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　この度、高木荘輔支部長の後を引き継ぐことになりま

した浦一美と申します。宜しくお願い致します。

　私が日本山岳会福岡支部に入会した時は権藤支部長で

した。「九州の登山史を作ろう」と活発な意見が飛び交っ

ていました。当時、九州の岳人たちは目覚ましい活躍を

していましたし、その記録を残すということは掛け替え

のない作業だったと思います。そして 15 年後に「九州の

岳人たち―その登山史」が刊行されました。印象に残る

のは戦場から帰還した方々の開放感あふれる脊振山地の

登山です。此処から北アルプスそしてヒマラヤへと繋がっ

て行くのです。特に、1950 年（S.25 年）12 月、福岡山の

会の前穂高東壁の初登攀は社会人山岳会では初めてであ

り感動を生む山行でした。

　私は学生時代に登山を始め、その後社会人山岳団体に入

り、1973 年に初めてネパール・ランタンヒマールへ入り

ました。これで運命が変わりサラリーマンを終え、1976

年に「山とスキーの店・ラリーグラス」を創業しました。

それから 46 年経過しましたがその間、福岡県の山岳界は

国内はもとより海外でも目覚ましい活動を行ってきまし

た。しかし、押し寄せる時代の波は止めることはできま

せん。2010年頃をピークに中高年登山者が減少傾向になっ

てきました。健康志向の定年退職者で一時は日本だけで

はなく海外の山々までも登山者で溢れていましたが、そ

の方々は「団塊の世代」と重なり、後期高齢者に突入し

始めたのです。更に定年が引き上げられると今後、中高

年登山者が今までのような健康登山ができるのかと不安

にもなります。日本の山岳界にも大きな影響が出ていて

現在、社会人山岳団体は壊滅状態になり、機能不全に陥っ

ています。

　しかし、少し明るい兆しも見えてきました。それは「ゆ

とり世代」の人達に自然開扉の動きが出てきました。地

球の環境や保全に興味を示し、アウトドア市場を支える

可能性があるといわれています。更にこのコロナ禍で自

分と向き合い、心と体の健康への意識が高まり、自らの

健康を守ることが周囲も守るという社会が広がってきま

した。“人生 100 年時代の到来”と言われるこの頃ですが、

「団塊の世代」の方々にあと 5 ～ 6 年、80 歳まで山歩きを

継続していただき、日本山岳会の 120 周年記念事業を実

現させたいと思っています。

　記念事業第一回目は「悠久の峰入り古道を歩く」宝満

山から英彦山の修験道は、令和 3 年 10 月 24 日～ 12 月 19

日に 6回実施し、延べ参加者は 120名で無事終了しました。
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　日本山岳会では令和 7 年に創立 120 周年を迎える。その

記念事業として「日本の古道を歩く」をテーマに全国の支

部での活動を開始する。我々福岡に住む者は古道を考える

と英彦山を思う。この山は出羽の羽黒山、大和の大峰山と

並んで、日本三大修験場として栄えた霊山で、その勢力圏

は九州全域に及んだ。又、古都・都府楼の鬼門となる宝満

山は金剛界として修験者の行の場であり、この宝満山の金

剛界から英彦山の胎蔵界までの「峰入り古道」は登山者に

も趣のあるルートである。福岡支部は宝満山から英彦山へ

の修験道「悠久の峰入り古道を歩く」に決定した。多少の

藪漕ぎも想定される為、実行は秋の後半とし、会員外の一

般募集も行い合同での山行と計画、全走破距離は 75 ㎞に

及び、日帰り山行とするために 6 回に分割した。更に辺境

の場所でもあるため、一部タクシーや会員の乗用車、更に

マイクロバスを使用した。その記録を記す。

（第 1回目）令和 3年 10 月 24 日（日）

　7:30、宝満山登山口・竈門神社に集合。一般参加者 17 名、

会員 4名登山ガイド 1名、合計 22 名でスタートする。

　天候は晴れ、宝満山は古くから霊峰として崇められ最澄

や空海も入山し、遣唐使の航海安全や雨乞い祈願がなされ

たといわれる。特に胸突き八丁の百段ガンギの石段は修験

の山を実感させる。10:00、山頂に到着。遥か東方に今か

ら行く英彦山々系を望む。宝満山を開山した心蓮上人を祀

る仏頂山に寄り、金の水・普池の窟を辿りシラハケ尾根を

下降する。

宝満山から英彦山修験の道「悠久の峰入り古道を歩く」

2. 本部創立120周年記念事業「日本の古道を歩く」特集

福岡支部長　浦　　一美
No.9506

竈門神社より「峰入り古道」をスタートする

竈門神社〜冷水峠

百段ガンギ竈戸神社

中宮跡

宝満山

仏頂山

荒熊稲荷

大根地山

冷水峠
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　13:30、本道寺から国道にでて香園に進み、林道を大根

地山へ向かう。九州自然歩道の登山道は夏の集中豪雨によ

り崩壊している。林道上部の杉林の伐採により登山道は迂

回し、石段の参道へ入る。正面の岩場に扇滝がかかり、荒

熊稲荷に着く。赤い鳥居をくぐり登ると甕冠神社に出る。

お参りを済ませ 5 分で大根地山々頂に到着。振り返ると宝

満山の左手に筑後平野、右手に筑豊平野それを取り囲むよ

うに英彦山に続く山々を望む。

　東は次に行く夜須高原である。下りは甕冠神社の参道で

あり九州自然歩道でもある舗装道路となる。下山口は冷水

峠、ここは国道 200 号線で江戸時代は長崎街道として栄え

ていた。予約していたタクシーに分乗し帰路につく。

（第 2回目）令和 3年 11 月 7 日（日）

　7:40、西鉄朝倉街道駅集合。今回は一般参加者 14 名と

私で15名である。4台のタクシーで冷水峠へ。天気は快晴、

肌寒いが気持ちが良い。8:20、出発。今日のコースの半分

は高原の舗装道路の九州自然歩道である。夜須高原カント

リークラブの脇道を辿って行く、11 月に入っても日差し

は暑く道路わきの杉並木が影を造り心地よい。国立夜須高

原自然の家入口を過ぎ、9:30、五玉神社に到着。

　ここも峰入りの修験者が立ち寄りお参りをしたらしく、

熊野速玉神を筆頭に五名の神を祀っている。「黒髪の井戸」

があり、白い烏がこの水で黒くなったらしい。すぐ傍に「や

すらぎ荘」があり、著名人の資金活動が礎となっている。

その先には夜須高原記念の森があり、ファミリーを中心に

宝満山山頂

心蓮上人の仏頂山

大根地山山頂

遥かに英彦山を望む

冷水峠〜旧八丁峠

大根地神社

荒熊稲荷

冷水峠

五玉神社

やすらぎ荘

白坂峠 旧八丁峠
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レクリエーションを楽しんでいる。空は青く黄葉の山々に

流れる風は爽やかで気持ちが良い。

　10:30、白坂峠に着く。ここは秋月藩の武士たちが参勤

交代の時に通った峠で冷水峠に向かう。峰入りの道は此処

から郡境の尾根に取り付く。杉林で道はなく地図とコンパ

スを使いその指示の通りに進んで行く。途中で昼食を取り、

12:30、古い林道に出る。尾根筋の林道は日も差さないが

風は心地よい。

　長く人は歩いていないようだが、新八丁越を過ぎても植

林は延々と続く。13:40、旧道が残る旧八丁峠に到着する。

会員の乗用車にて帰路につく。

（第 3回目）令和 3年 11 月 20 日（土）

　西鉄朝倉街道駅 7:40 集合。今回は長いコースであるた

め 1 泊 2 日に設定する。参加者も 22 名と多く、若手会員

冷水峠から夜須高原の九州自然歩道

五玉神社

やすらぎ荘の前を歩く

白坂峠に出る

古い林道に出る

旧八丁峠に到着

旧八丁越登山口〜小石原

植林の中を地
図・コンパス
で抜け

旧八丁越登山口

古処山

屏山
馬見山

アクアクレタ小石原

宇土浦越

江川岳
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1 名と登山ガイド 1 名をサポートにお願いした。今回から

