
 

根子岳バリエーション ～ザイルで結ばれた禁断の…～ 

【報告者】Ｉ谷 
【日時】2008年 11月 14 - 15日            【天候】曇り→小雨 
【参加者】（アイトレ）Ｎ尾ひ、Ａ久、Ｓ本け、かば 

（順ルート）Ｍ下、Ｔ中ま、Ｔ嵜、Ｋ藤、Ｓ本と 
（逆ルート）Ｉ田、Ｉ丸、Ｉ富、Ｉ谷 

≪コースタイム≫ 
11/14   20:30福岡発 22:30一の宮運動公園駐車場着（小宴会） 25:00就寝 

11/15   6:00起床 7:30雪山ギア講習（Ａ久さんより）8:30入山 15:30下山 

 
≪ 報  告 ≫逆ルート：Ｉ谷 
ヤカタガウド P手前より入山（8:30）→西峰ルート分岐（11:00）→ローソク岩（12:30）
→天狗峰（13:30）→天狗のコル（14:00）→下山（15:20） 

 
思えば今回の山行は緊張の連続だった。たぶん沢以来というブランクがそうさせた

のか、それとも念願だった根子岳に対する自身の気負いか、はたまたそれはパーティ

ー表に見つけた貴女のせいだったのだろうか…。 
僕はあの女性の前だと緊張する。なぜかは分からない。ロマンティックブルーな内

照明の新Ａ久号で隣に座っていた時からそうだった。快適なはずなのになぜか体力を

削られているような感覚。一の宮運動公園に着いた時にはすでに低体温症が始まって

いた。そんな心と身体を温めてくれたのがＳ本夫妻プレゼンツの水炊きと、Ｍ下さん

持参の芋焼酎・山ねこだった。いつもながら下界では味わうことの出来ないご馳走に

頬擦りしつつ無事完治。 
翌朝、Ａ久さんより雪山装備の解説。アイトレには参加出来なかったが、雪山を目

指す身としては本当に有意義な時間だった。まだ寝ぼけ半分だった頭に良い意味で緊

張感が戻り完全に山モードとなる。逆ルート隊の我々は一足先に車を降り入山した。

と言っても、ここから？というようなポイントで、いきなりの急登。Ｉ田さんを先頭

にぐんぐん進む。朝露を含んだ黒土に足元をとられつつ、両脇のヤブを必死に手繰り

寄せる。100mほど一気にアップすると、足元には紅葉を終えた落ち葉がちらほら。途
中ルートに迷う箇所もいくつかあったが、ようやく稜線ぽいところに出る。山下の景

色を眺めながらしばらく進むと再びヤブ。ここは先頭を行くＩ富さんのパワフルなヤ

ブコギのお陰で比較的楽に進めた。眼の前に天狗の岩峰が見えてきた頃、アイトレ隊

はすでにピークからの懸垂下降を始めており、順ルート隊も天狗峰を抜けこちらに向



 

