
 

北海道・日勝峠周辺 山スキー 

 

２０２２年２月２３日～27日 

メンバー：Ｔ野・Ｉ崎・Ａ原・Ｙ科・Ⅿ上・Ｔ村ｍ・Ｔ村ｅ・Ｔ山 

 

 ９月から指折り数えて、いい年をしてまるで小学生の遠足のようにこの日を楽しみにしていた。去年

の北海道の記録にも同じようなことを書いたが、去年はコロナ禍の影響で、予約していた飛行機が欠航

して、1 本前の飛行機に乗らなければならず、会社を早退してバタバタの出発となったのを思い出す。 

で、今年は・・・？というと、イヤイヤ、去年などかわいいものです。まあ、今年もコロナ禍の影響

があって一部のメンバーは乗る便が欠航となりを変更したという事実もあるにはあったが、そんな出来

事は全く霞んでしまうような大事が出発当日に起きたのである。今回は、あろうことか災害級の大雪が

道南～道央を襲い、出発当日の北海道の交通網はマヒ状態となり、当然、航空機も全便欠航となってし

まったのだ！！ 

それはもう、淵に群がるイワナの上から軽くふざけて石を投じた時の驚いたイワナの反応ような大騒

ぎである。 

だれが・・・？ そう、我々が、である。毎年毎年、神様も罪なことをするものである。 

この山行のために作成した、グループライン「でっかいどー」は分単位、いや、場合によっては秒単

位で困窮や驚愕のラインが飛び交い、だからといって、どう着地して良いかがメンバーそれぞれ違うの

で全く先が読めず、本人たちの努力に委ねるしかない状況になった。 

ちなみに自分は、スカイマークの格安チケットだったので、変更できる翌日の便を確認したら既にす

べて満席となっていた。このチケットをこのまま生かすには、翌日、早朝から羽田に赴き、いつ乗れる

かわからない便をキャンセル待ちするか、翌々日の便に振り替えるかしかない。しかし、半年も前から

楽しみにしていた計画なのでこれは問答無用で却下！！結局、この便をキャンセルして新たに¥20000 近

い出費になるが、別会社の明日のチケットを購入することにした。そう、こうなれば背に腹は代えられ

ないのである。で、折角チケットを変更するのであれば、積雪状態に不安のある千歳から、より現地に

近く、雪もそれほど降っていない帯広に飛んだ方が間違いなさそうである。現地参加のＹ井さんが、ピ

ックアップしてくれるという嬉しいラインが入る。想定外の出費にはなったが、これで何とか予定日に

現地の宿に入る目途がたちそうである。私とＡ原・Ｔ山の 3 名はこの方法で現地を目指す。さて、他の

メンバーはいかに？ 

追加料金なしで変更できた便で、無事に飛べるかどうかの不安を抱えつつ千歳に向かい、予約してあ

ったレンタカーで現地を目指すＴ村夫妻、また、前日のうちに新幹線で新青森まで行き、遠路群馬から

車で参加するⅠ崎車と合流して現地を目指すＹ科さん、さらに、すでに北海道入りして、旭川で足止め

をくっているⅯ上さん等々・・・。全てのメンバーが自分の責任で連絡を取り合って現地入りを目指し

た結果、何と２３日の夜には９名全員が今回のベースである「山の交流館とむら」のコテージに集合し

たのであった。これは、まさに奇跡である。よくぞ全員無事に集まったものだ！！・・・と喜んでいた

のもつかの間、さらに追い打ちをかけるトラブルが・・・。そろそろ明日に備えて寝ようかと思ってい

た 22:00 頃、何と、現地参加のＹ井さんが業者に預けてきたワンコが暴れて、預かった業者が手に負え

ず、ギブアップ宣言してきたのだ。非常に残念だったがどうすることもできず、Ｙ井さんは、翌日何も

せずに帰宅することになった。っと今回、ここまでの流れは近年まれにみる最悪の滑り出しである。 

さて、前置きが長くなってしまったが、ここからがお山の報告である。我々は果たして楽しめたのだ

ろうか？ 

 ２/２４ 労山熊見山～東斜面～稜線～北斜面～熊見山周遊 

 初日の天気は冬型で等圧線の間隔が狭い。麓の予報は晴れマークだが、山の天クラはⅭ、どうやらこの

強風傾向はしばらく続くようである。初日からあまり無理をしたくないので、いざとなったらすぐに戻っ

てこれそうなルート、ということでこのルートを目指すことにする。コテージを6:00出発、途中、コンビ

ニで買出し、朝食、トイレなどを済まし、日勝峠の少し先にある登山口へ。ここは北海道有数のメイン国



 

