
てしまうのである。 i菜さがあっても，，];んだ

沼になり、ごく特定の植物しか生き残るこ

とカずできなくなるのである。

特に本質に敏感なタヌキモ類は住めなく

なってしまうのであるロタヌキモが発見さ

れた美唄市の宵烏m、 トラシソプi臼は斗ーき

た沼であり、そのような沼をいつまでも子

孫のために残してほしいものである。

タヌキモ誌lのイj"無はある意味では沼の診

断の つの子段とも考えてよいのではなか

ろうか?

美唄市のtp-野貞弘氏はi(jに住むタヌキモ

類の調査をすることを約され、心強く忠っ

ている。
クロユリ

裏から見た日高山脈

1実は35年間広尾町の原野にいたから、

日出i山脈の裳而はよくおぽえてしまった。

しかしその反対側、つまり長い間見ていた

ほうを表とすれば、その裏面である後姿を

見る機会はあまりなかった。

だいたい、海岸まで山がせまっている日

高山脈が見えるはずもない、という先入観

が手伝っていたこともたしかだが、暇と金

がなかったためもある o たまに札幌へ，~H る

とき日高経由で行ったこともあるが、運よ

くl清天にぶつかるような幸運は、そうそう

あるものではない。

ゴールデンウィークの知床のJIJ歩きの印

象がまだ生々しているとき僕はlIDi板をぶら

下げて西合へ出かけた。 J'司合にある H品種
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故坂本直行

局牧場の忍い出は、 l昭和 8年の夏のことだ

ったと思うが、 "r勝側から楽古川!をのぼり、

ト勝岳の項から、日高側に越して西舎の種

馬牧場にmた。仲間はヒマラヤに行った中野、

満州で死んだ徳永、現在札幌で医者をやっ

ているキ目川だった。

ほめたことではないが、山をナメでかか

ったせいもあったらしく、食糧欠乏で肢を

ペコペコさせて歩いた記憶がある。腕別川

がやたらに長〈感じたのは、そのせいだっ

たらしい。牧場は名だたるサラブレットの

牧場。当時国内でも有名だった英国産の種

牡潟クラック7 ンナンを見て感心した。そ

れは県民i毛の見るからに精悼な男性的な，H}

で、その印象がまだ僕の胸に残っている。
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それから浦河冬烏とテクテク歩きアポ

イに主まった。 800メートノレのアポイに主主る

のに 3日もつぶした。それからエリモ山Ip

黄金道路-1.ム尾というルートで旅は終って

いたが、いま思うと、なんと呑気で長たら

しい旅だったことだろうか。乗物がないl時

代の旅は、やはり人閉そのものをもH寺問を

超越させるらしいことは、後になってから

わかることである。

さて、かつては10，000田l歩の大牧場も、

いまでは(戦後の農地解欣のため) 2，500 

町歩にちぢまったとはいえ、門柱から事務

所まで2，000メートルはあるだろう。僕は

コジキのような姿でワラジをはき、同じ道

をポクボクとホコリを立てながら歩いた昔

のことをなつかしみながら、車に乗ってア

ッという聞に牧場に着いてしまった。

N場長さんは、悌国産のブルードン種の

凄く大きな積牡馬を引き出して見せてくれ

た。それから珍しいことに、烏の貴種とい

われる純粋アラブの鹿毛の種牡馬があらわ

れて、僕をおどろかせたが、馬品がひどく

おちていたので、相当の年だと忠った。

，!1i，をみているうちに山の雲がわれて、盟

かな残雪をつけた南日高の述峰が、少し色

づいたサクラの木の間に兄えはじめたので、

僕はもう潟どころでなく、同板をかついて、

夢中でト歩きはじめたが、牧場はやたらに広

くて、都合のいい構図をとれぬもどかしさ

で、心はおだやかでなく、一方、 111の雲は

いとも思わせぶりのたたずまいてい、山をか

くしたり見せたりするからやりきれない気

持がする。雲がわれて、現れるI頁きがどの

山だか、というたのしみとじれったさが、
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i業の心をかきたてる。

