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ツールド妻有走ってきた 

２年 三好 

ツツーールルドド妻妻有有っっててななにに  

 ツールド○○という、みんなで完走目指してがんばろー＆ご当地のいろんなあれやこれ

やが楽しめるよー的なサイクリングイベントが全国各地で催されています。ツールド妻有

もそのひとつ。決して速さを競うわけではなく、新潟県は越後妻有のご当地グルメをむさ

ぼりながらのんびりゆるゆる、そんな感じのイベントです。３３９氏の声掛けで集まった

執行代１０人ほどで参加してきました。 

 参加した人：井澤 今城 佐々木 大熊 寺尾 小森 谷口 横谷 寺田(ＤＮＳ) 三

好 

 さてのんびりゆるゆると書きましたが嘘です。ルートは、ミオンなかさとという温泉施

設をスタートし妻有地域をぐるっと一周して戻ってくるというもの。用意されたコースは

７０ｋｍ、９０ｋｍ、１２０ｋｍの３つあって、寺尾さんが９０ｋｍ、そのほかのみんな

が申し込んだのは１２０ｋｍコース。１２０ｋｍコースは 122km2636up だそうです。イカ

れてる。ちなみに最大標高差はたったの３４６ｍ。すなわち地獄のアップダウンを意味し

ます。標高グラフがこちら。 

 

 イカれてる。１２０ｋｍにしたことを若干いやかなり後悔しつつも、「飯がうまい」「沿

道の方々の声援がよさみ」「デュラエースおじさんを抜き去るのが楽しい」などの前評判を

信じてモチベをあげました。 

 以下、必死だったので記憶違いなどあるかもしれません。あと写真とる余裕もなかった

のでルイ君や駒代が撮った写真を使わせてもらってます。いろいろご容赦ください。 

 

本本番番  

 当日朝。前日泊地点を出発。とここで寺田車のディレハンが折れてＤＮＳとの連絡が。

ついてねえ……来年リベンジするしか。２０ｋｍほどくだり、スタート地点のミオンなか

さとにギリギリで到着。参加者１０００人が全員同じジャージをきて自転車を地面に転が

している光景は圧巻です。いい天気に８月の割に過ごしやすい気温で絶好の自転車日和。                        

ただまあいくら自転車日和でもきついものはきついので果たして完走できるのだろうかと

いう不安は消えません。そんな中僕は前日行きの電車で出会ったおじさんを探していまし



た。このおじさんがなんかすごい人で、ざっく

り言えばツールド妻有創設メンバーらしいで

す。もちろんゼッケンナンバーは０００１。 
すごい。さらにこのおじさんだけではなくて、

おじさんの自転車もすごい。フレームがザンビ

アの竹らしいです。デュラエースおじさんは数

多くいても、ザンビアの竹おじさんにはそうお

目にかかれません。輪行袋の中を覗かせてもら

いはしたけど、やはり組み立てられた姿が見た

い……というわけで探していたのですが見つからず。代わりに目につくのはデュラ、デュ

ラ、デュラ……見渡す限りデュラエースおじさんです。ここにあるロードたちの価格を合

計したら軽く億単位だね、と戦慄しつついよいよ出走。ほぼほぼ最後尾からのスタートで

した。 

 

しばらく走って市街地を抜けると、さっそ

く田んぼが広がります。さすが米どころ新潟。

まだ青い田んぼと青空のコントラストが映え

ます。まさに南魚沼のあたりなので、かの有

名なコシヒカリをつくっているんでしょうか。

ブランド米の中をまたしばらく走るとすこし

勾配がきつくなり山道に。沿道の集落の方た

ちが声援を送ってくれます。結構やる気出る

もんですね。まだまだ序盤なので微笑みつつ

手を振り返すくらいの余裕はあります。若干息が上がってきたな、というところで西田尻

エイドステーション（ＡＳ）に到着。ちなみにコース全体を通して思ったんですが、ＡＳ

の間隔が絶妙です。ちょうど休憩したいなというところで現れてくれる感じがありました。 

 

西西田田尻尻ＡＡＳＳ  １１２２ｋｋｍｍ／／１１２２２２ｋｋｍｍ  

 このＡＳではプラムを頂きました。口に入れた瞬間は甘いけどじわじわ酸っぱいみたい

な、なんかそんな感じです。口がサッパリします。２つ食べ比べしてみたのですが全然味

が違う。結構当たり外れがあるのかもしれません。 

 これはこのＡＳに限らないのですが、真水だけじゃなくスポドリも用意してくれていま

す。すごくありがたい。ボトルにつめて出発。 

 

 西田尻を出発後ケニアさんと遭遇。新潟県民というだけあってすでに数回参加してこら

れたようで、ベテランのオーラを出してらっしゃいました。ビザのあれやこれやで無限に



東京と新潟を往復している話などを聞きながらゆるゆると走っていきます。山を出ると再

び道の両脇に田んぼが広がります。比較的広くて走りやすい道を快走し、ベルナティオＡ

Ｓへ。 

 

ベベルルナナテティィオオＡＡＳＳ  ２２４４ｋｋｍｍ／／１１２２２２ｋｋｍｍ  

 前半の目玉です。前評判で聞いていた通りでかい。そして食

べ物の種類も豊富です。まず頂いたのは新潟名物笹だんご。モ

ッチモチ＆ペッタペタなので息が上がった口には若干飲み込

むのがつらかったですが、安定のおい

しさがあります。香りがいい。続いて

魚沼産コシヒカリを使ったおにぎり。

おにぎりとはいっても、具の入ってい

ない白むすびです。本当にコメに自信

がないとできない芸当ですね。きゅう

りをおかずにほおばるの最高でした。

最後に（たしか）このＡＳのイチオシだという豆腐を頂きました。

めちゃくちゃ食べやすいです。食べるというより飲んでる感じ。 

 ほかにもはちみつレモンなどいろいろありましたがあまり腹が

重くなるのも嫌だったのでギブ。全メニュー制覇したみがあります。 

 

 ベルナティオを出るとしばらく下りです。信濃川を渡り、しばらくすると本格的な山道

に入ります。それまで割と大きくてきれいな道だったのが、急に車一台通れる程度の幅で

人気のない感じに。頭上を覆う木々、たまに集落、みたいな感じです。加えて斜度がきつ

いきつい。ヒイヒイ泣きながら登っていくと鉢ＡＳが現れました。つらいときに絶妙に現

れてくれます。救い。 

 

鉢鉢ＡＡＳＳ  ３３７７ｋｋｍｍ／／１１２２２２ｋｋｍｍ  

 とりあえずスイカがあったのでかぶりつきました。暑いなかで食べるスイカはなぜこん

なにうまいのか。あとはナスの漬物（めっちゃ青い）で塩分を補給して、ついでにいただ

いたにぼしでカルシウムを補給しました。 

 あとびっくりしたのが、このＡＳ整体をうけられるテントがあります（もちろん無料）。

足つりそうだったり膝痛くなったりした人にとってはありがたすぎますね。いつの間にか

施術を受けていた３３９ちゃんをのんびり待ちつつ、ケニアさんやともへいと出発。 

 

 ここからも山道が続きます。このあたりになるとすっかりデュラエースおじさんを追い

抜く快感の虜に。たのしい。必死こいて追い抜くのもしゃくなので、追い越しながら腕時



計を見てみたり、肩をまわしてみたり、気持ち微笑を浮かべてみたりして余裕感を出して

いきます。 

それにしてもここまで走ってくると実感します。本当に平地がない。わかってたことで

すが。基本登っているかくだっているかのどちらかです。おまけに眺望も期待できないの

で精神的にも肉体的にも着実に削られていきます。ただ次の坪山峠ＡＳではいよいよツー

ルド妻有名物のパエリヤが食える……！それだけをモチベにペダルをまわす。 

 

坪坪山山峠峠ＡＡＳＳ  ５５２２ｋｋｍｍ／／１１２２２２ｋｋｍｍ  

 パエリヤ峠です。めちゃくちゃ巨大な鍋

で黄色いコメが踊っています。ツールド妻

有の目玉とあってか、呼び込みのおじさん

も「食べてって！ぜひ！！ぜひ！！！」と

気合が入っていました。名物というだけあ

っておいしい。食べておくべき。 

 ただ残念ながら？このＡＳで一番僕の

心をつかんだのは「冷や汁」でした。一言

で言えば冷たい味噌汁的な汁なんですが、

これがキンキンに冷えていて、ミョウガが効いていて、めちゃくちゃに美味いです。火照

った体にしみわたります。犯罪的です。ミョウガは神。あと座って冷や汁をすすっている

ともへいがすごいしんどそうだったのが印象に残っています。冷や汁でたぷたぷになって

しまった腹をかかえて出発。 

 

 坪山峠を越えたあたりからすこし景色が開け道も広くなって走りやすくなります。長め

の下りを終えるとようやく６０ｋｍ、折り返し地点です。「まだ半分もあるのか」以外の感

情がない。 

 さて次のＡＳ……の前に、ガリガリ峠なる峠が控えています。「ガリガリ」というのはガ

リガリ君のガリガリです。超激坂なかわりに、頂上でガリガリ君をもらえるというアメと

ムチ。ほんとに激坂です。距離は短いですが、なんせ斜度がきつい。押して歩いている人

もちらほらいました。そんな坂を登りきった後のガリガリくんはめちゃくちゃにうまい。

ハーゲンダッツを超えてきます。もともとそこまでガリガリくんは好きではなかったんで

すが、本当にしみわたりました。ちなみにこのガリガリ峠、終盤でカメラさんが待ち構え

ていました。どうせならもっと余裕のある場所で余裕のある表情で写りたい。 

そして次の農舞台ＡＳは、１３時までに着かないと強制的に９０ｋｍコースに格下げさ

れるという足切りポイントにして、名物妻有そばがいただける昼飯スポット。火照って疲

れた体にはきっと冷たいそばがきくはずです。絶対おいしい。 

 



農農舞舞台台ＡＡＳＳ  ７７３３ｋｋｍｍ／／１１２２２２ｋｋｍｍ  

 結論からいうとこのＡＳはスルーしました。……いや足切り時間には３０分ほど余裕を

残して到着したものの、すでに妻有そばとおにぎりには大行列ができていたんです。今思

えば愚かですが、「いうて蕎麦」だと思ってしまいました。来年は早めに到着して蕎麦を食

べようと思います。 

 

 農舞台の後は 100mupくらいの峠がひたすら連続します。まじでしんどい。農舞台をスル

ーしたツケがきて、ハンガーノックにおびえながらひたすら峠をこなします。あとたしか

このへんで沿道のおばちゃんにケツを触られました。「がんばりなさいよ！！」若干以上に

テンションが下がり上がりつつも、坂のきつさにそんなことはすぐどうでもよくなります。

とにかくカロリーがほしい。 

 

儀儀明明ＡＡＳＳ  ８８８８ｋｋｍｍ／／１１２２２２ｋｋｍｍ  

 このＡＳにもいろいろありましたが、一番カロリーがありそうなジャガイモをひたすら

口につめていました。ジャガイモの……なんか煮っ転がし？的な感じのおいしいやつです。

あとはちみつレモンの残り汁もいただきました。すごく味が濃かった。 

 

星星峠峠ＡＡＳＳ  ９９３３ｋｋｍｍ／／１１２２２２ｋｋｍｍ  

 また山道を登るとすぐに星峠です。生のナ

スに味噌をはさんでいただきました。生ナス

は初めてです。もっと渋みがあるかと思った

ら案外甘くてイケる。冷や汁もあったのでテ

ンションはＭＡＸ。もちろんいただきました。 

さてもちろん食べ物もたくさんあっておい

しいのですが、このＡＳの目玉は棚田です。

きれい。ルートの問題で、１２０ｋｍコースじゃないとこの景色は拝めません。１２０ｋ

ｍにしてよかった……すぐにあと３０ｋｍ残っているという事実に打ちのめされるわけで

すが。 

懲りずに冷や汁のせいでたぷたぷになった腹をさすって出発。体が重い。足が重い。 

 

星峠を下ればいよいよ終盤。相も変わらずミニ峠の連続です。すでに売り切れかけた足

にとどめをさしに来ます。そのうえ正直景色は序盤から割と変化がないので精神的にもき

ついものが。唯一のモチベといえば僕以上にへろへろになってるおじさんを追い抜くこと

ぐらいです。ただしもはや追い抜くときに余裕ぶる余裕など残っていません。必死こいて

追い抜きます。 

しかしです。１００ｋｍを超えたあたりからランナーズハイだかなんだか知りませんが



唐突にペダルが軽くなり、緩めではありますが上り坂を 20ｋｍ/ｈでぶっ飛ばせるように。

なんだこれ。足が動く……！いったいどうしてしまったんだろうと疲れた頭で考えます。

……あ、ジャガイモだわこれ。というか農舞台以降ジャガイモしか食ってないからジャガ

イモ以外考えられません。ジャガイモの効能かそれともなんかヤバいものが入ってたのか

はわかりませんが、とにかくペースアップ。気付けば五十子平ＡＳです。 

 

五五十十子子平平ＡＡＳＳ  １１００９９ｋｋｍｍ／／１１２２２２ｋｋｍｍ  

 ここは別名カレー峠……のはずなのですが、すでにカレーは売り切れ。疲労でドロドロ

になった体にカレーは重いだろうという思いもありましたが素直に残念。カレーを食べた

ければ急ぐ必要があるようです。代わりに何か口に入れた気がしますが、正直よく覚えて

いません。ジャガイモあたり食ってた気がします。 

 

 ＡＳで途切れたランナーズハイ？もしばらく走ると復活。沿道の方たちの応援が本当に

みにしみる。これがないと精神的にすごくきつかっただろうな。１１５ｋｍを超えるとも

う峠と呼べるような峠はありません（平地とは言っていない）。細かなアップダウンが続き

ます。山道に入り、トンネルをくぐって景色が開けると、見覚えのある建物が。……ミオ

ンなかさとだ……！！スタート地点とゴール地点が同じだと、「帰ってきた」喜びがすさま

じい。自然とラストスパートをかけてしまいます。そしてついにゴール。達成感がすごい。

豚汁飲んで、おにぎり食べて、風呂入ってサッパリしつつ、余韻に浸ります。なんだかん

だで１２０ｋｍ走りきることができました。 

 

 というわけで、ツールド妻有はと

てもよいです。おすすめです。とに

かくＡＳが充実してる。食べ物はお

いしいし、スタッフの方々に励まさ

れます。次のＡＳを楽しみにがんば

ることができました。それから沿道

の集落の方の応援もうれしいです。

スタッフの方だけではなく、住民み

んなを含めた地域全体で盛り上げ

ようとしている感じが好きでした。 

 ただまあ事故の危険はつきもの

で、残念ながら落車事故が何件かあったようです。僕の目の前でも接触事故が起きました

し、今城も落車したとのこと。安全運転で来年も参加できればいいなーと思ってます。み

なさんもぜひ！ 
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名名前前回回収収旅旅！！  
２年 佐々木 

突然ですが、私はことあるごとに苗字の「佐々木」を語呂合わせして「339」と名乗って
います1。すると思いつくことは一つ。「国道 339 号2に行きたい！」行くにはだいぶ面倒
で、その後の行程的にも全く生産的ではありませんでした（北海道を目前にして U ター
ン）が、いつやるの今でしょ（死語）ということで思い切って走りに行きました。 

それともう一つ。前ランでは小樽へ向かうフェリーを使うため新潟集合だったのですが、
その近くに「雪町」となる地名があるとのこと（ケニヤさんの Twitter より）。なんとい
う偶然。そこにも行ってきたので、この拙稿のサブタイトルを「名前回収旅」と銘打った
次第です。（なお 2/3 日は電車旅だったので「ラン」と名づけるには余りにもおこがまし
かった） 

 

行程 7/30 輪行：東京～青森～弘前 

7/31 自転車：弘前～R339～竜飛岬 

8/1  輪行：三厩～秋田～新潟 

目的 R339 と雪町の回収 

                                                     

1 9 が無理やりだという異論は認めません。 

2 弘前～竜飛岬を結び、かつ日本唯一の「階段国道」があるという、なんともコンテンツ
性の高い国道。 



出発前日に 24:00 までの９時間バイト。弘前まで青春 18 きっぷで移動する予定（乗り換
え 12 回 17 時間）だったが、これ絶対死ぬよね。ということで急遽甘えの新幹線輪行を決
め込んだ。人生二回目の新幹線で爆睡してるとあっという間に新青森。速い、快適すぎ
る。なんだこの乗り物は…。さらに 40 分電車に揺られ、お昼前に弘前。 

ユースホステルのチェックインまで時間があったので弘前を観光。さすが津軽、全員なま
ってる。地元の中学生もきれいなお姉さんも津軽弁3だし、おばあちゃんになるともはや外
国語。遠くまで来たなぁと感じた。天守閣を曳家したことで有名な弘前城に行ってみる
と、静かでとってもいい雰囲気だった。春は世界的にも桜の名所らしい。ひとしきり見学
して、ベンチで倒れこむようにお昼寝したら、いつの間にか陽が傾き始めていた。 

本日の宿はひろさきユースホステル。青森はねぷたの時期だったので飛び込みじゃいっぱ
いかもと不安だったが、女子宿泊者は私だけだった。ユースの従業員の方がとっても明る
く親切なおばさんで、たくさんサービスして下さりありがたかった。 

夕食のコンビニ飯を食べていると、自転車乗りのおじさんと話が盛り上がる。いろいろ聞
いている内、驚くことが多々あった。①息子さんは私と同い年で、京大サイクリング部。
②本人は慶応卒。（私の寮は三田なのでめっちゃ近い）③日本でブルべを行っている団体
の初代会長！今回も函館でブルべの主主催催をした帰りらしい。先輩や同期がブルべに出た話
をすると、ひたすら出走を勧められた。走力がついたらいつか出ます…。 

明日は 100km ちょいの R339 回収ラン。しかし予報は雨。絶望しながら就寝。 

                                                     

3 Ex.「弘前公園に→ポ↓ケ↑ストップが→あるって聞いだんだげど→、ど↓こ↑だべさ」 



6:00 起床。諸事情によりサービスして下さった朝食を食べて、7:00 前に出発。天気は曇
り、雨雲レーダーによると不穏な雨が追っかけてくるらしい。とりあえず降ってないうち
に距離を稼ぐ作戦に出る。 

岩木山を左手に見ながら 6km くらい進むと、ついに念願の R339 に出た。標識を見た瞬間
は声をあげてしまうほどテンションが急騰。ずっと来たかったんだもん、仕方ないね。さ
らに五所川原まで 25km くらい走ったところで、R339 のバイパス的な広域農道、「こめ
米（マイ）ロード」4に入る。そのふざけた名のとおり、一面の田んぼの中をただただ突っ
切る、信号のない道。曇っているときは「走りやすいけど作業感半端ないなぁ」と思って
いたが、晴れ間が見え始めてからはとてもノスタルジックだった。久石譲の summer を流
しながら走っていると思わず涙腺が緩む程度には情緒あふれていた。 

                                                     

4 日本一長い農道らしいが、マイナーすぎてググっても全然引っかからない。 



もう 20km くらい走ると R339 に復帰し、十三湖（じゅうさんこ）に到着。個人的には湖
より、それより先にある道の駅十三湖高原トーサムグリーンパークの方が印象に残った。
理由は展望台からの景色がよかったのと、136m のローラー滑り台があったから。もちろ
んなりふり構わず乗りましたとも。長くて楽しかったし、遠くまで見渡せたし、たくさん
の紫陽花がきれいだった。という理由づけ。 

その後、小さい峠を越えると海に向かう下り。初めての日本海にテンションが上がる。天
気予報にいい意味で裏切られ、霞んではいるが晴れてくれたのは本当にラッキーだった。
きらきら光る海と続く海岸線、先に見える半島。景色だけでなく路面も良好、交通量もほ
ぼゼロ。とても贅沢だった。辺境すぎて来る人も情報量自体も少ないんだろうなぁ。 

道の駅小泊から、日本の道百選にも入っている竜泊ラインが始まる。前半は海岸道路で、
これぞ夏！という雰囲気だった。こっちはポルノのハネウマライダーが似合う感じ。途中
七つ滝5という景勝を回収。確かに 7 回落ちている。水も冷たい。本当はボトルに詰めたか
ったが、ハチ兄貴が迫真の威嚇をかましてくるので敢え無く退散する羽目に。 

そして薄々見えていたのだが、海岸道路を抜けた後半は山岳地帯へ急上昇する。のっけか
らアレ 10%はあるよね…。いざ入ってみるとずっとつらい。平地も下りもない。ヘアピン
なんて 45 度くらいあるんじゃねえかってくらい急。和田峠以上あざみ以下に位置づけら
れると思う。どっちも行ったことないけど。「いや、でも晴れてくれたし R339 だし、ま
ぁ多少はね？」という謎論理でペダルを回していた。実際景色は最高だったので満足度は
高かった。 

