
夕張岳道中記

夕張岳(l668rn) は超塩基性岩(蛇紋岩

に)にて'1成されたIUで、分布柄物も碕類

が豊富なだけでなく、l/il有積も数多く報告

されている有名な山であるが、近年の過熱

するリゾートブームのi皮が本山にも抑し寄

せ本外|の大子企業がスキー場計 rlilを打ち出

したのを受けて、開発か自然保護かで掠れ

ている山である。

子供の頃の食事で美i件、しいものを最後ま

で残しておく i¥Ifが、今Hまで抜けずに成長

した訳ではないが、どうしても自分の足と

目で心ゆくまでl味わいたい山がこのタ政岳

であった。

木誌における野坂志向l先生の研究論文や、

権i尺俊さんのガイドブソク、更に高肝91二

さんの紀行文などを読んでいると、その怨

いは募る一方であったが、可と JI~ に口先は

達者になるが、それに比例して足の方は弱

くなる己の姿を考えると、いささか夕張岳

主主山はW1J(内にイt安でもあった。

しかし、夕張岳の話が具体化するにした

がい、今までに幾多の山へと足をJlliばせた

熱いJillが騒ぎ出し、いつしかその気になっ

て準備を整えるのであった。

ヂIN:元年 7月158(1:)、午後 61時30分、い

よいよ夕張岳に向けての出発尚一間である。

週休 1日ililJの悲しさで、仕事を終えてから

の夜間走行であるが、普段は家に帰つての

夕食後は石と化す人間とは思えない元気き

で身仕度を整える。
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fイ珠1m大滝村 大宮不ニ雄

伊達市から参加の大井君はすでに到着fし、

リュックや寝袋を私の車に移しながら fと

うさん、半くしなさいヨ叫と笑顔でせかす。

その荷物の中には、何故か捕虫網や数101位!

のフ。ラスチック製コップが入っているロお

まけに走り出して間もなく、消応の前で件ー

車命令をtHし、「ここのものは高いなd など

と)跨Tなことを弓いながら、 I克酎とカノレピ

スを買い込んだのである。

「アレノ夕張岳の頂上でhカノレピス割iりで乾

盃するの?J r惑酔し、して帰れなくなるソV

などと軽口をたたき合いながら、弟が逆転

するボ口市、いやボンゴ車は・路、夕張-{ff

に向けて走り mす(il向応でのJ':l物の使用目

的は甲虫採集をした方は直にお解りと思う

が、虫の誘引用なのです。)

可{1/1で夕食のにぎり絞を食べながら、花

や蝶などの訴をしながら進むが、話題の中

心が夕張岳ならぬオオノレリオサムシなのだ

から、栽t吉中の111草がyじ気ないのもうなず

ける。人;jl'j討が持参したキュウリの漬物を

ポリポリたべながら、 トラソプをいたずら

する怒るギツネをどんな方法で懲らしめる

かなどと、しようもない話をしているうち

に千歳市街に入る。

車は千歳市街をi且リ、 ] R千歳線を横断

して国道337-'，ナ線に入るが、東に1.5km程走

った所にインディアン水車がある。インデ

ィアン水車は、明治29年(1896年)道庁水

康課長一イl'藤一除が、北米インディアン水
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車からヒントを得て設置したもので、現在

は世界でも珍しい漁法となり、シーズンに

は大勢の観光客て引長わう名所となっている。

車はその近くを通るのだが、卒窓からは

何も見えず、ライトにj芋ふj昼開な風景を見

ながら、長沼町、由仁町を通過している図

道274号線へと向う。途中にはいくつかのゴ

ルフ場入日の案内看板が見られ、その度に、

我が村のゴノレフ場言limjのことが浮かんでは

消える。

道案内を自信をもって引き受けたはずの

大井沢は、何故かロードマップをライター

で!!百らしているが、この方而の土地感が全

く無い私は、あなた任せの車に単に身を委

ねるのみである。何度か徐行しながら案内

標識を確認して同道274~手線を進むと、やが

て夕張川と交差する川端橋に出る。

橋の上流には川端ダムが建設され、貯水

流域は滝の上公陸!として整備され、竜1111峡

や千鳥ケ滝などの名所周辺は夜間照明に浮

かぴ、行楽期には大勢の観光客で賑わうで

あろうことが、沿道に花v~;売}占などから tfE

察できた。昼間であればネット片手に遊ん

で行きたい所であるが、今は夜でもあり先

を急ぐことにする。

やがて車は沼の沢に着く。狭い道の両iftlJ

に商1占街を形成し、真谷地炭鉱への支線を

伸ばす小集f存であるが、この街も1'i炭と共

に斜陽イヒにあるようで、性i:lJtの明りも弱々

しく感じられた。その街般の下を、懐中電

燈を片手に虫採しをしている父イーがし、た。

どうやら、子供にせがまれてのクワガタ探

しらしい。

平l、が子供の頃は、ナラやニレの木を 1蹴
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りするといろいろなクワガタムシがバラバ

