
２０１７年度九州大学山岳部夏合宿報告書 

◆参加者 

三年：明坂将希 池田光希 土屋勝太 藤山誠也 山田剛巳 

二年：荒木詩乃 池﨑大地 伊藤朱里 須賀雄次郎 福田弘樹 

一年：井上拓哉 児島歩武 下鶴大輔 山村圭一郎 

 

◆山域 

定着：剱岳周辺 真砂沢および剣沢 

縦走：後立山 槍ヶ岳 南アルプス 

 

◆期間 

定着：８月１３日～８月２１日 

縦走：後立山 ８月２２日～８月２４日 

槍ヶ岳 ８月２２日～８月３０日 

南アルプス ９月１４日～９月２１日 

 

 

◆行動記録 

定着合宿（８月１３日～８月２１日） 

８月１３日 天候：晴れのち曇り 

＜先発隊：室堂～剣沢・平蔵谷偵察＞ 

6：30 富山駅 

9：00 室堂 

9：50 室堂発 

10：25 雷鳥沢 

12：20 別山乗越 

13：00 剱沢 

14：30 偵察開始 

16：40 剱沢キャンプ場 

前日に福岡を出発し、鈍行と夜行バスを乗り継ぎ、この日は６時前に富山駅で朝を迎えた。 

各自富山駅で朝食を済ませた後、室堂行きのバスに乗り込んだ。途中あるぺん村で休憩した 

際に小雨が降っており先の入山歩荷が心配されたが、幸運なことに室堂に着くころにはき 

れいな晴天になっていた。その後室堂で縦走分の食料と着替え等をデポし、いよいよそれぞ 

れが長い山行の一歩を踏み出した。室堂から雷鳥沢まではきれいに整備された登山道を観 

光客に混ざりながら順調に歩いて行った。雷鳥沢まではほとんど下りのため楽であったが、 



そこから剱御前小屋までの登りは長く、各自体力が奪われていった。このときばかりはじり 

じりと照りつく日光を恨んだ。雷鳥坂では３回程度休憩し乗越までたどり着いた。そこまで 

くれば後はずっと下りなので終わりが見えてくる。この日は真砂沢小屋まで行く予定であ 

ったが、ここで今夜は剱沢キャンプ場でテン泊してはどうかという提案がなされた。全員の 

体力や２日後に控えた本峰南壁の偵察に行く時間を考慮すると、それがベストだというこ 

とでその日は剱沢キャンプ場にテントを張った。お盆ということもありキャンプ場には多 

くのテントが張られていてカラフルだった。さらにその後、南壁の偵察で平蔵谷まで見に行 

った。思い返すと入山歩荷はきつかったが、天気に恵まれたのがよかった。 

 

８月１４日 天候：曇りときどき晴れ 

＜先発隊：剣沢～真砂沢・雪上訓練＞ 

5：00 起床 

6：05 行動開始 

6：40 剣沢雪渓取付 

7：25 長次郎出合 

8：15 真砂沢 

10：00 雪訓出発 

10：40 長次郎谷上部・整地開始 

11：50 雪訓開始 

12：35 撤収開始 

15：00 長次郎出合 

16：10 真砂沢 

4：00 頃から周りのテントも起き始めたようで、少し騒がしくなる。起床時刻の 5：00 に 

はすでに辺りも明るくなっていた。手早く朝食、撤収を済ませ、真砂沢へと足を進める。剣 

沢も雪がしっかり残っており危険な箇所は無い。昨日会った東京医科大学山岳部も今日は 

剣沢で雪訓するそうだ。２時間ほどで真砂沢に到着し設営する。真砂沢の目前の雪渓は、早 

いことにもう崩壊していた。２回ほど夏道に入らなければ通行できなかった。 

１時間半ほどの休憩の後、雪訓のため長次郎谷上部へ出発する。１年の井上はさることな 

がら、２年の伊藤と福田も斜度のある雪渓を詰めるのは初めてであり、少し疲れの色を見せ 

ていた。長次郎谷中部・八ツ峰 I・II 峰間ルンゼ近辺では、中洲の岩の八ツ峰側・源次郎側 

の両方がスノーブリッジと化しておりシェルンドが大きく開いていた。八ツ峰側は雪が下 

まで繋がっているように見えるが幅が 1m ほどしかなく、源次郎側は雪の下を水が流れて

は 

いるが広く残っており、こちら側を１人ずつ渡ることで対処した。V・VI のコル少し手前

に 

急な斜面があったため、ここで雪訓を行なう。 



ピッケルストップおよびコンテ時のコイルを用いたビレイを練習する。ピッケルストッ 

プについては、井上、伊藤、福田の３名が仰向け頭からの滑落を止めきれなかった。またコ 

ンテ時のビレイ練習では、滑る側の人間が恐怖心から滑り出す前にテンションの声をかけ 

てしまい、不意に滑落したような状況が作り出せなかった。加えて時間的問題からスタンデ 

ィングアックスビレイもできず、非常に内容の薄い雪訓となってしまった。下降では、登り 

で渡ったスノーブリッジを使った。１人ずつ渡ったのだが、最後２人の須賀、池田が渡る際 

に「ググッ」と軋む音がしたらしい。 

真砂沢に帰ると後発隊もすでに到着していた。今日見てきた長次郎谷の状態から、後発隊 

の雪訓は剣沢で行なうこと、長次郎谷を詰める必要のある八ツ峰上半縦走、八ツ峰の岩場、 

剱尾根、チンネはアプローチが危険なため保留とすることを３年の会議で決定した。今年の 

雪渓は量は多いが、その分温度で融けるより雨水で融ける方が早くなってしまい、結果とし 

てシェルンドが深く切れ落ちてしまっているようだ。もっと雪が満遍なく融けてくれれば、 

長次郎谷も岩づたいに詰められるかもしれないため、しばらく様子を見ることとした。夕食 

の鍋を皆で囲み、まずは１３名全員が無事揃ったことを祝った。 

 

＜後発隊：室堂～真砂沢＞ 

9：20 室堂出発 

9：55 雷鳥沢 

11：50 別山乗越 

12：45 剣沢野営所 

13：35 剣沢雪渓とりつき 

14：15 平蔵谷出合 

14：35 長次郎谷出合 

15：50 真砂沢ロッジ到着 

富山駅についた段階では小雨がぱらついており，入山にも影響があるかと思われたが，そ 

んな心配とは裏腹に，室堂到着時には時折晴れ間が見える程度まで天候は回復していた。雨 

が上がっているうちに出発したいと，手早くデポを確認し，室堂を出発する。歩き始めると 

すぐに息が上がり，歩荷量が例年の夏合宿と比べ圧倒的に大きいことに気付く。雷鳥沢で小 

休止をとるが，久々の歩荷ということもあり，肩に痛みを覚える。沢の橋を渡ると，今行程 

の核心といえる雷鳥沢が待っていた。初めのうちは快調に上っていくが，疲労がたまってい 

くにつれ，足が重くなる。そのためか注意が散漫になってしまい，落石を起こしてしまった 

り，ルートを外れてしまったり，失敗を重ねてしまった。やっとの思いで乗越まで這い上が 

り，長めの休憩をとった。ここまで高度を上げるばかりであったが，以降真砂まで下りが続 

く。このころには身体も山に慣れたのか，目立った問題もなく剣沢のテン場まで出た。野営 

所の山岳警備隊に雪渓の状態などの情報を仕入れておくとよいと先輩からアドバイスを頂 

いていたので，しっかりと尋ねる。長次郎谷，平蔵谷等の雪渓の状態が芳しくないようであ 



る。一年生はアイゼンをつけての歩行は初めてであるので少し心配していたが，それは杞憂 

だった。しっかりと付いてきてくれて，いいタイムで雪渓を降る。剣沢下部が大きく崩落し 

ているので，長次郎谷出合を大きく割るように伸びているホースを伝い，夏道に入る。しか 

し，ここの道が悪い。途中，もう一度雪渓に入るなどし，対応した。この夏道に入るあたり 

から想像以上に時間がかかってしまった。目的地に到着してからは，セックンにでている先 

発隊の帰りをのんびりと待った。 

 

８月１５日 天候：ガス 

＜明坂(CL) 福田(SL) 井上：源次郎尾根＞ 

3：00 起床 

4：00 真砂沢キャンプ場出発 

5：00 平蔵出合 

9：30 Ⅰ峰 

10：20 Ⅱ峰 

12：30 剣山頂 

12：50 下山開始 

15：10 平蔵谷において事故発生 

18：00 真砂沢キャンプ場到着 

出発直後はまだ暗かったため、慎重に雪渓を登り取り付き点まで到着。ここで休憩を取り、 

同行していた A2 隊(池田-伊藤-須賀)と別れる。道が狭いため、先行パーティが登り始める 

のを待ってから、再度行動開始。登り始めるとすぐに核心の岩があるため、ザイルを出して 

登った。そこから先は枝が生い茂る道が続いており、ザックに取り付けたピッケルが邪魔を 

するため、かなり手間取ってしまった。しばらく進むと第二の核心が現れる。ここもザイル 

を出し、明坂がトップで登り、井上、福田と続いた。井上は山靴で登ることが難しかったた 

め、クレッターを装備し登攀した。そこからは切れている箇所が多く存在していたため、気 

を引きしめて行動した。順調かに思われたが、Ⅰ峰までの道のりでルートを間違えてしまっ 

た上、正しいコース（と思われる）に戻るまでかなり時間を要したため、頂上に着いた頃に 

はコースタイムよりかなり遅くなってしまっていた。気持ち急ぎながらⅡ峰に到着後、懸垂 

下降点に到着。幸いにも登山客で混んでおらず、待たずに下降することができた。ここから 

先は、だんだんと脚が痛みだした上、天候も良くなく景色なども楽しめなかったため、ひた 

すら無心で歩いていた。長い稜線歩きの先にあったちょっとしたガレ場を登るとすぐに頂 

上へ着いた。ここで、別れていた A2 隊と合流。記念写真を済ませ、早々に下山する。平蔵 

谷のガレ場を抜け、しばらく下ったところで事故が発生した。福田は脚の痛みからペースを 

落としていたため、事故が起きた経緯は見ていなかったが、井上がシュルントに落ちてしま 

っていた。幸いコンテニュアスを組んでいたため、底までは滑落しておらず、大きな怪我も 

なく自分たちのみで救助することができた。 



 

