
◆事故報告 

文責：明坂 

１．はじめに 

ここでは定着期間中の 8 月 15 日に発生した井上隊員の滑落事故についてまとめる。 

 

２．事故概要 

発生時刻：2017 年 8 月 15 日 15：15 

発生場所：平蔵谷中部 平蔵出合より距離 100ｍ程度上流の地点 

事故者：工学部エネルギー科学科１年 井上拓哉 

 

３．事故発生時の状況 

源次郎尾根より剱岳の登頂後、平蔵のコルより平蔵谷へ下降した。上部は傾斜が急であった 

ため、３年池田と１年井上でアンザイレンし、コンティニュアスで下降した。事故発生場所 

は左右からシェルンドが迫っていたため、丈夫そうではあるが念のため１人ずつ通過した。 

先頭の池田が通過し、その後井上が通過を開始して間もなくアイゼンを片足の裾に引っ掛 

けて転倒。転倒の拍子にピッケルを手放してしまい、ピッケルストップもできずに滑落。池 

田が手元のザイルで２巻き程度のコイルを咄嗟に作り、ピッケルのブレードで確保体勢を 

取るも、余ったザイルが長かったため停止せず、そのままシェルンド内に転落した。 

 

４．事故後の対応 

幸いにも井上はシェルンドの氷壁と中洲の岩壁との間にザックが挟まり、宙づりのよう 

な状態になっていたため、大きな外傷は無く意識もはっきりしており、こちらの呼びかけに 

も応答できる状態だった。挟まったザックを自力で外すことが難しく身動きが取れないと 

いうことから、最低１名は懸垂下降でサポートに向かう必要があると判断。支点の作成に取 

り掛かる。ピッケル２本を、両方ともシャフトを完全に雪渓に打ち込み、ここに固定分散で 

懸垂下降用のザイルをセットした。井上に繋がるザイルを確保しているブレードを明坂、支 

点の２本のピッケルを須賀と伊藤がそれぞれ抑え、池田が懸垂下降の準備に取り掛かる。 

その後 15：25 頃、電波の通じる福田の携帯で室堂警備派出所に明坂が第一報。状況説明 

の後、無事な人は無理に救助しようとせず、安全な場所で待機するようにとの指示。しかし 

その数秒前に池田が懸垂下降を開始していた。制止を呼びかけるも声が届かず下降を続行 

してしまう。池田にも無理な救助を控えるよう、福田から伝えてもらう。現在地の説明に移 

り、平蔵出合からおよそ 100m 上流と伝えるも、GPS の位置情報を求められる。携帯から 

110 番通報で警察に位置情報が伝わるため、一度通話を切って 110 番通報。電波状況が悪

く 

繋がっても音声が途切れる。何とか位置情報を提供できたようで、再度室堂警備派出所に連 

絡。全員無理な行動は慎み待機と釘を刺され、池田が止まっているか福田に確認すると井上 



のもとまで下降しているとのこと。井上に自身が繋がっているザイルに巻き結びさせた後、 

池田が井上を引っ張るとザックが抜け、全テンションが明坂の抑えるピッケルにかかった。 

コイルの確保がブレードだけでは心許ないため、懸垂下降用支点にバックアップを取る。こ 

こで16：00となったため、伊藤にトランシーバーで真砂沢の後発隊と定時交信してもらう。 

福田にもう一度無理な救助はしないように池田への伝令を頼むと、もう上がって来れそう 

との返事。その後まもなく井上と池田の姿が見え、16：10 頃に救助完了となり、警備隊は 

出動しないこととなった。救出後は井上本人と警備隊が通話し、真砂沢に帰り着いたらロッ 

ジから剣沢に帰着連絡を入れるように指示された。その後は井上も自力で歩けるようだっ 

たので、全員で真砂沢への帰路に就いた。 

 

５．省察 

まずは事故発生の原因についてである。雪渓上を井上が通過する際、池田は余ったザイル 

をそのままにしていた。本来ならコイルを作りピッケルで確保体勢を整えておき、井上の下 

降とともにザイルを回収するべきであった。これを怠ったのは、井上が転倒するという危険 

性を認知していなかったためである。アイゼンを裾に引っ掛けるというのは、いわば最も初 

歩的なミスと言える。これが起こってしまった理由は、ひとえに上級生からの注意喚起がな 

されていなかったためだ。実際、事故後すぐの井上の歩行を見ると、今にも裾に引っ掛けそ 

うな歩行であり、井上自身がこの危険性を知らなかったことは明白である。このアイゼン歩 

行については８月 14 日の雪訓の段階で、上級生とくに３年の明坂、池田が気づくべきであ 

った。総じて３年の、１年に対する注意不足が今回の事故発生の原因である。 

次に井上がピッケルストップできなかった点についてである。直接的な原因はピッケル 

を手放してしまったことにあるが、これはピッケルの使い方を十分に教えていなかったこ 

とも原因だと思われる。急な斜面では３点指示をした方が絶対に安全であるが、雪訓や平蔵 

谷下降時にこれを井上には教えていなかった。井上だけでなく、伊藤と福田もピッケルを使 

いこなせておらず、持て余しているように見えた。下降時になぜピッケルを持つのかを意識 

していなかったため、自然とピッケルを持つ手が緩んでしまったのではないかと考えられ 

る。これも現地で教えていなかった３年の責任であるし、下界で最低限の知識として勉強さ 

せておく内容であったと思われる。 

最後に救出時の連携についてである。事故発生時、大半の隊員が明らかに焦りの色を見せ、 

早く井上を助けなければという観念にとらわれていたように思える。事故発生時に焦りは 

禁物であり、冷静にその後の救出活動の順序を組み立てるべきである。今回のように事故者 

の怪我が非常に軽度の場合は、無理に急ぐ必要は無いため、まずは落ち着くことが先決だと 

考える。しかし実際には終始焦ったままで行動する場面が多々見受けられた。池田の制止が 

耳に入らぬほどの懸垂下降や、伊藤と須賀の警察との通話、トランシーバーの交信など、焦 

りのために意思疎通がうまくいってない状態だった。福田が唯一、明坂と池田の両方の声が 

聞こえる位置にいたが、あまり明坂と池田の会話の橋渡しにはならず、池田と福田、明坂と 



福田のような会話になったことも、池田の独自の救助を制止できなかった一因である。これ 

らも結局のところは、本来司令塔として全員をまとめ上げる役割の明坂の指示不足に起因 

する。また、救助訓練やセルフレスキューについての知識・経験不足も、現場での連携の不 

和に繋がったと考えられる。何より、救助要請をしたにもかかわらず自己救助してしまった 

ことで、剣沢警備隊の方々には多大なご迷惑をお掛けしてしまった。本当に申し訳ない。 

今回の事故は、その発生原因を考えると非常に初歩的である。それゆえに上級生の注意喚 

起、雪訓の内容、事前の情報収集などあらゆる問題が浮き彫りになった。近年は１年に対し、 

すべて教えるのではなく自分で調べたり先輩の動きを見て学べ、といった方針であったが、 

その前に最低限の知識を与えておくべきであったと痛感する。また３年はリスクマネージ 

メントに関する意識が足りておらず、その役割を果たせていなかったように感じられる。部 

員の増加に伴い、部内で知識・経験量にムラができている昨今、事故が起こるのは当然と言 

える。３年は合宿前から、このムラを無くすように努めるべきであった。個人の性格上、教 

えなくても伸びる者と、教えることで伸びる者に必ず分かれ、それに応じたサポートが必要 

であったと思う。合宿前、３年の各人がそれぞれの立場で下級生を指導してきたが、これが 

できていない以上は、まだまだ不十分であったと言える。今後の事故を防ぐには、３年は部 

内のムラを認識し、部員全体で是正に取り組んでいく必要性を感じた。 

以上を事故報告とする。 

 

 

 

◆個人の反省 

 

明坂将希 

 

