
 

ドローンが称名滝・立山・剣を飛ぶ 
２０１８年８月 ９期・鈴木 

 

ＮＨＫが『北アルプス ドローン大縦走』を昨年（槍ヶ岳～穂高岳の大キレット）にひき続

き今年は立山を放映していた。山好きの皆様も見入ったかと推察している。その凄い映像は

如何せんＮＨＫオンデマンドにて有料で見るしかない。見ていない、ビデオもとっていない

人も一部確認できたので、不完全と承知しつつ引用した拙い文章で再現したい。  

  

 辿ったコースは、称名滝→池塘地帯→称名廊下→大日岳→雄山→一服剣→前剣→上り専用

鎖場；カニのタテバイ→剣岳→下り専用鎖場；カニのヨコバイであったと記憶している。４

人のクルーでもって撮影が行われ、ドローンはアルミ製ケースに収納してその一人が手提げ

て登山していた。多分２台のドローンを携帯したと思う。毎年滑落事故が起きている剣岳の

難所をどう携帯したのか不明である。天候不順によって剣岳登山を前にして山小屋に３泊せ

ざるを得なかったようである。二人がコンビを組み一人が操作、もう一人が画像をチェック

していた。特に称名廊下の撮影時、深い渓谷にまでドローンの高度を下げていたが、電波が

届くギリギリまで挑戦していたとき、落下する滝の水飛沫や読みにくい渦や風向に注意を払

っているんだなあと思った。 

さて、ＮＨＫを諦め、ネットで称名廊下を調べると何と Youtubeがあるではないか。

https://www.youtube.com/watch?v=awNowjQBEEQ をクリックすれば『称名滝と前人未踏の

V字谷・称名廊下_ドローン空撮』が出てきますのでそれをご覧になれます。 

一方、剣岳登山の Youtubeはドローンでなく頭に撮影用のカメラをつけ登山した動画が一般

に公開されていうことを知った。https://www.youtube.com/watch?v=LmqeCbjS1Is をクリ

ックし『剱岳 難所動画 カニのタテバイ～ヨコバイ』を探せばそれをご覧になれます。 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=awNowjQBEEQ
https://www.youtube.com/watch?v=LmqeCbjS1Is


【付録】 

約３年前に、小生このＯＢ会ＨＰに名山シリーズの一つとして『６２歳にして立山連峰縦

走』と題して掲載した。                            

前述の『北アルプス ドローン大縦走』とは桁違いの内容であり、恥ずかしい限りだが再

度掲載させて頂くことをご容赦願いたい。 

満 62歳になって、独りで立山連峰縦走とは吾ながら恐れ入った。 

たとえ文明の利器であるバス、トロリーバス、ケーブルカー、ロープウェイ、トロリーバ

スと乗り継きながら、二千四百米地点まで汗一滴かかずに登山開始地点に立ったとしてもで

ある。 

 初日の宿は、立山室堂駅の観光客で溢れていた立山ホテルを避けて、日本最古の小屋「室

堂」－国指定重要文化財－の新館、「室堂山荘」であり、遊歩道を約 20分歩くと登山客姿が

断然と多くなる。 

でも、目印の旗を掲げた登山ツァーもチラホラみられるのは仕方がないかと自分を納得させ

た。 

 その山荘は、勿論、事前に予約しないと宿泊できない。私は、7 人部屋に宛がわれ、4 人

であったが７畳の畳敷で、蒲団には真っ白なシートが付いていて、窓外に立山連峰が間近に

迫る温泉付き、結構豪華な食事付きと、雲上の山小舎とは思えないような別世界であり、山

岳宗教が盛んな時代とは異なるであろう。貧乏学生時代とのギャップの大きさを痛切に感じ

た。 

 １５時過ぎに着いたので、18 時からの夕餉にはまだ時間がたっぷりあるので、山荘の外

に出て、目の前の右から「浄土山」、「雄山」、「大汝山」、「富士折立」、「真砂岳」の立山連峰

の雄姿に、ただただ圧倒されて立ち竦んで見入ってしまった。 

山荘に戻り、デッサンの道具を持ってきてデッサン、色鉛筆で描き始めたが、上手く表現

できない。家に帰ってから完成させようと決めた。 

        



