
思い出の狩場 山 登 山

この頃山登りの話は遠い苦認になってし

まった。夕映えに影を落とす渡島半島の111

並みを見るのカ叩fl; の楽しみとは情けない

限りの毎日である。狩場111へは 7'f程前に

3度ほどなったことがある。道南部では羊

蹄山に次〈標高1519mの山で冬期の積雪は

豊かである。この山をi原とする川は数多く、

沢なりのコースの多いところとして布名で

ある。私たちは丁走川上流の資者のi竜を左

に見ての比較的新しくつくられたな山道を

たどるコースを登り、沢登りはしていない。

最初の登山は、強風のため景色はおろか

目的の植物さえも見ることは出来ない最惑

のものとなった。登山道には30cmほどのサ

ンショウウオと大きなカタツムリが、流れ

となった登山道を這いずりまわっているこ

とぐらいしか思い出せない。

その後、|可'1'.10月初旬に登ったが、その

時は天候に恵まれfnj行の人たちの顔ぶれも

扇itlく楽しい主主山であった。

およそ 7年ほど前の昭和56年10月初旬、

早朝 31暗に大滝村から志斉正清さんはか 1

人と伊達からは私と日下手Jさん、古間武俊

さんの総勢 5人が伊達から出発した。半 2

台に分乗して一路島牧村へ。 1時間ほどし

て寿都を過ぎる頃には夜は明けはじめ目ざ

す山並が見えはじめる。山並みが影を落と

す日本海はul!を流したようにべっとりと111¥

いでいた。凧が水平線の彼方まで統き深い

緑色となって気持がm.~いくらいであった。
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伊達市大井伸

早朝!の日本海はいつもこのようで午後から

起る荒波はどこから来るのか不思議でhある。

協が昇り、あたりがざわめいてくると、

i者からi皮が立ち美しい砂を洗いはじめる。

本11・豊浜.~白・ u:ノ島・と美しい海岸を

眺めていると左干に「カリンノマ」と云う喫

茶庖が見えてきた。 H的の登山道はこの喫

茶庖より左に折れて千走川沿いにある。狩

場山は「カリンノマ・ウシ Ullft<の皮のある

所)Jと云うアイヌ語から来ている。以前は

「ヒグ7 が多く良い狩場」ともっともらし

く説明をした人がいて、なる科と古買いたこ

ともあった。事実この1I1周辺にはヒグ7 が

多く、近くの大、ド山の川沿いでもヒグ7 の

痕跡、を見たこともあったし、狩場山の頂上

にはいたるところヒグ?の食痕が見られた。

後日、いまて"は禁止されているが、ヒグ7

をとるための「ア7 ッポJ (仕掛け矢)に危

なく遭遇しそうになったことがあった。そ

の1I~'JnJ行の人がその仕掛けを見つけて難を

逃れたが、当地ではシーズン中にかなりの

数のヒグマが捕らえられているが、その数

は略横這いの状態であるとのことである。

いかに彼らにとってこの周辺は恵まれてい

るかが、幾い知ることが出来る。

) 1 J沿いの道を走行する。川を見ると45cm

科の鱒が群れ1"いる。ひと竿入れたいとこ

ろであるが残念ながらこの川は祭漁河川で

ある。生唾を飲みながら先を急ぐ。しばら

く車を走らせるとおびただしいススキの原
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っぱに出る。卒に恐れる様子もなくキタキ

ツネやウサギが走り廻っている。キラキラ

と朝日に灘〈ススキの穂、の中を彼らは見え

隠れしながら遊んでいる光景は、さながら

お伽噺のUt界にまぎれ込んだように思えた。

半朝の風景に見蕩れている聞に賀老の滝に

別れるところに出る。車止の地点である。

道路の終点に相応しく広場があり、ベンチ

なども置いてあった。忘れてしまったが、

肴才反がたっていたように思う。おそらくは

r賀老原野」とでも書いてあったに相違な

い。この地点より狩場山へ向かう j茸と反対

の方向に行く道がある。反対の道を行くと

道I人jていち名i暴として知1られている賀老のi竜

に出る。賀老とはi屯表のない滝と←ム・う意味

だそうで、伝説には松前i審が金銀をi竜査に

隠したと云われているが、どうも屑唾もの

である。しかし、口7 ンはロマンとして受

止めよう。さらにまたこのi竜は、北海道の

ナイヤガラとも云われているロとにかく車

を降りて狩場山の項 kを目指して身仕度を

する。

登山道に分け入り小さな流れを 2度 3度

渡るとジグザグの鷲り坂になった。周囲の

林は、ブナを主にした道南特有の林で、時

は紅葉のまっきかり、ぴっしりと丁度蕎麦

の実を大きくしたようなブナの実が客ちて

いた。道内て柄はあまり見られない豊かなフ"

