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上高地今昔物語

―明神そして涸沢―

涸沢ヒュッテ会長

小
皆さんお疲れさまでございました。心配したお天気も
今日は梅雨の晴れ間となり、また新緑残雪の美しい穂高・
涸沢だと思います。今日おいでの皆様方、知り合いの方
が結構大勢います。また初めての方もおいでになります
けど、私、涸沢ヒュッテの小林銀一でございます。今日
は本当にありがとうございます。鈴木先生のほうから談
話会でもって私にお話を申し上げろという話がございま
して、最初はお断りしたんですけど、友の会の特別顧問
ということもあって逃げられなくなった次第でございま
す。昨日ヒュッテに上がってきて、さぁ〜ってな、と思
って皆さんに会うのを楽しみにしながら、また心臓のほ
うはドキドキしながらお待ちしておりました。司会の小
林久雄さんの話の通り、また先生からも話がありました
けど、上高地の今昔それから明神・涸沢に対してお話を
したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
上高地養魚場には、うちの親父、小林福太が戦後ずっ
とこの養魚場をお借りというか、管理をしておりまし
た。その時に、私も親父と出入りしながら、上高地の養
魚場で遊び、養魚場の銀ちゃんということでみなさんに
ずいぶんお世話になっておりました。その当時の上高地
を今思うと、上高地、それから梓川に沿っての明神、徳
澤、横尾、そして涸沢もそうですけど、当時は本当に緑
が深く、静かな梓川の流れの音を聞きながら涸沢に登っ
ておりました。
上高地の昔を思い出す時に、今のバスの駐車場、周り
にいろいろな建物がありますけど、あそこはカラマツの林
だったのです。私が上高地に入った当時あそこにあった
ものは、今、中日新聞の支局になっていますけど、常さ
ん、内野常次郎っていう方の小屋だったのです。常さん
の小屋があり、それから林の中には営林署の保養所があ
りました。施設といえばその程度で他には何もなく、そ
れで上高地に来るバス、タクシーとかは河童橋まで入っ
ていました。河童橋を渡っていきますと、今は白樺荘で
すけど、その白樺荘の前身が丸西旅館で、丸西旅館とい
う看板がまだかかっていました。今は立派なホテルがあ
りますが、当時は昔ながらの旅館があり、昔ながらの佇
まいでありましたね。本当にその当時は飛び歩きました。
梓川も今は護岸工事が進んでおりますが、その当時は
牛枠だけで、駐車場、帝国ホテルやあの辺は大水になる
と水浸しになって大変な事態でした。したがって、小梨
平もやはり大雨が降るとテントの中に水が入ったり、テ
ントはみんな高い場所に移動したりして、今のようなバ
ンガローだとか建物施設はほとんど何もあそこにはなか
ったわけです。最初に小梨に建物ができたのはアルプス
観光の売店で、今の清水川のそばのところです。今はビ
ジターセンターが建っておりますが、あそこはアルプス
観光の事務所であり、それから売店です。私はアルプス
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銀

一

観光にひと夏お世話になって、薪を売ったりしておりま
した。若いころには養魚場を拠点にして、上高地をよく
飛び歩いたものです。養魚場に私が入ったのは昭和24年
ごろから30年までの約 6 、 7 年だけれども、いろいろな
ことをやらせてもらっていました。アルプス観光の仕
事、それから北穂の小屋番、槍ヶ岳の増築に関しての土
方の仕事もやりました。
昭和20年でしょうか、上高地から親父と黒部の源流に
イワナを釣りに行ったことがありますけれども、その当
時はまだ横尾山荘はなかったような気がします。横尾山
荘はまだその時はなくて、上高地から明神それから徳
澤、横尾まで、養魚場の裏をずっと歩ける穂苅新道とい
う道があって、これが最短距離なのです。というのは徳
澤から古池、明神から下は岳沢のほう、これを見るとき
に、みなさんもちょっと歩いてわかるでしょうけど、S
字型になっているのです。だから穂苅新道から横尾まで
最短距離の道を、私も横尾まで草刈りなどさせてもらい
ました。ずいぶんとお客さんがその当時は穂苅新道を歩
くようになり、養魚場に私がいるときには、山に来る人
達、それから明神へ来る人たちが、明神の橋を渡って養
魚場に遊びにきました。うちの親父はイワナを釣って生
計を立てておりましたので、上高地のホテルや旅館に、
「イワナを今日は何匹頼む」と言われては、そのイワナ
を届けたりしておりました。昔の上高地を思うとき、最
初に言ったように、本当に静かで、それから、緑が濃く
今とは全然違います。駐車場ができたり、いろいろな施
設が出来たり、現在の上高地を思う時に、昔が懐かしい
なと今でも思います。
よく涸沢にも遊びに来たり、飛び歩いたわけでござい
ます。養魚場にいるときに、いろいろなことがありまし
た。もうみなさんご存じないと思いますけれども、養魚
場の奥にダムを作ろうという話が持ち上がりました。ま
た堀金から、大滝、徳澤、上高地へ自動車の道路を作ろ
うという話も持ち上がっていました。そういう話を私が
今ここでしても、何言っているんだ、という風に思われ
ては困るなと思いまして、国立公園、当時は厚生省の国
立公園部の第一期生の俵浩三さんのレンジャーのころの
記録を見ました。レンジャーの制度は昭和28年にできた
そうですが、幻に消えた明神の奥のダム建設、それか
ら、大滝の林道の道というように俵浩三さんが書いてあ
ります。そうか、やっぱり私が思った通りだな、と思い
ました。と言いますのは、ダム問題の時には、私が養魚
場にいた時に、ダムをつくるためにどのくらい土石流が
たまっているのかという調査だと思うけど、地質調査が
あり、そのためにダイナマイトが「どかん」とかけられ
て、養魚場の食器棚それから玄関のガラス、このあたり
みんなめちゃめちゃに壊れたのです。その時に東京電力

