
ひ ら山登山

は じめに

私事になり申訳ないが、 1990年 1月3n 
40才になったばかりの長女が3人の子供を

残して急逝した。父親の私にとってはこれ

以上の痛手はなかった。最近になって、い

まから18'f.)jijに、妻、娘、息子と私の 4人

でひら山に登山した記録が出てきた。 8msl 

撮影、野鳥の録青、そして写真といまにな

って思えば、よくこれだけの記ままを残した

ものだと、その当時の若さとファイトに感

心している。ここに娘の追悼を合めてひら

山登山について記してみたいと思う。

ひら山は1/50000の地図の索引関を見ると

上支i男知jにあり、上川郡上川町と紋別郡白

滝村にまたがり、層雲峡をはさみその東側

に位置している。標高は171lmで芦別岳1727

mよりやや低い。さらに、ひらIlJから約30
ヒマラ

分ほど北に比麻兵ilI1796mがあり、ニセイ

カウシュッベ山に述らなっている。今回の

登山で白ltE営林署の人たちに出会ったが、

あなた方はいま、北海道のヒマラヤに登っ

ているのだと冗談をム‘っていた。

1972年 7月21日(晴)

札幌の自宅を昼過ぎに出発する。赤色の

サニーにはテントのほか 4人分の衣料その

他をつめるだけつめ込んだ。この日を選ん

だのは山形大学のワンダーフォーゲノレ音11に

入っている息子の帰省を待ちシェノレパの役

を務めてもらうためであった。息子にとっ

ては荷物を担ぎながらの実留のようなもの
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札幌市 高野 英 二

である。私は運転専門で事故の起きないよ

う気をつけながら、旭川→愛))1)-今日11と道

路地図をたよりに予定どおりの走行を続け

る。

午後 4時過ぎ目的地の白滝村に到着する。

白滝村は人口2000人ほどの農林業を主な産

業とする周囲を IlJにかこまれた静かな村で

ある。 しばらく休憩のあと食手量などを買い

よ!とめていよいよ登山口に向って走る。夏の

陽はやや西の111にMiきはじめ、なんとなく

うす時くひややかな雰同気になってきた。

支湧別川に沿った林道はアカエゾ松が$<、

約40分ほどで終点となる。数年前の夏、白

滝村からこの終点まで 1人で歩いたことが

あった。疲れながら歩く私の、前になり後

になりして元気づけるように飛掬していた

コムラサキの姿を{衷しく思い出される。

防が陰ると急、に冷え込んできた。登山口

のすこし干前のJ11沿の空地にテントを張っ

た。渓流のせせらぎが身近に問こえる。疲

れているので夕食のあと平目に寝袋にもぐ

り込もも。

しばらくするとなにやら得体の知れない

ものが顔から首すじにかけてふりかかって

きた。花粉のような感じちした。ヌカカ

糖蚊 の大群であった。ヌカカは体長1.3-

2.0mmほどの微小昆虫で簿明、薄幕、日中、

夜間と種類によって活動が異なる。ロ吏まれ

た時は蚊やブユのようにすぐ亦みはなかっ

たが、あとになり悪感戦陳のようなものが
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全身をノLリ次第に搾みが丘、がっていった。

あわてて用意してきた蚊Jf~ り線香をたいた

り、防虫制をかぶったりしたがほとんとe効

果はなかった。聞いた話で真f為のほどはわ

からないが、あの狂暴なヒグ7 ですらこの

ヌカカの襲来に会うと、伴くてたまらず逃

げ出してしまうそうである。夜(土**j茸でも

歩いてみようと思ったが、それどころでは

なく、身を縮めるようにして寝袋に入った。

1972年7月22日(晴後曇)

