
 

ハイク・沢登り・観光 ＩＮ 北海道 

 

２０２１年８月１５日～１７ 

メンバー：Ｔ野・Ｔ山・Ｔ中ｍ・Ｙ井 

 

 いったい今年の夏はどうなっているのだ。

特にお盆前後の天気、これはイジメに近い

ものがある。当初は、８/７～９の３連休に

水と友達になれる沢を計画していた。それ

も念には念を入れて北東北の和賀山塊と紀

伊半島の大峰の沢、天気がどちらに転んで

も対応できるように・・・。ところが、台

風９号と１０号が東北と西日本を挟み込む

ように近づき、雨覚悟の尾根歩きならとも

かく、沢登りでは転進先もままならずあえ

なく中止となった。ならばと、８/１５～１

７で行けるメンバーで北東北の太平洋側と

日本海側の沢を２本用意し、どちらでも行

けるように計画、久しぶりに弘前のＥチャ

ンも参加することに

なり楽しみにしてい

た。ところがギッチ

ョン、梅雨末期のよ

うな停滞前線が日本

列島に横たわり、全

く動く気配もなく８

/１２～１８まであ

ろうことか全敗力士

の星取表の如く天気

予報は全て雨マー

ク！！それも、北は

東北北部から南は九

州まで全てが・・・

である。わずかに北

海道と沖縄に晴れマ

ークが点在するが、

長年、山をやっているがこんなのは初めて。いくら引き出しを探しても代案は見つからず万策尽きて再び

無念の中止と相成った。 

  

■写真上 黒岳山頂にて。予報と違ってちょっと残念な天気。 

■写真下左 石室に行く途中のコマクサ。小さいが色は本州のより濃い！！ 

■写真下右 同じくエゾツガザクラ。これも色が濃い！！ 

 

寝正月ならぬ寝盆を覚悟し、ふて寝をしようとした１２日の深夜、メンバーだったｍさんからライン

が・・・。そこには「北海道に行こうかなぁ。」とひとこと書かれていた。確かに北海道なら天気は良い、

しかしお盆のど真ん中に今からエアーチケットの予約が取れるはずないし、仮に取れたとしても通常料金

でとても手が出ないだろう。ｍさんにそれをラインすると「あるよ。片道￥5000前後で往復とも空いてる



 

よ。」と1分もかからずに返信あり、さらに「今、レンタカ

ーも調べてる」と、この後の及んで非常にポジティブ。「旅

人ｍさん」の本領発揮である。そうなると話が変わってく

る。早速８/１５～１７のメンバーだったＴ山さんとＥチ

ャンに確認するとＴさんは「いいね！！」と即答、Ｅチャ

ンは弘前からだと、逆に安いチケットもなく交通手段に難

があり残念ながら参加を断念となった。 

代わりに北海道といえば・・・そう、札幌郊外に在住し

ているＹ井さんがいるではないか！！さすがに翌々日か

らの計画なのでダメもとで電話してみると何と「いいです

ねぇー」と即答！！車も出せると言う。ここに来て、絶望

的にゴチャゴチャだったジグゾーパズルのピースが面白

いようにカチッカチッと音を立ててハマりだしたように

計画が具体化していった。ｍさんは、もともと観光とドラ

イブ、それにハイキングのつもりだったようだが、無理や

り私が行きたかった北大雪の主峰「ニセイカウシュッペ」

登山、それも沢登りで・・・という計画を中日に突っ込み、

初日は黒岳でお花見ハイク、最終日は美瑛・富良野付近か

樽前山山麓の苔の回廊の観光という３日間の計画が出来

上がったのだ。 

 おかげで全く予定が入っていなくてふて寝す

るしかなかった８/１３・１４は計画書の作成や

ら下調べやら墓参りやらで大忙し、一方、ｍさ

んもエアーチケットの手配や１４日夜の宿手配

など面倒なことを頼んだので、職場でいったい

何をやっているのかわからない状態だったよう

だ。（ｍさんは会社が休みではなく当日、一応働

いていた・・・ようだ。） 

イヤイヤお疲れ様でした。 

 

