
きてクワイの語源であるが、一説に「噛

liIx累(クイワレイ)でつまり喰い破られた

商」とするものがある。これに対して牧野

先当は「食われる(食い得べき) 1簡とした

らどうか」と提案している。いずれも聞に

こだわりがあるようである。

これに対して調u見はクワイの各地方百に

クワ工、クワイモなどのあることから、そ

れに鍬柄、鍬芋をあてその葉の形からの名

であろうと述べている。クワエからクワイ

への!伝説は草子易であろうと思われる。

スイスの湿原 その利用と保全一一

19925rの 8月末から 9月の中旬にかけ

てスイスでF国際湿原、保護グルーフ。のフィー

ノレド・シンポジウムヵ、|苅カサ1た。

スイスと言えば山の国で、湿原などがあ

るのか、と思う人が多いだろう。実は私も

最初は大いに奇妙に思った。

まず最初に想像したのは北海道てや言えは

大雪山の泊の原やmの半、あるいはニセコ

の宇!1I!11itlとか叶j竜泊などの山地ie.Jj;(で、多

分、 111の中のやや平らな部分にそうしたタ

イプロの淑JJ;(が点在しているのではないか、

と考えたのである。

ところが、この想像は大いに違った。ス

イスという図は今同が初めての訪問だった

というのは弁解にはならないが、全くの認

識不fEだったことを内状しなければ、ならな

し、。

このグループは、現在日上界のおよそ 20カ

同の混同{研究者によって組織される。しか

し、その人選はきわめて恋j古川10というべき

で、いわばボス格の数人が推薦して会員と

した上、原則として各同 2人以 H土会合に

参加させないという小人数システムを貫い

札幌市 辻井 達 一

ているから、同|祭的ではあっても開放的と

は言いがたい。言ってみればきわめて真而

日であるが、湿原吋ロン、とでも言いたい

雰囲気の不思議なグループであった。

この閉鎖的な会に加えて貰えたのは 2年

ほど前に横浜で開かれた INTECOLすな

わち同際生態学会議で海原シンポジウムを

組織した時、カナダの友人から刊行携を受け

てDr.Zoltaiを招いたのが縁であった。Dr.

Zoltaiがこのグノレープすなわち 11vICGの

ボスの一人だったのである。

さて、前置きはここまでとして、スイス

での諸事手配はスイス国立森林・雪氷・景

観研究所 (SFSL)が拘当した。これは

チューリヒの郊外にあって、私たち参加者

はまずここでスイスの湿JJ;(について、その

保護問題とシステムについてレクチュアを

受けた。そして資料を波きれて私は初めて

スイスの淑JJ;(について知ることになったの

である。

その午後から平述、実地にi日原に入るこ

とになった。まず、最初はローテンツ/レム

なるスイス中央部シュヴィ ツ州の比較的
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なだらかな泥炭J也である。ここはイ.jJ;い丘陵

