
コングスヴォル植物寸見

コングスウ。オノレ Kongsvollは、ノノレウエ

ーの中北部にある国立公悶で、ノルウエー

第 3の都市でこのあたりの中心地でもある

トロンハイム Trondheimの南約200kmに位

践する。

トロンハイムへは、首都オス口から特急、

列車で約 611!i'!淘で達し、途中、コングスヴ

オノレを通過するのだが、ここへは停まらな

いので少し先のオブダノレ Oppdalで降りて戻

るしかない。 1988年の夏に、このコングス

ヴォノレを訪ねる機会を得たので、ここに紹

介する。

スカンジナピア諸国の中で、日本人のも

っとちょく訪れるのはデンマークであろう。

これは 11本からの航空便が多くコペンハー

ゲンを経由することにもよる。デンマーク

に次いではスエーデンということになるだ

ろう。これも航竺機の使が良いことと、北

欧のヴェニスと呼ばれるその首都ストソク

ホノレムの名声によるところが大きい。

さて、その二つの隣同ノルウエーとフィ

ンランドとはどうだろうか。森とi胡の同の

ほうカf知日らtLているとも，fJ;I，、えるし、フィヨ

ノレドの名のほうが魅力的であるようにも考

えられる。

いずれにしても、デン7 ークやスエーデ

ンに比べれば訪ずれる人の数ははるかに少

ない。

オスロからトロンハイムまでは特急で 6

時間だと述べたが、この二つの都市の間に
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はもちろん航空路がある。それに乗ればも

のの 1時間で行けるのだが、今同は敢えて

列車での旅を選，l{ことにした。飛行機は早

いけれども周りの景観を楽しむにはやはり

陸路によるのが一容だ。しかも、ノルウエ

ーを南北に走る路線だから、植物の変化が

よく捉えられるはずである。

オスロ中央駅で草[11早〈釆り込んだ列車は

きわめて快適なものだった。 1等は片(J!lJ1 

列、片側 2予1)の座席で、 1車両が禁煙席、

喫煙席そして子供述れのための席に区切ら

れている。煙草を吸いたくなれば喫煙席ま

で出張すればいい。

2~:車[は、片側 2 列づつの都合 4 予1) だか

ら、これは日本の普通の車両と同じだ。府

はゆったりしているから 2等でも充分、快

適だ。食堂車は無く、ビュフヱが 1両つい

ている。丁度、長にかかるのに食堂車が1，J
かないのは不思議だfが、後てH来ったベノレゲ

ン発でオスロに夜10時頃に持〈列車では付

いていたことから考えると、径は簡単に済

ませるということかもしれない。

さて、思惑通り、列車はまず、南ノルウ

エーの緩やかな起伏に民間するナラとカン

パの多い森林と農地そして草地の中を北に

向かった。これもかつての峡湾の名残りか

と思われる細長い湖も日に入る。

線路はスカンディナビア ÙI~.正のF可に~{fっ

て谷合いを縫って北に向かい、 41時間ほど

でコングスウォノレに近付いた。森林は極端
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に少なくなり、木の高さも急に低くなって

