使用） 

３．平井先生挨拶と８８年の人生（パワポ）約３５分：こんなに天気のいい日に集まっていただきあり

がとうございます。お土産もなく失礼、ムービーで履歴が紹介されていて何もいうことがないがあ

れば葬式にとっておいて欲しい（笑）。山は７０年、一言でいうと「ついていた」、何遍も神様に助

けられた、京大２年の時、例えば北鎌尾根の獣道のギャップ、もしジャンプしたら落ちていた。金

沢大でチョゴリザ、京大に戻ってサルトロカンリ、神戸大でシェルピカンリ・クーラカンリ、甲南

大、その間ドイツ留学２年、勲章は山登りでもらったのではない（笑）、学生の時の山の紹介（剣

尾根の F４・冬の北岳バットレス）、チョゴリザ（ドームの向こう側に最終テント）下りが怖かっ

た、当時２６歳・ラッセルも一人でやった強かった・無線もなくむしろ助かった、ヤルンカンの計

画も作った、 

シェルピカンリでは初めての隊長（いかにしんどいか）、あとは中国の山の虜になった、訪中団、

天津大学から史占春にアプローチ、友好を深めクーラカンリの許可をとった、必死になって資金１

億円を集めた、クーラカンリは独立していて綺麗な山、川蔵公路踏査許可もコネクションが役立っ

た、本格的学術調査ができた。留学生問題・支援・シンポジウムにもうちこみ文部省にも認められ

た。阪神淡路大震災の年、たくさんの学生・留学生・教官がなくなった、その年に甲南大学応用数

学へ、山岳部にいたおかげで甲南の山の仲間とも交流できて本当によかった。ルオニーへの情熱（カ

ンリガルポ山群、５回目の遠征は登れなかったが誰も死なずよかった。その後もみんなが付き合っ

てくれて塩見岳や赤牛岳等にいったが充実していた。 

・ 夢を持ち続けその実現に努力していた、いつまでも夢を持つことは若さに通じる、 

夢は必ず実現する、老いてもなお青春でありたい 

・ 好奇心をもち野心的であること、執拗に努力する、楽観的であること、 

いろんな不安にうちかつ 

・ 能力に対する不安、自分の将来に対する不安、目的の価値に対する不安、 

目的を同じくする仲間・先輩などは必要   などなど。 

４．先生へお土産（梅干しの種を取り鯛をほぐして入れたもの＝うめでたい） 

５．近藤君から差し入れ（ワイン） 

６．記念写真撮影 
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第三部 懇親会・意見発表会「今後の ACKU 海外登山はどうあるべきか」 

１．ACKU の海外登山「今まで、これから」ムービー約１１分（居谷）：２００６年井上さんがつくっ

たパワポプレゼ資料「神戸大学ヒマラヤへの挑戦」をベースに写真追加、音楽をつけたもの。（曲：

ENYA の Shepherd Moons というアルバムから①Ebudae ②Marble Halls ③How Can I Keep 

from Singing? 使用） 

２．祝辞・意見交換会・自己紹介出席者 

ほぼ全員の消息・現役への激励・ご意見をいただきました。 

《抜粋》 

・ 現役の活動で個性を重んじるには結構だが、パーティーとしてやや物足りない。「一緒にザイル

をつなぐんだ」とか「ここでやるんだ」という気持ちを示して欲しい。（東郷） 

・ ムービーを見て久々に血が騒いだ。（高田） 

・ 世界に名だたる登山家、高木正孝と平井一正を持つ神戸大学を誇りに思う。（小谷） 

・ 平井先生と神戸大学では同期です。学生会館で映画「花嫁の峰チョゴリザ」を見た（金井良） 

・ 平井先生の栄光は表の姿、そこに奥様の内助の功があるはず、それを伺いたい。探検家と冒険

家と山岳家があると思う。その違いは？山の活動は社会貢献になっているか？（高屋） 

・ 杉本・野邊・天野の三人娘の活動は楽しく有意義な４年。また山ガール復活する（野邊久） 

・ 鉢伏の合歓の木山荘の管理人をしている。いろんな人とつきあっている。（和光） 

・ ７６年の入学、これからはできる限り山に行きたい。（松村政） 

・ 平井先生のことを考えると６０歳で疲れたなどとは言えない。現役の５年でネパールに行った。

６０００m を狙うのも面白い（長谷川） 

・ 平井先生がいわれた「執拗に努力する」大事だと思う。（森長） 

・ ヘリテージ基金協力お願い、最近は山に走ってのぼる、日々トレーニングが大事（岩井） 

・ 改めて映像をみるとドラマがわかる、平井先生、ダブル還暦を！平井先生のつき、運を自分も

もらったようだ。もうすぐ６３歳、年１〜２回こういう会にでると消えかけていた火がまた大

きくなりそう、今できるパイオニアワークを！（坂本淳） 

・ 体力が大事、ﾁﾍﾞｯﾄ語・ﾈﾊﾟｰﾙ語を勉強している。カンリガルポいつか行ってみたい。（大竹口） 

・ ロプチン氷河に行ったことで、家内といろいろ行っている。ラップランド・ネパールゴーキョ

ピーク・キナバル・チロル・ドロミテ。ヨーロッパはどこへ行ってもケーブルがあって一挙に

上がれる。先生で一番覚えているのは白馬で「谷間のユリ」を教えいただいたこと。 

・ 今年やっと就職、ミーハーだけど NZ のサザンアルプスヘ行きたい（山本浩） 

・ 平井さんの後の山岳部長です。「山と人」だったか、将来はどうするかという記事を見ていて「京

大じゃないんだから、あまり自然科学的なことはできない」という意見が書いてあった。これ

は少し残念だ。地球科学にきた学生・先生で山が好きな人がいる。昔東北大学からきた非線形

数学のブンジユキオという人がいた。東北大学山岳部部員だった。彼を山岳部の役員にどうか

とふったら「なってもいいかな」という顔をしていた。今後地球科学にも声をかけていただい

てもいいんではないか（乙藤先生） 

・ 三田市から来た。畑を借り、玉ねぎを植えている。１５年前に２年つづけてカンリガルポに行

った。高山病になった。（小宮） 

・ ロプチンへ行った時はまだ会員だった。平井先生のお祝いで喜んで来たがペーパーに「会員外」

と書いてある。６０年いたのにこういう表現はちょっとひどいのではないか。（金井健） 

 

３．現役自己紹介・近況 

   
 

４．中締め（山形先生）：挨拶と一本締め  未知への探求がんばってください     以上 

清野君（４年）：今のところ山岳部所属は８人、今日、海外登山は

関わった人たちの人生のように感じた。自分はあまり興味がなかっ

たが、機会があれば少しずつ、乗りたいなと感じている。 

熊田君（４年）：シンガポール留学中、キナバルやミャンマーやマ

レーシア・インドネシアの山にも行った。来月はパタゴニアのセロ

コレアに行く。チベットの未踏峰は行きたい。１年休学中。 

江田君（３回）：今年関西大学から編入、登山未経験。今日はカッ

コよかった。来年は新入生をたくさんいれたい。期待してください。 

候 君（１回）：チベットの山もありかなと感じた。 

稲川君（４回）：平井先生はすごい人だなということがわかった。 
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第三章 山岳資料館関係 

ACKU 山岳資料館、暫し３箇所で！ 
                                  居谷千春  

 

昨年度 ACKU ニュース４３号巻頭で山岳会関連図書の状況を紹介した。能勢の和光広典会員自宅の

蔵に間借りしている「蓑庵文庫」、神鍋の田中俊甫会員別荘に所蔵されている「俊岳荘文庫」のリスト

化・会員公開が２０１９年の課題であった。前者の蔵書内容はほぼ把握しているので、４月の総会まで

に後者の蔵書概要を把握することにした。田中会員から俊岳荘の図書はもし可能なら、大学図書館また

は ACKU 山岳資料館（まだ実現していない仮想の図書館）への寄贈・移動も可との了解をいただき、

まずは田中会員からは俊岳荘の鍵を借入した。 

 

◆蓑庵文庫・俊岳荘文庫の所蔵本の概要確認 

２０１８年１２月３０日：和光・山田両氏に合歓木山荘から帰宅する前に俊岳荘の写真撮影を依頼し

た。また俊岳荘部屋、本棚配置の見取り図も作ってもらった。俊岳荘内で本がおかれている部屋はリビ

ングと和室の２部屋だ。最近のデジカメ撮影では画素を高めて撮影すれば、結構本棚の書籍名が読み取

れる。その写真から本棚の名称を決め、棚数を把握しデジタル写真をパソコンで大拡大してリストをつ

くっていくことが出来ると考えた。しかし本があふれ本棚に収めきれないものは上部に積み上げられて

おり、リビングには段ボールが山積み。本棚の前が空かないと本が読み取れない。 

田中氏は俊岳荘には約５０００冊の山岳本があるとの推算をされている。しかしながら本棚の重なり

や段ボール内書籍、積み上げ本の把握、薄手の冊子・雑誌などの冊数把握が難しかったが、大雑把なリ

ストを作成すると蔵書数推算は約３０００冊となった。 

 
 

一方、神戸大学図書館（旧教養、現在は国際文化学部）を見学し大量の山岳本受け入れ可能かどうか

の打診を行った。当然ながら寄付リストをつくってくれれば受け付けるが配架・廃棄などは大学に任せ

てほしいということであった。山岳書といえるものはほんの一握りで一挙に受け入れてくれれば、素晴

らしいコーナーになるのになあと思うが、それはこちらの事情である。 
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 俊岳荘もスキー場近くの別荘地で湿気も多く未来永劫維持されることは難しい。蓑庵文庫も今は問題

なく使用させていただいているが数十年先の保証は誰もできない。合歓木山荘も閉鎖される危機はもう

数年先である。山岳部部室もすでに何回かの移動を経て現在に至っている。今山岳部文庫も整備しよう

としても部室は図書館ではない。珠玉の山書・山岳書を集めても、それがいつかは「負の遺産」になっ

てしまわないかが常に不安である。理事会のメンバーの大半の心配の種である。 

  
 

２０１９年４月の ACKU 総会で上記の方針・問題を発表した。その時、山岳部部長の河端先生から

神戸大学図書館運営の会で、少し興味あるようだから接触してみるといいとのアドバイスをいただいた

ので、もう少し精度の高い蔵書リストを作成することにした。５月４日に俊岳荘へ出向き段ボール内の

書籍を確認し、また段ボールで隠されていた書棚等を調査した。ちゃんとしたリスト作りにはまず段ボ

ール等の移動が必要と感じ田中氏に承認を得て５月３１日、段ボール内に詰め込まれていた書籍を蓑庵

文庫に移動させることで隠れていた部分の写真を撮ることができた。 

 

さて７月４日、河端先生から紹介をしていただいた神戸大学図書館長の富山先生に面談の打診をした

ところ７月１７日に六甲台社会科学系図書館（山岳部旧部室下）で事務方を含めて会っていただけるこ

とになった。神戸大学は各学部８か所の図書館を擁しているがやはり山岳部のメンバーが昔、ジオグラ

フィカルジャーナルなどを漁った六甲台の図書館には思い入れがある。期待を膨らませて面談当日まで

パソコンに向かい、目を皿のように俊岳荘図書の写真を見てリストづくりに励んだ。 

 

◆冨山図書館長宛の面談依頼メール（抄） 

 前略〜会運営の方針の大きな柱は新たな未知の探求、永続的な山岳部の維持とその山岳部学生の応援です。

方策のひとつに山岳会アーカイブの整備・山岳図書資料館を設置することがあります。現在は山行前の下調

べもネットやガイドブックで調べて終わってしまう便利な時代になってきました。他大学の部報や山岳本な

どはほとんど読まない時代になりつつあります。しかし、やはり未知なる地域への好奇心、初踏査・初登攀・

探検への研究・学習は先人の記録・報告が最適です。それらを、探く読み込み、調査することによって新し

い魅力的で完成度の高い計画が作成されていきます。山登りの喜びや切望は、紀行文や随筆を身近において

普段から読んでいくことで馥郁たる味わいが醸造されるのだと思っています。 
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 現在対象になる山岳本は次の文庫のもの 

田中俊甫会員が収集している「俊岳荘文庫（神鍋）」（雑誌を含め約5000冊、満杯） 

山岳会現事務局が収集管理している「蓑庵文庫（能勢）」（雑誌を含め約1000冊、その他遠征ファイル・資

料多数） 

 北海道大学山岳会のように学内に土地や建物（教室）（スペース）を借り受け、独自の図書館をおくこと

は夢です。山岳会長就任時に武田学長や野邑先生（１００年記念館付属図書館長）にもご挨拶がてら山岳会

員が所持するする山岳関係図書資料を学内に集約可能かの打診や希望をお話しましたが、神戸大学山岳会会

誌や部報以外は難しいということでした。旧教養・現国際文化学部の図書館にどのくらい山岳関係本がある

か見せていただきましたが施錠されている書庫の書架で約１００冊以下？のみでした。寄贈はリストを作っ

てくれれば受け入れも可能だが、処分に関しては図書館に任せるのが条件だそうです。 

 たしかにOBによる自前の図書館運営は、なかなか難しく上記前者、神鍋の「俊岳荘文庫」も文庫館長田中

氏の高齢化で折角の興味深い山岳書籍が、通常簡単に会員・山岳部員の目に触れない状況になっています。

前者はすでに満杯、上記後者、能勢の「蓑庵文庫」も終活OBの蔵書を集めていくと近々に満杯です。それら

の書籍・山書を山岳部学生だけでなく、神戸大学山岳部OB（山岳会員）、一般学生、教員が活用できるよう

に神戸大学図書館でどのぐらいの本が受け入れ可能かをご相談したい次第です。〜以下略 

 

７月１７日、面談日までに俊岳荘文庫と蓑庵文庫の蔵書リストをなんとか仕上げ冊子にし、書庫写真

やリストファイル等を焼き付けた DVD を持参した。当日は体調不調であったが山口事務局長も面談に

同席してくれた。懐かしい社会科学系図書館は在学当時とあまり変わらないイメージであったが、面談

した５階館長室まではエレベーターで上がったので昔の面影は感じられなかった。「ここまでよくリス

トを作られましたねえ」と言われ、受け入れ検討の年内実施を約束してくださった。 

 

◆面談記録 

面談者：神戸大学付属図書館長 冨山明男 工学研究科教授  

    神戸大学付属図書館  村上健治 事務部長 

    神戸大学付属図書館  矢野真弓 情報管理課長 

場所と時間：神戸大学社会科学系図書館内館長室 11：40から12：15 

内容 

・山岳会関係の図書の量はどれくらいあるのか？ 

 俊岳荘；約4000冊 蓑庵：1000冊（平井先生宅から山岳会へ寄贈される冊数は不明） 

・付属図書館の収納可能スペース： 各図書館併せて2３5万冊位か（分散している）、それでも、新規

購入の必要があるので毎年２万冊を廃棄している。同じものは置けない 

・図書の分類： 本としての価値のあるもの（古本市場での価値ではない）、神戸大学の歴史等の資料

的なもの、閲覧に値するもの（多くの人に読んでもらいたいもの）等は、保管を検討する対象になり

うるが、資料的に価値があるものなのできちっと管理保管してもらいたいのか、それとも閲覧も考え

ているのか？分類して考えて欲しい。（分散保管も可と返事したので） 

・何時までに検討すればよいのか？： 半年は大丈夫 

・居谷会長作成の蔵書リストとDVDをお渡しする。 

 

 大学図書館の矢野真弓課長から返信があったのは１１月１４日、６９冊の受入れの回答であった。全

国のすべての所蔵館で０館〜２館が受入基準ということがわかった。どこまでが全国図書館なのか確認

していないが、この基準で調べ上げられたことは凄いことだと思った。数千冊は無理にしても５００冊

ぐらいが大学図書館に並ぶだろうと考えていたので、やや落ち込んだが、神戸大学の図書館に山岳会か

ら寄贈された本のコーナーができるということはある意味ではすばらしいかもしれない。 

 

◆ 回答書面(余白はカット) 
令和元年11月14日 神戸大学山岳会会長 居谷千春殿   神戸大学附属図書館長冨山明男 

   神戸大学山岳会の資料受入について（回答） 

 日頃より大変お世話になっております。7月には暑い中、神戸大学附属図書館にお越しいただきまして、誠にありがと

うございました。「神戸大学山岳会の資料受入について」ご相談を受けました事につきまして、回答させていただきます。 

 神戸大学附属図書館では、ご提供いただきました山岳会所蔵資料リストに掲載されている計1,202件の資料について、

本学及び他大学の所蔵状況を調査いたしました。その結果、下記のとおり計69件が、神戸大学附属図書館において受入可

能な資料となります。ご寄贈いただいた資料は、神戸大学社会科学系図書館の書庫に配架させていただく予定です。 
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 この度は、神戸大学山岳会が所蔵されている資料のご寄贈につきまして、お話をいただき誠にありがとうございます。

ご希望されている多くの資料をお引き受けできれば良いのですが、附属図書館の書庫スペースも狭隘化が進んでおります

ので、ご理解をいただきたくお願いいたします。今後とも、よろしくお願い申し上げます。 

記 受入可能資料 69件 (別紙リストのとおり) 

【内訳】 

 1.全国所蔵館0館 (日本の図書館でまったく所蔵されていない資料) 26件 

 2.全国所蔵館1館 (日本の図書館で1館のみが所蔵している資料)   26件 

 3.全国所蔵館2館 (日本の図書館で2館のみが所蔵している資料)   17件（まで） 

 

 

 ９月に平井先生から山岳会への山岳書籍の寄贈をうけた。抜けのない珠玉の全集である。ヘディン中

央アジア探検紀行全集、ヒマラヤ《人と辺境》全集、ヒマラヤ名著全集、西域探検紀行全集、朝日講座

《探検と冒険》、ヒマラヤ学誌（１９号まで）、その他中国登山関係本計１１０冊。 

  

 先生としてもできれば大学図書館、または山岳部員が容易に参照できるところに収蔵してもらいたい

との希望があったので、１１月１８日神戸大学附属図書館への寄贈に関しての追加打診を行った。 

 

◆ 回答書面(余白はカット) 
令和元年11月26日 神戸大学山岳会会長 居谷千春殿   神戸大学附属図書館長冨山明男 

   神戸大学山岳会の資料受入について（回答） 

 日頃より大変お世話になっております。11月18日付のメールにて、「神戸大学山岳会の資料受入の追加について」ご相

談を受けました事につきまして、回答させていただきます。 

 神戸大学附属図書館では、ご提供いただきました平井一正先生から山岳会へ寄贈された所蔵資料リストに掲載されてい

る計110件の資料について、本学及び他大学の所蔵状況を調査いたしました。その結果、下記のとおり計6件が、神戸大学

附属図書館において受入可能な資料となります。 

 前回、ご回答させていただきました基準(全国所蔵館0～2館)に沿って、受入可能な資料4件を選定させていただきまし

た。また本学図書館(総合・国際文化学図書館)でシリーズ本として所蔵している資料で、欠本がある資料2件を加えまし

て、計6件の御寄贈を依頼申し上げます。 

 この度は、神戸大学山岳会が所蔵されている資料のご寄贈につきまして、お話をいただき誠にありがとうございます。

今後とも、よろしくお願い申し上げます。   

記 受入可能資料 6件 (別紙リストのとおり) 

 

【内訳】 

 1.全国所蔵館0館 (日本の図書館でまったく所蔵されていない資料) 1件 

 2.全国所蔵館1館 (日本の図書館で1館のみが所蔵している資料)   2件 

 3.全国所蔵館2館 (日本の図書館で2館のみが所蔵している資料)   1件 

＊本学図書館(総合・国際文化学図書館)で欠本となっている資料 2件 

「ヒマラヤ名著全集 第4巻、第10巻」（まで）                

 

 神鍋の俊岳荘・能勢の蓑庵文庫へピックアップに向かったのは１１月２２日。今回は珍しく家内も同

行してくれたのでリストからのピックアップは速かった。附属図書館への搬入日１２月２日と決まった。

清野CLと協議し部室書庫にスペースを作ってもらうことにして平井先生からの寄贈本は「部室文庫」と

して同日搬入することにした。部室の整理整頓が予想以上に進んでおり山岳部の古いアルバムが３冊や

ルームノートが２６冊出てきた。内容は岩井副事務局長が立ち上げてくれたフェースブックのプライベ

ートグループの「神戸大学山岳会」というところで紹介している。後日附属図書館矢野課長より丁寧な

礼状が届いた。ダブりやその後不要になったものがあるのでやや冊数が減っている。 

 

◆ 礼状書面(余白はカット) 
2019年12月18日 神戸大学山岳会会長 居谷千春殿 神戸大学附属図書館長 冨山 明男 

神戸大学山岳会の御寄贈資料について(御礼) 

 拝啓、時下ますますご清栄のこととお喜び申上げます。今回、当図書館に貴重な資料を御寄贈下さいまして誠にありが

とうございます。心より御礼申し上げます。寄贈していただきました資料は、社会科学系図書館、総合・国際文化学図書

館にて所蔵させていただきます。本学の教職員・学生の学習・研究のために役立てて参りたいと存じます。今後とも、宜

しくお願い致します。なお、失礼とは存じますが、本状をもちまして受領書にかえさせていただきます 

記 The Ascent of Alpamayo ほか63 冊（内訳別紙のとおり）計 64 冊 

(担当) 〒657-8501 神戸市灘区六甲台町2-1 神戸大学 附属図書館 社会科学系図書館資料整備グループ 
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 今年度の活動は当面、三箇所の文庫の蔵書リストを公式山岳会ホームページに格納して、会員が独自

で検索できるようにすること、本当の希少本などは内容も検索できる方法も検討すること、リスト化で

きていない冊子や本棚の影の部分の蔵書のリスト化などであり、「山岳図書資料館を設置する」の活動

は一旦中断し、状況の変化を待とう。 

    
写真は左から部室内ロッカー書棚（隣の美術部の部室仕切り）、蓑庵文庫パノラマ、俊岳荘文庫棚２と棚１−３ 

 

 神戸大学附属図書館長の冨山館長からは大量の書籍を大学内に入れるなら学長や部長の専用書庫に

するのがむしろ早いだろうというアドバイスもいただいたが後々を考える無理だろう。西灘の兵庫県山

岳連盟の登山研修所は書籍の受入はするとのことだが同所内の「藤木文庫」などはすでにスライド式の

書庫格納になっている。日本山岳会本部の書籍もスライド式書架に格納されていて受付で閲覧希望メモ

を渡して取り出してもらう様式だろう。こうなると会員がコーヒーを飲みながら適当にピックアップし

て参照するスタイルには程遠い。 

 合歓木山荘の管理人の和光会員・関大山岳会の橋本会員が浜坂の加藤文太郎記念図書館を見てきてく

れた。素晴らしい書架に山岳本が詰め込まれている。高度な管理もされ個人からの寄贈本には表示もし

てある。このレベルの図書館には専門司書や多くの職員がいるのだろう。ここはまだ受入が可能らしい。 

 いざとなればここがあるかもしれない！ 

               

  
加藤文太郎記念図書館は浜坂（H17新温泉町となる）にあり、1994年に開館 

    
定休日は毎週木曜日と第火曜日、所蔵本の検索システムも整備されている。  
                                        以上 
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ヨーロッパの孫に聞かせる 

日本と世界の歴史（岡市氏自家本のご紹介） 

 
                                       大竹口 誠治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本書は、岡市氏が、ＮＰＯ法人であるＨＮＡ（ﾍﾙﾌﾟ・ﾈﾊﾟｰﾙ・ｱｿｼｴｰｼｮﾝ）の会報に２０１１年５月か

ら連載されている本編に、当会の「山と人」１９８８年版に掲載された「クーラカンリ初登頂物語」 

等の文書を付録として加えられたもので、岡市氏が設立された（株）コスモ情報センターが創業 35 周

年を迎えたのを機に、一本にまとめて、記念出版されたものです。 

 本編は、オーストリアのウィーンに住んでおられる岡市さんの１３歳の孫娘さんに聞かせる日本と世

界そして宇宙についての歴史物語です。 

 

 私も、ＨＮＡの機関誌は、時々、目を通させて頂いていますが、改めて全編を読ませて頂いて 

久しぶりに知的な興奮を覚えました。題名には、日本と世界の歴史となっていますが、その内容は、歴

史以外に、宇宙の成り立ちから始まる天文学、複式簿記、ソクラテスと孔子の哲学、ニュートンの万有

引力とアインシュタインの相対性理論等の物理学、極限状況下のリーダーシップのあり方、ヒマラヤ山

脈がどのように出来たか等の地球物理学、生命はどうして誕生したのか等の生物学、私がインドネシア

に駐在していた時に身近にあったイスラム教の歴史も含め、極めて広範囲に亘っています。 

 

これだけ広範囲な文書を書かれるには、相当な読書量をこなす必要があり、また、文書にするために

は、正しく理解していないと書けないと思いますので、岡市氏の読書量と理解力と文書力に驚嘆致しま

した。 

また、付録の山岳部・山岳会関係の文書では、クーラカンリ初登頂記、同峰初登頂２０周年記念、氷

ノ山千本杉ヒュッテ５０周年記念、故坂本亨氏の追悼、高木先生の山と人生及び高木先生の没後５０年

に行なわれた偲ぶ会の様子も記載されており、私自身、今まで詳しく知らなかったことも何点かあり、

大変、勉強になりました。この「日本と世界の歴史」は、ＨＮＡの会報には、その後も継続して掲載さ

れておられますので、今後も、楽しみにしております。 

                                          以上 
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第四章 事務局関係 

 

千本杉ヒュッテの管理業務の受託について 

 
                                ヒュッテ担当理事 山田健  
 

１ 経緯 

神戸大学氷ノ山体育所（千本杉ヒュッテ）は神戸大学山岳部山岳会が建設しましたが、完成直後に神

戸大学当局へ所有権移転され、大学の施設として管理されてきました。大学学生支援課では現地管理人

として、鵜縄地区住民に原則無雪期月 2回の現地点検業務を委託してきました。しかし、これまで管理

人をお願いしてきた同地区片芝氏は高齢のため継続が無理となり、また地区の中で誰も引き継ぐものは

いないとのことで、学生支援課では代わりの管理人を探していました。そこで本年４月、当山岳会に相

談があり、山岳会自身で管理業務委託を受けられないかと申し出がありました。その後、条件等につい

て交渉をし、大学が示してきた案を理事会で検討し、本年１０月から受託することとなりました。今年

の２か月分はとりあえずヒュッテ担当理事が業務を行い、来年分から各月の業務実施者を募集しますの

で、希望者はご連絡ください。 

 

２ 業務内容 

 ・５月～１１月の 7か月間、月１回現地の状況を確認し報告する 

  

３ 条件 

 ・謝金 １回あたり 11,000円   

 ・管理業務の実施者は原則１人（２人以上で行ったとしても謝金は一人分） 

 ・入金は実施者個人の口座に振込む。銀行振込依頼書を事前に提出する 

 

４ 管理業務の実施方法（理事会により承認済） 

 ・年度初めに会員にヒアリングをして各月の実施者を決める 

 ・実施者は銀行振込依頼書を作成し、ヒュッテ担当理事からまとめて大学に提出 

 ・実施者は自分の都合の良い日に管理業務を実施し、写真をつけて報告書を作成 

 ・報告書はヒュッテ担当理事が確認したうえで学生支援課にメールで提出 

 ・実施者の個人口座に 11,000円が振込される 

 ・実施者が振込確認の上、山岳会ヒュッテ管理金口座に 5,000円を振り込む（振込手数料は実施者が

負担） 

 ・ヒュッテ管理金口座に貯蓄された金額は備品購入などに利用する 

 ・もし実施者がその月に都合が悪くなった場合はヒュッテ担当理事が代わりの実施者を探す 
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ＡＣＫＵニュースのネット配信のアンケート結果と今後の対応方針 
                                        大竹口誠治 
 

昨年度から、ＡＣＫＵニュースの製作費用を削減する具体策を模索してきましたが、最近はやりのネ

ット配信（ＰＤＦでの送付）に変更する案が出て来ました。ネットに抵抗がある方が多いのではないか

と思い、ネット環境をお持ちの方に、アンケートを取ってご意見を伺おうということに昨年の総会で決

まりましたので、昨年７月１８日にアンケートをお送りしました。 

その回答結果は以下の通りとなりました。 

 

１．ＡＣＫＵニュースのＰＤＦ化に関するアンケート集計結果報告 

   実配信数 １０９件 

   回答数   ４２件（全体の３９％）→うちＰＤＦ化を希望 ２５件 

                         冊子を希望 １５件 

                         併用を希望  ２件 

   未回答数  ６７件（全体の６１％） 

 

２．検討結果 

（１）全体の４０％の方々から回答を頂き、ＰＤＦ化を希望する方が回答の半分以上を占めました。 

   積極的なＰＤＦ化を支持する方もありましたが、費用削減で止むおえない場合は、ＰＤＦでもし

かたがないという意見の方が多かったです。 

（２）費用削減に関し、ネット印刷を利用されて「山嶽寮」を発行されている「甲南山岳会」の業者 

   （「冊子印刷ドットコム」、奈良の業者）を紹介してもらったところ、編集局サイドでの手間は

かかりますが、同じものであれば、以下の通り、従来の半分以下で発行可能となりました。 

       

前回のＡＣＫＵニュース４３号（８６ページ）を２００部作成した場合の比較では以下の通り。 

（すべてモノクロで想定、消費税込） 

     チャンス社  ２０７，３６０円（１冊当り １，０３７円）  

     ドットコム社  ８７，４５０円（  〃    ４３７円） 

     →自分でＰＤＦ化する必要があるが、かなりなコストダウンが可能 

      カラーを一部入れた場合でも、アップ額はドットコム社の方が、かなり割安でした。 

 

（３）従って、当面２～３年通り、冊子での印刷とするが、会員の皆様のネット環境が整ってくれば、 

   再度、ネット（ＰＤＦ）配信も検討してみたいと思います。 

 

（４）ただ、ホームページで過去のＡＣＫＵニュースを閲覧するようにしてほしいという要望が多く 

   費用もかからないので、すぐに実行することと致したい。 

 

３．アンケート結果のメンバーのコメント（個人名は外しております） 

 

経費節約のために、ＰＤＦでおくることは一般的になってきている現在、仕方ないですね。受け

入れましょう。ただ紙媒体とちがって、パラパラと見る感触はないので、若干違和感はあります

が、慣れていくと思います。 

また読むのに時間がかります。私のような暇人はいいですが、若い人はどうでしょうか？（もう

すこし１行のサイズを縮めたらどうでしょうか） 

パワーポイントのように全ページが一度に見られるようなシステムなら便利ですが・・ 

時代の流れ、費用の問題で、ＰＯＦ送付に向かうのは仕方のないことかもしれない。 

今回、印刷しようとしたら、８４ページもあった。そのままＰＣで読もうとしたが、読みずらい。

となると、ほんとに読みたいページだけ印刷するのが良いか。となると、読まない部分が多くな

る。できれば冊子の方がありがたいが、まあどちらでも、対応します。 

ＰＤＦで構わないが、ＡＣＫＵニュースとは別に、「山と人」は数年おきに発刊し、厳選した記

事を取り上げて下さい。 

二年に一度の発刊でもいいので印刷をお願いします。 

13



従来通りの冊子を希望致します。郵送手数料を請求して下さい。なお、現役諸君が持参してくれ 

るのであれば、飯ぐらいは食わせますよ。 

予算が許せば印刷で続けていただきたい。 なお、会費を納入していない会員には PDFを送信 

するか ACKU.netに掲載するなどの対応策を取ってはどうか。 

予算と相談しながら過去の「山と人」や ACKUニュースを少しずつ PDF化していければ素晴らし 

いと思います。 

PDF化、電子化のメリットとして、写真のカラー版の写真や（動画：URL利用などで）が利用可 

能になるかと思います。（スキーや岩登りの登攀、沢登りなどで良く動画を録画したりします） 

ただし PCやメールソフトの関係で、容量が一定量を超えると受信不能になる可能性もあります。   

私は Microsoftの画像共用アプリケーションの SWAYをよく利用します。 

あらかじめ SWAYのサイトに画像をアップしておき、閲覧者には閲覧、ダウンロード用の URLを

配信することが出来ます。（静止画を共用する場合です。動画の共用は別途検討要ですね。） 

PDFの紙面には、画像サイズや解像度を落とした写真を掲載して、より高精細に閲覧したい場合

は、このダウンロード用 URLを巻末にご案内することもありかと思います 

ＰＤＦ化でよいが、山岳会のＨＰに「ＡＣＫＵニュース」のバックナンバーを備えたコーナーが 

欲しい。 

記事を、紙媒体の「ＡＣＫＵニュース」向きと、ＰＤＦ版「ＡＣＫＵニュース」向きに分類する。 

何を基準として分類するか難しいですが、短信的な記事、短い山行記録、例会の山行記録、 

会員相互の追悼文、事務局・理事会報告などは後者に載せ、山・登山に関する研究・批評、 

長編のエッセイ、山岳図書に批評、登山関連資料の翻訳、山岳事故の報告・追悼、現役の活動 

報告、山岳会としての登山計画や登山報告、山岳部・山岳会の歴史や将来についての論文等。 

PDFであれば配信でなく、ACKUのサイトにアップで、会員以外でも自由に見れる形でよいです。 

冊子希望の方には、冊子作製、送付の費用をいただくなど、再考されたら如何でしょう。 

過去の ACKUニュースも目次の情報くらいとともに、HPからいつでも閲覧できるようになって 

いれば良いように思う。 

膨大な予算と手間が郵送にはかかっていますし、冊子化の必要性をあまり感じません。 

経費削減努力を続けることで予算上許される範囲で冊子はあと数年、継続を続けましょう。 

（希望者）。PDFは読めました。カラー写真などを数多く使えるので、この配信を推進しましょう。 

ニュースは２年に一度でも良いので、印刷して配布（個人としての希望） 

２年に一度でも予算厳しければ、印刷はダイジェスト版のみで総会等の案内と一緒に送付。 

原本は外部委託せずに自前編集でコスト圧縮。ＰＤＦをＨＰにＵｐ。 

配布不要希望者、会費滞納者には、送らない。 
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第五章 紀行・随想・活動報告（国内編） 

