
締根を派生する。花は前二種より心もち小

さいが、赤みがかった藤紫色で好ましい。

株分れしやすい上、種子もよく出来るの

で繁殖は容易である。

多年草の7 ツムシソウは、山草栽培家に

とって理想的なものである。ましてそれが

震性なら言うことはない。

由
一}アローー←

コマクサとウスバキチョウ

アゲハチョウ科の仲間に、ウスパキチョ

ウという蝶がいる。この蝶は、外国では、

アムーノレ・ウスリ 地方から北満州・朝鮮

北部高地、及びアラスカ地方に分布し、日

本では北海道の大雪山系、標高 2，000m地

帯の高山にのみ棲息している高山蝶である。

氷河期時代の遺物昆虫として貴重なもの

で、昭和40年に天然記念物として指定され

ている。

この蝶は、どういうものか、高山植物の

女王とも言われている、コ 7 クサの茎、葉、

花などを食べて幼虫時代を過ごしている。

なかでも花が大好物のようである。従っ

て、コ 7 クサにとっては、好ましからざる

害虫と言わざるをえない。ウスパキチョウ

の愛蝶家であり、またコ 7 クサの愛情家で

もある私にとっては、一方を立てれば一方

が立たずの言葉通り、困った関係であるが、

所設、大古の昔から営まれてきた種族保存

の塑性は、大自然の摂理であって、・そう簡

単に食性転換ができるものではない。

ウスパキチョウが日本で初めて発見され

たのは、大正15年と記されている。

その頃の大雪山系は、人跡末踏の深山で

あって、熟達した霊山者のみ入山可能の、

札幌市高野英二

神秘的な自然環境であったに違いない。

コ7 クサは、いたると ζろに群落をつく

り、その帯紫紅色の可憐な花を風にふるわ

せ、ウスパキチョウも、その波拍色の地色

に、紅紋を太陽に輝やかせながら、花から

花へと数多く飛んでいたことであろう。

このような自然環境のもとでは、両者の

聞には、共存共栄、相互扶助のパランスが

よく保たれていたにちがいない。

しかし、ここに人間が介在をはじめた頃

から、開発とか、観光とか、さまざまな名

目のもとに、自然環境のバランスを一方的

に破壊し続け、いろいろな社会問題を起し

ている。

大雪山系をとりかこむようにして、道路

網が整備拡張し、銀泉台、高原温泉、愛山

渓、湧駒別などのいづれの登山口からも、

比較的容易に山頂まで登れるようになった。

昨年、層雲峡から黒岳K登ったo ロープ

ウエ 、 リフトと乗りついで、 7合目から

汗を流して原上に向ったが、登山道で行き

交う人達の服装は、あたかも公園通りを散

歩でもしているような軽装が目立ち、登山

K対しての安易きが気にかかった。

黒岳から北海岳にむかう途中、スキーで
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雪渓すべりを楽しむ一行に出逢った。小-

