
山行記録 

2013 / 06 / 10（月） 曇りのち晴れ 

メンバー：谷内（リーダー），落合（著者） 

山域：谷川岳 

ルート：一ノ倉沢烏帽子沢奥壁南稜～5 ルンゼの頭～一ノ倉岳～谷川岳～西黒尾根 

形態：アルパイン・クライミング 

備考：ルートは烏帽子沢奥壁南稜を第一候補とするが、状況をみて他も検討。 

（中央稜、中央カンテ、変形チムニーなど） 

下山は→一ノ倉岳→オキの耳→西黒尾根を予定するが、天候や時間帯、疲労度等により懸垂下降で 

一ノ倉沢、もしくは天神平からロープウェイでの下山もありうる。 

 

■コースタイム 

天神平駐車場 5：05→谷川岳登山指導センター【登山届】→一ノ倉沢出合 5：50→南稜テラス 7：25 着 

南稜 7：55 登攀開始→南稜終了点 11：40【休憩】  

南稜終了点 12:05 発→5 ルンゼの頭 13：00→一ノ倉岳 14：45【休憩】 

一ノ倉岳 15：10 発→オキの耳 15：52→西黒尾根登山口 18：50→谷川岳登山指導センター【下山届】 

→天神平駐車場 19：05 着 



 

※ 日本登山大系 谷川岳から参照 

ルート詳細 

■ 南稜 

1 ピッチ目：落合リード 

2 ピッチ目：谷内リード 

3 ピッチ目：落合リード  

草付：歩行 

4 ピッチ目：落合リード 

5 ピッチ目：谷内リード  

6 ピッチ目：谷内リード  

 



■ 南稜終了点～ルンゼ状の岩場（Ⅰ～Ⅲ級）～烏帽子尾根～５ルンゼの頭：コンテニュアス 

■ 5 ルンゼの頭（浮石多く岩が脆い、支点に乏しい･Ⅲ級）：落合リード（スタカット） 

■ 5 ルンゼの頭～小ピーク：谷内リード（スタカット） 

■ 小ピーク～一ノ倉岳～谷川岳～西黒尾根：歩行 

 

誰にでも山に登る『キッカケ』 があったと思いますが、私の場合のそれは谷川岳でした。 

会に入会する以前、谷川連峰の山々には好んでよく足を運んでいましたが、個人レベルで出来ることに

限界を感じていました。 

沢登り、岩登り、山スキー、雪稜、もっと色々な視野で谷川連峰の四季を味わってみたい。 

すべての沢や尾根を取っても谷川には山を遊びつくすフィールドが満載で、山登りの対象としてこれだ

け魅力的な山は日本中探してもそうたくさんあるものではない。 

自分にとって、谷川岳とはクライミングに限らず今もこれからも唯一無二な存在です。 

もちろんこれは谷川に限ってのことではないが、そんな思いなどもありちょうど一年前に渓嶺会の入会

を決めた。 

この 1 年間で会の先輩方からたくさんのご指導を頂き、より深く山へ通うようになった。 

 

5 月のとある週末、谷内さんと古賀志山でクライミング。 

今年はどんな山登りがしたいかとの話題で、谷川岳･一ノ倉沢の話になった。 

6 月の一ノ倉沢はまだ雪渓がたくさん残っており、アプローチも楽なので一度登ってみないかとの誘い

を受ける。 

自分も一ノ倉沢へ行くならこの時期がベストだと考えていたので、返事ひとつでＯＫした。 

ルートは、烏帽子沢奥壁南稜ルート。 

一ノ倉沢に登るならまずはじめに登っておきたい、登竜門的なクラシック･ルートです。 

今回は条件が良ければ、南稜を超えて国境稜線まで出て谷川岳の大きさを存分に味わおうという贅沢な

企画だ。 

週末は○時間待ちなんて話を聞いたことがあるので、平日に行きたいという話を持ち掛けた。 

お互い休みが取りやすい状況にあったのは幸いでした、早速準備に取り掛かる。 

問題はコンディション、今年は例年より早めの梅雨入り宣言。 

岩が濡れていればクライミングにならないし、上越国境の天気の目まぐるしさを考えれば出来るだけコ

ンディションのいい時に登りたいと考えていた。 

そう考えると、6 月中旬に差し掛かってしまうと雨が多くチャンスが少なくなってしまう。 

 