 

天滝 その後 
                                    山田 健  

 

昨年の ACKUニュース 43号に天滝の橋梁資材の荷揚げについて報告しましたが、その後の話題につ

いて３点紹介します。いろんな機会を通じて ACKUの社会貢献の PRが行われています。 

 

１ 橋梁銘版 

天滝遊歩道橋の建造（設計、施工、部材作成、資材搬送）にかかわった者を顕彰するために、写真の

ような銘版が現地に設置されました。橋台部分に設置されているため通行するほとんどの人は気が付か

ないが、神戸大学山岳部・山岳会と搬送にかかわった会員、関係者の名前がしっかりと現地に残ること

になりました。これも養父市の窮地を救った ACKUへの感謝の気持ちがうかがえます。 

 

 

 

【銘版の印字内容】 

天滝遊歩道橋 

２０１８年１２月 

養父市建造     L=10m B=1.0m 

2017年の大雪で落橋した旧橋を鋼製のボウストリングトラス橋に架け替えた。放物線状の上弦材

（弓：ボウ）と直線の下弦材（弦：ストリング）を有する天滝遊歩道橋はレトロなピン結合を採用し人

力による輸送と架設を実現させた。 

 

天滝遊歩道橋建造関係者 

 

神戸大学山岳部・山岳会  舞鶴工業高等専門学校  天滝を生かす会 

 

安藤翔 居谷千春 稲川魁人 岩井正隆 清野幸司 金隼泳 國藤光成 小宮勇介 坂本諭 

歯朶尾由香利 高田和三 玉田和也 長江拓也 平賀竜洋 藤川佳祐 堀口雅司 矢崎雅則 

山田健 山本恵昭 和光広典 （注 太字は ACKU関係者） 

 

コスモ技研（株） 正垣木材（株） （株）大興エンジニアリング 谷浅建材（株）  

（株）塚本建設（養父市建設業協会） （株）津崎鋼材 （有）廣（養父市建設業協会） 養父市 

 

２ 養父市ポスター「知っとる？」 

 養父市では、市を PRするポスターとして「知っとる？」シリーズを作成しています。その２０１９

年度版として、天滝の荷揚げをテーマに作成され、市内の各所に張り出されました。写っているのは、

下を向いて荷揚げをしているのは山田、荷揚げを終えて空身で待っているのは最年長の和光さんです。 
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 【ポスターの文言】 

 

 知っとる？  

 

水害で流出した天滝山道途中の橋を架 

 

けなおすための資材が人力で運ばれた 

 

コト 

 

養父市のシンボルの一つ「天滝」 

 

２０１８年７月の豪雨で山道途中の橋 

 

が流失し、その橋の復旧に神戸大学山 

 

岳部と山岳部 OBらの協力をいただき 

 

ながら、週末ごとに多くの人が鉄骨・ 

 

コンクリートなどの資材や作業発電機 

 

などを現場まで運ぶため、急な山道を 

 

何度も何度も往復しました。このよう 

 

に多くの人の協力によって新しい橋が 

 

完成し、安全に登山できる環境が保た 

 

れています。 

 

３ 毎日放送「ちちんぷいぷい」 

関西地方の情報番組で平日の２時から４時まで放送している「ちちんぷいぷい」で、１０月１８日に

天滝遊歩道からの生中継がありました。新人の女性アナウンサーが遊歩道を登りながら、天滝やその他

の滝を紹介するという趣向で、天滝遊歩道橋では、ACKUの荷揚げの紹介がされました。 

放送を再現すると大体次のようです。 

 

野嶋アナウンサー（橋のたもとで） 

「この橋なんですが、２年前に大雪で古い橋が落ちてしまって、最近新しく架け替えられました。こ

こまでの道はご覧になったように険しい山道だったので、建設機材がはいってこれないということで、

実はこの橋の資材をすべて人力で、手で運んできたということです」 

 

ハイヒールモモコ（スタジオで） 

「ふぇー！」 

 

野嶋アナウンサー 

「それはですね神戸大学山岳部とその OBの山岳会の皆さんが力を合わせて運んできたのでした。山

岳会の人（山田）に電話でインタビューしてお話しを聞いたんですが、なんと（延べ）６０人の方が運

んだということです。大学生から最年長では６９歳の方までみなさんで一生懸命、なんと９トンの荷物

を運んだということです」 

 

太平サブロー（スタジオで） 
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「ホントー！」 

 

野嶋アナウンサー 

「すごいです！さらにびっくりしたのは、一人で４０ｋｇもある発電機や、長さ６ｍもある木材も一

人で運んだということで、大変な復旧作業だったということです」 

 

桂吉弥（スタジオで） 

「４０ｋｇ！」 

 

野嶋アナウンサー 

「それは、皆様にどうしてもこの天滝を楽しんでいただきたいという思いで、こうやって私たちが安

全に天滝までいけるのは地元の方々（ACKU）のご支援あってのことだということで、ありがとうござ

います」 

 

スタジオの数人 

「ほんまや、ありがとうございます」 
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山岳協会の２０年 
                                        西内 博 

ひたち生き生き百年塾推進本部 副本部長 

 

かかわった経緯 

海外登山（１９７４シェルピカンリ）から帰って、登山を続けようと思ったが大学山岳会は遠く、地

元のオールラウンド系の会は長期山行が多く、長期休職したこともあって長期は難しいと考え、働く人

のための山岳会とうたっていた労山の会に入会した。何回か山に行ったがパーティーシップに関する考

えが神戸とは全く違い、これでは事故を起こすだけと思い、自分で山の会を立ち上げた。この会は１人

の死者・重傷者をだすこともなく昨年無事３０周年を迎えた。槍ヶ岳の事故の際、神戸の登山研修所で

教えてもらった器具を使った背負い懸垂下降が役に立ったことから事故予防（山岳保険）と登山技術の

習得のため茨城岳連に加盟した。当時の理事長が私の事務処理能力に目を付け、副理事長を仰せつかっ

た。茨城岳連ではその後中高年カナダ登山隊など楽しく活動した。 

山岳協会とのかかわりは私が東京に単身赴任したことから始まった。東京の会議にでるのに交通費がか

からないし、夜の会議にもでやすいということでお願いされた。同じように日立 Gr で単身赴任してい

た前任者が定年退職で茨城へ戻るタイミングで渡りに舟という感じで決まった。 

 

楽しかった前半の１０年 

山岳協会の最初の半分は楽しかった。インターハイの技術顧問として熊本や長崎に行ったが、自分な

らチョイスしない山々の意外な魅力を感じることができた。それにしても真夏の阿蘇の外輪山は暑かっ

た。高校生たちが軍隊の行進のように先頭に旗をたて延々と続くさまは異様でもあり壮観でもあった。

熱中症で倒れる生徒もたくさんいた。前との間があくと減点とかこれも神戸の登山観とは少し違う気が

した。山岳協会の役員も仕事をしたくてなった役員はほとんどいなくて、何か意見を言うとそれが自分

の仕事となってしまうという状態であった。ほとんどの役員が山岳会の会員で地方組織の役員で中央団

体の役員を名誉職と考えておられる方も多かった。私は歴史ある山岳会の会員でもなく、会社では当時

MI（Management Inovation，経営革新）を担当していたこともあり、最初から山岳会のためではなく、

登山者のために仕事をしようと思っていた。ホームページを最初に作ったり、白黒 B５縦書きだった広

報紙を A4 横書きそしてカラーにした。山岳協会会員しか入れなかった山岳保険を登山者なら誰でも入

れるようにした。また、病気の時はでなかった保険を自力下山できない時という条件に変更し、でるよ

うにした。保険の改革の時には、保険に入れるからみな山岳協会に加盟しているのだ。誰でも入れるよ

うになったら加盟しなくなる、組織をつぶす気かと強硬に反対する方もいた。保険でつながっているだ

けで登山の魅力を発信できない団体ならつぶれても良いのではと主張し改革できたが、結果的に保険収

入は２倍になり、会費収入の３倍となった。この時代は忙しくあったが、楽しかった。唯一心残りは登

山用具のM社から山岳協会とM社のカード会員を共通化しませんかという話を進められなかったこと

である。単一メーカーに肩入れすることに対する反対もあり、カードの費用負担の折り合いがつかなか

ったことなどもあったが、この時カードを統一化し、保険を山岳協会の保険に統合できていれば財政的

にさらに豊かになったし、一般登山者に対する情報ツールも入手できたのにと、少し残念である。 

 

悩んだ後半の１０年 

遭難対策を担当するようになってからは結果が出ず、遭難・事故は増えるばかりで悩ましい日々となっ

た。その頃、遭難対策としてやっていたのは主にセルフレスキューの普及推進であった。文字通り必要

な装備を持つという意味では予防も少しあるが、事故が起きたあとダメージを少なくし生存救出を増や

すのが中心である。もちろんそれはある程度の登山技術を持った人には有効であるが、実際に起こって

いる事故のほとんどは道迷いである。日本の警察は殺人と分かっていても死体遺棄事件というように結

果主義なので転滑落になってしまうが、その原因が道迷いであることも多い。もっと道迷いの対策をし

ようと提案したが当時の山岳協会の教育は指導委員会が担当し、山岳会のリーダーを育てるのが目的で

あった。基本的な技術は各会で教え、山岳協会は応用的な技術を教えるところだと相手にしてもらえな

かった。県岳連でも安全登山の講習会と言って岩登りや滑落停止を一般登山者に指導しているが、神戸

で剣や富士山で何日もかかってやっと止まれるようになった技術を形だけ教えて何の役に立つのかと

疑問は膨らむばかりであった。しかし年間の行事予定は決まっており、それを遂行する責任もあり、山

岳協会でない神戸の IMSAR-J（日本山岳サーチ・アンド・レスキュー研究機構）で道迷いシンポジウム

などを開催したが、協会に対する強い働きかけにはならなかった。 

遭難事故を減らすには一般登山者に登山の基礎技術を教えなければならないとねばり強く主張した
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ところ、指導の体制が変わり、「夏山リーダー」としてようやく動き始めた。一般登山者で登山をはじ

めて２、３年、回数にして２０回くらい経験がある人を対象に 4日間フルタイムの講習で屋外 2日、屋

内 2日、実技が 6割を超える講習である。私自身は自分の思い描いた講習が様々な要因で変わったこと

と別な組織に対する不満があり、この活動からも遠ざかってしまい、いまはジュニア向けの事業のみ参

加している。どう変わったかと言えば一番はロープワークをいれることになったということである。未

熟な人が補助ロープを使用して事故を起こしている。フィックスロープにしても最初に張る人と回収す

る人がいる。確保も教えるとすれば実技にかなり時間がかかるし、習熟は難しい。それならナビゲーシ

ョンに時間をかけた方が良い。登山・ハイキング向けの保険はロープを使用しないのが条件であり、ロ

ープを必修にすると参加者の間口がせばまる。 

 

名称の変更について 

 山岳協会が山岳・スポーツクライミング協会に名称を変更した。これに反対した。名称を変えること

自体はどちらでも良かったが、組織や事業を見直すことなく名称を変えることであたかも山岳とクライ

ミングを代表する組織であるかのような誤解をあたえることに反対であった。どのような組織にするか

の方向性もなく、丼の中に山岳とクライミングを盛り込んだ。今までの組織は山岳団体の代表で構成さ

れていたが、それを減らしてクライミングの人を一本釣りで加えた。会議は１つであるから責任も１つ

である。クライミングは事業収入しかないので事業で損失を出すと山岳の収入で返済するしかない。組

織内組織でもよいからクライミングを分けないとクライミングが責任を感じることはなく全体の責任

となり、何も言えなくなっているように感じる。高体連が山岳協会に加盟しながらも独自の組織と予算

で運営するように明確にわけるべきと思う。 

 

変革のチャンス 

 この山岳協会にも変革のチャンスは何度かあった。最初は公益法人になったときである。社団法人か

ら公益社団法人に移行する時には公益事業比率などの制約があり、事業を見直すことになった。諮問委

員会が立ち上げられとても妥当な答申がでてきたが、結局誰も実行に移す人がいなかった。公益化し、

登山者全体を代表する組織に移行するので一般登山者のための事業や一般登山者の組織への加入が必

要とされた。しかし、競技団体についてはほとんど審査らしいものもなく、山岳団体の利益代表者の集

まりである山岳協会では何も変えることなく、答申も実行できなかったのである。 

 そして東京オリンピックにクライミングが採用になったときにも諮問委員会が立ち上げられたが答

申そのものがまとまらなかった。唯一、名前は変えても良いだろうというのが答申となった。同じ丼で、

みんなでオリンピックをやりましょう。私は公益法人改革の時に公益と名前が変わったら、途端に中身

の話が頓挫した経験があるので、今後の改革の方向性がだせないなら、せめて組織改革のスケジュール

でもなければ何も始まりませんと、名前の変更だけする案に反対した次第である。 

 かくして選手は選手として登録するだけで、協会の所属会員ではない。会員は都道府県の山岳団体と

高体連のみという変な組織のまま運営されている。登山者の組織としても一般登山者が個人で加盟でき

るようにならなければ一般登山者をも代表する組織とは言えないし、スポーツクライミングが組織内の

組織として各都道府県にきちんと組織され、クライミングの事業が責任をもって運営されることが望ま

しいと思う。20年にわたる活動を終えようとしたが、先頭を走っていると思って、後ろを見たら誰もい

なかったということで。もう少し走れとのことなので仕方がないかと思っている。登山はアルパインを

頂点とした富士山型ではなく、いろいろな登り方がある八ヶ岳型であると思う。学びは義務ではなく登

山者の権利であり、自由である。ハイキングからアルパインまでそれが提供できる山岳団体でありたい。

（本稿はすべて筆者の主観的な見方に基づくもので事実は１つですが見方はいろいろあります） 

 

                                          以上 
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山岳部同期山行（有明山登山） 
                                    居谷千春  

 

山岳部退部者の会員化打診、退会会員の復会提案、山岳会発展維持への貢献者への特別会員推薦など

新しい山岳会のあり方を探している今、またこの ACKUニュースにも多様な交友や山登りを紹介して

いきたいと思っています。例会山行には挙げませんでしたが、なかなか楽しかったし継続していきそう

な予感がするのでオール６９歳の同期会山行を紹介してみます。 

 

大学紛争の余韻がまだ少し残っていた１９７０年、神戸大学山岳部に入部したメンバーは比較的多く

１０名に達した。その中の 1名は大学２年生の山口事務局長。その１０名の面倒をみなければならない

２年生は西内博氏ただ１名で随分お世話になった。結局このメンバーの中で卒業まで山岳部に在籍した

のは山口、酒井、門田と私の４名。その後、山形農学部教授が山岳部部長に就任、門田の退会、２年生

末まで在籍した大仲との再会で約４０年ぶりの食事会などに発展。楽しい時間がめぐりだした。しかし

行けるうちは山に行きたいと考え今回の有明山山行になった。 

 
酒井利直氏は現役部員であった時からアラスカ・カラコルムシェルピカンリ遠征のメンバー、現在は東京在住で室町山

岳会と主宰され、知る人ぞ知るなかなかの岳人、更に HNAの副理事長として日本全国だけでなく台湾・ネパールなどの山々

を踏査されている。その活動の凄さ・幅広さだけでなく、いろんな新しいこと・もの・媒体や手法も積極的に駆使され、

我々同期からだけでなく多方面から尊敬を集めている。山行報告に sway（短時間で綺麗なわかりやすいプレゼ資料や報

告書などをつくってくれるアプリ）など導入されているので、今回の原稿はそこからピックアップさせていただいた。 

 

酒井氏の swayから 

・ メンバー 居谷 千春（幹事）・門田 幸太郎・山形 裕士・酒井 利直  

・ 日時 ２０１９年９月４日（水） 曇 日本ペイント穂高山荘に集合  

・ ９月５日（木） 曇後雨 有明山（２２６８ｍ）往復  

・ ９月６日（金） 晴 高ボッチ山散策 

 

《写真説明》 

   
出発前に山荘で 記念写真。門田さん持参のスマートフォン用リモコンが役にたった。 

7時 15分に朝食 開始。車 2台で 中房温泉に向かい、8時半過ぎに登山口到着,8時 44分登山開始 

    
登り始めてすぐ大きな滝に出会う、登り始めから急登の連続。時々はしごも出てくる10時20分最初の岩場のトラバー ス。

直線的な急登は終わりここから谷をまたいでいくトラバースが始まる、岩場の登り下りは疲れましたね

     
12時頃に稜線に 到着。そこから 上は樹林の中の緩やかな稜線歩きになりました。稜線上の小さな岩。これを越えると

頂上はすぐでした。山頂で集合写真。お疲れ様でした。 
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同期会最終日は のんびり車で高 ボッチ山散策。 昨日登った有明山は雲の中でしたが、穂高連邦・槍ヶ岳・常念岳の景

色を楽しみました。高ボッチ山ではススキが風に揺れていました。秋は近づいています。 

（写真は sway本頁で数枚変更、追加した。以上写真説明文：酒井氏） 

 

有明山は信濃富士とも呼ばれ安曇野からは富士山型の秀麗な姿となる。高度が低いため、今まで山岳

部や山岳会の登山対象になっていなかった。今回は中房温泉下から登り始めるが、私は少しなめていま

した。急登につぐ急登、そして地図で簡単なトラバースに思えるところは上がったり下がったり、鎖場

も何箇所かでてきて私はバテバテで常に元気な酒井氏が先行し、山形先生・門田氏が続きました。有明

山から清水岳、東岳に続く尾根にでた後は比較的には穏やかなところで助かりました。今回の暑さと湿

気でオール 69ersにとってはハードでしたが頂上に行けたこと感謝です。 

 

         
                                       以上 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亨保 6年（1721）に修験者、宥快に

よって開山され、多くの信者によっ

て登拝されたという。山頂に手力男

命（たぢからおのみこと）と天細女

命（あめのうずめのみこと）を祭る

奥社がある。 

（山渓 ONLINEによる） 
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尾瀬・中ノ岐沢小淵沢遡行 
                               大竹口 誠治  

 
昨年、2018年の夏に実施した尾瀬の中ノ俣沢北俣沢に引き続き、ゆったりとした癒し系の沢登りをし

ようと言う事で、北俣沢の隣の小淵沢への沢登りを、中川ＯＢをリーダーに実施しました。 

メンバーは昨年参加した中西氏が、怪我の後遺症で不参加となったが、その他は同じメンバーでの 

山行となった。特に沓脱さんは、石井スポーツアルピニスト基金で７月３１日にモンブラン（4,810ｍ）

に登頂したばかりでしたが、日本の沢の美しさを楽しんでもらえたと思います。 

 

期間  ：2019年 8月 10日（金）～12日（日） 

メンバー ＡＣＫＵ   ：中川勝八郎、大竹口誠治、小林功 

吉井君の山の会：吉井修、沓脱彩子（敬称略） 

 

８月１０日（金） 

 ＡＣＫＵ組及び吉井組は、夕方、各々の車で東京を発ち、途中、沼田のトンカツ街道で夕食を取り、 

大清水入り。大清水では駐車場の空スペースにテントを張り、翌日は早いので、早々に就寝。 

 

８月１１日（土） 

０６：２５ 大清水発 、０８：１０小淵沢入渓点着、０９：００ ６ｍスダレ状滝下、 

０９：２０ 同滝上 １０：１０ １５ｍのスダレ状滝下着、１０：４０ 同滝上、 

１１：００ ２段スダレ状滝下、 １１：３０ 同滝上着、１１：４０ ６ｍ滝下  

１２：００ 同滝上、１３：００最後の二股着、１３：３０登山道に合流、１４：００小淵沢田代着、 

１４：４５尾瀬沼キャンプ場着 

 

 入渓点まで昨年通った奥鬼怒林道を歩く。途中で小淵沢林道に入り、入渓点に到着。ここで沢登りの

支度をして沢に下り立つ。しばらくは、小滝とナメが連続し、綺麗な景色で、評判の通りの癒し系の沢

登りを楽しむ。６ｍのスダレ状の滝は幅広の綺麗な滝で、中川さんトップ（以降同様）でロープを出し、

左の水流沿いを登るが、ぬめっており、結構いやらしかった。しばらく、ナメ滝が続き、１０時１０分

に１５ｍのスダレ状滝下に到着。右側を登るが、段差があり、なおかつ、ぬめっており、こちらも結構

いやらしく、これが癒し系の沢と言えるのかメンバーからも疑問の声が出だした。その後、２段１０ｍ

のスダレ状の滝が現れ、左の水流わきを登る。ここもぬめって滑りやすかった。もうたいした滝はない

と思ったが、６Ｍの滝が現れ、高度感はないが、滑りやすく、渋かった。山行記録には、特に言及して

いるものはなかったが、意外と苦労した。最後の３条直滝は、直登は無理なので、右の巻き道を使って

超える。都合、４回ロープを出し、意外と渋い沢であった。 

 その後は平凡な沢床になり、しばらく登ると大清水からの登山道に合流し、湿原が続く小渕沢田代を 

経由して尾瀬沼キャンプ場に到着。尾瀬沼ヒュッテで、生ビールを飲み、沢登り終了と沓脱さんのモン

ブラン登頂の祝杯を挙げる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        大清水駐車場にて            ６ｍスダレ状滝を登る沓脱さん 
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      １５ｍスダレ状滝下にて           ２段１０ｍスダレ状滝を登る中川さん 

 （左から沓脱、大竹口、吉井、中川、小林の各位） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ３条１０ｍの滝で修業中の吉井さん 

 

 

 

 

 

 

 

モンブランチョコと沓脱さん 

 

 

 

 

 

 

      尾瀬沼ヒュッテにて乾杯                            

 

８月１２日（日） 

 ７：１５ ＴＳ発、７：５０三平峠着、８：３５一ノ瀬休憩所着、０９：１０ 大清水着 

この日の登りは三平峠のみで、尾瀬沼を見ながらゆっくり歩く。三平峠からはひたすら下り、一ノ瀬休

憩所に到着。丁度、バスが到着する時間だったので、一ノ瀬休憩所からバスに乗り、大清水に９時過ぎ

に到着。その後、日帰り温泉で２日分の汗を落とし、車で、帰京の途についた。 

尾瀬の沢は、明るく開けたナメ滝が多く、今後も、機会があれば、癒し系の沢登りを続けて行きたい。                                           
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山とコラボレーション（collaboration）大雪山＆氷ノ山  
                                      小林 功 

 
昨年 6月から遅まきながら Facebookを始めた。今まではプライベートをさらけだすのも何かなと敬

遠して来た。しかし始めてみると、趣味をキーに様々な繋がりで色んな分野の方たちと交流が出来て人

生の幅が広がった。山の世界でも今までは ACKUの OBの世界が主で今でもそれは変わらないが、違うフ

ィールド、異なる志向の人たちとも一緒に山とスキー、そして美味しい料理とお酒、旅を共有すること

で、より視野が広まった気がする。ACKUは『山と人』がキーワードであり、古くは「人としての成長」

が主であったと思うが、今の多様性（diversity）の時代、「人と人との繋がり」にもっと重きを置いて

も良いのではないかと思う。今回は 2019年の 2つのコラボレーション登山をご紹介する。 

 

１．北海道大雪山（with山守隊）                           

 

期間  ：２０１９年９月６日（金）－９日（月） 

メンバ：小林功、コラボパートナー：北海道『山守隊』の皆様 

９月 6日（金）：◎一時● 札幌で熊除けスプレーを購入、旭川経由愛山渓温泉（泊） 

９月 7日（土）：◎一時● 愛山渓温泉～沼ノ平を抜けて旭岳へ向かう登山道の補修、 

台風の豪雨で流された橋の架け替え 

9月 8日（日）：〇 山守隊の方と一緒に旭岳登頂、下山して来て首都圏で記録的暴風を 

起こした台風 15号の影響で ANAの欠航を知る。 

9月 9日（月）：〇 始発で旭川発、北海道新幹線経由で 16時頃帰宅 

 

近年の登山ブームで場所によっては多くの登山客が集中する。その裏側で登山道の荒廃が深刻化して

いることはあまり知られていない。整備された登山道はその瞬間から崩壊が始まる。特に人が歩き易い

コースを歩くことで、登山道の側面から崩壊が始まっていく。 

「山守隊」（https://www.yamamoritai.com/）の人々は地元の大雪山を愛するが故に、ボランティアで

登山道の補修という骨の折れる作業を続けている。特に自然の岩や石、木材を巧みに利用してコンクリ

ートなどの人工物に頼らない工法を編み出して、奥多摩他全国の登山道にその工法を活かす動きを地味

に続けられている。私がその動きを知ったのは山と渓谷社の「日本山岳遺産」の発表会の場だった。 

 

 
 
「山守隊」は不定期で年数回、「登山道補修イベント」を開催している。私はそれに参加すべく、集合

場所の愛別岳麓の愛山渓倶楽部に前泊で 6日入山した。その夜は「山守隊」の先発の方達と酒盛り。翌

7日が補修工事の日。多少雨混じりの天気だが、皆角材や工具などを背負子で担いで補修現場へ向かう。

現場では山守隊のリーダの方から、施工のポイントを教えて貰う。登山者の気持ちになって如何に段差

が少なく、歩き易い、一方で自然の目から見た時に、環境に馴染んで永続性のある施工をする。特に雨

が降ると登山道は川と化して、そこが抉られていく宿命にあるのだ。水の逃がし方もポイントの一つだ。 

圧巻は豪雨で流された橋の架け替えだった。自然の猛威は鉄橋であろうとへし曲げてしまう。その壊れ

た鉄橋を皆の力で押して外す。次に自然の流木を見つけてチェーンソーで真っ二つに。そしてザイルワ

ークを駆使して、滑車なども使ってこの丸太 2本を人力で運び出す。壊れた橋の上に丸太 2本を掛けて、

かすがいでかしめて出来上がり。自然の中から使えるものを見つけだす眼力と息の合ったチームワーク。

我々が知らない所で「山守隊」の方たちのような裏方が登山道を支えているのだ。一行には環境庁の若

いスタッフも参加しており、当然、施工の許可は取得済みである。 
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夕方まで補修工事を続けて下山して来たら愛山渓温泉の鉄分の強いお湯で汗を流す。 

そして今回集まった 38 名の人達がジンギスカン鍋で大宴会。これも「山守隊」のイベントの恒例だ。

遅くまで飲んで山への思いを語らった。明ければ快晴。仲良くなった「山守隊」の人達と一緒に旭岳の

山頂を目指した。雄大な大雪の山々が優しく我々を包んでくれる。 

「山守隊」の人達の中には積雪期も含めて年間 100日大雪に登りながら環境保全に努めている猛者も居

る。その人達と 2020 年 3 月にはスキーツアーをやる予定だ。また来年も「山守隊」の補修イベントに

参加予定だ。「山守隊」のキャッチフレーズは『時には山に恩返し』。 

地元の主婦も参加して各自が出来ることをする。もし参加希望される方がいらっしゃれば末尾に連絡先

を記すので小林までご連絡下さい。 

 

 
 

 
２．氷ノ山（with岡山の山の会の方達）                           

 

期間  ：２０１９年 11月 14日（木）－16日（土） 

メンバ：小林功、酒井さん（＋室町山の会のメンバ）＋岡山の山の会の皆様 

 

11月 14日（木）：◎ 新幹線で姫路駅に集合。ここで岡山チームと合流して山陰側へ。 

安国禅寺でドウダンツツジの紅葉を鑑賞して、シルク温泉泊。 

11月 15日（金）：〇 氷ノ山登山。下山して植村直己記念館へ。 

11月 16日（土）：〇 車で竹田城跡へ。その後南下して姫路城を見物して解散。 

 

一昨年の夏、大山の次に中蒜山に登った折に、下山途中で足を滑らして骨折したのを救助した縁で、

岡山の女性 3 人組にも参加して頂き、おそらく 30 年ぶり位の氷ノ山登山を目指すことになった。いつ

もの事ながら前夜祭は賑々しく豊岡市のシルク温泉に一泊。そこで但馬漁港から直接調達しやズワイ蟹

をメンバの方が自ら捌いて、あらゆる料理方法の蟹尽くし。大宴会となった。近くにはドウダンツツジ

の紅葉で有名な安国禅寺もあり、メンバ－がここの縁者なので特別対応で拝観させて頂いた。 
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15日は今年初冠雪の氷ノ山を大ダル平から往復登山。懐かしい神大ヒュッテで一休み。 

ヒュッテ改修の記念ボードに酒井さんと小林の名前を見つけて感激した。何も具体的なお手伝いが出来

ていないだけに心苦しい限りであるが。こうして山仲間を連れて学生時代に親しんだ氷ノ山を再訪する

ことも感慨深い。次の機会は雪のある時期に山スキーでまた廻りたいものだ。帰路、植村記念館、竹田

城跡、姫路城を廻って山旅を終えた。 

 

 
 

 
 

  
ご興味があれば、Facebookを「Isao Kobayashi」で検索して美味・馳走もご覧下さい。    
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東京支部活動報告 
                                      小林 功 

 

１．例会山行 

   例会山行報告に記載している通り、昨年９月に谷川岳の虹芝寮をベースにした山行を実施しました。 

従来，参加されていた豊田さんが腰痛のため、不参加となりましたが、はるばる鹿児島から、 

有馬さんが参加されました。また、会員外ではありますが、元山岳部員であった吉井さんと吉井 

さんの山岳会のメンバーである沓脱さんを加え、湯檜曽川の沢登りを楽しみました。 

従来からなかなか若手の参加者がおらず、また、年配の方も体調不良等で参加出来る人が減って 

来ていますが、今後ともいろいろな形での山行を実施して行きたいと思います。 
 

２．個人山行 

   報告書にある通り、尾瀬の沢登りを行いました。個人的には、酒井さんの山の会で氷ノ山登山を企

画して参加しました。2019年の主な参考は以下の通りです。スキー山行も含めています。 

  ・1月：かぐらみつまたスキー場：上部で山スキー 

  ・2月：安比高原スキー場：ツリーランコース等 

  ・4月：かぐらみつまたスキー場から神楽峰、雁ケ峰山スキー 

      尾瀬至仏山からワル沢山スキー 

  ・6月：鎌倉アルプス周回 

  ・8月：赤城山、日光白根や尾瀬小淵沢沢登り 

  ・9月：大雪山旭岳，岩殿山 

  ・11月：氷ノ山 

 

３．宴会等 

   昨年の忘年会は開催出来ませんでした。新年会も従来のメンバーの方が健康状態を崩されている 

こともあり、実施出来ませんでした。 

今年は、積極的に若手にも声をかけて、交流を図りたいと思います。 
                                         以上 
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チベット映画の紹介 
                                       大竹口 誠治  

 

