
 

  

 

 

 

 

山 行 報 告 
鹿島槍ヶ岳（2842M）・爺ヶ岳（26070M） 

●2020 年 8 月 27 日 ～ 8 月 28 日（ 1 泊 2 日） 

●参加者 秀さん・森高・.聡子（テント）・伸二・.文子・.いくババ（小屋泊） 

●ルート 8/27 赤岩尾根〜冷池山荘  

8/28 冷池山荘〜鹿島槍ヶ岳〜爺ヶ岳〜柏原新道 

●コースタイム  (8/26 爺ヶ岳駐車場に 1 台配車) 

8/27 大谷原駐車場 6:05 集合 

大谷原駐車場 6:20→(1:30)→7:50 西俣出合→(2:40)→10:30 高千穂平  

→(1:55)→12:25 冷乗越→(20)→12:45 冷池山荘 (6:25) 

8/28 冷池山荘テン場 5:00 集合 

冷池山荘テン場 5:00→(1:00)→6:00 布引山 7:05→(1:05)→7:55 南峰 8:15

発→(50)→8:50 北峰(20) 9:00 発→(35)→10:30 南峰(10)→10:40 冷池山荘

テン場 11:10 発→(10)→11:30 冷池山荘(30)→(20)→12:00 冷乗越 12:45→

(30 )→14:50 白樺平→(45)→高千穂平→(2:05)→西俣出合→(1:05) 15:55

→大谷原駐車場→(爺ヶ岳駐車場の車を回収して帰宅) 

報告・・・いくババ 

27 日 赤岩尾根を登る。高千穂平までは急登が続く。楽しみにしていた

赤岩尾根からの鹿島槍ヶ岳は霧に包まれて見ることができない。途中の

花々は秋の花へと移っていて、竜胆が目を楽しませてくれた。 

予定より 1 時間早く冷池山荘に到着した。(宿泊代金 1 万円 労山割引

で 9,500 円)お見舞い金のお礼なのかテント泊を含めた全員にビール

500ml 又はポカリが一本づつ配られた。所々景色も見えたが、霧に包まれ

てしまった。 

28 日 5 時出発。朝から視界良好。雲海の上の日の出を楽しみながら布引

山に登る。剱岳、立山が朝日を受けて美しい。トウヤクリンドウが咲き競い、夏の花畑は終わりに近づきながら

も色取り取りの花が目を楽しませてくれた。南峰からは雲海に浮かぶ爺ヶ岳、北峰からはキレットに続く五竜、

また見返りの南峰が素晴らしい。南峰から北峰の間はかなり緊張して通過した。冷池山荘で、午後の天気が不安

定なので赤岩尾根から高千穂平まではガレ場もあり慎重に下る。西俣出合から駐車場までの 1 時間が登り下り

ともとても長く感じられた。この日は休憩を含め 11 時間の行程となり皆んなに疲れの色が見えた。 
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ヒヤリハット 

鹿島南峰から北峰までの岩場の登り下りは慎重を要した。

赤岩尾根の冷乗越からのガレ場の登り下りも慎重を要した。

28 日の行程が長かったので、下りに疲れが見え、滑る等が

見受けられた。湿度、気温が高く飲み物が多く必要となった。 

感想・・・文子 

赤岩尾根は初めてでしたが、西俣出合までの長い林道歩き

を除けば、静かで良かったです。南峰に続く稜線の西斜面は、

トウヤクリンドウが群生し、見事でした。大町労山と言えば

鹿島槍！毎年登りたい山です。 

感想・・・聡子 

初日歩き出したときは晴れていたが、進むうちに雲の中へ。赤岩尾根は急登ではあったが長い柏原新道より歩

きやすい。赤岩尾根からだんだん近づいてくる鹿島槍を眺めることは叶わず残念。翌日の天気予報も良くなかっ

たが夜中にテントから外を覗くと星空！なんとか朝まで晴れていてくれ〜と祈る。願いが通じたのか早朝から数

時間は天気が良く、遠くまでよく見える。お花も沢山咲いていて楽しい稜線歩き。だんだん雲がわいて稜線を越

えてくるダイナミックな景色も見られた。午後は雨の予報だったがレインウエアを着ることなく下山出来て良か

った。 

 

