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平小屋～小黒部谷ん大窓～ 白萩 川～馬場島

酒 井 正裕

くは じめ に〉

おそ らく約 10年 以上 も前か ら,剣 岳 を山スキーで一月する ことを考

えていた。 しば らくその機会 は得 られなか ったが,平成 元年 に鍛沢,三

ノ窓谷往復,小 窓谷か ら西仙人谷のルー トを滑 りようや く夢 がかな った。

同時に,次 のステ ップ として池 ノ谷 の滑降が私の課題 とな った。 これ は ,

天候やメンバー等の問題 か ら失敗の連続であ ったが,そ れ も昨年 なん と

か真砂沢 ,長 次郎谷往復 ,三 ノ窓谷 ,池 ノ谷のル ー トで成功 させ るこ と

ができた。朗岳の山スキーは この山行で内容的にはほぼ 目的 を果 た して

しまったが,あ と残 る とすれ ば 自ず と残 りのめぼ しいル ー トを全部滑 る

ことだった。 この山行 は,ど この斜面 をいかに滑 るか ということ以上 に ,

そ ういった意味合 いのほ うが大 きな ウエー トを占めたものだった。

振 り返 って見ると,夏 山の初歩的な縦走 をしたのが切 っ掛 けで,ま さ

か この ような山に登 る とは当時は夢 にも思わなか った。私 は別 に剣岳 に

憧 れた訳 ではないが,結 果 と して四季 を通 じて剣岳 には 10回 ほ ど入 山

することとなっていた。

一方,知 岳以上 に入 山 し,山 行回数 も剣岳の 3,4倍 はある海谷 山稜

は依然 と して課題 とするルー トが残 り,何 か皮 肉なもの を感 じざる を得

な いが, しか し,こ の ことによって未 だ私 自身の 目標 が消え去 った訳 で

はな く,却 って救われ るような気が している。

それは,山 行後半の大窓への登 りの途 中,あ と何 m登 ればこの山行 の

登 りもな くなる。それ と同時 に一つの 目標 がほぼ達成 され る反 面,一 つ

の 目標 が確実 にな くな って しまうと思 いつつ登 っていたことに表れて い

る と思 う。現実 に,こ の山行 を達成 することは,一 般 的に考 え られ る鍛

岳 の山スキール ー トをほ とん ど全て滑 り尽 くす というこ とであ る。完全

に滑 り尽 くしたか といえば,確 かに室堂乗越 か ら立山川 のル ー トが残 っ

て はいるが,こ のル ー トは現在 では毎年多 くの人 が滑 ってお り,今 の私
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には とるに足 らないものであ った。

また,今 回の山行 では,全 くの偶然であ るが昨年遭難 した登 山者の遺

品 を下山 した馬場島で 見た。 それは,た またま食事 に立 ち寄 った家族 の

森 中央管理セ ンターの軒先 に,ボ ロボ ロに引きちぎ られ′S、 やけたザイル

の切れ端 ,黒 く土で汚れた下着等 が並べてあったのであ る。そ こに警察

署の人が いたので事情 を聞いてみる と,昨 秋剣岳北方稜線 で転落 した登

山者の もの らしく,新 間の切 り抜 き を見せ て くれ,遺 品 を東京在住の遺

族 のもとに送 る旨を教 えて くれた。遺品 をみて,思 わず 「こんなもの を

遺族 に送 って も一体何 になるのだろう。 Jと 言 って しまい,後 で遺族 の

人や捜索 にあた った人 たちの ことを考える ととんでもな いことを言 って

しまったのではないか と後悔 したが,日 に出さな くとも誰 もがそ う思わ

ざるを得 ないほ どひ どいもの だった。後で よく見る と,遺 品に混 じって

まだ自骨化する前 の足の もの らしい骨が一本あった。生前の登 山者 を私

は知 らな いが,そ れは余 りに も変わ り果 てた姿であ った。あ る意 味で ,

あ ま りに も剣岳 らしい剣岳の山スキールー トの研究の終わ りに,私 は言

葉 を無 く して しまった。

く行動概 略〉

第 1日

・室堂 か ら剣沢 を経 て平蔵谷往復,二 股

室堂か ら剣御前小屋 までは,残雪の量が多 く浄 上川 が雪 で埋 まって い

れ ば,室 堂小屋 の先か ら浄土川 に滑 り込み雷鳥沢 の天場 に向か う。雷鳥

沢 の天場 か らは,雷鳥沢 を錮御前小屋 目指 して登 る。 この登 りは,毎 度

の ことであるが,か な りきつ いものである。

剣御前小屋でひ と休 み してか ら,広 大な剣沢源頭部 を滑 る。 この斜 面

は,傾 斜 も適度 で初心 者で も楽 しいスキー となるだろう。やがて,鍛 沢

左岸の岩壁 が発達 して くれば平蔵谷 出合である。 スキーの技術 にもよる

が,剣御前小屋 か ら 15分 もあれば着 いて しまう。

ここか ら見る平蔵谷 は,地 図で推測するの と異 な り,等 傾斜 でほぼ 一

直線 に稜線へ突 き上 げている。 この登 りは,他 の剣岳の谷 と同様 に単調

であ り,雪 の状態 によっては シールが有効 であるが,ビ ッケル とアイゼ

ンは持参 した方がよいだろう。 なお,こ の山行では,時 間的制約か ら標
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高 2700m付 近 か ら滑降 を開始 した。

