
鹿島槍ヶ岳北峰（東尾根）～五竜～唐松縦走 

【報 告 者】Ｉ丸(初日)・Ｏ森(二日目)・Ｔ中ま(三日目)・かば(最終日) 
        Ｓ（大分豊嶺会・特別寄稿） 
【日   時】平成２２年５月１日～５月４日 【天 候】晴れ 
【参 加 者】ＣＬかば・Ｉ丸・Ｔ中ま・Ｓ（大分豊嶺会）・Ｏ森 
≪コースタイム≫ 
〔５月１日（土）〕 

  8:35 大谷原駐車場発 → 9:20 稜線 → 11:40 二の沢の頭（テン場）着 

〔５月２日（日）〕 

3:50 二の沢の頭発 → 5:00 第一岩峰取付き着 → 6:00 第一岩峰登頂 →  

7:00 第二岩峰取付き着 → 8:00 第二岩峰登頂 → 10:20 鹿島槍北峰山頂 →  

11:30 八峰キレット → 12:30 キレット小屋着（テント泊） 

〔５月３日（月）〕 

5:10 キレット小屋発 → 6:20 口ノ沢のコル → 7:00 北尾根ノ頭 →  

8:00 G5 ～9:25 五竜山頂 → 10:40 五竜山荘 → 13:25 唐松山荘（テント泊） 

〔５月４日（日）〕 

 4:30 唐松山荘 → 4:45 唐松山頂 → 5:10 唐松山荘 

（朝食後）6:30 テン場発 → 8:30 リフト乗り場着 

 
≪ 報    告 ≫ 
（初日：Ｉ丸） 

晴れ 午前８時過ぎ、ほぼ予定通りに大谷原駐車場に到着。既に、10 台程の車が駐

車されていた。身支度を整え出発。青空の下、今から向かうべき鹿島槍ヶ岳の山容を

はっきりと見る事が出来る。天気は上々だぁ～！ 
 林道を 30～40 分程歩くと、尾根に取り付いた踏み跡がある。急登だが 100ｍほど登

ると雪が現れ、傾斜も緩くなる。昨年よりずいぶん雪が多いようで、心配していた藪

コギもなくグイグイ標高を上げて行く。が、後ろからも前方にも別パーティが見える。

人気ルートだけあって、今年も入山者が多いようだ。 
 本日のテント場を確保するため、30 代・かば・Ｏ森の 2 人がテントを担いでスピー

ドアップ。次々と先行パーティを追い抜いていく。「おー頼もしい。」･･。快調に飛ば

していく 2 人を眺めながら、40 代 3 名は、マイペースで登る。しかし、それでも先行

パーティを追い抜いた。一の沢ノ頭には、すでに 10 人程のパーティが居た。 
 明朝の岩場取り付きは、なんとしても一番手をゲットしなければ、かなりの渋滞に



なりそうな人数である。その後の山行行程を考えると、どうしても一番手に取り付き

たかった。気持ちは焦る･･･。 
 本日のテント場・二の沢ﾉ頭で

は、既にかばくん達がテント場を

確保し準備中であった。私達以外

に 2 張りテントがあったが、次々

に増え続け8張り程の満員状態に

なった。明日登攀する下部岩壁・

上部岩壁がハッキリ見える。思っ

ていたよりも雪が多いようだ。そ

の後は、八峰キレットと核心部が

続く。 
 明日は、絶対に一番のりだ！気

合十分で、なんと！18：30 に就

寝。徹夜の運転もあって、かなり

ぐっすり眠れた。 
 
（２日目：Ｏ森） 

