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2021年度 九州大学山岳部 春合宿 報告書 
文責：河野 

 

■期間 

2022 年 2 月 24 日（木）～2021 年 3 月 4 日

（金） 

 

■山域 

岐阜県～長野県 槍ヶ岳 

 

■目的 

全体：槍ヶ岳の登頂 

 3 年：下級生への技術の伝承 

 2 年：リーダーシップの向上 

1 年：積雪期の基礎的な生活技術及び歩行

技術の向上 

 

 

■参加者 

 修士 2 年：須賀雄次郎 

 4 年：安河内優文 

3 年：河野陽介（CL） 

2 年：青木直哉(SL)、安平ゆう 

 1 年：アキノ・トーレス・ルイス 

 

 

■計画概要 

主案 

2 月 24 日 福岡～大阪 夜行バス 

25 日  大阪～高山～新穂高温泉 

  新穂高温泉より入山。穂高平小屋に

て幕営。 

26 日  ①穂高平小屋～槍平小屋 

槍平小屋に着いた後、中崎尾根取付

きへの偵察を行っておく。 

27 日 槍平小屋～中崎尾根 2500ｍ地点 

テント設営後、尾根上の偵察・ラッセルを行

っておく。 

28 日 槍ヶ岳アタック 

ザイルパーティ 

     ・青木－安平 

     ・アキノ－安河内 

     ・須賀－河野 

1 日 中崎尾根 2500ｍ地点～新穂高温泉 

予備日：4 日間 

 最終下山日：3 月 5 日 

 

副案 

右俣沢において雪崩の危険が考えられる場

合、対象山域を西穂高岳に変更する。 

 

25 日 新穂高温泉～穂高平小屋 

26 日 穂高平小屋～新穂高ロープウェイ～

西穂山荘 

 

■行動概要 

 2 月 24 日 移動日①（福岡～大阪） 

 25 日 移動日②（大阪～新穂高温泉） 

 新穂高温泉より入山。穂高平小屋にて幕営 

26 日 穂高平小屋～槍平小屋 

27 日 沈殿 

 28 日 槍平小屋～中崎尾根 2500m 地点 

      2500m 地点にて幕営 

 3 月 1 日 沈殿 

 2 日 槍ヶ岳アタック（幕営地～槍ヶ岳往復） 

 3 日 中崎尾根幕営地～槍平小屋 

 4 日 槍平小屋～新穂高温泉 
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■行動記録 

2 月 25 日（金） 晴れ 

15:45 新穂高温泉 着 

16:30 入山開始 

18:30 穂高平小屋 着 

 

バスが予定より少し遅れた。それでも 16;30

には出発できたため17:30ごろには小屋につく

と思っていたが時間がかかった。途中からト

レースがなくなり少し暗くなってきたため道

が分かりづらかったのが原因である。しかし

それでもコースタイムは結構早いように感じ

た。穂高平小屋は冬季は無人小屋として開放

されている。我々以外誰も利用していなかっ

た。中は広く快適に過ごすことができた。水

場が近くにあるらしいが見つけられなかった。

トイレもついている。穂高平小屋から先のル

ートもトレースが付いていた。 

 

2/26（土） 快晴 

6:00 穂高平小屋 発 

7:15 白出沢出合 

9:55 滝谷避難小屋 

12:10 槍平小屋 着 

 

 小屋泊のため、簡単な片付けの後、出発。

ただし、なぜか時間はかかり、起床から出発

は 1 時間かかった。 

 気温もそれほど低くなく、ヤッケを着て出

発すると、日の昇りきらぬ朝方の内から汗だ

くになった。太陽が上ってからはカンカン照

りとなり、ヤッケを脱いで、さらに腕まくり

で歩いた。 

 スノーシューの浮力に感謝しながら歩くも、

ワカンの周経と山靴の周経にそれほど差の無

いルイスなどはかなり沈んでおり、珍しくキ

ツそうに歩いていた。反面、同じワカンでも、

青木は不思議と沈んでおらず、面白かった。 

 すでに槍の登頂を決めた人、幾人かとすれ

違いながら歩くこと約 6 時間。コースタイム 2

時間遅れで槍平小屋に到着。冬季小屋の入り

口周辺は完全に雪で埋もれていたため、入り

口を掘り起こし、また落雪事故を防ぐために

屋根の雪も簡単に落として、小屋に入った。 

 

