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槍ヶ岳 

【報 告 者】Ｎ尾み、Ｓ藤 
【日   時】2011 年 4 月 29 日～5 月 1 日   【天 候】曇り/晴れ/雨 
【参 加 者】Ｎ尾(L)、S 崎と、Ｎ尾み、Ｓ藤 
≪コースタイム≫ 
4/29(金) 上高地 11:30－明神 12:30－徳沢 13:30－横尾 14:30－槍沢テント場 17:30 

4/30(土) 槍沢テント場 5:35－殺生ヒュッテ 8:00－槍の肩小屋 9:30－槍ヶ岳山頂    

     10:30－槍の肩小屋 11:30－槍沢テント場 14:30 

5/1(日) 槍沢テント場 6:30－横尾 9:30－徳沢 10:30－明神 11:30－上高地 12:20 

≪ 報    告 ≫ 
4 月 29 日(金)  報告者：Ｓ藤  （天気 晴れ/曇り） 
 出発 3 日前の 26 日、涸沢で大規模な雪崩が発生し、横尾から先が入山規制されてい

るという情報が入る。そんな中、上高地へ向けて出発したが、雪崩と聞いて内心、か

なり不安になる。入山規制が解除されたのは、ちょうど私達が上高地に到着する 29 日。

なんとか予定通り槍ヶ岳には行けることになったが、雪崩、ほんとうに大丈夫なのか？

怖い…不安…。そんな、複雑な気持ちで上高地を目指す。 
 11:30 頃上高地に到着。タクシーを降り、上高地のひんやりとした空気に触れると、

やっぱり北アルプスまでやって来たうれしさがこみあげてくる。と同時に、これから

始まる登山への期待と緊張も一気に高まる。当初の予定では、この日は上高地から横

尾まで移動して横尾でテント泊。しかし、予定よりもかなり早く上高地に着いたため、

そのまま槍沢のテン場まで移動することに。横尾までは観光地といった感じで、散策

を楽しむ観光客の姿もたくさん見かけた。道は平坦で歩きやすく、歩きながらつい横

目で、目の前に広がる、雪をまとった険しいアルプスの峰々に見とれてしまう。 
 12:20 頃に明神、13:30 頃に徳沢で小休憩

をとる。休憩のたび、重いザックを背中から

降ろすと、生き返ったように楽になる。今回

は歩きはじめからザックが重く感じてしか

たがない。歩き始めてからすぐに背中が痛く

なる。これまでに何度か冬山に行って重いザ

ックを背負ったけれど、今回はこれまでにな

いくらい重く感じる。きっとお酒やらなんや

ら重いものをつめすぎたのだろうと思う。反省…。 
 14:30 頃に横尾に到着。横尾から先はようやく本格的な道に入っていく。雪もかなり
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積もっている。槍沢ロッジを通り過ぎ、

17:00 過ぎ、ようやく本日の宿泊地である

槍沢のババ平にあるテン場に到着。テン場

にはすでに多くのテントが張ってあった。

適当な場所を見つけると、雪を掘ったり埋

めたりしながら地面を平らにしてからテン

トを設営。この日の夕食は、入山前に現地

のスーパーで買った食べきれないほどのお

惣菜。Ｎ尾みさんが用意してくれたサラダ付き。すっかりお腹いっぱいになった。そ

の日の夜、テントの中で就寝中、夜中に何度も激しい風の音がしてびっくりする。ま

るでジェットコースターが目の前を通り過ぎたような音。このままテントごと吹き飛

ばされてしまうんじゃないか…と本気で思った。 
 
4 月 30 日(土) 報告者：Ｓ藤   （天気 朝：晴れ/曇り 午後：雷雨/強風） 
 朝。夜の風はすっかりおさまり、天気は晴れ。気持ちのいい朝だった。テントの中

