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夢に見 た北海 道
初め て北海道 を訪れた のは、僕が まだ二十 一歳の時 だった。
日本が世 界第二の経 済大国、 日の昇る国 と持て はやされて いた
頃で ある。時間 があって もお金が ない大学生 で、周 遊券を用い
ての旅だ った。夏休 みの半分 が過ぎた 八月末、 上野駅に 到着し
た僕 は、十九 時十分発の 青森行 急行「八甲 田」に乗 り込んだ 。
う つのみや
宇都宮 辺りで、青 函連絡船 用の名簿カ ードを 受け取った 。早
朝に 津軽海峡 を渡るのに 、心構 えさせるた めだろう 。向かい 合
せき
う席に座っていた老人は、咳をしながら酒を飲んでいたのだが 、

旅の初 めから何 てことだろ う。あわ て

いび きをかい て寝てし まった。 眠りなが ら、おいで 、おいで と
手を動か すうち に、座席の下 から何 かが流れだ した。黄 色い水

た まりが迫っ てくる ！
て席を変 えた。

シ ートが直 角である せいで、 すぐに背 中が痛くな った。駅 に
着いた電気機関車から、発車する際にガタンとショックが来る。
そのたびに起 こされ た。ポーと 暗闇を汽 笛が響い てくる。そ の

さんの へ

はちの へ

繰り返 しだ。一 ノ関で岩 手県に入っ たので、 あともう 少しかと
いちの へ
にの へ
思ったら、県境に出るのに二時間以上かかった 。 一 戸 、二戸、

お

三 戸 と、い くつ戸があ るのか、 気が遠く なった。 八 戸を 出る
と、よう やく外が明 るくなっ てきた。

つ

青森まで十一時間もかかった。プラットフォームを下りると、
む

陸奥 湾に向か って歩いた 。レー ルは港の先 に続いて いる。前 方
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ど

ら

に見え るのは下 北半島。 どの船に乗 るのか探 した。八 甲田丸は
へこ
船体が錆び つき、衝 突による ものか、一 部が凹 んでいる。
銅鑼 が鳴って 出港 。
「蛍の光」が流される。陸奥湾を抜けて、
なみ がしら
津軽海 峡に入 った。 日本 海の方から 、横並びの波 頭 が近づい

え

ぞ

ち

ては 崩れる。人 々は船室 の畳に腰 を下ろすと 、談笑 したり飲み
食いした り。単調な エンジン の音ばか りが響く 。青函連 絡船が
廃止された現在、かつて本土からは「蝦夷地」、道民からは「外
地」と呼 ばれた北海 道との隔 たりは、 すでに失 われてし まって
いる 。目に見 えない境界 を越え る感覚は、 船で海峡 を渡った 人
間にしか 分からな い。
四時間弱の船旅が終わった。港にはカモメが飛び交っている。
はこ だて
むろ らん
あ ばしり
函館 駅に向か い、 室蘭本 線経由の網 走 行特 急「おおとり」 に

乗 り込む。デ ィーゼ ルカーだか ら架線が ない。風景 がすっき り
さ わら
している。電化しない方がいいんだ 。大沼駅を通過すると、砂原
支 線に入った 。
は
青く映 える沼 の脇を過ぎ ると、雄 大な緑の 大地が眼前 に広が
る。正面に晩 夏の光 を受けて輝 く内浦湾 、左方に そびえるの は
駒ヶ岳。ゆっくりカーブして進む列車は、車体を傾かせながら 、
まんきつ
野性的だが 穏やかな 、パノラ マの光景を 満喫さ せてくれた 。北
の大 地が見せた 贈り物は 、大沼公 園経由とな った現 在の下りで
は見られ ない。

かんえい

内浦湾は 噴火湾と も呼ばれ る。日本人 （和人 ）が蝦夷地 に移
住を 始めた江 戸初期、寛 永年間 には駒ヶ岳 が大噴火 を起こし 、
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山の一 部が崩れ て内浦湾 に流れ込み 、大津波 を引き起 こした。
う す ざん
かん ぶん
ふもと
有珠山も 寛文 年間か らしば しば凶暴な噴 火を繰り返し、 麓 の

たるまえさん

村を 火砕流で焼 き払った 。
し こつ
また、支 笏カルデ ラの南に 生じた、平 坦な中 央火口丘に、 溶

とま こ まい

岩円 頂丘が形成 された樽 前山は、 世界的に珍 しい三 重式火山だ
が、ひと たび大噴火 すれば、 溶岩円頂 丘ごと吹 き飛んで 、沿岸
の苫 小牧まで 火の海に変 えてし まう。噴火 と切って も切れな い
湾は、そ んな歴史と は無縁な 顔で、数 百羽のカ モメの楽 園とな
って いる。
札幌に 到着すると 、お決ま りのコー ス、ビル の谷間に 埋もれ

幅広き 街の

秋 の庭の

玉蜀黍の

たうもろこし

焼くにほ ひ

た時 計台を眺 めた後、 大通公園 へ向かっ た。故郷の 岩手を出 た
たくぼく
石川啄木 が、一 年足らず過ご した北 海道だが、 ここで残 した歌

し んとして

が 石碑に刻ま れてい た。

よ
まるやま

その夜 は円山 公園に近い 、中央区 宮ヶ丘の ユースホス テルに
泊まった。 人見知り する僕だ ったが、そ こでは 互いに知ら ない
者同 士、ゼロか らのコミ ュニケー ションだ。 黙って いたら何も
始まらな い。声をか け、旅の 情報を交換 する。 そのうち、 気が
合う 相手とも出 会えるだ ろう。
れん が

翌 日は札幌駅 周辺を見 物した。 赤煉瓦作り の北海 道庁旧官庁
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いか

とんでんへい

は、前 面に池を 構えた厳 めしい建物 で、ここ が屯田兵 や囚人を
指揮して、 アイヌ人 しか住ん でいなかっ た内陸 部を、組織 的に
開拓 していった のである 。
北大植物 園は、北 海道大学 のキャンパ スから 離れた中央区 北
三条 西にある。 亜熱帯に 生育する バナナやパ パイヤ 、壺状の落
とし穴で 虫を捕らえ るウツボ カズラ、 粘液で虫 に巻きつ くモウ

はくせい

セン ゴケなど の食虫植物 、小笠 原に分布す る樹木化 したシダ な
どを眺め た後、博物 館でヒグ マ、シカ 、エゾオ オカミ、 キタキ
ツネ などの剝 製を見て回 った。
北方民 族資料室に は、明治 初期に収 集された アイヌ人 の民族
衣装 や狩猟の 道具、イ ヨマンテ などの祭 礼の写真が 展示され て
る。アイ ヌ人は 熊を神として とらえ 、祭りで殺 すことで 肉をい

ま

た だき、本来 の神の 国にお帰り いただく という信仰 を持って い
しら おい
のぼり べつ
た。 白老や 登 別 を回る 余裕 がないときは 、ここに来ればか つ

いだ

てのアイヌ人の暮らしぶりを、目の当たりにすることができる。
北海道 大学の キャンパス は、北区 北八条西 にある。広 大な敷
地 は 芝 生が 広 が り、 公 園か何 か のよ うで あ る 。「 少年 よ 、 大 志
を抱け 」で有名 なクラー ク博士の前 に立つ。 僕は前年 、早稲田
大学の友人 から聞い た話を思 い出した。 三人で 旅行してい たと

うちむらかんぞう

に

と

いう のだが、そ のうちの 一人がふ ざけて、博 士像の 鼻にタバコ
を突っ込 んだという のだ。
彼は すべての 権力は敵 だと考えて いたから 、内村鑑 三や新渡
べ いなぞう
や ゆ
戸稲造を啓蒙した博士も、揶揄の対象にしてしまったのである 。
そ れ に対 し て 、「 そ ん な 不 遜な 態 度は 許 せ な い 」 と一 人 が 怒 り
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お ざき ゆたか

出し、 親友だっ た三人は 仲間割れし てしまっ たという 。僕の属
したサークルにも、革マル派の遺品ともいうべきヘルメットが、

さけ

まだ 保管さ れて いた時 代であ る。尾崎 豊 の「この支配か らの
卒業 闘 いからの卒 業」とい う歌詞に共 感でき た世代のエ ピソ
ード である。

層 雲峡は雲 の中
かに

札 幌駅で弁 当「えぞ 賞味」を 買った。 蟹、イクラ 、鮭、ア ワ
ビなど が寿司飯 に載って いる。こん なうまい 駅弁はな いと思っ
あさひ かわ
せき ほく
た。特急 ライ ラック で 旭 川へ。 石北本線の急行 大雪一号は、

そううんきょう

一両のディーゼルカー、窓は開け放たれて扇風機が回っている。
うえかわ
しかも、自 動車より も遅い。 三十分余り で上川 駅に着き、 バス
で層 雲 峡 に 向かった 。
ユースホ ステルに 宿泊する と、相部屋 だった 同志社大学の 学
生 と 気が 合 っ た 。 二 段ベ ット の上 か ら顔 を 出 し 、「早 稲 田 の 学
生か」と言いながら、にやりと笑った。洗濯の話をすると 、
「汚
れた 服は小包 で自宅に送 る」と 澄まし顔。 関西弁で しゃべる お
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坊ちゃ んタイプ の青年だ った。
こ ばこ
翌朝、空は 曇って いたが、二 人で自転 車を借り 、小函方面 に

きん し

向か ってサイク リングし た。道を 下っている はずな のに、やけ
にペダル が重い。左 側には縦 に筋の入っ た絶壁 が、屏風の よう
に延々と連なる。壁面からしぶきを上げる錦糸の滝まで行って、
Ｕターン することに した。
振 り返って気 がついた 。ずいぶ ん坂を上っ てきた んだな。こ
れはよく ある錯覚で ある。直 線のだら だら坂だ と、前方 が下っ
てい るように 見えてしま うので ある。記念 撮影して 、あとは ひ
たすら下 っていく 。
ユ ースホス テルに戻る と、彼 は「達者で な」とい う言葉を 残
して去っ た。僕 は停留所まで 見送っ た。ひとた び親友の ように

いち ご いち え

語 ら っ ても 、「 一 期 一会 」 と割 り 切っ てさ ら り と 別れ る 。 旅 を
して高揚 してい るからこそ 、意気投 合したの であって、 後日再
会 してもしら けるだ けである。 いい思い 出とする ためには、 連
き
絡先も 訊かない 方がいい 。これがユ ースホス テルでの 出会いと
別れである。

くろだけ

層雲峡の温 泉街か ら、ロープ ウェイが 延びてい る。リフト を
乗り 継いで、黒 岳に登る ことにし た。標高一 九八四 メートル、
その年の数字と同じ高さなので、登山を推奨していたのである。
北海 道の山は二 千メート ルでも、 本州の三千 メート ル級に登る
心構えが 必要である 。それな りの装備 が求めら れるとい う。
山 道は急だっ た。岩石 が転がっ ていて歩き にくい 。幸い、熊
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は出て こなかっ たが。九 合目を過ぎ る頃には 、小雨が 降ってき
た。山頂は 雨。近く の人に写 真を撮って もらっ たが、雲の 中に
いる ようで何も 見えない 。
すぐに下 山した。 悪路にな っていた。 滑る、 滑る。二回も 転
んで しまった。 ロープウ ェイの山 上駅にたど り着き 、山菜と山
芋が入っ た黒岳そば を食べる 。体が温 まってと てもうま い。絵
葉書 を買った 。ユースホ ステル に戻り、腰 を下ろす 。また一 人
になって しまったの を実感し た。

オ ホーツク 海の色
く

網 走行きの 特急「お おとり」 に乗って いた。奇し くも、僕 が
函館発 で乗った のと同じ 時刻の特急 である。 最初の状 態にリセ
ットされた感 じであ る。駅弁を 食べてい る。層雲 峡を一緒に サ
イクリ ングした 青年のこ とを思い出 した。
絵葉書を取り出すと、家族と友人に手紙を書いた。学生時代 、
長旅をよくしたから、その間に葉書を出すのを習慣にしていた。
旅の香り を届けるに は、帰っ てからのお みやげ よりよほど 新鮮
だか ら。
いつしか 居眠りし ていた。 今日の出来 事は現 実感が失わ れて
いた 。終点に 到着したの は午後 十時。駅前 のビジネ スホテル に
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泊まる 。何でユ ースホス テルを予約 しなかっ たんだろ う。部屋
に浴室も洗 面台も、 トイレも ない。

あし

翌朝、サ ロマ湖に 向かう。 アイヌ語の 「サル ・オマ・ペツ 」
（葦 が生える川 ）に由来 する。網 走駅には０ 番線ホ ームがあっ
ゆうもう
た。廃止 間近だった 湧網線の ディーゼ ルカーが 、今入線 してき

の とろ

た。
トコト コトコトコ 、小走り するような 軽快な 音を立てて 、ガ
ラガラの車両は走っていく。右側に能取湖の湖面が見えてくる。
いろど
サンゴ 草でほ んの り煉瓦 色に 彩 られている 。ゆるやかなカ ー
ブを 進みなが ら、あざ やかな光 景をさり げなく見せ る。家も ま
ばらな平 原を、 孤独なランナ ーのよ うに走って いく。数 年後に

は 消されてし まうと いうのに、 走ること だけ考えて 。
とこ ろ
常呂駅 で下りた 。ホームは 路面電 車の駅のよ うに低い 。郵便
局 で絵葉書を 出した 。バスで栄 浦に出る 。パンと ジュースを 買
って、 サロマ湖 の湖口ま で歩こうと 考えてい た。とこ ろが、湖
に向かう人の 姿はな い。
アスフ ァルト の上を逃げ 水が見え る。迷彩 服を着たエ リート
風の青年と ガールフ レンドが 、自転車で 並んで 過ぎていく 。
「頑 張ってくだ さい！」
悪気はな いんだろ うが、何 だか自分が 見劣り している気が し
た。 いまだにサ ロマ湖の 水面すら 見えてこな い。ア イヌ人が残
した常呂 遺跡を右に 進んでい く。
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か

き

サロマ 湖の牡 蠣養殖の浮 きが見え る。鳥の 形をしてい ると思
とうふつ
ったら、一 羽が飛び 立った。 すべてがカ モメだ った。鐺沸 とい
うア イヌ語地名 は、湖の 口を意味 するという 。東端 に位置する
排水路は 、昭和の初 めには閉 塞したとの こと。 したがって 、丘
に隔 てられてオ ホーツク 海はまだ 見えない。
たこ
上空をト ビが飛ん でいる。 凧のように 両の翼 に海からの 風を
受け 、上昇気 流に乗って ホバリ ングしてい る。虫の 音、花咲 い
たまま枯 れ、硬直し た茎。も う夏は終 わったの だ。丘を 登って
いこ う！
あっ、 口から声が 漏れた。 水の色が 違う。北 の海は緑 がかっ
て、 見るから に冷たい 感じだ。 うねりは 弱いものの 、吹きつ け
る風はか なり強 い。波打ち際 で一気 に崩れる。 遠浅では ないん

か たく

だ ろう。ピン クの花 を咲かせた ハマナス は、花びら も花托も ひ
あけ
からびて いた。 すでに朱の 実がなっ ているも のもある。 砂防柵

しおさい

の 内側には人 の姿が ない。はる かに続く アスファ ルトの道。
な

雲が広がり つつあ った。波は 凪いでき たが、潮騒 は耳につ い
て離れ ない。水 平線近く まで、雲が 垂れ込め ている。 雲と海の
はざ ま
まぼろし
狭間に青い 幻 が現れ る。対岸な ど見え るはずがな いのに。 浜
に目 を落とすと 、タンポ ポが咲い ている。カ モメが 目の前を横
くちばし
切り、黄 色い 嘴 が宙 を切る。
湖の 方を眺め ると、向 かいに漁村 が見える 。中央に 錆びたク
レーンが立っている。路面を千鳥足の小鳥が楽しげに跳ね回る。
背後 から何か が近づいて くる。 エンジンの 音が、そ して急ブ レ

- 17 - 18 -

ーキ。 あっ、ト ラックか 。
「おい、乗 れや」
ヒッ チハイク なんかし たことがな い。北海 道の人は 心も広く
て、ワイ ルドなんだ なあ。向 こうが疑わ ないん だから、こ っち
も疑 っちゃいけ ない。乗 り込むと 、発車！ 運転手 は言葉が少
ない。で も、誰もい ない道を とぼとぼ 歩く若い 奴がいた ら、放
って おけなか ったんだな 。
水門の ところで下 ろしても らった。し ばらく して、栄浦 で会
った 迷彩服の 青年が、続 いてガ ールフレン ドが自転 車で追い つ
いた。
「ま た、会い ましたね 」
青年は 名古屋か ら来て、サ ロマ湖 のユースホ ステルに 泊まっ

ほほ え

て いるとのこ と。作 りが豪華な 点が気に 入ったらし い。
「窓から の眺め もステキ！ 」
ガ ールフレ ンドも微 笑んでい る。水門 の方から、 営林署の お
じさん が寄って きたので 、青年がい くつか質 問した。
「冬になると ね、こ こは流氷が 三メート ルも五メ ートルも押 し
寄せる んだよ。 この先の ワッカの森 は、植林 したもの なんだけ
ど、キタキ ツネ、リ ス、シカ も住んでい るんだ 。十年ぐら い前
にこ の水門が出 来て、サ ロマ湖の 水質が改善 してね 。それまで
は湖の奥 は水が腐っ てしまっ たんだよ。 今獲れ るのはチカ 、ワ
カサ ギみたいな 魚かな。 ホタテの 養殖はサロ マ湖で 二年、その
稚貝を外海にばらまいて二、三年はかかるんだ。ウニ、ツブ貝 、
エビ 、ホタテ なんかは密 漁され ないように 、監視し ているん だ
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けどね 」
おうとつ
コンクリー トの水 門の内側は 、凹凸の ある鉄板 に覆われて い
て、 オホーツク 海から潮 が流れ込 むたびに、 ハタハ タハタハタ
と音を立てる。水門の橋を渡り 、ワッカ自然休養林に向かった。
営林 署のおじさ んの姿は もうない 。あの二人 連れは 橋のたもと
で、肩を 並べて湖を 見つめて いる。
のぞ

薄暗い森の奥を覗き込む。砂州の向こうにある海も見えない。
聞こ えるのは 、草を踏む 自分の 足音ばかり 。キツネ やシカは ど
こにいる んだろう ？ 背後で 何かの 気配がした 。先ほど の青年
とガ ールフレ ンドは、 三脚を立 てて記念 撮影してい る。片づ け
て荷物を まとめ 、並んで自転 車にま たがると、 一本道の 先に吸

い 込まれてい った。
水門を 通り過ぎ て、帰路を 目指す ことにした 。日は西 に傾き
か けている。 青い球 体が見える 。地球か と思った 。それなら 、
ここは どこの星 なんだ。 そんなはず はない。 見上げる と、月の
姿は大空にな かった 。
丘の上 を歩い ている。沖 に白と朱 の浮きが 漂っている 。足元
くい
の枯れ草に 杭が打ち 込んであ る。先端に はピン クのテープ が巻
きつ けられてい る。墓標 ではない 。杭には「 さけ定 置……」の
文字が見 える。海か らの目印 なのだろう 。とぼ とぼと歩く うち
に、トラック三台に声をかけられた。時間が余っているからと、
今度は断 った。
ワ ッカ入口ま で歩いて 、網走バ ス十七時五 分に乗 ったが、お
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客は僕 ただ一人 。常呂駅 に戻り、線 路を渡る 。コンク リートに
埋め込まれ た二本の レール。 小屋の端か ら覗く オホーツク 海。
再び ここを訪れ ることが あっても 、その時は ここに 駅はないだ
ろう。

摩 周ブルー は孤高の 印
せん もう

翌 朝、網走 駅を出る と、釧網 本線はオ ホーツク海 に沿って い
しゃ り
しれとこ
く。斜 里駅は知 床半島の 世界遺産登 録に向け て駅名が 知床斜里
て し かが
となったが、 何かし っくりこな い。そう いえば、 弟子屈駅も 摩
周駅と なったが 、駅名に も歴史があ って、人 々の思い 出に刻ま
れているの だから、 観光振興 のためとは いえ、 むやみに改 名す

くっしゃ ろ

べき でない。
川湯温泉 駅も、当 時は川湯 駅と呼ばれ ていた 。川湯温泉の バ
スタ ーミナルか ら、屈斜 路湖まで 歩くことに した。 道は広いの
だ が 人 影 は な い。 逃 げ 水が見 え る 。「 熊に 注 意 」 とい う 看 板 。
時折 、フルス ピードで車 が過ぎ ていく。北 海道の大 地をこう し
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て踏み しめてこ そ、本当 の旅と言え るんだと うそぶい てみる。
もちろん、 誰も聞い ていない 。三十分で 屈斜路 湖に到着。 林の

む

端か ら湖面を撮 影する。
い おう
バスに乗った。摩周湖に向かう途中、硫黄山で途中下車した 。
アイ ヌ語でアト サヌプリ 、裸の山 というだけ あって 、溶岩が剝
き出しの まま固まっ た山肌に は、草木 の一本も 見当たら ない。
移動 販売の車 が出ている ので、 ソフトクリ ームを買 ってみた 。
乳脂肪が たっぷりで 濃厚な味 がする。 食べなが ら、硫化 水素が
噴出 し、黄色 く染まった 岩肌を 眺めていた 。ここは 日本一の 広
さを誇る 屈斜路カ ルデラの内 部で、 硫黄山も破 局的な噴 火の後
に生 まれた屈 斜路カル デラの出 張所。要 するに、火 口の中を 移
動してき たわけ である。

摩 周 湖 と い う地 名 は 、 アイ ヌ語 の「 マシ ・ ウ ン・ ト ー 」（ カ
モ メの湖）に 由来す ると言われ るが、も ちろん、 カモメなど 生
息して いない。 かつては 世界一の透 明度を誇 ったが、 現在はバ
イカル湖に首 座を譲 り渡してい る。
カルデ ラ湖で ある摩周湖 は、七千 年前の破 局的な噴火 で、成
層火山の山 頂が吹き 飛ばされ た窪みに水 がたま ったもので 、縄
文時 代に生まれ た歴史の 浅い湖で ある。しか し、そ の美しさに
は見る者 の魂を奪う 力がある 。
バス で中腹ま で登った ところで、 突如摩周 ブルーは 現れる。
中腹より 上が陥没し たに過ぎ ないので 、いくつ かの山が 吹き飛
んだ 屈斜路カ ルデラと比 べれば 、規模は小 さなもの である。
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じょう がん

と はいって も、 富士山 の 貞 観噴火の十九 倍というすさま じ
い噴火だっ たとされ る。過去 の激しさと 現在の 静寂は、相 容れ

ひと け

ない ように思え るが、山 体がふい に途切れて 、巨大 な湖が出現
する異様 さは、破壊 的な威力 の痕跡を物 語って いる。
摩周第三展望台に到着した。もし時間の余裕があるなら、人気
た んの う
の少ない ここで摩周 ブルーを 堪能して 、次のバ スでみや げ物店
のあ る第一展 望台に移動 した方 がいい。写 真で紹介 される美 し
い眺めは 、第三展望 台からの ものであ る。
正 面の 山 は カ ムイ ヌ プリ（摩 周岳 ）、絶 壁 の 下 には 深 い 青 が
映える湖 面。中央 にカムイッ シュ（ 神のような 老婆）と 名づけ
られ た小島が 覗く。湖 面の異様 な身震い は、湖底で 続く火山 活
動による ものか 。湖面に降り 注ぐ光 は、ある深 さまでは 通り、

そ の下は深い 闇が支 配する。岸 の縁だけ は木々の姿 が映り、 ほ
のかに緑 がかっ ている。突 き出す山 は砕けた 岩が剝き出 しで、
青 い水面の鏡 に似姿 を映してい る。音の ない世界 、耳をそば だ
てても 虫の声ば かり。一 言で言えば 、息を呑 む美しさ 。
み
また
第一展望台 に移動 した。カム イヌプリ の山下から 、三つ叉 に
分かれ る線が水 面に延び ている。一 本はカム イッシュ につなが
かなた
り、あとの 二本は、 手前の湖 岸、カルデ ラのは るか彼方に 延び
てい る。カムイ ッシュを 守ってい るのだろう か。こ こからはカ
ムイヌプ リが、青い 水面に映 る姿は見ら れない 。

いく え

摩周湖に は流れ込 む河川は なく、常に 水位は 変わらない 。湖
底か ら地下水 が湧いてく るのだ ろう。波紋 が幾重も の弧を描 い
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て、青 い水面を 伝ってい く。紅葉の 始まりか けた木々 に囲まれ
へきくう
た湖は、碧 空が映し 出された 鏡のようで ある。

しゅうちょう

平野には灰色の雲が垂れ込めているが、カルデラの真上には、
深い青と は対照的な 明るい空 が広がって いる。 湖の中ほど のカ
ムイ ッシュは、 アイヌの 神話によ れば、 酋 長 に孫を殺 された
老婆が、 永遠の安ら ぎを求め て島とな ったもの だという 。島に
渡る 人がある と霧や雨に なるの は、孫が来 たと思っ て流す老 婆
の涙のた めだとされ る。
霧 の摩周湖と 呼ばれる くらい、 カルデラは 霧に閉 ざされてい
ることが 多い。湖 面一杯に広 がるガ スから、カ ムイッシ ュが顔
を出 している さまは幻 想的だが 、むしろ その方が摩 周湖のあ り
ふれた顔 である 。深い青をく まなく 見渡せるの は、週に 一度く

ら いだという 。その ため、摩周 ブルーを 目にした者 は婚期が 遅
れる、と いう伝 説が生まれ た。自分 は一人で 生きていく のかも

はるとり

し れない…… 。
バスで 弟子屈 駅に向かっ た。今は 摩周駅と 呼ばれてい るが。
くし ろ
釧網本線に乗 った。 釧路湿原は 車窓から 眺めるに とどめ、釧 路
市内春採湖畔のユースホステルに泊まる。同室には僕のことを、
黒岳で見か けたとい う人もい た。一人旅 での語 らいは、う ちに
こも りがちな思 いを癒し てくれた 。
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目には 見えな い海の壁
日本 で最も東 に位置す る駅、それ は根室本 線の東根 室駅であ
る。列車 は狭い半島 に入って きた。駅を 出ると 大きくカー ブし
て、 次が終点の 根室駅。 釧路を出 て各駅停車 で、約 三時間かか
った。現 在、この区 間は花咲 線と呼ば れている 。

さっ ぷ みさき

根室駅は殺風景である。これが幹線の終点とは思えないほど。
の
稚内や網 走のにぎわ いとは対 照的では ないか。 バスに乗 って納
沙布 岬 に向 かう。 到着 したのは、午 後一時四十五分 。食堂で
遅い昼食 。かに飯 を食べる。

ちゃちゃだけ

岬 に立った 。肉眼でも 水晶島 や、手前の 貝殻島の 灯台は見 え
る。北方館望郷の家の二階に上がった。望遠鏡が設置してある 。

くな しりとう

や や霧がかか ってい るが、国後 島の泊山 や爺々岳が 、雲間か ら
覗いてい る。正 面の平坦な 島が水晶 島で、監 視塔の窓ま で見え
る 。海岸線の 崖、打 ち上げるし ぶき。貝 殻島には カモメが群 れ
ている が、一羽 一羽の姿 までとらえ られる。 手前の海 峡では、
ソ連の警備艇 が監視 を続けてい る。
座礁し た日本 の貨物船が 、船尾を 天に向け たまま、錆 びた船
体を傾けて いる。波 は荒い。 深い海がカ モメの 飛び交う数 メー
トル 手前で、急 に浅くな るのだろ う。
鎌を振り上げた波頭が、地崩れのように太平洋から流れ込み 、
目には見えない壁に沿って、狭い海峡に川のように注いでいる。
終戦時に ロシア人か ら追われ て、この ラインを 越えてき た日本
人は 、もう故 郷の島々に 戻るこ とは許され なかった 。
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日本の 漁船が 目に見えな い壁に沿 って、ぎ りぎりの波 間を縫
っていく。 ○○丸と いう漢字 まで見える 。ゆる やかなうね りに
乗っ て、船は進 む。目と 鼻の先に 透明な壁を 立てら れ、封じ込
まれてし まったよう なものだ 。その向こ うは日 本の行政権 が及
ばな いと思うの は奇妙だ が、これ は動かせな い現実 なのだ。
カ モメは嘴を 風に向け 、翼を広 げて風を切 る。お どけた声を
出して、 岬近くの電 柱に留ま る。下の 海では小 舟が、潮 の流れ

