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１ １２０路線の決定  

 JAC120 周年記念事業の山岳古道調査については、昨年５月の一次選考で全国５９路線が選定さ

れ、その後、本部と各支部との間でメールやオンライン会議で調整を行なった結果、今年の４月

に１２０路線の「たたき台」が本部から公表されました。この「たたき台」については、JAC の会

報「山」（2022 年４月号、No.923）で本部古道プロジェクトチームの近藤氏から報告がなされて

いるので、ご承知の方も多いと思います。富山支部関係では、一次選考で選ばれていた有峰・薬

師岳の古道が調査対象から外れ、五箇山から飛騨白川に至る「古白川道」が新たに加わって、

「立山」及び「信越連帯新道」と合わせて３路線が調査対象路線となりました（路線の名称は、

今後、より適切なものに変更される可能性があるが、ここでは本部「たたき台」にある名称に従

う）。 

 本部から示された調査手法によれば、GPS データや道路現況、写真など、現地を歩くことで得ら

れる客観的な情報が必要な区間（メイン）と、文献やヒヤリングなど机上の情報で足りる区間

（サブ）に分けて調査を行い、取りまとめることになりました。例えば、「立山」については、

本部の当初案では、上市から早月川に沿って室堂乗越に至るルートをメインとし、立山駅から美

女平、弥陀ヶ原、室堂を経て登る現在の登山道をサブにするというものでしたが、早月川沿いの

ルートは、人爲で大きく地形が改変されたり、自然に復して古道の痕跡がないことを本部に伝え

て、メインとサブが入れ替わりました。今後、現地調査の結果等から、いずれの路線についても

このような変更は有り得るものの、１２０路線については、ほぼ「たたき台」のとおりになるの

ではないかと思っています。 

２ 富山支部における現地調査の実施状況と今後の予定 

 「立山」については、昨年、①立山駅から美女平、②天狗平から室堂、③室堂から雷鳥沢（一

ノ越、立山三山、大走り経由）を踏査し、今年は、5 月に岩峅寺から芦峅寺、７月に美女平から弥

陀ヶ原、８月に室堂から平乃小屋（浄土山、ザラ峠、五色が原経由）の現地調査を行いました。

岩峅寺から立山駅までは、サブ区間なので現地調査は必須ではないのですが、車道沿いには往時

を偲ぶ石仏など多く残されているので、会員の参加を募って歩きました。確かに歴史・文化的に

は興味深いものがありますが、車道を歩くのはあまり快適とは言えません。残る、真砂岳の大走

り分岐から別山、雷鳥沢、室堂のルートと、弥陀ヶ原から天狗平については、この秋に歩く予定

です。 

 長野・富山両県にまたがる「信越連帯新道」については、県境の針ノ木峠で分けてそれぞれの

支部で調査を行うもので、富山支部は、8 月 9、10 日に室堂から浄土山、ザラ峠、五色ヶ原、刈安 
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峠を経て平乃小屋までを調査をしました。本来の古道は、立山温泉から直接ザラ峠に至り、中ノ

谷から刈安峠を越えて平ノ渡に至るものですが、立山温泉から刈安峠の区間は、ほとんど元の道

跡が確認できないだけでなくザラ峠以西のカルデラ内は砂防事業のため立ち入ることができませ

ん。このため、代替として今回調査した現在の登山道がメイン区間となりました。以下に報告し

ます。 

参加者は、山田、北田、鍛治。 

 残る、針ノ木谷から針ノ木峠間は、この秋に行う予定です。（10 月 12～13 日に実施） 

 

