
10年の軌跡年の軌跡年の軌跡年の軌跡
2006年年年年4月月月月~2016年年年年3月月月月

神戸大学神戸大学神戸大学神戸大学山岳会山岳会山岳会山岳会 会長として会長として会長として会長として

2016年4月9日

ACKU総会 井上達男



2006年年年年



2006年度

1. パイオニア精神の継承 「未知への挑戦」「未知への挑戦」「未知への挑戦」「未知への挑戦」

* 台湾、パタゴニアに始まる南米遠征、そしてアラスカからヒマラヤへと発

展していった遠征に見られる未知の探求と困難への挑戦

⇒⇒⇒⇒ 崗崗崗崗日嘎日嘎日嘎日嘎布山群布山群布山群布山群 念青唐古拉西山群念青唐古拉西山群念青唐古拉西山群念青唐古拉西山群

* そして遠征を通じて若い世代を育成

⇒⇒⇒⇒ 若手遠征経験者若手遠征経験者若手遠征経験者若手遠征経験者 7名名名名

2. 新時代の登山のありかたの模索
* 処女峰が登りつくされつつある今日における会としての新たなVision

⇒⇒⇒⇒ Scholarly  mountaineering  

* 若い世代の積極的な参画による新しい活動styleの揺籃

⇒⇒⇒⇒ 山岳部員数減少山岳部員数減少山岳部員数減少山岳部員数減少

2006年5月13日 総会

会長就任時のVision



Scholarly Mountaineering

2012

未知の山を探索、発見

過去の探検隊、登山隊の調査

登山対象の選択、計画

許可交渉、偵察

登山隊派遣

成果発表 / 報告書

未踏の6000m峰は多数存在



神戸大学 ヒマラヤへの挑戦
～クーラカンリ初登頂20周年・シェルピカンリ初登頂30周年～

神戸大学山岳部・山岳会神戸大学山岳部・山岳会神戸大学山岳部・山岳会神戸大学山岳部・山岳会

チベット委員会チベット委員会チベット委員会チベット委員会

2006年11月18日

Challenge to Himalaya !
20th Anniversary Kula Kangri 7554m

30th Anniversary Sherpi Kangri 7380m

今、ここに今、ここに今、ここに今、ここに

次なるヒマラヤへの挑戦として次なるヒマラヤへの挑戦として次なるヒマラヤへの挑戦として次なるヒマラヤへの挑戦として

若尼峰およびその山群の未踏峰若尼峰およびその山群の未踏峰若尼峰およびその山群の未踏峰若尼峰およびその山群の未踏峰へのへのへのへの

再挑戦を宣言する再挑戦を宣言する再挑戦を宣言する再挑戦を宣言する!



CMA 李致新 王勇峰 李豪傑



2007年年年年



2007年年年年5月月月月12日日日日:青木青木青木青木,山内山内山内山内/石川石川石川石川合同慰霊祭合同慰霊祭合同慰霊祭合同慰霊祭



2007年8月15日～19日

中国地質大学との合同黒部合宿

2007年5月:２日～６日平井

名誉会員、井上会長中国
(中国地質大学(武漢)、北

京)訪問



崗日嘎布山群偵察隊
2007/10/25—11/19
山田健隊長 近藤昂一郎 岩澤貴士 KG-2 再発見再発見再発見再発見



2008年年年年



2008年
中国情勢悪化(北京オリンピック、など) 崗

日嘎布山群遠征を延期

岳人の２００８年度会報賞を受賞

12月 崗日嘎布山群遠征

隊合宿 爺が岳東尾根

河本卓生 編集長



山と人継続発行

18号

19号

20号 2016/4/30発行予定

河本卓生 編集長



ACKU news  継続発行
⇐2006/10/14発行

⇐2008/1/30発行

2013/1/30発行⇒

⇐2010/1/30発行

2011/1/30発行⇒

⇐2012/1/30発行

2014/1/30発行⇒

2016/4/30発行予定⇒

河本卓生 編集長

長谷川浩 編集長

井上達男 編集長



2009年年年年



2010/1/17 ACKU-KangriGarpoExpedition2009 Slide-16

初登頂初登頂初登頂初登頂 白鷹の峰白鷹の峰白鷹の峰白鷹の峰ロプチンロプチンロプチンロプチン
(KG-2 6,805m)