じゃ り

に翻 弄されて いる。昆布 は波打 ち際に打ち 上げられ 、よじれ た
茎がうね りにもま れている。
砂 利の上に 干されてい るのも 昆布。辺り は海藻の 匂いが立 ち
こめてい る。と りわけ、乾燥 室の小 屋の排気口 から。生 干しに

な ったところ で、人 為的に乾燥 させてい るらしい。 これらの 多
くは、ソ 連政府 の許可を受 けて、貝 殻島周辺 から刈られ てきた
も のだった。
僕は望 郷の家 で見た、江 戸時代か ら行われ た千島開拓 の展示
を思い出した 。島を 奪われた人 々のこと を考えれ ば、返還は 一
日も早 く実現さ れなけれ ばならない 。根室市 内で目に した「島
を返せ」と いう看板 。返還を 願う歌声が 耳につ いてしまっ た。
望郷 の家の壁 には、ソ 連軍侵攻の 経緯が図 示されて いた。連
合国側はヤルタ密談により、ソ連の日本への参戦を決めていた。

る もい

それ が一九四五 年八月八 日、ソ連 軍の対日宣 戦と日 ソ中立条約
の一方的 破棄につな がる。ソ 連はその 見返りに 、南樺太 と千島
列島 ばかりで なく、留萌 から釧 路以北の北 海道の割 譲も画策 し
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うるっぷとう

ていた 。
日本がポツ ダム宣 言を受諾す ると、ソ 連軍は南 樺太と北千 島

はぼまい

しこたんとう

の得 撫島まで占 領する。 ところが 、まだ南千 島にア メリカ軍が
え とろふ とう
到着し ていな いと見 るや 、南千島の国後 島・択 捉 島ばかりで
なく 、本来は北 海道に属 する歯舞 諸島と色丹 島まで 占領してし
まった。 北海道の北 半分割譲 はアメリ カ軍に拒 否された が、敗
戦時 に北海道 まで失う危 険があ ったのであ る。この 展示を見 て
いた男性 が、憤然と して言い 放った。

ごうだつ

「大 砲、ぶっ 放してやり たいな ！」
しかし 、ここで血 気にはや っても事 態は改善 しない。 ひとた
び戦 争を起こ し、敗戦 すれば人 命ばかり でなく、領 土を強奪 す
る口実を 与えて しまう。愛国 心を高 揚するだけ では、問 題は解

決 しないので ある。
ソ連政 府がロシ ア政府とな っても 、北方領土 にあった 日本人
の 街はすでに 壊され 、ほとんど 痕跡は残 っていな い。粘り強 く
交渉は 続けてい くべきだ が、日本人 が自由に 北方領土 に行き来
できる環境を 、画策 する方が有 効なので はないか 。ヨーロッ パ
のよう に、身分 証明書さ えあれば、 ビザなし でも国境 を往来で
きるように 。
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すでに 始まっ た追憶
僕の ポケット の中には 、セリーヌ の『夜の 果ての旅 』が入っ
ていた。 その前書き に「旅は 想像力を働 かせる 」という言 葉が
ある 。たしかに 、旅をし ている間 は、僕の感 覚は数 倍きめ細か
くなり、 目にするも の、耳に するもの へのあふ れる思い に満た
され る。
旅の終 盤が近づい てきた今 、日記をつ づりな がら出会っ たこ
とを 、記憶の 中にとどめ ようと していた。 魂の中で イメージ が
定着した とき、は じめて自分 が旅す ることで生 きていた のを感
じる 。その意 味ですで に、旅を 追憶して いたのであ る。
根室か らの列車 で、僕は半 分は眠 っていた。 九月初旬 の午後

六 時半だが、 本土の 東端は、す でに闇が 支配してい た。北海 道
らしい、 野性的 な風景とは もうお別 れだろう 。自分はま た本州
に 近づいてい く。
釧路発 の夜行 列車が出発 した。石 勝線経由 の札幌行で ある。
足下はヒータ ーで暖 かい。僕は この旅の 出来事を 、夢うつつ の
中で反 芻してい た。
しらおい

いっ たん札幌 に出た後 、室蘭本線 の白老で 下りた。 ここには
ア イ ヌの コ タン （ 村 ） が ある 。 地 名は 「シ ラ ウオ イ 」（ ア ブ の
多い 所）に由来 する。こ このコタ ンは、ポロ ト湖と いう湖のほ
とりに出 来たことか ら「ポロ トコタン （大きな 湖の村） と呼ば
れて きた。

- 37 - 38 -

ここは アメリ カ先住民の 集落と同 じく、す っかり観光 地化さ
れており、 アイヌ古 来の家（ チセ）が並 び、ア ツシという 紺地

ちょん まげ

に白 い線の入っ た伝統的 な衣装を 身にまとっ たアイ ヌが、口笛
とムック リ（口琴） に合わせ て踊りを見 せてく れる。
と いって も、日 本人が もはや 丁 髷を 結っていないように 、
現在のア イヌはすっ かり和人 （シャモ ）に同化 してしま った。
アイ ヌが小学 校に上がっ て、学 校でアイヌ 語を話す と、それ だ
ふびん
けでいじ めの対象と された。 そこで、 アイヌは 子供が不 憫だか
らと言うので、家でもアイヌ語を使用するのをやめてしまった。
沖縄に おいて、琉 球語を使 っただけ で、首に 「方言札 」をか
けら れたため 、若者が 話せなく なってし まったのと 、同じ現 象
が起きて いたの である。しか も、ア イヌの場合 は大多数 の和人

に 囲まれた、 少数民 族であった ために、 差別はより 過酷な形 で
現れた。
室蘭本 線の登 別駅で下り た。地名 はアイヌ 語の「ヌプ ルペツ
（ 色 の 濃い 川 ）」 に由 来す る。 バ スで 登別 温 泉 に 行く と 、 温 泉
街の入 口で硫化 水素の臭 いがした。 地獄谷は 植物がな い荒涼と
した谷間を 、整備さ れた歩道 が延びてい る。噴 煙に関して は、

たた

川湯 温泉近くの 硫黄山（ アトサヌ プリ）の方 が凄ま じかった。
ロープウ ェイでク マ牧場に 向かう。餌 をやる と、二本足で 立
って、前足を叩いて催促する。中にはのけぞって後ろ足を叩き、
お尻まる だしのクマ もいる。
「ち ょっとだ けよ、あん たも好 きねって言 ってるよ 」
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近くのおじさんが、ザ・ドリフターズの下ネタをつぶやくと、
周囲にいた人たちがどっと笑った。当時の加藤茶の話をしても 、
今の 若者には通 じないか な？
クマの芸 当も見た 。玉転が し、自転車 こぎ、 火の輪くぐり 、
棒渡 り、玉投げ 、数当て 、色当て など、どこ まで分 かっている
のか。で も、動物っ て意外に 賢い。自 分が賢い と思って 、実は
愚か なのは人 間の方かも しれな い。
く っ た ら こ
展望台 からは倶多 楽湖が見 える。アイ ヌ語の 「クッタル ・ウ

ほ

シ ・ トー 」（ イ タ ド リ が生 え る湖 ）が語 源 で あ る 。カ ル デラ 湖
である。 ユーカラ の里では、 チセ（ 家）の中で アイヌの 老夫婦
が座 っていた 。西洋人 のように 彫りが深 いというけ れど、ち ょ
っと見る と東北 辺りの老人と あまり 変わらない 。おじさ んの方

は 無口で、お ばさん が話をして くれた。
「本州の 人は、 アイヌはク マと家の 中で暮ら していると 思って
るようだけど、なんぼアイヌだって、クマとは暮らしませんよ。
私は火 事で戸籍 が焼けて しまって、 昭和三年 生まれな のに、い
い加減な戸籍 作られ て、昭和四 年生まれ になって るんです」
苫小牧市営 バスで 、ウトナイ 湖畔にあ るユース ホステルに 泊
まっ た。ウトナ イ湖は野 鳥のサン クチュアリ として 知られてい
るが、白 鳥が訪れる 十一月は まだ先のこ と。慶 応大学の学 生と
意 気 が合 っ た 。 ペ ア レント の おじさ ん に、「 どう せ 坊 ち ゃ ん だ
から、ベ ットの片づ けもでき ないんだ ろう」と 言われ、 失礼だ
と憤 激してい た。翌日、 出立す る前に、函 館で再会 して一緒 に
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帰ろう と約束し た。
洞爺駅から バスに 乗り換えた 。湖畔で ニジマス とシシャモ の
寿司 を食べてい た。洞爺 湖もカル デラ湖で、 十一万 年前の破局
噴火で大 火砕流を吐 き出した 後、陥没し て巨大 な湖となっ た。
湖面 中央の中島 は、溶岩 ドームの 名残であり 、エゾ シカが生息
すること で知られて いる。
足こぎボートがあったので、ちょっと乗ってみることにした。
本当は二 人乗りなの で、一人 だと傾い てしまい 、まっす ぐ前に
進ま ない。湖 水は深みの ある青 で、波立っ てはいな いものの 、
横風を受 けるとゆ らゆら揺れ る。中 島に近づく など思い も寄ら
ない 。ジグザ グに進む しかなか った。
遊覧船 が近づい てきた。幾 重もの さざ波が押 し寄せて きた。

ボ ートは激し く揺れ る。ハンド ルを切っ て、巨大な 船体から よ
うやく逃 れた。 借りたボー ト屋が見 えてきて も、なかな か横付
け できない。
大沼公園に 向かっ ていた。座 席は空い ておらず、 車両の連 結
部近く から、窓 の外を眺 めていたの だが、駒 ヶ岳が行 きと同じ
ように、左 側に見え るわけが 分からなか った。 どうやら砂 原支
線は 通らなかっ たのだ。 あのダイ ナミックな 大パノ ラマは、目
にするこ とができな いのか！ 上りは本 線しか 通らないの だっ
た。
その日は 大沼のユ ースホス テルに泊ま った。 翌朝、沼の 周囲
を一 人でサイ クリングし た。多 くの島、突 き出た半 島があり 、
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いただき

遊覧船 も就航し ていると 、ペアレン トのおじ さんが教 えてくれ
た。島のい くつかに は橋で渡 った。自転 車を引 いて坂道を 上っ
ていくと、三〇三メートルの 頂 まで十五分足らずで到着した。
内陸の松 島といった 感じで、 北海道の旅 もいよ いよ終盤戦 に入
って きたのを感 じた。
夕方、函 館山の山 頂まで、 ロープウェ イで登 ってきた。 日没
まで には少し 時間があっ た。こ こは火山島 が砂州で 亀田半島 と
つながっ たので、函 館の街が 平坦なの は、かつ ては海峡 だった
から である。 高層の建築 を除け ば、へらで つぶして しまった よ
うにぺち ゃんこだ 。
函 館港内に は、わずか のさざ 波も立って いない。 輝きの衰 え
た光を浴 びる海 面に、出港し た船が 二筋の物憂 い筋を描 いてい

く 。風はやや 強いも のの、津軽 海峡の波 は穏やかで 、日没を 迎
えると点 在する イカ釣り船 から、漁 火の明か りがともり 出す。
午 後六時過 ぎ、よう やく函館 の夜景が 始まる頃、 僕は青函 連
絡船に 乗るため に、函館 山を下りる ことにし た。しか も、お金
をけちって車 道を下 りた。街灯 もない蛇 行する山 道を、観光 バ
スが次 々に上っ てくる。 次第に闇が 辺りを支 配し、対 向車のヘ
ッドライトに目くらましを食らう。何て無鉄砲だったんだろう 。
函館 駅でおみ やげを買 い、連絡船 の待合室 に向かう 。ウトナ
イ湖で知り合った慶応大学の学生が見つからない。やむを得ず、

はしゆき お

十和田丸に乗り込み、食事を済ましたところで、彼と出会った 。
向こうで も僕のこと を探して いたそう だ。
い よいよ、北 海道とも お別れだ 。二人で甲 板に出 た。橋幸夫
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きずな

の「 絆 」の歌 声が響 く中 を出港。函館 山の横の暗い海 を、連
絡船はゆっ くり進ん でいく。 それから、 東北本 線の急行「 八甲
田」 の中でも、 二人は旅 の間の出 来事や、こ れから の人生につ
いて語り 合った。

た

上野 駅には午 前十一時 に到着。新 宿駅の中 華レスト ランで乾
杯した。 別れ際に彼 は「いつ 会えるか 分からな いけれど も、そ
の時 は……」 と言った。 それか ら三十年経 ったが、 ついに会 う
ことはな かった。

ふ たたび北 海道へ
僕 が初めて 北海道を 訪ねてか ら、七年 の歳月が過 ぎていた 。
すでに 二十八歳 になり、 モラトリア ムで人よ り長かっ た学生時
代も、二年前 に終わ っていた。 曲がりな りにも就 職して、外 国
人に日 本語を教 え、人の 相談にも乗 れるよう になって いた。
旅立ったの は、八 月中旬、残 暑がまだ 厳しい時 期だった。 今
回も 上野駅から 急行「八 甲田」に 乗ったのだ が、車 内は小ぎれ
いで快適 になってい た。僕は 雑誌『宝島 』の別 冊『夢の本 』を
携え ていた。銀 河鉄道に 乗車して いる気分だ った。 これからの
ひそ
旅が自分 の人生にと って、一 つの転機 になるの ではと、 密かに
心当 てにして 。
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なつ

初めて 北海道 を旅した思 い出は、 僕にとっ ては美しい 夢だっ
た。大学生 の頃の期 待と不安 が入り交じ った感 覚は、今と なっ
ては 懐かしい。 もう戻れ ないこと は分かって いるか ら。当時の
旅の場面 が、断片的 ではある が、鮮明に よみが えってきた 。余
りに もありあり と見える ので、今 すぐにでも 戻れそ うな気がす
るのだが ……。
青 森駅に着い た。前回 との大き な違いは、 青函連 絡船がすで
に廃止さ れていたと いう点で ある。海 を渡ると いう感覚 が失せ
たこ とで、過 去との断絶 を改め て感じさせ られた。 そのまま 津
軽海峡線 に乗り換 える。車窓 から眺 められるの は水田ば かり。
海が 少し見え た後、い よいよ世 界最長の 海底トンネ ルに入る 。
北海道側 の地上 に出るまで四 十五分 かかるらし い。

ゆ っくりし た下りを 、列車は 猛スピー ドで滑って いく。津 軽
海峡の真 下を通 過している 。海面下 百五十六 メートル。 トンネ
ル 進行方向左 側には 、発光ダイ オードに よるアニ メーション が
現れた 。ジャン プするウ サギやはば たく鳥な どが。
トンネルを 出てし ばらくする と、車窓 から函館山 が見えて き
た。列 車に揺ら れながら 再会するの も、時の 流れを表 している
のか。やが て、新幹 線が走る ことになる わけだ が、それは この
時点 から四半世 紀後のこ とである 。
函館 本線は電 化されて いない。た だ、今回 は砂原支 線ではな
く、大沼 公園経由の 本線を通 った。あ の野性味 あふれる パノラ
マは 、記憶の 中でたどる しかな かったので ある。と はいえ、 架
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さえぎ

線と か視界 を 遮 るも のがな いのはいい。 ディーゼルカー は特
急でも、と りわけ速 いわけで はないが、 スピー ドを上げる とエ
ンジ ンのうなり が伝わっ てくる。 一生懸命走 ってい るのが分か
る。

ひた

札幌 駅に着い たとき、 青いタイル の壁に見 覚えがあ った。前
回、この 駅舎に向か って「ま た戻って くるから な」と語 りかけ
たも のだが、 それから早 七年も 経ってしま ったのか 。感傷に 浸
る間もな く、電光掲 示板にソ 連ゴルバ チョフ大 統領失脚 のニュ
ース が現れた 。ソビエト 全土に 向こう六ヶ 月非常事 態宣言が 発
令された。すでに戦車がモスクワ市内を走り回っているらしい。
旅 行気分が 吹っ飛んで しまい そうになっ たが、情 勢の成り 行
きは随時 入手す ることにして 、札幌 市立ライオ ンズユー スホス

テ ルに向かっ た。こ こは札幌オ リンピッ クの際、選 手の訓練 所
として建 てられ たものだそ うで、外 見も立派 だったし、 料理も
お いしくサー ビスも 行き届いて いる。
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地の果 ては青 春のるつぼ
札幌 発網走行 のオホー ツク三号に 乗ってい た。ゴル バチョフ
失脚後、 モスクワ市 内では、 戦車と市民 とのに らみ合いが 続い
てい る。ラトビ ア共和国 では、す でに軍の発 砲によ る死者が出
ている。 ソビエト連 邦がまさ に、崩壊 に向かい つつあっ た。石
北本 線に入る と、空は雲 が広が ってきた。 車窓を眺 めながら 感
じたのは 、人間が保 つべき慎 ましさだ った。人 間は大地 の一部
を切 り開いて 町にしたが 、町と 町の間は延 々と続く 林と草原 で
ある。
網 走からは 釧網本線に 乗り換 えた。線路 の手前は ジャガイ モ
畑や、牧 草地が 広がっている 。冬の 間の飼料に するため 、牧草

を ロール状に 巻いた のが、黄色 い草原に 点在してい る。その 奥
には手つ かずの 林が、ナイ フで切ら れたよう に一直線に 連なっ
て いる。
斜里駅 はまだ 、知床斜里 と改名さ れていな かった。前 回の旅
行では足を伸 ばさな かった知床 半島に、 これから 向かうとこ ろ

きゅうしゅん

だった 。ウトロ まではバ スに乗った 。途中、 オシンコ シンの滝
の 横 を 通っ た 。ア イ ヌ 語の「 オ ・シ ュン ク ・ ウ シ 」（ 川 下 に エ
ゾマ ツが群生す るところ ）がなま ったもので 、 急 峻 な 崖が迫
ったバス 通りから、 偉容の一 端がうかが える。
ゆうひ

「 知 床 夕 陽 の あ た る 家 」 ユ ー ス ホ ス テ ル に 泊 ま っ た 。 夜は バ
ーベ キューだ った。山盛 りの魚 とイカ、カ ニ、もう 一皿には 牛
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肉と野 菜をいっ ぱい載せ 、いくらと 味噌汁に ご飯。デ ザートは
チーズケー キにメロ ンと、食 材の豊富さ とおい しさに我を 忘れ
た。
観光につ いて説明 を受けた 後、僕は同 じ部屋 に泊まった青 年
二人 と、ユース ホステル が主催す る、知床峠 での星 見ツアーに
参加した 。バスで峠 の駐車場 まで行き 、毛布を 敷いて仰 向けに
寝る のである 。
まだ月 が出ていた ので、夜 空はかなり 明るか った。天体 望遠
鏡を 使って、 まず月のク レータ ーを見せて もらった 。月が山 影
に沈むと 、空は暗 さを増して 、光の 弱い星々も 藍色のバ ックか
ら浮 かび上が ってくる 。天の川 の形もぼ んやりうか がえた。 星
空の説明 を聞く うちに、いい 気分に なっていき 、土星の 輪を見

せ てもらった あたり で、宇宙と 一体化し てしまった 。
翌 朝、僕は まだどこ を回るか 迷ってい た。同室の 青年たち の
一人は、雲行きを心配してバスで知床五湖へ行くと言っていた。
もう一人はレ ンタル バイクを借 りて出か けた。
僕はマウンテンバイクを借りることにした。下の停留所には、
知床五湖へ 向かう彼 がいた。 向こうで待 ってい るよと言っ てく
れた 。先に出発 したのだ が、すぐ にバスに追 い抜か れてしまっ
た。とに かく、上り 坂が多く てつらかっ た。き つい坂より も、
いつ果てることもなく続くだらだらの方に気が滅入った。また、
ゆううつ
猛スピー ドで下って いくとき も、帰路 のことを 考えると 憂鬱に
なっ た。
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頭の中 では、 ウェス・モ ンゴメリ ーのギタ ー演奏によ る「酒
とバラの日 々」が響 いていた 。ずいぶん おしゃ れな題名な のだ
が、 アル中で引 き裂かれ る夫婦を テーマにし た映画 音楽で、中
しん し
毒から抜 け出せない 妻に対す る切々たる 思いが 、飾らない 真摯
なメ ロディーか ら感じら れた。今 の自分の気 分にぴ ったりだっ
た。
途 中、舗装さ れていな い道もあ った。彼が 待って いてくれる
から申し 訳ないとも 、待ちき れずに行 ってしま うのでは ないか
とも 思った。 知床五湖に 到着す ると、みや げ物屋の 前で彼は 待
っていて くれた。 もう五湖は 見てし まったとの こと。で も、再
会の 約束が果 たせたの はうれし かった。
うっそう
僕は一人で知床五湖を巡ることにした。鬱蒼とした森の中に、

鏡 のような湖 が点在 し、天気が 良ければ 知床連山を 水面に映 し
ているは ずだっ た。周囲に はヒグマ やエゾシ カが生息し 、運が
良ければ（？）、姿を間近に見られるということだった。
しかし 、空は どんよりし て、おま けに小雨 までぱらつ いてき
た。途中の道 で、バ イクで出か けた彼の 方と出会 った。みん な
行くと ころは似 たり寄っ たりなのだ 。もしか したら、 知床大橋
まで足を伸 ばすかも しれない 、と洩らし ていた 。

かいさく

僕は 意を決し て、マウ ンテンバイ クに鍵を かけると 、大橋行
きのバス に乗り込ん だ。その 先はさらに 悪路だ った。曲が りく
ねっ た道は、開 鑿したば かりの林 道といった 観があ った。バス
でも通行 するのがき つい道だ った。脇 からキタ キツネが 寄って
きて 、乗用車 の窓を見上 げて餌 をねだって いるとこ ろなど、 犬
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とそっ くりだっ た。バス が近づいて いくと、 キツネは びくっと
して山中に 逃げてい った。
終点の知 床大橋で 下りたの は、僕一人 だった 。深い谷に茶 色
い鋼 鉄製の橋が かかって いる。欄 干から見下 ろすと 、谷底に吸
い込まれ そうな気が した。橋 を渡りき った先は 、一般車 進入禁
止に なってい る。知床の 自然が 守られてい るのも、 奥地へ人 間
が入り込 むのを制限 している からなの だ。
谷の底からハーブのような香りが漂ってくる。赤や紫、黄色、
白の小さい花が、地味な装いで混じり合って生えている。以前 、
聞い た話なの だが、さ まざまな 種を混ぜ 合わせてま くと、そ れ
ぞれの草が互いに支え合って、病害虫から身を守るのだという。

自 然は共生す ること で、一つの 環境を作 っているん だな。
そのと き、バイ クの音がし た。知 床五湖で再 会した青 年だっ
た 。近くに家 族連れ が立ってい て、写真 のシャッ ターを切っ て
もらえ ないかと 声をかけ られた。言 われるま まに応じ ると、カ
ムイワッカの 滝まで 自家用車で 送ってく れた。若 さというの は
特権で ある。何 かあると 、向こうか ら手を差 し伸べて くれるの
だから。
カム イワッカ とは、ア イヌ語で「 魔神の水 」という 意味で、
強い硫黄 成分を含ん でいる。 川の水に手 を突っ 込むと、確 かに
生ぬ るい温泉と いった感 じだ。急 流を上って いくと 、山の上は
露天風呂 みたいに、 滝壺が温 泉となっ ているら しい。た だ、今
回は 帰路の体 力を温存し ておく ために、沢 登りは次 回に回す こ
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とにし た。振り 返ると、 バイクの彼 が立って いた。お 互い手を
振って別れ た。
知床 五湖まで はバスで 戻り、一休 みをした 後、雨の 中ずぶ濡
れになり ながら、ウ トロへの 帰路を急い だ。途 中、二十歳 前後
の若 者たちと出 会った。 彼らもサ イクリング してい たので、励
まし合っ て悪路をこ ぎ続けた 。ユース ホステル に戻ると 、冷え

りゅうちょう

た体 を温めよ うと温泉に 入った 。
夕食の 時、知床大 橋で僕を 見かけたと いうア メリカ人の 若者
らと 、テーブ ルを同じく した。 日本語がか なり 流 暢 だった。
それも そのはず 、高校時代、日 本のアメリカン ス
･ クールに 通
って いたのだ そうで、 今はアメ リカの大 学に通って いるが、 三
ヶ月間、 東京で ホームスティ してい るというこ とだった 。

す でに十五 、六の頃 から、二 十二、三 に見られて いたとい う
話を聞い て、改 めて僕は思 った。な るほど、 アメリカ人 から見
れ ば、日本の 大学生 なんか、高 校生ぐら いにしか 見えないん だ
ろう。 それだけ 子供っぽ いというこ とだ。
その夜は消 灯の時 間まで、旅 の話題で 沸いていた 。そこに い
た日本 人も、み んな気が いい奴ばか りだった 。アメリ カ人の若
者は、ギタ ーを弾い ていた。 外は叩きつ ける雨 と風で、窓 や戸
口が 騒がしい音 を立てて いたが、 その場の高 揚した 気分は、外
の嵐を物 ともしなか った。
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どこま で行っ ても天塩川
志賀 直哉の短 編に「網 走にて」と いうのが ある。東 北本線に
乗ってい た語り手が 、偶然乗 り合わせた 母子と 口をきく。 北海
道の 網走に行く という話 を聞き、 子供の様子 から父 親の容貌を
想像など して下車す るという 話で、人 物の観察 と簡潔な 語り口
は生 きている が、物語性 のない エッセイの ような作 品である 。
翌日、網走で石北本線に乗り換え、旭川方面に向かっていた 。
こ れ から 触 れ よ う と し ている出 来 事 も、「 網 走 に て」 と は 違 っ
た意味で 、列車内 での偶然の 出会い と別れであ る。
今 回、オホ ーツク海に ついて 触れなかっ たのは、 大学生の 時
に目にし た、緑 色に輝く海で はなか ったからだ 。雨がち の天候

で 、海面は終 始グレ ーだった。 旅とは自 分と異なる ものを受 け
容れる過 程であ る。思い出 をなぞっ てばかり いてはいけ ない。
大 切なのは、 今ここ にいる感覚 を肌で感 じること なのだから 。
そう や
旭川で 急行「 宗谷」に乗 り換えた 。隣の席 の背広姿の 青年が
話しかけてき た。彼 は稚内の出 身で、今 東京の大 学の四年生 、
就職は 地元です ることに したので、 就職試験 を受ける ために、
三年ぶりに 帰郷する ことにし たというの である 。
僕は 当時、北 海道の友 人がいなか ったから 、道内の 生活につ
いては詳 しく知らな かった。 彼はこちら の問い かけに、友 人の
よう な気軽さで 答えてく れた。ま た、彼の方 も宗谷 本線の長旅
で、話し 相手がほし かったの だろう。
「北 海道の家 には雨戸が ないん ですよ。み んな二重 窓になっ て
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あまどい

いる。 それから 雨樋もな い。屋根は 内地（北 海道の人 は本土の
ことを内地 って呼ぶ ）みたい に瓦ではな くてト タンですよ 。そ
れが 当然だと思 っていた から、修 学旅行で東 京に行 ったとき、
また大学 に入って半 年間は、 カルチャー ショッ クでしたね 」
彼の話によると、北海道は文字通り、一つの自治体であって 、
すべてが 札幌中心に なってい る。その ために、 町と町の 交流も

