
 

1 

 

   

 

 

 

 

山 行 報 告 

餓鬼岳〜唐沢岳  2021、７，24〜26   

しんじ、平さ、いくババ、文子 

コースタイム 

7/24 白沢登山口（6:10）→大凪山道標（11:10）

→百曲り入口（11：06）→（14：25）餓鬼岳小屋 

7/25 餓鬼岳小屋（6:30）→（10:05）唐沢岳山頂

（10：55）→（15：00）餓鬼岳小屋 

7/26 餓鬼岳小屋（6：40）→（9：00）大凪山道標→（12：55）白沢登山口 

 

山行報告（感想など） 

  やっぱり厳しい餓鬼岳でした。しんじ 

 昨年は餓鬼岳から燕岳へ縦走をし、北燕手前のお花畑と北燕からのコマクサに感動した。

去年の厳しかったことも忘れて「今年は残る唐沢岳に行こう」と計画。やっぱりきつかっ

た。大町ダムから唐沢岳が見えるので山頂から見えるかと思っていたが高瀬ダムだけだっ

た。唐沢岳にもコマクサが多く咲いていて取り敢えず良かった。 

 

高い山はいいなー。 平さ 

 ７年程前にジャンダルムを歩いて以来の本格的な山行でした。メンバーに迷惑を掛けて

は悪いと思い、密かに爺へ行った甲斐があって無事に行って来ることができました。きつ

い登りがありましたが、久しぶりの高山は良いところでした。 

 

ヒヤリハットや危険個所 

 全体に登山道の整備が出来ていなく、沢沿いのへつり的な所や、足元の見えない藪があ

り注意が必要。 

２５日の唐沢岳からの帰路、緩い下り坂で足を滑らせて転倒したときに右手首を骨折する

事故有り。どんなところでも事故は起きること事を改めて痛感する。 
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感想・・・文子 

1 日目 

昨年の夏山合宿で餓鬼岳に登り、来年はぜひ唐沢岳に行ってみたいと思いました。7 月

会山行で餓鬼岳〜唐沢岳と決まり楽しみでした。4 月に足の指を骨折し 3 ヶ月間山に登

れずに弱った足と夏バテ気味の身体に餓鬼の登りはキツかったです。前半ペースが上が

らず迷惑をかけましたが何とか前年と同じ 8 時間ほどで小屋に着きました。今年もサー

ビスのビールを頂き祝杯を上げました。小屋は私達４人の他 1 名で空いていました。夕

方からドシャ降りの雨でテン泊予定の方 1 名が飛び込みで入ってきました。 

2 日目 雲り空 

6 時半餓鬼岳小屋を出発、20 分ほどで餓鬼岳頂上、雲の切れ間から青空が見える。唐沢

岳への道はアップダウンの繰り返しで、岩とザレ場と藪こぎにロープと、まるで大人の

アスレチックの様でかなり体力を消耗しました。10 時山頂到着、残念ながら眺望はあ

りませんでしたが達成感がありました。唐沢岳からの下山途中、H さんが転倒し右手を

骨折してしまいました。餓鬼のコブまで下り救助を要請しましたがヘリは飛ばず、餓鬼

小屋まで下り応急処置をし翌日の指示を待ちました。 

3 日目 

9 時から 10 時の間にヘリが来て同時に下からも救助が来るので、同行者は予定通り下

山するよう指示があり H さんを残し 6 時 40 分 3 人で下山する。途中大凪山手前で救助

隊 2 名と会い怪我の状態を説明し、お願いしました。13 時登山口に下山する。18時過

ぎ天候不順によりヘリは飛ばず救助隊員に付き添われ無事下山したと会長より連絡が

あり安堵しました。 

餓鬼岳 山頂 唐沢岳 山頂 
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「裏劔 池の平小屋」お手伝い報告        じゅんちゃ ・ EIEI 

