
ノレ酪酸0.5%は草物用、1$者は樹木用と二種 後生大事に使っている。

類がある。 ζれからも一層活用したいものと、

徳舜瞥岳の植物

徳舜瞥岳は、標高 130 9 Mで、 後方のホ

ロホロ山と屋根が連なり、あたかも一つの山

11:見える。四季の変化は、当村の端々から-

~出来、村人の生活にも浸透している山であ

る。太古の頃から、村全体を見守り続け、今

日の村の縫えとなった鉱山は、乙の山からの

褐鉄鉱や硫黄鉱を産出してくれた。しかし時

代の変遷から閉山を余儀なくされ、関連人口

の流出により全道ーの過疎村となった事は、

皆様すでに御承知の事と思う。本村の基幹と

なるj良・畜 ・林産も乙の山鐙から始まり、現

在は、観光と福祉を加えて過疎脱却を計って

いる。旧村名称が、徳舜瞥村であった事から

も、乙の山との関係が深いものであるある事

を推察出来よう。

昭和50年11:自然休養林として指定され、現

在、開発計画が進行中である。その中lCスキ

場建設があり、予備調査も進み、近年中lC

現在の登山道側斜面は、冬期、スキーヤーで

賑わう事であろう。

私にとっても乙の山は、日常の生活景色IC

入り、夏山・冬山受山を幾度も体験しており

想い出多い山である。

前置きはζの程度にして、本題に入ろう。

昭和54年 6月24日 天気晴

登山日和である。 朝5時頃K、昨夜のうち

11:用意した弁当を背K出かける。自宅から受

山口までの約 41四は車IC乗る。 3回程走ると

大滝村 大宮不二雄

道路の両側ICは、且つては村一番の集落を誇

った鉱山関係住宅跡が、昔の面影を偲ばせな

がら夏草11:覆われ、生活力旺盛なノレピナスの

花が、淋し く風κ揺れている。坂が急になり、

雨水K洗われた凸凹道の到る所11:石が顔を出

し、低速蛇行運転を余儀なくされる。露天掘

り跡が見えるとまもなく 下車である。盆山口

は、かつての抗道入口右側ICあり、建物跡の

広場IC、休養林指定の記念碑がある。徳舜瞥

岳の頂が、エゾ7 ツやダケカンパ、そして、

上部のハイ7 ツに巨体を包み、美しさの中に

も威厳を以って眼下lζ迫る。弟の用意した笛

を首IC下げ、期待と懐かしさに胸を膨らませ

ながら盆山道に入る。 ιの山は、熊の生息地

としても知られているので、単独霊山は注意

が必要であり、入閣の存在を予知させる鳴物

の携帯と、二人以上の登山を勧めたい。

同行の弟ICは、私のペースで進む綴11:言つ

であるが、 10分、 20分と過ぎる程IC息が荒く

なり、普段の車利用による生活が鼓動に現わ

れ足が止る。 エゾ松、赤エゾ絵、ダケカンパ

等の高木下にムラサキヤシオツツジ、コヨ ウ

ラクツツジ、 オガラパナ、ホザキナナカマ ド、

ウコンウツギ、コ 7 ガタケスグリ、オオカメ

ノキ等が自につく、草ものはとれと言って目

ぼしいものはなく体だけが汗ばんでくる。

一息入れて間もなく高木の樹陰下ICは整燥さ

れた傾斜地lC巨木を厚切りにした腰掛けが設
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置された休息場に出る。乙乙は最後の水飲場

