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2020年度 九州大学山岳部 冬合宿 報告書 

文責：安河内 

 

■期間 

2020年 12月 28日（月）～2021年 1月 1日（金） 5 

 

■山域 

長野県～富山県 白馬岳 

 

■目的 10 

全体：白馬岳の厳冬期登頂、後立山連峰の概念把握、雪上緊急避難行動の習熟、「雪に慣れる」 

 3～4年：下級生への技術の伝承 

1年：冬山における基礎的な生活技術・歩行技術の習得及び向上 

 

■参加者 15 

4年：下鶴大輔（SL）、山村圭一郎 

3年：安河内優文（CL） 

1年：青木直哉、安平ゆう 

 

■計画概要 20 

12月 28日 栂池高原スキー場より入山。 

栂池高原駅～(ゴンドラ)～栂の森駅～(林道歩行)～自然園駅周辺（1ｈ10ｍ）。 

到着後、時間や体力を見て、雪訓を行う。 

29日 雪訓。 

30日 自然園駅～天狗原～白馬大池山荘（4ｈ25ｍ）。 25 

31日 白馬大池山荘～小蓮華岳～白馬岳～小蓮華岳～白馬大池山荘（7ｈ55ｍ）。 

1月 1日 白馬大池山荘～天狗原～自然園駅～栂池高原駅（4ｈ10ｍ）。 

 

予備日：3日間 

最終下山予定日：1月 4日 30 

 

■行動概要 

 12月 28日 栂池高原スキー場より入山。 

     栂池高原駅～（ゴンドラ）～栂の森駅～自然園駅～天狗原（4ｈ55ｍ）。 

 29日 雪訓。 35 

 30日 雪訓の後、下山のためのルート工作。 

 31日 天狗原～自然園駅（5ｈ30ｍ）。 

 1月 1日 自然園駅～栂の森駅（5ｈ40ｍ）。 
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■行動記録 

12月 28日（月） ＜晴＞ 

6:50 栂池高原スキー場 着 

7:30 ゴンドラで移動 

    栂池高原駅～白樺駅～栂の森駅 5 

8:25 栂の森駅 発 

11:00 自然園駅 

13:20 天狗原（てんぐっぱら）着 

 

入山日。初めての長期合宿であり、日本アルプスだったため、緊張感があった。夜行バスを降りる10 

と、スキー場というだけあって、現地には多くのスキーヤー、スノーボーダーがいた。リフトを待つ

間に前日に購入した朝食を食べ、ロングスパッツなどの装備を身に着けた。 

栂の森駅でリフトを降り、歩行が始まった。林道は整備されており、ワカンなしで歩くことになっ

た。しかし 30分ほど歩いてワカンをつけることになった。足がずぶずぶはまってしまうのだ。（ほぼ

自分だけだったが…）ここから本格的にラッセルが始まった。自然園駅に着いたところで、計画を変15 

更し、初日に天狗原まで行くことを決定した。明日以降の悪天が予測されたためだ。自然園駅から天

狗原までの登りがこの日の核心だったと思う。この日一番の斜度があり、雪は深いところで腰まで及

んでいた。途中で早大山岳部と遭遇するという出来事もあった。ラッセルは３、４年の先輩方を先頭

に行った。斜面を横に切りつつ登り、天狗原に着いた後、幕営地を作り、テントを張った。ここでこ

の日の活動は終了した。後にわかったことだが、安河内の歩荷量がなぜか、なぜか重かった。 20 

 

 

12月 29日（火） ＜曇 時々 晴＞ 

7:00 起床 

8:40 発 25 

9:30 雪訓(ピッケルストップ・コンテ止め・雪洞・コンプレッションテスト・ハンドテスト) 

14:00 雪訓終了 

15:00 テント着 

 

入山前に低気圧接近という情報を得ていたため、アタックはせず、計画通り雪上訓練を行った。乗30 

鞍岳登頂も案として上がったが、午後から天候が崩れるだろうと予想していたこと、積雪量、メンバ

ーの体力等を考慮した結果見送りとなった（実際は夕方まで比較的穏やかな天気だった）。雪訓に向か

う途中、天狗原のピーク付近で下鶴がツリーフォール、その際に足を打撲した。手頃な斜面に到着後、

安河内監修のもと一年生のピッケルストップ、コンテ止めを練習した。その間四年生で雪洞の試作及

びコンプレッションテスト等を行った。一年生への指導終了後、全員で雪洞掘り、積雪層の観察、コ35 

ンプレッションテスト等を行い、弱層の存在を確認することができた。 

テント場に向かう途中、青木のワカンが 2回ほど外れた。サイズが合っていなかったことが原因と

考えられる。また、同じ日に入山していた早大山岳部の面々は、乗鞍岳からの滑走を楽しんでいたよ

うだ。羨ましい限りである。 

 40 
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12月 30日（水） ＜雪＞ 

7:00 起床 

8:15 出発 

8:40 雪崩の捜索訓練を 2セット 5 

10:30 テント場へ撤収 

11:00 安河内と下鶴で赤旗を立てに行く。 

12:45 別動隊がテン場着。 

18:00 就寝 

以降、2時間おきに全員で雪かき 10 

 

