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5月 2日 (晴 )
昨夜、再 び天人峡温泉 HOTEL敷
島館 に戻 って きた。今 日は、第 2目 標
の大雪山か ら愛山渓温泉 のツアー に向
か った。 HOTELの 車 で登山口の勇
駒温泉大雪山 ロー プウエ イ乗場 へ送 っ
て頂 く。昨年 は雪 の量が多 く、愛山渓
温泉 に通 じる林道が除雪 していなか っ
た。愛山渓温泉 に下 山 して も交通 の便
がなか った。 したが って このツアーは
諦めざるをえなかった。今年 は逆 に例
年 よ り雪 の量が少 な く、勇駒温泉 に向
か う車窓か ら見た山肌 も雪が消えかか
ってい る。 山腹 では例年 より 1ケ 月程
雪溶が早 いよ うだ。 8時 に登 山口に着
く。始発 のロープウエ イ乗場 は、 トム
ラウシと違 って 山スキーを楽 しむパ ー
テイが多 い。登 り着 いた所が標高 1.
600mの 姿見駅 である。地獄谷 よ り
噴煙 が上が り背後 にこれか ら登ろ うと
す る旭岳 の山頂が望 める。山頂 まで標
高差 700m、 歩行時間で 2時 間 もみ
れば登頂 で きるはず である。旭岳 へ の
ツアールー トは通 常、旭岳石室を経 由
して馬蹄形 に開けた地獄谷 の南側 の尾
根を登 る。今 日登 ってい る多 くのパ ー
テイ もこのルー トを取 っていた。 しか
し山頂 へ続 く斜面 は雪 の付 きが悪 く所
々はスキ ーを担がなければな らないよ
うに見えた。 シール登行 にこだわる我
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々は、小森宮氏の意見でルー トを変更
しJヒ 面か ら登 ろ うとい うことになった
。 裾合平方 向ヘ トラバ ース気味 にシ
ールで歩 きだ したのが午前 8:45。
広大 な姿見 の斜面を北面 に しば らく歩
いてい ると山頂稜線か らベ ッタ リと雪
が付 いたル ンゼ状 の斜面が 目に入 って
きた。 この斜面 なら上部 は少 し急だが
シール登行で登れそ うである。北面か
ら登 るより早 く登れるので はないか。
急斜面を山崎氏 を先頭 にシール登行
を続 ける。だが 1時 間程登 った辺 りか
ら斜面 はアイスバ ーン状 になった。最
初 はスキーアイゼ ンで慎重 に登 ってい
ったが、 とうとうスキーでは登れない
斜度 と雪質 (ア イスバ ー ン)に な った
。全員 アイゼ ン歩行 に切 り換える。私
のアイゼ ンは今回、軽量化を考 え 6本
爪 の軽 アイゼ ンを持参 して きたので、
バ ラ ンスに気 を遣 う。 ス リップすれば
軽傷ではすまされ ないことは明 白であ
った。 12爪 アイゼ ンを持参 しなか っ
た ことを悔やみ なが らどうにか稜線 ま
で登 りきった。 しか し後か ら外人のテ
レマーカーが我 々の トレースを追 って
後 か ら猛 ス ピー ドで追 いついて きたが
、 アイゼ ン も付 けずに登 って きたのに
は驚 いて しま った。稜線 よ りは平坦 な
ドーム状 の尾根 が旭岳 山頂 まで続 く。
山頂 には 11:30頃 着 いた。多 くの
ツアーパ ーテイで賑わ ってい る山頂 は
北海道 の最高峰 で もある。小森宮氏 は
北面 の安足間岳 か ら当麻岳 へ続 く稜線
の斜面がツアールー トとして気 になる
らしく地元 のツアーパ ーテイ と情報交
換 に熱心 だ。 どの斜面 も山スキー向 き
の斜面が広が る。今 日我 々が滑 降す る
斜面 は北面だ。標高差 300mの 斜面
が速度 な斜度 で続 く。愛山渓温泉 へ 向
か うには、対岸 の尾根 に移 らなければ
な らない。昨夜、宿 にて地図上で ルー

卜を検討 して いた時は、 ガイ ドブック
(北 田氏 の 山 スキ ールー ト図集 )に 紹
介されていた地点 よ り上流 か ら渡 ろ う
か と思 って いた。 そのほうが少 しで も
上部 か ら滑降が楽 しめると思 ったか ら
である。 しか し実際 に現地 へ滑 り込ん
でみると対岸 に渡れ るのは、 ガイ ドブ
ックに紹介 されて い る標高 1, 600
mの 地点 1ケ 所 のみであった。先行者
のシュプール もた くさん残 っていた。
自然 にここへ滑 りこんで くるよ うにで
きて い る。 シール を付けたまま対岸 に
渡 り、 で きるだけ上部 か ら滑降 しよ う
と思 い トラバ ース気味 に尾根先端 の ピ
ー クを 目指 して登 る。 しか し少 し登 り
過 ぎたか。ハ イマツが雪 の 中か ら群生
して スキーが使 えない。そ こで少 し戻
るよ うに トラバ ース気味 に廻 り込 んで
み ると無木 立の広大 な斜面が延 々 と愛
山渓 に向か って続 いているではないか
。雪質 もザラメで最高 だ。 トムラウシ
のツアー は山行 として の充実感 はあ っ
たが、山スキー本来 の 目的である滑降
に関 しては不満が残 っていた。 それが
この斜面 を前 に してや つと山スキ ー ら
しい滑降 の興奮 が感 じられて くるので
あ った。向か って右側 は急峻 な谷だが
斜面 は広 く、湿原 も雪 の下 に隠れ、広
大 な緩斜面が樹林帯 まで続 く。雪質 も
ザラメで スキーが良 く滑 る。今 日は私
のテ レマークター ンも快調 に決まる。
樹林帯 か ら斜面が少 し急 にな ったが、
相変 わ らず雪質 は滑 りやす く樹木 の間
か ら愛 山渓温泉 の赤 い屋根 が見えた り
隠れ た りしなが らの楽 しい滑降が続 く
。 したが ってルー トは極 めて分 か りや
す い。愛山渓温泉 には 13:30に 着
いた。早速一風 呂浴びて今後 の行動 を
全員 で協議す る。羊蹄 由 に行 きた い気
が したが、 トム ラウシ山と今回のツア

―で一応 目的のルー トは走破 したのだ
。 2つ の 山行 で の疲れが残 っていた こ
ともあ り羊蹄 山 は、 またの機会 とした
。当初 の計画で は、今 日は愛山渓温泉
に泊る予定 であったが、まだ時間は午
lは でタクシー を使えば
後 3時 だ。旭り
最終 の羽田行 に間に合 う。全員 の意見
も同 じだ。早速 ワゴンタク シーを呼び
旭川 にて列車 で青森 (八 甲田)へ 行 く
藤 田氏 と分 かれ、旭川発 JAS19:
30発 の最終便 にて北海道 を後 に した
のだ った。
(岡 坂

記)
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