
知床岬～ 果ての地 

日時：2020 年 7 月 20 日～22 日 

メンバー：A 原、N 山ゴン、S 口ぐっち、Y 井（元会員） 

 

「知床岬」を知ったのは 1 年前に放映された日本のトレッキングルートを紹介する小さな番組だった。奇岩が屹立す

る海岸のヘリを歩き熊やキツネと出逢いながら知床半島の岬に立つ、といった番組だった。 

それを観てココロに小さな核のようなものが生まれた。北の大地の北東に突き出た角のそのはじっこに立ちたいと思

った。おそらく自分には「はじっこ好き気質」があって電車でもテントでも気が付くとはじっこだ。知床半島のはじっこに

立つことはまさに自分自身のアイデンティティの再確認だ、とかなんとか感じたわけで。 

 

「知床トレッキング」の実情はそれほど調べずに「行きたい宣言」しちゃったらゴンちゃんが食いついた。しめしめ。他

にも何人か食いついてきたのでマジメに勉強してみたら「知床トレッキング」の実情が明らかになることになる！！  

トレッキングとは名ばかりで、ゴツゴツの岩場をへつったり懸垂したり渡渉したりと沢登りやバリエーションの印象だ。ま、

そこまでは良しとし。相手がオホーツク海なので、海岸歩きでぼちゃんしたら千手観音のような巨大昆布の罠にはまっ

たり、高波にさらわれ大海原に流されシャチの餌になるか、どこぞの国に流れ着くか。 かたや山側には半島に約 500

頭生息しているというヒグマの存在。 

まさに知床岬トレッキングは、自分のチカラで自然の脅威と対峙するド硬派トレッキングなのだ！ 

 

日程を決めるうえで重要なのが潮位だ。基本、海岸歩きだが潮の引いた状態でないと渡渉が厳しいポイントがいく

つかあり、その通過を干潮時間に合わせるべく潮汐表で適期を絞る。 

また 9 月以降になるとカラフトマスの遡上を狙い、海岸には木彫り熊のような熊が多くあらわれる。 

当時は、まだオリンピックが開催される予定だったので、北海道での開催種目時期によっては航空券の価格が大きく

違う。欲をいえば北の大地のお花も見たいし旬のお魚も食べたい、などなどいろいろ検討し日程が絞られ、岬トレッキ

ングは 7/20～23 日となった。だがしかし！ 

 

春の訪れとともにコロナもやってきたのである。コロナ感染拡大防止で山行どころか県の移動ができなくなった。解

除になって喜ぶもつかの間、第二波が来たり、飛行機の減便が続いたり。 

また 4月には知床岬の赤岩浜でシーカヤッカーがヒグマにストーキングされるという事象があり、岬への立入りの自粛

要請発令がでた。自粛要請はなかなか解かれなかったが、ストーキングしたらしい個体がその後、発見されないこと

で山に戻ったという判断か、7 月に入ってやっと解除された。 

  （ストーキングされたカヤッカーは至近距離で熊スプレーを噴射し、熊は追跡行為を止め山へ移動したとのことだ。

熊なりに人（熊スプレー）を学習したのかも？）   

次から次への難題で岬トレッキングは見送りかな、と思ったが完全な問題解決ではないが、なんとか予定通り実現の

至りとなったのであーる。 

その間、ゴンちゃんが地元保護団体や知人とのやり取りを綿密にしてくれて感謝です。 

 

前置きが長くなりましたが、では知床岬トレッキングの報告です。 



7/18（土）夕方の羽田発の便で釧路空港着。レンタカー（7 泊 8 日 33000 円）を借り、居酒屋で上陸祝いをし、釧路

市内のホテル泊。 

 

7/19（日）晴れ 釧路湿原や摩周湖などをめぐり、羅臼入り。

国後半島とご対面。知床岬の玄関口にあるルサフィールドハウ

スに計画書を提出し、トレッキング情報を収集。熊撃退スプレー

（1 日 1000 円）3 本とフードコンテナ（1 日 1000 円）1 個をレンタ

ルし、使い方などレクチャーを受ける。交番に計画書を提出、22

日迎船の打ち合わせ。 ゴンちゃんの知り合いの民宿とおまわり

にて Y 井さんと合流。 

     

