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南アルプスの三伏峠～荒川岳の未踏区間の踏破を目的として、山行計画を立てた。 
ついでに、やはり未踏の赤石岳東尾根（大倉尾根）を計画に加えた。 
 
バスの運行期間は、静岡＝畑薙臨時駐車場は7月16日（土）～8月31日（水）、鳥倉
登山口＝伊那大島は、7月16日（土）～8月28日（日）と限られている。従って、ほかの
スケジュールを考慮するとこの期間しかない、ということになった。 
 
計画の概要は以下の通り。 
8月8日 （月） 静岡＝畑薙臨時駐車場＝椹島（幕営） 
8月9日 （火） 椹島－赤石小屋（幕営） 
8月10日（水） 赤石小屋－赤石岳－大聖寺平－荒川小屋（小屋素泊まり） 
8月11日（木、山の日） 荒川小屋－荒川中岳－悪沢岳－荒川前岳 
                  －高山裏避難小屋（幕営） 
8月12日（金） 高山裏避難小屋－小河内岳－三伏峠（幕営） 
8月13日（土） 三伏峠－鳥倉登山口＝伊那大島 
 
なお、数年先にはリニア新幹線の工事が二軒小屋、椹島周辺で始まると予想される。 
そうなると、アクセスほかの状況がどうなるのか心配であるということもこの計画を後押
しした。 

本山行の概要、目的 



トピックス 

椹島へのバス 
臨時駐車場～椹島のバスは、特種東海フォレ
ストが運行している。諸事情によりバス代は無
料、ただし、3000円を前取りされ、特種東海
フォレストが運営している山小屋に素泊まり以
上で1泊することが条件となっている。そのため
か、マイクロバスに定員いっぱい詰め込まれた。
荷物を置く場所はないので17kgくらいある荷物
を膝に乗せなければならない。1時間の難行苦
行（拷問）であった。 

椹島の幕営指定地 
番号で場所が指定されているが、その番号が
ランダムに付けられているので指定の番号を
見つけるのに一苦労だった。 



赤石小屋にて 
小屋前のベンチに飲食物のメニューが置いてある。そのメニューのあとに皇太子が1986
年に宿泊した時のことが書いてあった。「素泊まりでお泊りになった。お付きの方々は一
階にほかの登山者と共に、皇太子さまは二階に一人で寝て、階段には交代で番人がつ
いたそうです。ちなみにこの一行は、荒川小屋ではテント泊でした。当時の荒川小屋は
一階建てで、皇太子さまを「別」にできなかったからなのだそうです。」 

荒川小屋では小屋泊まり 
東海フォレストの「バス代」を回収するべく、小屋泊り
とした。素泊まり6000円、寝具なしだと500円引き、
バス代の券で3000円引き、トイレ代100円で、結局
2600円であった。 
 

Trans Japan Alps Race （TJAR） 
素泊棟の前に、TJARと書いたテントが張られていた。
日本海～北アルプス～中央アルプス～南アルプス
～太平洋を踏破する大会の最中だとのこと。 

赤石岳～大聖寺平を歩いているとき、5～6機のヘリコプターが飛んでいた。事故で
もあったような様子であったが、詳細は不明。 



山を走って登るなんて邪道だ、と思っていたが、TJARの選手とすれ違うとつい応援してしまう。 

荒川小屋～荒川前岳 

高山裏避難小屋手前の水場 
後ろはカメラマン 

高山裏避難小屋
～板屋岳 

烏帽子岳～三伏峠、唯一の女性選手（赤丸） 
四角内は、カメラマンとスタッフ。 



荒川小屋・素泊棟の同宿者 
夫婦と思しき男女、翌日の予定を聞くと3時起床、
3時半出発予定とのこと、食事は途中でとるそう
な。実際には3:50に出て行った。 
（お昼寝中を失礼した） 

荒川小屋では、小屋前のベンチで酒（持参
のバーボン）でも飲むかと思っていたら若者
に声を掛けられた。結構話が合い、結局3時
間くらいいろいろと話ができ、いい時間つぶ
しになった。 

