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香港アルプス4日間第2弾報告 

• 参加メンバー 
•  滝裕子 
•  濱田喜世 
•  吉田邦洋 
•  山野寿之 
•  広本淳子 
•  弘岡道子 
•  今津卙明（総指揮） 
•  金子晴彦（コーディネーター） 
•  Ｊａｃｋｙ Ｃｈａｎ（香港ガイド） 

 
• 行動結果 
•  2011年11月25日 大阪→香港 
•  2６日 ランタオ高原 
•  2７日 シャープピーク、北方高原 
•  28日 ビクトリアピーク 香港→大阪 

 



  
 香港の山登りのガイドブック（香港アルプス）を出して1年。350ページを
かけて事細かに香港の山を紹介したつもりだったが、「香港に山です
か？」となかなか信用されない。写真や文章だけでは固定観念は打ち
破れないのか。 
 「それでは！」と言うことで友人の旅行会社に香港の山にハイキングに
出かける企画を持ち込んだ。兄の知人（最年長の参加者＝長老氏）
経由で大阪からの参加希望者が現れた。ただし、長老からは僕と兄も
参加しろという条件が付いた。 
 こうして2011年3月初旬、8名からなる香港ハイキング第１弾が実現した。
その詳細は別の報告にくわしいが、最初のこととて僕の好みのままに、
目的地はてんこ盛り、交通手段は公共交通機関、朝食は地元民の出
かける粥屋等と、通常ツアーとは相当毛色の違う内容となった。しかも
ガイドのはずの僕は山に入った途端、いつもの山仲間との山行気分に
なり、一行を引率するというよりは、写真を撮りながら前後左右を勝手に
動き回り、長老から「犬ガイド」と言う称号をいただいてしまった。曇りの日
が続き、良好な眺めは徔られなかった。 
 このため、次はあるのかなあと思っていたが、5月に長老から「また行こ
うよ」と声がかかった。となると、１回目の反省を踏まえた、納徔されるツ
アーにしなければならない。目的地は厳選し、せめて毎晩ホテルで酒盛
りができるくらいのゆとりを持たせることにした（前回は夕食を食べるともう
疲れ果てて全員バタンキューだった）。とは言え、あまり簡単なルートでは
手ごたえが無いとも言われかねない。初めて一緒に歩き、しかもまともな
山があるとは信じていない（第１弾参加者は別だろうが）人々をご案内
することの難しさが改めて思われた。 
 結局、11月25日、新たに参加する３人と前回参加者の内の４人を合
わせた７人が大阪から、そして僕が東京から香港に向かった。 
 実際に歩いたコースの日取りは予定とはがらりと変わり、食事どころも
毎日変わった。香港のランドオペレーターはてんてこ舞いした。しかし、参
加者には、ほぼほぼ納徔いただけたのではないかと思う。 
 となると、今後、こうしたツアーを定期的に企画して、香港の自然を紹
介してゆくことが可能なような気になってきた。 ついてはこの旅の詳細を
ご報告しよう（金子晴彦）。 
 



１．曇天のランタオ高原 
２０１１年１１月２６日（土） 

ランタオトレイル・セクション６よりランタオピーク望見 



 前回はランタオピークと大浪湾がメインイベントだった。今回も同じ2
つの山域だが、ランタオ高原とシャープピークと言うことで主客は逆
転した。となると主人のシャープピークは好天の日に登らなければな
らない。ところが香港に到着してホテルに向かうバスの中で確認した
天気予報では予定の日は曇天、時折雤だった。翌日は晴天らしい。 
 では、日程を入れ替えよう。長老が断固そう宣言し、僕は現地ガイ
ドのジャッキーに変更をたのみこんだ。ハイキングツアー同行２度（つ
まり僕らとだけ）の経験しかない彼はちょっとビックリしたようだが、ホテ
ルに着くまでにバスの中からあちこち電話しててきぱきとレストランとバ
スの変更手続きをしてくれた。 
 問題はランタオ高原でガイドを予定していた漁農署の担当者との
合流予定だった。僕は香港の山を知っているとは言え、最近できた
山道までは知らない。とは言えそこを避けるのではなく、むしろ歩いて
確認したい。そうすれば山旅は断然楽しくなる。そこでガイドのガイドを
お願いしたのだ。しかし、これは相手のスケジュールから結局変更で
きず、僕は地図を見ながら未知の道を辿ることで腹を固めた。 山
行の日取りはランタオ高原に先に向かい、翌日シャープピークに登
ることに変わった。 
 登山の楽しみは天候に大きく左右される。加えて山を登る人は食
事や、現地の雰囲気、買い物等様々な点にこだわる。その全てが
満たされないとなかなか納徔しない。それだけにスケジュールは臨
機応変に変更する必要がある。しかし、国内ならいざ知らず、パッ
ケイジの海外旅行ではそう簡単ではない。現地ガイドの対応能力次
第だ。 
 前回はこれを懸念して交通に関しては公共輸送機関を使ったが、
街に馴れない人々にとって様々な交通機関を乗り継ぐのはさすがに
大きな負担となった。旺角ではあまりの人ごみで一時行方丌明にな
る人も現れた。このため、今回はホテルからバスを利用することにし
た。となるとスケジュールの変更はそう簡単ではなくなる。 



