
 

山行報告 

「涸沢岳西尾根～奥穂高岳（冬合宿）」 

 
 

山行日時 2015 年 12 月 29～31 日（前夜発 2 泊 3 日） 

記録 久我隆泰 

 

 

 

メンバー：久我（L）、若林 

ルート ：新穂高温泉駐車場―白出沢出合―蒲田富士―涸沢岳―奥穂高岳（下

山は往路をピストン） 
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１．前書き 

わたしは山岳会に入ってからというもの、冬合宿というものには同じルート

にしか入ったことがありません。それは「涸沢岳西尾根～奥穂高岳」という冬

期アルパイン入門ルートです。 

 

2012~2013 冬合宿山行メモ（2 泊 3 日） 

 
http://ameblo.jp/tama-xx/entry-11455039172.html 

http://ameblo.jp/tama-xx/entry-11456175739.html 

http://ameblo.jp/tama-xx/entry-11456793606.html 

 

2013～2014 冬合宿山行メモ（2 泊 3 日） 

 
http://ameblo.jp/tama-xx/entry-11751290101.html 

http://ameblo.jp/tama-xx/entry-11751292449.html 

http://ameblo.jp/tama-xx/entry-11751301295.html 
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2014~2015 冬合宿山行メモ（2 泊 3 日） 

 

http://ameblo.jp/tama-xx/entry-11975423093.html 

http://ameblo.jp/tama-xx/entry-11976639589.html 

http://ameblo.jp/tama-xx/entry-11977017974.html 

 

１回目は新海リーダーに連れて行ってもらい、視界不良の暴風雪の中、Ｆ沢

のコルの下降点で撤退。２回目からはわたしがリーダーとなるも、根雪のない

ところへ直前に大雪がふり、蒲田富士前の岩陵をクライミングするはめとなり

１ピッチで撤退判断。３回目は単純に雪が多くトレースもないのでラッセルに

苦労して時間切れ。蒲田富士の先で撤退判断。 

３回同じルートに入って出したわたしの結論は、このルートを年末年始に２

泊３日（予備日なし）で完登するには、よほどの条件に恵まれなければ不可能

であるということでした。３回も取りつき、３回とも違う条件で稜線を歩くこ

とができたのだから（しかも２回は稜線独占！）、もう十分にこのルートから

は学ぶことができました。そこでわたしはこのルートからの卒業を宣言したの

でした。 

しかし、今季の冬合宿のルートを模索していくなかで、メンバーが決まり、

ルートが絞られていき、結果的に残ったのは「涸沢岳西尾根～奥穂高岳」だっ

たのでした。そう、このルートです。まさかの４回目のトライとなりました。

今年も２泊３日で予備日なし（１２月２９日～３１日）。稜線上の穂高岳山荘

を宿泊には利用しない（冬期の稜線上の山荘拍は閉じ込められる危険があるた

め）という条件で挑みます。 

ルートが決まった時点での心配事は、暖冬につき、涸沢岳西尾根の急登に雪

がなかったら登れるのかいな？という点と、涸沢岳山頂から穂高岳山荘への下
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りも雪がないと心配な箇所です。ようは雪がなさ過ぎると困るという心配をし

ていました。天気は運次第なるようになれです。 

 

２．山行記録 

（１）１２月２９日（初日）記録 

 

「このルートは初日こそが核心である」 

 

わたしはそれを仲間に言い続けていました。わたしは過去３回で、このルー

トの幕営適地とされている２４００ｍ付近にテントを張ったことがないからで

す。ラッセルに苦労して結果２０００～２２００ｍあたりにしか張ったことが

ない。体力的に２４００ｍまで行けないのではなく、暗くなってしまうからし

ょうがないという感じ。 

だから今年は２４００ｍ付近に幕営できるかどうかを核心としました。計画

書では下記のようなタイムスケジュールを組みました。 

 

【２８日 前夜発 ― 仮眠 ― ２９日３：００新穂高温泉発 ― ５：３０ 白出沢

出合 ―１３：００ ２４００ｍ付近幕営】 

 

