
針葉樹会春季懇親山行

八柱山（2114m）報告
２０１4．6．7

八ヶ岳をぐるりと一周する200kmもの長大トレイル・八ヶ岳スーパートレイル。
それを4年前の５月から毎年１回歩き始めた。しかし、初回から気になったがこの
トレイル、派手な掛け声の割には中身が伴っていない。山麓を歩くため様々な道が
複雑に入り組んでいるが道標はほとんど無く、ルートファインディングに苦労する。
展望の利かない眠くなる様な林道を延々と歩かされる。道を塞ぐ倒木がそのまま
残っている。
それでもあの巨大な山塊を一周すると言う「夢」にけしかけられ、本来ルートを

無理に外れて別の目玉を付け加えると言う工夫をしながらこの３年で北西（八島ヶ
原湿原→蓼科）、南（三ツ頭山）、南東地域(飯守山）を歩いてきた。アダージオ
に泊まって宴会をすると言うのも大きな魅力だった。
今回は4回目で北東地域、これに「八柱山→雨池ルート」と言う通常であれば滅

多に歩きそうも無い目玉を追加し、雨にもかかわらず決行した。出来の悪い子供で
はあるがわずかに垣間見える良い点を褒めそやしながら育てる気分とでも言おうか。
終ってみれば結局来年もやろう（5月中旬）と言うことになった。一体何が魅力な
んだろう？

参加者: 
佐薙恭（31卒）、仲田修（36）本間浩（40）、中村雅明（43）、金子晴彦（46)
松尾信孝(48 偵察、宴会、天気予報、アッシー） 1



出発の数日前に折悪しく梅雨入り。それまでの五月晴れが一転曇天、
雨模様。幹事団の間では「決行」、「順延」を巡ってメイルで様々な議
論が展開された。
しかし、最後は「アダージオに行くだけでも良い!」との某幹事の本音

で決行と決まった。そんな成り行きを知ってか知らぬか最終参加メン
バーは7人から5人へと減った。
新幹線佐久平駅からタクシーで佐久穂町経由１時間(11,000円）、

1578mの八千穂高原自然園前に到着、10：35にウォーク開始。

自然園受付前の車進入
禁止の林道を行くと左手
の白樺の幹に「八ヶ岳山
麓スーパートレイル」と
印刷された15cmばかり
の小さな白いカードが貼
付けてある。
これが道標だとすれば

一体何の意味があるの
か？ いっそ無い方が良
いくらいのものだが後に
も先にもトレイル表示は
これだけだった。
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鋭利な黒曜石の石槍は何に使われたのか？一帯で出土する
化石で有名なナウマン象の狩猟のためか？と期待するがさす
がに時代が違いすぎる。
昨年飯盛山に登ったが矢出川遺跡は出発点の野辺山駅のす

ぐそばに有った。かくて図らずも細石刃石器の「原料、加工、
利用」の３地点を辿ったことになる。
それにしても佐久穂町教育委員会の作った看板の何と意味

不明なことか。合併により製作者名を変更したついでにもう
少し分かり易い内容に改訂すべきだったろう。
霧は深くまるで歴史ミステリーの世界に迷い込んだ様だ。

雨は幸いにしてさほど強く
はない。意味不明の道標の次
に池の平遺跡群と言う看板が
現れる。１万5千年前の旧石器
時代の石槍等の石器の原料に
なった黒曜石の出土遺跡だと
言う。確かに、看板の後ろに
岩がゴロゴロ転がっている。
林道の反対側には不格好な小
高い岩があり、砦みたいなの
で砦ロックと呼んでいるらし
い。しかし意味不明だ。
後刻インターネットで調べる

