
大雪山紀行(銀泉台~白雲岳)

私の登山は毎年、札幌市内の円山・手稲

山から始まる。これは今シーズンの足馴ら

しのためである。次は北海道の尾瀬とも云

われる雨龍i召探訪、時にはさらに足を伸ば

して南暑寒岳まで行くこともある。時季は

初夏と初秋の 2度であり、行かないでいる

となにか忘れ物でもしたように気持が落ち

つかない。次は、夕張岳・大雪山を巡り私

の春から秋にかけての余暇は、 IIJに始まり

山で終わるのである。

昨年はさらにアポイ岳、寓良野岳にも登

った。ただひとつ残念であったのは、当初

の計的にはカミホロカメツトク山への縦走

があったが、時間的な余裕がなく断念して

しまった。

しかし、昨年は全般的に天候に恵まれ充

実したシーズンであったことは幸いであっ

た。その中でも特に印象深かったのは雨暑

寒荘近くのカタクリの大群務であった。例

年より融雪が遅れたことが幸運であったの

かも知れない。その他大雪111コ7 クサ平の

コマクサの美しき、富良野岳でのダイセッ

トリカブトの群落、その夜の白銀荘での団

祭など・ υ思い出はっきない。これから大雪

山に登った時の記録から、銀泉台~白雲岳

コースについて記してみよ 70

仕事を終えて夜遅く札幌を出発して車で

銀泉台に向かう。例年ならば、黒岳・高原

温泉コースをとるのであるが、友人Tさん

にすすめられて今回はこのコースをとるこ
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とにした。

2年ほど前に黒岳より勇駒JJIJへの縦走を

試みたが、その時は既にコマクサの開花JlJ!

を過ぎていたので、登山道沿いにわずかに

見かけた程度にすぎなかった。今回はコ7

クサ、キパナシオガマの花が兄られるとい

うので、札幌を出発するあたりから興奮気

味であった。 Tさんの写真を見るたびに一

度は自生地を尋ねてみようと思っていた。

また、登山コースの銀泉台と云う名前にも

なんとなくロマンを感じていた。

相、は、大雪山においてヒグマにご縁があ

るらしく、昨年一昨年と 2度遭遇している。

本誌写真欄に掲載させていただいたエソ.オ

ヤ7 リンドウは、彼らのテリトリーのひと

つである空沼附近で撮影したもので、その

す前まで寝ころがっていたものらしく、そ

の跡がはっきりとついていた。もう 1枚の

ヒグマの写真は、高根ヶ原の下の雪渓を親

子ずれで歩いているところを撮影したもの

で、小田島護者「大雪山のヒグマJ(山と渓

谷千J:)の本を読むと r](子J と呼ばれる親

子のヒグマであるらしい。今回の登山は高

原温泉からのコースではないので 3度目の

幸運?には恵まれないような気がする。

層雲狭の温泉街を過ぎ大雪ダムの上を通

り銀泉台ヒュッテに着いたのは、既に真夜

中であった。早速腹ごしらえをして車の外

に出る。大きく深呼吸をして腹いっぱいに

美味しい空気を吸い込む。この気持はとて
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も者1I会では昧うことは出来ない。

夜空には、オリオン、カシオベア・白鳥

などの星座が宝石のように輝いていた。子

供の頃田舎にいて、近所の家に五衛門風呂

のもらい湯をした帰りのこと、父の背中に

おぶさって夜空を見あげると、やはりいま

のような美しい星が夜空にいっぱい輝いて

いたことを思い出す。突然夜空に流れ足が

青い閃光をヲ|いて消えていった。車内で仮

眠をして夜の明けるのを待つ。

午前 51侍起床。朝霧の中からカッコウ・

ノゴ?の声が聞こえてきた。夜明けだ。車

の外に出る。次第に需がii'jえ雲海が目の前

にあらわれ、その下から太陽が少しずつ昇

りはじめた。雲海は紅色に染まる。雲海を

眺めながらカメラのシャッターをjlllす。

朝食を終之主主lLIの準備をする。安はH青れ

絶好の登山 H和となる。入111届を出し午前

5時半、いよいよ銀泉台コースを白雲岳に

IbJかつて登山を開始した。

道巾の広い砂利道を進む。ダケカンパの

樹林を登っていくと間もなく急な登りとな

る。熟略出来なかったためか息苦しい。今

年は低温のためか融雪は遅〈、あちこちに

残雪があり足元を気をつけないと滑りそう

になる。紅葉にはまだ早〈登山道附近には

また、緑が残っていてまだ秋らしい気配はな

い。 1時問ほど歩いて第

周困に目をやつて，~思、わず感激してしまつ

た。このl侍季にエゾコザクラがまだ咲いて

いる。さらに進むとアオノツガザクラ、エ

ゾツガザクラが咲いている。もう見られな

いと思っていたこれらの花に会えて嬉しか

った。カメラのシャッターを押す。時折、
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イワヒゲの群落も見られた。

