広大な大地と豊かな自然に恵まれ、明瞭な四季を感じられる北海道。
思わず息をのみ、引き込まれるその圧倒的な迫力と美しさ。

目の前に広がるパノラマは新しい驚きや発見、感動に満ちている。

さあ出かけませんか、想像を超える絶景と出合いに。
photo: Hideo Kishimoto (P4-7), Masumi Takahashi (P8), Yoichi Watanabe (P9),
Ryoji Iwasaki (P10), Akira Maeda (P11), Naoki Ishikawa (P12·13)
text: Ryosuke Iwamura (P4·5), Masashi Osaka (P6·7),
Satoko Nakano (P8·9·12·13), Hiroe Morihiro (P10·11), Saori Fuse (P14·15)

北海道の
絶景。
特集

黎明の洞爺湖（洞爺湖町）
天空から降り注ぐ光が神々しい洞爺
湖。岸本日出雄さんが 6 月の朝に授
かった瞬間。
「雲が厚く諦めかけた
ところ、急に割れてくれて。風景写
真は諦めないことが大切ですね」

5

4

岸 本日出雄
Hideo Kishimoto

かで︑岸本日出雄さんは大地や太

た﹂︒今日も北海道のどこ

きた巨匠でもある︒フォーカスを

の広告シーンの第一線で活躍して

ケ地でモデル写真を撮り︑北海道

年超︒自社スタジオや国内外のロ

告写真の会社を札幌で経営して

陽や動物たちに礼を言っているか
合わせるのは常に人物であり︑背

うもありがとうございまし

もしれない︒風景写真を撮り終え

﹁ど

ると必ず︑このひと言を心の中で
後に広がる風景は︑それがどんな

そんなある日︑衝撃の出合いが︒

こうして道内を縦横無尽に動く

伝 え る の だ と い う︒
﹁ずっと対峙

たことに感謝したくなるんです﹂
﹁ モ デ ル 撮 影 で 美 瑛 に 行 っ た 際︑
うスタイルが定番に︒
﹁﹃ちょっと
なか︑ 年前に出合ったのが︑十

に美しくても岸本さんにとっては

岸本さんが
﹁ありがとう﹂
をもっ
休憩時間に︿拓真館﹀へ行ったんで
行ってくるわ﹄と︵笑︶︒とにかく

していると︑風景には魂があるよ

とも多く発するのは︑日の出と日
すよ﹂︒
︿拓真館﹀とは︑風景写真の
人の数倍は動かないとダメだと

主役にならないはずだった︒

の 入 り の 数 十 分 後︒
﹁風景が目ま
参照︶
︒
﹁ふらっ

第一人者︑前田真三が遺した写真

岸本さんのライフワークともなっているジュエリーアイス。世界的にも珍しい自然現象を
アートへと昇華し、
世界各国で作品を発表してきた。今年1月に大津海岸で撮影された新作。