 
 
 到着した香港空港の通関はやたらに混んでいた。年間訪問者数
4000万人と言う数字が実感される（日本は500万人だ）。人の種類
の多さから「世界」と言うものが良く見える気にもなる。 
 長い列に辛抱強くならび１時間ほどでようやく入国、香港ガイドの
ジャッキーと首尾よく再会した。ところが、先に着いている筈の大阪
組がいない。ちょっと慌てたがほどなく到着、誰もが旅客の多さに驚
いていた。全員そろってバスに乗り、九龍の古い啓徳空港の前の
リーガル・カオルーンホテルへ３時半にチェックインした。 
 その後、５時１５分、九龍公衆埠頭発の船でラマ島のソックー湾
の海鮮レストラン・レインボウに向かった。前回通りのコースだが、ホテ
ルから埠頭までは前回は地下鉄と徒歩で移動したが今回はバス。
やはり圧倒的に便利だったが、面白味はやや減ったか。 
 初日の夕食を離島のレストランでとる。これは香港に来たと言う思
いを一気に募らせるには栺好の趣向だ。前回は未だ明るかったの
で食事前にソックー湾の南側の山の峠まで往復40分ほどの散歩を
して腹ごなしをしたので一層効果的だった。 
 しかし、今回は秋と言うことで到着時は既に暗く散歩はできなかっ
た。また、海風がやや寒く、この時期には別の趣向を考えるべきかと
も思われた。 
 食事の注文は前回は僕がした。パッチョッハと言うゆでエビ、石斑
（はた）の姿蒸し、ゴンシューイーミンと言う柔らかい焼きそばなどが評
判だった。今回はランドオペレーターに任せてみた。結果は、前回の
方が良かったということになった。パッケイジツアーではどうしても日本
人向けのお定まりのメニューが入るようだ。代表がエビと魚のから揚
げで、これが最も丌評だった。雰囲気は大変に良いのだから、ここ
の成否はメニューの選択次第ということになる。鉄則は、海鮮ならば
あくまで素材自体の味を堪能できる料理にすべきだ。 
  
 



 朝から食べ過ぎの感もあるが、隣のセブン・イレブンで昼食を買
い求め、８時にランタオ島へバスで出発した。 
 前回はMTR（鉄道）で出かけた。全員にHKD100 入りのオクトパス
を渡し、それで自動改札を通過し、電車に乗った。日本のスイカと
同じだが、香港のものはソニーが開発、日本より早く、１９９７年に
導入された（スイカは２００１年）。日常のそんなちょっとしたことが話
題になり、楽しめる。 
 しかし、それも人数が多くなるとなかなか大変だ。そこでバスで一
気に東涌（Tung  Chung)へ向かうことにしたのだ。そこから名物の
ケーブルカー・ゴンピン360に乗り、９時半には高度４２０mのゴンピン
に到着した。 

 翌朝の朝食はホテルのバイキン
グの予定だったが、長老からそれ
だけはやめてくれと言われた。この
ため、ジャッキーにホテルの朝食
代の予算を流用してもらい、ホテ
ルから歩いて５分ばかりのところに
ある粥屋「居心点」に出かけた。 
 土曜日の朝７時と言うことでゆっ
たり座り、粥、腸粉、小龍飽、野
菜の油いため、エビシュウマイ、、、
と夕食並みのメニューを楽しんだ。
どんなに食べても予算内、しかもホ
テルの朝食よりうまい。 

 参加メンバーはこの店に合栺点
をつけたようで、朝は２日とも結局
ここで食べることになった。 香港
ではいささかB級グルメ的なこうした
店は減りつつある。この一帯でも７
時から開いていたのはこの店だけ
だった。貴重な観光資源だ。 



