
「先達J にみちびかれて

先達のみちびき

高野氏古、、他界された。奥様からの突然の

電話に絡句した。北海道の円然、とりわけ

「北JJの植物」を慈しみ、そのネットワーク

っくりに奔走された高野氏、私も、おりに

触れてこ守旨導いただいた。そして、奥様か

らの「主人の意志を引き継いで r北方山草』

18号を i似てtしたいの-C"'"''Jというお申し

出、その持11意志にどうお応えしたらいいの

か、忠、いあぐねていたが、高野氏は、「北)J

山草会J で;fLたちを導いてくれた「先達」、

そして、直接、私を導いてくれた γ先達J

は、「事JI路ilit.原の名つ‘けの親」でもある北海

道教育大学割I1路校の田中瑞穏教授、それで、

20世紀から 21世紀にを引き継ぐ時期でも

あり、夜、たちを導いてくださった「先達」

としての「高野氏」に敬意を表し、私にとっ

ての「先達」、問中教授との出会いについて

紹介させていただきたいと思う。

私と問中先生との出会いは、北海道教育

大学釧|路校に入学した 35年前にさかのぼ

る。山設り大好きの学生だった私は、阿寒

や知床、大雪山、日高などの峰々に、 I年

のほとんど半分1ft<出かけていた。そんな

私を、同中先生が釧路混原に導いてくだ

きった。

先生は、私が所属していた生物学教室の

指導教官だった。先生は、湿原がまだ、「原

野J とか「谷地J とか呼ばれていたころ、

釧路市 新 庄 久 志

せっせilf.!京にiJlかけて植物の研究を続けて

おられた。スゲ類の叢株「ヤチボウズ」に

注目され、 1958年7月、「北海道東部jfJ.J阜の

1lt落ザ'的研究」という論文を発表され、そ

の中ではじめて公に「釧路湿原」と l呼称さ

t1-た。それからi星れること，%';3カ月、原田

康了氏が「旅」という雑誌に「釧路混原か

ら阿寒への旅J という紀行文を載せた。そ

れから、問中先生は「自JI路~rntの名づけの

親」と呼ばれている。

田中先生は、植物を通じて、こどもたち

が自然に親しむことの大切さを説いておら

れた。円資で「東北海道のこどものための

梢物凶鐙」を出版された。そして、先生は、

いつもこんなふうにH手びかけていた。

田中瑞穂教授
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「背きんが、もし転校して新しい学校に

入ったら、きっとはじめは心細いでしょう

ね。でも、まもなく友だちができるでしょ

う。はじめはニソクネームでなかよくなり、

だんだん親しくなると、本名やその人の性

格、くせ、家族構成などもわかってきて、

もっともっとなかよしになります。そうす

ると;友だちに会える毎日がどんどん楽しく

なりますね。

植物も同じです。もし、たくさんの植物

を知っていたら、はじめての土地にいった

としても、その植物に気がつき、また、そ

の仲間にも会うことができるでしょう。知

らない土地で思いがけなく、親しい友だち

に出会った喜びと同じです。

植物と知り会うのも、新しい友だちがで

きるのと同じです。はじめから正式の名前

でなくてもよいのです。ぺんぺん草とか、

みかん申:とか、おこりんぼとか、ニックネー

ムでよいのです。そのうちに親しくなって

いくと、本名のナズナとか、コシカギクと

か、キツリフネとわかってきて、さらに、

アブラナ科、キク科、ツリフネソウ科など

とその仲間のこともわかってくるでしょ

う。そして、もっと、もっと植物と親しく

なれるのです。道ばたにも、草原にも、森

にも、たくさんの友だちがいたら毎日がど

んなに楽しいことでしょう… 。J

そんな先生に、私は湿原へと導かれた。

とはいっても、最初から湿原につれていっ

