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本匠クライミング＆石鎚山・剣山登山 

～九州岩場と西日本最高峰・第二峰を制覇する贅沢ツアー～ 

 

【報 告 者】N 尾み 

【日   時】2012 年 5 月 3 日～6 日  【天 候】晴れ時々くもり 

【参 加 者】N 尾み、会員外 2 名 

 

 2012年 GW後半に北ア五竜岳・唐松岳縦走を計画していたが、悪天候予想のため計画

を直前に中止し、以前から行きたかった大分県本匠と四国登山の遠征に切り替えた。 

天候にも恵まれたが大分と四国の移動にフェリーを使ったことで、クライミングや登

山の前後に観光やグルメを満喫することが出来た。（車の走行距離：約 1300キロ） 

 

≪ 報    告 ≫ 

               ※後ろは本匠看板エリアの「遊歩道エリア」※ 

【本匠フリークライミング】 

5 月 3 日（1 日目） 

10：00～16：00 井ノ上タワーエリア 

18：00～直川憩の森キャンプ場（泊） 

 

 早朝福岡を発ち、途中で買出しをし

つつ、10 時頃現地に到着。全員が本

匠は初めての為、「日本 100 岩場」の

本を見ながらエリアを探す。川沿いの

「遊歩道エリア」はすぐ分かるが、 

傾斜がきつく初心者の私には登れる気がしないし、岩場もやや濡れているので、更に

上流へ進む。歩道から大きな川沿いの岩場を覗き込んでいるクライマーらしきペアと

出会い情報交換。数日前から遠征に来ているが雨で登れず、今朝も「魚道エリア」に

行きたいが川の水量が多く渡渉できないとのこと。 

 結局私たちは、垂壁で★ルートが多そうな「井ノ上タワー」で登ることにした。し

かしまだ濡れている部分もあり、初心者むけで登れるルートは限られていたので、私

は「南天 5.9＋」「ちょっくら 5.10－★★」「なめくじら 5.10★★」にチャレンジする。 
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 初めての石灰岩で岩質に慣れず、ガバかと

思いきや以外にツルッとして持てない岩やガ

ビガビのポケット、核心部で躊躇して手が出

せず、ひとつもオンサイト出来なかった（泣） 

 しかし、やはり星付きルートは其々面白く

RP 出来るまで交替で登った。一度登ってみれ

ばいづれもグレード通りなのだが、初めての

岩場でオンサイトの難しさを感じた。 

  

 昼頃をピークに岩場が大変混みあってきた

ので、明日の下見を兼ね近くの「猪鹿ロック」

へ 15 時頃から場所を移す。 

 こちらもジュニアクライマーなどで混雑し

ていたが、エリア一押し「木の実の襲撃 5.10 

※「井ノ上タワー」正面壁※     ｂ★★★」が空いてたので、皆なでチャレン 

                  → →しか～し誰一人登れない？？  

それも激カチを持てず 2 ピン目にロープをかけることすら出来ない？！「たぶんここ

が核心だと思うけど？？」「5.10ｂなのに～！！難しすぎるやろー！！」と皆なで悪態

をつきながら 1 時間ほど格闘すれど誰も登れず・・・（シーン）・・・その時、お隣の

方が「そのイレブンのルート難しいよね」と・・・なんと岩場の本に掲載されていな

い新ルート「仮：無名ルート」が出来ていた為、隣の「鬼の目にも涙 5.11a」を「木の

実の襲撃 5.10ｂ」と思い込み登っていました（恥ずかしい～！！）皆なチャレンジで

くたくたになり、キャンプ場への移動もある為、明日のリベンジを誓いその日のクラ

イミングを終了。 

 

＜宿泊地紹介＞ 

『直川憩の森キャンプ場』 

岩場本匠から近く温泉施設併設。 

料金手頃だが施設は綺麗、小川沿いにあ

り静かでアットホームなキャンプ場。 

翌朝 8 時頃には併設するパン屋で焼き

たてパン購入できます。 

※キャンプ場は巨大カブトムシのある橋から車で 5 分※ 

http://naokawa-kankou.capoo.jp/ikoinomori/index.html 
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5 月 4 日（2 日目） 