の間に版関する盆地状の湿原であるが、そ

れほど水位は高くない。九l七分はすでに草地

になっている。エ 1)カがピンク色の:fEを付

けている。オウシュウヌマガヤの多い泥炭

地であちこちにかつての泥炭ノト原が残って

いた。オウシュウビャクシンがくろぐろと

すーっている。

この日はこの他に同じような丘陵地のl竺l

みにある泌炭地を見たが、ここもかつての

泥炭採掘地で現在は採掘を止めたところと

いう。 7)(イ止はかなり高くて←官日では平らと

見える場所からほとんど突然と言いたいほ

とつkがJ勇き出していた。そt'LI土草[j也の中を

蛇行しているが、特に有|水を完備させて、

というような考えもないらしい。

翌日はそう高くはないが立派な石灰岩の

すf峰の見えるアノレプタールとシュヴアンテ

ナウである。アルフ。タールには森林の水資

i原J函養機能の実験観測地があって、なかな

か調11かくデータを採っていた。

シュウーアンテナウは混地と淑地林の中に

放牧が行われているケ}スである。この湿

地林はいわゆるヨーロッパアカマツとムゴ

マツとが主で、その育成のために排水が斜

1Mに行われていたというが、その後、失敗

して放棄された。

この後、 jレツアーン州に入る。ゼーレン

ベノレグのi1'iてや幾つかの潟地を見た。かなり

きつい斜1Mにムゴ7 ツの多い森林があるが

そのほとんどは厚いミズゴケ層を林床に持

つ。エリ方、ヤチヤナギ、クロウスゴ、コ

ケモモがその上を覆っている。ムゴ7 ツの

高さは大きいと 15mほどになるが、水位

の高い湿原の中央部ではハイ 7 ツ同様の樹

形を呈する。いわゆるモンタナである。

エクスカーションはここからスイス斗:央

部を横断してフランス同境に近いヌーシャ

テノレ湖周辺に達した。ヌーシャテノレ湖周辺

で湖IH'j'のヨシ湿原、の保全の問題がまず取り

上げられた。而i白かったのはヨシ.u下落をそ

のまま組対するだけではなく、或るところ

では人工的にその発達を計り、そのIj'に池

まで造って水鳥を始めとする野生生物の環

境の多様化を試みていること、そしてヨシ

の刈り I収りを行って才l自生の多毛主化を言十って

いることなどである。

もうひとつ興味深かったのはサンクロア

付近のヴラコナス淑涼での泥炭の大きな地

滑りである。これは 1984年に突如として生

じたといい、幅約 150III、長きおよそ 800rれ

ほどのものであった。およそ地滑りなど起

きるとは信じられないような緩やかな地形

だが、水を十分に含めばこうした流動が生

じる危険性はあるという。

ベルンでシンポジウムカ玄関かれた後、エ

クスカーションは再び東に向かった。今度

はべ/レン州のマイリンゲンとその周辺であ

る。

ここは典型的ないわゆるアノレプ草似のみ

らtLるところである。スイスのアノレブ。とい

うのは元来、山地のJft牧車原を示すという

から、今まで見てきたものの大部分はそれ

にあたる。もちろん牧草も混じってはいる

が大部分はスゲ、ポアを含む野草の混入が

顕昔こで、決して均質な牧草原ではない。し

ばしばミズゴケの j-.を家畜が歩くことも珍

しくはないのである。
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ヴラコナス泥炭流 ローテン・フルム

サンモリ・ブフのチヱンブラマツ、ヨーロッパトウヒ、ヨーロ・ノパアカマツ林 ヌーシャテルの湿地
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もちろん、こうした野草地的な放牧地ば

かりではない。立派に管理きれて揃った牧

J市が美しい牧野を展開させている光景もみ

ることができる o それは大抵l土谷底の平ら

なところであった。これに対して111f也斜i百

のいわゆるアノレフ。はまさに野草1也的なので

ある。

キンポウゲが、ヤナギランが、ホタノレサ

イコが、ク吋イチゴが、そしてキイチゴや

クロウスゴ、それに先にも挙げたようにガ

ンコウラン、コケモモ、ヤチヤナギ、イソ

ツツンといった私たちにも北海道の沼地で

ごくお馴染みの植物がその斜l自jの放牧地に

現れるのであった。要するにたとえば北海

道のごく普通のレベルの放牧地に比べては

るかに{氏品位の牧野なのである。そして、

そこに悠然と草を食む牛たち、それは例の

グロ yケン(ひょっとすると首か一曲がって

しまいそうにも見えるほど大きい、英語で

いうカウ・ベノレ)をめいめい付けていて大

いにうるさいものだが、その牛たちも決し

て太ってはいない。こうした申では太るは

ずもない、というのが実感だ。よく言えば

寄lりと締まった、"，肉中背の牛たちが圧倒

的なのである。

もっとも、相当の急斜jMもあるアノレプで

は、太っていては到底、主主リ下りできない

だろうし、弦り卜りしていれば身も引き締

まってくるのは必定であろうから、中肉'1'

背というのは草だけのせいではないかもし

れない。

ここで疑問になるのはこうした牧野柄牛

の構成と最とでは足りるかどうかというこ

とと、場所によってミルクの質にもばらつ
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きが生じるではないかという点である。そ

こで念の為に開いてみると、果たせるかな

そうした不均質は生じるそうだが、説明に

よるとそうした不均質がスイスのチーズの

村引I的特徴を造るのだという。あるい

は負け惜しみがJ説明かもしれないが、一理

はある。

本題の植生に戻ると、こう Lた山地の自

然放牧は大きく二つの問題を生じる o 一つ

は過j皮牧現象であって、これはまきにアノレ

プの1庁落形成を助長する。好喫食性の植物

が選択的に食われることによって、イJ食草

が残ることになるが、これがエ」デノレワイ

スであり、アルペンキキョウであり、セイ

ヨウワスレナグサてゃあり、セイヨウオキナ

グ吋であるのだ。そこで我々はそうした

花々をここに見ることになる。

第 2は家畜による1庁務の立地すなわち斜

[Mの路み荒らしの影響である。これには二

つあって、特定ではなく広い範Ii~にわたる

跨み付けの場合と、水場や踏み付けi茸など

繰り返しゃ集中による場合とがある。

このいずれもが泥炭の流動を位、起する}以

内になりうる。先に挙げたヌーシャテ/レJ!i

くのヴラコナスの地滑りの例も家畜の踏み

跡が強い降水の僚の水の流れになって、引

き金としてはたらいたとみられる。小規模

な崩れは各所でみられた。水捌けをよくす

るためや流れをまとめるために育時渠を簡

単に設けることが行われていたが、これに

は浅い講を掘って針葉樹の校を束にして入

れることが多い。

余談だがマイリンゲンから山に入って

ローゼンラウイというところに泊った。 J主

北方山草 11 (1993)



