
南ア聖岳から光岳縦走報告 

S治 

2016年8月7日（日）～8月12日（金） 

メンバー  S治（L）、K原

6 月第 1週の訓練山行での肉離れからリハビリとトレーニングを重ね、前の週には北アの笠ヶ岳を登っ

て、準備万端。笠ヶ岳を無事登れたことで自信をつけ、今回はついに南アの縦走に挑戦した。小屋を使

っての夏山縦走は、これが初めてで、行く前からとってもワクワクしていた。 

本当は、もっと早い日程で組みたかったのだが、仕事の関係があり、この日の出発となった。それでも

お盆より少しでも早めに出られたことで、大混雑を避けられた。予備日を 2 日持っての挑戦だったが、

天候に恵まれ、最後まで晴天続きで、予備日を使うことなく下山できた。 

0 日目 8月 7 日（日）晴れ 歩行距離 0ｋｍ 

初めての縦走

で、日程も長い

ので、初日は野

宿ではなく温

泉に泊まって

体を休めた。

白樺荘は登山

口までの無料

送迎バスの起

点となるとこ

ろで、他にも同

じような登山

者が宿泊して

いて、部屋は満

杯だった。 

K 原さんの車で

東戸塚から 4時

間あまりで来

ることができ

た。

昔は「南アはア

プローチが長

い」という印象

が強かったが、

こんなにも便

利になったも

のだと思った。 
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1 日目 8月 8 日（月）晴れ 歩行距離 8.9ｋｍ 

