
我が

ーポロシリ岳

1年余りの待問をかけて、憧れの山を目

ざすべく計画を練り、 1980年 7月21目、

Z当弘
主土

日高山脈の最高峰ポロシリ岳の頂に立った。

20日の朝、山友 3人は車にそれぞれ登山

用具をのせて出発する。日高、振内からニ

セウの分岐点で国道と別れ、沙流JIIの支流

額平川に沿ったポロシリ山荘へ向う道を走

る。道端には水楢、桂、春検、白樺などの

広葉樹の根元にクノレ7 ユリが時折自につく

位で、この程度の標高の山では、一時の賑

わいを過ぎた静けさが感じられ、さわやか

な夏の様相を我々に与えてくれた。

時折目の前をエソライチョウの親子づれ

が道を横切り、数羽の小雀の群れが行きか

い、ヒカゲチョウやコムラサキの数匹が舞

うのが車窓から見え、いつもはそんなロ 7

Yチックな感情など毛頭ない我ら山男たち

も、この快適なドライブに我を忘れている。

その時前方に数人の登山者の一団を見つ

けた。近づいて話を開いたところ、今朝7

時に山荘を出て来たとの事、その時逢った

時刻が午後 1時、 6時間歩いてここ迄来た

のだそうで、少なからずパテ気味。
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山行

トッタベツ岳一

伊達市大井伸一

交通機関のある所までどの位かと聞かれ、

歩いたら今位はかかると言うと、更にがっ

かりした彼らの表情は気の毒だった。

しかしこれから 4伽ほど行くと営林署の

事業所らしい所があるから、そこ迄がんば

って行き電話でタクシ を呼ぶと良い等と

いっぱしのアドパイスをし、又今まで歩い

て来た山荘までの道程を聞き別れを告げた。

彼らは大学の l、 2年生位の若いグルー

プなので、その後無事に帰路についたもの

と思うが…。

今まで随分各地の山を歩いたが、あんな

にパテた人達を見たことがなかったので、

我々も先のととを考えると少々不安になっ

た。それをよそに車は進み、険しい谷すじ

を過ぎ車の終点に者いた。

ここでメンパ を紹介しておこう。私と

同じ伊達市に住むA氏、彼は私と今迄行動

を共にした相棒である。

彼は山草栽培を私に教えてくれた 1人で

あり、山行きを何時も誘ってくれ、苦楽を

共にした一番の親友である。もう 1人は室

蘭市のB氏、彼はひたすらな山男であり、

我々と一線を画しているが、登山にかけて

はこの仲間ではプロ級である。

昨年才、パ←Jレを経てインド、スリランカ

などを回って来たとの事、その他アフガニ

スタン、ヨーロツパアルプスへも行った経

験があり、教えられることの多い人で、一

昨年狩場山に連れて行ってもらい、今回は
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2度目の同行である。

ここで下界とも別れ、我々は登山用具を

身にまとい出発とする。今日は山荘まで9

hの歩きである。道は車が通れる広い道で

何故車を入れないのかと恩われるが、また

うなずける理由もありそうなので、深く考

えずに進むのが登山のノレーJレかと患い足を

はこぶ。

間もなく車止めよりせまい谷すじに作っ

た道には、至る所山肌が表われ日高特有の

変成岩が見られ、ソラチコザクラ、ダイモ

ンジソウ、ミヤ 7 ハタザオ、ヤ7 ハナソウ、

ヒダカハナシノブが目に付き、ソラチコザ

クラは岩の割れ自に多数見られる。

ダイモンジソウもウラベニが多数有り、

その紅の濃淡は様々で群生することなくそ

れぞれに分布している。ソラチコザクラも

金山産のものよりいく分「さじばJ気味で

あるが、それも一定したものではない様だ。

その他トリカプト、レイジンソウ、エゾ

ノトウチソウが見られ、時折出合う滝にそ

のつややかな葉をしずくにぬらしていた。

これらの花を見ながら 6Kmあまりの車道

も終わりいよいよ残りの沢登り、キャラパ

ンしか用意していなかったので困った。

実は時間をかけた計画の割には、情けな

い事にこの沢登りの地点まで車で来れると

思っていたのである。ここで我々の計画の

甘さをいやというほど思い知らされる事に

なった。まずキャラパンを脱いで川に入る

のだがその水の冷たいこと、上流を見ると

雪渓がドカンと川をふさぎ、足もとを流れ

る水は今その雪のトンネノレをくぐって来た

ばかりのやっ、その冷たさを我慢してベタ
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ベタと裸足のまま川を渡り石をまたぎした