道で豪雪地帯でもないので、去年の幌

加内と違い路面状態も良く、駐車スペ

ースも広くて安心して車を停めること

ができた。平日だからか、入山者は他

におらず、トレースも全くない。なじ

みのない山域なので地図と過去の記録

だけを頼りに8:00 に歩き始める。辺り

は開けた疎林で尾根の上は雪が硬いが、

尾根の東側に広がる斜面は風当たりも

少なく、この周辺で滑っても楽しそう

である。ただ、森がなく、オープンバ

ーンがメインなので、ホワイトアウト

や強風時には向かないルートである。

標高差は知れているのでほとんど休憩

を取らずに登って9:20、労山熊見山に

難なく登頂。視界が悪いので景色は全

く見えず、何の変哲もない小さなピー

クであった。記録を読むと、この付近

も滑れる斜面がたくさんあるようだが、

視界がないので確認ができず不安であ

る。唯一、東斜面が薄ぼんやりと見え

て何とか楽しめそうだ。 

ということで、この東斜面を落とす

ことにする。最初こそ斜面がわかりに

くく、雪質もやや不安定、段差もわか

らず、初っ端から思い切り頭から雪に

ダイブする若々しい転倒を披露するメ

ンバーもいたが、すぐに滑り易くなり、

「さすが北海道！！」的な雪となると

もう止まれない！！あちこちで雄たけ

びがあがり、あまりに気持ちが良いの

で、快適さにまかせてイケイケドンド

ン。気づくと900m付近まで滑り降りて

しまう。現在地を確認すると、予定よ

りだいぶ下まで滑ってしまった。 

 

■写真上 労山熊見山の登山口。 

■写真中 尾根沿いを登る。 

■写真下 労山熊見山の山頂！！ 

 

渓の切れ込みがだいぶ深くなって

きたので、渓を対岸に渉り、熊見山に

向けて登り返すことにする。初日だし、

天気も良くないので、この1本で満足

して、無理はせず、このまま帰ろうと

思って登り返したが、この斜面の雪質

がまた極上で、このまま帰ってしまうのはあまりにもったいないと思うようになり、結局、稜線まで登っ

たところから急遽、この北斜面を１本滑ることにする。こんな、突然の予定変更にもメンバー全員が異を



 

唱えずに賛同してくれる。いつもながら

今回も良いメンバーに恵まれた。 

この北斜面！！思った通り、今年一番

のドライパウダー！！ 

全く抵抗のない素晴らしい雪質で、傾

斜も我々にとってちょうどよく、標高差

は200ｍそこそこだったが最高の１本だ

った。 

 再び、先程登ったトレースを辿り、稜

線に出て、強風の稜線を熊見山山頂へ。

風が強くて顔も痛いので、山頂確認した

ら早々にシールオフ、ピンポンダッシュ

で下山。最初は頑固な密林に苦労するが、

すぐにスペースが広がり、メローな斜面

を快適に滑り、傾斜が落ちてくると国道

はすぐだった。 

 労山熊見山～熊見山周辺は国道からの

標高差も200～300ｍ程度で非常に手軽に

アプローチできて、北側と東側に楽しい

斜面がいたるところにあり、その気にな

れば全山どこでも滑れそうである。積雪

はそれほど多くないが内陸に位置し、標

高も歩きだしから1000ｍ近くあるので気

温は低く雪は軽い。この雪質は正直、癖

になりそうだ（もちろん、いつもとは限

らないが・・・）。もう少し天気が良くて

視界がある時にぜひ再訪してみたい山で

ある。（山のスケール自体は小さいのでも

う少し年をとっても、ルートさえ選べば

まだまだ楽しめそうである。） 

 

