会 津 駒 ケ岳
会 津 尾 瀬

融

より

会調駒ヶ岳が 2月 の定例山行 になって今年
(199≠ Dで 3年 目です。ここでは1994年 と
1995年 の報告をします。

1994年 2月 10日 〜 13日
メンノ‐ ‑lL岩 毅 イ瀦轄秀略 動
猿田次男,山 崎義男,手塚紀恵子 岡坂準‐
岩崎コ隆 岩 淳子 似卜 1名
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と
き
曇とき
雪 猿田号、岡坂号、馬場
号、岩号の車 4台 に分
乗 して、深夜t檜 枝岐 にはいる。吹雪の中、
道を探 し?な が らの運転で、檜枝岐の宿 にな
んとか辿 りついた。一番遅 い岩号は 1時40分
着。 縮 泊)鋤 赫
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き
曇凛と
雪 1前夜 は蝠 、Z)日 も/1ヽ
雪。従 って、ラッセル
が深い、 TV塔 までは前回 (199鉾 D以 上で
ある。おおかた膝下だがところにより膝上 も
ある。深いラッセルで方向転換時などにシー
ルが雪にとられ、 シ=ル がはずれる トラブル
がいくつかおきた力ヽ 予備 シー ルを隊で 2本
持 っておいたのでことなきを得た。深 いラッ
セルのため滝沢橋登山口か らTV塔 まで 3時
間もかかって しまった。
レートは、昨年の、林道を標高1100m点 ま
ノ
で忠実 に辿るのはやめて (短 縮を図 って)、
上ノ沢沿 いに辿 り1000m点 か ら林道H00m点
に登る沢をつめ、林道H00m点 か ら昨年のル
なこ
ー トに入 った。そしく 広 いが川 動 慌 ヽ
つめて
の小沢を
、標高1250m点 か ら￨よ TV
塔から南東 に派生する尾根を辿 った。 TV塔
か らは夏道沿いである。
ラッセル￨よ TV塔 からは昨年並の深さに
なったがそれでもところどころで膝深 さを強
いられた。天候は回復せず、かつ上部は風と
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ガスの漂白の世界だった。結局、昨年よりや
や手前1750mで 引き返す ことにした。
標高1600m点 までは、樹林の中をラッセル
跡に忠実に下る。昨年と同 じく1600m点か ら
はブナの森の東斜面にはいるが雪が昨年より
深 くて緩斜面の1450m点 までは直滑降 しかで
きなかった。1450m点 か らは急斜面になるた
め、昨年同様t快適な新雪滑降が楽 しめた。
帰 って きて、登路のラッセル跡を見ると、
ワカンでそこを登 っている跡があった。
ム
(タ イ
湘 拠 嬢 :け召 潮 嬌 (980m)8:30‑
路 (獅 ω ll:30‑1600m点 13:00‑一
1750m点 13:30,13:55〜 〜 1600m点 14:20〜
電滝沢橋15:20‑檜 楠岐15:40(m鋤 け
m241K75)2047 今年も料理が最高。
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曇漬臓雪 岡坂さん らは所用で昨
日、帰京 した。東京で
が
は大雪が降 り、 ここ檜椀岐も昨日同様 l進子
つい
ている
ちら
。天気予報 も南岸低気圧で大
荒れという予報だったので、 TV塔 付近か ら
1‑2本遊んで終わろうとい うつ もりで登 り
始めた。
ところ力ヽ 昨日2賓ゑ ワカン登山者がわれ
われのラッセル跡をそのまま辿って くれたの
と、夜 あまり雪が降 らなか ったので、ルー ト
が埋まっていなかった。おかげで、ラッセル
なしに登れ、 TV塔 まで昨 日の半分の時間で
来れた。天気 も4雪 は降 っていた力ヽ 風がな
く、なにより、時間と体力 に余裕があったの
で、当然t上 を狙うことにした。
ワカン組は1500m点 あたりにテン トサイ ト
跡を残 していた、かつ、 しっかり今朝 も上に
向けてのラッセルをしたよ うで、われわれも
その跡を辿 り昨日の最高到達点 に着 く。まだ
正午前、かつ、雪が止み、ガス もきれて、ナ
、ナン ト、山頂が見える。おそらく、低気圧
が大平洋に抜けて寒気の吹き出す直前の二瞬
の状態と読んだ。
もう山頂を狙 うしかない。さらに、あとか
ら、テレマークニ人組が追いついて くる。 ワ
カンラッセルルー トはところどころ急登があ

