
石 狩

東京の蝶友H氏から裳大雪の石狩岳に

張って、ウスパキチョウの写真を撮ろうで

はないかとの誘いをうけた。ウスパキチョ

ウはアゲハチョウの仲間で、わが怪lてwは北

海道特産の高山蝶で、大雪山系の標高2，000

m地帯に楼息しており、音更山・石狩岳に

も分布の記録がある。私はかねてからこの

蝶の 8ミリ撮影をしたいと願っていたので同

行することにした。

ウスパキチョウの幼虫は、コマクサの葉・

茎・花などを食物として、卯は食草付近の

火山際に生みつけられ、卵のままで第 I年

を越冬し、第 2年1:1の幼虫は 9月頃枯草や

小石を糸で綴ったl胸の中で雪に坦nって起冬

する。第 3年目は、雪どけの早い年は 6月

の末頃から羽化する。厳しい大自然のなか

で数年をかけて成蝶に変態していく高山蝶

の生態観察は、非常に困難で、不明の点が

多い。 1965年同の天然記念物に指定され、

捕獲は絶対に許されず従って写真撮影すら

も看視が般しく思うようには写せない。こ

のことは貴重な生物の保護上適切な処i置で

あろうが、北海道に生れ育った私としては、

いつの日にかこの燥の 8九撮影に成功した

いものだと念願していた。

この蝶は、表大雪に多く発生し、裏大雪

の記録はあまり見られないので、石狩岳に

登っても来して撮影に成功するかどうか不

安であったが、それだけに未知なるものえ

の挑戦ということで同行を決意した。

岳 登 山

札 幌 市 高 野 英 一

1974年 6月初日(曇)朝 91時妻の見送りを

うけ自宅を:'fiで出発して十勝二目立に向う o

途中旭川の街でひと休みし、これからの登

1[1の食糧として 3泊4日分を買いそろえて

車に積み込む。午後 31時過ぎ、 卜勝三JI止の

街に入る。かつては林業で栄えたこの町も、

いまはその而影もなく、ひっそりと静まり

かえっていた。幸い雑貨を売るmを仕切っ

てコーヒーを飲むコーナーがあったので、

しばらく休恕をしてから営林署に行き、入

111許可をもらう。

十勝三股から音更川の源流に沿って林道

をしばらく走ると、音l:!!1 [1・石狩岳登山口

に到著した。 II~・言 1 は午後 4 時を過ぎていた。

林道の終肴地の草むらの中に山小屋風の小

さな建物があった。この小屋が今日の宿泊

地である。営林署の人達のために建てられ

たものらしいが、かなり老朽化していた。

小屋の周凶の草むらの中に、茎の高き50-

60cmほどのオオヤ7 オダ7 キが褐紫色の花

を咲かせていた。窓のような小さな入日か

ら身をかがめて中に入ると、湿気がむっと

顔にあたる。厳しくそして長かった冬の名

残りをまだどこかに留めているような暗い

雰囲気であった。小屋の外で夕食をとるべ

く11度にとりかかったが、ブヨ・ウンカの

襲来に会い、再び小屋に入り、ローソクを

灯しての食事となった。私とN氏は、夕食

のために、イワナでも釣ってこようと竿を

持ってすく近くを流れている音更川に行っ
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た。川11Iはそれほど広くもないが、 ilIlれは

