
2018 年度九州大学山岳部冬合宿報告書 
文責：須賀 

 はじめに 

ここでは 2018 年 12 月 27 日から 1 月１日にかけて北アルプス五竜岳で行った冬合宿に

ついて報告する 

 

 山域・期間 

山域：五竜岳遠見尾根 

期間：12/27 から 1/1（ただし、12/27～12/30 は悪天のため入山せず） 

 

 参加者 

三年：須賀雄次郎（CL）、荒木詩乃（SL）、池﨑大智 

二年：児島歩武 

 

 目的 

  全体：五竜岳の厳冬期登頂、無事故での下山 

  三年：下級生への技術の伝達 

  二年：厳冬期の岩稜歩行等の登攀と歩行技術の習得 

 

 行動記録 

 

12 月 31 日 曇 

地蔵の頭～西遠見まで 440ｍ地点幕営地 

6:00 起床 

8:30 テレキャビンに乗車 

9:00 リフト終点を出発 

9:40 地蔵の頭 

10:10 一ノ背髪 

10:44 二ノ背髪 

11:05 小遠見山 

11:40 中遠見山 

12:50 大遠見山 

14:35 西遠見山手前にて幕営 

 



6 時にエスカルプラザで 4 回目の朝を迎える。この日は予報通り、降雪は少なく、遠くの

空には青空も見えた。荷物を整理してテレキャビンとリフトに乗り、ワカンを着けていよ

いよ出発する。この時、自分たちのすぐ前に二人組のパーティがスノーシューで登ってお

り、最初からラッセルをするのは免れた。出発して間も無く、地蔵の頭に到着。そこから

少し下ってから、長い登りが続く。この時、雪は全く降っておらず、歩いていて非常に暑

かった。途中、左手に天狗岳がよく見えた。一ノ背髪、二ノ背髪を超えて、小遠見山を通

過する。今回は雪崩のリスクを考えて、トラバースはしないことに決めていた。小遠見山

から中遠見山にかけて３年の須賀が先頭になって歩くが、これが速い。隊の３人（主に児

島＆荒木の 2 名）に檄を飛ばしながらぐんぐん進む。ここから徐々に空が曇り始め、横か

らは強い風が吹き始めた。その後、大遠見山まで来ると、それまで前を歩いていたパーテ

ィの方々が風を凌いで座り込んでいた。このため、ここから西遠見山まで、ラッセルをす

ることになった。主に膝ラッセル。気温もかなり下がり、雪も少し降っており、おまけに

横から烈風が吹いていたので、心身ともに激しく消耗していった。途中、後ろから追いつ

いてきた二人組のパーティ（前にいたパーティとは別）にラッセルを手伝ってもらいなが

らも、西遠見山手前に到着。壁を作ってテントを設営した。テントの中は非常に寒く、み

んな常に凍えていた。その後、明日はアタックせずに下山することを決定。そのまま就寝

となった。 

1 月 1 日 晴のち曇 

幕営地～地蔵の頭 

5:00 起床 

6;50 出発 

7:15 大遠見 

8:40 中遠見 

9:30 小遠見 

10:10 地蔵の頭 

昨晩の話し合いから、この日は即下山する判断をした。その理由は以下の四つである。 

1. 気象係とヤマテンの予報によると昼前から吹雪になりそうであった。2 日、3 日の天気

も悪い予報で、安全に遠見尾根を下るには 1 日の午前中に下山する必要がある 

2. 月明りがないため夜中から行動を始めることが難しい 

3. 山頂までトレースがなく先に進むには膝ラッセルをすることになるためアタックに時

間がかかる 

4. 山頂では台風並みの強風が 6:00 頃から吹き始める予報である 

朝テントから出るとすばらしい朝焼けで、空にはほとんど雲がなかった。気象予報がなけ

れば意気揚々とアタックに出発しただろう。しかし、これが疑似好天であることは分かっ



ている。天気が崩れない内に下山するため、即引き返した。昨日私たちが通ったルートの

トレースは地吹雪で完全に埋まっており、中遠見幕営地までは所々膝ラッセル。そこから

下は他隊によるトレースがあった。天候は概ね予報通りで、7 時頃に五竜山頂に雲がかか

り始め、9 時には後立山上空を暗い雲が覆った。雲の流れは徐々に早くなったので、疑似

好天の予報は当たっていたようだ。この日に我々と同じＡＣから玄人らしい男性 2 人が

五竜アタックに発ったが、3 日には八方尾根で遭難事故が起きている。初心者の集まりで

ある我々が冬山で無理をしなかったのは正解ではないだろうかと思う。 

 

