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表銀座縦走＆定着山行 

【報告者・参加者】Ｔ嵜 

【日     時】2012 年 8 月 7 日~20 日    

  

【8 月 7 日】晴れ 

 福岡 AP10:50⇒13:05 松本 13:27⇒15:15 上高地 15:45→17:55 横尾 

 フジドリームで松本へ。上高地郵便局で食糧等の小包を受取り、小梨平でパッキン

グする。横尾へは、いつものペースで 1 ピッチである。登山口の近くに設営し、遅い

夕食を摂り、早々にシュラフにもぐり込む。 

 

【8 月 8 日】晴れ 

 横尾 4:50→7:50 蝶槍→11:35 常念岳 12:00→13:00 常念小屋 13:15→16:30 大天井 

 3 時半に起床し雑炊を食べて、

明るくなるのを待って出発する。

朝一番の急登はこたえるが、休

まずにゆっくりと歩いていたら

意外に早く蝶槍に着く。人が多

いので、圧倒的な穂高の写真を

2 枚撮ってスルーする。常念の

登り下り共に人が多く、時間が

かかってしまった。登り優先の

山の常識や他人を思いやるマナ 

     ＜蝶槍からの穂高岳＞         ー等は何処へ行ったのだろう。

特に、熟年の女性グループや子供連れの親は周りが見えていないように感じてしまっ

た。また、多人数のツアー登山グループのマナーも悪いように思えた。ちゃんと山岳

ガイドや添乗員が登山マナーを OJT で毅然と教えるべきである。 

 今日は常念泊まりの予定であったが、時間が早いのと人が多いのとで自然と足が先

に進んでしまった。しかしバテバテ、這う這うの体で大天荘にたどり着く。やっぱり

このルートは、人も少なく、一面の大雪原となる積雪期が最高であろう。 

 

【8 月 9 日】晴れ 

 大天井 5:05→7:40 西岳 7:55→8:50 水俣乗越→12:10 槍ヶ岳山荘 

 昨日頑張ったので、今日は半日コースであり、ゆっくりと東鎌尾根を楽しめる。 
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しかし、昨日の強行軍が足にきていて、思うように歩が進まない。大天井ヒュッテを

スルーし、フラットな喜作新道を進むうちに足もなおってきた。ヒュッテ西岳で休憩

しカロリーメイトを頬張る。西岳から水俣乗越への下りは足場が悪く結構時間がかか

った。ここが今日のポイントであった。水俣乗越にはＮＨＫのカメラクルーとガイド

等が多人数休憩していた。水俣

乗越をスルーし、あとは約 3 時

間、暑い日差しに焼かれながら、

さほどの悪場もない岩稜をただ

ただ歩くのみである。天気が良

いので、槍沢を登る蟻の行列が

俯瞰できる。また、横尾尾根・

北鎌尾根・裏銀座の連山等が見

え、気分爽快である。4 組のパ

ーティーをパスし、若干バテな 

          ＜東鎌 2700ｍ付近＞                がら槍ヶ岳山荘に到着。                                     

テント受付を済ませ、槍を往復する。まだ、さほどに人が多くなくて助かった。悔し

いが、水が乏しくなったので２ℓ 購入する。２時半ごろ周辺が騒がしくなる。ＮＨＫ

が小槍登攀を撮影しているそうである。 

 

 

【8 月 10 日】晴れ 

 槍ヶ岳 4:50→8:00 双六 8:15→11:10 秩父平 11:35→13:50 笠ヶ岳 TS 

 体がやっと山の身体になった

ようである。快調に西鎌尾根を

下る。千丈沢乗越で衣服調整を

しただけで、ノンストップで双

六に着く。明日以降の天候が気

になるので、小屋で確認する。

明日の午前中は持ちそうなので、

笠ヶ岳へ行き、翌日クリヤ谷を

予定通りに下ることにする。秩

父平でノンビリと昼食タイム。 

       ＜花見平のお花畑＞        ここに沢が流れていたら最高の

休憩ポイントなのに残念である。秩父岩からのトラバース道は、前面に笠ヶ岳、右手
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に薬師岳と黒部五郎岳が見え、最高のお気に入りルートである。笠ヶ岳は静だろうと

