
天然林を単結f種の」斉林に変えること

は安定な環境から極めて不安定な環境に移

ることを意味し、その具体的な現象として、

山くずれやカモシカの被害問題が、或い

はスギの花粉病の激増が生じてきている。

また一方で貴重な野生動物を絶滅に追い

やり、生物世界全体のバランスを失わしめ

ている。

わが国の高度成長に伴って発生した公害

問題の多くは、白然の生態系を無視した経

済至上主義がもたらした結果といえよう。

今公害問題は~JlS落ち者いたかに見えるが、

カモシカ問題など自然と人聞社会のヒズミ

は来庁たなところで静かに進んでいる。こう

したヒズミを少しでもなくすためには、複

雑で安定な環境を可能な限り維持してゆく

ことがこれから大切になっていくのではな

いだろうか。

ミツノくアケビ

北海道の湿原沼地探査記

1目再び静狩湿原を訪れて

静狩の地は小生にとっては熱帯性の食虫

柄物ムラサキミミカキグサの:再確認j也であ

り、道南部を代表する高位泥炭地湿原であ

る。今夏は、東京から小宵定ヰ;先生が静狩

の地を踏資されることになり再びこの地を

訪れることになった。

そのいちばんのねらいは、北海道でのム

ラサキミミカキグサの白生状況を先生の目

でi古:般観察されることであった。

当JJI)の清水幸
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江別市外山 雅寛

日正午に静狩湿原に近いドライブインで先

生と落ち合うことになっていた。

当日はi時事1)におくれないように少し平め

に出発したのだったが、途中道路工事など

にあって思うように卒をj生めることができ

なかった。 11時間早めに着くように出発し

たのだったが、目的地に到者したのはほぼ

正午頃であった。

l時間に正確な小宮先生は既にドライブイ

ンに到着されていた。 1時間早めに家をm
発したため間にあってほっとした。昼食を
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すませると早速湿原へと向った。現地に着

