
2019 年（令和 1 年）北海道花紀行 
 

 

 

序章 

・毎年「今年で最後にしよう」と云っている私の「北海道山紀行」です。 

一昨年 念願の幌尻岳を新冠ルートから登り、知床の硫黄岳に登ってシレトコスミレを見る 

ことができたので、これで北海道の山に終止符を打とうと思いました。昨年は体調をくずし 

北海道の山どころか丹沢、大山にも登れない一年でしたので、本当に終止符を打ったつもり

でした。ところが体調不良の原因が判明し、今年は投薬治療でほとんど昔の体調まで回復す

ることが出来ました。そうなると「北海道」が目の前にちらついてきます。 

 

 以前から北海道・天塩のある限られたところだけでしか見ることが出来ない「白花のサク

ラソウ」があるという話を聞き、ぜひ見てみたいと思っていました。北海道のめぼしい山は

ほとんど登ったし、さすがに体力の減退を感じる年になったので、これからの目的を山から

花に変えることにし、「北海道花紀行」と名前を変えて続けてみようと決めました。 

 

「北海道花紀行」の初回（令和１年）は、天塩に咲く白花サクラソウ「テシオコザクラ」を

見にゆくことにしました。さらに北海道に咲いているいろいろなサクラソウの仲間を探して

歩こうと思い、ことしの目標を「サクラソウを求めて」としてみました。 

 

 



「北海道花紀行」（サクラソウを求めて） 

○ 令和１年（2019年）5月 23日（木）  晴れ  

 新潟港からフェリーで小樽へ 

 幸先よく快晴だ。新日本海フェリー「らべんだあ」で、

新潟港を定刻の正午 12時に出航した。部屋はシャワー、

トイレ、テレビ完備のステートＡツインを一人で占用して

快適です。手を振って見送ってくれる新日本海フェリー 

職員にこちらも手を振って挨拶する。 

すぐに風呂に入って、今朝早くから新潟まで走ってきた

疲れを癒す。鏡のように穏やかな海面を眺めながらの入浴

は格別だ。シーズンオフだから乗客も少なく風呂も貸切 

状態だ。風呂から出たらビール（当然北海道限定販売の 

クラシック）で乾杯しベッドで熟睡する。 

これが毎回やる私の定番行事。あとは夕食・就寝、明朝 

目を覚ませば小樽港にいるはずだ。 

 

 

○ 5 月 2４日（金）  晴れ   小樽上陸し一路 天塩へ 

 

熟睡から 4時前に目覚めると、船は小樽港接岸に向けて港内

をゆっくりと進んでいる。 

懐かしい小樽の街並みと後ろに構える天狗山が「お帰りなさ

い」と言っているようだ。定刻の 4時半に接岸し上陸開始。

今日は道の駅「てしお」泊の予定で、少々長旅だから上陸後

すぐに一路天塩に向けて出発した。 

 

 

石狩を通って増毛へ。暑寒別岳登山口の増毛ではまだすっ

ぽり雪を被っている暑寒別岳を眺め「この山は 2回も登った

なあ」と懐かしむ。 

 

留萌を通り左手に日本海を眺めながら「日本海オロロンラ

イン」を北上し苫前へ。ちょっと時間に余裕があったので、

小説を読んで知り、行ってみたいと思っていた、大正 4年に

発生した「三毛別羆事件」の跡地へ寄った。苫前から 20㎞

近くも山奥に走ってやっと事件の跡地についた。 

こんな山奥で発生した事件だったのかと驚いたのと同時に、

大正初期にこんな奥地にまで入植していたことを知り、雪も

多いだろうし羆もいるし、さぞ大変だったろうと当時の人た

ちの苦労が思いやられた。 

4時前に無事 道の駅「てしお」に到着した。 



○ 5 月 25日（土）  晴れ   幌延湿原散策 

明日の「テシオコザクラ観察会」を控えて、今日は一日のんびりと幌延湿原とパンケ沼 

周辺を散策した。天気は良かったが風が強くてまいった。 

 

○ 5 月 26日（日）  晴れ   テシオコザクラ観察会 

 

序章にも書きましたが、テシオコザクラは北海道天塩川支流の問寒別川流域にある超塩基性

土壌の蛇紋岩にしか自生しない超貴重種で、北海道大学が天塩研究林内で厳しく管理してい

ます。その自生地に入るには北大研究林の許可が必要で、場所は問寒別川に沿ってできた 

踏分け道を一時間近く歩いたところにある蛇紋岩の岩肌に自生しています。途中問寒別川を

渡渉する必要があり、雨などで増水したら渡れませんし、一帯はヒグマの生息地でもあるの

で、個人で行くのはかなり危険で大変なところです。そのため毎年一回だけ地元の幌延町が

北海道大学と共同で「テシオコザクラ観察会」を開催し、それも先着約 20名だけ案内してく

れます。私は今年明けてから幌延町役場に何回も電話して「観察会」の募集の日を確認し、

募集当日の朝一番で申し込みました。幌延町役場にはいろいろ親切に対応していただき感謝

しています。 

 

