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石の山他

6月 15日 より6月 19日 まで 4泊 5日 で ,

旅行社の企画する北海道旅行に参加 した 。コー

スは次のようであった。

佐世保一一 福岡空港 一一 千歳空港一一 自老 ア

イヌ部落一一 登別温泉 (一泊 )

苫小牧一一 日勝竜門パ ークーー 帯広一一 足寄

一一 阿寒湖 (一泊 )

阿寒湖遊覧―― 双湖台一一 摩周湖一一 月1湯―

一 美幌峠一一 層雲峡温泉 (一泊 )

大函一一 小函一―旭川―― 神居古渾一一 砂川

一一 札幌 (一泊 )

千歳空港一一 福岡一― 佐世保

6日 19日 は地学会総会の日になっていたが

このため欠席 し失礼 した。沢山の人が海外に出

かけていく今 日,北海道旅行なんて陳腐だと思

ったが,鎌 田先生か ら旅行記を会誌に書 くよ う

お薦めがあったので ,思い出すまま報告する。

北海道 といえば,私達は若い頃よ り 「 豊 か

に実れる石狩の野に ……・」と寮歌 を唱ってはそ

の広大な自然に魅せ られ夢に見 るほ ど憧れた も

のである。 しかし,当 時北海道は遇かに遠い存在

であ り,そ の後社会人 となってか らも訪れ る機

会がなかった。この長年の宿願が今や っと叶え

られ るわけで ,期待に胸 をふ くらまして参加 し

た。

福岡 と札幌 を結ぶ 日本航空のレインボウはD

C10で 10:40発 12:50着 である。福

岡を発つ時地上は厚い雲におおわれていたが ,

機は層雲 を突破 して雲の上に出た 。たちまち機

小 林 茂

内が明るくなつた。雨が降ったり,風が吹いた

り,晴れたり曇 った りのいわゆる気象現象は対

流圏だけのことであり,そ の上の成層圏ではい

つもさんさんと太陽が輝いていることを如実に

示した。先ほどまでの地上の梅雨空がぅそのよ

うである。当日の天気図では梅雨前線が本州の

上空に東西に長くのびていたので機は雲海の上

を飛び続けた。やがて「ただ今, 日本アルプス

の立山あたりの上空を飛んでいます」とアナウ

ンスがあり,下界を見ると雲の切れ間より,残

雪が幾条に もすじをひいた峰の群が望まれた。

東北地方の上空は雲の切れ間 も多 くなって,

シートに備えつけの地図と対照していると,時

間の経つの も忘れて しまう。佐渡が見える,十

和田湖が見える等の声が聞えると席を立ってそ

ちらへの窓際へと動 き廻る。ジェット機の旅は

まるで日本列島の南から北まで天気の変 り具合

をパ トロールして概観するような ものである。

飛行機の旅なれ した人は,地上の景色等には無

頓着に週刊紙に読み耽けっている。

津軽海峡を越えて,急に高度を下げて雲の下

に入ると, そこにはもう果てしなく地平線まで続

く北海道の大地が拡がってぃた。千歳空港に降

り立った時,ま ず第一に皆が感じたことは,呼

吸する空気がちがっているとい うことであった。

梅雨の季節の肌にべたつ くような空気ではな く

乾いて爽やかである。まわりの風景はまさに新

緑の早春である。北海道には梅雨がない。それ

は北海道が寒帯気団の影響を受けることが多く

新 緑 の 北 海 道
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北海道新緑の旅
ルー トマ ップ

