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2017年度九州大学山岳部春合宿報告書 

文責：明坂 

 

■はじめに 

 ここでは 2018 年 3 月 18 日から 2018 年

3 月 24 日にかけて、北アルプス西穂高岳に

おいて行なった春合宿について報告する。 

 

■目的 

 三年：下級生への技術の伝達 

 二年：リーダーシップの向上および厳雪 

期の岩稜歩行等の登攀技術の習得 

一年：上級生になるだけの知識を身につ 

ける、生活技術および雪上歩行技

術の向上 

 

■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、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） 

 

■計画概要 

 ＜行動計画＞ 

 １８日 高山駅～中の湯～中尾根取付き 

1600mC1 

 １９日 1600mC1～中尾根 2100mC2 

 ２０日 中尾根 2100mC2～西穂山荘 AC 

 ２１日 西穂高岳アタック 

＜ザイルパーティ＞ 

  A：明坂(CL)－伊藤 B：池﨑―須賀  

C：池田(SL)－荒木 

  ・１年は参加せずに沈殿、AC にてトラ 

ンシーバーによる定時交信を行なう 

  ・第１次アタックが失敗の場合、以後晴 

天を待って第 2 次アタックとする 

  ・アタック成功後日、雪上訓練として１ 

年生は西穂独標まで往復する 

２２日 西穂山荘 AC～新穂高温泉（ロー 

プウェイ経由） 

 予備日：３日間 

 最終下山日：３月２５日 

 ※１９日は AC 設営を最優先とする。 

深いラッセル等で進度が遅い場合、途 

中に食料を一部デポする。 

※沈殿の日は各テン場付近にて、安全が 

確保された範囲内にてビーコン捜索訓 

練を行う。 

 

■行動記録 

 3 月 18 日 天候：晴れ 

5：00 ＪＲ高山本線美濃太田駅発 

7：30 ＪＲ高山本線高山駅着 

7：50 高山濃飛バスセンター発 

9：00 中の湯着 

9：35 中の湯発 

11：30 田代橋発 

13：30 1940m コル着 

14：30 荷上げ隊発 

16：30 荷上げ隊帰着 

 

 中の湯はこの時期ということもあり、登

山客はわたしたちと、少し先に出発した夫

婦連れくらいのものだった。釜トンネルの

登り口には冬場でもトイレが整備されてお
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り、登山者にやさしい。釜トンネル前のゲー

トで準備を済ませた後、写真撮影をし、出発

した。歩荷量に個人差があり、かつ前日の移

動日の寝不足の影響もあって、ペースはさ

まざまだった。９パーセントなどの傾斜の

表示に一喜一憂しながら、田代橋に着いた。

計画では中尾根取付きの 1600m 地点で幕

営することになっていたが、田代橋に着い

た時点で 11 時を回らなかったので、18 日

中にある程度まで高度を上げることにした。

歩荷したままのラッセルを交代しつつ進ん

でゆき、取付きから二時間ほどで開けた場

所に出た。この日はこの地点で幕営となっ

た。整地を進めた後、偵察を兼ねた荷上げ隊

を出すことになり、この日の体力度調査で

7 以上と答えた者で、各テントから二名ず

つということで、アライテントから池田、廣

瀬、V6 テントから須賀、伊藤が行くことに

なった。14：30 の出発の時点で、16：10 ご

ろには折り返そうという話になっていた。

幕営地からも引き続きトレースのない状態

だったので、地形を確認したり、地図を読ん

だりしながら進んだ。谷の方に近づき、かな

りの傾斜にラッセルをする人が苦労した場

面もあった。やせた、木の根の多い尾根もあ

り、全体で通った時にトラバースするかど

うかの判断の材料も得た。しばらく行くと

夏道の看板が見えたので、看板に沿って登

っていき、やや開けた適当な場所（標高

2150m）にデポをした。そこから引き返し、

幕営地に帰り着いた。 

（記録担当：伊藤） 

 

 

 

 

 3 月 19 日 天候：雪 

5：00 起床 

6：05 行動開始 

6：45 デポ地点着（約 2150m） 

8：10 西穂山荘着 

45 分で撤収を終えたが、のんびりしすぎた

ため予定より少し遅い出発となった｡

1940m～2200m付近までは夏道沿いに進み、

2200m からは尾根に取り付いて西穂山荘へ

向かった。荷上げ隊から多少怖いトラバー

スがあると聞いていたが難なく通過し、デ

ポ地点への急坂を登る。傾斜が緩くなった

ところでデポ地点へ到着。各自デポを回収

して西穂山荘を目指す。その後はしばらく

緩やかな坂が続いたが、山荘手前で再び傾

斜が急になった。きついきついと言いなが

ら歩いているとあっという間に西穂山荘に

到着。テン場に風防が残っていたためそれ

を利用して幕営した。翌日もあまり天気が

よくなさそうだということで次の日は沈殿

に決まった。 

（記録担当：山村） 

 

 3 月 20 日 天候：雪 

7：30 起床 

12：00 雪洞堀開始 

14：30 雪洞堀終了 

18：30 就寝 

 

沈殿ということもあり朝はだいぶ遅く起き

てしまった。先輩が雪かきをしていたのに

気づけなかったことはとても申し訳ないと

思う。雪は降っていたが風はほとんどなか

ったので 12 時頃から雪洞を掘ることにな

った。掘り始めると意外と楽しいものです

ぐに時間が経っていった。みんな夢中で掘
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り進めるがしばらく掘り進めると硬い層が

出てきて一気に進度が遅くなってしまった。

それでも、2 人 1 組で掘り進めていった。

最終的にそれぞれが掘った穴がつながり立

派な雪洞が完成した。しかし、最終的に小屋

の方から壊すように言われ、およそ 2 時間

半の作品を壊すことになってしまった。意

外と虚しく感じた。その後、自分は天気図を

書いたが書き損じが多く失敗してしまった。

その後、就寝した。 

（記録担当：井上） 

 