このあたりの岩場にはナキウサギが棲息

していると云われているので気をつけて歩

いていたが、遂にその鳴き声は聞こえなか

った。しかし、私の前を歩いていたTさん

はたしかに鳴戸を開いたと云っていた。

遥か東にはニセイカウシュベ山が見える。

トラパース後第一花苑は終わりとなる。こ

こから晴れた日には、遠くに雌阿寒岳、雄

阿寒岳、その麓に阿寒i胡その左には屈斜路

湖が見えるとのことである。 Tさんの話で

は、その眺めは素晴らしいとのことである。

今日は残念ながら見えなかった。

30分ほどで第二花苑に者く。このあたり

は残念ながら雪渓におおわれている。夏で

も上の方は雪渓があり、年中雪があるため

植物も育たないところらしい。第 ~fE苑、

第;花苑と期待をかけてきたところである

が、これも自然の摂理であって致し方ない。

しかし次は私の付望のコ7 クサ平である。

コ7 クサがどのような環境のもとで咲いて

いるのかと思うと次第に足が速くなる。

第二花苑より 25分ほどでコマクサ平に着

く。前方に小さな小屋が見えてきた。監視

小屋とのことであった。以前はコ7 クサの

大群落地として知られていたが、盗堀によ

る環境破壊で荒廃してしまった。しかし、

関係者の方々の努力によって次第に回復し

て、現在に至っているとのことである。~

度失われた自然、を元の姿にもどすためには、

長期間にわたりどれほどの努力をしなけれ

ばならないかということを自の前のコマク

サを眺めながら知らされた。

砂草聖地が広々 と続き、 ピンク色の紋鍛を
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敷いたような光景は、まさしくコマクサ平

であった。しばらくのf旬、登山道の横に腰

をおろして呆然とコ7 クサの花と向かい合

いカメラのシャッターをilJlした。

コマクサの群落の中の小低木の下にヱゾ

ツヅジがコ7 クサに負けまいとするかのよ

うに、背丈より大きい紅色の花弁を風にふ

るわせていた。ところどころにエゾオヤ7

ノエンドウの花も見られる。また、道路沿

いにはイワフ事クロのi洋f存カずあった。

登山道の棚の中には、ウラシマツツジの

赤い紋椴の中にタカネオミナエシが数多く

見られた。気品を感じさせるような花であ

った。ここでTさんらと記念写真をとる。

ここまでーくると、 フイノレムはだfい.1;i肖イじし

てしまった。 i時折、コ 7 クサを食草とする

お山蝶のウスパキチョウが飛来してきた。

偶然ではあったが、ダイセツタカネヒカゲ

の交尾のシーンを見つけ、写真におさめる

ことが出来た。このように思っていること

がすべて叶えられるのであれば、親子ずれ

のヒグ7 にも会えるのではないかと期待し

たが遂に果たされなかった。ひとつ所に長

くとどまっていると、これからの行穏に支

障が出るので、後髪をひかれる思いでコ7

クサ平を後にした。

山の天候は変わりやすい。空はどんより

と曇りはじめ遠くには雨雲がたれこめてき

た。しかし、まだまだ紺碧の空が大きく広

がっているので大丈夫のようである。この

先は下り坂になり第三雪渓に到着した。

沢の合流点が水揚げ場になっており、雪

渓から流れてくる冷たい水を飲み喉をうる

おす。登山道なのか、或は雨のため土砂が
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流れ出してm米た律地なのか、とにかく歩