（定着） 

今合宿は、計画段階から難しさを感じた。１４名の部員の力量を考えながら、無理なく、 

より多くのルートを経験させるため、かなり複雑な計画能力を要した。メンバーの変更も 

多々あり、そのたびに修正を加えていくこともかなりの労力だった。また、計画ではビバー 

クも含めていたが、今になってみると適切な練習ができていなかったと思う。ビバークの経 

験者はいない。10 時間超の行動をした経験が少なく、長時間行動の訓練も行なっていない。 

このような状態では、到底達成不可能な計画であったと思う。合宿内容の拡充ばかりに気を 

取られ、逆算したトレーニングにまで追いついていなかった。結局のところ、夏前のトレー 

ニング内容の見積もりのためには、５月頃にはやりたいことを決め、そこから逆算すべきで 

あると強く感じた。いまの２年生にはこのことをしっかり伝えるべきだ。 

次に井上の滑落事故についてだが、そもそもの発生を抑止できなかったのは、行動を共に 

していた３年の私と池田の責任だ。１年１人に対し、２年が３人、３年が２人の体制であっ 



たため、井上の歩行については、先頭の私より後続の上級生の方がよく観察できると思い、 

任せっきりにしてしまった。しかし２年も長次郎谷や平蔵谷のような急傾斜の雪渓は初め 

てであり、井上を注視する余裕があるはずも無かった。それに気づけなかったのは、各人の 

力量を見誤った私に責任があると思う。楽観視しすぎていた。夏山検討会で中溝先生からご 

指導いただいた、１年にあらゆる危険を注意させることができていなかったのだ。幸いにも 

ほぼ無傷であったから良かったものの、この反省は個人反省のレベルに留めておくべきで 

はないと痛切に感じる。上級生（特に３年）の鉄則のようなものを作成するべきではないか 

と考えている。 

（縦走） 

槍ヶ岳隊は２年が３人いて、パーティの根幹を担ってくれたため、私は日々の行動計画や 

天候判断などに徹することができた。身の回りの庶務から１年の教育まで、いろいろとサポ 

ートしてくれたのは感謝の極みである。そのお陰もあり、念願の、剱から槍までの縦走を成 

し遂げることができた。定着も合わせて１７泊１８日の合宿となった訳だが、ここで２つ、 

ようやく理解できたことがある。 

１つ目は、山での戦いとは「我慢くらべ」であるということである。今回のような長期の 

合宿となると、一筋縄ではいかず、山も行く手を阻んでくる。このとき、山と我々のどちら 

が先に音を上げるか。どれだけ耐え忍ぶことができるかが、登山であるということを体感し 

た。 

２つ目は、上の「我慢くらべ」に勝つためには、それなりの日数・装備を要し、ようやく 

訪れる好機も厳しい天候であることもあり、これらを突破するには頑強な体が必要という 

ことである。下山後、足首と膝の痛みが１０日間程続いたが、これは合宿の負荷に体が耐え 

切れていないということである。今回の夏合宿では、OB の方々がかつて行なった合宿に少 

しでも近づけようと試みた。だが、その達成のためには基礎体力が不足していたと感じる。 

偉大なる先輩方があれだけの素晴らしい合宿ができたのは、今の数倍の練習量で強い体を 

培ってこられたからだろう。 

総括して、気持ちや知識だけではどうにもならない壁というものを、より強く意識した合 

宿だった。合宿内容の拡充と、これからの山岳部の進展のためには、より多くの知識、より 

多彩な練習が必要であることは間違いない。部員も増えてきたいま、更なる発展を目指すの 

か、近年のレベルの維持に努めるのか、その進退を決めるべきであると感じている。 

 

池田光希 

（定着） 

今回の合宿では 3 年として参加するということで、非常に責任が重い中の行動であった。 

責任を背負う立場として今回の第一目標は部員全員を事故に合わせることなく、無事に帰 

還させるということだけだった。結果として事故は起こってしまったのでそれを果たすこ 

とはできなかったが、最悪の事態だけは免れることができて今は良かったと思っている。そ 



の中で自分が改善していかなければならないと思うことは、事前の危険察知もそうだが、事 

故が発生してしまった時の対処についてだ。今合宿の滑落事故に関してもあまり状況が読 

めず、ただ自分が救助に向かうことだけを先走って考えてしまったところがある。本来なら 

事故発生時の状況を把握し、パーティーに的確に指示を出し全体で対処することが理想で 

ある。今回の場合は主将が支点を構築する人、下に降りる人、救助隊に連絡する人、他のパ 

ーティーと連絡を取る人などそれぞれに役割を分担させ乗り切ることができたが、実際自 

分が CL として隊を引っ張っていたらそのように冷静に対処できていたかは怪しい。救助

隊 

への連絡が遅くなっていたかもしれない。今後もこのような状況に出くわさないとも限ら 

ないので、いろいろな見聞を手にして状況判断を冷静に行えるようにしていきたい。 

もう一つ大いに反省すべきことがある。トランシーバーのアンテナを失くしてしまった件 

だ。入山 3 日目という序盤で失くしたことにより、その後の全体の行動に大きな制約がか 

かってしまうことになった。もっと身の回りの装備に関しては管理を徹底していくことを 

心がけたい。 

（縦走） 

縦走はリーダーとして臨んだが、結果的には最後の唐松岳まで行けなかったことが少し 

残念だった。天気が良かったのも 1 日目の最初だけで、その後は回復することはなく、周

り 

の景色ひとつ見ることができない中でパーティーのモチベーションを保ち続けるのは困難 

だった。八峰キレットを越えるときは天気も安定せず、強行突破したような形になってしま 

ったが、その日に行動していなくても天気は変わらなかったと思う。ただ振り返って考える 

と、予備日があるにもかかわらず、それを消費することなく進んだのは少々早とちりしすぎ 

た気がする。 

反省するべきこともあるが、下級生の経験としてはとてもよかったのではないかと思う。 

初めての北アルプスで縦走を経験し、その上雨と強風の中で行動し乗り切ったのはこれか 

らの糧になっていくと思う。辛いこともあったがこのことがこれからの山行に生かされる 

とうれしい。 

 

土屋勝太 

（定着） 

個人的な反省点としては，事前準備の段階でなかなか運動ができなかったことがまず考 

えられる。テストが終わってからはアルバイトや用事が重なり，習慣的にランニングなどの 

トレーニングをすることに等閑になってしまった。そのため入山が久しぶりの運動になっ 

てしまい，エンジンがかかるのに時間がかかってしまった。CL として臨んだ源次郎尾根で 

は，１年生への注意喚起が２年の後輩任せになってしまっていたとが反省すべき点である。 

雨が降り始めた時点でレインウェアを着用すべきだったが，まだ雨が弱いからと甘く見て 



いたが，すぐに雨は強まり，レインが必要となった。幸い二年の呼びかけでレインを着用し 

ていたため事なきを得たが，これは明らかに自分から喚起すべき内容であった。慣れない先 

頭でザイルワークやルーファイで頭がいっぱいになってしまっていた。行動中でも積極的 

に後輩とコミュニケーションをとり，必要なときはサポートしてもらうなど，役割の分担が 

重要だと学んだ。また，かなり個人的であるが，プラティパスの蓋の締めが甘く，雨蓋内で 

大洪水を起こしてしまった。プラティパスをザックにしまう前にフタが完全に閉まってお 

り，水がこぼれていないか確認する癖をつけるようにしたい。 

（縦走） 

縦走に関しては，特筆して反省することはない。自然を楽しむほどに余裕はあったし，後 

輩への注意喚起も問題なかった。一つ言うならば，合宿後半に左ひざに爆弾を抱えてしまっ 

たことだろうか。サポーターを買っておけばよかった。それと，今回はじめてスマートフォ 

ンに山と高原というアプリをインストールし山に入ったが，これが非常に便利であった。 

GPS で自分の位置を確認できることはもちろん，概念把握にも一躍買っていたし，行動記 

録も情報豊かになった。おすすめだ。 

 

