
五竜岳シラタケ沢

1991年 5月 3日 ～ 5日

メンバー ;L鈴木鉄也、手塚紀恵子

岩崎正隆、佐藤晶彦、田中健

3日 (金)小雪、強風雪

神城の駅に降 りると、 1カ 月くらい

季節が前に戻つたようで、小雪が降っ

ている。天気予報どお りである。ゴン

ドラのあるスキー場の芝の上もうっす

らと雪が積もっている。ゴンドラを待

つ人はスキーヤーと登山者が多く、山

スキーはわずかだ。

ゴンドラを下 りると自一面である。

幸い、リフ トにも支障なく乗せてもら

える。 リフ トを下 りると、山道に入る

が、雪が降 り、風があり、ラッセル待

ちみたいなところがあり、後ろから来

た人達が勇ましく直前の急登をラッセ

ル始める。そうなると、後に続く者が

多く、後ろでは立派な道ができた。私

達は東側から巻いてルー トに出る。雪

は思ったより深 く、膝 くらいまで潜る。

列の後ろになったのでラッセルはな

いが、スキーをあくまでも付ける他の

人達を見て、私 (田 中)はさつさとス

キーを引く。そんなふうにして歩いて

小遠見を巻いて小休止をとる。小遠見

か らスキー場までは滑れそうである。

スキーを持っている人は他に 1パーテ

ィくらいだ。

遠い視界はなく、鹿島槍、五竜の主

稜線も見えない。近くの沢の上部が見

えるくらいだ。大遠見を過ぎ、休む。

やっと先頭が見える。この辺 りでも雪

が深 く、 lMく らいはあろうかと思わ

れる。ラッセルもきつそうだが交替要

員はいる。ずつとお世話になっていた

ので、佐藤さんは、此処ぞ、と言つて

先頭を越して前に出た。最前列に出る

と、遠見尾根と言えど、ルートに気を

つける。その頃から、風が強くなり出

す。西遠見の手前で、風がとても強く

なり、前に進むことは無理と判断して

テント場を探す。南西からの風であ

る。尾根の東側に場所を見つけて整地

するが風が強すぎる。しばらくテント

を張ろうと試みるがとても無理で、 2

170M辺 りまで下る。するとテント

村がそこにできている。 5月 とは思え

ない風雪の中、ツエル トを張った。

4日 (土)快晴

夜半のうちに風は止んで、待望の快

晴である。五竜の主稜線や八方尾根が

きれいだ。雨飾、妙高三山も真っ白で

ある。テントの裏には鹿島槍の双耳峰

が自い。しかし、いつもながら山スキ

ーヤーは出発が遅い。下から登って来

る人達も通 り過ぎて行く。

道がついているので、始めからスキ

ーを引っ張る。空が蒼く、山が自く、

まさに 5月 の山だ。最低コルから白岳

への登りは、蟻が歩くように列をなし

ている。先頭は急傾斜の事もあり大変

だろうと、想像する。雪が柔らかく、

道がついているので、急だが難しくは

ない。しかし、氷になっていたら、気

を遺うだろう。前日の雪だから白岳沢

は新雪雪崩の危険がありそうだ、と話

していたがこう上まで来て、斜度も丁

度いい、尾根くらいは滑ろう、などと

前言を翻す。

小屋にはテン場から2時間程で着き

大体止とする。大勢がいる。テント組

が多く、小屋泊りの人達は後から登っ

てくる。ツェル トでは稜線では無理と

いうことで小屋泊りにして、荷物を小

屋に預ける。休んでいる時に五龍に登

る人を見ていたが、急な斜面そうであ

る。頂上手前の急斜面は、 トラバース
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している。難しそうである。
12時少し前に小屋を出た。大方は

もう出払っている。夏道通しに歩き、

沢を巻くところは右上に トラバースす
る。雪が所々凍っていて、アイゼンを
しっかり食い込ませることを心がける.

下りの人との行き来には気を遣う。頂
上直下の急斜面はルートが混んでいて

番がこない。痺れを切らして、岩崎さ
んが雪壁に取りつく。 30°  くらいは
あろうかという所だ。私は初めてでや
や戸惑うが、後に付く。緊張した。

頂上からは剣岳が見事だ。剣の上部
からスキーをしているとは思えないく
らい急に見える。当初考えた東谷は滑
るには急で、思ったより雪が少ない。
登り返すとしたら至難の業だ。板を運
んでくるのも骨だ。連体のせいかヘリ
が来てカメラを向けている。テレビを

見ているとよくこういう場面があるの
で手を振った。

下りは,レ ート通 りに行く。岩崎さん
は先の雪壁を下りた。学生のパーティ
がザイルを張って訓練をしていた。下
りる途中でガスが出てきて、下るには

タイミングがよかった。小屋には 2時
前に着き、後は休養とした。

夕方、ガスが切れ五竜が見え、翌日
の好天が期待できた。 (田 中記)

