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第２特集

今年こそ3,776ｍの頂上へ

富士山登山大作戦
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槍ヶ岳から穂高をつなぐ岩の稜線

Hiking high on a Rocky Ridge. 
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大キレット
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槍ヶ岳から穂高をつなぐ岩の稜線

HIKING HIGH ON A ROCKY RIDGE

Photo by Tomoyuki Okano

Photo by Wataru Sugimura

大キレットに
挑戦したのは

なずな、
ゆっこ、
つじまい
左のなずな部長と右のつじまいは女
子登山部を牽引する正規部員。で、真
ん中のゆっこですが、じつは特別ゲ
スト。ザ・ノース・フェイスの小澤由
紀子さん!! どんな珍道中に!?
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　北アルプスを代表する盟主・槍ヶ岳
と、その南方に連なる穂高連峰とを結
ぶ岩の主稜線上に、あるエリアだけ大
きく切れ落ちた部分がある。
　それが今回の特集の舞台となる「大
キレット」だ。
　漢字で書くと大切戸。つづりからし
てもなんだかものものしいが、地図上
ではその迫力、深度はなかなかリアル
にイメージしにくい。けれど実際、大
キレットは名峰をつないで歩く縦走を
阻むように北アルプス南部の一角に深

く横たわっていて、いまも登山者の足
取りを止めては、「どうだ」と言わん
ばかりに鋭く口を開けて待っている難
所だ。一般登山道であっても、簡単に
は通してくれないその難易度の高さか
ら、登山好きなら多くが一度は憧れる
縦走路なのである。
　そうなるとガゼンやる気を出し、果
敢に、いやもはや嬉々として立ち向か
うのが、今回の元気印の女性メンバー
たち。
　大キレット踏破は３度目になる「お
とな女子登山部」なずな隊長を先頭に、
天然キャラと恐るべし健脚の持ち主の
部員つじまい、そして特別ゲストとし
て「ザ・ノース・フェイス」の小澤由

紀子さんを迎えての山行となった。
　今回たどったルートは、槍ヶ岳まで
は岐阜県側の新穂高温泉から槍平、飛
騨沢を登高していく静かな新穂高（右
股）ルート。槍のテッペンでガッツ
ポーズを決めたあとは、一路進路を南
へ取り、主稜線を南下。大喰岳
（3,101m）、 中 岳（3,084m）、 南 岳
（3,033m）を経て、この旅の核心部・
大キレットへ入っていく。〝対岸〟の
北穂高岳の山小屋で一泊して余韻に
浸ったのち、あとは一気に涸沢経由で
登山基地・上高地まで下る。　
　山行は雲上の絶景とスリルが連続。
夢のような岩稜ルートをたどるそれは
贅沢な３泊４日なのだ。

憧れの岩稜ルートを
たどる贅沢な３泊４日

Hiking high on a Rocky Ridge. 

槍ヶ岳から穂高をつなぐ岩の稜線

大キレットを
大攻略‼ 福瀧智子＝文　岡野朋之＝写真荻野なずな＆つじまい（おとな女子登山部）、

小澤由紀子（ザ・ノース・フェイス）＝モデル
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　２日目。槍平小屋をあとにし、樹
林帯のなか中ノ沢、大喰沢を渡って、
最終水場で小休止。そこから先は氷
河によって形成されたＵ字谷地形の、
広がりのある飛騨沢だ。朝露に濡れ
た高山植物が朝陽を帯びてキラキラ
と輝き、ときおり涼やかな風が抜け
ていく。本日の登りはまだまだ始
まったばかり。

　今回の登山口は岐阜県側、標高約 1,100mにあ
る新穂高温泉。２日かけてアプローチする槍ヶ岳
山荘までは高低差 2,000m近い登りになる。とは
いえ、初盤は緩やかなアップダウンを繰り返す沢
沿いの気持ちいいルート。木々の間に見える笠ヶ
岳や穂高岳を楽しみながら、ゆっくり高度を上げ
る。写真は登山家・藤木九三氏のレリーフがすぐ
先にある滝谷の沢。連日の雨で水量が多かった。

2日目は槍平小屋から
U字谷の飛騨沢を行く

山の入り口は緩やかな
アップダウンから
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　千丈分岐を過ぎ飛騨沢の後半になると、急勾配
のなか岩塊に埋まったつづら折れで標高を上げて
いく。雲間に見え隠れする槍ヶ岳の穂先は、まる
で天に届かんばかり。このあたりで 3,000mを超え
息も上がるが、ようやく登りきると「千丈乗越」
だ。右へ視線を送ると翌日たどる大キレットへの
縦走路が白く延びていた。

雲間に見え隠れするのは
天を突く槍の穂先

〝日本のマッターホルン〟で登頂記
念写真。穂先の広さは狭いと感じ
るか、広いと感じるかは人によっ
てちがうのだそう。ぜひご確認を

槍の肩から穂先までは標高
差100m。取り付いてすぐに
登りと下りでルートが分か
れ、切れ立った登下降。つ
じまい頑張れ！
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　多くの登山客で賑わう槍ヶ岳周辺が表通りとするならば、大キレットへと
南下する縦走路は静かな裏通りというところ。飛び回る鳥のさえずりと、足
元で踏みならす石擦れの音だけが響き、打って変わってその静けさがとても
心地いい。大喰岳から南岳までは、アップダウンを繰り返しながら岩場や整
備された石畳の上をゆく。写真は大喰岳山頂付近から振り返った槍ヶ岳の雄
姿。夏の朝の光はツンととがったシルエットを際立たせ、遠方の稜線までも
がシャープだ。この朝は風もなく、左に大天井岳や常念岳、右に笠ケ岳、正
面に穂高連峰を眺めながら、雲上の散歩道をたどる爽快なひとときとなった。

賑わいを離れ、一路南へ
打って変わったその静けさが心地よい

2017 SUMMER
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ナイフリッジをまたぎ、
反対側へ乗っ越す動きを
何度も強いられる。三点
支持をつねに意識して

最低鞍部を越え、次に待ち
かまえるのが長谷川ピーク。
飛騨（西）側は大迫力でそ
そり立つ滝谷の岸壁だ

　核心部で唯一の休憩ポイント
「A沢のコル」直後に始まる急
登。岩場の斜面をジグザグに登
り、飛騨側に回り込んで、もっ
とも難しいと言われる「飛騨泣
き」へ入っていく。気がつくと
暗雲立ちこめる雰囲気に。

　南岳小屋から先は景色が一
変！ いきなり洗礼を受けるよ
うに大キレットの激下りが始ま
る。高度感たっぷりの、崩壊が
激しいガレ場を慎重に降りてい
く。落石やスリップに注意しな
がら、間隔を適度に空けてクサ
リ場や 5ｍを超える長いハシゴ
２本を降下。難所はお互いを見
守りあって、安全を確認しなが
ら慌てず進もう。

１枚の写真では
収まらない
斜面の大きさ

大キレット道場
始まりました
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　大キレット最大の難所と言われる「飛騨泣き」にいよいよ到達。切
れ落ちた斜面のトラバースや、全身を使ってよじ登る岩場、背丈ほど
のステップが続き、さらにこのあとは浮き石の多いルンゼをクサリづ
たいに直登していく。が、難所として知られている分整備もされてい
て、足場も明瞭。鉄製ステップやボルトなども設置され、じつは比較
的歩きやすい。それよりもこの難所があとどれくらい続くのかという
ことの方が心の重圧だ。互いに声を掛けあうなどして緊張感が切れな
いよう注意したい。それにしても、緊張で黙りこくる男性スタッフに
対し、女性陣は声を挙げながらも一様にアスレチックに挑戦している
かのようにどこか楽しげ。オンナは強いのか？

「飛騨泣き」は文字通りのつらさ？
最大難所を通過する
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大キレット
徹底解剖

写真で解説します！

大キレットは、南岳の獅子鼻岩から
北穂高岳までの約2km、
標高差にして350mを抜ける登山道。
ナイフのように切り立った岩稜に
伸びる一筋の道をたどれば
北アルプスの楽しさが
より見えてくる！

核心部。両端が切れ落ちた岩稜が続く

なだらかな稜線が続く

くさり場やハシゴの連携

落差大！
2段の鉄バシゴ

飛騨泣き

手に汗握る
「長谷川ピーク」

つかの間の
なだらかな稜線

獅子鼻岩直下、やせ
た稜線の急なザレ道
を終えると、25段ほ
どの長いハシゴが連
続する。下りは怖い
が、ステップに密着
するのは危険。適度
に身体を放し三点支
持の要領で慎重に降
下する

長谷川ピークからクサリ
を伝って信州（東）側の
壁面を進む。続いてナイ
フリッジをまたいで４段
の鉄製ステップで飛騨側
の一枚岩を降下。踏み外
せば奈落の底という高度
感に、手に汗握る瞬間だ

獅子鼻岩から高度を下げた大キレットの底部は、
大岩の重なる道を通過し、しばらくはなだらかな
稜線が続いて比較的歩きやすい。ウエアの脱ぎ着、
水分補給など余裕のあるうちに行なおう

A沢のコル

獅子鼻岩

長谷川ピーク
2,841m

大キレット
最低鞍部

大喰岳
3,101m

お
気
を
つ
け
て
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「Ａ沢のコル」は
はるか眼下

最大難所・飛騨泣きへの登りで、振り返って
驚くのが長谷川ピークのそびえ立つ岩峰。図
解では岩陰に隠れるが、ボトムに核心部唯一
の休憩ポイントとなるA沢のコルがある

飛騨泣きを終え、浮き石の多いルンゼ状の急登を登りきると、ようやくひと息付ける
「滝谷展望台」だ。この日はあいにく霧が出ていたが、天候がよければ飛騨側の眼下に
は前日に登ってきた飛騨沢が広がっている

泣く子も黙る「飛騨泣き」

トラバースでさらに「飛騨泣き」

「滝谷展望台」付近

ここまで来ればあとわずか

ついに来た飛騨泣
き。巨岩の右側を
回り込むようにし
て飛騨側へ。岩に
打ち込まれたボル
トを利用して背丈
ほどのステップを
よじ登る。ここは
逆ルートで下りた
くない場所だ

岩に書かれた「北
ホ あと200m」の白
文字が見えたらも
うもらったも同然。
北穂高岳への最後
の急登で岩場を通
過すると、ついに
安堵の北穂高小屋
に到着だ

続いて信州側をト
ラバース。太いク
サリと足場のス
テップがあるもの
の、気は全く抜け
ない。このような
場面が連続するた
め、濡れて滑りや
すい雨天時は通過
を避けたい

北穂高岳山頂方面

南岳小屋

南岳
3,033m
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知り得なかった力強い感覚が
胸のうちに広がっていく

①

② ③

④

バックパックを下ろすや売店に直行。難所をともにした３人はもはや以心伝心

どこから見ても槍の穂先は印象的だが、大キ
レットを越えたあとに眺める姿は別格だ

岩稜歩きの基本の“き”