藤山誠也 

（定着） 

私は三月まで事故で活動を休んでいたうえ、設計のためクライミング合宿も途中で抜け 

るなど正直今回の北アルプス遠征は不安で仕方なかった。そのため練習のない日に筋トレ 

とランニングを行って少しでもましな体力をつけるようにした。そのおかげか特に問題も 

なく合宿をこなせたと思う。また定着においては天気にも恵まれクライミング以外は満足 

する内容だった。とりわけ二年越しの挑戦で劔の絶頂に立ったのは感慨深いものがあった。 

（縦走） 

縦走に関しては最悪としか言えなかった。縦走の 3 日はすべて雨でしかもこれから数日 

ずっと落ち着かないとどの山荘でも言われ山荘の人から下山した方がいいと言われる始末。 

とりわけ八峰キレット及び鹿島槍ヶ岳の日は朝少し晴れ間が出ていたので大丈夫だろうと 

判断して出発したのがダメだった。鹿島の登りに入ったころには暴風に見舞われ敢え無く 

キレット小屋で一泊する選択をする羽目になった。大雨での五竜や G5 の登り、三段のク

サ 

リはかなり危険であり一年二人が事故らないか心配だった。また朝早くに出発したときは 

道を何度も見失ったがこのとき暴風のせいで最後尾の私と戦闘の池田の会話が困難であり 

道を見つけても声が届かず苦労した。福田は歩行も安定しており二年としてしっかり役目 

を果たしてくれて助かった場面もあったので縦走前の不安は杞憂であった。暴風雨の中で 

凍えていたため鹿島は南峰を踏むだけであり双耳峰を踏みしめて鹿島槍の楽しみを享受で 

きなかった。今回が部としては最後の夏合宿だったが自分の隊には一人も怪我人が出なか 

ったのは良かったと思う。 



 

