
槍ヶ岳北鎌尾根 

春合宿 2015/05/02-04 山行報告 

 

 

1. メンバー：久我（L)、久我絵 

 

今年の春合宿は、残雪期の槍ヶ岳北鎌尾根と決めました。私見ですが、現状の

自分のレベルで挑戦するのには問題のないレベルであると思えたので、単にル

ートを抜けるという結果を得るのみならず、アルパインルートでの団体統率力

向上を視野に入れて、合宿という形式にしてみました。 

 

当初最高 4 名で行く予定でしたが、紆余曲折あり、最終的に 2 名で挑むことに

なりました。予定していた目的は果たせなくなりましたが、結果的に、自分単

体の成長を多分に勝ち得たので、とても良い山行になりました。以下、報告し

ます。 

 

 

2. ルートと行程 

マイカー登山で駐車場に戻る必要があるため、上高地からの入山としました。

行程は 2 泊 3 日（前夜発）で、1 日目（上高地ー槍沢ロッヂー水俣乗越ー北鎌沢

出合ー北鎌のコル）2 日目（北鎌のコルー独標ー槍ヶ岳山頂ー槍ヶ岳山荘ーババ

平）3 日目（ババ平ー上高地）としました。 
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1 日目と 2 日目の幕営地は時間や体力により、前後する可能性があるのは計画に

織り込み済みでしたが、予備日は設けず、必ず 3 日間で帰るという計画です（帰

れないようなら尾根に入らない判断）。 

 

 

3. 装備 

一般的な 2 泊 3 日残雪期縦走する際の装備（幕営装備含む）及び食糧と一般的

なクライミング装備（ハーネス 1、ヘルメット 1、確保器（兼下降器）1、環付 3、

カラビナ 3、アルパインヌンチャク 4、スリング（120）2、スリング（60）1、

スリング特長 1）の他に、共同装備として、50mダブルロープ 1、カム 4、ナッ

ツ 5、アックス（兼ハンマー）1、ハーケン 1 を追加、また槍沢ロッヂまでの歩

きを考えアプローチシューズを装備に加えました。 

 

今回の装備は上手くいきました。アルパインヌンチャクもトータル 8 ありまし

たが、完売したこともありましたし（ばらして使用含む）、カム、ナッツもし

っかり使いました。アックスは必要ありませんが、ハンマーと兼ねているので

ハーケン同様、不測の懸垂下降に必要なので外せません。 

 

唯一持っていく必要がなかったのは PAS です。今回はすべてメインロープでセ

ルフを取ったので、出番なしでした。軽くしたいときには、普段利用している

からといって PAS を常に携行する必要はないですね。 

 

それと、ビーコン、ゾンデ、スコップも装備に加えてあります。北鎌にこれら

が必要と判断するかは人それぞれだと思いますが、わたしの個人的な見解では

当然装備に加えねばなりません（よそのパーティが雪崩に巻き込まれる可能性

のある山域に入る際には、自分以外のためにも携行する）。 

 

 

4. 山行報告 1 日目 

本ルート完遂のためにもっとも必要な要素は体力です。3 日間ずっと長時間歩き

ますので、体力に自信があると断言できる方にしかオススメできません。体力

があってこその適切な判断、適切な技術行使です。または体力温存のための工

夫も必要でしょう（荷を軽くするなど）。わたしたちは、上高地を 5 時 30 分に

出て槍沢ロッヂに 10 時に到着するまで、厳冬期靴を担いでアプローチシューズ



で歩きました。 

 

靴は歩きやすいもののほうが断然楽です。靴が変われば使う筋肉も変わります。

結果的に体力温存に繋がるわけです。アプローチシューズは槍沢ロッヂ先の雪

中に埋めてデポし、そこから厳冬期登山靴で移動しました。今年の雪は横尾ま

ではほぼなかったので、これが大成功でした。 

 

大曲までは一般縦走路と同じなので省きます。大曲から水俣乗越へルートを取

るところからがバリエーションルートの範疇です。同ルートは標識もマーキン

グもない昔ながらの登山を楽しめる反面、読図力とルートファインディング力

が必要になります。 
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水俣乗越を見つけるにも同じような沢筋が何本もあるので迷います。ネット上

には水俣乗越を間違えて表記している記録があったり、水俣乗越自体を大変な

ので右に巻くという記録があったりします。 

 

