単独行者、 3人 、 6人 パーテイのみで
ある。地図を見 なが ら、難所は ここか
らの下 りと、中大 日岳の手前 の岩場 か
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L小 林真人 SL蔵 田道子

篭島寿一 高野真砂子 自沢光代
7:00に ロツジ立山連峰 の前 に立 つ と
称 名川 を越えて直接室堂乗越 に向う登
山者 の列が見え、キ ツクターンのスキ
ーヤ ーの トレースも くつきりと判 る。
リーダーの小林 さんは、小屋 の人に夏
道 どう しが傾斜 が緩 くて楽 と薦 め られ
た とぃいながら「直接室堂乗越 に向い
ましよう」 とあ つさり方針 を変える。
篭島 さんを先頭 に称名川 まで滑 つて
か らシール を着けて新雪 が踏 み固 めら

な と話 し合 う。
アイゼ ンを着け、 スキーはザツクか
らぶ らさげて出発。 いきな り岩場 の く
だ りである。そして両側がスパツと切
れた細 い平 らな雪稜 になる。バケ ツの
ような踏跡を頼 りに 1歩 1歩 慎重に進
む。ス トツクではか な り心細 い。 アイ
ゼ ンを引 つ掛けな いようにゆつくり進
む。悪場 を終 つてか らほ つとして前 を
見 ると篭島さんはもう岩場 の下に着 い
て いる。そ こで全員 が揃 うのを待 つ。
空身で偵察 した篭 島さんが「岩場 は
少 しですよ」 と言 う。岩場 の上は、急
なナイフ リッジの登 りである。バケツ

れたつば足 の トレースを辿 り 2回 キツ
クターンをする と乗越にでられた。
稜線 は、立山川か ら吹き上げる風が
雪煙 を上げて いて、 5月 とは思えぬ寒
さである。 ここでスキーアイゼ ンを着
ける。2551mの ピークを越えて、奥大
日岳 にむかう鞍部 で、スキー を外 し、
つば足 にかえ る。風が冷た い。
今 日の行程 は長 い。 自分のペースで
歩 くのが 1番 楽 と、篭島 さんを先頭に
なが 一い隊列 にな つてしまう。全員集
合 には少 し時間がかかる。
2610mの ピークでは 20数 名が快晴
の雪山 を楽 しんで いた。 3人 のスキー
ャ ーが 2人 はウエデル ン、 1人 は大回
りのシユプールを残 して、室堂方面ヘ
滑 つて行 つた。
2605mの 奥大 日岳 から見る黒 い岩 と
白い雪 の剣岳西面は雄大だ。 さらに我
々のめざす大 日岳 に向つているのは、
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のようなステ ップを頼 りに、ス トツク
を必死 で突き、今 日始 めにここを通 つ
た人は恐か つただろうな、 ピッケル無
しなのは我 々だけ、等 と考 える。稜線
が広 くな うた所 で難所 は終わ つた 。
中大 日岳 の頂 上が近づ くと風が強 く
な り、数分前 の篭 島 さんの踏跡 さえ半
分埋 まつた。下 りにかかる。スキーで
滑れそうだけ ど、篭島 さんがつぼ足で
行 くので、そのまま下 る。
大 日小屋 に着 く。 まわ りにいた 6人
は 6台 の鉄 の りつぱなス コップを揃 え
小屋を掘 出 しに来た のだ と言 う。わか
んも揃えて いて、バ ケツのようなステ
ップを作 つてくれたのは、彼 らだ つた
のだ と感謝。赤旗 の標識 を付けたのも
彼 らなのであろう。小林 さんは彼 らか
ら「早 乙女岳は分 か りに くいか ら、大
熊 山 との鞍部 か ら、 コツ ト谷へ下 りる
のが良 い。 コツ ト谷 は堰堤が多 いか ら
早 めに右側 に寄 るように」 とア ドバ イ

ッチが正解だ つたのかな ?」 と小林 さ
ん。小 さな尾根 も最後 まで木は疎 らで
「尾根 が正解 ですよ。」 と篭島 さん。
広 い川原を滑 る。 「この雪 はどうや

