
アビスコ ラップランドの山岳国立公園

Abisko - A Mountainous National Parl王inLappland 

アビスコへ ForAbisko 

アビスコ AbiskoはスウェーテFンの北、ラ

ップランドの地にある(関 1)。すでに北桜

|割にはいるものの夏には自然を愛するツー

リスト、 トレッカーカ£スウェーデン'1'から

集まってくる。アビスコl王l.¥r.公|事iはト lレネ

ツレスク Tornetrask詰JI(水而標高342m)

のrHにひろがる山岳・ i主流・ iMIよりなる変

化に富んだ地にあり、総面積は7700ha、1909

年に設ほされた ([:;<12 )。イド降水量は300mslを

こえずスウェーデンでも降水量の少ない地

域だが、石J1(:fi層があり地形(19にも変化に

'r.;んでいるため嬰;色な植物相・柄生がみら

!.Lる。ここはスウェーテeで占古も~j]ら jlてい

る同立公闘で、北海道ていええば大雪にでも

あたるだろうか。実際布、が~1}1生していた問

にも休暇で遊びに米ていた日本人 家(ス

トソクホノレムlこ官{学しているとのことだっ

たが)にも会った。 7ヶ月スカンジナビア

にいた間にrUjjl1植牛ーとしてはここと rjl部ノ

ルウェーのコングスウオール(8号に辻井

先生による紹介記事がある)を訪れたが、

スウェーデン人研究者には「スカンジナビ

アの代表的な 2つの高山総生を見たことに

なるJ とf&で弓iわれた。

ウプサラとストックホノレムのほぼ真ん中

にあるアーランダ国際空港のすぐ隣に凶1''1

2利益がある。午後 01同30分に飛1)'立った S

ASは 211寺10分にアピスコの東にあたる町
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札幌市 高 橋 英 樹

キールナに到着した。人口は 3万にもみた

ない小さな町だカ唱止鉱山の田jとして布一名で

ある。そもそもこの日]の阿J;<<t.)100キ口にあ

るアビスコが聞かれたのもここの鉄鉱石を

ノノレウェ -if!iJのイ、凍i巷ナノレビクから積みW，
すためキールナ一ナノレビク鉄道を敷設した

ことに始まる o 列車の待ち合わせの問IUJの

rj'をぶらついていると公悶のやJ;'にコケモ

モやリンネソウカ叶まえている。ここは惟か

に北極l剖である。

キー/レナ釈を 411#'50分に出た列車はアビ

スコ・ツーリスト駅に 61均一30分到着した。

駅のすくそば、線路と並行に走っている道

日与をl古!こうil!iJにわたったところにツーリス

トホテルがある。 11:01又の鋭た地にみられる

けばけばしさはなく清潔・機能的で肘心地

のよいホテノレだった。温泉のないのは残念

だが火山のないスカンジナビアでは明むべ

くもない。代わりにサウナがある。タ卜を品、

いてj令えきった体にはなりよりであった。

7汀下旬というのに我々が滞夜した 511 t町、

日中でも 10J支を越えることがなかった。本

絡{内な真夜中の太陽を見るのには少し遅い

のだが、事実 1..夜は時くならず白伎の季節

である。

ニューラ Njulla

Jf;JJr.公|室l区域の北側の境界を区切ってい

るのがニューラ Njul!a(1l69m)とSloahtta
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(1191111)の2つの山だが、低いほうのニ

ューラのほうが知Iられている。ニューラに

はrfl腹までリフトがあり簡単に高111植生に

アブローチすることができる。リフトに釆

って上カぎっていくと上ヵ、ら1;年りてくる人た

ちが「へい HeiJ と声をかけてくる。これ

は英Jdffのハーイとかハローにあたるスウェ

ーデン語である。日本でも 111j主でもすれち

がい侍は「今Hは」と呼ぴあう宵慣がある

があれのスウェーデン版である。

リフトの終者釈から 1:.にはヒメカンパ

Betula nana、Empetrumhermaphro 

ditum、Salixherbaceaなどのわい刊j氏

木がある。その他黄色の花としてはキパナ

ノコ 7 ノツメ Violabiflora、Pedicularis

lapponica、Potentilla，Ranunculusなど

が、ピンクの花としてはエソノツガザクラ

ドhyllodocecaerulea、 Sileneacaulisな

どが、 ILI花としてはムカコトラノオ Poly

gonum vlvlparum、キョクチチョウノスケ

ソウ Dryasoctopetala、イワウメの母1弔

Diapensia lapponica、Calluna tetra-

gonaなどがある。ニューラと Sloahttaの

頂上を結ぶ段線にはまだ雪が残っている。

この雪渓を越え段線のl'刊!IJにJ'Hるととたん

に七:{['j.:は貧弱になる。ただしI"ifJ[lJは公凶Ix:

域外で採集白出。地而に這いつくばって採

集に夢中になっていると何か気配を感じる。

Hをlげると 20-30頭からなるトナカイの

若干れが私を述巻きにしながら移動中であっ

た。$[には低地で大発生する蚊を避けて高

111で遊牧すると開いていたが、それである o

トナカイに凶まれながらの係集は始めてで

あったが、なぜか白分が自然の中に完全に
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J容け込んでしまったような心地よい錯覚に

陥った。

帰りは Rihtunjiraの小渓谷{{い、に Abi-

skojokkの)11までーおりた。リフトは片]且40

クローネで、往復は50クローネ。そのため

に多くの人はリフトでおりてしまう。 下山

路ではほとんど人に会わずゆっくりと気ま

まに歩くことができた。リフト終着駅をト

った所のやや湿性のお花畑は特に素H古しく

欧州キンパイソウ Trolliuseuropaeus (凶

3 )、ミヤマキンポウゲ Ranunculusacris、

キパナノコマノツメの黄色の花のじゅうた

んであった。"ffi凶分社i的にみるとアビスコ

あたりでは 若干 Fが欧州、iダケカンパ Betula

pubescens var，tortuosaの林で針葉樹はほ

とんどみることができない('1い北部スウ

ェーデンの針葉樹林fi?を構成する欧州トウ

ビPiceaabiesはここでは欠落しており、少

数の欧州アカ7 ツPinussylvestrisが残存

的にみられるのみである)。その上がヤナギ

属の低木林(これが 11本のハイ 7 ツ帯にあ

たる感じか)、その上が高山，市というべきも

のでヒメカンパやツツジ科のわい性低木が

lHてき、さらにその上は地衣類が優占する

Ffrとなる。

リフト終狩釈がヤナギ林と高山，ii?との移

行指あたりにあたる。小i芙谷沿いに下りて

いくと、私の高度計て;'540111あたりで欧州ダ

ケカンパの林へと移行した。この比較的I切

るい材¥1*・キcU誌にはエゾゴセ「ンタチノ〈ナ

Carnus sueCIca、Geraniumsylvaticum、

Melampyrumなどがみられる。
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二種カンパ TwoBelula Species 

アビスコ一帯の低標高の林は主に欧州、iダ

ケカンノて Bet111apl1bescens var. tortuosa 

からなっている。スウェーテeン訂?で Fjallbjork

(ニl11ol1ntainbirch )だから名前はまさに

日本のダケカンパであるが、果穏lは下向き

になりシラカンノぐ節にはいる。アピスコに

はもう一干碕需わしい、↑tのヒメカンパ Ba抗tu川Jlanana 

が斗生一育しており

みられる。特に風しょう地てやは地i古iにべっ

たりはった高さIOcmほどの7 ット状となっ

ている o この 2種はその典型的なものを兄

ている限り間違いようもないのだが、|石Ji可

的に作在しているような所で両者の雑種が

できる。アビスコ東!駅の近くにあるリサー

チステーション(閃，1)のアンダーソン氏

にその雑栂株なるものをみせてもらった。

みかけは欧州ダケカンパのものだが、業の

形がよりまるっこくヒメカンパに少し似た

感じがある。ノルウェーのコングスウオー

ルでもいわゆる雑格といわれている一連の

倒体を見せてもらったが、そこでも丈・枝

ぶりは欧州ダケカンパに似、葉が幾分ヒメ

カンパにも似ているかなというものだ、った。

相、のfll象は欧州ダケカンパそのものがか

なり大きい変異をもった櫓で、いわゆるヒ

メカンノぐとの雑干豆といわれているものはF土

砂Hダケカンパそのものの極端な形ていはない

か、というものだったがこの疑問はまだは

っきりと解i自されていない。

アークティック・ロドデンド口ン

Arclic Rhododendron 

英語でアークティック・ロドデンドロン
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と呼ばれるのは Rhododendronlapponi 