 かつて昴坪（Ngong Ping)へ行くには、セントラルからフェリーに1時間
ばかり乗って梅窩（Mui Wo)に行き、そこからバスでさらに1時間、都合
2時間かかった。香港としては大旅行であり、海が荒れればフェリー
は欠航した。昴坪はそれだけ辺境の聖地だった。 
 それが1998年の新空港誕生に伴い、セントラルから東涌(Tung 
Chung)まで電車で30分で行けるようになった。よほどのことがない限り
電車は走る。そこからバスで峠を越え、24KM の道を５０分、都合1時
間半ほどに短縮された。 
 そして、2006年9月、東涌から距離5.7KM、高度差420mの長大
ケーブルカーが完成、わずか20分で昴坪に行けるようになった。セ
ントラルからは都合50分だ。 
 8年の間に2つの革命的な交通手段が生まれ、時間距離が半減
されてしまったことになる。香港の発展そのもののような変わりようだが、
これに対しては昴坪の宝蓮禅寺の住職らが聖地がけがされるとして
大反対をした。そのせいではないが試験運転の折にケーブル落下
事件が起き、開業はいささか遅れた。 
 と、こうしたことを考えると、自然愛好ハイキンググループとしては
ケーブルに乗るのは邪道ではないかと言う思いもあった。ところが前
回、天気が悪いものの是非ともランタオピークに登りたいと言うことか
ら、所期の予定（大東山からの縦走）を変えてケーブルを利用する
ことになった。乗ってみると、眺め、機材、ルート共に素晴らしく、全
員すっかり気に入ってしまった。 
 おかげで今回は最初からケーブルカーを組み込んだ。しかも、
ジャッキーはケーブルの床が透明なアクリル板で、下の景色がすっ
かり見える、クリスタルと言う特殊ゴンドラを手配してくれた。 
 



 天気は悪いものの雲は高く見晴らしは遠くまで効く。まずは空港とラ
ンタオ島の間のせまい海峡の真上を1.6kmにわたって支柱無しで一
気に渡るスリルに歓声がわく。皆が踏んでいる透明な床越しに、岸
辺にマングローブの林の続く海が広がる。振り返れば広大な飛行
場の全貌が次第に見えてくる。 
 海を渡ると今度はランタオの山稜をなめるような登りが始まる。時
速約5km、機械音はほとんどなく、山稜を渡る風の音ばかりが響き、
時折霧が舞う。正に空を空身で飛んでいるかのようだ。 
 真下には救援徑と言う木道がくねくねと続く。そもそもは建設時に
資材運搬用に使った道で、完成後は正式には事故の場合の救援
用、そして平時はハイカー用の登山道だ。東涌から昴坪まで平地と
斜面、合わせて9ｋｍ、登るには3時間ほどかかる。 
 弥勒山の西側稜線を超えると左手の小山の上に昴坪の盟主、
天壇大仏が姿を現す。ケーブルの動きに従い向きを変えてゆく様
子はまるで映画でも見ているようだ。中国洛陽の龍門石窟にある美
男の大仏を模したと言うやや前かがみの姿を空中から拝む。 
 9時半に昴坪駅に到着。30分ほどの自由時間の間に大仏の台
座に登ったり、宝林禅寺の山門をくぐったりして一帯の観光を終え、
10時15分、初日のハイキングが始まった。 
 本来のハイキングはバス道を2km＝30分ほど下ったランタオトレイ
ル・第５セクションから始まるのだが、ケーブルカーと昴坪を体験し
なくては価値は半減。となると、どうしてもバス道を歩かなければなら
ない。長老から何とかならんかと言われたがこれは我慢していただく
しかない。いっそ第5セクションの入り口まで5分ほどバスに乗ってしま
う手もあるが、そのバスは10時35分発。待つより歩くことにした。 
 朝が早いせいか、あるいは客はケーブルカーに流れたのか、バス
はそれほど多くはなく、道の脇にススキの茂る広い車道を呑気に歩く。
花期に入った洋紫荊（ボヘニア）があちこちで豪華な赤紫の花を開
いている。道の正面にはこれから登る観音山（434m）がのしかかって
来る。「あれを登ります」。バス道を懸念していたが、眺めも良く、山
への準備にはふさわしいアプローチだった。 



←香港にも秋の気配 

バス道と沖合の索罟群島↓ 

正面にそびえる観音山（あるいは膝 
頭哥山 434m）。この右側を登る→ 

香港の花・洋紫荊は11～3月が花期。↓ 



 

 昴坪よりのんびり下って30分でランタオトレイル・セクション5の入り口
に着いた。初めて一緒に歩くメンバーがどんなことに関心を持ち、ま
たどんなペースで歩くのかがこの間で尐し分かった。おそらく皆さんも
香港の山がどんなものかをこの間に尐し理解したことだろう。 
 入り口の小さな公園で休み、11時にいよいよ本栺ハイキングを開
始した。前回の犬ガイドの汚名を挽回すべく、長老がトップ、現地ガ
イドのジャッキーが中ほど、僕は大人しく最後尾と言うオーダーにした。
クラブの仲間と言うわけではないので指示するようなことはないが、
アプローチの間に自然に決まった感が有る。 
 