 3 月 21 日 天候：風雪 

6：00 起床・行動決定 

7：10 AC 出発 

8：00 丸山・独標間にて撤退決定 

8：30 AC 到着 

その後 30 分ほど近くの斜面で歩行練習 

 

20日の段階では低気圧接近のため天気が

悪くなる予想で沈殿の予定だったが、朝 6

時の段階で予想より天気が良かったため、

全員で独標に向かうと行動決定した。急な

行動変更で少し準備が遅れてしまう。歩き

始めてすぐに風が強く吹くようになり、ゴ

ーグル着用。バラクラバをしていても頰が

寒い。視界はどんどん悪くなっていき、丸

山・独標間にて撤退を決定した。下りは行き

でついたトレースがわかりにくくなってい

た。下降中、単独で独標まで行った人と会っ

たが、彼は独標以降は危険だと判断し、引き

返したそうだ。西穂山荘到着後、1 年生に対

して再度キックステップの練習をさせた。

30 分ほどたち、練習をやめたが、その時に

はかなり雪が降っていた。 

（記録担当：池﨑） 

 3 月 22 日 天候：雪のち曇り 

5：00 起床 

16：30 夕食 

連日の低気圧で朝から雪が積もり、起床後

すぐに雪かきであった。先輩が既に雪かき

をしており、前日の反省は余り活かされて

いなかった。雪を除けてもすぐに積もるほ

ど、風と雪が強く、前日の天気図から既に沈

殿と決まっていた。朝食後、風は残っていた

が雪が止み晴れてきた。日本列島上２つの

低気圧があることから、疑似好天であるこ

とは明らかであった。午後から再び雪が降

り始めた。夕食後、今日の天気図を確認する

と高気圧が近づいていることがわかった。

明日、独標アタックとルート偵察をするこ

とを決定し床についた。 

（記録担当：下鶴） 

 

 3 月 23 日 天候：雪のち晴れのちガス 

5：00 起床 

7：50 AC 出発 

10：10 独標着 

11：40 偵察隊(池田,須賀)と帰着隊で 

別れる 

13：30 8 峰手前にて時間切れのため 

引き返す 

15：40 偵察隊 AC 帰着 

 

21 日、天気図と小屋の方の話により午後

から天気が良くなる予想を立て、この日は

天気が回復するのを待ってから出発すると

決めていた。7：00 頃になると雲が引いて青

空が見え始めたため、出発を 7：40 と決め

た。結局 10 分遅れて独標へ向けて出発。天

気はとてもいいが、平日だからかほとんど

人影がない。ルートは、丸山以降もイージー
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であるが独標直前の岩稜が意外とゴツい。

正規ルートは岩稜の稜線上を通るのだが、

それを知らなかったため飛騨側斜面をトラ

バースする。滑落したら助からない場所だ

が、難易度的に問題ないと判断しザイルは

出さなかった。独標の登りは、それほど急斜

面ではなく難度も低いためザイルは出さず

に登った。途中鎖場があるが、それは斜面の

ごく一部である。この登りで明坂が頭痛と

吐き気を訴え、一人だけこの日の独標登頂

を断念。独標からの下りはフィックスを張

った。全員が独標の下りを終えた後、13：

30をタイムリミットと決め偵察隊(池田、須

賀)と帰着隊に別れた。偵察隊はコンテニュ

アンスを組み、常に上級生の池田が須賀よ

りも斜面上側になる形で進んだ。独標の先

は、どこも登りはそれほど難しくない。しか

し下りは、足元が見えない、岩の露出が多

い、雪庇が多いの 3 要素から丸山方面への

下りよりも数段難しい。これらを AC への

帰着後報告し、翌日の西穂アタックは池田、

池崎、須賀の三名で行い、体調に不安がある

明坂、荒木と技術的に不安のある伊藤は独

標以降の進退を現地で決めることに決定し

た。翌日の天気図は二つ玉高気圧と予想さ

れ、最高のアタック日和になると期待に胸

を膨らませながら(腹を膨らませたかった

が)眠りについた。 

（記録担当：須賀） 

 

 

 

 

 

 

 

 3 月 24 日 天候：快晴 

＜アタック隊（SL 池田、池﨑、須賀） 

  3：30 起床 

  4：20 アタック開始 

  5：10 西穂独標 

  6：45 ピラミッドピーク 

  7：55 チャンピオンピーク 

 10：00 西穂高岳本峰 

 10：25 下降開始 

 12：20 ピラミッドピーク 

 13：10 西穂独標 

 14：00 AC 帰着 

 

 3 時半に起床。ここ 1 週間の悪天候が嘘

のように空には満点の星空が広がっていた。

23日の話し合いで独標までは暗くても行動

可能だということで、AC から独標までは 1

時間半をみて 4 時過ぎには出発することに

していた。しかし実際には準備に手間取り

4:20 に AC を発った。出発は明坂隊と同じ

だったが、この日は完全に別行動をとるの

で池田隊が先を行った。AC からはその日の

先頭パーティーとして歩いたが、昨日まで

のトレースが残っており暗くても迷うこと

なく予定より早い時間に独標に到着した。

夜のうちに雪もそう降らなかったためアイ

ゼンで十分に登ることができた。独標手前

の 12 峰では飛騨側のトラバースの道がく

っきりとできていたので、稜線通しではな

くそちらを通った。 

 独標から先は危険箇所が続くので池田、

池崎、須賀の 3 人でザイルを使用しながら

慎重に進んだ。池崎、須賀の両名はコンテで

繋ぎ、毎回確保をしながらつるべ方式のス

タカットで進んだ。池田は危険箇所でのみ

2 人のコンテのザイルをフィックスロープ
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として使用した。 

