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次のページの表を参照。 

1 白砂山 
2 三国峠 
3 万太郎山 
4 谷川岳 
5 蓬峠 
6 ジャンクション 
  ピーク 
7 巻機山 
8 大水上山 
9 尾瀬ヶ原 
 （東電小屋付近） 



 
 

区間 初踏破年 備考 

1 ～ 2 白砂山～上ノ倉山～稲包山～三国峠 未踏破 
今回の予定
コース 

2 → 3 三国峠～平標山～万太郎山 1967 一般コース 

3 ← 4 万太郎山～谷川岳 2014 一般コース 

4 → 5 谷川岳～蓬峠 1972 一般コース 

5 ← 6 蓬峠～清水峠～ジャンクションピーク(JP) 2014 一般コース 

6 ← 7 JP～柄沢山～米子頭山～巻機山 2014 

7 ← 8 巻機山～下津川山～丹後山～大水上山 2015 

8 ～ 9 大水上山～平ヶ岳～景鶴山～東電小屋 未踏破 

上越国境踏破記録 



上越国境の未踏破部に行こうと計画した。 
 
大水上山～平ヶ岳～尾瀬も気になるが、後回しにした。 
 
白砂山～三国峠のコースが最終的に決まった。 
インターネットで情報を集め、3泊4日で行けるという計算
を基に計画した。 
 

日本山岳会の日本の分水嶺踏破や群馬大学ワンダー
フォーゲル部は真夏に歩いているので残雪は少なくても
行けるのではないかと判断した。→甘かった！ 
 
 
 



2016年5月5日 

正午直前、野反湖ダムの終点
に到着した。3年前、同じ5月5日

に来た時に比べやはり雪が少
なそうだ。 
でも、1900m以上は暖冬でも雪

が残っているはずだ、という根
拠の無い期待を抱いていた。 

長野原草津口駅からの野反湖
行きバスは1日3本しかない。 

駅で降りた人の大半は草津温
泉に行く。この日このバスの乗
客はぼくの他に1人だけだった。 



ハンノキ沢 

3年前はここまで来るのに斜面の

雪をトラバースした。ストックでは
怖くてピッケルを取り出した記憶が
ある。 

しかし、今年は全く雪がなく楽々と
ここまで来た。 

オレンジ色の枠の写真は3年前のもの。 
沢の向こう側は一面雪に覆われている。 

2013年 



途中に水場があり、近くの稜線上には 
テン場もある。 

地蔵峠、秋山郷方面への道が分岐している。 
この少し手前で熊らしい黒い動物が20m位先
を凄い勢いで右から左に駆け下りていった。 

堂岩山に近づくと結構な量の雪が
残っている。 



雪が少なかったせいか、3年前より1時間
ほど早く堂岩山に到着。 
積雪は1.5～2mは少ない。 

3年前は山頂の「平地」に幕営したが、今年は 
白砂山に向かう道にテントを設営。 

2013年 



2013年 

堂岩山から見た白砂山。 
1900m以上の稜線には雪が残って
いるという期待は崩れ去った。 

堂岩山山頂直下の分岐 
左：白砂山、右：八間山 

5月6日 



白砂山山頂。堂岩山と同様積雪
は3年前より1.5～2mは少ない。 

2013年 



白砂山から東方を望む 

左から、大黒山、上ノ倉山、忠次郎山 
手前右は上信越国境ピーク 

白砂山の東側は、小さな残雪を過ぎると
たちまち藪になった。 

これでは、予定通りのコースの踏破は無
理だろうなと思いつつ、行けるところまで
行こうと決めた。 

上信越国境地点は気が付かずに通過した。 
3年前に踏破した、佐武流山～苗場山方面
もほとんど雪がない。 

白砂山東方の上信越3国境付近より北方
（佐武流山～苗場山）を望む。 



藪に突入!!! 