＜池田(CL)―須賀(SL)－伊藤：本峰南壁 A2＞ 

3：00 起床 

4：00 出発 

5：00 平蔵出合い 

7：40 Ａ２取付 

8：50 登攀開始 

12：20 剣山頂 

12：50 下山開始 

13：45 平蔵のコル 

15：10 事故発生 

17：00 救出完了 

18：00 真砂沢 

前日、長次郎谷雪渓の状態が悪いことを理由にⅥ峰フェース登攀を全て断念。Ｃフェイス 

代替ルートとしていた剣本峰南壁Ａ２ルートを登ることに決定した。当日の朝、源次郎を登 

る明坂隊と共に予定通りＢＣを出発。平蔵谷の雪渓は大きなクレバスが多く、スノーブリッ 

ジと思われる箇所は一人ずつ渡るなど注意を要した。平蔵谷の上部では雪渓を通れないほ 

どクレバスが大きくなったため、雪渓中央のガレた中州（雪がない箇所）を通ったこともあ 

った。Ａ２の取付きと雪渓の間には大きなシュルンドがあったため、取付きにつながってい 

る雪渓のない地点に降り少し遠回りして取付きに到着。この時点でガスがひどく視界は 10 

～40ｍほどしかなかったため、帰りの時間を考慮して 9:00 を限度に天候の回復を待つこ

と 

とした。タイムリミットが迫る中、ピンがたくさん打ってありＲＦが十分に出来そうである 

こと、今後一週間の天気予報がかなり悪いこと等を理由に、登攀開始を決定。池田―須賀― 

伊藤の順で 50ｍシングルロープ２本を用いてコンテニュアンスした。1Ｐ目、2Ｐ目は 

5.7~8 

程度の優しい登攀であったが、3,４,5Ｐ目はバリエーションルートといった方がいいくらい 

の傾斜、難易度であった。ピンがあまりにも多く打たれていたため、ルートを外れてしまっ 

たのかもしれない。ただ、ルート自体は容易であるが、須賀が登攀中に１ｍはあろうかとい 

うほどの落石をおこした。幸い被害は出なかった。どれほど動かないように見える岩でもま 

ず疑い、体重をかけるのは慎重にしなければならない。浮石には十分な注意を要するルート 

であった。登攀終了後、本峰山頂で明坂隊と合流し、ともに平蔵谷からＢＣへと帰還。平蔵 

谷を下る道中で一年生が転倒しそのままシュルンドに落ちる事故があったが、幸い自分た 

ちで救出することが出来、当の一年生にも怪我はなかった。この件については、後述の事故 

報告を読んでいただきたい。 

 



＜後発隊：雪上訓練＞ 

6：30 起床 

8：00 出発 

9：00 剣沢中部 雪上訓練場所 

10：00 雪上訓練開始 

12：30 雪上訓練終了 撤退 

13：20 真砂沢 BC 

（偵察隊）土屋、山田 

14：00 長次郎谷偵察終了 

15：20 真砂沢 BC 

前日の入山の疲れも考慮し出発は遅めの 8 時とした。長次郎谷の雪渓の状態が芳しくな 

いので雪上訓練を剣沢雪渓の一番傾斜のきついところで実施することにした。雪上訓練実 

施場所に到着すると右岸に乗り上げザックを置いてお馴染みの雪訓の格好に着替えて整地 

作業にとりかかり 10 時頃、雪上訓練を開始する。大抵、捨てガッパは百均に売っているよ 

うな白濁したものであるが一年の中にはナフコで拵えた上等なものを持ってきた者がいた。 

2 年前も誰かが全く同じものを持ってきていたと話題になり沸いた。指導、上と下のバック 

アップ、ピッケルストップの合図は上級生が分担して行った。例年通り、①うつむけ ②あ 

おむけ ③スーパーマン ④あおむけ頭からの 4 パターンを全員が実施した。なかなかス 

トップすることができない 1 年もおり上級生全員でアドバイスを行う。本人がやる気なの 

で何回も納得いくまで滑ってもらい、あっという間に時間が過ぎていった。11 時頃からガ 

スが発生し小雨も降ってきたのでコイル止めは１．２年のみ実施した。惜しくも天候悪化の 

ためスタンディングアックスビレイはお預けとなった。12：30、土屋と山田の二名以外は

真 

砂沢の BC に帰幕。二名は雨の中、長次郎谷の偵察に向かった。長次郎谷下部は落石が多

く、 

崩壊したためであろうか土がついているままの植物が転がっていた。中間部に差し掛かる 

と中央部に巨岩が現われるが、この両脇の具合が非常に悪かった。向かって右側は通れる場 

所は非常に狭いスノーブリッジになっており、左側はクラックがたくさん入っており我々 

の力量での通過は困難と判断し引き返した。途中、熊の岩に向かうカップルに出会ったが、 

彼らは右側の通過を選択していた。2 年前も長次郎谷を詰めて、下ってをしていたと思い出 

しながら真砂沢に帰還した。 

 

８月１６日 天候：曇ときどき雨 

＜明坂 池田：真砂沢～剣沢警備派出所＞ ＜その他：沈殿＞ 

6：00 起床 

7：00 出発 



9：10 剣沢警備派出所 

10：00 下降開始 

11：45 真砂沢 

13：10 会議 

昨日の井上の事故報告のため、全体の CL の明坂および状況の把握ができている池田の２ 

名を剣沢に出す。警備隊の方々に事故当時の状況と、どのように対処したかを説明する。診 

療所の先生方に井上の容態を伝えると、一度受診させるよう勧められた。また、自分たちで 

も痛む箇所のチェックや応急処置を行ない、経過を見てほしいとのことだ。警備隊と診療所 

の方々に説明を終えた後、一度熊丸先生に報告をした。１年生だけでなく、２年生もアイゼ 

ン歩行、ピッケルストップが危ういのは非常にまずいとご指摘をいただき、計画を変更して 

雪訓を繰り返し行なう必要性を感じた。 

予想よりも説明が早く終わったため、１２時頃に真砂沢に着くことができた。３年で会議 

を行ない、今後の予定を決める。まず現状で長次郎谷を利用するのは難しく、源次郎尾根や 

本峰南壁 A2 への取付は剣沢の方が近いうえ、井上を受診させるためにも、剣沢に荷上げ

す 

ることで決定した。まだ４日目で歩荷量もあまり減っていないため、荷上げは２回に分けて 

行ない体力を温存する。天気予報ではあと３日間くらいは晴れないらしいので、沈殿の可能 

性も見越して荷上げ完了に要する時間を３日間とした。怪我人の井上は受診後剣沢に残す 

ため、付き添いとして荒木、伊藤をつけ剣沢に宿泊させる。荷上げの予定が立ったところで 

食料と共装を調整し、３人が剣沢で宿泊できる準備をする。翌日は５時起床７時出発とし、 

充分な準備時間を見積もる。後日談となるが、結局荷上げは２回に分けるほどの重量ではな 

く、１７日朝にフル歩荷での荷上げを決めた。 

８月１７日 天候：晴れのち曇り 

 

＜全員：剣沢へ荷上げ＞ 

 5：00 起床 

 6：40 真砂沢出発 

 7：35 長次郎出合 

 8：30 剣沢雪渓終了 

 9：00 剣沢小屋 

 9：20 剣沢キャンプ場 

17：00 夕飯 

18：00 就寝 

剣沢雪渓の状態は一部崩落しているところを除けば思ったより悪くなかった。すなわち 

入山した時とあまり変化はなかったということだ。はじめは 13 人で行動していたが夏道

の 



出入りでアイゼン着脱の渋滞のため 2 つに分かれた。先日シュルンドに落下した井上を先 

行隊に入れて剣沢雪渓を登る。雪渓を終えて剣沢小屋までの道は石がゴロゴロした道を歩 

く。落石の危険は少ないが疲れのためか足つきが心もとない人もいた。剣沢小屋からキャン 

プ場までも同様の状態であった。歩荷をした状態でかなり飛ばしたのでキャンプ場につく 

ころには皆疲労困憊であった。 

 

８月１８日 天候：雨のち曇り 

＜全員：沈殿＞ 

6：00 起床 

6：30 ガスが濃く、7:30 まで待機決定 

7：30 天候回復せず。8:30 まで待機決定 

8：30 雨が降る。天候が回復するまで待機決定 

11：00 天候回復の見込みなしと判断。沈殿決定 

13：00 天候回復。3 年１名、１年１名で風によって飛ばされたと思われる食料用のカバー 

を探しに行く。そこで、アイゼン歩行練習。 

14：40 再び天候悪化。アイゼン歩行練習・雪上訓練中止 

17：00 夕食 

18：30 就寝 

本来は１日中雪上訓練の予定だった。しかし、起床時から天候が悪かったので、結局沈殿 

となった。昼頃に天候が一時回復し、剣山荘へ足を運ぶ人もいた。アイゼン歩行練習では、 

雪渓が解けかけている部分や岩が突き出している部分とその周辺、石や木が転がっている 

ところは避けて歩くこと。斜面を上りときや下るときはガニ股で歩くこと。斜面に対して横 

に歩行するとき、山側の足は歩行する方向に向け、反対側の足は斜面下方向に向けて歩くこ 

とを学んだ。また、アイゼン歩行練習中にガスが濃くなってきたので、撤退するときに雷鳥 

をみた。次の日から源次郎尾根や別山立山に行く計画となっていたので、全員しっかり休養 

した。沈殿においても山の知識、北アルプスの概念を１年は学んだ。 

 

８月１９日 天候：雨のち曇りのち晴れ 

＜明坂(CL) 池崎(SL) 福田：本峰南壁 A2＞ 

4：00 起床 

4：55 剱沢キャンプ場出発 

5：15 剣山荘 

5：25 雨が降り出す、撤退決定 

5：30 剣山荘 

7：40 剱沢キャンプ場出発 

8：25 別山 



9：00 真砂岳 

9：50 富士ノ折立 

10：20 大汝山 

10：45 雄山 

12：20 剱御前小屋 

13：10 剱沢キャンプ場到着 

朝４時前に、この日に源次郎尾根へ行く隊の星がきれいだと話している声が聞こえたの 

で、心配されていた雨は降らないのかなとはじめは思っていた。４時に起床して朝食をとり、 

その後準備をして、予定より５分早めに出発した。まだ辺りは薄暗かったが、歩いていると 

次第に明るくなり、ライトは必要なくなった。明るくなってきて空を見ると、どんよりとし 

た曇り空だった。地面は湿っていて、石は少し濡れていた。剣山荘を過ぎてすぐに雨が降り 

出した。これでは完全に岩は濡れていて、A２は登れないと判断し、ひとまず剣山荘に戻る 

ことにした。剣山荘でこの日早月尾根へ行く隊（池田、山田、井上）と合流した。この隊も 

撤退を決めたそうだ。前日も雨で沈殿していたので、今日も沈殿なのかと皆、意気消沈気味 

でだらだらとしゃべりながら時間をつぶしていた。その中で、雨でも行ける別山や立山、奥 

大日岳に行こうという話が出た。その後かなりゆっくりと剱沢キャンプ場に戻り、元 A２

隊 

３人で小雨のなか別山立山縦走に行くことにした。 

別山への登りは、ほぼ空身でペースが速かったこともあるがなかなかきつかった。（念の 

ためヘルメット、ダブルロープを用意）頂上へは２ピッチで到着した。頂上には何も標識や 

看板がなく、本当にあっているのか怪しかったが、我々が満場一致で頂上だと認めたので確 

かだろうという結論になった。そこからはほとんどアップダウンのない簡単な稜線歩きで 

あった。あっという間に立山の三座を踏んだ。（雄山は５００円が必要だったことと長蛇の 

列ができていたので踏んでいないが）途中で本来の別山立山隊にあった。神社でお守りを買 

った後、キャンプ場へと走った。（本当に走った。少々危険だった。）帰りのルートは、元早 

月尾根隊でその後奥大日岳に行った山田、井上と合流しようということになり剱御前小屋 

経由で帰った。剱御前小屋について頃には天気は晴れに変わっていた。奥大日岳の２人を待 

っていたが、なかなか来なかったので、先にキャンプ場に帰ることにした。 

 

