
岡

み、アザミなどが散生する峠を越えると、オ

ノレホンの本流があり、)11岸l亡は針葉樹や広葉

樹の林がある。

その植物たちは、シベリアと同じようだ。

本流K沿った平原は、成古思1干の頃は民族

集会(クザノレタイ)の会場だったらしく、モ

ンコノLの革命迄は弓・角力・競馬などの競技

場にしていたと言う。

更にオノレホけ11の上流lζj減ると、山腹に青

い針葉樹の森林が見られるが、山名のハンガ

イとはモンゴノレ語の森林の意味で、成吉思汗

の戦記で見ると、敗戦して追われる武将たち

は乙の森林の中IC逃げ乙んだものらしい。

昔噴出した熔岩が谷を覆い、その表土にウ

スユキソウとイワレンゲが点々と生育してい

る。 オJレホンの本流や支流l亡、女の髪のよ

うな水草が生えていて、私は子でそれをかき

分けて水を呑んでみた。

ソ連でもモンコツレでも、天然の水は硬水で、

香むと腹をζわすと言われている。

然し成吉思汗の頃lζ、今のミネラノレウオ

ターのような飲料水がなかったので、大王も

ロックガ

はじめに

今から13年ほど前になるが、現在居住して

いる札幌市西区西野地I6:IC、約 200坪ほど

の土地を求めた。北西部は山になっており、

そのLUは、手稲LUIC連らなっている。定年退

職したら、自然を相手に鶏でも飼って、のん

びりと静かに暮そうと考えていたので、わざ

わざζ のような奥まった土地を選んだのであ
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此め水を呑んで渇をいやした筈だ。

ウランパートノレ東北方の山塊は7ノレカン山

といい、北走してパイカノレ湖に向かうオノレホ

ン本流々域の東方にあって、オノレホンの支流

トーラ川や、アムーノレ川支流のケノレレン川の

源となる、 3，00 0米近い山々の集塊である。

ζ 乙の大木の下に、成吉忠、汗の遺骸が埋葬

されたそうだが、 700年を経た今日、周囲

の樹木もすべて大木となり、どの木の下か誰

にも判らなくなった。

また世界の大半を征服した元の首都カラコ

ノレムも、瓦臣告の丘の傍らiζ、大きな石の亀が

一つ残っているだけである。

筆者はカラコノレムの遺跡の上IC暫らく作ん

で、人間のー生とは、春に芽を吹いて秋lζ枯

れ繕ちる、一枚の木の葉と少しも変らないも

のだと、膚で感じたのである。

(本文の参考文献菅原繁蔵「樺太植物誌j

全4巻。保育社「原色植物図鑑J全 3巻。北

海道山草会編「山草j全 6巻)

1980. 1. 31 

デン

札幌市高野英

る。

その頃の宅地造成は、名ばかりのもので、

現在のような難しい規制もなく、離農する農

家の人から土地を買った不動産業者は、フツレ

ではi裾を削り平らに均して売るといった、ま

ζ とκ簡単なものであった。従って、土砂崩

落防止の土留柵もなく、土地を売った農家の

人が、発寒川畔IC茂っている柳の太い枝を切

ロ
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って来て、それを傾斜地にさしていった。そ しておいては、 どうにもならない状態になっ

