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2017年度九州大学山岳部大山雪上訓練合宿報告書 

文責：明坂 

■はじめに 

 ここでは 2018 年 2 月 23 日から 2018 年

2 月 25 日にかけて、鳥取県大山において行

なった雪上訓練合宿について報告する。 

 

■計画概要 

＜期間＞ 

2018 年 2 月 23 日～2018 年 2 月 25 日 

＜山域＞ 

 鳥取県大山宝珠尾根および弥山 

＜参加者＞ 

 三年：明坂将希(CL)、池田光希(SL) 

 二年：荒木詩乃、池﨑大智、伊藤朱里、 

須賀雄次郎 

 一年：井上拓哉、児島歩武、下鶴大輔、 

山村圭一郎、廣瀬侑也（九大ワンダ

ーフォーゲル部副将） 

 宝珠尾根隊：CL 明坂、SL 池田、井上、 

児島、下鶴、山村、廣瀬 

   弥山隊：荒木、池﨑、伊藤、PL 須賀 

＜行動予定＞ 

 23 日 福岡空港～大山スキー場 

  ～中の原スキー場最上部 幕営 

 24 日 ピッケルストップ・雪上歩行訓練 

    ＜弥山隊＞ 

    10：00 に本隊から分隊し、弥山に 

    向けて行動開始 

    中の原スキー場最上部～元谷避難 

    小屋～6 合目避難小屋 幕営 

 25 日 ＜宝珠尾根隊＞ 

    中の原スキー場最上部～上宝珠越 

    ～下宝珠越～大山スキー場 

 

   ＜弥山隊＞ 

   6 合目避難小屋より弥山アタック 

   6 合目避難小屋撤収～夏山登山道～ 

   大山スキー場 

 

■行動記録 

2 月 23 日（金） 天候：晴れ 

  6：50 福岡空港集合 

 17：00 大山スキー場到着 

 18：30 下山キャンプ場 幕営 

 

 今合宿は近場ということもあり、レンタ

カーでの移動となった。ワンダーフォーゲ

ル部から参加してくれた廣瀬が合宿前から

色々と手配してくれ、当日もスムーズに事

が進んだ。７人乗り２台にザックと一緒に

乗り込み、車内はぎゅうぎゅうであった。休

憩や合流を繰り返したため、スキー場に到

着した頃には陽が暮れかかっていた。下山

キャンプ場を適当に整地して幕営。夕食は

鍋で、材料は全て米子で買い揃えた。地元で

獲れたババチャン（タナカゲンゲ）に舌鼓を

打ち、満腹感に浸りながら就寝。 

 

 2 月 24 日（土） 天候：晴れ 

  5：00 起床 

  6：05 出発 

  6：30 下宝珠越への分岐 

  8：25 宝珠尾根に上がる 

  8：45 スキー場最上部の樹林帯に幕営 

  9：30 ピッケルストップ開始 

 14：00 ピッケルストップ終了 
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 朝食を作る際、沸騰したお湯をこぼして