朝から雪が降っていたが、夜から翌日にかけて天候が荒れる怖れがあったため、テン場の近くにあ

る緩斜面で雪崩の捜索訓練を行う。2 セット行ったところで青木の腹の調子が悪くなったため、訓練

を中断しテン場へ撤収。テン場の周りに雪が積もっていたため、各自トイレの新設や雪かきなどを行

う。 15 

また、安河内と下鶴が下山時に備えて赤旗を立てに行く。途中大量の雷鳥がいたらしい。 

二人が帰ってきたあと、水作りをして夕食を食べる。水作りをするついでに米澤会長からいただい

たハムを湯煎して食べたが非常にうまかった。食後に新設したトイレを使うが、雪でほとんど埋まっ

ており、虚しくなると同時に積雪量の多さに危機感を覚える。天候が悪化して雪の勢いが強まってい

たため、18:00に就寝した後、2時間おきに全員でテント周りの雪かきを行う。午前 2時を回ったあた20 

りで雪の勢いが衰えたため、最後は間隔を 3時間に伸ばし、翌朝 7時に起床した。 

 

 

12月 31日（木） ＜強い風雪 時々 曇＞ 

2:00 雪かき 25 

4:00 雪かき 

7:00 起床後、雪かき 

    朝食 

9:10  出発 

14:20 自然園駅付近に到着 30 

17:44 テント幕営完了 

 

 前日の 20:00 頃よりテント埋没を防ぐために、2 時間ごとに雪かきを続けていた。全員が寝られた

り寝られなかったりを繰り返した。低温と強風でオーバーグローブが凍ったりした。4 回目の雪かき

で、風と雪が弱まったので、3時間後に起床することになった。 35 

 7 時に起床し、まずは雪かきをした。風雪がさらに弱まったと感じた。その後、朝食の為の湯を沸

かしている間に話合いをした。天候が落ち着いた今が好機として、下山することを決定した。撤収の

間に風雪が強まり、テントを片付けるのに苦戦する。出発までに 9:00を過ぎた。 

 テントがあった場所から近くは平坦に近い地形で、乗鞍岳から吹き降ろす風雪が特に強かった。ラ

ッセル先頭を交代して自分のザックを取りに戻ると、ホワイトアウトによって、前にいるはずの隊が40 
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見えなくなることもあった。前日に設置した赤旗が埋まっていた。昨日から続く積雪の量を伺い知れ

た。先にあるはずの赤旗・赤テープが分からなくなったので、地図およびコンパスによって南東方向

に進むことにした。途中から米澤会長からお借りした GPSも使用する。下りでは沈み込みが大きいの

で、先頭も歩荷したまま行くことになった。 

 12:00 ごろには風雪が落ち着き、時より太陽の姿も伺えた。急な斜面で樹林が疎らなところでは積5 

雪が膝以上であった。途中から尾根から外れて、沢に入ってしまった。尾根に上がるために登ろうと

するが、腰辺りまで沈むようになった。ここらから普通のラッセルに切り替える。尾根に上がると樹

林があるので、木近くの空洞を踏み抜くことが多々あった。上がった尾根のひとつ南側の尾根が乗る

べきものとわかった。その尾根にのると、ロープウェイの駅が見えた。 

 栂池自然園駅には 14:30ごろに着いた。雪は新雪だったので、整地に時間をかけた。テントを建て10 

たころから、再び降雪が強まる。夕食の間、翌日の天気に関係なく下山することを決定した。 

 

 

1月 1日（金） ＜雪＞  

 5:00 起床 15 

 6:50 自然園駅 発 

    途中、一度だけ 10分程度の休憩を挟む。 

 12:30 栂の森駅 着 

 

