
 

東北・栗駒・森吉・鳥海 山スキー 
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 日替わりで目まぐるしく変わる天気予報に一喜一憂しながら出発日を迎える。どうもＧＷ前半の天気は

不安定なようだ。後半は晴れマークが並ぶが、なぜが天クラはどの山もⅭランク。どうやら風速20ｍ以上

の西風が吹き荒れる様である。厳冬期と違って残雪期の悪天候は、「低山の森の中でパウダー！！」とい

う選択肢がないので、いくら引き出しを開けても名案はなかなか見つからない。ということで不安いっぱ

いの出発である。 

 

4/29 イワカガミ平～栗駒山 

 出発前日まで予報は北へ行く

ほど良く、前半に八甲田、後半は

鳥海と決めていたが出発日に予

報が変わり八甲田が怪しくなる。

遠路はるばる東北の端っこまで

行って何もできないのはあまり

に悲しすぎる。ということで、28

日の夜、東川口を出発してからも

スマホの天気予報と首ったけで

何とか滑れそうな場所を探して

いると、29日の午前中だけ栗駒山

の天クラがⅭからＢに変わった。

真夜中の長者原ＳＡでメンバー

と話し合い、4/29は午前中勝負で

栗駒山に行く事に決めた。となれ

ば、本日のドライブはここまで。

ついつい入山祝いが長引き、わず

か2時間弱の仮眠を貪る。 

 今日は出来るだけ早く片を付

けたいので6:00には長者原ＳＡ

を出発、栗駒山の登山口であるイ

ワカガミ平を目指す。すると「な、

なんていうことだ！！」4/28から

通行できるようになったイワカ

ガミ平に登る道のゲートが閉ま

っていて9:00まで通行止めとい

うことだ。（東北ではよくありが

ちなことなのだが・・・） 

 

■写真上 雪は繋がっているよ

うだ！！ 

■写真下 新湯沢は雪が割れて

いて右岸を高巻く。 

 



 

しかし、雨雲と追いかけっこをし

ている我々にとってここで待つと

いう選択はあり得ない。「仕方がな

い、歩くか！！」と半分覚悟を決め

ていたら、何と道路関係者が来て

「特別ですよ」と言ったか言わない

かは定かではないが7:00にゲート

が空いた。「ヤッター！！」これが

今日の最大の核心でした。 

 おかげで、ほぼ予定通り7:45に出

発。賞味期限切れギリギリの感はあ

るが何とか最初から雪が繋がりシ

ールで歩ける。なだらかな斜面を

緩々と登って行くと途中、一カ所だ

け新湯沢の崖マークのところで雪

が切れ、沢が顔を出していて、板を

担いで右岸を高巻く。ここの登り

下りが急斜面で少し注意を要する

ところであった。その後は快適な

大斜面をひたすら登り、山頂直下

の風を防げる薮にスキーをデポし

て雪の切れた道をものの1分も歩

くと9:30、爆風の栗駒山頂に到着。

ここまで焼石連峰や虎毛周辺の山

も見えていたが、まるでこのタイ

ミングを待っていてくれたかのよ

うに、下からガスが湧いてきて、

もはや一刻の猶予もならん。ホワ

イトアウトになると方向感覚が難

しく、捕まらなくてもよい薮に掴

まったりもする。それに第一滑り

が楽しくない！！ 

  

■写真上 山頂をロックオン！！ 

■写真中 焼石連峰バックに登る。 

■写真下 山頂！！ 

 

「さあ―、さっさと帰るぞ！！」

と視界があるうちに滑り始め、ま

あまあ快適に一気に高巻き地点ま

で滑る。ここは単独行の方が沢の

中を歩いて下降して行ったが、明

日からまだまだ先のある我々は、

ここで靴を濡らすことはありえな

いので板を脱いで慎重に往路を高

巻く。後半は裾広がりの斜面のあ

ちこちに薮の島があって、上手く

通過すれば最後まで滑って帰れる



 

迷路のようなルートなので、慎

重にルーファイ、これも視界が

あってこそだ。おかげで10:40、

無事朝活を終え帰還した。わず

か3時間にも満たない行程だっ

たが、寝不足の我々の初日には

ちょうど良かった。車に乗って

しばらくすると雨雲が追い付き

本降りとなり、これもしてやっ

たり。 

  