に荷物を置き、サブザックのみで 6 時ごろ出発。出発してからしばらくの間、空は晴

れて陽が射し、今日は最高の登山日和になるように思われ、うれしくなる。しかし、

時間が経つにつれ、空がだんだん曇ってきた。風も出てくる。昨日入山規制が解除さ

れたばかりのせいか、しっかりとしたトレースがない箇所も多く、先頭を行く登山者

はラッセルが大変だ。私達のパーティーの前には、単独の男性がひとり歩いていたが、

その男性とＮ尾リーダーとが代わる代わる先頭を歩き、トレースをつけていった。ふ

と振り返ると、いつの間にか、私達の後ろには

たくさんの登山者の列が続いていた。2 時間ほど

歩き、殺生ヒュッテが近くなってくるあたりか

ら、槍の穂先が見えてきた。目の前に見える槍

ヶ岳。感動の瞬間。鋭くとがった憧れの槍の姿

をカメラに収めようと、立ち止まって写真を撮

りまくる。このあたりまでは順調に登ってきた

が、殺生ヒュッテを過ぎて少し登ったあたりか

ら、しだいに道は急登で険しさを増してくる。

槍の肩直下の急登の雪渓はほんとうにきつかっ

た。急登の雪渓を一歩一歩、ゼイゼイと喘ぎな

がら登っていく。槍の肩はすぐそこに見えるの

に、最後のひと登りが苦しくてたまらない。先
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頭のＮ尾みさんは順調にスイスイと登っていくように見える。見る見るうちに距離が

