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56号臨時増刊号 平成 24年 2月 25日

チロル・ ドロミテ山行報告

星子 貞夫

6月 28日 快晴

ドロミチの朝は夜明けが早い。4時半には空が明る

くなり周囲の山々の山頂が赤 くなり始める。

今日はサッソルンゴー周の トレッキングである。ス

ーパーで昼食の食材を買い、セラヨッホに向かう。

セラヨッホ・ハウス(2180m)か らテレキャビンと称す

るケーブルが、 卜二・デメッツ小屋(2681m)ま で登つ

ている。これは二人乗 りのケーブルで立ったまま乗る。

座る事は出来ない。遠 くから見ると白いタツノオ トシ

ゴがら、わら、わ浮いている様な感 じである。

二人の係員に抱き抱えられて、無事に峠のデメット

小屋駅に降りつく。

小屋の右側 を進むとサッソルンゴの岩壁が右手に

500mの 高さで垂直に立ち、登山者を威圧 している。

狭い急坂の岩のガレ場をジグザクに道があり、落石を

気にしながらの下りである。やがて少 し傾斜が緩 くな

ると雪渓が現れる。

歩きにくいガレ場を避け、雪渓を真つ直 ぐに下る。

雪渓め切れる所の渓流のほとりで大体止 して食事をと

る。

さらに石渓を下り12時 16分に岩峰の基部にあるヴ

ィンチェンッア小屋(図fugiO Vlncenza 2253m)に いた

る。ここから道はほぼ平らになり草原となる。さらに

2時間の後エミリオ・コミチ小屋(Ecomc 2153m)で 大

体止 して生ビールを飲む。この辺りにエーデルヴアイ

スが咲いているらしいと言われ探 しながら歩いたが、

遂に見つからなかつた。

16時 00分、サッソルンゴー周 トレキングを終える。

帰路交通 トラブルがあり、ポル ドウ峠(Passo Pordou

2239m)経 由で帰る。図らずもセラ・グルッペを一周す

る ドライブとなった。

明日はピッツ・ボエ登山を予定 していて、スター ト

を早める為スーパーに寄つて明日の食材を購入 して

18時 30分 ホテルに帰る。

6月 29日 快晴

7時 30分朝食、8時 30分ホテルを出発する。今日

は登山開始場所と下山場所が違うので下山口に車を一

台置いてポル ドウ峠に向かう。9時 11分ポル ドウ峠に

着 く。ケープル駅横の売店で地図 #061/25000 を

購入する。 ドロミチ地方の地図には日本と異なり地域

毎に番号が付 してあり、セラ・グルッペは#06ド ライ・

チンネ地方は#03で ある。

山頂駅は 2950mで標高差 710mを ゴンドラは一気

に登る。山頂駅から見る景色は下から見上げる風景と

全 く異なり、あちらこちらに残雪を残 した平らな平原

である。記念撮影後 9時 40分 に駅舎をあとにし
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ピッツ・ボエ(Piz BOe 3152m)に 向けて出発する。