＜池田(CL) 山田(SL) 井上：早月尾根＞ 

4：00 起床 

5：00 出発 

5：30 雨の為、剣山壮にて待機、撤退 

7：30 剣沢 

8：00 別山乗越 

9：05 新室堂乗越 



9：25 室堂乗越 

10：30 奥大日岳 

12：50 室堂乗越 

13：10 新室堂乗越 

14：00 別山乗越 

14：40 剣沢 

朝起きると、外は濃いガスに包まれており、天候が心配されるなか出発。剣山壮に行く途 

中で強い雨が降り始め、A２隊と剣山壮にて合流。待機するも天候回復せず、その日の早月 

尾根、A2 登攀を断念。剣沢に引き返し、山田と井上の二人で奥大日岳に向かって出発。別 

山乗越を超え、剣御前の小屋あたりではかなり風が強く、寒く感じた。奥大日岳までの道は 

比較的緩やかで、起伏も少なく、歩きやすかった。途中標高を下げるとガスが晴れ、室堂の 

ターミナルやバスが通っているところが見えた。しかし、奥大日岳の山頂付近や剣岳方面は 

相変わらずガスがかかっており、残念だった。途中ライチョウの群れに出会ったがとてもか 

わいかった。一方で天気が心配になった。奥大日岳の山頂に到着した際、剣岳を見たいとい 

うことで、１時間程度山頂で粘ってみたが、天気は回復せず、残念ながら下山を開始。別山 

乗越をハイペースで登り、剣御前小屋で休憩。剣沢まで下って、行動を終了した。この日は 

天候に恵まれず、思うような行動ができなかったが、奥大日岳に行くことで、気分転換にも 

なったのではないかと思った。しかしながら、奥大日岳からの剣岳を見ることができなかっ 

たことはとても残念なことであると感じた。 

 

＜土屋(CL) 荒木 須賀(SL) 下鶴：源次郎尾根＞ 

3：00 起床 

3：50 出発 

5：00 取り付き 

10：00 Ⅰ峰頂上 

10：20 Ⅰ峰、Ⅱ峰のコル 

11：30 Ⅱ峰懸垂下降点 

11：50 懸垂下降終了 

13：10 剱岳山頂 

15：17 前劔山頂 

17：10 劔沢帰着 

月が出ているのを確認し、出発。朝から暗い中ガレ道を下るというのは初体験で気を使っ 

た。取り付きまでは１度少し迷ったものの、あとは問題はなく辿り着き、明瞭な踏み跡に入 

り第一の核心である大岩を越えにかかった。岩は濡れていたのでザイルを出し、残置フィッ 

クスも借りつつ無事通過。このあたりから最後まで雨が降ったり止んだりし、レインウェア 

のお世話になった。木の間をかいくぐるようにして進み、ルンゼルートとの分岐を左へ。そ 



の後すぐに二段連続の岩場があり、ここの二段目は手掛かりが少ないためザイルとアブミ 

を使って通過。次に登場したスラブは一見フリーで行けそうで３年と 2 年が先行するも危 

ないと判断、１年のみ確保をつけて登らせた。実際岩も湿っており、ホールドも細かく、荒 

木も手を滑らせヒヤリとした。ルンゼとの出会いは崩落が進んでいるため上部をハイマツ 

に絡め取られそうになりながら藪漕ぎで進み、かなり息が上がった。9:00 頃にチムニー状 

の岩場と対面。例により濡れており、中間支点も少なく、若干かぶり気味。ザイルを出し、 

１年はクレッターで登る。そこから浮き石だらけのザレを慎重に登るとようやくⅠ峰頂上 

であった。 

コルまでの下りは案外大きな岩が多く、背の低い荒木は足が届かずに苦労したりしたが、 

三点支持で着実に下っていった。Ⅱ峰への登りはザイルは出さなかったものの開放感は結 

構なもので、適度な緊張感のもと楽しく登った。ホールドもしっかりあったので１年も問題 

なかったようだ。ピーク手前にナイフリッジがあったが、３年の指示のもとバンドに足をか 

け手で体を支える形で全員難なく通過。少し行くと懸垂下降点着。丈夫な杭、鎖、大量の残 

置スリングがあり、適当に見繕って支点とし、５０m ダブルザイル２本を連結して懸垂下 

降。コールが気持ち良く谷に反響する。 

ここからはガレを本峰に向かい登る。私たちは１つ目のピークはリッジを越えてから右 

から巻き、二つ目のピークは左側をトラバース気味に越えていった。核心的に難しいところ 

はないが、気を緩めず黙々と進む。１時間ほど行くと岩質が変わり始め、それらしいピーク 

を目視。はやる気持ちを抑え、登りつめた先が山頂であった。雨がちな中登高してきた上で、 

劔が山頂でふと見せてくれた青空はこの上なく美しかった。 

３０分ほどの大休止の後は別山尾根から下山。下山といいながら前劔に登る、鎖場は多い、 

疲労は凄まじい、しまいには土砂降りの雨でかなり憔悴させられたが、なんとか全員無事テ 

ン場まで帰着。他隊に美味しいご飯をふるまってもらい、やっとの事でテントに収容され、 

１日を振り返って笑いあった。笑って終われる山行で良かったと心から思った。 

 

＜藤山(CL) 伊藤(SL) 児島：別山・立山＞ 

4：00 起床 

5：00 劔沢キャンプ場出発 

5：20 小雨のためレインウェア着用 

5：50 別山頂上 

6：35 真砂岳 

7：30 雄山神社 

8：20 雄山頂上 

10：10 別山 

10：20 劔御前 

10：40 劔沢キャンプ場到着 



朝５時、出発時点ではまだ暗く、視界も悪かった。雨はまだ降っていなかったので予定通 

り出発。荷物も少なかったので早いペースでどんどん登って行く。だんだんと明るくなって 

いき、ライトを外して間も無く、雨がぱらつき始めた。安全な場所でレインウェア及びザッ 

クカバーをつける。景色も全く見えず、重たい空気が終始漂っていた。別山手前で足場が悪 

いザレ道を慎重に進んで行く（念のためヘルメットを着用した）。別山頂上に到着すると人 

は誰もおらず、ガスのせいで視界も悪く、ほこら（？）の写真を１枚撮ると、座ったまま無 

言でエッセンを口に入れる。そこから先はアップダウンの無い快適な稜線を、下を向いて 

（足元以外見るものも無いので）黙々と歩いて行った。７時３０分に雄山神社に到着。まだ 

朝方というのもあって、人はそれほどいなかった。景色は相変わらず真っ白。動いてないと 

凍えてしまうほど寒かった。とりあえずスタンプを押して、記念のキーホルダーを購入。神 

社の中でカップラーメンを頬張る登山客を横目に見ながら渋々エッセンを食べる。最初、３ 

０分ほどの休憩をする予定だったが、８時ごろに５００円払って参拝券を買うと、お祓いは 

１５分まで待つように言われ、結局雄山山頂を踏んだのは８時２０分ごろ。結果的に５０分 

の長期休憩となってしまった。帰りは体を温めるためにも足早に進んだ。その途中で明坂、 

池崎、福田の A２隊に遭遇。また、帰りの途中でガスがだんだんと晴れていき、A２隊の３ 

人は雄山でいい景色が拝めてるかも・・なんてことを思いながら歩いて行くと、しばらくし 

て行きでは見なかった道に出る。そこで別山ではなく北峰のピークまで来ていたことがわ 

かり、引き返して行くと、ようやく別山の山頂まで戻ることができた。そこから来た道を戻 

って行くかに思えたが、今度は行きでは来なかった劔御前に到着してしまい、そこから劔沢 

キャンプ場へ見慣れた道を進んでいった。キャンプ場に着くと、池田が一人嗜好品を作って 

待っていた。 

 

８月２０日 天候：晴れ 

＜明坂(CL) 山田(SL) 福田 井上：早月尾根＞ 

4：00 起床 

4：50 出発 

5：10 剣山壮 

7：50 剣岳 

8：25 早月尾根 

8：35 カニのハサミ 

8：40 シシ頭 

9：00 エボシ岩 

9：45 2614M ピーク下 

11：25 早月分岐 

15：00 剣沢 

朝起きるといつも出ていた霧がほとんどなく、剣岳も剣沢から頂上まで見えていたので 



圧倒された。朝食を食べ、出発。剣山壮から登頂を始めたが、思っていたより道が悪く、傾 

斜も急なところが多かったので、一般道といえどもかなり体力的にきつかった。前剣を超え、 

鎖場も増えてきたがそこで一般の登山者の渋滞などもあり、思うようにすすめないときも 

あった。カニのヨコバイなどは、他の登山者もいる中で、落石を起こさないように登ること 

を心掛け、ひとつひとつ丁寧に登った。登山中に雨などが降ることもなく、快晴で気持ちよ 

く登ることができた。山頂では、源次郎の時に登った際には見えなかった絶景が一望でき、 

剣岳からの景色やほかの山々を見渡すことができた。しばらく休憩したあと、早月尾根に向 

かって出発。カニのハサミやシシ頭、エボシ岩などの難所は鎖場があるが、横がかなり切れ 

ていたため怖く感じた。剣岳山頂からの下りであったが、道が狭く、急なため、かなり用心 

しながら下った。2614M ピークの下にある道に到達したあと、上り返しを開始。傾斜がか 

なり急だったため、体力的にも精神的にもかなりきつかった。途中、適度な休憩を取りなが 

らゆっくり登っていたが、結局タイム的には下りと上りにほとんど差はなく、上りのペース 

が思っていたより速かったのだなと思った。再び剣岳山頂に到着し、別山尾根を下山開始。 

下りは早く帰りたいという一心で下った。剣沢に到着した際にはかなり疲労がたまってい 

た。この日の行動は天気に恵まれ、とても気持ちよく登山することができた。しかし、体感 

的には早月尾根のほうが源次郎尾根よりきつく感じた。おそらく、傾斜がずっと急だったた 

めだろう。この日の行動を通して、長時間の行動に対してある程度慣れることができたので 

はないかと思われる。何より、剣岳からの景色を見ることができたことは幸運だったと思う。 

 