                                                     

5 ここで多摩ナンバーの老夫婦と出会い、女子一人旅を驚かれ、差し入れに「これしかな
いんだけど…」とするめソーメンを貰った。 



だが事件はヒルクラ半分地点で起こる。太陽が照り付ける中、負荷の大きい登坂をやって
るので何せ水分が抜ける抜ける。ボトル一本を飲み干したので、ペットボトルからお茶を
移し替える。さぁ飲むか…手が滑って倒す。全部ぶちまける。( ﾟдﾟ)あっ死んだ。 

そこから 5km が地獄だった。相変わらず坂はキツいし、気温は上がってくのに日陰ないし
し、滝のごとく汗は流れるのに水ないし。いよいよ走馬燈が見え始めたところでフロント
バッグを探ると、ぬっるいウイダーを発掘。３時間前の私えらい。泣きながら（本当で
す）なけなしの水分をとった。通りかかる車に助けを求めようか本気で考えていた。 

頑張ってフラフラな状態で登頂。たまたま居たサイクリストのおじさん２人に助けを請う
と、水１L、高そうな補給、あんぱんなど様々下さった。頂上には期待していた自販機が
無かったので、お二人に出会わなければ倒れていたかもしれない。まさに命の恩人。本当
にありがとうございました。ひとしきりお話して、一緒に写真を撮って、Facebook で友達
になって、お互い逆方向にダウンヒル。津軽弁の心地よい、気のいい方々だった。 

おじさん方が登ってきた方は斜度
が緩く、安心して下れる気持ちい
いダウンヒルだった。そして遂に
「あれがご覧 龍飛岬 北のはず
れ」。噂通りボタンを押すと「津
軽海峡冬景色」が流れる石碑があ
り、そこそこの大音量で少々恥ず
かしくなりながらも聴きながら黄
昏れた。次は天城に行って天城越
えごっこをしたい。 



ひとしきり楽しんだ後は、この旅の最大の目的、階
段国道を回収する。素っ気ないのかなと思っていた
が、階段沿いにはあじさいが咲いていて綺麗だっ
た。十三湖でも龍飛岬全体でもあじさいを多く見か
けたので、青森一押しなのだろうか。階段の段数は
362 段6、自転車用のスロープはあったものの勾配は
急で、ママチャリでの上り下りは大変そうだった。
降りながら一望できる龍飛岬や外ヶ浜の漁村の景色
はとても郷愁的。階段を降りきった先の路地も国道
に指定されているらしく、どこまでもコンテンツ性
が高い。 

龍飛岬にある唯一？の民宿、「みんまや」さんに泊まる。電話予約の時は愛想のないおば
ちゃんだなという印象だったが、直接会って話しているとだんだん打ち解けて仲良くな
り、宿代をまけてもらった。ありがとうございました。ご飯は海産物たっぷりのメニュー
で、サザエ、アワビ、ナマコは初めて食べた。ものすごく美味しかった。宿がほぼほぼ圏
外で何もできないので、3G が入るところで Twitter に生存報告を載せ、久しぶりに鉄腕
DUSH とイッテ Q を観て、就寝。 

  

                                                     

6 香川県民に分かりやすく言うと半金毘羅さん。 



翌日から始まる同期との前ランの集合は、小樽へ向かうフェリーに乗るために新潟。とい
うことで北海道を目の前にして新潟に戻るという頭の悪い行動をする。この日はいよいよ
青春 18 きっぷの出番、全部鈍行で移動した。 

早朝、濃い霧の中三厩駅に向かい、電車旅がス
タート。今日のメインは青森～秋田を結ぶ観光
列車「リゾートしらかみ」。風光明媚（byJR 東
日本ポスター）な五能線を走る観光列車で、快
速扱いなので青春 18 きっぷに指定席券 520 円
を追加するだけで乗れる。車内は広く快適、窓
も大きくて、こんな電車に乗るのは初めてだっ
たのでテンションが上がった。 

本日も曇りの予報が晴れとなり、鳥海山や岩木
山を見ながらりんご畑、田園地帯、海岸線沿い
を走る。しばらくすると、車内で津軽三味線の
生演奏が披露されるとの放送が。最前車両に移
り、15 分ほどのコンサートが開かれた。津軽じ
ょんがら節では乗客全員で合いの手を入れて盛
り上がり、楽しかった。また、このリゾートし
らかみ、有名な観光スポットでは時間をとって
下ろしてくれるところがポイント。千畳敷とい
う、海底が隆起して白い岩肌が広がっていると
ころで 15 分ほど散策した。とても日本じゃな
いような光景だった。 



その後も絶景ポイントでは速度を落として
くれながら海岸線沿いを走り、秋田着。乗
り換えに 2 時間ほどあったので、美術論の
授業でオススメされた秋田県立美術館に行
こうと思い立つ。建築は安藤忠雄が手掛け
ていたり、特別展には FF のキャラデザで
有名な天野喜孝の作品があったり、藤田嗣
治の「秋田の行事」を生で見れたりと、素
晴らしかった。 

秋田駅から鈍行で 8 時間。しんどさを覚悟していたが、乗客が少なく一人ボックス席で足
を延ばせたので意外と疲れなかった。豪雨で高崎線が止まってるとか自走を断念したとか
いう同期たちの情報を TL で仕入れつつ、車窓から竜巻や虹や日本海に沈む夕日を見なが
ら、ぬくぬく輪行。そしてなんと、途中でたまたま「佐々木駅」に停車するという嬉しい
誤算！羞恥心に苛まれたが、白新線の車内から看板を激写した。 

21:30 頃、新潟到着。二食付き 2000 円とかいう激安のゲストハウス「アンペ荘」に泊ま
り、そこで下宿しているフランス人留学生と沖縄のお姉さんと仲良くなった。雪町は宿と
港の間にあったので翌朝に寄って、無事名前回収旅が終了した。 

今回初めて一人旅というものをやってみましたが、天気に恵まれ、さまざまな綺麗な景
色、素晴らしい道を堪能することができました。そして一人だったからこそ生まれた、
人々との出会いがありました。仲間と走るのも最高ですが、こういうのも貴重な経験だな
と思いました。冬や来年もまたやりたいです。 



夏合宿前ラン記

2年　小森雄太

・概要

8/1(月) 

ルート: 柏崎駅→R352→R402→新潟港フェリーターミナル(88.5km)

(http://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=f04a3fdb3bd173abc8681636ec773805)

獲得標高: 153m

参加者:小森, 中田

8/2(火)

ルート: (フェリーで)新潟港→小樽港

8/3(水)

ルート: 小樽港→定山渓→支笏湖(101.5km)



(http://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=d2828eb9d2a952b2d48a6e669e6dca4b)

獲得標高: 1774m

参加者: 小森, 中田, 寺尾, 佐々木, 三好, 寺田, 林, 鈴木, 野崎, ビル

8/4(木)

ルート: 支笏湖→千歳市街→夕張(76.9km + ルートに載ってない 12km)

(http://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=de606161166c9730bf830391c0202b22)

獲得標高: 312m

参加者: 小森, 中田, 寺尾, 佐々木, 三好, 寺田, 林, 鈴木, 野崎, ビル

・詳細

8/1(月)

この日は前ラン参加者みんなそれぞれがそれぞれの行き方で新潟港に向かう日でした. 僕は一人

旅が大好きなので, 渋谷→喜多方を輪行, 喜多方→新潟港を自走して向かうことにしていたので

すが, なんと当日大雨で喜多方に向かう電車が運行停止. そのため, 急遽ルートを変更して, 少々

新幹線を使いつつ(電車が止まってる区間だけ)柏崎まで向かい, そこから自走することに. その道

中, 僕と同じように電車が止まってしまい立ち往生していた中田と合流し, 一緒に柏崎から走ること

に. 

新潟は街灯がないです. 登りは避けたかったのと, 風向きもちょうどよかったので海沿いの道を選

択したのですが, 国道のはずが街頭が皆無なのには驚かされました. 真っ暗な道の中だったので, 

1人で走ってたらまずメンタル的に死んでたでしょう. 中田がいてよかったです.

90km くらいの夜道をひたすら走り続けるのはつらいと思っていたのですが, けっこう見どころのあ

るルートでした. 柏崎原発, 日本海に浮かびながら美しく光を放つ夜行フェリーなど, なんだかんだ

で飽きることなく走り続けられました.

新潟港に着いたのは朝の 4～5時だったかと思います. フェリーの出航は 10時くらいだったので, 

ゆっくり休んでみんなの到着を待ちました. 各々独特の手段で来ているのはやっぱり個性が出て

て面白いですね(東京から 300km走ってきた人もいたので). なお, ビルはカナダの家から送った

自転車が届かないとのことでフェリー渡航は断念. 小樽で合流するということになりました. 



図 1. 夜道に煌々と輝くトンネルの光

図 2. 中田と一緒に朝日を見る

図 3. フェリーターミナルに到着



8/2(火)

フェリーで移動中. フェリー内で映画上映してたりして結構充実してました. 夕日がきれいだったで

す. さすがに寝ないと死ぬのでみんな早めに寝てました. (内容が無くてすみません, 正直眠すぎ

て何も覚えてないです(オフレコ))

図 4. 出航

図 5. フェリーから見える夕日

8/3(水)

朝 4時くらいに起きて下船. ビルと合流して軽く朝ごはん. 旅が始まって早々腹痛に襲われるもの

の, 忍耐. 何はともあれ全員そろって支笏湖まで走り始めます.

この日のルートは割とキツいもので, 距離も長いし登りも結構あるし, まあつらいものでした. 走り始

める前にチラっと天気予報を見てみると雨雲の群れが近くにあることが判明. つまり, 急がないと登

りの途中で雨に降られるということです. ぐずぐずしてられないということで, 急いで出発. 

開始早々一つ峠を越えます. まず目指す先は定山渓です. 定山渓は結構有名な温泉地らしいの

ですが, 雨も迫っているので, アイスやら飲み物やらを買ってから先に進むことに.

定山渓を超えた先にもまた峠があります. 既に割と脚の疲れと湿気&暑さにやられかけていたので

すが, 雨に降られちゃたまらないということで, 急いで峠を登り始めます. 途中で休憩を入れつつも

着実に歩みを進めていたのですが...結局降られました. いきなりの豪雨でした. 肩を打つ雨が本当

に痛くてたまらないレベルで, 目の前も雨で真っ白で先が全く見通せません. 死ぬかと思うほど

だったのですが, ゲリラ豪雨だったのでしょう, 5分ほどでやみました.ビショビショになったままなん



とか最後まで登り切り, 一安心. 恐ろしい登りでした. 

いよいよダウンヒルです. 雨で濡れた路面に注意しつつ下っていると, 目の前の景色がだんだん広

がり始めました. ゴールの支笏湖です. これは本当に壮観だったので, 皆さんにはぜひ行ってほし

いと思います. 下りの途中で景色の写真を撮り, さらに湖畔まで進みます. 湖畔は夏というだけあり

湖水浴客が多く, 中には釣りをしている家族もいました. 本当は釣りとかしたかったんですけど, ど

ちらかというと早く宿でシャワーを浴びたいという気持ちのほうが強かったので休憩もそこそこに記

念写真を撮って出発しました. 湖際をグルーっと半周ほどして, 宿にたどり着き, この日のルートは

終わりです.

この日の宿はモーラップ樽前荘というところだったのですが, この宿が神すぎたので推しておきま

す. 

まず, 安い. 1200円でした. ご飯はついてませんが売店もあったし 300円くらいでカレーも食べられ

たので全然お安いですよね. それから, 宿のおじさんが優しい. あと, コーヒーとか焼酎が無料で飲

み放題だったのもうれしかったです. 

それから, ライダーズハウスということもあり, ライダーさんたちがたくさんいました. 予約の時に宿の

おじさんに大学名を聞かれて答えてしまったからか, 我々が東大生だということが他のライダーさん

にも一瞬で伝わり, あるあるの出身大学トークに花を咲かすなどしてました. 東大工学部卒だという

ライダーさんもいて, 面白かったです.

図 6. 下りの途中で記念撮影

図 7. 支笏湖の湖畔



図 8. 支笏湖にて

図 9. 支笏湖にて記念撮影

図 10. 宿で一人黄昏ながらコーヒー



図 11. 宿から見える景色

8/4(木)

宿のチェックアウトが 10時だというのになんだかんだで 10:30 くらいまで居座ってしまったものの, 

宿のおじさんが笑顔で送り出してくれたおかげで罪悪感も何も感じずに出発します. とりあえず目

指すのは千歳市街. 出発前に居合わせたライダーさんとお話をしていると, 千歳市街にはとてもお

いしいパン屋さんがあるとのことを伺えたので, そこでご飯を買ってサーモンパーク(公園と商業施

設と水族館が一体になったようなところ)でご飯を食べようとなりました. サーモンパークへ向かう途

中, サケマス博物館(的な名前だったと思う)という「無料の」博物館を発見した我々の班は, せっか

く無料なんだし行くべきだということで突撃することになりました. 

この博物館, すごい充実していました. サケマスの展示はもちろんのこと, 稚魚に触れるし, サケの

放流も体験できたので, 大満足です. サケはみんなで合わせて 15匹ほど放流しました.

図 12. 立ち寄った博物館

博物館を出てパン屋さんに立ち寄り, サーモンパークへ. サーモンパークでご飯を食べてから, 宿

に向かいます. 夕張市に入ると, だんだん嫌な予感がしてきました. まず, 道が悪い. 財政破綻して

るからなのか, 道路の舗装がまったくできていません. 次に, 店がない. 通り過ぎるパーキングエリア

やお店はすべて閉まっています. 1km先に夕張メロンソフト屋さんがあるとの看板を目にして楽し

みに走るも, そこにあるのは廃墟, といった具合で, かなりの廃墟感が漂っていました. 

宿は「大夕張山荘　山の宿」という山奥の宿です. 夕張市は宿自体が非常に少なく, 存在する民宿

の数もかなり少ないといった具合で, 安い宿を探すも山奥の宿しかなかったのです. 夕張市街に到

着した我々はちょっとした商業施設を見つけて休憩を取りました. 休憩をとっている間, 夕張でホテ

ルのオーナーをしていた(?)という地元の人に話しかけられ, どこから来たのかやらどこへ行くのか



やら話していると, そのうち今日はどこに泊まるのかという質問になりました. 大夕張山荘という場所

だと答えると, その人や, 一緒にいた地元の人達でもわからないとのことでした. 夕張の宿のことは

知り尽くしているはずの人(だって, 夕張市の宿泊業関係者ですよ)が知らない宿とはいったいどん

な場所なのでしょうか. 一抹の不安を覚えつつも, 先に進みます. 

大夕張山荘は市街地から 12km程度離れた場所にありました. 市街地から離れるにしたがって, 周

りにはますます何も見えなくなります. 存在したのは廃線跡や炭鉱労働者慰霊所くらいで,  不気味

な雰囲気が漂ってきます. ポツポツと家が見えるものの, 全く人気がありませんでした. 車も全く通ら

ないような道を快適に走っていると, やがて宿に到着します.  

宿は外から見る限りでは, 完全に”昔の建物”といった感じでした. ご主人の「お部屋を案内するの

で中に入ってください」という言葉通り, 中に入る我々一行. そこで見た光景は...口で説明するより

もとりあえず雰囲気を感じ取ってほしいので, 写真だけペタペタ張っておきます.

図 13. 入口です(この時点でヤバい)

図 14. 内観



図 15. 内観

図 16. ご飯

図 17. カラオケなう



図 18. 内観

よく言えば古き良き昭和で, 確かに古いし良いし昭和なのですが, ちょっと置いてあるものが怖い

です. 客が置いていったという携帯電話がたくさん玄関口に吊るされていたのも怖かった記憶. 便

所も水洗式ではなく落下式のアレで, 今までにないタイプの宿でした. しかし設備は割と充実して

いて, お風呂もきちんとあるし, ご飯もオリジナルメロン料理を出してくれる＆お刺身も出してくれて

おいしかったし, レコードやカセットがたくさん置いてあって自由に聴くことができたし, なによりカラ

オケがあった(これも古かったけど)ので夜 11時ころまでは楽しく過ごすことができました. とはいえ, 

雰囲気が雰囲気なので, 夜が深まるにつれやはり話題は怖い系の話にだんだんと移り始め, 「ご主

人は泊まりに来た客を全員殺して携帯電話をコレクションしているのではないか」説(玄関口の携

帯電話の件があったので)や, 「実はこの宿は本当は空き家で, ご主人は霊なのではないか」説や, 

ついには「我々は今異世界にいて, 異世界に取り残されてしまったのではないか」説(意味不明)な

ど, 様々な怖い話が盛り上がりました.

結局, 朝起きても意識はあったし, 外に出てみても現実世界だったので何も問題はなかったので, 

我々がただの迷惑妄想野郎共だったということです. とはいえ, 後日この山奥の地域のことを調べ

てみると, 「昔炭鉱に関わっていた人たちが住んでいた場所で, 財政破綻後に人々が出ていき現

在は廃墟が並んでいる」という文字列が出てきたときはやはり驚きました. 結構怖かったので, 皆さ

んぜひ夕張に行く機会があれば訪れてみてくださいな(無責任).



じちょーの夏合宿前ランの旅（8/2～3編） 
 

３年 内海佑斗 

 

趣旨 

 夏休みに入るまで 1 ヶ月ほど全く自転車に乗らないばかりか、通学のために歩くのを除

けば一切運動してこなかった怠け者こと内海。しかし来たる 8/4 には中橋、大熊と一緒に

割ときついと思われるルートを走らなければならない1。「さすがに今の状態で走ったら 2人

に迷惑をかけてしまう」と思った内海は、急遽、トレーニングとも呼べないぼっちランを決

意したのである。 

 

 

当初の予定 

8/2 自宅～成田空港 89km 270mUP 

      http://yahoo.jp/RUDdoQ 

8/3 新千歳空港～支笏湖～恵庭～新千歳空港～千歳 102km 830mUP 

      http://yahoo.jp/Jvh1xf 

 

 

Day1（8/2） ～いざ成田空港へ～ 

 内海が予約したフライトは 8/3 早朝に成田を出発し、新千歳に向かう便。つまり前日の

うちに空港入りして、夜は空港のソファーで寝て翌朝のフライトを待とうという計画であ

る。成田空港までの国道 464 号は以前にも走ったことがあり、作業ゲーなのは承知してい

るが、体力を取り戻すためならやむなし。走ろう。 

さて、勘の鋭い読者のみなさまは既に気づいているであろうが、「当初の予定」というか

らには、予定通りにはいかなかったのである。というのも、この日の千葉県の天気予報は曇

り時々雨。「雨雲レーダーを見る限り、降っても多少ぱらつく程度だからいけるっしょ」と

のんきな内海はちゃんと走る気でいた（←ここ重要）のだが、悪魔のささやき2に屈した内

                                                   
1 なおルートをひいたのは内海である。自分の体力に対する謎の自信から勢いでルートを決めてしまっ

たが、ただの自滅であったといえよう。 

 
2 内海母。強大な権力を有する悪魔である。ちなみに内海家の不動の No.1はモモ様であり、No.2の母を

も従える大天使ときどき悪魔である。 



海はなんと空港まで全輪行をキメるのであった。 

…というわけで乗り換えを駆使して 1 年ぶりの成田空港に到着したが、駅のある第 2 タ

ーミナルからジェットスター便が発着する第 3 ターミナルへは 700mほども歩かなければ

ならない。SPDとはいえ、慣れないビンディングシューズを履いて3輪行した自転車をかつ

いでそんな距離を歩くと老人の肩に大変よろしくない。かといってシャトルバスを待つの

も嫌だったので素直に歩くことにし、本日の宿である成田空港第 3ターミナルに着いた。 

ここから眠れない夜が始まる。第 3 ターミナルは第 2 ターミナルと異なり、どうやら深

夜になっても消灯しないらしい。寝るには眩しいから第 2 ターミナルに戻ろうかとも思っ

たが、もう自転車をかついで移動したくないのでハンカチをアイピロー代わりに使って寝

ることを試みた。しかし次なる障害は、内海と同じソファーで深夜に電話を始める外国人で

ある。2時を過ぎてもまだ電話しているので、もはや内海は寝ることをあきらめ、飛行機内

で寝ることにした。 

 

 

Day2（8/3） ～支笏湖へ行ってみよう～ 

 さすがに今日こそは走らねばなるまい。新千歳空港でさっさと輪行解除して千歳市街地

のコンビニで 9時半ごろ朝食を済ませ、支笏湖へ向けて出発した。道道 16号沿いの 2, 3箇

所でヒグマ目撃情報（それもかなり最近のもの）の看板を目にしたが、比較的交通量のある

この道路では心配なさそう。それよりも車道伝いに茂みの中を走る自転車道の方がよっぽ

ど危険に思われるので、無難に車道を選択した。 

 緩い坂を登って特に何事も無く支笏湖ビジターセンターに到着したので、駐輪して湖畔

に出てみる。文才に乏しい内海の言葉では小学生並みの感想しか出てこないのだが、きれい

だった。 

 

