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北ア/裏銀座・雲の平・高天原 

 

【報 告 者】ＢＢ 

【日   時】2013 年 8 月 7 日～12 日  【天 候】快晴！ 

【参 加 者】ＢＢ 

 

≪コースタイム≫ 

1日目 6:22小倉＝信濃大町＝14:30七倉山荘 

2日目 5：30七倉荘～5：50高瀬ダム～9：50烏帽子小屋（幕営）～烏帽子岳往復 

3日目 5：10烏帽子小屋～野口五郎小屋 8:00～野口五郎岳～11：30水晶小屋 12：00 

～岩苔乗越 12:45～祖父岳～14：50雲の平ｷｬﾝﾌﾟ場 

4日目 6：30雲の平ｷｬﾝﾌﾟ場～雲の平山荘～高天原小屋～夢の平～からまつの湯 

～雲の平山荘～雲の平ｷｬﾝﾌﾟ場 

5日目 6：00雲の平ｷｬﾝﾌﾟ場～黒部源流～三俣山荘～三俣蓮華岳～双六岳～双六小屋 

6日目 4：40双六小屋～弓張乗越～鏡平小屋～わさび平小屋～9：50新穂高温泉 

 

≪ 報    告 ≫ 

１日目■８月７日（水）晴れ 

信濃大町駅から登山口まではバスがなく、タクシーで行くしかない。事前に予約して

おいた乗合いタクシーで七倉山荘まで行く。今日は登山口に程近い不動沢キャンプ場

泊の予定だが、15 時から高瀬ダムに向かう人はなく、どうしようか迷っていると七倉

山荘の方が「山荘横に幕営してもいい（有料＠500 円）」と声をかけてくれた。翌朝発

なら相乗りで＠500 円。今から一人で高瀬ダムに向かうより安くつくし、差額でジュ

ースも飲める！七倉山荘はリフォームしたばかりで、内風呂も露天も全てがとてもき

れい。トイレなんて、自動で蓋が開いたりする。沢の音を聞きながら 19 時就寝。 

 

2 日目■8 月 8 日（木）晴れ 

4 時起床。登山口へのゲートは 5:30 に開く。なのに、5 時には 7 名くらいの人がタク

シー乗り場に並んでいた。高瀬ダムまでは 15 分。大きな石の重なりが美しいロックフ

ィルダム。ダム部分を掘ったときに出た石を使っているとのことで、一つ一つ積む方

向を定めながら積上げていて、震度 7 の地震にも耐える程強いとのこと。ダムの堰堤

でタクシーを降り、登山口まで 15 分。1 週間前の大雨で流された濁沢の橋は、石組み

で処置してあったので安心して渡れた。さあ北アルプス三大急登のひとつブナ立尾根
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を登る。登山口から烏帽子小屋まで 12→0

の番号が振ってあり、だんだん少なくなる

番号に、やる気が沸いてくる。谷からの冷

風に励まされながらも、④番から休憩が多

くなり一歩が重くなってきたが、なんとか

予定より 2 時間早く小屋に到着した。テン

ト設営を終え、烏帽子岳を往復。山頂は切

り立った大きな岩場が続くが、鎖もあるの

で、三点支持を守っていれば登れる。遠く

針ノ木岳がとてもかっこ良くて山頂でのん

びりすごした。 

 