でもあるので、喉を溜し呼吸を整える事lζ し

よう。登山者名簿もこ ζ に備え付けてある。

乙ζICは前記の他ミネカエデ、ハナヒリノキ

ツノレツゲ等が混生し、下草lζナンブソウが細

長い葉柄に 3小葉をつけ、花茎は根茎から直

立し葉柄より高い所l亡、細いガラス管の洗練

に使用する白い丸フラシを思わせる穂状花を

つけている。 ζれは雄しべと雌しべだけの裸

花である。栽培も腐葉土震で固まらない用土

で作ると難かしいものでなく、気嫌良く毎年

開花してくれる。私の庭でも毎年咲いている

が、姿を見つけた人から良く名前を聞かれる

が、自生地では余り目立たない為IC見落され

るのであろうか。ミヤマハンショウ ;/1レが、

巻き主まったのだろうが雪の為にずり落ちたの

であろうか木質の茎を大きくたわませ、長い

花柄の先に大きい濃紫色の美しい花を一個た

れ下げている。 ζの花の培養品を見ると一鉢

は欲しくなるが、移植の際、茎や根の分岐部

分が非常に苦手lれ易いので細心の注意が必要で

あり、多肥を好むようである。ととから沢を

綴れて尾根筋IC登る事ICなる。

不マガリ竹を切り開いた曲り道は急¥ICなり、

足元IC咲くミヤ7 スミレを見ながらの受山と

なる。息も弾み一番背しい所である。

をり詰めると別な登山口からとの合流点IC出

る。汽車で訪れる人は乙の登山道を来る事に

なり、距離は長くなる。 ζ の辺からは坂も緩

くなり、ダケカンパが圧倒的lζ繁り、零れ陽

を受ける道端にはツノレリンドウ、エンレイソ

ウ、 7 イズノレソウ、 ツタノマネソウ、エゾイチ

ゲ、クノレ7パックパヰソウ、フイリミヤ7 ス

ミレ、シロパナエンレイソウなどが目立ち、

サンカヨウはあの芽出し時連想される着物iζ

包まれた赤子姿が、すでに大人に成長してい

る。

シラ不アオイはすでに色視せ、ツバメオモ

トも盛花期を過ぎ観葉植物を恕わせる。ツパ

メオモトは白の清楚な花も良く、葉よし、実

もまた良しで庭木の下草としてお奨めしたい。

高木の透き聞から遠く羊蹄山、ニセコ連峰が

残雪を戴いて浮かぶ。雨水IC洗われ中央が低

くなづた道を、左右に足場を求めながら進む

とやがて、地面を這うように校幹を伸ばした

タケカンパの下l亡、ウラジロナナカ 7 ド、ミ

ネカエデ、ミヤマハンノキや、ミネザクラが

終わりかけたかの様な白っぽい花で開いた葉

の中から笑いかけてくる。葉も同時IC開く為、

1~が目立たず大変に損をしている植物だ。

ほかICミヤ7 ホツツジ、マノレパシモツケ、ハ

ナヒリノ牛、オオパスノキ、ハリプキ、ムラ

サキヤシオやコヨウラクツツジも見える。

苔類やシダの仲間も加わり、更にイネ科や

カヤツリグサ科と草物の種類も多くなり、飽

きる事なく七合目を過ぎると、やがてハイ 7

Y帯の中央に出る。凹方tζハイマツ特有の濃

緑が揺れ、頭上の風がハイマツの香りで優し

く包み、汗を拭う。 ζ 乙からはガンコウラン、

コケモモ、イソツツジ、コメパツガザクラ、

ミツノマオウレ Y、ヨツノミシオガ7、エソA リン

ドウ、ミヤマキンノYイ、イワオトギリソウ、

ツ7 トリソウ、ウメノぜチソウ、ノ、クサンチド

リ、ハクサンシャジン、チシ<'7ウ口、イワ

ベンケイ、サ7 ニヨモギ、安カネニ力、ナ、コ

イワ力ガミ、ヤマノ、ハコ、タカネナナカ7 ド、

シラネニンジン、キパナシャクナゲと高山

植物が頂 tまでの道案内をしてくれる。 ζζ
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まで来ると視界を遮るものはないので、眺望