８月９日（室堂から五色ヶ原を経て平乃小屋） 

 ケーブルカーの始発がネット予約で満席だったため、７時２０分のケーブルカーに乗る。ケー

ブルカー、バスともに満席。室堂から直接浄土山に向かう登山道を歩き出す。折からの猛暑で、

もっぱら暑さ対策と水分補給に気を取られて来てみれば、山上は濃いガスと強風で体感温度が低

く、北アルプス稜線の厳しさを実感する。登山道が一ノ越方面と五色ヶ原方面に分かれる分岐点

で、私が間違えて一ノ越への道に入ったため、分岐に戻る間に後続の二人に追い抜かれたのだ

が、後ろから来ると思って待つこと数分。抜かれたことに気づき追いかける。ガスで視界が悪

く、吹雪だったら遭難だと思いながら、龍王岳と鬼岳の鞍部で待っていた二人に追いつき、昼

食。獅子岳を越えてザラ峠に下る頃にはガスが晴れてきて、立山温泉側の斜面はザラ峠の名のと

おり荒涼として豪快な風景だ。今年度の支部総会での飯田会員の講演では、航空写真の解析で古

道の跡がわかるということだったが、肉眼では判然としない。東側の中ノ谷にも目を凝らすが、

道跡らしきものは見えない。五色ヶ原は雲上の別天地だ。山小屋の跡が残っている付近で薬師岳

方面に向かう登山道から左に分かれて平への道は、キャンプ場の横を通り、黒部源流の山々を見

ながら緩やかに下っていく。両側はお花畑である。森林帯に入るあたりから尾根道となり、刈安

峠に至る。刈安峠の中の谷側の斜面には、中ノ谷からくる古道の道型が残るが、完全にブッシュ

で覆われている。刈安峠からはヌクイ谷側のブナの美林の中を下り（大正４年にここを歩いた木

暮理太郎の紀行文には「ブナ坂」とある）、平乃小屋に着いた。 

 この日、五色ヶ原から平乃小屋までの間、我々は一人の登山者にも会わなかった。３代目のご

主人が経営する平乃小屋は快適であり、逗留する釣り人も多いようだ。夕食時に見知らぬ釣り人

からいただいた大きな岩魚の炭焼きは、とても美味であった。 

 
［コースタイム］8:50 室堂発 10:10 浄土山北峰 11:20〜11:35 龍王岳と鬼岳の鞍部 

12:45 獅子岳山頂 13:45 ザラ峠 14:50五色ヶ原キャンプ場 16:50 刈安峠 18:15 平乃小屋 

８月１０日（平乃小屋から黒部ダム） 

 黒部湖西岸につけられた平乃小屋から黒部ダムへの道は、地図上では湖岸の水平歩道に見える

が、歩いて見れば地図に現れないアップダウンが多く、谷の奥までを深々と入り込んでいるの

で、ずいぶん遠回りをさせられた気分になる。ガイドブックや富山県が作成した登山道のグレー

ディングでは平から黒部ダムまで３時間半とあるが、平乃小屋にある標識には黒部ダムまで７時

間とあり、黒部ダム近くの標識には平乃小屋まで５時間とある。我々は、５時間近く要した。ガ

イドブックの時間で歩く人は、かなりの健脚である。斜面崩壊で応急的に迂回している箇所も多

いから、時代によって道の様子が変わって来ているのかもしれない。いずれにしろ、登山者が頼

りにするガイドブック等のデータはアップデートが必要である。 
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 なお、この区間は平乃小屋から下山するために歩いたもので、調査対象ではない。 

［コースタイム］7:35 平乃小屋発 8:10中ノ谷出会い 10:40 御山谷出会い 

 11:40 ロッジくろよん 12:30 黒部ダム着 アルペンルートを乗り継いで立山駅で解散 

（鍛治哲郎 記） 

 

 

 

期日：2022．5．21（土） 

参加者：佐藤、鍛冶、山田、河合、森田、金尾、浦井夫妻、瀬川、吉井、北田 

5 月 18 日に富山支部メーリングリスト対象者宛に鍛冶支部長から「古道を歩きましょう（岩峅

寺から芦峅寺）」との連絡があった。内容は「5 月 21 日（土）、全国山岳古道調査の一環で、立

山参拝道の岩峅寺から芦峅寺まで踏査します。昨日メールには、集合は 9 時とありましたが、当

日は歩き出す前に、当支部会員の佐藤武彦さんから、立山参拝道の歴史や見所などについてレク

チャーをしてもらいます。ですので、集合は 8 時 30 分とします。岩峅寺から芦峅寺まで約 10km、

帰りは千垣まで 3km 歩いて戻り、地鉄を利用。（中略）この区間については、昨秋、佐藤さんの

案内でプレ調査をしました。その時に佐藤さんから教えていただいた往時の石仏や塚など古道と

しての興味地点を、添付地図に小さな◯85 から 93 で示してあります。この区間は、車道を歩く部

分が多く、古道としての魅力は那辺にあるのか、なるべく多くの目で見て判断したいと思いま

す。」とのことで、地図が添付されていた。昨年から試行的に始まった山岳古道調査に参加でき

なかったことから早速返信したところ、当日は 5、6 名の参加だろうとのことでウオーキング程度

に考えて出かけた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

まで案内いただき佐藤会員と別れ、踏査可能な部分は古道をたどりながら道縁に現存する石仏、

地蔵、神社を確認する。途中、横江の蔵王社で小休止、千垣駅で昼食を取りながら芦峅寺まで歩

く。天気は曇り、新緑を眺めながらの快いウオークで、布橋手前の閻魔堂に参拝。コミュニティ

バスが千垣まで行くとのことで乗車し、富山地鉄の電車に乗り換えて岩峅時に戻った。 

［コースタイム］8:30 岩峅寺駐車場（雄山神社 岩峅 24 坊 弥勒塚周辺案内）10:05 弥勒塚発 

11:05 蔵王神社（横江） 12:30 千垣駅 12:55 発 13:40 芦峅寺閻魔堂 14:05 バス乗車 

14:15 千垣駅 14:30 岩峅寺駅 14:55 駐車場 15:00 解散 

                                  （北田幹夫 記） 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

              