北アルプス 大滝山～蝶ヶ岳  

●参加者 じゅんちゃ・EIEI 

●2020 年 8 月 31 日～９月 1 日 （１泊２日） 

●ルート 三郷スカイライン～大滝山～蝶ヶ岳ピストン 

●コースタイム 

 8/31 三郷ｽｶｲﾗｲﾝ P6：08～林道歩きで登山口着 7：25 7：40 発～10：

02 着鍋冠山（2194M）10：15 発～13：47 北峰稜線～13：55 大滝小屋～

戻りテンバ着 14：25（泊） 

9/1 テンバ 5：15 発～6：36 蝶ヶ岳山頂 7：50 発～9：20 テンバ 10：00

発～鍋冠山 12：15 発～12：30 冷沢登山口 13：50～三郷ｽｶｲﾗｲﾝP14：50 

山行報告（感想など）・・・EIEI 

 今回の山行はじゅんちゃが蝶ヶ岳の分岐～大滝山まで歩いたことがな

い。私は三郷スカイラインから大滝山まで歩いたことがないとの理由で 2

分の１ずつの未踏ルートを歩こうと話が纏まった。一番のネックはテント

泊であるが小屋は締まっているので、下から水を担いで登らねばならない

ことだった。冷沢で水を 4ℓ､お互いに 2ℓずつ背負う。私は膝に乗せないと

ザックを背負うことができない重さだった。登山道は幸いなことに歩く人

は少ないが笹も刈ってあり、長いけど斜度が緩やかでクッションが良く足

に負担が掛らなかったことが重さを和らげてくれた。 

ガスの中、風もなく樹林帯で景色も単調、ひたすら歩くのみ。こんなに

大汗をかいたのは久しぶり。おしゃべりじゅんちゃも寡黙の人となる。稜線直下、距離は短いが背中の荷が重み

を増し応える。稜線に出たら、そこがテンバであった。稜線は少しガスが晴れ、明日行く稜線の道がみえた。今

回、お試しにテルモスに氷を入れてきた。水、湯よりも軽い。ウイスキーのロックで祝杯。 



翌日 5：15 にテンバ発。北峰稜線上で日の出。ガスが掛り鮮明ではない。

しかしながら、そこから段々とガスが晴れて蝶ヶ岳の山頂に着く頃には快晴

となる。ミラクル！！涸沢を目前に朝ビールで乾杯！！こんな絶景をゆっく

りと味わう。俗世間を忘れて・・・しかし携帯電話はそうはさせてくれない。

じゅんちゃに連絡が入り、大雨で水路から田んぼに水が流れ込みたいへんな

ことになっていると。「こんな時に電話」としきりにぼやく。荷物が軽かった

お陰で 9 時過ぎにはテンバに戻り。パッキングして下山開始。意外に早く駐

車場についた。 

ヒヤリハットや危険個所 

 藪蚊が多く発生。蚊除けスプレーも効果なし。毒性強く医者に行って注射

をしてもらう。テント泊は荷物が重い。日頃から重装備の荷物を背負って歩

く訓練も必要と思う。 

高社山（1352M）参加者 鶴川 2・靖子＋3 

感想・・・靖子 

天気が心配でしたが、松川道の駅を 6 時 30 分に出発しました。高社山、別

名高井富士は、近づくと裾野を大きく広げた堂々とした山でした。谷厳寺の

登山口より登り始めると、突然、金色の大きな仏像が現れてびっくり！登山

道脇には観音菩薩、阿弥陀如来等の石仏があり、修験の山だったということで、いつもの登山道と趣が違う感じ

がしました。1 時間ほど登ると大粒の雨になったため、下山しました。谷厳寺で御朱印を頂き、桜、紅葉の時期

にまた行きたいなと思いました。 

 

