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2017 年度九州大学山岳部冬期合宿報告書 

文責：明坂 

 

■はじめに 

 2017 年 12 月 27 日から、2017 年 12 月

31日にかけて行なった冬期合宿について報

告する。 

 

■参加者 

 ３年：明坂将希(CL)、池田光希(SL) 

 ２年：荒木詩乃、池﨑大智、須賀雄次郎 

 １年：井上拓哉、児島歩武、下鶴大輔、 

山村圭一郎 

 

■計画概要 

１）期間 

  2017 年 12 月 27 日～2018 年 1 月 4 日 

２）対象山域 

  主案：槍ヶ岳中崎尾根 

  副案：西穂高岳 

 ３）行動計画 

  ＜主案：槍ヶ岳中崎尾根＞ 

  27 日 新穂高温泉～滝谷避難小屋 C1 

  28 日 滝谷避難小屋 C1～ 

槍平小屋 C2・荷上げ 

  29 日 槍平小屋 C2～2500mAC 

  30 日 槍ヶ岳アタック 

  31 日 2500mAC～新穂高温泉 

  予備日：４日間 

  最終下山日：1 月 4 日 

  ・アタック成功後、雪上訓練として１ 

年生を 2650m 地点まで往復させる 

  ・沈殿日は、各幕営地付近の安全が確 

保された範囲内にてビーコン捜索訓

練を行なう 

  ＜副案：西穂高岳千石尾根＞ 

  27 日 新穂高温泉～1600mC1 

  28 日 1600mC1～1900mC2・荷上げ 

  29 日 1900mC2～西穂山荘 AC 

  30 日 西穂高岳アタック 

  31 日 西穂山荘 AC～新穂高温泉 

  予備日：４日間 

  最終下山日：1 月 4 日 

  ・アタック成功後、雪上訓練として１ 

年生を西穂独標まで往復させる 

  ・沈殿日は、各幕営地付近の安全が確 

保された範囲内にてビーコン捜索訓

練を行なう 

 

■行動記録 

12 月 27 日 天候：雪 

  5：50 富山駅着 

  7：30 バス乗車 

 10：10 新穂高温泉着 

 11：30 行動開始 

 13：30 穂高平小屋 C1 

 

今年は富山駅周辺にも積雪が見られた。

昨２年間よりかは積雪が多いようだ。富山

地方鉄道の奥飛騨富山線に乗り、新穂高温

泉へ。積雪のため少しバスが遅れた。 

新穂高温泉に到着後、登山指導センター

に登山届を提出する。ネットで提出した登

山届がすでにこちらにも伝わっていたらし

く、我々のことを把握してくれていた。積雪

についてだが、量自体は平年並みといった

ところ。しかしここ２日間で一気に降り積
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もったらしく、ほぼ新雪だそうだ。また爆弾

低気圧のためか、雪よりも風が強く、尾根・

稜線上でのテント泊には注意するよう言わ

れた。 

行動計画は槍ヶ岳中崎尾根に決定した。

積雪の量自体は問題視するほどではなく、

爆弾低気圧による冬型気圧配置が弱まるま

で中崎尾根上に出なければ強風も心配では

ないと判断した。OB 方に計画決定を連絡

し、行動を開始した。 

かなり新しめのツボ足ラッセルのトレー

スがあったため、これに沿って蒲田川右俣

の雪に埋もれた林道を歩く。トレース上で

も足が沈んだため、早くもワカンを付ける。

先頭を交代しながら穂高平小屋に到着。計

画ではこのまま滝谷避難小屋まで足を進め

る予定だったが、進度が遅く時間的に厳し

いということと、どうせ冬型気圧配置が弱

まるとされる 30 日までは尾根に上がれな

いということから、穂高平小屋に幕営する。

荷上げもしておきたかったが、やはり時間

が厳しかったため断念。その代わりに整地

に時間を割き、テント周りに塀を作ってお

いた。功を奏してか、夜も風雪は続いたがテ

ントにはあまり積もらなかった。 

 

12 月 28 日 天候：雪 

  5：00 起床 

  6：30 行動開始 

  7：20 休憩中に弱層確認 

  8：30 槍ヶ岳撤退決定 

 10：10 新穂高温泉 

 11：00 行動再開 

 11：40 夏道取付き 

 14：35 鍋平高原駅 

 15：40 新穂高温泉 

 

 アライテント組は 15 分寝坊した。おかげ

で行動開始も遅れてしまい申し訳ない。昨

日まであったツボ足ラッセルは夜の間にす

っかり埋もれてしまったようだ。昨日我々

がつけたトレース上にも 10cm ほど積雪が

あった。 

 先頭を交代しながらラッセルしていく。

膝までのラッセルで平地と言えどキツイ。

１時間ほど進み、柳沢手前で休憩を取る。せ

っかく下界で勉強してきたので、雪の層を

見てみようと斜面を鉛直方向に切ってみた

ところ、弱層を発見（写真１）。推測ではあ

るが、密度の低さからあられによる弱層と

考えられる。上載積雪は 50cm で、うち上

層 30cm が新雪であった。気象条件から、

この弱層は 12 月 25 日に形成されたと考え

られる。25 日は湿度が高く、勢力の強い二

つ玉低気圧が通過している（図１）。 

 弱層が確認されたため、シャベルコンプ

レッションによる弱層テストを行なった。

付近の４地点でテストをしたところ、一番

弱い地点で、肘から先で 10 回叩くと破壊さ

れた（Moderate, CTM）ため、弱層の破壊

されやすさは中程度と判断した。また弱層

テストを行なった斜面方位は北西であり、

チビ谷、ブドウ谷と一致することから、これ

ら２地点においても同様の雪崩の危険性が

あると判断した。今後も冬型気圧配置は続

き、積雪量が増加することは予測されてい

たため、ここで槍ヶ岳中崎尾根を撤退する

判断を下した。 

 新穂高温泉まで下降し、計画を西穂高岳

に変更。この旨を登山指導センターおよび

OB 方に連絡した。佐藤事務局長からも、く

れぐれも気を付けるようにとのお言葉をい
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ただいた。 

 11：00 に行動を再開し、夏道の取付きを

探して車道を下る。しかし一向にそれらし

いものが見つからないため、地図を読む。携

帯電話の GPS でも行き過ぎたことが分か

ったため、もう一度車道を登っていく。取付

きは登山指導センターの真向かいであった。

こんなことに 40 分も費やしてしまった。 

 気を取り直して夏道をラッセルしていく。

もちろんトレースはない。最初は急登だっ

たが、その後は樹林帯をトラバースしなが

 

写真１ 確認された弱層 

 
図１ 2017/12/25 9：00 の天気図 

ら徐々に高度を稼いだ。一部沢上の地点で

は雪崩を警戒し１人ずつ通過した。しばら

く夏道通りに進んだが、残り高度約 50m と

いったところで斜面がきつくなり、雪が浅

くトラバースが難しくなったため、小さな

尾根に上がり、そのまま東進して鍋平高原

まで樹林帯を突き抜けた。 

この日も時間的に 1600mC1 まで上がる

のは厳しいため、林道を少し入ったところ

で幕営するように変更した。ひとまず休憩

していたところ、ロープウェイ社の方と会

う。どこまで行くのかと訊ねられたため、千

石尾根から西穂高岳に登る計画だと伝える

と、千石尾根はロープウェイ社の敷地であ

るため立ち入り禁止であると制止されてし

まった。これに関しては下調べが完全に不

足していた。このままロープウェイに乗っ

て西穂山荘を目指しても良いとは思ったが、

ラッセルができなくなるのであまり望まし

くない。また、西穂山荘まで上がると強風の

中でのテント泊となる。これらの点を鑑み

て、ここに来てからの急な計画変更とはな

るが、西穂高岳西尾根に目標山域を変更し

た。 

夏道を下降する気力も時間も無かったた

め、ロープウェイで新穂高温泉に降る。この

時点で時刻は 15：40 であった。登山指導セ

ンターに本日２度目の計画変更を伝えると、

今日はもう遅いからと駐車場の隅に幕営す

ることを許可してくれた。駐車場の守衛の

方にも話を通して下さり、大変良くしてい

ただいた。除雪の完了していない場所に幕

営。雪が薄く、アスファルトのしっかりとし

た床でよく眠れた。明日は二つ玉低気圧ら

しいが、夜空は晴れており、放射冷却で冷え

込んだ。 
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１２月２９日 天候：晴れのち雪 

  5：00 起床 

6：05 行動開始 

7：25 穂高平小屋 

8：35 荷上げ開始 

12：35 1946mP にデポ 

13：05 下降開始 

14：35 穂高平小屋 

 

