
赤石岳－荒川前岳－三伏峠・小屋泊縦走：山行報告 

 

【山域】南アルプス南部（赤石山系）：赤石岳・荒川前岳・小河内岳 

【日程】2018年 8月 9日～8月 13日 

【メンバー】菊池単独 

【行程】 

 9日：千葉―新幹線―静岡駅 9：50－畑薙臨時駐車場－東海フォレストバスー椹島ロッジ

1100m（泊） 

10日：椹島ロッジ（1100m）6：13－大倉尾根―12：06赤石小屋（2550m） 

11日：赤石小屋 5：40－富士見平－9：46赤石岳山頂－小赤石岳－大聖寺平－13：30荒

川小屋（泊） 

12日：荒川小屋 5：45－荒川前岳－11：50高山裏避難小屋（泊） 

13日：高山避難小屋 5：36－小河内岳－烏帽子岳―三伏峠－14：12鳥倉登山口－バス―

伊那大島駅―帰葉 

 



 

【目的】 

 ・北アルプス・中央アルプス・南アルプスの主な縦走路は概ね踏破していたが、若干残

っていたルートを小屋泊で繋げたいと考え昨年、間ノ岳～仙丈岳が繋がった。今期は

荒川前岳～三伏峠を最終的につなげることを主目的として計画を練った。 

・1999年、50才の時に百名山を目指している過程で、南アルプスは体力のある若い時期

に踏破しようと考え、千枚岳－荒川岳－赤石岳－聖岳－光岳の縦走を好天に恵まれ一

気に縦走できた。この時には赤石岳山頂は視界不良であったようで、あまり印象に残

っていなかった。赤石岳山頂にある避難小屋の管理人 E さんは有名であり、昨年の

NHKの番組で知ることができてから、再度赤石岳山頂には到達したいと思うようにな

り、今回の主目的に加えて大倉尾根を登ることにした。 

 

【プロローグ 1日目：9日】 

以前は興味もなかった荒川前岳～三伏峠が唯一残っていたため、トレーニングも十

分積んでおり、小屋泊であれば体力的に大丈夫な 70 才直前の今夏、念願を叶える

べく念入りに計画を練った。台風の影響が残る 9日朝、新幹線で静岡へ、静岡駅 9：

50発畑薙ダム行きのバスには 10数人程度、臨時駐車場から椹島までの東海フォレ

ストの 14：30発のマイクロバスにはほぼ満員の 30名弱の登山者が乗車した。 

100 名山を目指していた 1999 年 50 才の夏、南アルプス南部はハードなため、若

いうちにクリアしておかなければと考え、椹島から入山、千枚岳－悪沢岳－赤石岳

－聖岳―光岳を天候に恵まれ踏破、最

後は茶臼岳から下山し最後の畑薙大

吊橋の怖かった思い出が今でも蘇り

ます。当時は板の幅 20 ㎝、すれ違い

用にある間隔で 2 枚の板があったが、

ヘロヘロで恐る恐る反対側に辿りつ

けました。その橋は東海フォレストの

運転手さんの説明では 40 ㎝幅となっ

たとのこと。当時の怖さを知っている

ベテランの語り草となっています。 

【2日目：10日】 

翌日標高 2550m 程の赤石小屋に向か

った。1999年の時は千枚小屋に向かっ

たが、今回はスタートから急登の樹林

帯を黙々と頑張った。山腹の南斜面は

大井川支流の赤石沢の源流となって



おり、山名は赤石沢に多い山体の一部を構成する赤色ラジオラリアチャート岩盤に

由来する。海底のプランクトンが堆積してできたもので、隆起でできた山系である。

登山道に赤い岩が露出しており、大小の赤石が堆積・散乱している部分が暫く続い

たが、これが山名由来の赤石なのでしょうか！！？？ 

 