離れていく。風がかなり強くなってきた。何度も突風のような強風が吹く。急登をた

だひたすら登るだけでも大変なのに、そこに強風が何度も襲ってくる。強風が吹くた

びにピッケルを雪の急斜面にさして耐風姿勢をとる。風が弱くなったのを見計らって

先に進まなければいけないのに、また強風が吹いてくるのが怖くて、いつまでも耐風

姿勢を崩すことができず、なかなか足が前に進まない。しかも上に登るにつれ、雪渓

の雪は凍ったようにカチカチの部分もあり、滑りそうで怖い。強風の中、ほぼ四つん

這いの状態で上へと登っていく。登りながら、何でこんなに苦しくて怖い思いをする

ためにここまでやってきたのか･･･と何度も後悔

する。（ところで、この強風の中の雪の急登をこ

んなに怖いと感じるのは、あくまでも私個人の感

想であって、人によっては簡単に登っていく人も

たくさんいたということを念のために断ってお

きます…。） 
 かなりの時間を費やしてようやく槍の肩に到

着したときには、ほんとうにほっとした。そして

きつさと怖さと寒さですっかり疲れきっていた。

槍の肩から見上げる槍の穂先。頂上までの岩は雪

で真っ白だ。そして、所々、雪が凍ってアイスバ

ーンになっているらしい…。ほんとうにこれから

これを登るのか？どう考えても私には技術的に無理だろう？しかも、この強風の中だ。

それにじっとしていると凍えるくらいに寒い。 
 ところで、例年のＧＷの槍は、岩の雪もほどんど溶けていて、まったく様子が違う

らしい。今年の雪は特別というわけか･･･。そんな槍を見上げていたとき、そばにいた

槍の肩の小屋ではたらくおじさ

んたちが、「（今年の槍の雪の付

き具合は）冬よりもいやらしい」

と言った。それをそばで聞いてい

た私は、その瞬間、「私は行かな

い！」という決意を固めたのだっ

た。 
 私は山頂アタックを辞退し、他

の 3 人がアタックしている間、山

小屋の中で待っていることにし



 4

た。ザイルでつながれた 3 人が登っている間、何度も小屋を出たり入ったりして、3
人が今どの辺りを登っているか見上げて確かめた。ほんとうは外でずっと見ていたか

ったけど、外はとんでもなく寒く、まるで冬山と同様に思えた。天候もますます悪く

なっていくし、風も強く、少しでも外でじっとしていたら凍えてしまいそうだった。1
分も外でじっとして立っていられず、すぐに山小屋の中に入って、ストーブの前に座

った。ストーブの前から離れられない。この寒さと風の中、頂上を目指してがんばっ

ている 3 人はほんとにすごいと思った。と同時に、もしも…もしも万が一、3 人に何

かあったらどうしようか･･･と考えた瞬間もあった。予定より時間を要し、登り始めて

約 2 時間後、3 人は無事に下りてきた。3 人が小屋に入ってきたときは、ほんとうにほ

っとして嬉しかった。 
※ 今回の山行の核心部である槍ヶ岳山頂アタックの報告については、この後に続く

Ｎ尾みさんの報告をお読み下さい。 
 
 3 人が肩の小屋まで下りて来たころには、天気はどんどん悪くなり、いつのまにか山

頂はガスですっかり見えなくなっていた。少し休憩してから、12 時頃下山開始。あの

必死の思いをして登ってきた急な雪渓を今度は下らなければならないのか…と、考え

ただけでもぞっとした。下りのしばらくの間、Ｎ尾リーダーとザイルでつないでもら

って下りた。ピッケルを後方にさしながら、一歩一歩、慎重に下っていった。 
 下山を開始してからちょっと経ったころ、雨が降り出した。そのうち雨は激しくな

り、いきなり近くで大きな雷の音が…。雷雨となった。すぐ近くで何度も雷の音がす

る。山で聞く雷の音は、鳥肌が出るくらいに怖い！視界も悪くなる中、雷におびえな

がらとにかく必死で下山を続けた。今日の予定は、このままテン場まで戻り、テント

を撤収して横尾まで下り、横尾で一泊するというものだったが、このまま今日のうち

に上高地まで下りてしまおうというＮ尾リーダーの言葉。えっ？すでに疲れきってい

るのに、またあの重いザックを背負って上高地まで一気に下るなんて無理･･･。私以外

のメンバーも同じように思ったらしく、結局その日は予定通り横尾まで行こうという

ことになった。よかった･･･。このまま上高地までなんて、きっと途中でバテて動けな

くなったかも。 
 しかし、テン場まで戻っても、雷雨と風はいっこうにおさまらない。この雷雨の中、

テントを撤収して、横尾まで下ったほうがいいのか？それとも、今日はこのままこの

テン場にもう一泊し、明日の朝、下山する方がいいのか？しかし、明日まで待っても、

明日の朝、天気が回復しているという保証はない。このまま雨が降り続けば、明日の

朝、土砂崩れの危険や、さらに下山しにくい状況になっていることも考えられる。そ

れならばいっそうのこと、今日のうちに横尾まで下りたほうがいいのではないか？で
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も、この雷雨の中、歩くのは危険ではないのか？テントの中で、さんざん、討議が難

航する。結局、S 崎とさんの意見でもあった、このままこの場所にもう一泊とどまる

ということに決定した。結果的にはこれが一番いい選択となった。その後、ショウガ

入りのスープを飲んで、冷え切っていた体を温めて一息ついた。 
 
5 月 1 日(日) 報告者：Ｓ藤  （天気：雨） 
 朝。風はかなりおさまったようだが、雨はまだ続いていた。激しくは降ってはいな

い。雨の中、テントを撤収し、下山の準備をし、下山開始。横尾に着くまでは、何も

考える余裕もなく、雨の中、とにかく必死で歩いた。横尾まで下りてくると、もう安

心だという気持ちになりほっとする。徳沢、明神をすぎ、もうすぐゴールの上高地と

いうところになると、きついながらも、充実感も出てきて、歩いているのが楽しいと

さえ思えるようになってきた。と同時に、いろいろなことを考える余裕もでてきて、

今回の反省点など、いろいろ考えながら歩いた。 
 私にとってはハードな山行だったけど、

振り返ってみるといろいろな経験もするこ

とができ、充実したものだったように思う。

今回の反省点としては、まず、荷物の重さ

がある。冬山装備の山行は荷物が重くなり

がちだが、それでもできるものはなるべく

軽くして、とにかく少しでも軽量化をしな

ければならないと思った。それから、体力。

事前に自分なりにトレーニングをしたつも

りだったが、体力不足を感じた。今回のようなハードな山行に行きたければ、普段か

ら地道なトレーニングを続け、体力をつけておく必要があると思った。本番で苦しく

てつらい思いをするのは自分自身であるから。また、雪山の技術に関しては、本で読

んだ知識だけではなく、実際に体で慣れるまで練習してから行くべきだと思った。 
 ＧＷのアルプスは天気がよければとても快適に過ごせるが、いったん天気が荒れる

と、まるっきり冬山に逆戻りしてしまう。雨と風が強烈になれば、真冬よりも条件が

悪くなることもある。今回はそんな山の怖さも体験することができたように思う。こ

んなに寒い思いをして、怖い思いをして、苦しい思いをしても、山行の終わりにはな

ぜか不思議な充足感で満たされ、また次に来るときのことを考えている自分がいる･･･

雪山にはそんな不思議な魅力があるのかもしれないな～と思う。 
 
 



