
渡島大島の帰化植物について

はじめに

私が渡島大島に関わることになったの

は、 1990(平成 2)年9月のことである。

当時勤めていたコンサルタント会社がこの

島の環境調査を受注し、学識経験者を含め

た調査隊を大至急組織しろとの社長命令が

あったものの、道|々の離島は全く行ったこ

ともない私には、渡島大島?はてそんな島

があったかな?といった程度の認識だった。

そんな私が以来17年、絶海の孤島であるこ

の島に、最も多く渡った人聞になろうとは

夢にも思わなかったのである。

この島は1741(寛保元)年に大噴火を起

とし、その津波により渡島半島沿岸に大き

な被害をもたらしたほどの火山高であると

とや、本土から約601<mの沖合に位置する

絶海の孤島であるととから、外洋を航海で

きる近海登録船でなければ渡ることができ

ない厳しい環境にある。全島が「オオミズ

ナギドリ海鳥繁殖地Jとして国指定の天然

記念物、『松前・矢越道立自然公園』の第1

種特別地域、道設鳥獣保護区の特別保護地

区などに指定され、許可無く立ち入る乙と

ができないわが国でも今や死昔話となった感

のある『秘境』といってもいいだろう。

乙の島では、 1991年以降北海道開発局に

よって避難漁港が建設されており、現在も

その事業は継続されている。貴重な自然環

療の中での建設工事であり、自然保護団体
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の強い反対を受けた経緯を踏まえて、周囲

の自然潔境に対して影響が及ばないよう、

わが国でも珍しいほどの高いレベルのモニ

タリング調査が継続されている。

一般人が渡ることができない場所であり、

その自然環境に関する情報がほとんど公開

されていない現状を踏まえると、ある程度

その現状を報告することは私に課せられた

責務でもあるが、このプロジェクトは現在

も進行中であり、責任ある立場にいる人間

としての制約から、かなり歯切れの悪い報

告になることは何とぞ、ご勘弁願いたい。

写真I 江良品をピ ク1=持つ大島と建設中の避難港

渡島大島の植物について

この島は約200年おきに噴火してきたと

いわれるほど活発な火山島であり、植生も

その影響を強く受けてきたと考えられる。

この島の自然環境に詳しい北海学園大学の

佐藤謙教授によると、島の植生は次のよう

に特徴づけられている。

①大島の植生は、約200年間のみ休止して

-43ー



いる火山島において 4次的遷移の初期l柑

にある草本群落または蘇類群落からなり、

山麓の一部に低木群落の成立が認められ

る。

②火山地域においてー・次的遷移の初期相に

ある植物群落は、日本各地に比較的多く

ま!Iられ、北海道では駒ヶ岳、樽前山、雌

阿寒岳などに認められる。しかし、大島

の植生を構成する植物群落は、日本で唯

一の特異な種組成をもっ。それは、高等

植物相の特徴でもあるが、希少な高山寒

地植物を多数含み、温帯の植物、海岸の

植物および岩隙・岩磯地植物が混生する

特徴である。との点で、大島の槌生は極

めて希少な価値をもっている。

大島漁港に伴う環境調査報告書より

大島の植物については、これまで新妻

(1947)、鮫島 (1957)、菅原(1958)、佐

藤・鮫島 (1984，1986)などが報告してきた

が、まとまってフロラを繋理した報告は見

当たらない。新妻は戦後まもなく烏に渡り、

採集した標本を舘脇が同定した47穏を報告

している。鮫島が報告している群落組成表

には、 59種が含まれている。菅原の1952

年，1953年，1954年の調査結果報告の中に、

佐藤は130積が含まれているとしている。
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これらの調査は島全体を対象として行わ