                                      ２０２１・７・３１～８・４ 

以前から裏劔に行こうと考えていたが、やっとチャンスが訪れた。我が家から近い IZU

夫婦が池の平小屋の実質運営をオーナーから任され小屋に今年から入っているので

お手伝いに行くことにした。 

ＥＩＥＩさんを誘い７月３１日５時扇沢のBTに向かう。黒部ダム行きバスの始発は７時半

であるが駐車場が心配で早々の出発となる。予想通り駐車場は、ほぼ満車。 

乗車券を購入するため並んでいると旧知の新潟県高田のＳさんが私を見つけ声を掛

けてくれビックリ。五色ケ原に行くとのこと。 

予定通り黒部ダムに到着しダム下部に下る道を歩き出すと二人の工事業者の方が

待っており熊が出たので黒部川付近まで先導してくれるという。今回は熊よけの鈴を

忘れてきてしまい不安になる。 

黒部川沿いを歩き内蔵助平に向かう分岐に到着。 

少し歩くと丸山東壁（黒部の巨人）が覆いかぶさるように見える。なかなかの急登で内

蔵助平に到着したときは疲労困憊。 

内蔵助平から真砂岳に向かう分岐付近は登山道の草刈をしてなく草が繁茂してい

た。 

内蔵助平からひたすら枯沢の中を歩きハシゴ谷乗越にひたすら登

る。 

ここからハシゴが何段もある登山道を下り真砂でテント泊をする。 

８月１日 

テントを撤収し 6 時剣沢南俣の橋を渡り左岸側を二股に下る。途中一本丸太の上を

鎖を頼りになんとかへつる。落ちれば激流の中に落ち、命の危険もあり緊張する。二

股に７時２３分到着。ここには立派な吊橋があり、ここから仙人新道の急登を仙人峠

に向かう。 

仙人新道をひたすら登り仙人峠を越え池の平小屋に１１時半到着。 

IZU君は得意の大工仕事と電気工事に没頭していた。 

小屋番のＯさんが五衛門風呂を焚いてくれ、缶ビールを持ちながら裏劔を眺望し至福

の時を過ごす。 

明日二人のボランティアが下山するので宴会となる。１５日ほど小屋の手伝いをしてく

れた。 

８月２日 

天気快晴。外で５時ごろ写真を撮影していると、見たことのある二人が走ってきた。ト

レイルランで有名なＭさん達は白馬駅で降り今日は阿曽原から走ってきたとのこと。ト

ランスジャパンアルプスレース（TJAR）で４回優勝している。日本海富山湾から太平
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洋駿河湾まで４１５Kｍを８日以内で走りぬく過酷な山岳レース。今日は北方稜線を通

