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2020年度 九州大学山岳部 春合宿 報告書 

文責：安河内 

 

■期間 

2021年 3月 8日（月）～2021年 3月 15日（月） 

 

■山域 

岐阜県～長野県 西穂高岳 

 

■目的 

全体：西穂高岳の登頂、穂高連峰の概念把握 

 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 

3年：安河内優文（CL） 

2年：河野陽介（SL） 

1年：青木直哉、安平ゆう 

 

■計画概要 

3月 8日 移動日①（福岡～名古屋） 

9日  移動日②（名古屋～高山～中ノ湯） 

 中ノ湯で幕営。 

 10日 中ノ湯～大正池～中尾根のコル 

11時までに中尾根のコルに到着した場合、状況を見ながら、西穂山荘まで進む。 

 11日 中尾根のコル～西穂山荘 

 早めに西穂山荘に着いた場合、上級生だけで偵察に行く。 

 12日 西穂高岳アタック 

 上級生だけでアタックし、1年生は沈殿する。 

  ・河野―安河内 

13日 1年生と共に全員で西穂独標まで往復する。 

・河野―安平 

・安河内―青木 

 14日 西穂山荘～新穂高ロープウェイ 穂高口駅 

 新穂高ロープウェイが営業停止中であった場合は、中尾根を使って、上高地へ下山する。 

 

 予備日：3日間 

 最終下山日：3月 17日 
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■行動概要 

 3月 8日 移動日①（福岡～名古屋） 

 9日 移動日②（名古屋～高山～中ノ湯） 

     中ノ湯で幕営。 

 10日 中ノ湯～西穂山荘 

 11日 西穂山荘～西穂独標～西穂山荘 

     計二回独標に登った。一登目は上級生のみで、二登目は全員で登った。 

 12日 西穂山荘～西穂本峰～西穂山荘 

     上級生のみで行動。 

 13日 雪訓 

 14日 西穂山荘～西穂 8峰（ピラミッドピーク）～西穂山荘 

     上級生だけで偵察。 

 15日 西穂山荘～西穂 8峰（ピラミッドピーク）～西穂山荘～新穂高ロープウェイ 西穂高口 

     1年生を含む全員で行動。 

 

■行動記録 

3月 9日（火） 〈晴れ〉 

15:00 バス移動の後、中の湯着 

17:00 夕食 

18:00 就寝 

 

今回の移動は、青春 18切符を用いず全てバスで移動。鉄道の場合、ダイヤ変更により高山駅でのス

テーションビバークをしなければならなかったため、それを避ける形で決まった。8 日の夜に博多を

出発し、3 本のバスを乗り継いで中の湯へ到着。気温がやや高く、ヤッケなしでも十分過ごせる寒さ

だった。 

到着後すぐ登山届を記入・提出し、釜トンネルの入口正面にテントを設営。冬季の釜トンネルは全

面通行止めのため、ゲートの奥の道路を設営場所に決めたが、設営中に関係者車両が上高地側からや

ってきたため、道路脇へテントを移動させた。 

夕食のもつ鍋はおいしく、満足のいくものだった。キャベツにはわずかに酸味があったが、もつや

刻みニンニク、鷹の爪の旨さで帳消し。ただ、翌日青木が軽く腹を下した。 

アスファルトの上に設営したためやや傾斜があったものの個人的に寝心地は良く、すぐ近くにトイ

レもあったため便利であった。一方で、夜通し街灯がテントを照らし、夜中に目が覚めるたびに夜明

けと勘違いしそうになった。 

 

3月 10日（水） 〈晴れ〉 

3:30 起床 

4:30 出発 

5:00 釜トンネル通過 

5:40 上高地トンネルの出口付近 

6:30 西穂高登山口 

7:30 中尾根手前の急登 
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9:30 中尾根上 

12:00 中尾根のコル 

13:30 きぬがさの池周辺 

14:40 西穂山荘着 

20:00 就寝 

 

