
ピンネシリ紀行

昭和58年 7月初日曇り。当会会員で、

私の近くに住む荒川盛興君とアポイ岳の北

東に位置するピYネγ リ岳を山に出発する。

当日はあいにくの曇り空で、太平洋岸では

当り前のような濃霧であり、その空の下、

一路、浦河町に向って荒川君の乗用車はひ

た走る。時は午後 l時顎であるが、今日の

予定は浦河町荻伏までなので「ゆっくり走

ろう北海道」のドライブ気分である。

荻伏には、山草仲間である沢淑子さんが

住んでいて、最近、日高の山行きには何か

とお世話になっている。沢ぎんは、日高荻

伏の開拓に貢献し大成功を遂げた沢茂吉氏

の孫に当る貞郎氏の奥様である。同年5月

に訪問した時には、奥様の案内で元浦川の

上流を散策し、ヒダカハナγノプ、オオサ

クラソウ、ソラチコザクラの自生地を訪ね

た楽しい思い出がある。今回は、 2ヶ月後

の訪問である。

曇り空の下、苫小牧を過ぎ勇払原野にさ

しかかると、一面がノハナγ ョウプの大群

落である。この光景は日高支庁管内に入る

まで続き、広大な北海道ならではの風景で

ある。

二人は、美しいその花を眺めながら話は

楽しく弾み、花にうつつをぬかす若者同志

とお互いに笑い合いながら走る。その景色

も過ぎる墳、曇り空が雨に変り明日の登山

が心配になる。また、雨天の中を我々の道

楽のために走る性か、荒川君の愛車「グラ

伊達市大井伸

ウγjのスピードも湿り勝ちである。

時も過ぎ、新冠町にさしかかった当りで

空腹になり、食事を「トド岩j という地名

の所にあるレストランでする。食事を終え

てレストランを出ると時計は 6時を指し、

折からの雨は強くなる一方で、ますます明

日の登山が心配となる。強い雨の中を静内

町、三石町と車を走らせること l時間余り

で浦河町荻伏に着く。元浦河教会を過ぎて

数軒目、沢さん宅に無事到着。午後 7時過

ぎであった。

久しぶりの再会に話は尽きないが、今夜

の宿泊をお願いして家に入る。私達のため

に食事を用意してくれていたが、先程食事

を済ませた旨を話すと、それではビールだ

けでもと勧められる。遠慮なくご馳走にな

れアルコールが入るにつれて御夫妻との

話も弾む。

夫君の貞郎氏は、道展に 2回程入選され

ている芸術家であり読書家でもあるので、

話はまずまず花盛りで、ある。まもなく奥さ

んがミカ γ箱大の柳ゴオりを持って来られ

「この中には大井さんの大好きな物が沢山

入っていますからどうぞ」と言って、私の

前に慈し出す。

蓋を開けると、沢家の歴史を物語る資料

がぎっしりと入っている。沢茂吉氏の開拓

臼誌、表彰状、文武における免許皆伝書や

茂吉氏の父君や祖父君のものまで様々であ

り、大政の大還時における三田法の動行や
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内外の記録など大変な古文書ばかりである。

特に荒川君は、伊達亘理藩の剣術指南の流

れをくむ家系で、父君は天流とL、う古武術

を授け継いでおられ、その意味からも、こ

の資料には私と一諸に自を輝やかせてし、る。

ここで、少し山草会誌とは余り関係のな

い話ではあるが、赤心社について書いて見

たいので、少々のピンネシリ岳への回り道

をお許し下さL、。山川出版社編「北海道の

歴則より挑む事にする。

『明治13年春、北海道開拓の志をいだい

ていた岡山県平民加藤清徳が、兵庫県士族

の実業家鈴木清にはかったことに端を発す

る。鈴木は、もと三国藩九鬼家の家臣。維

新後は英学を修め、牛肉缶詰業をはじめ神

戸区会議員、商業会議所議員、赤十字社支

部幹部などを務める名望家で、デピスの洗

礼を受けた熱心な神戸教会のプロテスタ γ

トである。

鈴木と加藤は、株主を天下に求め「北海

道関妬雑誌Jを発行している学農社津田仙

に連絡し、開拓出願の手続きを研究した。

趣意書と規則一七条、副規則九条を定めた

が‘赤ui土の社名は副規則に「国家に報い

んとする赤心を表したものj と説明されて

いる。多数の力を集める趣旨で、株金は毎

月五十銭づっ積み立て計60円で I株としTこ0

月五十銭も出せない者は、現地に移住して

耕作に従事し、毎月の給料から五十銭づっ

納める事にした。

赤心社は、同年8月認可され、本社を神

戸におき社長に鈴木、副社長に加藤が選任

された。翌14年4月には六百株に達したの

で、勇躍実行に着手、広島、兵庫県から第
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l回 54戸の移民を募集して出発した。移

