
羊蹄山のコマクサ

1998 (平成 10)年 8月 14日、北海道新聞

(タ iリ)に 高山植物コ7 クサ……羊蹄山

には自生していないはずが、・・・登山者種

まき花咲く、…."特別保護区 I)~生態系乱す

恐れも という見出しのもとに自生地の

カラー写真を入れて大きく報道された。

困ったことになったと思いながらも本文

をさらに読むと、概ね次のような内容のこ

とが記述きれていた。

支勿洞爺国立公圏内にある羊蹄山 (1898

m)の頂上付近の倶知安町側の標高 (1700

111)付近の高山植物帯にこの問題のコマク

吋が自生し花を咲かせている o

発見者は高山杭物監視貝を兼ねる羊蹄山

避難小屋管烈人で株数は約 30株であった。

種をまいた人は札幌に住む無職の男H

(64歳)ら 3人で、戦前までは羊蹄山にもコ

マクサがあったという話を先輩の登111愛好

家から耳にして、避難小尾でト知合った人々

と協力してまいたという。

種をまいた場所はエゾカンソウなど約

80種の高山植物が群生している特別]保護

地区 (1，304ヘクタ ル)で環境庁の指定し

ている最も規制の厳しいところである。特

別保護1也氏とは知っていたがこの脱皮なら

ほかの高"1植物に大きな影響を及ぼさない

であろう、コマクサを羊蹄山にもう一皮復

活させたかったということらしい。

府、l土先輩の登山愛好家のいうように、戦

前までははたして羊蹄IlJにコ7 クサが自生
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札幌市 高野英二

していたのであろうか? 文献により確認

する必要があると思いたち、会員の松井洋

氏に調べていただいたのが次の資料でいず

れにもコマクサの記述はなかった。

羊蹄山に関する参考文献

."モi畢拘 (1905)マッカリヌプ1)111m組

物.札幌博物学会会報 1(1) : 125-137. 

・柴野宗太郎 (1905)マクカリヌプリ山ノ

柄物学.植物学雑誌 19:285-290. 

-西国彰三 (1912)後方羊蹄山 (7クカリ

ヌプリ)の植物分布に就きて、札幌博物

学会会報第 4(1):31-42

， iltj旧彰三 (1912)後方羊蹄111 (7クカリ

ヌプリ)の核物H録.札幌博物学会会報

4 : 171-181 

・長谷川順一 (1962)羊蹄山における垂直

植物帯の研究. 日本生態学会誌 12(2)， 

-桑原義晴(1966)高山組物.蝦夷富士の

拙物分布，後志の植物ーその生態」後志

の植物刊行会、 7-45 

-桑1);(義l情 (1992)倶知安双書別巻 2 羊

蹄山植物誌、倶知安郷十‘研究会 66 

-桑原義I清(1996)羊蹄"Il直物図説、倶知

安郷 l令研究会 244 

さらにまた、北海道におけるコ7 クサの

分布についていくつかの文献を制べていた

だいたが、知られているところは次のとお

りで羊蹄山には記述がない。
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長uIAミ山系。阿寒山系。大雪山系。 日高山

系。(ペンケヌシ岳、ポロシリ昔)

コマクサの栽培は古くから至難の業と言

われてきたが、昨今ではやや難しいという

ところまで漕ぎつけてきた。勿論栽f.gされ

る地域の気候その他の環境状況により単純

には言えないと思うが。

私は昨年 7月、素焼鉢(符 12cm)に微塵

を抜いた際を入れてそのうえに径をまいた

ところ順調に発芽した。

今年の 9月植え変えのため鉢から出して

調べてみると根つまりを起こしており、収

は 13cm(平均)にも伸長していた。発芽す

るのに数守ーもかかることがある o

自然界でまいた種は、その場所が生育に

適比、した環境であれば、年ごとによ曽殖をく

りかえして詐落を広げ、園芸栽培とは異

なったスピードで羊蹄山の各地区にコマク

サの群生が見られることになるであろう。

この税度の数ならば、ほかの高山杭物に

大きな影響はないだろうという安易な考え

は後世に大きな禍恨を残すことになるだろ

7。

北方山草会の会誌には、自然界に穏をま

くことについて、次の文章が掲載されてい

る。要点のみを抜粋する。

13号 (1995年)礼文島のカラフ卜アツ

モリソウについて 札幌市吉野博吉氏

真実l土ーつしかなくまだ幾つかの疑問が

残っているが、昔からあって 1980(昭和 55)

