
冬合宿報告書（2012年12月26日〜29日：剣岳早月尾根） 

 

はじめに 

 今年の冬合宿は剣岳早月尾根ということで、OBの中溝先輩、佐藤先輩に合宿

に参加していただいた。準備会等もOBを交え開き、3年前の冬合宿（同じく剣岳

早月尾根）同様に入念に準備をすすめた。 

 

参加者 

4年：竹下朝日(CL) 

2 年：青木陸太(SL)、中山湧貴 

1 年：中本裕哉 

OB：中溝幸夫(36 文)、佐藤大介 

 

 

行動記録 

 

12/26(福岡〜馬場島)                     

7:00 博多駅 発 

12:59 富山駅 着 

13:19 同所 発 

13:43 上市駅 着 

13:50 同所 発 

14:20 剣青少年センターから約3km手前 着（タクシーにて） 

14:40 同所を出発 

18:00 馬場島 着 

 

5 時半、起床時に竹下より青木、中山、中本に連絡があるも中山のみ返事なし。

電話、メールを繰り返すも応答がなかった。まさか寝過ごしているのでは…と

いう不安を募らせつつ 6 時半頃博多駅新幹線乗り場に集合する。青木、竹下の

順に集合。中山は携帯電話が壊れていたらしい。事前連絡していた電車より少

し遅れて中本が到着。結果的には遅刻者なしという形で冬合宿が始まった。荷

物の重さを確認しあうが、竹下 30 ㎏オーバー、中山 29 ㎏、青木、中本は 25 ㎏



以下となり、何が重さの違いを出しているのかわからないままだった。見送り

には実家帰省をするという重松がいた。新幹線乗り場に到着するとすぐにＯＢ

からの合宿参加者中溝先輩も合流。我々が乗るよりも一本早い「のぞみ」を見

送り、7 時発の「のぞみ」に乗り込む。3 年前の早月尾根合宿の際はこの一本前

の「のぞみ」によってトラブルが起きたという話を中溝先輩がした。すでに指

定席を取っていたため新大阪まで立ちっ放しという心配もない。寧ろ、子供一

人分になりそうなほどの重いザックの置き場所に苦労した。7 時新幹線出発。夏

山や現役のみの合宿だと鈍行列車の使用が基本なため、驚くほど速い。9 時 35

分新大阪到着。ここから富山行きのサンダーバードに乗り換える。外はクリス

マス寒波の残りでものすごく寒いのだろうが、新幹線内が暑かったことと重い

ザックを背負って階段の昇り降りをしたことでホームに着いた頃には体は汗ば

むほどだった。9 時 46 分新大阪出発。帰省ラッシュが気になっていたが、都会

から地方へ向かう列車のラッシュはまだのようだった。途中中溝先輩が幕の内

弁当を購入したのを見て現役も次々と弁当を購入。青木は弁当 1000 円という値

段に購入に踏み込めなかったが竹下と割り勘という形で購入していた。だんだ

んと外の景色が雪国のそれになっていった。場所によっては吹雪のようになっ

ているところもあり、山の中でこうだったら嫌だななどと話し合った。12 時 59

分富山駅到着。ここで今回の合宿へのもう一人のＯＢからの参加者佐藤先輩と

合流することになっていた。改札口にはすでに佐藤先輩が到着しており、見送

りに富山在住のＯＢ友野先輩も来ていた。電鉄富山への乗り換え 15 分の間に

各々挨拶を済ませ電車に乗り込む。友野先輩もゲートまで来るかもとのことで