 早朝は晴れていたが、恐らく疑似好天だ

ろう。９：00 頃には雪が降り始めた。穂高

平小屋までは、昨日下降したトレースを辿

る。穂高平から降りた、その翌日にまた登り

返すというのは少々気が滅入った。穂高平

小屋に到着した後、前回と同じ場所に幕営

する。標高差約 600m の急登を、フル歩荷

では登り切れそうにないため、荷上げをす

ることに決定。２日間は穂高平小屋に沈殿

できるように食料を調整し、残りはすべて

荷上げする。取付きを探そうと穂高牧場に

出ると、スノーシューのラッセル痕があり、

トレースもバッチリだった。一番期待して

いたラッセルができなくなり少々残念だっ

たが、楽をできる分には嬉しいためありが

たく使わせてもらう。 

 8：35 に荷上げを開始。やはり傾斜がきつ

く、トレースがあるとはいえ重労働である。

例年言われていることだが、全体的にキッ

クステップが甘く、せっかくのステップを

崩してしまう者も何名か見られた。そのた

めか、荷物は全量の半分ほどだというのに

思いの外時間がかかる。先頭でしっかりペ

ースを維持できる者とそうでない者、約

1700m 地点ですでにバテてしまう者など、

隊列にも何度か乱れが生じてしまった。先

行パーティが高度 100m ごとに赤布をつけ

てくれていたため、進度が分かりやすく心

理的に助かった。1946mP に到着する頃に

は、降雪だけでなく風が吹き付けてきた。荷

上げした荷物を大きな樹の下にまとめてデ

ポし、アイゼンとワカンを着けて下降を開

始した。下降は登りのトレースを崩さない

よう脇を通り、各所で尻セードもしながら

楽しんだ。 

 穂高平小屋に到着後、余った時間でビー

コン捜索訓練をしたかったが、降雪が強く

なったため中止した。多くの隊員にも疲れ

の色が見えたため、翌日を沈殿とし、ビーコ

ン捜索訓練も翌日にまわす。日々大した運

動量ではないが、ここまで疲労が蓄積して

いるところを見ると、バテない体作りがで

きていないよう感じる。１，２年生にはもっ

と頑張ってほしい。 

 

１２月３０日 天候：晴れのちときどき雪 

  7：00 起床 

  9：30 ビーコン捜索訓練開始 

 11：45 雪洞掘り開始 

 13：30 かまくら作り開始 

 16：30 行動終了 

 

 沈殿の日はなかなかテントから出たくな

いが、9：00 頃にもぞもぞとテントを出る。

穂高平小屋の隣の穂高牧場にて、ビーコン

捜索訓練を開始した。送信状態のビーコン

を防水して雪に埋め、３人１組のチーム３

つで捜索した。チームはビーコン係、ゾンデ

係、スコップ係に分担し、各チームのリーダ

ー名から明坂組、池田組、須賀組とした。１

回目は 9：48 から捜索開始。埋没ビーコン

は１つであった。全員がほぼ同じタイミン

グで信号の発信元に接近できたが、標的が
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小さくゾンデがなかなかヒットしない。そ

れでも 10：04 に掘り出すことができ、所要

時間は 16 分であった。埋没ビーコンが１個

だと簡単であったため、２回目以降は３個

に増やした。２回目は 10：20 に捜索開始。

掘り出しまでには須賀組は 4 分、池田組は

6 分、明坂組はアナログビーコンによる捜

索で 9 分を要した。３回目は 10：45 に捜索

開始。全体的に深く埋めたため、掘り出しに

須賀組は 9 分、池田組はアナログビーコン

による捜索で 20 分を要した。明坂組は、埋

めたビーコンの電源入れ忘れのため捜索不

可であった。最終的には埋めた当人である

下鶴隊員の記憶をもとに掘り出した。 

 30 分ほどの昼休みを設けた後、11：45 か

ら雪洞掘りを開始した。西尾根取付き付近

の斜面で、雪の溜まっている場所を選んだ

が、どうにも雪が少ない。30 分ほどで、這

いつくばれば１人だけ寝られる横穴ができ

た。地面が露出するまで掘ったが、それでも

積雪はおよそ1m程度でかなり少なかった。

なかなかまともな雪洞が掘れなかったため

か、数人は尻セードの滑り台を作って遊ん

でいた。斜面を登るときに多少はキックス

テップの練習もできたものと期待する。 

 その後、13：30 からかまくら作りを開始

した。しかし前勉強をしていなかったため、

ブロックを積む以外の知識は無く、ただ単

に大きい円状の壁が出来上がってしまった。

天井を作るためにはもう少し小さく作るべ

きであった。しっかり下調べをしなかった

ことを反省する。3 時間もの間がむしゃら

にかまくら作りに勤しんだため、テントに

帰り着くころには皆ヘトヘトであった。夜

は放射冷却でよく冷えた。 

 

１２月３１日 天候：晴れのち雪 

  5：00 起床 

  6：10 行動開始 

  7：00 下鶴が体調不良で倒れる 

  8：20 デポ回収隊出発 

  9：45 110 番通報、引き下ろし開始 

 12：00 穂高平小屋 

 12：30 警備隊到着、明坂・須賀同行 

 12：50 デポ隊穂高平小屋到着 

 13：45 明坂・須賀新穂高温泉到着 

 15：30 全員新穂高温泉到着、解散 

 

 はじめに、下鶴隊員病気遭難の対応等詳

しい内容は後述の遭難報告を参照されたい。 

 早朝は晴れていたが、本日も二つ玉低気

圧接近の予想であるため、恐らく疑似好天

であろう。朝食後に撤収作業に入るが、もた

もたして時間がかかる。全体的に「さっさと

やる」という緊張感が感じられず、１年生に

は行動を早くしようという工夫も見られな

かった。経験の少なさもあるだろうが、これ

で３回目の撤収である。しっかりしてほし

い。 

 昨日の降雪は少なかったため、２日前に

踏み固めたトレースはかなり歩きやすかっ

た。歩荷量は少ないためペースを早める。出

発から 30 分後、一度体調・体力がきつくな

いか聞くと、全員まだ大丈夫とのこと。間も

なくして荒木はペースが落ちたため、元気

のある者に装備を分ける。さらにその約 10

分後、下鶴が頭痛と目眩、吐き気を訴え動け

なくなり、ついには傾眠が見られるように

なった。一度全員が下鶴のもとに集まる。 

 以後の対応、行動についてはすべて次頁

からの遭難報告に記す。 
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■遭難報告 

 １）はじめに 

  ここでは 12 月 31 日に発生した下鶴隊

員病気遭難についてまとめる。 

 

 ２）遭難概要 

＜発生日時＞ 

  2017 年 12 月 31 日 午前 7：00 頃 

 ＜発生場所＞ 

  西穂高岳西尾根取付き 

  高度約 1500m 地点 

 ＜傷病者＞ 

  理学部物理学科１年 下鶴大輔 

 

 ３）発症時の状況 

  6：10 穂高平小屋出発 

明坂 CL を先頭に９名で隊列を組み

行動。 

 

6：45 頃 体調チェック 

先頭を交代する際、後続の隊員に明

らかな遅れが見られたため、体調と体

力に異常が感じられる者は荷物を分け

るよう指示したが、全員まだ大丈夫で

あると応答した。下鶴隊員はこのとき

遅れていたが、ワカンが外れたので着

け直していたとのことだ。 

 

6：50 頃 下鶴隊員が体調不良を申告 

急に吐き気を感じるようになったと

言う。池田隊員に荷物を分けた後、その

場で休憩を開始した。 

 

7：00 頃 下鶴隊員の容態悪化 

頭痛、目眩を訴え、意識が薄らぎ、傾

眠が見られた。起こすと意識は覚醒す

るが、呼びかけへの応答は非常に鈍か

った。 

 

 ４）発症後の対応 

  7：00 頃 初期対応 

   応答が鈍く、運動も難しいため、とり

あえず保温させた。雪上にマットを２

枚敷き、その上に寝かせた。ヤッケの内

側にダウンを着せ、濡れた手袋、靴下を

交換し、靴は脱がせてテントシューズ

を２重に履かせた。その上でダウンジ

ャケットを胸部にかけ、足もダウンジ

ャケットでくるみ、全身を覆うように

寝袋をかけて保温させた。温かい紅茶、

ココアも飲ませた。また、プラティパス

にテルモスの温かいココアを入れ、湯

たんぽとして衣服の上から腹部に当て

た。このとき呼吸、脈拍ともに正常であ

った。喉元も温かかった。しばらくこの

状態で指先をこするなどしていると、

少しだけ応答が早くなったため、この

まましばらく経過を看ることにした。 

 

7：30 頃 八幡山岳会の方と遭遇 

もと消防隊ということで、親身にな

って下鶴隊員の容態を診て下さる。意

識は弱いが起こすと覚醒し、自分の名

前も言えた。しかし、これ以上意識レベ

ルが低下すると非常に危険だというこ

とで、すぐさまテントを建てるよう指

示を受ける。その場を整地し、エスパー

スを設営。マット３枚ほどの上に下鶴

隊員を寝かせ、中で火を焚く。救助隊を

要請すれば、ヘリであれ人力であれ穂

高平までは来きてくれると助言もいた

だく。その他、下までトレースをつける
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人を一名割くようにも指示をいただい

たため、須賀隊員をツボ足で穂高平ま

で往復させた。明坂 CL は早めの判断

をするようにと注意を受ける。 

   その後、テント内で下鶴の様子を看

ながら穂高平まで降ろす段取りを考え

る。急斜面を担いで降ろす必要がある

ため安全確保用のザイルが欲しいとこ

ろであるが、ザイルは全てデポしてい

たため、デポ回収隊として池田 SL、

池﨑、児島、山村の各隊員を出すこと

とした。トランシーバーで１時間ごと

に交信を取りたかったが、３個あるう

ち１個はどこにあるか見つからず、１

個は操作方法が分からず、結局携帯電

話で連絡を取ることとした。交信は 9

時以降 1 時間ごととした。 

 

８：20 デポ回収隊出発 

   デポ回収隊の出発後、しばらくテン

ト内で下鶴隊員を保温していると、容

態は快方に向かった。傾眠はあるもの

の起こしたときの受け応えは少しずつ

早くなり、温めたココアも飲めるよう

になった。 

 