と 当時この原料は今の佐久
穂の町まで運ばれ、そこの満
り久保（まりくぼ）遺跡で石
器に加工され、南牧村の矢出
川遺跡の集落で利用されたと
言う。矢出川遺跡は1953年に
日本の細石刃石器が初めて発
見された場所である。
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スーパートレイルには親切な道標は無い。いわんや、それをそれて
別の目玉を求めようとなると事前の偵察は欠かせない。これだけでも
う八ヶ岳トレイル等と名乗る資格はほとんど無いだろう。我々として
はそんなものが無くても八ヶ岳を一周すると言う「夢」に乗って歩く
ばかりだ。そう割り切ってアダージオののぶさん（松尾信孝 48卒）
に事前偵察をお願いした。のぶさんは５.14に家業を放り出して現地に
赴いてくれた。その報告には、、

林道から八柱山への取り付きが、問題でした。私の足でだいたい４０分強の
あたりで、それまで東に向かっていた道が西へヘヤピンカーブします。その
カーブの一番膨らんだあたりに右へ登る踏み跡があり、何も書いてない元標
識が草むらに倒れていました。とりあえず起こして木に立てかけておきました。
その後コースタイムの５０分になってもなかなか取り付きが出て来ません。私
もとうとうコースタイム通りには歩けなくなったのかと妙に納得して、さらに歩
くこと２０分、つまり１時間１０分経過したあたりで、休みも兼ねてザックからガ
イドブックを取り出して改めて読み直してみました。すると「ヘヤピンカーブの
屈折点が八柱山の登山口だ」と書いてあるではありませんか。それなら３０
分前に通過したところではないか・・・。（下を向いて歩いていたせいでしょう
か、前述のとおりその取り付きは見逃してしまっていたのです）。一瞬このま
ま林道を進み雨池まで行って逆から八柱山に登ろうかとも思いました。でも
やはり下見の大義からすればここは引き返して取り付きをさがすべきである
と思いなおして林道を下り、ようやくくだんの取り付きを発見しました。

迫真のレポートだ。参加メンバーはこの報告をしっかり把握してい
たので出発後52分に「ここか？」と立ち止まり、木に立てかけてあっ
た標識を見つけた。のぶさんの偵察報告が無く、標識が立てかけてな
ければおそらくそのまま通り過ぎたであろう見過ごし易い地点だ。因
に２万５千分の１地図「蓼科」には林道の屈曲点から稜線に登る登山
路の明記は無い。また、八千穂自然園でもらった地図では登り口は屈
曲点のやや先になっている。

「取り付きは。ここだろう！」

「あっ標識が有るけど字は消えてる
ぞ！」。八千穂自然園の管理人は「指
導標が有るから分かりますよ」と無責
任な案内をしていた。
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取り付きから
は笹薮におおわ
れた樹林の中の
急登が始まる。
一帯は深い霧に
まかれ正に北
八ヶ岳の風情。

苔の緑があざやか。
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取り付きから八柱山の東稜線までは高度差100m、
30分ほどの登り。
途中、道標が有るが「歩道」と書いたやや新しい

板が打ち付けられているだけで、古い方向板の文字
は苔におおわれて読めない。つまりどこに向うのか
確かめられない。トレイルどころか登山道としても
ほぼ見捨てられた道だ。
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稜線上を行く道になり傾斜はややゆ
るんだもののこの春の豪雪による（？）
倒木が10本近くもあって道を塞いでい
る。
笹薮の中の迂回路では靴がつるつる

滑り、木をまたぐには足が上がらず、
かなりのアルバイトとなった。
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雨で薄暗く視界がきかない
それだけ巨木の姿は生き生きとする。
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明るいカラ松林になった。
頂上が近い
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スタート地点から２時間半、予定通り13:00に頂上到着。富士山は見えない。しかし、晴れていても無理だろう。
頂上道標も字が消え、ボール紙に八柱山と書いたものが釘で斜めに打ち付けてあるだけ。

合併により佐久穂町となって、この山は村人から忘れられてしまったのだろうか。 10



山頂休憩の折佐薙さんより「針葉樹会員ならシラビソと大シラ
ビソの違いがわかるか？」との難問が発せられる。大シラビ
ソはアオモリトドマツとも呼ぶらしい。
「両者の葉は密生具合が異なり、大シラビソは下に立って見上