■写真上 さあ、視界がなくな

る前にさっさと降りよう！！ 

■写真下 悪化しそうだった天

候も小康状態、楽しく滑る！！ 

 

 

車の中では明日の予定をどう

するかと最新の情報を検索する

と、山スキーが楽しめてこれか

ら行ける範囲で唯一、朝から天

クラＡなのは森吉山とでた！！

であれば泊りはタツコ荘、と思

い連絡するがＧＷでさすがにそ

れは甘く満室。Ａ原さんが馴染

みのよしみで粘ってくれたが無

理なもんは無理である。田沢湖

周辺で安宿を探すことにして栗

原市の「チロル」という洋食屋

でランチ。並盛にもかかわらず

馬のエサのような特大ミートソ

ースに、これまた分厚いトンカ

ツが乗ったその名も「トンカツ

スパゲティー」をいただく。その量にはビックリしたが、量だけの店ではないようで実に美味、この付近

では人気店のようで非常に繁盛していた。 

「たいして歩いてもいないのに、とんでもないものを食してしまった。」と口々に後悔するが、舌の根も

乾かないうちにエリさんが、雫石のアイスクリームの名店「松ぼっくり」に行きたいという。雨の中結構

な寄り道だし、食ってはいけないものを食ってしまった後にもかかわらず、現地に着くと我慢できずに「購

入！！」。最近、山スキーとグルメの旅が楽しい。これでは痩せるわけがない。まあ、明日以降の山行に

期待しよう。 

 田沢湖周辺では、さすがＡ原さん、一発ゲットで寝具なし、風呂ありで格安で交渉成立。しっかり寝不

足を解消した。 

 

■コースタイム 

イワカガミ平（7:45）～（9:30）栗駒山（10:00）～（10:40）イワカガミ平 

 

 



 

4/30 阿仁スキー場～森

吉山 

 阿仁ゴンドラが9:00からなので、

一晩お世話になった宿を6:00頃出

発。いつものようにコンビニで朝食

を採って阿仁スキー場を目指す。昨

晩は冷え込んだようで途中の峠道

では周囲に雪が積もっている。この

時期の降雪は、山々は化粧直しして

神々しい美しさを復活させるがそ

の一方、スキーは？となると快適な

ザラメを覆い隠し、難儀なストップ

雪を形成して滑降の楽しさを台無

しにする。ということで我々にとっ

てはあまり歓迎すべきことではない

のである。ただ、新緑の森が新雪を

被って朝日に輝く様は、めったに拝

めるものではなく、車窓から望める

その風景に皆、歓声を上げている。

予報通り、今日の森吉は朝から快

晴！！風もほとんどなく、雪質以外

は絶好の山スキー日和である。 

 8:30頃にはゲレンデに到着し、朝

一のゴンドラでスキー場トップへ。

ここまで登れば雪はたっぷりある。

早速、シールオンして少し歩きだす

が、どうにも降雪後の雪質が気にか

かる。そう、「もしかしたら、まだ雪

が腐っておらずに1本楽しめるか

も？」という考えがどうしても頭を

よぎるのである。ということで、ま

ずは1260ｍ付近からブナ林の北斜

面を滑ることにする。さて、雪質は

いかに？ 

  

■写真上 行きの車窓から、前日の

降雪で新緑に新雪が被り美しかっ

た。 

■写真中 真白に化粧直しした森

吉山をバックに。 

■写真下 無風快晴の山頂！！ 

 

「撃沈」でした。気温の上がる前

の北斜面ということで、あわよくば

パウダー！！とひそかに期待して

いたが、これが思い切り引っかかる



 

今年一番の悪雪で文字通り七転八

倒。無理やり標高差100ｍ程落して

沢床に着いたところで早々に登り

返す。「これは今日の滑りは修行か

な？」と覚悟する。 

 再び稜線に登り返しておとなし

く森吉山を目指す。新雪で雪化粧

した森吉山が残雪期とは思えない

美しい姿を見せ、秋田の岳人のふ

るさとの山、大平山地も間近に望

める。このまま稜線を歩くと遠回

りになるので、50ｍくらいシール

のまま下ってダイレクトに山頂に

向かう。この辺りは、針葉樹と雪

原が交互に現れ、厳冬期は樹氷地

帯になるところだ。栗駒山と同様

に緩々登って行ける。夏道からは

外れていたようで、最後に少しス

キーを履いたまま薮を漕いで

12:00に山頂着。 

さらに天気は良くなり、今まで

雲がかかっていた白神山地・岩木

山・八甲田といった青森方面の

山々が姿を現し、さらに八幡平か

ら秋田駒、岩手山、和賀山塊とい

った北東北の名峰たちも勢ぞろ

い！！まあ、これが見られただけ

でも今日来た価値があるというも

のだ。 

  