7/20（月）晴れ 5:05 相泊港スタート。朝霧の中の海岸が美し

い。海岸は砂浜でなく石浜。大、中、小の丸い石は砂浜より歩き

づらい。足元を見ていないと石につまずいたり滑ったりしそうだ。 

波音はなく昆布漁の船が静かに漁をしている。遠く海霧の帯の

上には国後半島の山が淡く見える。視線の左は、海からすぐ山

へと立ち上がるように急峻なヤブや岩肌が突き上げている。 

7:08 観音様が立っているような岩の観音岩に着いた。岩と岩

の間にロープがかかっておりそれを使って 20ｍほどの垂壁をあがる。上がりきったところ観音様が鎮座し安全登山を

祈願した。浜辺に下りたところで昆布漁をしていた漁師さんから「熊がモイレウシの方へ行ったから気をつけな」と声掛

けがあり、緊張が走る。 

ウナキベツ川でトレッキングシューズから沢足袋に替え渡渉した。後ろから単独のハイカーが来ていたが、彼は高巻き

途中でヤブをつないで巻いたようで、私たちのずっと先の海岸に降りた。 

8:00 トッカリ瀬に着いた。トッカリ瀬は深い切れ込みの淵のような瀬で水深がありコバルトブルーに巨大な羅臼昆布

がゆらゆらと怪しく揺れる。ボコボコの石をホールドや

スタンスにしてへつっていく。干潮のべた凪なので緊張

はしないが、満ち潮の際は通過が厳しくなる。トッカリ

瀬は以前、大学生が大波で海に引きずり込まれ沖に

流され行方不明となり、数か月後に白骨遺体があがっ

たという事故があったところだ。 

岩礁歩きは干潮時間に合わせたので特に危ない通過

はなく、景色やクラゲや海藻などを楽しみながら歩いた。 

丸い大きな石の浜歩きが続く。転ばぬよう足元ばっか

りに注意していると視線を感じ顔を上げ熊がいないか

見渡す。見えないだけできっと草むらに潜んでいるに違いない。 

9:50 海から突出した三角の岩塔のタケノコ岩に到着。タケノコ岩の先の突出した岩の岬を 15ｍほどの残置のロープ

で上がるが、実は登りと下りが 1 本の同じロープで固定されていない。ロープでてっぺんまで上がると眼下にモイレウ

シ湾の浜辺が見下ろせた。 



10:37 モイレウシの浜はとてものどかなところだ。知床岬には浜や湾がいくつもあり、そこには番屋が置かれている。

いまは無人で廃墟状態のものもある。どの浜や湾も日当たりがよく山からの沢が流れ込み番屋を置き、漁の作業をす

るには快適そうだ。その中でも、モイレウシの浜は特に気持ちがよさそう。幸いに熊とは出逢いはなかった。 

沢の水を浄水して水筒に満たした。たおやかな稜線が見えたが知床沼あたりだろうか。 

モイレウシの浜を過ぎると剣岩の通過がある。テラス上の岩礁歩きだが干潮時なので問題なく通過できるが、満潮時

は人の背丈以上の水深になるらしい。テラスに打ち上げられた巨大キタユウレイクラゲが不気味。 

12:20 ペキンの鼻の手前にある船泊の浜に着くと 2 人連れのシーカヤッカーが薪を集めていた。今日この浜で泊ま

るとのこと。先行していた単独者ともここで一緒になった。 

その後、わさわさと団体のシーカヤッカーが浜に着いた。その中の一人が近づいてきたが、なんと私が知床岬トレッキ

ングに魅せられたきっかけの番組でルートガイドをしていた高橋庄太郎さんだった。 

岬トレッキングのお話をしばしし、頑張ってくだ

さいと激励をいただいた。 

ペキンの鼻は草原の急斜を登るのだが登りき

ると素晴らしい草原が広がる。緑の草原と黄色

のお花が咲き乱れ海を見下ろすように赤い鳥

居がある。天国は行ったことがないが天国って

こんなとこかなと思う。 

ペキンの鼻から次の浜へ降りるとキタキツネが

迎えてくれた。ルールルー。 

12:58 近藤ヶ淵、攻略は、巻きはちょいと難し

くて 30 分、へつれば 5 分とどこかのネットに出

ていたのだが、先の庄太郎さん曰く巻きはそれ

ほどでもないですよ、とのこと。 

Y 井さんとゴンちゃんがへつって行き、グッチと

私が続く。ちょっと高度感があるが問題なし。た

