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【本文】 

１１．稚内 

宗谷岬 

 日本の北の端。1972 年から自衛隊の分屯地があるノシャップ岬（野寒布岬）を対に宗谷海峡に突

きでている。突端には「日本最北端の地」の碑が、潮風に晒されている。ただ厳蜜には岬の沖に浮か

ぶ弁天島が最北端。 

 港は北洋漁業の基地。樺太航路の連絡船が通った古い桟橋には、代わって利尻島、礼文島への定期

船が往時のにぎわいをしのばせる。晴れた日なら利尻富士、さらに海の向うの樺太の島影も見える。 

 また、岬には間宮林蔵が樺太へ渡る決意を秘め、はるか樺太を望見している立像がある。栽付袴に

羽織、足袋、二本差しと肩には海上計測用の縄索をかけている。 

 

 H26.8.30道の駅サロマ湖から利尻島へ移動する途中に宗谷岬に寄った。「日本最北端の地」の碑が

大きな中空の三角形になっているのは何を意味しているのだろうか。 

 

 稚内港からハートランドフェリーのフィリーズ宗谷号 16:30発に乗船。18:10利尻島の鴛泊港（お

しどまりこう）着。往復 34130 円。稚内港と利尻島と礼文島のそれぞれの間を 1 日 3 便往復してい

る。 

片道1時間40分で17000円は少し高い気がした。2等船室の旅客運賃は2280円、民宿料金を10000

円とすると、14560円で往復できる。島へ渡るときフェリーがいいか、旅客運賃がいいか、これから

はスケジュールを考えて決めよう。 

 

 

（宗谷岬 間宮林蔵の像） 
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１２．利尻岳 

 H26.8.31利尻北麓野営場を 4:20出発。九合目から先はザラザラの火山礫の急峻で歩き 

にくい。7:37利尻岳山頂着。標高 1718m。山頂には小さな社がある。南側には、現在の 

利尻岳山頂とされる北峰より 3m高い南峰、標高 1721mへ続く道が続いているが、現在は 

急斜面で危険なため、一般登山者の通行は禁止されている。 

 

（利尻岳） 

 

利尻島と礼文島 

礼文町は、金沢出身の「海の豪商」銭屋五兵衛がロシアとの密貿易の拠点にしていたため、島の北

端にあるスコトン岬近くには「銭屋五兵衛貿易の地」の石碑が立っている。 

 昆布といえば生産地は利尻島・礼文島で幕末の 1850 年代には北海道で昆布の人口繁殖が成立し、

生産量は格段に上がる。とわいえ、昆布は貿易額としてはそれほど大きくなかった。北海道の水産業

を代表するのは、ずっとニシンだった。 

 もともとニシン漁は、アイヌが細々と営んでいたが、和人によるニシン漁が始まったのは、室町時

代の 1447 年だった。1677 年には、函館で大型定置網漁が始まり、江戸時代に入ると、北海道各地

でニシン漁は盛んになり、千石場所とよばれる漁場が各地に開かれた。 

 漁場が拡大し、笊網（ざるあみ）、建網といった大きな網を使うようになると、ニシンの漁獲量は

一挙に拡大した。その結果、これまで食用のみだったニシンが、ニシン粕という肥料になり、従来の

イワシ粕に取って代わり、爆発的に売れた。 

 

 なぜニシン粕はバカ売れしたのか。ほとんどが綿の栽培に使われた。もともと日本になかった綿は、

戦国時代ようやく一部の武士に軍需用品として使われ始めた。それが、江戸時代になって、徐々に栽

培量が増えていった。 

 しかし、綿の栽培には大量の肥料が必要だった。その肥料こそ北海道からやってくるニシンだった。

大量のニシンを畑にぶち込んで、大量の綿を生産する。当時、綿は米の５倍儲かるといわれ、多くの

農民が綿を作った。こうして、これまで麻しか着たことのない庶民が、暖かい綿を着るようになった。 

 北海道経済を支えたニシン漁は、1897年約 100万トンという史上最高記録を打ち立てた。しかし、

回遊魚のニシンは次第に北海道から姿を消していき、漁場はどんどん北上していった。戦後の漁獲量

はジリ貧となり、1955年を最後にニシンはほとんど獲れなくなった。 
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 ニシン漁が衰退すると、結果的に利尻島、礼文島のコンブ漁の比重が高まった。そんな貴重なコン