白樺荘にやってきた井川観光協会のバスに乗ろうとすると、バスの運転手が、「S治さんのお名前が予

約リストにありません」とのたまう。「そんなはずはない、確かに予約しました」と主張して、ひと悶

着かと思ったが、何事もなかったように乗せてくれた。あとで聞いた話では、予約の担当者の連絡が悪

くてこのようなことはよくあるらしい。 

登山道はいきなり急な坂だが、少し登ると水場があり、そこで水の補給をした。そのあとは、なだらか

な平坦な道が続く。急坂にくらべて歩行速度が 5倍ぐらいに増えた。 

荷物も泊まりの山行にしては、格別に軽くて、歩くこと自体が楽しい。入山日にこんな感覚っていまま

でなかった気がする。 

やがてまた高度をかせぐ登りになってくるが、涼しい風が吹いてきて汗ばむこともなく登り続ける事が

できた。 

鳥の声にも張りがある。K原さんが枝にとまっているメボソムシクイらしい鳥を見つけた。カメラを向

けてもじっとしているので、何枚か撮影したが、逆光のせいかすべて真っ黒だった。 

小屋が近づくにつれて、お花畑の密度が増してくる。K 原さんが、前の週に見かけて名前を教えてくれ

た花を指さして、その名前を質問してくる。「ミヤマハハコ？」「おしい。ヤマハハコ」。なでしこも

咲いていた。タカネナデシコというそうだ。小屋に着くまでに撮った写真はほとんどが高山植物の花だ

った。 

その中でも私が好きなのは、トリカブトとキオン。トリカブ

トは鮮やかだし、形がとってもかわいい。キオンは私の好き

な黄色で、華やか。特に群落は黄色一色で豪華絢爛。 

着いた聖平小

屋は赤い屋根

のこぎれいな

小屋。トイレが

ちょっと遠い。

寝場所の指定番号に赤と黒がある。今回は黒の 17 番と 18

番の指定だ。なにかと思ったが、寝床に等間隔で赤と黒の

番号が張って合って、赤の方が多い。つまり赤は混雑時用

で、一人当たりの間隔を狭めて、多くの人を入れるようだ。

この日の番号は黒なのでちょっと余裕がある。ところが、

みんな頭を同じ方向にしているので、結構窮屈。そこで私

はテントの経験を活かして、頭を逆向きにして寝た。おか

げでさらに余裕ができた。 

食事付きの泊りだと夕食を作る手間が省ける。空いた時間に、K原さんが取り出したのはトランプ。「２

人でトランプ？」と思ったが、２人用の遊びを知っているという。「コパック」という遊びを教えても

らった。最初は全然勝てなかったが、最後の方には知恵がついてきて、そこそこのゲームになった。 

８時の消灯時間を過ぎても、ぺちゃぺちゃおしゃべりをしているグループがいる。ほっとこうかとも思

ったが、なぜか山小屋管理者目線になって、勇気を出して一言「すみませんが、静かにしてください」。

タカネナデシコ

ホソバトリカブト



この一言で、ぴたりとおしゃべりはやんだ。しばらくしてそのグループの人からだろうか「静かにして

ください。いびきがうるさくて眠れません」という声がした。どこかで苦笑の声が聞こえたような気が

した。 

翌日の光小屋の夕食のときにこのことが話題になり、そのグループの近くにいた人の証言によれば、騒

いでいたのはツアーの参加者で、光岳往復について話していたらしい。「なるほど、ツアー参加者で、

あまり山の生活に慣れていない人だったのか」と納得した。 

2 日目 8月 9 日（火）晴れ 歩行距離 14.5ｋｍ 

K 原さんは朝食を取らずに早出することを主張していたが、私はあまり乗り気でなかった。小屋に着い

た時、朝食時間を確認したら 4:30 だったので、そんなら早出とあまり変わらないということで、小屋

で朝食を取ることにした。やっぱりヘッ電つけての歩きは好きになれない。 

荷物は小屋において、サブザックで聖岳を往復することにした。稜線までは標高差もほとんどなく、花

を見ながら歩くとすぐだ。登りに入ってからも花が多い。早朝のひんやりした空気の中を登っていく。

樹林限界を超えると道はザレっぽくなってきて、乾いた感じがする。前聖までのちょうど中間点に小聖

岳があって、展望もいいので一休みする。兎岳が良く見える。名前に反して、かなりの岩壁が目に響く。 

圧巻はやっぱり聖岳だ。圧倒的な存在感がある。ここまで山らしい山はそうはないと思った。 

やっと着いた前聖岳。さすが３０００ｍ峰、360

度の展望が開けている。天気も抜群だ。ところが

K原さんはさらに奥聖岳に行こうと主張する。な

んでも本当の三角点は奥聖岳にあるそうだ。見る

と遠く下の方に肩のようなピークが見える。双耳

峰ならともかく、標高が低いと魅力も薄い。それ

に今日はさらに上河内岳を登って茶臼まで行く

ので、工程が長く時間的にも体力的にも不安だっ

た。「私はここで待っているから」「そんなこと

言わずに行こうよ、平気だから」結局押し切られ

た。 

着いてみると、前聖岳と違って、人もまばらで静かなピークだ。ここまで来る人は珍しいのだろうなと

思っていたら、白樺荘でも聖平小屋でも一緒だった 3 人組（鈴鹿から来ているそうだ）もやってきた。

聞けば今日の予定は私たちと同じ茶臼小屋だそうだ。そうか、そんな無理な工程ではないのかも、と思

い直した。 

聖平小屋に戻って、荷物を引き取り、パッキングを済ませ、しばし休憩。ところがここで冷水を飲み過

ぎたせいか、あとでひどい下痢に悩まされた。 

上河内岳の登りは聖に比べると穏やかで、歩きやすい。ピークを踏んだあと、次のピークを目指すとこ

ろが、「ああ、これが縦走なんだな」と感じ入る。ところが生憎、ガスが上がってきて、周りの山々が