8：40 頃 須賀隊員が帰着 

 

9：00 池田 SL との交信 

デポ回収隊は順調に登って現在約

1700m 地点。全員体調等も万全との

ことだ。交信終了後に外の様子を確認

すると、尾根には雲がかかり雪が降り

始めた。やはり疑似好天であった。昼

頃にはヘリが飛べなくなると考え、デ

ポ回収隊の帰着前に下鶴隊員を引き降

ろすよう判断。 

 

9：30 頃 搬送準備開始 

   ザックを用いた背負い搬送で引き降

ろす準備をした。 

 

9：45 荒木隊員が 110 番通報 

110 番の内容では、すでに天候が悪

いためヘリは飛ばず、新穂高登山指導

センターから警備隊が穂高平小屋まで

来て下さるとのこと。穂高平までは極

力少ない装備で自力で引き降ろし、そ

の後エスパース付近に登り返してザッ

ク等を回収するよう決定した。下鶴隊

員を傷つけないことと、行動のしやす

さを考えてツボ足で降りる。かなり足

が沈んだ。 

 

10：00 池田 SL との交信 

荒木隊員が担当。引き降ろしを開始

したことを伝える。デポ回収隊は 9：

45 にデポ地点に到着し、下降を始め

ているとのことだ。 

約 1450m 地点までは担いで降ろし

たが、運搬していた明坂 CL に疲れが

見られたことと、下鶴隊員本人が自力

で歩けそうと申告したため、介助しな

がら自力で歩かせた。 

 

11：00 定時連絡不可 

池田 SL の携帯の電波が繋がらなか

ったが、このときエスパース地点に到

着していたようだ。 

順調に降り、穂高平の有刺鉄線を越

えたところで日本大学山岳部の主将の

方にお会いし、助力いただく。下山中
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にちょうど姿が見えたので様子を見に

来て下さったそうで、テルモスの温か

いお湯をいただき、ダウンジャケット

もお貸しいただいた。下鶴隊員に励ま

しのお言葉もかけて下さり、搬送も手

伝っていただく。 

 

12：00 池田 SL との交信 

デポ回収隊はエスパースも撤収し、

かなり降りて来ているとのことだっ

た。こちらも無事穂高平まで引き降ろ

せたことを伝える。穂高平小屋に運び

込み、日本大学山岳部の方に寝袋も借

り、下鶴隊員を入らせる。小屋では涸

沢岳西尾根から下山途中の方にもお会

いし、行動食と温かいココアをいただ

く。下鶴隊員もかなり快復したよう

で、チョコレートを合計５粒ほど食べ

ることもできた。しかし指先はやはり

冷たく、手袋を外して介助者の体温で

温めた。すでに救助隊は出発して下さ

っているそうだが、まだ到着には時間

がかかりそうだった。 

 

12：30 頃 警備隊が到着 

濡れている上半身の衣服をすべて交

換し、乾いた寝袋に入れ、ブルーシー

トにくるんだ後はソリ搬送となった。

新穂高温泉までは明坂 CL と須賀隊員

が同行することとした。 

 

12：50 頃 搬送開始 

ほぼ同時刻にデポ回収隊も穂高平小

屋まで到着した。明坂 CL、須賀、下

鶴各隊員以外の６名は、小屋前にて９

名分の荷物の歩荷分けを開始した。 

13：45 頃 新穂高温泉に到着 

下鶴隊員は救急車で飛騨市民病院に

搬送された。搬送前の簡易の診断で

は、体温、呼吸、脈拍のすべてが正常

であった。その後新穂高登山指導セン

ターにて状況等を説明した。 

 

14：20 頃 熊丸先生に連絡 

遭難対策連絡網が一切使用されてい

なことを厳しく注意された。第１報は

警察から受け取ったとのこと。その

後、熊丸先生から荒木隊員に連絡が入

り状況説明できた。明坂 CL からの連

絡は一切無かった。熊丸先生に下鶴隊

員の容態を説明した後、下鶴隊員のお

父様にもご連絡した。すでに岐阜県警

からの連絡は入っていたようで、５月

と同様、落ち着いた雰囲気で対応して

いただいた。こちらも落ち着いて説明

することができ、非常に助かった。そ

の後、全員分の荷物を降ろしている６

名と合流するため登り返す。 

 

15：00 頃 下降中の６名と合流 

 

15：30 新穂高温泉着、解散 

 

 ５）省察 

   ここでは以下の項目について詳しく

省察していく。 

  ①体調不良は未然に防げなかったのか 

  ②なぜ遭難対策連絡網が使用されなか

ったのか 

  ③なぜ隊を分断し、少人数での搬送を

開始したのか 

  ④その場で明坂 CL の判断の誤りに気
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付かなかったのか 

 

  ①体調不良は未然に防げなかったのか 

まず今回の下鶴隊員の容態から、症

状は低体温症であったと推測される。

その原因としては、前日までの疲労の

蓄積が大きいと考えられる。慣れない

環境の中で 2 日目の 9 時間行動、3 日

目の 8 時間半行動、4 日目の７時間行

動と、普段の山行よりも長時間活動し

続けたことで、下鶴隊員だけでなく他

の隊員数名にも疲労の色が見られた。

また霜焼けをしやすいという個人の体

質や、寝汗をかいたことによる脱水の

傾向も、同時に低体温症を誘発した可

能性もある。 

では、症状が現れる前に体調に違和

感等はなかったのか。下鶴隊員は後

日、斜面を登り始めた時点で息が上が

りやすく感じたと申告している。6：

45 頃に一度体調チェックが行なわれ

ているが、このときは自己申告してい

ない。その理由として考えられるの

は、体調チェックをした明坂 CL の態

度と、下鶴隊員の自身の体力の見積も

りの甘さが挙げられる。体調チェック

の際、明坂 CL は半ば遅れたことに怒

ったような態度・口調だった。恐らく

全隊員が、「キツイ」とは言い出しに

くい雰囲気であったと考えられる。し

っかりとした体調チェックを遂行でき

なかった明坂 CL の責任である。一方

で下鶴隊員自身も、我慢できる程度の

体調不良と認識したと推測される。こ

れは他の隊員にも見受けられたが、バ

テるもしくは体調が悪くなるまで申告

しない者が多い。加えてそういった場

合、個人的にバテないような対策をと

っていた者も少なかった。全体的に体

力に関する自己管理が甘かった部分が

ある。これは各人が、責任をもって管

理するべきだ。 

 

②なぜ遭難対策連絡網が使用されなか

ったのか 

 これは全て明坂 CL の責任である。

荒木隊員から「熊丸先生への連絡はど

うするか」と問われた際、明坂 CL は

「下鶴隊員を穂高平まで搬送した後」

と答えた（実際には穂高平到着後も連

絡していない）。その理由はひとえ

に、冷静さを欠き判断を誤ったためで

ある。また同時に、搬送に必死になる

あまり、下降中に熊丸先生に連絡する

ことを完全に失念してしまった。これ

も冷静にやるべきことを整理できなか

った明坂 CL の判断力不足である。以

下、冷静さを欠いた経緯を説明する。 

下鶴隊員の体調が悪化した際、隊は

先頭集団４名と後続集団５名に、小さ

く分断されていた。後続集団中の下鶴

隊員が動けなくなったとの連絡を受

け、先頭集団が合流してきた。この先

頭集団中に明坂 CL が含まれていたの

だが、合流時にはすでに初期対応が済

んでおり、全員特にパニックになった

ような様子は無く、非常に落ち着いて

いた。この状況から明坂 CL は大した

ことはないという先入観を抱き、病

気、遭難といった危険性を考慮できな

かった。その後、通りがかった八幡山

岳会の方から「非常にまずい」と言わ
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れ、事の重大さをようやく認識した。

八幡山岳会の方に指揮を執っていただ

き、対処を始めたのだが、本来であれ

ばこのときリーダーシップを執るのは

明坂 CL であったと考える。自身より

経験豊富な人物に心理的に完全に頼っ

てしまったのは、明坂 CL の責任感不

足である。テントを設営し、中に下鶴

隊員を寝かせた後、八幡山岳会の方と

は別れたが、このとき明坂 CL は早め

の判断をするよう注意された。結果、

明坂 CL は判断を焦り、冷静な判断が

できなかった。明坂 CL の状況認識の

甘さ、リーダーとしての責任不足、判

断能力不足である。また、このような

緊急事態を全く想定していなかったこ

とも原因として挙げられる。入山前に

想定される危険性を考慮しなかった明

坂 CL の責任である。 

 