はチャーターバスを使用し、八丁峠登山口へ向かう。甘木

より国道 322 号線に入り 8:45、八丁峠登山口に到着。気

温は 12 度、少し肌寒い。9:00、杉林の中に開かれた登山

道を登って行く。天候は晴れているが日差しは閉ざされ薄

暗い。植林された道を 30 分程登ると緩やかな尾根上の林

道に出る。更に 40 分で古処山キャンプ場への道を分け、

10:10、古処山々頂に出る。

　周辺は苔むした石灰岩でそれにツゲの木が張り付いてい

る。ツゲの原生林を抜け緩い登りが屏山まで続く。登山道

傍のアブラチャンが並木道のようだ。11:00、屏山に着く。

筑豊平野の右奥に英彦山山塊が眩しく見えている。宇土浦

越に降りて昼食。

　古処山から次に行く馬見山のコースが 2016 年、日本山

岳遺産に「嘉穂アルプス」として登録された。右手下に江

川ダムを眺め、喘ぎながら登ると 987m の馬見山に出る。

山小屋も建てられ馬見山キャンプ場からの登山者も多いら

しい。リョウブやアブラチャンの美林も多く、九州自然歩

道の緩い斜面を延々と下って行く。空は青く風は気持ちが

良い。途中、英彦山へ続く山並みが青々と光っている。

　15:20、嘉麻峠に到着する。本来なら、芝峠まで歩き、

不動岩を目指すはずなのだが皆さんの体調を考慮して本日

は此処までとする。30 分歩き今日の宿「アクアクレタ小

石原」に入る。

（第 4回目）令和 3年 11 月 21 日（日）

　6:00、朝食。7:00、出発。会員の車を利用し、芝峠まで送っ

てもらう。全員集合したのが 8:00、今日の行程を説明し、

芝峠を 8:20、出発。植林が伐採され道は解かりづらいが

稜線まで上がると踏み跡は見つかる。20 分で不動岩に着

く。峰入りの修験者が護摩焚をする所である。

九合目の石仏

古処山山頂

アブラチャンの
並木道

宇土浦越

馬見山山頂

遥か左手の英彦山続く峰入り古道

芝峠〜斫石峠

アクアクレタ小石原
●

芝峠

陣尾

大日ヶ岳

愛敬瀬戸

斫石峠

不動岩

行者杉

行者堂
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　正面に英彦山山塊を目の前にし、それは気高くも見える。

やせ尾根を進み急な沢を下り杣道に出て、国道を渡り行者

杉を通過し、10:00 に行者堂に着く。ここから本格的な修

験の道となる。植林の中を進み急登を登り 11:00、陣尾に

着く。そして早めの昼食。此処から自然林に変わって行く

が険しい尾根道となり、火山岩の奇怪な岩場が稜線に点在

してくる。先ずは貝つり岩、笈つり岩、そして糸ヶ峰と細

い稜線を造りそれを登り降る。

　さすがに 24 人が通過するには時間を要する。一度林道

に下り、更に険しい斜面を登る。やっと広い自然林の中で

注目の愛敬岩に着く。

　ここは愛敬瀬戸と呼ばれ、峰入りの修験者が生まれ変わ

る業の場所である。あまり時間が無いので 2 名の業を行っ

た。緩い斜面を登ると 14:20、830m の大日ヶ岳に出た。

芝峠から尾根に上がる

護摩焚が行われた不動岩

行者堂下の香水池

貝つり岩

糸ヶ峰

愛敬瀬戸（生まれ変わり岩）

生まれ変わりの行

大日岳山頂
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　いよいよ斫石峠へ一気に 200m 程下る。両膝に負担を掛

けながら 13:15、斫石峠のトンネルに着いた。冷たい雨が

降ってきた。会員の車 2 台でバスが待つ筑前岩屋駅へ向か

う。16:00、チャーターバスで帰路に着く。

（第 5回目）令和 3年 12 月 5 日（日）

　西鉄朝倉街道駅 7:40、集合。今回の参加者も 22 名であ

る。前回と同じ会員1名と登山ガイド1名がサポートする。

チャーターバスで筑前岩屋駅へ向かう。途中で斫石峠まで

上がれるかも知れないというのでチャレンジしてもらっ

た。見事にバスは上がり、そこには今日の「峰入りトレラ

ンレース」のサポート隊がいた。彼らは秋月から 6:00 に

スタートするらしいが、途中で我々と出会うだろうという

ことだ。

　今日の天候は曇り時々晴れ。9:30、登山開始する。高度

200m 程をジグザグに登って行く。30 分で稜線に上がり、5

分で釈迦ヶ岳山頂に出る。そこでトレランの 1 番の選手と

出会う。前回歩いてきた大日岳山塊がそして不動岩までも

が見えている。左手には筑後平野と耳納連山が連なってい

る。雲は次第に晴れてきた。冬枯れの稜線は未透視も良く

落ち葉も沢山で気持ちが良い。湯谷越を過ぎ小さなアップ

ダウンを繰り返し、11:00、昼食。トレランのメンバーが

十数人走り去って行く。11:50、深倉越に着く。さらに 10

分で岳滅鬼山と浅間山の分岐に出る。トレランコースは此

処から浅間山へ。我々は岳滅鬼山を目指す。英彦山ヒメシャ

ラが点々と出てくるが尾根は狭くなりピークを二つ越え、

13:00、1037m の岳滅鬼山に到着。

　前方に英彦山・南岳がかなり近くに見えるようになった。

しかしまだまだ困難な稜線が待っている。更に 13:30、岳

滅鬼岳に着く。此処からの下りは梯子とロープを伝い容易

には下れない。14:10、日田と添田を結ぶ岳滅鬼峠にやっ

と到着する。歩いてきた稜線は大分県と福岡県の県境であ

り分水嶺でもある。

斫石峠の岩稜

斫石峠 〜旧シャクナゲ荘

この右手が登山口

釈迦ヶ岳山頂

英彦山特有の尾根

岳滅鬼山山頂

斫石峠 釈迦ヶ岳

深倉越
岳滅鬼山

岳滅鬼峠

汐井川

旧シャクナゲ荘
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　峠から添田の方へ下って行く。谷筋は近年の大雨で大き

く崩れ、登山道も没している所も多い。大南林道を通過し、

植林の中を過ぎ、汐井川を渡り、林道を下るとバスが待つ

駐車場に 15:20、到着。

（第 6回目）令和 3年 12 月 19 日（日）

　西鉄朝倉街道駅 7:40、集合。今日が最後の山行で参加

者は 22 名。サポート 3 名の計 25 名での山行である。昨日

から冬型の気圧配置になり、山は雪になっているようだ。

車窓から見える山々も 500m 位以上が白くなっている。楽

しみでもあり寒そう。小石原を越え元シャクナゲ荘上部

の駐車場に 9:50、到着。山は白くなっているが樹木には

積雪はない。10:00 にスタート。天気は曇り、気温は 2 ～

3 度だろう。汐井川の渡渉する岩にも雪が残り、昨夜の雪

がかなり降っているようだ。植林を抜け、谷筋の積雪は 5

センチ程度、山鳥の足跡がよく見える。11:10、岳滅鬼峠

に着く。風が冷たく陰で昼食にする。此処から狭い稜線の

アップダウンが続き、風も強いため雪もクラストしている。

12:40、石楠花の頭に到着。猫の丸尾の先に英彦山南岳が

樹氷に煙っている。最低鞍部に下り尾根は広くなるが風は

強くなってくる。13:35、猫の丸尾 1044m に到着。

梯子とロープの下り

岳滅鬼峠に着く

樹林帯を抜けて

汐井川を渡る

旧シャクナゲ荘〜別所駐車場

岳滅鬼峠

旧シャクナゲ荘

岳滅鬼峠

シャクナゲの頭

猫の丸尾

籠水峠

南岳

英彦山

奉幣殿

別所駐車場

汐井川
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　左手には歩いてきた稜線が見え、高いピークが岳滅鬼山

である。緩い稜線から次のピークを登り下ると籠水峠であ

る。我々は此処から鬼杉に向かう。14:45、南岳から下っ

てきた登山道に出る。ここで予定の時間より 1 時間ほど遅

れているため、鬼杉を割愛し英彦山中岳を目指す。材木石

を過ぎ、喘ぎながら鎖場に取り付くと周りは樹氷の花と化

し、太陽の光に眩しく光っている。南岳をトラバースする

と中岳山頂の英彦山神社が眼前に迫ってきた。

　周囲の樹氷の景色を従えるように堂々とした威厳を感じ

させる。15:30、1199m の英彦山・中岳に到着する。

　今回の峰入り古道のハイライトに最も適した光景となっ

た。集合写真を撮り、雪上の参詣道を奉幣殿へ下山する。

17:15、奉幣殿に到着。全員無事に「峰入り」を終了した

ことを報告し、バスが待つ別所駐車場へ下る。

猫の丸尾

籠水峠

鎖場を英彦山へ

見えた英彦山山頂

英彦山山頂に到着

雪の参詣道

無事に奉幣殿に到着
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　ここで、中学の理科に戻ります。地層（岩石）は、でき