 

■写真上 石室付近のチングルマの穂の海！！ 

■写真中 一瞬ガスが晴れてカムイミンタラ、大雪の大きさを感   

じられた！！ 

■写真下 層雲峡・銀河の滝 

８/１４ 

 ２日前には考えもしなかったが、成田18:05発ジェットスター

便で無事、新千歳ＡＰに向かって飛び立つ。新千歳ＡＰでマイル

利用でＪＡＬで羽田から優雅に飛んできたＴさんと合流。バスで

千歳市内の安ホテルへ。ようやく長い２日間が終わり、落ち着い

て乾杯、ヤレヤレ😥。 

 

 ８/１５ 黒岳7合目～黒岳～黒岳石室ハイキング 

 5:30にＹ井さんにホテルに迎えに来てもらって出発。約３時間

のドライブで黒岳の登山口、層雲峡着。ピカピカの予報に反して



 

曇り空だがロープウエイとリフトを乗り継ぎ７合目まで行き、

9:40出発。 

北海道のメインルートらしく登山道はしっかり整備され、ジ

グザグに登って行く。気温も涼しく、寒いくらいだ。最初から

花もちらほら咲いている。さすが北海道、快適だ！！花の知識

はＴさんと私はほどほどにあるが、Ｙ井さんとｍさんは興味が

ないらしく全く無頓着。特にｍさんは可愛らしいものには全く

反応せず、ダイナミックなものや奇妙なものに強い好奇心をい

だくので、○○コザクラとか△△キンポウゲなどといった花の

名前は、耳の右から入って、一瞬のうちに左にあっという間に

通り過ぎていく。そんなｍさんが今回覚えた唯一の花が「シシ

ウド」である！！確かに花の中ではダイナミックで奇妙といえ

なくはない。何ともｍさんらしいね。 

 さて、黒岳まではハイキング装備なので足取りも軽く休憩も

せずに一気に登ってしまう。ここまでトリカブトやらチシマキ

キョウやらリンドウといったムラサキ系の花がたくさん咲いて

いたが、どちらかというと、これらはもう秋の花である。歩い

ているうちにすっかり雲に覆われ辺りの景色も全く望めず、

このままではちょっと消化不良は否めない。ということで高

山植物の花園を求めて黒岳石室まで足を延ばすことにする。

歩きづらいザレザレの道を少し降りると歩きやすくなり、コ

マクサやウメバチソウなども咲き始め、さらに降りると雪渓

がありこの辺りはもう、一面のお花畑！！エゾツガザクラ・

イワウメ・チングルマ・エゾコザクラなどこれぞ高山植物！！

という感じで素晴らしい！！チングルマは雪渓周辺は花が、

そして雪渓から離れたところには穂となってまるで大河のよ

うに凄い数の穂がうねりながら繋がっている。穂となったチ

ングルマでも充分見応えがあるが、これが開花時期だったら

と思うとちょっと想像がつかない！！きっと見たこともない、

すごい光景を目にすることができるのであろう。さらに石室

付近で休憩しているとガスが少し晴れて、辺りの山々が見え

始めた。 雄大である！！「富士山で山の高さを知り、大雪

山で山の大きさを知れ！！」ということわざがあるが、まさ

にそれを実感する風景である。一瞬だったがこの景色を見れ

てよかった！！  

  

■写真上 層雲峡・流星の滝 

■写真中 茅刈別第三支沢下部のゴー

ロ帯の岩を潜る。 

■写真下 茅刈別第三支沢は、ここから

楽しくなる！！5ｍツルツルの滝 

 

さて、往復コースは少々味気ないが、

車なので往路を戻ろう。黒岳経由で無事

下山した後は、温泉！！「黒岳の湯」で

汗を流し、近くのラーメン屋で味噌チャ

ーシュー麺と餃子を大人食いし、全ての

欲求を満たした後は層雲峡名物の流星



 