連日の高温で雪が若干溶けかけており、崩れる足場と闘いながらの山行だった。 

西穂高登山口まではアスファルトであったため、凍結していない場所を選びながらツボ足で慎重に

進む。途中青木が腹痛を訴えたため一時休憩。 

登山口以降は、表面は固く中は柔らかい雪質でツボ足だと踏み抜いてしまうので、ワカンに切り替

えた。中尾根に乗るまでの急登は、雪が固くキックステップが刺さりにくかったので、河野はそのま

ま進むが、1 年生 2 人は断念し安河内と共に左の登りやすい斜面に迂回した。斜面の途中の比較的安

定した場所で 4人が合流し、その場で休憩。このとき安平がプラティパスを目算 20mほど下まで落と

すが、回収しやすい場所だったのでその場で無事回収。 

その後の登りは逆に雪が崩れやすくなっている箇所が多く、ペースがかなり落ちる。ここまでは 1

日で山荘まで行くことを目標に行動していたが、中尾根で一泊する可能性も出始めていた。また、こ

こらへんで 2番目を歩いていた青木のペースが落ちたため 3番目の安平と交代した。 

途中安平が 5m程滑り落ちる。幸い怪我はなかったが、沈殿日にピッケルストップの確認をしようと

いうことになった。 

中尾根に乗ったあとは歩きやすく、ペースも戻り始める。一部で雪庇が発達しており、尾根から降

りて進む場面や、小さな雪崩の跡と思われる斜面にぶつかり迂回する場面があった。 

中尾根のコルを通過したあと、そのまま高度を上げて山荘を目指した。膝ラッセルが続き、きぬが

さの池周辺で休憩をとった時点で安河内が疲労を訴えていた。この日の活動量も激しく、山荘手前の

最後の休憩で全員が行動用のエッセンを完食した。 

その後最後の坂を登りきり無事西穂山荘に到着。テント設営後、夕食を作りながらスマホで翌日の

天気を確認し、翌日の行動を話し合った。存外天候が良かったため、疲労はあるものの、翌日の安河

内と河野による西穂アタックを決め、就寝。 

 

3月 11日（木） 〈晴れ〉 

4:00 起床 

5:00 西穂山荘 発 

 参加者：安河内、河野 

5:10 西穂丸山 

6:10 西穂独標 

河野がコンタクトレンズを落としたため、本峰アタックを中止し、西穂山荘に戻った。 

8:00 西穂山荘 着 

9:00 西穂山荘 発 

 参加者：安河内―安平、河野―青木 

9:20 西穂丸山 

11:00 西穂独標 

13:30 西穂山荘 着 
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本日は朝から天気も良く、気温も高く、風も弱く、絶好のアタック日和であった。 