ギャラ リ ー︵

ジュエリーアイス（豊頃町）

ぐるしく変化する様子が好きなん

まだ誰も見たことのない
絶景を探し求めて。

です︒夜明けなら︑空の色が紫か

うな気がしてきて︑撮らせてくれ

40

の！﹄ってね︒この楽しさを知っ

な け れ ば︑
﹃これは俺だけのも

しいですよ︒その場に自分しかい

がった瞬間に黄金色になる︒神々

ら オ レ ン ジ へ︑ そ し て 太 陽 が 上

ぞくっと引きつけられる体験でし

こんなにアートになるんだと⁝⁝︒ ど道東方面に行くことが多い﹂と

さを再認識するとともに︑風景が

ました︒北海道の自然のすばらし

品を間近で見て本当にドキッとし

と入ったつもりが︑前田さんの作

のことだが︑ライブラリーを見る

好きなエリアを聞けば﹁知床な

かな︒まだまだですけどね﹂

をわかってきたのはここ ︑ 年

思って︒それでも本当に風景写真

います︒誰も見たことのない絶景

ら︑新鮮な驚きがあったんだと思

多くの人が知らない風景でしたか

景 写 真 フ ァ ン に 広 め た︒
﹁当時は

然が生み出す造形美を収めた作品

す 氷 塊﹁ ジ ュ エ リ ー ア イ ス ﹂︒自

勝・豊頃町の大津海岸を埋め尽く

日も夕方から行ってくるんです

を︑今後も発見したいですね︒明

群は︑岸本さんの名を国内外の風

たらやめられません︒夏の知床な
と北海道全域を巡っているのがわ
か る︒
﹁旅行会社などのクライア
よ﹂︒北海道の絶景を探す岸本さ
んの旅はまだまだ続いていく︒

ントから道内各地の撮影依頼を受

それからはスタジオワークを終
車内で眠って翌朝の風景と向き合
作品を撮ることもできるんです﹂

えた夕方から車を数時間も走らせ︑ けるため︑それに合わせて自分の

意したきっかけを回想する︒

たね﹂と︑風景写真への挑戦を決

とよころ

12

時半からセッティング︒だか

ら
ら風景写真家はみんな寝不足なん
年前から風景写真を撮り始め

です﹂と笑みを浮かべる︒
たという岸本さんだが︑一方で広

8

札幌コマーシャルフォト代表。佐呂間町出身
で15歳から札幌在住。広告代理店写真部など
を経て独立し、主にモデル撮影を手がけてき
たが、
北海道の自然や野生動物に魅せられ、
近
年はアウトドアワークに軸足を移している。
斜路湖の夜明け。天気予報は雨
だったが、絶妙な雲と遭遇。
「夏
はあまり雲海が出ない代わりに、
雲のピンクや紫が湖面に反射し
てきれいなんです」