年頃初めて発見されたものか、華l剥氏が播

92 

相iした稀が成長して発見きれたものか、ど

ちらかと思うが私自身は華園i王が播種した

ものと思う。Jll!はiのーっとしては、本iあま

とタイプ。カサ皇いヨ一口ツノマ系lこf以ているこ

とである o

13号 (1995年)花語草談室種の混乱

の防止について 札幌市辻井達一氏

普1古からであろうが、 111草愛好家による

山草の種了の散布や植えつけの例がしばし

ば報じられる。少なくなった種を同復させ

ようとする考えであろうが、同じ種類でも

原産地や本来の分布域を越えれば穂の混乱

を招くことになる。もちろん本来、分布し

ていない種類を播いたり、中産えつけたりす

るのはJ壁けなければならない。

その意味ではここに報じられたカラフト

アツモリソウについては、その報告が正し

いとすれば、 JJ](因が明らかにされたことは

よかったと言えるだろう。もし小明のまま

でうちすぎれば後代にわたって問題になっ

たかもしれない。なるべく現在残っている

株を担|除すべきだろう。この問題を契機と

して、山草の扱いについて一層十分な討意

が払われることを期待したい。

14号 (1996年)自然界に種子をまくこ

と 札幌市高橋英樹氏

礼文島でのレプンアツモリソウのように

冶名になり観光客も大勢fll'し寄せるとなれ

ば、 白1升生十主ミ地てで9こればカか当りを増やした〈なる

のは人↑悩1f古tYJて

植物、昆虫、土J1{前類などとの4日:町乍肘を

考えずに、レブンアツモリソウ一種のみを
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ふやせはどのようなしっぺがえしがあるか

わからない。他の共存生物や環境との微妙

な相互作業のよに成り立っているのがレプ

ンアツモリソウの自生地なのである。 … 

もう φl主言おう、自然の生育地に本来な

かったようなt止場。の干重子をまいたり、苗を

梢えることを安易におこなってはならな

し、。

自然公閑法の規定では、公閥|勾で許可な

く高山柄物を採取することを禁止している

が、植え付けることについては規定がない

と新聞は報道している。

確認のため自然公園法をよくよんでみ

た。第 2章第 4節保護及び利用(特別保

護地区)第 18条には、許可を受けなければ

してはならない行為を次のように定めてい

る。

1、前条第 3項各号に揚げる行為。

2、水竹を梢栽すること。

3、家市を放牧すること o

4、屋外において物を集積し、又は貯蔵す

ること o

5、火入又はたき火をすること o

6、植物又は去年葉若しくは洛校を採取する

こと。

7、動物を捕獲し、又は動物の卵を採取す

ること 0

8、道路及ひ品広場以外の地域内へ馬車を入

れること o

コマクサの種をまくという行為は、はた

してこの条文にあてはまるかどうか、私も

疑問を感じる。あてはまらないとするなら

ば新聞どおり規定はないことになる。
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北海道大学法学部小沢典夫氏におたずね