るので、そういう時は、スキー向 きのルー ト
エ作が必要である。 こういうときに、 この助
っ人 2人組は大変助かった。駒 ノ′
筵 の手前
でワカン組 に追いつ く。大学のワンゲル部の
ようだった。彼 らは駒ノ小屋 に入 った。われ
われは山頂に向かう。けっこうへば ったカミ
無事、午後 1時 に、初めて 2月 の会津駒山頂
に着 く。
標 はあまりよくない。天渋秘綬 しない
前 に下る。 ガスの切れ目で駒ノ小屋を確認し
、かつその方向を覚える。軽 い粉雪をけちら
して駒ノ小屋直下にくる。だんだん風がでて
くる。風が強まらないうち口闘困れこ逃げ込
まなければならない。ラッセル跡は消えかか
っていた力ヽ 地図、 コンパス、磁石を総動員
して、そしてラッセル跡に導かれて、昨 日の
最高到達点 に着 く。今 日は尾根筋 も (今 まで
で■番)快適な粉雪新雪滑降が楽 しめた。昨
日の反省か ら、今 日は1450m点 までラッセル
跡を忠実に追 ってヽ尾根筋を滑降 した。
今 日のハイライ トはこれか らであった。尾
根筋で も快適だったので、当然 に、予想はじ
ていた力ヽ その予想をはるかに上回る、私の
1980年 か らの山スキ￢歴、子供の ときからの
ス報
いずれをとおして も、とて も味わ
ったことのない最高の新雪滑降が待 っていた
。1450m点 か らブナの森の∞度以上の急斜面
に飛び込む。この下ノ沢に下る東斜面￨ま い
つ も、われわれに快適なダウンヒルを与えて
くれる力ヽ 今 日は格別の ものであった。 自ら
の蹴 った雪で もう前は見え ない。人か ら、新
雪滑降では首を前に突き出さないと雪で何も
見えなくなる、と聞いていた力ヽ そんなこと
￨よ 今 まで信 じてはいなかった。 だ力
ヽ 今日
はちが う。本当に見えなくなる。みんなが雪
の中で舞 っていた、踊 っていた、そして、日
々に 「最高 !!」 と。 コモさん￨よ ここは「
日本のモナシー !」 と叫ん洩
そしてヽ真の
今 日￨よ
の
新雪大滑降t最 良 1日 だった
ム
(タ イ
)布 鏑助ぼ:5卜^嶺 野輔駁9301n38:20‑T二
‑1罰 直 11:50‑―
略 (1釘ω 9:m10:oo― ―
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駒ノ小屋直下12:45,12:55‑― 会津駒山頂13:2
5,13:50〜〜1450m点14:45〜 〜滝沢橋
撤 30‑― 中
餓 岐 1駐
縮濁 脚
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"

今 日は風雪が強い、昨
年の帰 りも強か ったが
、今年はもっとすごい。今 日はとっとと帰る
ことにする。先 に出発 した私 ￨ま すんなりと
、檜枝岐を出て、たかつえスキ‐場を避けて
、会津田島か ら白河に抜けて帰京した力ヽ 後
に出た猿田さん￨ま まず、檜枝岐の村外れの
雪崩で道がふさがれて、立往生。そのあとも
、たかつえスキー場か らのスキ‐客渋滞に巻
き込まれたりして、だいぶ時間がかかったよ
うで した。ちなみに、 この日￨よ 福島県吾妻
山系で遭難者が出た日で しれ
猛吹雪

