
香港ジオパーク認定記念ハイキング報告 ３月５日
はるかなシャープピーク

今回のツアーは極力公共交通機関を活用し、香港中を自分の脚で歩き、香港とじっくり付き合うことを旨とした。
また、食事もあくまで自分たちで選びオーダーすることとした。従ってこの朝はホテルのそばの粥やへ向かい、あ

わび味の各種粥と腸粉を堪能した。豆乳もうまかった。
しかし、さすがに新界の東端のジオパークへ向かうにはスムースな移動を期して朝7時ホテル発のバスを手配し

た。そのバスは土曜日早朝のがらがらの街路を猛スピードで飛ばし、普段は２時間ほどもかかる北潭涌に何と40
分で着いてしまった。まるで銀座から上高地まで40分で到着したようだとは言い過ぎか？ とにかくスムースだった。
ここには道をまたいで遮断機があり、その先へは特別許可を受けた車しか入れない（西貢からのタクシーは入れ

る）。かつては中国本土との緩衝地帯で、厳重な出入管理が行われていた。ジオパーク関連の資料を展示した
ビジターセンターもあるが開館は9時と言うことで残念ながらパス①。
それにしてもここから始まる巨大貯水池沿いの約10km＝2時間のアスファルト道を歩くのはそうラクではない。海

外組としてはどうしても車で入って時間をセーブしたいところだ。
貯水池の大きさ②に歓声を上げながら20分ほどで東端のダムに到着した。感謝感謝。

①北潭涌ジオパークビジターセンター

②ハイアイランド貯水池西北端より

この貯水池は沖あいの島と陸を東西2つのダムで結び、中の海水をかき出して１979年に作られた。貯水量は
奥多摩湖の1.5倍の2.7億? もある。その東ダムの北端にジオパークサインがある③。1979年にダムが誕生した折に
周囲の特異な地形が初めて人々の身近なものになった。それが2009年11月に中国の国家ジオパークに認定
されたのだ。そこから海の方を見下ろすと、一段下にもう一つのダムがあり、その外側に無数のテトラポッドが置かれ、
外洋の波浪からダムを守っている④。
さらにその向こうに陸地からすっぱり切り離されたような島がある。長年にわたる浪浪の浸食で軟弱部分が削り取ら
れて生まれたポーピンチャウだ。やや傾いた六角柱状節理の壁がまるでパイプオルガンのように見える。

③ジオパークサイン ④下ダムとポーピンチャウ



ダムから下へ降りて行くと道の脇に見事な柱状節理が姿を現す⑤。1.8-1.4億年前の一帯の火山の大爆発で
直径２０KMの巨大なカルデラが生まれた。そこに火山灰や岩屑が厚さ400ｍほども堆積し、ゆっくりと冷却、六角
形の柱状節理を形成した。
その節理が飴の様にぐにゃりと折れ曲がっている部分がある⑦。節理のわずかな隙間に地下からマグマが侵入
し、その弱くなった部分に地殻変動の巨大な力が集中し、折れ曲がり、こんな姿になったのだ。地球の力の異様
さを思い知らされる、香港ジオパークでも最もパワフルなジオサイトだ。
香港の人々は北潭涌からここまでの往復4時間の散歩を楽しみにしている。しかし、海外組にはそこまでの時間
の余裕は無いので車で失礼した。地球の力をもらったらいよいよマクリホーストレイルに足を踏み出す。

⑤巨大柱状節理壁

⑥どうしても登りたくなってしまう根っからのアルピニスト

⑦柱状節理膝折帯

貯水池の北東岸は山が石切り場の様
に三段に削られている⑨。削った岩を
積み上げてダムを造ったのだ。
トレイルはその脇を登って行く。かつては
石がごろごろして大変歩きにくい道だっ
たが今では石をコンクリで固めた
立派な遊歩道になっている⑧。さすが
ジオパークだがいささか野性味に欠け
る。道の脇では木麻黄が細長い
葉をすすきの様に風になびかせている。