12：06 赤石小屋に到着、体調が良かったため、一時は赤石岳避難小屋まで行こう

かとも考えたが天気はいまいち、翌日を期待し

てビールタイムとした。 

最近の夏山山行の小屋泊で到着時に 350ml2 本

（あるいは生ビール）で駆けつけの祝杯、合計

3 本程度は飲んでしまい、アルコール代がかさ

みます。南アルプスの小屋・避難小屋は北アル

プスに比べ規模は小さいが綺麗で立派な作り

です。休憩用のテーブルにはこんなに洒落たメ

ニューが置いてあり、もつ煮込みを頼みました。

餃子はあるは、レアチーズ、ケーキセットもあ

り、酒飲み、女性客にも大人気のようです。バ

スから同乗して同ルートを辿った他のパーテ

ィの方々と歓談しながら、いつものパターンで

早

く

も宴会ムードとなりました。 

定員 100 名収容能力はありますが、こ

の日は 40名ほど、夕食は焼肉（生姜焼

きか？）、とても美味しかったです。 

北穂高小屋のしょうが焼が思い出され

ました。夕食後の撮影タイムにも展望

は今一つ、期待された赤石岳山頂の雄



姿は望めませんでした。明日からのルートへの期待と不安を胸に抱きながら、興奮

しているせいか、なかなか寝付かれない夜でした。 

 

【3日目：11 日】 

今日はいよいよ赤石岳登頂です。朝の天気は相変わらず山頂方面は視界不良。ドリ

ップコーヒーを飲み、ヘルメット装着

で出発です。北アルプスは大勢の登山

者で溢れ、転倒滑落事故も多く、ヘル

メット装着者も多くなっています。南

アルプスは最盛期とはいえ、登山者は

北アルプスに比べ雲泥の差で少なく、

静かな山行を楽しめます。小生以外は

今回の縦走中ヘルメット持参者は少数

見ましたが、装着している方はいませんでした。 

 

富士見平に到着しても視界不良、この後

は南面のトラバース、足元注意でなかな

か手強いルートです。赤石小屋から山頂

まで標準タイムで 3 時間ですが、前日、

避難小屋まで頑張らなくて良かったと思

いました。 

標高が上がって日当たりが良くなってく

るとお花が出てきます。シシウドにトリカブト、ウスユキソウや圧巻のタカネマツ

ムシソウのお花畑が広がってきました。1999 年の縦走の時に聖小屋近くで初めて

見て、それ以来好きになった花です。他の地域にもマツムシソウは一杯咲いていま

すが、南アルプスはタカネを冠し、紫色が濃いようです。今回の山行では三伏峠ま

でタカネマツムシソウが最も多く綺麗に咲いていた花でした。 

 



小生がこの地点（赤石沢・北沢源頭部）を通過する頃には、漸くガスもなくなって

きて、お花畑を堪能し写真撮影をしながらゆっくり登りました。いよいよ陽ざしが

差し始めた岩稜部の下の気持ちよいトラバース登山道です。 

そして 3日目にして初めて稜線部が晴れ

わたり、テンション倍増です。 

山頂が手に取るように迫る台地に出まし

た。山頂からの大きなカールのボトムです。

穂になったチングルマの向こうは山頂下

の岩壁が大迫力です。このルートで来てよ

かったなあと大感激の一瞬でした。 



 

間もなく赤石のコルです。19 年前、千枚小屋－荒川岳からの縦走で通過した地点

で山頂付近の視界は不良であったようで、よく覚えていません。その時は百閒洞山

の家に泊まってトンカツを食べたようです。今回は天気回復で大展望です。 

9：46赤石岳登頂です。雲海の上に富士山の頭が見えましたが雲に隠れてきました。 

 

山頂から少し下ると有名な避難小屋です。ここで 2500 円の白の T-シャツを購入し

ました。これは背中側です。なかなか味のあるフレーズですね。年だしこんな状況

でまた来れるか？？？ 千葉でこれを着て思い出そう。 

翌日から 2日間着て縦走しましたが、この T-シャツ好評でした。 

避難小屋のご主人 Eさんは有名な方でファンが多いようです。私は昨年の NHKの



番組で知り、お会いしたいと考えていました。ツーショット写真に気軽に応じて頂

き、少し談笑させていただきました。 

 

