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≪≪≪≪プロローグプロローグプロローグプロローグ≫≫≫≫    

 小窓尾根は以前から憧れていたルートのひとつ。剱岳西面の中心に位置し、本峰ま

での縦走につなげば、東面も含めてほぼ全てのバリエーションルートを俯瞰できる、

とても贅沢でクラシックな名ルートだ。 

しかし今のピナクルにアルパインを浸透させ、このルートをおとす為には、実力の

あるＮ尾さんとＩ丸さんを口説き、残り数名の新人を募集しなければならなかった。

「初心者大歓迎。アルパインはカッコイイ。小窓は楽しい。」という甘い言葉につられ

たメンバーは、年明けからスパルタ訓練を強いられた。阿蘇では落石多発のガリーで

アイゼン歩行を強要され、大山の雪訓では谷底に突き落とされながらツボ足歩行、制

動確保、雪崩に備え埋没体験までやらされ、ルートに出れば風雪の厳しい折、長時間

ヘッデン行動を余儀なくされ、徐々にメンバーは脱落していった。 

生き残った精鋭で、ついに剱のアルパインに挑む時がやってきた。準備は万全だ！

って言いたいところだけど、実は引越しの後まともにボッカもしてませんでした。メ

ンバーの皆さん、ごめんなちゃい．．．． 

    

● 5月 1日 【天 候】快晴 （報告：Ａ久） 

7：00馬場島出発 ― 7：45林道終点― 10：00雷岩 

― 12：20 1600ピーク ― 14：30 1990ｍピーク（幕営） 

 

 前夜 23：33 Ｕ野発の急行能登にひとり乗り込む。東京から富山へ向かう登山者に

とってはメジャーな路線。高崎を過ぎた頃には乗客は減り、ボックス席を占有しノビ

ノビ就寝。滑川には 5：26 着。8,090 円也。福岡から延々高速をぶっ飛ばしてきたＮ

尾号と合流した。 

馬場島で登山計画書を提出し 7 時に出発。2 パーティ 5 名で仲良く白萩川沿の林道

をぽくぽく歩く。山を見る限り、予想通り通常のＧＷよりも雪は少ない。橋を渡った

ところで赤谷
あかたん

尾根に向かう 3 人（Ｎ尾ヒ、Ｔ中マ、かば）とお別れ。順調に行けば２

日後に早月小屋で再会の予定。お互い健闘を誓い合った。 



そこからしばらく歩くと林道の終点。最初

の渡渉ポイントとなる。ここは飛び石伝いに

渡れたが、すぐに次の渡渉となり、今度は登

山靴を脱いで、雪融けの冷たい流れのなか、

膝まで浸かっての渡渉をとなる。 

その後、沢は大きく左へ屈曲しタカノスワ

リと呼ばれるゴルジュへと続く。今年の寡雪

ではスノーブリッジもズタズタで、沢通しの

通過は困難だろう。なるべく渡渉回数を減ら

したくて、右岸側の小尾根を巻くことにした。

が、この巻きが意外と悪く、重荷でのヤブコ

ギ、泥壁、木登りの連続。渡渉の方が早かっ

たかも。 

巻きが終わると、白萩川と池
いけ

ノ
の

谷
たん

の二俣に

降り立つ。ここが小窓尾根の末端で、取り付きは白萩川のもう少し上流。沢の勢いは

強いが、弱点を見つけ飛び石を伝って左岸へ移り、スノーブリッジの踏み抜きを警戒

しながら目印の雷岩へ至る。 

 

小窓尾根への取り付きは、雷岩付近に降りてくる雪が付いた急斜面。先行Ｐのトレ

ースのおかげで楽なハズなんだけど、初日はやっぱり寝不足とザックの重量が応えて

結構シンドイ。約 300ｍを登り尾根上に上がり込む。ここからしばらくは樹林帯で藪

がウルサイけど傾斜が緩む分、楽に歩けた。1,500ｍを越えたあたりから徐々に赤谷尾

根側の眺望が広がり始める。Ｎ尾さん達はどこかなー？って目を凝らすと、向かいの

尾根上にアリンコの様に登っている姿が確認できた。結構ハイペース！ 

 

