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by 取手山の会 

浜名 玲子、小松崎 明、金成 正信、宮沢とし子 

宇賀智恵子、児玉 久子 
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ニペソス山（2,013m）2,013.7.1 登頂 



個人山行報告 

北海道・ニペソス山（2013m）＆石狩岳登頂記録（1,967m） 

東大雪の最高峰と大雪山の展望台を2013年に登る 

 

日 程  平成２５年６月３０日（日）～７月４日（水）４泊５日「糠
ぬか

平
びら

温泉ホテル」泊 

参加者  

  浜名玲子（L）小松崎明（記録）金成正信 宮沢とし子 宇賀智恵子 児玉久子 ６名 

 

 [山行計画について]  

 今回の山行は山の会３０周年記念山行に端を発した北海道の山歩きの通算８回目の山

行です。両山とも強行日帰りの往復コースですが、天候と体力に恵まれれば実現は可能

との判断で参加者の総意で計画されました。 

 鋭鋒ニペソス山の標高は 2,013ｍ、2,013年の今年こそ登りたい山。一方、石狩川の水

源の石狩岳はその重厚な山姿がニペソスと対象的です。どちらも展望の良い名山です。 

          

日程とコース・タイム 

第１日目 ６月３０日（日）晴   帯広空港から上士幌町・ぬかびら温泉へ 

 羽田ＡＰ発（７時４５分発）―9:15 帯広ＡＰ着 －（ホテルの送迎車-以下車‐）― 

 ― 帯広市内で食料の買物と昼食 ― 糠平湖散策 ― ホテル着（15時頃） 

 

今日は早朝の羽田発の予約であったので、搭乗前に「何かあっては」を危惧して、早め

のJR取手発を５時と決めていた。そのため常総線組はつくばエクスプレスを利用し二手に

分かれて羽田に向けて出発することになりました。その後、JR組とは偶然にもモノレール

の車中で合流出来たのにビックリ！でひと安心、スムーズな出発となりました。 

帯広空港には予定の時間に到着、ホテルの支配人とその子息が車２台を用意して出迎え

てくれました。天候は曇りで、上空から見えた広大な十勝平野を一路市街地へ向けてドラ

イブです。やはり十勝平野は他の北海道の風景とは違う「雄大さ」を実感しました。畑で

はジャガイモ畑の花が盛りで、小麦は収穫も近いようでした。帯広市内のスーパーでは明

日からの山行きに必要な食糧・嗜好品などを購入し、早めの昼食をと評判の店内のインデｲ

アンカレー店を勧められましたがお腹のすいた一部の元気な人が食べに行きました。その

後は時間の余裕もありましたので今宵の宿泊ホテルのある「糠平温泉ホテル」のある糠平

温泉を素通りして糠平湖まで北上し、旧国鉄士幌線廃止の名残などを案内してもらいまし

た。明日からは、この道を更に北にある十勝三股を経由して登山口まで約８キロ先の登山

口まで約１時間の林道を毎日朝晩の送迎をしてくれることになっています。従来は、十勝

三股までの国道でしたが、近年三国トンネルの開通で層雲峡に通じることが出来、年間通

行可能な糠平国道になっています。見学後は14時頃にはホテルに到着し、かけ流しの温泉

風呂に入り夕食の時間まで寛ぎました。なお、明日からのお天気情報は三日間降雨無しで

安心。明日はニペソス山登山の決行が決まりました。 



 

第２日目 ７月１日（月）晴   杉沢コースから ニペソス山登頂 

  ホテル(3:10発) ― 車(１時間)― 杉沢出合・登山口（4:10発）～ 天狗のコル  ～

 8:00前天狗 ～ ニペソス山頂(2,013m)・昼食（10:20~11:15）～前天狗(13:15) ～ 

天狗のコル（11:50着）～ 杉沢出合(16:50着) ―車― ホテル(17:30着  

       行動時間 [12時間20分] 

 