 係り反省 

食料 

（池崎） 

ぺミカン…非常においしかった。（大きめの具材・豚こま切れ肉 etc）鳥肝は量が少ない上、

小さく、ほとんど存在感がなかった。長年、具材はみじん切り、カスカスになるまで炒

めて水分を飛ばす、ラードをどっぷり使うという風潮があり、あまり美味しくなかった

が、今合宿ではそれを断ち切れた。 

キューピーあえるパスタソース…ものによるが軽いうえ、美味い、高カロリーで好評 

卵雑炊…米にバター、卵スープの素を入れるだけのもので、評判は可もなく不可もなくと

いったところだった。何かアクセントのある具材を入れると良くなると思う。朝食で一

人当たりα米 80g は若干多かった。過去の反省で 50g は少なすぎたので 70g くらいが

適量か 

エッセン（行動食）…おおむね良し。チョコリエールは美味しいが、袋が小さくグローブ

のままでは取り出せないため、冬季は控えた方が良し。 

気象 

（荒木） 

2 年生のサブとして付いたので、こうしたらどう？という助言はしたが、基本的には 2 年

生がよくやってくれた。今回は天気図を読むことに力を入れるというテーマがあったので、

明坂先輩にも助力をいただき、地上天気図と高層天気図を読み、降雪量や風、いつから天

気が荒れるかなどの予報の精度を上げる練習ができたことは良かった。不参加の 1 年生

も気象グループに入れて一緒に勉強してもらったが、まだまだ未熟ながらも予報の練習に

力を注いでくれた。 

現地では、大陸に災害級の寒波(1083hPa)が居座り、予想していた冬山の気象サイクルを

無視して西高東低を続け、それが弱まるか強まるかくらいの違いしかなかった。ヤマテン

を導入し、そちらの情報と、入山していない気象グループの人たちからの情報を駆使して

行動決定できたのは良かったと思うが、今回のような場合に登頂するなら、どこかで多少



の悪天でも行動が必要だったかと思う。結果論にはなるが、1 日の朝方は思いのほか天気

が良く、9 時までには吹雪くかと見ていたがまだ保っており、早立ちすればもしかしたら

行けたのでは？と後から考えないわけではない。また 27 日に入山はできても、後が続か

ないだろうと考えて入山延期にしたが、入山して何とか上で耐えていた方がその後の行動

に余裕が出たのか？とも考えはした。しかし、27 日に入山して悪条件のテントに閉じ込

められても消耗するだけだったかもしれないし、入山延期した自分たちの実力を鑑みると、

悪天での行動経験もほぼ無く、強行軍の行動の疲れが取れているかも定かでない状況で、

予備日も少ない中の安全策は即時下山であったことは間違いではなかったのではとは思

う。 

また山での仕事だが、自分でも天気図などを見て予報を考えたものの、やはりドタバタし

たテント内でまとめた情報より、下界から送られてくる整理された情報の方が使い勝手が

良く助かった。今後も利用できるなら積極的に利用して良いと思うが、同時に、その情報

の根拠を理解できる程度の知識は身につけておかないと、悪い言い方をすれば他人の情報

に振り回される山行になってしまうので良くないだろう。今回の合宿は今までになく気象

条件的に厳しいものであったが、たくさんの方の助力をいただき、厳しい条件の中最善を

尽くすということができたのは良い経験になった。 

（山村） 

気象係メインとして全てを任されたので、明坂先輩が作ってくださったグループで音頭を

取り、高層、地上天気図をもとに天気予報を行なった。天気予報の精度はなんとも言えな

