
るとのことであるが、南暑寒別岳とは尾根

続きとはいっても、増毛コースよりも 10伽

余も遠いので、増毛からの登山する人が多

いということである。南暑寒別岳には思っ

ていたほど植物はなかったo EIについた植

物は次のとおりである。

ホツツジ、コ。ゼンタチバナ、イワツツジ、

コケモモ、ハイマツ、ミヤマハンノキ、ウ

ラジロナナカマド。

植物り多い暑寒別岳には遂に行くことが

出来ず残念であった。登りは苦しかったが

帰りは下り一方であったので 1時間足らず

礼 文

昭和 57年 6月 17日(木)晴

今日からいよいよ 3iE!4臼の礼文島花見

行油土じまる。朝からなんとなく気持ちが落ち

着かない。修学旅行に出かける生徒のよう

に、妻があらかじめ仕度してくれた下着な

どをリュックから出してもう一度確認した

り、 8ミリ録影のための器材を用意する。

午後4時、国鉄パスに乗って小樽駅前に

到着すると、待ち合わせもしていなかった

のに同行の伊達から来られた大井伸ーさん

の乗用車に会う。ご案内をいただく阿部美

津さんのお宅て乗船時間までひと休みさせ

ていただく。阿部さんのお宅は、小樽の天

狗山の麓にあり、渓流が家のすぐそばを通

島
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で雨竜沼に着いた。湿原をひとまわりして

感じたことは、自然が殆んど荒されていな

いことであった。このことは、登山コース

が余り上等でなく、また長過ぎてしかも樹

林地帯が多いので一般的な山ではないため

登山者が限られているのもその要因のひと

つかも知れないと思うo

雨竜沼の湿原は、日光の尾瀬沼以外では

ただ lヶ所だけの貴重な存夜なので、この

湿原の自然の姿をいつまでも大切に保存し

ていきたいものである。

紀 行

札幌市高野英

って流れている。自然のなかに囲まれ、自

然のなかに静かに花と共に生活をしておら

れる。私が鉢の中て?四苦八苦して愛培して

いる山野草たちは、阿部さんのお宅のロッ

クガ}デγでは、いかにも気持よさそうに

花を咲かせては実をむすび、その突が夙に

はこばれて、いたるところに新しい生命が

生れていた。鉢植えの横物も叉同様で、与

えられた場所の中で、その植物独得の美し

さを私に見せてくれている。なに気なく放

置しているようであるが、長い間の山野草

栽培のご経験から、それぞれの植物の生育

のツボを心得ておられることが、そのお話

のなかから感じとられた。夕食は、心のこ

北方山草 4 (1983)



