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岩見沢市　齋 藤　　 央

石狩低地帯中南部 原野放浪拾遺

零、身勝手な夢と貧乏人のリモートセンシング

　小学校高学年の頃、雨竜沼湿原の風景と
植物に感銘を受けた私は、新篠津村や周辺
市町村に高層湿原の生き残りを求め、父を
拝み倒して車を出してもらい、国土地理院
発行 2.5万分の 1地形図で湿地の記載があ
る場所を片っ端から訪ね歩いたことがあり
ます。しかし、行けども行けどもヨシ群落
ばかりで、ミズゴケ群落にすら訪ねあたら
ず、徒労感と父の不機嫌だけが募る結果に
終わりました。
　それから三十余年を経て、2014年の正
月に再び道民となった私は、エゾエンゴサ
クやその他スプリングエフェメラルを求め
て岩見沢市内の原野を訪ね回りました。後
述する岩見沢市鏡沼でオオバタチツボスミ
レに出会ったことをきっかけに、同様の環
境を求めて環境省自然環境局生物多様性セ
ンターのweb サービス「自然環境保全基
礎調査　植生調査情報提供」(URL：http://

www.vegetation.biodic.go.jp/ ) で 2.5万分の
1植生図をダウンロードし、新篠津村や美
唄市へと探索範囲を広げました。
　更に、Googleや Yahoo!の地図サービス
の空中写真モードで田園地帯を調べ、原野
を見つけては探索をかけました。この 2社
では空中写真を撮影した季節に若干のずれ
があり、両者を照合することでかなり高い
精度で植生を類推できます。例えば、いず
れか一方の空中写真で鮮やかな黄緑色に見
える部分は、アワダチソウ類が高い密度で

繁っている地帯です。秋に撮影した空中写
真で明るい茶色に見える部分はイネ科植物
の草原で、暗い茶色はアワダチソウやハン
ゴンソウなどキク科植物の草原です。濃い
緑の中に淡い灰色が散りばめられている場
所は、非常に地面が乾燥した疎らなササ原
です。
　探索した場所は、20ヵ所を軽く超えま
す。そのうちの幾つかを御紹介します。

1　美唄市・上美唄学術自然保護地区

　美唄湿原という場合、今となっては北海
道農業研究センター美唄試験地を指す場合
が殆どです。何故「今となっては」かと言
うと、道路一本挟んだ東側、上美唄学術自
然保護地区 (1975年指定 ) も、かつてはミ
ズゴケ群落がしっかり残った高層湿原だっ
たからです。
　ただ、北海道が学術自然保護地区に指定
して以降も、この場所は地元でもあまり気
に留められてきませんでした。わずかに、
2008 ( 平成 20 ) 年の美唄市議会第 2回定例
会で「どこが管理しているのか」との趣旨
の質問に対し、市長が「…北海道が管理し
ているものです。当該地区は自然保護の観
点から、指定当初より容易に立ち入りでき
るような入口はなく、人為的な影響を受け
ない形で湿原が保護されてきており、これ
までの方法で引き続き管理していくと伺っ
ております。…」と答弁しているのみです。
　そして、「人為的な影響を受けない形で」
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という美名のもと、この湿地は完全に放置
されてきた感があります。草野(1981)で「…
『熊笹の塊』だけを『学術自然保護』する
地区になりそうな心配があります。…」と
表明していた懸念は、ほぼそのまま現実と
なっています。現在、この地区はハイイヌ
ツゲとイソツツジ ( 図１) は残っているも
のの、ササに覆われた地面は暗渠排水され
たグラウンドのように乾いており、大まか
に探した範囲では生きたミズゴケは確認で
きませんでした。かつてあったというガン
コウランやヒメシャクナゲも、恐らくはミ
ズゴケと運命を共にしたものと思われま
す。
　同じく道の学術自然保護地区となってい
る月ヶ湖湿原 ( 月形町 ) では、イシカリキ
イチゴの侵入が著しいものの、月ヶ湖 ( 大
沼 ) の水門が地下水位維持に寄与し、高層
湿原が何とか保たれております ( 辻井ほか
2007)。上美唄学術自然保護地区とは対照
的な現状を見るにつけ、保護対象の保全が
指定によって何ら保障されず、それ以外の
要因に左右される「学術自然保護地区」と
は一体何なのか、と、考え込まざるを得ま
せん。