谷川岳は豪雪の本場である新潟県の分水嶺に位置し、天気の振幅が激しい。 

天気予報でも『日本海側』・『太平洋側』なんて言葉をよく耳にするが、谷川岳はその狭間に位置するた

め、他の山域に比べれば晴天率が低く気象条件が厳しい、という印象があります。 

日本中を見渡してみても、これだけ特別な気象を持った山は特別な存在だと思うが、この特異な気象条

件と豪雪に磨かれて谷川岳の非対称山稜・バットレスが形成されたのでは？と考えるのが一般的なので

しょうか。 

「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」のフレーズで有名な川端康成の著書も、谷川岳で起き

ている実情を顕著に表しているかのようだ。 



 

晩冬の一ノ倉沢 

衝立岩の左に烏帽子沢奥壁がみえる 

（2010 年 3 月下旬 ･ 一ノ倉沢出合から撮影） 

 

一ノ倉沢はどちらかというと、新潟県の天気に左右されるような気がするが、太平洋側（群馬県・みな

かみ）・日本海側（新潟県･湯沢）のいずれかの天気が悪いとたいがい天候の崩れが早い。 

その辺の気象変化は過去の谷川岳登山の経験のなかで十分承知していたので、これらの条件を踏まえ吟

味して今回の山行日を決定した。 

今回、私にとってはホンチャン･デビュー戦でもあり、会の役員方から色々と指摘･アドバイスを受けて

の山行となった。 

単純に登れる技術だけがあったとしても、トラブル･事故が起きてしまった場合どのように対処したらい

いのか。 

もちろん、事故を起こさないことが一番のレスキューだということが大前提であるが、緊急時の対処法

としてたくさんの引き出しがあるのは大きな強みだ。 

 

例年であればこの時期は一ノ倉沢出合まで車で入ることが出来るが、どうやら今年からは谷川岳登山指

導センター先のゲートは「通年・車両全面通行止め」になってしまったらしく、すべての登山者は天神

平ロープウェーの駐車場に車を置いての登山となるようだ。 

それでも天神平から一ノ倉沢出合までは徒歩 50 分程度、この程度のアプローチに渋っているようなら

アルパイン･クライミングをやる資格はない！？と考えるべきでしょうか。 

5 時前に天神平の駐車場に到着、登山者の車は 1 台準備しているだけで他に誰もいなかった。 

これで一ノ倉沢･クライミングの混み合いが少しでも緩和されるなら、通年通行止めでちょうどいいのか

もしれない。 

人がたくさん入るのは困ったものだが、誰もいないと遭難したとき大変だね、、なんて都合のいい冗談話

を交えながら出合までの道のりを進んだ。 

天神平から一ノ倉沢出合までは、45 分で到着。 



 

出合から先の雪渓歩きはスプーンカットされていて、足の踏み場を考えて登ればアイゼン等は不要。 

下りは場所によって少し気を使うかもしれないが、歩いているうちにコツはつかめるはずだ。 

 

テールリッジ取り付き付近にて。 

ここは時期によって雪渓の厚みが大きく変化すると思うが 

雪渓からテールリッジに渡るときに雪の厚みを横からチェックしたほうがいい。 

厚みがなくなるとシュルントになるので、落ちたらひとたまりもない。 

梅雨が明ける頃には、ヒョングリの滝も姿を現すことだろう。 

 

雪渓上は涼しく快適だったが、テールリッジに出たら急に汗が吹き出てきた。 

テールリッジは雨で岩が濡れているとロープなしでは降りられないかもしれないが、 

至る所にハーケンやフィックス･ロープが張られている。 



 

テールリッジを登りきったら、中央稜基部からバンドを超えて南稜テラスへ。 

烏帽子沢奥壁は傾斜が強いだけに、クライマーが取り付いている場合は落石に要注意。 

週末は特に落石が多いと思うので、肝を冷やすこと必至。 

出合から南稜テラスまでは 1 時間 20 分程で到着。 

 

平日の一ノ倉沢は静かだった。 

人気ルートである、南稜、中央稜にも人は取り付いておらず 

私たちが一ノ倉沢へ一番乗り。 

南稜は後続が 1 パーティー、中央カンテに 1 パーティー入っていただけで 

我々を含めて 3 パーティーしかいなかったと思われる。 

 

南稜ルートですが、登ってみた印象として 

岩登り自体は自分で考え、ホールドを見つけ、支点を決めてもがき苦しみながら？ 

登るほうが断然充実感があり楽しいと感じたので 

詳細は割愛させて頂こうと思います。 

 

事前に必要な情報は当然ながらたくさんあると思いますが、 

必要以上に情報を得てしまうと後でシラケてしまう部分もあると思うので、 

あとは登ってからのお楽しみです。 

         