山田剛巳 

（定着） 

まず初めに触れておかねばならないことがある。肩がまたダメになってしまったことだ。 

このことにより日向神の合宿でもただ岩の下でみんなが登っている姿を眺めてアドバイス 

したりするだけで先輩として情けなかっただろうと非常に残念に思っている。一年に何で 

日向神にきているのか疑問を投げられたときにその事実が胸に突き刺さった。定着合宿と 

いう登攀メインの合宿において登攀ができないというのは正直なところ複雑な思いしかな 

かった。ただ参加するからには下級生に教えることはすべて教えるべきだと雪上技術を中 

心に自分の知識を余すことなく伝えられたと思っている。特に下鶴には。 

テントを張る場所の選定、整地が甘い。下に巨岩がうまっていたり、大きな石があり寝る 

ときに難儀した者がいました。さっさとテントを張るのは重要なことであるが定着なら何 

泊するのだから選定、整地にはもっと気を遣わなければならない。 

剣沢でエスパーステントが浸水した。主たる理由はテントのボトムに穴が開いていたこ 

とだ。私は点検に立ち会っていなかったので何とも言えないが、ちゃんと点検して穴が開い 

ていれば縫わなければダメでしょう。もしこの事実に気づいていて放置していたのだとす 

れば馬鹿者と言いたい。テントが浸水するというリスクを予知せねばならない。（リスクマ 

ネージメント） 

定着最終日、雷鳥沢に戻るときに他の隊員に比べてペースが遅かった。自分のコンディシ 

ョンというのもあると思うが、荷物がもっと軽ければついていけただろう。あの日、かなり 

隊員同士でペースにムラがあったと記憶している。あの時、誰がどのくらい荷物を持ってい 

るか不明確であった。もう少しクリアにしといても良かったのではないか。全員分、どのく 

らいの重さかチェックするべきだと提言する。 

定着の総括をするが個人的には劔の本峰を踏めて非常に満足している。2 年前には叶わな 

かった念願が叶ったのだ。とはいえ、頂上から八ツ峰、C フェース、５．６のコル付近を見 

ていると心拍数があがり泣きそうになった。このこともあり危険箇所は本当に慎重になり 

すぎるくらい慎重になってしまっている自分がいた。なかなか過去の過ちの記憶は消えな 

いが、いつか正々堂々、清々しい気持ちで劔と向き合える日がくると切に願って止まない。 

（縦走） 

まず今回、自分が CL として南アルプスに縦走隊を出すことを了承してくれた主将、そし 

て華々しい北アルプスとは違って陰鬱な南アルプスに行くことに決めてくれた独特な感性 

の隊員には感謝してやまない。ここ数年、合宿といえば北アルプスであった QUAC が南ア 

ルプスの山域に足を踏み入れることができたのは前向きに捉えてよいのではないだろうか。 

まず何故、南アルプス南部を提案したか、一応残しておこう。高校の頃に北岳を中心とした 

白根三山を。去年、土屋と鳳凰三山を山行したことにより私の南アルプスへの憧れは加速す 

る。富士山が近い。人が少なくて山と真剣に向き合うことができる。この 2 点が南アルプ



ス 

の魅力だろう。そして今回は南アルプスの南部という非常にマイナーな山域をチョイスし 

た。この理由はアクセスが非常に不便で山が遠いから。社会人になってからじゃ退職するま 

で行けないし、とにかく南アルプスの山は一つ一つがスーパーヘビー級。体力がある今が最 

大のチャンスであると踏んだからである。結果的にすべての行程を走破し全員無事に下山 

でき大成功といってよいだろう。 

とはいえ、気づいた点が少々あるので今後の参考にするためにも記録しておく。 

まず着替えについて。今回、台風の影響もあり雨天での行動があったのだがレインパンツ 

をはいていたのにズボン、ましてやパンツまで濡れてしまったのだ。軽量化に意識がいって 

いた私は今夏の定着を踏まえズボンの替えはいらないだろうと思って、ズボンの替えは持 

ち合わせていなかった。しかしこれが不幸を招く。全濡れ。なかなか乾かない。テント内で 

は下山用のものを着用し、沈殿日に不快に思いながら着干したため事なきを得たが。替えは 

要ると痛快した。我ながら 3 年にもなって情けない。 

次いで、一年への防水処理の教えが不十分であった。山の経験が浅い一年。不幸なことに 

本が濡れてしまって悲しい気持ちにさせてしまった。しっかりと防水処理については教え 

られていたものとばかり思っていた。恐らく、二年からの指導はあったのだと思うが、実際 

にパッキングされたものをチェックしてあげる必要性は感じた。これは私が入部した当時 

から言われていたが面倒なので見過ごされてきたことだ。反省は生かさねば意味ない。なん 

のためにわざわざ合宿後にカタカタ反省を書いているのか。物事の意味というのを今一度、 

見直さなければならないと思った。 

ジフィーズについて。今回の縦走は長距離ということもあり軽量化を念頭にジフィーズ 

が採用された。実際においしく、軽くて採用して良かったと思っている。ジフィーズの中に 

小さいどんぶりシリーズがあったがあれは量が少なすぎる。ふりかけなどがないと米が余 

ってしまうと感じた。畑のカレーに関しては量に問題はなかった。 

ガス缶を４つ持っていったが 1 つで足りた。この件に関しては非常に難しいところであ 

る。燃料は尽きると炊事はできないし暖もとれないので不可欠なものだ。足りたので良かっ 

たのだがあまりにも使用想定量に対しもっていく量が多かったのではないか。3 つで良か

っ 

たと思っている。過去、足りないということもあったので実にこの問題はナーバスなところ 

である。 

水場について。今回、小屋が閉まったあとの縦走であった。本来は 8 月にするだろうから 

気にしなくてよいのだが、山小屋の水場は下流からポンプで汲み上げていることが多い。特 

に水場が標高の高いところにない北アルプスでは。今回、幸い大丈夫であったが小屋が閉ま 

っているときの小屋についている水場は水が止められていることを想定し事前に確認をと 

っておくべきだろう。南アルプスに関しては標高 2800 付近でも急に岩から水が流れてい

る 



ような特異なところなので、おそらく大丈夫であろうが、確認はした方が良いだろう。また 

水場関連で、稜線から少し下って水を得ることがあったがどこが正式な水場が分からない 

ことが複数あった。水を得られることに変わりがなかったのだが、濁っている水の場所とか 

があり本当にこの水のことなのか疑問をもちながらの水の収集や、どれくらい下ればきれ 

いな水があるのか分からないまま高度を下げるのは精神的に辛い。ちゃんとあらかじめど 

の辺りか情報を収集すべきだった。 

地図について。もちろん紙媒体の地図とコンパスは必携だが携帯の GPS を利用した「山 

と高原の地図」のアプリは非常に役に立ったので是非、使うべきであろう。点線ルートレベ 

ルなら途轍もない効果を発揮する。もちろん携帯のバッテリーを消費するのでその対策は 

言うまでもないが。 

と、ここまで気づいたことについて書いてきた。縦走合宿を総括すると、とにかく全行程 

を完歩することができ本当に良かった。一年は連日のアップダウンの絶え間ない繰り返し 

にも関わらず、ずっと私の後ろにずっとついてきてくれて当初心配していた古傷も大丈夫 

だった。二年は重かったであろうテントを持って崩壊地や枯れ木、倒木など自然に興奮しな 

がら楽しそうについてきてくれた。SL は最後尾から隊員を見守り、特に炊事の際には隊員 

をしきってくれた。同学年だから精神的な拠り所になっていたところは大きい。台風直撃と 

いう撤退してもおかしくない状況を乗り越えて合宿をやり通せたことは自分の将来の大き 

な糧となるだろう。暴風の中、飛ばされそうになりながら赤石岳に向かって、その後の赤石 

岳避難小屋でのチエコさんの優しさとハーモニカの音色は一生忘れられない思い出だろう。 

 

荒木詩乃 

（定着） 

昨年はここでまず体力をつける必要が有ると反省したが、今年はこれに関しては少しは 

改善されたように思われる。１０時間以上の行動や連日の行動でも着いて行けたし、自分の 

荷物は持ち通せた（他の人からすれば当たり前なことでありそうだが）。１年生を気にかけ 

ることもできた。とはいえ須賀くんからの奥大日のお誘いに乗れるほどの余裕はなかった 

のでまだまだ鍛える必要はあるし、歩荷量ももう少し増やしたい。しかし体力がついたおか 

げか、昨年よりも他に気を使う余裕ができ、景色や動植物を見たり、山の概念把握に力を注 

ぐことができたのはよかった。山岳部は体が資本であると実感した。技術に関しては反省点 

が多い。まず歩行技術であるがやはり疲れが出てきた時は自分でも腹立たしいほどこける。 

自分がこけるのはまだしも、その余波で落石など他人に迷惑はかけられないので、常に注意 

したい。また来年に向けての大きな課題としてルーファイ技術の向上があげられる。今回 

SL として臨んだ別山立山ピストンの帰りで、真砂岳を巻こうとして何の迷いもなく大走り 

へ入ってしまった。CL がいるからと油断したこと、目的以外の道が頭に入っていなかった 

こと、確認をしなかったことが原因としてあげられる。来年からは隊を先導することもある 

だろうし、一般道以外の道もいくであろうから、事故や遭難を防ぐためにも個人のルーファ 



イ技術を上げることは必要だと思った。 

（縦走） 

縦走に関しては、自分の趣味も高じて十分な山域調査を行ってから臨めたことで、精神的 

に多少余裕を持つことができたことはよかった。体力や技術に関しての反省は定着とかぶ 

るので省略する。縦走中の反省としては、雨に降られた後の濡れものの処理が雑であったこ 

とや、ペーパーの量の見誤り、防水処理が完璧でなかったなど、長いあいだ山にいて雑にな 

ってきた結果の細かい反省が多い。また予備日と天気とルートを見ながら、どのような行程 

をとれば無事完走できるかを見通す力などは今後に向けて養っていきたい。米炊きのコツ 

は縦走中毎日１年生に頑張ってもらい、継承することができたのではないかと思う。長い期 

間であったが、メンバー内でコミュニケーションをとりつつ、快適な環境でやり通せたこと 

を感謝したい。 

 

池﨑大智 

（定着） 

今回の定着合宿での反省は主に二つある。 

一つ目は概念把握がまだ不十分だったところだ。今年は当初の予定で自分が行くところ 

はそれなりに把握していたが、行かないところは把握が不十分だった。今回の合宿で実感し 

たが、必ず予定を変更せざるを得ない状況になるので自分が初めの予定では行かないとこ 

ろでも行くことになる可能性があるので、もっと広い範囲の概念把握をすべきだった。また 

自分が行くところでもルート、下降の仕方、エスケープルート、ルートファインディングの 

目印などをきちんとは把握できていなかったので、今後隊のチーフリーダーとして動ける 

よう把握を徹底したい。 

二つ目は剱沢雪渓の狭い左岸を歩いて下鶴が道から落ちたとき自分が引き上げようとす 

ぐに行動できたのはよかったものの、自分の安全を確認せずに行動して自分も同じように 

落ちてしまった時があったことだ。二次的な小さな事故を起こしてしまった。まず自分の安 

全を確認してから行動したい。 

（縦走） 

1 エッセンを少し増やすべきであった。（皆共通の量では私には少ないときかあった。）長 

い山行の日はギリギリ足りたが、エッセンがなくなるかもしれないと思ってカロリー補 

給を躊躇する時があり、少し不安があった。それとエッセンにもっと美味しいものを入れ 

たい。食べなければ歩けないから食べるという感じだったので、幸せがなかったので。 

2 まだ下界にいる間はご飯をしっかりとるべきであった。山に入る前の最後の晩餐は、か 

くかくしかじかあり、モナ王だけで済ませてしまった。次の日の山行ではお腹が減りすぎ 

てエッセンを食べまくり、エッセンがなくなりそうになって食べる量をセーブするとフ 

ラフラし始めた。結局は次の日の分に手をつけてしまった。 

3 下り坂の歩行にまだ不安が残った。下山の日は急な下り坂がかなりあったのだが、何回 



も湿った木の根を踏んだり、小石を踏んだりしてつるっと滑ってしまった。また下山の日 

は山行時間が少し長かったことと、下界がだんだん近づいていることで、様々なことがど 

うでもよくなってきて、何回もずるっと滑ってしまった。下山の日も注意して歩きたい。 

4 防水が不十分だった。今までテント泊で浸水した経験がなく、認識が甘かった。それと 

意外とジップロックの袋は破れることがあるので、大事なものは二重防水が必須だと思 

った。 

5 山行中、肩が非常に痛かった。それも妙なことに右肩だけであった。しまいにはシップ 

を使った。これはザック、パッキングの問題か、それとも歩く姿勢や背負い方の問題か、 

原因は分からなかった。これから原因を探っていきたい。また胸筋をつけると歩荷中に肩 

が痛くならないと某Ｙ先輩がおっしゃっていたので、冬に向けてトレーニングをしたい。 

 

伊藤朱里 

（定着） 

アイゼンの選び方がまずかったことを反省する。疲れているときほど落石に対する注意 

が甘かったように感じる。去年よりは概念把握は成長したと思いたいが、やはり調べが甘か 

ったように思う。体力的には去年よりも伸びはあるはずだが、周囲の様子や天候の変化の兆 

しなどに細かに気を配れるほどの余裕がなかった。 

（縦走） 

全体を振り返っていえることは終始あまり余裕がなかったということだ。精神的にも、体 

力的にもだ。日頃の練習から合宿のことを見越してしっかりイメージトレーニングしてお 

くといいのかもしれない。気持ちが天気に振り回されてばかりだったので、気象のことをし 

っかり知っておく必要があると思った。しかし荒天があったからこそ、雷鳥荘の展望風呂で 

拝んだ夕日、薬師岳で晴天に恵まれたときの周囲の山々、槍ヶ岳直下で見た晴れ間はあれほ 

ど鮮やかだったのかもしれないと今では思う。 

（縦走の朝食係の反省） 

定着と似たようなメニューだったのでもう少し珍しいものを入れてもよかったかもしれ 

ない。フルグラは小コッヘル半分くらいの量で、腹持ちはまずまずといったところだろうか 

…。 

 