③なぜ隊を分断し、少人数での搬送を

開始したのか 

   これも前述の通り、明坂 CL の冷静

さを欠いた判断が原因である。まず急

斜面を担いで降ろすことを考えた際、

明坂 CL はザイルが必要という判断を

した。そのためにはザイルをデポ地点

から回収する必要があり、そのために

隊員４名をデポ回収に向かわせた。し

かし実際には、結局ザイル無しで引き

降ろしを完了できている。明坂 CL が

ザイルを必要と判断したのは、搬送の

参考とした資料中に「ザイルで常にビ

レイを取る」との記載があったためで

ある。これが先入観となり、隊を分断

する結果となった。資料中の記載を鵜

呑みにするだけで、実際の場面で臨機

応変に判断できなかった明坂 CL の責

任である。また同様に、29 日の荷上

げの際、緊急用にザイルを携帯するこ

とを考慮せず、すべてデポしたのも明

坂 CL の判断力不足である。 

   では、なぜザイルを持つデポ回収隊

の到着前に搬送を開始したのか。これ

も明坂 CL の状況判断不足である。天

候の悪化から、ヘリが飛ぶことを期待

するなら早めの通報が良いと考え、

9：30 頃に搬送開始の準備を始めた。

しかし 9：45 の 110 番通報時、すで

にヘリは飛べないとの連絡を受けてい

る。この状況では、デポ回収隊の到着

を待ってからの搬送の方が望ましかっ

ただろう。それでも搬送を開始してし

まったのは、やはり冷静さを欠いた明

坂 CL の責任である。結果として、少

人数の搬送は時間がかかり、後半は下

鶴隊員本人に歩かせるなど、非常に危

険な判断となった。同時に、温かい飲

料や予備の防寒着、寝袋等を全く持た

ずに搬送を開始したのも明坂 CL の判

断力不足である。下鶴隊員の容態が急

変した場合への備えが無いだけでな

く、二次遭難のリスクも非常に高かっ

た。このリスクは、穂高平にて日本大

学山岳部の主将の方に装備品をお貸し

いただくことで解決したが、このとき

明坂 CL はまたも心理的に頼ってしま

い、リーダーシップを任せてしまっ

た。②の項目と同様、リーダーとして

の責任不足である。 

 

  ④その場で明坂 CL の判断の誤りに気
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付かなかったのか 

   これについては、恐らく何名かの隊

員は判断の誤りに気付いていたのでは

ないだろうか。各人が疑問を抱くな

か、それをほとんど言い出さないまま

事態が進んでいったのは、パーティ内

でのコミュニケーション不足が原因で

あると考えられる。搬送や連絡に関す

る判断だけでなく、ルート変更や各日

の行動予定についても、明坂 CL の判

断への質問や、他意等が上がることは

少なかった。これについては、２つ要

因が考えられる。１つは明坂 CL から

議論をしたいという意思が見受けられ

ず、判断を隊員に承認させるような態

度であったこと。もう１つは各隊員の

知識・想像力が不足していた面もあ

り、分からないから何も言えなかった

ことである。前者については、諸々の

判断について、その判断の理由や経緯

を説明しなかった（特に搬送時等、焦

りが見られた場合に顕著であった）

り、他の隊員の質問・疑問を引き出せ

なかった明坂 CL の責任である。後者

については、各人の勉強不足等も多少

はあるだろうが、何より大きいのは事

故対策のシミュレーション、訓練等の

練習を怠ったことが原因であり、合宿

出発前にこういった練習を計画・実施

できなかった３年生の責任である。以

上の原因により、パーティ内には明坂

CL の判断に意見を出しにくい雰囲気

があり、非常に脆弱性の高いパーティ

であったと反省する。 

 

 

 6）総括 

   今回の遭難は、おおよそ明坂 CL の

判断ミス、リーダーシップの欠如に起

因する。事故・遭難から要救助者を救

助する際は、救助の順序立てが必須で

あるが、本件においてはそれが行なわ

れず、その場しのぎの判断が続いたよ

うにも思われる。原因としては、何よ

りも入山前の準備不足が挙げられる。

事故を想定した訓練やシミュレーショ

ン、必要な技術や判断の勉強、対象山

域で事故が起こりそうな場所や、冬山

における病気の基礎知識など、あらゆ

る準備を怠った結果である。同時に、

各所での行動判断については、パーテ

ィ全体が明坂 CL の判断にただ従うよ

うな形であり、パーティの脆弱性が露

呈した。 

このままの体制で春合宿もアルプス

に入山すれば、必ず何かしらのアクシ

デントが起こると予想される。近年に

なり部員が増加し、今までの体制では

合宿を無事に行なうことも難しいとい

うことが身に染みて判った。今回の病

気遭難を受け、全部員が議論し、対策

を講じる必要性を感じた。 

 

■個人の反省 

明坂将希（CL） 

今回の合宿について、自分自身への評価

は「不甲斐ない」に尽きる。各日ともに反

省するべき点が多々あるため、順を追って

挙げていく。 

１日目。入山から穂高平小屋までの道の

りでは、全員が先頭でラッセルを経験する
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ことができ良かったと思う。しかし計画し

ていた穂高平～滝谷までの荷上げは時間が

厳しく、ましてや当初の計画のように滝谷

避難小屋まで進むというのは無理であった

だろう。これを計画段階で予想できなかっ

たのは、過去の計画を参照することを怠

り、冬山での行動の時間感覚が掴めていな

かったためである。これまでの２年間、行

動計画について何も考えていなかった結果

が露呈した。積雪が多い場合の想像力も足

りていなかった。2017 年末は天候の回復

が見込めなかったため、行動をゆっくりに

できたから良かったものの、そもそもの計

画が破綻していたのは明らかである。３年

間の集大成たる冬山の計画が、ここまで稚

拙であったと考えると、他の部員、OB の

皆様方に申し訳がない。また、初日から下

山日まで一貫して適切な厳しい態度を取る

ことができず、冬山特有の緊張感を生み出

せなかったことも反省したい。幕営、撤

収、行動のいずれについても隊全体の緊張

感が欠けており、ダラダラしてしまった。

もう少しメリハリを持った態度で下級生の

指導に当たるべきであったと感じる。 

２日目。行動開始から約 1 時間後、積雪

内に弱層を発見し弱層テストを開始。槍ヶ

岳中崎尾根を撤退する決定を下した。これ

については、年内の悪天候から下山通過時

の雪崩リスクを考慮すると妥当であったと

思う。槍ヶ岳からの撤退を決めるうえで、

副案の西穂高岳の存在は非常に大きかっ

た。これが無ければ、弱層の確認をせずに

計画を強行していた可能性がある。だが、

この副案のルート選択については反省点も

ある。ロープウェイ直下の千石尾根はロー

プウェイ社の敷地であり登山禁止であると

いうことを、あろうことか現地で知るハメ

となった。これはルートの下調べ不足が招

いた結果である。もちろん、この千石尾根

を登っている山行記録は非常に少なく、深

くネット検索をすることもなかったため、

登山禁止というのは思いもしなかった。だ

が、そもそもロープウェイ建設の際に千石

尾根近辺を敷地としたことは想像に難くな

い。そこまで考えが及ばず、ロープウェイ

社に確認もしなかったのは、計画の詰めが

甘い証拠である。また、冬山検討会の際に

積雪量に関してロープウェイ社に問い合わ

せてはどうかとのご意見をいただいたが、

結局これは実行していない。西穂高口駅の

ライブカメラと、新穂高登山指導センター

への電話連絡で満足してしまい、それ以上

の事前調査はしなかった。もしこのときロ

ープウェイ社に連絡していれば登山禁止で

あるという情報を得られたかもしれない。

やはり詰めが甘かった。ここで副案が遂行

不可となり、２度目の計画変更を迫られ

る。選択肢は２つあった。１つはロープウ

ェイ経由で西穂山荘に上がり、その後はア

タックに備えること。もう１つはロープウ

ェイで新穂高温泉に下降し、西穂高岳西尾

根に行くことであった。年内は尾根・稜線

上は風が強いこと、西穂山荘まで行くとラ

ッセルができなくなること、ビーコン捜索

訓練には穂高平が適していることを考慮

し、西穂高岳西尾根に決定した。だが、こ

のときメンバーの意見をしっかりと聞き、

議論することができていなかった。半ば隊

長権限のように、高圧的に計画変更を呑ま

せる形になってしまった。理由としては、

この日の行動時間が長くなり決断を焦って

しまったことが大きい。西穂高岳西尾根に



2017 年度九州大学山岳部冬期合宿報告書 

13 

 