てくださったのではない。先生はときどき、

昼休みに学生を近くの公園に連れだし、植

物を観察していたり、歓談をしたりしてい

た。山にばかり出かけていた私には、なか

114 

なかその機会がなかった。ある日、めずら

しく研究室にいた私に、先生が声をかけて

くれた。「新庄君、春採抗日にいこう。 j

春採湖は、大学から歩いて 10分ほどの都

市公l剰にある、周囲約 5kl11の海跡i胡た:。太

平洋にfMしていて、湖水がibJに流れだし、

満潮lのときには海水が湖に逆流する o あざ

やかな緋色のヒブナがすみ、抗日に訪れる水

鳥も多〈、ホシハジロなんかは、日本では

PU一、手手採湖だけで繁殖している。観祭で

きる野鳥は 100穏をこえ、湖畔で、季節こ

とに花を咲かせる組物は 300積あまり、品JJ

をかこむ台地には、縄文時代からアイヌ時

代までの遺跡が残っていて、市民のいこい

の場になっている。

先生は湖をのぞむ台地の草原に腰をおろ

した。太平洋から春採i却lの水面を渡って吹

きあげてくる浜風が快かった。遅い釧路の

初夏た'った。ついこの間までは、まだ枯れ

草の原っばだった湖畔の丘が、あざやかな

緑につつまれていた。先生がニコリと笑っ

て、日でぼくのfEもとの草原を指し示めし

た。「うん?Jと思ってその先を見た。そこ

には見おぼえのある淡いピンク色の花がゆ

れていた。ハクサンチドリだった。あの加

賀の白山にちなんて同名がつけられた高山柄

物のラン。私が阿寒や知床、大雪の山で見

つけて夢中でシャッターをきったあの花

だ。それがそこに日えいている。すこし離れ

て、もうひとつの花が目をヲ|いた。クロユ

りだった。北アルプスで見たクロユリより

もすこし大型だった。思わず先生の顔を見

た。先牛ーは'liitr'tiとそうに笑っていた。

大学にもどる途中もうーカ所に立ち寄っ
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た。それはまるで、先生の友人の一人一人

を紹介してくれるといったふうだった。

詰1IにI古1する少し切りす.った台地のうえに

やってきた。背のi!~い草がしげっていた。

先生につられてしゃがんでみた。なんと JE

もとにコケモモとガンコウランの緑のマッ

トがあった。コケモモは淡紅色の鈴のよう

な1~をつけていた。おどろいた。ここはm

の中の公園だ。そしてすぐ日の前が太平洋

だ。そんなところに、いつもなら、ひたい

に汗して登った標高 1000m以上の山岳

地、本州なら 2000m以上も登る山上では

じめて出会うことのできる高山植物が、雑

吊:にまじってl咲いていた。

先生はその近くにl咲いている北JT系の植

物、チシマセンブリやシオガマギク、ヒメ

イズイ、マイヅjレソウ、エゾノカワラナテ

シコなどを教えてくれた。いずれも千島列

島やサハ 1)ンなどにも分布するil!i.寒帯の、

あるいは亜高山帯の槌物だった。者11市公開

に無造作に白生している高山縞物、.<lli寒fff

の植物。町中先生との最初の昼休みの散歩

は強烈だ?った。

「この次は新宿士の海岸に行ってみよ

う。」すっかりおどろいている私に先生はつ

けくわえた。そのl侍の先生の満足そうな笑

顔が実に印象的だった。

6月も中旬になると、春の訪れが最も遅

いといわれる釧路にも、きすがに草原、が緑

に萌え、木々のこずえも新業にあふれる o

晴天がつづくと、ヒバリが高〈、低くさえ

ずり、初夏の暖かきにつつまれ、思わず腕

まくりをしたくなる。

とはいっても、創|路の春と初夏の境界を
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ひくのはむずかしい。ゴールデン・ウィー

