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富 直J県 月 初 の 山 ス キ ー ル ーー ト の 概 安
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富山県周辺の山スキールー トについては,立 山周辺等を除いてガイ ド

ブックに掲載 されているルー トがあまりないためか,ほ とんど知 られて

いない。しかし,こ の富山県周辺の山岳は奴岳などを始めとして, 日本

有数の豪雪地帯にあるものであ り快適な山スキールー トが多数存在する。

また,気 象条件を勘案 し,シーズンの始め頃は中級山岳か ら滑 り始め ,

シーズンの終わ り頃は北アルプス等の谷筋の山スキールー トを滑るよう

な山行計画を立てていけば, 1月 中旬から 6月 中旬までの約 6ヶ 月余 り

とい う長期間がシーズンとなる。

このように,富 山県周辺の山岳は山スキーに大変恵まれた ところであ

り,それ故にこのエ リアが山スキーヤーに知 られていないのは誠に残念

である。

本稿では,私 自身まだ推測の域を出ず確証 しがたい山スキールー トも

あるものの,あ えてそ ういったものも含めてその概要を未定稿ながら紹

介 してみようと思 う。

なお,私 自身の今後の研究課題 として特筆する山スキールー トは,海

谷東山稜の各頂上か らの滑降や ,後立山連峰の谷筋のスキー滑降等があ

ることを蛇足ながら申し添えたい。
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〔富山県内の中級山岳の概要〕

