
大平山の花見行

有珠郡大滝村 大 宮 不二雄

メンパーには 1時間余りの待機を強いてし

まったが、それでもまだ出発出来る状況に

至らず、とれ以上の迷惑を掛げる事が心苦

しくなり、とりあえず先に出発する様に依

頼したが、白分から呼び掛けて計画した登

山だけに、正に断腸の忠、いであった。弟は

岡山の登山経験があり、道を知っている上

に、出発出来る状況になった場合に私 1人

では心細かろうと、なかば登山断念の可能

性の中で居残ってくれた。幸いに 2時間後

Kょうやく出発する事が出米、弟の好意を

無にせずに済んだが、私の山草趣味は、家

族全員の健康の上に成り立っている事を、

改めて知らされた朝でもあったo

黒松内からは道々美川l黒松内線を走る事

にしたが、蛇行した道は狭い上に“ゾロパ

ン道“で、愛車ボンコ娘はデコボコのメロ

ディーに合せて尻振りダンスを踊るものだ

から、国道の舗装路に出るまでは気が抜け

ず、疲れる道行であった。街道に出て、海

岸線を右側に見ながら進むと、やがて泊の

島牧村役場庁舎前となり、いよいよ大平山

への玄関口に到着する。

国道を左折して道々島牧美和i河線に入り、

l路大平山に向う訳であるが、泊)11と並行

した道は宮内温泉を過ぎると急に狭くなり、

大平山登山は以前からの願望であり、徳 不安定な路肩に注意しながら川l面を見下し

大平山は後志の島牧村管内に位置し、狩

場茂津多道立自然公園内の標高1.191mの

石灰岩を母岩とする山である。

北海道の火山岩や堆積岩の大部分は珪酸

質であるのに対して、蛇紋岩や石灰岩は珪

酸が少なく、かわって酸化7 グネシウムや

炭酸カルシウムが多量に含まれ、特殊な岩

石である為に、とれらを母岩とする土壌に

は特有の残存欄物や変型植物が存在し、特

徴あるフローラが出来あがる。

環境庁が昭和56年度に発行した北海道動

植物分布凶によると、(j)比較的普通に見ら

れるものであっても、南限、北限、隔離分

布等分布限界になる産地に見られる植物群

落または個体群 (2)乱獲その他人為の影響

ICよって、当該都道府県内で極端に少なく

なるおそれのある植物群落または個体群

という選定基準により、道内 115個所の特

定植物群浴中の 1つに選定されると共に、

さらに良い白然環境を保全するための、白

然環境保全地域にも国から指定されている

山でもある。

自然は、万人共有の財産であり心の糧で

ある。植物を愛する人は誰よりも自然保護

の実践を肝に銘じる事である。

の

り

し

舜瞥岳以来のを山である。メンバーは私の他 て進む。とのI白川はサケ、マスの保護河川

に志斉、大井、吉岡各会員と弟他 1名の 5 で、害魚駆除日以外の遊漁は禁止されてい

名であったが、出発間際に思わぬトラブノレ るが、釣りマニアならずとも糸を垂れたい 幾 つ

があり、出発時刻の遅延を余儀なくされ、 欲望Kかりたてられる程に素晴らしい渓流 線 ら
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1、