げても空が見えない。シラビソは見える」。思いがけない模範解
答だった。今後「針葉樹検定」と言う講座が開催される可能性が
ある。
ついでに足元で咲く白い花の名前が話題になった。背丈が2-3

cmと低く、葉がまるでイチゴだ。誰も分からず後刻アダージオ
でのぶさんが専門家に写真をメイルで送り、シロバナヘビイチゴ
と判明した。高山植物は開花期間が短く、他方、登る方もそう滅
多には来ない。従って、特定の花に出会う機会は限られている。
会った限りはその場で確認しておくのが不可欠だ。とは言え何と
まあ勉強熱心なことか。
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頂上西側には宇宙科学研究所の深宇宙探査用大型アンテナ・コリメーション設備と書かれた無粋な電波塔が有
る。宇宙科学研究所は糸川教授のペンシルロケット発射に端を発したロケット開発、人工衛星打ち上げ等日本の
宇宙研究の中心的機関で、現在はJAXAの一機関となっている。最近話題になった探査機「はやぶさ」も2003年
にこの機関が打ち上げたとか。
これに先立つ1984年、佐久市の南に位置する臼田に宇宙空間観測所が開設され、直径64mのアンテナ（右写

真）を使って深宇宙探査機へ動作指令を送信したり、探査機からの観測データを受信したりしている。おそらく
そこから南方に見晴るかせる八柱山の電波塔はその巨大アンテナの調整用の施設と言うことらしい。ネットで探
してもこの施設の情報は出て来なかったが、村人にも見捨てられた様な山の中で黙々と縁の下の支援業務を行っ
ているのだろう。
この施設の管理をしている人はどのルートを辿ってここまでやってくるのか？ きっと山好きな研究者に違い

ない等と他愛も無いことが心に浮かんだ。
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13:20 雨池へ向けて下りにかかる。八
柱山の西斜面は東面に比べてゆるやかで、
鬱蒼たる巨木に囲まれた大きな空間が広
がっている。

5.14ののぶさんの偵察の折、登山道は未
だ30cm近い雪におおわれ、進むべき方向
はたまに有る赤テープで確認するしか無
かった。その赤テープが姿を消した。その
折ののぶさんの報告、

森林帯の中を１０分ほど下ると雪が出てくる。踏み跡もない中、木に取り付けられたリボン・テープをたどりながらしば

らく進む。だんだん不安になってくるが、なんとか次のリボンを見つけて進んでいく。だが、とうとう行き詰る。しばらく廻り
をうろうろして次のマークを探す。ともすると方向感覚もなくなるほどの樹林帯。やっと枝にぶら下がっているテープを見
つける。しかもその下には踏み跡が。一瞬雨池から登ってくる人もあるのかと思って安堵した。しかしそれはまさしくさっ
き自分が通ってきた足跡だと気がつくと、背
中に冷たいものが走った。こうして中高年の
遭難が起きるのかと。潔く自分の踏み跡をた

どって八柱山へ引き返した。

当初予定の5月中旬にやって来ていれば
ぼくらも同じ様な目に遭っていたかもしれ
ない。森の深さにのぶさんの感じた冷や汗
を思いつつ、雪の下から現れたばかりの確
かでやわらかな道の感触に感謝しながら雨
池へと下った。
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しばらく下ると樹林を映す瞳のような沼が道の
脇にいくつか現れた。
深い樹林と沼。あたりには神秘的な雰囲気が溢

