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今年 (1995年 )の ゴールデ ンウ
イー クも昨年 に引き続 き道内のツアー
を計画 した。昨年 は暑寒別岳、大雪山
〜愛山渓温泉、十勝岳、羊蹄 山 と欲張
った計画 を立てたが この年、道 内の天
候 は悪 く満足 に登れたのは、暑寒別 だ
けであつ た。 そ こで今年 は計画を 2本
に絞 り、第一 日標 に トム ラウシ山、第
2目 標 に大雪山〜愛 山渓温泉 へ のルー
￨1行 の 」ASに
トとし、 4/29に 旭り
て羽田を出発 した。 なお トム ラウシ山
は 1988年 のゴールデ ンウイァクに
岩氏、菅沼氏 らによ り大雪山か ら縦走
した記録がある。当初、我 々 も同 じル
ー トを辿ろ うか とも考えたが、記録的
な意味合 いか ら今回は同志会で トレー
ス経験 のない天人峡温泉 よ り縦走す る
ことに した。入山初 日を ヒサ ゴ沼避難
小屋 とし、翌 日 トム ラウシ山を越えて
トム ラウシ温泉に下 山す る計画であ っ
た。

4/30(曇

後風雨 )
天人峡温泉 の HOTEL敷 島荘を 6
:00に 出発 した。 ヒサ ゴ沼までの長
い一 日行程を思 うと 5100に は出発
したか ったが、宿 の朝食 の都合 で 6時
を過 ぎて しまつた。 10分 程温泉旅館
の舗道 を歩 くと トム ラウシの登 山道入
回の羽衣橋 に着 く。少 し登 った所 で シ
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ル を装着す る。斜面 は崖 のよ うな急斜
面が続 く。涙壁 と呼ばれ る所以 だ。雪
の ない時期 だと登 山道 に沿 って登 って
行 けば いいが一 面を雪 に覆われた崖 の
よ うな斜面を見上 げるといったい何処
か ら登ればいいのか考え こんで しまつ
た。 ここか ら退散 した い気持を抑え覚
悟を決め登行開始す る。 い くら急 な斜
面で も標高差 250m程 だか ら 1時 間
チ ョッ トで稜線 に登 り着 くと思 ったが
いざ登 り始 めてみると部分的 に悪 い (
危険)な 場所があ リスキーを位けた り
外 した りの連続で稜線 に登 り着 くまで
に 2時 間以上 を要 して しまつ た。全員
クタクタで この部分 の登行 だけで 1つ
のツアーが終わ ったよ うな疲労感 と安
堵感 であった。今 日の予 定地 の ヒサ ゴ
沼まで の長 い道 の りを考えると気が重
くなる。 しか しここか らは、快適 なシ
ール登行で歩 ける。樹林帯 の稜線を し
ば らく歩 くと滝見台 と呼ばれ る羽衣 の
滝 が対岸 に望 まれる展望台 に着 いた。
ここで 2回 目の休憩を取 る。や っと登
行意欲が沸 いて きた。 ルー トは引続 き
樹林帯 の稜線通 しを進む。谷を隔てた
尾根 は、大雪山姿見 の ロープウエ イが
割 と近 くに望 まれる。 まだ ロープウエ
イの終点まで も登 っていないのだ。今
回、私 と小森宮氏 は歩行 に有利 なテ レ
マー クスキー を持参 して きた。 このル
ー トはまさにテ レマー ク向 きのルー ト
であることを実感す る。 しか し今 日の
よ うな長時間 の行動 だとテ レマー クブ
ー ツの防水 が悪 い。出発前 に防水 ク リ
ームをタツプ リ塗 り込んで きたに も係
わ らず次第 に濡れて くる。テ レマー ク
ブーツは材質 が革 のせ いか 防水性 が極
度 に悪 い。 ブーツカバ ーを使用すれば
少 しは防水効果 が高 ま るよ うに思 うが
テ レマー クブーツ もいず れ材質 がプラ
ラスチ ックになるよ うな気がす る。 (
一部 にプラのテ レマー クブー ツはある

