
2020 年度 偵察合宿 報告書 

文責：安河内 

 

■期間 

 2020 年 9 月 15 日（水）～2020 年 9 月 20 日（日） 

 

■山域 

 長野県 穂高連峰 

 

■参加者 

4 年：下鶴大輔（SL） 

3 年：安河内優文（CL） 

2 年：河野陽介 

 

■目的 

 ①春合宿に向けた西穂高岳の偵察 

 ②山岳地域における総合的な登攀経験の獲得 

 ③危機管理能力の向上 

 

■計画概要 

9/15 福岡出発 

9/16 上高地より入山 

      上高地～西穂山荘～西穂高岳～西穂山荘（9ｈ20ｍ） 

  下鶴―安河内―河野 

9/17 西穂山荘～上高地～横尾～涸沢ヒュッテ（9ｈ） 

9/18 涸沢ヒュッテ～奥穂高岳～前穂高岳～奥穂高岳～涸沢ヒュッテ（9ｈ30ｍ） 

9/19 涸沢ヒュッテ～横尾～上高地（5ｈ10ｍ）   

予備日：3 日間 

 



■行動概要 

 9/15 福岡出発 

 9/16 上高地～西穂山荘～西穂高岳～西穂山荘 

 9/17 西穂山荘～上高地～横尾～涸沢ヒュッテ 

 9/18 沈殿 

 9/19 涸沢ヒュッテ～奥穂高岳～前穂高岳～奥穂高岳～涸沢ヒュッテ 

 9/20 涸沢ヒュッテ～横尾～上高地 

 

■行動記録 

9/16（水）＜曇＞ 

6:10 上高地 

6:30 西穂登山口 

9:25 西穂山荘 

10:50 西穂独標 

12:20 西穂高岳山頂 

13:40 西穂独標 

14:35 西穂山荘 

大阪から上高地への直通の夜行バスを降り、上高地に降り立つ。荷物をデポするために、

2 年前の夏合宿の記憶を辿りロッカーを探すも、朝が早すぎて全てのシャッターが閉まって

いた。とは言え、たとえシャッターが開いていてもロッカーがありそうな感じはしなかった。 

西穂登山口までは遊歩道を 20 分ほど歩いた。以外と長い。西穂登山口からは急だが良く

整備された登山道を、つづらを折りながら登る。下鶴は普段使っているゼロポイントのザッ

クを捨て、今回初めてオスプレイのザックを使っていたが、初めてのザックと言うこともあ

り、ここの登りで腰を痛めたそうだ。そのため、西穂山荘への登りでは途中からややペース

を落とすこととなった。ただし、今合宿ではきちんとしたクライミングが無いため、全体と

して非常に装備は軽く、全員 30kg 無かったであろう。私個人としては、歩荷量が少なく、

それほどキツい登りでは無かった。 

西穂山荘に着くと、テントを張って荷物をデポして、西穂高岳山頂へ向かった。今年の上

高地では熊が良く出るそうで、西穂山荘周辺でも熊の目撃例があったそうだ。匂いの出るも

のなどをテントの外に置かないように指示された。因みに、新型コロナウイルスの影響で今

年の西穂山荘はテン泊であっても予約が必須で、これは穂高周辺の山小屋の中で唯一であ

った。また、予約のための電話もほとんどずっと話し中で、予約は非常に大変だった。 

西穂山荘からはガレた道を歩き、11 つの小ピークを越えて西穂高岳山頂へ至った。夏道で

あればザイルを使うことも無く、1 年生であっても特に問題はないであろう道であったが、



5 峰をはじめとするいくつかのピークは乗っ越さずに巻いて行くことには注意したい。ピラ

ミッドピークを過ぎたあたりからピークを巻くことが多かった。また、6 峰からは西手に支

稜が伸びるため、ガスが立ちこめている際にはルートファインディングに注意が必要だろ

う。さらに、丸山、独標、ピラミッドピークは頂上がやや広いため、ここもガスが出ている

際は注意が必要と考えられる。 

 

 

9/17（木）＜曇＞ 

4:00 起床 

  4:55 出発 

  6:10 1950m ピークを過ぎた急坂途中で休憩 

 7:00 田代橋 

 7:20 河童橋 

 8:13 明神館 

 8:50 徳沢 

  9:45 横尾 

10:30 本谷橋(屏風岩の対岸) 

