
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

マナスル初登頂60周年と雲南の山
旅

松沢, 哲郎

松沢, 哲郎. マナスル初登頂60周年と雲南の山旅. ヒマラヤ学誌 2017,
18: 2-13

2017-03-28

https://doi.org/10.14989/HSM.18.2



マナスル初登頂 60周年と雲南の山旅（松沢哲郎）

― 2 ―

マナスル初登頂 60周年と雲南の山旅

松沢哲郎

京都大学高等研究院

ヒマラヤ学誌　No.18, 2-13, 2017

はじめに
　2015年 5月 24日、京都大学学士山岳会（AACK）
の第 14代会長になった。その就任に際する決意
を「ヒマラヤ学誌」17 号で述べた（松沢、
2016c）。研究と登山はよく似ている。共通点は、「パ
イオニアワーク」すなわち「初登頂の精神」だ。
まだだれも見ていないものを見る。まだだれも考
えていないことを考える。それは、まだだれも登っ
たことのない頂に到達する登山に似ている。京大
山岳部では、パイオニアワークをするために必要
なものとして、「オールラウンド＆コンプリート」
という標語があった。もちろん、なんでも完璧に
できるということはありえない。そのためには「ス
テップ・バイ・ステップ」、すなわち毎日一歩ず
つという努力のしかたがあると思う。それは、「デ
イ・バイ・デイ（一日ずつを積み重ねる）、「ワン・

バイ・ワン（ひとつずつ）」、「サイド・バイ・サ
イド（互いに助け合って努力する）」という努力
のしかたに通じる。
　京都大学の登山活動は、昨年 2015年でちょう
ど 100年を迎えた。松沢（2016c）は、その登山
活動を 4つの時期に分けて概説したうえで、京都
大学学士山岳会の今後の課題を 3つにまとめた。
すなわち、①過去の事業のアーカイブ化と公開、
②現在に付託されている活動継続と京大山岳部と
いう現役への支援、③将来への展望としての新し
い学術の展開である。その展望に添って、本稿で
は 2016年の活動を振り返る。①のアーカイブ事
業として、マナスル初登頂 60周年に関連した事
業をとりあげる。②と③を合わせたものとして、
山岳部の現役学生を伴った雲南での野生キンシコ
ウ調査がある。そうした活動を紹介することでヒ

　国民の祝日「山の日」が 2016年 8月 11日に始まった。奇しくもマナスル初登頂から 60周年の記
念の年だ。1956年 5月 9日、京都大学学士山岳会員の今西壽雄（1914-1995）とシェルパのギャルツェ
ン・ノルブがマナスル（8163m）に初登頂した。60周年を契機として、京都大学学士山岳会のニュー
ズレターに「マナスル登山計画の端緒：今西錦司の登山 4段階説の視点から」と題した一文を寄稿し
た（松沢、2016a）。本論文の目的は 2つある。第 1は、マナスル登山の濫觴を探り、60周年をめぐっ
て京都大学が主宰した事業について記録を残すことだ。過去の遠征の記録を遺す、ヒマラヤ学の創成
に向けたアーカイブ事業の一環だといえる。また今年は、京都大学の登山にとってみれば、梅里雪山
の遭難から 25周年でもある。1991年 1月 3日、京都大学学士山岳会と中国との合同隊が梅里雪山の
主峰カワカブ（6740m）で雪崩に埋没し、日中あわせて 17名が死亡した。その 25周年を念頭に、京
都大学学士山岳会長として梅里雪山の麓の慰霊碑を訪ね、さらにベースキャンプまでいった。雲南行
については同じくニューズレターに一文を寄稿した（松沢、2016b）。本論文の第 2の目的は、梅里雪
山を契機に着想した雲南の山野を対象にした新しい研究の紹介だ。1994年に雲南に最初に足を踏み
入れた。雲南のモンゴル族という少数民族の調査である。その調査行から 20年を隔てて、「梅里キン
シコウ」という未発見のサルの存在に気が付いた。雲南での登山と研究を結び付けるこの新種を探し
て、2014年から 3度にわたり雲南での調査をおこなってきた。新種の発見をめざすフィールドワー
ク構想の概要を示すことで、山登りの現代的意義を再考したい。昨年、京都大学学士山岳会長の就任
にあたって 3つの課題を掲げた。①過去の遠征のアーカイブ事業、②現役の山岳部員への支援、そし
て③リーディング大学院を主軸とするワイルドライフサイエンスの実践である。そうした自らが建て
た活動指針に添った努力である。研究教育活動と並行した新しい登山の可能性を紹介したい。
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マラヤ学への展望としたい。以下の文章で敬称は
略す。

マナスル登山の端緒は京大が拓いた
　そもそもマナスルの登山計画は、今西錦司

（1902-1992）や西堀栄三郎（1903-1987）ら、京大
に集う岳人の手で練られたものである。まず、マ
ナスルと京大の歴史をひもとき、その歴史的意義
を新たに確認したい。
　8000m以上の山は世界に 14座しかない（京都
大学学士山岳会が 1973年に初登頂したヤルンカ
ン 8505mがあるが、いちおうそれはカンチェン
ジュンガ西峰という社会通念上の位置づけにして
おく）。1950年アンナプルナ峰（8091m）にフラ
ンス隊が登ったのが最初で、1964年シシャパン
マ（8027m）に中国隊が登ったのが最後だ。シシャ
パンマはチベット領にあり、中国しか登れないと
いう特殊事情で初登頂が遅れた。
　したがって 1950年から 1964年までのわずか
15年間に、ヒマラヤ 8000m 14座のすべてが登頂
された。欧米列強に伍して、日本がその一角を占
めたのである。「日本隊によるヒマラヤ 8000m峰
の初登頂」、それがマナスル初登頂の第一の意義
であることは異論が無いだろう。初登頂の記録な
ので、永遠に塗り替えられることはない。
　マナスル登山を主導したのは今西錦司とその仲
間たちである。ヒマラヤの初登頂を念頭において
今西は、「登山 4段階説」を唱えた。その説にし
たがえば、マナスルは最良の事例だといえるだろ
う。今西錦司の著書『ヒマラヤを語る』（54年刊）
に、マナスル登山計画の端緒が詳述されている。
この本の中で今西は、「山登りというものは 4つ
の段階を経て発展する」と述べている。「出発の
言葉」という章なので、実際には 1952年秋のマ
ナスル踏査の出発に際して述べられたものであ
る。
　登山 4段階説の第 1の段階は「山の発見」だ。
どの山を登るか目標を定める。第 2の段階は山の