いが、天気図を読み、必要な情報を取り出して活用することはできるようになったかと思

う。合宿期間中は現地に行ってはいないがせっかくなので下界で天気予報をした。それが

役に立ったかどうかは甚だ怪しいところではあるが実際の天気と大幅に異なることはな

かったようだ。しかし下界であるのにも関わらず毎日 1 時間近く天気図とにらめっこし

ないと予報ができなかった。山ではそんなに時間をかけていられないと思うので作業時間

の短縮を図りたい。自分なりに現地で必要としている情報を伝えられるように心がけたつ

もりだが、どの程度できていたかはわからない。 

合宿前には五竜周辺のここ 10 年の天気の調査、冬山一般の気象について発表した。部員

の身に付いていることを願う。 

 

装備 

（荒木） 

今までやってそうでやってなかった重量計算を行い、歩荷分けで荷物を簡単に均等に分け

ることができた。計測の結果、理論値ではザック重量が 23kg+行動水程度に収まり、本当

かよ？となったが、確かに今回は装備・食料共に軽量化を図ったので本当なのかもしれな



い。1 年生にも重量計算表の作成を中心に手伝ってもらい、部室在庫調査で冬山装備の簡

単な講習を行うことができた。その他は 2 年生もいないし、不参加の 1 年生に任せるよ

り、実際に装備を使う参加者の自分がした方が都合がいいと思い、いろいろ勝手に仕事し

てしまったが、もう少し仕事を下級生に割り振っても良かったかと思う。 

以下、装備表に関してのコメント 

軽量化の削減対象 

・ラジオ、天気図用紙：携帯電波が入るので、天気図を描くことより読むことに重きを置 

いたため。実際に無くても問題なかった。 

・グラウンドシート：ブルーシートからペラペラアルミマットへ。地面で使うと破れやす 

いのが難点だが、雪面では問題なし。軽くて断熱性もあって◎ 

・ハーケン、ハンマー、スノーバー：使える技術がない、使わないので持っていかなかっ 

た。 

・ストック：本来の使い方で使えない(慣れてない)、搬送法やビバークで使うにも別のも 

ので代用可なので持参せず。 

その他細々した変更点 

・リペアセットを雑品袋に入れる：裁縫道具は使えるのであると良し。 

・雪袋をゴミ袋から土囊袋へ：破れやすさ改善のため。丈夫で使い勝手も良かった。 

・赤旗の代わりに樹木識別テープ：布より準備と回収は楽だが、どれが自分たちのものか 

は分かりにくい。 

新規購入 

・ガスヘッド二個(epi)：嵩張るが、ホースに負荷をかけないようにケースごと持っていく 

のが良い。防水もすること。 

・エスパース マキシマムナノ 6～7 人用：もともと 6 人参加予定で購入するも、使わな 

かったのでコメントなし。 

・スノーソー：部室のはもはやノコギリなので買い替え。今回は使わなかったので使用感 

は不明。 

・ガス缶：最終的に入山時には 4 日 4 人の予定だったので 3 缶しか持って行っていない。 

また、結局 1 泊 2 日で、開けたのは 2 缶、両方とも空にはなっていない。 

医療 

（須賀） 

今回は医療箱の中身を大きく変更することはなく、メイン医療箱とサブ医療箱(メインが

雪崩などで埋まった場合に対処するための外科のスペア)を準備し医療の勉強をした。反

省点は準備段階で仕事を後回しにしがちだったことである。合宿中に全く仕事がないのは

毎度のことなので、今後医療係は他の係（例えば食料）の手伝いなども担当してもいいか



もしれない。 

 

