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八ヶ岳山麓スーパートレイル(200K の旅) 

【報告者・参加者】Ｔ嵜 
【日     時】2011 年 7 月 20 日～26 日        
 
≪ 報    告 ≫ 
【7 月 20 日】 曇り後小雨  
 福岡⇒羽田⇒小淵沢駅 14:45→15:40 三分一湧水→17:20 観音平 
台風の影響で列車ダイヤが乱れていたが、ほぼ予定通りに小淵沢駅に到着する。時折

パラパラと小雨が降る程度であり、傘をさして出発点にしている甲斐小泉の三分一湧

水へ急ぐ。久し振りのザック、荷が肩に食い込む。 
三分一湧水からは別荘地の中のアスファルト道の急坂を黙々と歩く。鐘掛松からは未

舗装で下草の生えた林道のため、トレランシューズの靴下まで濡れる。唐松林の急坂

を登りきったら、観音平の駐車場にヒョッコリと出る。延命水で給水し、駐車場横に

幕営。熊注意の張り紙。観音平は 1560ｍあり、涼しくて熟睡できた。 
 

【7 月 21 日】 曇り後晴れ 
 観音平 5:00→6:55 ツバクラ岩 7:05→
8:55 天女山 9:10→9:35 まきばの展望台

10:05→12:30 清里駅 13:00→14:40 飯盛山

45→16:30 野辺山ＪＲ最高点(1375ｍ) 
 
観音平から美し森までの約 16 ㎞は「八ヶ

岳横断歩道」として、唐松林と熊笹の落ち 
    ＜観音平の標識＞        着いた良い道に、整備してあった。天女山

で車道を横切る。牧場の中の「まきばの展

望台」で大休止。台風の影響であろうか、

残念ながら 2400ｍから上は雲の中である。 
美し森駐車場から清里駅までの約 4ｋｍは

炎天下のアスファルト道歩きである。清里

駅前の池でアイスを食べながら足を冷やす。 
トレランシューズは熱が直にきて、足への

ダメージが大きい。飯盛山は標高は低いが、 
    ＜飯盛山からの南八＞     南八ヶ岳・甲斐駒・アサヨ・瑞ガキ・富士
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山と展望は抜群であった。トイレのある平沢

峠の駐車場で幕営予定であったが、時間が早

いので野辺山のＪＲ最高点まで行く。ここは

公園になっており立派なトイレが在るが、シ

ャッターがおりていた。6 時頃パトカーが 3
台来る。「『少年グループがいたずらして列

車を止めている』と通報があったが、あなた

は見なかったか？」と聞かれる。どうも、私 
   ＜野辺山ＪＲ最高点の碑＞    を不審者と見て職務質問をしに来たのだろ

うか？ 最高点の碑の前の食堂で水をもらって、店の裏にテントを張らせてもらう。 
 
【7 月 22 日】 晴れ 
 野辺山 5:00→6:00ゲート→6:25沢 35→7:55最高点 8:10→11:25本沢入口 40→12:35
稲子湯 50→14:30 松原湖 50→15:20 町営キャンプ場 

 
朝は一面の霧である。その中で、もう高原

野菜(サニーレタス)の収穫作業をしていた。 
県界尾根登山口のゲートを越え南八ヶ岳林

道に入る。道の両側は、唐松林と背丈を越

える笹の原である。最初の沢で水を補給し、

顔を洗う。この先で、カモシカと鹿にたて

続けに遭遇する。熊でなくてヨカッター！ 

カーブの先が見えないので、熊除けのつも  
   ＜杣添尾根と赤岳＞       りで大きな声で歌いながら歩く。 

1900ｍの最高点から 1500m まで下り、八ヶ

岳林道に入る。こちらは殆んどが舗装され

ており歩きやすいはずであるが、本沢入口

まで非常に長く感じた。本沢入口で大休止。

靴を脱いで、足をマッサージする。車が 2
台止めてあるが、人は見かけない。 
稲子湯でやっと人に会う。軽装の若い夫婦

で、これから黒百合ヒュッテへ向かうそう

である。今日の林道歩きで南八ヶ岳の東面 
       ＜稲子湯＞       の概略はつかめた。 



 3

稲子湯から松原湖までの道は、一面の野菜畑の中を通っており、灼熱の日差しを浴び、

焼けた鉄板の上を歩いているようで非常に苦しかった。湖に足を浸けて大休止。小海

町営キャンプ場は、美術館と温泉施設「八峰の湯」の横にある、静かなキャンプ場で

あった。(持込テント一人 525 円) 
 
