
 

妙高高原ＢⅭ 山スキー 

 

２０２２年１月８日～１０ 

メンバー：Ｔ野・Ｉ崎・Ｋ井・Ａ原・Ｔ中ｍ・Ｔ村盛・Ｔ村恵・Ｔ山・Ｙ科・Ⅿ上・Ｋ林・Ｈ口ｙ 

 

 年末に延べ１６名で東北の山スキーを楽しんだばかりだが、すぐ翌週に嬉しいことに早くも３連休。 

であれば行くっきゃないね！！と妙高方面に出陣する。メンバーは１２名。ほとんどは先週一緒に滑った

面々でまるで家族のようだ。今回は、妙高高原にある安宿をベースに、三田原山・佐渡山・黒姫山・高デ

ッキ山・鍋倉山などの北信・妙高周辺の山々を滑ろうという企画である。嬉しいことに天気もまずまず良

さそうで、気温も上がらず晴天下でのパウダーに期待が膨らむ。今回もメンバーが多いので一応、メンバ

ーを４パーティに分けて、それぞれのリーダーを決めて行動する事にした。初めての試みだがどうなるこ

とか？ では報告です。 

 

１/７ 

車４台に便乗して、「道の駅しなの」で合流。人数が多いのでソーシャルディスタンスおよび、できる

だけ目立たないように考慮して、車中泊・テント・軒下に分かれてＳＢ。 

 

１/８  三田原山 

メンバー：Ｔ野・Ｉ崎・Ｋ井・Ａ原・Ｔ

中ｍ・Ｔ村盛・Ｔ村恵・Ｔ山・Ｙ科・Ⅿ

上・Ｋ林・Ｈ口ｙ 

 

 当初の計画は、前山滝沢尾根と三田原

山にメンバーを分けて入山するつもり

だったが、天気が良く、めったにない好

条件なので、結局、全員で景色の良い三

田原山を目指すことにする。起点の杉の

原スキー場は、シニア山スキーヤーに優

しく、５５歳以上はリフト券が割引にな

り、ゴンドラと長ーい高速リフトを乗り

継いでも￥1500と非常に好意的。 

 労せずに標高1850ｍまで運んでもら

い、山頂までの登高標高差はわずか約

450ｍ。それで滑降標高差が約1250ｍ＋

ゲレンデ滑降標高差（650ｍ）もあり滑

りごたえ充分、これでは人気が出るのも

納得というものであろう。この程度の登

りなら「三田原」ではなく、最近、年末

年始の飽食で「三段腹」と化した我々、

中高年パーティーでも充分楽しむこと

ができる。（もちろん、ちゃんと鍛えて

いてスリムな人もいるが・・・） 

 

■写真上 快晴のもと気合い入れて出

発！！ 

■写真下 高妻・乙妻に後立の銀屏風 



 

さて、このルートは最初に核心部が登場

する。雪崩リスクの高い沢の横断がそれで

ある。過去に事故も起きていて要注意箇所

であるが、今日に関しては雪は安定してい

て危険な香りは全くしない。それでも、対

岸に乗り上げるまでは結構な急斜面をトラ

バースするので、条件が悪い時に最初にト

レースを付けるのはかなり怖いだろう。対

岸に上がってしまえば、あとは広い斜面を

左上していくだけである。 

 登るにつれ俄然、景色が開けてくる。対

面に聳える重量感ある黒々とした黒姫、す

ぐ右には対照的に白銀に輝く急峻な尾根が

発達した高妻・乙妻のピラミダルな山容。

そして、その後ろには後立山連峰を中心に

した北アの銀屏風が近い。目を転じれば、

遠くに中ア・南ア・八ヶ岳連峰・それに富

士の甘食が霞む。さらに体をよじれば噴煙

上げる浅間・いつも冬にお世話になってい

る湯ノ丸・根子に志賀高原の山々も雲海の

上に浮かんでいる。 

 

ス・バ・ラ・シ・イ！！ 

 