2 月 27 日（日） 雪 

沈殿。 

 

2/28(月) 晴れ 

  4:00 起床 

  5:00 槍平小屋 発 

10:00 奥丸山 

15:00 2500m 地点 

21:00 就寝 

 

槍平小屋から中崎尾根の取付きは、前日の

主将の偵察のおかげで迷うことなく行えた。

中崎尾根は雪質がふわふわで足場が崩れやす

かった。前日の雪でトレースなどはなくラッ

セルをしなくてはならなかったため、コース

タイム通りに目的地に着くことはできなかっ

たが、暗くなる前には着くことができた。 

2500m 地点に着くとテントのために整地を

行うつもりでいたが、雪洞泊をしてみたいと

の意見もあり雪洞泊をすることとなった。 

 

3 月 1 日（火）雪 

沈殿。 

 

3/2（水）快晴 

4：00 起床 

5：30 出発 

6：30 中崎尾根の稜線上 

7：00 千丈乗越 

8：30 槍の肩分岐 

9：00 槍の穂先 
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9：40 槍の穂先より下山開始 

11：20 千丈乗越 

12：00 雪洞着 

14：00 水づくり開始 

16：00 夕食 

19：00 就寝 

 

待望の槍ヶ岳アタック．5：00ごろには準備

が完了するが，青木のピッケルが埋没し，出

発が遅れる。始めは前日に偵察を行った河野

が先頭を歩く。前日の降雪で表面に積雪が見

られたので，ワカンを付けた河野，スノーシ

ューを履いた須賀と安河内，アイゼンを装着

したルイス，安平，青木の順で進む。しばら

くトラバースしたのち，岩塊を目指して直上

に切り替え，中崎尾根の稜線上に出る。斜面

はかなりの傾斜だったが，しっかりと雪が付

いており，懸念していたほどの難度ではない

ように感じた。稜線の向こうの景色は圧巻だ

った．河野，須賀，安河内の 3 名はここでア

イゼンに履き替える。順序を青木先頭に変更

し，西鎌尾根を進む。夏道が雪で埋まり分か

りにくくはあったが，大きな雪庇は見られず，

雪も締まっており歩きやすかった。槍ヶ岳山

荘の北北西にある岩峰がかなり間近に見えて

きた辺りから，進路を稜線の南側に取り，谷

状地形の外縁をなぞるように斜めに登る。登

り切ったら東南東の緩斜面を登り，槍の肩分

岐に到着。中崎尾根への合流に思いのほか苦

戦しなかったからか，予定していた行動時間

に比べて余裕を持てた。ザイルを要する場面

もなかった。槍の穂先は，鎖場の取りつきま

での道が雪に覆われて分かりにくかったが，

鎖や梯子は雪に埋もれること無く夏と同様に

使用できた。天候に大いに恵まれ，山頂から

360 度の大パノラマが楽しめた．たっぷり 40

分間，ひたすらに景色を眺め写真を撮り続け

た。穂先の下りは緊張を要する場面が多く，

全員が時間をかけて降りる。鎖などの手掛か

りや岩など足掛かりが無く，雪面に前爪を指

して下る場面もあった。帰りは行きのルート

をそのまま辿る。中崎尾根の稜線からトラバ

ースの踏み跡へ下る際は，半ば滑り落ちるよ

うに降りた。リセードに挑戦する者もいた。

コースタイム 10 時間を 6 時間半で歩ききり，

正午に雪洞に帰り着く。時間あったが場所的

にも体力的にも雪訓は厳しかったため，雪洞

内に溜まった雪の掻きだしやトイレの新設，

荷物整理，ヤッケの補修，余分に持ってきた

エッセンの消費などをして各々適当に過ごし，

その日の行動を終えた。 

 