クが終わるころ、エソ"-¥"Y'ザクラが茶褐色

の若葉といっしょに花を咲かせ、まだ枯草

がひろがる足もとでアズマイチゲやヒメイ

チゲなどのスプリングエフェメラノレや青紫

色のエゾエンゴサクが陽をあつめ、遅い春

が到着する o しかし、太陽がかげると、ま

だゾクッとして、コートの襟を立ててしま

70 

|、告jになると、事11路の初夏は、太平洋i中

で発生する海霧と重なっておとずれる。海

霧につつまれる釧路は、とり残された春と

待ちきれずにやってきた初夏が織りなすモ

ザイク模様だ。陽だまりではオオバナノエ

ンレイソウがまぶしいほどの純白の群落を

つくり、水辺のミズバショウがすっかり花

軌をのばしている。盛夏には 2m近くまで

生長して芭蕉のような葉をひろげるミツバ

ショウ、しかし、陽かげにいくと、やっと

葉を展開したばかりで、胤1mには枯れ草色

のエゾミヤコザサがふせったままで、地面i

がまだJ東っていたりする。

「新庄君、新富士にいくぞ。」

出張からもどられた問中先生から声がか

かった。先生はもう帽子をかぶり、キャン

パス地のザックを肩にかけておられた。先

日の春採公園のミニ・エスクカーション以

来、この11寺を心待ちにしていたぼくは、愛

用の、少し角のへこんだオリンパスカメラ

をつかんで先生につづいた。大学に入って

1年、高1LJt也物の写真を撮りに幾度Eなく

阿寒の山に通っていたが、釧路では、その

高"ITin物に、低地でも会うことができる。

ぼくはこの地の摩可不思議に魅了されつつ
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あった。

釧路駅まで歩き、総本.本線に乗って新出

土釈にIblかう。とはいっても隣の駅だ。マッ

チ箱のような駅舎におりる。駅から海まで

あいだに数列の砂丘がならんでいて、やっ

と優勢になってきた初夏の陽ざしが新緑の

海岸革原をあたためていた。 j毎に向かつて

砂丘をこえる。スニーカーに砂が入る。先

生は準備よく、長靴をはいていた。砂浜に

でた。 i農青色の太平洋がふくらんでは波を

つくり、おしよせては砂浜に吸い込まれて

いく o 先生が渚にそって歩いていく o 足も

とに、流れついた木切れや海務のかたまり

が散らばっていた。ハ7 ニカ、ナやハマボウ

フウ、エソノコウボウムキーなど、石少浜海岸

の植物が業をひろげている。

先生の進む先に濃い緑の草原があらわれ

た。幅 2-3111、草丈 10C111くらい、ちょっ

とした毛足の長いカーペットといった感じ

だった。打線に平行に1i干のようにのびてい

た。先生がかがんてい緑のじゅうたんに手を

のばした。ぼくも追いついて足もとを見た。

短い松の葉といった感じの緑の葉を、試験

管ブラシのように集めた見おぼえのある布直

物が群生していた。

「あれっ F 先生、これ、ガンコウランで

すよね IJ 

山に主主り、森林限界をこえてIlllJi近くの

表れき地にたどりつくと、このガンコウラ

ンが岩をつつみこむように群生している。

ハイ 7 ツ群落を波ってくるj台風が汗ばんだ

!日Lに心地よい山稜、いくら北の緯度に付置

する北海道とはいっても、標高 1000111以

上、普通は 1500111は登らなければお日に

かかれない高山植物の低木だ。それが波う

ちぎわの砂浜に細長いじゅうたんをつくっ

ていた。

先生はあいかわらずニコニコしている o

今度は少し砂丘のほうにもどって、また

しゃがみこんだ。先生の足もとには、今度

は光沢のある、押し麦のような楕円形の葉

が点々と砂地をうめていた。葉のあいだに

淡いピンク色の古令のような花も咲いてい

た。コケモモたずった。毎年秋になると、 lioJ

寒の山の標高 1000111以上のハイマツ帯に

行って、熟した語、紅色の実を摘み、ジャム

やワインをつくって楽しむコケモモだっ

た。ガンコウランやマイヅノレソウなどにま

じって、径が 10C111くらいのかたまりを

点々とつくっていた。

コケモモがパッチ状に散在する yゲンコウ

ランのじゅうたんのうしろには、つぼみが

ふくらみはじめたハ7 ナスの群落がひかえ

ていた。エゾスカシユリやエゾキスゲ、ノ

ハナショウブなどがまじり、春採湖畔で出

会ったハクサンチドリやクロユリ、エゾカ

ワラナデシコなども茎をのばしていた。き

ながら海辺の花閑「原生花園J といったふ

うの海岸草原だった。ぼくは、またしても

海抜 0111の低地で、高山植物や亜寒惜の

花々に出会うことになった。

いったい、釧路というところはどういう

ところなんだろう。これらのtiHbJたちとの

出会いを、ぼくはもう、はおっておけなく

なっていた。研究案にもどり、文献をひろ

げた。高山植物や寒地件.の杭物たちとの不

思議な出会いのわけを見つけようとした。

「高111植物の分布」、「亜寒帯の植物J、「日本
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の杭物分布J、「日本の植生」、 'U本の気候