⑨貯水池北東岸⑧いざ浪茄へ



歩き易い坂を登りきると向こうが何も無い。と思って左に少し進むと道の脇の藪のすぐ下に、突然、香港最美の
湾と言われる浪茄湾の全貌が広がる⑩。曇天のためにパッとしないものの、これが晴れていればどんなに素晴らし
かろうかと思わせられる眺めだ。つい気を取られて足元がおろそかになってしまう⑪。

香港の山歩きは山から山へと
言うよりは、山から海へそして山
へと言う劇的な変化の連続で
山海徑と呼ぶのがふさわしい。
浪茄湾の浜辺までの100mを一
気に駆け下る⑬。今回ぼくはガ
イド役だがいつもの調子で先頭
に立って先に行ったり、写真を
撮ったりしているとガイドの師匠
から「まるで犬のようにチョロチョ
ロしてガイドにならん」とお叱りを
受けた。確かにぼくは山ではい
つも犬の様にあちこちほっつき
歩いてとてもガイドにはなれそうも
ない。マクリホース・ステイジ1は
この下り坂の途中で終わり、突
然ステイジ2になる。何故こんな
に中途半端なところで終わるの
か誠に不思議だ⑫。

浜辺近くまで下ったところに突然広い庭園と赤い屋根の建物が現れる。まるでリゾートのビラハウスだ。しかし、
ここはカントリーパーク、そんな筈は無い。入口の看板に「福音解毒」と書いてある。麻薬中毒患者の矯正施設だ。
都会から遥か遠い辺境の地での療養は必ずや見事な更生をもたらすことだろうと思いつつ、ちょっとうらやましい。

⑩浪茄湾白砂

⑪足元注意

⑫何故ここで１から２へ？

⑬浜辺への下り坂

⑭麻薬中毒患者矯正施設



浪茄湾では木麻黄の巨木が松林の様に茂り⑮、白砂の砂浜が広がる。湾の外れの方で人が出て浜を掃除し
ている。近づいて見ると、波に打ち上げた浅緑色のあおさを集めている⑯。それを干してスープのだしにするのだろ
う。手にとって嗅いでみると日本の海の香りがした。

ここから道は西湾山への
登りになる。コンクリの階段
がしっかり整備され山道と
言うよりはやはり公園道だ
⑰。一帯に
植林された台湾相思など
の樹木もしっかり伸び、か
つては炎天下だった部分
がほど良い木陰に様変わ
りしている。
犬ガイドのリードするパー
ティーは前後が大きく開い
たものの、稜線に登り詰め、
立派なあずまやで大休止。

⑮松林ならぬ木麻黄の林

⑯あおさ採り

⑰コンクリ坂



①ハイアイランド貯水池西北より

②ハイアイランド貯水池南より

③ハイアイランド貯水東より

大浪湾とシャープピーク

⑦浪茄湾

⑤
ポ
ー
ピ
ン
チ
ャ
ウ

⑥東ダム峠へ

⑧大浪湾とシャープピーク

⑦浪茄湾

⑨西高山への登りから浪茄湾を望む

稜線上を西湾山へ向かう。残念ながら曇っているが浪茄湾、浪茄仔
⑲の眺めが広がる。解毒所⑳も見える⑳。
何も無かった西湾山の手前には立派なあずまやができている24。浜
辺からは都合１時間。大変登りやすくなった。

⑱浪茄仔 ⑲新緑の季節

⑳解毒所全貌 21 昔ながらの登り道

22 スミレ

23 車輪梅

24 西湾山あずまや



西湾山からの長い下りでシャープピークが姿を見せる。曇天の
せいでまるで影法師だが「あそこを登ります」と言うと皆息を飲む。
香港の山はなかなかあなどれないと気づいたようだ。

かつて西湾山を歩いて電線が気に
なることは無かったが今回は違った。
真新しい電柱がズラリと並んで一帯
の景観を台無しにしている。カントリー
パークの中のどこで、何のためにこれ
だけの電力が必要なのか？
村人の私有地は規制を外れている。
そこが商売のために電力を必要とする
のだろうか。

ようやく辿りついた吹筒峠から西湾へ下る道は
階段とスロープが並行している。バイクや小さ
な運搬車が入れるのだ。電線同様、人間は
自然を抑えつつある。

西湾山から西湾へ下るには西稜伝いに西へ大き
く迂回しなければならない。それだけ歩く距離は長
くなる。「直接下れないのか？」と声が上がるがこ
の山の藪こぎは一筋縄では行かない。

