
大雪山の高山植物を訪ねて

(黒岳からトムラウシ111まで)

伊達市大井伸

2年程前に、ある山岳会のパーティが大 般を紹介し、更に後記の紀行の中で自生状

雪連峰の中で表大雪と呼ばれる黒岳(1.984 況等を通して書いて行きたいと思う。

m)、白雲岳(2.230 m )、忠別岳(1. 963 ユキバトウヒレン、ウスユキトウヒレソ、

m)、化雲岳(1. 954 m )、トムラウシ山 シロサマニヨモギ、エゾノハハコヨモギ、

(2.141m)を3i白4Bの行程で従走する タカネキタアザミ、エゾウサギギ夕、 7:;

計画を立てた折、私もそのメンバーに加わ マタタンポポ、クモマタンポポ、ミヤマア

る事が出来たので、今回はその持の紀行を ズマギグ、ミヤマオグノレマ、トウゲプキ、

綴ってみたL、。 タカネタンポポ、チシマギキョウ、イワギ

初めに日程を紹介すると、 l日目は汽車 キョウ、ホソパウノレップソウ、ヨツパシオ

とパスを利用して層雲峡に入り、ロープウ ガマ、タカネシオガマ、エゾシオガマ、イ

ェイとリフトを利用して黒岳を登山後に同 ワプグロ、キクパクワガ夕、キパナシオガ

岳の石室泊。 2日目は石室を出発して美ガ マ、エゾヒメクワガ夕、オオパミゾホウズ

原、北海岳、白雲岳、高根ガ原を通り忠別 キ、イプキジャコウソウ、ミソガワソウ、

岳、五色ガ原、化雲岳と回りヒサゴ沼でキ エゾノレリソウ、リシリリンドウ、ミヤマリ

ヤ γプ設営。 3日目はヒサゴ沼よりトムラ γドウ、ヨコヤマリンドウ、クモイリンド

ウシ岳の頂を越えて、前トム平、カムイ天 ウ、エゾオヤマリ Y ドウ、イワイチョウ、

上を通って最後の宿泊地トムラウシ温泉着 ツマトリソウ、ェゾコザクラ、シロパナエ

となる。 ゾコザグラ、チシマツガザタラ、ウラシマ

以前から憧れていた大雪の植物達を、自 ツツジ、ヒメシャクナゲ、コメバツガザク

然の中で見たし、、会いたし、との一念から、 ラ、イワヒゲ、ジムカデ、シラタマノキ、

約40仰の行程を 3i白4日で消化した訳であ キパナシャクナゲ、エゾツツジ、アオノツ

るが、今考えてみると、無謀に近い強行箪 ガザクラ、コエゾツガザグラ、ミネズオウ、

であったと思う。後日、大雪登山が話題に クロマメノキ、コケモモ、イソツツジ、ヒ

なった折に高野英二さんが言っておられた メイソツツジ、エゾムラキツツジ、ムラサ

ように、このコースにはもう 1B追加して キヤシオ、イワツツジ、コパノイチヤクソ

41白5臼にすると、余り無理がなく楽であ ウ、イワウメ、ゴゼンタチパナ、レアンサ

るとの由、私も今は同感である。 イコ、シラネニ Yジγ、タイセツヒナオト

ギリ、イワオトギリ、キバナノコマノツメ、

ここで、広大な大雪山に産する植物の全 ウスパスミレ、タカネスミレ、ジンヨウキ
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スミレ、オタヤマスミレ、ハリプキ、ガン を降り、いよいよ黒岳石哀を目指して登山 ノ