「探検」だ。どこから登れるのかを探る。第 3の
段階は、いよいよその山への「初登頂」である。
第 4の段階は、初登頂した山に別の方向から登る

「バリエーション」だ。マナスルを例として、そ
の「発見→探検→初登頂→バリエーション」の 4
つの段階をなぞってみよう。

　第 1段階の「山の発見」を述べる。「マナスルへ」
と誰が言い出したのか。それは今西錦司ひきいる
京大の岳人たちだった。今西ら京都大学の岳人の
1951年暮れに始まるマナスル登山計画は、1950
年のフランス隊によるアンナプルナの 8000m峰
初登頂を受けて、速やかに実行されたものだとい
える。1945年に敗戦という結果に終わった戦後
まもない時代を考えると、じゅうぶん早い。その
企画力は称賛に値する。彼らは、京都大学学士山
岳会を 1931年に創設して、来るべきヒマラヤ遠
征に備えた（http://www.aack.info/）。戦前すでにカ
ブルー（7353m、カンチェンジュンガの南に位置
する衛星峰）への遠征を計画していた。また 1935
年には朝鮮の最高峰である白頭山（2744m）に冬
期初登頂した。1942年には今西ら 13人による北
部大興安嶺探検で、極寒の地での極地法の実践を
した。そうした経験知の蓄積があり、戦後にヒマ
ラヤ遠征を企画する用意が整っていたことが、マ
ナスルを「発見」した要因だと考えられる。

ティルマンによるマナスル偵察
　京大がマナスルに焦点を当てた当時の世界史的
な背景に目を転じる。ヒマラヤ 8000mへの挑戦
はすでに第 2次世界大戦以前に始まっていた。イ
ギリスは世界最高峰エベレストに遠征隊を送り続
け、ドイツはナンガパルバートに遠征隊を送って
いた。しかし、戦争とネパールの鎖国で登山活動
は途絶えた。1950年にネパールが鎖国を解いて
登山を解禁した。日本は、1952年 4月にサンフ
ランシスコ講和条約が発効して独立国に戻った。
逆にいえば、京大の岳人たちがマナスルを企画し
たとき、日本はまだ占領下にあり「Occupied 
Japan」という位置づけだった。
　マナスルを登山の対象に見た最初の人は今西錦
司ではない。英国人登山家ウィリアム・ティルマ
ンだと言える。1950年にマナスルを偵察し、翌
1951年にその記録を山岳雑誌アルパイン・ジャー
ナルに寄稿している（Tilman, 1951）。今西は、木
暮理太郎の手によるヒマラヤ 8000m 14座のリス
トをみて、すでに他の国が遠征隊を送った山を候
補からはずし、ティルマンのわずかな資料しかな
いマナスルを対象に選んだ。1951年暮れのこと
である。ほぼ手つかずであり、他国に気兼ねなく
遠征隊を送れると考えたのだろう。
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　ちなみに、ティルマンの 1950年の調査行の時
点で、ヒマラヤ 8000m峰 14座はどれも未踏だっ
た。ティルマンらの踏査の成果は、以下の 3点で
画期的だといえる。①エベレストのネパール側の
ナムチェバザール・クンブ氷河からの登山ルート
をみつけた。それが実際に 1953年の初登頂路に
なった。②アンナプルナ山群の偵察をおこない
7000mを超える高さまで到達した。③マナスルを
偵察して写真をもたらした。
　ティルマンを隊長とする一行 6人は、1950年 5
月 10日にカトマンズを出発した。4人のシェル
パと 50人のポーター（荷物運びの人）という陣
容である。マルシャンディ川を遡り、マナスルの
北面を見ている。Thonjeの村に 4日間滞在して、
Dudh Kholaに行き、マナスルの偵察をした。北面
からは難しいというのが彼らの結論だ。
　論文の表題が「アンナプルナ山群とエベレスト
南面」となっているように、活動の主目的は、ア
ンアプルナ山群だった。アンナプルナⅡ峰とⅣ峰
をめざして、6月 17日に最高高度約 7200mまで
達している。その後、エベレストの南面に入り、
今日のネパール側からの一般ルートになっている
クンブ氷河からの登山路を偵察した。1953年の
英国隊によるエベレスト初登頂は、ティルマン隊
の偵察の成果だといえる。なお、ティルマンと同
時期に、モーリス・エルゾーグ率いるフランス隊
がアンアンプルナⅠ峰をめざしていた。情報網の
発達していない当時、ティルマンはそのことを知
らなかったと述懐している。フランス隊は、1950
年 6月 3日、モーリス・エルゾーグとルイ・ラシュ
ナルが北東壁ルートから無酸素で初登頂した。人
類が最初に到達した 8000m峰である。