立山登拝道調査（岩峅寺～芦峅寺） 
 

高頭山登山道整備 

期日：2022．5．28（土） 

参加者：鍛冶、金尾、瀬川、石渓、北田（河合） 

熊野川ダム脇のトンネルを抜け河内の播隆上人

生家跡を通過して登山口へ、参加者はいつもより

少ない。河合会員に見送られて 5 名で登山口を出

発。 

 夏の雲が出て青空が広がる中、登山道に張り出

した枝や草を刈り払いながら登る。導水管手前の

木陰で小休止。鍛冶支部長自ら草刈り機のエンジ

ンを始動させて除草開始。各自、鎌、のこぎり、 

岩峅寺駐車場に 8 時頃到着、少し早いので金尾会員と一

緒に雄山神社を参拝。集合場所に戻ったところ、佐藤会員

の他に 10 名の支部会員が集結。久しぶりに会った会員も多

く皆さんの元気な様子に笑顔が溢れる。早速、地元在住の

佐藤会員からのレクチャーを受けながら立山禅定道の起点

とされる岩峅寺と雄山神社の地理的な位置、24 坊あったと

される宿坊の現状、立山開山伝説に著される屏風岩と鷹泊

りの松など興味深い話を伺う。岩峅寺の外れにある弥勒塚
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第３７回播隆祭 
 

 
 鈴 

 
護持仏 

 

んからは、ご挨拶

と説明があった。

「播隆は、八尾と

は何らかの関係が

あったのではない

か。熊野川に新し

く掛けられた橋を

「播隆橋」と呼ん

でいきましょう。

展示の「護持仏」

は、裏面の文面は

文政３年となって 

おり、初期のも

の。名号の字体は

播隆のものではな 

 令和４年６月５日、富山市河内の播隆上人顕頌碑前

で第３７回播隆祭が開催された。富山支部会員、富山

県山岳連盟、生家の会、富山県民カレッジ自遊塾受講

者の皆さん２２名が参加した。会場には、生家の会・

富山市大山歴史民俗資料館のご厚意により「護持仏」、

「肖像画」、「葵印の鈴」が展示された。 

 先ず、鍛冶支部長が挨拶された。「昭和５８年、顕頌

碑建立除幕式を第１回として、以降毎年この地で播隆

祭が行われてきました。今年は播隆生誕から２３６年

になりますが、生家跡の欅は樹齢約３００年と言われ

ています。かつて、この地で人間の山の生活がありま

したが、今は無人の地となり自然に帰りました。１週

間前に登山道整備を行ないましたが、参加者が少なく

やり残しがあります。今日の記念登山はその続きを兼

ねて登りますので、協力よろしくお願いします。今年

も元気で山登りしましょう」。 

次に一人ずつ焼香した。続いて金尾会員からは「源

空（法然）一枚起請文」および「播隆上人一枚起請

文」が紹介され、全員で唱和した。生家の会の大作さ 

いので、名古屋の見仏上人の字ではないだろうか。葵の紋が描かれた「鈴」が中村家にもたら

された経緯はわからない。「肖像画」は、残念ながら複製のものです」。また、新たな資料とし

て、「播隆上人と弟子播通」に関する古文書複数枚が披露された。これについては、善光寺

（長野市）との関係性、尾張藩家老・有栖川家・後水尾天皇位牌の関係性も窺え、古文書の解

読を求めたいと話された。この後全員で記念撮影した。懇親会はコロナウィルス感染を考慮し

て行われなかった。高頭山登山は６名の参加で行なわれた。    (金尾誠一 記) 

 

 

枝払い機、草刈り機を持ちながら登る。途中、アサギマダラの歓迎を受け優雅な飛翔に癒される。 

これまで何回も参加しているにも関わらず滝を見たことがないとの声で金尾、石渓、北田会員は

三枚滝へ。上部の刈り払いをしてきた鍛冶支部長、瀬川会員と分岐点で合流し昼食。あとは来週の

播隆祭当日に期待して下山する。           （北田幹夫 記） 

［コースタイム］ 

9:00 河内登山口 9:10 登山口発 9:50導水管手前作業開始 10:40 三枚滝との分岐 

11:05 三枚滝 11:40 分岐 昼食 12:30発 13:10 登山口 
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参加者：鍛冶、山田、松本、石原、宮崎 

６月５日，播竜祭の後は高頭山記念登山  

10 時 20 分 高頭山登山口を出発。導水管まで，いきなり急登が待っています。 

 
 

 

11 時 20 分 三枚滝との分岐着。これよりきつい登りです。5 月 28 日の登山道整備で処置できな

かった草・枝を刈りながらの登山となる。家～登山口まで 22km のマウンテンバイク登りに加え，

腰を屈めて草刈りの疲労が腰にきます。小休止を挿みながら登り続けました。 

13 時 10 分，山頂到着。展望は効かないがブナ林が美しい。 

 
 

 

 

 

15 時 40 分 全員無事下山。皆さんお疲れさまでした。       （宮崎勇人 記） 

 

 

 

 