だ、 後はハングとなり岩から離れ水底の飛び

石を渡る際に昆布のヌルヌルでズルっと沈しそ

う。深刻な個所ではないので誰かの沈を期待す

るが、全員無事通過。 

この先は暑さの中、石浜歩きを延々と黙々と続

けた。テンバに良さそうなところがでたら泊まろ

う。 

浜が出てきたがゴロゴロが大きくてパス。15:10 滝川でひとり 2.5Ｌ汲んだ。 

15:50 滝ノ下到着。番屋の近くにテントを張り、海岸で焚火をした。先行の単独者のテントは男滝と女滝の間にあった。

11 時間行動。長い一日が終わった。痩せたキタキツネがチラチラと様子見していた。 

 

7/21（火）晴れ 6:35 テンバ出発。単独者と朝の挨拶を交わす。今日はウィーヌプリをピストンしその後、知床岬に立

つ、とのこと。 



7:00 念仏岩。大きな洞窟のある岩場でこの中にテントを張るのも良さそうだ。洞窟の上のバンドを 70ｍトラバースし残

置ロープで急斜を登りきると、今度は垂直の壁を下りる。木に残置ロープが何本も垂れ下がっていたが 1 本 1 本はボ

ロボロで怪しい。浜に下りたところで漁師さんに「同じとこを熊が下

ってきたよ」の声。 

8:15 カブト岩。コロボックルの巨大なフキの中の沢形を拾い右の

尾根を目指す。尾根に出ると海岸が見下ろせ緑の草原とお花畑が

広がっていた。素晴らしい景色を堪能したらいよいよ本日の核心。

100m の急なガレバ下降だ。アンカーが取れないのでゴンちゃんの

ボディビレイでまず Y 井さんが降りる。30ｍロープに 20ｍフローテ

ィングロープをつなげ、さらに細引きを何本もつなげた。 初の

15m ほどは急で乾いた土、手掛かりとなる石や草はない。降りるた

び足元の土と小石が流れ落ちていく。このまま乾いた土の急斜を

降りるのでなく、Y 井さんは左のフキの群生のほうへ進路を取っ

た。なるほど。傾斜はあるが頑丈なフキの茎が手掛かりになる。 

左の岩場の突起にランニングを取った。ラストのゴンちゃんはピ

ンソールとハンマーで降りてきた。下降はさらに続き、落石に注意

しながらやっと海岸に降りてきた。このカブト岩の下降で 40 分ほど

費やした。 

赤岩の海岸歩きは単調で長かったが、左の景色は今までの突き

上げるような急峻な荒々しい景色ではなく、緑の緩い台地だ。駆けあげればあの台地に立てそう。右は干潮でテラス

のような岩礁が出てその上をキタキツネが歩を合わせてくれている。 

ルート上の技術的に厳しいところは無事にクリアして、いよいよ残すところ岬に立つだけだ。長かったなあ。ケガしな

くてよかったなあ。いろいろ思いながら歩いた。 

キタキツネが台地に上がっていっ

た。そこをたどれば岬の台地に乗

れそうだが、ここはろうそく岩を確認

しなきゃね。 

で、ろうそく岩でボルダーチックなポ

ーズをとればいよいよ岬の灯台が

見えてきた。白と黒のボーダー柄だ。

赤岩の廃墟となった小屋を過ぎ、適

当なところから岬の台地に上がった。 

台地は緑の草原だった。薄く踏みあ

とがあり草原の先には海が広がる。

岬へのプロムナード。 

 

11:35 知床岬とうちゃこ。看板はなく、コンクリの石の塊がごろごろしていてホントの岬か核心はないが、ここを私たち

の「知床岬」としよう。みんなでグータッチ! 



眼下には観光船が何艘かあり、水平線が見渡せた。 

知床半島の先っちょにいまいる。あーきちゃった。ほんとにきちゃった。感激だよ、ありがとね、みんな。ココロでつぶや

く代わりに「ヤッホー」を叫ぶ。 

ゴンちゃんは、ギンザに入るきっかけが知床岬に行きたかったからとのこと。積年の思い、思い切り叫んでください！ 

いつまでもゆっくりしたいが滝ノ下まで戻ら

なければいけない。後ろ髪を引かれる思い

で知床岬を後にする。 

岬台地を南下し草原の限界まで行くと、さき

ほどのキタキツネルートになりそれを使い浜

辺に下りた。 

 