まず、雲間から予想以上りっぱな姿で現

われた峰は、双峰オムシャのピラミヅドだ

った。 i実は思わず「ホーソJと声をあげた。。

やがて雲がi闘えさり、幌別川上流の山が全

貌を見せた。峰が確'支にわかると、あと

の峰はすぐわかってくる。オムシャの左に

はクヅカ岳と、さらにそれにつづく笠似岳

へのつらなりが見える。

山を見ておどろいたのは、その笠宮な残

雪で、最近では非常に異例な状態である。

いつもならもう雪渓が渓についているのが

普通であるのに、いまようやく頃や尾根す

じの山月眠が見えるぐらいである。 しかし、

絵には中 L，l;んがない。

僕は牧場の奥のほうにある丘陵についた。

そこからは、十勝岳と楽11i岳が見えた。裏

から見た楽古は、十勝の堂々たる山容に押

されて見II!Aえがしない。標高1，300メール

ルのilJには見えないりっぱな盗は、 1業をよ

ろこはせた。

山の姿を描き終った1実は、安心感と、満

足感で、今度はおちついて丘の上の若平に

腰をおろして、煙草を吸いながら美しい山

並と牧場をながめた。サクラとコブシが新

緑にi昆って美しかったが、あの好ましい荒

けづりの昔日の牧場の姿は、いかにも生き

残ったという感じがするカシワの老木に、

かろうじてとどまっているに過ぎなかった。

その夜はまた雨だったが、夜明けには 11

んだ。牧場長の縁側からアポイが見える。

これもなつかしい山だ。少し残雪があるの

は、 Mか拾いものをしたような気持だった。

僕は、若草の露を総んで牧場の道を歩いた。
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そして枯f林の下に、オオサクラソウとオオ

バナノヱンレイ平を見た。そのほか、ニリ

ン草、カタクリ、エゾリュウキンカもあっ

た。なつかしいというのは、 1実はこんな美

しい野の花と、 351f.問もいっしょに暮らし

たからであるO

'r'f'圭から僕は本桐に行き、競馬烏の大牧

場であるO牧場に立ち寄った。木和!からは

和1
'
威岳を中心に、左に中の岳、布にソエ7

ツ、ピリカまで見えるのだが、 0牧場の新

装のホームパーの窓からは、なんとこの山

並がずらりと見えるのだからおどろいた。

こんなのは金で買えないうらやましさで、

こんな部厚で飲むのなら、ゴードーでもす

(;fらしい日床になるた‘ろうと，思った。

翌朝lはH古だが、風がある、 J~lがあれば山

に雲カ£つく。(実はまた、心にもどかしさと

あせりを感じながら様似行の川スに乗った。

久々で幌泉から広尾に出て、僕の故郷であ

る原野を訪れようと思っていたが、 i清れた

アポイのI頁を見て、僕は早くもパスを降り

ていた。

いまのアポイ登山口は昔と遠って、 I員き

まではた、いぶ速いように思う。{実は新緑の

f針林を縫う林道を足早に登っていった。道

端にチラホラ花が見えるが、中腹に咲くエ

ゾムラサキツツジのあて約やかな花にひかれ

て、足を止めた。ツツジの群落の上に様似

の美しい海岸線が見えるのはすばらしいな

がめだが、絵にするときのむずかしさが気

になって、ここでしばらく煙平を吸ってい

た。

尾根に出たところで、巾ー日高の全貌を見

る1業のVJH寺ははずれた。暗雲低迷のなかに、
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項をかくした山並は、容易に項をみせない。