マナスル登山許可の取得と西堀栄三郎
　今西錦司が唱えたヒマラヤ登山 4段階説の第 2
段階は「山の探検」だ。探検とはいえ、そこはよ
その国の土地だ。第 1歩は登山許可の取得である。
今西は、盟友で英語にも堪能な西堀栄三郎にそれ
を託した。「西堀書簡」と呼ばれる、西堀がインド・
ネパールから今西に宛てた当時の手紙約 50通が
残っている。書簡を整理した酒井敏明が、京都大
学学士山岳会ニューズレターの 62号（2012年 9
月号）に「西堀書簡」の経緯を紹介している。ぜ
ひそちらを参照いただきたい（酒井、2012）。

　かいつまんで言うと、1952年初頭に西堀は、
インド科学会議への参加を口実として、ネパール
外交の実権を握るインドへ交渉に出た。インド首
相のネルーに直接会い、さらには戦後初めての日
本人としてネパールに入って 9日間の滞在中に国
王や首相に直訴した。そうした努力が実って 5月
8日付けでマナスルの許可が来たのである。
　現在、「西堀書簡」は京都大学学士山岳会の手
にある。そこで、念のために原典を拝見した。2
分冊のファイルである。毎日新聞社の記者で京都
大学学士山岳会の特任副会長である榊原雅晴が手
引きをしてくれた。英語のほうは整理がまだじゅ
うぶんではないのでそちらを丹念に追ったとこ
ろ、「5月 25日付けで京大からネパール外務省に
宛てた手紙」が出てきた。その文章に、「5月 8
日付けで許可証が発行され、それを入手したこと
の御礼」が述べられていた。ここでいう許可とは
京都大学の隊への許可だ。1952年のマナスル踏
査隊と、1953年の本隊への許可である。なお、
許可はマナスルという山名ではなくて「The 
Himalchuli（ヒマルチュリ）」となっていた。「マ
ナスル・P29・ヒマルチュリ」という、今日のい
わゆるマナスル 3山に対する呼称があるが、当時
はヒマルチュリすなわちマナスルだったのだろ
う。いずれ許可証の本紙を探し出して事実を確認
したい。
　その登山許可が来るのと同じころ、全日本の遠
征体制を築くために、京大は日本山岳会にマナス
ル登山計画を委譲した。計画の委譲と引き換えに、
登路を探ったのは 1952年秋に派遣された今西錦
司ら 5名の日本山岳会マナスル踏査隊だった。マ
ナスル踏査隊には、京都大学学士山岳会からは今
西錦司のほかに中尾佐助と林一彦が隊員として参
加している。つまり隊を構成する 5名中 3名が京
大だ。日本山岳会の主宰の隊だとはいえ京大が実
質的に登路の探検をしたといえるだろう。彼らは
マナスルを時計回りに一周して、北東面に登頂の
可能性を見出した。登路を発見したのである。そ
して実際にそのルートが 1956年の初登頂に結び
付いた。

マナスル初登頂と今西寿雄
　ヒマラヤ登山 4段階説の第 3段階の「初登頂」は、
日本山岳会の手による遠征隊によって成し遂げら
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れた。1953年の第 1次（三田幸夫隊長、京大の
隊員はゼロ）、1954年の第 2次（堀田弥一隊長、
京大の隊員は加藤泰安 1名）、1956年の第 3次（槇
有恒隊長、京大の隊員は今西寿雄 1名）。3回目
の挑戦での成功だった。踏査隊が見出した北東面
からのルートが採用された。登頂隊員の今西寿雄
は 1953年の京大学士山岳会のアンナプルナ遠征
隊の隊長だった。力量と経験においてずば抜けて
いたのだろうが、京大にとっては奇しき因縁とし
か言いようが無い。
　今西寿雄がマナスルの山頂に立ったときすでに
41歳だった。登山家としてはやや年がいきすぎ
ている。隊長の槇有恒は、温情で今西を登頂隊員
に選んだわけではない。隊で最も強い登山家が今
西だった。マナスル計画が京大から日本山岳会に
委譲されたことを良しとしない京大の若手が、彼
を隊長にかついでマナスルの向こうをはってアン
ナプルナⅡ峰とⅣ峰の初登頂を目指した。ポスト
モンスーンの隊だったので、迫りくる冬の寒気と
強風のために、頂上をまじかに撤退を余儀なくさ
れた。そのときの無念さが、1956年の今西の胸
中にあったことは想像にかたくない。強い意志で
頂上を目指したのだろう。マナスル初登頂につい
ては多くの報告があるので本稿では割愛する。
　ヒマラヤ登山 4段階説の第 4段階は「バリエー
ション」である。登るルートを変えたり、季節を
変えたり、シェルパや酸素を使わないなど登り方
を変える。実際に、マナスルの冬季初登頂、女性
隊の初登頂など、マナスルのバリエーション登頂
において日本が主要な役割を果たした。初登頂を
契機に、マナスルは日本の山として、その後も多
くの日本人登山家をひきつけてきたといえる。
　「発見→探検→初登頂→バリエーション」とい
う山登りの 4つの段階は、そのまま学問の展開に
もあてはまるだろう。何を研究するのか、まず目
標を定める。次に文献や資料にあたり、実際に予
備的な研究をして課題解決の道を探る。そしてい
よいよ初登頂に相当する新発見や新発明をする。
さらにバリエーションとして、別の角度からその
研究を深める。京都大学学士山岳会の山登りや、
そこに集う研究者の多くが、この 4段階の発展を
登山や学問で実践してきたのではないだろうか。
　マナスルで登山の端緒を開いた今西錦司や西堀
栄三郎は新たな目標に向かった。今西は、1955