ナの林を眺めながら111道に殺る心地良さは、

昨夜の寝不足もなんのそのといったところ。

そのような時に、最年長の H下さんはどっ

かりと腰を下して休む態勢になった。みん

なで rまた"1*むのは早ーいよ」と式うと rj，駐

は疲れたから先に行ってくれ」との答えが
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かえってきた。 rご老人 1人を ILJに措くわ

けにはいかないべき..'J とみんなで休むこ

とにした。「山好き・槌物好き・遊び好きJ

の一行が休むとなるとなかなか腰をあげよ

うとしない。このようなことではとても山

頂はおろか稜線にでるのも危ぶまれるので

10分ほど休んで再び歩き出す。しかし、日

下さんはジグザグではなく、 「ジグで休み

ザグで休みJ なかなか進まない。そのうち

に私たちよりかなり遅れ後から登ってきた

登山者数名に追い越されてしまった。 r日

下さんグ追い越されてしまったよωと云う

と r行きたい人は先に行けばいいさ。いく

ら急いでも後から追いつくよ叫と笑ってい

る。{皮らを追うようにして私たちも登りは

じめる。なんとかブナの林も終わりダケカ

ンパの林を過ぎる頃になるとハイマツが見

えて主た。ここのダケカンパは異常に大く

50-60cmの木は普通でそれ以上のものも珍

しくない。おまけに送のトから伸びてきて

途中から根を出しているのもあった。なん

とも奇妙な姿をしていて雪や雨が多いため?

なのかも知れない。とにかく、もしも行っ

て見ょうと思う方があったら見て米て下さ

し、。

道は次第にコロゴロとした岩が目立って

きた。安山告と忠われる。あまり風化して

いない岩に太いノ、イ 7 ツやダケカンパが重

なり合っていよいよ歩きにくい送となって

きた。数10分ほど歩くと悪路も次第に平tIJ.

になり、東狩場を捲くような道になり目指

す狩場IlJの頂上が見えてきた。

狩場山は狩場山魂と云った方が適当かと

思うほど、フンモナイ・オコツ・束狩場・
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狩場・前1.11と数座の項を持つ第三期に活動

した火山で、現在は活動していない。東狩

場の裾に出ると視界は急、に開けて広々とし

た雪聞に出る。このF付近は、アオノツガザ

クラの1洋落が見られるところである。その

ほか、ここに自生する植物は 7月下旬まで

雪に蔽われ、 10月中旬には再び冬が訪れる

ので、その僅か 3ヶ月の問にのみ地上の虫、

みを受けるのである。アオノツガザクラは、

幹の太さが 3cmほどのものもあり樹齢はは

かり知れない。狩場111の歴史を物語ってい

るような気がする。

水に恵まれたこの最初のお花畑は、アオ

ノツガザクラの他に、ベニバナイチゴ、キ

パナシャクナゲ、コケモモ、クロマメノキ、

イワイチョウ、フギレオオパキスミレが見

られる。特にアオノツガザクラは、前述し

たとおり狩場山系ではこの I種のみが知ら

れている。大雪山系、日高山系、夕張111系

ではエゾノツガザクラと自生地が同じであ

るために交雑が進み、なかなか同種と見分

けがつかない個体が多く、その意味では純

粋なアオノツガザクラと云える。同様に羊

蹄山にはエゾノツガザクラのみが白生して

いて、これも同様の純粋種とぷえる。この

雪国に1時間をかけていると狩場本峰への項

きに到達しないので、心残りであったが道

を急くことにした。ここまで米ると目下さ

んの足どりは軽くなってきたようだ。

ゆるやかな登山道になりやがて尾根道に

池り着く。時折岩の露出したピークを 2~

3皮登ると項上に到達することになる。最

初のピークのところでも小f本止をする。いま

までの受山道をふり返ると、東狩場の三角
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形の項がノ、イマツに蔽われ青々と見え、そ

