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≪新人合宿≫ 

 

2013 年度 新人合宿 

＜日時＞2014.5/26~6/1 

メンバー:CL 松田 SL 丸藤 

会三:荒川、片野、加藤(了)、北見 

会二:池田、内田、加藤(穂)、菊池(隼)、蒲澤、

菊田、塩谷、前川 

会一:大槻、山下、郷津、渡部、植野、長谷

川、河村、菊池(苑)、松橋、城田 

行動計画 

5/26 信大=新島々谷~岩魚留小屋~徳本峠

小屋(T.S) 

5/27 徳本峠小屋~徳沢~横尾(B.C) 

5/28  雪上訓練 1 日目(涸沢) 

5/29   雪上訓練 2 日目(涸沢) 

5/30   雪上訓練 3 日目(涸沢) 

5/31   槍ヶ岳アタック 

6/1    B.C~徳沢~河童橋=松本 

1 日目 

先発隊 

7:00 島々谷 

8:35 二俣 

11:35 岩魚留小屋 

16:00 力水 

16:50 徳本峠小屋 

 

後発隊 

7:10 島々谷 

8:50 二俣 

12:15 岩魚留小屋 

16:00 力水 

17:10 徳本峠小屋 

松本駅よりタクシーで島々谷に向かい、2

隊に分かれ入山。途中先発隊と後発隊に差

が出たが、岩魚留小屋で落ち合う。岩魚留

小屋から 1 年生のペースが遅くなったが、

17:00 までには徳本峠小屋に到着。16:30 ご

ろから雨が降り始め、徳本峠小屋に着くこ

ろには土砂降り。 

1 年生の初の山行にしては厳しいスタート

となった。 

 

2 日目 

偵察隊 

5:30 起床 

7:00 徳本峠小屋 発 

9:00 偵察終了 

9:30 本隊合流 

 

本隊 

6:00 起床 

8:00 徳本峠小屋 発 

9:30 雪渓 一本 

10:55 明神分岐 

12:00 徳沢 

13:10 横尾 

偵察隊を出す。雪渓の様子を見てもらい、

途中で合流。明神分岐まで下ると、横尾ま

での長い林道歩き。まだ重い荷物を担ぎ、1

日目にできた靴擦れを引きずり BC 入り。

入念に整地をし、テントを張って、濡れた

ものを乾かす。 

 

3 日目 

4:00 起床 

5:25 BC 発 

6:15 本谷橋 

8:40 涸沢ヒュッテ 

9:10 雪上訓練 開始 

12:20 雪上訓練 終了 
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14:05 本谷橋 

15:00 BC 

雪上訓練 1 日目。毎年恒例の涸沢走り。慣

れない雪面を苦戦しながら 1 年生とそれを

けしかける上級生。涸沢カールでは、ひた

すらキックステップの反復練習。 

 

4 日目 

3:30 起床 

4:50 BC 発 

5:25 本谷橋 

7:25 涸沢カール 

7:35 雪上訓練 開始 

12:40 雪上訓練 終了 

14:10 本谷橋 

14:55 BC 

雪上訓練 2 日目。今日は涸沢走りはなし。

キックステップに加え、ピッケルストップ

の練習。春の陽気で緩んだ雪面ではピッケ

ルがきかず、苦戦。 

 

5 日目 

3:30 起床 

4:45 BC 発 

5:20 本谷橋 

7:10 涸沢ヒュッテ 

7:30 雪上訓練 開始 

11:55 雪上訓練 終了 

13:30 本谷橋 

14:10 BC 

 

蒲澤、菊池（苑） 

3:30 起床 

4:45 BC 発 

5:20 横尾 

6:05 徳沢 

7:00 明神館 

7:45 上高地 BT 

雪上訓練 3 日目。蒲澤、菊池(苑)は授業のた

め下山。他のメンバーは涸沢走り。涸沢に

着き、今までやったことの反復練習。最後

はシリセード、グリセードのおまけ授業。

涸沢ヒュッテでカップラーメンを頂く。あ

りがとうございました！ 

 

 

6 日目 

FIX 隊 

2:30 起床 

3:30 BC 発 

4:25 二俣 

4:50 槍沢ロッジ 

6:00 大曲 

7:20 槍ヶ岳肩 

 

先発隊 

2:30 起床 

3:50 BC 発 

4:55 一ノ俣 

6:10 ババ平 

7:20 水俣乗越手前 

8:50 殺生ヒュッテ過ぎ 

9:35 槍の肩 

 

後発隊 

2:30 起床 

4:00 BC 発 

5:05 一ノ俣 

6:20 ババ平 

7:35 2350 一本 

8:45 2700 一本 

9:50 槍ヶ岳肩 
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11:45 山頂 

 

エッセン隊 

14:30 槍ヶ岳肩 発 

15:20 ババ平 

16:55 横尾 

17:20 BC 

 

後発隊 

15:00 槍の肩 発 

16:00 ババ平 

15:00 一ノ俣 

18:30 BC 着 

槍ヶ岳アタックの日。朝早く起床。FIX 隊

を先に送り出し、さらに先発隊、後発隊に

分け出発。声を出しながらリズムよくサク

サク登る。槍の肩からは去年より凍った箇

所があり、FIX を２ヵ所設置。思ったより

アタックに時間はかかったが全員無事登頂。

天気も良く、全員で集合写真も撮れた。BC

に戻ってからはパーティー。 

 

7 日目  

6:00 起床 

8:30 BC 発 

9:30 新村橋 10:35 新村橋 発 

13:00 河童橋集合（各自のペースで） 

14:00 河童橋 発 

14:25 タクシー乗り場 

15:45 信大 

朝、遅めに起き、恒例のマカポテを食べ、

片づけ。例年通りお墓参り。春寂寥が上級

生 

も含めうろ覚え…伝統を途絶えさせないよ

うに。河童橋までは自分のぺースで。温泉

に入り、松本に帰り、合宿終了。 

 

反省 

松田浩和 

三回目の新人合宿はあっという間に終わっ

てしまった。実に短い一週間であった。 

・SAC の生活技術を身に着ける 

・雪上技術を身に着ける 

・上級生、新人の親睦を深め互いに SAC の

一員として認め合う 

と、いう 3 つの目標は完全ではなくとも意

識を根付かせ達成できたのではないだろう

か。 

今年も新人はそれぞれに個性があり、これ

からが楽しみである。一方、2 年生は上級

生という、指示待ちから指示を出す立場に

なり考えること、人を動かすことの難しさ

を学んだであろう。今回は総勢 26 人という

大所帯、それもアルパインクライミングを

する組織を安全かつ円滑に動かすことの難

しさを感じた。山に登るという目的のもと

この個性的な個々をどうまとめどう方向づ

けるか。これが CL としての一番の仕事で

ある。今回は CL として全体を冷静に俯瞰

するという面において欠けていたと思う。

CL としての実力、行動力はもちろん必要で

あるがこれだけの人数がいるのだから個々

に働きかけ全体を動かすという立場を重要

視すべきであった。そのためには冷静に数

手先を読み、常に better を目指す姿勢が必

要である。今後はそのように上級生を動か

すとともに圧倒的な実力で還付無きにまで

圧倒する必要があると感じた。そして、今

から夏合宿が待ち遠しい。そして、夏まで

にすべきことは山ほどあると思う。 
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丸藤公史 

ついに 3 年生になった。3 回目の新人合宿

である。3 回目であるので、さすがに余裕

が出てきたように感じた。が、まだまだ課

題はあった。 

3 年生としてまたサブリーダーとしてこ

の新人合宿で求められていることは何なの

か。それは、全体を見渡す力、2 年生が 1

年に教え忘れていることの教育、隊が全員

無事に帰れるように手際よくリスクを軽減

させることであるかと思い、その 3 点を達

成できるように行動しようと決めて、この

新人合宿に臨んだ。 

 さて、全体を通して、どうだったのか。

結論から言うと、まだまだである。いまま

で見てきた上級生の姿にはほど遠い。特に、

手際よくリスクを軽減するという課題は、

槍ヶ岳の FIX の手際の悪さゆえに、全然十

分達成できなかったと思われる。では、こ

れらの課題を解決するには、どうすればよ

いか。それは山に行くしかないと思う。下

界でのトレーニングは山においては欠かせ

ないと思うが、山の実践力は山でしかつか

ないと考えられる。なので、今年もどんど

ん山に行こうと思う。今年も楽しみである。 

 

 最近の山岳会について。人数が増えたせ

いか、昔となにか感じが違う。人数が多い

分、各々の関係が希釈化している気がする。

このままでは、近い将来事故が起こる気が

する。正直怖い。この希釈化を解決する方

法は、たいへん難しく、地道にコミュニケ

ーションをとるしかないと思う。人数が多

いというのは、本当に難しい。ただ、人数

を減らすことで解決することなどは絶対に

考えたくもない。やはり今回の新人合宿の

ように大人数での山行も一丸となっていれ

ば活気があふれて見ててよいものである。

山岳会の人たちとの関係は今後の人生に大

いに影響を与えるものであると思う。一生

の宝になると思う。1 年生と、2 年生と、も

ちろん 3 年生と、山においてもっともっと

深い関係を築いて行こう！！！！ 

以上 

 

荒川武大 

３度目の新人合宿が終わった。来年は教

育実習があるため私は現役最後の新人合宿

である。あれから２年、自分は何か変わっ

ただろうか。何が変わっていないだろうか。

そんなことは雑人雑感に書くとして、反省

として自戒を込めて言えることは「現状に

満足するな」ということである。「冬にあそ

こに登った」「自分はあそこをリードした」

という事実は確かに自信にはなる。しかし

それは結果論であり事故、失敗、死はすぐ

隣にあることを忘れてはいけない。「もしあ

の時天候が悪かったら」「もしあの一歩でバ

ランスを崩していたら」想定できることは

いくらでもある。われわれは「できた」と

いう事実にばかり目を向けがちだがぜひと

も想像力を膨らませ別の状況をイメージし、

脳内シュミレーションしてみるべきだ。さ

らに仲間内で状況ごとの判断を討論してみ

るのもいいだろう。安全に山に登るという

大前提があるとはいえ、人には楽観派、慎

重派などの考えの偏りがある。話し合うこ

とで、どのような危険があるのか考えを共

有し、より広い視点を持って今後の登山活

動に挑みたい。 

 

 具体的な反省 
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装備係の不備が目立った。団装は１日毎

に把握し、団装テントの整理、エッセン係

との共有を怠らないこと 

装備チェックが甘かった。スパッツがつ

けられないやつがいた。防水含め、しっか

り行うこと。 

槍ヶ岳の想定が甘かった。あれほど時間

がかかったのは上級生の責任だと思う。上

級生はアイゼン装備、偵察隊を６人ほどだ

し、全員でＦＩＸの箇所を話し合ってから

取り掛かるようにすべきではないか。 

３年生以上が結構暇だった。現場監督を

何人か残して他は奥穂なり涸沢なり行く旨

を計画書に書いた方がいいかと。 

 

 

全体的には「やっとＳＡＣがちゃんと回

りだしたな」という感じである。１年を２

年が指導し、監督を３年が行う。一見当た

り前のようだが最近のＳＡＣは上級生不足

のためこれができていなかった。会４で一

年の指導をすることがどれほど退屈なこと

か。先輩の方々、他にやりたいこともあっ

たでしょう。愚痴も言わずに熱心に指導し

てくださったこと、本当に感謝しています。

ありがとうございます。 

 

片野亜紀 

今年の新人合宿は例年と違う。女子会員 5

人含めた新体制となった。1 日目の徳本峠

越えから男子とほとんど変わらぬ荷物を持

ち、女子新人は歩いた。最後の方以外は、

先輩を頼ることなく、体力的余裕すら感じ

た。私の心配をよそに、新人たちはタフで

笑顔を絶やさなかった。 

 今回、はじめて女子テントというものを

設けた。女子だけという点で、男子的にも

女子的にもお互いよかったと思う。女子だ

けで孤立することが懸念されたが、夜エッ

センのときなどもなにも影響がないように

みえた。新人合宿で限定するなら、女子テ

ントは設けてもいいのかなと感じた。 

 この合宿で、女子部員のあり方について

女子全員で考える機会を設けられなかった

ことが反省だ。男女の差は埋まらないが、

差を詰める努力を怠らないことを彼女たち

をみて思い出した。初心に戻り、自分の山

を見極めていこうと思う。 

 

加藤了幹 

新人合宿を終えた 2年生の言葉の中に、「上

級生として、1 年生をあらゆる面で凌駕し

なければいけないと思っている」との言葉

があった。個人の力量等々があるため、そ

れが実際にどこまで可能かという見方もあ

るが、自分自身に照らし合わせながら、ま

だまだ精進しなければいけない面があると

いうことを考えていた。 

 今回の合宿では、2 年生が主体となって

行う合宿であり、3 年の自分としては昨年

ほど前に出て、1 年生を指導することはな

かった。しかし、1 年生も見ながら、指導

する 2年生を指導するというのは、精神的、

頭脳労働的に負担のかかるものだった。 

 個人として、今年は槍ヶ岳への偵察隊と

なったことは経験的に非常に大きなもので

あった。前を行く 2 年生のペースに遅れた

ことは、上級生としてショックであった。

また、実際に Fix を張る段階でも、そもそ

もの前提として、今回の Fix は何のために

張るかという意識が欠如していた。2 年生
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に張らせたことは経験として、教育的な効

果はあったが、新人合宿の中では、1 年生

を槍ヶ岳に登らせるために、素早く必要な

部分に張ることを念頭に置く必要があった。

また、支点の作り方に関しても甘さを指摘

される部分があり、危険への意識もおろそ

かになっていたといえる。 

 今後、夏合宿へ向けてそういった意識、

能力が試されることが増えていくと思う。

実践的にロープを使うことを意識し、山行

を組む、技術の勉強を行っていきたい。 

 

北見元 

今年で 3 回目の新人合宿となったが，1 年

の時重い荷物や雪面に四苦八苦していた頃

を思うと大分ゆとりがもてるようになって

きたと感じた．去年と比べても周りの状況

や 1 年生の様子をみる余裕が大きくなった

ように思える．自分の登山はここから始ま

ったので今の自分を確認するのにいい機会

だった． 

初日，植野が橋を渡る途中で落ちてしまっ

たが先頭に任せすぎてしまった．先頭が何

も言わないで渡ってその後植野も続いたが

出だしから少し危なっかしかったので，き

ちんと警戒しておくか，いったん止めてお

くべきだったかなと思う．初日は最後に雨

に降られてしんどくなった．特に峠につい

てからエッセンまでの流れが慌ただしく，

上級生がしっかりと対応しきれなかった．

この大人数がまとまってみんなで到着した

わけではなく，あの天候ではある程度仕方

がなかったかもしれないが，行動面だけで

なく生活面でもしっかりと動けてこその信

大山岳会だと思うので気を付けていきたい．

特に食糧は，最初は 1 日分ひとまとめにな

っていたものが途中でばらけてしまったの

で，ひとつひとつの内容が分かるようにマ

ークをすることと，それを各自が確認して

おくことが必要と感じた． 

2 日目以降晴天が続き，快適な状況で雪訓

やテン場での生活を送れたが逆に防水に対

する認識が甘くなってしまったかなと思う．

今一度確認しておきたい． 

今回 1 年の指導は専ら 2 年にまかせっきり

となったが，本当にしっかりやってくれて

いたと思う．自分は去年あそこまでちゃん

とやれていなかった．上級生も数が多く，

雪訓も 3 日間とったのでみっちりと行うこ

とができたと思う．2 年は本当にお疲れ様

でした． 

槍ヶ岳アタックの日，打ち上げを引っ張り

すぎたのはミスだった．上級生はともかく

1 年は初めてあれだけの長時間行動を経験

したあとで，疲労もたまっていたと思う．

まだ最終日が残っていて下山しているわけ

ではないのだから気を緩めすぎてはいけな

かった．また，今日の反省や明日の打ち合

わせを行う前に宴会になってしまったので，

最初のうちやるべきだった． 

自分は来年教育実習があるので，おそらく

今年が最後の合宿となるが自分なりに楽し

めたと思う． 

山岳会も大人数になった．単純に考えてそ

れだけ，怪我や事故のリスクもそれだけ大

きいことになるのだが，各個人が意識をも

って山に向かえば問題ないと思う．とりあ

えず今年 1 年頑張っていきましょう． 

 

池田章佑 

 山岳会に入り丸１年が経ち、リーダー部

員となった。今年の新人合宿は上級生とし
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ての役割を強く意識するものであった。特

に入山日の徳本峠では山を全く知らない１

年生を安全に連れて行かなければならなか

った。人数の関係で２隊に別れたが、パー

ティー内での体力の違いなど懸案事項が多

かった。個人的な反省としてはやはり６日

目の槍ヶ岳であった。槍沢の雪渓は一部崩

落していて先頭を歩いていて気が引き締ま

る思いであった。雪渓の形状、強度等を説

明したが、よりわかりやすい単語で説明す

べきであった。槍の穂先では下りで恐怖を

感じた。自らが滑落する恐怖ではなく、１

年生が滑落する恐怖であった。３点支持を

徹底させることやテスティング、ホールデ

ィングなど伝えねばならないことが山ほど

あった。岩場を初めてクライムダウンする

１年生にはつま先や膝の向きを徹底するよ

うに指導した。体の仕組みを説明したが、

やはりここでも簡単な言葉を使うべきであ

ったと今になって思う。また、エッセン係

としては反省が多かった。食料は日ごとに

分けると徳本で１年生がバテ、荷をバラし

た時に管理がしにくいことは１日目に実感

した。エッセン担当は先発隊にいるべきで

あった。買い出しの段階で計画書に無いも

のを購入した場合はリストを作らなければ

管理しにくいことも教訓になった。おやつ

は雨ならば温かいものを、晴れであれば冷

たいものが美味しいので抹茶オレやココア

などが使い勝手がよい。来年のエッセン係

には是非とも参考にしていただきたい。 

 

内田祥平 

一週間、今振り返ればあっという間に終わ

ってしまったと感じる。それほど充実した

内容の合宿であった。去年まで連れて行っ

てもらう立場であった自分たちが連れてい

く立場になって初めての山行。すなわち二

年生の初陣であった。初日の徳本峠は天気

も悪くいきなり難題であった。植野の渡渉

での転落、曜子の半滑落は上級生のサポー

ト不足が原因である。何が足りなかったの

か考えれば、やはり一年生の立場で物事を

考えることができなかったことではないか。

去年の自分を思い出してみれば、重い荷物

の歩荷で必死になっていて足置きなんてい

ちいち意識なんてしてられなかった。まし

てや今回は雨。当然路肩は崩れやすくなる

し、滑りやすくもなる。そんな簡単なこと

も気づかずに一年生を率いていた。猛省。

生活面でも徳本峠では豪雨であったため上

級生が下級生に指示する余裕もなく、一年

生は戸惑ったのではないだろうか。どんな

天候でも冷静に判断できるようにならなけ

ればならないと感じた。これは場数を踏む

しかないと思うので今後身に着けていきた

い。やはり上級生になって気づくことも多

い。常に自分の足りないものを追い求めな

ければならないと塩谷が反省会で言ってい

たが全くその通りだと思う。自分に足りな

いもの、今回の合宿を終えて振り返ってみ

ると、上級生としての自覚、そして自信、

知識量、実力。自覚や自信はまだ仕方ない

かもしれないが、知識量はただの自分の勉

強不足だ。後輩に何でと聞かれても言葉に

詰まってしまうことが多かった。すべての

行動には意味がある。その意味を考えず、

ただこなすだけでは身に付き方も違う。去

年自分が怠っていたのが自分の身に返って

きた。反省点も多く残ったが、良かった点

もあった。言葉で引っ張ってはいけなかっ

たが、二日目以降は常に一年生の安全に気
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を付けていたことだ。落石も絶えず見て、

一年生の足置きなどにも敏感になり、無事

涸沢までの行き来の三日間、槍ヶ岳では無

事故で過ごすことができた。去年、初めて

連れて行ってもらって登った槍ヶ岳の喜び

は忘れることはないが、今年は連れていく

立場で登った槍ヶ岳、これは去年とは違う

喜びで心がいっぱいになった。山頂ではや

っぱり山っていいなとしみじみと感じた。

今回の合宿で感じた良いこともダメだった

ことも次の個人山行、合宿に繋げて強くな

りたい。信州大学山岳会最高！ 

 

加藤穂高 

 1 年生の力量を把握しないまま連れ歩き

無理をさせ事故が起きたこと。1 年生に何

もしていない時間を過ごさせてしまったこ

と。今回の合宿で特に反省したいのが上記

2 つである。 

 まず 1 年生の力量を把握していなかった

点について。具体的に示すと 1 日目の島々

～徳本峠間で上野が木橋から転落したこと

だ。その時先頭を行っていたのは私だった。

私は木橋を渡った際少し怖いと思っただけ

で「後ろの上野も簡単に渡れるだろう」と

勝手に自分の尺度で決めつけていた。1 年

生は殆どが初めての山道で、私よりも重い

ガッシャーを背負っていた。そんな 1 年生

の立場からすると細くて濡れた木橋は渡る

のが非常に困難だったと思う。1 年生が今

どれだけ疲れているのか。どんな心配をし

ているのか。モチベーションはあるか。ど

れだけ歩けるか。私には 1 年生の気持ちを

分かろうとする意識が必要だと思った。ま

た今回の事故を受けて私は自分が考えるよ

りももっと慎重になるべきだと思った。徳

本峠を超えた後の 6 日間はしつこいほど 1

年生の表情をのぞき込んだり、後ろを振り

返ることに努めた。1 年生の変化を読み取

ろうとする意識は合宿中に長けたと思う。 

 次に何もしていない時間をつくらせてし

まった点について。この反省はテン場で過

ごす間に感じた。殆どの 1 年生がエッセン

を行う中、一人何もしていない 1 年生がポ

ツンといたり、2 人の 1 年生が朝ラーメン

を作っている際 ひとりは忙しそうに作業

しているのにもうひとりは何もせずボケー

ッとしている様子がよく目についた。私は

前者、後者ともに何もしていない 1 年生を

叱った。しかし原因は、適切な指示が出せ

ず暇な 1 年生をつくってしまった私にあっ

たと反省する。1 年生がやるべき仕事は手

が足りないほどあるわけだが経験のない 1

年生が作業全体の流れを把握して自分がす

るべき仕事を見つけるのは無理な話だと思

う。上級生としてもっと 1 年生に支持を出

して様々な仕事に慣れてもらうべきだった

と反省する。1 年生に遠慮して支持を出さ

ず逆に私が仕事をすることで 1 年生が経験

を積むチャンスを奪っていたんだと気づい

た。 

 

蒲澤翔 

 2014年の新人合宿は自分の1年前からの

成長と、下級生を連れていく難しさを知っ

た山行であった。 

 まず新人合宿前の準備に関する反省につ

いて、私は自分が担当する役割があったわ

けではなかったが、だからこそ全体の準備

の進行にもう少し気を配るべきだった。特

に同じ会 2 との連携を積極的に取り、円滑

に準備が行えるよう話し合うべきだった。
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上級生としては自分の山行と山岳会の活動

の両方が上手く両立するように、他の上級

生と連絡していく必要がある。 

 次に合宿中の反省について、1 年生への

気の配り方と隊としての雰囲気作りに改善

すべき点があった。1 年生が初めての山行

であることを、もっと意識して行動すべき

だった。自分にとっては危険箇所ではない

所でも、1 年生にとってはそうではないこ

とを知った。今後、1 年生を連れて安全に

山行を行うために、1 年生の実力を楽観視

せずに行かなければならないと感じた。ま

た、隊としての雰囲気作りの難しさも感じ

た。隊が上手く機能するように、締めると

ころは締め、楽しむところは楽しみ、励ま

すところは励ましていく、切り替えが上手

くいかない場面があった。具体的には雪訓

の帰りなどで上級生にも気の緩みがあり、

それが 1 年生にも伝わってしまった。1 年

生にいい山行だったと思われるように、目

的地に行くだけではない山行にしていきた

い。 

 今年の新人合宿では、去年に比べて主に

体力面での成長を感じることができた。特

に徳本峠への道が去年とは全く違う印象を

受けた。しかし、1 年生を連れて山行に行

くにはもっと圧倒的な体力が必要だとも感

じた。また、1 年生を連れていくことが大

きな緊張になった。それは自分の未熟さを

見せられないことと、他人の命を預かるこ

とから来るものだと思う。常に自分の行動

を見られている感覚は自分の成長にも繋が

ると思う。涸沢からみた岩稜は去年よりも

近く、これからの目標を見つけることがで

きた。今年も多くの山に行き、それを仲間

たちと分かち合っていきたい。 

 

菊田水樹 

今回の合宿でははじめて下級生を山に連

れて行くという役割があった。今まで自分

の安全だけ考えて登山していたころに比べ

れば考えて行動しなければならい場面が多

くあり、そのようなことに慣れてなかった

ことを実感させられた。これから縦走・夏

合宿など大きなイベントが控えているので

それまでに少しでも上級生らしく成長でき

るように積極的に動いていきたい。一番自

分に欠けていたと思われるのは、一年生視

点で物事を考えるということだ。一年生の

中には登山未経験者もいて、歩きひとつと

ってもなれないことが多い。結構自分のこ

とで精一杯になってしまいあらゆる場面で

一年生に対し気配りをするということがで

きず、これが合宿ではなく個人山行などで

あった場合他の上級生の目も少なくなるの

で一年生の安全を保障できなくなる可能性

もある。あと指示を出すということの難し

さも実感した。頭ではなんとなく理解でき

ていることでも口に出して伝えるのが難し

く、自分の知識の中途半端さなども分かっ

た。何故そうするのかということをセット

で覚えてなく単なる作業で済ましていたこ

ともあったので、改めて一年生に教えるた

めには特に「何故そうするか」を念頭に置

いて伝授していきたい。また今回は先発隊

として先に槍ヶ岳に登ってフィックスを張

るなどの作業をお手伝いする機会があった。

それまでの山行では完全に上級生に頼って

しまってフィックスの張り方などの知識は

ほとんどなかった。しかし今度自分がフィ

ックスを張らなければならない立場になっ

たとき、フィックスを張るということも
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様々考えなければならないということを知

った。フィックスのシステムで一番難しい

のはルートファインディングで、視点とな

る場所を探しつつ安全な場所を選び、かつ

なるべく距離的に短くしなければならない

ので本当に考えることが多いなと思った。

それまでの連れてってもらうだけの立場で

はこうした考える登山をする機会を自分で

見つけることができなかったので、周りと

の遅れをとってしまった分、リカバリーで

きるように自分のモチベーションを高めた

い。とりあえず八月に控えている縦走合宿

では成功がすべて自分にかかっているので

山岳会で学んだことを十分に出し切って計

画を立てていきたい。 

 

菊池隼人 

今回自分は雪上訓練に参加せず、徳本峠と

槍ヶ岳での行動となった。歩行は昨年と違

い余裕もあり、周りの様子を見て指示を出

すことが出来た。しかし、槍ヶ岳の岩歩き

など、不慣れな新入生に対する指導が至ら

なかったと思う。 

 また、エッセンはじめ生活技術では、見

つけた仕事を自分でやってしまい、次に何

をすればいいかなど、先を見た指示が出来

なかった。 

上級生としての自覚、合宿に対する意識

が甘く、メンバーに迷惑をかけてしまった。 

本当に申し訳ないと思う 

 

塩谷晃司 

本年度の新人合宿は、昨年度と全く違った

ものとなった。その違いとは、ただ合宿に

参加するのではなく、合宿を運営する立場

にあったということだ。その分、無事に合

宿を終えられた充実感は大きい。 

 今回の合宿では細かいことであっても、

意識的に何度も一年生に注意したつもりで

ある。今後 SAC で活動していくためには体

力や技術だけでなく、細かい配慮や注意

力・集中力が必要になる。一年生のうちに

しっかり足元を固めてもらいたい。 

 そして一年生を指導し、リードしていく

ためには“全てにおいて”上をいかなけれ

ばならない。自分自身の至らない部分を自

覚し、磨きをかけていく必要がある。 

 今後は一年生の指導、体力の強化を図り

ながら、技術面でのレベルアップを目指し

たい。槍アタックでは自分が FIX を張り、

もっと経験が必要であることを実感した。

今後の岩トレや個人山行で、適切な支点の

取り方やクライミング能力を身に付けてい

く必要がある。 

 そして、もう一つ大切なのは、仲間との

つながりである。会３からのご指摘の通り、

会２は同期としての団結力を深めていくべ

きだ。良いことも悪いことも言い合える、

本当の信頼関係を築いていきたい。そして

皆で、なんかでっかいことをしたい。 

 

前川夏子 

一年生にとっては SAC の一員となって初

めての山行、二年生にとっては連れていく

側となって初めての山行である新人合宿を

終えた。個人的には昨年参加できていない

ため、徳本越えや涸沢バシリなど新人合宿

ならではの行事を経験でき、楽しむことが

できた。上級生として行く山はこれまでに

ない緊張感があり、自分自身の成長を感じ

ることができた反面、至らなさも大いに感

じている。 
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 歩きに関して、一年生への注意喚起は必

要以上に口うるさくすることを心がけたが、

まだまだ空返事や言われたときだけの注意

が目立つ。一年生を指導する立場になった

ことにより、これまで以上に自分自身の歩

きを意識するようになった。自らがつまず

いたり、足元の小石を転がしているようで

は自信をもって一年生を注意することはで

きない。一日の行動の終盤は特に注意が必

要であると改めて感じた。隊の先頭に立ち

歩いた際には、後ろへの注意が足りなかっ

たためにこけた一年生に気づくことができ

なかった。先頭で歩くことに対して隊を率

いるという意識をもっと高く持たなければ

ならない。 

 雪上訓練について、声を出し指導するこ

とを心掛けたが、ボキャブラリーが少なく

伝わりきらないところがあったように思う。

個別に一年生の指導をしたが、結局違和感

のあるフォームを直すことができなかった。

初期停止やピッケルストップおいては手本

を見せることが一年生の理解につながる有

効な手段だと思われる。言葉にしろ、行動

にしろ、理解させることをもっと意識すべ

きであった。 

 生活面では SAC スタンダードをある程

度一年生に身につけさせることができた。

しかし、人数が多いということから仕事が

ない者や、自分がしなくてもほかの誰かが

するだろうという意識の者がいたように思

う。する人間とすることがない人間としな

い人間がうまれてしまった。また、周りの

様々な要因から、しない人間を注意できな

い状況ができていたことも気になった。今

後の個人山行で鍛えられていくとは思うが、

一年生への対応に差があるのはよろしくな

い。テント内では、個装の整理や団装の位

置の把握、朝のスピードをもっと意識させ

る必要がある。もっと効率的に朝の準備を

するにはどういう声掛けをしたらいいかと

いうところも考えていきたい。 

 渉外について、去年と同じタクシーにお

願いしたため話がスムーズにできた。タク

シーが上高地に到着する時間などを三年生

に聞かれてから答えるという形になってし

まったのだが、出発前に全員に伝えておけ

ばよかったというのが反省である。 

 合宿前半では、三年生に判断を仰ぐこと

が何度かあり、自分の上級生としての意識

の低さを痛感じた。一年生への指導の面で

は先輩らしくあることをとにかく意識して

いた。しかし、知識面や、技術面で足りな

いところも多くあるため信頼できる先輩に

はなりきれていない。三年生の姿から学び、

二年生で協力しあって、信頼される上級生

になっていきたいと強く感じた。 

 

植野侃太郎 

今回の新人合宿は僕にとって辛くもあり

ましたが、楽しくもあり、良い合宿だった 

と思います。そんな合宿で感じた事を綴ろ

うと思います。 

 僕が合宿を始めるにあたって先ず感じた

のは不安でした。３０キロもの荷物を背負

えるのか、緩い登山しかした事の無い自分

がついていけるのか等、中高とクラブにも

所属した事が無く、こんな合宿というか活

動をするのは初めてだったのでとにかく不

安でした。一日目はそんな感じで始まりま

した。 

 合宿一日目、島々から歩き出して最初の

一本をとるまでが体が慣れていなかったの
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か純粋に疲れたなどではなく、妙に辛かっ

たです。一本をとった後は調子が上がり、

歩くのが楽になりました。ですが、結局後

半ばててしまい体力不足を痛感しました。

また、常に地形を気にしておく事も大切だ

と感じました。でなければ、いきなり地形

図を見ても現在地が分からず迷ってしまう

かもしれません。当たり前の事ですが、荷

物の重さに気を取られて全く考えていませ

んでした。もっと考えつつ行動する事を心

掛けようと思います。 

 二日目、まずパッキングに躓きました。

躓いた要因は焦った事、その為にバランス

を配慮せず、少し雑に物を入れてしまった

事です。だから、直ぐにテンパってしまう

癖を直す事が僕の場合重要です。更に、下

りの雪渓でも転んでしまいました。ステッ

プが甘かったと反省しています。また、転

んだ時にガッシャーが背中から外れてしま

い姿勢を立て直すのがとても大変でした。

やはり、最初から転ばない事が事故を起こ

さない事、余計な労力を使わない事の為に

は大切だと感じました。 

 三、四、五日目。まず反省すべき点は、

朝の行動が遅かった事です。自分では荷物

をまとめたつもりでも、いざ朝を迎えると

まごついたり、何かを着たり、履いたりす

るのにもたついたりと、後半は開始時刻に

遅れこそしませんでしたが、全体の中では

遅い方になってしまいました。もっと荷物

のまとめ方を工夫して、ひとつひとつの行

動を早くできるようにします。 

 雪上訓練は、ピッケルストップとグリセ

ード以外はほぼ出来るようになったと思い

ます。ただ、グリセードはともかくピッケ

ルストップはどうも足がばたついてバラン

スを崩してしまいます。自分としては、注

意された事を頭で考え過ぎたのだと思いま

す。注意された事を意識し過ぎて動きが重

くなりました。だから、頭で考えてから動

くのでは無く体で覚える様にしたいです。 

 六日目、槍の肩までの登りは疲れました。

ですが、同じ隊の皆と歌いながら楽しく登

る事が出来ました。穂先での登りはとても

緊張しました。浮石が非常に多く、今にも

落としてしまいそうだったのでゆっくり登

りました。そして、頂上に立って周りの景

色を見て感動しました。やはり、頂上に立

った時の達成感は何にも代えがたいと思い

ます。下りは雪の上を駆け下りるのが非常

に爽快でした。この日の反省点としては、

パーティー後の片づけが少しダラダラして

しまった事です。 

 合宿全体を通しての注意点、反省点とし

てはまず、朝や夕方のエッセン時に自分か

ら役割を見つけて積極的に先回りして行動

する事です。そうすれば、時間短縮につな

がり、スイッチ時にガスを浪費する事も無

くなります。また、その他には一つの事に

気を取られ過ぎない事です。例えば、足場

ばかり気にしていると上からの落石に対す

る注意が甘くなります。そして、もう一つ、

行動の意味を考える事です。何でも素早く

こなせるのは良いですが、ただの反射にな

ってしまっては良くない事もあるので注意

します。 

 今回の合宿は初日以外ほぼ晴天に恵まれ、

非常に運がよく気持ち良かったです。今回

の経験をいかし、頂上に立った時の喜びを

忘れずにこれからも頑張りたいと思います。 

  

大槻泰彦 
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 2014 年 5/26~6/1 にかけて行われた新人

合宿を振り返る。まず、今回の合宿におけ

る大きな反省点がある。それはひとえに準

備不足である。まず、合宿前の個人装備の

準備で、装備リストの記述をよく理解でき

ていない部分があり、数の不足や防水の不

備などが目立ってしまった。予め知ってい

る１年生に聞く、メーリス等で先輩に確認

するなど、対策のしようがいくらでもあっ

た。さらに、予習・復習の不足がある。天

気図、雪上技術など、新人ゼミで教わった

ことの復習、勉強して身につけてくるべき

ことに対する努力を怠っていた。先輩から

の言葉通り、下界で出来ることは下界でや

っておく、山以外のことに忙しくても自分

で時間を作るといったことをこれから当然

に出来るようにしていかなければならない。

では次に、今回の合宿の内容について振り

返る。 

・雪上訓練について 

 私は雪上訓練において様々な注意やアド

バイスを頂いた。歩行においては、上半身

のぶれや腰が引けることを指摘された。自

分なりに振り返ってみると、注意された

諸々のことの最も大きな原因は、歩くとき

に足元を気にしすぎるということではない

かと考えられた。足元の雪が抜けて滑落し

ないか、ということを無意識のうちに考え

ていたために、視線がすぐ先の斜面に落ち、

腰が引けた姿勢になっていたと思われる。

これは、ピッケルを背中側に持って強制的

に背筋を伸ばした姿勢をとりながら歩くと

いった対策によりいくらか改善することが

できたと思う。滑落停止では、最初の数回

は滑落を止めることができず、先輩たちが

待ち構える一番下まで滑ってしまった。こ

こでは、ピッケルを雪面に刺す角度、体重

のかけ方、全体の姿勢についての指摘を受

けた。具体的には、ピッケルはより雪面に

対して深く刺す、すなわち斜面に対して出

来るだけ垂直に刺すこと、体重は鎖骨に押

し当てたブレードに全てをかけること、足

は閉じることなどであり、これらを意識す

ることによってある程度まで止まれるよう

になった。しかし、滑落停止は最終手段で

あり、まず転ばないこと、そして万が一転

んだ際の確実な初期停止が重要であるとい

う認識を忘れないようにしなければならな

い。もし今回の雪上訓練で学んだ技術を実

際に使うとすれば、涸沢のように落ちても

止まるようなところではないだろうし、今

のレベルでは実際に応用することは難しい

ということも合わせて覚えておくべきだろ

う。 

・生活面について 

 生活面での反省は、要領の悪さ、という

一言に尽きる。初日の徳本峠では、雨で湿

気が多かったのもあるかもしれないが、な

かなかプレ火が出来ず、同じテントにいる

人たちを寒い中待たせてしまった。自分の

ライターの扱いへの不慣れもあるが、もう

少し点火しやすいライターを用意しておく

べきだと感じた。2 日目以降の横尾では、

天気が良かったので、初日に湿らせてしま

ったシュラフを雪訓から帰ってきたタイミ

ングで少しでも干すことができたと思うの

だが、それをしなかったために最終日の朝

まで不快なシュラフで寝ることになってし

まった。 

このようなこと以外にも、テン場で同じと

ころを行ったり来たりするなど、行動に無

駄が多かった。先輩方を見習い、次に何が
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あるかを予測し、必要なものを後から取り

に行かなくて済むように用意しておくなど、

効率的な行動をできるようにしたい。 

・槍ヶ岳アタックについて 

 ここからは反省というより感想である。6

日目の槍ヶ岳は今回の合宿の中でも最も楽

しみにしていたことであった。私は親が山

をやるので、北岳などいくつかの 3,000m

峰に連れて行ってもらったことがあるが、

槍ヶ岳は初めてであり、北アルプスの中で

も一際存在感のある槍の穂先に立ち、そこ

からの眺めを満喫したいと思っていた。テ

ン場を出発するころはまだ暗く、横尾から

一ノ俣へ向かっている頃に明るくなってき

て、途中一瞬だけ木の間から見えた槍が朝

日に照らされ、赤く輝いているように見え

てとても美しかった。同時に山頂までの長

い道のりも認識することになった。その後

槍沢を順調に登り、グリーンベルトの手前

あたりから徐々に登るのがきつくなってき

た。傾斜が強くなってきたことはもちろん、

雪が柔らかいことなどもあってキックステ

ップでずっと登っていくのに足がだいぶ疲

れた。それでも、途中の 1 本で後ろを振り

返ると、下からは見えなかった常念岳など

が大きく見えていて、槍の穂先からの眺望

への期待が高まった。そして、何とか後発

隊の 1 年生どうし交代で先頭を歩き、肩の

小屋までつくことができた。このときは

色々と先輩方に盛り上げていただき、最後

のほうは大声でよく分からないことを叫び

ながら歩いていたら、気が付いたら到着し

ていたようなものだった。つらくなってき

てからの下らない話は大事だと思った。槍

の穂先へのアタックは、かなり緊張した。

フィックス通過などを高所の雪も残る岩場

で行うのはもちろん初めてであったので、

自分がすることと言えば安環を掛け替える

だけなのだが、実際に滞りなく出来るかは

不安だった。何とかフィックス地帯を通過

し最後の梯子を登り終えて振り返ったとき

は爽快だった。さっきまでいた肩の小屋は

小さく、自分たちも登ってきた槍沢を上が

ってくる登山者も点のように小さく見えた。

色々感じることはあったが、とりあえず山

頂に辿り着いた達成感がとても大きかった、

ということだけ書いておきたい。山頂から

の下山は、慣れないクライムダウンで大幅

に時間をかけてしまったので、この先もっ

と経験を積んでいきたい。槍の肩からの下

山は、前日教わったばかりのシリセードを

しながら下りるなどスピード感もあり楽し

かった。この日の槍ヶ岳アタックは、山岳

会のメンバーとの、家族登山とは一風変わ

った山行の雰囲気を感じることができ、こ

れから先もっと色々な山に登って行きたい

と思えるものであった。 

・これからに向けて 

 今回の新人合宿は、今まで経験したこと

のないような重い荷物を背負っての歩行や、

山岳会の山での生活様式、まだまだ未熟な

がら雪上技術の基本、槍ヶ岳登頂など、7

日間の間に色々なことを学んだ充実したも

のであったと思う。上に挙げた反省ばかり

でなく、落石への注意が足りないことなど、

細かい反省点も尽きないが、これからの山

行を通してそういった部分も洗練していき

たい。また、これまで私は、親に連れて行

ってもらう山行しかしたことがなかったが、

今後さらに経験を積み、同年代の仲間だけ

で、行きたいところに行く山行を計画でき

るようになりたい。今回の合宿を通して、
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SACの一員として良いスタートが切れたと

思う。 

 

