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 当初、この３連休は北東北の山々を温泉

ベースで楽しむつもりでいた。しかし、天

気予報は北に行けば行くほど悪く、激しい

等圧線の渦巻きが、まるで我々を拒んでい

るかのようである。それでも何とか楽しめ

そうな場所を求めて、主に樹林帯の中に

「ここなら！！」という場所を見つけ、そ

の気になっていたところ、さらに追い打ち

をかけるように3/16、とんでもない地震が

東北地方を襲った。翌日、東北自動車道の

激しく地割れした様子や、脱線した東北新

幹線などがニュースの映像で流れ、その被

害が尋常でないことを伝えていた。さらに、

いつ起こるかわからない余震の恐怖、それ

に大きく揺れて不安定になっている斜面

の雪崩の危険性など・・・。熟慮した結果、

さすがに今回はメンバー全員一致で見送

ることにした。 

 改めて転進先を真剣に調べていると、ど

うやら、3/21は北から徐々に冬型が崩れて

地震の影響が少なかった北信や妙高周辺

ではまずまずの天気が期待できそうだ。 

で、3/20は・・・？ とさらに調べてみる

と、日本海側はダメだが内陸は思ったより

早く天候が回復するようである。実は、長

野・新潟周辺の山スキーに精通している

「ぶなぱうさん」の最近のブログで気にな

っている記録があった。そう、今回訪れた

根子岳の北西斜面である。 

 

■写真上 根子岳山頂近くの樹林帯。 

■写真中 晴れないねー。 

■写真下 根子岳山頂。 

 

根子岳と云えば、その気になれば菅平の

奥ダボススキー場から、キャットで山頂直

下まで苦も無く行ける超エントリー者向

けの山スキー名山である。キャットが雪を

踏み固めているので、ルートは迷いようが

なく、もちろんラッセルもありえない。そ

れでいて、背後には北アルプスの絶景が広

がり、ロケーションも文句なく、初めて山



 

スキーに挑戦する人にプチバックカ

ントリーを味わってもらうには最適

な山である。だが、その分人気も高く

少々人臭いのが唯一の難点といった

ところだ。しかし、少し考えれば、大

明神沢のような急斜面や牧場ルート、

さらに峰の原からのルートなど、ひと

口で根子岳といってもいろいろなバ

リエーションがあるのだ。 

そして、今回初めて訪れる北西斜面

は、メインルートから外れているので

訪れる人はほとんどおらず、日差しが

あまり当たらないので、生きた雪が保

存されていて、雪質がメチャ良いので

ある。ましてや、今回は直前の3/18～

19には南岸低気圧が通過して久しぶ

りに気温も下がったので、きっと、

標高が高い根子岳では乾いた雪が降

り積もっているに違いない。 

であれば、今年はもう諦めかけて

いたパウダーが楽しめる可能性が高

いのでは・・・？ という読みもあ

り、さらに、嬉しいことに直前で予

報が変わって、3/20の上田市は晴れ

マーク、根子岳の天クラもⅭからＢ

に変わった！！これはひょっとする

と先週訪れた空沢山の奇蹟と同じよ

うなことが期待できるかも・・・こ

れぞまさしく「災い転じて福とな

す！！」イヤイヤ、モチベーション

が上がってきたぞ！！。  

 

■写真上 雲が切れてきた！！ 

■写真中 雪が軽くて快適！！ 

■写真下 気持ちいい！！ 

 

ということで、3/20はここ、根子

岳北西斜面に決まり！！ そして、

翌3/21は熟慮の末、冬型が崩れて晴

れる可能性が高い北信の鍋倉山に

行くことにする。鍋倉山はブナ回廊

の美しい、私にとっては大のお気に

入りの山である。根子岳と比べて日

本海に近いため、天候の回復が遅く、3/20までは冬型で乾雪が期待できるので、きっと3/21は降りたての

雪が積もった北側の斜面は雪が死んでいないだろう。これまたパウダーの期待が高まる！！ 

「いいじゃん、上手くいけば２日間ともパウダーＤＡＹ、これって最高じゃん！！」 

 という緻密な？計算のもと、Ｔ野車とＳ順車２台で3/19の夜、東京を出発。「道の駅 雷電くるみの里」

で夜を明かし、翌朝、天気の都合で少しゆっくり目に菅平の奥ダボススキー場に向かった。 



 

 

 ３/２０ 根子岳北西斜面 

 麓の町は晴れていたが、奥ダボ

ススキー場に着くと、天候の回復

は遅れていて視界は50ｍ～100ｍ

位の練乳色の世界。予報でもお日

様が出るのは昼頃からなので、ゆ

っくり準備して9:20リフトトップ

を出発。しっかり踏み固められた

キャットのトレースをのんびり歩

く。幸いにも、キャットは天候不

順のため運航中止。これで少しは

山っぽくなる。上で晴れることを

念じながら、ゲレンデのような単

調な緩斜面を時間調整しながら登

って行く。10:00頃、避難小屋分岐

で一休み。ほぼ中間地点である。

ところで、今回は不思議なことに、

これだけのんびり歩いているにも

かかわらず、我々を抜いて行くパー

ティーがほとんどいない。それどこ

ろか、逆に我々が抜いてしまうパー

ティーもあるくらいである。きっと

皆、考えることは同じで、晴れるこ

とを期待して時間調整をしている

のだろう。 

  

