
パタゴ

パタゴニアは南アメリカのJI'"p駒市を占め

る地方と名前である。

がそう呼ばれるが、太平洋IJIIJのチリと、大

西洋側のアルゼンチンとでは条{午が全く異

なるので、同じ呼ぴ名でもその認識はかな

り違うのである。

と、いうのは、アンデス山脈が太平洋IJIIJ

にずっと偏っているためにチリ・サイドに

はほとんど平地が無いのに対して、大向洋

II!iJは広いアルゼンチン・パンパスが展開す

るのである。アンデス山脈のイ了:(r:は、その

両II!iJの降水量にも大きな茶をもたらす。太

平洋II!iJには大量の雨と雪とが降り、 111界で

も有数の降水が観測されるのに対して、大

西洋側IJはいわゆる附陰になるのできわめて

乾燥した気候に支配されるのである。

こうして、チリ・ノマタゴニアと呼ばれる

太平洋斜而には雨キ桁0度に到るまで森林の

発達がみられる反雨、アルセ守ンチン・パタ

ゴニアには乾燥した草原あるいは半砂漠が

広〈展開することになる。それはきわめて

対照的な光景である。

しかし、アンデスIIIIJ尻の気候に対する衝

立て的な効果は、山脈の高さと悩とが南に

向かつて減ずるにしたがって低下し、マゼ

ラン海峡に近いあたりではアルゼンチン、l'

J51 での降水主主も 400~500 ミリ近くに上昇す

る。いわゆる『火の凶」、フェコ島ではそ

の1I1央を国境カ吋量るが、そこではすでに両

側の風景には全く変わるところがない。

ア の植物

札幌市辻井達

さらに耐に卜ってフェゴ烏の南を限るビ

ーグユ水道周辺になると、湿度はかなり上

がって世界の最南端にもかかわらず再び森

林が現われる o 北半球では亜寒fiEの森林は

針葉樹林で終わるが、南半球の最尚一吉11は広

葉樹林で終わるのである。(第 11主])

その気候条1'1はもちろん厳しいものがあ

り、雨端をなすホーン岬は昔から世界で名

高い海の難所として知られてはいるが、た

とえば気温などは北海道よりマイルドな而

さえある。ただ、夏でもそれほどl暖かくは

ならないから、年Ii司を通じできながら秋の

連続といった感じになるのである。

植物の世界も他の大陸とはもちろん大き

く呉なっており、日本との共通種はほとん

ど無い。ただし、航物池理学的にはきわめ

て興味深いところで、早くから注怠が向け

られてきた。

たとえば、ナンキョクブナ (Nothofa-

gus) を始めとして、この地方とニューギニ

ア、ニュージーランドに現牛，の種があり、

南極と南アフリカに化石の分布をみる梢物

がある。これらはウェーゲナー以来の大陸

漂移説による池調的分布に関する材料とし

て、近米、ふたたび検討されつつあるもの

だロ(第 2凶)

また、北半球の北部にあるか、ンコウラン

に対して、このI也方のアカミノガンコウラ

ンの所荘は、阿じ類の北と市に分かれた防

相i分布として ~!I司、ある仰!とされている。
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地理的な問題のほかにも、先に挙げた森

林の成立と、その組成に沼l，:t}k{J要素の合ま

れることなど、生態的にも汁目される問題

が少なくない。

1.7ゼラン荒原の植物

最前1mの丘陵にみられる貧弱な植生にお

おわれた荒似で、一方では森林に、一方で

は半砂漠状の市原に速なる。森林に近いと

ころではしばしば混以も発達するが、現在

ではややJ昌行しつつあるものが多い。

ここではいわゆるクッション・フ。ランツ

すなわち'f-球形の小I王をなす植物が多い。

その種類はさまざまだが、 Bolax(セリ科)

などがもっとも典型的である。主ff;J<のサイ

ズはBolaxの場合、 I在f子1メートノレから 2

メートlレに達し、 ifEさも50cmから 1メー}

ノレになるから、そのllH為は実に奇妙で不思

議な感じさえ抱かせるものになる。(第 3/'!!J) 

多数の個体が集まって半球形になるのは

一般にはそれがもっとも J~.\に強い形状だか

らだと説明されるが、確かにこの7 ゼラン

荒Jl;{の風の強さは想像を絶するものである

から、こうしたクッション柄物の倭市が理

解できるのである。この形はまた、おそら

くは乾燥に対して、つまり植物体からの蒸

発散も最小限に止めるものとみられる o J 1/ 

や湖などに近くではより大型化し、水条件

が惑いとf氏、/'fとするのがみられたのもこれ

ない。というのは、その大部分は、かつて

イネ科の植物によって市められていたか、

あるいは少なくともその一部分に森林の成

立していたものが、長い聞の放牧と伐1mお

よび火入れによっていちじるしい植宅の破

壊をよ主じ、現イiに半砂漠状態になったもの

と考えられるからである。

その植生としては、イネ干ヰ(ElYI11US属、

Festl1ca属など)、キク科、メギ科などが多

く、メギ手↓はもちろんとして、キク平時の柄

物ち先に述べたクッション植物型を弔する

と同時に、 *1)が発達したものが多し、。メギ

の干重野{としてはBerberisdarwiniiや、 B.