の滝・銀河の滝を見に行く。大して期待して

いなかったがこれが思った以上に立派、双瀑

台という展望台まで２０分歩けば行けるのだ

が、キャンプ場の受付時間が押していて行く

ことができず、国道の駐車場で垣間見ただけ

だったのが少し残念だったが、まあ、雰囲気

は味わえた。今日、予約したキャンプ場は上

川町にある「上川ファミリーオートキャンプ

場」で４人で￥3,300、空いていたしトイレも

綺麗で快適、明日の登山口にも近く良い場所

を見つけた。 

 

■コースタイム 

リフトトップ７合目登山口（9:40）～（10:50）

黒岳（11:10）～（11:40）黒岳石室（12:00）

～（13:20）リフトトップ７合目登山口 

 

 ８/１６ 茅刈別第三支沢～ニセイ

カウシュッペ 

 私にとっては今日がメインである。「ニセイ

カウシュッペ」、山名は以前から知っていた。

しかし、本格的にこの山を意識したのは今年

の２月、「チトカニウシ」に山スキーで登った

際に、左に鋭峰を従えた（この鋭峰はアンギ

ラスという山らしい。）ひときわ立体的で大き

な山容があり、これが「ニセイカウシュッペ」であ

った。チトカニウシから望む限り、一番格好よく見

え、登ってみたいと思った。また、「北大雪」とい

う響きは未開の奥深さを感じるし、何か通っぽくて、

名前がカタカナなのも北海道らしくていい。という

ことで、心の中にインプットされたのは意外と最近

なのである。それにしても、何となく気になってい

た程度だったので、正直、こんなに早く訪れるチャ

ンスが来るとは思ってもみなかった。 

 

■写真上 次にすぐ現れる似たような5ｍ滝。 

■写真中 ナメや小滝が連続して花も咲いていて

飽きさせない渓相だ！！ 

■写真下 ゴツゴツした5ｍ滝を直登！！ 

 

ところで、2月に訪れた「チトカニウシ」は山名

に「カニ」と「牛」が入るのに対して、今回の「ニ

セイカウシュッペ」は「イカ」と「牛」が山名から

のぞいている。そういうことで、どうもこの辺りの

カタカナの山は名前が紛らわしいが、なぜか「牛」

が両方に付いているのは妙に興味深い。山容が大き



 

な山には「牛」が入るのだろうか？（まあ、

おそらく私が勝手に感じたこじつけに過

ぎないと思うが・・・。） 

 

さて、余談はさておき、行くこと前提で

真剣に「ニセイカウシュッペ」を調べてみ

ると、何と日帰りで登れて、それもかなり

キレイな沢の記録がいくつも紹介されて

いた。それが今回行く「茅刈別第三支沢」

である。それらの記録によると小滝・ナメ

滝が連続して、藪漕ぎもなく山頂に立て、

ニセイカウシュッペに突き上げる多くの

沢の中では、最も入門向けで、最も美しい

沢のようである。これはもう行くしかない

でしょう！！ということで、下記、報告で

す。 

 

時間に余裕をもって、朝6:00には歩き出

したかったので、当日は4:00起床、テント

を撤収し近くのコンビニで朝食を採って

登山口に向かう。最初の難関は全長１３㎞

のダート。しかし、ダートとはいってもよ

く整備された林道で全く問題なし。「わか

りにくい」と記録にあった林道の入口も前

日に下見したのでスムーズ。途中、全く逃

げない鹿の集団を２グループも見たのが

何か北海道らしい。まあ、鹿で良かった。

これがヒグマだったらかなりビビるであ

ろう。 

 

■写真上 プチゴルジュにて。 

■写真中 小滝も連続して現れる。 

■写真下 この沢の主、10ｍ滝が見えてき

た！！ 

 