 期 日 令和４年７月２日（土） 

 参加者 鍛治、北田、瀬川、松本 

 「立山禅定道」はＪＡＣ１２０周年記念事業の山岳古道１２０選に入っているが、タイトル

「立山の信仰の道」のその他の登拝道としての位置づけである。立山禅定道のうち鎖禅定（美女

平～室堂）と言われているうちの美女平～ブナ平～弘法～追分～弥陀ヶ原を歩いた。 

 美女杉地蔵石仏前から出発、歩くアルペンルートの遊歩道を弥陀ヶ原へ。美女平は探鳥コース

としていくつかのルートが設定されている。今回は真ん中の内回りルートを取る。外回りルート

は高原バス道路を横断してブナ平へ入るが、内回りはバス道路に出てブナ坂をブナ平への入り口

まで歩くことになる。ブナ平への登り口で休憩していたら女性 2 人がお先にと言って登って行っ 

高頭山記念登山 

熊野川ダムより高頭山 1210m。 11 時､ｱｻｷﾞﾏﾀﾞﾗのﾎﾟｲﾝﾄ，今年も出迎えてくれました 

山頂の標識がツキノワグマに噛まれ倒されていま

した。山田さん，松本さん，持参したハリガネを

使い手際よく修理されました。 

 

高頭山山頂にて 

14 時，集合写真の後，下山開始。 

山岳古道 立山登拝道調査（美女平～弥陀ヶ原） 
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二十一番観音が安置されている。自動車道工事でここに移設されたと記されている。 

       
 

   
 [コースタイム]  7:10 立山ケーブル 7:25 美女平発 7:50 バス道 8:00KNB 愛鳥荘 

8:05 ブナ坂 8:30 １９番石仏 9:04 苅安谷 9:15 滝見台 10:00 トチの看板地点 

10:45 大杉の下で昼食 11:05 発 11:13八郎坂からの合流地点 11:17 バス道（23 番石仏） 

11:25 バス停 11:32 弘法 12:05 休憩（1685m） 12:05 発 12:55（1195m 地点）  

14:10 弥陀ヶ原 14:55 弥陀ヶ原バス乗車 15:50 立山駅 

 

 

 

              

 

期日：2022 年 6 月 22 日（水）曇りのち雨 

参加者：山田信明・瀬川富士夫・橋本英司（会員外） 

 メールで参加を募ったが希望者が現れず、案内を依頼した橋本さん（元城端山岳会員）と我々

の 3 人での調査行となった。7 時前に旧城端町役場前に集合。山田車で若杉集落跡の登山口へ向か

い入山準備。橋本さんは柄の長い下草刈の鎌、我々も木鎌を持つ。 

 7:30 過ぎ唐木峠への石畳の道を出発。「弁慶の膝つき石」と教えられたのはポットホールのよう

な穴のあいた石。梅雨らしい曇りの日を予想していたのに木漏れ日がまぶしい。20 分ほどで唐木

峠（690ｍ）に到着。左に高落場山への登山道が続くが、直進の朴峠方向は枝を積み上げて通せん

ぼしてある。いよいよ朴峠道へと進むと、牛も歩いた昔の五箇山街道が下草が繁る中にしっかり

残っている。道が狭くなった所もあり、倒木をくぐったりして 30 分ほどで人喰谷の源流部の沢を

渡る箇所に着く。豪雨で崩れてしまったのか昔の道は進むことができず、いったん沢に下り対岸

のトラバース道に出る。橋本さんが日曜日に事前踏査で踏み跡のある所を刈り払ってこの巻道を

唐木峠・朴峠・鹿熊峠踏査報告（山岳古道調査） 

た。ブナ平に入るとまもなく、登拝者の道しるべと

して岩峅寺から室堂まで西国三十三所になぞらえて

３３体の石仏が安置されているうちの十九番目の千

手観音が迎えてくれた。ブナ、ミズナラ、トチノキ

などの旧道を進むと悪城の壁の上部へ出る。覗き込

むと５００ｍの目がくらむ断崖絶壁、自動車道もこ

こを通っており、もし悪城の壁が崩落したらと思う

とぞっとする。まもなく滝見台へ出る。ここに 

滝見台からゆるい登りが続き、桑谷へ下り、登り返すと上ノ子平とな

り、大観台へと道は続く。大観台では展望台の整備工事が進められてい

る。昭和４４年昭和天皇・皇后が立山を訪問したときに整備された展望地

で滝の下部は見えないが、大日岳や奥大日岳、別山などの山並みを展望す

ることができる。旧道コースのポイントとして整備をしているようであ

る。大観台から八郎坂の分岐を過ぎて、二十三番観音がある。弘法には二

十五番十一面千手観音、弥陀ヶ原は二十八番観音である。三十三とは、観

音経に説かれる観世音菩薩が衆生を救うとき３３の姿に変化するという信

仰に由来しており、三十三の霊場を巡行することで現世で犯したあらゆる

罪業が消滅し、極楽往生できるとされることから立山登拝道を巡礼の霊場

に見立てたものと解した。弥陀ヶ原までの古道は杉の巨木、ブナ林など高

木からナナカマド、ハッコウダゴヨウなどの低木までの植生分布や鳥類・

昆虫の観察・高山植物を楽しむことができる。美女平～弥陀ヶ原までは溶

岩台地として広がっており、立山火山の生い立ちや三十三体の石仏を確認

するなど信仰登山の歴史を体験できるコースであり、距離は長いが（約

18km）自分の足で歩き目で確かめたい。      （松本睦男 記） 
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確保してくれた。その先はスギ林のなだらかな水平道。次の沢はちょうど五箇山トンネルの真上