しまい児島が右足小指を火傷した。大神山

神社まではトレースがべったりとついてお

り、薄暗い中でも道に迷う心配はない。しか

し下宝珠越まで登る道は整っており、ラッ

セルは全くなかった。仕方がないのでトレ

ースの北側を走る無名の尾根を、わざわざ

ラッセルのために登る。下宝珠越との分岐

ではワカンを素早く装着する練習もした。 

 ラッセルは腰ぐらいの高さがあり、傾斜

も十分であった。１年生のキックステップ

はまだまだ下手で、何度かステップを崩し

ていた。また下りのキックステップも不慣

れなようで、全体的に経験不足が見受けら

れた。小尾根だと油断していると、宝珠尾根

へ合流する直前でスノーリッジが現れた。

１年生の歩行を見るにザイルは必要である

し、２年生以下全員がフィックスを張った

経験が無かったため、ザイルをフィックス

する経験をさせる。程よい大きさのブナの

幹にスリングをかけて支点とした。その後

は特に危ない箇所もなく、無事中の原スキ

ー場上部に達した。樹林帯に幕営したが、ス

キー場の陽気な音楽が聞こえて来た。 

 適当に雪訓適地を探して整地する。今回

はピッケルストップ未経験の山村と廣瀬に

肩制動を教え込むことと、初期制動のやり

方を試してみることが目的だった。山村と

廣瀬以外も肩制動を思い出すために何度か

ピッケルを握った。スタンディングアック

スビレイも復習した。初期制動は制動力は

低いが、肩制動のようにうつ伏せ体勢にな

る必要がない。そのため滑り始めのスピー

ドが遅い時に滑落停止するのに有効である。

仰向け・足からの初期制動は全員がうまく

いった。反面、仰向け・頭からの初期制動は

誰ひとり止めることができなかった。全員

がピッケルストップに飽きたので、基礎的

な歩行技術とスタカットでの確保を教えた。

これに関しては、あまりに基本的過ぎてう

まく教えることができなかった。またスタ

カット確保の際、アンザイレンの結び方を

忘れていた１年生もいた。 

 雪上訓練が終了した後、児島以外の２年

生以下は幕営地東面の雪庇を登るキックス

テップの練習に出かけた。池﨑が一番苦戦

し、16時前になってようやく登攀完了した。

夕食までは自由行動とし、テントで休む者、

雪洞を掘る者など様々であった。 

 

 2 月 25 日（日） 天候：晴れ 

  5：00 起床 

  6：00 出発 

  7：00 下宝珠越との分岐 

  7：30 大山スキー場着 解散 

 

 昨日の天気図で、25 日の天気は崩れるか

もしれなかった。どちらにせよ中の原スキ

ー場スタートで弥山を日帰りするのは難し

く、かといってトレースがついた宝珠尾根

を歩いても何の練習にもならないため、素

直に降りることにした。下降途中、井上のア

イゼンが一度外れた以外にはアクシデント

はなく、足早に大神山神社まで辿りついた。

降りてみると弥山方面も晴れており、行け

ば良かったと多少悔やまれる。 
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■個人の反省 

明坂将希 

 今回の合宿は主にラッセルとピッケルス

トップが目的だった。一応の範囲内ではあ

るがどちらも経験することができ、特に１

年生にとっては貴重な機会となったことだ

ろう。反省するべき点としては、山域および

ピッケルストップの調査不足が感じられた。

まず山域についてだが、晴れた日が続いて

いたとはいえ、トレースがベッタリとつい

ていたのは予想外であった。多くの登山者

が足繁く通っているとは知っていたが、ワ

カンの出番が無いほどに踏み固められてお

りラッセルは全く無かった。こういった状

況は下界でも多少予測ができたのではと反

省する。その後トレースの北側を走る無名

の尾根を登ったが、これは非常に良かった。

積雪は腰ぐらいの高さまであり、斜面地の

ラッセル練習としては充分であった。上部

ではスノーリッジもあり、フィックスを張

る手順を２年生以下に教えることもできた。

次にピッケルストップについての反省であ

る。今回は通常の肩制動の練習だけでなく、

滑落後すぐに制動をかける初期制動につい

ても練習した。しかし仰向け・頭からの体勢

での初期制動は全くうまくいかなかった。

本で読んだだけでは知識が大いに不足して

いた。その他、テント生活等については２年

生に指示を任せた。１年生も冬合宿の時よ

りかは作業になれたようだった。 

 全体的に緊張感に欠ける雰囲気ではあっ

たが、目的は達成できたので良い合宿だっ

た。欲張って弥山まで行っても良かったか

なと思う。 

 

池田光希 

 まずはじめに 3 年として今回の合宿を振

り返ったときに大山雪上訓練合宿は前回の

冬合宿で修得することができなかった技

術・知識を身につけ、冬山での生活に慣れさ

せるという目的があったため、期間は短か

ったもののその目標はクリアできたのでは

ないかと思う。九州ではできない雪上での

訓練が行えたことは春合宿に向けても大き

な励みになると思う。冬合宿ではザイルを

使用することもなく、ピッケルストップを

練習する場もなかったので今回でその部分

は補えたのではないだろうか。 

 ただ今回自分自身が学ぶことはあまりな

かったが、後輩に伝えていく意味合いの方

が強かったのでその部分でまだ至らないと

ころが多かったように感じる。もっと 2 年

生主体でテント設営を行わせたり、ピッケ

ルストップのときに細かく指導したりでき

ればよかった。その点に関しては自分の知

識不足もかなり大きいので、もっと知識を

つける必要があると思った。 

 その一方で、冬合宿の反省としてあがっ

ていたメンバー内の情報の共有については

今回は逐次意見を交換することでスムーズ

に行えていた。合宿の計画から明坂とは話

をしていて今後の行動のパターンはある程

度把握でき、夕食前には翌日の行動予定を

話し合いメンバーに伝達できた。メンバー

全体が今後の行動を確実に把握しておくこ

とで行動もスムーズに行えたり、部員の不

安要素も少なくなったりするので大切だと

思う。 

 最後に下山した日に宝珠尾根には登らず

真っ直ぐ帰ってきたが、その日はスキー場
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から綺麗な大山主稜線を一日を通して見る