 本日は直線距離で 1km程度の行程を下山するだけであった。そのため、それほど早く起きる必要は20 

無いと思われたが、山村、安河内、青木の 3名が本日中にスキーをしてから帰りたいと主張したため、

起床時間を 5時と早めることとした。朝食として新たに取り入れた mont-bellのリゾッタは、値が張

る分、おいしく、また、量も十分であった。せっかくの元旦、お汁粉餅を食べたいという思いもあっ

たが、黙って胸にしまい、撤収を始めた。それほど素早い撤収は出来ず、結局、起床後 1時間 50分を

待っての行動開始であった。 25 

 行動を開始してからは、昨日と同じく、腰以上の高さのラッセルがひたすら続いた。やはり、何よ

りの問題は、セカンドのラッセルが非常にきついことであった。新雪の下の層が中途半場に締まって

いたために、歩荷のないファーストに続いて、セカンドとして歩荷で歩くと、ファーストの意味が無

いほどに沈み、結果、セカンド時の体力の消耗が非常に大きくなってしまった。安河内などは、歩荷

量の多さが原因か、セカンド時のペースが大きく落ちるようになっていた。 30 

 そうして、深雪の中でのラッセルを続け、牛歩のごとき歩みの遅さで、少しずつ歩を進めた。この

日の行動は、基本的に入山時に登ってきた林道を下っていくものであった。しかし、積雪量が多く、

つづらを折りながら下っていく林道を辿ることは体力の無駄な消費となるため、林道の大部分をショ

ートカットして下っていった。この時も、昨日と同じく、米澤会長から拝借した GPSを活用した。こ

の間、休憩は、基本的にはファースト交代時、自分のザックを回収する際に、各自で取っていたため、35 

全体としての休憩は 1回のみであった。 

 そして、幾度かの林道合流の後、ようやく人か機械かによって雪が踏み固められた林道に合流し、

そこからは何の問題も無く、林道を下っていった。踝程度の積雪量に非常に感動した。栂の森駅到着

後は、ゴンドラで一番下まで下りた後、各自解散であった。当初、スキーを滑る予定であった青木は、

結局下山し、山村と安河内だけが、夕方までの半日のスキーのために居残った。 40 
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■係の反省 

＜食料＞ 

 諸事情により食料係は 1人だった。朝食・エッセン・夕食ごとにまとめる。しかし、全体で言える

ことは、「試作すること」と「消費期限が長ければ、早めに購入しよう」である。当たり前だが、これ5 

らを痛感した。 

 

・朝食 

 朝食は新しいものに挑戦しようと試みたが、カロリーの点とエッセンとの関係から諦めたメニュー

がいくつかある。フルグラとスープの組み合わせだが、エッセンにフルグラを入れていたことと、カ10 

ロリーが 250kcalにすら行かなかったので止めた。カロリー的には十分だった「じゃがりこのチーズ

入りポテトサラダ」を実行できなかったのは残念である。今回は角餅ではなくスライス餅を使用した。

しかし、これはお湯が冷めてしまうと、餅が柔らかくならないので、普通の角餅が良いとわかった。

モンベルのリゾッタシリーズは値段が高いが、カロリーと食べやすさは良かった。また、個人装備に

できるものを分けたことも良かったと思う。ただし、前の晩に翌日の朝食を周知しなければならない。15 

朝食はカロリーと時間・簡単とのバランスに苦労するところが多いが、可能性はまだあるだろう。 

 

・エッセン 

一番の反省点は歩荷分けの前に試さなかったことだ。500ml のボトルに入るか不安だったが、その

逆で余裕があり過ぎた。塩分を補うボトル外の塩羊羹もオーバーグローブでは食べにくい包装だった。20 

ナルゲンボトルにエッセンを入れると、食べやすいのは明らかだから、今後も厳冬期は特にするべき

だと思う。事前に試行錯誤をすれば、ボトルだけでも 1000kcalは余裕で越える。考える点は塩分をど

うように摂取するかだ。例年だと塩分チャージだが、食べない人が多い。今回は塩羊羹にしてみたが、

先述した通りである。干し梅や塩分タブレットをボトルに入れてしまうのが手っ取り早いだろう。 

 水筒にアクエリアスの素を入れるようにしたが、全体的に下界から持参した水が余る人が多かった25 

ので、使われたのが 1 回くらいだった。１袋を３または２人で分ける計画だったので、2 人以上が欲

しいと言わないと使えなかった。このことから、スポーツドリンクの素も個人管理にした方が良いと

思う。 

 

