
アポイ岳登山

1988年 8月 8日(土)靖後曇

天候は同復してきた。午前 911キ車で自宅

(西野)を出る。同乗者 2人の 3人の旅と

なる。

札幌から広島に入札由仁、追分、半来

を母子て鵡川に出る。車窓から見る 8月の北

海道らしい景色を眺めていると、春になっ

たらアポイ岳特産秘のヒダカソウの花を兄

ょうと沼、っていたことを思いだした。冬こ

もりをしている刊は、時間にも余禄がある

ためか、心もゆったりしていて、花のシー

ズンになったらあIlもしよう、これもしよ

うと計画をたてているが、いざ終わってみ

るとその半分も実行が出来れば上々の出米

栄えとなる。式品川を過ぎる頃になると太平

洋が見えてきた。このあたりは 5月上旬に

スミレの探訪に来たところで{衷かしい。

午後 1If;J，tf(静内町に入る o 是非立寄って

みたいという妻の案内で「味よし」とムーう

ソパ底で美味しいソパを食べる。

さらに車は国道230号線を襟裳叫Iへとひた

走る。交通:鼠;は思ったほどなく快適な走行

である。次第に雲が広がって明日の天気が

心唱1になる。

午後 31ヰ頃僚裳灯に到着して港に立って

海を見る。久しぶりに海のかおりを絢いっぱ

い吸い込む。まだ旅館に入るまでには時間

がもったいないので、襟裳出l'まで足をやl'ば

す。

北海道の中央最南端に到着する。時折i菜
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札幌市 高 野 英 二

い霧がたちこめ風が背をたてて流れる。灯

台までは細い道が続いている。?と洋として

いる太平洋の彼方を望む。 陸地から次第に

i毎に述なっている岩礁にはゴ7 フアザラシ

が見えると云うが霧のため見えなかった。

灯台までの道端で私の目にとまった梢物

は、エゾカワラナデシコ、コハ7 ギク、ノ

コギリソウ、ツリガネニンジン、チャボヤ

7 ハギなどで8月に人ると花の種類は少な

し、。

j毎カミらl吹きつける凪lはさらに強iくなって

きたので岬を後にする。立派に前n装された

道路は観光ノてスや7 イカーがひっきりなし

に行来する。

午後 41時半頃信号裳町「かめや旅館」に入

る。町はN!:まつりカ吋まじまるらしく商1占f者

は飾りつけられて賑やかな雰凶気につつま

れていた。 lltに外山さんご夫安「が待ってお

られ、間 Lなく大I竜11jl事会の先発グループ

の方々も至1)表された。しばらくお茶を飲み

ながら雑談をして夕食となる。

午後101時頃、大宮さんー行が到着する。

その日の11:事を終えてからの夜j蓋の走行で

ありさぞかし疲れていると思いきや、大井

さんたちは、早速ネソトを持って街路灯に

集まる蛾や昆虫の採集に出かける。採集品

?を見せてもらいながら就床。

同年 8月7日(臼)晴

目が覚めて窓の外を見た。晴れている。
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絶好の登山日和となる。午前 71培、朝食後

