
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

遠征と遭難の日々を振り返る: ヤル
ンカン遠征40周年

松沢, 哲郎

松沢, 哲郎. 遠征と遭難の日々を振り返る: ヤルンカン遠征40周年. ヒマ
ラヤ学誌 2014, 15: 13-22

2014-03-28

https://doi.org/10.14989/HSM.15.13



ヒマラヤ学誌　No.15　2014

― 13 ―

遠征と遭難の日々を振り返る―ヤルンカン遠征 40 周年

松沢哲郎
京都大学霊長類研究所

ヒマラヤ学誌　No.15, 13-22, 2014

背景：「ヒマラヤ学誌」の原点
　本稿は、京都大学山岳部（KUAC）ならびに京
都大学学士山岳会（AACK）の活動記録である。
1960年代から 2013年現在までの約半世紀におよ
ぶタイムスパンのなかで、1973-1974年の間にあっ
た 2つのヒマラヤ初登頂と、4つの国内外での遭
難について回顧した。「何が起こったのか」を正
確に記録する、「なぜ起こったのか」を反省する、

「何を学び取れるか」について考えをめぐらす。
それが本稿のめざすところである。
　本誌『ヒマラヤ学誌』（ISSN 0914-8620）は、
1990年 3月 10日に創刊された。京都大学ヒマラ
ヤ研究会（ASH）の発行である。筆者は、松林公
蔵ならびに仲間たちとその会の創設に参画し、本
誌を創刊した。ASHと同義のものが、京都大学ヒ
マラヤ医学学研究計画（KUMREH）である。ASH
すなわち KUMREHである。KUACでも AACKで
もない、既存の権威や伝統に縛られない自発的な
集団として ASHを作った。ASHは英文名称”The 
Association for the Studies of Himalaya”の略称であ
る。「灰になるまで」、ずっと継続するという願い
が込められている。
　1989年にその第 1次隊がムスターグ・アタ峰

（7546 m）に登頂した。その学術報告書として『ヒ
マラヤ学誌』第 1号を発刊した。1990年に第 3次
隊がチベットのシシャパンマ峰（8027 m）に登頂
した。その学術報告書として『ヒマラヤ学誌』第
2号を発刊した。その『ヒマラヤ学誌』第 1号と
第 2号の刊行が理由となって、京都大学ヒマラヤ
医学学術研究計画・登山隊は、1991年度の秩父宮
記念学術賞を受賞した。なお KUMREHの報告は、
1994年の第 12次隊の報告（ヒマラヤ学誌第 7号）
まで続いている。これらの遠征隊は、文部科学省
科研費、厚生労働省科研費による海外学術研究で
ある。
　本誌は、「ヒマラヤ学」という新しい学問領域

の創設の努力としてすでに四半世紀近くにわたっ
て継続している。たくさんの人々の手でバトンが
引き継がれ、すでに創刊者たちの手を離れて独自
の歩みを始めているといえるだろう。医学研究を
中核とすることで、松林らの主唱する「フィール
ド医学」という新しい学問領域が確立しつつある。
また、ヒマラヤ学への初志は、近年の「京都大学
ブータン友好プログラム（KU-Bhutan）」に受け継
がれている。
　ASHが主導した 1989-1990年の 2つの登山は、
明確に 1973-1974年の 4つの遭難を反省し、それ
を山で実践的に検証する試みだった。なぜ遭難し
たのか。なぜ 9名もの岳友を失うことになったの
か。またそれは、登山におけるパラダイム転換で
もあった。「初登頂＝パイオニアワーク」という
およそ半世紀も続いてきた既存のパラダイムを放
棄して、「既登峰での新たな学問的挑戦＝パイオ
ニアワーク」という新しいパラダイムを創出する
試みだった。そして『ヒマラヤ学誌』は、その学
術的成果を広く問うための媒体として考案された
ものである。
　ASH発行の『ヒマラヤ学誌』に ISSN番号が付
されているのはそのためだ。ISSN（International 
Standard Serial Number: 国際標準逐次刊行物番号）
とは、逐次刊行物を識別するための国際的なコー
ド番号である。ISSNは個々の逐次刊行物と 1対 1
で結びつく固有の番号で、世界規模で使用されて
いる。ISSN番号を取得して、たとえ主文は日本
語であっても世界に通用するものをめざした。
　登山におけるパラダイム転換として「既登峰で
の新たな学問的挑戦」からスタートし、さらにそ
こから山までがフェイドアウトして、「新たな学
問的挑戦」へと収斂していった。ヒマラヤはすで
に後景に退いている。学問としての登山は終焉し
た。しかし学問というパイオニアワークは永遠に
続く。そしてヒマラヤがその魅力的な対象である
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ことも変わらないだろう。本稿をあえて「ヒマラ
ヤ学誌」に掲載する目的は、本誌の歩みそのもの
の「原点」を振り返り、読者に明示することに尽
きる。