「カンパーイ！」 
　北穂高小屋のテラスにある売店で待ちわびた生ビール
を手にした大キレット隊は、踏破の美酒に喉を鳴らした。
わずか３時間、されど３時間。来た道を指し、山行を振
り返る彼女たちにとって、手に汗握る岩稜の格闘は怖さ
よりも緊張よりも、どうやら「楽しさ」に軍配があがっ
たようだ。
　翌朝、東方面が赤く染まり始め、大キレットに延びる
一筋の登山道が少しずつ浮かび上がってきた。彼方に見
える槍の穂先だけが空に浮かび、〝踏破〟の二文字をま
た噛みしめる。昨朝には知り得なかった力強い感覚が、
ゆっくりと胸のうちに広がっていった。

　岩場通過のためのポイントをご紹介。①バックパック
の外ポケットやベルトには、ストック以外なるべく物を
取り付けない。これは予期せぬ引っ掛かりを防ぐため。
②「三点支持」とは四本の手足のうちつねに三本で身体
を支えること。その際、身体全体で壁に張り付くのでは
なく、つま先を岩角にしっかりと乗せ、上体は壁から離
してバランスを保つ。岩に取り付くと視界が狭まるので
意識して２～３手先を読むように心がける。③ハシゴや
クサリの利用はひとりずつ。待機している人が行動を見
守り、危険があれば声をかける。④誤って浮き石を踏み
事故につながるケースも多い。浮くのは〝いかにも〟な
石だけではないので注意したい。
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槍ヶ岳～大キレット
登山GUIDE
【参考コースタイム】1日目：新穂高温泉（2時間）白出沢出合（1時間30分）滝谷出合
（1時間）槍平小屋　2日目：槍平小屋（2時間30分）千丈分岐点（1時間）千丈乗越（1
時間30分）槍ヶ岳山荘（山頂往復1時間）槍ヶ岳山荘　3日目：槍ヶ岳山荘（10分）飛
騨乗越（2時間30分）氷河公園分岐（20分）南岳小屋（1時間20分）長谷川ピーク（2時
間10分）北穂高小屋　4日目：北穂高小屋（1時間40分）涸沢小屋（1時間10分）本谷橋
（50分）横尾山荘（1時間10分）徳沢（1時間）明神（1時間）上高地
※個人の体力やパーティの力量、当日の天候などによって異なります。

【宿泊】1日目：槍平小屋（☎090-8863-3021）、槍ヶ岳山荘（☎090-2641-1911）、北穂高小
屋（☎090-1422-8886）

【アクセス情報】●電車・バス：JR松本駅から濃飛バスおよびアルピコ交通の定期バス
にて平湯経由で新穂高ロープウェイ（約2時間10分）、またはJR高山駅から濃飛バスの
定期バスで新穂高ロープウェイ（約1時間40分）※東京・新宿からの直行バスもある。
●マイカー：関東・甲信方面からは長野自動車道松本ICより国道158号、471号経由で約
90分。中部・関西方面からは中部縦貫自動車道高山ICより国道158号、471号経由で約70
分。北陸・新潟方面からは北陸自動車道富山ICより国道158号、471号経由で約90分。

【山行アドバイス】大キレット通過を控える槍ヶ岳から穂高方面への縦走は、早朝でき
るだけ早く出発したい。12時の時点で南岳小屋に到達していない場合は行動の再検討
を。大キレットは風雨の影響を受けやすいため予備日を設けておきたい。

①新穂高温泉脇の登山道入口②ゆるやかに標高を上げる右股林道を行く③藤木九三氏のレリーフ④樹林のなかに建つ槍平小屋⑤小屋はキレイで、快適な談話室もある⑥2日目、飛騨沢の始
まり⑦千丈分岐にはファーストエイドが置かれていた⑧リュウキンカ⑨チシマギキョウ⑩ソバナ⑪千丈乗越へ向かう最後の急登⑫楽勝で槍に到着！⑬3日目、早朝に出発し大喰岳へ⑭中岳
への登り。終盤にハシゴも登場⑮南岳へ向かう雲上の散歩道⑯背後につねに槍ヶ岳を感じて⑰南岳小屋は大キレット前の休憩スポット。ここで改めて身支度を整えよう⑱大キレット通過
は約３時間。岩場との格闘が続く⑲北穂高小屋の夕食は絶品しょうが焼き⑳山荘のありがたみを噛みしめております㉑最終日、無数のテントが並ぶ涸沢を望む

①

⑨ ⑩

⑪

⑲

⑮ ⑱ ⑳ ㉑⑰

⑯

⑫ ⑬ ⑭

③ ⑤ ⑥ ⑧

② ④
⑦

162017 SUMMER





かとう・ともじ○1960年生まれ。
日本山岳ガイド協会認定山岳ガ
イド、国立登山研究所講師。ガッ
シャーブルムⅡ、チョーオユーな
ど海外山行の経験も豊富な登山
家。好日山荘登山学校長も兼任
する好日山荘の“顔”。

加藤智二＝監修　宮川 哲＝文
岡野朋之＝写真

　今回の特集で取り上げた大キレットのような岩稜歩きをす
るときには、やはり相応の心構えと準備が必要になります。
たしかに大キレットは、急峻な岩場が連続するルートで、一
歩まちがえれば滑落してしまうこともあるでしょう。そう
言った意味では、かなり緊張を要求されるルートでもありま
す。ただ、岩登りという観点からすると、大キレットは決し
てむずかしいルートではありません。その時々の状況にもよ
りますが、シビアなルートファインディングや高度な登攀技
術を要求されるようなルートではないのです。実際に登山地
図などでも大キレットは赤い実線で示されており、危険を示
す破線ではありません。これが意味するところは、大キレッ
トはいわゆる一般ルートであり、ハシゴやクサリ場が連続す
るものの、相応の足場はしっかり
と確保されているという意味です。
もちろん、ルートをちゃんと管理
している人たちがいるからであり、
落ち着いて慎重に歩みを進めてさ
えいれば、踏破はさほどむずかし
くないのです。ただし、天候要因
に恵まれていればの話ですが。と
くに稜線での落雷や突風は怖いも
の。雨雲レーダーをチェックする
など、事前の天候判断が行動の最
低条件とはなりますね。
　さて、こんなルートを歩くときにいちばん大切なのは、自
分の歩く「先を読む」という行為です。これは言葉を替えれ
ばルートファインディングにもなるのですが、張り詰めて足
元ばかりを見ているよりは、広い視野を持って全体を俯瞰し
つつ、その先にある自分の姿を想像してみるほうがより安定
した行動がとれるのです。岩場歩きで心理的に不安になるの
は先が見えないからであり、踏み外したら奈落の底なんて映
像が頭をよぎってしまうから。なので、足場を確認したら全
体を見て先を読む。近くと遠くを意識しながら交互に確認す
ることが大切なのです。まずは、これが心構えの大前提。
　では、数十メートルのクサリ場を上り下りするときの具体
的な方法です。まず、クサリを 100%信用しないこと。なに
も考えずに身を預けてしまうのは危険です。管理がなされて
いるとはいえ、風雪にさらされ続けたボトルやアンカーが使
われている場合もあるのです。また、安易にクサリにぶら下

がってしまうと、重力でフォールラインに振られてしまうこ
とも。そうなると、身体がどこに行ってしまうかわからない。
やはりクサリは補助具として考えておくべきでしょう。スタ
ンスを見て足を置く場所、手をかける場所は、あくまでも岩
であり地面であるほうが無難です。
　また、ハシゴの登降の場合なども同様ですが、思い切って
岩から身体を大胆に引き離すことができるかどうか。この点
も重要ですね。そうすれば、身体の重心を安定させやすくで
きる上に、スタンスを見る視野が広がっていくはずです。
　こうした岩場歩きでの緊張は長続きしないものです。大キ
レットも完全に踏破するには数時間が必要となりますが、そ
の間、ずっと緊張し続けていることはできません。節目節目

の安定した場所があれば、フッと
息を吐くことも大切です。そんな
場合のリーダーの存在はやはり大
きく、メンバーの様子を見ながら
しっかりと声掛けをしていく必要
があるでしょう。そして、長丁場
では脳みそが疲れてしまう。栄養
補給の意味でも行動食でこまめに
糖質を摂るなど、休息を上手に使
うことも大切です。
　装備についてですが、まずヘル
メットは必携品。なんでもないと

ころで転倒しただけでも、打ちどころが悪ければ命も落とし
かねません。また、登山靴は岩場歩き用でソールがしっかり
としたものを。シャンクが入ってつま先でも岩場に立てるく
らいの仕様を選ぶべき。そしてウエアの装備も忘れずに。
　最後に、単独行は厳禁です。必ず、仲間と行動をともにす
ること。また、パーティ内では精神論で「かんばろー」では
なく、より具体的な指示を出し合うようにする。リーダーの
存在はもちろんですが、ルートの確認、スタンスの指示、休
みのポイントなど声に出して互いがコニュニケーションを図
るように意識しましょう。このコニュニケーションこそが、
安全な行動につながっていく大きなポイントに。人任せにせ
ず、自分の頭でも考えるということですね。
　山が悪さをするわけではありません。事故は人為のミスに
よって起こるもの。心も体も計画も余裕を持って。これは山
の基本ではありますが、岩場歩きではなおさらのことです。

今月の
テーマ
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伊藤俊明＝文
山田真人＝写真

ライペン

エアライズ1
フライシート 同じ長さの2本の

ポールを交差して立
てる自立式のダブル
ウォールテント。シ
ンプルで軽く、誰に
でも扱いやすい山岳
テントのロング＆ベ
ストセラーだ。価
格：￥39,000＋税

前室
フライシートをかぶせるこ
とによってできる土間のよ
うなスペースで、靴や汚れ
た食器を置いたりする。雨
の日にはとくに重宝する

コーティングなどの防水加工を施し
たシート。テント本体にかぶせるこ
とで雨を防ぐ。入り口側を出っ張っ
た形状にすることで前室をつくる

1　山岳テントは、居住性よりも携行性を重視し
たテントだ。登山では必要な道具はすべて自分
で背負わなくてはならないので、軽く、コンパ
クトに収納できることが最重要となる。また、
激しい風雨にも耐えられるよう強固に設計され
ている。キャンプ用テントのような快適さはな
いが、狭いながらも楽しい山のわが家である。
　テントは設営方法や構造によっていくつかに
分けられるが、日本の山でもっとも使いやすい
のは自立式のダブルウォールテントだ。自立式
とは、ポールの反発力を利用して、ペグなどで
地面に固定しなくても立てられるタイプをいう。
日本の山のテント場は地面が硬く、ペグが刺さ