な よろ

もんべつ

ない 。北海道 だけで一つ の共和 国みたいに 思ってい るから、 本
州とか他 の地域のこ とはどう でもいい と考えて いるらし い。

めいせん

宗 谷本線は名 寄に到着 した。す でに紋別方 面に向 かう名寄本
しゅまり ない こ
しん
線は廃止 されてい たが、朱鞠 内湖沿 いを走り、 深川に向 かう深
名線 は残され ていた。 沿線の降 雪量が多 く、代替の 道路も出 来
ていない からと いうことで、 オレン ジ色のディ ーゼルカ ーが、

エ ンジンを吹 かした まま停車し ていた。 廃止される 四年前の 話
である。
「 宗谷線の利 用価値 があるのは 、名寄ま でですよ 。それから 先
は切り捨てたいんだろうけど、稚内があるからそれができない。
だから、見捨 てられ ているんで すよ。こ んなとこ ろに投資す る
金なん かない。 レールが 悪いからす ごく揺れ るでしょ 。枕木だ
ってコンク リートに 取り替え ていないし 」
名寄 を過ぎる と、列車 は天塩川に 沿って進 んでいく 。駅と駅
の間は牧 場と原野が 広がって いて、人の 姿はほ とんど見か けな
い。 代わり映え のない、 けだるい 風景が延々 と続い ていく。
「鉄道を 敷くときに 、この川 を使った んですよ 。これだ け長く
走っ ていて、 トンネルは 一つし かくぐらな かったで しょう？

- 65 - 66 -

ふけ

この辺 じゃ芋を 作るか牧 畜をするし かないん ですよ。 どこか暗
い感じがし ないです か？ 空 が曇ってい るから 、余計そう 思う
んだろうけど。窓の外を見ていても面白くないから、物思いに耽
るしかな い……」
青年 は理知的 な口の利 き方をする 。才能が あるだろ うに、そ
はっ き
れを発揮 できるとこ ろが見つ からず、 軽い苛立 ちを覚え ている
よう な。とい っても、他 人を蹴 落としても 、とまで は考えな い
らしい。 ロマンチス トのよう なところ がある。
「あ の牧草地 の上で、横 になっ てみたいな あ。牛の 糞があっ た
りしたら 大変だけ ど」
「そ れで、東 京の暮ら しよりも 、こっち の方が合っ てるって 思
ったんで すね」

ほろのべ

幌 延を過ぎ ると、天 塩川は大 きく左に 折れ、日本 海に向か っ
て注いで いく。 サロベツ原 野が広が る脇を、 列車はゆっ たり進

り しりとう

ん でいく。
「この 単調な風 景から、 いきなり町 に入りま す。南稚 内に入る
直前に、少し 海が見 えるはずで すよ。ほ ら……」
青年の 指さす 先には、午 後の日射 しにかす んだ利尻島 の、天
しん き ろう
に突き出し た頂が蜃 気楼のよ うに見えた 。これ から自分が 渡ろ
うと している島 である。
「もう少 し行くと、 あの右側 に僕が出た 稚内高 校が見えて きま
すよ 。ああ、あ れです。 照明灯が 見えるでし ょう？ 汚い学校
だけど、懐かしいなあ。町の方も全然変わってないみたいだし 。
他の 奴はもう 、東京に戻 っちゃ ったのかな あ……」
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無邪気 な笑顔 が広がった 。彼は大 学に合格 した夏に一 度、稚
内に帰郷し ただけで 、今回、 ふたたび故 郷を目 にした時に は、
学生 生活も終わ りを告げ ようとし ていた。東 京での 暮らしを楽
しみなが らも、故郷 で生きる ことを選択 したの である。
南稚内駅で青年は列車を下りた。四時間ほどの間であったが、
話を聞く うちに感情 移入して しまい、 彼と同じ 気持ちを 体験し
てい た。互い に名前を告 げるこ となく別れ たが、僕 の記憶に 声
は刻み込 まれた。

海 から突き 出た利尻 島
稚 内は国境 の町であ る。原野 を抜けた 先に、突如 、中小の ビ
ルが建 ち並ぶ都 市が現れ 、高台には 自衛隊の レーダー がそびえ
ている。ここ は南下 するロシア に対し、 国防上整 備された町 な
のだ。 真夏とい うのに二 十度ぐらい で、余り の涼しさ に身震い
してしまい そうだ。
今回 の旅では 、稚内は 通過点に過 ぎない。 ユースホ ステルで
一泊し、 次の日の午 前中には 、すでに利 尻島へ 向かう船の 中に
いた 。ソビエト 国内のニ ュースが 耳に入って きた。 ゴルバチョ
フ大統領 が復権し、 エリツィ ンの奮闘 によって 、共産党 による
権力 奪還は失 敗した。こ れで保 守派は一掃 されるの だが、ソ ビ

- 69 - 70 -

おし どまり こう

エト連 邦そのも のが崩壊 し、ゴルバ チョフも 失脚する のは、も
う少し後の ことであ る。
利 尻島の鴛 泊 港に到 着す ると、ユースホ ステルの緑色の 旗
がなびき 、若者たち がギター に合わせて 歌って いた。今日 島を
去る 人々が乗り 込むと、 紙テープ が甲板と岸 壁に伸 びて、歌い
ながら別 れを惜しん でいる。 ものすご い乗りな ので、圧 倒され
なが らも、学 生時代の気 分がよ みがえって きた。
ユース ホステルに 荷物を置 くと、今日 着いた ばかりの香 川の
青年 と、サイ クリングす ること にした。鴛 泊から島 を一周し よ
うと考え たのだ。 最初に訪れ たのは 姫沼だった 。森に囲 まれた
小さ な沼で、 空が晴れ 渡れば、 バックに 利尻山を拝 むことが で
きる。標 高一二 五メートルま で、自 転車で上る のはかな りきつ

い 。途中の坂 で青山 学院大学の 二年生と 会った。サ イクリン グ
サ
･ ーク ルに属している そうで、人なつ っこい性格だった。 三
人 で島を回ろ うとい うことにな った。
ようや くたど り着くと、 休憩所の おじさん とおばさん が、お
茶を出してく れた。 おじさんは 話し好き で、トド のことを質 問
すると 、いろい ろ教えて くれた。
えり も
「トドだっ たら、冬 、襟裳に 行けば見ら れるさ 。自衛隊に 頼ん
で、 駆除しても らうくら いだから 。自分で百 メート ルも潜るの
は面倒な んで、上が ってきた 網を切って 、ごっ そりかっさ らっ
てい くんだよ。 船によっ ては銃を 構えて、ト ドさ出 てくるのを
待ってる んだが、そ ういう船 には近づ かねえん だよ。ト ドは頭
がい いからね 」

- 71 - 72 -

姫沼は 一周八 百メートル 、ゆっく りと回っ た。雨上が りなの
か、木陰の 下はとて も涼しく 、ほとりの 水道は 冷たくてお いし
い。 お腹が空い てしまい 、香川か ら来た青年 の勧め で「利尻ラ
ーメン」 を食べた。 帆立貝や 海老が丸の まま、 大きな蟹の 足、
チャ ーシュー、 昆布、野 菜などが 入っており 、スー プのおいし
さは格別 である。
腹 ごしらえが 済んだの で、時計 と逆回りで サイク リングする
ことにした。道の起伏は比較的少なく、車もとても少ないので 、
かな りのスピ ードで走る ことが できる。利 尻空港の 脇を過ぎ 、
くつがた
沓形岬公 園まで来 たとき、青 山学院 の学生の自 転車がパ ンクし
て し まっ た 。「 先 に 行 っ て下さ い 」と 言 わ れ て も 、見 捨 て る わ
けにはい かない 。

と ころが、 彼はサイ クリング ・サーク ルに属しな がら、パ ン
クの修理 もした ことがなか ったらし く、それ がばれると 頭をか
い ていた。香 川の青 年がパンク の修理を してあげ た。しかし 、
空気入 れも壊れ ているの かタイヤが 膨らまな い。
すでに時計 は三時 を回ってい た。これ では島一周 できない の
ではな いか？ 青山学院 の彼は空気 入れを探 しに行き 、香川の
青年は沓形 の森原牧 場に向か うとのこと 。ちな みに、利尻 島唯

あきら

一の 牧場が廃業 となった のは、こ の年一九九 一 平
( 成三 年
) だっ
たから、 その直前だ ったこと になる。

ぜんぼう

せ っかく のトリ オはあ っけ なく解散。僕は 諦 めきれなか っ
たので、 一人で利尻 島を一周 すること にした。 この頃に は空も
晴れ 渡り、利 尻山の全貌 がうか がえた。
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せんぽうし

い

す

みさき

最初の目的 地は、 仙法志の先 にある御 崎公園自 然水族館、 と
いっ ても、岩を くり抜い た生け簀 にゴマフア ザラシ が二頭いる
だけだっ た。溶岩が 海に流れ 出して固ま った所 なので、周 囲に
は奇 怪な形の岩 が立ち並 ぶ。百円 で魚を数匹 買い、 アザラシに
食べさせ ることにし た。体は 大きく、 中学生く らいの体 重はあ
りそ うだった 。
頭の先 だけ水面の 上に出し 、目は真っ 黒で丸 い。泳ぐ犬 とい
った 感じだが 、水中を進 むとき は魚雷みた いに、足 をすぼめ て
仰向けに なり、尾 びれの力だ けで突 っ切ってい く。全部 魚をや
って しまって も、まだ 物欲しげ な目をし ているが、 カメラを 向
けると気 になる のか、ちらち らこち らを見てい る。

利 尻島の海 岸線は、 なだらか な道が続 いており、 見通しも い
いので、 サイク リングには 最適であ る。これ は利尻山が 古い火
山 で、長らく 噴火を 休止してい るため、 侵食が進 んで山頂を 除
けば急 峻な地形 が見られ ないためだ 。
日が西に傾 き始め ていた。オ タトマリ 沼で少し休 憩した。 ア
イヌ語 で「砂の ある入江 」を意味す る。水は 澄んでお り、沼の
ひと け
周囲には葦 が生えて いる。人 気はほとん どない 。静かで落 ち着
く感 じだった。
ここから 見る利尻 山が一番 美しいかも しれな い。岸辺を歩 く
と、 クッション のように わずかに へこむ。草 が腐り きらずに泥
たいせき
炭のまま 、堆積して いるため だろう。
あ とは死にも のぐるい でペダル をこいだ。 日が山 影に隠れる
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と、寒 気すら感 じるよう になった。 ユースホ ステルに 到着した
のは、六時 十五分。 他の人た ちはすでに 食事を 終えていた 。鴛
泊に ある夕日ヶ 丘展望台 に行くと 話している 。
食べ終わ ってから 丘を登っ ていくと、 中腹の 辺りで他の人 た
ちは 下りてきた 。夕日は すでに沈 んでしまっ たが、 赤く燃える
空と、礼 文島の島影 は美しか った。丘 の上には ハマナス がたく
さん 赤い実を つけていた 。
鴛 泊のユース ホステル では、宿 泊者のミー ティン グが開かれ
ていた。 ヘルパー の少年がギ ターを 弾きながら 、会場を はね回
って いた。早 朝登山の 話が出て 、大いに 引かれたの だが、往 復
には半日 近くか かり、連泊が 必要だ ということ なので、 今回は

見 送ることに した。
翌朝、 利尻山に は雲一つか かって いない。あ の頂から の眺め
は 、さぞ素晴 らしか ったことだ ろう。後 ろ髪を引 かれながら 、
鴛泊港 まで、ユ ースホス テルの車で 送っても らい、甲 板では見
送 り の 人た ち と 歌 を う たった 。 ち なみ に 、「 利尻 グリ ー ンヒ ル

」 となって いる。
inn

ユース ホステル 」は、ユ ースホステ ル協会と の契約を 解除し、
二〇一三年 （平成二 十五）以 降は、素泊 まりの 宿「利尻ぐ りー
んひ る
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汗と涙 の八時 間コース
か ふか

鴛泊 港を出港 して四十 分、お隣の 島、礼文 島の香深 港に到着
し た 。 礼 文 島の語 源 は アイ ヌ 語 の 「レ プン ・ シリ 」（ 沖 の 島 ）
であ る。港には ユースホ ステルか ら車が迎え に来て くれた。こ
こには北 海道の「三 大○チガ イユース 」の一つ との噂が あった
「桃 岩荘」が あるのだが 、僕は 恐れをなし てしまい 、今は存 在
しない「 礼文ユース ホステル 」に泊ま ることに した。
荷 物を預けた あと、昼 食を食べ に香深の町 に出た 。いか刺身
定食とう にぎり（ ウニのおに ぎり） を食べる。 時間が余 ったの
で、島の西海岸に近い桃岩まで、山道を登っていくことにした。
岩といっ ても、 小山ほどのと んがり 頭に、草が まとわり ついて

い るといった 感じだ 。ニシン小 屋を改造 したという 、例のユ ー
スホステ ルが存 在する所で ある。
三 十 分近 く 歩 い た ろうか 、石 碑 に 寄り か か って い る と 、「 こ
んにち は」と挨 拶する人 がいる。今 日、一緒 に利尻島 から礼文
島に渡ってき た人だ 。
京都の 大学に 通っている そうで、 友達と車 で北海道を 回って
いるとのこ と。彼は 話し好き のようであ る。
「利 尻と礼文で は対照的 ですね。 利尻の山は 険しい が、海岸線
はなだら かだ。礼文 の山は低 いけれども 、海岸 線は切り立 って
いる ……」
桃岩の近 くに立つ と、水平 線が弧を描 いてい るのが分か る。
日射 しも柔ら かく、心地 よい風 が吹いてく る。光に 満ちた海 を
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しばら く眺めた 後、彼と 一緒に香深 の町に下 りてきた 。一人に
なると日記 帳を広げ て、岸壁 の上に腰を 下ろし 、旅の記録 をつ
けて いた。
目の前に は利尻島 の島影が 、手に届き そうな 位置に見えて い
る。沿岸を走る道路や建ち並ぶ家々まで、くっきりと目に映る。
懐かしい 友人と再会 したよう な気分で ある。
海 面に は カモ メ が たく さ ん浮 か んで い る 。「 か もめ の 水 兵 さ
ん」とい う童謡を思 い出した 。餌を見 つけると 、水上か らジャ
ンプ して、勢 いよく嘴を 水中に 突っ込み、 海老や小 魚を捕ま え
る。他の カモメが 寄ってくる と、あ わてて呑み 込んでし まう。
時が ゆったり と流れて いく。

「 愛とロマン の八時 間コース」 というの は、礼文島 の最北端 ス
コトン（ 須古頓 ）岬から島 の西海岸 をトレッ キングする コース

もと ち

で ある。
「北海道の三大○チガイユース」と言われた「桃岩荘」
が開拓 したコー スで、僕 が宿泊した 「礼文ユ ースホス テル」で
も、開催され ていた 。ただし、 元祖の終 着点が「 桃岩荘」で あ
るのに対し、今回は南部の元地地区を目指すことになっていた。
「愛とロマ ン」とい うのは逆 説的な言い 方であ って、実は 「汗
と涙 」と言われ るほど、 長くて険 しい道のり を踏破 しなければ
ならない 。落石の危 険もある コースで、 安易な 気持ちでは 参加
でき ないし、も ちろん、 高齢者は 無理である 。けれ ども、それ
を共に乗り切ることで「愛とロマン」が芽生える可能性はある 。
朝 食後、宗谷 バスで香 深からス コトン岬ま で移動 した。そこ
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ト

ド

からの 眺めは素 晴らしか った。沖に 海馬島が 見える。 周囲には
かんぼく
高い木は生 えていな い。風が 強いために 、灌木 のほかは草 花し
か生 えないのだ 。しかも 、寒冷な 気候のため 、高山 にしか生え
ない植物 を、海岸線 でも見か けることが できる 。緑に染め たス
ポー ツ刈りみた いに、海 岸の地形 がくっきり 浮かび 上がり、荒
涼とした 自然の美し さが広が る。
そ の日参加し たのは、 ユースホ ステルの十 二名と 、たまたま
居 合 わ せ た男 女 二名 。 枠 に とら われ ず 、「 一 緒 に 行こ う ぜ 」 っ
て感 じで、フ レンドリー なとこ ろがいい。
丘を尾根伝いに登っていき、振り返ると稜線が青空に映えて、
遠近 法の絵画 を見てい るような 気がする 。スコトン 岬が限り な
く遠い消 失点と なり、そこか ら植物 の根のよう に、ひょ ろ長い

岬 が続いてい る。花 はこぶりな ものばか りだが、結 構咲いて い
る。固有 種のレ ブンソウは 、紫色の 可憐な花 をつけてい る。無
数 の花が雲の ように 寄り添うエ ゾノヨロ イグサは 、地味だが よ
く見か ける花で ある。
風はかなり 強い。 あおられて 海の反対 側に吹き飛 ばされそ う
だ。両手を水平に伸ばすと、鳥にでもなったような気分になる 。
ゴロタ岬ま で登って くると、 礼文島の西 側の突 端が、ゆる やか
にカ ーブしてい るのを見 下ろせる 。よくここ まで登 ってきたな
あ、とち ょっとした 達成感が あるが、コ ースは まだ始まっ たば
かり である。
スカイ

澄 海岬は礼文 島で一二 を争う景 勝地である 。入り 江をなす荒
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削りの 崖は、と ころどこ ろ草が生え るばかり で、青い 海から垂
直にそびえ ている。 崖の頂は 浸食が進み 、針の 山のように 尖っ
てい る。日本離 れした風 景は、北 欧かどこか の地形 を連想させ
るが、氷 河期にはこ の周辺に も氷河が存 在した らしい。
ただ 、ここも 風が強か った。カメ ラのシャ ッターを 切ろうと
すると、 体が揺さぶ られて手 ぶれを起 こしてし まう。風 の弱い
ところを見つけて、お弁当を開いた。昼食後、しばらく行くと、
やぶの中 に入ってい く。一転 して風は やみ、蒸 し暑くな ってき
た。 谷川で顔 や手を洗う と涼し くなった。 上から見 下ろすと 、
木が生え ているの は谷川沿い だけで ある。あと は草も生 えない
砂地 である。
ロープ を伝って 崖を下りて いく。 そこから先 は磯伝い に道な

き 道を進んで いく。 海はかなり 荒れてき た。絶え間 なく恐ろ し
いうなり 声を上 げ、一気に 岸へ押し 寄せてく る。崩れる 波の中
で 、昆布がく るくる もまれてい る。沖の 岩場では 黒い鵜が羽 を
休め、 中の一羽 は翼を広 げている。
目の前に大 きな岸 壁が立ちは だかった 。外側は波 が洗って い
るので、迂回する道は見当たらない。高さも数メートルはある 。
やむなくよじ登ることになった。女性もかろうじて越えられた 。
次の 難所には ロープが 張ってあっ たが、海 に突き出 した岩場
を、波の 合間を縫っ て通らな ければなら ない。 潮は次第に 満ち
てき ているよう だった。 靴を濡ら してしまっ た人も いた。僕は
さっと駆 け抜けよう としたの だが、足 が滑って しまい、 膝上ま
で波 に洗われ て、ぐっし ょり濡 れてしまっ た。
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行程も 終盤に 近づいてき た。礼文 滝で一休 みすること になっ
た。緑の斜 面を下る 小川が、 一気に垂直 の壁か ら落ちてく る。
ほっ としたわけ だが、本 当の難所 はまだ先に 控えて いた。
今度は絶 壁の岩場 を、ロー プ伝いに下 りるこ とになった。 数
人が ロープにつ かまって いたのだ が、前の男 性が足 を滑らし、
その反動 で宙づりと なった。 僕はロー プをつか んだまま 、押し
倒さ れる形と なり、後頭 部を激 しく岩にぶ つけてし まった。 彼
が早く下 に行きたく て、垂直 に岩場を 下りなか ったこと も、災
難の 原因の一 つだった。
小さな こぶが出来 、多少出 血してい た。持参 した薬を すぐに
つけ た。謝る 彼に「大 丈夫だか ら」と言 ったけれど も、火花 が
散るほど 痛かっ た。この区間 は落石 の危険もあ り、死亡 事故も

うえんない

か ふか い

発 生したため 、現在 では通行が 禁止され ている。海 岸の難所 を
だ い ご み
越える醍 醐味は 、もはや過 去のもの となった のだ。礼文 滝のか

のど

うるお

な り手前、宇 遠内か らは島の東 海岸、香 深井に出 るコースが 推
奨され ている。
午後六時頃 、元地 の地蔵岩の 前に到着 した。巨大 なお地蔵 さ
んに 見える 大岩 がそそ り立っ ている。そこで 喉を 潤 して いる
と、ユース ホステル の車が迎 えに来てく れてい た。戻ると すぐ
に食事をとり、入浴。ミーティングの時間には寝ぼけていたが 、
八時間コ ースへ行っ た人たち の間に、同 じ困難 を乗り越え たと
いう 連帯感が生 まれた。
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一難去 ってま た一難
しおかり

明日は一緒に塩狩温泉に行って、ジンギスカンでも食べよう。
八時間コ ースを歩い た人たち の間から、 自ずと 声が上がっ た。
早朝 に食事をし 、元気を 出そうと 牛乳も飲ん だ。八 時発の稚内
行きの船 に乗ること になった 。
空 は青く晴れ 渡ってい た。香深 港の岸壁に は、ユ ースホステ
ルの人が 見送りに来 てくれて いた。歌 をうたっ て別れを 惜しん
だ。港内は波が静かだったが、沖に出ると風が強くなってきた 。
次第にう ねりが出 てきて、甲 板を突 風が駆け抜 けた。身 震いす
るほ ど冷たい 風だ。
船が大 きく揺れ だした。水 しぶき がかるよう になった ので、

甲 板の中央に 避難し た。船の横 揺れがひ どく、浮き 上がった か
と思うと 、次の 瞬間、海面 に叩きつ けられる 感じだった 。数メ
ー トルのうね りで、 海は大きく 湾曲し、 大しけの オホーツク 海
をゆく サケマス 漁船にで も、乗り合 わせてし まった気 がした。
次の瞬間、 バシャ ーン！ 頭 の上から バケツを空 けられた よ
うに、 大量の海 水が降っ てきた。体 中びしょ 濡れにな った。甲
板上はパニ ックとな り、皆転 げるように 船室の 廊下へと駆 け込
んだ 。
船が大き く横揺れ するたび に、女性の 悲鳴が 上がる。僕は 吐
き気 を催して、 船室の畳 の上に横 たわった。 すると 、よろめい
たおじい さんが、僕 の体の上 に倒れ込 んできた 。そこか ら抜け
出す と、廊下 に座り込ん だが、 やはり気分 が悪いの で、その ま
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ま横に なってし まった。
け さ
ゴミ箱があ ったの で、口を当 てると、 今朝食べ たおかずや ら
牛乳 やらがあふ れ出した 。船員が ビニール袋 やござ を配ってい
る。袋を一つもらって吐いた。吐いたのにまた吐きたくなって 、
取り 替えたゴミ 箱に吐い た。いっ たい何回吐 いたん だろう？
トイレは 気分の悪 い人たち が占領して いた。 赤ん坊が泣 き叫
んで いる。皆 青い顔して 廊下に 転がってい る。ああ 、また大 き
く傾いた 。このまま 傾き続け たら、船 は横転し てお陀仏 なので
はな いか。
僕は意 識を失って いた。気 がつくと 揺れは収 まってい た。ア
ナウンスが入った。船は三十分遅れて稚内港に入港するという。
一緒に船 に乗っ ていた人たち も、吐 き続けてい たという 話だっ

た 。船を下り ると、 皆、怒りを 爆発させ ていた。岸 壁で記念 撮
影をし、 夕方、 再会を約し て別れた 。
夕方、 塩狩温 泉のユース ホステル に集まっ た。名寄国 道沿い
の建物は古か ったが 、大きな池 があって 、カヌー 教室が開か れ
ている らしい。 ジンギス カンを食べ ながら、 一ヶ月半 もバイク
で道内を巡 っている 人と話し た。二十代 後半で 年が近かっ たこ
とか ら、お互い 心を開く ことがで きたのだ。 仕事を やめて旅に
出たそう で、ユース ホステル は大学生が 多いか ら、浮き上 がら
ない ようにして いるとい うことだ った。
こちらの 話はもっ ぱら、礼 文島での八 時間コ ースと、今 日の
荒れ た海につ いてだった 。温泉 に入った後 は、食堂 で紅茶を 飲
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みなが ら、三浦 綾子の『 塩狩峠』の モデルに なった、 命を捨て
て人々の命 を救った 青年の物 語を、ユー スホス テルの人に 聞か
せて もらった。

小 樽市内の ストーン サークル

さい し

ス トーンサ ークルは 環状列石 と呼ばれ 、イギリス のストー ン
ヘン ジが有名 である。トマス ハ
･ ーディ ー原作の映画『テス 』
で、自分を犯 した男 を殺して死 刑になる テスが、 警察に捕ら わ
れる場 面で映さ れる巨石 のサークル である。 ドルイド 教の祭祀
に使われて いたと、 信じられ てきたとい うが、 天文台なの か墳

墓な のかなど、 定説はま だ明らか でないらし い。あ れほど立派
なもので はないが、 ストーン サークルは インド やシベリア 、日

おしょ ろ

らんしま

本で は東北や北 海道でも 見られる ものだとい う。
塩狩温泉 を出発し た僕は、 小樽の運河 沿いを 散策した後 、バ
スで 忍 路環状列石に向かっていた。函館本線なら蘭島駅から、
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と

ほ

徒歩で 三十分弱 かかる。 停留所で下 りてしば らく行く と、遺跡
から出土し た土器や 石器など が保存され ている 記念館、と いっ

せき ふ

いしまくら

ても 物置のよう な小屋の 前に出た 。
向かいの 商店のお ばあさん に鍵を借り て、記 念館の中に入 っ

かたまり

た。そこには石臼、石斧、石 枕 、石笛などが展示されていた。
それらの 中で特に目 を引いた のが、古 代文字を 刻み込ん だ岩の
塊 だっ た。
僕はそ れを見つめ るうちに 、我々が普 通考え るような文 字で

はな い気がし た。意味が 解読で きないのは 、言語の 「二重分 節
のっと
性」、音と意味の両面から分析できる言語の原則に、 則 ってい

僕 は刻みつ けられ

ない からでは ないか。 それが動 物のさま ざまな叫び が、合図 と
して用い られな がらも、人間 の言語 とかけ離れ ている点 なのだ

が。
この文 字を岩に 刻んだ動機 は何だ ろう？

た 溝に、原始 人の欲 望が感じら れてくる のだ。こ の文字とも 絵
ともつかない記号には、呪術的な力が込められているのだろう。
じゅふ
中国伝来の呪 符に通 底する何か が……。
道を左に曲がり、少し坂を上ると、環状列石の遺跡があった 。
南北三十三 メートル 、東西二 十二メート ルの楕 円形状に、 縦長
の石 が二重に並 べられて いる。こ の遺跡が持 つ意味 は、学術的
にまだ解 明されてい ないとい う。
僕 は博覧強 記の作家として知 られた、コリン ウ
･ ィルソン の
言葉を思 い出した。 歴史的事 件の舞台 となった 地に立ち 、直観
的に その場面 を想起する ことに ついて。
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円は完 全さを 表すととも に、運動 の軌跡を 表している のでは
ないか。こ の岩の間 を古代人 が駆け巡っ たのだ ろうか。祭 祀と
の関 連以外に、 幾何学的 な配置か ら、天文学 との関 わりが思い
起こされ た。
この 種の環状 列石が日 本では、北 海道、東 北北部に 見られる
理由とし ては、夏に 降雨量が 少ないこ とがある のではな いか。
日本 人は歴史 的に他民族 と比べ て、星に関 する関心 が薄いと 言
われてき た。曇って いる日が 多く、砂 漠のよう に、快晴 の日が
続く ことはま れである。 比較的 晴天にめぐ まれる東 北以北に 、
この種の 遺跡が存 在すること は、蝦 夷と呼ばれ た先住民 族の、
星に 対する信 仰の可能 性を示唆 している のではない か。