■写真上 オープンな緩～中斜面

の連続。 

■写真中 標高差で約600ｍも楽し

める。 

 

変わり映えのしないメローな斜

面をさらに登り続けると、やがて山

頂直下の針葉樹林帯が現れた。天気

は徐々に回復してきて、たまに太陽の輪郭は見えるものの、完全回復とまではなかなかいかない。山頂で

は風はほとんどないのを良いことに、少し天気待ちを試みる。基本冬型なので北アルプスは無理でも四阿

山くらいは見えるのでは、と期待したが残念ながら今回は奇蹟は起こらなかった。まあ、プラス思考で考

えれば、日差しがないことで生じるメリットもある。そう、「パウダー」である。 

 ということで早速いただくことにする。まずは、稜線沿いを小根子岳に向けて滑る。傾斜はほとんどな

いが雪が良いので板が無茶苦茶良く走る。あっという間に小根子岳の左をかすめて、北西斜面に初めて足

を踏み入れる。 

 すると、ここは中～緩斜面主体のオープンスロープが、標高差約600ｍにもわたって延々と続く山スキ

ーパラダイス！！日差しの当たらない北西斜面の雪質は思った通り、降りたての雪が生きていてビュンビ

ュン板が滑る薄パウ！！しかもノートレース！！これは気持ち良すぎるぞ！！ 

Ａ原さん、ターンの度に雄たけびをあげ、止まるたびに「楽しい！！」を連発している。今年から山ス

キーを始めたＳ京さんも気持良さそうにシュプールを描いている。Ｔ中ｍさんも「これなら許す」とばか



 

りに珍しく格好の良いターンを決

めている。リーダーとしては「して

やったり」である。というか、ここ

の記録をブログで紹介してくれた

「ぶなぱうさん」にまずは感謝であ

る。 

やがて、斜面が西向きになり、傾

斜が急になってガリガリ君が出現

すると、快適斜面は密林に消える。

だが、ここからシールオンして、標

高差僅かに30ｍも密林の中にある

林道から沢沿いに登ればゴルフ場

の敷地に出る。ここで再びシールオ

フして、このゴルフ場を南西方向に

トラバース気味に板を滑らせてい

くと無理なくゲレンデトップに出

ることができた。最後はゲレンデを

飛ばせば終了！！  

 

イヤー快適でした！！ここは毎

年来てもいいかな。オープンスロー

プで風を避けるものがないので、強

風・吹雪・ホワイトアウトはＮＧだ

が、視界があって、雪が降った後の

寒い日に訪れれば、まず期待は裏切

らない快適なルートである。また天

気が良ければ北アルプスを背後に

360度山、山、山の大絶景が楽しめ、

傾斜が緩いので雪崩に対してもゲ

レンデ並みに安心だと感じた。とい

うことで、ルーファイも難しくない

ので初級者にも自信を持ってお奨

めできるルートである。 

  

■コースタイム 

ゲレンデトップ（9:20）～（10:00）

避難小屋分岐（10:15）～（11:50）

根子岳（12:10）～（12:35）1645ｍ

付近（12:55）～（13:20）ゴルフ場

（13:35）～（14:05）ゲレンデベー

ス 

 

■写真上 これぞ雪国の里、温井集

落！！ 

■写真中 鍋倉の尾根に取付く。 

■写真下 絶景の氷結の森！！ 

 



 

３/２１ 鍋倉山 

 昨日はＡ原さんが探してくれ

た素泊まり￥3000（温泉付き）の

格安民宿のベットでゆっくりと

英気を養い、今日は温井集落から

お気に入りの山、鍋倉山を目指す。

「鍋倉山」って何がそんなに良い

のか？ 

 

まず、麓のいかにも豪雪地帯の

里山的な佇まい、そして、田茂木

池付近の眩いばかりの大雪原、さ

らに、急登の後の立派なブナ回廊、

ここは、運が良ければ辺り一面、

純白の花が咲いたような見事な

ブナの霧氷群が我々の目を楽しま

せてくれる。それに山頂の大展望、

極めつけは山頂から西ノ谷へのパ

ウダー滑降、まあ、ざっと考えて

そんなとこかな。さて今日はどん

なかな？ 

 

■写真上 お伽の国に迷い込んだ

よう！！ 

■写真中 氷結の森を行く！！ 

■写真下 鍋倉山頂！！ 

 

