
あこがれのトムラウシ山縦走

1990年 7月21日制午後 61侍30分勤務を

終え、夢にまで見たトムラウシ山縦走への

旅すちである。 T氏・女性 2人と私は事liij

に入念な言11市l書:を作成し、いざ出発。

夜の高速道路を一路層雲l峡へ、 91侍55分

無事到着。 liijもって予約していた青少年キ

ャンプ場へ、しぱしの休憩、明日からのト

ムラウシ山縦走への無事登山を祈り梅酒て、

乾杯。

2人の女性は、もうシュラフに人り深い

i民リについている。私も明日は好天に忠ま

れる事を祈りつつシュラフに入る。

7月22日仕) '1前31巧30分起床。 l直ちに

身支度を整え、 411寺に n~~ê した。大雪・タム

を後lこ樹 ìl~ トンネノレを通過し、高!日ii品泉に

到着したのは既に 5時過ぎであった。明け

方の空気はまだヒンヤリと冷たい。こんな

11キにいただく I杯のコーヒーは実においし

いものである。

休憩の後、私たちは準備を整え宅i召コー

スへ10'った。途中、登山道の周辺にはパイ

ケイソウ・アキタフキ・オオノ〈ナノエンレ

イソウ・ミズパショウ・エゾノリュウキン

カ等がれについた。やがてヤンベタップ沢

のつり橋が現われ、硫黄の臭いが鼻をつく。

橋を波るときつい Lりとなり、問ちなくヤ

ンベ温泉分岐の線識が現われる。右廻りコ

ースをとり、およそ10分程で例年エゾオヤ

7 ノリンドウの群落が見られる小さな湿原

に到着する。
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札幌市 窪田和博

'1、氏が先頭に立ち、 2人のI，d!J:を中に私

が最後を歩く。過去 2度程この大雪IIJで熊

に遭遇した絞験があるだけに緊張する。 4

年前とは違い、想像以トの難所が続く。大

きな持、足場は石でコロゴロしている。残

雪も数ヶ所あり、山道(ま融雪水で川と化し、

私たちの行く手を阻んでいる。澄みきった

谷聞のi青i*ib 次第に轟音と化す。私たち

行はそのifTたい岩!lfLを這うように登ってい

く。途中、水量が増し、対岸に渡れない所

も数ヶ所あり、干に子をとりながら Hl，~戦苦

闘の末、やっとのあげく渡り終える。

ょうやく、 iiij方に高線ヶ原告墜が見えて

きた。その残雪をいただく景観はいままで

の疲れを一気に忘れさせてくれる。その長

い道中、私の心を慰めてくれたのは山道の

横に咲いていたただーヶ所のクロユリの小

さな幹落だった。間もなく道はなだらかな

様相を不し、やっとの思いでト空宇治へ至1)著し

た。

i也の周凶はダケカンパ等の広葉樹でおお

われている o ホット一応、っく間もなく、再

び私の心の中に緊張感が走る o 以前この主主

出で至近J1li自H青島のケイコファミリーlこ3iE

j1!lした経験があるだけに不気味さを増す。

繁いたことに沼全体が融雪水て“水位があが

り、大きなi也と化していたのだ。この辺り

は秋ともなると沼の水が湖れ、三笠事rr道へ

i且つ、る山道になっているのだが......。ハイ

7 ツ4i?は熊と遭遇した場所だ。腹をすえハ
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イマツの枚の聞をくくり、池の端を慎重に

歩きながら、やっとの思いで対岸にたどり

つく事が出米た。 I也の周辺ではウコンウツ

ギが校いっぱいに黄色の花を咲かせていた。

雪l晃のf芳らには車Tかなエゾノリュウキンカ

の大llH専が大雪の遅い春の訪れを告げてい

る。

ここからいよいよ本格的な登山となる。

右に大きくカーブして三笠新道へと入る。

驚いたことに、 lojりが -TM積雪で込複われて

いる。勿論、アイセーンは持ちあわせていな

い。 i草なきj草を慎重に濃霧の立ちこめた中

を進む。途中、わたしが足を滑らせて滑落

してしまった。ここで相当のl時間をロスし

た。あのn~・のことを思い .Igすと今でも寒気

がしてくる。

4~5 分なったとこで急、に登山道に融雪

水が上の方よりi竜の様に流れWfちてきてい

る。

その中をi曹ぎながら笠って行く。ここか

ら傾斜がきつい。しばらく登るとこんどは

また見渡す限りの銀世界だ。

ここがヤンベタッ71尺の大雪渓だ/ 太

陽の紫外線が雪で反射し、 11民が痛くなるほ

どl皮しい。雪渓は氷化している所L多く、

気をつけて登らなければ危険でhある。斜!支

もきっく ftH:去の難関だ。登山道はところど

ころ雪が融けてぬかるみとなり、その械に

はフキノトウが芽を.Igし、エゾノリュウキ

ンカと共にillの容を告げている。リュソク

の重さが身にこたえ、三脚を持つ子もだる

く疲労はもうピークに達している。ふと顔

を上げると左手にピンクの小さなエゾコザ

クラがところどころ顔を.'Hしている。色彩
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豊かなこの恵まれた大自然の景色が今迄の