ラと落ちてきてその中からおおきいのを選

んで自慢しあったものだが、最近は街頭の

下を不審顔で見られながらウロウロすると

は何とも淋しい限りである。

手l、i圭もここで懐中電燈を買うことにした。

しかし、この遅い11寺間には当然ながら各商

庄のシャソターは閉じている。不注意にも

私の非常僚は娘の車に貸し出し、前述のよ

うにロード 7 ソプを見るにもライターに頼

るしヵ、なかったのである。

3人で顔を見合わせながら考え込むが、

夕張岳のヒュッテに行くにはどうしても必

要なので、とにかく売っている府を探すこ

とにした。まもなく、 IIt計と電化製品の看

板がある山を見つけた。!苫はシャッターが

冷たく閉じていたが、 f束続きの住宅人υが

隣りにあった。鍵が掛けられ、室内の明り

が感じられない家に向って呼びかけるのは

勇気の要ることであったが、複数の強さで

fおlぬでございますりを連呼する。

やがて、室内の明りを背にして優しそう

なおは'さんが顔を出したのでホッとする。r夜

分中し訳ありませんが、これから夕張岳に

行きたいので懐中電t守がありましたら分け

ていただけませんかωと迷慮しながら尋ね

ると、迷惑そうな顔もせずに「ハイ、いい

ですよ、今シヤソターを聞けますからJ と

明るい声を残して家の中に入った。ガラカ

ラyゲラと夜の静けさを絞って開けられた応

!付には、j，)jl主人が千元だけを!!~らしながら

i時計修理fをやっていた。

何種類も並んでいる中からそれぞれの好

みのものを選んだが、結果的には年齢によ
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る視力の差であろうが、私が一番大きくて