商 店のおば あさんに 鍵を返す と、少し 道を戻った 。先ほど 曲
がった所 を反対 側に進んで いくと、 地鎮山巨 石記念物に 出る。
そ れは小高い 丘にあ った。環状 列石があ るのは忍 路の方と同 じ
だが、 中央部に ある四角 い穴が、こ の遺跡が 墳墓であ ることを
強く示唆して いる。
ところ で、今 回見た二つ の遺跡か ら、僕は ウィルソン になら
って、ここ で行われ ていた祭 祀を想像し た。環 状列石は天 上の
秩序 になぞらえ たもので 、占星術 の黄道十二 宮に相 当するよう
なもので はないかと 。ここ地 鎮山の頂で 、死者 の魂は星々 の運
行に 合わせて、 夜空に昇 天してい ったのだろ う。
バス停に 戻る途中 、先ほど のおばあさ んに声 をかけられ た。
挨拶 して帰路 につく。小 樽駅か ら快速電車 に乗り、 車中で緑 が
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かった 日本海を 眺めてい た。

記 憶にかす む函館山
そ の日は札 幌で一泊 し、翌日 函館まで 出た。駅前 から市電 に
乗り、 十字街で 下りると 、ゆっくり 坂道を上 っていっ た。七年
前に日の暮れ た函館 山から、無 謀にも徒 歩で下り てきたとき 見
かけた 風景だ。 これほど 精神の自由 を感じる のは、あ の旅以来
かもしれな い。
函館 山のロー プウェイ は、駅舎も 客車も新 しくなっ ていた。
山の上ま で登った。 西側の海 を眺める。 あの日 は夜景が見 える
まで 、ここに留 まってい られたが 、今はもう 青函連 絡船も存在
しない。 津軽海峡線 の発車時 刻は、午 後五時半 前だから 、北の
大地 との別れ も差し迫っ ている 。
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まだ明 るいの に山を下り なければ ならない 。僕は胸が いっぱ
いになり、 かつて夕 日を眺め た場所に走 ってい った。海面 は凪
いで 、夏の光で 白く輝い ていた。
青森 駅に着く と、急行 「八甲田」 に乗り込 み、翌日 の昼頃に
は帰宅し ていた。一 人旅に出 る前、僕 は決まっ て億劫な 気分に
襲われるのだが、いざ出発してしまうと、旅をしている自分を、
ごく自然 に受け容れ ている。 その間、 自己の実 存につい て、あ
れこ れ思い悩 むこともな い。そ のとき、そ のときの 感覚と感 動
まか
に身を任 せ、世界 と一つにな ってい た……。

い きなり女 満別空港 へ
二 回目の北 海道旅行 から、ま た五年の 歳月が流れ ていた。 そ
の間に 勤めてい た日本語 学校が廃校 になり、 職業安定 所に通っ
たりした。三 十歳過 ぎてからの 転職は、 なかなか きついもの が
あった 。不採用 の通知が 来るたびに 、何だか 自分が役 立たずに
なってしま った気が した。
よう やく新た な定職に ついて程な く、病気 がちだっ た父が入
院した。しかも、半年が経とうとしても 、経過は思わしくなく、
回復 の見込みす ら立たな かった。 週末は病院 通いで 疲れがたま
っていた 。
幸 い、病状が 小康状態 となった ので、例年 の夏休 みのように
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旅行す ることに した。た だし、急変 した場合 には、中 断して帰
宅すること も考えて いたが。

まんべつ

夏休 みを長く 取れない ことから、 今回は飛 行機に乗 ることに
め
した。と ころが、で ある。予 約しておい た十時 三十五分発 の女
満別 行の飛行機 に、乗り 遅れてし まったので ある。 次の女満別
行きは？ と見ると 、十三時 発である 。
日本エ アシステム の機内に いた。岩手 あたり の上空を飛 んで
いる 。雲は厚 いが、先ほ どまで 見えていた 積乱雲は 彼方に去 っ
た。女満 別空港は 激しい雨で 、行き 先は釧路空 港へ変更 される
かもしれない。その場合、今日中にウトロにはたどり着けまい。
何てこっ た！

雲 間から北 海道の大 地が見え てきた。 天候は回復 してきた の
か？ 釧路上空を通過すると、見渡す限り野山と田畑が広がる。
チ ャイムが鳴 り、予 定通り女満 別空港に 着陸する とのアナウ ン
スが入 った。
あそこに見えるのは屈斜路湖か。かなり高度が下がってきた 。
ふたた び雲が増 えてくる 。飛行機の 影が山肌 に映って いる。そ
れは思った より小さ い。白い ガスを抜け ると、 影は怪物の よう
に大 きくなり 、機首の周 囲が後 光に似た 丸い 虹に包まれてい
る！
空港から ウトロ行 きのバス に乗ってい る。お 客が僕しか いな
いの で、運転 手とは時折 おしゃ べりしてい た。今年 は冷夏で 天
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こ

し みず

気もく ずつくこ とが多い そうだ。小 清水の原 生花園は 、地味で
小柄な花が 一面に咲 いていた 。
斜里 を過ぎた 辺りから 、少しうと うとした 。オシン コシンの
滝が、道 路右側の崖 に見えた 。その先の トンネ ルを抜ける と、
漁港 入口の海中 に、岩山 が二・三 そそり立っ ている 。ウトロの
シンボル 、オロンコ 岩である 。五年前 に訪れた とき、目 にした
風景 だった。 記憶と現実 は重な っていく。 あの時の 続きを夢 見
ている気 がした。
バ スは坂道を 上ってい く。ウト ロ停留所の 先、知 床プリンス
ホテルまで連れていってくれた。前回と同じユースホステル「知
床夕 陽のあた る家」だ が、僕が 以前泊ま った建物で はなく、 一
般用のホ テルの 客室を、相部 屋の形 で使ってい るのであ る。き

れ いなのは悪 くない が、ユース ホステル らしい活気 はない。
五年前に宿泊した建物のロビーで、台風が近づきつつある夜 、
ア メリカ人の 青年が ギターを弾 き、旅の 話で盛り 上がった思 い
出が、 青春の記 憶として よみがえっ てきた。 その時ふ いに、ジ
ョン・ヒュー ストン 監督の「ザ ・デッド 」という 映画のラス ト

つど

シーン が頭に浮 かんだ。 ジェームス ・ジョイ スの短編 集『ダブ
リン市民』 のうち「 死せる人 々」を、映 像化し たものであ る。
なご やかなパ ーティー が開かれる のだが、 そこに集 う人々も
やがて遅 かれ早かれ 、死者の 世界に去っ て行く んだと、主 人公
が感 慨に耽るシ ーンであ る。嵐の 夜に若者た ちが語 り合った建
物も、今 は打ち捨て られて人 影もない のかと思 うと、す べては
過ぎ 去る無常 というもの が胸を よぎった。
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地の果 ての大 自然
知床 のユース ホステル には、黒い 縁の眼鏡 をかけた 秀才っぽ
い若者が いた。石川 啄木の史 跡を巡って いると か言ってい た。
大学 を卒業して からは、 文学青年 にはお目に かかっ ていなかっ
たから、 ちょっと懐 かしい気 がした。
話 が合ったの で、一緒 に知床半 島を巡るこ とにし た。彼は綿
密に計画 を立ててい たので、 それに合 わせてい けば、無 駄なく
時間 が過ごせ そうだった 。
翌日は雲が広がっていた。一緒に定期観光バスに乗り込んだ。
まず は知床峠 に向かっ た。五年 前に訪れ たとき、駐 車場に毛 布
を敷いて 、夜空 の星を眺めた ものだ ったが、今 日の峠は 濃霧で

ら うす だけ

国 後島おろか 、羅臼 岳の影すら 目にでき ない。十分 ほどでバ ス
に乗り、 カムイ ワッカの滝 へ向かっ た。
知床五 湖まで の道は、以 前と異な りすっか り舗装され ていた
が、その先は まだ砂 利道が続い ていた。 過去の記 憶とオーバ ー
ラップ してきて 、区別が つかなくな りそうだ った。カ ムイワッ
カの滝では 一時間半 近く時間 があったの で、文 学青年と滝 登り
する ことにした 。
早瀬の岩 は滑らか に削られ ていたが、 流れに 含まれる鉱物 の
せい で、緑色が かってい るのに気 づいた。む しろ、 川底を歩い
は
た方が滑 りにくい。 小さな滝 は両手を 使えば、 軽く這い 上がれ
た。 早瀬と小 さな滝が、 幾重に も連なって いる。
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滝を登 ってい くうちに、 流れの温 度が上が ってきた。 硫黄の
成分がきつ いので、 金属類は たちまち腐 食する だろう。カ メラ
と時 計はビニー ル袋に、 厳重に入 れておいた のだが 、写真を撮
おく
りたくな った。シャ ッターを 切っている と、青 年に後れを 取っ
てし まった。四 つん這い になりな がら、いく つか滝 を越えてい
くと、前 方から歓声 が上がっ た。
滝 壺が露天風 呂になっ ていた。 みんな水着 をつけ ている。見
回してみたが、文学青年の姿はない。さらにその上を目指して 、
崩れ やすい崖 を這い上っ ていた のだ。しば らくして 、彼は戻 っ
てきた。 その先の 川は熱湯に なって いて、道も かなり険 しいこ
とか ら、あき らめて下 りてきた という話 だった。
僕はシ ャツを脱 いで、パン ツ一枚 になった。 湯の中に 入って

いっかしょ

い く。お湯の 温度は 三十九度く らいとい うから、体 はなかな か
温まらな い。滝 壺に近づく につれ、 ジェット バスのよう に流れ
が きつくなり 、岩に つかまらな ければ一 箇所にと どまってい ら
れない 。
本当は滝壺 の真下 まで行きた かったの だが、そこ は背が立 た
ないだ ろうし、 渦を巻い た流れに足 をとられ てしまう 。戻りか
けて振り返 ると、し ぶきが目 に入ってひ りひり した。三十 分以
上つ かっていた 気がする 。彼と交 互に写真を 撮った りした。青
年は快活 そうに笑っ て言う。
「ま た、来たい な……」
僕も以前 、カムイ ワッカの 滝の下まで 訪れな がら、登る のを
諦め ていたの で、ようや く実現 できて胸が いっぱい になった 。
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もも

あとは滝を下るだけだったが、行きよりもはるかにきつかった。
転ばないよ うにしゃ がみなが ら下りてい くと、 しぶきが飛 び散
って 、腿まで上 げたスボ ンもびし ょ濡れにな った。 二人そろっ
て尻餅を つき、滝を 滑り台の ようにずり 落ちる 中年の夫婦 もい
た。
高級なビ デオで滝 を撮影し ていたおじ さんは 、足を滑ら せて
機械 ごと硫黄 の川にもぐ ってし まった。十 万円はし たであろ う
最新機器 も、修理不 能となっ たに違い ない。
滝 を下りきっ たところ で時計を 見ると、十 二時五 十分、もう
集合時間 である。 道ばたに子 ギツネ が二匹出て きた。餌 をもら
いた いらしく 、近寄っ てきたと ころをシ ャッターに 収めた。

今 回も知床 五湖には 寄ったの だが、あ いにく曇り 空である た
め、知床 連山も 五湖に映る 山並みも 眺められ ない。シラ カバか
ら のぞく湖水 の風景 は、信州あ たりでも 見られそ うなもので あ
る。た だ、ここ がヒグマ の生息地で あること を忘れて はならな
い。売店で食 べたコ ケモモのソ フトクリ ームの、 さわやかな 甘
酸っぱ さは今も 記憶に残 っている。
ウトロに戻 る途中 、知床自然 センター に寄るこ とにした。 百
平方 メートルを 八千円で 買うこと で、開発か ら知床 の自然を守
る運動が あるのを知 った。そ の時点です でに九 七・二パー セン
トの 民有地が買 い上げら れ、開発 が放棄され た草原 には植樹が
され、百 年後には森 林が復活 すること を目指し ていると いう。
自 然センター の大スク リーンに 、晴れ上が った知 床の自然が
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映し出 されてい た。知床 硫黄山の上 空をヘリ コプター で越える
辺りは、か なり迫力 が感じら れた。先端 の知床 岬まで船で 回れ
るこ とを知り、 僕も行き たくなっ てきた。
バスの時 刻まで余 裕がある ので、オホ ーツク 海側の崖にあ る
フレ ペの滝を見 ることに した。山 道をぐっと 下って いくと、サ
サの草原 が続くので 、ヒグマ が出てこ ないよう に、手を 叩きな
がら 進んでい く。
展望台 までは二十 分もかか らなかった 。小さ な崖が海へ 突き

て うりとう

出し 、流れ下 っていく川 が直接 、波のしぶ きに注い でいる。 そ
の姿から 、乙女の 涙とも呼ば れてい る。いかに も知床ら しい風
景である。崖の下はウミウなどのコロニーとなっている。天売島
の風景と イメー ジが重なった 。

手つかずの自然というものは、こういうものを指すのだろう。
下の岩場 は海鳥 の羽と糞で 、白い斑 点模様と なっている 。よう
や く静かな所 に出ら れたという 感じだっ た。林の 奥からはエ ゾ
シカの 親子がこ ちらをの ぞいていた 。
知床自 然セン ターの前で バスに乗 り、今度 はオシンコ シンの
滝に向かっ た。高さ は八十メ ートルあり 、崖の 途中で左右 に分
かれ ている。左 側は磨か れた岩肌 を滑るよう に、右 側はあらん
限りの力 を発散して 豪放に。 アイヌ人は ここを 、チャラッ セ・
ナ イ （滑 り 落 ち る川 ）、も し くは オ シュン ク ・ ウ シ （ エ ゾ マ ツ
の群生す る所）と呼 んだ。そ れがオシ ンコシン の語源で ある。
「こ こは本土 にある滝と 違うね 」と、僕は 文学青年 と語り合 っ
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しらいと

な

ち

た。白糸の滝にしても那智の滝にしても、日本画となるような 、
日本的美意 識の枠の 中にはま っている。 ところ が、このオ シン
コシ ンの滝は、 下に向か うにつれ て末広がり になり 、豪快なま
おう か
でに力を 謳歌してい る。周囲 に響き渡る 音にも 生命がこも る。
絵画 の枠の中に 収まりき らないの だ。とにか く、存 在感に圧倒
されてし まっていた 。
水 しぶきを浴 びながら 、ただた だ感嘆して いた。 腹の底に伝
わってく る振動に、 魂を揺さ ぶられな がら。下 におりて 滝の全
容を 眺めてい ると、バス が少し 早めにやっ て来た。
翌 日は雲が 多かったが 、文学 青年ととも に船で知 床岬に向 か
うことに した。 前日の夜に予 約して おいたので ある。ユ ースホ

ス テルの車で 港まで 送ってもら った。
岬に向 かう船は 漁船を転用 したも のだった。 案内して くれた
お じさんは、 行政に ついて手厳 しい批判 をしてい た。林道は 知
床大橋 より先は 通行止（ その時点で は土砂災 害で、一 つ手前の
カムイワッカ の滝ま で）なのだ が、国立 公園に指 定される前 年
に、林 野庁が強 引に巨大 な鉄橋を架 けた。国 立公園に なり一般
車の通行が 禁止され たので、 結果的には 役立た ずのまま、 補修
費ば かりかかる ようにな ってしま ったという のであ る。
知床の民 有地を個 人が八千 円で買い上 げて自 然を守るナシ ョ
ナル ＝トラスト 運動にし ても、町 長はそれを 寄付だ として町有
地だと言 い出したが 、これは 詐欺では ないかと も。
木 が伐採され たために 、切り株 や土砂が海 に流れ てしまうの

- 115 - 116 -

そ じょう

を防 ごうと 、砂 防ダム を造った のはいいが、鮭 が遡 上 で きな
ふ か
くなってし まった。 そこで鮭 の人工孵化 を始め たのだが、 川を
遡上 する前に鮭 を捕らえ るため、 オジロワシ などは 餌がなくな
ひん
り、絶滅 の危機に瀕 する一方 、鮭が増え すぎて プランクト ンが
減り 、小柄な魚 ばかりに なってし まった。昔 の鮭は 大柄でずっ
とおいし かった。お まけに獲 れすぎて 、サンマ より安く なって
しま った。
イルカも乱獲されて、余り姿を見せなくなった。というのも、
他県 の漁民が 捕らえたイ ルカの 肉を鯨と偽 って、ス ーパーな ど
に流して いるから で、一般の 消費者 はだまされ るかもし れない
が、 漁師の口 はだませ ないとも 。
ロシア はアムー ル川流域の 樹木を 伐採して、 日本に輸 出して

い るが、森林 が減少 した結果、 川の水量 が減り、流 氷が少な く
なって、 豊富だ ったプラン クトンの 発生も減 少し、それ を餌と
す る魚類も同 じ運命 をたどって いる。人 間が自然 をコントロ ー
ルしよ うとする と、それ まで保たれ ていたバ ランスが 崩され、
思わぬ副作用 が出て しまう。人 間がなす ことなど 、自然の仕 組

ほろべつ

みを前 にしては 浅はかな あがきに過 ぎないと いう点を 強調して
いた。
その 間にも、 船はぐん ぐん岬に向 かって進 んでいく 。幌別川
にかかる スロープ状 の橋は、 カムイワッ カへ向 かう道に通 じて
いる。岩尾別川には鮭の人工孵化場がある。左方にはルシャ山、
右方には 羅臼岳が見 える。知 床硫黄山 は頂上が 三角の山 で、昭
和十 （一 九三五 年
) の 噴火では、大量 の硫黄が噴出して 、大も
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うけを した人が いたとい う。
その先、知 床岳ま での間は山 並みが切 れて、風 の通り道に な
って いる。確か に、灰色 の雲が谷 に沿って伸 びてお り、おじさ
んの話し ていたとお り、にわ かに風が強 くなっ て、波も荒 くな
って きた。
へ さき
白波が砕 けるたび に、ばし ゃんばしゃ ん、船 の舳先から しぶ
きが 飛ぶ。上 下左右に大 きく揺 れるたびに 、ズボン がじっと り
濡れてい く。長袖の 上に薄手 のジャン パーを羽 織ってい たのだ
が、 それでは 間に合わず 、リュ ックサック を抱え、 身を縮こ ま
らせてい た。文学 青年はヤッ ケのフ ードをかぶ り、寒さ に耐え
かね た様子。 女の子た ちも毛布 をかぶっ て、身を切 る風をひ た
すらこら えてい た。真夏でこ の寒さ とは！ さ すがオホ ーツク

海 である。
「あっ、 熊がい る！」
強 風にあお られなが ら、岩場 の続く海 岸線に目を やる。確 か
に茂み から見え 隠れして いる焦げ茶 の頭は、 ヒグマの もののよ
うだ。ただし 、望遠 鏡がないの で、全身 を目にす ることはで き
ない。
ここ知床半島では 、ヒグマが番屋近くに現れることがあるが、
お互 いに距離を 置いて無 視し合う ことで、共 存する ことが可能
になって いるという のだが、 半島の北半 分が立 ち入りを制 限さ
れて いる点が大 きい。
まだら
番屋の脇を通ると 、ウミウのコロニーがあり、岩場が糞で 斑
状に 白くなっ ている。知 床岳を 過ぎると、 やがて、 折り返し 地
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点の知 床岬が見 えてきた 。先端は平 らで樹木 がない草 原になっ
ている。
僕はかつ て旅した 下北半島 のことを思 い出し た。津軽海峡 の
出口 はここのよ うに、波 打つ草原 が広がって いたか らである。
「尻屋崎 には馬がい たんです か」と文 学青年が 尋ねた。
「牛 の方が多 かったな。 でも、 家畜がいる と、生態 系を壊し て
いくから なあ」
青年は髪が額にかかるのも気にせず、岬の先端を眺めながら、
あの上で 寝っ転が ってみたい なあ、 とつぶやい た。
船 がＵター ンしたので 、座っ ていた方は 海側にな ってしま っ
た。やむ なく向 きを変えて、 甲板の 少し高くな ったとこ ろに正

座 した。
帰りは 行きより も海岸線に 近い方 を通った。 岩場にか なり近
づ くと、跳ね 返って くる波で、 船は大き く横揺れ する。また 、
漁網の 位置を示 す浮きも 避けていく ので、船 はジグザ クに航行
していく。
「熊だ ！ 船の 進行方向 正面」
先ほどは全身の形も分からなかったが……。僕と文学青年は、
船べ りを伝って 舳先の方 に駆け寄 った。確か にいる 。まだ若い
黒いヒグ マだ。崖の 下のくさ むらを、野 草を食 べながら移 動し
てい る。緑の中 から現れ たり隠れ たり、四本 の足の 動きまでく
っきり見 える！
次 に目に入っ たのは、 オジロワ シのつがい だ。生 ある限り、
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ひな

夫婦は 別れ別れ になるこ とはない。 ウミウの コロニー も、岸か
ら十メート ルぐらい まで近づ くと、鳥た ちの羽 ばたくさま や、
巣か ら顔を出す 雛の姿ま で、ひし めくように 暮らし ているのが
見える。 切り立った 崖にしか 楽園を築け ぬのは 、気の毒な よう
では あるが、見 晴らしが 素晴らし く、狩りを するの にも、巣立
ちにも最 適だからだ ろう。

たけ だ たいじゅん

知 床五湖の下 にある崖 に近づく 。第一湖か らしみ 出た水が、
こけ
滝となっ て海にそそ いでいる 。黄緑色 の苔が流 れに沿っ て生え
ている。ひかりごけと呼ばれるもので、これをもとに、武田泰 淳
は同名の 小説を書 いたのであ る。
難 破という 生死の境を さまよ う状況で、 人肉を食 うか餓死 す
るかとい う選択 が迫られる。 極限状 態を象徴す るものと して、

あ とう だ たかし

ひ かりごけが 用いら れているの である。 実際に近辺 で起きた 事
件と、そ の地の 鮮烈なイメ ージを結 びつけた ところに、 この作
品 が成功した 鍵があ ると、阿刀 田 高 が書いてい た。
行きに 見た岩 尾別川、フ レペの滝 などを眺 めているう ちに、
オロンコ岩、 ウトロ の町並みが 見えてき た。時刻 を見ると、 午
後二時二十分。船は十分後には 、出港した港に戻ったのだった。
「疲れているんだったら、まだ羅臼行きのバスに間に合うから 、
乗っていった方がいいんじゃないですか」と文学青年が言った。
出会って から行動 を共にし たので、別 れを惜 しみたかった の
だが 、言葉に従 うことに した。い くら仲良く なった とはいえ、
それは旅 の間だけの ことと割 り切って 。写真を 送ってあ げるよ
と言 って別れ た。
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えんすいけい

羅臼行きの バスに 乗り込んだ 。半島の 中央にそ びえる円錐 形
の羅 臼岳は、見 る見る麓 から雲に 隠れていき 、峠に 達する頃に
は、霧の 中に包まれ てしまっ た。道の両 側はか なりの残雪 が、

もりしげひさ や

亀甲 状にひび割 れて谷間 を覆って いる。
文学青年 と別れて 、心の中 に穴が開い ていた 。これが旅 なん
だと 、平静を 装っていた けれど も。森繁久 弥の「知 床旅情」 で
お
歌われた 里に到着し た。下り 立った羅 臼の町は 、厚い雲 の下で
息を 潜めてい る。さびれ ている というか、 ウトロの ような活 気
がない。 若者の姿 はまれで、 温泉で の療養に訪 れる中高 年の男
女が 目につく 。
なかしべ つ
次の宿 泊地、中 標津に向か うため 、釧路行き のバスに 乗り換

え た。国鉄民 営化の 数年後まで 生き延び た標津線も 、今やく さ
むらの中 に埋も れている。 並木の間 を走る今 はなき姿を 思い描
き 、車窓から 路線の 跡を探って いた。
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トドマ ツの白 い骨
父は 生前、中 学や高校 で国語を教 えていた が、若い ときは社
会科も担 当させられ たらしい 。その証拠 に、書 棚には教員 向け

の つけ

の地 図帳が並べ られてい た。小学 生だった僕 は、日 本地図を見
ては、地 形から風景 を想像し たりして いた。奇 妙な形か ら幼い
心を とらえた のが、朱鞠 内湖と 野付半島だ った。
前の日 に中標津に 泊まった 僕は、根室 海峡に 突き出た前 髪の
よう な野付半 島と、砂の 岬（ア イヌ語のオ タエトゥ ）に囲ま れ
おだいとう
た湾、尾岱沼に向かっていた。標津のバスセンターに向かうと 、
トド ワラ入口 までのバ スは運休 している 模様だった 。観光船 も
時刻表に 載せて ある便が運航 してい ないところ を見ると 、それ

だ けさびれて しまっ ているのだ ろう。
貸し自 転車で行 くことにし た。野 付半島の付 け根まで もかな
り の距離があ ったが 、それから 先は、ひ たすら直 線の道が続 い
ている 。規則的 に並んだ 左右の電柱 の先には 、平坦な 草原が広
がっており、 アザミ などの赤や 黄色の素 朴な花が ちらほら咲 く
ばかり 。乳牛の ホルスタ インのほか 、茶や黒 の馬が放 牧されて
おり、母親 の乳を吸 っている 子馬もいる 。
野付 半島は時 折くびれ 、道路と狭 い砂浜だ けになる 。しばら
く行くと 左右に広が り、ナラ の林が分布 してい る。幹はす でに
枯れ 始めている 。ゆっく り大地が 沈降するさ まを、 ナラワラは
ありあり と見せつけ るのだ。
一 本の木が枯 れていく と、すぐ 隣の方も弱 ってく る。やがて
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へ

その隣 も枯れて といった 具合に、次 々にナラ の墓場が 広がって
はん も
いく。手前 の沼地は 赤紫色の サンゴ草が 繁茂し ている。

かんばつ

人間 による森 林破壊も 、同様の過 程を経て 進んでい く。植物
いっかく
は互いに 支え合って 生きてい る。一郭が 崩され ることで、 わず
かな 旱魃や病害 虫によっ て活力を 失い、そこ で暮ら す生態系も
崩されて いく。
トドワ ラ入口に着 いた 。
「トドワラ定食」というのがあった 。
イカ 、ホタテ 、しめ鯖の 刺身、 焼き鮭、ア サリの味 噌汁、漬 け
物 、 ご 飯 。 そ れ に甘 辛 団 子 風に 作 っ た芋団 子 を 追 加 した 。「 こ
めち ち」とい う発芽し た玄米の エキスと 人参の汁に 、牛乳を 混
ぜた飲み 物をぐ い飲みした。

食 堂を出て 見物する ことにし たが、自 転車の乗り 入れは禁 止
されてい る。馬 車もあった が徒歩で 行くこと にした。原 生花園
で 一番目につ くのは 、ハマナス である。 これは実 を梨になぞ ら
えて花 梨と言っ たのが、 なまったの だという 。群がる ように生
えているのは、小ぶりで可憐な薄紫の花 、ハマフウロ（浜風露 ）
である 。
黄色い花が 太い茎 に鈴なりに 咲いてい るのは、 センダイハ ギ
（ 先 代 萩）、 ユ リ に 似 た オレ ンジ が か った黄 色 い 花は 、 エ ゾ ゼ
ンテイカ 、別名エゾ カンゾウ である。こ れらの 花はその姿 に似
てほのかな匂いしかしない。人が種をまいたわけではないから、
おうせい
華麗に咲 くことはな いが、生 命力の旺 盛さには 目を見張 るもの
があ る。
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花の咲 く道を 行くと、後 ろから馬 車がやっ て来た。そ の先で
ふた て
もくどう
ひ がた
道は二手に 分かれる 。一つは 木道が干潟 を越え て石の橋へ 連な
って いる。いま 一つはト ドワラの 方向へと伸 びてい る。
左方の道 を選び、 橋を渡っ て砂浜へと 出た。 枯れ草を踏み し