のほうに、弁償しなさい、と言っていたけど、弁償して
もらえなかったということがありました。このダム建設
は、長野県と東京電力の話し合いで進められたのだけれ
ども、これは昭和31年の俵さんの記録を見ると、昭和31
年10月24日の朝日新聞に、上高地の自然を守るというこ
とでみんなで反対運動が起きた、という記載がありまし
た。それから東京では、その年昭和31年11月22日に反対
すべく結集総会が起きたりしました。ダムが出来なくて
よかったなと思います。もしこのダムが建設されていた
ら、高さ45 m、長さは白出のでっぱり、それから明神
のひょうたん池、このあたりを結んだところですから、
長さ510 m という構想だったので、これが出来ていた
ら、船でこの穂高あたりに出なければなりませんでし
た。そのようなことで、本当にこれはできなくてよかっ
たというように思います。そのあとにできたのが、下の
ほうの奈川ダムだったように思います。施設の建設をど
のように進めていくかというようなことを、地元の人た
ち、その時は長野県の観光課が主体で進めていました。
また今みたいに環境省でなくして、営林署さんがここの
地主さまで、本当に営林署様様だったのです。本当に偉
かったのです。営林署に行くのに、大変な思いをして玄
関を入ったように思います。
私が養魚場にいたときに起きたのは、ナイロンザイル
事件、昭和31年 1 月 2 日、これは井上靖さんの氷壁にあ
りますけれども、澤田栄介さんを奥又まで背負いおろし
て行ったけど、その時にあそこの松高ルンゼを彼を引き
ずりおろしたのです。もう雪が多くて大変な思いをし
て、奥又の池から今は無くなったけれども、宝の木まで
背負い出したのですが、とてもとても担いでおろせる、
そんな状況じゃありません。松高ルンゼを引きずりおろ
したのですが、今考えてみると本当に無茶というか、命
知らずというか。もしあの時に雪崩がでていたら、本当
に十数人亡くなっているところです。そういう中で、彼
をあそこから引きずりおろしましたが、私が奥又に行っ
たのは、その時が 2 回目なのです。その前は、昭和20年
代、東大の総長に南原さんという総長がいましたけれ
ど、東大の南原総長さんの息子に南原実さんという方が
いて、この南原実さんと11月の終わりの初冬のころ、も
う雪が降って中畑新道も大変な雪でした。奥又の池から
A 沢を超えて、前穂に行こうと登ったのですが、結局雪
が深くて胸突き八丁。そういう積雪でした。それで A
沢の分岐点まで登って引き返したのですが、私の着てい
たものは、ズボンから上着から全部もうバリバリなので
す。ところが、南原さんが着ているものは全然凍ってい
ないのです。「南原さん、なんで俺のはこんなに凍って
いるのだろう」って聞いたら、
「銀ちゃんそれは木綿だ
からだよ」っと。そうかずいぶん違うものだなっと、そ
の時は思ったのですが、その時に登ったのが初めての奥
又でした。それでナイロンザイル事件の時は 2 回目だっ
たのです。たまたまナイロンザイル事件は 1 月 2 日。そ
の前の年の12月28日、このときは東京の山岳会、東雲山
渓会という人が明神の最南方、明神の五峰で、ナイロン
ザイルが切れて、その当時東雲山渓会の大高さん、それ
から有賀さんという二人が落ちました。大高さんは打撲
で済んだのですが、この時、私は養魚場にいて、養魚場
から西南方の北、ひょうたん池の脇ですけれども、そこ
まで彼を迎えに行った記憶があります。 1 月の 2 日岩稜
会の前穂の、先ほどの氷壁のモデルになったナイロンザ

