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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

トとし、 4/29に 旭り|1行の」ASに
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

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

- 16-



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

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
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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 lヽ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

、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

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

-18-



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

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

であと少 しの所でルー トが藪に囲まれ

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。

(岡坂 記)
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