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RSSA(ス

キーアル ピニズム研究会
)の 飯田氏 か ら、岩木 山の雪上車 スキ ー
の楽 しさの情報 を聞 き計画 してみた。
1〜 2月 の厳冬季 は、悪天候が続 くので
山頂へ は登れないか もしれなぃが雪上車
か らの往復 コースでも新雪 スキーが楽 し
めるのではないかと思 い出発 した。
結果 として、岩木山も雪不足で期待 した
の新雪は楽しめなかつたが、2日 目
Iま ど
の 13日 が 1月 に して は珍 しく天候が良
く山頂 より弥生部落 までの標高差 150
0mの 大滑降 を楽 しむ ことがで きた。
講

1/12土

(曇 )
飯 田氏 よ り紹介 して頂 いた宿 (ぶ な子
食堂 )に AM10時 頃到着 した。天候 も
よ くないので、 のんび りと昼食後 に出か
け る:雪 上車乗場 まで歩 いて 300m程
であ った。宿 を通 じて雪上車 の予約 を し
て いたが客 は我 々 3名 とモノスキ ーの客
1名 だけであ つた。 これで採算 が合 うの
か人 ごとなが ら心配 になるが、後 で宿で
聞 いてみると雪上車 スキー も平成 6年 頃
で終わ りにす るとの ことだ。 リフ トの計
画 もあ り、ゲ レンデ化す るか も知 れない
。雪上車 はその時まで の PRで サ ー ビス
でや っているそ うだ。雪上車 に乗車 す る
の は全員初 めてであるが、中が想像以上
に狭 いのと、 ヂーゼルの音 が うるさいの
は、想像以上であ った。雪 上車 は 3月 以
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降 は 8合 目のスカイライ ン終点 の駐車場
(1238m)ま で登 るようだが、今 日
は標高 1150mの 地点 まで しか登 らな
い。 コースはスカイライ ン沿 いでな く巾
広 い切 り開 きの登 山道 を登 って行 く。丁
度乗鞍 岳の リフ ト終点か ら位ケ原 へ のル
ー トに似て い る。乗 り場 か ら約 20分 程
で標高差 700mを 運ん で くれる。代金
は 1回 1000円 、パ ンフ レツ トでは 1
500円 とな っていたが、 これは 8合 目
までの料金 で特別割引 との こと。全員今
年初 めての シール登 行 で 8合 目駐車場 ま
で登 る。途 中、矢野 さん のシールの接着
が悪 く何度か張 り直 しなが ら登 ったので
・
1時 間近 くかか った。 シール糊 は低温下
では接着 が悪 い。私 は厳冬季 のツアーで
は、糊 の多 い ビネ ッサ の シール、春山の
気温が高 いシーズ ンは、糊 の薄 いポモカ
のシールと使 い分 けて い る。 ビネ ッサの
シールを春 の温かい時期 に使 うとスキー
の滑走面 に糊が残 り滑行性能 が損 なわれ
る。 8合 目の駐車場 よ り、 スカイライ ン
コースをダイ レク トに滑 ることとした。
が今度 は私 の ビンデ ィ ングの調整 が悪 く
少 しの前圧で外れて しま う。今年 か ら山
スキー兼用靴 をハ ンワグよ り軽量 なワイ
ンマンに変 えたのだが、購入 した店 にま
かせたきり確認 しなか ったのがまずか っ
た。幸 い今 日は深雪なので、踵荷重で滑
り降 りると外れ ない。踵に乗 り滑 った。
コース はスカイライ ンを 、ダイ レク トに
降 りるため、道路 の段差 があ りその前 で
ス トップ しなければ な らない。一気 に長
い距離 は滑れない。雪 が もう少 し多 い と
(例 年並 に)快 適 だ と思 う。出発点 の雪
上車乗場 に戻 つて もまだ 2時 前 だ。今度
は、岳 コースを滑 ることとして、再度雪
上車 に乗 り込む。岳 コース は、ゲ レンデ
化 されてお り、標識 が完備 してある。無
数 の シュプールが残 っていた。岳温泉 の
バ ス乗場前 まで滑れタイ ミングよ く弘前
よ り来たバ スで 「ぶな子食堂前 」まで帰

