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１．はじめに 

近年の中高年を中心とした登山ブームに伴い，「日本百名山」に代表されるような著名な山岳におい

ては，入山者も多く，登山道の荒廃・浸食などによる変化が生じる可能性が大きい．また，土石流な

どによる地形変化に伴う登山道の改廃も発生している．こうした山岳地帯は，一部でガイドマップ等

の地図が刊行されているが，いずれも地形図をベースとして作成されており，1/25,000 地形図に表記

されている登山道に関する正確な情報提供が求められている． 

本作業は，昭和期に修正された 1/25,000 地形図に表記されている登山道等の変化情報を調査，分析

し，登山道等の効率的，効果的な調査手法について検討を行った． 

 

２．調査作業内容 

（１）登山道に関する情報源（刊行物）調査及び検証 

一般に刊行されているガイドマップや登山地図等の調査及び収集をおこなった．また，収集した

資料等の特徴・信頼性・活用法等を検証した． 

 

（２）1/25,000 地形図における登山道の変化情報調査 

昭和期に修正された 1/25,000 地形図のうち 1003 山が該当する 15 面（表－１）に関係する範囲を

対象とし，収集した資料と 1/25,000 地形図の記載内容を比較して，結果を当該 1/25,000 地形図に

整理した． 

 

表－１  登山道の変化情報調査対象図一覧 

総図名 号数 図名 測量和歴 種別 1003山該当（標高）
旭川 2-1 ニセイカウシュッペ山 63 修正 ニセイカウシュッペ山(1883)
旭川 2-4 愛山溪温泉 63 修正 愛別岳(2112)
金沢 3-4 新岩間温泉 58 修正 三方崩山(2059)・七倉山(2557)
弘前 1-1 八甲田山 59 修正 八甲田山(1584)・高田大岳(1552)
宇都宮 9-3 袈裟丸山 61 修正 袈裟丸山（1961）
高山 5-1 十字峡 61 修正 池平山(2561)
高山 8-3 乗鞍岳 61 修正 乗鞍岳(3026)
高山 8-4 野麦 61 修正 鎌ヶ峰(2121)
新潟 5-2 飯豊山 61 修正 飯能山(2105)・北股岳(2025)
新潟 6-1 大日岳 61 修正 大日岳(2128)
日光 9-4 会津朝日岳 60 修正 朝日岳(1624)・丸山岳(1820)

飯田 2-3 木曽駒ヶ岳 62 修正
将ぎ頭山(2730）・茶臼山(2658)・駒ヶ岳(2956)
・宝剣岳(2931)・麦草岳(2733)・三沢岳(2846)

飯田 2-4 空木岳 62 修正
空木岳(2864)・南駒ヶ岳(2841)・檜尾岳(2728）
・熊沢岳(2778)・東川岳(2671)・赤椰岳(2798)
・仙涯峰（2734)・越百山(2613)

飯田 7-1 南木曽岳 61 修正 摺古木山(2169)・南木曽岳(1679)
飯田 9-2 御嶽山 59 部修 御嶽山(3067)



（３）登山道に関するインターネット情報の調査及び検証 
インターネット上での登山道に関する情報源調査をおこなった． 

 
３．結果及び成果等 
（１）登山道に関する情報源（刊行物）調査及び検証 

全国の主要山岳地域を網羅している登山地図は，比較的少なく，主なもの及び特徴は以下のと

おりである．また，全国的に著名とは言えない地方の山岳については，地方出版社の刊行物もいく

つか存在する． 

①「山と高原地図」（昭文社） 
全国 59 の山岳エリアをカバーし，１年または数年に１度程度の割合で情報が更新されている．

縮尺は 1/50,000 で登山道の状況に関する記述も多い． 
②「ジョイフルマップ」（デージーエス・コンピュータ） 

全国 52 のエリアをカバーしている．記載されている情報の調査時点が不明で，コース位置情報

よりもガイドマップ的な要素が強い． 
③「アルペンガイド」（山と渓谷社） 

全国 26 山岳エリアをカバーしている．縮尺は 1/50,000 で登山道の状況に関する詳細な記述が

あるが，情報の多くが 2000 年前後でありやや古い． 
 

（２）1/25,000 地形図における登山道の変化情報調査 
昭和期に修正された 1/25,000 地形図のうち 1003 山が該当する 15 面について，図葉ごとに状況を

とりまとめ，図－１のように変化情報整理図の作成及び詳細なコメント付加をおこなった． 

図葉ごとの状況とりまとめ様式は以下のとおり． 

 

 