九州や本州のように熱帯気団の影響を受けて低

気圧が次から次にやってくる気候とは型が違 う

ことを実感 として受けとられる。

これか らはずっとバスの旅である。まず,室

蘭線に沿って海岸を登別に向かつた。右手には

樽前山が望まれる。車窓より見る沿道の疎林が

珍 らしく,ど こか南満州の風景を思わせる。ど

こまでも広がっている原野を見て,なぜ開墾 じ

ないのだろうと疑間を持つが,こ の泥炭地に開

拓団が入植して失敗 した話を沢山聞かされた。

冷涼な気候のためパクテリヤによる分解が不十

分で,大抵そんなところはf_A湿 地で排水 も困難

なようだ。

途中自老アイヌ部落 (コ タン )を訪れる。北

海道の先住民族であるアイヌ人が狩猟や農耕を

生業としていた頃の生活の様子がよく理解され

る。釘を全 く使用 しないで,丸太をつるで結東

北 見
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して造ったアイヌの住居の中に入って箇長 ?の

話を聞 く。

これから登別まで も全 く単調な海岸線が続い

ている。おそらく最近土地が隆起してできたの

だろうと,段丘 らしい ものを注意 して見るが見

あたらない。

登別の自敗 場では,遠 くか ら投げる餌を巧みに

口を開けて受けとめる熊の器用 さに驚 く。これ

な ら川を湖る鮭を実際掴み採 りすることもでき

るだろ うと思 った。

北海道の地質を概観すると,第 1日 目に動い

た地域は本州北部の延長であって本州弧に属す

るが,第 2日 目からは北海道の胴体部にはい り

千島弧の延長となつている。この日午前中は,

まるで地平線から地平線まで続 く1 0kmか ら

2 okm以 上 も一直線に走る坦々たる道路をひた

す ら走 り続けたが,昼過ぎに日高山脈を日勝峠
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で横断した。日高山脈は日本におけるアルプス

造山運動にあたり,山脈の中軸部に近づくに従

って岩石の種類 と櫂曲がどのように変イヒしてい

るかに注目したが,車窓よりの瞥見では確かめ

られない。それに肝心のところでは,長い トン

ネルが 2ケ 所 もあって観察できない。

日高山脈の横断面の模式図は,造 山運動の典

型的な ものとして,高校のどの地学教科書に も

記載されている。今 しがた通過 した国道 274

号線の峠の トンネルは,造 山運動の最 も激 しか

った核心のは らわたに相当する部分を東西に貫

通 しているから,お そらく花 コウ岩 とかその他

の深成岩地帯を突破 したのであろうかとひとり

で思いめぐらす。峠の展望台からは,大雪・ 阿

寒の連山が望まれ,山 あいには残雪があって 吹 く

風 も肌寒い。日高山地には氷河の痕跡 もあるこ

とになってい るが,どの辺で見られるのだろう

か。これか ら後,パ スは牧場をいくつ も経て ,

ワシントン市をモデルにしたという十勝平野の

中心地;帯広の町に入った。

日勝峠よりの眺望 もそうだが,北海道の地形

は一般的に丸みを帯びて女性的な感じの所が多

い。次の日に見た層雲峡のような峡谷 もありは

するが,一般に幅の広い緩傾斜の谷が多い。そ

して,わ ずかにローリングした台地が発達 して

広々とした牧場等になつた り,耕地 として利用

されている。第 2日 目の行程は 3 0 0kmを通か

に突破 した強行軍で,阿寒湖畔の宿に旅装を解

いたのは,夕 方 うす暗 くなってか らであった。

第 3日 目はまず遊覧船に乗って, 1時間 20

分の阿寒湖周遊である。湖上より雄阿寒岳,雌

阿寒岳が望まれるわけだが,雲に閉ざされてな

かなか全貌を見せない。阿寒湖は周知のごとく

マリモで有名で,船はチウルイ島に寄航 してそ

こでマリモの生態を見学する。マリモは花を咲

かすことな く,分裂によって繁殖するというが

成長の過程はまだよく明らかにされていないと

いう。拳大の大きさに成長するには数 100年

を要するとい う。岸辺にはエゾムラサキッツジ

がわずかながら咲 き残っていた。紅葉の季節 も

さぞ見事な眺めであろう。俗塵を遠 く離れると

は,ま さにこんなことをいうのであろう。清新

な空気に蘇ったような思いである。アイヌはマ

リモをトウラサンペ (湖 の魂 )と 呼んでいる。

マリモにまつわる数々の伝説 も,こ こに来てみ

てその神秘的ともいえる雰囲気の中にあっては

じめて美 しい物語 として生きてくるようだ。

ここより望まれる雌阿寒岳は死火山とされて

いた ものであるが, 1954年 より爆発を繰 り

返 して活火山に登録替えされたとい う。
無
えぞ"