まえがき
　1973年のプレモンスーン期に、ヤルンカン（カ
ンチェンジュンガ西峰、8505 m）に行った。西堀
栄三郎さんが隊長で 70歳。わたしが最年少の隊
員で 22歳。日本人隊員 15名の隊である。1973
年 5月 14日、松田隆雄と上田豊の隊員 2名が登
頂に成功した。帰路にルートを見失い、翌 15日
に松田が転落死した。40年後の現在、隊員 15名
のうち 9名が物故し、残るのは 6名である。
　ヤルンカン初登頂が、58年のチョゴリザ、60
年のノシャック、62年のインドラサン、64年の
ガネッシュと違うのは、登頂直後に隊員 1名が遭
難死したことである。しかも、それを初めとした
1年 3か月のあいだに、京大で 2つの初登頂と 4
つの遭難があった。
　73年 5月 15日、ヤルンカン初登頂に続く遭難、
1名死亡。
　73年 8月 7日、北俣谷の転落遭難、1名死亡。
　73年 11月 20日、槍ヶ岳中の沢の雪崩遭難、5
名死亡。
　74年 9月 1日、K12初登頂に続く遭難、2名死
亡。
　4つの遭難が国内外で続いて 9名が死亡した。
関係者が次々と去っていく中で、今後の検討に資
するものとして、できごとの概略と、典拠となる
文献（番号を○で囲む）とを記録にとどめておき
たい。以下に、時系列で記録する。敬称は略する。
京大山岳部（以後、山岳部）の動きは、『ルーム
日誌』78号から 148号まで（1969年 1月 18日か
ら 1976年 1月 5日まで）に依拠した。

ヤルンカン前の京大山岳部と京大学士山岳
会（69年から73年）
　京大学士山岳会（以後、AACK）がヤルンカン
の登山許可を最初に取得したのは 1964年の夏だ。
舟橋明賢隊長ほか 8人の計画である。理由も明ら
かにされないまま秋には取り消された。シッキム
の住民にとってヤルンカンは聖なる山でありイン
ド政府がその点を取り上げてネパール政府に申し

入れをしたために許可が取り消されたのではない
か。その想定のもとに交渉を続けたという。それ
以来申請を出し続けるとともに、67年に樋口と
松田が偵察に出た。5月 26日、ヤルンカンの西
尾根上部、高度計で 6200メートルまで登った。
京都に帰ってから AACKのルームで偵察結果に
対する検討会が開かれた。4つの決定がなされた。
登攀ルートは西尾根とする。登攀計画から逆算し
てキャラバン開始は 3月 10日とする。キャラバ
ンルートはタプレジュン経由とする。氷河上の輸
送のために、グンサとワルンチュンから人夫を集
める。以上、いつ来るかもしれない許可を想定し
て準備していた。
　69年、学園紛争のために東大入試が無かった
年にわたしたちが京大に入学してきた。高木真一
は都立戸山高校の出身で、わたしは都立両国高校
の出身である。当時の受験校である都立のナン
バースクールと呼ばれる旧制府立中学の出身者が
そろっていた。日比谷、立川、両国、戸山、西で
ある。大学が閉鎖されていたのでクラブ活動がさ
かんだった。山岳部も 20名以上の 1回生がいた。
64年のガネッシュのあと、山岳部ではブータン
に目が向けられていた。68年の上田豊・市川光
雄の偵察を受けて、69年は、桑原武夫と松尾稔
の率いるブータン隊が入国を果たした。70年に
当時 2回生で同回生の河合明宣が谷泰とともに
ブータンをめざした。その 69年入学世代は、大
学の授業がないこともあいまって、ひたすら山登
りをすることになる。年間の山行日数が 120日に
もなった。その結果、われわれの回生が上級生に
なるにつれて山行レベルが高くなっていった。国
内外に未踏の山や渓谷が残っていた時代である。
3回生の秋山からリーダーシップが交代する。71
年秋、高木がリーダーでわたしがサブリーダーに
なった。そのリーダーになる 2日前、71年 9月
20日、高木が京大山岳部のルーム日誌にこう書
き残している。

『K12はカラコルム山脈中サルトロカンリの東隣
りビラフォンド氷河を隔ててそびえる 7473 mの
未踏峰である。サルトロ遠征後 AACKが毎年申
請を出していたが許可がおりずあきらめていたと
ころ、千葉の島澄夫隊が許可をとり、先日アタッ
クを失敗したのは周知の事実である。即ち、許可
のおりる可能性のあるてごろな山で、先週の木曜
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会で話を聞いたところ AACKは K12に申請は出
すつもりはないとのこと。ここでひとつわれわれ
でアプリケーションを出そうではありませんか』
　9月 28日経過報告『来年分のカラコルムのア
プリケーションの申請時期は 11月 15日で早い者
勝ちだそうです。ところで早急に隊長をつかまえ
てアプリケーションを出そうということになりま
した。シェルピカンリ、カンピレディオール、パ
スの順で検討』。10月 18日経過報告『カンピレディ
オール、シェルピカンリ、K12の順に変更』。さ
まざまな先輩に頼んで最終的に、10月 27日経過
報告『カラコルム行について、隊長はランプさん