民団は函館に到着後風雨のために 20日伺

滞在、ょうやく官有汽船弘明丸で日高の国

浦河に到着したのは 5月 19日であった。

日高に汽船が入港したのは、これが最初だ

とL、うo

先発した副社長加藤は、 j浦河郡西舎の開

拓地で待っていたのである。しかし、この

移民は始めから崇られていたようである。

函館では、風待ちの滞在費が借金になり、

農家具類を送った帆船は途中で暴風雨にや

られてはるか千島に漂流、そのうえ航海中

にチフスが伝染して十数名の患者がでた。

馬も農具も、ことごとく当てが外れた。

社長鈴木は、 7月末開拓地視察の途につ

いた。 函館でかんばしからぬうわさを聞い

て、鈴木は道を急いだ。函館から森まで馬

車、森から室蘭までは船で、あとは駅逓の

馬を乗り継いで進んだ。放牧で奔放に育っ

ている馬、道産仔馬は体格こそ小さいが、

鈴木の自には自主独立の精神の持主のよう

に見えたようである。乗馬賃 l頭 4伽 9銭

鵡川iの辺りで当時北海道の農民を悩ました

イナゴの大群に出合い道を遮られた。そこ

で土人に命じて害虫退治、イナゴ 1升につ

き労賃六銭を支払った。 8月1日、ょうや

く西舎の関墾地に到着した鈴木を迎えたの

は、副社長、幹事のわずか2名の移民であ

った。他の 50戸の移民は影も見えず、 墾

成地はわずか 7反歩にすぎなし、。緑の畑が

畝を成している理想郷を夢見ていた鈴木は

しばし荏然と立ちつくした。噂は正しく事

実だった。移民たちは函館長期滞在の借金

返済のため昆布漁場へ出稼ぎに行っていた
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のである。

鈴木が気をとり直して加藤と善後策を協

議しているとき、突然訪ずれたのは津田仙

である。津田は西洋農法の輸入者として知

られ、娘の梅は開拓使留学生となってアメ

ザカに学んでいる。梅はのちの津田撃の創

立者である。津旧の「北海道開拓雑誌Jは

北海道開拓をピニーワタ γのアメリカ開拓

になぞらえ、また赤J心社にプロテスタ γ ト

が多い事実から、その精神的意義を強調し

たものである。津田に励まされ、鈴木と加

藤は札幌に出かけて農業教銅の指導を依頼

し、ょうやく開墾地を軌道に乗せることが

できた。

10月帰途についた鈴木は、函館で関進社

と組んで農談演説会を開いた。官有物払い

下げ事件が落着した直後のことである。こ

の持の鈴木の演説は函館新聞に「この精神

でなければ開拓は出来るものて、はない。過

激な政談よりは、北海道に必要なのはこの

農談会だJと評されている。赤心、社の歩み

は、翌日年、鈴木と同藩の沢茂吉を得て強

化された。

沢もプロセスタ γ トで、三回教会の長老

福沢諭吉の塾に学んだこともある。沢は80

余人の移民を引卒して、元浦河町(現在の

浦河町荻伏)に入植し式こ。 16年には加藤辞

任のあと副社長になり、暴風雪、干害、虫

害などに悩まされながら優れた指導力をも

って予定を上まわる成績を上げたO だが、

17年から18年にかけての全国的な不況は、

赤心社を資金難、事業不振に追い込むに至

つTこ。この状況下で赤心社は、私立赤心学

校を兼ねて教会堂を設立し、他方、野深に

放牧場の貸下げを受けた。次いで18年に移

民の共済組合である永命会を創立、また、

札幌県令より下付された 860円を有志献金

して徳育会を作るなど、経済的、精神的団

結が計られるのである。日躍を休業して講

談会を聞くことは、規則でも決められてい

た赤心社の重要な特色でありよく実行され

司胃

~。
全国的な不況下での赤心社の危機にさい

して、株主総会は社則を改正し、株主への

土地配分をやめて赤心社が全地保有するこ

とを決めf.::.。赤心品開拓は、守成法に転じ

混同農業への道をひらくなど大きく方向転

換を計った。亦心社は、一方で地主的性格

を務めるとともに、他方では次第に商宿、

牧畜、農産加工など多角経常に発展するの

である。部社長沢茂吉の献身的指導力がな

ければ、赤心社の発展成功はなかったろう

と言われている。』

と本は結んである。様々な文献の中には