剱 岳（2999M） 

●2020 年 9 月 14 日～9 月 16 日（2 泊 3 日） 

●参加者 秀さん・伸二・尾形・森高・文子・

いくババ・聡子 

●ルート  

9/14 扇沢バスターミナル 7:00 集合 

扇沢 7：30 発(始発)〜室堂 9:20 着〜剱御前小

屋 12:35〜剣山荘 13:50 着 

9/15 剣山荘 5:30 発〜一服剱 6:00〜前剱 7:00

〜カニのタテバイ 8:00〜剱岳頂上 8:45  9:10

発〜一服剱 11:10〜剣山荘 11:55  12:40 発〜

剱澤小屋 13:15  

テント 秀さん・森高・尾形・聡子 小 屋 伸二・文子・いくババ 

9/16 劒澤小屋 7:00 発〜別山南峰 8:50〜北峰 9:00〜剱御前小屋 10:00〜12:50 室堂ターミナル 13:45〜扇沢 15:21

ヒヤリハット 

鎖場の連続でしたが、全員気を引き締めての山行で、ヒヤリはありませんでした。休憩後、乗り物乗車後にポ

ールを持ち忘れてしまう場面もありましたが、置き忘れにはなりませんでした。 

 



報告・・・いくババ 

三日間を通して天気に恵まれ、最高のコンディションで剱岳に登れた

のは幸いでした。 

この時期花はほとんど終わりで、紫の竜胆がひっそりと咲いていまし

た。扇沢から剣山荘まで、直登ではなくやや迂回したルートを通りました

が、登山者が少なく快適な登りとなりました。また天気が良かったにもか

かわらず、雷鳥６羽に出会う事もできました。 

剱岳は、かにのタテバイで、やや渋滞したものの、他はとてもスムーズ

に山行できました。頂上は満員状態でしたので、簡単に食事を取り下山し

ました。16 日、時間に余裕があったので別山南・北峰に登りました。剱

岳をはじめ素晴らしい景色でした。別山乗越からは直登コースで下山し

ました。3〜4 回に渡り岩トレをしていただき、初めて挑戦の者も落ち着

いて鎖場に臨めました。 

感想・・・文子 

天気は晴れ、絶好のアタック日和。トップは秀さん、真ん中は尾形さ

ん、ラストは伸二さん、他 4 人は間に 2 人づつ入り出発。剱岳は 2 回目

だが前回十代で登った記憶はうすく怖かった記憶もない。だが今回はち

がう、怖い。一服剱、前剱を超え、いよいよカニのタテバイ。ついに来て

しまったと思った。渋滞ほどではないが順番を待つ、そこで尾形さんから

「一呼吸おいて水でも飲んでアメでもなめてさ」と声がかかる。一口水を

飲むと肩の力がフッと抜けた、さすが尾形さん！程よい緊張感でいざカ

ニのタテバイ、垂直の岩だが足場もしっかりしていて登りやすい。50ⅿ

があっという間だった。 

山頂に着いてほっと一息、記念写真を撮る。下りの難関カニのヨコバイ

では東京から来たと言う若い男の子 3 人がワーワー叫びながら動画撮影

をしていた。その後を私達 7 人は慎重に下った。緊張を切らさず無事剣

山荘に到着、全員でハイタッチ。カニのタテバイ、ヨコバイはもちろん難

所だったが。ガレ場で落石をおこさず歩く事が大事だと思った。また、ぜ

ひ登ってみたい。剱岳登山にあたりご指導いただいた秀さん、五十畑さん、白馬の山人さん、ありがとうござい

ました。 

感想・・・聡子 

憧れの剱岳！無事に登頂でき嬉しさでいっぱいです。前日まで緊張していましたが、山頂アタックの朝は好天

にも後押しされドキドキよりワクワクし、楽しんで登ろう！と思えました。標高が上がるにつれ見える山が増え

ていき、富山湾も眺められました。カニのタテバイとヨコバイは流石に緊張しましたが、岩トレの成果を感じな

がら登りました。山頂から下りてきて剱沢キャンプ場にテントを張り、剱岳を眺めながら過ごした時間は忘れら

れない思い出になりました。短期間に何度も岩トレにお付き合い頂き感謝しきれません。ありがとうございまし

た。 

 