コウラン、グンナイフウロ、トカチフウロ、 開始てFある。黒岳登山は、 54年7月に友人

リシリオウギ、エゾオヤマノエンドウ、チ の社員旅行に誘われて登ったが、この時は

シマゲンゲ、ミヤマキンパイ、チョウノス 冷気の残っている午前中なのて、良かったカL

ケソウ、ミヤマダイコンソウ、チYグノレマ、 今回は8月の日射しも強い午後 2ft寺頃から

マノレバシモツケ、ウラジロナナカマド、タ の登山であり、暑さのために黒岳の北西斜

カネナナカマド、タカネトウチソウ、チシ 面に続く上りは、背負ったザックが重く感

マザグラ、オオタカネバラ、ノウゴウイチ じ苦ししをりである。瑞ぎながら黒岳の頂

コ、アラシグサ、クモマユキノシ夕、シコ に着くと、盛りのイワギキョウが優しく迎

夕γソウ、エゾタログモソウ、チシマイワ えてくれる。

プキ、チγマクモマグサ、ヒメチγマクモ 黒岳頂上には多数の人が居るが、そのス

マグサ、コミヤマカタパミ、ウメパチソウ、 タイノレはハイヒール、サンダノレ、運動靴な

ホソパノヘンケイソウ、アオノイワベンケ どを履き、ハイキングスタイノレよりもまだ

イ、イワベンケイ、ナガパノモウセンコ守ケ、 軽装な人々が多く、登山スタイルの人は少

ハクセンナズナ、ミヤマタネツケパナ、ヤ 人数て、ある。この人達を見ていると何か「

マガラ、ン、コマクサ、ハクサンイチゲ、ェ 大雪に来たJと言う感じがしなかったO

ゾレイジンソウ、ミツバオウレY、ミヤマ 彼の大町桂月が「大雪に来て頂の広きを

キンポウゲ、ミヤマハγショウズノレ、モミ 知れJと言ったそうだが、この意味は縦走

ジカラマツ、タイセット Fカプト、エゾキ 後に痛感したが、今は北鎮岳の山腹に宿す

γパイソウ、シラネアオイ、ジンヨウスイ 白鳥の雪渓を見ても、何だ、白鳥よりも肉

バ、エゾイプキトラノオ、チシマヒメイワ 墜にぶら下ったブロイラーに似ているな、

タデ、ムカゴトラノオ、エゾタカネツメク と思わせる程に黒岳の登りは苦しかった。

サ、エゾミヤマツメクサ、エゾイワツメク 体が疲労すると心まで貧困になるようであ

サ、スガワラビラ γジ、エゾマメヤナギ、 る。頂からは、これから目指す白雲岳や赤

エゾタカネヤナギ、チγマアマナ、チシマ 岳、烏帽子岳なども見えるが、今日の登山

セキショウ、ヒメイワショウプ、ミヤマク での疲労を考えると、今後の行程を消化す

ロユリ、ミヤマパイケイソウ、クロパナギ る事に少々の不安を感じるのであヮた。

ボウ、ン、クノレマユリ、ツバメオモト、ハク また、黒岳附近を管理している監視員の

サγチドリ、ウズラパハクサンチドリ、コ 薄情とも思える無愛想な態度も気になっTこο

イチョウラン、ハイマツなどで、この中に 人の多い事やロープの柵が延々と張られる

は大雪山国有種や特産種が含まれると共に などで束縛され、北海道の山に居る感じを

椋生の豊富さ広大きは日本吃代表格であるo 受けないのは残念であった。柵越であるが

では l日目から話を進めてみよう。 コマグサ、メアカンキンパイが花を咲かせ、

層雲峡祖泉から乗り継いだ最後のリフト ウラシマツツジ、ミネズオウ、クモマユキ
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ノシタなどが見られ、その上をタテハ蝶の