（注、松田隆雄）になりそう』。つまり山岳部のリー
ダーとして高木がカラコルム遠征を計画し、松田
を隊長に担ぎ出した。11月 10日、部室の窓から
出入りする階段を高木が踏み外し、右手第 4中手
骨骨折。笹ヶ峰のスキー合宿のリーダーはわたし
になった。
　明けて 72年 3月の春山で初めて高木とパー
ティーを組んだ。あまりに同回生の数が多いので、
下級生のときの分散山行では同じ山に行くことが
一度もなかった。日高のカムイエクウチカウシか
ら 1839m無名峰への計画である。高木 3、松沢 3、
瀬戸 2、成田 1、4名のスキー山行だった（写真 1）。
72年度を迎え、カラコルムの許可はおりず、国
内山行がさかんにおこなわれた。剱岳合宿のあと、
松沢 4、出水 3の 2名で、黒部川中流の「半月沢」
を遡行した。5万分の 1の地図に半月沢と書かれ
ているだけで、まだだれも登った記録が無い。半
月沢の初登攀は、この年の十大登攀のひとつとし
て『岩と雪』に記録された。
　9月にわたしたちの回生がリーダーシップを終
える。ちょうどその直前に、ヤルンカンの遠征が
もちあがった。72年 8月 28日、毎日新聞社から
の通報で、ネパールの登山解禁峰 38座に、新た
に東ネパールの 3峰、ヤルンカン（カンチェンジュ
ンガ西峰）、カンバチェン、ジャヌーを追加との
ことである。9月末の隊員選考をまたずに準備を
始めた。それでも船積みまでの準備期間は 3か月
しかなかった。中核は 67年の偵察をした樋口と
松田である。その松田との縁で、高木とわたしに
声がかかった。遠征の恒例で、最年少隊員のわた
しが食料係だった。正味の登山期間 60日間、歩
き始めるキャラバン開始から数えて 108日。合計

4071人日分の食糧を計算し、集めて、梱包する。
5029キログラムだった。酸素、装備、食料を用
意して、募金をして、1月 7日には約 10トンの
船荷を積みこんだ。
　同じ 9月に山岳部ではリーダーシップが 3回生
に交代した。リーダー出水、サブリーダー伊藤と
萩尾、マネージャー瀬戸。10月 15日、ヤルンカ
ン計画と対抗するように、近藤美知男 7、藤野 4、
松本 4、出水 3、伊藤 3、瀬戸 3、渡辺 2、平田 2
の 8人が西カラコルムトレッキングの申請書を出
すに到った。また別に、山岸 5、片山 5を中心に、
北極圏のエルズミア島への遠征が計画された。
　山登りのスタイルや、山岳部という組織そのも
のの存在意義が問われた時代でもあった。ヤルン
カン遠征については、巨額の募金をした大きな隊
で、現地のシェルパを使って、極地法で登るとい
う登山がもはや時代遅れにみえはじめたころであ
る。また、リーダーシップを終えたばかりの高木
と松沢がヤルンカン遠征で抜けて、積雪期の山に
向かうことになった。海外遠征計画の並列に象徴
されるように山岳部は大きく揺れていたといえる
だろう。73年 1月 29日、出水リーダーによる春
山検討拒否ならびにリーダー辞任の弁があった。
2月 5日に、「ルーム改革案」が 3回生 1同から
だされ、ルームの検討体制はリーダーシップ制か
ら議長団制になった。山行を山岳部水曜会で検討
はするが決定はしない。個々の判断に委ねられた。
こうした激動とほぼ同時進行で、ヤルンカン隊は
1月 24日に先発隊出発。井上と甲斐はカルカッ
タへ船荷を受けとりに、森本と高木はカトマンズ
へ。2月 4日に松沢が出発しニューデリー経由カ
トマンズで空輸の荷物を受け取った。こうして春
にはヤルンカン遠征で高木と松沢がぬけ、山岸・
片山らの 5回生と中尾らの 4回生の 1部が山岳部
を卒業していった。部員構成が変わり、山行の検
討体制も変わったのである。