り劔岳を通り雲の平まで走るそうだ。今日も天気が良いので屋根に布団を上げ布団

干しをする。その後屋根の塗装をするためワイヤーブラシとスクレイパーで一日ケレ

ンを実施する。 

夕方、若いガイドが二人の女性を連れて来た。ＥＩＥＩさんが聞くとガイドは穂高牧に住

んでいるとのこと。 

我が家から近く、プロのガイドがいるとは知らなかった。翌日ヘッドランプを点け北方

稜線に向かっていった。 

８月３日 

IZUちゃんが本年小屋番をしてくれるＯガイドにより小窓雪渓まで行こうというので、新

品のアイゼン、ヘルメット、安全ベルト、ヘッドランプを着けたり持って展望台に向かう。

展望台からの小窓雪渓や裏劔は圧巻で迫力に圧倒される。IZU ちゃんがドローンを

飛ばし撮影してくれた。ここから先は一般登山者は危険なので通行禁止。 

Ｏガイドの適切なルート設定で小窓雪渓にてアイゼン歩行の訓練をし、その模様を

IZUちゃんが再度ドローンで撮影し、いずれは YouTubeに編集し載るそうだ。 

その後 IZU ちゃんとモリブデン採掘坑道に調査に入る。落石により人間一人やっと潜

れるほどの穴に入り下りると結構広い坑道におりる。今回は距離を測ることと撮影が

目的。本坑は約１３０ｍあった。たぶん横坑まで入れると５００ｍ以上あるのではない

かと思われる。池の平小屋は当初はモリブデン採掘するための鉱山小屋であった。 

お風呂は五衛門風呂と内風呂があるが、ビールを片手に裏劔を眺望するには最高の

小屋である。 

８月４日 

今日は下山日。前日作ってもらった握り飯を持って朝６時小屋を出発。仙人峠で朝食

を摂る。ここからの裏劔の眺望は圧巻。 

少し下ると仙人池ヒュッテ。ここから仙人谷に下る。沢からポンプで仙人池ヒュッテに

飲料水を圧送していた。雪渓に出るとチェーンアイゼンを装着し慎重に下る。夏道が

見えたのでチェーンアイゼンを脱ぎひたすら仙人温泉小屋に向かう。仙人温泉小屋

前を通ると小屋番二人が小屋から登って来て話をすると先日池の平小屋のヘリの荷

下げを手伝っていただいたＫさんとＭさんであった。缶ビールとフルーツ缶詰をいただ

き蒸気が湧く源泉、仙人湯横を通り雲切新道をひたすら下る。午後１時仙人谷ダムに

到着し、休憩し 2 時３１分のトロッコ電車で終点黒部第４発電所に到着。ここからイン

クラインで上がり、待っていたマイクロバスで１１．３Kmトンネル内を走りで黒部ダム駅

に到着。ここからバスに乗り無事扇沢駅に到着しその後「上原の湯」で汗を流しホット

する。事故もなく憧れの裏劔に行けたことは最高の喜びである。秋の小屋閉めにも是

非池の平小屋に行き三段紅葉の裏劔を楽しみたい。 
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裏劔山行・・・バテバテの山日記！！     報告 EIEI 

何十年も山に行っていながら、中々行けなかった裏劔にやっと行くチャンス

に恵まれた。じゅんちゃの計らいで小屋のボランティア活動の一環として、上

部軌道立入許可書まで取ってもらい念願が叶いました。ルートは黒部ダムを下

り、下の廊下にでる。二十年近く前に欅平まで歩いたことが懐かしい。1時間ほ

ど歩いてから内蔵助平へのルートを入る。段差が多く左手にロープを持ちドッ

コラショと登るが当然左足に負荷がかかり、背中の荷物が徐々に体力を奪い始

める。2 人用テント一式、火器など重さは 13・14 キロはあったと思う。自宅で

背負った時は意外と背負えると思ったので、じゅんちゃに分担せず、自分で背

負っていた。段差は自分の体重＋ザックの重さがのしかかる。コースタイム通

りに歩けない自分がそこにいた。普段水を飲まない私がこんなに水を飲んだの

は初めて。そして左足の四頭筋が攣り始める。68 番の漢方薬を処方し再び歩き

始めるが今度はゴーロの河原歩きとなる。自分の歩くトレースを確認しながら

転ばないように慎重に歩く。はしご谷乗越は峠からの下りが大変でした。垂直

のはしごがはだかっており、踏み外しのないようにと気を使う。気力はあるの

だが体がついていかない。真砂沢テンバまでたどり着けず、沢筋でビバーグ。 

沢の水を煮沸するのにモンベルのジェットボイルは威力発揮！料理、飲料水と

何回も沸かしたが速い。翌日、テント一式はじゅんちゃに預ける。仙人峠まで

は中々の急登であったが、ここから目指す池の平小屋まで 30分。漸く辿り着く。

目にドカンと裏劔の雄姿！！憧れの地は遠かった。小屋で主にお勝手の手伝い

をした。朝 4時 30分に起床。それぞれの役割の中、皆夕暮れまで頑張る姿に関

心する。仕事は多岐にわたる。目の前の池の平山には行くチャンスを逃したが、

小窓雪渓へ散策した。あっという間に滞在時間は過ぎ、8月 4日の下山日となる。

朝５：１０分に出発、雲切新道で仙人ダムへの下り。雪渓を 2 度横切り、仙人

温泉小屋でビールを頂き登り返しで雲切尾根頂上にでる。そこから地獄の急下

降が始まる。はしごやザレで滑りやすい道、ずっとロープが垂れている。ブナ

の枯葉が滑る。荷が重い（11 キロ）やっと辿り着いた仙人ダム！！下りで何時

間歩いたのだろうか？着いたら 13 時であった。休息と着替えをしてトロッコ、

インクライン、マイクロバスを乗り継ぎ黒部ダムへ。 

※ バテタ原因は何だったのか・・・。 

普段背負わない重量のザックの重み 

休憩中、水分ばかり補給して、エネルギーになるものを食べなかった。 

年齢による体力不足。・・・帰って来てから身体全体の浮腫が半端なかった。

私の目はどこにあるんでしょう？と思えるくらい浮腫んでいた。半日排尿が

なかった。右膝に水が溜まっていた。 
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HP でしっかりと血液検査をしてもらっ