【7 月 23 日】 晴れ 

 キャンプ場 5:10→7:10 レストハウス 20
→7:50八千穂高原→9:50八柱山→10:20雨

池 40→11:50 双子池 12:05→12:55 大河原

→14:25 将軍平 45→15:35 七合目登山口→

16:20 夢の平 
 
キャンプ場から曲がりくねった上り坂の

480 号線をひたすら歩く。キャンプ場から 
    ＜八千穂高原の白樺林＞    レストハウスまでは約 8ｋｍで 500ｍの標 

高差である。カーブにナンバーがふってあ

り、No41 で到着。 
八千穂高原まではダラダラの下りであっ

た。八千穂高原は白樺林の中に池と花木が

点在する明るい高原である。大河原林道の

ゲートを越えたら土の道になり、ほっとす

る。本来のルートは林道を通ることになっ

ているが、富士山の眺望が好いという八柱 

       ＜雨池＞         山を越えることにする。山道に入ったら、

急登ではあるが、足が喜んでいる。八柱山

をルンルンで越え、雨池で大休止。 
「池畔の砂地を歩行できる」とあるが、周

囲はご覧の通り岩ばかり。ドコダー！ドコ

ダー！と歩いていたら、2 箇所申し訳け程

度に砂地らしき所があった。雨池で数パー

ティーに会う。ロープウエイを使って縞枯

山荘の方から来ているようである。雨池峠 
           ＜双子池＞        を過ぎたらパッタリと人がいなくなった。

大石川林道の落石帯にスーパートレイル委員会の落石注意標識が 2 本建ててあった。 
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双子山を越えて大河原峠へ降りたら、すごい車の数と人だかりである。 
本来の道は蓼科スカイラインであるが、逃げるように蓼科山への登山道に入る。 
上部の緩斜面帯になったら、急に腹が減ったので、行動食を頬張る。蓼科山の山頂方

面でヘリの音がしている。将軍平の蓼科山荘前で休憩していたら、蓼科山から降りて

来た男性が「山頂で休憩していたら、男性が『気分が悪い』と言って倒れた。救急ヘ

リを呼んで、心臓マッサージをしたが、見る間に顔が鉄色になった。無事を祈ってい

る。」と言っていた。ガスに隠れた山頂は目前であるが、そそくさと御泉水自然園へ降

る。御泉水自然園からはゴンドラリフトの下の草地を蓼科牧場まで駆け下る。 
夢の平キャンプ場を予定していたが、木立の中の暗いキャンプ場なので、開けた牧草

地にテントを張る。今日は強行軍であったが、山に登れて楽しかった。 
 
【7 月 24 日】 晴れ一時小雨 
 夢の平 4:40→5:50 白樺湖 6:00→8:00 車山→10:10 南白樺湖 30→11:20 八子ヶ峰 55
→14:20 大滝キャンプ場 

幕営地から白樺湖までは 40 号線を約 5ｋ
ｍ歩くので、暑くならないうちにと少し早

く出る。蓼科高原は大学等の寮が白樺やブ

ナの広葉樹の森の中に点在している。 
白樺湖のファミリーランドには興醒めで

ある。大門峠から山道に入る。車山の斜面

の防護策に囲まれた所には、ニッコウキス

ゲの大群落があった。八島ヶ原湿原へ行き 
    ＜ニッコウキスゲの群落＞    かけたが、ガスと雨になったので割愛して

白樺湖へ引き返す。 
今日は白樺湖泊まりであったが、赤岳鉱泉

まで明日行こうと思い、大滝キャンプ場ま

で進むことにする。白樺湖畔を周回して、

南白樺湖のすずらんの湯で大休止をし水

を補給する。 
八子ヶ峰への登路には信濃路自然歩道の

標識があり、ロイヤルヒルスキー場を直登  
      ＜白樺湖＞         する。カンカン照であるが、空気が清々し

く、見晴らしが好いので気持ちが良い。女子中学生の一行と対面したので、道を譲っ

たら、なんと５班・約 250 名、長々と待たされる。でも、カワイイ！ 直後に、ガイ
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ド登山一行に道を譲る。50名の老年男女。