 6

4 月 30 日(土) 槍の山頂アタックの報告  報告者：Ｎ尾み 
殺生ヒュッテから槍の肩まで、

最後のふんばりどころだが、夏道

と違い雪の積もった急斜面を直登。

殺生ヒュッテ手前の中腹までは、

膝下ラッセルする箇所もあったが、

ここは雪が良くしまっており、ア

イゼンが効いて歩きやすい。ただ、

陵線が近づくほど雪混じりの強風

になり、急斜面にピッケルを差し、

何度も耐風姿勢をとる事に。風が

弱まるとほとんど四つん這い状態で、9：00 槍の肩に到着。寒くて凍えそうだったの

で、槍ケ岳山荘に入り、後続メンバーを待つ。 
昨日29日に横尾上部の入山規制が解除された為、本日槍ケ岳に到着したのは2人目。

小屋の中は閑散としており、私の前を進んでいた強そうな単独行のおじ様（槍沢から

登るパーティ集団の先頭でかなりトレースつけていただきました）が、ストーブの前

で一人休憩されていた。 
「おやっ、お譲ちゃん（？）早いねぇ。小屋

の人に聞いたら、昨日山頂に行ったのは一人

だけらしいけど、どうするの？」と聞かれ、

「同行者がザイル持っているんですが…」と

返答するも、正直小屋に入る前に見た槍ケ岳

は雪がついて真白で、内心登れるか不安に思

っていた。おじ様からも返答がなく、ストー

ブを挟みやや重い空気が流れる。しかし、水

分や行動食をとって身体が温まってくると、

自然気持ちも落ち着いてきた。その時外がガ

ヤガヤとして、Ｎ尾さん達が到着。小屋に入

りながら、「Ｎ尾みさん、十分休憩したろう、

じゃ先に山頂に登ろう。雪が多いけん最初か

らザイル出すから」と言われ、とにかく登っ

てみることに。（後にこの決断が甘いことを知る） 
 山頂へは、Ｓ藤さんを除く 3 名で向かうことになったが、トップＮ尾さん、中間Ｎ

尾み、ラスト S 崎とさんの順番で 30 メートルのザイルをコンテで繋ぎ取りつきに向っ
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た。 
 取りつきから数メートルも進まないうち、左側の岩壁をまくトラバースの細い道が

