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北北北北アルプスアルプスアルプスアルプス    笠笠笠笠ヶヶヶヶ岳岳岳岳～～～～双六岳縦走双六岳縦走双六岳縦走双六岳縦走 

【報 告 者】岩谷 

【日   時】2008 年 5月 2日～5月 6日        

【参 加 者】長尾ひ(L)、稲田、石丸、塩崎、中村、樺島、岩谷 

    

≪≪≪≪    コースタイムコースタイムコースタイムコースタイム    ≫≫≫≫    

5555 月月月月 3333 日日日日    権現湖 PA（5:30）→ 新穂高温泉（14:00）→ 笠新道入り口（16:10）→ ワ

サビ平小屋（16:25）→ テン場（小池新道手前の橋上）（17:10） 

5555 月月月月 4444 日日日日 テン場発（5:15）→ 小池新道 → 弓折分岐（デポ地）（9:30）→ 弓折岳

（10:00）→ 樅沢岳（12:30）→ 弓折分岐（14:30）→ テン場（秩父平）（16:50）    

5555 月月月月 5555 日日日日 テン場発（5:15）→ 抜戸岳（7:30）→ 杓子平（8:20）→ 秩父平（10:15）

→ 大ノマ乗越（11:30）→ 新穂高温泉駐車場（15:20）→ 温泉（深山荘）→ PA 着、

幕営、宴会（22:30） 

    

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

正月の八ヶ岳以来、多忙を極める学生モラトリアムの最中、思うように山にも行け

ず、気が付けば 4 月も半ば。あわててトレーニングを始めるも、体力低下＆精神衰弱

は著しい。挙句の果てに GW 直前の研究室恒例、新人歓迎ハイク（まったり九重）で一

人ボッカをやってしまったがため、以後、周囲からは完全に KK扱い（クウキ、コワス

ヨ…）。しかし、そんな不遇の時代もすべてはこの山行のための布石であった。 

人生初のアルプスはメンバーと天気に恵まれ、とても素晴らしい体験となりました。 

    

5555 月月月月 3333 日日日日（（（（山中山中山中山中 1111 日目日目日目日目））））    快晴快晴快晴快晴！！！！    

 前夜 20 時ごろ福岡を発ち、権現湖 PA

に到着したのは 26:30。急いで設営した

テントの中で仮眠をとり、翌 5 時起床

で一路新穂高へ。…がしかし、GW の渋

滞につかまり、新穂高温泉の駐車場に

到着したのは、予定時刻を大幅に過ぎ

た 14:00 だった。当初の予定ではこの

日、笠新道途中で幕営し、翌 4 日に笠

ヶ岳登頂という計画だったが、時間的

なロスに加え急登での幕営となるため、急 【出発前の記念撮影。行ってきます！】 
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遽コースを変更、最終日に笠ヶ岳を目指す逆ルートとなった（小池新道→双六方面→

笠ヶ岳→笠新道→新穂高下山）。 

晴れ渡る青空の下、登山届を提出しいざ出発。周囲を取り囲む雄大な山々と、すぐ

隣を流れる蒲田川の青々とした清流にキョロキョロと目を奪われつつ歩く。ほどなく

して足元にも雪が現れ、胸がワクワクし始める。ときおりブナの原生林に覆われる左

俣林道を 1時間半ほど進むと、右手にワサビ平小屋（1400m）が見えてきた。小屋の外

でいったん小休止し、再び歩を進める。ブナ林を抜けると、前方には真っ白な雪の斜

面が見えた。「おぉ～、あれを登るのか～」と高鳴る気持ちを余所に、足元には雑木混

じりの雪が。見渡せば、あちらこちらに雪崩れの跡がある。直径 30cm はあろうかとい

う2本の脚をもつ案内板までもがバックリと圧し折られていた。いやはや恐ろしい…。

再びキョロキョロし始める。そうこうしながらいくつかのアップダウンを繰り返すと、

それまで並行して流れていた川が左にカーブし、その川をまたぐようにした巨大な橋

に到着した。どうやらここが今日のテン場らしい（1490m）。ゴーゴーと音を立てて流

れ落ちる川流の真上で、O型の割に神経質な自分が果たして熟睡できるかと不安になっ

たが、そんな心配は無用だった。はじめて

の共同食となるこの日、石丸さんが用意し

てくれていたカレーは、学食カレーの 35

倍は美味しく、また特製のマカロニサラダ

にそそられた食欲は、次なるおつまみ＆ア

ルコールに向けられた。こうして、下界と

変わることなく、いやそれ以上に満たされ

た胃袋に、昼間の疲労が相まって、夜はぐ

っすり眠ることが出来た（途中、トイレに

発ったときに見上げた星空は最高に綺麗で

した）。 

 