昨年の１２月１０日にチベット映画の新作「巡礼の約束」の試写会へ行ってきました。 

今回の映画は、３年半前に上映された「ラサへの歩き方」と同じような巡礼をテーマにした物語ですが、 

出発地が、２０１８年に行ったカンゼ・チベット自治州の美人で有名な丹巴を含むギャロン地区です。 

物語は、前の夫との約束を果たそうと巡礼に出かける病弱の妻と、その妻を心配し後を追う夫と母に会い

にやって来る息子が巡礼の道を歩く物語で、途中で、妻が亡くなってからは、母親を亡くした一頭の仔ロバ

とラサまで歩き続けました。地味な映画ですが、地元の人々との暖かい交流や息子役の少年の目の表情が特

に良く、旅の途中の風景も綺麗でした。 

今回の試写会には、以前、ＡＣＫＵニュース４２号で紹介した「草原の河」という映画を撮ったソンタル

ジャ監督と夫役をしたチベット人歌手のヨンジョンジャ氏も同席し、生歌の披露もありました。 

 

同映画は、東京地区では、２月８日（土）から神保町の岩波ホールで上映され、その後、関西方面でも上

映される予定ですので、機会があれば、是非、ご覧になって頂きたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      試写会での舞台挨拶           左がヨンジョンジャ氏、右がソンタルジャ監督 
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第五章 紀行・随想・活動報告（海外編） 

 

「コーカサス三国への旅」 
（アゼルバイジャン・ジョージア・アルメニア、２０１９．６．５～２０） 

                                        壺阪 祐三  
 

 私のシルクロードを巡る旅は、奈良の正倉院に始まり、朝鮮半島を経て中国に渡ってからは、北京か

ら西安を越えて敦煌・トルファンへ。タクラマカン砂漠を越えるところは、天山南路・中路・北路の三

路を辿り、さらに国境を越えて、中央アジアの四ヶ国、キルギスタン・カザフスタン・ウズベキスタン・

トルクメニスタンへと進み、カスピ海の手前まではすでに達していた。そこで今回はさらに西へ、カス

ピ海から黒海までの区間を辿り、併せて５０００ｍを越えるコーカサス山脈の高山と、ノアの方舟伝説

が残るアララト山を見たいと思った。同行は何時ものように、高田和三・有馬誠君の３人。酒井利直君

も関心を示してくれたが、家庭の事情で同行できなくなり、残念だった。 

 この地区は直行便が無く、モスクワ経由だと、成田での前泊・モスクワの６時間のトランジットを加

えて、アゼルバイジャンの首都バクーに着くまでに４０時間を要した。 

 

☆ ９時間の フライト重ね モスクワへ 

 

 バクーは石油や天然ガスの産出で賑わうが、古来、東西交流の要衝の地で、ＢＣ８世紀の頃からの遺

蹟が残っている。カスピ海の水面標高はマイナス、暑くて、砂漠のような風景だが、西に向えば急速に

標高が高くなり、５００ｍを越える頃から、小麦などの大規模農地が広がり始め、１０００ｍを越える

頃から、緑も次第に濃くなって、コーカサスの山並みも見えてくる。街の中にも石油井が林立し、天然

ガスの炎が紀元前から一度も消えずに燃え続ける火の山もあり、拝火教（ゾロアスター教）発祥の地と

言うのも頷ける。イランやトルコと国境を接し、イスラム教の国だが、縛りは緩く、酒も飲めれば、女

性もスカーフをしていない。イスラム女性特有のブルカを着た女性も見かけられるが、隣国などからの

観光客ばかりだそうだ。 

 

☆ バクー朝 ブルカの女人に ミニの女人（ひと） 

☆ 石油井の 只中で燃ゆ 火のお山 

 

 ５日目には、国境を越えてジョージアに入り、北には雪を頂いた４０００ｍ級の大コーカサス（現地

ではカフカス？）山脈と、南には小コーカサス山脈を眺めながら、その間の豊かな平原を走るドライブ

になる。この国は、ＢＣ４世紀の頃から、地中に埋め込んだ瓶の中でブドウを醸す独特の方法でワイン

造りをしていたと言う。古くからギリシャ正教を信じ、そのため、同じギリシャ正教の国ソ連が、イス

ラムの侵攻に曝されたジョージアを支援するために、コーカサス山脈を越えて軍用道路を造った。その

軍用道路を通って、山脈の北側の町カズベキに向かい、雪を冠ったカズベキ山（５０３３ｍ）を望む教

会を訪ねた。実に形の良い山が全貌を見せた。黄色いアザレアなどの高山植物も綺麗だった。なお、 

ジョージアは２０１８年に、ＥＵ加盟を認められ、ソ連時代の呼び名グルジアを英語読みのジョージア

に改めたそうだ。 

 

☆ 雪光る カフカス山脈 仰ぐ旅 

☆ 葡萄畑 ワインは壺で 醸すなり 

☆ カズベキの 峰も微笑む 旅の空 

 

 ９日目からは、西ジョージア、黒海に近いスワネティ地方の山懐に入り、定住地としてはヨーロッパ

最高地点といわれる、ウシュグリ村から、ジョージアの最高峰シュハラ山（５０６８ｍ）を見る。ヨー

ロッパ最高峰エルブルス山（５６４２ｍ）はロシア領にあり、残念ながら見ることが出来ない。ウシュ

グリ村は牧畜を生業とする村だが、厳しい生存競争に打ち勝つ手段として、立て籠もり用の高い（約２

０ｍ）石の塔を屋敷内に持っている珍しい村だ。 

 

☆ 塔を立て ウシュグリ村の民 身を衛る 

☆ 夏雲が シュハラの顔に 影作る 
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 １２日目にはジョージアの首都トビリシから国境を越えてアルメニアに入る。ここは３世紀に世界に

先駆けてキリスト教を国教にしたという、古いアルメニア正教の国。山また山のガタガタ道をノロノロ

走り、大きなセバン湖に着く。周囲には雪の残る４０００ｍ級の山々が連なっている。 

 

 １３日目には、今はトルコ領ながら、アルメニア人の心の故郷といわれるアララト山（５１５６ｍ）

と小アララト山（３９２５ｍ－富士山そっくりの山）を見る。年に４０日ほどしか顔を見せないという

が、１４日目にも顔を見せた。ちなみに、今のアルメニアの最高峰はアラガツ山（４０９６ｍ）といい、

この山も望めた。大変ラッキーだった。 

 

☆ いかにもなあ 山国に来た アルメニア 

☆ セバン湖を 囲む山々 雪冠る 

☆ 六月晴れ スカーフ被る アララト山 

 

 海抜の低いカスピ海付近は砂漠の様相、５００ｍから１５００ｍ付近までは小麦畑や葡萄畑などの農

耕地帯。そこから上は放牧地帯と大森林が３５００ｍ付近の雪線まで続く。森は東北や北海道の林相に

似ている。 

 家畜は牛・馬・羊・ブタ・鶏・家鴨などを見かけた。何れもそれほど大規模な経営ではなく、家族単

位・数頭単位の経営が多いようだ。石油や天然ガスのほか、ワインやコニャック・ヘーゼルナッツ・清

涼飲料水などが輸出品だが、まだまだ貧しい国だ。 

 こんなに多くの高峰が並び、美しい国々を今まで知らなかったのは悔しいが、シルクロード歴訪の過

程で訪れることができて幸せだった。トルコやイラン・イタリアなどは過去に訪れたことがあるので、

来年は黒海の西側、トルコ西部からギリシャ～マケドニア～アルバニアを結ぶエグナティア街道を訪ね、 

シルクロード探訪の旅をひとまず完結したいと願っている。 

 以下に、有馬君に写真入りの詳細報告をお願いしよう。 

                                           以上 
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「コーカサス旅行の思い出」(2019.6.6~20) 

                          有馬 誠 
 

壺阪・高田両兄の誘いで西安からスタートしたシルクロードの旅も、前回の天山北路の旅でもって終了

かと思いきや、壺阪さんから更に西の「文明の十字路」と言われるコーカサス三国を旅しようと連絡頂

き、何事も元気なうちにとの思いで早速参加する事に。常日頃「栃の心」の故郷ジョージアやアルメニ

アを旅行先として思いつかないが、両国とも４世紀に世界で始めてキリスト教を国教とした国で、当然

ながらキリスト教にまつわる世界遺産や歴史的建造物を日々見学することになったので、それらを簡単

に紹介致します。 

 

第５日目（６/１０）テラヴィ泊 

今日は石油で近代都市を目指すアゼルバイジャンからワイン発祥の地といわれるジョージアへ国境越

え。朝食を済ませ近くのバザールに立ち寄り国境の町バラキャンに向う。ドライバーのイスマイルさん

とガイドのギュナルさんに別れ告げ、重たいスーツケースを引きずりながら、フェンスで仕切られた３

００ｍ程の坂道を検問所に向う。持物のセキュリティチェックを受け、検査官の前でパスポートを提示

し写真撮影。何時もながら緊張の一瞬である。出国し再び坂道を登り今度はジョージアの入国審査を終

えゲートを出るとガイドのニノさんがお出迎え。昼食はカヘチのワイナリー・ベランダで赤・白ワイン

を飲み比べながら、シヤシリク（豚肉の串焼き）、カスピ海ヨーグルトに舌鼓。ジョージアはワインの

発祥地として８０００年の歴史があり、未だに伝統的なクヴェヴリ（壺）を使った製造法はユネスコ無

形文化遺産に登録されたとのこと。帰り際にこれからの道中の「気つけ薬」にとペットボトル２本にワ

インを量り売で購入。幼少の頃、酒・醤油等の調味料を量り売りで買いに行かされたことが思い出され

る。 

４時過ぎテラヴィのホテルに到着。 

 

第６日目（６/１１）グダウリ泊 

ホテルを出発しアラベルディ修道院に立ち寄る。６世紀頃創建され屋根の尖った５５ｍの円柱状の塔を

もつ建物は、大聖堂を中心に城壁で囲まれた要塞としての機能を併せ持っている。移動中休憩した峠で

目にした立札に、真偽はともかく「ＵＦＯ研究者によるとジョージアでこの森はエイリアンが頻繁に出

没するので注意」書かれているのを見て、是非一度は会いたいものだと思った。昼食後土産物屋が並ぶ

通りを抜け世界遺産でジョージア最古のスヴェティツホヴェリ教会を見学。伝説によるとキリストの処

刑に立ち会ったエリアスという男性がキリストの着衣の一部を持帰り、姉のシドニアに与えると彼女は

喜びの余り亡くなり、亡骸と衣服を埋葬した地に木が生え育った。４世紀に当時の王ミリアン３世が女

性伝道師・聖ニノによりキリスト教を国教と定め、その木を使い教会を建てようとしたが、最後の７本

目の柱が宙に舞い上がったので聖ニノが祈ったところ、柱は所定の場所に無事納まり建造されたという。

後にその柱から病を治す樹液が出たため「命を与える柱」教会：スヴェティ（柱）ツホヴェリ（生命）

と呼ばれるようになったとのことである。ムツヘタの町を一望できる見晴らしの良い丘に立つジュワリ

教会(十字架教会)も聖ニノが十字架を立てた場所で、内部中央に大きな十字架が据えられた珍しい建物

である。 

最後はジュワリ湖畔に立つ要塞教会のアナヌリ教会を見学後マルコポーロホテル到着。 

 

第７日目（６/１２）クタイシ泊 

今日は帝政ロシアが南下政策の為ロシアのウラジカフカスから首都トリビシを結んだ全長２１０ｋｍ

の山岳軍用道路を北上しツミンダ・サメバ教会（三位一体教会）に向う。道路最高地点の標高２３９５

ｍの峠には岩の上に金色の十字架が立っており、１１世紀ジョージア王ダヴィド４世が山脈北側のイス

ラム国オセチアに対し「ここから南はキリスト教国である」との意思表示に木製の十字架を立てたのが

始まりとか。教会へは狭い山道を走るため途中のカズベキで三菱製４ＷＤ３台に乗り換える。万年雪を

頂く５０３３ｍのカズベキ山を望み２２００ｍの緑の丘陵にひっそりと佇む孤高の建物はまさに「天国

に一番近い教会」で、見る者を飽きさせない光景だった。秘境の地だったためか、戦乱時は宝物の隠し

場所に利用されたこともあったらしい。帰路は大きい壁画で彩られたョージア・ロシア友好モニュメン

トに立ち寄り、６時前クタイシのホテルにチェックイン。 

 

第８日目（６/１３）メスティア泊 
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１１０６年ダヴィド４世に建立されたゲラティ修道院は聖堂のほかアカデミーを併設した複合建築で、

ジョージアにて知的・文化的中心の一つとして多数の学者を擁していたという。１１世紀に建てられた

バグラティ大聖堂は１７世紀にオスマン帝国により破壊されたのち、何度も修復されたが２０１２年に

エレベーターを設置したため２０１７年には世界遺産から除外されたとのこと。帰路１９８０年に建造

された国内最大のエングリダムを見学する。 

 

第９日目（６/１４）メスティア泊 

旅のハイライトのウシュグリ村へ向う。くねくねした山道を走る為４ＷＤ４台に分乗する。途中雲間に

ウシュバ山の双耳峰（４７００ｍ）が見え隠れし、エングリ川を左右に見ながら山間を走ること約２時

間目的地に到着。ウシュグリ村はヨーロッパで一年中人々が生活する場所としては最高地点の２３００

ｍに位置し、独自の文化、習慣、言語を守りながら３００人ほどが住んでいるとのこと。各家庭には５

～６階程の塔屋が隣接し入口は狭く中は薄暗い。２階への階段は非常時には撤去され上部は見張りの銃

眼があった。往時敵の襲来に備え必死に家族を守ろうとした名残であろう。村の高台に建つ小さなラマ

リア教会内部の、大きい目をしたイエス・キリストのイコンが印象的であった。 

 

第１０日目（６/１５）クタイシ泊 

今日は往路をクタイシに戻る。７時間の長旅から帰り夕食後、高田さんの誘いで女性陣が我々の部屋を

興味津々で来訪。歌自慢の女性独唱に応え、高田さんが得意の話術と歌で皆を笑いに誘い暫し団欒。 

 

第１１日目（６/１６）トビリシ泊 

８時過ぎホテルを出発し昼前にスターリンの出身地ゴリ到着。早速スターリン博物館を見学する。館内

はスターリンの生立・経歴に関する写真・パネルに加え、小さな生家やデスマスク等が展示され、今な

お地元の英雄としての存在感を示している。屋外に当時としては最新設備の専用列車が古めいた姿で展

示されていた。昼食後「神の要塞」を意味するウプリスツィヘ穴居住居跡を見学。紀元前から貿易ルー

トの拠点として栄え、広大な岩山に無数の住居・劇場・ワインセラー等が掘られ、大勢の人々が生活し

ていたが、１３世紀にモンゴル帝国により滅ぼされたという。トビリシ市内に入りメヒテ教会、ハマム、

シナゴーク、シオニ教会の聖ニノの十字架を見学。見所の多い一日を終え、明日はアルメニアに向う。 

 

第１２日目（６/１７）エレバン泊 

アルメニアに入国するとスリムなガイドのアマリヤさんとドライバーのサコさんが出迎え。アルメニア

は３０１年に世界で始めてキリスト教を国教とした国で、先ず山の上の世界遺産ハフパト修道院に向う。

玄武岩の重厚な雰囲気の修道院の床は墓石で敷き詰められ、ジョージアのイコンと違いハチュカルと呼

ばれる十字架石が沢山あるのが特徴である。図書室の床には多くの穴があり、敵が攻め込んできた時に

本を入れた壺をこの穴の中に隠して守ったという。サナヒン修道院を見学して一路セヴァン湖に向かう。 

標高約２０００ｍ、琵琶湖の２倍の面積を誇る湖畔の丘に建つセヴァン修道院へと２３０段の階段を一

気に駆け上る。頂上から見下ろす３６０度のパノラマは遮る物無くで絶景だった。夕食は名物のドルマ

を何時もの如くビールとワインで楽しむ。今日の道中は長くホテル着は午後８時半であった。 

 

第１３日目（６/１８）エレバン泊 

今日はトルコ国境沿いのホルヴィラップ修道院を目指す。修道院が近づくにつれて今はトルコ領にある

大アララト山（５１５６ｍ）と富士山にそっくりの小アララト山（３９２５ｍ）が雲間に見え隠れする。 

言い伝えによると、この地で布教活動をしていた聖グレゴリウスが時の王ティダテス３世に捕らえられ

地下牢に閉じ込められていたが、重病に罹った王が神のお告げに従い聖グレゴリウスを解放したところ、

その病気がすっかり治ったため、王は直ちにキリスト教に改宗しアルメニアは世界で始めてキリスト教

国家になったとのことである（３０１年）。十字架の立つ小高い丘まで登り高田さんとアララト山に暫

し見惚れる。歴史博物館、古文書館、「剣の舞」で有名なハチャトリアン博物館を見学後ガルニ神殿に

向う。 

紀元１世紀に建てられた神殿は１７世紀の地震で倒壊後再建されたもので、ギリシャのパルテノン神殿

を思い出させるものであった。神殿の近くにローマ浴場跡が残されていた。最後に標高１７００ｍの険

しい渓谷に聳える世界遺産ゲハルト洞窟修道院を見学。名前の由来は、イエスキリストが十字架刑にあ

った際に使われた槍（アルメニア語）がここで見つかった為とか。夕食はレストランにて民族音楽を聴

きながら名物フルンジ（パイ包み焼き）を味わう。演奏者にチップを渡すと定番の「さくら」を奏でて

くれ異国で聞く日本の歌に感動。 
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第１４日目（６/１９） 

長く感じたコーカサスの旅もはや帰国の日。エレバン空港発は午後なので、スヴァルトノツ古代遺跡を

訪ねる。７世紀に当時最大の円形大聖堂と言われたグレゴリウス大聖堂も１０世紀の地震で倒壊し現在

は土台と柱の一部が残るのみだが、往時の壮大さが偲ばれる。次はリプシマ教会に向う。当時異教徒だ

ったティリダテス３世の求婚を拒絶し石で殺害され殉教死した尼僧聖リプシマが埋葬されているとい

う。聖グレゴリウスが閉じ込められた牢や殺害に使ったといわれる石が残っていた。最後はエチミアジ

ン大聖堂に立ち寄る。同聖堂は「唯一の神の子（イエス）が降臨した場所」に建てられたアルメニア最

古の大聖堂且つアルメニア正教会の総本山として３０３年に建立されたが、生憎修復中で入館できず。

司祭達の居住する庭園内は何故か撮影禁止だったが宝物館内はＯＫ。展示品にゲハルト洞窟修道院発見

された十字架刑のキリストの脇腹をついたロンギヌスの槍とノアの箱舟の破片に作られた金の十字架

には大いに興味をひかれ、キリスト教にまつわる伝説や史実に思いを巡らすことであった。農家風レス

トランでケバブのランチを済ませ、エレバン空港よりモスクワ経由にて６月２０日１０時３０分成田に

無事到着。 

 

旅の大半は有史以前の遺跡や世界遺産の歴史的建造物並びに伝承で、知識が乏しいものの大いに興味を 

そそるものであった。多分我々の旅はこれで終わる事無く、「全ての道はローマに通ず」の諺の如く、

何時かまた西に向うことを期待しようと思う。 
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 ワイン貯蔵所           アラヴェルディ寺院      峠の注意板   スヴェティツヴェリエ教会 
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    ウシュグリ村                 銃眼つきの塔屋                   女性陣と懇談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
スターリンの生家                      専用列車             ウプリスツイヘ穴居住居群      
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   住居跡               ハマム(公衆浴場)         ハフプト修道院のハチュカル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        図書室の本を隠した穴               セバン湖と修道院          小アララトとアララト山     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ホルヴィラップ修道院                ガルニ神殿                  ローマ浴場跡      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

ゲハルト洞窟修道院      スヴァルトノツ古代遺跡              リプシマ教会                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リプシマを殴った石        エチミアジン大聖堂         ロンギヌスの槍穂 
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千山巡礼 
井上達男 

 2019 年秋、長年目標に置いた千山登山を達成した。 

山は三回楽しむもの。まずは登る山を見つけ出し、登山計画を練る段階。次に実際に登る段階。そし

て下山後に記録をまとめ、撮ってきた写真などを楽しむことで完了する。長年にわたってたくさんの山

を登っていると、時には登ったことをすっかり忘れていた山をもう一度登ることもある。山中で記憶が

よみがえり、一人苦笑してしまう。これは四度楽しんだことになるのだ、と失敗に言い訳をつけたりす

る。記録をつけることの大切さを思い知らされるわけだ。また、富士山はトレーニングや追悼登山など

で積雪期 5 回、無雪期 7 回も登っている。千本杉ヒュッテのある氷ノ山には数えきれないぐらい登って

いる。当然これらは一山ずつで数える。 

 大学を卒業したころだった。山岳部に所属していたのでたくさんの山を登ったように思っていた。山

日記や地図に記した記録を調べなおしてみると 100 山にも満たないことを知って愕然とした。また、氷

河のある山に登りたい、とか、ヒマラヤの高峰に登りたいなどと、未知や困難な山を目指し、近郊の藪

山には目もくれない青春時代を過ごしていた。念願かなってカラコルムの未踏峰、シェルピカンリの頂

上に立つことができたのは 28 歳だった。 

 その後は多忙なサラリーマン生活を送ることになった。加えて結婚し子供もできて、もう山は御終い

となるところだが、一月も山に行かないと無性に恋しくなる。寸暇を惜しんで山に出かけるようになっ

た。そこでブームとなりつつあった 100 名山を目指そうかと調べてみたが、わが愛する氷ノ山や九州の

名峰である由布岳などが含まれていないことがしっくりこない。また、多くの人たちが登り、すっかり

俗化していることが分かった。それに 100 名山とは言うものの深田久弥氏が登った山から選んだ 100 山

であることも私には惹かれるものがなかった。とはいえ何十か登っているが。 

 それでは千山を目指すか、と軽く考えて自分の登山記録をデータベースに入力することにした。する

とあまり登っていないことが改めて確認できた。これは長丁場の目標だ、せめて 70 歳までには何とかな

るだろう、と生涯千山巡礼が始まった。 

 1,000m 以下は山ではないという人もいる。三角点のないピークや名前のない山も認められないと人は

言うかもしれない。千山巡礼登山とは何か? 考えた結論、それは自己満足に過ぎないという事。では自

分なりのルールを定めて登ればよいのだ。そこで私流の千山リストアップ条件を設定した。 

 高さ制限はなし。それで、山と名の付く天保山 4.5m も一山と認める。 

 名もないピークでも風格があれば一山とする。地元の呼び名があれば幸い。 

 地形図に山名がなくとも紀行や参考図書にある名前は採用する。命名(仮称)したものもある。 

 マイナーピークでもそれなりに風格を備えていれば一山とする。北鎌尾根の独標も一山とした。 

 自動車道路やロープウェイが頂上まであっても少しは自分の足で登ること。 

 そして大切なのは記録があること。日付の入った写真があれば特定が簡単だ。 

2019 年 12 月現在 1009 座を登っている。初めての登山と言えるのは記録がある六甲山系東端の甲山

309.2m だ。1958 年 6 月 10 日、小学校の遠足で登っている。2019 年 7 月 5 日、昔から登りたくて今ま

で登れなかった八甲田山の大岳 1,585m が 999 番になった。1000 座目は 2019 年 10 月 28 日、和泉葛城

山地の大石ｹ峰 860m、1009 座目は 2019 年 11 月 23 日、秋吉台の冠山 377m となっている。実に 61 年

間で達成したことになる。 

記録は登山手帳や地形図に記入したものから始まって、パソコン時代になるとデジカメ写真とともに

デジタル記録となっている。当初、歩行時刻と登山ルートは地形図に記入していたが、途中から GPS を

使うようになった。GPS のデータは下山後にパソコンで地図上にプロットできるし、時間記録も読み取

れるので便利だ。デジカメの時刻を 1 秒程度の精度で調整しておくと GPS のデータと照合して撮影位置

が明確になる。記録のデータベースは Microsoft の ACCESS を使っている。登頂したピークにユニーク

番号を採番し、標高、期日、メンバーに加えて簡単なコメントを添付して管理できるようにしている。

さらに地図閲覧ソフトのカシミールに山名とピーク番号をプロットしそれぞれ簡単に検索できるように

した。これによりピークの緯度経度と標高が明確になる。海外のピークは Google Earth にて同定するよ

うにしている。手書きの記録は暇を見つけてデジタル化を進めているが遅々として進まない。一種の終

活として記憶を呼び起こしながら進めている。登ったことを忘れていた山が出てくるかもしれない、と

いう楽しみもある。 
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図-1 登山記録データベース(部分)  Microsoft Access DB 

 

千を超える山を登った登山家は有名なところで今西錦司氏がある。1300 超登られている。京都北山を

皮切りに、岐阜大学長をされた関係からか奥美濃の山々もくまなく探訪されている。私が千山巡礼を目

指すようになったのも今西錦司氏の影響があったように思う。現役登山家では現日本山岳会副会長の重

廣恒夫氏が「チャレンジ 4000」プロジェクトを立ち上げて現在 1806 山に登られている。1009 で喜んで

はいられない。上には上があるものだ。 

 

千山巡礼は膨大な数の記録となっている。すべてを記述するわけにはいかない。そこで様々な切り口

を作って記録を振り返っている。その一部を紹介したい。 

☆地域別の山座数 

国別にみるとアメリカ合衆国が 72 座、これは 1999 年から 2005 年まで足掛け 7 年米国赴任した関係

からユタ州を中心にロッキー山脈の山々を歩いた結果だ。中国は 2 座、チベット遠征の高度順応でマイ

ナーなピークに登っている。カナダ(Mt. Walsh4,505m)とニュージーランド(Rangitoto257m)に1座ずつ。

パキスタンはシェルピカンリ 7,380m の初登頂。残りの 932 座は日本の山々だ。 

県別にみると岐阜県の山が 207 座、滋賀県 127 座、長野県 126 座、兵庫県 107 座、愛知県 44 座、神

奈川県 37 座、京都府 28 座、富山県 22 座、福井県 19 座、山梨県 17 座、石川県 17 座、新潟県 16 座、

三重県 16 座、福島県 13 座、群馬県 13 座、奈良県 13 座、山形県 12 座、静岡県 11 座、大阪府 10 座、

大分県 10 座、長崎県 10 座、北海道 6 座、秋田県 5 座、栃木県 5 座、東京都 5 座、鹿児島県 5 座、愛媛

県 4 座、和歌山県 4 座、福岡県 4 座、岡山県 4 座、青森県 3 座、鳥取県 2 座、山口県 2 座、佐賀県 2 座、

千葉県 1 座、広島県 1 座、高知県 1 座、島根県 1 座、宮崎県 1 座、となっている。 

岐阜県、滋賀県が多いのは仕事の関係で居住した場所の近くの山々を登っているからだ。兵庫県は出

身地で故郷の県であるから多くの山に親しんでいる。要するに住まいの近くの山々が多いわけだ。 

それで、東日本の岩手県、宮城県、茨城県、埼

玉県、四国の香川県と徳島県、九州の熊本県、沖

縄県には足跡がない。これから山を探して登りた

い。沖縄県の最高峰は於茂登岳 525.8m、石垣島

にある。ハブが怖くて尻込みしそうだ。沖縄本島

の最高峰は与那覇岳 503m だ。 

 

☆標高から見た山々 

一番高い山はシェルピカンリの 7,380m で、最

低は大阪港にある天保山 4.53m だ。天保山は千山

巡礼の最後の山にしようと思っていた。しかし、2017 年 11 月 15 日、九州行きのフェリー乗船時間待ち

の機会にすでに三角点を踏んでいた妻に誘われて訪れてしまった。あたりは公園が整備されてきれいな

敷石の地面にガラス張りの穴があり、そこに三角点があった。探すのに苦労して公園中を歩き廻った。

最近、日本一低い山は天保山ではなくなった。仙台港の七北田川河口にある日和山 3m にその座を譲っ

 
Mt. Walsh 4,505m 
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た。 

 

さて、富士山より高い山は、シェルピカンリを筆頭に

11 座登っている。いくつか拾ってみる。毛牛飼峰(ヤクチ

ー)4,918m、これは 2015 年のチベット・バダリ峰遠征時

に高度順化のために居谷さんと登った。仮ベースキャンプ

の裏山で一山としたものだ。ウォルシュ峰(Mt. Walsh) 

4,505m は 1968 年カナダ・ユーコン学術登山隊にて登頂

した。故中西哲隊長以下総勢 7 名の隊で最年少参加だった。

登山後のアラスカ旅行は初めての海外での自然探索に心

躍った。その後 1993 年に家族でアラスカ旅行に行き、8

月 18 日、Donnelly Dome 1,192m に登っている。また、

米国赴任中の 2002 年に 8 月に家族でソルトレイク市から

車でカナダ・ユーコン川の源流まで旅している。 

ブランカピーク(Blanca Peak) 4,372m はコロラドロッ

キーの南端にある独立峰だ。北に長径 12km にも及ぶ巨大な砂丘(Great Sand Dunes National Park)が

ある。ピークの西にホルブルック谷(Holbrook Creek)という氷蝕谷があり、コモ湖(Lake Como)3,580m

まで四輪駆動車で登れる。ここにキャンプして 2004 年 7 月 4 日に登頂した。 

 
Uncompahgre Peak を背に 

 
雪渓の流れとオダマキ Uncompahgre Peak 中腹 

 
大滝君 Hayden Peak を背に 

 
Mt. Peale(右)を背に 

アンコンパーレピーク(Uncompahgre Peak) 4,361m もコロラドロッキーの一峰。サンファン(San 

Juan) 山群に属する。2003 年 7 月 5 日に登頂。コロラドロッキーは氷河のない山が多いが、氷蝕谷が発

達して残雪と済んだ湖、それに高山植物が美しい。ミヤマオダマキが花崗岩質の雪解け水が流れる谷筋

に可憐に咲いている姿は心に響く忘れがたいシーンだ。頂上付近は岩場になっている山が多い。 

キング山(Kings Peak) 4,123m はユタ州の最高峰。2000 年 8 月 14 日、家族 4 人で登った最高峰だ。

このピークがあるウインタ(Uinta)山群は南北に走るロッキー山脈に異議を申し立てるように東西に主脈

が走っている。ヘイドンピーク(Hayden Peak) 3,804m はウインタ山群の西端近くにある。心臓外科で有

 
California Peak 4,221m & Lily Lake 

コロラド・ブランカピーク頂上から 
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名なクリーブランド・クリニックに留学していた大滝君と 2002 年 7 月 27 日、鏡のように美しいミラー

湖(Mirror Lake)から登った。 

パール山(Mt. Peale) 3,877m は南ユタの有名な国立公園、アーチース (Arches National Park) の南東

約 45km にあるラサール (La Sal) 山群の最高峰。周辺は赤茶けた地肌が続く砂漠地帯だが、雪を頂いた

頂上部と緑豊かな山腹とのコントラストが強烈だ。2002年 11月 30日、南面からスキーでアプローチし、

アイゼンに履き替えて頂上に立った。 

 
Wheeler Peak 3,982m 

山頂を取り巻く岩壁の下には氷河がある 

  
bristle cone pine 枯れ木のように見えるが生きている 

枯れた幹の水分を得て小さな枝に葉をつけている 

ホィーラーピーク(Wheeler Peak) 3,982m は砂漠の続くネバダ州の Great Basin National Park にあ

る。2001 年 7 月 24 日、妻と娘を伴って登頂。全く樹木のない麓から高度を上げて 2,000m あたりにな

ると樹林と草地があらわれる。また山腹には氷河もある。切り取られたが、樹齢 4,862~5,000 年の生き

た松(bristle cone pine)があったそうだ。鹿などの動物も豊富な砂漠のオアシス山だ。アプローチは「こ

の先 50 マイル給油所無し」の標識に緊張しつつ砂漠をドライブしなければならなかった。 

ロッキーの 4,000m 峰は住まいのソルトレイク市から車でアプローチして 2 泊 3 日の旅程で登ること

が多かった。金曜日終業後に出発して日曜日夜遅く帰宅するパターンだ。ブランカピークは往復 2,000km

強のドライブが必要だったが、移り変わる風景に時間を忘れて運転していた。 

 

☆ユタ州の ワサッチ山群(Wasatch Range) 

7 年間過ごしたソルトレイク市(Salt Lake City)の近郊、ワサッチ山群 (Wasatch range)を見てみよう。 

ソルトレイク市はユタ州の州都であり、文字通り Salt Lake の岸辺に発展したモルモン教本部のある

街だ。勤め先がこの地に拠点を構えたのは、応用分野の若手ソフトウェア技術者雇用が狙いであった。

子会社が 3 社ありそれを束ねる責任者 CEO として勤務していた。 

ソルトレイク(Great Salt Lake)の広大な谷は西からスタンバリー(Stanburry)山群、次にオキルー

(Oquilrrh)山群そして東にワサッチ(Wasatch)山群が南北に並行して並んでいる。住まいは谷の東側の丘

(Wasatch front)にあった。家の前はゴルフ場で背後は山という自然に恵まれた環境だ。休日は山に行く

か、ゴルフかスキー。とにかくすぐそこにあるのでその気になればいつでも山に出かけることができる。

冬は自宅の玄関でアイゼンを履いてピッケルを持てば凍りついたガリーを登って遊んだりできた。 

ワサッチ山群は国道 80 号の南北に展開し、西にソルトレイクの市街、東にスキーリゾートのパークシ

ティがある。ソルトレイクに流れ下る 4 つの谷筋が山々へのアプローチとなっている。それぞれの谷奥

にはスキー場があり市街から近いので賑わっている。南端には米国本土にある最南端の氷河を抱いたテ

ィンパノゴス山(Mt. Timpanogos : 1999 年 9 月 12 日登頂) 3,581m が鎮座している。3,000m 超クラスの

山々が林立している関係から、スノーバード(Snow Bird)スキー場は、年によって 7 月上旬まで営業する

こともある。また、バックカントリー・スキーが盛んでヘリスキーも行われている。岩の尖峰も多数あ

ると同時にたおやかなスノードームも多く、ロッククライミングやスキー登山を楽しめる。乾燥地帯で

樹林はまばら、あたり一面新雪のスロープはパウダースノーで滑降は快適そのもの。なんだかスキーが

旨くなったように思えたものだ。 
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雪解けは 6 月から 7 月にかけて谷筋の雪が消えるので花咲く夏山は 7 月中ごろから 8 月中ごろの一月

ほどだ。その間にたくさんの花々が咲き乱れる。花崗岩質の岩山が多いので清冽な水が流れる谷筋はお

花畑となって心が洗われる。 

ここで一つの登山記録の一部を紹介しよう。 

********雷山: Thunder Mountain 3,406m 登頂記 (抜粋)*********. 

◇2004 年 7 月 24 日 単独行 晴 

サンダーマウンテン(Thunder Mountain)はソルトレイク市街から見えるワサッチフロントの山々で

マイナーは別として、一つ登り残している山だった。アプローチが長いので途中一泊しないと頂上に登

れないと考えていたのでなかなかチャンスを得られず今日に至った。 

5:40 Bells Canyon 登山口 1,585ｍ。リュックは軽い。標高差 1,850m の長丁場だ。飛ばしすぎてバ

 
図－2 地図 ワサッチの山々 

 (識別番号のある山に登頂している 地図から外れた山を含めてワサッチでは 42 座に登った) 

 
Thunder Mountain 3,406m(左)と Lone Peak 3,430m 

自宅の丘からスケッチ 

 
滝の付近からソルトレイクの街を見下ろす 

40



テないようにしようと思う。登山靴を履いているうちに夜が明けた。 

8:00 2,350m 休憩。この 2 ピッチで 765m 高度を稼いだ。すこしは予定を取り戻せたかな。夕べ登山

口で出会った女性に再会。｢Welcome Back！｣と彼女は私を憶えていた。どこにテントを張っていたのか

判らないが、上流の方に朝の散歩に行っていた様子だ。何故なら彼女は空身だったから。これから頂上

まで往復するつもりだと言ったら、そんなに長い道のりを一日で行くのかと目を丸くしていた。たしか

にそのとおり。ちょっとやりすぎの計画ではあるが。 

9:30A~-10:00A  貯水湖の堤防 2,860m 休憩 

時間の読み違いか、１時間半掛かって湖に到着した。Lake Bells とでも名前が付いていると思ったが、

地図には単なる貯水湖とある。石積みの堤防は一重で頼りない。大分古いもののようだ。ここで少し食

べる。果物は皮を剥いてタッパーに入れて持ってきているのでゴミは出ない。背中のリュックで振動を

受けて、バナナとオレンジ、それにキウイの味が混じって勝手にフルーツポンチになっている。甘すぎ

る米国のケーキもここでは美味しい。 

すでに 1,275m の高度差を 3 ピッチで登ってきたので 30 分の大休止を取る事にした。背の高い若者が

追いついてきた。滝からのルートに難儀したようだが、途中から私の足跡を発見して助かったとか。彼

はここで休みも取らずに先を急いだ。2 週間前にもやってきて、その時は頂上への時間がなくて、今回は

雪辱戦だそうな。 

さて、こちらもあと 540ｍ登らねばならない。ここからは踏み跡がだんだん怪しくなって、最後

は”Scramble”となる。道の無い場所は速度が遅くなる。ルートを考えながら登るのは楽しいのだが、疲

れてきた足腰にはきつい。  

10:50 10,000ft (3,048m). 