もった手作りの山菜料理をご馳走になる。

私は船酔いをするほうなので、もしも船中

で具合でも悪くなってはいけないと思い控

え目にしていたが、美味しいのでいつの聞

にやらお腹いっぱい食べてしまったo

午後 7時近くパスに乗ってd、樽港埠頭に

到着する。待合室で同行の小野田キヨエさ

んとお会いする。今回の同行者は、阿部美

津さん、お嬢さん、大井伸ーさん、小野田

キヨエさんと私の 5人となった。小樽港か

ら礼文島呑深に向うd件丸は総屯数1.000

トンで慨に岩壌に横づけになり、白いスマ

ートな船影を、募れていく夕影に美しくゆ

れていた。

午後日待釦分、小得丸はドラの音をなら

しながら小樽港を出港してきい果ての島、

礼文島に向って静かに船出した。船中は観

光シーズンにまだ早いのか、カニ旅の姿も

少なくやや満員の状態であったが、あちこ

ちから笑声が聞えてきて和やかな雰囲気で

あった。お天気はよく、しかも波は静かで、

この分では船酔いもしないですみそうに思

った。久しぶりにお会いした大井さんと植

物談議に花を咲かせ、いつの簡にか眠って

しまった。

昭和 57年 6月 18日(金)晴

午前3時すぎ、阿部美津さんに起される。

「日の出の時間ですよ。Jと云われる。 あ

わてて眠い目をあけて 8ミリ撮影機を持っ

てデッキに飛びだす。私の併恒防礼文島花見

行の目的のひとつに、さい果ての海に昇る

太陽を撮影することにあった。空は晴れて

いたo太陽はまだ昇っていなし、。東の空は

次第次第に漆黒の空から薄明にかわり、そ

れが見るうちに茜色に変って行く。船首の

方には利尻岳が雲を残してその男性的な勇

姿を現わしてきた。太陽が北の海から刻々

と姿を現わし、その光が海面を伝わって船

にとどくまでの問、私は夢中になってシャ

ッターを押し続けた。風は冷たく手の感覚

がなくなりそうになった。阿部さんは、船

室からわざわざ毛布を持ってきて搬影する

私にかけてくださった。私がもしも阿部さ

んに起していただかなかったならば、この

ような美しい陽の出のγーンをフイノレムに

収めることが出来なかったで、あろうと心か

ら感謝を申しあげた。

午前7時10分、定刻どおり礼文島香深港

に着船した。今娩からj自る元地とL、う土地

の「うすゆきそうJのマイクロパスがむか

えに来ていたo車窓から見える礼文島の山

野草たちは、色とりどりに朝の爽やかな海

の風にゆれていた。

旅装を解き一休みをする。礼文島には畑

地が少なく野菜に不自由しているとのこと

で、大井さんは伊達から大きな担ュックに

野菜をいっぱい背負ってこられたo旅館の

方も大変喜んでくれた。

午前9時すぎ、元地から海岸沿いに礼文

滝にむかつて歩く。 21<叩ほど行くと海抜50

mの高さに 2つの奇岩が釜り立っていた。

土地の人はこの岩を地蔵岩と呼んでいる。

このあたりは、西海岸には珍らしく砂浜が

続きメノー浜といってメノ一、ジャスパー

などが時折打ち寄せるという。大小さまざ

まの岩を飛び越えながら進んで芳子くと磯の

香りが鼻に入り、岩ノ F、コンブなどの海

草が岸に打ち寄せられ、透明な海の底には
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ウニが波の光の中に散見出来た。

礼文滝を右に見ながら小高い丘陵を登り

つめる。いま歩いてきた方向には元地の集

落が見え、限前はどこまでも続く蒼いさい

はての海であった。丘陵はすべて花叉花の

様であった。おおげさな表現ではあるが、

花を踏まないで歩くのに気を使う程であっ

た。風が心地よく頬を吹き抜け見上げる空

には雲ひとつなし、、まさに絶好の花見日和

となった。各自、思い思いに花の写真を写

したり、花の名前を教え合ったりして、弁

当を広げて花談義に時の経過も忘れてしま

った。

午後 2時過ぎ帰路につき、いまきた道を

引きかえす。阿部さん、小野田さんは、い

くども礼文島を訪れておられるので、ご

年配にもかかわらず勝手知ったる道でもあ

ろうが、いかにも身軽るに岩から者へと飛

び歩いてし、く。私はお2人についていくの

がやっとであった。歩きながらその秘訣を

教えてくださった。それは靴の底にあっf占

靴の底がフェルト状のものが貼つである特

製?の運動靴で、岩の上を滑らないで身軽

るに行動がとれるという。

宿にもどり入浴して夕食をすませた後、落陽

を8ミリ撮影するため l人て地蔵岩の方に

むかつて歩く。礼文島に向う船の中で見た

朝の太陽が l日の営みを終えて、いま静か

に広い海原の彼方に大きな火の塊となって

沈んでし、く o 残映が海の彼方に消えていく

までγ ャッターを押し続けるO 夜は、明日

の行程を打合わせして早目に床につく。

昭和 57年6月19日(土)晴時々曇

午前6時起床。部屋の窓をあけて天候を
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たしかめる。雲はあるが風はそれほど強く

もなく、今日も叉、花見行にはまずまずの

お天気であるo朝食もそこそこに旅館の車

に乗せてもらって桃山登山道附近で下車す

る。曲りくねった細い道を歩きながら桃岩

にむかう。霧状の雲の中から時折り顔を出

すカラフトハナシノブの紫青色の花は美し

く、いたるところに群落をなして咲いてい

ザ胃

，、ー0

挑岩は、その名前のとおり桃の形をして

おり、近づくにつれて大きな山塊となって

目に入ってきた。標高 250mの桃岩には、

200種余りの北方系高山植物があり、特に

千島・樺太系やシベリ 7・カムチャッカ・

アラスカ系の植物が多いと云われている。

桃岩から元地灯台にむかう。海から吹きつ

ける風は冷たく、時折霧状の雲が灯台をす

っぽり包むと思うと、またたく聞に飛散し

て、その白い壁が青い空にくっきりと姿を

あらわす。風に乗ってカモメが群れをつく

って飛ぶ。断崖絶壁の草地に、踊るように

咲き競う高山植物の群落、草友たちが休ん

でいる聞に、地べたに這いつくばって、そ

の花のひとつ、ひとつを鼠影してし、く。疲

れもなんのその、ファインダーに写る花た

ちとの会話は続くo

旅館で作ってもらったお昼の弁当は、元

地灯台附近の断崖絶壁の上で食べる。この

灯台は無人で昭和29年の設置である。海抜

211 mに位置して礼文水道通過の船舶や、

西海岸に出漁中の船の重要な航路標識とな

っている。全国にたくさんの灯台があるが

これほどの美しい高山植物に固まれている

灯台は、この元地灯台だけではないかと、
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おにぎりを頬ばりながら考えていた。