西湾山の西稜の外れにある峠付近からは西湾
とその彼方に続く大浪湾の雄大な姿が眺められ
る。そこは香港で最も美しい空間と言って良い。
それを眺めるために長い稜線を辿ってここまで来
たのだ。それにしてもシャープピークは大部離れた。

西稜の南側の谷筋には貯水池が複雑な形に入りこんで
いる。水面の上下にさらされる部分はまるで等高線のようだ。

26 西湾山下りからシャープピーク

25  山を切り裂く電線

２７ 貯水池末端

29 大浪湾全貌

３０ 西湾ハイブリッドロード



⑨吹筒? から大浪湾 ⑩西湾

⑪夾萬坑の流れとひょっこり島（大洲＋尖洲） ⑫鹹田湾とシャープピーク

⑬鹹田湾村古民家群 ⑭シャープピーク西面

⑮赤徑古民家 ⑯北潭凹近し

⑨西湾湿地帯

⑮黄石埠頭

鹹田湾の海際レストラン⑬鹹田湾の海際レスラン

⑩吹筒峠より大浪湾の全貌・シャープピーク登場

34 西湾ビーチ村

⑮ハムティン湾望見

⑫西湾湿地帯

峠から坂を下る。途中から
脇に小さな流れが現れ、下り
着くとマングローブの繁る湿
地帯になる。

潮の干満で道が出たり消えたりするためコンクリの堤防の様な道が整備されている。この一帯の、海とも山とも川
とも草原ともつかない錯雑とした雰囲気は心をうきうきさせてくれる。

31 湿地と海の間の地形がやや盛り上がってわずかな平地がある。 32 マングローブ林

33 堤防コンクリ道
西湾のわずかな平地にかつての漁師の家が点在する。
今ではハイカー相手の茶店だ。色使いがちょっとけばい。

大浪湾には西から西湾、ハムティン湾、大湾、東湾と４つの湾が
ある。その西外れの西湾は南北を長い陸地で囲まれ、実に美しい
長いレース模様の波が打ち寄せる。このコースのメインイベントが
始まる。

34 西湾レース浪



⑰赤徑から黄石までのボート

36  ハムティンレストラン＝海風士多

西湾の広い浜辺を横切り、川を渡り、小さな丘を登る。目線は目まぐるしく変わり、歩く楽しみが存分に味わえる。
丘の頂に立つと大頭茶の群落の向こうにシャープピークの頂上がチョコリと見える。ずいぶんと近くなった。そして
丘を下り始めると途端に足元が切れ落ち、ハムティン湾が眼下に広がる。山と海と浜辺の作り出す壮大な大伽
藍だ。あまりの眺めに思わず階段を踏み外しそうになる。
それにしても前方に結構多くの人が歩いている。香港の人々がこの一帯の美しさを知り出かけるようになったのだ。
犬ガイドは昼食予定のレストランが一杯になるのではないかと不安になり景色もものかわ突然駆け出した。

35 ハムティン湾全貌

この浜辺には昼飯には格好のレストランがある。その名も海風士多。そのレストランの前の小さな橋はこの一帯の
自然と人間の付き合いの象徴だ。川は干満に応じて５０ｃｍばかりの深さを上下する。これを渡るために村人が
流木や鉄パイプを結び合わせて橋を手作りした。しかし、これでは不安定だと言うことである時、橋の両岸をコン
クリで固めて立派な橋にした。ところがひどい増水の折にその橋は水の力であっという間に壊れてしまった。以
来再び元の姿に戻って今にいたっている。自然に対抗はできない、合わせるしか無い。
レストランはテーブルを浜辺の方向に増やしており、席は十分にあった。ほっとしたがあまりの人の多さにびっくり。
例によってシンガポールヌードル、牛肉焼きうどん、そしてチャーハン。いささか塩気がきつい味付け。シャープ
ピーク登山に備え泣く泣くビールは諦めアイスレモンティー。ところがこれが腹を壊すのではないかと心配される。
犬ガイドは思いがけない反応にびっくりしつつ、日本人の慎重なものの見方に改めて感心する。我は何人だ？