Lopchin Feng 洛布青峰洛布青峰洛布青峰洛布青峰 （（（（Lou bu qin））））

神戸大学・中国地質大学神戸大学・中国地質大学神戸大学・中国地質大学神戸大学・中国地質大学(武漢武漢武漢武漢)合同崗日嘎布山群学術登山隊合同崗日嘎布山群学術登山隊合同崗日嘎布山群学術登山隊合同崗日嘎布山群学術登山隊
The Scientific and Mountaineering Expedition to the Kangri Garpo Mountains 2009

Kobe University & Chinese University of Geosciences, Wuhan



2010年年年年



神戸大学広報にロプチン峰初登頂の記事

平井一正名誉会員が２０１０年春の叙勲
瑞宝中綬章をご受賞

日時: 平成２２年６月１２日（土）
場所: ホテル北野プラザ六甲荘

神戸大学学友会神戸大学学友会神戸大学学友会神戸大学学友会 愛媛支部愛媛支部愛媛支部愛媛支部 講演講演講演講演



2010
American Alpine Journal 2010

2011

2013

2015 最終巻

⇐American Alpine Journal 2015 予定

念青唐古拉西山群

海外への発信

Asian Alpine e-New



2011年年年年



シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム

「過去の遭難に学ぶ」「過去の遭難に学ぶ」「過去の遭難に学ぶ」「過去の遭難に学ぶ」

NO 日付 遭難者 事故の状況 

1 1950 年 4 月 3 日 八巻 建彦
たけひこ

 

（神戸工専山岳部） 

燕岳より槍ヶ岳へのポーラーメソッド展

開中、赤岩岳付近で雪崩により二の俣谷へ

流される。詠
えい

村
むら

 隆(灘高山岳部)も死去 

2 1953 年 8 月 8 日 中川 健治 夏山合宿中、北岳バットレス第二尾根で滑

落、麻ザイル切断し転落 

3 1956 年 4 月 4 日 下津 実 北鎌尾根より穂高へのポーラーメソッド

撤収中、北鎌尾根末端付近で天上沢へ滑落 

4 1956 年 12 月 22 日 岸本 卯
う

三郎
さぶろう

 前穂北尾根４峰正面壁冬季初登攀を目指

した。奥又白谷を登行中、松高ルンゼから

の雪崩に埋没（同パーティー大阪府大裏野 

満も死去） 

5 1958 年 3 月 28 日 青木 秀
ひで

哉
や

 

山内
やまのうち

 純二 

春山合宿中、北穂滝谷クラック尾根登攀中

転落 (ナイロンザイル切断) 

6 1966 年 3 月 24 日 石川 匡
ただし

 春山合宿中、双六岳より槍ヶ岳アタック

中、西鎌尾根より水鉛谷へ滑落 

7 1980 年 8 月 6 日 右田 卓
たかし

(OB) 東部カラコルム・リモ峰偵察中、ロロフォ

ンド氷河にてヒドンクレバスに転落 

8 1988 年 11 月 26 日 天野 弘
ひろ

善
よし

 アイゼン合宿中、御嶽三の池にて、猛烈な

風雪のため避難中の雪洞で埋没 

9 1991 年 1 月 3 日 

または 4 日 

船原 尚武
しょうぶ

(OB) 

 

中国雲南省梅里雪山の初登頂を目指して

いた京都大学学士山岳会登山隊に参加、Ｃ

３にて夜中、雪崩に埋没（同時に１７名遭

難） 

10 2012 年 12 月 1 日 緒方俊治(OB) 例会山行・富士山登頂後、吉田口登山道を

下山中、太子館下階段で滑落、吉田大沢に

転落死亡 

 

２０１１年３月１日

特 梅里雪山雪崩事故（船原他１６名） 講師 小林尚礼氏（AACK）
① 御岳雪洞埋没事故（天野） 講師 柴田隆宏氏
② カラコルムクレバス転落事故（右田） 講師 中川勝八郎氏
③ 西鎌尾根滑落事故（石川） 講師 河本卓生氏
④ 滝谷クラック尾根転落事故（青木、山内） 講師 豊田寿夫氏
⑤ 北鎌尾根滑落事故（下津）及び

奥又白谷雪崩事故（岸本） 講師 高田誠氏
⑥ 北岳バットレスザイル切断事故（中川） 講師 金井健二氏
⑦ 東鎌尾根赤岩岳雪崩事故（八巻、詠村） 講師 福田久勝氏



クーラカンリ初登頂25 周年・シェルピカンリ初登頂35 周年記念親睦会

2011年10月29日、30日

京都大原の谷間にあるコスモ山荘(岡市さん所有)

