
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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山は一般に羅臼岳と硫黄山である。私は長 で来たので、大雪ダムの付近に天幕を張り

い間知床の山々に憧れていた。 1i自する事にした。時間は14日の 2時にも

なっていたが、夜明けの 5時頃まで休めば

O 羅臼岳・硫黄山縦走

53年のある日、登山家の馬場さんが山草

を見に来た折に、もし自分達の行く山につ

いて行ける自信があるならと確かめられた

が、其の時はあまり自信が無かったが、歩

いて歩かれない事はないだろうと返事をし

た。しかしまさか知床の山々に出かけるの

だとは思いも及ばなかったo 8月12日の朝

馬場さんのお母さんの竹田さんから電話が

あって、明13日の夕方に知床に行くように

なったので、支度して待っているようにと

の事であった。なんてe も4泊 5日の予定だ

という事なので、食料は少なくても 4日分

は持たなければならないので早速異物に出

かけた。あれこれと買って、 13日は朝から

支度にとりかかり夕方4時頃迄には万時出

来上った。いつ電話が来てもすぐ出かけら

れるようにして待っていたが、なかなか電

話が来ないので 1人でいらいらしていた。

すると 8時頃馬場さんの奥さんが車で迎え

に来てくれたので大変恐縮した。一緒に行

くメンバーは馬場さん兄弟と市の水道局勤

務の須藤きんでともKベテランの登山家で

ある o 車 2台で行くことになり、須藤さん

の車に 4人分の荷物を詰めこんで、私は須

藤さんの車に乗せてもらい、もう 1台は馬

場さん兄弟が乗り日時半に小樽を出発した。

銭函から石狩街道に出たが、夜は車も少な

く気楽に走ることが出来た。このまま知床

まで走ることは無理なので途中で 1泊する

ことにした。約 5時間ほど走って層雲峡ま

少しは気持の上でも休まるとの乙とた'った。

大雪ダムはやはり高台にあるので、冷え込

みも強く夜明けの寒さは身K泌みるものだ

った。朝 5時起床、須藤さんが熱いコーヒ

ーをわかして呉れたので皆でそれを飲み、

ょうやく寒さをしのぐことが出来た。朝食

を終えて 5時半に出発する。 2時間も走る

と北見で、道の両側は見渡す限りのタマ不

ギ畑である。 ζ の辺一帯はハッカの産地だ

ったが今はタ 7 ネギと馬鈴薯が作られてい

るo それから間もなく網走K着いた。乙 ζ

から斜里岳の姿を遠望したが、今から 6年

程前に登ったことを思い出し大変なつかし

かったo 斜里迄行くと知床の山々が干に取

るように近くに見えて来た。中でも最高峰

の羅臼岳が一番先に目 K飛びこんで来た。

ウト口に到着したのは12時を過ぎていた。

長い時間運転して来た皆さんは大変な重労

働をしたことになる。運転の出来ない私が

助手台に気楽にしているだけにひたすら恐

縮していた。岩尾別の木下小屋に到着した

のが、 2時近かった。盆休みを利用して登

山するのは自分達ばかりと思いの外、意外

K大勢の人々が来ていて山小屋も満員で、

野外のキャンプ地に天幕を張り野営してい

る登山者もかなり居た。山小屋の横には野

天風呂もあり、キャンプしている人達も大

いにとれを利用していた。

私達は馬場さんのお蔭で山小屋に泊めて

賞うことが出来た。それというのも、今迄

馬場さんが何回も訪れているので、山小屋
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の監理人とすっかり馴染なのである。おか