昨日、多少無理をして西穂山荘まで上がったために、少なからず疲労も残ってはいたが、この天気

を逃すという手はなく、疲れた体に鞭を打って、行動を開始した。詳細は後述するが、上級生は本日

の内に独標に二回登った。一登目は上級生のみで、二登目は 1年生も含めた全員が参加した。 

第一登目は、既についていたトレースを辿って歩いた。雪は折からの好天でほどよく締まっていた。

積雪量も多すぎず少なすぎずで、14日以降と比べ、非常に歩きやすかった。今合宿では 5時に西穂山

荘を出発したのだったが、まだ暗い中での行動で、独標直下に着いても薄暗かった。3 年前の春合宿

では、それよりも早い 4時に西穂山荘を発ったと聞くが、そのときの独標はどれほどの暗さだったの

だろうかと思わされた。肝心の独標直下の登りは、岩と雪のミックスではあったものの、岩が中途半

端に雪に隠れるということもなく、岩と雪の境目にメリハリがついたものであった。計画時に想定し

ていたよりも数倍は簡単で、結局、西穂山荘を出発してから独標に着くまで、終始、河野を先頭にノ

ーザイルで歩いた。周囲の登山者も、ザイルを出している者は誰もいなかった。しかし、途中までは

非常に順調だったのだが、独標直下を登り始めた直後、河野がコンタクトレンズを落とし、紛失する

というアクシデントに見舞われた。絶好のアタック日和で、一度、コンタクトレンズを落とした程度

でアタックを諦めるのももったいなかったため、落としたコンタクトレンズを見つけようと 10～20分

ほどあたりを探すも、結局見つけることはできなかった。しかし、コンタクトレンズを落とした場所

が丁度鎖場の近くで、鎖で確保しながら捜索に当たれたことは運が良かった。仕方が無いため、①二

人で独標まで登り切ってから山荘に戻る、②二人ですぐさま山荘に戻る、③安河内が河野の眼鏡又は

コンタクトレンズを回収しに山荘に戻り、再び河野の下に戻るまで、河野にはその場で待機する、の

3 つの選択肢を河野に提示した。河野は独標程度であれば登れるとのことだったため、二人で独標ま

で登った。河野は、ザイルは必要ないと主張し、安河内もそう判断したため、結局、最後まで登りで

はザイルを使うことなかった。 

まだ薄暗い独標では、登山者が他に二人だけおり、ドローンと一眼レフを使って、写真撮影をして

いた。 

独標直下の下りでは、河野がコンタクトレンズを落としたこともあり、河野を先頭に、一応ザイル

を張った。1ピッチで下りきれる長さではあったが、念のために、途中の鎖場でピッチを切って、2ピ

ッチで下った。1 ピッチ目で一点だけ取った中間支点は、ピナクルにインクノットでスリングをかけ

たものであったが、ピナクルも細く、どうしても不安の残るものであった。2 ピッチ目はつるべで、

安河内が先頭を歩いた。1 ピッチ目を下りきった時点で 2 人とも十分に余裕があったため、2 ピッチ

目は中間支点を取ること無く下りきった。なお、2 ピッチ目でのフォロワーの下降のビレイは、ピナ

クルにザイルを巻き付けていく形で行った。 

そのまま西穂山荘に戻ると、まだそれほど遅い時間ではなかったため、第一登目の偵察の感触とも

照らし合わせ、一年生と共に全員で再度独標へ登ることにした。夏合宿に参加しなかった一年生にと

っては初めてのアイゼン歩行であったため、最初からコンテで歩いた。最大限気をつけて歩き、独標

の直下まで、勿論のこと、何の問題も無く進めた。 

独標の直下では、河野に先頭を行かせ、フィックスを張った。第一登目の偵察で非常に簡単なこと

が分かっていため、河野には中間支点を取らせなかった。従って、一年生は、当初予定していたラビ

ットノット+環付きではなく、マッシャーノットを用いたフリクションノットで登らせた。ゆっくりで

はあったが、一年生の二人とも確実に進み、問題なく独標に着いた。個人的には野北の海岸回りより

もよほど簡単に感じられたため、1 年生もある程度の余裕を持って登れたのではないだろうかと思っ
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ている。 

独標直下の下りでは、行きと同じくフィックスを張り、マッシャーノットで下らせた。やはり登り

以上に時間はかかったが、全員無事に下れた。その後は、青木を先頭にコンテで歩き、山荘に戻った。 

夕食時には、米澤会長からいただいたハムといつものペミカンカレーを食べた。また、西穂山荘で

は 4G回線がつながるため、スマホで天気予報を確認したところ、翌日までギリギリ天気が持ちそうな

ことが分かった。長時間行動が連続するが、明日こそは西穂本峰アタックを行うことにして、就寝し

た。 

 

3月 12日（金） 〈曇り〉 

4:00 起床 

4:50 西穂山荘 発 

5:00 丸山 

5:35 西穂独標 

5:55 10峰 

6:00 9峰 

6:10 ピラミッドピーク 

6:20 6峰 

6:30 チャンピオンピーク 

6:35 3峰 

7:20 本峰 着 

7:30 本峰 発 

8:05 4峰 

8:25 ピラミッドピーク 

9:05 西穂独標 

9:45 西穂山荘 

 