須賀雄次郎 

（定着） 

合宿前準備としては、山域や通報先の情報を完全には暗記出来ていなかったことが反省 

点だ。実際、これらの情報を完璧に暗記出来ていた人は少ないと思う。今後の対策として、 

部会後に学食などで食事を取りながら、意識的にお互いの知識を確認しあうことが挙げら 

れる。定着中の反省としては、疲労がたまった際に危機管理が甘くなってしまった点が挙げ 

られる。定着三日目に起きた平蔵谷での事故は、私の目の前で起こった。あの事故が起こる 



前に確実な確保を出来ていたらと反省している。今回は幸運にも無事救出することが出来 

たが、次は無いと肝に銘じておく。今後の対策として、10 時間を超える長時間行動をして 

も集中力を保つための訓練をすることが挙げられる。例えば、空荷で背振縦走を行うなど、 

いいのではないだろうか（実際に、九大ワンダーフォーゲル部ではこれを行っている人もい 

るようだ）。 

（縦走） 

合宿前準備は、定着に比べて山域調査をないがしろにしてしまったことと、エッセンの補 

強を怠ったことが反省点だ。対策として、縦走メンバー同士で定期的に知識交換会（例えば 

誰かの家に集まったり、学食で集まったりなど）をすることが挙げられる。縦走中は、朝、 

起床時間より早く起きてしまったときに結構な作業をしてしまったことが反省点だ。周り 

の人の睡眠の邪魔をすることは避けなければならない。 

今縦走において、私はジフィーズを夕食に導入するために夕食係に任命された。ジフィー 

ズについて調べてみると、一食当たりにかかる値段は 150 円程度であり、意外と安価であ 

ることが分かった。縦走中実際に食してみると、予想よりも格段においしく毎日の晩飯が非 

常に楽しみなものとなった。飯を作るという観点においても、米を炊くだけでよいので大変 

な時短になった。歩荷量が非常に軽く快適な山行を出来たことは、言わずもがなである。今 

後の合宿においてもジフィーズが活用されることを切に望む。 

 

福田弘樹 

（定着） 

定着の反省としては、準備が遅いという点が挙げられます。これは、特に朝が顕著で、行 

動開始まで準備が間に合わなかったことが多々ありました。原因としては、朝が弱いため、 

ボーッとしている時間が生まれてしまうことです。このことに関しては、訓練して朝に弱い 

のを治していきたいと思っています。 

（縦走） 

縦走中はほとんど毎日雨が降っていましたが、防水スプレーをかけていなかったり、ザッ 

クカバーの破れた部分を修復していなかったりと、防水対策が不十分だったために、着てい 

た服だけでなくザックの中の道具がほとんど濡れてしまったことが反省すべき点だと思い 

ました。幸いキレット小屋で乾燥室を利用できたため、深刻な問題にはならなかったものの、 

当初の予定ではテント泊であったことから、次からは気を付けていかなければならないと 

感じました。 

井上拓哉 

（定着） 

まずなにより、今回の合宿において一番の大惨事になりかけた事故を起こしてしまった 

ことを心から謝罪したい。自分を救出してくれた先輩方には心から感謝したい。また、警備 

隊の方々にも多大なご迷惑とご心配をおかけしてしまったことを心から謝罪したい。あの 



事故は、自分の雪上技術の欠如、油断などが原因で起こってしまったものであり、非常に情 

けないと感じる。雪上訓練でピッケルストップを練習したにも関わらず、実際に滑落した際 

にできなかったことは、自分に対して「練習している意味がない」と憤りを感じる。また、 

アイゼン歩行についても、全然慣れておらず、これからの合宿で雪上を歩くときに練習して 

いきたいと思う。足同士を近づけ過ぎないように歩くことができなかったからあの滑落に 

繋がったのだと思う。次に反省すべき点は、1 年生の自主性の無さである。今回の合宿にお 

いて、自分達 1 年生は何度も「自分で動け」と言われるまで自分で動こうとせず、先輩に

言 

われるがままの状態ではなかったかと感じた。本来は下級生である 1 年生が率先して動く 

べきであるのに動かなかったことは今後の課題である。技術面でいえば、ザイルの処理、コ 

ンテの作り方などがきちんと頭に入っていなかったせいで時間を浪費し、先輩に迷惑をか 

けたことは反省すべき点である。今後の練習でしっかり身に付けていきたいと思う。なんに 

せよ今回の合宿は反省や学ぶことが非常に多いものであった。 

（縦走） 

今回の縦走合宿は残念ながら天候には恵まれなかった。行動した日はすべて雨でまた風 

もかなり強かった。その中で、「つらい状況においてどれだけ頑張れるか・行動できるか」 

ということを鍛えることができた合宿だったのではないかと感じた。その中でも、自分達 1 

年生を気にかけてくれ、声をかけてくれた先輩はとても頼りになった。コミュニケーション 

を取りながら、つらい天候においても全員で乗り越えることができたことはプラスになっ 

たと思う。自分は縦走中も食料係であったが、ジフィーズは予想以上においしく、毎日の夕 

食が楽しみになるほどであった。軽量でコンパクトであり、縦走などの重い荷物を持って長 

時間行動するようなときは活用するべきだと感じた。技術面においては、雨や風が強かった 

ことから体をもっていかれやすく、岩も滑りやすかったことから、何回も滑ってしまったの 

でしっかりとした足場や手をもって体勢を崩さないような歩きを心掛けたいと思った。ク 

ライムダウンなども有効だと思うので練習していきたい。最後に、良い雰囲気を作って自分 

たちを引っ張ってくださった先輩方に感謝したい。 

 

児島歩武 

（定着） 

まず雪訓及び雪上歩行について、まだアイゼンの装着にもたつきがあるように感じた。ま 

た、アイゼンの刃がズボンに引っかかって転倒してしまっていたので、雪上歩行時は一歩一 

歩注意が必要である。ピッケルの使い方やスタンディングアックスビレイなど、合宿中に得 

た知識は冬合宿で同じことを言われないように覚えておきたい。今合宿の定着は沈殿が多 

かったこともあって、体力的にはあまり問題はなかったが、足腰に疲れがかなり溜まってし 

まったので、体力よりも筋力などをもっと向上させる必要がある（もちろん体力もまだまだ 

満足できない）。源次郎尾根では、クライミングの技術不足を改めて体感させられた。冬合 



宿に向けては、歩荷が主となっていくと思うが、クライミングの技術向上も怠れない。沈殿 

中のテント内での時間の使い方も反省すべきである。何もすることが無い時に携帯で時間 

を使って、非常時の充電が少なくなってしまっていた。本など、最低限一人で時間を潰せる 

ものを持っていくべきである。全体として、c フェースなどのマルチピッチで登る場所に全 

く行けなかったのは痛い。自分の技術などについてもそうだが、これは２年後の夏合宿にも 

響いてくるだろう。その点では、多少の不安が残る定着合宿となった。 

（縦走） 

縦走中は、同じ先輩方とずっと行動を共にしていたので、先輩方から学ぶことは多かった 

ように感じる。１年生が一人になり、定着合宿が始まる前から不安なことが多かったが、わ 

からないことはほとんど先輩方が優しく教えてくれた。感謝したい。縦走中で最も反省すべ 

き点は、薬師峠キャンプ場でのマットなどの干し方である。外に干す際、風で飛ばないよう 

に上から石をおいたのだが、それが原因でマットに穴が空いてしまい、空気漏れがひどく、 

その後のテント生活すべてに影響が出てしまった。また、合宿前に腰を痛めてしまったのも 

縦走に大きく影響した。雲の平前の急坂で腰の痛みが悪化し、水晶岳・鷲羽岳に行くことが 

できなかった。腰痛を完治するのは難しいかもしれないが、痛みを減らす努力は日々やって 

いきたい。槍ヶ岳が近づくにつれて体力的に追い込まれはしたが、自分の歩荷量も少なかっ 

たこともあり、リタイアすることなく最後まで歩ききれたことは良かったと思う。その他、 

米炊きなど先輩から教えてもらったことは、忘れないようにしていきたい。 

 