■写真上 ザラメとストップ雪の

ミックスの北斜面を落とす！！ 

■写真中 ほぼフィルムクラフト

の超快適な東斜面！！ 

■写真下 快適な滑降が続く！！ 

 

さて、大きな期待はせずに北東

斜面を見ると、ザラメの汚い雪と

昨日降った新雪の綺麗な白がまだ

らになっている。ザラメを上手く

拾っていけば何とか楽しめそうだ。

ということで傾斜が緩くなるまで

標高差で100ｍ程滑ってみる。する

と、多少引っかかりはあるが、先

程の雪と比べれば天国と地獄の差

でまずまず楽しめた。そうなれば

さらにもう1本である！！ 

山頂付近まで登り返し、よりザ



 

ラメの割合が多い南東斜面を

1344ｍ標高点に向かって滑ると、

なんとこの斜面は全面フィルム

クラストの超快適斜面！！正直

なものでこういう場所ではメン

バーの雄たけびが山々にコダマ

する。尾根が細くなるまで標高差

で約200ｍ落したが、大満足の1本

だった。 

あまりの気持ち良さで時間を

忘れていたが、ゴンドラの最終

は？と調べてみると15:30である。

この時点で13:30、あと2時間しか

ないではないか。あまりのんびり

できる時間ではないので、さっさ

と登り返し往路を滑って戻るこ

とにする。往路はほぼ西斜面を行

くが、雪質は全面ストップ雪で、

同じ山でも斜面の向きでここま

で違うものなのかと今さらなが

らビックリである。滑りが楽しめ

るような雪ではなかったので未

練なくサクサク戻って15:00には

余裕でゴンドラトップに着いた。 

  

■写真上 最高です！！ 

■写真下 せっせと登り返し、さ

あ、帰ろう！！ 

 

 

森吉山は最高の天気の中、変化

に富んだ雪質と素晴らしい景色

を楽しめ充実した1日を過ごすこ

とができた。標高差は100～200ｍ

位でスケールはそれほど大きくはないが、山頂の北面や東面、それに今回滑った南東面など、快適に滑れ

そうな斜面もいくつか見つけたので、次回はぜひ、パウダーシーズンの好天時に訪れてみたいものである。 

 さて、今日の風呂とランチは、阿仁前田駅に隣接した「クインス森吉」に求めた。温泉はほのかに油っ

ぽい臭いのする温泉らしい温泉で、ＪＡＦ割引で￥400と安価、露天風呂もありゆっくりできた。食事は

17:30からオープンということで少し待たされたが、私の食べた味噌ラーメンはまあまあ美味しかった。

この辺り、いつも食事に苦労するが、今回は時間が遅くなったことが吉と出た。 

 明日は鳥海方面に移動するので、今日の泊りは秋田方面に走り「道の駅 五城目」に求めた。裏が公園

になっていて静かでなかなかの好物件。 

 

■コースタイム 

ゴンドラトップ（9:25）～（9:40）1260ｍ付近（9:45）～北西斜面滑降～（10:00）1155ｍ付近沢床（10:15）

～（11:07）1308ｍ～（12:10）森吉山（12:25）～北東斜面滑降～（12:40）1340ｍ付近（12:50）～（13:10）

山頂直下1428ｍ付近（13:15）～南東斜面滑降～（13:25）1275ｍ付近（13:35）～（14:00）山頂直下1440

ｍ付近～（15:00）ゲレンデトップ 



 