常念岳（2662M）2020 年 9 月 16 日（日帰り）広一 

 6:00 一ノ沢登山口 → 10:00 常念小屋 11:00 → 14:00 一ノ沢登山口 

当初計画では山頂までとしたが、予定変更で常念小屋までの往復とした。天気は曇りで休みを長くとれたが、風

が冷たく 1 枚重ねないと寒い。 

上：前剱からの剱岳 下：かにのタテバイ  

 



会津磐梯山（1816.3M）・安達太良山（1699.9M）  

● 2020/9/19～22 つるちゃん・EIEI 

● コース  会津磐梯山（八方台登山口～山頂ピストン） 

安達太良山（奥岳登山口～くろかね小屋～登山口周回コース 

9/19 松川自宅➡新鶴 P22：00（車中泊） 

9/20 八方台登山口 6：50➡中の湯跡 7：32➡磐梯山山頂 9：10➡発

9：40➡弘法清水 10：00～10：40➡登山口 12：05➡移動奥岳登山口

14：30（車中泊） 

9/21 登山口 6：15➡五葉松平 7：35➡安達太良山山頂 9：05➡くろ

がね小屋 10：20～10：55➡登山口 12：35➡移動 芦の牧温泉（泊） 

9/22 宿発 8：15➡大内宿 8：40～9：30➡豊田・飯山 IC14：50➡松

川自宅 15：50 

山行報告（感想など）・・・EIEI 

19 日・仕事を早めに切り上げ 5：25 分松川自宅を出発。予定の SA

より会津若松により近い新鶴 P にて車中泊。 

20 日・磐梯山は八方台登山口より登る。中の湯跡までは緩やかなブ

ナ林のなかを歩く。そこから本格的な登山が始まり、ノンストップで

山頂に着くと曇り空の割には視界が開け、眼下には猪苗代湖が広が

っていた。帰りは弘法清水の小屋で休憩。本来ならそこから火口原を

周回する計画であったが、健脚者しか行かずお勧めしないとの言葉

が返ってきたので断念し、お花畑を巡りミニ周回して登山口に戻る。

大勢の登山者でにぎわっておりコロナはどこ吹く風の世界だった。

お昼に下山して安達太良山奥岳登山口に移動し車中泊。 

2１日・ロープウェイは使わず山頂までリフトの下を歩き、稜線直下

は石がゴロゴロで登りづらかった。高村光太郎「智恵子抄」の・・・

ほんとうの空がみたい・・・の標柱が建てられていた。 

稜線上は木道が敷かれていて歩きやすかった。曇り空で風もガス

も出てきて怪しげになってきたが、山頂ではガスは晴れて周囲の展

望は良好、しかし風が強く４分間の滞在。ここもほぼノンストップ

で。山頂下で風を避けてコーヒータイム。意外と寒い。ここから縦走

らしくなり、火口原に向けて最大のロケーションとなる。北アルプス

にはない景色と思う。くろがね小屋までは登山気分を味わえたが、そ

こからは馬車道（車道）歩きとなる。旧道も歩けたが登山靴が泥だらけになる最悪の道だったのでやめる。お昼

過ぎに戻り、芦の牧温泉の安宿に泊まる。 

２2 日・大内宿を見学し、高速は使わず南会津を通過し、新潟県小出町～飯山まで下道。飯山～安曇野まで高速

利用。走行距離８８８キロの山旅であった。 

 