富山県内の中級山岳は,積雪期においても多 くの山々が薮で覆われて

いるため,県東部の境川流域の山域や比較的標高の高い山域等 ,積雪量

の多い一部の山域を除いては,伐採地 (杉 の若齢林の植林地)主体のル

ー トとなる。

このようなことか ら,そ の年々の積雪量の寡多や降雪の時期が直接そ

れぞれの山スキールー トに影響を与えるため,こ の山域の特徴 として山

行時期の設定が他の山域 と比べ難 しいことが挙げられる。また,杉 の植

林地主体のルー トが多いことと,中級山岳 とい う宿命により林道が急速

に延びていることか ら,他の山域よりも山スキールー トの変化が激 しい

く,たかだか 5年から 10年 でその状況が一変してしまうことも考えら

れるので注意 しなければならない。

次に山行の適期については,シーズンの始まりはこれ らの山々でも特

に前衛に位置 しアプローチが良 く,お おむね 1000m以 下の低山にお

いては 1月 中 。下旬からであ り,そ れ以外の山々においては 3月 上 。中

旬からといえるだろ う。最適期は一般的には 3月 中 。下旬 といえ,終期

は,上述 した積雪量の多い山域が 4月 上旬ないし 。中旬の早い時期まで

であることを除けば, 3月 下旬から4月 上旬の早い時期まで といえるだ

ろう。

具体的な山スキールー トとしては,県東部では自鳥山,焼 山,黒菱山 ,

初雪山,鋲 ケ岳,小鹿熊山,大杉山,僧 ケ岳 (宇奈月尾根),高 峰山 ,

割谷ノ頭 (濁谷山),大 熊山 (コ ット谷),ブ ナクラ谷,キ ラズ山,小

佐波御前山 (猿倉山から)等 が挙げられる。

また,こ の うち内容の優れているものは境川流域の自鳥山及び焼山 ,

猫又山から派生する東芦見尾根の一ピー クである割谷ノ頭 (濁谷山),

神通川流域のキラズ山等であ り,特 に自鳥山及び焼山は県内中級山岳き

っての好ルー トであ り,北アルプス主脈の山々にも劣 らない素晴 らしい

斜面を持っている。

なお,鍬崎山や鉢伏山などがガイ ドブックに掲載 されているが,鍬崎

山は尾根ルー トを採る限 りその痩せ気味の地形から,鉢伏山は薮の濃い

下部斜面を考えると,共 に勧められるルー トとは言い難い。鍬崎山につ

― /0 -



いては,帰路の問題や雪崩の危険性が残るものの,谷 にルー トを採った

方が快適で充実 した山スキーができると思 う。

県西部では,楡原御鷹山,人尾御鷹山,牛岳,自 木峰,小 自木峰,金

岡1堂 山,人形山 (田 向尾根),医 王山等が挙げられる。

この中では,自 木峰,人形山 (田 向尾根),医 王山が比較的滑 られて

いるのではないか と思 うが,全体的には東部の山々と比ベスキー滑降の

快適さとい う点で劣る傾向にあるのではないか と思われる。

県西部の山々は,県東部の山々と比べ比較的穏やかな山容であること

から,快適なスキー滑降を求めようとするよりは,む しろ大門山から順

尾山のような縦走計画を組み,じ つくりと山を味わ う接 し方の方が良い

のではないか と思 う。

なお,医王山については,近年イオックス・アローザスキー場が開設

され,容易に稜線に立てるようになったことを特記 しておきたい。
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〔毛勝三山周辺の概要〕