＜池田(CL) 藤山(SL) 池崎 伊藤 児島：源次郎尾根＞ 

3：50 剣沢発 

5：00 源次郎尾根取りつき 

8：55 Ⅰ峰 

10：00 Ⅱ峰 

11：45 剣岳頂上着 

12：05 剣岳頂上発 

13：00 平蔵のコル 

13：50 前剣 

15：20 剣沢帰着 

出発前は満天の星空に勇気づけられた。源次郎尾根の取りつきに着いたあたりから明け 

はじめる。八ツ峰がよく見える。草をかき分け斜面を進んでいくと、まだ少し湿ったチムニ 

ーに突き当たる。池田 CL が先頭に立って登り、フィックスを張った後、児島、伊藤、池

﨑、 

藤山 SL の順に巻き結びで安全を確保しつつ登る。しばらく行くとハイマツ帯に入る。ピ

ッ 

ケルが枝に引っかかってしまうのを払いながら進む。下方がぽっかり切れているフェース 



に突き当たり、このあたりで後続の京大のパーティーに先を行ってもらう。ザイルを出さず 

に地下足袋でするすると行ってしまうのを見送る。私たちはザイルを出し、念のためアブミ 

をかけ、先ほどと同じ順番で登る。登りきった地点から八ツ峰側が見晴らせた。足元はすぐ 

にガレた谷になっており、今一度気を引き締める。また少し行くとルンゼがあり、池田 CL 

が先頭に立って登り、ここはザイルを出さずにフリーで登る。特に最初の数手は浅く、左側 

は平蔵谷に向かってきれていたので、滑ったらと思うと恐ろしかった。Ⅰ峰前最後のチムニ 

ーに取り付く。ここもかなりじめじめしていて、特に注意が必要だった。私は途中から左側 

のハイマツ帯を進んだが、見た目以上に難儀だったため後悔した。その後は爽快な尾根上を 

進み、9 時ごろⅠ峰へ着く。Ⅱ峰への登り返しもかなり険しかった。10 時ごろⅡ峰へ到着 

し、先行の京大パーティーが下降している間休憩した後、懸垂下降する。ここから本峰にむ 

けて登っていくのだが、ここでは特にルートファインディングに苦しんだ。踏み後らしきも 

のが無数にあり、しかもどの道もガレているため落石に細心の注意を払わなければならな 

かった。山頂には複数のパーティーの方々がいて、その中に日テレ系列のテレビ局に勤めて 

いる方が池田 CL と話していた。ここで出会ったことをサイトに載せたいがどうだろうか

と 

いう趣旨のことを話していたがその後どうなったのだろう。山頂の人は皆爽快な顔をして 

いた。写真を撮ったりした後、カニのヨコバイ方面へ下山開始。鎖場が連続する。スリング 

でセルフを取って慎重に進んだ。個人的には源次郎尾根の登りより別山尾根の下りの方が 

長くつらかった。雪渓を何度か渡渉したのち、剣沢へ帰着。テントの中でソース焼きそばを 

食べ、労をねぎらった。 

 

＜土屋(CL) 荒木 須賀(SL) 下鶴：別山・立山＞ 

7：30 起床 

8：25 出発 

8：40 別山と剣御前との分岐点で休憩 

１年がプラティパスを忘れ、持ってくるために待つ。結局、早とちりだった。 

9：05 出発 

9：35 別山頂上 

10：11 真砂岳 

10：45 富士ノ折立 

11：00 大汝山頂上付近 

11：35 雄山頂上 

12：15 帰還開始 

12：55 富士ノ折立 分岐 

14：00 別山頂上 

14：45 帰還 



この日、前日に源次郎尾根～剣岳を登った隊は沈殿の予定だった。天候が良かったため、 

須賀が別山・立山に行くことを提案した。全員が大丈夫だと言ったので、全員で行くことに 

なった。途中で下鶴が水をザックに入れてあるのに、忘れたと早とちりをして停滞すること 

があった。しかし、空身であったのでコースタイムより早いペースであった。途中、ガスが 

発生することもあったが、ほとんどが視界は良好で景色がきれいだった。時期もあるが他の 

登山者もたくさんいらっしゃった。特に雄山頂上では人でいっぱいであった。雄山神社で安 

全祈願をしていただいた。途中の分岐でまき道と勘違いして分岐まで戻るということがあ 

った。天候・景色が良く、ペースも早く進んだが、反省も多かった。 

 

８月２１日 天候：晴れ 

＜須賀：雷鳥沢へ荷下げ・雷鳥沢～奥大日岳＞ 

6：00 起床 

7：10 出発 

7：35 剣御前小屋 

8：40 雷鳥沢ＣＳ 

9：50 カガミ谷乗越 

10：45 奥大日岳 

11：30 新室堂乗越 

13：30 雷鳥沢ＣＳ 

雪上訓練後に雷鳥沢へ移ることが前日に決定したが、雪上訓練を行うのに十分な数の上 

級生がいること、珍しい好天予想、定着はこの日で最後になることを理由に、明坂に許可を 

もらって奥大日岳へ行くことにした。他の隊員にも声をかけたが、今後の縦走へ向けて体力 

を温存させることなどを理由に断られ、一人さみしく山行することを決意。なぜ一人でも行 

くのかというと、新田次郎の「剣岳・点の記」に奥大日岳が出てきたからである。当日の朝、 

歩荷分けを済ませて雷鳥沢ＣＳまで歩荷。その後、念のために登山届を提出し奥大日岳へ向 

かった。この日はとても天気が良く、登山道からの壮大な景色を眺めながらの登山となった。 

自分のペースで歩き、気に入った場所で寝転がるといった自由気ままな山行を楽しむこと 

が出来た１日であった。 

 

＜その他：雪訓・雷鳥沢へ荷下げ＞ 

6：00 起床 

6：40 荷積み 

7：30 雪訓開始 

10：25 雪訓終了 

11：00 荷下げ開始 

12：45 全員雷鳥沢キャンプ場到着 



６時に起床し朝食を済ませた後、午後の荷下ろしのためテントをたたんで雪訓で使うも 

の以外のものを各自ザックにつめ、７時半頃から雪訓を開始した。天気はかなり良く、荷物 

を輸送するヘリコプターが度々見られた。この日の雪訓は劔沢の雪渓ではなく、劔沢キャン 

プ場に残っている雪の上で行った。毎回のように斜面を削って平らにしていく。しかし、人 

が滑ってもなかなかスピードが出ない。細かい調整を繰り返し、訓練できるようになるまで 

かなりの時間がかかってしまった。その後は主に１年と２年が雪上訓練を行っていく。ここ 

で、１年はスタンディングアックスビレイを教えてもらい、その練習もすることとなった。 

そのため、１年がビレイをするときは２年が、２年がビレイをするときは１年が滑るように 

するため、１年と２年が交互にビレイ→滑走を繰り返すように雪訓を行った。１回目の雪訓 

では体をピッケルで止めることがなかなかできなかった１年も、この日は大分止めること 

ができるようになって来たようだ（単純に傾斜の違いなどもあるかもしれないが）。ただ、 

途中１年の下鶴がピッケルを雪面に刺そうとした時に、ピッケルで胸のあたりを強打して 

しまうという光景も見られた。最後に各自が納得するまで滑り、雪訓は終了となった。その 

後、休憩をとってから各自雷鳥沢へ荷下ろしを開始した。全員無事に雷鳥沢キャンプ場に到 

着し、定着合宿は終了となった。それからは一旦縦走隊ごとに行動を別にし、室堂で送り返 

しの荷物をダンボールに詰め、下界の味を堪能し、縦走に向けて英気を養った。 

 

縦走合宿 

 

後立山隊（８月２２日～８月２４日） 

パーティ：池田(CL) 藤山(SL) 福田 井上 下鶴 

 

８月２２日 天候：曇りのち雨 

＜扇沢～冷池山荘＞ 

5：00 起床 

6：00 ロッジくろべこ出発 

8：05 黒部湖出発 

8：20 扇沢駅着 

8：40 柏原新道入口 

11：40 種池山荘 

12：00 種池山荘出発 

12：50 爺ヶ岳中峰 

13：45 冷池山荘 

時刻表を読み間違えたことにより 1 時間早く黒部湖駅に着く。扇沢から道なりに歩けば 

柏原新道の取りつきが見えてくる。看板もあるのでわかりやすい。柏原新道は雷山のような 

道で北アルプスを歩いていることをまだ感じさせない。一部ぬかるんだところや崖崩れで 



道が壊れているところもあったが大して危険はなくまた勾配も緩やかなものであった。途 

中豪雨に見舞われて凍えながら泥や水たまりだらけの不快な道を歩く、種池山荘につくこ 

ろには雨も止み風景も一変し北アルプスもとい後立に登るのだという気概にあふれる。種 

池山荘を出るころはガスも晴れて爺ヶ岳がその顔を見せていたのだが途中からガスが張り 

出して中峰につくころにはガスで何も見えなくなっていた。雨でぬれたからだが冷えてし 

まわないように適度なペースで汗をかかないように歩いた。冷池山荘に着き、凍えた体に温 

かいものを入れて一息つくと豪雨が降り注ぐ。雨が収まり濡れたからだが乾くのを待つた 

め山荘でしばらく休む。今回は特別に乾燥室での調理を許可され夕飯はそこで頂いた。冷池 

山荘のキャンプ場は尾根線上にあり常に風の強い状態でテントが飛ばされないように気を 

付けなければならなかった。 

 