■写真上 アグレッシブにぶっ飛ばすⅯ

上さん！！ 

■写真中 パウダーを乱舞するメンバー。 

■写真下 カ・イ・カ・ン！！ 

 

さて、しっかり楽しんだ後は旨いもの

を・・・とこの日選んだ店は、十勝清水で

は人気のラーメン屋「寶龍清水店」。自分

は味噌バターコーンにチャーシュー２枚

乗せ、北海道らしい味噌ラーメンで旨かっ

た！！他のメンバーが食べた醤油や塩も

皆大変旨かったらしい。ということでここ、

当たりでした！！ 

 お腹が一杯になったら、温泉、温泉。い

つもと順番は逆だが行程の都合上、今回はこうなる。行ったのは「湯宿・クッタリ温泉レイクイン」。十

勝清水の街と宿の間にある温泉で広くて露天やサウナもあって¥600とリーズナブル。さらに後で気づいた

が回数券もあってうまく利用すればさらに安くなる。結局、ここは３日間お世話になったが3日目にはス



 

タッフが「3日連続ですね」と我々を覚え

てくれた。 

 そして、〆はベースのコテージに戻っ

て宴会。Ａ原さんが次々に出してくれる

料理と居酒屋並みの酒で暴飲暴食、この

パターンを3日間！！これではいくら山

スキーしても痩せるわけがない。 

 

■コースタイム 

940ｍ車デポ地（8:00）～（9:20）労山熊

見山（9:35）～東斜面滑降～（10:18）900

ｍ付近（10:30）～（11:05）1120ｍ付近

稜線（11:10）～北斜面滑降～（11:25）

910ｍ付近～（12:25）熊見山（12:30）～

（13:10）940ｍ車デポ地 

２/２５ 北日高 1150ｍ無

名峰 

 目が覚めると深々と雪が降っている。

正直、昨日よりもさらに天気は悪化して

いるように感じる。気圧配置に大きな変

化はなく、昨日同様、山は荒れ模様のよ

うだ。こういう時にと考えていた山があ

る。最近の地元の人の記録で、熊見山の

南にある1150ｍ峰がそれである。なんで

も、記録を読むと「日高山脈で過去一の

尾根」であったという。「ここは天国か？」

という表記も・・・これは結構楽しみで

ある。 

  

■写真上 熊見山の山頂！！ 

■写真中 1150ｍ峰目指して旧ゲレンデ

を登る。 

■写真下 稜線直下、稜線には雪庇が張

り出している。 

 

起点は日勝峠の峠道の最初の大カーブ

手前にあるドライブイン「日勝とかち亭」

の駐車場。標高約450ｍとこの辺りのルー

トとしてはかなり低い。ここからシール

オンして国道横の雪の上を歩くが、200

～300ｍ先にも駐車スペースがあるので

ここに車を停めた方が良い。この駐車ス

ペースから国道を離れ、旧スキー場に向

かう道を進む。旧スキー場はすぐ近くに見えるが意外に距離があり30分程車道を歩く。 

 旧スキー場は、しっかりゲレンデ跡が残っていてストレスなくジグザグに登って行ける。いつ頃閉鎖さ

れたゲレンデなのかは不明だが、リフトなどの痕跡はすでになく、意味不明の石造りの建築物が何かレト



 

ロで遺跡っぽい。ゲレンデ跡を抜ける

と傾斜は緩むが尾根は細くなる。839ｍ

付近はのんびり歩け気持ちが良いが、

950ｍ付近から再び傾斜が増す。顕著な

尾根状からだんだん全体が急な斜面と

なり、風が当たるからか雪も硬くなっ

てきた。I崎さんの提案で全員、早めに

クトーを装着する。これは大正解！！

登るにつれ風も強く、傾斜もますます

急になって来る。上部は樹林はなく稜

線には雪庇が発達していて、天気が悪

いからかもしれないが、1000ｍクラス

の山には見えない迫力がある。 

稜線はきっと爆風だろうと思い、当

初は東側の雪庇の下を歩こうと思って

いたが、先に見えていた雪庇が突然崩

れて、小さいが雪崩が自然発生するの

を目の当たりにして、即、方針変更！！

雪庇のない場所を選んでさっさと稜線

に上がることにする。稜線の風は意外

にも想定内で充分行動可能、上がって

しまえば尾根は広く、1150ⅿ峰までは

一投足であった。今日も残念ながら辺

りの景色を望むことはできない。 

ただ、その分、低温で日差しのない

ところで温存された雪質は最高なので

文句はない。「日高山脈過去一」という

尾根を楽しむことにしよう！！ 

まずは東に向かう尾根に乗るが、最

初からいい感じである。尾根は徐々に

北東に向きを変え、さらにこの尾根の

北側に気持ちよさそうなオープンスロ

ープが・・・！！昨日も良かったが、

もっといい！！ 

 