ことができたので、結果論ではあるが上宝

珠越まで登ってみたかったと少し心残りに

思った。だが前日の時点では天候が荒れる

と判断していたため予備日がない状態での

下山の決定は賢明だったと考える。 

 

荒木詩乃 

まず、全体を通しては先を読む力が甘い

と感じた。具体的には、今回はテント生活に

おいて指示を出したり 1 年に教えたりとい

う役目は 2 年生がするようにと指示を受け

ていたのだが、至らない点が多々あった。強

風時の設営は飛ばないようにテント入り口

を開けて風を通せ、ザックを入れて重しに

しろ、など、状況を鑑みれば出せそうな指示

が適切に出せなかった。自分も動きながら、

常に最適解を模索する癖をつけたい。また

天気図について、作成はいいとして予報で

ある。自分で書いておきながら華南の低気

圧の卵の存在にすぐ気づかなかったこと、

それが今後どう動くか、発達するのかなど

まだまだ見通しが甘い。地上の低気圧が発

達するかどうかは、高層天気図を見たとき

の気圧の谷との位置関係でかなり正確に予

想できるので、携帯の電波が入るのであれ

ばそちらもチェックするといいかもしれな

い。 

 ピッケルストップはある程度納得がいく

までやれたのでよかった。ただ初期制動が

思ったようにはいかなかった。形は覚えた

ものの、どうすれば止まるのかはもう少し

考えたい。キックステップも分かってきた

が、下宝珠越までのラッセルで私が先頭に

なって10mも進まないうちにナイフリッジ

が出てきて Fix を張ったため、意気込んで

いった割にあまりできなかったのが少し残

念だった。今後頑張りたい。また Fix を張る

際リードの明坂先輩をビレイするときにか

なり手間取ってしまった。雪上でのロープ

ワークはこれからの課題になりそうだと感

じた。 

 個人的には大山という山が思っていたよ

りずっと大きく、凛々しく、美しくて驚い

た。是非また行って、今度は山頂にも立って

みたい。 

 

池﨑大智 

テント設営時に 1 年生への指示出しが出

来なかった。先頭で歩く際、方角と尾根方向

を確認したり、雪庇に注意しながら歩いた

りなどを少し経験できてよかった。またア

イゼンを履くべきかどうか、下級生の技量

や雪面の状態を考慮して判断することの難

しさを感じた。 

 ザイル・アックス・アイゼン・大量のガチ

ャを持って、三鈷峰に向かっているクライ

マーたちを目の前で見て、かっこいい！と

思った。 

 

伊藤朱里 

 今回の合宿において、初めてラッセルを

行う機会を得られた。短い距離ではあった

が、良い経験になった。  

〈行動面での反省〉ワカンの装着について、

装着時だけでなく、休憩時にこまめにチェ

ックすることを心掛けたい。また、アイゼン

ワークは、全体的に向上の余地が大いにあ

る。キックステップも、ここぞというときに
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信頼できるような状態ではないので、課題

としたい。   

〈生活面での反省〉テントの設営をスムー

ズに進められるように動くことはできたと

思う。しかし、「自分が」どうするかに限ら

れていたので、もう少し全体的にどう動く

のか考えられるようになればと思う。  

 また、雪上訓練は、行う機会が限られてく

るので、合宿後、合宿前に振り返ることがで

きるよう記録を残したいと思った。  

 

須賀雄次郎 

今回は出発前にバタバタしてしまい忘れ

物が多かった。合宿の準備はやはり余裕を

持って行わなければならないと思った。 

 

井上拓哉 

今回の合宿では主に雪上訓練が主だった。

その中でやはり自分の課題にあげられるも

のとして、ピッケルストップが挙げられる。

仰向け頭からのパターンがうまくできなか

った。回転することができず終わってしま

うのでそこを修正したい。また、今合宿で春

の雪が冬の雪に比べて硬くなっているとい

うことも勉強になったので、春合宿に活か

したい。また、テント生活では自分のテント

シューズを燃やしてしまう結果になるなど

不注意な部分もあったのでそこは改善して

いきたい。 

 