1,600ｍピークに達すると、一気に眺望が開け、池ノ谷、早月尾根、剱尾根、剱本峰

などが遠望できるようになる。初日の最低ノルマが 1,600ｍピークだったので、だいぶ

ん気が楽になったけど、まだまだ遠いなぁ。1３時前の定時交信で赤谷Ｐは 1,900ｍ付

近と知る。向こうも目標の赤谷山頂は射程圏内でお互いに順調。 

先行Ｐは実は小窓尾根が目的ではなく、ここから池ノ谷に下降し、明日はＲ４、明

後日はチンネを狙うらしい。アイスクライミングと岩のギアを背負い、相当な重量だ

ろうな。同一日程では小窓尾根に取り付いたのは我々を含め３Ｐだった。 

 

ここからは我々が先行し、トレースを引く。樹林帯を抜けると、日差しが強く汗だ



くの雪山登高となる。200ｍ高度を上げたところで暑さに耐えられず、やっと見つけた

木の下にもぐり込む。水をたらふく飲み、ヘルメットの中に雪を入れて頭を冷やす。 

程なく 1,990ｍピークへ到達。理想は 2,100ｍピークまで伸ばしたかったが、ここか

ら先はナイフリッジとなり、グサグサ雪の状態で通過するのは面倒だし危険なので、

今日はここで幕とする。あまりに暖かいのでＩ丸さんはテントの外でお食事。剱西面

の大パノラマを前にご機嫌。明日は早出の為、19時に就寝。 

 

● ５月 2日 【天 候】快晴 （報告：Ａ久） 

2：00起床 ― 4：10出発 ― 6：30ニードル ― 7：00ドーム 

― 9：30マッチ箱ピーク（終了点） ― 小窓の頭 ― 11：30 三ノ窓（幕営） 

 

 ２時起床。テントの外に出ると風もなく、さほど寒さは感じない。富山市街の夜景

と満天の星空が望め、今日も快晴の様子。天の川をバックに剱のシルエットが黒々と

浮かび上がる。 

ヘッデンを点け登攀具を身にまとう、静かに気合が入るこの時が一番好きだ。「食っ

て寝て登る。」シンプルな思考が俺を支配し、気持ちを高ぶらせる。4時過ぎに行動開

始。暗闇の中サクッサクッとアイゼンが雪を踏む音が心地良い。 

昨日グズッていた雪も、気温が低いこの時間帯は締まっていて、ナイフリッジも雪

壁も不安なく快適にステップが切れる。 

 

30分程で 2,100ピークに到達すると、初めてニードルが見えてくる。ここから小窓

尾根の核心に突入していく。地形図やトポではニードルの正確な位置は特定できず、

「結構小さいピークだなぁ」なんて思っていたけど、それは大間違いで実はまだまだ

遠かった。樹林帯の雪壁を縫い、

シュルンドを乗っ越し、小岩稜

を超え、そこに到達するのに 1

時間半。徐々に高度感が出てき

てアルパインチック♪ 

ニードルをバックにＩ丸さ

んがNEWデジカメでシャッタ

ーを切りまくる。 「俺、そん

なにカッコイイですか？」「山

がカッコイイのよっ！！」 

 



 ニードルは事前情報では右側を巻くとの事だったが、５ｍ程下のバンドまでは懸垂

が必要で、ロープを出す時間が惜しい。空荷になって偵察してみると、左側のバンド

からも伝って行けそう。ニードル直下までトラバースし、2ｍ程のフリーで突破。普段

ならたいしたことないが、重荷にアイゼンでのクライミングは少しシブイ。Ａ久はリ

ーチの長さでナントカ通過。Ｉ丸さんは体の柔らかさでスンナリ通過。 

 

 直後のドームまでは簡単な雪稜登りで特に困難はないが、徐々に空気が薄くなって

きたのか息が上がる。ピークに立つと、これまで隠れていた小窓尾根上部が姿を現し、

正面にはピラミッドピーク、マッチ箱の岩場がどど～んと眼前に迫る。 

ルートはこれまで雪稜中心の純白で女性的な様相から、岩峰が折り重なり黒く男性

的な風貌へと変化していく。また、周囲には北方稜線、池ノ谷、剱尾根、剱本峰が小

窓尾根を取り囲み、その荒々しい雰囲気に拍車をかける。 

 