８月２３日 天候：雨 

＜冷池山荘～キレット小屋＞ 

3：00 起床 

 沈殿 

6：00 起床 

7：10 出発 

8：00 布引山 

8：45 鹿島槍ケ岳南峰 

9：25 北峰分岐 

10：30 八峰キレット 

10：55 キレット小屋 

この日は予定では冷池山荘から五竜山荘までだった。ただ前日見た予報では天気は終日 

雨になっており、朝起きた時点の天気で出発するか決めることにした。夜のうちに雨も風も 

止んでくれと願いながら就寝したが、風は途絶えず雨も強いままだった。3 時起床時には完 

全に天気は荒れており出られる状況ではなかったので、その日は沈殿することに決めた。そ 

の後全員眠りについたが、6 時ごろに起きると晴れ間が見える。ここから先は日本三大キレ 

ットの八峰キレットを抜けなければならず、できるだけ天気は一日安定しているときに行 

きたいが週間予報では今後 5 日ほど天気の回復は見られないので、この機会を逃すわけに 

はいかないと思いすぐに準備を始めた。晴れ間があるとはいったが稜線上のテン場は風が 

横なぐりに吹いておりテントの片づけも一苦労だった。さらにテントを片付け終わるころ 

には雨も降り始めてしまい、目標は五竜山荘だが途中のキレット小屋で切ることも視野に 

入れておこうと無理をしないように出発した。 

鹿島槍ケ岳までは緩やかな登りが続いたが、なにしろ天気が悪いのでどこがピークなの 

か見当もつかない。頂上に着いた時にはただただ寒いだけで早く風の当たらない場所に移 

りたいという思いだけだった。冬合宿でも鹿島槍ケ岳の登頂を目指していただけあって、自 



分では相当な憧れの山ではあったのだが、いざピークを踏むと辺り一面は真っ白で何も見 

えずそんなものはなくなっていた。 

鹿島槍ケ岳から五竜岳に向かう下りはとても険しい。八峰キレットはもちろんのこと、そ 

の前後も急峻な岩を黒部側沿いに下らなければならない。これは鹿島槍ケ岳近辺で言える 

のだが、後立山連峰の稜線を境に黒部側は緩やかな斜面、信州側は切り立った崖のようにな 

っている。そういうわけで登山道は 9 割 9 分が黒部側に通っているのだ。だが不運なこと 

に、この時の風は終始黒部側から吹いていた。つまり我々は風速 10 メートルは優に超える 

風をもろに受け続けていたのである。さらに雨は止まずレインウェアは次第に湿り始め体 

温を奪っていった。八峰キレットでは霧が濃く立ち込めており、下をのぞけばまるで悪魔が 

住んでいるかのような不気味な闇に吸い込まれそうな感覚に陥った。その周辺は鎖場や梯 

子も多く、全員確保をしながら緊張気味に進んだ。 

キレット小屋に到着したのは 11 時前だったがそこで今後の行動を考えた。このまま五竜 

山荘まで行けばあと 4 時間はかかる。さらに G4、G5 という難所もあるため疲労で滑落

し 

たり、低体温症になったりすり可能性がある。そこでこれ以上の行動は危険だと判断し、テ 

ントは張れないが小屋で泊まることに決めた。人生初の小屋泊まりではあったが、その快適 

さは体力を回復するのには十分だった。 

結局出発してから雨が止むことはなく、横から風も吹いてくるので低体温症には注意し 

なければならないと、極力汗をかかないように一歩一歩ゆっくりと進んだ。全体をとおして 

コースタイムより少し早いくらいだったが、気象条件の厳しい中でもだれもペースを落と 

すこともなく弱音を吐かずに歩いていた。 

 

８月２４日 天候：雨 

＜キレット小屋～白馬五竜スキー場＞ 

3：00 起床 

3：55 キレット小屋出発 

5：30 口ノ沢のコル 

5：55 北尾根の頭 

7：00 G5 

8：00 五竜岳・五竜山荘分岐 

9：00 五竜山荘 

10：30 中遠見山 

11：30 白馬五竜スキー場 

外はまだ暗く、強い雨風の吹く中キレット小屋を出発。まだ日が昇ってない上、雨と濃霧 

でこの上なく視界が悪く、ルートをヘッドライトで確認しながら慎重に進んだ。そのせいも 

あって口ノ沢のコルに着いた頃にはコースタイムよりかなり遅れを取ってしまっていたが、 



天候が天候だけに仕方のないことだと感じた。特に厄介だったのが風向きであった。稜線の 

西側に登山道があるのだが、同じく西側から強い風が絶え間なく吹いており、バランスを崩 

しやすく体力と精神力をかなり奪われた。その後も難所が続いたが、鎖場が思ったよりもし 

っかりしており、悪条件の中でも比較的安全に事を進められた。汗冷えによる低体温症を防 

ぐため(レインコートの中まで完全に浸水していたため効果があったかどうかは分からない 

が)、歩行ペースも慎重に設定したおかげか、そこまで疲れは感じなかった。五竜岳・五竜 

山荘の分岐まで来たが、天候が回復しなかったため、当初の計画であった唐松岳までの縦走 

を断念し、遠見尾根を下った。遠見尾根を下る途中、みんな合宿終わりで気を抜いていたの 

か、何でもない所で転んだり落ちたりするメンバーがみられた。ほどなくして白馬五竜スキ 

ー場に到着し、今合宿を終えた。 

 

槍ヶ岳隊（８月２２日～８月３０日） 

 

パーティ：明坂(CL) 荒木 伊藤 須賀(SL) 児島 

 

 

８月２２日 天候：曇り時々雨 強風 

＜雷鳥沢～五色ヶ原＞ 

6：00 起床 

7：00 雷鳥沢 CS 出発 

7：20 ルート不明瞭のため一旦休憩 

7：40 雨が若干強まり、レインウェア着用 

9：00 一ノ越 

11：35 獅子岳山頂 

12：30 ザラ峠 

13：20 五色ヶ原 CS 

朝食を食べ７時に出発したところ、すぐにルートがわかりづらくなり、正しいルートを見 

つけるまで時間がかかってしまったため一旦早めの休憩を取る。この時点で雨はパラつく 

程度でさほど強くなかったが、辺り一面にガスが出ていたため、景色はほぼ真っ白だった。 

その後雨が少し強まりレインウェアとザックカバーをつける。それから上り坂や段差が多 

い道をひたすら無心で歩いていく。進んでいくにつれて風がどんどん強くなり、帽子が飛ば 

ないように手で押さえながら黙々と坂を登っていった。もう少しで一ノ越かなと思ってい 

ると、いきなり人工的に整備されまくった石畳のような道が現れる。さらに前から、小学生 

の行列（かなり長い）が、ワイワイと高い声を発しながら降りて来た。小学生に道を譲りな 

がら坂を登っていくと、間も無く一ノ越に到着。この時にはすでに暴風と言っていいほどの 

強い風が吹き付けていた。すぐ手前で休憩していたので、一ノ越では止まらずそのまま通過 



する。龍王岳と鬼岳を巻いて獅子岳へ向かう。龍王岳の下りはザレが多く、道は悪かった。 

また、途中雪渓を渡る場面に二度遭遇し、その都度ピッケルを出して進んだ（踏み跡もあり、 

かなり簡単な雪渓歩行だった）。獅子岳山頂で写真を一枚撮って休憩し、ザラ峠へ向かう。 

しばらくなだらかな道だったが、だんだんとザレ道になって来た。途中、ハシゴがあるも簡 

単。二羽の雷鳥にも遭遇できた。ザラ峠に到着して休憩を取る（地図には歴史とロマンの峠 

と書いてあるが・・・？）。その後、木道をずっと歩いて行き、五色ヶ原キャンプ場に無事 

到着した。テン場は人も少なく、静かな雰囲気。雨は降ったり止んだりで、不安定な天気が 

続いていた。嗜好品を飲み、夕食を食べ（ジフィーズの美味しさに感動）、そのまま明日以 

降の予定なども話しながら就寝となった。 

 

８月２３日 天候：暴風雨 

＜五色ヶ原～スゴ乗越＞ 

5：00 起床 

6：10 出発 

7：00 鳶山山頂 

7：50 越中沢乗越 

8：45 越中沢岳山頂 

10：30 スゴの頭 

12：10 スゴ乗越小屋着 

この日ほどコンディションの悪い日はなかっただろう。朝は小雨がぱらつく程度であり、 

出発を決める。五色が原の木道を抜けると程なくして雨が降り出したが、岩がちな道の鷲岳 

を巻き、鳶山までは問題なく辿り着いた。越中沢岳への登りは傾斜も緩く、晴れていれば快 

適にサクサク登れそうなのであるが、この日の問題は稜線の暴風であった。途中開けた箇所 

では立っていられないほどの風が吹き付け、皆ふらふらと煽られながら歩を進めざるを得 

なかった。越中沢岳山頂には「近くて遠いはスゴの小屋 アップダウンが続くよ！」との看 

板。萎える気持ちを奮い立たせて先に進むが、この山の下りは岩場が多く、雨で濡れている 

ためにかなり神経を使わされた。スゴの頭まではもはや沢状態になった急な登山道を登り、 

下りはまた巨岩が乱立した中を慎重に下った。ここからも数回アップダウンを繰り返した。 

全体的に雨歩荷には向かない道だと感じる。小屋手前に一箇所、残置ロープのある急でかな 

り下まで続く砂の斜面があり、事前調査では把握していなかったが普通に危険であった。越 

中沢岳から小屋までの体感時間がとても長く、そろそろ精神的に参りそうになっていたと 

ころで小屋着。全員濡れ鼠で何人かは靴の中まで完全浸水しており、小屋泊の可能性も頭を 

よぎったが、誘惑を振り切ってテントを張り、シュラフの中で着干しに徹した。 

 

８月２４日 天候：雨 

＜スゴ乗越 沈殿＞ 



5：00 起床 

6：00 朝食 

15：00 ごろ 外に出る 

16：30 夕食 

朝からあまり天気は優れなかった。隊員が携帯で確認したところによると、24 日は寒冷 

前線が昼より通過し、25 日は停滞前線が到来するだろうということだった。またこの日、 

後立隊が天候回復の兆しが見られないため下山したとの連絡があった。テント内で昨日の 

疲れを取ろうと保養に努めた。1３時ごろからじわじわと天候が安定しはじめ、15 時ごろ

に 

は晴れ間が出たので一同テントの外へ出た。17 時ごろには赤牛岳あたりを見渡せた。この 

日は「畑のカレー」の初登場で、ココナッツ風味の奥深い味わいに感激してしまった。スゴ 

乗越小屋ではトマトとツナのカレーが出されていたようで、そちらも気になった。夕方携帯 

で確認された天気の情報では、25 日の 9 時には寒冷前線が通過し、26 日は停滞前線が居

座 

るという話だったので、つい悲観しそうになる。 

 

８月２５日 天候：雨 

＜スゴ乗越 沈殿＞ 

一日中雨のため沈殿 

８月２６日 天候：晴れときどきガス 

＜スゴ乗越～薬師峠＞ 

6：00 起床 

7：20 スゴ乗越発 

7：50 2308 地点着 

8：00 2308 地点発 

8：25 間山着 

8：35 間山発 

10：00 北薬師岳通過 

11：55 薬師岳着 

12：25 薬師岳発 

12：55 薬師峠着 

6 時に起床後少し降雨があったが、7 時頃にかけて安定したので予定通り出発することに 

なる。スゴ乗越小屋から少しのところには大きく地滑りを起こしている箇所があった。2308 

メートル地点までの登りは、沈殿中あまり動いていなかったせいか数日前よりもきつく感 

じられた。稜線上に出ると、日本海からの強い風が吹き付けてきた。しかしこの日は三日前 

のようにガスに包まれてはいなかったので助かった。間山では出発地点方面の剣岳とゴー 



ル地点の槍ヶ岳が見晴らせ、もうこんなに来たのか、という感慨にしばし浸った。槍ヶ岳の 

確かな存在感に励まされる。間山を発った後は、日本海や富山の街並みを右手に見ながら一 

路薬師岳を目指す。薬師岳山頂はかなり広めの岩場になっており、ちょうど稜線上の一番高 

くなったところに薬師如来像を安置した祠のようなものがある。私たちは海側とは反対の、 

風のしのげる適当な場所にザックを置き休憩を取った。各々写真撮影やスケッチなどを楽 

しみ、久々の晴天を満喫した。薬師峠は土曜ということもあって多くのテントが張ってあっ 

た。着いた頃はちょうど日がよく照っていたので、一同湿ってしまっていたシュラフ、靴下、 

その他もろもろを広げ、ついでにマットをしいて日光浴などをした。ビストロリゾットとオ 

ニオンスープの優雅な夕食を食べた後、就寝した。テントの外では鮮やかな夕焼けにあちこ 

ちから歓声が上がっていた。 

 

