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雪原を朱色に染めて昇る御来光

　中央アルプスの主峰・木曽駒ヶ岳は、伊那地方の地元民にとってごく身近な存在の山であり、

南アルプスの甲斐駒ヶ岳を東駒ヶ岳と呼ぶのに対し、こちらを西駒ヶ岳と愛称し、本岳を中心に

伊那前岳、宝剣岳、中岳も含めて総称しています。

　古来より生活の糧となる薪とり、春から秋にかけての山菜採り、薬草採取をはじめ、高峰に降

り積もった雪解け水を水田に引き入れ稲作に利用するなど、山の恩恵に感謝する生活体系が構

築されてきたのでしょう。また日本のほかの山がそうであるように、畏怖なる山への尊崇の表れ

が山岳信仰へと結びつき、西駒ヶ岳の山頂に祠を祀ったり、中岳や濃ヶ池には雨乞い神事の龍

神様を請願したり、鉾立山へ五穀豊穣や平穏安泰や子孫繁栄を願う権現社を祭祀して近くには

三十三観音の石神群を安置しています。

　天与の恵みは地形にも見るべきものがあり、西駒ヶ岳山頂南東面には地質学上とても貴重な

雪食凹地と呼ばれる岩塊斜面や、小規模な圏谷が展開し、中央アルプス唯一の氷河湖・濃ヶ池

もひっそり神秘な佇まいを留めています。

　天を突く鋭い山容の宝剣岳は、東側直下に千畳敷と称する圏谷を抱え、そこは地下水が豊か

なため夏の広大なお花畑が開け、森林限界に位置することから寒冷な気候に変形して育つ岳樺

（ダケカンバ）や七竈（ナナカマド）の高山木が鮮やかな紅葉をまとい、初夏の萌える若葉、冬

の霧氷や、樹氷も西駒ヶ岳ならではの光景といえましょう。

　さらにまた麓からいっきに盛り上がるように造山した山容は、山肌が急峻なため、黒川の本谷

や支谷に幾筋もの滝が連瀑し、伊勢滝、不動滝などの名瀑も見られます。 西駒ヶ岳の山稜にの

み咲く特産種のコマウスユキソウの白い清楚な花は絶頂を覆うように群生し、高山植物の女王

コマクサなど多岐にわたる花々も咲き競っています。

　このように国定公園としての守るべき大自然は随所に見られ、学習の場として学ぶべき対象と

しての自然もあちらこちらに散りばめられています。

　本書は、日本の国定公園として中央アルプスが指定された記念の年に、山脈の主たる西駒ヶ

岳周辺にテーマを絞って、名峰のダイナミックな山姿や繊細に移りゆく四季折々の自然、珍し

い気象現象、多様する可憐な高山植物、そして山域に棲息する動物にもスポットをあてて紹介

しています。

感
動 

西
駒
ヶ
岳



4

萌える若葉と雪渓輝く黒川源流

初夏の陽光たっぷり浴びて残雪映える伊那前岳と中岳と宝剣岳



7
雲間からのスポットライトに輝く残雪と若葉の濃ヶ池カール

ハイマツ帯の岩上で囀るイワヒバリ



8 9
黒川源流帯のダケカンバ林とナナカマドの織りなす風景

若葉をまとうダケカンバ　濃ヶ池から駒飼ノ池区間の登山道にて



10 11

霧に霞むウドンヤ峠付近の針葉樹の森

陽を受けて輝く若葉

オジギソウに付着した水滴の玉すだれ



12
宝剣岳南稜の鋭鋒と彩雲

伊那前岳の上空に朝のレンズ雲　宝剣山荘付近にて



14 15

西駒ヶ岳より望む中央アルプスの名峰群 



16 17

登山者で賑わう緑色の鋭鋒・宝剣岳 梅雨明けの澄み切った青空に映える西駒ヶ岳 



18 19

和合の岩峰と八丁坂に大群落するシナノキンバイ 千畳敷にコバイケイソウ咲くお花畑と宝剣岳



20 21

コマクサ ミヤマクロユリヤマオダマキ タカネグンナイフウロハクサンフウロ クルマユリ

ハクサンシャジン チングルマヨツバシオガマ シナノキンバイコバイケイソウ ミヤマカラマツ



22 23

コマウスユキソウ（宮田村 特別シンボル）

　高山植物が生育できるのは一年の中でわずか100日ほど。限られた期間に多種多様な花が、