あったが、天候などの状態から見送りのみとなった。13時19分電鉄富山駅出発。

夏山ではよく利用する電車だったため馴染みがある。今回は馬場島からの入山

のため、立山アルペンルート方面ではなく上市方面に乗った。13 時 43 分上市到

着。「九州大学山岳部様」という看板でも持った運転手がいるかと思いきや構内

はがらんとしている。とりあえず出口に出てみると別の出口から運転手が声を

かけてきた。各々トイレや着替えなどを済ませ乗車。13 時 50 分出発。ジャンボ

タクシーの運転手は話好きなようで市内の道路除雪のための溝の話や、名産品

の話、彼自身の友人の話などを伊折到着までし続けた。14 時 20 分伊折集落の終

わりに到着。年によってこの降車位置は変わるらしい。3 年前はもう少し先まで

行けたとか。14 時 40 分ぱらぱらと雪が降る曇り空の下歩き始める。下級生を先

頭に次いでＯＢの 2 人、最後尾に竹下という順番で歩く。初め赤旗を持ってい



た竹下だったが、現役部員間で交代に持つことに。いつの間にか中山のザック

に取り付けられていた。25 分歩き 5 分休憩を 1 ピッチとして歩いた。1 ピッチ

歩いたところで「馬場島 6.5 ㎞ 剣青少年センター0.5 ㎞」の標識がある。まだ

7 ㎞近くもあるのかと誰もが重く感じたようだったが誰も口にはしなかった。青

少年センターを過ぎてからが長かった。除雪はされているものの足首まではま

る個所もあり、雪も降り続いていた。1 ピッチずつの休憩の号令は竹下が掛けた。

発電所を過ぎるころにはあたりが暗くなり始め、ヘッドライトを付けて歩いた。

先が見えないこととフル歩荷であることで普段以上の疲れと焦りに似た嫌な気

分を感じた。地形図上ではこの尾根を巻けば馬場島だというところへ来るころ

には辺りは真っ暗になっていた。フル歩荷の為か佐藤先輩のペースが上がらな

い。本人曰くこの時、明日以降はテントでじっとしようと考えていたらしい。

翌日以降は調子も本調子に戻っていたが。尾根を巻き終わったあたりで県警の

建物の明かりが見えるも一向に近づかない。先頭を歩いていた下級生のヘッド

ライトの明かりが見えなくなるほどに先頭と最後尾との間が空いていた。18 時

馬場島到着。建物の前のテント場には他のパーティーの姿はなく松尾平まで行

ったようだった。県警に到着の連絡に行き、明日以降の天候を聞いた。予報通

り明日は晴天、明後日の午前中までは晴れが持ち午後からは崩れるとのことだ

った。寒さに震えながらテントを張り、夕食の準備に取り掛かる。全員が 6 人

用テントに集まって夕食を取る際に、明日以降の動きを話し合った。計画では

明日松尾平まで、明後日早月小屋まで、29 日アタックだったが、計画を変更し

て明日荷物を最低限に絞って早月小屋まで上がり、明後日の午前中の晴れてい

る間にアタックが出来る体勢を取ることになった。久しぶりのテント泊だった

が、アプローチの予想以上の疲れのせいかぐっすり眠れた。体調を崩している

者はいないようだった。空は晴れ渡っていた。（竹下） 

 

12/27（馬場島〜約1700m地点） 

4:30 起床 

7:30 馬場島 発 

8:30 松尾平 

9:30 奥松尾平 

13:45 約1700m地点 着 テント設営 

 