温井集落に着いて驚いたのは

今年の積雪量の多さ。前回駐車場

だったところが雪で埋まっていて、

駐車スペースは路肩のみ。迷惑に

ならないように車を停めて、7:40

出発。無人のプレハブ小屋がほと

んど雪に埋まり、屋根の上の雪が

半端ない。台地に登って麓を振り

返ると「これぞ豪雪地帯の山里」

的な、ほっこりした風景が眼下に

広がる。田茂木池も今年は広大な

雪原と化していて雪の白さが眩

しすぎてサングラスなしではい

られない。さて、今日はどこから

登ろうか？ 

今回は何回もここを訪れてい

るＴ山さんにルーファイを全て

任そうと決めて後ろからついて

行くことにする。Ｔ山さんがチョ

イスしたのは、いつも登る尾根よ



 

り１本奥にある尾根。最初はかなり

急斜面でシール歩行に慣れていない

Ｓ京さんがキックターンで苦労して

いる。気が付くといつの間にか自分

がトップで登っていて、Ｔ山さんは

Ｓ京さんに一生懸命キックターンを

教えている。まあ、場数をこなせば、

上手になるのは時間の問題だろう。

急斜面をひと頑張りして尾根に出て

しまえば、傾斜は落ち着き、立派な

トレースもあって楽に歩ける。行く

手を見上げると目論見通り、一段高

いところから木々に霧氷が張り付い

て白く輝いているのが見える。あそ

こまで早く行こう！！いつしか辺り

はブナの巨木の森となり、期待が膨ら

む。 

 

やがて、我々はお伽の国のような純

白のブナの森に導かれていく。これは

もう「氷雪の花見」である。気温の上

昇とともに至る所で起こる花吹雪な

らぬ、氷雪吹雪はヘルメットが必携、

花と違って当たると結構な衝撃があ

り、場合によっては重さに耐えかねた

枝ごと落下してくるので危険ですら

ある。でも、美しい、ブナの森全体が

氷雪で着飾った花を咲かせている。こ

れは絶景である！！ 

条件がそろわないと、なかなか見る

ことのできない光景なのだが、なぜか

鍋倉山では、かなり高い確率でこの奇

蹟を経験できるのだ。気象的にそうい

う現象が起きやすいところなの

か・・・？ 私にとって鍋倉山の風景

で最初に思い浮かぶのはこのブナの

森の霧氷群である。 

夢気分で、このお伽の国を登って行

くと、やがて木々がなくなり広い山頂

に導かれる。周りの山々は雲がかかり、

生憎望むことはできないが視界は良

く、信越トレイルの山々や、野沢方面の山々などは何となく見渡せ気分は良い。それに、なぜかここ鍋倉

山頂の上空だけが完璧に晴れている。 

 

■写真上 稜線を滑る！！ 

■写真中 西ノ谷に落ちる北斜面を快適に落ちる！！ 

■写真下 快適なブナ林を滑る！！ 

 



 

さて、ゆっくり休んだらお

楽しみの西ノ谷に落ちる北

斜面の滑降である。シュプー

ルのない斜面を滑りたいの

で、山頂から直接滑り込まず

に、少し黒倉山方面に稜線を

滑ってから誰も滑っていな

い斜面を確認してに飛び込

む。思った通りここにはパウ

ダーがしっかり溜まってい

た。おそらく、今年最後にな

るであろうパウダーを１タ

ーン１ターン大事に楽しむ。

雪煙巻きあげるようなパウ

ダーではないが、滑り易いク

リーミーなパウダーでホン

トに幸せなひと時であった。 

谷底まで滑るとトラバース気味の滑降になるが、日陰で雪が生きているのでまだまだ楽しめる。トラバ

ースしては最大傾斜を滑るを何度も繰り返しながら高度を落としていくと、開けた場所に出て広いオープ

ンバーンとなる。 

生きた雪はここまでで、標高が低く、日差しを遮るもののないオープンバーンの雪質は一気にストップ

スノーに変化し、後は消化試合。滑りの悪い雪で、所々ストックで漕いだり、スケーティングを交えるが

やはりスキーは早い。山頂から1時間とかからずに温井集落に下山してしまった。 

 

やはり鍋倉山は良い山であった。それだけに最近の人気はうなぎのぼりで、山スキー界のハリウッドス

ター並み、大勢の人がこの山に集まって来る。それでも滑れる斜面のキャパが大きい山なので、探せばノ

ートラックの斜面は見つけることができるであろう。そう、人が多くても良いものは良いのである。きっ

と初見のＳ順さんとＳ京さんも気に入ってもらえただろう。しばらく来ないでいると、また来たくなる山。

私にとってはそれが鍋倉山である。 

さて、午前中に降りてきたので、昨日はイモ洗い状態だった温泉も貸切のように空いていて、のんびり

楽しむことができた。そして、ランチは斑尾高原の入口にあるイタリアンで念願のパスタを満喫。結果的

には二日間とも目論見通りの快適なツアーが楽しめた。 

 

メンバーの皆さん、おつかれ山です！！（ガッキー風） 

楽しいひと時を有り難う！！またご一緒しましょう！！ 

 

■写真 気持ちいいネ！！楽しいネ！！ 

 

■コースタイム 

温井集落（7:40）～（8:05）田茂木池～（10:25）鍋倉山（10:40）～（11:25）温井集落 

 