河村将人 

 山岳会の新人合宿は私にとって初めての

本格的な山登りであった。１週間という期

間だったが毎日が発見と勉強ばかりであっ

という間に感じた。今後しっかりと山に登

っていくためにこの合宿で学んだことをし

っかりと身に着けていきたい。その為にも

１日１日を振り返り反省点や改善点を自覚

していきたい。 

 １日目、入山日。この日はほとんど森の

中を歩いた１日であった。だが川を渡った

り、道が崩れそうなところがあったりと危

険個所もいくつかあった。この日はずっと

２番目を歩かせてもらっていたため比較的

落石などに注意を払うことができたと思う。

また川を渡るときも先輩たちの力を借りな

がらも渡ることができた。そして１日目は

今回の合宿で唯一雨が降った日であった。

雨が降ってきてからは足元が滑りやすくな

り、何度か転びそうになった。荷物が重く、

後半のほうで疲れていたということもある

がそんな時にこそしっかりとした歩きが大

事なのにできなかったのは体力不足のせい

であるので改善していかなければならない。

最後のつづら折りでは雪も残っており、落

石があるところもあった。ここでも途中で

立ち止まってしまったり、頭上注意がおろ

そかになるときがあった。また先輩の声掛

けに対して返答する声がだんだん小さくな

っていったことも気を付けていかなければ

ならない。１日目は雨であったのでテント

の中でのエッセンであった。私のテントは

米担当であったが、先輩たちの指導のおか

げで失敗はしなかった。しかし後片付けで

は自分から何もしなかったため他のテント

の１年生や上級生にやってもらうことにな

ってしまったので、自分から雨などの時に

こそ能動的に動いていかなければいけない

と思った。初日の反省は体力不足による注

意力の低下と声の小ささ、エッセンの時の

自主性のなさだったと思う。パッキングも

最初はきれいだったが、ポリタンを出した

後崩れてしまったので早く正確に詰められ

るようにしたい。 

 ２日目、ベース設営。最初の朝食作りで

は前日のうちに火器、メタの準備をしてい

たにも関わらず起床からプレ火まで４～５

分かかってしまった。またシュラフをしま

うのに時間がかかり他の１年生に迷惑をか

けてしまった。この日のパッキングは団装

も入れなおしたがうまくできた。２日目の

道は最初の下りが１番重要であったと思う。

雪が残っていたため最初からピッケルを使

いながら歩いたが、転ばないようにとした

ばかり見てしまい頭上注意やピッケルのピ

ックの向きを変え忘れるなどの重大なミス

をたくさんしてしまった。また雪上訓練ゼ

ミで教えてもらっていた歩き方も意識でき

ていなかったように思う。下りを終えたと

ころからの林道は荷物が初日よりも軽かっ

たこともあり先頭の先輩たちについて行け

ていたと思う。テン場についてからもボッ

クスで２度ほどはテントを張っていたので

手間取ることなくできたと思う。この日は

天気図の係りであったためエッセンにはあ

まり関わることができなかった。天気図で

は練習不足から等圧線をほとんど引くこと

ができなかった。エッセン後の片付けでは

要領が悪くかなり時間がかかってしまった。
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２日目は同時にいくつかのことに注意する

ことと、次のことを考えて行動することが

できなければあらないと思った。 

 ３、４、５日目、雪上訓練。３日目には

朝寝坊をしてしまった。３日は先輩たちに

エッセンをしてもらってしまったが、ほか

の２日はすばやくエッセンできたと思う。

雪上訓練ではステップをしっかりするのが

思ったより体力を使い、後半には蹴りこみ

が弱くなってしまった。滑落停止では体重

をしっかりかけきることができず初日は全

く止まることができなかった。だが滑落の

怖さを身をもって知るいい経験になったと

思う。最終日には涸沢の上の方に登ってみ

たが誰も登っていない斜面にステップを切

ることや他の人が作ったトレースを崩さず

登っていくことの難しさを感じた。練習し

ていた斜面よりも急な斜面での直下降では

遠くを見て歩くことの重要性を知ることが

できた。雪上訓練でも初日と同じように体

力不足を実感した。訓練した技術は絶対に

失敗できないようなところで使うものばか

りであるので疲れているからと言って手は

抜けないため体力不足は致命傷だと思う。

またエッセンの後片付けでもまだまだ要領

が悪く時間がかかってしまった。 

 ６日目、槍ヶ岳アタック。この日は合宿

の全日程の中でもっとも長い距離を歩いた。

この日も最後の急な登りでは雪も深くステ

ップを切るのが大変だった。また初日と同

じように疲れてくると声が出なくなるとい

うのも出てしまった。槍の肩から山頂にか

けては浮石も多く歩くのにより一層の注意

が必要だった。今回は先輩に手とり足とり

教えてもらって一つも浮石を落とすことな

く降りることができたが自分でも浮石を確

かめながら降りられるようにならなければ

ならない。 

 今回の合宿を通して生活面と体力面でた

くさんの反省点があった。エッセンでは次

の行動を考えて先へ先へと自主的に動くこ

とができなかった。朝のエッセンでもみん

なで変わりながら自分の個装をまとめたり

するということが必要であると思う。次の

山行までには SAC での生活技術や要領よ

く行動できるように自分で常に考えながら

行動していきたい。山に登るときにも体力

不足から先輩や他の１年生にも迷惑をかけ

てしまったのでしっかりと体力づくりを行

っていきたい。また疲れてくると声が出な

くなったり、注意力が不足してしまうので

体力だけでなく精神力もつけていきたい。

これからも槍ヶ岳の頂上に登った時の感動

を忘れずに山に登っていきたい。 

 

菊池苑 

体力・体調 

1 日目、私は岩魚留を越えた地点で足の

付け根の筋肉の痛みで隊から遅れ、上級生

の方々に団装を持っていただきました。そ

してその後もそれを引きずり、2 日目の雪

渓の下りで足を滑らせてばかりで遅れたり、

3・4 日目の雪訓で周りについていけず個人

指導を受けたりしました。また、靴擦れす

るのは皆同じだと思い放置していた水ぶく

れが悪化し、対処法やテーピング法を教え

ていただきました。この経験から感じたこ

とは歩行技術と適切な対処の大切さです。

山で常に体調がベストコンディションとい

うことはまずないだろうと思います。だか

ら自分の体調を把握しその時に合った対処

をすると共に、不調でも安全に下山できる
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安定した歩行技術と十分な体力、強い精神

力を身に付けていかなければならないと思

いました。 

 

生活・行動 

生活・行動においてはまず一つ一つの行

動の遅さが目立ちました。山で行動時間が

長くなることはそれだけ背負うリスクが増

えるということです。今後は行動の先を読

み、少しでも余裕を持てるよう努力したい

です。また、実際にエッセンやテント泊を

してみて、山での集団生活において周囲と

コミュニケーションを取ることがいかに大

切かを知りました。そのうえで私が課題と

することはコミュニケーション以前に周囲

へ気を配ることです。例えば、鍋持ち係が

プレ茶を少ししか飲めていないことに気付

いたら交代する。など一人一人が小さな配

慮をすることで作業をよりスムーズに進め、

山での生活ひいては山行自体をよりよいも

のにしていきたいと思います。 

 

読図・記録 

この新人合宿で自分の余裕のなさが顕著

に表れてしまったのが読図と記録でした。

特に 1 日目、2 日目はこまめに地図と自分

が歩いている地形を比較して現在地を把握

すべきでしたが、実際行動中は歩くことに

精一杯で、休憩時にようやく地図を開くよ

うな状態でした。また記録の方も見返すと

山道のどこで休憩したのか定かでなかった

りと読図・記録の意味を全く成していませ

んでした。正確な記録が将来自分の山行計

画に役立つことはもとより、万が一道迷い

などを起こした際に読図と記録が必要であ

ることを踏まえて、今後はしっかり現在地

の確認や記録を行おうと思います。 

 

気象 

合宿中で最もしてはいけない過ちを犯し

たのがこの気象でした。新人ゼミで指示が

あったにも関わらず天気図が書けない状態

で合宿に参加するというのはありえないこ

とであり、反省すると共に大変恥ずかしく

思います。山行、特に長期山行では気象予

報は必須であるので、まず最低限天気図を

書けるようになるための努力をしていきま

す。 

 

私は今回の合宿前、「30kg のザックを背

負えるか」、「手間取らずにプレ火をできる

か」など自分ができるかどうかの心配ばか

りしていました。しかし合宿を終えて、初

めからできることはほとんどないというこ

とに気が付きました。どんな技術も一朝一

夕では身に付きません。だからこそ、パッ

キングやエッセンなどの生活面で無駄な時

間をつくらないこと、各山行の反省を確実

に次に生かし改善すること、これらを実行

した上で一歩一歩着実に成長していきたい

と思います。 

 

郷津未來 

a. 行動面 

 ・まずパッキングからし

て悪かった。上部のバ

ランスが悪く不格好に

なっていたが、下の方

も隙間だらけで、有効

にガッシャーを使えて

いなかったと思う。二

日目の朝に至っては上
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級生にほぼ一から詰め

直してもらってしまっ

た。長期・冬季の山行

に備えて、今から効率

的なパッキングができ

るようにする。 

 ・歩き方も下手だった。

重心の移動が先輩方の

ようにうまくできてい

ないのが自分でもよく

わかった。足の置き方

も考えて、意識して改

善したい。また上半身

が左右にグラついてい

ることに指摘されるま

で気づかなかった。お

そらく普段から姿勢が

悪いのが原因だと思う

ので直す。 

 ・落石への注意が 1・2日

目は特にできていなか

った。言われるまで注

意しない、あるいは言

われても返事だけで注

意できていないことが

あり、危険性が意識で

きていなかった。また、

自分は疲れたり下った

りするときに前かがみ

になってしまう傾向が

あるので、顔をあげて

歩くようにしなければ

ならない。 

 ・読図もまともにできな

かった。こまめに地形

図を確認するようには

していたものの、尾根

や沢など現在位置の特

定のヒントになるもの

に注意できていなかっ

たために、全く見当違

いの位置を想定してし

まっていた。読図がで

きないと危険なことは

もちろん行動記録も意

味がないので、常に周

りの地形・状況を確認

して行動したい。 

 ・体力もつけなければな

らない。はじめて 30キ

ロもの荷物を背負った

が、1・2日目の後半は

へばって歩くのがやっ

とだった。これからの

山行で鍛えるだけでな

く、日々個人的に工夫

して身につけたい。逆

にスタミナがあれば、

常に周囲の状況を確認

したり頭を使って行動

したりする余裕が出て

くるはずなので。 

 ・雪訓 2・3日目の行動は

ルートに慣れたような

気でいて、注意が散漫

だった。特に下りが危

なっかしかった。上級

生に言われたようにと

んでもない勘違いだと

思うので、そのような

意識は今後一切捨てる。 

・1 日目の雨の中、先輩
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たちが天気や体調不良

の者に冷静に対応して

いる姿が印象的だった。

自分はその間、落石を気

にしているぐらいしか

できなかった。どんな状

況でも落ち着いて対応

できるようになりたい。 

・6 日目の槍ヶ岳へのア

タックで、フィックスの

行動ができていなかっ

た。カラビナがしっかり

かかっていないまたは

付け替え忘れる、後ろの

人を呼び忘れるなど、以

前やったことが身につ

いていないのでシステ

ム全般一から復習する

必要があると思った。 

b. 生活面 

・朝の行動がグダグダだ

った。ダラダラしていた

つもりはないが、茶や麺 

類を作る手際が悪く、

空焚きしてしまったこと

もあった。今回は考えが 

足りなかったこともあ

るのだろうが、これから

は考えなくてもできるよ 

うにしたい。パッキン

グも遅かった。おそらく

ほかのテントより行動が 

遅かった一番の要因は

それだと思うので改善す

る。前日の夜の準備も必 

要。靴やスパッツをつ

けるのもパッパッとやる。 

    ・火器の取り扱いもまだ

まだ。空焚きしたり軍

手を燃やして穴を空け

たり、セットの仕方を

間違えたこともあった。

資料を読み直して確認

する。 

    ・テント場に着いてから

ももっと素早く行動で

きたはず。団体装備を

出し、テントを張るま

での時間はさらに短く

する。今回はエッセン

係に調理の指示をあお

ってばかりだったが、

これからは自分で仕事

を見つけてこなすよう

にしなければならない。 

    ・エッセンも手際が悪か

った。野菜を切るスピ

ードは遅すぎたし、人

参やジャガイモはもっ

と薄く切るべきだった。

煮ている間もそばにい

る人ともっとコミュニ

ケーションをとれば、

スムーズに危なげなく

できたと思う。自分で

火器もかき混ぜるのも

全部やろうとして、鍋

から手を放してしまっ

たことがあった。逆に

自分も周りに配慮すべ

きだった。米炊きもも

っと慣れなければなら
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ない。水の量や火加減

の調節はまだ経験が必

要。 

    ・食事のあとの片づけも

ダラダラしていた。1

年で指示を出し合えば

もっとはやくできたと

思う。自分はずっと思

っていたけど言い出せ

なかったので、ハッキ

リ発言することも身に

つけたい。 

    ・夜荷物の整理でテント

の中を散らかしすぎて

いた。共同生活の空間

だということをもっと

意識しなければならな

い。 

    ・排便を我慢しすぎだっ

たかもしれない。寝る

のや出発に遅れたらと

遠慮していたが、行動

に支障をきたすのでも

っと積極的にしようと

思う。 

    ・天気図は全く書けず、

明らかに練習不足だっ

た。本来合宿までに最

低限書けなければいけ

なかった、縦走までに

確実に書けるようにす

る。 

c. 雪上訓練 

・訓練以前に、合宿前に

雪上ゼミの復習をしてく

るべきだった。先輩方は 

一年生の安全のために

ゼミをやってくださった

のだから、自分たちが理 

論上だけでも理解して

いなければ意味がない。

以後気を付ける。 

・直登、下降ともに背筋

が曲がっていて、足が水

平に蹴りこめていない。 

ガッシャーを背負って

いればもっとバランスは

悪くなるだろうし、踏み 

出すたびに後ろ足がザ

ザッと流れてしまってい

る。意識はしていたが 

最後まで改善されなか

ったのでできるようにす

る。 

    ・トラバースに関しては

全くできていないと自分では思っ

ている。そもそ 

もまっすぐに進めてい

ないのでそこは意識する。また両

足の蹴りこみ 

方が悪く、安定してい

ない。斜行も同様。 

    ・クライムアップ等は三

点支持が時々崩れていた。それら

が必要になるの 

は一歩のミスで死ぬ場

所だという想像力が足

りていないのだと思う。

絶対に崩さないように

する。 

    ・ピッケルストップもで

きなかった。止まりはしたものの、
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ほぼ毎回雪が 

詰まって止まっただけ

だと思う。ピック一点に体重がか

かっていない、 

脇をしめていない、足

が上がり切っていないなど問題点

は挙げはじめ 

ればキリがない。 

    ・シリセード・グリセー

ドも全くできなかった。毎回止ま

ってしまう。お 

そらく、シリセードは

かかとをしっかり上げていないか

ら、グリセード 

はシリセードの体勢か

らしっかり腰を上げられていない

からだと思う。 

上級生には笑われたが、

できないと本当に困るので身につ

ける。 

    ・雪上訓練全体を通して、

何一つまともにできなかった。お

そらく自分が 

一年の中で一番下手く

そ。今回教わったことができなけ

れば、それが必 

要とされる山行に行け

なくなってしまうので

何がなんでも修得する。

そのためには今回の復

習はもちろん、そもそ

も自分はバランス感覚

や体幹の強さが足りて

いないので、それも鍛

えなければならない。 

・また、落石や日焼けも

もっと注意すべきだった。しかも

けがを防ぐため 

の訓練で自分はアゴを

負傷してしまい、上級

生の仕事を無駄に増や

してしまった。山は自

己責任の場なので、自

分の身は自分で守れる

ようにしたい。 

    ・３日間訓練を行ったが、

まだまだ技術は身についていない。

というのも、 

槍ヶ岳へのアタックの

ときに雪渓で今まで習ったことが

全く活かされ 

ていなかった。下を向

き、腰は曲がっていた。これから

機会があれば何 

度も練習して確実に身

につけたい。 

 

2、全体を通しての反省・感想 

   今回の合宿では技術、知識、

判断力、体力等すべてにおい

て自分の未熟さを思い知らさ

れた。できないことが多く、

上級生にも注意されてばかり

で、正直精神的にまいってし

まったときもあった。だが、

SAC としての活動は始まって

ばかりで、くじけている場合

ではなく、強くならなければ

ならないと思った。 

   また、上記のように落ち込

んでいるときは本当に自己中

心的な状態で、自分 
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のことでいっぱいいっぱいだ

ったが、そんなことではダメ

だと思った。(単独行ならとも

かく)自分は SAC のメンバー

と登っているのだから、周り

に気を配る余裕を持たなけれ

ばならない。槍の肩まで上が

るとき(技術面ではもちろん

精神面でも)絶対に一人では

登れない、どうして今まで自

分のことばかり考えていたの

かと思った。「仲間を信頼し助

け合うこと」をこのときはじ

めて意識できたと思う。おそ

らく SAC として山に登ること

の意味の一つはそこにあると

思うのでこれからもっとメン

バーを大切にしたいと思った。 

   今回上級生の力量を間近で

見て感動した。この大人数で、

しかも１週間という長期の行

程で大きなけがや事故もなく

帰って来られたのはひとえに

先輩方のおかげだと思う。特

に２年生に驚いた。自分たち

より１年経験があるだけで、

大学に入ってから登山を始め

た人が多いはずなのに、その

行動や知識は３・４年生とな

んら遜色がなかった。自分も

早く先輩方と同じくらい力を

つけたい。 

   とにかくいろんな行動をは

やく、効率的に行わなければなら

ない。そのため 

には一刻も早く生活技術を完

璧にして、よりスムーズな行

動ができるようにする。 

   できないことばかりだった

けれど、約半年ぶりに山に登

って自分はやはり山が好きだ

ということが再確認できた。

槍ヶ岳は２回目だったが、こ

の季節に 

来るのは初めてで、思わず涙

が出た。SAC に入って本当に

よかったと思った。この気持

ちを忘れないようにしたい。 

 

城田曜子 

5 月 26 日 1 日目 

地図上でも確認できるとおり、歩き始め

から南沢までの区間は、土崖や岩崖が特

に多く見られた。上級生の方々もそのつ

ど注意を促してくれたが、まだまだ落石

に対する危険意識が自分の中に備わって

いなかった。また、途中で足をつってし

まったり、団体装備を上級生に持たせて

しまったりと自分の体力・筋力不足で迷

惑をかけてしまったことは非常に悔しく

思っている。 

 
5 月 27 日 2 日目 

この日通過した雪渓は比較的固く、強く

蹴り込まなければ足をとられてしまうよ

うな状態だった。そのためどうしても神

経が足元に集中してしまい、顔を上げて

周囲を確認する回数が減ってしまった。

「雪の上の落石は音がしない」と先輩に

教えていただいたが、実際に初めてその

怖さを感じた。 

 
5 月 28～30 日 3～5 日目(雪上訓練) 

まず、私の一番の課題はトラバース歩行

だった。雪上訓練 1 日目、自分のトレー

スを確認してみると、どうしても曲がっ

てしまう傾向にあった。雪訓 2 日目でそ

の傾向について上級生からアドバイスを
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いただいたところ、山側の足が進行方向

を向いていないことによるものだと明ら

かになった。一歩一歩正確にステップを

踏むことでトレースの曲がりは徐々に解

消されたし、確実な足場を作ることは滑

落防止に繋がるということも実感できた

気がする。 

 
5 月 31 日 6 日目(槍ヶ岳アタック) 

雪上訓練で身に着けたことを実践する形

になったのがこの 6 日目だった。ババ平

から槍の肩までの雪渓で、自分の蹴り込

みが甘ければ甘いほど足を雪にとられて

しまった。体力的な面でも苦しい場面は

あったが、パーティー内で声をかけあっ

たり歌を歌ったりしたことで、同じ山頂

を目指して仲間と共に登る楽しさを改め

て感じた。またそれが登山の醍醐味の一

つなのではないかと思う。槍の肩から山

頂までは浮石が多く、足場も悪かったの

で細心の注意が必要だった。フィックス

通過時のカラビナをかけ換える動作など、

何でもない箇所でいちいちもたついてし

まったことは深く反省している。上級生

の指導のおかげで、何とか頂上に立つこ

とができた時の感動は忘れることはでき

ない。 

 

今回の山行全体を振り返って、今の自分

に必要なことはSACの生活をはやく覚え、

単純な行動に時間をかけないようにする

ことだと思った。もちろん体力や技術も

重要なことではあるが、生活能力は登山

の土台となるものであり、不可欠である。

SAC の一員になったからにはそれらに順

応し、快適な山行をおこなっていきたい

と思う。 

 

長谷川士門 

・読図― １日目と６日目以外は地図を開

くことも少なかった。疲労

とかではなく意識が単に低

かったと思われるが、今後

先輩に頼り切った山行にな

らないためにも意識改善が

必要だ。事前の地図読みで

沢や尾根、見えるピークな

どの確認をし、歩いている

途中に探せるようになりた

い。 

 ・注意喚起― 合宿直後の反省会でも多

くの指摘があったが、注

意喚起に対しての意識が

足りなかった。わざわざ

声を出して注意しあう意

味をしっかり考えて声出

しや返事をしたい。 

 ・生活技術― 火器の扱い方や食事の準

備などで無駄が多く、特

に時間のない朝はそれで

テント内の先輩や周りに

迷惑をかけてしまった。

プレ火に時間をかけすぎ

たこと、プレ茶・後茶が

多すぎたことなどが具体

的な例だ。周りとのコミ

ュニケーションももっと

とり、無駄のない作業を

心掛けたい。また、ライ

ターのつけ方や個装の整

理の仕方も注意して改善

していきたい。 

 ・雪上訓練― 身の危険、事故の可能性

に対する意識が足りなか

った。疲労した状態でも

しっかり蹴りこめるよう

にならなければ、実際の

現場で使えないというこ

とを忘れずにこれからの

山行で経験を積んで練習
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していきたい。進行方向

を見ること、水平に蹴り

こむこと、谷足が山足を

追い越してはいけないこ

と、初期停止の重要さ、

ピッケルストップの姿勢

など、基本事項を常に忘

れずに、雪面を歩くとき

は最大限の注意を払うよ

うになりたい。 

 全体を通して言えるのは、技術的なこと

は経験の中でつちかって

いくものとして、意識 

を変えることによって改善できることが数

多くあるということだ。

特に生活や何気ない行 

動でもっと先輩を見習いそして自分でしっ

かり考えて行動していく

べきなのだと思った。 

下山直後の反省会で指摘されたが、自分は

何度かやっただけで慣れたと思い込んで油

断してしまうらしいので、本当に慣れて意

識しなくてもそれができるレベルになるま

で油断せずに、今回学んだことを忘れずに

今後山に登っていきたい。 

 今回の合宿はいろんな意味で楽しかった

が、少人数で登っていた高校時代と違い大

きな組織の中での登山に慣れていなく、目

一杯楽しめたかと聞かれたら、簡単に肯定

はできない。先輩方に言われたように早く

SAC 流の生活に慣れて、もっといろんな山

を楽しみたいと思う。そのためにもこれか

ら一回一回の山行でしっかり反省点を意識

して、先輩を見習いつつも自分で考えて行

動していきたい。 

 

松橋華世 

山歩き、雪の上を歩くこと、キャンプ生活

など何もかもが初めての体験だった新人合

宿は体力的にも精神的にもきつい合宿にな

ったが、これからもっと山を知り親しんで

いこうと強く思える充実な結果となった。 

・各日程の感想 

1 日目（入山～徳本峠）荷物の重さは最終

的に 30 ㎏弱になり始めて歩く山道で岩に

つまずき土に足をとられ、最初は周りの美

しい新緑や花、川を楽しめたが、徐々に足

は攣り始め荷物の重さで肩や腰は痛くなり

雨のせいで体力の消耗もはげしかった。蛇

行した斜面を登り始めたあたりから、辛か

ったという記憶しかなくどのくらい歩いた

かとかテントについた後何をしたかとかほ

とんど覚えていない。 

2 日目（徳本峠～横尾先テン場）前日の嵐

のような雨も止んで太陽が出ていたのがせ

めてもの救いだった。前日の疲れも引きず

って荷物も 1 日目より重くなり、行動工程

的には今思えば一番楽な日だったが、精神

的には一番つらい日だった。急な斜面の雪

の上を歩いたのは初めてでどうやって歩い

ていいかわからず何回も転んでとても緊張

していた。 

3 日目（雪訓 1 日目）柔らかい雪で斜面も

緩やかだったにも関わらずキックステップ

は背筋が伸びず下ばかり見て進行方向は向

けず１回で蹴り込めなかった。直下降をた

くさん練習して少しはできるようになった

かと思ったが、柔らかい雪で傾斜が緩かっ

たからできたのであって、雪上訓練をして

いたところからテン場までの帰り道の固め

の雪で直下降を使う場面で実際には全然使

えないことが分かった。涸沢ダッシュが辛
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い。体力をつけなければ思った。 

４日目（雪訓２日目）１日目よりも姿勢が

安定してきて顔をあげられるようになった

のか、進行方向にまっすぐ進めるようにな

った。 

 二日目に受けた直下降のアドバイス（塩

谷さん） 

  ・蹴り込みと体重の移動を分ける 

  ・ステップを作るというよりは足を雪

に「シュタッ！」とはめ込む感覚で 

  ・かかとばかり意識するのではなくつ

ま先に意識を持っていく 

以上を実践した結果だいぶ腰が引けず安定

して降りられるようになった。もっと安定

して確実に歩くためには筋力が不足してい

ることを指摘される。 

ピッケルストップ…止まらな。重い荷物を

背負ってたいら絶対に止まれないと思った。

安定した歩行と初期停止の大切さが身に染

みた。 

5 日目（雪訓 3 日目）前日までの疲れがピ

ークに達し体が動かなくなる。体が疲れて

いるときいかに安定した歩行が難しいのか

と思った。体が疲れているときも無意識に

できるくらい雪の上の歩きになれなければ

ならないと思った。 

実践的に一年で交互に道を作りながら歩い

たあと自分たちで作った長いトレースに感

動した。 

6 日目（槍ヶ岳アタック）雪の上の歩き方、

体力など課題はまだまだ多いが、純粋にピ

ークのすごさに感動し、みんなで声を掛け

合いながら登ることが楽しいと思った。み

んなのことを登る前よりも仲間だと思える

ようになったし、もっとたくさんのところ

に行ってみたいと思った。 

総括 

 長いようで短い 7 日間だった。荷物は重

かったし、体中バキバキになるし、雪上訓

練は辛かったけどそんなことを忘れてもう

一度行きたいと思えるほど自然の雄大さと

素晴らしさに圧倒された。これからもっと

たくさんのところに行けるように、技術と

体力をつけていきたい。 

 

山下耕平 

私が新人合宿において、一番強く感じた

ことは、自分自身の命を守ることの大切さ

です。合宿中、先輩方が、何度も「上をみ

ろ！返事するだけじゃいみないぞ！」と強

くおっしゃっていたのも、雪上訓練で「バ

ランスが悪い」「もっと強く蹴りこめ！」と

何度も注意されたのも、ピッケルストップ

で「きちんと止めろ！」「脇を締めろ」と言

われたのも、全ては自分の身を守るための

ことだと思います。ですから、私は、この

合宿は、山で自分の命を守るための、最低

限の技術訓練のための合宿であると感じま

した。一度事故が発生してしまうと、自分

自身だけでなく、まわりの方々にも多大な

るご迷惑をお掛けしてしまうだろうという

ことは、想像に固くありません。今後、SAC

の活動を、SAC らしく、安全に行っていく

ためにも、まだまだ未熟ではありますが、

この合宿で叩き込んでいただいたことを忘

れず、新たな道に進んでいくための足がか

りとしたいです。そして、常に自分の技術

を磨くことを目的として山に入っていきた

いです。 

上に述べた、命を守ることの大切さとは

対照的に、第一日目において、山の怖さを

感じました。下界ではもう 10 度を下回るこ
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ともなくなった 5 月の下旬であっても、標

高 2,000ｍを超える高山で、風雨がとても

強いという場面では、低体温症になる可能

性がとても高くなります。SAC ではまずそ

のようなことはありませんが、装備が不足

していたり、迅速に行動をとることができ

ないと、そのようになるリスクがとても高

くなると感じました。どんな山でも、常に

危険と隣り合わせである。だからこそ、当

たり前のことは当たり前にすることが大切

である。そんなことを感じた第一日目でし

た。 

そして、その他に感じたのは、自分の気

持ちを管理することの難しさです。それに

ついて、特に印象に残っているのは、第二

日目、ベースキャンプに到着し、テント場

の整地をした後、ガッシャーを背負おうと

した時のことでした。それまでは、辛いな

がらも、自力で背負うことのできたガッシ

ャーでしたが、その時は、何度背負おうと

しても、自力では持ち上げることができま

せんでした。結局、先輩にお手伝いいただ

き、なんとか背負うことができました。こ

の時、自分で自分が信じられませんでした。

私はこれまで、自分の体力でガッシャーを

背負っていたのではなく、気持ちで背負っ

ていたのだと気づきました。体力はこれか

ら頑張ってつけていくとしても、気持ちを、

緊張の糸を切らさずに行動するということ

は、今すぐにでもできることです。緊張の

糸が切れてしまうと、最初に述べた、自分

の命を守ることに対しても、疎かになって

しまいます。しかし、山にいる間中、神経

を尖らせていては、長期間の山行の場合、

身がもつはずがありません。必要な場面で

は気持ちを引き締め、ある程度緩める場面

では緩める、先輩方のような上手い切り替

えを身に付け、集中を切らしてはいけない

場面では、常に集中しきれるようにしてい

きたいです。 

少し固い感想文はここまでにして、ここ

からは山自身に対する、私の素直な感想を

述べてみたいと思います。第一日目の、趣

きのある徳本峠までの登り道、第二日目の、

急斜面や、はたまた観光客の多い林道区間、

第三～五日目までの、涸沢、第六日目の槍

沢・槍ヶ岳、第七日目の上高地。この時期

のアルプスを経験したことのない私にとっ

て、どの風景もとても新鮮で、常に目を楽

しませてくれました。涸沢カールからみた

穂高連峰の雄大な山々。いつか登ってみた

いと、そんな衝動に駆られました。とりわ

け、槍ヶ岳からみた北アルプスの山々の雪

化粧には、鳥肌が立ちました。槍の穂先に

立つことができることが、こんなにも幸せ

なことだとは、登頂する前までは、想像し

ていませんでした。実際、槍ヶ岳への道の

りは、とてもつらく、何度も挫折しそうに

なりました。しかし、頂上に立った瞬間、

疲れが一気に吹き飛んだのを覚えています。

雄大な景色は何人の心も体も癒す効果を持

っていると感じました。 

最後に、たくさんの技術・知識を教えて

くださったり、未熟な私達をサポートして

くださり、頂上に立つ素晴らしさを味わわ

せてくださった先輩方に感謝しています。

本当にありがとうございました。そして、

これからもよろしくお願いいたします。 

 

渡部優 

新人合宿－1 年生の為の合宿－何かを感

じ学びとらなければならない。そう意気込
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んで過ごしたこの 7 日間、「大収穫」だった

と思う。「山の概念」を「知ること」ができ

たからである。 

命を懸けた山での生活なんて、今回が初

めてだった。だから当然この合宿が始まる

までは、県の文化会館で先輩方がして下さ

ったゼミ(生活技術、気象、読図、火器、装

備、医療)は、現実味の薄い「単なる知識」

であった。山に入ってすぐに痛感したこと

は、読図が全然できないこと。地形図の読

み方は知識としては知っている。ところが

３ピッチくらいから、上級生の方に「今ど

こを歩いている？」と聞かれては、見当違

いの所を指さす自分がいた。「今三本の涸れ

た沢を通った、だから等高線が三回、谷の

ような曲線を描いている後のこの地点が現

在地だ」。そんな地形図の読み方、フィール

ドの観察の仕方、山に入らないと「知るこ

と」ができないことがあるんだな、と感じ

た。雨に降られて初めて、防水の大切さを

知った。天気図の担当になって初めて、自

分が気象のこと全然知らないことを知った。

身に染みた、と言える。一番身に染みたの

が生活技術を知らなかったことだ。土砂降

りの初日、疲れで体が重くなり、雨に濡れ

風に吹かれ体温が低下する中、目の前で上

級生 2 人が手際よくテント内の環境を整え

て下さるのを見ることしか出来なかった。

後発隊の到着を遅らせたことも伴って、山

の上で迷惑ばかり掛けている自分に危機感

を感じた(山に連れていきたいと思われな

くなってしまうのでわないか)。2 日目以降、

エッセンの準備・片づけが遅れると、最終

的には睡眠時間が削られて翌日以降に疲労

が蓄積されていく、という危機感も味わっ

た(自分の身に降りかかるじゃないか)。まし

てやその疲労の為に、キックステップ・ピ

ッケルストップという技術を学ぶ貴重な機

会をフルに使えなかったことに恐怖を感じ

た(上達が遅れるのではないか)。 

「このままじゃヤバい」そう身に染みた

から、「じゃあ、どう行動すれば良いか？」

そう考えることが出来た。テント内でみん

ながストレスを溜めない為にはどうすれば

良いか？、今日のエッセンに必要なものは

なんだろう？勿論すべての行動に考えが及

んでいたわけじゃない。出発時のパッキン

グが遅かったことは 1 週間を通しての反省

だ。それでも想像力で以て自分の行動を「考

えること」ができるようになったことは、

でかい。 

まずは夏の縦走を目標に、個人山行・岩

トレで「考えること」を行いたい。ぐっす

り寝て体力を回復させるにはどう振る舞え

ばよいか、体力を無駄にしないムーブはど

のようにとればよいか。そういったことを

繰り返すことで「考えたこと」を「自分の

血肉」としたい。 

今回の合宿、体力以外にも沢山の課題が見

つかった。それを打破する「きっかけを得

ること」＝「山の概念を知ること」ができ

た点で、今回の新人合宿は大収穫であった。

いくつものもの困難を克服したであろう沢

山の背中を追うことができて、私はとても

幸せだと思う。いつしか先輩方のように、

自分も「強く」なりたい。 
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≪夏合宿≫ 

・期間：8 月 24 日～30 日 

・メンバー： 

 会 5 河野卓朗 

会 3 松田浩和(CL) 丸藤公史(SL) 小林

滉平 荒川武大 片野亜紀 加藤了幹 北見元 

会 2  池田章佑(登攀装備) 内田祥平(渉

外・会計) 加藤穂高(エッセン) 蒲澤翔(装備) 

   菊田水樹(気象) 塩谷晃司(記録) 

前川夏子(医療) 

 会 1  大槻泰彦 植野侃太郎 山下耕平 河

村将人 長谷川士門 城田曜子 渡部優 菊池

苑  

・行動記録： 

8 月 23 日(0 日目) 前泊 

16:30 扇沢駅発~16:50 黒部ダム駅

17:05~17:30T.S 着 

 

8 月 24 日(1 日目) 入山 

3:30 起床 

・先発隊：松田 北見 小林 片野 塩谷 加藤

(穂) 内田 城田 大槻 河村 大槻 

5:20T.S発~6:20内蔵助谷出合 6:35~8:30崩

落地手前 8:45~9:20 崩落地全員通過~11:05

内蔵助平 11:40~14:10 ハシゴ谷乗越~17:20

真砂沢ロッジ着 

・後発隊：荒川 丸藤 加藤(了) 蒲澤 前川 菊

田 池田 山下 植野 菊池 渡部 

5:30T.S 発~6:20 内蔵助谷出合~8:40 崩壊地

~11:45 内蔵助平~14:25 ハシゴ谷乗越

~19:25 真砂沢ロッジ着 

 

 一年生は 40kg を超えるガッシャーに翻

弄されていた。足元が悪い箇所や、露岩帯

など随所で注意喚起はしていたものの、長

谷川の小滑落という事故未遂を起こしてし

まった。このことは深く反省すべきであり、

細部まで気を遣い一年生の安全を確保する

必要があった。到着が遅くなったことは、

一年生の団装をばらすか、頑張らせるかと

いう判断に甘さがあったことに起因する。

頑張らせることも当然必要であるが、それ

ぞれの限界をしっかり見極める必要があっ

ただろう。 

 

8 月 25 日(2 日目)  

4:00 起床~7:40B.C 発~8:00 アイゼン装着

~8:35 長次郎谷出合~10:30 岩小屋着~ 

Ⅵ峰各フェース偵察~11:45 岩小屋発

~13:00 長次郎谷出合~13:50B.C 帰着 

 

 この日は朝起きた時点では雨が降ってい

た。前日のリーダー会では 8:00 まで様子を

見ようということになっていた。結局、ガ

スが立ち込めていたが雨が止んだので行こ

うという判断に。この日、一年生はアイゼ

ンをつけるのが初めてであり、注意点など

を確認した。長次郎谷出合付近よりパラパ

ラと雨が降り出すが、取り付きまでは行く

ことにする。岩小屋につき偵察を始めるが、

案の定岩はビタビタ。残念だが帰ることに

する。登攀は出来なかったが、アイゼン歩

行もでき沈殿を決め込むよりははるかに有

意義であった。 

 

8 月 26 日(3 日目)  

・ルート：室堂往復(城田見送り) 

・メンバー：塩谷 内田 城田 

4:00 起床~5:40B.C 発~6:00 長次郎谷出合

~6:30 武蔵谷出合~7:30 剱沢キャンプ場

~8:10 剱御前小舎~8:55 雷鳥沢キャンプ場
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~9:30室堂 10:45~11:10雷鳥沢~剱御前小舎

~12:30 剱沢キャンプ場~13:20 長次郎谷出

合~13:35B.C 帰着 

 城田が実習の関係で帰ることになってい

たので、室堂まで見送りに行った。結構雨

が降っていて他のメンバーは沈殿。城田は

歩きに関しては強いなという印象。全身ズ

ブ濡れで寒いので、あまり休憩を取らずに

歩いた。また、無線機の調子が悪く B.C と

交信することができずに心配をかけてしま

った。出発時のチェックをしっかりするべ

きであった。 

 

8 月 27 日(4 日目)  

4:00 起床~5:20B.C 発~6:00 長次郎谷出合

~7:40 岩小屋着~各隊登攀~15:20 岩小屋発

~16:25 長次郎谷出合~17:00B.C 帰着 

・ルート：A フェース・魚津高ルート 

・メンバー：片野 加藤(穂) 植野 

8:40 取り付き~12:00 トップアウト 

・ルート：A フェース・中央大ルート 魚津

高ルート 

・メンバー：荒川 内田 渡部 

8:30 取り付き~11:30 岩小屋~11:40 魚津高

ルート取り付き~12:30 岩小屋着 

・ルート：C フェース・劒稜会ルート 

・メンバー：松田 菊田 河村 

8:30 取り付き~11:35C フェースの頭

12:00~13:50 岩小屋着 

・ルート：C フェース・劒稜会ルート 

・メンバー：丸藤 蒲澤 大槻 

・ルート：C フェース・RCC ルート 

・メンバー：北見 塩谷 菊池 

8:30 取り付き~11:10 トップアウト~12:00

下降開始~13:50 岩小屋着 

8:50 取り付き~12:50 トップアウト~15:10

岩小屋着 

・ルート：D フェース・富山大ルート 

・メンバー：加藤(了) 前川 山下 

8:35 取り付き~12:35 トップアウト~13:00

丸藤と合流~15:10 岩小屋着 

・ルート：D フェース・富山大ルート 

・メンバー：河野 池田 長谷川 

8:30 取り付き着~10:25 クライミング開始

~11:50 2p目終了~12:40下降開始~14:30取

り付き着 

 

前日の予報は降水確率 60%。しかし登れて

いなかった焦りもあり、前日のリーダー会

では積極的に登攀しようということに。取

り付きまでは雨にも降られず、岩も大体乾

いていた。しかし、登攀中もしくは下降中

に雨が降り出し、シビアな状況となった。

そして D フェースでリード中の河野がフォ

ールするという事故が起きてしまった。天

候判断などを含めて反省すべき点の多い 1

日であった。 

 

8 月 28 日(5 日目) 

・ルート：剱岳・別山尾根 

・メンバー：河野 小林 片野 塩谷 内田 加

藤(穂) 蒲澤 菊田 山下 大槻 河村 長谷

川 渡部菊池 植野 

4:00 起床~5:30B.C 発~6:00 長次郎谷出合

~6:25平蔵谷出合~7:40剣山荘~8:25一服

剱~9:15前剱~11:20剱岳~12:40平蔵のコ

ル~14:30 平蔵谷出合~15:15B.C 帰着 

 

  前日の事故のこともあり、天候に関し

て消極的な判断を下した。朝の状態では

かなりの濃霧であった。全員で別山尾根

に行こうということになったが、人数が
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多すぎるため上級生の人数を減らした。

剣山荘付近でガスが晴れてきて、青空が

のぞくようになった。久しぶりの天気で

一年生も楽しんでいる様子であった。し

かし、結果としては登攀ができた。天候

判断が難しいところである。 

 

8 月 29 日(6 日目) 

バリエーション 

・ルート：剱岳・源次郎尾根 

・メンバー：塩谷 加藤 河野 長谷川 山下 

植野 

3:00 起床~4:15B.C 発~5:05 平蔵谷出合

~9:20Ⅰ峰~10:10Ⅱ峰~10:20 懸垂下降点

~10:50 懸垂下降全員終了~11:45 剱岳

12:50~13:25 平蔵のコル~14:00 雪渓入口

~14:35 平蔵谷出合~15:05B.C 着 

 

・ルート：八ツ峰主稜・上半部 

・メンバー：松田 内田 丸藤 

4:15~B.C 発~6:50Ⅴ・Ⅵのコル~10:10Ⅶ峰

~12:10 剱岳(以下、源次郎隊に同じ。) 

 