ホント今日は無風快晴、気温は低いが行

動中はアウターいらずで軽快に登って行

ける。いつしか、厳つい造形のダケカンバ

の疎林となるが、荒々しい幹の毛羽立ちと、

全ての幹が同じ方向に傾いて立つ姿がい

かにも「風雪に耐えてる」感を醸し出して

いる。しかし、今日のように穏やかな天気

の時には幸いにもその惨状を想像すらで

きない。 

 

■写真上 稜線に着いたよ！！ 

■写真中 台形の妙高山バックに！！ 

■写真下 だいぶ降りた来たぞ。 

 

徐々に頭上の空が広がりを見せてくる

と三田原山の稜線は近い。息を弾ませて稜

線に上がると、今まで見えなかった見事な

台形型の妙高山が眼前に飛び込んでくる。

百名山の中では比較的近郊にありながら、

私にとって今だ未踏の山である。せっかくなら山スキーで訪れたいと思いつつ、山容の厳しさに二の足を

踏み、なかなか近づけないでいる山でもある。いっそ、雪のない時期にハイキングでサクッと登ってしま

おうか・・・。今日のような好条件なら行けそうな気もするのだが・・・なかなかこういう条件に恵まれ

ることはない。 

Ⅰ崎さんが、このまま火口を滑って、前山方面にトラバースして滝沢尾根を滑るルートにそそられてい



 

る。自分も行ってみたいが、今回はリ

ーダーなのでそれはＮＧ。誰か強い気

持ちで行きたい人がいれば行ってもら

おうと思っていたが、皆、遠慮もあっ

てか、手をあげるメンバーは現れなか

った。Ⅰ崎さんも他のメンバーの雰囲

気を悟って、全員で降りることに納得

したようである。 

厳冬期の無風快晴で少しもったいな

いとは思ったが、通常ルートとて上部

の滑降はダケカンバの疎林で雪質・傾

斜・ロケーション全てが素晴らしかっ

た！！雄たけびを上げ、途中、短く刻

みつつ滑っていく。基本、どこでも滑

れる斜面だが、欲望のままに最大傾斜

に沿って滑ると、後で平坦な林道歩きが

長くなり、苦労することになる。方向的

にはやや左気味に、そう、黒姫を正面に

見て滑れば大きな間違いはない。 

 

■写真上 重くなった雪をものともせ

ず滑る。 

■写真下 ゲレンデに戻ってきたぞ！ 

 

さすがに、気温は低いがこの日差しだ、

高度が下がっていくと、雪質が重くなっ

てくる。まあ仕方がない。ただ、板の滑

走面に雪がベットリ付くのには閉口す

る。厳冬期には普通ありえない。今日は

ワックスとコンパスの縁が大活躍であ

る。さらに降りて植林帯に入ると雪質はさらに悪化してモナカチャンが大発生。ここまで雪質が悪くなる

ことはちょっと想定外である。三田原山は、「降雪後の低温の曇天」これがベストかな・・・。でも、今

回のような快晴無風の大展望も捨てがたいし・・・。滑り重視か、景色重視か、まあ、どちらに転んでも

楽しいことには変わりがないが・・・。ただ、標高が高く、森が少ないので吹雪とホワイトアウトは勘弁

してほしいルートである。 

 

やがて、1450m付近から傾斜が落ちてほとんど滑らず、ボーダーは苦労している。でも、我々スキーヤ

ーはたまにペタペタ歩くくらいで概ね滑って行ける。さらに林道に出てもトレースがあるので板はなんと

か走ってくれてゲレンデ中腹に合流した。ここから少しゲレンデを滑って、駐車場に戻るために、三田原

第２高速リフトに乗ることにする。「駐車場に戻りたい！！」とスタッフに話したらリフト代は取られな

かった。「さすが杉の原！！ホント山スキーヤーに優しい！！」 

リフトトップからは杉の原ゴンドラルートに合流でき、最後はゲレンデの長距離クルージングを楽しん

で駐車場に戻った。今日は良く滑った。標高差はゲレンデも含めると約1900ｍ！！しっかり滑りたい人に

はぜひ、お奨めしたいルートである。 

下山後は、苗名の湯で汗を流し、あまり旨くないラーメン屋で腹を満たし、宿に戻ってからは年末のデ

ジャブ―・・・！！オミポリン株の影響で、いい年をしたオジサンが幼児言葉を連発するという、他人の

前ではあまりお見せできないような行動が流行し、さらに悪いことには、せっかく三田原で1日汗をかい

ても軽くお釣りがくる飽食により、再び三段腹が成長しそうである。 



 