 貯水湖から左岸の尾根を経由し、途中から湖沿いの踏み跡に合流してコルに出る。松林の下生は歩き

やすい。時々高山植物に目を休めながらそろそろ疲れてきた足を騙し騙し前に進める。貯水湖上のコル

を抜けたら、谷は広く、カールの底となる。氷河の後退のリズムに呼応して窪地が何段か続いている。

あるものは水を湛えている。右岸側のサイドモレーンの丘と山の斜面の間が平坦になっていて森と草原

になっているが、ここに踏み跡が続いていた。湿原も何箇所かある。Thunder Mountain 側から小さな

流れが流下してくる。花崗岩の岩床を流れる清流は水源が雪渓だから冷たく気持ちがいい。 

ローンピーク(Lone Peak) 3,430mの東壁が威圧的だがThunder Mountain側の斜面は比較的傾斜が緩

い。しかし、高度差は 20~-30m 程度だが、花崗岩の壁が連なっていて適当には登れない。谷の奥へ奥へ

と廻り込むように移動して岩場の切れ目を見つけ、頂上の南側の複稜線に出た。谷からピークに直接登

るルートは岩場とガレのミックスで何となく敬遠しているうちに結局は一番傾斜の緩い谷の奥に入って

しまった。下りのために短いピッチでケルンを沢山積みながら露岩伝いにこの複稜線から頂上を目指し

たが、岩のサイズが段々大きくなって一つ一つ乗ッ越すのが厄介になってきた。右の谷は土も草付もあ

って歩きやすそうなので、頂上と一つ南の Lightning Ridge(落雷尾根とは物騒な名前。後に知ったが落

雷事故で亡くなった登山者多数だという。) にあるピークのコルへ、即ち、右手にトラバースする。 

 

 
遠方に氷河を抱いたティンパノゴス山(頂上付近から) 

Mt. Timpanogos 3,581m 

 
Thunder Mountain 3,406m 頂上 

後方に Little Matterhorn が見える 
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12:00  3,261m コル下 

見上げれば頂上はすぐそこに

見える。ま、慌てずに、疲れた足

腰を休める事とした。南方、稜線

の向うには Box Elder Peak 

3,384m と Timpanogos 3,581m

も遠望できる。Timp の頂上付近

にある氷河が、今日は真っ白に輝

いている。Upper Bells Peak 

3,315m は Lone Peak のマイナ

ーピークとは言うものの、ここか

らは立派な山体を見せている。 

Salt Lake Cityに移り住んで 5

年が過ぎ、6 年目だ。数えてみる

とワサッチを中心に、ユタ州の

50 座 (最終的に 62 座 )を越す

Peak を 踏 んだ 事 にな る 。

Thunder Mountain 3,400mはワ

サッチの中ではアプローチの最

も長いピークで奥の院と言う雰

囲気のある場所だ。 

12:25~12:40 Thunder 

Mountain 3,400m 頂上 

休憩はいくらか足腰を回復さ

せてくれたが、標高差 1,815m の

登りはさすがにきつい。ピッチが

遅くなった。コルに一旦登って、

そこから稜線を覆った這い松の

ブッシュを避けて左手の斜面の

ガレを辿ってすぐにまた稜線上

に出て頂上に向かう。大きな岩が

重なり合った稜線をしばらく行

くと、以外に早く頂上に立った。

貯水湖で私を抜いていった青年

が一足速く山頂に立っていた。時

を同じくして北の稜線からもう

一人、若者が頂上に現れた。道の

無いワサッチの山頂でこうして

登山者に出会うのは珍しい。今日

は皆が単独行だ。頂上での写真を撮りあった。 

************************************************************* 

☆長良川と津保川流域の山々 (地域にフォーカス) 

日本アルプスの山々から西を眺めると白山連峰が目立つ、その南に目をやると奥美濃の山々が重畳と

連なり判別が難しい。伊吹山地あたりは霞んで判然としないのが常だ。ましてや、長良川が山々の狭間

を切り抜けて濃尾平野に出るあたりは漆黒の皺が広がっているに過ぎない。ましてや長良川支流の津保

川流域にはせいぜい 600m 程度の山々が林立し、植林に包まれていて山があるとは思えない。また、登

る魅力に乏しい。1,000m 以下は山ではないと考えている人たちには見向きもされないであろう。 

そのような長良川中流域が気になったのは、住まいがある(今は里家となっている)多治見市から空気の

きれいな冬場に北方を眺めたときだった。能郷白山 1,617.3m、白山御前峰 2,702.2m、御嶽山 3,067m な

どの白い姿を確認できる。その前景に少し雪交じりの黒い稜線が周りよりも少し高く横たわっているの

に興味をひかれた。調べてみると高賀三山、高賀山 1,224.2m、瓢ヶ岳 1,162.6m、今淵ヶ岳 1,048.4m で

 

 

図-3 サンダーマウンテン 登山ルート USGS Topo 
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あった。長良川は美濃市で西から板取川が合流し、その下流の関市で東から津保川が合流する。高賀三

山は板取川に南と西を囲われている。片知渓谷が板取川から北に瓢ケ岳に食い込んでいる。片知渓谷は

明るい岩床の渓流が絶好の水遊びの場を提供している。瓢ケ岳は家族でピクニックに出かけた折に登山

道を偵察した。1987 年 8 月 23 日に登った。高賀山は 1989 年 4 月 2 日、家族と麓の高賀神社から登っ

た。 

そこで神社の謂れ

に興味を持った。高賀

山群を取り囲むよう

に高賀六社(高賀神社、

本宮神社、那比神宮神

社、星宮神社、滝神社、

金峰神社)が現存して

いる。 

高賀神社由緒書に

よると『霊亀年間

(715~717)に夜な夜な

怪しい光が出て当地

の方向に飛んでいく

のを、都の人々が目撃

し驚いた。そこで高賀

山の麓に神壇を飾っ

たところ、この光が出

現しなくなった。これ

が高賀山本宮神社の

始まりである。その後、

牛に似た妖怪が住み

つき、村人に被害を加

えていたので、承平三年(933)に天皇の勅命を受けた藤原高光がこれを退治し、高賀山麓に神々を祀った

という。また、天暦年間(947~956)にも妖怪が出没し、再び藤原高光が退治した。この時、六社が祀られ

た。』とある。 

星宮神社と那比新宮神社の祭神は仏像の虚空蔵菩薩であり、平

安時代、 鎌倉時代の懸仏があるなど、廃仏毀釈以前の神仏習合の

形が残っている。高賀三山ではその後、1995 年 4 月 30 日、今淵

ヶ岳に登った。片知山も機会を見つけて 1995年 7月 9日に登った。 

星宮神社のある粥川には粥川寺があり、円空がこの寺で得度し

たといわれている。全国を渡り歩き約５万体を彫り上げたとされ

ているが、星宮神社の隣にある円空ふるさと館には 95 体の円空仏

が年代順に展示されている。円空の名前が付けられている場所は、

長良川の大矢から津保川支流の武儀倉川に超える古道の円空峠(馬

越峠)がある。高山市の郊外、丹生川町に千光寺があるが、円空が

滞在し多数の仏像を彫っている。立木に掘ったものもある。記念

館もあり、こちらは粥川に比べて大型の仏像が目立つ。登った寺

の裏山は袈裟山 946.1m(2016 年 4 月 14 日登頂)で修行のお堂があ

る。寺の参道には千光寺の五本杉(国指定天然記念物:1929 年 4 月 2

日指定）という大杉が谷間に立っている。津保川は長良川の支流

で、2018 年 7 月 8 日、中流域で氾濫し、関市富野から上之保地区まで 936 軒が浸水している。台風 7 号

の影響など 10 日間ほどで 1,161mm の総雨量を記録している。流域には岳山 599m があるが、それが最

高峰で 400m 台の山が多数だ。したがって谷は明るく深くなく、流れは穏やかだ。 

 さらに、2018 年 9 月 4 日、台風 21 号が北上し、山々の樹木をなぎ倒して通過した。その直後、10 月

2 日に水晶山 547.9m、10 月 21 日に城山 462.2m に登ったが登山道は倒木に埋め尽くされ足元は落枝が

踏み場もないぐらいに散乱し、行く手を阻まれ登るのに時間がかかった。 

 
図-4 長良川、津保川流域の山々 (山名頭の番号は筆者独自の識別番号: 

 地図はカシミールによる国土地理院地図) 

 
平成山頂上への道標を何枚か準備した 
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 津保川流域に興味を持ったのは昭和が終わって平成の世になった時だ。流域に平成村(へなりむら)があ

り、改元とともに名前をへいせいと呼び変えて村おこしが行われ、「道の駅へいせい」も生まれることに

なった。平成地区は従来からシイタケ栽培が盛んで、平成椎茸として名産品となった。平成谷の奥には

高曝山 454m、平洞 424.2m に続いて平成(へなり)山 381m があり、これを機会に登山道も整備され平成

山(へいせいさん)となった。1991 年(平成 2 年)3 月 24 日、平成谷を詰めてきたから稜線伝いに登った。

高齢の伯父夫婦が平成を記念して登るというので偵察を兼ねて道標を持ち上がり要所に取り付けた。伯

父夫婦は無事に人生最後の登山を終えた。 

 

  
平成山周辺の登山ルートマップ 

平成にまつわるイベントとして関市が日本の人口重心を調べて平成 12 年に水晶山 547.9mの南山腹に

導となるモニュメントを設置した。その後、平成 27 年の国勢調査によると人口重心は南東に 6.4km ほ

ど移動して中之保川の多々良羅地区はずれになっている。人口の東京集中が続いているのだろう。 

高沢山 434.5m(1989 年 1 月 22 日登頂)の南山腹には高野山真言宗の日竜峯寺がある。本尊は千手観世

音菩薩。美濃三十三観音霊場第一番札所となっている。鎌倉時代後期、北条政子によって建立されたと

伝えられる重要文化財の多宝塔がある。道の駅へいせいの敷地にはその縮小レプリカが設置されている。

この寺の裏山を伝って高沢山を越え北の見坂峠に至る古道が今も残されていて歩く人もある。 

津保川流域にある温泉「ほほえみの湯」とともに「道の駅へいせい」は令和になった今も人気の観光

スポットとしてにぎわっている。津保川流域の登山道は踏み跡程度が多く、整備されて久しいものが多

く荒れている。 

千山巡礼では、地域に深く足を入れて知られざる藪山を訪ね歩くことも楽しみになっている。訪れる

ごとに地域の歴史に触れ新しい発見がある。また次に登る山探しなどもできて楽しい。 

 

地域に焦点を当てた山では、北アルプス、中央アルプス、南アルプスや八ヶ岳連峰、飯豊連峰、朝日

連峰などがある。最近ではほとんど登っていなかった北海道、東北と九州の山旅に惹かれている。 

山の登り方にはまだまだいろいろある。☆日本の 3,000m 峰 ☆スキー登山 ☆沢登り ☆岩登り ☆

厳冬期の縦走 ☆城山巡り ☆島山巡り ☆半島巡り などなどだ。3,000m 峰は数え方にもよるが 24

座あるとして、2010 年 7 月 19 日、悪沢岳 3,141m に ACKU 例会で登り完了している。 

千山巡礼の足跡は膨大だ。本稿はこのあたりで一度切り上げたい。また機会をいただいたらテーマご

とに振り返ってみたい。千山データを分析して気づいたのだが、妻は今日まで 522 山に登っている。独

身時代の 20 ほどを除いて 500 山強を私と一緒に登っている。素人と思っていたが、立派な登山家になっ

ている。よくぞ付き合ってくれたものだ。 
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夫婦の海外トレッキング 
                                        山形裕士 
 

ここ数年、勤務している私立大学の春休みや夏休みを利用して夫婦で海外旅行に出かけています。私

は今年古希を迎え、にわかに日本人男子の平均的な健康寿命が気になり出しました。厚労省は 2040 年

までに健康寿命を 3 年以上延伸する目標を打ち出しています。「死ぬまで元気でいたい」は恐らく古今

東西、未来永劫、人類の願いでしょう。幸い足腰の方は、下山時に決まって膝を痛めることを除いてま

だ何とか使えます。ACKU の元気な先輩方に見習い、自分の足で歩けるうちは、そして安全運転ができ

るうちは、これからもできるだけ知らない土地を見て回りたいと思っています。海外旅行のもう一つの

動機は、歳と共に物にお金をかけるより精神的な満足にお金を使おうと気持ちが変化してきたことです。 

そうは言っても実際、旅行を計画し準備するのはすべて家内で私は毎度ついて行くだけです。若い頃、

米国留学時代に幼い二人の息子達を連れてナショナルパークをレンタカーで走り回りました。その時か

ら旅行の企画と準備は家内の担当です。今でこそネットで簡単にできる旅行の予約手続きですが、以前

は「地球の歩き方」を片手に葉書や Faxでの外国人とのやりとりが結構面倒でした。当時私は毎日実験

に明け暮れし、旅行の計画を考えている余裕などなくすべて家内任せでした。私の役目といえば、本番

で毎朝その日の行き先を告げられ、地図で道を確認して運転することでした。道草が多いのでその日の

宿にたどり着くのは暗くなってからです。米国の東海岸、西海岸、マイアミからキーウェスト、アリゾ

ナからカナダまでの縦断、カリブ海の島など、おかげで留学中に休みをとっては方々回りました。 

以来、どこへ行くにも大抵私はついて行くだけです。家内は大学の研究室（農学部生物化学）の後輩

で、旧教養部の学校登山にも参加した元山ガール（現山ばあば）ですので、今でもハイキングに連れて

行ったらご機嫌です。お陰で兵庫県南半分の主な山は大体登りました。ACKUの某岳兄から私はカミさ

んに頼り過ぎと的を射たご批判を頂戴しますがこの歳になるともう自立できません。別の岳兄からは登

山が夫婦共通の趣味なのはラッキーなことと羨ましがられたりもしています。 

最近はレンタカーでのドライブが高じてトレッキングもしています。といっても所詮年寄り夫婦の山

歩きですから参考タイムなど記してもどなたの参考にもなりません。この拙稿では詳細な紀行記はやめ

て、最近 2、3年の間に行った海外トレッキングの思い出話を気儘にさせていただきます。 

 

【ニュージーランド・マウント・クックとサザンアルプス．2017年 3月】 

オークランド空港で国内線に乗り換えクライス

トチャーチ着。初の南半球行です。地震の爪痕が

残るクライストチャーチをレンタカーで出発し、

NZ らしい羊牧風景を眺めながらの快適なドライ

ブ。途中、メスベン、フェアリーのロッジやモー

テルに泊まりました。レストランの閉店時間に間

に合わず、生まれて初めて赤の他人から食べ物（持

ち帰り弁当）を恵んでいただくという経験をしま

した。次の日はターコイズブルーのテカポ湖沿い

を北上し、ハーミテージに駐車してアオラキ／マ

ウント・クックの麓までフッカー谷を 4 時間ほど

トレッキング。この日は生憎の曇り空で頂上は拝

めず。飽きるほど眺めた南東面は急峻な雪と岩の

壁でとても登れそうに見えませんでした。東面の

プラトーハットからリンダ氷河を登るルートが一

般的ですが結構難しそうです。 

その後、ツウィーゼルを経てクイーンズタウン

で車を返却。翌日サザンアルプスのルートバー

ン・トラックの現地ツアーに参加しました。ルー

トバーン・トラックはフィヨルドランド国立公園

とマウント・アスパイアリング国立公園にまたが

フッカー谷最奥の氷河湖。背景は Mt. Cook 3724m 

ルートバーン・トラックのキーサミットの山上湖. 右は

Mt. Christina 2474m 
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る世界遺産登録地域の山岳縦走コースで約40km

を三日かけて歩きます。高度は 3000m 未満です

が氷河が発達しており、雪を抱く嶺が太陽に輝い

ていました。天気は三日とも快晴ですっかり日焼

けしました。世界各国からのツアー参加者のおじ

さん、おばさんの中で日本人は我々夫婦だけでし

たが三日間行動を共にして仲良くなりました。サ

ザンアルプスには他にも素晴らしいトレッキン

グルートが沢山あります。 

クイーンズタウンに戻り、光る虫 Glowworm

の洞窟、キーウィ（鳥）公園、羊とふれあうWalter 

Peak 牧場などを観光しました。南十字星をすぐ

に見分けられるようにもなりました。ダニーデン

では防空壕のような穴からアホウドリや貴重な

野生ペンギンを観察しました。我々が海外旅行で必ず行くのは現地の大学キャンパスと付属植物園です。

欧米の植物園はその広さ、植物の種類、美しさ、行き届いた整備など、どれをとっても一流で、大抵入

場無料で園内にカフェもあり半日ゆったりと過ごせます。オタゴ大学キャンパス横のダニーデン植物園

も森や鳥の飼育施設などがあり素晴らしい植物園でした。帰路オークランドでタスマニア海に面した黒

砂のピハビーチに寄りました。 

 

【フィンランド・ラップランド．2017年 8月】 

 ムーミンの故郷、フィンランドのナーンタリで開催された学会のあと、空路到着したイバロ空港は初

の北極圏（北極圏とは北緯 66度 33分以北の地域）で、真夏なのに長袖が必要でした。バスでサーリセ

ルカに向かいホテルを拠点に 3日間ラップランドのウルホ・ケッコネン国立公園を歩き回りました。な

だらかな丘が延々と続きますが、森林限界は標高 500m以下なので丘の上に木はありません。低地の森

の中では珍しい植物を観察したり、丘に登ってトナカイと出会ったり、豊富なベリー類を摘まんだり、

のんびり静かなハイキングを楽しみました。湿地帯が多くコケ類も豊富でした。ロシア国境まで数日間

かけて歩くコースなど、様々なトレッキングコースが整備されており、特に冬はノルディックスキーや

犬橇をはじめ多様なアウトドアスポーツが楽しめます。オーロラは夏でも見えることを現地で教わりま

したが、生憎の曇り続きで夜に雲が怪しくぼうっと光るのを恨めしく見上げました。最終日には近くの

三角湖でルアーフィッシングを初体験し、獰猛なNorthern Pikeを釣り上げました。 

 

【ネパールヒマラヤ・エベレスト山群．2018年 3月】 

 一生に一度は自分の目でエベレストを見たいという単純な動機で初めてネパール・ヒマラヤに出かけ

ました。バンコク経由でカトマンズ着。翌朝一番の双発機でルクラへ飛び、そこから徒歩でパクディン、

ナムチェ（2 泊）、モン・ラ、ドーレ、マッツェルモ、ゴーキョと泊まり、ゴーキョピーク（5360m）

に登頂しました。ゴーキョへの道は、クーンブ氷河を望むカラパタールへのエベレスト街道よりもトレ

ッカーが少なく静かで、エベレストは少し遠くなりますがチョオユーやギャチュンカンを間近に仰ぐこ

とができます。小雪が舞い、頭痛がするような強い風の日もありましたがアイゼンを使用することはあ

ラップランドの夏 トナカイの角の形は様々で毎年生え替わる. 肉は美味 

コニカルヒルで昼食。対岸はダーラン山脈の山々 
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りませんでした。 

 4000m を越えると緑がまったくない荒

涼とした世界で、私はチベットのカンリガ

ルポやニェンチンタンラを思い出しました。

毎日 4〜6時間しか歩きませんが、妻は高山

病を発症して辛そうでした。それでも一緒

に 5000mを越え、そこからさらに富士山の

高さほどに聳え立つエベレストの山頂を仰

ぎました。山頂から湧き出る雲が強風で真

横に棚引いていました。 

 帰国後に旅のことを思い出すとき、素晴

らしい風景より同行した日本人の顔が頭に

浮かぶというのが嫌で、私達はなるべく日

本のツアーには参加せず自分たちで行動す

ることにしていますが、今回は S 旅行社の

お世話になりました。おかげでカトマンズ

からルクラまでのフライトの順番待ちもなく、食欲がなくなる高所でも日本人向けの料理を作ってくれ

ました。何よりツアーでは荷物をポーターが運んでくれるのが有り難いです。厳密には自力で登ったと

は言えず、お金で他人に荷物を担がせることに多少の後ろめたさが残ります。100 kgの荷物でも担ぐと

いう屈強なポーター達に驚いたり、シェルパがビスタリ、ビスタリ（ゆっくり、ゆっくり）と何度も声

をかけてくれたりしたのが印象的でした。 

 

【ボルネオ島キナバル山．2019年 3月】 

 クアラルンプール経由でボルネオ島のコタキナバル着。登山の前に観光へ。まずはクリアス川のボー

トツアーに乗り込み、ボルネオ島固有種のテングザルやカニクイザルを観察しました。直径 50 cmほど

のラフレシアの花やゴムの木からの乳液の採取も見学しました。夜のクリアス川ツアーでは、木々にと

まる無数のホタルの光が同調して 1本の木全体が点滅するのは幻想的でした。 

 翌日乗り合いバスでキナバル公園に着き、Canopy Walk（樹上吊橋）などMount Gardenを散策し、

明日からの登山の Briefingを受けました。翌朝キナバル公園のレセプションで登山ガイドと合流し、車

で登山口のTimpohon Gate 1892mに向かいました。ここから登山開始。キナバル山は巨大な岩塊です。

途中大きなウツボカズラなどを見ながら 15 時頃にラバン・ラタレストハウス 3272m 着。オーストラ

リアから来た若い夫婦と同室でした。19 時に就寝。翌日午前 2 時半に軽食後ヘッドライトで出発。レ

ストハウスを出てすぐの所に登山口がありガイドがゲートの鍵を開けます。雨の強い日はゲートが閉鎖

されますが、それは上部が巨大な一枚岩で斜面全体がナメ滝のようになり危険なためです。異常気象（エ

ルニーニョ現象）でここ 3週間雨が降っていないというのは我々には幸運でしたが、熱帯雨林が心配に

なりました。一枚岩の急斜面を前傾姿勢でバランスを取りながらビムラム底のフリクションで登ります。

最初は固定ロープを掴みたくなりますが慣れるとロープを無視して登れました。やがてだんだん空が白

んで来ましたが、御来光直前の 5時半に最高峰 Low's peak 4095mに登頂しました。頂上からの景色は

Gyachung Kang 7952m 

Gokyo Peak 5360m登頂。Everest 8848m、Lhotse 8516m、Makalu 

8485m (右奥)を背に 

ゴジュンバ氷河の対岸は Kangtega 6783mと Thamserku 

6623mなどの山々 
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圧巻です。東南アジア最高峰のキナバル山は日本の国土の 1.9倍の広さをもつボルネオ島の北部にあり

ますが、頂上から島の中部の山々まで遠望できました。レストハウスに戻り朝食を取ってから一気に登

山口まで下りました。階段状の登山道の段差が大きく、案の定膝を痛め文字通り足が棒になりました。

足の痛みは帰国後もしばらく残りました。家内の方は、登りはビスタリビスタリですが父親ゆずりの骨

太で膝も強く、いつも下りは私より元気で、ガイドは家内より私の方を心配していました。最近、ガラ

スの膝を大腿四頭筋でカバーするべく私は日曜スクワットを始めました。 

 

【オーストリア・チロル地方とイタリア・ドロミテ街道．2019年 8月】 

 ミュンヘン空港からレンタカーでまずオーストリア西部、チロル地方のアルプバッハ、インスブルッ

ク、テルフス、レッヒ、ザンクト・アントンを周り、国境を越えてイタリアのメラーノに入り、ボルツ

ァーノからドロミテ街道をカレッツァ湖、カナツェイ、ポルドイ峠、フェルツァレーゴ峠、コルチナ・

ダンペッツォと巡りました。再びオーストリアに入りザルツブルクで音楽祭を鑑賞し、ミュンヘンから

再度山岳道路経由でオーストリア最高峰グロースグロックナー3797mを遠望、最後にドイツ最高峰ツー

クシュピッツェ 2962m に登頂しました。今回はその日の風任せ、行き当たりばったりでドイツ・オー

ストリア・イタリアを行き来し、同じ道を通ったりして随分無駄の多い車旅となりました。 

 旅の中心はチロル地方のアルプとドロミテの岩山のトレッキングです。これらの地域には多くのスキ

ー場があり、ロープウェィやリフトで 3000m 近い頂上まで一気に上がれます。例えれば上高地から穂

高連峰の主稜線上に一気に運ばれるような感じで、おまけに頂

上駅が鉄筋コンクリート製のレストランだったりして驚きま

す。冬のスキーヤーだけでなく、夏はハイカーや一般観光客に

利用されています。誰でも簡単に 3000m級の山々が連なるア

ルプスの絶景を展望できるのは素晴らしいことです。宿で一日

乗り放題の無料チケットをもらえることもありました。ロープ

ウェイのおかげでこの地域のトレッキングはいきなり山頂近

くから始めることができます。 

 インスブルック北の山ノルトケッテの Hafelekarspitze 

2334m 頂上からはインスブルックの町が綺麗に展望できまし

た。日本の山頂には祠がありますが、アルプスはどこもかしこ

も十字架が建っていて登る度に違和感を持ちました。 

 ドロミテは石灰岩質のごつごつした岩山・奇岩ばかりで、氷

河と雪のスイスアルプスとは趣がまったく異なります。若い女

性を含む軽装のパーティーが急な岩壁をスイスイ登っていく

シーンを何度も見かけました。よく見ると彼らはヘルメットと

ハーネスを装着し、セルフビレーの 2枚のカラビナを固定ワイ

ヤーに掛け替えながら登っていきます。後で知ったことですが、

これは Via Ferrata (鉄の道)と言う岩登りモドキの山岳スポー

ツでした。ドロミテの主な岩場には取付きから頂上まで真新し

いワイヤーがボルトでフィックスされ、コの字型の金属製足場

が階段状に打ち込まれていて垂直に近いところはハシゴが架

Mt. Kinabaluの Low's Peak 4095mに登頂 右は South Peak 3776m. 下りも長い 

Hafelekarspitze 2334m頂上 
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けられています。Via Ferrataにはヘルメット、ハーネス、大きなカラビナ 2枚、伸縮性のある専用ス

リングの装備一式が必要となりますが、高度感は半端ないのでトレッキングとは違う面白さを味わえま

す。我々ももう少し若くてバランスが良ければ挑戦できたかもしれません。 

 

 

 以上のような海外のトレッキングを始めたきっかけは、やはり ACKU

の二度のチベット登山に参加させていただき、未踏峰や高峰を間近に眺め

る喜びを知ったことだと思います。末筆ながら記して感謝申し上げます。 

                                       

岩登りモドキの Via Ferrata試登 

ミズリーナ湖と Drei Zinnen (Tre Cime) 2999m ランドロ湖と Monte Cristallo 3221m 

 

 

 

チロルの Valluga 2811m下の雪渓と岩稜 

ドロミテのカレッツァ湖とラテマール山群 Tofana 3244mの大岩壁 

49



UTMB（ウルトラトレイル・デュ・モンブラン）の完走報告 
                                          

                                      大瀧義郎 
 

2019年 8月、UTMB（ウルトラトレイル・デュ・モンブラン）を無事に完走してきました。 

（注）UTMBは、フランスの南東部・ヨーロッパアルプスの最高峰モンブランの麓のシャモニーで開かれ

る、世界最大のウルトラトレイルランの大会です。毎年 8月末に開催され、コースはモンブラン

周囲の山岳地帯で、フランス、イタリア、スイスの国境をまたにかけるものです。 

 