仲間が舞っている。自由に踏み込んで観察

が出来ない不満は残るが、これらの植物達

を見ながら進んでいる内に黒岳石室に着い

ず戸

~。
ザックを降ろして早速にタ鈎の仕度とな

ったが、私と植物好きの 2人に対し「お前

達は花を見て来てL、いゾ」との、リーダー

からの有難い言葉が泊功、り、喜こんでカメラ

を片手に出掛けた。黒岳から注ぐ赤石川の

上流に当る雪渓には入っても良いとの事な

ので、雪渓の縁を見て歩くとジムカデ、イ

ワウメ、エゾツガザクラ、ニシキツガザク

ラ、アオノツガザクラが咲き、エゾコザク

ラも流れの縁に群生して咲いている。昨年

来た持はキパナγ ャグナゲが真盛りであっ

た事を思い出す。

タ閣が迫って来たので早々に石室に帰る

と、タ帥の仕度が全て出来上り、全員で本

日の無事と明日の健闘を祝して乾盃となっ

~" ~。
食事中も雑談は尽きないが、特に話題と

なったのは、人の多い事、監視員の事、柵

の事などで、北海道の山としてのイメージ

が失なわれて行く心配であった。このよう

に行動を厳視され、更に規制lを受ける結果

になった原因は、入山者自身の行為に起因

するものであるが、これからは l人 1人が

ノレールを守り、以前のように柵も監視人も

必要としない山に戻すべきと話し合った。

早朝出発を考慮して早自に床に入る事に

した。起きている時は石室内が温かく感じ

たので、持参した寝袋を使用せずに、 1枚

百円の貸毛布を 2枚借りて寝ることにし主こ。

夜が更けるにつれて冷え込みが厳しくなり、

遂に寒さのために目が覚めてしまった。全

員が寝静まっているので我慢をするが、寒

さは増すばかりである。皆んなに気兼ねを

していたが、とうとう我慢が出来なくなり

ザックから寝袋を出すことにしたo取り出

す音で傍の人が目を覚したので「スイマセ

ンJと謝り、早々に寝袋にもぐり込みよう

やく眠ることが出来たo

朝、 4時頃に目覚めたのでメンパーの方

を見ると、全員が覚めた様子である。早々

に出発準備に掛る。だが、石室の壁には注

意書きが貼ってあり「熊が出没するので 7

時前の行動は慎んで下さI.'Jとあった。そ

う云えば昨日リフトの終点、で会った 2人の

登山者が「高原源泉へ下ろうと思ったら熊

が居たので引き返して来たJと言っていた

事を思い出す。だが、この時間に出ないと

行程が予定通りに消化出来なくなるので、

悪いと思い乍らも出発する事にした。総勢

7人のパーティは、石室を出て l路最初の

目的地である北海岳に向って歩き出したo

符聞が経つ程に、だんだんと足並みが合わ

なくなり 3グループに別れるようになって

きた。私と他の 2人は足が早い方なので、

全員に合わせるために後方になるのだが、

どうしてもベースが合わず、休んで罰を空

けては追いつくの繰返しである。見兼ねた

リーダーが先に行く事を許可してくれたの

で、私達3人は北海岳で待つ約束をして、

先に進むことになった。ここから北海岳ま

では l時間余りの距離である。

私達 3人は好きな花を挑めながら進む。

美ガ原と言われる所に出るとチシマクモマ
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グサ、ミヤマサワアザミ、ミネズオウ、エ

ゾツガザタラ、アオノツガザクラ、エゾコ

ザクヲが花盛りである。ミヤマサワアザミ、

チシマクモマグサは大雪国有種であり、特

にチγマクモマグサは美しく感じた。ミヤ

マサワアザミは、私が今勉強しているアザ

ミ類の仲間とあっては、身も震えんばかり

の感動を覚え、初対面のこのアザミを充分

に観察した。今回の縦走の中で、このアザ

ミを見t;.のはこの地点、だけである。高原温

泉周辺や五色ガ原には自生しているのだろ

うか。なぜなら、このミヤマサワアザミは

トウヒレγの仲間よりも湿地を好む様に思

えるからであるO 残念ながらこの地点を調

査する事が出来なかったので、自生の有無

を知りたいものである。

美ガ原を進み少し登りにかかると、そこ

はチシマツガザクラとミネズオウが敷かさ

るように群生し、花盛りである。チシマツ

ガザクラの l花は小さいが、無数の花が集

合するとこれほどに見事なものかと感心し

カメラのシャッターを切らずにはおられな

い。ふと見ると、エゾコザタラの大群落が

北鎮岳をバックに朝日を受けて咲いている。

またまた下手なカメラを向けてシャッター

を切る。花を見ながら 1休み後に北海岳に

向う。この山は、他の山の様な頂を持った

印象を受けるが、比較的平坦な山で、縦走

コースの分岐点名と言った方が合う山であ

る。山頂鮒近には、イワプグロやヒメイワ

タデなどが散見出来る程度で、それ以外に

は特に見るべき植物は無いが、ここからの

眺めは素晴らしく、北鎮岳、白雲岳、黒岳、

烏帽子岳、赤岳が見られる他に、遠く十勝

30 

連峰、裏大雪や、これからの目的地である

トムラウシ山、忠別岳も望むことが出来る。

眼下には、お株平有毒温泉の噴煙も見える。

後続のメンバーはどの辺まで来たかと後

を見ると、遠くでひと休みしながら手を振

っているのが見えた。この距離では30分は

待たないと合流出来そうもないと考えてい

ると、他パーティが来て「白雲方面は曇っ

ている」と話してくれた。その方向を見る

と、白雲岳は雲に隠れて見えなくなり、少

し風が出てきたようである。このまま待っ

ていると体が冷えて凍えてしまうので、見

易い場所に「白雲小屋にて待つJと印し、

私達は先に白雲小屋に向うことにしたo北

海岳を下り初めると雲が出て来て由時くな

ってきた。

登山道附近は砂磯地でイワウメが敷かさ

るように群生し、その中に初めて見るエゾ

オヤマノエンドウが、その姿に似合わぬよ

うな大きな爽を風に揺らしてし必。大雪山

間有種であるシロサマニヨモギ、エゾノハ

ハコヨモギも見られ、この 2種はトムラウ

シ山まで広く分布していた。白雲岳に近く

なると、その裾は岩石がゴロゴロしていて、

雪渓附近にはツガザグラやチγマクモマグ

サが咲いていた。

植物を楽しみながら進んでいると、やが

て白雲分岐点に到着した。全員で白雲岳に

登山の予定であったが、後続のメンパーが

遅れている為に無理なので、私達はそのま

ま白雲小屋を目指して歩き出した。白雲小

屋は、分岐点を下って少し小高くなった所

にコジyマリと建っている。小屋の手前に

少し波地があり、ここは水場にもなってい
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た。小屋に到着したのでザッタを降し、ひ