年にカラコルムの 4大氷河の連続踏査をおこなっ
た。単に高みを求める垂直から、地図の空白部の
踏査を目指す水平へと、探検の方向性を切りかえ
た。さらに 1958年には伊谷純一郎と初めてアフ
リカに出かけて、野生類人猿すなわちゴリラとチ
ンパンジーの長期継続調査を始めた。これが霊長
類学の確立へと続く道だった。西堀は、1956年
11月に南極に向かい、1957年に日本初の南極越
冬隊を隊長として成功させた。
　初登頂者の今西寿雄は、家業である建設会社の
経営に専心した。マナスルを最後に海外登山はな
い。今西は、のちに駐日ネパール大阪名誉総領事
に就任するなどネパールとの国際親善に貢献し
た。また 1985-1988年には日本山岳会会長も務め
た。そうした職責で揮毫を依頼されると、よく「自
然を愛し、山に親しむ」と書いたそうだ。令息の
今西邦夫氏の回想である。自然を愛する。山に親
しむ。山の恩恵に感謝する。今西の到達した境地
は、後述する「山の日」の趣旨にまさに合致して
いる。偶然ではないだろう。

マナスル初登頂60周年記念事業
　2016年 5月 8日に、マナスル初登頂 60周年の
祝典が都内の一橋講堂で開催された。登山活動を
支援した毎日新聞社が主宰した事業である。皇太
子徳仁親王殿下も臨席されて、『マナスルに立つ』
という昔の映画を観た。京都大学学士山岳会は特
別後援をした。会長という職責で「マナスル登山
計画の端緒」と題して講演した。
　東京で上映された映画はダイジェスト版であ
る。そこで、京都で完全版を上映した。京大学士
山岳会特任副会長の榊原雅晴が企画し、京都大学
に本年 4月に新たに発足したヒマラヤ研究ユニッ
トが後援して、8月 6日に時計台で開催した。同
時に、アウトドアの製品で知られるモンベルを創
業した辰野勇の記念講演と、辰野と松沢の対談を
おこなった。
　記録映画の上映会と連動し、京都大学学士山岳
会主催の企画展「マナスル 60周年：探検からサ
イエンスへ」を時計台記念館・歴史展示室で 8月
2日～ 9月 4日に開催した（図 1）。リーディング
大学院 PWSが共催し支援室が全面的に協力した。
マナスル登山が今西錦司らによって計画されたこ
とや、初登頂した今西寿雄隊員が同会会員だった



マナスル初登頂 60周年と雲南の山旅（松沢哲郎）

― 6 ―

ことなどを一般の人びとにもアピールした。マナ
スル踏査隊長を務めた今西錦司が、カラコルム探
検やアフリカ類人猿研究に道を広げたことを紹介
した。京都大学のフィールド科学の戦後のスター
トは、まちがいなくマナスル登山にあったといえ
るだろう。
　マナスルの登山許可取得に尽力した西堀による

「西堀書簡」の実物も展示した。今西隊長による
マナスル踏査隊の詳細な報告の原稿も展示した。
当時の新聞記事や写真パネル類も展示した。なお、
主要展示物については、ゆかりの深い学士山岳会
会員による解説を添えた。
　2016年のマナスル初登頂 60周年は一連の記念
事業のさきがけになるだろう。来年 2017年は南
極初越冬の 60周年になり、再来年の 2018年はチョ
ゴリザ初登頂の 60周年になる。同じ 1958年には、
中尾佐助のブータン調査がおこなわれ、川喜田二
郎の西北ネパール調査もあった。なおアーカイブ
やアウトリーチの成果は、昨年度に新たにオープ
ンしたホームページで公開している。そちらをぜ
ひ参照されたい。http://www.aack.info/

「山の日」の制定
　平成 7年（1995年）に国民の祝日として「海
の日」が制定された。海の日は戦前から「海の記
念日」だった。明治天皇が明治 9年に船によって
東北地方を御巡幸した。蒸気船『明治丸』で海を
渡り 7月 20日に横浜港に帰着した。その由緒を
もった日を改めて国民の祝日としたものである。
もし「山の日」を自由に選べるとしたら、5月 9
日のマナスル初登頂の日こそ、それにふさわしい
だろう。
　しかし 5月の連休が長引くことを経済界は納得
しない。山の日の 8月 11日にとくに由緒はない。
そもそも夏山シーズンであり、お盆の休みにかか
るので、政財界の人々の合意するところとなった。
議員立法で 2年前に成立し、周知期間をおいて本
年から施行された。
　議員立法の中心になったのは自由民主党の当時
の幹事長で衆議院議員の谷垣禎一である。彼が会
長となって、山の日制定のための協議会ができた。
事務局は磯野剛太がつとめた。公益社団法人日本
山岳ガイド協会の理事長である。磯野と松沢は、
1984年の日本山岳会のカンチェンジュンガ縦走
隊のザイル仲間だ。その縁で制定運動に誘われて、
山の日制定の最後の段階で関与した。山の日が制
定された後は、一般社団法人として、全国「山の
日」協議会（http://www.yamanohi.net/）が発足した。
詳細はそちらをご覧いただきたい。
　祝日法第 2条では、「山に親しむ機会を得て、
山の恩恵に感謝する」ことを「山の日」の趣旨と
している。第 1回「山の日」記念全国大会が、
2016年 8月 11日に上高地で開催された。山好き
で知られる皇太子殿下と、雅子妃殿下、そして愛
子内親王のご一家が参加した。皇太子殿下は、お
ことばのなかで、ご自身の上高地訪問の体験をお
話になった。昭和 44年（1969年）とおっしゃっ
ていたと記憶する。1960年 2月 23日のお生まれ
なので、9歳のときの登山ということになる。式
典会場となった上高地のバス停付近はさまがわり
しただろう。しかし、式典後にご一家で散策され
た梓川のほとりと、そこから見上げる穂高岳の雄
姿は、何一つ変わっていないはずだ。また上高地
は、愛子さまにとっても、初めて公務として東京
を出る機会になった。記憶に残る旅だろう。
　山という自然を愛し、山に親しみ、山のもたら