2　美唄市開発町桜井・四十七士沼跡

　美唄湿原の北方、宝沼の東方にゆがんだ
四角形の小さな原野があります ( 図 2)。大
半は落葉樹の疎林ですが、北の一角はハイ
イヌツゲとヤチヤナギ ( 図 3) が繁り、ゼ
ンテイカ ( 図 4) が随所で咲いていました。
地面が容易に着火しそうなほど乾燥して
見えたにもかかわらず、カキツバタ ( 図 5)
が小型化しながらも生育・開花していたの
が、何とも不思議でした。
　草野 (1981) で、宝沼の東方にあった
四十七士沼という池塘群が紹介されていま
す。酷くぬかるみ、足を取られると抜け出
せなくなるほどの軟弱な湿地に多数の池
塘があり、コウホネやミツガシワが見ら
れ、現在では大雪山や道北にしか見られな
いナガバノモウセンゴケが自生していまし
た。最後に残っていた池塘にもミツガシワ
が見られたものの、1980年の野火で荒廃
し、早晩耕地化されてしまうだろうと予言
しています。上記の原野には池塘は見当た
りませんが、カキツバタが生き残っている
ことを考えるとかつては非常に地下水位が
高かったことが明らかであり、四十七士沼
の名残と考えるのが最も自然だと思われま

図 1　上美唄学術自然保護地区のイソツツジ 図 2　美唄市四十七士沼跡

齋藤：石狩低地帯中南部 原野放浪拾遺
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す。もしもナガバノモウセンゴケが今日ま
で生き残っていれば間違いなく道か国レベ
ルの天然記念物になっていたであろうこと
を考えると、時代の要請とはいえ美唄原野
で仮借なく進められた土地改良という名の
大規模自然破壊がつくづく恨めしく思えて
なりません。
　この原稿を書くために再訪したところ、
ヤチヤナギはちゃんと結実しており、サワ
シロギクやサワギキョウの枯れ茎が随所で
見られました。1ヵ所だけ、直径 70cm ほ
どのミズゴケのコロニーがハイイヌツゲの
陰にあるのが見つかりました。カキツバタ
が生えていた傍らにシュレンケの名残と思
われる水たまりがあったはずなのですが、

二度目の訪問以降は何度探しても見つから
ず、2016年以降の宿題になりそうです。

3　美唄市茶志内町協和

　空中写真で一面の草原のように見える
一角があります。身の丈を軽く超える深
さの排水溝で周囲の道路や隣の田畑から
隔絶され、南端と北端以外には入口すら
ありません。
　実際には一面のササ原で、南端付近を
少し探った範囲ではヤチヤナギやナガボ
ノシロワレモコウすら見当たりませんで
した。縁にゼンテイカがちらほら咲き、
廃車らしき自家用車がサイドウインドウ
の縁まで沈み込んでいることから、かつ

図 3　美唄市四十七士沼跡のヤチヤナギ

図 5　美唄市四十七士沼跡のカキツバタ

図 4　美唄市四十七士沼跡のゼンテイカ

図 6　岩見沢市鏡沼のオオバタチツボスミレ
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て湿地だったことが辛うじて偲ばれる有
様です。もう 20年発見が早ければ、何か
しら高層湿原の植物が色々と生き残って
いたかもしれないと思うと、残念な限り
です。残る北半分の探索は 2016年に回す
しかありませんが、時間を割いてまで探
索する価値があるのか、まだ判断しかね
ています。