期待していたが、結構人気で、テントが１０張以上あり、小屋には団体客がぞくぞく

と入って行く。水場で手と顔を洗いスッキリした。また、脱水気味であったので、雪

解け水が最高に美味しく、生き返った。５時半過ぎても小屋泊まりの登山者が歩いて

いる。どんな計画を立てているのだろう？ 

 

【8 月 11 日】晴れ 

 笠ヶ岳TS5:10→5:25笠ヶ岳 5:40→6:55雷鳥岩 7:05→8:30水場 8:45→10:45槍見温

泉 11:00→11:25 中尾キャンプ場 

 昨夜パラパラと降ったが、すぐに止んでよかった。３時にラジオの音がするので早

いなと思っていたら、男子サッカーの日韓による３位決定戦のようである。風がなく

ネットリとしたガスに包まれている。下山するまで雨が持ってくれればよいがと思い

ながらも、サッカーが気になり、出発が５時を回ってしまった。 

笠頂上でちゃんとお賽銭をあげて、無事の下山をお祈りする。頂上で一緒になった人

に写真を撮ってもらう。この時に、ガスの時にフラッシュをたくと乱反射でうまく撮

れないことを、教えてもらう。急いでいるつもりはないが、ガスで周りが見えないこ

ともあるが、快調に足が動き、雷鳥岩まで１時間１５分で着いてしまった。クリヤノ

頭を回り込み一ノ沢を覗き込む。学生時代は穴毛谷の幕営地に戻るのに、この沢を下

っていた。今では考えられないことである。クリヤ谷に入り 2,000ｍ位まで下りたら、

ガスから抜けた。水場で持参したマンゴーカルピスを一気飲みする。ウマイ！！ 居合

わせた 2 人組にもマンゴーカルピスをおすそ分けする。新調したザックのショルダー

ベルトが切れかかっていると騒動している。切れてしまったら悲惨なことになるが、

はたしてどうするのか？ いい加減に足が痛くなってきた頃、登山口に到着。電話ボッ

クスが立派な登山届ボックスに

替わっていた。ACN 中尾キャ

ンプ場はオートキャンプで満杯

である。ここは 3 回目、以前と

同じ所に設営する。（一人 1000

円） 一風呂浴びて、オヤジ達

の下手くそなテント設営を眺め

ながら、遅い昼食をとる。下界

では考えられないが、オジヤと

イリコがバカウマ！ 衣類を水 

             ＜中尾キャンプ場＞                洗いし、木立に細引きを張り、 
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吊るす。 

【8 月 12 日】晴れ 

 中尾キャンプ場 5:00→8:25 焼岳 8:35→10:45 焼岳登山口 11:00→11:20 小梨平 

 中尾高原から焼岳への登山道

が好きである。トウヒ、シナノ

キ、サワラ、コナラ等の巨木と

ブナ林で、下は熊笹が密生して

いる。これだけでも素晴らしい

のに、赤白テープやマーキング

等が無いので、エラクすっきり

している。じっくり古道を堪能

しながら秀綱神社で手を合わせ

て、旧中尾峠へ。空荷で焼岳を 

      ＜焼岳からの穂高岳＞        往復する。体が軽いので自然と

小走りになり、往復 1 時間であった。上高地は人でゴッタガエで、特に河童橋はスズ

ナリである。小梨平のキャンプ場も満杯で、梓川沿いの小スペースに幕営する。 

こういう時、ソロテントは便利である。上高地郵便局で小包を受け取る。 

 

【8 月 13 日】雨 

 小梨平 5:00→7:20 横尾 8:10→9:00 本谷橋→10:30 本谷出合→10:40 登山道→11:50

横尾 

 食糧 7 日分・ガス・アイゼン等をザックに追加し、傘を差しながら横尾へ。横尾も

沢山の人で、続々と涸沢へと吊橋を渡って行く。山行前に確認したネットでは涸沢の

テン場の大混雑予想が出ていたが、その通りのようである。また、悪天候が続きそう

なので、横尾にテントを張ることにする。雨が小降りのうちに横尾本谷を偵察に行く。 

天気と時間によってはＡ沢のコルまで詰め上がるつもりである。本谷橋から左岸を進

む。背丈を越えるブッシュの中に踏み跡があり、所々にロープもある。とにかくブッ

シュがひどく更に濡れているので時間がかかってしまう。やっと本谷出合まで来るが、

雨がひどくなってきたので、ここで終了とする。帰りは対岸へ渡渉しガレ沢を登って

登山道に出る。横尾に帰り、半沈。 

 