毛勝三山は剣岳北方稜線の中核をなす山であ り,富 山平野からも個性

的でひ ときわ麗 しい山姿を誇っている。 しかし,こ の山々には登山道が

ないためか登山者か らも意外 と知 られていないし,実際に無雪期に登ろ

うとすれば谷をルー トに採ることにな り,時 には不安定な雪渓の処理な

ども要求されるため,春 よりも登るのがかえって難 しくなる。

春は,こ れら無雪期にたどる沢が雪で覆われ,最 も快適に登ることが

できる季節であ り, しかもこれ らの谷の大半が山スキーに適 したルー ト

となる。また,こ の山域の尾根については切 り立った岩峰はないものの ,

比較的急峻であ り又下部において薮が濃いことから,尾根に山スキール

ー トを求めるには無理がある。このことから,必然的に山スキールー ト

は谷筋に求められる事になり,山 スキーの実施時期も雪崩の危険性を考

えると一般的には 4月 下旬か ら 5月 中旬頃になる。

具体的な山スキールー トとしては,毛勝三山を巡る片貝川側の山スキ

ールー トは,奇 をてらうようなルー ト設定をしない限 り,中 間部に大滝

をもつ釜谷を除いて,東又谷,阿部木谷及び猫又谷が挙げられよう。ま

た,小 黒部谷側にも見出すことができるが,ア プローチが悪いことや ,

片貝川側の片貝山荘 (無 人)の ようなベースとなる山小屋がないためか

ほとんど滑 られていないといってよい。また,小黒部谷支流の中ノ谷に

ついては下部が連瀑帯 となってお り,そ の通過については無理である可

能性が高いので,稜線から小黒部谷側へのスキー滑降については,こ の

点を考慮に入れ,谷 から谷へ継続する等の必要があると思われる。

なお,毛勝三山を巡る山スキールー トに共通 していることとして,滑

り出しが急斜面であることや この山々の標高が比較的低いため他の北ア

ルプスの山々と比べ雪質が劣ることから,確実なスキー技術が必要であ

り,ス キー滑降時の転倒がそのまま事故に結び付 くので,雪 の状態を的

確に把握 し細心の注意を払って滑 りたい。

このため,初心者向きの山スキールー トとしては,地元山岳会でよく

滑 られているブナクラ谷を除いては無いので,山 行計画を立てる場合は

注意が必要である。
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〔立山・大 日岳周辺の概要〕

立山周辺は春山スキーのメッカであ り,4月 下旬に立山黒部アルペン

ルー トが開通すると多 くの人で賑わい始め,ルー トによって異なるが ,

一般的には 5月 中旬から 6月 上旬までがシーズンとなる。

山スキーのメインルー トとしては,雷鳥沢,浄土山南面,室堂から弥

陀 ケ原等が挙げられるが,近年,内蔵助谷,一 ノ越から東一 ノ越を経て

タンボ平,一 ノ越か ら御山谷等の黒部側にも多 くの人を見かけるように

なった。更に,こ れ以外にも余 り知 られていず,他 のルー トと比べ難 し

くなるものの,雄 山から御前谷や御山谷などの内容的にも充実 したルー

トも存在する。

また,立 山・山崎カールは,過去に何件もの事故が起きたことから現

在滑降禁止 となっているが,室堂側に滑 り込むルー トの中では最も優れ

た内容を持つものである。ただ,こ の山崎カールの滑降禁止措置につい

ては法的に何 ら裏付けのあるものではな く,多 くの問題点を残 している。

個人的には,こ の措置が撤廃 されるよう今後関係方面に再考を望みたい。

次に大 日岳周辺については,昔から山スキーで知 られた山であるにも

かかわらず,立 山・室堂周辺が雑踏 と化 し落ち着いた山行が望めないの

に対 し,ま だ静寂さを残す山域である。

主なもの としては,大 日岳か ら大 日平を経て称名に至るものと,大 日

岳から早乙女岳を経てコット谷を滑るルー トがある。両ルー トとも日帰

りで実施することができ,前者は大 日岳から大 日平へ向けこの立山 。大

日岳周辺でも屈指の大斜面を滑ることができ,後 者は斜面のスケールは

それほど大きくはないものの,こ の山域屈指の標高差を滑 り降 りること

ができる。また,奥大 日岳 と大 日岳のコルから大 日山谷への滑降も,雪
崩の危険性が残るものの,お そらく快適な滑降を楽 しめるだろ う。

なお,立 山 。大 日岳周辺はその大半は初級上から中級のルー トであ り,

人も多いことから充分な装備を持たず安易な山行をしている人も多 く見

受けられるが,北 アルプスの 3000m級 の山であることを忘れず,常
に慎重に行動 していただきたい。特に,視界不良時や天候悪化の兆 しが

ある場合は,無理な行動は控えたいものである。
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〔飢岳周辺の概要〕