 ******************************************************************************** 

 参加者は朝 8時過ぎに幌延町役場前に集まった。ほとん

どが地元の方々で、道外から参加したのは私だけだった。 

男女半々くらい、ご夫婦で参加している方もいる。 

みなさん植物に詳しそうで立派なカメラを携帯し張り切っ

ている。8時半に町役場が用意したバスに乗って出発。 

問寒別の町まで約 40分走り研究林の入り口へ到着。ここか

らは研究林の道で道幅が狭くバスは入れないので、今日 



 

案内してくれる町役場と北大の方々の自家用車に分乗して 

問寒別川沿いの凸凹道を走ること約 20分、やっとテシオコザ

クラ自生地へ入る山道の入り口に到着した。    

 

北大から高木健太郎研究林長以下 3名、町役場から若月秀晃

主事以下 3名の案内で自生

地へ向かった。問寒別川の

渡渉があるので全員長靴を着用している。 

川に沿ってできた踏分け道は歩きにくいし、太陽の日差し

が暑いので汗が流れる。道端に咲くツマトリソウ、マイズ

ルソウ、ハクサンチドリなどが目を楽しませてくれる。 

ヒグマの危険があるからスタッフは羆除けスプレーを携行、

列の間隔をあけないようにと注意を受け 30分位歩いたら 

問寒別川の渡渉場所に来た。 

 

最近は晴天続きなので幸い水量は少なく、張られたロープ

につかまりながらスタッフの助けをうけて全員無事 

渡渉した。 

 

 

 

 

大汗をかきながら歩くこと約 50分、目の前が 

開けて大きな蛇紋岩の岸壁が現れ、一面に白い 

サクラソウが咲いている。今回の最大の目的、  

テシオコザクラだ！ それも満開の状態だ。 

歓声があがった。 

 

みなさん夢中で写真を撮り始めた。私も場所を変え、角度を変え写真を撮りまくった。 

あまりに天気が良すぎて日差しが強いので、白い花の撮影はなかなか難しい。 

ふと気が付くと尾瀬とここ天塩の 2ヶ所でしか見ることのできないオゼソウがテシオコザク

ラに混ざって咲いている。満開のテシオコザクラとともに貴重なオゼソウも見ることが出来

て大満足だ。 

みなさん写真も撮り終わり、河原でくつろぎながらお菓子など食べている家族もいる。 

自生地入り口で。右端は幌延町役場スタッフの御嬢さん 

 

オゼソウ 



約 1時間滞在してみなさん目的を果たした満足感に浸りながら自生地を後にした。帰りは来

た道を戻る。道端に咲くいろいろな花を撮りながら約 50分で自生地入り口に到着。来た時と

同じように自家用車に分乗してバスの待つ駐車場へ。お世話になった北大や町役場のスタッ

フにお礼を言ってバスで幌延町役場まで戻った。 

今日の「テシオコザクラ観察会」は大成功で終了した。もう一生見ることがないだろうな。 

 

 私は明日レブンコザクラを見にレブン島へ渡るので、みなさんと別れて稚内へ向けて出発

した。今日は道の駅「わっかない」に泊まり、明日朝一番のフェリーで礼文島へ渡る。 

 

○ 5 月 27日（月）  晴れ   レブンコザクラ 

5時半、道の駅「わっかない」に車を置いたままでフェリーター

ミナルへ歩く。6時半発の香深行きに乗船する。バス 7台連ねてや

ってきたツアー客が乗ってきて超満員、座る場所を探すのに苦労す

る。天気はいいが風が強く波が高い。2時間の船旅で礼文島の香深

港に到着。10年前の 2009年に車で入った懐かしい香深港だが今回

は日帰りの礼文島散策だ。ちょうどレブンアツモリソウの開花時期

で、私も見にゆこうかと思ったが、あの大挙して行くツアーの連中

と一緒じゃ見る気も起らない。レブンコザクラを探して桃岩コース

を一周することにした。ちょうど一日のコースだ。 

 