かい、巡り合った風蓮湖の夕景。
「太陽が落ちて黄金に輝き始め
た湖面に、ちょうどツルの親子
が来てくれたんです。会心の一
作になりました」

7

Profile

8月に津別峠から見下ろした屈
6月の朝に札幌を出て根室へ向

屈斜路湖
風蓮湖

（津別町／弟子屈町）

（根室市）

左ページ上
左ページ下
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高橋 真澄

想郷 ︶﹄と賞するほど美しいんで

界中の人たちが﹃エデン︵理

瑛・富良野周辺の風景は︑世

で撮影場所に向かっています﹂

定め︑条件が合致したタイミング

位置︑湿度︑気温などを細かく見

頭に描いたうえで︑季節︑太陽の

﹁美

す︒山の上と平地では季節が か

こともできる︒とても多様性に富

移動で季節をさかのぼって楽しむ

いまの季節を堪能しながら︑垂直

月も違いますので︑水平移動して

じエリアを 年撮り続けても毎回

る風景を見せてくれるという︒同

然はしばしば想像をはるかに超え

想定して現地に向かっても︑自

んだ地域です﹂
違う驚きに出合えるから︑常に新

ダイヤモンドダスト撮影の第一人
ルターを通して見たときに︑それ

高橋さん曰く﹁人生というフィ

そう話すのは︑虹やサンピラー︑ 鮮な気持ちで向き合えるのだ︒
者としても知られる写真家の高橋

ため北国特有の︑息をのむような

るうえに︑湿度もあること︒その
よって捉え方が異なる︒今年見る

す﹂︒同じ風景でも︑人生経験に

情を楽しむことが大事だと思いま

さや不思議さ︑美しいといった感

真澄さんだ︒このエリアの特徴は︑ ぞれの心の中に湧いてくる懐かし
冬はマイナス 度まで気温が下が

美しい自然現象がよく見られる︒
年かかりました︒

風景と︑ 年後に見る風景はどう

きるまで︑約

﹁サンピラーなどの出現予測がで
いまは撮りたい風景をあらかじめ

のよさも実感していく︒

が大地を潤し農作物が育つ︒その

キーが好きで︑北海道の雪

めた理由は︑パウダースノーだけ

豊かな循環を見ていると︑雪景色

が芽吹き︑花を咲かせ︑雪解け水

で は な い︒
﹁ニセコ連山は標高が

を撮っていても︑もう少しで渡り

﹁雪の下でじっと耐えていた植物

低く︑気温も穏やか︒急峻で風が

鳥が戻ってきて︑キタコブシの白

山に魅せられた渡辺洋一さ

強くて厳しい山とは違って︑たく

い花が咲いて⁝⁝と春を待ちわび

ん︒彼がニセコで暮らすことを決

さんの人を受け入れてくれる懐の

ている自分に気づくんです﹂

時間程度で登ること

がひっそり咲いている︒これは僕

している妻のそばでワスレナグサ

れるそう︒
﹁たとえば夕刻︑作業を

くに季節の移ろいを感じさせてく

自宅の窓から見える風景は︑と

深い山なんです︒だから︑国内外
から人が集まるんですね﹂と話す︒
ニセコ連山のなかでも標高の高
メートル︒

いニセコアン ヌプリが︑

ができ︑スキーやトレッキングを

楽しむ人も多い︒ニセコエリアは︑ だ けの風 景ですね﹂と 渡 辺 さんは
目を細めた︒自然とひと口に言っ
もいれば人もいる︒さまざまな命

は毎朝スキー板を持って山に行き︑ ても︑植物だけでなく動物や昆虫

人と自然との距離が近いのだ︒冬

40

Masumi Takahashi

渡辺洋一

下／上富良野深山峠の虹（上富良野町）

ニセコの自然に分け入って撮影を

違うだろうか︒それも︑楽しみ方
のひとつといえるだろう︒

イタヤカエデやシラカバなどの広葉樹が
本格的な光合成を経て新緑になる前に、
葉が本来持つ赤や黄などの色を見せる
「春紅葉」。この風景も北海道ならでは。

ス

ある雨の日。雲の切れ間から強い太陽光が当たり、
虹が大きくかかった。雲の隙間からは平地が煌々と
照らされ、
この世のものとは思えない幻想的な風景に。

1

8
9

35

10

がつながって呼吸をしている姿を︑

羊蹄山とその周辺の緑。雪が溶けたらサ
イクリングを楽しむなど、渡辺さんは一
年を通してニセコの自然を謳歌している。

5月から初夏に向けてどんどん濃くなる、

上／十勝岳温泉の彩雲（上富良野町）

続ける渡辺さんは︑この地で生活

左上／春紅葉（倶知安町）

photo: Daigo Onozuka

1959年、夕張市出身。独自の感性で、美瑛・
Profile
右／初夏の羊蹄山（倶知安町）

冬から春にかけてよく見られる彩雲。湿度が低くて
結晶化しやすい高層雲がガラスの役割を果たし、光
が反射して虹と同じ仕組みでオーロラのように光る。

スキーヤーをはじめ、
雪国の自然
や暮らしを撮り続ける。2015年
より『Stuben Magazine』を発
行し、世界のスノーカルチャー
を独自の視点で紹介。20年には
写真集『雪 The Essence of
the Winter Forest 森』を発行。

渡辺さんは絶景と呼ぶのだ︒

skier: Kohei Nikahara, Yusuke Miyashita

Profile

10

5月の春スキー。残雪をまとった蝦夷富士・
羊蹄山を、
ニセコアンヌプリの上から望む。
どこまでも続く裾野には森林が広がる。
雪解けを迎えた平地との対比も美しい。

人生というフィルターの向こうに、
一人ひとりの絶景がある。
1
3
0
8

富良野を中心とした自然風景を撮り続ける。
95年、上富良野町に自身の作品を展示する
〈 NORTH LAND GALLERY 〉をオープン。
これまでに70冊以上の写真集を出版した。
cyclist: Yusuke Miyashita, Takeshi Suzuki