山腹や稜線を彩ります。水辺を好む花は渓流沿いや湿地に、高層草原や砂礫地を好む花は高山

帯に、それぞれの環境に見事に適応し、形態変化を起こす知恵と、過酷な地に耐える能力を身

につけてきました。蝶や蜂に来てもらい子孫を残すため、ただそのためだけに美しく可憐な花

を咲かせます。強風によろめき、強い陽射しの乾燥に耐え、それぞれの花がお互いに譲り合い、

時には闘って、絶妙なバランスの中で健気に生きています。

高山 植 物

雨に打たれて透き通るように咲くハクサンイチゲ



24 25

駒飼ノ池カールの黒川源流にかかる滝 一条の流れだけ残す駒飼ノ池



26 27
民話の残るロマンに満ちた中央アルプス唯一の氷河湖・濃ヶ池

伊勢滝付近の森で出会ったシマリス



28 29

中岳から望む朝日を浴びて輝く西駒ヶ岳宝剣岳の守護神・天狗岩の向こうに朝の虹



30 31
中岳から望む雲海に浮かぶ宝剣岳と三ノ沢岳とその奥に空木岳



32 33

馬ノ背下部から望む朝日に輝く西駒ヶ岳

東駒ヶ岳を擁して昇る朝日に光冠（天狗荘付近にて）



34 35

中岳から望む草モミジ彩る西駒ヶ岳

ウラシマツツジ彩る伊那前岳西稜から望む宝剣岳



36 37

黄葉鮮やかな馬ノ背上部から黒川谷の U字谷を望む ナナカマドの紅葉彩る馬ノ背から黒川谷を鳥瞰



38 39
ハイマツ覆う山肌に彩りを添えるダケカンバの黄葉と岩峰



40 41

青空に映える絹雲と真紅のナナカマドと将棊頭山（濃ヶ池分岐にて） 花崗岩の白い岩塔を彩るダケカンバとナナカマドの紅葉



42 43
馬ノ背南東斜面の見事な紅葉

馬ノ背から鳥瞰する濃ヶ池に現れたブロッケン



44 45

　西駒ヶ岳山頂南東斜面には地質学上とても貴重な地形が存在します。そこは、ごく小さなカー

ルが幾つか見られ、我が国唯一のペーブメント（石畳）や岩塊地や階段状構造土や雪食凹地な

どが目白押しです。

　中岳の絶頂部にも岩塊斜面が存在し、冬の厳しい季節風などの風化作用も働き、花崗岩の硬

い芯のみ残る針のような岩塔も見られます。まさに自然が研磨したオブジェといえましょう。

貴重な地 形「雪食 凹地 」

右上　　階段状構造土
下　雪食凹地が広がる斜面



46 47
中岳西壁の急峻な岩塊斜面を彩る草モミジ

中岳西壁に展開する針のような岩塔群を彩る草モミジ



48 49

千畳敷に初雪の降った朝、

見慣れた風景は一変。

白銀の世界へと一夜にして

変貌を遂げました。



50 51

夜半のブリザードが去った朝、御来光とともに現れた日暈

宝剣岳東壁が

雪にすっぽり覆われることは珍しく、

3日間雪嵐が続いた早朝、

ヒマラヤ襞をまとった宝剣岳が

朝日を浴びて朱色に輝いた。



52 53

宝剣岳と宝剣山荘の鞍部は

風の通り道なので

深くえぐり取られた

シュカブラが

それを証明しています。

西駒ヶ岳頂稜は風衝地帯。

風速40mもの風が削った

シュカブラの彼方に

伊那前岳とその奥に

南アルプスが横一直線に

連座しています。



54 55

伊那前岳東稜から伊那前岳と右奥の北アルプスを望む 乗越浄土から伊那前岳西側前衛峰と左奥に将棊頭山を望む



56 57

再び私たちの前に現れて欲しい雷鳥

　冬の貴公子・雷鳥。西駒ヶ岳にロープウェイが架けられた頃を境に、崇高な雷鳥は中央アルプ

スから姿を消したといわれていました。

　けれども近年になって、雷鳥の姿が確認され、ふたたび生息地となるのでしょうか。いつまで

も健気に生き抜いて欲しいと、願わずにはおられません。

中央アルプスの雷鳥

重たげに樹氷を着けたダケカンバが春の日差しに輝く



58 59
宝剣岳暮色光焔