ニペソス山は北海道には数少ない槍・穂高のような鋭い山の中の最高峰とのこと。 

昭文社地図によれば上り７時間、下り５時間の超ロングコースである。 

リーダーの計画では、「下山の時間が大幅に遅れそうな場合は、山頂を踏まずに降り

ることもある」の条件付きになっています。そのため、とにかく朝を早く出発し「１７

時までには下山」を目標に頑張ることにしました。 

朝は２時半に起床し、朝食用のおにぎり弁当を持参し３時過ぎにホテル支配人の運転

で登山口へ出発しました。外は快晴でひんやり気持ちの良い朝でした。4時には杉沢出合

の登山口に到着、しっかりとストレッチを行い４時10分に登山を開始した。スタートは

「１６沢の渡渉」だが丸木が渡してあり慎重にわたる。これから天狗のコル手前の1,484

mの小尾根までは樹林帯の中の登りである。 

なお、先頭リーダーは先週の「谷川岳～平標山」

縦走で評判良かった金成さんにお願いし、あせら

ず休まず、最適の歩調で順調に標高を稼いでいく。

小天狗からは前天狗岳が見えてくる。ここまでは

急登で小

天狗では

大岩が行

く手を阻

んでいた。やっとの思いで岩を攀じるとその先に

は天狗のコルと称する湿地帯・水場があった。コ

ルはおよそ0.5キロ位の長さで、まだらに雪渓が残

りそれを縦断して行くが涼しい風が流れて生き

返る思いであった。コルを経てハンノキ、ハイマ

ツ等のトンネルを抜けると、突然石狩連峰が快晴

の行く手に現れた。更にハイマツ帯を登っていく

と突然ニペソス山が現れた。想像以上の素晴らし

い光景であった。「あまりの出来ごとに初めての

人は声を失うだろう」と紹介パンフには記載があ

る。地図ではここが前天狗（の広場）であった。

今の時間はちょうど８時、４時間登ったことにな

る。ちょうど行程の半分に当たる場所で、休息に

絶好の平坦な眺望の良い広場であった。 

残雪の天狗のコルを行く 

石狩岳連峰と残雪の大雪連峰 

前天狗より望むニペソス山 



この山には「ニペソス（はあっち）⇒」の標識は途中に何箇所かあったが、現在地の

標記はない。地図で確かめながら行く珍しい山である。 

かなりの登山者はここの景色を見て、これから頂上に向かうに当たり、この先130mの

下り、250mの上りという難関踏破をあきらめて下山するといわれるが、天候や下山時間

時間の具合によってはうなずける話であった。現に私たちの下山時に一人の女性がこの

場に居て「これから登頂ですか」と問うたところ、「いやここまでです」の答えが返っ

てきました。私たちの元気は全員OKで、予定の時間には遅れていないので、登山を継続

する。これからのコースは前方にくっきりと見渡せ、その光景は人をおそれさせるに十

分な急登の連続であったが、しっかりと足元を見つめあせらず登る。金成さんのペース

で行くと息切れもなく疲れもさほど意識しないですむ。有難いことである。頂上近くの

ザレ場を巻いて行くと10時15分、山頂に到着した。山頂には先着者が６人ほど（殆んど

が、私たちを追い抜いて行った人たち）お

りました。ここからは、残雪の縞模様がき

れいな大雪山連峰と十勝連山がパノラマ写

真のように見渡せて感動しました。７年前

に大縦走をした大雪の山並みを一望にする

この感激は経験者した者の特権であろう。 

 山頂は狭く切れ落ちた崖があるので要注

意、集合写真などを撮り、昼食をしている

と後続のツアー客が10人ほど到着した。そ

のため場所を譲ったりして１１時過ぎには

下山を始めた。山頂では大分時間を費やし

たので下りは慎重に、しかも足取りはしっかりと歩いて下りを急ぎ、一度歩いた道なの

で順調に進んだ。13時30分には前天狗を通過し、天狗のコル、大岩を通過して登山口に

はなんとか16時50分に無事に下山出来ました。登山口にはホテルの主人が４Lのプラボト

ルに氷水を持参してお疲れさまの歓迎であった。有難う。そして頂上を極めた６人の仲

間とハイタッチして改めて登頂の成功を喜んだ次第です。リーダーの途中リタイアの懸

念は杞憂に終わりました。 

ホテルには17時３０分に到着し、入浴後夕食。食前にはホテル主人より、上士幌観光

協会からとして、登頂記念の「ニペソス山登頂証明書第0069号」（2013年７月１日付）

ニペソスの全景 ニペソスから見る十勝連峰 

 

ニペソス山頂にて 



がメンバーの全員に手渡されました。日本国内でもこんなことやっているのだ、と納得。

私としては、キナバル山登頂以来の二度目でした。 

 

第３日目 ７月２日（火）晴  シュナイダーコース（尾根）から石狩岳 登頂 

  ホテル(3:10発) ― 車(１時間) ― シュナイダーコース・登山口（4:10発）～ （5:

20）渡渉水場 ～ (9:15)石狩の肩 ～ 石狩岳山頂1,967m（昼食10:20~10:50）～ 石

狩の肩(11:30‐11:45) ～ ）渡渉水場（14:10‐14:30） ～ (15:30着)登山口 ―車

― ホテル(17:30着      行動時間 [12時間20分] 

 