疲れを 気に忘れさせてくれる。この地点

ー帯はまだまだ春の風景なのだ。

9時30分、高級ヶ原分岐点に到着した。

上はすっかり雪が融けて天候はや、曇りが

ちで1!Ji.¥IJ少々強い。

遥か後方lこは白雲岳・旭岳・後旭岳・北

鎖昔・ i妻ZZ岳布iJ!lJ後方には特徴のある黒岳

など、表大雪の名山を眺烹することができ

る。

今、私達 行が通過してきたE何百の遥か

途方には、東大雪の名峰ニベソツ山の雄姿

をくっきりと遠望することができる。少々

肌寒いが絶好のな111日和だ。

下でかなりのH寺問をロスしたので、疲労

が蓄積し、半日 l二軽い食事をとる。 111で食

べるおにぎりや、コーヒーはまた格別に旨

し、o

101同15分、高級ヶj京分岐点を後にする。

通か遠くに忠別岳、そして私達の目ざす

トムラウシ山が雲のあい聞に姿を見せてい

る。オプタテシケ・卜勝岳・笛良野岳も望

むことができる。天候にも恵まれ、最高の

気分だY

この尚根ヶ原からトムラウシ山の全存を

望むことができるのは極〈稀で、いつも濃

い霧がたちこめ、 T~U あたりは雲で複われ

るIJが多い。きっと荘、達の日頃の節制lがJ'j)

を奏したのだろうかい? 今迄の苦労も嘘

の様に、尚根ヶLlj{はほぼ平JIIな道が続く。

しかし、花の姿は殆んど見当たらない。高

根ヶ原より望む空mは残雪に映え、時折霧

がかすんで&見え隠れする姿は幻想的で美し

い。 20分も歩いたであろうか、風に揺れる
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コマクサの大群務が丘一面iに咲きはこって