・夕食 30 

メニューやぺミカンの中身は概ね良かったのではないかと思う。しかし、ひかり味噌が出している

1 食分に小分けされた味噌を使ったが、味噌の味わいは微妙だった。他のルーにも言えることだが、

ぺミカンに入れた生姜とニンニクが多かったので、それの香りと味が勝って、ルーや味噌の味が隠れ

てしまった。今後、ぺミカンで味噌汁をするならば、インスタントの味噌でも良いかと思った。豚汁

蕎麦は作る順番を考えていなかったので、美味しくない蕎麦になった。アルファ米か蕎麦どちらか一35 

択にするべきだったと思う。水加減を意識していなかったので、終始ルーの状態はサラサラだった。

水加減を徹底するか、夏のようにハッシュド・ポテトを活用するのも良いだろう。 

 グリコがポントクック・シリーズ(麻婆や中華あんかけなど)を出し、ルーの幅が広がったと感じる。

しかし、味噌のようにルーに頼らないメニューを考えてみるのも良いだろう。また、乾物を活用する

のも良いかと思う。 40 
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（下鶴） 

 

＜装備＞ 

 今回の装備計画は、例年の装備表を基本的に継承し、細部を調整する程度にとどめた。その結果と

して、杜撰さの残る装備計画となったことを反省したい。 5 

まず、自分では確認していたつもりであったが、歩荷分けの場ではじめて必要性を指摘されるよう

なものがあった。スノーバーなどが一例である。数年分の冬・春の装備表を参照していたつもりであ

ったが、基礎とした合宿の装備表に引きずられすぎたところがあったと考えられる。やはり、脳死で

継承していくのではなく、過去数年分の装備表は逐項的に確認していく必要があるだろう。 

装備計画の些細な変更点としては、雑巾をスポンジに変更した点がある。これは、雪山登山のガイ10 

ドブックに掲載されていた情報によるものであったが、やはり、スポンジは雑巾に比べて水の吸いが

悪かったように思う。しかし、一度、袋から出せば、ビショビショに濡れることの避けられない雑巾

に対して、スポンジは、良くも悪くも、ある程度のドライさを保てたことは評価できるだろう。そも

そも、積雪期のテント内など、濡れてなんぼの世界であるため、水作りでの結露の水を吸う程度であ

れば、スポンジで事足りると感じた。 15 

そして、今合宿で、逆に欲しいと思ったものが、メインで使うオーバーグローブとは別物としての

テムレスである。雪作りや雪かきなど、メインのオーバーグローブを使ってぬらしてしまうのが勿体

ないような場面で、テムレスは大いに活躍した。共装として持って行くほどでは無いが、任意で個装

として持って行くのは良いだろう。また、こそぎ係が少数では、こそぎ係に多くの負担を押しつけて

しまうため、こそぎスプーンの購入は部費などからの補助をして良いように感じた。 20 

変更点ではないが、装備についての所感としては、やはり積雪期に 4～5 人用テントを 5 人で使用

するのは、非常に窮屈だった。ただし、重量・体積で大きく劣る 6～7人用テントを持って行けるはず

もないし、登山用の 5～6人用テントといったものが売られている様子もなかった。したがって、我慢

するしかないわけで、積雪期のテント生活の経験としては、非常に良いものを得られたように思う。

ただし、雪かきの際にテントのフライを破いてしまったことは反省したい。 25 

青木のワカンが幾度となく外れてしまった点からは、アイゼン・ワカン装着練習の不足が考えられ

る。アイゼン・ワカン装着練習が、装備係としての仕事の範疇であるかは非常に微妙なところではあ

るが、装備係として、より注意深く、練習の様子を確認すべきであっただろう。 

また、安平と共に装備係の任に付いたにも拘わらず、ほとんど全ての作業を私がしてしまったこと

も問題となり得よう。しかし、装備係という仕事の性質上、1 年生にできる仕事は非常に少ないこと30 

も確かである。安平と共に、装備の個数や有無の確認を行った他、安平に対して予め装備の説明は行

えたため、その点においては最低限の役割だけは果たせたと考える。 

（安河内） 

 

まず、先輩にほとんどの仕事をさせてしまったことを反省している。装備表の作成、装備の確認、35 

ガス缶の残量チェック、などの仕事に自分は本当に少ししかかわることができなかった。そして、自

分はフライ係であったのだが、フライ入れをなくしてしまった。これは由々しき事態だと思う。今後

部の装備をなくすことがないように管理を徹底したい。せめて合宿後のガス缶の残量チェックは自分

が行いたい。 

（安平） 40 
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＜医療＞ 

今回の合宿では、医療係として研究発表と医療箱の中身の検証を行った。 

研究発表では、部室が空いたことで下調べを本を見ながら出来たため、今までよりもしっかりと調

べることができ、より体系的な知識が身についたと思う。医療箱の作成では、部会での確認の際に先5 

輩方から中身の用途を聞くことができ、非常に勉強になった。医療箱の中身については、幸い合宿中

にメンバーに大きな怪我は起こらず、しもやけ軟膏以外使わなかったため、数量の過不足の評価はで

きていない。 

また、自身の反省すべき点として、出発前に応急ギプス君の使い方を確認するのを忘れていたこと

がある。結果として合宿中に使用しなければならない状況は起きなかったが、医療係として医療箱の10 

中身の使い方は正確に確認しておくべきだったと思う。 

（青木） 

 

