
 

西吾妻山周回・高曾根山 山スキー 

 

２０２２年２月１１日～１３ 

メンバー：Ｔ村ｍ・Ｔ野・Ｉ崎・Ａ原・Ｔ中ｍ・Ｙ科・Ｔ村ｅ・Ｔ山・Ⅿ浦（会員外） 

Ｈ口ｙ（西吾妻山周回のみ参加） 

 

 西吾妻山周辺は、本格的に山スキーを始めた1990年代から2000年代前半にかけて足繫く通い、山スキー

のイロハを勉強をさせていただいたエリアである。致命的にならない程度の失敗、教訓、苦い思い出等・・・。

前置きが長くなるが少し触れてみたい。 

 1993年3月、山スキーを始めて8年目、30代前半で体力もあり少し天狗になっていた時期かもしれない。

6名でグランデコから大沢下りを計画したが、グランデコスキー場に着くと、悪天候のためゴンドラもリ

フトも停まっていた。「なら、歩けばいいじゃん！！」と強気で出発。ゲレンデはアイスバーンで登るの

に苦労したが、樹林帯に入れば順調に登って行けた。ただ、甘くはなかった。西大嶺付近まで登ると、強

風地獄とホワイトアウト。メンバーの一人が風にシールを飛ばされる。こんなこともあろうかとシールの

予備は持っていた。ところが、さらにストックまで強風にさらわれてしまいTHE END。「撤退じゃ撤退！！」

と這う這うの体で逃げ帰った。 

教訓その１：ゲレンデが閉鎖しているようなときに山に入ってはいけない。 

ちなみに、シールとストックを風に持っていかれたのは今の私のカミさんである。さらに懲りずに翌週同

じルートにチャレンジして、無事リベンジを果たした。 

 

 さらに、その8年後の2001年1月、グランデコ～西吾妻～二十日平ルートに6名で出発。非常に天気が良

く、絶好の山スキー日和・・・と思っていたが、大量の降雪直後というのが仇となる。スキーを履いても

膝までのラッセルで、一歩一歩が板を持ちあげなければならず時間がかかる。それでも何とか西吾妻山ま

で登り、「さあ、滑降！！」と思ったが、全く板が滑らず下りもラッセルで日が暮れてきた。さらに、つ

いつい傾斜のある方に板を向けてしまって、気づくと正常ルートから大きく離れ、中の沢に入ってしまっ

ていた。沢筋は危ないので再びシールを貼って、対岸にある登りのトレースに合流するために再びラッセ

ル。暗闇でヘッドライトが登りのトレースを照らした時は心底ほっとした。その後は順調、だれもいない

暗闇のゲレンデを快適に滑って帰還した。 

  教訓その２：板が抜けないようなラッセルの時は、傾斜の緩いルートは厳禁。登りの

トレースを利用して下山すべきである。 

この2つの教訓は、その後充分に生かされている。話は変わるが、ちょうどこの頃、グランデコ～西吾

妻～若女平下り～天元台～西吾妻～二十日平下り～グランデコルート、名付けて「西吾妻往復ビンタルー

ト！！」これを日帰りでやりたいと思っていた。このルートは往復ルートにもかかわらず、行きと帰りが

同じルートを全く通らない八の字型ルートで、登りはゴンドラやリフトが利用できて標高差は1000ⅿもな

い。にもかかわらず、滑降標高差は何と2200ⅿもある。実に魅力的である！！ただ、興味を持ちつつ実現

できずに時が流れ・・・・今年、2022年2月、Ｔ村さんがまさに、このルートを企画してくれた。日帰り

ではない、白布温泉の民宿で米沢牛の焼肉をリーズナブルな料金で提供してくれるところがあるそうで、

そこに1泊して、この往復ビンタを行うのである。そう、時は流れたのである。吾妻連峰は先に記したよ

うに、若いころの私に「無理はするな！！」という教訓を散々教えてくれているのだ。この教えに決して

背いてはいけない。 

 ということで前置きが長くなったが、ただでさえ魅力的なルートに、さらに、焼肉と温泉という餌を目

の前にぶら下げられて2022年2月、熟練パーティー10名はグランデコを喜び勇んで出発したのである。 

 



 