方の違いによって火成岩、堆積岩、変成岩の 3 つに分けら

れます。

火成岩：マグマが冷え固まってできた岩石で、地上や浅

い地下で固まった火山岩と地下深い所で固まっ

た深成岩に分けられます。火山岩の代表として、

安山岩、玄武岩があり、深成岩の代表として花

崗岩、閃緑岩があります。

堆積岩：砂や泥あるいは生物の遺骸などが水中で堆積

し、長い時間をかけて押し固められて岩石に

なったものです。堆積岩の代表として、砂岩、

泥岩、礫岩、石灰岩、チャートがあります。ま

た、火山性の堆積物（溶岩や火山灰などの火山

噴出物を起源とするもの）として、凝灰岩や凝

灰角礫岩があります。

変成岩：堆積岩や火成岩に熱や圧力が加わることによっ

て、鉱物の組合せや鉱物化学組成が変化（再結

晶化）した岩石です。変成岩の代表として、片

岩、片麻岩、角閃岩、緑色岩があります。

◇竈門神社～宝満山～宝満川

　宝満山は深成岩である花崗岩（早良花崗岩）からなり

ます。花崗岩は、マグマが地下の深い所でゆっくりと冷え

固まり、隆起して地表に出てきた岩石です。早良花崗岩が

できた地質時代は、中生代の後期白亜紀（約 1 億 4500 万

年前～ 6600 万年前）とされています。後期白亜紀は、ア

メリカ大陸が徐々に西へ移動して大西洋が拡大し、アフリ

カ大陸と南アメリカ大陸が離れ始めた時代です。日本列島

はまだユーラシア大陸の一部でした。陸地では恐竜が繫栄

し、ティラノサウルス類が生態系の頂点に立っていた時代

です。ちなみに、恐竜が滅んだのが約 6600 万年前とされ、

白亜紀が終わりを告げます。

　話は横にそれますが、富山県を流れる黒部川の仙人谷ダ

ム付近に露出する約 80 万年前の花崗岩は世界で最も新し

い時代の花崗岩とされています。この「新しい時代の花崗

岩」が地質学的に凄いことなのです。花崗岩は地下の深い

所でできるため、普通は地表に現れるまで非常に長い時間

かかります。「新しい」とは花崗岩が短い時間で地表に出

てきた、つまり、地層（岩石）が上昇してくる速度が速い

と言うことなのです。例えば、花崗岩が地下3000mで固まっ

たと仮定し、標高 1000m の仙人谷ダム付近に現れるために

は 80 万年の間で 4000m も上昇（隆起）したことになります。

これは、1 年間に 5mm 上昇し続けたことになり、この速度

が世界的にも類を見ない速さなのです。

　花崗岩の特徴として、鉱物粒子が一様で大きいこと、割

れ目沿いに浸み込んだ地下水によって風化しやすいこと

（砂状となったものをマサといいます）などがあげられ、

登山道にザラザラと滑りやすい所、深くえぐれた所がある

峰入り古道の地質について

柴田　佳久
No.15240

図 -1. 峰入り古道に分布する地質の概要図

　日本山岳会福岡支部では、宝満山より英彦山へ「悠久の峰入り古道を歩く」を企画し、10 月 24 日から 12 月 19 日まで

の間で 6 日間に分けて歩きました。晩秋の中、宝満山の登りから始まり、最後は雪の中の英彦山で完結しました。毎回

20 名程度の参加があり、6 回すべて参加された方もいました。毎回出発前に参加者へ 25,000 分の 1 の地形図を配り、地

図の見方、現在位置の確認、コンパスの使い方なども体験してもらいました。

　宝満山から山頂を越えて、川や峠まで下り、また次の山頂を登るといったアップダウンを繰り返しながら英彦山を目

指しました。緩やかに続く登山道、急斜面、岩場、やせ尾根が続く登山道など、変化に富んだルートを辿りました。こ

の山容の変化は、山をつくっている地層（岩石）の違いによることが原因の一つです。今回はブラタモリ的に、峰入

り古道に出てきた地層についてお話ししたいと思います。

　峰入り古道には、福岡県を代表する 3つの地層（岩石）が出てきます。

①宝満山～旧八丁峠：深成岩類（花崗岩・花崗閃緑岩）

②旧八丁峠～小石原：変成岩類（泥質片岩・結晶質石灰岩）

③小石原～英彦山　：火山岩類（安山岩 )や火山砕屑岩（凝灰角礫岩）
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のはこのためです。一方で、岩石の芯の部分は非常に硬く、