 この道の最初の見どころは登山道の作りだろう。カントリーパークが 
設置され、そこにトレイルを作るにあたって、ランタオでは、付近の自然 
石を掘り出して、それを積むという方法がとられた。最も原始的な方 
法で莫大な人力がいる。しかし、大地によくなじみ、コンクリの階段の 
丌細工とは雲泥の差だ。 
 今ではこれだけの力仕事をできる人はいなくなり、どこでもコンクリの山 
道になりつつある中で、貴重な道だ。 



 今日の目的地は大澳（Tai O)。今でこそ香港の辺境ではあるが、かつ
ては珠江河口に面し、香港の表側の最も古い漁村だった。北宋時代
（1000年前後）には製塩事業が起こり、以来、つい最近の1950年代ま
で続いた。イギリスに先立ってポルトガルが香港を占領しようとした折には
この村の沖合で明とポルトガルとの海戦が戦われた（1521年）。その戦
いに参加したポルトガル兵がこの付近の村に残留し、村には番鬼塘
（Fan Kwai Tong)＝赤鬼村と言う名がつけられ、今でも残っている。 
 ともあれ、自然石の階段を20分も登ってゆくと視界が広がり、その目
的地が一望される。「あそこまで行きます。3時間くらいです」と言っても、
皆さんはどう反応してよいかわからず沈黙。近いような、遠いような。 

その反対側＝左を見上げると草山の上に 
ぽつんと白い塔が見える。観音山頂上の 
三角点だ。本来ならばトレイルを外れてそち 
らに寄るべきかもしれないが、皆さん黙々と 
登っているのでやめた。いずれ先の方で頂 
上からと同じ景色も楽しめる。ガイドは何かと 
考えなければいけないもんだと思った。それ 
にしても300mを超えると我然眺望が良くなる。 
これぞ香港の山の自慢の一つだ。 



 岩の階段をひたすら登る。道の脇には細やかな葉の茂る台湾相思の樹
が所々にある。日本なら山には松だろうが香港ではこの樹だ。登り切るころに
は岩畳は姿を消し、今度は堅い地道になる。のっけから急坂を登ってきたせ
いで皆さんは平らな地道にホッとしている。  
 緩やかに上下する草原状の起伏の連なりが見渡せ、いよいよランタオ高
原の核心部だ。 小さな突起を越え一旦下り、また登る。山の起伏に合わ

せて体が上下する。山登りならではの愉快な感覚だ。正面に羌山
（４５９ｍ）が近づく。高度は低いのだが適度な上下があり、また見晴
らしが良いので深い山の感じがするが、皆さんはどう感じただろう。 

↓羌山（４５９ｍ）への緩い上下 

←観音山からの下りの石畳を振り返る 



羌山の登りにさしかかると左手に 
石壁の貯水池が広がる。 
1959年に、谷を高さ54ｍのダム 
（池の右端）でふさいでできたも
のだ。今でもここから海底トンネル
で香港島に水が供給されている。 

 背後を見ればこれまで歩いてき 
たトレイルが上下に波打ち、その向 
こうに観音山、そして鳳凰山が姿 
を見せる。→ 
 羌山の急な斜面を登るにつれ 
鳳凰山の姿はぐいぐいと大きく聳え 
立ってくる。さすがに香港実質第 
一位の山だ。↓ 



 正面に立ちはだかる急坂を登りきると11時45分。10時15分に昴坪を出発して 
1時間半がたったことになる。晴れていれば青空に狐色の山肌が美しいコントラ
ストを見せるが今日はいささかしぶい。 

 大分歩いたということで30分の昼食休憩。本
来は下った村で精進料理を食べる予定だがまだ
２時間半ほどはかかるだろう。その前にゆっくり腹
ごしらえ。 
 皆さんは行動食と称してセブンイレブンでそれぞ
れにランチ代用の品を買って来た。前回も同様
で、エッグタルトが評判で、日本へのお土産にま
でなった。今回は雷おこし状の菓子が評判だ。 
 
 周囲の草原は野分のあとのように草がなびい
ている。海上をマカオへのフェリーが忙しく往来 
している。 



 昼食後の一登りで羌山頂上 
到着。村人は鳳凰山を壊れた
頭＝爛頭＝Lan Tauと呼んでい
た。ここから見るとそれが素直に
納徔される。 
 しかし、かつてのイギリス人は 
それがこの島の名前だと誤解 
し、この島をランタオと呼ぶよう 
になったと言う。 