れ、「一体何故八柱山なのか？」と神懸かりっぽ
い思いが湧いた。

八柱とはアマテラスの勾玉
をスサノオが咬んで吐き出し
て生まれた5男神と、スサノ
オの剣をアマテラスが砕いて
生まれた３女神のこと。姉弟
が子供を産んだり、さらには
男神のスサノオが３女神を生
んだりとわけの分からない神
話だ。その神の名が何故北
八ヶ岳の辺境の山に付けられ
たのか？ 計画の段階から気
になっていたが本当のところ
は分からない。しかし、この
雰囲気に浸ると、ここにはこ
の名も良いだろうと了解され
た。 14



八柱山からほぼ30分で雨池の畔に飛び出す。
その名の通り正に雨の中の池。霧でおおわれて
いるせいか大きく見える。
初めてまともな道標が有り、それに従い北へ

反時計回りに進む。
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雨池北端の風情。雨もまた良し。
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雨池を離れ再び樹林の中へ。
シラビソ、コメツガ、モミ、苔むした倒木と正に北八の樹林だ。
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雨池からはやや急な登りとなるが10分ほどで林道に出
る。そこに道標があり、左：麦草峠、右：ピラタスと書
いてある。ところがピラタスのあとの「大河原峠」の文
字の上にガムテープが無造作にべたりと貼付けてある。
そして今来た道は雨池ならびに「大河原峠迂回路」と不
可解な表示がされている。
そのせいか、一瞬、ガムテープの貼られたピラタス方

面とは大間違いで、麦草峠方面が正しい気がして、そち
らへ足が向きかけた。しかし、改めて地図をじっくり眺
めればやはり右だ。左がやや下り気味なのもおかしい。
ふと正気に戻った思いで右へ向った。

あとから分かるのだが、こ
の林道の先で土砂崩れが有り
大河原峠までは不通になって
いる。このため大河原峠へは
雨池の北端を経由する迂回路
が使われている。だからこそ
のガムテープと雨池への迂回
路表示だったのだ。
そうした事情を知らないぼ

くらはまたまたいい加減な道
標か？と言う思いに駆られ左
にひかれてしまったのだ。も
しあれをそのまま左に進んで
いたらどうなっただろう。の
ぶさんではないが「背中にふ
と冷たいものが走った」。
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あまり自信が無いままに林道を２０分ばかり進むと立入禁止の看板が道を塞いでいる。
この先は土砂崩れで通れず、大河原峠に向うには雨池に戻って迂回路を辿らなければならない。

すぐ左手から雨池峠へ向けて急な道が登っている。
先ほどの道標のガムテープはこうした事情を反映したものだった。

19



雨池の畔の岩が小さく角張っていたのに対し、ここの岩は大
きく丸みを帯びている。それが雨に濡れて累々と積み重なり大
変歩きにくい。道探しのどさくさの間にパーティーはいつの間
にか前後２つに別れた。出発から既に5時間が経過している。
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いつの間にか道は水の流れる川床となり、ばしゃば
しゃとしぶきを上げながら歩く始末。シラビソの背丈が
低くなり源流を思わせるが雨池峠はなかなか現れない。

5時間歩いて来た身にはなかなか辛い最後の登りだ。
「馬鹿め！」足が吊り、思う所につま先を置けないたび
に仲田さんが自分を励ます罵声をあげる。頑張れ先輩！
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それでも我慢して歩き続ければ雨池峠
に到着、そしてほどなく縞枯山荘の三角
屋根が霧の中に姿を現す。熱いコーヒー
を飲むつもりだったが先行パーティーの
姿は見えない。
玄関先には「本日休業、立入禁止」の