あたり。荒れているが通過には注意すれば問題なし。尾根を回り込むと中部北陸自然歩道を整備

した時の解説板があった。ぼっかや牛によって物資が運搬されたが、城端から下梨まで距離四里

三丁、運賃は本馬 144 文、軽尻 88 文とある（天保 5 年の古文書）。ここは朴峠までのほぼ中間地

点であとは緩やかな道が続く。落ち葉に隠れているが所々石畳もあらわれる。 

 10:13 朴峠（850ｍ）に到着。「唐木峠から朴峠の間は道路崩壊のため通行止めです」の張り紙が

ある。梨谷川から登ってくる作業道がここで交差し道宗道の標柱もあり、これから先はトレラン

のコースでもありしっかり整備されている。下りにかかってすぐ、「お助け小屋あと」の解説板。

次の「三辻 ミツジ」は昔あった二つ梨谷への分かれ道。「立石」は高さ 27ｍの自然石があるのだ

が、木の繁みのためによく見えない。ふたたび石畳の道が現れる。最後は急な下り坂が続き（「向

かい坂」と呼ばれた）、下りきって梨谷川の橋を渡ると舗装道路。左の坂道でたいらスキー場下の

県道に出る。 

 車ではすぐだが舗装道路の歩きは長かった。鹿熊峠の入口にあったベンチに腰を下ろし昼食に

かかった時に小さな雨が降り出した。合羽が必要な雨にならないことを祈りつつ峠へと出発。小

さな沢を渡り、傾斜の緩い道を進む。幅も広く手入れされた峠道に橋本さんは「昔牛が通ったの

が目に見えるよう」と。相倉や上梨の住民が足しげく利用した峠である。2000 年とやま国体の時

には山岳競技の踏査のコースになった道だ。12:21 鹿熊峠通過。峠の向こう側は深い下草が降り出

した雨に濡れていた。 

 峠道はやがて林道に出て、じきに舗装道路となる。茅場があり合掌造り用の細いチガヤが林道

の両側に栽培されている。雨が本降りにかわってきたのでスギの大木下で合羽を着る。相倉集落

へ直接下りていく旧道は草が深く雨のため下降をあきらめそのまま林道を進み雪崩防止の雪持林

の中を進む。林道左手の山腹工事（吹付）の工事現場を過ぎ国道 304 号線に出て 13：30 ミニ合掌

造りのバス待合所で踏査を終了した。14:35 の世界遺産バスで城端市民センターにもどり橋本さん

と別れる。あとは瀬川車で若杉集落跡まで車を回収に行く。城端側はほとんど雨が降らなかった

ようだ。 

 唐木峠・朴峠間は草刈り機で整備すれば十分歩ける（崩れた箇所のう回路整備は必要）ように

なり、歩く人が増えれば昔の峠越えの古道が復活できると思われる。なお国土地理院地形図の中

部北陸自然歩道の点線は、人喰谷の辺りから朴峠まで現実のルートと大きくずれている（間違っ

ている）ので早急に修正しなければならない。            （山田信明 記） 

 

 

 

 

 低体温症とは体の中心部の体温が 35.0℃を下回ると意識が薄れたり判断力がなくなったり場合

によっては死に至る事もある症状である。わが国では 1902 年日露戦争開戦の前夜、青森第十五連

隊の神田大尉率いる 210 名の陸軍部隊が雪の八甲田山の雪中行軍を強行し 109 名の遭難死を出し

たのが全世界で最大の山岳遭難事件である。 

 1963 年は愛知大学山岳部の冬の薬師岳登山で 13 名の遭難死、また 1989 年は 10月 8 日に京都の

中高年者 8 名が立山の真砂岳で遭難死、2009 年 8 月には北海道トムラウシ山で 6名の遭難死が発

生している。これらの死因はすべて低体温症によるものと思われ雪の季節のみならず夏でもその

危険性は免れないのである。参考まで 2～3 年前、山岳遭難の状況別が発表されていた。 

道迷い 37.9% 滑落 17.4% 転倒 15.0% 病気 8.8% 疲労 7.6% その他 13.3%  となっていた。こ

の割合は今もそう変わらないものと思われる。 

 なお低体温症の対処としては最低でも (1) 濡れた衣類を脱ぎ乾いた衣類を着る。(2) 出来る

だけ厚着をする。(3) 体温を上げるエネルギー（出来れば温かい飲み物、甘いものなど）に水分

補給をすることが求められる。 

 私にも忘れられない思い出がある。1953 年夏、当時名古屋で勤務していて山歩きを始めたばか

りの初心者の時だった。初めての 3000m級の山、白馬岳の単独登山を行った。大糸線に乗ってい

るとき、地下足袋を履きよれよれの服を着て小さなリュックに弁当か何かを入れたビニール袋を

持った 50 歳台の男性が隣に座った。話をしていると横浜の中外倉庫と言う倉庫会社の社長で大学

低体温症について 



8 

 