 剣岳の天気はもって 28 日までという予報を元に 28 日をアタック日とした。

そのため 27 日のうちに早月小屋まで登り、28 日アタック、29 日下山といった

計画に変更。 

 荷物もできるだけ減らすことにし、2 日分の食料と最低限の装備、ザイルも一

本だけ持っていくことにした。ガス缶は中2個を持っていくという話だったが、

中山が念のため中 3 個もって登っていた。これは結果的に正しい判断だったよ

うに思える。確かに中 2 個でも足りはしたが、ギリギリだったからだ。ちなみ

にこの合宿の参加人数は 6 人。 

 朝、デポしていく荷物を各自まとめ馬場島の施設内にある乾燥室に荷物を預

けた。ペミカンは乾燥室においてしまっては腐ってしまうので、外の雪中に埋

め、後から分かるよう赤旗をたてておいた。その後、馬場島を出発。天気も良

く、登山日和だ。 

 剣岳登山口に入ると同時に雪が深くなる。膝まで雪が積もっており、つぼ足

では歩くのは不可能だったので、早速ワカンを装着。去年の燕岳ではあまり活

躍しなかったワカンが早速登場することになった。 

 前日と同じく 25 分間歩き、5 分間休むというローテーションで登っていくこ

ととした。その都度、先頭の人間を変え、ラッセルしていった。 

 登山口から松尾平までの道のりは急登。ラッセンル初心者の私たちは少し苦

戦した。しかし、トレースはあり、行くべき道はわかった。松尾平に入ると、

少しの間ゆったりとした道になった。確かに平らになっており、テントが張り

やすそうだ。しかし、登山客のテントは見られなかった。 

 登れども、進んでいない気がした。途中 1900m だと思っていたピークは 1600m

ピークだった。雪を掘り起こしたところ、1600m ピークであるという看板が出て

きたのである。今日中に早月小屋までたどり着くのは体力的に無理だろうとい

うことで、途中の 1700m 付近でテントを張った。 

 テントを張り終えた後、薄黒い雲がかかってきた。テント地からは富山の街

が一望でき、夜になると夜景が綺麗だった。晴れていたことも幸いしたのだろ

うか、このテント地は馬場島と比べると温かく快適な場所だった。（青木） 

 

12/28（1700m地点〜2400mピーク） 

3:00 起床 

4:00 出発 



7:15 早月小屋 着 

7:30 同所 発 

9:30 2400mピーク 

11:15 1700mテント設営地点 

 

アタックのこの日の朝はテント内が少しピリピリしている。 

アタック用の最小限の荷物で素早く準備を済ませると、さっそく出発。前日か

ら天気はよく、雪は降っておらず、 

満月と白い尾根、町の光がきれいに見えた。 

テントは傾斜の平らな場所に設営したのでテントを出るとさっそく登る。トレ

ースはついているのでさほどきつくはなく、 

ただでさえ時間がないのできびきびと登っていく。 

中溝先輩が途中で腰の痛みを訴えパーティを離脱。幸いテントからさほど離れ

ていなかったので、一人テントに戻ることに。 

そのまま登っていくと、1900mを過ぎたあたりから、トレースが途切れる。そこ

にはテントが張ってあったので、そのパーティがつけた 

ものだったのだろう。先頭を２年が行っていたが、佐藤先輩に交代してもらう。

少し進むと、そこからは皆で交代してラッセル 

を開始した。これほどの深雪のラッセルは現役にとっては初めてとなるため、

始めは戸惑うが、少しずつコツをつかんでくる。 

しかし、やはり時間をとられてしまい、早月小屋に到着したのはテント発から

３時間１５分後であった。 

早月小屋では常駐していた県警の方から天気情報を入手、やはり、今日の午後

から天気は崩れるとのことだった。 

早月小屋からは少しトレースがあったが、雪でだいぶ埋まっており、道を示す

程度のもので、実質ラッセルをして進んだ。 

更に進むとトレースは消えた。そのうち地面はクラストしてきて、アイゼンが

かっちりきくようになった。木の上にはった氷を進むので、 

慎重に進んでいく。 

２４００mに到着するも、そのころには日はかげり、雪もぱらついてきた。また、

テントからここまで５時間３０分。体力的にはまだ余裕はあったが 



帰りの時間も考慮すると、ここから先へは進むべきではないと判断。引き返す

ことを決定した。 

目の前に立ちはだかるピークは２６００mピーク。剱岳を仰ぎ見ることもかなわ

ないとは。 

テント着。本日午後からの天気の崩れとその後の予報を踏まえ、これ以後のア

タックはできないと判断し、下山を決定した。(中山) 

 

