た くな い快適 さだ つた。
19日 (曇 )明 け方か らやたら風 が強
くな つたようだ。青空に岩手山頂 が真
地獄谷滑降
大
音再
コ巨JヒJヒ
つ 白 く見 えたか と思 うと、す ぐに全面
ガスに覆 われて しまう。不安定 な天候
1995年 3月 18〜 19日
だ。焼走溶岩流側 の一枚 バーンは、 こ
メンバー :L.岡 坂準一 、山崎義男、
のアイスバ ン では危険、 と判断 した。
手塚紀 恵子
さらに、山頂往復 もや めて、大地獄谷
18日 (曇 )盛 岡 よリバスで網張 ス キ
を下 る事にす る。 このル ー トは以前私
ー場 へ 。 とても空 いていて、 ローカル
が下 つた事があ り、 とにか く往路 を戻
な雰囲気 のスキー場 だ。待 ち時間全 く
るよ りはよいだろうという事にな つた。
な しの リフ トを 3本 乗 り継 いで、最上
不動平 まではアイゼ ンで歩き、そ こか
部 に出る。 ここか らシールにスキーア
した。 こんな固 い雪、
イゼ ンを付 けて登 りだす が、雪が固 い。 らスキーで滑降
無事滑 れるだろうか と不安があ つたが
固す ぎる。 こんなに固 くてよいのだろ
傾斜 はさほ どではな く、固 い分 だけタ
うか ?犬 倉山 は左手 を巻 き、姥倉山、
へ
ー ンは楽な ので、慎重 に慎重に下 つて
黒倉 山は右手 を巻 いて、火 口底 の下
ぃった。それでも とにか く固 いので、
降点 に出る。 トレースがあ り、ル ー ト
ち ょどした雪 の 出 つ張 りを拾 つた り、
ファイ ンデ イ ングの苦労 はな いが、 と
沢状 の U字 形 の部分 に入 つて しまうと
にか くどこもか しこもカチカチに固 ま
べ
即 スキー を取 られて しまう。なる く
った雪面 なのには閉 口した。前 日は、
ツル ッとした広 い斜面 を見つ けて滑る
東京 では春 一番 が吹 き大荒 れだ つたが
様 にした。大地獄谷沿 いに滑 ると崖状
ここ岩手 山で も雨だ つたそうで、 どこ
の所 に出て しまうため、右岸上 の台地
もか しこも しつか り雨 が降 つたのだろ
に登 り、大地獄谷 と左保沢 の間 を滑 り
う。 おまけに この 日は曇天 の低温 で、
降 りて いく。樹間 のやた ら狭 い所 があ
雪 がゆるむ気西己は全 くな い。下降点 は
って、苦労 しなが ら下 つて行 くが、も
夏道 のあるゆ る い所 を見 つ けて下るの
う どうにもならな い位混 んだ急斜面 に
だが、視界 がよけれ ば問題 な く見つ け
い
はスキー を担 いでア
られる。 シール を外 し慎 重 に滑降する。 な つて しま 、私
イゼ ンで下 りだ した。 こんな所 でも岡
ェ ッジは幸 うじてかか り、気合 いを入
坂 さんはさつさと下 つて しまい、下で
れて何 とか滑 り降 りる。右手 に トラバ
叫 んで いる。声 のする方 に行 くと、滑
ース気味 に滑 つて、大地獄谷 の源頭部
り台のような急斜 面が見 える。 こんな
に出る。 ここか らシール を付けて、沢
密林帯 の中で、よ くあんな木 のな い斜
状 の所 をゆ るく登 り、1550M辺 りで左
面 を見つ けたものだ と感心 して しまう。
手 の尾根 に入 るが、 ここの急登で私 は
もうち よつとでも雪が柔 らかけれ ばス
ギブア ツプ して、ア イゼ ンで登る。ア
キー を着けても、 と思 つたが 、そのま
イゼ ンでも全 く潜 らな い固 い雪 だ。夏
まアイゼ ンで後向きで下 つた。斜面の
道通 りに不動平 に出 る。 ここの小屋 は
長 さはた いした事無 く、その前後 は緩
使え る気配 がな く、反対側 に少 し行 つ
い斜面 で、たまたまそ こを下 つただけ
た所にある小屋 を使わせて いただ く。
の事で、そ こを通 らなけ らば下れな い
8合 目の表示 があ り、冬期 小屋 として
といった代物 ではな いようだ。ちなみ
開放 してあ る。広 い小屋 で トイ レも中
に、山 スキール ー ト図集 では別ル ー ト
にあ り、一旦入 つた ら二度 と外には出
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を紹介 してお り、私も前回はそのルー
トを難な く下 つたよ うに記憶 して いる。
雪 に隠れた左保沢 を越 して、焼切沢右
岸 に入ると トレースがあ り後はそれを
迪 つて、緩 い斜面 を下 つていく。 さす
がの固雪も ここまで来 るとゆるんでき
て、今度 はやた ら引 つ掛 かつて困る。
あきらめて滑 つていると、 ブナ林 に入
り、 ここはなぜか うまく回転できる雪
質 にな つていて、 しば し楽 しむ。や が
て、右手に林道 を見て滑降は終 了する。
除雪 された林道 をしば らく辿 り、 T字
路 を右 に入 ると東八幡平 ス キー場 に着
く。 11年 前 は、林道 も除雪 されてお
らず、滑 つていると突然 リフ トが見 え
てきて驚 いたが、今回 はリフ トは全然
見 えなか つた。植林 した樹木がす つか
り成長 して、 リフ トを完全 に隠 してお
り、 11年 の歳月 の長 さを思 い知 らさ
れた。緩斜 面 のゲ レンデをしば し滑 つ

て、山行 の締 め括 りとする。ゲ レンデ
下では折 り好 く甘酒をサービス してお
り、実にタイミングよく 3人 揃 つて手
を伸ば して ごちそうになった。岡坂 さ
ん達 はタクシーで網張 スキー場 に向か
い、私 は、盛岡行 きのバス を待 つて、
その 日のうちに帰京 した。バス を待 つ
て いる間に雪 がバ ンバ ン降 りだ してき
て、岩手山をす つか り覆 つて しまつた。
(手 塚 記 )
タイム :18日 網張 スキー場上10:45
‑下 降点12:50/13:15‑下 降終 了13:25
‑不 動平 8合 目15:45(泊 )
19日 不動平 8合 目9:00‑不 動平 9:25

/35‑1400M10:20‑1350M10:55/11:10

‑1220Mll:45‑1050M12:30‑林 道
出合 (滑 降終 了)13:35‑東 八幡平 ス
キー場 14:35‑ス キー場下 14:40
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