ヘリの荷揚げも見学できラッキーで

した。前々日（？）避難小屋近くで

うずくまっている 70台後半の男性を

通りかかった女性が介抱し、避難小

屋に戻り連絡、避難小屋に収容され

翌日ヘリで下山できたとのこと。低

体温症だったようで極めて古い登山

用具で久しぶりの登山だったようで

す。この件を赤石小屋で前日の夕方、避難小屋から下山してきた男性から聞いてい

たので、ご主人にそのことを話しました。また私の山スキー知人（私より 7才年上）

が昨年、千枚小屋から聖岳への縦走中、兎岳付近で転倒し頭部を強打、避難小屋ま

で何とか辿りつき、ヘリで運ばれ重傷であったことを本人の HP で知りました。体

力に自信がありすぎたと反省していました。回復して今年初めて至仏山の山スキー

に同行したことなどを E さんに話したところ、実は昨夜も遭難騒ぎがあったとのこ

とでした。昨夜はガスで視界が悪く、夜中の 2 時頃に２０m程しか離れていないト

イレに行って迷ってしまったとのこと、ご主人の E さんがたまたま起きており、下

の方で灯りが見えておかしいと思って事なきを得たとのことです。どこでもいつで

も起こりうる山岳事故に対して再認識させられました。 

山での出会いは偶然ですが、思い出に残る素晴らしいことだらけです。今回も 5日

間の長期間にはいくつも出会いがありました。赤石岳山頂まで同ルートを辿った大

阪の姉妹、赤岳山頂では彼女等もご主人（Eさん）と写真を撮って頂き大感激、そ

れに乗じて小生も Eさんとツーショットできました。 

そして、次は荒川小屋に向かうトラバース道で反対側からすれ違う時に声を掛けら

れた同年代の女性、なんと小生と全く同じ登山靴を履いていました。「あ、私と同



じ靴ですね、ゴローですね、写真を撮らせ

てください」どちらも昨年の同じ時期に購

入、小生の靴がかなり履きこなされている

ようで、少しびっくりしていました。手入

れはそれなりにやっていますが、何しろ毎

週のようにこの靴を履いての山行が多い

ため、手入れの回数が少なかったようです。

山行毎にワックス手入れをすべきですね。 

荒川小屋到着は 13：30頃、まずは駆けつけビール 350mlに美味しいラーメンを頂き、

夕食はカレー、サラダ・味噌汁などがついて大好評。同席の方々と山談義・山スキ

ー談義に盛り上がっていると、隣のテーブルから幕張から来たとお話されている方

がいらっしゃり、話しかけてみるとなんと nice edgeのお客さん、夕食後も茜色に染ま

った雲を見ながら、山スキーの話に盛り上がりました。  

夕焼け空にシルエットを見せる富士山、いよいよ明日は荒川前岳を通過し三伏

峠に向かう未踏のルートへ、天気が危ぶまれた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【4日目：12 日】 