12/29（1700m地点〜福岡） 

4:00 起床 

5:21 出発 

6:45 奥松尾平 

7:15 松尾平 

7:45 馬場島 着 

8:15 同所 発 

9:40 剣青少年センター 

10:50 剣青少年センターから約3km（初日のタクシー到着場所） 

11:30 上市駅 着 

11:41 同所 発 

12:15 富山駅 着 

13:19 同所 発 

20:20 博多駅 着 

 

昨夜の降雪により、トレースは完全に消えているとのことで、周りが明るくな

ってから行動しようということになり、予定より 1 時間遅めの起床。空が曇っ

ていたせいか気温はそれほど下がらず、寒さはあまり感じなかった。テントを

撤収すると、アンゼンの上からわかんをつけるようにとの指示が出た。１７０

０ｍの CS から足跡ひとつない雪面をラッセルしながら下山していく。アイゼン

とわかんを重ねて歩くとアイゼンがききつつ、わかんのおかげで足が埋もれに

くくなりかなり歩きやすかった。1 時間ほど下ったところで、5 名くらいのパー

ティとすれ違った。彼らは馬場島から登ってきたらしくそれよりあとは、彼ら

のトレースをたどって下りることができた。登るときは非常に長く感じた道で

あったが、下るとなるとあっという間に馬場島についた。馬場島にて県警に探



知機を返却し、デポしていた荷物を回収した。馬場島から初日にタクシーを降

りたところまで平たんな道をただひたすら歩く。道中で 5 組くらいのパーティ

とすれ違った。年末が近づくにつれて入山者が増えていくようだ。初日にタク

シーを降りたところに到着するとものの数分でタクシーが来た。タクシー、電

鉄と乗り継いで富山駅に着くと、下山報告を関係者に行い、銭湯に行った。ま

さにテレビや映画で見るような、古い中にも趣があるところであった。食事は

富山名物のブラックラーメンをご馳走していただいた。さすが賞を取っている

だけあって、非常に美味しかった。次回も食べに行きたいものだ。富山駅で佐

藤先輩とは別れ特急、新幹線で帰福。帰省ラッシュと重なったため、新幹線の

中はかなり混雑していた。無事に博多に到着し解散した。(中本) 

 

 

係りの反省 

リーダーとして（竹下） 

4 年間の山岳部の活動も今回の早月尾根合宿でひとまずの終わりを迎えた。 

今でこそ 4 年生として下級生にあーだーこーだ言っているが、初めて参加した

新入生歓迎合宿の久住で足を挫いて先輩に担がれて下山した日が懐かしい。 

今回の早月尾根合宿は冬の厳しい北アルプスの剱岳に挑戦したという点と、Ｏ

Ｂの参加があったという点でこれまでの合宿とは一味違ったものになったと思

う。夏山などは毎年同じ山域に行っていることもあり、要領も山に関する感覚

もある程度身に付いているため、準備段階でもリラックスして行うことが出来

るが、今回の冬山への準備はかなり周到に、かつピリピリと行うことが出来た

のではないだろうか。ただ、一つ問題点として挙げられるのはリーダーとして

すべての面に関して気を回しすぎたために、2 年生以下の部員が「考える」とい

うことをあまり出来なかったということである。それぞれに装備係や食料係を

割り当ててはいるが、最終的なチェックや改良はリーダーが行ってしまうため、

自分で考えて気付いたり、より良くしたりということがなかなか無かった。装

備の購入などにしても、言われてから「あ、それもあります」といった形でど

こか他人任せの姿勢でいたことが多かったと思う。次回の山行からはもう上級

生はいなくなる。自分たちが自分たちの力で山行を完成させるのだという意識

で準備なり、現地での行動なりを行ってほしい。また、技術的な面でいえば今

回の冬合宿で得ることのできたルートファインディングの仕方やラッセルの仕



方、雪山でのテント生活のノウハウを今後も磨き続け、後輩たちに伝えていっ

てもらいたい。 

 