図 1　マナスル初登頂 60周年記念企画展のポスター

企画展

マナスルマナスルマナスルマナスル60606060周年周年周年周年

探検探検探検探検からサイエンスへからサイエンスへからサイエンスへからサイエンスへ

期日 平成２８年８月２日～９月４日

場所 京都大学百周年時計台記念館、歴史展示室

本年2016年は、「山岳年（Year of Mountains）」ともいえる記念の年です。マナスル峰（8163m）の初登頂から今年でちょうど

６０年の節目を迎えます。1956年5月9日、日本人による唯一のヒマラヤ8000ｍ峰の初登頂という快挙がありました。また、本

年から8月11日が「山の日」という国民の祝日になりました。「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」ことを趣旨として

います。

こうした機会に、ヒマラヤ登山や、そこから派生した学術探検において、京都大学がパイオニアとして果たした役割を広く一

般に紹介いたします。 展示物としては、マナスル初登頂の道を開いた、いわゆる「西堀書簡」の全容を本邦初公開します。

1951年、西堀栄三郎が、マナスル登山許可を得るため、日本人として戦後初めてネパールに入りました。政府要人と交渉し

た経過を、京都の今西錦司あてに送った報告の手紙類を「西堀書簡」と称します。そこには当時まだ占領下にあった日本が、

アジアの国として唯一8000m峰に初登頂するに到る端緒が克明に記録されています。さらに、1953年にマナスル初踏査隊を

率いて登路の発見をした今西の手書き原稿など、貴重な原資料を展示します。

日本山岳会の隊員としてマナスル初登頂を果たした今西壽雄隊員は、京都大学農学部の卒業で、京都大学学士山岳会

の会員でした。のちに日本山岳会会長も務めています。マナスルに初登頂したときの貴重な写真や、当時の新聞記事のパネ

ルなども展示します。

本企画展と連動して、百周年記念時計台ホールの京大サロンで「ブータンの山と文化」と題した写真展（7月1日～8月31日）

を開催しています。また8月6日には百周年記念ホールにて、記録映画「マナスルに立つ」のデジタル版上映会を開催します。

主催：京都大学学士山岳会

共催：京都大学野生動物研究センター／京都大学霊長類学ワイルドライフサイエンス・リーディング大学院／京都大学ヒマラヤ研究ユニット

マナスルの頂に立った今西寿雄隊員 1956年5月9日©毎日新聞社
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す恩恵に感謝する。山の日記念大会は、来年は栃
木県那須での開催が決まっている。全国をへめぐ
りながら歳々年々、「山の日」が人々の心に届く
よう関係者の一人として願っている。また、その
最初の年にマナスル初登頂を想ったように、来年
からは、南極、カラコルム、ネパール、ブータン
と、各地で展開した京都大学の探検の歴史をひも
とく機会を得た。毎年、山の日を契機に、先人の
足跡をたどり、そのパイオニアワークに新たな息
吹を吹き込んで、山の魅力と恩恵を次世代に伝え
ていこうと思う。

ヒマラヤを広く見て学問を探る
　本稿の第 2の目的である研究教育と登山を結び
付けた新たな実践について述べる。登山の 4段階
説という西施の顰に倣えば、いわば「研究の 4段
階説」である。研究の 4段階説の第 1の段階は「研
究テーマの発見」だ。何を研究するか研究の目標
を定める。第 2の段階は山の「探検」にあたるも
ので、研究テーマに接近し解決の糸口を探索する。
第 3の段階は、いよいよその研究における新発見
ないし新発明である。第 4の段階は、新発見・新
発明を基礎に別の方向へと広げる「バリエーショ
ン」だ。雲南で進行しつつある「梅里キンシコウ」
の研究を例として、その「発見→探索→新発見→
バリエーション」の 4つの段階をなぞってみよう。
　まず第 1段階として、ヒマラヤを広く見聞し、
フィールドワークをしつつ新しい学問を考えた。
筆者個人としては、1973年のヤルンカンとシス
パーレ試登（松沢・高木、1973）に始まって、
1984年のカンチェンジュンガ縦走、1989年のム
ズターグアタ登頂、1990年のシシャパンマ登頂
という 4回のヒマラヤ遠征で、高峰の（初）登頂
を目指してきた。
　シシャパンマで 8000m峰の山頂に立つことが
できた時点で、高さを求めて登る山への憧憬が一
段落した。そのヒマラヤ登山の 10余年間に、西
はカラコルムから、新疆、ネパール、チベットと
ヒマラヤ大山脈の西から中央までを経験したこと
になる。さらに、広くヒマラヤを体験するために、
1993-94-95年の 3次にわたって、カラコルムから
ブータンを経て雲南まで、ヒマラヤの西から東ま
でをひととおり歩いた。とりあえずヒマラヤをめ
ぐる自然の大局を見ておきたいと考えたのであ

