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立 山 周 コ

平成元年4月 30日 (a)～ 5月 3日 (小 )

メンバー :L 久保田修子、水野正明

4月 30日 (a)晴  タンボ平

前夜、新宿発のアルプスに乗る。電車は連体中のわりにはすいていて、横になることが

できた。大町からバス等を乗 り継いで、室堂に9時半ころ着く。準備をして 10時すぎに

シールをつけて、一の越に向かう。一の越山荘前から眺めると、御山谷を滑 り降 りていく

スキーヤーがかなりいる。東一の越への斜面にも、たくさんの トレースがついている。

夏道に出るあた りに目標をつけて、滑 り出す。雪面は硬めで、トラバースにはいると、

一段と硬めに感 じられ、腰が引けぎみになつてしまう。夜行の電車のなかではそんなに眠

っていない様子だつたが、やつば り若さか、水野さんは高い姿勢で飛ばして行く。

夏道に出て、スキーをはず して少 し歩いた後、小雪渓に出る。短い距離なので、スキー

をつけるほどのこともないとも思 うが、アイゼンなしでの トラバースは意外と神経を使う

うし、どうしょうかと迷うところだ。スキーをつけて通過する。

東一の越で小休止の後、滑 り出す。雪質が良いと思つたのは、最初の一ターンだけで

晴れた日のお昼ころでは当然のことか、ベタ雪になつていてスキーを操作 しにくくなる。

急斜面をすぎてから一段と雪が重く、スキーを回しにくくなる。カメラを用意 して水野さ

んの滑つてくるのを待つ。浅い弧の、ずれの少ないスピー ドのあるターンだ。

一気に滑 り降 りてきて、「あ―、気持ち良かつた。」と一言いわれ、 (長野生まれの二十

代にはかなわない )と ガックリきてしまう。夜行の疲れで気も弱くなつているのか、滑 り

出しの急斜面で飛ばして滑 り降 りてきたのにハラハラし、余計な事と思いながらも「滑 り

出しの急斜面だけは、スピー ドを抑えて」と注文をつけさせてもらう。

黒部平から、再びロープウェイに乗 り、室堂にもどり、地獄谷から雷鳥平に向かう。

雷鳥平で小休止のあと、シールをつけて尾根道を登 り、4時前に剣御前小屋につく。

コースタイム

室堂 10:15-→ 一の越 11:0

-→黒部平駅 12:00～ ～室堂 1

-→剣御前小屋 15:50

o/11:15-→ 東一の越11:30
3:05-→ 雷鳥平 13:30/14:00
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5月 1日 (月 )曇 時々小雪 雷鳥沢

先月の 25日から27日 にかけて立山では大雪があり、室堂では 1メ ー トル以上もの積

雪があり、例年に比べて雪崩の危険が高いということだ。剣沢をはじめ、長次郎などの谷

は特に危険という注意書きが小屋の前にたててある。剣沢のテント場も設営禁止というこ

とで、小屋のすぐとなりに二、三張のテントがはられている。 10名ほどの県警の登山救

援隊が小屋に詰めている。

朝、目をさますと風が強く、小雪が舞つている。真砂沢を中止し、様子をみることにす

るが小屋に沈殿しているのも退屈なので、スキーをつけて小屋のそばで少 し滑つてみる。

薄くガスつているが、雷鳥沢を一本滑ることにする。昨日は良い天気で、そのあとの強風

のため、雪面はかな り硬い。沢をまつすぐ下に、デコボコのあるガリガリの斜面を滑るが

なめらかなスロープを求めて、尾根の方に移る。スキーをかついで、下から何人か登つて

くる。下の方に滑 り降 りるにしたがつて、雪がやわらかくな り、滑 りやすい。

小屋にもどつた後は、ス トープのまわ りで宿泊 している人達とおしやべ りをして過ごす。

コースタイム

御前 /1ヽ屋 9:00-→ 雷鳥平 9:20-→ 御前/1ヽ屋 10:50

5月 2日 (火 )晴  真砂沢・雷鳥沢・タンボ平

7時すぎにアイゼンをつけ、小屋を出発する。岩がところところに出ているが、雪は締

つて歩きやすい。風が少しあるが、真白な山々をながめながら、誰もいない広々とした稜

線を一歩一歩すすむのは、それほど苦にならない。

真砂沢のコルヘは別山を通らず、右にトラバースした方が時間短縮できるが、一昨年に

通つたときは緊張 したし、雪崩の危険もあるので別山からコルヘ向か う。コルは真砂沢寄

りに雪庇が張 り出している。雪庇の切れ目を求めて、ふみぬかぬように気をつけながら真

砂岳のほうに進むが、行けども行けども切れ目がない。ついに岩峰の露出しているコルの

端まできてしまう。わずかな雪庇の切れ日からt真砂沢の急斜面がのぞいている。念のた

め別山寄 りのコルの端はどんな状態か、もう一度見てみようと思い、水野さんに待つてい

てもらい、スキーをつけて見に行く。コルのすこし手前から左ヘ トラバースすれば良いよ

うだが、真砂岳寄 りの方がよいように思われたので、引き返す。スキーを持った4～ 5人

のパーテイが登つてきたが、雄山から滑るのだという。
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稜線から滑 りお りて、雪面をよく見る。傾斜が急に感じられ、右手の斜面を見ると、少