イル事件。それからそのあくる日 1 月 3 日には、大阪市
立大学の山岳部がこの前穂でナイロンザイルが切れて落
ちています。だから続けて 3 件のナイロンザイルが切れ
た、そういうことがあって、ナイロンザイル事件はあと
ずーっといろいろなことがあり、ずいぶんこれは大変な
ことだったのです。
養魚場にいても遭難事故はけっこうありました。一番
大変だったのは、前穂で茨城大学の学生が二人遭難した
から助けに行ってほしい、というものでした。今は故人
となりましたが、西穂山荘の小屋番をやっていた古根と
いうのがいたけど、古根氏と二人で奥穂に向かいました。
それで奥穂の小屋に行って待っていたら、ちょうど大雨
で、嵐だったのです。そういうときに、
「助けくれ〜」っ
と、信大の山岳部の学生が飛び込んで来ました。それで
奥穂の頂上から梯子の上で、みんなもう大変と言うこと。
私も、それを聞いて現場に行ったのですが、小石が飛ん
でくるやら強い嵐の中でした。私の目の前で亡くなって
いたのは信大の学生が 2 人、それから茨城大学の学生課
長さんも亡くなっていました。私の目の前で 3 人亡くな
っていました。これはもうどうしようもなかったです。こ
のときは何とか助けてやろうと思って、頬を引っ叩いた
り、いろいろしたけれども、もう瞳孔が開いているので
すよね。本当にかわいそうだったけれども、そういう思
いをしたことがあります。
あとは昭和34年の東大山の会の北穂滝谷での大遭難で
す。涸沢にある東大の診療所はこの関係で、私が上高地
にいるときに知り合った、南原総長の息子である実さん
をはじめ、東大の医学部を出た鳥山という先生たちが、
大勢の山に来る人たちのお世話になったのだけれども、
何かお手伝いすることはないだろうかということで、東
大の先生方にお願いして今の診療所があります。
また私が養魚場から涸沢にくる、このきっかけを作っ
ていただいたのは、これは、東大山の会の方々に心配を
していただきました。私が昭和20年代に養魚場にいたこ
ろは、家では炭焼きをしたり、薪切りをしたり、材木切
りをしたり、そういう仕事をしたけど、山仕事も嫌だか
ら、東大の山の会の皆さんに何とか俺を東京に連れて行
って、仕事を探してよ、ということで、家出をして、東
大の皆さんの家を訪ねて、東大の朝倉という人ですが、
この朝倉さんが東大の加藤誠平というこれは東大でも索
道科の大家の先生だけれども、その加藤先生に紹介して
いただいて、加藤先生と一緒に今の環境省、当時の厚生
省の国立公園部に、千家哲麿さんそれから田中敏さんが
おりまして、その千家さんと田中さんに、千家さんは加
藤先生の大学の後輩だったのです。そういう仲で、お願
いしていただきました。では何とかしよう、ということ
で、最初の仕事を仰せつかったのは、当時は中島良吾さ
んが上高地にいらっしゃって、当時は厚生省ですね。レ
ンジャーの中島良吾さんに、小林というものを何とか使
うように、ということで話があり、最初の仕事はこの涸
沢ヒュッテのこの下の分岐点、ここにテントを張って涸
沢の自然を守るべく、テント場の掃除から始まって、受
付をしたのが初めてです。登山者の指導をしながら、朝
昼夜と食事はヒュッテに来て、食事をしていたのです。
これは夏だけの仕事でした。この受付のほうは夏が終わ
った後、涸沢のヒュッテで、これは山口の親戚になりま
すけど、森泉さん、朋文堂社長新島章男さんが、新島さ
んはイワナを釣るのが好きで、うちの親父と黒部までイ
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ワナを釣りに行ったりして、新島の社長さんも良く存上
げていました。その新島の社長、それから森さんが、こ
こにきて、仕事をしないか、君、山の仕事をしなさい
よ、ということで朋文堂にお世話になるきっかけだった
のです。その明くる年、また厚生省国立公園部の中島良
吾さん、それから数人で朋文堂の東京にいらっしゃっ
て、小林の銀ちゃんを厚生省でレンジャーとして使うか
ら、うちのほうへ返しなさい、という話がありました。
朋文堂のほうでも、銀ちゃんはうちで面倒をみるから返
しませんよ、とこういうやり取りがありました。それで
ずっと涸沢ヒュッテで仕事をやらせてもらうそういうこ
とになったのです。涸沢のこのヒュッテに入っても一番
大変だったのは、ゴミの問題です。さきほど秋山さんと
もちょっとそんな話をしていたのですが、昭和30年代、
山へ来る人はみんな残飯をここへ置いて行きました。そ
れで涸沢は残飯の山があちこちにできて、下から登って
くると、風下になったほうには異臭というか、本当に大
変な匂いが S ガレのあたりまで匂ってくるのです。北
穂から降りてくると、上のほうに涸沢のこの残飯の湯気
がいく、これは大変だということで、昭和38年ごろでし
ょうか、厚生省のレンジャー、今は環境省だけれども、
先ほどからでている澤田栄介さんが上高地のレンジャー
でいらっしゃって、私とこのヒュッテの小屋の屋根の上
で、涸沢どうしようか、というようなことを二人で地図
を描いたような、そんな記憶があります。その当時は、
ヒュッテの下のほうまでずっとテント場で涸沢中どこに
張ってもよく、野放図だったのです。ヒュッテの下のほ
うにテントを張った人たちは赤痢になって、赤痢騒ぎに
なってずいぶん苦労したことがあります。その赤痢騒ぎ
で、上高地にバスでお客さんが下りると、アルプス観光
の前から上の方には赤痢が出ているから行かないように
と、マイクで放送があったりしたことがあります。
そういうことから始まって、涸沢では夕方になるとテ
ント場ではあちこち煙が立ち上ります。朝と夕方、テン
トの人たちは、薪で料理を作っていたから、煙が上るそ
の姿は目に浮かびますけれども、だんだんと見ていく
と、涸沢のこのナナカマド、ハイマツが少なくなって、
薄くなってくるのです。涸沢ヒュッテも涸沢小屋も薪を
使っていました。その当時はそれで間に合っていました
けど、ヒュッテのこのまえの下のほうを見ると、S ガレ
に大きなダケカンバがあります。あのダケカンバからず
っとあの辺は本当にいっぱいダケカンバがあったので
す。それを涸沢の小屋が10本、ヒュッテが15本、毎年営
林署にいって許可していただいて、それで背負い上げて
薪にしていたのです。それから屏風のほうの道の上下、
今のトイレの前、この辺り本当に薪を払い下げ、上から
下を見るときに、ずいぶん薄くなったな、これじゃあよ
くない、ということで、それでは涸沢では煙を出さない
ようにしようということにして、テントの人たちにもず
いぶん強制的に、涸沢ではもう煙を出しちゃいけないと
しました。薪を背負ってきたけどどうしよう、と言われ
れば、とにかく薪しかないんだったら横尾まで下りなさ
い、と。そういうことでテントの人たちも、ずいぶん苦
労したということもあります。ゴミの問題、それから薪
の問題、いろいろありました。
とにかく私は涸沢で、明神から涸沢、今年、誕生日が
くると81才になりますけれども、もう仕事のほうは山口
にしっかりお任せして、私は涸沢に来てここで皆さんと
❹
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酒でも飲んで、ということが出来たらと思って昨日も、
ここへきてずっと夕べ遅くまで酒を飲んでいて、皆さん
の前でこういう風にお話をするのは初めてなのです。酒
を飲みながら話をすると、 2 時間 3 時間すぐ終わります
けれども、こうしてお話をするのは苦手なのです。これ
からも何年ここに来ることが出来るかわかりませんが、
歩くなんてことも大変なので、たまにヘリが来るとき
に、ヘリで来て、おう孝、酒飲むぞ、ってやっておりま
すけれども、これからもそんなことで来ますので、山口
孝さん、これからもよろしくお願いします。
私の生きてきた姿はやはり明神それから穂高で、私は
ここで皆さん方とお知り合いになれて、色々なことを教
えられて、それで勉強させていただいた。そういうおか
げで、今こうしてまだ元気でありますが、これからもみ
なさん本当によろしくお願いしながら、皆さんがまた元
気で来ていただきたいと思います。私も涸沢で皆さん方
とお会いできる、こういったことをお願いして私の話を
終わりたいと思います。これからまたいろいろな話が出
ると思いますけれども、聞いてください。本当に今日は
皆さんありがとうございます。
小林久雄：
ありがとうございました。非常に珍しい話とか貴重な
話が聞けたかなと思います。確かにゴミや、燃料の問
題、そういうなかで大変にご苦労されて、今のみんなの
こういう会とかも開けるような、こういう場所があるん
だなという風に思います。引き続いて、山口さん、秋山
さんからも話をいただきながら、今日は常念の山田さん
も見えているみたいなので、そんなところもちょっと話
をいただきながら進めたいと思いますのでよろしくお願
いします。また後半の部でも親分に質問とかあれば、お
聞きしたいなと思っております。今、明神から涸沢のほ
うに親分来られたという話の中で、いろいろ話がありま
したので、また一杯飲む機会の中でもお聞きしたいこと
があれば、聞いていただければと思います。時間の関係
もありますので、先に進めさせていただきます。さっき
もありましたけれども、涸沢という場所は非常に雪崩と
かそういうことがあったということで、山口さんのほう
から今年、今はもうきれいに売店が直っていますけれど
も、売店が壊れたことがあったので、春の雪崩の話だけ
ちょっと孝さんのほうからしていただいて。
山口 孝：
4 月26日なのですが、私も初めてだったのですが、親
分に聞いたら「俺もその経験はないぞ」と言われたので
す。まさかヒュッテに雪崩が飛び込んでくるなんて、夢
にも思わなかったです。私どもは開山祭の準備で、その
とき私はちょっと山を下りていたのですけれども、 4 月
22日から 1 週間、毎日雪が降りました。ヒュッテ周辺は
大体 1 m 50 cm くらい積もりました。雪の降る間は毎日
何をやっているかというと、ここから玄関をでてトイレ
に行くところの雪かきです。要するに、生活道路を確保
することに精一杯です。親分も電話で「それだけ雪が降
っていたら危ないから、テント場まで行くんじゃない
ぞ」とか「ヒュッテから外にでるな」とか「部屋に入っ
て、中で一杯飲んでいろ」と言われていました。朝から
一杯飲んでるわけにいかないよ、と言いましたけど。そ
れくらい天気が悪かったのです。それで 4 月26日の日
に、親分の息子でここで一生懸命やってもらっている剛