73年のヤルンカンの初登頂と遭難
　ヤルンカンの記録としては、和文のものとして、
隊の公式報告書①、学術報告書②、登頂した上田
の手記③、物故した松田・樋口・田附・井上の追
悼集がある④⑤⑥⑦。
　ヤルンカン隊の構成は大きく分けて 3つだっ
た。第 1は、隊長・登山隊長をはじめとした年長
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者と医師。つまり西堀、樋口、斎藤惇生（43）、
田附重夫（38）。登山隊長の樋口明生（43）は、
山岳部の 1964年のガネッシュ（アンナプルナ南
峰）を初登頂に導いた。第 2は、ヒマラヤ等の遠
征経験をもつもの。つまり登山隊の中核となる
30歳前後の、富田幸次郎（33、インドラサン登頂）、
吉野熙道（32、ガネッシュ登頂）、松田隆雄（31、
ヤルンカン偵察）、神山義明（30、70年の日本山
岳会エベレスト隊員）、上田豊（29、ガネッシュ
登頂）、井上治郎（27、70年の日本山岳会エベレ
スト隊員、67年度つまり 67年秋からの山岳部リー
ダー）。そして第 3は、まだ遠征経験のない若手
である。将来の遠征の担い手として選ばれた。浅
野潔（28、66年度山岳部リーダー）、甲斐邦男（25、
70年度山岳部リーダー）、森本陸世（24、71年度
山岳部リーダー）、高木真一（23、72年度山岳部リー
ダー）、松沢（72年度山岳部サブリーダー）。若
手とはいえ各回生のリーダーやサブリーダーの経
験者である。その時点でいえば、京大学士山岳会・
京大山岳部の総力をあげて送り出せる最も強力な
パーティーだったといえるだろう。連絡将校・シェ
ルパ・ローカルポーター・キッチンボーイまで含
めてネパール人の支援が 30名だった
　2月 20日、ダランバザールからキャラバンを
開始した。353個の荷物が人の背にのって運ばれ
ていく。3月 5日ヤンポディン到着。3月 27日ベー
スキャンプ 5210メートルに到着。45個の荷物が
着いた。すぐ登攀を開始した。C1，C2，C3，C4，
C5を順次設営した。4月 9日、シェルパのミンマ・
ノルが肺炎にかかり、担架にのせて C2から BC
までおろした。
　ヤルンカンは難しかった（写真 2）。第 5キャ
ンプを 7950メートルに設営し、第 6キャンプは
あきらめた。予定より 1段低いその場所を最終
キャンプとして登頂をめざすことになった。5月
14日午前 6時半出発。松田・上田のパーティーを、
吉野・浅野・カルマの 3人が支援した。松田と上
田が午後 6時に初登頂した。しかし下降中にルー
トを見失い、登りに置いておいた酸素ボンベのあ
りか「デポ地」（8140メートル）が見つからない。
ビバークしたがツエルトを風で飛ばされ、あきら
めて歩き続けた。午前 3時、明るくなるのを待つ。
午前 5時、夜が明けてまた歩き出す。松田がザッ
クを落とす。8000メートルを超える高所で、無

酸素で 1晩を過ごしたことになる。
　5月 15日の朝、松田と上田が苦闘しているよ
うすを、第 5キャンプの吉野・浅野・カルマ、第
4キャンプの富田・甲斐・森本・高木・松沢、そ
してベースキャンプからも午前 6時 10分から視
認できた。上田が動いているのが見える。2人は
はぐれた。甲斐と森本が C4を出発し C5を通過
して救援に向かった。上田と出会えた。松田のほ
うは折れたピッケルのシャフトだけがみつかっ
た。転落したと考えられる。翌 16日再度、C4か
ら富田と高木が松田の捜索にあがった。同じ回生
の高木が 8000メートルを超えて救援に向かうと
き、わたしは 7440メートルの第 4キャンプを守
る役割になった。眼の前に展開する遭難と救援を
見守るほかに術が無かった。以後の隊の行動の詳
細は前掲書に譲る。

73年の北俣と槍の遭難
　ヤルンカンのあと、高木とわたしは、樋口らの
勧めもあって出発前に予定した通りネパールから
パキスタンにまわってカラコルムの未踏峰の偵察
に向かった（写真 3）。西カラコルムのフンザの
奥にあるシスパーレ（別名パス、7619 m）。バツー
ラ山群の未踏峰である。自分たちが見つけた山を、
自分たちで偵察し、自分たちの力で登りたい。高
度計で 5440 mまで試登して戻った（写真 4）⑧。
　高揚した気持ちで 8月に日本に帰ってきたら、
待っていたのは粟屋文雄の訃報だった。北アルプ
スの北俣谷で、急斜面の高巻き中に転落して死亡
した⑨。入山初日のことだった。また本来は 4、3、
2回生の 3人で計画されていたが、剱岳夏合宿中
に 3回生が雪渓崩落の事故で負傷し、それを急
きょ欠いたままでの入山だった。
　戦後の京大山岳部の歴史でいえば、金比羅での
岩登り中の転落死、残雪の鹿島槍ケ岳での転落死、
そして 62年 11月の穂高滝谷のトラバースで加納
洋（当時 2回生）が滑落死、67年 3月の日高の
雪庇踏み抜きによる高山晴彦（当時 2回生）、そ
れ以来の遭難ということになる。1967年3月18日、
11時 25分、日高山脈の中の岳とペテガリ岳のあ
いだの稜線で雪庇の崩落とともに高山が転落。雪
崩に巻き込まれて行方不明。すぐ捜索したが手袋
とピッケルを発見したのみ。8月 27日、遺体を
発見した。セカンドを歩いていたステップから右
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写真 1　1972 年 3 月の日高山脈（左から高木真一、松沢
哲郎、瀬戸嗣郎、成田幸裕）

