
 

 

北北北北アルプスアルプスアルプスアルプス（裏銀座～槍穂高縦走） 

【報 告 者】Ｓ井 

【日   時】2008年 8月 9日（土）～8月 15日（金） 

【参 加 者】Ｓ井 

 

≪≪≪≪コースタイムコースタイムコースタイムコースタイム≫≫≫≫    

8/8(金) 天候：晴れ  福岡 → 名古屋 → 松本 

8/9(土) 天候：晴れ一時雨 

  松本 → 信濃大町 → 6:20 高瀬ダム → 10:30 烏帽子小屋 ←→ 12:30 烏帽子岳 

8/10(日) 天候：晴れ 

  4:30 烏帽子小屋 → 7:30 野口五郎岳 → 10:30 水晶小屋 → 11:00 水晶岳 

   → 13:00 鷲羽岳 → 14:00 三俣山荘 

8/11(月) 天候：晴れ一時雨 

  4:00 三俣山荘 → 5:00 三俣蓮華岳 → 6:20 黒部五郎小舎 → 8:00 黒部五郎岳  

→ 12:00 三俣蓮華岳 → 13:00 双六岳 → 14:00 双六小屋 

8/12(火) 天候：晴れ 

 4:00 双六小屋 → 7:20 千丈乗越 → 8:30 槍ヶ岳 → 12:00 南岳小屋 

8/13(水) 天候：晴れ後曇 

  5:00 南岳小屋 → 6:10 長谷川ピーク → 7:30 北穂高岳山荘 → 9:00 最低コル 

→ 10:10 穂高岳山荘 

8/14(木) 天候：曇後雷雨 6:30 穂高岳山荘 → 8:30 涸沢 → 10:30 穂高岳山荘 

8/15(金) 天候：曇後晴れ 

  5:00 穂高岳山荘 → 6:20 奥穂高岳 → 7:40 前穂高岳 → 11:30 上高地 

→ 平湯 → 高山 → 名古屋 

8/16(土) 天候：晴れ  名古屋 → 福岡 

 

≪≪≪≪    報報報報                告告告告    ≫≫≫≫    

 もしかすると、どこに行こうかと山行計画を立てている時が一番楽しいのかも知れ

ない。冬山がひと段落し「今年の夏はどこに行こうか？」と春先から考えていたが、

欲張りなのか？貧乏性なのか？あの山も行きたい、ここも行きたいと考えていると、

１週間以上の行程になってしまう。まず頭に浮かぶのは「そんなに仕事休めるのか？」 

帰ってきてから大変なのは承知の上で、今年は休ませてもらいました。後は家族…夏

休みにも関わらず、気持ちよく（？）送り出してくれた家族に感謝！！ 



 

 

出発の前日夜、出張から戻り荷物の最終確認を行う。いつものことであるが「期待

と不安」が入り混じった感じである･･･。 

移動当日は飛行機で名古屋まで行き、あとは高速バスで松本までの移動。当初はそ

の日のうちに、登山口である高瀬ダムまで入ろうと思ったが、信濃大町からタクシー

で 8000 円ほどかかるらしい。夕方近くからタクシーの相乗りを探すのは難しいかなと

思い、翌日朝からの移動とし、その日は松本でホテル泊とした。 

この日から「北京オリンピック」開幕、翌朝早いので寝ないといけないのであるが、

ついつい見てしまう。 

 

１１１１日目日目日目日目    8/9(8/9(8/9(8/9(土土土土) ) ) )     高瀬高瀬高瀬高瀬ダムダムダムダムからからからから烏帽子岳烏帽子岳烏帽子岳烏帽子岳へへへへ    

