
長白山紀行

朝鮮半島が大|塗に接するところに、あた

かも衝立のように集えてこれを区切るのが

長白 IIJ脈である。この山脈は会長およそ

1300 kmで南西端は遼東半島に速なり、北

東端は中国東北部の完遠山脈になってウス

リー江に消える。

長白山脈の主峰白頭111は海抜 2744m、そ

の頂ヒ直下に天i也とよばれる美しいj切を持

つことで知られる o この美しい湖は中国東

北部の松花江の源流でもあり、多くの伝説

を生み出している。長白IIJ脈はまた、かつ

て念日成がゲリラの般拠地としたところで

もあった。

この山脈についての柄物学的調査は

1886年のH.E. M. James， H. Fulford， E. 

札幌市 辻 井 達 一

Y oung. Husbandによる植物採集から始

り、 1897年にはE.Anert， W. Komaroff， 

N. G. Wolkoff、1914年の中井猛之進など

があり、 1943年には小林義雄(当時、満州

国国立'1'央博物館)ならびに成i翠多美也が

調査を千Jなっている(長白山予備調査報告

書)。

太平洋戦争の後は、朝鮮戦争当時はもと

より、その後しばらくは外国人の接近は凶

嫌であった。 1982年 7月に、長春の東北師

範大学I也現系の柴教授の尽力で、その教室

のスタップと共にその 部をごく短期間で

はあるが訪れることができた。

古いメモによると 7月14日長春 191時発

長白山天地
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の列車で古林経由、翌早朝 5時 30分に新安

凶着となっている。 10時間 30分の夜行列

車だが、ゆったりした寝台車でなかなか快

適であった。

新安図からは車で松江(I目安岡)を絞て

およそ 2時間で長白山の麓、岳搾楼という

名の招待所(官設の桁i白Ffr)に到着。ここ

は名のとおりダケカンノ〈の林にlifIまれてい

た。それだけの標高があるということであ

る。安図付近は古くから朝鮮民族が住み、

朝鮮族自治県になっている。道路標識もほ

とんどハングルで書かれていた。建物もそ

うで、小には入れなかったが突き出してい

る桜で1mんだ四角い煙突はオンドル用のも

のだそうだ。

ここまでの道路はほとんど砂利道で舗装

はまったくなかった。道路周辺は低いとこ

ろではチョウセンアカマツが多かったが次

第に7 ンシュウカラマツ (Larixolgensis) 

の林に変わり、ついにはダケカンパ

(Betula ennanii)まじりのチョウセンハリ

モミ (Picea obovata)、そしてエゾマツ

(Picea jezoensis)林などに移り換わって

いく。緩やかな傾斜でどこか富良野昔に

登っていく風景に似ていた。

天気が崩れそうだというので、到着早々

だが直ちに登山ということになった。これ

は少々きついが、なにしろ頂上近くまで気

象観点l用の道路があってできるだけ車で、

ということだからありがたい。そこで、しっ

かり捌まっていないと放り出きれそうな石

ころ道を登るのだが、その中同製ジープが

馬力不足と来ていてエンジンはヒートする

し、途中でひっきりなしに悲鳴を挙げるか
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して乗っているのも符易ではなかった。