帯」……。そんな中で、京都大学古良竜夫

教授が提l閉されていた '1暖かきの指数」と

いうキーワードに出会った。

植物は月の平均気温が 5'c以上になると

生長活動を開始するといわれる。新5fを出

し、つぼみをふくらませ、新薬をひろげる

というわけだ。そこで、この月平均気滋 5'c 

以 !-.Iこ役目した。 5'cをこえた月、つまり、

柄物が活発に生長を開始する月、たとえば、

春を迎えた 5月の平均気温が7.9'Cだった

としたら、そこから 50Cを差しヲ|いた 2.9、

この値を '1首長かさの指数」の索数のひとつ

にする。 6月カず 11..rCだったら、 5'cを引

いて 6.4、 7月が 15.2'Cだったら千尋られる

依は 10.2、そんなふうにしてすべての 5'c 

以上の月の平均気iEから値を得、その総和

を計算する。

月平均気iEが 5'c以トーになる月に注目し

て、その各月平均気温から 5'cを差しつ|い

た値の総和を求める。その総平日をその地域

の「暖かきの指数」、つまり、「植物が生長

するのに充分な暖かき」の指数というわけ

だ。そして、この「暖かさの指数」を全地

球規模で検討し、指数の分布と世界の植物

帯の分布、あるいは気候帯の分布との比較

が検討された。すると、こんなことが明ら

かになった。

亜寒帯・ツンドラ帯は 'H是かさの指数J

が 0-15 の範囲にあった。亜寒帯・，~.緑針

葉樹林帯は 15-(45-55)の範問、 I且命;目落

葉広葉樹林帯は (45-55)-85の範囲、 H呈

帯・照葉樹林帯は 85-180、そして亜熱帯・

亜熱借多雨林帯は 180-240の範囲にあた

ることカ言わかった。

釧路はどの範囲に入るのだろう。さっそ

く:f!l!科年表を出して計算してみた。釧路の

年平均気温は 5.TC、ほぽ同緯度の札械は

8.2'Cで、日本最北端の稚内は 6.4"Cだっ

た。どうやら釧路は日本でもずいぶんと寒

J令であるらしい。

「自置かさの指数J はどうだろう。釧路で、

月の平均気温が 5'cを上まわるのは 5月か

ら10月の半年間だ。 5月は 7.9'Cだから指

数は 2.9、6月は 11.4'Cで6.4、 7月は

15.3'Cで 10.3、8月が 17.8'Cで12.8、9月

は15.2'Cで10.2，10月は 9.8'Cで 4.8で

あった。したがってその総和は 47.4、これ

が釧路の「暖かきの指数」になる。

きて、それでは到11路はどの気候帯・植物

帯に属するのだろうか。 47.4、それは、亜

寒帯・常緑幸|葉樹林帯の 15-(45-55) e温

帯・洛葉広葉樹林帯 (45-55) -85のhftj方

にまたがっていた。

「うーん/ なるほど IJ 

これで合点がいった。割11路には、ミズナ

ラ、シラカンノ〈、イタヤカエデなどの温帯

の落葉広葉樹林と、 トドマツやエゾマツな

ど亜寒帯の常緑豊|葉樹林が入りまじって分

布している。

これを本州の植物の垂直分布、標高が変

わるにつれて変化する植物の分イT'帯とくら

べてみると、落葉広葉樹林帯は、標高が

1000111内外の丘陵地帯に分布し、治緑針葉

樹林惜は、標高が2000111内外の亜高山帯

に分布している。つまり、常緑針葉樹林帯

では、 q¥i高山千ifや隣接する高山帯に分布す

る高山I直物も生育しているのである。
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暖かきの指数が亜寒帯・常緑針葉樹林帯

にも含まれているということは、その地に、

高山植物も、亜寒帯に分布する寒地性の椋

物もまじって分布するということを示して

いる o これが釧路では、平地においても高

i1Jt産物や寒地性の植物に出会うことができ

る理的であった。

ほぽ同じ緯}主の札幌は、 4月にはもう

5 "Cをこえていて、「植物が生長するのに充

分な暖かさの月」は、調1[路よりも 1カ月も

多い。 i浸かさの指数は 69.4、これは温帯の

落葉広葉樹林帯に入ることになる o 東京は

1年中 5.Cをこえていて、暖かきの指数は

127.3、カシやヤプツバキなどの分布する暖

帯の!照葉樹林帯のまっただなかだ。日本最

北端の稚内の指数は 54.2、釧路と同じく岨

寒帯と温情の両方に属するけれども値は高

い。釧路は、わが国のなかでもとりわけ寒

冷な地域といえる。事11路の暖かきの指数は

むしろ、ロシア、サハリンのネベリスクと

いうところの値に近い。これが、春採公園

や新富士海岸草原で、高111植物や寒地性の

植物に出会うことのできる主な要因のよう

だ。

盛夏になると、近海から採集されたコン

ブが海岸に干される。干場のまわりに、ま

るで花壇に植えたかのように、ハクサンチ

↑リやエゾコゼンタチノぐナなどが、太平洋

を背景に並んで陽をあびている。これが、

車11路ならではの夏の海岸風景だった。

しかし、どうして富1[路の暖かさの指数が

こんなに1l~いのだろうか。

釧路は、春の終わりから夏の終わりにか

けて、太平洋で発生する海霧にすっぽりお

おわれる。釧路i中の太平洋では、主主流の千

島海流と暖流の日本海流がぶつかりあう。

そして、濃い~霧が発生する。 6 月から 8

月にかけて、太平洋の高気圧が優勢となり、

富1[路に南)iP.iが吹きょせる。その南風によっ

て、発生した海霧が内陸へと運ばれる。移

iJie霧とも呼ばれるこの海霧は濃い。数 111先

も見えなくなってしまう。海霧を地元では

「ガス」とH千，.l，.。ひどいときには、 2-3分

も霧のなかにいるとジットリと濡れてしま

うし、地面に水たまりができたりもする。

人々は「ジリ(地霧)Jと11乎ぷ。岬の灯台か

らは、|訟の依置を知らせる霧1tiがなりひび

〈。

1年間の「霧につつまれる日数J を記録

して、その地の「霧日数」をとる。釧路の

霧日数は 116日、 1年の約 3分の1tご。そ

Lて、その大半は 5-8月に集中し、この

間は、 1カ月のうち 2-3週間も海霧につ

つまれる。因みに札幌は 7・4日足らずだ。

日中、海霧がおしよせて地表をおおうと、

気温は約 1時間で 2.C内外も低くなる。そ

して、湿度が 5-12%ふえる。それはあた

かも、ヒンヤリとした山霧にすっぽりとつ

つまれてしまった山岳地のような環境だ。

i年霧におおわれると日照時間も少なく

なってしまう。留1[路で、植物が生長する 5

10月の平均tlJ!日時間は 893時間、札幌の平

均日照時間 1065時間より約 2割減だ。

初夏から康夏を中心に釧路をおおう海霧

が、釧路のI援かさの指数をわが国最低にし

ている要因のようだ。

釧路の海岸で、フリークライミングのト

レーニングをしているときの高山植物との

118ー→
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出会いは実に印象的た、った。標高差 70111

