
雨竜沼湿原と外来植物の話題

セイタカアワダチソウ駆除大作戦

乙の夏、空知のある地方紙に「雨竜沼湿

原の生態系を守れ、セイタカアワダチソウ

駆除j と報道された。私も所属する地元有

志らの「雨竜溺湿原を愛する会j とボラン

ティアの皆さん47人が、雨竜沼湿原南暑寒

荘ゲートパーク地iKでセイタカアワダチソ

ウなど外来植物を駆除した記事でした。

事のあらましを紹介すると、ゲートパー

ク地区は平成2年に雨竜沼湿原などが国定

公園に指定されるのを機会に谷あいの築30

余年の山小屋はモダンな現在の姿に、管理

事務所、 トイレ、キャンプ場などILJ箆公閣

として利便性が向上した。駐車場を大きく

造成して舗装し、遊歩道等の法面には張芝

が敷かれた。「冷酒と母親の一言は後で効

くj、施設整備の「付けJが効いてきた。法

両からは道路側溝、用水，空地などで見慣

れた植物が芽を出した。クローバー(シロ

ツメクサ)、オーチヤードグラス(カモガヤ)、

チモシー(オオアワガエリ)、ケンタッキー

ブルーグラス(ナガハグサ)など和名より

商品名が通る牧草などの多種の緑化植物だ

った。それにセイタカアワダチソウ，オオ

アワダチソウ、ヒメジョオン、オオハンゴ

ンソウなど元来はこの地に生育していない

植物たちが人為的導入と人の移動に伴う非

意図的な導入などにより生育した。南暑寒

荘から第一吊橋までの約 lkmの遊歩道の両

雨竜町佐々木純一

側は秋になるとアワダチソウ類が金扉風を

並べたようにそれは美しい「黄金の路」と

なった。でも雨竜沼湿原に続く登山道には

そぐわない、もしこれが登山道を上り湿原

まで侵略したらと危慎し、この路は野の花

で飾っておきたいと強く思っていた。乙の

時、網走震l定公園・ワッカ原生花園で、湿

原保全のため侵入植物のヨモギ類の抜き取

りを常呂高校の生徒たちが実施しているこ

とを知った。同じ固定公園の雨竜でもと考

え、関係機関の了解を取り外来植物の紡除

を実施した。これが平成10年からの「セイ

タカアワダチソウ駆除大作戦j のスタート

で、以後、毎年20~30人のボランティアの

協力を得て汗を流しています。

外来植物の防除は一本一本の抜き取りが

確実な手段で、駐車場中央分離帯では張芝

ごと一面が剥がれたりした。遊歩道ではこ

れら高茎植物の防除後の植生変化に懸念が

駐車場連絡通路で咲くオオハンゴンソウ
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持たれましたが、イネ科緑化植物も減少し

ヨモギ類とアキタブキが増加したが在来植

物のニリンソウ、ヱゾイチゲ、ヒメゴヨウ

イチゴ、カタクリ、アマニュウ、エゾニュ

ウ、オオウバユリ、ビロードスゲ、アゼス

ゲ、ヨシや各種シダ類が出現した。法面の

一部ではミヤマスミレ、フイリミヤマスミ

レが群落となりマルバキンレイカ、エゾム

カシヨモギが出現して、良好な植物社会が

復元しています。

ラムサール条約湿地の登録

雨竜沼湿原は2005年11月のラムサール

条約締約国会議でラムサール条約湿地に登

録された。雨竜沼湿原を愛する会は強烈に

登録推進をしていて大きな喜びでした。し

かし喜んでばかりいられない紹介記事が掲

載されました。ラムサール条約事務局(ス

イス)のHPで、環境省が日本の新規20箇

所の登録湿地のうち「雨竜沼湿原」を紹介

した最後の 文は衝撃的でした。「主な脅威

は、たとえ管理機関によって絶え間ない管

理策が講じられでもセイタカアワダチソウ

湿原内木道脇に出現するアブラガヤ。外来種ではない
が施設整備などで湿原内に持ち込まれた侵入種。近年
増殖中
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(Soliclago altissima)のような外来穏