それぞれの車に乗って旅館をあとにしてア

ポイ岳に向かう。

冬島を経てアポイ岳登山口の標示を見て

右側にまわる。舗装された山ililJの道をしば

らく走ると山麓自然公隔に到着する。ここ

は、キャンプ場、レストハウスや広々とし

た公闘があり、自然を大切にしようとする

地元の方々の熱，意はうかがえたが、なんと

なく LIJを登る雰l用気としては違和!惑を覚え

マ、

~。
午前 811~ 、それぞれ景山姿になり蛍 11J日

て"全員揃って記念撮影をする o しばらく行

くと林道の脇に入IIJIHlFfrがあり記入して広

葉樹林に入る。

登るに従って冷気があたりにただよって

きて、いよいよ登山らしい雰凶気になって

きた。容であれば私の好きなエゾオオサク

ラソウが咲いているのではなかろうかと怨

像しながら林床を通り抜けると、ミヤコザ

サの中に混じって花の過ぎたミヤ7 スミレ

が所々に見ることが出来た。

少し疲れたと思う頃にベンチが私たちを

待っている。腰をおろしてしばらく休み沢

のノドで喉をうるおす。いくつもの沢にかけ

られたf;橋を渡る。右手の林にはトド7 ツ、

アカエゾ7 ツの針葉樹が目につき、その巾

に低木のナナカマド、エゾシャクナゲの姿

も散見した。

しばらくすると防がさしはじめてあたり

カ叶l月るくなった。イフ。キジャコウソウの{E
カぎ布、たちをiキっていた。 しliらく hMfrした

路をなりきると、急にあたりはひらけてブ

ロック造りの{本憩小屋が見えてきた。ここ

が 5合目で到着時間は午前10時頃であった。

休憩小屋でしばらく休む。眺望はすばら

しく、林のむこうには青い海が見え、これ

から登るアポイ岳山項は白い雲をパックに

すぐそこにあった。

小屋からすこしドったうす時し、林床に7

ムシが 1匹私を見つめていた。アポイ岳は

7 ムシが多いところと開いていたが、まず

初対面であった。子供たちもたくさん載っ

ているので、 7 ムシは攻撃型の猛毒の蛇で

あることを教え、登111コースから離れた行

動は↑具まなIHLi工ならないと思った。

いよいよ頂上に向って歩みを開始する。

愉償措の露出したな山道を一歩歩すぺら

ないように気をつけて登る。夏休みの日限

日ということもあって、家抜づれが多い。

父親が先に立ち、その間に色とりどりのリ

ュックを背負った子供たちが続き、そのし

んがりに母親がついている。まことに微笑

ましい光景で，思わず心は和む。

布、も子供に負けないよう主主る o 休憩小屋

は次第に小さくなり傾斜も増して高度のあ

カずっていることがわかる。 il手町主をととのえ

ながらあたりを眺望し、登山コースの尚ililJ

lこ咲く花の名古ijをたしかめる。

局の背が近ずいてきた。腕章つけた管理

人らしい人が防護械の中に咲いている 1株

の紫色の花を見つめている。干には「アポ

イ岳の高山植物」の小さい閃鑑を子にして

いる。しばらく挑めていたが、このtih:物は

チシマセンブリではないかと云っていた。

この人は植物が好きで管理人になり、子供

たちから、「この花の名前は?Jと照かれた

時に、間違いなく答えられるようにいつも
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勉強しているのではないかと，思った。

登り切ったところが烏の背のお花畑であ

った。稜線から吹きあげられる風は心地よ

い。先に登った大井さんが岩場に腰をおろ

してあたりの風景を丹念にスケッチしてい

た。このあたりから眺める360度の眺望は素

H青らしかった。 mHIこ見える青い海!点、ア

ポイ岳の向こうには古出111・ピンネシリ岳

が見える。大宵さんの弟さんは、山の向こ

うの林の中からセミの戸らしきものが聞こ

えるという。耳をすまして聞くとエゾハル

ゼミのような鳴き声が数同開こえたように

思う。札幌では 6月頃に鳴くセミの声が8

月のアポイ岳で問かれようとは。しかし、

たしかめたことではないので、 2人のそら

J:fであるかも勾lれない。

私と妻との本Hのアポイ岳の項f:は、こ

の烏の背とすることにした。岩場に腰をお

ろしてあたりの眺望を楽しみながら昼食を

たべる。あちこちに子供たちのはしゃぐ戸

が関こえなごやかなお花畑のI民景であった。

同行の人たちは、さらに頂上をめざして登

って11った。

今日中に札幌に帰らなければならないの

で、もうすこしいたい気持をふりきるよう

にして午後 11時頃、烏の背から下山をはじ

める。コースは下る者受る者で混雑してき

た。中には 5才伎のt:の子がいたり、幼児

を背負った母親がいたり、父親に気合いを

かけられながらがんばっている男の子もい

た。

再ひ'避難小屋に到着して、しばらく休憩

して、再びマムシのいたところに行って見

たら、おなじ場所に同じ姿で私を見ていた。
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下りは、途中で出合った志斉さんから、

