
オーストリア花旅行

花の旅にでかける機会を得たのは、まる

で予WJせぬ出来事のように、ある日突然

やって米た。

'91年 12月ウィーン大学修士課程を修了

し'92年 1月日本で就職する目的で我が家

にやって来たアンゲラ・クラ-71土、セリ

科ンシウド属 Angelica、天使 Angelども

よべ植物好きの私には縁のあるお機きんで

あった。

5月に就職先も決まり、就労ビザがおり

る迄オーストリアで付機することとなっ

た。

アンゲラの両親の勧めもあり急拠同行が

決まり 5~6 月にかけて 1 カ月程の旅をす

る事となった。 (1992.5.26~6 ， 27) 

ハートベルグ周辺の自然

着いたアンゲラの家のあるンュタイヤマ

ルク州ハー}ベノレグは、オーストリアの東

札幌市 福 地 都 子

にイ立置し、アルプスの始まるなだらかな托

陵地帯である。 2，000111'の敷地には多くの

突のなる木が械えられ、ツグミ科のアムゼ

ノレ(和名クロウタドリ)が良い声でi鳴き、

アカゲラ、アオゲラ、カ吋サギ、クロジョ

ウヒタキがよく見られた。夜になるとホタ

ノレが舞い、スズムンの声のように聴こえる

夜l鳴くセミが I~C~ いていた。

まわりの麦畑の縁や道の縁には、 trっ赤

な野牛ーのポピー (Papaverrhoeas)が風に

j，l}れてl咲いているのが多く見られた。この

ポピーも農薬の関係で一時期絶滅しそうに

なったと聞く。

IlfJは並木のマロニエ(セイヨウ↑チノキ)

が満開にl咲き、正{積みの煙突の上にはコウ

ノ~ 1)が繁殖用の巣を作り、町の雑踏を見

降ろしている。こんな大型の烏が併を取れ

る環境を維持している事が羨ましかった。

近くの古城をいくつか訪ねたが、城壁に
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はイヌズタが覆い被さり、風化した壁の害IJ

jLJ:lにはイワテ会ンダワ やツタノ〈ウンラン

(Cymbalaria mura!is)の仲間が飾のよう

に育っていた。谷底にある域の裏庭には FI

4'て、帰化柄物といわれているハナダイコン

(Hesperis matrona!is)が大変な量で群生

しており、カメラにおさめる。谷底で高温

度=からか、足元にはJ黒字に黄色のトカゲ

(Salamandra salamandra)がそろそろと

干多動していた。

ili:くのii:lにはガ?と一緒にキショウ 7

(Iris pseudacorus)がl咲いていた。胤りの

草地にはタマザキクサブジ (Coronilla

varia)、マツバトウグイ (Euphorbia

cyparissias)が咲いており、帰化植物の故

郷のを訪ねる旅になってしまった。そもそ

も帰化梢物とは私たちが勝手につけた名

称、花はどこに咲いていても美しい。

アルプスの花々

アウトパーンを利用し、チロlレ州ワイテ

リングにあるアンゲラの家の山荘、ホ ゲ

ノレテンネに1;'1かう。

8kmのトンネノレを通り、残雪のある標高

2，200 mのオーバタウン峠を抜け、途中

ホーゲルテンネ山荘 ('92.6.7、ワイデリング)