登攀 

4:15B.C発~5:05長次郎谷出合~7:25岩小屋

着~各隊登攀~14:45岩小屋発~15:50長次郎

谷出合~16:20B.C 帰着 

・ルート：A フェース・魚津高ルート→中

央大ルート 

・メンバー：北見 前川 菊池 

7:25 取 り 付 き ~9:40A フ ェ ー ス の 頭

10:30~11:00 岩小屋着~11:30 中大ルート取

り付き~13:25 トップアウト~14:20 岩小屋 

・ルート：A フェース・中央大ルート→魚

津高ルート 

・メンバー：荒川 菊田 大槻 

7:30 中大ルート取り付き~9:35 トップアウ

ト~10:15 下降開始~10:45 魚津高ルート取

り付き~14:00 トップアウト~14:35 岩小屋 

・ルート：C フェース・劒稜会ルート 

・メンバー：蒲澤 加藤(了) 渡部 

7:35 取り付き~10:45 トップアウト~14:05

岩小屋着 

・ルート：C フェース・RCC ルート 

・メンバー：池田 片野 河村 

7:50 取り付き~12:10 トップアウト~14:05

岩小屋着 

 

 この日は絶好の登攀日和であった。登攀

では二年生がリードをする機会もあり、い

い経験ができた。一年生も純粋にクライミ

ングを楽しんでいた様子である。バリエー

ションでは二年生主体で一年生を連れてい

くという経験ができた。連れて行ってもら

う立場から連れていく立場に変わると、多

くのことの反省点が浮き彫りになる。今後

に生かしていきたい。バリエーションにい

った一年生は、来年は自分たちが連れてい

くというモチベーションでやってくれたの

で良かった。 

8 月 30 日(7 日目) 下山 

4:00 起床~5:45B.C 発~7:50 ハシゴ谷乗越

~10:00 内蔵助平 ~13:20 内蔵助谷出合

~14:40 黒部ダム 

 

 前日の予報では雨であったが、結局雨に

降られずに済んだ。荷物も軽くなっていた

ため、一年生の体力的には問題はなかった。

下山のときは２隊に分けなかったため長蛇

の列になってしまい、前後の上級生同士で

意思疎通がとれていなかったことが反省点

である。最後のダムへの登りはハイペース
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で、一年生を励ましながら限界まで追い込

んだ。しかし、最後に一体感を得られたこ

とはよかった。天候に恵まれたとは言えな

い夏合宿であったが、次につながるよい合

宿であった。 

 

係りからの報告 

医療                                  

前川夏子 

今回の合宿では大きなけがもなく医療缶

の出番もほぼなかった。靴擦れの対処もほ

ぼ個装のテーピングで足りたようである。

六日目のエッセンで内田が手の指を切った

ときの対処が甘かったのが反省だ。直接圧

迫でしっかりと止血するべきだった。 

 

登攀装備                                

池田章佑 

 装備係りの反省はザイルの本数が不足し

ていたことである。計画の初期に作ったま

まであった装備表のザイルの欄を確認しな

かったことが原因である。プロテクション

にばかり気を取られ肝心なザイルに気が回

っていなかった。縦走を敗退という形で終

え時間の余裕があったので見直すべきであ

った。 

 

エッセン                                

加藤穂高 

 反省すべき点は 3 つある。ひとつめは、

周りの人をうまく使えていなかったという

こと。合宿の準備の際私は殆どの時間買い

出しに出ていて BOX には居なかった。エッ

セン係として BOX に残り 1 年生たちに指

示を出すのが本来の役割だったと反省して

いる。買い出しについては、分かりやすく

不足のないエッセン買い出し表を制作し他

の者に任せるべきだった。合宿中の現地行

動時も 1 年生に指示を出せたと思う。1 年

生を暇にさせない意識を今後もちたい。ふ

たつめは、BC を離れ一泊するチンネ隊が活

動するイレギュラーな日のエッセンに対応

できていなかったということ。合宿準備前

の段階で米の量やラーメンの数の調整、チ

ンネ隊のエッセン計画が抜け落ちていた。

結局チンネ隊のエッセンはアルファ米とレ

トルトになったが前段階から綿密に考えて

おけばより良いエッセンがあったかもしれ

ない。加えて今回の合宿ではチンネ隊は出

発しなかったが当初チンネ隊がいない予定

だった日のエッセンは混乱があり時間をく

った。これは 1 年生はじめ皆にチンネ隊の

分米の量が少ないことを伝えていなかった

私に責任がある。チンネ隊の出発がなくな

った時点でエッセンの変更（生米に加えア

ルファ米を使用することなど）をアナウン

スするべきだった。みっつめは、エッセン

係経験者から情報を抜き出そうとしなかっ

たということ。片野や池田などエッセン係

を何度も務めたふたりは知識豊富だ。しか

し今回私はこのふたりからアドバイスを請

うことや質問をすることが殆どなかった。

合宿時のエッセンの勝手が分かっているふ

たりをもっと利用するべきだった。エッセ

ンに限らず積極的に質問をすることを今後

意識したい。 

 

装備                                   

蒲澤翔 

準備に関して、結果的に間に合ったもの

の、テントの確認などが遅れてしまった。
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夏縦走との兼ね合いもあるので 7 月になる

前に一度確認をしておくべきだった。夏合

宿準備当日はおおむね滞りなく行うことが

できた。 

 夏合宿初日の団装分けについて、先発

隊と後発隊に大きな開きができてしまった

こともあり無駄が生じてしまった。具体的

には、テントや火器などの多くを後発隊が

持っており、テント設営やエッセンに取り

掛かるのが遅れてしまったことである。解

決策としては、団装分けの前に隊分けを行

い、先発隊と後発隊ごとに装備を分けるこ

となどが考えられるので来年以降実施して

いきたい。 

 また今回持って行った皮むき器やスラ

イサーはエッセンの時間短縮に役立ったの

で、今後も活用していくよう提案したい。 

 

記録                                  

塩谷晃司 

夏合宿は多くの隊が出る都合上、記録を

各隊に委任する必要がある。その際に形式

が違うと、後でまとめたときに美しくない。

各隊のリーダーには記録をとる地点や形式

を明確に指示するべきだった。また、以前

は何冊かノートを用意し、ノートごと渡し

て記録をとってもらっていたが、部員が増

えたので、その方法はうまくいかない。毎

日各隊のリーダーから時間を聞いて整理す

るのがよいだろう。  

 

個人の反省・感想 

 

CL 松田浩和 

現役最後の夏合宿もあっという間に終わっ

てしまった。今回の一番の悔いは登攀が 2

日しかできず 1 年生に剱の楽しさと奥深さ

を経験させられなかったことである。登れ

ば登るほど、知れば知るほど剱の懐は深く

なっていく。反省としては全体的な準備や

計画の甘さが際立った。人数が多くなると

人任せになったり細かい点でのチェックが

疎かになる。また、登攀についても隊分け

に見直しが必要であったり多々改善点はあ

ったであろう。そして、登攀に行くかの判

断が難しかった。行きたい気持ちとリスク

の天秤、天候判断、まだまだ甘いと感じる

と同時に自分の弱さを感じた。そして、夏

合宿は全員で行くことに意味があると強く

感じた。来年度の合宿は上級生の数が多く、

充実した登攀が行えるよう各自この 1 年を

大切にした欲しい。 

 

会５ 河野卓朗 

今年で 5 回目となる夏合宿。あいにく天気

には恵まれたとは言えず、登攀日は実質 2

日間であった。登攀日の 2 日目には昼から

雨に打たれ、寒い思いをした。また、自分

がそうであったが濡れた岩によって危ない

思いをし、パーティーの皆をはじめ、1 年

生にショックを与えてしまったことは申し

訳なく思っている。頭では分かっていたが、

5 年目にして、クライミングの恐ろしさを

身をもって知った。 

そのせいもあってか、その後の天候判断は

弱気になってしまった。現場へ行ってから

の天候判断というのも難しいので何とも言

い難いが、もう少し一年生の為にももうす

こしポジティブな判断をするべきだった。

この点、怪我によってテントキーパーだっ

た小林の意見は、現場にいなかったからこ

そ、客観的であったように感じる。自身が
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晴れを期待していざ登ろうとした途端に雨

に打たれると、モチベーションは下がる。

しかし、行動計画をたてるときや、天候判

断をする場合にはそういった主観的なバイ

アスが入らないよう決断することは必要で

ある。 

また、下山日には上級生同士、あるいは 1

年生との意思の疎通がとれていなかった。

人数が多くコミュニケーションをとるのは

難しくなるだろうが、山岳会の活動に於い

てこのコミュニケーションこそが肝である。

大人数での合宿の機会も増えることである

し、事故を防ぐためにもこの部分の意識が

肝心だと思う。個人的には 1 年生と山に行

くのも初めてだったこともあり、誰がいて

誰がいないのか、良く分からない場面が非

常に多かった。基本的な事として、団体で

動く前にはそういう人数の確認を口頭で行

うことも必要だと感じた 

 

 

会３ 荒川武大 

 ３度目の夏合宿、結果的には大きな事故

もなく無事に終えることができたが、実際

の内容としてはちょうど 1 年前に思い描い

ていたもの、計画段階で思い描いていたも

のとはだいぶ違ったように思う。その原因

の一つとして登攀日数の少なさが挙げられ

るが、そのほとんどは天候不順によるもの

なので仕方がない。しかし 1 日、ガス後快

晴の日に登攀隊を出さなかったことは大き

な反省である。天候判断、岩の向きや日当

たり、岩質によるによる乾きやすさなど

様々なことを考慮するアルパイン能力が不

足していたということだろう。前日の事故

未遂、不安定な天候など判断がネガティブ

になる要素は多くあったが、当日の人・岩・

天候の３つをもっと客観的にみるべきであ

った。この判断の際、隊全員のコミットメ

ントが乏しかったのは反省会で指摘した通

り。反省はいろいろあるが上記の内容に集

約されるように思う。すなわち、アルパイ

ン能力不足と、隊全体のコミットメント、

またはコミュニケーション不足。今後の活

動でこの点を意識して改善していきたい。

以下には箇条書きで細かい反省を述べる。 

 

・雪渓への注意が甘い。雪渓の中を見ない、

薄いところを平気で渡る。 

・フライの張りが甘い。２日目に全部張り

直して回った。道具の機能は最大限に活用

する。浸水だなんだと騒ぐ前に対策として

いろいろできることはあるしそのための道

具も工夫次第で作れる。 

・小林に助けられすぎ。今回は忘れ物や無

線の中継などベースキーパーの小林に多大

に助けられた。来年は装備の点検、隊の連

絡など今年以上に気を付けること。 

・１年生へ、そろそろ「お客さん」は卒業

しよう。自分がリーダーになるために、山

でどんな点に気をつければいいか、どんな

ことを考慮するべきか、コミュニケーショ

ンを取りながら考えていこう。 

・２年生へ、新人合宿に引き続き２回目の

係担当だったが、新人合宿の反省があまり

行かされてなかったように思う。前任の係

の人と情報を共有すること。準備の際、責

任者は動かず周りの人を動かすようにする

こと。それぞれの係の独自の工夫はよかっ

たと思う。 

・３年生へ、アルパインのリードは、どれ

だけ多くのことを考えながら、どれだけザ
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イルを伸ばしてきたか、その取り組みの積

み重ねによって安全性が増す。３年生にな

ったから、登攀のリードを任せてもいい、

ということは決してありえないことを肝に

銘じたい。自分の実力を勘違いせず、コツ

コツと自分の限界をプッシュできるような

山行を重ねていくことが望ましい。 

 

会３ 片野亜紀 

登攀日は 2 日しかとれず、全体的にも消化

不良感は否めないが、2014 年の夏合宿が終

わった。人数も多く、事故のリスクの高い

夏合宿を全員たいした怪我もなく終えられ

たことを、まず喜びたいと思う。 

 全体の反省として、エッセンの手順を全

体が共有していなかったこと、エッセン隊

長が働き過ぎていたことをあげる。どうし

ても、手順を把握しているエッセン隊長が

働きがちであるが、それだと下が何をした

らよいかわからない。これだけの人数が生

活するとなれば、もちろん夏合宿は登攀技

術なども必要だが、生活技術が重要な役割

を占めることになる。特に食事は、明日へ

のエネルギーであるので、会 1 も会 3 も協

力して楽しい瞬間にするべきであっただろ

う。 

 次に、自分の登攀の反省である。今回は

じめて剣でリードしたが、その登攀時間が

あまりにかかってしまった。遅くなった原

因は、リードへの恐怖感である。フォロー

ではなんてことのない場所でも、リードに

なった途端こわくて身動きがとれなくなる。

登る前に、ルートどりを細かく確認する必

要があった。それとやはり、場数不足とも

感じた。8 月天候不順でほとんど山に入れ

ておらず、登攀自体に慣れてなかった。こ

れから、どんどん多くの登攀を重ねて、来

年は自信をもって後輩を連れて行こうと強

く誓った。自分の登攀が遅ければ遅いほど、

後輩の経験値をあげてあげることができな

い。2 本登れるところを 1 本しか登れない

かもしれない。自分の満足だけではなく、

来年は最上級生として組織の満足を得られ

るような役割を果たしたい。 

 

 

会３ 加藤了幹 

 今回、最も大きく感じたのは、自分自身

の登攀力の不足についてである。今年に入

って、それまであまり登攀を積極的に行っ

ていなかった自分が、夏合宿でのリードの

ため、周囲から力を借りて登攀中心の山行

を行ってきた。もちろん、そこにはリード

要員の不足という山岳会の状況があったと

いうこともあるが、3 年になって変化に富

んだ山行を組みたいという望みもあったた

め、そのような機会を与えてもらえたのは

幸運であった。 

 錫杖岳や三つ峠、北岳での登攀や沢の山

行に行くことで、毎週の猿岩でのトレーニ

ングとは異なり、「登ったことがないルート

をリードする」という経験を通して、支点

の見極めやルーファイ、決して落ちること

ができない緊張感の中で登攀を行う力を身

につけることができた。その頃の意識とし

ては、アルパインに関しては単純な登攀能

力以上にそれらの能力や経験が必要である

というように考えていた。 

 本夏合宿では、会２の前川、会１の山下

を連れ、Ｄフェース富山大ルートをリード

した。問題となったのは核心部の凹状フェ

ースである。前日の雨により岩が乾ききっ
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ておらず、岩はやや濡れており、フリクシ

ョンに不安があり、かなり立ち往生してし

まった。左手奥にホールドを見つけ、何と

か核心部を突破したものの、それ以降のピ

ッチから、徐々に雲行きが怪しくなり、雨

が強くなってきた。下降の際には本降りに

なっており、視界も悪くなった。休憩も取

れぬまま、Ｃフェースの丸藤隊と合流し、

懸垂時のザイルスタックがあったものの無

事岩小屋に辿り着いた。 

 登攀に時間がかかることで、フォローの

２人には不安を抱かせ、休憩のないまま雨

中の登攀を強いることになった。また、後

発の河野隊は雨の中、核心部を越えようと

した際に滑落を起こしたという。もし、も

う少し早く核心部を越えていれば、それら

の状況はなかったのではないかと思わずに

はいられない。さらに登攀能力以外にも、

濡れた岩への警戒がやや甘かったように思

う。結果的に抜けることができたのでよか

ったが、自分たちが事故を起こしていた可

能性もある。 

 今後は、単純な登攀能力を身につけるこ

とを、リード能力以外にも意識していきた

い。また、猿岩には、普段登っているルー

ト以外にも多くのルートがあるため、普段

の岩トレがマンネリ化しないように様々な

ルートを登る経験を身につけていきたい。 

 

会 3 丸藤公史 

私にとって夏合宿は 3 回目の夏合宿。だが

実質的には 2 回目の夏合宿であった。なぜ

なら、去年は参加したものの訳があり登攀

はしていない。そういう意味で 2 回目であ

る。2 年ぶりであるＣフェースをリードす

ることは個人的にすごく緊張した。はっき

り言って私は 1 年生のときから岩登りが嫌

いであった。だが、山岳会の上級生になっ

た以上、剣はリードできなければならない。

そう思い、Ｃフェースをリードすることが

私の 1 年生の秋からの目標でもあった。そ

の目標を達成するため、明神や北鎌などル

ーファイや簡単なリードはできるよう経験

を積んだ。その結果今回Ｃフェースをリー

ドすることができた。正直非常に満足であ

る。ただ、リードしてみたらまた違う世界

が見えてきた。リードする要領の悪さ、ス

ピードの無さなどである。そして、非常に

嫌いだった岩登りにも畏怖と同時に少し楽

しみを覚えた。来年はもしかしたら就職活

動で夏合宿に参加できないかもしれない。

もしかすると今回の剣が学生時代の最後の

夏合宿だったのかもしない。残念だ。だが

これからは、もっと登れるように朝のイワ

トレを大事にし、クライミングに親しもう

と思う。それが今回の夏合宿で得たもので

ある。 

 もうすぐ冬である。今年は就活でまとも

に参加できないと思う。だが、私は今年中

に山岳会の皆と行きたいところがたくさん

ある。それに向けてもっと体力をつけて行

こうと思う。 

 

会 3 北見 元 

今年の夏合宿で自分は初めて八ツ峰登攀の

リードを行った．やはり経験の無さがでて

しまったかなと思う．実際に自然の岩場で

登攀することは危険が多い．手元の岩が常

に安定しているわけではなく，浮石などで

崩れてしまってもおかしくない．岩が濡れ

てしまっていることだってあるし，登攀中

に雨が降り出したり風が吹いたりすること
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もある．とにかく不確定な要素が多いなか

で登らなければならない．単純に岩を登る

力以外にも安全に登っていくという力が必

要だなと感じた．しっかりと壁全体を見て，

どのルートで行けば登りやすいかと考えな

がら全体のルートの流れを見極めて登って

いく必要があり，1 ピッチでだいたいどこ

まで行けるか支点やザイル，ヌンチャクの

事を考えつつ距離を伸ばしていかなければ

ならない．ザイルが～m だからだいたいど

こまで行けるという感覚が鈍いと感じた．

登っている時でも下から，残り半分や 10m

などのコールがあってからの進み方の判断

が難しかった．また，ひとつひとつの手に

取る岩は脆くないか気を付けなければなら

ないし，残置のものを使う時でも強度は大

丈夫か，確認してから使う必要がある．ナ

チュプロも使っていったがまだまだ使えた

場所はいくらでもあったと思う．カムやナ

ッツをセットするときも，割れ目に適切な

サイズを選ぶのに時間がかかってしまった

ように思う．そこも実戦経験の少なさが影

響したと感じた．セットがスムーズにでき

れば登りもスムーズになり，全体の登攀時

間も短縮できる．岩にとりつく時間はやは

り短いにこしたことはないと思う．安全に

登りつつも無駄なところはできるだけ，時

間を省いていきたい．全体を通してもう少

し余裕があったらなと感じた．余裕があれ

ば，落ち着いてナチュプロもセットできる

し，登り方にも変化があるかなと感じた．

今回は自分の他に 2 年と 1 年だったが，こ

れが不慣れな 1 年 2 人などの場合は今回以

上にその様子も確認していかねばならない．

視野が狭くならずに広くしていくことが大

切だと感じた．今回合宿で合計 3 本のルー

トをリードで登ったが，多くの反省点があ

った．これを改善しながら，緊張感をもち

つづけてやっていくことができたらいいと

思う．今回の合宿では天候面で恵まれない

部分があり，全体的にもあまり登攀やバリ

エーションの行動が少なくなってしまい残

念だった．テン場でもテント別でエッセン

を行い，隊毎に帰ってくる時間がバラバラ

で難しいところもあったかもしれないが，

作業自体は円滑に流れていたので良かった

と思う．ところどころ，判断を他の人に任

せてしまうところがあり自分でもしっかり

と前で出て意見を言っていくべきだった．

上級生とのコミュニケーションをもっと密

に取ればスムーズに進めるところあったと

思った． 

 

会３ 小林滉平  

 始めに凍傷が完治していない自分が合宿

に参加し無事下山できたのは，まぎれもな

く会のサポートがあったからでありここで

心から感謝したい。 

合宿開始以前の反省として自分の中で合宿

に行けるのか行けないのかはっきりと決め

られず，参加表明が遅くなってしまい計画

書作成で時間をかけてしまったということ

がある。合宿中はベースキーパーという立

場になったが，源次郎でも 6 峰上でも入る

ときは入るのでいないよりはいたほうがや

りやすいと思った。ただし岩小屋では全く

入らないので注意。暇だったのでエッセン

の下準備や団装テントの片付けそしていた

が，1年生の仕事を取りすぎたと少し反省。

くたくたでベースに戻って 0 からのエッセ

ン開始というのも味わって欲しかった。1

年全員で別山尾根から剣山頂へ行く日があ
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ったのでそれに同行した。この日だけでは

なく入下山でも思ったが，2 年生がとても

心強く見えた。自分の中のイメージでは半

年前からどうも変えられなかったが今回の

合宿で大きく変わった。他の 3 年生も一般

路ということもあってほぼまかせていたの

で自分もあまり口うるさくしないでおこう

と思っていたが，これがよろしくなかった。

2 年生のためにも気になったら言うべきで

あり，任せっぱなしというのも 3 年生の立

場とは違う。参加させてもらっているとい

うわけではなかったが怪我人の無理やり参

加しているという身から遠慮してしまって

いた。また最上級生としてリーダー会での

判断の難しさを知った。来年はリーダー部

員も増えるしどのように皆の意見を取り入

れ動かしていくか考えないと動けなくなり

そうだ。人数が増えているのは喜ばしいこ

とだが動かしていく面では不便であり，そ

れをどう考慮すべきかが今後の課題である。 

 

会２ 池田章佑 

合宿の 1 番の反省はモチベーションを持続

させられなかったことだ。入山前の週間予

報は雨続きと予想していた。私は計画では

5 日間とも八ツ峰に登攀に行く予定であっ

た。雨が降っていればもちろん中止である

し、岩が濡れていても難しい。私のモチベ

ーションは低かった。特に降水確率が下界

で 60%を越えていた日の長次郎雪渓は正直

行く気さえ起こらなかった。今は雨が止ん

でいるが出発前までは降っていたし、予報

的にも取り付いてから降る可能性が高いと

思っていたからだ。実際雪渓を上がって壁

が滝と化していたり、登攀開始 1 ピッチで

豪雨になったりしていた。しかし、低いモ

チベーションは事故を引き起こす。その点

で非常に反省である。個人的にも係りとし

ても合宿へのモチベーション、自主性が低

かったように思う。上級生としての役割を

果たさねばならないと今になって痛感して

いる。 

 

会２ 内田祥平 

夏合宿を終えて感じたことは去年より多い。

というのも、去年は連れて行ってもらうだ

けの夏合宿で自分のことだけ考えればよか

ったのだが、今年はリーダー部員としての

参加。自分のことだけでなく、後輩、また

部員全体を見て、考え、行動しなければな

らなかった。だが、自分にはその自覚が足

りなかったと感じた。また、天候に恵まれ

なかったことは非常に残念であった。歩荷、

技術においては去年より進歩できたことを

確認できてよかった（当たり前のことだが）。

まず、自分に足りないと思ったのは初歩的

なものだが生活技術、また合宿を運営する

にあたっての積極性、責任感。生活技術、

これはおもに気象について。これはただ単

に下界での自分の勉強不足。できるやつは

できる、できないやつはできない。これは

山に対しての態度の表れでもあると思う。

今回深く反省しています。克服します。ま

た、積極性、責任感とは、まず隊の先頭に

たちたがらなかった。先輩から隊の先頭を

やるやつが偏っているという指摘があった

がその通りだと思う。会二でのコミュニケ

ーションも不足していたためこのような結

果になってしまった。また、雪渓の偵察、

危険個所の通過、BC での生活、上級生には

すべて責任が伴う。だが、雪渓の偵察はし

ないは、BC での生活でも具体的な指示がと
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ばせないなど責任感が欠如していた。これ

も、合宿運営をする自覚のなさが招いたも

のであると思う。また、自分の実力不足も

否めない。会二といっても去年は連れて行

ってもらうだけで精いっぱい、2 年になっ

てからは 1 年生の指導で中々自分のスキル

アップ山行に行けていないのが現状。会二

でも八ッ峰をリードできるメンバーは少な

く結局は会三頼りになってしまう。今更そ

んなこといってもしょうがないので今後の

ビジョンとしては、まずは来年の夏合宿は

アルパインは八ッ峰リードが出来るように、

バリエーションは源次郎、北方稜線、上半

縦走などどれでも連れていける状態までス

キルアップしたい。また、夏合宿が終わっ

たので次はプレ冬合宿だ。ついに冬シーズ

ン。楽しみ反面怖いのが正直なところ。少

しでも不安解消できるようしっかりと努力

したい。とりあえず今は夏合宿おつかれさ

ん！！ 

 

会 2  加藤穂高 

登攀や行動について反省する。反省はふ

たつある。ひとつめは、根拠のない過信が

過ぎていたということ。私は合宿 6 日目に

源次郎尾根を登った。1 年生を連れてのバ

リエーションは初めてであったが去年登っ

たせいか連れていく自信はあった。しかし

結果はルーファイミスとタイムロス（要因

はザイルワークの至らなさ）の繰り返しで

悔しさの残る内容だった。上記の問題を克

服するにはもっと山に入り場数を踏むしか

ないと考える。自分から山に行く機会を増

やす、ザイルにたくさん触れるために山行

計画を多くいれる意識を持っていきたい。

ふたつめは、チンネについて「連れて行っ

てもらう」気分で過ごしてしまっていたと

いうこと。結果として今回チンネには行か

なかった。しかし私の中でパートナーの先

輩に連れて行ってもらう気分があったのは

否めない。チンネへの参加が決まった時点

で下界で出来ることはあったと思う。トポ

やネットで情報を集め予習はできたと思う。

会 2 だからといって委縮せず山には自分の

知識と力で登る意識を改めて持ちたい。 

 

会２ 蒲澤翔 

今回の夏合宿では、天候のため予定通りに

登攀・バリエーションに行くことはできな

かったが、八ツ峰をリードすることもでき

満足するものとなった。また、自分の克服

していかなければならない課題も多く見つ

かったのでよかった。 

 まず、入山に時間がかかり過ぎたことに

関しては、行程と一年生の体力などを考え

て、早めに一年生の荷物を分けるべきだっ

た。 

 次に、雪渓での歩きに関して甘く見過ぎ

ていた面があった。雪渓の入りと出ではも

っと注意深くルートを選んでいくよう徹底

したい。また雪渓内のルーファイでももっ

と慎重に行く必要があった。 

 登攀について、ザイルワーク・プロテク

ション・ルーファイなどすべての面でスピ

ードを上げていく必要があると感じた。ま

たプロテクションの設置に関してはカムや

ナッツだけでなく、ハーケンやトライカム

や自然物などできるだけ多くの技術を身に

つけることを岩トレの課題にしていきたい。 

 八ツ峰では、いつもの岩トレ以上に、ル

ートや支点の取り方、ザイルの流れなど考

えながら登ることができて楽しかった。今
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後もいろいろな岩場やバリエーションに行

き、経験を積んでいきたい。 

 

 

 会２ 菊田 水樹 

今回は山岳会に入って２度目の夏合宿だっ

た。去年は上級生に頼りきりで、連れてい

てもらうだけの夏合宿だったが、今年は学

年も一つ上がり、上級生としての立場で合

宿に参加した。当然考えなければならない

ことも増えた。全体の反省としては個人の

反省と、上級生としての反省と、係りとし

ての反省の３つがある。 

まず、個人としての反省で一番大きいこと

は、今回の合宿で初めてアルパインクライ

ミングのリードを経験できたことである。

それまでリードは立岩と物見岩の２か所で

しか経験がなく、初めて実際に山岳地帯で

数ピッチにわたるリードを経験できた。リ

ードを経験したといっても、ルートファイ

ンディングのミスや支点の構築など反省す

べき点が多くみられ、リードをするにはは

まだまだ未熟であることを実感した。緊張

感もあって、雨など降ったりフォローが負

傷したときなどのアクシデントが起こった

場合、適切な判断を下せただろうとは言い

難かった。無事最後まで抜けきったのは偶

然以外の何物でもなく、これからさらに経

験を積んでリードという技術を自分のもの

にしていきたい。反省がある一方、人生初

のアルパインリード経験できたということ

は沢山得るものがあった。リードはフォロ

ーに比べて考えることが何倍も多く、その

ぶん上まで登りきったときの達成感などは

フォローの比ではなく、アルパインクライ

ミングでの本当の楽しさはリードにあるの

だということを実感した。これからは岩取

れなどの取り組み方もこの経験を軸にして

自分なりに充実させられるので、未熟なリ

ードの技術を少しでも伸ばしていけるよう

に今後とも真剣に取り組みたい。あと、反

省すべきは松田リードのときの登攀の下降

のとき、人のセルフに自分のセルフをとる

というミスをしてしまった。一歩間違えば

事故につながる過失であり、ここで反省の

意を述べたところでこの過失は帳消しにな

らない。かねてより思っていたのは、自分

は悪天候になった時に頭が回らなくなって

しまうということだ。山岳において悪天候

で判断ミスをするということは致命的であ

る。悪天候のときこそ楽しめるくらいの余

裕を持てるような強い精神力を身に付けて

いきたい。 

次に、上級生としての反省である。新人合

宿で初めて一年生を連れて行ってから三ヶ

月がたち、その間に週末山行や夏縦走で一

年生を連れて山に行った。新人合宿では、

一年生の頃の連れて行ってもらう登山とい

う意識がなかなか抜けなくて、一年生を引

率することに難しさを感じた。しかしそれ

から少し経験を積んで夏合宿にのぞんだわ

けだが、少しは経験もつき判断を下せる場

面もあった。しかし大半では他の上級生に

判断を任せてしまうことが目立ち、上級生

としての自分の実力不足を実感させられた。

特に判断を他人に任せてしまったのは雪渓

の通過で、雪渓の構造などに対し知識が足

りなかったせいもあって自分で判断するの

が難しかった。また、下山で後半先頭を歩

かせていただいたが、一年生の体調に関し

て自分の判断が甘かったため隊全体のペー

スを遅らせてしまった。慎重に行くか隊の
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ペースを上げるかの判断は自分にとってと

ても難しく、冬山ではこのようなペース取

りが命取りになってしまうのでもっと判断

力を向上させたいと思った。 

そして係りの反省である。今回、自分は気

象係として合宿に参加したが、結局一度も

天気図を描くことなく気象係としての責任

を果たせることなく下山してしまった。縦

走などを終えたのだから天気図くらいはか

けるという自分の見当違いな信頼のせいで、

合宿全般の天候判断を、山を初めて三ヶ月

の一年生が書く天気図にゆだねてしまった。

自分が想像していたよりも一年生の天気図

は少しあやしく、登攀などの厳密な天候判

断が必要となる場で自分が上級生として天

気図を提供できなかったことは本当に反省

である。また、登攀が長引いてベースに戻

るのが遅くなった時も、天気図に関してベ

ースの小林さんに頼りすぎた。ケータイな

どを持ってきたのだから、電波の入る場所

で気象庁のホームページなどから正確な天

気図をコピーして答えあわせ使うなどの配

慮が必要だった。 

 反省ばかりの夏合宿になってしまった。

しかし去年の連れて行ってもらうだけの合

宿に比べれば得るものが多かったし、何よ

り自分達が主体になって合宿を運営すると

いうことで楽しさもあった。次に会全体で

の山行はプレ冬山である。冬山は夏山とは

比較にならないくらい環境が厳しく、上級

生の判断もより正確で迅速なものが求めら

れる。ここで得た反省をしっかり次の山行

にいかして、会での登山をよりよいものに、

更に楽しいものにしていきたいと思った。 

 

会２ 塩谷晃司 

 上級生の立場になって初めて気づいたこ

とだが、一年生を登攀やバリエーションに

連れていくのは、一言で言って怖い。一年

生を連れていくということは、上級生だけ

で行くことの何倍もの労力・実力が必要で

ある。自分たちの不安や怖さを、一年生の

力量云々の話で片づけてしまいがちだが、

それは誤っている。実力がないのは、自分

たちの方だ。もちろん、実力をつけたとこ

ろで「怖さ」がなくなるわけではないが、

力量不足の一年生を自分たちでカバーする

のだという、意気込みと自信をつけられる

ほどの実力がなかった。ここが一番悔しい

ところである。 

 自分が主体となって行った源次郎尾根で

は、ルーファイやザイルを出す判断を、余

裕を持って迅速にこなし、その分一年生の

注意に神経を注ぐべきであった。実際はル

ーファイなどにも余裕がない状態で、一年

生の安全を気にかけていたので、かなり神

経をすり減らした。 

 全般的に、思うようにいかない夏合宿で

あったが、少ない登攀日の中で実感させら

れたのは、自分の実力不足である。もっと

経験を積んで強くならねばならない。 

 

 

会２ 前川夏子 

 今年の夏は天気が悪い。雨とガスの縦走を

終え、溜まりに溜まったモヤモヤを晴らす

べくして挑んだ夏合宿も目的の登攀ができ

たのは２日間のみという結果になり残念だ。

昨年の夏合宿は連れて行ってもらうことだ

けに精一杯で自分が連れていく立場になる

ことなど考えられていなかった。そのせい

もあり不安を抱えたまま今年の夏合宿を迎
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えてしまったことは大きな反省点である。 

 歩行について、一年生は 50 ㎏近い荷物を

背負いよく歩いた。途中で団装をばらした

者も多かったが、重さを経験することは大

切だと思う。二年生は荷物が比較的軽く、

重いものを背負いたがらないと言われるの

ももっともだった。一年生の団装をばらす

タイミングも遅く、入山日のテン場到着が

遅くなったことの要因となった。下山時は

下りに慎重になりすぎるあまりスピードが

上がらなかった。さらに、滑ったり石を崩

したりと初歩的なミスが多かった。雪渓で

は、二年生の雪渓歩きに対する意識の低さ

が露呈した。端の薄さや歩く場所をもっと

慎重に選ぶ必要がある。危機感が足りなか

った。 

 登攀について、三本のルートをすべてフ

ォローで登った。一番の反省はリードがで

きるチャンスがあったのにしなかったこと

だ。登攀技術にもシステムにも自信が持て

ない。怖いと思って避けているようでは成

長できるわけがないと後悔した。怖い経験

をすることも必要だ。もっと岩トレをして

自信をつけ、来年は一年生を連れてリード

ができるようにしなくてはと強く思う。 

 今回の合宿では上級生になりきれていな

い自分の甘さをかなり感じた。一年生の成

長と比べると情けない限りである。先輩に

も同輩にも頼りすぎている自分を早く卒業

しなくてはならない。 

 

会 1 渡部優 

反省すべきことは、大きく２つある。40kg 

over の荷物を背負ってわかる、体力面の問

題と、アイゼンをつける時間の指摘からわ

かる動作の遅さについての問題だ。いずれ

も冬山を迎えるにあったて、深刻な課題と

なりうるものであるから、今回のいくつか

の反省の内、この２つを集中的に取り上げ

る。 

 まず、体力面についてであるが、これは

具体的には「精神的体力」に負うところが

大きい様に思われる。私は、後発隊として

7:30 に前泊地を出発した後、12: 内蔵助平

(真砂岳への分岐手前)での一本にて、団装

（ザイル２本・杏仁缶２個）をばらすこと

となった。歩くのがあまりに遅すぎた為だ。

推定 10kg 軽くなったので、その後はしご

谷乗越の通過は足の筋力的には何も問題が

なかった。(ペースを団装解除してない人に

合わせていたところは大きいが、足の疲れ

は感じなかった。) また、涸沢走りの時に

は同一くらいの筋力であった(順位的に)植

野は、団装を最後まで担ぎ通した。つまり

団装を解除せざるを得ない状況に追い込ま

れるにあたって「肉体的体力」はその主要

因ではなかったのである。４月から今日ま

で、毎日１～２時間の走りこみはしている、

縦走も経験した、なのに何故この「同期間

の差」が生じてしまったのか…。 

縦走後の反省会で穂高さんに言われた言葉

がある。「隊の進行に死にもの狂いでついて

きて欲しい」共に歩いた３人の中で私が１

番歩くのが遅く、隊の進むペースは私に合

わせたものにならざるを得なかった。勿論

そのことに甘えて手を抜いたつもりは”私”

にはない。毎ピッチ息が切れるほど、時に

は喘ぎ声を出す程、全力だった。それでも、

穂高さんに「ガンバ」の他に「まだ歩ける」

「手抜くな」「たらたら歩くな」と叱咤され

たピッチがいくつかある。「目の前の壁に立

ち向かい続づける努力を、私は一度も怠っ
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てない」という意識は、あくまで私の”自

覚”であって、無意識の内に苦しみから逃

れようと体がしていたのかもしれない。肉

体的に苦しくても立ち向かわせる力が「精

神」で、この力を持続させるのが「精神的

体力」。個人的には「根性」と言いたい。私

の第一の課題はこれだ。「根性をどうつける

か？」 

画策しながら私は下で走り、山へと向かう。

答えはすぐには見つからないかもしれない

が、いつだってこの問いかけを私は自問し

続ける。 

 

会１ 河村 将人 

 夏縦走に行かなかった私にとって今回の

夏合宿は１か月ぶりの山行となった。その

ため他の会１に比べて体力面や生活面で劣

っていることが多く、課題がたくさん見え

た。夏が終わるとすぐ冬山になるのでこの

反省を生かして準備していきたい。 

 体力面では１日目にガッシャーを背負い

きれることができず途中で団装をばらして

しまうという情けない結果になってしまっ

た。またガッシャーを背負うときに正しい

背負い方で背負うことができなかったのも

改善していかなければならない。そのほか

八つ峰や別山尾根を歩いているときにも靴

擦れしているとはいえ他の会１に遅れてし

まったので体力のなさを実感した。これら

は下界でも改善することができることなの

で歩荷やランニングをするなどして改善し

ていきたい。 

 生活面では朝のプレ火ではもたつくこと

なく問題なかったと思う。この点では新人

合宿の反省を生かし改善できたと思う。だ

が新人合宿ではしなかった靴擦れに今回の

合宿では上級生、同級生には大きな迷惑を

かけてしまった。１番の反省は初めての靴

擦れであったため対応が遅れたことと、テ

ーピングが不十分で傷が大きくなってしま

い治るのに時間がかかってしまっているこ

とである。今後はけがをした時に正しい対

処ができるように知識を増やしていきたい。 

 他にも歩き方は今回大きな課題となった。

疲れてくるとどたどたと足をおろしてしま

い、落石を落としたり足をくじいたりする

ことが多かった。疲れているときの時にこ

そ事故が起こりやすいと思うのでしっかり

と歩けるようにしたい。 

 登攀に関しては立岩での山靴岩トレのお

かげで落ちることなく、また支点の回収が

できないということもなく楽しく終えるこ

とができたと思う。 

 今回の夏合宿では縦走での遅れが顕著に

表れたと思う。９月に行く縦走では夏合宿

での反省を生かして冬山でも耐えられるよ

うな精神力、生活力、体力をつけていきた

い。 

新人合宿で登った槍ヶ岳に続きこの夏合宿

で登った剣岳もずっと心に残しながら冬に

向けて精進していきたい。 

 

会 1 菊地苑 

登山行動 

今回の合宿全体で自分のキーワードとなっ

たのは「速さ」だった。全てが初めてであ

った新人合宿とは違い、夏縦走を経験した

自分は登山行動にせよ、生活技術にせよ、

前回より迅速に行えて当然であった。実際、

夏縦走という長期の山行を経験し生活面は

だいぶ改善できた。しかしその一方で登山

行動中の動作の遅さという問題がより浮き
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彫りになった。 

その 1 つにアイゼンの着脱の遅さがある。

この原因は事前の練習の不足と合宿中もア

イゼンの紐の末端の処理の自分のやり方が

定まらず、毎回手間取っていたためである。

隊の進行を遅れさせないためだけでなく、

雪渓上という落石や崩壊の危険がある場所

で立ち止まり下を向いて作業する時間を最

小限に留めるためにも、事前、または合宿

前半に自分の付け方を決めておくべきであ

った。 

またザックを背負うのにも時間が掛かりす

ぎていた。初日は初めて体験するザックの

重さをうまく支えることができず、周りの

人に手助けしてもらってしまった。それだ

けでなく、最終日はザックの重さは軽減し

ているにも関わらず、狭い道や足場の良く

ないところで他の人に補助してもらう場面

があった。反省会でも言われたようにザッ

クを背負えなければ歩き始められないので

あって、自分のこの現状は問題外だと思っ

た。体力、筋力不足の問題と合わせて下界

での努力の必要を痛感させられた。 

 

生活技術 

テント内での生活技術は夏縦走で鍛えられ

たこともあり、以前よりはミスも減り、ス

ピードも向上させることができた。しかし、

合宿という大人数でのエッセンなどとなる

と、まだまだ自分には周囲を見て自分がす

べきことを見極める力が不足していること

が分かった。また反省会で団装テンの乱雑

さが指摘されたが、自分も団装の把握がで

きていなかった。合わせて予定の変更を考

慮できていなかったせいで、米の量を間違

えるという大失敗をしてしまった。今回は

融通をきかせてやり過ごせたが、食料のミ

スは合宿を続ける上で致命的な事態に繋が

ることもありえたため、その後は確実に確

認するようにした。結論として、団体装備

は皆が共有するものだから今後は全員がし

っかりと把握しなければならないと思った。 

 

登攀 

今回の合宿は天候にあまり恵まれず、登攀

日は 2 日間のみだったが、その限られた時

間の中で自分は C フェース RCC ルートと

A フェース魚津高ルート、中大ルートの３

本を登ることができた。立岩や物見岩と比

べてずっと高度感があり開放的な岩場の登

攀が気持ち良かったのはもちろんだが、そ

の他にも考えさせられた点がいくつかあっ

た。その 1 つは落石である。今回は同じフ

ェースを他の隊が登っていることもあり落

石に関して今まで以上に慎重になった。登

攀のみならず落石は自分が当たる危険と他

人に当てる危険の 2 つの危険があることを

常に忘れないようにしなければならないと

思った。 

もう 1 つはビレイヤーの補助である。３人

で登る時、立岩ではザイルを引き出す程度

であったが、今回のようにピッチを重ねた

り、時としてハンギングビレイするような

場合、補助があるとないとではビレイのし

やすさが全然違うと感じた。これからは登

攀の経験を積み、登攀技術を身に付けるだ

けでなく、リスクや自分の役割を意識して

いきたいと思う。 

  

                           

会 1 城田 曜子 

8 月 24 日【1 日目】 
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この 1 日目の歩荷では、改めて自分自身の