次第に視界から消えていく。「ガスが上がってくる前に頂上に立てればいいが」とちょっと急ぐ気にな

る。前岳をすぎるとますます視界が開ける。でもガスも広がってきた。それでもなんとかガスに覆われ

る前に上河内岳に到着できた。 

ここでアクシデント。急な腹痛とともに下痢が発生。もし、上河内岳に来られる方がいらしたら、山頂

への分岐付近のハイマツ帯に入り込むことはお避け下さい。そのあともお腹のごろごろ感は続くので、

S治はもはや体力も脚の痛みも気にすることはなく、一人茶臼小屋への道を急いだ。本当はこのあたり

小聖岳から前聖岳



は有名なお花畑なのだが、まったく花をめでる余裕はなかった。下りでS治がとばすのは極めて珍しい。

コースタイム 1時間半のところを 1時間で下った（田中陽希ほどのスピードは出なかった）。受付を素

通りして、まずトイレに駆け込んだ。茶臼小屋もいい小屋で、お花畑の中に小屋がある感じだ。 

ここで本当は水分補給をしたいところだが、翌日以降への下痢の影響を考えて、水もビールもセーブし

て夕食時のお茶だけで済ませた。血液どろどろの心筋梗塞も心配だが、目の前の下痢の方が優先だ。 

小屋は２階と３階が寝室なのだが、私たちは遅く着いたからか３階になった。２階までは外階段で楽に

上がれるのだが、３階へは２階から垂直なはしごを登らなければならない。「夜中に下痢でトイレに行

くことになったらどうしよう」と心配になる。 

しかし、いいこともあるもので、その後の宿泊者が予想以上に少なかったのか、私たちに割り当てられ

た区画には誰も来ず、２人で６人分のスペースを占有できた。広い山小屋は、なかなか快適だ。幸いに

して、下痢はそのまま収まった。 

コースタイム                                                                               

聖平小屋発（5:00）～小聖岳（6:20）～前聖岳（7:40）～奥聖岳（8:10）～聖平小屋（10:40）～南岳（13:05）～上河

内岳（14:10）～茶臼小屋（15:30） 

3 日目 8月 10 日（水）晴れ 歩行距離 12.4ｋｍ 

朝方はもやがかかることが多いが、この日は山行

中最高の快晴だ。茶臼岳の頂上からは昨日歩いた

聖岳から上河内岳が良く見える。展望抜群の縦走

路って素晴らしい。うきうきと歩を進める。 

仁田岳は翌日の予定だったが、あまりにも天気が

いいので、チャンスとばかり登ることにした。稜

線から２０分ほどの軽い登りだ。緑に覆われた山

だが頂上は３６０度の大展望が得られる。 

このあたりから縦走路は緑の中を歩くようにな

る。やがて目指す光岳が見えてきた。あまりに雰

囲気がいいので、インスピレーションを掻き立て

られ、スケッチタイムにした。K原さんはここでは気

が乗らないようで、私一人で筆を動かす。 

光小屋へ登る道は沢筋でゴーロ歩きになる。期待の水

はなさそうに見えたが、ゴーロの最上部で水が湧いて

いた。ちゃんとした

水場でひしゃくが

置いてある。光小屋

には水が無くて、普

段は往復２０分の

水場に降りなければならないのだが、ここで汲んでしまえば小屋の水

場へ行かなくて済む。ラッキー。 

道が平たんになるとイザルヶ岳への分岐だ。ここも翌日の予定だった

が、天気がいいのに誘われて、登りに行く。ここも仁田岳に劣らない

兎岳、前聖岳、上河内岳

仁田岳

稜線から光岳



絶好のビューポイントだ。ほとんど登りが無い分楽でいい。 

ここから小屋までの間は湿原ではなく亀甲状土なる

ものの平原が広がる。土が凍結してできた地形？とい

うことで、踏まれないように木道が整備されている。 

１５時までに着かないと夕食が食べられないという

光小屋へ１４時にチェックイン。夕食を確保して安心

して光岳のアタックに向かった。光岳までは、標高差

が１００

ｍもなく、

公園のよ

うな道をたどるとすぐに頂上だ。すぐ先の露岩から光石が

見えた。予定はしていたが、結構下の方なので、モチベー

ションが下がりかけたが、K原さんに励まされて、光石を登

った。樹林の中にそびえる屋久島を思わせる岩峰だった。 

光小屋の宿泊

はわずか１２人。西側の登山道が崩れて閉鎖されていたた

め、極端に予約が少なかったようだ。ちょうど私たちが入

山した月曜日に開通したらしく、開通後１番の登山者が来

ていた。 

光小屋は老夫婦が営むとってもアットホームな山小屋だ。

こんな別荘のような山小屋をわずか１２人で占有するの

は、とてつもない贅沢だ。それでいて、宿泊費が食費込み

で６０００円は破格だ。このあたりの山小屋はシュラフを

持ち込むと１０００円値引いてくれるのだが、ここは１５００円引きだ。夕食ではかずかずの天ぷらが

ふるまわれた。山小屋で天ぷらはなかなか珍しい。ほかの小屋も同じだったが、食事のお茶やごはんの

お替りがセルフではない。食堂が狭いのでセルフだと混乱するからだろうか。 

コースタイム                                                                               

茶臼小屋発（5:50）～茶臼岳（6:30）～仁田岳（7:35）～スケッチ（8:50 – 9:40）～易老岳（10:20）～イザルヶ岳
（13:30）～光小屋（14:00）～光岳（14:30）～光石（14:45）～光小屋（15:30） 