写真 1, 2 支笏湖にて。ここはリゾート地でしょうか？ 

 

                                                   
3 内海はお金もないのについにビンディング化した。過去の自分への借金である。 



 ビジターセンターでの休憩もほどほどに再び走りだす。支笏湖から国道 453 号を北上し

て少し登り、恵庭市に入ったあたりで NCジャージを着た 2人組（2年鈴木と寺田）とすれ

違った。なんでまたこんな辺境の地にいるんだろうと思っていたら、次々に執行代のメンバ

ーとすれ違う。佐々木に「え、次長さん？なんでこんなとこにいるんすか？」と言われたが、

それはこっちも言いたい。でもまぁよく考えたら、合宿は占冠集合だというのに支笏湖から

札幌方面に走る内海のほうが変人だな。執行代（10 人くらい？）は小樽から定山渓経由で

はるばる支笏湖まで来たらしく、ご苦労様です。一方の内海は夕方まで地味なトレーニング

散歩気分の暇つぶしをしているだけで、もうあとは千歳に戻るだけだったのである。 

 そんなわけで持病の腰痛4に耐えながら道

道 117 号で恵庭渓谷を見つつのろのろと恵

庭市街へ向かう。執行代とすれ違った際、み

んなしてリュックにカバーをしているなぁ

と思っていたが、どうやらつい先程まで雨が

降っていたらしい。雨上がりのミストの中を

走って涼しかったと言いたいところだが、ひ

たすら蒸し暑いだけだった。あれ、本当にこ

こ北海道だよな？東京と大差ないんだが…。 

 13 時半ごろ恵庭市街地に到着した内海

は、発見したセイコーマートに迷わず突撃。

本日の昼食であるカルピスアイス5とアクエリアスを購入

し、休憩。やはり暑い日に自転車を漕いだあとのカルピス

アイスは最高だと思う。なお、カルピスアイスは段落ひと

つ消費するに値する重要なイベントである。 

 国道 36号の信号に苦しめられながら、なんとか 15:00ぎ

りぎりに新千歳空港に到着。内海は 15:05 着の飛行機で新

千歳空港に来る中橋に呼ばれていたため、この空港に戻っ

てきたのである。呼ばれたのがノンケ的な理由のためであ

ればさぞかし喜んだことであろうが、残念ながら内海は当

記事執筆時点で（狭義）ノンケではない。中橋が空港内に

あるシュタイフワールドに行くとかいうので、「しゅたいふ

わーるどってなぁに？」状態の内海はわけもわからないま

まカメラマンとしてここ新千歳空港に召喚されたのであっ

                                                   
4 「あれも一応持って行こう、これも念のため」と準備した結果、いつも通りリュックが重くなってしま

ったのだが、これが腰に響く。まぁ要は自分が悪い。 

 
5 内海は 1年前の夏合宿前ランの際、出雲市駅近くのコンビニで買ったカルピスアイスの美味しさを覚え

たのであった。 

写真 3 恵庭渓谷にて。橋の上より。 

写真 4 新千歳空港にて。 

疲れた内海（提供：中橋） 



た。国内線ターミナルと国際線ターミナルを結

ぶ連絡通路をほぼ全部使って展示されている

ぬいぐるみを目の当たりにして夢中になって

写真を撮り、童心に帰ってキッズスペースのぬ

いぐるみとも戯れる中橋氏。さらに店舗では店

員さんにお願いしてとある種類のぬいぐるみ

の在庫を全て見せてもらい、ひとつひとつ吟味

していた。ご満悦の様子で何よりだが、内海に

はついていけない世界がそこにあった。 

 ぬいぐるみ関連で軽く2時間以上も経過した

ので、夕食は空港内のフードコートで生姜焼き

定食を食べた。ふと思ったのだが、普段家にい

る時は前日の晩メシすら覚えていないという

のに、旅先の食事はなぜこんなにも覚えていら

れるのだろうか。前述の悪魔の食事だって美味

しいんだけどなぁ…？ 

18:30 を過ぎて暗くなってきたので、中橋は

空港内のホテルに泊まり、内海は今日の宿とな

る母の実家（千歳市街地にあり、空港から約 9km）

へ向かった。すっきり晴れていた昼間とは異な

り、濃霧に加え霧雨が降っていてメガネ使用者にとっては非常にタチが悪いが、とりあえず

到着。祖父母が迎え入れてくれ、そのまま近くの銭湯に連れて行ってもらった。よく温泉と

かの効能で「腰痛に効く」みたいな記述を見るが、ここでも見かけたのでしっかり浸かって

みた。果たして真偽のほどはいかに…？まぁとにかく、お風呂でさっぱりしたあとは冷えた

牛乳がうまい。帰ったらビールと鮭とばとチー鱈と好物のマルセイバターサンドが用意さ

れており、高級メロン（おそらくらいでんメロン）も出してくれた。さすがに今全部は食べ

きれないので翌日の補給としてバターサンドをいくつかもらったが、メロンは美味しすぎ

てぺろりと平らげてしまった。前日ほとんど眠れなかったので早めに布団に入り、案の定す

ぐ力尽きて爆睡した。 

 

 

おまけ： Day3（8/4） ～合流まで～ 

 朝食はいたって普通のものだったが、デザートにまたしてもメロンが出されたので大満

足である6。写真を撮るなどして少しゆっくりしたあと、中橋、大熊（早朝のフライトで新

                                                   
6 この日は昼にも夕張メロンを食べた。北海道の旅の前半はメロン旅行といっても過言ではない。 

写真 5, 6 シュタイフワールドにて。 

もふもふですね。（提供：中橋） 



千歳空港に来ることになっている）と合流するためまたしても新千歳空港に向かった。今日

は 3人で空港から夕張を経由して占冠へ行く予定である。 

写真 7, 8 母の実家にて。内海が珍しく妻有ジャージを着ている。 

 

余談であるが、大熊と内海はこの日が初顔合わせであるにも関わらず、後ランで函館に向

かうまでずっと一緒に走ることになる。見慣れない人でもすぐに仲良くなれる NC のこの

雰囲気、イイよね。 

 



 

 

前書き 

大熊ルイ 

中橋、内海次長、大熊らの北海道合宿は前後ランを合わせて約 600ｋｍ(編注 :合宿含め約 750km)を

10日間で完走した程好い夏休みイベントとなり、この段落を書いた大熊はとても満足しました。走

ったルートは以下の図に記してあります。全体的に晴れの日が多く（て言うか暑過ぎた）、夏の香

りや美味しいものを雄大な北の大地と濃い青の海の景色に流されながら楽しみ尽くせました。二人

には修論に殺されている 中に大熊を誘ってくれたことに深く感謝しています。おかげで単位も拾

えました。 

 
 

 

8/4 

新千歳空港->夕張->占冠 

予定していたルート 

126km1700mUP 

http://yahoo.jp/DLtG77 

 



午前 3時に起床、全力でベットに帰ろうとするハードウェアを律して何とか輪行袋を背負いながら

吉祥寺駅に到着。4時半の総武線でも戦いは続いた。何と各駅で寝落ちしてしまい、危うく乗り換

えも失敗するところだったのは内緒です。 

 

 

そして時は過ぎ（間の記憶無い）新千歳空港に 8時に着陸して、中橋と次長と現地集合した。空港

を出たの 9時過ぎに、今日のサイクリングは始まった。市街地を抜け出し、蝉の鳴き声が聴こえな

いのに驚きながら夕張を目指した。 

 
高性能ナビ次長 OSが正しくナビゲートしてくれたお陰で難なく夕張のどこかのホテルに着き、中

のパン屋で黒いカレーパン、劇旨メロンパン、夕張メロンを昼に食べた。 



 
メメロロリリンンゴゴ 

その後メロン直売店に通りかかり、ジャンケンでメロンを背負う人を決めた結果、次長が快く占冠

までクロネコしてくださった（編注：嫌々引き受けたメロンは翌朝宿でいただいた）。 

 
ドドドドドドーーンンメメロロンン次次長長 

ドでかい黒いリュックを背に付けていた次長の後姿がいつになく雄雄しく、決死のメロンクライム

時にはドラマすらあったｗ。新夕張に到着し、メロン熊グッズがやたら多い道の駅で夜用の飲食品

を調達した。ノンケソーセージという商品だけインパクトが強くまだ憶えている。 



 
 

実ルートは上記のを新夕張まで順調に走ったところで、新夕張駅から占冠まで輪行してゴール。 

 
新新夕夕張張ででゴゴーールルししたた時時のの様様子子 

（クワガタを愛でたり輪行袋でラグビーしながら）輪行解除をして、駅前の施設で少し早めの夕飯

を食べた。 

 

大熊は人生初のステーキカレーに挑戦した。次長が注文したシムカップラーメンは片仮名表記に相

応しい味だったのだろうか未だ疑問である。その日の夜は駅から本当に直ぐの（ちょっと幽霊出そ

うな）おさふね旅館に、旅館で合流した小松崎を加えた 4人で泊まった。やっぱりチャリやった日

は良く眠れた。 



8/8(後ラン初日) 

中橋佳香 

旭川～旭山動物園～旭川 

25km70mUP 

http://yahoo.jp/BtqJu5 

大熊 内海 小松崎 中橋 横谷 井澤 寺田 鈴木 

東神楽キャンプ場からセブンイレブンで朝食をとり、旭山動物園へ行きました。「ペンギンが僕を

待っていると思うと足が回るね！」などと言いながら爆走する大熊氏を一同（なんなんだ、あの速

さは・・。）と思ったに違いないでしょう。キャリア付きの井澤氏に先頭交代したときは安堵の息

が漏れました。到着後は各自思い思いに動物園を楽しみました。 

 
レッサーパンダをじっと見上げる夏合宿担当や、子供に混ざり軽快な音楽とともに猛獣に跨る（編

注：横谷の）勇姿を見ることができ、楽しかったです。動物園を堪能したのち、今晩お世話になる

内海氏の祖父母と叔母さまがたのお宅へ向かいました。（本日の走行距離 25km） 

 

会報が走った記録であれば本来ここで筆を置くべきなのでしょうが、この日のメインイベントはこ

こからだったので、割愛せず紹介します。 

    



旭川駅からさほど離れていない住宅街にあるおうちに着きシャワーに入ったのち、ジンギスカンと

バーベキューが始まりました。大盤振る舞いでお肉やホタテや牡蠣も十分すぎるほどご馳

走になりました。前日に NCでバーベキューをしたこともあり、本場のジンギスカンはこ
れだ！！と教えられたようでした。4時から始まった宴会は９時まで続き、そのあとは近
所の温泉まで車で送っていただきました。さらに温泉から帰ると冷えたスイカが用意され

ていて、終始 高のおもてなしでした。内海家のみなさま、本当にありがとうございまし

た。 

    

 



2016/08/09 旭川->小樽 

大熊ルイ 

予定していたルート 
178km700mUP 
http://yahoo.jp/-DU_6X 
実ルートはこちら 

https://www.strava.com/activities/669816384 

 

とても静かな朝が来た。見渡す限り先日のバーベキューコンパで疲れ果ててる男ども。こんなので

本当にサドルに乗れるのか憂鬱な気分になっているうちに二度寝に取り組もうとしている自分がい

た。とその時次長現る。起こしに来たようだ。そこから豪勢な内海家の朝食を目の当たりにするま

での記憶がない。朝型に生まれたかった（これ書いてるのも深夜 4時）。 

 

いくらとトマトがとにかく美味しい。そして朝食のラスボス、シャケがいつまでも倒せない、もう

無理だ、負けました...スイカに逃げる（編注：上の写真は朝食ではなく前夜撮影したもの）。 

次長の祖父母とおばさんが僕ら 8人(中橋、内海次長、小松崎、井澤、横谷、鈴木、寺田、大熊)の

集合写真を撮ってくださり（一枚目は睡魔が完全優勝、二枚目はまともな写真）、9時過ぎに次長

の御親戚の家から出発。 



 

 

朝はやや曇りで涼しかったがすぐ日本晴れになった。 

ひたすら国道 12号を走った。音江辺りまではキャンツー班(隊長、横谷、鈴木、寺田)と共に走り、

それ以降中橋、内海、大熊の三人で行動。絶えず追い風が吹いていてくれたおかげで巡航速度が平

坦でも 35を上回る競技班仕様が多かった。通りかかる滝川のスカイパークでグライダーの体験が

出来ると知っていたため(ソースは行きの便の Air Do機内雑誌)、それを楽しんだ。 



    

 

ススカカイイジジャャーージジででアアイイキキャャンンフフララーーイイ（（ペペンンギギンンもも）） 

鉄道がつまようじみたいな大きさに見えて何故か勝った気分になった。雨は降らなかったものの、

当朝は風が強く曇っていたためグライダーが滑空している間に上昇気流に巻き込まれタワーオブテ

ラーのごとく上下に激しく揺れた。 



 

その後も次長の猛烈な牽きでのほほん組み(後続の大熊と中橋)はちょいちょいちぎれるという散々

な目に合い続ける。綺麗なお山が右手に見えるシャッターチャンスを物ともしない次長をずっと眺

めていた国道 12号。とにかく速かった。昼食は途中のコンビニで済ませ、とても順調な一日の前

半だった。が、しかし、内海のチューブがパンクし、タイアも破損するというトラブルが美唄市で

16時ごろ発生し、大幅な遅れをとった。また、大熊の後輪のタイアも寿命を達していた模様であ

り、周りにサイクルショップが開いていなかったため、内海の使用済みの中古タイア（編注：予備

タイヤのこと）の破損と大熊のタイア/チューブの破損という 悪のケースを避けるべく岩見沢か

ら 18時頃輪行を決意した。大熊の友人の実家が札幌郊外の手稲にあり、そこに 20時頃に訪れ、

(15分で白熊アイスを流し込んで、)それからまたすぐ手稲駅から当日の終着点である小樽駅まで輪

行した。こんなとんでもない意味不明な寄り道に付き合ってくれた中橋と次長に、筆者の熊は感謝

している。電車の窓から見える札幌の夜景に癒されながら遂に 21時ごろ小樽に到着。駅の看板は

旧式の表記で皆面白がって「るたお」の写真を撮った。そこからは大急ぎで小樽のライダーハウス

に荷物を放り投げ、タクシーを捕まえて先程話に出た友人の今度は叔父叔母(スポンサーかよ)が経

営している銭湯へ向かった。清潔感を取り戻した 3人は夕食を済ませ、ライダーハウスでライダー

3人とお酒を飲み、撃沈。 

 

 

 

 



2016/08/10小樽->倶知安->ニセコ 

大熊ルイ  

予定していたルート 

81km1040mUP 

http://yahoo.jp/Pn8xEn 

実ルートはこちら（大熊オンリーぼっちらんらんるー） 

https://www.strava.com/activities/670909822 

 

朝 7時に起床(？)筆者は朝への耐性がとても弱く、意識が朦朧としている状態で気付けば洗濯物を

片手に自転車に乗っていた。朝の小樽は潮風が心地良く、二度寝に適していたが、次長らがそれを

許さなかった。コインランドリーを探す旅は長く険しく、意味不明な激坂を甚平のまま駆け上がる

ことになったが、そこから一望できた小樽市と港はこんな感じだったので許せた。 

 

コインランドリーめぐりを兼ねたラフな観光の次に待っていたイベントが待ちに待った小樽朝市の

海鮮丼で、海鮮丼を食べたいという願いが叶ったのであった。その立役者となったのがコインラン

ドリーでばったり会った小樽民のおじさんだった。そのおじさんは車で（僕たちは当然チャリで）

海鮮丼屋さんまで引率してくれた、ありがとうおじさん。 



 

ウニとイクラとホタテと色々詰まってた幸せの丼を呑み干したころには昼過ぎ（編注：10時半ご
ろ）になってしまい、三人は小樽から輪行を決意。しかし大熊だけどうしても倶知安からニセコを

目指したかったためぼっちランが発生。とその前に昼間の小樽をプチ観光。 

 

 



 
連日の疲れがそろそろ出てきたため大熊倶知安まで輪行しながら後輪のタイヤを車掌のす

ぐ隣で取り替えた。無事駅には着けたものの、無常にもニセコで熱気球の体験の集合時間

が 16時ごろであり、さらに大熊の後輪の空気がタイヤの交換以降何度入れても抜け続ける
というハプニングが重なり裏ニセコヒルクライムはヒルクライム TTへと進化して大熊を
追い詰めるのであった。 

 

青青のの矢矢印印をを追追っってていいくくとと裏裏ニニセセココパパノノララママラライインン 

 



 

ヒルクライムは苦しく生きてる感じがするって某高校生自転車漫画の箱根の某高校生が言ってたの

にこの時凄く共感した。 

  

上の写真は倶知安からニセコへ続く道道 58号で撮りました、ジャングルっぽく頂上の方は少し月

面っぽかった。 



 

月月面面ぽぽいい場場所所 

 

 



 

何とか気球体験に間に合う大熊だったが、炎天下のニセコヌプリを満喫して大熊は残りの

水を空にして気球の会場で燃え尽きるのだった。しかも上の標高グラフから伺えるよう

に、パノラマラインを下り切ってから 後にとどめのキラーヒルが待っていた。ここで水

分とMPがゼロになっていた大熊の視界は 1fpsくらいで毎秒軽く気絶を繰り返した。昨日
はグライダーで今日は気球と空飛ぶチャリダーができて愉快でした。唯一の反省点は気球

から見える景色より気球の綺麗な黄色に夢中になって碌な写真がとれていなかったこ

と。。。 

 



 

 

次次長長ｓｓ流流石石一一日日輪輪行行ししたただだけけのの肺肺活活量量 



   

ンンムムリリカカののナナイイススガガイイ気気球球おおじじささんん 

 

 

上上のの写写真真のの気気球球がが暑暑いい！！！！ 



ニセコ 熱気球 
http://www.oac-japan.com/?page_id=6 

気球の次に向かったのは温泉！プリンスホテルか何かよく分からない名前のホテル（編

注：ニセコグランドホテル）の露天風呂に（宿の方が）送迎を出していただいて湯と同化

した。帰りに「下りを楽しむサイクリング」というくだらないパンフがあったので「上り

を楽しむサイクリング」に訂正したのを持ち帰った。 
そして一日の終わりには当然夜飯！YOUロッジ旅物語 というライダーが集まる宿泊施設
に泊まったのだが、周りのおじさんおばさんお兄さんらから大量におかずを頂いてしま

い、各自 3人前くらい食べることになった。しかも絶品だったので間違えても残せないと

我々は頑張って（次長の方に高カロリーの揚げ物などを流しながら）完食した。 

 
 

食後は少しライダーさんや宿主と話し、外に出て天の川を観測したりとても賑やかで赴きのある夜

でした。次長と熊は翌日 5時に起き、朝食の前に表パノラマラインを朝練するため、早く夢の世界

にダイブしていった。ちゃんちゃん 

 
 
 
 



8月 11日 
内海佑斗 

ニセコ～洞爺湖～長万部～八雲 
139km1120mUP (あくまで予定の話) 
http://yahoo.jp/A0UpKu 
 
 4:45 起床。夏とはいえさすがにまだ薄暗い。こんな早く起きたのはなにも内海が年をとったからでは
なく、「朝メシ前にニセコパノラマラインを登って圧倒的成長！」という昨夜唐突に計画された無茶ぶり

が実行されただけの話である。乾いた目をこすりながらお布団ブラックホールから脱出して着替えて準

備したが、ルイ君はまだ寝ていたので 5:00にたたき起こし、内海は一足先に出発した。中橋はやっぱり
来なかったようだ。 
いやぁさすがに気温 14℃ってのは起きて活動し始めたばかりの体には寒い。登りの前に少し下り坂が

あるので風をもろに浴びないよう超ゆっくり下ってから登り始めたが、距離も勾配もだいたいヤビツと

同じくらいなので、登り始めたら体は温まってきた。パノラマラインというからには相当景色が良いも

のと期待していたが、両側に見えるのはひたすら木々。登っていくと今まで登ってきたニセコ側のはる

か遠くに霧がかかっているのが見えたが、雲海と呼ぶにはほど遠い。まぁ道幅は広いし、路面も悪くない

し、早朝で車通りもほぼないからよしとしよう（なお聞くところによると本当に景色が良いのはニセコ

とは峠の反対側にある岩内の方らしいのだが、そっちまで行くと到底朝食までに帰れないので断念）。頂

上でルイ君の到着を待ち、さすがに腹が減ってきたのでメシを食いに宿に戻った。下りの途中で裏パノ

ラマライン（倶知安方面）から来たローディーの方（40代くらいだろうか）と合流した（特に挨拶とか
はしていない）ので、ちょっと本気を出して平均 52km/hくらいで漕いで下ってみたが、まったく引き離
されることなく平然とついてきたので完敗。やはり内海は年をとったようだ。 