標識。結局今日の標識でその意味が明確
に分かったのはこの拒否の標識だけだっ
た。
それではと言うことでピラタス頂上駅

に急ぐ。

頂上駅着16:05。ワインを楽しむ
先行パーティーに合流、5時間半の
トレイルウォークを終えた。
心配した雨もさほどの降りではな

く、ほぼ予定通りに歩けた。
「ちょっとの無理と安全な完歩」。

懇親山行の鉄則をどうにか実行でき
てほっとした。
ぼくらのほかには１家族しかいな

いガラガラのロープウェイで下山、
迎えに来てくれていた松尾夫妻の運
転する２台の車で懐かしのアダージ
オへ急いだ。
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夜は例によって大宴会。とは言え、かつて、部屋が足り
ずに他のペンションに分宿した時代とは大違い。暖炉の
火を楽しみながら岡山、長野の酒を飲み比べ、次いでそば
サラダからメインディッシュへとゆるやかな時の流れを楽
しんだ。昼のほどよい疲れが楽しみを倍加してくれた。
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最後はこの数年の練習で格段に進歩したご主人のぶさんのクラリネット独奏会。太く力強い響きに魅了された。
のぶさんと奥さんには偵察、天気相談、アッシー、経費削減と今年もお世話になった。今後どうするの？と聞け
ば、ぼちぼちお馴染みさんの予約が入っているのでオンデマンドで今後も続けるとのこと。
有り難う、来年もよろしく。
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翌朝は雨雲が切れて八ヶ岳と南アルプス
が姿を見せた。アダージオ近くの空き別荘
のテラスに登ると甲斐駒ケ岳の左手に北岳
バットレスが真っ白な姿を見せていた。こ
の8月末には登る予定だ。無事を祈った。
ついでに森の中の緑の館を見つけた。 25



テラスではカワラヒワとリスが朝飯の際中。
時折キジバトも顔を見せる。
９時前、来年5月中旬の再会を約してメン

バーは横岳、入笠山、東京とそれぞれの目
的地に向けて解散した（文責 金子）。
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山行雑感・佐薙恭
今回の好企画 好リ−ド 有難う。
写真も 文章も いつもながら 素晴らしいです。
あとで分かったことですが 北八ヶ岳は 一週前の日曜に北横岳で開山式があったというのに
６月７日には山中で他の登山者に一人も会わず静かなる山を楽しめたのは何よりでした。小生
の体力維持がかなえば次回も参加したいと思っています。
松尾さんご夫妻へ
車の迎え 食事など お世話になりました。また うかがえる機会を楽しみにしています。

・中村雅明
今回もお世話様です。早速写真送付有難うございます。
私は雨がひどくなると判断し延期案に傾きましたが本間さん＆金子さんの熱意のお蔭で実施され
幸いでした。
雨はたいしたことなく、しっとりとした北ハツの雰囲気を存分に味わえるコースでした。八柱山
はこの機会がないと縁がなかった山でしょう。道標もお粗末、倒木だらけの山でしたが、それな
りに面白かったですね。
白い可憐な花は確かに“シロバナヘビイチゴ”ですね。帰ってから図鑑で確認しました。「花は
白色の５弁花で直径1.5～2ｃｍ。」と説明されています。葉の形も間違いありません。金子さん
の目のつけどころ流石ですね。
ここまで来たら来年もぜひ続けて下さい。少人数でも気の合った先輩・仲間と登る（歩く）のは
いいものです。アダージョでの語らいも貴重です。

（続)
報告PDFは戸惑うことなくダウンロード出来ました。
毎回素晴らしい写真アルバムをいただきますが今回のアルバムも言うことありません。しっとり
雨に濡れた北八ツの雰囲気が伝わってきます。松尾さんの下見レポートが入っているのもgood
です。仲田さん、松尾さんの写真もいいですね。これだけのアルバムをいただけるのですから、
このシリーズ皆勤続けます。

•
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・本間浩

かつて担当幹事として、参加者の頭数を追った時期があり、アダージオ一軒では収まりきれない
時もありました。それが参加者の層の厚かったあの頃の結果なわけですが、時代の変わった今、
少人数の良さがシミジミ理解できた山行でした。松尾さんと奥様には本当に感謝しております。
特に嬉しかったのは、完食、出されたものを全部戴いたことです。小生胃が小さくて量が入らず、
そのため外食も億劫になっている位ですから、「面前清」は本当に久振りでした。有難うござい
ました。以下、二日目「北横岳」行の記録です。