午前２時に起床。普段の私の生活では、ほぼ就寝時間である。昨日の疲れと寝不足

とアルコール摂取過多で足取りは重い。今日の行程は第一岩峰、第二岩峰、鹿島槍北

峰山頂へと続くナイフリッジ、さらには八ツ峰キレットと核心部が目白押しで、緊張

は否が応にも高まる。 

第一岩峰までは、ザイルを出すこともなく、先行パーティーをアウトサイドから抜

き去り、狙いどおり一番に到着。渋滞回避に成功した。早速かばさんがリードで第一

岩峰に取付く。これにＴ中まさん、Ｓさん、Ｉ丸さん、Ｏ森が続いた。２ピッチ目は

Ｓさんリードでクライミング。これにＯ森、Ｉ丸さん、かばさん、Ｔ中まさんが続き、

難無く第一岩峰をやっつけた。雪壁を登りつめた後、稜線伝いに第二岩峰取付き部に

到着。幾度と無くガイドブックの写真に見入った、まさにその場所である。普段、喜

怒哀楽を表に出さないと言われる私（byＩ丸さん）も、実は密かに喜色満面、かなり

感激していた。 

そうこうする間に、後続パーティーが続々と第二岩峰取付き部に到着。ここでも、

かばさんがリードで第二岩峰に挑む。左上するチムニー部分が核心で、かばさんを以

ってしてもなかなかクリアすることが出来ない。下から見上げる我々からは、周りと

本人の心情を気遣いつつ、控えめな「ガンバ！」 の掛け声が飛ぶ。苦労して核心部を乗

【 二の沢頭への登り 】 



っ越したかばさんを見て、安堵のため息が漏れた。初めての岩場で、ただでさえ緊張

するところ、衆人環視の中で核心部に挑んだかばさんの心境、推して知るべしである。

本当にお疲れ様でした。そして、「ナイスクライミング！」 

その後、際どいナイフリッジを通過し、北峰山頂に到着。 

記念撮影の後、ソロクライマーが残したものと思しきトレースを辿りながら、下降

とトラバースを繰り返しつつ、本日のテン場であるキレット小屋を目指す。小屋目前

の、鎖場のトラバースは、出だし数メートルがほぼ垂直の雪壁、下は数十メートル切

れ落ちた断崖になっており、かなりイヤラシイ。ここでは、「下りステップに自信過剰

（by 本人）」という、下りのファンタジスタＴ中まさんがリードを買って出る。トラバ

ースの途中で、鎖を雪から掘り起こし、ランナーを取る。そこから、少し下り登った

ところでピッチ終了。どうやら核心部は抜けたようだ。それにしても、立った雪面で

のアックスビレイ（二点確保）は素人目にも心細く、ビレイするＳさんもリードする

Ｔ中まさんもかなりのプレッシャーがかかる場面であったことだと思う。お疲れ様で

した。そして、やっぱり「ナイスクライミング！」 

その後、グズグズと崩れる雪壁の２ピッチ目を登り、鎖伝いに下ってキレット小屋

に到着。真正面にはギザギザと男性的な山容の剱岳が聳える、眺望抜群の素晴らしい

テン場である。 

 



前日同様、食担を引き受けて下さ

ったＩ丸さん（Ｓさん）の本当に美

味い夕食（キーマカレー）に舌鼓を

打ち、明日の長丁場に備えるため

早々と就寝した。 

事故も無く天気も良い、最高の一日

でした！ 

 

 

 

 