下鶴大輔 

（定着） 

今合宿で反省点は大きく３つある。まず、ナイフとホイッスルのセットを忘れてしまった 

ことだ。食事準備の時に他の人に迷惑をかけるばかりでなく、コンテなどをしていて緊急時 

に自分も巻き込まれる可能性があることを学んだ。しかし、忘れたということをなかなか言 

い出せなかった。忘れたことを周りが認識していないと、被害を拡大させることも学んだ。 

２つ目は、主体性をもって自分が何をすべきかを常に考え行動することだ。先輩に言われて 

行動することが何回かあった。食事の時や撤収の時が特にそうであった。撤収は特に悪天候 

時にはすぐに終わらせたいものであると実感した。周りを見て自分がすべきことを率先し 

てすることを学んだ。また、協力して欲しいときには声をかけることも学んだ。人として基 

本的なことではあるが大切だと感じた。３つ目は、無理をしないということである。新歓合 

宿では倒れているので体調の面では前回の反省が活かせたと思う。しかし、クライミングを 

しているときに無理をして滑ったことがあった。先輩の判断でザイルを使っていなかった 

ら、滑落していたかもしれない。身の程を知って無理をせずに着実に進むことの大切さを学 

んだ。また、ザレ場で行けるだろうと思って踏み込んだら、斜面が崩れたことが何回かあっ 

た。幸いにも下には誰もいなかった。安全に越したことはないので、ただ前の人についてい 

くのではなく、安全なコースを自分で探すことの必要性を学んだ。これら３つのことは登山 



者にとって基本であると思うし、重要なことでもあると思う。今後の活動で実行していきた 

い。 

（縦走） 

天候が日に日に悪くなり、後立山を十分に楽しめなかったり、概念把握のための周辺の山 

を見ることができなかった。しかし、少人数であるが故のテキパキとした行動や天候と体力 

を考えて行動中止をする重要性を学んだ。新歓合宿のこともあり出発前から先輩だけでな 

く同学年の部員にも心配してもらった。鎖場で２回ほど滑ったこともあり、同じ隊のメンバ 

ーにはとても心配をかけたと思う。定着と同じ反省もあるが、休憩の時やレインウェアの着 

脱時の急いで確実にすることが大切であるとわかった。悪天候だったので隊の活動を長く 

止めてしまうと低体温症の３つの要因である寒さ・風・濡れがそろっており危険だとわかっ 

た。だから、行動時間に余裕があっても状況を見て行動を変更することの大切さも感じた。 

先輩方には気を遣ってたただいたり、いろいろと奢っていただいたりした。また、小屋の方 

には水をサービスしていただいたり、小屋内で食事もさせていただいた。とても感謝してい 

る。そして、今回の合宿で人間的に強くなったと思う。 

 

山村圭一郎 

（定着） 

まず、怪我をして定着に参加できなかったことを反省せねばならない。 

今後こういうことがない様、合宿前の行動には気をつけたい。 

（縦走） 

怪我明けで体力に不安がある中での参加だったが、思っていたほど大変ではなかった。そ 

れでも行動中は体力不足のせいか、景色を楽しむ余裕があまりなかったので、事前準備とし 

て体力をもう少しつけたかった。 

初めての合宿で学べたこと、教わったことをこれから役立てていきたい。 

スマホのモバイルバッテリーを持っていなかったため、写真をあまり撮れなかった。次回 

からは持っていく様にする。 

時間が経つにつれてパッキングが雑になってしまったので、練習して慣れておく。 

結果的には困らなかったが常備薬を忘れたので、パッキングは余裕を持って行い、荷物の 

確認を徹底する。 

防水が甘く、借り物の本を傷めてしまったのて、紙類の防水はジップロックできっちり行 

う様にする。 

行動中思いの外お腹が空いたので、エッセンの量を工夫する。 

薄めの上着を買う。 

 

 

◆係の反省 



食料 

（土屋） 

今合宿は食料係として臨んだ。３年ということで監督役に徹しようと思っていたが，合宿 

の参加人数が変更になるなど，なかなかうまく計画が進まず，難儀した。この要因に，係り 

のメンバー間でのコミュニケーションが足りなかったことが挙げられる。指示内容に関し 

てわからないことや計画するうえで必要となる情報など，全員でシェアすべきであった。具 

体的な食料に関して述べると，まず朝食は，今回から本格的に導入したマカロニがなかなか 

良い仕事をしてくれたと思う。失敗することもなく，量もかなり満足に食べられた。スキム 

ミルクについて，これにミルクとしての役割を期待してはいけないことがわかった。いくら 

粉末をいれて濃くしようが，脂肪分がほとんど抜かれているため，全くミルク感がない。た 

だの白い水である。フルグラを食べる際はスキムミルクではなくココアなどの嗜好品と一 

緒にいただくのがよいのではなかろうか。夕食に関してだが，初日に鍋をするなどの理由で 

野菜を持っていきたいならば，冷凍はしない方がよい。一度冷凍した野菜が解答されていく 

過程でもともと野菜が持つ水分も抜かれ，発酵が進んでしまうからだ。ジップロックをあけ 

たときにはすでに漬物になっている。また，カレー類を作る際，先に野菜を少量の水で炒め 

煮るようにすることも習慣づけていきたい。縦走で用いたα米及びジフィーズであるが，こ 

れがたまらなく美味でかつ時間的にも効率的で，文明を感じた。多少費用がかさむことにな 

るが，このことに対する見返りはとても大きいといえるだろう。金銭的に余裕があるなら， 

定着中の食事もすべてこのようにしてもかまわないのではないだろうか。エッセンは個人 

的には問題なかったのだが，各地でやや良が少ない，おなかにたまらないといった声があが 

っていた。スナック系を少し減らし，しっとり系や，よく噛んで食べるグミ系を増やすこと 

で解決すればよいだろう。 

 

（伊藤） 

私はエッセンを担当した。過去の記録を参考に定番と思われるものを中心に集めたが、コ 

コナッツサブレは個人的な好みとカロリーの高さから入れてみた。しかし 1 パックあたり 

4 

枚は 10 分休憩の間に取るには多いという意見が聞かれた。反対に山頂などでの長めの休

憩 

時のご褒美的楽しみがあるという声もいただいた。味とカロリーは申し分ないが、量と砕け 

やすさについては注意。またカロリーメイトは下界で溶けて変形してしまうため少々食べ 

づらい。 

買い出し段階では事前に店頭の品数について大まかに把握しておいて、どうしても足り 

なそうなものは代替品を考えておくか、ネット注文するかしておいたほうがよかったと反 

省する。 

また、朝食夕食の調理法をきちんと確認することもエッセン係の大切な役目であると確 



認した。 

 

（井上） 

食料の計画を立てる段階において、先輩にどういうものにすれば良いか、一食のカロリ 

ー・量はどのくらいかなどを聞いて計画を立てた。その結果、去年の計画をほぼ踏襲する形 

になってしまい、新鮮さにかけてしまったことなどは反省したい。炊き込みご飯などの好評 

なメニューは残しつつ少し他のメニューを考えてみるべきだと思った。また、カレーなどの 

メニューで野菜を切るという作業が予想以上に労力がかかり、行動から帰ってきて疲労が 

たまっている中で作業をするのは大変で面倒だということが分かった。今後は、カット野菜 

の検討や、あらかじめ野菜を切って合宿に行くなどの方法を考えてみてもいいだろう。そし 

て、今回一番自分が問題に思ったことは、食料係間の情報共有である。計画時は、一人ひと 

りが朝食・夕食・エッセンの計画を立てるが、特に朝食と夕食の献立や量、調理法などを計 

画した本人だけではなく、食料係全体でしっかり共有しなければいけないと感じた。特に朝 

食については、朝バタバタしている中で早く作らなければならないのに、作り方や水の量が 

分からない、もたもたする、といったことが起こり、先輩方だけでなく、部員全体に迷惑を 

かける結果になってしまったことは謝罪したい。また、調理の面から言えば、ごはんの炊き 

方、野菜の切り方、火にかける時間といったものは、合宿中にしかすることができないもの 

であり、学べないものである。これらのことは、一回しただけで身につくものではなく、特 

にごはんの上手な炊き具合はかなり難しいので、これからの合宿でも練習していきたい。縦 

走合宿においては、須賀先輩が提案してくださったジフィーズが予想以上においしく、軽量 

でコンパクトであることから、これからの合宿でも積極的に活用していきたいと思う。 

 