3 日目■8 月 9 日（金）晴れ 

3：30 時起床。濃霧が立ち込めて、トイレからの帰りで自分のテントを見失い軽く道

迷い。夜が明けても見通しが悪く、一人で歩くのは不安だったので、しばらく隣のテ

ントの方とおしゃべり。200ｍ先が見えるようになった 5：15 出発。足元は見えるもの

の、灰色のガスが次々と西から吹上げるので重心を落としながら慎重に歩いた。先行

者の男性 2 名に追いつき一安心。姿を見失わないよう抜きつ抜かれつしながら野口五

郎小屋へ。小屋直前のピークは山と高原地図では右に巻く道がルートとして書いてあ

る。しかし巻き道への分岐はわかりにくく、しかもゴーロのトラバースで、落石、滑

落に注意しながら僅かな踏み跡を探すので、とても神経を使った。ここはピークを通

った方が正解かも。ところで、野口五郎小屋は Facebook で稜線の天気や登山口の状況

などをタイムリーにアップしてあり、今回の準備に活用させていただいた。濁沢の橋

の流失や、数日で復旧したこともこの FB が情報源。おかげで現実に沿った準備をす

ることができた。小屋のみなさんの

細やかなサポートに感謝です！野

口五郎岳山頂は 360 度の景観で、こ

こに来て槍ヶ岳がやっと見えた。表

銀座に北鎌、西鎌に水晶、鷲羽・・

そして硫黄尾根！これは、衝撃的だ

った。たった今削り出したかのよう

に赤土色の地肌が荒々しくむき出

しになっていて、周りの景色となじ

まない。いつもなら遠くに小さな槍槍ヶ岳と硫黄尾根 

烏帽子岳 
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ヶ岳を見つけただけでも嬉しくなるのに、今日は硫黄尾根が気になって仕方ない。水

晶小屋到着まで、硫黄尾根をチラチラ見ながら歩く。水晶小屋からの展望はすばらし

く、いま歩いてきた道も鷲羽も立山も剣岳までもが見渡せた。岩苔乗越を越えて、祖

父岳へ。計画段階から祖父岳はクマが出そうな気配がしていて、なんとかここを通ら

ずにコース取りしたかったが、混み混みの水晶小屋には泊まりたくなかったので、“音

が遠くまでよく響く高級クマ鈴”を購入して祖父岳に備えた。実際、所々に小さな沢

が流れ、お花畑が遠くまで続くとても美しい山で、私にとっては三俣蓮華や双六より

ずっと楽しかった。祖父岳の山頂はとても広く、見通しの悪いときは注意が必要。雲

の平テン場へは、北東へ大きく迂回する木道を通って 15 時頃に到着した。テン場は大

きな石が多く、水の流れもあり、少し雨が降ると水が上がってきそうな場所が多く、

私の 2 人用テントでも場所の選定に悩んだ。沢で着ていたシャツを洗ったが、日没ま

でにきれいに乾いたので、気持ちいいシャツで眠る Zｚｚ 

 

4 日目■8 月 10 日(土) 霧・曇りのち晴れ 

5 時起床。外はガスで真っ白。今日はテントをそのままに高天原温泉往復と休息日。ガ

スが晴れるのを待って 6:30 テン場を出発。雲の平山荘でテン場の受付をして二泊分の

料金を支払う。高天原温泉へはのんびり木道やら鬱そうとした樹林帯の急下降などと

表情がさまざま。休息日のつもりが、結構キツイ。いくつも小さな渡渉をして高天原

山荘に着いた。山荘から温泉へは 15 分、温泉からさらに 15 分奥にある夢の平（龍晶

池）という湿原に行ってみる。後に出会った方に教えていただいた事には、夢の平に

はモウセンゴケという食虫植物が生息していたとのこと。植物の知識があったら、も

っと山行が充実してくるかな・・と思った。温泉は湯船が 3 つあり、男湯、女湯（ 

トタンで壁が作られていて天井はなし）、混浴とのこと。やっと待ちに待ったお風呂！

女湯は貸切で、脱衣棚も着替え用のスノコも湯桶もあり立派なお風呂。お湯は乳白色

で湯の花がたっぷり浮かんでいた。青空の下、ゆっくりお風呂に入った後、来た道を

汗だくになって帰った。雲の平山荘の喫茶

営業に間に合いたい一心で帰ってたら、3

時間半の行程をなんと 1 時間半で戻って

きてしまった。そして、山荘で夕飯代わり

のおでんを食べて、テン場の我が家へ。調

子に乗って今日はシャツに加え、タイツま

で沢で洗濯したが半乾き。シュラフに入れ

て体温で一晩乾かした。 

 

ｺﾊﾞｲｹｲｿｳと雲の平山荘 
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5 日目■8 月 11 日(日) 晴れ 