いる。まるでピンクの蝶が乱舞している様

だ。平ヶ岳近くまでくるとチシ7 キンレイ

カが砂際地帯に一面に咲きほこっている。

背丈の低い色彩やかなエゾツツジも次第に

人の目を引きつけるようになった。

初、の大好きなチョウノスケソウには、や

はりめぐりあうことはできなかった。

高根ヶ原より平ヶ岳附近までに見た花は、

エソコザクラ・イワブク口・ 7)レパヤナギ

・エソーオヤ7 ノエンドウ・イワウメ・イソ

ツツジ・チシ7 ゲンゲ・キノミナシオカt7・

エゾツメクサ・リシリオウギ・エゾタカネ

ツメクサ・メアカンキンパイ・チシ7 ア7

ナ・タカネスミレ・クモマユキノシタ・ミ

ヤマキンノぐイ・アズマギク・タカネシオガ

マ・ミヤマダイコンソウ等であるo 開花を

t冬えたホソノ〈ウノレッフ。ソウ・ウスユキトウ

ヒレンの中に白っほ。いエゾハハコヨモギの

群落がいたるところろに点在し、荒涼とし

た大地を更に物悲しくさせている。

かなり疲労感がただよってきた。日Ij方に

沼が見えてきた。遠方より荒むこの景色は

とても絵になる。 i0にはまだ沢山のザラメ

状の蒼氷が浮かび、その周辺には大きな草

原がjムがっている。ワタスゲの群f5だ。こ

このワタスゲはとて L大きく、 H¥¥に揺れる

その白い穏がとても魅力的だ。

ここが忠別i召だ。 8月中旬頃ともなると

湿原ー由‘にエゾキスゲの大11下落が咲きほこ

り、黄金の色に染まるという o しばらく休

憩といきたかったのだが、湿地，iiFてい座るこ

ともm米ず、後髪をヲ|かれる様に静かなた

たづまいの緑の楽閥、忠!jlJi召に別れを告げ
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る。

忠別j白から私達はさらに今日のハイライ

ト忠別岳へと fbJう。まるで大きな岩を真二

つに切りきいた様な力強い男性的な風貌を

した111である。その奥には五色岳と化雲岳

の稜線が見之、そのさらに遠方にはトムラ

ウシ山・その右後方にはオフ。タテシケ111・

美瑛岳・美瑛富士そしてかすかに白煙を上

げている卜勝岳の姿を確認することができ

る。いよいよ大雪にきたという実感がわい

てくる。 i白根ヶ原を出発し、 ftl別岳(1962

m)の項上に到達できたのは 2時間半後で

ある。

憧れの忠別岳項上に今、白分の足跡を主IJ

む。感激のー瞬だ。符も相当に疲れた様子

だ。

空は碧〈澄みわたり、雲ひとつないf却11青f

今、ここに360度の111々 の大パノラ7が展

開されている。他のパーティも沢111到着し

ている。右下の切り立った崖で、その Fに

(立派い谷が11、がり、その聞を忠則J!I[が流れ

ている。

この患の谷の向こう iJllJには凡忠別岳をは

じめとするithい111々 が稜線を連ねている。

頂上より少し下がった患のすく側に、形の

整った小さな丸昧を帯ぴた花の群落の丘陵

が見える。岩は崩れやすいので注意が必要

だ。なんとそれは自然が作りあげた高山村1

物の群落の山だったのだ。その花々のバラ

ンスの良さにびっくり、コ7"サ・エゾオ

ヤ7 ノエンドウ・イワヒケがそれぞれのi洋

務を形成してひとつのまとまった丘陵をつ

くりあげているのである。またいつの日に

かこの地で再びこの花達に巡り会える日が
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来る事を祈りたい。日がさんさんと照りつ

けて風がi立を運".M。

充分な休養をとった後、今日の最終日的

地である忠別岳避難小屋を目指す。足どり

も軽やかに出発し、 j間もなく登山道が二つ

に分れるが、私達は左方のi且をとるロ急に

前方にハクサンイチゲの群落が現われる。

その中に濃い赤紫色のハクサンチドリの花

か沢山顔を出している。良く見るとウズラ

パハクサンチドリち多数見られる o 黄色い

ミヤ7 キンポウゲの花ち無数に乱舞してい

る。その遥か遠方には、目指すトムラウシ

山がくっきりと姿を見せ、まさに神;rtぴの

庭の始まりの様だ。花々が乱舞し広大なお

花畑を形成している。和、は必死にカメラワ

ークに精を出す。限られた時間で心残りの

ままこの忠~IJ岳に })IJれを告げる。

10分程行くと登山道はゆるやかに左ヘカ

ーフをとりながら下がっていく。やがて足

場はガレ石の道と変わり、ハイ 7 ツ帯があ

らわれる。花は急、に少なくなり、ジムカデ、

シロサマニヨモギのみとなる。自然の摂烈

とはなんとも不思議なものだ。 1茎のドを望

むとそこは広い主主地の様になっており、小

きな三角の赤い尾根がポツンと可愛い姿を

覗かせている。

そこが忠、別岳避難小屋だ。

小屋までは以外と半〈、 30分程で到着し

た。途中、水場があり、そこから小原迄は

広い雪渓で覆われている。踏みしめるキシ

ソキシソという音が心地良い。

高原温泉より約1111キ聞を経過して今日の

宿泊I也、 Jι別岳避難小屋にたどり行くこと

の行程はかなりきついものであった。時間

が許せば白雲岳避難小屋に一泊するのが理

怨だ。時計はもう 4時をまわっていたので

ある。今H一日のtH米事を語りあいながら

夕食をとる。

寝i酉のウイスキーがたまらなく美味い。

午後 711与就寝、疲労感と安堵感が重なり心

地よく深い眠りに入る。

7月23日(自)午前 31時30分起床、身支度

を整え、オニギリをほおばりながら小屋を

後にする。忠則j小屋分岐点を過ぎてハイマ

ツ帯に入り、 1 1時間20分ほどで五色岳に立

った。霧が立ちこめ風も少々H"てきた。次

第に濃霧に変わり雨具を者る。早速 2II FI 

の宿泊地ヒサゴi召避難小屋をめざして出発

した。

山道の!計りには濃霧をかすめ、ハクサン

イチゲ、ハクサンボウフウが一面に咲き乱

れている。どんどん霧が濃くなり、視界が

完全に閉ざされた。先を行ったパーティの

姿、戸さえ L問こえない。突然登山道がm
え雪渓が現われる。もう先発隊の足跡をnfr

ーのたよりにして進むしかない。ところが、

少し歩いた所でその足跡が突然消えている/

雪渓が氷化し足跡も残らないのだ。これ

が大雪山登山の恐ろしさだ。入念に下調べ

をしながら作成した計画書を信じ、慎重に

進む。一歩道を間違えると大変である。緊

張した長い時間が続き、鈴の音だけがこと

さら大きく感じられる。しばらく歩いた末、

再び受山道が現われて'伺胸をなでおろす。

遠くから人の声がかすかに聞こえてくる。

霧も薄くなり、ようやく周囲の景色が確認

ができた。 ー同ホソとしたものの今日のこ m米るようになってきた。
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まわりは見波す限りギパナシャクナゲの