4 日目 8 月 11 日（木）晴れ 歩行距離 11.7ｋｍ 

早出をする人がいたので、朝食はわずか５人だっ

た。 

朝食を終わって小屋を出るとちょうどご来光。前

日登ったイザルヶ岳からの日の出だ。すぐ傍らに

は富士山がある。ダイヤモンド富士は９月上旬に

見られるそうだ。雲海の上には青空が広がって、

今日も天気がよさそうだ。 

当初、この日は茶臼小屋に戻るだけの計画だった

が、山の日の祝日で、お盆が近いことから茶臼小

亀甲状土

光岳

光石

光小屋からイザルヶ岳、富士山



屋は相当な混雑が予想されていた。そこで、さらに１時間半下ったところにある横窪沢小屋まで足を延

ばすことにした。 

ゴーロを下りだしてすぐにトレイルランナーらしき人に出会った。茶臼小屋から来たそうだが、えらく

早い。そして、さらに１時間ぐらい歩いたところで、その人が追いついてきた。すでに光岳まで往復し

てきたとのこと。「レースに出る人ですか？」と聞いてみたら、案の定。お名前を聞いてみたら、飯野

航さんでした。おもにイタリアなど海外のレースで活躍されているとのこと。爽やか青年でした。 

茶臼岳に着いたところで依然として快晴。絶好のスケッチタイムと

いうことで、聖岳を中心に上河内岳と兎岳を描いた。遠くに赤石と

荒川も見えたので、小さく加えた。 

茶臼小屋についてみると TJAR の横断幕が掲げられている。ちょう

ど日本アルプス縦断レースが行われていたのだった。白樺荘で見た

３連覇中の望月選手はすでに通過したとのことだった。うまくする

と他の選手にも会えるかもしれない。ちょっとどきどきした。小屋

でスイカを食べた。大きなスイカの一切れが３００円はとても安い。 

横窪沢小屋には TJAR のサインボードが置かれていた。望月選手の一言が書いてあった。夕食まで休ん

でいると、２位と３位の選手が立ち寄って、ボードにサインしていった。選手は食事をしたり、行動食

をもらったり（どちらも有償です）していた。 

横窪沢小屋は、もともと宿泊者が多くないのか、赤番号も黒番号もなく、区画ごとにシュラフの位置に

寝るようになっている。それでも他の小屋の倍以

上のスペースが割り当てられていた。この日もゆ

ったりと山小屋ライフを過ごすことができた。 

コースタイム   

光小屋発（5:50）～易老岳（8:00）～茶臼岳スケッチ

（10:45 – 12:00）～茶臼小屋（12:35）～横窪沢小屋
（14:40） 

5 日目 8月 12 日（金）晴れ 歩行距離 4.6ｋｍ 

今日は 10:40 のバスに間に合えばいいので、時間

的にはとても余裕がある。 

出発していきなり登りだ。横窪峠だがたいしたこ

とはない。次のヤレヤレ峠に向かう間に、レーサ

ー２人に追い越された。夜の間に４位と５位のレ

ーサーが通過していた（サインボードで確認）の

で、６位と７位の人たちだろう。礼儀正しく、け

っして彼らから道を譲るように求めてくることはなかった。 

すれ違いが難しいような狭いところも多い中で、お二人と遭遇した場所はたまたま広い場所だったのは

ラッキーだった。 

聖岳と上河内岳

レース参加者の一言



ヤレヤレ峠の登りは標高差１００ｍぐらいあるが、ゆるやかな登りで、まだ朝早く体力も落ちていない

ことからなんの苦もない。これが茶臼小屋からの下山だと、最後の最後でやれやれと感じるのだろう。

峠には大きめのベンチがあって、涼風が吹き抜けている。絶好の休憩地点だ。 

畑薙大吊橋を渡ったところがバス停だ。結構長い橋だが、すれ違いが困難なので、３人ほどの入山者を

待たせてしまった。 

バスまで時間があるからと、「コパック」に興じていたらバスが来た。勝負には絶対勝っていたはずな

のに、残念ながら中断した。 

コースタイム                                                                               

横窪沢小屋発（6:00）～ウソッコ沢小屋（7:40）～ヤレヤレ峠（9:00）～畑薙大吊橋バス停（10:00） 