（３日目：Ｔ中ま） 

５月３日（月）キレット小屋～五竜岳～唐松山荘 晴れ 

 ３時に起床し、Ｉ丸さんが朝食の準備を始めたが、昨夜、アルファ米のご飯を作る

のを忘れてしまっていた。急ぐこともないので、ゆっくりとする。 

予定より少し遅れて５時１０分に出発。さんらく会のメンバーはまだ出発していない

ので、トップで出発。少し行くと、鎖や短いがハシゴがあり、注意して歩く。尾根の

左側を歩いていく。振り返るとキレット小屋の向こうに鹿島槍の北峰と南峰が綺麗に

見える。１時間少しで、口の沢のコル(2416m)に着く。テントが張れる広さの場所だが、

テント禁止と横の岩に書かれており、真ん

中にはテント禁止の標識が立ててある。北

尾根の頭が見え、その向こうに五竜岳、西

側には剱岳、立山が綺麗に見える。昨年、

行った北方稜線、大窓・小窓・三ノ窓が明

確に見え、すばらしい景色だ。後には鹿島

槍ヶ岳と最高。口の沢のコルから先は、尾

根道上に雪が少なく土が出ている。３０分

少しで北尾根の頭(2560m)に着く。山頂の

少し手前の東側に大きな雪庇が発達して

いる。途中で、G0 に登り昨日は G4 にテン

ト泊した３人組に出会った。鹿島槍ヶ岳へ

行き、東尾根を下りるとのことだ。少し下

りしばらく緩やかな登りで、G5 の手前か

ら少し急登になる。北尾根ノ頭から１時間

【八峰キレット核心部】 

【 Ｇ５より五竜をのぞむ 】 



で G5(2645m)に着く。いよいよ五竜が目の前だ。結構な急登のようだ。少し下り尾根沿

いに緩やかな道を行き、急登りにかかる。少し疲れていて足が思い。途中、鎖もある

が大したことはなく、約３０分ほどで抜けて、少し歩いたら、五竜の山頂に着いた。

白馬も見え、下に五竜山荘が見える。真っ青な空と白い山が綺麗だ。鹿島槍が遠くに

見える。しばらく、展望を楽しみ、出発。五竜直下は雪壁になっており、下る時は注

意が必要。ただ、多くの人のトレースがしっかりしているため、怖くない。五竜山荘

に行く途中、ショートカットをするつもりだったが、間違ってしまって結局、他の登

山者よりも遅れる結果になってしまった。１時間弱で五竜山荘に着く。小屋の周りに

は多くの人でにぎわっていた。その時、Ｏ森さんがアックスを途中で落としたようで、

Ｏ森さんは全然気がついていなかったが、叔父さんから渡されてビックリ！ 遠見尾

根が見えるが長そうな感じだ。 

白岳をトラバースするように登って、少々長い下りでハイマツ帯の中に行くが、今年

は雪が多く完全に雪の下である。トレースもしっかりしているので、ほとんど潜るこ

ともなく快適に歩く。最低鞍部から雪とガレた岩の登りになる。大黒岳のトラバース

を過ぎると、少し下ってから、再度、急な岩場の登りとなる。途中、鎖場もあり気を

付けて歩く。ピークの手前で国際ガイドのＦさんと会い、今年３回目である。阿蘇ダ

イレト尾根・八ヶ岳赤岳主稜、そして、今日だ。ピークに上がると少し下ったところ

に赤い唐松山荘が見えた。長―い１日だった。天気も良く、目の前に唐松岳・左に剱

岳・立山などが綺麗に見える。テン場に行き、既に整地されている場所を少し広げ、

ブロック壁を積み上げて綺麗に整地してテントを張る。Ｏ森さんの体調が悪いようだ。

五竜から唐松の間で飲み水もなくなり、我慢していたようで完全にハンガーノック状

態のようだ。テントに入り、Ｏ森さんは水と行動食を食べて、少し眠っていた。 

八方尾根の分岐である裏山に登ると、不帰キレットが綺麗に見える。唐松と三峰の間

のコルに上がりこんでいる２人のクライマーが見える。かなりの急斜面でどのような

コースで上がってきたのだろうか？ こ

の不帰キレットもいくつかのアルパイン

コースがあり、一度は行ってみたい所で

ある。夕食はマーボ春雨で、丼みたいに