基礎的な体力不足を実感した。歩行が雑に

なってしまうことにおいてもザックの扱い

においても、全動作の反省の原点をたどれ

ば、それは自身の体力不足に行き着くのだ

と思う。また、ザックの重量が大きくなれ

ばなるほどパッキングは重要になってくる

のであり、パッキングが悪いとそれだけ疲

労に繋がってしまうということを身に染み

て感じた。 

内蔵助平へ向かう登山道は進行方向右側が

切れている危険箇所が多数あり、1 年後に

は自分が 1 年生を連れて通過しなければな

らないことを考えると、現段階の自分の歩

行技術は未熟すぎる。体力にしても歩行に

しても、今のままでは冬山に行くことは無

理である。改めて強化の必要性を感じた。 

 

8 月 25 日【2 日目】 

 この日は前日から天気が好ましくないと

予想されており、「7 時まで天候の様子を待

って判断する」ということが予め決められ

ていたのにもかかわらず、私は外に出て天

候の様子を確認することをしなかった。そ

れは上級生に判断を委ねきってしまった結

果であると思う。登攀するのは自分自身な

わけであり、もっと敏感になるべきであっ

たと深く反省している。 

 1 年生はこの日初めて、アイゼンを装着

しての歩行を経験した。アイゼンの着脱に

不慣れであることを差し引いても、装着す

るのに時間がかかりすぎであったと思う。

基本的なところで時間をとられ、行動時間

が長引いてしまうことほど馬鹿らしいこと

はない。今後はこのようなことがないよう

に、下界での準備を怠ることがないように

したい。また、危険意識が足りなかったと

いうことも反省点の一つである。今回、雪

渓が崩れる場面に初めて遭遇し、その恐怖

を肌で感じた。このようなことが起こるの

は珍しいことではなく、むしろ当たり前の

ことである。常に周囲に注意をはらうこと

を忘れないよう、心がけていきたい。 

 

会 1 大槻泰彦 

 夏合宿における反省と、剱岳や八ツ峰を

登攀して感じたことについて書きたいと思

う。 

 まず、歩行についての反省がある。初日

の荷物はスイカなどがあったこともあり、

非常に重かった。重いということは、担い

で歩くにあたりパッキングが重要になって

くるものだが、それが上手くできていなか

った。出発前にガッシャーが真っ直ぐにな

るように詰めたつもりが、しばらく歩くと

スイカが片方に寄ってしまい、バランスが

悪い状態で歩いていた。初日は雨の中、転

倒や滑落事故もあり、自分が事故を起こさ

なかったのはラッキーだったと考えるべき

である。スイカのような球形で詰めにくい

ものでも、衣類などを利用して動かないよ

うに詰められるよう工夫していきたい。 

次に、登攀についての反省である。C フェ

ース剣稜会ルートを登ったとき、ビレイの

ロープ出しが遅く、リードの丸藤さんに迷

惑をかけた。丸藤さんが登っている間も待

ち時間はあったので、さっさとザイルをほ

ぐしておくべきだった。これは行動を考え

る以前の初歩的なミスであるから、今後一

切ないようにしたい。また、この日は 5 ピ

ッチ目の登り始めくらいから雨が強まり、

濡れたザイルで懸垂下降することになった
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が濡れたザイルに慣れておらず、時間をか

けてしまった。原因はすべりの悪くなった

ザイルに思い切って体重をかけられず、中

途半端な姿勢で下降していたため、ザイル

が下降中にびよ～んと伸縮して恐怖心を増

長してしまったことがひとつにある。今後

色々なシチュエーションでの経験を積んで

いきたい。 

そして、生活面の反省である。今回の合宿

のテント生活において、私は 2 回も起床時

間に関してミスをしてしまった。1 回目は

4:00 起床のところを勘違いして 3:30 に起

きてしまった。すぐに気付いて横になった

が、テントのメンバーは気づいていたよう

である。2 回目は 3:00 起床の日の翌日の

4:00 起床の日に、前日のためにセットした

3:00 のアラームを切り忘れ、鳴らしてしま

った。山において睡眠の重要性は大きく、

睡眠不足は事故につながりかねない。自分

一人ならまだしもテントのメンバーの睡眠

時間を奪うことになってしまったことは、

テントのメンバーが事故に遭う危険性を大

きくしたということでもある。今回何事も

なかったのは幸運であると考え、今後の行

動に気を付けていきたい。 

最後に、剱岳の感想である。剱岳は、今ま

で登ったどの山とも違い、岩肌をむき出し

にした見るからに険しい山だった。別山尾

根から登ったとき、平蔵の頭やカニのたて

ばい、よこばいを通過したあたりでそれを

実感した。しかし、遠くから見てあんなと

ころに行くのか…と少し恐怖すら感じた山

の頂から富山平野と日本海を一望したとき、

またこれまでとは違う新しい感動が得られ

た気がする。また、八ツ峰の登攀は初めて

のアルパインクライミングであったが、最

も印象に残っているのがその長さと高度感

である。立岩の一番上でも高いと思ってい

たが比較対象ですらなかった。最初は怖い

と思っていたが、慣れるに従って爽快感に

変わっていった。今後もっと経験を積み、

先々はリードで登れるように実力を上げて

いきたいと思う。 

  

 会１ 長谷川 士門 

 今回の夏合宿は、自分の力の無さ、情け

なさをよく思い知ることとなった。 

まず、ザックがまともに背負えなかった上

に最後まで持ち切ることができなかった。

先輩たちにも口々に言われたが本当に情け

なかった。ただ情けないで済む問題ではな

く、この先の冬山やザイルを背負っていく

山行を考えると命に関わってくるというこ

とを忘れてはならない。下界でのトレーニ

ング、個人山行への取り組み方などを考え

直さなくてはいけないと思う。また、反省

会で塩谷さんにも言われたが、重くなるほ

どパッキングの重要度が高まってくる。自

分の力の無さを少しでもカバーできるよう

に、パッキングの質ももっと追求していき

たい。 

 歩行技術についても成長しなくてはなら

ないと思った。最近特に自分にとって問題

として浮き彫りになってきているのが歩行

だ。今回は前のめりに倒れることはなかっ

たが、疲れから足置きが雑になり、滑落し

てしまった。週末山行の中でも何度も何度

も反省しているが、やはり集中力を持続で

きないのだなと思う。重い荷物を背負って

いる時や、疲れがでてくる下山のときなど

にやっぱり足置きが雑になる。行動開始前

に絶対に集中を切らさないということを強
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く意識して、後は経験を積んで成長したい。

幸運にも毎回ほとんどケガも無く済んでい

るが、いつ大きな事故に繋がるかわからな

い。隊のためにも自分のためにも絶対にな

おさなくては。 

 また今回は登攀がメインイベントの合宿

だったが、やはり力の無さ、知識の無さを

身に染みて感じた。結局自分はＤフェース

２ピッチしか登攀はできかったが、その短

い間にいろいろとパーティの先輩に迷惑を

かけてしまった。ザイル残り５ｍのコール

をあたふたして出来なかったし、岩壁のと

いう何か落したらもう拾ったりできない状

況で雑にものを扱ってしまった。また懸垂

下降を決めたときにもほとんど何も協力す

ることができず、指示に従うだけだった。

経験が浅いせいもあるが、やはりまだ「お

客さん」気分で自分から考えて行動しよう

という気持ちが足りなかった気がする。今

回卓朗さんや池田さんがどのように考え、

どう行動していたか、その行動にどんな意

味があるかしっかり振り返って次に生かし

ていきたい。 

 剣岳の一般ルートからのアタックや源次

郎尾根という初のバリエーションルートは

とても楽しかった。天気がよく、途中途中

の景色が良かったのがその一番の理由かも

しれない。しかし源次郎では、木と木のわ

ずかな隙間をなんとか無理やり通ったり、

ザイルを出してもらって岩を越えたりと、

一般ルートでは味わえないスリルや面白さ

があって、本当に心から楽しめた。ふと気

づくとちょっと怖さを感じる瞬間もあった

が、ああいった怖さや難しさを越えて山頂

に着いたときは、登頂の嬉しさが増した気

がした。先輩達がとても頼もしかった印象

が強く、またお客さんみたいになってしま

ったが、今回源次郎に行けた会１は３人し

かいないので、しっかり来年連れていける

ように精進していきたい。また源次郎に行

って思ったが、人が多いのはあまり好きで

はないけどもやはりすれ違う人たちとのあ

いさつは温かく、バリエーションばかりが

魅力的というわけではないなと感じた。源

次郎と平蔵谷は足場が悪く歩行の良い練習

になったと思う。危ない石や危ない足の置

き方がほんの少しだけわかってきた気がし

た。集中を切らさないことがまず大事だけ

れども。 

 生活技術も少しはましになってきた気が

するが、雨に対する対処がもっと工夫でき

たかなと思う。また、焦るとまだまだ危な

い火器の使いかたをするときがあるので、

焦らず冷静な行動をもっと心がけたい。 

 全体を通してやはり反省点が非常に多く、

率直に言うと悔しい合宿だった。ただその

中でも得られたものや楽しい思い出をしっ

かり忘れずに次に繋げていきたい。自分で

考え、行動し、早くお客さんを脱却しなけ

れば。 

 

会 1  植野 侃太朗 

 夏合宿を終えて、まず思った事は剱岳に

登れて良かったという事です。今まで、遠

目に眺める事しか出来なかった剱岳に登れ

てとても感慨深い気持ちになりました。雪

渓を歩き、岩を登り、稜線を辿り、山頂に

至って、またひとつ山の楽しさが分かった

ような気がします。 

 今合宿での反省点としては、アイゼンの

管理不足、歩きの集中力不足、登攀時のハ

ーケン落下等が挙げられます。暇な時にア
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イゼンの状態を確認してネジを締めなおす

なりしておけば、袋から出したらネジがは

ずれていたという事態にはならなかったは

ずです。自分の確認不足だったと思います。

また、前々からいわれている事ですが、歩

きが後半になると雑になってきてしまいま

す。これはやはり、自分の注意力が不足し

ているのもありますが、体力不足なのが大

きいだろうと思います。荷物を担ぐ事、足

を動かす事に気を取られて、足置きまで気

が回りにくくなっているのだと思います。

これを防ぐため、また、冬に向けてもっと

体力強化に励みます。更に、八ッ峰登攀の

際に、回収しようとしたハーケンを落とし

てしまいました。これは支点に使われたス

リングがハーケンの穴に通されていると思

い込んでしまった為でした。これは自分で

も明らかに注意力、意識が低かったと思い

ます。二度とこのような事は起こさないよ

うにしたいです。 

 今回の合宿では、別山、八ッ峰 A フェイ

ス、別山尾根、源次郎尾根に行きました。

別山はガスっていて何も見えなかったのが

残念です。また、晴れている日に行きたい

です。 

八ッ峰は濡れていて滑りやすく、また、上

部には浮石も多く、ヒヤヒヤしました。で

すが、高度感抜群の中、剱岳の岩を登って

いると思うととても嬉しくなりました。別

山尾根は登っている間に晴れ間もあり、非

常に爽快な気分で歩く事が出来ました。そ

して、自分としてはやはり、源次郎尾根が

最も楽しかったです。まず、取り付きから

稜線までは、軽い岩場だったり、木に覆わ

れていたりして、岩をよじ登ったり、木を

くぐったりという事が大好きな自分にとっ

ては本当に面白かったです。また、登るに

つれ視界が開けていくのも、とても爽快で

した。稜線に出てからも、比較的天気が良

く、山頂にダイレクトに近づける感じがと

ても気持ち良かったです。来年、必ず後輩

を連れていきたいと思います。 

 一週間、あっという間でしたが、楽しく、

反省も多く得るものの多い合宿でした。そ

れを是非とも今後に生かしていきたいです。 
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≪個人山行≫ 

◎5 月 

中央アルプス 空木~宝剣 

日程 2014 年 5 月 3 日～5 日 3 日間 

山域 中央アルプス 池山尾根～空木岳～

檜尾岳～宝剣岳 

メンバー 北見元(会 3) 松田浩和(会 3) 

荒川武大(会 3) 内田祥平(会 2) 

菊田水樹(会 2) 菊池隼人(会 2) 

塩谷晃司(会 2) 

記録 

・5 月 3 日 

  伊那発～8：30 池山尾根登山口出発～

11：30 大・小地獄～15：00 駒峰ヒュ

ッテ～19：00 就寝 

・4 日 

  3：30 起床 4：50 出発～5：05 空木岳

～7：45 木曽殿越～8：17 東川岳～10：

00 熊沢岳～11：50 檜尾岳～16：00 テ

ン場宝剣登り手前～18：30 就寝 

・5 日 

  3：00 起床 4：20 出発～8：30 宝剣岳

～10：10 ロープウェイ下山 

 

 

 登山口の出発に時間がかかりすぎた．し

っかりと登山口の場所や状況を確認し

ておかな 

かったため，準備が手間取ってしまった．

スムーズに動き出せるようにしなけれ

ばいけな 

い．駒峰ヒュッテは狭く全員がギリギリで

入れたが，もし先客が入っていたらと

思うと外 

に張らなければいけなかった．稜線上で風

も強かったので，それは厳しく樹林帯

まで降り 

る必要があった．リーダーとしてのシュミ

レーションが不足していた．2 日目は

松田さんの 

寝不足とシャリバテによる体調不良でペー

スダウン．宝剣アタックではザイルワ

ークの確 

認を行うことができたと思う． 

 

北アルプス 爺ヶ岳東尾根～鹿島槍ヶ岳 

日程：2014年 5月 3日～5日 

メンバー：加藤了幹（会 3Ｌ）、片野亜紀

（会 3）、丸藤公史（会 3） 

     池田章介（会 2）、蒲澤翔（会 2）、

加藤穂高（会 2）、前川夏子（会 2） 

5月３日  

6:00 東尾根取り付き～12:00 P3～13:10 P2

～15:00 P1 

 登り始めは急であったが、雪は全く付い

ておらず、快調な歩きだしであった。しば

らくすると雪が出てきたものの、テントを

張る予定のＰ３には、早い時間に着いたた

め、冷池山荘を目指すことにした。しかし、

Ｐ２では予想以上の藪こぎを強いられ、天

気も徐々に崩れ始めていたため、冷池山荘

まで行くのが困難な状況となった。Ｐ１ま

でついてみると、テントが張れそうなスペ

ースがあったため、緊急的にＰ１でテント

を張ることにした。風がかなり強かったた

め、風除けのブロックを積むことで、一晩

をしのいだ。 

 

5月４日 

3:30 起床～5:30 行動開始～6:25 爺ヶ岳

中峰～7:40 赤岩尾根分岐 
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～9:15 布引山～10:00鹿島槍南峰～11:15

同北峰 

 良い天気の中で順調に歩を進め、冷池山

荘で余計な荷物をデポし、ツェルトで包む。

山荘周辺には雪があるが布引山のあたりで

は、夏道がはっきり出ている。この辺りは

人も多く、南峰は北峰への待合状態。北峰

に目を向けると、鹿島東尾根から上がって

いる隊も見える。計画段階でも鹿島槍北峰

は現地の状況を見て判断することにしてい

たが、判断基準があいまいであったため、

北峰に向かう決断をするのに、少し時間を

要した。しかし、雪も少なく上級生しかい

ないので、ザイル不要と判断し空身でピス

トンをすることにした。南峰からの下りで

は、慎重なクライムダウンが要求されたが、

そこを通過してしまえば、特に危険な箇所

もなくあっさりと北峰に立ってしまった。

その日は冷池山荘でテント泊。テント代を

支払い、昨日とは一変した賑やかなテン場

での時を過ごした。 

 

5月５日 

3:30 起床～4:50 行動開始～5:20 赤岩

尾根分岐～昼前 下山 

 天気が心配だったので、早い時間に起き

て出発。他の隊もいくつか見られたが、赤

岩尾根から下山するような所は少なかっ

た。計画段階では、赤岩尾根でザイルを出

す可能性があると考えていたが、時間が早

いため、雪がまだしまっており、通常のト

ラバース道で尾根にとりついた。雪の道は

多くの登山者の踏み跡により、完全に道に

なっていた。 

 帰りは、夏道と雪道が交互に出てくるよ

うな状態で、そのたびにアイゼンを履くか

外すかの判断をしていた。そのため、アイ

ゼンを履いていれば問題ないような雪道

を、長いクライムダウンで降りたり、アイ

ゼンを履いていなければ楽な道をガリガリ

と岩を削りながら下ったりと、予想と実際

が違う場面に何回か遭遇した。 

 本来雪が多ければ、西沢から下ることが

できるが、これまでの雪の少なさや、途中

の看板の情報をもとに赤岩尾根を律義にた

どり、無事下山。温泉に寄って松本へと帰

った。 

 

今回は、計画段階での甘さが目立ったため、

事前情報のさらなる精査や、現場での判断

基準を徹底していきたい。 

 

◎6月 

奥秩父 釜の沢 

日程：2014 年 6 月 21 日～22 日 

メンバー：L 塩谷晃司 蒲澤翔(会 2) 城田

曜子 菊池苑(会 1) 

行程：道の駅～東沢～釜ノ沢東俣～甲武信

ヶ岳～戸渡尾根～道の駅 

行動記録 

6 月 21 日 

4:00BOX 集合～6:20 道の駅みとみ～7:00

鶏冠谷出合～7:45 ホラの貝ゴルジュ入口～

8:40 山の神～9:10 乙女の滝～11:15 釜ノ沢

出合～12:40 両門ノ滝～15:30 幅広ナメ滝

手前台地 

林道を 1 ピッチ歩き、鶏冠谷出合の渡渉

点において沢靴に履き替える。下部ゴルジ

ュを高巻き、ホラの貝ゴルジュに降り立つ

と一同喚声をあげた。話に聞いていた通り、

何か荘厳なものを感じる。そこからの高巻

きは道がしっかり付いているが、所々荒れ
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ており一年生を連れていく場合は注意が必

要。山の神の先で河原に降り立ち、ゴーロ

歩きとなる。左に金山沢を分け、釜ノ沢に

入ると魚留の滝。立木に支点を取り、半マ

ストでビレイした。両門ノ滝は左岸に fix

を張って通過したが半マスト 2 ピッチの方

が効率的だったと思われる。どちらの滝も

基本的にはザイル不要。ただし今回は一年

生が初めての沢登りであったため、積極的

にザイルを使用した。二日目の天気に不安

があったため、ビバーク地点を予定よりも

上げ、1900m 付近、幅大ナメ滝手前の右岸

台地とした。 

 

6 月 22 日 

3:30起床～5:00ビバーク地発～5:35奥の二

俣～6:15木賊沢の手前台地～7:45ポンプ小

屋～8:00 甲武信小屋～8:30 甲武信ヶ岳～

12:30 道の駅みとみ 

午前 1 時か 2 時ころ、タープにパラパラと

雨が当たりだす。増水を気にしながらシュ

ラフに潜っていたが、夜が明けるとナメ滝

はさほど増水しているように見えない。こ

れなら行ける、とビバーク地を出発した。

水師沢を分けた辺りで雪渓が出始め、高巻

きを余儀なくされる。普通は水流を行くの

で高巻きはかなり悪い。沢に復帰する奥の

二俣では、懸垂下降をした。右沢に入って

からも高巻きが悪く神経を使った。最後の

大ナメ滝周辺はピンクテープが至る所に巻

かれ、それに従えば問題はない。甲武信ヶ

岳をピストンし、戸渡尾根から徳ちゃん新

道を下山。かなりドロドロの登山道だった。 

[総括] 

 釜ノ沢は沢初めにはぴったりであると感

じた反面、一年生の個人山行一発目として

はかなりハードだと感じた。安全には十分

注意したものの、高巻きなどでは不安を感

じる面があった。基本的な歩きができ、上

級生が各々の実力を正確に把握したうえで

連れていくべきであっただろう。また、雪

渓の処理の都合でも、一年を連れていくな

ら 7 月以降がよいと思う。とはいえ沢は、

総合的な歩行技術を磨くには良い機会であ

る。今後も一年を沢に連れていきたいと思

う。 

 

秩父 ヌク沢、鶏冠沢 

メンバー ワン（会 3）、塩谷（会 2）、池田

（会 2） 

2014 0614～15 

ヌク沢 

 

6 時頃ヌク沢大橋から入渓、すぐに堰堤を

右から越える。堰堤の上は少し荒れた渓相

だがすぐに沢は明るくなり小さなナメが見

え始める。そこから上部の堰堤群までは特

に何もなく通過、ここまで 3 時間足らず。

堰堤を越えると 3 段 230ｍ大滝の下段 100

ｍ滝下段は滝というよりただの斜面、右側

を歩いて越える。中段 80ｍは幅が広く傾斜

もあり、落ち口に抜ける青い空とのコント

ラストが美しい。ここからザイルを出す。

1P 目は塩谷リード、水流右のトイ状を NP、

たまにハーケンで登る。ビレイ点からは富

士山が望める。2ｐ目は池田、40ｍほどザイ

ルを出す。3P 目はワン、ヌメヌメのスラブ

を左上トラバース、カムのほかありがたく

あまり信用ならない残置ハーケンを使わせ

ていただく。3ｐでザイルを解き、上段 50

ｍを左から登り登攀終了。落ち口はお花畑

で天国のようであった。滝上部から踏み跡
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をたどり 20 分で登山道。ここまで 6 時間は

予想通りであった。 

 

鶏冠谷右俣 

鶏冠谷の右俣はナメが美しい沢である。入

渓点からしばらくは暗いが途中から沢は明

るく、簡単に越えられる滝とナメが続き楽

しい。入渓すぐの魚止めの滝は左岸の巻道

が明瞭。その他の巻もしっかりしている。

今回は魚止めの滝を登攀、右側のクラック

を 登

る 。

リ ン

グ ボ

ル ト

は あ

る が

カ ム

が よ

く 決

まる。

落 ち

口 の

一 歩

が 核

心。今回は A0 で越えた。 

二俣の 30ｍ滝は右から巻くが少し悪い。少

し手前から踏み跡らしきものを辿っていく

と滝の落ち口にちょうど出る。その後はひ

たすらナメが続くが渓相に変化はなく少々

鬱陶しい。 

上部 30ｍ滝手前で遡行を切り上げ枝沢か

ら登山道へ 30 分ほど藪をこぐ。遡行約 6

時間。 

 

中央アルプス 木曽駒~宝剣 

 

メンバー  CL:菊田水樹（会 2） 加藤穂

高（会 2） 

 

 

ルート 北御所登山口～うどんや峠～伊那

前岳～木曽駒ヶ岳～宝剣岳～檜尾岳～空木

岳～菅ノ台 

 

日程 6 月 21 日~22 日 

行動記録    

 

1 日目 

 

5：50   北御所登山口 

7：20   清水平 

7：30   うどんや峠 

9：20   船窪 

10：00  伊那前岳 

11：00  木曽駒ヶ岳 

11：30  宝剣山荘（T.S） 

 

2 日目 

 

2：30  起床 

3：50  出発 

4：05  宝剣岳 

5：50  濁沢大峰 

6：20  檜尾岳 

8：20  木曽殿乗越 

9：50  空木岳 

12：10 池山小屋 

13：30 菅ノ台 

 

 

詳細  
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6/20 駒ヶ岳ロープウェイが運行停止、

そしてしらび平行きのバスも運休のため、

前日夜は菅ノ台～北御所登山口間は徒歩で

移動。二時間かけて夜の林道を歩き、日を

またいだ頃にようやく登山口に到着した。

テントを設営してその日は就寝。 

朝 5：00 に起床し、テントの撤収を済ま

せて 5：50 頃に出発。天気は曇りだが高曇

りだったので視界はそんなに悪くなさそう

だった。１ピッチかけて林道を歩き蛇之目

沢登山口に到着。そこからうどんや峠まで

急な登山道になった。途中清水平で水の補

給。標高差 600m ほどを１時間で登ってう

どんや峠に辿りつく。峠からは中央アルプ

スの檜尾岳や空木岳などこれから向かうべ

き山々が望めた。 

うどんや峠から先は緩やかな尾根登りに

なった。植生も徐々に高山帯らしくなった。

標高 2500m 付近の小屋場からはまとまっ

た残雪が出てきたのでピッケルを装着。そ

こから船窪までは尾根上の雪上歩行となっ

た。ガスが時折視界を覆うが、登るにつれ

て稜線の景色がどんどん広がっていきこの

登りは非常に楽しかった。10：00 頃に伊那

前岳に到着しそれからはほぼ平坦な稜線を

木曽駒方面に向けて進んでいく。 

中岳を越えると木曽駒の山頂直下にある

駒ヶ岳頂上山荘に到着。そこからザックを

置いて往復 15 分ほどで木曽駒の山頂に行

って戻ってきた。山頂はガスに覆われ視界

不良。頂上山荘の営業はしていないらしく、

宝剣山荘に戻って近くの雪渓上にテントを

設営した。テント設営後ときどき小雨がパ

ラパラ降っていた。エッセンを済まして

17：00 ごろには就寝した。 

  

6/21 朝 2：30 に起床。撤収にやや時間が

かかり 3：50 出発となってしまった。雨風

がやや強く、時間帯がまだ夜明け前だった

ので出発時にヘッテンを装着した。 

 宝剣岳山頂までは小屋から 15 分くらい

で着けた。薄明るくなってはいたが当然の

ごとくガスのため視界不良。宝剣岳から南

へむかう道は鎖場が連続で出てきた。雨の

ため若干滑りやすくなっていたが特に問題

なく通過した。極楽平を過ぎる頃には完全

に明るくなっていたのでヘッテンをしまっ

た。宝剣岳を出発し、濁沢大峰手前のコル

まではノンストップで歩いた。濁沢大峰～

東川岳の稜線は際立って危険な箇所はない

もののハイマツの尾根と岩場の通過が交互

にあらわれ気を抜く暇はなかった。時々急

傾斜の雪渓もあらわれ、ある程度のキック

ステップの技術は必要。東川岳を過ぎ、空

木岳の急登を登る頃が雨風のピークではな

かったかなと思う。空木岳の山頂までは木

曽殿小屋からおおよそ 1 ピッチで到着。そ

こから池山尾根の長い下りとなるが、大地

獄小地獄やヤセ尾根の通過も雪がまったく

なかったので特に問題なかった。12：10 ご

ろ池山小屋に到着し、そこから林道をショ

ートカットする道を使って 13；30 に車が置

いてある菅ノ台の駐車場に到着した。 

 

 

南アルプス 甲斐駒仙丈ヶ岳 

日程 6/14～15 

行程 市野瀬～仙丈ヶ岳～北沢峠 

～甲斐駒ヶ岳（ピストン） 

メンバー L 加藤 前川 大槻 

長谷川 松橋 
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行動記録 

6/13（金） 

BOX から伊那に移動し前夜泊。夕飯は信濃路

にて、男は強制ジャンカツ。しかし 1 年生ふ

たりとも簡単に感触。つまらない。 

 

6/14（土） 

4:00 起床 

4:55 市野瀬中 発 

12:40 仙丈ヶ岳 

13:50 小仙丈ヶ岳 

16:00 北沢長衛小屋 T.S 

駐車場から 1 ピッチ林道を歩く。その後尾根

に取り付くのだが林道は先に何度も出てくる。

尾根を行くのか林道を行くのか、いつ尾根に

取り付くのか私ひとりで考えてしまっていた。

前川はじめメンバーと事前に話し合っておく

べきだった。上に上に行けばハズすことのな

い尾根なので特に迷うことはなく進んだ。途

中松橋が息をあげて止まりそうになるが野球

部出身大槻の声援でムードは良く上まで頑張

って登っていた。頂上直下のカールは冬の大

雪の影響か雪が多かった。1 年生は新人合宿

で習ったことを実践しようとこれでもかと雪

面を蹴り込んでいてよかった。初めての個人

山行で地蔵尾根は渋すぎるか、そう心配して

いたが仙丈ヶ岳山頂での満足げな様子にほっ

とした。 

 
仙丈ヶ岳～小仙丈ヶ岳間はちょっとしたナイ

フリッジになっていた。雪が柔らかかったた

め何の問題もなく通過できた。しかし凍って

いて通行できなかった場合の別ルートを綿密

に考えておくべきだったと反省した。下りで

も雪渓があちらこちらに出てきた。1 年生は

特に下りのキックステップが苦手ということ

で練習も兼ねてゆっくり確実に下った。小屋

に着いたのは 16 時と長時間行動になったが

最後まで全員元気そうで何よりだった。エッ

センは初の試み親子丼。生卵も無傷で運べて

大満足だった。 

 

6/15（日） 

4:00 起床 

5:10 T.S 発 

6:00 仙水峠 

7:05 駒津峰 

8:40 甲斐駒ヶ岳 

12:25 北沢峠 

仙水沢は所々氷が張っている。1 年生は自分

たちの両側に積み重なる浮石から直に恐怖を

感じてくれたようで自分たちから注意喚起を

していた。仙水峠に着いて甲斐駒が見えると

一同感動。良いリアクションだった。わざと

らしくても大げさでも反応が大きいと連れて

いく甲斐がある。その後駒津峰までの急登が

続くが大槻、長谷川の元気有り余るふたりが

松橋を応援する。雰囲気はとても良い。駒津

峰に立ったころには快晴になった。岩場の通

貨に関しては大槻はとても慎重。松橋は少々

雑。長谷川はその中間といった具合。頂上直

下にてルーファイミスがあったが北沢峠から

順調に甲斐駒ヶ岳まで登ることができた。こ

の日は眺望が大変よく山頂も 1 時間もいた。

下山は双児山を経由するルートで帰った。帰

りのバスのつなぎも良く仙流荘で風呂に入っ

て松本に帰った。 

 

反省 

金曜の前泊の夜市野瀬に着いたのが 22 時を

回っていた。次の日行動するに十分な睡眠時

間を確保できていなかった。前泊する意味を

考え要らないことをしないよう気を付けたい。

地蔵尾根は取り付きが曖昧でいつ林道から尾

根に上がればよいのか判断しにくい。前述し

たが事前にメンバーと話し合って作戦を練る

べきだった。林道で迷って何時間も無駄にす

るようなくだらないことがないようにしたい。 

 

北アルプス 錫杖岳 

メンバー 松田、荒川、了幹（会 3）、中嶋

渉（OB） 

2014 0621～22 

 

夏合宿に向け上級生の岩登り技術を向上さ

せるべく錫杖に行ってきた。梅雨の中雨が
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予想されたが 1 日だけは登ることが出来た。

以下は各隊の登攀ルート 

渉、荒川ペア 注文の多い料理店、左方カ

ンテ 

ワン、了幹ペア 左方カンテ、3 ルンゼ（途

中まで） 

 

今回、荒川、了幹は初めての錫杖だったが、

しっかりとプロテクションを設置し安定し

た登りであった。ただ、まだまだ工夫は出

来る。 

1 日目の夕方からの雨で、登攀は 1 日だけ

だったがもっと登りたかった。錫杖の人気

ルートは終了点にボルトが設置されピッチ

の区切りもルートも明瞭である。しかし、

今回 3 回目の錫杖でもっと自由に登れると

感じた。自分の登りたいラインを自分の出

来る範囲で。 

「見張り塔からずっと」錫杖の山頂を目指

すルート。ジャンボさんはこのルートにつ

いてこれといったルートの規定はない。山

頂を目指して自分たちでルートを考えなが

ら登るのがこのルートの味だと言っている。

このようなクライミングが色んなとこでき

たらよりいっそう充実したクライミングが

出来ると思う。 

 

北アルプス 燕岳～常念岳 

2014 6.14～6.15 

メンバー：L 内田 池田 郷津 山下 

 

0 日目 

穂高駅にて前泊 

 

1 日目 

5：00 穂高駅発 タクシー 

5：40 中房温泉 

8：10 合戦小屋 

9：15 燕山荘 

9：45 燕岳山頂 

13：00 大天井岳山頂 

13：10 大天荘 

 

2 日目 

3：30 起床 

5：10 大天荘発 

7：40 常念小屋 

8：25 常念岳山頂 

9：10 常念小屋 

11：40 一の沢登山口 

 

0 日目 

穂高駅にて前泊。穂高駅から見えるところ

に東屋があるので以後穂高駅にて前泊する

機会があれば使ってほしい。ただし駅に近

いという点で、音、光には悩まされる。 

 

1 日目 

タクシーで中房温泉へ。4 人だと 1 人当た

り 1900 円程度。中房温泉にて登山靴に履き

替えやる気スイッチ ON。6 時前に中房温泉

発。第一ベンチにて水を汲む。表銀座では

水を担がなければならない。ここが最終水

場なので要注意。ここから順調に高度を上

げていく。三大急登と呼ばれる合戦尾根だ

が 1 年生も順調に足を進めてくれていた。

合戦小屋で炭酸を飲み一休憩。ここから先

は残雪があるらしいのでピッケルを装着。

燕山荘まではところどころ残雪があった。

燕山荘に着くと荷物をデポし燕岳に向け出

発。燕岳山頂では曇りで眺望はあまりよろ

しくなかったが、写真撮影をするなど少し
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の間楽しんだ。燕山荘に戻り大天井岳に向

かってテンション高めに出発。ところどこ

ろ残雪があったためピッケルを装着。表銀

座と言えば人気ルートの 1 つなので夏道も

しっかり。大天井岳の登りはトラバースの

道と直登の道があるのだが見たところトラ

バースの道には雪がついていたので直登ル

ートを選択。さくさくと登っていたのだが

浮石が多い。午後から雨予報だったのが裏

目に出たのか、1 年生は少しバテ気味。山

頂直下だが 1 本を取った。大天井岳の山頂

で写真撮影。あいにくの天気で槍の穂先に

は雲がかかっていた。大天井岳から大天荘

はすぐそこに見えているので 1 年生も安堵

の表情を浮かべていた。 

 

2 日目 

昨日の夜から降っていた雨は止んでおらず

2 日目は雨の中スタート。トホホと思った

が 1 年生にとっては良い経験かな。5 時過

ぎにテン場を出発し常念小屋を目指す。ガ

スっていて違う尾根に入りそうになったが

地形図と照らし合わせておかしいと判断。

東大天井岳の近くには廃道もあるため注意。

看板はしっかりしているのでそれに従えば

間違えることはない。この日はライチョウ

によく遭遇。晴れより天気が悪い方が遭遇

しやすいらしい。常念小屋につき荷物をデ

ポし常念岳ピストン。眺望はなし。1 年生

残念！常念小屋に帰るとタクシーの予約。

SoftBank は電波繋がらないため要注意。一

の沢までの下りは一の沢を下ったり夏道に

上がったり少々めんどくさい。一の沢登山

口から豊科駅まではタクシー。1 人当たり

1300 円。電車で松本に戻り解散。 

 

北アルプス 前穂北尾根 

日時 6 月 13 日～6 月 15 日 

メンバー 河野卓朗（会５）、丸藤公史（会

３） 

山域 前穂高北尾根 

山行記録 

１日目 10 時半 上高地発 15 時 30 分 

涸沢ヒュッテ着 

2 日目 大雨により沈殿 

3日目 5時 発 5時 50分５６のコル 8

時 50 分 3 峰取り付き 12 時前穂頂上 16

時半 上高地着 

 

今回の山行は前穂高北尾根から明神主稜

を縦走する予定の山行であった。しかし、

大雨で 1 日沈殿してしまったため、明神は

あきらめ前穂高北尾根だけの山行となって

しまった。個人的には初のバリエーション

ルートのリーダーであり、かなり緊張して

いた。また夏合宿の登攀・バリエーション

を見据えてザイルの流れや支点の構築、ス

ピードなどを強化すべく山行でもあった。

前穂高北尾根は思っていた以上に短かった

印象である。涸沢ヒュッテから５６のコル

までは一瞬であった。尾根上のことを記す

と、4 峰は予想以上に危険でと感じた。我々

は今回ザイルなしで 4 峰に行ったが、1 年

生を連れて行く際には絶対ザイルが必要だ

と感じた。3 峰は最初からザイルを使用。

つるべで超えた。最初のリードは自分であ

った。支点を作るのに慎重になりすぎてし

まい時間がかかってしまった。レベル的に

はまったく問題がなかった。最初の 1 ピッ

チ目が 1 番難しく、乗越があるのだが大き

いザックを背負っての通過は面倒であった。

3 峰を超えればもう問題ない。2 峰の下りで
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1 か所懸垂で降りる場所があったが、不安

でなければノーザイルでも可能。自分は懸

垂下降で降り、卓朗さんはクライムダウン

で降りた。頂上には雪がつもっていた。登

山は下りが危険。重太郎新道を使った。だ

が、重太郎新道は腐った残雪の道と夏道が

交互に現れる状況であった。正直コンディ

ションは最悪。アイゼンがないと絶望的な

状況であった。この時期の穂高は毎年こん

な状況なのか？重太郎の途中で危険なトラ

バースが出てきた。カモシカの立場付近だ

と思われる。腐った残雪でトラバースしよ

うとすれば足場が崩れる。そこで、山小屋

の人が立てたと思われる赤旗をたよりに奥

明神沢に下降してから岳沢小屋に下山した。 

正直夏道が出ているかでてないか微妙なと

ころだろうと予想はしていたが、ここまで

ひどいとは思わなかったし、判断が甘かっ

たと思う。ちなみにこの山行と同日にキレ

ット～ジャンダルムに行っていた隊もあっ

たが、彼らは「雪はなく快適だった」と言

っていた。この時期の穂高はわからない。

この山行で得たものを次に活かして、もう

1 度この計画を完遂させたい次第である。 

以上 

 

北アルプス 槍ヶ岳～西穂高岳 

日程：2014 年 6 月 14~16 日 

山域：北アルプス 槍ヶ岳～西穂高岳 

メンバー：○片野亜紀、内田祥平、蒲沢翔 

行動記録： 

6 月 14 日 

5:40  上 高

地 

8:00 横尾 

10:00 ババ

6 月 15 日 

4:10  槍 ヶ

岳山荘 

10:20 北穂

高岳 

6 月 16 日 

4:20  穂 高

岳山荘発 

4:55  奥 穂

高岳 

平 

14:00 槍ヶ

岳山荘 

15:00 小屋

発 

15:15 槍ヶ

岳 

13:50 涸沢

岳 

14:10 穂高

岳山荘 

10:00 西穂

高岳 

11:00 西穂

独標 

13:30 上高

地 

15 日の槍ヶ岳から穂高岳山荘までの道

が一番気を使い、かなり疲れてしまった。6

月ということで、残雪もまだあり、アイゼ

ンの着脱のタイミングがあるが、それを面

倒くさがらなければ問題なく通過できる。

大キレットは有名なだけあり、かなり危険

箇所であった。さらに北穂直下は、残雪が

多く残り、キックステップを交代して行い

直登した。大キレットだけを警戒していた

が、むしろ北穂から涸沢岳までの道の方が、

残雪が多く残り通過が大変だった。特に、

北穂をでてすぐは夏道が全くでておらず、

冬道というか稜線上を忠実にあるくことで

通過した。ピッケルやアイゼンは岩場では

邪魔になるが時々雪がついているので、し

まう判断が難しい。私自身、岩稜を長時間

歩くことになれてあらず、終始ばててしま

った。 

16 日の奥穂～西穂の稜線の方が心配で

あったが、前日の大キレットの方がよほど

大変で拍子抜けしてしまった。たしかに、

鎖は少なかったが三点支持ができれば全く

問題ない程度であった。天狗沢手前の大き

く下る場所が一か所凍っていてクライムダ

ウンが難しかったが、鎖をしっかり握って

慎重におりれば問題ない。奥穂～西穂間に

はほとんど残雪はなかった。 
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◎7 月 

中央アルプス 木曽駒～越百山 

日程：7 月 19~21 日 

山域：中央アルプス 木曽駒ヶ岳～越百山 

メンバー：○片野亜紀、 

大槻泰彦、郷津未来 

行動記録： 

7 月 19 日 ●のち◎  

7:00 木曽駒 C.C.発 

9:00 六合目 

11:45 玉ノ窪小屋 

12:10 木曽駒ケ岳 

12:40 木曽駒頂上山荘 

7 月 20 日 ◎ 

5:00 木曽駒頂上山荘発 

8:00 檜尾岳 

9:40 熊野沢岳 

11:20 木曽殿山荘 

12:20 空木岳 

13:30 空木岳避難小屋 

7 月 21 日 ◎ 

4:40 空木岳避難小屋発 

6:20 空木岳 

7:00 南駒ケ岳 

9:00 越百山 

11:40 越百山登山口 

13:00 伊奈川ダム 

19 日…忘れ物を取りに帰ったり、登山口探

しに時間がかかったりし、遅めのスタート

となってしまった。すべてリーダーの準備

不足。特に、登山口はカントリークラブの

どの辺からなのか把握しておらず、元スキ

ー場の斜面を登り発見。しかし、車でそこ

までアプローチできたので、少しロスして

しまった。登山コース自体は、今回はじめ

ていく場所であったが、よく整備されてい

て歩きやすい。人も土曜日であるにもかか

わらず、単独の男性に一人あっただけでと

ても静かであった。静かな山歩きが好きな

人には非常におすすめしたい。途中から雨

が降り出し、少しばかり雪もでてきたが、

特に問題もなく歩けた。一年生も体力的に

余裕そうで、しっかり読図しながら歩けて

いて感心した。頂上に着くと、いきなり多

くの人にあった。静かなコースから混雑し

た山頂にでるのは不思議な感覚だ。 

20 日…宝剣岳の鎖場も短いので集中力も

切れることなく無事に通過。そこから空木

岳までの道は気持ちのよい稜線歩き。しか

し、この日はずっとガスがあり景色はそこ

まで見渡すことができない。残念。それで

も順調に歩みを進めて空木岳山頂に到着。

人が多くいた。さらに、中央アルプスは幕

営して位置が木曽駒頂上山荘にしかない。

そのため、テント泊の縦走の場合、空木岳

では避難小屋に泊まることになる。自分等

ははやめに小屋につくことができ、まだそ

のときはそこまで混んでいなかったが、

続々と人がそこに集まり、最終的には超満

員。外にでてみると、テントを張っている

グループも見受けられた。(本当はダメ) 