＜投稿＞   この夏の山旅                                   仙波美代子 

 念願の北アルプス雲の平から高天原を訪ねる山旅は、コロナ、熊の警戒の中、8月下旬に実現した。 

折立登山口では連日、熊が出没しており、車中泊となった。道路管理人の話では、ここの熊は友好的で、立



ち話をしている人のザックをそっと持ち去ったりしているとか。 

 シニアの女二人旅で、雲ノ平へは２日をかけてたどり着く。大雨が降れば川のようになるという大小の岩が重

なる登山道。広い台地へ出れば延々と続く木道。他の山域ではあまり見られない、自然を守るための道の付

け方だと思う。  

 雲ノ平は私の想像をはるかに超えて広く、まさに雲上の別天地である。山荘で何気なく手にした、あるじの伊

藤氏のコラムに引き込まれた。自然への造詣の深さとその表現の豊かさに深い感銘を受けた。 

 コロナで予約制限のため、大の字で寝られるという、かってない夏の山小屋風景。翌日の温泉を楽しみに、

ぐっすりと眠りについた。 

 黒部最奥の秘湯高天原へは、深い森をどんどん下りて行く。ころあいの湯加減に疲れが溶けて行くようだ。

白濁したお湯の中で、この身を運んできた両脚をさすりながら、よく歩いたとねぎらってやる。 

 翌朝、疲れも取れて、雲ノ平へ戻る足取りも軽い。あまりの心地よさに、友は大岩の上で昼寝を決め込み、

私はスイス庭園を散策と、思い思いに過ごす。 

 夕刻の猛烈な夕立には驚いたが、自然は次のステージを用意していた。巨大な虹である。人生の途上で、

この日この時、ここに居合わせた幸せを思う。この光景は今もしっかりと目に焼き付いている。 

 最終日の下りで、登山口の車が友好的なはずの熊に荒らされたと聞いたが、われわれの車の無事に安堵

（あんど）し、暑い下界への帰途に就いた。      ※ 本人の了解の下、MG プレスの読者エッセーより転載 

 

11 年前の秋の記録です。 

前穂高岳から奥又白池下山時にルート

間違いでビバーク（2009/10/10）  

 