の後その柳の杭から発摂して大きく成長し、 てしまう。 日曜日などを利用し、趣味で楽し

いまでは、山肌が見えないほど繁茂している。 むのであれば、5坪ほどが適当な面積であろ

土地を手に入れた私の方も又、呑気なもの うと思っている。それがどう見積っても50坪

で、立ち合って土地の境界をたしかめる ζ と ほどもあるのであるから、余程副直を据えてつ

'0 もなくすぐに家を建ててしまった。いざ住ん くらなければ、途中で挫折してしまって大変

5 でみると、どうも土地の面積が図面より も少 なζ とになるだろうと、自分のととながら身

ないので、再度業者に聞いてみると、お宅の の引締まる思いがした。

t 土地は、うら山の傾斜地が含まれているとの

ζ とであった。傾斜地などは利用価値もない 岩石をあつめる

ので、ζれは困ったζ とになったものだと後 幸い私の家の周辺には、古くから乙の地区

)1 悔したが、後の祭りであった。 IC住んでいる人たちから石山と云われている

ある年、山野草IC興味を持つKという学校 くらい、石の多いと ιろであった。そのため、

¥， の教師と知り合いになり、指導を受けながら 岩石を集める ζ とICは、さほど困らなかっfゐ

古 玄関わきに 2坪ほどのロックガーデン(以下 とは云っても、他人の土地から無断で運んで

も ロックという)をつくった。植えた植物は、 くるわけにはいかないので、あらかじめ採姻

もっぱら外国産原根を主体に したので、早春 権を持っている農家の人』亡、その目的を話し

の閥花時の美しさは、自を見張るものがあっ プルで巡んでもらった。さらに、宅地造成が

tJ た。すっかり自信をつけると慾が出てきて、 盛んになるにつれ、庭石にもならない大きな

iヒ それでは利用価値のないうら山の傾斜地をロ 石がいたると乙ろから出てきたので、傾斜地

ックにしようという広大な?構銀を立ててし の崩務防止をかねて、自然のままの状態で配

まった。もとより重労働は覚悟しなければな 置してもらった。また、私の手で持てる範囲

らない。 1-2年はとても無理で 5ヶ年計画 の小さな石は、植物を植え込む際のポケッ ト

をたてて、毎年少しづつつくるιとにした。 用に必要なので、出来るだけ多くあつめても

らっTこ。中程度の石は、ロックの中ほどのと

ロックをつくる 乙ろIC横忙したり縦Kしたりして、高低をつ

ロックとは、つくる人の考え方によって、 くる崖のような役目をするので適当に配鐙し

いろいろの表現方法があるだろうが、私はそ てもらった。

.農 の文字のとおり、岩石を用いて限られた庭の ロック IC立って、まず先iζ植えてある縞物

f，レ 中IC、自然の姿を摘写し、自分があたかも、 よりも、配置されている岩石が自に入るよう

ま その自然の中にあって植物と親しんでいるよ では、失敗だと思っている。庭石IC趣味を持

b崩 うな、そういう雰囲気をっくり出すととであ っている人たちが話題Kしているような、全

ミの ろうと思っている。しかし、いくら自然の中 国各地から出る銘石を使用すると、とかくと

E切 Kあってと云っても、手入れもしないで放置 のようなιとになってしまう。主役は、あく
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までも植物であって、岩石はむしろ脇役的な