では山岳部にいて相当山歩きをやっていたが今は事業をやっているので社員や家族が山へ行くと

いうと心配だと五月蠅い(うるさい)ので偶にこうやって出かけるのだと言っていた。 

 大糸線の白馬駅で降りそれからは独りで猿倉から登山を開始した。この日は生憎雨に降られ通

しで大雪渓から小雪渓に渡るところは雪渓が切れ雪解け水が奔流となって溢れていて登山者はみ

なここで助け合って腰まで水に浸かって川を渡った。私も渡り終えたころ寒さと疲れでフウーッ

と意識が遠くなったようだった。突然「眠るな！」とパンパンと強く頬を叩き「山小屋もうす

ぐ、頑張れ！」と言う者がいた。車中で会ったあの男だった。この男性に励まされ伴われ山小屋

へ入りやっと人心地を取り戻したのだった。幸い翌日は晴れ、この男性と一緒に白馬、杓子岳、

白馬鑓と三山縦走し鑓温泉でひと汗流し無事登山を終えることができた。男性からいつでも遊び

にいらっしゃいと言うのでチョンガの気楽さ、一度訪ね家族の皆さんからの歓待を受け一晩泊ま

ってきたことがある。横浜の高級住宅街の一角にある立派な豪邸だった。今思えばこの男性 O 氏

はまさに命の恩人である。その後山関係の本などを読み山は楽しいが常に危険との隣り合わせだ

との思いを新たにしたのだった。 

                                （近藤 晋 記） 

 

 

 

 
 

小野健さんとの交流  ―会報 116 号から続く― 

 
 生涯を「栂海新道」に力を注いだ偉大

な小野健さんとは、いつから交流が始ま

ったか正確には覚えていない。ある日突

然彼から電話があり、今から伺いますと

言う。その日富山市へ来た帰りに私の家

を訪れたのである。 

 わが家の敷地には私が自力でゲストハ

ウスとして造った丸太小屋があり、そこ

で彼と対面したのが最初だったと思う。

「こんなゲストハウスはいいね」と言う

ので、「貴方には栂海山荘という立派な

別荘があるでしょう」と答えると、「あ

そこへ行くと何か作業をするので、くつ

ろぐことはなく仕事が終わると一杯飲ん

で眠るだけだ」。 

 彼とは以前から文通による交流はして

いた。一例としてあげるなら互いに山の

カレンダーを作って毎年交換していた。

私は剱岳・立山等の山岳景観を対象に作

り続けたが、10 年間で行き詰まり、以後

は上市峰窓会の池田則章君（現在馬場島

荘の管理人）にバトンタッチした。一方

小野健さんは栂海新道にあるものすべて

が対象で、フォッサマグナに関する物ま

でテーマはとても広い分野であった。そ

れを 25 年以上も継続したが 2014 年に鬼

籍の人となってしまった。 

 ある時、栂海山荘のことで問い合わせ

の電話をしたところ、いきなり「関係あ

りません、ガシャン！！」と電話を 
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はじめに 

生地鼻灯台へ転勤になった納屋暁寛という山好きの男が魚津岳友会へ入会を希望してきた。

1985 年のことである。山行の経歴を聞いてみると、各地の配属先で登山をしていたようだ。そし

て 1980年 5 月にはノルウェーのロンダネ国立公園で山登りをしたと彼の話によると、バスとフェ

リーボートを乗り継いでソグネフィヨルド最奥の集落から歩き始め、持参したテントに泊まりな

がらの登山活動であった。雨にたたられて 2 日間停滞し、その先で吹雪かれてまたもや停滞。そ

の後好天になったものの日数切れで帰国日となってしまったという。再度の計画を持っていた

が、国家公務員の身で海外旅行が厳しくなり、再挑戦は果たせなかったとのことだ。 

 1996 年に山と渓谷社から発行された『分県登山ガイド・富山県の山』は、妻克美とともに取

材・撮影に力を注いだ本だが、好調に販売がのびて結構な印税を受け取ることができた。そこで

納屋君から聞いていたノルウェーの山が閃いて、一度は訪ねてみようと決断した。早速大和デパ

ートの中にある丸善図書店でノルウェーの全体地形図を注文するとともに、HISで格安航空券を手

配した。これがノルウェーへのプロローグである。 

 