というのがいるのですが、彼がちょっと外の売店内で仕
事をしているときに、本体はテント場までどーっん、と
いったのですが、余波、本当の端っこの余波がちょっと
ヒュッテに入ったのです。それがもう爆風というか、親
分が言うには、雪崩の押す前のホウっていうか、空気み
たいなのが、どーっん、ときて、それで売店が10 m く
らい根こそぎ吹っ飛んで行きました。そのそばにいた剛
が巻き込まれて、命があってよかったのですが、左足を
売店の材と一緒に飛ばされて複雑骨折でした。まだ松葉
杖をついて、今は何とかリハビリしています。こういう
予期せぬことがあるのだなと思うと非常に怖いです。山
小屋の仕事というのは怖いなと、自然には敵わないなと
いうことを、今年は痛切に感じました。おかげさまで剛
のほうも順調に回復しておりますので、命があってよか
ったなと本当に思います。実はその時に、毎日毎日テン
ト場のほうに行って、涸沢小屋のほうからホースで水を
引っ張っているのですが、朝晩寒いので夕方の 4 時半ご
ろ毎日ホースを低いところへ外しに行くのです。毎日男
衆で外しに行くのです。もしその時間に行っていたら、
もしその日も同じような動きをしていたら、男衆 3 人く
らい埋まっていて、たぶんこの夏まで出てこなかったと
思います。運よく剛の骨折だけで済んだな、という風に
思っています。そういうことで、念には念を入れて、予
期せぬことがあるので、やっぱり山の神様どうかお手柔
らかに、と手を合わせてお祈りするしかないかなという
感じを受けました。
小林久雄：
そんなこともあったと、ここにいるとほとんど信じら
れないことかもしれないですけど、この周り地形がカー
ルということとそんなこともあります。今年、大震災と
か津波とかいろいろありますけど、ヒュッテも本当に何
年かぶりの災害とか被災を受けているということで、ち
ょっと紹介していただきました。あと今親分のほうから
も話がありましたけれども、薪を使っていた時代からた
ぶんヒュッテが、歩荷の時代とか、それから歩荷って言
って荷物を上げていた、さっきも話がありました。横尾
から毎日毎日背負って上がっていた時代の話とかを、秋
山さん、山口さんのほうからどんな思いだったのか、と
いうことで紹介していただきながら、たぶんその当時ど
のようななものを運んでいたのかな、というのもあるの
ですけど、燃料もだんだん石油ですとか、プロパンガス
ですとか、そういう風にして小屋の生活もだんだん変わ
ってきたのだろうなと思います。薪の時代に、この周り
で薪を使っていて、みんな切っていったら緑がみんなな
くなってしまい、たぶん今の涸沢は全然存在していなか
ったと思います。その点で、早めに、アルプスの中でも
北アルプス一帯の山小屋の中でも、早めにシグナルを出
して、変えていったほうがいいじゃないか、とされた御
苦労とかあると思いますので、その辺を含めて山口さん
と秋山さんのほうからお話をお願いします。
山口 孝：
私ばっかり話してもしょうがないので、秋山さんは、
実は私とデビューが、デビューといいますか、山に入っ
たのが同じくらいです。彼は私より 2 つくらい若いで
す。出身は木曽の藪原なのですが、やっぱり山が大好き
で、ここから上の北穂小屋に入っていました。その当
時、北穂小屋の親父さんは小山義治さんで、今の義秀さ
んのお父さんですが、その人が現役の時に彼は入ってい