3 月 3 日 曇りのち雪 

5：30 2500m 地点 

8：30（？）奥丸山手前ピーク 

9：00 滑落 

9：20 稜線復帰 

9：50 槍平小屋 

 下山日。慣れてきた雪洞ともお別れとなる。

撤収に時間がかかるも登りに比べ早めのペー

スで奥丸山前のピークまで進む。この間、安

平のペースが遅かった。登りの際には尾根の

西側を、雪庇を避けつつあるいたが、今回は

雪庇があっても、その下を歩くことが 2 か所

であった。その理由として、雪がしまってい

る時間であり雪崩の危険が少ないと判断され

たこと、西側の樹林帯の積雪が深く、ラッセ

ルがしんどいと判断されたことがあった。 

 奥丸山前をトラバースし、登りに苦しめら

れた稜線を半ば滑りながらおりていく。尾根

を半分ほど下ったくらいだったか、安平がス

テップを踏み外し、後ろを歩いていた安河内

を巻き込んで目測 30m ほど滑落する（この滑

落については別で詳しく書くことにする）。

幸い二人に目立った外傷はなく、20 分後には

尾根に復帰し小屋にたどり着くことができた。 
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 その後荷物を入れ、ラーメン、嗜好品、1.5

～２日分の夕食をたいらげ、就寝した。 

 

〇奥丸山からの下山時におきた滑落について 

以下、3 月 3 日の安平、安河内の滑落について

状況説明を主に記述する。反省については個

人の反省にて、安河内、安平各々が書いてい

るためそちらを参照願いたい。 

 

・状況説明 

～滑落 

9：00前、安平が、斜度のある樹林帯をトラ

バースしていた際に、木の間にあったステッ

プを崩し、体勢を崩す。奥丸山側の斜面には

シャフトをさしたピッケルがあった。ピッケ

ルを支えに立て直しをはかるも、ザック側に

重心がとられ、ピッケルに捕まった状態で雪

の斜面にぶら下がるような体勢になってしま

う。体が腕からあしまで伸びきってしまい、

足場を作ることもできなかった。その後ピッ

ケルから手を離してしまいスリングをつかん

だ状態でいると、安河内が自分のピッケルを

安平の上腕あたりに差し出す。しかし表層の

雪がしまっていなかったこともあり、うまく

支点にできなかった。雪が崩れ、安河内を巻

き込み滑落する。 

 

～尾根に復帰 

ピッケルとつながったスリングと両者が絡

まりながら斜面を転げ落ちる形になり、ピッ

ケルストップもうまく行うことができなかっ

た。安河内がふんばり、斜度がすこし落ち着

いた地点で滑落は止まった。雪を大量に口に

ふくみ、両者息が切れていた。特に安河内は

持病の喘息の発作で気管が細くなり半ばあえ

ぐように息を切らしていた。その間 30 秒ほど

で、河野の声が聞こえる。その後ザックから

脱出し、埋まっていないことを伝え、5m ほど

離れた樹林帯へ急いで移動する。 

そこにザックをおき、安河内が隊と合流し状

況を説明、安平は待機した、3～5 分たったこ

ろ、雪崩の危険があるためすぐに隊と合流す

るようにと指示を受ける。安河内はザックを

回収しに戻り、安平は尾根に向かう。9：20頃、

尾根に復帰する。 

 

 

3 月 4 日（金） 晴れ 

4:00 起床 

5:00 槍平小屋 出発 

7:30 白出沢 

9:00 新穂高温泉 

 