児島歩武 

朝のテント撤収やテント設営といった生

活技術は冬合宿に比べ向上したように思う

が、まだ目標時間には達していない。特に起

床してから行動開始する準備が完了するま

でをもっと速くしないといけない。膝裏の

痛みは初日の行動開始５分ぐらいから少し

ずつ感じられ、その都度小休止をとってい

たのでラッセルはほとんど出来なかった。

それでも体力的にきつい場面があったので、

まだ冬山に登るだけの体力が十分にできて

いないことも確認できた。また、合宿中に自

分の知識不足であることが度々感じられた

ので、2 年になるにあたってもっと積極的

に知識を吸収して行きたい。 

 

下鶴大輔 

 今回の合宿での反省は４つある。１つ目

はラッセル、２つ目はザイルワーク、３つ目

はテント生活、４つ目はピッケルストップ

である。１つ目のラッセルは冬合宿から先

頭では兎に角早く前へ行こうという意識は

あった。キックステップもいくつかは上手

くできなかったものの、ステップを壊すの

は少なかったと思う。しかし、急斜面を登る

ときに木に手を掛けようと思ってステップ

をやりづらい方向に進んでしまった。結局

は後の隊が別のルートを踏むことになって

しまった。ルートの判断もしっかり考える

べきだった。２つ目はコンティニュアスの

仕方がわからなかった。スタンディングア

ックスビレイの仕方も全く思い出せなかっ

た。１年間やってきて、まだ覚えていないの

は早急に対処すべきことだと思う。３つ目

はテント生活で基本的なことは冬合宿で身

につき、反省も活かせた。しかし、２日目の

朝に鍋をひっくり返してしまうことをして

しまった。鍋の蓋を開けたときに持ち手の
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位置が悪く放してしまった。細かい所に注

意していなかったのが良くなかった。４つ

目は夏合宿のピッケルストップよりできる

ようになったと感じた。夏は雪渓で今回は

雪であるために止まりやすかった、速度も

あまり出なかったことが要因であると考え

る。今回の合宿を次の春にすぐに活かした

い。 

 

山村圭一郎 

一番大きな反省点は、右のオーバーミト

ン、ミドルグローブを落としてことだ。下で

ワカンをつけた際に落ちそうだと感じ、リ

ーシュをより肘に近い側かつヤッケの内側

に着け直したがそれでは不十分だったよう

で、油断した隙に落としてしまった。より落

としにくい対策を立て、現地で気を抜かな

いようにして再発防止に努めたい。幕営、撤

収は、冬よりは多少良くなったが、まだまだ

改善の余地があると思うのでより良い方法

を考える。テント内でお湯をこぼし、児島が

火傷してしまった。注意すれば防げること

なので今後は気をつける。気象については、

今年まあまあ天気図を書いているおかげで

ある程度天気図を書くことはできるように

なった。今後発生すると思われる低気圧の

予想も、部室で天気図を書いたときに明坂

先輩に教えてもらったおかげでできた。た

だその予想も、その低気圧の行き先も根拠

のない（または少ない）予想、つまり勘なの

で、勉強して信頼できる予想を立てられる

ようにする。 

 

廣瀬侑哉 

今回ははじめての雪山での幕営とだけあ

って、反省すべきことも数多くあった。 

まず雪での歩行技術についてである。自

分はこれまで夏山メインでのぼっていたた

めに、アイゼンやワカンを装着したり、雪山

での歩き方など基本的な学ぶ点があった。

ただ、夏山での経験は多いので合宿の中で

上達する部分もあり、タメになったと思う。

雪の扱いになれるという点においても、小

さい頃のスキーや雪遊びの経験から早く飲

み込むことができ、よかった。ただ、滑落停

止の訓練はなれてないこともあり、少し手

間取ってしまったので、今後少し意識した

い。 

1 番問題となったのはテントの設営、行

動の速さであった。これまではそんなに短

時間で撤収や準備することを意識してこな

かったため、周りに比べ時間がかかってし

まったことや、アイゼン、ワカンの取り外し

などにも時間がかかってしまった。これは

是非つぎの合宿で改善するべきだと 1 番感

じた。体力的な面に関しては、ワンゲルでは

冬に活動する機会が少ないため、夏に比べ

れば遥かにおちてはいたが、今回に関して

はそんなに問題とはならなかった。 

総合すると、学ぶ点についてはあるかに

あったため、定期的な復習、そして実戦での

経験がもっと必要だと感じた。 

 

 

以上 