朗岳周辺は一般的には岩登 りや雪稜登攀で全国的に知 られた山であ り,

山スキールー トについてはあま り知 られていない。 しかし,こ の山域は

日本有数の豪雪地帯であ り,豊富な雪に埋もれた谷は快適な山スキール

ー トとなる。また,シーズンの始まりは立山黒部アルペンルー トの開通

する 4月 下旬からとなる。しか し, 5月 上旬まではかな りの降雪に見舞

われることもあ り,雪崩の危険性も残ることから,真に快適なシーズン

は 5月 中下旬から 6月 上旬頃 といえるだろ う。また, 5月 16日 以降は

富山県登山条例に基づ く登山届の提出義務がないことも利点 といえるだ

ろ う。

奴岳周辺の山スキールー トは大別 してその東面 と西面に分けられ,概

していえば,東面は落石も少な く明るくアルペン的な山スキーができる

のに対 し,西面は比較的暗 く落石が多いものの東面以上に豪快で充実 し

た山スキーができることに特徴がある。

具体的には,東面では朗沢,平蔵谷,別 山沢,長次郎谷,真砂沢,三

ノ窓谷,小窓谷及び池ノ平山,西面では立山川,池 ノ谷左俣 ,西仙人谷

及び大窓か ら自萩川などがある。そのほとんどのルー トは中級ないし上

級向けであるが,山 の豊富な経験があれば小窓谷や飢沢などはスキー技

術に多少の不安があっても充分 こなすことができる。一方,一般的に考

えられる山スキールー トでは本邦でも屈指の内容を持ち,厳 しく充実 し

た山行ができるものとしては池 ノ谷左俣 と西仙人谷が挙げられる。両ル

ー トとも急斜面のスキー滑降の技術のみならずデブ リや落石の処理,下

部においては渡渉 と,ほ とんどあ りとあらゆる技術を要求される。更に ,

快適なスキー滑降に徹することができるのは真砂沢であ り,最 もアルペ

ン的なスキー滑降ができるのは長次郎谷である。

このように,創岳周辺はいろいろな特徴を持つ秀でた山スキールー ト

が数多 くあるにもかかわらず,鋼沢,立 山川 ,真砂沢,大窓か ら白萩川

等のごく限 られた山スキールー トのみ しか滑 られていないのは誠に残念

である。なお,東大谷については,地図等で推察する限 り滑降可能 と思

われる谷もない訳ではないが,一般的とは思われないので,こ こでは説

明を避けた。

―/年 _



〔白馬岳・後立山連峰周辺の概要〕

白馬岳周辺は日本有数の豪雪地帯であることや山スキーに適 した山容

であることなどから,本邦屈指の有名な山スキールー トが数多 く存在 し,

初心者から上級者まで楽 しめる山域である。

この山域を概観すると,お おむね中級者向きの山スキールー トが多 く

存在する蓮華温泉周辺のエ リア,主 に初心者向きで 日帰 りできる山スキ

ールー トが多 く存在する栂池周辺のエ リア及び沢や谷を中心に比較的急

な斜面を持つ中 。上級者向きの山スキールー トが多 く存在する猿倉及び

鑓温泉周辺のエ リアに大別できる。

また,山 行時期の始期は 3月 下旬から栂池をベースとした初心者向き

のルー トに始ま り,終期は沢や谷のルー トを主体に 5月 下旬から 6月 上

旬までといえる。

具体的な山スキールー トとしては,蓮華温泉周辺のエ リアでは,蓮華

温泉から朝 日岳 (白 高地沢)往復及び雪倉岳 (滝 ノ沢)往復等がよく滑

られている.こ れ ら以外にも,雪倉岳北面から白高地沢,朝 日岳五輸尾

根等があ り,いずれも内容のあるルー トである。また,朝 日岳北方にあ

る長栂山北斜面は上級者向きのロングルー トであ り,後立山連峰随一の

大斜面を持ち素晴らしい山スキーができる。

栂池周辺のエ リアでは,栂池～天狗原～振子沢～蓮華温泉～角小屋峠

～木地屋集落,天狗原～風吹大池～木地屋集落,栂池から自馬乗鞍岳往

復 ,天狗原～山ノ神尾根がよく滑 られている。この他にも自馬乗鞍岳か

ら蓮華温泉 ,栂池～天狗原～風吹大池～紙すき牧場 ,栂池か ら岩岳スキ

ー場などがある。

これらに共通 していることは,その多 くが緩斜面の続 くロングルー ト

であ り,良 い リーダーのもとに初心者でも日帰 りで思 う存分に滑 り尽 く

すことができる快適な山スキールー トであることである。

猿倉及び鑓温泉周辺のエ リアでは,自 馬乗鞍岳か ら金山沢,猿倉から

白馬岳大雪渓,自 馬鑓 ケ岳 と杓子岳のコルから杓子沢,自 馬鑓 ケ岳から

鑓温泉などがよく滑 られている。この他にも,杓子岳双子尾根の樺平辺

りから長走沢或いは杓子沢,小 日向山奥ノ滝ノ沢などがある。

このエ リアは,朝 日岳や栂池周辺の山々と比べ山容が険しいことか ら,
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鋼岳 と同様 ,主 に沢や谷のスキー滑降を主体 とした中・上級者向きの山