4 時半起床。雲の平の朝はガスが立ちこめることが多いというが、今日は黒部五郎岳も

見える。祖父岳の分岐から南へ道を下り、黒部源流へ行く。はるか遠くに三俣山荘、

その向こうに槍ヶ岳がぼんやり見えて幻想的。早朝はやっぱ特別。源流へは急なザレ

場を一気に下りる。源流部では 15ｍくらいの渡渉があるが、ちょうどよく石もあり、

ロープまで張ってあるので難なく通過。けど、雨の後などで水量が多くなった場合は

すぐに足が水に浸かってしまうのではないかと思う。通過前は情報収集が必要かと思

った。源流のそばで水を汲み、Ｍｙカルピスで割ってカンパイ☆う～ん、サイコー♪

ここから三俣山荘へは登り返し。この登

りは水と花が豊富な上、朝日を浴びてキ

ラキラしてとても美しい。三俣山荘で大

休止。山荘から三俣蓮華岳へコースタイ

ム 40 分だが、私は 65 分もかかってし

まった。暑さというより、残りの行程が

3 時間弱となった安心から気が緩んで

しまったと思う。一旦ペースが乱れると、

穏やかなルートもきつくなる。三俣蓮華

岳、双六岳を経て双六小屋への道を十分

楽しめる余裕がなかったのが残念だっ

た。双六のテン場は砂地で、平地が多く設営しやすいがペグが利きにくかった。最後

の 1 泊なので、贅沢して小屋で牛丼＆りんご。これが夕食。今日も 19 時就寝。 

 

6 日目■8 月 12 日（月）晴れ 

2 時 40 分起床。満点の星空！流れ星も見えた☆西鎌へ向かう人たちは 3 時出発のパー

ティも。星空もテントの撤収も、今日が最終日だと思うと名残惜しくて動きがゆっく

りなってしまう。4 時半テン場を出発。次第に明けていく空に、鷲羽岳や笠ヶ岳、槍・

穂の稜線が染まっていくのを何度も立ち止まり見て下山した。鏡平山荘の手前で、登

山道脇にあまり時間が経っていない感じのクマの糞

らしきものを見つけ、つい足が速くなる。鏡池では

お約束の逆さ槍を写真に収め、一気にわさび平山荘

まで降りた。ここから長くツライ林道を歩いて下山。

新穂高ロープウェイ駅近くの中崎温泉でお風呂に入

り、高山駅へ向かうバスの中で考えた「次は立山か

ら薬師、笠をつなぎたいな☆」。 

くろゆり 

黒部源流 
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◆交通機関メモ 

・ ＪＲ信濃大町～七倉山荘：タクシー＠2,300 円（タクシー＠1,700 円、入浴料＠600

円 要予約。利用条件：宿泊ないし日帰り入浴のこと。） 

・ 七倉山荘～高瀬ダム：タクシー＠500 円（4 人で乗合 2、100 円/台） 

・ 新穂高温泉～高山駅：濃飛バス＠2,100 円 

 

◆テント場メモ 

場所 状態 水 トイレ 料金（1 人） ドコモ携

帯 

七倉山荘 山荘横の

砂礫地。平

地だが、温

泉の管が

下にあり

地熱を感

じる 

小屋の蛇

口から 

男女別の

公共トイ

レ 

500 円 小屋の一

部で通じ

る。今後、

ソフトバ

ンクが通

じるよう

になると

の事。 

不動沢 砂礫の平

地 

沢より なし（見つ

けきらず） 

500 円（烏

帽子小屋

で支払い） 

一人でテ

ン泊は勇

気がいり

そう 

烏帽子小

屋 

きれいに

整地され

ていて、テ

ント固定

の為の石

も豊富 

小屋で 1

㍑ 200 円

で販売（天

水を消毒

したもの） 

男女共用。

テン場よ

り徒歩 5

分 

500 円 ヘリポー

トで通じ

る 

雲の平 広そうに

見えるが、

傾斜や石、

水が出て

いる場所

が多く意

外と場所

を確保し

にくい（ソ

ロテント

がおすす

め） 

無料 男女共用 500 円（雲

の平山荘

で支払い） 

高天原温

泉方面へ

30 分ほど

歩けば通

じる（大岩

のところ） 

双六小屋 広い。砂地

で、平地が

多い 

無料 男女共用 500 円 双六岳山

頂では通

じた 
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◆ルート 

 

 

 

 

 

久しぶりのソロ縦走で、楽しみと同じくらいの不安を抱えて計画をたててましたが、連日、

良すぎるほどのお天気に恵まれ、山でたくさんの方々と出会い、好きな山の話しをして、

とても楽しい 6 日間でした。計画に際し、アドバイスや励ましの言葉をくださった方々に

感謝の気持ちでいっぱいです。これからも、どうぞ宜しくお願いします☆ 