21 日…南駒ケ岳や仙厓嶺の岩場や鎖場が

心配されたが、三点支持ができれば問題も

なく、スムーズに通過できた。越百山で少

し晴れてくれたので、気持ちがよかった。

登山口は圏外なので、タクシーを呼ぶ際は

越百山山頂でかける必要がある。 

 

南アルプス 甲斐駒ケ岳 

日程:７月２６日～２７日 
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山域:南アルプス 甲斐駒ケ岳黒戸尾

根 

メンバー:L 蒲澤翔（会２）・松橋 華

世（会１）・渡部 優（会１） 

行程:7 月 26 日 

5:30 駒ケ岳神社駐車場出発 

10:00 七丈小屋着 

12:50 甲斐駒ケ岳山頂着 

15:00 六合目岩小屋着 

この日は蒸し暑く、黒戸尾根を登って

いると汗が溢れ出てきた。1 年生も暑

さにやられたのか七丈小屋の手前で

渡部がバテはじめた。水分を摂り、木

陰で長めの一本。集中を切らさぬよう

登り山頂に到着。山頂はガスっていた

が、涼しくて気持ちよかった。ゆっく

り山頂を楽しんで、点場へと歩き出し

た。山頂から点場までは大きな岩が多

く、緊張を強いられたが、二人とも問

題なく通過。点場は思っていたより広

く、テント 7~8 張は張れそうだった。

エッセンが多すぎて味は良かったが

全員苦しみながら食べた。19 時頃就

寝。 

7 月 27 日 

3:00 起床 

4:15 点場発 

8:15 鞍掛山分岐 

9:50 日向山 

12:00 林道 

12:50 駒ケ岳神社駐車場 

歩き始めは若干視界が悪かったが、し

ばらくすると日向八丁尾根が良く見

えるようになった。甲斐駒や鋸岳を見

ながら細い尾根を進んでいった。大岩

山直下では長い鎖場があり、声を掛け

合いながら通過した。樹林の合間から

覗く富士山に興奮しながら日向山を

目指した。日向山の山頂は細かい真砂

でできており、ビーチのようで楽しか

った。ここから下山の尾根を間違えて

しまった。間違えに気付いて方向を修

正しながら林道に出た。そこから 1 時

間ほど歩いて駐車場にもどった。 

反省: 

下山時に尾根を間違えてしまったこ

とが最大の反省。気の緩みからコンパ

スでの確認を怠っていたことが原因。

間違えに気付くのが遅れ、余分に 1 年

生を歩かせる結果となってしまった。

1 年生は岩場や鎖場も慎重に通れてお

り、今後の山行で体力・歩行を磨いて

ほしい。 

 

南アルプス 北岳バットレス 

2014 7/26～28 メンバー 松田、加藤了

（会 3） 

ルート 4 尾根 

 

バットレス、実にいい響きだ。北岳バット
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レスは枯れ木のテラスの崩壊後落石が多い

などあまりいい噂を聞かない。でも、デカ

い壁を登りたい一心で僕らはバットレスに

向かった。 

取付きは左俣を詰める。アイゼンはあった

方が楽。D 沢は容易に発見、バットレス沢、

C 沢、D 沢は２０ｍ感覚で並んでおり C 沢

は流水あり。踏み跡は明瞭。尚、八本歯の

登山道標識から右の雪渓を少し上がり D沢

上部にコンタクトする踏み跡もある。 

2010 年の大崩壊により枯れ木のテラスは

消滅、枯れ木のテラスは 4 尾根上部の C 沢

の上に位置し 4年経った今でも C沢へは絶

えず落石が降り注ぐ。従ってアプローチは

C 沢を避け D 沢からが妥当と考える。また、

崩壊により中央稜へのアプローチは事実上

困難となり、4 尾根最終ピッチのカンテは

消滅し最後は Dガリー奥壁を登ることとな

る。登攀自体は下部岩壁のラインは釈然と

せず Dガリーを詰め脆いバンドを右に行き

森に入る。森からはエイリアンが残置され

たクラックを登りまたトラバースすると顕

著な尾根に合流する。ここまでのルート取

りはセンスが試される。尚、下部岩壁はピ

ラミッドフェースを登ると充実することだ

ろう。ピラッミドフェース 1ｐ目は脆いけ

ど楽しいのでおすすめ。 

4 尾根に入れば岩は堅く快適な登攀が続く。

ただ、バットレス全体の特徴として逆層の

スラブから構成されているので支点はハー

ケンまたは小さなナッツに頼ることが多い。

マッチ箱の懸垂は 10ｍ程だが高度感があ

ってカッコいい。D ガリー奥壁のチムニー

へは崩壊した枯れ木のテラスからリッジを

掴んだ剣稜会のような高度感抜群のトラバ

ース。最後のチムニーが登攀としては少し

難しいが支点はたくさん取れる。終了点か

らはお花畑の中の明瞭な踏み跡を辿り 10

分で登山道と合流、開けた稜線でアルパイ

ンクライミングの醍醐味を全身で実感する

ことが出来た。19P、8.5ｈののんびりした

登攀だった。 

みんなは懸念するけどバットレスはいい所

だった。山頂に突き上げるというシンプル

でカッコいい岩場である。登られる価値は

十分にありみんなにも是非登って欲しい。

また、今回は 1 年縦走の時見上げているだ

けの壁を自分の力で登れて良かった。それ

も、同じく見上げていた了幹と。次は小林

も一緒に山頂に突き上げたいな。 松田 

 

八ヶ岳 １Day 

日程 2014 年 7 月 6 日 1 日間 

山域 八ヶ岳 観音平～編笠山～権現岳～

赤岳～横岳～硫黄岳～天狗岳

～中山～丸山～麦草峠～縞枯

山～北横岳～滝ノ湯川～竜神

橋 

メンバー 北見元(会 3) 

記録 

・7 月 6 日 

  観音平 0:00 起床 0:30 出発～2:00 編笠

山～3:50権現岳～5:40赤岳～6:40横岳

～7:40硫黄岳～8:00夏沢峠～8:40根石

岳～9:00 西天狗岳⇔9:15 東天狗岳～

10:20 中山～11:20 丸山～11:50 麦草峠

～13:00 縞枯山～14:00 三ツ岳～15:00

北横岳～16:30 滝ノ湯川～17:30 竜神

橋 
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   深夜真っ暗のなかをヘッテンで出発

したが権現岳を過ぎてしばらくしてか

らようやく明るくなってきた．そこか

ら道も若干悪くなり，鎖なども出てき

たので時間的にはちょうどよかったと

思う．休憩中こまめに靴を脱いでいた

のでそこまで足は窮屈には感じなかっ

た．計画では蓼科山まで 1 日で登ると

したが，無理はせず自分のペースで歩

いて時間をみて区切りのいいところで

下山することにした．1 日登山の計画

だったが，前日は総会，次の日は平日

講義と余裕がなかったと思う．睡眠時

間もあまり取ることができなかった．

今度本格的に 1 日全山に挑戦するとき

には日程にゆとりをもって万全の状態

で挑みたい． 

 

八ヶ岳 ② 

・日程   平成 26 年 

7 月 12 日（土）～13

日（日） 

・メンバー 菊田水樹

（会 2） 内田祥平（会

2） 

      大槻泰彦

（会 1） 山下耕平（会

1） 渡部優（会 1）         

 

・コース 観音平～編笠山～権現岳～赤

岳～横岳～硫黄岳～根石岳～天狗岳～唐

沢鉱泉 

 

・コースタイム 

1 日目 

3：30  起床 

4：00  観音平発 

5：03  押手川分岐手前 

 6：15  編笠山 

 8：00  権現岳 

 9：24  キレット小屋付近の小ピーク 

 11：00  赤岳 

 12：55  横岳 

 14：10  硫黄岳 

 15：10  オーレン小屋 

 

2 日目 

 4：30  起床 

 6：00  オーレン小屋発 

 6：45  根石岳 

 7：15  東天狗岳 

8：30  黒百合ヒュッテ 

10：05  唐沢鉱泉下山 

 

・詳細 

○1 日目（11 時間行動 晴れのち曇） 

前夜の11日は観音平までタクシーで

入り、観音平で前泊。虫が多かった印象。 

 12 日朝、3：30 に起床して 4：00 出

発。少し薄暗く、最初の 30 分はヘッテン

行動をした。観音平から編笠山までは 2

ピッチほどで到着した。朝のうちは快晴

で、富士山や南アルプス、北アルプスな

ど見渡せた。これから突破する八ヶ岳の

稜線も望めた。編笠山から青年小屋に下

り、再び権現岳への登り返し。団体客が

多く、また一年生の足の調子が悪いため

思ったようにペースが上がらなかった。

青年小屋から 1 ピッチで権現岳の山頂に

立つ。赤岳・阿弥陀岳がキレットを挟ん

でそそり立っている景色は毎回感動する。

権現岳から先はそれまでよりも険しい道
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が続く。キレット小屋を越えて赤岳への

登りに差しかかると途端に浮石が増えた。

神経を使いながら慎重に通過する。この

区間は鎖場が多く出てきて、まだあまり

岩に慣れていない一年生のペースが落ち

る。赤岳山頂に着いたのが 11：00 頃。権

現岳から 2 ピッチの道のりだった。山頂

は人が多かった。赤岳から硫黄岳への銃

走路もかなり人が多く混雑しており、す

れ違いなどで時間がかかった。岩場の通

過に時間がかかるものの、1 年生は岩トレ

の成果なのかクライミング自体は安定し

ていた。3 ピッチかけて赤岳－硫黄岳を縦

走した。この時点で予定していたよりも

時間がかかりすぎており、今回が初の個

人山行である 1 年生もいることも考慮し

て、宿泊地をオーレン小屋としてコース

を変更して赤沢の頭から降りた。1 ピッチ

ほどでオーレン小屋到着。オーレン小屋

は沢山の登山者でにぎわっており、少し

疎外感を感じた。夜エッセンのラタトゥ

ーユ風ドリアが絶品だった。またやりた

い。 

 話し合いで明日の行動は天狗岳を越え

たら黒百合ヒュッテ経由で唐沢鉱泉下山

とすることを決定。 

○2 日目（4 時間行動 曇りのち小雨） 

 2 日目は 4：30 起き、6：00 出発。 

 オーレン小屋から根石岳へ登り、再び

八ヶ岳の稜線に立つ。昨日とはうって変

わってどんよりとした曇り空。根石を越

え、天狗岳の山頂に立つと目的地だった

蓼科山が目の前にそびえていた。再び敗

退。悔しかった。 

 天狗岳から黒百合ヒュッテまでは火山

性の石が累積した道を進む。ところどこ

ろで一年生はスリップしていた。黒百合

ヒュッテではケータイの電波が入ったた

めタクシーを呼ぶ。そこから唐沢鉱泉へ

の下りは一年生に先頭を任せてみた。苔

むしたツルツルの岩だったがさほどバラ

ンスは崩さずスムーズな下山だった。唐

沢鉱泉につく頃には小雨がぱらついてい

た。唐沢鉱泉の前で記念撮影を撮り、タ

クシーに乗って茅野駅にて下車。 

 

八ヶ岳③ 

 

日程：7 月 19~21 日 

メンバー：池田彰祐、城田曜子、松橋華世 

行動記録： 

7/19 

9:20 ロープウェイ山頂駅 10:10 縞枯山山

頂 11:40 麦草ヒュッテ 12:50 高見石小屋

14:40 黒百合ヒュッテ 初日は８割方がガ

スの中であった。麦草ヒュッテあたりで断

続的に小雨が降り出すも、樹林帯のおかげ

でほぼ濡れず。高見石小屋に着く頃、雨が

本降りとなりレインウェアを着用。黒百合

ヒュッテにテントを張ってエッセンをして

いると周囲を約 60 名の団体に囲まれ、張り

綱を蹴られまくる。何よりも縞枯が期待ほ

どではなかったのが残念であった。 

7/20 

4:40 黒百合ヒュッテ発 5;50 天狗岳 7:40 

硫黄岳 9:10 横岳 10:15 地蔵の頭 11:00 行

者小屋 この日もガスが多かった。しかし、

硫黄岳の山頂で視界が大きく開け赤岳、阿

弥陀岳などが美しく見えた。また、硫黄岳

の火口跡は脆そうな岩の崖で迫力があった。

横岳あたりで待ちが発生したが時間にする

と短い。地蔵尾根は金属製の階段が多く、
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濡れている場合の下りには注意を要す。 

7/21 

4:30 行者小屋発 5:30 阿弥陀岳 7:10 赤岳

9:00 キレット小屋 10:45 権現岳 12:10 青

年小屋 12:30 編笠山 15:00 青年・編笠への

分岐 16:10 観音平一晩中、雨が降ったよう

で朝からガスが濃かった。阿弥陀の山頂で

は計ったかのようにガスが消え、近くに赤

岳、遠くには富士が見えた。赤岳は人が多

く、山頂へと抜けるのにかなりの時間を要

した。編笠山の山頂から下界が見え、ハイ

テンションのまま下り始めるが、間違いに

気づき登り返す。分岐を目撃していたが、

広いガレ場で繋がっているだろうと思った

のが間違いであった。リーダーとして重大

な過失であった。 

  

３日間を通して１年生２人には危険箇所を

除くほとんどの工程を先頭で歩いてもらっ

た。後ろから見ていても、歩行も安定し安

心して見ていられた。行動時間が伸びると

やや疲れが見受けられたが、今後の山行や

縦走でなれていくだろう。エッセンなどの

生活技術に関しても特に気になるところも

無かった。 

 

北アルプス 餓鬼岳～大滝山 

日程：7/19(土)～21(月) 

メンバー：前川夏子（会 2）丸藤公史（会 3）

菊地苑、長谷川士門（会 1） 

行動記録 

7/18  白沢登山口にて前夜泊 

 

7/19 

4:00   起床 

5:15   白沢登山口発 

6:20   魚止の滝手前 

7:24   最終水場 

9:13   大凪山手前 

10:27  2235ｍ手前 

12:15  餓鬼岳小屋着 

 

7/20 

2:00   起床 

3:20   餓鬼岳小屋発 

4:57   ケンズリの下り 

6:19   東沢岳手前 

9:23   燕岳 

11:35  2699m 手前 

12:49  大天荘 

14:35  横通岳手前コル 

15:30  常念小屋着 

 

7/21 

2:30   起床 

3:45   常念小屋発 

4:39   常念岳 

5:58   2512m 

7:31   蝶槍 

8:20   蝶ヶ岳ヒュッテ 

9:55   大滝山 

13:15  冷沢登山口着 

 

初日は雨が降ったりやんだり。きれいな沢

沿いを進み、最終水場からはひとり 8L の水

を担ぐ。餓鬼岳小屋手前の百曲りがなかな

か終わらなくてきつい。餓鬼岳小屋に着い

てしばらくすると雨がやんだので、餓鬼岳

をピストン。2 日目、雨は降っていなかっ

たが葉についた朝露で衣服がかなり濡れた。

東沢岳までが思っていた以上に長い。燕岳

の登りに若干雪が残っていたが、大天井岳
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には雪はなかった。去年に引き続き大天井

岳からの展望はガスにため無し。3 日目、

常念岳山頂にて朝日を拝み、晴天のもと気

持ちの良い稜線を歩く。常念の下り足元注

意。大滝山から鍋冠山は最初が急だがその

後の八丁だるみは歩けば着く。コースタイ

ムを 4 時間ほど縮めて冷沢登山口に到着。

行程の長い山行だが、その分やり遂げたと

きの達成感は大きくなる。自分を試したり、

自信をつけるには適した山行だと思う。 

 

北アルプス 笠ヶ岳 

日程：2014 年 7 月 27 日～28 日 

メンバー：L 塩谷晃司 前川夏子(会 2) 菊池

苑 郷津未来 長谷川士門 山下耕平(会 1) 

行程：新穂高～(笠新道)～杓子平～笠ヶ岳～

雷鳥岩～(クリヤ谷)～新穂高 

行動記録 

７月 27 日 

4:30BOX＝6:20 鍋平園地Ⓟ6:40～7:20 新

穂高温泉～8:05 笠新道登山口～11:25 杓子

平～13:00 稜線出合～13:40 抜戸岩～14:10

笠ヶ岳山荘(T.S.) 

 中尾高原と深山荘前の無料駐車場はすで

に満車。予測していた事態ではあったが、

仕方なく鍋平園地に車を停める。新穂高温

泉へ下る道を探すのに苦労したが、ロープ

ウェイの臨時有料Ⓟから入ればよいようだ。

笠新道は急登ではあるが、着々と高度を稼

げる。さほど速いペースではなかったが、

一年生が序盤でバテ始める。体力不足に加

え、暑さによるものと思われる。積極的な

水分・塩分補給、日射を防ぐ対策が必要で

あろう。極端にペースを落とすことなく杓

子平まで進み、そこからはバテた一年生の

ペースに合わせて山荘を目指した。テン場

には雪渓末端付近に水場があり、８月中旬

くらいまで使えるらしい。山荘の裏手のピ

ーク、小笠からみた夕焼けが印象的である。 

7 月 28 日 

3:00 起床～4:05T.S.発～4:30 笠ヶ岳～6:30

クリヤの頭～8:35錫杖沢出合～9:10穴滝～

9:40 クリヤ谷登山口～10:25 鍋平園地Ⓟ 

朝からガス。御来光を山頂で見ることを

諦め、クリヤ谷コースへ。マイナールート

ゆえに上部のガレ場は、かなり石が浮いて

いる。登山道の幅も狭く、濡れたハイマツ

でズボンが濡れる。クリヤの頭を過ぎたあ

たりで、雨が降ってきた。かなり石が滑り

やすく、一年生は何度もコケていた。難所

を通過したあとの油断による転倒が目立っ

た。穴滝付近で猛烈に雨が降り始め、車道

に出てからは雷も鳴り出した。駐車場に着

いた時に雨が上がっていたことが唯一の救

いであった。 

[総括] 

 縦走前最後の個人山行であったが、一年

生の体力と歩行技術において不安を感じた

というのが実感である。今回はペースとし

ては決して速くなかったし、暑さも縦走に

はついて回ること。加えて週末山行の比で

はない重量のザックを背負わなければなら

ない。自分の体力不足について自覚し、危

機感を持たせるというのも今回の目的の一

つであった。歩行技術についての不安は主

に下りで、大きな段差を飛び下りるような

動きが多く見られた。それでは重装備の場

合、膝にかなり負担がかかるし、一気に体

重を前足に移して足を滑らせれば対応する

ことができない。縦走ではしっかりとした

意識を持って、歩行技術を身に付けていっ

てほしい。そして縦走までの約２週間、今
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回の反省から何をしなければならないかを

考え、万全の準備をして縦走に臨んでほし

い。 

 

北アルプス 唐松岳～五竜岳 

日程：7/12(土)・13(日) 

メンバー：前川夏子、蒲澤翔（会 2） 

     植野侃太朗、河村将人、菊地苑、

長谷川士門（会 1） 

行動記録 

7/12 

8:25  ゴンドラ口 

8:55  歩きはじめ 

9:53  小遠見山 

10:58 大遠見山 

13:15 五竜山荘 

13:45 五竜山荘発（ピストン） 

14:45 五竜岳 

15:50 五竜山荘 

 

7/13 

3:00  起床 

4:20  五竜山荘発 

6:22  唐松頂上山荘 

6:45  唐松岳（ピストン） 

7:15  唐松頂上山荘発 

8:35  八方池手前 

10:00 八方駐車場着 

 

八方尾根スキー場 1500m 付近の駐車場に

車を一台停め、白馬五竜スキー場から入山。

昨年の冬に一日かけて登った小遠見山まで

1 ピッチ。ペースもよく順調に進んだ。西

遠見山を過ぎたあたりと丸山ケルンあたり

に雪渓が残っていたためピッケルを装着。

稜線の岩場の通過を慎重に行ったため時間

がかかったが一年生には岩稜歩きの良い練

習になったと思う。八方池より下は下界の

ようだが、雨が降りだし植野の下りのスピ

ードがかなり遅くなった。遠見尾根、八方

尾根ともに景色もよくとても気持ちのいい

尾根で、この時期の一年生には丁度いいコ

ースだと感じた。 

 

北アルプス 錫杖岳 

日程：2014 年 7 月 12~13 日 

山域：北アルプス 錫杖岳 左方カンテ 1

ルンゼ 

メンバー：○片野亜紀、河野卓朗 

行動記録： 

7 月 12 日 

6:00 駐車場発 

8:00 左方カンテと

りつき 

8:30 登攀開始 

13:00 終了点 

13:45 懸垂下降終

了 

15:30 岩小屋着 

7 月 13 日 

7:30 1 ルンゼ登攀

開始 

1 ピッチ目のフォロ

ーの登攀中、雨にな

り敗退。 

8:30 懸垂終了 

 

 

左方カンテでは、全部で 6 ピッチと登攀

した。１．３．５．６ピッチを片野がリー

ド、２．４ピッチを卓朗さんのリードで、

つるべで登攀する。登攀時間は 4 時間半と

コースタイムより大幅におくれた。この原

因は、片野のリードの遅さにある。特に 6

ピッチ目はリードだけで 1 時間近くを要し

た。恐怖心から次の一手がでず、同じ場所

に長い時間いることが多くあり、登るスピ

ードそのものが遅いことが原因だ。ルート

ファインディングにも時間がかかった。登

る前に登るルートをしっかりと見極める力
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が欠如していて、決めていてもそのルート

が難しく結局登れずじまいで、別のルート

をその場で考えていた。あらかじめ 2，3 ル

ート頭のなかでシュミレーションしてから

とりつく必要があった。卓朗さんから「そ

こは右の方がいい」という指示などを登っ

ている最中にうけるなど、ルーファイにか

なりてこずってしまった。アルパインクラ

イミングのリードがはじめてであったが、

天気も良く岩もかわいていて 1 日目は快適

そのものであったはずだ。その中でこのス

ピードの遅さはかなり問題であるので、岩

を恐れずアルパインクライミングから逃げ

ずに、貪欲に経験を積みたいと感じた山行

であった。 

1 ルンゼは、1 ピッチしか登ることができ

なかった。リードは卓朗さん。フォローで

あってもかなり怖く、支点もとれる場所が

少なかった。次登るときは、自信をもって

リードしたい。 

 

北アルプス 槍ヶ岳北鎌尾根&子槍 

中房温泉～大天井～貧乏沢～北鎌沢出会～

北鎌尾根～槍ヶ岳～殺生ヒュッテ～小槍～

槍沢～上高地 

 

メンバー：L 荒川 北見（会３）内田 蒲

沢（会２） 

 

７月１９日（１日目） 曇り時々雨 

６：００ 中房温泉を出発 

９：００ 燕山荘 

１１：３０ 大天荘 

１２：３０ ヒュッテ 雨宿り 

１３：３０ 発 

１４：００ 貧乏沢下りはじめ 

１７：００ 天井沢出合 

１７：３０ 北鎌沢出合 

 

 前泊で中房温泉からスタート。雨が降っ

てきたため大天井ヒュッテで雨宿りさせて

いただく。敗退リミットぎりぎりで雨がや

み、貧乏沢を下る。その貧乏沢が非常に厄

介で、天井沢まで３時間かかってしまった。

原因は雨の直後で草木がぬれて滑りやすく

なっていたこと、シーズン初めで踏み跡が

しっかりしていなかったことが考えられる

が、バリエーションなのでそんなことはあ

る意味当たり前である。もっと安定した歩

行、ルーファイを身につける必要性を感じ

た。下りの途中、急な雪渓が２カ所出てき

た。ピッケル・アイゼンは必須だろう。ま

た、いささかずるがしこいテクニックだが、

木の切り口をルーファイのあてにした。そ

れくらいしか人の気配は感じられず、テー

プはおろか踏み跡すらろくに無いような道

であった。雪渓に埋まっていたのだろうか。 

 北鎌沢出合はテントが何張りか張ってあ

ったため容易に見つけられた。しかし、視

界が悪いと見つけにくいだろう。目安とし

ては天井沢出合から３０分、意外と歩くと

いうのが個人的な印象だ。通り過ぎること

はないと思うので早とちりせずに奥まで粘

ってほしい。水流があるのが北鎌沢だ。出

合から二股は見えなかった。 

 

７月２０日（２日目） 曇り ガス 

４：００ 起床 

５：２０ 出発 

７：１０ 北鎌のコル 

８：４０ 天狗の腰掛 

９：００ 独標手前 
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１２：３０ 北鎌平 

１３：３０ 槍ヶ岳山頂 

１５：３０ 殺生ヒュッテ 

 

 まわりのパーティの中で一番遅い出発。

もっと早くすればよかった。３０分で二股

へ着き、右股をつめる。後ろを見ると沢が

まっすぐ伸びていて気持ちがいい。踏み跡

ははっきりしないがとりあえず上を目指す。

北鎌のコル直下で雪渓がでてくるが巻いて

通れる。コルにはプレートがあるらしいが

見つけられなかった。尾根に乗ってしまえ

ばあとは進むだけ。ガスで視界が悪かった

が、晴れたときに地形をよく見ておいて、

前々からルートを考えながら歩く。一度ル

ートを見失ったがコンパスを見て修正する。

当たり前ながら、時には難しい方のルート

が正解なこともある。山は人間には合わせ

てくれない、と自分に言い聞かせる。後半

は右側からトラバース後に直上というルー

トを採ることが多かったように思う。どれ

が正解かはよく分からないが、次は強引に

でも稜上を通してみたいと思う。「穂先は近

い」というプレートを見て１級ほどのクラ

イミングを１５分ほどすると有名な大槍直

下のチムニーの前に出た。これは側壁をロ

ープなしで登ったが、落ちたリスクを考え

るとロープを出した方が良かったように思

える。穂先が近いので、イケイケというか、

気が抜けていたと思う。反省である。チム

ニーを登るとすぐに穂先だ。穂先には人が

途切れることなく上がってきていた。もち

ろん槍ヶ岳山荘のテン場は使えず、殺生ヒ

ュッテにテントを張る。 

 

※殺生ヒュッテの雪渓を溶かして水を作っ

た 

※北鎌尾根には CMC のベテランパーティ

とガイドパーティがおり、直接的には助け

られていないが、ルーファイや雑談など、

安心させられてしまった点は否めない。は

たして我々のパーティのみだった場合通す

ことができただろうか。不安定な天候、視

界不良、不安な要素は多分にあったように

思う。 

 

７月２１日（３日目） 快晴 

 

５：３０ 肩の小屋 

６：００ 小槍と孫槍のコルからとりつき 

７：１５ 全員小槍の上へ 

８：３０ 肩の小屋 

１２：１５ 横尾 

１４：３０ 上高地 

 

 前情報通り大槍のコルからガレ場を下っ

ていく。大槍のコルは登山道が一度裏側に

入り、左側にガレ場が続いている場所で、

小屋から７分くらいで着く。一見無理そう

なガレ場を間隔をあけて下り、ほどなくし

て岩のバンドをトラバースする。コルから

１５分くらいで小槍の目の前だ。ちなみに

「小槍」は「子槍」と表現される場合もあ

り、どちらが正しいかは謎。孫槍、曾孫な

どもネットを見るとぐちゃぐちゃである。

小槍の目の前に着いたが、今回は小槍と孫

槍のコルからクライミングするので２級ほ

どの簡単な岩を１５ｍ登り、そこでザイル

をほぐす。クライミングは２ピッチだった

が１ピッチ目は１５ｍ、２ピッチ目は２５

ｍほどだったので１ピッチでも行けると思

う。簡単との話だったが高度感ともろさか
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らか難しく感じた。４級くらいか。ハーケ

ンは抜けるわ岩は動くわで快適とは言い難

いが、あの小槍を登っている快感は特別な

ものであった。特に問題なく全員登り切り、

頂上でゆっくりして懸垂下降１ピッチで孫

槍とのコルへ。その後は来た道を戻り、上

高地に向かうだけなので割愛。 

 

※２日目に肩の小屋付近にザイルとガチャ

をデポと分かるように置いておいたら移動

されていた。デポは控えた方が無難か。 

 

北アルプス  

栂海新道（白馬岳～朝日岳） 

日程 7/19～20 

行程 猿倉～白馬尻～白馬岳～雪倉避難小

屋 

   ～朝日岳～蓮華温泉（エスケープ） 

メンバー L 加藤 菊田（会 2） 

植野 河村 渡部（会 1） 

行動記録 

7/19（土） 

6:16 猿倉荘 発 

8:05 白馬尻小屋 

10:50 白馬岳頂上宿舎 

12:05 白馬岳 

13:45 雪倉避難小屋 T.S 

台風の接近に伴い朝から小雨が降っていた。

それでも大雪渓は人が多く蟻の行列状態。

頂上宿舎までゆっくり登った。1 年生は蹴

り込みが甘く度々滑り落ちる。うるさく言

い続ければ良くなるがなかなか意識が続か

ない様子だった。何度も滑ったことで蹴り

込みの重要性を感じてくれたと思う。白馬

岳山頂に着くころには風が強くなりガスも

より濃くなっていた。白馬岳から先は平坦

で広い地形が続き 1 年生も交えて現在地や

進路を話し合った。こういった場面ですぐ

に地形図を出せない者がいるので、地形図

を見ながら行動する姿勢を身に着けさせな

ければと思った。大雪渓の登りで時間をく

ったがこの日はコースタイムより早く避難

小屋に到着することができた。今回宿泊地

としてこの雪倉避難小屋を利用した。しか

し何の不調もなく外で幕営できる状況の私

たちは、小屋を利用してよい立場ではなか

ったと反省する。避難小屋にて管理者の方

にお会いし、はなから避難小屋を利用する

気の山行計画についてお叱りを受けた。私

たちが我が物顔で避難小屋に居ては本当に

苦しい状態で避難してきた方に迷惑がかか

る。この雪倉避難小屋に限らず避難小屋の

利用について今一度考えを改めるべきと思

った。 

 

7/20（日） 

2:30 起床 

4:00 T.S 発 

4:38 雪倉岳 

8:05 朝日岳 

9:08 加藤 捻挫 

12:12 吹上のコル 

18:30 蓮華温泉（下山口） 

夜通し風は強く雷鳴も聞こえていたが出発

するころには雨はやみ風だけが残った。日

の出前に避難小屋を発ち雪倉岳山頂にて日

の出を迎えた。朝一のピッチで渡部が息を

切らしていたが雪倉岳までしっかりついて

きた。ただ 1 年生同士で励まし合う様子が

全くなく心配になる。その後の朝日岳への

登り返しでは滑りだしたら止まらないよう

な雪渓のトラバースが続いた。朝日岳頂上

に着いた頃にはガスがかかり風も強く寒か

った。 

 
あとは日本海まで下るばかり。朝日岳を下

り最終エスケープの分岐となる吹上のコル

を越えたところで私 加藤が足を捻った。

雨で濡れ滑りやすいみちで注意が足りなか
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ったという反省もあるが、今回は山行リー

ダーとして怪我をした本人として事故後の

対応に反省が残った。まず事故後エスケー

プを決定するまでの判断が遅かった。事故

直後は痛みをあまり感じなかったため足首

にテーピングをして歩き続けた。しかし 10

分もしないうちに痛みが増し隊から遅れた。

予備日を使っても日本海に抜けることがで

きるペースではないと判断しエスケープを

決めた。山行を最後まで完成させたいとい

う甘えが判断の遅さに繋がってしまった。

自分の怪我の状態をもっと客観的に判断す

るべきだった。さらに今回のエスケープル

ートは事故現場から下山口までコースタイ

ムにして 5 時間強という長さだったにも拘

らず、安易に下山を開始してしまった。最

悪足の状態が悪化し動けなくなったかもし

れない。上で 1 泊して足の様子をみるなど

の判断もあったかもしれない。 

 

反省 

事故など不測の事態に対応できるだけの知

識と経験が足りないと感じた。医療具関係

を必要となった時最大限活かせる知識が必

要だ。特にテーピングや三角巾など応用の

幅が広いものについてもっと勉強しなけれ

ばと思う。 

 

北アルプス 白馬三山 

 

日程 7/12～13 

行程 猿倉～白馬鑓ヶ岳～杓子岳～白馬岳 

   ～猿倉 

メンバー L 加藤 城田 松橋 

行動記録 

7/11（金） 

猿倉にて前夜泊。晩御飯、目星を付けてい

た食堂は休業中。結局デリシア飯に。 

7/12（土） 

5:30 起床 

6:14 猿倉荘 発 

7:27 松橋の熱中症の症状が現れる。少し

休息をとり様子を見る。 

10:38 鑓温泉 

13:47 白馬鑓ヶ岳山頂 

15:08 杓子岳山頂 

16:12 頂上宿舎 着 

朝エブリィの中で目覚めた。1 年生ふたり

の起床一発目の言葉は「寒かった」だった。

言ってくれたら暖房でも何でもつけたのに。

ちなみに私は汗ダラッダラで眠れなかった。

自分の「暑がり」も度を越えてきた。もっ

と気を利かせられる人間にならねば。 

猿倉荘には人がわんさかいた。しかし鑓温

泉行きか大雪渓行きかで分かれる分岐を過

ぎるとまわりに人は殆どいなくなった。朝

一のピッチで小日向のコルを目指す。しか

し小日向のコルを目前にして松橋が「目の

前がチカチカする」と訴える。症状は頭痛

と吐き気。この日は朝から快晴で気温が高

く熱中症を疑った。とりあえず松橋を日陰

に座らせる。スポーツ飲料（粉末）を飲ん

で休息をとった。その後 15 分ほど休んで症

状が回復したので行動を開始した 

小日向のコルを過ぎ杓子沢を横切ると雪渓

上に無数の落石が転がる落石沢にぶつかっ

た。強く言わずとも 1 年生ふたりが沢の上

に目を向けながら歩く、おっかないトラバ

ースだった。加えて私がルーファイミスを

してしまう。安易に先を行く登山者の後を

追い、登山道を見失ってしまった。危険な

落石地帯に長居したのは反省だ。 

鑓温泉を過ぎるとこの日一番の急登にさし

かかった。鎖場や岩場が続いた。急登を終

えて稜線に出るとサウナのような蒸し蒸し

状態から一変、強風に寒ささえ感じた。涼

しさのおかげか稜線上の眺望のおかげか 1

年生のペースが上がり、白馬鑓ヶ岳頂上を

踏んだ。景色が良い。1 年生も満足気で何

より。 

つづいて杓子岳を登る。ざれた登山道に 1

年生は「靴ズレが…」「戻される～」奮闘し

ていた。杓子岳頂上にて頂上宿舎までの道

のりの長さを目の当たりにする。遠いし、

もひとつピークあるし…でも歩く。 
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16 時過ぎ、本日の幕営地頂上宿舎に到着。

テン場はすでに他の方々のテントでいっぱ

いだった。風はまだ強かった。テントを張

る良い練習になったかな。晩御飯は麻婆茄

子（丸美屋の鶏そぼろ入りタレ）と混ぜご

飯という既製品ありがたやエッセンで済ま

せる。この手抜きエッセン、城田が真似し

ないことを願いたい。 

7/13（日） 

5:00 起床 

6:07 頂上宿舎 発 

6:33 白馬岳山頂 

7:18 頂上宿舎（テント撤収） 

10:21 白馬尻小屋 

11:22 猿倉荘 

10 時間睡眠。長すぎて 3 人とも 3 時からず

っと起きていたことが判明。 

白馬岳山頂は人でごった返していた。高曇

りではあるが景色は良かった。「三山全部歩

きましたね～」しみじみ。 

電光石火のごとく大雪渓を下り猿倉へ下山

した。 

反省 

メンバーの体調不良時に備え知識を付ける

必要がある。今回は症状が軽く「水飲んで

休ませる」という誰でも思いつくような対

処でどうにかなったが、毎度そうはいかな

い。全てと言わずも、なるだけ多くの症状

に対応できる必要がある。今の私は知識が

少なすぎる。医療面の勉強をしておこう。 

 

神崎川 

山域：神崎川流域 赤坂谷、神崎川本谷 

日程：7/19～20 

メンバー：松田浩和（会３）、加藤了幹（会

３）、塩谷晃司（会２） 

 

１日目 赤坂谷出合 9:00～広河原前

11:30～神崎川出合 12:00～林道終点 15:00 

 

神崎川林道は平成 25年からゲートが設

置されており、一般車両の進入が制限され

ていた。45分ほどの林道ピッチを追加する

ことになる。全体的に特に難しいところは

なく進んでいく。高度感のある滝を越え、

その後は C・S滝を岩の間をくぐって越える

と赤木沢のような渓相となってくる。そし

て、枝沢から地形図的にややこしい緩傾斜

地帯を越えて下降路のツメカリ沢を目指す。

ケルンのある枝沢から入り尾根に乗るも、

下降ラインの枝沢の入り口は半信半疑、踏

み跡や赤テープがあるが予想以上に長い。

途中でこれは予定のラインを外しているこ

とに気づくが、地形と方位から本流にコン

タクトすると考えてそのまま降り切る。本

流では、キャニオニングツアーの一行と遭

遇。しばらく、自分たちもその場で時間を

とって思い思いに過ごすが、突然の雷と豪

雨のため撤退した。 

 

２日目 9:45神崎川本谷入渓～13:00天狗

滝～3:45ヒロ沢出合～16:00～林道 

 

神崎川本谷は、最初からいきなりゴルジ

ュと滝が出現する。右から簡単に歩いて巻

くことが出来るが、激流を越えた先の左壁

を上ることを決定し、フローティングザイ

ルをつけて挑む。激流や壁はそれぞれ苦戦

があるものの、塩谷が激流を突破し、松田

が壁を越えていく。壁は傾斜がありホール
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ドもあまり良くないが一発で越え、荷揚げ

もして一時間ほどかけて無事に越えた。 

50ｍ以上の泳ぎを越え、単調な河原歩き

をしばらくこなすと天狗滝に到着する。小

規模ながら水量は多い。右岸に巻き道があ

り、直登ルートは左壁の 5.9程の被り気味

の壁にカムを決めながら登るか、滝壺まで

へつり滝を潜り抜けて裏から右に抜けるル

ートが見え、今回は滝裏のルートを選択し

た。激流に逆らって壁を登り、１分の１シ

ステムでザックを引き上げる。ヒロ沢出合

には予定通りに到着し、渡渉のザイルワー

ク等を確認。下降は、基本的に川に流され

ながら快適に下り、林道へと戻った。 

 

今回は上の廊下へいくパーティとして、ま

た自身初の沢登りということで、緊張感や

期待感の大きい山行であった。沢慣れして

いる２人には易しい沢のようだったが、滝

登りや河原歩きなど、普段の山行と一味も

二味も異なる印象を持った。個人的には足

りないものも見えて、自然の奥深さを知る

ことができ、有意義なものとなった。 

全体の反省として、１日目の下降では、

地形図を読み間違えたことが大きい。もと

もと地形がわかりにくいことはわかってい

たが、予想以上に里山の読図が難しいこと

を感じたし、高度な読図能力の必要性が認

識できた。また、今回ライフジャケットを

各自持参していったが、その有無で当然な

がら沢の難易度は大きく変化する。もしも

の心配はなくなるが、困難を消滅させ怠惰

や油断を生む可能性は否めない。もちろん

自分たちが気をつけることにこしたことは

ないが、自分たちの判断や技術を最大限生

かせるような準備をしていきたい。 

 

奥美濃 川浦谷 

山域：奥美濃 川浦谷本谷 

日程：7/21 

メンバー：松田浩和（会３）、加藤了幹（会

３）、塩谷晃司（会２） 

 

川浦本谷には、川浦キャンプ場から入渓

するが、そこの管理人の方に話を聞くと、

いつもより 10cmほど水量が多いとのこと。

キャンプ場に行く前に、橋の上から見た水

量を見ればそれもうなずける。全員が底知

れない不安を感じながら黙々と準備をして、

出発。はじめから、流れのある川の中を泳

いでいく。途中の河原で出会った釣り人に

聞くと、水の多さは 10cmなんてものではな

いとも言われた。あらためて川の恐ろしさ

を確認し、さらに進んでいくと海の溝谷出

会付近に到着。右岸の岩から見下ろすと、

水量が怒涛のように流れ落ちて白泡が立っ

ている。魚が必死に滝を登ろうとするが、

揉まれているのが見える。ルートとしては、

右岸をたどるしかなさそうだが、水に流さ

れて落ちてしまえば、あの魚と同じ様にな

ることは目に見えている。未練はあったが、

荒々しい川浦谷の表情を前に撤退を決定し

た。下降はただただ流れに身を任せる。泳

いだ時間がうそのように、すぐキャンプ場

に到着した。 

今回は、増水によって川が見せる恐ろし

さを目の当たりにした。変化する水の形が、

山道を行くように易しくないということを

思い知らされた一日であった。判断として

は妥当なものだったが、それでも未練は残

る。しかし、挑戦の甲斐ある沢のひとつだ
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ということを実感できたことは意義のある

ものであった。 

 

◎8月 

沢上谷 

日程：2014 年 8 月 3 日 

メンバー：◎松田 片野（会 3） 塩谷 蒲澤

（会 2） 山下 渡部 華世 曜子 河村 大槻

（会 1） 

行程： 

ついに来ました 1 年生との個人山行！予

想していた林道アプローチは入渓点まで車

で入ることができ１時間のタイムセーブ。

ただ、入渓点は電波が入らないのでご注意

を！ 

 今回はナメの美渓と知られるそうれ谷を

支流の滝にお邪魔して歩こうという計画。

こんな感じでわいわいと遡上します。沢が

初めてのメンバーも多く入渓するやすぐに

予想通りのテンション。 

入渓からすぐの右岸、五郎七郎の滝に行

く。踏み跡有。10 分ほどで到着。本流に戻

って、しばらく歩きまた寄り道、次は岩洞

滝を目指します。ど迫力の滝に一同感激。

しかし、崩落地帯なので長い滞在は危険。 

次にでてくるのは本流の箕谷大滝。巻き

道は左岸に明瞭です。右岸から小さく巻く

ことも出来そうでしたが大人数では現実的

じゃないので素直に左岸から大きく巻きま

しょう。しばらく斜面を尾根めざし登った

ら赤テープがあり立派なトラバース道があ

ります。そして、FIX ロープがある急な踏

み跡を降りると滝の落ち口に出ます。 

美しいナメも細くなり沢も終わりを告げ

ます。今回は沢登りというか沢歩きでした。

遡行時間も４時間程と寄り道をしてても短

かったです。でも、沢上谷はその美しく続

くナメと時折見せる豪快さで本当に楽しま

せてくれました。こんな渓相を作った水の

流れと岩の質の出合に感謝です。 

 