2

しながら徐々にグリーンシーズン

右上／ニセコの春スキー（ニセコ町）

Yoichi Watanabe

白い景色を撮り続けても、心のどこかで春を待っている。

岩 崎量示

なく残したい﹂とアーチ橋に通い

ていたわけではない︒しかし︑湖

岩崎さんは当時︑写真家を志し

にほどけていくまで見つめ続けた

橋が風雪と水に洗われ︑自然の中

土地の石や砂利で造られたアーチ

長期戦になるかもしれませんが︑

そんな晃さんの琴線に触れる丘

風景に魅了されたという︒そして

の営みと雄大な丘が織りなす田園

に立ち会えた喜びはひとしおです︒

ん︒でも︑ふいに訪れる美瑛の春

通い続けている私にもわかりませ

﹁春がいつやって来るのか︒長年

美瑛の魅力なんだと思います﹂と

巻く季節へのプロローグなのだ︒

える春は︑あの鮮烈な光と色彩渦

（上士幌町・糠平湖）

上／やがて、
春
下／荘厳な朝に

Ryoji Iwasaki

大な切り株︑石が転がる荒
つめることに︒東大雪の懐にある

明るさに驚き︑野生を育む自然の

ない湖畔で︑岩崎さんは月と星の

界になる︒明かりも携帯の電波も

ひが し た い せ つ

涼とした糠平湖畔に佇む
糠平湖は︑夏にはヒグマが闊歩す

ぬかびら

﹁ タウシュベツ川橋梁 ﹂︒古代遺
る野生の王国︑厳冬期には氷の世

巨

跡のような朽ちたアーチ橋は︑旧
国鉄士幌線の遺構のひとつだ︒
年に完成し︑わずか 年で

役目を終え︑発電用ダム湖︑糠平
豊かさに圧倒された︒﹁紅葉も年に
よって色が違います︒アーチ橋を

年頃︑

湖のほとりに取り残された︒
﹁糠平に移住した
記録し続けることで︑そうした気
づきがたくさんありました﹂

すでに地元の人々は﹃ ︑ 年も
すれば崩れるだろう﹄と言ってい
めて︑今年で 年になる︒
﹁

岩崎さんがアーチ橋の記録を始

くべきものではないか︒そう思っ
メートル走のつもりで走っていた

ました︒これは誰かが記録してお
て︑写真を撮り始めました﹂と岩

畔に通うたびにアーチ橋は違う景

前田 晃

色を見せ︑﹁間もなく消えていくそ

のに︑気がつけばフルマラソン︒

1
0
0

いと思っています﹂

崎量示さんは振り返る︒

16

アーチ橋の近くへ行くために、冬は
凍った湖面を歩き、春から秋は林道
を通る。雪解けの時季には橋梁に近
寄れなくなるため、岩崎さんは 2 年
前からドローン撮影も始めた。
糠平湖では、
夏近くになってようやく
湖底に草が伸びてくる。例年、
その頃
には湖の水位が上がり、こうして草
が茂る湖底を歩ける年は珍しい。通
い続けることで出合えた貴重な一枚。
上川郡美瑛町拓進
☎0166-92-3355
美瑛駅から車で約15分

1

（上士幌町・糠平湖）

Profile

見つめ、記録し続ける
自然に還りゆく勇姿。
Akira Ma eda

ルーグレーの空から落ちる

畑の雪が消え︑日ごとに秋蒔き小

の絶景は︑旅人の少ない春にある︒
燃え立たせた瞬間を捉えた﹃麦秋

麦の若葉が色を濃くしていく︒そ

ブ

鮮烈﹄︒丘のまち︑美瑛の名を全

して︑ある日突然︑若緑の風景に

夕暮れの光が︑麦畑を紅く

国区にした一枚を撮影したのは︑

月

山桜の薄紅が現れる︒雪解けが早
い年は 月末︑遅いときには

年に脱サラで風景写真家
になった前田真三さんだ︒真三さ

生涯︑丘の四季を追い続けた︒

そのはかなく︑美しい景色をもっ
桜が咲くたびに思っています﹂
気まぐれな桜が散れば︑美瑛の
丘は実りの季節へと向かっていく︒

息子の晃さんは語る︒

いても撮り尽くすことができない︑ 長く厳しい冬に耐え新しい命が萌

た︒それが︑何十年と向き合って

め︑心のままに撮り続けてきまし

ですから︑父も私も一期一会を求

見た風景はありません︒光も違う︒ と多くの人に見ていただきたいと︑

作物︒同じ場所に行っても前年に

5

1979年、埼玉県生まれ。立教大学経済学部を
卒業後、3年ほど旅暮らしを続け、2005年に
上士幌町糠平に移住。身近にあった北海道遺
産「タウシュベツ川橋梁」を記録に残したいと
写真を学び、16年にわたって撮り続けている。
入社。父の作品のディレクションを行う一方、
93年頃から撮影活動を開始。真三氏が開設し
たギャラリー〈 拓真館 〉に自らの作品も展示。