buxifoliaなどがある。

その一部で、やや湿度のある丘陵地には

たとえばキンチャクソウ (Calceolariauni 

flo悶)などが見られることもあり、さらに

湿潤な沢筋などではCalthaやGentianella

などがみられる o しかし、どこも放牧の影

響を強〈受けていて槌被は少ない。(第 4/~J)

点在する塩械のまわりにはSalicornia、

すなわち日本でいうアッケシソウの群落が

ある。これらの塩湖のpllはきわめて高いこ

とが多い。フェコ島の例ではpH9.2が観iI!リ

された。このあたりでも Stipaやセリ科の

M111iUl11 spinosl1l11などが、やはりクソショ

ン状に点注している。

3 森林

を現わすものと考えられる。 最初に述べたように、チリ・パタゴニア

にはナンキョタフナの数秘がかなリ広い範

2 草原と半砂漠 凶に交代しつつ分布している。南部ではも

ここで苧JA{というのも、半砂漠というの っとも Nothofagusantarcticaが多い。こ

も必ずしも正Uずあるいは典型的なものでは れはもっとも寒さに強い械類とみられ、雨
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緯60度を越えてち生育する。海岸に近いと

ころではきながら日本のクロ7 ツのように

伸びるが、岩石の多い斜而ではコメッカの

ような樹型を、そして山の上部ではまるで

ハイ 7 ツそっくりになったりする。

民I有のナパリノぬでは、しばしば風にあ

おられて桜端な風筒型を不していた。

この木にはよく、キッタリアという丸い

茸がHき、ダーウィンち記述しているが、

かつては食糧ともされた。しかし、決して

うまいものではない。(第 5[><]) 

これも riijに述べたi見暖性の常緑樹として

DrimysやWeinmanniaなどがあり、川に近

いところでは n:4<のフキに似たGunneraが

仁り大な葉を広げている。これと対照的なの

は小耳uのG.l11agellanicaで、これは葉が直

径 2- 3 cmしかないのはl面白い。(第 6・7[苅)

シダの類では硬い葉を持つ小耳~!の Polyst

ichl1l11 l11ohrioides var. plicatl1mや Blech-

numなどがみられる他、 11寺には大型のB.m-

agellanicl1mも生ずる。 i居った林の下には

Senecio smithii、ラン科のCodonorchis・

tetraphyllaやユリ科のAsarca、あるいはア

ヤメ科のSisyrhynchil1mなどがみられる。

(第 8・9肉)

この林でもっとも目に立ち、面白いのは

やはりプロテア科のEmbothriumcoccine-

umではないた、ろうか。これは、つやつやし

た葉を持つ常緑樹で、赤い見事な花が咲き、

その珍しさからかこの地}jの1J;i住民に聖な

る樹として尊崇されたという。しかし、そ

れには形などよりもむしろ、その材質の強

いことなど、実用的なI白iが大きかったので

はないかとも忠われるのである。

17 

南アメリカの南端部I;J:、日本からもっと

も速いところである o それは実際に南械よ

りL速いのだ。そのti{(物の[11界もやはり速

いといわなければならない。そhらの tif(~&}

のごく僅かしか、いままでに 11本に紹介さ

れていない。たとえば、ここに述べたナン

キョクフ"ナすなわちNothofa耳l1Sやナンヨウ

スギ (Aral1catia属)は、ほとんどはもっ

とl暖かい地方の種類が紹介され、主として

温室に栽培された。北海道については、も

っと南の地方すなわち南半球では寒い地方

の稲葉fiがもたらされてもいいのではないだ

ろうか。その幾っかは実用的にも用いられ

る可能't!Iもあると忠われる。

ここに紹介したのは、もう 20年も首ijにし

ばらく滞在したi埼の資料によったものだ。

その当時でも、風景はそれこそかつてダー

ウィンがこの地を訪れた記録にあるのと大

きくは迷わなかった。今でもそうは変わっ

ていないだろうと忠われる。

Lっとも情報の伝わりにくいところでも

あるが、先にも述べたように寒冷な条f!1な

のにそれに耐えうる常緑広葉樹のあること

など、北海道としては注Hするに足りると

ころというべきであろう。
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第 l図 パタゴニア地方の降水量と主要1割程円分布
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第 2閃 最南の島ナパリノ上司lのナンキョクブナ

第3似l クソション1犬のボラックスltJ首
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第 41"<1 カルセオラリア・ユニアロラ

第5凶 キソタリア .7ーウィニー

(球形のキノコ)
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第6tヌl ドリミス・ヴインテリ

?{~ 7凶 グン了、ラ・チレ/ンス
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第 8閃 ポリスティクム・モリオイデス

第 91，1 コドノルキス・テトラフィラ
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