(alien species)の侵入であるJと記載さ

れました。小冊子「日本のラムサール条約

湿地J(環境省・ 2005)の雨竜沼湿原では

「外来種の駆除:自然度の高いこの湿原を守

るため、地元にはNGO・雨竜沼i1ill原を愛

する会が結成され、定期的に外来植物のセ

イタカアワダチソウの駅除や~中略~、さ

まざまな保全、維持管理の取り組みがおこ

なわれているJと紹介されました。私たち

が混原環境の保全に危倶を持って先進的に

外来植物の駆除を実施していたばかりに、

とのような形で提言され紹介されました。

それだけ外来植物が注目され、環境行政ト

ップが認識していることは地元行政雨竜町

ともども今後の保全施策でより良い方向に

向けられることを期待します。善きにつけ

悪しきにつけ環境省のお墨付きをいただい

た雨竜沼湿原です。

外来生物法による特定外来生物の防除の

「認定」

そんな折り、外来生物法(特定外来生物

認定許可が間に合わなかったばかりに、との年は生き
延びたオオハンゴンソウ(南暑寒荘第一駐車場)



による生態系等に係る被害の防止に関する

法律)でキク科オオハンゴンソウが特定外

来生物に指定されました。オオハンゴンソ

ウも法出緑化の張芝に紛れ込んで侵入した

種です。

オオハンゴンソウは北海道では路傍、荒

地、河川敷など乾燥地から湿地まで場所を

選ばず、稲子でも地下茎でも増え、繁殖力

が強く在来植物を追いやり、とりわけ自然

公園区域内での繁茂は厄介な縞物の 1つで

す。南暑寒荘ゲートパーク地区では駐車場

法而、連絡通路沿いなどで生育しています

が、これまでの「大作戦Jでかなり抜き取

り防除をしたのですが敵もしぶといのです。

指定されたばかりに防除するにも法の規則

で、地方公共団体は主務大原の「確認Jが、

それ以外の団体は「認定j の許可が必要で

す。「市竜沼湿原を愛する会j も「認定」申

請をしましたが今年の「大作戦Jに許可が

間に合わず、オオハンゴンソウを横目で見

ながら他の外来植物だけを防除する、何と

も聞の抜けた防|徐作業でした。 2カ月後に

届いた「オオハンゴンソウ防除j の環境大

駆除大作戦を実施する前の第一吊橋までの遊広道脇の
kイタカアワダチソウ
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臣による「認定j 許可は、「雨竜沼湿原を袋

する会j が全国で初の認定団体となりまし

た。

ゲートパーク地区、登山道の外来植物

ゲートパーク地区や登山道では稀:々の外

来植物が出現します。諸施設の整備、来訪

者など、開発行為と人の移動がもたらした

人為的な原因です。乙れまで佐藤・鮫島

(1984)、高橋・佐々木 (2002)、五卜嵐

(2004)が当該地を含めた植物リストを報

告しており、今年確認した外来植物は9科

35種ほどです。主主山道上部の「水場J付近

まで ll~現して、まだ湿原域まで侵入してい

ませんがその懸念が十分にあります。

外来生物法による指定種で「特定外来生

物」で前述のオオハンゴンソウが、「要注意

外来生物リストj で「被害に係る一定の知

見があり引き続き検討する種Jにセイタカ

アワダチソウがランクされ、「被害に係る知

見不足で情報集積に努める種j にハルジョ

オン、ヒメジョオン、オオアワダチソウ、

ヒメムカシヨモギ、セイヨウタンポポ、カ

セイタ力アワダチソウ駆徐大作戦の中学生ボランティ
ア(雨竜沼槻原遊歩道 2006年8月19日)



ミツレモドキ、ブタナ、アメリカセンダン

グサ、エゾノギシギシ、ハルザキヤマガラ

シ、メマツヨイグサ、ヘラオオバコが、「別

途総合的な検討を進める緑化植物」はオニ

ウシノケグサ、カモガヤ、オオアワガエリ

が出現します。日本生態学会が選定した

「日本の侵略的外来種ワースト100Jのリス

トにセイタカアワダチソウ、ハルジョオン、

ヒメジョオン、オオアワダチソウ、オニウ

シノケグサ、セイヨウタンポポ、カモガヤ、

ハルザキヤマガラシと 8fi重が含まれます。

出現種の科別ではキク科13種、イネ科10

穏と多く、タデ科が3種で他は 2積以下で

す。路傍雑草や外来槌物が多いマメ科、ア

ブラナ科は各2種と少ない、キク科は主に

張芝の種子混在や施設整備、人による導入

でイネ科は法面緑化の張芝です。

橘 (1991)は大雪山旭岳地域に侵入した

外来植物の科別ではイネ科、キク科が多く、

タデ科、マメ科、ナデシコ科、アブラナ科

と特定の植物群で構成されている、と報告

していますが、ゲートパーク地区と類似す

る種構成です。岡地区は開発規模や来訪者

は桁違いだが、山岳登山口としての立地環

境や法面緑化などの開発過程で類似性があ

り、そのため侵入積も類似性を示すと考え

られます。確認した35種で外来生物法によ

る要注意外来生物リスト以上にランクされ

るハイ・リスク群の穏が50%出現し、日本

の侵略的外来種ワース卜 100で維管束植物

にリストされた26種のうち 8種が出現し、

とれらの対策と防除が今後の課題です。

これまでも雨竜沼湿原では湿原植生の保

全から、外来植物の侵入限止の取り組みが
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実』面されています。絡設整備関連では空知l