りにくい場所が多いが、こうした場所でも設営
しやすいのが最大の利点だ。
　ダブルウォールとは、文字どおり２枚の壁を
意味する。通気性のあるインナーテントの外側
を、防水加工されたフライシートで覆うタイプ
だ。構造上テントの入り口部分に前室と呼ぶス
ペースがつくりやすいのが特徴で、雨の日はこ
の前室が重宝する。
　今回は、一般的に夏山で使われることの多い
山岳テントを中心に紹介する。自立式・ダブル
ウォールの定番モデルだが、構造やレイアウト
の違いで使い勝手は変わってくる。購入する前
にポイントを理解しておきたい。

ABC

インナーテント
テント本体。生地には通気
性があり、内部の湿気を外
に逃がすため結露もしにく
い。左側面の円筒は換気の
ためのベンチレーター

石井洋之

1985年神奈川県生ま
れ。山登りのきっかけ
は、家族で出かけた
夏休みのハイキング。
その後、大学でワン
ダーフォーゲル部に
所属し、本格的に山
に目覚める。気象予
報士の資格ももつ。

教えてくれたのは
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　スリーブ式は、テント本体のスリーブにポールを差し込
むだけですばやく設営できる。テント全体に均一にテン
ションがかかるため剛性感も高い。吊り下げ式は、本体の
フックをポールにひっかけるタ
イプ。天井部に短いポールを交
差させ、側面を立ち上げて内部
空間を広げるなど、フレーム
ワークの制約が少なくなり、デ
ザインの自由度が上がる。ポー
ルにかかるテンションが少なく、
設営に力がいらないのも利点だ。

スリーブ式か、吊り下げ式か？

MSR

ハバハバNX
天井のポールによって側面がまっ
すぐ立ち上がり、座った時の顔の
高さに十分なスペースがあって圧
迫感が少ない。入り口と前室を両
側に備え、大人ふたりが快適に使
用できる。価格：59,000＋税

　自立式・ドーム型の小型山岳テントの多くは長方形のフ
ロアをもつが、入り口の向きによっても使い勝手は変わっ
てくる。入り口を長辺側にもつモデルは開口部が大きくな
り出入りがしやすい。前室スペースを大きく取れるもの利
点だ。一方、短辺側に設けたモデルは、狭く限られた設営
スペースでも出入口が確保できることや複数人での使用時
にも各自が出入りしやすいことが利点だ。

入り口の向きで使い勝手が違う

ファイントラック

カミナドーム2
本体に世界最軽量クラスの生地
を使う軽量・コンパクトなモデ
ル。ポールの湾曲を大きくして
側面を立ち上げ、内部空間にゆ
とりを持たせている。価格：
￥62,000＋税

スリーブ式は、テント本体のス
リーブにポールを通して設営。
シンプルで直感的に立てられる

　テントを選ぶときはサイズから考える。そのテントを何
人で使うのか。ソロか、カップルか、あるいはグループか。
テントのスペックには就寝人数が示してあるが、フロアサ
イズもチェックしよう。２人用は小柄な女性ふたりなら無
理なく使えるが、男性ふたりだと荷物が置けないかもしれ
ない。いつもはふたりで使うがたまにはソロでも、という
場合は、大きめの２人用という選択肢もある。

ひとりで行くか、ふたりで行くか？

プロモンテ

VL26T
軽さとコンパクトさに主眼を置い
たVLシリーズ。Tモデルは間口が
通常モデル（VL26　¥47,000＋税）
よりも20cm長く、225cm。マット
を敷いてもスペース的に十分な余
裕がある。価格：¥49,000＋税

2
ABC
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　テントは、しっかり地面に固定することで本来の性能を発揮
する。ペグはおろそかにはできないパーツだ。付属のものでも
十分だが、ファスナーの開閉が多い前室用に固定力が高いもの
を使ったり、部分的に軽量なものと入れ替えたりすることでよ
り使いやすくなる。石で叩いたりすることも多く、曲がったり
折れたりもするので、消耗品と考えて適宜交換しよう。

　テントと合わせて使いたいもののひとつがフットプリント。
最近のテントは軽量化のために生地を薄くしたモデルも多いが、
そのぶん摩擦や尖ったものには弱い。岩が多いテントサイトで
はとくに有効なオプションだ。もうひとつは防水のスタッフ
サック。これがあれば、雨で濡れたテントをそのまましまって
も、バックパックの中のほかの荷物を濡らさずに済む。

　ツエルト（zelt）は、ドイツ語でテントを意味する。現在の
ように小型・軽量テントがなかった時代は、その言葉の通りテ
ントとして使われていた。最近では日帰りや小屋泊まりの際の
緊急装備という位置付けだが、タープのように使ったり、ただ
被ったりと臨機応変に使える道具だ。その軽さ、コンパクトさ
と自由度の高さから、あえてこれを選ぶ ULハイカーもいる。

　外張りは、雪の山でフライシートの代わりに使用するオプ
ション。スカートの上に雪を乗せ、密封性を高めてテント内の
熱を逃がさないようにする。入り口は凍結のおそれがあるファ
スナーではなく、巾着のように絞れる吹き流し式にしてある。
密封性が高いぶん通気性を高めており、防水性はない。雨やみ
ぞれのような水分の多い雪では使えないので、注意が必要。

3ABC

ペグはまっすぐ地
面に打ち込むので
はなく、張り綱と
直角になるような
角度で打ち込む

ダンロップ／ VL26T
をアウトドアデザイ
ンのウルトラライト
ドライザック10ℓ
（￥2,150）に収納

いざというときも慌てないように一度は使っておきたい。ファイントラック／ツェルトII

丈夫で固定力が高いもの、軽量なものなどさまざま。必要に応じて使い分けたい テントの下に敷いてボトムを保護。フロアサイズに合わせた専用のオプションがある

オプションを使えば
雪山にも対応できる。
写真はライペン／エ
アライズ用の外張り

4A
BC

5A
BC

6ABC
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　雨は上がっていたが、低い雲が垂れこめ
た翌朝、寝すぎに気付いて慌てて起きる。
その日は蓬ヒュッテまでの行動で、さほど
の時間はかかるまいと思っていたからだが、
その時点で清水峠への登路を決めていな
かったのがミスを招いたことになる。
　すでに通行不能な国道 291（旧８）号線
は論外として、十五里尾根（謙信尾根）か
井坪坂のいずれの道をたどるかは、その場
の気分にしようと先延ばしにしていた。
　というのも、明治 7年に開削された清水
越えの新道が、わずか 4か月で開通してい
ることから、それまで使われた十五里尾根
の改良だったという説が有力で、他方、井
坪坂コースは旧国道８号線の荒廃を救済す
るために拓かれたバイパスだった。つまり、

どちらも明治以降に改良、開削された古道
で、ならば当時の旅人の面影と痕跡を宿す
のはどちらであろうかという選択に迷った
ためであった。
　清水峠までは十五里尾根がいくぶん近い
が、増水気味の登川の徒渉が嫌らしい。加
えて峠からは旧国道を歩こうと思っていた
が、それでは蓬ヒュッテに着くのが日没に
なる怖れがあった。
　いささか焦って選択した登路は、清水峠
までが井坪坂、峠からヒュッテまでは旧国
道を避けて七ツ小屋山を越えるコースにし
た。これが結果として好判断だったことが
後に判明する。
　砂防ダム工事の現場があるヒノキグラ沢
までは、前日と同様の疲れる車道歩きで、

色づきはじめた清水峠を後に、
七ツ小屋山に向かう。三角の建
物はJRの送電線監視所で、右奥
に小さく白崩避難小屋が見えて
いる。監視所の前から右手前に
延びているのが旧国道で、通行
不能な新潟側と違い、現在でも
登山道として使われている

高
桑
信
一
＝
文
・
写
真
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谷川岳

巻機山湯沢

水上

清水峠

六日町

湯桧曽

国道291（旧8）号線
自動車交通不能区間
関越自動車道
上越線

新潟県

群馬県



のような設備があった
とは記されていない。
　群馬側には一ノ倉沢、
武能沢、白樺尾根上部
に小屋があり、後に新
潟側に兎平が設けられ
た。つまり、それぞれ
の小屋を出て峠に向か
えばその日のうちに越
えられるのであって、
あえて山里から遠い峠
に小屋を置くリスクを
避けたものと思われる。
※
　峠を越えて七ツ小屋
山に向かう。前号で予
告した江戸時代の峠越えが、この道であっ
た（清水集落『阿部和義氏絵図』他）。
　道は湯檜曽川に沿って、白樺尾根、蓬峠、
七ツ小屋山を経て清水峠に至り、謙信尾根
を下って丸ノ沢付近に達したとある。
　湯檜曽と清水に番所を置いて通行を禁じ
た江戸幕府だが、止むを得ない事情で許可
が下りれば通行は許された。ということは、
道はあるのだから、許可を得られない犯罪
者でも、関所を破れば通れたことになる。
　江戸時代後期の医者であり蘭学者だった
高野長英は、幕政を批判して捕えられ、後
に牢屋敷の火災に乗じて破獄。6 年に及ぶ
逃亡の末に捕縛されるが、故郷の岩手県前
沢に向かうため、群馬県中之条から直江津
に越える逃亡ルートを、作家の吉村昭は、
その著書『長英逃亡』（上下巻　新潮文庫）
で、清水越えとして描く。
　もちろん記録は残されていないため推測
を免れないが、山に精通する案内人を密か
に雇って峠を越え、越後の山里に至る描写
は精密かつ多彩なもので、その膨大な資料
収集の末の信憑性を存分に著している。
　歴史の偉人が通った峠は、河合継之助の
八十里越えや、源 義経の仙北街道など多
岐にわたるが、必然として通ったのならさ
ておき、そこしかないから通ったというの
であれば、ことさら峠の喧伝に使ってほし
くない、と私は思っている。どのような偉

人であっても、彼らは峠を彩る添景に過ぎ
ないからである。
　ならばなぜ高野長英かといえば、義経に
せよ河合継之助にせよ、峠は彼らにとって
敗走の道に過ぎないからだ。
　しかし長英には、犯罪者でありながら江
戸にもどって復活するという野望があった。
生きんがための執念にも似た脈動である。
その思いが、私に親近感をいだかせる。
　もちろん、峠の主役は庶民であっていい。
峠には希望がある。さまざまな苦難を背負
いながら、なお一粒の希望を胸に、人々は
険しい山岳を貫く峠を越えたのである。
　古文書には、清水峠から土樽越えと呼ば
れる道の存在も記されている（『南魚沼郡
誌』）。さらに昔、上杉の斥候部隊は清水峠
から粟沢に抜ける古道をたどったという。
粟沢は、みなかみ町の「奥利根スノーパー
ク」の一帯を指すが、峠から粟沢までの経
路は明らかではない。
　つまり清水峠には、古来さまざまな道が
錯綜して存在していたことになる。
　七ツ小屋山から蓬ヒュッテまでは、霧に
覆われたアップダウンの激しい稜線の道で、
清水越えの最大の山場ともいうべき道のり
であった。やがて日没寸前、霧のなかから
蓬ヒュッテが忽然と現れて私たちを迎えた。
そこに小屋の主、高波菊男さんの懐かしい
顔があった。