（児島） 

今回の合宿では、サブの医療箱を作ったことで多少中身を移したものの、内容自体に大き

な変更はなく、また、本番で医療箱を必要とする場面も特に無かった。行動中の隊の健康

状態としては児島が弱い頭痛を起こしたぐらいで、特に問題は無かった。尤も今合宿は参

加人数が少なかったため、一人一人の状態に気を配ることができた。もっと隊の人数が増

えたとしても、怪我の防止や健康状態の確認は怠らないようにしたい。 

 

 個人反省 

荒木詩乃 

長期的な体力やしぶとさみたいな点だけで脊振全山なども乗り越えてここまできたが、や

はり足りないのは馬力だと思った。ラッセルや急登など、特に今回のようにスピードが求

められる場面では周りの足を引っ張ってしまった。個人的には脊振全山 3 日目のような、

キツイ状態でさらに追い込む練習をもっとすべきかもしれない。また後期に入ってからつ

いに腰や膝にガタが来始め、冬合宿には支障を出さなかったものの、日頃からケアをしな

いと今後に差し支えそうなので注意したい。 

今回は上級生ばかりのパーティーだったので、リーダーシップというよりは気象係の情報

などをまとめながらの行動決定の補助などを中心にしたが、そちらはそこそこ出来たので

はと思う。しかし行動日はキツすぎて 1 年の冬以来 2 度目の「行動記録が一切とれてい

ない」合宿になってしまった。加えて観天望気は辛うじてしたものの、現在地把握やルー

ファイなどもしっかり出来ず、非常によろしくなかった。2 年に対する冬山の知識伝達も

個人的にはほとんどできなかった。全て体力不足に起因するものなので、精進する。そし

てせめて自分の得意分野くらいはこなす、伝える。 

全体としては、合宿の目標である登頂は叶わなかったし、知識の伝達も現地では行う時間

も人数も十分でなかった。今回達成できなかったことの原因の洗い出しと今後どうしてい

くかは、また時間をとってよく論じたい。 

3 度目の冬山、やはり体力の負い目は感じるし、単純に死にそうなくらいしんどい。正直

今年はもうやめておこうかとも本気で考えた。でも自分勝手かもしれないが、やはり隊員

としてあの場に居れたことはとても嬉しかったりする。隊員のみなさん、ありがとうござ

いました。 

 

 

池崎大智 



同期の 3 年が自分以外に 2 人いたことでの人任せがあった。雪山でラッセルがどの程度

かわからない状況ではあったが、あまりに時間間隔を持っていなかった。行動予定を変更

する際、先の先までをきちんと見据えた考えが同期の中で一番できていないと感じた。同

時期に入山されていた一般の方と比べてラッセルのスピードが遅く、効率の良い省エネな

動きがまだまだできていないと思った。雪山のきつさを久しぶりに経験し、ああ、雪山と

いえばこれだよなと感覚が戻った。やはり夏山とは違う。その点で、今合宿直前に故障を

しているものと体力不足のものを不参加にしたのは、心苦しくはあったが賢明な判断だっ

たと思う。ヤマテンの情報は信頼性が高いうえ、どうした方が良いかまで親切丁寧に教え

てくれ、今後もぜひ活用した方が良いと思う。2 年生にはラッセルの経験を、またも積ま

せられなかった。しなくていいことに越したことはないが、必ずどこかで必要になるので、

いつかのタイミングで練習できたらと思う。 

  