アルプテール

中にラウへンバッハという i竜があり、ここ

は不朽の名探偵シャーロック・ホームズが

宿敵モリアーティー教授と取組みあって洛

ちた、ということになっているところだ。

それに最初は気付かなかったのだが、仲間

の一人で英凶から来ていたリンゼイ・リ

チヤードが教えてくれ、一夜その話で腐り

上がった。聞いたらリチヤードはこれも名

作「ハスカヴイノレ家の犬」の舞台になった

グ1)ンベン湿原を研究テーマlごしたのだそ

うだ。 1994年lニマンチェスターで開かれる

同際生態学会議の時にはそのIB阪を是非案

内しようと言う。

シャーロック・ホ』ムズの物語の記述で

はこの辺には木巧の類(ブラムブソレ)が多

いことになっている。このプラムブノレとい

うのは刺のあるi草木類を指すから必ずしも

木巧ばかりではない。実際にはクロウスコ

などブル ベリ』の主f(が多いので、 }イノレ

カミそ 11 らを J旨していたものと }ß~わ 11 る。そ

れにしてもなかなか正確な描写である。こ

れらのブルーペリーの類もやはり長年にわ

たる放牧の繰り返しの結果とみてよいだろ

70 

きて、 7 イリンゲンの後は南に峠を越え
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ヌーシャテル湿地の案内板

アルフ

て著名なスキー・リゾートのサンモリ yツ

で3FI ほどを j，~ごした。ここでも H 当ては

やはり混同{で問題はレクリェーション利用

との関係、ことにクロスカントリー・スキー

あるいはスキー・ 7 ラソンによる湿原の踏

み付けの影響などであった。

確かにそのシーズンにはもちろん雪に夜

われているものの、きわめて多数の利用者

による集中的な踏み付けの影響は小さいも

のはない。 i!ffi原のプノレテ(ミズコケの小正)

が1111し演されて目立って平らになってし

まっているのがしばしば観察される。

サンモリ yツ周辺の湿原は厚いところで

は約 5111あまりの泥炭層を持つという。こ

こではよく発i圭したいわゆるプール・ハ

モック複合体がみられる。これは主として

北方山草 11 (1993)



オウシコウヌマガヤ Moluziacael1lleaに

覆われるとはいうものの G引町叩diatlllll

およびC.limosaが特徴的である。ツノレコ

ケモモ、ガンコウランそしてエリカ Cal

lUJla V{{~宮山川、コケモモが広〈分布し、

SallsslIrea altina、Sσi1gllisorbaofficinalis、

LlIzlI/a sy/vatica、RlIblls sacsatilis、

Poteilti/la erectaなどが目立つ。その上に

いわゆるモンタナ7 ツが立つが、このあた

りの特徴としてチェムブラ 7 ツPUIl目

白 川braが現れる。湿原の周辺部はヨー

ロッパアカマツ Pinllssy/vestrisを介して

オウシュウ lウヒPiceaabiesがJ&り巻く。

サンモリッツのさらに北東方向にオ』

ノトーエンガテーインをi邑って、ウンターエン

ガテ明インのスクオノレという小村に達した。

ここはロ 7 ンシュ訴という特殊な言語圏

で、窓の町1;りがことのほか美しい。

谷はさらに急、になるが斜面の中段にやや

平らな段丘荷lがあり、ここが{量れた草地な

らびに耕J也として古くからf臣われたとい

うo この東の奥にはイタリア官lに連なる限

立公開があって、ここはかなり厳しいレ

ギュレーションがあるという o スイスは全

体が円然公i京iのようなものだから、その中

の国立公|車!というのはことに厳しい管理下

にあることになる O たとえば野生動物の生

息地では彼らの環境維持が徹底して行わ

れ、影響を与えるおそれのあるわ為はもち

ろん前きれない。

では古一通地域はどうかというと、このシ

ンポジウムをサポートしてくれた SFSL

が国土保全左京観保全の観点からの管理計

幽を立てていて、極端に言うと樹木← e本の
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伐採にいたるまで、注立;を付ける。もちろ