装備 

（藤山） 

私は装備係だったが装備表の作成くらいしか協力できなかった。3 年という忙しい時期で 

あったので装備の確認は後輩に任せた。本番の合宿では特に装備面では問題はなかったの 

でよかったと思う。二年の福田もしっかり仕事していたと思う。 

（福田） 

装備係としての反省としては、取り掛かりが少し遅かったと感じました。合宿前にやるこ 

とといえば装備の確認しか主だった仕事がなかったため、これに早く取り掛かることがで 

きたなら、装備表の吟味や道具の整備などに時間を割くことができたのではと思っていま 

す。というのも、合宿で未使用のガス缶を大量に余らせてしまい、結果としてチーム全体で 

かなりの歩荷量が無駄になったことになりました。もちろん、予備日の分などは余計に持っ 

ていく必要がありますが、もう少し軽くすることができたと思っています。また、テントに 

穴が開いていたために、ひどい浸水被害が起きてしまったことがありました。これもテント 

の整備が行き届いていなかったからだと反省しています。 



 

（下鶴） 

初心者であるが故に先輩に頼ることが必須であった。質問すべきことはしたと思われた 

が、全体での合宿準備で知ったことがあった。今回は示された通りに準備をしたが、その場 

しのぎの様な準備になってしまったと思う。足りないだけで普段通りの登山ができなくな 

ったりするので、早めの道具の確認が必要だと思った。ガス管が予想以上に余ってしまった 

と思う。大は小を兼ねるというが、山ではそうはいかず、荷物が多くなり良いというわけで 

はなかった。また、使用中・未使用・空のガス管の区別がつきにくいことがあった。だから、 

それについての対策が必要だと思った。大雨でテントが浸水することもあった。その対処及 

び応急処置法の知識を今後学びたい。今回の合宿で各道具の働き・必要性が実際にわかった。 

日頃からの道具の管理が必要だと思った。合宿とは別だが、部室内の整理も必要だと思う。 

 

気象 

（明坂） 

まず、定着・縦走ともに言えることだが、スマートフォンで天気を調べる場面が多すぎた 

ように思われる。確かにスマートフォンは便利であるし、一度に多くのサイトを比較し、総 

合的に判断できる。しかし天気予報サイトの弱点は、天気予報士の力量が不明瞭な点だ。特 

に 1,500m を超える山域については、地上付近の天気予報とは勝手が異なる。そのため、

下 

界の天気予報も、名前の売れてないサイトが出す山の天気予報も、参考程度にしかならない。 

本当に頼れるのはヤマテンぐらいであろう。このように信頼性の低い情報が混在している 

場合、むしろラジオ天気図を積極的に活用するべきではなかろうか。それなりの作図能力で 

2hPa ごとの等圧線を書けば、気象庁がサイトで公表しているものよりもリアルな天気図が 

得られる。（気象庁は 4hPa ごとであるから、情報量は単純に２倍。）日本全域の天候状態

を 

視覚的に把握できるし、下界で作図練習した成果を発揮することもできる。何よりスマート 

フォンの充電はそう易々と浪費して良いものではない。ラジオでも得られる情報なのだか 

ら、ラジオに頼るべきであろう。 

また、これは私の判断ミスであるが、有人小屋であれば天気情報は提供してくれるとばか 

り思ってしまっていた。実際には、確かに提供はしてくれているが、前述のような信憑性の 

ない下界の天気ばかりである。どうにも頼りない。昨年、ヤマテンを無料で見せてくれた大 

天井ヒュッテが特別であった。この先入観から、定着でも天気図は１枚も書かず、縦走には 

ラジオ、天気図用紙すら持って行っていない。これまでの夏合宿で必要になる場面が無かっ 

たというのも、この失敗を招いてしまったのだが、今縦走のように見通しの立たない天気で 

は天気図が必要不可欠であることを再認識した。今までの合宿の踏襲ばかりで、最悪のケー 

スを想定できておらず、リスクマネージメントの甘さを痛感した。何より縦走時、ラジオが 



無いと沈殿で暇だった。 

 

（須賀） 

合宿前には、気象通報から天気図を起こしそこから天気とその後の天気図を予想する練 

習、雲の種類と特徴の暗記（観天望測のため）を主に行った。これらについては、実践で使 

える程度には能力を上げることが出来た。事前準備として悪かった点は、各季節や各地独特 

の天気の傾向まで勉強しておかなかったことと、気象係になった一年生に自分からは何も 

教えてあげられなかったことだ。勉強を十分に出来なかった原因は、自分の時間管理の甘さ 

にあった。今後は、係りになった時点で事前に計画を立て、同じ係になった人と学習の進捗 

を確認しあうなどの取り組みが必要である。一年生への教育については、部会前後の細かい 

時間やテレビ電話など、何かしら工夫して一年生の教育を行うべきだった。今回、自分は初 

めての気象係担当であり、気象についての学習を行ったのはほとんど初めてのようなもの 

であった。いざ天気について学んでみると、山行中にも現在の雲から今後の天気をある程度 

予想出来たりと（まだいつ天気が変わるかまでは分からないし、必ず当たるわけでもない 

が）、岳人としての能力高上を実感できた。さらなる気象技能の向上を目指し、学習を続け 

ていきたい。 

 