茂吉氏が習ったのて、あろう謡曲、筒、鼓の

楽符があったりする。過激な開拓の中にあ

って、氏の人間的な温かみのある生活が偲

ばれる一夜である。この文書を全部読み終

えるのには、私の読書力では余りにも心も

とないし、また、明日の登山を控えて時間

的な余裕もなし、。

ふと、一枚の葉書を見つける。沢茂吉氏

宛のもので、差し出し人は福沢とある。貞

郎氏に、この葉書は福沢諭吉が茂吉氏に出

したものでは υ ?とたづねると「福沢先

生のものはほとんど見つけて整理したのに

まだあったのですねjとおっしゃる。内容

は近況を知らせ問うものであったが、毛筆

-34ー
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で綴られた字は達筆と言う筆ではないと思

った。以前から聞いてはいたが、福沢諭吉

は筆まめで知られ、各所の知人や友人宛の

手紙が数多く発見されている。これを例え

て貞郎氏が「今でしづ電話魔でしょうか」

と笑われた。荒川君が、 「大井さんの字よ

り下手みたいだJなどと、 4人で偉大な人

物を字体で評する始末である。夜も更てき

たので、明日の登山の事を考え休むことに

する。

明けて21日、昨夜の内に奥さんが作って

くれた昼食をザッグに入れ早朝 5時、沢氏

宅を出発。あいにくの霧雨で、昼頃には止

むと言う天気予報がたよりである。様似町

田代を経て幌j錆川へ抜ける林道をたどる。

この道はアポイ岳、ピγネγリを周回する

林道である訳だが、途中で通行止めとなっ

ている。通行止めの理由が解らず不満であ

ったが、仕方がないのでここで下車し山道

をピンネシザへの沢道へと向うことにする。

以前にピンネシリへの道筋を開いてはあっ

たが、その話に合う沢が見当らない。この

lおに続くアポイ岳からの縦走路は有るよう

だが、直接ピγネV リに登る道は無いよう

なので、それだけこの山に登る人が少ない

と言う事であろう。いつもアポイ岳にかく

れているので、北東に位置する少し高い山

くらいしかイメージが無いためかも知れな

L 、。

とにかく、早くこの山に登る沢を見つけ

ねばと 2人で2、3の沢を見て廻り、その

中の lつに以前人が歩いたような感じが残

る沢があったので、その沢をたどる事にする。

そこは笹に覆われ、ともすると見失うよう

35 

な道で、足元は昨日からの雨を集めた流れ

になっている。 20分程オニシモッヶやイラ

クサ混生の悪路と戦L、ながら登っているう

ちに広い林道に出る。これはおかしい道だ

と思ったが、登りにかかるこの広い林道が

ピンネ V リに向う訳では無いようなので、

たぶん造材用の林道だろうと思いながら一

休みとする。ここから先程より続く沢を見

上げると足場はかなり悪そうである。

ふと、近くの大きな切株を見ると、その

根元を何かが堀り起こしたような跡がある。

腐りかけたオガグズのような土くれが笹葉

の上にかぶってLる。濡れた笹葉の上に乾

いた土がー・ ・/問題だこれは/Jと荒川君

「わしもそう思うJと言ったかどうかは定

かでないが、私も熊と瞬時に思った。我々

の気配を感じて姿を消した直後のものと思

われる程に、真新しいオヤジの食跡である。

先ずは気持を落着かせるために煙草に火を

つけ、意識的に大戸で話をし合う。近くに

ひそんで居る気配が無い事を確かめると、

内心はピクピクであった恐怖心も治まり、

お互いに安心顔で見合った。その視線を互

いに体の方に向けると、何か衣服の上を動

いているものがある。良く見る左無数のダ

ニである。またまた 2人で大騒ぎとなる。

先程の簸潜ぎで、ついたものらしし、。お互い

にそのダユを払い洛すが、ニッカズボンを

履いている私の方は良く落ちなし、。どうに

か身辺のダニを落し終えた後で、熊も心配

だしダニもいやなのでこれから先をどうす

るかと話し合う。たぶん通り熊だと思うし

下界での交通事故よりは出合う確率は少な

いだろうし、ダニはまた後で払い落せば良
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いとL、う事で登山を続ける事に話が決り