内外の海食1室、たえず波をかぶるせまい砂

浜から、風化して無数の穴があいている砂

岩層が切り立っている。「ハチの巣岩」とも

呼ばれていて、表面はもろいけれども、穴

カ{j~当な子ーカまカ、りになるし、革世にきけた昔日l

れHもあってトレーニングにはもってこい

のフィールドだ。 i毎而から吹きあげてくる

浜風を背にうけてクライミングを楽しん

だ。一汗かいて崖のテラスでー休みした。

これから登る最後のピッチを見あげて「お

や IJ とd思った。海岸段丘の草原につづく

燥の端に見おぼえのある白い花が浜風にゆ

れている。やわらかい純白の綿毛をかぶっ

た花びらのような葉を、星のようにひろげ

ている。それは、アルプスの名花と人々に

親しまれている「エーデlレワイス」たeった。

和名はウスユキソウ、日本には、日本アル

プスや東北の峰々、北海道などに約 8種類

ほど分布している。北海道には大平山のオ

オヒラウスユキソウと礼文島のレブンウス

ユキソウ、頭上の燥でゆれていたのはレプ

ンウスユキソウの仲間、エゾウスユキソウ

だった。標高 3000111に近い日本アjレプス

の岩肢を登ってエーデノレワイスに出会うよ

うに、釧路では、太平洋の波をうけて切り

立つ海食崖をよじ登って北海道のエーテソレ

ワイスに会う。これが、釧路の海岸での高

山ホ直物との出会いのフィナーレであった。

なるほど、田中先生は、こんなに特異な

釧路の自然、特徴的な留11路の椋物たちを紹

介しようと声をかけてくだきったのか。

「高山植物に会いたいのなら、何も遠くま

でいくことはないよ。車11路ならこんなに身

119 

近なところに同じ仲間がいるんだ。この不

思議な釧路の自然、植物たちに日をむけて

少し取り組んでみないか。J

先生は、そんなふうなメッセージをに身

をもってイ五えてくださった。

釧路にもやっとセミが鳴きはじめた 7

月、先生はいよいよ、明11路の植物、不思議

発見の旅」のクライマックス、釧路湿原に

つれていってくださった。

当時、釧路湿原に千丁くにはふたつの方法

があった。

釧路市街地から釧路川の右岸堤防地が北

上し、途中から西にJftlがって湿原内を横断

してi旦根内の丘i凌地までのびている。その

堤防地を湿原の奥の鶴居村まで乗り合いパ

スが走っていた。

もうひとつは、自11路から鶴居村まで敷か

れていた簡便鉄道だった。湿原の西端、北

斗とi1A.根内の丘陵地のすそを縫うように、

1両編成のディーセソレカーが走っていた。

旧中先生は鶴居軌道を選んだ。先生は、

先日海岸に出かけたと同じように、根室本

線に乗り、隣の新富上駅で降りた。今度は

海側にではなく、砂丘の後背地にひろがる

市街地に向かった。 5分ほど歩くといくつ

かの倉庫にすっぽりはさまれた小さな駅舎

があった。申し訳税度のプラットホームに

遊園地の電車といった感じのディ ゼル

カーがー台停まっていた。車内にはベンチ

のようなふたつの!市が向かいあっている。

運転手がもう席に着いていて、腹に黒い皮

のカバンを下げた車掌が近づいてきた。

ゆるゆるとディーセソレカーが市内をぬけ

ていく o まるでタイムスリ yプした世界の
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湿原調査の問中教授 (1973.7)右から 2人目が私

