
坂本直行さんと暑寒別山群

はじめに

開拓農民、岳人、山岳画家、種々称され

ている坂本直行氏。 ~LJ と植物をこよなく愛

した「ちょっこうさん」は多くの山岳紀行岡

文集を残された。学生時代から北大山岳部

の設立に加わり、開拓農民時代を通して道

内の山々を麟破し、晩年はネパールまで足

を延ばした「ちょっこうさんJ。

本会設立時からご尽力され、創刊号のキ

バナシャクナゲの画以来表紙を飾る直行さ

ん、私も酒文に心引きずり込まれている一

人です。名前を知らない人でも六花亭の包

装紙でお腕染み、当時の帯広千秋庵の頃

(H日和35年)からというから、随分月日がた

ったものです。

暑寒)jIJ山系そして雨竜沼湿原の登山史に

関わる中で、冬の暑寒別1[1系を大正期から

北大山岳部が踏破した記録と、坂本直行の

名前が記載されていたo はたして直行氏は

暑寒別1[1群の中で雨竜沼湿原にも登り散策

しているのだろうか。興味が尽きなかった。

暑寒別山群との出会い

直行さんと暑寒別山群との出会いは学生

時代でした。石狩平野に浮かぶ雄大な独立

峰の如く遠望される山群、北大山岳部の繁

明持!に多くの民人たちがここを踏破し、そ

の一人に直行さんがいた。 6月、増'eから、

今は廃道となった増毛山道の残雪を踏みし
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雨竜町佐々木純一

め武好(ぶよし)駅逓を訪ね、 3泊している。

新緑のダケカンパに固まれた山中の駅逓は

直行さんたちはl仲間の遊び場的存在でかつ

冬の暑寒別山群の登山基地で親しまれてい

た。日中は目的のエゾオオサクラソウの採

取と、駅逓の屋根から浜益岳、群別岳、暑

寒)jIJ岳などのスケッチ、夜は管理人の爺さ

んと山菜と焼酎を楽しんでいる。

この時、今年初めての客だった直行さん

のために爺さんは、アザミやタケノコ、ウ

ド、アイヌネギと、ここの名物・ワサビを採

ってきて歓迎してくれている。そして直行

さんは、豊寓な残雪の1[1並みにゾンメルシ

ー(スキー)を持参しなかったことを悔み、

次の機会は春山スキーを満喫したいとj皆、っ

て武好駅逓を後にした(ヌタック創刊号・武

好の春)。

雨竜沼湿原との出会い

直行さんが雨竜沼湿原を訪れたのは昭和

36年の春でした。春とはいえ、 4月30日か

ら5月3日、まだ大雪原の雨竜沼湿原から暑

寒日IJ岳の春山スキー縦走です。乙の山旅を、

直行さんの文をお借りして紹介します。

春の山行が楽しく心から浮き浮きして、

「世帯やつれした男が4人、それに娘が3人

のパーティーが、リュックと胸をふくらま

せて札幌から汽車に乗りj、車窓から暑寒別

山群を眺めて大はしゃぎ、滝川から国鉄パ



スで雨竜オシラリカダム終点に着いた。雪

どけの国領道路を歩き、路傍のエゾエンゴ

サクなど咲き乱れる花で歩みが進まず予定

の円山荘をあきらめ、国領小学校に宿泊さ

せてもらっている。

5月1日早朝4時、「残月が雪の山の上にか

かる頃j に起き、ペンケペタン沢沿いから

「恵岱馬の崖の端の白い斜面を目指して登

り、この急坂で思いのほかしごかれて待望

の雨竜高原の一端に辿りついた」。ダケカン

バの木々の問から「坦々たる純白の雨竜高

原が無限の広がりを見せ、主峰暑寒別民は

図 2 えたい別岳J

5月1日
恵岱別岳の崖を目指す行
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うんざりするほど遠くJ、一行は緩傾斜の雪