 独標でザイルの準備をしてから下降に取

り掛かった。ピークに丁度良いピナクルが

あったのでそれでセルフビレイをとり確保

しながら下りた。10 峰の登りで後続の単独

行の方とガイド付き登山の方に追い越して

もらいその後に続いた。前日に偵察でピラ

ミッドピーク手前まではルートの確認を行

っており、偵察できていない箇所はルート

ファインディングが重要になると考えてい

たが先行パーティーがいることでトレース

もできだいぶ助かった。10 峰の下りは岩が

しっかりと出ている箇所があり、ピッケル

も使えないのでうまく身をこなしながらク

ライムダウンした。9 峰は登下降自体は難

しくなかったが信州側に雪庇が発達してお

り、そこに気を遣う必要があった。その次の

ピラミッドピークへの登りは他のピークに

比べると極端に長かったがトレースがばっ

ちりできていたため、そう苦労することな

く登ることができた。夏はガレ場になると

いうがこの時期は岩が出ているところも少

なかった。そのためセルフビレイをとるの

が難しく、岩が多いところは少し雪を払え

ばピナクルが出てくるところもあるのだが、

雪が多いところでは少し頼りないのだがピ

ッケルを雪面に刺して確保するしかなかっ

た。ピラミッドピークに立つ頃には太陽が

姿を現し、あたりには壮大な景色が広がっ

ていた。今から登る 7 峰、それより右に見

えるのはチャンピオンピーク、さらに奥に

は西穂高岳の頂上も見えていた。 

 ピラミッドピークから 7 峰まではやせ尾

根で両側が大きく切れ落ちており、滑落す

ればどこまでも落ちていきそうな状況だっ

た。7 峰は夏道より少し上を通りピークを

踏んで通過した。6 峰はピラミッドピーク

から見ると 7 峰の陰に隠れた小さなピーク

であり通過にそう時間はかからなかった。

その後の 5 峰は岩が出ており一見険しそう

に見えるが飛騨側から簡単にトラバースで

きた。チャンピオンピークの登りも下から

は岩がしっかりと出ているように見えたが、

岩の間を縫って歩くことができあまり時間

をかけずに登ることができた。ピラミッド

ピークからチャンピオンピークまでの間は

それまでに比べて比較的簡単に登ることが

できた。ただ両側が切れ落ちているので慎

重に通る必要はあった。 

 チャンピオンピークを越えると西穂高岳

本峰がいよいよ目の前に見えてきた。しか

しその先の 3 峰には厳しい下りがあった。

先を行っていた防衛大のパーティーはここ

までザイルを使っていなかったが、3 峰の

下りはノーザイルでは危険だと判断し撤退

していたほどだ。はじめピークのすぐ下を

トラバース気味に進んでから下降するため、

ザイルが垂れないように途中支点をとり慎

重に下りた。考えたくもないが万が一滑落

すると谷底まで一瞬で落ちていくのが目に

見えているように切れ落ちていた。雪のつ

き具合により年によって難易度は変わるだ

ろうがここが今回のアタックでは最大の難

所かと思われた。3 峰を下ったとき先行パ

ーティーの方が帰ってきており、今年は雪

が少ないようで本峰直下の登りの岩登りは

大変危険だと忠告してくださった。この日

登った全員が岩を登るのは危険と判断しそ

の左側の雪が深いところを直登したという

ことだった。ありがたい助言だ。その方とも

別れ 3 峰を過ぎると目の前の 2 峰を飛騨側

から大きくトラバースしていよいよ本峰の
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登りへと入った。はじめの登りは左に向か

って進みそれを越えてからの最後の直登は

さきほどの助言により岩の出ていない箇所

から登っていった。そうして午前 10 時西穂

高岳頂上へとたどり着いた。 

 天気に恵まれ頂上からは 360°のパノラ

マが楽しめた。30 分程休憩した後下り始め

た。下りも登りと同様に池崎、須賀がコンテ

ニュアスをして下った。言うまでもなく下

りは危険な箇所が増えるので平坦なところ

以外はスタカットをして下った。ピラミッ

ドピークのあたりまで下ってくると明らか

に人の数が増え、本峰付近の静けさと打っ

て変わってにぎやかになっていた。ピラミ

ッドピークからは独標も見えたがピークに

は人が多く見られ、今朝出発した時とはま

るで違う場所のようだった。ピラミッドピ

ークからも無事に下り、独標で明坂隊の 3

名と合流した。独標からはそそくさと下り、

無事に AC まで到着しやっと緊張の糸がほ

ぐれた。池田は行動中にザイルワークで止

まっていることが多かったためか足が軽度

の凍傷になっていた。 

（記録担当：池田） 

 