【8 月 14 日】雨時々曇り 

 横尾 6:00→8:00 小梨平 

 今後の天気を確認するが、18 日辺りまで雨模様なので、横尾本谷の遡行は諦めて小
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梨平へ戻ることにする。小梨平をベースに、空荷での日帰り山行を楽しむことにする。 

昼前に雨が上がったので、明神の日本アルプス遭難者慰霊塔の山仲間に、また来たよ、

と挨拶に行く。 

 

【8 月 15 日】雨時々曇り 

  小梨平 4:40→7:00 西穂山荘→8:45 西穂高岳 8:50→10:10 西穂山荘 10:25→12:20 小

梨平 

 今日は奥又白池から５･６のコルを越えて涸沢の計画であったが、天候と行程を考え

て、最終日に予定していた西穂高岳にする。小雨の中、傘を差して出発。空荷なので

休憩の必要も無く、西穂山荘をスルーする。風が出てきたので独標手前で雨具を着る。

特に休憩もせず約 4 時間で西穂高岳に到着する。悪天候なので、独標から先は殆んど

登山者がいなかった。雨･ガス･風の三拍子なので、天狗のコルへは行かずに、山頂写

真を一枚撮ったきりで、引き返す。復路は西穂山荘に立ち寄り、カロリーメイトを頬

張る。小梨平の食堂で昼食を食べ、風呂に入る。一番風呂であった。ラッキー！ 

15 時頃から約 2 時間土砂降りとなる。 

 

【8 月 16 日】曇り後晴れ後雨 

 小梨平 4:50→6:50 奥又白分岐 7:00→8:25 奥又白池 8:55→10:15５･６のコル 10:30

→11:25 涸沢 11:35→13:25 奥又白分岐→15:15 小梨平 

 徳沢から新村橋を渡り奥又白

谷を詰めて分岐へ。沢が流れて

おり、日当たりも良く、この分

岐も良い所である。学生時代は、

小梨平にデポした荷の荷揚げ道

として、何度も通ったルートで

ある。中畑新道は松高ルンゼ横

の小尾根を登る。途中ラズベリ

ーの群落があった。赤い実を５･

６個食べるが、まだちょっと早 

        ＜奥又白池＞          いようであった。階段状のルン

ゼ上部を詰め、ガレを登ると、見覚えのある木が見えてきた。標高 2,450ｍの奥又白

池到着である。深々と水をたたえた約 30ｍの楕円形の池がきれいに見える。ここは前

穂高東面を登攀する者だけの隔絶した幕営地である。ここから出て前穂東壁や四峰の

岩壁を登攀し、Ａ沢の雪渓を下降し踏替点から奥又尾根で戻ってきたものである。残
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念ながら、ガスがかかっている

ために東壁や四峰の岩壁は見え

なかった。５･６のコルへの踏み

跡は、背丈ほどの草に覆われて

いる。所々草が下から上へとな

ぎ倒された跡がある。熊が駆け

上がったのであろうか。熊鈴を

鳴らしながら急ぐ。コルへの登

りでは、下りには使いたくない

と思えるイヤラシイ所が２箇所

あった。崩落が激しいようであ 

        ＜涸沢遠景＞          る。５･６のコルで小休止をし、  

                  涸 沢 へ ガ レ と 雪 渓 を 駆 け                 

下る。涸沢でトイレ休憩。約 2,600m から上はガスがかかっており、穂高の峰々は見

えなかった。陽が出てきたので、濡れた物を乾かそうと、小梨平までノンストップで

飛ばす。夕方から雨。 

 

