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日本二百・三百名山の旅―４ 

R3.9.1 柿原功 

登山期間：H27.6.1～H27.6.20 

 

（   ）内数字の 200 番台は日本二百名山、300 番台は日本三百名山。 

 

４２． (309) 乳頭山 にゅうとうさん 

４３． (212) 姫神山 ひめかみさん 

４４． (214) 森吉山 もりよしやま 

４５． (310) 太平山 たいへいざん 

４６． (211) 白神岳 しらかみだけ 

４７． (307) 大千軒岳 だいせんげんだけ 

４８． (210) 駒ケ岳 こまがだけ 

４９． (209) 樽前山 たるまえやま 

５０． (303) 神威岳 かむいだけ 

５１． (205) ペテガリ岳 ペテガリだけ 

５２． (203) ニペソツ山 ニペソツやま 

５３． (202) 石狩岳 いしかりだけ 

５４． (301) ニセイカシュッペ  

５５． (208) 暑寒別岳 しょかんべつだけ 

５６． (206) 芦別岳 あしべつだけ 

５７． (221) 朳差岳 えぶりさしだけ 

５８． (262) 黒姫山 くろひめやま 

５９． (263) 戸隠山 とがくしやま 
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４２．(309) 乳頭山 にゅうとうさん 1478m         H27.7.13 

「乳頭山」は秋田側の呼び名で、岩手側では「烏帽子岳」と呼んでいる。八幡平と秋田駒ヶ岳の中位

にあり、尾瀬にも匹敵するといわれる千沼ケ原の高層湿原帯をその南東にもち、小白森山、大白森山

へと続く縦走路は、本当の山の良さを堪能できる山域である。この山の秋田側の奥を流れる先達川に

沿って、古くから多くの温泉が湧いており、黒湯、孫六、蟹湯、砂乃湯、鶴の湯などの素朴ないで湯

は、岳人ならずとも人気が高い。 

登山道                    孫六温泉 

乳頭山山頂                  乳頭山山頂 

 

  

秋田県・岩手県 日帰り （前夜道の駅雫石あねっこ、車中泊） 

コースタイム ： 3 時間 10 分 

コース ： 孫六温泉駐車場→一本松沢→田代平分岐→乳頭山 1478m→往路を帰る 
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４３．(212) 姫神山 ひめかみさん 1124m        H27.7.14 

姫神山は盛岡市の北隣、玉山村（現、盛岡市）にそびえ立つ非火山性の花崗岩からなる残丘である。

以前はスズランの群生する清浄な霊山であった。徳川時代は岩手山、早池峰山と並び北奥の三霊山と

して、山岳修験の中心でもあった。 

姫神山山頂              姫神山山頂 

         ヒノキ植林                姫観音像 

 

 

  

岩手県 日帰り（前夜道の駅石神の丘、車中泊） 

コースタイム ： 3 時間 

コース ： 本杉登山口駐車場 540m→ざんげ坂→姫神山 1124m→往路を帰る 
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４４．(214) 森吉山 もりよしやま 1454m         H25.7.15 

秋田県内陸にある独立峰で、クマゲラの生息するブナ原生林を擁する。主峰向岳を一ノ腰、前岳、石森、

ヒバクラ岳などの外輪山が取り囲む。冬期はみごとな樹氷が見られる。山麓湯ノ岱には森吉山荘と杣温

泉が、また阿仁には打当温泉がある。 

森吉山山頂                森吉山山頂 

       ハクサンシャジン            リュウキンカ 

ゴゼンタチバナ 

 

 

  

秋田県 日帰り （前夜道の駅あに、車中泊） 

コースタイム ： 4 時間 

コース ：森吉山登山口 790m→一ノ腰 1220m→前岳 1308m→森吉山 1454m→往路を帰る 
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４５．(310) 太平山 たいへいざん 1170m             H27.7.17 

秋田市の北東部に位置し、前岳、中岳、剣岳、奥岳の連峰からなり、稜線続きの馬場目岳と馬蹄形の

山塊を形成している。その懐中には、林野庁が指定した「仁別国民の森」があり、森林博物館や樹林

見本園、自然研究散策路などがある。 

太平山山頂                太平山三吉神社奥宮 

          登山道               森の巨人たち１００選 

 