今日もまたお天気がよさそうである。支

i弱別川のせせらぎと野鳥のコーラスで日を

きます。朝の光が樹林の中にさしこむなか

で、冷えきった空気をふるわすように、コ

マドリのかん高い声があちこちから聞こえ

てきた。ヒンカラカラ、ヒンヒヨーヒヨー

と鳴く声を昔の人は駒が噺くように聞こえ

たのでコマドリと名前をつけたそうである o

日本の三人・銘鳥(ウグイス・オオノレリ・コ

マドリ)に遊ばれているだけあってその鳴

き声はすばらしい。姿を見ょうと双眼鏡で

その姿を追ったが、 m林に隠れてみること

はできなかったロ娘がテントからmてきた。

!lJiや子足など衣類から出ている部分はほと

んど昨夜のヌカカにやられて見るかげLな

い。ちう I!免ここにキャンプしようと思っ

ていたが、このような状態ではあまりにも

可哀そうな気持ちがして、今日中になんと

か札幌に帰るべく計画を変更する。朝食後

半々に準備をして登山口に向う。

コマクサ橋をi度りしばらくすると次のよ

うな案内桜が立っていた。ここがひら山主主

山の入口である。

ょうこそ「ひら111J探J!.単においでくださ
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いました。

この111は白滝村の西方に位置し海扶1796

メートノレの平但な高原で頂上には百数十種

に及ぶ高山柄物が四季を通じて咲き乱れて

おり、この様に数多くのIft，lll柄物が衛生し

ている地帯は他に珍しく学術的にも高く許

価されています。

これより約3000メートルの鷺山道を経て

I頁上に達しますが、途中の「夫婦流」、「行

雲の1竜」雄大な雪渓は訪れるjiの旅情をき

っと満足させてくれます。また、 I頁|二から

の雲煙の彼方に大雪述峰を lij~めるあたりは

絶好の景観といえるでしょう。

それでは約 21時間の道のりですが足もと

に充分i主意して項上を極めて下さし、。

白i竜7Z'林署・ I':!ii色村観光協会

筆者説

. i毎抜1796メートノレとあるのは比麻良

山の根高である。

・最近とり寄せたInj協会の案内凶には

行'芸のj'ii!.はi令1京のi屯となっている。

支湧別川にそそぐ枝川!に沿ったな山道を

進むと、その川の周辺に黄色の花の人ー群落

カずあった。よく見るとエゾノリュウキンカ

であった。なかには花の慨に終わりかけて

いるのもある。エゾノリュウキンカは低地

帯では雪どけと共に咲く平容の花であるが、

このように 7月ち中台jをj邑ぎたt頁にF長いて

いるということは、残雪がi豆くまであった

ということであろう。この山の山開きは 7

月 1nとも聞いている。 が'J30分ほど歩くと

行雲のi也が見えてきた。霧がたえず去来し

てその姿を充分に見ることはできない。道

端にはミヤマキンパイ・ウサギギク・ハク
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サンボウフウを見た。登山道が次第に険し

くなり 11J:<.目、も苦しい。

約 111寺n司ほどで夫婦滝に到着した。この

近くに111小屋があった。太い大きな丸太を

11)の斜面に倒し、その f-_に柱を立てて板や

トタンを照って立てたような小原で、ログ

ハウスのような111小屋ではなかった。最近

とりょせた案内では使用不可能となってい

る。その頃はf史刑していたのかどうかわか

らなかったが、おそらく営林岩の人たちの

雨露をしのぐ休憩小屋のような建物ではな

かったかと思う。樹木はダケカンパにかわ

り林床にはチシ7 ザサが'1:¥、茂リ、ミヤ7

アキノキリンソウを見る。

さらにr:';jJ.支をあげて「二の雪渓」までく

る。'~\林署の人がテントをかたづけていた。

昨夜はここで野mをしたらしい。札幌から

きたとえうと親切に高山ti{i物などのことに

ついて教えてくださった。ハイ 7 ツの，t，に

コケモモの若手落が見える。

さらに30分ほど歩いて r_の雪渓」に到

着した。はじめて登る山で頂上の見えない

ところを長く歩くほど疲れることはない。

妻も娘も、まだかまだかと云いながら遂に

体力の限界がきたのか、この雪渓あたりで

どっかり腰をおろしてしまった。「私たちは

ここで何っているから1ft上まで登ってきて

ください叫と心紺!いことを云う。初、と ι息子

は「それでは 2人で行ってきます叫と歩き

はじめると、 上カか、ら5ω0才才A を主半ド判lばま工お:'};過盈さたと忠

われる小!肥肥リの立kの人が数人の何仲1問と

におりてきた。or-r.項頁上はまだですカか‘叫とたず

ねると、「ここまてで棉きたらちうすぐです叫と

答答;える。いままで疲れきっていた妻と娘は、
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その弓葉て。急、lこyじ気が出てあの人たちに登