今日は２時３０分に起床、前夜に準備した朝食おにぎり弁当を持参して３時10分に昨

日と同じルート糠平国道をドライブして十勝三股へ向かう。三股よりニペソスへ向かう

林道に入り、途中で右折、北上して７キロ先の石狩岳登山道：シュナイダーコース登山

口に向かう。石狩岳の登山コースは音更
おとふけ

川沿いの林道から２本ある。十国峠をへて音更

山からの登るコースは日帰りが困難のため、我々は５０年前に開削されたというシュナ

イダー（尾根）コースを選択した。それでもこのコースは、コースタイムは往復で10時

間を要する急勾配の難所が続く痩せ尾根である。ここで付言致しますが、昨日のニペソ

ス登山で体力と気力の持続に不安を抱いた女性二人は不参加、ホテルに待機になりまし

た。中一日を休憩にするか？等の意見もあったが、

それでは天候や気力の持続に懸念があるとして

残念ながら、連日の登山を決めた次第です。 

登山口を４時過ぎに出発すると、平坦な道を１

時間ほど散歩気分で歩くと渡渉点の得るシュナ

イダー登山口に到着した。そこには、この登山道

開削の記

念プレー

トがあっ

た。  

これより石狩岳の肩まで登り６時間の急登の始ま

りである。

トップは

金成さん

にお願い

し、児玉、

小松崎、浜

名氏が続

く。例のペ

ースで順

調に高度を稼ぎつつも後半は両手・足を使っての

登る個所も多く、なんとか石狩の肩（=ｼｭﾅｲﾀﾞｰコ

登山口から石狩岳を望む 

石狩の肩よりの石狩岳 

石狩の肩から石狩岳を望む 

石狩の肩・ｼｭﾅｲﾀﾞｰ尾根分岐にて 



ル・1,770m）には９時１５分に到着した。天候は晴れで大雪山からトムラウシ方面の景

色がすばらしい。これから先は石狩岳への登頂コースで、お花畑を左の斜面に愛でつつ

ゆっくりと頂上を極めた。山頂には途中

で追い抜かれた青年が休息していたので

登頂祝いの挨拶を交わし、集合写真をお

願いし、写真を撮り合いました。彼は音

更山越しの下山を予定とのこと。若い人

は凄いなーの感想でした。なお、浜名さ

んは石狩の肩に留まり、登頂は「いい

わ！」としてわれらの姿を見送り思い切

り頂上への展望を楽しみながら私たちの

戻りを待っていました。今日は行き交う

登山者は例の青年一人で、まるで貸切り

の石狩岳でした。下で待つリーダーの心境は計画の無事達成を願い、これからの下山の

終了を思い描いていたのではないでしょうか。

私もこの急坂での下山の安全を願っていまし

た。登頂後、肩地点に戻り、お腹の具合と相談

して腹こしらえし満を持してｼｭﾅｲﾀﾞｰｺｰｽ尾根

の下山を始めた。コースの様子は危険度も承知

なので、慎重に安全第一で歩を進めた。渡渉点

までの２時間２０分は予定通りに下山して最

後の休憩を取った。冷たい川の流れで汗をぬぐ

い、顔や手洗いをしてさあ！登山口へと軽やか

に向かう。未だ日は高く、風はさわやかで順調