しかしともかくも 2774111の頂上近く

まで我々を運んでくれたのだからありがた

い。なかなかこの高さまで車で、という山

はめったにあるものではない。車を拾てた

あたりはまだダケカンパ、ミヤマハンノキ

(Alnus l11axil11owiczii)などが混じったハ

イマツ帯だが、これはすぐにキパナシャク

ナゲ(Rhocloclenclronchrysanthmn)、クモ

マツツジ(R.reclowskianul11)、クロマメノ

キ (Vacciniul11uliginosul11)、アカミノク

7 コケモモ (Arctousruber)などの高山荒

以に変わる。

l頁トーはそれこそ富良野昔、十勝f告を思わ

せるがらがらの火山際に被われたものだ

が、直下に古fい水を湛えた天池か半芳たわり、

その向こうには切り立った岩峰が連なるか

らこれはむしろ摩尉初jの景観に近い。摩周

岳が、倶多羅湖をずっと大きくした湖の先

に立っている、というほうが近いかもしれ

ない。もっとも凄みは天池のほうがずっと

あって、これはさまざまな神話や伝説の生

まれるのももっともだと思われる。天池は

摩周I市!と同じカルデラiM]だが、先にも述べ

たように正に釜か、鍋を思わせるほぼ円形

のもので、 i相'Jm1の標高は 2257111、周囲は約

12 kl11、周囲の岩壁は 300ないし 500111の

絶壁である。朝鮮側からはー箇所、湖面に

近づけるルートがあるそうだが中国側から

は無理だ了。

ここにはエゾノツカーザクラ (Phyllocloce

caerulea)、コケモモ (Vacciniul11 vitis-

iclaea)、 ミヤマゲンゲ (Oxytropis aner 

lii)、リシリトウウチソウ (Sanguisorba
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sitchensis var. risiriensis)、タテヤマキン

ノ〈イ (Sibbaldiaprocul11bens)、チョウノ

スケソウ (Dryasoctopetara)、クモマユキ

ノンタ (Saxifragalaciniala)、ナガバイワ

ベンケイ (Sedul11elol11gatul11)、イワベン

ケイソウ (S.rosea)、ツノレクモマグサ (S 

Takedana)、オクヤマナズナ(Cardal11ine 

resedifolia)、オオカラフトマンテマ

(Silene repens)、コケツメクサ(Minuartia

macrocarpa)、オオタカネツメクサ(IVI

arctica)、7 メヤナギ (Salix rotun 

difolia)、チャボヤナギ (S.l11elaforl11is)、

ミヤ マ ヒ ナ ゲシ (Papaver pseudo 

radicatul11)、ミヤ7 アズマギク (Erigeron

consangineul11)、チシマゼキショウ

(Tofieldia nutans)などが疎生している。

降り始めた雨の中でしばらく最高峰付近

を歩き回ったが、夕暮れも近いことではあ

り、何分にも例の石ころi立が心配でもある

ので、天池に別れを告げる。

下って先の岳樺楼に宿泊したが、 i暮れる

前に川上に温泉があるからと誘われて出か

けた。長白山沿いには幾っか温泉が沸いて

いるそうで、ここもその一つである。川原

に近〈コンクリート製の浴機があるだけ

で、どこから集まったのか湯船は大入り満

貝の盛況。 磁き分けて、というと少々大げ

さだが、やっと場所を空けてもらって湯を

浴びたが、あまり清潔とは言いかねたo

この先には大きなi竜があるそうで、それ

は明日早くにでもみようということにして

就寝。翌朝、改めて滝を見に出かけた。こ

れはつまり天池から流れ出すもので松花江

の湖、流ということになる。 i!i:くまでダケカ

ンバ**が広がっているがその先は灰色の山

即Lが広がっていて滝はその斜面から突如と

して孫ちてくるのであった。

川出{とそのi!i:くには夕、ケカンノミの11白にミ

ヤマハンノキ (Betulal11axil11owiczii)、

チョウセンヤマナラシ (Populus 

長白滝
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davidiana)、ケショウヤナギ (Chosenia

l11acrolepis)、タイリクキヌヤナギ (Salix

vil11inalis)、オオツノハシノミミ (Corylus 

l11andshurica)、チョウセンカラコギカエ

デ (Acerginnara)、オオイヌタデ (Pel

sicaria nodosa)、マンシュウギシギシ

(Rul11ex callosus)、ヒメトリカプ卜

(Aconitul11l11onanthul11)、アカミノノレイヨ

ウショウマ (Actaeaerythrocarpa)、マン

センカラマツ (Thalictrul11aquilegifoliul11 

subsp. asiaticul11)、オオダイコンソウ

(GeUl11 alpinul11)、ヤマハマナス (Rosa

daurica)、ホザキナナカマド (Sorbaria

sorbifolia var. stellipila)、クサブジ (Vicia

Papaver pseudo-radicatuI1l 

ミヤ7 ヒナゲシ

Arenaria jUllcea 

13 

cracca)、ナンテンハギ (V.unijuga)、コ

グンナイフウロ (Geraniul11eriostel11on)、

ヤナギラン (Chal11aenerion angus 

tifoliul11)、ヨロイグサ (Ange!icadahur. 