大きな岩塊も残っており、頂上付近には岩登りのゲレンデ

になるような急崖もあります。

◇宝満川～大根地山～冷水峠～夜須高原～旧八丁峠

　峰入り古道の中で比較的緩やかな地形からなり、この区

間には花崗閃緑岩（朝倉花崗閃緑岩）が分布しています。

花崗閃緑岩も花崗岩と同じ深成岩類ですが、岩石を作る鉱

物粒子の割合が違うために花崗閃緑岩と呼ばれます。性質

は花崗岩とほぼ同じですが、さらに風化しやすいと言われ

ています。朝倉花崗閃緑岩ができた地質時代も中生代後期

白亜紀ですが、早良花崗岩より古い時代の岩石です。風化

や浸食が進み、大根地山から夜須高原にかけて、比較的緩

やかな山容となり、高原も拡がっています。

◇旧八丁峠～古処山～馬見岳～小石原

　旧八丁峠を少し登った付近から小石原にかけて変成岩類

（三郡変成岩）が分布します。この変成岩類は、古生代ペ

ルム紀（二畳紀：約 2 億 9900 年前～約 2 億 5100 年前）の

地層とされています。ペルム紀はパンゲア大陸と呼ばれる

超大陸（現在分かれている大陸が一つになった状態）が形

成されていた時代です。巨大な両生類や爬虫類が生息し、

その中に恐竜や鳥類、現在の爬虫類の祖先となる生物もい

ました。また、哺乳類の祖先にあたる小さな生物も繁栄し

始めました。

　古処山に登ると、頂上付近に白っぽい岩石が出てきます。

結晶質石灰岩で、屏山付近にも見られます。大理石は石材

の名前ですが、大部分はこの結晶質石灰岩です。国の特別

天然記念物に指定されたツゲの古木は、結晶質石灰岩が分

布する範囲に生育しています。

　変成岩は、堆積岩や火成岩が熱や圧力を受けて変化した

岩石と話しましたが、変化する前（熱や圧力を受ける前）

の岩石を原岩と言います。結晶質石灰岩は、石灰岩を原岩

として変化した岩石です。石灰岩はサンゴなどの石灰質（炭

酸カルシウム）の殻をもつ生物を起源とする岩石です。

　屏山を過ぎて江川岳～馬見山～嘉麻峠まで快適な稜線歩

きとなりますが、この区間には主に泥質片岩が分布します。

泥質片岩の原岩は泥岩です。

　結晶質石灰岩や泥質片岩は、古生代に海の底に堆積した

地層がプレート（地球表面を覆う固い岩盤）の移動によっ

て大陸の下に潜り込み、中生代に変成作用を受けて変成岩

になったもので、現在は隆起して山となっているのです。

　なお、芝峠から登った不動岩は、泥質片岩の中にその後

（新生代新第三紀）貫入してきた安山岩の岩脈です。

写真 -1. 登山道にみられる風化花崗岩

写真 -3. 古処山頂上の結晶質石灰岩

写真 -2. 宝満山頂上の花崗岩

写真 -4. 渓流沿いにみられる泥質片岩



JAC FUKUOKA No.35

12

◇小石原～大日ヶ岳～釈迦ヶ岳～岳滅鬼岳～英彦山

　小石原から登山道に入ると、アップダウンが続き、やせ

尾根、岩場などスリル満点の登山が楽しめます。この区間

には、新生代新第三紀（2303 万年前～ 258 万年前）の火

山岩類が分布しています。

　小石原から大日ヶ岳の手前までは、新第三紀でも比較的

新しい時代（約 500 万年前）の火山活動による地層が分布

します。北坂本累層と呼ばれ、安山岩溶岩や凝灰角礫岩か

らなります。凝灰角礫岩は、凝灰＝火山灰、角礫＝角張っ

た安山岩の岩片や礫の意味で、火山性の堆積岩（水による

浸食・運搬や山体崩壊などで二次的に堆積した地層）です。

安山岩は熱水による変質を受けて緑色になり、強く変質し

た部分は白色になります。有名な小石原焼の陶土として採

掘されています。

　大日ヶ岳から英彦山までの山々は、さらに新しい時代（約

400 万年前）の火山岩である安山岩や凝灰角礫岩が分布し

ます。大日ヶ岳や釈迦ヶ岳は安山岩の溶岩円頂丘、岳滅鬼

岳や英彦山は安山岩の溶岩流です。かつての英彦山の山々

は、現在より少なくとも数百ｍ高かったと推定されており、

現在の深い渓谷とやせ尾根、巨岩や岩窟は、山が削られて

できたものと考えられています。登山道では、多くの場所

で火山の噴出物を楽しむことができます。鹿の角の岩壁は

安山岩溶岩からできています。南岳の中腹にある材木石は、

噴出したマグマが急速に冷え固まったときにできた安山岩

の柱状節理です。ただし、材木石は南岳南方からの転石（移

動してきたもの）です。また、多く見られる岩窟は、大部

分が凝灰角礫岩からなります。凝灰角礫岩は、安山岩より

軟らかく、掘りやすい地層です。

　ここで、新第三紀における地質時代、背景について説明

しておきます。新第三紀の陸地は、現代の大陸とほぼ同じ

ような形になりました。約 4500 万年前の古第三紀に衝突

したインドとユーラシア大陸により形成されたヒマラヤ山

脈が著しく隆起した時代になります。日本列島はユーラシ

ア大陸から離れ始め、日本海ができ、激しい火山活動を伴

いながら日本列島の輪郭が形成されつつあった時代です。

生態系としては、ウマやゾウなどの哺乳類が著しく進化し

た時代です。人類の祖先と言われる猿人が出てきたのもこ

の時代です。

　峰入り古道では、福岡県内に分布する各地質時代を代表

する地層を見ることができました。しかし、唯一見られな

かった地層があります。筑豊炭田や三池炭田に代表される

新生代古第三紀（6600万年前～2303万年前）の堆積岩類（石

炭を含む砂岩や泥岩など）です。この地層からできた高い

山はありません。砂岩や泥岩は海の底などの水中でできる

岩石です。古第三紀は地質時代としては新しく、隆起して

高い山になるまでの時間が経っていないのです。

　現在は新生代新第三紀の次の地質時代にあたり、新生代

第四紀（258 万年前～現在）になります。熊本県の阿蘇火

山や大分県の九重火山は、第四紀に活動が始まった火山で

す。福岡県内には活動している火山はありませんが、福岡

県内の多くの場所で阿蘇火山からの火砕流堆積物（約 9 万

年前の大規模噴火による噴出物）を見ることができます。

　山に登るときに周囲や足下の地層（岩石）を眺めて見る

と、色、硬さ、割れ目などで地層の違いが分かります。あ

わせて風景が変わり、山容や登山道の状況も変化します。

地層の名前が分からなくても楽しむことができると思い

ます。

　なお、地層の成立ち、分布、成因などが新しい知見によっ

て変わることもあります。今回は私の古い知識に基づいて

執筆したこと、専門的な用語が多いことなどご容赦下さい。

参考文献

日本の地質「九州地方」編集委員会 (1992)『日本の地

質９　九州地方』唐木田芳文監修，共立出版（株）

福岡県地学のガイド編集委員会 (2004)『福岡県地学の

ガイド』唐木田芳文監修，（株）コロナ社

日本地質学会 (2010)『日本地方地質誌８　九州・沖縄

地方』,（株）朝倉書店

写真 -5. 安山岩の岩壁（鹿の角）

写真 -6. 安山岩の柱状節理（材木石）
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　「入院することになったから」と辻和毅さんから電話が

あったのは 2021 年６月下旬だった。コロナ禍の前までは

毎月の日本山岳会福岡支部役員会に出席されており、４月

の例会でも顔を合わせて酒を飲んだ。半年程前から体が少

し不自由になられた様子に気付きお聞きしたところ、持病

が少し悪くなったとの話であった。入院の理由も持病の

治療ということであったが、「蔵書の整理をしたい。寄贈

先なども相談したいので一度見に来てくれないか」とおっ

しゃっており、退院されたらまた連絡しお伺いしましょう

と伝えていた。

　所属されていた日本応用地質学会からの訃報が転送され

てきたのが８月に入ってすぐであった。入院の一報から１

か月しかたっておらず、ご本人も退院するつもりでいらし

たので、７月 28 日にお亡くなりになったと知り驚いた。

享年 78 才であった。

　辻さんと一緒にした山行といえば、東チベット・カンリ

ガルポ山群調査（松本徰夫隊長）が思い出される。日本山

岳会福岡支部は 2001 年からカンリガルポ山群の調査を始

め、2005 年の第５次まで調査隊を派遣した。辻さんは退

職後に第３次隊から参加されたが、専門である地質や探検

史の考察において活躍された。特に、キングドン・ウォー

ドが初めて紹介したミャンマーのカ・カルポ・ラジ（Ka 

Karpo Rozi5881m）への思考もあり、その北方に位置する

のが崗日嘎布であるため熱烈な思いを秘めていたように

思う。

　私も辻さんと共著で執筆した『ヒマラヤの東・崗日嘎布

山群』（櫂歌書房 2007 年）の「ビルマからの崗日嘎布思考」

の項に、松本徰夫先生が創設に関わられた九州大学探検部

と辻さんについて紹介されているので引用したい。

　九州大学探検部の創設と同時に入部したのが辻和毅であ

る。彼は理学部地質学科在学中で、後に松本と同じ岩石学

を専攻した。〔中略〕彼を見こんだ私は、彼に探検すべき

地域として北ビルマ～チベットの夢を語り、彼に日本山岳

会の入会をすすめた。〔中略〕当時の入会はかなり厳しく、

まだ紹介者は本部役員またはその経験者でなくてはならな

かった（と記憶している）ので、深田久弥さんにお願いし

た。深田さんが茅ケ岳で亡くなられたので、日本ヒンズー

クシュ・カラコルム研究会会長の吉沢一郎さんにお願いし

たと思う。〔中略〕辻は北ビルマ探検への夢を求めて、カ・

カルポ・ラジ入域の可能性を探るため、単身ビルマに入域

した。〔中略〕辻がビルマを訪れたのは 1972 年 2 月である。

その頃、彼は多忙を極めており、ビルマのみに集中するこ

とができなかった事情があった。それは、彼が中心的に計

画をすすめていた九州大学・長崎大学合同の尖閣列島学術

探検（松本徰夫隊長）が、1970 年 12 月に朝日新聞後援で

実施されたことである。これに続いて、1971 年 1 月から 1

年間オーストラリア鉱山会社で資源調査に従事したからで

ある。オーストラリアから帰国の途上ビルマによるため、

キャンベラのビルマ大使館でビザを取得する。辻は 1972

年 2 月 14 日、ラングーン（後にヤンゴンとなる）のミン

ガラドン空港に降り立つ。〔中略〕そこ（入山交渉をした

機関）には、ビルマ北部国境付近の地図が何枚も広げられ

ていた。地図には 2 種類あって、1 種は 1/2 インチ対 1 マ

イル（約 1/128,000）と、他の 1 種はこれより詳しい地図

である。辻はこれらの地図のなかでも、カ・カルポ・ラジ

付近を喰い入るように眺める。〔中略〕辻は、垣間見た地

図が念頭からはなれない。ほとんど国境にあるカ・カルポ・

ラジからわずかに北～西に行けばチベットである。北ビル

マからチベットにかけて、何と未知の山や谷が多いことか。

この地に自分が果たして行くことができるだろうか。辻の

興奮はしばらく治まりそうにもなかった。

　このように書かれており、辻さんは早くからミャンマー・

チベット国境の山々に情熱を傾けられていたことがわか

る。カンリガルポ山群調査ではいくつかの新発見、新知見

があったが、特に辻さんが活躍されたことで思い出深いの

が、世界で初めて確認し写真に収めたミャンマー国境に一

番近い「東端の 6327m 峰の実在」があった。旧ソ連製 20

万分の 1 地形図には、山群東端に 6327m 峰が図示されてい

るが、これまで全く情報がなく未知のままであった。この

地域は未開放区で当然目立った活動が厳しい状況下にあっ

たので、少人数の別働隊として私と辻さんだけで出かけ、

国境北方の西側斜面を登り、南西方向に巨大な雪山を確認

した。これは３つのピークと氷壁からなる台形の堂々とし

た山容であった。観察地点、周辺の地形、山岳の方位から

東端の6327m峰であることが確認された。この山塊周辺は、

19 世紀後半から 20 世紀前半にかけてパンディット A-K、

ベイリー、キングドン・ウォード、コールバック、トレーシー

らが、また近年になって中村保氏が踏査している。しかし、

彼らの報告や地図に記載がなく、まして写真はまったくな

い。そのため、辻さんに過去の文献を詳細に検証してもら

い、「探検家はこの未踏峰を見たか」を論述していただいた。

ここで結論だけ述べると「これまでの探検家はこの峰は見

ていない」ということであった。したがって、この観察と

辻和毅さん追悼「辻さんと彷徨った
　　　チベット・ミャンマー国境地域」

3. 支部報編集長「辻　和毅氏」のご逝去を悼む

渡部　秀樹
No.9826

後列右から二人目が辻氏、その手前は故松本徰夫氏
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写真撮影は、世界で初めてということで発表した。