が、水を渡っている時は冷たいだけで我慢

できるが、それを過ぎ砂をふんで石の上に

上った時のその痛いこと、我慢出来ずに早

々にキャラパンシューズをはさ、その億沢

登りをしてしまうことになった。

そんな中でも本分は忘れずに見た山草は

ヒダカイワザクラ、その他は前記のものと

変りないがモミジカラ 7 ツも見られたし、

エゾノトウチソウの多いのには驚くばかり

である。そんな苦しい沢登りも草々に励ま

されて越え山荘にたどり着く。

日も山かげに入り、エゾ7 ツ、 トド7 ツ

など針葉樹Kまじり、ダケカンパやノリレニ

レ、イタヤカエデの大木に囲まれた山荘は、

北力 Jレから流れ出た清流を背にとじんま

りと建っている。

そこの庭の周りにシ7 リスが、人の目を

よそに残飯をあさっている様はここも大雪

にまけない観光地らしい。

中に入り背の荷物をおろしタ鈎の仕度を

し、下界から持って来たジンギスカンに舌

づっみをうち、酒に明日への夢と希望を語

りあうと言えば格好いいが、とりとめない

無駄話に酒をにごし、あげくには明日へと

尾を引いてしまうとは……。

夜が明けて今日はいよいよ幌尻登山へと

3人で出発する。ここから並の足で 5時間

の登りであるが、 1人昨日からの続きでま

だお酒と仲が良いらしく足がおぼつかなく

てとかく遅れがちなので、彼のこれまでの

足を信じ彼の許しを得て、我々 2人先をい

そぐ。ジグザグの登りは見るまにかなたの

山を追い越してゆく。

北方山草 2 (1981)



汗をふさ息を荒らげて登る山道にアオチ

ドリ、ギンリョウソウがひっそりと咲いて

いる。時々エゾシオガ7 、ハクセンナズナ

も見られる。

花々を眺め 2人で話し合いながらやっと

稜線に出る。 cζ こでガイドブックでは感

動的なトッタベツ岳が見られるとあったが

その時は雲の中であった。 2ヶ月後に再度

登った時は感動しながらトッタベツ、北ト

ツタベツが眺められた。)そよ風が汗を拭

いさり、汗ばんだ身体にζζち良かった。

タケカンパが風になびいた型の登山道の

地表近くにイワツツジのまだ青い果実が見

え隠れし、赤実のイヌツゲやマイズルソウ、

ヨツパシオガマの紫、エゾシオガ7 の黄色

がちらばっている。

数分歩くと頂上までの最後の水飲場「命

の水JiCっく。さすがは命の水、そのうま

いこと、その甘露Kのどをうるおしている

と、娘前の岩場にエソーツツジが高山の女王

の様に咲いている。良く見ると咲いている

いる。ムνトリスミレ、ナガパツガザクラ、ナ

ガパキタアザミ、ウコンウツギ、エゾゼン

テイカ、ミネザクラ迄咲いている。ウサギギク

が足下に、 ミヤ7 キンポウゲ、シナノキン

ノゼイ、チングノレ7 、 ミヤマダイコ yソウ、

ウラジロナナカ 7 ド、 7 ノレノミシモツケ、エ

ゾヒメクワガ夕、オオパミゾホウズキ等々

カl・h ・..。今までの疲れも忘れてそれに見入

る。しばらく忘我の境に遊んだが、これか

らの先を思い身をおこして頂上へ向う。

:ltカーノレへの最ものり出した尾恨に出る。

そこもまたお花畑で、エゾツツジが、ハ

クサンチドリが、ウズラノ心、クサンチドリ
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が、ヱゾミヤマトラノオが、イワヒゲ、イ