 来る途中で買った新聞に載っていた天気図からは、晴天、間違いなしと予想していたが、

現地での観天望気で、山岳地帯特有の午後の天気なるも、雲の形や動きから判断し明日は先

ず好天との確信を深めて山荘に戻り、温泉に浸かり、そして夕餉をご馳走になって何と 20

時には寝床に潜り込んだ。 

 夜中に、何度か眼を醒まし、満天の星空を見て、期待が膨らんでくる興奮を味わった。 

ただ山頂に小屋の灯りが目に入ったのは、開発が進んでいるんだと一寸興ざめした。 

御嶽山の寒中、一人用テントから顔を出して外を見たときの無音、真っ暗闇との差異を思

い起こしてしまったが・・・・。 

 翌朝 5 時 20 分に山荘を出発した。朝食は摂らずに、弁当にして貰いザックの中に入れて

ある。 

通常 11 時頃には、何処の山でも、上昇気流により雲が湧き上がって来るので、早く頂上

に立ちたく歩みを早めた。 

雪渓を 4回トラバースして、6時 10分には「一ノ越」に着いた。     

何と、雲ひとつなく南アルプスから表・裏銀座アルプスと大パノラマの世界が眼前に広が

り、後ろを見れば、奥大日岳はもとより、日本海の海原まで見えるではないか？ 

 7 時 25 分、出発してから約 2 時間で、主峰といわれる「雄山」に到着する。当然の事な

がら、前の乗越より眺望は素晴らしい。 

「劒岳連峰」も手に取るように迫ってきている。 

今年の夏は、雪渓の量が多いそうな、降雪量は例年より少なかったが、梅雨の雨が少なく

て融けにくかったのだろうと山荘の主人が言っていたのを思い出した。 

後立山連峰の、右から「針の木岳」、「蓮華岳」、「鹿島槍ヶ岳」、「唐松岳」、「五竜岳」、「白

馬岳」など全て手に取るように見えるではないか。 

 実は、当初の山行計画では、「室堂」から「雷鳥沢小屋」経由、「劒御前小舎」、「別山」分

岐、「富士折立」、「大汝山」、「雄山」、「一ノ越」、「室堂」のコースを考えていた。 

でもガスが昇ってくる時間帯に漸く主峰に辿り着く算段が面白くなくて急遽変更した。 

山荘の主人に訊いたら、国土地理院・昭和４５年(1970 年)発行の五万分の一の地図に画

かれている「真砂岳」直下の沢コースは危ないからやめたほうがいいとの助言を受けていて

諦めていた。 

然し当初のコースの逆コースを辿り、絶好の天気、これから天候は崩れないだろうとの判

断から、その沢コースを「富士折立」と「真砂岳」の分岐点からの下り道を選択し、実行し

た。 

これは「大走り」と謂われているそうで、結局誰一人登ってくる登山者に逢わず、誰一人

追い越されずに大雪渓まで、いや「雷鳥沢テントサイト」近くまで、１１時 50分に着いた。 

もし逆に登っていたら、雪渓を遡上して登山道への入り口が判り辛い感じを持った。 

山荘の主人は多分それを言っていたのだろう。 

 そこで、実に恥ずかしい限りだが、誤りをしてしまったのである。 

キャンプ場の方へ行くであろう「大吊り橋」の案内板を誤解して、「一ノ越、雄山」の方 

が「室堂山荘」の方向で間違いなしと進んでしまったのである。 



で、実は一言も「室堂」とは書いていなかったのである。 

結果として 1 時間そこそこで「室堂」まで行けるところを、何と 2 時間 20 分も掛り、途

中出逢ったパーティーはたったの三組である。 

550m も一気に駆け下りて、再び 400m、汗をかきかき、息を乱しながら・・・・登ったの

である。 

ただその出遭った一組が、『近くで雷鳥を見たよ』といわれたので注意深く歩いたが出逢 

わず仕舞い。 

挙句は、最後の段階で、右足小指に激痛が走り、室堂に出発後 9 時間経過した 14 時 15

分に靴下を脱いでみたら、大きく皮膚が剥がれていたお粗末さであった。 

でもこうして独りで歩き通して、紫外線をたっぷり吸収し、顔も、腕も、真っ赤（日焼防

止クリーム効果無し）になりながら、二度と味わえないような絶好の好天気のもと、憧れの

立山連峰を歩けた、62歳の自分の体力と気力に感謝した。 

自然の雄大さにも大いに感謝して・・・・・。 

1978 年に書かれた、“深田久弥・日本百名山”の「立山」の中で、『こういうかずかずの

古い由緒ある「立山」も、現在では一変して近代的な観光地になりつつある』という記述が

ある。 

前述の私が持っている 1970 年発行の地図には雄山直下を貫通しているトンネルは、工事

予定と書いてある。 

1971年から社会人になり、「信濃大町」に６年間住み、1973年に女房と「大観峰」までロ

ープウェイで行き、景色を眺めて戻った経験がある。つまり立山だけは近くに住みながら、

未踏の峰の一つであった。 

それは、自分が・・“観光客が押し寄せる山なんて”いうものを毛嫌っていたのかもしれ

ない。 

「雄山」の頂上にある雄山神社にはアルバイトもどきの宮司と二人の巫女がいて、拝観料

“金五百円也”に驚き、何と鎖、縄で囲った頂の上で観光登山客ご一行様が祝詞をあげて祈

願しているではないか？ 