【プロローグ】 

 私が初めてフランスのシャモニーを訪れたのは、湾岸戦争のあった 1990年であった。主に岩登りを

主体とした 2か月の滞在であったが、あの美しい風景をいつか再び見てみたいとは思っていた。そんな

折、UTMBというとんでもないレースが開かれるようになったというのを耳にした。当時はまだフルマラ

ソンにしか興味が無くて、私には敷居の高いものであると感じていた。しかし 2015年にアメリカ 50州

マラソンが残り 5州となるのを契機に、何か新たな挑戦を模索していた中で興味を持ち出したのがウル

トラマラソンであった。 

  2015年 7月 初めての 100マイルレース完走、ポイント 6点獲得（Vermont 100M） 

  2015年 12月 アメリカ 50州マラソン完走 

  2016年 6月 San Diego 100Mで、屈辱の DNF（リタイヤ） 

 2016年 7月 ポイント獲得のため、急遽 6週間後の 100マイルレース出走、完走（Vermont 100M）、

ポイント 6点獲得 

 2016年 9月 Iron Mountain 50M、レース主催者に経費を支払う事を申し出て、UTMBポイント

レースにしてもらう。そして完走、ポイント 3点獲得。これで UTMBに必要なポイント＝15点

/2年がそろう。 

  2017年 1月 UTMB落選（1年目） 

  2017年 6月 San Diego 100Mリベンジ、ポイント 6点獲得 

 2017年 7月 Burning River 100M完走、6月のレースで故障してしまい、コンディションは

最悪だったが、ポイントレースだったので根性で完走。ポイント 6点獲得 

  2018年 1月 UTMB落選（2年目） 

  2018年 6月 The North face Challenge MA 50K、ポイント 3点獲得 

  2019年 1月 UTMB当選（3年目は自動当選） 

 UTMBに参加するためには、出場したレースでポイントを稼いでいかなければいけないのだが、それぞ

れのレースがポイントレースに認定されるためには、それぞれのレースディレクターが上納金のような

ものを国際トレイル協会（ITA）に納めなければいけない。大きな大会になればその上納金は$1,000以

上にもなり、趣味でやっているレースディレクターにとっては大きな負担だ。そのため、実はアメリカ

では認定レースを探すのが困難な状況になってきている。レースに参加するランナーにとっても、面白

いレース＝ポイントが獲得出来るレースであるとは限らず、日程の調整が難しいところだ。2021年から

はまた制度が変わる予定で、3年目の自動当選制度も無くなるため、今後 UTMBに参加する事さえも大変

な状況になっていくことであろう。  

 

 さて自動当選後の手続きだが、正式なメールは主催者からは来なかった。各自 UTMBの HP で、情報を

更新していく必要がある。  

  5月末まで 健康診断書の送付（同僚に書いてもらった） 

  7月末まで 参加のための細かなチェック 

  7月末まで レースゼッケンのピックアップの時間の指定 

  7月末まで Tシャツサイズの申請 

  レース当日まで 携帯電話に LiveRunというソフトをインストールする必要がある。 

50

https://ja.wikipedia.org/wiki/8%E6%9C%88


 当選した時点で手配すべきなのが、航空券である。アメリカからは大西洋超えなのだが、アメリカン

航空のロンドン乗り換えジュネーブ行きを手配した。ホテルに関しても後手後手に回っていたら、どん

どん部屋は無くなってしまうようだ。当選発表前に、予約だけしておくという人も多いようだ。キッチ

ン付きの宿にしたかったのだが、安い値段であれば$200くらいでもあるだろう。私はゴール近くでゆっ

くりしたかったので、Apart'Hotel le Genepy という 100mくらいの距離の 2BR コンドミニアムにした。

一人ならば、ホテルにするなど安く抑えることが出来るだろう。ちなみにここはスーパーも近く、非常

に便利なロケーションであった。 

 

 Wifiはあらかじめ予約しておけるのだが、空港で受け取るサービスは少ない。宿泊するホテルに送っ

てもらうため、ホテルに到着するまでの通信手段が問題である。ジュネーブの空港では無料 wifiがあ

るが、一度だけテキストメッセージを受け取ってコードを入力する必要がある。ロンドンの空港は無料

であった。 

 

 ジュネーブからシャモニーへの交通であるが、バス、乗り合いタクシー 、個人タクシーがあるが、

それぞれ到着時間も値段も異なる。行きはバスで 25.65ユーロで、2時間半以上かかった。帰りはプラ

イベートタクシーを頼んだが、152.10ユーロで１時間ちょっとで到着出来た。これも早目に予約した方

がいいようだ。私の場合、飛行機が遅れて時間を変更しなければいけなかったが、空港の wifi 経由で

メールで迅速に対応してくれた。 

 

 基本的に殆どの支払いはクレジットカードが使えるのだが、UTMBのエキスポでの支払いは現金であっ

た。100ユーロくらいあると便利であろう。 

 

 この UTMBであるが、2,500人以上のランナーを安全に走らせるために、やや厳しいレギュレーション

がある。以下の装備を持って走らなければいけない。また事前にエキスポで、またレースの途中 2か所

で装備チェックがあった。 

  バッグ 

  携帯電話 

  150mL以上の携帯コップ 

  水を 1,000mL入れれる容器 

  2つのヘッドランプ（予備電池含む） 

  救急シート（140X200cm） 

  笛 

  テープ（100X6cm） 

  食料（800kcal） 

  帽子付き雨具（上下） 

  長ズボンまたはレギング（使用せず） 

  Cap or bandana or Buff 

  アンダーウエア（180g）、または、 

  アンダーウエア（110g）＋ウインドブレーカー 

  帽子 

  手袋 

  ID  

これ以外にも、天候などによってはサングラス、余分の水、 

防寒具なども必要となってくるであろう。 

 レースに関しては、最高地点が 2,565mと大したことはないのだが、やはりある程度の高度トレーニ

ングをやっておいた方が余力が出るであろう。また、46時間半という長丁場のレースとなるので、ある

程度の作戦が必要である。私は出来れば 3週間前に高度 4,000mを経験しておきたかったのであるが、

仕事が忙しくて 2週間前の高所トレとなった。スタート地点も 1,035m あるのだが、2日前には現地に入

っておきたいところだ。前日は 3,800mまでの高度を経験しておいた。 

コース地図と高低差グラフ 
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【１、シャモニー～8㎞フラット～730m登り 930m 下り～Saint Gervais(21.0 ㎞)】 

 この UTMBの特徴の一つとして、夕方 18時のスタートで、普通のランナーにとっては 40時間近くを

走り続けなければいけないことであろう。多くの耐久レースが早朝スタートであるのに対して、こうい

った夕方スタートの長時間レースの場合、レース前の睡眠が大切になるのは言うまでもない。 

 荷物のデポは、ほぼ中間地点である Courmayeurのみで認められており、荷物は金曜日の午後に、体

育館で済ませることが出来る。私は 15時頃に預けに行った。スタート地点には、多くの人が推奨する

ように 1時間前に到着したが、あいにく雨が降り出したために、近くの教会などで雨を避けることとな

った。雨で体を消耗することはなかったのであるが、後にこれがタイムとなって響いてくることとなる。 

 そして雨も収まった 18時にスタートだ。スタ

ート地点を通過するのに 5分経過してしまう。

多くの他のマラソン大会などはスタート地点を

通過してしまえばスムーズな流れとなるのだが、

この UTMBは市街地をしばらく走り、応援の両脇

の観客が行く手を阻むために、スタートして 10

分程度はまともに走ることも出来ない。タイム

を優先するならば、出来うる限り一歩でもスタ

ート地点に近い方がいいだろう。 

 スタートして 2キロで、コースは右の林道（ト

レイル）に入っていく。入口のゲート状の石の

ために、短いが渋滞となっていた。コースはフ

ラットと思いきや、所々にアップダウンがある。

トレイルを抜けて舗装路を下り、左の橋を渡り

Houchesの街の中に入っていく。ここで水分補給

(U1)をすることが出来る。ここの通過は 18:56

（レース後、驚くことに 2,078位だったが、本人にはその自覚は

無かった）、そして左のスキー場内のトレイルに入っていく。こ

この入り口にもゲートがあるために、少々渋滞がある。コースは

しっかりとした林道の登りで、多くのランナーとペースを揃えて

登っていく。左後方には、モンブランの氷河を抱えた山々が迫る。

約 730mの登りで、下りに入っていく。傾斜はかなり急ではあるの

だが、急な直前の雨にも関わらず下りにくいことは無かった。美

しい夕焼けを眺めながら下っていく。この下りの途中では、ボラ

ンティアの私設エイドステーションも散見された。多くは広い林

道コースなのであるが、時にはシングルトラックになる部分もあ

り、追い抜きなどの技術が必要とされるであろう。他のランナー

のヘッドライトのお世話になれば、ライト無しでも下れるのだが、

足元が不安定な部分もあり、早目に用意しておいた方がいいだろ

う。そして Saint Gervais の街に入り、舗装路に入っていく。こ

こにはフルエイドステーション(U2)がある。サラミ、チーズや甘

いおやつ、バナナ、オレンジ、パスタなどが揃えられている。水

分は、普通の水道およびペットボトルがあるのだが、ペットボト

ルを揃えたエイドは以後も少なかった。コーラは各エイドにはあ

るのだが、その他の市販品は無かった。やや胃腸の状態が不調で

あったのだが、ここで下痢が始まってしまう。今朝食べてしまっ

たエクレアに問題があったようだ。この UTMB ではトイレは充実しておらず、既存のトイレを使用する

エイドが大半だ。エイドを過ぎた右側の教会でトイレを済ませる。関門時間は 22:00であるが、

21:07(1,751 位、-327)には通過することが出来た。以後、このマージンをいかにキープしていくかが、

完走のポイントとなる。 

 

【２、緩やかな登り 360m～Contamines(31.2km)】 

 Saint Gervaisの町中を走ってすぐに、右のトレイルに入っていく。コースは牧場内のシングルトラ

ックが多く、追い抜きのタイミングが難しいであろう。いらいらしたランナーは、左右から強引に追い

抜きをかけてくるであろう。暗闇の樹林帯のコースであるが、おおむねランは可能な傾斜である。最後

レーススタート 

モンブラン（後方） 
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はやや傾斜が強くなって、Contaminesのエイド(U3)だ。相変わらずお腹の調子は悪く、数の少ないトイ

レで下痢の世話をする。体がイマイチなのと、渋滞もあるので、なかなかペースも上がらない。水分を

余分に摂取しようとするのだが、胃の調子も悪そうだ。カルピスに似た飲み物があり、これを摂取する

ようにする。関門時間は 0:00であるが、22:51(1,479 位、-272)には通過することが出来た。余裕は 60

分以上になったので、やや安心して現在のペースを維持するようにする。 

 

【３、おおむねフラットな川沿いのトレイル 4 ㎞～4.2㎞で 490mの登り～Balme(39.3km)】 

 前半はおおむねフラットな、普通なら楽勝で走れる市街地～トレイルであるが、体の調子が悪くてペ

ースが上がらない。下痢がおさまるまでの辛抱だと思い、ペースを落として走っていく。途中の公園で

は、またしてもトイレの世話になる。そしてここから本格的な岩の登りが始まる。途中からは樹林帯を

抜けて牧場地帯を登るために、前方には無数に連なるヘッドライトを見ることが出来る。ひときわ明る

い場所が次のエイドステーションである Balme(U4)だ。他人のペースに惑わされず、自分のペースを刻

み続ける。 

 エイドではペットボトルの水が配給されておらず、まずは炭酸水を試してみるのだが、10秒後にいき

なり嘔吐してしまう。更にはまたまたトイレの世話になる。救護が集まってきて収容しようとするのだ

が、ここでの時間の浪費はリタイヤに直結する。平然といつもの事だと対応するのだが、消化管の上も

下も駄目だということで、完走が厳しくなることを自覚する。標高も 1,700mを超えて気温も下降、全

身に震えが出てきたために、上にレイヤーと上下に雨具を装着する。このまま何も摂らなければリタイ

ヤは間違いないので、何か口に入りそうなものを探す。私にとっては嘔吐への最適の処方箋であるジン

ジャーエールは、残念ながらここには無いようだ。あまり選択肢は多くはないのだが、紅茶＆角砂糖、

オレンジ、コンソメスープで僅かに胃を満たす。ここの関門時間は 2:00であるが、00:59(1,676 位、+197)

には通過することが出来た。自分の力を信じて、登りながら体力を回復させることに努める。 

 

【４、730mの登り～880mの下り～Chapieux(50.1km)】 

 先程胃に入れたものを吐いてしまったらレースは終了してしまうので、胃が落ち着くまではペースを

下げて登っていく。気温もどんどん下がってくるのだが、上下雨具を装着したために体温はうまくコン

トロールできているようだ。峠に近づいてくると風も強くなるのだが、これもコントロール可能なもの

であった。そして峠を通過、平坦にはなってくるのだが、まだ緩やかな登りが避難小屋までは続く。こ

こで下りに備えて水分を補給するのだが、標高も 2,400mを超えて腸管虚血になっているのであろうか、

またしても嘔吐に見舞われる。この標高での、この気温でのエンジンストップは、かなりやばい状況で

はあり、今は標高を下げることが一番の治療法だ。ゆっくりとエンジンをスタートさせてチェックポイ

ントを 2:52(1,735 位、+59)通過、走りやすい下りに入っていく。真っ暗闇の下りで、ライトを消せば

満点の星空だ。前方を走るランナーのヘッドライトを辿れば、だいたいどこにエイドステーションがあ

るのかわかるであろう。Chapieuxエイド(U5)に入る手前で、まずは携帯電話と雨具のチェックがあった。

このエイドでは、サポートが入ることが出来るため、日本人チームはヌードルをみんなですすっていた。

『それちょうだい！』とはとても言えずに、定番となったコンソメスープと紅茶を補給する。ここの関

門時間は 5:15であるが、3:41(1,712 位,-23)には通過することが出来た。エイドでの滞在時間は 14分

であった。 

 

【５、960mの登り～200mの下り～250mの登り～600mの下り～Combal(67.3km)】 

 エイドステーション内は熱気で包まれているが、歩き出しの最初は寒気を感じる。うまく雨具を脱着

しながら、体温をコントロールする。しばらくは緩やかな舗装路の登り、そして平坦な牧場内のトレイ

ルとなるが、強烈な登りが始まる。上方には、絶望的とも思えるヘッドライトの列が連なる。Chapieux

までは厳しめの関門時間設定ではあるのだが、関門時間を過ぎても延々と下方にもヘッドライトの列が

連なる。体調は相変わらずで、自分の体の調子を聞きながらペースを設定していく。標高も 2,500mま

で登らなければならず、明け方の寒風が体を痛めつける。そして Saigne峠(2,516m)を超えればイタリ

アだ。時刻は 6:15(1,509 位、-203)、前方には幻想的な朝焼けが待っていた。走りやすいトレイルを駆

け下って避難小屋へ、そこから最悪の評価を得ているおまけのルートの登り下りだ。ここはシングルト

ラックであるとともに、浮石だらけのコースで、足にはきついトレイルだ。遅いランナーについてしま

うと簡単に分単位の遅れになってしまうので、一人でもいいからかわしていくといいだろう。後半の下

りは、非常に走りやすいトレイルだ。そして Combal 湿原のエイドステーション(U6)に到達する。ここ

の関門時間は 10:00であるが、8:06(1,515位、+6)には通過することが出来た。ここでもトイレの世話

になるが、下痢の方は随分落ち着いてきたようだ。尿もそれほど濃縮しておらず、体はやや回復傾向か。
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食欲は全くないので、定番となった紅茶＆角砂糖で栄養を摂るのだが、何を思ったかミルクを入れてし

まったのが失敗であった。エイドを出て 5分後には全て吐き出してしまった。スタートからここまでま

ともな食事は摂っておらず、ここにきての再嘔吐はまたしても危険信号なのだが、とにかく標高の低い

Coulmayeurを目指すことにする。 

   

 

 

【６、450mの登り～460mの下り～750mの下り～Coulmayeur(80.0km)】 

 明らかにペースが落ちる中、マイペースで強烈な登りをこなしていく。背後には圧倒的なモンブラン

の絶景が広がる。真正面の岩山に登っていくのではなくて、カールの淵を辿って左の小山に 9:32(1,537

位、+22)に辿り着く。ここからは、快適なダウンヒルセクションだ。体は弱っているのだが、そこそこ

のスピードで下っていく。逆にここを走れないようであれば、完走もままならないであろう。そしてス

キー場のエイドステーション(U7)に 10:14(1,514 位、-23)に到達する。多くのランナーが腰を据えて休

息していたが、いいリズムで下れてきているので、短時間でエイドを出発して更に標高を下げていく。

コンバル湿原 イタリア側から見たモンブラン 

クールマイユール市街 モンブランを背に駆け下る 

54



かなり下りの遅いランナーもいるので、遠慮無しに抜いていき、数え切れないくらいの九十九折りをこ

なせば Coulmayeur市内だ。平坦になり感じのいい石畳の街中を抜けていくのだが、気を抜かずに走り

を継続して、ドロップバッグのある最大のエイドステーション(U8)に到達する。靴は調子良さそうなの

で、そのままとする。靴下と汗で濡れたシャツを交換する。下痢の方はかなり落ち着いてきたようだが、

食欲は相変わらず悪いままだ。何とか口に入りそうなものを選び、口に入れる。もうタイムは関係無く、

完走できるかどうかが一番のポイントとなってきたので、アラームを設定して体育館の隅で 20分程度

の仮眠をとる。ここの関門時間は 13:15であるが、10:59(1,439 位,-75)には到着することが出来た。エ

イドでの滞在時間は 45分(11:44、1,386 位、-53)であった。1時間 30 分程度の貯金だが、大きなトラ

ブルさえ無ければ、完走は近づいてくる。ここからフィレ峠までが、後半の核心だ。 

 

【７、780mの登り～7.4㎞のアップダウン～250mの下り～Arnouvaz(97.3km)】 

 時刻は正午前となり、気温はどんどん上昇してきて、ランナーの体力を奪い取っていく。初めは緩や

かな舗装路だが、急な登山道に入っていく。当初は水も少なめに出たのだが、道路沿いに湧水を供給す

る場所が右側に 2か所ある。帽子・アームカバーを冷やすとともに、水分補給を行う。登りは抜かれる

ままに自分のペースでしっかりと登り、ベルトン小屋に 13:33(1,422、+36)に到着することが出来た。

ここではペットボトルの水をゲットすることが出来た。日陰で横になり、地面の温度で体温の下降に努

める。そしてすぐにここを出撃する。ここを走れるかどうかが、ポイントとなるからだ。目標は Arnouvaz

の関門 18:15に、どれだけの貯金を作れるかだ。息を整えながら平坦な道も出来るだけ走るようにして、

足を進める。最後のボナッティ小屋の手前の登りをこなして、小屋に 15:10(1,353 位、-69)に到着する。

ここからはほぼ平坦なコースで、最後に下りがあるセクションだ。気持ちで負けないようにして、少し

でも遅いランナーは容赦なく抜いていく。そして、Arnouvazに到着する。エイドでは多くのランナーが

日陰で体を休めているが、雲行きがやや怪しくなってきた。夕立が来る前に峠を越えたかったので、休

息時間は最低限とする。ここの関門時間は 18:15であるが、16:17(1,324 位,-29)には通過することが出

来た。ここに来ての約２時間の貯金は大きい。 

    Arnouvazへ駆け下る(1)  

     

【８、770mの登り～470mのダウンヒル～480m の雨の中の下り～La Fouly(111.5km)】 

 登り始めはいきなりの急登だ。息を整えてゆっくりと登る。そして前方の丘に張り付いてから右の山

を急登していく。周囲は雲に覆われ始め、雷も響きだした。ただ気温も下降してくれるので、体にはそ

れほどきつくはない。雨も降りだしたので、上に雨具を装着して登っていく。そして、18:13(1,299 位、

-25)にフィレ峠に到着する。ここからスイス側の雄大なダウンヒルに入っていくのだが、目の前には雨

雲が広がる。写真を撮った後は、すぐに下りの処理に入っていく。ここもスピード区間だ。休むことな

く足を進めて、谷底近くに降りてくる。この辺りからは激しい雨が降り続き、一部雹も交じっているよ

うだが、ここでのエンジンストップは日暮れ前だけに完走の成否を左右するポイントだ。牧場内のチェ

ックポイントの後は、左の水平道に入っていく。しかし、ここのトレイル状況が雨のためにかなり悪い。

追い抜きも危険を伴うものとなってくる。左へ左へと回り込んでいき、エンドモレーン下部を通過、牧

場からは谷底に向かう最悪のトレイルに入る。そして最後に右に橋を渡って舗装路を走り、La Foulyに

20:03(1,241 位、-58)に到着する。ヘッドランプを使用する必要も無く、ここまで辿り着けて良かった。

事故でもあったのだろうか、ヘリコプターが何度も旋回していた。また順位を上げているのであろうか、

エイドには多くのランナーがあふれかえっているので、休息にならない。わずかにチーズとサラミ一切

れを口にした後、制限時間 22:30のところを 20:19 に飛び出す。依然 2時間以上の貯金だ。 

Arnouvazへ駆け下る(2) 
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 【９、440mの下り～320mの登り～Champex(125.8km)】 

 エイドを出てすぐに、夜の用意をしていなかった事に気が付く。熱気のあるエイドにいると気が付か

なかったが、気温も下がっているので、上下雨具、上にインナー、ヘッドランプを装着する。1㎞ぐら

い舗装路をよたよたと走ると、左の登山道に入っていく。ここも斜面のシングルトラックの道なので、

あまりとばす事は出来ない。しかし徐々にトレイルの状況も改善してくる。かなり走ると舗装路に出て、

街中を走るようになる。ここでチェックポイントがある。本来ならばトップスピードで下っていきたい

のだが、今の足ではよたよた走りが限界だ。そして、左の山中に入っていく登りとなる。なんとなく前

方の山の左奥に明かりがあるので、場所がわかるかもしれないが、心して登らなければいけない山の一

つだ。距離的には 14.3㎞なのだが、3時間以上かかってやっと Champexに到着する。ここの関門時間は

2:30であるが、23:29(1,146 位,-95)に到着することが出来た。もうここからは 50㎞も無い。とにかく

大きなトラブルが無ければ完走出来るんだと心に念じる。体はいっぱいいっぱいで、幻聴幻覚のような

ものも発生してきたので、ここではベッドに横になることにする。毛布を被って体温も保ちながらアラ

ームをセットして 30分程度の仮眠をとる。そして 2時間の余裕をということで、00:25にエイドを出発

する。 

 

【10、5kmの緩やかな下りの林道～550mの登り～580mの下り～Trient(142.1km)】 

 最初の 5㎞で時間を稼ぐべきだとわかっていたので、しっかりと走って山の取り付きに向かう。そし

て山をひたすら登っていくのだが、完全に睡魔との戦いになってきているので、動きがのろい。この辺

りまで来ると、無数の疲れ切って横たわるランナーを真横に見ながら、足を進める。周囲は真っ暗なの

だが、ヘッドライトの明かりが向かうべき方向を指している。意識も朦朧とする中、日本の国旗を見つ

けて思わずついていくことにする。こういった夜中にしゃべりながら足を進める事は、意識の集中につ

ながる。おまけにラムネまで頂いてしまった。こんなに胃がやられているのに、おいしくばりばり食べ

れるのは新たな発見であった。トレイルは牧場の中を進むのだが、予想外のエイドステーションを通過

して下りに入る。道は悪いのだが、なるべく集団で走ってタイムを短縮するようにする。最後は街を見

下ろしながら左にトラバース、九十九折とえげつない階段を降りて街中へ、エイドステーションに到達

する。ここの関門時間は 8:00であるが、4:49(1,122 位,-5)に到着することが出来た。依然胃は良くな

いので、コーラで栄養補給をした後は外で雨具を着て横になる。先程の日本人ランナーに起こしてねと

言っていたのだが、一向に現れない。どうやら見つけてくれなかったようだ。慌てて出立の用意をする。

ちょっと長居をしすぎたか、57分の滞在となってしまった。関門までは 2:14となってしまった。 

 

【11、770mの登り～800mの下り～Vallorcine(153.0km)】 

 あと残る山は 2つだ。この山は 3時間で超えたいと思っていた。しかし、最初からかなりの急登だ。

体はイマイチなのだが、明るくなってくるのでストレスが多少減ってくる。高度計を見ながら牧場をど

んどん登っていく。そして左に氷河地形を見るようになれば、山頂は近い（7:15, 1,206 位、+84）。こ

れを右から回り込んで、下りのダウンヒルに入っていくことになる。眼下には町や鉄道が見えてくるの

で、だいだいの方角は想像つくであろう。スキー場に降り立った後は、更に高度を下げて街に降り立つ。

ここの関門時間は 11:15であるが、9:00(1,215 位,+9)に到着することが出来た。2時間の余裕があるの

で、もう完走は間違い無いであろう。気も随分楽になってくる。エイドで簡単に補給を行った後、13分

で出立する。 

 

【12、200mの登り～700mの登り～1,100mの下り～Chamonix(171.5km)】 

 最初の 4キロ弱の緩やかな登りは、普通ならば走れる傾斜だが、今の状況では無理だ。なるべく早歩

きで峠に到着する。ここからのドリュの眺めは最高だ。そして正面の岩山に取り付いていく。ここでは

何かテレビの取材陣も来ていた。抜かれる人には抜いてもらい、順調に高度を上げて、最高地点に到達

する 11:54(1,206 位,‐9)。そして 3㎞先のスキー場まで下り気味のトラバースだ。道は良くないので、

結構時間がかかるが、もうとっておいたラストスパート用の力を使ってもいいようだ。ペースを上げて

最後の登りをこなして Flegereへ。ここの関門時間は 14:45であるが、12:51(1,199 位,‐7)に到着する

ことが出来た。自然と笑みがこぼれる。あとは下るだけなのだ。ここからはギヤチェンジをして、豪快

に下っていくことにする。寝ている間に多くのゆっくりとしたランナーに抜かれたんだと思いながら、

残る力を意識しながら先行ランナーをごぼう抜きしていく。PTLのメンバーも 4組くらい抜いただろう

か、とうとう市街地に入ってきた。陸橋もどとうの勢いで突破してランナーを抜いていく。目に見える

範囲のランナーは全て抜くぞという気持ちで、最後の追い込みに入る。市街地に入ってから抜くという

のは、やや大人げないとの意見も読んでいたのだが、いかんせん倍以上のスピード差があるので、これ 
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も一気に抜いていく。そしてメインストリートへ入っていく。良かった、もう見える範囲にはランナー

は見えないよ。大きくストライドを伸ばして、ラストランに入っていく。同じ日本人も含めて、大きな

歓声が後押しをしてくれる。そして最後の直線へ。 

 これが 5年間追い求めていたものなのか？一歩一歩感動を味わいたいと思う反面、早くこの苦しみか

ら解放してくれとの思いで、最後の 5mまでしっかりと走ってゴールラインをまたぐのであった。制限

時間は 16:30であるが、14:00(1,146 位,‐53)に到着することが出来た。公式には 44時間 00 分 27秒、

あと少しで 43時間台だったそうだが、もうここまできたらそんな多少の時間は関係無い。緊張の糸が

緩んだ後には、もう言うことを効かない足が残るだけであった。両脇を抱えられながら、ゴール地点を

後にするのであった。 

 

 

 

   アルゼンチエール氷河とドリュ（右）            ゴールであるシャモニーの町を見おろす 

ゴール直前の直線コース シャモニーに帰還 
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【エピローグ】 

 44時間走った後に得られたものは何だったのだろうか？ 私自身最長で33時間しか走った事が無く、

46時間 30分という制限時間の意味があまりわからなかったが、恐らくは途中での睡眠時間を織り込ん

でのものであったように思う。風景に関しては、カメラを持っては行ったのだが、あまりいい写真を撮

ることが出来なかった。あの圧倒的に連なるヘッドライトの列も、実際に見ることでしかうまく表現で

きないであろう。また風景だけを撮るのであれば、ゆっくりとテントでも担いで山を登るのが一番であ

ろう。やはり行きつく結論は、新たな目的を見つけてチャレンジすることに意義があったのだと思う。

困難な状況に我が身をおきながら、いかに対処していくかも、実はエンジョイしているのかもしれない。 

一つの目標を達成した今、次は何に取り組むのであろうか？責任ある仕事にもついている自分がいるの

だが、また機会があれば新たなチャレンジを続けていきたいと思う。 

 

【メモ】 

· 靴 最後までどの靴を選ぶか悩んだのだが、過去に 100マイルを走っても靴擦れが少ない iNov8 

Roclite 290を選んだ。下りでのクッション機能を捨てなければいけないが、全く靴擦れ無しに、全

く靴の損傷も無しに、この岩ルートを走り抜くことが出来た。 

· ソックス ItoiXを使用していたのだが、耐久性に疑問を感じていた。一方 Inner Fact創業者はもと

もと Itoitexの創業者だったようだが、Inner Fact の方が圧倒的に耐久性が強い。100マイルレース

を数本走っても、生地の損傷が全く認められない。今回は雨の中のレースだったのだが、足の皮膚に

は全く問題は無かった。 

· ザック モンベル・クロスランナーパック７ 

· ストック ブラックダイヤモンド、普段の 100マイルレースでは使用しないのであるが、このコース

に限って言えば、かなり膝や腰への負担が軽減できるであろう。ただし登りでは、収納して登った方

がスピードアップにつながったと反省させられた。収納方法も含めて要検討事項である。 

· 雨具 モンベル・ストームクルーザージャケット＆パンツ 

· ヘッドランプ Ledlenser H8R、600ルーメンの明るさで、ほぼ 2晩持つことが出来た。 

· GPS 時計 エプソン J-350。前回の 33時間レースでは電池切れとなったが、3秒 GPS測定、心拍数非

計測、Bluetoothオフ、リストスイッチにすることにより、まだまだ余裕を持って 44時間を測定する

ことが出来た。 

 

（編集長追加） 
 

 本レースの模様は、２０１９年１２月１３日（金）の１９時からＮＨＫのＢＳ１で「グレートレース

激突！男たちのモンブラン ＵＴＭＢ２０１９」というタイトルで放映されたので、ご覧になった方も

おられると思いますが、本当に過酷なトレイルランでした。 

放映された内容のポイントを書きだしてみます。 

 

１．レースの概要 

（１）シャモニーを出発点として最高峰モンブランを取り巻く山岳地帯を走り、シャモニーに戻って 

来るトレイルランニングの大会で、全長は１７１ＫＭ。今回の参加者総数は２，５４３人。 

（２）最高到達点は、６５ＫＭにあるピラミッド峠で標高は２，５６５Ｍで、コース中最大の難所は、 

   １５５ＫＭのモンテ峠で、４ＫＭの上り坂が続く。レース終盤のこの坂は非常に厳しい。 

（３）上下の登り降りが多く、トータルで１０，０００Ｍの登りになり、エベレストを軽く超える。 

 

２．今回のレース結果 

（１）今回は、気温が３０℃を越える予想外の暑さで、熱中症でリタイヤするランナーが続出し、 

   １３０ＫＭまでに８５０人がリタイヤとなった。全体のリタイヤ数は、全ランナーの３分の１に

達し、非常に過酷なレースとなった。その中で走り切った大瀧会員は非常に立派であった。 

 

（２）優勝したのは、スペインの選手でタイムは２０時間１９分、第２位は昨年優勝したフランスの 

   選手でタイムは２１時間７分、小原氏という日本人も第８位（時間は２３時間丁度）に入ってお 

り、トップテンまでが出場できる表彰台に上がっていました。 

                                           以上 
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日本山岳会・「日本・エクアドル外交関係樹立 100周年記念友好登山隊」参加報告 

元山岳部員 吉井 修 

事前準備 

・5月中に日本山岳会で登山隊の募集があった。 

・6/23（日）に最初の説明会があった→私のみ欠席。 

  ※この説明会資料に「コンティニュアスとスタカットクライミング、アックス＆フロントポインティングの技

術が必要です。下降は懸垂下降になります。」との記述があった。 

また、「2016年の渡邊隊長のチンボラソ登山手記」に厳しい状況が報告されていた。 

   →重廣さんと渡邊さんにTELにて相談。 

→8月の富士山トレーニングも見て、頂上を狙う組として参加するか否かを判断することに。 

 