平井一正岡市敏治緒方俊治山田健大竹口誠治長谷川浩＊小笹

（２９夜帰宅）

山本恵昭夫妻（３０日午前参加）井上達男



2012年年年年



百周年記念事業スタート
1.未踏峰登山

2.千本杉ヒュッテ改修

3.記念誌の発行

記念式典 ◇ 100周年記念事業推進委員会 ◇ 総会承認人事

委員長 平井一正名誉会員

副委員長 金井健二

委員 河本卓生(100周年記念誌編集委員会 委員長・編集長) 

乙藤洋一郎(山岳部部長) 

山形裕士(山岳部副部長 100周年記念登山実行委員長)

金井良碩( 氷ノ山千本杉ヒュッテ保全・補修委員会委員長、記念式典)

井上達男(山岳会会長) 

居谷千春(山岳会副会長) 

大竹口誠治(山岳会副会長) 

山田健(山岳会事務局長)

長谷川浩(100周年記念誌 副編集長)

山口幸久(記念式典)

実行委員会



富士山・緒方俊治会員の滑落事故

2012年年年年12月月月月1日日日日 晴れ 風強し(突

風的ではない)

6:40 全員で佐藤小屋出発 気温-8℃

14:30 太子館 事故地点 事故発生



2013年年年年



故緒方俊治会員を偲ぶ会・2013年2月16日開催

故緒方俊治会員追悼登山故緒方俊治会員追悼登山故緒方俊治会員追悼登山故緒方俊治会員追悼登山

2013 年8月30 日(金)～9月1日(日)

◇参加者
☆ご家族、ご親戚: 緒方順子(ご令室) 緒方達民(ご長男) 緒
方伸章(ご次男) 緒方恵造(ご令弟)

湯川定則英子(義兄ご夫妻)

☆山岳会: 岡市敏治岡市芳子小谷辰雄有馬誠鶴谷将俊
河本卓生八田義一井上達男
和光広典居谷千春酒井利直山田健中川勝八郎坂本淳
大竹口誠治小林功
☆友人 : 石原敏雄 （大阪大学山岳部OB)

神戸北野・六甲荘



2014年年年年



千本杉ヒュッテ改修工事

山岳部 部員二桁
5月16日～21日



念青唐古拉西山群偵察隊

メンバー
中国地質大学（武漢）：牛小洪、徳慶欧珠、宋紅
神戸大学 ：隊長 居谷千春、松村健司、唐木惇生
連絡官 ：Tsering Tashi

ドライバー ：ロデ、パサン

ジャナリツ6214m偵察



2015年年年年



8月1日、神戸ポートピアホテルで開催された100周年記念式典祝賀会

司会 山口幸久 理事



中国地質大学(武漢)・神戸大学
合同登山隊

Flash of the Joint Expedition
Kobe University and Chinese University of Geosciences ,Wuhan

念青唐古拉西山群(Nyainqentanglha West)
Bada Ri (Pata Kangri 6516m) Trial試登

Ta Ri (6330m) First Ascent 初登頂
2015年10月6日～11月5日
October 6th～November 5th , 2015

神戸大学山岳会・山岳部100周年記念登
ACKU 100 Anniversary Memorial Expedition



2014年度-2015年度 神戸大学山岳会役員

会長 井上達男

副会長 居谷千春
副会長 大竹口誠治 （東京支部長）
副会長・事務局長 山田健

山岳部 理事 乙藤洋一郎（山岳部・部長 2015年退任）
山岳部 理事 山形裕士（山岳部・副部長 2015年 部長）
企画 理事和光広典 坂本淳 山本恵昭 山口幸久
会誌 理事河本卓生(百周年行事担当) 長谷川浩

ヒュッテ 理事金井良碩 矢崎雅彦
遭難対策 理事木南春太 尾崎竜平 （山岳部指導）
副事務局長 理事 香山博司 （ホームページ・映像・名簿管理）

長谷川浩(兼務) 山口幸久(兼務)

東京支部 理事 近藤昂一郎

監事 高田和三
監事 土山尚彦
事務局員 坂本諭 松村健司

理事の皆様に感謝!!



例会

和光広典 理事



次期 会長へ

1.未知への挑戦未知への挑戦未知への挑戦未知への挑戦
2.山岳部の活性化山岳部の活性化山岳部の活性化山岳部の活性化
3.開かれた開かれた開かれた開かれたACKUにににに



Welcome to

HaksanView