ブが大正時代、生産危機に瀕した。最大の原因はウニによる食害だった。このため、当時はウニの駆

除が急務とされた。 

 海産物としてウニの価値が見出されるのは、昭和 10年代に入ってからだった。今では、ウニは最

高の海産物のため、ウニ漁には細かい操業規則が決められている。 

 

１３．アイヌの歴史 

 H26.9.1前日、利尻岳から下山後、道の駅てしおで車中泊。ここから平取町（びらとりちょう）の

二風谷（にぶたい）アイヌ資料館まで 395km運転し、ここで車中泊。この近くには道の駅がないの

で公衆トイレのある二風谷アイヌ資料館を利用した。 

 

平取町二風谷（びらとりちょうにぶたい） 

  二風谷アイヌ文化より引用 

 アイヌ発祥の地であり、アイヌの伝統が色濃く残る平取町二風谷地区。アイヌ語では「ニブタイ」

木の生い茂るところという意味です。四季折々その表情を豊かに映す沙流川流域の森で自然を尊び、

自然から学び、自然と共に生きる二風谷ならではの文化が現在まで脈々と引き継がれています。 

 アイヌ文化伝承を目的に復元されているチセ（家）はその象徴的な存在。集落はコタンと呼ばれ、

チセを建てる前後には儀礼が行われていました。二風谷ではチセの復元をはじめその儀礼、アイヌ語、

アイヌ口承文芸、神々への祈りの儀式や祭り、アイヌ古式舞踊、生活用具、そして工芸品の技術など

が大切に伝えられています。アイヌ独特の文様や口承文芸（ユカラ）は、北海道産に指定されている

他、代表的な工芸品である「二風谷イタ」（盆）と「二風谷アットゥシ」は 2013 年に経済産業省の

伝統工芸品に北海道ではじめて指定されました。アイヌの生活様式や精神性と合わせて、あらためて

二風谷の伝統工芸、アイヌ文化に対しての関心が高まっています。 

 

 ウイキペディア アイヌの歴史から引用。 

アイヌの歴史 

 アイヌの歴史とは、アイヌ語でいうところのアイヌモシリ（日本列島の北海道島・千島列島および

樺太島とカムチャッカ半島）の先住民族のひとつであるアイヌの歴史である。 

 アイヌは形質人類学的には縄文時代の日本列島人と近く、本州以南が弥生時代に入った後も縄文文

化を保持した人々の末裔であると考えられている。アイヌとはアイヌ自らの固有の言語であるアイヌ

語で「人間」を意味する。アイヌの歴史は、考古学上の概念としてのアイヌ文化が成立した時に始ま

るが、後にアイヌと呼ばれるようになるエスニック・グループはアイヌ文化が成立するはるか以前か

ら存在していた点に注意が必要である。 

 

アイヌの歴史の始まり 

 アイヌの歴史はアイヌ文化の成立を嚆矢とする。アイヌ文化はアイヌモシリ（北海道・樺太）で

13世紀に成立したと考えられているが、アイヌは文字を持たなかったため、文献史料が十分でなく、

アイヌ文化成立の経緯について考古学や文献でその経緯を十分に跡付けることは未だ困難である。し

かし基本的には、北海道の前時代にあった擦文文化を継承しつつ、オホーツク文化と融合し、本州の

文化を摂取して生まれたと考えられている。 

 擦文文化に継承された続縄文時代の土器の文様には、アイヌの衣装に描かれる模様（アイヌ文様）

との類似性があると指摘されるが、アイヌ文様は黒竜江流域や樺太中部～北部の諸民族の文様とも類

似しており、その発生・系統を実証することは困難である。 
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 オホーツク海南沿岸で栄えたオホーツク文化には、ヒグマを特別視する世界観があった。これはア

イヌ文化と共通するが、擦文文化の遺跡からはこれをうかがわせる遺物は検出されていない。アイヌ

にとって重要な祭祀である熊送り（イオマンテ）が、オホーツク文化（今日のニヴフに連なる集団に

よって担われたと推定されている）に由来する可能性も示唆されている。 

 また、擦文文化からアイヌ文化の生活体系に伴い、土器の製作や使用が廃れ、その代わりに本州か

ら移入された鉄器や漆器が生活用具として定着した。この点からは、アイヌ文化を生んだ契機に日本

との交渉の増大があると考えられている。また、住居がそれまでのかまどを備えた竪穴式住居から、

囲炉裏のみでかまどが排除された掘立柱建物・チセへと変貌していった。 

 