る。歩き回り、自分の目で見て、耳で聞いて、手
で触ってみるところから研究テーマの発見がある
と期待した。
　登山という行為から少し離れて、山を旅するこ
とで学問が成立しないか。それを実践的に試して
みたのである。同志である松林公蔵が「フィール
ド医学」と称するようになり、辻本雅史が「フィー
ルド教育学」と名付けた頃のことだ。わたしも、
チンパンジー研究に専念していたが、野生チンパ
ンジーの文化的行動と世代間伝播に興味をもった
頃だった。「教育」、「環境」、「文化」、この 3つを
キイワードとして、ヒマラヤ地域の異なる自然環
境のもとで、文化的な伝統を守って人々の暮らし
を見聞してまわった。
　1993年の調査では、パキスタン北部山岳地帯
のフンザ地域に住むワヒ一族と 、その北隣の中
国新彊ウイグル自治区領のパミール高原に住むキ
ルギス族の暮らしを見た（松沢、1994a；辻本、
1994a, b）。1994年の調査では、中国雲南省に住む
モンゴル族の暮らしを見た（松沢ほか、1994；成
瀬、1995）。1995年の調査では、ヒマラヤの小国ブー
タンに焦点を当てた（松沢ら、1995；辻本、
1999；2000；杉本、2016）。それぞれの地域に固
有の文化は、親の世代から子の世代へと、教育と
学習を通じて引き継がれていく。では、どのよう
な教育があり、どのように学習しているのだろう
か。個々の文化の実態を肌で感じながら、教育と
学習のありさまを理解したいと思った。なお、こ
の 1995年のブータン調査が基礎になって、2010
年に「京都大学ブータン友好プログラム」が発足
し、2016年に京都大学にヒマラヤ研究ユニット（湯
本貴和ユニット長）が誕生した（http://www.
kyoto-bhutan.org/）。
　1993年のパミール高原周辺、1994年の中国雲
南省、1995年のブータンでの調査で、3年間にわ
たるヒマラヤ辺境地域の教育と文化にかんする比
較研究がひと区切りを迎えた。新たな研究テーマ
の発見につながる、中国雲南省のモンゴル族の最
初の調査について概略を述べる。本来は中国の北
部の草原にすむモンゴル族が元の時代に南下して
雲南省に到った。その子孫約 5千人がモンゴル族
の村を作って暮らしている。約 700年間、祖地モ
ンゴルから約 3000㎞を隔てて、雲南のモンゴル
族はどのようにして民族としての文化的な伝統を



マナスル初登頂 60周年と雲南の山旅（松沢哲郎）

― 8 ―

守っているのか。遊牧民から農耕民へ、文化的伝
統を守りつつ、しなやかに姿を変えながら、現代
中国の暮らしに適応して生き延びている、チンギ
スカンの子孫たちの姿である。雲南のモンゴル族
をとおして、少数民族の文化的アイデンティ
ティーについて考えた。
　以下に松沢ら（1994）からの記述をそのまま引
用しよう。20余年前に抱えていた問題意識を文
面から読み取れるからである。『雲南省は少数民
族の宝庫である。中尾佐助らの提唱した「照葉樹
林文化」（佐々木、1984；1986）にあるように、
南方に起源する日本文化のひとつの源流をなす地
域だ。調査対象は雲貴高原である。東西に長く伸
びるヒマラヤ山脈の北側に、チベット高原の水を
集めて東に流れるブラマプトラ川がある。この川
は、インド東北部のアッサム地方で、ヒマラヤ山
脈を深くうがって南下し、さらに向きを西に変え
て、河口近くでガンジス川と出会ってベンガル湾
に注ぐ。この大屈曲部に聾えるナムチェバルワと
ギャラペリの 2峰を最後に、その東にはもう
7000mを越える山がない。ただしヒマラヤ山脈は、
まだ東に隆起をのばす。アッサム、チベット、ミャ
ンマーと雲南省の出会うあたりに、雲南省の最高
峰でもある梅里雪山（メイリシュエシャン、
6740m）が聾えている。さらに東南には、白馬雪
山や玉龍雪山という 5000m台の秀麗な峰が連な
る。それを最後に、雪を戴く大ヒマラヤの山々の
姿は消える』。白馬雪山や玉龍雪山という 5000m
台の未踏の秀麗な山々が、当時すでに視界に入っ
ていたことに改めて粛然とした。

「梅里キンシコウ」という新種のサルを探す
　新しい研究テーマの発見は突然やってきた。孫
悟空のモデルになったともいわれるキンシコウと
いう霊長類を対象とした雲南でのフィールドワー
クである。背景として、2010年 3月 7日に、ミャ
ンマーで未知のキンシコウが発見された。この世
紀の新発見は、異例の速さで同年にアメリカ霊長
類学雑誌に掲載された（Geismann et al., 2010）。
21世紀になって哺乳類の新種が発見されるのは
きわめて異例だ。死体だけで、毛皮と頭骨が 4体
分しか見つからなかったが、明らかに新種だと認
定された。
　キンシコウは、体毛が金色に輝く四川省のキン

シコウが有名だが、それは揚子江の東にいる。揚
子江とメコン川のあいだには「雲南キンシコウ」
がいる。白と黒のツートンカラーである。そして、
2010年にミャンマーで「ミャンマーキンシコウ」
という新種が発見された。揚子江・メコン川・サ
ルウィン川（怒江）の三江併流地域はユネスコの
指定する世界自然遺産になっている。
　そのサルウィン川の西側の人跡稀な山岳地帯で
この新種が見つかった。真っ黒な体毛をしている。
新種発見に学界は驚いたが、その地域の川の流れ
をよく知る者として興味深い点に気が付いた。サ
ルウィン川の西にいるということは、中間の、メ
コン川とサルウィン川にはさまれた山岳地帯にも
未知のキンシコウがいるはずだ。3年前に昆明を
訪問してその可能性に初めて気がついた。キンシ
コウ属の分布の連続性を考えると、メコン川とサ
ルウィン川の深い峡谷に挟まれたごく狭い地域に