おか

め岸 辺を行くと 、その先 には青く 塗られた鉄 橋が海 中を進み、
さんばし
観光船の 桟橋へと至 る。侵食 されてゆ く内湾で は、中央 の砂州
の部 分が、低 い箇所から 海水に 浸され、林 は小島の ように切 り
離されて いる。
台 風に襲われ ると、根 元の土は 洗い流され 、あと は死を待つ
ばかりとなる。人間は残酷だから、今は青々と茂るトドマツが 、
早く 立ち枯れ すればい いと思っ ている。 というのも 、トドワ ラ
のマツは ほとん どが倒れ、根 すらも 朽ちて正体 を失って いるか

ら だ。荒涼と した風 景そのもの が崩れ、 白い骨に似 た凄みも 消
えつつあ るのだ から。
砂 浜が妙に さくさく 鳴るので 、しゃが んでみると 、二、三 セ
ンチの とんがり 帽子みた いな巻き貝 が、無数 に落ちて いるでは
ないか。一つ を手に 取ってみる と、まだ 生きてい るらしく、 体
を守る ふたが付 いている 。
野付 半島に砂 州が最初 に出来たの は、三千 年ほど前 のことら
しい。そ れから隆起 と沈降を 繰り返し、 現在の ような先端 の曲
がっ た枝状の姿 になった という。 外海の方は 波に削 られ、内湾
は沈降し て海水に浸 されてい く。その 一方で、 砂州の先 端はこ
こ数 十年の間 にも伸びて いる。
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たんちょうづる

二時間 ほどト ドワラの中 を散策し ていた。 道は竜王崎 の灯台
まで伸びて いるが、 単調なア スファルト の路面 が続くばか り。
丹 頂 鶴の営巣地にはたどり着けそうにない。干潟では鶴が五、
六羽海中 で羽を休め ていた。 一歩一歩足 を進め るたびに、 首が
連動 して揺れて いる。手 前に原生 花園が広が ってい るため、人
おど
に脅され ることもな い。
カ モメが魚を つかんで 飛び上が った途端、 それを 狙ってトビ
が襲いか かる。びっ くりした カモメは 海中に獲 物を落と してし

しべちゃ

まう。怒り狂ったトビは、しばらくカモメを追い回していたが、
ついに疲 れたのか 、電柱の上 で一休 みする。

魔 の湖を再 訪する
た

翌 朝、宿泊 した中標 津を発ち 、標茶か ら川湯温泉 行きの列 車
に乗る。終点で下りてバスで摩周湖に向かう。途中、硫黄山（ア
トサヌプリ） に寄っ た。二十一 歳の時以 来だから 、実に十二 年
の歳月 が流れた ことにな る。当時は ソフトク リームを 移動販売
する車が出 ていたが 、今では レストハウ スが建 てられてい る。
巨大 噴火で山 頂が吹き 飛んだ火山 を、バス はゆっく りと登っ
ていく。 いきなり視 界が開け た。カルデ ラの青 い水面が覗 いて
いる 。摩周第三 展望台で 下りたの は、僕ただ 一人だ った。これ
は運がいい。しかも快晴で、湖面は一点の曇りもなく見渡せる 。
にぎ やかな第 一展望台で 下りる のは、魔の 湖の魅力 をまだ知 ら
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ない人 間である 。
湖の中央に 突き出 した中の島 、カムイ ッシュの 見える辺り に

おもむき

たた ずんでいる 。かつて 訪れたと きは、少し 霧が出 ていて風が
冷たかっ た。観光バ スが去っ てしまえば 、沈黙 だけが支配 して
いる ような 趣 が あった。 今日は湖 面がくっ きり見える 。アイ
ヌはこれ を魔の湖と して恐れ ていたと いうが、 確かに水 面の青
さは 異常に見 える。
風 が吹いてい ても、時 折白い波 頭が覗くだ けで、 波らしい波
も立たな い。日が かげると、 湖面は いっそう青 さを増す 。吸い
込ま れるよう な美しさ だ。高山 植物の咲 く崖上から 、一気に 身
投げして しまっ ても惜しくな い、も しこの湖が 我が物と なるな

ら ば。この魅 入られ る美しさを 、アイヌ は魔にたと えたのだ ろ
う。
緑 が覆うカ ルデラ内 部と、濃 い青のコ ントラスト が際立っ て
いる、 まるでこ の世との 境界である かのよう に。湖の 底からは
地下水が湧い ている のか。火山 ガスが溶 け込んで いて、元来 は
魚も生 息してい なかった 。湖面まで は切り立 っており 、近づく
ことができ ないこと で、なお さら心を奪 われる 。
タカ がはるか 下方を旋 回している 。それだ け高い位 置から眺
めている わけだ。対 岸のカム イヌプリの 中腹辺 りの高さを 、悠
然と 翼を広げて 飛んでい る。生き る者を拒絶 するか 、さもなけ
れば呑み 込んでしま う魔力に 耐えなが ら。下手 に崖に近 づこう
もの なら、湖 面に叩きつ けられ ることだろ う。
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釧路川 をカヌ ーで下る
屈斜 路原野の ユースゲ ストハウス に泊まっ た。ここ は大変人
気があっ て、予約を 取るのも 容易ではな い。プ ロの板前の 腕を
持つ オーナーに よる和食 は、だし の効いた上 品な京 風の味つけ
である。 食事だけで も満足し てしまう が、この ユースホ ステル
はさ まざまな イベントも 企画し ている。
朝食を 終えてから 、少し散 歩すること にした 。ユースホ ステ

じゅうたん

ルの 前はビー ト畑、その 先に広 がる白い花 はジャガ イモ、紫 か
こ がねいろ
がった花 もその一 種で、ベニ マルと いう品種だ そうだ。 黄金色
に穂が直立し、遠目には 絨 毯のように見えるのは麦畑である。
なか
これだ け広い畑 の農道を歩 きなが ら、人っ子 一人いな い。中

はら ちゅう や

原 中 也 訳の ランボオ 詩集 を朗読 しながら歩く。鳥の さえずり
に耳を傾 けなが ら。
十 一時少し 前に、カ ヌーを載 せた車に 乗り込んだ 。長靴に ヤ
ッケ、 それに救 命胴着を 身につけた 。スター ト地点は 屈斜路湖
の湖岸、釧路 川へ流 れ出る手前 である。 僕が乗り 込んだカヌ ー
は三人 乗りで、 前はヘル パーの女性 、後ろは ヘルパー の男性。
に そう
三人一組で 、合計二 艘で川下 りすること になっ た。
ゆっくり と湖面を 進んでい ったが、橋 をくぐ ったところで 、
川の 流れの意外 な速さに 驚く。幅 はまだ広く はない ので、二級
河川とい ったところ か。川岸 には木の 枝が倒れ かかり、 水中に
は倒木も横たわっている。茂みの下の岩場にはアオサギがいる。
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かい

辺りに は人工物 が何もな かった。
カヌーを操 縦する 上で、一番 後ろの男 性の役割 は大きい。 僕
自身 も多少は櫂 でこいで いたが。 しばらく進 んだの ち、淀みで
休むこと になった。 ここは鏡 の間とも呼 ばれ、 川底から清 水が
湧き出ている。水温も七度ほどで、本流と比べてかなり冷たい。
底では黄 緑色の水草 がなびき 、表面に いっぱい 空気の泡 をまと

みなそこ

って いる。水 中にはウグ イの稚 魚が群がり 、岩の上 にはカモ の
幼鳥が留 まっている 。
水 底に根を張 ったクレ ソンが、 水面から白 く可憐 な花を覗か
せている 。川のあ ちこちに小 さな渦 があり、清 水がこん こん湧
き出 ている。 ボイリン グと呼ば れるもの で、上を通 るとカヌ ー
は左右に 揺れる 。

同 じ川でも 進む側に よって、 かなり流 れの速さが 異なる。 ゆ
るやかな 淀みを 探し、カヌ ーを止め ると、櫂 をテーブル 代わり
に して、お握 りとお 茶で簡単な 昼食をと る。中州 の茂みに隠 れ
ている と、アフ リカのジ ャングルを 舞台にし た作品、 コンラッ
ドの『闇の奥 』の一 場面を思い 出してし まう。
カヌー を本流 に戻した。 しばらく 一直線に 進んだとこ ろで、
正面に泡立 つ早瀬が 見えてき た。先を行 くカヌ ーは激しく 揺さ
ぶられ、しぶきを浴びている様子。続いてこちらも早瀬の中へ。
前の女の子と僕はこぐのをやめ、後ろの男性にすべてを任せる。
前日 にはここで カヌーの 一艘が転 覆し、泳ぐ 羽目に なった人が
いるとの こと。うね るような 急流では 、たとえ 救命胴衣 をつけ
てい ても、泳 ぐのは至難 の業だ ったろう。
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前後に 激しく 揺れたけれ ども、左 右に傾く ことはなか ったの
で、難なく ゴールに たどり着 けた。前の 女の子 はびしょ濡 れに
なっ ていたけれ ど。やす らぎとス リルが同居 した、 貴重な体験
だった。
ユースゲ ストハウ スに戻っ た後、マウ ンテン バイクでサ イク

もんよう

し しゅう

リン グした。 屈斜路コタ ンアイ ヌ民族資料 館に向か った。横 に
建つチセ （アイヌの 民家）の 前では、 アイヌの お婆さん が民芸
品を 売ってい た。民族の 文様を 刺 繡 した 巾着を 買った。
資料館 には祭祀に 関する資 料や、漁 労に用い た丸木舟 などが
展示 されてい る。これ に関して は、白老 のポロトコ タンでも 見
たことが ある。 アイヌは縄文 人が小 進化したと 言われる が、オ

ホ ーツク海沿 岸の民 族とも混血 している のだろう。 別の店で 文
様入りの バンダ ナとムック リ（口琴 ）を買っ た。そこで アイヌ
の 衣装を着せ てもら い、写真も 撮っても らった。
わ こと
和 琴 半 島 を 目 指し た 。 サ イク リン グ の途 中 で 、「屈 斜 路湖 一
おいしいイモ ダンゴ 」というの を食べた 。ジャガ イモに片栗 粉
を混ぜ 、醤油と 砂糖のた れをからめ たもので 、素朴な 味だが食
べ応えがあ って飽き ない。カ ルデラ湖の 岸辺に 腰を下ろし 、水
面を 行くボート や、網を 持って魚 取りしてい る子供 たちを眺め
た。
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釧路湿 原の展 望台
とう ろ

翌日 は雲が多 かった。 釧網本線の 塘路駅で 下車した が、駅前
には商店が一つと、ライダーハウスがあるばかり。とりあえず、
二つ の川が合流 する二股 と呼ばれ る所に向か った。 ゆるやかに
流れる川 が、蛇行し ながら合 流する地 点で、こ こまで来 ると釧

とう とう

路川 も川幅の 広い、平原 を流れ るにふさわ しい風格 を持つよ う
になる。
川 ではカヌー が滔々と ゆく流れ に身を任せ ていた 。昨日の急
流も素晴 らしかっ たが、平原 をゆっ たり進み、 地平線を 眺める
のも 良かった ろう。た だし、上 流のよう な清らかさ は、すで に
失われて いたが 。

そ の後、塘 路湖に沿 って進み 、サルポ 展望台に登 った。縄 文
海進によ って内 陸に入り込 んだ海は 、気温の 低下ともに 沖に退
き 、かつての 湾が湿 原へと変化 したとい うが、残 された海が 下
方に広 がる塘路 湖となっ た。いわゆ る海跡湖 である。
塘路か らはノ ロッコ号と いう、釧 路湿原観 覧用のトロ ッコ列
車が出てい た。遊園 地の乗り 物のような 車両を 、ディーゼ ル機
関車 が時速三十 五キロの のろのろ 運転で引い ていく 。
たけ
湿原は丈 の低い草 木しか生 えない。日 本で唯 一地平線が見 ら
れる 場所だ。ア フリカの 平原でも 眺めるよう な自由 がある。視
界に入る広がりすべてが、自分の魂の中に取り込まれる解放感 。
隣の席にバード ウ･ォッチングをしているおじさんがいた。
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「あそ こを見て みろ。ツ ルがいるよ 」
民話の中に しばし ば登場しな がら、ビ デオでし か見たこと が
なか った鳥が、 小川の中 で何かを ついばんで いる。 近くに障害
者らしい 娘さんと、 お母さん が座ってい た。ツ ルの姿を見 て幼
児の ような純真 さで喜ぶ 姿に、お 母さんの方 も幸せ そうに微笑
んでいる 。
他 に何があっ ただろう か。何も ないことが 素晴ら しい。北海
道の中で 自然を満喫 したかっ たら、や っぱり道 東だな。 車内は
なご やかな雰 囲気で包ま れてい たが、まだ 釧路湿原 の一部を 垣
間見たに 過ぎない 。
釧路駅 に出た。 駅弁のカニ 飯を食 べていると 、十二年 前に来

た 時のことを 思い出 した。春採 湖のそば のユースホ ステルに 泊
まったん だっけ ？ アナウ ンスに混 じって、 カモメの鳴 き声が
す るのも港町 ならで はでないか 。
実は、 もう一 度しっかり 、釧路湿 原を見て おきたい気 持ちが
募っていた。 一周す る観光バス があると いうので 、迷った末 に
乗るこ とにした 。本当は 車かバイク があれば 、自分の 好きな場
所でのんび り過ごせ るわけだ が。観光バ スを毛 嫌いするの はも
った いない、限 られた時 間で要所 をめぐって くれる のだから。
釧路空港 経由でま ず、丹頂 鶴自然公園 へ向か った。ここは 柵
の内 側で自然に 近い形で ツルを飼 い、人工孵 化も行 っている。
ただし、 飛び立てな いように 、羽の一 部を切っ ているら しい。
これ ではツル の魅力は半 減する 。湿原で自 由に羽ば たく姿を 思
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い浮か べれば。
数あ る展望台 の中で、 コッタロ湿 原展望台 は圧巻だ った。高
台の位置 から真下に 広がる沼 と小川の流 れ、三 方に広がる 草原
を一 望できるか らだ。湿 原のあち こちに、一 体何羽 の丹頂鶴が
生息する のだろう。
こ こは縄文時 代に海進 し、湾が 広がってい た所で ある。六千
年前に同 じ場所に立 った人は 、午後の 日射しに 輝く海原 を眺め
てい たわけだ 。午前中に 見た塘 路湖も、取 り残され た海が淡 水
化したも の。長い 歴史の中で 、海は 沖へ沖へと 遠ざかっ ていっ
た。 湿原の乾 燥化は、 人の手に よるもの だけではな かったの で
ある。

や がてこの 湿原も草 原となり 、歳月を 経て鬱蒼と した林へ と
変わって いく。 大雨の後に 残された 水溜まり が、日に照 らされ
干 上がってい くよう なことが、 ここでは 人間の目 には分から ぬ
速度で進んでいく。湿原に生きる者たちの運命を左右するのは、
大地を動かす 大きな 力である。 コッタロ 湿原展望 台は、自然 の
営みの 男性的な 側面を垣 間見せてく れた。
それに対し て、釧 路湿原駅に 近い細岡 展望台は 、いかにも 女
性的 な温かみを 感じさせ る。平ら な草原が彼 方まで 続き、滔々
と流れる 釧路川が蛇 行する。 ほとんど標 高の差 はない。湿 原に
おい ては、川は 気紛れに 流れを変 える。跡に は三日 月湖が、魚
や水草と ともに残さ れる。
西 日を浴びた 湿原に、 高い木は まばらにし か見え なかった。
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も

ふところ

一面黄 緑色に萌 えている 。川の両岸 のみが、 灌木の緑 に映えて
おもむ
いる。小 さな ことに はこだ わらず、心の 赴 くま まに流れを変
える 川。大きな 懐 を思 わせる草 原の広がり に、母 性的なやす
らぎを感 じたのは、 自分だけ ではなかっ たろう 。
よねまち

翌日、時 間を持て 余した僕 は、米町公 園に足 を運んだ。 展望

釧路の 海の冬の 月かも

台か ら眺める 風景は、横 浜でよ く見かけた もので、 ちっとも 変
いちあく
わり映え しない。こ こには石 川啄木の 『一握の 砂』に収 められ
た歌 碑が建っ ている。
し らしらと 氷かがやき 千鳥な く

知 床のユー スホステ ルで出会 った、啄 木の史跡を 巡ってい る
文学青年 のこと を思い出し た。彼も ここに足 を運んだの だろう
か。
その日 の昼下 がり、僕は 釧路空港 から、羽 田行きの飛 行機に
乗った。機内 では旅 の記録をつ けていた 。最初に 飛行機に乗 り
遅れる というハ プニング はあったが 、結果的 にはいい 方向に進
し れつ
んでくれた 。一面の 雲海の下 は青空が広 がり、 熾烈な光線 が差
し込 んでくる。 高度が上 の分だけ まぶしい。
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空気が 澄んで る旭川
三度目の旅行から、しばらく僕は北海道に足を向けなかった。
入院して いた父は旅 行の翌年 に亡くなり 、それ からは沖縄 、小
笠原、韓国、チベット、青海省など、行動の幅を広げていった。
ところが 、二〇〇二 年に日本 語の研究 をするた めに、不 惑の歳
を前 にして、 大学院に入 り直す ことになり 、一転し て旅行の 費
く めん
用を工面 するのもき つくなっ た。
そ れからは信 州や東北 など、比 較的近場を 巡るこ とが多くな
った。今 回、北海 道を旅した ときに は、何と五 十の坂を 過ぎて
いた のである 。鏡で顔 を見なけ れば、と ても信じら れないこ と
だが。

父が亡くなったとき、僕は祖先が生きた静岡県富士市を訪れ、
先祖代々 の墓に 詣でたり、 曽祖父の 戸籍を調 べたりして 、自分
の ルーツをた どろう とした。そ して、今 度は友人 のお父さん が
亡くな り、幼い ときに父 親が育った 名寄の家 、今は存 在しない
家の跡を求め て、旅 することに なった。 僕はそれ に同行した と
いうわ けである 。
ようやく秋らしくなった九月の末、職場での仕事を片づけて、
慌ただしく羽田に向かった。出発は午後三時半となっていたが、
飛行 時間そのも のは一時 間ちょっ と、五時過 ぎには 新千歳空港
に着陸し た。
懐 かしの北海 道だが、 晴天だっ た東京とは 打って 変わり、通
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り雨が降っていた。到着ロビーに向かうと、友人が待っていた。
久し振りだ ったので 、話題が 尽きること はない 。切符も手 配し
てく れていたの で、その まま、旭 川行きの特 急カム イ号に乗車
できる。 新空港の地 下まで支 線が延びて いるの だ。
北海 道の涼し さには驚 いた。クー ラー効き 過ぎとい ったとこ
ろで、上 着を一枚羽 織ること にした。 以前は八 月か九月 初旬ま
でに来ていたので、気温の低さは予想していたのだが。しかし、
これはま だ序の口だ った。
旭 川駅に到着 したのは 、午後七 時半。たし か低い ところを走
っていて 、車窓か ら町の様子 も見え たはずなの だが、何 と高架
上の 新駅とな っていた 。ホーム に下り立 った途端、 余りの寒 さ
に身震いした。気温は十度、九月末にして真冬並みじゃないか 。

と りあえず、 ホテル にチェック インした 。夕食は予 約してい な
かったの で、外 で腹ごしら えするこ とになっ た。
旭川の大通りの広さには驚かされた。何で広いのかというと、
冬の積 雪を考え てのこと らしい。積 み上げら れた雪の ために、
道幅が狭くな ること を見越して 、道路が 建設され たというわ け
だ。
夜の空気は 身が引 き締まる分 、冷やや かで澄ん でいる。車 の
交通 量が少ない というこ ともある が、原発事 故によ る汚染物質
が舞って ないためだ ろうか。 こんなに空 気がお いしいのか と、
久し 振りに実感 したのだ った。
友人は札 幌の出身 なので、 北海道の人 なら誰 でも知って いる
とい う、みよ しのの餃子 に連れ ていってく れた。カ レーと一 緒
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に食べ るところ が、北海 道ならでは なのだそ うだ。確 かにシン
プルながら 、Ｂ級グ ルメの味 がする。し かも、 セットで五 百円
足ら ず。ただ、 旅行の初 日の夕食 としては、 ちょっ ぴり物寂し
い。
夜道 を歩いて いたら、 旭川ラーメ ンの店が 開いてい た。濃厚
な味噌味 が特徴で、 肉と野菜 の旨味が よく出て いる。具 を食べ
るた びに、口 の中に新た な味わ いが広がる 。食べす ぎではあ っ
たが、こ れは本当に うまい！

静 まり返っ た朱鞠内 湖
翌 日はやや 雲が多か った。ホ テルをチ ェックアウ トすると 、
し べつ
旭川駅 近くでレ ンタカー を借りた。 士別経由 で朱鞠内 湖に向か

せ

うこ とに なっ た。朱鞠内とはアイヌ語で
「石が高
suma-ri-nay
くある 川」を意 味し、昭 和の初めま では大地 を川が流 れるだけ
だった。自然の湖のように、変化に富んだ美しい湖岸を持つが 、
雨竜 川を堰き止 めた巨大 な人造湖 なのである 。
なぜ訪れ たかった かという と、幼い頃 に父の 地図帳で見つ け

もや

たと き、大きさ と入り組 んだ複雑 な湖面に、 興味を そそられた
たんすい
からだっ た。確かに 、朱鞠内 湖は湛水 面積では 、現在で も人造
湖日 本一の広 さである。 原生林 に囲まれた 湖面は、 靄に覆わ れ
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た神秘 的な顔も 見せる。
僕が二回目 に北海 道を訪れた 一九九〇 年代初頭 は、まだ湖 岸
を深 名線のディ ーゼルカ ーが走っ ていた。雪 深い日 本一の厳冬
地帯での ダム建設は 難工事で 、鉄道が機 材の運 搬に使われ たの
だと いう。

い にょう

朱 鞠内湖の水 面が見え てきた。 すでに昼近 くにな っていた。
高台に車 を止めて、 丘の上か ら見下ろ した。水 没をまぬ かれた
場所 は、 岬や小 島を形 作り、 白みかがっ た青い水に囲 繞 され
せいひつ
ている。 海岸線の ように入り 組み、 澄み切った 静謐な空 気に満
たさ れている 。
展望台 から下っ て、キャン プ場ま で移動した 。湖の岸 辺まで

は かなり距離 があっ た。天然の 湖のよう に、岸辺が ゆるやか に
湾曲して いる。 湖水は澄み きってお り、水面 にはほとん ど動き
が ない。氷水 のよう に冷え冷え として、 凍ったよ うな美しさ を
呈している。鳥の声も時折聞こえる程度で、静まり返っており、
しらかば
小島に生える 白樺の 根元を、い まだに靄 が漂って いる。
後ろの 丘には 慰霊碑が建 っている 。ダムが 完成したの は昭和
十八 一
( 九四三 年
) 。 出かせぎ の日本人、 強制連 行で連れて こら
れた 中国人や朝 鮮人が、 タコ部屋 で寝起きを させら れ、劣悪な
ごっかん
条件で働 かされてい た。極寒 の気候と難 工事に よる事故が 重な
り、 二百名以上 の犠牲者 が出たと される。生 き埋め になり、最
近ようや く発掘され た遺骨も あるとい う。
冷 ややかな美 しさ、静 まり返っ た空気は、 この地 で行われた
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過酷な 労働によ る苦痛が 、死後も封 じられた ことを反 映してい
るのか。十 月初旬と いっても 、本州の人 間から すれば、も う晩

ひ

秋のたたずまいである。しかも、山奥の人造湖であることから、
人影はほ とんど見ら れない。
恐ろ しい悲劇 を秘めて いるとはい え、惹き つけて放 さない美
しさがあ るのも事実 だ。僕は しばらく ここにと どまって いたか
った 。人の感 情さえも凍 らせる 魅力がある のだ。ま た、人工 の
ものがこ れほど自然 と調和し ていると いうのも 、一つの 驚異だ
から である。
アオサ ギが一羽、 湖面を滑 っていっ た。対岸 で小鳥が 時折鳴

し

り

き交 わすばか り。彼方 を音もな く、遊覧 船が動いて いく。沈 黙
という言 葉がも っともふさわ しい湖 である。

か つての面 影
も

朱 鞠内湖の 周囲を巡 ったあと 、母子里 のクリスタ ルパーク に
ほろ か ない
寄った 。雨竜郡 幌加内町 に位置し、 非公式で はあるも のの、マ
イナス四一・ 二度の 日本最低気 温を記録 した地区 である。水 晶
をイメ ージした モニュメ ントの前で 、記念撮 影をする ことにし
た。資料館の中には気温の推移に関するデータが展示され、
「日
本最 寒地域到達 証明書」 を、有料 で発行して もらえ る。
いよいよ 、友人の お父さん が生まれた 家、少 年の頃に訪れ た
まま 、遠い記憶 にかすん だ家の跡 を探す段と なった 。場所は中
ち え ぶん
川郡智恵 文村。現在 は名寄市 の一部と なってい る。地名 はアイ
ヌ語の「チエプ・ウン・トウ」（魚の沼）に由来する。

- 159 - 160 -

家はお 祖父さ んが亡くな った後、 人手に渡 って解体さ れたと
いうので、 当時の面 影を手が かりにする ことは できない。 とり
あえ ず、智恵文 駅で車を 止めたと ころに、宗 谷本線 の上りが入
線してき た。ディー ルカーが 一両。
そう 言えば、 僕がまだ 二十代だっ た頃、稚 内行きの 列車の中
で、たま たま出会っ た大学生 と語り合 ったこと がある。 ふるさ
とで 就職を決 めるために 戻って きた彼が、 宗谷線の 名寄より 北
は見捨て られている と語って いたが、 なるほど と思った 。車両
を改 造したよ うな駅舎で 、もと より単線の 無人駅で ある。こ こ
に一日何 本のディ ーゼルカー が止ま るんだろう ？
北 海道の地 名の多くは アイヌ 語が起源だ が、番地 を言わず に
「線」を 用いる 。例えば、智 恵文一 線、二線と いうよう に。大

地 を大胆に区 切って 開発してい った名残 なのだろう 。駅前の 道
をまっす ぐ進み 、天塩川を 渡った辺 りは、ト ウモロコシ 畑など
が 広がってい る。
お祖父 さんの 家は、広大 な農地の 真ん中に あった。隣 家まで
の距離は、数 十メー トルもある 。昔は農 家だった というから 、
「大草 原の小さ な家」と いった感じ だったの か。現在 は他人が
新しい家を 建ててい る。友人 にとっても 「ここ だった」と 言わ
れて も、実感が 湧かない ものだっ た。
幼い頃の 記憶はそ れほど遠 い存在だっ たので ある。近くに は
真宗 大谷派の智 恵光寺が ある。赤 いトタン屋 根に白 壁、いかに
おも も
も開拓地 に建てられ た寺院と いった面 持ちであ る。アイ ヌ語の
音を 写したと はいえ 、
「智恵」という漢字を当てたところなど 、
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でんぽう

いかに もお寺の 名前にぴ ったりな感 じである 。友人の お祖父さ
んとお祖母 さんは、 今、その 境内の墓地 に眠っ ている。
僕も 父が亡く なった後 、静岡県富 士市、か つての富 士郡伝法
ぼ だい じ
村にあっ た本家の菩 提寺や、 幼い頃父に 連れら れた田子ノ 浦の
海を 見に行った ものだ。 自分のル ーツをたど りたい という思い
は、父を 失ったこと で湧き上 がるから 、友人が お祖父さ んの家
の跡 を再訪し た思いは、 大いに 共感できる ものだっ た。
国 鉄の分割民 営化を境 にして、 北海道内の 鉄道は 三分の二が
廃止され てしまっ た。道路が 整備さ れるにつれ て、一日 数本し