 
図 1, 2 ニセコパノラマラインより。右の写真にはルイ君が写っているが見えるだろうか 

 
 宿に着き、朝食の準備を待つ間一緒に宿泊していたライダーの方々に登ってきたことを伝えると驚か

れた。もともと早朝にひとっ走りというのは宿の方がライダー向けに提案したものであったが、結局ラ

イダーは誰一人登らず優雅な朝を選び、ド Mのチャリダー2 人が登ってきたのだから当然といえば当然



か。間もなく朝食の準備ができたので、

まだ天国にいた中橋を現世に引きず

りおろしてダイニングへ。夕食が美味

しかった YOUロッジ旅物語は朝食も
文句なしに美味しかった。前日の温泉

送迎や宿の人の優しさ、きれいな部屋、

宿泊料金なども含めて総合的に満足

度が高い宿で、今日も泊まりたいとこ

ろだが洞爺湖に向けて出発しなけれ

ばいけない。名残惜しいものだ。 
 さて、泊りがけのランの記事ではよ

くあることだが、今日も出発までが長

くなってしまった。ニセコから洞爺湖

に向かって長万部経由で八雲の宿に

たどり着かなければいけないのだが、果たして可能なんでしょうかね？まぁいざというときには NC ゆ
とり班お得意の 終兵器「輪行」を発動すればどうとでもなるんですがね（フラグ）。 
 宿を出発した一行は蝦夷富士こと羊蹄山の南麓を道道 66号沿いに東に進み、留寿都方面に。相変わら
ず天気に恵まれ、気温も極端に高くはなく走りやすいのだが、さすがに連日のランと今日の早起きのお

かげで眠いので眠気覚ましに作業用 BGM を大音量で流しながら走ることにした。途中の道の駅で休憩

するときに音量を下げ忘れて駐車場で変な

目で見られた気がするが、めげずにいこう。 
留寿都から国道 230 号沿いに南下してし

ばらくすると洞爺湖を一望できるというサ

イロ展望台に到着し、早速自転車を置いて土

産物屋＆展望台へ。すっきり晴れた洞爺湖は

眺めがよく、きれいだった（n度目の小並感）。 
湖を眺めてぼんやりしていると、なにやら

すぐ近くでヘリコプターが飛ぶ音が聞こえ

る。どうやらここはヘリコプターでの遊覧飛

行なるものがあるらしく、予約なしでも乗せ

てくれるのだとか。NC 乗り物大好き班の
我々（復習であるが 2 日前はグライダーに、
昨日は熱気球に乗ったのであった。ちなみに予習しておくと、この翌日はアヒルボートに乗った）として

は大変気になるところであるが、案内の看板をよく見てみると、なんと「12分 20000円」の文字が。い
ったいどんなビデオに出演すればそんなお金が湧いてくるのか知らないが、いくら輪行のお金なら出せ

る我々といえどそんなブルジョワ観光はできないので、おとなしく地上からの景色で満足することにし

た。そうこうしているうちにお昼どきになっていたので土産物屋の 2階にあるレストランで昼食をとる。
内海はそばを注文し、そこそこの味だったがやや物足りなかったような気がする。 

図 3 YOUロッジ旅物語を出発するとき 

図 4 洞爺湖とルイ君 



展望台を出発した 3 人は少しだけ走って湖
畔に立ち寄り、洞爺湖と洞爺湖温泉街を眺めて

再度出発。洞爺湖温泉からフェリーで中島に渡

って観光するという選択肢もあったのだが、夕

食のことも考慮して先に進むことにした（なお

この段階で既に洞爺駅からのハイパーゆと輪

行が確定していたのであった）。 
ほどなく洞爺駅に到着し、駅前にあるパティ

スリー・ヴィオレットというお店に立ち寄る。

実はこのお店はニセコの宿でライダーさんと

洞爺湖に行くという話をした時に紹介しても

らっていて、比較的 近開店したばかりの塩モ

ンブランで有名なケーキ屋らしい。そんなわけ

で塩モンブランを買って店内のテーブルで美

味しくいただいてきました。いやぁ汗臭い自転

車乗り 3 人が店内に居座ってすいませんねぇ。 
…ん？そういえばルイ君だけもう一つ何か食

べていた気がするなぁ。ルイ君よ、君もデブ活

しているじゃないか。 
 
さてここからは 終兵器・輪行の出番だ。毎

度毎度 終兵器を使ってて言葉の重みを感じ

られないとかいう批判はナシの方向で。輪行な

んかに甘えず常に自走という皆様は尊敬に値

するけど、QOT (Quality Of Travel；今勝手に
作った) 向上のためには輪行も許される…よ

ね？ 
まぁ許されなくても日本一の秘境駅と呼ばれる JR 小幌駅を回収するという名目で輪行したのである。

この駅は地図上では国道 37号の近くに位置するのだが、三方を山に囲まれ、残る一方の斜面を下ると太
平洋であり、そのため駅に続く道路がないというまさに秘境の名にふさわしい場所なのだ。ちなみに小

幌駅でググると、国道脇に車やバイクを駐車して林道か何かを 50分ほど歩いて駅に到達するという攻略
記事が見つかる。物好きはいるもんですね。そんな小幌駅停車の際には乗客（実はけっこう満員だった）

がこぞってスマホで記念写真を撮影したが、立ち場所の悪かった内海はルイ君と中橋に写真を任せて後

から見せてもらった。( Sorry!  No Image ) 
長万部駅で乗り換えて今日の宿がある八雲駅に向かう。困ったことに内海の隣に座ったボランティア

おじさんが自分の経歴を 40分間絶え間なく話してくるので（ちょっと寝たいんだけどなぁ）と思いなが
ら適当に相槌を打ち、今日の長い輪行が終わった。 

図 5 洞爺湖畔の公園より 

図 6 塩モンブランで女子力上げてみる 



夕方 5 時を回る頃だったので宿に向
かうのは後回しにして、八雲 ICのそば
にあるハーベスター八雲へ夕食を食べ

に向かう。宿をとる際に八雲には食事場

所も多くないことがわかったので、事前

に調べて目をつけておいたのがこの店

である。実は丘の上にあるから国道から

ちょっとだけ登るんだけど、そのぶん景

色は良いからまぁ多少はね？夕暮れの

噴火湾を望みながらピザと冷製パスタ

を堪能して地中海旅行の気分（超適当）

を味わいましたとさ。 
今日の宿は民宿浜松という一見普通

の家で、グーグル先生を頼りに目的地周

辺を 2~3 分探索してみてようやく見つ
かった。出迎えてくれた宿のおじさんに

いったん荷物を置いて近くの温泉に徒

歩で行く旨を告げると、帰りは車で迎え

に来てくれるとのこと。やったぜ！ 
そんなわけで着替えとタオルを持っ

て温泉に行こうとしたが、中橋が海岸に

出て石を拾い始めるではないか。聞くと

どうやら石が好きらしく、特に手のひら

に収まる大きさがいいのだとか。内海は

石にはさほど興味がないが、せっかくな

ので眠れぬ電車の日ごろのストレスを

解消するかのごとく石を海に投げ始め

たのであった。 
八雲遊楽亭という温泉でさっぱりし

たあと、手はずどおり宿のおじさんに連

絡して迎えに来てもらった。やっぱ車は

楽チンだね。今日はいろいろ疲れたので酒も何もなくそのままおやすぴー… 
 
 
 
 
 
 

図 7 ハーベスター八雲にて夕食 

図 8 民宿前の海岸にて 



8/12 

中橋佳香 

八雲～函館 75km440mUP 

http://yahoo.jp/FdEfd6 

 

寝起きの 40分、朝ごはんのための運動になりました。眠いしお腹すいたしいつまで経ってもコン

ビニないし。後ろで悪態をつきながら仕方なくついて行く。この日ほどコンビニ朝食が美味しく感

じた日はありません。腹ごしらえがすみ、しばらく走ると大沼公園に到着。その名の通り大きな沼

に浮かぶ小島を結ぶように橋がかかっていて、とても綺麗な公園でした。おみやげコーナーには熊

の剥製や毛皮が置かれていて、ひとしきり一人ではしゃぎ終わってから昼食＋アイスを。自転車旅

あるあるだと思いますが、ご当地アイスや珍しい味のアイスを見つけると食べたくなるもので、今

回は炭アイスをいただきました。(でも炭の味はよくわかりませんでした。) 

 

湖畔で白鳥ボートを見つけた

ので足こぎボートに乗りまし

た。後ランではグライダーか

ら始まり気球に乗ったりボー

トに乗ったりと、乗り物が好

きな一行でした。仲睦まじく

ボートを漕ぎながらもケイデ

ンスの話をする二人。ペダル

が隣のペダルと連動して回る

ので息が合わないと足をぶつ

ける羽目に合います。 



 

函館に着くまではまた細かいアッ

プダウンがある道を走り、信号が

あるたびに前の人止まれ！と願い

ながら走りました。この北海道旅

行中に何度も何度も二人に離され

て追いつけなくて、めげそうにな

りつつも、ひたすら追いかけた旅

になりました。それでも何度か気

が吹っ切れて奇声をあげながら走

りました。 
 

 
函館に着き、まずは観光と意気込んで激動の時代を見守った五稜郭、を見るための五稜郭

タワーへ。五稜郭では大熊氏が「五稜郭周回でエンデューロしようよ」と言っていました

が、五稜郭タワーから降りたところで旭川で別れた小松崎氏と合流し今晩の宿へ。 

 
来夢来人（編注：ライダーハウスのこと）に着き部屋に案内された私は控えめに言ってとて

も戸惑ってしまいました。「こちらが女性の相部屋となります。」これの何が部屋なんだろ

う？と思いつつも恐る恐る脚立に登ると、敷布団と２つ並んだ枕が全てを物語っていました。

人生でベッドの真下に停めてあるバイクのエンジン音で起きることはそうそうないかと思

い、独特の緊張感を経験することができました。 



 
 
 
 
 
 

 
北海道の 後の夜は函館の夜景を堪能しました。四人で函館山まで行き「ハート」の文字を

探しました。 
 

 
 
 
 
 



8月 13日 

内海佑斗 

函館～函館空港 

10km30mUP 
http://yahoo.jp/8PdBOK 
 
 朝イチのフェリーに乗る ZKは 6時に出発したが、特に急ぐこともないルイ君、中橋、内海の 3人は 7
時過ぎに函館ライムライトをあとにした。宿で飼っているかわいい犬（ミニチュア・ダックスフント）3
匹にもう一度癒されたかったが、仕方ない。これ以上犬のにおいがついたら、我が家に帰ってから愛犬モ

モ様に嫉妬されてしまいそうだからということにしておこう。とりあえず朝食を調達しなければならな

いので函館朝市に向かった。 
「海鮮なら小樽でも食ったじゃないか」なんて

誰も言わないのは、もちろん、海の幸が美味しく

てほんの 1 食や 2 食程度で飽きるわけがないか
らである。ウニ大好きのルイ君はバフンウニを売

っているのを見つけた途端に飛びつき、残る 2人
も食べたかったので、バフンウニまる一つを買っ

て 3人で分けることにした。いやぁうまい。語彙
力の欠如のためにこの感動を伝えることができ

ないのが悔やまれる。この記事の読者の皆様向け

には写真を載せることで精一杯の飯テロとした

い。 
ウニをいただいただけでは食いしん坊 3 人の
お腹は満たされないので、引き続き海鮮丼を食べ

られる店を探し、ここが良いだろうと決めた店に

入った。混雑していたので子連れの家族と相席に

なり、何を注文するか考えていたら互いに話が聞

こえて結局大体同じメニュー（数種類の具材から

3種類選べる 3色丼）を注文していた。内海はカ
ニ、ウニ、イクラの 3 色丼をいただいてきまし
た。美味しいものってゆっくり味わおうとしても

どんどん口に吸い込まれていくんだけど、この感

覚わかる人いませんかね？ 
 朝食のあと、少し市場を回ってルイ君がお土産

用にタラバガニを買って送っていた。カニって市

場で買っても学生には高いよね。まぁそれはさて

おき、市場をあとにした一行は飛行機に乗るまで

まだ数時間あるので函館の町を散策することに

図 1 バフンウニ！ 

図 2 カニ、ウニ、イクラ丼！ 



した。港の近くに海に張り出しているいい感

じの公園が見えたので、まだ終わっていない

けどそこで旅の終着地の写真を撮ったよ。 
小樽と同様函館もまた坂の多い町なので、

短いながらも急な坂を登り、坂の上で写真を

撮るなどした。北海道に来て以来大して走っ

てもいないのに食べてばっかりなもんだか

ら、この時撮った内海が自転車を持ち上げて

いる写真が明らかにデブ丸出しだったので

（内海の写真は）ないです。坂を登ったらな

にやら人だかりのできている店を見つけたの

で見てみたら、なんとメロンパンアイスなる

ものを販売しているではないか。いや、それよ

りツッコミたいのは「世界で 2 番めにおいし
い焼きたてメロンパンアイス 函館店」とい

う店名であろう。謙虚なのかよくわからない

が世界一がどこの店なのか気になるじゃない

か。メロンパンとアイスって相性いいのか気

になるところだけど、こんなに人がいるとい

うことはきっと美味しいのだろうと思い、1時
間前に朝食を食べたばかりのはずなのにまた

食べることを決断。渡されたメロンパンは焼

きたてでまだ熱いのに、中に挟まれているバ

ニラアイスは意外にもそう簡単には融けない

ようだ。一緒に渡されるラスクはさくさくで、

これまたよい歯ざわり。香ばしい香りに誘わ

れてカラスが何羽もメロンパンアイスを狙っ

ていたのでやや景観を損なっていたが、店先

に座り込んでこのおなかぽっこりを増長する

エネルギーの塊を大変美味しくいただき、至

福の時を過ごした。 
さて坂を下る頃にはのどが渇いてきたねぇ

という話になり、近くのスーパーに立ち寄っ

て飲み物を買うことになった。何を買うか考

えていたら、飲むみかんといういかにも濃厚

そうな瓶入りのジュースを勧められたので買

ってみた。ついでに暑くてアイスも食べたか

ったのでオレンジシャーベットも購入。北海

図 3 旅の終着地・函館 

図 4 メロンパンアイス 

図 5 飲むみかんとオレンジシャーベット 



道に来たのにハスカップ入りのものは結局食べも飲みもせず、この買い物に関していえば北海道要素ゼ

ロであるがまぁ気にしない。朝から食ってばっかじゃねーか！と言われたらまったく反論できない。な

にしろもしウニを 1食として数えるなら、まだ昼だというのにこれで 4食目だからな。 
さていよいよフライトのときが近づいてきたので函館空港へ向かうことに。連日道案内担当をやって

いた内海は 2 人に「たまには地図見て先導してみたら？」と言って今日は先導をサボりましたとさ。ま
ぁゆーてたかだか 10km だし道に迷うこともないだろうと思っていたら、空港方面へ向かう唯一の左折
ポイントで迫真の直進をキメるルイ君。数百メートル行き過ぎたところで気づいてよかったが、気づか

ずにあと 10km走っていたら飛行機乗れなくて大変だったに違いない。 
無事空港に到着し、よく考えたらまだ

ちゃんとした昼食を食べていないこと

に気づいた一行は、自転車を預けた後

（なんと本日 5食目となるわけだが）空
港内のラーメン屋に突入。なお現在時刻

14:00 である。あまり値段が高くなく目
にとまったえびらーめんを食すことに

したが、お味はと言うと確かにえびであ

る。個人的にはもう少し油っけがあって

もいいと思うが、これはこれでおいしい。 
ラーメン食べたら飛行機に搭乗する

時間になったので、急ぎ乗り込む。大空

へ飛び立つ瞬間を窓から見て内海は

早々と眠りについた。 
 
今年の北海道旅行はこれにておしまい。主に内海企画のぐだぐだ後ランに全日程お付き合いいただい

たルイ君と中橋の 2 人、どうもありがとうございました。読者の皆さん、この記事は文体はバラバラだ
し、写真ばっかりだし、内容が詳しく伝わってこなかったし、ちょいちょい編注がうざかったかと思いま

すが、夜中 3 時に 3 人の記事を無理やり合体させた内海はもう眠りにつきたいのでこのへんで許してく
ださい。それではまた。 

図 6 えびらーめん 
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英語で旅を意味する「travel」は、「travail」すなわち「苦労・骨折り」と語源を共にす
る。苦難を乗り越えていくイメージだ。いっぽうで、比較的短期間の気軽な旅行を表す「trip」
や、長旅から得る教訓などのプロセスを重視した「journey」、観光周遊旅行を意味する
「tour」という言葉もある。

我々の自転車旅には、大それた目的などあるわけではないし、そんな大義名分をもって
NCに参加する人も稀だろう。一介の大学生たちが単に非日常を求めて、若さを売りにし、自転
車にまたがり見たことのない地へ赴く、それだけのことだ。場所は問わない。道さえ続いてい
ればそれでいい。

けれども、己には日本でただ一箇所、必ずや訪れてみたい場所があった。かつて小説を
読んでその名を知り、噂を聞くにつれてますます期待に胸が膨らんだ。

旅旅ににああたたっってて

目目次次

旅にあたって―――――――――――――――― 2
旅の仲間―――――――――――――――――― 3
8月8日 旭山動物園、層雲峡――――――――― 4
8月9日 銀河・流星の滝、三国峠――――――― 9
8月10日 斜里、ウトロ、知床五湖 ――――――18
8月11日 知床峠、羅臼湖 ――――――――――28
番外編 後ランの後ラン――網走―――――――38
跋――夏の轍――――――――――――――――41

知床――シリ・エトク。アイ
ヌの言葉で「大地の果てるところ」
を意味する。

道東に突き出た知床半島には、
冬に流氷が漂着する。それによって
運ばれた海水中の豊富なプランクト
ンを起点として、海、川、そして山
へと広がる食物網が形成、また火山
活動の生み出した急峻な知床連山の
環境にも恵まれ、生命は太古の姿の
まま、豊かに育まれている。2005年
には半島とその沿岸海域が世界自然
遺産に登録された。

「trip」の範疇では手の届か
ない、神性さえ帯びる原始の自然が
眠るその地へ、いつか足を運びたい
と思い、機会をうかがっていた。

そして今回、夏合宿の後ラン
という好機を得て、ついにその時が
やってきたのだ。

あらかじめ旅程の与えられた
「tour」ではなく、己の脚で自転車を
漕ぎ、頬に風を感じつつ、知床の秘
境へと繰り出せるのだ。

旅の計画などはじめてで、同
期を誘ったはいいものの、不安は大
きかった。それでもルートを引いた
り、宿の予約を取ったりしている時
は、心が弾んだ。

概要としては、夏合宿本ラン
の解散後、まずは道央の国道最高地
点である三国峠を訪れ、それから輪
行を交えつつ知床へ向かい、丸2日に
わたって知床に滞在、そして女満別
空港から帰京というものだ。かつて
ない長旅に携えるのは、己の自転車
とリュックに詰めた荷物のみ。

8月2日、新潟港から新日本海フェリーに乗
り、3日に北海道入りした。支笏湖と夕張を走り抜
ける前ラン、富良野と美瑛を観光する本ランを終え、
8日、キャンプ場で目覚めるところからこの記録は
始まる。
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旅旅のの仲仲間間

339ちゃん(佐々木)
圧倒的NC愛でコミット率No.1

FUJI ROUBAIX

みよっしー(三好)
包容力あるおっとりイケメン

GIANT TCR

べっっっしょパパ(別所)
アカデミックな生協前ダンサー

GIANT TCR

せりちゃん(寺尾)
達観して武井壮を目指してる

GIANT TCR

ETSUSHI(野崎)
手足の長い電脳系編集長

GIANT TCR
ましろにそ(中田)

浮遊するディレッタント
ラン企画者、この記事の書き手

GIANT DEFY
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88月月88日日
夏合宿最終日から一夜が明けた。ひがしかぐ

ら森林公園のキャンプ場内で、寝袋にくるまっての朝。
熱中症から回復したらしい駒代がもぞもぞと支度を始
め、そのあたりで雑魚寝していた面々も起き出してき
た。

みなは各方面へ散っていく。前ランを共にし
たビル――この旅で初対面だった――とは名残惜しい
がここでお別れだった。我々後ラン組は9時出発を目
安にと決めていたので、少し時間には余裕がある。昨
晩、ルイくんからの情報で森林公園内にサイクルモノ
レールがあるという。なかよしさいくるとしては無視
できないところ。同期を誘って散歩がてら向かってみ
る。途中でヤギがいた。こちらに近づいてきて触れる
距離。もふもふかと期待したがけっこう固かった。
おっさんみたいな声でめえめえ鳴いている。