■写真上 稜線を1150ｍ峰を目指して

歩く。 

■写真中 今日も快適なドライパウダ

ー！！ 

■写真下 雪風呂＼(^o^)／！！ 

 

まさに「スキー天国」である。しか

も、昨日に続いて我々だけの貸し切りである。二俣までの標高差550ⅿ全て快適なドライパウダーが楽し

めた。二俣は思ったより渓が深く、対岸に渉る場所は限られ、最初に私が渉ろうと思った場所は、足を踏

み出すとサッとクラックが入り、あわてて逆戻り。何とか安全なスノーブリッジを探して渉ったが、後続

はＭ上さんが良いルートを見つけて安全に対岸に渉ることができた。ここは雪が少ない時は渡渉になるか

もしれない。 

ここからは、もう消化試合でこの渓の右岸を滑って行くとやがてスキー場と合流し、さらに行くと程な



 

く行きのトレースに合流。「傾斜が緩く

て歩きになるかも？」と思っていた車

道もスキーが走って問題なく下山。今

日も楽しかった。 

昨日に引き続き、今日のルートも良

かった。他のルートと比べると標高が

低く、気象もそれほど厳しくないので、

天気が良くない時の候補としてはお奨

めである。ただ、1150ⅿ峰までたどり

着けずに往路を戻らなければならない

場合は、スキー向きではないので楽し

い滑降は期待できない。いっそうの事、

スキー場を登らずに滑降したルートか

らのピストンの方が悪天候に強いルー

トと云えそうで、条件によっては一考

の余地があると思う。記録にあった通

り、滑りの楽しさは一級品のルートで

あった。 

 

さて、今日のランチは・・・？ 何

カ所か候補はあったがクローズだっ

たりして結局、落ち着いたのは清水町

内にある「韋駄天」という食堂である。

皆、蕎麦を所望してこの店を選んだの

に、なぜかオーダーしたのは全員が

「肉」である。十勝と云えば「豚丼」

である。しかし、「十勝牛」も名物ら

しい。結局、「豚丼」派と「十勝牛の

サガリ丼」派に分かれたが、その両方

が美味！！スープ代わりに付いてく

る蕎麦も地味に旨く、ここも当たりの

店であった。清水町は美味しい店がた

くさんあるし値段も良心的で、この時

期に1ヶ月くらい住んで日勝峠周辺を

攻めるのも良いかもしれない。今度は

ここ「韋駄天」でぜひそばを所望した

い。 

 

■写真上 板、浮きまくってます！！ 

■写真中 気持ち良かったね！！ 

■写真下 ペケレベツ岳、沢と沢に囲

まれた真ん中の斜面が滑降ルート。 

 

その後は昨日と同じ流れ・・・。ク

ッタリ温泉でクッタリして、コテージ

に戻ってボリューム満点の居酒屋三

昧。さらに、今日は清水の街で購入したスイーツ付！！なんで買ったの・・・？ 

そう、今日はＡ原さんの〇〇歳のお誕生日である。決して欲望のままに・・・というわけではない、ち



 

ゃんとした理由があるのだ。 

 

■コースタイム 

日勝とかち亭（7:30）～（8:05）ゲ

レンデ跡～（9:50）958ｍ標高点～

（10:45）稜線～（11:00）1150ｍ峰

（11:20）～（12:05）二俣（12:20）

～（12:40）日勝とかち亭 

２/２６ ペケレベツ

岳東斜面 

今日も麓の天気予報は晴れだ

が、相変わらず山はテンクラⅭであ

る。ただ、昨日、一昨日と違うのは

気温が上昇するということ、天気図

の等圧線は相変わらず混んでいる

が真横になっていて、いわゆる冬型

とは違う。空は青空で、山々の稜線

がはっきり見えている。どうやら、

天クラⅭの原因は天気ではなく風

のようだ。標高1500ｍ付近では風速

20ｍ以上の西風が吹き荒れている

というのだ。ペケレベツ岳は今回の

メインに考えていた山だが標高は

1500ｍをわずかに越える。今日はこ

れでも今回の山行中一番良い予報

であるが、果たして山頂まで行ける

だろうか？ ここは一考が必要で

ある。 

 