げで特別に大きな室を提供してくれた。感

謝しながら荷物もすっかり室に運び入れて

ようやく目的地に落付く乙とが出来たo そ

ζ で明日からのな山は、先ず縁日岳から統

黄山へ縦走し、カムイワッカへ F山する予

定であるが、下山した時に備えて車 1台を

カムイワッカへ持っていって置く必要があると、

車 2台で力ムイワッ力K出かけた。此のカ

ムイワッ力には知床でも有名な露天温泉が

湧いていて、此の日は天気もよく大勢の人

がマイカーで来ていた。大人も子供も温泉

の流れにたわむれて楽しんでいる。カムイ

ワッ力川源流には台地状の地形の中に埋ま火

口があり、硫黄気の激しい所である。温泉

は道路から約50~60m の高台から滝となっ

て流れていて、滝賓の周りは10mあまりで、

深さは深い所で 2mほどから浅い所で 1m 

あまりである。馬場さん兄弟は滝の崖をよ

じ在って探険に出かけたが、下りで足場が

なくなり、仕方なく滝壷めがけてザン 7 と

ばかり飛び乙んで、後で大笑いしたが、 ζ

れも快よい思い出である。滝壷から流れる

温泉はその億海に注いでいる o とれが便利

な所なら決して此の僚にはして霞かないた余

ろうと思った。乙こでかなりの時間を楽し

んで車を l台置いて岩尾加の山小屋へ帰っ

た。この宿は電気がなくランプなので、い

かにも山小屋らしい雰囲気である。

いよいよ明日は待望の羅臼岳へ登れる期

待で心は大いに蝉む。明日への準備はすべ

て整ったので早々に夕食を終り、明日から

の体力のために早目にシュラフにもぐりこ

んだ。皆は早いことイピキも高らかKねむ

りこんでしまったが、私は場所が変ると絶

対に眠れない癖があるので、朝迄一極も出

来なかった。な山の時の天候など考えてい

るうちに、早い連中はもう出発の準備を初

出てそうぞうしくなって来た。何時かと見

ると 4時である。私達も伺もなく起きたが

天気模様はよさそうである。朝食を済ませ

5時に出発したが、荷物はお互いにかなり

の量である。登山口は山小屋のすぐ横から

になっている。深い森林の中なので、視界

は利かず約 2時間ほど歩いたと思った頃、

少しは景色の見える所に出た。 3人は足が

早く姿はとっくに見えないが、私は l人で

7 イペースで歩いた。左側の草むらにモイ

ワシャジンが上品な花色で咲いている。乙

こから少し行くと道端K3人の荷物がある

ので変に思ったら、すぐ横に細い道があっ

てそこの笹やぶをかき分けて行くと、小高

い岩があって其の上に登っていた。そこは

岩尾別方面も見え、速くに知床5湖が点在

しているのがよく見えるo ここは登山する

人々が皆登って見る場所らしく、オホーツ

ク展望台という名がついていると教えられ

た。それから又荷物を背負って前進する。

いつも私は後になるので別に気にせず歩い

て行くと、どうやら 3人の話声がするので

急いで近づいてみると、林の下の薄暗い場

所にギ Y リョウソウを見つけて 3人で写真

を煽っていた。実に美しく、丁度ろう細工

のような植物である。かなり山を巻きなが

ら登るのでなかなか骨が折れる。間もなく

極楽平である o 成る程その名の通り平で今

迄の登りと違い本当に気楽K歩くことが出

来た。そして第 1聞の水場、弥三吉に着く o
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批の沢の水は冷めたく実に美味しい、乾い