中学生らしい数十名の一回で、イワヒゲ・

チyグノレ7 ・エゾツガザクラなどの高山植

物の上に腰をおろし、そのあたりを容赦な

く踏み荒らしていた。私はたまりかねて、

「植物が可哀怨だから入らないように。 J

と注意すると、可哀想と言った言葉が可笑

しかったらしく、笑う人もあり、又山の監

視人でもないのに、えらそうなことを言う

な・ と言わんばかりの横柄な態度をとる

人もいた。

黒岳・赤岳・姿見の池などの主要コース

には、お花畑に入らないよう Kロープを張

ってあり、私のように、山岳写真や高山植

物の接写写真を撮る者には、不便を感ずる

が、前述のような心ない人達が、毎日のよ

うにお花畑を踏み荒らすのでは、自然を守

るためには致し方ないことであり、看視体

制は、増々強化されることになると思う。

まことに残念なことである。

コマクサは、高山植物群落の中でも乾燥

砂磯地に生育する植物で、山に登ってみて

も、他の草原、濯木、湿原植物とは、植生

場所を住み分けている。以前は、黒岳の山

頂から石室にかけて可なりの群落があった

と言われているが、昨年も登山道からはあ

まり見当らなかった。

又赤岳から銀泉台I'C下る途中K、コ 7 ク

サ平というところを通るが、その名から、

かなりのコ 7 クサの務落が見られるものと

期待して見たが、何かひ弱な小株が岩と岩

との鴎K点在していて、ひどく失望した。

コマクサの自生地は年毎K減っているの

ではなかろうか?という不安感を抱いてい

~40 

る。もしもこの予感が事実であるならば、

それには昭和29年に発生した台風15号のよ

うな自然的要因もあるであろうが、おおか

たは、人為的な要因によるものが多いと思

われる。

コ7 クサは、以前高山植物の栽培の中で

は難しい部類に属する植物であった。東京

山草会編「山草と高山楠物jのコ 7 クサの

章には、次のように記されている。

「高山のあらい砂磯地K自生しているが、

それは表面だげのことで、堀ってみると根

もとの部分から下は細粒、さらに堀ると粗

粒をまじえた、おもいのほか冷たい地下水

のあるところである。 J従って、自然界に

おいても、風などで飛ばされ発芽するまで

には、かなりの厳しい条件が伴うにちがい

ない。それに加えて、近年とくに観光を目

的とした登山者が多くなり、自然愛護の精

神に欠けた人達によるお花畑の踏み荒らし、

盗採などによる自生地の破壊が目立ってい

るように推測される。

もしもこの推測が正しげれば、いつの日

にかコマクサは幻の花となり、ウスパキチ

ョウも又、幻の蝶となってしまう。私は、

このことが非常K恐ろしい。

昭和56年 1月お日の読売新聞I'CIトキ最

後のー羽捕獲、増殖微妙j という見出しで

国際保護鳥、特別天然記念物に指定されて

いたトキの全烏(5羽)を捕獲したことを

報告している。

色にトキ色という色がある程、背は全国各

地に多棲していたトキは、長い間の人間と

の関わりあいの歴史の中で、受難の日々を

過ごし、現在では新潟県佐渡郡にわずか 5
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羽しか生接していなかった。環境庁は、こ

のままでは絶滅するのではないかと判断し、

全烏を捕獲して人工による飼育、増殖K取

り組むことに踏みきり、昨年暮より捕獲作

戦を繰りひろげてきたが、その最後の一羽

が 1月22日雨津市の田んぼに舞い降りてい

るところを捕獲した。

さらに同紙は、 「トキは捕獲後 1年聞は

生殖行動をしないと言われ、更に高令で近

親交配となるので、増殖が成功するかどう

かは微妙である。 Jと記している。

もしも、増殖K失敗し、高令のトキが死

んでしまったならば、 Nipponi a n i ppon 

という学名のあるトキの日本での姿は、永

遠に見られなくなり、幻の鳥となってしま

う。なぜもっと早く、地方の人達や専門家、

愛鳥家が、このことに気が付かなかったの

かと後悔するが、後の祭りであるo

前述のとおり、コ 7 クサの栽培は、高山

植物の中でも難しいとされていたが、近年

K至り栽培技術も進み、繁殖は比較的容易

になってきた。

私も栽培の要領を教えていた Xきながら、

火山磯単用の鉢に播種したと ζ ろ多くの発

芽を見てうれしくなった。

いまのうちに大雪のコ 7 クサがもっと増

えるように、各山草会のコマクサ栽培の名

人?たちが種子をもちより、その絶滅しそ

うなところに播種し、もとのコ 7 クサの群

落にかえるように、生育を監視してもらっ

たらどうであろうなどと考えてみた。

しかし、そうは言っても、高山植物が砂

磯地K一株美しい花を咲かせているという

ことは、何万年もの大昔からそのところが

41 

最も生育にふさわしいところであるからで、

自然環境というものは、人が感情的に単純

に割り切って行動をとると、植物分布まで

破壊する ζ とになりかねない。

やはり自然は、あるがままの姿を皆で守

ってゆくのが最善の方法なのであろう。一

度破壊してしまった自然を、もと通りにす

るということは、不可能に近いことかも知

れない。

ウスパキチョウは、前述の通り天然記念

物に指定され、今ではどのような目的にせ

よ捕獲は禁止されている。捕ってはいけな

いというと、捕ってみたくなるのが人の常

であるのか、時折ネットをする不心得者が

いて、新聞に報道されている。

私はウスパキチョウがこのように厳重に

保護されている ζ とは、誠にありがたいこ

とであるが、その食草でもあるコマクサも

又、同様厳重に保護していただきたい。

1972年 7月のガーデンライ 7K、中条良

作氏は、 「大雪山の高山植物を守ろうJと

題し、次のように記されている。

[山で最も良く見られる被害は踏み荒らし

によるものですが、震性の謹木などはその

繊細な幹と、毛のような細かい根は切断さ

れ枯死してしまいます。赤岳登山道の一花

苑は、もとエゾツガザクラ、アオノツガザ

クラの群落でしたが、これによって大面積

の群落が数年にして消滅してしまいました。

そして次に侵入して米たものは、 ミヤ 7

キンパイ、エゾコザクラ、コガネギクなど

の草本です。お花畑の変化は、 ζの他盗採

による荒廃も多く、木曾の御獄山では、「お

百草Jの材料にコマクサが乱獲され、今で
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の自然を対象とした同好会が各地にあるが、