南木曽 柿其川 

山域：南木曽柿其川流域 柿其川本谷 岩

倉川本谷 

日程：8/6～7 

メンバー：松田浩和（会３）、加藤了幹（会

３）、塩谷晃司（会２） 

 

１日目 柿其川本谷 

 

遊歩道を歩き続けると、大きな牛ヶ滝が

見えてくる。滝の上から沢に入り、柿其川

が始まる。柿其川は基本的に泳ぎが続く沢

だが、いくつかの滝が現れる。もっとも緊

張を強いられたのは、霧が滝である。この

滝は巻いていくのが一般的だが、今回は松

田のリードで壁を直登していく。草つきの

壁は全体的にもろく、だましだまし草や木

をつかみながら登っていく。核心は最後の

トラバースで、距離は長くはないが、慎重

になる部分であった。長い泳ぎを終え、林

道に上がり沢は終了した。 

個人的な反省として、霧ヶ滝のトラバー

スの際に足場を崩してテンションしてしま

った。フォローだったので怪我はなかった

が、安定した岩の登攀とは異なる、それこ

そ本当のアルパインクライミングを経験し

たように感じた。 

 

２日目 岩倉川本谷 
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 岩倉川は、柿其川とは趣を異にし、滝の

連続した川である。全体的に滝の難易度は

高くはないが、今回の自分のように滝登り

に不慣れな人間にとっては、登り甲斐のあ

る沢であった。途中、自分と塩谷が１本ず

つリードで滝を登り、ほかの滝はすべてノ

ーザイルで、登った。登っていくとだんだ

んと水量が少なくなっていき、沢自体は３

時間ほどで登りきった。そこから伐採林を

あがっていくと、林道に出る。この林道が

かなり長く、結局、出発したゲートまで２

時間ほどかかった。途中クマの親子に遭遇

して驚いたが、あちらから逃げてくれたの

で、事なきを得た。 

 

今回は、技術的に求められるものがまっ

たく異なる沢を、２日間で行くことができ

た。それぞれの得手不得手や、自身の課題

が明確に現れたように感じる。沢靴や濡れ

た岩、岩とび、水の勢いに徐々に慣れてい

ってはいるが、短い期間で準備を怠っては

いけない。上の廊下を１ヵ月後に控え、そ

れぞれが良い準備をしていきたい。 

 

北アルプス 縦走① 

●日時   2014 年 8 月 6 日～8 月 17

日 

 

●メンバー 菊田水樹（会 2） 郷津未来

（会 1） 

 

●山域   北アルプス 

 

●ルート  栂池高原～白馬岳～祖母谷

温泉～欅平～阿曽原温泉～池の平～剣沢

～雷鳥平～立山～五色ヶ原～スゴ乗越～

薬師岳～北ノ俣岳～黒部五郎岳～三俣蓮

華岳～ 

            双六岳～鏡平～新穂高温泉 

 

●詳細（TL、行動記録） 

 

【1 日目】 曇/雨 

 

7：45  ロープウェイ終点 

8：50  天狗原 

10：35  大池山荘 

12：35  小蓮華岳 

14：00  白馬岳 

14：30  頂上山荘 

  

8/6 

 

前日 5 日に白馬駅にて前泊。翌日、6：00

発のバスに乗り、栂池ロープウェイの起

点まで行く。 

ゴンドラ、ロープウェイと乗り継ぎ、7：

45 に登山開始。 

道は整備されており特に険しい道ではな

かったが、初日の 40kg 越えのザックのた

め登るペースは上がらなかった。 

出発から 2 時間ほどで平らな乗鞍岳山頂

に到着。 

それまで視界を覆っていたガスがスーッ

と晴れ、白馬大池が足元に見下ろせた。 

岩が累々と重なった道を歩いていくと、

大池山荘に到着。この小屋は池を見渡せ

る湖岸に建っていて、あたりは高山植物

の群生が咲き乱れていた。 

大池湖畔で休んだ後、小蓮華岳への登り

にとりかかる。 

緩やかな傾斜の道を登っていくと、山荘
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から 2 時間ほどで小蓮華のピークにたど

り着いた。 

大池ではガスが晴れて景色が見られたも

のの、稜線に乗ってからはガスが晴れる

ことはなくアルプスの景色は拝めなかっ

た。 

小蓮華岳からは、空も地面もホワイトの

なか白馬岳山頂を目指して登っていく。 

白馬岳の稜線は白い砂礫で、さすが「白」

馬岳と呼ばれるだけのことはある。栂池

を出発してから 6 時間ほどで、標高

2932m の白馬岳に登頂。 

小雨が降っており眺望は得られなかった

が、この縦走での初ピークだったので郷

津と二人でバンザイした。 

山頂から 30 分ほど下ってこの日の宿泊

地である頂上山荘に到着。 

その日の夜は鶏と卵を使った親子丼。ぺ

ミカンのラードが少し足りなくて若干焦

げ気味になってしまったが、なかなか美

味しかった。 

 

【2 日目】 晴→雨 

 

3：30  起床 

4：35  出発 

6：40  清水岳 

8：50  不帰岳避難小屋 

14：15  清水尾根登山口 

14：40  祖母谷温泉 

 

8/7 

 

3：30 に起床し、薄暗いなかテントを撤

収。 

頂上山荘を発つころは稜線はガスに覆わ

れていたが、旭岳のトラバースの最中に

雲が切れて景色が見渡せるようになった。 

五竜岳、鹿島槍ヶ岳など後立山の稜線や、

これから越えていく立山連峰の険しい山

容に気分が上がった。 

なだらかな清水岳の頂に立ったのが出発

からおよそ 2 時間後の六時半。 

ここから不帰岳避難小屋への尾根の下り

では、色とりどりの高山植物が綺麗だっ

た。 

草原の道がまっすぐ立山の方面に続いて

いるような錯覚になり、つかの間のアル

プス大展望を味わった。 

2000m 付近まで下ると森林帯のなかへ突

入し、展望がなくなった。 

不帰岳避難小屋で休憩し、ここから祖母

谷温泉へ延々山肌をトラバースしながら

下っていくという長い長い下山となった。 

途中道が未整備の箇所を通過し、徐々に

体力が消耗されていく。 

あまりの長い下りで気力が削がれていき、

歩くペースがかなり遅くなってしまった。 

また突然激しい雨が降ってきて、地面が

とても滑りやすくなった。 

長い下りで注意力が散漫になっていたの

で、先頭を歩いていた自分が濡れた岩で

スリップしてしまい、斜面を 2m ほど滑

落してしまった。 

避難小屋から 5 時間半で登山口である林

道終点に到着した。 

このころにはメンバー両名ともに足取り

はたどたどしく、本来のコースタイムよ

りも 2 時間遅れての下山となった。 

登山口から林道を少し下っていくと険し

い谷間に建つ祖母谷温泉にたどり着く。 

キャンプ場のすぐ横には露天風呂が湧い
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ていたが金銭的に不安だったので、この

日は我慢して入浴はしなかった。 

その夜のエッセンはキャベツたっぷりの

ホイコーロー。 

郷津がぺミカンに塩コショウを大量に入

れすぎたために完成したホイコーローは

とても塩辛かった。 

それでも疲れていたので美味しく全部食

べきった。 

 

【3 日目】 曇/雨 

 

4：30  起床 

5：35  出発 

6：50  水平歩道分岐 

8：05  蜆谷 

9：25  志合谷 

10：35  折尾谷 

12：10  阿曽原温泉 

 

8/8 

 

この日は下界に一時下山という印象だっ

た。 

祖母谷温泉から出発し、祖母谷の険しい

山肌を縫うように欅平へ向かい林道を歩

いていく。 

欅平に着くと、水平歩道への入り口に工

事中のロープが張られていたが、登山者

は自己責任で通過してくださいとのこと

が書いてあったので入山することにした。 

あとで阿曽原温泉の人に聞くと、工事は

だいぶ前に終わっていたとのことだった。

だったらロープ外せよ。 

欅平から水平歩道分岐点まではつづら折

りの急な登りが続いた。 

急坂に息を切らせながら登ると、後立

山・不帰剣が望める分岐点の台地に着い

た。 

そこからは黒部峡谷の V 字谷を延々と水

平に進んでいく道となった。 

岩をくり抜いて作ったというような道で、

屋根のようにとび出た岩角が時々ザック

に当たってヒヤヒヤした。 

雨は降ったり止んだりだったが、谷の対

岸に奥鐘山西壁の威容や深い黒部の谷を

見ながら進んでいったので飽きはしなか

った。 

志合谷出合では、200m ほどの歩行用トン

ネルが出てきてヘッテンを出して通過し

た。 

トンネル内は明かりを消せばまったくの

暗闇で、なおかつ背をかがめないと歩け

ないくらい天井が低かった。 

水平歩道が始まってから 5 時間歩いくと

その日の目的地である阿曽原温泉の建物

が樹林のあいだに見えた。 

そこから急坂を少し下ってだいたい正午

ちょうどに阿曽原温泉に到着。 

行動時間は短かったが、前日の疲れや

延々と平らな道を 10km ほど歩いたとい

うこともあって疲労は割合あった。 

この日は阿曽原の温泉に使って 3 日分の

汗を流した。 

雨が降っていたということもあり温泉は

ぬるい感じがしたが、湯量は十分にあっ

て肩まで水に浸かれたので気持ちよかっ

た。 

 

【4 日目】雨 

 

3：30  起床 
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4：40  出発 

5：50  仙人谷ダム 

9：30  仙人温泉小屋 

12：30  仙人池ヒュッテ 

13：20  池の平小屋 

 

8/9 

 

この日は 3：00 に起床するつもりが 30

分ほど寝坊してしまった。 

雨が降るなかテントを撤収し、阿曽原温

泉を 4：40 に出発した。 

短い登り下りを終えると、山奥の谷間の

平地に突然関西電力の宿舎がでてきた。 

そこからまたトンネル内を通過する。 

トンネルの中は分かれ道が何箇所か出て

きたり、トロッコ用の線路が交差したり

していて迷宮のような道だった。 

ここで郷津が一言「なんか日本じゃない

みたいですね」 

入山時に登った白馬岳は人でにぎわって

いたので、同じ北アでもここは特別に秘

境のおもむきがあった。 

トンネルから出て仙人谷ダムのほとりで

休憩。 

仙人谷を渡り、雲切新道の起点となる急

な尾根に取りついた。 

尾根はずっと急な登りの連続で、登りが

緩やかになる 1629mのピークまで 3時間

ほど登り続けた。 

急なのぼりを終え、山肌を下り気味にト

ラバースしていくと噴煙が立ち上る仙人

温泉に到着した。 

仙人温泉から先では、雪渓の登りとなっ

たので今まで使われなかったピッケルを

装着した。 

雪渓はところどころ崩壊していて、その

度巻き道に回りこんで通過した。 

雪渓の上部のほうでは、大雨の影響のせ

いか巻き道が土砂に埋まっている箇所が

あったので、雪渓の対岸に渡ってそこの

岩場を通過することにした。 

岩場は雨でツルツルになっており、自分

は問題なく通過できたが郷津がそこでス

リップしてしまい、2m ほど滑落してしま

った。 

幸い目立った怪我などはしていなかった。 

岩慣れしていない 1 年生には若干難しい

箇所だったので、荷物を置かせて空身で

登らせて、あとで自分がクライムダウン

で下って回収するようにすればよかった。 

そこからしばらくすると雪渓が途切れ、

普通の山道を 1 時間ほど登っていくと仙

人池ヒュッテにたどりついた。 

小屋の中で少し休ませていただいたあと

池の平に向かい、ヒュッテから 50 分ほど

で池の平山と仙人山のコルに建つ池の平

小屋に到着した。 

 

【5 日目】 曇/雨 

 

8/10 

 

台風11号が日本に最接近するということ

でこの日は沈殿。 

夜からは強風が吹いてテントのポールが

折れはしないかとかひやひやした。 

夜エッセンは予備のため飯だけだったが、

持ってきた焼き鳥の缶詰と乾物を投入し

て炊き込みご飯風にしたのでそこそこ美

味しかった。 
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【6 日目】 曇/雨 

 

5：40  出発 

8：05  南股出合 

9：10  真砂沢ロッジ 

9：55  長次郎谷出合 

11：45  剣沢キャンプ場 

 

8/11 

 

台風の影響で前日の晩に大雨が降り、深

夜 0 時ごろに目覚めるとテントの床が浸

水していた。 

シュラフや生活用具が水に浸り、そのま

ま寝ずに夜が明けるのを待った。 

台風 11 号は日本から遠ざかり、天気は回

復傾向の予想だったのでこの日は出発す

ることにした。 

しかし、3 時半ごろにテントを撤収したも

のの雨風が強かったので、一時池の平小

屋の乾燥室に退避して状況の経過を待つ

ことにした。 

すると小屋主さんが小屋のなかに招いて

くれてお味噌汁やコーヒーを振舞ってく

ださった。 

完全に明るくなり、雨風も明け方に比べ

たら弱まったようので出発することにし

た。 

5 時 40 分に、小屋主さんたちにお礼を述

べつつ池の平を出発。 

仙人峠から剣沢方面にむかって尾根を下

っていくこと一時間半で近藤岩付近の二

股に下った。 

雨は降ったり止んだり断続的で、行動す

るには特に問題なかった。 

二股からは河原沿いに走る登山道を、上

流にむかってひたすら登っていった。 

途中、河原の巻き道を見逃してしまい、

無駄な渡渉を数回繰り返すということを

して時間をロスしてしまった。 

剣沢の登りがはじまって一時間半ほどで

真砂沢ロッジに到着した。 

真砂沢ロッジから先はひたすら雪渓を登

った。 

剣岳にはガスがかかっていて、長次郎谷

や平蔵谷は上まで見通すことができなか

った。 

武蔵谷出合を過ぎたあたりから雪渓から

外れて登山道を登り、最後につづらの急

登を 30 分ほど上がると剣沢ロッジに到

着した。 

行程ではそのまま別山乗越を越えて雷鳥

平に下る予定だったが、台風の影響が残

っていて雨はないが風が強かったので、

この日は剣沢キャンプ場に泊まることに

した。 

この日のエッセンのトマトソーススパゲ

ティはわりと美味しく、郷津の受けもよ

かったので満足。 

シュラフが濡れていてとても寝られる代

物ではなかったので、防寒着を着込んで

シュラフカバーに体を突っ込んで寝た。

寒かった。 

 

【7 日目】 曇/雨→晴 

 

3：00  起床 

4：30  出発 

5：55  雷鳥平 

8：20  富士ノ折立 

9：45  一ノ越 

12：05  獅子岳 
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13：30  五色ヶ原 

 

8/12 

 

あいかわらず台風の影響が残っていて、

その晩も風が強かった。 

この日は出発までに 1 時間半もかかって

しまった。 

剣沢から別山乗越、雷鳥平までは眺めの

１ピッチで、おおよそ 1 時間半でたどり

着いた。 

雷鳥平 2200m から、立山 3000m への急

な登り返しがはじまる。 

立山稜線から室堂へと延びている大走と

いう急峻な尾根にとりつき、立山のピー

クのひとつである富士ノ折立に 2 時間半

かけて登頂した。 

別山乗越から立山に直接稜線伝いに向か

うようにすれば、雷鳥平にいったん下っ

てその分大走を登り返すという手間が省

けた。 

悪天候などで剣沢に宿泊した場合にこの

ように記載しておけばよかったと、大走

の急登を上りながら反省した。 

立山の稜線は 3000m を越えており、岩が

ゴツゴツの岩稜帯だったが、道自体は平

坦で特に困難な箇所はなかった。 

稜線からは室堂や剣岳方面、また後立山

連峰の景色がみごとだった。 

立山縦走中に、それまで止んでいた雨が

再び降り出し、横殴りの雨に打たれなが

ら主峰・雄山を通過した。 

雄山から一ノ越間は登山客や観光客が立

山山頂を目指して列をなしており、いち

いち道を譲る動作が面倒になるほどだっ

た。 

一ノ越から先は立山での喧騒が嘘だった

かのように人影がまばらになり、スムー

ズに通過することができた。 

獅子岳からザラ峠への急な長い下りで郷

津が足裏の痛みをうったえ、若干ペース

を落としつつ歩行した。 

五色ヶ原への登りで雲が切れ晴れ間が見

えるようになった。 

五色ヶ原は一面お花畑の気持ちのいい場

所で、キャンプ場について少しすると青

空が広がった。 

4 日ぶりの太陽に感謝を述べつつ、前日ま

での雨で濡れた登山用具を乾かした。 

五色ヶ原のテン場からは北アルプスの山

並みが一望でき、これから目指す薬師、

黒部五郎、槍ヶ岳なども見ることができ

た。 

 

【8 日目】 晴→曇 

 

3：30  起床 

4：40  出発 

5：40  鳶岳 

7：00  越中沢岳 

8：15  スゴの頭 

9：35  スゴ乗越小屋 

10：55  間山 

13：40  薬師岳 

15：10  薬師小屋 

16：30  薬師峠 

 

8/13 

 

この日は二度目の寝坊してしまい、出発

が遅れてしまった。 

今までの人は違い、この日の朝は快晴で



79 

 

朝日を浴びながら五色ヶ原を出発した。 

越中沢岳までは、高原の緩やかな勾配の

道をひたすら南を目指して縦走した。 

越中沢岳－スゴ乗越の区間は勾配が急で、

道も岩が少し露出していたので慎重に通

過した。 

スゴ乗越小屋に着いたのが 9時半ほどで、

目標にしていた 10：00 までにたどり着く

ことができたのでこのまま薬師岳を越え

ることにした。 

スゴ乗越から先は郷津を先頭にして、薬

師岳山頂を目指した。 

2 時間ほどで山頂付近の岩稜帯に到着。 

郷津の足取りがたどたどしかったのでこ

こから先頭を代わって自分が先を歩いた。 

北薬師から薬師岳までは地図で見るより

も距離が長く感じられ、小さなアップダ

ウンが多かった。 

想定していたよりも少し時間をかけてス

ゴ乗越か 3時間 40分ほどで薬師山頂に到

着。 

両名ともかなり疲労しており、山頂では

長めに一本を取った。 

20 分ほど山頂で休憩したのち、山頂から

薬師峠へ折り始めると菊田・郷津ともに

足裏を痛めており、一般登山者よりもか

なり歩くペースが遅くなっていた。 

菊田はテーピングで足裏の痛みをだいぶ

和らげることができたが、郷津のペース

が依然として上がらず、薬師小屋で郷津

から団装を受け取った。 

これで２人とも同じくらいのペースで歩

けるようになり、そこからはほかの登山

者と同じ足取りで薬師峠に下ることがで

きた。 

薬師峠のキャンプ場は 50 張り以上のテ

ントで埋まっていて、わずかなスペース

を見つけテントを設営した。 

この日は今回の縦走の行程で唯一雨に降

られなかったが、テン場に着いてからは

結局ポツポツ雨が降ってきた。 

 

【9 日目】 曇/雨 

 

5：00  起床 

6：30  出発 

8：25  北ノ俣岳 

10：00  中ノ俣乗越 

12：00  黒部五郎岳 

14：15  黒五キャンプ場 

 

8/14 

 

この日は比較的行動時間が短かったので

起床は遅くした。 

太郎平－北ノ俣岳－中ノ俣乗越間はたお

やかな草原の稜線で、のびのび歩くこと

ができた。 

北ノ俣岳を越えたところで再び郷津の足

取りが遅れがちになってきたので、団装

を受け取った。 

中ノ俣乗越を越えたところで稜線がガス

に覆われ、再び強い雨が降ってきた。 

黒部五郎岳への急な登りを 1 時間ほどで

登り終え、山頂に着いたのが正午ちょう

ど。 

山頂からキャンプ場の下りは、岩尾根で

思うように進まなかった。 

1 時間ほどで下れるかなという期待は裏

切られ、2 時間ほどかけてやっとキャンプ

場に到着した。 

予定していた行動時間よりも 1 時間以上
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遅れてしまい、縦走の疲れが出てきたの

かなという感想だった。 

なので翌日は沈殿することにした。 

 

【10 日目】 雨 

 

8/15 

 

前日に決めたとおり、この日は黒五キャ

ンプ場に沈殿した。 

日本列島を横切る前線と、大陸からの低

気圧によってその日は一日中雨で、風も

強かった。 

豪雨が北アを遅い、黒五のキャンプ場は

水浸しになってしまった。 

水はけがいい場所を選んだつもりが、ま

たもやテントの床が浸水してしまったの

で、急いで外に出てピッケルを使って水

はけ用の水路を作った。 

するとみるみるテント内の水は無くなっ

たが、またもやシュラフなどの生活用品

を濡らしてしまった。  

とりあえず最悪の事態は回避できたので

エッセンを済ましてその日は就寝した。 

 

【11 日目】 雨 

 

6：00  起床 

7：10  出発 

9：05  三俣蓮華岳 

10：20  双六岳 

11：20  双六小屋 

 

8/16 

 

翌日の明け方も、前日と同じく雨風が激

しかった。 

3：00 にいったん起床したが行動できな

さそうだったのでしばらく様子を見るこ

とにした。  

6：00 ごろ、雨風が収まって行動できそ

うだと判断されたのでとりあえず双六小

屋まで行ってみることにした。 

大雨で沢のようになった登山道を、三俣

蓮華にむかって登っていく。 

三俣蓮華岳の山頂までは雨風はあまり強

くなかったが、その先の双六岳の稜線で

前も見られないほどの豪雨に見舞われ、

また上空で雷鳴が聞こえてきた。 

ノンストップで三俣蓮華から 2 時間ほど

で双六小屋に到着し、大雨が降りしきる

中テントを設営した。 

それまでの教訓からテントを囲むように

水はけ水路を作成し、そのおかげで雨が

激しかったが浸水はせずにすんだ。 

その夜、2 人で次の日からの行動について

相談した。 

郷津の足の様子は心配だったが、槍ヶ岳

くらいまでだったら登れなくもないと判

断したので、翌日天気が回復すれば西鎌

尾根を登って槍沢方面に下山すると決め

た。 

この日は塩辛い豚のぺミカンで作ったカ

レーだった。 

塩分過多に胃腸をやられた菊田は、頻繁

にトイレに行く羽目になってしまった。 

 

【12 日目（最終日）】 雨 

 

3：30  起床 

5：10  出発 

6：35  鏡平 



81 

 

7：45  イタドリヶ原 

9：10  林道終点 

10：50  新穂高温泉 

 

8/17 

 

前日に槍ヶ岳を目指すと決めていたが、

その日の朝は、雨はさほど強くは無かっ

たが稜線のほうでは雷鳴が聞こえ、また

郷津の足の調子にも不安があったので、

新穂高にエス 

ケープすることに決めた。 

稜線地帯を急いで抜け、双六小屋から一

時間半ほどで鏡平に到着。 

晴れていれば景色が綺麗なんだろうな…、

と悔しい気分になったが下山を続行した。 

小池新道の長い下りを終えて林道に到着

するころには郷津の足取りも悪くなって

きた。 

林道を、新穂高を目指し下ること 1 時間

半で、ロープウェイの起点にある新穂高

ビジターセンターに到着した。 

センターのところには報道陣が集まって

いてインタビューを受けた。 

あとで温泉の休憩室でテレビを見ていた

ところ、NHK の全国ニュースでちょうど

今いる新穂高が画面に出てきた。 

タイムリーで北アルプスでの遭難事故に

ついて報道しているようだった。 

12 日間におよぶ縦走、すべての日程で雨

が降った。 

後々につながる良い経験にはなったのだ

ろうが、本音は「もう雨はやだ！」 

 

北アルプス 縦走② 

期間：8/1～16    

メンバー：池田(会２) 長谷川(会１) 松橋

（会１）  

8/11八方ゴンドラ～唐松岳～五竜山荘 

7:35 八方リフト発 11:30 唐松山荘 12:50 

白岳手前 14:00五竜山荘 

入山初日、ザックの重さは 30ｋｇ程。初め

ての重さに 1 年二人は苦しんだようだが順

調なペースで進めた。初日からガスに巻か

れ、展望は開けず。 

8/12五竜山荘～冷池山荘 

4:50 五竜山荘発 5:45五竜岳山頂 9:50 キ

レット小屋 11:50 鹿島北峰 12:45 鹿島南

峰 14:00 冷池山荘 五竜を下り始めたあ

たりで雨が降り出した。この下りで長谷川

が転倒。足首にひねり癖があるとのことで

あった。その後、布引山付近でも転倒。松

橋はキレット小屋付近で低体温症の初期症

状が見られたが小屋の中で休ませて頂いた

こともあり回復。北峰登りで風雨は収まっ

た。 

8/13冷池山荘～針ノ木小屋 

5:00 冷池山荘発 6:00 爺ヶ岳中峰 7:00種

池山荘 9:40 新越乗越 10:50 鳴沢岳 11:50

赤沢岳 14:00 スバリ岳 15:10 針ノ木岳 

16:00針木小屋 危険箇所はないが高低差が

大きく、疲労の溜まった２人には辛かった

ようである。 

8/14針ノ木小屋～船窪小屋 

4:50 針木小屋発 5:50 蓮華岳 8:00 北葛岳 

10:00 船窪テン場 この日の工程は短く、

前日までの疲労を回復するためのレストと

する計画である。北葛への登りで長谷川が

1ｍ四方の浮き石を掴んだ。幸いにも後ろの

池田は左肩を掠める程度で済んだ。 

8/15 船窪～事故～沈殿 

4:20 船窪発 5:30 松橋負傷（詳細は事故報
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告書）8:30船窪テン場（池田デポ回収のた

め再度烏帽子方面へ）9:20 池田テン場着 

船窪岳南側の 2459m 峰とのコルにて松橋の

足場が崩落。Fix ワイヤーを掴んでいたた

め滑落は防げたが左足首を捻挫。撤退を決

定後、池田のザックをデポ、松橋のザック

を池田が背負い松橋は空身とした。細かく

休憩を挟みつつ、その間に池田はデポを回

収しに行った。テントに入ってから松橋の

足を確認すると腫れが見られた。下山のタ

イミングは翌朝に決めることに。幸いにも

電波が入ったので現役留守、丸藤と連絡を

取ることができた。 

8/16 船窪～七倉山荘下山 

5:10 船窪テン場発 5:40 船窪小屋 6:45 天

狗の庭 10:30七倉山荘 起床後、松橋が歩

けそうとのことで下山を開始。鎮痛剤服用

後、ペースが上がり想定外に早く下山。 

-全体を通して-  当初の白馬を上がる計画

は台風の影響で変更せざるを得なかった。

そのため北部を割愛した本計画ができた。

結果として怪我による途中下山となったが

1年 2人にはよい経験になったように思う。

長谷川は荷が重くなり、行動時間が伸びる

と足置きが雑になる傾向があった。松橋は

1 日のはじめの 2 ピッチほどはペースが上

がらないようであった。そして、事故につ

いては池田の後続への注意不足に尽きる。

特に早朝の 1 ピッチを少し伸ばしたことは、

前日からの松橋の様子を見ていると控えた

ほうが良さそうであった。全日程を通して

快晴は拝めなかったが愚痴りながらも終始、

前向きであった 2 人と縦走できて良かった

と思う。 

 

北アルプス 縦走③ 

北ア乗り物縦走  

日程 8/9～19 

行程 新穂高～鷲羽岳～黒部ダム～室堂 

   ～雄山～薬師岳～折立（エスケープ） 

メンバー L 加藤 山下 渡部 

行動記録 

8/9（土） 

8:00 新穂高ロープウェイ山麓駅 発 

9:05 わさび平小屋 

12:50 鏡平小屋 

15:20 双六小屋 T.S 

BOX から新穂高までタクシーで来た。出費

が痛い。台風の心配があったが今日は双六

小屋まで上がることにする。初めの水平道

はダラダラと長いがくだらない会話を楽し

みながら登った。しかしわさび平小屋を過

ぎ登りに変わると渡部が会話に参加しなく

なる。早くもバテている。それでも小屋ま

で担ぎ通したのでよしとしよう。双六小屋

に着いてから天候は悪化するばかり。就寝

前にはフライに雨が叩き付けるほどになっ

た。 

 

8/10（日） 

5:00 起床 

6:46 T.S 発 

9:00 三俣山荘 T.S 

朝から霧で何も見えない。昨晩から横殴り

の雨が降り続いていた。小屋で見せていた

だいた台風情報では明日が最接近となって

いた。予定していた双六岳、三俣蓮華岳を

カットして三俣山荘に直交することにした。

巻道を通りアップダウンもなかったため双

六岳から 2 時間足らずで三俣山荘に着いた。

午後はゼリーづくりで暇をつぶした。台風

は明日最接近するらしく沈殿を決めた。 

 

8/11（月） 

台風最接近に伴い沈殿 

山下と渡部のスキンシップが気持ち悪い。 

 

8/12（火） 

2:30 起床 

3:55 T.S 発 

5:10 鷲羽岳 

6:40 水晶岳 
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8:48 温泉沢頭 

12:11 「4/8」の標識 

15:00 奥黒部ヒュッテ T.S 

台風一過を信じて昨日一日我慢したが相変

わらずの曇り空だった。朝の段階で雨は降

っていなかったため行動を開始した。鷲羽

岳への登りは天気も良く 1 年生も息を切ら

しながらも楽しげに登っていた。鷲羽岳山

頂で朝日を拝んだ。 

 
その後天候は悪化。先ほどまで楽しげにし

ていた 1 年生の顔が下を向く。それでも目

指す黒部湖は見えてテンションは上がる一

方だった。水晶岳、赤牛岳を越えると風も

弱まった。その後はひたすら下る。行動時

間も 10 時間を超え稜線から一気に下って

足が壊れそうになった時ようやく奥黒部ヒ

ュッテが見えた。人目をはばからず 3 人で

奇声を上げる。この縦走のハイライトを歩

き切ることができた。テントを張った後は

雨も止み、この縦走初の外エッセンとした。 

 

8/13（水） 

2:00 起床 

3:20 T.S 発 

5:35 平ノ渡場 

9:20 ロッジくろよん 

10:40 黒部ダム 

11:10 ケーブルカー出発 

14:00 室堂 

15:00 雷鳥ヒュッテ T.S 

「乗り物の日」として計画した 1 日。渡し

船、ケーブルカー、ロープウェイ、トロリ

ーバス。乗れるもの全てに乗って室堂へ行

く。心なしか渡部は乗り物に乗っている時

が一番楽しそうだ。その調子で歩いている

時も楽しげにしていて欲しい。計画では室

堂から別山乗越を越える予定だったがメン

バーの疲労感を感じ雷鳥ヒュッテで止めた。 

 

8/14（木） 

3:30 起床 

5:00 T.S 発 

6:51 剣御前小舎 

8:00 剱沢 T.S 

結果的に剱岳にはアタックしなかった。別

山乗越を越え剱が見えた時点で風も強く今

にも降り出しそうな空模様だった。剱沢に

到着してから天候を伺い続けた。結局私は

踏ん切りがつかずアタックに踏み出せなか

った。雨が降ることはなかったし山頂に登

り帰ってきた人もたくさんいた。登れたの

に登らなかった。自分の消極的すぎる判断

を後悔した。 

 

8/15（金） 

3:00 起床 

4:15 T.S 発 

5:30 別山 

7:12 雄山 

11:07 獅子岳 

13:20 五色ヶ原 T.S 

別山への登りは浮石が多い。日の出前にヘ

ッデンで登らなくて良かった。別山からは

横殴りの雨が降り続け寒かった。やっとの

思いでたどり着いた五色ヶ原のキャンプ場

は川になっていてテントの底が脈を打った。

こう雨ばかりだと気分が暗くなってしまう。

渡部は最近下しか見なくなった。顔あげて

くれー。 

 
 

8/16（土） 

2:30 起床 

4:05 T.S 発 

7:15 越中沢岳 
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10:25 スゴ乗越 T.S 

五色ヶ原からスゴ乗越を越え薬師峠まで行

く予定だった。しかしスゴ乗越小屋につい

た時点で雷の音が近くなっていた。薬師岳

を越えるのは明日にすることにして午後は

レストとした。14 時頃には晴れ間も見えて

もしかしたら薬師峠まで行けたのではない

かと考えてしまう。もっと攻め気でいいの

かもしれない。 

8/17（日） 

4:00 起床 

5:30 間山 

12:35 北薬師岳 

13:25 薬師岳 

14:53 薬師峠 T.S 

この日私たちは自分たちから雷に近づいて

追い回されることになった。雷の接近は間

山に登っている時すでに感じていた。これ

までの消極的な判断を後悔することが重な

り私はリスクを負ってでも進もうとしてし

まった。北薬師岳の登りに差し掛かろうと

したところで私達の近くに落雷があった。

このまま北薬師岳の稜線に出るのは危険と

判断し近くの窪地で雷雲をやり過ごすこと

にした。しかし 1 時間近く待っても雷はお

さまらなかった。ここで引き返すことを決

め来た道を戻り始めた。その時、すぐそば

の稜線に雷が落ちた。光と音に差がない。

それほど近かった。私達 3 人はその落雷で

パニックになり来た道を駆け下りた。その

際私と山下が転倒した。高度を下げ窪地に

出たところで再び雷雲が去るのを待った。2

時間近く待って雲が切れたので登り始めた。

南西からまた黒雲が迫っていた。薬師岳ま

で登った後は逃げるようにすぐ薬師峠まで

下った。 

 

8/18（月） 

山下の足の具合を見るためレスト 

この 10 日間で最も晴れた。 

 

8/19（火） 

3:30 起床 

4:45 T.S 発 

5:06 太郎平小屋 

7:52 折立登山口 

山下の足は少量の痛み止めで何の問題もな

く歩ける状態で折立までコースタイム以下

の時間で下ることができた。折立から富山

経由で帰った。長い。二度と折立には降り

たくない。 

 

反省 

雷は怖い。被雷するかどうかは運任せでは

なく、雷鳴が聞こえた日は行動しない。そ

れほど慎重でもいいのかもしれない。今回

の雷騒ぎは私の判断が原因だ。前日までの

思い通りに行程を進められていない現状に

焦っていた。感情を廃した客観的で正確な

判断を心掛けたい。 

 

南アルプス 縦走④ 

 

日程：8/8(金)～18(月) 

メンバー：前川夏子、蒲澤翔（会 2） 

     植野侃太朗、菊地苑（会 1） 

行動記録 

8/8（1 日目） 

10:35  夜叉神峠登山口発 

11:43  夜叉神峠小屋 

12:53  2000m 

13:55  2369m 

15:25  苺平 

15:55  南御室小屋着 

曇り。林道の落石のため夜叉神峠登山口ま

でのバスの本数が減っており、入山が遅く

なった。一年生の荷物は軽く、25~30kg ほ

ど。登りも平地もなかなかペースは上がら

ないが、コースタイム通りの順調なスター

トだった。 

 

8/9（2 日目） 

3:00   起床 

4:25   南御室小屋発 

5:28   砂払 

6:44   観音岳 

7:47   赤抜沢ノ頭手前コル 
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8:32   赤抜沢ノ頭分岐 

9:10   地蔵岳ピストン終了 

10:20  高嶺 

11:33  白鳳峠 

12:40  2150m 

13:55  1800m 

15:20  広河原山荘 

薬師岳より先はガスの中を進んだ。白鳳峠

からの下りで苑が遅れたため、団装をすべ

て回収。広河原山荘に着くとそれまで降っ

たりやんだりしていた雨が本降りになった。 

 

8/10（3 日目） 

台風 11 号直撃のため沈殿 

 

8/11（4 日目） 

3:00   起床 

4:37   広河原山荘発 

5:40   1820m 

6:55   2100m 

8:02   2400m 

10:10  北岳肩の小屋（水くみ） 

11:00  発 

12:43  北岳山荘 

台風一過で気持ちのいい晴れを期待してい

たが、あいにくの雨。大樺沢は増水してい

たがしっかりとした橋がかかっており、渡

ることができた。大樺沢右俣から稜線まで

は急登で長く、ゆっくりと進んだ。稜線は

風が強く寒かった。 

 

8/12（5 日目） 

3:00   起床 

6:00   北岳山荘発 

6:38   中白根山 

7:45   間ノ岳 

8:32   三峰岳 

9:50   熊の平小屋 

4:15 に一度出発したが霧が濃く先が見えな

かったため北岳山荘に引き返し、日が昇る

まで待機。その後雨が降りだしたため小降

りになるのを待って再度出発。ガスが晴れ

ず、雨風がやまないため農鳥岳をカットし

レストとした。 

 

8/13（6 日目） 

3:00   起床 

4:57   熊の平小屋発 

6:05   2658m 

7:15   2542m 

8:25   2701m 手前 

9:50   塩見岳西峰 

11:15  塩見小屋 

14:25  三伏峠小屋着 

待ちに待った晴れ。景色が良く、来た道も

これから行く道もよく見えてみんなとても

楽しそうだった。塩見岳の登りのザレ場落

石注意。 

 

8/14（7 日目） 

4:00   起床 

5:17   三伏峠小屋発 

6:00   烏帽子岳 

7:38   小河内岳 

9:45   板屋岳 

10:40  高山裏避難小屋 

小さなピークは多いがアップダウンはあま

り大きくない。天気は曇りにもどり、ガス

が晴れない。高山裏避難小屋に着くと雨が

降り出した。 

 

8/15（8 日目） 
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4:00   起床 

5:00   高山裏避難小屋発 

5:35   水場 

6:15   1500m 

8:17   前岳 

8:29   中岳 

8:35   中岳避難小屋 

9:05   発 

10:50  荒川小屋 

稜線に上がると風が強く横殴りの雨も降っ

ている。ガスは依然濃いまま。苑の腹痛も

あり、悪沢岳ピストンを止め荒川岳に向か

う。途中、内田隊とすれ違い元気をもらっ

た。 

 

8/16（9 日目） 

4:00   起床 

5:10   荒川小屋発 

5:40   大聖寺平 

6:55   小赤石岳 

7:22   赤石岳 

7:22   赤石岳避難小屋 

7:42   発 

9:00   百間平 

9:40   百間洞山の家 

相変わらずの雨。苑が登りでかなり息が上

がり辛そう。テン場に着くと雲が晴れ、青

い空が見えた。 

 

8/17（10 日目） 

3:30   起床 

4:55   百間洞山の家発 

6:00   大沢岳 

6:43   中盛丸山 

8:12   兎岳 

10:12  聖岳 

10:36  奥聖岳 

12:40  聖平小屋 

曇り、ガス。大人数の学生パーティーが多

くいた。引き続きガスで景色が見えないた

め黙々と歩く。 

 

8/18（11 日目） 

4:00   起床 

5:08   聖平小屋発 

6:38   南岳 

7:05   上河内岳の肩 

8:52   茶臼岳 

9:07   仁田池 

9:48   仁田岳 

11:28  易老岳 

13:10  光岳小屋 

13:30  光岳 

15:00  易老岳 

16:08  2000m 

17:50  易老渡着 

久々に晴れ。光岳小屋でテン泊の予定だっ

たが天気もよく順調に進んだため、易老岳

にて荷物をデポし光岳をピストンしてこの

日の内に易老渡へ下山することを決める。

予定していた時間に下山することができた

が、易老渡の下りをかなり急ぐことになっ

た。実働 13 時間となり最終日に長時間行動

となったが、集中力が持続し無事下山でき

よかった。 

 

南アルプス 縦走⑤ 

2014.8/9~8/19 

L 内田（会 2） 大槻（会 1） 城田（会 1） 

 

1 日目 

4：00 起床 
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5：25 易老渡 出発 

7：00 面平 

9：45 易老渡―光岳分岐 

12：00 光岳小屋 

 

初日のザックは 30kg 程度と例年より軽め。

そのせいもあってか 1 年生は易老渡からの

登りもよく登ってくれた。結局 CT8h のと

ころを 6.5h でいけたので満足。また、幕営

後雨が降ってきたので初日雨を避けること

ができたのはかなり大きかった。1 年生も

あまり疲れが見えなかったので今後の日程

にも期待がもてそうだ。静高平ではこの時

期水が枯れているので、水場は易老渡と光

岳小屋までいかないとないので要注意。 

 

2 日目 

3：30 起床 

待機→沈殿 

昨日の午後から雨が降っていて、もちろん

朝起きていても雨。台風 11 号の影響で風も

やや強い。午前中はみんな寝て過ごしてい

たが昼過ぎからはテントが風でぺしゃんこ

になりそうだったのでそれを抑えるといっ

た力比べ状態。南アは比較的風の影響を受

けないテン場が多い気がするが光岳小屋は

そうではなく、エッセン中などはかなり苦

労した。17：00 過ぎには寝て明日に備えた。 

 

3 日目 

4：00 起床→待機 

6：55 光岳 

8：05 光岳小屋 発 

11：35 仁田岳 

12：35 茶臼岳 

13：00 茶臼小屋 

朝起きるとまだやや強めの雨。これくらい

ならいけると思ったが、まだ縦走序盤とい

うことで濡れたくないので少し待機。する

と小雨になったので、光岳をピストン。そ

の後テントに戻り撤収した後光岳小屋を出

発。予定では聖平小屋であったが、8：00

出発でやや厳しいと思ったので行程の半分

である茶臼まで進めることにした。濡れた

ザックは多少重く感じたが 1 年生もついて

きてくれたので 13：00 に茶臼小屋。行動中

もくもり状態だったので濡れずに済んだ。 

 

4 日目 

3：30 起床→待機 

6：20 茶臼小屋 発 

8：00 上河内岳 

9：45 聖平小屋 

 

朝から豪雨。行程も長くないとわかってい

るので小雨になるまで待機。小雨になって

から聖平小屋に向かって出発。上河内岳ま

では稜線歩き。風も強く、所々細くなって

いる箇所もありやや慎重に通過。上河内だ

けでは雨風が強くとにかく痛い。この日大

槻が腰が痛いと訴えてきた。とりあえず行

程が短く、本人も歩けるようなので歩かせ

た。 

 