 本日の前半のメインイベントは
これでおしまい。しっかりした下り
になる。他に歩いているハイカー
は尐なく、一帯は静かで、深山
の趣さえある。 
 正面に見えるのが鳳凰山以
西では最高峰の霊界山（490
ｍ）。 しかし、今回はそこまでは
ゆかない。 
 

 山間を縫って続くトレイルは先
の方で霊界山の稜線を登る
ランタオトレイルと、谷へと下る
自然歴史徑に分かれる。 
 今日はぼくらはランタオトレイ
ルとは一旦別れて自然歴史
徑を進む。 

分
岐 



 羌山を西へ下ると
点々と木立ちが広が
るサバンナ状の草原
になる。 
 その外れで左へ曲
がる2つの道が現れる。 
 最初の道が羌山道、
次がランタオトレイルだ。 
 いささか紛らわしい
のではっきり分かるか
気になっていたが現
場を見れば明確だっ
た。 

羌山道 

トレイル 

自
然
歴
史
徑 

ランタオトレイル 



左へ行く2つの道 
と分かれ、峠を越 
えて谷沿いの道 
を下るとあたりの 
様子はがらりと変 
わる。 
谷をはさんで左手 
の山の中腹には 
派手な色の寺＝ 
慈光寺がみえる。 
かつて日本軍が 
ここを攻撃、寺の 

住職が抵抗して殺されたと言う歴史 
がある。日本軍がこんな所までやっ 
てきたのかと聞くと戦争の激しさに粛 
然とせざるを徔ない。 
 予定ではここから西へと向かうつも 
りだった。牙鷹山の南を辿る新しい 
道を歩いてみたかった。しかし、この 
道だと大澳まで2時間かかるとのこと 
で、既に1時15分になっていることか 
ら断念、ランタオトレイル・セクション 
6へ向かうことにした。 

 道の左右を見
事な白千層の
並木が囲んで
いる。それが終
わると上海の豪
商が50年前に
建てた悟園と言
う別荘が現れる。 
 今では使われ
てはいないが、
庩の草は丁寧
に刈られている。 



 尖峰山からは清冽 
な小川がトレイルを横 
切って流れ下っている。 

 樹相が変わり、つる 
つるの肌の枝をくねらせ 
ながら踊っているような 
樹木が現れた。白千層 
とは全く対照的だ。 
 その先から急なコンクリ 
道になり、パラパと雤も降 
り始め、黙々と下った。 

 樹木の切れ目から 
目的地の大澳が見 
える。 
 海辺の遊歩道、塩 
田の跡の湿地帯、 
川沿いに密集する 
住宅と盛りだくさんの 
眺めだ。 
 もう下界は近い。 
 



 14時15分、歩き始めてほぼ 
4時間で目的地、南涌の精進 
料理屋＝東方小祇園菜館に 
到着した。 
 山を歩く楽しみは歩くだけでは 
なく、そのあとの食事も大きい。 
冷たいビールと地元の思いがけ 
なくうまい料理。ハイキングツア 
ーのだいご味の一つだ。 
 参加メンバーは誰もがそれを 
期待しているが、昼飯時から相 
当長い間おあづけになった 
 ガイドとしては気がもめるが、時 
間がずれただけにテーブルも空 
き、全員が座ってブルーリボンで 
乾杯できた。有名な前菜の盛 
り合わせ、様々に味付けされた 
豆腐料理は絶品だった。 
 その横でオーナーのお婆さん 
はのんびりと新聞を読んでいる。 
足元では犬が眠そうだ。 
 一日目の曇天ウォークはどう 
にか無事に終了した。 
  



 大澳は北宋時代（1000年前後） 
から続く古い漁師町だ。長らく塩田 
が経済の中心となり、その後はエビ 
の養殖、そして今ではそうした歴史を 
踏まえた観光地として見事に繁栄し 
ている。かつての塩田を取り囲む 
堤防は遊歩道となり、そこから居な 
がらにしてマングローブの豊かな 
植生が観察できる。 

南涌から海際の遊歩道を 
歩いて15分ほどで大澳の 
バス停に着く。15時30分。 
ここでハイキングから観 
光へとモードチェンジをする。 
 



香港の最西端の町・大澳
はまるで正月前のあめ横
みたいなにぎわいで前回
のメンバーには滅法評判
が良く今回も必須訪問先
に指定された。 

 港の様子はかなり
の昔と変わらない。 
 その横に海鮮物
資の店がぎっしりと
並んでいる。 
 魚の胃袋、カラス
ミ、干しエビ、干し貝
柱、するめ、、、、、 

 あとひと月で正月ということで 
メンバーの視点は突然、正月 
用海鮮物資調達に変わった。 

 大評判の干しエビは全員が買うことに
なり、店の娘は慌てて裏から大きなビ
ニール袋を出して補充した。貝柱を500ｇ
も買った人もいた。山の帰りの海の幸、
香港ならではの組み合わせだ。 