私のノルウェー 

ノルウェーに魅せられて（その 1） 

切られてしまった。生前小

野健さんは一家を支える生

活費として自分の給料を入

れていたが、他の家庭とち

がって、正月山行のために

一度も家族と元旦を家で迎

えたことがなかった。同行

する仲間がいない年末に

は、小野健さんは一人で明

星山南壁の向かいにある瀬

野田集落の小さな神社で過

ごしている。信念を少しだ

け曲げて一度ぐらい家族と

共に元旦を迎えてもいいの

にと考えるが、彼は頑固一

徹、婚約時の宣言に従い信

念を曲げなかったからこそ

栂海新道を開通させること

ができたとも言える。 

 

   （佐伯郁夫 記） 

 

 

1996 年 6 月 15 日出発のチケットはフィンランド航空のもので、ヘルシンキ空港で時間待ちし

てノルウェー第二の都市であるベルゲンへ向った。そこは人口 28 万人の港町、手ごろなホテル

が容易に見つかった。 

        小野健さんから受け取った最後の年賀状 
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 6 月 18 日、朝一番の列車でベルゲンの町を去る。行く手はぐんぐん登りになって、持参した高

度計（スイス製・トーメン 8000ｍ計）を見ると 200ｍも登らないうちに、一面広大な雪原にな

る。地図を見るとハルダンゲルビタ国立公園の中である。ノルウェー国内に 18 ヶ所ある国立公園

の中で最大であり、日本でいえば北アルプスのように三県にまたがっている。その一つがテレマ

ーク県であり、面積はヨーロッパ最大の 7500 平方キロである。話は余談になるが、今日日本でも

テレマークスキーが普及しているが、元々このあたりでヒールを固定せずに急速旋回するテクニ

ックとして考案されたので、地名がスキーテクニックの呼び方としてそのまま通用しているので

ある。また、ジャンプ競技でも着地した時にテレマーク姿勢をすることで得点が加味されるので

ある。 

 やがて列車はオスロ駅に到着する。さらに北へ向かう便でオッタという小さな町で下車する。

駅の構内にあるツーリストインフォメーションを訪ねる。観光シーズンになっていないので客は

私達だけであり、担当の女性は多くの詳細情報を話してくれた。最後に宿泊や交通などのパンフ

レットの束を渡してくれた。この日は駅前のホテル泊。 

 6 月 19 日 駅からバスでマイシュエーターに向かう。大きなバスに私達だけである。

 

 6 月 16 日は世界一長大と言われるソ

グネフィヨルドへのフェリーボートに

乗り込む。両側が垂直に切り立った地

形は、日本では考えられない太古の氷

河期に氷河が削り取ったものである。

日本列島はユーラシア大陸から分離し

てできあがり、地震が頻繁に発生する

のでこのような景観は日本には存在し

ない。 

やがてフェリーは終点に到着。船長

らしき人物が「貴方たちはどこへ行く

のですか」と聞いてきた。ヨツンヘイ

メンの山へ行くと返答すると、この先

の集落から先は雪がありバスは通って

いないと言う。それを徒歩で行くと納

屋君の轍を踏むことになってしまうの

でフェリーで引き返すことにした。 

6 月 17 日は漁民等が利用するカジュ

アルなホテルに泊まることにした。海

岸沿いの町には雪がなく、ベルゲンの

町を散策し博物館や美術館を訪ねる。

街路樹として植えられたシャクナゲの

花がいたる所に咲いていた。 

 

バスは停車すると、油圧で傾き地面までステッ

プが延びてくる。この国では老人と子供にやさ

しい。そのため幼児でも自分で不安なく乗降で

きるようになっている（車種はボルボ・スウェ

ーデン製）。バスの終点から歩いて 3 時間で山

小屋に到着した。標高は 1170m、気温 0℃。夕刻

から吹雪となる。 

6 月 20 日 朝の気温は-4℃。6 月下旬なのに

昨夜に降った積雪は 20 センチ。この日は近くの

山を散策する。 

6 月 21 日から好天に恵まれたので、まずカル

ウイン 2034ｍに登る。小屋の近くに氷河の末端 
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結びとして 

 ノルウェーの国民のほとんどはスキーや登山を好み、パチンコやカラオケといった娯楽とは無

縁であり、余暇はほとんどアウトドアスポーツを享受できるよう国の政策として勧めている。そ

のためノルウェー山岳会（ＤＮＴ）が山小屋の営業、登山道の整備等を行い、その費用は国が負

担している。 

 特にスキーは発祥の国であり、人口わずか 532 万人強の小さな国であるノルウェーが大国アメ

リカ、カナダ、ドイツに負けたことのない冬季オリンピックでは、獲得メダル数は常にトップで

あり、別に示した読売新聞のコピーの通りである。豊かな経済力の国で、漁業ではタラを大きな

ハサにかけて干物にしたものを世界中に輸出している。日本に入っているシシャモもほとんどノ

ルウェー産である。鉄鉱石や北海油田の石油など、資源大国でもある。 

 

      平昌オリンピックメダル最終獲得数(読売新聞) 