ついては、計画書には含まれていない山域

であったため、恐らくほとんどの隊員が下

調べをしていなかったと思う。私自身も計

画段階で少し調べた程度で、ルート概況を

正確に把握できていたとは言えない。今に

なると、これだけ不安要素が大きいなかで

西穂高岳西尾根という決断はあまり良いも

のではなかったと思う。また、私個人とし

てはこの時点でアタック成功に固執する気

は無く、岩稜歩行訓練として第一岩峰付近

を通過できれば十分という程度に考えてい

たのだが、これを明言していなかったため

他の隊員は更に不安に感じたことだろう。

何にせよ、隊員全員を議論の場に持ち込

み、全員が合意する決断を導きだせなかっ

たのは、私の独りよがりである。CL とい

う人を引っ張る立場の人間にはあってはな

らない感情を隊全体に押し付けたことを深

く反省する。 

３日目。新穂高温泉から穂高平小屋まで

行き、そこから 1946mP まで荷上げをし

た。荷上げする装備/しない装備の判断に

ついては、安全管理上、個人装備のヘルメ

ットおよび補助ザイル１本程度は荷上げし

ない方が良かった。結局、５日目に下鶴を

引き降ろす際に手元にザイルが無いという

状態になってしまった。また、尾根に出る

まではヘルメットは着用しなくて良いと思

っていたが、他の登山者を見るにヘルメッ

トは常時着用であるし、警備隊の方からも

「ヘルメットは？」と聞かれたあたり、そ

の重要性を正しく認識できていなかったの

は明白である。荷上げは先行パーティによ

るステップがあったのにかなり時間がかか

った。３日目に入り疲労が蓄積していたの

もあるだろうが、それにしてもペースが遅

かった。ここは普段の練習量の少なさが出

たように思う。OB 方から例年言われてい

ることだが、キックステップが甘くステッ

プを崩して不要な疲労が生じていたし、バ

テない体作りもできていなかった。例年の

反省点が次代に伝わっていないし、先代ま

での反省点を再確認することも怠ってしま

った結果である。 

４日目。３日目終了時に各隊員に疲労が

見られたため、この日は沈殿とした。だが

沈殿にしては活動量が多く、休息とならな

かったかもしれない。9：30 から 7 時間も

の間外に出ていたため、登高さえ無かった

ものの、皆さらに疲弊してしまったよう

だ。これについてはビーコン捜索、雪洞掘

り、かまくら作りの時間配分の計画不足が

一番の要因である。そもそも計画書には沈

殿日に各テン場付近でビーコン捜索訓練を

行なうとあるが、実際に捜索訓練ができそ

うな場所は各山域で限られていたことか

ら、もっと厳密に、何日に、どこで行なう

という点まで突き詰めるべきであった。ま

た、各人の疲れ具合を確認せずに自分の体

力感覚で行動を決めてしまったのもまずか

った。これにより下鶴の体調不良が助長さ

れた可能性もあると考えると、下鶴を始め

とし他の部員に申し訳ない。 

５日目。一番反省するべきはこの日であ

る。まずは下鶴の体調変化に気づけなかっ

たこと。体調のチェックをしたとはいえ、

かなり高圧的であり、言い出しにくい雰囲

気であったことは自覚している。３日目の

ペースダウンを受け、厳しい態度で緊張感

を持たせるつもりであったが、この場合は

不適であった。メリハリをどのように付け

るのか、そのセンスが皆無であり、ここも
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独りよがりであったと反省する。また、下

鶴が動けなくなったとの伝令を受け、下鶴

のもとに集まったが、このとき他の部員に

より初期対応がすでに為されていた。他の

部員の落ち着きようから、かなり軽度であ

ると先入観を持ってしまい、病気・遭難と

いった危険性を考えることができなかっ

た。その後、八幡山岳会の方にリーダーシ

ップを執っていただき、適切な処置をご指

示いただいたのだが、本来ここでリーダー

シップを執るべきは私であったと痛感す

る。私より経験のある人物にこの状況を任

せてしまったのは、私自身のリーダーとし

ての自覚不足、状況の危険性の過小評価、

責任を負いたくないという自分自身への甘

え、色々な弱い面が一挙に現れた結果であ

る。本当に不甲斐なく、情けない。その後

の判断も滅裂で、引き降ろしにザイルが必

要との先入観からデポ回収隊として隊を分

断。結局ザイルの無い状態で、少ない人

数、足りない装備品での引き降ろし開始。

九州大学山岳会への連絡放棄など、落ち着

いた判断ができなかった。八幡山岳会の方

のお陰で状況の危険性を認識できたが、今

度はそれに動揺してしまった。リーダーと

しての能力不足を痛感する。そんな状態で

穂高平まで下降し、そこで日本大学山岳部

主将の方にお会いする。ここでも自分より

経験のある人物にリーダーシップを任せて

しまい、下鶴への励まし、温かい飲料の補

給、ダウンジャケットによる保温までして

いただく。本来であれば、引き降ろしを開

始する前にここまで想像し準備するべきで

あったし、他の山岳部の方に心理的に頼っ

てしまったことも、リーダーとしての素質

が怪しまれる。もう一度、リーダーとはど

のような人格の人物であるべきか、どのよ

うなことに気を配る必要があるか、一から

考え直す必要を切に感じた。 

総括すると、自分の悪い面がことごとく

現れてしまったと反省する。責任感、判断

力、計画能力、すべてにおいて驕りがあっ

たことを強く認識した。そもそも下界にお

いて、合宿関連の仕事を多く受け持ち、す

べてほぼ１人で取り組んできたことが、こ

の独りよがりな性格を生み出してしまった

ものと深く反省する。登山という団体行動

において、上のように自身だけ突出した存

在になりたいという欲が、仲間をないがし

ろにするということを忘れ、私がそのよう

な存在になってしまっていた。冬山という

１年間の集大成となるべき合宿を、あたか

も私ひとりの合宿のように扱ってしまった

ことを他の部員、OB の皆様方にお詫びし

たい。私が主将を務めるのも残すところあ

と３カ月。最後の春山合宿に向けて自分が

何をすべきなのか、しっかりと考えて取り

組んでいきたい。 

 

池田光希（SL） 

 今回の冬合宿では西穂高岳西尾根に取り

付き、AC にもたどり着かない標高 1550m

ほどというそう高くないところでの撤退と

なってしまった。結果としては決して満足

のいくものではなく、合宿の目的である雪

上登攀技術の向上といったところも果たす

ことができなかった。さらには当初の主案

であった槍ヶ岳中崎尾根から副案である西

穂高岳千石尾根に計画を変更し、この副案

の遂行が不可能だと判明し計画にはなかっ

た西穂高岳西尾根に登るという無駄な行動
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があり、あまり適切な山行ができなかった。

このように今回の合宿では様々な問題点が

露呈し、3 年生としてもう少しやれること

があっただろうと反省すべきことが多くあ

る。そこで個人の反省とともに隊を引っ張

る立場として今合宿全体を見たときの反省

も書いておきたい。 

 まずはじめに、隊の行動に関して自分の

考えを主張するもしくは他から出た案に意

見することができなかったことが挙げられ

る。今回 3 年生は 2 人しか参加していない

ため、最終的なグループの行動決定は主将

が下すにしろ、自分と主将との間でもう少

し議論し意思決定をするべきだったと思う。

そのためにも自分が行動中に今後の行動の

選択肢を複数考えておく必要があったよう

に思う。特に今回は合宿前から気象条件が

悪いことはわかっており、その場の状況に

応じて迅速に計画を変更する可能性があっ

たわけで、いろいろな状況を想像しておく

べきだった。また千石尾根を登り鍋平まで

たどり着いたとき、千石尾根は登れないと

いう情報が入りロープウェイで西穂山荘ま

で行ってしまうか、一度テント泊するため

新穂高温泉まで下り計画を考え直すかとい

う判断に迫られ一度は西穂山荘まで上がる

ことを決定したが、ロープウェイの時間直

前になり計画を変更し西穂高岳西尾根に向

かうとなったときに、自分はそのルートが

頭の片隅にも無くただその計画に従うだけ

になってしまった。これについて今思うに

自分は現状を把握し次の行動を考える引き

出しが少なすぎたと思う。同じように登る

かテントを立てるかの判断を迫られる状況

が西尾根に登る途中の穂高小屋でもあり、

想定外のことにあまり自分から進言できな

かったので今後は様々な状況に対応できる

よう日頃から考えを巡らせるようにしてお

きたい。 

 またルート設定にも問題があった。今回

の計画において主案では雪崩の危険性が高

いため、当初から気象条件によってはその

危険性を回避できる副案を用意していた。

これについては実際に副案を採用する場面

が訪れ、主案からすんなりと計画を変更し

遂行することができたため大いに救われ、

今後も特に雪崩の危険がある場合には採用

するべきだと感じた。だが今回に関しては

この副案の千石尾根についての知識が足り

なかった。自分自身槍ヶ岳に行くものと思

って普段の練習にも取り組んでいたため、

事前の下調べが合宿直前になり気象条件が

悪く千石尾根へ行く可能性が現実味を帯び

てきてからになってしまった。そのため西

穂山荘から独標、ピラミッドピーク、西穂山

頂までのルートや危険箇所については把握

していたが、千石尾根のことについての知

識が足りなかった。しかし下山してから千

石尾根についても調べてみたがロープウェ

イを使っている人が大多数で、千石尾根を

下から歩いて登っている人は夏に 2，3 人い

るかという具合であり、あまり千石尾根の

情報については得られなかった。このこと

について事前に千石尾根を登ることが禁止

だと知ることは、時期は異なるものの事実

登っている人もいるので困難だったのでは

ないかと考えるが、一応ロープウェイ会社

に問い合わせるなどする必要があったのか

もしれない。合宿前にそこまで考えを巡ら

せるのはかなり難しいとは思うが、早い段

階で前もってしっかりと調べておけばこの

ことは防げたのかもしれない。結果として
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これにより 1 日ロスし、部員の体力を奪っ