ヒノキグラ沢を越えてようやく山道になる。
　少し先で、右手に「兎平の元屋敷」の看
板に出くわす。藪に埋もれた小さな平地で
ある。ここには当時 3 軒の宿泊茶屋があり、
旅人の便を図ったとされたが、膨大な積雪
で難儀したと記されている。
　井坪坂は、清水集落から清水峠までを結
ぶ 2 里（8キロ）の道で、六日町の商人、
佐藤良太郎が明治 21 年、通行不能になっ
た国道８号線のバイパスとして計画したも
ので、22 年に着工、翌 23 年に開通し、明
治 40 年ころまで有料の道路として機能し
た。通行料は人間が一人 2 銭、牛馬が一頭
につき 3 銭であった。兎平は、その中間に
位置していたことになる。
　長く登山道として使われてきた井坪坂は、
牛馬の通行で知れるとおり平坦で歩きやす
く、しっとりとした山道であった。だが登
山道として過不足なく整備されているかと
いえば、そうでもない。やがて道はナル水
沢と本谷を渉るが、いずれも橋はなく、飛
び石を伝うことになる。増水時は苦労しそ
うだが、しかし登山道など、この程度で充
分だというのが私の考えである。
　徒渉点を示すケルンの積まれた本谷を渉
ると、本来の井坪坂がはじまる。大きなジ
グザグが標高差 400メートルにわたって刻
まれ、休憩を交えてゆっくりと登る。
　対岸には国道 291 号線の痕跡が、山肌に
呑みこまれながらかすかに認められた。
　苔に覆われた静寂の道であった。だれが
使ったものか、古い瀬戸物の欠片が路傍に
散乱していた。
　九十九折の坂道を登り終えると、道は水
平になって清水峠につづいている。そのあ
たりに旧国道の分岐があるはずなのだが、
深い藪に埋もれて皆目見当もつかない。
　長い坂道を後にして水平の道を歩きはじ
めた旅人たちは、そこでようやく峠の向こ
うの山里に思いを馳せたのだろうか。
　山稜に霧のわだかまる峠に立った。笹原
に覆われた、秋の峠であった。
　峠には送電線監視所があり、その手前に
小さな避難小屋があった。しかし明治 7 年
に完成した新道には、清水峠にお助け小屋

蓬ヒュッテの夜。左が高波菊男さん井坪坂のブナに刻まれた切り付け

1949年、秋田県生まれ。作家、写真家。「浦和浪漫山岳
会」の代表を務め、奥利根や下田・川内山塊などの渓を
明らかにした、遡行の先駆者。最小限の道具で山を自在
に渡り、風物を記録する。近著に『山と渓に遊んで』（み
すず書房）、『山小屋の主人を訪ねて』（東京新聞）、『ター
プの張り方、火の熾し方 私の道具と野外生活術』『源流
テンカラ』（山と溪谷社）など。

参考文献：『南魚沼郡誌』大正9年発行、
南魚沼教育委員会、北越新報社　ほか

井坪坂から望む国道291号線。中央の右から左にかけて、うっすらと痕跡が見える
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月６日～７日、東京・八王子
で、ボルダリング・ワールド
カップが開かれた。３年連続

で国別ランキング１位を保っている日
本のボルダリングチームのレベルは非
常に高く、ワールドカップ代表選手に
選ばれることすら容易ではない。その
なかに 16歳の高校生がいた。男子で
は最年少である。
　その 16歳は、茨城県に住む今泉結
太さん。茨城といえば、ワールドカッ
プチャンピオンに４度も輝いている野
口啓代さんや、同じくワールドカップ
で活躍した小林由佳さん、前々回のこ
のコーナーに登場してもらった森 秋
彩さんなど、強いクライマーを数多く
輩出している県。お隣の栃木は、昨年
の世界選手権覇者、楢崎智亜さんの出
身地でもある。「どうして北関東から
は強いクライマーが続々登場するんで
すか？」と聞くと、「いやー、どうな
んですかね。偶然だと思うんですけ

ど」と屈託なく笑う。素顔は、明るく
物怖じしない高校２年生だ。
　初のワールドカップの結果は 35位。
目標にしていた準決勝進出はならな
かった。世界の課題に打ちのめされた
か、それとも、結果には納得している
のか。
「感触はよかったです。最初の課題は
緊張したんですけど、あとはリラック
スして登ることができました。ワール
ドカップはさすがに足が悪いなとは思
いましたが、国内の大会とそれほど違
いは感じませんでした」
「足が悪い」というのは、フットホー
ルドが斜めだったり向きが悪かったり
して、素直に体重を乗せられないセッ
ティングになっているということ。し
かしそれ以外は違和感はなかったとい
い、むしろ「これならやれる」という
感触を得たという。
　今泉さんがクライミングを始めたの
は小学校３年生のとき。自宅近くの

PERSONAL DATA

出身地　茨城県牛久市
生年月日　2000年９月20日
クライミング歴　８年

主な戦績

2017年　ワールドカップ八王子大会35位
2017年　ボルダリング・ジャパンカップ13位
2016年　全国高等学校選抜クライミング選手権２位

最高グレード

ボルダリング四段、リード5.14a

ホームジム

スポーレクライミングジム
http://spoleclimbinggym.com

森山憲一＝文・写真
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「YOUワールド」というレジャー施設
に家族で映画を見に来たとき、映画館
の隣にあったクライミングジムに興味
を持ったのが始まりだ。「やってみた
い」と親にねだり、以来、定期的に通
うようになった。
　しかし始めた当初は、自分が特別う
まいとは思っていなかったと話す。そ
れどころか、小学校時代は柔道をメイ
ンにやっていて、クライミングはたまに
遊ぶくらいだったという。本格的にク
ライミングに取り組むようになったのは、
中学生になってから。柔道で首を痛め
たことをきっかけに、クライミングに転
向した。つまり、本格的なクライミン
グ歴はまだ４年ほどということになる。
　それでも、ワールドカップ出場制限
が解けた 16歳になってすぐに、代表
選手に選出された。ただし、八王子は
開催国特別枠での選出。今年の目標は、
海外大会での出場資格を得ること。17
歳になる来年は、ワールドカップで世

界を転戦することが夢だ。
　憧れのクライマーは？　と聞くと、
少し意外な答えが返ってきた。
「トシさんですね。岩場で活躍するク
ライマーがカッコいいなと思います。
もちろん、ワールドカップとか競技で
いけるところまでいきたいと思ってい
るんですが、ゆくゆくなりたい姿は、
岩場を舞台に世界に発信できるクライ
マーなんです」
　トシさんというのは、竹内俊明さん
のこと。競技にはほとんど出場せず、
国内外の岩場で高難度のボルダリング
課題を追求しているクライマーだ。
「海外では（ドイツの）アレックス・
メゴス。ぼく、顔が似てるってよくい
われるんです。似てませんか？」
　メゴスもやはり、岩場を舞台に驚異
のパフォーマンスを続けているクライ
マー（そう言われれば似ているかも）。
オリンピック競技化が話題の現在、16
歳の夢は当然そこかと思いきや、憧れ

は岩場だというのだ。
　これには、スポーレというホームジ
ムの影響が大きいのかもしれない。ス
ポーレの店長を務めている青木達哉さ
んは、ヒマラヤなどを登るアルパイン
クライミングで世界的に知られたクラ
イマーでもある。兄貴のように慕う青
木さんに誘われて、岩場にもよく出か
けている。
「もう最近は、むずかしいところに連
れて行っても数回で登っちゃうんで、
ぼくがはじめてのルートには連れてい
かないようにしているんです。彼が先
に登っちゃうと、師匠としての威厳が
保てないんで（笑）」（青木さん）
　この年齢、このクライミング歴の高
校生にしては、これはかなり恵まれた
環境といえるだろう。クライミングの
スポーツとしての最先端を追い求めな
がらも、心はクライミングの源流であ
る岩場に置いている。いまの時代、貴
重かつ頼もしい 16歳なのである。

左上）得意はキャンパシング。足を使わずに腕だけで登るワザだ。左下）小学校４年生のときにおこづかいで買ったチョークバッグをいまでも愛用。一度岩場でなくしたのだが、戻ってきたもの。シュー
ズはファイブテンを愛用している。中下）師匠の青木達哉さんと。「ティミー」（青木さんの愛称）とタメ口で呼び合う関係。右）身長は170cmと平均的だが、登っている姿は見るからに身軽そう
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　夏休み、それは家庭と登山の両立が
危うくなるとき。家族の喜ぶ顔を見た
いけれど、山に興味はないらしい。で
も自分の、夏山での心の洗濯も必要。
さて、みなさんはどうしていますか？
　観光地みたいな山（たとえば高尾山）
ならついて来るだろう。でも妥協はし
たくない。その山にはすばらしい森が
あり、森林限界を越える稜線も欲しい。
なにかめずらしい自然が残っていれば
なおよし。そして、別行動の家族は麓
で夏の思い出をつくれる──そんな願
望をほぼ満たす低山のひとつが赤兎山。
　その西の麓は、国内有数の恐竜化石
の産地である勝山市。この町の福井県
立恐竜博物館や、野外恐竜博物館は子
どもたちに人気の観光スポットになっ
ている。また、周辺は芦原温泉（福井
市）や白峰温泉（白山市）など名湯ぞ
ろい。温泉旅館でパートナーのご機嫌
もとれるという塩梅である。
　赤兎山へのルートはいくつかあるが、
いちばん気軽なのが小原峠コース。う
つくしいブナ林の谷と尾根を経て、登
山口から約 1時間半で山頂へ。
　しかし、赤兎山のハイライトはさら

に先、山頂から避難小屋までのトレイ
ルにある。灌木や草が覆う、眺めのよ
いたおやかな尾根が続き、標高 1,600
ｍほどだが北アルプスの稜線にいる気
分に。高層湿原や池塘まであるのだ。
　白山連峰の展望地のはずだが、この
日は夏の山らしく、次々と湧き上る雲
が稜線を走っていった。眩しさの濃淡
を変えながら、雲は風を、目に見える
姿にした。光を含んだ風の間から山並
みが顔を出し、一期一会の表情を見せ
ていく。私たちは「在る」ことを意識
しないが、大気は、いつでも、龍のよ
うに空を駆け巡っているのだ。
　雲の下、麓ではいま、家族は楽しん
でいることだろう。こちら、山上の湿
原では小さな花が風に揺れ、小指の爪
ほどの甲虫は、そのつややかな背に霧
の粒を集めている。ブナの森ではツキ
ノワグマがくつろいでいるかもしれな
い。途中で見かけたイノシシの大家族
は、無事に尾根を越えただろうか。
　やはり、家族みんなで登るほうがい
い。うまく誘って、楽しい演出も用意
して。大切な人と分かち合いたいこと
が、山にはいくつもある。