前日に入山している登山者がいたためほと

んどトレースがついていた。槍平から下って

すぐは両サイドに樹林がなく急な斜面であり

雪崩の危険があったため距離を開けて急いで

下った。その後チビ谷、ブドウ谷など危ない

谷を渡る時は一人ずつ通過していった。白出

沢を過ぎてからは大きな谷はなくずっと平坦

な道であった。だらだら歩いていると、穂高

平小屋につき、デポした荷物を回収して下り

始めた。雪崩の可能性を危惧していたが日差

しが強くなる前に下ることができたのがよか

った。最終的に事故なく合宿を終えることが

出来た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

■係の反省 

＜食料＞ 

食事係で、夕食を担当した。準備前の反省

は買い出しリストの作成忘れ、買い出し漏れ

である。事前に買い出しリストを作成するこ

とは必須であったが、それを怠り歩荷分けの

空き時間に現場で計算、表を作った。その結

果じゃがいも、ルー、などを買い忘れてしま

い他の人の労力を無駄にしてしまった。そし

てなにより係の仕事を、責任をもって完遂す

るということができていないのが問題である。 

 現場での反省には、ぺミカンが重かったこ

と、ルーの分量が多すぎたことがある。ぺミ

カンは炒める際にこれまでよりも早めに火を

止めてしまった。水分が多かったと考える。

そもそも部員の希望もあり、肉と野菜の分量

を増やしたことも重さの要因であった。その

分ぺミカンには満足したという声が多かった。

重さとおいしさ、満足度、何を優先するかだ

と思う。 

 また、中華の湯せんでジップロックに穴が

開いたことや効率がわるいことについては、

ジップロックのサイズを小さくして、一人分、

二人分など小分けにすることで改善できるの

ではと期待される。中華はあきらめたくない。

ぜひ続けたい。（安平） 

 

＜装備＞ 

ガス缶の個数は今回 1.5 缶/日で計算した．な

かなか際どく，アタック日を終えるまでの段

階では残基がぴったり予定通りであった．余

裕がないのはどうも心細い．6 人参加の雪山登

山で 1.5 缶/日の計算は良いとして，予定の数

+2 缶ぐらい用意した方が精神衛生上良いのか

もしれない． 

また，ライターの点きが非常に悪かった．今

回厳重な防水を施していたため，湿りに原因

は無いと思われる．百均ライターの火が点か

ないときに考えられる他の原因に，風，低温，

ガスの詰まりがあるらしい．風防ライターを

導入する，点火前に手で温めたり振ったりす

るなどして改善したい．火が点かずにひたす

ら点火にトライし続けるのは，手が痛い上に

かなりイライラする． 

今回，医療用アクアぺルと自撮り棒を新しく

導入した．医療用袋は空気を抜くのにコツが

いるが，頑丈な上に防水仕様なので使い勝手

が良い．容量も今回に関してはぴったりであ

った．自撮り棒は柄が短く，大人数の集合写

真には使えなかったが，三脚としての役割は

十分に果たした．絵が短いことに関しても，

今にして思うと，スリングでピッケルに結び

付ければ問題なく使えそうである．bluetooth

機能は，電池の入れ忘れで試せなかったため，

次回の合宿に期待したい。（青木） 

 

＜医療＞ 

 担当者が合宿不参加のため、省略する。 

 