前日に天気図を見た限り雪が降る可能性は少ないとみてアタックすることを決定した。朝テントか

ら出たころは星がよく見えたが段々と雲が多くなってきた。独標についたころにはヘッドライトなし

で歩けるほど明るくなっていた。独標から先は元々スタカットで行く予定であったが、河野、安河内

共にザイルは必要ないと判断し、スタカットは行わなかった。独標以降は基本的に峰を踏んでいった

が、2峰～5峰は飛騨側へ大きくトラバースをした。 

独標以降は独標までと比べると露出している岩が多かったり道幅が狭かったりしたが、結局本峰ま

で一度もザイルは出さなかった。危険箇所としては 3峰のトラバース、本峰直下の急登である。特に

トラバース部分は落ちたら谷底まで落ちていくのが容易に想像できたためより慎重を期して通過した。

本峰直下の急登は距離が結構長く、登りはまだいいが下りはふくらはぎへのダメージが大きかった。

ここは確保をとっても良かったかもしれない。 

本峰についたころは決して悪い天気ではなかったが少し雲が多く展望はそこまで良くなかった。写

真だけとってすぐに下山を開始した。下山の時は 3峰のところで本来よりも小さく巻いてしまったた

め、かなりガレているところを通過してしまった。浮石も多く落石も起きやすそうだったので、ここ

は大きく巻くべきであった。その後はチャンピオンピーク、ピラミッドピークと無事に通過し、独標
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につく頃には人が沢山いた。独標直下を下ったところでようやく緊張感から解放された。予定よりも

かなり早い時間で山荘に戻れたためその点は良かったと思う。 

 

3月 13日（土） 〈雪〉 

7:00 起床 

12:15 雪訓始め 

15:30 雪訓終わり 

16:15 夕食 

18:40 就寝 

 

前日の予定通り沈殿であった。夜のうちに雪かきが必要であるほどの雪を想定していなかったが、

いざ起きてみると両脇に寝ている人はそれなりに雪で圧迫されていた。そのため起床後まず雪かきか

ら始めた。朝食を済ませた後、溝を深くしたり、風防を高くしたりする作業を行った。 

午後になると天候が回復したため雪訓を行うことにした。この際安平のロングスパッツが見つから

ず、15分ほど行動が遅れてしまった。雪訓はテン場の北側にある斜面で行った。先日までしまってい

た雪の上にふわふわの新雪がかぶさり、滑りにくい状態であった。支点構築、ピッケルストップを行

った。ピッケルストップは青木、安平の二名を中心に行われた。青木はおおむね問題なくこなしたが、

安平はなかなか止まることができなかった。 

 

3月 14日（日） 〈曇り時々晴れ〉 

7:00 起床 

9:20 西穂山荘 発 

10:20 独標 

10:55 ピラミッドピーク 

11:55  独標 

13:05 西穂山荘 着 

 

この日は元々沈殿の予定であったため、7:00起床となった。しかし後日 1年生をピラミッドピーク

まで連れていくことを考えると、前日までの積雪によるトレースや岩の状態の変化を確認するためピ

ラミッドピークまで偵察に行くことに急遽決定し、9:20に河野、安河内で偵察に向かった。丸山以降

の独標の登りはトレースが消えているところもあり、赤旗を頼りに時々ラッセルをしながら登ってい

った。この時点で風が非常に強く、視界も悪かったため、我々の前を歩いていたパーティは撤退して

いた。独標手前のピークは、これまではピークを踏んでいったがこの日は積雪量が多かったためピー

クを巻いて歩いた。独標につく頃には風、視界はやや回復し、時々晴れ間も見えた。その後ピラミッ

ドピークまでずっとガスった天気の中進んでいった。結果 1年生でもフィックスロープを張れば問題

なく登れるだろうという結論に至った。ピラミッドピークからの帰りはさすがにザイルを出そうとい

うことでアンザイレンを組んだ。ほとんどの箇所はコンテでも落ちることはないだろうと判断しコン

テで進んだが 9峰の下りの部分で視界がかなり悪くなり急登であったためこの部分はスタカットで進

んだ。独標に戻るころはかなり天気が回復してきた。その後何事もなく山荘へ戻った。 

 

3月 15日（月） 〈晴れ〉 
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4:00 起床 

4:58 出発 

6:40 西穂独標 

9:05 ピラミッドピーク（8峰） 

11:10 西穂独標 

12:45 テン場着 

13:55下山開始 

14:35 西穂高口駅  

 