た喉を充分にうるおし茄気をとり戻してま

た登る。

羅臼ffiの姿も間近かに見えて来た。最後

の水飲場銀冷水に到着する。またも冷たい

水を欽み水筒の水も入れ替えた。此の水場

に天幕を張った若い男性 4~5 人がいて登

山者を一々メモ帳K記入していた。 20~30

分も歩くとだんだん周凶の状態が高山帯に

変り、針葉樹林からダケカンノマ、ハイマツ

の植生となった。やっと羅臼平へのなり道

に出た。だがあまりの急斜面なので、登り

はかなり骨身にこたえるものてeあったo 切

り立った岩石や安山岩がごろごろしていて

なかなか歩きKくく足場の悪い場所だが、

高山植物が一面に自生しているので、それ

をじっくり観賞しまた写真を写しながら歩

くので容易に前に進まない。余りにも植物

が色々と多く、高山帯と滋地帯の植物が入

り交じっている。 ζ の辺りに自生している

のはエゾツガザクラ、チングノレマ、イワヒ

ゲ、アオノツガザクラ、エゾツツジ、それ

にあの可燐なエソコザクラの紅い花がひと

きわ目立って咲いている。なかには珍らし

いチシ才クモ 7 グサ、メア力ンフス 7 の群

落もあり、それらの植物を見ていると時の

たつのも忘れ勝ちになるが、やっと足場の

悪い急i斜面を中間地点まで登って来た。そのう

ち足の筋肉がひどく痛み、とても我慢が出

来なくなって休んでは足をさすり、やっと

又歩いていると、馬場さんが見兼ねて荷物

を持って呉れると云ったが、その言葉に廿

えることは出来ないのである。見れば山程

の荷物を背負っているのにその上迷惑をか

けることは許きれないと思い遠慮したが、

強つてのすすめでシュラ 7を持って貰った。

切ない思いをしながらも可燐な植物に慰め

られて羅臼平に着いた。すぐ白の前に羅臼

岳の頂上が見える。羅臼平は広大な平担地

で、一面の高山植物K覆われている。あと

頂上まで30分あまりで号まれるのだが、夜、は

残念ながら遂にI目上に脅るのは断念して、

須藤さんが張ってくれたテントで休んでい

ることにした。 3人は荷物を置いて身軽に

なって頂上に在っていったo ζ の辺一帯の

監視は特に厳しく学生アノレパイトも2日人近

くいて、それぞれトランシーパーを持って

行ったり来たりしているし、監視員は高い

所から双限鏡で四方を見張っている。折か

ら学生ノてイトの 1人が、ガンコウランの突

をとって食べたといって監視員Kひどく叱

られ、すっかり気を悪くしたその人は「も

うこんな所はごめんだ」と云ってテントを

たたみ荷物をまとめて帰って行った。また

私達が羅臼平で休んでいる時に、連絡をう

けた学生ノミイ卜があたふたと来て、ガンコ

ウランの突をとっていた登山者を見なかっ

たかと聞いたりした。筋肉痛に利くという

薬を飲み、足指のつけねにも塗り薬をぬっ

て充分7 ッサージを繰り返えしていたら、

思いがけなく足の具合が大変よくなり、そ

の辺を歩いてみた。一行と共に行動出来る

と思うと嬉しかった。総臼岳の頂上を眺め

ると大勢の人達が登っているのがよく見え

て羨しかった。 30分程で 3人は戻って来た。

それぞれ白分の荷物を背負って三峰(ミツ

ミネ)へと出発した。三峰の斜面一帯はヱ

ゾツツジの大群落で、自然が造った花園で

日
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ある。羅臼平から見た時真赤K見えたのは

ζ の広大なエゾツツジの大群落だったので

ある。遂K三峰 (1，470m)の山頭に立つ

ことが出来た。山頂で荷をおろして、周囲

の景色をゆっくりと眺めた。どちら側も海

で右側H'Cは今はソ連に占領されている国後

島が手Kとるよう Kよく見える。肉眼でも

見えるチャチャ岳に登ってみたいものだと

皆で語りあった。三峰からは硫黄山もよく

見える。ここで昼食を終り、周闘を見ると

自分達のいるすぐそばにコノイノクロ 7 メノ

キが枝を大きく拡げて沢山の実をつけてい

た。黒い実に白い粉をまぶしたよう Kつけ

て、いかにもおいしそうである。

次はサシノレイ岳 (1，564m)の麓に水場

が見えるので、今夜はそこに天幕を張って

一泊することに決めて三蜂を下りた。初め

は足場もよく、歩くテンポも軽かったが、

だんだん下るにつれて道が忠くなり、石は

ゴロゴ口してハイマツは行くてを覆い、な

かなか歩くのが国難である。漸く水場に着

いたのが午後 4時であった。水場に来てみ

てがっかりした、速くから眺めた時はかな

り水量があると思ったが、意外にも少ない

水たまりで、乙れはとても飲料になる水で

はなかった。仕方なく水を節約してその場

を凌くことにした。早速天幕を張り夕食の

仕度を始めた。馬場さんは馴れた子付きで

すきやきを作ってくれた。背お腹をすかし

ていたのでとてもおいしかった。充分に喰

べて満足してから今度は周囲を観賞して歩

いた。テン卜から 4~5m行くと小高い所

があったのでそこへ}二ってみた。ここも高

山植物が一面で、ガンコウラン、キパナシ
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ャクナゲの大群落である 2、3ケ所植物