＜交通＞ 

 全て高速バスでの移動だったが 18 きっぷと

ほとんど変わらない値段で行くことが出来た。

ただ大阪駅の乗り場は少しわからづらく、ま

たどの乗換時もそこまで時間に余裕がなかっ

たのが難点である。富山を経由していくルー

トだと朝に新穂高温泉に着けるが少し高く、

初日の槍平小屋までかなりきついため夜行バ

ス明けの行動には向いてないとも思う。博多

駅にも高速バスターミナルと hearts バスステ

ーション博多と全く別の乗り場があるためよ

く確認しておくべきである。（河野） 
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■個人の反省 

○河野陽介（CL）（3 年） 

 全体としてはパーティメンバー全員でのア

タックに成功し、無事に下山できたので 

うまくいった合宿だったと思っている。細か

いところの反省点としては、入山日に穂高平

小屋までの時間が想定よりかなり長くかかっ

てしまったことが、少し認識が甘かったと感

じている。また地図をみていれば明らかに迷

いやすいポイントがあったがそれを見逃して

いた。結局ルートファインディングに時間を

要してしまった。全体的に雪山ルート集のコ

ースタイムは辛いように感じた。来年以降こ

の山域を目指すなら時間は多めに見積もって

ほしい。もともと15:30に新穂高温泉につく計

画でもう少し余裕があったほうがいいのだが、

交通費はかなり安くできたし次の日の朝はそ

んなに早くないのでこれでよかったと思う。 

今回「ヤマテン」や「てんきとくらす」とい

った山岳気象アプリを細かくチェックしてい

たため適切なタイミングで行動できることが

多かった。特に 3/2 に晴れることが槍平小屋

にいる時点で分かっていたため次の日に沈殿

をするという判断を下すことができた。天気

図を描くのもいいが前日 12 時の天気図をみて

も 2 日後、3 日後の天気など到底素人の我々で

は判断できないため、入山前に気象情報を入

念にチェックし、入山してからもメンバー全

員に携帯の電波が入るか確認してもらうべき

だと思う。プロの予報でさえも直前になって

コロコロ変わるものである。 

今回はOBの方が 2名もいたためとても心強

かった。ラッセルの時や幕営生活などでは後

輩の尻をひっぱたいてくれることも多かった

ので自分は行動判断を考えることに集中でき

て非常にありがたかった。 

 

○青木直哉（SL）（2 年） 

 失敗と成功ともに多い合宿であった． 

まず，ピッケルの埋没を反省したい．アタッ

ク前の貴重な時間を浪費してしまった．私事

としても，見つかったから良かったが，捜索

の最中はアタックに行けないのではないかと

気が気でなかった．ピッケルは，隣の雪洞組

の装備が固めておいてあった位置の，より深

いところに埋没していた．自分が記憶してい

る場所とは違う場所であった．テント（今回

は雪洞）の近くに，他の装備とまとめて置く

という原則からは逸していないが，まとめ方

が適切でない上に，前日に外の積雪を確認し

た際に装備の位置の確認を怠った．埋没リス

クを考えて常にどこに置いたかを意識してお

くことを今後心がけたい．また，降雪が予想

される沈殿日は，全員分の道具に一本の長ス

リングを通すようにしたい． 

しもやけも要反省である．下山後に温泉で

靴下を脱ぐと右足の親指半分が水疱となり大

きく膨れていた．靴の濡れとしもやけ軟膏を

用いる等の処置を怠ったことが原因である．

合宿前半の歩荷上げの日に暑いからとヤッケ

のズボンを脱いだ上に，ロングスパッツのゴ

ムが千切れて口を縛れない状態になっている

のを放置しており機能を十全に果たしていな

かった．ラッセル中に雪が靴の中へ侵入した

りズボンが濡れて靴下へ浸透したりして，合

宿中靴が濡れていた．靴の濡れは今更どうし

ようもないし指先の感覚があるうちはこまめ

に動かしていれば問題ないと高を括り，一度

靴下を交換するだけで放置していたが，甘か

った．温泉に入って血行が良くなった途端に

ひどく痛みはじめ，帰福後に皮膚科に行った

が下山後一週間は痛みが取れなかった．道具

の手入れ，ウェアの判断，処置の怠慢など複

合的な要因が絡んでいるため，これらを十分

に反省し，今後繰り返さないようにしたい． 

アタック日の中崎尾根からの下りと，翌日
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の ACから槍平小屋までの下山中の 2 度，軽い