＜明坂隊＞（CL 明坂、荒木、伊藤） 

3：30 起床 

4：20 出発 

5：25 独標着 

6：00 定時交信後、ピラミッドピーク 

に向け登攀開始 

9：00 ピラミッドピーク 

11：40 独標 

14：00 西穂山荘 

15：20 下山開始 

16：00 西穂高口駅 

アライテントは朝食用のガスの残量が少

なく、調理に時間がかかってしまった。結果

出発が多少遅れてしまい、スローペースの

ガイド登山者に先を越されてしまった。出

発後はアタック隊としばらく行動を共にし、

ガイドをサッと抜かす。しかしすぐ荒木の

息が切れ始め、丸山を超えた後の急登で小

休止を挟み、その後はガイド登山者と同程

度のペースで進んだ。12 峰は前日のトレー

スがバッチリであり、朝も早く雪も締まっ

ていたためトラバースを選択。独標に着く

とアタック隊が下降準備をしていた。ここ

で明坂から今後の進退について尋ねられる。

我々はあくまで無理してまで行くことはし

ないスタンスなので、不安要素が大きく迷

いがあるなら行かないとのこと。しかし朝

日を受けて鎮座する山塊を目の前にもはや

迷いはなく、12 時をタイムリミットとし、

ピラミッドピークを目標に前進を決定した。 

独標からピラミッドピーク直下の上りま

では、明坂がリードでフィックス→伊藤・荒

木が通過→明坂がもう一度登り返してフィ

ックスを回収、といった方法で進んだ。おか

げでかなり時間はかかったが、安全性と雪

上でのザイルワークの練習は確保できた。8

時の定時交信時点で９峰手前であり一時進

退を考えたが、やはりみな進みたい気持ち

が強く前進を続けた。ルートは 10 峰の下降

では岩が多く足元が見えずに難儀したが、

他は特段危険という場所はなかったように

感じる。最後にフリーでキックステップを

続けて登りつめたピラミッドピークでは西

穂山頂まで続く起伏の激しい尾根が一望さ

れた。 

ここで我々は目標達成とし、下降を開始。

ピラミッドピークからの下降はよいハイマ
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図 1 2018/3/24 12:00 の天気図 

ツの支点が掘り起こせたので懸垂下降をし

たがシングルはもちろんダブルでも半ば凍

ったザイルでの下降は重労働であった。こ

こからは主に下降時は荒木、登り返し時は

明坂がリードのつるべ式（もどき）で間に伊

藤を通すという形で進んでいった。この時

間になると週末ということもあり登山者も

増えてきてトレースはバッチリ、独標付近

はステップまでバッチリであった。独標ま

で帰った後は、我々のトランシーバーの調

子が悪いことに加えアタック隊の様子も気

になるので、エッセンを食べながらのんび

りと彼らの帰りを待ち、合流後はザイルも

外して足早に AC へと帰還した。 

（記録担当：荒木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■個人の反省 

明坂将希(CL) 

 ３年生として、そして現役 CL として挑

む最後の合宿であった。しかし計画段階で

は冬合宿での失敗を引きずったまま、自信

喪失でナヨナヨとしていた。そんな気持ち

の弱さもあり、日頃のトレーニングを怠っ

てしまったのは大いに反省する。結果とし

て合宿全体を通して息切れやバテが目立っ

た。これは怠慢だけでなく、３月といえど雪

山を侮り慢心を抱いたまま入山したのも大

きな要因である。また、２日目にシュラフを

濡らしてしまったのも体力不足を加速させ

た。シュラフが濡れてしまった要因として

は、かなりの湿雪が大量に降った、テント高

が低く濡れた壁面に常に体が触れており、

衣服も総じて濡れていた、シュラフ内でい

わゆる着干しを図ったが、シュラフカバー

の透湿性が足りずカバー内に結露し、それ

がシュラフを濡らしたなどである。テント

高や透湿性など装備への不満はさて置き、

拙い幕営技術や濡れた衣服を拭くなどの努

力をしなかったのは改善すべきだ。結局合

宿中はシュラフが乾かず毎夜震えながら浅

い眠りを繰り返した。６日目には高山病ま

で発症してしまい本当に情けない。強い CL

でいられなかったのは自分でも不甲斐ない

し、他隊員にも申し訳ない。反面、２年生は

やはり元気で行動面に於いては非常に頼も

しかった。また、アタックを成功させてくれ

た池田、池﨑、須賀の３名には心から感謝す

る。 

 また、合宿では毎回のようであるが、テン

ト内を和気あいあいとさせる能力が皆無で

あった。居心地の悪いテントは隊員の士気
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にも関わるため、もっと会話をするべきで

あったと思う。沈殿日には静かな V6 テン

トを飛び出し賑やかなアライテントにお邪

魔する隊員も見られ、いたたまれない気持

ちになった。今思えばテント割りも大山合

宿の時と大差なく、あまり適切ではなかっ

たかもしれない。とはいえ、他隊員も努力を

してほしかった部分ではある。基本黙りこ

くっているので話しかけるも二つ返事で会

話が膨らまない場面もあった。テントの中

で楽しく過ごしたいという思いは皆共通な

ので、しっかり協力してもらいたい。 

 以上、取り止めもなく反省を述べたが、総

括としては非常に良い合宿であった。濡れ

たシュラフでは早朝ともなると眠れたもの

ではない冷感で、夜明け前から雪かきをし

て体を温めた。雪かきをしながら迎えた夜

明けも意外と清々しく、今となっては良い

思い出である。アタックの朝の無限に広が

る星空も、足元も霞むようなホワイトアウ

トも、一瞬だけ見えたバカでかいブロッケ

ン（のなり損ない）も、一生忘れることは無

いだろう。いよいよ今春から後輩たちの代

へとバトンタッチするのだが、肩肘を張り

すぎず、合宿を楽しむように努めてもらい

たい。 

 

池田光希(SL) 

 この春合宿が 3 年として参加する最後の

合宿となった。自分自身力不足を感じなが

らも振り返ってみれば最後まで続けられて

良かったと感じている。今合宿で 3 年生は

明坂と自分の 2 人なのにもかかわらず、相

変わらずに準備段階から最後まで明坂に頼

ってしまうところも多かったと反省してい

る。独標に全員で登った日に明坂が体調を

崩し、3 年が 1 人になったときに何か不安

が生じたのも明坂ありきで行動を考えてい

たことが多かったからだろう。春合宿を通

して 3 年としてリーダーシップを発揮でき

たかといえばあまりできなかったのではな

いかと思うが、その分 2 年生の成長を感じ

取ることができた。独標の下降を全員です

る際にも 2 年生に確保について意見しても

らったり、1 年生の間に入って様子を見て

もらいながら下降してもらったりしておか

げでだいぶ助けられた。これから彼らが 3

年生となり最上級生として山岳部を導いて

いくことになるが、安心して任せられるな

と思った。1 年生もまだ不安な点は多いが

これから後輩が入部し責任感を持つことで

さらに成長し飛躍してくれるのではないか

と思う。 

 今年度を通して合宿ごとに事故を起こし、

毎度県警の方々にお世話になっていたので

最後に合宿を成功という形で終わらせられ

て本当に良かったと思う。何か今後も山岳

部にできることがあれば OB としてぜひと

も貢献していきたい。 

 