きた み

え さし

か走 らない鉄 道は、住 民から見 放されて いったので ある。そ ん
び こう
な 赤 字ロ ー カル 線 で 、「赤 字日 本 一」 を誇 っ た （ ？） の が 美 幸

び ふか

線 である。宗 谷本線 の美深から 興浜北線 北見枝幸駅 までを接 続
に う ぷ
する計画 だった が、途中の 仁宇布ま で開通し たところで 、一九
八 五（昭和六 十）年 に廃止され てしまっ た。
ところ で、旧 美幸線の一 部でトロ ッコを走 らせている という
情報を耳にし た。観 光客向けに 、廃止路 線の一部 を復活する 動
きが、 日本各地 に広がっ てきており 、鉄道マ ニアにと ってはう
れしい傾向 である。
以前 、宮崎の 旧高千穂 鉄道の路線 跡を、ト ロッコで 走ったの
が忘れら れず、今回 の北海道 旅行でも予 定に組 み込むこと にし
たの だ。旧美幸 線のトロ ッコに乗 るには、旧 仁宇布 駅に回る必
要がある 。智恵文を 立った僕 と友人は 、トロッ コ王国美 深と名
を変 えた旧美 幸線の終着 駅に向 かった。
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トロッ コを走 らせている 区間は、 旧仁宇布 駅から、高 広の滝
までで、そ こからＵ ターンし て戻ってく るから 、往復で十 キロ
あり、一時間は見ておいた方がいい。十分前になったところで、
待合室で 運転に関す る注意事 項の説明を 受ける 。実際に出 発し
たのは午後三時。運転は自動車免許を持っている人が行うので、
友人にや ってもらう ことにし て、僕は ビデオを 撮影する ことに
した 。
十月の 北海道は、 本州の人 間からすれ ば、初 冬ぐらいの 寒さ
はあ る。手が 凍えるとい うので 軍手は借り ていたの だが、ジ ャ
ンパーを着ていても震えるほどだった。先を走っている男性は、
一人 でビデオ 撮影もし ているら しく、ア クセルをか けようと し
ないので 、ノロ ノロと進んで いくし かない。

途 中無人の 踏切がい くつかあ るのだが 、廃線のた め、車優 先
となって おり、 トロッコの 方が停止 しなけれ ばならない 。橋は
欄 干がないの で、徐 行運転する 必要があ る。
ペンケ ウニッ プ川沿いに 敷かれた 軌道を、 白樺の林や 色づい
た広葉樹の間 を抜け ていった。 余りの寒 さに震え たが、速く 進
めない し、線路 は続くよ どこまでも 、といっ た感じで ある。片
道だけで三十分近くかかってしまった。レールの枕木を見ると、
かな り腐食して いる。こ れでは、 スピードを 出した くなくなる
のも分か る。
折り 返し点の 高広の滝 は、レール が弧を描 いている のだが、
余りに急 なカーブな ので、急 ぐと脱線 してしま いそうで ある。
坂道 になって いるので、 遅すぎ ると停止し てしまう 。
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帰り道 は、前 のトロッコ が速く進 んでくれ たおかげで 、快適
に進むこと ができた し、風に 当たりなが ら、ビ デオを四方 に向
ける 余裕もあっ た。小雨 がぱらつ いてきたも のの、 本降りにな
る前に、 出発地点に 到着でき た。
凍え ていたの で、駅舎 では甘酒を 飲んでス トーブに 当たって
いた。旧 美幸線のホ ームに上 がったり 、放置さ れた寝台 車両の
中を 覗いたり した。

緑 の原野は いずこに
うた のぼり

そ の 日 は 歌 登 の ホ テ ル に 泊 ま っ た 。 美 幸 線 が 北 見 枝幸 ま で
開通していたら、そこにも駅が作られたはずである 。ちなみに、
一九七〇年代 には、 橋やトンネ ルを含め て路盤は 完成し、線 路
を引く ばかりに なってい たというか ら、鉄道 建設を進 めていた
側にとって は、仁宇 布までで 廃線にされ たこと は、無念の 一語
に尽 きるだろう が、経費 の面では 壮大な無駄 遣いを したことに
なる。

おと い ねっ

翌日 は朝から とても天 気が良かっ た。午前 九時にチ ェックア
ウトし、 友人の勧め でサロベ ツ原野に 向かうこ とになっ た。歌
登か らはひた すら車で山 道を下 っていくと 、宗谷本 線の音威 子
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ぷ

はまとんべつ

府駅が 見えてき た。地名 の由来は、 アイヌ語 で「濁っ た川」を
意味すると いう。中 川郡の村 であり、か つては ここから天 北線
が浜 頓別経由で 、稚内ま で延びて いた。
そ ば
「音威子 府に行った ら、蕎麦 を食べるん だよ」
これ は友人が おばさん から、口癖 のように 言われて きた言葉
ひと け
だそうだ 。ここで小 休止する ことにし た。人気 のまばら なさび
しい 構内であ る。
昔はプ ラットホー ムに蕎麦 屋があって 、乗客 も蕎麦が食 べら
れる ように、 駅にしばら く停車 していたと のこと。 改札前の 駅
舎で、老 夫婦が出 してくれた 蕎麦は 色が濃く、 濃口のだ し汁が
かけ てあった 。寒いの で瞬く間 に平らげ てしまった 。

車 は天塩川 に沿って 道を進ん だ。若い 頃、稚内ま で宗谷本 線
に揺られ たこと があった。 二時間経 っても天 塩川沿いで 、全く
代 わり映えの ない風 景に退屈し たものだ 。道路は 川の左側、 宗
谷本線 は対岸の 右側を走 っている。 やがて、 天塩川は 左に折れ
て日本海に注 ぐ。
幌延ビ ジター センターに 到着した のは、昼 下がりのこ とだっ
た。彼方に は利尻島 が見える 。あの島の 海岸線 を、自転車 で駆
け巡 ったのを思 い出す。 よく見る と、山頂に は雪が 積もってい
る。もう 冬が訪れて いたのだ 。いつか機 会があ れば、利尻 山に
登り たいもので ある。
センター の入口で 記名した 後、湿原の 動植物 の写真を見 る。
まだ 咲いてる 花などある のだろ うか。エゾ リスやエ ゾシカ、 キ
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タキツ ネも住ん でいるら しい。少し 離れた位 置にある 、鉄骨を
組んだ展望 台に上っ た。ここ からは、サ ロベツ 原野全体が 見下
ろせ る。何だか 秋の装い である。 手前にある のが長 沼、その先
にはパン ケ沼が見え るが、そ こまでは歩 けそう にない。
この 原野はか つて海底 だったとい う。標高 はせいぜ い二メー
トルとい ったところ 。もし津 波が押し 寄せてき たら、展 望台に
たど り着ける かどうかが 、生死 の境を分け ることに なる。
展望台 を下りると 、湿原の 木道を歩い ていっ た。以前、 友人
がこ こを訪れ たのは真夏 で、草 が青々して 花々が咲 き乱れて い
た頃だった。今、すでに初冬の趣となって、ほとんどが枯れ草 、
広大 なモノト ーンであ る。
笹が繁殖したせいで、この湿原も乾燥化が進んでいるという。

手 前に長沼が 見えて きたが、渡 り鳥はま だ来ていな い。季節 と
しては中 途半端 である。花 もなけれ ば鳥の姿 もなく、あ るのは
荒 涼とした光 景と風 の音だけ。
や ち まなこ
谷地 眼 と いう のは、 湿原に 出来た泥の深 み。牛でも落ちた
さお
ら、呑み込ま れてし まう。深さ を測る棹 が設置し てあるので 、
実際に 垂直に潜 らせてみ ると、五メ ートル以 上あった 。湿原が
かつては海 だった証 拠で、泥 炭が均等に は積み 重ならなか った
こと を示してい る。
木道は途 中で歩幅 ほどの踏 み板に狭ま り、枯 れ草に埋もれ か
けて いた。行け ども行け ども風景 は変わらな い。パ ンケ沼はは
るか彼方 である。人 が通らな くなった 木道は、 すでに朽 ち始め
てい た。歩く うちに二度 も踏み 抜きそうに なった。 危うく足 を
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くじく ところだ った。
足元は湿原 の沼に 沈みつつあ った。友 人が小走 りで渡ろう と
した が、靴の中 に水が入 ってしま った。もう 先に進 む気はなく
なった。 戻ることに したら、 パラパラ降 り出し た。ふと木 道の
横を 見た。茎が 枯れたエ ゾリンド ウが、押し 花のよ うに紫の花
だけは色 を変えずに いた。本 降りにな らないう ちに、何 とか幌

とよとみ

延ビ ジターセ ンターにた どり着 いた。
友人の 話によると 、以前感 動したサロ ベツ原 野は、幌延 周辺
では なく、豊 富の湿原セ ンター 周辺だった のだそう だ。車に 乗
り込み、 海沿いの 道を進んで 、湿原 センターに 到着した 頃には
本降 りになっ ていた。

拍 子抜けし たまま、 稚内方面 に向かっ て、海沿い の道を走 っ
ていった 。すで に雨は上が っていた 。道から シカが二頭 飛び出
そ うとして、 こちら を見ている 。しばら く行くと 、キツネが 前
方を横 切った。
ノシャップ 岬に到 着した。ア イヌ語の ノッ・シャ ム（岬が 顎
のよう に突き出 たところ 、または、 波の砕け る場所） に由来す
る。風が強 いせいだ ろう。辺 りには低い 木と草 しか生えて いな
い。
空はすっ かり晴れ 上がり、 礼文島の平 べった い稜線に、太 陽
が没 しようとし ていた。 そそり立 つ利尻島は 、すで に色を失っ
ていた。 空が哀しみ を帯びて 、赤く燃 え上がっ ていた。 人々は
立ち 止まり、 息を呑んで 眺めて いた。北海 道に来て 、これほ ど
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美しい 太陽を見 たのは初 めてだった 。
稚内の町は 狭い平 地の背後に 、せり出 した高い 丘が控えて い
る。 その上には 自衛隊の レーダー が設置され 、手前 の台地には
霊園が広 がっている 。宗谷本 線の沿線に は、牧 場や草原が 広が
って いるのに、 北端に近 代的な都 市が築かれ たのは 、ロシアか
ら北海道 を防衛する ためであ る。日露 戦争から 終戦まで の間、
南樺 太が日本 領だったの で、国 境ははるか 北に移動 していた け
れども。 ソビエト連 邦崩壊後 は、稚内 からコル サコフ（ 日本名
大 泊）までの 定期航路 が再開し ている。
その夜は市内のホテルに宿泊した。夕食はかなり豪勢だった 。
たこ

蛸し ゃぶは、 沸いたお 湯にまず 野菜やキ ノコ、ラー メンを入 れ
た後、薄 くスラ イスした蛸を 、さっ と湯通しし て、味噌 だれで

こうじ

い ただく もので ある 。海老 やホタテの刺 身、ニシンの 麹 漬け
もあった 。タラ バガニを半 分にした ものが、 一人一人に 付けら
れ ていた。
つ
大浴場の浴槽に浸かった。塩化物・炭酸水素塩泉というから、
重曹を含んだ温泉である。柔らかな泉質で肌がすべすべになり 、
適温で のんびり と疲れを 癒せた。
どう せ雨だろ うと思っ ていたら、 快晴に近 いほど晴 れ上がっ
ている。 チェックア ウトして 向かった先 は、稚 内市内の大 沼で

せきとめこ

ある。アイヌ人は「シュプントウ」、ウグイの沼と呼んでいた。
砂州で海 と隔てられ た海跡湖 である。 ちなみに 、渡島半 島の大
沼の 方は、駒 ヶ岳の噴火 による 堰止湖であ る。
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国道四 十号線 を行くと、 展望台で 車が止め られるよう になっ
ている。こ こから下 りていく ことにした 。一眼 レフのカメ ラを
いじ っていると 、友人が 先に向か って様子を 見てき た。
「下の方 に行くと、 すごく眺 めがいいと ころが あるんだ」
階段 を下りて いくと、 大沼の全貌 を見渡せ る地点ま で来た。
緑の草に 囲まれ、温 かな光に 包まれた 水面が、 無数の光 の粒を
反射 している 。稚内はサ ロベツ 原野と比べ て、かな り温かい の
だろうか 。

つぶや

大 沼の北側へ 車で下り ていき、 海側の平地 へと出 た。岸辺に
は大沼野 鳥観察館 がある。数 ヶ所に 望遠鏡が設 置されて いる。
白 鳥が来 ている のか と 呟 くと、所員 のおじさんが、 あの望遠
鏡で見ら れると 指さしてくれ た。

確 かに白鳥 が二羽、 沼のほと りで羽を 休めている 。ただ、 首
を胴体に つけて いるので、 白い塊に しか見え ない。
沼のほとりを歩くことにした。丘で海峡の風が遮られるため、
ここは まだ初秋 のように 、草も青々 としてい る。風が ないでお
り、沼の水も 太陽の 光を満面に 浴びてい る。白鳥 が首を上げ て
いるの で、すか さず写真 に撮影した 。
水面ぎりぎ りを小 鳥が群れを なして飛 ぶ。アオ サギが羽ば た
きな がら着水し 、湖面で 安らいで いる。草原 を見る と、ピンク
や黄色い 花が、まだ みずみず しい姿で咲 いてい る。
「以 前見たサロ ベツ原野 って、こ んな感じだ ったの かな」
これだけ の広さに 、人の姿 が一つも見 られな いことが素 晴ら
しい 。オフシ ーズンで平 日とい うこともあ るが。海 側の空を 飛
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こえとい がわ

行機が 下りてい く。稚内 空港にほど 近いので ある。声 問川へ続
く水門の手 前まで行 ったとこ ろで、野鳥 観察館 へ引き返し た。
所員 の話によ ると、今 年はまだ渡 りの数が 少なく、 年によっ
え づ
ては十月 の初旬に二 千羽の白 鳥がひしめ いてい る。餌付け をし
てい るというこ ともある が、対岸 にいる鳥は 自然に 生えた水草
を食べて いるという 。
次に向 かったのは 、宗谷岬 だった。ロ シア人 に択捉島を 奪わ
れて 以来、北 海道最北端 の地と なった。記 念碑の前 で写真を 撮
ったのだが、歌謡曲「宗谷岬」
（吉田弘作詞・船村徹作曲）が、
右隣 の石碑か ら流れて くる。
「サハリ ン（樺 太）は見える かなあ 」

「 稜線のよう にも見 えるけど、 雲かどう か分からな いね」と 友
人が答え た。
宗 谷海峡に は海底ト ンネルを 掘るとい う話がある 。青函ト ン
ネルの 場合と比 べると、 本州と北海 道には地 質の違い があり、
断層を貫く大 工事だ ったが、北 海道とサ ハリンの 間には違い が
ないか ら、青函 トンネル ほどの難工 事にはな らないと いう。シ
ベリアとサ ハリンの 間の間宮 海峡に、海 底トン ネルを掘る 構想
があ り、それだ けでは費 用対効果 が小さいの で、宗 谷海峡にも
トンネル を掘って、 シベリア と日本を鉄 道でつ なぐことに 、ロ
シア 側は積極的 なのだが 、日本側 は一部の鉄 道マニ アが議論し
ているに 過ぎない。
「日 本とロシ アは仲が悪 いから ね」
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北海道 生まれ の友人も、 これには 否定的な 考えである 。やは
り、ソビエ ト連邦が 日ソ中立 条約を一方 的に破 棄して、満 州の
日本 兵をシベリ アに抑留 し、南樺 太と千島列 島を占 領したこと
に不信感 がぬぐいき れないの だ。しかも 、スタ ーリンは北 海道
を二 分して、留 萌と釧路 を結んだ 線の北半分 まで、 併合しよう
と画策し ていたのだ から。
日 本人がロシ アに関心 を持つの は、文学や 音楽な どの文化面
に限られ るのに対し 、ロシア 人は日本 人が思う 以上に、 日本の
経済 ・文化に 関心を持ち 、親日 的であるの だが。
オ ホーツク 海に沿って 、車を 南下させて いく。か つて天北 線
が走って いたコ ースである。 向かっ ているのは 浜頓別の 町であ

る 。稚内から は百キ ロ近く離れ ている。 薄日が射し ているた め
か、海の 面が緑 色に見える 。凪いで いても冷 ややかで、 人を受
け 付けようと しない 。
「僕が 二十代の 頃、初め て、オホー ツク海を 見て、色 が違うの
に驚いたんだ よ」
友人も 遠目な がら、非情 な色に目 を見張っ た。右折し て浜頓
別の中心に 入る。住 宅街が広 がっている 。天北 線の駅がど こに

とぼ

あ っ たか 分 か ら ない 。ク ッチ ャロ 湖 畔に 向 か っ た 。「 ク ッ チ ャ
こしょう
ロ」とは 、喉元を意 味するア イヌ語で、 湖沼の 出口を表し てい
る。 海跡湖であ るから、 波のない 岸辺といっ た感じ で表情に乏
しい。渡 り鳥の姿も まだなく 、原野は 枯れ草ば かりであ る。

ち ょっと中途 半端なの で、ベニ ヤ原生花園 に寄っ てみたが、
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またも や雨がぱ らついて きた。木道 で岸まで 歩くと、 三十分近
くかかるだ ろう。海 まで歩く のはあきら め、展 望台からオ ホー
ツク 海を眺める ことにし た。ガラ ス越しでは あるが 。海面はす
でにモノ クロで、辺 りに人影 はない。さ びれた 感じである 。
あと は帰るだ け。峠を ひたすら下 っていく 。名寄辺 りから雨
の降りが 激しくなっ た。途中 、トイレ 休憩はし たけれど 。旭川
のレ ンタカー の店に、車 を返し たのは午後 七時過ぎ 。雨はよ う
やくやん だ。ベンチ に腰を下 ろす。元 の地点に 戻ってき てしま
った わけだ。 初日の夜の ことを 懐かしんだ 。
すすき の
午後九時半に札幌駅に到着。友人と別れて、僕は一人で 薄 野
のビジネスホテルに泊まった。だが、僕の旅はまだ終わらない。

身 の毛もよ だつ迫力
朝 になった 。天気予 報を見る と、どう やら雨降り である。 一
し こつ こ
度は訪れたいと思っていた支笏湖だが、どうしようかと迷った。
とりあえず、 大通公 園に行って みた。最 後に足を 運んだのは 、
僕が二 十八歳の 時。まだ 希望に満ち あふれて いた頃で 、ちょう
どエリツィ ンが、ソ ビエト共 産党と闘っ ていた 時期だった な。
テレ ビ塔の展 望台に上 ってみた。 樽前山の 方は霧が かかって
いる。や はり、雨が 降ってい るのだろう か。下 におりると 、す
でに やんでおり 、雲間か ら日が射 してきた。 これな ら支笏湖に
行けそう だ。
新千歳空港駅に到着すると、支笏湖行きのバスに乗り換える。
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千歳市 街を抜け ると、ど こまでも直 線の道が 続く。山 道をダラ
ダラ上っていく。多少カーブしても、ひたすら直線の道を進む。
札 幌 か ら だと き つ い 山 道を 越え るの だ が 。「 高校 の頃 、 そ の 道
を支笏湖 まで歩かさ れたんだ よ」と、友 人がぼ やいていた のを
思い 出した。
いきなり 、バスは 谷底に下 っていく。 どこま でも地の底 へ落
ちて いくみた いに。終点 に到着 したが、支 笏湖の湖 面は見え な
い。さら に徒歩で下 りていく 。
山 体を吹き飛 ばした巨 大なカル デラには、 溢れん ばかりの湖
水が満ち ている。 海の潮目の ように 、手前が青 、沖が緑 に染ま
り、 長々と湖 面に線が 引かれて いる。し かも、うね りが高く 、
岸に近づ いた波 は、荒海のよ うに岸 壁を打ち、 鈍いうな りを上

げ て飛沫を上 げる。
三六三 メートル の深さを誇 る湖は 、底が海面 下にまで 達し、
琵琶湖に次ぐ水量を誇る。それほどの水を抱え込んでいるため、
波が立 つたびに 、たぷん たぷんと深 みから音 がする。 人を寄せ
う かつ
つけようとせ ず、迂 闊に近づく 者を湖底 に引きず り込み、二 度
と地上 に戻さな いかのよ うに。
ふっ ぷ し だけ
この湖の主 は深み に姿を隠し ている。 分身であ る風不死岳 と
樽前 山は、黒雲 を山上に いただき ながら、湖 面全体 に睨みをき
かす。ア イヌの神話 でも、こ の湖には怪 魚が住 んでいて、 地震
を起 こしたり、 刃向かう 者を湖底 に引きずり 込んだ という。
今までこ れほど恐 ろしい湖 を見たこと がない 。支笏湖、 アイ
ヌ語 のシコッ トー 大
(きな窪地の川の湖 が)語源だが、日本語に
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いけにえ

なった途端、死骨という陰惨なイメージをまとうようになった。
その点では 、アイヌ 語のウシ ョロ（入江 ）が、 下北半島の 恐山
の語源であり、死者が集まる霊場となった経緯と似ている。生贄
となった 者の骨を水 底に溜め 込むかのよ うに、 湖底には流 木が
水草 にからまっ ていると いう。
雨が降ってきた。レストランで遅い昼食をとった。その間に、
通り雨は 過ぎていっ た。ビジ ターセン ターを見 学する。 支笏湖
の成 り立ちに 目を見張っ た。カ ルデラが形 成された 三万二千 年
前、火砕 流が札幌 を襲って日 本海に 達したこと 。円形の カルデ
ラに 風不死岳 、次いで 樽前山が 生まれ、 現在のいび つな円形 の
湖になったことなど。湖畔に生息する野鳥や動物、熊やウサギ、

リ スなどが、 写真や 剝製で展示 、説明さ れている。 アイヌの お
ばさんの 店に寄 り、ムック リ（口琴 ）を目に する。懐か しくな

やません

っ て買った。
岸辺を 歩くこ とにする。 雲間から 日が差し てきた。湖 の怒り
みなも
は解けたよう だが、 広大な水面 は底知れ ぬ力をた たえている 。
山線の 鉄橋のた もとに立 った。旧王 子軽便鉄 道が、苫 小牧工場
から湖畔まで引かれ 、資材以外に観光客も運んだことを知った。
廃止 されたのは 一九五一 （昭和二 十六）年だ という 。
レールが 外された 鉄橋は、 今は観光客 の遊歩 道の一部とな っ
てい る。湖水に 触れられ る所まで 来た。緑が かった 北の海を思
わせる湖 水に、恐る 恐る手を 伸ばす。 冷たい。 冷蔵庫で 冷やし
た水 のようだ 。こんな湖 に落と されたら、 たちまち 心臓が止 ま
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ってし まう。や がて日は 暮れてゆき 、ようや く湖も眠 りの時を
迎えた。

おき び

晴れ 上がった 空に闇が 迫りつつあ った。波 も静まっ て、昼間
の恐ろし い風貌も影 を潜め、 威厳に満ち た余裕 を湛えてい る。
藍色 に変わった 水面と、 燠火に似 た残照のコ ントラ ストが美し
かった。
厳 冬の寒さが 追ってき た。風邪 を引いてし まいそ うだった。
売店に駆け込むと芋餅を食べ 、コーヒー牛乳を温めてもらった。
精気 を養った ところで、 見納め にもう一度 、湖畔ま で下りて い
った。
湖は夢うつつにまどろんでいた。だが、闇に覆われながらも 、
水底の主 が目を 閉ざすことは ないだ ろう。黒い 水面は息 をして

い る。夜明け を待っ ているのだ 。支笏湖 の迫力に圧 倒された の
は、旅の 締めく くりとして ふさわし かった。
階段を 上って バス停に出 ると、す でに電灯 がともって いた。
待合室で寒さ をしの いでいる人 もいる。 新千歳空 港行きのバ ス
に乗り 込んだ。 飛行機を 待つ間、携 帯電話を チェック すると、
友人からメ ールが来 ていた。
「支 笏湖に行け たんだね 。もうす ぐ北海道か ら内地 に行くんだ
ね。今回 の旅は非日 常的で思 い出になり ました 」
一日だけの一人旅だったが、途中で別れた彼の言葉を聞くと、
なご
ちょっぴ り心が和ん だ。午後 八時発の 東京行き 日航機に 乗り込
む。 第四回目 の北海道旅 行は終 わった。
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阿寒湖 畔に日 は落ちて
北海 道を旅す るのは五 回目である 。前回は 二〇一四 年だから
三年ぶ り。では、今 回の旅の目的は ？ と問われ たら、若き日
に訪 れた地の再 訪と答え よう。同 じ場所を繰 り返し 訪れても、
初めての 時の感動は ないと言 われそう だが、三 十年余り の歳月
を経 ての再訪 なら、これ はわけ が違ってく る。
お盆明 けの八月中 旬、友人 と羽田空港 を飛び 立った。窓 の外
は雲 海が広が っていたが 、風は 強くかなり 揺れた。 到着三十 分
えりもみさき
前には、 襟裳岬が 見えてきた 。高度 が下がって いたので 、波打
ち際 の様子ま で見える 。あれが 釧路の街 だなと思っ たら、低 空
で通過し てしま う。空港は釧 路湿原 の方にある のだ。

午 後二時半 前に着陸 。到着ロ ビーに出 た途端、余 りの寒さ に
くしゃみ が出た 。とても真 夏の気候 とは思え ない。北海 道の中
で も道東は気 温が低 く、八月で も二十度 を切る日 がある。原 因
は寒流 が流れる 上を渡っ た風が、雲 や霧とな って太陽 光線を遮
るからである 。
レンタ カーの 会社の車に 乗り込み 、向かい の営業所へ 送って
もらう。数 台の車を 紹介され 、グレーの 最新式 を借りる。
「釧 路湿原で一 番近い場 所はどこ ですか」
教えても らった地 点をナビ に入力。あ とはア ナウンスに従 っ
てい くだけ。若 い頃のド ライブと は大違いだ 。すぐ に出発！
天候はま ずまず、雲 は多いが 日が射し てくる。
釧 路市湿原展 望台は、 道道五三 号線沿いに ある。 西洋風の城
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をイメ ージした 茶色い建 物。入館は 有料で五 百円ほど かかる。
ここからは 、壁と林で視界が遮られている。中には「水の大地 」
釧路 湿原を再現 したジオ ラマや、 ライブ映像 も見ら れるようだ
が。ガラ ス過ごしで はなく、 肉眼で観察 したい と思ってい るな
ら、 サテライト 展望台と いうのが 遊歩道の先 にある らしい。広
葉樹の林 の中をしば らく歩い ていった が、視界 はなかな か開け
てこ ない。
ようや く展望台に 到着した 。以前に釧 路湿原 を訪れたの は、
二十 年ほど前 のことであ る。ど うも記憶し ていたイ メージと は
異なる。 それもそ のはずで、 細岡展 望台とは反 対方向か ら、湿
原を見ているからだった。ここからだと、視界は開けていても 、
地平線も 川の流 れも見えない 。しか も、南側に は釧路市 街の住

宅 地や煙突が 見える 。ちょっと 絵になら ない感じだ 。
写真と ビデオで 撮影。元来 た道を 戻らずに、 順路を一 周する
こ とにした。 谷に下 りていき、 つり橋を 渡り、山 道を上って 元
の場所 にたどり 着いた。 登山してい るように 汗ばんで いる。元
の茶色い建物 が見え てきた。レ ンタカー に乗り込 んで、あと は
阿寒湖 を目指し てひた走 りする…… 。