1995年 2月 10日 〜 12日
メンノ‐ ―:L岩 毅 小森宮秀略
蔵田道子 白沢光代 無
子 "
畔
武部 慎 小林迪孔 藤田英明
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東武浅草18時 発きぬ13
5号 (会 津高原か らは
タクシ→ で来る人 5名 、あと、岡坂号、武
部号、岩号、車 3台 分乗 して来る人 5名 、深
夜t檜 枝岐の宿に入る。下番遅い武部号と岩
号 ￨よ 昨年とはうってかわって星を見なが ら
の ドライブだったカミ ナ、ナン ト、山王峠か
ら檜楠岐口嚇
原高畑スキ‐場までず―
っと渋滞t結 局、宿 に着 いたのは午前 2時半
だっフ
犠 G動 ⇒ 鳩赫
曇妨晴
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今 日団脚胤 こんな良
い天気 l週壁寺3回 で初
めて。武部号、岩号組は若干寝ぼけていたが
、 とにか く、出発する。 もちろん、狙 いは山
頂である。 雪量は過去 3回 で今回が最多だ
力ヽ ここ4、 5日 、比鹿刻均如ワ剛売きて週熟測締
つている。さらに、先行パニテイがお り、 し
か もそのルー トが昨年われわれが辿 った もの
と同一だったので、そのままラッセル レスで

登 った。
ブナの森、青 し選k白 い雪、気持ち良い登
りである。今 日￨よ 樹林限界をこえても、無
風であった。すなわち、快晴無風の これ以上
は無いという̲迂 羅記 駒 ノ小屋を大きく トラ
バースして山頂に向かう。山頂か ら、犬連れ
のテレマー カ‐が,人すべ って くる。また、
1800m付 近で追いつかれた
山頂では、は
マ
テレ ー ク 2人組に会 う。山頂か らは周囲が
飯豊、吾
刀陵 地
望める。 日光 瓢
妻、遠 く、富士、妙高も望めた。
下 りはまず、渡 相 師砺頭 の中
面を滑 る。雪質は昨年とは比較 にならないが
、十分楽 しめる雪だ。その後 1900m標高線
‐
‐―
ス しC蓑梶 猥 に出る。犬連
沿いに トラノ
れテ レマー カーは1750m付近か ら南 に上ノ沢
に下る尾根を降りている。われわれlよ 例年
どおり、1600m点 からはプナの森の東斜面に
はいる。雪質 ?、 晴天の東斜面の制ム 推 し
て知るべ し。みなさん、 「もなか雪」の練習
を盛んにやるはめに陥る。まあでも、まだ 2
月なので、妙高や上越の 3月 の 「もなか」に
比べればまだひよこのようなもの、適当にこ
なしてはいました。で も、昨年を知 っている

人間にlよ 「なんだこりゃっ」てなもんで。
まあ、神様 も、当然 に、快晴 と粉雪などとい
う贅沢なプ レゼン トはして くれませんで した
。昨年と今年で￨ま まった くの好対照、すな
わち、最高の雪質と厳 しい天 燕 絶好の天気
どんな状況で迎
と最悪の雪質。また、紙
えてもらえるか楽 しみです。
ム
■海
雹
浙1有 爵(980mp8120‑
湘 拠 魅 :00^日 ハ
(タ イ
略 (Bη D9:35‑‑lmm点 11:35,11155‑―
会津駒山頂13:m14:00〜〜1800m点 14:30
〜〜1600m点15:00〜 竜沢橋16:00‑檜 枝
岐16:25鮨 幕)詢 鰤〜
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今 日も、望外 の颯
昨夜の ミーテイングで
の案 もあったカミ 帰 りの渋滞を考
1時
え早い うちに帰れる案 に決まった。その案と
お り、七入か らブナ平 まで行 くつ もりだった
力ヽ 除雪が檜胸岐の街はずれまでで、あてが
はずれる。結局、キリンテ周辺までスキ=ハ
イクをして戻る。結果的 には、渋滞前で、す
んなり帰れた。檜枝岐11:35出 発、上野には
16:20に 着くことがで きた。 (岩 毅 講

書

饉
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