８月２７日 天候：晴れ 

＜薬師峠～雲ノ平＞ 

4：00 起床 

4：55 薬師峠 CS 出発 

6：15 左俣出会 

7：10 薬師沢小屋 

9：10 木道末端 

9：50 雲ノ平山荘 

10：30 雲ノ平 CS に向けて出発 

10：50 雲ノ平 CS 到着 

朝４時、昨日に引き続きいい天気。最初の二日間が嘘のように晴れ渡っていた。太郎平小 

屋を通過し、雲ノ平への道を進む。ここで木道が続いていくのだが、この木道がかなり滑る。 

注意していないとすぐに滑って転倒してしまうため危険である（注意していても頻繁に滑 

る）。その後、橋を二本渡る。ここも滑らないように一人ずつ慎重に渡っていき、無事に誰 

も落ちることなく渡ることができた。ようやく木道が終わり、水でドロドロな道を歩いてい 

ると、川の水が流れる音がだんだんと近づいて来た。下り坂をずっと進んでいくと、間も無 

く薬師沢小屋に到着した。小屋には一般登山客が数人いて、すぐ先には川の上に大きな橋が 

かけられていた。小屋で小休止をとり、橋を渡ると（普通に怖い）いきなり下に伸びる長い 

ハシゴが現れる。ハシゴを降りて沢を進むと、又してもハシゴ。それを登ると目の前に『急 

坂頑張れ！』の看板が。その先には木製のハシゴ。その先にもハシゴ。木製の（ボロい）ハ 

シゴがしばらく連続した。その後は大きな岩が乱立して段差の多い道をひたすら登ってい 

く。膝と腰に多大な負荷がかかる。急坂の中盤あたりから一般登山客と抜かし抜かされのデ 

ットヒート。終盤にはとても元気でおしゃべりな女性の登山客に遭遇。よくそんな元気が残 

っているなと思っていると、どうやらヒマラヤ行く予定が、足の怪我により代わりに北アル 

プスに来たらしい。そのゴリゴリ登山客とも抜かし抜かされしていると、ようやく木道末端 



に到着。肩、腰、膝の痛みを耐え忍びながらアラスカ庭園の横をひたすら歩く（この木道が 

また長い・・・）。やっと雲ノ平山荘に到着し、そこで長めの休憩を取ることに。その後テ 

ン場に到着すると、日本最後の秘境と呼ばれる割には人の手によって整備されたテン場が 

広がっていた。そこで１年の児島は腰の痛みによりテン場に残り、水晶岳、鷲羽岳には明坂、 

須賀、荒木、伊藤の４人が向かうこととなった。 

 

＜雲ノ平～鷲羽岳・水晶岳＞ 

11：30 出発 

12：30 岩苔乗越 

13：20 鷲羽岳 

14：05 ワリモ北分岐 

15：10 水晶岳 

16：45 祖父岳 

17：30 雲ノ平ＣＳ 

雲ノ平についた後１時間ばかりの休息をとり、腰の痛みを訴える児島をテン場に残し上 

級生のみで出発。しばらくして、これまでの疲れからペースが上がらない隊員とそうでない 

隊員を分け、前者は鷲羽、水晶のどちらかを、後者は両方を登ることとした。ほとんどの道 

は目印多数、踏みあと明瞭であり、一般登山客も多いため道迷いの心配はないだろう。危険 

個所は、水晶岳に段差の大きな箇所が一つある程度であり、一年生でも問題なく通行可能で 

ある。鷲羽、水晶から見た槍ヶ岳、裏銀座、後立山の並ぶ景色は見事なものであった。 

 

８月２８日 天候：晴れのち曇り 

＜雲ノ平～双六小屋＞ 

7：00 起床 

7：45 出発 

8：20 祖父岳分岐 

9：25 黒部源流 

10：05 三俣山荘 

11：10 三俣蓮華岳山頂 

12：00 中道ルート分岐 

12：45 双六小屋 

この日はコースタイムが６時間ということで、前日の１０時間以上行動の疲れから朝は 

ゆっくり起床。ここまでくると出発準備も手馴れて早くなってきた。祖父岳分岐まで登って 

から黒部源流への下りに差し掛かるまでは、木道や砂利の平坦な道をどんどん進んだ。下り 

はザレ混じりの急坂であったが、ワンピッチで下り切る。そこから徒渉しなければならない 

のだが、数日前の雨で水嵩は増している上に細いロープが頼りなく張ってあるだけでどう 



にも渡れそうになく、明坂が石を置いて道を作ろうとするも流されていった。黒部は源流と 

いえど激しい。結局各々渡れそうなところを探して無理やり渡った。三俣山荘までの登りは 

かなりハイペースで登りきり、そこから休憩をはさみつつ傾斜の緩急を繰り返す道を登っ 

て行くと、巻き道ルートとの分岐に出た。ここからつづら折りの急登を１０分ほど登ると三 

俣蓮華岳に着いたが、あいにくのガスであった。丸山を越え、中道ルート分岐で会議。結論、 

天気も良くなくやはり前日の疲れが尾を引いているため、双六岳は諦めて中道ルートを選 

択した。草原の中のなだらかな道を進むと、双六小屋に着いた。かなり立派な小屋でトイレ 

も綺麗である。結局５時間で行動を終え、午後からの時間は翌日の槍アタックに向け、各自 

体力回復に努め、のんびりと過ごした。 

余談ではあるがここのテン場は人が多かったにもかかわらず、マナーの良い客ばかりで、 

夜もかなり早い段階で静まり返り、朝は４時ごろから皆静かに準備を始めていた。おかげで 

ストレスレスな環境でアタックに備えることができた。感謝である。 

 

８月２９日 天候：曇ときどき雨 

＜槍ヶ岳アタック＞ 

4：00 起床 

8：30 アタック開始 

8：50 樅沢岳 

9：25 硫黄乗越 

10：00 左俣乗越 

10：55 千丈乗越 

11：40 槍ヶ岳山荘 

12：05 槍ヶ岳山頂 

13：00 下降開始 

15：40 双六小屋 

いよいよ勝負の日が訪れた。皆昨晩は緊張してしまい、あまり寝付けなかったようだ。し 

かし天気は優れず、雨は弱いが風が強い。ガスに包まれて展望も効かない。アタックは往復 

で７時間を見積もり、まだ時間的余裕もあることからしばらく様子を見る。６時に一度小屋 

の天気予報を見ると昼まで天候の回復は見込めないらしい。また、翌３０日は今日よりも天 

気が悪化する予報だ。何としても今日、アタックを遂行したい。昼頃に晴れるのなら、９時 

に出発すれば山頂で丁度晴れそうなので、それまで待つことにした。８時にもう一度天気予 

報を見ると、９時晴れに変わっている。それならばなるべく早く出発をと、８：３０にアタ 

ックを開始した。 

依然として天候は風と小雨。ガスはほんの少し薄くなっていた。空身だからとペースを上 

げるが、須賀と伊藤が少し遅れる。疲労が蓄積しているだろうし、少し飛ばしすぎたように 

思うのでペースを緩めた。硫黄乗越と左俣乗越の間に１箇所クサリ場があったため、簡易ハ 



ーネスでセルフビレイしながら通過する。しかし非常に簡単な岩場であり、１年の児島も全 

く動じてなかった。ここから少しずつ岩稜帯らしい道になり、風も相まって少し緊張する。 

西鎌尾根の核心のクサリ場だが、先ほどのクサリ場よりも簡単らしく、ただ足元がザレてい 

るのみである。セルフの必要もなく、難なく通過した。ここから千丈乗越までが意外と遠く 

体力を削られる。ガスに包まれてしまって槍ヶ岳も見えず、近づいている実感が無いのも辛 

かった。少し先へ進み、急登の途中で休憩していると、ガス晴れ間から槍の頂が顔を出す。 

俄かに高揚感に包まれ、槍の肩までは勢いで登り切る。ここまで来てしまうと、あとは道も 

整備されてしまい、少し味気ない。多くの人が登るのだから当然ではあるが、山頂を目前に 

して気が緩んでしまうので好きではない。あいにく山頂では再びガスに包まれてしまい、大 

パノラマとはいかなかった。しかし縦走の目標であった槍ヶ岳を踏み、晴れやかな心境であ 

った。 

風に吹かれて少し冷えたので、山荘でゆっくりしてから下降する。下降時も気を抜かず、 

無事故を念頭に慎重に降った。双六小屋に着き、テントで余った食料はすべて消費してしま 

う。どうやら皆、これを心の拠り所として何とか歩ききったようで、合宿いちの笑顔を見せ 

てくれた。今までと比べるとかなり過酷な縦走であったが、全員無事に槍ヶ岳まで行くこと 

ができ感銘を受けた。明日が夏合宿最終日。事故の無いように降るだけである。そう考える 

となかなか寝付けなかった。 

 

８月３０日 天候：雨 

＜双六小屋～新穂高温泉＞ 

4：00 起床 

5：15 出発 

6：10 弓折乗越通過 

6：40 鏡平山荘通過 

7：00 シシウドヶ原付近 

8：10 登山口着 

9：30 ホテルニューホタカ着 

11：20 新穂高温泉 

曇りのち雨との予報であったため、早い時間から出発すること、たとえ雨が降っていても 

行動することを前日の夜に決定。当日の朝は弱い雨が降っていたが、明るくなるまで少し待 

ってからすぐに下山開始。落ち着いたペースで歩を進め、鏡平経由でホテルニューホタカに 

到着した。道中、特に危険箇所や道迷いするような箇所はなかった。ほとんど下りであった 

が、それなりの長さがあったため少し疲れた。ホテルニューホタカは日帰り入浴が可能であ 

り、タクシーも呼べそうであったため、ここで山行を終える。ちなみに、ホテルニューホタ 

カの入浴料金は一人 600 円、シャンプー、ボディソープ、レンタルタオルはすべて無料。

た 



だし、露天風呂は少し離れた場所まで歩かなければならない。最寄駅は歴史ある岐阜県高山 

市であり、その間のジャンボタクシーの運賃は 25,000 円程度。高山駅周辺は定食屋が多い。 

飛騨牛が名産らしく、どの店でも牛肉を食べられるので、合宿後の身にはとても嬉しい町で 

あった。 

 

南アルプス隊（９月１４日～９月２１日） 

 

 

パーティ：山田(CL) 土屋(SL) 池﨑 山村 

 