写真 3　1973年7月のフンザ・カラコルムのシスパーレ峰

写真 5　1984 年の日本山岳会のカンチェンジュンガ縦走

写真 7　1984 年 5 月カンチェンジュンガの 8350 m を無
酸素で登高中

写真 2　1973 年の京大学士山岳会のカンチェンジュンガ
西峰（ヤルンカン）

写真 4　1973年7月のシスパーレ試登のためのパス氷河横断

写真 6　1984 年 5 月カンチェンジュンガの途中でジャ
ヌーを背景に



遠征と遭難の日々を振り返る（松沢哲郎）

― 18 ―

へ 30センチのところから雪庇が崩落。バランス
を崩して落下。一転してストップ体制のまま、雪
庇崩落による雪崩に吸い込まれていった⑩。
　当時の京大山岳部には「4年周期の 2回生遭難
説」があった。遭難は 4年に 1度、遭難するのは
2回生、という意味である。高木とわたしが、そ
の 4年周期の回生にあたる。われわれ自身は 2回
生のときを無事にすごしたが、5回生のときに、
下の 2回生が遭難したことになる。
　粟屋文雄、享年 20歳。そこで立ち止まるべき
だった。だが、京大山岳部としては止まらなかっ
た。73年 10月、カラコルムの登山計画が再始動
した。カラコルムの偵察から帰ってきた高木・松
沢と、北俣谷の遭難でうちひしがれている現役の
山岳部員のあいだに温度差があったのだと思う。
第 1候補シスパーレ、第 2候補 K12、第 3候補ル
プガールサール（7199 m）という計画を立てた。
　11月 20日、隊長の岩坪五郎が東京の駐日パキ
スタン大使館に申請書を出した。その同じ日の未
明に、槍ヶ岳の雪崩遭難があった。槍平から槍ヶ
岳に向かう途中、風雪のなかで設営したテント地
が雪崩に襲われて 4張とも埋没した。わたしは槍
の遭難パーティーの最上級生だった。北俣の遭難
のあと、おずおずと最初の一歩を踏み出す山岳部
にあって、11月は 2班に分けて合宿形式での訓
練を意図した。2回生のアイゼン合宿を立山でお
こない高木が責任をもつ。1回生のアイゼン合宿
を槍ヶ岳でおこない松沢が責任をもつ。そうであ
るはずのものだった。
　11月としてはまれにみる豪雪の年だった。18
日に穂高平より槍ケ岳を目ざして蒲田川右俣ぞい
に進んだ。槍平にテントを張った。翌 19日は槍
の肩をめざして胸近いラッセルの中を進んだ。午
後 1時 40分、大喰岳西稜末端部へ向かう途中、
通称「中の沢」の末端部、標高 2100メートル地
点で行動を打ち切って、テントを設営した。11
月 20日午前 0時 35分。就寝中に雪崩に遭遇し、
4つのテントに分散していた 22名全員が、テン
トごと雪面下約 1メートルに埋没した。テントを
ナイフで切り裂いて脱出を図り、順次救出したが、
成田幸裕（21）、太田勝啓（21）、佐伯邦夫（22）、
道倉洋一郎（20）、佐伯秀夫（18）の 5君は帰ら
ぬ人となった⑪。各テントで 1ないし 2名が亡く
なった。北俣そして槍と、わずか 3か月のあいだ

に 2つの遭難があって、親しい仲間が 6人亡くなっ
た。山岳部はそれを受け止めるのにせいいっぱい
だったと思う。

74年のK12の初登頂と遭難
　明けて 74年 4月 15日に K12の許可が来た。高
木をはじめ登山隊は行くという。申請当初の計画
と比べて弱体化した構成だった。登山隊は 5名。
隊長・岩坪五郎（40）、金山清一（31）、高木真一

（24）6回生、伊藤勤（24）5回生、奥哲（20）3
回生。強い隊とはいえない。個人の力量は横にお
いても、OBと 6・5・3回生というメンバー構成
は国内の積雪期山行程度のものである。ほかに学
術班として能田成（33）の参加が決まった。形式
上、2度の遭難を経たばかりの京大山岳部の登山
隊である。
　そうした準備の矢先、5月 3日、ヤルンカン帰
りの 3人の隊員が奥美濃の山にいわな釣りにいく
途中、自動車ごと谷間に転落した。そのうちの 2
人、富田と浅野が亡くなった。
　K12準備期間は 1か月あまり。5月末に医学班
ができた。6月 14日に先発隊の高木が日本を出
発し、7月 2日に本隊が出た。7月 15日カプルか
らキャラバン開始。登山報告⑫をもとに登頂と遭
難の時系列を記録する。
　8月 29日、C3からあがって 6700メートルに
C4を設営した。予定より300メートル低い。アタッ
ク隊の高木と伊藤が残り、支援隊の金山と奥とイ
スマイリは C3にくだった。
　8月 30日、6時前に高木と伊藤は C4を出て登
頂行動を開始した。午後 5時 40分「ただいま頂
上にいます」という高木の交信があった。初登頂
した。
　午後 6時、頂上での儀式はすべて完了してくだ
り始めた。午後 7時 40分、シアチェン氷河より
の岩陰でビバーク。簡易テントと非常食をもって
いた。
　8月 31日、朝 6時、「風強く、視界まったくき
かず動けない」「目は見える。凍傷にもやられて
いない。昨夜はわりあい眠った。固形燃料で生ぬ
るい水を作って飲んだ」。
　午後 12時「雪洞を拡げて、いごこちがよくなっ
た」つまり、風雪のため行動できず、7000メー
トル越えで 2晩めのビバークとなった。C3の金
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て日高の雪庇踏み抜きと剱岳のそれもよく似てい
る。
　槍から剱岳までの 2つの遭難のあいだ、つまり
74年から 80年までの山岳部の事故一覧表がある
⑭。それをみると 22件の事故があった。岩登り
をしていて転落、雪面を滑落、雪崩遭遇、雪庇の
踏み抜き、ブロック雪崩、沢登りで水中へ転落。
さまざまなパターンで、いずれも死にまでは到ら
なかった。79年、80年とその事故のペースは加
速していた。
　AACK は 1982 年 4 月 21 日、カンペンチン