サイクルモノレール、2人
乗りで1人200円。これは乗るしか
ない。グーチョキパーの結果、別
所とルイくん、339ちゃん文歌
ちゃん、みよっしー中田というペ
アに丸く落ち着いた。湖の上を通
り抜けていくコースは案外長く、
迫真でペダルを回せばそれなりの
スピードになる。高速でカーブを
曲がる時は脱線するんじゃないか
とどきどきしてしまった。吊り橋
効果か。コース半ばを過ぎたあた
りで前をゆく339文歌号に追突。
減速する場合は手信号を出すこと
を心がけよう。

キャンプ場管理棟に戻った
ころには、ゆとり解散組も支度をす
ませ、出発前のなかよしたいむと
いった趣だった。我らが執行代浪人
会はこれからキャンツーという名の
浪人合宿を控え、浪人していた。1
年生たちも準備万端。予想どおり大
多数は旭山動物園に行く様子だ。こ
こから20km近くあるというのは想
定外だったので、あまりぐだぐだし
てはいられない。今までのランを共
にした仲間との別れを惜しみつつ、
知床後ラン組、6人連れ立っての出
発となった。

旭旭山山動動物物園園、、層層雲雲峡峡
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ところで、せりちゃんのビンディングシューズが新品にもかかわらずクリートのボ
ルトが抜け落ちたという。幸いにもホームセンターで調達できるというので、いったん別
れてコメリに向かう。なぜか別所とみよっしーも六角ドライバーを買いたいと言って同行
した。339ちゃん、ETSUSHI、中田は先に動物園へ。

ZOOあさひやま。高校の修学旅行で訪れた記憶があるのだがほとんど記憶がない。
それほど昔というわけでもないのに、なぜだろう。

西門から入り、最大の見どころであ
るペンギンとホッキョクグマに最初に会い
にいく。ペンギン館なるものがあり、壁に
はペンギン豆知識に富んだ手作りの看板が
並ぶ。彼ら、肺呼吸なので淡水でも問題な
いらしい。ぺちぺち羽でおなかを叩くやつ
に毛並みを整えるやつ、抱卵中のやつもい
て和む。が、屋外に出るとやたら肩で風を
切るようにして我が物顔でのしのしと歩い
てくるキングペンギンがいた。なかなかに
ガンを飛ばしてくる。この仕草、特攻隊長
こと伊澤なんじゃないか。

ホッキョクグマは暑さのためかど
へっとしていた。水面に映る己を見つめて
いるようだがこの面構えではナルキッソス
にはほど遠い。それでも投げ与えられる餌
を求めて後ろ足で立つ瞬間を捉えられた。
大きい。ホッキョクグマのプロポーション
がかっこいいとはETSUSHI談。

30℃をゆうに超える暑さに動物とも
どもやられながらも、園内をだいたい一周。
アザラシ、レッサーパンダ、カバにキリン
に爬虫類。ヒグマはバケツで水浴びし、サ
ル山では親が子供の毛づくろい。動物の説
明文や壁の絵など、すべて手描きのようで、
スタッフの愛を感じるとは339ちゃんの感想
だ。日本の人気動物園ランキングがあると
すれば五本の指に入るだろう旭山だが、演
出や話題性狙いのインパクトに凝ることな
く、伝統を重んじた素朴さが印象的だった。
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電車の時間が迫ってきたので
退園、コメリに行っていた3人とはす
ぐ合流できた。ボルトは購入できたら
しいし、ペンギンとホッキョクグマは
少なくとも見られたようで、ひとまず
はよかった。坂を下って2kmほどで最
寄りの北日ノ出駅に到着。

……これ、駅である。単線の
レールはまあ当然として、線路脇に
薄っぺらいコンクリートで設置された
ホームに、地面に打ち棄てられたよう
な四畳間ほどの待合室。券売機や改札
など見る影もない。田舎の出身として
は珍しくない光景ではあるものの、
ホームに駅名標さえ立っていないのは
はじめて見た。待合室の中にあるすか
すかの時刻表を見てみると、これから
乗る14時12分発の電車が本日の始発ら
しい。旭山動物園のホームページを参
照しても、最寄りであるはずのこの駅
からのアクセス情報は載っていない。
納得だ。

ところで別所は輪行には頼らず目的地の上川
駅まで自走を決意。平地40km程度だし、万一この電
車を逃した場合はみんなで自走するつもりでいた。
が、まあ運賃840円なら輪行でいいかという甘えの精
神が発動中だった。前日は十勝岳の峠に登ったし、
明日も峠なので、この日は休養日という位置づけな
のだ。そこを一人であっても自走すると言う別所。
さすが下役とはいえ浪人会のメンバーだ。すごいぞ
別所パパ。

のんびり輪行しているとすぐに1両編成の箱のような電車が来た。冷房設備なし、
そしてディーゼルエンジンの熱気のようなもので車内でみんな汗だくになった。車窓は、
一面の田畑ということで変化には乏しい。1時間ほどで終点の上川駅に到着。スキージャ
ンプ髙梨沙羅選手の出身地とのことで、横断幕などでやたら推してくる。一時期、339
ちゃんが髙梨沙羅およびイモト的キャラクターを確立していたと聞いているのだが、はて
そんなに似てるだろうか。むしろ髙梨沙羅のほうがいやなんでもない。

昼食がまだだったので、別所を待つのも兼ねて駅近くのスーパーでお弁当を購入。
安いしおいしかった。近くにベンチと水遊びできる場所があってなかよしたいむには適し
た場所で、なんとなく夏合宿全体の反省会みたいなものや秋合宿のルート候補などをしゃ
べっていた。結局、秋合宿は消滅してしまったが。

そしていくら待っても別所が来ない。後から聞くに、途中で1時間ほど休憩してい
たという。そういえば「しれとこっ！」LINEグループに購入金額339円のレシート画像を
投下して遊んでいたような。しびれを切らした我々はついにゆるゆると先行出発すること
にしたのだった……。
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大雪国道39号に入り、ずっと一本道。上川の市街から抜けるとやがてまわりは木々に
包まれていく。右手に見えるは石狩川で、明日もこの川をひたすら遡上するルートだ。せせ
らぎを聞いていると涼しい気分になる。路面の舗装もきれいで、自転車専用レーンが整備さ
れている区間もあった。路肩に野生のエゾシカを発見。

正面左手側に、山の岩肌がむき出しになっている部分がちらりと見えた。崖崩れでも
あったのだろうか、と思っているとまたその光景が。しだいに右手にも崖が現れてくる。ご
わごわとした岩肌に、しがみつくように茂る木々。石狩の急流によって悠久の時を経て侵食
されたV字谷。みるみるうちに煤色、灰汁色、朽葉色の断崖絶壁に取り囲まれ、我々は幽谷を
貫くただ一本の国道をひた走る。

上川

東神楽
ひがしかぐら
森林公園

旭山動物園
北日ノ出駅

層雲峡

宿まではほぼ平地の20km。前日がんばって登った大雪山
系を今度は裏側から回りこんで、層雲峡を目指す。かっこいい地
名だが、断崖絶壁が24kmにわたって続く文字通りの峡谷であり、
北海道有数の規模を誇る温泉街が形成されている観光地だ。

開けた場所に出た。層雲峡温泉街だ。数十分ぶりに見た信号を右折し、宿を探す。街
の中央を流れ落ちる川にいくつも架かった橋と、遊歩道沿いに並ぶ旅館、ペンション、ラー
メン屋台にお土産物屋。峡谷の中でもひときわ目を引く絶壁が目と鼻の先。地獄谷というら
しい。こんなに素敵な景観に出会えるとは思っていなかった。「民宿とだて」はそんな温泉
街のプロムナード脇にちょっとしたテラスを用意した、小さな建物。女将さんに歓迎してい
ただいた。

上川駅
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宿にはすでにNC1年の仁木くん、
高橋(大)くん、高橋(順)くんが到着してい
た。彼らは帯広方面への後ランを計画して
いて、層雲峡で泊まる宿を探していると聞
いていたので、まとめて予約しておいたの
だった。どうやら彼ら、雨が心配で層雲峡
までバス輪行してきたとのこと。確かに降
水確率50%ではあったが、そこは晴れ男ポ
ジションであるこの中田を信用してもらい
たいものだ。もうひとり1年生の三輪くん
が到着していないが、観光したいスポット
があったらしく後のバスで合流予定とのこ
と。

まもなく別所と合流し、みよっしー、ETSUSHIといっしょに温泉「黒岳の湯」へ。民宿
とだてと建物がつながっている上に宿泊特典で100円引となるのはありがたい。前日が質素な
キャンプ場泊だっただけに、露天風呂つきの温泉で贅沢感にひたっていた。ほかの入浴客の姿も
あまり見えず、次期のNC役職はだれが適任かなどという話をしながら実に1時間近く入っていた
気がする。

のぼせそうだったので温泉から上がったところで、番台のアイスクリームボックスに
あったパピコをもらえた。おいしい。休憩室で適当にテレビを見て、時間はそろそろ20時半。花
火を見るため外へ出る。

花火。……花火！ そうなのだ。とだての女将さんに教えてもらった。半月にわたる峡
谷火まつりなるもので、層雲峡に花火が毎夜打ち上げられる。思ってもみないこんなイベントが
発生するとは、なんという幸運。みんなと連れ立って層雲峡の橋の上へ。観光客の姿はちらほら。
そしてちょうどタイミングを図ったかのように三輪くんもバス輪行で到着した。

突如として夜闇を断ち切る銀笛の響き。
尾を引き上がった一筋の光。大輪の花が宙を綾な
した。縦に連なるスターマインが嶮岨なる岩壁を
たおやかに照らす。間近に聞こえる破裂音が溝壑
のはざまで黒体に閉じこめられた光線のごとく反
射を繰り返し、幾重にも残響する。

最後に一発、巨大な黄金色の睡蓮が夜空
いっぱいに花片を散りばめ、終わった。10分間に
も満たないショウではあったが、層雲峡のランド
スケープと自転車旅というシチュエーション、そ
して大学2年の青春を謳歌する夏という、すべて
の要素が縺れ絡み合い、打ち上げ花火の鮮やかな
彩りは我々の胸にしかりと忘れることのできない
記憶を刻みつけてくれた。
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すぐ近くのセイコーマート――このセイコマ、景観に配慮してブラウンのカラーリ
ングになっている――で買い出しをすませ、とだての談話室で夕食兼コンパ。テレビに電
子レンジに、電気ポットまで揃った小さな談話室が貸切状態なのは素晴らしい。ここで持
参した焼きそばともやしを調理した。前日のバーベキューでくすねたという噂もあるがそ
れは正しくない。余った食材を大切にする清い精神の表れなのだ。レトルトカレーと中華
スープも添えてこれはこれでよい食事。

層雲峡は最高の温泉街だ。民宿とだては素泊まり3500円ながら談話室あり、洗濯乾
燥機あり、自転車を停める倉庫あり、大学生にとってはすべての点で申し分のない宿。併
設の黒岳の湯の方もたいへん親切で、サイクリストを対象としたアンケートに回答したと
ころ全員分のパピコと層雲峡サイクリングマップをもらえるとは。

せっかくなので1年生も談話室に呼んで、計10人という、後ラン史上稀に見る賑や
かな夜となった。オリンピック卓球の試合を元卓球部員の解説を交えながら観戦したり、
プログラミングなどスペックの高い1年生の話をしたりで盛り上がっていたが、このあたり
でどうやら中田の記憶がほとんど飛んでいるのであった。日付が変わったあたりでお開き
となったが「しれとこっ！」LINEの履歴を見ると、339ちゃんの「明日何時でしょう
か？」に対して「はちじはんしゆつぱつでとねがきします(原文ママ)」と投下している当
時の自分、いったいなにがあったんだ……。

88月月99日日
なにが8時半出発でお願いしま

すだ。この日は峠を含む90km近い行程
である上に、絶対に逃すわけにはいか
ない電車があるのだ。もう少し時間に
余裕をもっておくべきだったと思った
が後の祭り。なかよしたいむを排除す
ればどうやら間に合いそうだと計算し
て、昨夜調達しておいたカップのあた
たかいおそばをすする。

朝の層雲峡も乙なものである。
プロムナードは物静か。お土産物屋を
覗くと、中田好みの小物雑貨がそろっ
ていた。黒岳登山口の近くまで行くと
ロープウェイがある。早朝から営業し
ているが今日は時間がないので、将来
再訪した時の楽しみにしておこう。

セイコマで補給を買ったり1年
生との写真を撮ったりしていたらいつ
の間にか9時となり、急いで出発。1年
生はみんな強いので後から追いつかれ
るだろう。今日も引き続き石狩川沿い
の大雪国道39号を直進し、北海道の国
道最高標高地点である三国峠へ向かう。
最初は別所が牽いた。

――――後後ラランン11日日目目終終わわりり、、22日日目目へへ続続くく
走走行行距距離離：：3388kkmm 上上りり：：330000mm 下下りり：：8800mm

銀銀河河・・流流星星のの滝滝、、三三国国峠峠
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5kmほどで層雲峡の名所である銀河・流星の
滝に到着。国道から右手に入ったところだが、大型
バスも停まれる駐車場があり、観光客が賑わいを見
せている。石狩川の急流に落ちる滝の音がどおどお
と聞こえてくる。しかしいざ木々を抜けて滝壺に近
づいてみると、意外にも水量は少ない。断崖の分け
目から真っ白な絹糸を垂らしたように、岩の紆曲す
る折り筋の上をしなやかに流れ落ちてくる銀河の滝。
もう一つの流星の滝は、100mほど離れたところに
あって、落差はやや劣るかわりに水流が太い。こち
らは木が邪魔で滝壺の様子はよく見えなかった。

この二つの滝を、同時に拝む絶好のスポッ
トがあることを調べてあった。その名も双瀑台。峡
谷を挟んで滝の向かい側にある崖を登っていく道が
あるのだ。

観光客の集まる展望台なのだから、ある程
度は道も整えてあるはず……という読みはちょっと
甘かった。いちおう階段にはなっているのだが、足
で踏む土の部分が長年の雨のために流出しており、
蹴上部分の木だけが残っているような状態。ハード
ル競技みたいだ。

そしてこの階段、長い長い。メ
ンバーの中では中田だけがフラペ愛用者
なので救いがあるが、ビンディングのみ
んなはつらかった。ようやく到着したか
と思いきや、そこは途中の休憩地点。そ
れでも二つの滝が美しく目の前に現れる。
ちょうどすれ違った外国人観光客の方に
集合写真を撮っていただいた。手前左か
ら寺尾・佐々木、野崎・別所・三好・中
田、銀河・流星。

で、まだ上に階段が続いている
のだ。先が見えない。もうここで引き返
すのも手だったが……中田は行く。その
先に眺望ある限り、たとえ峠を越えよう
と。夏合宿本ランでは、十勝岳に接近し
たい思いから14%の坂を自発的に登った
中田である。この後ランでもそういった
精神を発揮したため観光大臣と呼ばれて
しまった。
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ついに頂上に到達。途中の休憩点以降、
人を見ていない。20分近く階段という名の登山
道を這い上がり、手に入れた眺めがこれだ。深
い緑の木々がぽっかりと口を開け、垣間見える
真っ白な二本の落水は天女の羽衣のよう。高所
の感覚はないが、対岸まで望遠鏡を覗きこんだ
ような錯覚を受ける。

別所パパの浪人感とせりちゃんのバスケ
プレイヤーらしい汗が度を増しているが、スケ
ジュールが押しているためあまりゆっくりして
はいられない。さっさと下る。入口まで戻って
きたところで1年生の4人に遭遇。この展望台す
ごい景色いいから行ってきなよ、10分くらいで
着くから、などということをみよっしーが吹き
こんでいたような。鬼かな。

さてここから三国峠へ進むには、全
長3km以上の銀河トンネルを抜けなければ
いけない。かつての国道は、柱状節理の絶
壁のすぐ足元を行くルートであったのだが、
1987年に大崩落が起き死亡事故が発生した。
このため新しく銀河トンネルが開削され、
元の道は廃道となる。実際に見にいってみ
ると重々しく通行止めのバリケードが張ら
れていた。自然の景勝と災害の恐怖は切っ
ても切れないということか。

現在は人の目に触れることのなく
なってしまった層雲峡最大の絶景、「神削
壁」。廃道にロマンを感じる中田としては
足を踏み入れたい気持ちはやまやまだった
が、崩落に巻きこまれたのがサイクリング
の集団だと知り、他人事とは思えなかった。
NC中田杯の創設は勘弁である。

廃道を諦め、銀河トンネルに突入す
る。体感2%ほどの上り。後続車は少ないの
はありがたいが、対向車はトラックを中心
に多い。少しずつ精神を削られていく。
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層雲峡
温泉

三国峠
頂上

銀河の滝
流星の滝

大雪湖

ようやく長いトンネルを抜け、層雲峡の断崖は見えなくなった。ゆるい上りが続い
ており、フロントをアウターのまま無心でペダルを回していると、国道39号と273号の分
岐点に差しかかる。このまま直進すれば北見方面へ抜けるが、我々が目指すは三国峠と赤
い橋。見た目の勾配が増しており嫌な予感がするが、右折して国道273号へ。

大雪ダムの堤体の上を通過していく。前日からずっと遡ってきた石狩川だが、信濃
川、利根川に続いて日本3位の長さを誇っている。その最上流部に建設され治水の役割を
果たしているのがこのダムであり、せき止められた水は大雪湖をなす。ダムの下流側を覗
くと、ひたすら青緑色の森の中を電線が横切っている。

ここからも三国峠まで飽きるくらいのゆるい上りが続く。交通量がめっきり少なく
なるのはよかった。樹海トンネルを抜け、幾多の橋を渡り、白樺だらけの林を抜け、ひた
すら進む。大雪大橋では大雪湖に注ぐ渓流をはるか高所から見下ろすことができた。

さて今まで無視しようとしてきた懸案事項だったが、雲行きが怪しい。層雲峡での
降水確率は50%だったが、峠となるともうわからない。帯広方面はしきりに降っているら
しく、それに接近しているわけである。祈るしかないと思っていたが、頂上まで残り5km
といったあたりからついに霧のような雨が顔を濡らし始めた。
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整然と並び立つ樹海の国道を、霧に包まれ靄
に包まれ、6人で列をなして登る。休憩を挟めば元気
な1年生たちが追い抜いていき、彼らが休む間にこち
らが追い抜く。レインウエアから雫が落ちる。出荷さ
れる牛を乗せたトラックが通過していく。目標として
いた正午を過ぎた。まだ、着かない。斜度ゆるゆるの
三国峠とはいえ、4%ほどの坂の長いこと。

サイコンがDST31kmを示す。層雲峡から30kmくらいだろうと思っていただけに、だんだ
ん不安が募ってきた。赤い橋はまだか。スマホは当然のごとく圏外。目の前にはトンネルが見え、
まだ上りが続いているようだ。あれを抜ければ頂上なのか。汗と霧雨で身体も蒸れており、とに
かく早く登りきってしまいたい。すがるような思いで、照明の間隔もまばらな暗い三国トンネル
を突き進んだ。

出口が見えた。トンネルの中腹
から徐々に下り始め、ペダルは軽く、
救われた気分で外に出ると、そこには
「大雪山国立公園三国峠」の看板。よ
うやく辿り着いた。ここが道内国道最
高標高地点――1139m――だ。

展望台から見えるは点描画を施
したかのようなエゾマツの樹海。空は
光を通さぬ分厚い雲に覆われ、くすん
だ木綿を風景の余白に敷き詰めたよう
に見える。もののけの棲みそうな深山
に我々は自転車と共に足を踏み入れて
しまった。いやむしろ、鬼才な画家が
油彩画の中に我々の人格をも描きこん
でしまったかのようだった。

1年生もすぐ到着し、
記念撮影。ETSUSHIの不気
味さがなんとも言えない。

ところで、楽しみにし
ていた赤い橋が見当たらない。
展望台から見えるというWeb
情報は嘘だったのだろうか。
いずれにしても時間が厳しい。
15時46分上川発の電車に乗ら
なければならず、腕時計は現
在12時15分を指している。峠
からピストンして、ずっと下
り基調だとはいっても50km以
上ある。赤い橋は峠を逆方面
に下った先にあると思われる
が、果たしてどれだけ下らな
ければいけないのか。

補給兼昼食のおにぎりとアンパンを呑みこみ、時間を惜しんでそそくさと出発。帯広方面
へ向かう1年生とはここでお別れとなった。

左手側を眺めながら慎重に下っていく。勾配が急だと戻るのが大変だなと思いつつ1kmほ
ど下ったところだった。

眼下に、まさに絶景が広がっていた。
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橋を一目見ただけでも満足し、引き返す。峠頂上までがしがし登り、三国トンネルに突貫
し、待ちに待った下りの開始だ。舗装はよく、道幅は広く、交通量は少なく、勾配はゆるく、
カーブもゆるいということで、ダウンヒル恐怖症の中田にとって不安要素が排除された快適な下
り。ただ、けっこう寒い。当然だった。