残雪が点在するほぼ平らな台地を 20分行 くとポル

ドイ小屋(Rf Forcella Poldoi 2829m)に 着 く。ここはケ

ープルを使わないで登る人が最初にたどり着く所で、

日本で言う所の乗越 しである。

ドロミチの登山道にはすべてルー ト別に番号が付 し

てある。今 日は R627～R638を 辿れば良い。

雪渓をトラバースして最後の登 りにセットしてある

フェラータを通過すればピッツ・ボエの山頂である。

11時 50分であつた。

山頂にはカプナ・フアッサ(RIf Capna Fassa)と 呼ば

れる立派な小屋があり、大勢の登山者で賑わつている。

40分間休憩 し岩にペンキで書いてある#638に 従つて

頂上を後にし北東方向に位置するコルバラ・ケーブル

に向かつて下山する。

遠 く南南東に ドロミチ最高峰のマルモダーラ、南東

方向に右 か らチベッタ(M C vetta 3218m)、 ペルモ

(MPemo 3168m)、 アンテラオ(M Antebo 3263m)、  ト

ハナ(Tofana Di Mezzo 3244m)等 々の 3000m級の山々

が見える。前谷氏の説明によると、中でもチベッタは

日本人が初めてクライミングに挑んだ山だそうだ。

結構長いが殆ど下 りで楽な道だが、最後にレ・ポン

テ(Le POnte 2779m)の岩峰の基部に傾斜約 60° の雪渓

が 70mほどあり、通過に少 し勇気を要 した。雪渓が終

わる所で気を許 したのか一人が軽 くスリップしたが無

事であつた。

晴天に恵まれ岩間に咲 く花々を撮りながら、愛でな

がら、ガレ場や雪渓を行 く。登山者も少なく 4～5人

であった。

16時 4分ホテルに着く。

6月 30日  雨のち晴

4時半に目覚める。ベランダに続く硝子戸の厚い力

―テンを開けてベランダに出て見ると風を伴つた雨で

ある。

予定を変更 して町見物としボルツァーバ Bolzano)観

光 の後 、 ミズ リー ナ湖 畔 の ホテ ル ・ ラバ レ ド

(H Lavaredo)に ,自 る。

ボルツアーノはブレンナ峠から流れるイサルコ川

(Fに arco)と レシェーン湖(Reschen See)に 端を発するタ

ルベラ川(F,Tabra)の合流する所に発達 した町である。

ドイツの堅実さとイタリアの明るさがまじつた町であ

るとガイ ドブックに書いてある。華やかなで明るく美

しい町である。

イタリアの果実の大生産地であり周囲の農家に広大

なリンゴ畑が見られた。

町の中央にある地下駐車場にパークしてヴァルター

広場、 ドウオーモを見学 しエルベ広場で野菜や果物の

露天市場を散策する。限られた時間であつたが雨も上

がり、暖かい市場の雰囲気や山程積まれた野菜や果物

を見て愉快であつた。一度ゆつくり訪れたい町である。

帰路セルヴァ・ディ・ヴァル・ガルディーナの木工

細工の店に寄る。店の横に木工細工工場があり、一人

の老人が作品を磨いていた。店内には様々な木工芸作

品があり、水飲む羊の彫 り物を一つ求めた。考えてみ

ると私はひつ じ年生まれである。

天気も回復 し、今日の予定地のミズリーナ湖(Lago di

M surlna 1 756m)に 向かう。ミズリーナ湖はスキーで有
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名なコルチナから北東に 12～ 15 kmに ある。湖の周囲

は遊歩道があり約 1時間の距離である。周 りにホテル

があり我々の泊るホテル・ラバレドは湖の中央付近に

ある。

北の端には土産店、 ピザ店がある。いつもように夕食

にワインをのんだが、カベルネ 11κ ボ トルが 8ユーロ

であった。ヨーロツパでは 750mlのボ トルは無 く、全

て 17χである。

湖の北端から見る風景は空港、カレンダー等様々な

所で写真をみる事が出来る。写真の奥に写つている山

はソラビス山塊(Gruppo Dd

Sorapiss 3205m)で ある。山が湖の直 ぐ近くに見え

るが距離にして 15 km位 奥である。

ホテルの部屋はコルバラのアララに比べると少 し狭

いが一夜の憩いを憩う。

7月 1日 晴

5時に起床し湖を散歩する。聞けば私が一番遅く、内

山さんは暗いうちに湖を一周し、大分組もソラビス山

の朝焼けが湖に映る写真を撮つていた。遅かつた、悔

しいの一語である。

今日は ドロミチの象徴ともいうべき通称 ドライ・チ

ンネの周遊である。

9時 30分に駐車場を出発 し横穴式 トイレで用を済ま

し歩き始める。

山小屋風レストランの裏手から、 ドライ・チンネを

V

反時計回りに一周するコースである。

なだらかな広い道を進みやがて急なガレ道を登ると

峠に着く。

峠道をチンネを背にして急坂を登ると岩壁にぶつか

る所にトンネルがある。ここからチンネを眺めると三

つの岩峰が重なつて見える。岩は両側とも垂直に切 り

取られている。

峠に戻 りいよいよ―周コースに入る。道は二本あり、

チンネの麓に沿つたものと少 し離れて遠 くから山を眺

めるもののニルー トである。

我々は後者を選んだ。中央のグランデの壁をクライ

マーが登つている。少 し滑落 した様だ。 しばらく眺め

て又進む。

やがて一周が終わる位の所に山小屋があり近くの草

原で昼食する。

ホテルで購入 したワインを 11χ、皆で乾杯 しドロミ

チ最後のイベントを祝する。時に 12時 55分 であつた。

山を降 り 14時 にミズリーナ湖の北の端にあるピザ

店に寄り、湖上に張り出したベランダの上のテーブル

で待望のイタリア本場のビザを食べる。お|｀
しくて何

を食べたか記憶にない。        ‐

食後近 くの土産物店で小物を買う。店の主人はクラ

イミング・ガイ ドをしていて、 ドライ・チンネのクラ
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イミングガイ ド料は 250ユー日と言つていた。