この日も、わたしたちが水俣乗越であると判断した方向とは大きく違う右巻き

（青）をしているパーティが何隊もいました。何故、あんなに巻くのか？あっ

ちが正しいのか？複数の隊に堂々と行かれても不安になってはいけません。人

は人です。自分で読図することを放棄したら最後、待っているのは遭難です。

わたしたちはわたしたちなりに見出した水俣乗越を目指してルートを取りまし

た（赤）。 

 

水俣乗越は近く見えるものの、その実は本当に遠い斜面で、水俣乗越に到着す

るまでに大変苦労させられました。ともあれズバリ水俣乗越に出られたので、

ルート取りは大正解です。 
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因みに、水俣乗越までトレースがなかったので、この日わたしたちが一番乗り

だったのですが、当初は水俣乗越を大きく右に巻くパーティばかりでしたが、

わたしたちが水俣乗越を直に登るルートを取った後は、そのトレースをなぞる

パーティばかりとなりました。 

 

なんというか、前に歩いている隊について来ているだけじゃないの？人のトレ

ースに惑わされちゃダメなんじゃないの？心配だなあなどと考えていました。 

 

水俣乗越からは天井沢の急斜面を下降し北鎌沢出合を目指します。しかし、こ

こではっきり書いておきましょう。今回の山行の核心は天井沢のシリシェード

でした。天井沢のシリシェードは地獄への近道です。シリシェード技術がない

と相当危ないです。わたしはシリシェードにそこまでの意識がなく、単にスピ

ードの出そうな斜面のシリシェードを楽しみに、何の気無しにシリシェードに

突入してしまいました。 

 

そしたらもうスピードが出る出る。あっという間に数十メートル。そろそろ減

速しようかなあとピッケルで雪をまさぐるも減速しない。あら？これもしかし

て滑落停止しないと止まらないんじゃない？というか、滑落停止でも止まらな

いスピードに達しているんじゃないの？そう気付いたときには遅かった。早速、

おりゃと反転して滑落停止に挑むも、突き立てたピッケルは跳ね返され、何度

か試みた滑落停止で最終的に止まりました。 
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ここのシリシェードは思った以上にスピードが出ました。判断ミスです。ネッ

ト上の記録にはスピードの出るシリシェードが楽しいなんて書いてあったけど、

わたしにはここの天井沢をシリシェードで最高速に挑む技術がなかったです。

まだまだでした。その後は減速をかけつつのシリシェードでおりました。 

 

天井沢を下っていると初めて槍ヶ岳北鎌尾根を目視することができます。とて

も長い尾根ですが、こうやって目にできればやはり興奮します。 

 

その後北鎌沢出合を目指しますが、北鎌沢も似ている沢筋が結構あるので、読

図力が必須です。道標もマーキングもないです。出合には顕著なケルンがある

なんて書いてありますが、今回はありませんでした。 

 

出合には先に着いている団体パーティが 1 隊いました。14 時 50 分ですから、

わたしたちも幕営しても良い時間帯なのですが、明日中にどうしても山頂に抜

ける必要があったので（3 日目は天気が崩れる）、コルまで登る決断をしました。 
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北鎌沢右俣を登っていきます。「北鎌沢右俣は、登っていると分岐が何度も出

てくるが、兎に角分岐を右へ右へと選択し、最後だけ左に行け（最後右に行く

とクライマーズホイホイにはまる）」とよく書いてあります。 

 

しかし、雪があるこの時期はそんなの関係ありません。自分でルートを見出せ

ばいいのです。この日北鎌沢右俣にはトレースがなく、ここを行くのもわたし

たちが一番乗り。自由にルート取りできました。最初の分岐で定番の右ではな

く、左に取り、そのままストレートに尾根上までつめました。 

 
分岐を左にとると、北鎌のコルの 1 つ隣の尾根のような場所に出てしまうので

すが、簡単なトラバースをすれば、北鎌のコルに出られるので問題ありません。

わたしたちがその隣の尾根のような場所に到着したのは 18 時 30 分。暗くなる

前にテントを張ろうと、トラバースは翌日に残し、幕営しました。2-3 テンで 1

角が宙に浮くくらいのスペースなので、真似する際は注意が必要です。 
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因みに、この日、北鎌のコルの幕営地まで上がってきたパーティはいませんで