存在である。とは云っても、 J!I原などに転が

っている角のとれた丸石でも又、格好がとれ

ないものである。私のよう !C、住居地附近か

ら出る雑石を使用出来れば理i慢であるが、立

地条件などから、なかなかそのとおりにはい

かないのが現実である。

岩石の配置

準備もなく無計画!C、ただなんとなく岩石

を配霞してしまうと、あとで気K入らなくな

った時K大変な乙とになってしまう。あらか

じめ、準備を整えてから計画的K設計図を書

くべきである。自分がかつて主まったととのあ

る高山のお花畑などを想定しながら岩石の配

置を考えるのも、又楽しいζ とである。岩石

を縦iとする時は、雪や雨、潅水のために倒れ

る恐れがあるので、半分ほど地中に埋め、そ

の周辺iζ小石などを入れてよく揚き固める ζ

とが必要である。岩石を横lとする時は、その

中心線を水平より、やや上向射とするo 乙の

ζ とは雨水や潅水などが、岩面を伝わって土

中によく浸透し、又、用土の崩落を防ぐため

にも効果がある。

土を堀る

冬から春にかけての雪どけ時季や、台風な

どの影響で短い聞ではあるが、地下水として

浸透出来ない雨水は、泉の湧くように、地表

K流れ出てくる ζ とがある。そのため北側κ

直径 6-7叫、深さ60冊ほどの溜池を掘った。

素堀りなので湧水の時が終わると枯れてしま

現わす。乙のような排水の問題があるので、

土は60-70叩ほど掘りさげた。もうすこし堀

るべきであったが、下が岩盤になっているの

で、どうにもならなかった。雑草の根や粘土

質の土などを堀り出し、その底!C30cmほどの

拳大の石を入れて踏み固めた。その上l亡、崖

から崩れ落ちている中位の石を2日明ほど入れ、

さらにそのよに、小粒の石を20冊ほど入れた。

乙れで地表までの、いわゆるロックの基礎づ

くりが出来あがった ζ とになるが、地表から

上部の、 30叩-40叩ほどの高さの用土づくり

が、ロック向き植物の生育を左右する極め手

となるので、最も神経を使う仕事となるので

ある。

用土づくり

自分の好みに合う用土を入手するという乙

とは、大変なととである。干歳・由仁方面か

ら、火山線と鹿沼土!C似た用土を、それぞれ

ダンプで運搬してもらった。 JIほtは、近所K

住むプロック塀をつくる仕事をしている人か

ら、 2tほどわけてもらったが、粒が細かす

ぎて失敗であった。あとで荒目のものを苦労

して再度入手した。腐葉土は、ウラの林から

落葉などを集めてきて、野菜屑.藁、山土な

どを入れて自分でつくった。

乙の用土の材料を、 6務・ 3.5務・1.5協

の舗にかけて、大・中・小の大きさに分ける。

そして大きな粒から敷きつめていくが、表面

はよく鶏き固める必要がある。庭土や畑の土

は使わない方がよい。年月が経過すると共!C、

土は国まり植物の根の生育は妨げられ、その

う。春になると、よくとの池Kエゾサンショ うえ排水を悪くする ζ とがある。土がないと

どn

ウウオやエゾアカガエルが産卵のために姿を 不安を覚えるものであるが、川砂と礁のみで灘 つ
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よく生育する植物は多い。しかし、腐葉土や (2)北海道11:自生している植物(高山植物を

姻 良質の山土を入れた用土を好む植物もあるの 含む)