きずらい細い道を歩いて行く。エゾウサギ

ギクの黄色の花が私たちを出迎えてくれる。

また、クモマタンポポは登山道に沿って咲

いていたが、 1 - 2ヶf好のみであった。左

側にはウコンウツギの群落が、ところ狭し

とばかりに咲き乱れ、右側にはアサツキが

見事な11下落をつくり素適な色調を見せてい

た。

さらに足を進めると前方にエゾコザクラ

の大群落があった。黒-!fr石室附近のエゾコ

ザクラも素晴らしかったが、それ以上の美

しきであった。次に第四雪渓までの間で夜、

の見た花は次のとおりである。

イワキキョウ、ミヤ?リンドウ、エゾヒ

メクワガ夕、チングノレ7

第四雪渓を過ぎると周閥は平担な砂磯地

が続き赤〈色ずいたイワオトギリやエゾイ

ワツメクサの花が散在していた。時折、ク

ロウスゴの小さい実も見られ、エソeオヤ7

ノエンドウもあちこちに咲いていた。 Tさ

んの話ではl1i1方に赤岳が見えてくるという。

空腹になってきたが、赤岳到着まで辛抱す

ることにした。しかし、いくら進んでも赤

岳は見えてこない。前方に見えている山は、

はるかに先である。空腹がさらにつのるo

コ7 クサ平を過ぎて 1時間以上は経過して

いる。もう少しで白雲岳も見えてくるとい

うTさんの言葉に勇気づけられてさらに前

進する。やがて大きな岩が見えてきた。そ

の岩の前で沢山のパーテーやら家族連れが

記念撮影をしたり食事をとったりしている。

ょうやくにして大きな岩まで辿りついた。

ここが赤岳の項上であった。頂上というよ
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りも平坦な岩場の r.1こ大きな岩があるとい

う感じであった。

早速軽い食事をとる。赤岳の山I頁から見

るパノラマは素晴らしかった。大雪111の最

高峰旭岳、票、岳、北鎮岳、烏帽子岳、 i麦雲

岳そして目指す白雲岳を見渡すことが出来

た。昼食後しばらく休憩してエネルギーを

貯え再び登りはじめる。ここまで来ると全

く疲れは感じない。自然の美しさに見蕩れ

ながらゆっくり足を運ぶ。小泉岳を過ぎ白

雲分岐を越え白雲避難小屋に到着したのは

121侍頃であった。

はるか前方にトムラウシ111、左手に高根

ヶ原が見える。小屋の広場には沢山のパー

テーが色とりどりのテントを張っている。

その中には北大エゾヒグマ研究会のテント

も見える。そして小尾の附近には、私の今

回の第 2目的であったキパナシオガ7 が咲

いていた。このようにたくさん咲いていて

よいものかと思うほどの群落であった。小

屋の裏側1)にはハクサンボウフウ、ミヤマキ

ンパイ、アオノツガザクラ、エゾツガザク

ラ、イワベンケイ、チングノレ7 が咲いてい

る。

水揚げ場で米をとぐ。このあたりにもエ

ゾコザクラが咲いていた。どこから現れた

のかキタキツネが顔を出す。逃げようとも

しない。子を伸ばせば頭をなぜることも出

来そうな距離であったがやめた。野性動物

との間には、近づいてはいけない距離があ

るからである o そのうちに坂道を駆けあが

って姿を消してしまった。

その夜は、男 3人で飯を炊きラーメンを

つくって、小さなカ。ス燈の光の中で食事を
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する。食後のビールは美味しかった。 明日

はよいお天気であることを願いながら限り

につく。

朝になった。暗いうちから起きて白雲岳

に登る。日の出を見ょうと思ったが、霧が

立ちこめ項上向近は強い風が吹いていた。

項上は狭〈風のため立っているのもようや

くの状態であったので諦めて下山すること

にした。気温は低く寒かった。しかし、霧

につつまれながら、エゾツガザクラ、アオ

ノツガザクラがひっそりと咲いていた。

霧の晴間からトムラウシ山が見えてきた。

キパナシヤナゲの大群落の中に、花を踏み

つけないように気を配りながら腰をおろす。

自分カ叶映画の中の主人公になったような気

持ちで大自然の中でしばらくの関棋想して

いた。 Tさんも下の方で手ムと同じようにカ

メラを置いてこの素晴らしい大自然の美し

さにただ見蕩れていたようである。

時間になり白雲避難小屋までもどり、帰

り仕度をして白雲岳と別れた。途中、緑岳

に向かう。シマリスが私たちを迎えてくれ

る。ミヤ7 アヅマギクが 1輪咲いていた。

小泉岳ではホソパウノレ yプソウがまだわず

かばかり紫色の花を残していた。そのほか、

下111途中ではチョウノスケソウ、タカネキ

スミレ、ウスユキトウヒレン、ミネスオウ、

ヨツパシオガ7、ハクサンチドリ、チシ7

フウロなど数知れない花に出合った。

大雪山は、高山植物の宝庫である。この

素晴らしい自然がいつまでも人ー切に保護さ

れ、登山をする人たちの心に安らぎと憩い

の場を与えてくれるよう願いながら山を下

っていった。
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