まりも

阿寒 湖はカル デラに出 来た堰止湖 だという 。南東側 から阿寒
あし
川が流れ 出している 。そのあ たりは箱根 カルデ ラに出来た 芦ノ
湖と よく似てい る。毬藻 の生息地 として有名 である 。湖岸近く
まで原生 林が茂り、 道路が接 している のは、南 側の阿寒 湖温泉
だけ 。遊覧船 に乗らなけ れば、 湖の全貌を うかがう ことは難 し
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い。
ニュー阿寒 ホテル シャングリ ラに到着 した。チ ェックイン し
て客室に荷物を置いた後、阿寒湖の湖畔を散策することにした。
ちょうど 日暮れ時だ った。山 影に日が沈 むと、 空はゆっく り色
あせ ていく。そ の時、遊 覧船が船 着き場に近 づいて きた。紫色
を帯びた 湖水が、ゆ らゆらと さざ波を 寄せてき た。岸で ちゃぷ
ちゃ ぷ戯れて いる。他の 音は消 えてしまっ た。シャ ッターを 切
かも
る。詩情 を醸し出す 風景だっ た。

とうろう

夕 食はバイキ ングだっ た。寿司 や蟹の他、 スペア リブなど多
数の肉料 理があっ た。部屋に 戻ると 、阿寒湖の 湖上に船 が浮か
べら れ、お盆 の送り火 を載せた 灯籠流し が行われて いた。赤 い
光の点が 無数広 がり、黒い湖 面をほ のかな光で 彩ってい る。

さ て、午後 十時を回 ったとこ ろで、屋 上にある露 天風呂に 向
かった。 海水パ ンツをはい て外に出 ると、夏 といっても 北海道
の 夜は寒い。 上に出 た途端、目 を見張っ た。屋上 の端まで、 厚
いガラ ス張りの プールと なっており 、ぬるめ の湯が張 ってあっ
たからである 。
阿寒湖の湖面はすでに闇の中に沈んでいた。雲が多いせいか、
星は余り見 えなかっ たが。そ の代わり、 向かい のパネルに 光の
祭典 のような映 像が現れ 、ロマン チックな音 楽が流 れていた。
浴槽の中 は薄暗いの で、互い の顔もぼん やりし か見えず、 人々
の歓 声やささや きが響く 。何とも 幻想的な空 間だっ た。
カップルや友人と肩を並べて、暗い湖面を見下ろすのもよし、
水面 を照らす 光の戯れの 中で、 手を握り合 うのもよ し、童心 に
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返って 皆はしゃ いでいる 。このホテ ル最高の もてなし だった。

サ ロマ湖は 変われど
翌 朝は雲が 多かった 。阿寒湖 はろくに 見ていない のに、友 人
の望む ままにオ ンネトー に向かって いた。ア イヌ語で 「大きい
沼」を意味す るのだ という。何 だか聞い たことあ る地名だと 思

あしょろ

ったが、オンネトーは根室半島の付け根に同名の塩水湖もあり、
温根沼とい う漢字が 当てられ ている。

うらば んだい

ちょうふく

今回 向かった のは、足 寄町にある オンネト ーで、時 間によっ
ごしきぬま
て水面の色が変わることから「五色沼」とも呼ばれる。ただし 、
「五 色沼 」は裏 磐梯に もある から、地名 の重 複を避ける のは
めあかんだけ
容易では ない。雌阿 寒岳の噴 火による 堰止湖で 、サンシ ョウウ
オや ザリガニ が生息して いる淡 水湖である 。
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オンネ トーの 水は緑がか っていた 。これは 雲が多いか らだろ
うか。雲が切れるにつれて、岸辺の葦が照り映えてきた。ただ、
雌阿 寒岳は雲が かかり、 山頂が見 え隠れして いる。 ふたたび車
に乗り込むと、岸に沿って進んでいく。南の端には国設野営場 、
キャ ンプ場があ った。
その辺り は水深が 浅く、水 底は土の色 を映し て、茶色か ら黄
色、 緑色へと グラデーシ ョンを 作っている 。セミが 鳴いてい る
のだが、 本土のもの と比べる と妙に甲 高い。エ ゾゼミと いうら
しい 。
オ ンネトー をあとにし た。今 回の北海道 旅行は、 大学生の 頃
に訪れた 土地を 、五十過ぎと なって 再訪しよう というも ので、

サ ロマ湖は二 十一の 時から目に していな い。一体ど んな感慨 を
抱くだろ うか。
目 的地はサ ロマ湖畔 のワッカ 原生花園 。サロマ湖 とオホー ツ
ク海を 仕切る砂 州にある 。カーナビ で検索す ると、午 後四時過
ぎに到着と出 た。た だし、実際 にはそん なに時間 はかからな い
だろう 。道がす いている し、ほとん ど信号が ないから だ。
しばらく進んでいくと、道の駅が見えてきた。かつての
きたみあいおい

びほろ

北見 相生駅であ る。国鉄 が分割民 営化されて 以来、 北海道の鉄
道は三分 の二が廃止 されてし まったが、 僕らが 学生の頃に は、
まだ 鉄道網が存 続してい たのだ。 そこは石北 本線の 美幌駅から
あいおいせん
延びてい た相生線の 終着駅だ った。今 はレール と車両を 残す鉄
道公 園に変わ っていた。 客車は ライダーハ ウスとな っており 、
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一般の 入場はお 断りとあ った。
のとろ

能取 湖が見え る。遠浅 の岸辺はな だらかな カーブを 描いてい
る。サン ゴソウはま だ赤らん でいなかっ たが。 記憶がよみ がえ

くれない

って きた。二十 一歳大学 三年だっ た僕は、初 めての 北海道旅行
ゆうもうせん
で、網走 から湧網線 のディー ゼルカー に乗って 、今目に してい
る風 景を見た のだった。 紅 に 染まったサ ンゴソウ 。聞いて い
た通りだ ……。思い 出したと いうだけ ではない 。かつて 目を見
張っ た時の感 動まで、よ みがえ ってきたの だ。青年 だった頃 の
自分が、 心の中に まだ生きて いた。
時 計を見る と、午後二 時過ぎ である。湖 岸にある 食堂に入 る
と、広い 店をお 婆さんが一人 で切り 盛りしてい た。地元 の人が

こんしんかい

懇 親会を開い ていた 。僕と友人 は、帆立 貝入りのカ レーを食 べ
た。店の 壁には 、湖岸を走 っていた 湧網線の 蒸気機関車 とディ

ところがわ

ー ゼルカーの 写真が 飾ってあっ た。かつ ての線路 跡は、今で は
サイク リングロ ードとな っている。 車窓で眺 めたのと 同じ風景
を、ペダルを 踏みな がら楽しめ るという わけだ。
オホー ツク海 が近づいて きた。常 呂川を渡 っている。 海側に
はかつて湧 網線が走 っていた はずだ。恐 らく坂 の上辺りに 常呂
駅が あったのだ ろう。人 気のない さびれた無 人駅で 、低いホー
ムに人影 が現れるの は、ディ ーゼルカー がゆっ くり入線し てく
ると きぐらい。 廃止され た現在の 方が、よほ ど開発 が進んでい
る。あの 孤独なラン ナーの休 息所が、 バスター ミナルに 姿を変
えて しまった とは信じた くない 。
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さかえうら

栄 浦 大 橋 を 渡 る と 、 ワ ッ カ 原 生花 園 に 到 着 し た 。 ワ ッ カ と
はア イヌ語で水 を意味す る。ネイ チャーセン ターに 駐車したの
だが、大 学生の頃の 記憶と一 致しない。 あの時 は栄浦まで バス
で出 たのだが、 湖の東側 からてく てく回って いった 気がする。
頭が整理 されないま ま、ネイ チャーセ ンターで 自転車を 借りる
こと にした。 午後三時過 ぎだっ た。五時半 までに戻 るように 言
われた。
友 人と走って いくと、 後ろから 馬車が走っ てきた 。のどかな
感じがし て、ハマ ナスの咲く 草原と しっくり合 う。しば らく進
むと 、Ｔ字路 に出た。 どうやら 馬車はこ こで引き返 すらしい 。
左に曲が ってい くことにした 。

か

オ ホーツク 海もサロ マ湖も見 えない、 砂洲の中央 を走って い
るからだ ろう。 空は快晴に なってい た。海は 青いが緑が かって
い る。かつて の記憶 と、目に映 る光景が 嚙み合わ ない。あの 日
は海も冷たい緑色だったし、オホーツク海にたどり着いてから、
ヒッチハイクもしてしまった。歩道をちょっと広くした道路を 、
軽トラ ックが通 過してい った。あん なのに乗 せてもら ったんだ
りゅうぐう
な。竜 宮 街道と いう名で思 い出した ……。
ようやく合点がいった。当時は栄浦大橋がなかったのだ。
しゅんこう

竣 工した のが 昭和六 十三年 だから、 前回訪れた四年後と いう
ことにな る。ワッカ ネイチャ ーセンタ ーもなか ったはず だ。や
はり 三十年余 の歳月の隔 たりは 大きい。
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自転車 で二キ ロも進むと 、湿原の 彼方にコ ンクリート の橋が
たけ
見えてきた が、あん な丈の高 い無機質な 物はな かった。風 景に
合っ ておらず、 何だか浮 き上がっ てしまって いる。 あの日の僕
は、名古 屋大学のカ ップルと 一緒に、営 林署の おじさんか ら、
オホ ーツク海で のホタテ 貝養殖や 、次々に押 し寄せ る流氷につ
いて教え てもらった のだった 。

みおろ

橋 はもっと低 かったは ずだ。湖 口に流れ込 む海水 が、貼り付
けられた 鉄板をはた はたと叩 いていた 。水面は すぐそこ に見え

じゅうだん

てい たのに、 今でははる か見下 ろす形にな っている 。
橋を渡 って、植林 した林の 脇を進ん でいくと 、ついに 行き止
ま りとな った。 砂州 を縦 断すること は想定されてい ない。群
生する杉 はかつ て見た時より も高く 、鬱蒼と光 を遮って いる。

昼 なお暗い先 にはオ ホーツク海 があるの に、波音す ら聞こえ て
こない。
行 き止まり の手前に 、湧き水 が出る箇 所があった 。ワッカ と
いうア イヌ語は 、飲める 水を意味し ている。 砂州だと 塩水しか
得られそうに ないの に。水飲み 場にはキ ツネが出 てきた。人 を

す

恐れる 様子はな い。動き はすばしっ こいから 、ビデオ で追っか
けてるうち に見失っ た。人工 の林もすっ かり風 景の一部と なっ
てい る。棲みつ いた最初 のキツネ は、この砂 州をて くてく歩い
てきたの だろう。か つての僕 のように。
日は すでに傾 いていた 。もう戻ら なければ ならない 。自転車
にまたが ったまま、 橋の上か ら、オホ ーツク海 とサロマ 湖を仕
切る 砂州を見 下ろした。 湖面は 光を受けて 輝いてい る。海は 凪
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いで遠 方がかす んでいる 。三十年前 とは変わ ってしま っても、
ここにはま だ野生の 大地が残 っていた。 原生花 園には白い 花、
黄色 い花、赤い ハマナス の花と実 もあった。 視界が 大きく広が
って、と らわれない 開放感が あった。大 学生の 頃の自分に は戻
れな かったが、 かつて足 を運んだ 地に立つ実 感はあ った。
みまが

空 には月はな かった。 月を見て 、地球と見 紛うこ ともなかっ
た。あの 日よりも温 暖だし、 海も緑が かってい ない。横 には友
人も いて、孤 独でもない 。ただ 記憶の中で は、かつ ての自分 が
生きてい た。
そ のとき、 砂浜に不思 議な物 を見つけた 。もちろ ん、幻覚 で
はない。 枝を円 錐状に支え合 わせて 、テントの 骨のよう に組ん

で あった。燃 え上が る炎を、イ メージし ているのだ ろうか。 動
きを止め た火は 、海岸に作 られたオ ブジェに 見える。作 った人
間 はいなくて も、意 思が形を取 った存在 だった。
時間に 余裕が あるので、 Ｔ字路の 箇所を越 えて走って いく。
そのとき、か つての 記憶がつぶ さによみ がえった 。ああ、こ の
風景だ 。あの日 より晴れ ているが、 日も西に 傾いてい るが、確
かにこの風 景だ。坂 道を下っ ていく。か つては ここを反対 に上
って 、初めてオ ホーツク 海を目に したのだっ た。そ こには緑が
かった、 冷たい北の 海があっ た……。
もう 戻らなけ ればなら ない。日が 傾いた中 を、必死 に自転車
をこいで いく。ネイ チャーセ ンターに 着いたの は、五時 半少し
過ぎ だった。 車に乗り込 むと、 僕は一方的 にしゃべ り続けた 。
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友人は 圧倒され ている様 子だった。 過去と現 在を照合 する独り
言に。

知 床は記憶 の果てに
サ ロマ湖と の再会を 果たした 僕は、そ の夜、網走 湖畔のホ テ
ルに泊 まった。 窓の向こ うに広がる 湖は、対 岸まで緑 色によど
んでいる。動 きのな い動画を見 せられて いるよう な。阿寒湖 が
どれほ ど美しか ったか、 改めて感じ させられ た。朝風 呂を浴び
て朝食をと ると、急 いで車に 乗り込んだ 。
いよいよ、知床に向かって出発！ 網走市内はすぐに通過し、
釧網本線 に沿ってい く。友人 の話では、 北海道 では列車を 汽車
と呼 ぶんだそう だ。電化 されてい ない路線が 多いか らだろう。
おしゃべ りするうち に、小清 水の原生 花園に寄 りたいと 言われ
た。
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デジャビュ

本当は 早く知 床に向かい たかった のだが。 駐車場に下 り立つ
と、すぐ脇 に原生花 園駅があ った。こぢ んまり とした可愛 い駅
だ。そのとき、過去の記憶がよみがえった。 déjà vu
、 既視感が
めまんべつ
あったのだ。三十三歳の時、知床を二度目に訪れたとき 、女満別
空港 発ウトロ行 きのバス は、乗客 が僕しかい なかっ た。運転手
がとても 気さくな人 だったの で、勧め られるま まに下車 し、目
の前 の風景を 写真に収め たのだ った。踏切 があった のも、目 の
とうふつこ
前に濤沸 湖が広がっ ていたの も思い出 した。
駅 前からは視 界を遮る 物は何も ない。彼方 の対岸 まで、湖岸
に広がる原野を一望できるからだ。柔らかな日射しが水の色も 、
草花 の色も鮮 やかにし ている。 標高の低 く細長い地 形は、サ ロ
マ湖で見 たもの と似ている。 湖が汽 水であるこ と、海か ら湖を

仕 切るのが砂 州であ る点でも同 じだ。唯 一の違いと 言えば、 国
道と鉄道 が砂州 を縦断して いる点だ ろう。
今 回は原生 花園の丘 の上に立 ち、オホ ーツク海の 方も見下 ろ
した。ここはワッカ原生花園よりも花が咲いている。黄色や白、
だいだいいろ
ゆ り
赤いハマナス に混じ って、橙 色の 百合など も咲いて いる。花
の間を 蝶が舞っ ていた。 植林などさ れておら ず、開放 感が味わ
えるはずだ 。
ちな みに、原 生花園駅 は臨時駅で 、ゴール デンウィ ークから
十月末ま でしか止ま らない。 北海道の冬 は長い 。周辺には 民家
がな いため、観 光客が来 なければ 、乗降する 客もい ないのだ。
無人駅で はあるが、 今日は保 線員が大 勢来てい た。一年 の大半
は広 大な湿地 帯といった 感じだ が、花の美 しい期間 だけが、 人
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々のに ぎわいが 見られる 。行く手の 斜里岳は 、山頂だ けが雲を
かぶってい た。
しれとこしゃり

知床の玄関口は知床斜里駅だが、レンタカーなので通過した 。
いよ いよ知床が 近づいて くる。北 海道の中で 最もワ イルドな自
然が残っ ていて、そ れを目当 てに若者 が集まっ てくると ころ。
僕の 青春の思 い出が詰ま ってい る地だ。と りわけ心 をとらえ た
が、雄壮 な姿の滝だ った。そ の一つが 、知床の 中心ウト ロに入
る前 にあった 。オシンコ シンの 滝である。
三 十 三歳 の 時の 旅 で は 、「 知 床夕 陽の あ た る 家 」ユ ー スホ ス
テルで知り合った文学青年と、滝の下まで上っていったはずだ。
道路脇か らでは 、滝の一部を 左方か らしか眺め ることが できな

とどろ

い ので。行き 当たり ばったりの 僕とは大 違いで、下 調べをよ く
していた。。

りょうが

車 を 止 め て 階 段 を 上 っ て い く 。 轟 く 音 は も う 聞 こ える 。 三
分ほど で、滝の 全貌が眺 められる地 点に着い た。流れ 落ちる水
は大きな岩に 遮られ 、三方に分 かれるの だが、真 ん中の勢い が
最も強 く、岩を 滑り落ち る間に、右 手の流れ を凌駕し ていく。
水しぶきが ここまで 飛んでく る。左手の 流れは 水量は少な いも
のの 、網のよう に広がっ ていき、 苔むした岩 の美し さを際立た
せる。型 破りなとこ ろが、ま た魅力なの である 。
トンネル をくぐる とウトロ の町が見え てきた 。初めて訪 れた
のが 二十八歳 の時、二度 目が三 十三歳の時 で、それ から二十 年
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あぜん

ほどの 歳月が流 れていた 。駐車場に 下り立っ た僕は、 啞然とし
てしまった 。記憶の 中のウト ロと、すっ かり変 わってしま って
いた からだ。
これは知 床が世界 遺産に指 定され、国 内外か ら観光客が押 し
寄せ るようにな ったこと と無関係 ではない。 僕の知 っているウ
トロは、 知床を旅す る拠点の 町だった とはいえ 、どこか 辺境ら

なか

しい 荒涼とし た雰囲気が 漂って いた。
ところ が、ウトロ のシンボ ルだったオ ロンコ 岩も、二階 建て
の立 体駐車場 やみやげ屋 、世界 遺産の案内 所に半ば 隠れてし ま
い、岩の 全貌を拝 むことがで きない 。観光地化 されてし まい、
この 町が持っ ていたす がすがし い空気が 、失われて いたのだ か
ら。

コ ンビニで お握りを 買い、車 内で食べ た後、知床 自然セン タ
ーの駐車 場まで 行くことに なった。 友人の話 では、カム イワッ
カ の滝までの 乗車券 は、そこで 買うこと になるか らというこ と
だった 。行く手 の道を見 ると、もの すごい急 坂が続い ている。
二十八歳の時 、知床 五湖まで自 転車で行 ったこと を話すと、 友
人は信 じられな いという 顔をした。 若かった から、平 気で無茶
をやったの だった。 たしかに 、ウトロか らの上 り坂は、登 山道
にし か見えなか ったから 。
知床自然 センター で駐車し た。そこか らはシ ャトルバスに 乗
り換 えることに なる。そ の前にコ ケモモのソ フトク リームを食
べようと 、友人を誘 った。以 前、知床 五湖で口 にしたの を思い
出し たからだ 。血のよう な色を していて、 ハスカッ プよりも 酸

- 215 - 216 -

味があ り、さわ やかな香 りがする。 ちなみに 、ハスカ ップで作
とまこまい
る「よいと まけ」と いうお菓 子は、苫小 牧の名 産である。
どう しようか 迷ったが 、最初にカ ムイワッ カ湯の滝 まで、バ
スで行っ てしまうこ とにした 。時間が押 してい たし、席が すい
てい たので。発 車した途 端、アナ ウンスが入 った。 カムイワッ
カの滝は 四段になっ ているが 、落石の ために一 ノ滝まで しか行

つ

けな いという のだ。
へきれき
青天の 霹靂という 奴だった 。湯の川を 四ノ滝 まで登って 、滝

はだし

壺に たまった 温泉に浸か る醍醐 味は、もは や味わえ ないとい う
のか。三 十三歳の 時、文学青 年に誘 われて、四 ノ滝まで 登った
ときのことを思い出した。滑りやすく傾斜のきつい川底は、裸足
では危険 だし、 サンダルでは 脱げて しまう。上 に行くほ ど水温

こうかん

は 上がってい き、滝 を越えると きにはほ とんど四つ ん這いだ っ
た……。
滝 登りのワ イルド感 や、湯に 浸かる人 々の交歓も 、過去の も
のとな ってしま ったわけ か。カムイ ワッカの 滝の魅力 がなくな
おく た ま
ってしまった 。一ノ 滝までだっ たら、奥 多摩あた りの滝と大 し
て変わ らない。
知床 五湖は後 回しにし て、終点の カムイワ ッカ湯の 滝でバス
を下りた。僕が初めて知床を訪れた一九九一年（平成三）当時、
バス はさらに先 の知床大 橋まで延 びており、 しかも 自家用車も
バイクも自由に出入りしていた。ただ、二度目の一九九六年（平
成八 ）には、 落石の危険 がある として、知 床大橋へ の通行は 禁
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止され てしまっ た。
さらに、現 在では 知床五湖よ り先は、 シャトル バスへの乗 車
を求 められてい るわけで 、世界遺 産指定によ る観光 客の増加を
と
見越して 、安全最優 先の措置 が執られた 結果ら しい。訪れ てい
るの は中高年と 家族連れ ばかりで 、かつてあ ふれる ほどいた大
学生の姿 が、まばら にしか見 られなか った。
カ ムイワッカ の滝を登 ることが 、ほぼ不可 能にな ったのが大
きいので はないか。 若者の冒 険心をく すぐる湯 の滝上流 への立
ち入 りが禁止 され、知床 の大自 然を肉体で 感じる機 会を奪わ れ
たことが 、魅力を そいでしま ったと しか思えな い。
ユ ースホス テルの激減 も、一 つには少子 化の影響 や相部屋 を
嫌う内向 的傾向 が大きいのだ ろうが 、今の若者 は学費の ために

ぜいたく

ア ルバイトに 追われ 、ブラック バイトで 長い休みも 取らせて も
らえない という 。知床で青 春の思い 出を作る ことも、今 の大学
生 には贅沢に なって しまってい るようだ 。
ショッ クだっ たのは、滝 登りでき なくなっ たことだけ ではな
い。知床大橋 の方面 も通行止の ままで、 カムイワ ッカ展望台 ま
でも行 くことが できなか ったことだ 。かつて 歩いた道 も立ち入
り禁止とな っていた 。知床硫 黄山の登山 口も、 その先にあ るの
で、 登山を希望 する者は 自己責任 で申請して から、 立ち入り禁
止区域に 入ることに なる。
たしかに、空の色も滝の入口も、当時のままだったけれども、
入れない ところばか りで、記 憶をたど ることが できない 。世界
遺産になったせいで、安全性が重視されるあまり、あれもだめ、
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これも だめとな り、自然 を外側から 見るしか なくなっ たという
わけだ。
万一 事故が起 きても、 昔の人間だ ったら、 運が悪か ったと諦
めるだけ だったが、 外国人観 光客が増え 、もし 安全管理に 問題
があ ると、億単 位の損害 賠償を請 求されため 、事前 に行動に制
限をかけ てしまった のだろう 。
や せこけた子 ギツネが 、物ほし げな顔をし て、砂 利道を通り
ひ
過ぎてい った。餌付 けされた キツネは 、車に近 づくこと で轢か
れて しまう。 キツネに触 るだけ でも、エキ ノコック ス症に感 染
する恐れ がある。 哀れな感じ がして も、座視し ているし かなか
った 。

バ スに乗っ て知床五 湖に戻っ た。以前 とは違って 、ビデオ と
係員によ るセミ ナーを受け てから、 五湖を回 るようにな ってい
た 。これも世 界遺産 になって、 観光客が 増えたこ とへの対策 だ
ろう。まず、熊と出会わないことを第一に考え、手を叩いたり、
話をしながら 進み、 熊と出くわ すような 事態は避 ける。食べ 物
は持ち 込まず、 やむを得 ない場合は 、匂いの 漏れない 袋に密閉
する。
熊と 出会って しまった ら、静かに 退散し、 騒いだり 駆けたり
いかく
して、熊 を興奮させ てはいけ ない。熊は 威嚇の ために襲い かか
り、 すぐに引き 下がるは ずだが、 続けて襲っ てくる 場合には、
首の後ろ の急所を手 で押さえ たり、熊 撃退用の スプレー を使う
など の方法が あるとのこ と。
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セミナ ーには 十五分以上 かかって しまった 。一湖から 五湖ま
で回るのに 、徒歩で 一時間半 かかるとい うのに 。最終バス の時
間を 考えると、 あと五十 分しか残 っていない 。車は 知床五湖の
駐車場に も止められ たのだが 、カムイワ ッカ湯 の滝行きの 切符
は、知床自然センターでなければ買えなかった。どう考えても 、
時間に余 裕がなけれ ば、見て 回れない ようにな っていた のだ。
一湖の みなら、半 分程度の 時間で歩け るのだ が。それで も、
五湖 全部回り たかった。 僕は諦 めるという のが好き ではない 。
これほど 晴れ上が った天気に 、知床 で巡り会っ たことも なかっ
たし 。急いで 写真や動 画を撮っ て、一周 しようとい うことに な
った。熊 を避け るために大声 で話し ながら。

おくがい

屋 外に出た 。見上げ ると、上 空は青く 澄み渡って 、雲はわ ず
かしか見 えない 。かつて二 度訪れた わけだが 、いずれも 山は雲
に 隠れ、湖水 も木々 の緑を映す ばかりで よどんで いた。絵葉 書
で目に する風景 など、作 り物じゃな いかと思 っていた のだが。
五湖の前に立 つと… …、あまり の美しさ に声を失 った。
水面に 映った 知床連山は 、鏡を見 るように くっきり浮 かび上
がっていた 。湖岸の 樹木も枝 から葉の一 枚まで 映えている 。雪
のな い季節だが 、ちょう ど連山の 上にかかっ た白い 雲が雪のよ
かんぺき
うで、色 彩から見て も完璧な 美しさだっ た。青 い湖水に映 った
像は 、本物の空 よりも青 く、木々 の輪郭を際 立たせ ていた。し
かも、ほ とんど沈黙 の世界。 カラスさ えも周り に配慮し て、大
人し く羽を休 めていた。
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五湖の 眺めは 素晴らしか った。そ れから四 湖、三湖と 左回り
で巡ってい く。三湖 のゆった りした湖面 もよか ったが、五 湖の
完璧 な美しさに はかなわ なかった 。木々の枝 が伸び て、知床連
山の全貌 を眺めるこ とができ なかったか ら。
友人 が慌てだ した。こ のままじゃ 最終バス に間に合 わない。
写真もそ こそこに駆 けだした 。でも、 鏡のよう な風景を 撮影し
ない ではいら れない。大 きさで 言えば、二 湖の方が 奥行きも あ
るし、青 い湖面に浮 かぶ水草 も鮮やか だ。五湖 のこぢん まりと
した 完璧さよ り、連山を 背景に した水の広 がりに、 魂の安ら ぎ
を感じる かもしれ ない。
シ ャッター を切ると、 もう友 人の姿はな い。全速 力で走る し
かないよ うだ。 ようやく木橋 が見え てきた。こ れも以前 来たと