Iの で、一概11:は云えない。蛇紋岩地帯IL自生す 高山組物11:ついては、私が植物11:興味を覚

i土 る縞物ILは、同岩の砕石を用土IL入れている えた頃は、すでに自然保護i時代K入り、現地

fの が、生育11:興味がある。用土は、やや多目に では思うように写真すら写すζとが出来なく

島 使用しポケットから盛りあがるようκすると、 なってしまっていた。それで山草同好会11:入

、れ、 雪 ・雨・海水などの影響Kより沈下するのを り、同好の方から種子や株分けの際の余剰の

1-t.こ。 防ぐととになる。植える場所が出来て用土が ものをわけていただき、ロックに植えている。

陸づ 入ると、すぐにでも植えたくなるが、ζ ζが 時々山IL登ると、自生地の環境を知るうえで、

bら 我慢のしどとろで、どの場所に、どのような 大変よい勉強になる。

くり 植物を植えたらよいのか、入念な準備と周到 13) 本州産のもので越冬可能な植物

め手 な計画が必要になってくる。早く植えたいぱ 信用のおける本州の人と通販によって入手

力で かりIL、ただ思いつくままに、準備なしで植 し、越冬可能なものだけを植えている。

えてしまって、あとで植えなおすほど手聞の 14) 外国産(特ILヒマラヤ産)のもので越

かかるものはなし又植物自体にとっても好 冬可能の植物

ましいζとではない。 ヒ7 ラヤ産のもので、剥脱の気象条件IL適

う乙 応する植物が多い。現在、越冬可能な植物を

面か どのような植物をどのような場所11:植え 試植しているがその数は少ない。

ぞれ るか

所11: 限られた面積のなかに、どのような植物を 植物の配置

。人か どのような場所K植えるか、という ιとは、 傾斜地を上・中・下(湿地を含める)の 3

1かす 植える人の好みKもより、千差万別である。 段階11:大きく分けた。

4 苦労 従って断定する ιとは出来ない。又、私自身 上部は、崖のすぐ下で柳などの雑木が生い

ドから も失敗を繰り返えしながら、さらに好みは年 茂り、半日蔭で風とおしがよいのでζの条件

は土な と共に変っていくものであるから、現在の状 を好む植物を植えている。

態が最善だとは決して思っていない。私は、 中部は、解放された空聞がひろがり、高山

l. 5務 次のようなグループをつくり、植物の生育状 で見るお花畑のような環境をつくったので、

全ける。 態ILあわせて場所を選定している。 上部と下部のいづれにも適さないと思われる

白表面 11)私の現在住んでいる札幌市西野地区の山 植物を全部値えている。

舗の土 野IL自生している植物。 .....山の中で見過し 下部は、溜水用の池の周辺も含めて、水湿

と共IL、 ているものも、ロックIL植えてその美しさを を比較的に好む植物や、地下茎若しくは地表

その あらためて再認識している。越冬、その他の を這う植物と、花後は地中で休眠する球根類

ないと 管理に手がかからず繁殖力は旺盛である。従 を植えた。 (別表)

のみで って、増えるときは間引きをする必要がある。 ロックのっくり初めの頃は、空間のないほ
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ど一面に植物を植えたい気持ちになるが、 2