和人との関係 

 農耕民族の和人と狩猟採集民族のアイヌは、それぞれの生活様式によって確保した生産物を交易で

交換した。アイヌは魚や毛皮を輸出品目とし、和人の生産する道具（鉄器や漆器）や嗜好品（米、茶、

酒）と交換した。江戸時代では武力を背景とした松前藩による不平等な交易でアイヌは経済的な不利

益を蒙った。また和人との関係が増える中で天然痘などの伝染病に罹患し、民族としての衰退を招い

たと考えられている。 

 続縄文時代や擦文時代の北海道には、粟、稗、黍などの雑穀が小規模ながら栽培され、アイヌ文化

成立後も栽培そのものは継続されて特に稗や稗酒は祭祀における神饌として重んじられていた。しか

しアイヌ文化の成立とともに、農耕は縮小する傾向にあった。これは寒冷な気候ゆえに耕作を諦めた

というより、本州との交易用の毛皮や干魚を確保するためや、狩猟する漁労を重視した結果らしい。 

 

北方民族との交流 

 樺太アイヌは北方のツングース系などの諸民族とも交流があり、それを介して大陸の中華王朝とも

関係を持った。1264 年には樺太に侵入したアイヌとニヴフとの間に紛争が勃発した。この戦いには

モンゴル帝国軍が介入し、アイヌからの朝貢を取り付けた。その後もアイヌは大陸との交易を続けて

いた。この交易は山丹交易と呼ばれ、江戸時代にはアイヌが交易によって清朝などから入手した絹織

物や官服が、「蝦夷錦」と呼ばれて日本国内にも流通していった。 

 

千島アイヌ 

 千島列島には先史時代から居住者がいたが、文字記録が残されるようになるのはロシアが東シベリ

アまで勢力を拡大した 18世紀からである。千島アイヌは千島列島を南北に移動して交易していたが、

この頃、日本の北進とロシアの南進によって、彼らは生産・交易活動を両国に依存することが多くな

っていた。 

江戸幕府は、1803 年エトロフとウルップ間のアイヌの移動を禁止した。これによりウルップ島以

北のアイヌは日本との交易が困難になり、ロシアの影響を強く受けるようになった。1854 年の日露

和親条約によって千島列島は日露両国が南北を分断して統治することになったが、1875 年には樺

太・千島交換条約に基づき千島列島が日本の領土になった。その際居住者は日本国籍を得て残るか、

ロシア国籍を得て去るか選択させられ、大部分は日本国籍を得た。 

 1884年には日本政府は、97名を半ば強制的に色丹島へ移住させたが、新しい土地で暮すことに馴

染めず、健康を害するものも現れた。1923 年には人口は半減しており、更に第二次世界大戦におけ

る日本の敗戦に乗じたソ連による千島・北方領土の占領に伴い、千島アイヌを含んだ日本側居住者は

全て強制的に本土に移住させられ、各地に離散した。 

1970 年代に最後の一人が死去した時点で千島アイヌの文化を継承する者は消滅したと思われている。 

 

樺太アイヌ 
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 樺太のアイヌも国際情勢の変化の影響を強く受けた。樺太・千島交換条件に伴って樺太がロシア領

になることから、同条約発行に先立つ 1875 年 10 月、もともと樺太南部の亜庭湾周辺に居住し日本

国籍を選択した 108戸 841名が宗谷に移住し、翌年 6月には対雁（現江別市）に移された。 

生活環境の変化に加え、運の悪いことに 1886年のコレラ、さらには天然痘の流行が追い打ちをか

け、300 名以上が死去したという。1905 年の日露戦争に関するポーツマス条約によって南樺太が日

本領になると、1906年、漸く樺太アイヌは再び故郷の地を踏むことができるようになった。 

樺太アイヌは樺太庁によって当初は戸籍上は樺太戸籍に入って樺太土人として扱われていたが、

1932年 1月に戸籍法上は内地人と同様となり内地人と扱われるようになった。 

第二次世界大戦後に樺太全域がロシアの占領下となり、同国政府によって樺太アイヌの殆どが北海道

へ強制送還された。しかしながらアイヌは現在も樺太に少数ながら住んでいる。 

 

