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山岳会 )

-1日 目は,手始めに確実に登れる黒

菱山ヘー

(3。 18 曇 リー時霧 )

上野発の急行能登に乗 り早朝に JR
泊駅に着く。駅はスキーやザツクを持

っているのは我々だけで,乗 り降 りす

る人も稀だった。富山から車で来た大

角氏 と落ち合い,夜明けを待って車で

雁蔵集落へ向かう。笹川沿いの村々は

過疎が進み,と ころどころ廃屋が見ら

れるのは寂 しい限 りである。雁蔵集落

から先もまだ林道は除雪されていたの

で,大角氏の運転のお陰で逆谷出合い

まで入る。
6時50分出発する。 しばらく所々雪

の残る林道 を歩 く。大鷲谷出合いから

は林道はべった りと雪がついていたの

で,シ ール を着けて進む。標高250m
付近の九十九折 を過ぎると,林道の通

過は少 し険 しくな り,デブリが出てい

るところは慎重に進む。逆谷出合いか

ら約 1時間で笹川本流の二俣である標

高323m地点に着 く。
ここから対岸に徒渉なければならな

いのだが,計画当初に心配 したとおり

徒渉点がなかなか見つからない。結局 ,

眼下左俣やや上流から飛石づたいに徒

渉する。なん とか靴 をぬらさずに済む。

ここから,そのまま黒菱山山頂に延

びる屋根末端やや北からこの尾根に取

り付 くが,標高450mの稜線に着くま

では杉などの本が多 く,斜面の傾斜も

急であることからきつい登 りとなる。
ここはなん とか登 り切るが,相変わら

ず尾根はスキーに向くとはいえず,内
心がっか りしながら登る。進行方向左

には杉の植林地が見え,杉の背丈が低

かった昔は尾根の末端まで快適なスキ
ーが楽 しめたことは容易に想像できた。

やがて,標高620m辺 りからルー トは

この植林地上部 を通る。杉の背丈はか

なり延びているが,それほど密植され

ていないので通過にはそれほど支障は

なかった。この植林地を抜けると標高

約700mほ どとな り,広 くスキーに適
した雑木の疎林の尾根 となる。左手に

は焼山,後方には日本海が見える。た

だ,こ の辺 りから霧がかかってきて ,

暫くすると殆 ど視界がなくなって しま

った。標高 1020m付近では一旦5,6m
ほど下 り南に進行方向を変えるめ,特
にルー トフアインデイングが難 しく,

時間をロス してしまった。半ばホワイ

トアウ トの中を広 く緩い尾根を登 り,

これ以上高いところが無 くなったのと

高度計の標高を勘案 し,昼過ぎに頂上

と思われるところに達 した。

帰 りは往路 を戻る。本来ならこの雑

木の疎林の尾根は快適で一気に滑って

しまうところであるが,視界 と雪質が

良くないのでゆっくり滑る。杉の植林

地もさほど苦もなく滑ることができた

が,こ の尾根の下部については,稜線を

外 して尾根の北斜面を滑 り,先ほどの

標高450mに着いた。後は,こ こから

北の徒渉点に向けて滑 り,同 じ所 を徒

渉 して林道に達する。林道は,途中に

土砂崩れの跡のある地点 を除きそのま

まスキーを着けて滑ることができた。

車に戻 り,一路大平集落へ向かう。

この集落の奥約 lkmの ところまで車

で入る。ここで荷物 を降ろしテン トを

張 り,都合で明日から参加できなくな

った大角氏の車を見送る。
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夜は星が出ていたが,予報では天候

は安定 しない との ことだつた。

(昌

曇3蒼1夕ll;:3撒     〔il::5
～13:15)逆谷出合 (15:45)