かって来ていた。早っ！我々も懸垂下降で痩せた尾根に

着地し、見るからにほっそりしたローソク岩に取り付く。

この頃からＩ丸－Ｉ谷、Ｉ田－Ｉ富という構図が自然と

出来上がる。左右に見下ろせる超急斜面に加え、リード

を行くＩ丸さんの慎重かつ大胆な動きに心臓が高鳴る。

上手くフリクションを効かせられないのは登山靴だから

か、それとも震える足のせいか…。二人が精一杯という

ローソク岩の上でＩ丸さんと記念撮影。テーマは“女帝

と下僕”か。下からはＩ田さんが「早よ行け」と眼で訴

えている。思えば本来ここはＩ田さんのポジションでは

無いのか…。ローソク岩を懸垂下降すると眼前にはギザ

ギザのヤセ尾根が。ザイルで安全を確保しつつ渡りきると本日のメインディッシュと

も言える 40m程の岩壁が拡がる。ここまでのアップダウン＆ギザギザを経て自分の中
では大きな心境の変化があった。それは、女帝に対して抱えていた畏怖の念とは明ら

かに異なる特別な感情だった。「リードで行かせて下さい」と訴えたのも自然な成り行

きで、他に選択肢は無かった。ローソク岩ではへっぴり腰だった自分が、この岩壁を

前に割りと落ち着いて登れたのは、ただただ姫をお守りせねば！という使命感があっ

たわけで、決して履き替えたクライミングシューズのお陰ではない。途中ルートを外

し、支点の無い所でポカーンとなるも姫からの指令で無事に軌道修正。満開の紅葉に

は間に合わなかったが、初めて立つ天狗峰からの眺めは格別だった。しっかりと景色

を眼に焼き付けた後は、最後の懸垂下降で天狗のコルへと降りる。小雨のパラつきに

合わせて衣類を調整し、ヤカタガウドを経て下山。終点の駐車場付近ではまだまだ見

事な紅葉を眼にすることが出来た。 
 
≪感想 : Ｉ富≫ 
根子岳には前から行きたかったのになかなか都合がつかず、今回やっと行くことが

できた！うれすぃーっ！感動です！今回自分達チーム（CLＩ田さん、SLＩ丸さん、Ｉ
谷くん、Ｉ富）は逆ルートから攻めるということで、自分は順ルートさえ行ってない

のに大丈夫なのか？ちょっと心配しとりましたが、すごく良かった。最初の藪漕ぎで

結構体力消耗した後の岩場、懸垂下降、ゴジラの背中のトラバース、クライミングだ

ったが、きついなどと言っている場合ではない！何かあったら皆に迷惑がかかるので

絶対こけない、滑らない、落石しないようにとかなり気合が入った。いつも仕事がら

足場に上ることが多いので高所はわりと平気なのだが、しかし、ここは一味も二味も

違った。特にあの、ローソク岩やゴジラの背中のような尖った岩の尾根はまるでイン

[ローソク岩にて。トップに鎮座するは…？] 



 

ディージョーズのアトラクションのようでスリル満点！ローソク岩は、幅 2ｍくらい高
さ 10ｍくらい？２人しか座るスペースがないので怖かったが上からの景色は最高、気
持ちいい～っ！少し遅いかと思われた紅葉も上から見るとまだまだきれいなとこが残

っており、良かったです。他の登山者が登って来るのが見え、Ｉ田さんいわく高森の

ほうから登ってきているらしい、色々なルートがあるようだ。今度は順ルートやその

他のルートも是非登ってみたいと思います。外岩はカレンダーのような素晴しい景色

や色々な美しい岩もあって最高です。陶ヶ岳、日向神、比叡山など他の色々な岩場に

早く行きたいです。新人の方もラリーグラス長丘店で練習して、是非一度は外岩を一

緒に体験しましょう。 
 
 
～おまけ写真館～ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

そんなことで 

私を守れるの？！ 

・・・・・・ 



 

         霧島山系 ～破線ルート実踏ハイク～ 
 
【報 告 者】Ｔ橋こ 
【日   時】０８年１１月２３～２４日  【天   候】少雨のち強雨 
【参 加 者】単独 
 
≪コースタイム≫ 
11/23 高千穂河原 10:00－新燃方面分岐 10:45－炭化木分岐 11:10－尾根上 11:30－殿
様まぶし 12:10－大幡山から新燃岳間の登山道 12:25－新燃岳 13:00－中岳三角点
13:35－高千穂河原 14:45 
 
≪ 報  告 ≫ 
前回までしつこく狙っていた炭化木から先、中岳、新燃岳の東側山麓をぐるっと回

る破線の存在は、1/25000 を見た時から気になっていたものの一つ。記録はネット上
でチラホラ見ていたが、実際問題どれくらいのルートなのか、自分で歩かなきゃ分か