 

■コースタイム 

リフトトップ（9:45）～（11:55）三田原山稜線2285ｍ（12:15）～（13:50）林道～（14:05）三田原第2

高速リフト乗り場～（14:15）リフトトップ～（14:29）駐車場 

 

１/９ 高デッキ山（スキー場ルート） 

メンバー：Ｔ野・Ｋ井・Ｔ中ｍ・Ｔ山・Ⅿ上・Ｋ林・Ｈ口ｙ 

 

 前夜、どんなに飲んでも自己責任。

翌日、ちゃんと約束通りに全員が自

分の意志で起床して行動できるの

が我々の良いところである。（当た

り前のことであるが・・・。） 

ところで、今日は予報が変わり、

３連休で一番天気が悪いようだ。明

日は好転するようなので、今日は一

番楽に行けそうな高デッキ山を目

指すことにする。高デッキ山は戸隠

スキー場の北にある標高1716ｍの

何の変哲もない小さい山であるが、

私にとっては以前から気になって

いた未踏の山である。そして、「未

踏」の山は、何かにつけ新鮮で、新

しい景色にも出会え、山の大小に関

係なくワクワクするものだ。 

高デッキ山を調べてみると、スキ

ーヤーよりもスノーシューハイキ

ングで人気の山のようだ。スキーの

記録もあるが、その多くはスキー場

に向かって南斜面を滑降している。

だが、地図で見る限り北面の等高線

が魅力的で、スキーでも楽しめそう

だ。（行ってみたら薮スキー！！の

可能性もあるが・・・） 

 

■写真上 このルートは滑降から

始まる。 

■写真下 雪質はいまいち、後方に

ｍさんに足と板が見える。わかるか

なー。 

 

さらに、昨日の三田原山の状況から考えると、今日の高デッキ山の南斜面は、モナカチャン大発生で、

たぶん楽しくないであろう。ということで、今日は大橋から高デッキ山の北斜面をピストンするパーティ

ーと、戸隠スキー場から飯綱山の鞍部まで滑り、メノオ山の東を巻いて高デッキ山に登り、北西斜面を滑

ってスキー場に登り返すというルートの２パーティーに分けて行動することにした。どちらも南斜面は回

避できるし、旨くいけば高デッキ山で集中もできそうで楽しみだ。前置きが長くなったが、大橋からのパ

ーティーリーダーをⅠ崎さんにお願いし、スキー場ルートは私が受け持つことにして宿を出発。 



 

  我々は、まず戸隠スキー場を目指す。

高速４人乗りリフトを２回乗り継ぐと労

せずメノウ山頂に連れて行ってくれる。

ここもシニア料金（６０歳以上）があっ

て、長い高速リフト２本で￥700と良心的

だ。 

さて、このルートは珍しく、初っ端か

ら滑降でスタートである。飯縄山の鞍部

に向け標高差約100mほど滑る。去年、飯

縄山に登った時、ここはパウダーで最高

に気持ち良かった。しかし、昨日まる1日、

日差しに照らされ続けたため、そう甘く

はなく全体的にパックされ、モナカ気味

でちょっと滑りにくい。ただ左（北側）

に少し寄ると、薮っぽいがまだ雪が生き

ているところもある。モナカの大斜面と

藪のパウダーどっちがいい？・・・・こ

れは実に難しい選択である。 

鞍部手前から方向を北東に採ると、最

初は藪っぽいもののパウダーが復活して、

樹間も徐々に広がり、短いが気持ちよく

滑れた。1600ｍ付近で広い雪原に出たと

ころで、シールオンしてメノウ山を巻く

ように北上。途中、ちょっと気持ちよく

滑れそうな森があったので、先程のパウ

ダーに味をしめて、そこを滑るために70

ｍ程登り返した。北斜面なので大いに期

待したが、ここは斜面が波打っていて樹

林も思っていたより濃くやや期待外れ。

再訪の際もここは、あえてやらなくて良

いだろう。 

 再び、気持ちの良い雪原に出て一休み。

今日は予報は悪いが、なぜかまずまずの

天気で、特にここ戸隠は日差しすらあり

風もなくかなり快適。他の山々は低い雲

に覆われているので何か得した気分であ

る。 

  