９月１４日 天候：晴れ 

＜鳥倉ゲート～鳥倉登山口＞ 

18：00 鳥倉ゲート 

18：35 鳥倉登山口 

閑散とした大鹿町でタクシーを呼び寄せ，鳥倉ゲートまで移動した。道中，ずっとタクシ 

ーのメーターを人数分で割る遊びを一人でしていたが，下車したところでこの話をすると， 

どうやら山田も同じことをしていたようだ。トイレ横を少し押し入った場所で湧水を汲む 

ことができる。すでに日も暮れかかっていたので，速足で登山口まで林道を行く。到着する 

とすぐにテントを張り，夕食を適当に済ませ，就寝とした。 

 

９月１５日 天候：曇りときどき晴れ 

＜鳥倉登山口～三伏峠～小河内岳避難小屋～高山裏避難小屋＞ 

4：00 起床 

5：00 出発 

6：40 仏の清水 

7：02 J アラート 

7：45 三伏峠 

8：55 烏帽子岳 

9：40 前小河内岳 

10：25 小河内岳避難小屋 

(１時間の大休止) 

12：30 2599m ピーク 

13：35 板屋岳 

14：35 高山裏避難小屋 

登山口とはいえもう９月も中旬で，明け方の寒さはかなりのものだった。起床し，すばや 

く朝食のおしるこもちを頂く。トイレは簡易便所が設けられていたため，そこを利用した。 



集合写真を撮り，出発。道中，南アルプスに入って二カ所目となる湧水スポット「仏の清水」 

を通過したが，今思えば，ここの水が最もおいしかったかもしれない。また，７時を過ぎる 

と，山村の携帯が J アラートを轟かせ，一時騒然となった。どうやら北朝鮮がミサイルを

発 

射し，ギリギリこの長野県も避難地域に指定されたようだった。北朝鮮ジョークで盛り上が 

るなか，もう一度アラートが鳴り，ミサイルが列島を通過したことがわかり，一安心だ。三 

伏峠までは特に危険な個所や急登もなく，同じような道が長々と続く。峠から分岐をゆくと， 

複数のピークを踏んで小河内岳避難小屋に到着した。ここの居心地が良すぎて，山田ととも 

に爆睡した。一時間ほど寝ると，後輩が起こしに来てくれた。本来の目標地点はこの避難小 

屋だったのだが，時間もあることから，高山裏避難小屋まで歩を進めることに。身支度を整 

え，下りの道を行く。ここから少し道が悪くなり，突然左右が切れた道に出た際は空中に投 

げ出されたような錯覚を味わうことになる。点在するお花畑は総じて枯れており，悲しい気 

持ちになったが，個人的にはこれはこれで芸術点高めだと思った。標高を変化させるにつれ 

て頻繁に植生が変化し，また薙ぎも数カ所見られ，初日から南アルプスらしさが感じられる。 

板屋岳へはきつい急登が待っているので注意されたし。高山裏避難小屋は水場が急斜面を 

下ったところにあるという点を除いては１００点満点といえるほど快適な場所だった。 

 

９月１６日 天候：雨 

＜高山裏避難小屋～前岳～中岳～荒川小屋＞ 

4：30 起床 

5：30 出発 

6：30 小広場 

7：20 カールとりつき 

8：30 前岳 

8：40 中岳 

9：05～9：15 鹿エリア 

9：50 荒川小屋 

小屋を出る前から雨が少しばかりパラついており，全員レインウェアを着用しての出発 

となった。前日と似たような道をゆくと草原が広がる場所にでるが，ここでの休憩は無く， 

先を急ぐ。低木帯を進むと，突如右手に巨大なカールが現れる(道標あり)。ここからガレ場 

を上ることになるが，このような道が初めての山村は少し苦戦しているようだった。池﨑は 

去年の経験を活かし，上手に歩いていた。カールは標高差６００ｍもある大きなもので，な 

かなか先が見えない。この時点で雨はかなり強まっており，かつ時期が時期なので気温もか 

なり冷え込んでいた。体温保持が懸念される。休憩時間もみんなどんよりしていた。一時間 

ほど登ると，西側からのびてくる尾根と合流した。ここから尾根筋に乗ったためか，風が猛 

烈に強くなる。雨に濡れた身体が急速に冷やされていく。精神的にもかなりきつかった。地 



図上ではたのしい稜線歩きと記されている前岳への稜線も，何一つ面白くないガス道だっ 

た。悲しい。天候に恵まれていれば実行予定だった荒川三山のピークハントも，中岳までで 

打ち止めとなった。とても悲しい。もはや一刻も早くテン場につきたい一心で荒川小屋へ下 

っていく。道中，鹿さんの侵入を防ぐようなゲートがあった。近年鹿さんの自然環境に与え 

る影響が問題視されているが，南アルプスもその例外でないようだ。無我夢中で歩くと，荒 

川小屋に到着。ザックをおろすと虚無感に支配され，何もしたくない状態に陥った。小屋の 

おっちゃんがお勧めの幕営地を教えてくれたので，素直にその場所にアライテントをたて 

る。その後は嗜好品をがぶ飲みし，シュラフに籠った。正直，テン場に着いてからの記憶は 

ほとんど残っていない。よっぽど疲弊していたのだろう。 

 

９月１７日 天候：雨のち嵐 

＜荒川小屋 沈殿＞ 

台風１８号が最も接近すると予想された本日は行動を控え，沈殿することにした。風は思 

っていたよりも強く吹いていない一方で，やはり雨は断続的に降り続いている。前日の行動 

でほぼすべての持ち物が濡れてしまっており，どうにかしたものかと頭を抱える。せめてレ 

インウェアをはじめとする衣類は乾かしておきたい。テン場代を払うついでに小屋のおっ 

ちゃんにこの旨を伝えると，こころよくハンガーセットを貸していただき，小屋のエントラ 

ンスで衣類を干すことが叶った。その場でしゃがみこんで物思いにふけっていると，またも 

やおっちゃんが食堂にストーブを焚いてくれ，「学生さん，入ってあたたまっていいよ」と 

いうお言葉をかけてくださった。感謝である。お言葉に甘え，食堂で山岳雑誌を読み耽る。 

この荒川小屋も雑誌にピックアップされており，写真に写るおっちゃんのガタイがマック 

スで盛り上がる。１３時を過ぎたあたりでこの場のお礼にと各々カップ麺，おでん，カレー 

ライスを頂いた。その後も衣類の乾燥に徹し，１７時前に小屋を出てテントに移動。先ほど 

の快適な空間から一気に地獄のような環境に詰め込まれ，ひもじい想いに。そそくさと就寝。 

この日の深夜が強風のピークであっただろう。テントは風に大きく靡き，寝ている顔の上に 

フライやテント本体が乗っかってくる。完全な眠りにつけない夜をすごした。 

 

９月１８日 天気：暴風のち晴れ（のちガス） 

＜荒川小屋～赤石岳～兎岳避難小屋＞ 

5：30 起床 

7：00 行動決定 

7：55 荒川小屋出発 

8：25 大聖寺平 

9：30 小赤石岳 

10：15 赤石岳 

10：20 赤石岳避難小屋 



12：05 百間平 

12：45 百間洞山の家 

14：20 中盛丸山 

15：10 小兎岳 

15：20 兎岳と小兎岳のコル（到着後水場へ） 

16：20 兎岳 

16：40 兎岳避難小屋 

この日の行動が全隊員、最も疲れた日であろう。前日の天気予報では朝はまだ雨が降って 

いるものの、昼過ぎからは晴れるという予報だったので、雨が弱まったら出発しようという 

ことになっていた。5 時半に起きた時にはまだ雨がかなり降っていたので、再度 7 時まで

睡 

眠を取った。7 時に起きた時には雨が弱まっていたので、朝食を食べて出発することを決

定。 

雨の中であったが、協力して手早くテントを撤収した。（テントはビショビショだった...。 

重量が...。）歩き始め樹林帯で風をあまり感じなかったが、それを抜けるとかなり強い風が 

吹いていた。風にあおられ、ふらつくことがあった。大聖寺平に到着するも、そこはコルで、 

風が強いということで、もう少し頑張って風がしのげるところまで歩いた。小赤石岳の登り 

は長いうえ、風が強く寒かった。登り道を歩いていると晴れ間や雲海が少し見える時があっ 

た。小赤石岳になんとか登頂し、赤石岳に向かおうと稜線を歩き始めると、突如今までより 

も強い暴風が吹き始めた。しかも稜線上だったので風をしのげる場所がなく、つらかった。 

風が強すぎて前には進めず、隊員全員、座り込んでしまった。ゆっくりゆっくり歩みを進め、 

風をしのげるところがあったのでそこで一旦休憩した。風に吹かれたせいで、体温が下がり、 

鼻水が出たり、手の感覚がなくなったりした。その後なんとか赤石岳避難小屋に到着し、す 

ぐ小屋内に入った。そこの小屋の管理人のおばあちゃんはとても優しく、フレンドリーな方 

で、温かいお茶を出してくださったり、特技の楽器テンホールによる演奏を聞かせてくださ 

ったりした。我々は楽しいひと時を過ごさせていただいた。感謝感謝である。寒い外の空気 

を我慢しつつ、再び歩き始めると、だんだん青い空が見えてきて、皆景色の良さに感動した。 

いつの間にか、こんなに青い空は見たことないというくらいの素晴らしい天気になってい 

た。赤石岳からは下り坂がずっと続き、かなり高度を落として、百間洞山の家に到着。完全 

に天気が晴れに変わり、とても暑かった。（少し下界感があった）そこからは高度を落とし 

たぶん、上り坂がずっと続いた。高度を上げると白いガスが出始めて少し寒かった。長い登 

りを登りきり、中盛丸山に到着した。長い上り坂で皆かなり疲労した。そこからまた高度を 

下げ、小兎岳に登り、また高度を下げコルに到着した。小兎岳と兎岳のコルから下ったとこ 

ろの水場がこの日の宿の兎岳避難小屋に 1 番近いので、そこで水を汲んだ。（水場はコルか 

ら 10 分くらい下ったところにあるが、かなりの急坂で、地面が濡れていたので、少し危な 

い。気をつけたい。）水を汲み、この日最後の山、兎岳を登る。この日は何回も長い上り坂 



を登ったので、皆嫌気がさしていたが頑張った。兎岳登頂後、少し下って、やっと兎岳避難 

小屋に到着。この日は本当に疲れました。 

 