んその逆に景観維持のために伐採を行うこ

とも提案される場合もあり、いかにスイス

の図上とその景観を最良に保っかがター

ゲ、ットとなる。

そのターゲットに、近米は穏の多様性の

確保が大きく加えられてきている。先に挙

げたヌーシャテノレ初l附'1こヨシ非1務の維持に

メIJり取りも含められているのはこうしたポ

リシーに基づくものだ。

ウンターエンガデインを最後に、慨に雪

の米たフリューエラ峠を半うじて越えてダ

ヴォスに出、クーノレからライン川iに沿って

ドったが、 i金'1'でアノレプから麓に下ろす牛

のl斤れに道路を何度か姐まれて予定は;iiれ

に遅れた。

アペンツェノレ地方の 角をかすめてライ

ン川がボーデン均lに入るあたりを最後にこ

のエクスカーションは終わりを告げたので

あった。

i主'1'各所で触れたように、この煩いツー

アで出会ったスイスの1日以の利用と保全は

端的に言えば利J+Jはスイスの{iミ統に Lて

もっとも重要な産業としての牧野であり、

保全は牧野機能を組み込んだ告理であると

言えるだろう。たとえば、ボ』ーテ凶ン湖のラ

イン河口付近ではヨシ1f手法の刈り取りが

ヌーシャテノレ湖畔と!司じように行われてい

たがこの場合はその群縫の積の多様性の確

保と同時に、メIjリ取ったヨシは冬にはアノレ

プから麓に下ろして合餓いする家畜の敷き

藁に使うという。伝統的な作業が群落の剖i

持に組み込まれているのである。

アノレ7
0

の湿原はその水のi新養機能によっ
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て斜而下部の森林の維持に役立ち、森林の

存在はさらに湿原の保全に効果的ていある o

そして、これら両省の浪花が牧野の保会に

役立つという考えだ。

I毘性の牧野が圧倒的に多いことは再々述

べたが、アノレプ上古1¥の77石慌にかけても夏

には牛や111二?fがそ子る。食草が限られている

し、高llJM物は美しくても過放牧状態に|格

ることは普通である。アノレプ紋牧全体を通

じて家畜も'ì'.~の車だけでなくて多様な草

干草をl侍によってi置択的lこ、あるいは言い換

えれば複合的に採食することも必要で望ま

しいことであろうという思i昔、もある。

地形的にこれが当然なのかもしれないが

いわゆる均平化などは考えない。実際、比

較にならないほど斜1Mは急ではある。 111被

も多いが地形そのままを使っている。農機

具のサイズも地形から白ずから制限される

ことになる。しかし、これがスイスlli村の

地形、景観そして牧野とその生産を安定し

て維持してきた原因の つに挙げられるの

ではないか。

高品質主品質の安定は望ましいことであ

るが、均質ということは時に特徴を失うこ

とに通じかねない。大規模化は生産コスト

を下げる効果はあるが、生産ー量の拡大はコ

スト・ベネフィットの原則からみて必ずし

も収益の増大を意味するものではない。

小規模てで-も高品質て

言評ドf価而を得、需要が高いケースはよくある。

スイスに無数にあって、どれも同じように

見えるべンションがそれぞれに顧存を持ち

生き統けているのはチーズを例にとればほ

左んど村毎にあると言えるようなハリエ』

ンョンの存荘であろう。

湿原について言えばスイスの111池湿原の

特徴は明らかにいわゆるフランケット・

ボッグすなわち気候仰のものである。斜而i

に発達するものはもちろん、 fi:1凌性の台地

に展開するものの大部分はこれに属すると

見てよい。谷氏平地に分布するものでもた

とえばヌーシャテノレ湖南部のイヴェルドン

にある隆起湿原 (Raisedbog) などは地形

性というよりもやはり基本的には気候に支

削されるものと見るべきではないかと思わ

れる。

先に述べたようにスイスの湿原のほとん

ど会ては家市の放牧影響下にある。牛や山

羊や羊が放されていて先墜に円然状態が保

たれている湿原を見ることは難しい。むし

ろここでは牧畜という産業を湿以との共存

において成立させている。湿原、を放牧地の

条{'Iとして{立置付けていると言ってもよ

い。こういうポリシーはたとえばネパール

のIlJ地開発と自然保護において考えること

ができるかもしれない。日本でも、それこ

そ根室半島や礼文島、オホーツク沿岸の牧

場地帯などでの援用が可能なように思え

る。網走・小清水海岸やサロマ湖畔ワッカ

のl点生花図、野付半島などの植生管理にお

いても生かされる可能性があるのではなか

ろうカミ。
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