“深田久弥”の立山に再び戻るが、『そのような立山が古くから栄えたのは、立山権現の

宣伝の御蔭であろう。 

明治維新の神仏分離までは山麓の岩峅寺には立山寺があり・・・・』・・・『国史・三代実

録にも清和天皇貞観五年五月甲寅正五位下なる雄山神に正五位上を授けられた』とある。 

地名は、殆ど仏教に関わるものばかり、「弥陀ヶ原」、「地獄谷」、「大日岳」、「浄土山」、・・・・。 

突如、山頂に神社が現れる、神仏習合の世界。自然崇拝から自然と発展してきたのだから仕

方がないか・・・・！ 

昨年に登った、「白山」と比較すると、高山植物の種類と量に格段の差異を感じるのは私

だけか？ 

「白山」は一般車乗り入れ禁止を実施しており、「立山」は環境に優しい電気を使った輸送

手段と一般車の乗り入れ禁止など共通点があるが、本来の自生している高山植物群の大きな

差なのだろうか？  



今回は、昨年のデジカメが電池切れのトラブル遭遇の失敗を経験にして二台のデジカメ持

参と相成った。自分の脳裡に焼き付けても限界がある。やはり現代の利器には全て敵わない。 

                          

 

 

行 程 

 2007年 8月 9日（木） 

  自宅発 6:05＝逆井駅 6:27＝東武野田線＝7:54 着大宮 8:08 発＝新幹線あさま 507 号＝

9:47 長野 9:54＝特急しなの 8 号＝10:41 松本 11:10＝大糸線＝12:04 信濃大町（標高

650m）12:40＝路線バス＝13:10扇沢（1285m）13:30＝トロリーバス＝13:45黒部ダム＝

ケーブルカー＝黒部平(1828m)14:40＝ロープウェイ＝大観峰(2316m)15:00＝トロリー

バス＝15:10 立山室堂駅(2450m)＝15;30 室堂山荘 

 

 2007年 8月 10日（金）  註；標高はデジタル時計の数字を示す、100m 前後誤差がある。 

  立山室堂山荘(2370m)5:20－5:55(2540m)－6:10一ノ越(2630m)－7:25 雄山(2870m；実際 

2992m)、朝食 8:10－8:40 大汝山(2865m；実際 3015m)8:45－9:40富士折立－10:25大走 

り分岐（雷鳥沢へ 2.5km の表示あり、2720m）－11:50 キャンプ場手前分岐点(2165m)－ 

12:45昼飯（2330m）12:55－13:45一ノ越分岐点(2551m)－14:15室堂山荘(2355m；実際 

2460m)－立山室堂駅 14:45－16:15扇沢 16:25－16:45 大町温泉郷－17:00 保養所「安曇 

野」宿泊 

 合計山歩き時間；9時間 

 

 2007年 8月 11日（土） 

  大町在住の友人が「安曇野」に車でお迎え 9:00発＝安曇野アートライン；「安曇野ちひ

ろ美術館」、「IIDA・KAN」、「ギャルリー留歩」、「田淵行男記念館」を鑑賞＝明科駅 15:35

＝長野＝新幹線＝18:06 大宮＝19:45自宅着 

 

 

費 用 

電車賃 9,880+3,230+930+3,230-670(払戻金)=16,600 円 

  アルペンルート往復料金             11,200 円 

  宿泊費（室堂山荘、安曇野）    8,400+4,930=13,330 円  

  土産、食事代など              4,870 円  

  合       計                         46,000 円  

  

 

2007 年 8月 13日 鈴木弥栄男 記 

 



 

1970年・昭和 45年・国土地理院発行の五万分の一の立山の地図 赤い線が今回縦走した 
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「室堂」から「一ノ越」に向かう途中の雪渓にて、左に「雄山」を望む 2007 年 8 月 10 日早朝に撮影 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

「雄山」の三角点に立つ 背景は日本アルプスの峰々が   刻印日付は 8 月 10 日の間違い 

 

 

      

   「雄山」山頂付近の白山フウロウ 背景は「龍王岳」、「浄土山」刻印日付は 8 月 10 日の間違い 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

「富士折立」より「黒部湖」見下ろす 「後立山」、「富士山」、「南アルプス」 刻印日付は 8 月 10 日の間違い 

   

「劒岳連峰」を観て唖然！ 「富士折立」より望遠で   刻印日付は 8 月 10 日の間違い 



 

 

「大走り」から「奥大日岳」、「大日岳」を眺める 手前はチングルマ畑 刻印日付は 8 月 10 日の間違い 

   

雷鳥荘付近のテント場       刻印日付は 8 月 10 日の間違い 