5555 月月月月 4444 日日日日（（（（山中山中山中山中 2222 日目日目日目日目））））    快晴快晴快晴快晴！！！！！！！！    

 3:30 起床。各自朝食を済ませた後、近くを流れる川から本日の行動水を確保し、テ

ントを撤収した 5:15 に出発。昨日から胸躍らせている大雪原の斜面にとりつく。雪は

それほど固まってはおらず、アイゼンを付ける必要はないとのことだった。1時間ほど

直登し（6:25, 1818m）、そこからトラバース気味に右手に迂回すると、今朝出来たも

のなのか、はっきりとしたトレースが残っていた。トレースに添いさらに 1 時間ほど

高度をかせぎ小休止（7:25, 2160m）。ここでトレースは、鏡平～弓折間の稜線に向か

って延びていたが、我々は目的地の弓折分岐まで最短距離を取ることにした。かなり

【初日(5/3)のテン場】 
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の急登のように見える…。ここまでのハ

イペースな登りで心身ともにバテバテ

だったが、トップを行く長尾さんと樺島

さんの力強い登りに引っ張られ 300m ほ

どアップする。標高が 2500m に差し掛か

った辺りで小休止（8:40）。振り返ると、

槍～穂高連峰の雄大な稜線がはっきり

と見渡せる。…感動。と、ここで、これ

まで快調な様子に見えた中村さんに吐

き気の症状が。普段、大丈夫な人でもそ

の時々によって出たり出なかったりするというのだから、高度障害とはやっかいなも

のだ。少し長めの休憩の後、中村さんの回復具合を見ながら、もう目前まで迫ってい

る尾根へとラストスパート。登り着いた弓折分岐には目に見える範囲に恰好のコルが

あり、ここに荷物をデポすることと

した（9:30, 2545m）。クライミング

ギア、アイゼン、行動食等をサブザ

ックに詰め、ハーネスは身に着けた

まま双六岳方面へ。すると間もなく、

それほど高度も上がってない場所に、

「これがピークか？！」というよう

な感じで弓折岳のピーク 

（2592m）があり、ここでひとまず記

念撮影後、すぐに双六岳へ向け出  

発した。弓折岳からの稜線を歩くこと

30 分、緩やかなアップダウンが続き、

高度は少し下って 2550m あたりか。いったんは回復したように見えた中村さんだった

がここで再び高度症状があらわれ、残念ながら稲田さんと共にデポ地に引き返すこと

となり、その他の 5人は引き続き双六岳方面へと向かった。イボる足元に苦労しつつ、

また時折現れる雪庇に神経を注ぎながらアップダウンを繰り返すこと 40分、目下に双

六小屋が見えてきた（11:15, 2560m）。しかし、ここでタイムコースを再度確認。最終

日の笠ヶ岳を明日に控え、今日の午後は出来るだけ距離を縮めておきたいところなの

だが、このまま双六岳を往復した場合それが難しくなるとの判断だった。今日のよう

な天気が続けば良いが、あいにく明日の予報天気は芳しくない。残念ながら双六岳は

諦めることとなった。…だがしかし！ここまで来たからには、どこかのピークに立ち

【大雪原の斜面にて、尾根までもう一息！】 

【槍ヶ岳からのびる美しい稜線】 
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たい！ということで、双六小屋の南

に位置する樅沢岳に照準を絞ること

となった。双六岳往復に比べ 2 時間

は短縮できるとの見込みだ。この樅

沢岳、頂上付近にハイマツが茂って

いるものの、それ以外の部分はのぺ

～とした雪面で、なんだか癒し系な

感じである。たまらず石丸さんが飛

び出し、「アイゼンなんていらない

わよ～！」とばかりに雪を得た魚

のようにぐんぐんと登る。樺島さ

ん、長尾さんがそれに続き、自分も必死になって後を追った。塩崎さんは、いつもの

ように気に入った景色を写真に収めてから、信じられないスピードで皆との距離を縮

める。癒し系とは言ったものの、実は結構な傾斜だったと後にして思う。登り始めて

15 分も立たないうちに、自分は 4 人のペースについて行けなくなった。足が鉛のよう

になるとはこの事か！と思いながら、這い

つくばるようにして後を追う。見上げれば

雲ひとつない真っ青な空と、その空に向か

ってひた進む「女帝」、「鉄人」、＆「スー

パーサイヤ人 s」（すいません…）。ハイマ

ツ帯を抜け辿り着いた樅沢岳山頂（12:30, 

2755m）はやはり雪に覆われていた。隆々

とした岩山も格好良いが、こんな、のぺー

っとした山頂も良いなぁと思う。見晴ら

しも最高だった。小休止後、本山行で初

めてのアイゼンを取り付け下山。14:30 にデポ地で稲田さん、中村さんと合流。中村さ

んもすっかり回復した模様で一安心だ。というか、自分が一番しんどそうだ。20 分で

栄養補給と身支度を整えて笠ヶ岳方面へと出発。ここから今日のテン場となる秩父平

までのアップダウンはかなりの高低差だった。200m 上り、200m 下る。その間、足元は

イボイボ。体力を持て余してるであろう稲田さんが大ノマ乗越手前の下りをもの凄い

スピードで駆け降りていた。時折イボっているようにも見えるがスピードは落ちない。

後から頂いたアドバイスによると、「イボった時は躊躇せずそのままの勢いで足を引

き抜く、でないと雪中が固まって余計抜けなくなる」だそうだ。…なるほど勉強にな

ります。秩父平に向かう道中では沢山のライチョウにお目に掛かることができた（お

【弓折岳にて槍をバックに】 

【樅沢岳へ向けての登り】 
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初です）。しかし、ライチョウとはまさしく“雷鳥”であり、天気が悪転する前触れと