下／スモモの花咲く頃（美瑛町）

﹁美瑛の丘を彩っているのは︑農

日を過ぎるという︒

4

拓真館

1954年、東京都生まれ。写真家・前田真三氏
の長男。78年に早稲田大学卒業後、
〈 丹渓 〉に

父、真三さんが去り行く丘の春を撮った作品。桜が散
り、濃さを増していく新緑にスモモの白い花が揺れ始
めると、
美瑛は初夏。彩りの季節の始まりだ。

んは 年前に訪れた美瑛で︑人々

20

18

2
0
2 0
3 5

の姿を春夏秋冬︑朝昼晩まんべん

残雪に覆われた十勝岳と春耕。
丘に響くトラクターの音は、
まさに春の胎動。
「美瑛の人
の暮らしと自然がつくり上げ
た絶景」と晃さんは語る。

10
11

50

Information
Profile

ソメイヨシノに比べて花色が濃く、一本一本に個性が
あるヤマザクラは、晃さんお気に入りの春の被写体。
わずか2、3日で見頃が過ぎるはかなさも魅力だという。

1
9
6
7

中／爛漫エゾヤマザクラ（美瑛町）

心のままに撮る出合いの瞬間。
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左／残雪十勝岳（美瑛町）

年︑写真家の石川直
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あるけれど︑と前置きしたうえで

北海道全体がそういう土地では

いを知ることになる︒

てもらいたい﹂という町の人の思

ではなく︑多様な視点で知床を見

石川さんは地元の人とも交流を深

飲み込まれそうになるほど雄大な
﹁知床は︑人間が自然の一部であ

氷を見て︑これがどこからやって

自然の中で︑人も動物もたくまし

﹁そこで人や文化︑歴史など︑知

めていった︒そのうちに﹁大自然︑

く生きている︒そんな環境に︑ど
ることを実感させてくれる︒そこ

床に積み重なり響き合っているも

来るのか︑そう考えただけで世界

こまでも魅了された︒帰国後もア
に住む人たちはもちろん︑各所か

のを発信していけたら︑という思

という固定化されたイメージだけ

ラスカに思いを馳せながら関連本
らアウトドア好きな人が根をおろ

がぐんと広がった﹂

を読みふけっていたところ︑北海

写真家を道外から招致し︑彼ら

いで始まったのが
﹃写真ゼロ番地﹄

に知床の風景を自由に撮ってもらっ

し︑彼らにもシンパシーを感じま
半島の北側にあるウトロ地区で

たり︑写真のワークショップを通じ

道の知床半島に︑アラスカとの共

は︑森の中に入ってオホーツク海

て参加者と交流したりするなかで︑

というプロジェクトです﹂

たい地として心に刻み︑ようやく

を眺め︑羅臼岳に登れば︑根室海

石川さん自身の知床に対するイ

した﹂と石川さんは話してくれた︒

年冬の

峡も見える︒食べ物の匂いにつら

ツを着て流氷を歩き︑ツアーを模

当時はまだ地元の人がドライスー

はここだけだ︒アラスカのデナリ

管庫が設置されているのは日本で

う︑フードロッカーという食物保

た風景でもある︒地元の小学生が

景は︑地元の人にとっては見慣れ

﹁外から来た人が撮りたくなる風

メージも日々刷新され続けている︒

知床を訪れたのは
ことだった︒

れてヒグマがテントを襲わないよ

索していた時代︒自分も初めて流

国立公園にも同様のものが

一番好きですね︒頂上から

﹁日本の山では︑羅臼岳が

るのが写真なんじゃないかと﹂

いんです︒それを具現化してくれ

メージを丁寧に拾い上げていきた

うやって︑無数に重なる知床のイ

知床の風景は︑人の数だけ存在

北方領土が見えます︒知床
の果てですが︑海の視点か

す る と い う こ と か︒
﹁それぞれが
いくつもの視座がすーっと

たことのない知床が絶景なのかも

と話す石川さんにとって︑まだ見
何度も知床に通いながら︑ しれない︒

受け入れられるんです﹂

り口でもある︒頂に立つと︑ 思う︑多様な知床と出合いたい﹂

ら見ると北方文化圏への入

は陸から見ると北海道の東

境が似ていることがわかる︒ りすぎてしまう光景でもある︒そ

撮る風景は︑大人が気づかずに通

らうすだけ

たアクティビティが盛んですが︑

﹁いまでこそ流氷ウォークといっ

通点を見いだす︒いつか行ってみ

峰・デナリへの登頂を成し遂げた︒

樹さんは︑アラスカの最高
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設置されており︑知床と環

知床連山縦走中、硫黄山近くの岩場にて。ひっそり咲
いているのは、イワヒゲという植物。その名にふさわ
しく、
岩場や過酷な地にたくましく咲く高山植物だ。
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半島の、斜里町側断崖を撮影。岸壁からは地下水が浸
み出しており、周辺にはコケ類が生息している。知床
五湖の断崖付近で見られる特徴的な光景。
知床岬灯台。この場所へ続く遊歩道はなく、
万全の計
画と準備を整えて、海沿いの道なき道を歩くしかな
い。観光船に乗り、
海の上から眺めることもできる。
辺境から都市に至るまで旅する
写真家。近年は毎年ヒマラヤに
通っている。日本写真協会賞作
家賞、土門拳賞など受賞歴多数。
写真集のほか『アラスカで一番
高い山』
（福音館書店）など、写
真絵本の制作にも尽力している。