の'1'に黄色に紅葉しつつあるダケカンパが

点々と見え、その1、に広がるお花畑でもあ

る雪聞の中に小さなi召が青々として、晴あ

がった秋の空に輝いていた。東狩場の影に、

太古の恐龍ステコザウルスの背骨ーのような

大平山が不気味なすがたを見せている。大

平山は石灰岩の山で、云わば山全体が太山

の生物で出来ったような山である。見馴れ

た火山性の山とは違いなにか異様な感じが

するのである。雨而にはカスベ岳、メッベ

岳が主主えている。目指す狩場山本峰はノッ

ベリと見え小J鬼の名主らしくおおらかにそ

の高さを誇っている。休息も終わり先に進

むことにする。

道の折々には、フギレオオパキスミレが

多数見られ、紫色に光る実をつけたツノレリ

ンドウも見られて疲労の出た私たちに安ら

ぎを与えてくれる。先刻私たちを追い抜い

て行った登山者が「クマが出たり rク7だ !j 

と日々に叫びながら下山してきた。状況を

開く暇もなく彼らは忙しく姿を消して行っ

た。誰かが「クマた:とさ叫と云ったが 1人

として動能する様子もなく、日下さんはrjl¥C 

たちを見たらクマも逃げるさ叫と云ったが

皆も伺じ気持らしい。私も特に恐ろしいと

云う気持はなく、逃げるようにして下山し

た人たちを峨けるような気持だった。しか

し、内心はもしも出合ったらどうしようと

不安はあった。主主山道を歩きながら日下さ

んは、戦争中、かつての満洲でのオオカミ

の恐ろしさを誇り、いずれは撃ち殺そうと

思いつつも果たさなかったことや、寒気に

足を凍らせた維を子摘みにしたことなど而
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内おかしく話をするので皆で笑う。そのう

ちに本峰下の広大なお花畑に出る。

ここは、やはりアオノツカ「ザクラ、クロ

マメノキを主体としたお花畑で、花時期に

は見事な眺めて"あろう。よく見るとチシマ

ニンジンが無残にも掘りかえされている o

それは至るところに見られ、あるものは古

くあるものは新しく長い毛まで落ちている。

恐らくはヒグマの食い荒らした跡であろう。

姿は見えないが、いますこし前までいたら

しく、どこかの茂みに隠れて私たちを見つ

めているのかも知れないと思った。

しばらくはお花畑で休息することにした。

お花畑と云っても、殆ど頂上に近い場所で

あるため昼食をとることになった。各自そ

れぞれにぎり飯を頬ばりながら雑談に花を

咲かせている。ふと見あげると、どこまで

も背く澄みきっている空に、チョウゲンボ

ウという小型のハヤブサがホパリングをし

なカ苛らなにカ、をj且っている。手ムたちは、「な

にを狽っているのか?ネズミか烏かなd と

話題は空へと続いていく。 10月とは云えi苦

みきった青空、暖かくふりそそぐ太陽、美

しい風景に恵まれ下界のことは忘れて少年

のような気持ちになった。私は吉田さんと

折角ここまで来たのだから一応頂上を窮め

ようと背に相談したところ、「俺たちはここ

に居るからJ と云うので2人で頂上に向か

う。おおよそ10分ほどで項上に着く。項上

は笹に首長われ笹ーの根元を見ると、黒〈炭火

したようなアオノツガザクラがかつてのお

花畑はここまで続いていたが、いまは笹に

その生活周を譲ってしまったのであろう、

その争いのあとがそこにあった。 10数年前
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まで頂上附近はキパナシャクナゲが群落を