２/１１ グランデコ～西大嶺～西吾妻小屋～若女平～白布温泉 

 スキー場も昔と比べて集客が減った

からか、上部のリフトの動く時間が9：

30とかなりのんびりしている。ゴンド

ラは8：30に動くので、今回は上部のリ

フトは利用せず、ゴンドラ終点から歩

くことにする。スキー場下部は天気が

良いが、ゴンドラは強風のため減速運

転をしている。山の上部を宇宙船のよ

うな真白な雲がスッポリと覆い、その

中は嵐の予感。ここが天国なだけに、

なんか不気味な雰囲気である。1993年

の苦い記憶が蘇る。ゲレンデ上部を順

調に登って森の中に入れば風は気にな

らないが、登るにつれ、青空はなくな

り雪が舞ってくる。西大嶺直下は樹林

のないオープンな斜面があり、強風で

顔が痛いので顔周りをしっかり防御す

る。稜線はホワイトアウト・・・。し

かし、昔と違って今は文明の利器があ

り現在地が明確にわかり不安はない。

これがなければ、コンパスと地図で方

向を定め、まるで尺取虫のように慎重

なルーファイが要求される。便利にな

ったものだ。 

  

■写真上 青空のゲレンデと不気味な 

雲に覆われた稜線。 

■写真中 穏やかな森を登る。 

■写真下 だんだん風が強くなる。 

 

視界があれば、東面のオープンバー

ンを1本滑ってから行きたいところだ

が、さすがにホワイトアウト+強風で

はその気も起こらず、シールオンのま

ま西吾妻小屋に向かう。今は小屋を見

つけるのに苦労はないが、以前に、同

じようなホワイトアウトの時に、メン

バーで10ⅿ位離れて横に広がり、慎重

に小屋を捜したことがあったっけ。あ

れは、確か2012年の2月の若女平下り

だったか？メンバーの一人（Ｓ治さ

ん）が離れすぎて、一時、行方不明に

なって焦ったっけ。大声を出したり笛

を吹いたり大騒ぎして探した時に、金

属製の笛を吹いたＭさんの唇から笛



 

が離れなくなって、無理やり剥がして

唇を血だらけにしてたっけ。幸い、Ｓ

治さんはすぐに見つかったが、大事に

ならない程度の試練を西吾妻は我々に

与え続けてきてくれて、それを教訓に

して山スキーを続けてきた。 

また話が横道に逸れてしまった。何

回も来ているルートだと、つい過去の

思い出がよみがえってしまうのだ。今

回は問題なく西吾妻小屋は見つかった。

暖かいミルクティーで一息つく。 

 

■写真上 ホワイトアウトの西吾妻小

屋にて。 

■写真中 北向き斜面は快適なパウダ

ーが楽しめる 

■写真下 これが米沢牛！！ 

 

さて、ここからはお楽しみの滑降で

ある。上部は木が混んでいるので、い

かにスペースを見つけるかで楽しさが

決まる。北向きの斜面は概ね雪質も良

く、スペースを見つけられれば、気持

ち良いパウダーが楽しめる。今回は、

上部の斜面が少し波打っていて滑りづ

らかったが、やがて快適なツリー滑降

が楽しめるようになる。1650ⅿ付近で

右岸のをトラバース気味に滑ったが、

後で地図を改めてみると、あまり気に

せずに滑り易いところを滑っても自然

に尾根に乗れそうなルートである。 

若女平は傾斜がないので、滑らない

雪だと1300ⅿ付近で、東の尾根に迷い

込みそうになり注意が必要である。（一

度入ってしまい、すぐに気づいて登り

返したことがあった。）今回は条件が良

く、雪も滑り、注意していたので迷い

込むこともなく順調に滑り、やがてこ

のルートの難所として知られる痩せ尾

根が現れる。しかし、ここも豊富な雪

に助けられ難なく通過、イヤイヤ今回

は恵まれてるなぁー。やがて浅い沢状

を滑るようになると、間もなくこのル

ートの最後の難所、藤右エ門沢に降り

る急斜面である。ここはちょっと難儀

したが、もう少し降りやすい場所があ

ったかもしれない。自信がなければ距離は短いので板を脱いで降りた方が無難である。 

最後は沢沿いを自動運転で無事下山！！ 



 