れるのなら私にも賛れないはずがないと、

妙なところに競争心?を出して私たちにつ

いてきた。

30分ほど歩いて高原台地に出た。いまま

で重くのしかかっていた黒いベールが突然

はがされたような爽やかな気持ちになる。

風の強いところらしくハイ 7 ツは地に這う

ようにf氏く lW生し、行きたいところにはど

こへでも行けるようでその名のとおり平ら

な111であった。霧の中をあちこち歩き、ひ

ときわf:7iいところに到着する。ここがひら

山の山頂であった。記念撮影をする o 私の

地下足袋をはき、日良から防虫網をすっぽり

かぶった盗は、忍字?のようだと大笑いされ

た。そのl均一のスライドをスクリーンに大き

く写してみると、息子の隣に娘がにこやか

に笑っている。その娘はもういない。

H辛折、霧のはれる合聞から見える裏大雪

の眺望はすばらしかった。子のとどくよう

なところに見える山はニセイカウシュッベ

の111ではないだろうか。

頂上/;討近を歩きながら写真を写す。ハイ

7 ツが多く、続いてコケモモが幹生し、キ

ノ〈ナシャクナゲ・ガンコウラン・ヒメイソ

ツツジがところどころにかたまって白生し

ていた。そのほか上記の納l物の合間などに

散見できたちのは、コ7 クサ・イワウメ・

ミネズオウ・エゾコザクラ・ミヤマキンパ

イ・アオノツガザクラなどであった。

もう 1泊してさらにくわしく植物を見ょ

うと思っていたが、娘のヌカカの後遺肢が

ひどく、今日中にキL幌に帰らなければなら

ないので昼食後 21時過ぎ下山を開始した。
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登る時はあえぎながら歩いた道も、下る時

はうそのように快適で約 21時間半ほどで登

山口に到着した。

後髪を引かれるような思いで白滝村を過

ぎ、旭川の夜景を見ながら午後10時過ぎ臼

宅に到着した。

ひら山は大雪山国立公園及ぴ自然観察教

育林に指定され、地元の人達も自然保護に

努力している親しみのある山であった。わ

ずか半日足らずの柄物観察では、ただ山に

登ったという印象にしか過ぎない。ここに

「日本の重要な植物群落 北海道版J(環境

庁編、昭和56年刊)から平山高山槌物群落

のところを抜粋して植物名を記してみた。

ーアカエゾ7 ツ・ハイ 7 ツ・キハナシャク

ナゲ・ガンコウラン・コケモモ・ミヤマハ

ンノキ・クロウスゴ・イワツツジ・ヒメイ

ソツツジ・チシ7 ツガサ'クラ・レブンサイ

ひらやま登山道概念図

可γi長

コ・ミツパオウレン・ゴセfンタチノマナ・ミ

ヤマアキノキリンソウ・チング/レ7 ・チシ

7ザサ・イワウメ・ミネズオウ・エゾオヤ

7 ノエンドウ・タカネシオヌ'i'?・7ノレパヤ

ナギ・ミヤマウシノケグサ・タカネスミレ

・ミヤ7 アズ7 ギク・サマニヨモギ・チシ

マギキョウ・ナガパノイワベンケイ・ムカ

ゴトラノオ・ダイモンジソウ・タカネトウ

ウチソウ・ミヤ7 イ・アオノツカザクラ・

エゾコザクラ・ミヤマキンパイ・ハクサン

ボウフウ・チシ7 ノキンノ〈イソウ。

なお、いまから 18年前の記録と記憶をた

よりに記したもので、内容に不備なところ

がありましたならばお古午しをいただきたい。
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