過去３回の６時起床７時発―幕営地１４時着という計画から、４時間も前倒

しで出発にしました。これで２４００ｍまで届かなかったら嘘です。いままで

どんなにラッセルに苦しめられてきたからといって、１０時間弱も使えば２２

００ｍまで行けていました。仮に今回まったく同じ悪条件だったとしても、３

時発なら１０時間登り通しでも１３時。むふふ、これなら届きますよ、絶対。

２４００ｍに！ 

前夜発で新穂高温泉に仮眠。雪の少なさを見て取り、スノーシュー、スノー

バー、アイススクリュー等の不要と思われるギアを置いていくことにしまし

た。読み間違いで必要になったらギア不足を理由に撤退判断とすればいいだけ

です。 



 

 
新穂高温泉を３時５０分に出発。しかし驚きました。白出沢出合までの林道

の歩きやすいことといったらないのです。雪は少なからず積もっており、土を

むき出しにしているようなことはありませんでしたが、トレースがバッチリも

バッチリ。天気が良いので多くの隊が入っているに違いありません。人の往来

の凄さを改めて感じます。 

 

 

なわけで、あーという間に、白出沢出合の先、尾根への取りつきに到着で

す。ここまで僅か３時間！過去最速のタイムです。そして尾根に取りついたあ
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とも、雪はなさ過ぎるということもない、根雪がしっかり付いた中に、数日前

の寒気が降らせた雪がのっている感じで、歩きやすいことこの上なし。おまけ

にこの尾根上もトレースがバッチリなのです！こんな条件じゃあさあ、ほらも

う目的の２４００ｍ付近幕営地に到着してしまったじゃないか！過去３回初日

に到達できなかった２４００ｍ付近幕営地に１１時５０分、つまりわずか８時

間で到着してしまったのでした。 

 

 

２４００ｍ付近の幕営地にはテントがいっぱい（最終的には張る隙間がまっ

たくないくらいに張られて１２張になりました）。わたし達がテントを張りだ

すと「あれ、この時間なら上の小屋まで行けるんじゃないですか？」と声をか

けられる始末。ん？初日に小屋まで？そんなことは考えたこともなかった。ま

あ、わたし達の計画は小屋泊禁止にしているので、時間を持て余したとして

も、小屋まで上がる選択肢はありませんけどね。 

前日に同ルートに入り、本日山頂にアタックしていた日光のベテランクライ

マー毛塚さんが無事登頂して幕営地に戻ってきたところで情報交換。山頂まで

もトレースばっちりだし、問題になるような箇所はないとのこと。おまけに稜

線上もテントが３張程度いるとのこと。どれだけ条件いいの？！ 

明日の天気予報は風がそれなりにあるものの快晴。これは絶好の日和です。

まさかまさかの諦めた先に得られる結果。取れるかもしれませんよ、４回目の

トライにして積雪期の奥穂高岳山頂が！ 
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昨年、一昨年と雪の多さに登ること自体が困難であると感じさせられた２４

００ｍ幕営地から上の斜面。引き返す隊がいるほどのラッセル地獄だった斜面

も、今年はトレースが稜線に向けてしっかりと伸びているのでした。 

 

 
幕営地からは白く染まった山々を望むことができました。明日への期待が高

まります。この日は１６時に就寝として、翌日は４時起床としました。１２時

間も寝られるのかいな。 
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（２）１２月３０日（中日）記録 

 

 

幕営地を６時に出発 

 

 

稜線に出た頃には明るくなっています。朝焼けが綺麗です。 
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例年苦労させられた蒲田富士への登りもフィックスが出ているので問題なさ

そうです。 

 

 

フィックス使ってさくっと登り 
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９０分かからずにＦ沢のコルの下降点に到着です。天気がよいので、涸沢岳

への稜線までのルートもしっかり確認できます。 
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Ｆ沢のコルから急で長い斜面をつめます。この日は雪が安定していてトレー

スばっちり。またもやさくっと抜けました。 

 

 

涸沢岳山頂に向けて稜線をつめ 
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出発から３時間で涸沢岳山頂 

 

 眺望を堪能 
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下降も問題なくやり過ごし、 

 

 

小屋の影で核心である奥穂高岳山頂への登りだしの岩稜をオブザベしながら

小休止。風は２０ｍくらいありますが、３０００ｍ級の山でこれなら最高の条

件の部類です。 
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岩稜もノーザイルでこなし、４年越しの奥穂高岳登頂です！（やったー） 