交通 

（山田） 

今回は交通係を務めさせてもらったが、3 年ということもありなるべく下級生主体で仕事 

を行ってもらった。事前にやるべきことを伝えると期待以上のことをやってのけ、逐一報告 

を怠らない 2 年には感嘆したし、1 年にもバスの予約など実際にやってもらうことにより、 

交通の仕事の一端に触れることができ 1 年にありがちな何もしないということが発生し

な 

かった点については良かったと思う。幾分、交通というのは他の係と比べると表立ったもの 

ではないし、山に着くまでで任務を終えてしまうという特殊なもので注目されることの少 

ない係では無いのだが、意外と神経を使い計画し、それを実行せねばならない。今回、私が 

交通をするのは最後になるだろうから私が係として今までやってきたことを綴っていこう 

と思う。まずはバスの予約。これは発売されたと同時に予約しないと完売してしまうことが 

多いので発売直後に座席を押さえにかかる。夏合宿出発時はお盆周辺なので特に注意しな 

いといけない。大抵、10 時発売開始であるから授業中であろうと待機しておく。合宿出発 

日が決まり次第、バスのチケット発売日をチェックしておく。最近はインターネットでの予 

約も可能であるが人数が多いと分けて予約しないといけないし、我々は大型ザックを持っ 

ていくのでその旨を伝えたいがためにも私は電話で予約するようにしている。電話予約の 

場合、大抵発売直後は通話中になるがつながるまで掛け続ける。後輩によると今合宿で利用 

したバスの便はインターネット先行の座席枠もあるようなので、そのような情報も入手し 



ておくとよいだろう。私が交通を務めるようになってからは夜行バスを京都駅から乗車す 

るようにした。勘の鋭い人には分かると思うが名古屋駅発だと早朝に博多を出発して名古 

屋につく頃にはバス出発までの時間がカツカツになってしまい、もし遅延などで電車に遅 

れが生じると乗り遅れや新幹線利用による無駄な出費が増えてしまう。また 24 時間ずっ

と 

乗り物での移動はキツく翌日の行動に影響を及ぼすところが多いだろう。多少、京都駅で時 

間に余裕があると楽になるだろう。ちなみに京都駅から出る夜行バスは大阪が始発である 

ことがほとんどである。京都駅から乗る所以は運賃が大阪よりも安いのと駅のホームから 

乗り場までの距離が短く分かりやすいからだ。次にやるべきことは博多駅から夜行バス出 

発地までの在来線のタイムテーブルを選定することだ。ザックを背負ってでの駅の移動と 

いうのは周りにぶつからないようにしないといけないような危険で気を付けなければなら 

ない行為である。乗り換え時間に余裕を持たすように配慮することが必要である。有事の際 

のために博多を経つ時間はなるべく早くしておこう。また乗り換える駅の構造を頭に入れ 

ておくとベストである。あまり乗り換えの時間の無い駅では非常に重要な鍵となってくる。 

在来線移動で座れないのは非常にストレスとなるからだ。ホームは何番線か？何両編成で 

ホームのどのあたりに停車するか？この 2 点を抑えておくと完璧である。（下関のホーム

移 

動の階段は本州方向のホーム先端に一箇所しかない。下関行に乗る際は一番本州側の車両 

に乗るのがスマート。とか）と、ここまで交通係がどんなことに注意して遂行するべきか綴 

ってきましたが、私の思想なんかにとらわれず自分自身が思い描くように、みんなを登山口 

につれていければ交通としての責務は全うすることができる。（たとえば新幹線や特急を使 

ってもいい。１８切符を使わないと先輩に渇を入れられることなんてない。）ここまで綴っ 

てきたのは私自身が責務を円滑に全うするための工夫にすぎない。今合宿の後輩の係とし 

ての活躍ぶりをみて非常に安心している。伝えることは全て伝えられた。 

 

（荒木） 

交通係でまず反省せねばならないのは、現場での臨機応変さに欠けたことである。乗り換 

え時間が短い時に電車が遅れた際、私は間に合うかどうか案じるばかりで、接続の電車は待 

ってくれるのか聞くなどの行動が起こせなかった。結局先輩に動いていただき、乗り換えを 

走ったことによってことなきを得たが、全員を確実に予定通り目的地へ連れて行くために 

何をすべきかを常に考えて動く必要があった。また先輩が駅の構造など把握して乗り換え 

やすいように乗る車両を決めていたことなども、今回初めて気づくことができた。交通係は 

チケットと乗り換えの手配だけでなく、行くまでのプロセスにいかに無駄をなくすかも考 

える必要があるようだ。また今回バスの予約をする際に電話予約開始後すぐ電話したが、ネ 

ット予約に先行されて取れないことがあったので、先にネット予約してから大きい荷物を 

持ち込むことを電話連絡するのもアリかもしれない。どちらにせよ予約できなかった時す 



ぐ対応できるよう代替案を控えさせておく必要はあると感じた。青春 18 切符の移動には

当 

駅始発の電車を選んだことで、かなりの確率で座れたことはよかったと思う。初めての担当 

で至らないところも多々あったが、１年生は指示に迅速正確であり、３年生には的確な助言 

をいただき、なんとか完遂できた。今回学んだことは次の交通係にしっかり伝えていきたい。 

 

（山村） 

交通係で、バスの予約をした。バス会社やどれを予約するのかは先輩が調べてくれていた 

ので、電話して予約、代金の支払いが仕事だった。仕事自体は何の問題もなくできたが、村 

松先輩が行けなくなり、バスをキャンセルすることになった際に、行動計画、先発隊と後発 

隊のメンバーの入れ替えなどを考慮せずにしてしまったため、計画を修正する回数を増や 

してしまった。今後同じ様なことがあった時には、係の中だけでなく、計画者にも確認する 

ことを徹底したい。 

 

医療 

（池田） 

今回は医療係をするにあたり「医療箱の一新」と「応急処置」に着目して進めていった。 

1 年生と 2 年生が 1 人ずついたので細かいことは任せたが、その中で今回は自分の知ら

ない 

ことについて学ぶことができて良かったと思う。特にドラッグストアに出向いて内服薬に 

関する知識を学ぶことができたのはとても貴重な経験だった。また応急処置についてもな 

かなか普段接することがないので、重点的に調べることができて良かった。今回は応急処置 

を施すような事態になることはなかったが、いざというときに使えるように前もって実践 

しておくことは重要だと思う。全体を通して事故やケガがあったときに迅速に対応できて 

医療係の役割はしっかりと果たせたと感じている。ただ夏合宿の医療係は終わったが、今回 

一新した医療箱を前のもののようにならないように、どの器具がいつ購入されたものなの 

かをしっかりと管理していくようにする必要があると思う。それと最後に今回は靴擦れに 

なる部員が多く見受けられ大き目の絆創膏がすぐになくなってしまったので、次回はもう 

少し良を増やした方がいいと考えた。 

 

（池崎） 

今回の合宿に向けて、部全体、もちろん僕も今までいい加減にしてきた医療係の仕事を変 

えようと、準備をまじめに取り組んだ。（それには新歓合宿での事故が大きく関係している 

のだが…）その主な取り組みは医療箱の中身の再編成だ。今まで医療箱の中身は合宿前に確 

認されたことがあるのかどうかわからないが、少なくとも買い足されたり、処分されたりし 

たことはほとんどなかったと思う。その医療箱をとりあえず合宿にもっていくだけの係に 



なっていた。僕は新しい医療箱の中身を考えることから、それらを購入することなどを担当 

した。新しい中身を決めること、特にそれらの個数を決めることはここ３年くらい仕事がい 

い加減にされていたことや、僕がこの係を初めて担当することが原因で非常に難しかった。 

しかし部会での研究発表ででた周りの意見を汲んで、自分なりにはよくできたと思う。ケガ 

や病気の対処はやはり素人の僕には難しかった。ケガの対処のための三角巾やテープの使 

い方の周知は今までずっとしなければならないといわれてきたが、またまたできなかった 

ことは反省しなければならない。これは今後知識習得のための教科書のようなものを作る 

際には必ず入れたい。合宿後の中身の確認も怠らず、やりたいと思う。 

今合宿で思ったことを以下に示す。 

 

➢ 小サイズの絆創膏も医療箱に入れておくべきだ。絆創膏（小）は各人が非常缶等にいれ 

持ち歩き、絆創膏（大）のみを共同装備の医療箱に入れるということにしていた。小サ 

イズが必要になることはあったが、大サイズが必要になることは少なかった。小サイズ 

使用時に、非常缶から絆創膏、医療箱から消毒液をと異なる場所から取り出すのが面倒 

だった。 

➢ 靴擦れした部分に貼るための伸縮テープがあっても良いかもしれない。靴擦れを起こ 

す人が４人ほどいたように記憶している。それは靴やアイゼンが合っていなかったこ 

とが原因だった。（ただし少数でよいと思う。） 

➢ 内服薬は一切使わなかった。 

 

（児島） 

まず合宿前において、医療箱の中身を改善できたことは良かったと思う。改善前は使用期 

限がとうに過ぎているものがあったので、今後は内容の補充や見直しをこまめに行ってい 

くべきである（本来なら当然のことではあるが）。また、内服薬などの中には使用期限が明 

確に記載されていないものや見えにくくなるものがあるので、購入した日付を箱やキャッ 

プに記入しておいた方が良いだろう。合宿中については多少の事故はあったものの、大きな 

怪我や病気になる人はいなかったので良かった。しかし、いざ救護が必要な状況になった時、 

合宿時の自分が迅速かつ確実な行動ができたかと考えると疑問である。知識として頭に入 

れるだけでなく、実際に道具を使って模擬救護のようなことを行い、体に覚えさせてから合 

宿に臨んだ方が良かったかもしれない。個人的には、研究発表が終わった後はほとんど先輩 

方にしてもらってばかりだったと思う。これは係に限らず、合宿全体を通して言えることで 

ある。先輩方が的確な指示を出してくれたり、優しく教えてくれたことで無事にやり通すこ 

とができた。感謝である。 