（7281m）初登頂。84年に、わたしはもう一度カ
ンチェンジュンガに行った（写真 5）。日本山岳
会のカンチェンジュンガ縦走である⑮。ヤルンカ
ンでの経験を買われての参加だった。主峰隊の
リーダーを務めた。84年 5月 18日から 20日に
かけて、重広恒夫・和田城志・三谷統 1郎の 3名
が、南峰から登り中央峰をへて主峰まで頂上稜線
を縦走した。わたしは当時 33歳、ちょうどヤル
ンカンの富田の年齢になっていた（写真 6）。8250
メートルの最終キャンプまでのルート工作を担当
した。明治大学の山本宗彦（当時 24）がパートナー
だった。山本は 4年後の 88年にチョモランマの
北陵からの登頂者になった。8000メートルの上
と下を無酸素でルート工作し、荷揚げし、8250メー
トルの最終キャンプでも無酸素で寝た（写真 7）。
7000メートルの寝苦しさと 8000メートルのそれ
はまったく違う。ヤルンカンで松田と上田の 2人
が経験した世界がどれだけ過酷なものかを身を
もって思い知った。
　高度のほかに強く実感できたことがある。個々
の隊員の力量が高い隊だった。縦走隊の 3名や主
峰の頂上まで固定ロープを伸ばした尾崎隆など、
当時の日本を代表する第一線のクライマーの登山
の技術とスピードを見た。隊長の鹿野勝彦がたて
た登山タクティクスも優れていた。主峰の頂上ま
で固定ロープを張って縦走隊の下降の安全を確保
した。主峰から西峰までの縦走ができる余裕がな
いと判断し、主峰で下山を指示したのも正しい。
この隊の中核は日本山岳会（当時の会長は今西錦
司）の 1976年日印合同ナンダ・デヴィ縦走隊だ。
鹿野と重広のほかに高見和成や加藤保男など社会
人山岳会で活躍していた当時の一流の登山家で構
成されていた。その 7800 mを超えるナンダ・デ

山隊も降雪と強風で動けず。
　9月 1日、午前 6時、高木と伊藤は行動を開始。
C3の金山隊は視界不良と強風で動けない。さら
に 12時、2時、と下降中の経過報告の交信があり、
午後 4時に、トラバース中に伊藤のアイゼンが靴
ごと脱げた。靴下を重ねて歩いているとの報告。
午後 6時すぎの交信で、スリップしてアイスハー
ケンにぶらさがっていると報告があった。そのあ
との交信は途絶した。
　登頂と遭難をひとつのパターンとしてとらえて
みるとヤルンカンと K12はよく似ている。登頂
後のビバークになった。2人の登頂者のうちの 1
人に疲労が蓄積した。頂上アタックの隊員を最終
キャンプから支援する体制と、それを整える力量
がなかった。
　73年 5月 14日のヤルンカン登頂から、1974年
9月 1日の K12登頂後の遭難まで、わずか 1年 3
か月のあいだに、2つの初登頂と 4つの遭難があっ
た。5月に 1人、8月に 1人、11月に 5人、8月
に 2人。奥美濃での自動車の転落事故の 2名を加
えると、11名が亡くなったことになる。