明るいもので、次に大井君、そして弟の)1頂

に小型となり同ーのものがなかった。「年を

とると日と耳は遠くなり、近くなるのは小

使だけかωなどと冷やかされながら、車は

清水沢から右折して南大夕張炭鉱方面へと

向う。

途中の所々に炭鉱住宅街らしいのが、車

のライトに浮かんだり消えたりするのを眺

めながら先を急ぐが、街燈の明りにlltれる

小物体飛行を見つけるごとに率は止まる。

飛びまわっているのは蛾が主体で、稀にミ

ヤマクワガタの雌が者地に失敗して、足を

パタパタさせているだけである。

虫仲間だけのドライブ予定は全くいい加

減なもので、犬の散歩並に各電柱でi茸苧を

食うものだから、清水沢からの走行距離感

をなくしてしまい、夕張岳入日の日印にし

ていたシユウノマ口湖lを見i品ごしてしまった。

道案内人殿からは「シュウパ口湖上流を右

折して白金橋を渡る叫実に明確な指示が出

されていたのだが、車窓からはそれらしい

川而を捕えぬままにiiij進、首ijj主また前進で、

遂に舗装路がil'jえて砂利道に変わった。 i茸

を尋ねるべく人家や交差する車もなく、頼

りにしていた道案内人殿は「その年でボケ

がきてるんでないか叫などと軽1:1をたたか

れながら員をひねっている。その間にも弟

の布足はアクセ/レから離れることなく、競

走馬の如1<夜道を疾走していたが、、llo走し

ているはずの川がいつの間にか見えなくな

り、道脳も狭く、いよいよ 111)11そのものに

変わってきた。

ここでようやく車は止まった。ロード7

ソプを改めて開き、)1[の位置などを確認す

ると、どうやら清水沢から30km以上も来た

地点らしい。「そこまで行く前に気付かない

なんてウ7 シカダ /Jと言われそうである

が、そんなことを気にする神経はこの 3人

にはないのだ。「今日の日的地はどこだ、つけ ?J

「あれ/芦別でなかったっけ.'J rいや、桂

沢i胡でないのか?J …、こんな調子で誰も

責任を感じないのである。結局は「この方

面には滅多に来れないので、見開を広める

ためにチョッと足を伸ばしただけ」と言う

ことで引き返すことにした。

いざ/シュウパロ湖目指して一直線・と

いうのが常人の引き返しパターンであるが、

気印の 3人は一味違う。米過ぎたことを確

認できたことから余裕が4'まれ、戻り道を

急、ぐどころか、道路改良により整備された

側溝があると何故か車がjjtまなくなる。新

品の{索中電燈を片手に中。から 11~ぴ出し、fP.IJ

i茸の点検にとりかかる。いや、イ刑法掃除が

始まるのである。いい年をしたオジン 3人

が、夜中に側溝のコミを掻き分けながらゴ

ソゴソ、ウロウロする姿は無気味そのもで

あるが、当の本人達は、子供が海岸で気に

入った貝殻を探しているようなノレンノレン気

分なのである。{fi!Ji泌の中では、突然の訪問

者にゴミムシ類が右往左往するばかりで、

目的の金メッキをした虫は見当らなかった。

こんな調子で引き返すものだから、また

また夕張岳入口を通過してしまった。それ

に気づいたのは前方の見覚えのある街僚が

みえたからで、この時ばかりはさすがに 3

人共真顔になっていた。王手もすっかり元気

をなくしてノロノロ運転に変わり、大JI羽

-83ー

北方山草 9 (1990)



は小さくない行を更に大きくしてシュウパ

口湖!の水面を探している。ょうやく水I併を

確認できた。そのとたんに大井者のコンビ

ュータが様働し過去のデータを引き n~ し始

めた。ほどなく、舗装路よリ右iJIIJに分岐し

た砂利道と共に、夕張岳登山口の案内看板

が見いmされた。

案内看板は入日左側の奥まった所に立て

られ、しかも、舗装路より一段低い場所に

あるために、夜道の狭い視界の中て"は捕え

ることカ事作かしい位置で、「これは昼間用だ IJ

などと白分j圭の不注意を者板のせいにしな

がら夕張岳に向って進入したが、せめて、

あと 1mくらい高くして欲しい Lのだと忠

った。

白金橋を渡ると、名産のメロンを作って

いる農家が散在しているが、車は左折して

ベンケモユウパロ川に沿った林道に入る。

この林道は営林署の軌道跡ということだが

道幅が狭い ιに路fMのん[J1jが激しく、体を

上 F;Ir.布に揺らしながら注意深く進む。明

るい時のドライブであれば、!吉i辺の景色を

眺めながらの低速走行も楽しいのであるが、

ライトに浮ぷ方面の地肌や鮫械だけのI1そ界

では、単調すぎて道程だけが速く感じる。

やがて、道端の少し広くなった所々に I台、

2台と駐車している車が見られるようにな

り、最終地点が近くなったのを感じながら

進む。

終点は、木f晶子前に設けられた狭い駐車

場(というより方向転換IHの場ji!r) で、飽

和状態からはみ出た車は、道路と川の間に

残された足場の感し、斜1mに隙間なく並んで

いる。駅到J力に自信のある 4駅車は、木株
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を乗り越え較に尻を突込んでいるが、我が

ボンゴ車に真似の出来るものでなく、凶リ

果てた。空地探しとなったが、辛じて川iftlJ

の路肩斜面iに押し込むことが出来た。 D}J子

席。IiJに低く傾いた不安定な体勢であるが、

とりあえずj並行の邪魔にならない所に片ず

いたという事で安着悦いとなった。

山小屋に泊る予定でいたのだが、「夜道は

コワイ /Jのふ百で、異議なく車に決定。

我々と同類の方があちこちの市のシートに

沈んでいるので大きい声は出せなく、ヒソ

ヒソ、ニヤニヤの会話が続く o 蚊やブヨの

歓迎は無かったが、通称ヌカifと呼んでーい

るi投制1/な岐Jfll昆虫の団体訪問にはまいった。

音も無〈近ずいてのスキンシソプにはとて

ち耐えることが出来ず、防虫剤を顔や子足

に塗ってガー↑したが、中日「の隙間から髪

の中に入り、強烈なキッスをされたのには

いささか頭にきた。呼吸をする毎に、鼻に

入るのではないかと心配になるほどの大群

で、車の中では弟が懸命に殺虫剤ならぬ防

虫剤lで追いmしをやっているが限りがない

ようだ。

こんな状態の中で大升肴は1ufをしている

かというと、 Urビーノレを片手にリュックを

開けかサゴソと何かを出している。「きあ/

オジさん仕事に行きますヨ」との有り難い

お言葉を項戴した。手元には、薄汚れたプ

ラコップと、出発l侍に買い求めたカノレピス

と焼目Jが用意されている。そうです。行事

一筋の 2人には残業があるんです。工事名

はオサムシ採集用の「トラッフ。設;貫工J で

ある。

カノレビス剣りの焼酎を片手にした大11君
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は、無造作にプラコップを埋め込んでは、