標高 2612ｍの千畳敷は冬の夜空がことのほか澄み、天の河がくっきり見えます



60 61

　宮田村は南の太田切川、東の天竜川に仕切られた肥沃の大地を持ち、縄文の昔から独自の文

化を開花させてきました。それらを証明する幾多の遺跡群が発掘され、縄文時代前期では本州

最大級ともいわれる中越遺跡の規模からも、伊那谷における文化の中心的存在だったことが容

易に理解できます。西駒ヶ岳の豊富な水源を利用した稲作文化も古くから根付いていて、注目す

べきは、近年、村内全農家の皆さんが参加して「宮田方式」と呼ばれる日本農業の範となるべき

未来を示す独自の農業システムを構築したことです。いまでは、村長や職員の皆様、さらに村民

らの英知によって、地ビールや、試行錯誤のすえ手塩にかけて育成したブドウを原料に、厳正な

管理のもと醸造したワインも高評価を得ています。市街地には古き良き時代の白壁蔵の建造物

が並び、北の城と呼ばれる桜の名所や、天竜川に清流を堰き溜めた大久保ダムもあります。宮田

村は、金字塔を樹立したスピードスケーターの新谷志保美選手を輩出するなど教育や福祉にも

定評があり、人情細やかな村民が暮らしています。

　中央アルプスの名峰中の名峰を4峰も有し、氷河時代の遺産といえる地形をも抱える宮田村

は、中央アルプスという高峰群ばかりか、山の中や山麓にも天与の恵みは数多く存在します。か

つては牧場として、あるいはスキー場として開発された歴史ある宮田高原は、みごとなスロープ

を描く高原台地です。初夏の萌える若葉の瑞々しい木々とレンゲツツジの花…、秋の豪華絢爛な

紅葉など多くのハイカーや写真好きの愛好家らで賑わっています。現在は、アウトドアライフを

満喫する人々に人気のあるキャンプ場が設置され、中央・南の両アルプスを望む絶景の展望台も

あります。

　近くには、山岳信仰の霊場と言っていい鉾立権現社や三十三観音の石神群がたたずみます。宮

田高原から黒川中流域に足をのばすと、美しい飛沫をかける不動滝や、勇壮豪快な水瀑が圧巻

な伊勢滝があります。

輝く宮田村の未来

青空に映える大久保地区の水田地帯



62 63

展望台から望む雲海に覆われた伊那谷と雲上の南アルプス 

　標高1650ｍ、夏でも涼やかな高原は360°見渡す限りの大

自然と、展望台からの眺望に優れ、眼前に中央アルプスの絶景

が開けます。5月下旬～6月上旬のレンゲツツジ、夏の爽やかな

高原、秋の紅葉がみごとです。キャンプ場も完備し、ログハウ

スやオートキャンプ対応のテントサイトの他、広くてきれいな

炊事場やシャワー室も完備しています。

　宮田高原へは4月下旬～10月末まで寺沢林道を利用します。

キャンプ場の営業期間は7月1日～9月30日までです。

宮田 高原

宮田高原キャンプ場

宮田高原の入口に立つ表示板



64 65

高原のシンボル白樺が萌える若葉をまとう初夏 高原内の斜面や山肌に大群落するレンゲツツジ

ニホンカモシカ美しい声で囀るノビタキ



66 67
青空に映える黄葉のダケカンバと初冠雪の宝剣岳



68 69

　西駒ヶ岳を源流とする黒川の支流に名瀑・不動滝がありま

す。天台宗の古刹・光前寺を開山した本聖上人が比叡山にて

研学修行の後、この滝より不動明王の尊像を授かったという

故事が伝わります。比高15ｍの滝脇に不動尊の社と石像が安

置されています。

　滝の飛沫を落とす周囲の景観が、伊勢神宮の裏山に似ると

ころから滝名が付けられたとか。比高20ｍの名瀑で、春の新

緑や秋の紅葉が、水量豊かな滝とみごとにベストマッチしま

す。西駒ヶ岳登山道の五合目付近に位置し、近くに避難小屋も

整備されています。

不 動 滝 伊 勢 滝

名瀑不動滝にかかる鮮やかな虹

氷瀑と化した不動滝

黒川の渓流を彩る紅葉 エメラルドグリーンの美しい渓流の伊勢滝