ワブク口、ジムカデカ1・ ・0

その上エゾツガザクラの群落も歓迎して

くれたが、それは純粋なものは殆んど見当

らず問種が主で、様々な色、型が面白い。

さらに上に向うとミネズオウ、チシ7 ツ

ガザクラ、コケモモ、コメパツガザクラ、

イワギキョウ、チシ7 ギキョウ、ユキパト

ウヒレン、クロ 7 メノキ、ヒダカミネヤナ

ギを見るうちにl頁上に着く。

白花のイワギキョウと八重のイワギキョ

ウが目につき興味深かった。又コメパツガ

ザクラの変った型のものがあり、これはい

かがなものかと感にたえない。

我々は山の花々にはげまされてここまで

来たが、遅れた 1人がまだ米ていないので、

声を限りに呼ぶとやっと戸が聞こえ iああ

来た来たJと安心し、 2人のザックをほど

いて朝食。朝 7時に出発し現在は11持、途

中で間食はしたもののかなりの空腹、山を

さかなに食べる食事はことの外うまい。

雲の聞に見える速い十勝の平原は広く、

この頂上の高さを思い知らされる。だが100

E耐E及ぶこの山脈の一翼は見られず、雲の

1111;きにそれをしのぶより外はない。 C2度
目の登頂では北はチロ口、ピパイ口、南の

:{tの山エサオマントッタベツ、ポロ γ リ、

カムイエクチカウシ、札内岳、 1940m峰、

イドンナップなど一望に見わたされた。)

その時 2人の人が我々の前に現われた。

そのうち本州から来たという I人は、北

カーノレからの沢登りとの事、一同感激をあ

らたに記念撮影をした。ここで同行 4人と

なり、そして頂きで山の話をしていると、

北方山草 2 (1981)



東力~)レを F って行くパ ティがあった。

彼らは何か騒いでいる。足でも踏み外し

たかと思ったが熊に出合った声とわかり、

一同それに注目すると、彼らは一斉に声を

出したりしておどしている様子、だが当の

熊は動じないようだ。

どういう訳か彼らはテントを広げ、円陣

の形になり、声を出したり花火を鳴らして

いるが、熊はその回りをぐるぐる回ってい

る。どうやらエサをねだっている様子だ。

今年あたりやっと親ばなれした位の大き

さのやつで、エサにあぶれていたところ良

い臭いにつられて来たものらししかなり

設山者ずれしているらしい。

遠くもなく近くもなく、ぐるぐると同じ

動きを繰り返している。そんな熊の態度K

彼等は脅えているらしく、頂上の我々に助

けを求めているがどうにもならず、隙をみ

て引き返すよう言うだけが精一杯。

そんなことで小 1時間もたったが、彼ら

はやっと隙を見て戻って来たようだ。それ

を見て一安心。次の目的地七ツ沼カールに

向う。幌尻岳の稜線は長〈頂上から三ツ程

のピークがある。

それぞれの岩場の植物はあまり多くない

ヌ白人 コメノ十yガザクラ、カーンコウラン、 ミ

ネズオウ、チシマツガザクラ、コケモモ、

キパナシャクナゲなどが風K吹かれてよく

つまり、所々にジュータンのようになって

いるのが見事だ。

外にイワギキョウが多く、チシ 7 ギキョ

ウは白花も有るとの事であったが、とうと

う見つからなかった。ユキパトウヒレンは

今が盛りで、藤色の花を咲かせている。
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岩かげのi湿りの多い所は凋種のエソツガ