カワイクナイ！礼も言わずに、失礼な奴等。 
ヒュッテ前で東京から来た 150 名位の小

学生のグループ。八子ヶ峰は大人気で、大

混雑であった。山頂で長々と休憩し、大滝

キャンプ場へ駆け下る。ホテル親湯の          

方へ下ってしまい、登りなおしてキャンプ

場へ。キャンプ場は車の 4 人組とバイク野 
    ＜大滝キャンプ場＞       郎に私の 3 張。4 人組は美味しそうな焼肉

の匂いをさせていた。1 人 1000 円と高かったが、お茶やお菓子に塩もみキュウリとト

マトをもらう。すべて美味しかった。早かったので、シュラフ等を乾かす。 
 
【7 月 25 日】 晴れ 
 大滝 4:50→5:30蓼科湖→7:00岳麓公園 15→8:50小屋場 9:05→10:45美濃戸口 11:20
→12:00 美濃戸山荘 40→15:00 立場川キャンプ場 

 
小雨の中、傘をさして蓼科湖へ。蓼科湖畔

のホテルや旅館等は落ち着いた佇まいで、

白樺湖畔よりも好きである。地図に表示は

無かったが、蓼科湖畔にもキャンプ場があ

った。昨日、此処まで来ればよかったかな。 
ゴルフ場の横を抜けたら、「美しい日本の

歩きたくなる道 500 選」に出る。調子に乗

＜美しい日本の歩きたくなる道 500 選＞ って歩いていたら、上槻木で道を間違った  
ようで 188 号線を小屋場まで下ってしま

った。かなり時間をロスして美濃戸口着。

平日なのにバスが着くと、大勢の登山者が

降りてくる。此処で、大休止、牛乳が美味

しかった。 
美濃戸山荘横で幕営し、赤岳鉱泉・行者小

屋を周回して来ようと思っていたが、今は

幕営禁止とのこと。04 年出版の私の地図に   
      ＜美濃戸山荘＞       はキャンプ場の表示がある。最新の地図で 
確認しないとだめだったかな。赤岳鉱泉まで行って幕営したら明日が心配なので、立
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場川キャンプ場まで歩を進めることにする。赤岳鉱泉・行者小屋周辺からの南八ヶ岳

西面の眺めを楽しみにしてルートを変更したのに残念である。 
気が抜けてしまったのと、炎天下の舗装道歩きで、今回のトレイルで一番ツライ約 10
ｋｍであった。敗残兵のごとくトボトボと立場川キャンプ場にたどり着く。 
 
【7 月 26 日】 晴れ 
 立場川 6:45→8:30 鉢巻トレイル→9:25 信玄棒道 40→11:00 三分一湧水 15→12:05
延命の湯⇒小淵沢駅⇒甲府駅 
 

最終日は距離が短いので、ゆっくりと出発

する。立場川沿いに下り、立沢集落から畑

の中を抜けて富士見高原の別荘地の中を

歩く。富士見高原ゴルフ場の横から鉢巻ト

レイルの標識が所々にあるが、下草が生え

ていて靴が濡れるので、484 号線を下る。 
信玄棒道の入口で休憩。 
舗装道路から解放されて、また、木立の中 

      ＜信玄棒道＞        を歩けるので、身体も気分も楽になる。 
ゴルフ場と白樺平別荘地の横を通り、古杣

川を渡れば、スタート・ゴール地点の三分

一湧水であるが、小淵沢の道の駅までもう

ひと頑張り。道の駅の延命の湯でさっぱり

と旅塵を落として、甲府のホテルへ。 
翌日は、国立博物館で空海展を堪能して、

空路で帰福した。 
 

＜三分一湧水＞ 
【総括】総距離 200ｋｍに惹かれて八ヶ岳山麓スーパートレイルを計画した。本来の

ルートには無い八柱山、双子山、将軍平等を登り、美濃戸山荘まで足を伸ばしたが、

私が想像していたよりもはるかに舗装道歩きが多かった。八ヶ岳横断歩道と飯盛山を

目的に、甲斐小泉駅から野辺山駅までのワンデイハイキングは楽しいかもしれない。

でも、やはり私は山岳のロングトレイルに惹かれる。どうも、ピークハンティングに

対する執拗なる欲心とワンデリングに対するかぎりない憧憬とが、私の心の中に巣食

っているようである。 