「梅里キンシコウ」と仮称する未知のサルがいた
ことはまちがいない。絶滅を免れて今もいるかど
うかはわからない。梅里雪山を北限として南に伸
びる長い山脈のどこかにいたはずの、そして今も
いるかも知れないサルである。
　2014年に 2回、梅里キンシコウを探る旅をお
こなった。1回目は 2月から 3月にかけて、まず
梅里雪山を訪問した。飛来寺に止宿した。早朝、
カワカブ（図 2、図 3）からメツモ（図 4）に至る、
梅里雪山山群の全容を見ることができた。1991
年の遭難の遺体の流れ出てきた明永氷河の左岸ぞ
いに今は遊歩道ができている。それを登り詰める。
幸い、好天に恵まれて、主峰カワカブの威容に接
した。風が強いのだろう。山頂部付近は雪煙をあ
げていた。カワカブの山麓にある明永村を訪れ、
チャシ村長に会って、長年の労に謝意を表した。
そのあと、メコン川沿いに南下して、梅里キンシ
コウの可能性を求めて右岸の村々を訪れた。残念
ながら痕跡は見つからなかった。さらに、サルウィ
ン川を超えて、右岸の山道を登り、ミャンマーと
の国境に近いところまで行った。そこに保護施設
があり、1頭だけ保護されているミャンマーキン
シコウを初めて見た。全身が真っ黒な毛におおわ
れている。雲南キンシコウは白と黒（図 5、図 6）、
ミャンマーキンシコウは黒一色（図 7）。では幻
の梅里キンシコウは、はたしてどのような色をし
ているのだろうか（図 8）。



ヒマラヤ学誌　No.18　2017

― 9 ―

図 2	 梅里雪山の主峰カワカブ 6740m（撮影：松沢哲
郎、飛来寺から 2014 年 2月）

図 5	 雲南キンシコウ（撮影：松沢哲郎、タチェンに
て 2014 年 2月）

図 8	 梅里キンシコウを探る調査時の服装（撮影：韓
寧、2014 年 2月）

図 3	 梅里雪山の主峰カワカブ 6740m（撮影：松沢哲
郎、明永氷河から 2014 年 2月）

図 6	 雲南キンシコウの子どもが雪を食べる（撮影：
松沢哲郎、タチェンにて 2014 年 2月）

図 9	 馬で行く平田聡（撮影：松沢哲郎、2016 年 9月）

図 4	 梅里雪山のメツモ 6054m（撮影：松沢哲郎、飛
来寺から 2014 年 2月）

図 7	 ミャンマーキンシコウの雌（撮影：松沢哲郎、
2014 年 2月）
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　2014年の 2回目の調査は、4月から 5月にかけ
て、雲南キンシコウの新たな調査地の設営に費や
した。第 1回の調査に同行したタイのカサセット
大学大学院修士課程のリウ・ジエが、京大の博士
課程に進学する意思を固めた。彼が中心になって
未知の梅里キンシコウの調査を始める。そのため
には、並行してキンシコウそのものについてもっ
とよく知らなければ新種は探せない。キンシコウ
の行動と生態に関する基礎知識が必要だ。そこで、
まだ研究例の少ない雲南キンシコウに焦点をあて
ることにした。雲南キンシコウで知識と技術と経
験を積み、それをもって新種の発見につなげる展
望だ。
　前回の広域調査で目星をつけた中から、麗江か
ら 3時間ほど離れた老君山（Laojunshan）を対象
に選んだ。文献を検索すると、公表論文がほとん
どなく、テレメトリーによる遊動域の調査程度し
かおこなわれていなかったからだ。山登りと同様
に、まだだれも手を付けていない場所に研究の
ニッチをかまえるのがよい。この老君山の群れに
ついて、その行動と生態の詳細がわかれば、それ
だけで博士の学位論文に値する。そうした研究実
績をもとに、長期の展望で新種発見にのぞみたい。
老君山の最初の調査にわたしも同行した。4000m
を超える場所にまで雲南キンシコウが生息する実
証を得た。富士山よりも高い標高のところに、冬
は雪に覆われる場所にサルがすんでいる。だれで
もが研究できるわけではない。登山の経験が活き
る研究対象に初めて出会えた思いがした。

梅里雪山のベースキャンプへ
　本年 2016年は、3回目の調査にあたる。梅里
雪山のすぐ南の地域に調査の焦点を当てた。中国
人大学院生のリウ・ジエは、4月から京都大学理
学研究科生物科学専攻・霊長類学野生動物系の博
士課程の大学院生になった。京都大学野生動物研
究センターの平田聡教授に指導をお願いしてい
る。雲南キンシコウの調査のためには、現地 NPO
である TNCや地方政府との連携協定の締結が必
要だ。まず麗江でその下交渉をした。
　9月 17日に日本を発って中国での一連の講演
をすませ、20日に麗江に着いて TNCと懇談し、
平田教授、リウ・ジエ、そして山岳部 1回生の井
ノ上彩音（京大農学部 1回生）、リウ・ジエの父

君である昆明の西北森林大学のリウ・ニン教授と
合流した。合計 5人のパーティーである。
　21日、麗江から明永村へ。運転手 1人を雇用し、
もう 1台はリウ・ニン教授が運転して、車 2台で
出立した。麗江発 730、明永村の慰霊碑到着
1830。麗江から一日で梅里雪山の麓に着いた。デ
チンの手前がトンネルになっているので経路が短
縮された。白馬雪山を対面に見る峠 4292メート
ルを越えるが、そこもトンネル建設が進んでいた。
さらに時間が短縮されるだろう。明永村に着いた。
村はずれの、梅里雪山へ登る観光コースの脇に遭
難碑が立っている。2年半前に最初に来たときと
たたずまいに変化はなかった。チャシ元村長はあ
いにく北京に出張だった。娘のペマツォモさんは
入れ違いに昆明だった。弟さんが出迎えてくれた。
2年半前と同様にご自宅でひととき歓談し、遺体・
遺品の捜索など京都大学学士山岳会に対する積年
の協力に対して謝意を表した。
　22日、西丹から馬に乗って雨崩村を経由して
BCへ。明永村から西丹温泉まで車で移動し、そ
こから馬に乗った。雨崩村で馬を乗り換えて BC