荒木詩乃 

雪上でオーバー手袋をつけての作業がス

ムーズでない。来年の雪山に向けて練習す

るのはそこからだと思った。家でいくらで

も練習はできるので妥協しないようにする。

それと共に装備品の手入れや準備もきちん

と行う。特に靴の防水処理は絶対。また今の

ザックやオーバー手袋やアイゼンなど、自

分のサイズに合っていないものは買い替え

も要検討だと感じた。来年度からの新入生
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には自分に合った道具を選んでもらいたい。

山に入る前にできることは妥協せずにちゃ

んとやっておくことが大切だと身に染みた。 

山に入ってからも、歩行技術、登攀技術もま

だ十分とは言えないのではないかと思う。

つま先で立ちこむ感覚をもっと意識できる

ようにする。それにともないふくらはぎの

筋肉をもっと鍛えておく必要も感じた。先

輩に言われたようにいざという時に頼れる

体づくりをしたい。 

今回の合宿は本当に心身ともにきつかっ

た。研修会直後ということもあったが、初め

2 日のバテ具合はひどいもので完全にお荷

物状態であったし、それに伴う罪悪感で精

神的にもやられてしまった。そんな状態で

アタック参加に後ろ向きになっている私に

さえ「行きたいなら行こう、行ける、行くべ

き」と参加の選択肢を与えてくださったう

え、私の泣き言にまで耳を傾けてくださっ

た部員の方々には感謝しかない。こんなに

優しくて頼りになる良い仲間がたくさんい

て素敵な部だと心から思う。そんな部の流

れを絶やさないためにも、来年度からは自

分たちが先輩方から教わったことや見て学

んできたことをしっかり次世代に繋げてい

かなければと感じた。今合宿は図らずも自

分の弱い部分が前面に出てしまった合宿で

あった。次期 3 年として、連続した山行に

も最低限耐えられる体力をつけることはも

ちろん、精神的にも余裕が持てるよう努力

したい。 

 

 

 

 

 

池﨑大智 

直前に冬山研修会に参加し、そのまま春合

宿に参加したため、山域・危険箇所の把握が

いまいちになってしまった。アタックの日

に準備が遅れてしまい、出発時間を遅らせ

てしまった。研修会で学んだことを大事な

アタックの日に守れず、情けない。雪上での

支点構築の経験・技術が不十分で、アタック

時にもしザイルパートナーの須賀が滑落し

ていたら止められず、自分が巻き込まれて

もおかしくないような支点しか構築できな

かった。 

 

伊藤朱里 

 まず第一に、ホスピタリティが低かった

と反省する。具体的には、テント周りの雪か

きの取り掛かりがおざなりになってしまっ

ていた。特に 19 日は、テン場に着いた時か

ら暴風雪だったにもかかわらず、雪かきを

晩に起きてやらなければという必要性を強

く意識していなかった。計画段階からテン

ト生活に関するあらゆることをイメージし

ておくべきだったと思う。また須賀隊員が

西穂偵察から帰ってきたとき、嗜好品を準

備できていなかったのは痛恨だった。 

 また、アタックに対する意識が低かった

と思う。挑戦したいという気持ちだけで、技

術的なことが追いついているのか、不明確

なままで合宿を迎えてしまった。夏にも通

ったことのない道であれば、ネットで調べ

るだけでなく、せめて夏場に経験した人に

尋ねるなどの工夫をしておくべきではなか

ったかと思う。そうすればもう少し慎重な

気持ちで合宿を迎えられたのではないかと
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今では考えている。 

 技術の未熟さも目立った。キックステッ

プを今より信頼できるものにするべく頑張

りたい。 

 

須賀雄次郎 

2 年生として最後の合宿であったが、果

たして自分は 3 年生となるに相応しい実力

をつけることが出来たのか。実感としては

「微妙」である。体力や登攀技術の面ではそ

れほど不足はないと感じた。しかし、天気の

予想、山系の知識、行動記録をこまめに取

る、隊全体の把握などの知的面において不

安が残る。天気の予想と山系の知識、行動記

録に関しては、今すぐにでも勉強、実行出来

ることなので、怠け心に鞭打って取り組ん

でいく。隊全体の把握に関しては、自分の場

合コミュニケーションをもっと取るという

よりも、ボーっとせずに誰が何をしている

か考え続けることのほうが重要であると思

う。やるべきことはたくさんあるが、とにか

く次の一年間、事故を起こさないために出

来ることをやっていきたい。 

 

井上拓哉 

今回の合宿は冬合宿の反省を活かせるか

が問われた合宿だったと思う。まずなによ

り、テント生活についてだ。冬合宿では先輩

から言われないとできなかったり、非常に

要領が悪かったりなどして迷惑ばかりをか

けてしまっていた。しかし今回は完璧とは

言わないまでも、冬に比べてだいぶ成長で

きたのではないかと感じている。朝起床し

てからの行動（シュラフをすぐにどかし火

をたく、朝食を作る）、夜の水つくりなどは

自分なりに率先してできたと思う。ただ、ま

だ水が沸騰していることに気づかない、ボ

ーとしていることが多々あり、先輩から指

摘されないと気付かないことがあったので、

今後は注意力をもって行っていきたいと考

えている。また、まだ一つ一つの行動の要領

が悪いのでそこも改善していきたい。次に

反省すべき点は体力面である。冬前とは異

なり、トレーニングを頻繁に行っていたわ

けではなかったので、冬に比べて体力が低

下していることが身に染みて分かった。標

高が冬に比べて上がったということもある

のかもしれないが、合宿中の行動ではすぐ

に息があがることがしばし見られ、辛いこ

とがあった。これは、事前のトレーニングを

怠ったため、心肺機能が向上せず、呼吸によ

り十分な酸素が取り込めなかったことが原

因と考えられる。このことはこの合宿に関

わらず、すべてのことに言えることである

ので、今後のトレーニングに関してはきち

んと行うべきであることが身に染みて分か

った。このことは、自分のみならず、隊の行

動にも直結するので、特に留意しなければ

ならない。以上が今回の合宿で感じた主な

反省点である。 

 