南稜テラスからみた烏帽子沢奥壁 

 



スタートは、まず落合がリードで進む。 

 

 

３ピッチ目、フォローの谷内さん 

 

朝はどんよりと曇り空だったが、登るにつれて段々日が差してきた。 

青のスカイライン、緑と岩場のエッジ、豪快な雪渓が登るに連れて 

アルペンムードを一気に高めていく。 

興奮度、爽快感が高く、 

一歩間違えたら滑落するという緊張感が溜まらない！ 

 

4 ピッチ目終了点から 

 

ここでランナウトしたらヤだな、、という箇所が全体的に何回かあったが 

そういう箇所は意外とハーケンが打っておらずカムを有効に使うことが出来た。 



 

途中、滝沢・2~3 ルンゼ側からブロック雪崩と落石で轟音が何度も鳴り響く。 

雷と勘違いしてしまうほどの迫力、落石には十分警戒しながら進む。 

浮石は春先のほうが多いだろうから、注意が必要だ。 

 

つるべで登っていたので最終ピッチは私がリードの予定でしたが、 

谷内さんが前回南稜に来たとき最後リードで登れなかったらしく、 

今回最終ピッチは自分にリードさせて！とのリクエストが届く。 

ここまで来れたのは谷内さんのおかげでもあるので、快くリードを譲った。 

 

最終ピッチ 

南稜のハイライトである馬の背リッジ 

 

最終ピッチは浮石が多く、慎重に進む。 

人の小顔サイズくらいの岩を触ったら完全な浮石で、 

こんな岩が落ちたらひとたまりもない！と最後に肝を冷やした。 

 

登攀時最後まで使わず煩わしさを感じていたキャメロットの 4＆5 番でしたが、 

最終ピッチの最後の支点で谷内さんが５番をクラックにがっちりキメていたのには男気を感じる。 

最後、やけにモソモソしてるなぁと思っていたら、ここでキメるために持ってきたんですね・・・。 

後で聞いたら、谷内さん曰く 

『 最後だから無理やり使ってみた･･･ 』  



 

南稜登攀が終了。 

 

南稜登攀を終えると階段状に足場の安定した箇所が 2 段ほどあった。 

ここからはロープを 1 本しまい、ルンゼ状の岩場をコンテで進む。 

ルンゼ状の岩場は草付に乗るとズルッと滑り油断ならない。 

ここはクライミングシューズを履いたまま 5 ルンゼの頭取り付きまで進んだが、 

アプローチ・シューズのほうが有効だったようだ。 

おかげで二人ともつま先は痛くなり、靴を脱いだら指の皮がペロッと剥けていた。 

烏帽子尾根は笹薮が若干うるさいが、踏み跡は顕著に付いている。 

 

5 ルンゼの頭に到着。 

眼下には幽ノ沢、5 ルンゼ、垂直に切れ落ちているわけではないが、 

落ちたら致命的な箇所なので迷わずスタカットで進む。 

南稜は稜線に抜けてからの方が事故が多いと聞いていたが、5ルンゼの頭は油断出来ない箇所だ。 

 

ここは落合がリード。 

下部は岩が脆く、支点に乏しい。 

触る岩がことごとく動き、カムも決まらない。 

ビレイ中の谷内さんに岩を落としかねないので、声を掛けながら慎重に進む。 

下部の 10ｍが悪場で、上部は踏み跡がしっかり付いた急な登山道といった感じだった。 

 

5 ルンゼの頭頂上付近でピッチを切る。 

稜線に出たら谷川馬蹄形の山々、遠く巻機山などがよくみえた。 

一ノ倉沢・稜線上には私たち以外誰もおらず、今谷川岳の岩場は我々で完全に貸切状態だ。 

風も適度に吹いて天気も良好、お互いのコールも意外としっかり届いた。 

快適登攀で、山ヤ日和に尽きる瞬間だった。 



 

5 ルンゼの頭からロープを伸ばし、ここは谷内さんがリードで小ピークを超えていく。 

奥に薄っすら見えるのが一ノ倉岳。 

谷内さん曰く、「まだ遠いなぁ・・・」 

 

小ピークを過ぎた鞍部に足場の安定した箇所があったので、 

そこでロープを解きアプローチ･シューズに履き替えた。 

 

 

バリエーションルートならではの、いつもと違った雰囲気の谷川岳（オキの耳） 

谷川岳はどこからみてもカッコイイ姿をしているが、 

ここからみる谷川岳はよりアルペン的な風貌だ。 

 