した。水俣乗越の登りも北鎌沢出合右俣の登りもトレースを刻めたので大満足

です。しかし、結果的に 13 時間行動でバテバテとなってしまい、翌日の行動開

始が遅れたので、15 時前の北鎌沢出合到着時に幕営したほうが良かったかもし

れないという考え方もできます。結果は神のみぞ知るなので判断はつきかねま

すが、個人的にはその日にできることはその日にやっておいたほうが、翌日の

行動計画の正確性が増すので、これで良かったと思っています。 

 

水については、上高地から槍沢ロッヂまでは 2 人で 2L、槍沢ロッヂで 5Lにし

て、北鎌コル付近まで上げました。が、これは失敗で、北鎌沢出合で水は簡単

に補給できるので、わたしたちは水を早く担ぎ過ぎました。というか幕営した

後に水を作ればいいだけなんで、水を上げる必要はそもそもなかったのかも。

無駄な体力を使ってしまったわけです。水作りをせず早く飯にありつけて良か

ったという面もあるにはあるけど･･･。 

 

さて、書いておかないといけないことは、わたしはこの北鎌沢右俣の急斜面の

登りの途中で体調が悪化してしまい、非常に足取りが重くなってしまいました。

コル付近まで出るのに 18時 30分と遅くなってしまったのもわたしのせいです。 

 

その時は、単純に睡眠不足だと考えていたのですが、今となっては高山病であ

ったと結論付けています。北鎌のコルの標高は 2520mなので、この標高と高山

病が結びつかなかったのですが、ヒマラヤ遠征の時とまったく同じ症状だった

から、今となれば間違いありません。前夜発の 2 時間睡眠や 13 時間のきつい行

程もさることながら、天井沢のシリシェードでの滑落停止からくる無意識のス

トレスが原因だったのではないかと考えています。この標高で高山病は出たこ

とがなかったので、単純に睡眠不足とか疲労とかではないのかなと思っていま

す。ともあれ、初日の北鎌のコル付近への登りはパートーナーに救われました。

パートナーもここの登りが一番の核心であったと語っています。 

 

◆上高地 5:30 横尾 8:00 槍沢ロッヂ 9:30 大曲 11:30 水俣乗越 13:20 北

鎌沢出合 14:40 北鎌のコル付近（幕営地）18:50 

 

 

 

 

 



5. 山行報告 2 日目 

2 日目は 4 時起床で 5 時 30 分前に行動開始。食欲はあるものの、高山病症状は

いまだ完治しておらず、おまけに下痢がきた（ヒマラヤ遠征時と同じ）。わた

しはこの日 1 日で 3 度も北鎌尾根に爪痕を残すはめとなったが、そういった高

山病症状は、時間のロスをうんだものの、それはそれとして、スローペースで

登ればそれだけのことなので、北鎌尾根の山行報告からはこの先は省く。たん

にサクサク行けるところが行けなかったというだけのことです。 

 

2 日目の出だしは北鎌のコルへのトラバースから。 

 

コルにはもう団体パーティが上がっていて、登るとトレースのお礼を言われ、

初日で北鎌沢右俣をつめたことを讃えられました。頑張った甲斐があったとい

うものです。 
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さて、北鎌尾根はアルパインではなく、バリエーションルートです。登攀要素

はあまりなく、基本、岩、雪、氷、ブッシュという変化に富んだルート歩行だ

と考えてもらえばいいです。技術的難度は低いけれど、どこも結構危険で、ま

ずないでしょうがワンミスすると何百メートルも滑落します。わたしの周囲で

もここ数年に限っても同尾根では滑落死亡事故、滑落事故が発生しています。

危険度はかなり高いコースです。 

 

P9 への登り 

 

P9 から独標をオブザベする。独標はザイルを出して登る予定です。そうそう、

わたしたちは基本コンテをしません。パートナーが落ちても止められる確信が

なければ繋ぎません。繋ぐ場合はスタカットです。北鎌でスタカットなんて時

間がかかってしょうがないので、結果つながないという判断です。当然、スタ

カットの必要性があれば出そうと思っていましたが、今回は独標の 3 ピッチと
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槍ヶ岳への登り 3 ピッチ以外ではザイルを出すところはありませんでした。1

箇所お助けスリングをたらそうとしたくらい。 

 

独標に向かいます。尾根上は人でいっぱい。 

 

北鎌尾根は上画像のような登り下りを繰り返しながら進んでいきます。 

 

わたしたちは今回残置物を一切使わないで登ろうと決めていました。よく、北

鎌尾根は「ギアがいらない」という声を聞きます。確かに、すべてのピッチで

切りたい場所に残置支点があったので、最小限のギアがあれば足りるでしょう。 

 

