
平成３０年１１月１０日（土）
午前９時～午後２時
集合場所：持方広場

講師 ひたち太田生物友の会 古平 均 先生

《本日の見学地》

常陸太田市高倉町 「男体山」

持方広場 → 腰掛石 → 男体山遙拝所 → 男体山登山口

→ 男体山山頂（昼食） → 大円地越 → 持方広場

常陸太田市体育協会太田支部

太田公民館





男体山(なんたいさん)
男体山は奥久慈の中心，大子町の南東に位置する岩山である。西面と南面が断崖絶壁に

なっており，標高(６５４ｍ)では推し量れない鋭い山容を呈している。

隣り合う長福山に女体山の別称がある。登山ルートは水郡線西金駅を起点にして，湯沢

温泉～古分屋敷～大円地越と歩くのが一般的だが，ほかに大円地からクサリ場を直登する
こ ぶ おおえん じ ごえ

健脚向きコースと，上小川駅から滝倉や長久保を経由するコースがある。

大円地から北に眺めた男体山

集塊岩の層が通る男体山は，西面と南面が断崖絶壁になっているが，東面は一変して

穏やかな傾斜である。その中腹に平家の落人集落とも常陸の秘境ともいわれた安寺 と
あ でら

持方 集落がある。海抜４００ｍの高地であり，スーパー林道も開通しているので，そこ
もちかた

を起点とすると男体山登山も楽である。ポピュラーだが険しい表側の登山ルートとは様子

や雰囲気が異なり，ファミリーでも安全に登れる。今回は，こちらから登る。

常陸太田駅方面から県道３３号線を北上し，水府地区の天下野，高倉町を過ぎ，湯草

の明神峠を越えると大子町に入り，８００ｍほどで大子町小生瀬地区の入合に着く。
いりあい

入合のバス停近くにカラオケ喫茶店がある。店先を通る林道に入って少し進むと案内

標識が立つ二股になる。左＝安寺，右＝持方。かつて「馬足通し難し」といわれた２つの

集落への進路を教えている。道路の広い右の舗装路を選択すると，沢は道に沿って直線的

に進むが，後半はヘアピンカーブも交じる曲線の連続になる。やがて伐採された跡地を過

ぎると，高崎山と白木山の間の峠に出る。峠を下ると突然，のどかな持方集落を前景にし

た男体山が視野に入ってくる。峠から眺める男体山はいわば裏側だが，迫力は少しも遜色

のなく，同じように登行欲をそそるダイナミックな山容である。



小峠から陽当たりのよい南斜面を

下っていくと，中央線の引かれた広

くて整備された舗装道路に出る。

この道路は袋田にある月居トンネル

から高倉地区まで続くスーパー林道

「奥久慈グリーンライン」である。

ここを右折して進むと，ほどなくし

て「持方広場」と書かれた広場に

到着する。駐車場もきちんと整備さ

れ，トイレもあるので安心だ。

ここを登山の出発点として，いよ

いよ登山開始となる。



駐車場から舗装された林道に入る。１０分

ほど進むと，目の前に男体山の頂上が見えて

くる。道路脇に男体山集塊岩の小石があり，

「腰掛石」とあり，次のような説明が書かれ

ている。

「この石は，天保５年（１８３４）４月５日

水戸藩九代藩主徳川斉昭公が領内を巡視し，

この地を訪れ男体登山をしたおり，腰を下ろ

され休憩した場所です。

斉昭公自ら腰掛石と命名し保存を命じられ

たと伝えられています。 持方集落」

腰掛石の近くには男体山の頂上にある，

男体山頂上神社を拝むために建てられたお堂（遙拝所）が建てられている。

現在でも，旧暦の２月１５日には，集落の人が集まって祭礼を行っている。

腰掛石 遙拝所

舗装路は集落の一番奥まで延びている。

登山道に変わって５０ｍほど行くと，男体

山まで１．３ km と記された標識が立って

いる。そこを起点にして円を描く登山ルー

トができており，左回りで一巡してみるこ

とにする。



林を抜ける感じで１５分ほど登ると，

集塊岩の層が東西に走っている山稜に出

る。西に進むと男体山の頂上で，さらに進

むと長福山や月居山に達する。

南側は高さが３００ｍもある断崖だが，

幸か不幸か山稜からは覗けない。

ここから山頂までは３００ｍ，１５分ほ

どの登りで到着する。

途中，標高６３４ｍ地点には「東京スカ