を楽しみながら花達と話をしながら進もう。

ζ こから頂上までは見通しが利く為か、見る

限りにおいては数年前と同じ状態が保たれて

いる様である。塁王り始めて約 1時間30分が経

過し頂上IC着く。大きな岩に腰を下し、遠く

を見るとオロフ レ山の尾根越しに室蘭地方が

霞んで見える。室蘭で想い出す花がある。

コジマエYレイゾウであるが、春の測量山IC

家族で遊びIC行き山道を走っていると、助手

席IC乗っている妥が「赤い花が咲いているョJ

と言うので行って見てピックリ/エ Yレイソ

ウ、シロノマナエンレイソウ、オオノてナノエン

レイソウの三種しか知らない私の目の前IC、

何と三枚の赤色花弁をつけたエンレイソウが

あるではないか。私の顕には一瞬「変種か新

種でないか?Jと浮かぶ。その時には、自生

場所が道端でしかも無数の個体がある事を全

く自覚していないのである。帰宅して図鑑を

調べ、 ζの縞物がコジマエンレイソウである

事が解り、己れの早計さIC苦笑すると共l亡、

私にとって忘れる事の出来ない植物となった。

赤色花弁は固定されたものでないらしく 、三

枚の大きさがそれぞれ違ったり、 1-2-3

枚だけのものもある。私の庭のは、3枚の花

弁と 3枚のがく片を確かにもっていたのに、

昨春は主人に断りもなく気に入りの花弁が消

え、 3枚のがく片だけで「ただのエンレイソ

ウJICなった。今年は少し肥培して見ょうと

思う。

話が繊道IC入ってしまったが、その室蘭か

ら右IC移ると、あの大噴火で周囲の町村を震

え上がらせ、現在も活動している有珠山や昭

和新山の煙が長閑かに登り、早春の湖畔はカ

タ9リ福寿草、チニワズ、ニリ Yソウが咲き、

臭いも一流味も一流のギョヴジャニンニクの

産地である洞爺糊が白く輝いている。更に右

を見ると蝦夷富士(羊蹄山)が、その容姿端

麗を誇る様IC立ち、スキー場で有名なニセコ

連峰が続き、猫背の無意根山を望みながら札

幌方面を見ると、今も尚札幌オリンピックの

面影を尾板筋IC残す恵庭岳、最北端の不凍糊

でチップ釣りでも有名な支勿湖、そして風不

死岳、樽前山と続く。縛前山ICは、乙の山で

最初κ発見された~)レ7エソウやシラタマノ

キ、イワヒゲ、イワギキョウ、ナガパツガザ

クラ等の見事な群落があり、活火山であるが

故に今後が心配でならない。又、鐙の山林中

にはサルメンエビネの群落や、大木の斡には

苔と共にツリシュスランが着生している。白

く光る太平洋の海岸線を境に勇払原野、苫小

牧白老と続き、すり鉢状の山中IC水を湛える

クッタラ湖、高山植物の宝庫オロブレ山、そ

して最初に書いた室蘭方面と、座したまま 3

6 0度の方向が見えるのも、 ιの山の大きな

特徴であり喜びである。頂上からの東南斜面

は垂直K近い岩壁である。頂上附近Kは、ミ

ヤ7 オダ7 キが10センチ内外の花茎l亡、 2-

3個の青紫色をした造形美豊かな花を、自慢

気IC揺らしている。ミ ヤマアズマギクも負け

じとばかりに株の中から数本の花茎を伸ばし、

紅紫色の笑みを送るが、ミヤマダイコンソウ

の鮮やかな黄色には勝てない。岩の隙聞に宿

るチシ7 ギキョウは、普の成育中であり、ダ

イモンジソウが下界では想像もつかない程の

ミニ姿で岩IC付いているのを見て、適応能力

と生命力の確かさに感心させられる。

南西斜面を草付伝いに下りて見ると、ミヤ7
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オグノレマが白い綿毛で身を包み、花茎が開花