チピッチビソと注いでいく。コソブ。を{度し

ながらその手元を)!<<らしている私には、'J~

に雑な11事に見えるのだが、当の本人は自

伝に満ちた子っきで次々に埋めていく。設

[置場所を選択する余裕がなかったのは残念

であったが、道路の山if!iJ法凶fI、を利用して、

40fl司余りの設置rは無事完了した。これで

今日の行事は全部終わり、あとは寝袋を広

げるだけである。

*の'1'では、弟が既に寝袋の'1'に入って

いた。初めての道を行ったり来たりで疲れ

たらしい。 H寺は午後11時半を過ぎている。

久し振りの外泊なので前述、ちょうちん。で

1キ不といきたいところだが、 I'M仁和主したキ

ツネさんやタヌキさんが恐しいので、おと

なしく寝ることにする。

初、を中心にした川の字スタイノレで横にな

るが、寝床が斜めなのに加え、蒸すのでな

かなか|民れない。せめて窓を聞けて換気し

たいのだが、仰lのヌカガがねらっている。

こんな状態で寝心地が悪いものだから、 f本

をモゾモゾ動かす。動いた体は低い方に少

しずつ移動し、お隣さんを!上迫する。お隣

さんは、これまた顔に似合わず(失礼)床

が変われば限れないという上品さに力11え、

ゴツイ顔したオジンが迫るもんだから、と

うとう逆転席の方へ逃げ出してしまった。Cnf

愛娘ちゃんなら我慢するんだけど」とは言

わなかったが、「いくら細いf4tでも骨にこた

える叫とは彼の弁。これで、私も遠慮する

ものが無くなり、車の墜に身を委ねると、

1主流の中に意識が消えていった。

翌朝は、誰かが起こすともなく目が覚め
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る。床離れの惑い私は、卒外の話し声やド

アの開閉音をi悶きながらボウヤリしている

が、大井羽iはD!J'f.)，市の狭い所でゴソゴソ身

仕度を整えている。

車外に出ると、澄み切った冷気が体を引

き締め、何とも爽快な気分である。早速、

昨夜のトラソプを見に行くことにしたが、

朝日の Fで改めて見ると、何とも条件の悪

い場所を選んだものである。教科書eには、F下

半の斗:い茂る雑木林・」とあるが、この場

所は「排水の感い溶と斜較に狭まれた…」

である。

この条件では期待する方が無理だなあ…

と沼、いながら、 1iI国 11困トラ yフ。をのぞき

歩く。 5i同日 lofl品目¥やはり1UJも入っ

ていない。これはだめだなあと忠、いつつ調

べて行くうちに、何やらコップの中で動い

ているものがある。エゾ7 イ7 イカフーリで

あった。 ド普通種であり、色彩などにも変

化がないので放してもよいのであるが、大

JI君の努力を考え持ち帰ることにした。

半(;!:"諦めも混じえた期待のHで次々と見

て行く中にキラリと金属光沢が光った。そ

れは紛れもなく、オオルリオサムシであっ

た。何と、この悪条件と忠われる所にもい

たのである。こうなると人間正直なもので、

残りのコソプを見る日が違ってくる。がし

かし、入っていたのはこの 1慌のみであっ

た。全部のコソプを調べ終えてから、再度

オオノレリオサムシを取り出して見ると、顔

に「大井」と書トいてある。但し、この文字

は、 1 pc.の時は大jl'j誌に献とすると決めて

いた私にしか読めない"I'i代文字であるが一。

見孫としがあるかも知れないので、引き
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返しながら再度確認して行くと、 Miに入

れられたカルピスの乳白色の中に黒い影が

動いている。指を入れて浮かせて見ると、

これまたキラリと光ったではないか。かく

して、夕張岳産オオノレリオサムシが 2匹得

られたのである。

「遺書を首にぶらさげたオオノレリがいた

ゾ」と大井おに見せると、子供が初めてオ

モチャを買ってもらったような笑顔で、な

める様に見つめている。「これなら、道草を

食わずに平〈米て沢山のトラップを掛けれ

ばよかった叫とか r今度は登山ではなく、

オサムシ採りに来るゾ」等々、 jj幸子なこと

をほざきながら、朝食であるにぎり飯を食

べた。

いよいよこれから待望の夕張-[iiに殺り、

可憐な彼女i圭と遊ぶのであるが、この先は

次号の r夕張岳に遊<l'Jに譲らせていただ

く。

夕張岳
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