し傾斜がゆるいように思う。一瞬、右に少しトラバースしようかと思うが、滑 りだしたら

迷いと弱気は禁物だと思い直し、小さめのターンでまつすぐ下に滑りお りる。ターンのた

びに雪が少 し削られ、ザァーザァーと一緒に落ちてくる。これ以上、雪が落ちませんよう

にと祈 りながら、傾斜のゆるむところまで滑 りおりる。カメラを用意 し、合図をして水野

さんの滑るのを待つ。二本のシュプールをしばらく眺めたあと、真白ななだらかな斜面を

思い思いに滑る。出合の少 し手前から、大きなデプリが沢の半分くらいをうめている。

出合近くにテントが一張はつてある。すぐにシールをつけて、剣沢を登る。途中、長次

郎谷はデプリもなくそんなに悪くはないなと眺めていたら、パチッとはじけるような音と

ともに、源次郎尾根側からザァザアーと小雪崩がおき、びつくりする。平蔵谷は斜面の真

ん中あたりに大きなデプリがでている。

ハィベースで登つて行く水野さんを見て、気持ちはせくのだが足がなかなか前に進まな

ぃ。ゃっとお昼すぎに御前小屋につき、荷物をまとめて、 1時すぎに雷鳥沢を滑降する。

ザラメ雪で滑 りやすい。雷鳥平におり、今度はシールをつけて一の越にむかう。

日差 しも強く、疲れもしだいに出てきて、ベースが遅くなる。御山谷に行くのは時間的に

無理とおもい、一の越山荘に泊まろうかと迷 うが、タンボ平ならなんとか間にあうだろう

と判断して、一の越から東一の越にむかう。

ところが、あせつたのか疲れがでたのか、トラバースして夏道に出てから東一の越まで

どう間違つたのか手間どったうえ、いつも滑 りだすところより左手の急斜面に出てしまう。

ガチガチに硬い斜面を水野さんが慎重に滑りおりる。私はターンができず、斜滑行とキッ

クターンの繰り返 しでお りる。結局、このパ リバリに硬い雪面のタンボ平で私が足をひつ

ぱってしまい、大幅に時間をくい、5時の最終ケープルに乗 りそこなう。

黒部湖畔のロッジくろよんで宿泊することになる。

コースタイム

剣御前小屋 7:25-→ コル 8

→ 御前 /1ヽ屋 12:30/13
15:25-→ 東一の越 16;0

ク

:20/9115-→ 真砂沢出合9:35/9:45
110-ゥ雷鳥平 13125-→ 一の越 15:15/
0-→黒部平駅 17:15-,ロ ッジ18:15
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5月 3日 (水 )曇 のち雨 御山谷  久保田単独

昨日はすつか り疲れたうえ、計画どお りにいかなかつた事で気が滅入つてしまい、天気

もくずれてくるという予報だったので、すぐ帰る予定だった。しかし、朝、目がさめて外

を見ると、何とか午前中はもちそうな天気だ。御山谷を一本滑れるなと思 うと、どうして

も滑 りに行きたくなる。昨日、タンポ平でヨレヨレに疲れきっていたのに性懲 りもなくと

あきれ顔の水野さんとダム駅で別れ、室堂に引き返 し、一の越にむかう。

一の越山荘のまわ りにはスキーを持つた人達がかな りいるが、風が強いので様子待ちをし

ているのか、滑 りだす人はいない。

天気の崩れが心配なので、すぐにスキーをつけて滑 りだす。雪面は硬くて滑るとガリー

ガ リーと音がするほどだし、でこぼこがあり身体全体がガタガタするようだ。なめらかな

斜面にでるとかな り快適だ。風が強いので、出合いまで落石に気をつけながら滑る。出合

をすぎ、なだらかな斜面をしばらく滑 り、対岸に渡る前にスキーをはずす。

ダム駅にちかずく頃、雨がポツリポツリと降つてきた。

コースタイム

室堂 9:00-→ 一の越 9:50/10:10-→ 黒部湖畔 10:45-―
→ダム駅 12:00
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