 3:30 起床、4:35 JR ムーンライト信州号で信濃大町を目指す。電車の中は 8 割くら

いの混み具合、そのほとんどが登山者である。新宿からの夜行列車ということもあり

何かの小説にでも出てきそうな何とも言えない良い雰囲気である。気持ちも盛り上が

ってくる。30 分ほどで信濃大町到着、タクシー乗り場へ向かう。運よく 2 名の同乗者

を見つけ計3名で高瀬ダムへ。8500円、3名なので1名あたり 2800円で行ってくれた。

七倉までは普通車でも行けるがそれから先は東京電力の私道らしく、台数限定（シー

ズン中は 10 台？）で指定タクシーだけが入れるらしい。石を積み上げたかなり大きな

ダムの中のジグザグ道を進み、タクシーはダム堤まで。降りると意外に風があり涼し

い（寒い？）、長袖シャツに着替え出発。 

 最初に登る「ブナ立尾根」、以前は北アルプス三大急登と言われていたらしい。次第

に陽射しが強くなってくるが、樹林帯の中を進むので直射日光が当たらずに助かる。

初日と言うことで身体が慣れていないのか、ペースがうまく掴めないが、予定よりも

早く 10:30 烏帽子小屋へ到着。小

屋の前には小さなお花畑があり

心が和む。手続きをしてテン場へ。

まずゆっくり食事でもと思った

が、雲が湧いてきたので先に烏帽

子岳へ。早速遠くで雷鳴が聞こえ

る。1時間程で往復。ビールを買

ってテントへ戻り、軽く食事。ウ

トウトしているとポツポツと雨

が降り出すが、夕方には上がる。

昨日の寝不足もあり、この日は気

持ちよく就寝。   ［名前通りの烏帽子岳、カッコいい］ 



 

 

2222 日目日目日目日目    8/10(8/10(8/10(8/10(日日日日))))        野口五郎岳野口五郎岳野口五郎岳野口五郎岳～～～～水晶岳水晶岳水晶岳水晶岳～～～～鷲羽岳鷲羽岳鷲羽岳鷲羽岳～～～～三俣山荘三俣山荘三俣山荘三俣山荘    

 4:30 出発。途中、野口五郎小屋を過ぎ 3 時間で野口五郎岳山頂に到着。山頂は広々

している。天気が良いので気持ちがいい。正面には水晶岳、鷲羽岳が見渡せる。今日 

                      はあの鷲羽岳の先の三俣山荘までの 

                      予定である（結構遠そうだな～）。 

                      東沢乗越の先の登りがちょっとキツ 

                      かったが水晶小屋へ。ここで水を調 

                      達、荷物をデボして水晶岳ピストン。 

                      稜線上のアップダウンを繰返し山頂 

                      に。薬師岳や雲ノ平への展望が素晴

しい。水晶小屋に戻り、軽く行動食

で昼食後、出発。1時間ほどで鷲羽岳。 

  ［野口五郎岳から見る水晶岳］      振り返ると今日歩いてきた野口五郎

岳からの稜線がきれいに見える。眼下には今日の目的地である三俣山荘が。ここから

の下りが思ったよりも大変だった。ジグザグ道を下っていくがなかなか山荘に近づか

ない～。14:00 山荘着。ここはテン場に水場があるので嬉しい！水も冷たく気持ちいい。

ただテントに大量に虫が集まってくるのには閉口。 

 

3333 日目日目日目日目    8/11(8/11(8/11(8/11(月月月月) ) ) )     三俣山荘三俣山荘三俣山荘三俣山荘～～～～三俣蓮華岳三俣蓮華岳三俣蓮華岳三俣蓮華岳～～～～黒部五郎岳黒部五郎岳黒部五郎岳黒部五郎岳～～～～双六岳双六岳双六岳双六岳～～～～双六小屋双六小屋双六小屋双六小屋    

 4:00 出発、三俣蓮華岳へ向かう。次第に空が明るくなってくる。振り返ると鷲羽岳

方面から陽が射している、今日も天気良さそう。5:00 山頂到着、これから進む黒部五

郎岳が悠然と見える。ここも広い山頂であるが誰もいない。荷物をデポしてサブザッ

クで出発。黒部五郎小舎に向かう前の樹林帯の下りは、「帰りはここを登るのか」と思

いながら、大石がゴロゴロした中を下る。突然、平坦な草原の中に黒部五郎小舎が見

えてホッとする。小舎前の水場で水 

を補給し、大岩が散在するカールの 

中を進む。ペンキの矢印に導かれて 

肩に着く。さすがにここから見る広 

大なカールは迫力がある。後は稜線 

沿いに山頂を目指す。8:00 山頂到着、 

大休止。天気が良いので眺望も最高！ 

薬師岳方面はなだらかな稜線でここ 

も歩いたら気持ちよさそうである。 

帰りは稜線コースで小舎まで下る。    ［稜線コースから見る黒部五郎岳］ 

 



 

 