が使用感 が悪 く人気がない。 )ル ー ト
はやがで尾根 に阻まれた急 な斜面 にぶ
つか った。 ここを 山崎氏を先頭 に登 り
きり、着 いた所が標高 1, 300mの
第一展望台 と呼ばれ る稜線である。 こ
こか らは無木立 の広大 な斜面が広 が る
。晴れて いれば、楽 しい稜線漫歩 とい
った気分が味 わえそ うだが、 この辺 り
か らガスが多 くな り、だヽ
雨 まで降 って
きた。昨夜、宿 で聞 いた川 II地 方 の天
気予報 は晴れ との ことだつたが、道内
の山は昨年 もそ うだつ たが、下界 と山
の天候 の隔 た りが ある。下界 で晴れて
いて も山に入 るとガスが多 か った りす
るのだ。 このまま前進す るか どうか考
えなが ら歩 いていると熊の足跡を発見
。 もう冬眠か ら目覚めて い るのだ。 こ
の雪 の 中では、たぶん エサ もな く腹 を
すか して歩 きまわ ってい るに違 いない
。遭遇 しないことを祈 りなが ら登 り続
けて い ると、 なん と前方 100mに 黒
い動物 が動 いているのが 見えるではな
いか。一 瞬私 は熊だと思 ったが、山崎
氏、藤 田氏 は 「尻尾があるか ら熊では
ない。 」と言 う。加藤氏 は 「熊 のよ う
だ。」と言 う。 しば らく立止 ま って議
論 して い ると熊か もしれ ない黒 い動物
何処 かへ行 って視界 か ら消 えた。おそ
るおそる前進 してみると足跡 は北キツ
ネのよ うであ った。 ガスの 中なので実
際 よ り大 きく見 えたのが熊 と間違 った
原因である。熊でな く良か った。全員
安堵。 しか しこの ころか ら風雨 とガス
が しだ いに強 くな り、 はた して前進す
るか撤退す るか の判断を強 い られた。
私 はこの濃霧 の 中、 ヒサ ゴ沼 の避 難 lヽ
屋を見付けだす 自信 はない。下山か撤
退かで気持がゆれ る。加藤氏、山崎氏
の意見 は、 「行 こ う。大丈夫 だ。今 か
ら下山す るに して も今朝登 った涙壁 の
下降を考 えると前進す る方が安全 だ。
」 との意見。藤 田氏 もどち らか とい う
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と、登 ることに賛成 のよ うだ。最後 に
小森宮氏 に相談する。
岡坂 「小森 さん このガスと雨 の 中、 ヒ
サ ゴ沼 の避難小屋を見付 けだす
自信 はある ?」
小森宮氏 「大丈夫 だ。地形 はそんなに
複雑 でない。 コンパ ス操作
で時間はかか るか もしれ な
いが、なん とか ヒサ ゴ沼小
屋 まで行 けると思 う。」
日頃慎重 な小森宮氏 が 自信 があるとい
うのだ。私 は迷 うことな く登行続 ける
ことに決定 した。 ついでに、 ここか ら
のルー トフアィンディング も小森宮氏
にお願 いす る。既 にここまで 6時 間以
上歩行 して いるが、幸 い体力 面では全
員余力があ った。 日
1進 す る事 の不安 は
な く登行意欲 に湧 く。登行 ルー トは、
晴れていれば、小化雲岳 (こ か うん岳
)1924mの 山頂を踏 まないで化雲
岳 (か うん岳 )に 向か うことになる
。 しか し今 日のよ うな視界が極 めて悪
い条件 では、現在位置 の正確 な把握 の
為 に もハ ッキ リとした ピー クは確認 し
た方 が良 い。 そんな訳で遠回 りだが、
いったん小化雲岳 の 山頂 まで登 ること
とした。高度計 で ピー クを確認 して風
雨 の 中、小化雲岳 山頂 に着 いたのが 1
5:00。 ここか ら益 々ガス と風雨が
強 くな り、完全 な地 図 とコンパ ス と高
度計 の計器行動 とな った。小化雲岳 山
頂 よ リコンパ スを 目標方向 にセ ッ トし
藤 田氏を先頭 に、最後部 よ り小森宮氏
が方向を指示 して進む。何回 も何回 も
コンパ スを振 り続 ける。 そ して どうに
か化雲岳 山頂 に続 くハ イ マツ混 じりの
雪が消えかけた夏道 を見つ ける ことが
で きた。1/25,000の 地図に コンパ スを
セ ツ トして方向を決 めるのは一 見簡単
な操作 の連続 の様 に見え るが小森宮氏
のよ うな卓越 したルー トフア ィ ンデ イ
ングの持主 にこそで きる技術 と経験 な

のだ。だヽ
森宮氏、藤 田氏 のコンビのお
陰 で化雲岳 山頂 1, 954mに 着 いた
のが 16時 30分 。晴れていれば、 ヒ
サ ゴ沼まで今 日始 めて滑降が楽 しめる
斜面を今 日はシール を付 けたまま直滑
降で降 りる。 コンパ スを何度 も確認 し
なが らの シール滑降が続 く。 ヒサ ゴ沼
の正確 な位 置確認 のため、 コンパ スと
高度計 で ヒサ ゴ沼 に続 く沢状 の斜面上
部 まで トラバ ース気味 に歩 く。地図通
り顕著 な沢状 の斜面 にでた。 この沢を
降 りて いけば必ず ヒサ ゴ沼 に着 くに違
いないことを確信 して藤 田氏を先頭 に
滑 り降 りる。 そ して斜度がな くな った
地点で東 ヘ トラバ ース して少 し歩 くと
先頭を行 く加藤氏 と藤田氏 の歓声。 ヒ
サ ゴ沼 の避難 屋 の前 に ピタ リとでた
のだ。 この悪条件 の 中、 ほとん ど迷 う
ことな く小屋 に着 けたの は、小森宮氏
のすば らしいルー トフアイ ンデ ィ ング
のお陰である。時計 はすでに 17:3
0を 少 し過 ぎてお り、行動時間 11時
間を越 え る厳 しい一 日は終 った。夕食
の特性 モチ入 リジィフイ ー雑炊 を食 べ
lヽ