スキールー トが多 く,こ のため山行時期も 4月 下旬から 6月 上旬の遅い

時期 となる。

次に,自 馬岳周辺を除 く後立山連峰については,山 スキーの適期は一

般的に尾根ルー トは 3月 下旬頃から 5月 中旬までであ り,沢や谷のルー

トについては 4月 下旬頃から 6月 上旬頃までである。

具体的な山スキールー トとしては,人方尾根か ら唐松岳往復,遠見尾

根から五龍岳往復,針 ノ木岳大雪渓等がよく滑 られているが,こ の他に

も五龍岳 白岳沢や爺 ケ岳西沢等快適な山スキールー トが存在する。

これ らの山域は,比較的険 しい山容であ り積雪量も多いことか ら,谷

筋をルー トに採ればこの他にも多 くの山スキールー トが存在するものと

思われる。
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〔大糸線沿線の中級山岳の概要〕

西海谷山稜を含む大糸線沿線の山々は,標高 1000mか ら1500

m前後 と低いことなどから,大渚山等のガイ ドブックに掲載 されたルー

トを除いて,登 山者か らほとん ど顧みられない山域である。

しかし,積雪量が多いためかな り標高の低いところまでスキー滑降が

可能であることから,一般的に 1000m前 後の滑降標高差があ り又黒

姫山,明 星山,頚城駒 ケ岳等においては,山 容が特異であることから他

の山域 と違った独特の雰囲気の中での山スキーができることに特徴があ

る。

山行の適期は,一般的には 3月 上旬か ら4月 中旬の早い時期までであ

るが,こ の山域は積雪量が多いものの赤禿山等ブッシュの多い斜面も多

いことから,地図か ら推測 される斜面の広 さや傾斜だけでは,山 スキー

ルー トの状況を把握するには限界がある。したがって,山 スキールー ト

に採る斜面の向きや植林の状況等も踏まえながら又ほとんどない とはい

えその他いろいろな情報を加味 しながら山行を立てる必要があるので注

意 したい。

具体的な山スキールー トとしては,山 寺集落から頚城駒 ケ岳往復,頚

城駒 ケ岳か ら湯元ノ沢,雨飾山南稜,大草連集落か ら大渚山往復,大渚

山か ら横川林道,小谷温泉から大渚山往復,山 ノ坊集落から赤禿山往復 ,

岡集落か ら明星山往復,青海町から黒姫山往復等がある。その半数は初

心者向けの山スキールー トであるが,雨飾山南稜においては,雪稜登攀

の技術が必要であ り,ま た,明星山往復,黒姫山往復及び駒 ケ岳湯元ノ

沢のルー トにおいては急斜面のスキー滑降が要求されることか ら,こ れ

らの各ルー トにおいては雪の状態を的確に把握すると共に確実なスキー

技術やそれな りの登山技術が必要である。
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〔頚城・笹倉温泉周辺の概要〕

頚城・笹倉温泉周辺の山域は,西 に東海谷山稜,東 に空沢尾根,鉾 ケ

岳,南に火打山,焼 山北面台地が存在 し,雪稜登攀 と山スキーに絶好の

フィール ドを提供 してくれる。

この山域の特徴は,第一に, 3月 上旬で 3～ 4mに 及ぶ豊富な積雪量

によリブッシュが殆 ど隠れ,多 くの快適な山スキールー トが存在する反

面,3月 までは天候に恵まれることも稀であることに相侯って,ルー ト

ファインディングが難 しいことにある。第二に,こ の山域の地形が平坦

な台地状であるか或いは切 り立ったナイフエッジ又は懸崖であることが

多 く,そ の中間的な地形は少ないことである。例えば,鉢 山,阿爾陀山

及び烏帽子岳周辺の東海谷山稜は,積雪期にヒマラヤ装をかける急峻な

山稜であ り,火砕流の影響を受けた焼山北面台地等は積雪期には雪の砂

漠 と化してしま う。また,放 山はこの山域でも特に複雑な地形 となって

お り,平坦な地形に加え,地図上では判断し難いような支稜が複雑に入

り組んでいる。

なお,こ の山域の山行適期は一般的には 3月 上旬から4月 中旬であ り,

気象条件や雪質等か ら考えると 3月 末か ら4月 上旬までが最適期である。

また, 3月 中旬か らは日毎に雪解けがすすみ,それにつれてルー トの

状況も刻々と変化するので注意 したい。

次に,頚城・笹倉温泉周辺山域の山スキールー トについては,東海谷

山稜の鉢山,阿爾陀山及び鳥帽子岳を中心 とするエ リア,昼 闇山及び焼

山北面台地を中心 とするエ リア,放 山及び空沢山を中心 とするエ リアに

大別できるので,それぞれの山域ごとにその概要を述べることとする。

〔鉢山,阿爾陀山及び烏帽子岳を中心 とするエ リア〕

この山域は,急峻な地形のため雪稜登攀 と山スキーを組合せることが

できる山域である。

また,既存のガイ ドブックによれば吉尾平を中心 としたものに限られ

るが,そ の他にもい くつかのルー トが存在する。

具体的な山スキールー トとしては,見滝集落から鳥帽子岳,前烏帽子

岳から砂場集落或いは湯川内集落,焼 山温泉からアケビ平,吉尾平を経

て鉢山或いは阿爾陀山南峰往復 ,吉尾平から烏帽子岳東稜,焼 山温泉か
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ら新田山往復等が挙げられる。この うち,吉尾平か ら鉢山,阿蒲陀山南

