
北海道希少野生動植物の保護に関する条例

一通称「流通規制条例jの全体像と問題点

2002年2月18口付けで、北海道環境生活

音1¥環境室自然環境課野生生物室長より「北

海道希少野生動柄物の保護に関する条例j

に基づく「特定希少野生動植物事業佼録J

関係資本iが送付されてきた。その内容は例

によってお役所言葉、法律用語の満載で、

これを将通の日本語に直すのは骨が折れ

るO 関連の新聞記事(北海道新聞 2002.1.2，1
付)を読んでいただくと理解が早いので、

原文のまま紹介する。

ヒダカソウなと守的。物12稀保護条例指定

を了水 道環境審

知事の諮問機関である道環境審議会自

然環境部会は二十三口、昨年十二月に施

行された「希少野'jコ動植物の保護に関す

る条例jに基づく動植物の一次指定につ

いて、 i宣の諮問案を原案通り f反した。

日高管内様似町アポイ岳にのみ生育する

ヒダカソウなどの柄物|二種が対象。

|可条例による希少野生動植物の指定は

今回が初めてで、早ければ四月から採取

を禁止するほか、園芸用に栽培されたも

のでも、登録業者しか販売できなくなる。

条例では指定された重!JM物を採取、捕獲

するとイド以下の懲役、または五 1万円

以下の罰金。 ff録を受けずに販売すると

三十万円以下の罰金となる。

札幌市丹 征昭

専門家による指定候補稀検討委員会

が、盗持tlなどで絶滅の危険性が高く、半

念、に保護が必要だとして選定した|八種

の中から、監視1fillUが整っているものを

選んだ。動物の指定については新年度検

討する。

ヒダカソウのほかに指定を受ける権物

は))(のi函り。

マキリギシソウ(芦別市キリギシ山)マ

ダイセツヒナオトギリ(上川管内上川町

高原温泉)マレブンソウ(礼文島)マシ

ソパキスミレ(夕張岳)マユウパリコザク

ラ(夕張岳)マウルップソウ(干し文鳥)

マユウパリソウ(夕張岳)マオオヒラウ

スユキソウ(キリギシ山と大平ILi)マフ

タナミソウ(干し文鳥)マキパナノアツモ

リソウ(夕張山系、釧路地方)マヤチラ

ン(網走、根室、後志地方)

この新聞記事を見逃していたので、行政

の担当者からの資料送付で内容を初めて知

ったが、これは寝耳に水の通告であった。

資料に添えた文書には、「知事が指定した

「指定希少野生動植物jは採取等が禁止さ

れ(栽培品は除く)、また「特定希少野生動

植物jにつきましては、栽培品を販売する

場合は、知事への登録が必要となります。

この条例に基づきまして、核物12種を対象

として「指定者J少野生動植物j及び|特定

-99ー

北方山草 19 (2002)



希少野生動植物jを指定する予定の予告を 集汗をかける行為は、川代的な閑苓Pは認

行いましたので、お知らせしまします。 ゑム斗主主ユと1意見の一致があったからだ。

なお、適用される時期jにつきましては、

3月に本告示を行い、 4月から適用する予定

(後略)1とある。これによって条例で流通

規制できる特定希少種の当初の種類が明ら

かになったが、それには専ら積子から量産

され、 1ムく流通普及している、いわば大衆

稀iも複数含まれ、対象種の選定が、今日の

園芸のや1主流通を含めた状況に配慮するこ

となく、偏った視点で行われたことが、読

みJfllれるo

条例そのものは平成13年12JJ1日に施行

されたもので、その実現には北方山草会も

加盟の全日本111草会連絡会北海道ブロック

も、 if:掘防止と山草園芸への偏った風詐を

止すために、北海道高山植物盗掘防止ネッ

トワークに参加し、積極的に協力してきた。

独自に自然保護会議という内部組織も立ち

上げ、長年率核した栽培データをもとに、

似々の植物についての増殖方法、難易度な

どの資料「山草栽培テクニカルノートjを、

旭川の村田氏の努力で作成して行政官tに提

供してきた。市販品が、海掘品か生産品か

判断するのに役立つ資料の提供l土、流通規

制を含むこの条例を、園芸界の現状を認識

した上で、公正にi重用して欲しいという願

いがあったからだ。

また、園芸関係者の立場から「指定希少

野生動植物J(t草取禁止)には、できるだけ

多くの柄物を指定し、厳罰iで対処するよう

に要望もしてきた。多くの植物が健全な生

産前で入手可能なのに、|お土産盗掘jを

続ける人たちが絶えず、そうした人々の盤
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風評を根拠に園芸圧力