らない。踏み跡は？テープは？道標は？ バス便が少なくなってイマイチ不自由な霧

島主稜縦走コースの戻りのルートとして使えるものなら、と色気を持ちつつパラつく

雨の中歩いてみた。 
 
結論から言えば、十分に値するルートと思いました。主稜線歩きのダイナミックな

展望にはかなわないけれど（というか九重や阿蘇よりスゴイと思ってますが）、喧騒か

ら切り離されナチュラルな静けさに包まれる山域に、疎林を縫うようにうっすらと続

くトレイル。今回は残念ながら一歩遅く紅葉を見ることはできなかったけれど、降り

積もった落ち葉がシーズンの燃える紅葉を約束してくれているようでもある。おそら

く６月には山麓がピンクに染まるハズ。そんなシーズンにまた歩いてみたいと思わせ

る好ルートです。ま、初めてのルートを歩く高揚感もあるので、評価は２割増しくら

いかもしれないですが･･･。 
 
ちなみに翌日は本降りになった悪条件の中、どうせ見えない展望ならばと割り切っ

て、大浪池登山口から”下る”ルートに入ってみました。こいつはさすがにマニアックす
ぎてここには書けません…。 

 
 



 

【霧島山系ルート図】 

今回のルート 
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鹿 嵐 山（素晴らしい紅葉） 

【報 告 者】Ｔ藤 
【日   時】2008年 11月 23日～24日   【天 候】晴れ、雨 
【参 加 者】Ｔ中Ｄｒ，Ｉ上、Ｓ川、スージー、Ｋ奈、Ｏ崎 
≪コースタイム≫ 
11月23日 

11：15 登山口出発→12：45 鹿嵐山山頂→1：30 雌岳→1：50雌岳発→14：10 鹿

嵐山→16：10 登山口 

11月 24日 
雨の為、一目八景、深耶馬渓、内匠の景、立羽田の景を観光 
 
 
≪ 報    告 ≫ 
11月 23日（日） 
 天気もよくきっと紅葉で人が相当大いに違いない耶馬渓を尻目に登山口へ。きれい

な紅葉を見ながら、1 時間半かけて鹿嵐山山頂へ。途中 1 組の登山者に会ったぐらい
で人が少なく、適度な岩登りもありいいコースだった。鹿嵐山へ着くとそこでは真っ

黒に日焼けしたおじさん達が座ってお昼ご飯を食べていた。私たちが山頂に着くと「う

わー、あんたたちみたいな若い子が山登りをするんね？どこから来たんね？」と聞か

れて、どうやら全員 20代と思ったようである。Ｏ崎くんが「20代は僕だけです。」の
ような余計なコメントをおじさんにしていたようだが、おじさん聞く耳もたず。 
 私は、いつものごとく登山 5 合目あたりから、高速パーキングで酒まんじゅうを買
って車内で食べたのにかかわらず、おなかがぐーぐー。なんとか 8 合目まで、みんな
がもくもくと登る中がんばったが、燃料切れで、ストップしてもらって饅頭を 1 個口
に入れた。Ｔ中Ｄｒが「あと 3分で着く。」も聞こえない、饅頭を食してパワーが出た
ところ、本当に 3分もしないうちに山頂に着いてしまった。やはり燃費が悪い私。 
 山頂でＴ中Ｄｒから「しっかり食っとけ」と言われ、みんなが景色を見ている間ず

っと燃料補給。 
 視界がよく遠くの山まで見渡せ、Ｓ川さん曰く、去年の耶馬渓よりも今年の方が紅

葉がいいとのことだった。 
 どこか中国桂林を思わせるような景色で、岩もあり紅葉も素晴らしかった。 
 
それから、雌岳へ。 



 

落ち葉がいっぱいの急な山道を滑りそうになりながら、そろそろ注意して下りている

と、Ｔ中Ｄｒが「足場が悪いこのような場合は、小股で斜めに下りて行けばいいんだ。」

と手本を見せてくれながら、ジグザグにしゃりしゃりと音を立てて下りて行ってた。

上半身が全然揺れずに、小股で斜めにさらさらと下りていく姿を見て、忍者みたいだ

と思った。私も真似をしながら、降りていくとなるほどおそるおそる下るよりも滑ら

ないし、いい調子と思っていた矢先に「キャ！」の声。2メートルぐらい下でＴ中Ｄｒ
がコケて尻もちをついておまけにＫ奈さんを巻き込んでいた。「先輩というものは後

輩を押しのけてまで先に行くんだ。」恐るべし。 
 雌岳で一休みして、Ｋ奈さんの靴ひもの結び方講習を受け鹿嵐山山頂へ戻る。 
誰もＴ中Ｄｒの前を歩きたがらなかった。 
 鹿嵐山へ戻ると一挙に団体が上がって来ていた。 
 再度一休みして下山へ。 
 下る途中、Ｋ奈さんが転倒して膝を殴打し、幸い骨折などなかったが後方でしゃが