したところ、特別保護地灰では、自然公開

法第四条により木竹の植栽は規制されて

いるが、木竹以外の植物を植栽したり、納

物の種をまくことは、特に規制されていな

いとのご教示をいただいた。

従って法律の見なおしが必要な時に米て

いるのではないかと思う。

思えばfl然公凶法の<<，IJ定はI昭和 32年で、

今から約 40年ほど前になる。その当時は、

自然環境も今日ほど厳しくなく、まことに

豊かでおおらかであったにちがいない。公

閑内で許可なく木や竹を植えたり伐ったり

する行為ははっきり禁じているが、tiI(物の

種をまくという行為については考えられな

かったのではなかろうか。

同年 8月 19口、 2人の読者がl百j新聞の

口元者の声」欄に次のように投書している。

要点のみ抜粋して再掲する。

コ7 クサの植生、人間が変えるな。

札幌市会祖貝 31歳

高山納物のy:士ーであるコマク吋が身近な

山で見られれば、と思うのはもっともであ

る。しかし、盗掘の影響を除けば、特定の

植物がそこにあるのもないのも自然の摂理

であり、そうなるべくしてなったものであ

る。その日然の植生を人間が変えてしまう

のは、いかがなものかと思う。

見事に咲かせた夢と発想に感動。

札幌市無職 71歳

ねも羊蹄山に過去何凶か主主ったが、確か

にコマクサを見ることがなかった。そこに

種をまいて見事咲かせた三人の、コマクサ
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に対する索H青らしい発想に感動した。

円然保護が!日|ばれている今、法律の運用

も未来に向けて考えるときであろう。生態

系を乱すというだけで憂えるのではなく、

希少植物として繁荊保護する方法もあるの

ではないか。

さまざまな意見のあることが伺える。

1998年5月、北海道においては高山柄物

盗掘防止ネットワーク委貝会(委員長・小

野有五氏)が発足し、市民グループ。の参加

と協力のもとに、各分野の委員の方々の指

導を受けながら、条令の制定、罰則及び監

視体勢の強化などについて積極的に活動を

はじめている。

自然界に種をまくということは、前述の

吉野博吉・辻井達一・高橋英語!の各氏のご

教不のとおり生態系を乱すという観点から

考えると、盗締1以上に重大な危険性を持っ

ているように考える。

同新聞によれは、昨年、やはり匡I:V:公園

の第一種特別地域に指定されている樽前山

でも、人為的に植えつけられたコマクサ約

200株が発見きれその後取り除かれたと報

道している。

種をまくということは、自然界を守るた

めの帯窓の行為のように考え遠いをしてい

る人の多い今日、これからもこのようなこ

との起きる可能性は多分にあるものと予測

きれる。

当会は間もなく創立 20周年をむかえる。

会則第 2条に、「本会は fl然保護を肝に銘じ

て山野草の培養繁殖を研究する人達の楽し

くなごやかな集まりとする。」とある。

その文中肝に銘じて…υ の表現が委員の
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問で話題になり、もうすこしやわらかい言

葉はないものかと考えたが、自然保護を誓

い合うにはJHに銘ずるよりほかにないとい

うことで本候文をつくった。

自然保護は言うは易いがそれでは会とし

て具イ本的にどのような行動をとればよいか

ということになると、その方向が見当たら

ない模索の時代が随分長〈続いた。

1998年破壊されていく自然をもうこれ

以上見過ごすことは出来ないと、前述のと

おり北海道高山植物盗捌防止ネットワーク

が発足し、当会も総会の決議を得て加入し

た。委員会に出席して、いろいろの分野の

人からご意見をうけたまわり、対話するこ

とにより現解が広がり感謝している。

模索の霧は次第にH青れだした。そして山

草会としておおまかに 3つの方向がさし示

さt'Lた。

その 11土盗ihllはしない。その 2は自然界

に勝手に種をまかない。その 3は絶滅が心

配される植物は大切に守ろう。

これらのことは古くから言われでもいて

いまさら・・という人がいるかもしれない

が、現実の自然破壊は猛スピードで私たち

の周囲にやってきている。

本文は 1998if.羊蹄山で起きたコマク吋

事件? を北海道新聞で読み、こ専門の

方々のこ指導を得て執筆した。議論の根は

i架い、ご意見などお聞かせいただければ幸

である。

ご教示ご指導をいただいた小沢典夫、松

升洋、福池郁子の諸Lcには、厚くお礼を申

しあげる。

北方山草 16 (1999)