原を南暑寒の麓を目標に歩いたり休んだり

香気至桜に楽しんでいる。

暑寒別岳が丸見えの約llOOm地点(現7合

目付近)で幕営した。「美しい娘たちの歌声

が流れ、楽しい晩飯の香りがテントの中で

立ち込め、暑空軍の山肌が夕焼けに美しく染

まり、やがて薄暮のとばりの中に全山が灰

色に沈んでゆくまでJ、テントの中から眺め、

心よりの安恨の一夜を過ごしている。

5月2目、南暑寒岳山頂から「膨大華麗な

暑寒別111群を楽しんだ、。 f寺援の群別岳の容

図-)国領小学校よりj

5月1日午前4時

「残月が雪の山にかかる頃j

議電器

弘容す4Fihf?



姿はやはり美しく、南方に続く尾根の突端

はこれまた美しいー峰をなして、純白の急

斜面は沢まで一気に拡がる様は僕たちの目

を驚かせた」と、群別岳から奥徳富岳、そし

て徳富川源流の沢へと続く山容を形容して

いる。

行は南暑寒の預から標高差200mの最

低コルまでの急斜面を 気に滑降、昼食後、

暑寒へと尾根を主主づた。尾根の上から日本

海、雄冬山、浜益御殿、浜主主岳の海と白銀

の展望を満喫しながら、直行さんは密かに

思案したという。 30数年前の大きな心残り

を思い出し、今‘度チャレンジしたい気持

ちが脳裏をよぎったのだ。それは群別岳を

経由して学生時代に楽しんだ武好駅逓跡に

行くことだった。一行は眺める群別岳の雄

大さに行とうか、行くまいか、でも行程が

1日延びるため r{@たちゃ首になる、とい

うサラリーマンの相棒ゆえJ、諦めたが未練

たっぷりの結論だ、った。

暑寒別岳の山頂で最後の幕営、群別岳を

諦めた一行はIIJ]頁での幕営に異存はなかっ

た。ザラメ雪の快適なスキーを来しむ仲間
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と歓声を聞きながら直行さんは暮色に染ま

る山群を描いた。テントの晩餐は楽しく、

天候にも恵まれた山行を歌声とウイスキー

で乾杯、「太陽と月に守られた山上の幕営、

限りない幸福に満腹Jしている。

最後の朝、モルゲンロートを見逃しては

と寝袋から起きだした一行を迎えたのは、

暑寒から連なる「西暑寒の山!日lは繁明の光

を浴びピンクに染まり、すべての峰も美し

く息づ、いて海の上に浮かび上がったJ夜明

けだ、った。この日は10数kmの山の神まで

のダウンヒルだけで、しかし、この美しい風

景を見逃すわけにはいかず、直行さんはス

ケッチの問に置いていかれるが「暖かい心

の持主たちは僕を待っていてくれたJ0 111の

神から増毛の街へ、そして仲間たちは札幌

に、直行さんは一人再び原野(豊似)に向う

汽車に乗った。

直行さんには仲間たちとの楽しい山旅の

J思い出と、もう一つの幸福があった。「リュ

ックには3冊のスケッチブックに捕かれた111

の姿であった」、と綴っている(雪原の足あ

とーペンケペタンから山の神へー)。
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図-3 r南暑寒の幕営J

5月2日
暑寒別岳が丸見え、の朝
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直行さんと愛する7人の仲間たち、浅野氏