迷〈潅木が岸まで生い茂り、竿を入れるポ

イン卜は少かった。川の中に子を入れてみ

ると、身を切られるように冷たかった。諦

めて帰ろうとすると、帽子の上からかぶっ

ていた防虫網の細かい斜円からウンカが入

り込み、顔から首筋にかけて痔くなり、出

ても立ってもおられず、ほうほうの態で小

屋にもどってきた。 1"11'干のN氏は防虫網を

かぶっていなかったので、顔のところどこ

ろを射され、矯のように腫れあがってしま

った。

夕食後、まだ寝るにはまだ早いので、山

小屋を出て散策する。月光は青白く林道を

照らし、太古からの自然の中に身をおいて

いるような気持になる。気温は 5
0

C位まで

に低下してウンカもいない。JlI沿いの絞でト

エゾセンニュウが暗いていた。息っく蝦も

なく絶え聞なく硝きつづけるのが、この野

鳥の特徴である。夜でもあり、 しかも鍛の

中で晴くのでその姿は確認できないが、怖

く方向に 5m位いの距離に近づいてもl硲き

11まないので、急いで小屋にもどり録音

機を持ち出し、 IfIi'iき戸を収録する。渓流を

パックに惣々と)!百る月の光の中でのエゾセ

ンニュウの収録は、石狩岳登111の貴重な記

主主となった。

6月27日(晴)起床5時、入口の戸を開け

て外に出るとよく晴れていて防の光がl位しい。

小屋の中をきれいに掃除をする。朝食後登

111の仕度をしていると、営林署の人達が

5-6名やって米た。立話しをしながら、

私達の主主山の服装を興味深〈眺めていた。

食糧の入った大きなリュ yクにも驚いた様
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子であったが、重い鷺山靴でよくも 111に登

るものだと感心?していた。彼等の服装は

と見ると作業11日に脚半と地下足袋という軽

装であった。今にして思えば、あの登り下

りのはげしい山道を承い荷物を背負ってよ

くも行ってきたものだと、営林署の人達が

驚いていた気持がよくわかるような気がし

た。

車は林道わきの笠地に置いて、いよいよ

鷺山開始である。登山道の入口には大きな

木の標識柱ーがあり、青児山、石狩岳登山と

書いてあった。また)jrjの鉄製の標識には、

石狩岳までこれより lO.5kmと標示してあっ

た。これから1O.5kmの華似i=7i行がはじまる

のかと思うと、体が引締まった。しばらく

の聞は背丈ほどの笹鮫の中を人が 1人通れ

る程の巾に笹を刈った道が続いていた。枯

れた笹が足にからみ歩きずらい。符敏から

エゾライチョウが飛び出した。もう 1羽も

近くにいたので早速織影をする。私達はこ

の鳥をヤマドリ、エゾヤマドリなどと呼ん

でいるが、エゾライチョウが正式な名古ijで

ある。この烏の生棲地は、樺太・北海道の

みで、手稲山の麓の林道でも昔はたくさん

見かけたときいているが、今はその数はi成

っている。

'(tt撃をがきれてからいよいよ原生林に入る。

道は次第に登り坂となり、行二ばんでいた体

は急、に冷気を覚えて心地よい。 1111m ほど

の渓流が登111道を横切った。案内役のN氏

は重いリュックを背負って疲れているので、

このあたりで小休止することにした。渓流

に近づき干をi先っていると、水しぶきを浴

ぴた岩場の片隅に数株の黄色のスミレが咲
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いているのかUに入った。キパナノコ7 ノ