 ピラミッドピークは一度５０ｍ程下り、コルから簡単なクライミングで岩場を約 20

ｍ斜上。氷化していたらロープが必要だろうが、今回は問題なし。続く雪壁は右から

巻くように登る。7時を過ぎたが、池ノ谷側はまだ日陰で雪は締まっているのでロープ

は出さない。最後はハイマツと岩場の間からピラミッドピークに上がり込む。 

 

 その後、マッチ箱の岩稜へと続く。

ここは両側切れ落ちた岩のナイフリッ

ジで高度感満点。一歩踏み外すと奈落

へ一直線。風があると厳しい通過にな

りそう。一箇所スタンス、ホールドの

乏しいツルっとした岩があって、グロ

ーブとアイゼンでの登攀がいやらしか

った。ワンポイントだけシュリンゲで

確保して通過。 

雷鳥を見た直後に２０ｍ程の雪壁が

現われる。時間も 8 時を過ぎ気温が上

がりはじめ、いよいよ雪が緩みだす。

ロープを出そうか迷ったけど、時間を

かけるほどに雪の状態は悪くなり、ス

ノーバーも効かなくなるので、ここは

スピードを優先し、ノーロープで行く。

マッチ箱ピークマッチ箱ピークマッチ箱ピークマッチ箱ピーク    



落ちると致命的だけど、この雪ならまだ大丈夫。ダブルアックスをシッカリきめれば

落ちる事はないでしょ。部分的に悪かったものの訓練の成果もあり無事通過。Ｉ丸さ

んには少々怖い思いをさせてしまったかも。スンマセン。 

 

ここを過ぎてしまうと後は簡単な雪の斜面をひたすら登るのみ。自然落石を気にし

ながら岩壁基部の雪面を慎重に登りきると、黒部側の展望が目に飛び込み、マッチ箱

ピークに到達。 

雪が緩む 10時までには抜けようとスピード重視の登攀だったが、9時半に無事に抜

けることができ、一番乗りでゴール。ほぼ同時にスタートした他の 2 パーティは途中

で雪が緩み始めたのか、随分差がついた様だった。 

結局ロープは一度も使わなかったが、安全を無視したわけじゃなくて、雪が締まっ

ている安全なうちに抜けようとしたリ

スクマネジメントの結果。2本のロープ

と 4本のスノーバー、ガチャ類は単なる

重しとなった。ボッカご苦労様でした。 

 

定時交信でＮ尾Ｐがすぐ先を歩いて

いる事が判明。あちらも早い！！ 小窓

の王から懸垂 1ピッチ（初めてロープ出

した！）を交え、三ノ窓でＮ尾Ｐと無事

合流することが出来た。 

時間はまだ１１時半だが、予定してい

たテン場に着いたわけだし、この時間か

ら雪の緩んだ池ノ谷ガリーを登るのも

リスクがあるので、少々早いが計画通り

ここまで。 

スピード重視？の小窓 Pは 14：00か

ら夕食をとり、その後、日没まではチン

ネと後立山連峰の眺めを肴にアルコー

ルの軽量化に努めた。  

 