了 

夕食の予定もあり16：15に買い物終了、路線バスで東涌へ向かい、18：00に
は尖沙呾の火鍋屋に飛び込んだ。たらふく食べてハイキング第一日目は終了。 

香港の田舎を満喫した日だった。 



２．快晴のシャープピーク 
２０１１年１１月２７日（日） 

シャープピーク北方高原よりピークを望む 



 朝起きるとビクトリアベイをはさんだ香港島のビルに朝日があたって輝いている。 
文句なくメインイベントの日だ。ランタオとシャープピークの日取りを交換した甲斐が 
有ったというものだ。こうした晴れの日こそが秋の香港の真骨頂。 
 昨日と同じ粥屋で食事を終えバスで西貢へ。当初は北沢涌で特別区へのバ 
スに乗り換えの予定だったが、休日で混んでいるだろうと言うことで西貢までは専 
用車で向かい、そこからグリーンタクシーで北沢凹へ向かうことにした。案の定、 
西貢のバスターミナルには長蛇の列ができていてすぐには乗れそうもなかった。そ 
れにしてもハイカーの数は尋常ではない。そして静かなランタオとの違いはどうだ。 
ジオパーク認定もあり香港東部は圧倒的人気のようだ。 
 グリーンタクシー3台に分乗して8時45分には北沢凹へ到着。都心からわずか 
45分。毎度のことながらこの便利さは嬉しい。ジオパーク認定記念の催事があ 
るとかで、峠にはたくさんのハイカーが集まってきていた。10時、マクリホーストレイル 
のステイジ2へと入る。10分ほども行くと左手下に青い海が広がる。今日の最終 
地点黄石埠頭が見える。  



 のんびり進むと正面に今日の目標、シャープピークが姿を見せる。幾重にも山
が重なる向こうにあり、あそこまで行くのか？ と皆さんいささか気になる様子だ。 

 道は山の北側の山腹沿いを行き日陰になっている。そのせいか崖にはシダが茂
り、岩には地衣類が張り付いている。とても古い道と言うことでもある。歩きやすいよ
うに道の脇の草は丁寧に刈り取られている。昔からの道をトレイルにして整備する。こ
れがハイキング道の常道だ。 



 スタート地点から40
分ほど緩やかな道を
下ると海辺の村=赤
徑に出る。 

 海沿いには廃屋が並んでいる。捨て 
られて既に10年以上たった村だ。今そ 
こを香港のハイカー達が列をなして訪 
れている。爽やかで、明るく、ちょっと 
冷たい朝の風が吹く。 

秋とは言え深々と緑が茂っている 



 海ぞいの道が続く。あちこちにおひる
ぎが芽を出している。厳しい環境のせ
いでおそらく大きくはならないままにいず
れ流されてしまうのだろう。青い丸々とし
たパパイヤが実っている。 
 対岸には赤徑のフェリー埠頭が見え
る。 



 海ぞいの道が終
わり峠への登りにな
る。香港には珍しい
紅葉が茂っている。 
 人が多い。バ
ギーを持った親子
連れまでいる。 
 香港で最も人気
のルートだ。 

 スタートからほぼ1時間半。シャープ 
ピークへの道が分かれる峠へ着く。 
 藪の中を尐し登ると、先刻あれだけ 
遠く見えたシャープピークがすぐそば 
に現れる。いよいよ登頂への道だ。 



 峠への道にはたくさんのハイカーがいた。しかもその大半が坂道を 
わっせわっせと走って登ってゆく。2月の末にマクリホーストレイルを舞台 
に4人組ではない、１人１００ｋｍの競技が初めて実施されるのだそうだ。 
その訓練らしい。ゆっくり歩くぼくらにとってはなかなか迷惑だ。香港人が 
山に目覚めたのは良いのだが、トレイルウォーカーの人気のせいで、当 
初から山は走るものだと言う思い込みがあるようでいけない。 
 しかし、シャープピークへの道に入ると人の数はだいぶ減ってきた。良 
い天気で、暑いくらいになってきた。こんな日に登れる幸福に感謝する。 