ました。何をやっていたかというと、北穂小屋にいたと
きはゴミ燃やしです。あとは毎日横尾まで歩荷。その辺
のところの苦労話や、どうしてこの人が歩荷になった
か、そして我々といっしょに酒を飲んでお付き合いして
いるかという話も含めてお願いします。
秋山行男：
今日この席にいる自体不思議なのですが、今日は天気
に乾杯ということで。
私は、孝さんと同い年にデビューしました。ヒュッテ
というところはすごく恐ろしいところで、私が朝 5 時半
ごろにご飯を食べて、すぐ下へ降りて横尾まで行って、
北穂まで往復するのです。ヒュッテの人たちは、ここの
掃除が終わってから行くわけですね。それで10人くらい
で行くわけです。私が横尾から荷物を背負って本谷橋の
上あたりのところで、一人で荷物を背負ってくると、こ
の人たちが10人くらいで下りてきます。
「おう、あそこに
ジュース置いてあるから、ジュース飲めよ。
」って言って
くれるのですが、正直言ってあのころの小林さんっての
は、今日のメインの人ですけれども、鬼銀でした。通称
鬼銀と言われていて、今は本当に丸銀ですけど、あのこ
ろは本当に鬼銀で、長野県警の人たちも、小林さんに
は、ちょっと銀ちゃん、と言える人は少なかったのでは
ないかと思います。小林さんと視線が合っただけで恐ろ
しくて、みんなびびるといわれていました。俺も小山義
治社長とここに来るのですが、俺は分岐のところで待っ
ているのに 3 年、ここに入ってお茶を飲むのに 3 年かか
りました。孝さんやみんなで気が合って、一番楽しかっ
たのは小屋終わってから、小屋の11月の仕事が終わって
から、もう営業終わりです、と言ってからでした。要す
るに親分とかみんな下りるわけですね。そうするとここ
で気を休めるときがあるわけです。11月の20幾日までで
す。毎日ここでマージャンをやって、マージャンは絶対
禁止だったんですけど、営業が終わればオッケーでし
た。それで酒もそこに置いてある分はオッケーでした。
飯も一日二食を自分たちで炊いて、それでご飯食べまし
た。お客さん来ても全然関係ないから、
「おいトイレだけ
汚すなよ」と言っていました。あとはこれは自慢なので
すが、ヒュッテで従業員以外で酒の量一番飲んでいるの
はおそらく私だろう、というほど飲ましてもらいました。
小林さんはすごく厳しい人だったけれども、なぜか俺に
は「秋、お前どうするんだよ。お前はこれしかないだろ
う。
」って、それで飲ましてもらったのは、今でもいろい
ろしてもらっているのですが、私の最高の財産で、私は
幸せ者です。小山の親父っていうのは俺の物の見方、考
え方を教えてくれた人ですが、小林さんは今現役でここ
にいらっしゃるので、まだコメントは差し控えます。
山口 孝：
歩荷ですが、北穂というのは横尾から涸沢は本当に中
継点なのです。北穂をこれから登るとなると、私はもう
行く気がしなかったですね。もう半端じゃないでしょ。
斜度も変わるし、四つん這いになって上がらなくちゃい
けないので、彼も目一杯背負って50 kg くらい？
秋山行男：
50 kg だね、50 kg。朝起きて横尾まで飛んで行って、
ヒュッテから上が勝負だからね、北穂の場合は。S ガレ
からここまでの空気が一番悪かったですね。どういう空
気かは何とも言えませんけど。ここから上は割合うまい
空気でしたけどね。以上です。
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小林久雄：
最後はどのくらいで登っていたのですか。速いですよね。
秋山行男：
結構速いです。もうここから上は時間調節です。早く
着いちゃうと仕事を手伝わないといけないから。あの頃
は北穂もけっこうものすごい人が来たのですよ。100
人、200人。100人はもう当たり前でした。
小林久雄：
その食料もっていくんでしょ。
秋山行男：
はい。ヘリが不定期便でしたので。今は定期便で飛び
ますけれども、あのころは名古屋のほうの航空会社で中
日本という会社でした。不定期便で、基本的にヘリポー
トにヘリがいても、ヒュッテの従業員は毎日歩荷です。
これはもう伝説です。孝さんは、100 kg を背負えま
した。100 kg は大変なことです。若い新人が40 kg から
50 kg 背負っても、はぁはぁ言って着かなかったのです。
確かにヘリは飛んでいました。ただヘリは、焼岳にち
ょっと煙がなびいたら、もう行かなかったのです。
山口 孝：
ヘリが北穂へ飛んで行っても、10回のうち 5 回くらい
はお持ち帰りでした。槍もそうですし、お持ち帰り、と
いうのが多かったですね。親分は、一応ヘリが飛ぶ時で
も「おまえとにかくいいよ。ちょっと横尾まで行って来
い。
」と言って、それで行って荷物を背負って登って来
て、ヒュッテの辺が見えるころになるとヘリが屏風のこ
ろから上がってくるのです。
その時にね、何を背負っていたと思います？ サッポロ
ジャイアンツっていうあの瓶のあれです。あれを 1 ケース
25 kg、それ 3 ケースです。それを背負わせるのですよ。
それで、ここでそのすぐあとお客に飲ませていました。
入れ物の容器も重たい、ビールも重たいです。あのサ
ッポロジャイアンツどかーん、ていう、当時 CM があ
ったのですが、あれが一世を風靡したころに背負い上げ
ていて、親分にはよくしごかれて…。ありがとうござい
ました。
小林久雄：
というお話でした。せっかくですから、後ろのほうに
常念の山田さんもいるので、ちょっと前の方におねがい
します。常念小屋の山田さんです。山田さんにも山小屋
の苦労話とかあったらちょっと、親分の思い出とか。
山田恒男：
親分は何年生まれですか。
小林銀一：
昭和 5 年です。
山田恒男：
私は昭和 7 年生まれです。親分のほうが 2 歳年上だか
ら、こっちは親分で、私は親方ですね。大正 8 年に常念
小屋が出来たました。北アルプスで一番古いです。その
名前を残して、「小屋」のままの名前でやっておりま
す。ここと違って、小屋のあるところは平らな場所です
が、このヒュッテのある場所は、本当にでこぼこして大
変ですね。小林さんの息子さんが松葉づえでは、ちょっ
と暮らせないですね。まあそういった大変な小屋なので
すけど。ここの小屋の発祥の話が、私の親父も絡んでお
ります。さきほど朋文堂という本屋でしたが、もう今い
らっしゃらないのですが、新島社長という方でした。編
集長は森泉さんで、森さんは山口くんのおばさんという
❻
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関係です。
「山と渓谷」という本がありますが、その頃
売れていたのは、「山と高原」でした。本当にとてもよ
く売れていました。それから名古屋の中日新聞がやって
いた「岳人」というのが、三大誌でした。
「山と渓谷」
のほうが専門誌らしい感じで、
「山と高原」のほうはち
ょっとこう一般向けの感じがしました。それから写真集
をたくさん出したのです。いい写真集いっぱいありまし
た。でもいろいろなことでお辞めになりました。その新
島さんが、私の親父と友達で、東京に行くと銀座にお酒
を飲みに行ったりする仲間でした。それで、涸沢に山小
屋を作りたい、と言われました。環境庁からの許可を取
ったけれども、長野県のほうはあまり付き合いがないか
ら、ということでうちの親父が、長野県の観光課とか県
知事のほうに話をしました。
横尾は常念から一番近いところなのでよく来ます。そ
の頃はまだ、澤田さんは岩登り屋だから、あまり冬の事
知らなかったのです。どこから雪崩が来るかわからない
から、小屋の設計は早稲田の吉阪隆正先生って方で、日
本の建築史に名前の残った大変な方が、このヒュッテの
図面だけ作ってあったのです。ところが、この図面で果
たして雪崩にもつかということは、誰も知らないわけで
す。そこで、一つ小さい小屋を作りました。一番最初の
小屋が、ちょぼっとした小さいもので、それが実験台で
す。そのときに、横尾山荘は 4 月からやっていますか
ら、その雪の具合をお前捜しに行けと言われて、その時
に来た人の名前を挙げてみます。まず日本人でオリンピ
ックのスキーで銀メダルを取った猪谷千春さんです。そ
れから、孝くんのお兄さんが野沢のスキーの名人で、長
野オリンピックの時の長野県のコーチだった人です。私
は田舎風のスキーで、 3 人で組むわけです。まずは横尾
まで行きます。それから穂高まで行くのです。山田さん
は、ごゆっくりと、と。メダリストの千春さんですか
ら、私は命がけです。私は、登るより下りが時間がかか
るのです。登りは一番早いです。そんなこと 3 年やった
のですが、 1 年目にやったときは、北穂から雪崩がきま
した。今の社長の住んでいる部屋は、ちょうど北穂の見
えるところ、真正面ですけど、北穂からまず雪崩が来た
1 年目でした。 2 年目は、今度は北尾根から来ました。
どかぁんと。まともに向けたら飛ばされてしまいます。
それで、これを横向きにして、こちらに石垣をたくさん
積もう、こちらもそうしよう、 3 年目に欠点が詰まって
きまして、作ってからもうバラバラでした。それで雪崩
の実験をして、吉阪教授に建物をここに作ってもらいま
した。本当にすごい雪崩でした。
真冬にここに来るのは、若者だけでした。アプローチ
がもうえらいから。本当に涸沢は怖いところで、あそこ
に小屋をつくるということで、地元の人はみんなびっく
りしました。涸沢というのは、稲刻部落とそれから島々
部落で入札でやっていたのです。入札で島々のほうが最
終的に勝ちました。
小林さんのお父さんはイワナ釣りで、すごい名人でし
た。イワナというのは、上高地に今いるイワナはマスが
混じっているんですか？ 今はもう大変。マスから始ま
って、いろいろ混じっているのです。横尾から奥くらい
は、本当のイワナなのです。本職の人は、虫をつけるの
はなくて、偽の餌をやるのです。私どもにやらせると失
敗して落とすでしょ。そうすると 2 日間くらいイワナは
食ってくれないのです。ところが五千尺さんに行けば50