　その後、辻さんとコンビを組んで、辻さんの発案でいく

つかの辺境を探査し報告も発表した。2011 年の「ミャン

マー・ヒマラヤ視察」、2012 年「ブータン大横断とチベッ

ト国境」、2015 年「アルナーチャル・プラデェッシュのチ

ベット国境探訪」など、どれも強烈な思い出がある。

　今瞼を閉じるとチベット山中のミャンマーとの国境地帯

で、あの時二人だけで密偵のようにして山の斜面をよじ

登ったことを思い出す。私たちは純粋に地図の空白地帯の

まだ誰も見ぬ未踏峰を観たいだけであった。それが展望で

きるはずと地図上で測定し山群対岸の山の斜面を登ると、

山の神が味方したのか空は晴れ渡り、また国境警備や遊牧

民など人に会うこともなく、静寂にその巨大な山塊だけが

読み通り目の前にあった。そして「いつかあの谷を詰めて

峠を越え反対側へ行ってみたい」と話し合った。

　その後、ますます国境地帯の開放は遠のき、国境警備も

厳しくなってしまい、この夢は絶たれてしまった。辻さん

は天に昇られたので、民族も国境も未開放地も関係なく自

由に探訪できるはずである。おそらく魂はミャンマー・チ

ベット国境あたりを自由に楽しんでいるに違いない。貴重

な体験を共有できたことに感謝し、ご冥福をお祈りいたし

ます。

5 月から入院されていたこと、死因は誤嚥性肺炎であった

ことなどの情報を得ました。その後、辻さんのお嬢様と連

絡がつき、遅くなりましたが 12 月 12 日に倉智さん、渡部

さんと一緒にご自宅にお参りに伺い、お別れをしてきま

した。

　辻さんは、1943 年福岡県に生まれ、修猷館高校から九

州大学に進まれました。1969 年に九州大学理学部地質学

科の修士課程を修了され、1971 年より 2 年間、西オース

トラリア・ハマースレイ探鉱会社に勤務し、1973 年～

2003 年まで日本工営（株）に勤務されました。同社では、

国内や海外での土木地質・水理地質の業務に従事され、退

職されてから亡くなるまで（株）技術開発コンサルタント

に勤務され、最後まで現役の技術者として活躍されていま

した。会社勤めの傍ら、2010 年から 6 年間、熊本大学大

学院理学研究科の客員教授も務められ、主にアジア、アフ

リカからの留学生を相手に「水資源」に関する講義をされ

ていました。

　辻さんは九州大学探検部第 2期の部員（1964 年入部）で、

私の父が探検部創設の手助けをした縁で、学生時代から

我が家に出入りしていました。探検部では、日韓基本条約

（戦後の日韓関係の転換期）が結ばれた翌年の 1966 年 4 月

に韓国済州島の漢拏山、沖縄が日本本土に返還される前の

1970 年 12 月に尖閣列島など、当時は歴史的あるいは地勢

的に難しかった地域に足跡を残されています。また、2017

年に世界文化遺産に登録された宗像の沖ノ島にも 1970 年

10 月に入島、海でのみそぎの後、5 日間の地質調査を行っ

ています。

　社会人になられてからは、多くの海外プロジェクトに参

画し、特に東南アジアの地下水の調査や開発に深く関わら

れています。それらの経験を踏まえて、地下水問題を技術

面だけでなく、アジア各国の文化・社会政策などにも言及

された本「アジアの地下水」を 2010 年に出版されています。

本の最終章には、日本を含む東南アジアや南アジアの将来

　8 月 3 日の夜、日本応用地質学会九州支部の事務局より

「評議員の辻和毅様がご逝去されました」とのメールを受

信しました。驚いて直ぐに倉智さんに連絡しましたが、何

も聞かれていないとのことでした。ご自宅に電話しても繋

がらず、辻さんの会社の後輩の方に連絡したところ、7 月

28 日に亡くなられて 7 月 31 日に家族葬が行われたこと、

辻 和毅氏を偲ぶ

柴田　佳久
No.15240
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に向けた地下水（水資源）の保全政策について提言されて

います。

　私と辻さんとの出会いは、辻さんが我が家に出入りして

いた時（私が子供の時）に遡りますが、私が社会人になっ

て地質関係の会社に勤め始めてからは、お会いする機会も

多くなり、仕事の面で様々なアドバイスを頂きました。ま

た、日本応用地質学会九州支部の評議員として、総会や役

員会で同席、懇親会には二人とも必ず参加していました。

その席上では、辻さんから多くの諸先輩方を紹介して頂き

ました。ここ2年はコロナ禍の中ですべてWeb会議となり、

ご一緒する機会はありませんでした。以前、辻さんが日本

工営の広島支店長をされていた時、私も中国支社（広島）

に勤務していました。その時に繁華街にある酒久楽（さか

ぐら）という小料理屋を紹介して貰いました。暫くして辻

さんの転勤が決まった時は、日曜日に辻さんと私、山好き

の女将と従業員の女性の 4 人で中国山地の道後山に登りに

行きました。その後、私は女将と店のお客さん 2 名と北ア

ルプスの穂高連峰や後立山の縦走に出かける山仲間となり

ました。

　辻さんは、学者肌（学術博士号も取得）の人でした。現

地調査で確認する、事前あるいは事後に多くの文献や資料

を集め調べる、物事を論理的に考える、詳細に纏め文章や

報告書として残すなど、地質や地下水の仕事関係だけでな

く、山岳や探検分野でも同じ様に真摯に取り組まれていま

した。その手法は、2007 年に発刊された私の父、渡部さ

んとの共著「ヒマラヤの東　崗日嘎布山群－踏査と探検史

－」で発揮されています。辻さんは、日本山岳会福岡支部

による東チベット・崗日嘎布山群の 5 回の調査のうち、第

3 次～第 5 次（2003 年秋・2004 年秋・2005 年夏）の 3 回

の調査に参加し、同著書では主に探検史を担当されており、

その内容の奥深さには感心するばかりでした。 　昨年 8 月 3 日夜柴田佳久会員からの電話で辻和毅さんの

突然の訃報の連絡があった。4 月の支部役員会では好物の

熱燗を嗜まれていた。コロナ禍で 5,6 月の役員会は中止。

7 月の役員会は欠席されており、持病の治療のため入院さ

れている旨の報告があった。

　辻さんと初めてお会いしたのは、昭和 44 年年末の鳥取

大山の冬山合宿で、当時所属していたしんつくし山岳会と

松本徰夫先生が創設時に関わっていた関係で九州大学探検

部との合同の冬山合宿だった。

　その後、長らくお会いする機会もなかったが、勤務先

を定年退職された後、松本先生から「支部報の編集を手

伝ってやってくれ。」との依頼を快く引き受けていただき、

2005年 4月発行の第18号から編集に携わっていただいた。

第 18 号の「編集後記」に辻さんは、「（中略）支部報は美

しく読みやすい充実した内容を目指しています。他の支部

報にない魅力を持ち、資料として価値が高く長く生き残る

ような紙面を満載すべく取り組んで参ります。」と記され

ている。第9号から福岡支部が編集を担当することになり、

第 17 号までは会員から寄稿いただいたものをレイアウト

し印刷するだけだったものから、辻さんが編纂に携わって

いただいてからは、その都度、編集方針を企画提示し、見

違えるような支部報となり、まさしく「他の支部報にない

魅力を持ち、資料として価値が高く長く生き残るような紙

辻 和毅氏の支部報への投稿記録

倉智　清司
No.7130

　2019年 4月 13日に福岡市の天神にある赤煉瓦文化館で、

辻さんの総決算となる「山・水・人の風景－地質コンサル

タントの世界－」の出版記念講演会が開催されました。赤

煉瓦文化館は、明治 42 年に竣工され、現在は国指定の重

要文化財で、趣のある建造物です。辻さんらしい、辻さん

に相応しい会場と思いました。その時、辻さんに講演会の

進行役を依頼され、拙い司会でしたが思い出に残っていま

す。辻さんの人柄、人脈から大学の先生、九州大学探検部

OB、日本山岳会福岡支部会員など、多士済々の出席者があ

り、講演会後のアクロス地下での懇親会も盛り上がりま

した。

　最近はコロナ禍でお会いする機会が減っていましたが、

日本山岳会福岡支部や日本応用地質学会九州支部の懇親会

で、日本酒の熱燗を飲まれていた姿が思いだされます。会

う度に「お母さんは元気ね」といつも私の母を気遣って頂

きました。母は「当時まだ小さかった娘さんを連れて来て

別府の我が家で飲み始め、途中で草ヶ江から奥様が娘さん

を迎えに来て帰った後も、辻さんはそのまま飲み続けてい

たよ」と懐かしそうに話しました。そしてポツリ、「辻さ

んは学生時代から来ていたし、まだ若いのに」と寂しそう

でした。

　ここ数年はご病気と闘われていたようですが、享年 78

歳、早すぎる死でした。ご冥福をお祈りいたします。
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　一昨年は「屋久島の神と仏」（400 頁）を出版し、昨年

