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アラスカ

八神和江（文）・八神健一（写真）

北の地に生きる動物たちの姿を求めて
～アラスカ～

　定年退職記念旅行がアラスカ、

と聞いた知人が言った。「へえー、

ヨーロッパやアメリカじゃない

んだ」（アラスカは一応アメリカ

ですけれど・・・）

　ずっと前から思っていた。圧

倒的なスケールの自然の中、た

くさんの生命を見てみたい、と。

アンカレジ
　2018年7月上旬、いよいよ度

胸と愛嬌と勘だけが頼りの旅が

始まった。右側走行と一方通行

にドキドキしながらナビ無しレ

ン タ カ ー で20分、 市 内 西 部 の

Westchester Lagoonへたどり着

く。児童公園、サイクリング、ジョ

ギングetc. 地域の人たちにとっ

ては生活の一部となっている水

辺。キョクアジサシ、アカエリ

カイツブリ、カナダガン、ビー

バー。「窓から鳥の営巣が見られ

るけれど、朝から鳴き声がうる

さくてねえ」とイヌの散歩中の

女性。サイクリング中の男性が

「トンネルを抜けるとデナリが見

えるよ」と教えてくれた。足を

延ばすとフィヨルドの向こう、

はるか遠くに白く輝く北米最高

峰デナリがそびえていた。

　Seward Hwyを20分でMarsh 

Potterへ。広い湿原に木道が続

く。双眼鏡を持った女性がハク

トウワシの巣が見える場所へ案

内してくれた（写真①）。運よく

頭上に飛来。近くの水辺に降り

立った。勢いよく飛び交うツバ

メやカモメが気になるようで、

首をひねったりすくめたり・・・

いかつい顔の割には小心者かも？

　さらに南へ1時間でAWCC（ア

ラスカ野生動物保護センター）

①ハクトウワシ（Bald Eagle） ②アラスカ野生動物保護センター（AWCC）
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へ。極北の山々を遠望する広大

な敷地にケガや迷子で野生に戻

れなくなった動物たちを保護し

ている（写真②）。カリブー、ムー

ス、バイソン、ブラウンベアetc. 