匹頼まれていると。小林さんのお父さんは釣ってしまう。
小林銀一：
山田さんありがとうございました。私、さっき養魚場当
時のお話も申し上げましたが、今日ここにおいでの久保
田さんは、私が養魚場当時にしょっちゅう養魚場に来て、
私と語った人です。久保田さんもお年だけれども、よく
登ってきていただいてありがとうございます。それから石
松さんも私が養魚場当時、よく私の姿を見ていただいた
方です。そういう仲で、本当にありがとうございます。
それから今、秋山さん、それから山口もそうだけれ
ど、歩荷は歩荷だけれども、山小屋の親父さんたちは昔
から山小屋を建てるために、歩荷はその当時北穂の小山
さん、これは昭和22年、横尾から80 ㎏くらいある梁を
背負い上げて、それで小屋をつくりました。それから奥
穂の今田重太郎さん、大正13年に奥穂の小屋をつくった
のだけれども、奥穂小屋の梁は130 ㎏でした。そういう
風にみんな昔の人たちは苦労しているのです。北穂の小
山さん、南陵の道を開けるために、ハイマツを切ったり
しました。これは薪に使っていたのです。そういう風
に、薪を作りながら道を整備しました。薪を払い下げ
て、それで自分たちで歩きやすい山道を整備したもので
す。そういうことで、道の関係も山口に厳しくしなさい
と言っております。
山口 孝：
はい、ありがとうございます。親分は昔から、山の道
は、登山道っていうのは、小屋番の道だということで、
手入れしろよ、と言っていました。前に群発地震があり
まして、ひと月ぐらい上高地線が不通になった時があり
ました。親分はちょうどその時、上高地の区長をやって
いました。そのとき俺に何言ったかというと、お前チャ
ンス到来だな、今こそ登山者が来ないんだから、徹底的
に横尾までの道を直せ、と言いました。毎日毎日直せと
言いました。やりました。そのくらい登山道の手入れは
しております。ありがとうございます。
小林久雄：
せっかくですから、何か質問のある方はいませんか。
丸山祥司：
どうも親分ありがとうございます。質問というか、私
ももう40何年通っております。143回くらいになりま
す。親分を、ずっと若い時から見てきていますが、一つ
今話の中で全く触れなかったことで、ちょっと親分に一
言だけ答えていただきたいな、教えていただきたいなと
いうことがあります。それはし尿問題です。涸沢は、今
は日本一のきれいな山のトイレだと思います。このよう
になるまでに、非常に親分は苦労し、大変な困難を乗り
越えて、今こういうトイレになっています。これは本当
に誇るべきトイレですから、その辺で親分の考えておら
れることをお願いします。私どもは信濃毎日新聞でし尿
問題の大キャンペーンで取材をして、いろいろお世話に
なりました。そこにいる山田さんも本当に協力してくれ
ました。本当にこの席を借りてお礼を申し上げたいので
すが、こんなにもたくさん来るところでのし尿問題に対
して、どういう風にやってこられたか、ちょっとお話お
願いいたします。
小林銀一：
今、丸山さんからのお話の通り、涸沢の一番の問題は
ゴミの問題と、それからトイレの問題でした。松本で、
山小屋の集まり、いろいろな行政の集まり、保健所の集