１４．幌尻岳 ぽろしりだけ 

 H26.9.2 二風谷アイヌ資料館を 7:25 出発。とよおか山荘からシャトルバスで林道ゲートへ。約 1

時間、往復 3500円。とよおか山荘駐車料金 1500円。林道ゲート 10:20登山開始。 

11:15 頃ヒグマ発見。しばらく待機する。13:45 幌尻山荘着。山荘到着直前に川で滑って衣服が濡れ

る。山荘泊。 

 

 

（幌尻山荘） 

 

 H26.9.3 山荘を 4:47 出発。北カールを左手に見ながら 7:20 幌尻岳山頂着。標高 2052m。カール

でテント泊した青年と合う。7:43 下山開始。10:00 山荘着。10:33 山荘発。21 回額平川（ぬかひら

かわ）を渡渉する。H29.8.29渡渉中に 3名の死亡事故が起きている。 

14:00林道ゲート着。シャトルバス 17:00の発車まで 3時間待ち。18:35平取温泉で入浴。 

二風谷アイヌ資料館で車中泊。 

 H26.9.4二風谷アイヌ資料館 6:33出発。道の駅スペースアップルよいち 15:48着。 

 H26.9.5 小樽港 8:10 発新日本海フェリーに乗船。グループ名ストレスフリーによるハープとフル

ートの演奏を聴きながら新潟港まで 20時間の船旅。 
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（幌尻岳山頂） 

 

１５．日本百名山踏破 

 H26.9.7～9.17まで飯豊山、雨飾山、白馬岳、五竜岳、鹿島槍ケ岳、爺ケ岳、大喰岳、中岳、南岳、

剱岳に登り日本百名山を踏破した。剱山荘の管理人から記念のプレートをいただいた。 

 H26.9.18 信濃ワインを半ダース購入して塩尻インターから高速道に入った。三木サービスエリア

で車中泊。 

 H26.9.19 83日ぶりに大牟田の我が家に戻った。 

 

 

                  （剱山荘） 

 

 



20 

 

１６．函館 

 H27.5.17 大牟田を出発。H27.5.19～H27.7.18 間に関東、上信越、東北の二百名山・三百名山を

44山登りながらH27.7.19青森港に着いた。青函フェリーの 11:35発函館行きに乗船。函館着 15:25。

料金 18160円。道の駅横綱の里ふくしまで車中泊。 

 

 

（函館山から函館市内を望む） 

 

 

函館戦争と榎本武揚 

  世界文化社 北海道より引用 

 函館は旧幕時代に松前・江差とともに松前領の三港と呼ばれていたが、大きな巴形の湾を抱くこの

港が最良のものであったことは疑いない。 

 1799 年幕府の直轄領となり、1803 年箱館奉行所が置かれてから急速な発展をみせたこの町も、

1807年奉行所が松前に移ると、一時はかなり寂れた。 

 しかし、1854年日米和親条約によって、下田とともに開港地になると、再び箱館奉行所が置かれ、

世界に向かって開かれた日本の最初の窓口となった。 各国の領事館や交易所や洋式砲台が設けられ、

欧米の文物が取り入れられて、まさしく「北の長崎」ともいうべきエキゾチックな風景を展開した。 

 1868 年 10 月、榎本武揚の率いる旧幕脱走軍がこの地を占拠し、五稜郭によって中央政権に最後

の抵抗を試みた。 榎本は 2800の同勢をもって渡島（おしま）の北岸鷲の木に上陸し、南下して箱

館と五稜郭を占領し、ついで松前城を攻略し、蝦夷全島をその支配下に置いた。各国政府はこれをデ・

ファクト（事実上の）政府として承認したし、榎本は選挙によってこの新政権の総裁に就任した。さ

さやかながら日本史上唯一の共和政権の大統領になった。 

 