11:20 S ガレ 

13:10 涸沢ヒュッテ 

 

起床したとき、穂高の稜線上では西からの風が強かった。しかし、寒くはなく、テントを

畳むのに苦労することはなかった。周りのテントは２つほど明かりが灯っていたが、ほとん

どは寝ているようだった。テント場も山荘も完全予約制ではあったが、昨日の夕方はそこそ

こ人がいた。連休に入れば賑わうだろうなと思うも、出発した。 

暗い中ではあるが、先頭を行く河野のペースは速い。田代橋までは下りが続くので、途中

から下鶴の膝が痛み出した。休憩には早かったが、ピークも過ぎていたので休憩することを

決める。しかし、良いところが見つからなかった。下鶴のペースに合わせながら、田代橋ま

で下った。付近に帝国ホテルがあって、数台の車が近くの道を通っていた。シーズン中の上

高地を知らない下鶴にとっては、合宿中に下界の物体をみることが異様だった。 

田代橋から河童橋まではアスファルト道である。人は閑散としていて、気温も涼しく快適

ではあった。7:00 の上高地は静かであったから、やはり上高地は下界であることを知った。

河童橋から横尾大橋までは、歩荷した者には歩きにくい小規模な登り下りを繰り返す道だ

った。それまでの行程で膝や足裏が痛くなっていた下鶴が 2 人のペースから遅れることが

多くなる。横尾大橋にはコースタイム以下で到着したが、下鶴の疲労が目立っていた。 

涸沢への登りに入る。最初は緩やかであり、楽だった。本谷橋を過ぎた後から、急登が始

まった。下鶴のペースは上がらず、肩や膝に痛みを訴えた。途中で装備を分けてもらい、安



河内から鼓舞されながら、涸沢付近に着く。涸沢に掲げられた見たことあるマークの旗をみ

て、ヒュッテが近いだの、まだ遠いだの、意味のないことを言っている内に涸沢ヒュッテに

到着した。ヒュッテは整備の整ったものだった。トイレは綺麗で、飲料用の蛇口まであった。

少し休憩の後にテントを張った。ここで分かったのが、涸沢でテント泊には覚悟がいること

である。地面の岩が大きくて、寝付けない可能性が大きいからである。実際に下鶴は３日間

よく寝付けなくて、変なところに口内炎ができた。この日の晩から暴風雨になった。翌日の

沈殿ほど辛い日は今までになかったと思う。 

 

 

 9/18（金）＜雨＞ 

 沈殿 

 

全日の夜から雨風が強く、水たまりのできたテントの中で一日を過ごした。シュラフもい

くらか湿ってしまった。涸沢ヒュッテのテン場では、ガレの上にテントを建てねばならず、

激しい凹凸で非常に居心地が悪かった。また、テントの側面に立てかけたザックに寄っかか

って終日を過ごした結果、遠目から見ても分かるほどにテントが歪んだ。テント内の QOL

は一層下がることになったが、外から見ると滑稽で面白くもあった。 

終日、本を読んで過ごした。 

 

 

 9/19（土）＜曇のち晴れ＞ 

 4:00 起床 

4:50 涸沢ヒュッテ 発 

5:40 ザイテングラート取付き 

6:40 穂高山荘 着 

7:20 奥穂高岳山頂 

9:15 前穂高岳山頂 

11:50 奥穂高岳山頂 

12:30 穂高山荘 

14:05 涸沢小屋 

14:45 涸沢ヒュッテ 

 