荒川小屋にはこのような目安が表示さ
れているが、多くの登山者は無視して先
を目指している。 



3000m付近にも鹿が出没 
鹿が高山植物を食い荒らしているようだ。 
（丹沢にも同様の看板があったが、「食害」は「採食」と書き換えられていた。） 

ビール 
今回は、軽量化のためと山中では冷やせそうにもないのでビールは持っていかなかった。 
山中でのビールの値段は350ml＝600円、500ml＝800円。 
財布（ワイフ？）と相談の結果、ビールは買わず、持参のバーボン700mlを4日で飲むことに
した。そして1日は禁酒の日とした。 



一番変わった人々に出会った、高山裏避難小屋 
 

1. 小屋の管理人は78歳、話し方は怒っているように聞こえるが、と
ても親切な人だ。歳を聞かれ68歳と答えると、「まだまだ若い、80歳
でテントを担いで縦走している人がいる。」と「激励」された。皆に
持っている水の量を聞き、足りなそうだと500ml～2lの水を配ってい
る。「水場は往復10分だから、これをやる。」と言いながら。メニュー
には「水 1L 100円」と書いてあるのだが、・・・。 
 

2. 隣のテント（写真の黄色）の家族は夫婦と10歳の娘。三伏峠～高
山裏避難小屋～二軒小屋～蝙蝠岳～三伏峠と4泊5日で一周する
のだそうだ。それにしては、高山裏避難小屋では、ぼくより1時間以
上遅く起き出していた。大丈夫だろうか？ 
 

3. そのそばの僅かなスペースには若い単独行
の姉ちゃんが超小型のテント（写真のオレン
ジ色）を張った。高山裏はどこから入っても途
中で一泊するのが普通だと思うが、彼女は今
日が一泊目だとのこと。聞けば小渋川を遡行
して来たのだそうだ。そして北を目指すと言い、
翌朝は2時に出発していった。 



荒川大崩壊地 
 荒川前岳から高山裏避難小屋へ向かう道は、何故か長野・静岡県境の稜線ではなくて、
北側（静岡県側）を大きく巻いている。 
 荒川前岳から西に向かう道に入った途端、この理由が分かった。稜線の南側（長野県
側）が崩壊しているのだ。足元が今にも崩れそうで、とても稜線上を歩く気がしない。 
地図をよく見ると、確かに「荒川大崩壊地」との記述がある。荒川というのは小渋川の支
流の名前だということも分かった。 