70 71

　鉾立山の頂上に鉾立権現の祠が、鳥居前の参道には三十三観音が安置されています。

かつては麓から参道に沿って順に建てられていた三十三観音は、道標のほか、五穀豊穣、

宮田高原や西駒ヶ岳への登山者、山仕事の安全などを請い願う祈願所の役割を担ってき

ました。

鉾立 権 現と三十三観 音



72 73

　大久保ダムは大正15年に発足した天竜川電力（代表取締役は福澤桃介）によって、天竜川本

流に9つの水力発電所の建設が計画され、最初に完成した大久保発電所用のダムです。当然な

がら大久保ダムは、水力発電用の水車を回すための目的から建設され、洪水吐は3門、ローリン

グゲートを採用、出力1.746kWの大久保発電所へ供水されました。

大 久保ダム

天竜川本流にかかる大久保ダム

満々と水を蓄える大久保ダム湖



74 75

「こもれ陽の径」西エリアを流れる黒川の清流。霧の出現によって神秘的な雰囲気を醸す 「こもれ陽の径」エリアの一角に群落するコバギボウシ

「アサギマダラの里」で吸蜜するアサギマダラ

　太田切川左岸に並行するように東流する黒川、その流域に整備さ

れた小径です。森の中を縫うように清流が流れ、小鳥のさえずりが心

地よく、森林浴と水の綾なすマイナスイオンを全身で浴びつつ、散策

できます。宮田マレットゴルフ場や、近くに日帰り入浴施設「こまゆき

荘」があり、人気のエリアとなっています。

　近くの「アサギマダラの里」には、フジバカマを植えるなど整備し、

例年、9月下旬～10月上旬頃には数多くの個体が飛来してきます。

こもれ 陽 の 径



76 77

海鼠壁の白い蔵造りの商家が何軒か軒を連ねる宮田蔵の街並み

　江戸時代は高遠藩の藩領で、伊那街道の宿場町として栄え

本陣が置かれ、中馬が隆盛をみました。軒を連ねた問屋は、伝

馬の荷継も行いました。国道153号線の裏手に旧伊那街道が

通り、蔵造りの商家が幾つかありし日の面影を残しています。

　中越の天竜川右岸の断崖上にある城郭跡を史跡公園として

整備。いまでは園内に植樹された桜が成長し、高遠城址公園

の桜に迫る勢いです。隣接する天竜川に架かる吊り橋・北の城

橋は、天竜川の最上流に架かる吊り橋として著名です。

蔵の 街 並み 北の城公 園

桜花と若葉と残雪の中央アルプス彩る北の城公園



78 79

たわわに実った稲穂が刈り取りを待つ田園風景

　信州みやだワインの原料となるヤマソービニオンは、駒ヶ原という

水はけの良い大地に、日照量も多いなどの好条件が重なり、ブドウ栽

培に最適であり、宮田方式で培ったノウハウが生かされ、6次産業構

想が始まったのです。さらに水稲の作付けは言うに及ばず、各種の野

菜、りんご・梅などの果物も好評。六条大麦は県内6位、小麦は7位の

収穫量を誇っています。

信州みやだワイン紫 輝

あちらこちらに作付けされている麦畑。麦秋の頃はフォトジェニックな風景が広がります



80 81

宮田高原レンゲツツジ　フォトコンテスト
最優秀賞作品

宮田村 アサギマダラの里　フォトコンテスト
最優秀賞作品

第 1回　2016（平成 28）年 第 1回　2016（平成 28）年第 2回　2017（平成 29）年 第 2回　2017（平成 29）年

第 3回　2018（平成 30）年 第 3回　2018（平成 30）年第 4回　2019（令和元）年 第 4回　2019（令和元）年
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輝く宮田村の未来へ
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　令和2年3月27日、自然公園法（昭和32年法律第161号）第5条第