l、

である。

格好の庭石がゴロゴロしている治川渓谷

を楽しみながら、約 8K程進むと登山口と

なる。設山口と云っても正規の登山道は無

く、獣道ならぬ泥棒道ワいやいや/植生調

査道がついている。沢に沿うよう K踏み分

けられているので薮漕ぎは免れたが、イタ

ドリ、アキタプキ、ヱゾイラクサやシタ植

物などが繁り、滑りやすく不安定な急斜面

を直登はんとなる。

我者顔で群生するエゾイラクサは、容赦

なく肌の露出部を狙うので、かわしながら

の歩行も楽でない。石灰岩が各mに露出し

崩壊した石に足元を脅やかされながら、草

が削り取られ滑りやすくなった不安定な表

士i二に、 1歩 1歩を確保しながら進むので

あるが、何せ蛇行や大きな起伏もなく変化

に乏しい上に、沢中のコースの為に吹き抜

ける風もなしで、たちまちに呼吸は荒くな

り、全身汗まみれとなる。 1歩 l歩が確実

に高度を削るが、それK比例してスタミナ

もまた削り取られる感がする。見るべき草

も無い上K、生い繁る樹木に周囲の眺望は

遮 lうれ、ただ黙々と高度を稼くだけしか芸

のない姿に、蚊と虻だけがやたらとまとわ

りつく。ここまできて献血をする程俺は優

しくないゾと追い払っては見たが、馬年し

産れの悲しきか、虻には 3度もやられた。

零陽の当る斜面にウワバミソウが群生し

多肉質の茎に長楕円形でギザギザをつけた

志斉氏の話によると、ある地方ではミズ

ナと称し、重要な山菜の 1っとの事である

が、これを肴に飲み始めると、余りの美味

しさについつい量を超Lてしまう事から、

酒飲みの意からくるウワパミでなかろうか

と、勝手な事を考えるのも、また楽しいも

のである。

又、この辺 1帯に形の面白いカタツムリ

が犠息している。普通のカタツムりは、円

形管をj品巻状にした形態であるのに対し、

ここの力タツムリは半円形なのである。つ

まり、 1匹のカタツムリを水平に 2分した

形で、上半分が平らなのだ。鉛筆で渦巻模

様を書き込んだ様な平面部を上にして、葉

両を散歩する奇態は、しばし疲れを忘れて

見とれてしまう。

道の両側にはオオレイジンソウが花盛り

であり、散生しているサンカヨウは、大き

なハスに似た葉を広げ、その茎I百に白粉を

帯びた橋円形で青色の実をつけている o こ

れら以外には目新しい草もなく、相変らず

の急斜面が続くが、背負ったリュック中の

カメラと三脚がやたらと重く感じられる頃

に、ょうやく沢を抜け出てブナの混生する

疎林に入る。リュックを下し、弟とコ}ヒ

を分け合って飲んだが、その美味しさは又

格別なものであった。

ζ のあたりからは丈の高い草がないので

見通しが良くなり、道も大きく蛇行しなが

ら尾根へと続き、植生も樹林下植物に変る

葉を互生させ、 ζ ちらに向って礼をしてい ので、歩調を緩めて草と対話しながら進む

るかの様に斜上している。和名は、大蛇、 事が出来て、気分的Kもずい分と楽になっ

つまりウワパミが出そうな所に生育するか た。

t 議 らとの事であるが、成程とうなずける。 最初に呂に止るのは、斜面に群れ咲くク
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ノレ7 ユリである。輪生葉から抜け出た茎頂