 冬季の攻撃を控えていた維新政府は翌明治 2年になるとこれに対して大々的な討伐戦を開始した。

官軍は江差を占領したものの、榎本軍は戦意すこぶる盛んで、苦戦に陥った。 官軍の参謀黒田清隆

が援軍を率いて 4月 16日到着、木古内、二股、安野呂・松前の 4手に兵を分けて進撃する。松前城

が海陸両方面からの攻撃を受けて陥落し、木古内の塁も破られ、二股でも敗れた榎本軍は箱館に全軍

を撤収した。 

 5 月にはいって、箱館湾の官軍艦船は、榎本軍の艦船と戦い、弁天崎の砲台を攻撃するとともに、
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緒方から進撃してきた軍と合して箱館に対する総攻撃の態勢を整えた。 

 5 月 11 日、官軍は大川、亀田方面から進んで大鳥圭介の率いる榎本軍と闘ってこれを破る一方、

他の部隊は函館山西面の嶮路をよじ登って山頂を占領し、山上、山下からの両面挟撃によって箱館市

内に侵入した。箱館の奪回を図って決死隊 50を伴い、一本木まで進んだ榎本軍の勇将土方歳三が銃

丸に斃れたのもこの日である。 

  

 官軍は五稜郭にこもる榎本に対して降伏をすすめたが、榎本はこれを拒絶し、秘蔵の海津全書を官

軍参謀黒田に贈った。15日、弁天崎砲台の永井尚志が官軍に降を乞い、翌 16日千代岡砲台も陥落し、

五稜郭は全く孤立した。榎本は自害しようとしたが、制止され、副総裁松平太郎らと合議の結果、開

城に決定。18日、城郭を出て官軍に降った。 

 この戦役に動員された官軍は、13藩 8千余人、軍艦 10隻、死傷者 770余人、軍艦喪失 1、破損 1、

榎本軍はおよそ 3500 人、死傷約 1000 人、艦船 11 隻のうち 9 隻を失った。 戦後、この地に開拓

使庁が設けられたが、明治 4 年、それが札幌に移されると、箱館は函館と改められた。北海道行政

中心地たる地位はこの時以後全く札幌に奪われ、道内の商圏は小樽に奪われ、漁業中心地としての繁

栄も釧路に奪われながらも、北海道の門戸として残り、札幌に次ぐ第二の都会として今日に至ってい

る。 

 

五稜郭 

 もともと、幕末の国防体制強化の一端として約 8年かけて 1864年に一応完成した。五稜郭と呼ば

れるのは、五つの稜郭を持つ塁形が星の形をしているからである。その突角部のおのおのに砲座を置

き、全く死角のない十字砲火によって敵軍を撃退するようになっている。16世紀から 17世紀にかけ

てのヨーロッパで行われた築城方式によったものだという。 

 西南の大手門の前には、さらに三角形の土塁を設けて内外を遮断し、小濠を掘ってその両端を大濠

に通じた。初めの予定では、この三角堡を五ケ所に設けるはずだったのが費用が足りなくなって追手

一ケ所にとどめた。 

 郭内は 5 万 4 千坪というが、それほど広く感じられない。近くに立っているタワーの頂上から見

ると、全景が手の中に入るぐらいに見える。 榎本武揚は西洋兵学を身に付けた男だ。こんな小さな

城郭に拠って全日本軍を引受けて戦って勝利を得ることができようとは考えなかったであろう。おそ

らく彼は、勝敗を度外視し、幕府方最後の意地をたてつらぬくために籠城したのに違いない。死はも

とより覚悟のこと。その命が助かって新政府の閣僚として栄達しようとは全く夢想もしなかっただろ 

うと思われる。 
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（五稜郭） 

 

１７．大千軒岳 

H27.7.20 道の駅横綱の里ふくしまを 5:00 出発。国道 228 号を松前町上川から右折して県道 267

号に入る。悪路を 15km走ると大千軒岳駐車場に 7:00着。ヒグマ注意の標識と多くの高山植物を見

ながら大千軒岳 8:14着。標高 1072m。下山後、松前温泉で入浴し、五稜郭や函館山を見物する。道

の駅 YOU遊もりで車中泊。 

 

                 （大千軒岳山頂） 

 

