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今
`=の

ゴールデンウィークII I半は ,

なかなかはっきりしない天嵌が続いた

ため なんとしても行きたいと考えて

いた鹿島構ケ岳順上からの滑降を諦め

ぎるを得なかった

そこで仕方なく宮山の実暴から日帰

りで狙える毛踏出 東又谷を

“

ること

すこした この谷は 昨年潜る予定にし

ていたが 某たせなかったルー トだっ

た

また この山行で毛勝山のメインル

ー ト 仰 部木谷 猫又谷及びこの谷 )

を■ることになる このため 本■行

は鷹島槍″岳の代わりとはいえ メ 11

から気に卦っていたものの一つであっ

た

早朝富山|1内の実黎から 軽,Jで片

員に向かう 思ったほどす。きり晴れ

ていないので 視界が気に掛かった

又ヽ谷の分岐を迪ぎ 片貝山
=に

向

かう ネ道に入る 前方に同じく11■

にF・lか う車が何台も見え この山域の

最も販わう時期であることを今更なが

ら実感する

山荘すぐ手前で
=を

止め歩きはじめ

る 毛曲 はこれて道算 8回 日とな

り様子は大体わかるが それだけにこ

れから菫る阿洵木谷は体力的にきつい

のがわかっているため 少々不安であ

る 今シーズンはただできえ体力が市

ちていることと 成業の連続による慢

性的な睡眠不足でルカがたまっている

ことから 今年の山行は例外なくバテ

ている 体力が本当にもつのか心配で

ある

おまけに 登りはじめの林道の真中

で カモシカらしい死骸かlt沐 にまる

ごとひっかかっているのを見て 少々

気持が悪くなった

とにかく バテないように極力Ⅲっ

くりllま すにを心かけて歩く

やかて 板■を迎えるとJ・l都木谷は

狭くなり 両岸からのデブリで谷は完

全に雪で埋まる 歩きなれたルー トで

あるたけに 改めて今年の雪の多さに

籠かされる

大明神沢出合いで ま 先イバーティ

が休んでいるのを積 目に 毛

"谷

に人

る ここからは 変化に乏 しい雪誤を

ただ黙々と
'る

だけである 予想どお

り 頂上直下でバテてしまった

頂上には 前回この谷を登ったとき

より1時間も余計に■かってしまっ′
=頂上からは 自馬岳やall■ をはじめ

として見慣れた山々が見渡せたが ■

つているため今一つ冴えない

山頂の三角点検てスキーを履きこれ

から滑る東又谷の様子をうかがおうと

するが 高度感のある意な大斜面であ

るため, まったく下が見えない

出たしは 地図で地形を十分確認し

な・|ら慎中に潜らぎるを得なかった

きっと このルートを初めて滑る人で

あれば証でもそうなると思う

それでも 頂上から標高2030m付近

までは高廣感のあるスケールの大きい

清りが楽しめた 雪がクラス トしてい

る時の転倒は許されないが これはど

表晴らしい滑降は滅多に茫験 したこと

はない ブッシュのでているJヽ さな支

`―



ルート図 毛勝山東又谷
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尾根を目印にそのた (大滞水者よ)を

目指す

この斜面が終われば 谷らしくな り

斜面はやや狭くなるが デブリの少な

い斜面は大変快適であり 大清水
=供

までの高度差 650mは このルートの核

心静だつた

大裔水二俣に着き 今までの素
`″

ら

しい滑降を振り返る 前半の核,さ I`を

抜け ―時的てはあるが やうと一忠

ついた 上前を見ると 実際には二俣

状になっており中央から人る0は汐い

上に直ぐ雪が切れて岩が出ているのが

わかる 毛臓山の頂 ヒから滑った場合

頂上直下の大斜面中央をそのまま真 |●

直ぐ滑り降りてはいけないことがわか

つた

ここからの東又谷は広 く開けた級斜

面が続くので のんびりと

"る
ことが

できた かれこれ178年ほどもたった

だろうか 当時この谷で道に迷った場

げ旬に着水にあい 命からがら 山ヽし

た苦い思い出が彙るが 今日はそんな

思い出も桜かしくなるほど余裕がある

ゃがて右から,之丞谷を入れ しば

らく滑ると両岸とも号壁が切 り

'ち
ゴ

ルジユの様相を塁してくる 谷も狭く

なリデブリが出ている このゴルジュ

先には10m希の高さの二婚棚滝がある

が この高が露出しているようだと

この先の通過は厳しいことが予想され

る このことが 今山行確 ―の心配の

種だった
|●Iの多い年であったためもあつて力ヽ

本」

“
'て

は完全によ雌 っていたが こ

の ド部の標商 100m●近 (モ モアセ谷

出合手う|)で言浜が切れていた ここ

は 左岸の残雪をたどつて簡単に小 さ

く商巻けたが 例年のこの時,い であれ

ばこの箇所に残雪はないのて本来てあ

れば手間取ると思われることから 二

暗極滝からモモア●谷 II合手 |,ま では

ネルートのポイントといえると思う

高巻いた先からはまた広々とした谷

となり快週に滑り降りる やがて 右

から赤合谷を入れ しばらく滑ると電

理にてた

ここでスキーを脱ぎ 有爆沿いに逆

続する咽渠を3つばかり越せば取人口

に着く この先も谷は至るところ両岸

から押し出されたデプリで理まってい

るが アップダウンも多いことからス

キーを担いでll道 と思われるところを

ほぼ思実にたどり片貝山荘べ向かう

予想だにしなかった変イとのある棠嗜

らしい滑降ができたルートに 本当に

満ち足りた気持ちで家路をないた

1コ ースタイム】

富山(3=0)・片貝J「■ (510)― コル

(1205,毛 ¨ ■22うハ3 tO)三

階棚薇(1335,取 八日(1420,片

員山t(1う 10)

(慣井 正裕 記〉
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