と息ついてから水場に水を汲みに行くと、

そこに数人の山女(失礼)が居て、何と/

黒髪を流れの中て洗っているではないか。

汗に濡れた体が曇り空の下で冷え込み、か

なりの寒さを感ずる私達にとっては驚ろき

の光景である。 r元気ですねjと声を掛け

ると「今日は予日の日で、今日まで髭を洗

っていなかったから今洗っているんですj

と平然と言い放つのである。この女の子達

の方が私達よりも還ましく思え、やはり 111

女だなあと感心した。水場にはエゾキンパ

イソウが咲き乱れ、黒髪との対比は見事で、

あった。水を汲んで小屋にもどり、一服し

ながら仲間を待つ。冷えた体も温まり予想

時聞を経過したが仲間はまだ到着しない。

何かあったのではないかと心配になって来

たが、程なく全員が元気に着いたので安心

した。休息、後に全員で出発する。休んでい

る聞に雲も晴れ、先程の寒さが消えて 8月

の気温となり、歩く程に汗ばんで来る。

歩道附近にはクモイリンドウ、リシリリ

ンドウ、コマグサ、ホソパノウノレップソウ、

ウスユキトウヒレンが見られ、ホソパノウ

ノレップソウは残念ながら花は終っていた。

リシザリンドウ、グモイリンドウは花盛り

である。

その他にも沢山の種類の植物が見られ、

それらを楽しんでいるうちに高根ガ原と言

われる当りに出ていt.:。青空の下に後旭岳

や、先程まて雲に覆われていた白雲岳が美

しく釜え、行く手の左側lには緑岳のなだら

かな山様が見え、何かしら安らぎを与えて

くれる。白雲岳から忠別岳に到る所は、高

根ガ原と呼ばれ大雪山系でも地質の古い所

で、大雪国有の植物が大部分見られる所で

有る。私達も、忠、lJlj岳へ向うこの広々とし

た十数キロの道はとても楽しく、登山をし

ているというよりも広大な花園を散歩して

いる様であった。

緑岳の裾野に高原漏泉があり、高原沼が

大小の緑の鏡を反射させて実に美しし、。こ

の周辺は、熊の生態観察で有名な「ケイコ

」の生息地であり、その観察を通して自然

は如何に大切であるかを知り、人間を含め

た動物と自然との関係を深く考えさぜられ

た場所でもあるが、主役となった熊の「ケ

イコjの姿は見られないとの事である。こ

こは、固有種のコケオトギリソウの自生地

でもある。沼の見える道端には、チシマゲ

ンゲがオベラカラーも鮮やかに咲いている。

今日までマメ科横物に興味を持ってその自

生地を追い求めてきたが、今まて、に見たも

のは夕張岳のリシリゲンゲ、イワオウギ、

大平山のタイツリオウギ、イワオウギ、ム

ラサキモメンズノレ、昨年は礼文島でレプγ

ソウ、チシマゲンゲ、音更山のリシワオウ

ギ、そして今回のエゾオヤマノエγ ドウ、

チシマゲンゲである。日高山系のヒダカゲ

ンゲ、ヒダカミヤマノェγ ドウはまた見こ

とが無いので、これからの出合いを楽しみ

にしている。チシマゲγゲは日高山系ベテ

ガリ岳、大雪山、礼文島と 3ケ所で見たカ元

日高、大雪系は葉が細目で先が鋭り、礼文

系は丸いようである。また、礼文島産のも

のは他産地のものより開花が早L、。

白雲小屋を出てからはメ Yバーの足並み

も揃い、全員が元気に忠別沼の辺に到着し
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た。ここで空腹を満すべく昼食を取ること