そのまま三俣蓮華岳まで登り返す。12:00 デポした荷物を取り、双六岳を経由して双六

小屋へ向かう。次第にガスが出てくる。先行のグループが止まって何かを見ているの

で何かと尋ねると、「雷鳥だよ」と教えてくれた。親子連れで親鳥はかなり近くまでこ

ちらに寄ってきている。ガスが出ている時はよく見かけると聞いていたが、その通り

であった（でも教えてもらわなかったら、分からなかったかも･･･）。双六岳を過ぎて

暫く平坦な道を進む。天気がよければ正面に槍ヶ岳が見えるのであろうが、生憎ガス

で見えない。途中から急坂になりひたすら下る（どうも下りは苦手･･･疲れた）。14:00

双六小屋到着。広いテン場で水場もあり GOOD！夕方から雨となりちょっと寒くなる。 

 

4444 日目日目日目日目    8/12(8/12(8/12(8/12(火火火火) ) ) )     双六小屋双六小屋双六小屋双六小屋～～～～槍槍槍槍ヶヶヶヶ岳岳岳岳～～～～南岳小屋南岳小屋南岳小屋南岳小屋    

 4:00 出発、最初のピーク樅沢岳を過ぎアップダウンを繰返し、徐々に槍ヶ岳に近づ

いていく今日の行程。食料が減り荷物が若干軽くなったのか、調子良く進む。千丈沢

乗越までは．．．ここから槍の肩までは 

ガレ場で見るからに急登、ジグザグの 

道を登りグングンと高度を稼いでいく。 

8:00 過ぎに槍の肩に到着。山頂を目指 

す。まだ山登りを始めた 3 年前に一度 

登ったときは途中から渋滞で山頂では 

ゆっくりできなかったが、この日は時 

間がズレたためか、山頂は 5 名程度で 

今回は 360 度の展望をゆっくりと満喫 

できた。時間もあるので肩に戻り小屋     ［西鎌尾根から槍の穂先へ］ 

前のテラスで大休止後、南岳小屋へ向 

かって出発、大喰岳～中岳～南岳を進 

む。今日は早めの 12:00 小屋到着。テ 

ン場はキレイに整備されている。テン 

ト設営後、ビールを飲みながら暫く 

ボーっとしていると、いつものように 

ガスが出てきて雨が降り出す。 

明日はいよいよキレット越え、その 

興奮のせいか？隣のテントが夜遅くま 

で騒いでいたせいか？ 今回の山行で 

唯一寝付けない夜だった。          ［槍から穂高への縦走路］ 

 

 

 



 

 

5555 日目日目日目日目    8/13(8/13(8/13(8/13(水水水水) ) ) )     南岳小屋南岳小屋南岳小屋南岳小屋～～～～北穂高岳北穂高岳北穂高岳北穂高岳～～～～穂高岳山荘穂高岳山荘穂高岳山荘穂高岳山荘    