（大本営）まで行った。さらにそのまま馬を進め
て氷河湖 3900mまで行き霊を慰めた（図 9）。明
永 発 740、1400 雨 崩、1800 氷 河 湖、BC 到 着
1850。
　23日、BCから麗江めざして 2日間の日程で戻
る。BC発 1130、西丹温泉で下馬 1740、飛来寺到
着 1900。BCで半日ねばって天候の回復を待つ。
馬で下って、飛来寺の観光ホテルに泊まる。梅里
雪山は雲で下部の氷河しか見えない。
　24日、飛来寺から麗江に戻る。飛来寺発 900、
麗江到着1845。麗江旧市街の夜の殷賑を楽しんだ。
　25日、早朝の散歩で、未踏の玉龍雪山（5596メー
トル）を麗江市内の丘から遠望した。「麗江滇西
北生物多様性展示中心」という博物館を訪問して、
梅里雪山や玉龍雪山をはじめとするヒマラヤ東端
の山岳の空撮写真の展示を見る。TNCに旅の報
告がてら再度の懇談をして、飛行機で昆明に帰着
した。夜は、花の集積場である昆明の花の市場を
訪問した。
　26日、昆明空港 1040出発―関西空港帰着
1800。10日間の旅だった。
　梅里雪山に逝った井上治郎さんとは 1973年の
ヤルンカンでご一緒した。1989年のムズターグ
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アタ、1990年のシシャパンマと、わたくしは登
山隊長として AACK初の既登峰への遠征を実行
した。井上さんは登山隊長として 1990年秋に未
踏峰の梅里雪山に出かけた。両人の道はそこで分
かれて、二度とお会いすることは無かった。梅里
雪山の遭難から 25年。もはやその聖山カワカブ
の頂をめざすことはないが、学問を通じて違う形
で、このきわめて美しい山々や、そこに暮らす人々
や、貴重な自然と関わりたいと決意を新たにした
旅だった。

東ヒマラヤの登山と研究
　梅里雪山に代表される東ヒマラヤの未踏地帯が
ある。わたし自身は、その地域に足を運んで調べ
るうちに、梅里キンシコウと呼ぶ未発見の新種の
サルがいることに気が付いた。研究の 4段階でい
うと、第 1段階の研究テーマの発見と、第 2段階
の解決への糸口の探索だ。第 3段階の新発見はこ
れからの課題で、第 4段階の研究の展開はさらに
その先になる。しかし、登山と学問を繋ぐ試みは
緒についたと言えるだろう。
　これはほんの一例に過ぎない。ヒマラヤという
と、東はブータンからせいぜいブラマプトラ川の
屈曲点までしかこれまで視野に入っていなかっ
た。例外として梅里雪山は、その秀麗な姿から、
初めてわれわれの目を東ヒマラヤに引き付けたと
いってよい。
　しかし実際に現地を訪れてみると、梅里雪山の
さらに東には、玉龍雪山（Yulong Xueshan, Jade 
Dragon Mountains, 5596m）がある。麗江の市外に
聳え立つ秀峰だ。麗江は納西（ナシ）族の街だ。
彼らはこの雪山を信仰の対象としてはいない。登
頂の試みはあったが退けられてきた。玉龍雪山に
はヒマラヤ最南端の氷河がある。
　東ヒマラヤについては、今年、日本山岳会 110
周年記念事業の一環として、中村保氏の手による
写真集・地図集が出版された（中村、2016）。た
くさんの未踏峰の写真がある。地図もつけられて
いる。この広大な東ヒマラヤを舞台にして、
5000m、6000mの未踏峰を登り、既登峰のバリエー
ションルートを登り、その地域に暮らす人々の文
化について学び、多様な自然を学問の対象にでき
るだろう。山に親しみ、山の恩恵に感謝する、新
しい学問の鼓動を雲南の山旅で感じた。
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Summary

The 60th Anniversary of the First Ascent of Manaslu and the Journey 
to the Mountains of Yunnan

Tetsuro Matsuzawa

Kyoto University Institute for Advanced Study

    The first ‘Mountain Day’ started on August 11th, 2016.  This year happens to be the 60th anniversary of 

the first ascent of Manaslu.  On May 9th 1956, Manaslu, 8163m, was summited by Mr. Toshio Imanishi 

(1914-1995), a key member of the Academic Alpine Club of Kyoto (AACK), and his partner, Gyaltsen 

Norbu Sherpa.  The aim of the present article is twofold.  The first aim is to reflect on the history of 

sending mountaineering expeditions to Manaslu. This is part of the project to create an archive of the past 

achievements of AACK.  This year is also the 25th anniversary of the avalanche accident in Meili-Snow-

Mountains, 6740m, in Yunnan, China.  The joint party of AACK and the Chinese Mountaineering Club 

encountered an avalanche on January 3rd 1991.  Seventeen members passed away in this tragic accident.  

I visited the Meili-Snow-Mountains this year to visit the memorial site, and to think of these brave 

friends, as the current president of AACK.  The second aim of this article is to introduce a new research 

perspective in Yunnan, around Meili-Snow-Mountains.  In 1994, I first visited Yunnan when I attempted 

to study the Mongolian minority living in Yunnan province.  After a 20-year interval, I happened to 

recognize the possibility of finding the new species named the “Meili snub-nosed monkey” (Rhinopithecus 

spp.).  My colleagues and I have carried out a reconnaissance survey of these unknown snub-nosed 

monkeys three times: twice in 2014 and once in 2016.  The journey within Yunnan to find this new species 

represents a good model of the joint endeavor between academic activity and mountain climbing.  When I 

became the president of AACK, last year, I proposed the following three agenda: first, creating an archive 

of past AACK expeditions; second, supporting undergraduate students in the mountaineering club; third, 

showing examples of the graduate study of Primatology and Wildlife science in the mountains.  The 

project of finding Meili snub-nosed monkeys illuminates the enormous potential to discover new horizons 

in research and education through mountaineering.