朝起きると雪が降っており、風も強かったが、前日の天気図予想から好転することが予測されたた

めアタックは決行することとなった。前日、前々日の降雪でふわふわとした新雪の上を歩行しなけれ

ばならなかったが、トレースがしっかり残っており、ラッセルの必要はなかった。稜線上に出ると強

風で体があおられたり、視界の悪さでトレースを踏み外したりしてしまった。また積雪と強風で岩が

見え隠れし、アイゼン歩行とは相性が悪い状態だったようだ。また東側には雪庇も多くみられた。ザ

イルは独標直下ののぼりから出した。河野、青木、安平、安河内の順で登り、河野、安河内で支点を

構築し、フィックスを張り、その間を一年二人がスリングで確保しつつ登るという形だった。独標、

ピラミッドピーク間は上記の形態で歩行した。また独標を目前にしたあたりから風がだんだん弱まり、

雲も晴れていき、独標を登りきるころには目下に雲海がみられた。その後も好天が続いた。下りでは、

時折アイゼンを岩に置き損ねる場面があった。 

 

■係の反省 

＜食料＞ 

 今合宿では、夕食のみを担当した。 

 今合宿の夕食で多少ユニークだったものは、9日のもつ鍋と 10日の塩豚にんにくスタミナ鍋だった

だろう。9日は移動だけの所謂、「-1日目」だったため、歩荷の心配がなく、市販の液体スープを持っ

て行けた。液体スープは、やはり味についての心配が一切必要なく、とても美味しかった。ただし、

もつやキャベツは、ペミカン作りの際に下拵えをし、ペミカンと同じように冷凍して持参していたの

だが、冷凍したものが溶けたせいか、キャベツは少しすえたような臭いがした。また、足の早いもや

しは、ペミカン作りの際に買うことができなかったため、移動中のコンビニやスーパーで買おうと思

っていたが、駅周辺のコンビニにもやしが売られているはずもなく、もやしは入れられなかったこと

も残念である。とは言え、前述の通り、味は何の問題も無く、概ね満足の行く出来となった。 

 10日の塩豚にんにくスタミナ鍋は、仕込みが適当で、味が非常に薄かった。仕込みの際に、適切な

手順で味付けを行うことを忘れていたためだった。仕方が無いため、仕込みが終わった後に、食料係

でもない一年生に後から自宅で薄めに味付けをしてもらい、現地で最終調整をしようとしたが、山に

持って行っていた調味料が圧倒的に足りなかった。ただし、ご飯のおかずにはならなかったものの、

スープのような食べ物としては、十分美味しかったのではなかっただろうか。〆の棒ラーメンは、ス

ープの味だけで食べるつもりであったが、前述の通り、味が薄かったため、ラーメンスープを入れて

食べた。残りのスープが少なかったため、小麦粉ラーメンになったが、何とか平らげた。こちらは、

1 日目の夕食であったため、重量についての配慮も多少は行ったが、やはり今合宿の夕食の最重量を

誇った（もつ鍋は除く）。なお、9 日のもつ鍋とは異なり、こちらで使ったキャベツは、冷凍せずに、

冷蔵で持って行っていた。こちらは変な臭いもなく、食感等も良かったため、ペミカンではない野菜
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（もしくは単に葉野菜？）ですぐに使うものであれば、無理に冷凍しない方が良いだろうと思った。 

 その他のペミカン料理は、従前のものにほとんど変更を加えていない。しかし、麻婆茄子丼につい

ては、ペミカンでは茄子の食感・味を感じづらかったため、今まで通り、麻婆丼として構わないよう

に感じた。また、「グリコ ポントクック麻婆豆腐」は、家の近くのスーパー数軒を回っても見つけら

れなかったため、買い出しの前に通販で注文するなどしておいたほうが良かったと思う。液体麻婆豆

腐の素は、ポントクックのそれよりも若干重かった。 

 さらさらカレーができてしまった際のお守りとしての粉末マッシュドポテトは大いに活躍してくれ

た。一袋持って行っていたが、むしろ足りないぐらいであった。粉末マッシュドポテトは、カロリー

の面で優れるが、料理にポテトの味がついてしまうため、単にとろみを付けるという目的であれば、

小麦粉や片栗粉を持って行ってもいいかもしれない。そちらの方が体積は抑えられるであろう。 

（安河内） 

 