な歩調だ。これでは予定時間前の到着になりそう。

 歩くこと、１時間で出発点に到着した。すると

間もなくホテルの車が駐車場に入ってきた。３時

３０分である。車からはホテルで待機していた宇

賀さんと宮沢さんが同行して出迎えに来てくれ

ました。登山の成功を全員で喜び祝福です。例の

冷水ボトルの歓迎で乾杯しました。時間が早かっ

たため、帰路途中で「タウシュベツ川橋梁展望台」

に寄り道し、今は湖に半ば没した記念的廃線の橋

梁を遠望しました。ホテルには17時半に到着、入浴後は夕食です。好天のもと登山計画

を無事に終了してお祝いの乾杯をしました。明日はホテルの主人ご夫婦による車2台に乗

車しての一日観光の予定である。 

第４日目 ７月３日（水）曇り  帯広市内及び近郊の一日観光 

 ホテル（9:10発） ― 紫竹ガーデン見学 ― 六花の森散策 ― 田中義剛・十勝花

畑牧場（昼食・ぶた丼） ― 六花亭本店で買物（バターサンド等） ～ 旧幸福駅訪

問 ～ ホテル(16:00着) 

石狩岳山頂にて 

石狩岳下山しお迎えを受ける 

タウシュベツ川橋梁 



今日は登山の予備日である。登山が天候に恵まれて予定通りに完了したので、今日は

ホテルとの契約で帯広観光の一日となった。観光コースについては主人にお任せしまし

た。「紫竹ガーデン」は１万８千坪の牧草地を、

女性社長・紫竹
し ち く

昭代
あ き よ

氏が北海道を代表するガー

デンに育て上げ一般公開しています。最近の園

芸ブームでの知名度も高く人気のスポットです。

六花亭では当地限定販売のパイを賞味しました。

花畑牧場は一時のブームが去ったようですが

「生キャラ

メルとホエ

イ豚丼」で

有名です。

上記のようなコースを奥様と二人で2台の車で案内

していただきました。お菓子処では宅急便で発送依

頼するなど大量買いの人もいました。「旧幸福駅」

では、観光バスと大勢のお客様とお土産も豊富で賑

わっていました。今日は荷物の整理をして最後の晩餐が待っています。 

 

第５日目 ７月４日（木）曇り   帯広市内最後の観光後、空路で羽田へ、 取手へ 

 ホテル発(8:50発) ―車― ひがし大雪自然館見学(9:15‐10:00) ― 柳月本店で買

物 ― 昼食 － とかち帯広AP（14:30発）― 羽田AP ― 取手(18:15帰着) 

 

 「ひがし大雪自然館」は帯広から６０キロ北にある「ぬかびら源泉郷」にH25年５月開

館したばかりの資料館で、町と環境省の合築により整備された情報発信基地です。宿泊

のホテルから数分のところにあり、ホテルの奥様はこの施設の合築完成前には職員で働

いていたそうです。見学中に見た彼女には何かそんな雰囲気がありましたが。 

柳月本店は六花亭と並ぶ有名なお菓子処でした。    （完） 

 

  

 

 

石狩岳に咲く高山植物 

十勝 花畑牧場の外観 