ツェラムジーという大きな湖がメーンのリ

ゾート池を通る。日本の観光地の11)¥:騒さは

みじんもない。

築後 81.ifのホーゲノレテンネは約半年閉

め切っているため、空気の流通がなく 11¥特

な水臭とカビ突い匂がし、歴史ある図へ来

たことを実感した。

自栄室もある 3階建の大きな山荘l立、庭

のトウヒやムラサキプナを過して 2，000m 

以土のお灰計の山々がiU，'、雄大な景観を

楽しむことができた。

ワイデリングはすでに標高 800m以上、

少し登ると 1，000mは越えてしまう。

車で 30分のラ スタイの谷に行く。 111や

谷はゐ灰ftで形成きれており、特殊な高山

植物が育っと忠、われた。シラカパやトウヒ

の類がありナナカマトやアルペンロース、

エリカがi昆生し、ハイマツも多く見られた。

ド吊tにHの党めるような濃紺のリンドウ

類、ハゴロモグサ、ピンクのムシトリスミ

:ノ
ヤ
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レ、ギンランの仲間、ヤグ/レマギクヲ

( CeJlla1l1マ(/lJIoJllaJla)、15cmほどのピン

クのセイヨウユキワリソウ (Primulafar-

inosa)、ミヤ7 アズマギクの仲間など、魅力

あるM牧1ば力、りであった。

近くのピラ抗1)の周りを散歩したおり、牧

草 地の中に、シ デ シ ヤ ジ ン の 仲 間

(Phyteuma bedrai出lhifo!ium)が濃い紫

色で咲いていた。葉に鋸歯があり、幾つも

集まる頭花で紫色の花冠は先が小さく 3裂

し、反り返っている。見たときはアザミの

ようなので、キク科の花だろうとキク科で

ばかり探していたらさにあらず、キキョウ

科と分かった。当らずとも遠からじ、隣同

士ということ。 phyteuma属は日本には 1

稿、北半球に 40稀と、特に欧州11こ集'1'して

いるらしい。

頂上が!芹風岩のようになっている、原高

2，600 m のシュタインプラ yテ山の途中ま

で主主る。森山1-1は 1，000mの標高はすでに

ある。好天に恵まれ石灰岩が白〈反射して

まぶしい。白花のムシトリスミレに続き、

濃い紫色をしたヒメハギのf'It間 (Polygala

alpestris)が株立ちして咲いており、チョ

ウノスケソウも至る所に咲いている。
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残雪があり、とけた所から春の花がl咲い

ている。クロッカスのIJ;(種や、シベリヤリコ

ウキンカ、 日本にはないウノレ yプソウ科/レ

リカンザシ、サクラソウ科のアルペンス

ノ ベノレ (Soldanellaalpina)など可愛ら

しい花ばかりでカメラにおさめるのに夢中

になる o アンゲラのお父きんに、「フクチは

牛になったのでゆっくり草を食べておい

ていJ といわtLてしまった。

モミやトウヒは所々にあり、ハイマツが

地面を覆っている。 i主木のセイヨウオニシ

パリ、セイヨウヒメスノキが花をつけてい

た。

他に、黄色のサクラソウ (Primula

elatior)の群治、セイヨウキンバイの株立

ち、キパナノコマノツメの府議と黄色の花

が多く見られた。

歩いても遮るものがなく、扉風岩の下迄

疲れることなく去ることができた。展望の

きく所で、速くに中央アルプス、 11且干にワ

イデリングの師Jとビラ湖を望み、思う存分

i青胤を満喫した。

カラフトアツモリソウに出会う

ドイツにいるアンゲラのおじさんも山荘

に来て、ラぃスタイの自然保護lぎて拘変わっ

た花が咲いていると案内してくれた。

牛が」皮牧されている牧草地に隣り合わせ

ている自然保護区は、鉄条網に困まれてい

て違和感を感じたが、午のためでは仕方が

ない事である。ハイマツの中、イチヤクソ

ウ類、アルペンローズ (Rosapendu!ina)、

ドイツスズラン、ウズラパハクサンチドリ

の類、オダマキの類、セイヨウユキワリソ
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ウ、エリカ、ヒロハヘビノボラズ、アンゲ