足場が悪いので明るくなってから出発したほうが良いと思い、この日はちょっと遅

めの 5:00 出発。縦走路上に人影は見えない、一番乗りを期待して出発。小屋を出て、

大キレットに向けていきなりの急降下、ガレ場を慎重に進む。今回は幸いにもズーっ

と天気が良いので、足場が濡れて滑るということはない。天候が悪いと状況は一変す

るのであろう、良かった。危なそうなところには梯子や鎖があるので、あまり恐怖感

はない。ただ長い鎖場はそれだけに頼っていると途中で振られる可能性があるので、

足場をしっかり確認しながら下降。ただ行程の大部分はしっかりした足場の岩稜歩き 

  である。そして遂に長谷川ピークへ。 

白いペンキで「Ｈピーク」、「これ！こ

れ！！」雑誌で見た通りである（当た

り前だ）。岩の上に座ったまま写真撮影。

元々高いところがあまり得意ではない

ので「立てない」のである。早々に岩

から降りようとするが、足掛かりが見

当たらない。何故か下方にザックが見

える･･･あまり深いことは考えないよ 

      ［長谷川ピーク］       うにして何とか降りたが、ここが一番

緊張した。実は双六のテン場で「長谷川ピークより飛騨泣きの方が緊張感があるよ」

と聞いていたので、降りはしたもののホッとできない･･･う～ん･･･。 

更に進み、Ａ沢のコルを過ぎるが、知らないうち？に「飛騨泣き」を通過していた。 

後で確認したが、ステップが打込まれた１枚岩（ステップなかったら怖いだろうなと

思った）があったが、その前付近が「飛騨泣き」らしい（あまり印象なし）、良かった

と言うべきか･･･白いペンキに導か

れて北穂高山荘手前の最後の急斜

面を登る。7:30 山荘到着。振り返

ると今日歩いてきた稜線が･･･ここ

を通ってきたのかと思うと･･･来て

良かったと思う。（自己）満足！！ 

山荘でコーヒーを頂く。ついでに

（誘惑に負けて）みかんの缶詰を食

べる、（あまり冷えてなかったが）

久しぶりに食べるあの甘さが疲れ

た体と気持ちを癒してくれる。30分

 

 ［北穂高山荘手前からの大キレット］ 



 

 

ほどゆっくりして、北穂高山頂（･･･山頂は小屋のすぐ上だった）を過ぎ、涸沢岳へ向

かう。あと半分である。 

 最低コルを越える。眼下には涸沢の色とりどりのテントが見渡せる。北穂から先は

対向者も多くなり、すれ違う度に待つことになる。涸沢槍の手前は長い鎖や梯子が連

続する。ここは登りでよかったと思った。逆コースだと長い鎖場の下りは苦労するか

なと･･･鎖場を登って梯子待ちしていたところ、丁度ここで親子 4 人連れとすれ違う。

子供たちは小学生の姉弟か･･･先頭の父親は下りの鎖場で（思いっきり）落石を起こし

ていた（先に登っていて良かった･･･）。大丈夫かな？（自分のことは棚にあげて･･･）

などと思いながら先に進んだが、後で振り返ると元気に稜線を歩いている姿が見えた

ので安心した。この山行でも結構子供たちを見かけたが、どういう思いで歩いている

のかな？ 将来思い出した時にこのツラいけど楽しい経験（？）が何かの自信になっ

てくれればと（勝手に）思う･･･是非山登り続けてほしいものです。 

 涸沢岳山頂近くまで来た時に、上空でヘリが旋回しているのが見えた。よく見ると

ＴＶ局のヘリのようで、お盆の時期でもあり「夏山真っ盛り！」なんて感じで夕方の

ニュースでやるのだろうか？「でもこっち（涸沢岳）は映らないよね、映すならやっ

ぱり穂高でしょ･･･」と思いながらも（悲しい哉）手を振ってしまうのである。 

 あとは穂高岳山荘に向かって下るだけ、すぐそこである。10 時過ぎに山荘到着。無

事に目的を達成できたことで（ひとり）感慨深げ･･･。この日はもう満足して小屋前の

テラスでのんびり、昼食は小屋でビールとカレーライスを食べる。おいしかった。 

今になって思えば、時間も早かった

のでこの日のうちに奥穂高岳に登っ

ていればと思う･･･（分かってはいた

が、この日を境に天気下り坂･･･）。

昼過ぎからガスが出てくる。夕方前

からいつものように雨となったが、

夜になっても降ったり止んだりで、

やはり天気は下り坂。予定では明日

はいったん涸沢に下って、カールの 

 ［穂高岳山荘前のテラス］     中から朝焼けの穂高の写真を撮りた 

かったのであるが．．． 

 

6666 日目日目日目日目    8/14(8/14(8/14(8/14(木木木木) ) ) )     穂高岳山荘穂高岳山荘穂高岳山荘穂高岳山荘～～～～涸沢涸沢涸沢涸沢～～～～穂高岳山荘穂高岳山荘穂高岳山荘穂高岳山荘    

 5:00 起床。小雨、ガスの中である。これでは涸沢に行っても写真撮れないし、どう

しようか、とテントの中でグズグズ･･･ラジオを聴いていると昼から大きく天気が崩れ

 



 

 

るらしい。１日中テント停滞は嫌だし折角なので予定通り午前中のうちに涸沢までの

往復を決心、出発。この天気にも関わらず結構下から登ってくる。さすが人気の穂高

だな、と感心しながらザイテングラードを下り涸沢小屋へ。ここで（評判の？）ソフ

トクリームを食べる予定であったが、とても寒くてそんな気分ではない。涸沢ヒュッ

テまで行き（人多し）、そこでコーヒーで一息入れる、ホッとする。ガスで展望が全く

ないのが残念、仕方ない（今度来るときは是非とも･･･）。テラスで１時間ほどゆっく

りして、パノラマコースから雪渓を横切り再びザイテングラードを登り返す。10:30

テン場到着。昼過ぎから雷雨となる。「バリバリ！」･･･山中での雷鳴は迫力が違う。 

テントの中で風雨に揺られながら、ラジオでオリンピックや高校野球を聴き、残りの

時間をまったりと過ごす。 

 