食事係を担当した。朝食のメニュー作り、エッセン作りが仕事だった。 

合宿前の反省は、買い出しリストに不備があったことである。必要な量の確認をもう一段階行うべ

きだったと思う。 

合宿中の反省として、朝食づくりに必要な水の量をはっきり把握していなかったことがある。これ

が大きな問題につながることはなったが、夏には水を購入するそうだし、必要な水の量ははっきりわ

かるに越したことはなかろう。カロリーやグラムだけでなく、調理時にどれだけの水が必要なのかを

明記したほうがよいのではと思った。 

エッセンに関する反省として、行動日用のエッセンが微妙だったことがあげられる。飽きがないよう

にと A 案、B 案を作ったのはよかったが正直、大差なかった。冬合宿の下鶴ナルゲン（勝手に命名）

を踏襲し、新しい試みとして行動日はナルゲンにすべてのエッセンを詰め込んだ。食品のセレクトが

まずかったのか、味を言葉で表すなら、バタピーとチョコとその他、時々塩分チャージ、という具合

だった。もっと味にメリハリを持たせるべきだったと思う。次回エッセンづくりをするなら、下界に

持ち帰りたくなるエッセンを目指したい。 

（安平） 

 

＜装備＞ 

装備係を担当した。反省点としてはまずガス缶の個数をもう少し増やすべきだったということであ

る。過去の装備表を参考にして個数を決定したが、予備日をフルに使っていたらおそらく足りていな

かったと思われる。今後は日数分＋２個ぐらい持っていきたいと感じた。 

またアタック装備表からシャベル、ワカンはなくしてもよかったのではないかと思っている。今回

の合宿は雪崩の危険がある所はなかったので合宿前にこのことを考えておくべきだった。 

（河野） 

 

アタック装備の反省点は、眼鏡とコンタクトの予備を入れていなかったことである。11日の本峰ア

タックがコンタクトレンズの紛失により失敗しているので、このことを踏まえて今後はこれらの予備

も装備表に加えたいと思う。 

その他に思い当たることとして、非常缶の中身やツェルトを使う練習のようなものを一度してみた

いと思った。また、雪解け水を濾すネットを今回新規購入したが、合宿後の掃除中に雑品袋とは関係
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のない棚からネットの余りが出てきたので、一度引き出しの中身がテープの表示と一致しているかも

確認したいと思った。 

（青木） 

 

＜医療＞ 

 担当者が合宿不参加のため、省略する。 

 

＜交通＞ 

 鉄道は一切使わず、高速・夜行バスのみでの移動だったが、概ね快適だった。価格面でもそれほど

劣ってはいないように思えた。 

 担当者が合宿不参加のため、詳細は省略する。 

 