を根こそぎ掘り返えしているのでよく見る

と、それは熊が堀り返えしたものであった。

皆でそれを植え直して足でよく踏みかため

た。その日は夕陽がj毎Rこ沈むのを写そうと

長い間この高台で待っていたが、非常に寒

くなってだんだん震えが止まらなくなって

困った。やっと夕陽が沈んでゆく様子をカ

メラに収めて、天幕にもどり熱いお茶をい

ただいてシュラフにもくりとんだ。ラジオ

の天気予報を聞くと明日も天気はよさそう

である。 3人ともシュラフにはいったかと

思うとすぐ眠り、殊に須藤さんのいびきは

テント中に響きわたった。私は相変らず眠

むれず少しうとうと、しただけであった。

朝 4時に起きて外に出てみると、寒いのも

道理で霜が一面におりていた。此所はなか

ば湿地帯でありながらエゾツガザクラ、コ

ノてノクロ 7 メノキ、ヱソコザクラ、チン夕、

ノレ7 などが重なるように自生している。馬

場さん方と須膝さんは前の晩登った高台へ

また行ったら、今度は別の所を掘り返えし

てあったそうである o やはり熊は夜行性で

夜出歩くのだろうが、身近かに熊のいた事

は事実である。朝早く力ランカランと鈴の

音を響かせて来た若者がいた。それは三峰

の下りの中間あたりにテントを張り一人で

いた若者であった。 ζれから硫黄山へ行く

との己とである。

私達も朝食を終えてテントをたたみ出発

の準備をする。私は皆さんより歩くのが遅

いので一足先に出発した。サシJレイ岳もか

なり急斜面の登りでガレ地の連続である。

しかし高山植物の宝庫であり、植物を観賞
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しながら一歩一歩と登る。とうとう tlJの中

腹あたりで 3人に追いつかれてしまった。

また一人で気楽に殺って行く。山頂にたど

り着いた時には 3人で休んで待っていてく

れた。サシノレイ岳から挑める硫黄山は素晴

らしい景色である。サシノレイ岳からの Fり

道はここも目のさめる様な植物の花園で、

エゾツツジ、エゾツガザクラ、チングノレマ、

エゾコザクラ、キパナシャクナゲ、ジムカ

デ、ミ主ズオウ、チシ7 ツガザクラ等が咲

き盛っている。エゾツツジなどは高台を好

む植物とばかり思っていたが、知床では湿

地帯にも植生している。チングノレマは高台

の斜面から咲き初めて、だんだん下りに咲

いており、上の斜面は花が終り毛槍のよう

な実が、風にゆられて銀色にかがやきなが

らなびいている。サシノレイを大部下った所

に残雪があって、そ ζ から流れる水は冷た

く実に美味しい。此所で写真を写したり、

花を観賞したりして、大部待問を費やした。

この後は水場がないので水筒の水も入れ替

えた。

サシJレイを下りオッ力パケまではかなり

の波地帯である。オッ力パケ岳 (1，464m) 