４６．(211) 白神岳 しらかみだけ  1235m          H27.7.18 

白神山地は青森県と秋田県にまたがる 13 万 ha の山岳地であり、そのうち 1 割強が 1993 年に世界遺産

として登録されている。東アジアでも最大級の原始性の高いブナの天然林や動植物など豊かな生態系が

良好な状態で残されていることが普遍的価値として認められての登録である。白神岳は世界遺産に指定

された地域の西の端に位置する。 

デジカメが雨で濡れて不調 画像なし 

  

秋田県 日帰り （前夜道の駅てんのう、車中泊） 

コースタイム ： 4 時間 30 分 

コース ：太平山登山口→矢源沢入口→御滝神社→あやめ坂→七曲→太平山 1170m→往路を帰る 

青森県 日帰り （前夜道の駅はちもり、車中泊） 

コースタイム ：  6 時間 55 分 

コース ： 登山口 190m→二俣コース分岐 370m→蟶山（まてやま）分岐 830m

→雨のため一旦登山口まで退却後、再登山→十二湖分岐 1210m 

→白神岳 1235m→往路を帰る 
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４７．(307) 大千軒岳 だいせんげんだけ  1072m           H27.7.20 

明治 29 年（1896）に北海道で最初に一等三角点が設置された。山頂からは駒ケ岳、函館山をはじめ、

日本海に浮かぶ奥尻島や渡島大島、さらには津軽海峡をはさみ青森県の八甲田山、岩木山が一望でき

る。また、官営 16 年(1693)松前藩による隠れキリシタン処刑によって 106 人が殉教した地でもあり、

金山番所跡と千軒平の尾根には十字架が建てられている。 

大千軒岳山頂               大千軒岳山頂 

 

 

北海道 日帰り （前夜道の駅横綱の里ふくしま、車中泊） 

コースタイム ： 2 時間 15 分 

コース  ：  登山口駐車場→大千軒岳 1072m→往路を帰る 
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４８．(210) 駒ケ岳 こまがだけ 1131m           H27.7.21 

大きな山容の駒ヶ岳は、室蘭方面から見て噴火湾に浮ぶ姿が幻想的。約 13 万年前の大噴火が山頂部を

崩壊させ、岩雪崩が折戸川を堰き止めて大沼を形成。今なお噴煙を上げる。 

駒ヶ岳馬の背                 イワギキョウ 

イワブクロ 

         

  

北海道 日帰り （前夜道の駅 YOU 遊もり、車中泊） 

コースタイム ： 3 時間 30 分 

コース  ：  駒ヶ岳６合目駐車場→馬の背→剣ヶ峰の途中からガスと強風のため退却 
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４９．(209) 樽前山 たるまえやま 1041m（ドーム最高）   H27.7.23 

支笏湖の南東側にある三重式火山で、山頂には外輪山の内部に中央火口がある。火山爆発が何度も繰

り返され、明治 42 年(1909)の噴火で現在の樽型ドームの溶岩円頂丘が形成された。学術的にも貴重

で、北海道の天然記念物に指定されている。 

樽前山山頂                  樽前山山頂 

 

 

５０．(303) 神威岳 かむいだけ 1600m       H27.7.24 

ペテガリ岳の南方にどっしりと鎮座する男性的な山。岩峰を持つ尾根を西に張り出し、全体に岩壁が目

立つ。ソエマツ岳、ピリカヌプリとともに南日高三山といわれることもあるが、風格では抜きんでてお

り、道のあるのもこの神威岳のみである。 

神威岳山頂               神威岳山頂 

  

北海道 日帰り （前夜道の駅フォレスト 276 大滝、車中泊） 

コースタイム ： 1 時間 40 分 

コース  ：  登山口駐車場 660m→東山 1022m→樽前山は立入禁止 

→西山に向かうが二俣より先がガスで見えないので退却→往路を帰る 

北海道 日帰り （前夜道の駅みついし、車中泊） 

コースタイム ： 7 時間 45 分 

コース  ：  神威山荘→沢を 6～7 回渡ったがルート不明→沢から急坂をヤブコギ→神威岳 1600m

→沢の渡渉 24 回→神威山荘（無人） 
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５１．(205) ペテガリ岳 ペテガリだけ 1736m               H27.7.25～26 