った。

1/13 日曜 日 (晴 )
岩木 山登頂〜 弥生 コース〜弥生部落
記録
今朝 は手塚 さん、小森宮氏、伊藤氏 の
3人 が到着す るはず だが、弘前発 8:0
0の バ スにて到着 したの は、手塚 さん一
人 であ った。他 の 2人 は寝台車 のキ ップ
が とれずに、急行八甲田にて来 るよ うだ
。 1月 に しては、めず らしく天候が いい
ので、 こんなチャンスを逃す手 はない と
ばか り、岩木 山頂 よりの弥生 コースの予
定 で出発す る。結果 として今 日一 日のみ
天候 が良か ったのだか ら、手塚 さんは、
ほん とうに運 がいいといえる。 (4日 間
滞在 して天候が良か ったのは今 日だけ)
雪上車 の窮屈 もデーゼルの音 も 2日 日と
なるとあま り気 にな らない。私 の ビンデ
ィ ング (ペ ェツル オ ー ト)も 昨晩全員
で知恵を出 しあい調整 したので今 日は間
題 ないようだ。ペ ェツルのオ ー トマチ ッ
クは調整が非常 に微妙 であり、むつか し
い。購入す るな ら従来 か らのワンタ ッチ
式 の方 が軽 くて シンプルではるかに使 い
やす いのだが後 日山用具店 にて聞 いてみ
ると製造中止 との ことらしい。雪上車 は
昨 日よ り標高 に して 50m程 上部 まで登
って くれた。駐車場 まで山崎さんを先頭
にゆ っ くり歩 いて 20分 で到着 した。天
候 は快晴 とはいかないが、視界 は悪 くな
く、登 るに従 い良 くな っていった。 8合
目駐車場 か らは、春 スキーの リフ トの支
柱 にそ って登 る。万一 天候悪化 で視界 が
効 かな くて も、支柱 が良 い 目印となる。
リフ ト山頂が鳥海山 (ち ょうか い山と読
まず とりうみ山と読 む。 )で あ る。 ここ
で一体み して全員で山頂 へ のルー トを検
討す る。鳥海山の噴火 口にそ って トラバ
ースす れば いいか と思 ったがハ イ マ ツの
シュカプラがひどく トラバ ースで きそ う
もない。鳥海 山の山頂 を越 して行 こうと
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思 ったが 山頂 よ り降 りて来 た 2人 のパ ー
テイか ら反対 の斜面 は鳥海 山か らは行 け
そ うもないと聞 いている。 それよ りい っ
たん鞍部 まで滑 り降 り、北東面 よ り登 る
方 がいいのではとの意見。全員で いった
ん鞍部 まで滑 り降 りてみ ると、反対側 の
斜面 が良 く見え、 やは り鳥海山を越 えて
行 った方が良 いことが分 か った。再 び登
り返 して鳥海山頂上で一体み。 ここか ら
東 に稜線 づ た いに降 り広 い台地 に出る。
百沢 スキー場 の リフ トが良 く見 え る。
RSSAの 記録 では鳳鳴小屋 よ り登 るよ
うだが、 スキーが使 えそ うもないので鳳
鳴 ヒュツテの斜面 を登 らず東 に トラバ ー
ス して尾根 に出た。 スキ ーを履 いたまま
岩木山頂 1624mに 着 いた。山頂 13
:45陸奥湾が大斜面 の下 に広が り、百
沢 スキー場 もよ く見 え る。岩木 山は独立
峰 なのに今 日は風 もほとん どない。 山頂
で写真を撮 った りして 20分 程休 み いよ
いよ標高差 1500mの 大滑降 に移 る。
まずは弥生 コースの 目印である岩鬼山の
岩 を 目ざ して滑 りこみ無木 立の大斜面 に
移 る。 しば らく雪が降 っていないせ いか
少 し重 い新雪 である。手塚 さん は、今 日
の岩木山頂 か らのダ ウン ヒルが今 シーズ
ンの初滑 りとの ことだが安定 した滑 りで
続 く。標高差 で 600m程 降 りた後、樹
林帯 の尾根 に入 る。標議が あ って も良 さ
そ うだと思 いなが ら捜すがなかなか見つ
か らない。最初 に矢野氏 がオ レンジ色の
標識を見つ けた。 コースが 間違 っていな
いことを確認 で きここまで くれば雪崩等
の危険 もないので樹林帯 の中で昼食 の大
体止を取 る。滑降 コースは樹林帯 である
が林の 中は、雪質 がよ く新雪 の感触 が心
地 よい。標高 に して 400m程 下 ると コ
ース は狭 くな り登山道 のよ うになつ た。
「左沢 コース」 と案内標議が ある所 よ り
しば らく滑 ると沢を渡 り、沢 を渡 った地
点か らはまさに登山道 である。先が どう
な っているか不明なので直滑降 で飛 ばす

には危険だ。 ボーゲ ンで降 りて いった。
全員足が クタクタ。登 山道 が終わる と林
道 につ きあた り、 そ して リンゴ畑 の 中を
つっ きり弥生小学校 の前 の車道 にて スキ
ーを外 し標高差 1500mの 大滑 降を終
(岡 坂 記 )
えた。

コース タイム
リフ ト終点
8合 目
岩木山頂
弥生部落

Hl,150m 11100
H l,247m 11:20/11130
H l,625m 13:45/14:05
16100
H 197111

ぶ な こ食堂 につ いて

24時 間入れる温泉

豪華 な食事
清潔 な部屋 安 い料金 3食 (5,500 円 )
御主人の秋田氏 の個色
スキー 登山 植物 音楽 芸術 演劇
塚む彗 篭詢彗
専可乍り難
裡
い。
ンルに造詣が深
あらゆるジャ

岩大 山

概念 図

連絡先 は下記 の通 り
青森県中津軽郡岩木町常磐野字 黒森 1
ぶな こ食堂 秋田 幸 宏
80172‑83‑2426
＼

︱
⁚︱ 虞 辟
／
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