＜交通＞ 

合宿不参加者（河野）が担当したため省略。 15 

安平が博多駅の集合に遅刻し、交通計画の変更を余儀なくされたものの、特に大きな問題は生じな

かった。新型コロナウイルス感染防止として、電車内での食事は可能な限り避けるようにした。 

 

■個人の反省 

○下鶴大輔（SL） 20 

今回の合宿では、これまでに参加した合宿にないドカ雪で、大きな経験が得られたと感じる。アタ

ックはしていないが、改善した方が良い点は多かった。まずは日ごとに列挙して、最後に全体を通し

たものをまとめようと思う。 

 １日目は序盤のペースが速すぎた。除雪された道だったので、夏道のごとく進んでしまった。雪上

歩行に慣れない１年生がいたことを考えれば、配慮に欠いたペースだった。 25 

１年生は登りでバランスを崩しているのを多く見かけた。やはり筋力的な疲労が大きかったようだ。

後々に響いたことがテントを設営する場所だった。平坦で樹林帯だったことは良かったが、もう少し

丁寧に選定するべきだった。到着した時間が遅かったことで、おざなりになった。木が近すぎて、ツ

リーフォールするところが３ヶ所あった。風防とテントの間隔が十分ではなかった。テントの広さは

余分に見積もって、溝と風防を人 1人分ずつは欲しいところである。 30 

 ２日目は乗鞍岳の北側にある尾根付近に向かう途中でツリーフォールにあった。それへの警戒を怠

っていたので、対応しきれずに膝を幹で打った。軽い打撲だが、雪上訓練するところに着くころには

痛みが生じた。進むことに集中して、周りに気を取られてしまっていた。周囲は岩が露出していたか

ら、打ったのが木だったのが不幸中の幸いだった。 

 雪上訓練では個人的にやりたかった雪洞を掘ることにした。全てシャベルで行った。しかし、雪を35 

運び出す用にツェルトがあっても良かったと思う。時間が無い中で作ることを考えたら、スノーソー

で切り出すことはしないまでも、雪をまとめて出せたほうが良いかと感じたからだ。もう一つはコン

プレッション・テストを行った。弱層はかなり薄いが、わかりやすく観測できた。弱層によりズレた

層は薄かったが、十分な実践ができたと思う。 

 ３日目はウェアリングを怠った。雪崩捜索の訓練の間、風雪が強かった。防寒剤が入っていないヤ40 
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ッケだから、自分が真っ先に中にフリースなどを着るべきだった。それを怠ったので、だんだんと体