   

ペテガリ山荘               ペテガリ山荘 

ペテガリ岳山頂 

 

 

  

北海道 1泊 2日 （前日神威山荘泊、退却後 25,26 日連泊） 

コースタイム ： 7.26：9 時間 30 分  7.27：3 時間 

コース  ：  泉神威山荘よりペテガリ岳を目指すが、林道手前で道に迷い、退却する。 

ペテガリ山荘泊。北海道ツアー13 名と本日登山してきた 4 名と他 1 名が同宿した。

翌 26 日、再度挑戦する。ペテガリ山荘 400m→1050m コブ→1301m コブ 

→ペテガリ岳 1736m→ペテガリ山荘→登山口 P 
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５２．(203) ニペソツ山 ニペソツやま 2012m       H27.7.29 

山名は、十勝川の支流ニペソツ川の源に位置することに由来する。山頂付近は森林限界のハイマツ帯

で、多くの高山植物が自生している。このため二等三角点のある山頂からはウペペサンケ山、トムラ

ウシ山、大雪山、石狩岳など 360 度の展望が得られる。北東の登山道の岩場にエゾナキウサギが生息

している。またシマリスが姿を現すこともある。 

ニペソツ山山頂            天狗のコルから仰ぐ 

         イワツメクサ               エゾツツジ 

        シナノキンバイ            チシマギキョウ 

 

  

北海道 日帰り （前夜道の駅しほろ温泉、車中泊） 

コースタイム ： 7 時間 40 分 

コース  ：  十六の沢登山口 1020m→小天狗 1640m→前天狗岳 1870m→ニペソツ山 2012m

→往路を帰る 
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５３．(202) 石狩岳 いしかりだけ 1967m      H27.7.30 

十勝と石狩の分水嶺をなす石狩連峰の主峰にして、東大雪山の主峰。急登が続くシュナイダーコース

が有名だが、大雪山縦走の起点としても人気がある。山頂からは大雪山系、十勝連峰の山々をはじめ、

周辺の山が一望。 

石狩岳山頂              石狩岳山頂 

 

 

５４．(301) ニセイカシュッペ 1883m                 H27.7.31 

大雪山・黒岳や層雲峡ロープウエイから見ると、この山の大きさは印象的である。この名もアイヌ語

からきており、ニセイ（絶壁の）カ（上に）ウシ（いる）ペ（者）とまことに適切に山容をいいあら

わしている。 

ニセイカシュッペ山頂          ニセイカシュッペ山頂 

北海道 日帰  （前夜道の駅しほろ、車中泊） 

コースタイム ： 6 時間 10 分 

コース  ：  シュナイダーコース登山口 800m→水場 800m→音更山分岐 1770m

→石狩岳 1967m→往路を帰る 

北海道 日帰り （前夜道の駅しらたき、車中泊） 

コースタイム ：４時間 5 分 

コース  ：  登山口駐車場→見晴台→ニセイカシュッペ 1883m→往路を帰る 
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５５．(208) 暑寒別岳 しょかんべつだけ 1492m       H27.8.3 

石狩平野の北側に位置し、日本海に面して連なる増毛山地の最高峰。なだらかで大きな姿は札幌か

らも良く見え、豪雪の地方だけに遅くまで残雪を光らせている。登山道は 3 本あるが、雨竜コース

は高層湿原として有名な雨竜沼湿原を通るところが大きな魅力で、100 余りにおよぶ池塘と湿原の

花々が美しい所。 

登山口                雨竜沼湿原 

          雨竜沼湿原                暑寒別岳 

         南暑寒別岳山頂             暑寒別岳山頂 

  