イツリーと同じ高さです。」と書かれてい

る。

男体山の頂上（６５４ｍ）はすばらしい展望台である。西に那須連邦，日光連山，南に

筑波山，加波山，真弓山，東にプラトー里美，北には八溝山まで３６０°の大パノラマで

ある。冬の快晴の日には，遠く富士山の姿も見られる。ここで昼食としたい。

男体山頂上からの大パノラマ

昼食を済ませ，十分に景観を楽しんだら，大円地越に下るが，この区間も安全に歩ける。
おおえん じ ごえ

２～３回の上り下りを経てやがて大円地越に着く。道を左折し，スギ林の中の緩い下り道
おおえん じ ごえ

を歩いて行くと，登ってきた時の一番奥の家の前に出る。あとは，遙拝所，腰掛石を左に

眺めながら歩き，持方広場まで２０分少しで到着する。

文は分県登山ガイド「茨城県の山」（山と渓谷社）より引用



男体山を形成する岩石
男体山をかたち造っている岩石は安山岩質

の角ばったれきが沢山集まってできています。

この岩石は「男体山火山角礫岩層」と呼ば

れています。これは海底で火山が噴火して，

水中で急激に冷却する際に砕けたあとに堆積

し，全体が固まったもので，非常に浸食に強

い地層です。

男体山を中心に南北に３０ km 近くに渡っ

て連なる急峻な尾根は，浸食で削り残された

この地層によってできており，竜神峡や袋田

の滝などのすばらしい景観をつくっています。

男体山を形作る岩石

岩石のでき方
火山岩は茨城県では，この地域（男

体山や竜神峡，西金砂山，鍋足山，

袋田の滝周辺）にしか分布していませ

ん。約１，５００万年前，日本海が

拡大して今の日本列島の原型ができた

ころ，激しい地殻変動で海底火山が

噴火し，その後大地が隆起し，浸食

されてできたものです。



笹枯れ
右の写真を見て下さい。中央の

登山道の右側にはササが生えていま
すが，左側はササがすべて枯れて，
桿（シノと呼ばれる部分）だけが
残っています。
これは「笹枯れ」と呼ばれる現象

です。ササは数十年から１２０年に
一度花を咲かせた後一斉に枯れる
習性があると言われています。
その範囲は数キロにわたって一斉

に枯れます。
原因についてはよく分かっていま

せん。

スズタケ（イネ科）
笹枯れを起こしたササはスズタケです。
スズタケは大型のイネ科植物で，北海道

から本州，四国，九州の主に太平洋側の
山地に多く分布しています。
ブナ林の林床に生え，桿の高さは２～３

メートルにもなります。桿の直径は１ cm
ほどで，節からは１個の枝が出ます。桿は
工芸品などに利用されます。
又，スズタケの新芽（タケノコ）はアクが

少ないので，ゆでて調理して食べられます。



似て非なる植物名
１ コセンダングサ と アメリカセンダングサ

田んぼの畦に普通なセンダングサ類。総花の下にあるがく片に注目。

アメリカセンダングサは「アメリカタウコギ」の別名があります。

コセンダングサ アメリカセンダングサ

２ アケビ と ミツバアケビ 葉の枚数に着目。美味なのは３葉

３ ノコンギク と ユウガギク 花毛（はなげ）の長い方がノコン！



４ リュウノウギク と イナカギク

５ ヤマウルシ、ウルシ、ヌルデ 、ツタウルシ すべて触るとかぶれる

若枝は灰白色で、褐色の縦に長い皮目 若枝は緑色、皮目が多い。

がある。葉とともに短い曲がった褐色 葉柄と葉腋に褐色の短毛を密生する。

の毛が多い。果実に剛毛がある。 果実に毛がない。葉の質やや厚い。

葉の中軸に狭い葉状の翼があり、小葉 藤本、葉は３出羽状、花序は葉腋から

には鈍鋸歯がある。 出る。



秋に見られる果実・木の実

□ ヤブムラサキシキブ（紫色） □ フユイチゴ（赤色，食） □ アオキ（赤色）

□ ヤブコウジ（赤色） □ ツルリンドウ（赤色） □ コマユミ（赤色）

□ ネズミモチ（黒色） □ ツゲ（黒色） □ ヤブラン（黒色）

□ ジャノヒゲ（青色） □ ノササゲ（青色） □ タンキリマメ（黒色）

□ マンリョウ（赤色） □ アオツヅラフジ（青色） □ マムシグサ（赤色） □ スズメウリ（白色）