 

装備（中山） 

冬山への装備の知識が不十分であったので、準備段階で手間取った。また、歩

荷わけのときなど、自分の準備のいたらなさから、 

時間をかけさせてしまった。２年生としてはあってはならない失態であった。 

今後は、さらに早い動きを目指すべきだと考える。また、部室の装備の数など

の把握をしておくことも必要だと痛感した。 

 

医療（中山） 

今回は大きな怪我などもなかったことは幸いだ。医療箱の出番もさほどなかっ

た。次回も、中身を熟考したうえで、もしもの時に備えたい。 

また、今回の医療箱の中身に関しても、OBの三田先生にお世話になりました。

ありがとうございます。 

 

食料（中本） 

ペミカンを作るのは初めてのことであったが、青木先輩のサポートのおかげで

なかなかの好評を得ることができた。しかしながら、ご飯の量に対しておかず

が少ないように感じた。またエッセンに関しても中溝先生より、クッキー類が

多くのどが渇くためしっとりしたお菓子を入れたほうが良いとの指摘を受けた。

これに関しては次回よりソーセージやどら焼きを取り入れることで改善したい

と思う。 

 

遭難対策（中本） 

事前に研究発表を行い、遭難シートを各人に配布した。もしもの時に冷静に対

処できるように今後も研究を重ねたいと思う。 

 

交通（青木） 

上市〜伊折までのジャンボタクシーは交通係の私ではなく、中溝先生に手配し

てもらった。本来は交通係の私が手配するものを中溝先生に手配させてしまい、



本当に申し訳ありませんでした。今後はこのようなことがないようにしたい。 

 今回の冬合宿で久しぶりに現役は新幹線と特急を使い、北アルプスへ向かっ

た。鈍行に比べると値段は 3 倍するのだが、ものすごく楽だ。お金に余裕があ

る場合は新幹線でいったほうが良いだろう。 

 

天気（青木） 

今合宿では天気図を書く機会がなかったため、合宿中の仕事はなかった。しか

し、準備期間中に冬山気象の予備知識をもっと学び、他の部員と共有すべきだ

ったと思った。今後の合宿では天気図を書くだけでなくそこから何かを得られ

るようつとめていきたい。 

 