● ５月３日 【天 候】晴れのち曇り （報告：Ｉ丸） 

３：００ 起床 ―４：３０ 三ノ窓出発 ― 池ノ谷ガリー ― ５：３０池ノ谷乗越 

― ６：１０長次郎のコル― ６：３５ 剱岳山頂 ― 早月尾根 ― １２：４０ 馬場島 



 少し風があったが、さほど寒くは無い朝だ

った。ヘッデンを付けて行動開始。朝一番の

登り池ノ谷ガリーへ向かう。高さ約 200ｍの

谷をダブルアックスでひたすら登る。最初は、

雪が締まっていてステップがシッカリあっ

たが、途中では、ステップが無くなったり、

雪が緩くなったり氷のようになったりと、遙

か頭上に見える乗越しまで、息も絶え絶えで

登った。どうもステップが私には大きすぎる。

脚力のある人が歩いた後だからなのかなぁ

～。特に左足の高さ･･･。ちと高い。 

 池ノ谷乗越には、テントが 2張りあり、テ

ン場用に雪のブロックで囲まれた平地があ

ったので、そこで風をよけて、少しばかり休

憩した。が、そこから見える次の登りも結構立っていた。が、曇りと予想されていた

天気もすっかり晴れ上がり、八ツ峰主稜など今日も眺めが素晴らしい。きつくても気

分は晴れ晴れだった。 

 ナイフリッジのような尾根も、雪が締まっ

ていて歩き易かった。映画「剱岳」の舞台と

なる長次郎のコルに到着した時は、長次郎谷

を記念にと写真に収めたが、後で見ると、た

だの雪谷ってな感じだった。が、映画は絶対

に見に行こうと思っている。 

 剱岳本峰への最後の急登を越えると、緩や

かな尾根上になり、朝日を浴びながら山頂へ

立つ事が出来た。ちょっと風がるものの、360

度の大パノラマでる。ここでは決めのポーズ、

ピッケルを高々と上げ写真に納まった。下る

のが勿体無いような眺望であるが、昼から天

気が下り坂と言うことなので、早々に早月尾

根へ向かう。 

 

今日は、視界が良好なので分岐の確認はわかりやすかった。その直後に現われたル

ンゼの岩場は、懸垂用のシュリンゲがあったが、後ろ向きで降りる。ガレ場に薄く氷



が張っていて滑りそうなので岩の上に足を置くと、落石を起こしてしまう。まったく

もって、嫌な感じ。緊張のクライムダウンでした。その後、2600ｍ付近で一度懸垂下

降をした。今回、ザイルを使ったのは、これで 2度目だった。 

後は、ひたすら下る。雲ってきたものの気温が高いので、雪がグズグズになってき

て、疲れ切った足が一層ヘロヘロになった。1600ｍ地点でアイゼンを外し、バイルを

ザックに装着して背負ったら、後に倒れそうな位の重量になった。よくもこんな重た

い重量で歩けたものだ。と我ながら感心してしまった。 

登山道から雪が消えると、ピンクのイワウチワや紫のカタクリが咲き乱れ、やっと、

下界に近づけた感じになった。しかし、馬場島までの道程は長かった。昼過ぎ馬場島

に到着し、下山報告を終え、無事に今回の山行は終了した。 

《感想《感想《感想《感想：：：：Ｉ丸Ｉ丸Ｉ丸Ｉ丸》》》》    

今回は、天候に恵まれたので、入山から下山するまで見通しのきく山行だった。Ａ

久さんに無駄のないルートを引いてもらったし、先が見えたので精神的には楽だった

と思う。ただ、2 人パーティーだったので荷物が重かった。他に 2 パーティーが一緒

だったがどこも二人組であったので、このザックの重量は当然の事なのだろうけど･･･。

最後に、Ａ久さんと私が、他のパーティーから見て、カップルに見えたのか？アベッ

クに見えたのか？それは永遠の謎となった。こんな山行がまた出来るよう、体力維持・

増強に励みたいと思う山行でした。 

《小窓は通過点だ！《小窓は通過点だ！《小窓は通過点だ！《小窓は通過点だ！：：：：Ａ久Ａ久Ａ久Ａ久》》》》    

小窓尾根は剱岳におけるその立地上、剱尾根やチンネ、八ッ峰といった、より困難

なルートへ継続する為に、いわば通過点
ア プ ロー チ

として登攀されてきたルートだ。 

今回、剱に 2 本のトレースを引いた事は大きな成果だけど、ピナクルのアルパイン

はこれで終わりじゃない！ まだまだ始まったばかり、今回の山行は更なる飛躍の為

の、文字通り「通過点」だ！ 

 

最後に、訓練を含めこの

山行に関わってくれた、多

くの方々に感謝します。来

シーズンも是非、アルパイ

ンを継続して、どこかのル

ートでお会いしましょう。 

充実した 1 年間をあり

がとうございました。 

 



 

 