たとすると 3 年として至らなかったところ

だと思う。 

 3 つ目としてルート決定についてだ。今

合宿のルートははじめ中崎尾根、変わって

千石尾根、最終的には西尾根となったわけ

だが、最終的に遂行した西穂高岳西尾根に

ついては疑問が残る部分もある。1 年生に

ラッセルを経験させるということで西尾根

に急遽計画を変更したわけだが、もともと

計画にはなかったルートではあるし、部員

は研究発表で少し触れたほどの知識しか持

ち合わせておらず危険の高いルート選びだ

ったのではないかと今振り返って思う。今

回は思いがけなく AC までたどり着くこと

なく終わったが、実際に AC を設営しアタ

ックを実施していたらどのような結果にな

っていたかわからない。普段の合宿では山

域調査をして部員の前で発表し、全員がそ

のルートについて理解を深め、また各人で

も調べて合宿に取り組む。だが西尾根につ

いては計画にもなかったのでおそらく部員

それぞれで調べるようなことは無かったと

思う。そのようなルートに挑むのはかなり

危険な選択だったのではないかと考える。

西尾根というワードが出たのは鍋平でロー

プウェイに乗って上がるか下るかの選択を

迫られたときであったが、それから一晩は

考える時間があったわけで、もっと全員で

話し合う場を設け慎重に意思決定をしても

良かったのではないかと思う。 

 4 つ目に各部員の体調の観察が挙げられ

る。医療係に各部員の体調の把握をお願い

はしているものの自分でももっとできるこ

とがあったのではないかと思う。今回に関

しては下鶴が体調を崩したが、その日は自

分が下鶴のすぐ後ろにずっとついて歩いて

おりもっと早く異常に気付けたのではない

かと後悔している。特に急登に入って前と

の間隔が空き始めてから「ガンバ！」などと

声をかけ、下鶴から体調の悪いことを言い

出しにくい環境を作り出してしまったこと

なども良くなかったのではないかと考えて

いる。 

 5つ目に自分のトレーニングについてだ。

トレーニングは週に 3 回以上はランニング

をするように目標設定がなされていたが、

自分はそれを達成できない週もあり怠慢さ

が出てしまった。冬合宿という危険な山行

にもかかわらず、何とかなるだろうという

甘さがあったことは大いに反省したい。 

 一方でよかったこともあった。今回の初

めての取り組みとして冬合宿中にビーコン

捜索をした。今まで 3 回冬合宿に参加して

きたが 1，2 年の冬合宿では尾根を上がる山

行で本格的にビーコンを使うことがなかっ

たので、今回実際に雪にビーコンを埋め捜

索することができて良かった。九州に拠点

を構える我々としてはとても貴重な経験が

できたと思う。またこのときに自分ははじ

めビーコンを送信状態から受信に変えて捜

すという大前提を忘れてしまっており、本

番では決して許されない失敗を犯している

のでしっかりと反省したいと思う。 

 

荒木詩乃 

まず自己管理が疎かであったと思う。千

石尾根取り付きでミドルグローブを片方無

くしたこと然り、イグルーを作る間に手指

を凍傷手前の状態にしたこと然り、特に初

日など朝の準備が自分本位になってテント
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内の連携を乱してしまったこと然り、自分

の身の回りのことが雑になり、注意が散漫

になっていたように思う。入山してからエ

ンジンがかかるのが遅かった自覚もあった。

この程度で済んだからよかったもののアタ

ック時まで引きずっていたら隊のアタック

が成功するかどうかにも関わりかねない。

後から述べるが、体力云々で迷惑かけたく

ないなどと言う前にこんなことで迷惑をか

けるのはもってのほかであるので、注意し

ていきたい。また合宿前のトレーニングに

関しても手を抜いたつもりはないが、今考

えると詰めが甘かったかなと思うところも

あるのでそこは直していきたい。 

今回の合宿は私の中で、自分の無力さを

突きつけられた前回の冬合宿から、自分に

は何ができるのかを考えてきた 1 年の区切

りとしての意味合いが強かった。私は女子

で歩荷力も弱い、他の隊員に気を使わせる

のではないか、負担を増やすのではないか、

それを埋め合わせられるだけの存在価値

(というと大げさな気もする)が私にあるの

か、隊にいていいのか。さらに下級生も増え

たことで、自分が上級生としてできること

は何か。この 1 年間いろいろ考えてみた。

そして昨年を踏まえて今年ここで私なりに

答えを出したかったのだが、悩み続けてま

だ答えが出ていない。(この件に関してはい

ろんな人に相談させていただき、その度に

いろいろな答えをもらった。本当にありが

たい。) 私は難しく考えすぎだとよく言わ

れたが、結局は自分の中で落とし所が見つ

かるかどうかなのかなと思うようにはなっ

た。みんなと同じようにできないのは自分

でも分かっていたつもりだが、隊に貢献し

たいなら荷物を渡せと言われた時に自分の

中で素直に割り切れなかったあたり、まだ

踏ん切りがついていないのかと情けなくな

る。もちろん先輩のその判断は正しかった

と思うし、側から見てもあの状況ではそれ

が最善であっただろう。早く自分で自分に

納得できるところを見つけて、隊として最

善の行動が取れるように自分から動けるよ

うにしたい。体力に関しては昨年からは成

長したと思いたいが、何分馬力が足りない。

全体的に登高速度を上げられるようトレー

ニングをしていきたいと思った。また来年

度からは 3 年生となり責任も増していくの

でもっとしっかりしなければと思う。反省

することが多くて支離滅裂になってしまっ

たが、明言できるのは、自分ではまだ自分の

立ち位置について納得がいっておらずウジ

ウジ言っているが、結局のところみんなと

一緒に山に行きたいのである。そして出来

れば少しでも役に立ちたいのだと思う。そ

のためにできることや目の前のことは確実

にこなしつつ、試行錯誤することだけは止

めずに続けていきたい。 

 

池﨑大智 

 （下鶴が低体温症で非常事態になった

際に）どれくらい大変な状況なのかす

ぐには把握できなかったこと、また何

をすべきか頭の回転が遅かったこと。

そのため、当時隊が前中後３つに大き

く離れてしまっていたのだが、伝令に 2

回も走ることになってしまった。また

その伝令で事態の深刻さをうまく伝え

られておらず、隊全体の撤退決定が遅

くなってしまったと思う。下鶴の看病

に全員で当たったり、テントを設営し
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たりする際、何をすべきなのか少し思

考停止してしまっていた。 

 隊の行動判断の際に、何も意見を言う

ことができず、すべて CL 任せの連れ

て行ってもらう登山になってしまった

こと。概念把握や雪崩危険箇所、登下降

方法など判断に必要な知識のインプッ

トが不十分だったと思う。そのため、

「こうしたらどうか」と思うことがあ

ってもあまり言い出せなかった時があ

った。次回からはもっと早くから調査

を始める。 

 体力に関してはあまり反省することは

ない。しかしラッセルで先頭を交代し

ながら進んでいくとき、今回の山行で

は全体での休憩をとったのだが、通常

ではそのような休憩はとらないので、

そうであったならば隊列について行け

たかは心配だ。春に向けてまた向上心

を持ってトレーニングをやっていきた

い。 

 私にとって今回は登頂できなかった初

めての合宿で、振り返るとあまり楽し

くなかったというのが正直な感想だ。

最近では部活で合宿に向けて準備やト

レーニングをするのが楽しかったが、

合宿が終わり、何を楽しみにやってき

たのか分からなくなってしまった気が

する。それは、もともと私はあまり山を

知らず、どこどこに行ってみたいとい

う気持ちがほとんどなかったことが原

因だと思う。もっと日頃から気の赴く

ままに山について調べてみて、自発的

に「ここに行きたい」という目標をもっ

て活動していきたい。 

 

 テントで夜に寝られず、何回も起きて

しまいきつかった。銀マットに慣れて

おらず、肩や腰が痛かった。なんとかし

たい。 

 エッセンが足りない日があったので、

事前に増量する。 

 

須賀雄次郎 

 今回、自分は隊を率いる責任を負うこと

が出来る上級生になることを目標に合宿に

臨んだ。しかし、振り返ってみればお粗末な

部分が多く、CL に頼ってばかりの山行にな

ってしまった。自分が改善すべき点は以下

の五つだと思う。 

1. 山域調査 

今回、雪崩や気象、医療などの学習ばかり

に気を取られてしまい、山域調査をおろそ

かにしてしまった。ついつい山域調査を後

回しにしてしまう原因は、参考になる情報

をネットで探しづらい(正直面倒な)ことと、

部室にある情報誌に目を通す機会が少ない

ことだと思う。対策としては、 

① ネット上の参考になる web ページを全

体で共有する 

② 部室の情報誌にある対象山域のページ

をスキャンし、スマホで見れるようにす

る 

の二つが挙げられると思う。 

2. 計画変更時の行動 

 具体的には、地図の読み込みを疎かにし

てしまった。登るのが尾根であり、既にラッ

セルがついていて、仲間が地図を把握して

いるというのが妥協の要因になった。しか

し、のちにこの点が最も反省すべき点とな

った。下鶴が行動不能となった時に現在地
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の把握が出来なかったのである。緊急時の

あわただしい時に落ち着いて地図を見るこ

となど不可能であり、これでは自分で救助

隊に位置を伝えることも出来ない。実際に、

今回の緊急時に僕は通報する能力がなかっ

た。対策としては、 

①休憩時に地図確認、行動記録記入を済ま

せてから栄養補給を行う 

が挙げられると思う。思えば、明坂先輩や荒

木さんなどの行動記録をしっかり取ってい

る面々はこれを実践しているような気がす

る。 

3. キックステップ、ラッセル 

未だにコツを掴めていない気がする。こ

れについては、二月に大山でラッセル訓練

合宿、三月頭に元山岳ガイドの青木さんか

らご指導いただくといった対策を打ってい

る。また、facebook 上で社会人岳人の方々

に質問したところによると、 

ラッセル：基礎体力増強 

キックステップ：片足に体重を完全に乗

せての歩荷階段上り下り 

が効果的なようである。片足に体重を完全

に乗せて階段昇降をすることでバランス能

力が鍛えられ、体がブレないようになる。す

ると、無駄な筋力を使わず効率的な登高が

出来るようになるらしい。 

4. 最悪を想定する 

今回、下鶴の応急手当の初期段階で、テン

トを建て濡れた下着を着替えさせ温めると

いう発想にならなかった。それほど事態を

重く見ておらず、すぐ行動を再開するだろ

うと考えたからだ。しかし、事態は思ってい

たよりも深刻で、下鶴の容態が快方に向か

うことはなかった。「山で心配し過ぎるとい

うことは無い」という心構えはよく分かっ

ているつもりだったが、連日の活動による

疲労のためかその意識が消えていた。常に

注意力と危機感を持ち続けることは難しい

が、それをやるのが山岳部の上級生である

と思う。対策としては、 

①ブドウ糖を定期的に摂取し脳にエネルギ

ーを補給し続ける 

②ストレッチや深呼吸により意識的に疲労

を取る 

③注意力や危機感は疲労によって弱まると

いう認識を持っておく 

が挙げられると思う。 

5. 1 人で行動しない、させない 

今回下鶴を搬送するとき、その前に彼の

ザックを救助隊との合流地点まで下ろし、

同時に搬送のためのラッセルをつける役割

を与えられた。まずかったのは、これに単独

で臨んでしまったことである。これでは、何

かあって僕が動けなくなった時に助けてく

れる人がいないし、体力的にもキツイ。 

 