ドロミチを辞 し、一路ベニスの対岸の町メス トレに

向かって高速 A27を走 り、18時 30分 にホテル・セン

トラーレ(Hotel Centrde)に 着 く。

この旅最後の夕食はホテルの紹介で近くのレス トラ

ンでイカスミのパスタを食べ、例によってワインで乾

杯する。

7月 2日 晴

べニスと言えば水の都、シェクスピアのべニスの商

人、水路とゴンドラ、キャサ リン・ヘップバーンの旅

愁、中世べニス艦隊に支えられア ドリア海で貿易で栄

えた町、マルコ・ポー日の町・・・程度の雑知識で何

も勉強もせず、べニスが島であることも知らなかった。

べニスについてのガイ ドは旅行書に譲る。

メス トレはべニス対岸の町である。鉄道で 4 kmべ 二

ス島のサンタ・ルチア駅に渡る。べニス島を S字形に

大水路がサン・マルコ広場に続いている。駅前で水上

バスであるヴアポレットと呼ばれる乗合船に乗る。

船は途中数か所寄港 しながら大運河を進む。 1934

年に作られたスカルッイ橋、16世紀に作られアーケイ

ドと階段が融合されて店が並ぶ リアル ト橋、木製のア

カデミア橋の下を通 リサン・マルコ広場に着 く。

多くの観光客で混雑 している。迷わない様に用心 し

なから町の中に入り、サンタ・ルチア駅に向かって迷

路のような細い道を行く。

町中の市場には多くの新鮮な魚や野菜が多く活気が

あり食欲をそそる。縦横に通つている水路を行 くゴン

ドラのアベックを小橋の上から冷やかす。彼らも手を

振つて答える。

真面目に建築、絵画、歴史を勉強 して再訪 したい町

である。

12時に観光を終え、メス トレ駅に向かいマルコ・ポ

ーロ空港よリドバイ経由でそれぞれ関空と成田に飛び

旅を終える。

若い頃 ドロミテという登山靴に憧れた。町歩き用の

短靴も持つていた。

憧れの ドロミチに始めて旅 し言葉に表せない感動を

得た。前谷氏を中心にした東京グループの愉快な人々

と共にドロミチの旅が出来て楽 しかつた。私にとって

未知の世界の扉が又一つ開かれた。有難う御座いまし

た。

東日本大震災支援。ボランティア活動

に参加して

下川 幸一

去る 10月 10日 、父の卒寿記念で久住山に登ったと

き、阿南さん率いる熊本の 「自然を愛する会」の皆さ

んとお会いしました。この時のご縁で、今回の支援活

動 (12月 2日 ～6日 の 5日 間)に参加することが出来

ました。大震災発生以来、現地の悲惨な報道に接する

たびに何とか被災地の復興活動のお手伝いが出来ない

かと思っていました。自然を愛する会のおかげと感謝

しています。

∪
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今回は、百姓委員会の皆さんを中心に作られたサツ

マイモを被災地の皆様に持って行く事と、瓦礫の分別

作業でした。ダンボール箱 200箱 のサツマイモを二台

のマイクロバスの後部座席に満載し、27名 での出発で

した。

船 (フ ェリー)の中でのミーテイングで、これから

の震災地での活動についてそれぞれが、思いを語りま

したが、私も大分代表として気が引き締まる思いでし

た。

泉大津から気仙沼まで、高速道で 14時間(1070km)