迷子のブラックベアの仔2匹の

名前はなぜか「クマ」ちゃんと

「ウリ」ちゃん。みんな生命の危

険がないのを知っているのか、

ちょっと野生が足りないなあ・・・

そんな時、近くを救急車が通っ

た。サイレンに反応したのはオ

オカミの群れ。急にみんながザ

ワザワ、一斉に遠吠えを始めた。

一瞬にして周りがアラスカ原野

に変わった。「狼王ロボ」の世界

（写真③）。周りにいるカラスは

みんな伝説のワタリガラス。

　 ホ テ ル に 戻 る 途 中、 ア ン カ

レッジ郊外、市民憩いのトレイ

ルFlattop Mountainを1時間だ

け登る。今日は23℃で記録的暑

さ。日も暮れないのに夕涼みの

人たちがたくさん登ってきてい

た。斜面の巣穴を出たり入った

りするホッキョクジリス、アメ

リカンロビン。その名の通り平

らな頂上からはパラグライダー

が次々に飛び立ち、裾野の針葉

樹林の向こうにはアンカレジ市

街地がかすんでいた。秋には

ワイルドベリーが摘み放題だ

という。

　アンカレジ2日目。独立記念

日で街は華やぐ。だが、この旅

行の大きな目的、ベーリング海

の孤島St.Paul島行きの飛行機が

現地濃霧のため欠航となった。

悩 ん だ 末、 泣 く 泣 く キ ャ ン セ

ル。ぽっかり空いた1日、郊外の

Campbell Creek Trailを歩く。

流れに沿って約2時間。木の上で

はアカリスがカササギと喧嘩中、

（わっ、大きいビーバー！）と思っ

たら、イヌが遊泳中、すぐ近く

では真っ赤なキングサーモンの

群れが遡上中。ボート遊び、釣り、

ピクニック、子どもたちの声が

響き、この流れがいかに心豊

かな休日を提供しているかが

わかる。普通の人たちの普通

の休日を覗かせてもらったひ

と時だった。

　その後、バスでAlaska Native 

Heritage Centerへ。大きなワ

タリガラスの像が出迎えてくれ

た。Nativeの神話ではワタリガ

ラスがこの世のすべてに魂を与

えてくれたと伝わる。ベーリン

グ海峡の最狭部は約80km、1年

の大半は氷原となり往来可能。

Nativeダンスのリズムと笑顔に

懐かしさを感じたのは、太古の

時代、どこかで私たちと繋がっ

ていたからかもしれない。

キナイ・フィヨルドクルーズ
　St.Paul島での楽しみはPuffin

（エトピリカ、ツノメドリ）の営

巣地を見ることだった。それが

叶わず、あまり期待もせずに参

加したのがこのクルーズだった

③ハイイロオオカミ（Gray Wolf） ④エトピリカ（Tufted Puffin）の群れ
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アラスカ

が、魅力が凝縮された6時間半と

なった。

　港内でぷかぷか浮かぶラッコ

に見送られてスワード港を出

航。船内は満員だがデッキで熱

心にカメラを構えるのは乗客の 

1～2割くらい。多くの人は船

室 で 寛 ぎ な が ら 談 笑。 私 た ち

は、あまりにも外が魅力的でカ

メラや双眼鏡を手にデッキから

離れられない。ランチもデッキ

のベンチで慌てて済ませた。レ

ンジャーのフレンドリーな女性、

内心あきれていたかも？

　2頭のザトウクジラのシンク

ロ、魚をつかんだハクトウワシ、

夏バテみたいなトド集団、ウミ

ガラス、ウミバト、マダラウミ

スズメ、ミツユビカモメetc.そし

て何といってもアイドルはピエ

ロのようなPuffinの集団。北の

海でよくぞこんなに派手なお顔

を。重そうな体なのに器用に飛

び立ち、潜り魚をくわえて浮か

び上がる。崖の上には営巣地も。

Puffin満喫のひとときとなった

（写真④⑤⑥）。この辺りの海で

はどんなに晴れていても海面近

くに霧の層ができるらしい。突

入すると一気に気温が下がる。

霧を抜けるとAialic 氷河が近づ

いた（写真⑦）。あまりの大きさ

に距離感マヒ。時折轟音をたて

て先端が崩れ落ちる。その風圧

は貴重な体験だった。夕方、ス

ワード港に戻ったら、まだあの

ラッコが浮かんでいた。どんな1

日だったのかな？

カトマイ・ベアウォッチング
　いつかテレビ番組で見たこと

がある。たくさんのクマ（グリ

ズリーベア）が滝の近くに集まっ

て、遡上してくるサケを捕まえ

ようとじっと待っている姿。

　アンカレジ空港から40人乗り

プロペラ機で1時間。小さなキン

グサーモン空港へ。サーモンの

釣り人が多い。ブルックスロッ

ジで体重測定、6人乗り水上飛行

機で30分、ブルックスキャンプ

へ。バランスをとるため、体重

を目安に座席が決まる。飛行機

は人力で方向転換、超低空飛行。

水辺に放り出された板を伝って

上陸。やっとクマたちの世界へ

やって来た。レンジャーのレク

チャーを受けたら、あとは自己

責任で出発。なるべく単独行動

は避けて、「死んだふり」は通用

しませんから・・・と。トランシー

バーを持ったレンジャーがトレ

イルのあちこちに立ち、クマの

出現に備える。少しでも姿が見

えると通行止め、立ち去るのを

じっと待つ。早速浮き橋が通行

止めになった、入り江をのんび

り泳ぐクマ。砂浜に3匹の仔グ

マを連れた母クマが現れた。水

辺の道から林の中へ。滝に近づ

くと安全のため高床木道が現れ

た。展望台からはいつかテレビ

⑤エトピリカ（Tufted Puffin） ⑥ツノメドリ（Horned Puffin）
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で見たあの場面。だが、クマた