予定通り、6:00に登山口を出発。次の難

関は沢に降りるタイミングである。登山道

から沢まで約８０ｍの高度差があり、かな

りの密薮で傾斜も急である。記録もすぐに

降りた記録や1200ｍ付近まで登って降り

た記録など様々、正解は自分で見つけるし

かないようだ。我々は地形図で、傾斜が落

ちる1200ｍ付近まで登山道を行き、その付

近で降りやすそうな場所を探すつもりで行く。特に目印はないので、見当を付けて半ば勘で1200ｍ付近か

ら下降したがこれが大当たり！！登山道から薮に入ると、思った以上に薮は薄く、何となく踏み跡っぽい

ところもあり順調に下降し、6:35には1090ｍ付近の沢床に降り立つことができた。沢の水量は丹沢並みで

かなりショボい感じだ。「苔がキレイ」などという記録もあるが最初は平凡なゴーロ歩きが延々と続く。

地図にある顕著な1143ｍの二俣は見つけにくく、「ホントにここかなぁー！！」と思って水の流れていな



 

い右俣を行くと、これがインゼルですぐに

水の流れている左俣と合流した。おそらく、

我々が左俣と思って行かなかった流れの

途中に二俣があったのではと思う。この先

は顕著な二俣はないのでルーファイは簡

単、ただ、ひたすら沢の中を登るのみであ

る。入渓から1時間半位は特に何も出てこ

ず、退屈な遡行が続き、時々暇つぶしの如

く熊よけにとホイッスルを吹きながら歩

くが、まあこれもニセイカウシュッペ登頂

の一環だと思えば我慢もできる。 

かなり飽きてきた頃に、ようやく沢は変

化を見せ、5ｍ位のツルツルの滝が現れる。

ここからはもう退屈知らず！！実に楽し

い沢登りが楽しめるようになる。この5ｍ滝は釜に浸かって直登し

た記録もあるが、一般的には右岸の草付きを巻く。見た目は傾斜も

急で少し悪そうだが、思いのほか足場は安定していて難しくない。

問題なくこの滝を巻くと、すぐにまた似たような滝が現れる。先程

の滝より傾斜が緩く、シャワーを浴びれば直登もできそうだが、こ

こも一般的には右岸巻きだ。ガスガスで気温も低いので我々も巻き

道を選択するが、小さく巻く踏み跡と、やや大きく巻く踏み跡があ

る。我々は小さく巻くルートを通った。滝頭のトラバースが少し滑

り易いのでお助けで後続を確保したが、ここも難しくはなかった。 

この後はしばらく小滝とナメが連続する美しい渓相が続く。ガス

ガスで残念な天気だが、辺りはミヤマキンバイやウサギギクなどの

高山植物も咲きほこり、晴れていれば、さぞ爽快な遡行が楽しめる

だろう。そして、次に現れるのが５m位のごつごつした滝、ここは

少しシャワーを浴びるが左壁を快適に直登。 

 

■写真上 この沢の核心部の滝7ｍ滝。上

部が悪い。 

■写真中 その上の小滝を登る。 

■写真下 天気が悪いので写真では大し

たことないが、美しい真っ白なナメ床が続

くこの沢の白眉！！ 

 

この滝を越えると、すでに沢は源頭の雰

囲気となり、時折小滝やナメが現れ、両岸

は明るい緑の草付に色とりどりの花が咲

く気持ちの良い流れとなる。このままもう

終わりかと思っていると、前方にこの沢の

主ともいえる10ｍクラスの大滝が姿を現

す。穏やかなナメ床の奥に垂直に落ちるな

かなか立派な滝だ。この滝も左岸から問題

なく巻くことができる。この滝は実は上部にもう一段滝が続き２段の滝となっている。上段は快適に登る

ことができる。そして、すぐ上にラスボス７ｍ滝が現れる。巻こうと思えば左岸を簡単に巻けるが、ここ

は直登もできそうなのでロープを付けて、念のため空身で取り付く。下部は問題ないが上部は傾斜も急で、

岩が非常に脆く緊張する。ハーケンを１枚打つが岩が脆いので気休めなのはわかっている。まあ、気は心



 