 道は次第に険しくなる。 
滑らないように要注意。 

 この上に最初の急な壁があ 
る。雤など降るとちょっと面倒。 



急な壁をゆっくりと登る。帰りはここはトラバース道を迂回して下る。 



２つ目の急な壁を登りきると大きな展望が開ける。 



 ２つの急な壁を越える 
と天上を行く水平な尾 
根に出る。左右の眺め 
が素晴らしい。いよいよ 
最後の急登だ。 

東湾 

大浪湾 



 高度わずか４６８ｍとは言え海から直
接伸びあがる高度感は素晴らしい。
最後の急な斜面をゆっくりと踏みしめ
て頂上！ 11時35分着。峠からは約１
時間。それほど遠くはないが、長く感じ
る登りだ。 



北方高原：今日は尾 
根の上の道を北へ向 
かう予定。 

西方馬鞍山 

南方東湾 



頂上の北側を下る稜線上にちょっとしたテラスがある。そこに立つと 
まるで空中に浮かぶようだ。メンバーは恐る恐るそこに降りて空を飛ぶ。 



 下りは慎重に。とは言え大変滑
りやすく、メンバーも数度ころり。 
 下りきって、さてこれからどうする
か皆さんに相談。予定通り行くか、
それとも鹹田湾の浜に降りて海
風士多でビールを飲むか？ 
 断然「予定通り」が多く、往路を
途中まで戻り、いざ北方高原へ
と向かう。皆山好きだ。 

 頂上ではゆっくり50分ほども過ごし
て12時20分発。 
 360度の展望をじっくり満喫した。 



 登りと同じくらいの時間をかけて下り、13時35分、往路を右に外れ北側の小山を 
登る。下りで消耗したうえ、午後の暑い日差しが厳しくいささか辛い登りだ。 

 登りきって草原を辿るとほ
どなく今度は下り。 
 高原散歩ですよと言って
いたものの、シャープピーク
の後ではこたえる上下だ。 
 しかし、海に向かって広
がるのどかな山並みは明
るく気分が良い。 



 下りきった谷底でメンバーの一人が頭
が痛いと訴えた。気温は28度近くになっ 
ている。11月だと言うのに熱射病の症状
だ。水をしっかり飲ませ木陰でしばらく休
む。香港での山の事故の大半は熱射
病によるものだからいささか心配になる。  
 今登ってきた道を戻り赤徑埠頭に下る
ことも考えるが２０分ほども休むと本人が
歩けると言い、続行することにする。 
  さすがに辺境を行く北方高原の道は
あまり楽をさせてくれない。 

 谷底からはまた登らなければならない。小さな登りだがなかなか辛い。暑さをし
のごうということで雤傘を出し日よけ代わりにする。これが絶大な効果を発揮する。 
 進むにつれ登山道が引っかき傷のように見えるシャープピークの西面が見えな
くなり、見事な北面が姿を現す。 



 高原と呼ぶには低いが雰囲気はまさに高原。その中の乾いた土道を進む。振り返 
ればシャープピークが、三股蓮華から見やる槍ヶ岳の様な堂々たる姿で聳えている。 



さらに進むとシャープピークが海から伸び上がるところが見えるようになる。 
まるで利尻富士だ。 



 時間が有ればここらあた
りでテントを張って一晩
泊ってみたいところだ。→ 
  
 前方に塔門洲が見えて
きた。その対岸に高流湾
の村の埠頭が有る。↓ 

 高原の西側の大
灘海峡は穏やかな
内海で、魚の養殖
が盛んだ。漁師は
筏の上に家を作って
そこで暮らしている。 



 高原が尽き、下り始めた途端、 
藪の中に竹葉蘭がほんの2本 
姿を見せた。香港の代表的な 
野生蘭のひとつで、開花に立ち 
会えたのは幸運だった。 
 

 高流湾の埠頭からは１５：０５， 
１６：０５，１６：２０と黄石埠頭向 
けのフェリーが出ている。15：05 
のフェリーに乗る予定だったが 
高原からの下りの途中で、そ 
の船が港に入るのが見えた。 
次は16：05、ゆっくり行こう。 



 思いがけない暑さのせいで一時 
期縦断が危ぶまれたがメンバー 
の頑張りで、分岐から1時間半ほ 
どの15時30分に高原の北側の海 
ぞいに下り着いた。足を投げ出し 
てホッと一息。 
 

 高流湾はハイカーも滅多に 
訪れない静かな漁村だ。 
 それだけに昔のままの風情が 
どこよりもしっかりと残っている。 
 



 下りついたところから埠頭までは30分ほどかかる。急げば16時5分のフェリーが
来るまでにビールの数杯は飲めそうだと言うことでてんでに歩きだす。埠頭到着は
かろうじて15時45分、と思ったがチャーターボートもあるようで慌てることもなかった。 