ちの迫力、重量感、空気に圧倒

される（写真⑧⑨）。熟考型、多

動型、潜水型、忍耐型、それぞ

れの戦法でサケを狙う顔つきは

みんな真剣だ。下手なヤツほど

応援したくなる。ゲットすると

みんながほっとする。おこぼれ

をもらおうとするカモメたち。

岸辺ではカワアイサがひっそり

したたかに子育てしていた。生

きるエネルギーあふれるクマの

国だった。

アラスカ鉄道
　6連泊もしてしまったアンカレ

ジのホテルをチェックアウト。

フェアバンクスまでアラスカ鉄

道12時間570kmの旅。1日1本の

三食付長距離列車でゆっくり展

望を楽しみながら走るのだが、

残念ながら天気は下り坂、タル

キートナ辺りからついに雨が降

り出した。デナリの展望は望め

ない。それでも被写体を求め、

何人かが寒さに震えながらデッ

キで踏ん張っていた。と、食堂

車のボーイさんがデッキに現れ

た。上りと下りのすれ違いポイ

ントで上り列車のボーイさんと

空の紙コップを「プレゼント交

換」するのだと。キャッチした

瞬間、彼らの笑顔は絶好の被写

体となり、デッキは不思議な満

足感に包まれた。

　列車は峡谷を渡り、ブウォー

ンという独特な汽笛を鳴らしな

がらゆっくりと登って行く。や

がて果てしないタイガの森が広

がった。針葉樹がキャンドルの

ように草原に林立する。水辺で

ムースの子どもがきょとんと列

車を眺めていた。うしろの木陰

には仔ムースを見守る巨大な母

ムースの姿。標高約830mの最高

地点を通り、デナリ公園駅に到

着。多くの人はここで降り、北

に向かう列車は急に静かになっ

てしまった。岩山の渓谷に沿っ

て列車はゆっくりと下っていく

（写真⑩）。上空にはイヌワシ、

小さな沼にはナキハクチョウ。

でも、一瞬見える鳥の写真を列

車から撮るのは難しい。いつの

間にか雨は上がり、タナナ川が

流れるネナナの街へ。春、タナ

ナ川の氷が溶け出す日時を分単

位まで予想するアイス・クラシッ

クは人気の公営ギャンブル。氷

の上に立てる三脚が来年の出番

を待っていた。丘の上にアラス

カ大学フェアバンクス校が見え、

やがて終点フェアバンクスに到

着した。

フェアバンクス
　空が広い。鉄道が通ってパイプ

ラインができて観光客が増えて

も、ゴールドラッシュ時代の記

憶がどこかで密かに生きつづけ

ている街。公園の銅像はNative

ではなく西洋人の顔つき。台座

⑦ Aialic 氷河 ⑧サケをねらうハイイログマ（Grizzly Bear）
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アラスカ

に［Proud to be Alaskan］と刻

まれていた。

　ホテルに隣接するCreamer's 

Field Sanctuaryへ。野鳥の繁殖期

は過ぎていたがカナダヅルの家族

がエサを啄ばんでいた。草原に続

く森にはカンジキウサギやアカリ

ス（写真⑪）。人はいない。野に

生きるものたちの静かな息遣いが

聞こえてきそう。しかし、アラス

カの蚊は強烈だった・・・

　シャトルバスでアラスカ大学

博 物 館 へ。 極 北 の 山 を 望 む 広

大 な 丘 の 上。 眼 下 に ア ラ ス カ

鉄道の線路が延びる。［Natural 

Wonders］ と 題 さ れ た 写 真 家

星野道夫さん（故人）コーナー

があり、大きな写真パネルが展

示されていた。そう、この写真

がアラスカに惹かれるきっかけ

だった。

　意外だったのは、戦前多くの

日本人がアラスカに移住してい

たこと。地域に溶け込み、根を

下ろし、財を成したが、日米開

戦で収容所へ。カワベさん、マ

ツイさん、キムラさん・・・戦

後アラスカに戻った日系人は

35％に過ぎなかったという。

　最終日、フェアバンクス～シ

アトル行きは早朝1便のみ。明る

いけれど真夜中にチェックア

ウト。シャトルバスで空港へ。

氷河の山々が後ろに飛び去って

いく。

　人間の力の及ばぬ世界で垣間

見たたくさんの生命。自然の中

の生き物たち・・・彼らの本能

は生きることに必死なのかもし

れないが、どこか流れに任せた

静けさを感じる。諦めとは違う

「悟り」のようなもの。みんな微

笑んでいるように見えたのは錯

覚だろうか？

ありがとう、Las t F r on t i e r、

Alaska ！

（日動協ホームページ、LABIO21

カラーの資料の欄を参照）

⑨ハイイログマ（Grizzly Bear） ⑩デナリ山麓を走るアラスカ鉄道

⑪アカリス（American Red Squirrel）