途中、一ノ倉岳山頂にいる登山者が我々の存在に気づき手を振っているのがみえた。 

清々しい気分になりその声援に応える、ここまで来れば山頂ももうすぐだ。 

 

しかし、山頂直下は深いところで胸上くらいの笹藪漕ぎだった。 

あとから聞いた話によると、昔は稜線に抜ける登山者がたくさんいたようだが、 

最近はめっきり少なくなってしまい踏み跡も薄くなってしまったとのこと。 

真夏にこんなことをやってたらいちばんバテそうな箇所だねと 

話をしながら進んでいたら、急に一ノ倉岳山頂付近に飛び出る。 

登山道側からみたら、歩いてきた踏み後はハッキリとは分からない。 

山頂にはもう誰もいなかった。 

14：45 分 一ノ倉岳に到着。 



 

一ノ倉岳山頂でセルフ･ビレイ。 

 

自分は緊張感から少し解放されて不思議なくらい身体がリラックス・ムード。 

ギアを一式ザックにしまい、とりあえず山頂で一本取る。 

ここからは一般縦走路なので、通常の登山スタイルへ。 

 

谷内さんは稜線に出たらお疲れモード！？ 

「最後ロープウェーで降りたいな･･･」とボソッと呟いた。 

最初は冗談かな！？とも思ったが、稜線に抜けられたので 

自分は西黒尾根を下りて今回の計画をコンプリートしたいとの意思を谷内さんに伝える。 

ここからは何度も歩いている手馴れた道なので、 

いつも下りが早い谷内さんとなら、日没前までには十分下山出来ると見積もっていたからだ。 

 

国境稜線「ノゾキ」からの一ノ倉沢 

ここからは登ってきた南稜は隠れてしまうが、出合からの標高差は約 1,200ｍ 

改めてノゾくと達成感は一入だ。 



 

谷川岳山頂にて記念撮影。 

週末はいつも大変な賑わいの谷川岳だが、今日は平日の夕方なので誰もいない。 

肩の小屋の宿泊者 1 名だけが山頂にいたので、カメラを向けてもらった。 

 

稜線上には、ハクサンイチゲやシラネアオイなどの高山植物が咲き乱れていて 

気持ちを癒してくれた。 

 

最後は谷川岳に日が沈む。 

 

下りはお疲れモードの谷内さんに気を配りながら、 

今度はどんな山に登りたいかなど話をしながらゆっくり進んだ。 

西黒尾根を下ってペースの上がらない谷内さんをみて、 



最後チョッと気の毒な思いをさせてしまったかな・・・、と思いちょっぴり反省。。 

やはりロープウェーで降りるべきだったか！？ 

もう少し先輩を気遣う配慮が必要だったかな・・・。 

谷内さん、ゴメンなさい！ 

 

途中時計の高度計を確認して、 

今年厳冬期に松村さんと久我さんで猛烈なラッセルで敗退した西黒尾根のポイントを探してみたが 

残念ながら冬とは全く様相が違うので分からなかった。 

また来年、あんな万歳ラッセルしたいなと思いながらさらに急な尾根を下っていく。 

 

最後は谷川岳登山指導センターで下山届を提出し、天神平駐車場 19：00 着。 

片付けをして温泉に向かうころにはすっかり辺りが暗くなっていた。 

 

全体的にみれば登攀力はもちろんのこと、登山の基本中の基本である基礎体力、 

精神力、判断力、山に必要なすべての要素を試されているかのようなルートで 

今日一ノ倉沢から攀じり山頂に立ち、はじめて谷川岳を「登りきった」 充実感に浸る。 

達成感が先に立ち、不思議と疲れも心地よい疲労感に変わっていた。 

 

満足する反面、補う課題もたくさん見つかりました。 

今後も会の先輩や仲間達と、 

こんな達成感を持ったこだわりのある山登りを続けていきたいですね。 

 

■今回、南稜～国境稜線へ抜けての反省点■ 

全体的に判断すれば、現地に前夜泊・明け方出発でさらに余裕を持ってスタートするべきでした。 

そしてアプローチを考えれば、雪渓がたくさん残る 5 月下旬～梅雨入り前、 

稜線に抜けるのであれば、やはり日が長いこの時期がベストなのでしょうか。 

あと、雨には注意が必要です。 

岩が濡れると限りなく難しくなると思います。 

当然ながら気象条件・コンディションに左右される部分が強いと思いますが、 

今回は好条件に恵まれたこともあり、快適な登攀を楽しむことが出来ました。 

同行した谷内さん、楽しくも充実した山行ありがとうございました。 