熊野氏、平間氏、鮫島氏、石崎氏、河野氏、

佐藤氏、直行さんは御年55才、鮫島惇一郎

氏は35才だった。乙の画文は、直行さんの

画には珍しく仲間たちが多く描かれている。

描かれた9枚の水彩画だけで、いかに楽しか

ったかが目に浮かぶ。同行した熊野氏は

「あの山旅はとても楽しく、今でも忘れられ

ないJと懐かしんでいたと聞いた。鮫島氏

はこの山行を暑寒の山(山と旅・ 1967)で凶

想し、縦走を諦めた群別岳を北方林業表紙

写真集に収め、雨竜沼の情景を「雨竜沼は

まだ雪の下で限りとけているように見えた

が、およその輪郭が薄い陰になって、春を

待っていたJと、群別岳の山容を「山々の

それぞれがみな違う。魅力がみな違う。な

かでも群別って111はなかなかいい山だJ と

なだらかな暑寒別山首干のなかでピラミダル

に尖った頂の群別需を評している。

ととろで、直行さんが雨竜沼湿原を眺望

したのはこのときが初めてでなかった。北

大卒業後の昭和4年(1929)5月、河合克巳

氏と増毛・山の神から暑寒別岳 群別岳

凶 4 r南ショカンより群別岳j

5月2口
南暑寒山I闘で休憩、群別を望む

武好駅逓の春山スキー縦走を計画、増毛に

降り立った。その日は暑寒別岳1075111ピー

クでテントを張り、「暑寒の夕焼けは素敵で

H本海に太陽が落ちた」ほど好天だった。

次の目、出発の頃から浜益岳方向から霧

が流れ、山頂では濃霧、風も強くなり天候

悪化で縦走を諦め下山することにした。そ

の時、濃霧の合同から見えた湿原を「頂か

ら少しの問、雨竜の高原や真っ白に凍って

いる雨竜沼と南暑寒岳が見えたばかりであ

る。見下した雨竜高原の広いことは実に驚

くj とある。それからキャンプ地までのス

キーは快適な滑りで、ところが霧が晴れ山

頂も現れたが、「勝手にしやがれ、とリュッ

クを雪の上に投げ出し2人は駄々をこねた。

重いリュックを担ぎ上げる元気もないし、

空をにらんだ所で顔がへんてこになるばか

りで仕方がない」と、天候を恨み残念がる

2人を言い当てながら未練たっぷりな2人だ

った。帰路、滝川付近で汽車の車窓から

「暑寒別岳・群別岳の遠山は暮色のうちに2

人の未練を止めて消えていったj で直行さ

んたちの未練が終わる(ヌタック2号・春の
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暑主事別岳)。

一人で訪れた始めての武好、縦走を断念

した暑寒別でのド山、その後、直行さんは

広尾・下野塚で開拓生活を送り、武好駅逓

を訪ねる機会がなかった。直行さんにとっ

ても昭和36年の仲間たちとの春山スキー縦

走は、学生時代の武好での心残りと暑寒別

岳での未練の2つの残念だ、った思い出を30

数年振りに払拭して余りある、楽しい思い

出の1つになったことだろう。

残雪期の春山スキーを満喫している直行

さんだが、花咲く夏の雨竜沼湿原を訪れて

いないようだ。ぺンケペタン川に沿う主主山

道、数百の池塘と浮かぶ水草、可憐に咲き

誇る花たちと暑寒のILJ並み。春の「坦々た

る純白の雨竜高原が無限の広がりJの湿原

が、緑に包まれた夏の湿原・暑寒別ILJ群を

直行さんの画文を通して出会えなかったこ

とが心残りである。

今号の特集が、シダ植物なので、直行さ

んの作品から探してみた。展示会で飾られ

ていたクサソテツ、太くずんぐりしたゼン

マイ巻きが印象強く、明日は今日より伸び

ていそうな、されどいかにも美味しそうに

見えてしまうのだが。

ととろがスケッチ凶集などシダ類が意外

と少なく、ヤマドリゼ、ンマイ、クサソテツ

(コゴミ)、ワラビ、オオメシダ、ツクシの闘

があった。ヤマドリゼンマイはゼンマイ巻

きと栄養葉が展開中のアバラ骨状の画、ク

サソテツ(コゴミ)、とオオメシダはゼン

マイ巻き、ワラビはマムシグサと‘緒に3

本が描かれている。ツクシも3本だった。し

かし葉を展開したシダの函が見つからず、

直行さんの感性でどのように描かれるのか

見たかった。

多くの植物を、目立たない色や果実でも

描いたがイネ類、スゲ類も少なく、けれど

もキノコ類を商いている。山野草や樹の花

や果実、食べられるコゴミやツクシのシダ

類とキノコ類、チョッピリ生活に根ざした

人間臭さを感じる、直行さんの函です。
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