みこんでいるのを見てヒヤッとした。Ｔ中Ｄｒの指示で、そこが斜面であったので、

スージーさんが広い場所を探しに下に下っていき、Ｔ中Ｄｒがしばらくした後、筋を

ひねってないか四方に少しひねってみて確認。大丈夫のようだったので、休んだ後、

前方にＯ崎くん、Ｋ奈さんをはさみ、後方にＴ中Ｄｒという順番でゆっくりと下山。 
 山では本当になにが起こるか分からないし、リーダーのＴ中Ｄｒがいてくれて本当

によかったと思った。 
   洞門キャンプ場へ。テント人張り 1700円＋人数一人 300円の別途料金が入り、
次の日雨が降るかもしれないことと、Ｔ中Ｄｒのこの金額設定に解せぬということで、

バンガロー（6人用 4200円）へ変更し入場。4.5畳ほどのバンガローだったが檜のフ
ローリングでとても快適だった。 
 早速、温泉と買い出しを済ませ、夜は豪勢に豆乳入りキムチなべ＋5合のご飯に前菜
はかるくお刺身という豪華ぶり。飲んだり食べたり、夜 11時まで宴会。 
 Ｔ中Ｄｒの奥さんとの熱いなりそめもお聞きすることができたし、7人鍋をつつきな
がら楽しい話をした晩だった。 
 
 
 
 
 
 



 

八面山 

【報 告 者】ＳＹ 
【日   時】2008年 11月 28日       【天 候】快晴 
【参 加 者】Ｋ沢、Ｆ川、ＳＹ 
 
≪ルート名≫ 八面山上部エリア 
 

≪ 報    告 ≫ 
クライミングの好シーズンも過ぎ岩を触るのもつらい季節になってきました。という

ことで今回は八面山の南斜面、上部エリアへ男 3人で向かいました。 
昨日までの雨で岩が濡れていないか心配でしたが現地に到着、あまりの気持ちよさに

ついウトウトしてしまいそうなほど気持ちの良いゲレンデで、のんびりムー

 
足をプルプルしながら岩にへばりついた記憶しか残っていないルートでしたが、今回

は終了点から臨む耶馬渓の素晴らしい景色を見る余裕ができました。 

             

ドで始まりました。 
ここは私のクライミングデビューの

ゲレンデで、初めてトップロープで

怖々登らせてもらったルートが「鯉の

滝登り」5.9aです。まずはＫ沢さん、
久しぶりの外岩には見えない軽快な

ペースで登ります。次に私、以前は 

降りたところで遅れて

到着したＦ川さんと合

流、外岩は半年振りとい

うことなので、本日はセ

ッション風に皆で同じ

ルートに挑戦すること

にしました。 
次にすぐ左にあるルー

ト 5.11bに挑戦。どうし
てもルート上を登るこ 



 

とができず、右のクラック沿いに登れば 5.9といったところか・・・ 
午後からは 5.10c「シティーライン」を含め 3本ほど登る。 
 
今回はＫ沢さんが大活躍。ほとんどすべてのルートにヌンチャクをかけていただきま

した。 
今年の登り納めにふさわしい一日となりました。 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

傾山・坊主コース 

【報 告 者】Ｍ本 
【日   時】２０年１１月２９、３０日       【天 候】曇り 
【参 加 者】Ｓ崎  Ｉ丸 Ｎ尾(め) Ｍ本 コ～ジ～   
≪コースタイム≫ 
６：５０九折登山口 → ９：００三ツ尾 → ９：３０水場、坊主コース分岐 → 

１２：１０傾山山頂 → ２：００九折越 → １６：３０下山 

 
≪ 報    告 ≫ 
１２月２９日土曜、天神日銀前に 17:00 集合、それから九折登山口に向い前夜泊する
予定なのだが、集合時間に間に合わず単独で現地へ向かう事に、そもそもこの山行１