■写真上 気持ちの良い雪原に出た！！ 

■写真中 高デッキ山頂で集中成功！！ 

■写真下 1590ｍの小ピークにて。 

 

今まで小さなアップダウンを繰り返し

てきたが、ようやく高デッキ山に取付く。

といっても標高差は100ｍにも満たない

ので、お手軽なスキーハイキングだ。ホリホリは、次回、奥さんをここに連れてこようとじっくり下見に

勤しんでいる。山頂直下の南面は、確かに開けていて雪が良ければ楽しそうだが、思った通りシュプール

や踏み跡で荒れている上に、モナカチャンが元気でとても楽しく滑れる状態ではない。これは多少のリス



 

ク（薮が濃い）があっても予定通り

北西面に滑降しようと心に決める。 

 高デッキ山頂には思った通りあ

っさり着いた。そろそろ大橋パーテ

ィーも登ってくるころだと思って

いると案の定、下から声が聞こえて

きてⅠ崎さんが元気な姿を見せ、

続々とメンバーが登って来た。イヤ

イヤこれ以上ない絶妙なタイミン

グである。ということで、実にスマ

ートに集中成功！！やはり、山頂で

仲間に会うのは何か特別なものが

ある。「銀座のタオル持ってくれば

よかったね！！」と恵理さんが残念

がっていたが、確かに今後持参すれ

ばこういう時には、さらに盛り上が

るであろう。 

  

■写真 名店「そばの実」の蕎麦はさすがに旨かった。海老天がお奨め！！ 

 

さて、しばし歓談の後、再び大橋パーティーと別れて、我々は今回のメイン、北西斜面に向かう。果た

して楽しめるのか？最初は北西を意識して滑ったが少し薮っぽく、傾斜のある西寄りに落ちる斜面が多少

笹が出ているものの樹間も広いのでここを滑ることにする。沢床までの標高差約200ｍは雪も生きていて

快適に落ちて行けた。人の入った形跡がないのも高評価だ。無事沢床に降りると、再び約100ｍの登り返

し。1590ｍの小ピークを目指す。順調に登り返すと何とゲレンデがすぐ下に見える。再び北斜面を滑べっ

た後でゲレンデに合流しようと考えていたが、ここから簡単にゲレンデに出れるので「もういいか」とな

りゲレンデに合流する。後はゲレンデを気持ちよく滑って終了。 

 今回のルートは、ゲレンデのすぐそばの山中を巡るのだが、ゲレンデが近くにあることを感じさせない

静寂さもあり、ダイナミックな滑降こそ味わえないが、雰囲気や景色も良く、コンパクトにまとまってお

り、山スキー初級者のトータルな山スキー技術習得には最適なルートとしてお奨めできる。ただ、今回よ

り雪が少ないと、楽しめない可能性も・・・。ということで、戸隠スキー場の積雪が150ｃｍを越えてい

ることが条件である。 

 

 下山後は、戸隠蕎麦の名店「そばの実」へ。長蛇の列必至の店だが冬は比較的空いているそうだ。30分

程ならんで入店。蕎麦はもちろんだが、海老天が食べごたえもあって秀逸、1本しか頼まなかったが、こ

のクオリティーの海老なら2本頼めばよかった。その後、中社の近くにある「神告げ温泉湯行館」で汗を

流し、締めは宿での焼き肉パーティー！！今日もカロリーを消化しきれず、きっと体重は絶対プラスに転

じたであろう。 

 

■コースタイム 

メノウ山（9:15）～（11:05）高デッキ山（11:30）～（12:40）1590ｍ峰～（13:10）スキー場ベース 

 

１/１０  大橋～黒姫山～東尾根滑降～スキー場 

メンバー：Ｔ野・Ⅰ崎・Ａ原 

 