くとこのi昆lJ;{に詳しい北方山草会の大井伸

ーさんが私I圭よりもひと足先に待っておら

れ、 6人でi昆1J;iへと入った。おめあてのム

ラサキミミカキグサはまだ葉のみで、開花

した株を見つけるのがたいへんであった。

いつもなら 8月に入ると同尚一に花が見られ

るはずなのであるが、今年は開花が異常に

ずれ込んでしまったようである。ここだけ

ではなく、新篠w湿原でも同様であった。

最大の原肉は雨長不足のためのようで、水

量は以前に訪れたi時よりもかなり少なめで

あった。それでもムラサキミミカキグサの

群落はさすがに道南部を代表するだけあっ

てすばらしいものであった。

小宮先生はムラサキミミカキグサの白生

伏態の写真撮影、タヌキモ怒iの観察をされ

ていたが、先生からは現地でヒメタヌキモ

Utricularia minorの沈水型と浮遊型の様子

を静fl教示いただくことができた。

あちこちに散在する小i召には浪阪の妖精

エゾノヒツジグサが美しく咲き、純白の花

弁のやわらかさと水面iにキラキラと輝く水

玉とが妙な調和をつくり mしていた。水量

が少ないためか葉柄は短かった。

タヌキモ類のltf'主もすばらしかった。タ

ヌキモ喜J(のうちコタヌキモは比較的i苦いノk

たまりに多くのjl母体が群生しており、開花

株も見られた。出 n は II~ 期的におそく見ら

れなかったが、この1提原ではトキソウ、オ

オミズトンボの大群落が見られる。 7月中

旬頃のi昆!点景観はまことに美しいものであ

る。前[111の踏査の折りはi恩院i全体がモウセ

ンゴケで赤〈見えたのだが、今回は趣きが
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ちがっていた。

この湿原の春から秋までのi毘1m景観の移

り変わりを見たいのであるが、遠くはなれ

ていてなかなか訪れる機会がないのが残念

て、ある。

ムラサキミミカキグサについては今岡も

たくさんの与兵を撮ったが、その自生状況

でまた新知見を得ることができた。

北海道のムラサキミミカキグサは高分解

度泥炭地に自生するとばかり思っていたが

まだ1尼炭になりきらない桜めて分解不良な

iM炭地にも白生することが判明した。

やはり、 I正E確な白斗

はl時時間がどうしても必必、要な気均が芯した。その

ような機会を是非っくりたいと思っている。

北海道から絶滅したと推定されるミミカ

キグサ類にミミカキグサUtriculariabifi-

daというのがある。花は黄色で、かつては

北海道美唄市、{賓厚真等に白生していたよ

うであるが、この食虫植物の道産品は標本

すら残されていない。一一ーまぼろしの食虫

植物なのである。小牛ーのいままで歩いた範

関内では未確認で〉ある。

しかし、この植物の白斗:が最も可能な地

は静狩をおいて他にはないのかもしれない。

この静狛の地を開花期(確実に花が見られ

る II~期)に徹底的に探査すればあるいは見

つかるのかもしれない。 …・最後の望みを

静狩の湿原にかけている。 2時間余りで静

狩の地をたち帰路大井さん宅に立ち寄るこ

とにした。大升さんは山草に詳しいだけで

はなく、道産の蝶釘lのほとんどを係集、立

派な標本を作製され、生l~類にまで子を染め

ら hていた。封~î買はま業の101古もいるのだカ、
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ら、大変な努力のいる作業である。感心さ

せられることばかりであった。

夜もかなりおそくなってようやく新篠津

にたどりつくことができた。

2 新篠津湿原探査その後

(1) サワヒヨドリという植物のニと

この捕物について最もよく研究されてい

るんiI j:神戸大学の渡辺邦秋先生て、ある。 1，)(1

専門は細胞遺伝学とのこと o 昨年は新篠津

ifffi原で精力的に調査されたが、今夏再ぴ研

究費がおり、 2i白3tIの予定で東京大学の

河原さんと共に調資された。

実に精力的な調査である。 11主辺先生によ

るとサワヒヨドリEl1patoril1tnlindlel'anl1m 

の純粋種 2n =20は新篠津i昆原を最後に北

海道から絶秘したとのことである。先I~ と

調査に!日j行した昨年の秋、この植物の純粋

体、 31古H三、 4f青(1'等の倍数('1三の他にヨツ

ハヒヨドリとの雑栂カずみられることである。

たいへん興味深いことは絞主'J異常が兄られ

るということであった。

純粋種は茶も紺iく、葉がたいへんせまい。

草丈も60cmほどで、それ以上のものはほと

んどが倍数体であったり、ヨツパヒヨドリ

との朝日垂であることがわかった。小型のサ

ワヒヨドリは丈のJJiい倍数体や雑種に額わ

れ生存競争に敗けて消えていくのだという。

また倍数体の場合は、雌I住の配偶子による

受精を省略して無融合種子形成で子孫をふ

やしているのだそうだ。

最近刊行された凶鑑に新篠i干り辛のサワヒ

ヨドリがのっていた。しかし、純粋種では

なく、それもかなりひどい雑種であった。

El1patoril1m lindlel'anl1tn x E. chinense v 

種と倍数[本及ぴヨツパヒヨドリとの雑種を sachalinense と記載されるべきものであ

区~IJできるようになった。

この植物が北海道に現存したのは1984年

(新篠津波阪のもの)が最後であり、全道

各地のサワヒヨドリの純粋種は北海道から

は絶秘したのである。

渡辺先生は本年9月新篠津湿h:iを踏査し

たついでに)"~唄市にも立ち寄られ、岡市内の

泥炭地研究家の許可を受け美唄i毘!日1の奥深

くまで入られた。サワヒヨドリらしいもの

を1株兄つけられたがやはり雑種がかって

いたとのことであった。

サワヒヨドリ El1patoril1mlindlel'anl1ll1 

の純粋種は葉が対生で輪生のものは多くは

ヨツパヒヨドリとの雑種である o

君t広までに判明したことは新篠津波!日{で

得られたものは純粋樋 2n =20の他に 2倍

る。

(2) タヌキモ科植物探査その後

新篠津i毘!点は荒廃の i金をたどっている

が、サワヒヨドリの純粋種が最後まで残っ

た地であるだけにタヌキモ科柄物の種類も

多かった。現有:までI明らかになったこの地

のタヌキモ科植物はムラサキミミカキグサ、

ホザキノミミカキグサのほか、タヌキモまH

はヤチコタヌキモ、タヌキモ、コタヌキモ、

ヒメタヌキモ(基本栂)、ナガレヒメタヌ

キモ、フトヒメタヌキモの 8稀である。モ

ウセンゴケを含めて 9秘書:nの食虫柄物が植

生していることになる。

湿原l人jの小mは現在令部消失しており、

タヌキモ類は排水溶の中でかろうじて生き
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ている状態である。むしろ生きていたのが