き にはなかっ た。熊 が出てきて も、橋の 上からなら 襲われる 恐
れはない 。足腰 に自信がな い老人や 、ハード スケジュー ルで連
れ回される団体客には、手軽に一湖のみが眺められるわけだが、
たんのう
五湖の 美しさに 堪能した かったら、 やはりす べての湖 を見て回
る必要がある 。
友人に 追いつ いたときに は、もう 心臓がバ クバクして 限界に
達していた 。彼だけがバスに乗り、知床自然センターに戻って 、
知床 五湖まで車 で迎えに 来てくれ るというの だ。そ れならお任
せするこ とにしよう 。ゆっく り動画でも 撮るこ とにした。
時計 を見ると 、まだ三 分ほど残っ ている。 林の向こ うにはバ
スの姿も あった。も しかする と間に合 うもしれ ない。ひ た走り
して 乗り込む と、後ろの 席に友 人が座って いて、手 を振って い
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る。そ の時、バ スは発車 した。
ウト ロに戻る と、港の 方にのっぽ ビルが建 っていた 。知床ノ
ーブルホ テルである 。チェッ クインする とき、 受付にいた 若い
男女 を見て、モ ンゴル人 だと分か った。僕は 本職が 日本語教師
だから、 言葉の意味 は分から なくても 、音の響 きから見 当がつ
いてしまうのだ。外国人が経営するホテルだとは聞いていたが。
ふるさと のモンゴル に似た、 北海道の 自然に魅 せられた のだろ

ほどこ

う。
シンプ ルで無駄が ない感じ がしたが 、簡素な がらも奇 抜なデ
ザ インが 施 さ れて いる 。白と青を基 調とした現代ア ート風の
デザイン だ。ま るで美術館に いるか のように感 じた。と にかく

新 しく清潔な 気がし た。スタッ フを見る と、モンゴ ル人以外 に
ばとうきん
ベトナム 人も採 用している ようだ。 モンゴル の馬頭琴の 音楽が
か かっていて 、レス トランのテ ーブルに は、岩塩 で作られた ロ
ウソク 立てが並 んでいる 。
四階の部屋 に入っ た。ちょう ど日没の 時間である 。もし最 終
バスに 乗れなか ったら、 オホーツク 海の夕陽 を眺める ことはで
きなかった ろう。赤 く大きく 悲しげな光 を放っ ている。こ の高
さか らだと、オ ロンコ岩 の下を隠 していた建 物も目 立たず、か
かも
つてのウ トロの雰囲 気を醸し だしている 。
海面 近くに雲 があるた め、赤い太 陽は雲の 中に沈ん でいく。
知床でも 夕陽が見ら れるのは 、北西の ウトロ側 である。 ゆっく
りと 日が落ち 、夜が訪れ ると、 ウトロの町 も眠りに ついてし ま
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う。午 後十時過 ぎでも深 夜のように 、人影も 乏しく車 も走行し
ない。

時 を止める 湖面
東 京では豪 雨が降っ てるらし い。北海 道に来てか ら、初め て
雲の多 い朝を迎 えた。知 床五湖の鏡 のような 湖面が、 木々や連
山、青い空を 映して いるさまも 、今日は 拝めない のかもしれ な
い。昨 日は本当 に運が良 かったのだ 。
モンゴル人 が経営 するホテル をチェッ クアウト して、レン タ
カー は南に向か って走り 出した。 どんどん雲 が切れ て、天気が
良くなっ てきた。釧 網本線に 沿って進ん でいく 。川湯方面 に向
かっ て峠を越え たところ で、遠く に岩肌がむ き出し て噴煙を上
げる火山 が見えてき た。硫黄 山、アイ ヌ名アト サヌプリ （裸の
山） である。 なるほど、 木も草 も生えてい ない。裂 けた山腹 か
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ら硫黄 とガスを 噴き出し ている。
摩周湖に向 かう途 中で右折し て、硫黄 山に寄る ことにした 。
屈斜 路カルデラ は四万年 前の巨大 噴火の後、 この硫 黄山と摩周
火山を生 み出したと いう。屈 斜路湖を含 めて外 輪山の内側 は、
かつ ての火口だ ったわけ だ。規模 としては阿 蘇カル デラをしの
ぐ日本最 大である。
川 湯温泉から バスで摩 周湖に行 く場合、硫 黄山を 経由するよ
うになっ ているが、 現在では 本数が極 端に減っ ている。 それは
摩周 湖へ行く バスも同じ で、摩 周第三展望 台で下り て、次の バ
スで第一 展望台に 移動なんて いうの も難しくな っている 。
硫 黄山の駐 車場に友人 は車を 止めた。僕 はこれで 三度目に な
る。初め て来た のは、二十一 歳の時 だった。サ ークルの 仲間に

教 えられて、 移動車 で販売して いたソフ トクリーム を食べた 。
二度目は 三十三 歳の時で、 開業した レストラ ンで売って いた。

かすみ

今 回もまた、 乳脂肪 分たっぷり のソフト クリーム を食べた。
レスト ランの 裏側では、 崩れかけ た山体の あちこちか ら、硫
化水素が噴き 出して いる。卵の 腐った匂 いが漂っ ている。噴 き
出す ガスで 、と ころど ころ 霞 がかかって いる。平野の真 ん中
に、何でこ んな荒涼 とした山 が、と思っ てしま いそうだが 、こ

ごうおん

こは カルデラの 内側であ る。火口 の底を歩い ている というわけ
だ。地下 深くには遠 い未来に 巨大噴火を 起こす マグマが、 今も
眠っ ているのだ 。辺りに 響く轟音 は、魔物の いびき を聞いてい
るような ものだ。
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いよい よ摩周 火山を登っ ていく。 急カーブ の整備され た道路
は、通る車 もまばら である。 火山の上か ら三分 の一が吹き 飛ん
で、 そこに水が たまって 摩周湖が 生まれたと いう。 山腹からい
きなり湖 水が見える と記憶し ていたから 、登り きる直前か らビ
デオ撮影を始めたのだが、結局 、車からは湖水は見えなかった。
駐車場に 車を止め た。硫黄 山や屈斜路 湖が遠 方に見渡せ る。
ここからの眺めも素晴らしいのだが、木の階段を登っていくと、
摩周湖が 姿を現した 。湖面は はるか下 方にある 。崖の上 から見
下ろ すといっ た感じであ る。こ れで三度目 なのだが 、今回も 雲
一つ、霞 もかかっ ていない。 水深が 深く、流れ 込む川も 流れ出
す川 もないた め、水面 はほとん ど波立た ず、空の青 をより深 く
した摩周 ブルー である。絶壁 に近い 火口に、し がみつく ように

高 原植物や、 白樺な どが生えて いる。対 岸に見える 急峻な山 が
摩周岳、アイヌ語ではカムイヌプリ、神の山という意味である 。
大 きく口を開 けた火 口は、ここ からはわ ずかしか 見えないが 、
茶色い 無気味な 喉のよう である。
これほど深 い青を たたえる湖 は、日本 にはほかに ない。内 側

いただき

を覆う 草木と、 無機質な カムイヌプ リのコン トラスト 、中央に
浮かぶ小島 、カムイ ッシュは 緑で覆われ ている が、湖底か らそ
びえ る火山の 頂 である。 この組み 合わせが 、摩周湖の ブルー
をさらに 際立たせて いるのだ 。
それ にしても 、この湖 の印象はほ とんど変 わらない 。ただ、
も
ああと声 を洩らした きり、言 葉を失っ てしまう のだ。言 葉を吸
い込 んでしま うのだろう か。言 葉だけじゃ ない。時 すら止め て
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しまう 力がある 。二十一 歳の時に覚 えた感動 を、初老 の年にな
ってもして るのだか ら。時間 なんてもの は、古 代インド人 が考
えた ように、自 我が抱く 幻なのか もしれない 。あの 時の僕と今
の僕は、 内面ではほ とんど変 わっていな い…… 。
人が 周りにい なければ 、鳥の声、 虫の声さ え聞こえ る沈黙が
支配する 。白樺に留 まったカ ラスさえ 、辺りの 静寂に耳 を傾け
てい る。眺め ていても飽 きるこ とがない。 ハイビジ ョンの４ Ｋ
画面を見 ているよう に、色そ のものが 快楽なの だから。
唯 一の悩みは 、飛んで くる虫だ 。季節にも よるの だろうが、
羽蟻の数 が半端じ ゃない。払 っても 払っても飛 んでくる 。そし
て、 動画を映 している 腕や顔に 留まる。 カメラが手 ぶれを起 こ
すから、 じっと 耐えているし かない 。

し ばらくす ると、薄 雲が上空 に現れた 。湖面は幾 分白んで き
て、感動 させる 青さは薄れ る。摩周 湖は霧や 雲に閉ざさ れるこ
と が多く、く っきり 湖面を仰ぐ ことがで きるのは 運がいい。 た
だ、摩 周ブルー を目にし た人は婚期 が遅れる というジ ンクスが
ある。三度訪 れて三 度ともくっ きり湖面 を拝めた 自分は、や は
り結婚 とは縁が ない人間 だった。
第一 展望台に 移った。 坂道をかな り下った ので、さ わやかな
空気では なく、少々 暑くなっ た。標高が 低くな ったばかり でな
く、 売店には観 光客があ ふれてい るから、騒 がしく て湖面に漂
う雰囲気 が感じられ ない。カ ムイヌプ リやカム イッシュ を真横
から 見ること になるため 、構図 としても面 白くない 。第三展 望
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さいはい

台に売 店が作ら れかった のは、偶然 ではなく 神の采配 である。
て し か が
このまま弟 子屈に 出てしまう のかと思 ったら、 友人は屈斜 路
湖 も 見た い と 言い 出 し た。「 た だ 、大 きい だ け の 湖だ よ 」 と 僕
は答えた 。美幌峠か らの眺め なら見たい が、車 はどんどん 下る
と、 東の方にハ ンドルを 切った。 ナビを検索 しなが ら進むと、
わこと
和琴半島 が出てきた 。
和 琴半島には かつて来 たことが ある。三十 三歳の とき、今か
ら二十年 余り前のこ とである 。屈斜路 原野のユ ースゲス トハウ
スに 泊まり、 釧路川でカ ヌー体 験したあと 、サイク リングで こ
こに立ち 寄り、腰 掛けてボー ト遊び する人を眺 めながら 、旅日
記を つけてい たのだっ た。
ふところ
でも、 来てみた ら良かった 。大き な湖である だけに、 懐 の

もう

深さが感じられる。半島の西側は砂浜が広がり、キャンプ場も設
けられ、 打ち寄 せるさざ波 に、夏の 日射しが 戯れている 。子供

た ちが水辺に 駆け寄 る。カップ ルが並ん で写真を 撮る。女性 的
な優し さが広が っている 。
半島と言っ ても、 付け根の部 分は数十 メートルし かない。 半
島の中 央にはか つての小 火山、和琴 山がそび え、辺り は深い森
となってい る。湖岸 に近い所 には露天風 呂もあ って、海水 パン
ツを はいた若者 が入って いる。湯 の温度は四 十度以 上あり、結
構熱く感 じられる。
半島 を横切る 形で東側 に出ると、 湖の様子 は一変す る。摩周
湖ほどで はないが、 深く青い 色をして 、湖岸に しぶきを 上げる
湖水 は、たぷ たぷ音を立 ててい る。深い音 はそれだ け多くの 水
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みなそこ

をたた え、水底 が知れぬ ことを意味 している 。おおら かであり
ながら、大 きな力を はらんで いるのを見 せつけ られた。い かに
も男 性的な力を 誇示して いる。和 琴半島を境 にして 、これほど
異なる様 相を見せる 屈斜路湖 は、大きさ に見合 うだけの包 容力
もあ るのだ。

釧 路湿原は 東から
あとは釧路湿原へ行くことになっていた。今回の旅の始めに、
釧路市 湿原展望 台に寄っ たわけだが 、どうも 本物を見 た気がし
ない。これぞ 釧路湿 原といった 光景を目 にしなけ れば、再訪 し
た気に はならな いのだか ら。
今回は二回 目で、 前回は二十 年余り前 になる。 あの時と同 じ
アン グルから見 たい。僕 はコッタ ロ湿原展望 台に行 こうと言っ
た。そこ は湿原の外 れで、コ ッタロ川の 上流、 塘路湖より も北
にあ る。舗装さ れていな い駐車場 に車を止め 、見上 げるほどの
急階段を 登っていく 。しかし 、そこで 終わりで はなかっ た。さ
らに 山道をぐ んぐん上っ ていく 。息切れし そうにな って、よ う
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やく木 に囲まれ た展望台 まで登りき った。
ここからは 湿原を 斜めに見る ことにな るので、 視界はそれ ほ
ど開 けていない 。ただし 、コッタ ロ川の形作 る、入 り組んだ川
の水底と 、鮮やかな 草原のコ ントラスト がすぐ 真下に見え るの
だ。カメラで接写するように、湿原の細かい点までくっきりと 。
高台まで 登りきる のは、老 人には無理 である 。見下ろす 湿原
は鮮 明な色で 迫ってくる 。葦原 の間に白く 見える点 、目を凝 ら
すと動い ている。カ メラで拡 大してみ ると、丹 頂鶴の形 、頭の
赤い色まで認められた。躍動する湿原の生命を感じさせる点で、
やはりコ ッタロ湿 原展望台か らの眺 めは男性的 だ。
「時間的 に厳し いんじゃない かな」 と友人は答 えたが、 どうし

て も細岡展望 台が見 たいと、僕 は言い張 った。あれ を見なけ れ
ば、最高 の眺め を目にした ことには ならない のだから。 砂利道
を 走っていく と、小 石がはじき 飛ばされ 、車にぷ つぷつぶつ か
り、土 煙で車の 後ろは見 えなくなる 。
「今、釧路湿 原の中 を走ってい るんだよ 」と友人 は言った。 釧
網本線 の踏切を 渡ると、 ようやく舗 装された 道路に出 たが、メ
インテナン スがされ ていない のか、ひび 割れが ひどく激し く揺
れる 。
細岡展望 台は細岡 駅ではな く、釧路湿 原駅に 近い。駐車場 に
車を 止めて、や はり坂道 を上って いく。コッ タロの 方とは違っ
て、だら だら坂の砂 利道であ る。遠望 するため には、途 中の階
段は 登らずに 、坂を上り きる必 要がある。
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標高は 余り高 くないが、 視野が開 けている 。釧路湿原 をスキ
ャンするよ うに、パ ノラマの 眺望が見渡 せるの だ。草に覆 われ
た湿 原をゆるや かに流れ る釧路川 、光を反射 する水 面、川岸で
風になび く木々の枝 まで見え る。視野の 届く限 り、ほとん ど人
工の 物は目に入 らない。 なだらか に伸びる地 平線、 雲間から下
りる光線 まで、湿原 のあらゆ る姿を遠 望させて くれる。

ゆうきゅう

広 大な湿原の 中に、す べての生 命が宿って いる。 縄文時代が
終わって 、海面が遠 くに去っ てから、 命の受け 渡しを繰 り返し
ながらも、この光景は大きく変わることなく続いている。悠 久
の時間を 経ても変 わらない自 然のお おらかさに 、女性的 な優し
さを 感じてし まうのだ 。

今 回の北海 道旅行は 、大学時 代および 三十代前半 の、まだ 青
春の最後 を惜し んでいた頃 に訪れた 地を再訪 し、懐かし い大地
と かつての自 分に再 会する旅だ った。三 十年、二 十年の月日 の
隔たり は大きく 、特に知 床の変化に は失望さ せられた 。すっか
り風景が変わってしまい、記憶と嚙み合わないことが多かった 。

ふえき りゅうこう

その反 面、摩 周湖や釧路 湿原の風 景では、 長い時を経 ても変
わらぬ自然 、年齢を 重ねても 生き続ける 自分を 確かめるこ とも
で き た。「 不 易 流 行 」 と いう言 葉 が あ るけ れ ど も 、変 わ ら ぬ も
のと変わ りゆくもの 、その二 つを結びつ けるの は、時間と とも
に生 きる自分自 身だった 。
あ とは釧路市 内に入り 、レンタ カーに給油 して車 を返した。
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荷物を 背負って 空港に着 いた頃には 日が暮れ ていた。 シマフク
ロウと丹頂 鶴の剝製 が飾られ 、ライトア ップさ れていた。 チェ
ック インしたも のの、東 京が雷雨 のために離 陸が遅 れていた。
午後九時 十分前、羽 田行きの 最終便は動 き出し た。すぐに 釧路
市街 が下に見え 、北海道 は遠ざか っていった 。

工 藤裕之の 『追憶の 鉄路』
子 供の頃、 僕も鉄道 マニアだ った。近 隣の鉄道路 線の駅名 を
あんしょう
覚えるのが趣味だった。坊さんがお経を暗 誦するのと同じで、
リズミカルに 声を出 すと覚えら れるもの だ。一種 の記憶術だ っ
たのだ ろうか。 また、父 の部屋には 昭和三十 年代の鉄 道路線図
の本があっ たから、 まだ行っ たことがな い地を 、駅名を見 なが
ら空 想したもの だ。
北海道を 初めて旅 したのは 、一九八四 年（昭 和五九）のこ と
だっ た。青函ト ンネルが 出来る以 前で、上野 から急 行八甲田に
乗り、十 一時間もか かって青 森駅に到 着した。 すぐに青 函連絡
船に 乗るため に、桟橋へ と向か った。八甲 田丸の船 体の大き さ
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ふとう

には驚 いた。埠 頭まで線 路が引かれ ていて、 貨車は船 内に呑み
込まれてい く。津軽 海峡を渡 る間は、日 本海か ら流れ込む 潮を
眺め ていたもの だ。
函館に着 くと、今 はなき特 急「おおと り」に 乗り込んだ。 函
館発 網走行きの 長距離列 車である 。その頃は まだ、 函館が北海
さわら
道の玄関口だったのだ。北海道に来たとまず実感したのは、砂原
支線 に入って からだった 。大沼 駅から沼の 東側に沿 って原野 を
進むと、 遠方に駒ヶ 岳を望む パノラマ が出現し た。今で は特急
はす べて大沼 公園経由に なって しまい、旅 行客が目 にするこ と
はあまり なくなっ た。
こ れが初め ての北海道 旅行の 始まりだっ た。貧乏 学生だっ た
僕は、十 日余り の旅で道内を 回った のだが、廃 止された 路線で

唯 一乗ったの が、網 走から出て いた湧網 線だった。 あと、二 回
目の旅行 で、名 寄駅に停車 していた 深名線の ディーゼル カーを
見 たぐらいか な。本 当は廃止さ れる前に 、国鉄分 割民営化で 消
え去っ た多くの 路線に乗 ってみたか ったが、 金銭的に そんな余
裕はなかった 。
国鉄分割民 営化は 、赤字路線 の廃止と 、労働組 合潰しが目 的
だっ たようだ。 北海道の 路線の三 分の二が廃 止され た結果を見
れば、過 疎地域が大 半の北海 道を、ＪＲ 北海道 だけで維持 する
のは 無理だった のだ。線 路を補修 する費用も ままな らず、脱線
ろかた
事故が続 いたり、豪 雨による 橋脚や路 肩の流出 で根室本 線と日
高本 線の一部 が、復旧を 見込め ぬまま廃止 されるこ とになっ た
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のも、分割民営化が誤りだったことを示しているのではないか。
海外では採 算を無 視しても、 住民の足 である地 方路線が維 持
され たり、記念 鉄道とし て廃止路 線を復活さ せたり している。
日本でも 廃止された 美幸線の 一部にトロ ッコを 走らせるな どし
て、 観光資源と して活用 していく 動きがある 。湧網 線の廃線跡
はサイク リングロー ドとなっ ていた。 ただ目に 映る景色 は同じ
でも 、線路を トコトコ走 るディ ーゼルカー から得た 印象とは 異
なる。そ れは何だろ うか。
工 藤裕之の『 追憶の鉄 路』を手 に取って分 かった のは、鉄道
を維持す る駅員や 地域住民と 、通り すがりの旅 人との心 の触れ
合い があった というこ とだ。昭 和時代の 人情が、廃 止された 路
線には残 ってい たのである。 旅人を 駅長室に招 いたり、 子供を

しゃくしじょうぎ

車 掌室に入れ たりす るなどは、 現在のよ うな杓子定 規な社会 で
は考えら れない 。相手を喜 ばせてあ げたい、 ただそれだ けの思
い で、実害の ないル ール違反が 行われて いたわけ だ。サービ ス
ふいちょう
して もらっ た方 も、それ を吹 聴しないと いう礼儀は知って い
た。
赤字路 線の切 り捨てとと もに、昭 和時代に 残っていた 人間味
ほうむ
のある曖 昧さ 、非効 率性、 いい加減さが 葬 り去 られてしまっ

こんとん

く

た。 線路に糞便 をまき散 らしたり 、便所が卒 倒する ほど臭かっ
たり、ホ ーム下が吸 い殻のゴ ミ捨て場だ ったり したが、僕 は若
かっ た頃、昭和 時代の混 沌とした 日本の方が 好きだ 。今でも悔
やまれる のは、一掃 されてし まった赤 字路線の 多くに乗 れなか

ったということ。そうした鉄道マニアにとって、工藤裕之の『追
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憶の鉄 路』は、 かなわな かった北海 道の赤字 路線の旅 を、空想
のうちにか なえさせ てくれる 写真集であ る。
参考文献
工藤裕之『追憶の鉄路』（北海道新聞社）

あ とがき
大 学生だっ た二十代 の初めか ら、天命 を知るよう になった 最
近まで の三十年 間に、僕 は四回北海 道を訪れ ている。 本州とは
異なる自然は 、当時 の若者には 異境の地 のように 感じられた 。
上野か ら青森ま で、急行 「八甲田」 で十一時 間もかか り、青函
連絡船で津 軽海峡を 渡ったこ とも、未知 の世界 への旅とい う思
いを 強くした。 成人して はじめて する長旅、 それは 見知らぬ世
界をさす らう心の旅 でもあっ た。
第二 回までの 旅は、僕 自身の青春 の記録で あり、感 じやすか
った青く さい自分に 、甘美な 懐かしさ まで覚え てしまう 。三十
を過 ぎた第三 回の旅は、 過ぎ去 った青春に 後ろ髪を 引かれな が
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らも、 人生を直 視せざる を得なくな った分岐 点に立つ 自分を、
ていかん
思い起こさせてくれる。そして、五十過ぎの第四回の旅は、諦観
とい う言葉が悟 りとあき らめを意 味するよう に、感 傷を排した
ありのま まの自分と 向き合う 機会を与え てくれ た。
僕と いう人間 が成人し たばかりの 頃からの 半生が、 ここには
記録され ていること になる。 北海道の 先住民で あるアイ ヌ人に
敬 意 を示 し て 、 人 生 の変 遷 を刻 ん だ 異 境の 地 で の 紀 行 を 、『 ア
イ ヌ モシ リ への 旅 』 と 名 づ ける こと に した 。「 ア イヌ モ シリ 」
と は 、「 人 間 の 土 地 」 と い う 意 味 で あ る 。 ち な み に 、『 星 の 王
子さま』を書いたサン テ
=グジュペリには、同名の作品がある。
今回、 第五回目 の旅を増補 した。 若い頃に訪 ねた大地 を再訪

し 、かつての 自分と の接点を探 る旅だっ た。四回目 までの旅 に
ついては 、多少 表記などを 改めたほ かは変え ていない。 巻末に
工 藤裕之の『 追憶の 鉄路』につ いての文 章を添え た。かつて の
北海道 には鉄道 網が張り 巡らされ、 どれほど 旅情あふ れる大地
であったか分 かる写 真集である 。
以下に 全五回 の旅の行程 を記すこ とにする 。

八月三十 日

青函連絡船で函館に渡り、室蘭本線経由で札幌へ。

上野駅 から急行 「八甲田 」青森行 に乗車。

第一回目 （一九八 四年）

八月 三一日
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同地に 宿泊。
九月一日 北海道大 学を訪ね 、付属の植 物園な どを見学。 上川

サロ マ湖畔を 散策。
屈斜路湖、硫黄山（アトサヌプリ）、摩周湖を訪れ、

に出 て、層雲峡 に宿泊。
九月二日 黒岳登頂 。夜、網 走に宿泊。
九月 三日
九月四日
その 夜、釧路 に宿泊。
九月五日 納沙布岬 に行き、 その夜、 石勝線経 由の夜行 列車札
幌行 に乗車。
九月六 日 白老 のポロト コ
･ タン、登別のク マ牧場を訪ね、 苫
小牧 市内のウ トナイ湖 畔に宿泊 。
九月七日 洞爺 湖で足こぎボ ートに 乗る。大沼 公園に宿 泊。

急 行「八 甲田」で上 野着。

九 月八日 大 沼公園 をサイクリ ング。函 館山に登り 、夜、函 館
港から青 函連絡 船に乗る。
九 月九日

八月 二十日
八月二十 日

八月 十八日
八月十九 日

旭川に出、 宗谷本 線に乗る。 稚内で宿 泊。

網 走経由で 知床半島 のウトロに 宿泊。
知床五 湖、知床 大橋を訪 れる。ウ トロに宿 泊。

急 行「八甲 田」で上 野を出発。
青森着 。津軽海 峡線で函館 へ。札 幌に宿泊。

第二回 目（一 九九一年）

八月 二二日

- 255 - 256 -

八月 二七日
八月二八 日

泊。
八月二六 日

八月 二四日
八月二五 日

八月二 三日
宿泊。

小樽を散策 。忍路 環状列石を 見る。札 幌に宿泊 。
函館山 に登る。 津軽海峡 線で青森 に出、急 行「八

稚内経 由で塩狩 温泉に宿 泊。

礼 文島に渡 る。香深 に宿泊。
「愛と ロマンの 八時間コー ス」を 踏破。香深 に宿

利 尻島に渡 る。島内を サイクリ ングする 。鴛泊に

甲田 」に乗る 。
八月二九 日 上野 着。

第 三回（一 九九六年 ）

八月三 日
八月四日

硫黄 山 （ ア トサ ヌプ リ ）、 摩周 湖 を 見 る。 弟 子 屈 に

知床 岬まで航 行。羅臼経 由で中標 津に宿泊 。
野付半島 を巡る。 中標津に宿 泊。

八月一日 羽田空港から女満別空港へ。知床半島ウトロに宿泊。
八月二 日 カム イワッカ の滝を登る 。知床五 湖、オシ ンコシン
の滝を見る。 ウトロ に宿泊。

八月 五日
宿泊。

釧 路湿原の塘 路湖、 コッタロ湿 原、細岡 展望台な ど

八月六日 釧路川をカヌーで下る。屈斜路湖畔をサイクリング。
弟子屈に 宿泊。
八月 七日
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を巡る 。釧路に 宿泊。
八月八日 釧路市街 を散策。 釧路空港を 発ち、 羽田空港着 。

第四 回（二〇 一四年）
九月 三十日 羽田空港か ら新千 歳空港へ。 旭川に宿 泊。
十月一日 朱鞠内湖 、智恵文 を経て、 トロッコ 王国美深 で旧美
幸線 を走り、 歌登に宿泊 。
十月二日 音威子 府を経てサ ロベツ 原野を歩く 。ノシャ ップ岬
の夕 陽を見て 、稚内に 宿泊。
十月三日 大沼 の野鳥観察館 を訪れ た後、宗谷 岬、浜頓 別のク

ッ チャロ湖、 ベニヤ 原生花園を 見る。旭 川経由で札 幌に出て 宿
泊。
十 月四日 札 幌大通 公園を散策 した後、 支笏湖畔 で過ごす。 新
千歳空 港を発ち 、羽田空 港着。

羽田空 港発、釧 路空港着。 釧路市 湿原展望台 に寄

第五回（二 〇一七 年）
八月十六 日

り、 阿寒湖畔泊 。
八月十七日 阿寒湖畔発、オンネトーに寄り 、能取湖畔で昼食 。
サロ マ湖のワ ッカ原生花 園をサ イクリング 。網走湖 畔泊。

- 259 - 260 -

八月十 八日 小 清水の原 生花園、オ シンコシ ンの滝、 カムイワ
ッカの滝、 知床五湖 を巡り、 ウトロ泊。
八 月 十九 日 硫 黄 山 （ア トサ ヌプ リ ）、摩 周 湖 、 屈斜 路 湖 、 釧
路湿原の コッタロ湿 原、細岡 展望台を巡 る。釧 路空港を発 ち、
羽田 空港着。

二〇一 八年四月十 八日
髙野 敦志
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