だらだら続いた苦難の上り坂は、下るとなってしまえば手のひら返し。今までのダウンヒ
ルの中で最も走りやすかった。ETSUSHI先頭に颯爽と走る339ちゃん、せりちゃん、みよっしー
に追い抜かれ、別所とのんびり下る。途中で、来る時はなかったはずのエゾシカの亡骸が目に飛
びこんできたが、気のせいだろう。エゾシカが襲われるとすればヒグマくらいしかないが、まあ
気のせいだろう。

数時間前に抜けてきた層雲峡の断崖に再開し、懐かしい。やっぱり景勝地として素晴らし
いと思う。サイクリストを意識した観光整備も始まっているので、いつかしまなみ海道のように
成功しないだろうかと期待する。

樹海を越える真紅の橋梁こと松見大橋。
空間をまやかし色に染める太古の原生林に、
どういうわけか人工物であるはずのトラス橋
が溶けこんで見える。いや、こちらの世界が
侵蝕されているのか。これで天候さえよけれ
ば、などと考えるのはナンセンスだった。霊
界の靄に包まれたこの光景をまのあたりにし、
妖魔の吐息のごとき大気に己の肌を晒すこと
によって、はじめて湧き上がってくる感情の
機微があるというものだろう。などと考えつ
つ自転車をパシャリ。

上川駅

層雲峡

三国峠

大雪湖

松見大橋

あっという間に上川駅に到着。予定の15時に間に合っている。「いやあパンクもなくて
助かったね」と先に到着して輪行を始めていた4人に向けて微笑みかけると、みよっしーが怪訝
な顔をする。なんと、駅の50m手前で後輪タイヤがバーストしたとのこと。どれだけホイールと
タイヤに運がないんだ、みよっしー。不幸中の幸いで電車には乗れるが、明日以降のことも考え
なければならない。知床にレンタサイクル店があったはずという一縷の望みにかけることにした。
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睡眠派と読書派に分かれ、揺られること3時間。終点の北見
駅で乗り換える。「東進がある！ 都会だ！」などと言っていたが
地元民に恨まれても知らないぞ。

石北本線の1両電車に乗り、さらに2時間。外はめっきり暗
くなった。そして無情にも窓を伝う雨粒が見える。台風5号は北海
道を通過したはずだったが道東には余波があるというのだろうか。
知床はくもりというYahoo!天気情報を信じるしかない。

ETSUSHIとは上川でお別れ。
もともと我々と三国峠に行くことも
突発的に決めたのだった。で、これ
からの行き先もまだ決めていないら
しい。大丈夫なのかそれで。

それに反して中田の綿密なプ
ランに従う知床組は計画どおり15時
46分発の特別快速きたみに乗車。特
快と銘打つものの、2両編成のワンマ
ン運行で、1日1往復しか走らない。
車内は予想よりもすいていた。前日
に引き続き上川のスーパーで調達し
た軽食にありつく。別所のとんがり
コーンをストックする339ちゃんは楽
しそうだ。

美幌、女満別、
網走と聞き覚えのある
駅を通過し、終点の知
床斜里に到着したのは
20時53分だった。宿は
駅から2kmほどにある
斜里温泉湯元館。門限
は21時までというので
電話で少々遅れる旨を
伝えてある。こちらの
勝手な都合を聞き入れ
ていただいている以上、
一刻も早く輪行解除し
て宿に向かいたいとこ
ろだったが……。

外は横殴りの豪雨。しかも寒さが尋常ではない。駅の出口の扉を開けた瞬間に吹きこん
でくる風があまりにも冷たい。8月だというのに震えが止まらない。

精神を摩耗した状態でウルトラガバガバ輪行解除をすませ――もちろんみよっしーはパ
ンクしたまま――、湯元館に向かって豪雨の中を突っ切る決断をする。念願の知床に足を踏み入
れたというのに、わずかばかりの余裕もない極限状態。宿までの道は2kmといえども複雑で、も
しここで前を牽く中田が道を間違えれば軽くキレられそうな気がした。風雨と暗闇で前方さえま
ともに見えない中、プレッシャーを背負いつつ、電車内で何度もマップを確認しておいたことが
功を奏して無事に辿り着くことに成功。宿が見えた時の安心感たるや並ひととおりではない。暖
房がついている。ずぶ濡れで宿帳を書く。

北見

網走
女満別

美幌

知床斜里

上川

三国峠
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この宿のご主人のやさしさといったら。門限を過ぎていたにもかかわらず、館内を丁寧に
案内され、濡れたシューズに詰める古新聞をたくさんもらった。昼から電車に揺られっぱなしで
空腹も我慢ならなかったが、最寄りのコンビニは再び雨の中を駅まで戻る必要があり餓死が確定
かと思われたところを、館内のサービスカウンターをわざわざ開けていただき、インスタント麺
を150円均一で購入。言い値でも買う。そして洗濯乾燥機あり、温泉は24時間かけ流し。地獄に仏
とはこのことだった。

ひとまず風邪をひかぬよう温泉に飛びこむ。思っていたより湯船は小さいが、お湯のとろ
みが強くてよくあたたまった。みよっしーが「なんか特別な温泉らしいね」というが、いつから
そんな林みたいなテキトウな発言をするようになったのだろう。公式ホームページを要約するに、
「山で雪解けの早いところがあったから掘ってみたら温泉だった」、「植物性の灰を含んだモー
ル泉」とのこと。温泉旅館というより湯治宿だ。

温泉を堪能した後は、煙
突式釜戸ストーブのあるラウンジ
で5人ひっそりと遅い夕食。なん
だか焼きそばばかり食べている気
がするが。北海道限定のカップ
ラーメンはみんなで回して汁まで
飲んだ。あたたかさが身にしみる。

ここに至って、ようやく
知床に来たのだという実感がじわ
じわと湧いてきた。宿の壁には知
床の名所のポスターが何枚も貼ら
れている。明日からの2日間は知
床を存分に巡れる。楽しみだ。

館内の雨漏りしている共有
スペースに新聞を敷いたり、洗濯
したり、トランプをしたりで夜は
更けていった。あまりにも寒いの
で部屋から持ち出した毛布にくる
まっていたところ、睡魔はすぐに
やってきたのだった。

――――22日日目目終終わわりり、、33日日目目へへ続続くく
走走行行距距離離：：8866kkmm 上上りり：：775500mm 下下りり：：11002200mm

夏合宿本ラン2日目、上富良野にて→
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天気だけが心配だったが、雲が垂れこめているものの雨は上がっている。なお昨晩の豪雨
は雨雲レーダーにも引っかからない局所的なものだったようで、みよっしーの二代目雨男の称号
をより確固たるものにした。

朝食は白飯や味噌汁、焼魚などの和食セルフサービス。コンビニやインスタントではない
食事は思い出してみれば本ラン3日目の朝以来で、和食のありがたみが身にしみる。それにしても
この斜里温泉湯元館、上質の温泉がありながら朝食つき4370円は安い。知床にもう一度足を運ぶ
ことがあるなら、ぜひともここに泊まりたいと思える宿である。といいつつ、実は11日の夜もこ
こを予約してある。我ながらナイス。不要な荷物を預かってもらえたのもありがたい。

自転車の整備等で出発は9時ごろになった。みよっしーの後輪は応急処置を施したものの、
早急に新しいタイヤを購入する必要があるということで、駅前のレンタサイクル店に向かって
いった。

残る4人はローソンで補給
を買う。8月なのにおでんが売っ
ている、などと言っているうちに
みよっしーが戻ってきた。レンタ
サイクル店は営業時間内なのに閉
まっていて、電話をかけてもつな
がらないという。近くのホームセ
ンターにも寄り、タイヤの有無を
尋ねたが秒で「ないです」と言わ
れてしまった。不安要素を抱える
みよっしー号だが、この後まさか
あんな形で解決を見せるとは、こ
の時は知る由もなかったのである
……。

88月月1100日日

斜里温泉

天まで続く道

オシンコシンの滝

今日はせりちゃんが牽いた。理由
は「平地」と「直線」。今日のルートの見
所として、「天まで続く道」を用意してあ
る。国道244号および国道334号、そして
農道をつなぐ直線道路ははるか18km先ま
で続いているという。まさに北海道の体現
といえた。我々は今まさにその直線道路を
進んでいるわけだ。ただ、まだ見通しは開
けておらず、これといった感動はない。

数十分ほど無心に漕いで、やがて
目の前にいざ現れた、壁。絶壁かと思った。
そう、この激坂を上った先が直線道路の終
点だ。今までの平地とのギャップのため面
食らったが、最大斜度10%もない。背中越
しの眺望に期待が募る。登りきるまで振り
向いてはいけない。が、339ちゃんがシャ
コシャコと追い抜いていってそれとなしに
振り向いて「わあ景色すごい」的なことを
言ってしまうのだがこの人。

斜斜里里、、ウウトトロロ、、知知床床五五湖湖
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直角に左折して
丘を一気に下り、国道
334号へ再び合流。これ
が知床へ向かう唯一の道
である。334という数字
のためにSNS上では汎用
性が高そうだ。やや狭い
林の中を抜けたと思えば、
視界が開け、眼前に現れ
た青いオホーツク海。磯
の香りが鼻腔を通り抜け
る。さっきまでは雲が
覆っていたのに、信じら
れないくらい俄然晴れわ
たってきた。中田の晴れ
男パワー発動の瞬間だっ
た。海岸沿いをするりと
抜けていく広い国道。最
高のシチュエーションを
前にしてテンションが急
上昇してきた。

丘の頂点に辿り着いた時、
我々の背後には「道」だけがあった。
はるか上空から大地に向けて、一筋
のアスファルトの液体を細く長く垂
らしたように、地平の彼方まで、い
や天まで続き、雲の中へ吸いこまれ
ていく。天は案外近いもののように
思えた。

「道」には心惹かれるものがある。高校時
代に部員たった二人の郷土同好会で旧街道の調査
を行ったことを思い出す。陳腐な考えではあるも
のの、目の前に見えている道をどこまでも辿りた
い衝動に駆られ、行き着く先が新しい町の見知ら
ぬ風景であることを妄想するのが楽しみだった。
どこにでも行かれるという夢を抱かせてくれるの
が道だった。

今、「天まで続く道」の終端に佇み、丘を
下って延々と伸びる道を、その上に点在する胡麻
粒のような自動車を、右手にうっすらと見えるオ
ホーツク海を眺めつつ、ふとそんなことを思った
りした。

ところでこの日は、農道にも
かかわらずバイクと車の通行量がや
や多かった。知床の裏観光スポット
として人気が出ているのだろうか。
自転車の撮影会もほどほどに、出発
することにした。まだここは知床の
ほんの入口に過ぎない。

が、どうやらタイヤのほうのテンションが高すぎたよう
で、ぷちっという音を立てて中田の前輪がパンク。本ランの十勝
岳クライムでも2回パンクしており、タイヤがそもそも寿命なの
だろうか。今後に不安を抱えつつ、応急処置だけすませて、慎重
に走り出す。
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やがて本日第二の観光スポット、
オシンコシンの滝に到着。国道から右
手の丘に、もうすでに激しく流れ落ち
る滝が見えている。中田がパンク修理
している間に先行していたせりちゃん
たちは、レストハウス横のテーブルに
固まっていた。近づいていくとみよっ
しーが手に持っているソレが目に入り、
一瞬の後に瞠目する。ま、マヨネーズ
を吸っている……？

みよっしーが
吸引していたのはプ
リン。どうしてこれ
を買おうと思ったの
か。冬合宿でチュー
ブの生姜を吸ったと
いうETSUSHIの伝説
を受け継ごうとした
のかと思った。前ラ
ンでは白飯にコショ
ウを振りかけておい
しいと言っていたし、
彼の調味料愛は尽き
ない。

ひとまずみよっしーがETSUSHI化し
ていなかったことに安堵し、滝を見にいく。
層雲峡の銀河・流星の滝と同じく、こちらも
日本百名瀑に選ばれているが、その様子は
まったく異なる。斜め60度ほどの崖を、猛烈
な音を立てながら力強く流れている。階段で
滝の間近まで上ると、水しぶきが頬に冷たい。
完全に観光地化されている場所なので、知床
らしい秘境の雰囲気はなかったが、足を運ん
でおいて損はない。

再び海岸沿いを行くと、亀のような形のチャシコツ崎が見え、そして国道はウトロトン
ネルの中へ。明るく、道も広いので走りやすいトンネルだった。これを抜けた先がウトロ市街と
なる。ウトロ――アイヌの言葉で、「我々がそこを通って行くところ」。知床半島へのアクセス
の拠点といえる、最後の市街地だ。海岸にはいくつもの大きな岩があり、その岩の間を通って行
くためウトロというのか、それとも地の果て――シリ・エトクへ向かうために必ず通過する地と
いう意味だろうか。
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下人に引剥された老婆のように
なった自転車を抱えて別所はバスに乗っ
ていった。達者でな。

残った4人もやおら出発。現在時
刻14時半。夕陽を見るためにこのウトロ
に戻ってきたいので、少し急ごう。

ウトロ市街を抜けると、すぐに
目の前に丘を斜めに上っていくガード
レールが目に入る。本日2回目の上り
だった。5%ほどの勾配をせりちゃん先
頭にするすると登っていく。1kmほど
登って辿り着いたのがプユニ岬。オホー
ツク海を一望できる絶好のビューポイン
トだ。真っ青な空に鱗片のような雲が太
陽のまわりにちぎれ、シルクスクリーン
の版画のように奥へ引き伸ばされている。
ウトロの町並みと岩に囲まれた港、そし
て今まで走ってきた国道があんなに小さ
く。期待以上の光景に息を呑むばかり。
冬にはきっと、あの海岸を北からの流氷
が埋め尽くすのだろう。

ウトロの道の駅で休憩。そろそろお昼
ゴハンとしたいところ。道の駅の向かい側に熊
の家という食堂で頼んだ海鮮湯麺がとってもお
いしい。スープの厚みのあるコクがたまらな
かった。醤油ラーメンも味見させてもらったが、
これも魚介類のダシが幅を利かせている。

なお別所パパにとってはこれが最後の
昼餉。ニュージーランド留学を控えているため
涙の後ラン中抜けとなってしまった。いつか知
床リベンジを果たしてほしいものだ。

ウトロのバスターミナルから輪行する
別所を見送ろうと思った時、我々に名案が浮か
んだ。後輪が絶賛バースト中のみよっしー号、
そして前輪が風前の灯火である中田の「そらい
ろのじてんしゃ」。いっぽうでこれから輪行で
帰る別所の自転車は買って3週間の新車ときた。
タイヤも新品。もうおわかりだろう。さあ、追
い剥ぎの時間だ。
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岬からさらに2kmばかり
登って、知床自然センターに到
着。ちょうど道道93号との分岐
点に位置し、ここからいよいよ
知床の世界遺産区域へ足を踏み
こむことになる。自転車を停め、
徒歩で向かう先は知床八景の一
つフレペの滝。センターの裏側
から、滝へ続く遊歩道があるの
だ。いざ散策といこう。

砂利の遊歩道の両脇を、
細い樹木が取り囲んでいる。地
面を覆う笹の茂み。しかしそこ
には鬱蒼としたイメージはなく、
植物みなが陽の光を浴びられる
よう計算し尽くされた森のよう
に思われた。白樺の幹の色も合
わさって、どこまでも明るい森
の中。名前も知らない鳥の声。
我々は、海へ直接流れ落ちると
いうフレペの滝を目指してゆっ
くりと歩を進める。

森を抜けたかと思えば突如としてそこは
見わたす限りの大草原。腰の丈ほどに、黄色い
小さなキオンの花が大地を埋め尽くす。ジブリ
の世界だ、とせりちゃんが言う。人の手が加え
られていないにもかかわらず、どうしてこんな
美しい草原が生まれるのだろう。それが知床の
芸術なのか、それとも自然に備わる魔力なのか。
異様なまでに低いわた雲に包まれた知床連山が
嗤っている。

フレペの滝

プユニ岬

ウトロ市街

自然センター
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遊歩道の入口から15分ほど歩き、草原の向こうにかすかに鈍みのある色のオホーツク海
が見えてくる。海岸線は入江のような崖になっており、その先にぽつんと建っている木造の展望
台。こんな場所に滝が……？と疑いつつ、崖の下を覗きこんだ。

遊歩道に戻ろうとしたところ、
ちょっとした事案発生。ついに遭遇してし
まったのだ、アレと。北海道、それも知床と
なれば、もはや必然だったのかもしれない。
そばにいた家族連れのお父さんが、「ほら、
向こうにクマがいるよ！」とそれとなしに指
を差す。最初は子供を怖がらせようとして
言っているのかと思ったが、その指の先に、
やつはいた。100mほど離れた遊歩道の先に
うごめく黒い影。見えたのは一瞬だけだった
が、間違えようがなかった。ヒグマだ。

幸か不幸か、遊歩道は草原をぐるり
と一周できる形になっているため、先へ進ま
ず元来た道を戻れば安全だ。怖いもの見たさ
はあったが、万一のことがあっては困る。一
瞥を得ただけでも知床に来たかいがあったと
いうものだ。背後をちらちら振り返りつつ、
4人そそくさと自然センターへ引き揚げる。
クマ出没の知らせを受けたのか、途中でセン
ターの職員と思われる方とすれ違った。無線
で、遊歩道閉めちゃいましょう、などと通信
している。肩に担いだ細長いバッグの中身は、
猟銃……？

そこには紛れもない滝があった。入江の内側、海へ直接しとしとと水が注ぎこまれていく。
フレペの滝には流入河川がなく、地下水が岩からしみ出しているのだ。フレペ――「赤い水」。
夕陽が滝に映る時に赤く見えるのだと知り、膝を叩く。

展望台からの光景は、たとえパノラマ写真であったとしても、その全貌を一枚の写真に収
めることはできなかった。眼下に滴るフレペの流水、キオンの花の絨毯、そして地下水脈の源で
ある、聳え立つ知床連山。上下左右すべての方位に視線を向けて、光を浴び、小鳥のさえずりに
耳を傾けねば、ここに存在する自然を堪能することは不可能だった。知床の森は、写真という枠
の中に収まることを拒んだのだ。
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自然センターで休憩しつつ、
絶妙のタイミングで遊歩道を歩けた偶
然に改めて感激し、次なる目的地であ
る知床五湖へ向けて自転車を漕ぎ出す。
道道93号へ入り3kmほど一気の下り。
白樺だらけの森を抜けたかと思えば、
再びオホーツク海をまのあたりにして、
斜度7%の標識を横目に勢いよく颯爽
と降下する。開拓者たちがあまりの環
境の厳しさに全戸撤退したといういわ
くつきの岩尾別地区を過ぎると、ここ
からは上り。知床特有の明るい森を貫
く、一本の見通しのよい道を、ゆっく
りと突き進む。真っ白くて大きな太陽
が、前方からすがすがしい光をアス
ファルトの上に届けてくれる。上り坂
の先が見えなくなっているところ、あ
そこまでがんばろう、と自らを励まし
ながら登りきった先についに知床五湖
駐車場への入口が現れた。

五湖すべてを巡る地上遊歩道に入るには、
受付をすませてからレクチャーを受ける必要がある。
時計も17時を示していたので、今回は見送ること
にした。そのかわりとして、一湖までは高架木道が
整備されており、ここなら往復1.6kmとのことで気
軽に歩くことができる。本格的なトレッキングは明
日の楽しみにとっておけばいい。

高架木道の開通は
2010年ということでまだ
まだきれいな状態だ。知
床の世界遺産登録が2005
年であるから、観光地と
しての整備に力を注いだ
のだろう。床が鼠返しの
ような構造になっていて、
これならクマは入ってこ
られない。自然との共生
という視点でも、心ない
観光客に地面の植生を荒
らされてしまうよりは、
ずっといい。

木道を歩き始める
と、すぐにあたり一面の
湿地帯となった。あいも
変わらず咲き乱れるキオ
ンの花、広がるエゾマツ
の森。大自然の巨大なジ
オラマ模型を見ているか
のようだった。人間の手
がいっさい加えられてい
ない自然というものは、
逆説的だが、なにかそこ
に作意めいた美しさを感
じてしまう。それは森羅
万象の中に生み落とされ
た人間ゆえの錯覚なのだ
ろうか。
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湖の丘からの下りは快調。当然ながら
この時刻とあってはウィンドブレーカーが必
須だった。中田は雨具で代用していたが、合
宿中に何度お世話になったことか。風を切る
下りの勢いを利用してすぐさま上りに突入。
数時間前にここを通った時に見かけた、斜度
7%の標識にせりちゃんは憂いていたものの、
恐れるほどのことはない。まっすぐ海へ飛び
出していきそうに錯覚する道で、気分がいい。
暑くなって上着を脱いでいたところで、路肩
にエゾシカの親子に遭遇。人馴れしているの
か、かなり近づいても平然とした様子だった。