舟蹟的である。農薬等の流入がなかったの

がおもな理性1とづ与えられる。

コタヌキモとヤチコタヌキモのi昆生状況

を銃察したのは今夏が最初であった。両者

がよt:態塑として医別されるべき好例として

貴粛な観察でもあった。

タヌキモ類については石村川卜流域の{討

を精力的に探宜し、 51の沼について調査し

たものを「食虫植物研究会々誌」に報告す

ることができ、念願であったミミカキグサ

類の生活史についてもまがりなりにでも報

告できたことは半いであった。

ムラサキミミカキクサについてはその後

も調交を続けているが、樺戸郡月 Jf~III Tll ヶ

湖湿原にも分布することが判明した。また、

荒沢勝太郎氏等の調査により釧路i毘1Jjiにも

分布することが実認されていた。苫小牧市

ヨコス}湿原のムラサキミミカキグサは消

火した可能悦が強い。

新篠津波!11のムラサキミミカキグサの大

1作落地はほとんど消失状態になったが、種

了の飛散により、新たな場所に群落を形成

しているのが観祭されている。もうー秘の

ホザキノミミカキグサはi昆1J;iの荒廃にもか

かわらず健喧であるが、げj失をl功I1するた

めに新たな場所に係種する予定である。

ムラサキミミカキグサの現過の確実な自

生地は、新篠津波原、月形I'IJ月ヶiMl湿原、

iC別市111東針幌混同{、静j'，N)TI!.IJ;i、釧路湿原、

であるが、旧東野腕i毘lJ;iのものは個ft数が

極めて少ないので標本による実説はまだ行

なっていない。いずれ標本用としてサンプ

ノレをf京]択の子定である。
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(3) 旧美日貝原野踏査記

111美唄lJ:i~fは次の肉のように長三角をな

した泥炭地から成り、斜線部分はi則立泥炭

閃 1 日美唄原野範凶i司

(北{毎道農業試験場土性調査報告 第4

編、石狩悶泥炭J也土世間査報合より)

地である。かつては豊富;なミズゴケi蔵原の

見られた所であるが、現在はほとんどが水

出地帯として開発され、ミズゴケ湿原は美

唄市開先にわずかに残され、あとはノ!<mで

あちこちに沼が散在している。

今夏は機会があって草野貞弘先生にJ~I唄

I打開発にあるミズゴケ ìJ~炭地(ミズコeケ I毘

IWを案内していただいた。ミズゴケその

ものは非常に!宇〈敷きつめられていたが乾

燥化がかなりi並んでおり乾いた浪阪であっ

た。 1玩ザifな雨鼠ィ、jiのためかミズゴケの色

も茶色がかつて見えた。イソツツジの株が

非常に多いのにはおどろいた。しかし、こ
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こに残された最後の ìlf. J)~の中にはムラサキ

ミミカキグサが自生できる環境ではなかっ

た。中心部へ入ると浪った所に達するとの

ことであったが夕方にかかったのでこの湿

昂{を去ることにした。

(ツルコケモモも合まれていた。季節を

追ってこの湿原を観察するとまだ各殺の湿

原植物が見られると思われるが、立ち入り

禁止地区になっている。ここに入るために

は泥炭地研究室の許可を受けなければなら

ないので注意を要する。)

水間の近くにはたくさんの排水泌が見ら

れるが農薬の流入が多く、このような所で

は特定の強健な水生柄。物、 1日lえばヒノレムシ

口、コオホネのようなものが見られ、食虫

槌物は全く住むことができない。排水i背の

周辺にはモウセンゴケは成育できるのであ

るが、そのような戸iJTI，激減しているのが実

態のようで、死んだ泥炭I也が多いのにおど

ろいた。高位泥炭土もかなり風化状態のも

のが多く、ねばりのない泥炭地が目立って

いる。!日美nl'{));i野を歩いた第 1のねらいは

ミミカキグサ実fiが白'!できそうな環境が見

い出されるかどうかであり、第2のねらい

は沼地及び排水溝中からタヌキモ類を採取

することであった。このうち第 1のおめあ

ては全〈望めないことがわかった。播種に

よるミミカキグサの復元を図る4責りであっ

たが、わずかに宮島illの .dsに復元可能な

地を見い出したのみで、あった。

平野氏の所へはミミカキグサ類の種子を発

送したが、自然条例eがよくないので室内で

磁極したいとの連絡を受けている。 i召の数

はたいへん多いのであるが農薬はほとんど
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のi召に入りこんでいるようでタヌキモ類が