 

 
 

 快晴！絶好の日和です♪ 
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穂高岳山荘への岩稜の下りも核心なので気は抜けません。 

 

 
ここもノーザイルで抜けました。メンバーが下りてくるのを見守ります。 
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山荘の中を偵察がてら大休止して下山を開始します。涸沢岳まで登り返せ

ば、歩くラインがすべて見えるのが楽しい。 

 

 
Ｆ沢のコルへ斜面の下りも階段で、 
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最後の最後に今日歩いた奥穂高岳までの稜線を振り返ります。しかし良い天

気。午後は春のような陽気です。 

 

 

無事に幕営地に到着。この日はトータル８時間３０分の行程になりました

が、まだ１４時３０分。やることもないので１７時には就寝とし、翌日までま

た１０時間以上の睡眠をとるはめとなりました。（３日目につづく） 
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（３）１２月３１日（最終日）記録 

最終日は帰るだけですが、あんまり寝ていても疲れるので、まだ暗い６時に

幕営地出発としました。下山の準備をしていたら、この日アタックする隊も準

備していて、色々と情報提供。その隊は本日快晴ながら、強風を理由に偵察だ

けで山頂は目指さないとのこと。翌日（元旦）アタックに本日は停滞と早くも

決めていました。 

 

 

今回の冬合宿は登りも楽なら下山も楽。いつもより高い幕営地（２４００

ｍ）からの下山だというのに、白出沢出合に１時間３０分程度で着いてしまい

ました。道中からは奥穂高岳山頂の見事なジェットストリームを視認すること

ができ、あれだけ吹いていると、やはり快晴でも停滞止む無しかとわたしも判

断いたします。まあわたしは行けるところまで行ってみて、そこで判断します

けど。兎にも角にも、１日ずれているだけでこれですから、冬山は本当に難し

い。 

出合からの最後の林道歩きも楽なもので、前日の陽気で土がかなり露出して

おり、さくさくと歩けて、駐車場にはまさかの９時着。２４００ｍから３時間

足らずの下山になってしまったのでした。 
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３．山行時間 

・29 日 3:50 新穂高温泉駐車場―6:50 白出沢出合―11:50 幕営地（2400m 付

近） 

・30 日 6:00 幕営地―7:25Ｆ沢のコル―9:05 涸沢岳山頂―10:50 奥穂高岳山頂―

12:00 穂高岳山荘―13:40Ｆ沢のコル―14:30 幕営地 

・31 日 6:00 幕営地―7:30 白出沢出合―9:00 新穂高温泉駐車場 

●29 日行程 8 時間●30 日行程 8 時間 30 分●31 日行程 3 時間 

 