■個人の反省 

○安河内優文（CL） 

 今合宿は大成功に終われた合宿だと思っている。 

 事前の準備について、まず、体力・技術の面では、概ね十分であったと言えよう。正直、私自身が

普段の歩荷訓練にそれほど積極的では無かったため、歩荷訓練において、部全体にそれほどの重量を

持たなくても良いような風潮が流れていた。しかし、合宿直前の歩荷訓練では、私を含め、皆が十分

な重さを歩荷できていた。1 日目の入山では、私が一番足を引っ張っていた点は反省したいが、それ

でも、致命的なバテではなく、全体としては、ギリギリ及第点には至れたのではないだろうか。技術

面についても、西穂高岳の岩稜帯が思っていた以上に易しく、また、積雪の状態も良かったため、特

に問題はなかった。1 年生は、今合宿以前にはアイゼン歩行の経験をしていなかったため、少々不安

ではあったのだが、冬前のアイゼン海岸周りや、その後のアイゼンクライミングによって、多少なり

ともアイゼンの使い方を経験させることができた。その多少の経験によって、問題なく歩けていたた

め、技術面の準備についても十分であったと考える。 

 体力・技術面を除いた、その他の準備についても、概ね良かったと考える。上級生を中心に係の仕

事を進め、大きな問題はなく、計画を進められた。少なくとも、バタバタの準備になってしまった冬

合宿に比べれば、スムーズに計画を進められたと言えるだろう。なお、今合宿も気象係を設けなかっ

たが、青木が事前にしっかりと作成してくれた研究発表資料を、各自、合宿前に再確認したため、皆

が知識を持った状況で合宿に臨めた。ただし、西穂山荘は携帯の電波が届くため、ネット上の天気予

報を確認できた。実際は、皆の知識のおかげと言うよりは、ネット上の天気予報のおかげで、気象面

での問題が起きなかったとも言える。 

 私個人として、準備が十分でなく、大いに反省したい点としては、各行動日のコースタイムを精確

に把握していなかった点がある。計画作成時には、各行動日のコースタイムを十分に把握していたも

のの、その後に忘れてしまい、そのまま曖昧にしか覚えていない状態で合宿に参加してしまった。幸

いにもテン場では電波が繋がったため、過去の記録を参照しながら、現地での計画の練り直し等を行

っていたが、事前にコースタイムは精確に把握しておくべきであった。 

 また、1 日目のルート選びの際、ワカン装着状態では不適切な道を提示してしまった。一年生には

迂回させて、河野だけを行かせた道であったが、もう少し考えれば、不適切であることは容易に想像

できた。実際、河野には、合流するまでに少し怖い思いをさせてしまった。安全性への配慮を欠いた

指示であった。 
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 アタック日には、トランシーバーの使い方を正しく確認しておらず、所持しているにも拘わらず、

使えない場面もあった。無線免許を所有している者が 1人もいないパーティーであれば、無線機の使

い方を予め確認しておくべきだった。ましてや、交信の相手方は、無線機を初めて使う一年生であっ

たため、なおさらのことだ。翌日の行動開始が早いために、睡眠時間を優先してしまったが、優先順

位が間違っていたかもしれない。しかし、特に 1日目の夜の就寝時間の遅さを考えれば、あながち間

違っていたとも言えないのではないだろうか。 

 時系列が前後するが、集合に遅刻したことも反省点である。集合時間には注意していたつもりだっ

たが、集合時間の 20時が、頭の中で午後 10時に変換されてしまっていたなどという、ありがちな過

ちを犯してしまった。実際、非常に危ないところであったため、大いに反省したい。 

 このように反省点は多岐にわたるが、複数の幸運が重なって、今合宿は成功のうちに終われた。こ

の成功は、合宿に参加した皆様の他、合宿に参加していない部員や既に引退した先輩方の手も借りて

のものである。頼りない私を支えてくれた下鶴先輩、忌憚ない意見を出してくれた河野、何も分から

ない中着いてきてくれた一年生。本当にありがとうございました。 

 

○河野陽介（SL） 

今回の合宿が 2年生最後の合宿であり、また 3年生になるにあたっての課題をみつける合宿でもあ

ったと感じている。体力面では 1日目のラッセルや連日の長時間行動でも合宿最後までばてることな

く終えたため、あまり問題はないと思った。一方で天候の予測やルートファインディング、行動の決

定などはまだまだ経験不足であることを実感した。特に 1日目はルートファイディングをうまく行っ

ていれば無駄な体力を使わずに済んだので反省すべきである。体力や技術は普段の練習で勝手に身に

つくのでこういった知識面は自分から行動して積極的に身に着けていく必要があると感じた。またテ

ント生活においても 1年生にあまりあーだこーだいうことはなかったが、特に来年度はもうちょっと

出しゃばって指示したほうがいいのかとも思った。1番の反省はアタックの日にコンタクトを落とし、

撤退を余儀なくさせてしまったことである。今回は最終的にアタックには成功できたが、冬山では 2

度チャンスが与えられることは少ないため、こういったことは二度とないようにしたい。これまで意

識していなかったが視力を失うと本当に何もできなくなると痛感し、視力のバックアップを取ってお

くことの重要性を認識した。 

 