れてきたものと考えられるが、佐藤の報告

にもあるように、菅原のリスト中には未だ

に確認が取れていないものが多数(エゾノ

マルバシモツケ、チシマギキョウ、サマニ

ヨモギ、アサギリソウ、オオツヅラフジ、

ハイネズなど約30積)含まれており、同時

に調査が行われた小島のものが含まれてい

る可能性も否定できないといわれる。

1990年から卜リカラスノ浜を含む江良岳

東斜面での植生調資を実施してきた日本デ

ーターサービス(株)は、これまでの調査

によって侵入帰化穏を含めて151種の植物

を記録している。これはあくまで江良岳東

斜而に限られているととから、寛保岳噴気

口周辺にのみ見られるハハコグサや、北風

泊から東風泊周辺で確認されていながらト

リカラスノ浜では見られないエゾヒナノウ

スツボ、オオダイコンソウ、オトギリソウ、

コバノイラクサ、ホタルサイコ、ミズタマ

ソウなどが含まれていない。

佐藤は最も広く大島のフロラを把握して

いると考えられるが、その記録は今のとこ

ろ未公表となっているため、これらを総合

的に整理していけば、大島全体では少なく

とも160から 180種程度の縞物が生育して

いるものと考えられる。

大島の植物のうち、木本類は明らかに植

栽されたイタヤカエデ、(東風泊に群生があ

る)と、植栽が疑われるミズナラを除いて、

野鳥が好む実を付ける烏散布型のものがほ

とんどである。すなわち、イチイ、ヤマグ

ワ、ガンコウラン、ミヤマイボ夕、エゾニ

ワトコ、ガマズミ、カンボク、エゾヤマザ



クラ、ハマナス、ナナカマド、イヌツルウ

メモドキ、マユミ、エゾクロウメモドキ、

ヤマブドウ、アキグミ、ツタウルシなどで

ある。

草本類で特徴的な植物としては、ムラサ

キモメンヅルを挙げなければならない。本

種の生育地はわが国では極めて限られてお

り、本州では寓1山、浅間山、八ヶ岳、日

光、岩手の宇霊羅111など、北海道では大半

山など数カ所でのみ生育が確認されている

程度で、北海道レッドデータブックでは、

希少穏に指定されている。生育地はいずれ

もアルカリ性基質であることが特徴的であ

り、大島もまさにそのような場所となって

いる。

写真2. 岩隙i自に生えるシロバナムラサキモメンヅル

草姿はヒロハクサフジによく似ているが、

巻きひげを持たず、花序が丸くなり、花色

はやや簿い赤紫で、青っぽくなるものや白

花のものも見られる。自然草原内ではそれ

ほど目立たないのに、土壌の撹乱を受けた

工事ヤード周辺の法面では極めて旺盛な生

育ぶりを示して一面牧草畑のようになって

しまう。発芽当年は小さな株のままである
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て直径 1m以上にも広がっていくのである。

中国では、本種を牧単しとして栽培育積が研

究されているとのことであり、その生育ぶ

りを見ると確かにうなずけるが、わが国で

は希少種として盗掘の対象になっていると

いうのは、大島の状況を見ると信じられな

い気持ちである。成株の移植性は極めて悪

く、実生からの育成であれば極めて容易な

ことから、道路i去面緑化に使用できないか

真剣に考えたほどである。

その他の植物で特徴的なものは、なんと

いってもマイヅルソウが挙げられる。マイ

ヅルソウは、普通林内に生える弱々しい草

本のイメージがあるが、樹林のない大烏で

はi潮朝風に晒される{海毎岸近くの草原に生え、

附剛rJj直宣でこ

るでツワブキのようである。小島に自生し

ているマイヅルソウは、函館の宗像先生の

自宅の庭で拝見したことがあるが、とても

よく似ており、いずれも表面にクチクラ層

が発達しているためにテカテカとしている。

何よりも特筆すべきはその葉の大きさで、

これについては小城・笠 (2001)が詳細に

報告しているが、直径が20cm近い巨大な

葉を持っているものがごく普通に見られる。

が、翌年から四方にツルを勢いよく伸ばし 写真3. 大きな葉のマイヅルソウの群生地
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また大島では、マイヅルソウが大規模な

群落を作っているところがあり、数百平米

にわたってー而に巨大なマイヅルソウが生

えている様子はとても異様な感じを受ける。

珍しい植物としては、ムラサキの自生が

確認されたほか、高標高地にはクシロチド

リやハクサンチドリが多数見られ、火日以

にはミヤマオダマキの大群泌が紫色のお花

畑を作っているのも特徴的であった。

写真4 草原内で見つかったムラサキ

大島における帰化植物

ζの島における帰化植物は、 1988年に漁

港建設の事前調査で島に渡った佐藤教授に

よって、北風泊周辺に一面アメリカオニア

ザミが繁茂していることが報告されてから

ると、完全に周囲の草木を被圧してしまい、

植生に影響が出てくる危険性が高い。 90年

代初jめにはアメリカオニアザミの草丈は1.5

1111'呈度もある大株ばかりで、刈り取り作業

は本当に難行苦行であった。種子を飛散さ

せないように開花寸前の株を刈り取ってい

ったが、普通の鎌ではとても歯が立たず、

いろいろ工夫した挙げ句、山菜を掘り取る

柄の長い鎌が使いやすいととが分かつた。

写真5 アメリ力オニアザミの刈り取り作業風景

大きな問題となっている。そこでは、 82年 写真6. ゴボウ根は長さ1.5mもあった

に北風泊において海I:j~、安部による灯台や 本種は二年草であり、撹乱を受けた土壌

ヘリポート建設が行われ、その際の工事物 に種子が着地すると直ちにロゼ、ツト葉を広

資もしくは建設車両に付着してアメリカオ げるようである。大島には戦前に毛皮を取

ニアザミが侵入したものと推測されている。 る目的でアナウサギが放たれて野牛ー化し、

大島の低標高地では、ススキヤマブドウ 至る所に大きなトンネルを掘って生活して

群落に代表される高茎草原と、エゾキリン いる。巣穴の前には掘り出された土砂がテ

ソウ群落やマイヅルソウを主体にした低茎 ラスと呼ばれる大きな台地状に広がってお

草原がパッチ状に広がっているが、アメリ り、ことには大小の株がひ、っしりと生えて

カオニアザミがその中の低茎草原に侵入す いることが多いととから、アナウサギがア
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メリカオニアザミの侵入定着拡散を助けて ヒメスイバ、ブタナ、アカミタンポポ