しかしながら、今回の指定告示は、周芸

関係者の努)Jを反映するどころか、「指定

希少野生動ti!i物J(採取禁止)と「特定希少

野生動柄物J(流通規制)を単純にリンクさ

せ、その中に、すでに図芸化したレブンソ

ウを始めとする普及種を入れてきた。指定

種は年を迫って追加される予定で、指定候

繍種検討委員会が、盗掘などで絶滅の危険

性がl奇く、早急に保護が必要だとして密室

で選定したなら、盗湿E3が商品!::1，で)}yf，涌

しているかどうかの検証が挺〈ても流通知

量出i監盆盟込ゑのだ。

流通規制は、専業の事業者のみならず個

，、も対象となり、当然、山草会が山草展な

どで行う格安の苗分譲も対象となる。北方

山草会ではこうした行事は無いが、他の山

草会では重要な行事で、これによって会員

は、せっせと実生した苗を繋理できるし、

それによる収益は、会のi司世b資金のー奇1，に

なっている。

強健{固体や鑑賞的に優れた系統の選抜育

種は、より多くの人が実生をすることで実

現してきた。「播かぬ種は生えぬが、播い

て沢山育っと困ってしまうjアマチュア園

芸家の問題を、市の分談会は解決してきた。

新条例では山草会も事業者登録をするなら

ば前の販売は可能になるが、それには個々

の会員の氏名、経歴なども届ける必要があ

り、条例違反があると個々の会員のみなら

ず、会の責任者も共同正犯として者i)せられ
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る。

山草:会とは趣味の会であり、任意加入の

会である。社会的な責任が無いわけではな

いが、そこまで問われる性格のものか、疑

問が残るし、広く門戸を開いて、栽培に興

味を持つ人たちを'立け入れ、栽培技術を合

めた園芸のイ1るべき姿を伝えていくという

会の姿勢も、違反者が出てはという危倶感

から、閉鎖的にならざるを得ない。

過激な流通規制の影響は、今のところ計

り知れないものの、園芸:文化に対しては逆

風として作用することは確かだ。大衆種を

含めることで、「盗掘植物は商品として売

られているjという昔ながらの時代錯誤な

風評を、行政が追認し、大衆国芸を締めつ

ける結果となり、結果的に園芸を卑しめる

ことにもなりかねない。

北方山草会の故高野代表が、こうした結

来になることを危↑具し、それゆえに盗掘防

止ネットワークにも積極的に参加した努力

は、残念ながら報われなかった。第ー回の

ltH祖防止シンポの折に、すでに流通規制条

例を施行した山梨県ーの担当者は、流通規制

で販売広が減少したこと、「県民には山草

栽培は好ましくないとの認識が広まったj

と成果を披露したが、盗掘が減少したとい

う客観的データの報告はなかった。

先j7Uがあるように、北海道でも 111草、も

しくはILi草的なものを栽培している人たち

が、いわれのない精神的負荷をかけられ、

肩身の狭い思いをする日が近いのかもしれ

ない。

園芸植物のマーケットは、日本では欧米

とは比較にならない位に発達したが、欧米

的な専門ナーセリーの数では立ち遅れてお

り、これからの増加を期待するところだが、

この規制は、その芽も摘んでしまうに違い

ない。

ナーセリーマンの卯は、無数の一般国芸

家の中に存在している。私自身がそうであ

ったように、熱心なアマチュア図芸家が、

セミプロ的に成長し、プロの|割芸家に変身

することは、欧米では普通であり、日本で

も同級だと思うが、大衆園芸への締め付け

は、その道を閉ざしてしまう。

以下に、この関係資料から読み取れる問

題点と、個人としての対応を書いたが、各

位が、この問題を考える資料になれば嬉し

し、。

見えない選定の根拠と基準

選定指定された種には、何故に流通規制

の対象とされたのか、理解に背しむ種が複

数含まれている O フィールドしか知らない

人たちが、自生地での偶体数減少を、無理

やり流通と結びつけ、'pば感情的に特定希