の動きが鈍くなった。訓練ではプローブ係だったが、ビーコンを受信モードにするのを忘れていたの

で、他の人へ迷惑をかけた。また、プローブを忘れたので、訓練をやりにくくしてしまった。 

 雪崩捜索後は、下山の為に赤旗・赤テープの設置をした。ここでは、テントへ一時的に帰ったとき

に水分とエッセンを補給するべきだった。先のこともあり、ここらから足先の冷えと血流の悪さが増5 

したと思う。入山前から翌日が豪雪になるのは分かっていたので、ルート工作は気持ち程度だった。

後で記述するが、設置した目印の場所を地図上でマークするべきだったと思う。 

 夜の雪かきで、曖昧な表現だが個人的な目標だった「雪になれる」は達成されたと感じた。ただ、

テントのフライ辺りを丁寧にしていなかったから、破れてしまった。 

 ４日目は先述したことから、目印を見失った。ドカ雪で埋まったと思っているが、どこに赤旗と赤10 

布を付けたかを感覚でしか覚えていなかった。雪で景色が変わったことで、目印の位置が分からなか

った。ある程度は樹林帯であったことから、探さずに南東へ下ることにしたが、考えてみればリスク

あるとも思う。一昨日のコンプレッション・テストで弱層が認められたこと・丸 1日で 1m以上の積雪

はあったことから、雪崩のリスクは大いにあった。しかし、天狗原で耐えるにしても、入山前の天気

の予想とは裏腹に 1月２日以降もかなりの積雪が続いたようだった。新雪では雪洞を作成するのは、15 

厳しいと思う。乗鞍ほどの雪崩リスクは低いと考えれば、下山の決定は妥当だと言える 

 ５日目も全員でなくとも、テントの雪かきを行うべきであった。外に出した装備はほぼ埋まり、テ

ントから出ようとしたら、入り口の 1/3くらいの高さまで雪があった。撤収時に竹ペグを 2本ほど見

失った。 

 この日はエッセンを食べていたものの、行動開始から 5時間程度は水分を取っていなかった。その20 

影響で集中力が切れがちだった。水分を摂ると、気分的にもかなり回復した。昨日に加えて、本格的

なラッセル経験は初めてだった。歩幅をもう少し広めで歩くべきかと感じた。前に出した足の前にあ

る雪を除けると、早く進めると思った。ラッセルの先頭は出来るだけ、早く進んで早く交代するべき

だとも思った。2 番目の人の負担が最も大きいと感じたからだ。実際は２番目で１番消耗して、先頭

と最後尾で回復するというものだったツリーフォールや緩い雪を踏み抜いて、イラつくこともあった。 25 

 次に事前トレーニングについて考えたい。体力的・筋力的には十分だったと思う。ただ、読図など

の技術はまだまだと感じた。歩荷中心の練習だったので、短期的な心肺機能や長期的な筋持久力は十

分に余裕があった。長期合宿でなくても実践で得られる読図やビバーク・疲労がある状態で 10時間前

後の行動において集中力を保つ長期的な体力を鍛えたいと感じた。その体力が鍛えられたのは事前の

背振合宿である。コロナの影響や時間的な要因で春までは実行が難しいにしても、来年度の夏前には30 

2～3日程度の小合宿を慣れない山域(祖母傾,九重,阿蘇 etc)２回ほど行えば良いかと思う。それが難

しいなら、歩荷の翌日にクライミングをするなど、連続した行動を取り入れるのもありかと思った。

誰もやりたいとは言わなさそうだが、「宝満三郡を歩荷(普段 30kg 持つ人なら 25kg 以下で良いかと)

して、宝満山の適当な場所でビバーク。翌日、空荷か前日の半量で宝満若杉往復」はどうだろうか。

自分もやりたいとは思わない。あくまでも 1年余分に居座った者の戯言である。 35 

 最後に、軽度の凍傷になった。12月に入ったころから足先のしもやけができて、例年と比べて悪い

状況だった。それくらい今年は寒気が強いと感じる。そのことに加えて、行動中の対策(水分・栄養補

給)を怠ったので、軽度の凍傷になった。下山後に乗ったバスで体全体が温まり、足先への血液循環も

良くなったが、痛みが生じた。下山後 1週間たっても、特に症状がヒドかった部分に違和感がある。

今後の厳冬期登山では、確実に似たような状況になり得るので、対策を練って行きたい。 40 
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 今回の合宿では豊富な雪がある環境で貴重な経験(ラッセル・雪洞・訓練・雪かき)ができた。しか

し、安河内や山村に甘んじていた部分(隊の意思決定など)が多く、サブとしての役割が果たせたとは

言えない。 

 

○山村圭一郎 5 

• 準備不足 

o 体力面は、足の不調とかもあったから無理ない範囲でできるだけのことはやったつも

りだけど満足できるレベルのパフォーマンスはできなかった。 

o 知識面に関して、山域の概念が頭に入っていなかった。研究室の仕事などが忙しかっ

たこともあり、山域の概念についてはほとんどインプットできないまま山に入ってし10 

まった。ここは安河内におんぶにだっこだったため、猛省点である。 

• 現地でのミス 

o 足の指が冷えて感覚なくなった。 

▪ ワカンの紐を締めすぎた 

▪ 雪かき時に足先が冷えていたことを自覚していたが、翌日の行動終了まで処15 

置を先延ばしにした 

o 後輩の指導 一年生にあんまり指導という指導ができなかった。注意すべきところを

きちんと注意できたかは怪しいし、少し感情的に接してしまった場面があった(下山

日に青木がコンパスを飛ばしたとき) 

o 判断に口出ししすぎたかも 安河内の合宿なのに、行動決定に関する口出しをかなり20 

してしまった感がある。なんだかんだ安河内の判断よりも自分の判断で行動内容が決

まってしまった部分も少なからず存在していた。特に撤退のときとか。どの程度が適

切な介入なのか、周りの意見を聞きたい 

o テント内の共同作業にあまり参加できなかった テント内での場所も関係していただ

ろうが、それにしてもやらなさすぎたのではないかなーと。いうところ 25 

• 全体的な話 

o ちょっと気が緩みすぎていたのでは？ 急ごうという意識が感じ取れなかった。自分

も空気がピリピリしないように後輩に緩い感じで接していた。 

o 行動の方針が明確でなかった(アタック / 安全策 / 乗鞍だけでも登るか・・・) 