滑落をした．前者は不可抗力であったし，用

心しておりすぐ止まれたから良いとして，2 度

目はいただけない．目の前で安平と安河内さ

んが滑落し，危険だと認識していたにも関わ

らず避けられなかった．万全に用心し，がっ

ちりとステップを作り直してから歩を進める

ぐらい慎重に期すべきであった．また，ヘル

メットの装着も忘れていた．けがをしなかっ

たら良かったものの，猛省したい． 

ルーファイにも課題が見られた．どのルー

トがベストか適切な判断が出来ず，先輩方に

指示を仰いだり訂正を受けることが多かった．

雪庇がある場所を悉く避けるというのは現実

性に欠ける．雪崩発生区も同様である．危険

箇所を避ければそれだけ時間を要し，それも

またリスクとなる．そのため，例えば避けて

進んだ場合には新たにどのようなリスクが生

じるのか，それぞれの雪庇について踏み抜い

て大きく滑落するリスクはどの程度あるか，

周囲の似た斜面で実際に雪崩は起こっている

のかなど，より具体的な情報を見て判断でき

るよう心掛けたい．また，夏道の跡をより素

早く見つけられるようにもなりたい． 

一方で手ごたえを感じたこともある．ラッ

セル技術については今合宿で大分成長できた

と思う．特に傾斜のある腰ラッセルでキック

ステップを作る手順は今までよりも曖昧さが

無くなり多少手際も良くなった．ルーファイ

の経験や他の反省と並び，今回の合宿におけ

る大きな収穫の一つに感じる．また，エッセ

ンの量を増やすためにダブルナルゲンを導入

した．歩荷上げやアタック日など特に多くの

カロリーを消費する日に活躍した．曇り対策

でコンタクトを導入したがこれも有用であっ

た．最後に，個人的な感想だが雪洞泊を体験

できたことが非常に嬉しく感じた．セオリー

を守らず床面を入口より低くしてしまい内部

が十分に温もらなかったが，悪天の間も静か

で，テントに比べて除雪の手間も少なかった．

外気温が低いと寒すぎるかも知れないこと，

入口のツェルトに雪が載ってしまうと出られ

なくなるため張り方に注意が必要なことなど

発見も多かった．適当な機会に出会えたらま

た挑戦してみたい． 

 

1年 アキノ・トーレス・ルイス 

穂高平小屋から槍平小屋への移動の日に、

途中から安平と歩く順序を入れ替えたが、そ

の変更によって倍の深さほど沈むようになり、

ペースが大幅に落ちた。 

心肺や脚に疲れてペースが落ちたわけでも

なく、何か新感覚の疲労に苦しめられた。雪

上での歩荷にも慣れる必要があると感じた。 

また、槍ヶ岳山荘から槍ヶ岳山頂までの最後

の登りのところで、主将がピッケルを置いて

いっているのを見て、この先でピッケルを使

うところはないものと勘違いしてピッケルを

置いていってしまったことを後悔した。 

合宿を通して、パッキングが遅かったので

そこは直して行く必要があると感じた。 

 

〇安平ゆう（2 年） 

 反省点を日ごとに並べた。 

26 日 地図読み 

 自分の現在地の把握ができずにいた。ブド

ウ谷やチビ谷、中崎尾根など、目印になりそ

うなものはあったにもかかわらず、である。

歩行距離の把握もできていなかった。来年度、

新しい山域に入ろうというとき、雪山をめざ

すときには、ルーファイと地図読みが重要に

なる。引き続きの課題として普段から地図を

読むこと、歩きやすく、危険がなるべく少な

いルートを常に意識すること、などがある。 

28 日 歩行技術、体力、自己管理 

 ラッセルの先頭で、うまくステップがつく
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れなかった。腕で新雪を落とす、膝でかため