平蔵谷 のスキー滑降 は,上 部斜面が広 く快適であるものの,下 半部 は

やや狭 く雪渓上 に小石 もあることか ら,長 次郎谷等の ような快 適 さは少

な く,ま た,知 岳東面 の他の谷 と比べると全体 にやや暗 い感 じのする谷

である。 しか し,剣 岳 を巡る山スキールー トの中では,頂 上近 くに突 き

上 げている谷で もあ り無視できない存在であ ろう。

平蔵谷 出合か らは,一 路二股へ向か う。 二股 までは,そ の年 の残雪量

にもよるが,残 雪量が多 く剣沢の渡渉がなければ 30分 ほ どで着 いて し

ま う。

第 2日

二股か ら北般 を経て小窓谷及び池平山往復,池 の平小屋か ら小黒部谷

二股か らは,ア ップダウンの多 い北股 を行 く。やがて,谷 は左 は小窓

谷へ,右 は池の平へ と分岐す る。 ここは平坦であ り, 5月 下旬 頃であれ

ば,場合 によっては水 も容易に補給 でき幕営適地 とな っている。 ここか

らは,荷 物 をデポ し軽装で小窓谷へ 向か う。小窓谷は,最 初 は少 し急 で

あ るが,登 ること僅 かで谷 は右に折れ,稜 線 まで広 く緩 い傾斜 で一直線

に続 いて いる。小窓谷 はこの ような地形的特徴 と,右岸 の三 ノ窓尾根 の

岩壁が発達 し,ア ルベ ン的な雰囲気 を醸 し出 して いることか ら,朗 岳周

辺 の谷の中でも最 も明る く開放的な谷である。小窓 か らの滑降 は,こ の

よ うな緩 やかで広 い谷 を自由気儘 に滑 る。デブ リで荒れ ている斜面 もほ

とん どな く,大 変快適 なスキー滑降である。

先程荷物 をデポ した ところに戻 り,今 度 は池平 山に向けて登 る。谷 は

直 ぐに三分 し,左 の谷 に入る とやがて平坦 な雪原 に出る。 ここは,平 ノ

池 の南端 にあた り,西 には池平 山下部の広 い斜面 が望 まれる。 坦 々とこ

の斜面中央 を登 り続 けると,上 部 (標高 23001n付 近 )は 急斜面 とな

り,右 の不明瞭な尾根 に一旦上 がる。 ここか らは,こ の尾根 に沿 って登

る。 この尾根 は,頂 上が近 くなる と稜線 に沿 って露岩 が出てきて平坦 と

なる。頂上はこの先であるが,稜線 に沿 って薮が出ているので,ス キー

滑 降だけ を考えるとこれ以上登 っても意味はないだろう。 なお,頂 上ヘ

は小窓側 の雪 を拾 って登ることとなるだろう。

池平山のスキー滑降は,高 度感のある急斜面が一部あ るものの,広 く

快 適な斜面の滑降の面 白さは小窓谷 を凌 ぐものであ ろう。
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平の池 か ら少 し登 り池の平小屋 に着 く。 ここも幕営適地であ り,雰 囲

気 的には ここで幕営 した くなる ところであ るが,こ こか ら小黒部谷へ滑

り込む斜 面 は急 でやや狭 いことか ら,雪 が クラス トした早朝時のスキー

滑降 を避 けるため,こ こは是非小黒部谷 に滑 り込 んでおきたい。

第 3日

小黒部谷 か ら大窓 を経て 自萩川 ,馬場 島

小黒部谷 1525m地 点か ら大窓 に向けて広 い谷 を登 る。 この谷 は ,

傾斜 もそれ程 きつ くな く登 りやす い谷であ るが,稜線上 には小 さな雪庇

が張 り出 してお り, 5月 上・ 中旬頃 だとその乗越 しに苦労するかも しれ

な い。 この山行 では,谷 の中央やや左か らなん とか ピッケル を使わな く

とも乗 り越 すこ とがで きた。

大窓か らは自萩川へ滑 り込 む。 この谷 は,富 山平野か らもは っき り望

め る広 い谷であ るが,実 際 に滑 って見ると,谷 中央 に支尾根 が走 り谷全

体 が左右 に分断 され た ような地形 となって いる。大窓 か ら滑 った場合 ,

普通であれ ば上 か ら見て右斜面 (以 下同 じ。 )を 滑 るこ ととな るが,こ

の場合, しば らく滑 る と雪が途切れて しまい (標 高 2000m付 近 と思

われ る。),こ れ よ り下へは まっす ぐスキーで滑 ることは不可能 となる。

(こ の山行 では,斜面 の雪の途切れ る少 し手前か ら,左 斜面へ移 って滑

ったが,こ の斜面の末端 も雪 がな くな り,そ の上 ガ レ場 とな って下れな

くな って しまった。そのため,再度 少 し登 り返 し右斜面 (こ こへ下る と

ころもガ レ場 )へ補助 ロープを使用 して下 り滑 り降 りた。 (ル ー ト詳細

図 大窓 か ら三 又参照。))