前日の沈殿の日には激しい雨が降っており、今朝も雨は止んでいたが時々強い風が吹いた。

岩が濡れている可能性を考えるとアタックすべきか沈殿すべきか悩んだが、「無理そうなら

途中で撤退しよう」という気持ちでアタックの準備を始めた。しかしテントから出てみると

岩はほとんど乾いており、夜が明けると太陽が見えたためこのままアタックできると思い



始めた。穂高山荘に至るまでは、晴れてはいたが稜線にガスがあった。しかし山荘につく頃

にはガスはなくなっていた。ただ山荘～奥穂高～前穂高の間は風がとても強く、ダウンジャ

ケットを着ていても寒かった。奥穂高岳山頂では非常に風が強かったため写真だけとって

すぐに前穂高に向かった。前穂高岳山頂につく頃には風はかなり弱まっていた。前穂高山頂

でゆっくりした後、奥穂へと戻った。奥穂へと戻る途中、長い下りに違和感を覚え、ルート

を間違えたかと思い何度か登り返したが、結局最初のルートが正しいとわかり、小梨平で岳

沢からの登山道と合流した。その後は無事に下山し、涸沢小屋で軽食をした後テントに戻っ

た。 

ザイテングラートはガレ場となっており、落石を起こしやすい箇所がいくつかあった。ま

た途中から狭い岩稜帯となり、下山の時はすれ違いが大変だった。穂高山荘は大変よく整備

が整っており綺麗だった。吊り尾根はクライミング経験がなければ恐怖感を覚えるような

岩稜帯であり、道も一部分かりづらくなっているため印によく注意を払いながら登った。 

 

 

9/20（日）＜晴れ＞ 

4:00 起床 

5:03 出発 

5:28 S ガレ 

6:10 本谷橋 

7:10 横尾 

8:07 徳沢 

9:03 明神館 

9:50 河童橋 

 

起床時刻の 30分ほど前に小雨があったが、テントをしまうころにはすっかり止んでいた。

涸沢は剱沢と真砂沢を混ぜたものかと当初は思ったが、剱沢と雷鳥沢を混ぜたものだった。

昨晩の遅くまでのヘッドライト照射には少々イライラした。しかし、奥穂や北穂に向かうヘ

ッドライトの明かりには何か気分を良くするものがあった。出発してから下りが続くもの

の、西穂の下りほど下鶴は遅れていなかった。辺りが明るくなり、高度が下がるにつれて、

すれ違う人の数が増えて行った。横尾に着くと、すでに多くの人がいた。なるほど、横尾は

下界ではないが、山でもなかったようだ。人が多いので、ペースはそこまで上がらなかった。

徳沢に着くと、横尾の倍以上の人がいた。徳沢はキャンプ場が似合う場所だと感じた。そこ

から河童橋までは、伊勢神宮の境内を歩いている気分だった。 

朝の入山ラッシュが過ぎたのか、小梨平に着くころには人の数が減っていた。それでもテ

ント数は多かった。連休中で人が多いためか、小梨平の温泉には入ることができなかった。

松本まで下りて入浴を決めて、河童橋まで行くと、そこは下界だった。付近の土産屋で買い



物をして、帰路についた 

 

■係の反省 

＜食料＞ 

食料係を担当した。食料係を担当するのは初めてであり、戸惑うことも多かった。今回の

合宿では一番自分が反省すべき点は食糧計画についてだと感じている。まずエッセンにつ

いてだが、A 案の方が B 案に比べて分量が不足していると山行中感じることが多かった。

合宿前はたしかにメニューが 1 品 A 案は少ないがカロリーで見ると基準値に近いため大丈

夫だろうと思っていた。しかし明らかに A 案の方が食べきるのが早かった。カロリーだけ

に囚われず合宿の行動時間なども考えて分量を決めるべきだった。夕食については、材料の

分量が適切でないと思われるものが多かった。個人的には過去の食糧計画通りに分量を計

算したつもりであったが、それでも○○が多すぎる、△△が少ない、といったことが多かっ

たため大いに反省すべきだと思った。また買い出しして余った食材が多かったため、もう少

し効率よく配分・調整できたのではないかと思った。初めて経験する係とはいえ食料計画を

立てることは合宿に行く上で非常に大切なプロセスであるためまた食料係を担当すること

があればしっかり対応していきたい。                     （河野） 

 

＜装備＞ 

今回の反省は装備の事前チェックが甘かったに尽きる。 

まず、テントについては 4～5 人用のテントを使用した。テント場で張って内張りがされ

たままであるとわかった。そして、フライがあってはいるが、ボロボロだったので違和感を

覚えた。 

また、ラジオの予備電池を忘れていた。合宿中にラジオが聞けずに天気図が作成できなか

ったということはなかった。しかし、涸沢ではスマホ電波は繋がらず、ラジオもノイズが大

きかった。新しい電池があったなら、より鮮明にラジオを聞けたかもしれない。 

最後に、大きいチタンの鍋を新しく買い換えたいと思った。換えなければならないほど、

壊れてはいないが、形が歪んでいて扱いづらく感じた。            （下鶴） 

 