る、つま先でけりこむ、かためる、というこ

とを念頭に置き技術を磨きたい。雪山に行く

ことができれば時間と体力が許す限りラッセ

ルをしたいと思う。また、覚えている限りで

は 3 度のツリーフォールをしてしまった。観

察力、注意力が足りていないこと、次に取ろ

うとしている行動の結果起こることを予測す

ることができていないことが実感できた。 

 体力面は正直、終わりがないと感じた。走

っても、筋トレをしても、疲れるときは疲れ

るのだと思った。だからこそトレーニングを

続けるべきであると思った。 

 自己管理に関しては、水とエッセンをもっ

とこまめに、より多く、とるべきであったと

思う。後半のバテが多少はましになっていた

かもしれない。今振り返ると、隊に遅れたく

ないことやザックを持ち上げることが億劫に

なっていたことから、水とエッセンをとるこ

とが面倒になっていたのだとわかる。また、

雪洞に入った際、震えたがダウンを出すこと

も億劫になっていた。河野さんに促される前

に、自分の状態から判断し行動すべきであっ

た。精神的にも、沈む足元が嫌になっていた。

心身ともに弱いことが実感できた。どんな状

態でも、心情でも、エッセンをとり、水を飲

み、ウェアを調節し、周囲を観察し、行動選

択をする、ということをしなければ、自分も

隊も危険にさらすことにつながってしまうと

いうことがよくわかった。 

 2 日 自主的な行動の欠如 

 青木が詰まった時など、自分からルーファ

イし登っても良かったのだと思う。ついてい

くだけでなく、考え、行動することが必要で

あったが、できていなかった。 

 3 日 ペースの遅さ、滑落 

 ペースが遅かった。全身に疲労感があり、

体調も良くなかった。 

 滑落の反省は、以下。 

 滑落前にできたこととして、周囲の状況を

観察することがあった。踏み外した踏み跡が

崩れやすいことは、木の側ということや、日

が出ている時間帯で雪が崩れやすくなってい

たことなどからも理解できる。しかし現場で

体力的な余裕をなくし、判断力、集中力を切

らし、観察をおこたり、その結果滑落につな

がってしまった。現場の状況をもう一度振り

返った時、踏み跡をくずすことを防ぐために

できたこととして、斜面側の雪を崩しながら

ステップを踏み固めていくことがあったと思

う。 

 また足元が崩れてからの行動にも、反省が

ある。シャフトは斜面にすべてささっていた。

両手がピッケルにある段階で足元にステップ

を作ることはできなかったか、落ちそうだと

わかった時、半ばぶら下がってる状況なら、

ザックから脱出し、ザックを木に引っ掛ける、

雪にうずめるなどの対処も考えられる。ここ

でも、現場での状況判断と行動選択への反省

がある。すくなくとも、現場でピッケルから

手を離し、ぶら下がった状態で他者を巻き込

むより先に、重心をとられるザックから脱出

することをかんがえるべきではなかったか。 

最後に、なによりピッケルから手を離した

ことが一番の反省である。今回の滑落は、ピ

ッケルから手を離した結果、どうしようもな

くなる、ということがよくわかる経験だった

と思う。 

 今回の反省から、観察、状況の判断、行動

判断を怠ることなく普段の歩荷練習に取り組

む、と意識し続けることが必要になると思う。 

 下山日 体力 

 日が出始めてから穂高平小屋前に着くまで

など、終始ばてており、先輩に待ってもらう

場面があった。燕での冬合宿の下山日にも行

動の遅れがあったことが思い出される。最後
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まで気持ちを切らさないこと、なにより連日

の行動を、自信をもってこなすことができる

体力、が必要であると思う。エスケープの多

い山域を選び、縦走合宿に個人で出かけるな

どすれば、危険はあっても、自分の判断が常

に求められる状態になり、他者を巻き込むこ

とも（一緒に遭難する事態に巻き込むことな

ど）もないため、ひとつ考えられる、と思う。 

 