8：30～17：00 猪鹿ロックエリア 

18：00 本匠出発＝19：00 臼杵（夕食：とり天）＝宇和島フェリー（20：40 臼杵～23：

00 八幡浜）＝松山自動車道＝24：00 石鎚山 SA～プチ宴会 AM1：30 就寝（テント泊） 

 

 キャンプ場で焼たてパンを購入し 8 時過ぎ   ※「木の実の襲撃 5.10ｂ」この後 

出発。8：30 には「猪鹿ロック」到着するが   離れた左上ホールド取るのが核心

既に 3 名のクライマーが取り付いていた。 

 昨日狙っていた「木の実の襲撃 5.10ｂ」を 

横目に見つつ、本に載っていない新ルート「無名

ルート（仮称）」でアップすることに。しかし、

こちらも 3 本目にヌンチャクを掛けることも出

来ず敗退・・・グレードは多分 5.10 代と思われ

るが、岩がガビガビで次第に指が痛んでくる。こ

のルート私以外にも 6～7 名の方が挑戦していた

が、初投したのはお一人で皆さん核心でテンショ

ン掛けたり、落下されていた。結局、私はこのル

ートに３回チャレンジしたが核心部抜けれず宿

題となった(><）。（アップのつもりが全力投球） 

 気を取り直し本命の三ツ星ルート「木の実の襲

撃 5.10ｂ」に取り付く、核心部は写真の辺り（3

本目を掛けた後）なのだが、2 本目のヌンチャクを掛ける前、直上し腕をクロスしてガ

バを取るムーブがなかなか出来ない。再三挑むが指や手の平が痛くて力が入らなくな

ってきたので、昼食後テーピングをして再チャレンジ！！ なんとか下部はクリアー

したが、核心部で数回テンションしていまい、結局ノーテンで完登は出来ず仕舞いで

あった。 

 クライミング終了後、臼杵からフェリーで四国に上陸。船上・車中で反省会をしつ

つ移動、松山自動車道「石鎚山 SA」（上り）駐車場芝生にテントを張り就寝した。 

 

 初めての本匠、素晴らしいロケーションで石灰岩を経験でき良かったし、自分の弱

点（傾斜壁に弱い、ビビリ）を再認識できた。また、二日間で備中や関西から来てい

た大勢のクライマーから学びが多かった。（チョーク跡の掃除等マナー良し、トップロ

ープ極少数、女子も果敢に攻めて 3～4m 平気で落下、落ち方が上手なクライマー多し） 



 - 4 - 

 

【四国：石鎚山】 

5 月 5 日（3 日目）   

5：40 石鎚山 SA 発＝6：40 ロープウェイ下谷駅駐車場 7：20＝（8 分）＝成就駅～ 

成就社登山口～夜明かし峠～鎖場～弥山頂上～天狗岳～南尖峰～弥山頂上（大休止）

11：00 下山～13：00 ロープウェイ成就駅～13：30 下谷駅駐車場  

※下山後、吉野川流域を観光し『四国三郎の里キャンプ場』泊 http://mimacamp.jp/ 

  

 西日本最高峰の石鎚山は山岳信仰（修験道）の山として知られ、霊峰石鎚山とも呼

ばれる。正確には、最高峰の天狗岳（1,982m）・石鎚神社山頂社のある弥山（1,974m）・

南尖峰（1,982m）の山々を総して石鎚山と呼ぶ。ちなみに日本百名山。 

 

 石鎚山 SA 上部駐車場は騒音もなくテン場として快適で熟睡出来た。6：40 石鎚山に

上るロープウェイ駐車場に到着。駐車場のご主人にロープウェイ始発は 7：40 だが、

客が溜まると臨時運行あるので、取りあえず並ぶようアドバイスされる。また昨日は

雨天にもかかわらず、1000 人も登ったらしい（驚き！！）ご主人のナイスな助言のお

陰で、私たちは 7：20 の始発に一番乗

りできた♪♪ 

 ロープウェイで標高 455ｍ（下谷駅）

から 1300ｍ（成就駅）迄高度をかせぐ。

雲一つない晴天で、本日も登山者で混

み合いそうなので、成就社は下山時に

お参りすることにし通り過ぎる。 

 しばらく樹林帯や急坂が続くが、ち

ょうどアケボノツツジが見頃で、可憐

なピンク色の花びらに気持ちが和む。 

  