3項及び同法第7条第3項の規定に基づき、国内で57カ所目の国定

公園として、「中央アルプス国定公園」が新たに指定されました。

　今回の告示により、長野県南部に位置する木曽山脈のほぼ全域

（南北約100km）と、木曽谷に位置する寝覚の床及び木曽田立の滝

周辺の地域一帯を新たに国定公園に指定することになりました。国

定公園の指定は平成28年3月の京都丹波高原国定公園（京都府）以

来、約4年ぶりとなります。

　中央アルプスは長野県南部に位置し、東に天竜川が流れる伊那

谷、西に木曽川が流れる木曽谷に挟まれた東西約20km、南北約

100km に走る木曽山脈の通称名であり、ほぼ全山が花崗岩で形成

される非火山性連峰です。木曽駒ヶ岳の南側には、代表的な氷河地

形であるカール（圏谷）、モレーン（堆積堤）、氷河湖等が存在すると

ともに、木曽谷周辺は、山岳部と共通した花崗岩地形の特性を有す

る地域で、木曽川の水流によって侵食されてできた渓谷地形や多数

の滝が分布しています。

中央アルプス国定 公 園 環境省報道発表HPから引用
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　令和2年3月27日、全国で57番目の国定公園として「中央アルプス国定公園」が誕生しました。

　国定公園に指定されたのは、北は塩尻市から南は阿智村までの13市町村にまたがる南北100km、東西

20km、面積35,116haの地域です。中央アルプスの希少で特徴的な氷河地形や高山植物などが認められました。

なかでも宝剣岳や千畳敷カールから駒ヶ岳までの176haは、特にすぐれた自然景観・原始状態を保持する特別保

護地区として指定され、その8割、142haが宮田村です。

　特別保護地区には日本で2か所しか確認されていない氷河湖・濃ヶ池や、国内に唯一存在するとされるペーブ

メント（石畳）、日本で最初に発見されたＵ字谷
こく

・黒川渓谷などがあります。また中央アルプスの最高峰である宮

田村の至宝 木曽駒ヶ岳は、西駒ヶ岳として地域の皆様に親しまれ、大正時代から続く学校登山は中学生の校外

学習として今も続いています。昨年は絶滅したとされていたライチョウが発見されています。特別保護地区以外に

も、不動滝・伊勢滝・宮田高原など多くの貴重で美しい場所があります。

　写真集の作成を依頼した山岳写真家の津野祐次氏は、以前からこうした中央アルプスの素晴らしい自然を撮り続

けており、写真展やギャラリーの様子が報道されました。作品の1つは今も名刺に使わせていただいており、そのご

縁から、国定公園指定の機会に、宮田村の西駒ヶ岳を中心とした写真集を作成していただくことといたしました。

　写真集には、「宮田高原レンゲツツジコンテスト」や「宮田村アサギマダラの里フォトコンテスト」に入選した作

品も掲載させていただきました。また宮田村の歴史を今に伝える中越遺跡、宮田宿、北の城址や美しい田園風景

も掲載してあります。また「感動」「西駒ヶ岳」の題字は、鷹野 力宮田村観光協会長に書いていただきました。

　作成した写真集は、村内の全家庭に配布させていただきます。

　これまで新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から外出の自粛等が求められてきましたが、村民の皆

様には、「輝く宮田村の未来」に向けて、お手元に届いた写真集をご高覧いただいて楽しんでいただくとともに、

撮影地へも足を運んで宮田村への愛着と誇りをさらに深めていただきたいと思います。

　また、交流人口やＵＩＪターン、移住定住などが増加することで地域の活性化が実現できる可能性も増してまい

ります。ぜひ親戚や友人、知人などの皆様に素晴らしい宮田村の情報を発信していただければ幸いです。

令和2年7月吉日

発行にあたり
宮田村長　小田切 康彦

 7000～6500年前 宮田村に人が暮らしはじめる
※向山遺跡・中越遺跡ほか

1180（治承 4）年 木曽義仲が木曽殿越（駒ヶ根市）を越えて伊那
に進入　※「吾妻鑑」

1532（天文  元）年 西駒ヶ岳頂上に駒ヶ岳神社創建　

1736（元文元）年 高遠藩1回目の駒ヶ岳検分　※郡代 安藤太郎兵
衛が実施

1756（宝暦 6）年 高遠藩2回目の駒ヶ岳検分　※郡代 坂本英臣
（天山の父）が実施「駒ヶ嶽検分復命書」を作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1784（天明 4）年 7月 高遠藩3回目の駒ヶ岳検分　※郡代 坂本天山が
実施　勒銘石を刻む　「登駒ヶ岳記」を記す