先ずは腹ごしらえと朝食をとることにし式コ。

小休止が大休止となったが、後で思えば 2

人にとって賑やかな朝食であった。

雨も小降りになり、曇り空も少しは明る

くなったようなので出発しょう。この沢は

最近人間が踏み入った気配はなく、数年を

経たジュースの空缶を一つ見ただけである。

熊が歩いた跡も無いようである。やがて雨

は止んだが、木や草葉に宿すしづくが全身

を濡らす。水量の増した沢の水辺にはそミ

ジカラマツ、ダイモ γジソウが咲いている。

時折オオサグラソウ、シラネアオイの花が

見られ、時期外れの花見に喜ぶ。 30分程登

ったろうか、この辺からハイマツと赤エゾ

マツが現われる。この辺りの標高は約 700

mくらいと思う。ここからの歩行が大変で

沢を覆う様に伸びた枝が我々を悩ます事に

なる。風雪にさらされた枝は、まるでパズ

ノレのように入り混んでいる。一歩一歩の歩

みを大切にしながら進む。この地点を抜け

るのに要する時間は3日分ほどであるが、数

倍の時間を経たように感ずる。アカエゾの

プッシュを過ぎハイマツだけの所に出ると

どうにか視界も拓けてきた。ハイマツが終

るとキ Yロパイが見えてくるし、アポイマ

ンテマが淡いピ '/!Jの花を咲かせている。

ガンコウラ Yやキパナシャクナゲも見え、

やっと高山に登った気分になる。

キγロパイは、北海道内の庭先で普通に

見られるが、自生地は限られている。当ア

ポイ山塊と糠平缶、日勝峠附近、夕張山糸

北見ポロヌプリと徳舜瞥缶(現在は絶滅)

などが知られているだけて、ある。おそらく
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庭先で普通に見られる栽培品は、以前大量

に千島よりもたらされた物て、はないだろう

か。この山のキンロパイと比較すると、葉

の切れ込みゃ幹の型が下界で植栽されてし、

るものとは少々異るように思える事と、こ

の種は繁殖が容易で挿木、株分けなどで大

量に殖す事が可能なことから、千島産が普

及したと思うのて、ある。

また、この小さな潅木は、ヒメチャマダ

ラセセリの食事として知られている。この

蝶は、最近、北大昆虫研によりアポイ岳で

新しく発見された蝶で、現在は天然記念物

に指定されてL、る。私も最近は蝶に興味を

持って追い廻しているので、その意味から

もこの登山中にこのニューフェイスに会え

るのではと思ったが、残念ながら食跡も見

られなかった。見渡す限りではかなりの群

落であるので、これだけ食糧があれば絶え

る心配がないと安心し、次の出合いを楽し

みにまた登り出す。登る程にエゾキスミレ

や、故阿保氏が好んで作られたサクラソウ

の仲間でサマニユキワリソウ、ヒダカイワ

ザグラやワシリピャクシγ、エゾサイコ、

エゾコウゾリナ、ダイモンジソウ(低地の

ものより毛深く裏紅)が現われてくる。し

ばL植物達と無言の会話を楽しみながら、

ふと前方を見ると雲が晴れて中部日高の山

並みが突然姿を現わす。ほんの十数秒間の

現象であったが感激で、あった。

食事をしながら花や山を眺めていると急

に体が冷えてくる。早々に食事を終え頂上

に出る、だが、どうもここは頂上らしくな

いのである。人踏の跡もなく、これは頂上

に続く一つのピ-!Jかも知れないと思い、
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更に尾根をたどる事にする。だが、先程は

