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〔はじめに]

炒高 コ斑は 人′f山 を
'',卜

としていくつか

の山スキールー トがあるが ψ高J周辺は女

性釣 I● 火,|10と は対照IIな 山容のためか 滑

られているルー トは意外と少ない

事実 具体llなルー トを挙げれば  =‖ 原

1か ら池 ソ峰 i● |から妙市Jのルー ト等ぐ

らいで猥られている

本山行は 濁俣のスキー計欅をあきらめ

,かな記憶をたどつて llつ てみたのであるが

取 り立てて大きな群両はないものの 0高山

の持つ級ヽな雲,1気を楽しむことができる一

風´わつたものであつた

ただ 当初予定になかつたところを滑つた

ので 去%たと言われても|:方がない点があ

り 反省せねはならないと思つた

桁 動構略]

炒高の駅でばつたり小林さんと違い 一緒

に濁保へ向かうこととなつた

杉ソ原ゴンドラリフトの稼働開始時間を考

え 食事を済ました後タクシーに乗り込む

事前にll入れた情報では ゴンドラ ln駅か

ら上のリフトは動いていないとのこと 高谷

,し まではシーズンより少し時間がかからのは

■むを導ないと思つていた

9時を待●,て ゴントラにエリ込む 今のと

ころ展堡は良く 予報で「明 ]は 崩れる|と

報 していたのがち よつと不思語な くらいたつ

た

杉′原ゴントラリフト山口駅できつそ(ス

キーを臓き "高国際スキー場に・lけ ■■き

れたケレンテを少し進み 下り数になる手前

でイレンデからはずれて有手の斜面をする

ここを管りきると小さな支尾根となつてお

り これをたどる やがで た手にり高国際

スキー場が見えてくるので ゲレンデ 上部で

これをたとるが しばらく行くと:“5mの リ

フト終点に若く ここからえはトラバース気

妹に少し進むと小さな谷を人れ ,し下つて

これを磨す

いよいよ本格的な三円原山の,り にかかる

=m原
山まで臓れていれば戸嘔連山や北アル

プスを見ながら斜登高が続くところである
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ルート図 三田原山から妙高山力,し ,ラ半周
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嶽 ドには まるでゲレンデをぶわせるよう

な二出原山南斜面がはるかかなたまで続き

この斜雨を滑るパーテ ィも多く見受けられる

本来であれば気F● ちの良い登りだと思うが

しかし 私は最近多忙を極め = 4日 に 1

回は終tに関に合わないような 始 と人間ら

しい生活をしていないため ,く 足がtiに 出

ない そのつ●●菫烈な睡度が集つてきて Fl

みながら眠 りこけてしまう 当然 任線に1

るまでに予想以上の時 IIがかかつてしまつた

=田
原山ほ炒高」Jの外輪Jと はいえ本けに

匹敵するほどの標高を持ち カルデラ側に雪

庇を張 り出した■つないし四つのビークから

構成されており 頂「 は一番北のビークであ

るが この山項手前の小さなコルで 時間切

れのため濁倶を請めざるを得なかった

来たところを戻るのはあまりにも芸がない

ので 自分の被かな記憶をたどり 幕温泉に

,けて汁ることにする ■いごこは 部分的

ではあるが雪庇が出ていないので ここから

カルデラの底に滑り込む

息斜■ではあるものの 広い斜面であるこ

とからll通なスキーができるが 頭上の雪庇

のことも考えてカルデラの底まで迅速に滞リ

込む

滑 り込んだところは ちょうどカルデラの

最高地点でブ ッシュの少ない平坦な地形とな

つて いる

しばらくスキーを履いたまま歩くが カル

デラは徐々にlel斜 を増 してくるので 容易に

長助池に消 り込める ここも平コな雪原であ

り またスキーを履いたまま歩く

やかて 大合山からの支足獅 ,I合うよう

になると長助池も終わつ ここから人,沢の

社沢に |けて このり′― 卜では最も快週なス

キーが楽しめる

川囲の景観もいつのまにか男性的なものに

変わJ あちこちに独特の黒い岩層を見せる

II高 山ヽ有の′囲気は海谷を思わせる趣があ

る

大●沢をその右俣源ItXか ら左晨が出■った

先の神

'1岩
壁基部手前まで滑リ スキーを

●tし て右岸の台地に道い上がる

このIF7を 滑るかどうかはかなり迷つたが

この山域の谷の一般的な地形的特徴を考えて

決行したのが 結果的に一番いいルー トを退

んだことになったようだ

ここから またスキーで llる と台地末端に

出る 前方たには懲滝が見え 両岸共切り立

つた憑崖となつているので 有の枝沢に滑り

込む ここからは完全にスキーを外じ 先在

のように更に右岸の合地に立った後 地回上

の夏道にはほ沿つて進む この辺りから熊温

泉までは 投足のように思え 気分も緑んだ
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が 実厳にはここからが山場だつた

手に持つていた地国が 5万回で 詳細な読

国ができなかつたのも大きな原国だと思うが

私たちが,いる場所 と苺温泉の間には深 く明

れ落ちた人 ‖切川があり 通過可能なルー ト

も非常に限られていた おまけに どこから

来たかわからない トレー スが 却って私たち

を送オ,し ただけでなく こんなときに限つて

何時も持●●歩くザイルを持ち合わせていない

というお組末さ でも 嘆 |ても始まらない

0^の降 り『1を探 してかれこれ 2時間もう

ちうろしただろうか ビバータも半ぼ寛l.し

た頃  ■安林 」の看板を見つけ これを籟

りに下ることができた  (通例  保安林 |

の看板は登 1道や林道があることを意味して

いると考えてよい )

もう少し詳 しくいえば ルー ト詳細国で分

かるとおり  保安林 iの看様を日印に台地

末喘手前にある10～ 20mの岩壁をなから回リ

込み 米端の広い斜両を少し つヽて斜面有か

ら,ど地獄谷を数を伝つて下り 更に■で岬 ま

つたこの谷を少し ,つ てから ■が全面に付

いた対岸の最も傾斜のllい斜面を登って抜け

た 緩い斜面と言つてもかな り急であ リ ー

人では登れない小林さんを ストックの権を

つなぎ合わせてザイブレの代わ りとし なんと

か卸 きるという占しいものだった

かれこれするうちに 乗温泉に書いたのは

もうJよ くなる直前だつた

入浴した兼温泉は シーズンオフで

`も
私

たち以外は誰も層ず 安い人浴料金では制の

合わないようなもでなしを受けた

温泉の主人は妙間の山々に大変明るいよう

で色々な話をしてくれたが 今日のルートを

消つた人は大変珍しいとのことだつた

私がここをllろ うと思つた時 そんなこと

は全く考えていなかったが 珍しさでは近年

の堂山をの中では特筆ものであつたらしい

●はともあれ 最後は温泉にゆつたりつか

ることができ 良い印象で1■7をllえ ること

ができた

【コースタイム等l

平成
'年

4月 16日 (晴れ)

杉 ′原ゴントラ |コI・ (9100)― 三田原山

(10,15)―燕温泉 (18,00)

(途中 2時間ほどのロスタイムあり ,

【滑障距離等]

滑降距饉 43b 滑降高度差 約1050m

:そ の他】

杉フ原コンドラ先の妙高 L●I際 スキー場の

リフトは シーズン中と5月 の連体時は糠

働している力` その周は動ぃてぃな |ヽ こと

もあるので注意したい
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