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ジャソク・ライアリ一博士は、湿原植生

の研究者で日本は1986年にも訪れ、北海道

の湿原数カ所を見て1"1った。このl時、英国

のi毘JJ;iと土七申立して非常に{以たところがある

反而、きわめて特徴的であることに深い興

味を市し、いつかまた、機会を得て研究を

行いたいと希摂していた。

1990年の 8，1に、 1黄浜で国際生態学会議

が開催されたII~ に、辻井は座長として ?ill!.1J;i

についてのシンポジウムを組織したが、こ

のシンポジウムにライアリー博士とスーザ

ン・ページ博上ー夫妻の参加を求めた。会議

の後、火支は揃って北海道を訪れ、ニセコ

湿原、釧路i則氏、霧多イ/l湿原、サノレフツ湿

原、サロベツi尿h;l、中小原湿原などを観察

したが、高野会長夫妻を始めとする北方山

苧会の方々のご案内を得て、中山湿原もそ

の研究観祭に加えることができた。

このレポートは、その祈りに得た知l兄を

基と Lてまとめられた Lのである。

1 .中山湿原の概要と特徴

中1[1湿原は北海道の南西部、札幌に近い

中111叫の分水嶺に分布する 101同あまりの小

さな山地湿原によって権成される。全体と

して合計8.5万ヘクターノレ余りで、ほぽ850

mの棋高に位置する。これらの湿原は、絞

線|のほぼ平mか、あるいはごく緩やかな
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地形上に成立していて、北i昆帯地方の海洋

tl気候に支配されるブランケット湿原の特

例を持つ。そして、いずれも冷温帯の広葉

樹ならびに針葉樹林に|剖まれてうまく問、さ

れτいる。

これらの湿原は、それぞれ少しづっ異な

った立地条併を持つが、岡崎にいずれもが

背の低いアカエゾマツとハイマツのまばら

な樹林を共通fI(Jに持っている。

地表のもっとも主な納生は.5<7//ヤであ

って、これに1mわっているナガボノシロワ

レモコウが秋には特に目立つイ子在となって

いる。

この地域の雨量はかなり多く、冬季の積

雪量も大きい。日本の{也の多くの地方では

8月がLっとも持いが、中山峠付近では 7

月の気温のほうが高〈、 8flはむしろ低い

トeに、 8月と 9月にはしばしば霧の掛かる

ことが特徴的である。これがi毘阪の発達を

うながし、泥炭の生成を可能とする一つの

出(1材と考えられる。ここに堆積する泥炭層

は平均1.5mとされる。

混同(には水の泊まったプーノレ(シュレン

ケ)はtilllりと少ないが、各所にi長い溝や人

工的な泥炭のカットがある。ことにアカエ

ゾ7 ツのi主採跡がそうした傷痕となってい

るのである o 出栄養ならびに中栄養を指標

する植物が竪自主討すや雪解け水の流れる斜

面に沿って分布するのがみられる。ここで

北方山草 9 (1990)