いうのだから、会わない方が良かったのかもしれない…。16:50 に秩父平（2500m）に

到着。傾斜面を急いで整地し、幕営（18:00 終了）。今日の晩ごはんはマーボー丼と豆

をつかった和えもの（美味！）で、一昨晩に劣らずガッツリ食べてしまい、夜中に寝

返りを打つのが苦しかった。お腹の中のボッカも良い感じになりつつあるのを感じな

がら、20:30 就寝。外は小雨。 

 

5555 月月月月 5555 日日日日（（（（山中山中山中山中 3333 日目日目日目日目））））        曇曇曇曇りりりり→→→→雨雨雨雨    

 連日同様 3:30 起床。昨夜降ってい

た小雨は朝にはあがっていたが、天

気はあまり良くないようである。ガ

スにより笠ヶ岳方面の視界は遮られ

ている。5:30 テン場出発。今日の前

半はひたすら上りだ。わずかな小休

止をまじえ抜戸岳（2812m）まで一気

に登る。抜戸岳手前の稜線からは大

きな雪庇が延々と連なっており、常

に緊張しながらの移動となった。また、悪天候にも関わらず、この日は様々なパーテ

ィーが笠ヶ岳を目指しているようだった。単独行の方、夫婦お二人、謎の外国人を先

頭にもつ大学の山岳部らしきパーティー等々。しかしこのガスに加え、抜戸岳以降は

まともなトレースがなく、どのパーティーも苦戦しているようだった。当の我々は、

抜戸岳を過ぎ、笠新道への分岐がある杓子平に歩を進めた（8:15, 2753m）。ここも相

変わらず大きな雪庇を従えており、笠新道への分岐点もどうやらこの大きな雪庇に埋

もれているらしい。ここ数日間で登山者が利用したと思われる痕跡はなく、また、そ

の雪庇に穴をあけたとしても、その先には急斜面が待ち受けていた。好奇心半分、恐

怖心半分の複雑な心境でリーダーの長尾さん達の話に耳を傾けていたが、やはり笠新

道は危険と判断されたようだ。笠新道を経て新穂高に降りられないとなると、これか

らのタイムコースも大きく変更されてくる。結局、笠ヶ岳往復を断念し、一昨日通っ

た大ノマ乗越からの比較的緩やかな谷を下ることとなった（8:23 退却）。そこからは、

相変わらずのアップダウンとイボる足元に体力を奪われながらも 11:30 に大ノマ乗越

着。アイゼンを付けそれぞれのペースで下る。この頃からだいぶ雨も勢いを増してき

たようだ。途中、尻制動にトライしてみるが、あまり上手くいかず、服の中に雪が入

ってきて気持ち悪い思いをした。雪はだいぶ固まっているようだが、運が悪いとイボ

る。前方の人間がイボると後方の人間から思わず笑みがこぼれる。スーパーサイヤ人 s

【悪天候の中、3日目のスタート】 
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の塩崎さんと樺島さんにはそんな足元の条件は関係ないらしく、サクサクと軽快に下

降している。と、そのうち二人の姿は見えなくなり、トレースも確認できなくなった。

おそらく小池新道入口の方に向かうのが最短のルートだったのだろうが、残った我々5

人はコースを逸れてしまったようだ。足場の悪い雑木林（流木林？）を沢に添って歩

く。塩崎さん、樺島さんに遅れること何分？だったのだろうか、ともあれ初日のテン

場で二人と合流することができた（13:30）。その後、もと来た左俣林道を通り、15:20、

無事新穂高温泉 P へと帰還、下山届けを提出した。山旅の疲れを温泉で癒し、待ちに

待った夕食を終え、22:30 頃 PA での幕営＆宴会。北アルプスでの楽しい思いでに浸り

25:00 頃就寝。 

翌 5 月 6 日は 5:00 に起床し福岡へ向け出発。途中、吉備 PA にてテントおよび濡れ

た荷物を乾かし、16:00、無事帰福。ほとんど一人で運転をされた長尾さん、本当に本

当にお疲れ様でした。 

 

今回の山行での個人的な反省点は多々ありますが、一番のミスは日焼け止めを用意

していなかったことです。顔が真っ赤に焼けあがり、所々から変な汁が出てくる始末

でした。パーカーを被ると耳が擦れて痛いので、降雨の 3 日目もほとんどパーカーを

被らずに行動する羽目になりました（下山後しばらく、周りの人間からゾンビ扱いさ

れたことは言うまでもありません）。次回の雪山までに、石丸さん特製のフェイスマス

クを習得したいと思います。 

結果的に、双六岳、笠ヶ岳のいずれのピークも踏むことが出来なかったのは残念で

すが、素晴らしい晴天に恵まれ、美しい北アルプスの稜線を眺めながら歩けたことは、

それ以上にうれしい体験でした。同行させて頂いたメンバーの皆さま、本当にありが

とうございました。（キタ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━アルプス !!!!!） 

 