ザクラが咲いていたりして楽しい尾根道だ。

最後の下りのピ クと思われる所へ来て

道が二ツに別れている。左右どちらか霧の

為わからないので右へ行く事にする。

しばらく下った所で一同「はてj と思い

地図を広げるととの道は違った道、上へひ

き返すのもどうかと思い、腰位しかないハ

イ7 ツの上を渡り、左側の本当の尾根道に

出るが、頂上から同道した人は元の地点ま

で戻ったようた'った。己こで我々が今回こ

の山へ来た目的の一つに力ムイピランジが

あった。写真でしかまだ見たことのない日

高山脈国有種、稀産、この花に会うのがこ

の登山の主目的で、今迄探し回るがまだ見

られずにいた。

幌尻岳から戸蔦JjIJ岳へ向うこの尾根道で

ついにこの花と出合った。それも登山道に

背を向りた岩かげにほんの手の平の半分位、

まだ花は咲いていないが奮がふくらみ、近

日中にはその花は人知れず咲くのは確かだ

った。我々はまさかの出合いに言葉もなく、

互の心に感激を覚えたのは言うまでもない。

その花と別れ、目的地に向う足どりは軽

い。尾根から七ツ沼カーノレへ降りる道は強

度の斜度があり、足元は不安定だが回りの

岩場K咲くエソツツジやナガパツガザクラ、

ダイコンソウを眺めながらなのだから心楽

しい限りである。

この斜面も過ぎ雪渓に出る。久しぶりの

雪にふれるがそれはなつかしい思いだけで

はなく、今夜の酒宴のための冷たきに心が

おどったのである。

雪渓がとけたばかりの所は植物がやっと
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それを 2つかみほどいただきキャンプへ戻

る。今や縫詰のコンピー7が煮えている。

芽を出していて、山は春夏が一緒であきる

ζとがない。名前の七ツ沼よろしくそこか

「

そこへイワギキョウをパッとはなし、イ

ワギキョウのコンビーフいための出来上り。

先に用意したインスタントラ メン等の

即席ものの食物をならべ、雪渓の雪に冷え

たウイスキ でまずは乾盃。幸いに雲は晴

れ、タやみに戸蔦別岳やポロシリ岳、日高

半月ではあるが明るく

しとに大小さまざまの沼が点在し、美しい

風景が広がってしずる。

時々ナキウサギが鳴きピンズイやメポリ

ウソなどの戸が耳

を楽しませている。正に別天地だ。

野常の場所を決めそれぞれ仕事を分け、

今夜の食事の用意をする。私は水と食べら

ホシガラス、ムシクイ、

の山並みが望まれ、

我々の仲間を照らし出している。

食も進み酒も進むうちKさまざまなこと

れるものを探す役、熊への安全を確かめる

事など、早く言えばこの回りを散策せよと

を話したが、同行した本州の人はl¥:々 がハコップエ Jレを手K沼の匝lりやの事である。

イ7 ツの上を事もなげに減り歩いたことにここは火山灰岩のあたり草原を見て回る。

驚いていた。彼もかなり合山の経験はあるがカ ノレの地表をおおっているのである。

そんな事が驚きとは、道なき道ょうだが、おそらく昔、樟前山の噴火の時のもので

山草と出合うためにはまともな金山道では

あまりめぐり合えないためと、北海道の有

名な山は登山道も立派に整備されているが、

ないかと思うがはっきりは分らない。火山

灰は宮川近くで見られるものと同質で更に

細かいもののように思われる。

あまり有名でない頂きにはほとんど道はな

く、いつもブッ γュこぎの山行きになれた

私達にはこんなことは当たり前の事であり、

その上に変成岩が混りあい、ヱソノレリソ

ウ、イワプク口、イワギキョウが群生し、

ヒダカミネヤナギ了、 キパナノチングノレ7 、

感心されて反対に篤いた。

明日の山行きを考え、程々に酒宴も終え

眠りにつく。朝雨の音で目をさます。今日

ヨ

ツバシオガ7 等が咲いている。

イワプクロには白花も見られた。そして

ウズラパハクサンチドリ、コマノツメ、

1

1

j

 