峰,烏帽子岳東稜は,雪稜登攀の要素を多分に持ち,その成否は雪の状

態や気象条件によりかな り左右 される。更に,見滝集落か ら鳥帽子岳の

ルー トは,比較的安全で滑降距離も長 く変化に富んだ山スキーができ ,

新田山は初心者向きの広 く快適な斜面を持つ。

なお,近年アケビ平は植林の杉が伸びて山スキーに向かな くなった。

素晴らしい雪原であった昔 日を考えると大変借 しく思われるが,こ れに

代わるもの として前鳥帽子岳か ら砂場集落或いは湯川内集落のルー トが

あるので,東海谷山稜登攀後の下山ルー トとしてもっと見直すべきであ

ると思われる。

〔昼闇山及び焼山北面台地を中心 とするエ リア〕

この山域は,積雪期にはとりわけ稜線の自さが目立つ ところである。

特に,焼 山北面台地は本邦でも屈指の山スキールー トであ り,そ のスケ

ール,斜面の快適 さは筆舌に尽 くし難い。また,昼 闇山も記録は稀であ

るものの,雪 の状態をしっか り把握 して滑れば変化に富んだ面 白い山ス

キーができる。

具体的な山スキールー トとしては,焼 山北面台地,昼闇山北東尾根か

ら昼闇山往復,昼闇山から昼闇谷,昼闇山肩から昼闇谷が挙げられる。

この うち,焼 山北面台地は広大で日本離れ したスケールを持 ち,文句な

く本邦を代表するルー トである。一般的には他の縦走ルー トと継続 して

滑ることとなるが,こ のルー トの地形的特徴から視界不良時には行動不

能 となるので,予備 日を十分に持って山行に臨みたい。更に,昼闇谷は

海谷山塊屈指の大斜面を持ち,雪崩の危険性は残るものの,こ の山域屈

指の快適な山スキーができ,昼 闇山北東尾根も上部は痩せ尾根であ リス

キーに向かないものの,中 。下半部は快適な山スキーができる。

〔放山及び空沢山を中心 とするエ リア〕

放山及び空沢山は,山 そのものの派手 さがないためか,ま った く記録

の見ない山域である。しか し,空沢山か ら北東に延びる尾根に代表され

るように,こ のエ リアも山スキーに適 してお り,笹倉温泉周辺の山域で

も最も快適な山スキーができる可能性を秘めているといっても過言では

ない と思われる。ただ,そ の地形からルー トは限られてくる。また,鉾

ケ岳についても記録が見られない。この山は東海谷山稜 と同様に急峻で
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あ り,能生谷側の湯沢川のようにルー トがない訳ではないが,雪崩の危

険性も高 く滑る時期も限られて くる。

具体的な山スキールー トとしては,笹倉温泉から放山往復,放 山から

西飛山集落或いは西飛山ダム,笹倉温泉から空沢山往復 ,空沢山北東尾

根 (仮称)等が挙げられる。この うち,空沢山北東尾根 (仮称)はいか

にもこの山域 らしい広 くブッシュの少ない山スキーに適 した斜面を持ち ,

この山域屈指の快適な山スキーができる。更に,放 山から西飛山集落ヘ

のルー トは大きな斜面がないこと等から派手さはないものの,滑降距離

も長 く落ち着いた雰囲気の中で楽 しい山スキーができる。

なお,笹倉温泉か ら放山往復ルー トは,ア プローチが良いためか比較

的良 く滑 られているが,近年このルー トの下半部の植林の杉が伸び,昔

ほどの快適 さがな くな りつつある。
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〔妙高山塊の概要〕