7777 日目日目日目日目    8/15(8/15(8/15(8/15(金金金金) ) ) )     穂高岳山荘穂高岳山荘穂高岳山荘穂高岳山荘～～～～奥穂高岳奥穂高岳奥穂高岳奥穂高岳～～～～前穂高岳前穂高岳前穂高岳前穂高岳～～～～上高地上高地上高地上高地～～～～名古屋名古屋名古屋名古屋    

 最終日である。ガスの中ではあるが、幸いにも雨は降っていない。若干寂しい思い

を胸に、急いで準備して 5:00 テン場出発、荷物が軽い。ガスの中を奥穂高岳に向かう。

50 分ほどで山頂、ただ既に 10名ほどの順番待ちである。展望全くなし。写真を撮り 

早々に前穂へ出発、直後の長い鎖場の

手前で渋滞。吊尾根を進み紀美子平に

到着。荷物をデポして前穂高岳を目指

す。白ペンキを目印に進むがちょっと

分かりにくい（特に下り）。途中でちょ

っと雲の切れ間に遭遇するが一瞬の出

来事。山頂はガスの中である。紀美子

平まで戻り、後は重太郎新道をひたす

ら上高地に向けて下る。特に後半の岳 

［奥穂高岳山頂］        沢ヒュッテ跡からのダラダラした下

り･･･着きそうで着かない上高地、最後ということもあってか疲れた。途中の「風穴」、

地図では天然クーラーと解説してあるが、これが本当に涼しい。ちょっと遠目に見る

と、まさにドライアイスが穴から噴き出しているように冷たい風が出ているのが分か

る、不思議だ。上高地に近づくにつれ、（どこまで行くのか知らないが）次第にすれ違

う人の格好が変わっていくのが分かる。特に女性とのすれ違い様に、ふと香水の香り

がしたときは、「下界に戻ってきたんだなあ～」と（不躾ながら）思ってしまった。 

これで終わりなのかと思うと寂しい気持ちである。上高地は人で一杯、ちょっとウ

ンザリしながら河童橋を渡りバスターミナルへ。早くこの喧騒から逃れたかったので、

家族へのお土産を買って早々に平湯行きのバスに乗り込む。平湯で温泉に入る、7 日ぶ

 



 

 

りである。生まれ変わった気分であるが、強引に現実に引き戻された感もあり複雑･･･

仕事のことが頭をよぎるが、ここで考えても仕方ないので、明日までは考えるのはや

めることにした（苦笑）。 

平湯からはバスで高山へ（満員）、高山から高速バスで名古屋に戻る。高山にはかな

り早く着いたので、早い便に変更してもらおうと思ったが、どの便も満席とのことな

ので、予約の最終便（19:00 発）まで高山駅前で待つことに（4 時間･･･）。高速バスに

やっと乗るも、帰省ラッシュに見事に捕まり、郡上八幡まで 13km の渋滞･･･幸いにも、

先を急いでいる身ではないので、バスの中でウトウトしながら「来年はどこ行こうか

な？」と考える。ついさっき前穂高から上高地までの下り途中では「もう当分山登り

はいいかな･･･もうお腹一杯･･･」と思っていたのに･･･約 2 時間遅れて名古屋着。 

本当に終わったんだなと思う、ただ無事に終えることができて本当に良かった。  

 

翌 8/16(土) 名古屋から空路で福岡へ。昼過ぎに福岡に着いたがドシャ降り･･･ 

 

こんなに長い間、山に入ったのは初めてだったが、１日１日が充実していたせいか 

アッという間だった。事前の仕事の調整も大変だったが、気持ちもリセットできたし 

ほぼ計画通りに行くことができた。荷物やペース配分で反省点もあるが、山登りを始

めてからの想いであった槍～穂高を縦走できたことで、まずは満足･･･。 

そして家族には感謝･･･。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   [最終日、上高地は良い天気でした］ ↓作成：カシミール３Ｄ 


