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1991年 1月 12日～ 15日

参加者 (4名 )L 岡坂 準一

矢野 勝司

山崎 義男

手塚 紀恵子

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

Iま どの新雪は楽しめなかつたが、2日 目
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

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
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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

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
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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

えた。

コースタイム

リフト終点

8合目

岩木山頂

弥生部落

(岡坂 記)

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

御主人の秋田氏の個色

スキー 登山 植物 音楽 芸術

裡  専可乍り難  塚む彗 篭詢彗

あらゆるジャンルに造詣が深い。

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   ＼

Hl,150m
H l,247m

H l,625m

H 197111

11100

11:20/11130

13:45/14:05

16100

岩大山 概念図

円 )

演劇
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