まり、色々とありましたが、保健所の集まりの時には、
涸沢のこのトイレの問題が一番厳しく指摘されておりま
した。梓川に大腸菌がウヨウヨしていると、言われまし
た。これは涸沢が一番の元になるということで、言われ
てもこれはもう仕方ないことなのですが、涸沢のトイレ
は、穴を掘ってそこに垂れ流しでした。それが下のほう
に浸透していき、それで本谷に大腸菌がウヨウヨしてい
るのではないかと言われ、それは涸沢のトイレが問題で
はないかと、ずいぶん保健所にも指摘されました。その
当時は登山者がそこでトイレをする、そういう排泄物が
流れて、本谷の橋を渡って、今水が出ていますけれど
も、あそこは本当に飲める水じゃなかったのです。そう
いう中で涸沢のトイレは、穴を掘ってそこにパイプで垂
れ流しでした。何とかこのトイレをきちんとしなきゃダ
メだな、というように思っていました。皆さん方で昔か
らおいでの方はご存じのとおり、朝夜、トイレは列を作
って、長いときは 3 、40分待っていないと番が来ないと
いう大変な時代でした。そういう時に保健所に行くと、
保健所はとにかくきちんとやりなさい、保健所はただ指
導するだけだ、とういうことなんです。長野県にはずい
ぶんと陳情しました。当時の厚生省の国立公園部にも、
お願いに行ったりしました。環境庁になってから、環境
庁の方にもずいぶんとお願いして、環境庁の瀬田信哉さ
んという方がいて、瀬田さんにはずいぶんお願いしまし
た。結局最後は、上高地に国会議員の超党派で、唐澤俊
二郎先生が上高地を予算付けしようということになり、
上高地緑のダイヤモンド計画ということで100億という予
算が付いたのです。この予算の中で、上高地を整備しま
した。だんだん奥のほうに整備が進みました。上高地の
駐車場、河童橋、それから田代橋、それから明神橋は最
後になりましたが、横尾の橋、それから上高地のキャン
プ施設、トイレから始まってずいぶん整備してもらえま
した。一番最後に涸沢のトイレを環境省で作ろうという
ことになりまして、環境省の指導の下、涸沢のトイレを
つくっていただきました。環境省に作っていただいたそ
のトイレに、右へ倣えで、ヒュッテでまたそれを増築さ
せていただいて、今のトイレになっております。本当に
トイレ、それからゴミのことは、ずいぶん苦労してきま
した。そういう流れで、山の人たちにはトイレはきれい
じゃなくちゃダメだなと思いながら、いくらトイレをき
れいにしてもやはり垂れ流しこれはよくないなと思って
いました。結局その当時から、下におろしなさい、とい
う指導がありましたけれども、下におろしてもその物を
どこで処理するかということで、当時はトイレを受け取
ってくれる場所がなかったのです。そういう中でも下に
おろすしかしょうがない、とにかくトイレはいろんな方
に協力していただきながら、現在のトイレがあります。
そういうわけで、
環境省様には本当に感謝しております。
小林久雄：
はい、ありがとうございました。ご存知の方はあると
思いますが、山小屋のトイレの使い方っていうのもそれ
なりのルールがありますので、そういう風にしてみんな
で楽しくできるようにしたいという風に思います。これ
が、日本中に伝わって日本中がよくなれば、山小屋がみ
んなよくなれば、楽しく山の生活とかできると思います。
ちょうど時間がきましたので、長い時間ありがとうご
ざいました。

山岳科学総合研究所ニュースレター

第28号

❼

林野庁中信森林管理署と連携・協力に関する協定を結びました。
11月12日
（土）
開催 2011年度
「信州フィールド科学賞」
授賞式および記念シンポジウムのお知らせ
山岳科学総合研究所は、林野庁中信森林管理署と北アルプスを中心とする国有林における連携・協力について協
日 時 :2011年11月12日
（土）
13:00～17:00
会 場 : 信州大学理学部 C 棟 2 階大会議室（※駐車場がございませんので、公共交通機関をご利用ください。）
定を締結しました。大学と森林管理署が協定を結ぶのは、全国で２例目です。
参加費 : 無料（申し込みも不要です。お気軽にお越しください。）
この協定の目的は、両機関の管理区域・施設を相互活用する中で、森林及び山岳分野にかかる研究教育、技術開
授賞式（13:00～13:50）
「信州フィールド科学賞」
土居秀幸
発等の相互協力が可能な事項について具体的な連携・協力を効果的に両機関が図り学術の振興及び環境保全の発揮
「信州フィールド科学奨励賞Ⅱ種（卒業論文）」 森井悠太
に寄与するとともに、地域に貢献することです。
記念シンポジウム「食物網から読み解く河川・湖沼生態系の成り立ち」（14:00～17:00）
花里孝幸（山岳科学総合研究所山地水域環境保全学部門）
具体的な実施事項は、
「趣旨説明」
土居秀幸（広島大学）◎受賞記念講演
・共同研究の推進
「山岳の極限環境と食物連鎖長を利用して食物網を読み解く」
・両者の管理区域・施設の相互活用
竹門康弘（京都大学防災研究所）
「湧水河川『柿田川』の食物網と栄養起源の特徴」
・技術開発、試験研究等に係る指導及び助言
吉岡崇仁（京都大学フィールド科学教育研究センター）
・人材育成の推進及び相互支援
「生物地球科学で見る森川海のつながり
森里海連環学への道程」
・情報交換・情報発信の相互支援及び共同実施
山岳科学ブックレットNo.
8「ツキノワグマの生態学」
刊行のお知らせ
・その他、本協定の目的遂行上必要事項 です。
山岳科学ブックレットの第 8 弾、
「ツキノワグマの生態学」を発刊しました。
山岳科学総合研究所では、５月に白馬村の北アルプ
昨年のフィールド科学賞記念シンポジウムの内容を編集したものです。山岳科学ブックレットは長野県内の書店
または県外の主要書店にてお買い求めいただけます（税込定価980円）。お求めに関するお問い合わせは、オフィ
ス白馬岳で発生した山火事について中信森林管理署と
スエム（電話026-237-8100）へお願いいたします。
合同で調査を始めています。ライチョウやチョウへの
影響については、すでに調査を開始しており、今後は