事故の概要 

奥又白池をベースキャンプにして「前穂東

壁」を登攀する計画。登攀前日にルートの下見

を兼ねて前穂北尾根～前穂山頂を登り奥又白

池へ戻る予定。 

2009 年 10 月 8 日～12 日（参加者：Ｌ鈴木     

（62）、日高（59）、管（61）、西岡（31）） 

8 日 大阪→沢渡（泊） 

9 日 沢渡→上高地→徳沢→中畠新道→奥又白池（泊） 

10 日 奥又白池→北尾根 5.6 コル→北尾根→前穂山頂→奥又白池（泊） 

11 日 奥又白池→前穂東壁登攀→前穂山頂→奥又白池（泊） 

12 日 奥又白池→徳沢→上高地→沢渡→大阪 

9 日：沢渡よりタクシーで上高地へ。穂高を見上げると 2500ｍ以上は真っ白（冬山装備持参せず心配）。新村橋

から奥又白谷を遡上し、奥又白池のほとりで幕営。雪は無いが山は雲が低く垂れ込め。 

10 日：明日の東壁登攀に備えて、前穂北尾根～前穂山頂を縦走して東壁を目視下見する予定。 

7：27 奥又白池を出発。北尾根 5-6 コルから取りつく予定で東壁下を横断。道が二手に分かれ、日高・西岡が上

を、鈴木・管が下を進むが、道が徐々に分かれてしまい合流せず、声が届かず連絡取れず見えなくなる。日高西

岡は東壁取りつきを確認し 4-5 コルを登る。鈴木管は 5-6 コルへ着くも、互いの行動が分からず。涸沢側の岩は

雪が付着し、小雪アラレが舞い始める。日高が 5 峰を降りてきて合流する。岩に雪が付いて登山靴が滑り登りづ

らい。日高だけ冬装備（12 本爪アイゼン、バイル、冬手袋）を持参しており、ロープ確保して日高リードし 3 名

が続くも、岩が滑るため苦闘しながらガスった尾根を縦走する。山頂は薄く積雪して寒くガスって展望なし。明

奥又白池のテントから見上げる前穂高岳 



神岳方面へ下るも左の上高地側は雲が吹き上がり全く見えない。三本槍を過ぎ、地図を見ながら左の奥又白池側

の谷を探すが分からず。50ｍほど先左側に谷があり、明確なトレース有る。鈴木が「下りすぎ」と言ったが、他

に見えないので 3 名はこれで合っていると考えこの谷を下る（実は予定ルートではない）。そのルンゼは足元の

石が崩れて落石がひどいガレ場。どんどん下るがコンパスと GPS にて、方向が違いルートから離れている事に

気づく。予定ルートは真東に進むが、南東側に 45 度ずれている。GPS を見て、元に戻らなくても東の尾根を越

えれば予定ルート復帰できると考えた。乗り越え出来そうな場所を探して更に下る。尾根に取りつくも雪で滑り

登れない。乗り越えたが崖でロープが足らず、諦めてルンゼに戻る。GPS を見ると、下がりきれば奥又白池の谷

につながり戻れそうな感じがするが確信は無い。尾根を乗り越える場所を探して下るが見つからない。夕暮れ近

くになり、戻るか更に下がるか検討したが、1 名疲労で動けないため、ビバークして明日朝に元の方向へ登り返

す事になった。                                   

18：00 落石を避け小さな岩の上でビバーク態勢を取ると陽が暮れた。二つのツェルトに鈴木・西岡、日高・管が

入る。アタックザック・ロープ・登攀道具を岩に敷いて座り、ある物全部身に巻きつけカッパを着て横になるが、

タフタ生地 1 枚のツェルトでは、晴れた星空で周囲は雪をかぶったガレ場の高所では冷え込みが厳しい。風は無

い。日帰り装備で防寒具持たず、ホカロンが 4 個あり分けて体幹部を温めるが、冷え込み寒くて全員ガタガタ震

えが止まらない。背中を合わせると温かい事に気づく。が、15 分もすると筋肉パンパンになり離れ、またガタガ

タと震える。朝まで何回もウトウトしながら寒さで震え目を覚ます。豆を分けて時々口にする。 

11 日 5：45 起床。晴天。元来たルートを登り返す。疲れ者居るためゆっくり上る。8：22 谷上部の登山道に着

く。三本槍の周辺をもう一度探すと登山道わきにケルンがあり、槍のピークを裏側に回り込むと別の谷が現れる。

遥か下方に奥又白池が見える。歓声を上げて皆で確認。地図コンパスと GPS で確認すると予定コースに合致し

た。（しかし運よく晴天だったから池が見えたが、もしガスっていると池が見えないし、一度道迷いをしているの

でこの谷が予定ルートだと確信が持てなかったかもしれない。）快晴だったのでもう一度前穂山頂まで登り返す

9：25。展望を楽しみ、予定のコースを奥又白池へ下山するが、このガレ谷は踏んだ石が半分以上は落石するひ

どい谷だった。2 名が谷の左右に分かれて下り、岩陰で待機して次の組が下る。11：55 奥又白池着。予定では、

今日 11 日は前穂東壁を登攀する日だったが、もう無理なのでゆっくり休養して明日下山する事にする。 

12 日 5：30 起床、朝食。7：30 下山開始。12：35 バスターミナル。入浴食事し帰阪する。 

                 

①なぜ予定ルートを見つけることができなかったか 

前日に地図を見ていたので、この辺りのはずだがとルートを探したが、尾根の下から雲が吹き上げて視界は十

ｍ程でケルンは見えず、尖った岩の背後にルートが隠れているとは想像出来なかった。しかし、もっと探せばケ

ルンを見つけられたかもしれない。50ｍ先の谷にトレースを見つけた時に、地図やコンパスや GPS で方角を確

認したら違う谷だとすぐに気が付いただろう。「下がりすぎ」という声があったにも関わらず多数決で選んだ事

も探索不足につながった。 

②ビバーク判断について 

地形図によれば奥又白池の南にある茶臼ノ頭から下るルンゼと誤ルート下端が一緒になると思われるため、仮

に誤ルートを更に下れば奥又白池へ戻れた可能性もあった。が、1 名疲労の状況で見通しのきかない夜は冒険で

きないので、ビバークを決め夜明けを待った。 

確実なルートへ引き返したのは正解だったと考える。また、引き返したことで道迷いが始まった場所を見つけ、

正しいルートを検証する事ができたので良かったと思う。 

尚、翌日無事にテント帰着後に茶臼の頭へ登り誤ルート谷の下端を確認すると、頭からのルンゼが下方に広がり、

昨日の誤ルートと思われる谷の下端と一緒になっているのが見えた。 



                                   

登山ルート図 （間違った実際

の下山ルート） 

山頂→三本槍を 50ｍ行きすぎ

た所に谷があり、トレースがあ

ったので予定の谷と思い込ん

で下る。（ビバークの翌日引き

返したが、谷を下り切ると奥又

白池へ上がれそう。地図に線を

入れた。） 

（予定下山ルートを翌朝再確

認） 

山頂→三本槍最後のピークの

所で、登山道から外れて巻くよ

うに裏へ回ると、谷の下方に奥

又白池が見える。 

  