は永久保存版、未来への伝言として「屋久島総覧」を出版

した。装丁は全 940 頁、Ｂ５版、箱入りで自作自費出版と

した。

　今回の書は私の生涯の地域研究として 60 年の歳月をか

けて屋久島の調査を行った成果を「屋久島総覧」としてま

とめたもので、奇しくも傘寿を迎えた年に記念すべき集大

成として完成したのは奇遇であった。

　屋久島とのかかわりを持ったのは、仕事の関係で半年を

屋久島で過ごしたこと。また、当時地図の空白部として屋

久島の地域研究をされていた松本徰夫先生（山口大学名誉

教授・2011 年逝去・元日本山岳会福岡支部長）と山を共

にしたことである。

　先生は「俺は中央アジアをやるから今やりかけている

屋久島の空白部をまとめてくれないか」と酒宴の宴席で

言われたことがきっかけで、酔った勢いでつい約束して

しまった。

　約束はしたものの、まさか 60 年間もその意思を継いで

やるとは思いもしなかった。人生何がきっかけで人の運

命を変えるか、まさにその言葉に乗せられた私の人生で

あった。

　屋久島を整理するにあたり、僅か 500 平方キロの小さな

屋久島とはいえ、九州では最も高い高峰が連なり、海洋性

屋久島固有の気象は山岳地帯で国内最多雨の１万ミリにも

達し、深い原生の森と渓谷はゴルジュや滝、ナメラの河床

が発達し渓谷の調査は困難を極めた。

　以来、屋久島の山を足繁く通い、未踏の山中や全渓谷の

遡行調査を行い克明に記録していった。併せて過去の文献、

資料、解析を行うなど、屋久島に関係するあらゆる情報を

収集し、整理した結果が今日に至った。

　しかし、民俗的調査は屋久島に住まないとわからないこ

とが多々あり、定年を前に会社を早期退職し、意を決して

屋久島に移住、（有）屋久島環境共生企画を設立して山の

道造り、山岳ガイド、遭難救助、民宿「羽神の郷」を運営

しながら思索の場として 20 年間を屋久島で過ごした。こ

の移住は私にとって大きな収穫があり、私の人生を変えた。

　一方ガイド、遭難救助、報道への対応等、宿の経営は世

界自然遺産の登録もあって離島ブームを招き、屋久島は観

光立島に様変わりし、私の意図とする自然保護に反し多忙

を極めた。

　このような中でも、冬季は閉散期があり、ヒマラヤや海

外の山を訪れ、屋久島とともに、ヒマラヤも同時並行で執

筆することになった。

「屋久島総覧」出版に寄せて

4. 会員の上梓紹介

太田 五雄
No.6486

面が満載された」支部報へとレベルアップされたのでした。

さらには、編集に携わることに伴い自らも多くの玉稿を寄

稿いただいた。まさしく九州大学探検部出身らしく探検的

要素の多い寄稿であった。以下は寄稿いただいたリストで

ある。

＊ 2003 年　第 16 号

　ビルマ（ミャンマー）訪問記 - カカルポ・ラジを目指し

て -

＊ 2005 年　第 18 号

　灯台下暗し -文献探しに思う -　-カンリガルポ山群 -

＊ 2006 年　第 19 号

　崗嘎布山群第 5次調査隊報告

＊ 2007 年　第 20 号

　キングドン・ウォード追想

＊ 2012 年　第 25 号

　「コモンズの悲劇」から世界自然遺産「屋久島」を考え　

る

＊ 2016 年　第 29 号

　マクマホン・ラインを越えた探検家たち

　～インド東北部・タワンとチベット国境を歩く～

＊ 2017 年　第 30 号

　韓国・済州島の漢拏山登山（1966 年 4 月）

　-蒸し返される日韓問題と私のトラウマ -

＊ 2018 年　第 31 号

　ユネスコの世界文化遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関

連遺産群

＊ 2020 年　第 33 号

　支部総会講演著書「山・水・人の風景」と拾遺問答

　以上のように多くの貴重な投稿をいただいたことに感謝

申し上げるとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
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今回の著書「屋久島総覧」の内容　

今回出版した内容は次の通り。　

・屋久島全体の歴史

・地理地質（島の誕生、地質、地図の変遷）

・屋久島の自然（巨木、植物、動物、生物）

・宗教（神道神社、仏教寺院、岳参り、民俗神、歴史と祭

祀総覧）

・山岳(初期探検踏査の記録、全渓谷踏査記録・岩壁登攀

の記録・調査登山・遭難記録等)

・自然保護（自然保護の歴史、世界自然遺産登録）

・林業（林業の歴史、近代林業）

・屋久島の見所、特記事項

・屋久島の交通歴史（明治以降、船舶、陸路、空路）

・第五高等学校部報復刻（全記録）200頁

・屋久島の登攀史と文献（2013年迄抜粋）

・屋久島関連図書・文献（平成まで）

屋久島地図の変遷（添付地図）

・屋久島大絵図（明暦1655～1688年）島津藩編纂

・屋久島沟海図（1812年・伊能忠敬作図）

・陸地測量部（明治22年輯製・縮尺１/20万）

・屋久島地図（大正10年・４枚綴・縮尺１/5万）

・大日本帝国陸地測量部（昭和４年製版・１/20万）

・地理調査書（昭和４年製版・１/20万）

・第五高等学校山岳部作図（昭和８年）

・屋久島山岳概念図（三穂野義則作図）

・屋久島大絵図解析図（太田作図）

・屋久島山岳行程表

・屋久島・宮浦岳（太田五雄詳細地図・昭文社）

屋久島に関する文献　

　屋久島が文献上登場するのは養老４年（720 年）に書

かれた歴史書「日本書紀」で、推古 24 年（616 年）、３

度にわたり掖久人（屋久島人）30 名が大和に帰化し、朴

井（現岸和田）に住んでいたが、後に全員死亡したと記

されている。

　その後、屋久島を知るうえで最も重要な文献として 10

代藩主島津斎興の命で、天保 14 年（1843 年）、五代秀堯、

橋口兼柄等により編纂された「三國名勝圖會」（全 60 巻・

内屋久島は巻之 50）がある。三国とは薩摩国、日向国、

大隅国で、有史以来天保 14 年の編纂に至る迄の歴史、地勢、

民俗、山岳情報が詳細に記され、現存する鹿児島の第一級

文献として最も高く評価されている。

　一方、屋久島の山岳関係では日本山岳会会報「山岳」明

治 41 年発行第 3 年・第一號、明治 42 年の第四號が最も古

く、次に大正 15 年南九州山岳會編「楠郷山誌」に屋久島

が一般的な案内として紹介されている。

　その後第五高等学校山岳部（現在の熊本大学）が、昭和

３～ 12 年の 10 年間屋久島永田渓谷及び未踏地域空白部の

踏査解明で活躍し、以後九州の各大学山岳会や職場山岳会

が追従して屋久島全域の踏査、記録の多くを残し多大な成

果を収めた。

　中でも、当支部員米澤弘夫氏を中心とする鹿児島大学山

岳部、加藤数功氏を中心とする大分岳連、立石敏雄、松本

徰夫両氏を中心とするしんつくし山岳会、熊本ヤブコギ

マーズクラブ、福岡・ＧＣＣ、大阪わらじの会等の活動は

めざましく、記録報告書は屋久島空白部の解明に大きな役

割を果たした。

第五高等学校山岳部部報「こだま」の復刻

　屋久島の探検登山で先鞭を切って最も活躍した第五高等

学校（略称・五高）山岳部の踏査記録はまぼろしの報告書・

会報「こだま」といわれ、屋久島を研究する上で最も重要

な資料であった。幸いに屋久島の研究の過程で五高山岳部

出身、後に熊本大学医学部を卒業された古原和美先生の存

在を知り、訪問を兼ねて五高山岳部部報の「こだま」の存

在を確認したところ、私が訪問する前に元部員の家族から

貴重な部報、記録の大部分を集めてくださり、併せて部報
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「こだま」の復刻を希望された。