前夜歓談しながら翌日のことを話し合いましたが、雨の予想であり、今日一日雨の中を歩いたの
でもう充分という雰囲気で、朝食後ゆっくり東京に帰ろう、じゃーこれから腰を据えて飲もうか
という楽しいムードでした。処が翌日は一部に青空ものぞくいい天気です。散歩先から甲斐駒、
仙丈が見え、場所を変えると北岳バットレスも。急遽予定を変更し、北横岳に登ることに決定し
ました。メンバーは佐薙さん、仲田さんと本間の３名です。佐薙さんは山梨の「新府城」見学の
予定を変更され、仲田さんは翌日も山（倉岳山・高畑山）があるのにお付き合い戴き有難うござ
いました。

２６年６月８日(日） 北横岳往復 佐薙・仲田・本間

ロープウエイに乗ったときは晴れていたのに山頂駅に着いたら雨で、何だこれじゃ昨日と同じだ、
と思いながら雨具を着て出発する（１０：００）。坪庭、実は岩庭を通り一旦沢筋に降りて登り
に掛かる。一部に雪が残っていたが、道そのものは穏やかな登りで三ツ岳への分岐に着く。ここ
には三ツ岳方面岩場につき危険の看板が有る。しばらく行くと北横岳ヒュッテで、ここでチョッ
ト休む（１１：０５ １１：１０）。これから先は直登で、急登ではないが、残雪もやや多い。
気がつけば山頂で、広く樹木もなく、天気が良ければ眺めも良いだろうと思いながら、雨の中を
早々に降る（１１：２５ １１：３０）。雪がの残っているだけに慎重に降り、ロープウエイ山
頂駅へ（１２：３０）。

・
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・仲田修
貴兄の企画である八ヶ岳スーパートレイルの山旅は楽しいので一度も欠かすこと
なく毎年参加してきました。今年のルートは一度は歩いてみたいとかねがね思
っていた北八だというのでとても楽しみにしていました。ところが今年も天候に
めぐまれなかったため三ツ頭で 味わったような壮大な景色は拝めず残念無念でし
た。健脚な方に混じっての山行は皆さんの足手まといになっており迷惑をかけて
いると申し訳なく思っています。来年以降の参加を躊躇しているところです。

・松尾信孝
報告PDFありがとうございます。
アダージオとしましても、ともすれば雨の中をわざわざ来ていただいて申し訳ない
ような気持もなくはなかったのですが、このようにドラマチックに仕上げられます
と、私たちもお迎えして良かったという気持ちにさせていただけました。また、本
来スタッフ部門の私までこのような形で登場させていただいて、面映ゆい気持ちで
すが、少しはお役に立てたと思わせていただきました。来年もお迎えできるよう私
たちもがんばります。
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記録
• 行程： 経費：

• 長野新幹線佐久平駅 着 ９：１９ 長野新幹線 東京−佐久平 5820円

• タクシーで八千穂自然園着 １０：２０ タクシー 佐久平−八千穂自然園 12000円

• 発 １０：３５ @2400円

• 八柱山東稜への登り口 着 １１：４０ ロープウェイ 100０円

• 八柱山東稜 着 １２：００ 宿泊＋宴会費 10500円

• 八柱山頂上 着 １３：００ 茅野−新宿 * 5500円

• 発 １３：２０

• 雨池東端 着 １３：４０ * 下記にあるとおりジパングクラブ会員は

• 北端 着 １４：０５ 乗車区間が２０１km以上の場合３０％

• 西端 着 １４：１５ 割引が受けられる。距離がそれに満たない

• 雨池峠登り口 着 １４：４５ 場合は例えば茅野の場合は、下諏訪からの

• 雨池峠 着 １５：５０ 乗車券を買えば２０１KMを越え３０％

• 縞枯山荘 着 １５：５５ 引きが受けられる。

• ロープウェイ頂上駅 着 １６：０５

•
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