▪ 結果として判断が後手に回る形になった 30 

o 下鶴と安河内の歩荷の負担が大きかった。もう少し分散できればよかったのだが。。。 

• 感想 

o 初めて経験する雪の深さであり、この積雪量かつノートレースで行動するという経験

がなかったため心細い点もあった。特に、下山するタイミングでは断続的にホワイト

アウトしていたためかなり慎重になった。 35 

o テントシューズカバーが必要なのかもしれないと感じた。というのも、雪が深すぎて

トイレに行くだけで膝上くらいまで沈んでしまったから。 
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o 結構思考がバイアスに左右された気がする。今の自分の状態を元に先のことを考えて

いたり。 

 

○安河内優文（CL） 

 はじめに反省と言うよりも、今合宿についての所感を述べると、今合宿は、決して大失敗の合宿で5 

はなかったように思う。今合宿では、安易な登頂を決めるよりは、よっぽど有意義な経験が得られた

ように思う。と言うのも、今合宿の一つの大きな目的としていた「雪に慣れる」は、十二分に達成で

きたと思われるからである。雪訓こそ今少し物足りないものがあったものの、腰～胸程度の高さのラ

ッセル、夜中の 2時間ごとの雪かき、激しい風雪によってほとんど視界がきかない状態での GPSを用

いた行動など、積雪期の過酷な行動を経験できた。私個人としては、山岳部に入部以来、大成功と言10 

われるような合宿しか経験したことがなく、今まで参加した積雪期の合宿は、いずれも奇跡的と言っ

ていいような好天の中で登頂を達成できていた。改めて積雪期登山の厳しさを思い知れた合宿であっ

た。 

 しかし、そうした貴重な経験を得られたことは非常に有意義であったが、「あの天候だったからしょ

うがない」「コロナ禍で十分な練習を積めなかったからしょうがない」で話を終わらせてしまいたくは15 

ない。確かに、今合宿については、天気の悪化から、客観的に判断しても下山が最適であったことは

間違いないだろう。しかし、何よりも情けないことは、今回はこれで良いんだ、と自分の中で満足し

てしまい、山頂を目指す気持ちを欠いてしまったことだ。山頂を目指して、山頂を踏んでこその山岳

部であろう。メンタルのありようとして、情けなく、何よりも反省すべきであった。 

 また、行動時について特に気になった点としては、CLとしての主体的な判断に欠いてしまっていた20 

ように思う。4 年生の先輩方がいらっしゃったことから、判断を下す際に、いちいち先輩方の顔を伺

ってしまっていた。パーティーメンバーの考えを伺うこと自体は間違っていないが、その程度が問題

だっただろう。特に山村さんには、私自身の知識・経験不足もあり、判断の提案の多くを任せてしま

っていた。最終判断は私が下すという形式を採っていたため、最低限の統率の形は保てたようにも思

えるが、より主体的な判断と提言によって、私自身が隊を統率できるようにしていきたい。 25 

 次に、隊全体として、雰囲気があまりに緩かったことが反省点に挙げられる。私自身、基本的にそ

れほどキツく人に当たるタイプでは無いが、締めるべき場所で締めることが出来ていなかったように

思う。具体的には、朝の撤収の遅さなどに、緊張感の無さが現れていたように思う。2 日目と 3 日目

については、テント撤収が無かったのにも拘わらず、起床後 1時間 40分後の行動であった。確かにア

クシンデントもあったし、慣れない積雪期の生活を狭いテントで過ごしたやりづらさもあった。しか30 

し、全体として、朝の準備時に緊張感があまりに無いように感じた。アイゼン・ワカン装着など出発

準備そのものの迅速化も必要であるが、それ以上に気の持ちように改善の余地を感じた。行動時につ

いても、もちろん同様である。 

 次に、至って個人的な反省であるが、歩荷していた際に皆について行けなかった点を反省したい。

歩荷量が人よりも多かったが、そこは言い訳にはなるまい。人より多く歩荷するのであれば、そう出35 

来るだけの体力を身につける必要があるし、それが出来ないのであれば、最初から多く歩荷すべきで

は無い。今合宿では、基本的にラッセルばかりであったため、隊全体としてペースはそれほど上がら

なかったが、特にラッセルのセカンドに着いたとき等は情けないほどのペースの遅さだった。また、

初日についても、最後尾ではどんどん離されてしまうため、先頭に行ってしまうような体たらくだっ
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た。体力については、今合宿で自分の体力の底が見えたような気がしてしまったが、それこそ「しょ