＜医療＞ 

 医療箱の中身については、基本的に例年の夏合宿の医療箱の通りで、特に問題は無かった。

絆創膏の数を若干数調節した程度だ。 

 ただし、河野が正露丸とビオフェルミンの使い方を正しく理解していなかった結果、間違

った使い方をしてしまったため、今後は医療箱の中身の検討の際に各種医療装備の使い方

なども説明していくようにしたい。                     （安河内） 

 



＜交通＞ 

 今合宿では時期が遅かったため青春 18 切符を使うことが出来ず、新幹線とバスを使って

の移動だった。 

JR 東日本では、今年から特大荷物を新幹線に持ち込む際に「特大荷物スペース付き座席」

の予約が必要で、今年は席指定のできる格安切符を予約せざるを得なかった。席指定の出来

ない格安切符であれば、より安く出来たのだが、仕方が無いだろう。ただし、「特大荷物ス

ペース付き座席を予約していない場合に特大荷物を持ち込んでしまった場合、車掌が 1000

円を領収する」との規定があり、裏を返せば、特大荷物スペース付き座席を予約していなく

ても、1000 円を払えば、特大荷物を新幹線に持ち込めると言うことになる。今回はトラブ

ルを避けるため、特大荷物スペース付き座席を予約したが、勇敢な後輩諸君はそうした方法

を試してみても良いかもしれない。そうした方が 1000 円ほど安くなるはずだ。 

高速バスに関しては、特大荷物持ち込みの了承を得るため電話予約を行ったが、現地で支

払いを行わなければならず若干面倒だった。今回利用した高速バスは、大阪～上高地を結ぶ

アルピコ交通のバスで、バス会社側も大きなザックの持ち込みは暗黙の了解の上だと思わ

れるが、規定上は大きなザックの持ち込みは不可能とされているため、万が一のことを考え

ると電話予約が無難と考えられる。ネット予約の場合、電話予約より 500 円割引されるた

め、少し勿体ないことではあった。                     （安河内） 

 

■個人の反省 

○下鶴大輔（SL） 

本合宿での反省点は、事前のトレーニングと調査にある。 

１つ目は事前のトレーニングである。今回の合宿は荷物の量から言って余裕のあるはずだ

った。しかし、合宿中では膝・肩の痛みが出てしまった。肩の痛みについては、慣れないザ

ックを使用したことにあると考える。事前の宝満若杉縦走までは１年から使用していた

zero point のザックを使ったが、合宿直前で osprey のザックに変更した。それによって、

肩および股関節に痛みが生じてしまったと考える。慣れないザックだから正しい背負い方

ができていなかった。途中で安河内に指摘を受けて、その痛みは緩和された。膝の痛みにつ

いては事前トレーニングに問題があった。筋力や肺活量の点では問題はなかったと思う。し

かし、長期行動に備えられていなかった。合宿までのトレーニングとしては筋トレと HIIT

を行った。事前の宝満若杉縦走でも足がつったりして遅れることが多かった。これらのこと

から、長時間行動には長時間のトレーニングが欠かせないことを改めて実感した。ここでは

詳しく書いていないが、前期には十分な全体練習が確保できなかった。冬・春に向けてはラ

ンニングや自主的な歩荷を取り入れる。 

２つ目の事前調査である。西穂高岳に登るに際して、準備段階ではザイルでコンテニュア

スをした方が良いのではないかと考えていた。しかし、実際にはそんなことはなくて、拍子



抜けした。好天で岩も乾いていたので、岩が濡れていたとしても、ザイルは必要ないかと感

じた。Web 上の山行記録では難しいのかと感じたが、その記録作成者と自分らの技量を考

えていなかった。それが西穂高岳の難易度の過大評価に繋がってしまったと思う。また、合

宿の数日前に youtube 上で西穂高の山行映像を見たときから、ザイルは必要ないのではな

いかと感じた。このことから、山域調査に youtube などの映像を取り入れなければならな

いと思った。もちろん、それを 100%信じるのは良くないが、全体で分析すれば、より良い

準備につなげられると思う。 

最後にどうでも良いことを書く。冬の上高地は好きだが、シーズン中の上高地は好きにな

れそうにない。同じ人混みでも室堂はお気に入りである。そこに着けば、気持ちが山に切り

替わるからである。上高地は田代橋・新村橋・横尾大橋を渡ることで気持ちが切り替わるよ

うである。 

 