 写真右の夜明かし峠辺りまで来る

と視界も開け、眼前に石鎚山の険し

い山容を望みながら広々した登山道

歩きが出来て、本当に気持ちが良い。 

 また高度を上げる度にお隣の「瓶

が森」などの四国の山々が見え、写

真撮影で何度も足が止まる。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%B2%B3%E4%BF%A1%E4%BB%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%AE%E9%A8%93%E9%81%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E9%8E%9A%E7%A5%9E%E7%A4%BE
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%BC%A5%E5%B1%B1_(%E6%84%9B%E5%AA%9B%E7%9C%8C)&action=edit&redlink=1
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 この後、頂上まで有名な鎖場が連続する。 

試しの鎖に始まり、十数メーもある太い鎖

場ばかりだが、クライマー的に素通りでき

るはずもなく…汗をかきながらも楽しく登

り、神社のある弥山頂上に到着。 

 山頂から続く峰々や四国中の山々が見渡

せ本当に絶景でした。右と左下の写真は、

天狗岳方面から見た弥山頂上。 

 

 山頂は風が強かったことと、とにか

く大混雑していた為、昼食を簡単にす

ませ、11 時に下山開始。よく整備され

た金属製の長い階段を使い、鎖を避け

た登山者列とすれ違う。途中登ってる

登山者に「おくだりさん」と何度も声

を掛けられる。こちらでは、「お下りさ

ん」「お上りさん」がすれ違う挨拶らし

い。とても新鮮！！ 

 予定どおり 13：30 頃下山して駐車場に戻る。 

吉野川流域をドライブしながら、剣山方面へ移動。行きあたりばったりの旅であった

が、偶然（予約なしで）見つけた『四国三郎の里キャンプ場』は設備・サービスも良

い上にお値段も良心的でまた次回も使いたいオートキャンプ場でした。 

 

【四国：剣山・次郎笈（じろうぎゅう）】 

5月 6日（4日目）   

6：20 四国三郎の里キャンプ場発＝見ノ越駐車場～8：07 剣山登山口～8：42 登山リフ

ト西島駅～9：03大剱神社～御神水（日本名水百選）～9：50次郎笈（1,929ｍ）～ 

10：50 剣山（1,955ｍ）～11：00 頂上ヒュッテ～行場～刀掛の松～登山リフト西島駅

～13：20見ノ越駐車場 

 

 古くから山岳信仰の霊峰としても知られる剣山（1,955m）は西日本および四国第二

の高峰であり、徳島県の最高峰である。日本百名山の一つ。別名太郎笈（たろうぎゅ

う）と呼ばれ、南西側の次郎笈と対峙する。宮尾登美子の小説「天涯の花」 の影響で、

近年はキレンゲショウマ群生地としても人気が高い。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E6%97%A5%E6%9C%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%99%BE%E5%90%8D%E5%B1%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AC%A1%E9%83%8E%E7%AC%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E5%B0%BE%E7%99%BB%E7%BE%8E%E5%AD%90
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E6%B6%AF%E3%81%AE%E8%8A%B1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%AD%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B2%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%82%A6%E3%83%9E&action=edit&redlink=1
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 さてようやく最終日の報告となりました。しかし既に 6 頁目に突入した為、山とコ

ース紹介は上記のとおりとし、ここからは「みっちーの剣お勧めスポット BEST③」を

ご紹介します！！ 

 

 ☆★BEST①★☆ 

『 剣山～次郎笈縦走路 』写真のとおり、見晴らしの良い稜線歩き。片道 1 時間な

ので、必ず行くべし！！九州の山とは違う大自然の雄大な景色満喫♪♪ 

 

 ☆★BEST②★☆ 

『 大剱神社 』BBSにもアップしまし

たが、「現世最高の良縁を結ぶ」この看

板を素通りできる独身ピナ男・ピナ女

はいないはず。しかしこの右の柱には、

「現世悪縁を絶つ」の物騒なコメント

が…。皆さんはどちら？？ 

 

 ☆★BEST③★☆ 

『 頂上ヒュッテ 』レトロでアットホー

ムな小屋、写真のおでん、豆腐と卵は食べ

る価値あり（1本 90円） 

 

 次回は、登山リフト西島駅近くのキャンプ場泊でキレンゲショウマが咲く 7 月に訪

れてみたいと思います！！ 

http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%AD%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B2%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%82%A6%E3%83%9E&action=edit&redlink=1