1811（文化 8）年 宝剣岳に、下諏訪の行者「寂本」が鉄製の錫杖
（宮田村教育委員会収蔵）を奉納

1873（明治 6）年 5月
町割・北割・南割の宮田三カ村、新田村、大田切
村が合併により宮田村が誕生
中越村、大田切村の一部による中越村が誕生

1875（明治 8）年 1月 宮田村と中越村の合併により新宮田村が誕生

1889（明治22）年 地質学者 原田豊吉が「日本地質構造論」で「木
曽山脈」と命名

1891（明治24）年 ウォルター・ウェストンが「日本アルプスの登山と探
検」で駒ヶ岳を世界に紹介

1910（明治43）年 初代日本山岳会長　小島烏水が日本アルプスを
北アルプス・中央アルプス・南アルプスに分ける

1913（大正 2）年 8月
中箕輪尋常高等小学校の37名が遭難（校長以下
11人死亡）　後に新田二郎が「聖職の碑」の題
材とした

1913（大正 2）年 10月 遭難記念碑建立
1927（昭和 2）年 8月 頂上小屋（現頂上山荘）開設（昭和50年7月に更新）

1929（昭和 4）年 7月 剣ヶ峯休泊所（現宝剣山荘）開設（昭和44年7月
に更新）

1934（昭和 9）年 7月 駒ヶ根楽園休泊所（現宮田高原キャンプ場）開設
1951（昭和26）年 11月 中央アルプス県立公園に指定
1954（昭和29）年 1月 宮田町誕生

1954（昭和29）年 7月 赤穂町・中沢村・伊那村・宮田町の合併により駒ヶ根市が誕生
1956（昭和31）年 9月 駒ヶ根市から宮田の区域を分け宮田村を分立
1961（昭和36）年 8月 天狗荘開設（昭和55年7月に更新）
1964（昭和39）年 自衛隊によるオッ越方面の道路建設
1967（昭和42）年 7月 中央アルプス駒ヶ岳ロープウェイ開通

1969（昭和44）年 3月 寺沢林道全線開通　駒ヶ根キャンプ場（現宮田高原キャンプ場）へ自動車の乗り入れが可能に
1969（昭和44）年 駒ヶ根キャンプ場を宮田高原キャンプ場に改称
2020（令和 2）年 3月 中央アルプス国定公園に指定

 1億7000万年前 ころ 太平洋の底で地層が生まれる
8000万～7000万年前 地中深くで花崗岩が生まれた

 1500万年前 アジア大陸東縁が割れ太平洋側へ移動して日本
が誕生　後ろは日本海になる

 400万年前 赤石山地が陸化する　山地からの流れが集まっ
て天竜川となり太平洋へ注ぐ

 80万～70万年前 中央アルプスの誕生

 70万年前 中央アルプスから流れ下る河川により浸食が進
み伊那盆地内に扇状地が重なり合う

 8万～4万年前 （寒冷期）黒川谷・中御所谷の谷氷河が形成される

 2万年前 （寒冷期）濃ヶ池カール・千畳敷カールなどが
形成される

宮田 村と西 駒ヶ岳 の歴史
《宮田村誌などから引用》

中央アルプスの生い立ち
《理学博士・日本地質学会名誉会員　松島 信幸氏監修（長野県下伊那郡高森町在住）》

※氷期（寒冷期）の中央アルプスには、山頂部にカール地形が形成された。　※宮田村の村里からは、千畳敷カールや池ノ平カールが見える。
※ 中央アルプスの主稜線から盆地内に流れ出てくる最大の谷を流れる川が太田切川である。中央アルプスが上昇すると同時に流れ出した砂礫が盆地内に扇状地を形成してき
た。早期に形成した扇状地は広く村里を造った。引き続き流れ出る土砂は、初期の扇状地を掘りこんで重なり合う。伊那盆地には扇状地浸食段丘が発達している。
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　中央アルプスを対象に撮影を開始したのは1972年。それから今まで約半世紀にわたり、