幸せな家庭――夏休みにそれは、
どんなバックパックより重くなる。
背負うのは、「どこかへ行きたい」
という家族の期待。
それを振り切り、山に向かうのか？
その代償は、夏なのに冷えた家庭。
なにかよい手は……。
それを、白山の近くで見つけた

大村嘉正＝写真・文
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小原峠へ、滝波川沿いの
ブナの谷を登っていく



〈歩行計＝3時間40分〉小原林道終点登山口（50分）小原峠（50分）赤兎山
（20分）赤池・避難小屋（20分）赤兎山（1時間20分）小原林道終点登山口
　登山口がある小原地域は私有地。入山には地域環境保護協力金（大人
300円、小学生以下100円）が必要で、登山口への林道ゲート（開放時間は
7:00～ 17:00）で徴収される。また、家庭用ペットの持ち込みは禁止。登
山口には乗用車数十台駐車可の広場と簡易トイレあり。該当の1/25,000
国土地理院の地形図は「願教寺山」。
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高山植物も魅力の山。6月下旬から7月上旬、登山道周辺はニッコウキス
ゲの花畑に。取材は8月25日だったので時期を逃したが、それでもイワ
ショウブ（写真）やオヤマリンドウ、ホツツジが咲き誇っていた

赤池の高層湿原には、小さく白い花をつけるイワイチョウやイワショウ
ブ、モウセンゴケ（食虫植物）などが生えている。湿原は立ち入り禁止
なので、草花をよく見るには双眼鏡が欲しいところ

登山口から小原峠までの山道は白山信仰の人々が行き来した越前禅定道。
その歴史は平安時代前期から。小原峠から赤兎山頂へはブナに守られた
尾根をたどっていく。落差の大きな箇所にはロープが設置されている

避難小屋付近から見た赤兎山頂（右奥）。丸みのある山の姿を兎に見立て
てこの名がついた。避難小屋は約15人が利用可でトイレ有。避難小屋か
らさらに150ｍほど登山道をたどった赤兎平は、白山連峰の絶好の展望地







第2特集

日本に住んでいれば一度は登ってみたい。いや、いまでは、外国人にも人気の富士山。
はじめて富士山を登る人のために、見どころを詰め込んだプランを立ててみました！

森山憲一＝文　杉村 航＝写真
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直径約１kmにもなる宝永第一
火口の圧倒的な景観。これがプ
リンスルートの大きな魅力



　バーグハウスのアドバイザーを務めて
いるアルパインクライマー、ミック・
ファウラーさんが来日した。登山のアカ
デミー賞とも呼ばれる「ピオレドール」
を３回も受賞した、世界中のクライマー
から尊敬を集めている人物だ。
　そのファウラーさんが、「せっかく
日本に来たのだから富士山に登りた
い」という。ふだんは世界の辺境で未
踏の厳しい山を登っているファウラー
さんだが、富士山には特別なものを感
じるらしい。
　そうとなれば、いい思い出を持ち
帰ってほしい。８月の富士山は登山道
が渋滞したり、山小屋が混雑してゆっ
くり過ごせなかったりすることもある。
それをいかに避けて、充実した登山体
験ができるか。腕によりをかけてプラ
ンを練った。
　その解決法のひとつが、今回のルー
ト「プリンスルート」。標高の高い富
士宮口から登り出して、途中から、い
ちばん空いている御殿場ルートに移る
というこのルート。以前、皇太子さま

が登山に利用したことからこう呼ばれ
るようになったというもの。景色が単
調になりがちな富士山のなかでは、変
化に富んだ風景が楽しめる。近年人気
上昇中とはいえ、まだまだ知られてお
らず、比較的空いていることも大きな
魅力なのである。
　スタートは、標高 2,400ｍの富士宮
口五合目。六合目から富士宮ルートを
離れて宝永山のほうにトラバースして
いく。登り一辺倒の富士山のルートの
なかではめずらしく、平坦な道が続く。
山腹を回り込むと、目の前に巨大な宝
永第一火口が見えてきた。
「うわあー」
「Oh!!!」
　まるで宇宙空間。自然がつくり出し
た巨大コロシアムというべき造形美に、
思わず声が出る。
　登山道はその真ん中を貫いている。
ところがこれが、いざ登ってみると
けっこう登りにくい！　砂や小石が積
もったような場所で、一歩登って半歩
ずり下がるような繰り返し。

　思いのほか疲れて、ようやく宝永第
一火口の上縁、「馬ノ背」と呼ばれる
ところに到着。しかし今度は風が強
い！　吹き付ける風に休憩もそこそこ
に切り上げて、ウインドシェルを着込
んでふたたび登っていく。
　本日の宿は七合目にある砂走館。も
うひとつ足を延ばして八合目に泊まる
人のほうが多いけれど、小屋の前が少
し開けていて、ここからご来光を眺め
ることができること、数年前に建て替
えをしたので比較的新しいこと、そし
ておそらくこちらのほうが空いている
だろう……という読みでこちらに泊ま
ることに。
　これが大当たり！　宿泊者は 20人
ほどで、ふとん３枚に１人分くらいの
スペースで悠々と眠れる。そしてス
タッフのかたがとても明るくてフレン
ドリー。おかわり自由の手製カレーは、
ファウラーさんにも大好評。ハイシー
ズンの富士山であることがウソのよう
に、ゆったりとした夜を過ごすことが
できた。
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標高3,700m超、日本一高い場
所にある遊歩道「お鉢めぐ
り」。迫力ある頂上火口を間近
に眺めながら歩く気持ちよさ
は文字通り最高



世界中のアルパインクライマー
から尊敬を集めるイギリスの登
山家。バーグハウスのアドバイ
ザーも務める。

おとな女子登山部のエース的
存在として、アルプスから雪
山まで活躍中。すらっとした
体格ながら体力は抜群。

好日山荘登山学校講師を務
める登山ガイド。海外登山
経験が豊富で英語も堪能。
ギャグの切れ味も鋭い。

独特のふわっとした間が持
ち味のるんちゃん。が、歩
きは強く、小柄な体に似合
わず大食いという一面も !?

2017 SUMMER

【参考コースタイム】１日目：歩行計／３時間25分　富士宮口五合目（25分）富士宮口六合目（２
時間）御殿場ルート六合目（１時間）砂走館［泊］
２日目：歩行計／７時間40分　砂走館（２時間40分）御殿場口頂上（20分）剣ヶ峰（１時間10分）
御殿場口頂上（１時間30分）砂走館（２時間）御殿場口新五合目

【宿泊】砂走館　営業期間：７月上旬～９月上旬　宿泊料金：１泊２食¥7,500（税込）
☎090-3155-5061　http://www.sunabashirikan.co.jp

【アクセス情報】今回のコースは、起点が富士宮口五合目、下山は御殿場口新五合目。入山口と下山
口が異なるので、マイカー利用の際は注意が必要。
公共交通機関：東海道新幹線新富士駅から富士宮口五合目まで富士急行バス約２時間30分。帰りは、
御殿場口新五合目からＪＲ御殿場駅まで富士急行バスで約40分。
マイカー：水ヶ塚公園駐車場に停めて、バスで富士宮口五合目に向かう（約40分）。帰りは、御殿場
口新五合目から水ヶ塚公園駐車場までバス約15分で戻ることができる。
富士急行バス　☎0545-71-2495　http://bus.fujikyu.co.jp/rosen/fujitozan



　翌朝は、雲が多くて残念ながらご来
光は拝めず。しかし、登り出して歩い
ているうちに太陽が出てきて、背後に
は富士山の広大な裾野が広がるのが見
えてきた。
　標高 3,000mを超えると息が切れて
きて、15分くらいで着くように思えた
頂上がなかなか近くならない。ゆっく
り歩を進めていくと、ようやく御殿場
口頂上に到着。
　ここからは、頂上火口をぐるっと一
周する「お鉢巡り」。これも、今回ぜ
ひやりたかったことのひとつ。頂上に
着くと、そのまま下山する人が多いの
だけど、それはもったいない。標高
3,700ｍの雲上漫歩が楽しめるところ
は日本にここしかないのだから。
　まずは、最高点の剣ヶ峰へ。さすが
に登山者の数は多くなり、剣ヶ峰山頂
は、山頂標識といっしょに記念写真を
撮る人で行列になっていた。わたした
ちは標識はあきらめてそれはパス。そ
のかわり、奥にあるいちばん高い場所
で記念写真を撮った。

　火口縁を時計まわりに歩いていく。
迫力ある火口壁の周囲につけられた登
山道。ここも宇宙空間のような不思議
な風景。天気はよく、頂上トレッキン
グは平和そのもの。40分ほどで吉田
ルート頂上となる久須志神社に着いた。
　メイン登山道となる吉田ルート頂上
だけに、急に人の数が増え、土産物店
が立ち並び、自動販売機まである。
「まるでショッピング・ストリートだ
ね！」
　3,700ｍの頂上にこんな場所が広
がっていたことにファウラーさんは
びっくり。そのうちのひとつ「扇屋」
でお茶を飲んで休憩後、御殿場ルート
頂上に戻って下山にかかる。
　下るにつれて空気が濃くなり体は軽
くなって、登りにかかった時間の半分
くらいで砂走館に到着。ここからは最
後のお楽しみ「大砂走り」。広大な砂
の斜面に登山道がつけられているので、
駆け下ることができるのだ。
　最初はみんな控えめなスピードで
下っていたけれど、慣れてくるとだん

だんスピードが上がり、しまいには前
転しそうなほどのスピードに。
「ヒヤッホーー！！」
「○＊▼×＊□○※△○！！！」
　奇声をあげながら猛スピードで下っ
ていく。はるか遠くに見えた御殿場口
新五合目がすごいスピードで近づいて
くる。こんなに速く下りられる登山道
はほかにない。これはおもしろい！
　さすがは世界のアルパインクライ
マー。ファウラーさんは先頭を切って
激走。それに引っ張られて、砂走館か
ら標高差約 1,500mをわずか２時間ほ
どで下ってしまった。
　新五合目に着いてお互いの姿を見る
と、全身砂ほこりまみれ。泥遊びをし
た子どものようになっていた。
「いやあ、おもしろかったよ！」
　世界の山を知り尽くしたファウラー
さんにそう言ってもらってひと安心。
いい思い出を持ち帰ってもらいたい。
そのコンセプトで仕立てた今回のプラ
ンは思った以上にいいコースだった。
みなさんもぜひ！

標高3,000ｍを超えると息が切れてきた 山頂の「ショッピング・ストリート」 山頂では快晴の登山日和。気持ちいい！
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砂漠のような場所にゆるいアップダウンが続くお鉢巡り。天気がよければぜひ歩きたい

砂走館のカレーはおかわり自由。ファウラーさん大満足
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山小屋からは駿河湾の夜景が
一望のもと。晴れていたらご
来光もきれいだったはず