自然センターを横目に通り過ぎれば、
再度の下りが始まる。と、このあたりで空が
本格的に染まってきた。プユニ岬に自転車を
停め、水平線を眺める。

一湖の湖畔へと到達した。鈍く光る、いっさい波風の立たない静謐な湖面に、知床連山
が天地を返して映りこんでいる。右端が羅臼岳で、深田久弥の日本百名山にも名を連ねる知床の
最高峰だ。明くる日はあの羅臼岳の間近まで迫ることになる。

有り体に言うならば、ただ、この自然に圧倒されていた。筆を執っている今この時でさ
えも、興奮が蘇る。しだいに傾きつつある太陽が、渦を巻くおぼろな雲の向こうから、湿地帯と
山肌に影を塗りつけていくのも美しい。

木道を抜けたのが18時前。日の入りまで残り40分といったところだった。我ながら時間
調整は完璧である。ウトロまで戻ってオホーツク海に沈む夕陽を拝むことにしよう。
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後はもう、柵の上
に手を置いて、心ゆくま
で空の色と海のゆらめき
を堪能するばかりだった。
時々刻々と移り変わって
ゆく光景を、4人で、一言
もしゃべらずに見つめて
いた。もういつまでも見
つめていられそうだった。
その場から動けなくなる
夕陽の魔法。世界一きれ
いな夕陽を最果ての地で
この目に収めた。

太陽は、昼の真っ白くて
やわらかな姿とは様変わりして、
これでもかというほど鮮やかな
橙色を呈してくる。上空へ向か
うにつれて、夕焼けの色は緻密
なグラデーションを施したよう
に黃、緑、青と変化していくの
がはっきりとわかる。浮遊する
うす雲たちも気を利かせて、夕
陽からは距離をおいたところで
空の色彩に筆致の抑揚を添えて
くれた。

せっかくなのでもう少し正面に夕陽を捉えたいと思い、岬を下ってウトロ市街のほう
へ向かうが、その間にもどんどん太陽は沈んでいってしまう。秋でもないのに、秋の日は釣瓶
落としだ。ふと気づけばだれもいないような海岸。ここだ。自転車を4台並べ、絶好のアング
ルでシャッターを切る。

斜里温泉

天まで続く道

オシンコシンの滝

フレペの滝

知床五湖

プユニ岬

ウトロ
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宿まで夜のウトロを歩きながら星を見た。中田は星がまるでわからないので残念だが、
街灯のまばらなところではよく瞬いていた。上弦の月が明るい。

宿に戻り、お風呂に入って、布団を敷いてごろごろしていたらいつの間にか眠ってし
まった。まだ22時くらいだったと思う。布団をかぶって夢さえ見ずに熟睡した。

地平線が淡い緑色に包まれるころ、ようやくやさしい金縛りから解放され、ぼちぼち
と宿へ向かう。民宿知床荘はすぐに見つかった。質素な建物の外見に反して中は赤い絨毯が敷
いてあり、それなりにきれい。八畳ほどの部屋を2人で広々と使えて快適そうだ。荷物だけ置
いてさっそくゴハンを食べにいこう。

宿の人に聞いた波飛沫とい
うラーメン居酒屋。また麺か……な
どと言ってはいけない。ウトロでは
大人気らしく昼に通りかかった時も
行列ができていた。10分ほど待って
いる間に「しれとこっ！」LINEに
は別所の空港到着報告が流れる。毛
ガニ2杯をお土産に買ったらしい。
いとうらやまし。

ネギラーメンとチャー
シュー丼、まさに定番の組み合わせ
だが、これが一日じゅう自転車に乗
り、そして歩きまわった我々にとっ
て、これ以上ない絶品だったことは
言うまでもない。

知床荘での朝。
ちょっとばかり寝坊した。昨
夜はみよっしーも339ちゃん
も早々に爆睡していたようだ。
みんなの洗濯物を取りこんで
くれたせりちゃんありがとう。

朝食はおかずが多く
ておいしい。宿の人が小さな
ピザトーストまで恵んでくれ
た。この日は峠へ行くので、
体力を蓄えておく。

88月月1111日日

出発は8時半過ぎ。みよっしーが牽いて、もはや漕ぎなれた国道334号を進む。海を
横目に眺めつつ、三度目となるプユニ岬を通過。昨日以上の晴天で、きらめく陽光がまぶし
い。あっという間に自然センターに到着した。

――――33日日目目終終わわりり、、44日日目目へへ続続くく
走走行行距距離離：：6688kkmm 上上りり：：778800mm 下下りり：：779900mm

知知床床峠峠、、羅羅臼臼湖湖
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館内で約15分間のレク
チャー。我々のほかには2組くら
いの旅行者がいた。今年に入って
から数百件のクマ目撃情報がある。
なるほどね。知床のクマは人間を
あまり恐れていないらしく、国道
に出没して車の前に立ちふさがる
写真があった。中には人間に頻繁
に接近してくるために、いわば指
名手配されているような個体もい
るらしい。観光客が生ゴミを捨て
たり、写真を撮るためにクマに近
づいたりした結果だろう。人間と
は互いに干渉を避けた共生の方法
が模索されるところだ。

目的は長靴をレンタルすること。知床峠に登った後に羅臼湖へとトレッキングをするた
めだ。いくら晴れていても道にはぬかるみが発生しており、それを避けようとすると植物を踏
み荒らしてしまう。植生保護の観点から、長靴をはいて道の中央を歩くことは入山者の義務で
あった。いずれにしても、我々の場合はビンディングシューズで突入するわけにいかない。

自然センターでは長靴を取り揃えており、1足500円で借りられる。ちなみに339ちゃん
は子供用の長靴がジャストフィットなのだった。レンタル申請書を書きながら、羅臼湖に行く
んですなどとセンターの職員の方と話していたら、知床クマ情報のレクチャーを聴いたほうが
いいと強く勧められた。

それはそうと、もし遭遇した場合の対処が問題で、彼らは時
速50kmで走るという。下り坂であっても自転車で振り切れる保証は
ない。やはり逃げるのではなく、刺激しないようにゆっくりと後退す
るのが最善策のようだ。昨日のフレペの滝で遠目に見たクマを思い出
す。さらなる知床の奥地を目指す今日、遭遇する可能性はさらに高ま
るだろう。そういうわけで、みんなでクマよけの鈴を購入。みよっ
しーの鈴は知床のロゴが入った四角い形のもので、金800円也。いっ
ぽう中田はみんながつけてるならいっか、という乞食思考を発揮して
買わなかった。しゃべっていれば同じでしょ。

レンタルした
長靴をリュックに詰め、
鈴も結びつけたところ
でいよいよヒルクライ
ムの開始だ。ウトロの
海岸から一息に標高
738mまで、15kmの道
のりを登りつめる。自
然センターまでがおよ
そ150UPだったので、
残りはNC用語で表す
なら1ヤビツである。

ウトロ

自然センター

知床峠
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知床横断道路という別
名もある国道334号を進んでい
く。はぐれてクマに襲われない
よう、みよっしーがゆっくりと
牽いてくれた。

白樺の森を抜けていく
道は、幅が広く、舗装のひび割
れや工事のつぎはぎ跡もない。
ここまで快適な道にはめったに
お目にかかれないと思った。車
も数分に1台通るくらいだ。快
晴の空からの白い日差しは肌を
透き通るようにやさしい。

中田は峠が好きだった。
はじめての峠は、今年4月の裏
新歓で登ったNC御用達ヤビツ
峠。そうとうにつらかったが、
木々に囲まれた涼しさと、展望
台からの眺望は忘れられない。
その後、もともとは乗り気でな
かった特訓ランに気の迷いから
参加を決意したところ、2日目
に登った麦草峠の雰囲気が気に
入り、峠の魅力に徐々に取り憑
かれていった。

なんといっても交通量
が少ないのがいい。木々に囲ま
れた涼しい道を、しがらみから
解かれてゆっくりと、ひと漕ぎ
ひと漕ぎ頂上を目指すことが、
たまらなく心地よいのだ。

知床峠の道は6%ほどの
勾配がずっと一定のまま続いて
いた。10km/hのペースを維持
するのが精神的にも楽だった。
目の前には羅臼岳がどんどん接
近してくる。上空にぽっかり漂
うわた雲が山肌に曲線の影を落
とす。

木々の背丈が低くなり、
さらに見通しが開けてくる。今
までずっと白樺だと思っていた
が、後で調べてみると知床で見
られる幹の白い樹木のほとんど
はダケカンバという。本州では
標高1500m以上の亜高山帯に
分布しているのに対して、知床
では海岸から山までずっとダケ
カンバなのである。標高が上が
るにつれて、幹は地をのたうつ
ように曲がりくねっており、冬
の雪の重みに耐えてきたのだと
いうことがうかがえる。森林限
界は近い。
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こんな峠ははじめてだった。しばしば
見てきた鬱蒼たる森にうずめられた峠道とは
似ても似つかない、どこまでも明るく美しい
知床峠。この上りが終わってほしくないと、
本当にそういう感覚が生まれるのだと思った。

11時30分、とうとう頂上に到達。駐
車場があって観光客の姿も多い。世界遺産と
しての管理が行き届いている場所だった。知
床峠の石標を横に、羅臼岳を眺める絶好の角
度で後ろ姿を4人各々パシャリ。

何人かのサイクリストの方に抜かれる。
カラフルなジャージが青空の下でまぶしい。
かなりご年配の方が「死ぬべよ」と洩らしな
がらものすごいスピードで登っていくのに驚
きつつ。

羅臼岳を正面に臨み漕いできたが、大
きくカーブを曲がった先には、なんとオホー
ツク海が見えた。高木の育たない環境で、そ
して海岸沿いから一気に上る知床峠だからこ
そ目にすることができる光景だった。今まで
登ってきたワインディングロードがくっきり
と浮かび上がる。空があまりにも青すぎる。
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知床峠から海を挟んで遠くに見え
る陸地は、国後島。とうとうこんな地の
果てまで来てしまったという実感が湧い
てくる。ロシアの管理下となっているあ
の島に、足を運ぶ日は来るのだろうか。

適宜補給食を摂り、小休止してか
ら出発。目指すは羅臼湖登山道の入口だ。
2kmほど羅臼方面へ進んだところに看板
があるという。下りだしすぐに着くで
しょと思っていたが、なかなかどうして、
ばっちり登っている。やがて下りとなっ
たが、羅臼湖入口らしき看板はない。さ
らに下って、さすがにおかしいぞと思い
スイッチバック。先頭を牽いていたみ
よっしーが、「途中でバス停あったんだ
けど、あの近く？」と訊く。そうだそれ
に違いない。中田はバス停さえ見落とし
ていたのだが。

知床峠から見る羅臼岳を、あえて情緒を無視して表現するなら、コンピュータ・グラ
フィックスで制作されたポリゴンのようだと思った。森林限界のため山肌を均一に覆う植生は、
3次元オブジェクトに貼りつけられた緑色のテクスチャだ。空はz軸方向に無限に広がり、漂う雲
の座標から算出されたシャドウが地面にくっきりレンダリングされている。

頂上でサイクリストの方々をちらほら見かけた。峠で我々を追い抜いていった老練カラ
フルジャージの方はなんと60歳。Azumachick Feels Cycle Clubという道東の自転車クラブに属し
ているらしい。「あずましい」は北海道弁で「気持ちいい」という意味だと教えてもらい、へー
えとなる。この後ウトロ側へ下ってもう一回登ると聞いて、どれだけ元気なんだと驚いた。ほか
にもゴールド一色のゴージャス自転車に乗った女性にも出会い、サイクリストにとっての聖地な
のだとつくづく思う。

じわりと坂を引き返し、そして見つけた小
さなバス停。あたりを探っていると、あった、確か
に看板がある。それにしてもこんな目立たないとこ
ろに……。え、もしかしてこの奥進んでいくの。

なお後から知ったことだが、オーバーラン
したことによって、見返り峠と呼ばれている場所を
回収できたようだ。知床峠よりも眼下が開けており、
つづら折りの道と国後島をはっきりと見ることがで
きる。見返り峠であることを示す目印などはなにも
なかったのだが、美しさに押されたためか、ちょう
どその場所で止まっていたようだ。偶然か必然か。

見返り峠

羅臼湖入口
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さて、いざ長靴装備を整え、羅臼湖歩道へと立ち入る。
NCとしては異例の、自転車に乗らない活動。どんな道なのか
……と思っているとさっそくそこには深いぬかるみがあった。
中田が率先して突入するが長靴の半分ほどが浸かってしまう。
じゅぼ、と足をとられながら進む。転ぶなよ、絶対転ぶなよ？
いいか、絶対だぞ！ なお339ちゃんは帰路でやっぱり転んだ。

すぐ入口のあたりで1組の探訪者とすれ違ったが、それ
以降は人間をいっさい見かけていない。そもそもここに到達す
る手段はバスしかなく、そのバスも1日に実質2本というなら、
人がいないのも頷ける。ここは知床の中でも最奥地といってい
い秘境だ。

それにしても、こんな山奥にもかかわらず蚊や蜘蛛が
いないというのは都会人にとってありがたい。登山道は陽の光
で明るく、清潔感があった。しめっぽい鬱蒼とした森を重装備
で探索するのも一興だが、今回のようなトレッキングは北海道
でしかありえない。

せりちゃんと339ちゃんの
おかげで会話は途切れないものだ
が、道のりは長いということでし
りとり大会が開始した。3文字縛
り。ら行で責めたり、「い」から
始まって「い」で終わる3文字で
固めたりして遊んでいた。

羅臼湖へ至るまでには、
いくつかの小さな湖沼がある。し
りとりをしながら歩いているうち
に「二の沼」へ到着。水面は葦に
覆われていてほとんど見えず、ま
さに湿原といった雰囲気に満ちて
いる。ところで「一の沼」はどこ
にあったかというと、これは登山
道からは離れているらしい。
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足元のぬかるみは少なくなったが、
ダケカンバが頭上に生い茂ってトンネル
をなすようになってきた。視界が開けた
かと思えばそこは「三の沼」。歩道に
沿って沼の裏側へ回りこむと、今まで背
後にしてきた羅臼岳が湖面にまるごと投
影されていた。完全な無風状態で、水面
にはわずかばかりの揺らぎもない。LINE
グループのアイコンに設定していた画像
と光景が一致し、興奮を覚える。

ここからは広い湿地帯を抜けてい
くコース。おそらく羅臼湖から流れ出て
いると思われる細い水の尾が、傍らを繊
細な音を立てて流れていく。我々の
リュックに揺れる鈴の音も、せせらぎに
調和していく。そして続くしりとりの応
酬。うとろ、ろしあ、あわび、びえい。

「四の沼」に到達する手前に、なかなか険しい上りがあってくたびれた。ちょうど足元が
すのこ状の木道になっていたため、ここで小休止。「四の沼」は今までとは違い、少しくすんだ
色合いになっている。奥に見えるは知西別岳。アイヌ語で「枯れ木がそこにあるところ」らしく、
黄色みを帯びた植物を見て納得だ。ちなみに羅臼は「獣の骨のあるところ」が由来で、これはク
マに襲撃されたエゾシカを連想してしまいなんとも不穏だった。

「五の沼」を過ぎるとすぐに見通しが開け、風景の全体像が浮かび上がってくる。終着の
地はもう近い。
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透き通る日差しに包まれて、やがて
正面には、なだらかな知西別岳と、薄く平
たく広がっている羅臼湖の大湿原が現れた。
足元は木道に変わり、それを辿っていくと
小さな展望スペースに到着。ここが片道3km
近くに及ぶ、羅臼湖歩道の終着点だった。
長かったしりとりも、いつの間にか終わっ
ていた。

長靴を脱いで脚を伸ばし、360度の
パノラマを堪能する。この広い空間に存在
する人間は、我々4人だけ。世界中のだれ
一人として、今この時、この眺望を共有す
る者はいない。自然を独り占めするとはこ
ういうことなのか、と恍惚にひたる。40年
の長いNCの歴史でもここに到達したのは
はじめてではなかろうかと話す。調べてみ
たらそもそも知床峠の国道開通さえ、NC
創設よりも新しい出来事のようだ。この登
山道もまともに整備されたのは最近で、世
界遺産登録の後ろ盾があったからこそ。し
かし、たとえ世界遺産であっても知床は日
本の「地の果て」だ。そのさらに奥地であ
る羅臼湖は、まさに人間不倒の地。それが
素晴らしいのだ。

ウグイスのさえずりが、湖畔に響く。文字通りのホーホケキョという声が、ここまで鮮明
に聞こえるとは。339ちゃんが器用に口笛でそれを真似する。口笛練習会になりそうだったが、中
田は口笛のクの音も出せないほど下手なのが残念だった。せりちゃんも上手く吹けないのが不満
だったのか、対抗すべく「私、息吸いながらしゃべれるんだ」という謎のアピール。しかしそれ
を実演してくれたのはやっぱり339ちゃんだった。「ｽｩ～羅゛臼゛湖゛きれイだねェェェ゛？」
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時刻は15時前。そろそろ引き返すころあいだった。せりちゃん先頭に軽快な足取り。さす
がにしりとりや山手線ゲームは飽きたので、出身校トークをしようということに。メンバーは男
子校、女子校、共学、共学と、いい揃い方をしている。体育祭の話などはどこの学校のことを聞
いてもそれはそれで楽しそうと思えてくるので、好きだ。

結局、おおよそのところは、男子校でよかった、女子校でよかった、共学でよかった、共
学でよかった、というところに落ち着いたようだった。

帰路は早かった。下り勾配だということと、道中で立ち止まらなかったということもある
が、それにしても早かった。己が考える知床の最奥地に、もうすでに到達してしまったという虚
無感が湧いてきそうにもなる。いや自分は、知床の原始の自然に心ゆくまで触れることができた
ではないか。しゃべりつつ物思いしつつ、ふと足元には、深いぬかるみ。見覚えがあった。やが
て我々は登山道を脱した。国道脇のガードレールに停めていた自転車は、元のままの状態でそこ
にあった。2時間半におよぶ羅臼湖トレッキングは、これで終わりだった。

そんなこん
なで巫山戯ていたと
ころ、登山ストック
を突いてこちらに
やってくる男性の二
人組が。到着するな
り湿地の調査を始め
たので知床の管理団
体の方だったのかも
しれない。ここぞと
ばかりに4人の集合
写真を撮ってもらう
ようお願いした。な
にもかもタイミング
がよすぎる。

泥だらけになった長靴を脱ぎ、自転車にま
たがり、おもむろに漕ぎ始める。知床峠までは少し
の上り。羅臼岳の雄姿を、もうこれが最後とばかり
拝んで、ダウンヒルに突入する。

道中またもやエゾシカに出会った。そして
キタキツネも国道を横切る。知床を後にする我々を
見送りにきてくれた。尻尾を揺らして茂みに消える。

自然センターにて長靴を返し、その後はひ
たすら海岸沿いを走るだけ。プユニ岬、ウトロ市街、
道の駅、ウトロトンネル、そしてオシンコシンの滝
と、昨日の景色がロールバックされていく。

ペダルを漕ぐ脚
は止まらなくて、意味も
なく空は赤くなる。走り
出したら止まれないから、
振り返ることもできない。
知床が遠くなっていく。
最後とばかり「天まで続
く道」に立ち寄った。気
がつけば夜が近づいて、
地平に連なる自動車の明
かりと、ライトアップさ
れたみよっしーの自転車。
夕闇に並ぶ3人。
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直線道路をひたすら進み、2日ぶりの斜里温泉
湯元館に到着したのは20時前。やはり落ち着く宿だ。
旅の締めくくりにはふさわしい。

駅前のセイコーマートで、この夏合宿中はじめ
てホットシェフにお目にかかれた。店内で調理され、
あたたかい状態で売られているお弁当で、すぐに売り
切れてしまうものなのだが、最後に運が回ってきたの
だ。カツ丼やネギ豚丼を買いこむ。

温泉で芯まであたたまった後、例の釜戸ストー
ブのあるラウンジに4人集まる。ほの暗い照明の中で、
卓袱台のまわりに座り、小さな音量で五輪の中継を観
ながらホットシェフを食す。コンビニ弁当のクオリ
ティをはるかに逸脱した味。身にしみる。

担当お疲れさま、と、みんなからお菓子をも
らった。泣きそうだった。

星は明るく、知床の小さな湯宿ではしっぽりと、
長い旅の最後の夜は更けていく――。

――――44日日目目終終わわりり
走走行行距距離離：：7755kkmm
上上りり：：11005500mm 下下りり：：11004400mm
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番番外外編編
後ランの後ラン――網走

8月12日。これが旅の終わりの記録。知床からの帰
路、我々は網走へと向かった。339ちゃんの軽快な文体で
お届けする。

今日で旅が終わってしまうので、寝坊的なあれではなくliterallyに絶望の起床を
した。全員前ランもしていて8/2からずっと北海道にいたんだから仕方ないね。

2泊目になる知床斜里の宿をチェックアウトギリギリまで満喫して、10:00に
出発。美幌峠を回収するというプランもあったが時間に追われる迫真ランは勘弁だった
ので、無難に走りを回収しながら女満別空港に向かうことにした。15kmほど走った小
清水あたりで、高校同期と合流して旅を続ける寺尾氏とお別れ。これから摩周湖に行っ
たらしくとても綺麗な写真を送ってくれた。にしても、だんだん仲間が集まっていく前
ランに対して、後ランは一人ずつ減っていくのがとてもつらい。