なしていたという認を聞いた。しかし、人

間の自然破壊のためか、はたまた、自然自

身の流れなのか、ひ弱なキパナシャクナゲ

は笹やノガリヤスの中に散見出来るだけで

あった。

項 tに立っと視界が広がり日本海は青々

と限りなく広がっている。項上の北ff!iJは日

本海にむかつて急に落ち込んでいて、南斜

面のなだらかさとはうって変わって厳しい

山容であった。渓流を流れる小田ji!j川は特

に岩をi先い岩を削り日本海にi竜となって注

いでいる。その川のi原には、真珠のように

光る小さな沼が点々と見え厳しきの中にも

なにか安らぎを覚えた。頂上に別れを告げ

て仲間の待つところまで引きかえす。

もう充分に楽しんだので帰ろうというこ

とになり、それぞれ身の周りを繋えて帰路

につく。登山道をひとかたまりになって下

山していったが、日下さんはぐんぐんとス

ピードをあげ初、たちより先に行ってしまっ

た。先刻の鷲りコースとはうって変わって

休む気配などすこしもない。登る時にはあ

まり感じなかった安山岩のゴロ石やハイマ

ツ・ダケカンパが折重なるような Fり道を、

私など悪戦苦闘しているのに、 I人でヒョ

イ、ヒョイと先を下っていく o どうにか最

初の束狩場下の雪国に出る頃、 ~I"Jで「そ

こで休んて"いてください叫と大声で云うと、

すっかり 111の仙人になったような日下さん

は、どっかり腰をおろして待っていてくれ

た。 F足が笑わないですか?Jとたずねると、

「ドり道は強いのだ。若い頃は、いまの中

国を歩きまわっていたからさ叫と云って靴
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を脱いで足のタコを見せる。それは見たこ

ともないほど、 J;)宇:ぃi鬼て"あった。そこで

また、戦争の背労様を開くことになったが、

全部を聞いているl時間がないので腰をあげ

て出発することになった。

私は彼ほど足は強い方ではないが、大丈

夫なので 2人して先頭に立って歩くことに

した。東j'，)場の裾を周る頃、女性 2人、男

性 1人の若者たちのグルーフ。に出会った。

IIfA装を見ると登山姿ではなく、車から降り

たままのサンダ/レ履で街中を歩くような恰

好であった。「項上までどのくらいで行ける

の?Jと聞かれたので、「あと 11時間もすれ

ば着きますよ叫と云ってあげたが、これか

ら先ははたしてどうなることやら心配にな

る。

急な干りになり、ダケカンパの人ー木が行

手を巡る。笹ち大きくしかも太〈、登山道

に被さるようになり歩きずらい。ブナ林を

出る頃、また 1人の男性登山者がi干を拭き

ながら登ってくる o さきほどの若者たちと

は速い、 111<装はたしかであった。後拶をか

わしてさらに下山する。

このあたりまでくると、相、と H下さんは

車まであとすこしなので、先に着いてエン

ジンをかけて車内を暖めておこうと歩き続

ける。)11の細流の音がしてきて、いよいよ

最後の下りかと思うと、ほっとしてi十がー

狩場山
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度に吹き出した。流れに出て顔を洗い口を

持);いで一定、いれているところに」同がやっ

てきた。休，'2、をとっていると清〈美しい流

れに、紅葉した落葉が次々と浮いて流れて

くる。数日もしたら落葉はさらに進み、冬

の準備に取りかかるのであろう。長〈厳し

い冬を111はどれほど長〈過ごしてきたので

あろうか。僅かな時間、 111に登ったfv:で自

然を云々するのはおこがましいが、私たち

人聞がどれ程の忠l置をもってしでも、自然

の厳しき、偉大きを知ることは出来ない。

しかしその僅かな時間ですらも白然に触れ

得たことを大切にしていきたい。

それぞれ休息をして車止まで歩く。 2台

の車に分乗して帰路に着く。伊達市の日下

さん宅で別れを告げた。

J1'"近になって知床半島と同じく遺伝子保

存の為の森林と云うことで、 n場山山施の

森林が保護林となったということを耳にす

る。ブナを主体とした森林は大切にしなけ

ればならないと前から思っていたので、遅

まきではあるが喜しい限りである。自然保

護がいま、いろいろの角度から検討されて

いるが、私たち山野草に趣味を持つ人たち

は、ただ単に自然保護団体にそのことを委

ねることなく、 1人 I人がその大切さを自

覚しつつ、その輪を広げていかなければな

らないと思う。
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