最後のお楽しみ「大砂走り」。
本当に駆け下ることができる、
富士山ならではの登山道



　富士山には、大きく分けて４つの登山ルートがある。いち
ばん人気が高いのが、山梨県側の吉田ルート。次に人気が静
岡県側の富士宮ルート。そして、富士山東面にあたる須走
ルートと御殿場ルート。難易度的には大差ないが、御殿場
ルートだけは別。標高差が 2,000ｍ以上になるので体力が必
要で、登山者や山小屋も少ないので初心者にはおすすめでき
ない。

　どのルートも往復で登るのが一般的。下山道をまちがえる
と困ることになるので注意しよう（毎年、ちがう登山口に下
りてしまったという事例が多数ある）。
　今回紹介しているプリンスルートは、富士宮ルートと御殿
場ルートをつなぐバリエーション的なルートだが、双方のお
いしいとこどりのような内容になっていて、近年人気が高
まっている。

cl imbing route
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　日本最高峰かつ世界文化遺産でもある富士山。年間の登
山者は例年 20万人以上。近年は外国人登山者も急増中で、
登山口となる五合目などは、日によっては外国人のほうが
多いこともあるほどだ。
　標高は 3,776m。標高２位の北岳が 3,193mなので、国
内では圧倒的に高い山となっている。しかし地形が単純で、

比較的短時間で登れるため、標高のわりには登山の難易度
は高くなく、同じ 3,000m峰の北アルプスや南アルプスと
比べると、はるかに簡単に登ることができる。登山の難易
度としては、標高 1,500ｍほどの丹沢などと同レベルとも
いえ、天気さえよければ登山初心者でもさほどの苦労なく
登ることができる（ただし悪天候のときは別。次項参照）。
　登山者が訪れるのは７、８月に集中しており、シーズン
中の天気のよい休日は、登山道も山小屋も混雑する。９月
に入ると少し寒くなり、小屋閉めもはじまる。登山者が少
なくなるので登りやすくなるものの、山慣れた人のみの世
界となる。

Diff iculty

夏の五合目登山口はいつも人でにぎわって
いる

　登山の技術的にはそれほどむずかしくないといえる富
士山だが、特有の注意点がふたつある。ひとつは高度障
害（高山病）。もうひとつが悪天候のとき。
　高度障害とは、標高が高くなると空気が薄くなること
（＝酸素が少ない）が理由で起こる症状で、頭痛がした
りバテやすくなったりする。3,000mを超えると、たいて
いの人に影響が出始め、ふだんよりもぐっと疲れやすく
なる。慣れないと動けなくなるほどバテてしまうことも
あり、これが理由で登頂を断念する人が多いことが、ほ
かの山にない富士山の大きな特徴だ。
　高度障害を防ぐ方法としては、①意識的にゆっくり歩
く、②水をこまめに飲む、③腹式で深く大きく呼吸をす

ることを心がける、などがある。脱水は高度障害を引き
起こす大きな原因となるので、喉が渇いていなくても、
少しずつひんぱんに水を飲むことを心がけたい。
　次に天候について。「富士山はむずかしくない」とは
いえ、それは天気がよい場合の話。天気が悪くなれば、
その過酷さは平地の比ではなく、雨に濡れて強風に叩か
れれば、真夏でも凍死の危険があるほど。こうなった場
合は、北アルプスや南アルプスの山と厳しさは変わらな
い。とくに富士山は風が強いことが特徴。天気が悪いと
きは無理に登らないことをすすめる。
　なお、富士山では、頂上で日の出を見る「ご来光登
山」が人気だが、そのためには真夜中に歩き出す必要が
ある。これは通常の登山ではあり得ない行程。ただでさ
え体に負担の大きい 3,000m超の場所での夜中の行動は、
体力的にはかなり無理のあるプランとなる。できれば、
ご来光は山小屋などで見るようにして、日中に行動する
計画にすることをすすめる。

Tips for cl imbing 

上）できるだけゆっくり登ることが疲れないコツ
下）休憩時にはひと口でも水を飲むようにしよう

富士山登山者の３分の２近
くが利用するルート。人気
の理由は、比較的短時間で
登れることと、山小屋が豊
富にあること。

比較的空いているため、山
歩きに慣れた人に人気が高
い。下山は砂走りとなって
いる。八合目で吉田ルート
に合流する。

富士山でもっとも標高差が
大きい体力ルート。そのた
め登山者が少なく、空いて
いることがメリット。マイ
カー規制もない。

吉田ルートの次に人気が高
い。登山口の標高がいちば
ん高く、頂上にいちばん近
いルート。西日本からのア
クセスも便利。

山頂の火口縁を一周するト
レイル。ほどよいアップダ
ウンがあり、日本最高所の
ハイキングが楽しめる。所
要約１時間30分。



シャツ
山小屋泊をして着替えをしない
のであればウール製がおすすめ。
べたつきが少なく、防臭効果も
高いので、快適に過ごせる。
「200」くらいの厚さのものが富
士山登山には向いている。

大判ウエットタオル
砂ほこりや汗などを拭くのに大変便利

アイマスク、耳栓
山小屋で眠れないときに役立つ

だてメガネ
コンタクトレンズ使用者で、夜間登山をするなら
砂ほこり対策に役立つ

携帯電話の予備バッテリー
万一のときのために重要

アミノ酸サプリメント
「アミノバイタル」など。バテ対策に

その他持っていると
役立つもの

スパッツ

グローブ

レインウエア

水筒

ズボンの裾と靴を覆う道
具。雨のときに靴の内側
の濡れを防ぐだけでなく、
砂ほこりや小石の侵入も
防いでくれる。御殿場
ルートや須走ルートの砂
走りを下るなら必携。

防水のグローブがある
と、雨や風の強いとき
に手が冷えずに快適に
歩ける。保温性よりも
防水・防風性のほうが
重要なので、薄手のも
ので十分。予備のグ
ローブもあるといい。

雨対策だけでなく、ウイン
ドブレーカーとしても役立
つ。防水・透湿素材を使っ
たもので、フードも重要。ス
キーウエアなどを流用して
いる人もいるが、重くて暑
く、おすすめできない。

バックパックを背負ったまま
水が飲める「ハイドレーショ
ン」がおすすめ。高山病予防に
こまめな水分補給が必要な富
士山ではとくに利用価値が高
い。保温ボトルもあると便利。

防寒着
朝晩の気温は10℃以下になることも多い。行
動中はレインウエアでも対応できるが、山小
屋での宿泊時に防寒着は必携。薄くてコンパ
クトになる軽量ダウンジャケットがベスト。

サングラス
日中は直射日光が強いので、
サングラスがあると目がラ
ク。コンタクトレンズを
使っている人は、砂ほこり
対策としても重要。夜間に
登る場合は、透明に近い透
過率の高いレンズがいい。

容量は30～ 40ℓ前後のも
のが使いやすい。背面に空
間ができる構造のものであ
れば、背中が蒸れにくくて
夏の富士山ではとくに快適。
レインカバーが付属してい
るものが便利。

バックパック

登山靴
ミドルカットかハイカットのト
レッキングシューズ（ローカット
は小石などが入りやすい）。ふつう
のスニーカーで登っている人を多
く見かけるが、下りで滑って大変
な思いをすることに。

帽子
日中は日差しが強く、朝晩は冷
え込むので、日焼け対策と保温
に帽子は重要。ニット帽は耳を
かぶせられるもの。ハットを使
用する場合は、バフなどで耳を
覆えるようにするとよい。

バフ
防寒、日焼け、ほこり対策
など、いろいろ役立つ。横
には伸びるが縦には伸びな
い質のよい製品がおすすめ。
ほこり対策にマスクを使っ
ている人が多いが、呼吸が
しにくくなるのでよくない。

トレッキング
ポール
七合目までの登りと、
長い下りのときにポー
ルがあるとラク。現地
で買える金剛杖も富士
山らしくていいけれど、
岩場でじゃまになるの
と、他の山で使いにく
いのが難点。
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麻生弘毅＝文　田渕睦深＝写真

長い歴史を誇る大学山岳部の
ひとつとして知られる、
明治大学体育会山岳部。
同大のOBであり、自身も
ヒマラヤ8,000m峰に足跡を残し、
現在は同校のヘッドコーチを務める
谷山宏典さんに話をうかがってみる。
過酷で厳しい山の向こうには、
どんな世界が広がっているのだろう。
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左上.壁に掛けられた名札の数々。今年38歳になるという谷山さんの名前は、ぎりぎり
下から2段目の右端に……。「だから、コーチが少なくて大変なんです。合宿に同行す
る前は、こちらも気合いをこめてトレーニングをしないと……」。植村直己さんの名前
ですら、下から3段目の左隅。右上.冬山山行の前はいまでも参考させてもらうという、
膨大な資料。左下.からだに染みついているという、キスリングのたたみ方。右中.植村
直己さんの写真には、夫人の公子さんのサインが
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　薄暗い部屋に並べられたテーブルと
ロッカー、壁に貼られた幾葉かの写真。
素っ気ない部室にあってひときわ目を
引くのは、在籍した部員の名を記した
315枚の札。古い名札が黒く煤けてい
るのは、かつて室内で行なわれた焚き
火のせいだとか。そこには、世界中に
知られる冒険家や、近年めざましい登
山で注目されるクライマーや山岳ガイ
ドなど、登山史にその名を刻んだ男た
ちが並んでいる。
「創部 95年でこれだけですから、決
して多いとはいえませんよね」
　そう話すのは、明治大学体育会山岳
部の OBであり、現在はヘッドコーチ
を務める谷山宏典さんだ。
　歴史ある大学山岳部として知られる
明大山岳部。1922（大正 11）年に創部
されると、黎明期の日本アルプスにい
ち早く足跡を残し、戦後、日本山岳会
などによるヒマラヤ遠征には、日本人
初のエベレスト登頂者となった植村直
己をはじめ、数々の屈強な登山家を送
り出してきた。
　鋼の肉体と精神を併せ持つ、登山エ
リートの梁山泊……。
　明大山岳部に対するそんなイメージ
を口にすると、世界に 14座ある
8,000m峰、すべての頂に同部の足跡
を残すという「ドリーム・プロジェク
ト」の一員として、2001年、ガッシャー
ブルムⅠ峰（8,068ｍ）、ガッシャーブル
ムⅡ峰（8,035ｍ）に連続登頂している
谷山さんがにこにこと応える。
「ぼくは山岳部に入るまで、雪山に触
れたことすらなかったんです」
　その先に待ち構えるのは、最大で
55kgを背負うという訓練合宿だった。
「うちの部は、毎冬、行なわれる冬山
決算合宿に向け、必要な力を養う訓練
合宿を積みあげてゆく、というスタイ
ルなんです」
　計画と過程に根拠があり、それをこ
なす実力があれば、やりたい登山に挑
戦できる。一方で、身の丈に合わない
登山に対しては、変更や目標に見合う
訓練山行、周囲を納得させる取り組み
が要求される。やりたいことをやるた
めに、やらなければいけないこと。
コーチの存在は、それを明確にしてく
れる。
「根幹にあるのは、学生だけで安全な