赤は実際に歩いたルート、黄色は予定した三本槍からのルート、青は明るければ行けた可能性のあるルート 

ピンクは

日高・西岡

ルート 

★はビバ

ーク地点 

 

茶破線は

泉州労山

の別パー

ティ涸沢

泊ルート 

 



行動分析（行動のどこに問題があったのか検証）（重大な結果に結びつく恐れのあった問題点） 

1 出発前に、冬山装備の時期ではなく、1 名持参すれば十分と考えたこと。 

2 北尾根へのアプローチ時に、途中から鈴木組と日高組が別ルートに分かれてしまったこと。 

分かれ始めた時、互いに連絡を取れなかった。パーティで１本にしたため、鈴木組はロープを 

持っていなかったこと。 

3 北尾根登攀時に吹雪になりスリップ。日高以外は冬山装備を持参していなかったこと。 

4 下山時に奥又白へのコルを発見できず通過し、確認不足で勘違いして別のコルから降りたこと。 

5 北尾根の下見山行は、各自ツエルトや非常品は持っていたが簡単に戻れると考えていたこと。 

 

行動 問題点、事実、後日わかった事 対策、今後の方針 

10/8 
19：00 

1：10 

 
大阪出発 
沢渡着 幕営 

1 西岡氏がクイックドローを持
参無かった。2 冬山装備は 1 名
持参すれば他は不要と考えた. 

経験者がチェック 
気象情報入手と予想外対
応装備 

10/9 
6：20 

7：15 

9：45 

11：00 

 

14：45 

15：10 

 
タクシーで上高地へ 
バスターミナル出発 
新村橋を渡り奥又白へ 
中畠新道ﾊﾟﾉﾗﾏ分岐 
急登で鈴木氏疲労 
奥又白池着 
幕営、夕食 

 
 
 
 
1 リーダーは共装を取りすぎ 
2 メンバーが疲労に気づかず 

 
 
 
 
体力別に事前配分する 
体調ﾁｪｯｸと再配分する 

10/10 
5：45 
6：00 
 
7：27 
 
7：45 
 
 
8：08 
 
 
 
 
9：38 
 
10：20 
10：50 
 
 
11：52 
12：55 
14：33 
14：40 
15：00 
 
 
15：40 
 
 
 
 
 
 
 
 
17：30 
 
 

 
起床、快晴、氷点下 
日の出、晴れ、山頂雲な
し、朝食 
テン場出発、山頂に雲
かかり下がって来る 
5-6 コルへの道で日高・
西岡は上道へ、鈴木・管
は下道へ。 
日高組は雪渓に到達し
明日の取りつき確認。
5-6 コルへ下るよりも
4-5 コルが安全と判断。 
鈴木組は途中難所でロ
ープなし 
鈴木組5-6コルへ到達。
岩に雪付着小雪アラ
レ。日高組 4-5 コルに
到達 
5 峰Ｐで全員合流 
日高リードで 4 峰登攀
開始、積雪し冬山の様
相、ロープ確保で登る 
4 峰Ｐ 
3 峰Ｐ 
ロープで登り 2 峰Ｐ 
2P 懸垂下降 
前穂山頂。雲が東から
吹き上げ見通し悪く小
雪舞う中を下山開始。 
三本槍付近を探すが下
山ルンゼ分からず。間
違い50ｍ明神側のトレ
ースがあるルンゼへ。 
 
谷を下る。間違いに気
づき、GPS で東へ行け
ばルート復帰できそう
だと考える。雪と草付

 
 
 
 
1 スタートが遅い 
2 体操、ミーティングなし 
 
1 ルート打ち合わせなかった 
2 声届かず連絡取れず携帯圏外 
 
 
 
 
装備が一つの組に偏った 
 
 
 
 
 