ツメて、あった。さらに.illiむロ 3邑はいよいよ

険しくなり、fj'lj木が行子を阻む。その上を

乗り越えたり、木の下をi替ったりしながら

する。 H氏が大切に持ってきたウイスキー

の小I去を聞け，皆で少しずつ飲みまわして

f1;を暖ためる。気温が下ってきたためか、

心配していたブヨの襲来はなくほっとする。

進む。急、な坂を登り切ると、ガレ場の多い ブヨ沼の方から、エゾアカガエノレが鳴き出

平tR.なところにやっと出た。卜居峠(1，576111) した。私の庭のi也にいる蛙が、このような

であった。この地点からユニ石狩岳(I，771 m)高い山にも生棲していることを知り、ぴつ

に宣るコースがある。雲海から石狩岳が大 くりした。 1匹がl鳴き出すと、それに合わ

きく山雰を現わした。残雪をいだく 111存は、 せるようにして他の蝉も一斉にl時き附し、

急峻でもあり、男性的であり近よりがたい威

厳があった。はじめて会った石狩岳に圧倒

される忠、いで8ミ"をまわす、標識には石狩

岳まであと 5，7kmと標示されていた。いよ

いよ近くなったという思いと共に体の疲労

を急に感じてきた。時4庁2専の立込める岩場に

リュックをおろして昼食の11:度にとりかか

る。ユニ石狩岳の渓流の音がかすかに問え

てくる。

午後21時過ぎ、ブヨmに者く。このあた

りはブヨが多いところからこのように命名

したものなのかどうかはわからないがいや

な予感がする。ダケカンパの林に開まれた

平担なところにテントを張り、夕食の仕度

にとりかかる。今夕の食事当番は、 H氏と

平l、で、メニューはカレーライスであった。

石狩岳案内書を読むと水場が少ないとのこ

とであった。私達はポリ察掠に入れてきた

水を大切に使うことにした。フeヨi召の水は

飲めないということであるが、確認のため

夕食後の食器洗いに行ってみた。融水がi留

って出来たようなmで、水は赤茶けていた。

夕暮れでよく見えなかったが、枯枝なども

浮いていて、1nJとなく薄気味が悪かった。

テントの外で焚火をしながらしばらく談笑
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しばらくすると又もとの静けさにもどる。

これから産卯に入るのであろう。星空が美

しい。 l昨夜より冷え込む。冬の!lF<装に着手換

えて、寝袋に入る。

6月28日(晴)今日も又よく晴れた。テン

トから出てこれから登る音更山の方向を見

ると、大きな雪渓が後線近くまで述なり、

ダケカンパの林が透けて見え、その上にま

つ背な空が広がっている。雪の重圧に両tえ

た笹は、融雪と共に立ちあがり、その下に

は、陽の光を浴v'たショウジョウパカマが

あちこちに見ることが出米た。その色はi農

紅色から、紅紫色、そして淡い桃色と変化

があり、検影に時間をかける。朝食を揺り、

午前 711寺、 H帰りの食糧をサブザックに入

れていよいよ石狩岳に向って登撃を開始す

るロ雪渓を登っていくと、ブヨ沢の鞍部に

たどりつき、ハイマツ帯に入る。足にまと

わりつくハイマツの校を気にしながら更に

進むと、標高差 300111 ほどの急な登りとな

る。登りつめたところが音更山(1，932m)

である。山頂は東西に長〈磯地の緩やかな道

が続く。西に歩いていくとその端が項上で

あった。頂上に立っと、表大雪山系が一望

のもとに見渡すことができた。 mの1mの樹
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il正の彼方にオフ。タテシケ山 (2，012.7m)、

トムラウシ山 (2，141m)，イヒ雲岳(1，954.3

m)、忠別岳(1，962.6m)の雄委カ守主ytの

中に連座していた。その時私は、昔アイヌ

の人たちがこの述山を兄て「ヌタクカムシ

ユツペ(神の111)Jと呼んだ気持ちがはっき

りと胸にったわり、 i菜い感動を覚えつつ 8ミリ

をまわしつぜける。 LI指す石f科長はIl坑に子の

とどきそうな距離にあった。さて登111道は

と見渡すと官官いてしまった。道はーたん音

更山を下り、段線を歩いてI古iいの石狩岳の

肩のところにたどりつき、その地点から一

挙に111項に向って登祭するのである。私は

この音更山輩I員までに"1なりの体力をm粍

している上に、更に11員詰ijの道のりを見た時、

もうウスパキチョウのf最影などどうでもよ

くなり、音更111の山頂からまわりの山々

をじっくり見ながら、伺僚の帰るのを待と

うと心にきめた。

しかし、しばらく f本んでいると、次第に

体力は依復し、同僚の姿が米粉ほどに小さ

くなった頃、私も背のあとを追って歩き出

した。

午liijll時、日荷ぎながらようやくにして石

狩岳の山頂に圭1)若した。頂上に標識があり

標高(1，966m) と記されてあった。頂上

は狭かった。この地点が 1'[玉l峠から遠く眺

めていた石狩岳の山lliかと思うとよくも登

ってきたと思った。視野を360度くるっと廻

すと、その景観は素晴らしかった。エゾハル

ゼミが樹海から問え、太古以来の静寂さが

そこにあった。リュソクを下ししばらく休

んでいると、山頂付近の大きな岩のところ

にいた M氏が突然甲高い戸をあげた「ウ
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スノ〈キチョウカミヲ1<%んでhきたoJf1はそhつグ