 金 銀 銅  金 銀 銅  金 銀 銅 

ﾉﾙｳｴｰ 14 14 11 日本 4 5 4 ﾊﾝｶﾞﾘｰ 1 0 0 

ﾄﾞｲﾂ 14 10 7 ｲﾀﾘｱ 3 2 5 ｳｸﾗｲﾅ 1 0 0 

ｶﾅﾀﾞ 11 8 10 OAR 2 6 9 豪州 0 2 1 

米国 9 8 6 ﾁｪｺ 2 2 3 ｽﾛﾍﾞﾆｱ 0 1 1 

ｵﾗﾝﾀﾞ 8 6 6 ﾍﾞﾗﾙｰｼ 2 1 0 ﾍﾞﾙｷﾞｰ 0 1 0 

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 7 6 1 中国 1 6 2 ｽﾍﾟｲﾝ 0 0 2 

韓国 5 8 4 ｽﾛﾊﾞｷｱ 1 2 0 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 0 0 2 

ｽｲｽ 5 6 4 ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ 1 1 4 ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ 0 0 1 

ﾌﾗﾝｽ 5 4 6 英国 1 0 4 ﾗﾄﾋﾞｱ 0 0 1 

ｵｰｽﾄﾘｱ 5 3 6 ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ 1 0 1 ﾘﾋﾃﾝｼｭﾀｲﾝ 0 0 1 

※OAR はﾛｼｱからの五輪選手。一部競技で順位を共有するため､金､銀､銅の合計数は一致しない 

 

6 月 25 日は小屋の近くの山を歩いて、11時 20 分発のオスロ行きのバスに乗り今回のトレ

ッキングを終えた。 

 

があり、取り付き付近の岩には太古の昔に刻まれた深い擦痕が見受けられる。 

この地方の山は高い部分がすべて削り取られてしまったため、3000ｍに達するようなピー

クは全く存在しなくなったと考えられる。最高峰はガルドホーピゲン 2469ｍだが、山容の

美しさから私達は 23 日にカルウイン山 2034m、24 日にファナルケン山 2058ｍを登ってロン

ダネ地方の登山を終了した。 
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この国は平和を尊び戦争があってもどちらへも加担することなく、中立を保っていた。ウクラ

イナ・ロシアの戦争が発生して早くも半年になるが、国連事務総長による仲介も全く成果がな

い。ここにきて背中合わせの国スウェーデンやフィンランドも西側の軍事同盟 NATO への加盟が決

定した。ノルウェーも中立していたのではロシアの標的になる。平和のために長らく守ってきた

国策変更もやむを得ないことだろう。 

 帰国してから魚津岳友会でノルウェーの山報告会をしたところ、意外な反応があった。 

これはいけると感じ、第 2 回目として「ノルウェー、スキーとオーロラを観察する会」という計

画書を作ったところ、多くの申し込みがあった。この後 4 回もノルウェートレッキングを行うこ

とになる。（次号へ続く）                      (佐伯郁夫 記) 

 

参考文献 １．登山、スキー大好き 佐伯克美 2006 TC 出版プロジェクト発行 

２．トレッキング in ノルウェー 村越真編 2001 

 

 

☆会員動向・今後の予定 

〇訃 報：大場攝雄氏(永年会員 3841) 

〇退会者：米谷真由美（15995）、正橋立子（14676） 

〇新入会員：堀埜眞三（A0442） 

・10 月 23～24 日に日本山岳会岐阜支部の 50 周年記念式典が開催されます。富山支部からは 2

名の出席予定です。翌日の記念山行は五支部懇親山行として猪臥山登山が岐阜支部の主催で実

施される予定です。 

・特別展「写真で振り返る日本人のエベレスト登山」が日本山岳会富山支部と富山県立山カル

デラ砂防博物館の共催で 10月 4 日～12月 18 日まで立山カルデラ砂防博物館で開催されます。

また 11月 3 日（木・祝）には特別講演会が同館で開催されます。講師は佐伯知彦氏、神長幹雄

氏で、この行事は日本山岳会富山支部第 12 回山岳講演会としても位置づけています。 

・12 月 3 日(土)に 3 年ぶりの開催となります「年次晩餐会」が開催されます。出欠等について

は 10 月号の「山」に掲載される予定です。               (河合義則 記) 

 

○著書紹介 

・『立山御案内』 桂書房 三鍋久雄会員 2022 年 4 月発行 

・『山ありて わが人生』 渋谷 茂会員（2022 年 10 月 15 日 北日本新聞で紹介） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編 集 後 記 

北田幹夫編集長の下，初めて編集に携さわった宮崎です。 

（ペンネーム「やおとこ日記」：一流の「やまおとこ」を目指しているが， 

 なかなかなれないので「やまおとこ」から「ま」の字を取って「やおとこ」。 

 その心は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「ま」が抜けている。) 

投稿いただいた皆様，協力いただいた役員の皆様，ありがとうございました。 

次号の発刊のころには、新しいペンネーム「変酋長」として、新型コロナも収まった 

皆様の名紀行文の編纂に当たりたいと思います。         （宮崎勇人 記）  
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