井上拓哉 

初めて冬合宿に参加させてもらい、様々

なことが反省点として挙がった。まず、行動

が遅いということである。テント設営や撤

収、水づくりなどにおいて行動が遅く他の

隊員に迷惑をかけてしまったことは反省す

べき点である。また、ワカンやアイゼンの脱

着が慣れておらず遅くなってしまったこと

も反省すべき点である。テント生活におい

てさらに改善すべき点が多く挙がったので、

この経験を春合宿、夏合宿につなげていけ

るようにしていきたい。また行動面に関し

ては、キックステップがまだ習得できてい

ないということで、作った足場を壊してし
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まい後ろの人に迷惑をかけてしまうだけで

なく、新しいステップを作るのに無駄な体

力を浪費しなければならないということで

自分の首を絞める結果になってしまうので、

春合宿できちんと習得できるようにしたい

と思う。体力面に関して言えば、冬合宿に向

けてトレーニングを行ったためか、直前の

宝満若杉縦走も夏に比べればかなり余裕を

もって行うことができた。合宿時において

も、疲れることはあっても、バテて動けなく

なってしまうことはなかったので、それは

これからも続けていきたい。また、下鶴隊員

の搬送の際に、明坂先輩を上手くサポート

できず、明坂先輩だけでなく下鶴隊員にも

つらい思いをさせてしまったことは一番反

省すべき点である。この合宿でできたこと、

できなかったことを両方これからの活動に

活かせるように、精進していきたい。 

 

児島歩武 

 合宿中はずっときついと感じていた。ま

だまだ体力が足りていない。春合宿や来年

の冬合宿に向けてラッセルを強くするため

に、ラッセル訓練などに前向きに取り組ん

で行きたい。また、冬合宿前にしていたトレ

ーニングは今後も継続して行きたい。合宿

前に判明した喘息も合宿中には起こらなか

った。これに関しては常に気をつかってい

く必要があるだろう。しっかりケアして、山

岳部の活動になるべく影響が出ないように

していきたい。冬のテント生活には大体慣

れることができたと思う。しかし、ライトを

失くしたり水をこぼしたり、度々問題があ

ったのでテントの中ではものをちゃんと整

理して、何かをしているときはそれに集中

するようにしなければいけないことを痛感

した。朝出発するとき、ワカンなどをつける

のに時間がかかってしまったので、春合宿

では素早くつけて、トイレや準備運動など

にもっと時間が使えるようにしたい。斜度

がキツイ場所を登るのにまだまだ時間がか

かっているため、キックステップをもっと

上達させて、フル歩荷でさらに早く登れる

ようにしたい。下鶴が動けなくなったとき、

岩本さんが来てくださるまで重大さに気づ

けなかった。もし誰も来てくれずに、自分た

ちで判断をしていたらどうなっていたかと

思うと、もっと周りの人の状態に敏感にな

りたいと思った。また、周りに気を使えるほ

どの余裕がもてるぐらいの体力を作りたい。 

 

下鶴大輔 

本合宿では結局、また全体に迷惑をかけ

てしまった。まして、前回と同様な自分の欠

点から状況を悪化させてしまった。「キツイ

と感じているときに周りに助けを求める」

「体調がすぐれないときには前日に周知し

てもらう」などができなかった。山を登る者

として恥ずべき反省だと思う。水分補給を

意識して行っていたのも入山して数日だけ

で、徐々に億劫になり調子が悪くなる前日

にはほとんど飲んでいなかった。これが１

つの原因ではないかと思う。今回の状況に

なってしまうのであれば、自分にはアルプ

スに入る資格がないと感じている。 

「テントを張る」「アイゼン・ワカンを着

ける」ときにいつも遅かった。テントを張る

ときでは、付けたり外したりするのに時間

がかかり先輩に変わってもらったケースが

何回もあった。アイゼン・ワカンを着けるに



2017 年度九州大学山岳部冬期合宿報告書 

21 

 

至っては遅かったせいで、隊の出発時間を

遅らせてしまった。テントから出るのもい

つも最後だったし、出発するのも後方が多

かった。自分の身の回りで精一杯であった

が、テント場の整地などを優先できていた

と思っている。 

キックステップに関してもちゃんと理解

していなかったことで何回もステップを崩

してしまっていた。先輩に教えてもらった

ものの速さは全くなかった。すぐに脹脛が

パンプアップしてしまった。トレーニング

もちゃんとやっていたつもりだが、必要と

なる筋肉を鍛えられていなかった。計画も

まばらだったので、全体的な体力の向上が

見られなかった。 

今回の合宿には多くの方々に助けて頂い

た。八幡山岳会の方々にはすぐに状況を判

断し、様々な指示・助言をいただいた。日本

大学山岳部の方にはレモネードやシュラフ

といった支援をしていただいた。岐阜県警

高山警察署の方々には救助・搬送だけでな

く、濡れていた自分の服装を自らの服に変

えてもらった。飛騨市民病院の方々には大

晦日にも関わらず対応をしていただいた。

ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げ

ると共に、支援・救助していただいたことに

感謝しています。 

 

山村圭一郎 

行動開始三日目に一度バテてしまった。

原因として考えられるのは事前のトレーニ

ングが不十分だったことと、エネルギー補

給の仕方である。トレーニング不足と元々

の体質のせいでエネルギー効率が悪いのに

もかかわらず、エネルギーを意識的に多め

に補給することを怠ったためにバテてしま

ったのだろう。空腹を感じた段階でもっと

食べていれば防げたかもしれない。再発防

止のため、今後は合宿前以外の時期のトレ

ーニング量を増やし、エッセンを自分で多

めに持っていこうと思う。 

また、キックステップが下手くそすぎて

ステップを壊しまくってしまった。なんと

なく感覚は掴めたと思うので、経験を積ん

で改善する。 

さらに、おそらく足の指が軽い凍傷になっ

ていた。もう少し自分の体調に気を配ろう

と思った。 

下鶴が体調不良になった際、下鶴が休み

始めた時から近くにいたのに、重症化する

ことを予想できなかった。もっと知識があ

ればもう少し早い段階で事態の深刻さに気

付けていただろうし、もし八幡山岳会の

方々が通らなければ下鶴はもっと重傷にな

っていたかもしれない。今年一年かけて応

急処置について勉強、練習し、安全に搬送

できるように体力をつけようと思う。 

前回に引き続き今回もスマホのバッテリ

ーを気にして全然写真を撮っていないの

で、次回はインスタントカメラを持ってい

く。 

テント生活については、初日に明坂先輩

に怒られてしまったものの、その後はする

べきことを覚えて、しっかりできたと思

う。 

今回は防水をしっかりしたので、濡れて

使い物にならなくなるものがなかった。パ

ッキングも、以前と比べて短時間でできる

ようになっていた。 
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■係の反省 

装備 

（明坂） 

合宿前について、装備計画作成は、今回

冬合宿には参加できなかった２年生の伊藤

に任せた。ガス缶などの数量をどのように

決定するかも、ある程度は教えることがで

きたのではないかと思う。また装備係を集

めて冬用装備の部室在庫確認も行ない、そ

の際に各装備の意義や使い方に関しても知

識を拡充させることができたと感じる。 

一方で合宿中は多くの問題が見えてき

た。まず一番に、ワカンの故障が 4 件とか

なり多かった。うち２件は修復可能であっ

たが、2 件はワカンが完全に壊れてしまっ

た。経年劣化もあるだろうが、このように

一挙に故障が見られたため、一度全部のワ

カンの状態をチェックする必要がありそう

だ。ワカンに限らず、アイゼンやピッケル

に関しても同様にチェックするべきであろ

う。また、ビーコンが参加者分は無いとい

う状況は、いざ入山してみると不安なもの

であった。１台１台が高価であるためなか

なか購入できないが、少しずつ補充してい

く必要を感じた。また、個人装備の非常缶

については、その外装、収納場所を統一

し、緊急時に誰が、どのザックの中を探し

ても見つかるように工夫するべきであると

感じた。その内容物についても、より厳密

化を図った方が良いだろう。例えば下着上

下だが、これは低体温症時の着替えとし

て、速乾性のものを選ぶべきであろう。モ

ンベルのジオライン薄手シリーズなどに統

一するのも良いかもしれない。 

他にも、漏斗に排水溝ネットをかぶせて

作った水に浮く不純物を取り除く、ストッ

クは必要か、などの意見が得られた。 

 

（山村） 

自分がした仕事 

部室にある装備の確認、 

ビーコンの最小受信距離の測定 

 

反省としては、行動中にワカンが 4 つも

壊れてしまったことが挙げられる。事前に

チェックはしたが、ワカンの構造について

の理解が不十分だったこと、まさか使えな

くなることはないだろうという先入観もあ

り、どれがどのくらい壊れているのかを確

認していなかった。事前に確認していれば

防げたことなので、同じようなことが起こ

らないようにする。 

 