支庁が施工主体となりiJ11められ、平成9年

(1997)の登山道・第一吊橋の架橋工事は

盛土に張芝施工でしたが当会は施工中に張

芝施工の変更を申し入れ、法面転汗.と枯ワ

ラをサンドしたナイロンネットで覆い同定

する工法に急速変更、経過は在来植物の進

出により良好に復元しています。平成12年

度の湿原内木道更新事業では湿原入口にあ

る小沢をL型擁壁と蛇かごに詰めた玉石で

整備して、靴ブラシを置き「靴の洗い場J

を設置した。登山靴に付着した泥をi先い落

とすととで登ILJ者による湿原内への種子等

の搬入など、非意図的導入を防止する目的

で強く要望して設f震が実現しています。

おわりに

外来生物法では外来生物を「海外からの

導入穏J と限定していますが、国産種でも

他地域から持ち込まれた種により影響を与

える場合があります。平成13年ころから浪

原内木道沿いにアブラカ、ヤの侵出が目立っ

てきました。以前から登111道でわずかに生

2006年、セイタカアワダチソウ駆除大作戦に参加した
ボランティアの皆さん
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育していたが湿原内で根付き、 5-6箇所で 来た訳じゃないんだよなJ、花に責任はない。

開花、今後とも増加傾向で湿原植生の保全 (雨竜沼湿原を愛する会副会長)

では非湿原性植物の侵入も課題で、見過ご

せない現象の1つです。

北海道では特定外来植物に指定されたオ

オハンゴンソウなどは市街地から郊外、山

間音Ilまで至る所で生育しています。雨竜郊

外から南暑寒荘までの車道(道道432号と

町道)にもオオアワダチソウとともに点在

し、一部の舗装区間の法面は顕著に勢力を

拡大して早期の対策が望まれます。私たち

の小さな団体とボランティアだけでは手が

回らない、これらの紡除には大きなエネル

ギーが必姿です。指定区域内の施設整備・

維持管理だけでなく、アクセス道路や周辺

域の保全対策が、引いては自然公掴区域の

保全に繋がります。未然の防御が最大の施

策で、外来生物法で提唱する被害予防の 3

原則である 1 入れない、 2. 捨てない、

3 拡げない、の推進と地元行政の察起が

望まれます。

現在、道内各地の自然公闘で「自然再生

プロジェクトJが検討されていますが、当

時の開発優先施策の反省で、自然公閣の整

備事業は将来にわたり現状改変そ及ぼさな

い施策が必要です。雨竜沼湿原登山道に侵

入した外来植物の防除を実施してつくづく

思う。せっかく生育して開花している植物

を他と差別して抜き取ることは愉快なこと

ではない。「オマエタチ、ここで咲きたくて

参考文献

五十嵐 博 2001.北海道帰化植物便覧

2000年版 195pp.北海道野生植物研究所，

札幌.

五十嵐 陣. 2004雨竜沼潟l京の植物目録.

北方山車 21: 30-35北方山草会，札幌

環境省自然環噴局野生生物課(編). 2005. 

日本のラムサール条約湿地.39pp療境省，

東京.

佐藤謙・鮫島惇一郎 1985.暑寒別天売

焼尻国定公開指定推進調査報告案 2051】p.

北海道.

佐々木純一. 1998 守られた小さな自然

雨竜沼湿原・登山道の吊橋新設工事に於

ける法面緑化工法の変更一.菩多尼詞・

14: 6-8.北海道積物友の会，札幌

橘 ヒサ子・坂下千佳・竹内健 1991

大雪山旭岳地域における車道及び観光施

設周辺の裸地に侵入した植物について.

北海道教育大学大雪山自然教育研究施設

設研究報告， 26: 25-44 

高橋英樹・佐々木純一. 2002.雨竜J白湿原

のフロラと絶滅危倶植物.財団法人前回

一歩園財団20周年記念論文集北海道の

根原. pp.205-216.北海道大学図書刊

行会，札幌

41-