た結果身体的に異状はなく、行動中の疲

労が原因でしょうと。膝は加齢に伴いと

のこと。大町労山の会員も高齢化！！こ

れからの山行は自分を知った上でゆと

りを持った行動計画を立てて行きたい

ものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モンローの唇 雪渓 

裏 劔 

五衛門風呂に入りビールを飲み

ながら裏劔を眺望する至福の時

を過ごす！！ 

ガイドと新品のヘルメット・安全ベルト・ヘッド

ランプ・アイゼンを着け小窓雪渓に向かう。途

中モリブデン坑道を１５０ｍ進み調査する。 

小屋の前から平の池を望む 
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２１．８．２６～２８ 火打山、妙高山登山  順子＋１ 

 

 8/26  笹ヶ峰～高谷池ヒュッテ～火打山～高谷池ヒュッテ泊 

             ７：１５               12:58       1505 

     8/27  高谷池ヒュッテ～黒沢池ヒュッテ～妙高山～黒沢池ヒュッテ  泊 

           6:15         7:40      11:00      14:50 

    8/28   黒沢池ヒュッテ～笹ヶ峰 

              5:40            10:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

笹ヶ峰登山口は、平日のためか空いている。ちなみに

戻った時はキャンプ場の駐車場も満車状態。県外ナン

バーが目立つ。入域料 500 円。火打山は、頂上までほ

ぼ木道。高谷池ヒュッテ到着後頂上を目指す。木道の

階段にめげそうになりながら前を登る人を目指して

登った。頂上は残念、ガスってなにも見えない。天狗

の庭などゆっくり散策。湿原と火打山を見ながらのビ

ールは最高！この日はライチョウの調査の環境省の

職員など 26 人が 2 回で食事。残念ながらライチョウ

には会えなかった。2 日目妙高山は外輪山を越えてか

ら気が抜けないトラバースをしてほぼ直線に岩を登

る。なかなかハード、火打と妙高をセットで登る人が

多いらしい。宿泊者が 5 人だった黒沢池ヒュッテ、外

のテーブルのあっちとこっちに離れ登山者同士の会

話を楽しむ。ここの朝食がクレープ、ブルーベリーの

ジャム付き。美味しかったがこれから登る人はお腹が

空かないか心配になった。黒沢池の湿原、草原が素晴

らしかった。帰りの途中で 79 歳という歩荷の方に会

い年齢にびっくり。後 1 ケ月後は紅葉がすばらしい。

今日とは違う感動があるから是非来てください。と言

わ れ ま し た が 、 し ば ら く は 、 い い か な 。               

順子 
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21.8.30～31 宝剣・木曽駒ケ岳   順子＋４   
 

8/30 千畳敷ﾛｰﾌﾟｳｴｲ～宝剣岳～濃が池～西駒山荘  泊 

             11:00                        15:05 

8/31 西駒山荘～馬の背～木曽駒ケ岳～千畳敷ﾛｰﾌﾟｳｴｲ 

        6:30                         12:45 

 

当初桂木場から登りたいと希望があったが高齢のためロープウェイ利用とな

った。県外車でいっぱいの菅の台。登山者は、若者が目立つ。 

駒飼の池までは、緩やかに下る。その後下りに下り、濃が池に着く。 

ここから尾根に登り返し、トラバースでアップダウンしながら聖職の碑で手を

合わせ小屋に着く。小屋の周りにコマクサがまだ咲いていた。小屋は、新しく、

携帯トイレ、食器はふき取るなど徹底して環境に取り組んでいた。ここの具だ

くさんカレーは、人気らしく 4 回目だという若者がこの日一緒であった。昔の

石室も残っていて休憩に使えた。夜は星の観察と山荘から伊那の町が宝石のよ

うに見えてとてもきれいだった。翌日馬の背を通り木曽駒ケ岳に登る。岩場や

急な登りの続く尾根では、時折強く吹く風があり注意が必要であったが眺望の

よい尾根に感動しながら楽しむことができた。順子 

 

 

 