は登り初めはなだらかで割合楽に歩けたが

そのうちだんだん山の状態が変って来て、

ノ、イ 7 ツの生い茂った中K細い踏跡がある

が、根曲りのハイ7"''}の根元をとび渡って

歩くので、なかなか思うように進まない。

ハイマツが覆いかぶさっているので、皆の

頭さえ見えない。松の校を払いのけながら

行く ζ の道がどこまで続くのだろうか。 3

人は高い所を歩いていると見えて、かすか

に頭だけが見えて来た。私はなんとか追い

っこうと夢中で歩いた。時々松から頭を上

げ辺りを見廻すが視界はきかず、ただ松の

中を黙々と歩き続ける。ょうやくドりにか

かり少しはあたりが見え初めて、 3人の姿

もはるか彼Jjに見えたのでほっとした。こ

れを下るとそこは広大な昔話原で、此所で場

所をえらんで一休みする o 湿原にはまたま

た色々な植物が自生していて、なかでもチ

シ7 ツガザクラが見事に開花していた。そ

れをなんとか写そうとするのだが、風に括

れて思うように捉えることが出来ないので、

皆の荷物を風除けにしてどうにか成功した。

この湿原から更に登りになるのだが、その

道はなだらかで、登りつめれば硫黄山の外

輪山に出ることになる o

いよいよ硫黄山迄やって来たのである。

外輪山までのジグザグ道を登って行くとガ

レ地の火山灰が凄く堅い地形K、シレトコ

スミレが諸所に点在している。分布も限ら

れていて決して群落する ζ ともない。なに

しろセメントのように堅い地質ではそう簡

単に繁殖することもない訳で、この貴重な

植物を絶滅させては大変である。乙こでは

花期が過ぎていたが、ただ一輪だけ咲き残

っていて感激した。花は純白で中，し、はほの

かな黄色になり、紫茶の筋が復雑K走って

いて、まことに高貴な姿である。私は遠く

から硫黄山を眺めた時は大部残雪があると

思ったが、そばに来てみてそれは山の地肌

の火山氏だということがわかった。外輪山

の頂上からドームの内側の火山灰に踏跡が

ついているのでそれをたどって行く。 1人

がやっと通れるだけの細い道である。 ドー

ムの中を覗けば数卜米の深さで、その中間
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あたりから切り立った岩に覆われていて、

一歩誤れば恐らく助かりはしないだろう o

それだげに緊張して歩かなければならなか

った。風が吹く度K立11c.って、吹き飛ばさ

れないよう用心した。次々に危険な場所に

行き当り心は一層ひきしまる。行く手IC大

きな岩があり、その岩石のふちは片足をか

けるのがやっとであったが、幸いにも岩の

lニからハイマツの校が下っていたので、そ

れにつかまってやっとの思いで渡ったが、

後をふりむいてゾッとした。亡のあと三本

槍i亡とりつく。三本槍とは 5~ 日 m の高さ

の岩で、丁度槍の穂先K似ているところか

らこの名がついたらしい。 ζ の三本槍の聞

を縫ってようやく安心して歩ける道に出る

ことが出来たのもう昼に近い時間である。

ハイマ yの根元を渡りやっと硫黄山本峰近

くまで来て昼食をとろうとしたが、あまり

Kも風が強いのでまた少し戻って食事をと

った。これがこの登山の最後の昼食になる

ので、残っていたものを洗いざらい出しあ

って皆で食べた。後にはおやつ少々と水だ

けを残した。こうして食事をしている辺り

にも、高山傾物が色とりどりに咲いていて

楽しい夢を見ているような快きである。日

の前の告に一株のエゾ Yガザクラがすがり

ついていて、花が終って種子をつけていた。

自分の環境にあえば、こんな岩場の水分の

少い所でも生き続けるのだと、その植物の

生命力に感動した。水筒の水をひとしずく

かけてやって、何時までも生き永らえるよ

うKと願った。荷物もだいぶ軽くなったの

で、しばらくの間足も早くなったが、又々

急斜面の登りにとりっき、それを直登する

のでかなり時聞がかかってしまった。しか

しこれは私だけで、足の達者なベテラン連

はもう姿が見えなくなってしまった。乙れ

を登りきって下れば硫黄山本峰の麓に出る。

硫黄山は岩石の塊りの山容で、周囲のガレ

地には高山植物がいっぱいである o 本峰の

頂上はすぐ目の前に突き出ていて、 20分あ

まりで誉れそうだが、また足を痛めると皆

に迷惑をかけるので登るのを諦めた。 3人

は荷物を下に置いて号まっていった。私は下

Kいて植物を見たり、写真を振ったりして

いた。間もなく 3人が帰って来たので、ま

た荷物を背負って出発する。下りは深い沢

を通るのだが、雪どけの季節には流れる水

が皆この谷に集って激流になるらしく、大

きな岩石が押し流されて累々と重なりあっ

ている。その岩や大石を渡って行かなけれ

ばならないので大変な困難であるが、身軽

な3人は石から石へ飛びついたり、岩K跳

ね上ったりしているが、私は足でも挫いた

りすると大変なので、慎重に歩かなければ

ならなかった。 2時間あまりもこの足場の

悪い沢と戦ってくたくたになった。この沢

は途中で行き止りになるので、今度は左手

の山に号まらなければならない。登り道もま

たひどく足場の悪い所で、またまた苦労の

連続である o ょうやく登りつめると、辺り

は章fl木林の長い道になるがこれはそれ程骨

の折れる道ではなかった。道端にはナツハ

ゼ、クロミノウスコ、クロ 7 メノキが沢山

の実をつけていた。

相変らず 3人の姿は見えないが、時間も

だいぶ経っているので追いつこうと必死に

歩いた。とうとう昔、硫黄を採取したカム
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イワッ力山に到着した。先ずこれが最後の