主主山口の近くに温泉があると A われ、急、に

元気が出て下:[11のスピードをあげる。公園

内の駐車場に到着したのは午後 211手頃であ

った。服装を整えて老人施設浴場に出かけ

て汗を流す。登山の疲労も回復してきっぱ

りとした気持になる。

下山した会員の方々とゆっくり話をする

時間もなく楽しかった思い出を胸にして解

散する o

帰路は鵡川を過ぎ浜厚真より三川に向か

う。今日一日快晴にめぐまれ、次第に沈み

ゆく夕陽を見ながら広々とした草原は黄金

色に染まっていく。北海道らしい風景を車

窓から眺めながら、札幌の街に入る。帰宅

は午後 6時を過ぎていた。来年はヒダカソ

ウの花の咲く頃に是非またアボイ岳に登っ

てみたい。

アポイ岳は標高810.6m、日高様似1m冬烏

の北東海I-fA線より 4km離れたところにも引責

している。山は超塩基性岩のカンラン岩(一

吉1Iは蛇紋岩化しているといわれている)で

おおわれ、その植生は特異でトある。純物の

種類が多く約800積もあり、その中には固有

種(特産の柄物)も合まれている。

山が低いにもかかわらず高山植物が多く、

北方系値物と南方系値物の錯綜していると

ころです干異な山として布命名である。

見たf産物は次のとおり

シュロソウ、クノレ7 ユリ、アポイカラマ

ツ、エゾマツムシソウ、エゾシモツケ、ヒ

オウギアヤメ、ホソパトウキ、カワラボウ

フウ、ネジバナ、チシ7 センブ 1)、ビロー

ドエゾシオガマ、モイワシヤジン、オヤ7
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ソパ、アポイマンテマ、アポイアザミ、ア エソムラサキツ、ソジ、ハイマツ、コヨウラ

ポイヤマブキショウ7 、アポイアズ7 ギク、 クツツジ、ミヤマハンノキ、ミネヤナギ、

キキョウ、ヒメエソネギ、サマニオトギリ、 オオパスノキ、 トドハダゴヨウ、キンロパ

タカネヤハズハハコ、チシマフウロ、エゾ イ、ノリウツギ、ホザキナナカマド、サン

ノカワラナデシコ、チャボヤマハギ、ツリ ショ、エゾシャクナゲ

ガネニンジン、イブキジャコウゾウ、ヒダ 参考文献

カミセパヤ、サ7 ニユキワリ、ヒダカイワ アポイ岳の高111植物高橋誼著・統北

ザクラ、ヒロハヘピノボラズ、エゾノカワ 海道花の散歩道梅沢俊著

ラマツノぐ、ワレモコウ、 ミヤ7 ホツツジ、

山の思い出

八剣山に登る

1988if. 9月上旬、この季節になると秋の

気配が次第に近っき、遠出して111に登る余

裕もなくなってくる。そのような成る日、

友達に誘われて札幌の近郊にある八剣山に

登った。八剣山という名前は前からよく知

っていたが、登れそうで登れないのが近く

の山である。

同道230号線を定山渓方而に走り県;竜小学

校のバス停を右に折れると八剣山が見えて

くる。八つの員IJが鋭〈天空に突き出ている

ような山容なのでこの名前がつけられたの

かも拘lれない。自然の好きな人達が気軽に

登れる山として親しまれている。

バス停を曲がり T字路を左折しrttlがりく

ねった道を通り抜けると右iWJに磁石橋があ

る。その橋を波り直進すると南景山口、左

折すると西登山口がある。この西主主山口の

方が主主りやすいと;おわれている。すこし山
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札幌市 窪 田 和 博

に慣れた人は南登山口から登ると変化に富

んで而白いそうである。

私たちは雨登山口を登ることにした。惨

蒼とした林道をしばらくi昔リ抜けながら曲

がりくねった道を蛍って行く。 前日 11年った

雨のため道はじめじめしている。

登り始めて間もなく if.況の二人連れのご

夫婦lご会う o このあたりはマムシが多いの

で気をつけなさいと詠われた。長いものの

嫌いな私にとって、 7 ムシと開くと体の中

のI血が急に引くような気持になる。

しばらく進むと、私のすぐ足元にアオダ

イショウがとぐろを巻いてこちらを見てい

た。私は大声をあげてもと来た道にむかつ

て逃げだした。その声を開いたさきほどの

老夫婦はなにごとならんとやってこられた。

この話はいまでも私の弱点としてなにか

の折にからかわれる材料となっている。大

声をあげて逃げようとする時に、どうやら
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