冬山登山を成し遂げること、です」
　そうして、個々人の能力を引き上げ
るトレーニングには、95年の試行錯誤
が詰めこまれている。それは「人生で
あれほどの辛さを体験することは、後
にも先にもない」と多くの OBが口に
するほど過酷なものだという。
「いわば、システム化されているので、
課せられた訓練をこなしていくことで、
自然と強くなっていくんですね」
　そこには、最初から強い人間はいな
い、トレーニングを積むことで強くな
る、という思想がある。新人合宿で何
十 kgもの重荷を課すのは、しごくた
めでなく、短期間で効率よく強くなる
ために編み出された合理的な手法だ。
「明治のやり方が絶対とは思いません。
真にモチベーションの高い人には不要
だと思います」
　明大山岳部は異能の集団ではない。
新人合宿で大バテをし、ころころと転
んだ植村直己は「ドングリ」と呼ばれ
た。特別ではない人間が、夢を抱き続
け、研鑽を重ねる場であるという。と
きに易きに流れてしまう心を、仲間も
コーチも知り抜いているからこそ、切
磋琢磨できるし、許容することがない。
「ただ、そうして積み重ねてきた伝統
や技術が形骸化し、型に堕さないよう
気を配っています」
　明大山岳部の冬山登山では上部キャ
ンプをひとつずつつくっていく「極地
法」をとることが多い｡ 同じルートに
時間をかけて取り組むことで、山の変
化を見極め、天候が荒れても退路が確
保されるので、進退に窮まることがな
い。能力差のある下級生を冬山に連れ
ていくのには有効な、伝統的手法だ。
「ただ、明治の冬山は極地法でなけれ
ばならない、と考える学生がいるんで
すが、それは違うと思うんです」
　組織の強烈な個性は、ときに個人の
思考停止をきたしてしまう。コーチ陣
は考える。手渡すたすきに血は通って
いるのか、と。
「ぼくが現役の頃、部ではキスリング
を使っていたんです」
　キスリングとは、フレームとウエス
トベルトを持たない、巨大な巾着状の
リュックサック。70年代後半には姿を
消したというキスリングを明大山岳部
は長く愛用し、1997年入部の谷山さん

も使用していた。
「たくさんの荷物を梱包（パッキン
グ）するのに、便利なんです」
　曰く、うえに積み重ね、ビニール
シートで覆うことで、いくらでも背負
える。そして、確実に梱包されたキス
リングは、がちっとした巨大な塊とな
り、案外背負いやすい、と。
「その後はフレームなしのザックを使
うようになったのですが、これも梱包
技術が要求されます。そしてキスリン
グ同様、きちんとたたみ、最低限のサ
イズに切ったウレタンマットと組み合
わせることで、寝具になるんです」
　進んで不快な思いをするために古い
道具を使っているのではない。それら
は訓練しだいでは理に適った道具にな
るのだという。
「便利なものを使うことで、本来、高
められる人間の力が不要になるのなら、
道具にごまかされない技術を伸ばして
いこう……そんな話をしています」
　たすきにこめられた精神を、教条化
することなく、いかに手渡していくべ
きか。
　一挙手一投足が決められた振る舞い
は極端であると笑う一方で、100年近
くをかけて血肉化したノウハウは、そ
れさえこなせば最低限の成果は得られ
るという精度を誇る。優れたシステム
であるからこそ形骸化の危険を孕み、
思いが強いからこそ新しい技術や道具
を取り入れることに慎重になってしま
う。とはいえ、明大の 4年間は基礎作
りだと同部では考えている。
「卒業後、8座の 8,000m峰に登った加
藤慶信さん、カランカ北壁初登攀でピ
オレドールを受賞した天野和明さんを
見ていても、明治の登山をベースにそ
れぞれ発展させたのだと思います」
　谷山さん自身の冬山合宿は北アルプ
ス北部の毛勝山｡ 北西尾根から山頂を
狙ったという。ところが、最終キャン
プで悪天候に捕まってしまい、一週間、
テントにこもりっきり。結局、登頂は
適わなかった。
「そうして下山時、往路でつけたはず
の赤テープを見失ったんです」
　雪を踏み抜くと、足元に埋もれた木
に見慣れたテープがついていた。
「恥ずかしながら、ぼくは明大史上最
弱の 2年生といわれ、優秀な山岳部員
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ではなかったんです。それでも、木の
上につけたテープが埋まるほど降り積
もる雪を、身をもって体験できたとい
うことが印象的でした」
　卒業したその年に、前述のガッ
シャーブルム遠征に加わる。初めての
海外登山、しかも 8,000m峰に不安は
あったが「明大山岳部の活動を四年間、
手を抜かずにやってきた者ならば、
8,000mという極限世界でも通用する」
という隊長の言葉に参加を決意する。
ところが、登山中に持病の不整脈の発
作を起こしてしまう。
「普通ならば、登頂させてもらえる状
況ではないはずです。しかしこのとき
の隊は、全員による 2座連続登頂を目
指していたので、ぼくが登ることも目
的に含まれていたんです」
　隊長の高橋和弘さんには、彼が不整
脈を起こしても無事に下山させる勝算
があったのだろう。そして、史上最弱
と呼ばれた若者が描く努力の軌跡を、
思いをこめて見続けてきたのだろう。
「ぼくが登れたのは明治の登山隊だか
ら、です。最高の仲間と、最高の登山
ができました」
　ドリーム・プロジェクトはローツェ
とアンナプルナの 2座を残していたが、
谷山さんは手をあげなかった。ガッ
シャーブルム下山後、ライターとして
の道を歩み始めた彼は、ドリーム・プ
ロジェクトの軌跡を『登頂八〇〇〇
メートル』（山と溪谷社）にまとめた。
そのあとがきに、彼はこう綴っている。
――ヒマラヤという大自然の中で激し
く生きた若者たちの姿を、七〇年の植
村さんに始まる三十三年間の青春群像
を描ききることが、“登る”という行
為ではなく、“書く”ことを選んだ自
分にとっての十四座完登だ、と考えて
いた――
　8,000m峰など考えたこともなかっ
た若者が飛びこんだ扉の向こうには、
ヒマラヤに登り、帰ってくる男たちの
背中があった｡ 魅せられるようにたど
り着いた 8,000m峰では、指先の細胞
まで登ることに集中している感覚、全
身全霊を傾けて生きている実感を味わ
うことができた。
「世の中にはいろんな楽しいことがあ
ると思うけれど、運よく登山に出会う
ことができた。時間をかけて付き合う

なかで、人生が充実したという思いが
あるので、それを伝えられたらと考え
ています」
　無粋を承知で聞いてみる。
　なぜ、若者に山登りを伝えたいのか、
と。すると、辛いことばかりですから
ねえ、と苦笑する。
「99％辛くても、１％でも腹の底から
楽しいと思えれば OK、という価値観
でしょうね。なんとなく 100楽しいよ
りも、一生の宝になる１を得るために、
99の辛さを選ぶ……そういう楽しさ
もあるよ、って」
　現在、明治大学山岳部には６名が在
籍、ひたむきに汗を流している。

たにやまひろのり　1979年愛知県生まれ。高
校時代も山岳部に在籍し、1997年、明治大進学
と同時に「冬山にも登りたい」と、山岳部の
門を叩く。4年次には主将を務め、卒業後の
2001年、ガッシャーブルムⅠ･Ⅱ峰登山隊に参
加し、登頂を果たす。ライターとしても活躍
し、おもな著書に『登頂八〇〇〇メートル』
（山と溪谷社）などがある

Hironori taniYaMa
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　これから始まる夏休みに向けて、ぜひ家族
で挑戦してみたいのが、北アルプスです。今
回紹介する後立山連峰に位置する白馬乗鞍岳
は、栂池からロープウェイやゴンドラを乗り
継いで、手軽に標高の高い雲上の楽園へと行
くことができるので、はじめての北アルプス
登山には最適の山でしょう。岐阜県にある乗
鞍岳は 3,000mを超えますが、こちらの乗鞍
岳の頂上は 2,437mと標高も低いので、高山
病のリスクも比較的に少ないうえ、行程も短
く日帰りも可能です。
　栂池ビジターセンターから乗鞍岳頂上まで
の道のりは、高層湿原があったり、雪渓があっ
たりと変化に富んでいて、夏はチングルマや
ウメバチソウ、ミヤマキンポウゲなどの高山
植物の花々が目を楽しませてくれます。登山
道は悪場もなく、道標などもよく整備されて
いるので初心者でも安心してアルプスハイキ

ングを楽しむことができるでしょう。
　しかし、標高が低いと言っても 2,500m近
い北アルプスですので、急な天候の悪化には
注意が必要です。とくに夏は午後になると、雷
雲が湧き、天候が崩れることがあります。視
界の悪いなかでの雪渓の横断、平坦な頂上付
近の道迷いには十分な注意をしてください。
　そこまで歩くことに自信がないファミリー
や小さな子がいるかたは、無理をして乗鞍岳
の頂上をめざさなくても大丈夫。ロープウェ
イの終点にはビジターセンターのほか、栂池
自然園には自然散策路が設けられているので、
手軽に高山植物を楽しむこともできます。

　来たる８月 11日（金）で２年目を迎える
「山の日」。その新しい国民の祝日と同じく２
度目となる「TANZAWA 山モリ！ フェス」が
今年も８月 11日・12日の２日間にわたって
開催されることになりました。
　会場は、関東屈指の人気登山エリアである
丹沢。
　丹沢登山の拠点となる「秦野戸川公園」の
広大な敷地を利用して、昨年好評だった登山
プログラムに加え、今年はキャンプといった
アウトドアコンテンツも実施予定なのだそう
です。
　一例を挙げると、体験登山教室や登山ガイ
ドの出張登山講座、クライミングウォールの
設置、登山家・田部井淳子さんの道具展示と
いった登山にまつわるコンテンツのほか、
キャンプグッズ・キャンピングカーの展示や、
くんせい料理体験、ククサやバードコールを
作るワークショップ……などなど、たとえ山
に登らなくとも楽しめる２日間に。数々の人
気アウトドアブランドも出展し、この夏話題
となる最新の製品情報も得られるでしょう。
　イベント詳細は随時「好日山荘ホームペー
ジ」にて更新されますので、今年の山の日の
過ごし方を検討している人はぜひチェックし
てみてください！

Mt.News!