ラのお父さんが「ソロモンのcJl銑J といっ

ていたア7 ドコロの1'1'附などがあった。

そしてお11当ての{県;草されているラン、

カラフトアツモリソウ (Cypripecliumcal 

ccolus L.)が見ごろに咲いていた。うとが 30

cn1紅袋状の濃いクリーム色の心弁に小立

色の側花弁と、かれんな姿で 20株ほど確認

された。我が国川iーの礼丈島のものを見た

事も無く外同で巡り逢うのもや'1かの紋だろ

うか。

小さな湿原で

山IJ:の近くの、 400
'
F続いている農家の

ご主人ミ 1)ンガさんが所有の 3.5haのi出

版を案内してくれる。

i農いピンクのカソコウセンノウ (Lych-

nis floscl1culi)、シオ j/，?ギクの仲間、フラ

ンスギク、ハイキンポウゲなどが色とりど

りにI咲く牧草地にI面している。

湿原に入ると、ピンクのじゅうたんをひ

きつめたように小きな花がり:いている。よ

く見るとツルコケモモ。品、くとJJiの十にな

り、 11:.に足の踏み場がないとはこのことで

ある。

ノkたまりには、花の終ったミツ jjシワが、

少し乾いたところには混以特有のカヤツリ

グサがあり、大7111のえだのうったワタスゲ

が兄られた。ミズゴケの中には、水滴がつ

いてキラキラと，~( <食虫tiIi物ナガパモウセ

ンゴケがたくさん見られた。吋ロベツでも

見られなかったのに、こんなところでとィー

思議な気がした。

ここでもカラ 7トアツモリソウカずあり、
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ミリンガさんは大切にしたいといってい

た。

以前 10m までボーリングをしたが泥炭

であったという。今年よ')'''f:術調査が入る

ことをきいた。もっとゆっくり観祭してみ

たい所だった。

ハイジの景色ハイリゲンブルート

リエンツに泊って、パスで IlJ岳観光地ハ

イリゲンブルー，. (標高 1，301m)に向か

う。そこから定期観免ノミスで才、ストリア

最高峰グロスグロックナー(椋同 3，797m) 

に氷川を見に行く f広が、も:不足でハスが

運休となり諦めることになった。

ハイリゲンブルー|は世界に名高い山岳

観光地のIIIJ、景観にあったホテル、観光案

内所、教会、数車1のきれいなお土産出さん

などがあり、自動販売機などは 1つも見ら

i'Lなかった。

様々な花で彩られた牧草地の中に、 3色

スミレの)忠や:ulと}J，¥わiLるフィイノレドノマン

ンー (Violatricolor)の花が、黄色、打、

" '1111色と葱?化が多〈咲いていた。

ピラミットのようにそびえ立つクロスグ

ロソクナーをあおぎ見、JlltTの谷1mの清流、

教会、小さな家々が周りの緑と調和し、こ

れ以上の素i清らしい眺めは明めないと思わ

れた。まさしくアルプスの少女ハイジ?

の風京である O

ほかに訪ねた主な場所

ウィーンでは都電や地下鉄を利用して

シュ ンブル ン、ベノレベデ レ宮殿挺隙i

などを見、オペラL1~てi土当日売りの立ちM
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1市でオペラを栄しむことができた。

「美しき青きドナウJ の一部メノレク

~テポユーンシュタイン問を川 Fりしたが、

両岸の岩山の間より、ロマン秘められた古

城が次々と見られた。

ハンガリーとの国境にある野鳥保護区の

大きな湖ノイジードラを訪ね、ヘラサギ、

コウノ iリ、タゲリなどを観察する。周り

の草原の中に、カミツレ、オウシュウ7 ン

ネングサ、ヒエンソウ、 7 ツマムシソウ、

レンリソウ類が多く見られた。

アンゲラのおばあさんの7JIJ~工のある温泉

保養地、バーテンではクロマツが多〈見ら

れ、その中に白い実のつくセイヨウヤドリ

ギ? がついていた。

7 ツにもつくのだろうか・。

寄り道したソウルで

帰りソウノレに 2泊する。地下鉄を利用し

て、南山タワー、南山梢物園、李朝の廟所

や呂慶符の庭閑などを訪ねる。エコノキ、

ハシバミがよく目につき、芝生にはカラス

と見間違うほどにカササギがたくさん見ら

hた。

旅が終ってみたら

予期せぬ旅行た守ったので余りはっきりと

した旅の目的もなかったが、ねがn然好き、

花好きということがアンゲラの家肢に浸透

しており、一般的な観光地だけではなく、

白然保護区、野鳥保護灰、山や湖などに案

内され l味違った、楽しく満足のいく旅と

なった。
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帰同後のヨーロッパは 162年ぶりの猛暑

に襲われ、市木が枯れて大きな被害があっ

たようだ。私はタイミングよく花l時期に旅

行していたらしい。

マロニエのl咲く頃に訪れ、 リンデンバー

ムのl咲く頃の帰同となり、この 1月は、オ」

ストリア流にゆっくりと時間が過ぎ、経済

優先の煩雑きの中に戻るのが一瞬跨践きれ

た。
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