このため,こ の谷 を効率 よ く又な るべ く快適 に滑 ろうとすれ ば,二 つ

の方法が考 え られ る。 一つは,右斜面 を大窓か ら少 し滑 り降 りた後 ,直

ぐに右岸 の岩壁 基部辺 りか ら右寄 りの雪渓 に滑 り込む方法であ り,も う

一つは,大 窓か ら無理 をして も左斜面に入 り,こ の斜面 の末端少 し手前

で支尾根 を越 えて右斜 面に降 りる方法であ る。前者 はザ イルの必要性 は

な いものの,斜 面が狭 く滑 りづ らい という欠点があ り,後 者 はスキーの

滑 りは問題ないものの,初 めに左斜面へ抜 ける苦労 と右斜面に移 る時に

ザ イルが必要 になるか も しれ ないという欠点があ る。 いずれに しても ,

5月 下旬 にこの谷 を滑 るのはあ ま り快適ではないだろう。 この谷 を滑 る

のが主な 目的であれば,む しろ 5月 上旬の方が適 していると思 われ るが ,
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5月 上旬 であ つても途 中で雪 が途切れて しまう可能性 がないとは言えな

い と思 う。

なお,こ の谷下部 は今 まで述べた ようにガ レが多 いためか落石 も多 く

注意 しな ければな らない。 また,こ のため西仙人谷 出合手前 (特 に標高

1700m付 近 )は ス キー滑 降が不可能 な くらい雪渓上 に石が散乱 して

いる。

いずれ に して も,こ の谷の下部 は慎重 に行動 したい。西仙人谷 出合 に

着 けば谷 の傾斜 も緩 くな り,落 石の危険性 もほ とん どな くなるので一息

つ けるであろう。

西仙人谷 出合 か ら雷岩手前 までは沢が完全 に雪 で埋 ま り,石 や木 々れ

が雪渓上 に残 っているものの,安心 して滑 ることができる。

雷岩手前 か らは,水 流が出ている ところもあるのでスキー を脱 ぎ,取

入 口までは 4, 5回 の渡渉で着 くことがで きる。 なお,渡 渉は通常の水

量 であれ ば膝上 ぐらいである。

取入日か らは,あ とは林道 を4, 50分 歩 き,馬 場島の家族 の森 中央

管理セ ンターに着 く。

くメンバ ー〉

酒井正裕単独

くコース タイム等〉

平成 6年 5月 28日 (快 晴 )

室堂 (9:00)一 雷鳥沢 (9

～ 30)一 平 蔵 谷 出合 (12

(15:45)一 平蔵谷 出合 (1

5月 29日 (晴れの ち曇 り)

二股 (4:15)一 北股・池の平分岐 (5:15)― 小窓 (7:00

～ 7:15)一 北股・池 の平分岐 (7:25～ 7:40)一 平 ノ池

手前 (標高 1900m)(8:10)一 池平 山 (10:40)一 平

ノ池 手 前 (標 高 1900m)(10:50～ 11:40)

一池 の平小屋 (12:20～ 13:00)― 小 黒 部谷 1525m

(13:20)
5月 30日 (晴 れの ち曇 り)

小黒 部谷 1525m(4:50)一 大窓 (7:30～ 8:30)―
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:30)一 剣御前小屋 (12:15

:45)― 平 蔵 谷 標 高 2700m

6:00)一 二股 (16:30)



三又 (10:10)― 雷岩 (10:50)一 馬場島 (12:45)

く装備〉

ピッケル,ア イゼ ン,補助 ザイル

〈山行適期〉

5月 上旬～ 5月 下旬

〈滑降距離等〉

滑降距離 約 15.Okm 滑降高度差 約 4800m

滑降斜 面の最大斜度 約 32度 (平蔵谷 )

〈グ レー ド〉

総 合 上級   山岳技術 上級   スキー技術 中級

〈1/25000の 地図〉

剣岳,立 山,十 字峡

くその他 〉

・別 山沢 もスキーに適 した谷 と思われるが, 5月 下旬 だ と剣沢 か ら別 山

沢 へ移 る稜線の乗越 し部分 は雪がない。 したが って,別 山沢 をル ー トに

採 る場合 は, 5月 上旬 の方が適 して いるだ ろう。

・馬場島か らはバス等 の交通機関がないの で,タ クシー を利用 するこ と

となる。電話は家族の森 中央管理セ ンター (三 角の鉄筋 の建物 ,道路 か

ら少 し奥 まった ところ)に ある。

なお,同 セ ンターは食事 もできる。
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