石川直 樹

人の数だけ存在する、多様な知床の風景。

Naoki Ishikawa

知床連山の最高峰・羅臼岳の頂
より。登山はもちろん、野生動
物と人間が同じ地平にいること
を強く感じる。1660mの山頂か
ら、
雲に覆われた半島を撮影。
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多彩な自然美や抜群のロケーションで魅了する絶景の宝庫、北海道。

一度は行ってみたい！

定番から穴場まで、
いま行きたい景勝地をジャンル別で紹介。

函館山

函館市

Mt. Hakodate

上／光で地形が浮かび上がる。右上／ロープウェイで山頂へ。公式ホームページのライブカメラで
山頂からの視界が確認できる。右下／山全体が軍の要塞だった歴史から、
街の近くに大自然が残る。

写真を撮らずにはいられない、絶景スポット8 選。
神威岬

夜景

積丹ブルーの海が姿を変えて
真っ赤に染まる夕日スポット

函館山からの夜景の特徴は、
標高334mという山の高さと見下ろす街
の近さ。展望台から街の明かりに目をこらせば、
ライトアップされた
元町の歴史的建造物群や、
海上の〈 函館市青函連絡船記念館摩周丸 〉
が見えてくるから面白い。野鳥を観察しながらハイキングコースを
歩いて登るもよし、
ロープウェイで約3分間の空中散策を楽しむもよし。

日本海に突き出た積丹半島の先端にある岬。かつて女性の立ち入り
を禁じた歴史を伝える「女人禁制の門」から岬の先端までは、
「チャ
レンカの小道」を歩いて片道約20分。稜線に続く道の先に、地球の
丸みを感じるほどの水平線が広がる。夕暮れ時はあえて岬から離れ、
国道229号や道道913号から「岬と夕日」の絶景を楽しみたい。

Information

Information

住

函館市函館山

0138-23-3105（函館山ロープウェイ）
334.co.jp

上／道道913号野塚付近から見える神威岬と夕日。右上／エゾカンゾウの花が咲くのは、
例年6
月中旬〜7月上旬。右下／海底の石が透けて見えるほど澄んだ海水が、
光によって色を変える。

電

斜里町

Ten ni Tsuzuku Michi

積丹郡積丹町神岬町
0135-44-3715（積丹観光協会）

弟子屈町

Lake Mashu

湖

春夏は日の出前後が狙い目。
黄金色の雲海と鏡の摩周湖

まるで空まで続くように見える、
全長28.1kmの直線道路。果てしな
い道の感動を味わうためには、
ウトロから斜里方面に向かい峰浜地
区から「天に続く道スタート地点」を目指すのが肝心。田園地帯の直
線道路を進めば、
右手にオホーツク海、
左手に斜里岳の雄姿が見られ
るはずだ。春分の日と秋分の日前後は、
道の先端に夕日が沈む。

幻想的な霧に包まれることで知られる神秘の湖。湖面が冷えて発生
する霧や山の水蒸気、
釧路沖で発生した海霧が北上しつつ釧路湿原
で水分を蓄えた雲海など、湖が見え隠れする要因はさまざま。カル
デラ湖を覆う雲海が朝日で黄金色に輝いた後、
みるみるうちに湖面
が現れて景色が映る「鏡の摩周湖」を狙うなら明け方がおすすめ。

住
電

Information

斜里郡斜里町峰浜
0152-22-2125（知床斜里町観光協会）

トマム）

Unkai Terrace

上／鏡の摩周湖。右上／黄金色の雲海に浮かぶカムイシュ島。右下／昼が快晴で20時〜22時頃に
弟子屈市街地の辺りが霧に包まれ、
翌日が晴れ予報の場合、
翌朝の湖に雲海が発生する可能性あり。