崩壊地は、荒川前岳～高山裏避難小屋だけではなくて、この北側の板屋岳～大日影山、
前小河内岳～烏帽子岳～三伏峠の長野県側にもある。 



① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

①荒川大崩壊地 
②荒川東岳（悪沢岳） 
③荒川（小渋川の支流） 
④荒川小屋 
⑤荒川前岳 
⑥高山裏避難小屋 

赤石岳山頂からの展望 
左奥：仙丈ヶ岳 
右奥：甲斐駒ヶ岳、その左：塩見岳 
右手前：荒川前岳 
左手前に荒川大崩壊地が見える。 

（写真説明） 

インターネットで検索していたら、小渋川を遡行し、
広河原から荒川沿いにこの大崩壊地を登ったとい
う記録があった。物好きがいるものだ。 



ここから、毎日のコース紹介など 
2016年8月8日（月） 

新幹線で静岡へ。右が畑薙行きのバス 

畑薙臨時駐車場へは3時間以上掛かった。
ここで東海フォレストのバスに乗り換える。 

畑薙臨時駐車場には多くの車が駐車している。 椹島はよく整備された幕営地である。 



8月9日（火） 

この日は、およそ1400mの登りである。とにかく「急がず止まらず一歩ずつ」
をモットーにゆっくり登った。 

赤石小屋までの5分の1の目印 

こんな物騒な看板もある。 



5分の3の地点に着いた。 

ここは、5分の4だ。 

「歩荷返し」というと、急登の予感がするが、 
実際にはそれほどでもなかった。 



「歩荷返し」が終わり、あと30分とのこと。 
赤石小屋が見えてきた。 

赤石小屋の幕営地。青いのは中に
敷くマットを乾かしているところ。 

赤石小屋 



8月10日（水） 富士見台からの展望 

赤石岳 

聖岳 荒川三山 



富士見台～稜線の間は北沢源流を
通り、急斜面のトラバースが続く。 



この辺りが北沢の源頭部。 
ここから稜線に出るまでが本山行
での最大の試練の一つ。 

ようやく稜線が近くなってきた。 

ついに赤石岳分岐の標識が見えた。 



赤石岳山頂 
（42年ぶり3回目） 

分岐点より赤石岳を望む 

赤石岳避難小屋 



赤石岳山頂からの展望 

上河内岳    聖岳         兎岳     中盛丸山  大沢岳 

赤石岳山頂には日本最高所 
（3120.5m）の一等三角点がある。 



赤石岳山頂からの展望 

（奥）甲斐駒ヶ岳  間ノ岳  農鳥岳        
（手前）荒川前岳         小赤石岳       荒川東岳（悪沢岳）      



小赤石岳から赤石岳を望む 



小赤石岳から荒川三山を望む 荒川小屋 
（赤丸） 



静岡県の北部一帯は、特種東海
製紙の社有地である。 
行政区画は、静岡市葵区。 

大聖寺平 
（後ろは小赤石岳方面） 



8月11日（木、山の日） 

富士山と白根南嶺。 
右から布引山、最高峰の笊ヶ岳。 

荒川前岳の登りで荒川小屋を振り返る 

荒川前岳と中岳の間の稜線に出た。 
左から、仙丈ヶ岳、塩見岳(手前）、 
甲斐駒ヶ岳、間ノ岳、農鳥岳 



奥は、恵那山 奥は、中央アルプス主要部 

荒川中岳から東岳(悪沢岳)を望む 荒川中岳～東岳(悪沢岳)からの富士山 



荒川東岳(悪沢岳)山頂 

荒川中岳を望む 

ここも42年ぶり3回目、 
因みに、1回目は1970年。 



左：塩見岳、その奥に仙丈ヶ岳、中央奥に甲斐駒ヶ岳、右は間ノ岳（その後ろに北岳が
あるが見えない）、その右は農鳥岳。 

荒川東岳(悪沢岳)山頂より北方を望む 



悪沢岳から荒川中岳へ向かう下り道 

中岳避難小屋 

荒川中岳と前岳 



荒川前岳から高山裏避難小屋へ向かう 

いきなり大崩壊が現れ足がすくむ 

さすがにこの稜線は歩けない 

荒川前岳への登り 

このザレた沢道を数百m下り、高山裏
避難小屋への巻き道に入る 



高山裏避難小屋手前の水場、ここで
給水するようにとのアドバイスあり 

ようやく高山裏避難小屋が樹々の間
から見えてきたが、ここからが遠い 

高山裏避難小屋のテン場 
高山裏避難小屋のトイレ 

(自然処理方式） 



8月12日（金） 

高山裏避難小屋の向こうに前日下った
ザレ場が見える。 

小崩壊地が断続的に現れる 

この日も展望が良い（遠景は中央アルプス） 



小河内岳までは森林限界の下なので
このような景色が続く 

振り返れば、荒川三山 

富士山もよく見えた 小河内岳が、この日の最高峰（2802m） 



小河内岳山頂にて 

そろそろ荒川三山も見納め 

富士山も見納め、 
手前は小河内岳避難小屋 



前小河内岳、烏帽子岳付近にも 
崩壊地がある 

烏帽子岳山頂からの塩見岳は雄大で
迫力があり、しばし見とれていた。 



烏帽子岳を過ぎると三伏峠が見えてきた。ここでも長野県側が崩壊している。 

三伏峠の幕営地。数十張りのテントがひしめいている。 



8月13日（土） 

かつての塩川への道は閉鎖されている。 鳥倉への道の上部には桟道もある。 

豊口山付近 
鳥倉登山口でバスを待っている。 



高山裏付近  マルバダケブキ 

悪沢岳付近  マツムシソウ 

悪沢岳付近  ウサギギク 

悪沢岳付近  タカネナデシコ 

おまけ(1)  山の花 



赤石岳付近  イワキキョウ   赤石岳付近  枯れたチングルマ 

荒川小屋付近  ハクサンフウロ 
荒川前岳付近 



（主に、登山計画書に記載したもの、質量は100g単位に切り上げ）  
   
ザック 1900g、テント一式 1700g、シュラフ 700g、ガスバーナ 400g、 
ガスボンベ 800g、コッフェル 200g、ナイフ・武器 100g，水筒 200g、 
ヘッドランプ 100g、ラジオ、GPS 300g、時計、コンパス、地図、救急薬品、 
雨具 800g、防寒着、携帯電話、食料5泊分 4500g、 
カメラ、酒 700g 
 
8日の椹島出発時の質量は、18kg程度と推定。 

おまけ(2)  装備品 