下鶴大輔 

今回の合宿は冬合宿の自身の反省が活か

されているか微妙だった。活かされた点で

は何があろうと水分と行動食を取ったこと

だ。しかし、1・2 日目で１袋の行動食を消

費するくらいのペースであった。バテはそ

んなに感じなかったが独標を目指す間、息

切れが早いと感じた。心肺機能がまだ弱い
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とわかる。テント生活において雪かきをす

るのが遅かった。先輩が先行して雪かきを

することが多かった。テント設営の為に整

地するにあたって踏み固めるのが足りず日

に日に陥没していって過ごし難いものとな

った。また、朝食を食べ終わるのが遅かった

為、急いでテント外に出ようとして鍋をき

れいにせずに片付けてしまった。その日の

晩、鍋の中に入れていたガスヘッド入れが

濡れ、臭いがついてしまった。同じテントの

人に不快感を与えてしまった。仲間や自分

へのストレスを減らすためにも衛生面を丁

寧に行っていきたい。独標アタックの前夜

に準備不足だったために出発時間が伸びた

ものの、危うく出発を後らせるところだっ

た。靴下が濡れたことは自覚していたが、億

劫に思い変えなかった。それが原因で独標

に達したとき、足先を動かせるが足が腫れ、

温度感覚がほとんど無かった。AC に帰着後、

足先がしもやけになっていた。もし行動が

もっと長かったり気温が低かったりしたら、

凍傷になっていた可能性もあった。その日

の気温に救われたと感じている。ゴーグル

で十分だと思っていたが、サングラスがあ

った方が融通が聞くことがわかった。また、

ゴーグルが曇った時の対処法を調べる必要

があると感じた。余裕をもっと持ちたいと

思った。行動や沈殿で楽しめるモノや知識

があれば、もっと山を楽しめるのではない

かと思うし、次は後輩もいるからだ。最後に

夏も冬も今回も上級生に連れて行って頂い

た登山であった。次は後輩がいるから、今ま

で以上に学び・鍛える必要があると感じて

いる。 

 

 

山村圭一郎 

今回の合宿では準備不足が目立った。ま

ずヘルメットを忘れたこと。今回は西穂山

荘で借りることができたが、忘れ物は致命

的である。事前の確認を徹底することや、余

裕を持ってパッキングをするなど、できる

ことをしっかりして二度と忘れ物をしない

ようにしたい。また、体力面、体調面でも準

備不足があった。出発前日に調理中に爪を

切り落としてしまったせいで指に力を入れ

ることができなかった。夏合宿前にも怪我

をしているので、合宿前はもっと用心深い

行動を心がけたい。また、行動中の息切れが

目立ち、心肺機能が不十分だと感じた。今後

もっと高い山に登ろうと思ったら心肺機能

の強化は必須だろう。より効果的な方法を

調べてトレーニングに励みたい。テント生

活で一番気になったのはいろいろな物をこ

ぼしてしまったことだ。うっかりでも何度

も繰り返すようだと何か問題があると考え

るのが妥当であろう。寝床が汚れるとモチ

ベーションが下がるので日常生活からそう

いうミスをなくしていきたい。冬合宿より

は改善されたが、まだ上級生に甘え過ぎて

いるところがあると感じた。あと少しで自

分も先輩にならなければいけないので、そ

れなりの心構えをして自立していきたい。

また、冬に引き続き足の指がやばくなりそ

うだった。今回は早めに対処しようと思い、

早めに靴下を交換したが、かなり隊を待た

せてしまった。なるべく隊の進行を止めず

に済むように、我慢しても大丈夫なライン

をより正確に把握できるようにしたり、ア

イゼン、ワカン、登山靴、スパッツなどの着

脱スピードを高めたり、できるだけ努力し
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たい。今回の合宿で初めて北アルプスの山

の稜線を歩き、独標までではあるがピーク

に立つことができた。初めての始発～終電

電車旅、初めてのステーションビバーク、初

めての冬山の稜線、初めてのホワイトアウ

トなど、初めての経験がたくさんでき、やっ

ぱり山はいいなと感じることができた、ず

っと記憶に残るような良い合宿だった。

様々なハプニングや不安要素、至らない点

はあったが、終わりよければすべてよしで

ある。この経験を今後の山行につなげてい

きたい。 

 

廣瀬侑也 

 まず、全体を通しては、大山合宿以上に学

ぶことが多く、直すべきところの発見もだ

いぶあったが、それ以上に合宿での実践に

よって経験が積み重ねられ吸収できている

ことを感じられた。 

 前回の大山合宿では雪山での幕営は初め

てとあり、装備や行動の準備のスピードが

足りずに足を引っ張ることがあったので、

それを反省して早めの行動に心がけてみた。

遅れをとらない、早めに終わらせ撤収準備

をするなどは改善されたが、元のスピード

はまだまだ早くできるので、しっかりなれ

るべきだと感じた。ただ、合宿のなかで日々

成長できたと思うので、そこは良かったと

思う。それと、もう少し丁寧さが必要とも感

じた荷物をしっかりまとめ、自己管理を徹

底することが足りなかったので、荷物が迷

子になることがしばしみうけられ、これも

また時間のロスに繋がると感じた。 

 逆に良かった点も多かった。まずは雪に

だいぶ親しむことができたことである。積

極的にラッセルや雪洞堀、雪かきをするこ

とで雪の扱いに慣れることができたし、何

よりも楽しんで意欲的に取り組んだことが

成長やモチベーションアップにつながった

と思う。また、歩行技術においても、体系的

に学びながら実践できたのでだいぶ慣れる

ことができた。 

今後はより経験を積むとともに、自分だけ

でなく全体を意識して行動の迅速さ、丁寧

さの向上につとめたい。 

 