、我 々だけで寛 ぐ小屋 の 中の開放感 は
格別 であ った。

5/1 快晴
5:00に 目が さめた。昨 日の疲れ
か らか熟睡 した らしく夜 中に一度 も目
が覚めなか った。心配 して いた天候 も
小屋 の窓か ら覗 くと視界 バ ッチ リの快
晴 に近 い。 トムラウ シに登れる期待 に
体か ら沸 き上が って くるな興奮を感 じ
る。出発 は 7:00。 全員揃 って小屋
をバ ックに記念写真 を取 る。快晴 の 中
ヒサ ゴ沼沿 いに西 へ しば らく歩 き トム
ラウシヘ続 く稜線 に向か ってだヽピー ク
をまきなが ら沢状 の斜面 を登 り続 ける
。登 るに従 い トム ラウ シ山の顕著 な ピ
ー クが近 づ く。ゴヒ沼 と呼ばれ る トム ラ
ウシ直下 の沼 の上部台地 にて休憩。 こ
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こか ら見た トムラウシの景観 が素晴 ら
しい。 (写 真参照 )山 頂直下 は急だ。
はた して シールで登れ るか どうか と思
ったが実際 に登 り始 めてみると 30°
に満 たない斜面 でなんな くシールにて
登 ることがで きた。山頂 には 11時 3
0分 に到着 した。だが さえ ぎるものな
い大展望 を楽 しめたの は一瞬でガスが
頂付近 を覆 って きた。下 山ルー トが不
安 なので早 々 と滑降準備 にかか る。山
頂直下 は急だ。所 々這松 と岩が密集 し
ているので スキーを担 ぎ少 し下山 した
後、 スキーを着 ける。私 は今 シーズ ン
初 めてのテ レマークスキーのためか動
作 が ぎ こちな く回転 の リズ ムが掴 めな
い。 山頂直下 の急斜面 は慎重 に横滑 り
で降 りて、山腹を南か ら廻 り込み トム
ラウシの裾野斜面 に降 り立 った。広 々
とした緩斜面を直滑降で飛 ばす。緩斜
面か ら少 し斜面が急 になる沢状 の斜面
前 にてス トップす る。 ルー トは対岸 の
尾根を乗越 さなければ な らないのだ。
再 びシールを張 り顕著 なハ イ マツ と岩
混 じりの斜面 の中、 スキーで通過 で き
る雪面を捜 しなが ら廻 り込む よ うに尾
根 を登 る。 シール登行で登 ること 20
分、 カムイサ ンケイナイ川源頭部 の大
斜面 が 目に入 って きた。 この沢 の下流
が 目的 とす る トムラウ シ温泉 だ。今回
のルー トで一番 の大斜面 だ。小森宮氏
のス ピー ドに乗 ったテ レマークターン
に全員 が続 く。沢へ降 り立 った後、再
びシール登行で尾根 に向か って トラバ
ース気味 に登 り詰 める。熊避 のホイス
ルを鳴 らしなが ら歩 く。登 り着 いた尾
根 は、樹林帯 が疎 らな 10° 前後 の緩
い斜面 である。ザラメ雪 のせいか良 く
スキーが滑 って くれる。標高 1, 30
0m辺 りか ら深 い樹林帯 に入 り展望 が
聞かな くな った。 ルー トが分か りに く
い。今 日は主 に藤田氏 にルー トファイ
ンデ イ ングを行 って もらう。指導標 は

ま った く無 いので完壁 なル ー トファイ
ンデイ ングが要求 される。藤田氏 のル
ル
ー ト取 りは正確で地 図上の 目立たない
小 ピー クも見逃 さな い。 まるで森 の中
のオ リエ ンテー リングを楽 しんでいる
よ うに見えるも だが トム ラウシ温泉ま
の湾
´
であと少 しの所 でル ー トが藪 に囲まれ 天人崚口泉イ｀こ]衣
判然 としな くな った。 コンパ スを信用
して藪 の中を強引に、滑 るとい うよ り
歩 く感 じで下 りると林道 のよ うな登山
道 に出た。 この道 が トム ラウシ温泉 に
続 いていることは間違 いないよ うだ。
プル ーク滑降で少 し滑 り下 りると雪が
ほとんど無 くな り少 し歩 くと トムラウ
シ腋 登山口に出た。宿 は昨年 に改築
したばか りの素晴 らしい鉄筋建 の国民
宿舎である。 ゴールデ ンウイー クのた
め予約客で い っぱ いだ ったが、 なん と
か頼み込み大広間 の部屋 を確保す るこ
とができた。厳 しか った 2日 間の山行
を思 いなが ら温泉 につか り山行 の充実
感 にタ ップ リひたる気分 は最高であっ
た。

ーー トが疑だ工E∃
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