○青木直哉 

今回の合宿は天候に恵まれた。独標とピラミッドピークを踏むことができ、雪山の景色も堪能でき

たため、非常に満足度の高い内容だった。 

大きな反省点はトランシーバー、ガチャ類の保管、防水不足の 3つである。 

まず最大の反省点はトランシーバーである。免許取得を後回しにしたため、合宿中に上手く扱えず、

アタック時に交信が一度も成功しなかった。何事も無かったものの、かなり危険な状態であった。 

また、夜間にハーネスとガチャをテントの端で保管していたため、翌朝にはカチカチに凍っており

装着に手間取った。特にテープスリングは解くことができないほどで、先輩に借りなければいけなか

った。環付きも凍っており、舐めてもなかなか溶けず独標手前でかなり手間取った。連日気温が高か

ったため油断していたが、翌日必要な装備はシュラフの下に敷いて寝ることを改めて徹底しようと思

う。 

ピラミッドピークへのアタックの日、独標付近でつま先が濡れていることに気づいた。原因は定か

ではないが、出発時は感じなかったのでおそらく山靴の防水不足だったのではと思う。ヤッケの袖も
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防水が足りておらず、そこだけ水が少し染み込んでいた。気温が高かったため大事には至らなかった

が気をつけたい。 

他にも出発前にバラクラバ、移動中にピッケルのカバーの一部を紛失したことや、疲労でペースが

落ちる場面が何度か見られたこと、設営時に張り綱を長くしすぎたため掘り出すのに手間取り撤退を

長引かせてしまったことも反省点と挙げられる。これらにも注意して改善していきたい。 

最後に冬合宿で挙げた課題については、改善できた点もある一方で、アイゼン装着に依然手間取っ

たこと、行動中にグローブをしたまま文字を書くのは面倒で、コンカメの必要性を感じたこと、紛失

対策の紐付けは、紐によってはファスナーに巻き込みやすいことなどといった課題が残っている。ち

なみに今回の腹痛は腹を下しており、出発前に用を足したにも関わらず催したので致し方ないと考え

ている。 

 

○安平ゆう 

今回の合宿における反省は、3点に分けられる。 

1つ目に、行動の準備が遅かったことである。2日目、本峰アタック隊の帰還後、独標アタックに行

くことになった。その際アタック装備の把握ができておらず、準備に時間がかかってしまった。4 日

目の沈殿日、雪訓に行く際には、前日に雪訓に用いる装備をアタックザックに入れていた。しかしア

タックザックの内ポケットの存在を知らず、10分ほど探すことになった。そのアタックザック、合宿

直前にいただいたもので、全く使い慣れていなかった。装備のことをよく知らないまま使いこなせな

いのであれば持っていくべきではなかった。 

2つ目に、気配りの欠如が挙げられる。これは自分が気付いたなかでは行動中が多かった。 

例えば他の人がザイルを出すとき、自分はいち早く安定した足場を確保し率先してザイルをしごく

べきである。しかし先のことを考えられずもたついてしまう場面があった。また稜線上で待機する際、

他の登山者の邪魔になってしまう場面もあった。まずは自分のことを確実に行うことだけに終始せず、

周囲に注意を向けることも忘れずにいたい。 

また、生活面では河野さんの顔面にかかとを落としてしまったことを反省したい。（いい夢を見て

いたそうだ）これはザックの中に足を突っ込むことで解決できるとわかった。以後続けたい。足をエ

レベーションするなら隣人に足が落ちることを想像して位置取りをするとよいと思う。 

3 つ目に、技術的な未熟さが挙げられる。ピッケルの使い方がとくになっていなかった。急斜面を

登る場面でどう持てば登りやすいのか、滑落した時どうすれば止まる可能性がたかまるのかなど、体

得すべきことが多くあると感じた。急斜面があったり、自分自身滑落してしまったりした入山日や、

ピッケルストップがうまくできなかった沈殿日は、上記の課題を発見するのに良い経験になった。さ

らに入山日、地図読みを安河内さんにまかせ、自分で行うことができなかったのは大きな反省である。

文字通り、地図が読めていないのが現状である。勉強と実践だと思う。この点、冬合宿でも同じ反省

をした。次回に持ち越せば本当の阿呆だと思う。 

 