一休みなので、残りのおやつも分けあって

食べた。この山は力ムイワッカ)11源流の台

地で、硫黄臭の激しい硫黄の山で、今でも

活発に活動している活火山なので、至る所

から蒸気をふき出していて、その付近を歩

くと厚い登山靴の底にぬくもりを感じる程

である。一休みした場所のはるか上K噴火

口があって、凄い噴煙が立ちのぼっている。

周聞は殆んど石山で、石の上を渡って歩く

より外道はない、大きな岩や石の聞から流

れでているのは、温度は低いがまさしく温

泉なのである。昭和11年の爆発の前迄は、

大量の硫黄を採取していたが、大爆発と同

時に工業所の建物や施設がふき飛び、今で

もその残骸がその偉になっていて、その被

害の大きさを物語っている。ついに道に出

たが、乙の道は硫黄を採取していた頃、働

きに来ていた人達の通った道で、細いがし

っかりした道なので歩き易かった。しかし

林道に出るにはまだまだ下らなければなら

ない。はるか下に車の音がしているので見

通しのきく場所から覗くと、一昨日置いた

車が小さく見えた。ょうやく緊張していた

気持も楽になり、もう大丈夫と一人でうな

ずいた。

遂K林道に出た。目の前が急に明るくな

ったような思いであった。車の前で無事縦

走出来た己とを 4人で喜びあった。今日は

岩尾別j温泉の木下小屋に帰る己とKしたが、

食料の買い出しにウ卜口迄直行して買物を

した。玉ソパと肉、西瓜、パン、牛乳と充

分に仕入れて 6時過ぎに山小屋に着いたが、

今日は誰もいなかったn 私は失礼してすぐ

風呂に這入ったが、上ってみると須藤さん

がソパのたれなどを作っていた。交代して

3人が風呂Kはいったo そのうち 2人泊り

客が来た。明日羅臼岳に登る予定らしいが

天気予報は合僧雨で、もうポツポツ降って

来た。私達は大変幸運であったとひそかに

思ったo 小樽へは明朝、 4時出発の予定で

ある。

O 知床をなつかしむ

秘境知床の山群を歩いてみて、とれ程野

性味に溢れ、荒々しい魅力にみちた山々は

外にないと思った。山を歩いていて、時々

熊の足跡に肝を冷やしたこともあったが、

原始の姿その偉の自然美溢れる景観と、高

山植物の数々の美しさは、生涯忘れ去るこ

との出来ない楽しい思い出となった。

振り返えってみて、 1人では到底走破出

来なかったこの縦走行で、始終山仲間とし

て扱っていただき、更にサポートして下さ

った馬場さん兄弟と須藤さんに、心から有

難とうと御礼を申しあげたい。

マレツツプ岳
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知床横断道路その後(転載)