は残念ながら雨のようである。

早々に朝食をすませ、テントをたたみ帰

路戸蔦iliJ岳へ向う事にする。その前に戸蔦

別川を下って行くという昨臼向行の人に別

エソコザクラ、

アオノツガザクラ、ミヤ7 タネツケパナ、

タカネトウチソウが今を盛りと花を咲かせ

ている。又幸いに熊の足跡もなく古い糞が

水の多い所ではジムカデ、

れを告げ、水場で水を汲み出発する。

カーノレより尾根道は急な主主り泊分あまり、

2度程休息をとったが折りからの雨で道は

あっただけで安心し、花を見ながら水をi汲

み野菜になるものがないかと探したが見当

らない。ギョウジヤニンニクかゼンテイカ

この辺り

K点在するチングJレマは特K花が大きく優

k. 3 c閣は越える大きな花を咲かせていた。

流れに変りきつい受頂となった。でもと思うが無い。

ふっと足元を見ると、花をつけないイワ

ギキョウが一面に踏み荒らされているので、
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どうにか尾叡にたどりつきいよいよ戸蔦

別岳の頂きに向う。このピラミッドのよう

にそびえ立つIUは、あいにくの雨風で頂き

は雲Kはばまれ望まれないが、樹林は少な

くガレ場の設りが続いているようだ。

ウラシ7 ツツジ、イワウメが風をまじえ

た雨に打たれながら葉を花を広げている。

ミヤ77ズマギ夕、ユキパヒコタイ、チ

シ7 ギキョウ、タカネオミナエソ、イワギ

キョウ、ムシトリスミレ、イワヒゲ、コノて

ノツメクサ、ユキパトウヒレンなどが目立

ち、チシマイワタデ、ムカゴトラノオなど

が頂上まで続いていた。

きつい登りも終えやっと頂きにつく。雲

の中、東側はものすごい風で、私はメガネ

をかけているので、 くもってしまうのには

ほとほと参ってしまい、メガネをはずし一

息つくことにする。

風下の頂きの陰で休んでいると風はなく

雨も少なく、空を見上げるとうす日まで見

える。なのに反対側では暴風雨とは…。

山は下界では想像出来ない一面がある。

息を整え次の目的地北戸蔦別岳へ向おう

とするが、折柄の天候の為、予定を変更し

て 1890の地点から下山することKしたが、

しかしその方向が頂上で道が 3方に別れて

いて今来た道も見失ってしまうしまっ。

こんなことは珍しい事ではないが、水筒

のコンパスと 5万分の地図を広げて道を探

し下山する ζ ととなった。急、な下りを過ぎ

尾根道のゆるい斜面を歩いてくると岩が急

K変ってくる。ここが夕張岳、アポイ岳と

同種のカンラン岩かと思う。

植物の様子も変わり、ナンブイヌナズナ
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やユキノミヒコタイが特に多く見られるしツ

メクサの類も多くムシトリスミレがここか

しこに見られる。

ツツジ類が急に少くなったようだしユキ

パヒコタイも夕張岳より大きくなって

いる感じ、言わば fのびのびj した感じ

である。アズ7 ギクも雨や霧のせいもある

が毛深いために、露が葉につき白く綿でも

かぶっているようだ。又チシ7 ギキョウも

普通のものより花の大きい感じのものがあ

り、チヨット興った姿をしている。ナンブ

イヌナズナも夕張産より幾分青みがかった

薬である。山によってこんなにも遣うもの

か。そしてミヤ 7 オタマキも私が栽培して

いる徳舜別岳産の物よりは、はるかに大き

く 30~40cmは尤にある大きさであった。

下山コ スの 18ω 地点は、これらの草が

特に多く見られ、晴れた日ならもっとくわ

しく調べられるのにと残念であった。こん

な思いを残し下山し続け、ハイ 7 ツの岩絵

に咲くヱゾツツジの群務を最後にして花々

に別れを告げる。そして沢に辿り着き、山

荘に落着いて雨にぬれた衣服を乾かし、今

日迄見た花々を息いおこしながら、日高幌

尻岳、戸蔦別岳の山行きをなつかしく思い

返えしたのであった。

時

フジサザクラ

北方山草 2 (1981)