ょうだ。ほどなくヤチボウズ(スゲ類の議

株)がひろがる湿原に入った。乗客は数人。

行商姿のおばさんが大きな二段重ねのカゴ

をおさえている。くたびれた学生帽をか

ぶった男の子。日本手ぬぐいを姐さんかふ、

りにしたおばあさんと女の子。野良着姿の

おじさん。

運転T'J市の横に立って進行方向をみる。

湿原の草以にのびているレーノレはグニャグ

ニャと曲がっている。とても平行とはいい

がたい。それでもディーゼノレカーはコ}ゴ

トと、まるで;音、に介きないように進んだ。

あたかも、ディーゼノレカーの鉄輪がレール

を足もとにたぐり苦fせているようだ。車両

を左右に揺すって、のんぴり、のんびり、

ただひたすらのんびり走った。でi芋とひろ

がるヨシ・スゲ草原とその彼方のハンノキ

林、車窓からの単調な風景は、まるでスロー

モーション・シーンのように、ゆっくりと

f去にmえていった。

ひとしきり揺れて温根内についた。古材

で造られた踏み台のようなプラットホーム

に降りる。停車場の前に農家がー軒。 ふり

120 

かえると釧路湿原。いよいよやってきた。

先生はキャンパス地でできたザックから

特長をとりだした。ぼくも先輩から借りて

きた特長をとりだす。 ふとももまですっぽ

りと入る超特大のゴム長靴だ。サイズが合

わないのか、足が靴のなかで泳いでいる。

軌道敷きは湿原より数m 高い丘陵地の

端を走っている。降り立った目の前には紋

いっぱいのヨシ・スゲの草原がひろがり、

うっそうと樹幹をつなげたハンノキ林がま

じかにJ且っている。

先生が軌道敷きの土手をったって混JfJ(に

降りた。ぼくもエゾミヤコザサの斜面をす

べり降りる。下に蒲いてズプッと足が地而

にめりこんだ。ヤチボウズが点々とある

黒っぽいぬかるみ、一歩踏みだすごとにふ

くろはぎまで厄が埋まる。自の前に草丈

150 cmをこえるホザキシモツケのプ y

シュ帯。 j乙もとがJll!まるからホザキシモツ

ケのプッシュのなかに全身がすっぽり隠れ

てしまう。先生はストストと歩を運んでい

る。慣れたものだ。先生の身長は 180Cl11あ

まり、それにチロリアンの帽子をかぶって
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いるから、頭そっくりプッシュの I二にでて

いる。潜望鏡のようだ。見失わないように

あとをi皇う。

林のなかに入った。樹高 10数 m のハン

ノキ、幹はそれほど太くないけれど、ひと

つの根株から数本の幹が束になって出てい

て、林のなかは結椋こみあっていた。ホザ

キシモツケの株と株の問のぬかるみにコー

ヒ一色の水がただよっている。 1mをこえ

るミズバショウの葉が茂っている。ヤチボ

ウズの上に、これも 1m i!Iいヤマドリセ、ン

マイがむらがり、きながら熱惜のジャンクゃ

んの様相だ。蚊も出てきた。ときどき Jtが

ふとももまでズボッと埋まる。あわてて近

くのハンノキにしがみつく o 先生はハンノ

キの根株とヤチボウズを器用に伝って進ん

でいった。

ひたいに吹き出る汗があごまでったう。

わいてくる蚊にいさきかへきへきしたこ

ろ、突然頭上が明るくなった。ハンノキ林

をぬけた。今度は、}弄風のようなヨシの草

原だ。草丈は 2mに近い。茎も太い。鉛筆

くらいはある。しかもひoっしりと密生して

いる。足もとはそれほど理まらなくなった

けれども、このヨシをかきわけるのがー苦

労だった。葦貨をいくつもたばねて立てら

れたようだった。気合いを入れて両手でエ

イッとかさわけ、右足を出す。またエイッ

とかきわけ、左足を運ぶ。先生はこの動作

を流れるように繰り返してどんどんヨシ以

の中に入って行った。汗がまゆげを突破'し

て目に入ってくる。全身をヨシにぶつけて

前に進む。もう、よってくる蚊なんかにか

まっていらt'Lない。

-121 

ょうやくこのリズムに慣れてくるころ、

足もとの水が少しふえてきた。ハンノキ林

の中の泥水とは違って、段んだ水だ。踏み

だした長靴の允が水rl'に見える。ヨシが少

なくなって、スゲ類が出てきた。しめ飾り

の材料に使われるあのスゲだ。ヨシもいく

ぶんヤワになってきた。茎も細くなり、草

丈も低い。

先生が立ちどまって汗をふいている。そ

こにはもうほとんどヨシはない。十見聖子が

いっぺんに開けた。ややくすんだ緑のスゲ

類の草原だ。足もとの水もあふれてこなく

なった。何やら地面がふわふわしている o

踏み込むと水が出てくるが、長靴をどける

とフワーッともどる o サビタとも呼ばれる

アジサイの仲間、ノリウツギの株が点々と

出てきた。カキツノミタカぜj農いエメラ/レドグ

リーンのつぼみをふくらませている。スゲ

類にまじって 40cmたらずの低木もでて

きた。足を踏みだすごとにパリパリと白を

たてる。ヤチヤナギだ。 JtもEがさらにふ

わふわしてきた。もうそんなに沈まない。

先生が立ちどまった。今度はゆっくり、

ゆっくり、一足、 ~Jt確かめるように歩を

迷んでいる。生えている植物の聞のすき聞

を探しながら、といった感じだ。やっと先

生に追いついた。先生の足もとをみて驚い

た。

「あれっ、先生、これイソツツジですよ

ね。」

先生の足もとに、純白の小さな花をボン

ボリのように集めたイソツツジが、うめる

ように咲いていた。草丈 30cmあまり、欧

米では光沢のある葉が、お茶の葉にも利用
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されるというラブラドル・ティー。びっし