しかし二十何年ぶりかのアボイのI頁はわる

くなかった。 TJ1きにかなりの残雪があった

のは、幸運だった。

僕は前に、アポイに登るのに 3nもつぶ

したと書いたが、それはガスがかかって何

ち兄えなかったので、海岸のテラスの上に

テントを張って、時間をnっていたからだ。

毎日浜へ行っては魚を買い、シャクナケの

枯木のたき火であぶり、山にいて魚で満腹

した三日開であった。味噌i1にはサンショ

の葉を浮かせた、珍しくもたのしくもあっ

た，官、い，'Hカ大いま、スケッチをしなカ言ら1業

の胸lこi手かぶ。

そのとき、山頂で昼寝をしているうちに

ガスに閉ざされ、寒くてあわててかけ降り

たのだったが、ハイマツのなかにハギが咲

いていたり、放牧，PJが半を食ってたりした

妙な山だった印象は忘れ難い。

エリモ仰の突端までtIuき終ったとき、突

風が炊き、雨がおちてきた。気温が急、に低

卜して今度はミゾレである。 1実はお蔭に身

をひそめ、無限にひろがる太平洋をぼんや

りながめていた。盆から登りはじめたので、

Hキ計は 51侍を指していた。同と風が止んた

ので降りはじめた。スケソチに夢Ij1になっ

ていたので、ビールを忘れていた。あわて

てまた項にもどり、雪で冷えたビールで乾

盃したが、 f中聞のいないI頁はやはり淋しい。

下山の途中、和11威岳の雲がとれたので、心

はいくぶんおちついた。

日暮れのi毎は金色に輝き、様{以の海岸線

がくっきりと浮かび、ときどき足を止めた

が、絵にかきょうのない美しさというのは、
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ただ挑めているより{f:}jーがないものだ。

その夜は様似泊り、駅前に寿司屋がある

が、タネの良さと大きいのにひかれて、通

るたびに立ち寄るのだが、枕にザブトンを

かぶせたようなニギリとは少しはらだが、

まあそんな感じだ。なんといっても寿司の

生命はタネだ。寿司で腹をこしらえて、 1実

は宿について寝た。

天気が気になって 31博に起きた。快晴で

ある。昨夜宿には 61時でたっ、と宣言した

ことを後悔したが仕方ない。

快Ii古とあらば僕の足の向きかたはきまっ

ていた。午前 61時、 1実は苫小牧行の汽車に

采っていた。汽rj¥はガラあきである。後部

一軒iが修学旅行の学生でいっぱいだったか

ら、 i業の釆っていたアキ箱は、'占に浮くよ

うな感じでひどくガタガタするので、車窓

からのスケッチにはどうも不都合で無精に

腹が立った。

汽車が元i甫川の鉄橋にさしかかったとこ

ろで、急に前面がひらけですばらしいIjl昔日

日高の連峰が、峻烈な姿を展開する。それ

は全く圧倒されるながめである。

1実は荻伏釈で11年りた。そのとき、他人が

見たら「あの男は少し頭にきているよう

たー」と思われたかもしれない。つぎの汽車

まで二時間しかない。その間にあのすばら

しい111並を、ブックに写しとらなければな

らない。と思った1実は、小走り lこyじii有JJIの

川べりにJbJった、どうも血相を変えた顔だ

ったようだ。

) 11べりの若苧1こアグラをかいた僕は、左

F品のカムイエクウチカウシから姉きはじめ

た。その左手にけわしい111ひだをみせた山
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若手がある。これは1，839メートノレとシピチ

ヤリ岳である。そのずうっと布子にノレベヅ

ネとペテガリが圧倒するような姿をみせ、

さらに中の岳、や1'威、ソエ7 ツの諸峰が、

冬さながらの姿で輝いていた。

{美(;J:描いてはノ上り、ノLつては描いたが、

川向いのテラスがどうも気になって仕方が

ないが、橋がない。僕は鉄橋に[jをつけた。

長さは100メートノレは卜分あるだろう o 鉄

僑を走ってi度った僕は、一段と高いテラス

の端に座し、元i>>iJlIの美しいヤナギの新緑

の上にさん然と輝く群峰を描いて、 1実の心

はどうやら少しおちついた。そのとたん、

ひどい空肢を感じた。考えてみれは'事j/シ

ぬきだった。今度はゆっくりと鉄備を波っ

て、荻伏の駅に向った。

駅前の農協の売1占で、アンパンをx'tって

かじったが、乾いてカサカサで、アンコが

巾しわけにしかはいってなかったが、 JI草が

立たなかったのは、美しい山故を写しとっ

たスケソチが、{業のリュックの小に20:1文も

はいっていたからである。

荻伏からの日高速峰の展望ほど、すばら

しい山岳景観は道内では見当らない。むろ

ん、 H高全ILJが見える十勝のl点野の展望と

は全く感じの遠った部分的な展望ではある

が、あれほどの迫力ときびしい美しさを見せ

る場所は、いまのところ撲の知る範凶でない。

僕はまた機会をねらって、今度は雫腹を

抱えてノ上り廻るようなヤボなことをしない

で¥tn'iきに1l'きたいと，思っている。

註 rliJの素描j の発行11・金)1五郎氏の

許可を受け、昭和41年 5月号より

再掲させて項〈。
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