の雨の長旅でしたが、 ドライバー3人が交替で走り続

け気仙沼の藤里さんの仮説住宅に到着したのは午後 8

時 40分でした。

6畳と 4畳半の 2間に 30人が座り、藤里さんご夫

妻の心のこもった夕食のおもてなしをいただきました。

その時、藤里さんご夫妻の震災当日から 20日 間の思

い出すのも辛い状況をお聞きし、涙が止まりませんで

した。

不自由な避難所生活をされているにも拘らず、翌日

の昼食までも用意して下さいました。感謝の限りです。

3日 目は快晴です。本日は藤里さんの案内で、各地に

点在している仮設住宅の皆さんに一軒々々まわりまし

た。おかげで、百姓委員会やボランティアの皆さんで

収穫したサツマイモ 。自菜・ホーレン草をたくさんお

届けすることが出来ました。

被災者の皆さんからは、心からの笑顔でお礼をいた

だきました。特に小さなお子さんから「ありがとう !」

と手を握られた時は、心から嬉しさが込み上げ、いつ

までも瞼に残っています。

その後、瓦礫の集積場に案内され、資源ゴミと可燃

物と不燃物の分別作業に入りました。大量に積み上げ

られた瓦礫でしたが、「自然を愛する会」のメンバーの

心意気高く、見事なチームワークで一気に片付けてい

きました。さすが山登りで鍛えたメンバーだと感心さ

せられました。

昼食後、本吉町経由で気仙沼港へ向いました。街の

各地は津波の傷跡が残っており、復興には程遠い状態

気仙沼港に着いた途端、日の前の大きなクレーンが岸

壁に倒れているのが目に飛び込みショックを受けまし

た。

道路の地盤が沈下し、地層が傾き海水が溜まったま

まの土地。漁業関係の工場群は鉄骨むき出しのコンク

リー トのみになっており、人・車は全く見当たらない。

9ヶ 月経った今も、信号は手信号の誘導の状態だ。

仙台のボランディア活動の細川さん宅へ向う幹線道

路脇に、巨大な トロール漁船が打ち上げられていまし

た。信じられない光景に一同息をのむ。メディア報道

で見ていたものより、あまりにも被害が大きく、改め

て自然の脅威を感じました。

細川さんは、我々―行のために最初から最後の宿泊

(自 宅)まで面倒を見ていただき感謝しています。今

回の体験を大分の多くの人達に報告することが、私の

今、すべきことだと思っています。そして現地で出来

た絆を大切にし、これからが心と心の繋がったボラン

ティア活動のスター トと考えています。

被災地の一日も早い復興を祈りつつ、27名 のボラン

ティア隊は九州の途につきました。

W

で改めて被害の大きさを痛感させられました。
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三角点と山城探訪シリーズ 第一回

二等三角点 小松尾山 815.4m 高城、津賀牟礼城跡

安部 可人

今回の主役は入田宗和 (義実 )、 宗麟を恨んで反旗、

その後薩摩で家臣待遇されご立派、裏切りの成功者。

神原の健男社から lkm、 電柱 ョ 513で細い作業道に

入る。580の 51′ 370″ 、20′ 574″ 駐車。

北方向に見える尾根が目標、すぐ石ころ道、伐採跡

トラバース気味、2つ の大岩からゆるい谷北東へ渡り、

その主尾根に 650で合流、このさき道はこれしかない。

真東へ感じのよい冬枯れの疎林、少しきつい。岩壁左

にまいて、岩稜 20mで最後は切れそうな固定ロープで、

4mの垂直の岩塊西から 8154山頂へ、2倍の 1時間 40

分。せまい、少 し展望の見張 り台、直下の 750台地調

査は危険行けず。

後でいく津賀牟礼城主入田親真は小松尾城で自害、

その子宗和 18歳、宗麟を恨んで薩摩軍を小松尾城に迎

いいれたとあるが、別名神原城だから、神原キャンプ

(以前畑)周辺がその城だったと思う。

つぎは謎の高城へ。大分百山の緩木山のあの高城は

別の時代。

自の図根三角点の峠、 52′ 077″ 、 18′ 588″

とり付き。私は限界、若い元気者佐藤さんが GPS62SJ

初使用で代行。急斜あきらめず、県教委の縄張り図の

3つ堀切など証拠写真撮ってきて、50分で帰着。4等

高源寺 498.4へ 。

当地に宗和の案内で義弘布陣、高城で志賀親次 (岡

城主)の家臣善戦、水源切られて落城。高城は緩木山

北東尾根・843の 500m下の 780台地、51′ 562″ 、19′

139〃 。なお、二等鳥岳 6838は 「大分百山」で山城

の跡をしのばせるとあるが、これも宗和が手先となっ

て、落とされた。 (注 )

別 日、宗和が戸次統員に乗っ取られた津賀牟礼城跡

へ。広瀬橋の矢原の町教委の石柱入り、真南尾根へ取

り付きは灘場、あとは楽々、300 055〃 、52.5″ 堀切

西へ笹の中、柿色の山名板津賀牟礼城跡 (主郭)着、

35`か。 346  32・  56′  03 0″ 、 131°  23′  48 0〃 。 なに

もな し。

帰りは不安な冒険、西方向へ。最初は快適、やせ尾根

に堀切、北西に変化暗く恐ろしい、3度ロープ使用し

て急降下、05.2″ 、337″ 石碑 4つ の道路に出てほっ

とした。

城主入田氏は大友 4代次男泰親が土着 した家柄。親

真、宗和親子のあと城主戸次統員が対津島戦で揚め手

南側補強、6mの切岸、堀切は異様な雰囲気、県下最大

級の城域、勧誘で開城とあり (縄張り図)、 2回 目の探

訪で南側のそれを見た。 (地形図 豊後柏原、竹田)