りと群牛ーしていた。この近くでは阿寒や知

床の 1000m以上の山岳地、森林限界線以

tの山上に分布している高IIJ植物の仲間

だ。さらに先に進んで先生がかがみこんだ。

足もとでパリパリと舌をたてるイソツツジ

を気にしながら近づいていった。先生の指

さすところに、あのガンコウランが群生し

ていた。ミズゴケがつくった高き 30cmく

らいのこんもりとしたかたまり。差しわた

し30-40cmくらいの小丘塊。その上をう

めるように方ンコウランが群生していた。

ミズコケのかたまりは、一回に散夜してい

て、，fl，l"Jした地表をつくっている。へこん

だところは4、きな7)(たまりとなっている。

ミズゴケのかたまり同志がつながって、

ちょっとしたテーブル状になっているもの

もある。

ミズゴケのかたまりの上には、カ、ンコウ

ランの他に、ニッコウシャクナゲともH手ば

れる高き 2-3cmたらずのヒメシャクナ

ゲ、白い 6枚の花びらが可憐なコツマトリ

ソウ、淡いピンクの花びらをおもいっきり

そりかえらせたツノレコケモモ、 1本 I本の

繊細な綿毛が数えられそうなヒメワタス

ゲ、食虫植物のモウセンゴケも米粒ほどの

花をつけて、あのIJ泉毛をびっしりつけた葉

をひろげている。そこには、標高 2000mの

山上にひろがる高山の湿性草派、山昔混IJ)i、

とほとんど同類の植物群落の風景が展開し

ていた。

どっぷりと腰をおろした。お尻がしみだ

した水で濡れているのも気がつかなかっ

た。水たまりには、これも食虫柄物のコタ
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ヌキモがレモンイエローのこった花をl咲か

せている。河じ食虫植物のムラサキミミカ

キグサも青紫のつぼみをふくらませてい

る。先生lはま、我を忘

にl満筒足そうに笑いカかミけ、 イソツツジやガン

コウラン、ホロムイツヅンが群生するアー

スクリーンのじゅうたんを見渡していた。

はじめての釧路淑原てやの高ilJfl直物との出

会い。山上の「高山楠物のお花畑」ではな

くて、標高がほとんど Om地帯にひろがる

「高山植物のお:{~畑Jo ハンノキ林をぬけ、

ヨシ原をかきわけ、その奥にひろがってい

た「お花畑」。汗でどっぷりぬれた肌に、ま

るで稜線をわたってくる谷風のように、湿

原を吹きぬける風が心地よかった。

帰りのことはほとんど覚えていない。で

も、混根内から、ディーセソレカーが来るま

で、しばらく軌道敷きを歩いたのは覚えて

いる o 先生は「お11量が空いたね。これでも

食べよう。」と '7ノレちゃんのインスタント

ラーメンJ を取りだし、粉スープをふりか

け、パリパリと食べだした。ぼくもまねて

口に入れた。ダブルラーメンは、カリント

ウ菓子に似たl床がした。

どうしてイソツツジやカ、ンコウラン、コ

ケモモなどの高Ul，fl宜物がこんなにあちこち

に、飛び石のように分布しているのだろう。

いくら釧路が寒いと言っても、いくら山長

地に気候が似ているといっても …。

その答えは問中先生の植物生態学の講義

の中にあった。

どんな柄物にも、生育するのに必要な最

低の生理的条件がある。水、光、土壌成分

など、その植物に必要な干牛育条件がある。
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そんな立地条併の整った生育地があれば植