でもはっきりいって、それは信用に足らない残置支点だと言わざるを得ない代

物でした。独標 1 ピッチ目の支点の捨て縄は外皮が破れ、中の芯が剥きだしで、

芯の内 4 本が辛うじて繋がっているだけでした。そんな支点で果たして仲間の
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安全を確保していると言えるのだろうか。その捨て縄が墜落荷重に耐えられる

とわたしには到底思えなかった。 

 

大所帯を率いている立派なリーダーでもその支点を使っていたから、あくまで、

わたしが神経質過ぎるのかもしれない。でも残置ありきでバリエーションルー

トを登るのはどうなんだろう？もし行ってみて残置がなかったら？カムナッツ

を持って来てないパーティは SRENE（強固／多重性／均等荷重／固定）の判断

を最初からやる気がないのだとわたしには感じました。安全性を的確に判断せ

ずに残置を使用する行為は、自分の命を運否天賦に任せているようなものです。

やめた方がいいと思います。 

 

そんなわけで、わたしたちは自然のままの本ルートに敬意を表して、さらには

自分の身は自分で守るためにも、ナチュラルな方法でクライミングすることに

しました。 
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独標の 1 ピッチ目の最初の雪壁は確かに急です。雪も腐り気味で、ここは間違

いなく確保が必要な箇所でした。 

 

2 ピッチ目を登ってくるパートナー。 
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フィックスを張りながら団体さんのリーダーが登ってきて、セカンドを追い抜

いてしまったので、わたしは団体さんの登るルートから逃げて中央の雪壁に 3

ピッチ目のルートを見出しました。カム・ナッツを持ってきてるからこそ独自

のルート取りが可能なわけです。 

 

バリエーションやアルパインでもっとも危険な要素に他パーティというのがあ

ります。何処の誰か分からない登山者が自分やセカンドの頭上を登っている状

態を常に生まないよう努力をしないといけません。 

 

わたしが努力して距離を保っていても、他パーティの意識は違います。わたし

たちが登っていても、平気で登ってきて前に出ようとします。危ないですよね？

そういう時にその人たちが落石をして怪我をしたら怒りますか？怒っても時間

の無駄だし、そもそもその落石で命を落としていれば怒りようもない。 

 

リスクを回避するためには、常に自分の中に回避できる選択肢を持っていない

といけない。今回で言えば、わたしが 3 ピッチ目を誰もいないルートに設定で

きたのがそれです。カム・ナッツを装備に加えていればこそできた対処でした。 

 

結果的に独標は上画像のようなルート取りになりました。トレースは赤色のル

ート取りですが、わたしたちは 2 ピッチ目の最後を青色のように右にトラバー

スして、3 ピッチ目は雪壁をつめました。 
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そんなこんな独標を登ると、目の前に槍ヶ岳が姿をあらわします。やったー！ 

 

素晴らしい景色に感動です。 

 

北鎌尾根に求められているのは、体力の他に、読図力・ルートファインディン

グ能力があげられますが、上画像のように山頂が見えているとかなり安心感が
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あるので、心的体力に余裕がうまれます。 

 

先に行ってる隊のトレースは数本あり、場合によっては千丈沢側、天井沢側の

双方にトレースが付いていたりします。夏でなく残雪期だと、こういった場合

どのルートにするかは自分次第の世界です。 

 

独標から槍ヶ岳までで一番厳しいところをあげれば、上画像の斜面のトラバー

スでしょうか。雪も腐り始めていたので慎重さが求められました。 

 

ともあれ、天気がよいので、みるみる変わる槍ヶ岳の姿に感動の連続です。子

槍、孫槍、曾孫槍までくっきりと見えます。 
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圧巻の槍ヶ岳 

 

北鎌平で一休みして最後の槍ヶ岳への登攀に向かいます。時刻は 15 時前。ここ

で幕営するという判断もあると思いますが、やはり北鎌尾根は 1 泊 2 日で山頂

を抜けてこそと思うので、当然山頂へ GO です。明日の天候が崩れるというの

もアタックの後押しとなりました。 
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槍ヶ岳直下の取り付きはカニのはさみがあるので明瞭で、そこから 3 ピッチで

山頂の祠脇にニョキッと出ることになります。残置支点もあるにはありますが、

わたしたちは例の如く、トラッドスタイルでクライミングしました。 

 