(注)緩木山城 1046m、 平家の流れの子孫中尾盛

行は宗麟の寺院焼き討ちを諫めて、激怒の宗麟は焼

討奉行派遣、増援、この城を落とし、盛行自刃。 1584

年その 424年の歴史は終わったのである。

私の無名山ガイ ドブック (NO.47)

冬の池代に遊ぶ    飯田勝之

暮れのある日、私は昔からの山仲間と由布岳の池代

(い けしろ)の台地に登った。池代は、三角点歩きを

始める 7年ほど前までは、私は 1人でこの台地に、毎

年 1回以上は登っていた。雑踏の地のごとく登る人の

多い由布岳の中で、全くひっそりとしていて、しかも

幽玄なほどに深山の雰囲気を感じさせる静なこの地

は、鶴見の北尾根とともに、家から近い関係もあり、

久しく昔からの私のお気に入りの山歩きの目的地であ

-6-



56号臨時増刊号 平成 24年 2月 25日

る。

この日の前夜は由布院で温泉につかつて温かな『鍋』

で忘年会。この会で山に行く時、前夜から泊まり込み

の時は何時も私はやや二日酔いである。前日の午後か

ら由布院は雪が舞っていた。そしてこの日は朝からこ

の冬一番の冷え込みであつたが、二日酔いの頬には冷

たい風が心地よかつた。

池代へ至るには、自布岳西峰の北の肩からミヤマキ

リシマを分けて、わずかに伐り開かれた踏みあと道を

下るルートがあるが、下から登るには佐土原の上、湯

の坪川の源流の砂防ダムから登るのと、飛岳の東、由

布岳西斜面にある牧場の最上部から直に「御殿」と呼

ばれる池代台の一角に至るのと、塚原側から登るのと、

三つのコースがよいが、いずれも定まったルー トがあ

るわけではない。

この日登ったのは佐土原からのコースだ。見上げる

由布岳は頂上がわずかに雲に覆われているが、その下

は真っ白に雪化粧されている。水のない湯の坪川の右

岸に沿つて林道を登る。この道は砂防ダムの工事のた

めに造られたもので舗装されているが 300mほどで終

わる。林道終点からヒノキ林に入り真っ直ぐりllに沿つ

ていくと少し先が牧場から延びた牧野道で、その際に

ある牧柵のゲー トがある。ゲートを開いて涸れた谷を

行く。砂防ダムはこの上さらに 300mほど上流まで幾

つも造られているが、谷をこれ以上つめると崖に至つ

て登れなくなる。

涸れ沢を渡り対岸のスギ林の急斜面を登ると、左岸

沿いに造られた踏みあと道がある。この道は山の作業

用でわずかにそれと分かる程度だ。間伐されたスギの

倒木をくぐったり越えたり迂回したりしながら登って

いくと、左岸に渡って 30分ほどでスギ林は終わり素晴

らしい天

然林となり、踏みあと道は無くなるがそのまま斜面を

ほぼ直登していく。

この林は春は優しい芽吹きの色合い、夏は涼しい青

葉の木陰、秋は全山錦のもみじ、冬枯れると温かな日

だまりと、四季を通じて嬉しい山歩きを感じさせてく

れる.