須賀雄次郎 

リーダーとしてのマネジメント力が不足していたと思う。今回の冬山参加者は上級生だけ

だったので合宿に向けての自主練は各々に任せた。しかし定期的なチェックをしなかった

ため合宿前に怪我や体力不足を抱える隊員が多かった。結果として 2 名には合宿参加を

諦めてもらった。隊の目標を掲げた以上、マネジメントに責任を持ち途中経過をチェック

すべきだった。 

今冬の災害的大寒波の中、誰も怪我せず下山できたのはとてもよかった。要因は５つで、

隊員の絞込によるスピードアップ、気象係とヤマテンによる気象予報力向上、リーダー会

による入山日の変更、ＯＢや 4 年の明坂先輩からの厚い協力、我々より前に入山し下山し

た立教大学山岳部からのルートの詳細情報（彼らは 12/25 に五竜岳に登頂している、雪

洞は大遠見あたりからしか掘れそうにない、積雪は稜線上で膝程度、五竜岳頂上直下の雪

壁は胸程度で、弱層があるため雪崩注意）。 

 今回の冬山は残念ながら天候に阻まれ登頂出来なかったが、そういえばこの３年間の冬合

宿は一度も成功していない。次代がまた厳冬期の北アルプスに入るとしても止めはしない

が、私が来年度の冬合宿にもう一度山の選定をするとしたら南アルプスや八ヶ岳を舞台に

選ぶだろう。吹雪の中での行動を避けかつ登頂を目指したいのならば、厳冬期の北アルプ

スの天気は悪すぎる。 

 

児島歩武 

今回の合宿は、行動日こそ２日間だけであったが、自分の体力・自力の無さを痛感するも

のとなった。冬合宿前には自分なりに自主トレに励んだつもりだったが、まだ雪山を登る

だけの体力がついていないと感じた。特に 31 日の行動で、もし最初からラッセルをする



ことになっていたかと思うとゾッとする。来年からは最上級生として下級生を連れて歩か

なくてはならないことを思うと、実力不足は感じずにはいられなかった。また、オーバー

ミトンをつけた状態での作業に時間がかかってしまった。決められた休憩時間の中で、エ

ッセンと水分の補給をしっかりしないといけないのに、オーバーミトンを装着した状態で

は素早く行うことができず、十分に補給ができなかった。ワカンの着脱も甘かったと思う。

ミトンをつけた状態での作業はもう少し練習する必要がありそうだ。 

 今回の合宿で元々２年生は３人参加する予定だったが、怪我などの事情により、自分一人

となってしまった。正直、１年生が一人も参加せず、２年生も一人しか参加しておらず、

登頂もできていないという状況に、来年の冬合宿への不安が残る形となってしまった。来

年に向けて、体力向上と計画の思案をしっかりと行っていきたい。 

 

山村圭一郎 

今合宿の最大の反省点は合宿に参加できなかったことだ。脊振全山で故障(長脛靱帯炎)し

たからである。これについては、脊振全山前の精神面、体調面のコンディショニング、体

づくりが不十分であったこと、そして痛みが出る前の違和感を無視したことが原因だと考

える。 

10 月中旬から胃の具合が優れず、心身ともに疲労が溜まっていた。また家庭の事情のた

め一週間練習ができず、結局脊振全山前の二週間は歩荷できなかった。ランニングも一回

できない週があった。そして全山直前の週に久しぶりにランニングをし、筋肉に疲労が溜

まった状態で挑んだのが直接的な原因だろうと思う。元をたどれば日頃からの体調管理や

生活の仕方の問題である。痛みが出る前にも違和感は感じていた。井原山に向かう途中の

道で、足の感覚が鈍くなるような違和感があった。違和感を感じつつも大したことないだ

ろうとタカをくくっていたら歩行に支障をきたすまでになってしまった。違和感の時点で

処置をしておけば被害を抑えられただろう。 

怪我後の対応については合宿前にできる限りのことを準備していたつもりだ。それでも強

いて何か挙げるとすれば完全休養期間についてだ。もう少し長く取っておけば治っていた

のかも知れない。しかし自分の体力のことを考えたら今回のトレーニング量で最低ライン

という感じである。怪我後に関しては参加不参加の判断含め、個人的には及第点かと思う。 

いつでも 100％でいられるように日頃から自分のコンディションを整える。また、たとえ

100%でなくても壊れない体を作る。壊れても行動に支障を来さない。絶対に。 

テント生活、アイゼン・ワカン、雪上歩行等については参加していないので特に述べるこ

とはない。 

ここに何を書いたところでそれだけで状況がよくなるわけではない。こうなる種を蒔いた

のは自分自身。どうせなら楽しくなれる種を蒔こう。春に向けてまた一から頑張ります。 