に、澄赤色の反転した花を咲かせ、話しか

ける様に風に揺れる姿は、真に可燐である。

弟は黄花か無点花が無いかと調べ回るが、

どうやら徒労に終った様である。クルマユ

リに誘われる様に進む足元には、オオヤ 7

サギソウが 2枚の大きな葉を広げ、 2cm程

に伸長させた尻のある緑白色の花を密生さ

せているo この花は、キソチドリと形態が

類似しているが、キソチドリは、下部の葉

が l枚だけ大きく目立つので、区別は容易

である。

道から少しはずれた腐木土の上K、スズ

ムシソウが自生しているのを見つけた。大

滝ではカラ松林のみしか自生が無く、その

知識しか持たない私にとっては、雑木林に

自生しているとは予期せぬ発見であり、大

滝産に比べて背丈が低く、暗紫色の唇弁が

広大で後にそり返る特徴などから、セイタ

カスズムシソウとは違う様である。クモキ

リソウとは、葉の縁がちじれていない事、

花径が大きく、唇弁や花被片の状態に差違

が認められる点から、同一種でないと判断

出来る。この 1品がスズムシソウの普通型

かとも考えるが、残念ながら生品未見と知

識不足で同定が出来ない。 3球だけ持ち帰

ったので、どなたかお教示下さい。

花を楽しみながら進んでいると、 1白川を

見下せる陵線に出る。下から吹き上げる風

は正に恵みの風で、全身の汗を拭き取り、

活々とした気力さえ与えてくれる活力剤で

もある。普段の生活上では嫌われ者の風も

状況の変化により、後々まで快い思い出を

残す現象となるから面白いものである。

ことからは再度沢K向かつて進む事にな

るが、樹陰には腐生植物のギンリョウソウ

が、ウロコ状の葉をつけた茎頂K、馬顔に

似た花を単生させ、全身銀白色に咲いてい

る。別名ユウレイタケと呼ばれるのは、全

く葉緑素を含まないその姿からきたのだろ

うが、腐葉の中から抜け出て咲く姿は、ユ

ウイレの様な陰気な感じはなく、むしろ無

垢を着た娠さんの様に、清らかな美しい花

である。

少し離れた斜面には、ジンヨウイチヤク

ソウが、白い斑の入った円い腎臓形の葉を

群生させ、抜け出た花茎に白色の可愛い花

を下向K咲かせているが、その姿は、少女

が恥らいながらうつ向く態を見る様で、愛

しさを感ずる花である。

少し歩いた林下の斜面に、 15cm程に伸長

させた茎頂に、稜のある広卵形のものをつ

けた個体を見つけた。菅にしては生気が無

く、何かの種子だろうと見当をつけるが解

らない。弟に頼んで根を調べる事にした。

1回目は、用心深く堀ったKも拘らず、恨

は得られなく腐生横物かとも思ったが、ど

うも納得出来ず再度堀り出しを頼む。今度

は、地中に伸びる茎の存在を確認しながら

周囲を広く堀り起こしてくれ、ょうやく根

を得る事が出来た。指し出された根は、白

色の細長い球茎であり良く見ると、戸Iと/

力タクリの根である。カタクリがこんな高

所まで登っているとは驚ろきである。注意

して屑囲を見ると、かなりの個体数が確認

出来るので、早春には人知れず群花で染め

て、我が春を謡歌している ζ とであろう。

林床植物を楽しみながら再度陵線に向う
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と、まもなく頂上へと連なる草原に達する

が、乙 ζからが文大変な苦労を強いられる

のである。 35度を超すと思われる急斜面K、

これまた直線K踏み分け道が伸びている。

1 mを越す夏草が生い繁り、それらと混生

するホタノレサイコ、イワオウキーやタイツリ

オウギが同じ高さK立ち上り、得有の蝶裂

花を旬、生させて歓迎して呉れるが、余りの

大形さに戸感いを感じ、改めて見直したほ

ど-r:ある。

イワオウギ、タイツリオウギは、遠目に

は区別が難かしいが、近くで見ると、イワ

オウギの花は白色に近い黄白色花であり、

タイツリオウギは黄色の花弁で、筒状のガ

クに溺色の毛があるので容易に区別出来る。

豆果も、イワオウギは平たくくびれるが、

タイツリオウギは半円形K膨らんでいる。

登山者と風雨に表土を削られて露頭した

石灰岩周辺には、陽当りを確保した夕方主

グンパイが、さじ形の葉を宿生させ苔植物

の様/c自生している。タカネグンパイはア

ブラナ科の多年草で、分校して林立ちとな

り、密生した根出葉は 2~4 C1llの円頭のさ

じ状葉で、初夏に15cηz程K伸長させた花茎

に、白色花を総状に咲かせる o 果実は、グ

ンパイつまり相撲で馴染みの軍配そのもの

で、正K体を現した適切な名と感じ入ったo

ζ の植物は、北海道特産種なので大切にし

たいものである o

イ血』亡、 25叩程に伸長した茎/C 4~5 C1llの

総長い果実をつけたミヤマハタザオらしき

個体が点在しているが、ヤ 7 ハタザオとの

区別が知識不足の為K出来ない。オオヒラ

ミミナタサは、すでに花が終り、筒状のき

、
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く果を淋しそうに風に揺らしている。

急斜面を上/C1'申びたi皇が消える頂部には

休憩している数人の姿が見えるが、草寺易に

その距離を縮める事が出来なかった。呼吸

が阜くなる程に足の進行が遅くなる機能の持

ち主としては、幼児が覚えたばかりの数を

数える、あの間合のある速度でしか歩行出

来ないのであるから、縮まらないのも無理

ない事である。おまけに、花を求めて右往

左往するので、尚更に進まない訳である。

ょうやく登り詰めた l段白の頂部は、石

灰岩の際原となり、シロウ 7 アサツキが群

生して、 20cm程に伸長させた花茎に、球状

に密集させた淡紅紫色の花を揺らしている。

ζ の辺りから、ムラサキモメンズノレも加

わったお花畑となるので、 ζれらを見下ろ

せる小高い草付で休む事にした。なり始め

てから約 1時間40分が経過しているが、距

離に対する持関と体力の消耗は、私が今ま

でK登山した内では最高である。頂上を緩

めるには、更に 2段 3段と連続する急斜面

を殺る事になるが、計画当初から登頂の考

えはなく、 1応の植生が見られる所までと

いう事だったので、その意味では後 1段を

残すのみなので、時間を気にする事なく休

態が出来た。

大平山のお花畑に立つ喜びを感じながら

咲き競う花々を見ての l服の煙草は又格別

の味である。弟と雑談を交しながら、先発

隊がそろそろ引返してくる頃と上部を注視

していると、 1人2人と馴染みの顔が見え

て来た。足取りは決して軽やかとは云えな

いが、目的を達している勧びを笑顔に表し

ている。自分の顔が見えないのを良い事に
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「何だノずいぶんノピタ顔して，/J 1オッ