表紙の写真：GPS 測量による積雪量の算定
ハイマツが燃えたことによる土砂災害や冬場の土壌凍

７月２
７日に林野庁中信森林管理署（松本市）において、協定書の調
印式が行われました。

上高地の槍沢・涸沢・岳沢では、カール状地形を示すように氷期には氷河が発達したと考えられている。これらの谷
結への影響についても調査をする予定です。

7 月 8 日（金）～ 9 日（土） 涸沢談話会（第14回上高地談話会）
「上高地今昔物語―明神そして涸沢―」
（小林銀一）
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月30日（土）
信州大学連続防災講演会―地域と共に考える防災― 第 2 回
「過去の地震災害から学んで防災を考える」（信州大学・泉谷恭男）
、
「活断層地震防災を考える ―長野県の活断層―」
（信州大学・廣内大助）
、
「福島第一原
ÖÖ} 発事故と放射線・放射能」
|{[\ （信州大学・村松久和）
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9 月 3 日（土）
信州大学連続防災講演会―地域と共に考える防災― 第 3 回
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「過去の地震災害から学んで防災を考える」
（信州大学・泉谷恭男）
、
「地震で崩れる火山」
（信州大学・三宅康幸）
、
「液状化のメカニズムと予測・対策」
（信
州大学・梅崎健夫）
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10月 1 日（土）
信州大学連続防災講演会―地域と共に考える防災― 第 4 回
「長野県北部地震・栄村における農地災害」
（信州大学・内川義行）
、
「地震や降雨による土砂災害からの回避策」
（信州大学・平松晋也）
、
「福島第一原発事
故と放射線・放射能」
（信州大学・村松久和）
10月15日（土）
山地水環境教育研究センター第16回公開講演会 / 放送大学長野学習センター平成23年度公開講演会
「長野県の地震活動を考える」
「東北地方太平洋沖地震と長野県内の地震活動状況、特に諏訪
地域の地震について」（信州大学・角野由夫）、
「諏訪盆地を通
山岳科学総合研究所の事務員になってから１か月半が過ぎました。
過する『糸静線活断層帯』の活動履歴と将来の地震」
（信州大
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私の山の思い出と言ったら、高校生の時３年間毎年あった強制登山です。
学・塚原弘昭）
10月22日（土）
第15回上高地談話会
（欠席すると追登山まで）海なし県長野（一部地域限定？）ならではの行事
発行日：2009年８月
２
１日
2011年10月11日
「リモートセンシングで見る気温変化―気象観測点周辺の土地
なのですが、私はこの登山の時期がくると本当に憂鬱でした。それ以来、山に
被覆変化と気温上昇―」
（山岳環境創生学部門・高木直樹）
登ることはなかったのですが、研究所のみなさんが楽しそうにフィールドへ出
発行責任者：鈴木啓助
「定点撮影カメラによる高山帯観測の事例紹介とネットワーク
かける様子を見ていると、山っていいのかもと思う今日この頃です。（あ）
化について」
（国立環境研究所・小熊宏之）

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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研究所 行事日誌（2011年
7 月～2011年10月）
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● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

は、冬季の北西の季節風に対して風下になるため、現在でも多量の積雪に覆われており、夏過ぎまで残雪を見ることが
できる。その多量の雪は、雪崩を引き起こしたり植物の芽吹きを遅らせたりするが、人々の営みのための水資源として
今回の連携・協力に関する協定を結んだことで、より一層研究教育に励んで行きたいと思います。
極めて重要である。しかしながら、その量をきちんと見積もることを、これまで怠っていた。そこで、北アルプスにお
● ●ける水資源としての雪の量を算定する試みのひとつとして、GPS
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
測量による手法を取り入れている。奥穂高岳をバック
に、写真の真ん中に見えるふたつの円盤が GPS のアンテナである。ふたつ並べて、お互いの位置関係を精密に調整し
表紙の写真：ヒマラヤひだの峰、ガンチェンポ
（６
３
８
７m）
ているところである。調整が終わると、アンテナのひとつを基準点として設置しながら、もう一方を右下の写真のよう
に雪面上を縦横無尽に移動させる。そうすると、雪面上の多数の地点の位置情報（緯度・経度・標高）を、基準点から

  
の相対的な位置として正確に算出することができる。そして、雪の下の地面の位置情報との高度方向の差異から、雪の

¡¢£¢ ¤¥¦¡§¨
深さを計算することができる。最も雪の多い時期にこの測量を行うことにより、それぞれの谷における積雪量を算定す
ることが可能となる。雪面上の
GPS
測量を、冬から秋まで繰り返し行うことにより、融雪の経過を追跡することもで
©ª«¬ ®¯°±¡²¢³´µ¶ ·¸¹º »¼½¾³¿
きる。
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（山岳科学総合研究所ÐÑÒ
鈴木啓助・佐々木明彦）
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