ica)、キノミナカワラマツノミ (Galiul11

verU1n)、↑ウマツムシソウ (Scabiosa

cOl11osa)、マンシュウツリガネニンジン

(Adenophora pereskiaefolia)、ヤ7 ノコ

ギリソウ (Achilleaptarl11icoides)、ノプ

キ (Adenocaulon adhaerescens)、7 ン

シュウオトコヨモギ (Artel11isia

j aponica var. l11anshurica)、ヨブス7 ソウ

(Cacalia hastate subsp. orientalis f 

velutina)、ミミコウモリ (C. kal11t. 

Erigeron cOllsangineum 
ミヤ'77ズ7 ギク

Pedicularis verticil1ata 
タカネンオガ7
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chatica)、オク工、/アザミ (Circium

shantarense)などが見られた。

総じて北海道の河川沿い市原の風景であ

る。こうした風景を見ながら帰途につく。

帰りもほぼl司じノレー↑を帰るのだが、途中

で湿原を少し見せてもらった。これはいわ

ば中関根原に類するものと思われるもの

で、エゾマツやチョウセンハリモミそして

シラカンノミのftの中にあった。

ここではカラフトノダイオウ (Rull1cx

grnelini)、ウメノミチソウ (Parnassiapalus-

tris)、ガンコウラン (Ernpetrull1nigrul11 

var. asiaticurn)、 ドクセリ (Cicutavit 

osa)、ホソノぐイソツツジ (Ledul11palustre 

var. minus)、チョウセンツ jレコケモモ

(OxycoccuS rnicrocarpus)、クサレダマ

(Lysimachia davurica)、ミツガシワ

(Menyanthes trifoliata)、ハナシノブ

(Polell1oniull1 caeruleull1)、オオシオガマ

ギク (Pedicularisgrandiflora)、イトムグ

ラ (Galiull1linearifoliul11)、サワギキョウ

(Lobelia sessilifolia)、 ホ ロ ム イ ソ ウ

(Scheuchzeria palustris)、エゾカワズスゲ

(Carex pal1ida)、オオカサスゲ (C

rhyncophysa)、クロアプラガャ (Scirpus

orientalis)、ホ、ノノてノコウヵーイセーキショウ

(Juncus papillosus)、ヒメイズイ

(Polygonatull1 hUll1ile)、アヤメ(Irisnert 

schinskiana)、ヒオウギアヤメ(1.setosa)、

ネジハナ (Spiranthesall1oena)などが見

られた。チャボカンバの仲間のポロナイ力

ンノ¥(Betulall1iddendorffiil らしいのが

あったがこれははっきりしない。

進んでもまたマンシュウ力ラマツttの中の

道を辿り、再び新安閑からの列車で古林へ、

そして古林ではモンゴリナラの葉を主な飼

料とする鹿の牧場なるものを見せてもら

い、長春に戻った。短いがなかなか面白い

1/1'<11"であった。

この時の長内01天池のことを新聞に載せ

たのが日に入ったといって、かつて朝鮮に

在った方が懐かしいと言ってお手紙を下

きったことがある。 1942年と 43年とに天

池の探行を行ったそうで、その時の記録の

コピーを111戴した。しかし、申し訳ないこ

とに今ではその方のお名前やご住所はわか

らなくなってしまった。朝鮮側ヵ、らの登頂

なので、これは今では中間111Uからよりも数

段、回難であろう。今、この記録を見なが

らそれを思い出した。

なお、ここに挙げた才i!i物の学名は長白山

予備i調査報告書 ci前川l帝国協和会・科学技

術連合部会 1943年干のの竹内亮・小林義雄

による柄物目録によった。
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