とりわけ芽吹きのころは林床にタイミンガサやモミ

ジガサ、マイヅルソウやヤマシャクヤクが春を味あわ

せてくれる。

由布岳中腹を取り巻く天然林の斜面が、頂上近くの

ノリウツギやツクバネウツギ、ツクシドウダン、ミヤ

マキリシマなどが密生するあたりの手前まで続く、実

に素晴らしい林の斜面であるが、何しろ急斜面である。

下の方はシデやケヤキ、カエデ、リョウブなどで、登

るにつれてブナが目につき始める。

見上げると目ざす飯盛山のビークは自く霧氷に包ま

れている。前日降つた雪が落ち葉の斜面をうっすらと

被っている。冬木立の中を横から吹き付ける風は冷た

くて、始めは酔い覚めに心地よかったが、次第に頬を

刺すように感じられてくる。天然林に入って 30分ほ

ど。突然スギの小群落に出会う。ここは、春説弓張月

の鎮西八郎為朝伝説に出てくる「城ノ杉 (しろのすぎ・

(代杉)」 である。渇いた急斜面に突然、3カ所から

水がわき出て、湿地状の小谷となっているが、水はそ

の下流で地面に消えていく不思議なところで、湧き出

る清水は美味しくて、合野越下の水場とともに、由布

岳では数少ない水場である。

急登の続きで熱くなった体に、冷たい水が美味しい。

このあたりが佐土原コースのほぼ中間である。 ブナ

の大木の多い急斜面をジグザグにとりながら、さらに

ひたすら登る。登るほどに少しずつ落ち葉の上の雪が

多くなる。ルートのない林の中の斜面から、急な崖に

囲まれた池代の台地に登るには 1カ所だけ崖の間に造

られたルートがある。ここを目当てに登らなければな

らない。GPSの高度が 1200mを越える。このあたリ

から斜面西側にある「北ノ掘」と呼ばれる、やや窪ん

だ斜面を渡って向こうの斜面を登るのだが、この日は

少し早く西へ行きすぎた。大きな岩壁に行き当たり、

大きく東に迂回させられてようやく池代の台地へ上が

るルートにでた。

台地の上は 10セ ンチ近い雪である。佐土原の登り口

から約 3時間で、12時のチャイムが由布院の盆地から

t
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聞こえてくる。登りついたと、この日だまりでランチ

タイム。そのあと、幾つもの噴火口と溶岩 ドームのあ

る、複雑な地形の台地の上を散策し、一番高い飯盛山

の岩峰を目ざす。ミヤマキリシマやリョウブ、 ドウダ

ンツツジなどの濃いヤプを分けて、登りついた狭い山

頂はかってはミヤマキリシマの株が被っていたが、今

は岩が露出し、その尖った岩が天を指している。人 1

人立つのがやつと。その岩の上に 6人力樹1恒番に立って

写真を撮る。岩の上から仰ぐと、雲一つ無い真っ青な

空に西峰の真っ白な稜線が美しい。九重の山並みは近

く、遠くは祖母、傾、大崩の山並み。八面山の横には

中津市街地も見える.

久しぶりに来た池代の台地は、何故か古い大きな木

がほとんど倒れて、枯れた林はどこか荒漠とした雰囲

気を感じさせた。夏にはまた登って、鬱蒼とした木立

がどのようになっているか、その変わり具合を見てみ

よう。

CPSに つもヽて  中野稔・久保洋一

GPSとは、知 一バル・ポジショニング・システム(Gbb洲

Positioning System):全地球測位システム(米国)であり、

民生用 GPS受信機は当初航空機、船舶、測量機器、登山

用 (イ国人携帯等)に利用されてきたが近年は自動車 (カー

ナビゲーション・システム、以下カーナビ)や携帯電話などに

も搭載され利用されている。地図は国土地理院のホームペ

ージから≪地図閲覧サービス(ウオッちず)≫ をクリックして、

電子国土ポータルから≪地図を見る≫をクリックすれば、

10mの等高線の入つている地形図が閲覧‐ 、GPSに表

示されている地図と同じ様に対応できます。

登山口と山頂の緯度経度を入力すれば、カーナビと同様

に利用でき、軌跡を表示していれば登山道を見失つても、

最短ルートで登山道に復帰できます。予備の電池と、懐中

電灯、後は周辺の地形図をあらかじめ用意することをお勧

めします。(中野)

購入する場合、通常GPS本体と、地図ソフHま別売りとな

っています。GPSで一番普及しているのはアメリカのガーミ

ン社ですがこれには英語版と日本版があります。価格は英

語版は日本版の半額くらいです。私(久保)は英語版も試し

に購入してみたのですが快適に使えます。どうしても英語で

はという人には「ガーミン用ラスター地図作成支援アプlり 」

Sync Mapと いうソフトが販売されてます。このソフトで日本

語表示に変えることが出来ます。

1・ MOVEON llVG‐ M2/登 山用 GPSナビゲーショ

ン ヤマナビ2西日本版

2・ タッチパネル式高機能ハンディCPSナビ「オレゴン」

3・ GPSmap62S」 (ジービーエス マップ 62エスジ

ェイ)日 本版

-8-
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つしヽこ昨年 12月 に 9PSを購入した。GPSを使うのは日