とばかりに 8ミリを持って走った。瞬時では

あったが、十勝三)J立il聞から表大雪の方向に

稜線を超えて風にふかれながら飛瀕してい

く待望のウスパキチョウの姿を見た。まだ

羽化して聞もないのか、濃い鮮黄色の羽の

古Ii分がi由紙のように鮮明に見えた。これが

後にも先にも唯一の確認であった。この急

峻な勾配を蝶追って 8 撮影を行なうこと

は生命の危険をともなう税で、不可能に近

いことがわかった。

食草のコマクサを探がしたが、群落をつ

くり自生する環境状態ではなく、稜線から

少し下った岩場のやや平相なところで数株

ずつ寄り i33うように咲いていた。ある箇所

でコマクサの常に食痕があったので、その

あたりを丹念に調べて見ると、蛾の幼虫が

l匹岩の上で日向ぼっこをしていた。コマ

クサはウスパキチョウだけでなく、蛾の幼

虫も食べることがわかった。 8ミq織影をし

て記事まをとる。初、の見たウスノ〈キチョウは、

この{j狩岳のどこかで羽化したものか、あ

るいは大雪山より稜線へと風に来って飛ば

されてきたものか このわずかな観察から

は推測できない状況であった。

午後二時項、雲が多くなってきた。そろ

そろ石狩岳と別れる時間になってきたロ時

ぎながら登ってきた登山道は、帰りは嘘の

ように楽であった。道巾のやや広くなった

お場に咲く高111植物を休みながら線影をす

る。

高山組物は、前述のとおり表大雪のよう

な広々としたお花畑の京ー鋭は全でなく、痩

せ尾根のわずかばかりの岩場にへばりつく
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ようにして自生していた。 i宣山の成肉は、

表大雪が火I11性の台地であるのに対して、

裏大雪は古生層の摺曲I1I脈であることも械

物の白生に人ーきな制約があるものと忠われ

る。特に音更山から石狩-ffiに向う稜線の平

担な地帯は、ガレ場が多く、植物は殆ど見

ることは出来なかった。様影した核物は次

のとおりである。

ヱゾコザクラ、ミネヅオウ、イワウメ、

キパナシャクナゲ、コ7 クサ、チョウノス

ケソウ、 ミヤ7 キンハイ

午後 3時を過ぎると、 j雲が多くなり気温

が低ドしてきて霧の発生を見る。追われる

ようにドILIしてブヨi自のテントにもどる。

午後5時近くブヨ泊に到者した。夕食もそ

こそこにして這うように寝袋に入りすぐ眠

りにつく。

6月初日(晴曇)ゆっくり起きて朝食を

とりド山の準備にとりかかる。 3FJ間も登

山生活をしていると、干:111する頃が最も体

調がよくなるから皮肉である。 ト向付から

もう再び訪れることもないて"あろう石狩連

峰に)]1)れをつげ、フィルムのある限り撮影

をする。

下山しながら、この度の石狩岳登山は幸

いにも天候に恵まれて鷲項に成功したこと。

瞬時ではあったが、ウスパキチョウの飛瀦

を確認できたことなどを感謝し、心は満足

感に溢れていた。

主主山小原にもどり、背丈ほどのフキを採

って傘がわりにし、防虫網をかぶって記念

f最号5をする。

私の登I1I阪はまことに乏しいが、いまま

で登った山で、石狩岳は最も厳しい山とい
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えよう。しかしもしもう 皮宣ってみたい

山は?ときかれると、即応に「石狩岳J と

答えるであろう o その魅力は太古以来の原

始の姿をとどめている石狩岳の静寂さにあ

った。
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