5 日目 

3：30 起床→沈殿（大槻が熱のため） 

 

朝起きると、大槻が熱の症状を訴えてきた

ため、今の状態と行動できるかを問う。行

動は厳しいらしいので沈殿決定。テントの

外をのぞくと青空が広がっている。とりあ

えず濡れたものを全部干した。各々好きな
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ように過ごし、昼時にワンさんから差し入

れでいただいたスイカを食べることにした。

3 人じゃ食べきれないので小屋にもってい

って一緒に食べたのだが、そのままお昼ご

はんをいただいた。ありがとうございまし

た。濡れたものも一通り乾き明日からに向

け万全な状態に仕上げた。大槻も薬を飲ん

で寝たら回復したので明日からは歩けそう

だ。 

 

6 日目 

3：30 起床 

4：55 聖平小屋 

6：00 小聖岳 

7：00 聖岳 

8：45 兎岳 

10：45 大沢岳 

11：30 百閒洞山の家 

 

行動開始 30 分で雨。昨日干したのに…と一

同意気消沈。めげずにひたすら聖岳までの

登りを無言で登る。雨の中だと寒くのんび

り 1 本も取りたくなかったので足早に進め

た。予定では 14 時くらいかなと思っていた

が、大幅にタイムを縮めることが出来た。

少々百間洞のテント場に不満はあったが

（水たまりがひどいのとトイレが遠い）テ

ントの中で大槻が話し続けてくれるので楽

しいテント生活が送れた。 

 

7 日目 

3：40 起床 

5：20 百間洞 発 

7：30 赤石岳 

9：30 荒川小屋 

11：00 荒川前岳 

13：45 高山裏避難小屋 

この日の出発時は晴れ。赤石岳では太陽を

拝めるかと思ったが、人生そううまくは転

んでくれない。山頂直下でガスり始め、結

局山頂はガスと強風に煽られのんびりもで

きず、さっさと先を目指すことに。赤石岳

を降りたあたりで TJAR の選手に遭遇。ま

た荒川小屋を過ぎたあたりでは南ア南下隊

と出会う。互いの進捗状況を確認しあい励

ましあい再出発。荒川前岳からはややルー

ファイで戸惑った。と、いうのも方角てき

には合っていて道もあるのに×マークがマ

ーキングされていてそこで 30 分ほど時間

を喰ってしまった。 

 

8 日目 

4：00 起床 

5：35 高山裏避難小屋 発 

6：45 板屋岳 

8：45 小河内岳 

10：00 烏帽子岳 

11：00 三伏峠小屋 

 

この日はレスト日。短い行程だし、1 年生 2

人も体力的には余裕があったので今日は交

互に先頭を歩かせた。2 人とも歩きながら

このピッチではここまで歩きたいや後ろの

人を見ながらのペースメイクや現在地把握

など考えながら歩くことが出来た。まだ経

験は足りないが良い練習になったのではな

いか。三伏峠小屋についてのんびりしてい

ると急に雷雨に。早めについてよかった。

実際雷雨に遭遇した時どう対処すべきか考

えるきっかけとなった。 

 

9 日目 
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3：15 起床 

4：35 三伏峠小屋 発 

5：25 本谷山 

8：00 塩見岳 

10：05 北荒川岳 

12：00 安倍荒倉岳 

12：25 熊の平小屋 

 

CT10 時間半とそこそこ長い日。早めに起

き早めのスタート。天気もくもりで調子が

良い。すでに予備を 2 つ使っているため調

子よければ農鳥小屋まで行くのもありかな

と思いながら歩く。塩見までの登りは岩場。

ガシガシ系なのでさっさと通過。塩見まで

3 ピッチと好調。山頂では雨が降っていな

いということでガスの中だが 30 分休憩。北

荒川岳を超えたお花畑あたりでは晴れ間を

のぞかせていた。12 時半に熊の平についた

のだが再び空色が曇ってきたので今日はこ

こでストップ。テント設営時に雨が降って

きたので結局ここでよかったんじゃなかっ

たと自己満足してテントに入った。 

 

10 日目 

4：30 起床 

6：05 熊の平 発 

8：15 農鳥小屋 9：20 農鳥小屋発 

9：50 西農鳥岳 

10：40 農鳥岳 

13：00 農鳥小屋 

CT2.5h＋農鳥岳ピストンの日。朝シトシト

と雨が降る中出発。熊の平を出て三峰岳を

経由しないトラバース道から農鳥を目指す。

途中曜子が辛そうにしていたが 1 本を取る

と少し楽になったようなので再開。自分が

先頭、大槻が最後尾で曜子の様子を見る形

で歩いた。農鳥小屋にはすぐ着いた。着い

た途端晴れてきたので濡れたものを乾かし

農鳥岳をピストンしに出発。晴れたピーク

は今縦走初。富士山も見えたし、歩いてき

た縦走路も見えて一同大喜び。1 時間半ほ

どゆっくりしてから農鳥小屋に戻った。 

 

11 日目 

3：30 起床 

5：15 農鳥小屋 発 

6：10 間ノ岳 

7：25 北岳山荘 

8：30 北岳 

11：05 白根御池小屋 

12：15 広河原 

スタートは晴れ。富士山までばっちし。し

かし風が強い…3000ｍの稜線を楽しみ、間

ノ岳、北岳と超えていく。北岳では残念な

がらガス。それから白根御池小屋経由で下

っていく。すると肩の小屋あたりで晴れ、

甲斐駒ヶ岳がでっかく見えた。そこまでつ

なげる計画も考えたが、日数的に無理だっ

たのでまた機会があれば。下りはさっさと

下れたので、昼には広河原。そこからバス、

電車に乗りかえった。天候的には過去最悪

かもしれないが、楽しめたし強くなったの

ではないだろうか。 

 

北アルプス 奥穂コブ尾根 

日程：2014 年 8 月 18 日 

山域：北アルプス 奥穂高岳 コブ尾根 

メンバー：○片野亜紀、塩谷晃司 

行動記録： 

6:00 岳沢発 

8:30 とりつきのシュルンドをこえたとこ

ろ 
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9:30 コブ尾根の稜線 

10:30 コブ 

12:20 コブ尾根の頭 

14:30 岳沢着 

起床時、雨が降っていたためしばらく待

機。6 時ごろやんだので、少し遅めに出発。

核心は、シュルンドを超えるところで、本

来もう少し先の場所からとりつくはずであ

ったが、雪渓が崩壊していたため、少し手

前の通称「にせ入口」からとりつくことに

する。今回の核心はここだ。シュルンドは

かなりえぐれていてとりつきにわたるのが

かなり困難であった。1 か所岸に隣接して

いる雪渓をクライムダウンし向こう岸に渡

り、そこからトラバースしてとりついた。

そのトラバースも一か所落ちたら助からな

い場所があったので、塩谷がハーケンをう

ち、そこにお助け紐を結び付けセルフをと

り通過。やっと取りつきについたが、そこ

からの岩場の通過がまた意外と悪く、ロー

プをだす。リードは塩谷。1 ピッチで岩を

乗越し、そこから 1 時間ほど歩くとコブ尾

根の稜線上にでる。さらに 1 時間ほど歩く

とコブの基部につく。ここまでの踏み跡は

明瞭。迷うことはない。ここで、片野がザ

イルを出すタイミングをミスし、小滑落を

起こす。臀部をうつ程度で済んだが、ここ

で経験の浅さがでてしまった。基部に戻り、

ここからザイルをだして再通過をこころみ

る。1 ピッチ目は片野がリードし、2 ピッチ

目は塩谷がリードした。2 ピッチでコブの

頭にでた。この時、二人ともクレッタで登

攀。そこから、クライムダウンと、1 ピッ

チの懸垂をして、そこから 2 時間弱歩き、

コブ尾根の頭にでた。懸垂後から、コブ尾

根の頭までは少し道が分かりづらかったの

で、慎重にルーファイして進む。浮石が多

く、非常に歩くのに神経を使う。コブ尾根

の頭はｼﾞｬﾝﾀﾞﾙﾑのすぐ隣にある。ｼﾞｬﾝﾀﾞﾙﾑ

はこの日もにぎわっていた。ここからは、

一般道であるので、浮石などもなくかなり

歩きやすい。天狗沢も思っていたよりも一

般道で、雪渓の通過も全くなく岳沢に帰っ

てくることができる。今回の教訓は、ザイ

ルは躊躇なくだせばいいということだ。少

しでも通過に自信がなければ、ザイルはだ

すべき。なんのために持っているのか、ど

このタイミングでだすのかを常に考えてい

きたい。 

 

北アルプス 霞沢岳八衛門沢 

日程：2014 年 8 月 14 日 

メンバー：L 塩谷晃司 加藤了幹 

行程：小梨平～八右衛門橋～三本槍沢出合

～八右衛門沢二俣～中尾根 2350m 付近→

敗退(ピストン) 

行動記録 

8 月 14 日 

3:30 起床 4:00 小梨平～4:25 八右衛門橋～

4:45 最終堰堤 5:00～5:50 三本槍沢出合

6:00～10:00 中尾根 2350m 付近～10:40 八

右衛門沢二俣～13:00 林道終点 13:30～

14:00 小梨平 

  

サマテンから帝国ホテルを過ぎてすぐの

ところに八右衛門橋、橋を渡って左岸の林

道に入る。15 分ほどで林道終点となり河原

に降りる。いくつか堰堤を越え、最後の堰

堤を左から巻くと、傾斜がきつくなりそこ

から先は水流もある。最終堰堤で一本をと

り、ガチャを装着する。行く手を巨大なチ

ョックストーンが塞ぎ、右へ左へ進路をと
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りながら進んでいく。足元はガラガラで、

ちょっとした高巻きでも落石にかなり神経

を使う。三本槍沢手前で右側の支沢に入っ

てしまい、尾根を越えて懸垂下降し、本流

へ戻った。このルーファイミスは表六百沢

の二俣を見逃し、現在地をロストしていた

ことに起因している。雨が降っていて視界

が悪かったとはいえ、このミスは自分たち

の実力不足であり反省している。三本槍沢

を左に分けてからも、チョックストーンの

乗越、高巻きは続く。ホールドもスタンス

も信用できない恐怖があった。歩き続ける

とガスの中にピナクルが現れた。その上部

に上がり現在地を確認したところ、自分た

ちは八右衛門沢左俣に入っているのと思わ

れた。事前に調べた記録によると、その多

くは八右衛門沢右俣から中間尾根へ上がり

K2 へつめている。そこで我々は中間尾根に

直接上がってしまおうという作戦に。しか

し岩壁が立ちはだかっていたので、斜面を

トラバースして草付斜面を登ることにした。

しかし見た目以上に悪く、灌木数本から支

点をとって懸垂下降し敗退を決断した。二

俣まで戻り右俣から登り返すことも考えら

れたが、トップアウトしてからの行程が長

いことも考えると先に進むことができなか

った。下山も落石に相当神経を使い、懸垂

下降や高巻きを駆使しながらの下降で気が

抜けなかった。自分たちの実力不足を痛感

させられる山行であった。 

[総括] 

 今回の敗退原因はルーファイミスである。

現場の状況としては雨が強く、ガスで何も

見えない状況であった。しかし、1 回目の

ルーファイミスは周りの地形を冷静に見れ

ば防げたことである。八右衛門沢二俣に関

しては、右俣から土砂が押し出しただの斜

面となっており、視界が悪い状態だと難し

いところがある。ただ、それは言い訳には

ならない。今後さらにルーファイ能力を磨

いていくべきだ。 

 

 

北アルプス 北穂高岳東稜 

日程：8/12（火）～13（水） 

メンバー：加藤了幹（会３）、片野亜紀（会

３）、塩谷晃司（会２） 

 

1日目 天気：雨 

9:40 明神発～11:00 横尾着～14:00 涸沢

小屋着 

 

片野と塩谷はすでに上高地にいるため、加

藤は朝に上高地に着き、明神で合流。雨だ

ったので、翌日登れるか心配であったが、

予報が回復傾向にあることを鑑み、涸沢ま

で向かうことにした。涸沢に着くころには

雨は上がり、東稜への期待を持つことがで

きた。 

 

2日目 天気：晴れ 

5:00 涸沢小屋発～6:30 東稜取付き～7:40 

北穂高小屋着～10:00 涸沢小屋着～ 

14:00 涸沢小屋発～17:00 サマテン着 

 

 北穂東稜の取り付きには、ガレ場のあた

りで一般道を外れて行く。ガレ場は意外と

悪く感じる。北穂東稜そのものは、それま

でのガレが嘘のように岩がしっかりとして

いて快適であった。核心のゴジラの背は落

ちることはないものの、ところどころ下が

見え、短いが岩を攀じる場面もあり、怖さ
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を感じる。ハーケンは打ってあるので、そ

れを使って通過することも可能である。一

度懸垂のために短くザイルを出したが、ま

くことも可能であることが分かった。実際

には 1時間ほどで終わってしまった。スイ

カを持ってきていたので、それを消費しな

がらゆっくりして、8月の数少ない晴れ間

を楽しむことができた。メンバーは上級生

のみということで、特に心配なこともなく

よい山行となった。 

 

◎9 月 

巻機山 コメコ沢 

日程：2014 年 9 月 3 日 

メンバー：L 塩谷晃司 加藤穂高 蒲澤翔 

(会 2) 

行程：桜坂~(米子沢)～巻機山～(井戸尾根)

～桜坂 

行動記録 

9 月 3 日 

7:45 桜坂~8:05 最終堰堤~9:00 ナメ沢出合

~9:25栂ノ沢出合~10:10日影沢~11:50登山

道合流~12:30 巻機山~13:10 避難小屋

~14:10 五合目~14:45 桜坂 

  

 まず、最初のミスとして入る沢を間違

えたこと。米子沢と並走する深沢に入り、

約 20 分ロスしてしまった。このようなくだ

らないミスは今後なくしていきたいと思う。

米子沢は、桜坂Ⓟの少し手前の林道を 10 分

ほど上がったところから河原に降りる。最

初は河原歩きが続き、正面にナメ沢が見え

てくるあたりから、ナメ滝が連続するよう

になる。高巻きをする滝は、ナメ沢出合上

部の 40m 大滝のみ。あとは難しいものでも

Ⅲ級程度で、登れる滝が多い。その中でロ

ープを使用したのは、栂ノ沢出合手前の

10m 滝と、ゴルジュ出口の 7m 滝。前者は

倒木にセルフを取り、肩がらみでビレイ。

後者はスタカットで登り、半マストでビレ

イした。ゴルジュを越え、残置スリングの

ある二段の滝を乗越すと、数百メートルに

も及ぶ大ナメ帯が広がり、米子沢の遡行も

クライマックスを迎える。予定では避難小

屋に出るつもりであったが、二俣と間違え

手前の枝沢を上がってしまったため、ニセ

巻機の手前で登山道と合流した。この判断

ミスも反省点である。巻機山山頂をピスト

ンし、下山に取り掛かる。井戸尾根は通称

バカ尾根といわれる長い尾根であるが、白

毛門の登山道と比べれば歩きやすかった。 

 

[総括] 

 米子沢はスラブで構成された、明るくて

スケールの大きい沢であった。最後が草原

という点も魅力的である。またロープを出

す判断、安定して岩場を登る技術の必要性

も強く感じた。そして今回の一番の反省点

は二回のルーファイミスである。どちらも

冷静に考えれば回避できるミスであった。

さらなる読図能力の向上と判断力を身に付

けていきたい。 

 

谷川岳 白毛門沢 

日程：2014 年 9 月 2 日 

メンバー：L 塩谷晃司 加藤穂高 蒲澤翔 

(会 2) 

行程：土合橋～(東黒沢)～(白毛門沢)～白毛

門～松ノ木沢の頭～土合橋 

行動記録 

9 月 2 日 

3:30BOX=7:00 土合橋Ⓟ7:25~8:05 ハナゲ
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の滝~8:20 白毛門沢出合~9:15 タラタラノ

セン~10:05 二俣(1180m)~奥の二俣

(1250m)~11:00 白毛門 11:30~12:40 土合橋

Ⓟ 

  

土合橋の駐車場からしっかりとした踏跡

を辿り、堰堤の上から東黒沢に入渓。ここ

は少年時代から通っていたところで懐かし

さを感じる。水量はやや多め。すぐにナメ

滝が続くようになり、無駄に水線突破を試

みたりする。ハナゲの滝は右岸に踏跡、と

いうより登山道があるので容易に巻くこと

ができる。その先の明瞭な二俣が、白毛門

沢の出合だ。前半は階段状の滝が連続し、

特にロープを出すこともなく各々好きなラ

インを登っていく。乗越しが難しい滝がい

くつかあるが、巻くのも容易である。中盤

に現れるのは、大滝タラタラノセン。これ

は 3 段で構成されており、右岸からまとめ

て巻く。巻き道は大滝の上で右岸から左岸

に渡るが、我々は右岸の藪を進み大ナメ滝

の上部に出た。そこからは一気に源頭の趣

となり、山頂にツメる沢を忠実に辿る。藪

漕ぎはほぼゼロで山頂に飛び出すと、谷川

東壁の展望が広がっていた。最高の瞬間だ

った。下山は土合橋からの一般道だが、傾

斜が急で所々露岩帯があるので注意が必要。

下りきった場所が駐車場というお手頃さも、

この沢の魅力のひとつかもしれない。 

 

[総括]  

 白毛門沢は、お手頃にして沢の魅力が十

分に詰まった沢で、沢初めにはもってこい

の沢であると感じた。行程的にも余裕があ

ったので、無駄に遊びながら遡行したが、

これも沢の楽しみ方の一つ。沢デビューの

穂高も、いいスタートを切れたのではない

かと思う。 

 

谷川岳 万太郎本谷 

日程：2014 年 9 月 4 日 

メンバー：L 塩谷晃司 加藤穂高 蒲澤翔 

(会 2) 

行程：吾策新道Ⓟ~(万太郎本谷)~谷川岳~万

太郎山～(吾策新道)～吾策新道Ⓟ 

行動記録 

9 月 4 日 

6:30 吾策新道Ⓟ~7:40 オキドキョウノトロ

突破~8:05 井戸小屋沢~8:25 大グリノ沢

~8:45オタキノ沢~9:00一ノ滝~9:45一ノ滝

落ち口~10:10 二ノ滝~10:45 三ノ滝~11:45

三ノ滝落ち口~13:30 肩の小屋~14:05 谷川

岳(オキノ耳)~14:20 肩の小屋 14:30～15:05

オジカ沢ノ頭~15:35 大障子避難小屋

~16:25 万太郎山~17:55 吾策新道Ⓟ 

 

 天気予報によると、2 日目の天候は曇り

のち雨。山だから半日早く崩れることを考

えると、沢中でのビバークは避けたいとこ

ろ。いろいろ吟味して、ロープウェイでの

エスケープ、避難小屋泊も想定したうえで

2 日間の日程を 1 日で通すことになった。 

 前半のハイライトはオキドキョウノトロ。

3 つほどトロが連続し、最初の 2 つは泳ぎ

で突破する。2 つ目の方が流れが速く、蒲

澤と加藤はやや苦戦していた。3 つ目はチ

ョックストーンの左の流れが緩やかなとこ

ろに飛びついて超える。ここではサラシ場

に飲み込まれたときに引けるように、念の

ためフローティングロープを使用した。 

中盤は一ノ滝の高巻きと、三ノ滝の登攀

がカギ。一ノ滝の高巻きではやや高巻き過
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ぎてしまった感がある。立木に残置のスリ

ングとビナがあり、懸垂一発で落ち口付近

に降りたが、もっとコンパクトに巻くこと

ができた。高巻き技術は沢登りの中でも経

験を必要とする技術であり、まだまだ未熟

さを感じた。三ノ滝は二段の滝で、下段は

右側から斜上し、上段は水流左を登った。

ともに残置あり。上段はヌメリがひどく、

緊張するクライミングであった。 

三ノ滝からのルーファイは基本的に右へ

右へ行けばよい。ツメは意外と長くしんど

い。ロープウェイ下山の誘惑に駆られたが、

予定通り吾策新道で下山した。万太郎山の

登りはなかなか堪えた。吾策新道は西黒尾

根より日本三大急登に相応しいのではない

かと思われるほど急である。全行程 11 時間

半。沢合宿を締めくくるいい山行であった。 

 

[総括]  

 今年は沢登りの山行に何度も行く機会が

あったので、少しずつ実力がついてきたよ

うな気がする。また自分がリーダーとなっ

て沢に行き、高巻きやルーファイ、登攀能

力などまだまだ至らない部分を認識するこ

とができた。今回の沢山行の目的の一つで

ある、加藤を沢ヤにするという計画はうま

くいったようだ。今後も他のメンバーにも

沢の魅力を伝えていきたい。 

 

尾瀬 

 

日程:2014  9/22～9/24 

メンバー:L 大槻泰彦 山下耕平 (会 1) 

行程:9/22 平ヶ岳 9/23 御池～燧ケ岳～山ノ

鼻  

9/24 山ノ鼻～至仏山～小至仏山～鳩待

峠～山ノ鼻～(燧裏林道)～御池 

行動記録 

9/22  

5:15 平ヶ岳登山口～6:45 下台倉山～7:35 台

倉山～9:00 姫ノ池～9:50 平ヶ岳～11:00 玉子

石～12:30 台倉清水～14:15 平ヶ岳登山口 

9/23 

6:10 御池～6:45 広沢田代～7:45 熊沢田代～

8:40 俎嵓～9:00 柴安嵓～9:40 俎嵓～(ナデッ

窪)～11:30沼尻休憩所～13:10見晴～15:00山

ノ鼻 

9/24 

5:00 山ノ鼻～5:30 森林限界(1680m 付近)～

6:40 至仏山～7:35 小至仏山～8:50 鳩待峠～ 

9:50 山ノ鼻～11:25 東電小屋～12:25 平滑ノ

滝～13:00 三条ノ滝～14:10 燧裏橋～15:40 御

池 

 

9/22 平ヶ岳の登山道は全体的に傾斜が緩や

かであるが、下台倉山への登りは急登である。

風化した花崗岩が砂状になっており滑りやす

い箇所や大きな岩が露出している箇所があり、

ロープも多く設置されている。雨などで濡れ

ている場合はより慎重な歩行が求められると

感じた。平ヶ岳の登山道中には 2 か所の水場

(白沢清水、台倉清水)があるが、どちらもほぼ

涸れていた。今回は水をあまり消費しなかっ

たが、コースタイムが長いので状況によって

は余分に持って行く判断も考えられる。 

9/23 御池から燧ケ岳へは樹林帯をしばらく

登り、2 か所の湿原を通って再び樹林帯を登

って行く。序盤は木道が整備されているが、

上部はガレ場などが多くなり木道はない。燧

ケ岳からの下りは、尾瀬ヶ原へ最短の見晴新

道が通行止めのため、ナデッ窪を下る。一般

には難路とされている道で、大小の岩がゴロ
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ゴロしており、やはり雨天時など注意が必要

だと感じた。 

9/24 至仏山は登山道のかなりの部分に木道

や階段が整備されている。一部滑りやすい蛇

紋岩が露出している箇所があるが、足場が彫

られており、しっかりした鎖もついていた。 

 

総括 

 合宿や縦走を終えた 9 月下旬という時期で、

紅葉が始まり色づき始めた山々を歩くことが

できた。計画する際に山と高原地図のコース

タイムを参考にしたが、長めに設定されてい

たらしく、平ヶ岳などはかなりコースタイム

より短い時間で往復した。信大はアルプスに

近い恵まれた立地であり、アルプス周辺の山

行が多いが、夏休みなどを利用して、たまに

はアルプス以外の山域で違った山の雰囲気を

味わうのも良いと感じた山行であった。 

 

南アルプス 1 年縦走① 

９月１９～２６日  

山行責任者：長谷川士門（会１） 

メンバー 長谷川士門（会１） 郷津未来

（会１） 松橋華世（会１） 

・１日目（９月１９日） 

10:30 夜叉神登山口発～11:25 夜叉神小

屋～14:25 苺平～14:50 南御室小屋着 

ガスはなかったが、終始曇りの中を行動。

予想以上に気温が低く一本をとるとすぐ

に体が冷えた。 

・２日目（９月２０日） 

 5:30 南御室小屋発～6:40 薬師岳～7:25 

観音岳～8:25 赤抜沢ノ頭～10:35 白鳳峠

～ 

 13:00 広河原山荘着 

 ガスではないが曇り。気温は前日より暖

かく感じた。鳳凰三山の各ピーク付近で

は２０分ほど休憩。地蔵岳オベリスクは、

赤抜沢ノ頭の道のすみにガッシャーをデ

ポし少し近づいたが、看板まで行って登

らずに帰る。昨年９月下旬より白鳳峠～

広河原峠間が崩落し通行不可になってい

るらしい。 

・３日目（９月２１日） 

 5:30 広河原山荘発～7:40 白根御池小屋

～9:50 小太郎尾根分岐～10:30 北岳肩

ノ小屋着 

 小太郎尾根分岐手前から人のいいおじさ

んと同行。天気があまりにも良いので、

そのまま北岳山頂も通過し北岳山荘に幕

営することも考えたが、水場が近いなど

の条件から肩ノ小屋での幕営に決定。し

かし、北岳肩ノ小屋はテン場より１５分

ほど下ったところに水場があったが１ℓ

汲むのに２０分かかると言われるほどの

水量の乏しさで、結局翌日の行動も含め

て６ℓほど小屋にて水を購入した。台風１

６号の情報を確認し、両俣小屋での幕営

や仙塩尾根の長時間行動は台風の影響が

来る２４日より前に済ませておきたいと

考え、翌日の農鳥岳をカットし、行程を

一日分早くする計画を話し合う。ひとし

きり西に沈む夕日をみてから寝袋に入っ

た。 

・４日目（９月２２日） 

 5:30 北岳肩ノ小屋発～6:00 北岳山頂～

7:05 北岳山荘～8:55 間ノ岳山頂～ 

13:00 両俣小屋着 

前日に負けない良い天気だった。北岳山

荘にて台風の正確な情報を得て農鳥岳を

カットすることを決定。間ノ岳から三峰

岳を経て両俣小屋へ。仙塩尾根から両俣
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小屋への道はかなり歩きづらく翌日登り

返すことを考えてメンバー全員の心が折

れそうになる。両俣小屋の管理人さんた

ちは明るい雰囲気で、とても親切にして

もらった。 

・５日目（９月２３日） 

 5:30 両俣小屋発～10:30 大仙丈ケ岳山

頂～11:05 仙丈ケ岳山頂～14:00 北沢長衛

小屋着 

 両俣小屋から野呂川出会いのバス停へと

続く林道を振り返りながらも、前日下り

てきた仙塩尾根からの道を登り返す。仙

塩尾根からは小ピークをいくつも通り、

現在位置を細かく確認しながら順調に進

んだ。この日も非常に天気が良く。尾根

からの景色やときおり感じる風が気持ち

よかった。仙丈ケ岳山頂は人が多く、入

れかわりたちかわりで常に２０～～３０

人の人がいた。伊那谷までばっちりみえ

る、良い展望だった。翌日は午後のあた

りから天気が崩れる予報だったので、甲

斐駒ヶ岳山頂付近の岩稜地帯を一年のみ

で雨の中歩くのは絶対に避けるべきだと

考え、翌朝もし晴れていても行動しない

ことを決意。 

・６日目（９月２４日） 

 沈殿。朝から怪しい雲が空に浮かんでい

たが夜になるまでほとんど雨がふること

はなかった。沈殿の判断はミスだったと

反省する。 

・７日目（９月２５日） 

 沈殿。夜中から激しい雨が降ってきた。

時折雨が弱まることもあったが、ほとん

ど終日降っていた。そろそろ話題も尽き

てきて、精神的につらい一日となった。

二日沈殿し十分休んだこともあって、次

の日は七条第一小屋で幕営の予定だった

が、様子を見て下山しきってしまうこと

を話し合って眠りについた。 

・８日目（９月２６日） 

 5:40 北沢長衛小屋発～9:05 甲斐駒ヶ

岳山頂～14:15 竹宇駒ヶ岳神社着 

 朝の時点で霧が濃く、暗かったので出発

を少しためらったが、天気図をもう一度

確認し、晴れることを信じて出発。仙水

小屋を越えたあたりからだんだんと天気

がよくなり、仙水峠につくころには素晴

らしい天気となっていた。甲斐駒ヶ岳山

頂からいままで通ってきた道を見返すと

何とも言えない感動が込み上げてきた。

中央アルプス、北アルプス、八ヶ岳、そ

して南アルプス、１８０度全体に広がる

展望と紅葉に色づく山肌。今回の縦走の

最後を締めくくるにふさわしい山頂だ。

しばらく休憩して山頂を楽しみ、長い黒

戸尾根を9:30頃出発。はしごを繰り返し、

樹林帯の中をひたすら歩き続け、ついに

登山口に下りきったときは３人とも達成

感でいっぱいだった。 

・全体的な反省 

 まず、夏休みということでメンバー全員

がちゃんと集まって準備をすることが難

しく準備や情報をしっかりと共有しきれ

てなかったというのが第一の反省点だ。

エッセンなど何をどのように作るのかで

少しあたふたしてしまった。また、すぐ

にどうにかなるという問題ではないが気

象知識がもっとちゃんとあれば無駄に沈

殿するということも防げたと思う。天気

図を書くだけでなくそこから正確な情報

を読み取り、ときには観天望気によって

その日の行動を決められようになりたい。
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そして、今回は個人的にだがリーダーと

して頼りない面が目立っていたと思う。

メンバー全員が少し判断を迷うところで

リーダーである自分（長谷川）も自信を

もってチームを引っ張ることができず、

メンバーを不安にさせてしまった。自分

だけでなく会１の会員はリーダーの経験

が少ないため似たような経験があったか

もしれないし、これからあるかもしれな

い。できなかったこと、反省すべきこと

をみんなで共有し、これから互いに高め

合っていきたい。 

 

北アルプス 1 年縦走② 

・日程 9/6~9/15(6 日前泊、予備 1 日使用)

  

 ・メンバー 植野(L) 菊地 渡部 

 ・行程 中房温泉～燕岳～大天井岳～槍ヶ

岳～黒部五郎岳～雲の平～薬師岳～室堂 

 ・山道状況 基本的によく整備されており、

快適。雲の平・薬師沢間の下りは岩に苔が

  

      生え、滑りやすい。また、雲

の平・薬師平・太郎平・五色ヶ原等にある

木道 

      は凍ると滑りやすく、非常に

危険。 

      雪渓は所々に散見したが、雪

渓上を横切ることはほぼ無かった。 

 ・事故・病気等 最終日に菊地が獅子岳に

て発熱。薬を服用し、歩くペースを遅くし

た。 

        菊地の後ろを歩いていた

渡部によると、ふらつくような事は無かっ

たと 

                のこと。無事に室堂に下

山した。 

 ・予備日の使用理由 4 日目の黒部五郎小

舎～雲の平の行程を二つに分け、4 日目を 

                     黒部五郎岳のピス

トンのみとし、休息日とした。 

                     理由は前日 2 日間

の宿営地、大天荘・槍ヶ岳山荘において、

風が 

                     強く、よく睡眠が取

れなかった事、また、菊地が足首の痛みを 

                     訴えていた為であ

る。 

 ・反省とまとめ 初めての同期のみで行う

山行ということでやはり、全員気の緩みが

みら 

                 れた。だが、これから始

まる冬に向けて丁度いい息抜きになったの

では 

                 と思う。これから、気を

引き締めて頑張りたい。 

 

北アルプス 1 年縦走③ 

山行日程：2014 年 9 月 7 日（日）～14 日

（日） 

山行メンバー：山下耕平、大槻泰彦、城田

曜子（会１） 

行程・行動記録 
 

 9 月 7 日 天気：曇りのち晴れ 

  BOX(/5:00)＝高瀬ダム(7:45/8:15)～裏

銀座登山口(8:40/8:50)～1,680m 地点付近

(9:40/9:50)～ 

  1,920m 地 点 付 近 (10:40/10:50) ～

2,320m 地点付近(11:40/12:00)～烏帽子小

屋(12:40/13:35)～ 

  烏帽子岳 (14:05/14:40)～烏帽子小屋

T.S.(15:10/18:30 就寝) 
 

 9 月 8 日 天気：曇りのち晴れ 

  烏 帽 子 小 屋 (3:30 起 床 /5:10) ～

(5:40/5:50)～ (6:40/6:45)～ (7:40/7:50)～野

口五郎小屋(8:10)～ 
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  野口五郎岳(8:30:8:50)～(9:40/9:50)～

(10:35/10:45)～水晶小屋(11:15/11:40)～ワ

リモ岳(12:25/ 

    12:35)～鷲羽岳(13:10/13:30)～三俣山

荘 T.S.(14:10/18:00 就寝) 
 

 9 月 9 日 天気：晴れ 

  三俣山荘(4:30 起床/5:35)～三俣蓮華岳

(6:10/6:50)～三俣山荘(7:30/8:10)～黒部源

流碑(8:35/8:50) 

  ～第一雪田(9:40/9:55)～雲ノ平キャン

プ場 T.S.(10:50/19:30 就寝) 
 

  9 月 10 日 天気：晴れ、夕方から雷雨 

  雲ノ平キャンプ場(4:00 起床/5:20)～祖

母岳 (6:00/6:10)～ (6:30/6:40)～ (7:50/8:05)

～薬師沢小屋 

  (8:50/9:20)～(10:15/10:30)～太郎平小

屋 (11:25/11:40) ～ 薬 師 峠 キ ャ ン プ 場

T.S.(12:55/18:30 就寝) 
 

 9 月 11 日 天気：朝まで雷雨、日中は

曇り時々晴れ 

  薬師峠キャンプ場(4:00 起床/6:20)～薬

師岳山荘(7:35/7:50)～薬師岳(8:30/9:40)～

北薬師岳(10:20/ 

    10:35)～(11:35/11:50)～スゴ乗越小屋

T.S.(12:15/18:30 就寝) 
 

 9 月 12 日 天気：晴れのち曇り 

  スゴ乗越小屋(4:00 起床/5:35)～スゴ乗

越(6:05/6:15)～スゴノ頭(6:55/7:10)～越中

沢岳(8:15/8:40) 

  ～ (9:35/9:50) ～ 五 色 ヶ 原 山 荘

(10:35/10:45) ～ 五 色 ヶ 原 キ ャ ン プ 場

T.S.(10:55/18:00 就寝) 
 

 9 月 13 日 天気：晴れのち曇り、夕方

より小雨 

  五色ヶ原キャンプ場(4:00 起床/5:35)～

(6:05/6:15)～ザラ峠 (6:30/6:35)～獅子岳

(7:25/7:45)～一ノ越 

  (9:10/9:30) ～ 雷 鳥 沢 キ ャ ン プ 場

T.S.(10:15/18:00 就寝) 
 

 9 月 14 日 天気：晴れのち曇り 

  雷鳥沢キャンプ場(3:30 起床/5:00)～

(5:25/5:35)～剣御前小屋(6:15/6:30)～別山

(6:50)～真砂岳(7:30/ 

    7:40)～大汝山(8:30)～雄山(8:50/9:20)

～一ノ越(10:15)～室堂ターミナル(10:40) 

 

 

 

 1 日目、急登と呼ばれるブナ立尾根を登

っていく。傾斜はそこまできつくなく、よ

く整備された歩きやすい道であったので、

あっという間に登り切った印象。烏帽子岳

直下は大きな岩が剥き出しになっているが、

岩自体は安定しており、踏み跡をたどれば

落石の危険はほとんどない。 

 2 日目、行動時間が長いということもあ

り、体力に余裕を持たせたかったため、若

干ペースが遅めになってしまった。そのせ

いで、水晶岳のピストンはカットすること

となった。コース自体はよく整備されてい

るため、とても歩きやすく、快適な尾根歩

きを楽しむことができた。 

 3 日目、三俣蓮華岳から見る南北に長く

伸びる北アルプスの景観は圧巻。三俣山荘

より源流碑方面への道は、岩はぬれている

が、そんなに歩きにくくはなかった。むし

ろ、木道区間でのスリップに注意すべきで

あった。 

 4 日目、雲ノ平より薬師沢小屋へ下る道

は、苔むした大きな岩、木の根が剥き出し

になった悪路であったので、通過には細心

の注意を払った。薬師沢から先は、なだら

かな木道歩きの区間が大半を占め、とても

歩きやすい印象。 

 

 

 

 5日目、朝の時点で雷が鳴っていたので、

少々待機するも、雲の流れより行けるであ

ろうと判断した。薬師岳への登りの中で、

天気は曇りから晴れ、晴れから曇りと、目

まぐるしく天候は変わった。スゴ乗越小屋

までの区間でも、それほど危険な個所はな

く、雨には少し降られたものの、冷静に行

動できた。 

 6 日目、テントのフライが凍るほど寒い

朝であったが、体を温め、怪我をしないよ

う、スローペースで 

スゴノ頭や越中沢岳へと登った。どちらも

手足を使う登りであったが、3 人とも安定

した歩行・三点支持ができていたと思う。 

 7 日目、五色ヶ原周辺の木道は、案の定
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凍っていた。滑らないように慎重に歩くも、

やはり滑ってしまった。怪我さえなかった

が、反省すべき点である。一ノ越から先は、

三連休の初日だということもあり、随分と

人が多くなった。人ごみを避けるように、

雷鳥沢への下り道へ。雷鳥沢キャンプ場で

は、テント内エッセンをしている際に、火

器が炎上するという事故を引き起こしてし

まった。すぐに適切な措置を施し、大事に

は至らなかったが、一歩間違えれば大変な

事態になっていたことは容易に想像がつく。

火器は山に登るものにとっての命、とりわ

け、冬になればなおさらであるから、火器

の取り扱いについては、今後もっと慎重に

行っていくべきであると感じた。 

 8 日目、別山乗越への登りも、これまで

の疲れも感じさせず、すいすいと登って行

った印象の 3 人。そこからは立山連峰の尾

根歩きであるが、大汝山より先、特に、雄

山から一ノ越の区間は、人が行列をなして

おり、大変下りにくかった。落石を落とさ

ないようにとの注意も、3 人の中で何度も

確認しながら進んだ。 

 

北アルプス 錫杖岳 

日程：9/21（日）～22（月） 

メンバー：加藤了幹（会３）、池田章佑（会

２） 

 

1日目 

5:30 新穂高温泉発～7:30 岩小屋着～8:40 

左方カンテ取付き～12:30 終了点着～

15:00 下降終了～16:00 岩小屋着 

 

 前日は松田に車で送ってもらい、新穂高

温泉で前夜泊。翌日に錫杖に向かう。日曜

日ということで、他にも登攀に向かう人を

見かける。錫杖沢に下りた広場ではテント

も張ってあり、岩小屋にも荷物が置いてあ

る。左方カンテまで行くと、数パーティが

登っているのが見えたので、ルートの変更

も考えたが、最初はできるだけ分かってい

るルートを登りたいと考えていたので変更

はせずに、前のパーティを待って登り始め

る。終了点もだいぶ混んでおり、懸垂開始

がかなり遅くなった。下降後は次の日に登

る１ルンゼを偵察し、岩小屋に戻る。 

 

2日目 

6:30 岩小屋発～8:00 １ルンゼ取付き～

11:00 終了点～12:00 岩小屋着～ 

12：59 新穂高温泉着 

 

 バスの時間が心配だったので、朝早めに

起きて、出発。１ルンゼ登攀はＦ１から始

める。核心部分は下から見ると、右のルン

ゼから行けそうだったが、上部が悪そうだ

ったので、途中でＡ０しながら隣のルンゼ

に移る。核心部以外も緊張感のあるところ

は多くあった。初めて、下級生を連れてい

く立場で錫杖岳に来たが、身の引き締まる

思いであった。池田は登攀能力や支点の構

築など、今回のルートでは十分な力を持っ

ていたように見えた。途中からは、連れて

いくというよりも、共に登っているという

感覚があった。2日間を通して、登ったル

ートが 2本のみというのはやや少なく感じ

るが、内容は良いものであったので、今後

のクライミングにも生かしていきたい。 

 

北アルプス 上の廊下 

2014 09 8～12 

メンバー 松田、了幹（会３）、塩谷（会２） 

 

行動記録 1 日目 黒 4 ダム～奥黒部ヒュ

ッテ 2 日目 ～岩苔小谷出合 

     3 日目 ～赤木沢出合 4 日目 

赤木沢遡下降～祖父平 5 日目～新穂高温
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泉 

 