本山岳会 100周年の時に少し試用して以来7年ぶりとなる

気がする。

ガーミンの最新 GPSは e― trex、 GPSマップ、オレゴン、モ

ンタナの 4種類に分けられ e― trexは従来からあるタイプ、

GPSマップは中野さんが持つているトランシーバーのようなタ

イプ、オレゴンは最新技術を使つたタッチパネルタイプ、モン

タナはオレゴンの大画面タイプでやや大型だ。登山には、

e― trex、 GPSマップ、オレゴンが向いているが、電池の持ち

時間がカタログ上di贋に 25時間、20時間、16時間とかな

り違うので購入の際は注意が必要だ。各機種ともほぼ1年

以内にモデルチェンジ、マイナーチェンジが行われており口

シア衛星への対応や三軸コンパスの採用など GPSの能力

が向上し、e― trexは 小型軽量化している。また、GPSマップ、

オレゴンにはデジタルカメラ内蔵モデルもある。これによって

より早く正確に位置を捕らえることが出来るようになった(こ

れは宣伝文句)とのことだ。

購入は、インターネットを利用して検索サイトで「GPS登

山」と検索すると、出てくる出てくる英語版の GPS。 値段は

本体が 30,000円 から50,000円程度。えっ?もっと高くなか

つたつけ?そうか1日 本語版は高いんだ!中野さんが持つて

いるタイプは安いところ鶴 日本語版なら89,000円 もする。

英語版なら 50,000円前後で、な力ヽこは 50,000円 を切る

店もある。安い!?乱英語版を売つている店の宣伝をよくよく

見ると「日本語では表示できません」とか「英語の地図しか

利用出来ません」などと小さく書いている。「そ―なんだあ」と

思いつつ日本語版で安い店はないものかと捜すが、なかな

か無い。なかには定価で販売している店もある。(前記

89,000円 が 115,000円 )なんということ!さす力ヽこインターネ

ッHま間違えると危ない。「危ない危ない」とら、と右上の枠外

を見ると「日本語マニュアルが付いています…」と書いてい

る。「これはいいかも」と見てみると、なんと「日本語表示さ

れます」「日本での使用を前提としています。」

などと、都合のいいことばかり。GPSの写真も日本語表記

最新GPS情報   佐藤秀二

となっている。値段は?と 見てみると英語版価格プラス

5,000円 程度 。製 品一覧 でおすすめとなっている

e― trex30(ィ ートレックス 30)で 36,000円 。日本語山用西

日本地図が 1,2800円。両方合わせても48,800円 。(全国

地図へもバージョンアップ可能)日 本語版なら本体だけでも

60,000円を超える。

ホームページを入念にチェックし、疑心暗鬼ながら「偽り

でもなさそうだ」と思い、一かノヽかホームページ内にある注

文フォームから注文した。「どうか注文品が届きますように」

と願いつつ、3日後に注文品が届いた。注文どおり品がそろ

つている。(当たりまえ !?)

本体、地図、ついでこケースも購入したが、全て揃つてい

る。早速電池を本体に入れて電源を入れると、日本語で表

示している。これはラッキー!添付している販売店製作の

日本語マニュアルを取り出し、過去の記憶を呼び起こしな

がらマニュアルを読む。日本語マニュアルは簡潔な物であ

るが、簡単な使用方法の説明と、機能の使い方を羅列して

書いており、必要最小限ではあるがこれで十分である。もち

ろん本体は、日本語で表示されているのでマニュアルを見

るまでもなく(文字が小さいけa操作が可能几

何段階力ヽこ分かれているメニューめ中には、一部に英語

表記が残っているものの滅多に操作する機能 t・lまないし、

日本語マニュアルを見れば解決‐ る。早々に電池を入れ

て電源を入れる。最初のメニューで「マップ」を指定すると地

図が表示され、現在位置が表示される。オプションで購入

した山用西日本地図はマイクロSDカードで販売店が組み込

んでくれている。

現在の我が家は新興住宅地のため、この地図ではまだ

山林となっている。しかし、ほぼ正確に位置を提えている。

最新の CPSの売りはロシアの衛星も捕らえることができ、3

軸電子コンパスが装備されたこと。かなり正確になったので

はと期待が膨らむ。メニューの「サテライト」で衛星状態を確

認せ るが、家の外で見ると10数個の衛星を捕らえている。

これはすごい ! ところが、家の中では GPSの位置が微妙

にずれて衛星も2,3個しか捕らえていない。やはり上が空い

てないと駄目なのか?やはり実際に動かさないとわからな

い。

W

V
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実際の動作確認に期待しつつ、次はノヽ ノコンを利用して