にする。沼即ち水場と考え、水を汲むべく

水中を覗くと、何と/エゾサンγ ョウウオ

の群である。これは飲めそうもなし、、と思

いながら周囲を見廻すと雪渓が見える。水

筒には水が入っているのだが、少しでも冷

たい水が欲しく、友人が「俺が汲んで来る

Jと言う言葉に甘えて、感謝しながらコッ

プを渡すo 各自が弁当を広げ始め、私は自

慢のシナノキの花から取った蜂密、イワツ

ツジの突で作ったジヤムを出してプランス

パンにぬりつけ、更にハムやチーズを出し

て水汲みの友人を待つ。冷たい水が届くと、

各自が自慢の食物を出し合い、大雪の花に

閉まれた賑やかな昼食会が始まった。ヒメ

イワショウプ、リシリリンドウ、チングノレ

マも仲間に加わって笑っている。

楽しい食事も終り、一路忠別岳の頂を目

指して出発する。忠別岳は、見る方向によ

って切り立った素晴らしい山に見えたり、

または変化のなし、小高い丘の様に見えたり

の2重の街を持った山である。植栢も豊富

で、磯地や草原を自生地とする植物が広が

っている。エゾオヤマノエンドウ、クモイ

リンドウは高根ガ原と同様であるが、岩場

近くではチョウノスケソウが見られ、登山

道の踏み跡にはコマクサが自生しており、

その住み分けが面白いと思った。友人が、

頂の切り立った方向に身を乗り出して下を

見ているので私も覗くと、石狩)/1の支流忠

別川がキラキラと陽に輝やいている。この

山系は、北海道第 Iの大河石狩JIIの源であ

る。

昔、この山一体は「ヌタック・カムイシ

ュウッベj と言われていた。坂本直行先生

が著書の中で「私は大雪と呼ばずヌタック

へ行くjと言われていた事を思い出すo こ

の意味は、山の上にいつも神(熊)がし、る

所と言う意味だそうである。 r大雪Jと名

付けたのは大町桂月であることは、ロープ

ウェイの案内板で知る事が出来る。また、

この地が山奥にも関らず多勢の設山者で娠

うメインストリートとなっているが、それ

は北見石狩と十勝アイヌの交流の場であり、

戦いの場でもあったらしし、。十勝山系の山

と北見山系の山が戦L¥負けた山の一部が

千島クナシリのチヤチヤ岳になったとか、

戦いの傷跡が今でも硫黄を吹いているなど

山を介して人間の戦いを物語る話を聞くこ

とが出来る。

ここで少し主な山の古名を紹介してみよ

う。旭岳はチュウベツ(波立つJII)をチュ

プベツ(日の)11)と誤まったままに和訳さ

れ、赤岳はフレシユマ(赤い石)の和訳で、

トムラウシ岳はトモ・ラ・ウシ(温泉の湧

く湯の華の様子)で、ウシは腹の粘液のあ

る所の意である。勇駒別はユク・オマ γベ

ア(鹿が山へ行く川)の和訳など、その由

来は現実的で面白L、。これらはすべて過去

に生活の業として名付けていたのだと思わ

れる。残念な事に、植物も食べられるもの

や人間に役立つもの以外は、どんなに美し

くとも名前は付いておらず、せめてキツネ

やイヌの食物とか、赤いもの白いものと言

った意味でも良し、から名前を付けて欲しか

ったものである。それぞれの古名を調べる

ことは有意義であるが、特に地名はその地

形を良〈解したものが多く、登山をしてそ
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の地に立っと、なる程と感ずる時が度々あ

る。

話を本題にもどそうo

コマクサの小群落に見送られて五色岳に

向うと、道端にはクモマユキノシタが散生

している。注意して観察すると、大きい株

は十数個のロゼット状の車体が塊まって l

株を形成しているO この自主主形態は、夕張

岳や黒、岳周辺のようにロゼット 1個でl株

のものとは違っていた。更に注意して見る

と、短いが、ラ γナーのようなものが親株

を坂り囲むように出ている。そのために塊

まった大株となっている。また、他の国体

よりも草姿は大ぶりで毛深く、花茎も長く

20cm位に伸びていた。この国体は、本誌創

刊号で聖子坂先生が言われているツノレクモマ

ユキノシタの型でなし、かと思われる。

五色岳の這松を潜り抜けると、霧が出て

きてメガネが曇り視界を妨ける。頂は、五

色ガ原に続く丘の様な所で、頂という感じ

にはほど遠いように思われた。晴れていれ

ば、五色ガ原が望まれる筈であるが、霧の

ために見る事が出来ず残念であったo 今朝

発ってトムラウシより来たという登山者が

いたので、ヒサゴ沼までの道程を聞くと、

霧の合間に時折見える化雲岳を指して、そ

の尾根の下である事を話し、ここからは約

2時間の道程と教えてくれた。化雲岳の裾

に広がる雪渓を見て「あの雪渓の上を降っ

たらどうだろうjと聞くと、 「雪渓の下は

厚いプッシュが有るので道順を巡った方が

良いJとの返事であった。その言葉に従い

メγパー全員で化雲岳に向う。

五色岳を少し下った辺りは、片側が切り

立っていて足を滑らせると危険な所である。

その反対側には、大雪で初めて見るエゾツ

ツジが花を霧に濡らして美しく咲いてし吠こ。

やはり、自生地で見るこの花は最高である。

少し登り広大な草地に出ると、ホソパノウ

ノレップソウの大群落である。ここは世に言

う「カムイ遊びの庭Jと言われる所で、広

々とした湿性の草原はキムンカムイ(熊)