さあ、お楽しみの焼肉と温泉、今日は

余力を残して突入できそうだ。酒屋は

17：00までなので、後片付けもほどほど

にしてお気に入りのお酒を各々確保、今

回泊まる民宿が提携している不動閣の

温泉で冷えた体をゆっくり暖めたら、い

よいよ米沢牛である。質・量ともに堪能

したことは言うまでもない。 

 

■コースタイム 

グランデコゴンドラトップ（9:20）～

（9:55）ゲレンデトップ～（11:40）西

大嶺（11:50）～（12:50）西吾妻小屋

（13:10）～（14:55）若女平～（16:00）

白布温泉 

２/１２ 天元台～西吾妻山～二十日平～グランデコ 

 さて、今日は昨日登らなかった西吾妻

山に登ってグランデコに戻ろう！！幸

いなことに昨日より天気が良く、飯豊連

峰を望みながら人数制限をしてユルユ

ルのロープウェイから、やたら寒いリフ

ト×３本を乗り継いでゲレンデトップ

へ。寒ささえ我慢すれば標高1800ⅿまで

労せずに連れて行ってくれる。山頂まで

の標高差は250ｍもない。さらに天元台

スキー場は「￥4000のクーポン券」なる

ものを￥2000で購入出来て、そのクーポ

ン券でリフト券が購入できる、という不

思議な（まどろっこしい）システムが活

用でき、要はリフト券やロープウェイ券

が半額で購入できるのである。我々山ス

キーヤーにとって、大変親切で有難いス

キー場でホントに感謝、感謝である。 

  

■写真上 若女平にて。 

■写真中 極寒の天元台ゲレンデトッ

プ。 

■写真下 山の妖精がお出迎え。 

 

さて、この辺りはもう樹氷原の入口で、

100ⅿも登れば主稜線、穏やかな地形に

小ぶりなモンスターが乱立し、その様は、

まるで氷結した千五百羅漢像のような

装い・・・。妖怪も、お化けも、妖精も、

地蔵も、恐竜も・・・その人の見方によ

っていかようにも見える。一瞬、陽が差

すと、辺りの風景は一変、遠近感がはっきりして、モンスター達は立体的に浮き出て、それはそれは幻想



 

的な風景が広がる。ドピーカンの

青空に映えるモンスターももちろ

ん良いが、こういう一瞬のきらめ

き的な幻想的な風景も、その時し

か現れない果敢なさと美しさがあ

って、これはこれで趣きがあって

良い。 

西吾妻山までは、平坦だったり

緩いアップダウンだったりで、ま

るで散策ルートのよう。遠望は望

めないが、モンスターを友達に楽

しく歩き、気が付くと山頂であっ

た。もっと樹林が濃かったように

記憶しているのだが、どうやら今

年は本当に雪が多いらしい。モン

スターがなぜか小ぶりだったのも、

そのほとんどが雪の下に埋まって

いるからであろう。視界は効かな

いが昨日と違って風がないのでの

んびりできる。 

 

■写真上 ちびっこモンスター達 

■写真中 一瞬の晴れ間！！ 

■写真下 山頂直下のオープン斜

面！！ 

 

さて、お楽しみタイムだ！！最

初は尾根の左にあるオープンスロ

ープを滑り、やがて森の中へ。昨

日と同様で、いかに良いスペース

を見つけるかで楽しさが違ってく

る。ところどころ良いスペースを

見つけては雄たけびを上げて気持

ち良く滑る。南斜面だが気温が低

く、日差しがなかったのが幸いし

て雪質が良いのが嬉しい。緩急変

化のある斜面を滑って行くとやが

て平坦な二十日平へ。もう、すぐ

横にゲレンデが見える。昨日と比

べてペースが速い。沢を1本スノー

ブリッヂで渡るとゲレンデに出て

楽しいツアーが終わりを告げた。 

 今日の温泉は、裏磐梯温泉セン

ターへ。無駄に広い温泉だが、ゆ

っくりできてこの辺りでは当たり

だろう。そして、猪苗代にある喜

多方ラーメンのライムで打上

げ！！ホリホリはここでお別れ。



 

我々は喜多方の安宿へ。夜、あまりの

楽しさに久しぶりに弾けてしまった。 

 