「カシミール 3D」 というソフトを使い GPSに記録されたデータ

をノツコンで扱う準備だ。「カシミール 3D」 は、GPSのデータ

を表示したり、鳥厳図を作つたり、国土地理院のウォッチ図

などの地図データを読み込むことが出来る。CPSに記録し

た足跡をカシミールの地図に取り込んで必要な部分を拡大

縮小や部分的に切り取つて小さな地図にも出来るのでとて

も便利である。

インターネット上にホームページがあり、ソフト自体はそこ

からダウンロード(無料)も 出来る。書店でま―冊 2,400円

するが、最近更新された最新版の「カシミール 3D入門編」

「カシミール 3D応用編」の 2冊を購入すれば、ソフトもGPS

の使い方もかなり詳しく説明している。ただし、GPSの使い

方は機種が限定されているので注意が必要だ。ガーミンの

最新版タッチパネル GPS「オレゴン 450」 での説明である。

本の内容は、入門編が「カシミール 3D」 の使い方の説明

が中心、応用編はオレゴン 450を使いながらの説明となっ

ている。そのためこの機種以外の人は応用が必要だ。全く

初めて GPSを購入する方は、本を購入した方がわかりやす

いと思う。一方、すでにGPSを使つている方は、パソコンがイ

ンターネッHこ繋がつていれば購入する必要はないと思われ

る。本の内容が気になる方は本屋 (紀伊國屋などの大型店

舗)で確認して必要な物却ナを購入すると良い。

(参考:TKAプラネットのホームページより)

い garmin CPS GPS本 体 英話版の価格です

し

Ottrぉ れ SPS本 体
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平成 23年度 年間 月例山行予定および実施状況

5 ●
４

天草 白岳 (372.8m)、 倉岳 (682.2m)、 次郎丸岳

(397.lm)、  1也
加藤英彦 5,000円 6名

茅野亨生さん

にお会いする

6 26
屋形島 屋形 (198.7m)、

深島  深島 (98.Om)、 南深島 (79.8m)
飯田勝之 4,000円 8名

台風で島に渡

れず。

7 29‐31

対馬 。上島 御嶽 (479m)

対馬・下島 洲藻自嶽 (519m)、 矢立山 (648.5m)、

有明山 (558.2m)、 竜良山 (558.5m)

飯田勝之

30,000F可

(5名参加

の場合)

7名
夏の島の山は

蒸し暑い。

8 14 姫島  矢筈岳 (266.6m) 中野 稔 3,000円 12名 狐踊りが主。

9 25
大入島 久保浦 (193.7m)、 高松 (173.9m)、

八島  八島 (98.Om)
下川幸一 2,000円 12名

台風で島に渡

れず。

10 819

福江島 鬼岳 (316m)、 箕岳(144m)、 七ツ岳 (432

m)、 父ケ岳 (460.8m)

上五島 御嶽 (439.2m)、 雄岳 (401.5m)

加藤英彦

20,000円

(5名参加

の場合)

4名

島は箱庭だっ

た。うちわえび

を味わう。

11 17‐20
屋久島 宮之浦岳 (1936m)、 黒味岳 (1831m)

永田岳 (1886m)
佐藤秀二 50,000円 7名 合宿登山。

12 ・18

保戸島 遠見山 (178.6m)

黒島  南黒島 (84.5m)

沖無垢島  (142.4m)

飯田勝之 3,500円 14名
沖無垢島には

渡れず。

29

蔦島  羅洲 (64.4m)

黒島  北黒島 (27.2m)

津久見島  (166.2m)

飯田勝之 5,000円 14名
津久見島には

渡れず。

2 10‐ 13
奄美大島 湯湾岳 (694.4m)、 南郷山 (307.7m)

ヤクガチョボシ岳 (440.6m)
飯田勝之 30,000F可 7名

はるばる尋ね

た彼岸桜。

3

大島  大島 (193.3m)、 船隠 (130.9m)

高手島 高手島 (30.2m)

横島  横島 (138.4m)

飯田勝之

5,000円

(10名参加

の場合)

4 平戸島 志々伎山 (347m)
中野 稔 7,000円

ツ

Ψ

56号を発行して一ヶ月ほど経ちましたがやっと臨時増刊号発行の運びとなりま

した。今回は印刷会社には依頼せず、今まで通りの方法での印刷です。だから又

カラー印刷に戻つています。いろいろと試行錯誤の編集で支部会員 。会友の皆様

にご迷惑をお掛け致します。

≪読者の声≫

会報に関するご意見・記事原稿などは次のメールアドレスヘお送りください。
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