そとではその趣味の範囲内で自然保護の大

切さを語ってきたのではなかろうか。

はほとんどこの美しい花が見られなくなっ

たと言う話は有名ですが、大雪山において

も、戦争中徐々に殖えつつあった雲の平の

ー，

視野をひろげ、 ζの問題について考え語っ

てゆかねばならないと私なりに思っている。

そして自然保護について憂慮すべき事態

が起きょうとする時には、各局好会は結束

して一体となり、その問題解決のために取

り組む姿勢が求められつつあるのではない

もっと自然の全てにしかしこれからは、群落は、昭和30年頃から盗採により再び潰

減の途を辿り、現在では歩道のまわりでそ

の花を見ることもまれになってしまいまし

た。 j

北海道の高山蝶はこの他にも、大雪山系

ダイセツタカネヒカゲ、

さらに、大雪、知床山系にはカラ

アサヒヒョには、

かと考えている。

昭和56年 1月22臼の読売新聞は、米大統

ζのほど地球上の

ウモン、

7 トルリシジミが、天然記念物に指定され

領環境問題諮問委員は、

生物の種が環境破壊によって急ピッチに減

少しているとの報告書を米議会に提出した。

わが国でも環境庁が、 「地球的規模の環

境問題懇談会を発足させるなど、全地球的

視野での環境保全の対応策に迫られている。」

ているが、これらの高山蝶も、それぞれの

高山植物を食草としているため、高山蝶の

存亡も又、ウスパキチョウと向じ運命にある。

北海道の自然は、もうこれ以上破壊して

はいけない。もしもこのような状態が続く

ならば、いつの日にか広漠たる灰色の大地

と報じている。

現在太陽系Kは地球のほかには生物の住

む可能性のある天体はなさそうだと言われ

に変ってしまうことであろう。

いくら愛情家が精魂込めてコマクサの花

を咲かせても、その本当の美しさは自生地

の物にはかなわない。自然保護とは、一体

この美しい地球がわれわれ

霊長目ヒト科だけのものではないことを、

謙虚に反省しなければならない時期にきて

はじめている。どのようなことをすればよいのか?という

間いに対し、いざ具体的に答えようとして

も漠然としていて返答に困るのが現状では

!
 

いる。なかろうか。

又、私はウスパキチョウの愛蝶家として、採ってはいけない、踏んではいけないこ

コ7 クサの愛培家として、新潟県佐渡の卜

この駄文

を書きはじめたが、いつの間にやら大きな

ことをえらそうに沢山書いてしまって、赤

キのようになることを心配して、

それらの行為が、そ

れ程重大な自然破壊につながるとは思って

いない人が多いのだと思う。

学校教育は勿論、自然保護に関わる各官

庁関係においても今以上にPRに力を入れ、

とはわかっていても、

おおかたのご叱正をお願いす

ガーデ

る次第である。

引用文献北海道生態誌 1972.7 

面している。

知識と理解を求め、一人一人が自発的に自

然を守ってほしいと思う。さらに、北海道

には旅行、登山、山野草、野鳥、昆虫など yライフ、山草と高山植物
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亡東京山草会訴訟、 原色日本蝶

類図鑑〔保育社)、日本鳥類

図説(講談社)

実生への誘い

近年、山野草の実生栽培が盛んになり、

市販品にも多くの種類を見る事が出来るよ

うになったのは、嬉しい限りである。

実生は土地に馴化した丈夫な苗を一度に

沢山作れる上に、純粋性に欠けるという特

性(?)を活かし、何かが生まれる期待に胸を

膨らませる事が出来るのも、もう一つの蒔

く楽しみである。

鉢中一斉に発芽した時の嬉しさ、開花時

の喜びは格別で、 「アパタもエクボjの諺

どうり自分で苦労して育てたものは、ど ζ

のより美しく見えるし可愛いいものである。

木物で 3~4年、草物は翌年から花が見

られるものもあり「実生は難しく年数がか

かるので…・・」と言う前に先ず、実行して

見ょうではありませんか。

l原種の保存とか、専門的に交配種を作り

出すのは別として、あくまでも趣味であり、

(人は道楽と言うがい〕良商を数多く得る

事を目的とするのであるから、身近なもの

から気楽に始める事です。

現在、私の庭には沢山のエゾムラサキツ

ツジが植え込んでありますが、ほとんど実

一43

大 滝 村 大 宮 不 二 雄

生から育てたものであり、今日まで試行錯

誤の繰り返しながらも実生を続けてこれた

のは、初めて蒔く不安と、かすかな期待の

中で成長したこのエゾムラサキツツジが見

事に開花してくれた喜びがあったからと思

う。 Jレーベを使用しなければ発芽確認が出

来ない程の、あの小さな芽を見守り続けて

3年、そして 4年目の早春にはそのほとん

どが開花した。

発芽後の湿度調節、ピンセットを使用し

ての間引き、槌替え、消毒や施肥など山採

り苗の栽培経験しか持たない私にとっては、

想像以上の苦労であった。

だが、長く厳しい冬の終りを確実な実感

として告げる早春の開花に接した時、一瞬

にしてその苦労が報われ、歓びだけが残っ

ていた。あれからすでに数年も経ち、その

聞に播種した種類は多いのですが、未だに

失敗の連続で己の未熟を反省している。

そんな私が標題の稿を書く事に抵抗を感

じる訳ですが、実生栽壌を通じて、更に山

草を理解し、山草が如何に貴重な存在であ

るかを知る事により、自然保護の必要性を
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