アイスバーン状になっており数メートル続いている。私の目にはツルッツルッの氷で、

とてもアイゼンやピッケルが刺さるように見えない。「なっＮ尾さん、私無理です！こ

こ進めません！！！！」イキナリのギブアップ、「取りつきからこんな状態で登れるの

か？？」と不安気になる私を残し、Ｎ尾さんは「ちょっと待っとって」と 1 人でスタ

スタ、しばらくたって、「いいよ～確保したけん。まいて登って来て～！」叫び声が聞

こえる。Ｎ尾さんのマネをして、斜面を少しで下り、歩きやすい道を選び慎重に慎重

にトラバース、岩陰からＮ尾さんの姿が見えほっとする。その後も岩陵の斜面をへつ

るように歩くが、アイゼンとピッケルが効くのでなんとか進める。しかし、私自身コ

ンテで歩くのが初めての為、前後の人との間隔でザイルが余ったり、引っ張られたり、

時折岩に絡まったり、岩場をコンテで歩くことがとても難しく神経を遣った。 
 その後、私達の十数メートルくらい上部で、先ほど小屋で会った単独行のおじ様が、

私達と違うルートで一人頂上を目指されている。それを見てＮ尾さんが「あの方上り

りと下りの道を間違ったんやねぇ」と呟かれた。 
（ご存じの方も多いと思うが、槍ケ岳は、鎖や長い梯子を幾つも登ってピークを目指

すが、混雑をさけ上りと下りは別の道を使う） 
 しかし、しばらく進み行き詰まり…実は間違っていたのが自分達だったことを知る。

（シーン）とにかく正規の道に合流するしかないので、上部の鎖を目印に登る。下か

ら眺めると岩に氷がびっしりついて、見るからにいやな感じのチムニー（岩壁に縦に

走っている全身が入るくらいの幅の割れ目）にぶつかる。「まさかここ行くのかなぁ」

と思っていると、Ｎ尾さんが無言で取り付く。しばらく下から様子を伺うが、Ｎ尾さ

んが少し上の棚に登り上がったので、意を決してついていく。十メートルはないチム

ニーだったと思うが、手かかりが少なく（悪く）、三点支持が出来ず、クライミングの

ムーブで登った。登山と言うよ

りアイスクライミングをして

いる気持ちになった。その核心

部でステミング（足を大きく左

右に開く動作）をしている時、

ザイルが上から引っ張られ、ち

ょうど私左足のアイゼンに入

り込んだ。急いでザイルを外そ

うと手を伸ばすが、水平に近い

ぐらい足を開脚しているので、
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足先に手が届かない。「Ｎ尾さん、ザイル緩めてくださ～い！！」と叫ぶが、距離が離

れているためか返事なし。「S 崎とさん、助けて～！！ザイル挟まった！ヘルプ～！」

叫びながら下にいる S 崎とさんを探すが、S 崎とさんははるか下方で、岩と格闘中。

…『孤立無援』状態であることを悟った。確保されてないし、絶対に落ちられない。「冷

静に冷静に」と自分に言い聞かせ、手が届く場所に足を少しづづ移動させる。とてつ

もなく長い時間に感じられたが、おそらく数分間だったと思う。なんとか引っかかっ

たザイルを外し、棚に登りあがると、Ｎ尾さんが「大丈夫？」と近づいて来られたが

ちょっと遅かった。後で S 崎とさんに聞くと、やはりこのチムニーが怖いし大変だっ

たらしく「Ｓ藤さんと一緒に残れば良かった」と後悔していたらしい。 
 その後は、通常の登りルートに合流。鎖は雪や氷に埋まっておりほとんど使えなか

ったが、長いはしごを乗り越すときや厳しい箇所では、お互い確保しあい、10：20 頃

槍の山頂に着いた。 
 山頂では、Ｎ尾さんが「良くがんばったね～あれが北鎌尾根だよ云々」と 360 度の

素晴らしい山々の解説をしてくださったが、強風や寒さのため早くも下山したい気持

ち。Ｎ尾さんが、頂上の祠の前で写真をとるから移動するよう言われるが、広くない

山頂で、立てないくらい強風の中でその数メートルを動くのも怖く、二人ともほぼ四

つん這いで移動した。 
 下山時は、Ｓ﨑とさん、Ｎ尾み、Ｎ尾さんの順番で降りる。一般的に下りのほうが

難しいと言われており、案の定私は苦労したが、とにかく集中して必死に降りていっ

た。S 崎とさんはピッケルを駆使されて、三点支持でスムーズに降りていかれた…と

は言っても、３人がコンテで移動し、必要な個所では確保しあうこともあったので、

結果的に槍頂上の往復に 2 時間以上かかってしまった。 
自分が落ちると他の方を巻き添えにしてしまうので、絶対に落ちてはいけないとい

う気持ちで、もてるすべての「気力」・「体力」・「技術」を 120％発揮し、なんとか無

事降りることができた。（運が良かっただけだと思う）Ｓ藤さんが、小屋から出て出迎

えてくれたときは、緊張の糸が切れて、本当に心から嬉しかった。 
  
【感じたこと】 
① 残雪期（積雪期）岩場では、アイゼンやピッケルワークができていないと本当に厳

しい。 
② コンテは事前に安全な場所で練習して臨むべきだった。 
③ 事前に参加した、「沢登り講習」のザイルワークが大変役に立ち、セルフビレイや

中間八の字結び等実践で役にたった。 
④ 断る勇気も必要。 