香深港から少し北へ歩いてから左へ入り桃岩を目指して急坂を登る。九十九折の舗装された

自動車道は真夏のような日差しの照り返しが暑く汗が噴き出る。当たり前だが歩いているの

は私一人、みなさんバスで回っている。 ところが自動車道の道端はなんとお花畑だ。 

タンポポ、ヘラオオバコ、ハクサンチドリ、ヨツバシオガマ、オオバナノエンレイソウなど、

さらにノビネチドリがいっぱい咲いている。 

 

 

桃岩に上るまでは探しているレブンコザクラは現れ

なかった。 

 

半ば期待せず桃岩展望台に上り元地灯台方面へ向か

う尾根に出たとたん、すごい！ レブンコザクラと 

レブンハナシノブのお花畑が始まった。 

期待以上の景色が広がっている。 

おまけに花期が 6月なので今回は見られないと思っていたサクラソウモドキまでもが、 

あちこちに咲いている。暑さも忘れ時間がたつのも忘れて写真を撮りながら歩いた。 

ヘラオオバコ      オオバナノエンレイソウ 

ノビネチドリ（赤）     （白） 

桃岩展望台 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海へ落ちる斜面はエ

ゾノハクサンイチゲが

白い絨毯のように咲い

ている。その中にクロ

ユリもちらほら 

見える。 

 

ルンルン気分で元地灯台を通ってバス停の知床まで下った。 

 

香深港行きバスは 1時間も待つ。 

距離は 4ｋｍ弱なので、天気もいいし香深港までバス道をのんびり歩いた。 

 

最終便ひとつ前の 15時 50分発稚内行フェリーに乗って稚内へ戻った。今朝来るときは風が

強くて荒れた海は、風がやんで穏やか、団体客もいないので船内はがらがら、帰りの船は 

快適だった。  今日は予想以上に素晴らしい礼文島を満喫できた。 

 

 

○ 5 月 28日（火）  曇り   移動 

北海道に入ってからずっと続いていた晴天が今日はどんよりと曇り、時々ポツポツきた。 

明日ソラチコザクラを探して日高地方をさまようため、今日は稚内から延々と南下し、恵庭

へ来た。ここは私が一番気に行っている道の駅で、毎年必ず泊まっている。 

レブンコザクラ                      レブンハナシノブ 

サクラソウモドキ 

クロユリ 

エゾノハクサンイチ

元地灯台から利尻富士を眺める 



○ 5 月 29日（水）  曇り後雨   ソラチコザクラ 

とうとう本格的な雨になった。ソラチコザクラがピセナイ山登山口へ行く林道に咲いて 

いるという情報があるので、新冠の南の静内から道道 71号線に入り道道 111号線へ直進し 

静内ダムまで舗装道路、ここでダムを渡り右岸へ、林道の始まりです。ネットによると土砂

崩れが多く危険な道とか。今日は雨も降っているし少々不安を抱きながら車を進めると左折

して川を渡る橋に出た。よく見ると左折せずにまっすぐ行く林道があったので、何の林道か

と思って車を降り歩いて林道に入ったら、なんと！ 車が土砂に埋まっている！ 埋まった

ばかりのようで中年男性がうろうろしている。「どうしたのか？ けがはないか？ 同乗者は

いないか？」など質問しても気が動転しているのか、うわ言のような言葉で要領を得ない。

私自身の身に危険を感じたので、その男を残してＵターン、今来た道を急いで引き返した。 

 幸いにも道道 111号の御園で交番を見つけ飛び

込んで、状況を報告した。寝ぼけ眼で出てきた  

お巡りさんは、はじめ状況がよく理解できない 

様子だったが、だんだんとわかってきたようで、

静内警察に電話していろいろ報告していた。 

「今救助隊を編成して現場に向かうようになった

からしばらく待ってくれ、現場に案内してくれ」  

20分位待った頃、消防署の車 1台、ポンプ車 1台、

救急車 1台、警察車 1台の編成隊が到着した。 

私が消防署の車に乗って先導し現場へ向かった。 

 男性は土砂に埋まった車の運転席に座っていた。けがはないらしいが、すぐ担架に固定し 

ストレッチャーに乗せて救急車に収容した。 

私は消防署の車で交番まで戻り解放された。あとはどうなったか知らない。 

その後の連絡も何もない。 

 林道を覗きに行ったためにとんでもない事件に巻き込まれ、今日のテシオコザクラ探しは

止めた。危険な林道へむやみに入るな、という警告を受けたのだと思い、無謀な行動は止め

ることにした。 

 明日はサマニユキワリなどを探しにアポイ岳へ行くので、少し南下して今日の泊予定地、

道の駅「みついし」に昼前に着いてしまった。大雨が降っている。大変な日だった。 

 