うがない」の一言で諦めること無く、今後もトレーニングを続けていきたい。歩荷についても、スマ

ートな判断ができるようにありたい。 

 繰り返しになるが、コロナ禍の中での合宿だったからといって、出来なかったことをコロナのせい

にしたくはない。多少の例外はあれども、結局、例年通りの準備をできるだけの時間はあったはずだ。5 

今合宿の反省を下に発奮し、今後もますます頑張っていきたい。来年度・再来年度と、部活動がどの

ように行われるかは未だ分からないが、今後に引き継げるだけの知識と経験を下級生に積ませてあげ

るようにしたい。3 月の春合宿では、今合宿で登頂が達成できなかった分、西穂山頂で槍穂高連峰全

景が見られることを祈る。 

 10 

○青木直哉 

今回の合宿は反省点が非常に多かった。主な反省点としては、ワカンの装着が上手くできなかった

こと、行動記録用に時間を確認するのをしばしば忘れていたこと、3 日目に腹痛で雪崩捜索訓練を中

断させてしまったことの 3つがある。 

まずワカンの装着に関してだが、原因は出発前の練習不足である。パッキングが終わってからしよ15 

うと後回しにした結果、パッキングが前日の夜ギリギリまでかかったせいで、練習が不十分なまま出

発する形になってしまった。結果、合宿中はオーバーをとらなければスムーズに脱着が出来ず、指先

を必要以上に冷やしてしまった。また、締めがあまく歩行中にワカンが取れて隊の足を止めてしまっ

た。アイゼンに比べワカンが取れるリスクを軽視していたことが根本の原因であり、アイゼンとワカ

ンともに練習の必要性を強く実感した。 20 

次に行動記録に関してである。背振全山縦走で行動記録をとる練習をしていたにも関わらず、冬合

宿中は周りの景色や予想以上のきつさに気を取られ、時間の確認を忘れることが頻発した。時間の確

認が癖として身についていなかったので、今後は普段の練習でも簡易的な行動記録を書くことで対策

したいと思う。 

最後に腹痛についてである。原因は前日の夜に外の寒さに負けて便意を我慢したことで、そのとき25 

に済ませておけばなんの問題もなかった。明日の朝もう少し暖かくなってから行こうと妥協し、翌朝

忙しさでそのことを忘れ、移動先で痛くなるのは我ながらバカバカしいし、なにより周りに迷惑をか

ける。簡単に防げることなので、以後しないようにしたい。 

またこの 3つに加えて、天狗原から自然園に降りる際に手元への注意が疎かになりコンパスとスコ

ップを立て続けに落としてしまったこと、オーバーグローブにかけた防水スプレーが不十分で 1日目30 

から濡らしてしまったこと、荷物を出し入れする際に袋を雑に扱って防水用のビニール袋を破いてし

まったことなど、反省すべき点が他にも多く見られたので、各々改善していきたい。 

 

○安平ゆう 

 今回の反省点は本当に多い。最も反省すべきは生活技術の未熟さだと思う。 35 

起床後から、テントを出て行動が開始できる状態になるまで、時間がかかった。原因は、テントを出

るまでにすべきことを明確にしていなかったこと、オーバーグローブをつけての操作、例えばワカン

の装着などの練習が不足していたこと、自分で先のことを考えることができなかったことである。 

また、きちんとした知識に基づく判断を全く行うことができなかったことも反省点の一つである。

気象の知識、雪崩の知識、医療の知識、どれも最低限身に着けているべき知識量にも達していなかっ40 
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た。今回は特に悪天で天気図が重要であった。しかし天気図を書いても、読む、ということができて

いないことを痛感した。また雪崩捜索を行った際には、巻き込まれた登山者が持病を持っていたり、

外傷がみられたりする場合を想定する場面があった。しかし自分の頭にはそれらに対応した処置が思

い浮かばなかった。実際に雪崩に居合わせたとして、自分は邪魔になると思った。この状態を改善す

るには、日ごろから天気図を見ること、勉強すること、また実際に自分でやってみることが肝要だと5 

思う。 

このように考えると、今回の反省は準備不足の一点に収束する。これは初日に遅刻してしまったこ

とにも如実にあらわれている。知識やオーバーグローブになれることは、自分でできることである。

また心の持ちようとしても、先輩方についていくだけでなく、自分で考えることを強く意識していれ

ばより多くのことを学ぶことができたと思う。 10 

先輩方、青木君、本当にありがとうございました。 

 