一一むしばまれる知床

知床はいま、むしばまれつつある一。斜

里町の自然保護団体・青い海と緑を守る会

などが中心になって知床横断道路周辺の白

然が、どんな影響を受けているかなどを調

べた、知床横断道路事後調査の報告書がま

とまった。報告書は、道路工事に伴った自

然破壊ばかりでなく、最近は観光客の入り

込みによる自然の破壊や汚染が増大してい

る己とを、強い危機意識を持って指摘して

いる。

《調査の概要》

主管団体は青い海と緑を守る会と北海道

自然保護団体連合。これに常広畜産大学自

然保護団体など 4団体が加わり、総勢21人

が7月12Bに調査した。目的は自然破壊の

現状を明らかにするとともに、道路利用の

実態を把握し、これ以上の彼壊拡大を防ぐ

己と。羅臼湖、知床峠、道路沿線の 3斑に

分かれ、現地を歩いた。報告書は大学ノー

卜判で27ページ。 400部印刷し、関係者K

配る予定。

《羅臼湖とその周辺》

羅臼湖とその近くの湖沼群では、ヱゾツ

ガザクラ、チングノレ7 など盗採跡が36カ所

見返り峠ではトド 7 ツとダケカンパの風倒

木が初本見つかった。盗採跡Kは営利目的

のプロが行ったらしいのも数カ所あった。

また以前に観察された高山性の烏であるギ

ンザン7:'ノコが姿を消していた。

《知床峠駐車帯》

車の通過台数などから観光客の駐車場で

の滞寵時間を試算したところ、平均 14.7分

という結果になった。またトイレの利用人

数は 1，020人で、推定利用率は21%、記念

碑は 1，492人で同 30.81'0。トイレの周りは

踏みつけられて裸地化する可能性が大きい

外、駐車場の欄を越える人も目立った。

《横断道路沿線》

道路沿線に4カ所の調査区を設けて植生

を記録した。その結果、峠から羅臼側に下

がった標高 700mのダケカンパ植栽地では

調査した区画iで30~40%が枯死し、峠より

ウ卜口寄り、標高 580m地点には帰化植物

のコウリンタンポポが浸入し、在来種のヱ

ゾタンポポを駆逐する勢いだった。

《考察の提言》

横断道路は f産業道路Jとして造られな

がら、実態は「観光道路」であり、殺到す

る車や人が新しい自然破壊をひき起こし、

道路建設で発生した自然破壊をさらに肱大

している。緊急の対策として、総臼湖周辺

のパトローノレを強化するほか同湖一帯への

11.入り制限が必要という。

またトイレと記念碑については、両施設

が峠の滞寵時間を長くし、ごみを増やす結

果になっている上、国立公園内に無節度な

雰囲気をつくる原因になっていると分析。

利用状況を考えると、早急に撤去すべきだ
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と、主張している。

(北海道新聞 56年12月23日)

実生への誘い什IJ 

今年もまた、昨年K続き標題の稿を書く

事にしたのだが、はたして、皆様の参考に

資しているだろうかと自問している o

私にとっては、試行錯誤の中から得た最

良の方法であっても、気候や用土の相違か

ら、良作、不作があるだろうし、文、自ら

の研究により、より以上の成果をあげてい

る法もあると思うので、御批判、御叱正を

いただけたら幸いである。

今年は春の異常低温、夏の豪雨、秩の低

1誌と早い降雪など天変地異の 1年であった。

特に 8月の集中豪雨は凄かった。昨年の

ような異常冷夏を免れたと思っていたら、

2度の記録的な集中豪雨で道路はズタズタ

に分断されてしまった。

道内各地は、観測史上最高の月間降水量

を記録した。岩見沢の 715仰を最高に、札

幌 644棚、室蘭 574問、旭)11478棚、函館

431mm、小樽 366酬などとなっている。

我が大滝村も23日だけで 277胴という激

しい豪雨に襲われ、開村以来の大被害を受

けた。幸いにわが家の被害は車庫の倒壊たe

けであって、愛しの山草群は無事であった

有珠郡大滝村 大 宮 不 二 雄

のはなによりも幸いであった。もっとも、

無事であったのは宿守の私に代わって、母

や弟と娘達が悪戦苦闘の末保護して呉れた

からで、家族の有り難たさを改めて感じた。

だが、気になるのが 1つあった。実生鉢

の用土が流出した事で、発芽した子苗はi曽

土でカパー出来たが、採り時きをした覆士

のしない鉢は、種子が流亡したのではなか

ろうかということであった。

特κシレトコスミレが心配であった。初

めての実生であり、翌春 6月頃の発芽と聞

いているので楽しみにしているのだが

標題の本文に入る前に用土説明をしたい。

火山砂 当地を合め西胆振 1幣から産

出する火山砂で、形状は鹿沼士に類似する

が、硬質で保水性に富み、 PH値は約 5.5。

樽前砂 樽酎j山周辺の山野から産する

火山砂で、 2種類ある中の、色は白っぽく

て硬く重い方で、保水性にはやや欠けるが

通気性に富む事と、凍結Kより粒子崩れが

ない。

腐葉粒土 落葉樹林や笹薮、杉林の表
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