R224に乗り、浜小清水駅と一緒になった葉菜野花（はなやか）とかいう全然
はなやかじゃなかった道の駅に寄ったり、涛沸湖とかいう大して見どころがなかった湖
を見たりしながら、サクッと網走に到着。お昼ご飯は網走の道の駅で食べたが、ホタテ
の釜めしやウニの海鮮丼がメニューにあり、とてもおいしかった。
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その後、たまたま道沿いにあった網走刑務所に寄ってみる。こちらは有名な監
獄の方とは違う、本物の刑務所。もちろん中までは入れないが、穴場な観光地とされて
いるようで想像していたよりオープンな雰囲気であり、監獄のデザインを模した門扉や
製作物販売所などを見学できた。掲示板には「エロ本を没収したよ！」という旨の張り
紙があり、3人で「それはそう」と草を生やした。

斜里温泉

濤沸湖

道の駅はなやか

道の駅
流氷街道網走

網走刑務所

網走監獄

女満別空港
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それから4kmくらい走って、本日の観光地である網走監獄。入る前に「¥500く
らいだったらいいなー¥900だったら撤退だなー」と話していたのだが、実際は¥750と
いう絶妙なライン。でもせっかく来たし多少はね、と入獄した。だが、結果それくらいの
値打ちはある施設だった。文化財として保存状態がいいし、展示も淡々としているけど
しっかりとしたメッセージ性があるしで、想像していた陳腐さは土産屋さんを除いて全く
なかった。建物のハコだけでなく、囚人や看守などの登場人物が蝋人形で再現されており、
これがまたリアルで数も多く監獄の雰囲気を味わえた。総合展示館には、現在の網走刑務
所の様子や実際の部屋のレイアウトが展示されていて、独房がちょうど私の寮の部屋と同
じくらいの広さで親近感を覚えた。ほかにも足に鉄球付きの枷を嵌めたり、枕になってる
丸太を叩いて起こすやつをやったりした。

しかしこうした楽しい時間も無情にも去っていくもので、着々と女満別空港に行
かなきゃいけない時間も迫ってくるもので、みんなで（少なくとも佐々木は）泣く泣くペ
ダルを回して空港に向かう。夏合宿で登った十勝岳並みには足が重かった。そんなこんな
1時間くらいで着いてしまい、人生最遅の輪行をして、空港で軽くお土産を買って、飛行
機で爆睡して、墜落並みの衝撃で着陸して、帰京しましたとさ。

轍にあたって後ラン最終日だけ佐々木が書くことになって、担当でない己が締め
の言葉を言うのは恐れ多いですが、後ランで過ごした5日間は今までで最高の旅でした。
企画・担当してくれたましろにそ氏には心から感謝です。今回夏合宿で行われた後ランの
中で一番QOLが高い組だったと胸を張れます。後ランメンバーのみなさん、お疲れさま
＆ありがとうございました！！

――――番番外外編編終終わわりり
走走行行距距離離：：6633kkmm 上上りり：：116600mm 下下りり：：116600mm

40



跋跋――夏夏のの轍轍

かつてない充実の旅が終わった。しかしこうして轍の跡を振り返ってみても、北海道の
大地はあまりにも広い。北海道だけではない。日本は広い。世界はもっと広い。それでも己の身
体さえあれば、道の続く限りどこへでも行かれる。

結局、我々の旅が「travel」か「journey」か、はたまたそれ以外のなにかであるか、答
えは見つからないし、探そうともしていない。後に残ったのは幾多の思い出と、この記録。

大学にいる間も、働き始めても、死ぬまで、こういう旅をしていたい。そしていつかま
た知床にも訪れたい。何年先か、何十年先になるかはわからないが。

旅というものの魅力を教えてくれたNCと、仲間たちに感謝の意を表して、ちょっと独り
よがりかもしれなかったこの記録を締め、筆を置こうと思う。

2016年秋 著者しるす
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執筆：中田、佐々木
編集：中田
写真提供：みんな
地図：国土地理院HP
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誰誰もも行行かかなないいドドイイツツのの名名所所  
２年 石井 

ご無沙汰しております、石井です。何から語ればいいのか…。取りあえず表題の名所紹介をします。元々
お隣フランスに比べるとお洒落さもないし、世界遺産がごろごろ転がっているわけでも、優れた芸術作品
のオンパレードというわけでもなくて、地味な国ですが…その中でも、恐らく、日本人が行こう思わない

であろう観光スポットに、あえて光をあてよう、という試みです。観光名所階級でいうと、定サイでそば

にあったらルートにいれるかな、位のランクです。なんでこんな記事を轍に寄稿しているのか…。概ね

2016年に私が訪れた場所から選定しております。[地球の歩き方 ドイツ 2015-16]で☆1以下が基準です。 

 
☆1 部門 
SScchhookkoollaaddeennmmuusseeuumm(チョコレート博物館, Köln) 学生€6.5

  
ライン川のほとりにある、食品メーカーImhoff-Stollwerck 社が所有する工場兼博物館です。展示はまあ、
置いといて、出来立てのチョコレートをクラッカーにかけて食べさせて貰えたり、入場券と共にチョコレ
ートを貰えたり、自分オリジナルのチョコレートが作れたりします。併設のカフェもチョコレート全面推
しで、かなり良い感じです。ショップでも様々なチョコが買えます。置いてあるチョコ全部がドイツ製、
というわけではないので注意。子供向けの企画を沢山やっていて、近郊の小学生が遠足でよく来ていま
す。私も行きました。 
  
OOllyymmppiiaappaarrkk(オリンピック公園München) 無料、イベントやプール等は有料 

ミュンヘン郊外にある、1972 年ミュンヘンオリンピック会場跡地です。全てが計算ずくの、近代的で人
工的な公園で、SF に出てくる近未来のイメージそのもの。ところどころ、特にシンボルのオリンピック
塔に時代を感じ、妙にノスタルジックな雰囲気も漂います。市民の憩いの場で、プールやら何やらが解放
されているみたい。お散歩にぴったり。 

チチョョココレレーートト配配布布人人  



紹介のみ(☆なし) 
MMaatthheemmaattiisscchh--PPhhyyssiikkaalliisscchheerr  SSaalloonn(数学物理学博物館 Zwinger 城内, Dresden) 多分€4.5 

   
Zwinger 城自体は☆3 も貰っているのに、この小博物館は名前をさらっと紹介されて終わっています。確
か英語対応していたはず…。名前の通り数学と物理に関する諸々を集めた博物館です。良い意味で期待を
裏切ってきます。その昔、ザクセン王家お抱えの学者達の発明品やらがコンパクトに陳列されています。
お金があるので装飾が凝っていて良い。時間を統一することになったきっかけ、柱時計が鳴る理由みたい
なことも学べるし、理系には是非お勧めしたい博物館です。空いてます。 
 

NNeeaannddeerrtthhaall  MMuusseeuumm (ネアンデルタール博物館, Neanderthal) 学生€6.0 

   

ご存じネアンデルタール人発見の地、ネアンデルタールにあるネアンデルタール博物館です。デュッセル

ドルフから S-Bahnで 15分、駅徒歩 15分ですが端的に言って田舎です。ハイキングです。道で野生のベ

リー収穫してます。町おこしする気も感じられません。この博物館、オーディオガイドがドイツ語/英語

対応、リーフレットで日本語他数か国語対応していますが、多分英語を話せるスタッフはあまりいませ

ん。しょうがないよ、地域のおじさんおばさんがボランティアで働いているから…。ネアンデルタール人

に焦点を絞るわけではなく、猿人から現生人類までの進化の過程を、身体の構造的側面からだけでなく、

文化や宗教の発展といった着眼点からも紹介しています。ネアンデルタール人の精巧な模型も各所に配

置されていて○。実際に発掘された場所も行けます。まあ、なんでネアンデルタール全面推しできないか

って、見つかったネアンデルタール人の骨格本体は別のもっと大きい街の立派な博物館にあるからなん

ですよね。 

 

 

宮殿の一角 



MMüühhlleennhhooff--FFrreeiilliicchhttmmuusseeuumm (野外博物館,Münster) 学生€3.5 

  

そもそもミュンスターに行くのか、甚だ不安ではありますが、ミュンスターから２カ所紹介します。この

町、大学しかなくて治安は良いし、レストラン等も充実しています。昔ながらの綺麗な街並みが保たれて

いておすすめです。 

この野外博物館は中心部からバスで 15 分位、そこから徒歩 10 分位です。住宅街のど真ん中のバス停か

ら、僅かな案内板を頼りに歩くので割とリスキーかも。迷ったとして、住宅街をゆっくり歩く機会もそう

ないでしょうしいいんじゃないでしょうかね。ノルトラインヴェストファーレン州内の古民家などの建

造物を移築・改修して 1つの小さな村みたいに展示しています。小学校、靴屋、居酒屋、パン屋、水車小

屋 etc.と盛り沢山で、山羊もいるし、なぜか孔雀も放し飼いにされています。週末はイベントもやって

いて、私が訪れた日には伝統的なパン窯を使って実際に焼いたパンを販売していました。のどかな空気が

流れ、疑似体験でき、しかも訪問者同士の交流も生まれるという(知らないお爺さんが自分の小学校の思

い出話を聞かせてくれました)素晴らしい場所ですので是非。 

似たような野外博物館は各所にあります(Leipzigとか)。どこも素敵なので。 

 

RRaatthhaauuss(市役所, Münster) 学生€1.5 

  

旧市役所が観光案内所になっていて、Friedensaalという小さな部屋が公開されています。正直どうって

ことない建物の、田舎に有りがちな展示物なのですが、かの三十年戦争の和平条約、ウェストファリア条

約が締結されたまさにその会議場なのです。ずるいですよね、こういうの。大陸はずるい。ある程度人数

が集まると、唐突に音声ガイドが流れはじめて、結構な時間難しい話を喋り倒して、飽き飽きしてきた

頃、これまた唐突に[おしまい]と発音して終わります。おしまいが結構つぼる言い方なので共感してほし

い。 

 

 



ZZKKMM(Zentrum für Kunst und Medientechnologie,要は現代アート系美術館,Karlsruhe) €6.0って書い

てあるけどタダだったり違ったりする 

 田舎で公営だからちょっとださい 

その昔カールさんという辺境伯が整えた都市なのでカールスルーエと言います。そのまんま。カールさん

のお城は辺境伯なのでまあ、という感じで、中が博物館になっています。この街は洒落っ気があんまりな

いのです。でも最高裁判所があったり IT系に強かったりします。あと、造幣してる場所もあります。 

この美術館というか博物館というか、は、特別展をしょっちゅうやっていて、科学技術の最先端と芸術の

融合というか、境目がわからなくなっちゃった辺りの展示をしています。日本で大人気の「チームラボ」

みたいな。あそこより、エンタメ性が低くて尖った印象でしたが。現代アート系の中では実用を目指して

なくはない、というスタンスなのか、なんというかとりあえずうーん何がしたいんだ、わかるんだけどわ

からない、みたいな哲学的思索にずぶずぶ落とされる感覚が逆に新鮮でした。現代芸術とはちょっと違い

ます。でも学問って専門外から見たらこんななのかもなあ。 

 

掲載なし部門 

BBuurrgg  AAlltteennaa(アルテナ城,Altena)  

ローカル線を乗り継ぎまくって着く山の中のめちゃくちゃ小さい町のお城です。ここは若者貧乏旅行の

味方、ユースホステル発祥の地なのです‼ユースホステル第一号として使われていた当時の寝室や食事室

が見学できる他、宿泊もできます(ただし当時とは違う場所に建て直されたところ…)まあ何がひどいっ

て管理の適当さ。回廊になっているはずなのに、鍵閉まっていていけないとか、そもそも入場料払わず

に、開館時間前から侵入できちゃうとか、チケットの読み取り方わからないお爺さんが受付してるとか、

笑いが止まりません。しょうがない、リタイアした地域のお爺さんお婆さんがボランティアしているか

ら。これが許せる人は訪問の価値あるかもしれません。三段ベットが地味に衝撃。 

 

 



Wildpark Venusberg(森に生息する動物を集めました,Bonn) 無料 

(写真を載せる程の場所ではない) 

かなり行きにくい場所にある動物園(…と呼んでいいのだろうか)です。森というか山というか、にかなり

自由な感じで鹿とか猪とかが飼育されています。山を適当に柵で囲ってみただけとも言う。餌やり(有料)

を楽しんだり、ちょっとしたハイキングになります。おすすめは秋にどんぐりを持っていくこと。猪の価

値観ではカリカリ餌<<<どんぐりなので、ぶひぶひぶひぶひが無音になって、小競り合いが収まり、静寂

の中ひたすらどんぐりを貪る猪とうりぼーが見れます。支配とは正にこのこと。 

 

番外編 

誰でも訪れるドイツの名所・個人的ベスト 3/ワースト 2 

あくまで個人的意見なので… 

ベスト 3 

1.  Historisches Grünes Gewölbe(Residenzschloss,ドレスデン城 Dresden) €12 

  お金持ちって素晴らしい。戦火で失われてしまったにしても、ドレスデンは綺麗で適度に都会です。

ここではザクセン王家が集めてきた豪華絢爛な財宝の数々を見学できます。成金趣味を超越した何

か。 

2. Pergamonmuseum(ペルガモン博物館,Berlin) 学生€6 

  最初からクライマックス。古代ギリシャや古代バビロニアの巨大な遺跡がそのまま移築されていま

す。圧巻。この他にも Museumsinsel という博物館群には魅力的な博物館(ネフェルティティの胸像

を所有している Neues Museumなど)があるし、コンビ券もあるので激推しです。 

3.  Dom(ケルン大聖堂,Köln) 

ケルン中央駅すぐにある世界遺産の教会です。常にどこかが改修中。一言で言うなら、でかい。まじ

で大きい。町のどこからでも見えます。ドイツには大聖堂がいくつもありますが、行きやすいし堪能

できるここをおすすめします。観光客にも慣れているし。 



ワースト 2 

1. Rothenburg ob der Tauber 

絵本の町と名高く、日本からのツアーではほぼ組み込まれています。しょうもなく田舎だし、正直こ

のレベルの家々が並んでいて、かつもっと魅力的な町はいくらでもあるのに…。日本語対応とか求め

てないんだよ…ってなる。唯一面白いのは、町を囲う城壁に刻まれた日本の企業/団体名に、バブル

時代を感じられること。 

2. Museum Haus am Checkpoint Charlie(壁博物館, Berlin) 学生€9.5 

ベルリンに壁があった頃の国境検問所の隣にある、私設の尖った博物館です。入場料が高いこと、展

示の仕方が悪すぎて色々混乱すること、魔改築で迷子になること等文句は色々あるけれど、一度は訪

れる価値がある、とは思っています。主張が激しすぎることと、何故か(つながりがわからないわけ

ではないのだけれども)世界の国家による残酷な弾圧の展示コーナーがあり、かなりのトラウマ生産

機なので、人にお勧めしづらい…脱北者の証言などに興味があればいいかも。 

 
みんなドイツ行こう。自転車に優しい国だよ。 
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２年 佐々木 

 

9/18、宮城の石巻で行われたツールド東北に参加してきました。このイベントは被災地を実

際に走り地域の方々との交流を通じて復興を体感することを目的とした、ファンライドです。

今年で４年目、私は初参戦でした（なお去年は参加費の払い込みを忘れるという大罪をやらか

した模様）。一緒に参加した方は、４年の田嶋さん、OBｎ年の細田さん、阿部さん、そして抽

選には外れたものの毎回誘ってくださる高橋さんの５人。今回の轍の記事は正直記者をやって

る高橋さんが書くのが一番丸いと思うんですが、打ち上げで話した結果、2年の佐々木が務め

させていただきます。 

 

前日 9/17に現地入り＆受付。石巻駅で全員集合したのだが、田嶋さん以外は初対面。細田さ

んに関しては Twitterでしか相手を知らない状態だったので完全にオフ会だった。それから会

場となる石巻専修大学へ移動。８月末に参加したツールド妻有の会場は最低限のテントしかな

くこぢんまりとしていたが、ツールド東北までの大きいイベントになると、前日でも会場はお

祭りのようで、様々なスポンサーのテントが出ていた。諸々の手続きを済ませた後、田嶋さん

を連れまわしながら GIANTブースで整備してもらったり食べ歩きしたりゲームで商品を貰っ

たりした。 

 ひとしきり遊んだあと、前日泊の場所へ。ツールド東北では「民泊」という制度があり、ボ

ランティアの一般の民家に泊まらせていただける。高橋さんたちが毎年お世話になっているお

家があるらしく、私もそこに転がり込む形となった。挨拶を済ませ、お風呂に入らせてもらう

と、豪華な夕飯が用意されている。確かボウルいっぱいのサラダと、カツカレーと、ホヤだっ

たかな。また、様々なランクの牛タンを出していただき、利き牛タンをやった。私が一番美味



しいと思ったのはスーパーで売ってるやつで、逆に食べにくかったのはお肉屋さんの高いやつ

だったという、なんとも庶民感が否めない結果となってしまった。 

 お布団に入り、明日唯一 170kmに挑戦する田嶋さんと２時間ほど語らってから、就寝。 

 

 当日、雨。知ってたけど…知ってたけ

ど（怒）。憂鬱な気分でスタート地点へ

並ぶ。妻有とは比にならないくらい多く

の参加者で、でも自転車の相場はちょい

低め（というか妻有の皆さんがブルジョ

ワすぎた）。早くから並んだおかげで最

初の方の出走。細田さんや阿部さんとは

離れてしまったが、5kmくらいで細田さ

んにあっさり追いつかれ、そこからはず

っとくっつかせてもらった。 

 ここから 100km走ったのだが、正直雨のせいであまり景色を見れていないし覚えていな

い。ので、エイドの報告でお茶を濁させていただく。 

 第一エイド、女川。津波で流され、新しく建て替えられた女川駅がエイドステーションにな

っていた。補給はさんまのつみれ汁。冷え切った体に染み入るあったかさだった。 

 



第二エイド、雄勝。ここまでのコースが割と起伏が

あって大変だったかな。ここの補給は焼きホタテ。粒

が大きく、目の前で炭火で焼いてくれて、とっても美

味しかった。ツールド東北のスポンサーにサントリー

がついているので、麦茶やらグリーンダカラやら大量

に冷えたペットボトルがどこのエイドでも用意されて

いたのだが、あいにくの天気で全然捌けてなくて気の

毒だった。冷却スプレーや日焼け止めのテスターもあ

ったが、お世話になることはなかった。 

第三エイドの神割崎は折り返し地点&お昼ご飯ポイントでもあった。神割崎は景勝ポイント

らしく、荒天ではあってもそれなりの景色が拝めた。昼食にはシーフードカレーを頂く。写真

のとおり海産物がいっぱい入っていて食べごたえがあった。ちなみにここのエイドには ALL 

FREEが置いてあった。 

折り返して少しするとはぐれてしまった阿部

さん、そして企業枠で出場していた中橋さんと

遭遇。中橋さん母娘はなんかすごいホイールを

履いていた。第四エイドは北上。補給がアワビ

入り玉子豆腐とホヤとバナナだったかな。ホヤ

とバナナは苦手だったので食べなかったが、玉

子豆腐がアワビの出汁がよく出ていて味わい深

かった。 

そこから細田さんの高速巡行（主観）に食らいつき、無事ゴール。全員完走できました。 



完走後は昨日と同じようにブースを回ったり、ちびっ子のために来たピカチュウと写真を撮っ

たりした。民泊先に帰ってドロドロになった自転車と自分自身を洗い、本日も豪華な夕食を頂

く。鮭のチャンチャン焼き、炊き込みご飯、焼き鳥、今までの人生で一番大きい刺し身盛りな

どなど。特に、下駄に乗ったウニをスプーンですくうやつは人生初めての経験だった。美味し

いごはんをたらふく頂きつつ、先輩方から昔の NCの様子や””しゃかい””の闇を聞いたり、今

まで行ったところをお互い話したりして充実した夜を過ごせた。 

 

 初めて参加したツールド東北、コースは満喫できなかったもののそれ以外はとても充実した

イベントでした。特に、被災地の方の応援があったかく、仮設住宅の中からうちわを振ってく

ださったり、大漁旗で励ましてくださったりと、心に響くものがたくさんありました。規模が

大きいのもあってお祭りみたいだったし、運営もしっかりしていて走りやすかったです。今回

一緒に参加した先輩方、民泊させていただいた青山さん一家、そしてツールド東北の運営のみ

なさん、本当にお世話になりました。ありがとうございました。抽選が一番の難関ですが、来

年も応募しようと思います。 


