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昼 閾 凸  19884 1

湯川内でバスを下り、除雪された道を焼山温泉に向かう。そこでスキーをつけ、 トレー

スを迪る。小さい水取口までは車道で、そこに、北東尾根からの トレースがおりてきてい

た。我々はアケピ平へむかう。川を渡る所は雪崩で埋まっていたが、橋があるらしい。ま

ばらな杉林のアケピ平を、 トレースにそってどんどん行 く。

昼関谷の手前の台地で協議し、もう一つ上の台地まで行 くことになる。谷に下りると、

そのまま詰めるトレースと、尾根に向かうのとがあった。迷ったすえ尾根側のコースをと

るが、 トレースはさらに谷を越えているので、我々は尾根を登ることにする。 1ビ ッチで

880mの 台地に出て、そこにテントを張った。鳥帽子岳や阿弥陀岳がよく見える。昼間

山はガスの中だった。

翌日は終日小雪.雨に近いので夏用のフライが有効だった。地図と文庫本の朗読とで一

日過ごす。二日目の夜はぐっと冷えこみ、高気圧が来そうな天気図とともに、翌日の晴天

を思わせた。

翌朝は 晴れた。 雪が締まっているので、つぼ足でスキーは引きずることにする。一

段うえの台地にでると、大きなカールの人口で、たった 1840mの 山とは、とても思え

ない雄大な光景である。雪崩の見える谷、細い尾根。前途に不安を抱 く。

やがて昼関谷を詰めてきた左からの トレースに出会った。こちらのほうが楽だったらし

い。いよいよ右手の尾根に出るべく急斜面にとり着 く。小さな尾根にでると、 トレースは

また急斜面を登っているが、我々は右手の尾根にとり着 く。手を雪につっこんでホールド

にする程急な所もあった。

登り詰めると広い二重山稜のような尾根でて、そこで トレースは終っていた。見上げる

山頂は、急斜面の上に雪庇をつけた細い尾根が続 く。スキーで滑る自信はない.北側で雪

も硬い。話あってここで帰ることになる.

降りはじめの_31面 は雪が硬 く、横すべりで木の葉落としだったけど、後は滑れる雪だ

った.木の無い大斜面だ。テントサイトに近ずくと、雪は重 くなる。テントを撤収し焼山

温泉へ下る。アケピ平らの授斜面、林道 も思いのほか滑った。

昼間山は、むしろ谷の左の北東尾根を登ったほうが良かったのではないかと今は思う。

登山体系もそうなっている。後から考えるという状態が失敗の遠因だと反省してます.
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