　記録収集のため松本在住の古原先生宅に二度訪問し、部

報「こだま」全ページをデジカメに収録し、半年かけて手

書きの報告書をパソコンに取り込み、活字化して復刻する

に至った。

　膨大な全記録はＢ５版二段 260 頁にもなり、この記録は

拙著「屋久島山岳大系」の 1/ ４を占めた。この復刻は先

生の手によって五高記念館に納められ関係者からは多大な

評価を受けた。

　北アルプスに憧れ挑戦した福岡の岳人は、熊本の財産を

手放して信州松本に移住された古原先生にお世話になった

方は多い。

　先生の五高魂はヒマラヤ、ヨーロッパアルプスに精通

し、1958 年には、ジュガールヒマラヤに深田久弥隊長、

山川勇一郎画伯、写真家・風見武秀氏、医師・古原和美

氏の４人でバレピ . コーラからプルビチャチュ氷河、ド

ルジェラクパ氷河を探査され、ビッグホワイトピーク（レ

ンポガン）などの偵察行は当時日本登山界ヒマラヤへの

牽引となった。

　また 1964 年の長野山岳連盟によるヒマラヤ・ギャチュ

ンカン（7922 ｍ）遠征の隊長として北西陵から初登頂を

果たし、成功に導いた功績は大きい。ギャチュンカンは

2005 年に福岡大学隊が南西稜から初登頂（総合第４登）

を果たしたのはまだ記憶に新しい。

屋久島の地図作成

　私が 20 代の頃、国内では登山ブームで湧いていた。屋

久島は九州最高峰宮之浦を盟主として、九重山を超える高

峰が８峰も存在しながら、九州の岳人は北アルプスなどに

向かい、屋久島は見向きもしない空白時代にあり、地図や

山岳解説書など皆無に等しかった。

　最初の屋久島地図作りは昭和 45 年昭文社の山と高原地

図・屋久島編にかかわってのことで、初版は主な山名と登

路を描いた粗末なものであった。

　地図作りには文献が乏しく、しばらくは全く捗らなかっ

たが、民俗資料館で明暦に書かれた「屋久島大絵図」（原

本は鹿児島の図書館所蔵）の複製に遭遇し、以後私の地図

作りは一変した。それまでに最も古い地図として文化９年

（1812 年）に伊能忠敬の測量により描かれた「屋久島沟海

図」があったが、外郭を描いた地図で私が意図とする内部

の詳細は全く描かれてない空白部であった。

　その点、「屋久島大絵図」は明暦（1655 ～ 1658 年）に

島津藩によって描かれた絵地図で、伊能図より 150 年前、

現在より 370 年前に描かれた彩色豊かな絵地図で、当時の

山名、地名、歩道が詳細に描かれた最高の資料であった。

　また、現代の 1/ ５万地図に置き換えることのできる貴

重な地図で、この絵地図を解析し、現在の１/ ５万の地

図に置き換えて詳細な地図を作り上げた。解析の段階で

判明したことは、山中歩道が山頂まで至っていないこと

で、おそらく屋久杉を伐採するための地図であったと想

像される。

　この地図が描かれるには二つの要素が関係する。一つは

豊臣秀吉の京都方広寺大仏殿建立の際、天正 16 ～ 17 年

（1588 ～ 1589）に石田三成のスギ、ヒノキの供出命令を受

けた島津義久が屋久杉、ヒノキの調査を行っており、その

60 年後の明暦に「屋久島大絵図」が描かれ、当時の調査

がこの地図に反映されたと思われること。

　また、第二には当時屋久杉は神木とされ伐採が許されな

かったが、屋久島の聖人高僧泊如竹 (1577 ～ 1655) が一時

島津藩に仕え、年貢に苦しめられる島民の貧困を解消する

ため、米の代用として屋久杉の平木（屋根瓦の代用板）を

納めることを進言し、以後屋久杉が伐採されることになり

島津藩の大きな収入源となった。この二つが重なり島津藩

による「屋久島大絵図」が作成されたものと考えられる。

　その後の屋久島における地図の変遷は明治、大正時代

に 20 万分の一地図がいくつか散見されるが、全く地図の

意を成さず、大正 10 年に初めて大日本帝国陸地測量部に

よる１/ ５万の地図が作成された。当時は三角測量により

作成され、昭和中期まで採用されていたが、かなりの誤

謬、誤差があり、私も登山中に随分惑わされたことがあっ

た。この地図は昭和 29 年米軍の空撮の映像を利用してあ

る程度正確な地図が作られ、現代では空撮による地図の作

成、更には２万分の一と正確で詳細な地図が作られるよう

になったが、山名、地名が記入されている詳細な地図は皆

無であった。

　その他の地図として、昭和初期の五高山岳部部報による

屋久島の永田渓谷、全体概念図、松本徰夫氏による永田

渓谷詳細概念図、鹿児島・黒陵会三穂野義則氏による１/

５万屋久島全体概念図等があり、これに「屋久島大絵図」

の解析、各集落の猟師や山に詳しい島民との交流により、

50 年の歳月を費やして昭文社平成 13 年版エアリアマップ

「屋久島」（宮之浦岳）を最後として満足できる屋久島山岳

詳細地図が出来上がった。当地図以降現在は屋久島在住の

渡辺太郎氏を後継に委譲している。

文筆活動

　私は２0 歳の時から多くの岳友に恵まれ、今日に至る迄

屋久島、国内の山々はもとより、ネパール・ヒマラヤ、チ

ベット、カラコルム、アフリカ、韓国、ボルネオ等海外の

辺境といわれた山々を歩き、我人生臆せず、悔いなく活動

した数々の思い出は私の生涯の忘れ難い宝物である。

　これらの山旅は多くの紀行文や写真、ビデオで記録に残

し、時に講演活動や写真展（屋久島 25 点、A4 植物など 50

点、ヒマラヤ A２以上 48 点、）を開催している。

　これまで執筆した著書は屋久島 12 冊、ヒマラヤ２冊、

ボルネオ等２冊、計 16 冊、短編寄稿文は屋久島 53 編、ヒ

マラヤ７編、その他１編、計 61 編に及んだ。松本徰夫先

生の口癖であった「山は登ったら必ず文章や形あるものに
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　数年前から厄介な病にとりつかれて近場の山歩きもでき