セカンドの後ろに登ってきた北鎌尾根が見えました。よくまあ歩いてきたもの

だなあと感無量。 
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有名なチムニーを 1 ピッチ目に登り、2 ピッチ目はなんの難しいところもなく、

3 ピッチ目は山頂直下のチムニーをもう一度登りました。ここの祠直下のチムニ

ーが一番難しいです。4 級－くらい（ここは他の隊のトレースは巻いていました）。 

 

そして 17 時 30 分に槍ヶ岳登頂です。最後はガスが出てきて眺望は得られずで

したが、山頂にいた登山者の方々に凄い凄いと言われて大満足の北鎌尾根でし

た。残された時間があまりないので、暗くなる前に槍ヶ岳山荘まで下りました。 

 

ここかはら一般登山道とはいえ、梯子と鎖頼みの岩場です。慎重に下りました。 
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槍ヶ岳山荘に到着したのは 18 時 30 分前。かなり風がでてきており、北鎌平に

幕営していたよその数パーティのことを思いながら、わたしたちはテン場に幕

営しました。この日中に抜けられて大成功です。パートナーとがっちり握手。 

 

◆北鎌のコル付近5:00 独標取付8:30 独標10:30 北鎌平14:20 槍ヶ岳取付

15:20 槍ヶ岳山頂 17:30-18:00 槍ヶ岳山荘（幕営地）18:20 

 

 

6. 山行報告 3 日目 

 

明朝は深夜からの雨が続き、風も強くテントをしまうのに一苦労の天候で、昨

日のうちに抜けておいて本当に良かったと胸をなで下ろしました。7 時前に槍ヶ

岳山荘を出発して、槍沢ロッヂ周辺でデポしていたアプローチシューズを回収
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して横尾で履き替え、上高地には 14 時前に到着です。 

 

横尾から厳冬期靴を背負うと雨で濡れてしまったテント等と相まってそれなり

に重くなりましたが、やはり靴が変われば使う筋肉も変わるということで、上

高地までの足取りがぐっと軽やかになりました。 

 

横尾では春合宿・槍沢 BC 組とばったり。槍沢や稜線の情報交換をして記念撮

影。楽しい時間で元気が回復しました。 

 

因みに、楽しい時間と言えば、槍沢の斜面はほぼすべてシリシェードで下りま

した。過去最長のシリシェード、ザラメ雪でよく滑り本当に楽しかったです。 

 

◆槍ヶ岳山荘 7:00 ババ平 8:20 横尾 10:20-11:20 上高地 13:50 

 



7. まとめ 

北鎌尾根を 1 泊 2 日で抜けるにはやはりそれなりに体力というか歩荷力が必要

でした。自信のない方は万全の体力を身につけて挑む必要があるでしょう。と

いうのも、水俣乗越から天井沢へ下りると、確かにエスケープルートは存在せ

ず、そこで、わたしのように高山病になったり、例えば風邪を惹いたり、足首

ひねったりと、まあ不測の事態はいろいろあるわけで、となると、そういう状

況でも戻ってこないといけないのだから、ギリギリの体力で挑むのはリスクが

はらんでいると考えざるを得ません。条件が良ければ問題ないけど、悪い条件

が揃った時のことを考えなければならない。体力はあればあるほど良いです。 

 

登攀力はあまり必要ありません。マルチピッチ 3 級をしっかり登れれば問題な

い。難しいところは全部巻けます。逆に、必要な力はアルパイン力です。はが

れる岩への感覚や対処、ガレの歩き、ブッシュや氷の利用、まあ色々あるけど、

北鎌の岩は本当によく動きました。下半身くらいの大きさの岩でも動く場面は

何度かありました。岩を信用しないでテストしながら登ることが常態化してい

ないようなアルパイン未経験者は危険です。 

 

そして読図力とルートファインディング力。道標やマーキングは一切ないので、

自分で納得するまで読図しなければならない。ブログからひろってきた写真頼

みではミスする可能性がある。例えば、違う沢筋を水俣乗越と表記しているブ

ログがありました。北鎌沢右俣に似た沢筋も案外多い。必要なのは納得できる

まで地図を読むことです。 

 

そして北鎌尾根上のルートファインディング。何本もトレースが付いてるので、

自分で選択していく必要があります。尾根を直でいくのか、天井沢側を巻くの

か、千丈沢側を巻くのか、常に自分の力量と雪の状態等を見極めて判断してい

く必要があります。 

 