少穏に指定したとしか思えない。

あまりにも短絡的で、園芸に関わる者に

は予想、もできないような種が選ばれてしま

った。その背後には、白'j111植物は神聖なも

ので下界に存住することが許せないという

感情、ましてやそれが商品として扱われ生

産販売されることは絶対に許せないという

偏狭な意識が隠されているようにさえ感じ

てしまう。特定希少種の内符によって、こ

の条例の性格は変わってしまう。いわば大

衆種が合まれたことで、当初、図芸関係者

が予想していた条例と大きくかけ離れてし
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まった。これは勝手な思い込みではなく、

これまでのプロセスでの行政側の発行の中

に、変質を証明する言質が残されている。

必要であれば、いちいち列挙できるが、今

はしない。

今臼の実情にマッチしない種選定を押し

付けることで、条例のH格は変質してしま

った。その方向性、指針に盛り込まれた精

神は歓迎すべきものであったのに、単なる

流通規制、それも「規制jのための規制jに

堕ちてしまった。

盗掘を抑止するための有効な方策は、生

息地での取り締まり以外に見るべきものが

無く、その欠落を埋めるために、短絡的に、

大衆種を含む強い流通規ililJに踏み込んだと

も受け取れる。

盗掘を防ぎ、根絶するという円的で流通

を規制するのなら、盗掘品が市場に流通し

ているという客観的データの提示が必要と

思われるが、時代錯誤の風評を恨拠に、憶

測で生産流通に負荷をかける結果は計り9:il

れないものがある。 20'1、30年前であれば

風評は事実であり、流通規制lは妥当であっ

たが、多くの生産者の努力で健全な生産曲

が市場にあふれるこの時代になって、 i師;外

には例がない過激な法規制が校場したこと

を、日本の図芸人の一人として]児、ずかしく

も思う。指定12稔の中の半数ほどは、欧米

でも入手容易な普及種である。

今後、どれだけの大衆種が密室決定で規

制されるのだろうか。生産者の立場で考え

ても、物理的、精神的に負怖をかけ続けら

れるとしたら、 IL!梨の例が示すように、生

産者の減少、生産の減少に至ることは想像

できる。そのときには流通現場にも見られ

なくなって大衆稔でも希少価怖は増大し、

かえって総招がt唱えるかもしれない。

プライドを守るために登録拒否

近代的なl車|芸手法で、それなりの理想、を

抱き、憧l芸家として何ら批判されるところ

も無いはずと、自らを信じて活動している

立場で考えると、条例の変質は受け入れら

れないものである。共に盗掘の抑止に努力

してきたのに、いつも聞にか、盗捌者同様

に監視される側に立たされて、煽まし討ち

にあったような感さえ抱いてしまう。

納得のいかない条例で、監視、規制jされ

るのは心苦しく、園芸家としてのプライド

が傷ついてしまう。とるべき選択肢は二つ、

長いものには巻かれろ的に登録するか、ま

たは登録の拒否である。現時点では登録tR

存を選択したいと思う。「悪法でもが、は法J

であり、主主録拒否は、対象殺の生産販売の

中止を意味する。

ゆっくりとした成長サイクルで生きる柄

物を、産業として育てているjl!lJからしてみ

ると、いきなりの選定種の提示は、対応を

考える時間も与えない「ごり押しJと映る。

数年後までの生産販売を心積もりして、種

了をストックし、播種し、土1;苗を用意し、

次のシーズンの販売市を仕立て、各段階の

柄物の在庫がある。各段階は、過去数年分

の生産作業の成果である。種子の採取作業

を含め、いずれも地道な作業の積み重ねに

よるものだ。登録拒否は、その積み重ねを

無にすることで、すでにできている商は、

非常に無慈悲:だが廃棄処分せざるを得な
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い。生き物をJ及う者としての感情は押し殺