【8 月 17 日】曇り後晴れ後雨 

 小梨平 5:10→5:50 養魚場跡→7:55 ひょうたん池 8:10→9:50 養魚場跡→11:30 小梨

平 

 明神の養魚場跡(信州大学山

岳科学総合研究所)の小川を渡

って、ひょうたん池への登山道

に入る。昔は積雪期の明神東稜

や五峰東面の岩壁を登攀するた

めのルートであったが、今は赤

テープ・赤ペンキでマーキング

してあり、結構立派な踏み跡が

あった。 

上宮川谷から登山道が下草に覆   

                        われており、下が見えず歩き辛 

       ＜ひょうたん池＞         く、また昨日と同じにズボンがび

しょ濡れとなる。ルートを少しは覚えているかとも思ったが、全く記憶に無かった。

ひょうたん池までは養魚場跡から約 2 時間であった。ここから、昨日行った奥又白池
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のコルが良く見える。東稜や四峰･五峰の岩壁が圧倒的である。明神を眼下に見ながら

ブラブラと下る。信州大学山岳科学総合研究所の屋内から不審そうに見ている方が居

られた。こんにちは、と大声で声かけて通過する。時間が早いので、明神池や右岸の

木道で遊んで帰る。今日、槍で落雷により 2 人が死亡したそうである。 

【8 月 18 日】曇り後晴れ後雨 

 小梨平 5:10→6:45 明神→8:05 徳本峠 8:20→9:25 明神→10:00 小梨平 

 午後から雷雨の予報なので、近場の徳本峠を往復することにする。今朝も明神の日

本アルプス遭難者慰霊塔に立ち寄る。横尾までの往還に比して、徳本峠への登山道は

全く静かである。気分良く歩いていたら、あっという間に着いてしまった。小屋の前

のテント場が、区割りされ、整地されていた。穂高の展望は、今日も約 2,600m から

上はガスがかかっており、残念である。早々に下りて、小梨平のキャンプ場内で引越

しをする。14 日から設営していた場所は、トイレの近くで人通りが多く、木立に囲ま

れて日差しが弱いので、梓川沿いで、岳沢が良く見える場所に移動する。引越しが完

了した途端に雷雨となった。 

【8 月 19 日】晴れ後曇り 

小梨平 3:50→5:30 岳沢小屋

5:40→7:05 紀美子平→8:15 奥

穂高岳 8:30→9:25 紀美子平

9:35→10:55 岳沢小屋→12:25

小梨平 

 

今日は好天が予想されるので、

岳沢経由で奥穂高岳･前穂高岳 

     ＜奥穂から北穂･槍＞         を往復することにする。ヘッド 

ランプを点けて岳沢小屋を目指す。風穴辺りで夜が明ける。早朝の岳沢小屋からの眺

めは、焼岳･乗鞍岳が遠望でき、

とても綺麗であった。重太郎新

道を快調に登り、雷鳥広場で雷

鳥をそっと眺め、スラブ状のク

サリ場（遥か昔に足首を捻挫し

た苦い思い出がある）を抜ける

と、紀美子平に着いた。 

 

        ＜奥穂からジャンダルム＞ 
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吊尾根の長い鎖場で韓国人の大パーティーと遭遇し待たされる。奥穂高岳の山頂は賑

っていた。70 歳近い女性グループから、吊尾根は厳しいですか？行けますか？と聞か

れたが、答えようが無いので、微笑んで首をかしげた。写真を数枚撮っている間にガ

スが湧いてきたので、急いで引き返す。紀美子平へ戻ってきたら、例の大パーティー

が休憩していた。前穂高岳は完全に黒い雲に覆われてしまった。17 日の落雷の事故の

こともあるので、前穂高岳は諦めて、大パーティーよりも先に下山する。結構人が登

ってくるので、岩場等では待たされる。岳沢小屋はスルーして小梨平まで一気に下る。

今日が最後の行動日であったが、楽しい山行ができた。 

  

【8 月 20 日】晴れ時々曇り 

 上高地 12:40⇒14:34 松本 

上高地アルペンホテルの風呂に 2 時間ほどお世話になる。濡れた物等を干しながら、 

ノンビリと撤収し、12:40 発のバスで松本へ。松本を半日観光し、松本ウエルトンホ

テル泊（朝食付 3,970 円）。 

翌日は、レンタカーを借りて、安曇野アートラインの美術館巡りを楽しんだ。 

今回は、私の好みの絵画には巡り合えなかったが、白馬八方和田野の森の菊池哲男ギ

ャラリーと安曇野の田淵行雄記念館は良かった。 

 

 

        ＜菊池哲男 山岳フォトアートギャラリィー＞ 