個人の反省 

竹下 

冬の剱岳への挑戦ということで今回はヒマラヤ以来の気合いの入れようだった。

約 2 か月前よりトレーニングを始め、出来るだけ毎日ランニングを行うように

努めた。(結果的には週に 2～3 日という形に落ち着いたが)トレーニングを続け

るうちに徐々に体が鍛えられるのが分かった。合宿直前の 10 ㎞走では疲れるこ

ともなくいいペースで走れた。大学との兼ね合いでほとんど山登りを行うこと

が出来たかったが、日頃のトレーニングである程度カバー出来るものだなとい

うことが分かったのは大きい。(事実、8 月の夏山以降山行らしい山行は 11 月の

野北海岸廻り程度であった)さらに今回は私が 1 年生の時の先輩である佐藤大介

先輩と、ヒマラヤで 1 か月を共に過ごした大先輩の中溝幸夫先輩が同行すると

いうことで普段とは違った楽しみもあった。 

それだけ鍛えていった早月だったが、アプローチはなかなか辛かった。フル歩

荷であるということと、単純に馬場島までの距離が長いことが非常に厳しかっ

た。おまけに雪は降るは暗くなるはで散々だった。久しぶりに疲れてしまった。

テント生活は非常に快適で、食事もおいしく良かった。たくさん持ち込んだ嗜

好品を披露するチャンスがなかったのは惜しかったが…天候が早い段階で悪く

なりそうだということは分かっていたため、計画を変更して早くにアタックが

出来る動きに変更したのは正しかったと思う。ただ、軽量にして一気に小屋を

目指すという動きすらも早月尾根の急登に阻まれてしまったことは悔しい。個

人的にも早月尾根を甘く見ていたと思う。ここまで登りが長く、辛いものだと



は思っていなかった。登っても、登っても頭上には尾根が続き、本峰どころか

小屋も見えず体力の前に心が折られてしまいそうになった。やはり地図上だけ

でなく、夏山で同じルートを歩くのは効果的なのだろう。2200ｍの小屋以降も

ラッセルに苦しめられ、急斜面のラッセルなどではまさに“足掻いて”しまっ

た。ルートファインディングは上手くいったと思うが、本当にそれを必要とす

る 2600ｍ以降まで行けなかったことが残念である。予定よりもだいぶ早くにア

タックを行い、下山をしてしまったが年末年始の北アルプスはだいぶ荒れたよ

うでこの判断は間違っていなかったと思う。頂上を踏めていないことが一番の

心残りである。来年から社会人になって忙しい身になるが、チャンスがあれば

冬の剱を狙っていきたい。 

 

 

中山 

１年生のときも冬の燕岳に行き、冬山をかじってはいたが、剱岳は桁が違った

と痛感している。足を取られるような深い雪に、過酷なラッセル。 

特にラッセルはなかなか疲れがたまるうえ、それ以上に時間がかかり、計画に

影響する。このような体験も、してみるまで絶対にわからなかったことである。 

とてもつらい山行であったが、行ってさまざまなことを吸収できたと思う。次

に繋げることのできる山行であった。 

自分ももうすぐ３年生であるので、これを後輩に受け継がせることにも尽力し

ていく。 

このように経験のない自分が剱岳に入れるのはとても幸運なことであろう。今

回同行してくださった中溝先輩、佐藤先輩には 

感謝してもしきれぬ思いである。 

 

中本 

当初、私は今回の合宿に参加しない予定であった。というのも自分の経験、体

力では剣岳に挑戦するのは時期尚早だと思ったし、何より冬山というものが怖

かった。しかし、諸先輩の経験談や冬山の写真をみてみると、自分も行ってみ

たいという気持ちのほうが大きくなり、結果としては参加させていただくこと

となった。「百聞は一見にしかず」という言葉の続きに、百見は一考にしかず、

百考は一行にしかず、といったような言葉があるが、今回の冬合宿を通して私



が得たものをよく表している。何事もやってみなければ分からないなというこ

とをしみじみと感じた。やはりまずは現地に行く。そこで学ぶ冬山での歩き方、

生活技術といったものは、私が想像していたことと全然違ったし、冬山を見て

感じることで十分な経験を得ることができた。4 日間という短い期間であったが

様々なことを経験し学習した濃い時間を過ごすことができたと思う。まだまだ

冬の登山をしたいという気持ちが強くなった。つぎなる春山合宿に向けより一

層トレーニングに励みたい。最後になるが、今回同行してくださった中溝先生、

佐藤先輩、そして現役部員の先輩方どうもありがとうございました。今後とも

ご指導よろしくお願いします。 

 

青木 

 今年の冬合宿は剣岳ということで、前年の冬合宿より力を入れて、準備した。

冬山の準備会を開き、自主的にトレーニングもかなりした。事前準備にこれだ

け時間を費やしたのは玉山以来なのではないだろうか。それだけに山頂にたて

なかったのは残念でならない。我々の現在の実力では剣岳登頂など到底できる

はずがないとはわかってはいたが、悔しかった。 

 敗因を考えてみると、我々は少し焦っていたように思える。いつもの我々で

あれば、27 日に早月小屋を目指す時点で、最低限の 2 日分の食料ではなく、3

日分の食料を持っていっていた筈だ。もしそうすれば、結果論ではあるがもう

少し劔を登れていたかもしれない。私も来年からは 3 年となり、行動を指揮す

る立場となるので、いかなるときでも冷静に登頂の可能性をあげられるよう考

え、意見を積極的に出していきたい。 

  

  

  

 

 