物たちはベストに生長できる。

しかし、自然界には、そんな立地環境は

少ない。生理的にi直した立地条件は、少し

づっ欠けている o 自然界では、 十べての航

物が条件の怒った立地環境で生育すること

はむずかしい。さまざまな植物同志が競争

し、すみわけ、共牛ーなどを行って、その結

果、それぞれの生育地を獲得して分布して

いる。

あるホ直物にとっての、生育するために必

要な立地条件の繋っている環境を、その組

物の「生JlIl的最適域」と呼ぶ。しかし、自

然界では必ずしもそのような「生琉的最適

}或J をf号ることはできない。品直ヰ却戸l志が、

競争、すみわけ、共生など、長い年月を絞

た結巣、それぞれの立地環境を獲得し、分

布している。その地をその納物の「生態的

最適域」と H手ぶのである。

中部ヨーロッパの牧野でこんな実験が行

なわれた。イネ科の牧草、オオカニツリ、

オオスズメノテッポウ、カモガヤ、ススメ

ノチャヒ者の 4種類について、単納栽培と

i昆植栽培を行なった。 in植栽培の時は、 4

種類とも地下水位が持通で、混度もほどほ

どの立地で最大の生長量を示した。

ところが 4 種類のi昆fi~栽l音をすると、オ

オカニツリとカモガヤはJi'.粒栽培の時と河

じ立地て最大の生長量を示したが、オオス

スメノテッポウは地ド水位の高い、湿度の

高い立地で最大の生長量を示し、逆にスズ

メノチャヒキは地下水伎の低い、温度の低

い立地で最大量を示した。実際、内然界に

おいても、オオスズメノテ yポウは湿った

123 

牧野に生育し、スズメノチャヒキは乾いた

牧野に分布ナるのである o

4 種~(の牧草にとって、単械栽培の時の

立地条件が「生理的最適域j であり、混梢

栽培の立地条件が、それぞれの牧草の「生

態的Jj?::IJ鹿域」なのである。

これてい合点がいった。

北海道東部のイソツツジやガンコウラ

ン、コケモモは、水平的にみると、あちこ

ちに散らばって分布している o 出11路i田原、

先日行った新富士海岸の砂浜や砂丘地、厚

岸、』民家の海岸段丘の申:原、活発に硫気を

噴出する活火111の川湯硫黄山の山麓、そし

て阿寒や知床の山岳地のIJLJ-Jこ生育してい

る。

しかし、これらの牛17地の立地条件は、

それぞれ、ずいぶん違っているように見え

る。海岸の砂浜や砂丘地は、絶えず塩分を

含んだ潮風がふきつける。地表I品度の変化

もはげしく、飛妙・堆砂など、立地環境の

変動も大きい。川湯硫黄山は地熱などで著

しく乾燥する砂れき地で、 I噴気孔からの硫

気煙の洗礼を絶えず受:けている。阿寒・知

床の山頂域は、低温、乾燥、烈l風などと、

山昔地特有の気象条件の厳しい立地であ

り、生育期間も盛夏のみに限られていて短

い。{日以は、ミズゴケの上で、いつも水を

かぶっているわけではないが、やはり他の

地域と比較すると~湿な立地条件で、土壌

も酸性になり、有機物の少ない、Jt栄養な

立地である。

このように、イソツツジやガンコウラン

などの生育条例は実に多様であり、それぞ

れの要素にはずいぶんと隔たりがあるよう
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に見える。

しかし、ここにひとつの共通点がある o

それはいずれの立池も、高山柿[物やそれに

類する植物以外の植物、つまり、ひろく野

山に分布する植物にとって、生育に適して

いない環境であるという点である。 湿原や

砂浜・砂丘地、火iIJlij1t気荒原、山岳地山頂

域などは、いずれも、 ー般の柄物にとって

生育がむずかしい。その地で植物群落を形

成できない、いわば「緑の空白地J とでも

いえそうな立地なのである。そんなところ

に、他の植物との生存競争には弱いけれど

も、立地環境に対する適応力は旺盛な、高

ilJ植物やその仲間が他の種類とすみわけで

分布しているのである。

いずれも氷河時代には、北海道はもちろ

ん、日本にひろく分;{fjしていた仲間で、そ

の後氷河l時代が終わり、気候が温暖になる

につれて、 ilJt帯や媛帯の柄物が分布をひろ

げてきた。高山植物の先祖にあたる氷河時

代の植物たちは、当待の生育条件に類似し

た山岳地や火山荒原、北海道東部の海岸や

湿原といった、他の植物の生育しないとこ

ろに適応し、生き残ってきたと説明される。

もちろん、イソツツジやガンコウランな

どにとっても、最も容易に生育できる「生

理的最適域」があるに速いないが、自然界

での湿原や海岸の砂浜・砂丘地、活火JIJの

硫気荒版、山岳地山頂域などは、いわゆる

「生理的最適域」ではなく、「生態的最適域」

として獲得し分布しているのである。

「ウン、ウン、納千尋、納1号。」

なるほど、自11路i日以はおもしろい。周囲
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の丘陵地から望んでいるだけではなかなか

わからない。 ー見すると、緑一色の草原が

ひろがりと散在するハンノキ林がおりなす

風景は、あたかもアフリカのサバンナを思

わせる単調きで、 1ム漠とした自然風景なの

だけれども、その中で生育する品位ヰ均たちの

生活はなかなかのものだ。問中先生の名ガ

イドのおかげで、いつのまにか、すっかり

湿原のとりこになってしまっていた。

あれから 35年、当時は、誰も見むきもし

なかった釧路湿原。「先生も、ものずきだな

あ。あんな蚊の天国に通って……。」と言わ

れていた田中先生の研究フィールドが、今

は、国際的に重要な潟地としてみとめられ

て「ラムサーノレ条約登録湿地」に登録され、

日本で唯一の「湿原」国立公園にも指定き

れた。現荘は、年間 100万人をこえる人々

が訪れている。 湿原の保全への取り組みに

ついても、湿原生態系の変容を追跡するモ

ニタリング調査が実施され、失われた湿原

環境を取りもどす、湿原の修復・回復を求

めるプロジェクトも動き出した。

コツコツと北方の杭物について取り組ま

れ、そのネットワークを編まれた高野氏、

そして、 H本の最東端の自11路湿原での研究

と保全に取り組まれた田中先生、私たちは、

20世紀の多くの、きまざまな先達に導か

れ、育まれて、 21世紀に歩みだした。「北方

山草会」を主宰された高野氏のご冥福を、

心から祈る。

(釧路国際ウエットランドセンター主幹、新

庄久志)
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