松前 

 函館から列車に乗って海岸沿いに進むと、木古内に達する。函館戦争の激戦地の一つだ。ここで鉄

路は二つに分れ、北上すれば江差町、南下すれば松前町。 

 1420 年代に津軽の安東氏が南部氏に追われて松前に逃れてきたが、間もなく旧領回復のため出羽

に去り、蠣崎氏が安東氏の代官としてこの地を領した。しかし、この頃はアイヌとの衝突がしばしば

行なわれ、日本人にとっては必ずしも安全な居住地ではなかったらしい。 

 1457年 6月安東氏家臣の武田信広がアイヌの酋長コシャマイン父子をと討滅し、蠣崎秀繁の養子
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となるに及んで、その勢力は次第に強力になった。信広から五代目の慶広に至って安東氏から全く独

立し、豊臣秀吉から蝦夷島主としての待遇を与えられた。 

 1599 年慶広は大阪に赴いて徳川家康に謁し、蝦夷地の支配権を再確認され、姓を松前と改め、志

摩守に任ぜられた。 

 松前氏は港に出入りする船舶のすべてから税金を徴収したが、本州からは近畿・北陸の商船が米、

酒、衣料品を積んでくるし、蝦夷各地からはニシン、昆布、鮭を積んだ船が入り、奥地からはアイヌ

が毛皮、干魚、鷲羽などを持ってきた。海岸には問屋や旅籠が軒を並べ、台地には武家屋敷や神社、

寺院が建ち並び、城下は非常に賑わった。 

 

 この全盛期はまもなく終った。幕府の辺境防備政策のため、箱館に奉行所が置かれ、松前近辺を残

して全道が幕府直轄地になったのみならず、箱館が開港地として新しい経済中心地ともなったからで

ある。 

 幕府が倒れると、松前藩は藩運を賭して新政府に投じたが、その結果は榎本軍に攻められて城を奪

われ、官軍がこれを奪回した時と合わせて二度にわたって戦火を受け、城下の大半が焼亡した。その

後も新政府の開拓使はもっぱら奥地の開発に心を奪われ、松前は全く忘れ去られてしまったのである。 

 

１８．駒ケ岳 

 H27.7.21道の駅YOU遊もりを5:40出発。駒ケ岳六合目駐車場 6:25着。馬ノ背 7:35着。標高 900m。

登山規制中でこれより先は禁止のロープが張られている。しかし、ここから 55 分間駒ケ岳、標高

1131mに向かって登ってみた。途中ガスが出て来て視界不良のため退却した。六合目駐車場 9:30着。

下山後、大沼近郊のチャップ林館で入浴。支笏湖近くの道の駅フォーレスト 276大滝まで 188km走

り、車中泊。 

 

（駒ケ岳馬の背 これより先は登山禁止） 

 

噴火湾（内海湾） 

 噴火湾は北海道南部の渡島半島、室蘭市などに囲まれた湾の名称である。内海湾ともいう。噴火湾

はほぼ円形をしていて周辺を活火山（恵山、駒ケ岳、有珠山）が取り囲んでるのでカルデラのように

見えるが、カルデラである可能性はほとんどないようである。 

 カルデラであるならば、その陥没量に見合うだけの火山噴出物が周囲に分布しているはずである。
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しかし、そのような噴出物（火砕流）は周囲には存在しない。また、地下から大量の物が放出された

場合に、期待される重力の異常も見つかっていない。 

 因みに噴火湾の名称は、北海道・サハリン周辺の調査目的で 1796年に来訪した英国海軍の帆走軍

艦スループプロピデンス号の艦長ウィリアム・ブロートン海尉が、湾を取り囲む駒ケ岳や有珠山など

の火山を見て「これは Volcano Bayだ」と語ったことに由来する。 

 この当時は、有珠山が噴火を繰り返した時期で、それらの火山は盛んに噴煙を上げていたようです。 

 

１９．樽前山 

 H27.7.22朝から雨が降っているので登山中止する。車中で読書。 

 H27.7.23 道の駅フォーレスト 276大滝を 5:15出発。七合目登山口 6:10着。火山活動中で硫化水

素の臭う登山道に咲く高山植物を見ながら登る。東山 7:01着。標高 1022ｍ。これから先は立入禁止。

樽前山の標高は 1041m。ここから外輪山を西山、標高 994m に向かうが、途中道が二俣に分れガス

で視界不良のため退却。下山後、180km走り新ひだか町道のの駅みついしで車中泊。 

 

（樽前山山頂） 

 