なくなってしまった。そうなると山への思いがさらに強く

なる。その思いを少しでも充たそうとして昔読んだ本や「積

ん読」していた本を棚の奥から引っ張りだして読んでいる。

その一つに「偃松帯」という本がある。東京農業大学山岳

部 OB の織内信彦が昭和 6年（1931 年）から 16 年（1941 年）

の間に山の雑誌や新聞に寄稿した雑文（著者の言）をとり

まとめて単行本としたものという。

　本書が書かれた昭和一桁から十年代は大学・高校（旧制）

山岳部の活発な活躍が大正末から続いており日本の登山界

の主流をなしていた。それと同時に登山、山歩き、ハイキ

ングが庶民、勤労者の間にも普及、企業内や地域に数多く

の山岳部、山岳会が創立され、大衆化が急速に進んだ時代

であった。単独行の超人 RCC の加藤文太郎の出現はその象

徴であろう。

　戦争の時代でもあった。昭和 6 年（1931 年）、満州事変

を発端とする中国東北部での武力紛争は昭和 12 年（1937

年）本格的戦争となり戦場が中国全土に拡大した。本書が

出版された 4 ヵ月後の昭和 16 年 12 月には太平洋戦争が始

まる。

　まだ戦争の影響が日本本土に及んでない頃の信州の山、

蕎麦、村民との交流などについての話は楽しい。日暮れど

き村はずれの農家で道を尋ねるともう晩いからと何のこだ

わりもなく一夜の宿をほどこされたという話、今の世相か

らすれば別世界の出来事のように思える。

　昭和 9 年に書かれた章ではすでに上高地や徳沢の俗化を

嘆いている。河童橋が丸木橋から吊橋になり、都会の繫華

街を歩く身なりそのままの者たちがその辺りを闊歩してい

る景色は現在のそれとあまり変わらないのであろうが、以

前、仙境と言われていたときに比べての変容は大変激し

かったに違いない。「山岳都市」という言葉も出てくる。チェ

ルマットやグリンデルワルトになぞらえて皮肉ったのかも

しれない。（チェルマットの街の雰囲気の方が上高地に近

いと思う）

　涸沢の話も印象深い。「キャンプ場化」した涸沢しか知

らない者にとっては真夏に 10 人をこえない登山者しかい

ない涸沢は想像し難い。岩小屋について述べているのは嬉

しい。大島亮吉が言った「この涸沢の岩小屋は大好きだっ

た」の岩小屋である。長年、どこにあったのかと思い巡ら

していたのであるが、涸沢槍下の雪渓をグリセードでとば

し下ると岩小屋の前に着くということからおおよその場所

を推測できる。

　「西蔵探検の話」のなかに古書探しの話がある。河口慧海、

青木文教、など明治末期から大正初期に入蔵した日本人の

刊行物はすべて絶版となっていて「古書漁り」をすること

になる。当然ライバルでもある同好の士も現れる。同好の

士や古書店主との交渉、駆け引きの様子にもこころ惹かれ

ることがある。兵役に付いている同好の士がこの先いつ戦

場に出て、どうなるか分からないという事で自分が集めた

貴重な文献を提供してくれたという。戦時において登山家

が備えていた覚悟の程が窺える話である。

　早稲田大学の船田三郎がガイドレス登山を唱えたのは大

正末期である。それから 20 年ほどへた昭和 10 年代にも東

京農大山岳部では、案内人を伴っての登山を行っていたよ

うである。厳冬期仙人尾根から剱岳を目指したさい案内人

として雇った猟師は黒部川流域の山を 30 年以上歩いてい

て人間としても好人物であった。しかし獣の住まない山頂

にはてんで興味がない者で、ひたむきに山陵を目指す著者

たちとのいざこざのために途中から下山してしまった。こ

れが主因ではあるまいが、この登山は失敗したという。

　「事変下の山」には、優れた登山家が中国の戦場で次々

と戦死するという悲しい事態に対する著者の思いが述べら

れている。死者に対する惜別の言葉はない。書けなかった

のであろう。そんな時代であった。

　まだ興味を惹かれる話があるが紙幅が尽きたようで

ある。

　なお著者は 1986 年東京農大隊が崑崙山脈の最高峰

（7167m）に初登頂したさいの総隊長を務めたという。

して残すべし」を地で行った我人生であった。

松本徰夫先生との約束

　2011 年、脳梗塞の後遺症回復のためリハビリでネパー

ルへ２ケ月の山旅に出かけた。カトマンズに向かう前日、

先生から「気をつけて行けよ」と思わぬ電話に会話は弾ん

だ。この翌日倒れられ、まさかこの電話が先生との最後に

なろうとは思いもよらなかった。

　その後クーンブ・ヒマールを終えてマカルーへの準備の

最中、娘からのメールで先生の訃報を知り絶句した。マカ

ルーへの旅は悲しみと追悼の旅となってしまった。

　帰国後祭壇でこれまでのご指導に感謝し、未完成ながら

も屋久島調査結果を心の中で報告したが、先生がなくなら

れて 10 年後にどうにか集大成「屋久島総覧」として完成

させることができた。だがこの喜びを理解し、分かち合え

る先生がいないのは何としても心残りで残念でならない。

　先生とは同じ巳年で一まわり年の差があるが私が 36 歳

の正月、先生、ご子息故岳士氏、会員倉智氏と共に韓国智

異山で冬季天皇峰登頂を果たし、巳年二人で万歳三唱の祝

賀をした思い出が心に残る。

　また、五高山岳部部報で過大なご協力をいただいた古原

先生は令和３年２月に逝去された。両先生と私には屋久島

と切り離せない絆があり、心からご冥福をお祈りするとと

もに、私の最後の著書「屋久島総覧」を奉げるものである。

「偃松帯」―戦時下の山の本―
（東京農業大学山岳部OB織内信彦著）

5. 書評

中山　　健
No.10309
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◇日時：令和３年５月 23 日（日）開催予定であったが、

新型コロナ禍にあり中止とし書面決議としました。

　支部会員へ議案書を送付し、委任状・議決権行使書を返

信していただきました。

　会員数：61 名、準会員数２名、委任状による議案承認者：

44 名、であり各議案は承認されました。新支部長とし

て浦一美氏が承認されました。

公益事業として、宝満山から英彦山への修験道トレイル（約

75 ㎞）の縦走を６回に分け実施しました。のべ 120 名が

参加、福岡支部担当の古道調査も兼ねて実施しました。

◇日時：2021 年６月 19 日（土）、20 日 ( 日 ) を予定して

いましたが新型コロナ禍にあり中止となりました。

　その他にも、当初計画していた岳人のつどい、自然観察

会なども中止となりました。

背振山系全山縦走（基山から十坊山まで約 75 ㎞）

公益事業として、数回に分けて実施予定。

自然観察会は地質・ジオパークをテーマとし立案。

福岡支部の地質の専門家を講師に地元九州の山歩きを味わ

いながら、山の地形や地質など自然環境を観察し、自然災

害や復興など人間社会との関わりを考えるための野外活動

を実施予定です。

夏山フェスタ in 福岡 2022（第５回）開催

◇日時：2022 年６月 25 日（土）・26 日 ( 日 )。

　場所：電気ビル共創館４Ｆみらいホール

　講演予定：アルピニスト野口健氏と国際山岳ガイドの近

藤謙司氏によるトークショー、鹿屋体育大学の山本正嘉

氏による健康管理法、猪熊隆之氏の山の天気入門、柏澄

子氏などのセミナーを予定。

【お知らせ】

Ｅメールアドレスをお知らせください。

お知らせなどの即時性、利便性を考え電子メールでの情報

発信を行います。まだＥメールアドレスをお知らせいただ

いていない方、変更された方は、下記福岡支部までメール

にてお知らせください。

《編集後記》
　新型コロナウィルス感染症は治まる気配は見通せず、新たなオミクロン株が猛威をふるっています。支部活動も総会はじめ行事
計画が昨年（令和3年度）も中止となってしまった。
　昨年の総会において第11代福岡支部長に就任された浦一美氏の企画による『「宝満山から英彦山の修験道」の古道を歩く』が
昨年秋から年末にかけ 6回に分けて実施された。本会は 2025 年に創立120周年を迎えるにあたり、記念事業として「日本の
古道を歩く」をテーマに各支部で活動が開始される。当支部も日本三大修験道として栄えた「英彦山」へ「宝満山」から75㎞、
6回の記録が踏破ルート図とともに写真で詳細に報告され、大変貴重な記録となった。さらには、地質の専門家である柴田佳久
氏からは同ルートの地層を解り易く解説いただいた。
　支部報の編集長だった辻和毅氏の昨年夏突然の訃報の知らせを受け、大きなショックとともに、これまで頼り切っていた支部報
の編集に不安を覚えた。辻氏を悼み東チベットカンリガルポ山群などの秘境地域訪問を共にした渡部氏や専門の地質でも関りが深
かった柴田氏に追悼文を寄せていただいた。
　太田五雄氏からは、昨年出版された「屋久島総覧」の紹介を寄稿いただいた。これは、2013 年出版の「屋久島山岳大系」、
2020 年出版の「屋久島の神と仏」やこれまでの 60 年に亘る屋久島地域研究の集大成として940頁の大作で、サブタイトルを「未
来への伝言」と題し、後世に残すべきと永久保存版として自作自費出版された。
　元支部長の中山健氏には、「積ん読」された東京農業大学山岳部 OBの織内信彦著の「偃松帯」の書評を寄稿いただいた。戦
前の大学山岳部中心の登山活動の様子を伺い知ることができた。
　編集長の辻氏のご逝去で心配された編集だったが、何とか支部報第 35号として発行にこぎつけられたことは一安心である。新
型コロナは3年目に入り、出口の見えないコロナ禍の早期の終息を願うばかりである。（K.K）
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令和３年度福岡支部通常総会報告

宝満山より英彦山へ「悠久の峰入り古道を歩く」

夏山フェスタin福岡2021（第５回）開催中止

令和４年度の支部活動計画案

6. 令和3年度の支部活動報告

（社）日本山岳会 福岡支部 事務局

JAC 福岡支部　e-mail:fko@jac.or.jp

日本山岳会事務局：渡部 秀樹

TEL：092-715-1557　　FAX：092-715-0826

【訃　　報】

　会員番号 7698　辻　和毅氏は 2021 年（令和 3 年）

7月 28 日ご逝去されました。享年 78 歳。

　辻氏は 1973 年 12 月に松本徰夫氏・吉沢一郎氏の

紹介で入会。支部報の編集には多大なる貢献をいた

だいたことに感謝申し上げますとともに、謹んでご

冥福をお祈り申し上げます。

　会員番号 12920　高木荘輔氏は 2022 年（令和 4年）

2月 18 日ご逝去されました。享年 86 歳。

　高木氏は 1998 年 10 月に松本徰夫氏・松本康司氏

の紹介で入会。2016 年から昨年（2020 年）まで 2 期

4 年とコロナ禍で 2020 年の総会が開催されず、1 年

延長して通算 5 年間福岡支部長として支部運営に多

大なる貢献をいただいたことに感謝申し上げますと

ともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。