5/1 移動日 

 栗駒山で妖怪板掴みにやられたので、リムーバーを購入すべき石井スポーツに寄り、鳥海山の祓川山荘

に向かう。祓川山荘で今日から参戦のＫ井さんと合流。彼は今日、一人で長大なドライブをこなしてここ、

祓川山荘に来た。後半戦、ホリホリと入れ替わり一緒に行動するメンバーだ。二人とも充実したＧＷを過

ごせるか否かは明日の行動にかかっているといっても過言ではないのだ。 

ところで、祓川山荘の管理人さんは我々が到着した時には居たが、今日は山を下りるという。電気も水

も止める代わりに料金はいらないと言い、ペットボトルの水と貯めてあったポリタンの水を提供していた

だいた。我々にとっては多少便利で正規料金を払うよりも、多少不便でも無料の方が有難いので好都合で

あった。 

 さて、当初の明日の予定は、中嶋台に車をデポして、祓川から新山に登って、広大な千蛇谷を一気に滑

降するつもりであった。ところが、中島台に行く道が崩落で通行止め、迂回すると片道2時間近くかかる

らしい。さらに、明日帰京するホリホリの東京に戻れる最終の時間を調べると、羽後本荘発17:11の「い

なほ」に乗らなければならないことが判明した。そうなると、中島台に降りて、祓川にデポしてある荷物

を回収して羽後本荘に17:11までに行くのはかなり無理があることがわかり、ルートの変更を決めた。ま

だ滑ったことのない東面を滑って登り返しとトラバースで祓川に戻るルートを提案してメンバーの賛同

を得る。明日の午前中は西からの強風が吹き荒れるようなので東面をチョイスしたのだが、果たしてどう

なることか？ 

 

5/2 祓川～七高山～東

北東斜面滑降～祓川 

 早朝、モルゲンロートに輝く七高

山でパチッと目が覚めた。山頂付近

は雪煙が上がり強風が吹き荒れて

いるようだ。午後には治まるという

予報を信じて6:25出発。このルート

は、大勢の人が登っていて、ルート

を示すポールが10ｍおき位に立っ

て、まるでゲレンデのよう。情緒も

へったくれもなく登っていて楽し

いルートではない。ただ、短時間で

山頂に立てるので、アプローチルー

トとしては有効である。時折強風が

吹く中、黙々と登っていく。しかし、

やがて避難小屋を過ぎ、斜面が尾根

の東側に入ると予想通り、尾根が強

風を遮りぴたりと風が止んだ。やは

り、今日は東側の斜面で正解である。 

  

■写真上 モルゲンロートに輝く

七高山！！ 

■写真下 雲海の上は快晴！！ 

 

こうなると、標高を上げても強風

が吹くことはなく、絶好の登山日和

だ。そして、歩き始めて約3時間半、



 

9:50に七高山山頂に到着。新山側の

荒々しい風景と対照的に東側はど

こでも快適に滑れそうな広大な大

斜面が広がる。夏道と違って決まっ

たルートは特にない。こういう時は、

自分の目で実際に現場を見て、自分

の勘を信じ、一番楽しく滑れそうな

場所を滑ることにしている。当初、

東面の百宅ルート沿いを滑る予定

だったが、現地で周りを見渡して気

が変わった。ずっと下まで見渡せる

快適そうな東北東斜面（祓川ルート

と百宅ルートのちょうど真ん中位

の赤崩沢に落ちる斜面）が実に魅力

的だ。自分の勘を信じ、ここを滑る

ことにしていざ！！ 

 最初の数ターンは少し雪が引っ

かかる感じだったが、すぐに超ゴ

キゲンな雪質になる。パウダーで

もザラメでもないが、とにかく雪

がシャラシャラしていて滑り易い。

「シャウダー！！」とでも表現し

ようか。 

  

■写真上 七高山から千蛇谷と外

輪山を望む！！ 

■写真中 七高山山頂！！ 

■写真下 山頂から大滑降開

始！！ 

 

傾斜・広さ・雪質・ロケーショ

ンの４拍子が全て満点の最高の斜

面だ！！こうなるともう止まらな

い。快適である限り、傾斜に身を

任せ落ちて行くだけである。一生

で何回も出会えないスンバラシイ

滑降で気が付くと滑降標高差は

700ｍを越えた。それも、全くダレ

たところがなく、滑降したルート

全てが快適な斜面で構成されてい

る。さらに最上部を除きほぼノー

トラック！！「銀座山の会 御一

行様貸切大斜面」である！！いや

いやホント大当たりである。1485

ｍ付近まで滑り、満足感に包まれ

て一本取り、上部を見上げると、

これがまた日本とは思えないスゴ

イ景観である。「今、まさにここを



 

