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暑寒別岳 は北海道 の北西部 に位 置す
る増毛 山地 に省 える標高 1, 491m
の主 峰である。 日本海 に面 した地形の
影響 で積雪量 が多 く、夏 で も豊富 な残
雪が残 り雨竜湿原 と呼ばれる尾瀬 に似
た湿原があることで も良 く知 られて い
る。 1994年 のゴールデ ンウイー ク
はこの山を第一 日標 に十勝、大雪 など
のゴL海 道 の 山々を滑 ろ うと計画 した。
北海道 の 山に詳 しい岩氏 よ リゴールデ
ンウイー ク期間の道 内の天候はあま り
良 くない と聞 いていたが、実際 に行 っ
てみるとその通 りで下界が晴れて いて
も山に入 るとガス っていた りして天候
が良 くなか った。 しか しこの 日は久 し
振 りの (北 海道 に来 て初 めて)晴 天 で
、 山頂 よ り日本海 へ飛び込 むよ うな豪
快 なダウ ンヒル と素晴 らしいザ ラメ雪
の感触を味わ うことがで きた。

5//3 (田 青)
7時 にベースとした増 毛 ユースホス
テルを後 にす る。 5/1に 一度 この 山
を 目指 したが雨 のため登れなか った。
今回 は再挑戦 である。明 るい空だ。暑
寒別岳山頂付近 も雲一 つ ない。大滑降
の期待 に胸 が高鳴 る。登山、特 にスキ
ー ツアーでは、天候 が鍵で晴天 な らま
ず楽 しい一 日が約束 され る。登 山口の
暑寒別荘 までは、林道が続 いてい るの
で当然、車 で入れると思 っていたが、
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林道 は暑寒別荘手前 2km地 点まで し
か除雪 されて いなか ったのにはガ ッカ
リして しまった。 90年 に岩夫妻が こ
の 山を同時期 に登 っているが、 この時
は暑寒別荘 まで車で入れたよ うだ。増
毛 ユ ースのペ ア レン トの話では、今年
は例年 よ りか な り雪が多 いそ うだ。 ス
キーをザ ックに縛 りつ け、ず っ しりと
重 くな ったザ ックを担 ぎ快適 でない山
スキー兼用靴 で歩 きだす。林道を歩 く
こと 30分 、暑寒別荘 に着 いた。 この
山に登 る殆 どの登 山者が前夜暑寒 別荘
に泊ま ってい るよ うだ。すでに出発 し
た後で小屋付近 には誰 もいなか った。
今 日この山 に登 るパ ーテイの最後 が我
々 4人 のパ ーテイ とい うことになる。
暑寒別荘 は立派な小屋で 5年 前 にここ
に泊ま った岩氏 の話 では、毛布 も完備
された快適 なだヽ
屋 だとの こと。 また こ
の小屋 を利 用す るには、増毛駅前 の多
田商店 の許可を得 ること。登 山属 も同
商店 にて受付 して もらえる。 あま り知
られていないことだが北海道 の山 に登
るには原則 として営林所 の許可がいる
よ うで、我 々 も前 日に登 山届を多 田商
店 に提 出 した ら、入山許可書を頂 いた
。暑寒別荘 か らはスキーが使えるので
シールを張 りいよいよ暑寒別岳 を 目指
す。雪 のない季節 は小屋 裏手 よ りす ぐ
尾根 に取 りつ くルー ト (暑 寒 コース)
を取 る登 山者 が多 いよ うだが、雪 のあ
る時期 はポ ンシ ョカ ンベ ツ川 に沿 って
しば らく歩 き 2合 目の尾根 (佐 上 台 )
を登 るのがスキー登山向 きである。我
々 も沢 に沿 って私を先頭 に蔵 田さん、
山崎氏、最後 に小森宮氏 の順で歩 きだ
した。今 日は私がペースメーカー とな
ることに した。ゆ っ くりと 1時 間に 1
回 の休憩ペ ースで山頂 まで歩 くことに
す る。尾根 に突 き上 げる斜面が少 し急
であ ったが 1時 間丁度で標高 600m
の尾根 にでた。ダケカンバ の樹木 に標