ご飯に載せて食べた。明日は天気が悪く

なるとのことでた。なかなかおいしかっ

期待できないけど、下山後に食べたいも

のが頭の中に浮かんでくるのを楽しみに

寝入ってしまった。 

 【 唐松岳と不帰キレット】 



（４日目：かば） 
 テントがせまく昨夜は眠れなかった。唐

松岳頂上山荘の土間へと避難し、ビールの

自動販売機をじっと見つめていた。私はも

う二度と財布を忘れない。 
 明けた朝、テントはそのままにして空身

で唐松岳に登った。さっと登頂し、戻って

朝食。今日はなだらかな八方尾根を下るだ

けである。お茶を飲みながら、今回の山行

の反省点を聞いてもらい、また、指摘して

もらった。 
 撤収後、不帰キレット、白馬岳主稜を眺めながら下った。途中、ひょこひょこと雷

鳥夫婦が私達の間近を歩いていく。お会いしたＨさん（クライミングファイト同人）

によると、彼らは人間の近くに居る方が安全なんだそう。また、なだらかな八方尾根

は、視界が悪いと全くルートが分からなくなる、平面の恐怖があるとの事。八方池周

辺に滑落停止にちょうど良い斜面と、その下に続く広々としたテン場が有るが、注意

が必要なようだ。うまくいけば、スキー場の長いゴンドラを乗り継いで標高を上げ、

八方池で雪訓し、唐松岳に登るコースが出来るのだが。 
 5 月なのに、スキー場は盛況であった。雪をこんなに長く楽しめるなんて羨ましい。

麓の町では梅と桜が満開に咲いていた。梅と桜と桃が、一度に咲くのだそうである。

薬師の湯でお風呂と、地元で知られているという昭和軒（信濃大町駅前の商店街）で

ソースカツ丼を食べて、福岡に向けて出発した。 
 天候に恵まれ、無事に全行程をいくことが出来ました。私は、終わってゴンドラま

で来た時、皆にねぎらってもらったのが嬉しくて、とても印象に残っています。今回、

五竜・唐松まで繋げてみるチャレンジをしたのも、Ｏ森さんなら今年からご一緒でき

そうと考えたのも、どれもＩ丸さんから教わりました。私は知らず知らず、苦手意識

のあるリーダーをするトレーニングを受けさせてもらったようです。本当に有難うご

ざいました。 
 
【 感 想 】大分・豊嶺会 Ｓ 

かば CL，Ｉ丸会長，Ｔ中まさん，Ｏ森さん 今回は、大変お世話になりました。 

思い返せば 1 年半前、貴会元会員のＡさんの下、大山三鈷峰・北西稜に同行し、

初めて冬季アルパインを体験しました。その強烈すぎる魅力の虜となった私は、自

分をコントロールする自信をも喪失してしまい、Ｍ下先輩に譲っていただいたバイ



ルに封印をし、ピナクル退会とともに、一旦は、アルパインの道を断念しました。 

しかし、「やっぱりアルパインに行きたい！」という心の叫びは、冬が近づくにつ

れて次第に大きくなり、Ｉ丸会長をはじめ、かつての仲間の支えもあって、阿蘇高

岳ダイレクト尾根、大山弥山西稜・東稜、八ヶ岳・赤岳主稜など、ピナクルの皆さ

んとともに再びアルパインのステップを昇り始めることができました。 

それらの山行すべてに同行いただいたＩ丸会長、ピナクル時代の同期でもあるか

ばさん、「もう、アルパインはやらない。」とぼやいていた時もハイキングに付きあ

ってくれたＴ中まさん．．．この他にも、多くの方が退会後に同行してくれました。

また、折に触れて電話でいろいろとご指導くださったＭ下先輩．．．皆さん、本当に

ありがとうございます。 

今回の山行は、アルパインの魅力はもちろん、それを上回る山の仲間の魅力を再

認識した山行でした。今は、地元大分の山岳会に所属していますが、今後とも会を

越えてお付き合いいただければ幸いです。 

ピナクルの皆さん、本当にありがとうございました。この場をお借りして、心よ

りお礼申し上げます。 

【 鹿島槍・北峰 】 