荒原の校卒日を呈する。 低いヤナギやカンパ

の類、ガンコウランやコケモモ、ク7 コケ

モモ、そしてキイチゴなどカ吋民い7-ッシュ

をつくっているliカミりである。

まだ 8月の末なのに初雪か、白いものが

兄える。地図をあたってみると標高はこの

あたりて寸200mくらいらしい。 聞のほうに

氷I"fを持つピークがある勘定なのだが、こ

れは残念ながら見えない。スカイラインを

なす山々は標高6000フィー卜すなわち2000

m紋である。

コングスヴォノレの無人釈を通過、岩山の

迫る小駅だが、立派な二階建てのものだ。

本の高さがここまで次第に低くなってき

て、あたかも森林限界をおもわせる光景に

なったが、これはやはり様，.百のなせる業で

コングスヴォノレをi品ぎて谷にi合ってドリ勾

配にかかると再び森林も、そして農地も現

hるようになった。

谷の開けたところにあるオポダルはこの

付近を代表する 111と森とスキーのリゾー卜

である。数制の小さいがi丙洛たホテノレもみ

える。そしてトロンハイム着。

翌日は早朝からトロンハイム大学付属植

物閣のアノレネ・ロスウィツク園長の案内で

卜口ンハイムを11¥発、国道を南下して一路、

コングスヴオノレへと向かった。

この国道はオスロに通じるもので、 mを

出外れるとたちまち 2車線になるが道路の

状態はP，sくはない。ほとんど鉄道と並行し

ていて、付かず離れず、といった感じで谷

沿いに進んでいく。!古iりは穏やかな出閑の

風景で、北海道でいうならば富良野あたり
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に似ている。麦畑があり、ジャガイモ畑が

あり、そしてビート畑がある。背景の山の

斜i同はもっぱら牧草地である。

この辺の農家の建築上の特徴は、隔が狭

くて長い建物にあるそうで、それらがほと

んど例外なく赤褐色か、白のペンキで塗ゐ

れている。 l時にこく新しいとみられる建物

もあり、それらは大きな窓を持ち、控の色

もたとえば賞色であったりするが、伝統的

な農家では縦長の窓が多い。

さて、昨日通過したオボダノレの町を今度

はj症の方から通りすぎると急、に両側の山が

追ってきた。いよいよコングスヴオノレの谷

である。

勾配の急な、 11担がりくねりの多い道をな

っていく。このあたりは引けから層雲峡へ

I白lかう道筋と景観も感じもよく似ている。

コングスヴオノレには同す公閣の管理事務

所と、それに付属する 3軒ほどの建物があ

るばかりで、国立公園とはいっても売底と

かトイレとか、あるいはホテルとかは一切

1!1，~い。付属の市合にはi白まることもできる

そうで、後で覗いてみたらなかなか清潔で

居心地もよさそうだった。お茶も飲めるし

食事も頼めるのである。もっともアルネは

ここの食事は尚いから、といって山をオポ

ダノレまで下りたが。

管理事務所の裏手の小径を登っていくと

つまりはそこがもう、高山植物のいっぱい

生えた場所なのだ。八甲凶に東北大学の植

物生態実験所があるが、ちょっと感じが似

ている。

小形のヤナギの類が多い。 Salixnigure-

cans， S， filicifoliaそして S，cinereaなどが

北方山草 8 (1989)



実を付けている。秋のことで花がほとんど

無いのは残念だが、 Astragalllslapponica， 

Oxytropis lapponicaなどの実をwった。

Saxifraga aizoides， S. caespitosa (gro. 

enlandica). S. nivalis， S. oppositifolia， S 

stellarisなど、サキシフラカ'の手Hも多い。

そして Drabaalpina， D. dovrensis， D. lac. 

tea， D. norvegicaなど。

flllい流れのふちなど、 iiil.った場所にはか

わいい Primulascandinavicaがみらhる。

Rllbus arcticwヨの赤い実も美しい。Arctos.

taphyllos alpinusは、ク7 コケモモという

平IJ名を持っていたと思うが。

Cassiope hypnoidesカ明白を1這し¥Sillene

acaulisが特徴的なクッションをつくってい

る。もっと典型的なクッション状のものが

ありはしないかと思ったが、これはさらに

標高の高い場所に限られるそうだ。

コングスヴォノレで保集した植物は表ー l

のようなものた、った。数は Lちろん多くは

ない。アノレネ・ロスウイック国長の助弓に

よるものである。

11Iから Fりてくると谷を隔てて向かい{/!IJ

のILJij!(にポニーらしいものが十数頭見える。

聞いてみると、この辺でか!っているそうで、

いわゆる道産馬と同じような条件なのかと

思われた。

山小屋i!!.¥の管理センター付属のロビーで

お茶とケーキでー休みする。サービスして

くれた女の子はノルウエ一語が話せない。

どこか他所の同からきているんだ、とか弓

ったがどこの同だったか忘れた。

帰途につくことになったが、コングスヴ

オノレの駅のそばに小さな植物園がある、と
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聞いて折角だから見ていこう、ということ