識があ り、 NO, 68と なつていた。
暖かい 日差 しの 中、 ザツクを下ろ し一
体み とす る。北海道の山の 中で も増毛
山地 は 日高、大雪 と並 び、 「ひ ぐまJ
の多 いことで知 られ るが登 山者が襲 わ
れた ことは 1970年 7月 に福岡大 の
ワンゲル学生 3人 が 日高 で襲 われた こ
とを除 くと聞 いた ことがない。常識的
な注意、行動 中 に鈴、 ホィスル等 を鳴
らし相手 (熊 )に こち らの存在 を知 ら
せていればまず 「ひ ぐま」に遭遇す る
ことはないよ うだ。 ここか らのルー ト
は緩 い台地状 の尾根 をほぼ南 へ登 って
行 く。下 りにスキーが滑 るか どうか不
安 に感 じる程 の緩 い斜度 である。谷を
隔てて箸別 ルー トが良 く望 める。 この
尾根 もスキーに適 して い るが入山のア
プ ローチが不便 である。
標高 1070mの 滝見台 と呼ばれ る
辺 りよ り樹木が少 な くなり、山頂直下
の大斜面 の広 が りが 目に入 る。 8合 目
の屏風岩 を右 に見ていよいよ暑寒別岳
山頂直下 の大斜面 の登 りにかか る。 こ
の斜面 こそ 目標 に して いた海を 目指 し
へ飛 び込むよ うな大斜面 なのだ。急斜
面 にシールで ジグを切 ること 1時 間、
山頂 に続 く尾根 にやつ と登 り着 いた。
尾根 には雪 がな くハ イ マ ツなどの生え
る山肌が露出 して スキーが使えない所
もあ ったが、 スキーで 山頂 までの緩 い
稜線 を進む。頂上 には午後 12時 30
分 に着 いた。す でに先行パーテイが何
組 か休 んでお り、中 にはスキーを持参
しない登 山者 もいた。雨竜湿原は雲 の
海 だ。群別岳 の鋭 い頂 が迫力 で迫 る。
滑降ルー トの北面 はもちろん 日本海 だ
。今 か らあの海を 目指 して大滑降す る
のだ。 もう辛 い登 りはない。 この一 瞬
の気持 の昂 りが山スキーの快感か。滑
降準備 を して い ると、 けたたま しいエ

たではないか。静 かな山頂 の憩 いを邪
魔 されて しまつたよ うな気分 だ。下 山
後、増毛 ユースのペ ア レン トにこの話
を したところ 「当然 スノーモー ビル は
禁止 になつている。 しか し最近 はスノ
ーモー ビルで 山に入 る者が多 く困 って
い る。」との ことであ った。 13:0
0過 ぎ山頂を後 にす る。小森宮氏を先
頭 に 600m程 トラバ ース気味 に廻 り
込み、待望 の 山頂直下 の大斜面 に飛 び
込む。標高差 は 300mを 満 たない斜
面なのだが、あまりに素晴 らしいザ ラ
メ雪 の感触 に一気 に滑 るのが惜 しい。
少 しづつ ピッチを区切 り全員 の滑降を
写真 に収 めなが ら味わ うよ うに滑 り下
りる。振 り返 ると紺碧の空を背 に白い
大斜面 に残 る全員 の シュプールが美 し
い。 この大斜面を滑 り下 りると斜度が
緩 くな り後 は尾根通 しの 10° 位 の斜
面が延 々 5km程 続 く。登 って来 た時
は、 はた して スキーが滑 って くれるか
どうか不安 に感 じた程 の緩 い斜面であ
るが、その心配 は杞憂 であ った。 この
日の雪質 (ザ ラメ雪 )は 緩斜面 で も驚
く程 スキーが滑 って くれた。 ゆ っ くり
と途 中 2回 の大休憩を入れて も登山口
の暑寒別荘まで 1時 間少 ししか要 しな
か った。 さらに今 日は車 を駐車 して い
る標 高 270m地 点まで林道沿 いの斜
面を滑 ることが出来 るのだ。標高差 1
200m、 滑降距離 9kmに 及 び素晴
らしいツアーが終了 したの は、 まだ午
後 2時 30分 であ った。
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暑寒別岳 ルー ト概念 図