の出現を感じさせるに充分な雰囲気を持っ

た所である。残念ながらホソバノウノレップ

ソウの花は過ぎていたが、雄大なトムラウ

シ岳を背景にした群落は最大の眺めである。

ところが、目指す目的地に近ずいた安心

感が出たのか、急に疲れが出てザックを背

負ったまま地面に腰を下してしまう有様で

ある。先頭を歩いている友人に先に行くよ

うに促し、後方の仲間と合流するまで休む

事にした。周囲の花を見ながら休んでいる

と、まもなく後方の仲間違が近づいてき式こo

すると急に彼等が大声て騒ぎ始めた。さて

はカムイのお出ましかと一瞬ギクリとした

が、そうではなくキタキツネが人目を気に

せずウサギを追い廻しているのであった。

この大自然の中では、彼ら野生動物が主役

であり、私達は単なる通りすがりのよそ者

でしかないようて、ある。後方の仲間と合流

する頃には、どうにか疲れもとれたのでー

諸に先頭グループを追うことにする。

化雲岳の登頂は次回に譲り、ヒサコ沼を

目指して足を進めることにした。しばらく

歩くと、水面を青緑色に映したヒサゴ沼が

美しく見えてきた。雪渓の上を下って行く

と、雪が溶けて沼に注ぐ流れとなっており

思わずその流れに口を入れて唱をj慢す。沼
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の辺りには4張りほどのテントがあって、

先客達はそれぞれにタ納の仕度をしている。

私は、水汲みを手伝いながら沼の辺りを散

策する。ここは一面イワイチョウの群落で、

その他にイワプクロ、ヒメイワショウプや

ミヤマリンドウも少し見られたO 食事の用

意も出来上り夕食会となったが、約12時間

の歩行を消化した後だけに全員の食欲も

妊盛であれそれに美味しい空気と水も加

わり楽しい食事であった。全員が疲れてい

るために明日に備え、早々にテ γ トに入り

寝る事にした。夜中に小用のためにテント

を出ると満天の星空で、空の美しさには定

評のある北海道だが、あらためて星の多さに

感心させられt.:o朝になって目が覚めると

沼の回りでナキウサギが鳴いている。

朝食を済ませて、いよいよ最後の頂であ

るトムラウシ岳に向う。天気は快晴で登山

日和りて、ある。ヒサゴ沼よりトムラウ γに

到る登山道は、ガラ場と雪渓が入り混る悪

路であるが、エゾキンポウゲが辺りを美し

く色採り、苦しい道程を楽しくしてくれる。

尾根筋にたどり着き更に足を進めると、岩

石がゴロゴロとしているために植物は少な

く、一見しただけでは地表が荒れているの

か新しいのかが解らず、他の所とは異なっ

た風景が広がってL、る。日本庭園と言われ

る所に出ると、小さな池があって青緑色の

水を湛えている。その風景を楽しみながら

傍の岩を見ると、ガンコウラン、ウヲシマ

ツツジ、チシマツガザクラ、イワウメがへ

ばりつき、ここで初めてミヤマオグノレマを

見付けた。

自然が造り出した日本庭園の光景は、筆

舌で表せない程に素晴らしく、まだ見た事

はないが、この世とあの世の境を流れるJII

の辺りではないのかと思うほどである。先

年、この辺りで親子 2人が遭難したが、そ

れ程に危ない所も無い様に思われるのだが

何かこの辺はこの世と別れてあの世に行く

のにふさわしい所にも見えた。突然、仲間

のl人が「キジ撃ちに行く」と言うoする

と「クソがしたくなフたのか」との冷やか

し言葉に一向大笑いする。私は我を忘れて

心の中て惜く恐ろしし、想L、に耽っていた爪

この笑いによって自分を取り戻すことが出

来た。仲間は繁みを利用して無事「キジ撃

ちjを終えたので、一行はまた歩き出しT占

まもなく登山道の先が大岩の散在する中に

消え、その岩の上には赤ベンキで逝|債とな

る丸印が付いている。我々は岩山に棲むヤ

ギのように岩の上を渡り歩く。すると、先

程より関こえていたナキウサギの声は一段

と多くなるが「声はすれども姿は見えず、

ほんにお前は毘のようだ」で、その姿をま

ったく見る事が出来なし、。仲間の I人が「

俺は見たJと言っているが信用出来ない。

有史以前より接みついている珍獣ナキウサ

ギが、そう簡単に姿を見せぬものらしし、。

この仲間は北米、シベリアに広く分布して

いて、日本にはマンモスと共に北方サハリ

ンを経て来たとの事であるO 分類上は、ア

マミノタロウサギなどと同じくウサギの仲

間になるという事である。生きた化石と言

われる動物であり、今後、大切に保護しな

ければならない自然の一員である。彼らの

生活の場となっている岩場を渡り終え、ト

ムラウシの頂を前にした広大な砂事者地に出
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出る。ここにはエゾオヤマノエンドウ、ミン