晴れかかっていた天気がまた横なぐりの雨

となり、時間も正午近いのて滑りの事など

を考えると無理は良くないと話し合い、今

来た所へ引き返し下山する事にした。ダケ

ヵγパ、ミヤマハンノキ、ハイマツの繁る

尾根は雨に濡れ、またまた冷い行軍となり

プッシュの中を引き返すのもー苦労である。

先程のピークで一休みしてから、朝に登っ

て来た同じ道を下山する。

途中で「せっかく来たのだから記念写真

でも縁ろうやJと荒川君がカメラのシャッ

ターをおす。私の格好ときたら、帽子を風

て吹き飛ばされるものだからその上から手

拭いでほほかむりをしている。こんな姿を

人に見ぜたくないのでほほかむりを外して

ハイポーズO 交代して私がシャッターをお

すが、彼はなかなか決っている。

今まで登った範囲を注意深く見て廻った

が、アズマギクとヒダカソウは見つからな

かった。次回の天気が良くて仕事吃忙がし

くない時にでも探すことにして下山する。

先程までの花園を過ぎハイマツ、アカエゾ

マツの所に差しか虫、ると、朝の登りには大

変に苦労したのに、それがまるて嘘のよう

に楽々と通れた。ここのアカエゾマツは、

樹高が約 3mくらいであるが、風雪にさら

された姿は大きな盆裁のようである。 2人

は、この一部分で良いから庭先に欲しいも

のだと話し合う。現実になる訳ではないが

それ程に美しい林で、先程は登りで苦労し

た所であるが、今は美しい光景に変ってい

るのである。

しばらくその美しい林を眺めた後、再び

歩き出す。下りの為、足場は登るように確

保出来なかったがとても楽であョた。費し

た時間も登りの約半分くらいで 1時間少々

であったろうか。思ったほど時間がかから

ず林道に出たので、ダニにつかれるよりこ

の林道を迂回して行こうと歩き出す。切り

通しの所に出ると、どういう訳かエゾシカ

が法面に向って上下を繰返した足跡がある。

良く見ると、その後をキタキツネが追L、か

けているのが足跡で、わかる。 2人はそんな

動物の足跡を眺めたり、花の事や山の事な

ど、おおよそ F界の事を忘れたかのように

楽しく話し合いながら4日分くらい道を下る。

車の所に着くと、山での天気が嘘のよう

に陽光が注ぎセミも鳴き出すのである。車

から着替えを出し、汗と雨にぐっしょり濡

れた下着などを全部着替える。お互いにダ

ニが付いていないかと確かめ合ったが見つ

からないので安心する。 2人の汗に誘われ

たかのように、タテハチョウ科のサカハチ

チョウやセセリチョウの仲間が身体の回り

を飛び交う O ヒョウモ γチョウやヤマキマ

ダラなども近くを飛んでいたりする。着替

えも終えたので車に乗り帰路に着く。沢さ

ん宅に寄り山の報告をすると「天気が良い

ともっと良かったのにねj とおっしゃり、

「また日高の山に登る時には私の家をベー

λ にして下さし、j と言ってくれた。話はっ

きなかったが、余り遅くならない内に伊達

に着きたいので、お礼をのベて早々に帰路

についた。

此の頃は、以前より登山の機会が少なく

58年度はこの登山 1固であった。山へ登り

たい気持が増す程、山は遠くなって行く様
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で、ある。 3年程前までは、月に最低でも一

度は山に行っていたが、今ではそれが良い

思い出であり、多くの事を学んだ山は私の

先生でもあったと思う。今回はサマニユキ

ワリコザクラ、ヒダカイワザグラ、オオサ

グラソウの 3種類を見ることが出来たが、

以前にエゾユキワリソウ、ユウパリコザグ

ラ(夕張岳)、 レプγコザクラ(礼文島)、

カムイコザグラ(腕尻岳.伊達)、 ソラチ

コザクラ(新冠町.鴻河町)、サクラソウ

モドキ(礼文島.夕張岳大平山)、エゾ

コザクラ(大雪山.幌尻岳)、サクラソウ

(富川町.伊達市)、オオサFラソウ(厚

恵庭岳

沢部町.戸井町.浦河町)などの自生地を

見ているので、あとはトチナイソウとテシ

オコザクラだけである。すべて自分の足で

確認出来た事は大変に有意義であったと思

う。また再度の登山を夢見つつ、ピンネ V

リ紀行を終ることにする。

尚、ピンネシリはアポイ岳の北東に位置

し、標高 958mの山でアポイ岳より高い。

この山の植生はアポイ岳とほぼ同様であり

その植物名は本誌3号に記述したので本号

では省略しましたので、詳しくは 3号をお

読み下さし、。

" 

、ド
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