5日  快晴

五竜山荘まで登りつめながら、自岳
沢のカールを目の前にして足止めを食
わされている。限られた時間の中、何
もしないまま過ぎていくような気がす
る。早く滑りたい。しだいに焦って来
る。出だしの雪のせいだ。もう 3日 目
の朝だ。快晴、風が少しある。「陽が
射してから」とか「それより少し硬い

うちに」とか意見が出尽くしたようだ。
グレンデ用のスキー靴を履いた 3人組
が 7時頃躊躇することなく滑り込んで

いった。「重そうな雪だよ。」「ジャ

ンプターンして行ったけど、滑り難そ

うな雪みたい。」話を聞きながら私は

小屋のス トープのそばで無理矢理朝飯

をノドに押し込む。

8時の予定を少し繰 り上げ、我々も

カールに飛び込んだ。さっきの 3人組

はもう登り返してきた。今まで滑れな

かった欲求不満を解消してくれるよう

な滑りではない。 3人組の描いたシュ

プールも決して きれいではなかった

が、重荷と腕のハンディはあるものの

自岳沢のカールに刻むはずの私の華麗

なシュプール はまたも夢物語に終わって

しまった。西遠見山まで 5分で滑るつ

もりが、 30分もかかってしまう。荷

物をデポして、再び白岳沢に滑り込む

五竜の岩壁に取りつくトレースがつい

ていた。上から声がしている。白岳沢

はスキー向きのコースであるという白

信はあったものの、初滑降だけにそれ

なりの不安のあったが、心配するほど

の急斜面も狭さも滝らしい場所も全く

なく、見事な雪渓が続いている。いか

んせんこの時期の新雪後だけに雪質が

よくない。所々雪質も変わるものの、

それなりの楽しい滑りも出来た。北尾

根沿いの沢と合流し、雪渓はさらに広

くなり、左にカープしていく。おのず

と、ターンも広くして、我々だけの斜

面を独 り占め.ゴルジュ帯も全く問題

なく滑る。多少デコボコが出てきた感

じくらいだろうか。雪は一段と重くな

ってきた。両岸が上部に比べてだいぶ

狭くなってきたなと思う頃、カクネ里

と合流する。出合のカクネ大滝が二段

になって流れを落とし、我々を出迎え

てくれた.遠見尾根側に滑り上がって

滝の上に続くカクネ里を眺める。鉄壁

のような岩稜に囲まれ、純真、清浄無

垢な、まるで箱入 り娘のような真っ白

できれいなおだやかなスロープが、誰
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のために身を横たえているのだろう。

こんな不届き者が決して足を踏み入れ

てはならない。そんな場所のような気

が してくる。

もう決して来ないだろうなと思いな

が ら、自岳沢を登 り返す。半袖でも暑

い。もう焼けている顔が ヒリヒリする。

鹿島槍の壁も絵になるが、自岳沢の

雪渓か ら見る五竜の岩壁もコントラス

トといい、見事である.一気に登 り返

して、カールの首のような狭 くなる下

で西遠見山に上がった。コンロを出し

て休憩。五竜、鹿島槍そ してカクネ里

白岳沢を飽きることなく眺める。当

初の計画に比べて、シリツボミの結果

に終わってしまったが、無事な山行に

感謝 しつつ、一日早めに帰ることとし

た。遠見尾根も思わぬ雪のおかげか、

中遠見辺 りを除いて結構快適に滑れた。

スキー場もいつになく多い雪で、こ

の時期としては賑わつている。 リフ ト

の上で雪のある所まで滑ろうというと

手塚さんキャビンで帰るというので別

れる。半分 くらいまで滑れた。ハング

グライダーの練習をしているそばを抜

けて駅まで歩 く。白い雪と新緑そして

ピンクや赤の花の色が高度を下げるに

したがって身と心に飛び込んでくる。

5月 のこの時期の最終 日のパターンで

ある。大糸線最終特急電車は、立山周

辺の団体客が帰 りのバスが渋滞で急速

乗ったようで、松本か らその先の指定

電車に乗 り換えるということで、運よ

く座れたが、立ちんぼの客は、これま

たGW最終の渋滞パターンとなってし

まった。 (鈴木記)

5/3 最終 リフ ト920二 小遠見

過ぎ 1130/45-大 遠見 12
45/100-西 遠見手前テン場

探し230
5/4 テン場 820-五 竜小屋

0/1150-五 竜頂上

5/110-/Jヽ 屋 150
小屋 747-西 遠見山 82
7-カ クネ里出合 930/
5-遠見尾根取 りつき点

0-西遠見山 1204/
0-リ フ ト上 1505
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