黒部川に憧れを抱いたのは山を始めて間も

ない頃１人で北アルプスを縦走し薬師沢小

屋からその清らかな流れと水と戯れる岩魚

の姿を見た時である。今回は現役での沢登

りの集大成として上の廊下および黒部の源

流に挑んだ。結果としては今シーズン 3P

目の遡行成功となったがこれは水量が落ち

着いていたからであると思う。下流から振

り返っていくと、まず入渓点での徒渉で黒

部の水の強さを感じた。下の黒ビンガでは

巨大な黒い岩壁に圧倒されるとともに憧れ

の黒部に今生きていることを実感し、口元

のタル沢出合付近のゴルジュではヘツリと

泳ぎと徒渉を繰り返し、濡れ鼠のように震

えながら流れを遡り、ゴルジュ出口の広河

原では狭く暗い印象から一転、明るく広大

な河原と青空に浮かぶ薬師の稜線との風景

に胸を躍らせた。上の黒ビンガゴルジュは

下の黒ビンガのような暗さや険悪さはなく

俗にいう黒部らしい風景が続き岩苔小谷出

合に至る。ここまでが上の廊下の核心部で

岩苔小谷以降は奥の廊下とされ水量も落ち

着く。事情もあり 2 日分の行程を 1 日でこ

なしたのだが早さの要因は水線突破にある

と思う。普通は泳ぎを嫌い高巻やヘツリに

逃げようとするが上の廊下での高巻は現実

的ではない。水を恐れずにロープを付け右

に左に水流を渡ることが成功の秘訣ではな

いかと思う。実際は水量のおかげなのは言

うまでもないが。 

奥の廊下からは渓相は穏やかになり淵や瀞

には岩魚が泳ぎ登山道が並走する。薬師沢

小屋で無事に抜けたことを報告し更に上流

に足を進める。「上の廊下は薬師沢小屋で終

わりじゃない」この言葉を胸に源流への沢

旅が始まる。3 日目は赤木沢出合の台地の

笹薮にタープを張り明日に備える。生憎の

雨で焚火もできなかったが小屋で頂いたビ

ールで乾杯し岩魚の蒲焼とちらし寿司をほ

おばる。4 日目の赤木沢は北アルプスでも

美渓とされ人気が高い。正直な所あまり期

待はしていなかったが入渓早々その期待は

裏切られる。赤木沢は今までにない雰囲気

を醸し出すすっきりとした美渓であった。

その美しさはナメと針葉樹のコントラスト

から来るものだと感じた。また、ツメの草

原がなんとも気持ち良い。遡下降は 3 時間

ほどで終了し歩みは源流へ。祖父谷出合付

近は平らになっており祖父平と呼ばれる。

静かでゆっくりとした時間が流れる桃源郷。

岩魚を釣ったり、クロマメノキの実をつま

んだり、だらだらしたり思い思いの時間を

過ごす。黒部の岩魚は美しい。野生の果実

はうまい。 

この日は焚火を囲みながら岩魚の塩焼きを

つまみ、熱燗とともに各々特に会話もなし

に夜空を見上げる。みんな何を考えていた

のだろうか。 

5 日目、朝目覚めると沢靴が凍っていた。

いよいよ流れは細くなり雲ノ平との分岐と

合流すると黒部源流の水源地標はすぐそこ。

僕らの上の廊下遡行はいよいよプロローグ

を迎える。この日も天気は良く稜線からは

美しい羽を生やした鷲羽や赤く険しい硫黄

尾根、剣山のような北鎌尾根、大きな窓を

持つ穂高の稜線が美しい。そして新穂高温

泉へ下山。今回の上の廊下遡行ではあの日

憧れた流れの多くを知れた気がする。だが、

もちろん全てを知れたわけではない。黒部

というと険しい印象が先立つが実際の黒部
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は険しくもあり、反面同じ分の優しさも持

っていた。今回は川浦、柿其などの準備山

行と屈強なパートナーにより無事目標は達

成できた。ありがとう。この経験を生かし、

より深く美しい谷に旅に出よう。 

 

松田 

 

題名「黒部の山賊」モデル ワン 撮影 了幹  

祖父平にて 

 

北アルプス 日本海~上高地縦走 

L 内田（会 2）河村（会 1） 

2014.9/10~9/22 

 

1 日目 

5：20 親不知 

7：00 入道山 

8：05 尻高山 

12：00 シキ割 

14：40 白鳥小屋 

前泊をし日本海の親不知スタート。海抜 0m

は暑い。そして栂海新道はヌメヌメしてい

て歩きにくい。そんな不快感を抱きながら

歩いていた。荷物は 40kg ちょっと。河村

はすぐにバテバテ。1 本のたびに 1Ⅼもの水

を飲む。シキ割で給水できるのはわかって

いたにしても足りないかと思うほどの飲み

っぷり。坂田峠からはややロープやら階段

が出てきて河村を苦しめる。しかし、一歩

一歩歩くうちにシキ割に。水をたっぷり飲

んで白鳥までの 2 ピッチを無事歩き切るこ

とが出来た。白鳥小屋は無人小屋なので泊

まらせてもらった。ありがとうございまし

た。 

 

2 日目 

6：35 白鳥小屋 

8：10 下駒ケ岳 

12：20 栂海山荘 

今日はレスト日。CT は 3.5h。だがまだ荷

物が重く河村のペースが上がらない。気づ

いたら 6 時間近く歩いていた…途中黄連の

水で水分補給。水場があるっていいね。蛇

もたくさん出るわであんまり道はよろしく

ない。栂海山荘は無人小屋（白鳥小屋と同

じ）だったので泊まらせてもらった。さわ

がに山岳会さんが管理されているようだ。

ありがたや。 

 

3 日目 

5：40 栂海山荘 

7：25 さわがに山 

8：45 黒岩山 

13：15 朝日岳 

13：55 朝日小屋 

長い行程だとわかっていたので、前日から

の様子だと団装そのままじゃ無理だと判断

し自分が食糧とテントを引き受け、軽いや
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つは河村に持たせて出発。作戦通り思った

よりサクサク進めた。黒岩山まではさほど

登りもきつくなくサクサク。朝日岳の登り

は多少急登。朝日岳は残念ながらガスの中

だったのでさっさと朝日小屋に下った。 

 

4 日目 

5：45 朝日小屋 

7：50 ツバメ岩 

10：40 雪倉岳 

13：50 白馬岳 

14：20 白馬岳頂上宿舎 

 

朝日小屋からツバメ岩までは木道があるの

だが、朝は霜が降りたっていてツルツル。

慎重にこけないように歩く。ツバメ岩から

は雪倉岳まではひたすら登り。河村がばて

る。雪倉岳の山頂で団装をばらし、火器だ

け持たしあとは全部自分が引き受けた。そ

こからは少しペースアップ。白馬岳の登り

は少々きついが一気に登ってしまう。3 連

休の 1 日目ということで山頂には人が多か

った。 

 

5 日目 

5：40 頂上宿舎 

6：35 杓子岳 

8：30 天狗山荘 

9：30 天狗の大下り 

13：00 唐松岳 

16：20 五竜山荘 

 

核心の日。頂上宿舎から杓子、鑓と超えて

いく。天狗山荘までは調子が良く歩けてい

る。天狗山荘で給水。そこから 1 時間ほど

で天狗の大下りが始まる場所。メットをこ

こで装着し下り始める。やや悪く、傾斜が

きついが河村も何とか無事通過。途中落石

ジジイに遭遇。いきなり走って来て石を落

して鎖場で僕らを抜き去り颯爽と消えてい

った。マナーは大切ですね、はい。不帰は

思ったより簡単で河村も楽しそうに登って

いた。唐松岳～五竜山荘間は意外に長く、

河村バテ気味。励ましながら歩かせると何

とか五竜山荘に暗くなる前に着けた。が、3

連休の真ん中、それも後立。着いた時には

もうテン場が埋まっている。トイレの前ま

でずらっとテントが並んでいて張れない状

態。なんとかテン場から少し離れたところ

の傾斜を掘って平にして無理やり張った。 

 

6 日目 

5：30 五竜山荘 

6：40 五竜岳 

10：40 キレット小屋 

12：35 鹿島槍ヶ岳北峰 

14：35 冷池山荘 

 

今日もキレットを超える。八峰キレット。

五竜を超えキレットに突入したあたりで前

方から登山客が。キレット小屋から来たら

しいが昨日キレットで滑落者が出て 1 名亡

くなられたらしく、遺体回収で通行止めに

なっているかもしれないとのこと。どうり

で朝からヘリが動いているはずだ。でも戻

るわけにもいかないしとりあえず進んでみ

る。すると他の登山客に出会ったので通行

止めがどうなっているか聞いてみたところ、

解除されたらしい。慎重にキレットを通過

したら鹿島槍ヶ岳からは山荘はすぐそこ。

残念ながら水場はないのでお買い上げ。 
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7 日目 

5：25 冷池山荘 

6：35 爺ヶ岳南峰 

8：55 岩小屋沢岳 

11：20 赤沢岳 

14：20 針ノ木岳 

15：15 針ノ木小屋 

 

長めの行程。ピークを 6 つも超えるのでア

ップダウンが激しい日があるが、縦走をし

ている感じがたまらない。自分の世界に浸

りながら歩いていると河村を置き去りにし

ていることも何回かあった…（笑）爺ヶ岳

では強風であったがその後の天気はガスだ

ったり晴れたりだったので晴れたときは黒

部湖がばっちし見えたのでとても気持ちが

良い。今縦走初の雷鳥にも遭遇。人なれし

ているからか全然逃げない。君たちが思っ

ている以上に人間は危ないヨ！ 

 

8 日目 

5：40 針ノ木小屋 

6：50 蓮華岳 

9：40 北葛岳 

11：25 船窪岳 

 

レスト日。蓮華岳は素晴らしい。北は白馬

まで、南は槍ヶ岳。これから行く道、歩い

てきた道を見渡すことが出来る。冬合宿で

もお前を倒しに来るからな！（予定だけど

…）そこからは一気に下り、道が悪いので

慎重に。晴れているので気持ちが良い。サ

クサク歩いているうちにあっという間に船

窪小屋。うーん、歩き足りない。といった

ような気持ち。でもせっかく晴れているの

でシュラフを外にだし、半裸でお昼寝。9

月中旬ってこんな暖かいんだと思ったくら

い。 

 

9 日目 

5：40 船窪小屋 

6：20 船窪岳 

9：55 不動岳 

11：25 南沢岳 

12：40 烏帽子岳 

13：30 烏帽子小屋 

 

朝起きてテントを撤収していると雪が舞っ

ているではないか。昼は暑いぐらいなの

に！どおりで昨晩は夜中目が覚めたはず

だ！寒いがさっさと撤収を済まし、烏帽子

小屋に向け出発。船窪岳まではあっさり、

船窪岳からは道が悪い！夏縦走では華世が

けがをしたのもうなずける。河村もへっぴ

り腰で進む。南沢岳はうっすら紅葉。朝晩

と日中の寒暖の差が紅葉を早めるんだろう

なとか考えながら通過。烏帽子岳はでっか

い巨石が山頂。さっとピストンして小屋に

向かう。烏帽子小屋のテン場はきれい！と

てもきれいに整地されている。水場はない

のでお買い上げ^^; 

 

10 日目 

5:30 烏帽子小屋 

8:05 野口五郎小屋 

10:55 水晶小屋 

13:25 鷲羽岳 

14:30 三俣山荘 

 

テント撤収時、ポールが凍っている。今朝

も冷えるなーとか話しながら撤収。烏帽子

からは三つ岳までは登り。稜線上は風が強



104 

 

い。野口五郎岳はでかい！規模はでかいが

平らな丘みたいな山なので登りは楽ちん。

水晶岳もばっちし隣に見えている。水晶小

屋から水晶岳までピストン。水晶岳からは

黒部吾郎、薬師、雲ノ平がばっちし。読売

新道も歩きたいが、また機会があればで。

鷲羽岳からは鷲羽池、槍ヶ岳の 2 ショット

が圧巻。思わず見入ってしまう。鷲羽岳か

らは山荘まで下るだけ。ガレ場、ザレ場な

ので転倒だけ気を付けさっさと降りて山荘

でのんびり。 

 

11 日目 

5:20 三俣山荘 

6:05 三俣蓮華岳 

7:15 双六岳 

8:10 双六岳 

9:25 硫黄乗越 

11:35 千丈沢乗越  

13:00 槍ヶ岳 

14:00 殺生ヒュッテ 

 

ついに槍ヶ岳を踏む日。五竜岳から見えて

いた時から近づくのが気持ちの高揚を隠し

けれなかった。まずはウォーミングアップ

かのように三俣蓮華、それから双六と調子

が良い。荷物が軽くなったから河村が遅れ

る回数も少し減った。西鎌尾根はそんなに

悪くないが、鎖場もあるので要注意。それ

と千丈沢乗越からの登りがなかなか登り応

えがある。登りきると槍ヶ岳山荘の隣にポ

ンッと出る。土曜日であるため混んでいる

かと思ったが、思ったより少ない。さっと

登って写真を撮って降りる。槍ヶ岳山荘に

泊まるか殺生ヒュッテに泊まるか迷ったが

連日夜の冷え込みが厳しく目が覚めたので

槍ヶ岳山荘のテン場は厳しいと判断し殺生

ヒュッテで泊まった。 

 

12 日目 

5:20 殺生ヒュッテ 

6:45 中岳 

7:50 南岳小屋 

11:10 北穂高岳 

13:30 涸沢岳 

13:45 穂高岳山荘 

殺生ヒュッテをスタートし槍ヶ岳山荘で水

を買い、穂高に向け出発。南岳小屋までは

特に悪い個所もなく順調。南岳小屋でメッ

トを装着。南岳小屋を出たら大キレット。

岩場の下りは事故が起きやすいので慎重に。

ガイド付きで歩いている人もちらほら見か

ける。北穂高岳までの登りも落石を落しそ

うな場所なので注意喚起しながら丁寧に登

る。天気は晴れ。天気が悪かったら 1 年生

を連れてきたくなかったので晴れてよかっ

た。涸沢岳までも悪路が続くので丁寧さを

こころがけ進んでいく。涸沢岳まで来てし

まえば穂高岳山荘は目前。河村の表情も緩

む。大キレットは本人もこわかったと言っ

ていたので緊張していたのだろう。穂高岳

山荘はにぎわっていたがテント泊の人はそ

んなに多くなかったのでテントは普通に張

れた。次の日は下山日なのでお楽しみを全

部空けた。 

 

13 日目 

5:30 穂高岳山荘 

6:05 奥穂高岳 

7:45 前穂高岳 

9:55 岳沢小屋 

11:20 河童橋 
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下山日。目覚めが良い。朝焼けもきれいで

穂高岳山荘の前はにぎわっているし、奥穂

の方を見上げればヘッデンの光が蛍の光の

ように自己主張をしている。奥穂高岳をさ

っと登る。寒い。梯子は鉄なので手が張り

付きそうだ。河村は奥穂を 1 番の楽しみに

していたらしく、とてもうれしそうにして

いた。吊尾根はところどころ悪いので三点

支持だけ意識させて歩かせる。紀美子平か

ら前穂にピストンしたのだが、思ったより

遠かった。前穂からは北尾根と奥穂南稜の

偵察。来年はこようとひそかに決意。東北

大学の山岳部の方に出会ったので少し話し

てから下山。重太郎新道はとにかく長い！

岳沢小屋がなかなか近づかない。また、岳

沢小屋から上高地も長い。単調な道なので

とても長く感じる。まだ下りだからましだ

ったねと話しながら下山。河童橋について

からは記念撮影をしお風呂に入り松本に帰

った。13 日間結局雨具を使わないという大

変天気に恵まれた山行であった。天気に恵

まれたからか、個人的にはすごい楽に感じ

たので、これから冬に向けもっと体力をつ

けていきたいと思った。 

 

北アルプス 裏銀座～笠ヶ岳 

日程：9 月 17~23 日 

メンバー：片野亜紀 

山域：北アルプス 針の木岳～烏帽子岳～

野口五郎～黒部五郎～双六～笠が岳 

行動記録： 

9 月 17 日 

4:50  扇 沢

発 

6:15  大 沢

9 月 18 日 

5:20  針 の

木小屋発 

6:40  蓮 華

9 月 19 日 

4:30  船 窪

小屋発 

5:15  船 窪

小屋 

10:30 針の

木小屋着 

11:15 針の

木小屋発 

11:50 針の

木岳 

岳 

9:45  北 葛

岳 

11:50 七倉

岳 

12:10 船窪

小屋着 

岳 

9:20  不 動

岳 

11:20 南沢

岳 

12:45 烏帽

子岳 

13:30 烏帽

子小屋着 

9 月 20 日 

4:45  烏 帽

子小屋発 

7:30  野 口

五郎岳 

9:30  東 沢

乗越 

10:20 水晶

小屋 

10:35 水晶

岳 

13:00 鷲場

岳 

14:00 三俣

山荘着 

9 月 21 日 

5:10  三 俣

山荘発 

6:30  黒 部

五郎小舎 

8:20  黒 部

五郎岳 

10:10 黒部

五郎小舎 

11:40 三俣

山荘着 

9 月 22 日 

4:20  三 俣

山荘発 

5:20  三 俣

蓮華岳 

6:30  双 六

岳 

8:00  弓 折

岳 

9:50  大 ノ

マ岳 

12:50 笠が

岳山荘着 

9 月 22 日 

5:00  笠 が

岳山荘発 

5:10  笠 が

岳山頂 

9:50  錫 杖

沢出合い 

10:20 笠が

岳登山口着 

 

針の木雪渓は崩壊が進んでいて、通行止

めとなっていた。しかし、夏道が全てでて

いたので、問題はない。少し急であるので、
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鎖などをしっかりつかんで通過した。ピッ

ケルは必要なかった。18 日は雪がちらつい

ていたが、それ以外はほとんど快晴で、朝

と夜の寒さを除けば、快適そのものだった。

蓮華の大下りでは長い鎖がすこし面倒。一

人であったが、大勢連れての通過となると、

かなり時間がとられる。19 日の船窪岳への

道はかなり崩壊が進んでいて、ざれざれの

砂道に加えかなり細い。ここは慎重に歩み

を進めなければならない。船窪岳から不動

岳への道は長いが特に危険個所はない。烏

帽子岳山頂への道は穂高や剣などに比べれ

ば難易度は低いがかなり危険であるが、空

身であったので難なく通過できた。最終日

の錫杖沢も連日の好天もあって、増水して

おらずスムーズに通過できた。 

9 月とはいっても、やはりかなり寒く、

冬用シュラフと冬用ダウンを着用し寝たの

だが、それでも寒くて起きてしまった。一

人であるので、防寒対策は重要だ 

 

北アルプス 前穂高岳北尾根 

 

2014.9.22～23  

前穂高岳北尾根 

上高地～パノラマ新道～屏風のコル～5.6

のコル（T.S） 

～前穂高岳～重太郎新道～上高地 

 

メンバー：L 荒川 北見（会３）塩谷 加

藤穂高（会２） 

 

９月２２日（１日目） 快晴 暑い 

上高地から屏風のコルまで ４.５ｈ 

屏風のコルから 5.6 のコルまで ４.５ｈ 

 

 北尾根を末端から行こうという計画。ヤ

ブコギとの情報もあったがそれほどでもな

く、踏み跡もうっすらついている。６峰で

２ピッチザイルを出したが最初の１ピッチ

は容易に巻けた。２ピッチ目は草付きの壁

を４０ｍ。なるべく草をよけた方がザイル

の流れが良くなる。そこから１５分ほど歩

くと６峰頂上。5.6 のコルがすぐ見える。ち

なみに６峰手前のタヌキ岩があり、裏から

登れる。5.6 のコルはみんな利用している割

に結構狭く、テントは３張くらいしか張れ

ないだろう。混雑時は注意が必要だ。この

日は我々のほかにテントが１張、尾根上に

は３パーティいた。この日の反省は水が少

なかったことだ。全部で１２L しかなかっ

た。１人４L は持っていくべきだろう。中

畠分岐の水は枯れていた。 

 

９月２３日（２日目） 快晴 

５：３０ 出発 

９：００ 前穂高岳 

１５：００ 上高地 

 

 今日も快晴。しかも貸切…と思いきや２

峰あたりで身軽な方々に抜かれた。残念。

５峰は特筆事項無し。裏核心と噂の４峰は

結局ザイルは出さなかったが高度感のある

トラバースやクライミングをした。基本的

に涸沢側を巻いたのだが、巻きすぎてしま

ったかもしれない。３峰は２５ｍ・２５ｍ・

４０ｍの３ピッチザイルをだす。最初の１

ピッチは簡単だがテラスの手前５ｍが怖い

ので下から出した方が無難か。クラック手

前のテラスできる。２ピッチ目はいろいろ

ルートが採れるようだが、クラック直上、

右、クラック直上の高度感のあるラインを



107 

 

採った。３級＋くらいだろうか。ザックを

背負っているので難儀する。支点はピナク

ルが良く使える。しかしザイルの流れによ

っては外れてしまったりするのでとり方に

注意が必要。要研究。遠くからでもよく見

える大きなチムニーの手前でピッチをきる。

３ピッチ目はチムニーの右の凹角を登る。

３級くらいだが長いのと高度感で難しく感

じる。ちょっと伸ばしてちゃんとしたテラ

スできった方が無難。ザイルをしまって１

０分くらい、２峰への乗越で手間取る。わ

れわれは涸沢側を巻くようにルートを採っ

ていたのだがもっと稜通しの方が良かった

かもしれない。ガイドと思しきパーティー

は同じルートを採っていたが。２峰に乗っ

たら本峰は目と鼻の先である。登山者の声

が聞こえてきた。尾根上を本峰に向かって

歩くと５分くらいで懸垂点に出る。６ｍほ

どの懸垂だが面倒がらずにザイルを出した

方が良いだろう。下降した地点からは１０

分ほどで山頂だ。久しぶりの山頂だったの

でのんびりして、重太郎をとぼとぼ歩いて

帰った。 

 

○まとめ 

 お手頃な長さ、難しさでありながら非常

に眺めがいい。何度でも訪れたいと思える

ようなルートだった。次は残雪期か。 

 

※だいたい１ピーク１ｈ 

※前半は多少強引にでも稜上を行ったほう

がいい。草付きのトラバース怖い 

※浮石は多くはなかったが大事な場面で出

てくる。気を抜かずに。 

 

 

北アルプス 焼岳~常念岳 

文

責：菊田水樹 

・日程 平成 26 年 ㋈22 日〜26 日 

・メンバー 菊田（会 2） 

・ルート 中の湯〜焼岳〜西穂高〜奥穂高

〜槍ヶ岳〜大天井岳〜常念岳〜蝶ヶ岳〜上

高地 

・詳細 

9/22 晴れのち曇り 

 

8：15  中の湯 

 

8：30 中の湯 

11：30 焼岳 

14：45 西穂山荘 

 

 松本駅から電車、バスと乗り継ぎ、八時

に中の湯から登山を開始する。中の湯から

安房峠への登りはアスファルトを歩く。つ

づら折りの車道をショートカットしようと

して道わきの笹道を登ったが、予想以上に

藪が深く、正規の登山道に出るまで 1 時間

ほど藪漕ぎをした。登山道に出てからは緩

やかな尾根道を歩き、焼岳山頂へは 1 時間

半ほどで到着した。山頂からはこれから越

えていく西穂〜奥穂の険しい稜線が望めた。

焼岳から中尾峠に下り、3 ピッチほどは針

葉樹林が鬱蒼としたなだらかな尾根歩きに

なった。割谷山周辺では紅葉が見ごろだっ

た。最後にちょっと斜面を登ると、この日

の目的地である西穂山荘に到着した。小屋

に着くころにはガスに覆われて景色がなか

ったが、夜になると雲は消えて満天の星空

だった。西穂山荘はほかのアルプスの小屋

とは違って、暗くなってもキャンプ場が賑
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やかだった。8 時過ぎに夏の大三角形につ

いて大声で講釈を垂れているおじ様がいて、

早く寝かせろと内心毒づいた。 

 

9/23 

 

2：30 起床 

3：30 出発 

5：30 西穂高岳 

9：00 天狗のコル 

10：30 ジャンダルム 

11：30 奥穂高岳 

13：30 穂高岳山荘 

 

 

この日は今回の縦走でも核心を越える日

で、2：30 起床、3：30 出発で西穂山荘を

後にした。前日の睡眠不足が若干心配だっ

たが、歩いてみると体力的には良好だった。

西穂独標を通過した頃はまだ真っ暗で、冬

の星座が夜空に輝いていた。独標から先、

道がだんだん険しくなってきたので穂高縦

走が始まったと感じた。岩稜を 1 時間ほど

歩くと海抜 2909m の西穂高岳の山頂に立

った。山頂に着くころには、空がだいぶ明

るくなってきて、前穂〜明神間稜線の向こ

う側から朝日が昇ってきた。岐阜県側の新

穂高の深い谷をへだてて、笠ヶ岳がそびえ

立っており、これから進んでいく険しい稜

線の先には途中で通過する槍ヶ岳も見えた。

山頂でまったりしたら、いよいよ西穂縦走

を開始する。気を緩められない悪路が、こ

の先延々と続く。間ノ岳、天狗岳という険

しい岩峰を越え、2 ピッチほどで一息つけ

る天狗のコルに到着した。天狗のコルから

は、ジャンダルムへ直登する急坂の道にな

った。この登りは 1 時間ほどで終えるつも

りでいたが、途中で正規の道からそれて尾

根道を上がってしまうというルートファイ

ンディングミスをしてしまったので時間を

30 分ほどロスしてしまった。畳岩尾根の頭、

コブ岩尾根の頭と小ピークを越えると、ジ

ャンダルムの取り付きとなる平地に到着し

た。そこからトップへは 50m ほどの登りで、

しかも想像以上に登りやすい道だった。あ

っけなくジャンダルムの頂上に到着した。

そこは穂高のど真ん中に位置するので、穂

高連峰の岩稜の景色が見事だった。ジャン

ダルムから下りると、今度は奥穂までの難

路が続いていた。重いザックを背負ってす

でに７時間ほど歩いていたので、少し疲れ

を感じていた。ジャンダルムは南側からみ

るとのっぺりした印象だったが、北側にま

わり込んでみると垂直に切り立った岩峰で、

こちら側から登るのはさすがにロープが必

要だと感じた。ロバの耳や馬の背の岩場は

特に険しく、馬の背は両側が切り立ったナ

イフリッジが 30m ほど続き、西穂縦走の最

後で緊張は最大になった。馬の背を通過し

てからは奥穂高岳山頂にすぐ着いた。海抜

3190m 山頂は青空が広がっていて、南には

霞んだ富士山が望めた。30 分ほど展望を楽

しんだ後、穂高岳山荘へ下山した。ピーク

からすぐに小屋に到着し、予定よりもだい

ぶ時間の余裕をもって目的地につけたので

小屋ではのんびり過ごせた。 

 

9/24 3 日目 

 

4：00 起床 

5：00 出発 

7：00 北穂高岳 
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9：45 南岳 

11：45 槍の肩 

14：30 水俣乗越 

15：30 ヒュッテ西岳 

 

 縦走 3 日目。この日は行動時間の余裕が

あったので 5：00 頃にキャンプ場を出発し、

涸沢岳の頂上に着くころには日が昇った。

涸沢岳から北穂間の稜線は、朝一番で体調

も良かったということもあり、特に問題な

く通過することができた。この日の天候は

高曇りで安定していたものの、いつ雨が降

ってくるかもわからない状況で、岩場の通

過中に雨に見舞われるのは嫌だったため、

歩くペースは早めにした。大キレットは 2

時間半ほどで通過し、出発から 5 時間後の

10 時前には南岳へ到着。西穂の稜線と比較

したら岩場の難易度も特に難しいというわ

けでもなく、快適な稜線歩きを楽しむこと

ができた。そこから中岳、大喰岳のだらだ

らした稜線を越え、槍の肩に着いた。その

日の目的地は槍ヶ岳山荘だったが、到着が

予定よりも 3 時間ほど早かったので、行程

を延ばしてヒュッテ西岳まで行くことにし

た。槍ヶ岳山荘付近で小雨がパラパラと降

ってきたのでレインウェアを着たが、ヒュ

ッテ大槍を通過するころには止んだので脱

いでザックにしまった。しかし水俣乗越へ

の下りの途中で本降りになってきたのでま

た着込み、最後にピッチはずぶ濡れになっ

て東鎌尾根のいやらしい道を歩いた。明日

台風という予報もあり、ヒュッテ西岳はま

ったく人気がなかった。暇そうにしている

管理人の方にお金を渡し、テントを立てて

雨から逃れてほっと一息ついた。 

 

9/25 4 日目 

 

台風接近のためこの日は沈澱。 

 

9/26 5 日目 

 

2：30 起床 

3：30 出発 

5：45 大天荘 

8：20 常念岳 

11：20 蝶ヶ岳 

14：00 徳沢 

15：30 上高地 

 

 台風一過の晴天の中行動開始。大天井岳

を登っている最中に、槍穂高の稜線がモル

ゲンロートをはじめた。大天井から蝶ヶ岳

の稜線は、それまで越えてきた険しい道と

は趣が全く違っており、大展望の中、楽し

い気分で歩くことができた。急な登りも常

念小屋から常念岳への登りと、蝶槍への登

り返しの二か所ほどで、あとはなだらかな

稜線をひたすら南に向かって歩いた。蝶ヶ

岳山頂では 30 分ほどのんびりした。そこか

らは真正面に穂高連峰を望むロケーション

となっており、いつまでいても飽きない場

所だった。バスの時間もあるので名残惜し

いが稜線から下り、そこからは長塀尾根の

だるい下りとなった。紅葉は綺麗だったが

疲れも相まって長い下りは精神的に辛かっ

た。徳沢に到着してから一時間半ほど遊歩

道を歩き、三時半、観光客でごった返す上

高地にたどり着いた。 
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≪事故報告≫ 

 

北アルプス縦走事故報告 

                              

池田章佑 

概要 

パーティー：池田、松橋、長谷川 

８月１５日（金曜日）縦走５日目 AM5:30

頃、船窪岳南側の 2459m 峰とのコルにて松

橋華世が足を滑らした。FIX ロープ・ワイ

ヤーを持っていた為に滑落は防がれた。し

かし、その際に左足首を捻挫した。隊列は

先頭から順に池田、松橋、長谷川であった。 

 

事故後の対応 

現場は昨年から崩落が続いている場所であ

ったので、その場にザックを置き平らなコ

ル部へ移動させる。登山靴を脱がせ様子を

見る。本人の折れてはいないという発言、

事故後数歩歩いていることから骨折はして

いないと判断。同時に長谷川は事故現場を

慎重に通過し合流。その場で 15 分ほど経過

を見た後に、船窪のテン場へと引き返すこ

とを決定。松橋、長谷川にヘルメットを着

用、待機を命じて池田は松橋のザックを船

窪岳直南の安全地帯まで移動させる。最低

コルへと戻り、池田、松橋、長谷川の順に

再び事故現場を通過しザックデポ地へと移

動。この際松橋は空身。十分な休息を取っ

た後、池田のザックをデポし船窪岳北部、

針ノ木谷出会のコルへと移動を開始。ザッ

クにはデポとわかるように防水紙に「デポ」

と記載し貼り付けた。針ノ木谷出会のコル

で再び休息。この間に池田はデポを回収に

行く。（往復 30 分弱）休息後、船窪のテン

場へと移動を開始。8:30 に船窪のテン場へ

到着。テント設営後は温かいものを飲みな

がら経過観察。池田はザックのデポ回収を

開始。8:56 に出会のコルへ到着、ザックを

担ぎ折り返しテン場へ。 

事故後は 1 年、事故者（松橋）を単独にさ

せないことを優先事項とし、長谷川、松橋

を記録係とした。また、単独行動時にはヘ

ルメットを着用した（池田） 

 

事故原因と反省 

事故の原因は私の注意喚起不足に尽きると

思う。現場は昨年も通過しており、崩壊し

ているのは知っていた。しかし、具体的な

足置きやテスティングの指示ではなく「気

をつけて」という抽象度の高い言葉をかけ

ていた。また、早朝の１P 目にも関わらず

行動時間が 60 分を超えていたのも原因で

あろう。縦走の真ん中に差し掛かった頃の

事故であり疲労のピークであったはずだ。

体が目覚めきらない時間帯であり注意力が

低下していた可能性がある。中、長期的な

スパンで見ると七倉岳への登りで長谷川が

浮石を掴んだことに象徴されるように岩稜

歩行の経験が少なかったことであろう。個

人山行が少ない本年では難しいが、両名の

これまでの個人山行には本縦走のような北

アルプスの岩稜帯は無かった。 

注意喚起は具体的且つしつこいほど何回も

行う必要がある。また、今回のように１P

は無理のない程度で切るのがよいと思われ

る。登山靴の靴紐が緩かった可能性もある

ので各自確認、上級生は指導にあたる必要

があろう。 
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事故現場写真 

※１              ※２       

 

※３                 

※４ 

 

※１現場は昨年から崩壊が続いていた。写

真のとおり浮石が多い。 

※２岩質は非常に脆く引くと剥がれるもの

も少なくない。 

※３現場付近には FIX ロープが設置されて

おり、現場はロープとワイヤーが存在した。 

※４松橋が足を滑らした現場。赤い部分が

崩壊したものと思われる。 
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夏合宿剱岳 

 

文：河野卓朗 

 

〈概要〉 

2014 年 8 月 24 日～30 日に、真砂沢ロ

ッジをベースとし剣岳周辺にて登攀合宿

を行った。合宿 4 日目（8 月 27 日）・登

攀実施初日に、八つ峰Ⅵ峰 D フェース・

富山大ルートをリードで登攀中の河野卓

朗（会５）が 2 ピッチ目で転落。幸いに

も大きな怪我は無かったものの、剣岳と

いうフィールドでの登攀中の 6 メートル

程に及ぶ転落は、大きな事故になる可能

性が十分にあった。 

 

〈詳細〉 

当日「8 月 27 日」の行動記録 

05:20 BC 出発 

07:40 Ⅵ峰岩小屋着 

08:30 Ⅵ峰 D フェース取付 

10:25 富山大ルート登攀開始 

11:25 ２ピッチ目開始 

11:30 事故発生 

11:33 再び登り返す 

11:50 2 ピッチ目終了 

12:40 同ルートを下降開始 

14:30 取付き着 

15:20 Ⅵ峰岩小屋出発 

17:00 BC 到着 

 

パーティー編成 

河野卓朗（リード・会５）、池田章佑（会

２）、長谷川士門（会１） 

（※同ルートを、加藤了幹（会３）のパ

ーティーが先行していた。編成は前川夏

子（会２）、山下耕平（会１）からなる。） 

 

事故当日の天気 

  秋雨前線に伴い、剣岳周辺ははっき

りしない天気であった。朝の時点では

晴れ間が見えていたものの、09:00 ごろ

から雲行きは怪しくなり、11:25 の 2 ピ

ッチ目をスタートした時点には小雨が

ぱらつき始めていた。その後、雨は強

くなりはじめ、2 ピッチ目を終了した

11:50 ごろには本降りになり、登攀を続

行できないと判断し、そこで懸垂支点

を構築し下降を開始した。 

 

登攀開始から事故発生、下降まで 

 取り付きにつくと、加藤のパーティー

を先行させた。これは、自分がこのルー

トを何度か登っていることや、登攀中の

ルートファインディングを加藤自身に行

わせたかったという理由からである。 

我々のパーティーは、加藤のパーティ

ーの 2 人目が 2 ピッチ目を出発したタイ

ミングで登攀を開始した。この時点で取

り付きに着いてから 2 時間ほど経過して

いた。 

 1 ピッチ目、「残り 10 メートル」のコ

ールの後ピッチを伸ばしすぎ、ロープが

足りなかったために本来のルートよりも

右に外れた終了点でピッチを切った。こ

こで一度富山大ルートを外れたことにな

る。 

 そして 2 ピッチ目、ここから霧雨のよ

うに雨が降り始める。10 メートルほど左

にトラバースして本来のルートに戻るあ

いだに、１つ支点をとった。そして本来

のルートに復帰した後、核心部の垂壁に
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取り掛かる手前で残置のハーケンにもう

１つ支点をとった。この核心部とは、ル

ート図上では３ピッチ目、「凹状のフェー

ス（Ⅳ＋～Ⅴ－）」と記されている部分で

ある。 

この核心部は既に雨により濡れており、

凹角の中心部のフェース状になって い

る部分はスリップして、そこを手掛かり

にいくには恐怖心を感じた。しかしその

すぐ左手側にはフレーク状になったライ

ンが上まで伸びており、そちらの方が容

易だと判断しそこを行くことに決める。

大きくせり出すフレークを右側から叩い

たところ問題無さそうだったためピンチ

で行こうとするも、フレークの左側に付

随する小フレークが欠け、その部分は親

指を除く４指で握っていたためにかけた

小フレークとともに手が岩から外れた。

そしてそのままバランスを崩し、頭を下

にして転落。しかし大きな衝撃を受ける

事は無く、ロープが伸びるのを感じて空

中で停止した。停止した地点は核心より 3

メートル程下部の比較的緩傾斜の凹角内

であった。頭が下になってぶら下がる体

勢になっていたため、そこから体勢を立

て直した。墜落距離は目視でおおよそ６

ｍ程、最後に支点をとった残置ハーケン

で止まっていた。怪我は無かったように

感じたため、ビレイ中の池田に状況を伝

達し、すぐに再び登り始めた。再び同じ

地点を同様に通過し、２ピッチ目終了。 

その後フォローの長谷川と池田もなん

とか終了点に到着したが、長谷川は核心

部の通過をプルージックで行った。 

フォロワーの二人が登るころには雨は

本降りになってきており、登攀続行は危

険だと判断し下降を決断する。丁度 C フ

ェースの剣稜会ルートに丸藤（会３）が

見えたため、下降することを伝える。下

降点の構築はハーケン等が使えそうな箇

所が無かった為、ハイマツを支点として

用いた。大雨の中、懸垂下降の１ピッチ

目を終了。２ピッチ目は残置ハーケンと

スリングのテスティングをし、不安があ

ったためにスリングを切断しハーケンを

打ち足し、新たな残置スリングを設置し

て下降した。３人とも無事に取付きまで

降りた後、岩小屋へと帰った。 

 

ケガ等について 

 大きな怪我は無かったものの、足等に

小さな怪我が見られた。墜落地点で、フ

ットジャムでクラックに足を突っ込んだ

まま後傾し転落したため、クラックの中

で親指に対しねじれる様に力がかかった

ものと思われる。そのため、右足親指の

爪が剥がれた。また、左脚の膝もぶつけ

たようで、直径５㎝ほどのあざができた

が、どの瞬間にぶつけたかは不明。その

他、左掌底に擦り傷による出血等の細か

い怪我も負った。しかし、以上の怪我に

よる登山活動への影響はそれほど無かっ

たのは幸いであった。 

 

〈事故原因〉 

技術面 

 まず基本的な事項である３点支持を怠

ったと言える。剣岳はあくまでも「本チ

ャン」の岩場であり、フリークライミン

グとは違う。そこの意識が希薄であり、

右手の保持が不安定なまま、次の一手を

出してしまった。この一手が不安定であ
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ったとしても、３点支持が出来ていれば

墜落することは無かった。落ちる可能性

のある動きをしてしまっていたと言える。 

 また、ホールドの安定性の確認の詰め

が甘かった。大きな部分としてのフレー

クの安定性に問題が無いことは確認した

ものの、その一部分である小フレークま

での確認は怠った。これもまた、先述の

通り本チャンであるという意識が希薄で

あったが故の失敗であると言える。 

 

精神面 

 油断していた。雨天で岩が濡れている

という条件のもとでありながらも、それ

に対する警戒心が薄かった。 

同ルートは過去 3 年間、何度か登った

ことが有る。それ故に、「今回も登れる」

と当然のように考えていた。しかし、こ

のルートを濡れた状態で登るのは初めて

だった。それにも関わらず、「前にも登っ

たことが有るから」というのが潜在意識

にあったために、思考停止していた。そ

れゆえ緊張感も無いまま墜落した。技術

面でも述べたが、本チャンの岩場に臨む

心持では全く無かった。 

 

その他の要素 

 時間判断の問題、それと同時に天候判

断の問題があった。当日は同ルートに２

パーティー取付いており、自分達のパー

ティーは後発であった。出発した時点で

10 時を過ぎており、このルートを抜け切

るとすると、岩小屋への全体の集合時間

である時刻にも到底間に合わないタイミ

ングであった。また、朝の時点から天気

が下り坂であることは一目瞭然であった。

これらの判断材料が有ったにも関わらず、

ルートに取り付いてしまったことは慎重

な判断であったとは言えない。 

これはそもそも、前日の隊分けで問題

があったと言える。D フェースの富山大

ルートはⅥ峰の中でも比較的時間がかか

るルートであると知っていた。それにも

関わらず２パーティー取り付く編成にし

てしまった。もしこれが仮に各パーティ

ー2 名の編成で且つ上級生のみからなっ

ていれば時間的な問題は無かっただろう

し、核心部の通過も降雨前にできていた

だろう。 

しかし今回はそうではなかった。考え

が浅はかであったとしか言いようがない

し、今となってみれば、こんな基本的な

判断が出来ていなかった事が恥ずかしい。 

 

原因まとめ 

 全ては慣れから来る油断と、それによ

る思考停止が原因であったと言える。転

落したのは核心部であったものの、冷静

に臨めば決して難しいものではない。「前

にも登ったことがある」「だから今回も当

然登れるだろう」という根拠のない自信

があった。それは毎回条件の変わる、自

然相手のクライミングである本チャンに

臨む姿勢ではない。種々の状況を見極め

る基本的な冷静さが欠けていたことが今

回の転落の根本的な原因であった。 

 

〈今後の事故対策〉 

 外岩での本チャンに対する危機管理意

識の甘さが、今回の転落という形で現れ

てしまったと言える。その意識の甘さは、

普段の山行、例えば錫杖岳等の岩登りで
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もあったのではないだろうか。何度か本

チャンの経験を積むたびに状況に対して

徐々に慣れ、慢心し、ここまで来ていた。

経験というものがこうして悪い形で積み

重なってしまっていたのは、一回一回の

山行に真剣に取り組んでいなかったから

だと思う。何故、そうなってしまったの

だろうか。 

 それは恐らく、普段の岩トレに取り組

む姿勢が甘くなり始めた事に起因してい

ると考えられる。岩トレとは、最も身近

な本チャンであると言っても良い。そこ

で基本的な意識を忘れてしまっていては、

どこの岩場に行ってもそれ以上のことは

できないだろう。技術的な練習の場とし

ても、またそれ以上に危機管理意識を維

持するためにも、岩トレの機会を大事に

することが今回のような事故の予防に繋

がるのではないかと思う。 

 

〈最後に〉 

 岩から手がすり抜けて転落した瞬間、し

まった、と思った。あ、死ぬな、と思っ

た。幸いにも怪我が無く墜落が止まった

が、その直後から「油断」という言葉が

頭から離れなかった。まさしく油断大敵

である。しかし、自分が油断していたな

どと、事故が起こるまで自覚していなか

った。転落した箇所を再び通過する際に

初めて恐怖心を感じた。 

 この一件で、感じたのはクライミング

がいかに危険な活動であるかということ

である。そんなことは当然であり、活動

するにあたっての大前提である。しかし

分かっていなかった。口では危険だとい

うものの、その意識は低く、さほど恐怖

心は感じていなかった。これこそが事故

につながる危機管理意識を低下させてい

たと言える。登山あるいはクライミング

とは、然るべき恐怖心を、状況や技量に

応じた対処法で克服するものであると思

う。幸いにも今回は大事には至らなかっ

た。この一件は、登山に対する取り組み

方を考え直させる機会となった。 

 

 

 

 