POINT1 ロープウェイを使って一気に雲上の楽園へ
POINT2 高山植物をはじめとした可憐な花々が美しい
POINT3 北アルプス後立山連峰の迫力ある展望

長野県・北アルプス／白馬乗鞍岳

新三大
親子登山
ポイント

タキザーさん／長らく山岳
雑誌の編集に携わった後、
独立。三児の父として、専
門誌などで親子登山の連載
を５年にわたり続けている。

コースタイム●栂池高原駅～（ゴンドラリフト20分）～栂大門駅・栂の森駅～（ロープウェイ5分）～栂池自然園～（1時
間30分）～天狗原～（1時間30）～乗鞍岳～（1時間）～天狗原～（40分）～栂池自然園　※下山の際にもロープウェイを
利用するので、最終の時刻に間に合うよう、余裕をもった行動をすること。運行時刻は事前に調べておきましょう。

山オヤジの小言●ハイキングだからといって軽装は禁物です。夏の北アルプスに行くには、防水透湿性のあるレインウエ
アと、保温性のある軽量のインシュレーションが入った防寒着は必携です。急な雨などで着替えや防寒着を濡らさぬよう
に、防水性のあるスタッフザックに入れて携行しましょう。また、夏はこまめな水分補給とカロリー補給も忘れずに！ 行動
食は非常食も含めて多めに持って行きましょう。

子どもアドバイス●白馬乗鞍の途中にある天狗原は風の強いところです。大人は体重もあり、北アルプスの強い風でもな
んとか踏ん張って持ちこたえることができますが、子どもは文字通り、本当に吹き飛ばされてしまいそうになります。とく
に木道などを歩いているときは、滑りやすいのでバランスを崩して怖くて歩けなくなるほどです。そんなときはしっかりと
手をつなぎ、大人が風よけになって歩いてあげましょう。　＊問い合せ先　白馬村観光局　☎0261-72-7100

日程： 2017年8月11日（金）～12日（土）
時間： 8:00～17:00
入場： 無料（有料プログラムあり）
会場： 神奈川県秦野市「秦野戸川公園」
アクセス： 小田急小田原線 渋沢駅よりバス「渋
02」系統大倉行き 終点「大倉」下車

Ｗｅｂ概念
マップへ

アクセス！

TANZAWA 山モリ！ フェス2017
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　ミレーのドライナミックメッシュと
いえば、すでに数年前の発表時にかな
り注目されたギアである。その見た目
の強烈さからも話題になったアンダー
であるが、その実力もかなりなものと
その筋の人々から聞いていた。気に
なっていたこともあり、ついに購入。そ
して、この大キレット取材で身を持っ
て体感することに。
　使用後の実感として、ひと言でいっ
てしまえば「現代版の山シャツ」だ。網
の目効果抜群で、汗という汗をグング
ンと吸い上げる吸い上げる。まったく
持って、先達たちの知恵は大いに活用するものです。現代版の化繊でこれが
できるのだから、さらに怖いモノなし。山の定番ギアを最新版に。いまさら
ではありますが、ミレーの目の付けどころに感服。

　今回、大キレットを勇ましく踏破した女性
陣（＋制作スタッフ）だが、その背中に背負
うのは信頼できる数々のギア。……だけでな
く、大量のお酒とツマミ用食材も！ 計らずし
て取材に飲ん兵衛が集結してしまい、バック
パックから出るわ出るわ度数の強いアルコー
ルと、珍味や生野菜など。
　とくに盛り上がったのが右下。十字に切り
込みを入れたカマンベールを銀紙に包みシェ
ラカップで熱したのち、アンチョビと黒オ
リーブを投入しさらに加熱。偶然の持ち寄り
コラボで極上ディップができてしまった。

ときどき飲みに行くス
ナックの女の子（26 歳）

が「山登りにいってみたい」と言
います。カッコよく案内できる適
度なオススメの山はあります
か？ あわよくば下山後も……
（埼玉・公務員32歳） 

所長　そりゃ、そそり立つ山に決
まっとる。いつだったか、屋久島
のキャバレーで「太忠岳ステキ
～」というホステスと翌日登る約
束したことがあったなぁ。
助手　僕も一緒の時ですね。で
も、朝所長は寝てるし、女の子も

何度電話しても出なかったです
よ。
所長　ま、それが飲み屋での約
束ってもんだ。が、私の大先輩に
は豪傑もおるぞ。実名ははばから
れるのでＭ助、Ｋ太郎としておこ
う。

　あるときふたりは穂高に行こ
うと新宿駅を発ったそうだ。途
中、ちょいと野暮用あってＭ助の
親戚筋の石和温泉で途中下車、
そのままスナックに入ってしま
う。ふたりのカッコを見たホステ

スいわく「どこ行くの」。Ｍ助「お
う、穂高って山に行くんだ。お前
も行くか？」。「イクイク～」。Ｋ
太郎は内心（おいおい）と思った
が、所詮は酒飲みの話、大して気
にも留めなかった。
　ところが翌朝、Ｋ太郎が石和の
駅に行くと、なんと女が待ってい
る。それもパンプス＆トランク
姿。いっぽうＭ助の姿はなく、電
話すると寝ぼけた声で「次の列車
で追う」と言う。Ｋ太郎はまたも
（おいおい）と思ったが、浮かれ
た女を無下にできず上高地へ向
かった。
　なに、歩き出せばすぐに女は音
を上げるだろう。徳沢か横尾あた
りでＭ助も追いつくだろうから、
そしたら後は任せよう――そん
なことを考えていたＫ太郎だっ
たが、女はいたって元気ハツラ
ツ、ついにパンプスで涸沢まで来
てしまった。
　結局、Ｍ助が到着したのは半日

後。待ち構えていたＫ太郎いわく
「Ｍ助、あの女ここまで来ちゃっ
たけどどうすんの」。M助、覚え
ていないのか、女を一瞥して「誰
だあの女は。Ｋ太郎、任せた」。
　もっとも、そうは言いつつ、下
山は荷物持ってやったりして、３
人で楽しく下りてきたらしいが
な。

助手　で、質問の答えは？
所長　う～む、どんな山でも男は
甲斐性。あ、無謀登山はダメです
ぞ。

＜材料＞

はんぺん　1枚／とろけるスライス
チーズ　適量／オリーブオイル　適量
／醤油、七味　お好みで

＜作り方＞

1

2

3

はんぺんを半分に切り、
切った断面に切り込みを
入れ、チーズを差し入れる。
※チーズはフィラデルフィア
「贅沢3層仕立ての濃厚クリー
ミーチーズ」がオススメ！

フライパンにオリーブオ
イルを熱し、チーズが溶け
出すまではんぺんの両面
を焼く。

お好みで醤油、七味をかけ
て召し上がれ。肉厚なはん
ぺんとチーズの相性がウ
マウマです。

人生山あり谷あり。
とりあえずどんな相談も
お請けしますが、
明朗解決となりますか否か……。

所長：長谷川哲／
北の大地在住のフ
リーライター。最
近欲しいものは
ロックミシン。

今回のお品

塚野 浩＝イラスト

　好日山荘がこの夏から、DVD付きマガジ
ン『日本の名峰』（デアゴスティーニ）。 毎
号 BS-TBSの番組『日本の名峰 絶景探訪』
から 1話を再編集して DVDに収録し、3D
マップや図表で視覚的に解説するマガジンが付くという豪華な
内容。創刊号は旅人に三浦豪太氏を迎え「立山」をフォーカスし、
特別価格 299円で販売される。2号目以降は槍ヶ岳、富士山、剱
岳…へと続く予定だ。請うご期待！

デアゴスティーニから
『日本の名峰』シリーズが発売開始

ミレー／ドライナミック メッシュ NS ク
ルー　4,600円＋税

今号の
PICK
UP
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https://www.kojitusanso.jp/pre17su/

応募はこちらから！

応募期間：2017年6月15日～2017年9月15日

背面パネルには、中央に
新鮮な空気が通り抜ける
ための隙間をつくり、発
汗を抑える機構と、背負
ったままでも簡単に背面
長をかえられる「バイオ
フィットシステム」を搭
載。使い勝手のよい 2気
室構造でレインカバーも
標準装備。30ℓ、17,000円

雨風を防ぎ、汗などの湿気を放出する防水透湿素
材ゴアテックスを採用した上下セットのレインウェ
ア。軽さと動きやすさを考えて設計されたモデルで、
好日山荘のオリジナル。メンズ、ウィメンズともに
Mサイズ。33,000円

祝日 8月 11日の「山の日」を
応援しているキャラクター
「ヤーマン」をプリントした容
量 650㎖のナルゲン広口ボト
ルとクリアファイルをセット
で 5名に。1,800円（ボトル／
クリアファイルは非売品）

バーグハウス
エクスプローラー30

バイレス
ゴアテックスレインスーツ 

DKBLU/DKGRY
(ウィメンズ)

好日山荘
ヤーマンナルゲンボトル
650㎖＋ヤーマンクリア
ファイルのセット

読者プレゼント
GUDDÉI 2017 夏号

1名

男女各

1名

男女各

JET BLACK/GREY
(メンズ)

NAVY+BLACK (メンズ)
PINK+BLACK (ウィメンズ)

5名

https://www.kojitusanso.jp/pre17su/


NEXT ISSUE

もう一度、屋久島
秋こそ静かなあの島へ

2017.09.15 刊行予定

お得な割引クーポン券GUDDÉI
2017夏

ご希望のクーポンを切り取って、
該当の各店舗、山小屋にてご活用ください。

制作 株式会社ヨンロクニ

編集 宮川 哲、滝沢守生、福瀧智子、
 麻生弘毅、森山憲一、
 伊藤俊明、大村嘉正

デザイン 吉田健人（prigraphics）

地図製作 オゾングラフィック

※本誌の無断複写は著作権法の例外を除き、著作権侵害となります。
© 2017 kojitusanso.co,Ltd

発行 株式会社好日山荘

印刷 図書印刷株式会社

〒651-0083
兵庫県神戸市中央区浜辺通2丁目1-30
三宮国際ビル6F

〒114-0001  東京都北区東十条3-10-36

2017年（平成29年）6月15日 発行

定価：  本体200円 ＋税

グッデイ・リサーチ2017年夏号（No.034）

＊お詫びと訂正
『GUDDÉI』2017年春号の 21ページにて掲載商品名の記載に
誤りがありました。以下に修正して、お詫び申し上げます。
誤　ミレー　ダイナミックメッシュNSクルー
正　ミレー　ドライナミックメッシュNSクルーphoto by Tadashi Kajiyama

2017 AUTUMN No.035

WSH143
ノート注釈
WSH143 : Unmarked



7434468

デジタル製版G

高橋

287

（
株
）

  

イ
ロ
ノ
ハ

好
日
山
荘
季
刊
誌

G
uddei2017

年
夏
号

表2-表3

280
424

17.05.18
初校

H3H2

4㎜



7434468

デジタル製版G

高橋

287

（
株
）

  

イ
ロ
ノ
ハ

好
日
山
荘
季
刊
誌

G
uddei2017

年
夏
号

表1-表4
Aタイプ
280
424

17.05.25
再校

H1H4

4㎜

第２特集

今年こそ3,776ｍの頂上へ

富士山登山大作戦
定価： 本体 200円 ＋税
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槍ヶ岳から穂高をつなぐ岩の稜線

Hiking high on a Rocky Ridge. 

特集

大キレットを
大攻略‼ 

NEW GENERATION
CLIMBERS

今泉結太（16歳）

インタビュー「山と人」

谷山宏典
（明治大学山岳部ヘッドコーチ）
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