滑ったのか」と思うとホント幸

せなひと時であった。 

 さて、良い思いをした分登り

返さなければならない。往路の

祓川ルートに合流すべく1732ｍ

標高点辺りまで登り、少しのト

ラバースで祓川ルートに無事合

流する。あれだけ良い思いをし

て、わずか250ｍ程の登り返しで

戻ってこれるのだから楽なもん

である。 

 合流した祓川ルートは多くの

人が滑ってギタギタのゲレンデ

状態、先程のルートとは全くの

別物、単なる消化試合であった。

鳥海を訪れるほとんどの人にと

っては、ここ（我々にとっては

消化試合）が鳥海なのである。

しかも、それでそれなりに皆、

満足しているのだ。一歩奥に入

りこめば別世界が広がっている

というのに・・・。 

 次回、再訪するなら、車を1台

入山者の少ない猿倉口にデポし

て祓川ルート～東北東斜面～猿

倉ルートにすれば、下山ルート

も人が少なく快適な斜面が続き、

今回以上に一粒で二度おいしい

最高にゴキゲンなルートとなる

であろう。これはぜひ実現した

いところだ。 

 

■写真上 最高に気持ちい

い！！ 

■写真中 どこまでも続くどで

かいスケール！！ 

■写真下 傾斜・スケール・雪

質・ロケーション全てが最高！！ 

 

今回、このルートを滑って実感

したのは「なんだかんだ言っても

鳥海は山スキーの山として別格

だ！！」ということだ。栗駒も森

吉も満足して滑っていたが、最初

にここを滑ってから行ったら、悪

い意味で印象はかなり違ったと

思う。そういう意味では栗駒と森

吉が先で良かった。 



 

そしてもうひとつ「鳥海には既

存のルート以外に未知の大斜面が、

まだまだ人知れず眠っている」と

いうことだ。その日の風の向きや

気温、天気に応じて快適なルート

を探し出してオリジナリティーの

あるルートを見つける。これは凄

く魅力的な時間である。だが、そ

の為には登り返しを嫌ってはいけ

ない。登り返しのないルートには

人が集まり、斜面もすぐ荒れるが、

登り返しが必要なルートには、ほ

とんど人は入ってこないので、い

つも真っ新で魅力的な斜面が眠っ

ているのである。 

  

■写真上 滑ってきた最高の斜面

バックに！！ 

■写真下 戻ってきました。 

 

さて、サクサク行動したので祓

川には思ったより早く13:00には

戻ってこられた。ホリホリとは今

日でお別れなので、時間に余裕が

あるのは嬉しい。まずは「フォレ

スト鳥海」の温泉で汗を流す。リ

ゾートホテルの温泉なのに￥400

とリーズナブルで施設もキレイ、

露天もサウナもあってこの方面に

来た時はお薦めである。 

 そして、ランチはありきたりで

あるがゆったりできるので由利本

荘市街にあるココスで打ち上げを

する。鳥海の大斜面を体全体で受け止めてきた我々にとって、ココスのランチは量が少なく（いつもは充

分な量なのだが・・・）少し物足りなかったが、ゆっくりと打ち上げができたので満足であった。 

 ホリホリを駅に送って、我々は今日の泊りを「道の駅 鳥海」に求めた。美味しそうなものがたくさん

あり、営業時間内に来てみたい道の駅である。でも夜は意外に静かで快適だった。 

 

■コースタイム 

祓川（6:25）～（7:45）避難小屋～（9:45）七高山（10:25）～（11:00）1489ｍ付近（11:15）～（12:15）

1732ｍ付近～（12:53）祓川 

  

5/3 笙ガ岳（敗退） 

 朝、目覚めると麓は晴れている。昨日、充実したので今日はショートルート、ということでブルーライ

ンの鉾立口から笙ガ岳の東面を滑ることにしてブルーラインに向かう。ところが、山の天気は大荒れのよ

うで、ブルーラインは終日通行止め。上の方は降雪があったようで、風も半端ないようである。 

 「うん、良い休養日だ。」とあっさり引き下がり、であれば明日の視察ということで、万助登山口に向



 

かう。しかし、登山口は雪のかけ

らもなく、だいぶ上まで板を担が

なければならなそうでメンバーの

モチベーションは上がらない。試

しに湯の台口も視察してみると、

一応雪のある場所まで車で入れる

ようだ。 

 

■写真上 西浜キャンプ場でキャ

ンプ。 

■写真下 麓は良い天気だが、山

頂付近は強風が吹き荒れている。 

 