っていうやつだ。上部の脆いグズグズの岩を落と

して、慎重に立ちこみ何とか突破するが、この滝

を直登する場合、この沢の核心部は間違いなくこ

の滝の登攀であろう。 

さて、何とか全員無事に突破した後は癒しの世

界が広がる。温泉成分か何かだと思うが、真っ白

いナメ床が続いているのだ。ここはホント晴れて

欲しかった！！両岸は花畑、流れは真っ白いナメ

床、晴れたらきっと桃源郷のようなところであろ

う。この沢の白眉である。この白いナメ床を歩い

て行くと、やがてナメ床が赤茶色に変わる。ここ

まで来ればもう稜線はすぐそこ。最後まで薮はな

く快適に登山道に合流。ここから5～6分も登山道

を登れば、待望のニセイカウシュッペの広い山頂

に導かれた。 

相変らずガスガスの残念な天気だが、一瞬ガス

が晴れ、近くの稜線が望むことができた。まあ、

今回は雨が降らないだけ良しとしよう。沢登りも

楽しめたし未踏だった山頂も踏めたので、自宅で

腐ってふて寝していることを考えれば出来すぎ、

充分満足である。 

下りは、上部は足場も悪く滑り易い場所もある

が、1742m峰を巻き尾根に戻る辺りからは非常に

歩きやすくなり、若いころならきっと快適に走り

下ったであろう・・・。が、今はもうそんなに若

くないので、膝に負担がかからないよう気遣いな

がらゆっくり降りて行った。それでも２時間ちょっとで下

山でき、下山の楽なのも我々好み、思っていた通り、ホン

ト良い山であった。 

 

■写真上・中 ニセイカウシュッペ山頂！！ 

■写真下 歩きやすい白樺林の登山道！！ 

 

「茅刈別第三支沢」、いつか晴れた時にもう一度来てみた

い沢です。紅葉時期も捨てがたいが、やはり花の季節、7

月下旬ごろの晴れた時に上部の真っ白いナメ床を歩いてみ

たい・・・。機会があればぜひ再訪しようと思います。 

まだ訪れたことがなく、ニセイカウシュッペに興味のあ

る方、この沢はお奨めですよ！！ 

もっと手強い沢がお望みなら「天国の階段」と呼ばれて

いる滝滝滝の沢、「ニセイノシキオマップ川」また、手強い

ゴルジュが連続する「茅刈別川本流」といった本格派上級

向け沢などもあります。さらに、一般ルートから登るなら

鋭峰、「アンギラス」とセットで日帰りで楽しんでも良いと

思います。 

春に山スキーで登るのも魅力的ですね。夢は広がります！！やっぱり、初めて足を踏み入れる山は、ホ

ントおもしろい！！ 

 



 

さて、今日の下山後は比布町にある「遊湯ピップ」で汗を流し（￥500）、旭川市郊外の西神楽にある西

神楽公園キャンプ場（無料）に落ち着いた。 

 

 

■コースタイム 

登山口（6:00）～（6:35）入渓（6:45）～（8:25）最初の５ｍ滝～（8:40）次の５ｍ滝～（9:20）５ｍご

つごつした滝～（10:10）１０ｍ滝～（10:15）７ｍ滝（10:45）～（11:00）真っ白なナメ床（11:10）～

（11:40）ニセイカウシュッペ（12:15）～（14:30）登山口 

 

８/１７ 美瑛・富良野観光 

まずは美瑛の丘めぐり。 

「セブンスターの木」「ケンとメリーの木」「マイルドセブ

ンの丘」など、昭和に流行った名前が懐かしい。 

 

青い池と白髭の滝、インスタ映えするスポット！！ 

水の色が美しい青い池と橋の上から望める白髭の滝は、白

金温泉付近の見どころだ。 

 

 



 

 

ここは四季彩の丘！！見ごたえがありました！！ 

花の美しさに圧倒されます！！右上の写真はちょっとミ

レーの絵を彷彿しませんか？ 

 

 

ここはジェットコースターの道 

2.5㎞直線のアップダウンが続く、初心者でも安心のドライブコースです。 

 

 

 

 

 



 

富良野名物、富良野メロンです！！        千歳郊外の競走馬の牧場です。 

 

8/17は、こんな感じで観光を楽しみながら、千歳に向かいました。 

途中で、回転ずしトッピーで大人食い！！ 

 

変化に富んだ楽しい3日間でした。フットワークの勝利ですね！！ 