■写真上 眼下に十勝平野が広が

る高度感ある登高。 

■写真中 山頂直下、烈風がお出

迎え。 

■写真下 シュカブラと北日高の

山々 

 

当初の予定は、日勝峠から日勝

ピークに登り、南斜面を滑って、

北斜面からペケレベツ岳に登頂し、

東斜面を滑る予定だった。大きな

滑降を２本楽しめ、登りの標高差

は1000ｍに満たず、一方、滑降標

高差は1400ｍもあり効率の良い好

ルートである。ただ、その場合、

ペケレベツ岳北斜面を登るときに

まともに西風に晒されるだろう。



 

その点、東斜面からのピストンなら山頂

まで、ペケレベツ岳自体が壁となって東

斜面を登る我々を強風から守ってくれ

るのでは・・・？ それに往復ルートな

ら、いざという時にも撤退がしやすい。

そう考えて、今回は東斜面からのピスト

ンに決めた。 

登山口は、国道を日勝峠に向かって２

本目の大カーブの標高665ｍ付近にある

駐車スペース。土曜日にもかかわらず、

我々が着いたときは爆風を嫌ってか、車

は１台も停まっていなかった。麓にいる

限り、絶好の登山日和に見えるのだ

が・・・。登山口から平坦なルートを少

し歩くと、意味不明なおびただしい数の

木柵が現れ、その先にはドーンとペケレ

ベツ岳東面が姿を現した。沢と沢の間の

広い斜面がどうやら滑降ルートのよう

である。上部は想像していたよりかなり

急に見え、樹林も少なく、状況によって

は雪崩に注意が必要な感じがする。尾根

の取付きとなる二俣までは傾斜が緩く、

前日以前のトレースも切れ切れに残っ

ている。雪付きは悪く、部分的に笹が顔

を出しているところもあるが特に問題

なく約1時間で着く。 

 

■写真上 ペケレベツ岳山頂！！ 

■写真中 昨日、一昨日に滑った熊見山

方面の山々。 

■写真下 最高の疎林！！ 

 

ここからは顕著な尾根を登って行く。

結構樹林が濃く、今日は気温が上がった

からか、雪質はモナカっぽく、帰りは苦

労しそうである。徐々に傾斜が強くなり

樹林もまばらになっていく。ここも早め

にクトーを装着して登ることにする。や

がて尾根は消え、急斜面をジグザグを切

って登るようになる。ここまで来ると雪

は柔らかく、脛下位のラッセルとなる。

少しでも雪崩のリスクを減らすため、で

きるだけ樹林のあるところを繫いで登

るように心掛ける。また、トップが急斜

面を横切る時は、セカンドは動かず、し

ばらく監視して同じ斜面に入らないように注意する。「これで絶対安心」というわけではないが、できる

だけリスクを減らすに越したことはない。 

登るにつれ、十勝平野が眼下に広がり、なかなかの高度感である。問題の爆風だが、ホントにそんな風



 

が吹いているのか？ と思うほど穏や

かで気持ちよく登って行ける。上部に

行くにつれ雪質は良くなり、帰りの滑

降が楽しみだが、傾斜がかなりあるの

で雪崩に対する不安も拭えない。ただ、

雪がずれるような感じはなく、もちろ

んワッフ音も聞こえないので、言うほ

ど不安な感じもない。もし、ここを登

らないで初見で滑降したら、この傾斜

と雪質は、かなり雪崩に対して恐怖感

があっただろう。そういう意味でも、

往復ルートにすることで、登りの時に

雪の状態を肌で感じることができ、滑

降時の雪崩に対するプレッシャーはか

なり抑えることができるのである。 

さて、稜線の雪庇が間近に見えてき

て山頂はもうすぐそこである。相変わ

らず風はほとんどない。ところが山頂

直下で稜線に出たとたんに爆風の洗礼

を受ける。油断すると倒されるような

烈風である。 

「やはり吹いていたんだ。」となると、

この山頂直下までの穏やかな風は東斜

面ならでは、ということである。自分

でいうのもなんだが「素晴らしい判断

であった！！」まさかこんなに違うと

は・・・まさに「天国と地獄」の差で

あった。 

 