（2016年の渡邊隊長のチンボラソ登山手記） 

素晴らしい月明かりに照らされて前進キャンプを出発（２２：５０）。西稜の基部をトラバースして稜線に上がり、アイゼンを装着し

てしばらく稜線通しに登っていく。稜線は大きな雪壁に吸い込まれ、氷化した壁をフロントポインティングのスタカットクライミング

となった。過去の記録を見ると、「５月の穂高岳登山」程度の難易度とのことであったが、いやいやどうしてなかなか厳しいクライミン

グになってしまった。天気は下り気味の予報であり、案の定午前３時頃から雪が降り出し周りの景色は全く見えなくなってしまったの

で尚更である。山頂近くになると、氷河が温暖化のためにずたずたになっており、傾斜のある巨大な洗濯板の上を登っているかのよう

であった。西峰には吹雪の中を午前６時１０分に到着した。降雪の合間から主峰（6310m）を眺めるが、巨大なクレバスが幾重にも波

打っておりとってもじゃないが行けそうにないので、すぐに諦めがついた。最近の記録で主峰までは行っていないのには頷けた。眺め

はないし寒いしで、とっとと下山開始とす。下降は、氷の壁に雪が付いたため下りづらい。視界も悪くほとんど懸垂下降で降りる羽目

になった。前進キャンプに到着したのは１０時４５分、往復１２時間の登山であった。 

～～チンボラソ山は、温暖化の影響で氷河が後退し、登山ルートのほとんどは氷壁化してしまっているので、登山の難易度は以前に比

べかなり高くなっていると思う。おまけに西峰から主峰へはクレバスに阻まれ行くことは相当困難な様相である。南米の山々ばかりで

なく、ヒマラヤにもその傾向があり過去の登山記録とは様相が一変していることがあるので、過去の記録を鵜呑みにするのは軽率であ

ろう。 

 

・7/13-14（土日）御来光館に泊まって、富士登山（JTSB 富士登山隊）＝石井スポーツのアルピニスト基金に応募

してモンブランに登る予定になっていた会社の元後輩の沓脱さんの高所順応も兼ねての登山。本隊：吉田口～御

来光館宿泊～御殿場口。沓脱隊は須走口に下山（一部吉田口下山）。 

・7/25（水）夜～8/7（水）沓脱さん応援を兼ねて、パリ～シャモニ～アオスタ～ミラノ。各都市で早朝ランニング、

シャモニでは毎日トレッキング＋プールで泳ぐことを繰り返した。 

・8/16（金）～18（日）隊としての富士山トレーニング。御殿場口から2泊分の水（7Ⅼ）と食糧を背負って登り、

富士山測候所で2泊。お鉢まで7ピッチ半であった。2日目はお鉢周り2回。 

→ 学生について登れたことで、登山組としての参加OKに。でも技術のチェックは受けていない。 

・8 月下旬は装備の買い足しに忙しかった（アイゼン・スパッツ新調、カラビナ、デバイス、エイト環、ブラック

ダイヤモンドの手袋、羽毛服、ゴーグル、予備の眼鏡、予備のヘッドランプ、ストックetc）。 

 

登山隊行程 

9/1（日）14：25成田出発 受託荷物は23kg以下2個（合計46kg）＋機内持ち込み10kg以内の制限であったが、 

    私の荷は、ザック、スーツケース共に15～6kg程度、機内持ち込み入れて合計35～6kgという線であった。 

    隊は14名、うち、登頂を目指すのは11名。私は年齢的にはちょうど真ん中・7番目の若さ。 

時差14時間あり、メキシコ経由で、深夜・キト到着。空港に日本大使館ならびにエクアドル山岳連盟の方々

の出迎えを受ける。この夜と最終夜のみ新市街のホテル泊。あとの日は隊員バラバラにホームスティ。 

 

9/2（月） キト・新市街散策。キトは標高2850ｍある。夕刻～日本大使公邸で大使主催の「歓迎レセプション」。 

9/3（火） 高所順応トレーニングを主目的に「ルク・ピチンチャ山（4696ｍ）」登山。10：30～17：00。 

9/4（水） 赤道記念碑、旧市街観光。 

 

9/5（木）～6（金）「コトパクシ山（5897ｍ）登頂」 

キロトワ湖を観光して、4810ｍのホセリバス小屋の直下に着いたのは9/5（木）17:30頃であった。小屋まで18時

～19時の約1時間登った。装備を準備してすぐ夕食。20時～22時の2時間仮眠した。22時起床、パンと紅茶の軽

食を摂って、フォーメーション発表と登山行程の最終説明。前田さんと第2組で登ることになった。 
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23:30に小屋を出発、ゆっくりしたペースで 2ピッチで氷河下に出て、アイゼン装着。その後はタイトロープシス

テムのアンザイレンで登った。5:43登頂。続いて、中谷・松尾組、学生 2人組。頂上に 6:15頃までいて下山。下

山完了9:15。 

登り6時間強、頂上約30分、下り3時間のおよそ10時間の攻防。先頭の3組の他は少し間があいたが、それでも

しぶとく登られて、全員登頂。最終の登頂は7:30頃と聞いており、全員の下山完了は12時すぎであった。 

 

「コトパクシのフォーメーションは、1対2（エクアドル人1に日本人2人）。 

第1組重廣・賀集の8000mレジェンド、第2組前田・吉井、第3組中谷・松尾、第4組中央大の現役2人、第5組猪熊・

三浦、最後に渡邉隊長一人。第1組にNo1ガイドのパブロ、第2組（私の組）がNo2ガイドのルイス（私のホームスティ

先の24歳の若者で、運の良い巡り合わせ）でした。氷河までは決めたとおりの順で登って、氷河に入ってからのスピー

ドと進退は組んだ3人で決めることと指示を受けて、発進。氷河に入って、第1組を抜いたら、ほぼそのまま行った形で、

頂上到達は後続の2組と共に先頭でした。最終的には全員登頂。 

コトパクシの結果から、チンボラソアタックは速かった者（＝若手中心）に組むことになって、中谷・松尾（この2人は

日本山岳会ユースクラブ）、中央大山岳部の現役2人と監督の猪熊さん（山岳気象予報士）に何と私が残った（エクアド

ル側のガイドの判断ということで）のですが、さて、どうしよう?!」（その時の日本へのメール） 

 

「今回のエクアドル登山、梶やん（編集長注：元山岳部員の故梶田正人君、ＡＣＫＵ-NEWS４３号で紹介）での縁から存

知ている重廣さんが誘ってくださった。かつ、出発のほんの3日くらい前に分かったことだが、今回のこの企画、エクア

ドル側で企画してるのが、大使館の志賀尚子医務官。なんとこの志賀さん、梶やんが行こうとしていた（そして3人の遭

難があった）クーラカンリ遠征隊の随行女医さんなのです。事故の報告会の時、志賀さんは梶やんも失った、3人も失っ

たと涙、涙でした。その後、アルジェリア大使館医務官を経て、今、エクアドルの大使館医務官だそうです。そういうこ

とが重なって、重廣さんが声かけてくださったのだと解釈しています。そうでなきゃ、大学山岳部中退の私ごときがいる

場じゃない。今日、第2組で、重廣・賀集組の後を出発した時、そしてあと2ピッチ、これなら頂上もう間違いないと思

った時の2度、涙があふれました。」（その時の日本へのメール） 

 

重廣さんや賀集さんは、私らの壮年時代（1980-1990年代）のいわばヒーローですから、そのすぐ後を登るなんて、なん

か感謝・感激で、その感激と共に、コクトパシは登れました。「本当の友人は死んだ後でも自分を支えてくれるではない

か」というようなことが頭に浮かびました。オリオン座のすぐ下に頂上の一角が見えた時、もう登頂間違いないと思った

ら、男泣き。でも、こんなとこで泣いていたら、ルイスがびっくりするなと慌てて、涙をぬぐった。ルイスは中谷・松尾

組が休んでいる所でも休んでくれず（1か所それですごく落胆した所があって、その後の40～50ｍがコトパクシ登山の中

で一番しんどかった）、結果的に頂上到達は先頭でした。 

 

コトパクシからキトに戻るバスの中で、渡邊隊長からチンボラソ登山の方針説明があった。渡邊隊長は下山後、大使館の

小林さんを通訳に、エクアドル側とチンボラソ登山についての話し合いを行っておられた。 

今日の結果から、6人が登ることとして、友好登山の趣旨に則り（事故は起こせない、リスクある選択は避ける）、あと

の5人は諦めてもらった方がいいというのが、エクアドル側の意見だが、それで了解いただけるかと。 

若い学生2人は行けるだろう、その監督の猪熊さんも行ける。あと中谷・松尾組も大丈夫だ。あともう一人は吉井さんだ。 

フォーメーションは中谷・松尾、今日と違って、若い学生だけで組ませる訳にはいかないので、猪熊・瀧澤、吉井・田島

で組んで欲しい。以上の3組とする。 

6人目が吉井さんだと言われて、「え～、ちょっと待ってください。私でいいんでしょうかー、私はちょっと実力不足か

もしれません。～～幸いにもルイスの家にホームスティしているので、ルイスと相談させてください。少し考えさせてく

ださい」。 

小林さんが「ガイド達が間違いなく、吉井さんは大丈夫だと言いました。その時、ちょうど部屋に入って来られたでしょ

う。この人だ、この人だと言いましたから、間違いありません」と言ってくださった。バスの後ろの席から重廣さんが「ガ

イドが行けると言っているのだから、それは吉井さん、受けるべきだよ。」と。 

それでも、私は保留して、考えさせてくださいと申して、その場は終わりました。（今日は頑張ったけど、残った中では

一番年長になるし、体力だって自信があるとは言えない）。自分が納得しなければ、登ることなんて、できないからです。

誰が何と言ってくれても、山登りは最後は自己責任。 

 

その夜はルイスがガールフレンドの所に行ってしまったので、相談できず、翌日、温泉で休養した9/7（土）の夜、20時

～22時すぎまでルイスと相談しました。私としては、この夜が今回のエクアドル遠征の一番のハイライトとなりました。 

 

以下はグーグル翻訳を使ってのルイスとの会話です。ルイスはパソコンで、私はスマホで～。 

オサム：「頂上からの下降は懸垂下降の連続になるのか？ 私はビレイデバイスを使うことに慣れていない。 

セッティングに時間がかかる。特に分厚い手袋をした状態で、すばやく行うことには不安がある。」 
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ルイス：「懸垂下降になるかどうかは雪の状態による。だが、ノーマルルートでは通常は数回と思われる。たくさん、行

わねばならない時は、登るのを止めるだろう。無理と判断すれば、引き返す。あなたはそれに従わねばならな

い」。 

オサム：「それは当然だ。すべて君に従う。高い高度、寒い中で、何度も懸垂下降というのは、自信がない」。 

    「セッティングに慣れてないので、高い高度で苦しくなると、心配だ。6000ｍを超える経験はアコンカグアでた

った一度あるのみだ。しかもそれは20年も前だ。」。 

ルイス：「システムは私がチェックする。あなたには保険がかかっている。私はあなたを決して一人にはしない。必ず最

後までついている。あなたを放って帰ることはない。」 

オサム：「ありがとう。最も大切なのは体力という理解でよいか？」 

ルイス：「それは違う」 

オサム：「？？？」、「え～、私は技術面で不安に思っている。ロープワークにも慣れていない。高所の影響で、ぼう～

っとして、セッティングを間違わないか、やはり心配だ。」 

ルイス：「それは私の領域だ。必ず、チェックする。コトパクシであなたを見て、チンボラソに登れることを私は知って

いる。コトパクシの最後まであなたには強いキックがあった。安定していた。より重要なのは体力よりバラン

スだ」。 

    「雪の上、岩の上、急な斜面で、バランスは大切だ。高さの影響でふらついたり、急斜面でバランスが崩れるよ

うだったら、引き返さねばならない。歩行のバランスを見て、危険と思ったら、引き返す。あと落石の多いゾ

ーンでは、スピードが必要な場所が2～3ある。私が指示したら、あなたは走らねばならない」。 

ルイス：「ウインパー小屋を経由するコースは荒れていて、今は使えない。大きく左に迂回するコースになる。取り付き

まで1時間、ガラ場になって1時間、落石の危険が高いブラックアイス帯を2時間、そして、西稜の雪稜に出

る。そこから頂上までが約5時間だ。頂上まで合計9時間を想定する。22時に出発するとして、頂上まで行け

るかどうかの判断は午前7時をリミットに考えることになる。 

     長い行程であり、あなたは登りに60％、下りに40％の力がいる。40％の力を残しておかねばならない」。 

オサム：「わかった。体力的なことは理解している。重要なのは技術ではなく、やはり最終的に体力ということだね」。 

ルイス：「ノー！ そうではない。」 

オサム：（またしても）「？？？」。「バランスを保つのも最終的には体力ではないのか？」 

ルイス：「～～あなたがどう思っているかは私にはわからない。あなたの心は私にはコントロールができない。その時々

のあなたの心の状態を私に伝えてくれなければならない。がラ場ではどうか、ブラックアイス帯ではどうか、

雪稜ではどうか？ 私があなたと組まない場合もあなたの心の状態を伝えて欲しい。他のメンバーの心の状態

も私に教えてくれなければならない。それは私にはわからない。最も大切なのはマインドだ」。 

オサム：「そういうことを言っていたのか。それは十分に承知している。わかった、よくわかった。チンボラソにチャレ

ンジする。トライで行く。よろしくお願いする。ルイスと登れることをとても幸せに思う。」。 

と、概ねこんな感じでした。2時間を超える相談でした。ありがたかった。 

 

この中で、チンボラソはコクトパシと違って、1対2ではなく、1対1で組むこと。ただエクアドル側のガイドは5人を 

予定しているので、日本人6名は１、１、１、１、2の構成になる、おそらく唯一2人になるのは中谷・松尾組になるだ 

ろうから、私は一人になる。そうすると学生（田島君）の足を引っ張ることはなくなるということで、この面でも気が楽 

になりました。 

日本からもFB・メッセンジャー等でアドバイスももらいました。「山は逃げないがチャンスは逃げる」（沓脱さん）、「大 

丈夫、できる」（尾中さん）、「もうここまで来たら行くしかないっしょ」（本村さん）etc． 

 

この夜、ならびにチンボラソに向かうバスの中、カレル小屋での仮眠の間、ずっと「西峰には何としても到達する、簡単 

にはあきらめない」と自分に言い聞かせました。20年前、アコンカグアの前哨戦で登ったエル・プロモに満足して、アコ 

ンカグアがあわよくばくらいの気持ちになって失敗した経験があったからです。その意味でアコンカグアの経験が役に立 

ったと思います。「コトパクシ登れたのでもう十分満足」という気持ちを一旦封印することにしました。 

 

9/7（土）休養日：温泉＆キトの水源の湖沼へ。途中に標高4200～300ｍの所を通過。 

9/8（日）～9（月）「チンボラソ山（6310ｍ）登頂」 

4850ｍのカレル小屋に着いたのは16時になった。装備の準備をして、17時～食事、18時～ミーティング（フォー

メーション発表）で、横になれる時間は19時～21時のまたしても2時間だけとなった。 

私はルイスと組んで先頭を行くと決まった。第2組が瀧澤君（学生）、第3組に第1ガイドのパブロと中谷・松尾組、

第4組猪熊さん、第5組田島君（学生）。 

21時起床、22:10出発。 

カレル小屋の中は暖房が効いて、コトパクシの小屋よりも暖かかった、また外気もコトパクシの夜より暖かく感じ
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られた。チンボラソはコトパクシより500ｍ高いので、少し迷ったが、上のフリースを脱いで、ザックに収容した。

また、目出帽もやめにして、スキー帽のみとした。それでも小屋の中ですべてを着ると私は汗だくになっていた。

出発直前、賀集さんが「汗かいてるじゃないか～」と近くに来られて、腕を挙げよとおっしゃる。両腕を挙げると、

ヤッケの脇の下のファスナーを開けてくださった。「ここを開けたからな（後で閉めるのを忘れるな）」、「（渡邊隊長

や重廣さんに）期待されてるからな、うんうん（頑張れ）」。 

スタートする直前、渡邊隊長が「日本山岳会の旗を吉井さんに渡すから」と。「若い学生に渡す訳にもいかんから～、

もう一つは猪熊さんにも持ってもらう。中谷君はユースクラブの旗を持っている」。 

その場はどちらもハイハイと応じたが、これが後から効いた。 

あの賀集さんがファスナー下げて、あんな風に言ってくださった。ベッタだったはずの自分がいつの間にか、期待

してもらっているじゃないか、いつの間にか、日本山岳会の旗を背負っているじゃないか。今日は簡単にあきらめ

る訳にはいかない。本当に簡単にあきらめる訳にはいかない。弱音をはいちゃダメだ。それはプレッシャーではな

くて、ちょうどよい励みとなって、チンボラソの登山中、私を支えました。 

2 ピッチで、最初のアプローチ終了。アイゼン装着、アンザイレン。凍った土の上をピッケルとストックを手に登

った。落石帯を2か所くらいスタカットビレーで登り切った。比較的速い速度で登りあがったと思う。尾根に上が

ると後続の瀧澤君のガイドのリカルドがGood Jobと言ってくれているのが聞こえた。（このピッチ中に最後尾の田

島君が引き返してしまった（後で判明したが、ガイドのヘッドランプの電池が切れたことによる。私と中谷さんは

予備のヘッドランプを持っていたので、追いついてさえくれれば、渡すことができたのに残念））。 

雪の斜面（雪稜）に出た後が長かった。急な斜面をジグザクに登っていく。一辺（12～15歩くらい）を歩き切って、

折り返す所まで頑張ろうと思うが、とてもそんなには続かない。４歩登れば、立ち止まって４回深呼吸という感じ。

これを延々と繰り返す。少し長らく止まるとすぐにルイスがザイルを引く。雪稜の真ん中くらいで、瀧澤組に追い

つかれる局面もあったが、その後、再びジワジワと差が開いた。その後ろとはかなりの距離があいた。しんどかっ

たが、先行してるだけに気持ちに余裕があった。星空にほとんど風のない絶好のコンデション。このままが続くな

ら、弱音を吐かない限り、頂上まで行ける。このまま一歩一歩行けば必ず頂上に立てる。西峰まで届いてみせる。

その一点だけを念じて、牛歩の歩みだったが、ひたすら、登り続けた。 

傾斜が緩くなって、向こう側が見えてきたと思ったら、そこが西峰の頂上であった。午前5時17分。 

私は目標を達したと思った。先には行かなくてもよい。けれども、すぐさま、ルイスは当然だろうという顔をして、

Go、Go！と言った。今、ここで記念撮影をしても、まだ真っ暗だ。日の出を待つくらいなら、トライした方がいい。

よし、わかったということで、「Lets Go！」と前方を指さした。 

本峰へは緩やかに下って、最後少し登った。その登りはほんの少しに見えたが、やはり意外に時間がかかった。そ

れでも午前5時53分、本峰登頂。頂上に立って、まもなく日が昇った。本峰登頂は望外のことだ。ルイスと握手し、

「ルイス、サンキュー、ルイスのおかげだ、ルイスのおかげだ」と何度も言った。しばらくすると後続も順次登っ

てきて、5人登頂。登り8時間、頂上約30分、下り5時間半、合計14時間の攻防でした。 

気合で登っていたので、雪がなくなる所まで下りると、腰から力が抜け始めた。精魂使い果たした感。ルイスらは

不慮の事故を防ぐにすばらしく慎重で、尾根を忠実に下りることを選択し、落石地帯を回避。最後一発だけ尾根の

末端から壁を懸垂下降で下りました。その下方で、渡邊隊長と重廣さんの出迎えを受けて、最後2ピッチで小屋ま

で戻りました。最後は瀧澤君らがひょいひょいと小屋へ下っていくのに私はもうフラフラで、それが本来の実力と

いうもの。如何に気力で登っていたかがよくわかる。下山完了12時ジャスト。 

 

9/10（火）オタバロ観光 

9/11（水）ピチンチャ山岳連盟のウオール試登見学、買い物、夜：エクアドル山岳連盟主催の送別会。 

9/12（木）～14（土）キト8：35発、メキシコで約12時間のトランジット後、9/14（土）6：20成田着。 

 

先日のＷ杯ラグビー、アイルランド戦の後、リーチ・マイケルが「勝ちたいというメンタリティーと勝てるという

自信が勝利の源泉」と語っていた。最後はやはりそういうことだ。「登りたいという気持ちと登れるという自信」。

十分とは言えないまでも、7～8月で5kg減るトレーニングができたことが、頂上に届きうる、勝負できるという気

持ちを産んだ。あと、アコンカグアやキリマンジャロの経験（高所での経験）がやはり生きたと思う。 

アタックメンバーに残れたのはいつの間にか太くなったふくらはぎのおかげと思われる。私は寂しがり屋なので、

単独行というものがない。その意味で、長い間、富士山を筆頭にいくつもの山行につき合ってくれたすべての山仲

間に感謝したい。 

 

この登山隊は日本・エクアドル外交関係樹立100周年を記念した友好登山隊で、日本山岳会はもちろんだが、エ

クアドル山岳連盟や大使館の支援を厚く受けたものであった。エクアドル山岳連盟が開いてくれた送別会で、首藤

全権大使が「エクアドルは皆さんが経験されたように素晴らしい国であるけれど、日本でそんなには知られていな

い。でも、エクアドルと日本の間には太平洋しかない。距離はあるが、エクアドルは日本の隣国なのだ。帰国した

なら、是非、エクアドルの素晴らしさを伝えて欲しい」と話されたことをここに記載しておきたい。 
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若きガイド、ルイス君の家にホームスティさせてもらって、エクアドルの山に登ることができた。上記にルイス

君とのやり取りを克明に記載したが、彼はそういう言い方にはならなかったが、要するに「見ていて止める時には

こちらから止めるから、止めないうちは登りたい気持ちのある限り、ついて来い。思い切ってトライしろ。けれど

も登る気持ちのない者を無理には登らせない」ということを言ったのだ。彼は遠い日本からはるばるやってきたそ

ろそろ退職かというサラリーマンのオッサン（私）に登らせてやろうと、何夜か一緒に生活した中で、本当に一生

懸命になってくれた。とてもありがたくうれしい話でそのことを今一度、最後に記載しておきたい。 

ルイス君始め、今回エクアドルでお世話になった山岳連盟の方々が 2020 年オリンピック・パラリンピック後の 9

月に来日されることが決まっている。それをまた大いに楽しみにしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  コトパクシ（ザイルを組んだ前田さんと）            チンボラソ山頂（６３１０m） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チンボラソ山頂（６３１０m）（ルイス君と共に）        チンボラソ西峰と影チンボラソ 

コトパクシ・チンボラソ、アタック時の装備 

ACTIVE SKIN の下着（上下）、長袖シャツ、フリース（チンボラソはザックへ）、厚いタイツ、ヤッケ・オーバーズ

ボン、ヘルメット、ヘッドランプ、スキー帽、目出帽（チンボラソはザックへ）、薄手のインナー手袋、手袋（ブラ

ックダイヤモンドのソリスト）、スパッツ、アイゼン、ピッケル、ストック1本（チンボラソのみ）、ハーネス、HMS

型カラビナ2、カラビナ1、ビレイディバイス1、スリング2（60㎝、120㎝各1）、ナイフ、コンパス。 

（ザックの中）行動食、テルモス（0.9L）、水0.5Ⅼ、薄手の羽毛服、ゴーグル、サングラス、日焼け止め、リップ

クリーム、予備の眼鏡、予備の手袋（インナー、外）、予備のヘッドランプ（＋替え電池）。 

 

登山隊メンバー （数字）は年齢。 

渡邉雄二（リーダー、68）、重廣恒夫（アドバイザー、71）、前田文彦（64）、賀集信（70。ドクター）、 

本多幸子（60）、藤田礼子（68）、吉井修（58）、荒木輝夫（63）、猪熊隆之（48、気象予報士）、中谷健司（43）、 

松尾みどり（31）、三浦拓朗（38）、滝澤岳（中央大山岳部学生21）、田島圭（中央大山岳部学生19）。 

 

                                              以上 
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第六章 例会山行報告 

第２１７回例会  雪見会（栂池高原スキー場 前田館） 
                 山本 恵昭  

日時：２０１９年２月１日（金）~３日（日） 

参加者：居谷千春、山田健、山本恵昭（＋娘）、甲南山岳会７名 

 

例年１月中旬から下旬にかけて行われていた雪見会ですが、今年は雪不足のため少し遅らせた日程で

実施。２月２日３日を中心に、皆さんそれぞれの都合に合わせての参加。 

神戸大からは、居谷会長、山田副会長が参加。居谷さんと山田さんは、２月１日（金）朝に関西を出

発して、その日の夕方に栂池の前田館に到着。私は２月１日（金）夜に神戸を出て、２日（土）朝８時

頃に到着。ちょうど、皆さんが朝食を済ませてスキーに出かけるところであった。以前だったら、夜通

しドライブして皆さんの朝食前には着いていたが、最近は途中でしっかり仮眠をしないと体がもたない。 

甲南のメンバーは、ゲレンデへ。居谷・山田ペアは、白馬乗鞍岳方面に山スキーへ向かうとのこと。

山スキーのお誘いを受けるが、今回は嬬恋に住む娘が参加することになったので、その到着待ちのため

宿で待機する。娘は小さなころから甲南山岳会のキャンプや沢登りについてきて、皆さんにお世話にな

っている。１０年以上前、中学３年生の時に受験勉強をほったらかしてこの雪見会に参加し、天狗原ま

で登って山スキーを楽しんでいる。スキーは滑って、受験は滑らず。今回は、久しぶりの参加。 

９時頃、娘が到着。時間的に山に上がるのは中途半端になりそうなので、今日はゲレンデスキーを楽

しむことにする。とりあえず、ゴンドラ・リフトと乗り継いで、一番上の栂の森ゲレンデでシーズン初

スキーの足慣らし。慣れてくると、ハイスピードでゴンドラ終点から中間駅まで滑り、ゴンドラに乗っ

てテルモスのミルクティを飲み一息休憩。ひたすらそれを繰り返していると、結構きつい。娘はあんま

りスピードを出せないが、なんとかついてきてコンドラ内ではおやつくわえて、余裕の表情。ゴンドラ

が止まるまで滑って前田館に戻ると、早く切り上げた方々はすでにビールを片手に宴会モード。 

しかし、居谷さんと山田さんがまだ宿に戻っていない。１６時半に携帯電話で山田さんと連絡が取れ

るが、まだ山の中とのこと。白馬乗鞍岳東面で雪崩が発生し、巻き込まれた人の救助のお手伝いをして

いるそうだ。２人が流されて 1人が埋まったが、幸い居合わせた別パーティに掘り起こされた。負傷し

ていたためヘリを呼んだが強風で着陸できず、結局救助隊が編成さ

れて、ようやく現地に到着したところらしい。居谷さんは一足先に

下山したそうだが、まだ宿にはついていない。そうこうするうち、

１７時頃に居谷さんが宿に到着。１７時半頃、山田さんも下山し、

ゴンドラ乗り場に車で迎えに行って合流。お疲れさまでした。 

夜の宴会になると、二人ともパワー復活。日本酒「大雪渓」やお

茶（山田さん）を呑みながら、談笑。さらに、食堂から部屋の場所

を変えて、深夜までまた飲み会。平均年齢７０近いとは思えないく

らい、皆さんパワフル。 

２月３日（日）居谷さんと山田さんは、井上さん宅へ向かうとのことで朝に宿を出発。私と娘は、天

狗原を目指してえっちらおっちら。娘のスキー靴は、ウォークモードのないゲレンデ用。ビンディング

は超旧式のジルベッタ。シールも他の板用に切った残りを張り合わせた物。そんな道具でもちゃんとつ

いてくると思っていると、後続パーティに次々追い越されていく。要は、私のペースが遅いだけだった。 

朝は快晴であったが、時間と共にどんどん崩れて風と雪が強くなってくる。天狗原への斜面を登り切

ったあたりで打ち切り、滑降モードに。朝はふかふかのパウダースノーも、今は重い湿雪に変わり、快

適とは言い難い。なんとかゲレンデまで下り、昼過ぎに宿に戻る。帰る準備をする私を横目に、娘はゲ

レンデスキーに持ち替えて、もう少し滑ってから帰るとのこと。さすがに若い。 

高齢化の波は雪見会にも押し寄せ、今回も山岳会メンバーでは参加者中、私が最年少。総勢１１名。

年々参加者が少なくなり、寂しい限りである。それぞれのペースで楽しむ雪見会。ぜひご参加ください。 
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第 219回例会 氷ノ山 
                                 山田 健  

 

 

参加者 井上、山田、山本（恵）、 以下現役 藤川、清野、稲川、今井、長江 

 

例年 3月初旬に実施している現役と合同の氷ノ山合宿であったが、今年は大変雪が少なくぶん回しは

中止して、東尾根からの往復となった。なお、昨年から千本杉ヒュッテの利用促進のため他の山岳会に

PRを行っていたが、日本山岳会関西支部が支部例会として ACKU本例会に合流された。関西支部の１

３人の方々が参加されて総勢２１人でにぎやかなヒュッテの夜を楽しんだ。皆さん雪山で快適な山小屋

を利用できて大変喜んでいた。２０２０年も合同で実施する予定である。なお、宿泊協力金一人千円の

ほかに多額のご寄付をいただきヒュッテ会計が潤った。 

 

以下は山田が付き添っての関西支部の方のタイム 

 

2019年 3月 2日（土）  

氷ノ山スキー場セントラルロッジ 12:45→12:55東尾根登山口 13:00→13:33東尾根避難小屋 

13:50→14:32一の谷休憩所 14:45→15:30神戸大千本杉ヒュッテ 16:18→16:53氷ノ山 

17:05→17:24神戸大千本杉ヒュッテ（泊） 

  

3月 3日（日）  

神戸大千本杉ヒュッテ 8:40→9:00一の谷休憩所の手前 9:05→9:35東尾根避難小屋 

9:47→10:12東尾根登山口→10:20氷ノ山スキー場セントラルロッジ 10:32→10:55氷ノ山スキー場 

リフト乗り場  その後、合歓の木山荘でお昼をよばれる 
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ACKU 第221回 例会報告 HaksanView スキー  
幹事 井上達男 

 
  今冬は雪が少なく3月初旬、家の周りはすっかり雪がなくなっていた。もう一降りほしいと思って

いたら、3月13日から雪模様となり、30センチ程度だがまた雪景色に戻った。それで何とかスキーもマ

ズマズのコンディションで楽しむことができた。恒例のHaksanView例会、関東から3人、関西から3人の

参加でにぎやかに過ごした。 

記 

◇期 日: 2019年3月15日(金）～17日（日）  

◇参加者: 田中信行 和光広典 酒井利直 中川勝八郎 金井健二(元山岳会会員) 

吉井修(元山岳部員) 片岡泰彦(JAC東海) 井上達男(幹事L) 

◇行動概要: 

☆3月15日(金) 
関西組は HaksanView 到着後、鷲ヶ岳スキー場にて足慣らし。温泉入浴後に集合。 

片岡は高鷲スノーパークにてひと滑り。湯の平温泉入浴後に集合。 

関東組は初めての訪問で地理不案内につきふたこえ温泉にて井上達男と待ち合わせ。入浴後に集合。 

夕食は、カルパッチオ、おでん、飛騨牛のすき焼き 

 
乾杯 

 
すき焼き 

飲み物豊富、ビール 日本酒 焼酎(三岳) ウィスキー(バレンタイン21年物) ワインなど年が年だ

から出来上がるのは早く、午後10時過ぎには就寝。 

☆3月16日(土) 
スキー登山: 大日ケ岳1708.9m、 L井上 和光 酒井 中川 吉井 

高鷲スノーパークにてスキー: 金井 田中 

片岡はJAC東海の催し物の主催で朝退散 

行動記録 

9:40 高鷲スノーパークゴンドラ頂上出発 

 ガスがまつわりつくが青空も見える天気。風はそよ風程度で快適。気温はぐんぐん上昇し、下着で

登りたいぐらい温かい。雪はブレーカブルクラストになりかけている。近年、この山は冬山入門者と

ボーダーたちのバックカントリーツアーでにぎわうようになって、シールで登るクラシック登山者は

少数派になってきた。それでトレースは右に左に狸の足跡のようにふらついている。 

 前大日からいったんコルに下るのだが、最近灌木が枝を広げてきたのと積雪が少なく、シールを

付けたまま下るのは難しくなってきた。スキーを外して下った。雪はこのあたりからはサンクラスト

もブレーカブルもなく、少し硬いが少しばかりの新雪に包まれていて下りが楽しみ。  

10:30～11:00 大日ケ岳1708.9m頂上 

三々五々出発して山頂に。「あれが白山御前峰2702.2mw?」と酒井さんは初めての景色に感動の瞬

間だが。山頂から白山連峰の眺めは絶景だ、残念ながら今日の本峰は御隠れ。白山別山2399.4mが正

面に座っていた。和光さん、ショートスキーにシールが粘着しにくく苦労したらしく、最後に頂上に

達した、と思ったら酒井さんスッと下降し始めた。写真を撮ってくれるために先に下り始めたようだ

が、「せっかちだな」とはいつも一緒の関東組の一言。 
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頂上から白山別山2399.4m 

 
晴れていればこんな景色が見られたはず 

左から三ノ峰2128m 別山 御前峰m 

 
大日ケ岳1708.9m山頂にて 

 

 

11:30 Takasu Terrace 帰着 

 下りは早い。前大日の登りに数分取られるがあとは苦も無くゲレンデに帰ってくる。少し悪い雪

質でこける場面も散見されたが、今日のメンバーは早い。 

 
頂上から滑降開始 

 
前大日を滑る 

今年リニューアルされた高鷲テラスに入るとゲレンデ組の金井さん、田中さんはすでに注文した

サンドを食べ始めていた。ここのBEACH SANDは山の中なのに浜辺のサンドイッチとは?と疑問に思う

が、Bacon Egg Asparagus Cheese が入っているのでその頭文字から名付けられた。食材は地元の高

鷲町、ひるが野特産だ。ベーコンはGrünというひるが野の山小屋でピケ爺(安田氏、もとハム会社で

開発責任者だった、信州大学スキー部出身)が塩だけ、無添加で作っているもの。懇意にしてもらっ

ているので今回も皆さんに試食を無理強いした。 
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Takasu Terraceのサンドイッチ  

これがBEACHだ! 