大群溶で、そのスケーノレの大きさに圧倒さ

れて夢中でカメラのシヤソターを切る。 IIJ

の気象は変化に寓み、霧がまた私達ー行を

つつみこむ。平I且なj蓋を進も、と今度はエゾ

ツガザクラの大群落である。変化に富む白

然環境がっくり出す大雪IIJのお花畑のすば

らしさにはただただ感動する。 瞬霧がと

されてfiii方に無数の池塘が現われる。

その周辺には無数の花j圭の乱舞 エゾコ

ザクラ・チングルマ・ハクサンチドリ・ホ

ソノてウノレッフ。ソウ・シロノてナホソノてウノレッ

プソウ・ハクサンイチゲ・ハクサンボウフ

ウ・ワタスゲ・ミヤ7 キンポウゲ・ミツガ

シワ・モウセンゴケ等が百七れ咲いている。

ここが東大雪のお花畑「神遊ひ自の庭」

カムイミンタラ と呼ばれている所なのだ。

この名の由米にふさわしい魅力一郎の白然

の衆国だ。ここではもう持参したフィルム

の半分を使ってしまった。このあたり 帯

が化雲平と呼ばれているところである。

ハイ 7 ツ帯の閑をくぐり、濃霧の中を更

に進むと大きなmが見えてきた。ヒサゴi召

だ/

この~Hはトムラウシ山形成期に噴出した

i容先でせき止められ出来た沼だといわれて

いる。ヒサゴのコノレまで一気に下る。ょう

やくトムラウシ山直下の分岐に到着した。

81侍40分、忠、sIJ岳避難小屋を出発してがJ

4時間半の行程である。 isの左手は巨坊の

入り込んだ山塊という感じで、その山の中

間あたりには大きな雪i'i1がm迄速なり、ど

っしりとした威容をはなっている。 ~Hのキ

ャンプ場に広がるカラフノレな大小のテント、
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遠方のこのコノレより望むその景色は魅力い

っぱいである。ii'lの周りにはハクサンイチ

ゲの花が沢山咲いており、そのずっと奥に

7 ッチ箱の様な薄茶色の小屋らしきものが

見える。それがヒサゴj召避難小屋だ。ここ

から小屋まではビッシリと大雪渓が続いて

いる。私達はこの分岐で食事をとりしは'し

休憩する。

いよいよここを後にして今阿の最終日的

地卜ムラウシ山をめざした。

のぼりはきっく巨岩の111だ!!想像もつか

なかった。岩錐地帯だ。どの位経過しただ

ろうか。前方にあのトムラウシ山が見え隠

れしてきた。かなりへばってきていた。や

っとのことでガレ場地帯も平tH.な行程にさ

しかかってきた。思わず顔がほころぷ。

「花だ IJ 狩と岩の問に葉の色が濃い総

で花は真白、そのコントラストがとてもH央

える気lBのある花が咲いている。ミヤ7 タ

ネツケパナである。すっかり魅了されてし

まった。ガレ場の道中ただ φ つ咲いていた

花だった。

突然、チソチソチァとナキウサギの声が

聞こえる。しかし、姿は見えない。

前方に大きな沼が見えてきた。また大き

な雪渓がある。途方より見るこの景色も魅

力いっぱいだ。さぴた標識がある。やっと

解読，'H米る字で r天j召J と記載されている。

i臼の周りにはミツガシワ・イワイチョウが

群生している。このあたりに来るとトムラ

ウシ111が{l}ぴ見え隠れしてくる。ここを過

ぎると前みに再ぴこじんまりとした沼が兄

えてきた。小さな岩の丘陵をつくり、その

上にピンクのエゾコザクラ、黄色いチング
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ノレ7 の群生である。iHの周凶には先程同様