■写真上 最高のひと時！！ 

■写真中 快適に落ちていく！！ 

■写真下 山スキー人生最高の滑

り！！ 

 

山頂では何とか記念写真を撮ったが

Ｔ山さんは風が恐くそこには加わらず

に早々に風のない場所に避難して行っ

た。山頂からは、十勝・ニベソツ・大

雪など遠くの山は望めなかったが、そ

れでも昨日登った労山熊見山～熊見山

～1150ｍ峰の稜線や、行くはずだった

日勝ピーク、そこに続く白き鋭鋒、沙

流岳、さらにひときわ大きな北日高の

山脈も望むことができ、今までの視界

不良のウップンを晴らすことができた。 

さあ、長居は無用と滑降開始！！最初は慎重に数ターンしたが大丈夫そうだとわかると、ここから一気

に弾けた！！急斜面をジャンプするように降りていく快感！！雪も最高で板が浮きまくる。おそらく、今

までの人生最高の滑降であった。もう、雄たけびを上げることも忘れてこの高度感ある滑降を楽しむ。メ



 

ンバーも段々慣れてきて気持ちよさ

そうに降りてくる。ホンの10分程度

の快楽だったが最高だった。 

尾根に出ても、登りの時に思った

ほど滑りにくくはなく、快適に滑っ

て楽しく降りれた。二俣まで降りれ

ば後は消化試合。木柵を避けながら

滑り、登りより沢沿いのルートを滑

って無事下山。 

ペケレベツ岳東面は最高だっ

た！！もうホント、今回、様々な困

難をすり抜け苦労してここまで来た

甲斐があったと心底思えるルートだ

った。昨日も一昨日も良かったけど、

やっぱり今回のメインはここ、ペケ

レベツ岳東斜面である。今度、条件

が良い時にぜひ、日勝ピークから繋げてみたいものである。 

 

さて、今日のランチは昨日クローズしていた「カフェレストラン サルビア」おしゃれな感じで雰囲気

も良かったが、今までが良すぎたからか、まあ普通だった。クッタリ温泉は３日目。スタッフは顔を覚え

てくれたようである。ただ、今日で最後だが・・・。そしていつもの宴会・・・。 

 

■コースタイム 

登山口（7:00）～（8:10）二俣～（10:45）ペケレベツ岳（11:30）～（12:35）二俣～（13:05）登山口 

 

 12/27は、日勝ピークの北面を滑るつもりであったが、朝からゴン振り、日勝ピークに近づくにつれ、

天候はますます悪化。一方、昨日までに充分いい思いをした我々は、もはやハングリー精神はゼロ。峠で

一歩車から出て、全員一致で即、撤退を決める。ただ、別の意味でのハングリー精神は旺盛で、今回ご一

緒できなかったＹ井さんを再び呼び出し、Ｙ井さん宅近くの北海道で人気の回転寿司「トリトン」で合流

して打上げをすることに・・・。こういう時はケチってはいけない、と好き勝手に食べたら10皿で￥4000

を超えていて覚悟はしていたが目が点になった。 

 ということで、山スキーと飽食の日々、これにて一件落着・・・と思ったが、最後の最後に千歳の空港

で「梅光軒」の味噌ラーメン、まあ、これはおまけである。 

 ただ、帰宅後、体重計に乗ってこれまた目が点に・・・まあ、これだけ食って飲んだら当たり前か。 

ということで、しばらくは粗食に耐えねば・・・。 

 日勝峠周辺は比較的手軽に滑りを楽しむにはホント良いエリアである。また北海道の楽しい思い出がひ

とつ増えた。ということで、今回もご一緒した皆さん、お世話になりました。また、こういう山行しまし

ょうね！！ 

 

 

  