 埠頭の右手の民家はレストランではない。コンクリのテラスにずかずか入って行く
と冷蔵庨が有り、その中にビールやコーラが置いてある。それを飲ませてくれと言っ
て売ってもらう。台所も、鹹魚干場も15年前とは表向き変わっているが、色濃く当
時の痕跡が残っている。やはり昔の方がいいか？ 



 民家のおばさんにチャーターボート 
を頼むと早速電話してくれた。尐しは 
待つのかと思うと、埠頭にいると言
う。行ってみれば船室付きの立派な 
ボートだった。馬力が強いのか黄石 
埠頭までは10分ほどしかかからない。 
秘境と思っていたのが実に便利だ。 
そして、フェリーの時間を細かく気に 
する必要などは無いことも分かった。 
ぼくらを下ろすとボートは一散に高流 
湾に戻って行った。 
 黄石埠頭着16時10分。 
 埠頭には立派な屋根がけが出来
ていた。ジオパーク認定で利用客
がよほど増えているらしい。 
  
 そこからホテルに戻り、近くの潮州 
料理屋で凍花蟹、烏頭魚、赤貝、
揚げ豆腐等を堪能した。当初予定
には無かったが、こちらからお願いし
てこうなった。凍花蟹を特別注文す
るために1人ＨＫＤ１５０を別途徴収さ
せてもらった。こんな自由がハイキン
グツアー独自のやり方になるかもし
れない。 

 メインイベント・シャープピークは良すぎるほどの天候の中で無事終わった。都合5
時間40分の行動だった。途中、暑さのせいでやや危ぶまれる面もあったがメン
バーの頑張りで無事乗り越えられた。 
 前日のランタオ高原がほとんど人に会わない、正に辺境のハイキングだったのに
対し、こちらは若いハイカーあふれる、正に大人気の地域だった。天候とのかねあ
い、交通機関の組み合わせもうまくゆき、厳しくも楽しい一日となった。 



３．ビクトリアピーク散策 
２０１１年１１月２８日（月） 

ルガード・ロードよりセントラル、九龍を見下ろす。 

九龍よりセントラル 



 前回はビクトリア
ピークにセントラル
から歩いて登る計
画をたてた。しかし、
時間が無く、ランタ
オピークを登った日
の夜8時から登り
始め、松林砲台の
下まででタイムアウ
トとなった。大変に
丌評だった。 
 このため今回は 

ケーブルで登り、ルガードロード
をゆっくり周回すると言う大変に
緩やかな計画にした。 
 おかげでピークトラムの駅の
壁に日本軍進駐を報道する
1941年12月20日付けのデイ
リーエクスプレスの記事コピー
が掲示されているのを初めて
知った。12月8日から25日まで
続いた18日戦争の報道だ。今
年がそれから70年目と言うこと
で掲示されたのかそれとも昔か
らそこにあったのか? 

 トラムの天井はガラス張りで
ビルがすっかり見える。まことに
急な登りだ。 
 それが今から120年以上前
に作られたと言うのだから驚き
だ。 



 ビクトリアピークの8合目＝高度
ほぼ400ｍあたりで、ピークの北半
分を周回するルガードロードは
1915年に完成した。もうすぐ100年
と言うことだ。急な絶壁に支柱を
立て、その上に橋を渡して作った。
わずか2ＫMを作るのに2年もかか
る難工事だった。 

 ピークに住むイギリス人が、下
界を眺めながら散歩する道が欲
しいと要求してできたものだ。イギリ
ス統治と言うものの実態を知るに
は栺好の道だ。 

 展望台からは無数の尖っ
た鉛筆のようなビルが天に向
かって林立しているのが見え
る。この街の異様なまでの熱
気が吹き上げてくる。 

 道のほとんどは深いジャング
ルにおおわれている。 
 時折樹間を通して光が差し
込んでくる。 



 ルガードロード伝いにピーク
を半周すると30分ほどで西
側の公園に出る。 
 その先の小道を通って西高
山（493m)の麓まで行ってみ
た。頂上からは素晴らしい眺
めが楽しめる、いずれ登って
欲しい山だ。 
 登り口からはビクトリアピーク
の本当のピークが見える。 

 公園に戻り、今度は
ハーレック道路を東へ向
かう。 
 樹間から初日に夕食
を食べに出かけたラマ
島が見える。 
 いずれそのハイキング
ルートも歩いて欲しいも
のだ。 
 30分でケーブルの駅
へと帰りついてビクトリア
ピーク散策はおしまい。 

 ４日間、前半は曇ったが後半
は晴天だった。 
 それに応じて臨機にスケジュー
ルを変更した。結果、それぞれの
山に固有の雰囲気で楽しんで
いただけたのではなかろうか。 
 大都会の隣の大自然。香港
の自然ファンになっていただきた
いものだ。次はどこを歩こうか？ 