ミツガシワ・イワイチョウがバランス良〈

続生している。この付近一併が「日本庭園」

と呼ばれているところだ。

tNに、チングノレ?の群落がひときわ人の

t-Iを引きつける。自然が創造した壮大な庭

同だ。

その名のとおり、女性的でh落ちついた品

のある白f!.i庭闘である。怨いmに残る場所

だ。ここを過ぎるときつい急J、↓lliiとなり、

大きな持の連続fご。この辺りがロックガー

デンと呼ばれているところだ。再ぴ平坦な

行釈に入る。

広大な草原の現われだ。ここが2.000m台

地だ。 チングノレ7のltl'l在、エゾコザクラ、

紫の班点;が而に鮮がるエソ'オヤ7 ノエン

ドウ・エソソハクサンイチゲ、圧倒的に多

いのがチングノレマだ。広大な野原一杯に咲

きほこっている。ナキウサギの声ち沢山間

こえる。

ここを登り終えると前方に丘、大なi討が羽

われた。ただ叩『然とするは'かり、

の様だ。

これが北mである。

まるで湖

急斜面を 気に降りて行くと湖面iは融け

ているが、 ~Hの廻りにはまだかなりの残雪

がある。 mのノkの色が不気Irt、な程青い。 よ

うやくトムラウシ山直ドの北沼に到着だ0

Hiの周りには沢山のハクサンイチゲ・エゾ

ノパイケイソウが咲いている。そしてーヶ

所のみに群落でめずらしいミヤ7 オグル7

(， 4-5本かたまって咲いている。 日の前

が目指すトムラウシ山だ。標識を慢す。完

全に赤くサビついていてやっと解読出来る
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状態だ。P11fかに「北j召」と「トムラウシL11j 

と記載されている。

ここがトムラウシ山の分岐点だ。いよい

よ最後の上りだ。登山道がハッキリしない。

やっとペンキの目印を捜す。このあたりは

まだお花畑という感じで、 ところどころイ

ワウメ・エゾオヤ7 ノエンドウ・イワヒゲ

が咲いている。お場にはホソパイワベンケ

イが大きな1洋洛て自咲いている。 それなりの

j且はついているが祥ぴ方レ山の登場だ。北

i召が次第に小さくなっていく。再びナキウ

サギの声/ すぐ傍の岩の上に姿を現わし

た。今がシャッターチャンス/ ついにそ

の完全な姿をとらえる事ができた。

成功したようである。

T氏も

トムラウシ山の頂上が見えてくる。なん

の変哲もないガレ111で一歩一歩かみしめる

様に慎重に鷲って行く。歩幅も大きくなり

いよいよ最後の一歩だ。もったいない様な

それでいて早<r頁上をおがみたい様な複雑

な心境で、あこがれのトムラウシLII頂上へ

の感激の貴重な‘歩を蹄む。

ゃったあー。トムラウシ山川ンザーイノ

ー瞬胸がつまり、 i戻が出そうだった。心

の中では完全に沿いていた。標高2.141m・

12時12分到着、忠別f子，避難小原を出発して

811年間12分の行程。 111の頂上は以外に狭い。

3-4つのパーティが到若していた。友の

顔を見ると再び胸があっくなる。その11寺、

亡き母の姿が脳裏をよぎった。こんなにす

ばらしい自然の花園Y そして版下に広が

る扱大な大雪山の山なみを、花が好きであ

った母に見せてあげたかった ・・。

透かnJ~ドに広がる大雪の大パノラ7は筆
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舌に尽くしがたいほどすばらしい。なかで

もトムラウシ山は大雪山系中最も山岳美に

富んだ山としても有名だ。その南側にはi有

i召、広大な銀杏ヶ原も見える。私達が通り

過ぎてきた}~JlIJ岳、特徴のある化雲岳、雲

海に建つ美瑛岳と美瑛寓士、上ホロカメッ

トク山・ドホロカメソトク 1I1・オブ。タテシ

ケ山を初めとする i勝連i峰の雄姿を遥か遠

方に見え、その東にはニベソツ山、石狩岳ー

を代表する東大雪111系の石狩迷i峰をも望む

ことができる。

この日はヒサゴi白避難小尾に宿泊して最

後の楽しい1I1巾の 夜を名残りおしく過こ

した。

親靭lの帰路は近道を教えてもらいその道

をkっていったが遭重量するのではと思う手呈

の濃霧に合い緊張の連続であった。結局は

その近道に出る事が出来ず、独自で捜しあ

てたのである。

その旅の終りには仰lの大雪山 sos事1'1

を知った。いろいろな想い出いっぱいの山

と花に酔う素晴らしいトムラウシ山縦走の

旅であった。

いつか再ひt~}jれてみたい。

最後に我が具きつ人の友人達に心から感

謝を…・
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