ノ良く己こまでこれたナjなどと冷やかし

合いながら感想を交し合う。口を動かしな

がら手も動かしている働き者?が居るので

収棲前K紹介してお ζ う。

陽当りの良い岩上を、苔状』亡密生した茎

葉で覆っているのはシリベ γナズナである。

この種も北海道固有植物であり、大平山と

キリギシ岳に自生するので、野坂博士は、

石灰岩特性植物との見解をとられている。

細く横走した茎から良く分校し、株状と

なって葉を密生させ、 6月頃に15叩ほどに

伸長させた花茎に、白色花を総状に咲かせ

る。

岩の割れ目を覗くと、緑色をした楕円形

の可愛いい葉(羽片)をつけたアオチャセ

/:/ダが、人目を避ける様K自生している。

葉身が1街mくらいの'N型のシダで、シタ科植

物の中では逸品の lつに入るだろう。

上記 2種は、私の行動範聞の中でこの地

点のみしか確認出来ず、稀産の植物である。

その他Kムラサキモメンズノレ、コメススキ、

イワオウギ、シコタンヨモギ、アサギリソ

ウ、タ力不グンノてイ、イワノガリヤス、

ヤマアキノキリンソウなどが混生している。

全員で記念写真を擬った後 11諸に下山

しないか?Jと誘われるのを「俺はまた来

れるが兄貴は解らないので、もう少し登っ

て見た方が良いJとの言葉にヲ|かれて登る

事にする。

更に 100mほど登ると、そこは広い平担

地となり、先ほどの休憩地を含めた下部草

原と、陵線を境に、草原と潅木帯が明確に

2分された上部の植生が l望出米、管理者

にとっては正に「監視の丘」であり、登山

者にとっては狩場山も遠望出来る「パノラ

7 の丘」である。吹き抜げる風に喜ζ びな

がら、握り飯を頬張るこの丘は、丈低いチ

シ7 ザサが多く見られるが、抜け出たトウ

ゲブキが黄色の頭花を揺らし、日当りの良

い所にはウツボグサが、紫色に地表を染め

ている。

丘から、這松とチシ7 ザサの生える窪地

を通り草原K設けると、日当りの良い斜街

を占有したムラサキモメンズノレの群落K出

る。根から多数の茎を斜上させ、紫色の花

を密生させた総状花が、今を盛りと咲き誇

る光景は正に大平山ならではの花の楽園で

ある。

ムラサキモメンズノレを充分に観賞した後

は、イワオウギ、シコタンヨモギ、 トウゲ

プキ、ミヤ 7 アキノキリンソウ、ホタルサ

イコ、ハクサンボウフウ、エゾニュウ、ミ

ヤマセンキュウなどを横自に見ながら、上

部の岩疎地を目指して進む事にする。

タカネナデシコが20cm程K立てた茎に、

蛇の白状に紫褐色の毛を筏生させた、濃紅

色で著しく細く裂けた花弁花は、真KTiJ燐

で美しい。

エゾイブキトラノオが、周囲の草から抜

け出した花茎に円柱状の淡紅花をつけ、 1

斉K風に戦ぐ群落美は、これまた見事であ

る。

ミヤ77ズマギクの多く見られる岩礁地

には、アオノイワレンゲ、コノマノツメクサ、

力ラフト 7 ンテ7 、モイワシャジン、イワ

オトギリソウ、マシケオトギリソウ、オダ

サムタンポポ、ナガハキタアザミ、テガタ
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チドリ、コメススキなどが見られる。