自生するのは大部分の氾で不可能な状況で

あった。

タヌキモが発見された泊は広島ill、 トラ

シップillのみであり、そのほかに却l水溝 1

か所からタヌキモが発見されたのみである。

かつて美唄泥炭地から記録のあったタヌキ

モ類~コタヌキモやヒメタヌキモはいずれ

のj白からも採集することができなかった。

未踏査の沼も」巡してみたが時期的におそ

かったせいかタヌキモ類は他のwからは確

認するに至っていないのが現況である。

特に、美唄市の場合はうめたてが計画さ

れている沼が多いようで、湧w付近はフソレ

ドーザが走りまわった跡かす高々しく残って

いた。近つ企き難い恐ろしい沼であるがやが

ては消失するillのーつなのでドあろう。

こうした失われていく美唄の沼の一つ一

つの歴史に日を向けた草野貞弘氏が「ピパオ

イの里J -美I唄のillの話~を現在記録'jlで、

小生のもとへその原稿の写しが送られてき

た。実に貴重な記録であり、古老から聴取

したものがぎっしりと書き込まれていた。

しかし、いろいろ沼のうつり変わりを語っ

てくれる古老達も少なくなってきていると

いう。 (Cビパオイの思j は近く美唄市から

刊行の子定になっているそうである。)

小生が歩いた範周内にも沼の犠牲はあち

こちに見られた。一一生活水、農薬混入の

水聞の水がillに流れこむ等である。元来i百

そのものには浄化作用があって、よい状態が

自然に保たれるのであるが、 i召中の多くの

生物が死ぬことによってその作用を失なっ

てしまうのである。つまり死んだ沼になっ
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てしまうのである。 i菜さがあっても，，];んだ

沼になり、ごく特定の植物しか生き残るこ

とカずできなくなるのである。

特に本質に敏感なタヌキモ類は住めなく

なってしまうのであるロタヌキモが発見さ

れた美唄市の宵烏m、 トラシソプi臼は斗ーき

た沼であり、そのような沼をいつまでも子

孫のために残してほしいものである。

タヌキモ誌lのイj"無はある意味では沼の診

断の つの子段とも考えてよいのではなか

ろうか?

美唄市のtp-野貞弘氏はi(jに住むタヌキモ

類の調査をすることを約され、心強く忠っ

ている。
クロユリ

裏から見た日高山脈

1実は35年間広尾町の原野にいたから、

日出i山脈の裳而はよくおぽえてしまった。

しかしその反対側、つまり長い間見ていた

ほうを表とすれば、その裏面である後姿を

見る機会はあまりなかった。

だいたい、海岸まで山がせまっている日

高山脈が見えるはずもない、という先入観

が手伝っていたこともたしかだが、暇と金

がなかったためもある o たまに札幌へ，~H る

とき日高経由で行ったこともあるが、運よ

くl清天にぶつかるような幸運は、そうそう

あるものではない。

ゴールデンウィークの知床のJIJ歩きの印

象がまだ生々しているとき僕はlIDi板をぶら

下げて西合へ出かけた。 J'司合にある H品種
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故坂本直行

局牧場の忍い出は、 l昭和 8年の夏のことだ

ったと思うが、 "r勝側から楽古川!をのぼり、

ト勝岳の項から、日高側に越して西舎の種

馬牧場にmた。仲間はヒマラヤに行った中野、

満州で死んだ徳永、現在札幌で医者をやっ

ているキ目川だった。

ほめたことではないが、山をナメでかか

ったせいもあったらしく、食糧欠乏で肢を

ペコペコさせて歩いた記憶がある。腕別川

がやたらに長〈感じたのは、そのせいだっ

たらしい。牧場は名だたるサラブレットの

牧場。当時国内でも有名だった英国産の種

牡潟クラック7 ンナンを見て感心した。そ

れは県民i毛の見るからに精悼な男性的な，H}

で、その印象がまだ僕の胸に残っている。
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