 

******************************ある日のつぶやき******************************* 

ベーコンサンドには懐かしい思い出二つ 

☆彡 仕事でフランス通いしたころ、パリの街角、カフェオレとベーコンサンドが毎日の朝食だ
った 固いフランスパンにカリカリに焼いたベーコンを挟んだもの かぶりつくと口の中が痛くて
閉口もの ふと隣の席のマドモアゼルを見るとちぎったサンドをカフェオレに浸してお召し上がり
だ そうかこれがパリジェンヌの食べ方だ! 早速真似 内緒だが朝からちょっとだけ赤ワインも  

 
☆彡 サブウェイのサンド 知らずにone-footを頼んだら30㎝の馬鹿でかいのが出てきた 食べ

きれない 牛肉の国アメリカだからローストビーフのサンドをよく食べた、たまにベーコンを頼むと 
すっかり油の抜けたガリガリのやつが挟んであった ビジネスランチとか言って昼休みもサンドほ
おばりながら働かされた ブラック企業 というものの吾輩がボスだったが 

 
☆☆ さて、BEACHはどうだ ☆☆ 
今日はBEACHに集中して味わうためにセットではなく単品を注文した 
三連休の中日で高鷲スノーパークは超満員 駐車場に入るのに国道から20分ほどかかった  
昼は早めにと思ってTAKASU Terrace に入ると早くも長蛇の列 BEACHが売り切れたらどうしよう

と心配した どんどん売れてゆく メニューボードには先頭がBEACH 次に飛騨牛 ラストがスモー
クサーモンだ 売れ筋はやはりBEACH  しかもセットがよく売れる キャロットラペ 明宝フラン
クのスープ 1550ふわふわシフォン それにフレンチフライがついている 1550の意味は何だ?  

 
我が順番になってにこやか笑顔のお嬢さんが注文を聞いてくれてほっとした コーヒーもたんの

で早速窓際の席に持っていく コーヒーに砂糖とミルクを入れて混ぜる間、じっくりと眺める 
コッペパンにベーコン、卵、アスパラ、チーズとトマトスライスが挟まれ、オーブントースター

の天火でほのかに焦げ目が感じられる程度に焼いてある 姿良しだ 木のトレーを使っているのも
良い 端の馬蹄形の金具はコーヒーの紙カップ置きになっている 運ぶのに危なげない 

 
さて、かぶりつくことにする パリ風とは違ってパンは柔らかい 少し厚めにスライスされたベ

ーコン小屋Grün のベーコンが弾力ある歯ごたえとともに香りがいい 卵とチーズによくなじんだ塩
味が口の中に広がる 旨い!! 

Grün髯爺のベーコンを選んだTAKASU Terrace やるではないか! 
これはアメリカもフランスも降参だ 
次回はセットを頼もう 今日は偵察で愛妻を連れてこなかった ごめん 

******************************************************** 

午後はみなさんゲレンデでひと滑り。井上は外れて帰宅し、夕食の準備。今夜もおでんに加えて

カツオの刺身、そして鍋は水炊き。 今晩も酒盛りは楽しく。 
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☆3月17日(日) 
 鷲ヶ岳スキー場にて午前中滑って11時、現地解散。 

HaksanViewは2011年秋に竣工、８年目となりました。
たくさんの山仲間が春夏秋冬訪問してくれます。今

後も体力の続く限りおもてなしをしたいと思ってい

ます。例会に限らず思いついたら気軽にやってきて

ほしいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HaksanView庭でコゲラ(酒井撮影) 
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例会２２３回、氷ノ山の尾根・谷の魅力 
                                 居谷千春  

 

氷ノ山には毎年数回入っている、ブナの木々に挨拶をして千本杉ヒュッテに辿りつきストーブのマキ

の火を眺めているとその都度ここを自由に使える幸せを感じる。しかし…ここ５０年近く、積雪期は東

尾根から、そして無雪期は大段平（おおだんなる）からばかりのアプローチだ。現役時代にはいろんな

ルートで千本杉ヒュッテに迫ったのにとやや欲求不満となっていた。 

ということで２０１５年の５月、ヒュッテの整備終えた翌日、合歓の木山荘から一人夏場には誰も行

かない「ナガレ尾根」、ブッシュをくぐりながら登ってみた。１４００m付近で現われる板状摂理の１

０m程度の断崖状の幕岩には興奮を禁じえなかった。ルート上にはイワカガミが咲きほこり、運良くあ

った太い岩溝の木を掴んで登り切ると辛夷の花園で「はじめてのところは楽しいなあ」というのが偽ら

ざる気持ちだった。 

    
 断崖に近くなるとイワカガミの群落が目立つ、断崖は板状摂理、ナガレ尾根の登攀終了点は一般登道みたらしの池の標識 

 

それ以降、大段平から林道を氷ノ山国際スキー場へ下りていく時に見えるいくつかの沢が意外に魅力

的であることに気がついた。特に林道がカーブする時に比較的視野が上部まで開けている沢があり、小

滝が連続しており水量が多い時には挑戦的である。気になりだしてから、そこを通るたびに車の同乗者

に行かないか行かないかと誘っていたが、ついに和光兄が２０１８年７月２４日に付き合ってくれるこ

とになった。 

その沢は鵜縄からの林道と国際スキー場からの林道と合流して約６００m上に顕著な沢がある。これ

は明らかに「一の谷」であろう。地図上でも「一の谷」休憩所、「一の谷」水場と命名されている場所

へ到る沢と思われるが、その命名者は何をもって「一の谷」としたのだろうか？（ご存知の方は教えて

いただきたい）。 

 

その「一」を基準として、大段平に向かって谷の数字が増えていくことにした。二本先の連滝が見え

る沢を「三の谷」と呼び、まずトライすることにした。 

連滝を登りきり谷口までのサポートしてくれた高田大兄に手をふり、さらに続く小滝をひとしきり登

ると驚きの大滝にも遭遇し緊張感溢れた沢であった。終盤の根曲り竹漕ぎは苦闘であったが大屋の避難

小屋の５０m程度下に飛び出した時はホッとした。（和光さんの FB文 1参照） 

     
  二の谷の入り口、連滝を登りきるまで高田さんが見守る、断崖を這いずりあがる、   終了点は大段平への一般道  

 

その喜びの記憶が残っている翌２０１９年の８月１７日、同じく和光兄をパートナーとして「二の谷」

にチャレンジ。この谷は比較的大きい滝が次々と４箇所もでてきて、しかも終盤の笹漕ぎもなく東尾根

夏道に突き当たる。千本杉ヒュッテにあと５分というところだろうか。抜群のポジショニングで満足す
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る沢登りだった。この沢は山岳部員にオススメ。谷口までのサポートは壺阪大兄。（和光さんの FB文

２参照） 

     
本日のサポーターは壺阪兄、出発点の小滝は地味、 次々と大滝があらわれ興奮する 

    
        滝の裏にに回り込む和光兄、今回はフェルト靴を忘れ地下足袋で慎重に、終了点は東尾根夏道 

 

兵庫県最高峰の氷ノ山は残念ながら本州を日本海と太平洋にわける大分水嶺上にない。その頂きに降

る雨は全てが「日本海」に流れ入ることになる。西側から鳥取市河口の「千代川」、浜坂町河口の「岸

田川」、香住町河口の「矢田川」、城崎町河口の「円山川」が、すべての氷ノ山周辺の山々の水を集めて

いる。前述の「一の谷」から「九の谷」は「鵜縄」上流２Km付近ですべて合流し「出合川」となり出

合というところで「八木川」と合流する。「八木川」は氷ノ山ブン廻しの内側（東側）を流域とする馴

染みの川であるが八鹿付近で「円山川」と合流し日本海へと流れていく。横行渓谷・天滝渓谷からの水

を集めた「大屋川」は、「八木川」と平行して流れ、交わることなく「円山川」と合流するが合流点は

数キロしか離れていない。 

 

《和光さんのフェースブック文１》 

２０１８年合歓の木山荘便り 

7/23～27合歓の木山荘へ避暑に来る山荘メイトあり。 

それに合わせて２３日に入荘、夕は涼しい、夜は羽毛ふとんをしっかり掛けないと寒い。 

２４日、氷ノ山への林道を走っていると見える気になっていた沢へ入ってみた。入口の小滝を越えても、

しばらく小滝が続く、楽しい。大滝の周囲は岩帯ベルト、岩溝を見つけ高まく、後は根曲がり竹の生い

茂る尾根筋を辿り、やっとのことで登山道に出た。やっぱり夏は沢登りが一番です。 

２５日朝早く能勢に戻ったが、頭の中には大阪周辺の沢が浮かんでいます。滝畑ダム周辺の沢、クレン

谷へ行く人募集しています。 

 

《イタニのコメント》 

沢のぼりは地下足袋・わらじがやっぱりいいのでは？と口走った時、横にいた Y君から「フェルト靴を

履いたことがあるんですか」と逆襲された。「実はないんや」「それならなんでそんなことがわかるんで

すか」とまっとうなご意見。ということで今回はフェルト靴を買って初めての経験でした。「うん、な

かなかいいじゃないか」というのが感想でした。 

 

《和光さんのフェースブック文２》 

２０１９年合歓の木山荘便り 

8月 16日～18日、ハチ高原ねむの木山荘へ。 

17日、山岳会例会（２２３）で氷ノ山の谷の調査に二ノ谷を遡行。 

２～４ｍの小滝は楽に直登、幕岩（帯状に岩帯が続く）の４つの大滝は、右、右、左を高巻き、シャワ

ークライミングで直登しました。 

昨年の３の谷での笹の藪漕ぎに苦労することは無し、快適な４時間の登行でした。 

写真は第２幕岩の滝の裏です。夏はやっぱり沢登りが楽しい。 
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来年は、「一の谷」を確認し、「四の谷」にも入谷し印象をまとめてみたい。地形図上は「九の谷」ま

でカウントできるが谷の距離も短く折り返された林道が最終点となるので、遡行開始点と終了点の距離

も短くなり魅力は大幅に落ちるに違いない。しかしここに面白いテーマがある。仮説として「氷ノ山山

塊の約１００m下には１０m厚程度の幕岩的岩盤層が拡がっていて、それが大段平に向かって傾斜して

下がっているのではないか」。甑（こしき）岩、ナガレ尾根上部断崖、三の丸への降り口岩盤、二の谷

幕岩大滝、三の谷幕岩大滝などでの露岩の種類・高度をからイメージされる。さて「四の谷」から先で

は仮説どうりの場所に大滝が存在するだろうか。「七の谷」あたりでは林道から大滝が見えるところが

ある。氷ノ山山塊は小さな探検の宝庫なので楽しみだ。   以上 
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第２２４回例会山行－虹芝寮をベースにした谷川岳山行報告 

 
                               大竹口 誠治  

期間  ：2019年 9月 14日（土）～16日（月） 

メンバー ：ＡＣＫＵ    ：有馬 誠，中川勝八郎、大竹口誠治 

吉井さんの山の会：吉井修、沓脱彩子（敬称略） 

 

久しぶりに、谷川岳の虹芝寮をベースにした例会山行を企画しましたが、常連の豊田さんが腰痛のた

め、又、小林さんは所用があり不参加となったが、遥々九州から有馬さんが、また、８月の尾瀬の沢登

りを一緒に行った吉井さんと沓脱さんが参加することになり、幅広い年代での山行となった。 

特に吉井さんは、日本山岳会が主催した「日本・エクアドル外交関係樹立１００周年記念友好合同登

山隊」に参加し、９月１４日（土）の早朝にエクアドルから帰国したばかりであったが、疲れも見せず 

元気一杯でした。 

 

９月１４日（土） 

  吉井君がエクアドルの登山を終え、早朝に帰国するため、大竹口の車に有馬さん・沓脱さんが乗り、

吉井君の車に中川さんが同乗して、別々に虹芝寮入りした。 

 

   大竹口車：１２：１５ 新座駅で合流、１５：２５ 谷川岳ロープウェイ駅着 

        １５：４０ 同発、１７：１０ 虹芝寮着 

   吉井車 ：１４：００ 武蔵境駅出発、１７：３０ 谷川岳ロープウェイ駅着 

        １９：００ 虹芝寮着 

 

  夜は、有馬さんから差し入れ頂いた九州の黒豚のカルビー肉を頂きながら、吉井君が参加した南米

エクアドルの最高峰であるチンボラソ山（６３１０ｍ）登山及び世界で最も標高の高い活火山であ

るコトパクシ山（５８９７ｍ）登山の話を聞いて、和やかに過ごした。吉井さんは、流石に、夜行

便で早朝に帰国したためか、一旦、横になると大いびきで夢の世界へ入って行った。 

    

９月１５日（日） 

（湯檜曽川本谷沢登り組）：中川、大竹口、吉井、沓脱 

０６：４５ 虹芝寮発、０７：３５ 魚止めの滝着、０７：４５魚止めの滝発 

０８：４５ 白樺沢出合発、０９：００ ウナギ淵着、１０：１５ 十字峡着 

１０：５０ 十字峡発、１１：４０ ウナギ淵着、１２：１０ ウナギ淵発、 

１２：２５ 白樺沢出合着、１２：４５ 新道着、１３：３５ 虹芝寮着 

 

虹芝寮を出発し、新道を歩いた後に、河原へ下降する。しばらく広い河原歩きが続く。武能沢の合流

点を過ぎると魚止めの滝に行き当たる。魚止めの滝は、６年前に来た時は右岸の壁沿いを問題なく登れ

たが、今回は、様相が変わっており、お助けロープの数も減っているような感じで、無理をせず、武能

沢側からの巻道を通ることにした。 

６年前に遡行した白樺沢の出合を過ぎてしばらく行くと、廊下を水浸しにしたような通称「うなぎ淵」

に到着する。泳いで水流の中を行くのは、流れが速く無理なので、左岸沿いの巻道を行く。しばらく行

くと、沢が直角に曲がる８ｍ滝となる。ここは、左の壁を登るが、外傾気味で少々難しかった。その後

美しい３０ｍのナメ滝を過ぎると、湯檜曽川本谷と大倉沢と抱返沢が合流する十字峡に到着する。黒部

の十字峡ほどではないが、水量は多い。特に、出合の正面にそびえる抱返滝は高さが５０ｍ以上あり、

迫力満点であった。帰りは来たルートを戻ったが、ナメ滝の下りは、意外とすべりやすく、安全のため、

久しぶりにザックを担いで泳いだり、吉井君がウナギ淵で泳いだり、各人、マイペースで下る。 

湯檜曽川本谷は、谷川岳連峰屈指の茗溪と言われているだけにナメ滝、淵、釜が素晴らしく、来年は、

本谷から七ツ小屋沢を遡行する計画を立てることにした。 

 

（登山組）有馬：ロープウェイで熊穴沢避難小屋を往復 

  ０６：４５ 虹芝寮発、０７：００ ロープウェイにて天神平へ、 

０９：３０熊穴沢避難小屋（引き返し）、１１：２０天神平、１４：３０虹芝寮着 
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 有馬さん差し入れの鹿児島黒豚にて焼肉料理        虹芝寮前にて（沢登り出発時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    綺麗なナメ滝が続く（水量が豊富）        ウナギ淵にて（深いので高巻く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       水量多く、泳いで渡る             湯檜曽川の十字峡にて 

                           （左から大竹口、中川、沓脱、吉井の各位） 

９月１６日（月） 

 ０７：４０ 虹芝寮発、０８：３０ 一ノ倉沢出合、０９：４０ 谷川岳ロープウェイ駅着、 

 １０：１０ 湯テルメ谷川着、１１：５０ 湯テルメ谷川発→帰京 

最終日は、有馬さんが尾瀬に行かれるため、１人で早めに出発された。残りのメンバーで、掃除等の

後片付けをして、快適に過ごさせて頂いた虹芝寮を出発。途中、一ノ倉沢の出合で大岩壁を見て、谷川

岳ロープウェイ駅着に到着。その後は、定番となっている湯テルメ谷川で２日間の汗を流して、小宴会

後、帰京の途についた。                                 
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第七章 山岳部活動報告 

 

神戸大学山岳部 活動報告 
                                        清野 幸司 
 

我々神戸大学山岳部は、2019 年に 3 人の新たな仲間を迎えて、合計 9 人で現在活動しています。3

人の新たな仲間を紹介します。 

 

1 人は侯 慧開(こう けいかい)君です。彼は大阪出身ですが、中国人の親を持ち国籍も中国です。農

学部に所属しています。2019 年度に 1 年生で、2020 年度から 2 年生になります。体操部と兼部してい

ますが、山岳部の活動にも精力的に取り組んでくれています。現在の部員の中でも特に体力があるほう

で、山行を有意義にするための嗜好品を担いでくるこだわりをみせています。 

もう 1 人は江田 和正(こうだ かずまさ)君です。彼は 3 年次に関西大学から編入してきました。法学

部所属です。編入をきっかけに登山を始めて、1 年間で様々な山に登りました。剱岳でのクライミング

も経験し、今後の活躍が楽しみです。 

最後は吉田 圭佑(よしだ けいすけ)君です。彼は 3 年次に富山高専から編入してきました。江田君と

同じ法学部です。力が強く、部内で一番の歩荷力があります。勉強熱心で、現在はベトナムに留学中で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 3 人を迎え、合計 9 人で活動しています。が、うち 5 人が 4 年生で就活や卒業研究に忙しく、実

質 4 人と清野の 5 人で活動していました。これから今年度(2019 年度)に行った山の紹介をします。 

 

 

5 月の GW には白山へ行きました。白山は初めてでしたが、天気が良くとても楽しむことができまし

た。 

6 月には新人も装備を買いそろえて、大峰へ行きました。天川川合から尾根を登り、狼平で宿泊。八

経ヶ岳・弥山を回って下山するルートでした。新人と山中泊したのは初めてで、みんなの個性が知れて

面白かったです。山行中はずっと雨で、計画していた双門ルートに行けなかったのは残念です。 

新穂高温泉でくつろぐ侯慧開 左から金隼泳、吉田圭佑、江田和正。大峰八経ヶ岳山頂にて 
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白山御前峰からの眺め 

 

7 月はクライミングの特訓のために御在所岳へ行きました。雨が降り続きクライミングは出来ません

でしたが、雨天中を歩く練習になりました。 

 

8 月は例年恒例となっている、剱岳での合宿を行いました。メンバーの都合が合わず、天候にも邪魔

をされ、あまり長い日程は取れませんでした。が、八ツ峰のフェース登はんと水平歩道の歩行をできま

した。 

 

 

9 月は裏銀座縦走路へ行ってきました。扇沢から入山し、針の木岳・烏帽子岳・野口五郎岳・三俣蓮

華岳・双六岳と縦走しました。長期の縦走は新人にとって初めてだったので、良い経験になったと思い

ます。この山行までは全体的に雨がちだったので、晴れ間が多かったこの山行はとても楽しかったです。 

11 月は氷ノ山ヒュッテの修繕に行きました。去年卒業した 2 人の先輩にも来ていただき、氷ノ山ヒュ

ッテで楽しく鍋パーティーしました。ヒュッテは毎年数回使っているので、これからも使えるように、

整備活動には精力的に取り組みたいです。 

 

12 月は乗鞍岳山系へ雪上訓練に行きました。暖冬の影響か雪が少なく、満足のいく練習はできません

でした。が、雪上テント泊はできました。 

 

 

剣稜会ルートを登攀する江田 

欅平駅にて江田と金 
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1 月、2 月には関西圏の雪山で山行する予定です。3 月末に行う北アルプスでの縦走を目標に、多く

の経験を積みます。 

 

2020 年度は新人勧誘を積極的に行い、部員の数を増やすことが

目標です。 

夏にはクライミング、冬には雪山登山をこれからも続けていき

ます。 

 

 

 

 

 

現役部員一覧 

 

氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ） 年齢 学部 所属年数 備考 

清野幸司（ｷﾖﾉｺｳｼﾞ） 22 法学部 4年生 4 2020年 3月卒業見込み 

稲川魁人（ｲﾅｶﾞﾜｶｲﾄ） 22 理学部惑星学科 4年生 4 2020年 3月卒業見込み 

熊田裕信（ｸﾏﾀﾞﾕｳｼﾝ） 22 国際文化学部 4年生 4   

國藤光成(ｸﾆﾄｳｺｳｾｲ) 23 経営学部 4年生 3 2020年 3月卒業見込み 

今井竜哉（ｲﾏｲﾀﾂﾔ） 23 海事科学部 4年生 3   

金 隼泳(ｷﾝｼｭﾝｴｲ） 21 工学部建築学科 2年生 2   

江田和正(ｺｳﾀﾞｶｽﾞﾏｻ) 22 法学部 3年生 1   

吉田圭佑(ﾖｼﾀﾞｹｲｽｹ) 21 法学部 3年生 1   

侯 慧開(ｺｳｹｲｶｲ) 19 農学部 1年生 1   

 

（注）次期リーダーシップは、チーフリーダーが金君、マネージャーが侯君になります。 

                                         以上 

 

蓮華岳から下る侯と清野 
平湯大滝にて左から江田・金・侯 
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パタゴニア、南緯四十度の旅（2019.12.8～2020.1.22） 

 
                                    ４回生 熊田裕信  
 

首都ブエノスアイレスの南西、南米大陸上空を 1500ｋｍ移動したあたりにアンデス山脈に囲まれた氷

河湖ナウエルウアピ湖がある。ナウエルウアピ湖に面する街、サン・カルロス・デ・バリローチェが今

回の登山の拠点となる街である。 

 

 日本からスペイン・マドリッド、アルゼンチン・ブエノスアイレスを乗り継ぐこと 30時間、到着した

バリローチェという街の景観は、「南米のスイス」との噂に値するものであった。 

 この街が 2019年 12月 8日から 2020年 1月 22日までの約一ヶ月半のパタゴニア旅行の出発地点とな

った。この街を出発した後、アコンカグアを有するメンドサや大草原ラ・パンパといった地域を順に旅

した。 

  

 
Figure 1アルゼンチン地図と今回旅した地域 

 

私がアルゼンチン・パタゴニアに惹かれた最大の理由は、山をはじめとする美しい自然、豊かな文化

にある。 

パタゴニア南部に位置するフィッツロイが米アウトドアブランドのロゴのモデルであることは有名

であり、南北に広がった土地には、多種多様の動植物が生きている。こうした美しい自然の上でアルゼ

ンチン開拓民シンボルである「ガウチョ」（牧童）は馬に乗り羊を追いかけている。 

このような、美しい自然と豊かな文化を生み出したパタゴニアに興味を持ったのは、大学１年生の時

である。 

当時は、高い山（アコンカグア）があるから登ってみたいという理由があった。しかし、山岳部の活

動やシンガポールでの留学を経て、山に対する価値観や志向が変化した。その変化は、「高い山がある

パタゴニア」ではなく、「自然、文化の中に山があるパタゴニア」という認識の変化を生み、今回の旅

を決断するに至った。 

パタゴニアの自然、文化、山について見たもの聞いたものを以下に書きたいと思う。 

  

  

 パタゴニアの旅は、サン・カルロス・デ・バリローチェ(San Carlos de Bariloche)（以下バリローチ

ェと表記）からはじまる。 

 バリローチェは、パタゴニア地方におけるイエズス会宣教の最初の布教地である。インディオとの抗

争による荒廃の歴史を持つが、現在の景観は、20c始めのスイス系、ドイツ系、イタリア系移民の入植

によるものである。知名度は、フィッツロイで有名なエル・チャルテンに劣るが、冬季はスキー観光客、

夏季は避暑を目的とした多くの南米人を集める。 
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 ブエノスアイレスから出ている飛行機で２時間ほど。飛行機から見下ろすと、夏を迎え緑化した大草

原、雪を載せたアンデス山脈が見える。 

 バリローチェには、1週間ほど滞在した。バリローチェを拠点に Cerro Tronador(3400m)と Cerro 

Catedral(2400m)の２つの山の登頂を目指した。 

 空港から中心街へタクシーで 30分ほど。車窓から湖をへだててアンデス山脈の一端が見える。初夏

ではあるが気温は４度であり、窓を開けることはできなかった。 

 ホテルに到着したあと、荷物を置き、氷河湖ナウエルウアピ(Lag.Nahuel Huapí)に歩いた。湖畔から

は、湖をへだてて対岸にアンデス山脈が見える。頂上付近には、雪が付いていた。氷河湖から吹く風は

非常に冷たく湖畔に長居することはできなかった。登山の情報収集やガイドを探すため街へ戻った。 

 数カ所の旅行代理店や公営の登山施設を訪れたが、Cerro Tronador は、悪天候のため登山禁止という

ことであり、Cerro Caterdralの登頂を目指すことにした。旅行代理店で Cerro Catedralのガイドを探

してもらったが、多くのガイドがフィッツロイに出稼ぎに行ってしまったため難しいと断られた。 

 途方に暮れ、この日は、パタゴニア牛のアサード（BBQ料理）を食べ、ホテルで寝ることにした。 

  

 翌日、登山のパートナーを見つけた。昨日、公営の登山施設でクライマーが多く集まる店を紹介して

もらい、その店で運良く Cerro Caterdralを目指すアルゼンチン人とドイツ人が見つかった。翌日から

共に登山をすることになった。 

 この日は、山小屋の予約と公営登山施設で簡易的な許可をとり、アルゼンチン人とドイツ人「Imperial」

というアルゼンチンの地ビールを飲みながら、登山計画やクライミング道具の準備を行った。 

  

 翌朝 7時、中心街から登山口までのバスに乗った。40分ほどであった。登山口で再度登山の行程を 3

人で確認し、山小屋へ足を進めた。 

 登山口から山小屋までは、5時間ほどであった。細い道をたどりながら、パタゴニアの草木花の写真

撮影やナウエルウアピ湖を上から眺めることができた。道中には多くの分かれ道があり、中心街で手に

入れた地図を参考に慎重に足を進めた。 

 山小屋にたどり着くと、氷河湖トンセック湖が小屋の真後ろに広がっていた。遠くの対岸にいくつも

のピークが見えた。 

 アルゼンチンではピークではなく「Torre(塔)」というスペイン語で表現する。その表現のとおり、

岩の塔がいくつもそびえ立っていた。 

 この日は、小屋から先に進むことはなかった。小屋からは、湖や山の雄大な景色を楽しんだ。 

 2階建ての小屋には 30人ほどの宿泊客がいた。そのほとんどがアルゼンチン国内かブラジルからの登

山客であった。南米出身でない登山者は、私とドイツ人パートナーの 2人だけであった。やはり、フィ

ッツロイほどの人気はないのかもしれない。 

 宿泊料は、3泊朝食夕食込みで 3000円と非常に低価格であった。夕食時に席を一緒にしたブラジル人

の登山客に話を聞いたが、登山客の多くは、山小屋をゴールとしており、山頂を目指す訳ではないとい

うことを知った。 

   

 翌日は、Cerro Caterdral の山頂ではなく、早朝より Punta Norte の山頂を目指した。山小屋との標

高差は 400mほど。Punta Norteには、登山ルートと呼べるものはなかった。湖畔、湿原を 30分ほど歩

き、1時間ほど岩と石のガレ場を登った。 

 ガレ場を登り終え、スチモール湖(Lag.Schmoll)にたどりついた。スチモール湖は非常に小さな湖だ

が、湖面に映った山の絵が美しかった。 

 スチモール湖から雪渓を直登し、山頂にたどりついた。スチモール湖から 30分ほどであった。 

 山頂からは、Cerro Catedral山々の一帯と登山禁止の Cerro Tronadorを見ることができた。Cerro 

Catedral山群は、岩の塔の密集地帯であり、コンドルが塔の周りを周回していた。Cerro Tronadorは、

山全体を雪が深く覆い、山頂は笠雲を被っていた。冷たい風の中で山頂からの景色をしばらく撮影した。   

この日はこれまでということにして、写真撮影を終え、ひとまず山小屋に戻る。 

 午後は、小屋近くの湖畔で、草の上に仰向けになって空を見て過ごした。この日もよく晴れて、強い

日差しが顔にひりひりと痛いくらいであった。夕方にかけて翌日の Cerro Catedral登頂の準備をしな

がら、夕日が沈むのを眺めた。日が沈むのは午後 20時と非常に遅いが、沈む早さはとてつもなく早か

った。 

  

 翌朝 6時、パッキングの済んだ荷物を背負い登山を始めた。昨日と同様に明瞭な登山ルートはなく、
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湖畔と湿原を岩の塔に向かって進んだ。30分ほどでガレ場の始まりにたどり着く。ガレ場を試行錯誤し

て進む。しかし、昨日とは異なり簡単に頂上まで直登することができなかった。何度も登り下りを繰り

返した。1時間が過ぎ、ようやく有望なルートを見つけた。そのルートを進み雪渓の川下にたどりつい

た。雪渓の大きさは 80mほど。アイゼンを装着し慎重に登った。登るにつれ傾斜がきつくなる。日差し

が強くなり、気温が高くなる。雪渓を登り終えコルに出た。コルからは、頂上に続く岩壁が目の前に大

きく見えた。 

 岩壁のグレードは、けっして高くはなく、事前に心配していたほど特に苦労することはなかった。ロ

ープを使う必要のない箇所もあり、結局 2 ピッチで塔の頂上に立つことができた。どちらかと言えば、

ロッククライミングの難しさよりは、国籍の違う人と意思疎通をする難しさに苦労した。そのせいか、

達成感は大きかった。山頂は非常に狭く、ゆっくり過ごすことはできなかったので戻ることになった。 

 雪渓を滑らないように下り、ガレ場を辛抱強く湿原まで降りる。緊張感や恐怖感というものから解放

された気がした。 

 小屋に到着し、共に山に登ったアルゼンチン人とドイツ人と登頂の喜びに乾杯した。この日は昨日と

同じで、遅い日の入りを待って星を見た。小屋が消灯したあとの闇は深く、星の光が強調される。 

  

 翌朝、朝食の後 Cerro Catedralを背に早々と下山をはじめた。共に登山をした仲間とはここで別れ

た。2人は、この日もロッククライミングを続けると言っていた。 

 一人での下山となったわけであるが、他人のペースに合わせることなく、静かな自然の中で写真を撮

りながら下山をするのもまた気持ちが良かった。 

 中心街には昼頃に到着した。山からは遠くなってしまったが、遠くに見える Cerro Catedral の山頂

がはっきりわかって、これは自分の足と手で頂上にたどりついた山であるから懐かしく思えた。 

 当初予定していた Cerro Tronador への登頂は諦める形になったが、Cerro Catedralの美しさや登頂

の達成感もあり、不思議と悔しさはなかった。 

  

  翌日、翌々日とコロニア・スイサ(Colonia Suiza)というスイス人居住地区、ビージャ・ラ・アンゴ

ストゥーラ(Villa La Angostura)というナウエルウアピ湖の北西部に位置する街に行った。両日とも湖、

森林、山に囲まれた「パタゴニアの庭」を訪れた。バリローチェの最終日は、時間が静かに流れた。 

 

 
Figure３ 小屋からの景色 

 

 

  

  

Figure２ Cerro Catedral 域図と登頂した山 
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Figure 4 Punta Norte の山頂から見える Cerro Tronador     Figure５ 山頂へ続く雪渓 

  

  

 新年を迎えた 1月 1日、私は、メンドサにいた。メンドサは、ブエノスアイレスから西へ 1000kmほ

どの土地にある。アンデス山脈の麓に位置する街で、南米最高峰アコンカグアの登山拠点がある。 

 メンドサの旅は、アコンカグアを見に行くところから始まる。 

  