 朝はどんよりしていたが、今日はテンクラがＡ！！今回は厳冬期にもかかわらず珍しく３日間とも良い

天気に恵まれそうだ。せっかくの好条件なので、メンバーの希望を考慮して３パーティーに分けて入山す



 

ることにする。まずは、Ｋ林パーテ

ィー（３名）はブナの美林が素晴ら

しい鍋倉山へ。そして、Ｔ村盛パー

ティー（６名）は、去年、良い思い

をした佐渡山北面周遊ルートへ、そ

して、我々３名は大橋～黒姫山～東

尾根ルートを目指すことになった。 

さて、少し前まで、黒姫山は少な

い登りでパウダーゲット率が高く、

大きな標高差が滑れて、毎年定番の

ように通っていたが、スキー場から

の入山が規制されてから一気に足

が遠のいて、東尾根は５年ぶりであ

る。今回は車が複数あるので、１台

スキー場にデポして、大橋から入山

し外輪山を縦走して山頂から東尾

根を滑降してスキー場へ戻るとい

う黒姫山フルコースを企てること

にした。昨日・一昨日とは違って登

高標高差も約1000ｍあり、外輪山縦

走の距離も長く、本格的なツアーコ

ースである。同行のⅠ崎さん・Ａ原

さんは、会の中の山スキーメンバー

では瞬足で体力がある代表格なの

で、遅れずについて行かなければと

気合を入れて大橋を出発した。 

 

■写真上 ガスが晴れて高妻が見

えた！！ 

■写真中 「枯れ木に花を咲かせま

しょう！！」ヤベー！！ 

■写真下 銀の森を行く！！ 

 

最初は佐渡山と同じ林道歩きか

ら始まる。この頃には天候も良くな

り青空が広がってきた。今日はペー

スを守って１時間ほど歩いて休憩。

さらに１時間と規則正しい歩き方

で登って行くつもりだ。ところが、

中腹辺りからであろうか？見上げ

るとカラマツ林の枝という枝全て

が霧氷で凍り付き、幻想的な景色を

見せていて感動する。ただ、これは

前哨戦に過ぎなかった。さらに高度

を上げると、今度はダケカンバの森

全体が霧氷で銀色に輝いていて、青

空とのコントラストがもうホント

ヤバイ！！厳冬期のダケカンバの



 

森に「花咲かじいさん」が現れて、

一面満開の銀の花を咲かせたよう

な・・・言葉を失う光景！！普通の

人は一生見ることはないであろう

光景！！今回、これを見ただけでも

う充分来た甲斐があると思える光

景であった。 

こうなると、写真を撮るのに忙し

く、なかなか行動がはかどらず、最

初に考えていた「1時間おきにペー

スを守って・・・」などという考え

はどこかに飛んで行ってしまった。

頻繁に立ち止まっては、つい見とれ

て、構図を考えてシャッターを押し

てしまう。それを繰り返すことしば

し、ようやく、我に返り再び上を目

指す。あと300ｍも登れば外輪山の

稜線である。 

外輪山の一角に立つと、またまた

息をのむような光景が現れた！！

雲海の上に顔を出した高妻・乙妻、

それに北アの一流どころの

面々！！一昨日のような全見せも

良いが、今日のように雲海とのコラ

ボとなると、また特別の趣きがある。

さらに、目を凝らすと、一昨日同様

に富士山や八ヶ岳・南アの山々も確

認できる。外輪山を歩みを進めると、

今度は反対側に火打・焼・さらに、

小ぶりだが格好の良い峻峰、雨飾も

姿を現し、最後は、白い塊のような

妙高山が木の間越しに気高い姿を

見せてくれ、まさしく今日は名峰

の大安売りである。 

 

■写真上 雲海に浮かぶ高妻・乙

妻・北ア！！ 

■写真中 黒姫山頂到着！！ 

■写真下 雲海に浮かぶ山頂！！ 

 

そんな贅沢な眺めを仰ぎつつ気

分よく登高を続け、最後の急斜面

を登ると黒姫山頂であった。３人

とも大満足である。さあ後は、い

よいよお楽しみの標高差約1300ｍ

の滑降である。山頂から最大傾斜

沿いを滑ると、とんでもないとこ

ろに連れていかれるので、やや左



 