ロサマニヨモギ、エゾノハハコヨモギ、ト

ウヒレンの仲間などが生活している。この

広場とトムラウシの頂を分ける所には、大

きな沼があり、かつての噴火口でなし、かと

思われる。沼の辺ではイワプクロ、チシマ

イワタデ(ヒメイワタデ)、キパナシャク

ナゲが咲いている。水面に映るトムラウシ

岳は、黒々として不気味なくらいで、ある。

その姿は、 52年に噴火した有珠山の大有珠

の部分を大きくしたような感じで、植物の

繁った山ではなL、。水中にはエゾサンショ

ウウオ虫丸、て、理由は解らないが皆同じ方

を向いている。

いよいよ最後の登りとなり、大小の岩の

上を乗り越えたり潜ったりしながら、遂に

頂に立った。今まで憧れていたトムラウシ

岳の頂から覗める景色は素晴らしく、ここ

まで歩んで来た大雪の山並が一望出来、遠

く石狩、ニベソツの美大雪の山々、オプタ

シケを初めとする十勝連峰も見える。また

眼下には大小の沼が点在して、どれもがヒ

スイの様な輝きをした美しい水面を映して

L 必。先に着いた我々は、昨夜の露で濡れ

たテントを岩の上に広げ、遅れている後方

の仲間を待つ。半時ほどして全員が揃い、

感激も新たに記念写真を織る。昼食時には

まだ早いが、食事をしながらしばし山上の

人となる。後から高校生か大学生らしい若

いパーティが登って来たが、その中の 1人

が何と西瓜を下げて来たではなし、か。近づ

くにつれて、その美味そうなヤツを我々に

見せびらかす様に持ち歩くのである。一同

て唾を「ゴクリJと飲み込む。彼等に向っ

て「食べたいナjと言うと「良く冷えてる

ヨJと来た。まさか食べさせてくれる筈もな

く、私達は上目使いに疲らを見るのみであ

る。

正午過ぎに、我々はトムラウシの頂を最

後にいよいよ下山で、ある。下り始めて雪渓

に出たので、ここの水場で冷たし、水を水筒

に詰める。水場の近くにはチシマツガザク

ラ、ミネズオウ、ヂムカデ、チ、ンマグモマ

グサ、エゾツガザクラが今を盛りと咲いて

いる。ここではチシマクモマグサなどは水

の中で咲いている。また、ここのキパナシ

ャクナゲは黄色と言うよりオレンジに近い

色彩である。ツガザクラもアオノツガザク

ラとェゾツガザクラの中間型がほとんどで、

彼らの交雑の激しさを知らされる。水場を

後にトムラウシ庭口に出る。後てや関いた話

でこの時はただ通り過ぎてしまったが、こ

の辺から白花のエゾアガザクラが発見され

ており、昨年、紋別市の菅原勝雄さんに会

ってお開きした話でも、ここのツガザクラは

白花が多いとの事であった。

「前トム平jに出ると、一面が砂磯地で

トウヒレン、ガンコウラ γ、チシマアガザ

グラが少し見られるだけで、まったくの荒

地て‘ある。いよいよ下りだけのコースとな

り、沢の様になった登山道になる。ここで

はエゾツツジが咲いているが、大雪では比

較的標高の低い所に見られるようである。

沢には水が無い上に風も無く、いかに涼し

い北海道でも 8月の暑さは厳しく感じる。

無風下での下山は暑さが増すばかりで、疲

れも手伝って足並みが揃わなくなり、パー

ティは 3つに分れてしまったが、私は先頭
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である。先頭は 2人で中間 2人、そして最