藪は、ハイマツ、石
楠花、灌木、笹が混
在している。 
 

藪に入ったら、無理
は禁物。木を左右
にかき分けその間
に体をそおっと滑り
込ませていく。 

とにかく通らせて戴
くという気持ちが大
事である。 



左から、大黒山、上ノ倉山、忠次郎山 

左から、上ノ倉山、忠次郎山、上ノ間山 
遠方は谷川岳方面 

典型的な笹ヤブ 

雪はほんのたまに現れるだけ 



上ノ間山に向かう途中のヤブの中から白砂山方面を振り返る。 

白砂山 
岩菅山方面 



上
ノ
倉
山 

忠
次
郎
山 

上ノ間山 

殆どの稜線は痩せているのでコースを外れる
心配はない。 

しかし群馬県側（ここでは右側）は急峻な笹原
かガレで怖いし危険である。 

それを避けて新潟県側を歩こうとすると斜面
である上に灌木などが生い茂り、とても歩け
るものではない。 



2013年 

苗場山も3年前に比べると
明らかに雪が少ない。 



上ノ間山は広くて平らな山頂である。 

上ノ間山の三角点標石 

上ノ間山山頂より 

佐武流山 苗場山 



上ノ間山山頂より 

上ノ倉山 

忠次郎山 越後三山方面 



上ノ間山から先に進むのにはほとんど躊躇しなかった。しかしすぐに急な下りとなった。
もし引き返すとなったら、これを登り返すのは大変だろうな、と思いつつも先を目指した。 

時折、先駆者の付けた赤布がある。しかし、
ヤセ尾根なので道に迷う心配は全くない。 藪の通過は大変だけど、なんとか想定時間

通りで行けそうだと思いながら進んだ。 



上ノ間山を振り返る。あそこを下るのは大変
だった。登り返すなんて考えられない、という
気持ちだった。 

藪は続くよ、どこまでも、・・・。 

どうも予定通りの時間では行けそうもな
いと、ようやく気がついた。 

体力の限界まではまだまだ遠いけれど、
この先の藪の状況がよくわからないの
に進んでいいのかと自問すると、そろそ
ろ引き返した方がいいのではないかとい
う答えが返ってきた。 

狭い稜線を行けば道迷いはない。しかし、群馬
県側は切れ落ちているので、常に気をつけてい
る。稜線上にハイマツや石楠花がはみ出してい
るときは大変だ。新潟県側を行くのは、まず論外
である。一回試してみたら二度と歩きたくない。
結局それらの枝に掴まりながら、体を群馬県側
に乗り出しながら稜線上を通過するしかないの
だ。 