万助登山口の標高は460ｍ、それ

に対して湯の台登山口は665ｍま

で車で行ける。それでも、雪は繋

がっているかどうかわからない。両ルートとも向きは南面なので、雪の付き方は大差はないであろう。で

あれば、200ｍ高い湯の台登山口の方が楽だろう。地図を見る限り、両ルートとも文殊岳に登れて、狙っ

ていた斜面が滑れそうだ。ということで、万助小屋ＢⅭを止めて、湯の台口から登って滝の小屋ＢⅭに変

更することにした。 

 視察を終え、今日は西浜キャンプ場でキャンプをすることにして。昨日泊まった「道の駅 鳥海」に昨

日チェックした目当ての魚を買いに行くと、すごい混雑！！昨日の夜の静けさが嘘のよう。魚が焼けるま

で1時間半もかかるというので先にキャンプ場をチェックインするが、ここも凄い賑わっている。山は大

荒れなのにここは暑くもなく寒くもない快適なキャンプライフが楽しめた。 

 

5/4～5 滝の小屋BⅭ・文殊岳 
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清々しい朝を迎えた。今日は惜

しげもなく鳥海山は全貌を見せて

くれるが、山頂のすぐ上に髭のよ

うに刷毛で掃いたような雲がある

のが気にかかる。天気予報は晴れ

だが天クラはⅭ、風速はやはり20

ｍ以上ということで、山の天気は

なかなか安定しない。今日は、と

りあえず滝の小屋まで入り様子を

見ることにする。滝の小屋までな

らば、ほぼ樹林帯なので強風が吹

き荒れていても問題なく入れるで

あろう。 

 昨日確認しておいた湯の台登山

口を車が入れるところまで入り

（標高665ｍ付近）、シールオンして歩き出すが、すぐに雪が切れ、その後も日当たりの良いところは完全

に雪が切れているので、しばらくは板を背負って歩いていく。 

標高800ｍ前後で雪が繋がり再びシールオン、車道を離れる830ｍ位からは、もうどこでもシールで歩け

るようになった。下部は多少薮っぽく樹間も狭いが、登るにつれ樹間も広くなり快適なブナ林の登高とな

る。決して巨木とはいえないグニャグニャと曲がりくねった、たくさんのブナの木を見ると、この地の自



 

然の厳しさが伺える。徐々に標高

を上げて行くが、この頃には山頂

はガスに隠れ、雲も厚くどんより

した天気になってきた。 

 緩急繰り返す広いブナの尾根を

登って行くと、やがて樹林が切れ、

滝の小屋が現れた。昨日、遊佐町

の観光課に確認したところ、小屋

は無人で、布団もコロナ禍の影響

で使用できないと聞いていたが、

小屋に到着すると、しっかり管理

人が入っていて、水も布団もある

（1泊素泊まり￥2500）。結局、持

参したシュラフもマットも使用す

ることなくただの歩荷訓練となっ

てしまった。なんでも、インスタ

には営業状況をアップしているよ

うだ。次回行く時にはぜひ確認し

て行きたい。 

 さて、一度小屋に入ってしまう

と、もうこの天気では尻に根が生

えたようで「外に出て滑りに行こ

う！！」という気にはなれず、マ

ッタリモードで飲み始める。イヤ

イヤ明日こそ勝負ですね！！ 

 

■写真上 気持の良いブナ林を登

る。 

■写真中 滝の小屋に到着！！ 

■写真下 やっと晴れた！！ 

 

5/5 

 だいぶ風も収まり、天気も良く、

今日こそ楽しめそうである。朝食

はお湯だけ沸かして各々自分の

好みのものにお湯をかけて戴く。

さて、今日はどこを滑ろうか。当

初、万助小屋ＢⅭで滑ろうと思っ

ていた文殊岳の西斜面が気にな

る。ここ、滝の小屋からも充分ア

プローチ可能と思ったので、ここ

を目指すことにして5時50分に出

発。登りやすそうなところを適当

に登って行く。同宿の鶴岡のパー

ティーは行者岳方面に向かうよ

うだ。こっちも魅力的な斜面が広

がっていて楽しそうだ。 

さて、我々は河原宿の避難小屋



 