重い撮影機材を背に山中や稜線を歩いてきました。最初の10年間は、本岳や中岳や宝剣岳

の山容を主に、森林やお花畑や渓流なども狙いました。その成果は「中央アルプスの四季」

という初個展で発表しました。その際、日本の郷土史家、故・向山雅重先生が会場にお越し

くださり、その後、丁寧なお手紙をいただいたのです。

　『津野さんの写真は単に記録写真だけでなく、様々な自然にまで視点を置いています。

さらに深く山の自然を追求し、西駒ヶ岳を隅々まで知ることで、写真を深めることにつなが

ります。』と、助言してくださいました。私の師であった柴崎高陽先生とは、戦後の動乱期、

失われつつある「信州の祭り」を記録に残すべく、向山雅重先生とスクラムを組んで、聞き

取り調査と写真撮影を行った友人関係であったことを、後に知りました。向山先生の偉大

さを知った私は、向山先生のお宅を訪ね、膨大な書籍が詰まった書庫が幾つも置かれた部

屋へ案内していただきました。先生は西駒ヶ岳とその麓に住む人 と々の関係や、民俗学とは

何かを、療養中にも関わらず、熱心にお話しくださいました。その時のありがたい講話は、

私の記憶から消えることはありません。　

　初個展から10年後に柴崎先生のお力添えがあって、待望の「中央アルプス」の写真集を

山と溪谷社から出版していただき、その後、この山域のガイドブックを6冊も発行すること

ができました。

　令和元年、宮田村長・小田切康彦様に面会が叶い、国定公園として認可がおりるよう、並々

ならぬ努力をされていることが解りました。宮田村の未来につきまして心の内を熱く語ってく

ださり、会話の端々に、誠実なお人柄や、知識人としての品格が滲み出ておりました。

　それから宮田高原へ何回も通ったり、伊那前岳や中岳や西駒ヶ岳、さらに濃ヶ池や駒飼

ノ池へと改めて足を運び、新しい視点で写真を捉えるよう努めました。そしてさらに、担当

の職員の方に同行して不動滝を撮影したり、西駒ヶ岳山頂南東面の雪食凹地の地形を収め

たり、「信州みやだワイン紫輝」の原料、ヤマソービニオンのぶどう畑を取材したりしまし

た。ぶどう畑で働くご夫妻は、真っ黒に日焼けした顔と大きな手が印象的な優しい人でし

た。山間のぶどう畑では、周辺にフジバカマや季節の花々を植えている家長が、海外から

飛来するアサギマダラが羽を休めに来ると、笑顔で話してくださいました。

　8世紀、テキストを伴って文字や建築技術が、百済や高句麗から遥々海を越えてやって来

ました。古代の国家から派遣された渡来人によって伊那の地名が生まれ、伊那地方の文化

に多大な影響を及ぼしています。けれども宮田村は、弥生時代から始まった稲作文化を中

心に日本人の魂を受け継ぎ、宮田独特の文化を現在まで脈 と々引き継いでいます。その証と

して古代遺跡が幾つも発掘され、近代では宮田方式と呼ばれる農業方式が、全国に先駆け

て他の範として注目されています。そういう意味からも宮田村は一国を形成していると言っ

ても過言ではありません。国造りのあり方、行政システムの模範となるべき姿があちこち

にみられるからです。協調性や、正直で明るく優しい人間性が、どの地域に住む皆様にも備

わっていると私は感じます。

　令和2年、宮田村長・小田切康彦様らの念願が叶い中央アルプスが国定公園に指定さ

れ、その記念すべき年に「感動　西駒ヶ岳　輝く宮田村の未来へ」写真集発行に関われま

して、大変ありがたく存じます。

　取材の際は、宮田村長・小田切康彦様をはじめ、宮田村役場の職員と村民の皆様。取材

時に怪我をした際、適切な手術と治療を施してくれたお二人のお医者様。撮影助手を務め

てくれた皆様。これらの皆々様に、心から厚く御礼を申しあげます。

　そしてさらに宮田村のすべての皆様に、輝かしい未来が訪れ、併せてご健勝で幸せ多い

人生となりますよう願っております。

津野祐次

西駒ヶ岳と宮田村の
取材を終えて

1945年長野県駒ヶ根市生まれ。
82年写真界の巨匠・柴崎高陽氏に師事。
92年写真事務所を開設し独立。日本アル
プスの山岳地帯を主に国内の自然風景を
撮り続け、数多くの作品を発表している。
撮影会・講演会の講師、各種写真コンテス
トの審査員のほかテレビ出演も多数。
日本山岳写真協会評議員・南信支部長。
主な著書に『日本の山と渓谷・甲斐駒・
仙丈・塩見岳』（山と溪谷社）『さくら桜』
『雲上浪漫』（信濃毎日新聞社）『光と山
気の交響曲』（新葉社）ほか多数。
伊那市在住。

写真・文

津野祐次
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