４．まとめ 

４回目の挑戦でとうとう涸沢岳西尾根～奥穂高岳ルートを完登することに成

功しました。３回の挑戦で、条件がそろわないと２泊３日（予備日なし・小屋

泊禁止）では、とても完登できるルートではないと結論付けましたが、その条

件が今年は見事にそろったと言えます。 

思うことは、皆天気と相談してルートを決めているのだなということ。過去

３回、ほとんどいなかった同ルート上の登山者たちも、今年はウジャウジャと

溢れていました。つまりはわたしたちが挑んだ過去３回は、現地に入る前から

登山者たちに楽な道程ではないと見限られていたわけです。逆に今年みたいな

好条件だと、それ今だとわんさと皆やってきて、テントが芋洗うことになるわ

けです。 

そういう訳なので、天候条件がいい冬山の人気ルートは、必要以上に人が踏

み固めるため、条件がいいさらにその上の“最高の”好条件となってしまう。

出合までのアプローチも、幕営地までの尾根歩きも、稜線上も何処かしこもト

レースありきで、エスカレーターで山頂に登ったのと感覚的には同じでした。 

こういう好条件で登ると、やはりこのルートは冬期アルパインの入門レベル

のルートだなあと感じます。注意してほしいのは、穂高岳山荘から奥穂山頂へ

向かう際の岩稜地帯の登下りでしょうが、ここも、アイゼン歩行の訓練をしっ

かりやってさえすれば、問題ないレベルと感じました。厭らしいのは下り時の

一足だけでした。 

またガスが出ると穂高岳山荘―奥穂高岳山頂間は尾根間違いをする可能性が

あるので、読図力は最低限以上必要です（強風がトレースを消すなんてことは

よくある話しなので、トレースありきで、冬山の高みに入ってはいけませ

ん）。 

今回わたしが４回目の挑戦で山頂を取り、下山時に感じていたことは、わた

しは本当に恵まれているということでした。というのは、わたしは後輩をこの



ルート挑戦一発目で山頂まで連れて行ってしまいましたが、これってじつは損

させているのではないかと感じたのです。 

わたしもあるタイミングまで、山岳会に入った誰でもがそうであるのと同じ

ように、先輩に面白そうなルートに連れて行ってくださいとお願いして山に行

くスタンスでした。しかし、わたしを面白いルートに引っ張り出してくれた先

輩方は、皆が皆、山頂を取らずに帰ってきてくれたのです。 

甲斐駒ケ岳黒戸尾根しかり、この涸沢岳西尾根～奥穂高岳しかり。山頂を取

らないで帰ってきたおかげで、次こそは自分でそのルートを完登してやろう、

そう思えました。上記２ルートは翌年から自分で挑戦し、結果完登に至るわけ

です。 

今回の涸沢岳西尾根～奥穂のルートなんかは、４度の挑戦で、毎回違う冬の

シチュエーションをわたしに見せてくれました。暴風雪の中、雪崩リスクの高

い新雪、大雪のラッセル、そしてトレースばっちりのエスカレーター、すべて

が同時期の同ルートとはとても信じられないようなシチュエーションです。 

アイススクリューが有効な条件もあれば、スノーバーが有効な条件もある

し、登攀を余儀なくされカムを打った回もありました。つまりは、夏と違い、

冬は入山前に的確にシチュエーションを見定め、それに適した装備を用意す

る。これが無駄に重い歩荷からの解放につながり、またシチュエーションを見

定めるため、入山エリアの雪の層の成立過程を何週間も前から高層天気図とに

らめっこして、想像を膨らませる大切さを知った。 

山頂を踏んだ今思うことは、山頂を踏んだ今回よりも、山頂を踏めなかった

３回のほうこそ宝物なのだと気付けたということです。入門ルートを未熟者の

段階で楽勝々と抜けてしまっていては、取れ高が少ないのは必定で、そういう

意味では、わたしをペーペーの頃に山頂まで連れて行かなかった先輩方は、流

石というほかありません。 

今回のルートも一般登山者にとっては簡単なルートではありません。穂高山

荘から奥穂へ向かう岩稜帯は、よく滑落事故が起こっているエリアです。冬に

必要なのは好条件のピークをハントし続けることではなく、冬山の幅広いシチ

ュエーション、そこから派生するリスクとハザードの無限の広がり、それを知

ることにつきるのだと思います。 

それを知るには、悪条件でも冬山にふれていくしかない。好条件しか経験の

ない雪山登山者は、天気読み、雪の状態の読みを誤っただけで死んでしまいま

す。誰でもミスはするのですから、多岐にわたる雪山のシチュエーションを事

前に把握し、対処できるようにしておく必要があると思います。 

とりあえずは、わたしがやったように、日程を決めて、決めた日程でどんな

条件だろうと山に入り、トレースが皆無でも自分で撤退判断とするポイントま



では登ってみる。これをやるしかないと思う。ではないと、条件がいいときの

雪山は条件がいいどころではおさまらず、簡単も簡単、なにも得ることがない

かもしれないというくらい簡単な場合もありえます（雪がある分、夏より簡単

ということもよくある話）。 

そんな条件の中で、ピークハントをいくら重ねていっても何れは死んでしま

うかもしれません。山頂を取れなかった経験、失敗や撤退、敗退の数こそが、

自分の成長の因果であると認識しておくことが肝要でしょう。 

兎にも角にも、昨年、一昨年、このルートを下山している時に、すれ違う隊

の皆さんに「トレースありがとうございます」とお礼を散々言ってもらってき

ましたが、今回はその時の分が利子付きで返ってきたような好条件でした。

色々書いてみましたが、積雪期の奥穂高岳、入山する価値は大いにあります。

冬期アルパイン入門ルートとしておススメ致します。 

                               以上 