Lたとしても、それによる経済的傾失は消

すことができない。過去の作業の代価を破

楽することになるからだ。

今回は、園芸人、業界人としてのプライ

ドを守るために、あえてt員な選択をしたい

と思うが、特定希少種の指定は、今後、年

を追って追加されると聞いている。指定に

際しては、対応可能なH寺間を用意して欲し

い。少なくても 1年、生産に長いローテー

ションが要求される穣では3年は欲しい。

生産・販売巾止を選ぶ業者に、そのJ員失

を補償する手立てが講じられるならばとも

かく、いきなりのごり押しは、わ政の横暴

以外の何ものでもない。

流通を合め、園芸文化に規制lが必要なら

ば、それは園芸家たちの手で方向性を採り

たいところで、行政による偏った特定希少

種の選定、その押し付けによる流通規制lは、

大衆国芸に対する締め付け、大衆文化に対

する締め付けとなることを関係者には意識

していただきたい。

問題化する園芸化した植物の存在

f同々の穏における問題点については、長

くなるので次の機会に譲るが、この条例は

野'E枯物を士、j象とした条例であり、中産流

通している梢物の多くが、選抜育種によっ

て園芸稔に近い性質を獲得してきているこ

とを考えると、そこにも矛盾が牛まれるよ

うに思う。

山野草:の育種は、交配で新しい植物の作

出を求める方向性もあるが、むしろ原種の

姿を残して、対候性、対病性の高い系統を

選抜していく方向性のほうが強く窓識され

ている O かつて農作物の育種、品種改良も、

対候性、対f丙↑生の向上がFl119で、 JIJ1.量や食

l床が意識されるようになったのは、近代に

なってからである。このことは熱帯起源の

稲が、寒冷な北海道でも栽培できるように

なった育種のぼ史を例にすると判りやす

し、。

:f.蹄111や樽前山のコマクサ播種問題で、

今同の種選定に関わったと思われる学者の

一人は「あんな罰芸種のようなものを自然

界に持ち込んだjと怒ったが、すでに生産

流通の現場には「あんな閑芸種iが溢れて

きている。

あんな園芸種は、国の法律である農水省

の種苗登録法でも認められていて、さすが

に日本産の山草では例がないが、初期のな

録品種のひとつGentianacv. Alpen B1l1cゲ

ンチアナ「アルペンブルーjは、欧州アル

プスなどに産するゲンチア7・アコーリス

の強健な選抜品種であった。

園芸植物の国際命名規約に従って書く

と、流通する向花レブンソウは、ほほ一代

|浪りの野生種のアルビノと区別され、

Oxytropis megalantha CV， Albaとなり、 I農

色レフンソウはOxytropislllcgalan tha cv 

Deep For111、同定した斑入りの系統は

Oxytropis megalantha CV. Vari(、gata、レフホ

ンソウ「アルムピンク jはOx)'tropis

megalantha cv. j¥lmts Pinkとなる。

いずれも、種苗法の登録対象となり得る

品種で、同の法律では、笠録申請した場合、

申請者に販売権が認められている。条例で

は野生稲(1以種)との区別を問題にしないの
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だろうか。

蛇足ながら、生産流通しているレブンソ

ウは、非常に強健である。この稔は栽培の

歴史が古く、昭和初期から作られていた。

実生容易な種でもあるから、今はロシア領

のトド島(モネロン島)特産とされるトドシ

マゲンケ。Oxytropis(odomashiriel1sisと共

に、世代交代を繰り返して栽培されてきた。

自生地のレブンソウの種子は入手できない

ので、比較栽培はできないが、流通品のレ

ブンソウの強健な性質と表現形の幅のjよさ
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は、長い栽培の歴史の中で獲得したもので

はないかと思われる。ことによると両者と

の聞で交雑が起こり、雑種目rtt勢になってい

ることも考えられる。トドシマゲンゲはレ

ブンソウのシノニムの可能性も考えられる

とするならば、広く普及するトドシマゲン

ゲも規制しなければならなくなる。

園芸を規制する条例に、閑3さからの悦点

を無視して押し付けるやり方は、今後、多

くの矛盾、問題を露まするだろう O
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