○安河内優文（CL） 

今合宿は、建前上は部としての合宿では無く、学務にも計画書を提出せずに行った合宿だ

った。したがって、今までも勿論事故は起こしてはいけなかったのだが、今まで以上に事故

を起こせないという状況での合宿だった。そのこともあり、参加者を上級生だけに絞り、ル

ートも簡単なルートに絞り、計画日程も短縮して合宿を行った。実際に山にいる最中も、一

般道しか使うことが出来ないことが非常に悔しく残念であったが、新型コロナウイルス感

染拡大防止の関係上、仕方が無かっただろう。 

しかし、そうした悔しさを飲み込み、定めた目的のみを見るのであれば、今合宿は大成功

の範疇に収まるものと思われる。参加者が上級生だけと言うこともあり、体力はともかく、

技術についてはなんの問題も無く、（一般道なので当然と言われれば当然なのかもしれない

が、）全体を通してコースタイム以下のペースで歩くことが出来た。秋雨前線が発生中にも

拘わらず、幸いなことに天候にも恵まれ、沈殿を 1 回挟んだのみで、ほとんど計画通りに合

宿計画を遂行できたことも非常に喜ばしい。主目的であった西穂高岳の偵察も、しっかりと

目的意識を持って歩けたため、実りのある偵察となったのではないかと考えている。また、

西穂、奥穂、前穂と岩稜歩きが多かったため、クライミングこそしなかったものの、第二目

的も可能な範囲内で達成できたと考えられる。 

正直な話、奥穂高岳、前穂高岳の登頂は、後輩教育よりも登頂自体が目的であったが、今

合宿の特殊性を考慮すると、それでも仕方が無かっただろう。今合宿においては、表・裏銀

座縦走路まで見渡せる快晴の中、北アルプス最高峰を踏めた満足感だけで良しとするには

十分なのでは無いだろうか。 

今年度は、3 年生が私一人しかいないため、本来、3 年生のみで構成されるリーダー会に 4

年生の下鶴先輩と 2 年生の河野を入れた。そのため、本来であれば 1 年生と同じ情報しか

知り得えなかった筈の河野に、リーダー学年が考えるべきことまでも教えられたことは、来

年に同期がおらず一人でリーダー学年の役割を務めることになる河野にとっては有用だっ



ただろうと考える。その点で第 3 目的も達成できたと考える。 

逆に今後考慮しなければならない点は、今合宿に連れてくることの出来なかった 1 年生に

ついてだろう。今年の 1 年生は経験も練習量も足りない状態で諸合宿に参加することとな

る。また、2 年生の河野にしても、夏合宿でクライミングをしていない以上、十分な経験を

積ませたとはとても言えまい。後輩の教育については、今後慎重に考えて、練習計画・合宿

計画を立てていきたい。 

 

○河野陽介 

今回の合宿では、まず体力・技術の面において大きく反省すべきはないと考える。行動日

の 3 日間はいずれも長時間行動であったが、普段よりも歩荷重量が軽いせいか、最後まで

大きくペースを乱すことなく、程よくコースタイムを切りながら行動できたと思っている。 

生活技術の方では、上級生と同じタイミングぐらいで朝の準備を終らせられていたように

思う。ただまだまだ改善の余地はあり、来年は最上級生なるためよりてきぱきと行動する必

要があると感じた。 

今回の山行では基本的に自分が 1 番前を歩いて行動した。北アルプスでのルートファイン

ディングは初めてであり、吊り尾根では一度ルートを間違えてしまった。その時は結果とし

てパーティ全体を危険箇所へ近づけてしまったため来年はこのようなことが決してあって

はならないと反省した。普段の歩荷訓練では上級生から「もう少しスピードを上げてもいい」

と言われることが多かった。今回の合宿ではペースが大きく遅れることはなかったためそ

の点については十分であったと思う。 

今回の合宿では自分が来年最上級生なることを見越して、「もし今自分が上級生ならどう

するか」と考えることが多かった。そして来年の安全な山行のためにはまだまだ身につけな

ければならない技術がたくさんあると実感した。来年の夏合宿まで考えて今後の活動に取

り組みたいと思った。 

 