忠次郎山まで行く予定だったが、とても計画通
り行けそうもない。上ノ間山から800m近くの平
地に泊まることに決定した。上ノ間山から2時間
掛かった。 

平地と行っても笹だらけだ。それを左右に掻き
分けて無理矢理テントを張った。ひとりで寝る
分には問題ないが、両側が盛り上がって荷物
が落ち着かない。 

水はある程度は運んできたが、100mほど先

に残雪が見えたので、それを利用した。おか
げで冷えたビールを飲むことができた。 

この晩は雨と風に襲われた。雨は大したこ
とはなかったが、風は結構強かった。しか
し、ペグは打てないし、ロープを結ぶところ
もない。あとは天に任せた。 



5月7日 

天気はいいが、またあの上ノ間山の登りと、もう一箇
所の笹原の急登があるのかと思うと気が重かった。 

前の晩は、これが頭に引っ掛かってなかなか寝付け
なかった。 

テントを撤収した後はこんな感じ。
一応地面は平らなので、これでも
なんとか一夜を過ごすことができた。 



戻ると決めたら、さっさと戻る。 
今度は左側が群馬県だ。切れ落ちている。 
ある意味では危険である。 

新潟県はなだらかで転落の危険はない。だが、
猛烈な藪で歩ける状態ではない。 

結局、行き同様稜線の最高部を歩くのが最も
能率的である。 

上ノ間山は近くて遠い。 



いよいよ上ノ間山の上りに差し掛かった。藪の4要素、ハイマツ、石楠花、灌木、笹が揃っ
ている。しかし、幸いにも前の晩に悩んだ程歩きにくいものではなかった。 



上ノ倉山 忠次郎山 

昨晩の
幕営地 

そろそろ上ノ倉山に到着しそうだという地点から北を望む。 

ここから右（東）
に向かい、その
後再び北に向か
うと忠次郎山に
至る。 

しかし、藪をかき
分けての行軍は
辛かった。 



上ノ間山より苗場山を望む。 
上ノ間山より妙義山方面を望む。 

上ノ間山より 

上ノ間山にて、群馬大学ワンダーフォー
ゲル部が残した標識を発見。 
「‘76年 夏」と書いてある。40年前だ！ 

何とか上ノ間山にたどり着いた。（戻れた！） 



上ノ間山から白砂山に向かう。 

左の奥には草津白根山が見える。周りの山と比べると
白っぽくて木が生えていないことが分かる。 



浅間連峰 大分藪歩きになれ
たせいか、結構捗
る気がする。 

笹薮の根元にはこん
な可憐な花が咲いて
いた。 



白砂山方面を望む 

矢印の先の辺りは、尾根が広くなってい
て残雪が比較的多量にあった。 
この先に進むと適当なテン場は5日の幕
営地の堂岩山までない。 

そこまで行くと他の登山者と遭遇する恐
れがあり、避衆登山の趣旨に反するので、
まだ10時だったが、翌日の行動時間を計

算した上でこの「雪原」で幕営することに
した。 



山の天気は変わりやすい。 
 

到着時は晴れていたのだが、午後にな
ると雨が降り始め、風も強まってきた。 

早めに行動を終えたことは結果的に正
解だった。 
 

さすがにこの日はテントをしっかり固定
した。 



5月8日 

あと少しで藪を抜けると思うと、
ホッとすると同時に寂しい気持ち
になった。 
 

しかし白砂山までは結構いやら
しい藪で、ハイマツとの格闘で
あった。 



ハイマツはなかなか素直に左右に
分かれてくれない。仕方がないので
地面近くに横たわっている枝を踏ん
で通過しようとするが、この場合は
絶妙なバランスを要求される。 

白砂山は指呼の間だが、距離はす
ぐには縮まらない。 



佐武流山、苗場山への稜線の分岐点が近づいてきた。 

この辺には一部踏み跡らしきものがあったが、よくよく考えて
みるとたまたまそこだけ笹藪が薄かったのかもしれない。 

白砂山 

佐武流山分岐 
（上信越国境） 



前にも書いたが、ハイマツの藪漕ぎ
は枝に乗るためのバランス感覚が
重要である。 



やっと白砂山に戻った。この2～3日で雪解けが進んだようだ。
三角点と「この先危険」の表示が現れていた。 

三角点標石 

「この先危険」の表示板 



白砂山～八間山から薄っすらと富士山が見えた。 
 

白砂山～富士山の距離は153km 



白砂山から行って帰ってきた藪地帯を振り返り、登山口に向かう。 



金沢レリーフ 
50年以上前の遭難碑 

縦走路には背中を向けているので、 
普通に歩いていると見過ごしてしまう。 

縦走路 金沢レリーフ 



堂岩山が近づいてきた。 
 

計画では、引き返す場合は行きに通っ
た地蔵峠経由だったが、同じ道はつまら
ないと八間山経由で戻ることにした。不
覚にも地図を用意しておらず、現地の道
標が頼りだった。 

八間山に向かう道は予想通り歩き
やすい整備されたものだった。 



八間山が近づいてきた。遠くには浅間連
峰らしい山が見える。 

右上は、八間山手前の分岐、右に行くと
白砂山登山口に戻る。右下には野反湖
が見えてきた、 



八間山山頂より、（上）白砂山方面、
（下）野反湖を望む。 

野反峠から登ってきた二人連れ
に写真を撮ってもらった。 



カタクリらしき花が咲いている。 
 

この辺りにはシラネアオイの保護区
域があり、6月頃に咲くそうだ。 

バス停のある野反峠が見えてきた。 

野反湖のほぼ全景が見える。 
右端付近に白砂山登山口がある。 



野反峠のバス停に到着。バスは一日に
上下各3本しかない。 
八間山登山口の立派な標識がある。 



このポスターを見たのだろうか。山中に「シラネ
アオイはどこに咲いているのですか？」と聞く人
がいた。 

昔は長野原駅、今は長野原草津口駅。
昔は長野原線、今は吾妻線。いずれの
時も終点前の一駅分が「超」ローカル線
となっている。 
 



山行を終わって。 
 
本山行では、上越国境踏破の他に「避衆登山」という目的もあった。 
第一の目的はお預けとなったが、第二の目的はある程度達成できた。 
「避衆時間」は、5月5日15:00～8日8:00の65時間だった。 
 
第一の目的のために、来年は残雪が少しはある時期に再挑戦しようと思う。 

ところで、最近ちょっとした事件があった。北海道の男児置き去りである。 
幸運が重なって無事保護されて一件落着となった。 
 
不謹慎かも知れないが、計算・比較してみた。 
田野岡大和君の「避衆時間」は5月28日17時から6月3日7時までのおよそ
134時間、ぼくが到底到達できそうにない驚異的なレベルである。 
 