cumで、スウェーデンでも限られた所にし

か生育せず稀少植物のひとつとされている。

アビスコでは Abiskojokk川の渓谷沿いや

Njl111a山で上ヒ較的簡単に見られる(図 5)。

この植物lが我々にも興味深いのには訳があ

る。日本では北海道根室の務石にしかみら

れないサカイツツジが最近の見解ではこの

種の亜椅 (Rhododendron lapponicul11 

ssp. parvifoli11l11 )とみなされているので

ある。布、と共にアピスコに来ていたウプサ

ラ大学遺伝学教室のチーノレ7 ン博士のねら

いはこの植物で、 i攻は両者は別種との意見

だった。日本原:のサカイツツジとアピスコ

の R.lapponicul11とを碕了から育ててみる

と違う生育反応を示すとのことである。ア

ビスコでは高さ20cm以下のわい仰低水で北

海道のサカイツツジとはかなり違う印象だ

が、花は確かに似ている。広義には周桜要

素のひとつということになり、碕内分化の

研究対象として興味深い種類である。

王の道とメシマリヤ

Royal Route and Mesimarja 

アビスコを出発点として南凶に1111ぴるハ

イカーのための道が王の道(Kl1ngsleden = 

Royal rol1te )である。名前のIII来は聞きそ

こねたが案内書によるとその歴史は19j1t紀

末までさかのぼり、いくつかの道がネット

ワーク状につながり結局300kmさきの Hel11a.

vanまで行けるらしい。アビスコの南50km

のところにはスウェーデンの最高峰ケブネ

カイセ Kebnekaise (2117 m)カずありそこ

への登山路ともつながっている。私にとっ
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て(士|章れの山だったが、はるかなる遠い山

であった。キールナからアピスコに向かう

列車の窓からわずかに見えた白いI且は確か

にケブネカイセのある;j向だった。日数の

限られた旅では-r::{{むべくもないのだが五の

道を気ままに歩くことは引(¥:のスウェーデ

ン人にとっては最高の賀沢ということにな

るのだろう。

私が7ヶ月住んでいた古都ウプサラの郊

外に L柄物分類学の大家リンネの名をとっ

たリンネの小道Linnestigenがあった。夏

休みには昔リンネが採集をしたというその

道沿いで市民向けの白然観察会がJHIかれる。

200年以上前にあのリンネが採集した場!叶と

聞くとなぜか特別の場所と思えてくるから

ィ、思議でちある。

iーのili:はアビスコ・ツーリスト駅からニ

ューラのリフト乗り場へ行く道の途1/'左Tー

から始まる、それは木製の門であり H本の

甘日、お守の門構えといった風情である(1主i

(i )0私は最初jの 2-3 kmを歩いたのみだっ

たが~rJ行動をとったチール7 ン博士はもっ

とおくまで行き、 1現地キイチコ RllbllS

arctlcllSの花の'ゲ兵を保ったといささか興

奮した而持で話していた。この種は種小包

が示すごとく北地に生息するキイチゴ属の

中Eでフィンランドでは低地にも比較的善

通にあらわれるそうだがノノレウェー・スウ

ェーデンでは珍しい。このキイチコのベリ

ーからはメシ7 リヤという果実泊がつくら

れフィンランドの名尿のひとつである o 廿

いのでそう沢山飲めるという Lのではない

が白住地をほうふつとさせる香りがある。

フィンランド出身の博!にはことのほか忠
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い入れがあるようである。

エピローグ Epilogue

今から351下ほどliiIのl昭和29守秋、北大の

向~脇操博士(北大刷物閣の[事l長ち務められ

た) iJここアビスコに足を踏み入れている。

手l、はときどきボンヤリとする自分に

「おい、ラソブランドを歩いているのだぜ」

と心lこいいきかせながら、1tt葉した林から

林を縫った。

相民地閣の一夜。この辺りの111のスカ

イラインのような曲線の幻想Ifflに揺れなが

ら、和、ちそれにふさわしい幻想をむさぼり

つづけよう。(館協係「北1iM物の旅J

より)
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k サカイツツジの官土干重アーテイソク・ロドデンド口ン

右 明主の道"の人リ L-'。門のriijに立つのは、ウプサラ

大学のチーノレ7 ンl尊1:
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1，'. 1品;川キンハイソウの1H'，~在

ド 係地研究記念切子に捕かれた、ス

ウヱ テ'ン王立干↓学アカデミーの

アビスコ・リサーチステーション
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