は貧栄養ならぴに富/中栄養柄物禄のコン

ビネーションが、多様な分布形態をこれら

の湿原で示しているのである。

部分的にミズゴケ類の多いところがあり、

そこでは Sphagnumrecurvumオオミズゴ

ケ、 Sph.subnitensイボミズコケ、ムラサ

キミズゴケ、およびハリミズゴケなどがみ

られた。

フ。ーノレや浅い湿った問みにはミカズキグ

サとヤチスゲが多いが他の叶l水源養性の種

主f{としてはワタスケ、モウセンコケ、ツノレ

コケモモならぴにイソツツジなどがある o

そしてもっと栄養を必要とする種類の例と

してはミズバショウ、ウメパチソウ、タチ

ギボウシそしてナガボノシロワレモコウな

どが挙げられる o

やや乾き気味の場所にはヌ 7 ガヤとヤマ

ドリゼンマイがiti存を形成するのがみられ

るf也、湿原の問りを取り巻く森林の縁辺や、

i日原の'1'に立っている樹木の足元など、い

たるところにササが羽われてきているo し

かし、チシ7 ザサはまだ、 i昆n;iのもっとも

iE潤な古li分にはj圭していなし、。

'1'山湿原についての予報的な研究は、す

でに北方111草会会員によって進められ、こ

の注目すべき湿原群の地理的uJ:j-:百やIr.地条

1'1と植物の怪(I(j情1&が記録・報告されてい

る。

と積的構成において異なるものがあるのは

もちろんだが、標高や地形上の類似性が高

いと考えてよいだろう。これらのi毘h;iは特

有の植物検と、そのよ1:育を支える気候的要

素を持つのである。

おそらくこのタイプに属する多くの湿原

が北海道の森林に被われた山中ではまだ発

見きれないで残っていると思われる。これ

らの湿原の調子王・研究が緊急のことと Lて

行われて将来の自然保護のためにその維持

と管理への一歩が進められることが明まし

し、。

3，中山湿原の自然保護上の問題点

自然保護 Lの問題点としては、(a )白然

の動き、(b )人の直接的影響ならびに人の

係わる件殺の行動とがある。

( a )自然の変動について

中Illi昆JJ;(のような標高が向くて分水嶺に

近いところにある湿原は、どうしてもほと

んど直接的に水文的およひ'水質化学的条件

の変化の影響を受けやすい。説明するまで

もなく水鼠と水質とはどのような泥炭地で

ち、それが維持されることにもっとも大き

く働く要附だが、この中山i毘原についても

それカずあてはまるのである。

すなわち、これらのi毘原は全て基本的に

年降水最(降水の量とそのH寺期)、湿度(こ

2 .自然保護の観点からみた中山湿原の評価 とに気温に関連しての)そして積雪にその

中山峠とその日Jillに分布する湿原訴は、 成立の依存するところが人ーきい。

北アメリカとヨーロソパの北大西洋沿岸部 すでにかなり大きく目立つヌマガヤ群落

の湿原と類似性の高いht-;.でH木では第 1級 の疑問と、ササの問辺からの侵入とは、こ

のものと考えられる。これらはそのサイズ のi毘原の部分的な乾燥への傾向を示してい
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るとみるべきであろう。 の淑IJ~の泥炭層の厚さ、水文学的ならぴlこ

水質化学的データそして気象データを合む

( b) 人間の引き起こしつつある変動につ ようにするべきであろう。

いて

'1'山混1J~1lfの中の一つは、稜~\良を横切っ

てのittifE線ノレート設定のためにダメージを

受けた。このダメージは、鉄I苔とラインの

建設中のものと、そしてメンタナンスの必

要 Lから線下の背の向い植物の恒常的なメ1)

り11、いをf丁う結果によって生じたものであ

る。

これらの湿原についてのもっと大きな危

険の前兆は、これらの湿原群を Jr~ り阿む森

林の施業にある。というのは、中山~1ffi1J;iの

ようにそれぞれは慨して小型の湿原では周

辺の禄林が合む高い空中温度、土壌1:の水

の保持能力、流出を巡らせる機能そして上

や泥炭の浸食をj!11える効果によるところが

ことに人φ きいのである。

これらの典型的・特徴的なブランケット

i毘!取を今後も維持しようとするには森林施

業との適切な兼ね合いが必要て怜ある。そう

したプランには維f与しようとするそれぞれ

の湿原のまわりに十分な緩街地帯を設ける

条項が必要で、その部分では林水の伐採は

禁止されるべきであろう。

4 .管理上の意見

制JlHにわたり、しかも完全に包括的な管

理1計画が中山湿原群とその周辺緩街地帯の

ために準備され、実行されるべきである。

この湿原に関する各極の情報は北方山平会

によって集められてはいるが、さらにそれ

らを民関して、この湿原ltfに属するすべて
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5 .管理目標に関する提案

A.中山i泉!京税に属する全てのプランケッ

卜湿原と、その周辺の緩街地帯の保全が

望まい、こと o

B. この湿原鮮の持つ性物学的に重要な主

要特f生のtff持には微気象的、水文学的、

水質化学的条件の適切な確保を欠くこと

ができないこと。

c ，主要な植物と動物群集の立J也としてこ

れらの湿原の持つ泥炭地としての特位の

維持の必要性。

D.湿原にとって有害な行為ことに湿原に

接近した森林施業や湿原I入]の樹木(主と

してアカエゾマツ)の盗採など湿原に直

接的に影響を及ぼす行為を最小限に抑え

る努力を払うこと。

E. この湿原とそれを合むエリアの教育的

および学術的重安刊をもっと!ム〈知らせ

ること。

6 .管理の必要性

白然での、そして人為てゆの流れについて

はすでに述べた。これに加えて、このi毘h;i

群は経済的林業の行われる純凶Iλiに位置し、

しかもこれ以上の自然保護上の調査研究を

行うことも、管理計画を立てるにも、そし

て差し当たって監視要員を配置するにも資

金的余裕がないことなどが問題であること

を十旨椛iしておきたい。

(この1'1については、著者ライアリ 博士
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等がこの地灰が国有林ではあるが、国立公

陪iに合まれることを十分水知lしていないこ

とを付記しておきたい。 よUI記)

7.管理の実効化

A， 

日

( i )管轄する常林局・常林署など中山

湿原とその周辺の緩街地帯を管轄す

る関係当局を、これらの湿原を自然

保護区とするよう説得すること。

( ii )差し当たって、踏み付け、アカエ

ゾ"':;の盗1'liおよひ'1)ドノkのダメージ

の無いようにすること o

( i )湿原に流入するノkの水文学的なら

ぴに水質化学的研究を行うこと。

( ii )湿原とその綬街地併ならぴにそれ

C 

D 

らの上流域の適切な管理の実施。

(iii)森林施業による湿原への影響の防

1師l。

( i )湿原の気象、泥炭の層厚、 i墨田{面

の地形、植午、水文および水質化学

的研究をf丁うこと o

( ii )この湿原鮮に対する各種の影響の

コントローノレと申ff:i.成にE古み出すこと。

( i )中ILJi匝111訴の生物学的ならびに環

J党的重要性の説明と PRのための効

果的な解説資料の準備を行うこと。

( ii )この湿原群のパトローノレ、説明と

安全確保のための監視員の配荷。

"， 111 湿原の調査

辻j¥'j主 陣 1:(~Wi;立大、戸)、スーザン・ベ ジ博士(レスタ-k学)、

ジヤソク・ライアリ 博iて(ノッティンガム大学)
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