スされる。 ここか ら大 日平 に向う踏 み
跡 もあ つた 。
大 日岳 に着 くと、突然 スキーの トレ
ースが現 われた。馬場 島か ら往復 した
パーテ ィがある らしい。傾斜 が強過ぎ
ず、木 が少な い尾根 が延 々と連な つて
いる。雪 が無 い小又 川も見下 ろる。橋

って曲がるの ?」 と高野 さん。「曲げ
ちゃ いけな いんです。真 つす ぐ滑 るん
です。」 と言 いなが ら時折 ウェデル ン

が見 え、徒渉 は無 さそうだ。
2:00 滑降開始 。篭島 さんが鮮やか
な ウェデル ンで下 る。「あれを見 て雪
が良 いとだ まされ ちや いかん。」 とだヽ
林 さんはつぶや く。上部 は風 と 2日 間
の強 い陽射 しとで、新雪 でも難 しい。
下部 はザラメに変 わ りかか つているが
深す ぎる。 「私 には難 しい雪 だな 一」

を混ぜる篭島 さん。
一 ノ谷 と会 う前 にテ ン トを張 つてい
る人に会う。彼 らもスキーを持 つてい
る。 「踏み跡通 りに行 けば橋 まで滑 つ

と蔵 田 さん。 「怪我 しやす い雪 だね。
」 と私。 「雪 が良か つた らねえ。」 と
高野 さん。短 くピツチを切 りなが ら、
どん どん下 る。真 つ 自で楽 しそうな山

て行 ける。」 と教 え られた 橋からは
左岸の林道歩 きになる。始 め少 し登 リ
で後 はうねうね とひたす ら続 く。何箇
ヽ
も
さが つていた。
所 も崩れた岩 で道が′
馬場島へ続 く車道 にでた所で、靴を
履 きかえ荷物 を整理す る。小林 さんが
馬場島 まで電話 を借 りに出かけようと
した ところに、 タクシーが通 りかかり

ノ神尾根や、一 ノ谷 の誘惑 を断ち、予
定 どうり早 乙女岳 へ 向 う。大熊山へ の
稜線 に コ ツ ト谷側 に雪庇 がでて いる。
鞍部 のひ とつ前 か らコッ ト谷 へ のび

幸運 にも迎えの車を頼 めたのだ。魚津
に出て、雷鳥 33号 、最終 のあさひ 3
32号 と乗 り継 ぎ帰宅 した。
一 日続 いた快晴、大 日小屋 までの ト

る小 さな尾根 も木が疎 らだ。その尾根
か ら谷 に滑 りこむこ とにする。斜面 を
横切 ると雪 玉ができ、 どん どん大 きく
な つて落 ちて行 く。雪崩 を恐れ 「一人

レース、誰もナイフ リッジや岩場があ
るなんて知 らなか つた事 が今回の幸運
をもた らした と思える。 「ス キーよ り
細 い雪稜 の印象 の方 が強 いなあ」の蔵

ず つ滑 ろう」 と声 がかかる。篭島 さん
はもう見えな い。小林 さんがかな り下
に着 いてか ら滑 りだす。途中で今 日で

田 さんの弁。 しか し大 日岳 (2498m)と
橋 (910m)の 標高差 は北アルプスなら
ではのものであろう。 リーダーとメン
バーに感謝。
コースタイム : ロツチ立山連峰 7
:00 室堂乗越 7:40/8:00 にせ奥大

きた らしい軟 らか いデ ブリにあう。全
員 の姿 が確認 できる と、雪崩危険地帯
を早 く抜けよう どん どん下る。「ここ
は長居 した くな い。 木が生えて いるあ
そ こで休み ましよう。」 と小林 さん。
広 い川原 で一 体 み。そ こか ら登 りの
キックター ンと下 りの大 きいパラレル
の トレースが鞍部に向つていて、「ア

日岳 9:16/45 奥大 日岳 9:55/10:10
岩場下 11:10/11145 大 日小屋12126/
1:06 大 日岳 1:26/2:00 コ ト谷上部
3:20/30 橋 3:50/4:10 車道 5:20/
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6:00 魚津 6:55

(白 沢光代記)

響紗
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大 日岳 ル ー ト図
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