食料 

（池田） 

 食料係を担当したが、3 人で朝食、夕食、

エッセンを分担し効率的に計画を進められ

た。自分は夕食を担当したが、ペミカンに生

姜を入れるという取り組みをした。寒い冬

合宿において体を温めるという効果もあり、

香りも良かったので今後も採用してもいい

のではないかと感じた。また須賀がエッセ

ンを担当してくれたが、エッセンを事前に

ネットで購入していたことにより買い出し

がスムーズにいったので次回からも取り入

れてみてもいいかと思う。ただその場合は

エッセン係 1 人に任せると相当な量になり

負担が大きいので、係で分担して購入する

べきだと思う。 

 



2017 年度九州大学山岳部冬期合宿報告書 

23 

 

（須賀） 

今回、買い出しの手間を省くと同時にエ

ッセンを安く買うため、ネットでほとんど

すべてのエッセンを購入した。しかし、ネッ

トでの購入には欠点も多かった。まず、アマ

ゾンや楽天などで値段の比較をするのに手

間がかかる。送料の計算も必要なため非常

に面倒だ。しかしその割にはスーパーマー

ケットと値段がほとんど変わらず、さらに

は商品がなかなか届かない業者がある。今

後ネットでエッセンの買い出しをするので

あれば、複数人で購入品目を分担し、早めに

注文を済ませるとよいだろう。 

以下、新規に取り入れた品目について、 

好評だったもの：梅シート、梅あめ、板チョ

コ、カントリーマアム、もみじ饅頭 

特に板チョコは、そのボリュームのためか

特別感があるとの声が高かった。ミルク味

が特に好評だった。しかし実は、ビターの方

がカロリーは高い。 

不評だったもの：もなか、ココア(嗜好品) 

もなかは跡形もないほど崩れてキナコのよ

うになっていた。 

ココアはテルモスに入れて行動中に飲んで

いたのだが、含まれる乳成分が腐ってしま

い非常に不味くなっていた。隊員の中には

「トマトジュースの不味いところだけが残

った味」と表現する者もいた。 

 

（児島） 

今回、朝食にも米が欲しいと言う須賀先

輩の声もあって、朝食の計画を立てるのに

は多少手間がかかった。昨年の冬合宿の食

料計画を参考にしたが、カロリーなどの表

示に多少の誤りがあったため、自分で調べ

直して修正を行った。食品はカロリーオフ

になっていたりするため、合宿のたびに確

認する必要がありそうだ。結局、合宿の中で

朝に米を食べることはなかったため、また

何かの機会に試してみたい。食料係の三人

で朝食、エッセン、夕食に別れたが、もっと

進捗状況などをこまめに確認し合うべきだ

ったと思う。発表などの準備に手間取って

しまった。また、ペミカン作りはあんなに人

はいらないと思った。最終的に８人が山村

の家に集まったが、５・６人で十分であっ

た。 

 

気象 

（明坂） 

 まず入山前に、気象係は全員週２回以上

天気図を作成することを課した。だが、こ

れだけでは指示が不十分であったと感じ

る。練習方法として、最初は回数を重ねて

天気図に慣れ、合宿が近づくと連日で天気

図を作成し、予報の練習をするべきとの声

が上がった。また、添削や確認は私がした

が、部会でしか会えないという状況であっ

たため、充分な添削はできなかったと思

う。気象庁が発表する天気図を参照するよ

うに指示をするべきであった。 

 入山後は、ずっと谷間にいたためラジオ

の電波状況が悪く、ノイズがうるさくてま

ったく聞こえなかった。結果として現地で

は１枚も天気図を書けなかったことは痛手

である。また、練習ではネットラジオを録

音したものを用いていたため、池﨑、下鶴

は生のラジオ放送で書いた経験が無い。こ

れも下界で練習するべきであろう。春合宿

までには取り組みたい。 
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（池崎） 

穂高平小屋にテント泊する日がほとんど

であったのだが、沢沿いであったことから

ノイズが入りすぎて放送が聞き取れず天気

図を 1 回も書くことができなかった。幸い、

そこでは電波が入ったので、ネットで予報

天気図をチェックすることができた。しか

し、冬の天気については勉強していったが、

例えばどれくらい強い冬型であれば、どれ

くらい雪や風があるのかわかっていなかっ

たので、行動判断に貢献できなかった。毎日

天気図を書かなくともチェックして、天気

を予想することをもっと身近なものにすべ

きだった。 

山では電波頼りではなく、ラジオで放送

を聞いて、天気図を書いて、自分たちで天気

を予想して行動決定するのが基本なので、

天気の勉強は合宿後も続けていきたい。ま

た他の部員と一緒に勉強したり、実際に予

想を議論し合ったりすると良いと思う。天

気は隊の行動判断に関与する重要な要素な

ので皆が勉強する必要があり、また合宿前

だけでなく、日頃から勉強すべきだと思う。 

 

（下鶴） 

今回の合宿では係としての出番がなかっ

た。幕営地でのラジオの入りが悪かったこ

ともあるが、寒く紙に安定して書ける場所

がないテント内で書ける自信はなかった。

それを考慮して、下敷などを準備するべき

であった。また、気象係となって初めて天気

図を書く練習をしたとき、各地の天気を言

われても記号がわからないなど半年前にや

ったことをすっかり忘れてしまっていた。

書いた等圧線と気象庁が発表した等圧線と

がなかなか一致しなかった。来年度に教え

られる人が居たとしても自分達の代ではち

ゃんと教えられる人が居なくなってしまう

かもしれない。正確な天気図を書けるよう

になるためにも、日頃から書く練習をする

べきだと感じた。 

 

医療 

（荒木） 

今回医療箱は夏のものに多少の変更を加

える形で臨んだ。個数は 3 個だったが、行

動中のことを考えると妥当だったと思う。

今回私が持った内科用医療箱は V6 内での

使用においてはしもやけ軟膏のみだった。

これはよく効いた。あとは下鶴が倒れた時

にブドウ糖2個、カイロ1枚を使用したが、

正直これに関しては効果があったのかは微

妙なところである。ただ中身に関しては必

要なものは揃っていたので良かったのでは

ないかと思う。 

係の行動について、まずその日の各隊員

の体調確認は念入りに行うべきだった。少

しでもこちらから見て不安要素のある隊員

に対しては「良くないのではないか」と疑い

を持ってかかった方が良かった。日ごろか

らよくコミュニケーションをとり、いつも

と違うことがあればすぐに気づけるように

しておきたい。またしもやけや凍傷は本人

も気づきにくいのでこちらからしっかり確

認し、少しでも違和感があればまず目で状

態を見るべきだと感じた。次に体調不良者

への対処について、今回の下鶴の件になる

が、最初彼は自分で体調不良を訴えながら

も自分でエッセンや水分補給をする余裕が

あった。それに安心してブドウ糖や塩分や

水分を与えて様子を見ているとどんどん体
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調が悪化してしまった。何とか悪化を食い

止めることはできなかったのか、例えば早

めにダウンを着させるだとか、汗で湿った

インナーを着替えさせるだとか、本人にそ

の時点で回復しそうなのか詳しく容体を聞

くだとか、もっとできることがあったので

はないかと思う。またその場での保温も大

切だが、意識が朦朧としてきた段階で迷わ

ずテントを立てて火をたくべきだったかも

しれない。行動すべきか迷ったらとりあえ

ず動くべきで、初動が遅れると一大事にな

りかねないと感じた。あの場での行動はど

こが良くてどこがダメで、ダメなら何がど

うダメだったのか突き詰めて次に生かす必

要があるだろう。そして個人的にかなり反

省しているのは、搬送の際に警察や荷下げ

隊との連絡などに思考が行ってしまい、身

１つで行動してしまった点だ。医療係にも

関わらず、医療箱すら持っていなかった。搬

送中だけでなく搬送後救助を待つ時も、救

助者を保護するものが何一つ無いという最

低な状況を作ってしまった。（今回は日大の

方に一式貸していただき事なきを得た。）水

分、エッセン、防寒着、着替え、医療箱は最

低限持って降りるべきであった。係であれ

ば医療箱は片時も手放さないくらいの心持

ちであってよかったかもしれない。 

また今回人のことに気をかけていたら自

分の指が凍傷一歩手前であった。医療係が

手当される側に回らないよう、自己管理も

確実に行いたい。 

 

（井上） 

今回、初めて医療係をして感じたことは

自分の知識が不足していることである。今

回の合宿においても、隊員の体調管理を医

療係が主体となって行い、気を付けていれ

ば下鶴隊員の体調不良にも気づけていたは

ずである。これからの合宿においては、個人

が自分の体調を把握することはもちろん、

医療係が休憩の時などに各隊員に聞くなど

してそれぞれの体調を把握しておくことが

必要であると考える。 

 

交通 

（井上） 

まずなにより、今回の合宿で身に染みて

痛感したことは、「リカバリープランを立て

ておく」ということである。出発当日、門司

港駅で乗り遅れる可能性がある（乗り換え

時間が短い）ということは計画の段階で分

かっていたはずである。それにもかかわら

ず、乗り換えのプランを 1 つしか考えてお

らず、代替案を考えていなかったのは大き

な失策である。これを機に交通計画、特に鉄

道の乗り換えにおいては乗り遅れる可能性

がある（乗り換え時間が短い）駅においては

リカバリーできるように代替案を含んだ交

通計画をたてるべきであるということを感

じた。 
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