支笏湖 

 約 44万年前、大噴火によって形成された支笏カルデラに水が溜まったカルデラ湖である。形成当

初の形状は円形であったが、カルデラの縁に恵庭岳、風不死岳（ふっぷしだけ）が噴出したことによ

り、現在のようなくびれた形になった。 

 日本最北の不凍湖であるが、これは温かい水が湖の深部に残存していて、水面を暖める、湖面の水

温が下がりにくいので凍りにくいためである。また、支笏湖は透明度の高さで有名な摩周湖やバイカ

ル湖に匹敵する透明度を有している。 
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２０．神威岳 

 H27.7.24 道の駅みついしを 5:10 出発。神威岳（かむいだけ）への道路脇 7:10 着。その後神威山

荘前の駐車場へ移動。7:53登山開始。沢を 6～7回渡渉した頃、登山道に迷う。 

更に渡渉をくり返し神威岳に 12:20着。標高 1601m。下山後、神威山荘泊。 

 H27.7.25神威山荘 6:05出発。尾根の下りがぬかるんで滑りやすい。林道に出る手前で迷う。ペテ

ガリ山荘 10:30着。無人。協力金 500円なかったので 156円供出。北海道のツアー13人と本日登山

してきた 4人グループと 1人が同宿した。 

 

 

（神威岳） 

 

２１．ペテガリ岳 

 H27.7.26ペテガリ山荘 4:20出発。12個のピークを越えてペテガリ岳山頂 9:30着。標高 1736m。

ペテガリ山荘 13:50帰着。 

 H27.7.27ペテガリ山荘 5:35出発。乗越し 7:12。登山口 8:35着。道の駅みついし泊。 

H27.7.28 えりも岬を経由して道の駅しほろ温泉まで 261km 走り車中泊。えりも町では丸い石の

上に長いコンブの天日干しをしていた。 
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（ペテガリ岳山頂） 

 

日高山脈 

 日本大百科全書（ニッポニカ）の解説より引用 

 北海道の脊梁山地の南部を構成する高峻な山脈。北は佐幌岳 1059m から襟裳岬に至り、延長

150km 余り。主分水嶺は東に偏り、東側は十勝平野に急傾斜し、平野と接する所には広大な高位扇

状地面が展開して雄大な景観を見せる。西側は緩傾斜面で、一部階段状をなして太平洋岸の段丘に終

り、同山脈の奥深さを感じさせる。 

 

主峰幌尻岳 2052m をはじめ、2000～1500m の山嶺が連なり、頂上付近に氷食によるカールをも

つものが多い。とくに戸蔦別（とったべつ）岳 1959mのカールでは二段のモレーン（氷堆石）があ

り、日高山脈に二度の氷期があったことを示す。 

 中軸部には混成岩、変成岩、深成岩からなる日高変成帯が山稜に沿い、その西に白亜紀層があり日

高層群とよばれる。これが隆起し変成作用をうけて形成された。 日本列島は、４つのプレートがぶ

つかり合う世界で最も活動的な場所で、そのため地震や火山活動がひんぱんに起こる。４つのプレー

トのうち、ユーラシアプレートと北米プレ―トの境界は、現在は日本海の東側に列島に沿ってあると

されているが、約 1300万年前は今の北海道を縦断する位置にあったと考えられている。両プレート

の衝突によって北海道の土台がつくられ、東側の北米プレートが、西側のユーラシアプレートにめく

れ上がるように乗り上げて日高山脈ができた。 

 

 その際、激しい衝撃がプレートの一番下にあったマントルの一部を地表に押し上げ、かんらん岩の

山アポイ岳を作り上げた。アポイ岳を含む日高山脈は、このプレートのめくれ上がりによって、プレ

ートの浅い所から深い所（マントルの上部）までの岩石が東西に順序良く横倒しに並んでいる。この 

ような場所は世界的にみてもほとんどなく、地球内部の様子を知るうえでの貴重な学術標本といえる。 

 かんらん岩は、地下深くのマントルから上がってくる過程で水分と反応して蛇紋岩に変化してしま

うことが多いが、アポイ岳のそれはほとんど変質することなく地上に現れている。かんらん岩は地下

深い所にあったため、緻密でとても重く比重は 3.0～3.3 になる。かんらん石の美しい結晶はオリー

ブ色で 8月の誕生石「ペリドット」という宝石になる。 

 