妙高山塊は立山や 自馬岳周辺などと並んで,山 スキーについては全国

的に知 られたエ リアである。その中心は火打山周辺であ り,主に笹 ケ峰

側の南面がよく滑 られている。特に,黒沢池及び高谷池周辺は,通常シ

ーズンとなる 4月 下旬の早い時期であれば笹 ケ峰まで道路が除雪され又

高谷池 ヒュッテや黒沢池 ヒュッテも営業を開始する (高谷池 ヒュッテに

ついては営業期間外は開放されている。)こ ともあ り,火打山を滑る山

スキーヤーで活況を呈してくる。また,妙高山や天狗原山周辺について

もい くつかの山スキールー トが存在 している。

山スキーの適期は,ご く初心者向きのショー トルー トを除いて, 3月

下旬から4月 下旬ないし 5月 中旬頃までである。

具体的な山スキールー トとしては,妙高山周辺では燕温泉か ら神奈山

往復,赤倉スキー場から妙高山往復,杉 の原国際スキー場か ら三田原山

往復 ,火打山周辺では笹 ケ峰か ら高谷池を経て火打山往復,高谷池から

高谷尻沢,火打山か ら澄川,黒沢池或いは高谷池か ら茶臼山北斜面,焼

山 。天狗原山周辺では焼山北面台地,天狗原山或いは金山から杉ノ沢橋

等がある。しかし,こ の うちこの山域の真価を発揮する火打山や焼山等

の北斜面は,素晴らしいロングルー トであるにもかかわらず,ほ とんど

顧み られていないのは大変残念である。

その主なものとしては焼山北面台地 と澄川があるが,両ルー トとも標

高差 2000mも のスキー滑降ができ,本邦を代表する内容を持つもの

である。また,記録はほとんどないものの,そ の他にも例えば火打山か

ら新建尾根を経て焼山北面台地へ滑 りこむルー トなど,自 分達だけの隠

れた素晴らしいルー トを見出す ことも不可能ではない とい う魅力もある。

その他 としては,妙高山域か らはずれるが,青 田難波山や大怪無山等

の矢代山域も豊富な積雪量 と広い斜面が存在することか ら快適な山スキ

ーが楽 しめる。
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〔その他の山域の概要〕

本書で該当する記録はないものの,他 にも興味ある山域があるので ,

その概要を紹介する。

(1)奥黒部周辺

主な山スキールー トとしては,新穂高から立山縦走,北 ノ俣西斜面

(神 岡新道),薬 師岳から太郎平,薬師岳金作谷等が挙げられる。近年 ,

新穂高から立山へ縦走するルー トがよく実施されていることからもわか

るように,奥黒部は山スキーに適 した山域である。その良さは山スキー

向きの広い斜面 と山の奥深 さにあると思われるが,逆にこの奥深 さのた

めに山行に長期の日数が必要であるとい う問題を抱えている。このこと

から,なかなか手の出しにくい山域であると思われるが,時期を選べば

他の山域 と同様に比較的短い期間で実施することができる。それは,通

常 6月 1日 に有峰林道が開通するので,こ れを待って 6月 上旬に実施す

る方法である。そ うすればアプローチの長さも解消できるし,天候もこ

の頃になれば比較的安定するので,太郎平にベースを置き,北 ノ俣岳や

薬師岳を 2泊 3日 程度の日程で山行を実施できる。それ以前であれば ,

入山口は新穂高 と神岡新道に限 られるので,前者か らみれば不利である

ことは否めない。

(2)槍・穂高岳,笠 ヶ岳周辺

槍・穂高岳周辺は,飢岳周辺 と同様,そ の地形的特徴か ら谷沿いのル

ー トに限 られて くる中・上級者向きの山域である。主な山スキールー ト

は,信州側では槍 ケ岳から槍沢,槍 ケ岳～天狗原～横尾谷右俣,北穂高

岳或いは奥穂高岳 。自出沢のコルから涸沢,飛騨側では槍 ケ岳から飛騨

沢等がよく滑 られているが,こ の他にも谷筋を丹念に探ればい くつかの

山スキールー トを見出すことができると思 う。

また,笠 ヶ岳周辺については,六κ

…

等の山スキールー トが

ある他,杓子平から穴毛谷本谷も滑降可能 と聞 く。ただ,穴毛谷本谷に

ついては,中間部に穴毛ノ大滝 (40m)を 持つことから, この通過が

ポイン トとなる。

(3)自 山周辺

自山については,別 当出合から砂防新道を経由し,山 頂を往復するル
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― 卜や頂上から南竜 ケ馬場へ滑 り込むルー トがよく滑 られているが,こ

れ ら以外のルー トについてはほ とんど顧み られていない といってよい。

自山周辺は豊富な積雪量があ り,谷沿いのルー ト,例 えば赤谷なども滑

降可能であることか ら,も っといろいろなルー トが滑 られてもよいので

はないか と思 う。なお,自 山の岐阜県側についてもアプローチが悪いた

めほとん ど記録を見ない山域であ り,ま だ開拓の余地が残されていると

思われる。

また,自 山以外 としては,岐阜県側の三方崩山がその山容か ら推察す

ると楽 しい山スキーができるのではないか と思 う。