12 本爪アイゼン・バイル・冬手
袋は日高氏のみ。戻るより登る
方がまだ安全。打ち合わせなし 
 
 
1 尾根を境に東側から雲が湧き
上がり左は視界不良で、奥又白
コルへ入るケルンも見落とし
た。（翌日見ると、槍の裏側へ回
りこめばコルがあり、ルンゼへ
降りられた） 
2 鈴木が地図を見て「その谷は
下がりすぎ」と疑問。しかし明確
なトレースがあり、確信してし
まった。翌日見ると 45 度方向が
違う。 
テンバ標高 2475ｍ、
N36.16.742.E137.40.195 
ビバーク地点標高 2550ｍ、
N36.16.530.E137.40.195 

 
日の出前 5：30 には出発
すべき 
柔軟体操する、出発前に
天気・装備・ルート・注意
点の確認。 
前夜に打ち合わせ済ませ
る。リーダー意思徹底（分
断、変更、間違い、別行動） 
笛 4 回＝集合合図決め
る。 
 
 
 
 
アルパインは分断を考え
前後でロープ持つ 
 
 
 
 
取りあえず 1 人が持つの
も方法だが、10 月に入れ
ば雪山装備を持参 
状況変われば必ず検討を 
 
探し方が不足、今が遭難
の分岐と思って確信もて
るまで探す。 
安易にしっかりした踏み
跡＝正しいと思うな。 
ガス時は地図とコンパス
で十分確認する。位置は
ほとんど同じだが、地図
をよく見て方角を確認す
れば、違う谷と分かるか
も。 
 
アルパインは常にビバー



 
 
 

きと断崖で乗り越えら
れない。 
暗くなり始め、ビバー
ク決める。周囲は雪の
ガレ場、上に灌木あり
落石なしと判断した岩
の上。寒くて寝られず。 
 

テンバはビバーク地から東 700
ｍ、標高 75ｍ下。 
 
無風だから助かったが、場所は
良かったのか？ 
 

ク装備を持つ。 
無ければ徹夜で歩く、途
中穴などあるかも。動か
ないと凍死。 
ザック、ロープ、装備の上
に座り寝る。大きめザッ
クを持つ。汗で濡れてい
ないフリースを肌に、濡
れた下着を上に着る。靴
は履いたままポリ袋をか
ぶせて寝袋に入る。 

10/11 
5：45 
6：08 
8：22 
8：38 
 
 
 
 
9：25 
10：？ 
 
 
 
 
 
11：55 
 
 
 
 
 
17：00 

 
起床、谷の先に富士山。 
出発、ルート登り返す 
間違った降り口に着く 
奥又白尾根のコル発見、ケル
ンあり。三本槍の裏へ回り込
み下を見ると奥又白池が見
える。 
東壁登攀は出来ないし
晴天なので山頂へ登る 
前穂高山頂。下山。 
奥又白コルの落石がひ
どく、2 名が左右に分か
れて降りて避難し、次
の 2 名が左右に分かれ
て降りる。 
奥又白池のテンバ着 
日高組は、茶臼ノ頭の
向こうを確認しに行
く。茶臼ノ頭ルンゼと
間違いルンゼ下部は合
流しているようだ。 
夕食 

昨日ガスっていた所にケルンが
あり、上から見るとわかりにく
いかも。まして裏に回り込むと
分かりにくい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
間違ったルンゼは予定ルンゼよ
りも落石が少なく、より安全。
100％間違いではなく、奥又白池
へ降りるルートの一つだったの
かもしれない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（予定ルートでは無かっ
たが、正しいルートだっ
たのかもしれない） 
ルートの研究不足 
 

10/12 
5：30 
7：30 
11：00 
12：35 
13：15 
14：40 
23：00 

 
起床、晴天、朝食 
下山開始 
明神で昼食 
バスターミナル 
さわんど温泉入浴、食
事、一路大阪へ、 
大阪高石市へ帰着 

  

 

山行計画書縮小（プライバシー項目

は削除）                                               

2015.3.14 泉州勤労者山岳会 管

和彦氏報告より(P3 の前穂東面概念図は

鈴木が挿入) 

バリエーションルートは、リスクマ

ネジメントが求められます。ビバーク

の判断、リスクにどう対応するか、ひ

とつの参考にしていただければと思

い載せさせていただきました。 