昼食を終えたのが１３２０、いよいよ
シャープピーク登山だ。しかし、１９００
のコンベンションセンターでのディナー
の予定を考えると登頂はいささかきつ
い。皆さんは意気軒高だがこれまでの
歩行の疲れも出るだろう。大浪? の
峠発1430が可能な範囲で登ろうと
言う判断をする。途端に「すっかり気が
抜けた」と言うブーイングが聞こえる。
犬ガイドとしては難しい判断だが、登頂
は次の機会にとっておく方がいいだろう。

37 ハムティン村古民家群

38 湿地帯からのシャープピーク

１０分ほどで大浪村に着く。古民家を再生して波乗りのための宿舎
にしている家が多く、村の入口の家の壁には巨大な波の絵が描か
れている。村の中央では幸福そうな犬たちが昼寝の真っ最中だ。

大浪村なのになぜか
Tai Wai?

39 お犬様占領道路

４０ 大浪だあ！



かなり急な坂道をジグザグに登ると大浪? の峠に出る。
途中シャープピークはすぐ右手に有ってその姿を一刻、一刻
変えて行く。メンバーはすっかり登るつもりになっていただけに
残念そうだがその高さを見て実は同時にホッとしている。登頂
は当初の予定には無かった。できるかどうか試してみたのだが
矢張りそこまでは無理だった。近くに寄って下から眺めて次回
を期す。

それにしても堂々たる山だ。
これがわずか４６８ｍと思う人
はあまりいない。
今回はこれにて失礼。
ばいばい。

２時半、峠から下り始める。この時間に
なっても下から上がって来る人が多い。
今夜はどこに泊まるのだろうか？それにし
ても道が良すぎる。ひょっとしたらハイヒー
ルで歩けないこともないだろう。
途中二俣で止まり、このまま北潭凹まで
歩くか、あるいは赤徑埠頭から違法ボー
トで黄石埠頭に出るか相談する。段然
ボート派が多く赤徑埠頭に向かう。埠頭
に近付くと沖あいに何食わぬ顔をして停
泊していたボートがスルスルと近づいてくる。
一人で待機していた人も加わり乗員は８
名、一人ＨＫＤ２０の違法ボートはわずか
１０分でバス停のある黄石埠頭に到着し
た。

43 皆さん満足sしたかな？

41 遙かなるシャープピーク

42 違法ボート屋根付きで健在



黄石埠頭に到着したもののお目当てのビールが無い。
そこで、ほどなく出発した２階建てバスでともかく西貢へ
向かう。
途中車の前を野良牛の親子が歩いて渋滞する。誰
もクラクションを鳴らすでもなくのどかなものだ。
西貢のバス停にはジオパークの案内所ができたりして
なかなかの人出だ。

街に待ったビールは海側の平
屋の建物の中にあった。
全員早速サンミゲールの生を
所望。朝8時20分から14 時40 
分までしっかり歩いた。シャープ
ピークは次回に残せてかえって
良かった万歳！と言うことで第
一目標は達成とした。

今回の旅は香港と言うことで、山登りだけでは
いけない。観光もふんだんに取り入れる。で、埠
頭に出てみるとその下に生簀付きの船が無数
に集まり埠頭の上のお客の要請に応じて網で
魚を上げ、空いた網で代金を回収している。陸
上に店を持てない漁師のアルバイトらしい。違
法ボートと言い実にたくましい。楽しめる観光だ。

この日はその後ミニバスでモンコックに出て、年末のあ
め横のような雑踏の中をホテルに戻った。
途中一人はぐれていなくなると言う事件が起きてまっさ
おになったが、１０分後に解決した。
ホテルに着いたのは１８時。それから準備してコンベン
ションセンタ―のダイナスティー倶楽部に到着したのは
１９時。香港の富豪たちの間でやや堅苦しい食事をし
てホテルに戻ったのは２３時になっていた。実に長い一
日だった。

44 野良牛様の散歩

45 ようやくビール、乾杯！

46 西貢魚市場