-2日 目は,富山県中級山岳きつての

滑降内容を持つ初雪山ヘー

3/19 曇リー時晴のち雪

2日 目は,初雪 山を目指す。 この山

'「

営125(:fi羞言嘗]はお多
ルプス雪倉岳 を彿彿させる。 ルー ト

しか し,今 日の終着点は日

の前が 日本海 という」R北
陸線市振駅であ り,長丁場

は容易に想像できた。

天場 を5時45分に出発。

林道は大平 トンネル先のゲ
ー トが締まっている地点か

ら先も除雪されてお り,滝
淵手前までは難なく進む。

ここからは,シール を着け

て進むが,大平川本流は笹

小俣谷の橋 を渡る辺 りから

大変険 しくなったのと,時
間が早 く雪が硬いため,滑
落しないよう神経 を使いな

がら林道をたどる。特に寝

入谷出合いを過ぎると谷は

険しくなった。このため ,

尾根の取 り付きまで予想以

上に時間がかかつた。
7時30分 ,初雪山頂上か

ら北に延びる尾根に取 り付

く。本来なら川黒谷出合い

近 くまでこの林道 をたどり,

IIE上への尾根が見
つけづらい,一旦
少 し下って頂上ヘ

登 りづ らい

これより上部は雑木の
疎林の広い尾根,

不キ■に適している
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この後造林用の道 をたどれ ルー

ばよいのだが,シ ビレをき
らしてその手前から取 り付
く。最初は杉林の胸 を突 く

急登であったが,こ の植林
地 を抜けて標高600mあ た

りまで登ると尾根は緩やか
で広 くなり,快適なシール

登高ができた。今のところ

天気もよいので周囲の山々

を見ながらのんび り登る。

標高 1100mを 過ぎると,い
よいよ樹木も疎らになる。
尾根は相変わらず広 く,前
方には真っ白な初雪山頂上

近 くの稜線が見える。
もうあと少 しで頂上と思

われたが,此の頃から天候

が崩れだし,視界がなくな

るだけでなく,し まいには

風も強まって吹雪 となった c

斜面の傾斜も急にな リクラ

ス トしてきたため,途中か

らアイゼンを着けて登った
ものの,半ばホワイ トアウ

トとな りもう下山した方が

よいかとも思ったが,主稜
線まではと思って標識竹 を
立てながら黙々と登る。登

るにつれ,上部は風が強い

ためか灌本が顔を出し,小さな岩もで の場合 ビバークも頭に浮かんだ

てきた。13時 10分に稜線の一角に立つ。
もうこれ以上進むのは危険と判断し,

下山することとする。視界がまったく

無いのでアイゼンのまま ドる。こうな
ると勘 と標識竹だけが頼 りである。標
高1400m辺 りからは斜面が広くなった
ことを確認できたので,ス キーを着け
て滑 り降 りる。登ってきた トレースを

捜しながらの滑降となったが,気がつ

いて見ると新雪で完全に掻き消されて

しまっていた。広い尾根であることか

が,幸運なことにこの尾根はほぼ北に

真っ直ぐ張 り出しているので,磁石を

駆使 して滑 り降 りる。視界があれば頂
上から一気に高度差 1300mを 滑降でき
北アルプス主脈の山々と比べても勝る
とも劣 らない滑 りを楽 しめたはずなの
にと思 うと本当に残念だったが,それ
でも結構快適なスキーを楽 しめた。

標高700m程 まで下るとやっと眼下
に杉の植林地が見え,ルー トが間違っ

ていなかったことを確認できてほっと

雑 本 の 疎 林

スキーに適 した

広く緩い尾根

大平 トンネル

谷が深く椰
遡 は漱

ヽ ヽ
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した。
15時40分 ,取 り付きの尾根の末端に

到着。帰 りの林道の通過は,雪が軟 ら

かいため登 りの時より容易に通過でき

た。
17時20分 ,天場着。いつの間にか雪

は雨に変わつていた。テン トを整理 し,

暗くなった林道を疲れた体に鞭打って

歩く。強い雨の降る中,び しよ濡れに

なって市振駅までは長く感 じられたが ,

この 日は初雪山の頂上,言 い換えれば

黒部川の一大支流の黒薙川北又谷の源

流から日本海の荒波が眼前に広がる海

岸線まで行動 したことは,余 りにも状

況が違い過ぎて不思議な気さえ した。

今 日は予想以上に遅 くなったので市

振駅で泊まることとした。待合室は我
々 2名 だけだつた。

(コ ースタイム)

大平集落 lkm奥 (5:45)尾 根取付き

(7:30)標高H00■ (H:00)標高1595m

(13:10)尾根末端 (林道出合)(15:40)

滝淵 (16120)大 平集落 l kn奥 (17:20
～18:00)市振駅 (19:10)

-3日 目は,ロ ツククライミングで有

名な明塁山へ初滑降ルー トを狙つて一

(3月 20日  晴れ )

今 日は,糸魚川経由で 」R大糸線小

滝駅に向かう。天気が良く,昨年滑っ

た青海黒姫山や妙高・海谷の山々を見

ながらの電車の旅である。8時過ぎに

小滝駅に着き早々に出発するが,私は

昨 日の疲れが残っているのか足取 りが

重い。前方には明星山東面の岩壁がそ

そ り立っているのが見える。どこのル

ー トを登るかといったことは,現地で

山を観察 してからと思っていたので ,

ほとん ど決めていなかったが,と にか

く取 り付きの岡集落まで除雪された林

道を歩 くことにしたが,雪が多 くはっ

きりと林道が判別できず,気付いた頃
には,南回 りの遠い方の林道をたどっ

ていた。
標高550mか らいよいよ林道から完

全に離れて,東面にルー トを採ること

にする。標高700m辺 りで進行方向右

の斜面から雪崩が発生 し登れないので

はと諦めかけたが,先を行 く鈴木氏は

そんなことなどお構いなしに登ってい

く。ルー トにするとすれば,此処以外

考えられないといったところをシール

で登っていくが,どのみち先ほど雪崩

た斜面をトラバース気味に斜登高 しな

ければならない。 「よく登るなあ。」
と感心 しながら私もあとに続く。この

斜登高は雪崩た東面とそれに続 く北東

面の斜面を通るが,予想通 り雪崩 と滑

落に対する恐怖心に晒されながらの厳

しいものとなった。斜面の傾斜は急な

ところで恐 らく40度 をはるかに超すも

のであろう。私は,こ の斜登高を終え

たところで体調が良くないため諦めた

が,鈴木氏は頂上に立った。いろいろ

あとで聞いて見ると,そ こ (標高1000

m)ま でがこのルー トのヤマ場であ り,

少 し登ればなだらかで広い尾根 となっ

たという。頂上へは,北アルプスを始

めとして素晴らしい展望であっただけ

でなく,上部は粉雪の楽 しいスキー滑

降が楽 しめたとのことだった。かえ り

の東面の トラバースは,雪崩に注意 し

ながら一人づつ滑 り降 りた。この山の

標高約600m以 下は杉の植林地 となっ

ているが,標高800mか ら600 Ⅱl辺 り

では斜面が広 く本当に楽 しいスキーが

でき,滑って見るとやは り最初から思

っていたとお リスキー向きの山だった。

(コ ースタイム)

小滝駅 (8:15)岡 集落 (8:50)頂上 (13:50)

岡集落 (15:20)小滝駅 (16:00)

酒井 正裕 記
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ルート図 明星山

スキーに適 し
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