後尾は 3人である。下山予定地までの距離

は約10師、所要時間は 4時間と見てリーダ

ーを最後尾につけ、我々足達者な先頭組は

仲間のテントなどの重い物をそれぞれに分

担し合って先に行く事にする。私達 2人組

は、枯沢を下って良い気持になっていると

急に登山道が上りに変った。下り道ばかり

と信じていたので不安になり地図を出して

確認すると、ここがカムイ天上に通じる遂

である事を知り安心して歩き出す。約 1時

間ほと・登ったがそれらしい場所に出ない。

更に30分ほど歩くと上りも終え、少し拓け

た所に出た。ここがカムイ天上らしし、。

ガイドブックに、ここから見る十勝連峰、

裏大雪の山並みは素晴らしいと紹介されて

いたのを思い出したが、残念ながら、今別

れを告げてきたトムラウシはおろか山らし

い姿は望めないのて、ある。昔、北海道全域

を暴風雨の渦中に巻き込んだ台風20号(洞

爺丸台風)は、各地の森林地滑でも特に原

生林に多大の風倒木化とL、う被害を与えた

が、この辺りも例外ではなく、巨木が薙ぎ

倒されている。また、この台風で数多くの

貴い人命が奪われると共に、今だにその爪

跡を各所に残している。今まで深い森林に

覆われ、空さえも満足に見ることが出来な

かった所が、台風下で一変し、十勝の山並

みや草原、ニベソツ 石狩岳など貴人の様

な山を遠望出来るようになった時、人々は

その風景に何か心打れたるものが有った事

だろう。筏念乍ら私達にはその美しい山波

みを見ることは出来なかったが、辺りの木

々が生い茂り、また太古の世界に残りつつ

ある自然の息吹きを感じながら、休息のい

っ時を過すのであった。

まもなく、トムラウシの頂上で出合った

2人連れが下山して来たので、その人達か

ら遅れている仲間のことを開く。彼らは私

達のパーティより後に下山したので、私達

よりも全員の様子を良く知っていた。また

彼らはこの山についてはかなりのベテラン

であったo 話では、最後尾の 2、3人はか

なり疲労している様子であるが、 30分ぐら

いで追いつけるだろうとの事である。更に

これから先の道程などを聞く。私達2人は、

この地点で全員が来るのを待つかどうかを

話し合ったが、下山予定地のトムラウシ混

泉までは後 2持間半余りとの事なので、先

に行ってお茶の準備でもしておこうと出発

する事にした。午後の日射しは強く、下る

程に暑さが増すばかりで30分毎に小休止し

て息を整えるが、この下山は苦しかった。

何せザックにはテントの金具とストーブが

2個、もう 1人も燃料2つにテントと山道

に弱L、人達の分も背負ったのだからたまら

なし、。喉は乾くし汗が白に入ったりの土、

登山道上の倒木を跨いだり潜ったりで、今

流行のアスレチックが混った下山に想戦苦

闘である。苦しさを紛らす花もなく、夏陽

だけは遠慮なく降り注くや。苦しさに耐えな

がらしばらく歩くとJIIの瀬音が聞こえ、強

かった日射しも山陰に入り予定地であるト

ムラウシ温泉も近い事が感じられる。

急ぷ↓頂iを過ぎると砂利を敷いた広い林道

に出て、林の陰に建物の屋根が見える。ょ

うやく目的地に到着したので重いザックを

降し、近くに流れる川で汗を拭く。この時
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の気持ちの良さは例えようがない程である。

早々にストープを取り出し、湯を沸す。お

湯が沸く問にテントを張ろうとしたが金具

の一部が無いのて、ある。遅れている仲間が

持っているので、着いてから張ろうと待つ

がなかなか来なし、。安否を気遣いながら 2

時間程待ヲていると 2人の姿が見えた。残

り3人の様子を聞くと、後30分ほどたたな

いと到着しないだろうと言う。私達が思う

ほど簡単な下山ではないらしく、 30分を過

ぎても 3人は到着しなし、。私達はテントを

張る事よりも、疲れて到着する 3人の事を

考え、少々の出費は止むなしと旅館に泊る

事にする。食料は充分に有るので素泊り千

円で1室を予約した。
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更に待つこと 1時間余り。陽が落ちて踏

くなった 7時過ぎに、疲労を隠し限れない

歩き方で最後の 3人が到着した。我々より

遅れる事3時間余りである。一向、無事に

下山した事を祝福し合って、早々にタ鈎の

仕度にかかる。夕食が出来上る頃に、先ず

1風呂浴ひる。 3日ぶりの入浴はなんとも

言えない良い気持で、大雪の汚れと疲れを

流し久し振りの下界の良さを味わうo風呂

から上り、 7人一同での夕食は楽しく、今

までの辛さも吹き飛び、大雪縦走の感想を

夜の更けるまで話し合った。奇しくも、こ

の日は私の30才の誕生白でもあった。 1980

年 8月9日、大雪の花の旅は終えたのて、あ

る。

トムラウシ山

北方山草 4 (1983)