イノシシの被害が大変！
最近、やたらと田んぼや畑、そして森にも

イノシシが荒らした跡が目に付きます。
イノシシは夜行性のため、実際に活動して

いる所は見られませんが、道路脇や水田、畑
にイノシシが鼻で土を掘り起こした跡がたく
さんあります。
イノシシは雑食性で、普段は木の実や根、

ミミズなどの小動物を食べています。しかし、
山の食物が減ると里山へ降りてきて、農作物
を食い荒らしています。
水田にイノシシが入ると、米に獣臭がつい

て商品価値が下がってしまいます。また、ト
ウモロコシや芋、カボチャなどは収穫する直
前にすべて食べ尽くしてしまいます。
イノシシは保護獣ですから、許可を受けた

人しか捕まえることはできません。それを知
ってか知らずか、収穫間際の栗や柿を食べ放
題、さらには毒のない天然キノコまで食べ尽
くしています。
人間も手をこまねいているわけではなく、電気柵や金網、トタン板等で猪の侵入を防御

していますが、お金のかかることですし、すべて完璧とはいきません。また、電気柵の周
囲を常に草刈りしないと漏電し、その効果も半減するとのことです。高齢者には大変な重
労働です。

男体山に生息するけもの

タヌキ アナグマ

ニホンリズ ノウサギ



ヤマノイモ と オニドコロ
秋が深まり、植物が黄葉した葉が目につくようになりました。

特に、スギ林の林縁では、ヤマノイモが目立ちます。この周辺のヤマノイモの仲間には、

食べられるヤマノイモと苦くて食べられないオニドコロがあります。

ヤマノイモ オニドコロ

ヤマノイモは垂直にいもが伸びる オニドコロは横にいもが伸びる



ヤマノイモとオニドコロの比較

特徴 ヤマノイモ オニドコロ

葉はふつう対生し、葉腋に 葉は互生、球芽ができない。

球芽（むかご）ができる。 葉は円心形、鋭尖頭、

葉 葉は心状被針形、鋭尖頭、 長さ・幅５～１１ cm，表面無毛、
長さ５～１０ cm。 裏面脈上に不明の小凸起がある。

全縁、両面無毛 葉柄は長さ３～７ cm。

根 多肉で長大な根が根本から 地下茎は長く伸び不規則に短く

垂直に伸びる。 分岐し、ひげ根を出す。

特 記 晩秋に根を掘りとって，食べ 地下茎は苦いが、ひげ根が多い

る。とろろ汁は有名である。 ので、老人のひげに見立て、正月

自然薯とも呼ばれる。 の床に飾って長寿を願う風習があ

ナガイモは中国原産の別種 る。

自然薯掘りは重労働！
秋が深まるとともに、山イモの葉が黄色く色づき、自然薯掘りの誘惑に駆られます。

１１月に入ったら、山里に出かけ、葉が樹木に絡まって沢山生い茂った山イモを発見し

て仕事の半分です。できれば茎の直径が３ mm 以上あると、５年以上育ったもので、大

きなイモを収穫できます。１本掘るのに約１時間程度かかります。

さて、ここからが重労働！まず「根突き」と呼ばれる鉄製の鍬で地面を掘り進みます。

平らな地面だと５０ cm以上の深さは地面の中にのぞき込んで土を掘ることになる。
できれば、斜面を直角三角形に崩す要領で掘り進むと能率が上がる。イモを折らずに

収穫するのは至難の業だが、成功したら感動です。ただ、食べるときは折る・・・。



紅葉・黄葉・褐葉 ※ 見つけたら，□に レ でチェックしよう。

□ 紅葉 □ 紅葉と黄葉 □ オオモミジ

□ ガマズミ（赤） □ エンコウカエデ（赤） □ ヤマモミジ（赤） □ ネジキ（赤）

□ ナンテン（赤） □ マユミ（赤） □ ニシキギ（赤） □ ウリハダカエデ（赤）

□ ダンコウバイ（黄） □ ミツバアケビ（黄） □ イロハカエデ（黄） □ コアジサイ（黄）

□ イチョウ（黄） □ エノキ（黄） □ ヤマブキ（黄） □ ヤマコウバシ（黄）

□ コナラ（褐） □ イヌブナ（褐） □ トリアシショウマ（褐） □ ヤマノイモ（褐）



秋 探索ビンゴ!! 2018.11.10
みつけたら○をつけよう！ 目指せ パーフェクト!!

男体山にて

※日中は暑いので、必ず水分を補給しよう！

なまえ
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