80年の剱岳赤谷尾根から91年梅里雪山の
遭難まで
　2つの登頂と 4つの遭難、それから 40年が経
過した。山岳部の『報告』16号としてまとめら
れている期間⑬のその後のことをかんたんに書き
添えておく。まったく無縁とはいえないかたちで、
似たような遭難が繰り返されたからである。
　80年 12月 31日、午後 2時 20分、剱岳の赤谷
尾根を下山中の京大山岳部の 5人パーティーが、
1550メートル地点で、雪庇を踏み抜いた。雪庇
の崩落とともに 3人が転落し、竹村義文（26）、
伊藤健一郎（23）が、白萩川側に滑落して雪崩に
埋まった⑭。一報をきいて、わたしはすぐに第 1
次救援隊として馬場島に 1月 1日にかけつけた。
1月 2日に伊藤のザックを発見。悪天のため、1
月 6日に捜索を打ち切った。昭和 56（1981）年
で「56豪雪」と呼ばれ、山は連日の猛吹雪となり、
死者 10名、行方不明 16名だった。
　「海外の山の初登頂後の遭難」とうパターンで、
ヤルンカンと同じようにK12で遭難があった。「日
本の山で豪雪が降ると遭難」というパターンで、
槍と同じように剱岳で繰り返された。さかのぼっ
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ヴイ主峰―東峰の縦走経験を活かして着実にカン
チェンジュンガの 8500 mの頂を縦走した。個の
力を高める、対象と力量をみきわめる、個人と隊
の目標を明確にする。山登りの基本を改めて学ん
だと思う。
　1985 年、山岳部はマサコン登頂⑯、同年
AACKのナムナニ登頂。わたし自身は 2回のカン
チェンジュンガでの経験を踏まえて、自分なりの
ヒマラヤ登山を構想した。89年にムズターグア
タ（7546 m）に登った⑰。KUAC-AACKとして
は史上初の既登峰への遠征である。すでに登られ
ている山でよい。自分たちの力だけで登れる山を
探して全員登頂し、翌年の 8000 m峰への準備と
した。90年にシシャパンマ（8027 m）の頂上に
無酸素で到達した。頂上までを固定ロープにし、
ほぼ全員となる 23人の登頂を果たした⑱。89年
と 90年の 2つの登山は、松林・瀬戸・出水ら 1
年下の回生となる親友たちがいて、さらに下の回
生の人々が支えてくれて成り立ったものだと痛感
する。
　そのシシャパンマ計画が進行中に、雲南の梅里
雪山への遠征計画が始動した。振り返ればちょう
ど日本経済はバブルの時期で巨額の募金が可能
だった。シシャパンマ登頂の半年後、91年 1月 3
日、梅里雪山（6740 m）の C3（5100 m）で雪崩
遭難があり、日中の隊員 17名全員が死亡した。
　結果として明白だが、雪崩に埋まる場所にテン
トを張った。テント設営地を誤ったという点で、
槍の遭難と梅里雪山の遭難は重なっている。1973
年ヤルンカンに始まった狂騒が、1991年 1月 3
日に終焉したといえる。

京大の山登りの創立百周年として
　「ひとつの事件があったということと、その渦
中に生きてこれを知るということは、ぜんぜん別
のものだ。自分の経験した事件を生きたといえる
人は決して多くはない。いや、その意味でならば、
そこに死んだといえる人もけっして多くはないだ
ろう。多くの人はただ鉄槌を受けて感覚が麻痺し
ただけだ。それからあとの彼らの生涯は、その痛
みを検討もせぬままに、ひたすらなかったものと
して、あいまいな、1種の薄明のなかにすごされ
てゆく・・・・・・（J．ボルドウィン）」
　これは、松田の追悼文集④に寄せた拙文「ラン

プさんのことなど」の冒頭の引用である。その文
章に続いて、松田との思い出が語られ、こう締め
くくられている。
　「しかし今、僕ははっきりと予感する。身近に
多くの死に囲まれながらも、僕は着実に彼らの死
を腐食してゆくだろう。たしかに時の流れこそ万
能であり、日々生きてゆくことは、すなわち、彼
らの死を過去へ過去へと切り捨ててゆくことに他
ならない。何事もなしえぬままに、年とともに僕
はしだいしだいに、もっともっと醜悪になってゆ
き、はるか遠くを見るような眼差しで彼らのこと
を思うのだろう」。1975年 10月とある。24歳の
ときの文章だ。実際に歳月をたどると、そのとお
りに鉄槌で麻痺した人生を送った。
　「山で人が死ぬと追悼集ができる。なんだかそ
れがあたりまえのことのように思っている人がい
て気持ちがよくなかった」。梅里雪山でなくなっ
た工藤俊二の追悼集⑲のあとがきにみつけた一節
である。幸い、梅里雪山のあと大がかりな海外遠
征は幕を閉じた。したがってヤルンカンや K12の
ような遭難はない。山岳部のほうも部員が激減し
た。かつてのような山行はしていない。1980年
の剱岳以来、これで 30年以上も遭難がない
　高木が K12で亡くなって下宿の遺品を整理し
ていたときだ。ブータンの未踏の最高峰ガンケル
プンツムの山容の自筆模写が壁に掲げられてい
た。もし無事に帰ってきていたら、さらなる高み
へと夢を追っていたのだと思う。ブータンは、いっ
とき登山を解禁したが、いまは禁じている。麓で
暮らす人々にとって、山は登るものではない。山
はあがめるものだ。信仰の対象である頂を足で踏
むということはもはや許されないだろう。
　歴史をひもとくと、1913年に三高山岳会が設
立された⑳。14ないし 15年ころ京大旅行部設立、
23年に三高山岳部設立。31年に京大学士山岳会
設立と続く。いってみれば、京大の山登りは今年
で「創立百年」を迎えたことになる。
　現在 AACKの会長を務めている松林公蔵は、
彼の参加した一連のヒマラヤ登山をすべて無事に
終えた。そして「フィールド医学」という新しい
旗のもとに、学術と登山とを結び付けるしごとを
している。その顰にならって、2010年に彼とと
もに「京都大学ブータン友好プログラム」という
のを立ち上げた。頂を踏むことだけではない山と
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⑩ 山本清司・吉越亘・芝田正樹編，『逝友』，
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⑪ 京都大学山岳部，『1973年 11月　槍ヶ岳遭
難報告・追悼』，1975年 10月 21日発行。