占冠村

住
電

川上郡弟子屈町
015-482-2200（摩周湖観光協会）

サロベツ湿原

雲海

Sarobetsu Wetland

豊富町・幌延町

湿原

2021年8月リニューアル。
雲の上にデッキがさらにせり出す

青い利尻の島影が浮かぶ
海沿いの大湿原地帯

トマムで見られる雲海の成り立ちは3種類ある。雲海がトマム一帯
に流れ込むように見える「太平洋産雲海」。放射冷却で冷やされた空
気が盆地状の地形にたまる「トマム産雲海」。周囲の山にまとわりつ
くように発生する「悪天候型雲海」。6つのユニークな展望スポット
から思い思いに雲海を眺め、
ときには雲海を待つのも贅沢な時間。

360度の湿原が広がる、国内最大規模の高層湿原。春から夏は花や
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住
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勇払郡占冠村中トマム
0167-58-1111（星野リゾート トマム）

Notsuke Peninsula

別海町・標津町

野鳥の季節。木道沿いの可憐な花を探しながら歩けば、湿原で繁殖
する野鳥たちの澄んださえずりが風に乗って聞こえてくる。海の向
こうに浮かび上がる利尻山は幻想的な美しさ。4月と8月は、
利尻山
頂に夕日が沈む「ダイヤモンド利尻富士」が湿原から見られる季節。

上／野鳥のさえずりや虫の声が響く夏の湿原。右上／明け方の霧がエゾカンゾウを包み込む。右下
／日本ではサロベツが最後の繁殖地となったシマアオジ。©NPO Sarobetsu Eco Network

www.snowtomamu.jp

野付半島

電

notsuke.jp

天塩郡豊富町上サロベツ、
天塩郡幌延町下沼
0162-82-3232（サロベツ湿原センター）

sarobetsu.or.jp/swc

美瑛町

花

丘の上で風を受ける開放感。
斜面全体を埋めつくす花畑
なだらかな丘の連なりと大雪山連峰を背に広がる展望花畑。5月〜
10月にかけ、約15ヘクタールの丘に30種類以上の花が入れ替わりな
がら咲き誇る。花畑の畝を生かした広がりのあるデザインは、
毎年変
わる一期一会の景色。鮮やかな花畑と青い山影とのコントラストも
見どころ。6月中旬まで山筋に雪が残り、
9月には山頂に初雪が降る。

Information
野付郡別海町野付、
標津郡標津町茶志骨
0153-82-1270（野付半島ネイチャーセンター）

電

Panoramic Flower Gardens Shikisai-no-oka

海に突き出たかぎ針状の半島は、
全長約26キロの砂嘴。道の両側に
海が広がり標高も低いため、海の中を進むような感覚が味わえる。
地盤沈下とともに原始林が海水に浸食されて立ち枯れた「トドワラ」
「ナラワラ」、260種類もの野鳥や花畑など見どころはいっぱい。深
い海霧が発生しやすい夏は、
快晴でも太陽すら見えなくなる。

住

住

展望花畑 四季彩の丘

半島

地の果てのような砂嘴は
花や生き物たちの楽園
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電

田園地帯を真っすぐに貫き
天に吸い込まれていく道

雲海テラス（星野リゾート

上／ミズナラなどが朽ちたナラワラ。右上／トドマツが立ち枯れたトドワラ。右下／風力で底
引き網を引く打瀬舟の漁は、
野付らしい風景（6月中旬〜7月中旬、
10月下旬〜11月上旬）。

住

摩周湖

道

Information

上／地上約 3メートルの椅子から眺める
「Cloud Bar」
。右上／「Cloud Walk」
で雲海の上を散歩。
右下／リニューアル予定の「雲海テラス」
は、
せり出すデッキや屋内カフェを備えた3階建て
（イメージ）
。

岬

昼夜 2 回行けば楽しさ倍増。
ミニチュアのような街の夜景

天に続く道

上／緩やかな起伏が直線道路に奥行きを感じさせる 。右上／季節により太陽の位置は左右に
移動。右下／スタート地点から網走方面に進むと展望台が現れる（駐車場あり）。

積丹町

Cape Kamui

Information
住

上／農村地帯の営みがつくり出す景色。右上／園内をトラクターのバス「四季彩ノロッコ号」で
のんびり巡るのも楽しい。右下／ハナビシソウは6月下旬〜7月中旬に開花。

上川郡美瑛町新星第3

電

0166-95-2758
www.shikisainooka.jp
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