を左に見て、なおも登りやすいと

ころを登って行き、やがて文殊岳

と伏拝岳の間の稜線に立つ（2022

ｍ付近）。新山が眼前に顔を出し、

眼下には千蛇谷が白い帯をうね

うねとくねらせていて、その様は

まさに巨大なヘビのように見え

る。ここは正確には文殊岳ではな

いようだが、文殊岳より若干高い

ので、ここを我々の山頂としてこ

こから滑降することにする。広大

な純白の斜面がどこまでも続い

ていてワクワクが止まらない。最

大傾斜に板を向けほぼ真西に向

けイザ！！ 

登って来る時は少し硬いと思

っていた雪面も程よく緩み、パウ

ダーでもザラメでもない「シャウ

ダー！！」、5/2に北東面で経験し

たあれと同じやつだ！！どうに

も止まらない、止まりたくない超

快適斜面！！快適な限り、登り返

しのことはとりあえずどこかに

置いといて、どこまでも滑って行

く。これこそまさに「毒喰らわば

皿まで！！」である。 

結局、標高差約520ｍ、1500ｍ

付近まで快適に落ちて行って、傾

斜が落ちて雪が腐り始めたとこ

ろで終了とした。この斜面も5/2

に滑った斜面と同様に、ほとんど

ノートラック！！これが鳥海な

んですね！！ 

きっと、まだまだ素晴らしい斜

面が人知れず眠っているのでし

ょう！！ 

  

■写真上 文殊岳付近より新山

を望む！！ 

■写真中 文殊岳付近にて、笙

ガ岳をバックに。 

■写真下 どこまでも続く大滑

降！！ 

 

さて、どこかに置いといた登

り返しは約300ｍ弱、1783ｍ標高

点付近まで登り、往路と合流し、

第２ステージ、滝の小屋を目指



 

しての滑降！！ 

ところが、「エッ！！どうしたの」

という感じで、この斜面はわずかな

時間で全く滑らない雪質に変化し

ていた。こうなるともう、完全な消

化試合である。通常であればザラメ

雪なので多少日が当たっても楽し

く滑れるのであるが、今日の雪はこ

こ数日でうっすらと積もった新雪

のため、日が当たり気温が上がると

あっという間に生コンクリートの

ような雪質に変化してしまったの

であった。 

 滑らない雪をほぼ直滑降で滝の

小屋に戻り、デポした装備を回収し

て下山開始。すると、ここから下は

新雪はなく茶色いザラメ雪がメイ

ンとなったため、まずまず滑りが

楽しめた。ただ、最後の方はブナ

の芽吹きで「妖怪板掴み」が出現、

スキーのソールにはタールのよう

なものがこびり付いてネチョネチ

ョになり、緩傾斜の車道はほとん

ど滑らなかった。まあ、上部で最

高の思いができたので、喜んでこ

れも受け入れよう。 

  

■写真上 スケールがでかい！！

これが鳥海だ！！ 

■写真中 夢の滑降を終え、余韻

に浸る。 

■写真下 ゲザーン！！ 

 

下山後は湯の台温泉で汗を流

し（リーズナブル（￥300？

￥400？）で露天もあってお奨め）、

打ち上げは酒田港の海鮮屋、雰囲

気は少しガチャガチャしていて

騒々しい感じだったが、私が食べ

た海鮮丼は具も多く味は美味し

かった。長い帰路も、渋滞に追い

つくことなく順調に帰京した。 

  

 天気予報が悪く、最初はどうな

るかと思ったが蓋を開けてみれ

ば、7日間中、5日間行動でき、大

満足であった。2日間行動しなか

ったが我々の体力・気力から考え



 

ればこの位がちょうど良い。そ

れにしても、鳥海は最高だった。

まだまだ楽しめそうなので、今

回の経験をもとに、もっと素晴

らしい周遊ルートを見つけてみ

ようと思う。当分遊べそうであ

る。 

 最後に、7日間も一緒に行動し

て、大きな諍いもなく気持ちの

良い時間を過ごさせていただい

たメンバーに感謝！！します。

皆さん、「オツカレ山でし

た！！」 

■写真 文殊岳付近の稜線にて

この先は雪庇になっていて千蛇

谷まで切れ落ちている絶壁。へ

っぴり腰が面白い。 

■コースタイム 

5/4 

湯の台登山口665ｍ付近（7:45）～（10:45）滝の小屋 

5/5 

滝の小屋（5:30）～（8:15）文殊岳稜線2022m付近（8:45）～（9:10）1500m付近（9:25）～（10:45）1783

ｍ標高点付近～（11:15）滝の小屋（11:35）～（12:50）湯の台登山口665ｍ付近 