■コースタイム 

スキー場トップ（9:30）～（10:30）

梵天岩（10:35）～（11:00）西吾妻山

（11:20）～（13:05）二十日平～

（13:20）グランデコ 

 

２/１３ 高曾根山 

 「往復ビンタルート」ですっかり満

足してしまい、天気予報も芳しくない

ので「野口英世記念館にでも行く？」

などとモチベーションが今ひとつ上

がらない。そんな中で今回初対面のＭ

浦さんだけはここ、高曾根山がすご

く楽しみなようでモチベーションビ

ンビンである。そう、こういう状況

で迂闊なことは言えないのである。 

 入山地で少し悩む。以前は蘭峠ま

で車で入り、林道を歩いて南面から

アプローチしたのだが、現在は蘭峠

まで除雪されなくなり、３㎞位手前

から車道を歩かなければならないよ

うだ。ということで、東面の大川入

川の水産種苗生産施設付近に車をデ

ポして沢沿いを登り、1099ⅿ付近の

尾根に出るルートを辿ることにする。

夏道もなく、もちろんトレースもな

い。初めてのルートを自分たちでル

ーファイしながら登って行くのはワ

クワクドキドキで楽しい！！沢沿い

は傾斜が緩いので、できるだけ下山

時に登りにならないように注意して

登りトレースを付けて行く。林道歩

きを約40分、さらに沢沿いに約40分

歩き尾根に取付く。 

 

■写真上 二十日平で休憩！！ 

■写真中 高曾根山登山口の水産種

苗生産施設。 

■写真下 気持ちの良い森を登る。 

 

この尾根は登っている時は、樹林

が濃く感じて下りは苦労しそうな雰

囲気だったので、快適に降りれそう

なルートを探しながら登って行く。下部は杉やカラマツの植林だったが、上部に行くにつれ、ブナなどの



 

広葉樹の森が広がり雰囲気が良く

なってくる。1250ⅿ付近で蘭峠か

らのルートと合流し、広い尾根を

登る。尾根の北側は雪質が良く、

南側はガリガリ君。逆に広いスペ

ースは南側にあり、北側は木が混

んでいる。さあ、帰りはどっち側

を滑ろうか？そんなことを考えな

がら登って行く。 

やがて山頂！！なぜか山頂だ

けは木が生えておらずひらけてい

て、視界があれば素晴らしい景色

が拝めそうだが、毎度のことであ

るがホワイトアウトの山頂である。

「まあ、風がないだけましだよ

ね。」とか「帰り、雪が腐らなくて

かえっていいんじゃない！！」と

か思って休憩していると何と、突

然ガスが切れて、辺りの景色が見

えてきた。これはこれでラッキ

ー！！である。 

白い雪原と化した檜原湖に会津

の名山、磐梯山、さらに昨日登っ

た西吾妻などがガスの切れ目に見

え隠れして幸せな気分だ。もしか

したら飯豊連峰も見えてくるかと

しばらく粘るがさすがにそれは叶

わず・・・。でも充分満足、予報

からすれば出来すぎである。 

 

■写真上 霧氷の森を行く。 

■写真中 高曾根山山頂！！。 

■写真下 快適な疎林滑降！！ 

 

さて、帰りの滑降は思いの外、

快適で楽しかった。ガリガリに感

じた南斜面も結構楽しく滑れ、蘭

峠からのルートから離れると、さ

らに雪質が良くなった。ただ、目

星をつけていた沢への下降ルート

に着くと驚いたことに滑ったトレ

ースがある。耳を澄ますと下から

声も聞こえる。イヤー、まさかこ

こで人に合うとは・・・。斜面は

ギタギタなので、少しトラバース

気味に滑って違うルートを探す。

まあまあ気持ちよく滑り降り、沢

床の登りのトレースと合流、後は



 

自動運転で、労せず下山。 

 このルートは、蘭峠からのルート

より変化があって、私的にはこちら

の方が好み、最初はあまりモチベー

ションが上がらなかったが、終わっ

てみれば今日も行って良かっ

た！！ 

 

■コースタイム 

水産種苗生産施設（8:35）～（9:10）

885ⅿ～（9:45）尾根取付き～

（10:20）1099ⅿ～（11:40）高曾根

山（12:10）～（13:20）水産種苗生

産施設 

 

■写真 げざーん！！ 