北海道 日帰り （前夜道の駅サンフラワー北竜、車中泊） 

コースタイム ： 9 時間 30 分 

コース  ：  南暑寒壮 500m→第 2 吊橋→雨竜沼湿原入口→旧展望台 956m→南暑寒別岳 1296m

→暑寒別岳 1492m→往路を帰る 
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５６．(206) 芦別岳 あしべつだけ  1726m        H27.8.5 

夕張山系の最高峰でピラミダルな山容とともに、ユーフレ川を挟んで本格的なロッククライミングで

きる岩場や稜線を持つ山としてファンが多い。山名の由来は芦別川上流にあることから付けられた。

ちなみに芦別とはアイヌ語直訳でアシ・ベツ「灌木の・川」という意味がある。 

反面山山頂                芦別岳山頂 

オトギリソウ 

 

  

北海道 日帰り （前夜道の駅南ふらの、車中泊） 

コースタイム ： 7 時間 

コース  ：  登山口駐車場 330m→見晴台→鴬谷 1114m→反面山 1397m→蘆別岳 1726m

→往路を帰る 
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５７．(221) 朳差岳 えぶりさしだけ 1636m暑寒別岳      H27.8.8 

飯豊連峰北端の雄峰で、春耕の頃、山腹に現れる「朳差の爺や」と呼ばれた残雪形が、荒川沿いの村々

で農事歴として親しまれてきた。しかし飯豊信仰とは無縁で、戦後まで登山道もなく、もっぱら大石、

金俣の熊狩り猟師に活躍の場を与えるに過ぎなかった。昭和 25 年の国立公園指定を機に、大石川西俣

の大熊尾根登山道や、朳差岳から北股岳に至る連峰北部の縦走路が伐開されて登山者に注目され始め、

昭和湖 39 年の新潟国体登山で大石川の東俣コースが開かれたり、山上に避難小屋が建設されて以来、

登山者が激増した。 

朳差岳山頂                 朳差岳山頂 

       タカネナデシコ              タカネマツムシソウ 

  

新潟県 日帰り （前夜道の駅関川、車中泊） 

コースタイム ： 7 時間 10 分 

コース  ：  奥胎内ヒュッテ駐車場 340m→姫子の峰→英三の峰→大石山 1560m→鉾立峰 1579m

→朳差岳 1636m→往路を帰る 
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５８．(262) 黒姫山 くろひめやま 2053m        H27.8.11 

西頚城群青海町の背後にそびえ立つ石灰岩の独立峰で、その天然資源を利用して大正時代からセメント、

化学肥料などの石灰工業が盛んになり、それまで半農半漁を営んできた山麓の青海町は飛躍的に発展し

た。東面の山麓には石灰岩特有のカルスト地形が広がって、無数のドリーム群が散在し、田海川奥のマ

イコミ平には千里洞、白蓮洞と命名された、深さ 500m に達する鍾乳洞がある。 

黒姫山山頂               タマゴダケ 

 

 

  

長野県 日帰り （前夜道の駅しなの、車中泊） 

コースタイム ： 4 時間 

コース  ：  黒姫高原 820m→姫見合 1559m→表登山道分岐→黒姫山 2053m→表登山道下る 
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５９．(263) 戸隠山 とがくしやま  1904m          H27.8.12 

戸隠山は日本誕生の神話とともにある山。天照大神が天ノ岩戸にお隠れになった時、手力雄命が力い

っぱい投げ飛ばした岩が飛んできてできたのがこの戸隠山なのである。 

戸隠への登山は、本当に険しい。中腹の百閒長屋を過ぎると鎖の連続である。そして断崖絶壁を鉄鎖

でよじ登ると、その果てに「蟻の戸渡り」の難場が待ち構えている。山頂の八方睨（はっぽうにらみ）

は間近い。 

蟻の戸渡り               蟻の戸渡り 

          八方のぞき               戸隠山 

 

 

長野県 日帰り （前夜道の駅しなの、車中泊） 

コースタイム ： 5 時間 45 分 

コース  ：  戸隠奥社入口 1215m→戸隠神社奥社 1330m→百閒長屋→蟻の戸渡り→八方睨 1900m

→戸隠山 1904m→九頭竜山 1883m→一不動 1747m→戸隠キャンプ場→奥社入口 


