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1992年 3月 31日 〜 4月 2日
メンバー :田 中健、手塚紀恵子
31日 (晴 )天 気予報では全国的に晴
れ ということだつたが、昨 日か らの雨
は朝方 まで しつこ く降 り続 いて いた。
」Rほ つとゆだ駅か らの朝 一番 のバス
で登山 口となる大荒沢集落 に向か う。
雨もようや くあが り、急速 に晴れ てき
そうな雰囲気だ。大荒沢 の集落 か ら林
道 を 1時 間 ほ ど歩 いて、高下岳 に続 く
尾根 に上がる。 ここは夏道ではな いが
積雪量 は充分 でス キー登行 に問題 はな
い。和賀岳 なんてめ つたに人 が入 らな
いと思 い込んで いた し、おまけに夏道
のな い所 だ し、 まさか と思 つたが、稜
線 には赤布が下が り、うつす らとシュ
プール まで残 つていて、何だかがつか
りして しまう。高下岳へ の稜線 は、下
部 こそさすがに藪 つぱいが 、す ぐに り
っぱなプナ林 にかわ り、やがてダケカ
ンバの疎林 にかわると、間もな く森林
限界。 ところが 、高度 を上げるにつれ
てガスが 出てきて、やがてホ ワイ トア
ウ トにな つて しまい、仕方 な くダケカ
ンバの林 の中 にテ ン トを張 る。午後 に
なると晴 れてきたので、高下岳 を ビス
トンす る。森林限界 か らは、ベ ター ッ
と広 い雪面 が頂上 まで続 いて いて、 ス
キー滑降 には極 めて快適 だが、惜 じむ
らくは高度差がな く、テ ン ト場 までわ
ずか 2分 の滑降だつた。和賀岳 はガス
の 中で姿 を見せなか つた。明 日は再び
天気は下 り坂 とのこと。午前中だけで
・
・…。
ももつて くれれば・
1日 (曇 )何 とな く崩 れそうな空模
だが
様
、視界 もあ り、予定通 り和賀岳
を 目指す。高下岳に登る と、昨 日見え
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なかった和賀岳 が、谷一つ隔 てた対面
に、の つぺ りと白く、山頂 に道標 のよ
うな物が立 って いるの まで見 える。 こ
こか らU字 形 に稜線 をず ―つと回 り込
んで行かなければな らな い。根菅岳 ま
ではシールで歩 き、根菅分岐 までわず
かなわずかな滑 りを楽 しむ。雲海が上
がつてきて、秋 田駒、岩手山の山裾 を
覆 つていく。雨 が降 りだす のも時間 の
問題かな、 と思 いつつ も、行 ける所 ま
で行 こうと、根菅分岐にス キー をデポ
して、アイゼ ンに替 える。雪 は極 めて
固 く、アイゼ ンでスム ーズ に行けるが
登 つた り下 つた り、ゆるくうね うね と
和賀岳 は遠 く、分岐 か ら 2時 間かか つ
てようや く頂上 に着 いた。思 つた よ り
天気もも つて くれたようで、周囲の展
望もよ い。秀麗 な鳥海 山、日沢湖はま
わ りの山 々を映 して大 き い。そ して、
帰 りは再び稜線 を忠実に迪 つて根菅分
岐へ 。雪 がゆるんできて ドボ ドボ潜 り
だ し、 これが結構疲れる。結局、復路
も 2時 間 しつか りかか つて根菅分岐 に
戻 り、シール を付ける と、や つば リス
キー は潜 らな いだけで最高だ と思 う。
和賀岳 へ の稜線 は、スキーも充分使 え
ると思 うが、 うね うね とゆる い起伏 が
続 きシール着脱 はわず らわ しそうだ。
時間 も早 いので、 この 日のうちに下山
する ことにする。高下岳か ら林道 まで
が本山行中のハイライ トで、ブナ林 を
快適 に下 る。雪 は少 し柔 らか いが、滑
るには上等だ つた。高度 が下がるとグ
ズ グズの雪 にな り、おまけに樹間も狭
く、疲れた身には応えてきたが、応 え
た頃 には林道 にとびだ して、 まあ、全
体 の印象 を削 ぐほどの こともなか った
と思 う。田中さんは、その 日のうちに
下山 したが、私は林道終点 にテ ン トを
張 つた。夕方か ら雨 とのことだつたの
で、雨避 けになるか と杉林 の混んだ所
を選んでテ ン トを張 つたが 、杉 の枝 に

たまつた雫 が、ポ ツタポッタとやか ま
しい音 をたてるのは、計算外だ つた。
2日 (雨 )真 つ平 らな林道 はたぶん
滑 らな いだろ うと予想 して いたが、 そ
れでもや つぱ り下 りは速 くて、登 りの
3分 の 1、 20分 位 で大荒沢に着 いて し
まう。またぎのふるさとであつたここ
ら辺 りは、標高 も低 いのにまだまだ雪
深 く、カヤぶきの屋根がぼ つて りと雪
に覆われて、朝飩 の煙が煙 突か らたち
昇 つていた りするのも懐 か しい。朝 1
番 のバスを待 つて盛岡 に出る。 この 日
も雨で、雨 と雨の間の 2日 間の好天 を
有効 に使えた ラッキーな山行だ つた と

タイム :31日 大荒沢8:00‑林 道終
点9:00/9:20‑1200M12:15/14:30

‑高 下岳 14:55‑‑1200M15:12(
泊 ) 1日 1200M6:10‑根 菅分岐7:
30‑和 賀岳9:40/9:55 ‑根 菅分岐
12:07/12:25‑1200M13:20/14:00
‑林 道終点15:08(泊 )
2日 林道終点5:45‑大 荒沢6:10
(手 塚 記 )

思 う。
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