昼食後、元地灯台からさらに知床方面に

むかつて歩く。絶壁の海を右手に見ながら

風に飛ばされないように足元に気を使いな

がら歩く。アナマスミレに会う。 1923年

にはじめて礼文島のアナマ海岸で発見され

たのでこの名前がついた。草友から鉢でい

ただいたことはあるが、自生地で見るのは

これがはじめてであった。ネムロシオガマ、

レプンソウの群落地まで滑ってひと休みを

して、帰る時間になったので、後髪をヲ|か

れる思いをしながら、いま来た道を引き返

えす。帰り道は、行く時に見過してしまっ

た花をあちこちに見つけては、草友たちに

待ってもらってカメラに収める。

桃岩から元地までの崖には、いたるとこ

ろに安山岩、玄武岩の柱状節理や板状節理

が露呈し、利尻島のように火山活動によっ

て出来た島ではなくして、海底から降起し

て台状になって出来た島であることは、素

人目にもよくわかり、地質に興味を持つ私

にとっては、たいへんよい勉強になった。

疲れたのでトンネルのすく、下で休んでいる

と、カラスがやってきた。ハシボソカラス

であったo 礼文島にはカラスが多い。人に

馴れていて私たちのすぐそばまで歩いてく

る。魚の干物などを投げてやると、素早く

口にくわえて海から吹きあげてくる上昇気

流に乗って、高い岩場まで飛んでし、く。

今夕も、昨日に引続き美しい夕映えを見

ながら、今日見てきた花の名前を手帳にメ

モして早自に就床する。

昭和 57年6月初日(日)晴

常日頃の心がけがよかったのか、今日も

叉晴れた。旅館の人の話では、礼文島はい

ままでぐずついたお天気が続き、 2-3日

前からやっと晴れてきたというo 花見行の

第3日目がはじまる。

礼文島に来る前に、ご案内してくださる

阿部さんに、現地であまり質問をするとご

迷惑になると思L¥あらかじめ礼文島につ

いての概略を予備知識として勉強しておい

た。特に植物の名前については頭に入れて

きたつもりであったが、現地で見る植物と

では、草丈・色彩など生命の持つ迫力に圧

倒されて、結局は白紙になって質問をくり

返えしご迷惑をかけてしまった。

旅館の車で香深まで行き、そこからパ

スに乗って白浜の終点に着くo地図で見る

と、カニのハサミのようになった東海岸を

走ったのて、あるが、昨日歩いた西海岸とは

趣きが異なりゆるやかな山裾が広く明るく

海にまで続いていた。

白浜からスコト Y岬まで歩く。日曜日な

ので島民の運動会がにぎやかに関かれてい

た。厳しいさい果ての冬から解放されて、

春を迎える喜びを、その笑声の中から伺い

知ることが出来た。スコトン岬からトド島

を望む。周囲 4伽の台状の島は8ミリカメ

ラで拡大して見ると手のとどきそうな至近

距離に見える。この島のさらに北に種島と

いう岩礁があり、この岩礁が日本列島の最

北端の島なのだ。いまは、漁業に従事する

人たちだけが行くことの出来る島で、その

昔、トドが群棲していたので、その名前がつ

けられたそうである。

スコトン自甲から西海岸を歩いて元地方面

に帰ることにした。鉄府側の丈の低い笹原

-43ー

北方山草 4 (1983)



を切り開いてつくった細い道をゆっくり登

ると、海荻 100mのゴロタ仰の頂上に立九

ゴロタという名前はどこからつけたのかわ

からなし、が漫画的方愛矯があって面白L、。

頂上から眺める礼文島は一面の笹原で、と

ころどころ毎が枯死して、灰色の減艶を敷

いたようになっている。海岸は断崖が続き

白い波が一定のリズムを持ちながら長い情

状になって岩礁にうちくだける。海の色は

ここの海岸だけ緑青に輝き、近い将来は、

その美しさを一般の人たちに見てもらうた

め海中公園になる予定であると L、う。

海岸沿いに歩いていくと I軒の漁師の家

があり、そこでひと休みをしながらおみや

げ用のワカメ、コンブ、魚の爆製などを買

うO 西上泊から東海岸にむかつて島を横断

する。地元の人のお世話でハイヤーを呼ん

でもらうが、時間がかかって乗ることが出

来ず図っていたところ、たまたま元地の旅

館の車が来たので乗せてもらって夕刻、う

すゆき荘に帰ることが出来た。今日の行程

は、礼文島を東から北にむけて、北から西

海岸の約半分位を車と足で見て歩くことが

出来た。歩いた距離は20伽もあったろう由、

それにしても阿部さん、小野田さんの健脚

には驚きそして感服した。

昭和 57年 6月21日(月)