といわれた頃の北海道に,本州のような古文書

の記録が残されているわけでなく,わ ずか一世

紀位前の噴火 しか知 られていないとい うか ら,

有史以来の記録をもとにしたかつての火山の分

類がいかに不合理なものであるか知 られる。

阿寒湖を後に して間もなく,双湖台では, こ

れよリパ ンケ トウ,ペ ンケ トウの湖に至る道は

今日で も熊が最 もよく出没するところで,危険

で近寄れないとガイ ドが説明していた。
l旅

行先で一番気になるのは天気である。カイ

ムホフリカアーホイャー (明 日天気になります

ように/)と アイヌの祈 りを教わったとお りと

なえたかいもなく,次に訪れた摩周湖では, も

ともと霧の発生が多いことで知 られているそう

だが,こ の日も湖面を狭霧が流れていた。

日本分県地図を見ると,摩周湖の湖面の高さ

208m,水 深-351m,透 明度 41.6mと

記されている。透明度については最近若干落ち

ているがそれで も勿論世界一であって,こ れに

次 ぐのがバィカル湖であるとい う。湖の周 りに

は 200mに 達する絶壁をめぐらして容易に近

づき難い。湖面にはベールのような霧がただよ

い,何 とも言いようのない神秘的な魅力をたた

えている。
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摩周湖をはじめとして北海道には東北の十和

田湖のようなカルデラ湖が多い。カルデラとは

スペイン語の鍋 という意味だそうだが,周 りか

ら流れ込む川がないので,透明でありいつまで

も浅 くならないのであろう。普通の湖だったら

堆積物によって浅 くなり,や がて底には水草が

生えて沼とな り,次 には湿原となり,それから草

原となって比較的短い湖の一生を終 ることにな

る。北海道のカルデラ湖は地質時代の洪積世に

陥没によって生じた ものであるといわれている。

北海道で最 も大きいカルデラ湖である屈斜路

湖を眼下に見下ろす美幌峠の眺めもよい。そし

て, ここで食べたバターでいためたジャガイモ

の味がまた格層Jで ある。日の中でとけるようで

こんなに旨いジャガイモははじめてであった。

屈斜路湖の湖岸には温泉があって,砂浜を手で

少 し堀るともう湯が湧き出ている。

また近くには昭和 38年 まで稼行していた硫

黄の鉱山があり,バ スより降 りて見学 じサンプ

ルを採取する。

昨夜は大雪山国立公園の層雲峡温泉で一泊 し

た。早朝東の空が自んでやがでウダイスが鳴き

だしたので時計をみたらまだ 4時前であった。

試みに地図で調べると,佐世保が東経 129.7°

位,摩周湖付近で東経 144.5°である。約 15°

の経度差があって,地方時の時差が約 1時 間で

ある。

本国のパスの出発が 9時でそれまでに時間の

余裕があったので, 6時 より運転を開始 してい

る黒岳ロープウェィ (7分 ),そ れから少し歩

いてリフト(13分 )に 乗 り継いで標高 1948

rrIの 黒岳の 7合国に達した。それから大雪山を

縦走する若者のグループも見かけたが,私達の

ような軽装では,残雪が lmも あって終点か ら

先は一歩 も行動できない。雪がとけて黒土がの

ぞいている所には蕗のとうが頭をもたげている。

こんな高地までエゾ松 , トド松がたくましく真

直ぐ天に沖するようにそびえている。その幹か

ら出た枝がエゾ松は下向きであリトド松は上向

きで一見して区別される。その中に自樺の一種

である美しい姿 をしたダケカンパが点在 してい

る。自樺 とい うと珍 らしいこともあって,そ の

名称 と共に何かロマンチックな連想を伴ってく

るのだが,エ ゾ松, トド松のような実用的価値

は全 くなく,す ぐに質って役に立たないそうで

ある。ロープウェイの終点近 くの路傍では,本

州では見られないシマリスがチョロチョロ出没

していた。そういえば本州に住む熊は月の輪熊

で北海道のヒグマとは異っている等動物の分布

が津f‐8海峡を境界線として異っていることを学

んだようだ。ロープウェイの途中で,眼 下の原

始林の中に大木が枯れて横倒 しとなつた無惨な

傷痕について,備付けのテープによる説明では

これは昭和 29年の洞爺丸台風による被害であ

るという。大雪山国立公園は 20余 りの峰々よ

りなり,そ の広さは神奈川県に匹敵するという。

第 4日 目には峡谷となつている大面,小面を

観光した。溶結凝灰岩の柱状節理が 20数血も

続いて,そ の間絶壁にかかる滝があったりして

思わず感嘆のため息がでるような絶景の連続で

ある。休憩地点で河床におりてヒン岩のサンプル

を採取する。旭川より札幌に向う道は石狩川に

沿って神居古漂 (神の住む部落 )付近では崖等

よい露頭が数多 く神居古渾変成岩を車窓より観

察する。

帰 りは来る時とは違って快晴に恵まれた。今

度の旅行です ぐ近くまで行きながら足をのばす

ことのできなかつた洞爺湖,最近活動を再開し

ている有珠山,そ れに昭和新山の姿を はつきり

眺めることができた。これらは今迄写真やテレ

ビで見てなじみになっていたので,機上よリー

見してそれだと識別することができた。その他

富士山のような羊蹄山の麗姿や対岸の登別か ら

さえ遂に雲がかかつて見えなかった駒ケ岳,更
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