いる乙とが推察される。 ②外国産の帰化植物であるが、以前の調査

写真7 ウサギの巣の前に大株が群生する

2005年夏にはトリカラスノ浜斜面からア

ナウサギが一斉に姿を消し、テラスも周囲

の草本に被われてしまっていたが、翌年に

は乙れに連動するかのようにアメリカオニ

アザミの大株の個体も減少している。スス

キ草原のような高茎草本群落内では、ヒョ

ロヒョロのか弱い個体にしか生長しない傾

向があり、アメリカオニアザミの生育拡大

には撹乱された裸地の存在が大きな役割を

果たしていることが考えられる。

工事ヤード周辺ではこれまでに31種の侵

入植物が確認されているが、乙れらはすべ

て外国産の帰化植物という訳ではない。こ

れらを区分すると次のように分けられる。

①外国産の帰化植物であり、以前の調資で

確認されておらず、工事着手後に侵入し

たと考えられるもの。

アライドツメクサ、ウスベニツメクサ、

オランダミミナグサ、カモガヤ、コイチ

ゴツナギ、コヌカグサ、ナガハグサ、

ハイウシノケグサ、シロツメクサ、タ

チイヌノフグリ、ハルザキヤマガラシ、

でも島内で確認されており、島内他地域

から侵入してきたと考えられるもの。

アメリカオニアザミ、オニノゲシ、セイ

ヨウタンポポ、ヒメジョオン、ヒメムカ

シヨモギ、ノボロギク、ナガバギシギシ

③白木の在来植物で、人為撹乱地に多い人

里植物であるが、以前の調査で確認され

ておらず、その後も確認がないととから、

島外もしくは島内の他地域から侵入した

と考えられるもの。

オオバコ、スカシタゴボウ、スズメノテ

ッポウ、ナズナ、ツユクサ、ツルナ、ミ

ヤコグサ ※ミヤコグサについては、幼

植物のまま抜き取っているので、帰化種

のセイヨウミヤコグサの可能性もある。

④日本の在来植物で、人為!覚乱地に多い人

里植物であり、大島での記録はあるが、

トリカラスノ浜での記録が不明確で、 tH

現状況に不自然さがあるもの。ただトリ

カラスノ浜には以前番屋があり、裏の

緩斜面に畑を作っていたとの情報があ

るので、その時代にすでに侵入していた

可能性が考えられる。

イヌホオズキ、シロサ¥スズメノカタビ

ラ、スベリヒユ

乙れらの中には、ツルナのような海流に

よって漂着した種子から生えたと考えられ

るわずかに一株だけのものや、靴底などに

付着して侵入したと考えられ、上陸地点に

ほんの数株だけ生えていたシロツメクサや

ミヤコグサなどもあるが(もちろん直ちに抜

き取られたが)、工事ヤード内の棟地で猛烈

47-



に培えてきているアライドツメクサやウス

ベニツメクサなどの極めて媛小な植物や、

周辺の自然草原内に拡大しつつあるオラン

ダミミナグサやタチイヌノフグリ、ヒメス

イバなどといった帰化種もある。

この島は園内では最大の無人島でありな

がら、絶海の孤島の火山烏であるが放に、

これまで組めて限られた帰化植物しか侵入

していなかったものと考えられる。佐藤に

よれば、 1950年代にはヒメムカシヨモギ、

オニノゲシ、セイヨウタンポポに加え、史

前帰化植物としてのノゲシ、ハハコグサ、

スベリヒユ、シロザの合わせて 7種が確認

されたに過ぎなかったという。その後80年

代にスズメノカタビラが確認され、 90年代

に漁港建設が始まって以来の調査によって

現在でも約20種程度の帰化種が確認されて

いるだけである。

これだけ帰化植物の侵入が少ない場所は、

はたしてわが国のどこかにあるのだろうか

といつも考えてしまうが、渡島大島はその

意味ではわが国でも有数の『秘境Jである

といえよう。

漁港建設という人為的廃乱が続いている

中で、との程度の帰化種の侵入で収まった

のは、当初調査に当たった佐藤教授の厳し

い指摘と、それを受けてきちんとした監視

とモニタリングが継続されてきたことによ

るものであろう o 今後漁港建設が完了後に

は、工事ヤードはすべて撤去されて地形復

元と植生復元が必要になってくる。島外か

らの持ち込みができない中で、はたして白

48 

生植物だけでこんな大同積の植生復元が可

能なのかどうか、まだまだ、長期間模索が続

くことは間違いない。私は一体何歳まで大

島に通い続けなければならないのだろうか、

これからは体力との勝負になってきそうで

ある。

(有限会社緑花計画)
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