 アコンカグア国立公園に向かう。昼頃にメンドサの街を出発した。アンデス山脈の中を通る道路は、

輸送車両や観光バスがチリ、アルゼンチンを行き交う。そのため、国境警備隊の検問所が数カ所あり、

定期的に車の速度を落とす必要がある。 

 道路から見える山は、全て 3000ｍや 4000ｍの岩山であり、標高の基準感覚が分からなくなる。公園

に近づくにつれ、ガウチョと呼ばれる馬に乗った牧場主が集団で走る姿が見えた。土埃を立てながら激

しく疾走する姿は非常に迫力があった。 

 4時間ほどでプロビンシアル・アコンカグア公園についた。国立公園で入園料を払いトレッキングを

開始する。草原の中を歩き、3400ｍ地点からアコンカグアのピークを見た。周囲の山は岩肌が見えるが、

アコンカグアは雪が覆い、存在感を際立たせていた。強風の中公園の自然風景を楽しむ。 

 そのあたりまで見たところでそろそろ日が傾いてきた。この日はそれまでということで湖畔を歩くル

ートで引き返し、メンドサに戻った。 

 

 翌日、メンドサでワイナリーの見学に行った。メンドサはワインの産地として知られる。近年は温暖

化の影響でブドウの収穫量が減少の傾向にあるが、国内ワインの 7割の生産量を誇っている。 

 メンドサには数十カ所のワイナリーがあるが、この日は、そのワイナリーの１つ、「ズッカルディ

(Zuccardi)」に行った。2006年設立と歴史の浅いワイナリーだが毎年クオリティの高いワインを市場に

送り出している。とにかく広いくブドウ畑、醸造所に圧倒された。ブドウ畑の向こうには、雪化粧のア

ンデス山脈が見えた。 

  

 メンドサでは、「温暖化で自然環境が悪化している」という言葉を何度も聞いた。近年、北欧地域な

どで温暖化反対運動が活発化している。温暖化の影響を受ける規模が大きいからこそ、変化が顕著に分

かるのだろう。 

 そんなことを考えながらメンドサを後にした。 
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Figure５アコンカグア国立公園から             Figure６ブドウ畑とアンデス山脈 

  

 これまでは、交通手段や情報がある程度保証されている土地を旅してきた。 

 今回は違う旅をしてみたいと思い、不安を抱えながら不確定な目的地に車で向かった。 

 ラ・パンパ(La Pampa)にブエノスアイレスから車で 6時間、メノニータ(menonita)に会いにいった。 

 メノニータとは、ドイツ系移民の宗教集団である。キリスト教と共同体に忠実である厳格な規則のあ

る派である。メノニータは、電気を使用しない。現代の技術機械を拒み、農耕や牧畜を行い、自給自足

の生活を営んでいる。 

  

 大草原の中を時速 120kmの車で行く。車で 6 時間とは、神戸－東京ほどの距離がある。窓からの景色

は 6時間ずっと同じなので前に進んでいる実感が沸かない。広大な草原に無数の黒い点が車の中から見

える。黒い点の正体は牛であり、その数の多さにびっくりした。6時間車に座り続けることはできない

ので、途中休憩を挟む。休憩所はガソリンスタンドであり、宿泊所のあるガソリンスタンドもあった。 

 日が暮れ、星が地平線上に見える。この日は、夜も遅くなったため、ラ・パンパとブエノスアイレス

県の境にある街のホテルに泊まった。 

   

 翌朝、メノニータの集住地区に僅かな情報を頼りに向かう。彼らは、車を保有しないので当然のこと

ながら、舗装された道路はない。メノニータの住居に近づくにつれ、彼らが運転する馬車が対面から通

り過ぎる。 

  

 メノニータの住居に到着した。住人が出てくる。男性は、黒い帽子とチェックシャツの上着に吊りズ

ボン。女性は、白い帽子にワンピースとエプロンという格好である。ヨーロッパから移住してきた歴史

があるため、目の色は透き通った青色をしている。 

 10歳の女の子が操る馬車に乗り、メノニータの街を回る。この日は風が強く、草原に囲まれた街を土

埃がおそう。目を開けて周囲を直視することができない。 

 

 メノニータの家に入れてもらう。家では、昼ご飯をいただいた。自家生のチーズや豆のスープを食べ

ながら、リビングを見渡す。現代的な生活用品はほとんど無く、質素な生活に見える。 

 昼食を済ませ、午前中に車を止めた住居に馬車で戻る。 

 馬車に乗っている間、何台もの馬車や歩くメノニータの姿を頻繁に見かけた。日常生活用品を売って

いるホームセンターに買い物に行くらしい。街全体の大きさは分からないが、学校や教会施設は大きく

多くのメノニータが暮らしていることが推測される。 

  

 彼らは外の情報を知らず、グローバル化とは無縁のように思えた。近代化の反証としての彼らの生活

は自身に真似ができるとは思えない。しかし、美しいと感じられるものであった。 

 人間の「文化」は獲得的、後天的なものであり、真正性はない。メノニータという閉鎖環境でこれか

ら生まれる若い世代が外を知りどんな「正解」を導き出すのだろうか。 

 そんなことを考えながら彼ら、彼女らと別れ、ブエノスアイレスへの長い帰路についた。 

82



 

 

   
       Figure８メノニータの一家と 

 

 パタゴニア旅行は、目先の目標に向かってひたすら歩く旅であった。私にとっての旅は、普通の旅行

と登山の間にあるものだと思った。今思うとどれも自分 1人の所存で実行できる旅ではなかった。準備

に際しても行く先々でもずいぶん多くの人たちにお世話になった。1人ではできない旅の楽しさを教え

られたのが、今回の旅の最大の成果であったかもしれない。 

  

 アルゼンチン・パタゴニアの旅では、行くことのできなかった地域が多くある。 

 しかし、荘厳な自然とそこに暮らす人々が紡いできた文化、その上に立つ山への深い畏敬を感じる旅

であった。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure７馬車を操るメノニータの女の子 
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今年は日本・チリ合同中央アンデス遠征から６０周年になります 

 

（居谷会長のコメント） 

  第２次日本チリ合同、チリ・中央アンデス探検隊が神戸港を出発したのが１９５９年１１月２８日、

チリのパルパライソに入港（１９６０年１月２２日）、数日のトレーニング後、三ヶ所の山旅が行

われたのは２月２日から４月４日です。則ち、２０１９年度が６０周年記念の年度です。現役の熊

田君も素晴らしい活動をしてきました。６０年前の南米の探検活動を今一度思いおこしてみましょ

う。 

 

（豊田さんのコメント） 

学生部員熊田君のアンデス trekking についてのニュースを拝見しました。熊田君の山行が契機で

Dry Andes（Patagonia の‘wet’に対比）への関心が出たこと、うれしく思います。私が参加した

アンデス山行は第 2次日チ合同の登山で、同君はメンドサから山に入ったようですが、我々３人は

1960年の冬（現地夏）第 3山行でチリ側コロラド山域（アコンカグアの西）に入りました。 

この遠征の概要は ACKU山と人 100年史(上)p56にも掲載されており、詳報は下記をご覧願いたい。 

1) 山と人 5号 及び 2) JAC山岳 56号 

 

なお、熊田君はアルゼンチン南部の湖沼地帯を見たようですが、太田 Lと小生はサンティアゴから

汽車で 1日かけプエルトモントまで南下し、オソルノから国境を挟んでバリローチェにつながる湖

と山を眺めました。この機会に金井健二氏のボリビア・アンデス登山隊報告（山と人 8 号）、金井

良碩氏の Atacama 高地（山と人 11号）・香山博司氏 Aconcagua（山と人 17号）等の報告にも視線

が向かえばと期待しています。 
 

（編集長注記） 

  第１次の日本・チリ合同遠征は、ACKU ニュース４３号で紹介した通り、1957 年から 1958 年にか

けて行われ、未知のパタゴニア氷陸が踏査され、アレナレス山を初登頂しました。第２次の日本・

チリ合同遠征は、日本側隊員は故太田直之氏、故丹波洋氏、豊田寿夫氏が参加し、1959 年から 1960

年にかけて行われました。イエソ、シプレセス、コロラドの 3 山系の山々を登り、5100ｍの無名峰

（後にセロ・コーベと命名）を始め、９座は、初登でした。 

 

  この遠征は ACKU では初めての若手 OB と現役学生による Light expedition でした。日本とチリの若

手登山家が合同でチリ中央 Andes の登山に挑み成功させたことから注目され、登攀報告は英国の登

山誌 HP やチリ山岳連盟系の Web サイトにも掲載されています。 

 

  1)英国山岳会誌（Alpine Journal） 

   https://www. alpinejournal org.uk/ 

   同誌 HP に入って“Brouse/Search the Alpine Journal”を click、ページが変わるので“Brouse by Volume”

を click して 1960 を選べば、目次（vol. 65/1960 Contents）が表示される。最下部の Chilean Notes 

(Evelio Echevarrie C.) p241 を click すれば、セロ・コーベの写真ページに飛ぶ。E. Echevarrie 氏

の説明文は写真(2p)の後にアップされている。なお、本遠征の登攀活動に関する続報が同 AJ 誌

1961 年版”Expeditions”（p372）に掲載され、同じ手順で閲覧できる。 

 

  2)チリ山岳連盟系サイト 

詳しい登山報告書は以下のサイト（スペイン語/Group de Montaña Perros Alpinos、「山岳グループ

“山の犬”」）で見られる。 

   https://www.perrosalpinos.cl/ 

   この HP を出し、山の写真の下“Relatos”を click、飛んだページの説明文中の“Relatos Histricos”(青

色)部を click すれば、チリ登攀史のページ（過去遠征リスト）が表示され、中央部の”外国隊

（Expediciones Extranjeras en Chile）“に下記の日チ合同遠征報告がある。 

① Yeso 谷  ②Cipreses 氷河盆地  ③Colorado 山域 
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第八章 事務局報告（総会・会員近況報告・理事会・会計・予算） 

 

２０１９年度神戸大学山岳会定例総会議事録 
2019.4.20 15:00～19:30 

大阪凌霜クラブ 

 
出席者：豊田・東郷・田中（俊）・柏田・金井・鶴谷・河本・井上・白形・和光・瀬野 

        山口・居谷・山田・坂本（淳）・岩井・大竹口・松村（政）・長谷川・山本（浩） 

        山形・ 河端・宅見・清野・國藤・金・吉田圭祐（新人・3年・富山出身） 

       総会成立：出席者（２６名）・委任状（３３名） 

 

１ 会長あいさつ   

２ 議 事                      進行役 山口 

（１） 報告事項 

①2018年度活動概要報告、”ACKU課題と対応“（2018年度活動方針） 

・会費収入増への方策（会費徴収状況）                   山口・岩井                                               

        "長期会費未納入会員“への督促 

   ・山岳会の活性化（世代間の断絶の解消） 

      世代別同窓会の開催     “アラ還“               長谷川 

    ・氷ノ山千本杉ヒュッテの維持管理  利用促進と修繕費の積み立て     山田 

    ・ACKUニュースの費用削減等                       大竹口 

    ・山岳部への物心両面の支援 

      天滝修理への協力                          山田 

    ・チェルーシャン登頂３０周年イベント 

    ・山岳図書・資料の集約                         居谷  

    ・決算報告                      岩井副事務局長、金井監事 

(2) 決議・承認事項  

・ヘリテージ基金の創設                           山田 

     提案どおり創設については承認されたが、“他の基金とダブらないように”等、 

     運営についてはさらに理事会で、詳細をつめてゆく。 

  ・ 各担当理事 2018年度計画 

     例会山行                          企画担当理事（山田） 

    会誌                            会誌担当理事（大竹口） 

     ヒュッテ                         ヒュッテ担当理事（山田） 

・2018年度予算案              事務局長        提案どおり承認  

・新規会員推薦  石川毅氏 特別会員                         提案どおり承認 

（3）・会員情報 

    退会 （物故） 清水史郎氏、武部克明氏 （依願退会）林市雄  

    名簿から除く（入会の意志無） 山川真郷氏 溝畑荘平氏 

 

（4）チリの山の紹介                          豊田 

 

4.  特別講演 宅見薫雄農学部教授（山岳部副部長） 

演題「近縁野生種の遺伝子を小麦育種に利用するために」 

 

５．懇親会                             17：30～19：30 

・ 現役紹介・現役活動報告  

    清野新 CLからこの一年の山行の紹介（スライド）と新執行部体制の説明。 

      國藤マネージャーから部員の紹介。 

    なお、新人は 2名が入る予定。           

  

  最後は、井上前会長の“一本締め”でおひらきとなった。 
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  （会計報告） 

   収入：138,000円（会費 6,000円／人＊23人） 

   支出：124,000円 

   残金：14,000円・・・・一般会計に組み入れさせていただきます。 

   

  山岳会会費収入 65,000円（13名） 

  名誉会員・終身会員協力金（山形・山田・大竹口・長谷川） 

  ヘリテージ基金寄付 50,000円（瀬野） 

 

会員近況報告（２０１９年定時総会出欠はがきメッセージより） 

                                         
会員番

号 

氏名 近況 

２５８ 東郷 賢治 １日３万歩を目指してトレ－ニングしています。六甲山森の学校では現役です。 

２６３ 福本 桂三 日々好日。老を楽しんでいます。 

２７７ 柏田 紘一 横浜に近い未来、移転します。 

２８２ 田中 信行 趣味三昧の毎日を送っております。冬はスキー、残るシーズンはゴルフに没頭

したいと、日々精進しています。 

２８５ 壺阪 祐三 ６月６日から１５日間、アララト山とコーカサス山脈を眺める旅をします。参

加希望の方はどうぞ。（昨年度の案件） 

２８６ 増田 正勝 加齢黄斑変性症で左目の網膜剥離が起き、昨年は３回の手術と２ヶ月半の入院、

今年も３月に入院し、４回目の手術、片目でのスキーは無理なので、何とか治

したい一心です。 

２８９ 小谷 辰雄 山歩きは出来なくなりましたが、元気にしています。 

２９０ 鷲尾 孝二 体調、相変わらずです。皆様によろしくお伝え下さい。 

３０１ 高田 和三 肺気腫で 3,000ｍ以上の山は登れません。 

３０３ 井上 薫 年齢を感じながらも、仏道に励んでいます。 

３１４ 香川 秀房 足腰が弱くなり、山歩きが出来なくなりました。 

３２１ 井上 達男 千山－現在、９９０座、あと１０山→（注）2019年の秋に達成されています 

３３４ 酒井 利直 年末の蓼科山登山後、山登りはしばらくお休み。かぐらスキー場、安比高原ス

キー場などで、ツリーランを楽しんでいました。 

３４９ 吉原 敏明 会員相互の交流を深めるため、本人の同意のもと、住所、電話番号、メールア

ドレスを常時閲覧出来る仕組みを希望します。 

（注）名簿が全員に開示されていることを事務局長が説明済。名簿送付済。 

３５１ 山本 裕宣 相変わらず体調が悪いです。もう少し、良くなってくれればと思います。 

３８９ 小宮 勇介 P.I.E.GROUP SANDAというがん予防の会に参加しています。がんは糖分しか

食べない、ブドウ糖とビタミンＣは分子構造が似ているので、ブドウ糖を摂り

過ぎるとビタミンＣが吸収されないそうです。引き取る行動、大阪に参加して

います。「沖縄人として日本人を生きる。基地引き取りで暴力を断つ」（金城馨

著、解放出版社）が３月に出版されました。基地引き取りとは何かが分かりま

す。 

４１３ 山本 浩輔 住所、電話は変更なし。４月から会社員です。 

名誉 平井 一正 ４月２０日にＪＡＣ（日本山岳会）京都支部で講演を頼まれていますので、残

念ですが欠席します。 

名誉 乙藤洋一郎 老若男女に地球科学の魅力を紹介しています。 

名誉 山形 裕士 ３月にキナバル山に登って来ました。 

特別 朝日 教之 いつも会報を送って頂き、ありがとうございます。読み応えのある素晴らしい

会報だと思います。 

特別 桜井 勝之 いつもご連絡ありがとうございます。皆様のご活躍を祈念致します。 

                                           以上 

86



                                      

神戸大学山岳会第 87回理事会議事録 
２０１9年 6月 8日 15：00～      

    於：農学研究科 EV701号室 
＜出席者＞ 

 山岳会：居谷・山田・岩井・山口（記）山岳部：稲川・國藤 

山岳部関係                 國藤 

・部員構成：４年（清野・稲川・國藤・熊田・今井）２年金（CL） 

            新人（吉田・江田・・・何れも３年からの編入） 

・歪なメンバー構成になっているので、４年生がフォローしてゆく 

・顧問の先生方との communication をしっかりとるよう要望 

 

1. 討議事項 

・会費納入状況                                                  岩井 

長期会費未納入会員のうち、 

居谷会長担当の武智会員は伝を辿ったが住所不明。大滝会員（米国在中は） 

帰国時に連絡が取れ、会費納入（５万円していただいた）。 

山田副会長担当の矢崎会員と尾崎夫婦会員及び 

大竹口副会長担当の出口・若山・請川・岩澤各会員は引き続きプッシュする  

２００１年以降の会費納入状況を再度調べる。 

何年分が未納または先納されているかが分かりやすく出来る方法を考える。                                

・ヘリテージ基金 

 山田副会長より別紙のような“運用規定”が示されたが、”特別事業基金“との兼ね合いの問題

もあり、結論が出ず。事務局長が再度検討して案を次回理事会までに出し、遅くとも秋までに全

会員宛に開示することに決定。 

・氷ノ山千本杉ヒュッテの維持管理 

  新しい利用の手引きを作成した。今後の利用申込者やこれまでの利用者にメールして、更なる利用

促進を図る。 

 現管理人の引退に伴い、新管理人の要請を大学より受けているが、大学の規定により、契約は法

人または個人でなければならず、任意団体の山岳会ではダメ。従って複数の個人を登録して管理

することを検討中。 

 ・山岳図書・資料の集約 

   中村保氏寄贈していただいた“いただいた”Flying OVER THE HIMALAYA”は、 

海外登山研究会として、当面部室に置くことにした。 

     

＜以下の項目については討議できず＞                                    

 ・山岳会の活性化（世代間の断絶の解消） 

   世代別同窓会の開催     今後の展開                    

 ・海外登山研究会の今後の進め方 

 ・遭難対策 事例研究等今後の進め方   

                                   

 次回理事会の予定     ７月２７日（土）１５時から 

 

神戸大学山岳会第 88回理事会議事録（案） 
２０１9年 7月 27日 15：00～      

    於：農学研究科 EV701号室 

 
山岳部近況  夏山合宿等(清野君より) 

 →新入部員として候慧開君（コウケイカイ君、日本生まれの中国人、体操部も兼務）が入

部し、御在所岳の山行に参加した。 

 →8/12-21で剣岳合宿を予定。真砂をベースに、雪練と岩登りを行う。 

  メンバーは清野（CL）、金、熊田、候の４名のみ。 
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（理事会：15:20～15:50） 

  出席者：居谷、山田、岩井、大竹口、長谷川 

1. 討議事項 

（１）海外登山研究会及び遭難対策事例研究等今後の進め方 

  →現役向けに、山田副会長が、9月・10月の部会のある水曜日に行う予定。 

（２）ヘリテージ基金 

 ・ACKUヘリテージ基金運用規定（案） 

  →ヘリテージ基金運用規定案の討議を行い、別紙の通りとすることになった。 

   （最終案については、メールで確認中） 

自由に使える資金を確保しておきたいので、使える範囲は広げておきたい。 

  →会則の変更（ヘリテージ基金の記載）と基金運営規定の決定は、来年の総会の時に実施するこ

とで、（案）のままで 9/28又は 10/5の理事会で会員向けの発送作業を行う。 

  →但し、基金の受け入れについては、既に支払われている会員もいるため、早急に口座を開設し

受入開始することを通知する。 

 

・“口座開設の案内と寄付のお願い” →前回の総会案内で配布済。 

・ 口座開設・・・・岩井理事が、山岳会規則等を提出して手続きを行う。 

・”寄付の御礼と受領書“文案審査及びヘリテージ基金書類発送時の前文 

→案は居谷会長が作成。 

   

 ・現状、特別事業基金（「山と人」積立金・海外登山準備金・千本杉ヒュッテ維持管 

理金）と遭難対策基金があるが、ヘリテージ基金は別基金となる。 

                               

・山岳図書・資料の集約                                居谷  

社会科学系図書館 冨山館長他との面談結果(7/17)と今後の展開（作業） 

 →当方が持っている俊岳荘のリストと蓑庵のリストを先方に手渡し済。山岳会で是非、置いてほし

い本があれば連絡してほしいとのこと。遅くとも 12 月末までに、図書館側が引き取り希望する

本があれば、館長他より回答をもらう。 

 →教養の図書館には 45万冊の本があるが山関係の書籍は少ないとのこと。 

   大学の図書館の蔵書は、８か所合計で、2百万冊あるが、スペースが限られているため、 

不要になった本は毎年２万冊（全体の 1％）は、捨てているとのこと。 

 

・ACKUニュースの PDF配信のアンケート結果と今後の方針                    大竹口 

→アンケートの回答（ＰＤＦか冊子か）の回収状況はまだ全体の 23%程度。 

  もう少し、回答を待って対応方法を検討する。 

→今年の郵送実績数は 157件で、うち、冊子を送る必要があるメール環境がない方や外部の方を合計

すると 44件となり、既に冊子希望の方（7件）を含めると最低の冊子配布数は 51件となる。今後

の回答にもよるが最低でも、75～80冊程度は、冊子で提供する必要がある。 

→甲南の会報作成はネット印刷で安く出来ていると聞いているので、大竹口から山本理事経由で甲南

の編集者に問い合わせを行う。 

                                

 ・山岳会の活性化（世代間の断絶の解消） 

   世代別同窓会の開催     今後の展開   

   →10月 31日に平井先生が 88歳（米寿）になられるので、平井先生の米寿を祝う会とロプチン

登頂１０周年を祝う会を 11月 9日頃に開催する案が出た。 

    平井先生のご都合を居谷会長から聞いて頂き、日程を決めていくことになった。甲南山岳会

の方々にも声をかける予定。 

    →ロプチンの遠征参加者は以下の通り。 

井上元会長、山田、山本、石丸、矢崎、近藤  

 

                                         以上  
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神戸大学山岳会第 89回理事会議事録 
２０１9年９月 27日 13：30～      

    於：神戸市教育会館 

出席者：居谷・山田・大竹口・岩井・山口（記）敬称略 

 

<発送作業＞ 発送 130名×82円（切手は居谷寄付） 

  ACKUヘリテージ基金への寄付依頼   

  ACKUヘリテージ基金運用規定      

 ロプチン・平井先生祝賀会案内          

 会費納入依頼   

 

1.討議事項 

・ロプチン・平井先生祝賀会                      居谷会長                 

二つのテーマを持ったこの会がバラバラにならないように、平井先生が山岳部の副部長・部長時

代の、カラコルムからチベット遠征への流れに沿って進行するようにシナリオを考える。 

その為に、居谷会長と井上前会長とでよく話し合っておく。 

10月 16日に予想出席者等を集計し、今後の進め方を検討してゆく。   

・ヒュッテ                              山田副会長 

  神戸大学から正式に千本杉ヒュッテの管理委託の依頼があったので、 

  別紙“千本杉ヒュッテの管理委託について”の通り検討し受託を決定した。                              

・山岳図書・資料の集約                        居谷会長 

  大学の返事待ち（12月末期限） 

・忘年会                              山口（No.226例会担当） 

  今のところ、川端先生のご都合が 12 月 7 日なら OK ということなので、現役山岳部員との意見

交換を含めた交流を主体に、会場を六甲近辺で探して計画する。 

・ACKUニュースの PDF化に関するアンケート集計中間報告         大竹口副会長 

  ACKU-news44号概略（案） 

   別紙参照                      

 ・遭難対策 事例研究等今後の進め方 

   山岳部清野 CLと相談計画中。   

以上 

 

神戸大学山岳会第 90回理事会議事録 
2020年 1月 11日 15：00～      

    於：農学研究科 EV701号室 

 
出席者：居谷・山田・大竹口・山本（恵）・山口（記） 

川端先生・清野・侯（山岳部関係）       敬称略 

 

<山岳部関係＞ 

・山岳部員の動向 

 清野：陸上自衛隊、國藤：大阪ガス、稲川・今井：未、熊田：残 

 次期 CL：金（工建 3年）主務：侯（農 1年）、 

・小池敦司工学部土木科教授を山岳部副部長にお願い。（川端先生より）   

  現在も岩登り等のクライミングのトレーニングをされており、 

ご本人も意欲ありとのことで、後日面談予定（川端先生と会長・副会長） 

 

1.討議事項 

①総会準備 

 ・日程 

   4月 18日（土）15時から大阪凌霜クラブ 

 ・次期役員候補 
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   総会に諮る次期役員改正の理事会案のうち会長は山田現副会長とすることに決定する。 

   山田氏が次期理事等役員候補を人選し、各役員の就任了承を取り付け 

   理事会の承認（回覧にて）を取り、総会で承認を受けることとする。 

 ・総会での議題等 

   会則の変更案…会員資格：居谷 ヘリテージ基金関係：山田   

   過去 2期を振り返って・・・・・・                     居谷会長 

   次年度例会開催予定を和光氏に依頼                    山田副会長 

   決算                                     岩井 

   次期予算・式次第                            次期執行部 

 ・総会案内・ACKUニュース発送作業 

  3月 7日（土）13時から、引き続き 15時から理事会                                   

・山岳図書・資料の集約                             居谷会長 

  大学においてもらうのはこれ以上は無理と判断し、 

平井先生の書籍 100冊は部室に保管 

現在まで集積した分は ACKU文庫として HPに掲載・・・井上前会長に依頼   

・  ACKU-news44号概略（別紙参照）                     大竹口副会長  

 

以上 

 

神戸大学山岳会理事会書面審査 
                       2020年 1月 19日 

                           事務局長 山口幸久 

 
以下の項目について、理事各位の書面（メール）での審査をお願いします 

 

１．次期役員候補者の選任 

     会長         山田 健            

     副会長        大竹口誠治              

理事・事務局長    長谷川浩 

理事・会計担当    岩井正隆 

理事・交流担当    山本恵昭           

理事・名簿 HP担当   香山博司 

理事・世代交流担当  野邊久美 

理事・現役担当    藤川佳祐 

監事         金井良碩 

監事         森長 敬  

 

２．会則の変更（１） 

会則の変更 第八章を追加する 

 

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。 

 

運営規定の変更 第 1条の２を追加する 

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。 
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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．  本規定は令和二年〇月〇日より効力を発するものとする。 

 

３．会則の変更（２） 

第２章 

 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）卒業生で卒業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。 

 

   卒業時➡在学時 

 

 提案理由：途中退部の方々の意見を聞くと山岳部の活動は懐かしく思われている方や、現在でも同期

や前後学年のメンバーと親しくされている方もおられるようなので、「卒業時」という限定枠をはずす。 

執行部は現在可能な限り途中退部者のリストをつくり、「正会員」になるかどうかの意思を確認する。 

 

新入正会員へは「会則」・バッチ・最新ニュースをお渡しする。 

 

 

＜賛否＞               理事名：理事 9名 

  全員が承認                監事 2名 

                      全員承認のメール受理（山口） 

                         ～1月 25日 

事案１ 

事案２ 

事案３  
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事務局長　山口幸久

副事務局長　岩井正隆

（2018.4.1～2019.3.31）
１．一般会計

＜収入の部＞ （単位：円）

費　目 予算額 決算額 増減（決算額－予算額）

前年度繰越金 128,308 128,308 0

会費収入 450,000 672,598 222,598

雑収入（山と人販売、預金利息） 100 40,903 40,803

計 617,971 841,809 263,401

雑収入：利息4円　山と人等販売：30,000円　総会残金：5,000円　

＜支出の部＞         （単位：円）

費　目 予算額 決算額 増減（決算額－予算額）

事務・通信・振込手数料 70,000 74,405 4,405

山岳部活動援助金 50,000 50,000 0

ＡＣＫＵニュース 200,000 237,600 37,600

「山と人」積立金 100,000 100,000 0

兵庫県岳連年会費 15,000 15,000 0

日本山岳会年会費 15,000 15,000 0

ホームページ管理費 5,000 20,147 15,147

氷ノ山補修 0 0 0

雑費 50,000 8,184 -41,816

次年度繰越金 112,971 321,473 208,502

計 617,971 841,809 223,838

２．特別事業基金 （単位：円）

費　目 18年3月現在残高 19年3月現在残高 増　減

「山と人」積立金 410,493 510,496 100,003

千本杉ヒュッテ維持管理金 21,635 37,042 15,407

総計 432,128 547,538 115,410

「山と人」積立金　　　　積立金100,000円、利息　2円

千本杉ヒュッテ維持管理金　ヒュッテ使用協力金　42,000円　寄付金　35,100円

備品・水道補修機材費  23,889円　ヒュッテパンフレット作成費　12,451円

食料等補助金　20,115円、交通費　4,000円、 通信費　1,238円

３．遭難対策基金 （単位：円）

費　目 18年3月時点残高 19年3月現在残高 増　減

遭難対策基金 2,517,048 2,517,070 22

　　利息53円

※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***

以上、監査の結果　適正且つ妥当であることを認めます。

2019年　4月7日 監事 金井　良碩

監事 森長　敬
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神戸大学山岳会

（2019.4.1～2020.3.31）

１　一般会計

＜収入の部＞ （単位：円）

費　目 18年度予算額 19年度予算案 増減

前年度繰越金 128,308 321,473 193,165

会費収入 450,000 450,000 0

雑収入 100 100 0

計 578,408 771,573 193,165

＜支出の部＞ （単位：円）

費　目 18年度予算額 19年度予算案 増減

事務・通信・振込手数料 70,000 70,000 0

山岳部活動援助金 50,000 50,000 0

ＡＣＫＵニュース 200,000 200,000 0

「山と人」積立金 100,000 100,000 0

ヒュッテ補修費 0 100,000 100,000

兵庫県岳連年会費 15,000 15,000 0

日本山岳会年会費 15,000 15,000 0

ホームページ管理費 5,000 5,000 0

雑費 50,000 50,000 0

予備費（次年度繰越金） 73,408 166,573 93,165

計 578,408 771,573 193,165

＜「山と人」積立金 ＞ （単位：円）
収入 支出 残高

前年度繰越金 510,496 510,496
当該年度積立金 100,000 610,496

＜千本杉ヒュッテ維持管理金 ＞ （単位：円）
収入 支出 計

前年度繰越金 37,042
一般会計繰入金 100,000
ヒュッテ使用料 50,000 187,042

天井版補修費 100,000
食料費等補助金 25,000
備品購入費 60,000
予備費 2,042 187,042

　　2019年度予算
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< 編 集 後 記 > 
 

 ACKU news44号は４年連続の発行となりました。2016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、もうすぐ、4年となります。 

また、昨今のインターネット環境の発展を受け、ＡＣＫＵニュースのネット配信について、アンケー

トを実施しましたが、印刷業者を変更したことにより経費削減が可能になったことと冊子希望者がまだ

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、4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。 

 

 今年度の山岳会のイベントとして、ロプチン初登頂 10周年記念会と平井一正先生の米寿祝賀会を、

2019年 11月 9日に開催しました。35名の方々に参加頂き、盛況に終わりました。その他には、個人

山行の記録を中心に掲載しましたが、会員による海外での山登り、現役の海外個人登山や中堅会員によ

る海外でのトレイルランも掲載しており、盛り沢山になったと思います。印刷は、すべてモノクロ印刷

ですが、ＡＣＫＵ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、居谷会長の活動の三本柱である①山岳会活性化（継続・若

返り・スムーズな役員交代）、②会員の所蔵する資料・蔵書を土台とする山岳資料館の設立、③新しい

形の「未知への挑戦」の模索・SACK（仮称：神戸大学学究的山岳会）の創設に沿った記事を中心とし

た編集に取り組みたいと思います。 

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。 

冊子のサイズは、前号同様、Ａ４サイズと文字の大きさも 10.5ポイントにしました。 

 

個人的には、山行報告に載せている通り夏に２回、沢登りへ行きました。それ以外には、昨年５月に、

女房と一緒に九州の山登りへ出かけ、由布岳、久住山、韓国岳、開聞岳を登りましたが、阿蘇山は、直

前に起こった噴火のために、残念ながら登れませんでした。 

今年は、北海道に行って、羅臼岳、斜里岳、阿寒岳、十勝岳を登る予定ですが、百名山達成には、 

まだまだです。 

 

 

2020/2/13 大竹口誠治 記 
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