この山に自生するミヤ 7 アズ7 ギクは、

葉形の変化が多く八ラ形~広楕円形、スプ

ーン形で円頭のものなど、 7~8 形は符易

K縁取可能であるが、いずれにも共通して

いるのは、葉の縁K/コギリ歯状の欠刻が

2~6 ケ所ある事で、この特徴は、他の山

に産する同種には見られないもので、この

種をオオヒラアズマギクと呼んでは混乱を

招くだろうか。

また、名を知りながら今まで未見だった

テガタチドリに会えた事は、親しい友K行

き会った様な感動を受け、淡緑色の細長い

葉をつけた茎に、淡赤紫色の花を穂状に宿

集させて咲いている姿が、ことのほか美し

く見える。

山で知り合った青年の話によると、早春

にはとの辺 l帯が、ハクサンイチゲの花で

真自になるそうであるが、この植物は、積

雪が早く積雪量が多い為に生育期間が短か

いと云う厳しい環境下で種族保存を維持す

る為』亡、根に養分を貯え、雪どけと同時に

すばやく成育開花するので、私の様K、 1

回の登山で多種の花を見ょうとする欲張り

には、何時になってもこの花には間に合え

ないようである。

秋Kなると、チシ7 リンドウの花が見ら

れるのだが、この時期ではそれらしい姿さ

えも見付ける事が出来なかった。私には未

見の品であるが、オノエリンドゥと混同さ

れやすいので、手許の図鍛から抜き書きし

ておこう o

チシ7 リンドウ 茎葉は卵~狭卵形で 3

脈。花冠は、帯白紫青色で長さ 15~30脚。

裂片は、広橋円形か広卵形で慕部は耳状。

オノヱリンドウ ユウパリリンドウの亜

種で羊蹄山に稀産。茎葉は卵~狭卵形で 3

~5 脈、花冠は幣青紫色で長さ 16~23脚。

裂片は、卵状長楕円形で筒部とほぼ同じ

長さ。

前種チシマリンドウは、大平山の他に利

尻干し文島に稀産するので、入手可能の際は

比較されたい。

陵線にそって更に登ると、這松が帯状に

草原を横切り、その上部は雄大な岩石園の

観を呈している。乙の岩石国が、今日の最

終目的地である。這松帯を抜け出た草原に

は、かつてはホテイアツモリソウが咲いて

いたと青年は話していたが、今は更に上部

の頂上附近でなければ見られないそうであ

るo

岩石闘には、岩の割れ目や隙聞を覆う様

にオオヒラウスユキソウ、チシ7 キンレイ

力、チシ7 ギキョウ、ミヤ 7 ウイキョウ、

ウラジロキ yノてイ、フタ 7 タタンポポ、サ

クラソウモドキ、アサギリソウなどが競い

合う様に自生している。少し離れた不安定

な岩場には、道南では珍品のチョウノスケ

ソウが自生する。

オオヒラウスユキソウは、ハヤチ主ウス

ユキソウの変種として発表された植物であ

る。石灰岩上に大株立となり咲いている姿

は、正に乙の山の主の風格であり、周聞と

調和した美しさは華やかではないが、見る

人を魅了させる植物である。

ミヤ 7 ウイキョウは、余り名の知られて

いないセリ科植物であるが、葉はセリ科特

有の羽状複葉であるが、細い線形の裂片は
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他の仲間違からは得られない格別な涼風感

を持ち、観葉にも充分K応える車主力ある山

草である。

以上の他にも多種多様の植物が分布して

いるが、浅学の私Kはその l部しか紹介す

る事が出来ず、足りない部分は、皆様が白

からの登山で補って載ければ幸いである。

登り来る人影もなくなり、大平山の植物

達と会えた満足感に浸りながら、秋は見事

に草車工葉に染まるであろう草原に別れを告

げた。

本山は生成が古い上に、母岩が石灰岩と

いう特殊土壌なので、植生は多種多様に富

み、学術的にも貴重な山である。原生の姿

をそのまま後世K残す為Kも、盗るは控え

て搬るに精励する事を望み、この稿を終り

たい。

大平山へ登山予定者i'C3つの教訓

l 最初の沢は焦らず急がず体力を温存す

ること。

2 水場がないので各自が必ず水筒を持参

する ζ と。

3 着替えは下着を含めて必ず用意するこ

と。

知床連峰縦走

一一一羅臼岳・三峰・サシノレイ岳・オツカパケ岳・硫黄山

O 知床連峰

北海道の東、オホーツク海と根室海峡に

狭まれて総長く延びているのが知床半島で

半島の長さは65師、巾は基部で25畑、山績

を連ねる分水嶺を境として、西側が斜里町

東側が議臼町となっている。千島火山群に

属する先l床火は鮮の主なものは知床岳、硫黄

山、羅臼岳、遠根別岳、海別岳など1，600

m~ 1，250 m級のw々が連らなっている。

昭和54年の秋ウトロから知床峠を経て継臼

小樽市阿部美津

に至る観光道路が出来たが、半島を横断す

る登山道路は、西の尾根別温泉から、東の

羅臼並立泉へ羅臼岳を経て通っている。また

硫黄山へのノレートは羅臼岳の尾根から山々

の綾を通した登山道と、硫黄山直下のカム

イワッカの滝口から登る 2本のJレートがあ

るo 知床半島は地の果てとして一般には秘

境のイメージが強いが、最近は急速に観光

地化している。知床の山々への登山は容易

でないが、足に自信のある登山家達の登る
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