９月１９日 天候：晴れ 

＜兎岳避難小屋～茶臼小屋＞ 

5：30 起床 

6：25 兎岳出発 

7：15 休憩 

8：10 聖岳 

9：05 小聖岳 

9：45 分岐 

10：15 聖平小屋 

10：45 聖平小屋出発 

11：30 休憩 

12：10 休憩 

12：25 南岳 

12：55 上河内岳肩 

13：15 上河内岳 

13：25 上河内岳肩 

13：50 竹内門 

14：50 茶臼小屋 

内部が意外と綺麗だった兎岳避難小屋を出発し、まずは聖岳へ。怪我明けの身には辛い登 

りではあったが、頂上からは穂高、槍、富士山などが見え、展望は最高だった。長い下りの 

後、聖平小屋へ到着。下りは滑りそうで気を使う。足への負担も大きい。小屋の営業がこの 

日の朝までだったため、小屋には作業をしている人がいた。ペンキの匂いがして下界を思い 

出した。長めの休憩をとる。下りの途中で茶臼にデポして走ってきたという三人に遭遇。台 

風をビバークでやりすごした人がいたという話を聞き、大変驚いた。また、我々が台風の日 

テン泊だったと伝えると、三人は驚いていた。この話で驚かれるのは 2 回目だ。小屋を出

発 

すると、この日最後の長いのぼりに突入。すでにバテ気味だったが、なんとか南岳に到着。 

ここからはそれほど傾斜が強くなく、気分的に多少楽だった。じわじわ高度を上げ、小河内 

岳の肩へ到着。デポして頂上へピストン。今縦走最後の 2800m 級の山から見える景色を楽 

しんだ。なだらかな下りを経て奇岩竹内門到着。岩に登ったりして少し遊んだ。あとは茶臼 

小屋まで下るだけ。茶臼小屋には工事の作業をする人たちがいた。優しい人達でよかった。 

茶臼小屋は入り口が二階にある冬季小屋だった。初めてみたので不思議な感じ。この日が一 

番足の裏や足首にきていたが、何事もなく行程を終えることができた。聖岳からの展望がす 



ごくよかったため、違う季節にもう一度行ってみたいと思った。 

 

９月２０日 天候：曇り 

＜茶臼小屋～光岳小屋＞ 

4：30 起床 

5：30 出発 

6：00 茶臼岳 

6：35 希望峰 

8：05 易老岳 

9：05 三吉平 

10：30 光岳小屋 

4：30 に起床する。一夜をともに過ごした工事の方々は基本的にまだ寝ているので静かに 

朝食の準備をしてカップヌードルを胃に流し込んだ。トイレのために起きた工事の方たち 

に見送られ薄暗い中、茶臼小屋を後にする。稜線に出ると風が強かった。足早に茶臼岳のピ 

ークに向かい記念写真を撮り、すぐにピークを後にした。少し下ると仁田池が姿を現す。遠 

山郷の HP には登山者の貴重な水場と記述があるが、とても飲めるような水ではなかった。 

希望峰はのっぺりしているピーク。仁田岳への分岐で往復 40 分であるが今回はそんなに

天 

気も良いわけでも風も強かったのでパスした。希望峰から高度を下げていき鞍部をすぎる 

と易老岳まではアップダウンの少ない道となり手つかずの森林の中を気持ちよく進んでい 

く。途中、今回の台風の影響であろう倒木が姿を現し一同興奮した。ここで山村が鼻血を出 

す。よほど興奮したのだろう。易老岳手前でフル歩荷していた間もなく 70 歳の男性とすれ 

違う。やはりこの山域には猛者しかいない。易老岳から三吉平は高度を下げていくが、この 

辺りから倒木が多くなる。途中の三吉ガレは立派な崩壊地で出迎えてくれた。ここで日帰り 

でトレランしている男性が走り抜いていった。三吉平から静高平まではグングン標高を上 

げる。一箇所、大木が倒木しており大きく巻く箇所があった。基本的にゴーロの谷筋の急登 

であるがゴーロのおかげかすぐに標高が稼げて気づけば静高平である。静高平はお花畑（も 

ちろん枯れています）の中に小川が流れていて、とても素敵なところであった。水場があり 

小屋からの「ここで水を汲んできてください。ここで水を汲める間は小屋で水をお分けいた 

しません。」という看板があった。光岳小屋周辺には水場はあることはあるが急傾斜を下ら 

なければならない。ここで汲んでいくのが賢明だろう。ちなみに涸れていること多いという 

情報であったが、この日はわんさか水が流れていた。台風の影響だろうか。まもなくイザル 

ガ岳分岐を過ぎるとセンジヶ原の真ん中を突っ切る木道が現れ、赤い屋根の光岳小屋が目 

に入る。ほどなく登ると光岳小屋に到着した。まだ 10：30 ということと連日の疲れから、 

とりあえず一同お昼寝タイムとなった。私は 13：30 過ぎに起きたが、他の隊員は爆睡。相 

当、お疲れのようだった。光岳とイザルガ岳のピークハントおよび水を汲みにいくため、申 



し訳ない気持ちを抱きながらも隊員を起こして 14 時頃からお散歩に出かける。光岳まで

は 

意外と距離があった。ピークは森の中で展望は利かない。記念撮影をして光石に向かう。光 

石へは少し標高を下げる。光石は乳白色の巨岩で、まさに光岳のシンボルであった。光石に 

登り、翌日通過する加加森山、池口岳や深南部の山々を眺望した。次に来た道を戻り静高平 

で水を汲んでイザルガ岳のピークハントに向かう。ピークはとても広く強風のなかのピー 

クハントとなった。16 時頃、小屋に帰ってきて最後の夕食をとる。この晩は強風が吹き荒 

れ、荒れた天気となっていた。明日には下界に降臨するという事実も相まってか、なかなか 

寝付くことができなかった。 

 

９月２１日 天候：晴れ 

＜光岳小屋～池口岳登山口＞ 

4：00 起床 

5：00 出発 

5：50 下端の草原 

7：20 加加森山 

8：05 コル 

8：45 池口岳ジャンクション着 

9：00 池口岳 北峰 

9：25 池口岳ジャンクション発 

10：25 ザラ薙平 

11：30 黒薙 

13：05 池口岳登山口 

いよいよこの日が来た。下山日。下山日にして今合宿で最長のコースタイム 10 時間オー 

バーかつバリエーションルートかつ大井川源流部原生自然環境保全地域という手つかずの 

自然のオンパレード。気を引き締めて日の出前の 5 時に出発した。事前情報では光岳～

2381 

ｍピークがルート不明瞭で核心であると思っていたが、実際はテープも多くトレースも薄 

くて分かりにくいがあることにはある。迷うことはなかった。ただトレースが非常に多い。 

恐らくどのトレースをたどっても、いずれ合流するのであろうが一旦立ち止まることは多 

かった。尾根筋を一旦離れて下端の草原に下りるトレースは分かりやすく、尾根筋に復帰す 

るまでもテープもあり木に矢印が書いてあり親切丁寧。下端の草原での休憩中にはヒル対 

策のためズボンを靴下にいれてフードもかぶるような対策をレクチャーすると池﨑以外実 

施した。みんなヒルは嫌いなのだ。実際、当日は雨上がりだったのでヒルの活動が活発だっ 

たから対策をして無駄ではなかっただろう。この山域はヒルが多くて有名だ。2381m はだ 

だっ広く北方向への尾根、通ってきた尾根、加加森山への尾根が入り交じる。コンパスがな 



いと北方向への尾根に入ってしまうだろう。実際、どの方向にもテープが見受けられ、どの 

方向が正しいのか分からない。2381m ピークから加加森山へはまず倒木が多い地帯を通過 

する。毎度毎度またぐのが大変。内心、楽しい。基本的に尾根筋であるが 2430ｍピーク手 

前で何故かテープが北斜面方向についたので、したがって斜面を降りると明らかに快適な 

トレースが消失した。しかし赤いテープが貼ってある。ちょうどこの地帯は樹木調査のため 

であろうか木に青いテープでナンバリングしてある。地図では尾根を辿っていくようにな 

っていたので斜面から強引に尾根に復帰する。すると尾根上にトレースがあった。2430ｍ 

ピーク手前には注意されたい。あくまでも尾根に忠実に。2430m ピークから加加森山まで 

はアップダウンが少ない。加加森山からコルまでは下っていくのだが途中、枯れ木と倒木帯 

に差し掛かる。ここは非日常の景色が広がっており、池﨑と土屋は倒木とともに倒れている 

写真を撮り楽しんでいた。この倒木帯では一旦、トレースとテープなどなくなる。適当に倒 

木を次々と跨いでいく。結局、尾根伝いにルートをとるとなんとなくトレースが再びでてく 

る。尾根伝いを目標に進んでいこう。途中、鳥たちが鳴きだした。突然の訪問者で錯乱させ 

てしまったのだろう。申し訳ない。山田と土屋は四足歩行のアニマルを探しながら歩みを進 

めていったが熊鈴の影響だろうか、エンカウントすることはできなかった。コルから池口岳 

ジャンクションに関しては私自身とても楽しかったピッチである。やせ尾根のヤブこぎが 

待ち構えている。またやせ尾根上で岩を乗り越えたりすることもあった。非常に楽しい。や 

せ尾根が終わるとジャンクションまではかなりの急登が待っている。距離的には短いが一 

気に体力を削ぎにくる。ジャンクションにつくと荷物をデポして池口岳のピークハントに 

むかった。空荷といえど急登は身体に堪えた。途中に光石を携えた光岳が大きく見える。池 

口岳北峰で記念撮影をすると、もう登らなくていいという思いからか一気に緊張が解け終 

焉の雰囲気が皆に漂う。（実際は何箇所かこの後も登りはあった）下りこそ、気が緩み事故 

が多くなるので注意喚起し下山へと舵をきる。池口岳から登山口はトレースばっちりで決 

して迷うことはないだろう。ジャンクションから一時間くらいは急な傾斜が続き、とても大 

変である。途中、大岩を超す箇所が 2 箇所ありロープが垂らしてあったが我々には不要で 

あった。途中、池口岳を往復の登ってくるおじいさんにあった。往復 10 時間オーバーなの 

にすごいと感心した。この日出会ったのは彼だけであった。急登を降りると、ほぼ平坦な地 

帯がザラ薙平まで続いた。ザラ薙平ではまた興奮のためか山村が鼻血を出していた。連日で 

少し心配した。ザラ薙平は平坦な広い土地があり水場も斜面を下ればあるようなので幕営 

適地である。アップダウンを繰り返すと大規模崩壊地である黒薙にいたる。黒薙から一気に 

登山口まで標高を落としていく。下山スイッチが入り無心で駆け下りていく。地面がふかふ 

かの土なので膝にやさしい。緑のイガグリがたくさん落ちていた。途中の面切平でタクシー 

を呼んだ。最初は遠山タクシーに電話したのだがタクシーが出払っているとのことで天竜 

観光に電話をかけるように言われた。幸い、天竜観光は快く依頼を引き受けてくれた。あと 

は登山口まで 30 分下るだけ。先頭の私は大量のクモの巣に引っ掛かりながらも、長かった 

縦走が終わることの感慨に更けながら足を進めた。13：05、コースタイムより大分早く、下 



山が完了する。山村以外、長期の縦走が終わったことへの達成感による咆哮を上げて幕を閉 

じた。この日のルートに関しては光岳～池口岳までが核心で基本的に地図とコンパスによ 

る読図ができればルートファインディングに困ることはまずない。決してトレースがなく 

ても尾根伝いにいけばなんとかなる。 

 