-3年後のロックの状態を想定し、出来るだ

け少な目IC植えた方がよいと思う。年ごとに

実生、株分けの量が多くなり、ポケットがい

っぱいKなってしまうからである。

管理

潅水

地表が乾燥してくると、その日の夕刻にホ

ースで充分に潅水する。給水柱を2ケ所IC設

置し、満遍無く均一に散水が出来るようにし

ている。さらIC中部の潅水の手聞を省くため

に、ホ スを地中に埋めて上部近くの大きな

岩の上まで持ってあがり、蛇口を聞けると水

は滝のように岩の表面をったわって、下部に

流れていくようにした。給水の調節Kよって、

極地帯がつくられ、サクラソウ類は ζのよう

な条件のと ζ ろを好むようである。

除草

周閥が雑草iζ蔽われているので、わが家の

ロックだけに雑草を生やさない訳にはいかな

い。雑草の生える時季になると、毎日のよう

に除草に追われる。先手必勝で小さい頃に摘

み取るのがよいのであるが、日常の忙しきK

追われ、いつの聞にか後手Kまわり、一人で

はどうにもならない状態になってしまう。幸

い砂線地なので、畑地の雑草よりは取りやす

い。ツメクサ・タンポポ・スギナ・力タパミ

などが多い。

胞肥

肥料は鉢植植物ほどに頻繁にやらない。融

雪が終わり、春の手入れをする時と、秋の終

わりの越冬準備の時の、 2回程度にしている。

油粕・米糠・骨粉・魚粕などを使ってつくっ

た図型肥料を根元に数個ほど入れている。

病虫害

病害は殆んどないが、虫害が多い。特IC蕗

が生える頃iζ発生するフキバッタの食害は、

自にあまるものがある。少しぐらいの殺虫剤

を撒布してみても効果がなし、。センチコガネ

蛾の幼虫による被害も大きい。乙の虫害は、

自然の仕組みで致し方なく、山際にロックを

つくった人間の方が悪いので、なかば諦めて

いる。病害のない理由のひとつに、日p.現時聞

の影響があるように思う。昼の時間の長い夏

でも、午後4時頃になると、太陽は山に沈み、

ロックは急IC気温が低下してくる。さらに潅

水をすると、適当の湿度K包まれ病害の発生

を極力押えているのではなかろうか。

越冬

ロックの越冬は、庭木・盆栽などの冬聞い

に比較すると簡単である。凍上の恐れのある

植物には、軽く)11砂を撒きその上lζ己主葉を薄

く載せている。雪折れの恐れのある小低木に

ついては、プロックなどを積んでその上K板

を置く。席・藁などを使用すると、エゾヤチ

ネズミの巣』ζなるので気をつけなければなら

ない。冬が終わり融雪が始まる頃になると、

ロックの上を除雪して早く地表を出したい気

持ちになるが、早春の不安定な気象条件を考

慮し、出来るだけ春が遅くなるよう iとした方

がよいと思うo 昨秋は越冬準備のととで大失

敗をしてしまった。向好の方から、サクラソ

ウの株分けは花の後がよいと教えられていた

のであるが、丁度その頃、忙しい乙とが続き

株分けの仕事が出来なかった。 10月中旬から

下旬lとかけて、珍らしく暖かい日が続いたの

で、サクラソウの株分けと移植をはじめた。
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一寸

一段落してほっとしていると、霜が降り気温 ては、魅力のひとつかも知れない。

はさらにマイナスlO'c前後Kさがる日が数日

蕗 続いた。慌ててロックに出て見ると、植えた

サク ラソワの小株が殆んど凍上し、根は上IC

向いて横にたおれていた。根は寒さに強いの

で‘枯れる心配はtJ.いが、横になった根を再び

元IC植え直すのに、大変な苦労をしてしまっ

た。秋に株分けをするのであれば、 9月中~

下旬頃がよく、それが出来なければ、翌年の

花後まで待った方がよい乙とを、身をもって

体験した次第である。経験者の話には、意味

があるものと感心した。

期j

lネ

を

》て

調

一安

沙

諸

挫
ロックの魅力

植物をよ く観察するという点からすると、

鉢植栽培はま ζ とによい方法である。机の上

lζ箇いて食事をしながらでも観察ができる。

しかし、ロ γクの場合は、そうはいかない。

観察したい縞物があれば、モ ιまで出かけて

行って観察しなければならない。腰をかがめ、

い

る

薄

に

E
ち

を

木

E板 1 ほかの値物を踏まないように注意しながら。

チ

ら

、
気

考

方

失

ヤ

な

と

い

を

た

大

その上天候が悪いと、さらK億劫になってし

まう。そのうちに時季が過ぎて、しまった11

と後悔する ζ とがたびたびあった。

しかし、四季おりおりK咲く群生の美しさ、

苔むした岩蔭ICひっそりと咲く一輪の花の清

楚さ、など、そのおおらかな解放感と隅々 IC

まで行きわたる野性的な緊迫感K、私はロッ

クの魅力を感ずるものである。さらに、管理

上の利点としては、鉢掴植物のように、気を

使う必要がなく、例えば、潅水などは、づ盟

問ほど家を留守にしていても、ロ yクの植物

は、 そう急激IC弱ってしまう ιとはまずあり

得ない。ιのようなことも丞気者の私にとっ

ソ

た

き

ら

の

o

-

フ

い

続

山

川

市

此

むすび

私のロックづくりは、今年でひとまず完成

する ζ とIC'はった。その問、 すべてが計画ど

おり進行し化わけではない。むしろ、失敗ば

かりしていたような気持ちがする。 ロックづ

くりは、人真似ではいけないので、個性を出

すよう努めたが、植物を手κ持ち、ウロウロ

する ζ との方が多かった。又、植物の性質を

よく理解出来ないために枯らしてしまったり、

一度つくったポケ yトが気K入らないので、

気に入るまで、幾度とな く同じ ζとを繰り返

えしたζともあった。

「好き ζそものの上手なれJr失敗は成功

のもと」という諺を手本にして、来年も又、

駄馬』ζ鞭ち打ち額IC汗して、私なりに満足の

する ロックづくりに励みたいと考えている。

終わり花、諸先叢のど指導を切にお願いする

次第である。

(日IJ 表]