■係の反省 

装備 

（池田） 

 特に大山合宿から大きく装備内容を変更

することなどは無かった。しかし大きな反

省点がひとつあり、ガス缶を今回 8 日の計

画で 10 個しか持っていなかったため、アラ

イテントでは 6 日目頃からガスが足りなく

なり広瀬の私物のガスを借りることになっ

てしまった。毎回の合宿では計画より実際

には短い日数しか山に滞在しないが、今回

は計画していた日数をほぼ消化することに

なりかなりギリギリの状態になってしまい

大変申し訳ない。1 日１缶＋予備と考えて

いたが、実際には１日にどの程度のガスを

使用するか計算して持っていくべきだと思

った。ガスがないと山を下りざるを得ない

死活問題となるのでしっかりと改善するべ

きだ。また水作り用にろうとに装着する排

水口ネットを初めて導入したが、ある程度

大きな汚れは排除できても水じたいはまだ

綺麗とは言えなかったので代替品を考えて

みてもいいかと思った。それに今回はトラ

ンシーバーを 3 台持って行ったのだが、1 台
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は就寝中に何かのはずみで電源が入ってし

まったようで充電をかなり浪費してアタッ

ク時の交信に支障が出てしまったため扱い

には十分に注意すべきだと感じた。 

（児島） 

 装備表の作成・変更については、冬・大山

合宿から変更点は少ないだろうと思い、仕

事の進行が遅れてしまった。ガス缶や排水

口ネットの購入も歩荷分けの前日などにな

ってしまい、バタバタとした仕事になって

しまった。もっと余裕を持って仕事をする

べきだっただろう。装備表の内容自体は、多

少の細かい追加があっただけで冬合宿と大

差無いものとなった。後はビーコンなどの

不足している装備を補充できればなお良い

と思う。 

 

食料 

（明坂） 

 ほとんどの仕事は２年生以下に任せるつ

もりであったが、廣瀬がネパールのトレッ

キングへと出発して以後は朝食を担当した。

といっても、２年生が考えた新メニューを

試作し、量を調整した程度である。新メニュ

ーはどれも創作的で作る手順も想像されて

いて良かった。エッセンについては各商品

についてどの店舗で購入できるかを調査し

ているので、今後も更新・活用してもらいた

い。夕食もペミカンの具材が追加され、非常

にボリュームがあった。特にアーモンドは

成功であったと思う。下鶴も夕食を自宅で

試作してくれていたため、現地で特に困る

ことは無かった。ただ、朝食と夕食において

缶詰やトマトパックはやはり重かった。美

味しいが、できれば長期合宿には持って行

きたくないものである。 

（池崎） 

係の中で最も好きな食料だったので、よく

頑張れた。担当のエッセン計画では、カロリ

ーパフォーマンスを調べ見直し、新規採用

を心がけた。また、あえて定番・人気のもの

を排除して、新定番を提案できたと思う。 

（下鶴） 

夕食で新しいメニューを入れてみたが、好

評のものもあれば改良の余地有のものもあ

った。今後試行錯誤をしていきたい。合宿準

備で米を分けるとき、自分で作った表を見

て勘違いをしてしまい、予定の半量しかも

って行かなかった。その為、全体に空腹を感

じさせてしまった。増して夕食である次の

日の活動に影響する。乗り越えられる状況

が乗り越えられないこともある。何よりも

夕食に集中し過ぎて他を怠り、的確な指示

を出せなかったことが何度もあった。 

 

気象 

（明坂） 

 今回、気象係としてはほとんど活動でき

なかった。私から何も指示を出せなかった

が、それでも井上と山村は日々天気図を書

いてくれていたようで感謝している。合宿

中も練習の成果が表れ、天気図を有力な判

断材料にすることができた。以下、１年生２

人への指摘を述べる。２人とも書き慣れて

は来たようだが、ラジオのノイズが酷い場

合や、テント内の不安定な場所での記入は

まだ拙さが残る。ノイズに関しては多少仕

方ないが、下敷きを持ってくるぐらいの努

力は必要だろう。硬めのものが良い。また携

帯の電波が入る場所ではネットラジオや気
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象庁 HP の天気図にアクセスできるため、

積極的に活用するべきである。そのために

も気象係は、月ごとの通信量やバッテリー

残量に余裕を持って入山するようこれから

も心掛けてもらいたい。また、特に山村に見

られたが、漁業気象はメモを取った方が良

い。天気図の肝であるため正確さを何より

も優先してもらいたい。 

（井上） 

合宿前に何度か天気図の練習は行っていた

が、それでもやはり不足していたと実感し

ている。天気図を書く際に、自分が一番悩む

のは等圧線の処理だが、それが今合宿では

あまりできなかった。また、前線の書き方に

ついても、先輩から指摘を受けなければ気

付かないなど致命的なミスも見受けられた。

前線表示の意味や仕組みを理解しておらず、

ただ天気図を書ければいいと思っていた自

分が浅はかだったと感じている。また、天気

図を用いた翌日の予想などもまともにでき

ておらず、これも自分の大きな課題だと考

えている。今後は、更に練習を重ねることは

もちろんのこと、天気図を用いた予想がで

きるように、気象に関する知識や理解を進

めていかなければならないと感じている。 

 