になった。

駅の建物の傍に、というよりもプラット

フォームの 部ともいうべき場1析に、なる

ほと守備が結われている。周りは80mはあろ

うか。長辺がせいぜい30m、短い辺が15m

くらいか。実にかわいいミニ植物i剖である。

集めであるのはほとんどこの地域の市'j111泌

物で、種類としては200極ほどらしい。これ

はこのコングスヴォノレを愛してその植物を

研究した。

という女性によって造られたもので、彼

女を記念してその碑が建てられている。

世界には数多くの植物闘があり、大きい

ものになると百ヘクタール以上のものも稀

ではない。 [f主人eのものは南アフリカのキノレ

シュテンポソシュ楠午和国となっているが、

最小のものというのは今まで聞いたことが

なかった。このコングスヴォノレ柄物園がそ

うだといってよいのではないか。

植物園と名乗るのは容易だが、そう名乗

るにはきちんとした理念によるコレクショ

ンと、その繋理!とが要件となる。このコン

グスヴォノレ植物[童jは、小なりといってもそ

うした資格を備えているから立派なものだ。

なにしろ、寄りにくい場戸正にあるから大変

だが、出i山械物に興味をお持ちのみは、コ

ングスヴォノレの山とともに、この自l界最小

の楠物l劃を訪問なさることをお勧めしてお

きたい。

コングスヴォノレlこ月IJれを告げて11Iを Fり

一路北上してトロンハイムに向かう。霧が

巻いてきてさすがに北緯63皮の風情であっ

た。
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Some Facts about Norway 
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Kongsvollでの採集植物

Salicaceaeヤナギ科

Salix arbuscula L 

S. glauca L. 

S. herbacea L 

S. lapponum L 

S. myrsinites L. 

S. reticula ta L 

Betulaceaeカバノキ干ヰ

Betula nana L. 

Polygonaceaeタデ科

Oxyria dygyna Hill 

Polygonum viviparum L. 

Caryophyllaceaeナデシコ科

Cerastium nivale D. Don = C. trigynum 

Vill 

Lychnis alpina G. Don 

Silene acaulis L 

Stellaria crassipes Hulten 

Papaveraceaeケシ手ヰ

Papaver dahlianum Nordh. 

Cruciferaeアブラナ科

Arabis aplina Georgi = A aibida Stev. 

Arenaria stricta Michx. = Minuartia 
stricta 

Draba alpina L. 

D. dovrensis Fries = D. hirta L 

Saxifragaceaeユキノシタ干ヰ

Saxifraga aizoides L. 

S. caespitosa L. 

S. cernua L 

S. groenlandica L. = S. caespitosa 

S. oppositifolia L 

Rosaceaeパラ科
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Dryas octopetala L. 

Leguminosae '7メ科

Astragalus alpinus L 

Oxytropis lapponica Gaud. 

Onagraceaeアカパナ干+

Epilobium anagallidifolium Lam. = E. 

alpinum L 

Diapensiaceaeイワウメ科

Diapensia lapponica L 

Ericaceaeツツジ科

Arctostaphylos alpina Spreng. 

Cassiope hypnoides D. Don 

Primulaceaeサクラソウ科

Primula scandinavica Brunn 

Scrophulariaceaゴ7 ノハグサ科

Bartsia alpina L. 

Veronica flutikans Jacq 

Dipsacaceae '7ツムシソウ平}

Knautia arvensis Coult. = Scabiosa 
arvensis L. 

Compositaeキク干ヰ

Erigeron borealis Simmons 
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コングスヴォノレの111と谷

111:界最小のコングスヴォノレ高山植物l童l
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