（北）気味にトラバースしながら滑ってい

く。上部は申し分ないディープパウダーの

急斜面。落ちるような滑降である。 

気・持・ち・い・い！！ 

地図上の東尾根登山道に乗ったことを

確認したら、後は尾根沿いに滑る。この辺

りは先行者のシュプールもたくさんあり、

もしかしたら最近はスキー場からも登れ

るのかもしれない。（要確認） 

やがて辺りはブナの疎林となっていく。

少し雪は重くなったが適度な疎林で傾斜

もお手頃、まだまだ楽しめる。ただ、1400

ｍ辺りから雪質は目に見えて悪化して、本

格的なモナカチャンが板を掴んで滑るの

を邪魔する。さらに、おびただしいシュプ

ールや踏み跡で斜面が荒れはて、滑りに

くいことこの上ない。下部の雪質がこん

なに悪いとわかっていたら、1396ｍ標高

点のある1本左（北）の尾根に1700ｍ付近

で乗り換えて北東斜面をゲレンデに向け

て滑った方が良かった。あとで落ち着い

て考えてみると、おそらく雪質もこちら

の方（北東斜面）が全然よかったであろ

う。 

 

■写真上 山頂直下を滑るＡ原さん！！ 

■写真中 山頂直下を滑るⅠ崎さん！！ 

■写真下 山頂直下を滑るＴ野！！ 

 

でも、気づいたときはもう遅い。ひた

すら板をまわして安全に降りていくが、ゲ

レンデからはかなり離れてしまって、うま

く戻れるか心配だ。シュプールがたくさん

あるので、ルートは間違っていない、と思

えるのが唯一の救いである。やがて林道に

出た。後は林道をひたすら辿れば・・・と

思っていたら、Ⅰ崎さんが林道から外れる

トレースを見つける。これが大正解！！私

は気づかなかったので、そのまま行ったら

さらに、相当大回りをさせられたと思う。

Ⅰ崎さんが見つけたトレースは森の中に、

実に巧みにルートを付けていて、全く歩く

ことなくゲレンデに我々を導いてくれた。

よほど手練れの者が付けたトレースなの

だろう。考えてみると、５年前もこのトレ

ースを辿った記憶がある。我々にとって神様のようなトレースであった。 

 

ということで、無事にゲレンデ着。同じころ佐渡山パーティーも無事下山したという連絡がラインで入



 

った。佐渡山パーティーも気持ちの良いパウダーを滑ることができたようだ。鍋倉パーティーは我々より

早い時間にすでに下山していた。こちらは何故かパウダーは皆無であったそうだ。標高が低く３日間連続

で日差しがあったのが敗因か？鍋倉も素敵な山なので、ぜひ懲りずに再訪して欲しいものである。鍋倉パ

ーティーはすでに帰路についているので、佐渡山パーティーと合流すべく、「道の駅しなの」で待ち合わ

せ、その後、小布施のハイウエイオアシスで食事をして解散。 

 

■コースタイム 

大橋（7:25）～（8:00）佐渡山分岐～（10:05）外輪山の一角～（11:05）黒姫山（11:40）～（12:43）林

道～（13:00）スキー場 

 

今回は、厳冬期とは思えない好天気に恵まれ、素晴らしい景色と山スキーツーリングを味わえた。一部

雪質は悪かったが、これだけの天気に恵まれたことを考えれば大したことではない。また、今回のように

大勢が参加する場合のパーティー分けは、リーダーがいれば大いに有効だと思う。狭いルートだと、大勢

で滑ると後ろの方の人は荒れた斜面しか滑れない。それであれば別ルートに少数単位で入山した方がお互

いに楽しめると思う。ただ、パーティー分けをするにもメンバーの協力が不可欠である。今回は、そうい

う意味でも皆さん協力的で問題になることもなく、臨機応変に対応できたと思う。メンバーの皆さんにた

だ感謝である。今回もホント楽しかった！！また、宜しくお願いします。 