遠く 300ｍ先の浜辺に点がみえて、目を凝ら

すと足が見え、どうやらヒグマらしい。いよい

よ現れました！わくわくとぞくぞくの気持ち。

とりあえずもう少し距離を詰めよう。私たち

の存在を知らせようと、大声で叫んだり、笛

を吹いたり、この時のために買ったおもちゃ

のピストルを発砲するが、風が向かい風で

当の熊には届いてなさそう。 

熊はうちらの存在を知ってか知らぬか私た

ちの行こうとしている方向へのそのそと歩い

ている。 

浜辺が狭くなっているゴーロ帯に入ってしま

いその姿が見えない。しばらく待つが意を

決して「おーい」「通らせてくださーい」など

大声であげならゴーロ帯に入った。熊は山

側の草地に移動していて草を食べていた。

茶色い結構大きい熊だった。耳と目が黒くて、後で知ったことだが「パンダ熊」と呼ばれていて、4 月にシーカヤッカー

につきまとったのがこの熊とのこと。 

熊との距離 20ｍほど。私たちは音を立てずに海側を通過した。緊張した。 

すぐにカブト岩の 100ｍ乗越しがあるが、みんなでくっついて登った。下降の際、ランニングを取った地点に着き、ロー

プを繋げて登った。 

カブト岩を無事登り切って巨大フキを分け入って浜辺に出て番屋に出て一休み。するとまた熊が見えた。黒い個体で

今度は小さめ。大声や笛で存在をアピールすると、ヤブの中に逃げていった。 

念仏岩を越え、浜に降りるところで、ウィーヌプリを登って岬に行くといっていた単独者とすれ違った。ウィーヌプリの登

頂を果たしこれから岬に向かうところだ。パンダ熊との遭遇したことを言ったら、先に進むか悩んでいたが結局行くよう

だ。お互いエールを送って別れた。 

女滝、男滝を過ぎ、16:00 滝ノ下のテンバに到着。 



出発の際、不要な荷物やフードコンテナをテトラポットに隠しておいたが、キツネにやられず無事だった。 

テントを張り、焚火を興し、夕餉を楽しんでいたらポツポツと降り出しテントに撤収した。 

その後、テントのフライがバタバタとめくり上がるくらいの風雨となり、明日の迎船は来るだろうか、心配になった。 

 

7/22（水）強風と雨 テントをたたく風がすさまじい。テントフライはかろうじて何本かの張綱が頑張っているだけで、

フライとしての役目をしていない。バタバタと半分めくり上がっている。浸水もしだしてきてテントの中には水たまりがで

きた。 

今日は迎えの船がくることになっているが、果たして来るのだろうか。約束の時間はお昼ごろ。 

テントでトロトロと過ごしていると、ボートが接岸された。海上保安庁と入った雨具をつけた 5 人ほどの人たち。私たち

のテントに声がかかるかと思ったがガチ無視か、30 分ほどで去って行ってしまった。何だったのだろう? 

雨風は収まったが、白波が立っていた。やがて船の音がしたと思ったら、１艘の船が岬のほうへと去って行った。Y 科

さんを乗せた迎船で、岬トレッキングに入らなかった Y 科さんに岬を船から案内しようということか。 

私たちは急いで荷物をパッキングし、岬を遊覧して戻ってきた船に乗り込んだ。 

Y 科さんの笑顔も二日前に遭ったのになんか懐かしい。 

私たちが歩いてきたルートをいまは海側から観ている。天気が良ければ 高だろうが、ガスがかかっている浜辺や岩

場も幽玄な雰囲気だ。 

船は 40 分ほどで相泊漁港に着いた。みんなで握手をし知床岬トレッキングが終わった。 

楽しい山行でした。いろいろお世話になりありがとうございました。ぜひ、また遊んでください。 

 

 

知床岬トレッキングは、事前に干潮のタイミングを計れば、沢登りや岩に慣れた人であればそれほど難しいところでは

ないと思いました。 

20 日の干潮は 9:28 でその前後 2 時間以内なら岩礁歩きは安全圏内だったと思います。 

この日はべた凪という好条件でしたが、干潮でも風があったりすれば思いがけない高波が立つので用心は必要です。 

また、野生の王国にお邪魔するので、彼らの生活を脅かさないよう乱さないようなマナーが大事だと思いました。 

今度は雪の時期に、海別岳から半島の屋根をたどり先っちょに立つなんて壮大な夢がふくらみました。 

 