4日目の朝は曇りベース、天気は悪化

傾向のようである。早めに荒川前岳山

頂を通過することを考え、黙々と標高

を上げた。お花畑もガスで視界不良と

なってきた。 

荒川中岳方面への稜線の分岐部に到

着、この先は今回の主目的である三伏

峠まで繋ぐことであり、左への前岳山

頂へ向かった。間もなく 3068mの前岳山頂である。視界不良のため写真を撮り、

直ぐに左側が切れ落ちている危険地帯を慎重に進んだ。 



先行グループが進む危険地帯を慎重に下って行く。ガスっているが風が弱いため、

緊張感はやや緩和される。それでも今回の山行で最も緊張を強いられた。 

やがてガレた場の下り、危険地帯ではないがバランスを崩さないよう慎重に下っ

た。雨がポツポツ、樹林帯に入ると雷の音が聞こえてきており、雨脚は強くなり

カッパを着て、高山裏避難小屋に向かった。小屋の少し手前に登山道脇に水量は

少ないが水場がある。プラティバスな

どにたっぷり翌日の分まで水を確保、

雨の中避難小屋に到着した。既にテン

トは数張り、小屋泊は小生がトップで

あった。前日はテント泊が 26人であっ

たが、小屋泊は少なかったようだ。徐々

にテント泊、小屋泊の方々が到着、雨

も上がり小屋の前はお花畑であった。 

びしょ濡れの衣類を乾かし、着替えを済ませ落ち着いたら、まずはここまで無事

に到着したことにほっとして

350ml×２のスーパードライですっ

かり良い気分になってきた。最終的

にテント泊 14名、小屋泊は今期最

高の 8名にまで増加。外は晴れベー

スに好転、管理人さんのご好意で厚

切りポテトチップスを揚げていた

だきながら、宴会が始まった。500ml

のスーパードライで乾杯！！この

方式の宴会はよくやるそうで、ビー



ルの売れ行きが一気に上がるとのことです。 

【5日目：13 日】 

13日は高山裏避難小屋でいつものスター

ト前の儀式のドリップコーヒーを頂き

5：30過ぎ出発。心配された天気も徐々

に良くなっていく気配。クライマーズレ

フト崩落地出てくるようになる。その後

も左側が切れ落ちている崩落地は数か所

あり、その脇の狭い登山道を慎重に進む。

アキノキリンソウやマルバダケブキの黄

色のお花畑が見られるようになってきた。 

この日のルートの標準タイムは小河内岳

ま で 4時間 20分、さらに三伏峠まで 2時

間 20分、当初の予定は三伏峠小屋泊ま

りのため計６時間 40分である。高山裏避

難小屋管理人は 12時までに三伏峠に到

着すれば鳥倉登山口の14時25分のバス

に間に合うとおっしゃる。小生のペースで

はまず無理であろう？もしかしたら間に合

うかもと、自分に問いかけながら焦らず慎

重に進んだ。晴れ間は益々広がり 7：00

の西の空はこんな感じで気持ちよい。  

快適な稜線漫歩となり、富士山が見え、

携帯が通じるためこの写真を家族に送

って、順調で予定通り進んでいる旨を

知らせた。 

小河内岳山頂直下です。これから小河内岳

山頂への岩稜急斜面の登りです。対面の岩

壁・緑・流れる雲・青空が印象的でシャッ

ターを押さずにはいられませんでした。 

１時間半に一回、短時間休憩のペース、9：

05まだ晴れベースで荒川三山が素晴らし

いです。前日ガスの視界不良の中、前岳の

危険地帯を下ってきたルートが遠見でま

す。 

 



山頂には 9：22到着、ここで 2 回目の行動食休憩、順調なペースでバスに間に合

いそうな雰囲気になってき ました。鳥倉登山口まで下山することを決心しスタ

ートしました。 

小河内岳山頂方面を振り返るとなかなか格好良い 2801m の山頂と避難小屋が見

ます。雲が多くなり天気が怪しくなってきました。 

塩見岳も間近に見えます。2000年に現在はほぼ廃道化した塩川小屋から三伏峠

経由で塩見岳に登頂、間ノ岳、農鳥岳、北岳八本歯経由で下山した思い出が蘇り

ます。 

 



三伏峠近くになると俄かに天気は悪化、雨が強くなって前日同様、雷が聞こえる

ようになってきました。この辺にもシカの食害を避けるためネットの柵が張って

あり、タカネマツムシソウのお花畑が圧巻ですが、ゆっくり観賞している訳には

いきません。そして間もなく 11：56、念願の三伏峠に到着、今回の最大の目的

である縦走路が繋がりました。12:01 三伏峠小屋通過です。大雨の中、休憩をと

る気持ちの余裕はありません。 

 

激しい雷音が轟く中、大雨で泥水が流れる登山道、多数ある滑りやすい木のハシ

ゴなどなど、慎重にクリアしていきました。 

14:12 遂にやりました。鳥倉登山口（標

高 1760m位）到着です。皆さんビショ

ビショの濡れ鼠状態でマイクロバスを

待っています。ノートラブルで 13分前

に到着しました。間に合わなかったら

タクシーでも呼ぶか、来ているタクシ

ーに相乗りすればとも考えていました

が、とんでもない。携帯も通じずタク

シーなど来ないところです。情報を調

べていませんでした。かえってそれが

幸いして、あまり焦らず一気に下山できました。 

最終日の標準歩程は 8時間 40 分ですが、休憩時間を加えても同じくらいの所要

時間であった。後半は悪天であったが、暑くなく、焦らずマイペースを保ったの

が効を奏したようです。 

伊那大島駅までは 2 時間弱、上半身と靴下は取り換え、途中の道の駅でトイレ休

憩、ビール購入ができました。伊那大島駅で余裕があれば美味しいものでも食べ

たいと考えていたら、なんと周りに何もない小さな駅でした。数分後の上諏訪行

に間に合い、混み合う特急スーパーあずさに間に合い、わずかに空きがある自由



席に座ることができました。小淵沢を過ぎたあたりで異常音のため緊急停車、最

終的に新宿に約 1時間遅れで到着、何とか 23時過ぎに帰宅できました。 

南アルプス南部は登山口までのアプローチが大変であり、夏山最盛期でもそれな

りに登山者は入山しているが、静かな山行を堪能できます。一方、ハードなロン

グルートのため、実力以上の計画のため危険な状況に巻き込まれることも時にあ

り要注意と感じました。 