「大日岳」 

 1/2.5 万図名：大日岳 昭和 54 年測量，昭和 61 年修正測量，昭和 62 年発行 

１）使用した資料 

①昭文社「山と高原地図 10 飯豊山 1：50,000 2006 年版」2006 年発行 

②山と渓谷社「ヤマケイ アルペンガイド３ 鳥海・飯豊・朝日」2000 年 4 月発行 

③デージーエス・コンピュータ「ジョイフルマップ 36 飯豊連峰」2005 年発行 

④Yahoo！地図（アルプス社製） 

２）使用した資料に関する留意事項 

資料①は縮尺 1/50,000 であり，・・・（後略）・・・ 

３）インターネットで収集した登山道に関する情報 

①グーグルにおいて，「大日岳＋飯豊＋登山道」で検索した結果・・・（後略）・・・ 

４）作業所感 

略 



 
図－１ 変化情報整理図（一部抜粋） 

 

（３）調査対象図における登山道の変化状況 

変化情報整理図を作成した 15 面の変化状況は，表－２のとおりであった． 

 

表－２ 図葉ごとの登山道変化状況 

図名 
測量

和歴 
種別 1003 山該当（標高） 

変化登山道の

本数（新設・移

動） 

ニセイカウシュッペ山 63 修正 ニセイカウシュッペ山(1883) 0 

愛山溪温泉 63 修正 愛別岳(2112) 2 

新岩間温泉 58 修正 三方崩山(2059)・七倉山(2557) 3 

八甲田山 59 修正 八甲田山(1584)・高田大岳(1552) 6 

袈裟丸山 61 修正 袈裟丸山（1961） 2 

十字峡 61 修正 池平山(2561) 12 

「大日岳」注釈 

・・・前略・・・ 

・ 地点 j～地点 k～地点 l，地点

k～地点 p，地点 m～地点 o

について，資料①には「登山

コース（難路）」として破線で

示 さ れ て い る ． 資 料 ③ に は

「サブコース」として緑色の点

線で示されている．資料②，

④には道としての記載なし． 

・ 地点 j～地点 q について，資

料③には「サブコース」として

緑色の点線で示されている． 

・ 地点 l～地点 m～地点 n につ

いて，資料①には「登山コー

ス（難路）」として破線で示さ

れている．資料③には「一般

向きコース」として赤色の点

線で示されている．資料②，

④には道としての記載なし． 

・・・後略・・・ 

 



乗鞍岳 61 修正 乗鞍岳(3026) 4 

野麦 61 修正 鎌ヶ峰(2121) 3 

飯豊山 61 修正 飯能山(2105)・北股岳(2025) 1 

大日岳 61 修正 大日岳(2128) 5 

会津朝日岳 60 修正 朝日岳(1624)・丸山岳(1820) 1 

木曽駒ヶ岳 62 修正

将ぎ頭山(2730）・茶臼山(2658)・駒

ヶ岳(2956)・宝剣岳(2931)・麦草岳

(2733)・三沢岳(2846) 

5 

空木岳 62 修正

空木岳(2864)・南駒ヶ岳(2841)・檜

尾岳(2728）・熊沢岳(2778)・東川岳

(2671)・赤椰岳(2798)・仙涯峰

（2734)・越百山(2613) 

5 

南木曽岳 61 修正 摺古木山(2169)・南木曽岳(1679) 2 

御嶽山 59 部修 御嶽山(3067) 7 

 
基本的に，入山者が多く，登山道が多く存在する山域ほど，登山道の変化が多く見られる傾向が

ある．また，火山地域で入山者が多い山域（八甲田山，御嶽山など）でも変化量が多い傾向が見ら

れる． 

地域的な傾向としては，北海道の山地は比較的登山道の変化が少ない傾向である． 

収集した資料の記述内容から，入山者が少ない山域では，廃道となっている登山道も多い． 

「十字峡」については，登山熟練者のみが通行可能なルートも資料に「難路」として記されてお

り，例外的に本数が多くなっている． 

 
４．まとめ 

本調査作業において，登山道の変化情報調査に適している資料等の検証を実施したことで，基本情

報調査の効率化及び地形図修正作業のための基礎資料として活用が図られることが期待できる． 
全国の主要山岳地域の登山道の変化状況を把握する際には，昭文社発行の「山と高原地図」，山と

渓谷社発行の「アルペンガイド」が有効な資料であることから，ガイドマップ等の更新時期を考慮

して，資料収集及び変化情報調査が有効であると考える． 

その他の山域に関しては，地方出版物のなかに有効な資料となりうるものがあることから，地方

出版物の調査も必要であると考える． 

また，インターネット情報に関しては，登山記録や登山写真を掲載したサイトがほとんどであり，

それらの情報から登山道の有無や状況を把握できる場合があるが，登山道の位置を特定できるものは

少ないことから，参考情報として利用すべきである． 