時の 3分の l程lC伸びている。盛花期lCは見

事な黄一色fC染まる乙とが連想される群落で

ある。約50メ トノレも下がったろうか、乙の

辺の岩礁地にはチシ7 セキショウが自生し、

岩頭でイワヒゲが歓迎してくれるはずー・と

期待の眼で附近を探すが全く見当らない。弟

にも手伝って貰い、広い範囲を探したが、つ

いに一株との再会も許されなかった。同時lζ

草物と一緒に地を這う'様fC自生していた黄花

石繍花も姿を消していた。気を取り直して、

東側の岩場に足元を確保しながら厨り込む。

岩棚の草付に自生するエゾツツジとの再会に

は、不安定な岩場を通るので容易ではない杭

あの毛深い体fC他のツツジに劣らない大きさ

で咲く紅紫色花に会えると思うと、自然K気

持ちが高ぶってくる。だが又しでも容易fC見

つからない。数分後「あったゾ，/Jと弟の声。

笑顔で指示する地点を見て、夜、の期待が無残

に崩れてしまった。帯状の岩棚を株続きで咲

き映えていた以前のエゾツツジが、今は無残

に土どと切り取られ、細く弱々しい個体と、

切断された根からの発芽の姿である。開花ど

とろか自生地である事を辛うじて証明する程

度で、ツツジ科の女王も絶滅寸前である。道

南地方での自生地は、 ζ の山だけと思うので

大切に保護したいものである。他fCC Q:附近

の岩隙fCミネズオウが自生していたそうであ

るが、今は幻の植物と化したようだロ南西斜

面を約 300メートノレ程下るとチングノレマの自

生地があり、鉛筆以上の太い古木も混じった

群落は、他の草物やハイ 7 ツの点在で見事な

ロックガーデンとなり、今回も行く予定でい

たのだが、私と弟の声fCハイマツ林lζ姿を消

した4-5人の人影があり、相当lC荒れた姿

が予惣出来たので中止とした。再び頂上に戻

り、尾根続きで約40分程で行けるホロホロ山

に向かう事にした。東tζ延びる急斜面の道で、

背丈の低いチ y<'ザサが頂上附近まで登り、

道端fCはニ yコウキスゲ、ヨツパシオガ 7 が

目立ち、ハクサンチドリも多いので、白花か

ウズラパでもないかと注意して見たが、一本

も見うからない。ササの背が高くなりダケカ

ンパの枝下に入ると中間地点である。沢には

まだ残雪があり、消えたばかりの所Kサンカ

ヨウとシラネアオイがζれから花を咲かせ様

としている。湿地境fCは、山の番人ハリプキ

が立っている。 ιのウコギ科の植物を見ると

愉快になってくる。花や葉が素晴らしいなら

別だが、物好きと言われる私でさえ堀り取る

気になれないのに、全身刺で武装して「寄ら

ば刺すぞjである。名前の由来は「針蕗」で、

針の多いフキの葉fC見立てたとの事だが、似

せられたフキの方が気の毒である。沢からは

大小の岩石の潤を通りホロホロ山K向かうが、

途中の楊当りの良い岩の周辺Kは、子供達が

タンポポの花で作る首飾りの様に、ミヤマダ

イコンソウが鮮やかな黄色で閥んでいる。そ

の見事な光景の中に体を休める事となる。と

ιからは更に急斜面が続き、岩を左右に回り

ながら進むと頂上fC出る。乙の辺一帯は岩石

累々としてハイマツやアカエゾ 7 ツが点在し、

イワウメ、ユメパツガザクラ、コケモモが岩

頭や隙間を覆い見事な岩石閣になっている。

眼下fC樽前山の全容と、恵庭岳が影を宿す支

努湖が緑まぶしく反射している。頂上から東

北fC延びる尾根道を少し下ると、ハイ 7 ツ下

fCキパナシャクナゲやヱゾイソツツジが群落を
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なし、クロマメノキが岩元11:しがみ着いてい

る。

更に続く ιの道は、 三階滝公園が下山口

(登山口)となる回遊コースで、登山者11:中

腹の見事な赤エゾ総や這う様IL繁るダケカン

パ林を朗放し、自然との交流の中から心身の

健全化と、自然の大切さを理解して貰おうと

村が営林箸11:強く嬰望した結果、村が費用を

負担する事で実現した登山道である。多くの

人に愛されている反面、尾根筋と附近の植物

には歓迎されない道となった事は残念である。

作設前の予定線調査には私も参加したのだが、

その時は雪上調査であり、閲道後は初めての

登山であるので乙れ程iζ縞物が荒らされてい

ようとは恕像出来なかった。背丈の低いキバ

ナシャクナゲやエゾツツジは特11:被害が大き

く、以前はハイマツやダケカンパのトンネノレ

を悪戦苦闘しなければ行けなかった自生地も、

今は横を登山道が走っている。期待のエソツ

ツジはζ ζも徳舜瞥岳と同様の姿IL変ってい

た。乙れ以上歩いても自生地を探せる自信も

なれ帰りの体力を考え予定より早いが来た

道き引き返す事にした。 再びホロホロ山の頂

上を経て、イワ ウメの頭を胡~で、ミヤ7ダイ

コンソウの黄色に染まりながら下りる。

いつ再訪出来るか解らないが、その時はせ

めて現在のままの姿で迎えて欲しいものであ

る。徳舜瞥岳及ぴホロホロ山の野生草木は、

数百屈に及ぷ事が予惣され、その中のほんの

一部分Kしか触れる事が出来なかった訳であ

るが、現存する貴重な植物を乙れ以上傷つけ

る事なく、後世11:残したいものである。私の

知る限りではシンバ夕、 イワヒゲ、チシ7 セ

キショウ、ミネズオウ、白花ハクサンチドリ

がすで11:姿を消し、エゾツツジまでが絶滅寸

前である。山は「良識ある人だけを歓迎して

いるJのだと私は言いたい。

最後K会員諸賢11:は、繁殖基地を持った

「産草家」となられ、私共を御指導賜わらん

事を切に熱望し、拙文の結びとします。

1980年 4月記

植物検疫のはなし

はじめに

近頃、海外旅行ブームの波11:乗って、新婚

旅行をはじめとして多くの人たちが、沖縄・

小笠原諸島 ・さらに外国へと気楽に旅行する

ようになってきた。大正生まれの私にと って

は、 とても考えられなかった出来事である。

そして旅行の帰りKは、かならずと云ってよ

いほどに、旅行地のものをおみやげとして求

めてく る。その内容は、いろいろのものがあ

高野英二

るだろうが、箱物11:興味のある人であるなら

ば、苗木・球殿・種子・切花など、さら11:果

物が好きな人であるならば、バパイヤ・ココ

ヤシなどを求めてくる。

それぞれの港または空港には、病害虫の侵

入を防ぐ目的として、 農林水産省・植物防疫

所があって、植物防疫法11:基き縞物防疫官が

旅行者の持ち帰った植物を検疫する ζとにな

っている。もしもその時K、組物検疫上の知

-54ー

北方山草 1 (1980)