主なる植物名をあげると次のとおり。

上部

ヱゾムラサキツツジ ・エゾイソツツジ・ホ

ロムイツツジ ・エゾシャクナゲ，サJレメ ンエ

ビネ ・サイ ハイラン ・エビネ ・スミレ(黄色

各種)・エゾキリンソウ・ゴゼンタチパナ・

イワヒゲ・など。

中部

コケモモ・シラタ 7 ノキ・キパナシャクナ

ゲ ・9ッ9ソウ・イカ リソウ・ エソウサギギ

ク・チシ<9ンポポ ・チシマアサギリソウ ・

チングノレマ ・ヒダカミセパヤ ・エ ゾツツジ ・
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F覆葱

ガンコウラン・コハ7 ギク(地下茎なので要

注意)・センボンヤリ・オクエゾサイシン・

ウスユキソウ(各種) ・クロユリ・クルマユ

リ・ギョウジャニンニク・チシ7 ゼキショウ・

ツリガネニンジン・コナスビ(地表を這うの

で要注意)・コ 7 クサ・リシリヒナゲシ・サ

クラソウ(各種) ・チシ7 キンパィ・ 7 イヅ

ノレソウ・キノてナノアマナ・キンロウノてイ・ノ、

イマツ・イワプクロ・ユキノシタ・ 7ッキソ

ウ・イブキジャコウソウ・カタクワ・ノマイケ

イソウ・など。

下部

エンレイソウ・ツバメオモト・エゾエンコ

サク・ショウジョウノマカ7 ・シャガ・チシ7

7ウ口・ハマナス・シラネアオイ・センダイ

ハギ・ヤマシャクヤク・コウライテンナンシ

ョウ・ユキザサ・ウツボグサ・サギコケ・エ

ゾス力シユリ・ギボウシ・トクサ・オダマキ

(各種)・エソキスゲ・ヤブカンゾウ・エゾ

ミソハギ・ミヅパショウ・ザゼンソウ・スイ

セン・トクサ・アヤメ・ 7 ユミ・チシマザク

ラ・タチツボスミレ(外黄色以外スミレ 各

種)・フクジュソウ・など o

私 の土造 り

阿保さんから会誌を出すので、何カ著けと

云われていたが、山草花しでも、盆栽にして

も勉強なしの「行きあたりばったりjで数10

年を経過してしまい、感ばかりに頼つての盆

養で今更ら何をかき、どう表現すればよいの

か見当もっき兼ねる始末である。

ιのような勉強不足の私のやり方を会誌に

発表して、果して参考になるのかどうかも甚

だ疑問であり自信はないが、何れにしても立

派な作品は兎に角、鉢lζ上け・7こ物を枯死さす

乙とだけはあまりないのが、せめてもの自慢

とでも申上げましょうか。

盆栽趣味には、立派なものを園芸J古で購入

し、もっぱら観賞だけの人や、購入したもの

を仕立直したり、増殖したりの人、はじめか

ら種木の採取、種まき、株分けなど、その楽

しみ方は千差万別ではあるが、本当の楽しみ

上富良野町 土屋久雄

方は自分で立派なものに育て上げる乙とがや

はり本命と思われるし、会員の方々は全部草

物盆栽の優秀な作者ではなかろうかと思うわ

けである。

前置きが長くなってしまったがそ¢作者が

一番苦労するのはやはり土造りで、指導書の

通り園芸后にある土を混合して植込めば、ほ

ぽ間違いはなかろうが、その地方の気候、自

然環境の違いなどもあり、又私のよう IC数百

鉢もの植替えに必要な用土を全部園芸屈まか

せでは経済的に苦痛であるばかりでなく、盆

栽づくりの楽しみも半減する乙とKもなり兼

ねない。

そζで私は1.2を除いては附近の野山や川

原で採取して乙れを用土としている。

①} 11砂(十勝岳山ろくに住居しているため

火山性砂礁を川で採取。)
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