（山村） 

二日目に天気図を書いた際にプロットミス

を何度もしてしまい、余計な時間を使った

上に見づらい天気図になってしまった。家

で練習する際もよくやらかしているのでそ

こから改善したい。また、等圧線のかき方が

変なところもあった。どういう線になるこ

とが多いのか毎日の天気図から情報を得る

とともに気象のメカニズムについても余力

があれば勉強し、より正確にかけるように

したい。翌日の天気予報もあまりしっかり

できなかった。どういう気圧配置の時にど

れだけ荒れるのかを把握していればもっと

やりやすいと思うので、情報収集したい。 

今回はラジオの周波数を事前に調べていな

かったため、現地で探り当てることができ

ていなかったら困った事態になっていたと

思う。今後は事前に調べるようにしたい。ま

た、現地では想像以上に聞き取りづらかっ

たので、実際にラジオで聞く機会を増やし

て、ノイズがひどくても正確に聞き取れる

ようにしたい。 

 

医療 

（伊藤） 

 池田先輩の凍傷を除けば大きなけがはな

かったからよかったものの、もしものとき

では遅いことを実感した。マニュアルをき

ちんと把握しておくことの必要性を感じた。

ユースキンは重宝された。中まで水がしみ

てしまっていた医療箱もあったので、防水

性は見直すべきかと思う。 

（須賀） 

今回、医療箱に関しては特に変更すべき点

が見つからなかったため、手当マニュアル

の作成と定期的な体力度チェックを行った。

手当マニュアルとは、誰かが要看護の状態

に陥った際、慌ててしまってパニックにな

った人でも正しい処置を出来ることを目標

としたものである。今回は僕のリーダー研

修会参加などのために時間が取れなかった

せいで必要最低限のレベルでしか作成出来

ていないので、改善の余地は大いにあるだ

ろう。定期的な体力度チェックは、合宿中の

それぞれの時刻においてどれくらい疲労を
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感じていたかをグラフにして可視化し、自

分たちの体力がどのようになくなっていく

かを知ること、また、無理のある行動をしな

いことを目的としたものである。これに関

しては、僕は何度かチェックすることを忘

れてしまった。申し訳ない。合宿後にデータ

をまとめて（自分の空欄を埋めて）グラフに

してみると、なかなか面白いグラフが出来

上がった。是非部員のみんなにも、記憶の底

から当時の体力度を思い出して表を埋めて

いただきたい。長期の合宿などではさらに

面白いグラフが見られるのではないだろう

か。 

（山村） 

今回医療係で行ったのは手当マニュアルの

作成、現地での体調チェック、医療箱の携行

である。マニュアル作成については冬の荒

木先輩のメモに数項目付け足しただけだっ

たので合宿前に完成させ、医療箱に入れる

ことができた。体調チェックは沈殿の日の

何日か忘れてしまうことがあった。続ける

ことでより正確になるそうなので、忘れな

いようにしたい。日頃の練習から各自でや

っておけば、合宿の時により正確な情報を

共有できると思う。医療箱については行動

中には使わなかったが、テント内でのちょ

っとした怪我の際に使った。 

 

交通 

（荒木） 

今回は 1 年生主体で働いてもらおうと思い、

私はほとんどアドバイスや提案に徹したが、

いささか任せすぎた気もする。というのも

1 年の下鶴が交通担当であったが、食料と

兼ねているのにも関わらず仕事は早く、度

重なる人数や利用交通機関の変更にも負け

ずによく頑張ってくれたからだ。さらに私

は今回研修会参加のため、肝心な移動当日

に同行することができず、遠く富山からう

まくいけと念を送ることしかできなかった。

この件も当日は３度にも及ぶ事故などの遅

延に対し、彼がかなり頑張ってくれたらし

い。仕方がないことではあるが、肝心な時に

後輩のサポートができず不甲斐ない限りで

あった。しかし同時に後輩が懸命に仕事を

全うする姿を見ることができ、来年度への

期待も高まった。 

今回は計画がたつのが遅かったため、高速

バスの予約が取れなかったことが大きかっ

た。結果どうやって行くか、何時につくかな

ど様々な案が提案され決定がかなり大変だ

った。やはり高速バスの予約は早くとるべ

きだ。しかし 18 きっぷ 1 日で行ってしまえ

ればかなり安上がりなことも事実（実際研

修会メンバーは1日で博多-富山を成功させ

た）なので、この辺りは部員の希望により手

段を考えてもいいかもしれない。 

（下鶴） 

電車が何度も見合わせる事態に遭遇したが、

適切に対応できたと思う。しかし、駅周辺の

調査を怠った為、夕食や一晩を明かす場所

などをすぐに答えられなかった。また、山域

の候補が大体絞れた時点で高速バスの予約

をとるべきであった。西穂高岳と決まった

後にはバスの席は人数分なかった。その為

に博多を始発で出発し終電で高山に着くハ

ードな計画となった。先述した事態があっ

た為、この計画で悪くなかったと感じる部

分もある。夜行バスを取ると楽だが、間に合

わない可能性もあり難しいところだと感じ

た。 
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体力度チェック2017年度春合宿＠西穂　

18日行動前 後 19日前 後 20日前 後 21日前 後 22日前 後 23日前 後 24日前 後

明坂 5 8 9 6 8 6 7 9 6

池田 8 7 9 6 8

荒木 4 6 7 5 3 5

池崎 7 9 7 3 5 7

伊藤 7 6 8 7 5 6 7 7 5

須賀 9 8 10 9 8 7 7 3 8 7 9 7 10 6

廣瀬 8 8 8 4 9 9

井上 7 7 8 6 7 3 7 7 7

下鶴 6 5 8 5 6 4 8 7 5

山村 8 8 7 5 6 7

備考

須賀：靴の染みによ

る冷え

井上：息切れ

下鶴：息切れ、ゴー

グルを外したため、

右靴締めすぎ

明坂：高山病 池田：軽度の凍傷

沈殿 ～独標手前撤退 沈殿 ～独標、偵察 アタック、下山入山～1940ｍコル

山村：ふくらはぎがつ

りそう

～西穂山荘ＡＣ　
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■資料 

○2017 年度春合宿体力度調査 
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