ここまでは何処にでも書いてあること。ここからがわたしが今回感じてきたこ

と。北鎌尾根に必要なのは自分力であると思いました。自分力というのは、ゆ

るがない自分ということです。兎に角、他隊が自分の読図と違うルート取りを

かなりしていました。そういう時に自分力がないと惑わされます。他隊は他隊

と割り切り、自分のそれまでに準備してきたことを信じることです。そこがぶ

れると時間がかかってしようがない。 

 

山屋さんも出自が違えば、重要視していることが違うので、北尾根に入ること



のできるレベルになったら、みんな似たり寄ったり、上回っている部分も下回

っている部分もあたっりなかったり。つまりは優秀そうに見える他隊であろう

と、それはそれと割り切って、現場では自分と仲間のみを信じる力が必要です。 

 

例えば、今回わたしたちが北尾根を歩いていると、パートナーの後ろをぴった

りくっついてくる登山者がいました。わたしたちが落石すると危ないので、先

に行ってもらったのですが、その人、トレースが複数に別れていると必ず休憩

しているんです。たぶんわたしたちを待っているんだと思います。そして、わ

たしたちが行くとまたぴたりと付いてくる。そのようなことでは困るというこ

とです。 

 

残置ありきで北鎌尾根に入るのも、人任せの登山をしているとわたしは思いま

す。わたしたちの真似をする必要はありません。使える残置は使っていいと思

います。ただ残置のない状況でも抜けられるような準備はしておかねばならな

いでしょう。その準備をしない人は支点の安全性を現地で判断する気がないの

と同義です。北鎌以前の問題だと思います。 

 

この自分力というのは自信ではりません。自信は過信につながります。自信な

んてないほうがいい。ただただ謙虚に安全登山を追求し、自分で準備してきた

ことを信じて、現地で実行判断してくるということです。信頼できるのは自分

と仲間だけだという意識がなければ、バリエーションルートでは、条件が悪け

れば事故を起こすとわたしは感じて帰ってきました。 

 

それと細かいことですけが、独標と槍ヶ岳直下では 3 ピッチザイルを出したわ

けですけど、結構ジグザグにルート取りすることになるので、ザイルの流れを

綺麗にする意識を必要以上に持っていないと、ザイルをスタックさせたり、リ

ードは重いザイルをひぃひぃと引くはめになります。 

 

今回わたしはその点に気付いて、ザイルの流れを綺麗にすることに専念して、

登ってきました。2 回目以降は、本当にザイルの流れを綺麗に作れたので、そこ

はちょっと嬉しかったというか楽しかったですね。 

 

わたしが持っていた NPとヌンチャク数は下記だけです。 

ナッツ：4～7、9  

カム：キャメロット 0.4、0.5、0.7  

カム：キャメロット X4 0.4  



ナッツは使わないものもありましたが、3、4 回は使いました。確か 9 番は使わ

なかったけど、逆にもっと大きいのが 1つあれば欲しかった場面はありました。

カムは 4 本完売したピッチがありましたが、上記くらいあれば残置を一切使わ

ないで北鎌を登れます。但し、カムを入れる場所がマーキングしてあるわけじ

ゃないので、必要なギアの数は人によります。あくまで参考程度にお願いしま

す。それと特長スリングが有効です。わたしたちは 2 本持っていきました。 

 

アルパインヌンチャクは 6 本は必要ですね。アルパインヌンチャクは安全のた

めというよりも流れを良くするための補助に大活躍しました。 

 

最後に、わたしはいままで靴下を汗でびしょ濡れにしたことはなかったのです

が、北鎌ではなってしまいまいた。初日も靴下が結構濡れてしまい、2 日目は予

備に履き替えたら 2 日目はとうとう靴下どころか靴の内側までびしょ濡れもび

しょ濡れ。雪でではありません、汗でです。いままでネオプレン製ソックスの

必要性の議論には参加してきませんでしたが、今回の北鎌が厳冬期だったらと

思うと寒気がします。 

 

長時間辛い行程を数日間歩く場合は、靴下はネオプレン製でないと靴を濡らし

て怪我ににつながる可能性大です。これからは厳冬期靴を履くときはネオプレ

ン製ソックスと組み合わせて挑むことにします。今回が好天の残雪期で本当に

よかった。 

 

以上、多いに勉強になった北鎌尾根でした。北鎌尾根上から眺める雪化粧した

槍ヶ岳は本当に素晴らしく、目標にする価値のあるルートだと思いました。ア

ルパインをやる方にはオススメの好ルートだと断言します。 

                                 以上 