２月８、９日で行く紅葉ハイキングのはずだったのだが、１２月２９、３０日に延期

になった。もちろんこの時期には紅葉は終っており、紅葉なんて楽しむことは出来な

い。それでも傾山に行きたい理由がもう一つある。それは傾山の山頂には幹の直径が

６０センチを超え高さが十数メートルある巨大五葉松があると言うのだ、そもそも五

葉松とは大きくても直径３０センチ高さ５メートルが限度だろう、そんなにデカいの

が本当にあるのか？その真相を確かめに行くのだ。それから出発の数日前に自分以外

の人はボッカをすると言うことを知らされた。何でも冬山に向けての強化トレーニン

グらしい、知らないうちに楽しいはずの紅葉ハイキングがボッカトレーニングになっ

ている。しかも、ハードな傾山で、一人だけハイキング装備って言うのも何かねぇ～

って感じでかなり悩む。一人だけハイキング装備で頂上にたどり着いても果たして嬉

しいだろうか？悩みまくった末ボッカに決定。そして、自分はまだ冬山の経験がなく

当然、冬山なんか連れて行っては貰えない、しかし、今回のボッカトレこそ冬山検定

試験のようなもの、２０㎏背負って見事に走破して冬山免許証をゲットしよう。 
19:30家を出発、高速で日田まで行き、小国、瀬ノ本、緒方を通り 23:00九折登山口に
到着、そこではほのかな明かりが灯ったテントがあり、その中ではヘッドランプの明

りだけで宴会が行われていた、ワインを一杯頂いて消灯、次の日 5:30 起床で 6:50 登
山開始、20㎏のザックが肩と腰にズシリとくる。三ツ尾に向けて歩きだす、普通なだ
らかな傾斜から、だんだん急になって行くのがパターンだが、最初からいきなりの急

坂道、ウォーミングアップも無しにいきなりきつい、車に例えるなら１速全開状態、

さすがにみんな無口だろうと思いきや、突然始まるＩ丸さんの一人トークライブ、そ

れに応答するほかの人達の呼吸にはまったく乱れがない、みんなが余裕に感じる。 
登山は最初が肝心、序盤でダメージを喰っては山頂までスタミナが持たない、だから



 

スタミナを温存しながら登る。一時間が経過する頃にはだいぶ高度を上げ見晴らしも

いい、辺りの樹木が完全に落葉していて、森の奥まで見通せる。黒土の大地は落葉し

た落ち葉で覆われており、黄金色の大地と化している、実に素晴らしい。 
9:00 三ツ尾、この辺りになると気温がかなり下がってきて、地面には霜柱が立ってい
る、昔は家の近所でもよく見かけていたのに、今ではすっかり見られなくなっている。

業と踏みながら歩いてみたりする、ザクザクした感触が懐かしく思える。9:30 いよい
よ三ツ坊主に差掛かる、際立った連続した三つの山と言うか岩、両手両足を使って登

り時には危険な場所もある。曇っていた空からは青空が見え出し遠くには山頂が白く

染まった祖母山が見え出す、そしてついに五葉松の姿を見かけるようになる、三ツ坊

主を過ぎようとする頃ついにそいつは居た、直径８０ｃｍくらいありそうな巨大五葉

松、めちゃくちゃでかい！ただ単に一人で感動しているだけで、他のみんなはまった

く関心が無いようだ、一応、記念にツーショット写真を撮る。 
12:10無事、傾山山頂に到着、行動食を食べたり、みんなで写真を撮ったりと楽しいひ
と時、ましてや、ここまでくれば後は下るだけ、冬山免許は手中に収めたのも同然、

それを思うと嬉しくなる。が、あまかった。休憩が終わりひたすら下山、膝のダメー

ジが蓄積されて行く、それに対し先頭のＳ崎さんは快調に下って行く、登りは体力と

の戦いに対し下りは膝との戦い、こうして誰もが鍛えられていったのだろうと思う。

16:30無事下山、実践こそ最強のトレーニング、また、ハードな山に挑戦しようと思い
ます。 
最後にＳ崎さんから冬山に誘っていただきました。まだ、休みが取れるかどうかは分

かりませんが、ありがたき幸せにございます。 