⑫ 岩坪 5郎編，『Ｋ 12遠征記』中央公論社，
1976年 9月 30日発行。

⑬ 京都大学山岳部，『報告 16号』，1986年 11
月 1日発行。

⑭ 京都大学山岳部，『1980年 12月　剱岳遭難
報告・追悼』，1983年 10月 1日発行。

⑮ 日本山岳会カンチェンジュンガ登山隊編，『カ
ンチェンジュンガ縦走』，茗溪堂，1986年発行。

⑯ 京都大学山岳部，『報告 17号　1983―85　
ブータン・ヒマラヤ特集』，1994年 10月 30
日発行。

⑰ 京都大学ヒマラヤ研究会，『ヒマラヤ学誌』1
号，1990年 3月 10日発行。

⑱ 京都大学ヒマラヤ研究会，『ヒマラヤ学誌』2
号，1991年 5月 21日発行。

⑲ 工藤俊 2追悼集編集部，『工藤俊 2　彼があ
るいたこと』，1993年 5月 5日

⑳ 今西錦司編，『ヒマラヤへの道―京都大学学
士山岳会の 50年』，中央公論社，1988年刊行。

のかかわりを模索している。この 2年半で、11
隊 71名の京大の教職員学生をブータンに送った。
1名はこれでまる 2年現地にいる。逆に 3隊 15
名のブータン人を受け入れた。
　2013年 5月、王立大学との連携協定のために 3
度目のブータンに行った。機体がブータンのパロ
空港に近づくころ、左手にカンチェンジュンガが
くっきり見える。雲海を突き抜けて白く輝く山塊
だ。頂上付近は風が強いのだろう。雪煙がたなび
いていた。あらためて気がつくのだが、カンチェ
ンジュンガはいつでもそこにある。8600メート
ルの山頂は高すぎて雲がかからない。
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Summary

A Retrospective of the Early Days of Kyoto University 
Mountaineering Club: 40th Anniversary of the 1973 First Ascent of 

Kangchenjunga West

Tetsuro Matsuzawa

Primate Research Institute, Kyoto University

　 Within the space of just 16 months, May 1973 to September 1974, members of the Kyoto University 
Mountaineering club both accomplished two first ascents and underwent four tragedies in Himalaya and in Japan. 
The aim of this paper is threefold. First, to set down the events of that period as accurately as possible.  Second, to 
reflect on why the expeditions were launched and the accidents happened, within the broader historical context of 
the 60 year-span between the mid 60’s and 2013. Third, to look to the future, taking account of lessons learned from 
the 1973-74 tragedies.  As a 22 year-old undergraduate, in February 1973, I joined the expedition to Kangchenjunga 
to climb the West peak named Yalungkang (8505m) in Nepal. At that time, it was the highest virgin peak in the 
world.  Two team members succeeded in reaching the summit, but one did not make it back down. After the 
expedition, the two youngest members, Shinichi Takagi and I, travelled to Pakistan to identify the next target peak 
in the Karakorum Himalaya.  On returning to Japan in August, we learned that a young member of our club had 
fallen to his death in the Japanese Alps.  This was followed by further fatalities caused by an avalanche on Mt. Yari, 
also in the Japanese Alps, in late November.  This single incident resulted in the loss of five of our members.  In 
spite of this, at the critical moment, we were either unwilling or unable to stop the next Himalayan expedition to 
K12 (7428 m) in Karakorum in 1974.  Takagi and his partner accomplished the first ascent of K12, but failed to 
return to base camp.  In sum, we carried out two first ascents and experienced four accidents, losing nine dear 
friends within 1 year and 4 months.  After a long hiatus, we recommenced climbing mountains with a completely 
different mind-set.  Our aim shifted from the traditional focus of achieving first ascents to the new goal of academic 
niche construction in the Himalayas.  The current journal title “Himalayan Study Monograph” (ISSN 0914-8620) 
was founded on 10th March 1990. Together, Kozo Matsubayashi and me started this journal.  We were also jointly 
responsible for founding the Association of the Study of Himalaya (ASH). Members of ASH have organized 
Himalayan expeditions, called KUMREH, since 1989; resulting in the creation of entirely new academic disciplines 
such as ‘Field Medicine’, and in the production of a young disciplines such as Wildlife Science.  Next year, 2014, is 
the 25th anniversary of this new initiative in the Himalayas.  The 15 volumes of this journal are representative of 
our collective effort.  This paper explains both the rationale behind ASH and the reason for its creation; the 1973-74 
tragedies having prompted a paradigm shift of mountaineering in Himalaya in terms of aim and focus.