○ 5 月 30日（木）  快晴   アポイ岳 

 昨日の雨は上がっていて、空は薄曇り。アポイ岳のある南のほうは雲がかかっている。 

朝食後アポイ岳へ向かって様似の海岸線を南下し 7時に駐車場着。先着は 1台しかいない。

天気は回復傾向、日が差してきたがアポイ山頂あたりはまだ雲の中だ。 

 何回来ただろうか？ もうすっかりコースを頭の中で描くことが出来る。 



アプローチの草つきの道にはエゾオオサクラソウがびっ

しり。でも花はもう終わっていて数輪しか見当たらず、実

もできはじめている。散るのがちょっと早いな。 

五合目の小屋まではほとんど花は見かけない。 

五合目小屋に着いた頃には、すっかり雲がなくなり快晴、

アポイ山頂付近もくっきり見える。 

 

 アポイ岳の花のシーズン

はこれからで、今はサクラ

ソウ位しかないので、平日

でもあるし登山者はあま

りいない。シーズンのあの

混雑がウソのようだ。 

のんびりと花を探しなが

ら登った。 

アポイアズマギクがちょうど満開で、いたるところに咲い

ている。サマニオトギリやアポイハハコは葉だけでまだ 

花芽もない。 

馬の背の手前の砂礫斜面にはミヤマオダマキ、アポイクワ

ガタが咲いているが、咲いているはずのサマニユキワリが

ぜんぜん見当たらない。散ってしまっていたエゾオオサク

ラソウのこともあり、少々不安を抱きながら馬の背を超え

た。「サマニユキワリのお花畑」と本には書いてあるが、

何もない！ とにかく

上へ登ってみよう。 

 太陽の強い日差しに

汗をかきながら登り、

幌満お花畑分岐を過ぎ

山頂に続く急斜面の砂

礫と岩場に来てやっと

サマニユキワリが顔を

出し始めた。それもかなり元気がない。もう時期が終わりに近いらしい。それでもしばらく

の間はサマニユキワリのお花畑が続き、写真を撮りまくった。あまりいい被写体が見当たら

ないし風が強くて花が揺れてしまい、良い写真が撮れない。 

 

もうひとつ探している 

ヒダカイワザクラはどこ

だ。岩の隙間にやっと 

数輪だけ咲いているのを

見つけた。あとはもうみ

んな散っていて、むなし

く葉だけが残っている。 

 

エゾオオサクラソウ 

アポイアズマギク          サマニオトギリ 

アポイクワガタ 

サマニユキワリ 

ヒダカイワザクラ 



さらにエゾキスミレも終わってしまい、チジレた花を黄色い紙屑のようにつけていた。 

 

 一応 何とか残っていてくれたサマニユキ

ワリとヒダカイワザクラを写真に収めること

が出来たので、あと少しで山頂へというとこ

ろだが、山頂は何回も登っているので今回は

快晴の青空に突き出した山頂を眺め、眼下に

美しく続く様似海岸を眺めながら、登ってき

た道を引き返した。 

 

 

  

 下ってからビジターセンターでお聞きしたら「今年は 5月下旬に続いた快晴猛暑のため、い

ろいろの花が早く咲いて散ってしまいました。」とのことだった。やはりサクラソウの仲間は

5月初めだな。今年事故に遭遇してあきらめたソラチコザクラも、もう散ってしまっているの

ではないか、とのことだった。危険をおかして無理をしなくてよかった。 

 

 一応今日の目的を果たし、これで今回の「北海道花紀行」は終了となった。 

 

今回観察できたサクラソウの仲間は、テシオコザクラ、レブンコザクラ、サクラソウモドキ、

エゾオオサクラソウ、サマニユキワリ、ヒダカイワザクラの 6種類。夏の大雪山を飾るエゾ

コザクラは何回も見ているから北海道で見たサクラソウの仲間は 7種類。 

残るは今回見られなかったソラチコザクラ、2回も登って出会えなかった夕張岳のユウバリコ

ザクラ、さらにカムイコザクラ、ユキワリコザクラ、コエゾサクラソウ、トチナイソウ、カ

ッコソウなどがあるが、いつ出会えることだろうか？ 

 

 

5月 31日（金）  ウトナイ湖に寄り恵庭へ 

6月 1日 （土）  札幌羊が丘公園で遊び、 小樽港 17時発のフェリーで新潟へ向かった。 

         来た時と同じ船「らべんだあ」だった。 

6月 2日（日）  朝 9時新潟港着。無事自宅に帰ってきた。 

 

 

                  完 