〇安河内優文（4 年） 

 反省点は 3 点ある。 

 1 点目は体力不足である。現役の練習自体に

は参加していなかったものの、12 月頃から、

毎週、宝満三郡の歩荷は欠かさず行っていた。

しかし、今回の合宿で、それでは不十分であ

ったことが分かった。たしかに、筋力的には

問題なかったものの、心肺機能の面で他の

面々に後れをとってしまったことは大きな反

省点である。特にラッセルの場面では、筋力

的に全く問題なくとも、息がすぐにあがって

しまい、すぐに次の人と交代する羽目になっ

てしまった。雪山ではラッセルという非常に

激しい運動があることを分かっていながら、

また、山に入る前から心肺機能に不安が残っ

ていながら、何ら対策を取っていなかったこ

とは非常にまずかった。 

 2 点目はラッセル技術の拙さである。体力の

不足とも相まって、スノーシューを使ってい

ながら、ラッセルのペース・継続時間ともに

満足とはほど遠いものとなった。緩斜面はと

もかくとして、急斜面でのラッセルでは、上

手にキックステップを作ることができず、踏

み抜いてばかりいた。ラッセル技術の拙さは、

現役時代より感じていたものであるが、上達

には経験あるのみなのだろう。今後も精進し

ていきたい。 

 3 点目は 3/3（7 日目）の滑落事故である。 

 最初、安平が落ちかけていたのを助ける際、

リーシュを外さない状態で自分のピッケルを

安平に貸そうとした。すこし安定感に欠ける

場所で、自分自身が滑落した場合を考慮した

ためである。しかし、結果論とも言えるが、

あの場面においては、リーシュを外してから

安平にピッケルを貸すべきであった。確かに

滑落の危険性はあるが、十分に気をつけてい

れば、それは容易に避けられることで、それ

よりも安平の滑落に巻き込まれる方が危険だ

からである。また、リーシュを外さなかった

ことで、ピッケルの可動範囲が中途半端にな

ってしまい、自分と安平の双方の動きを逆に

制限してしまったようにも思う。 

 安平にピッケルを貸してから滑落するまで

の動き方にも問題があった。安平の手からピ

ッケルが完全に離れてしまっていたため、当

初の考えは、自分のピッケルを安平に貸し与

え、安定した後に、安平のピッケルを安平の

手に戻そうというものだった。しかし、その

際、安平が自分のピッケルに体重を移して安

定しきる前に、安平のピッケルを動かし始め

てしまった。かなりふかふかの雪だったこと

を考慮して、ピッケルの効き具合にはもっと

注意すべきであった。ただし、その時の安平

は、手から離れて、いつ抜けるともしれない

ピッケルに多くの体重をかけざるをえない予

断の許されない状態にいたことも、また確か

であった。 

 滑落が始まってからは、自分と安平のピッ

ケルリーシュが完全に絡み合ってしまい、ピ

ッケルストップを行えなかった。結局、20-30

ｍの滑落の後、雪面とザック・ヤッケ等との

摩擦や足の踏ん張りでなんとか止まったが、

途中に大きな木石があれば骨折や大きな外傷

は免れなかったであろうし、ピッケルによる

切り傷が無かったのも、ただ幸運であっただ

けに過ぎない。喘息持ちの私としては、滑落

の際に0℃の冷たい空気が一気に大量に気道を
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通過したことで、急性の喘息の発作が起き、

一時、呼吸困難に陥ったのが一番怖かった。

以後、滑落には一層、気をつけようと思う。 

 以上、反省点を 3 点挙げたが、今合宿は基

本的には非常に満足いくものであった。今ま

で使ったことのなかったスノーシューが使え、

珍しいところで言えば雪洞泊も体験でき、今

までに無かったおいしいペミカンも食べられ、

また何よりも大成功に終わったアタックがあ

った。始まる前は不安な気持ちも多分にあっ

たが、今後の記憶にも残るであろう大成功の

合宿に終えられて本当に良かったと思ってい

る。 

 