今日はいよいよ帰る日となった。香深港

まで旅館の車で送ってもらう。上船の手続

きをとろうとすると、今日は奇数日なので

小樽には出航しないと云うo やむなく稚内

港行の船に乗る。船内は利尻・礼文の両島

を周遊した女性客がいた。聞くとはなしに

その人たちの話題を耳にしていると、利尻

島より礼文島の方がよかったという人が多

かった。私は利尻島にも数回行っているが

利尻島のよさは登山にあると思うo礼文島

は自分の足て行きたいところに自由に行け

る。そして花の美しさを満喫し、北国の自

然を体でもって受止めることの出来る解放

感からであろうと思うo再び訪れてみたい

という女性が多かった。

稚内から汽車に乗るつもりでいたが、札

幌まで特急パスが運行しているのを知り、

予約なしで乗ることが出来た。稚内から天

塩に出て日本海側を海沿いに走る。北海道

ならではの雄大な景色が車窓から見えて楽

しい。海のむこうに雪をいただいた利尻岳

が次第に小さくなりながら、どこまでも私

たちの乗せたパスを追っていた。

ノミス旅行はサーピスが行きとどき、昼食

が出たり毛布を貸してくれたり、テレビを

放映し、札幌まで退屈することのなし快適

なものであったO 午後 6時近く札幌駅前に

到j着した。ご案内をいただいた阿部さんは

じめど同行の皆様にお礼を云い家路につい

た。

おわりに

私は、今回の礼文島紀行において、礼文

島の植物については、開花期の見てきた植

物についてしか語ることは許きれない。礼

文島の植物は、館協操博士によって 88科

434種が報告されている。しかし、融雪期

.早春・絶壁・晩秋など自然の条件によっ

て調査洩れがなおあると云われている。

私のように、はじめて礼文島を訪れしか

も3治4日程度の短期間では、礼文島の植

物の扉を聞いて、その中を少し垣間見
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たにすぎない。これからも北海道に住む者

として、機会あるごとに礼文島を訪れて早

春から晩秋までの四季折々の植物を観察し

てみたいと願っている。

今回の礼文島紀行の感想は、と人に聞か

れたならば、私は梼路することなく、 「礼

文島は、まさしく花の浮島であった。 jと

あ答えする。それほどすばらしし、大きな島

全体のロックガーデンであった。

草友からいただいた植物は年と共に数多

くなり、枯らしてはいけないと思いながら

も、失敗を繰り返えしながら身をもって栽

培の難しさを経験している。諺に「百聞は

一見に然かすコというのがあるが、その植

物の自生地をこの目で確かめることこそが

一番大切な心構えて、あるように思っている。

今回、かねてから一度訪れてみたし、と念願

していた礼文島に行き、幸いにも天候に恵

まれ数多くの植物の自生状態を観察するこ

とが出来て喜びでいっぱいである。ご案内

をいただいた阿部美津さんに心からお礼を

申しあけ守る次第て、ある。

私の見た礼文島の花(開花)

(アブラナ科)・エゾイヌナヅナ、(ア

ヤメ科)・ヒオウギアヤメ、(オオバコ科

〕・エゾオオバコ、(オミナエシ科)・タ

カネオミナエシ、(キク科)・アサギリソ

ウ、ェゾウスユキソウ、フタナミソウ、(

キンポウゲ科)ーレプンキ γパイソウ、

ヤマオダマキ、ミヤマキンポウゲ、ハクサ

γイチゲ、(ケシ科)・エゾエンゴサ夕、

(ゴマノハグサ宇十) ヨツパシオガマ、ネ

ムロシオガマ、キクバクワガ夕、(サクラ

ソウ科)・レプンコザグラ、サクラソウモ

ドキ、 (λ ミレ科〉・アナマスミレ、 (セ

リ科)・ハマボウフウ、(ツツジ科〕・イ

ワツツジ、エゾツツジ、(ハナ、ンノプ科)

・カラフトハナシノプ、(バラ科)・キジ

ムシロ、(フウロウソウ科)・チシマフウ

ロウ、(ベンケイソウ科)・イワベγヶイ、

アオノイワレンゲ、 (マメ科)・レプンソウ、

ハマエンドウ、チシマケ守ンゲ、センダイハ

ギ、(ユキノシF科)・シコタンソウ、チ

シマクモマグサ、ヤマハナソウ、(ユリ科

)・スズラン、エゾゼンテイカ、ギョウジ

ャニンニ夕、ヒメイズイ、(ラ γ科)・レ

プンアツモり、ハグサンチドリ O
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