4　岩見沢市北村・鏡沼

　田園地帯が広がる北村の中で、北村発祥
の地とされるこの沼の周囲にはヤチダモ林
が残っており、下草の種類も非常に豊富で
す。岩見沢市内では恐らく唯一のオオバタ
チツボスミレ ( 図 6) 自生地です。林の縁
ではカラマツソウやキツリフネが見られ、
オオバナエンレイソウやオオウバユリが随
所に見られます。岸辺にはミズバショウの

群落 ( 図 7) があり、ゼンテイカも林床に
細々と生き残っており、かつては部分的に
は中層湿原だったと考えられます。ギョウ
ジャニンニクの大群落がありますが、自生
しているのか地主の植栽によるものか、見

極めがつけがたいところです。
　鳥獣保護区に指定されてはいるものの、
農業廃棄物が無造作に捨てられているな
ど、植物保護の観点からすればお世辞に
も保全されているとは言い難い状態です。
北村遊水地計画で遊水地となる予定地に
含まれますが、それが植生保存にどの程
度寄与するのかしないのか、 気になるとこ
ろです。

5　新篠津村・沼ノ端湿地

　田園地帯の只中に、忽然と森林が見られ
る一角です。遠目にはシラカバが目立ちま
すが、近寄るとヤチダモなどが生えている
ことがわかります。地下水位が高すぎるせ
いか、先代の地主が植えたというシラカ
バの成長は既に頭打ち状態で、倒木が見
られます。農林水産省の地質遺産 (URL；

http://www.maff.go.jp/j/nousin/noukan/tisitu/t_

deitan/)に指定されている泥炭湿地です。
　北端近くに見られるチョウジソウの自生
地は、恐らく現在確認できている中では石
狩川右岸域で唯一のものです。花が終わる

図 7　岩見沢市鏡沼のミズバショウ 図 8　新篠津村沼ノ端湿地の開花前のチョウジソ
　　　ウ．青紫を帯びた茎と鮮やかな緑色の葉で、
　　　他の植物とは容易に区別ができる

齋藤：石狩低地帯中南部 原野放浪拾遺
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とすぐにアワダチソウ類やヨシが伸びて隠
されてしまうことが、却って風や過度の
日射を防ぎ、好条件となっているようで
す。そう考えると、石狩平野で一見ただの
ヨシ群落やアワダチソウ群落に見える場所
でも、チョウジソウの残存を疑ってかかる
価値はあるのかもしれません。チョウジソ
ウの芽生えは他の植物と見間違えにくいの
で、5月上旬～中旬に探索をかけるのが最
善だと考えられます ( 図 8)。
　春にはミズバショウが群開し、夏にかけ
てコバイケイソウ、オオヤマフスマ、エゾ
ナミキ、カキツバタ、ヤナギラン、ヨツバ
ヒヨドリが見られます。池塘の跡らしき水
たまりには、極僅かながらミツガシワが見
られました。
　西端を中心にハンゴンソウの繁茂が著し
く、今後の影響が懸念されます。新篠津村
内で随所にみられるというマキバスミレ
も、北東隅で見られました。

6　当別町蕨岱 (わらびたい )

　当別町南東端の蕨岱地区に、長方形の原
野があります。空中写真で見ると、やや歪
んだ四角形の文様が確認できます ( 図 9)。
黒に近い暗い色に見える部分は水たまり、
ササ原らしき灰色と緑色が入り混じった部
分、ヨシ原らしき緑色一色の部分、いずれ
も形状が矩形です。入植者が燃料用の泥炭
を手作業で切り出した跡が随所に残る原野
です。
　ササ原の地面が、恐らく元の高層湿原の
地面に対応すると思われます。月ヶ湖湿原
の縁や、高橋ピートモス工業採掘地の南端
部、岩見沢市北村地区の防風林の縁など、

劣化し始めた泥炭土壌を好むイシカリキイ
チゴが、ここでもササに混じって猛然と繁
殖しています。
　自家菜園に隣接したコテージの南側のヨ
シ原を少し探索したところ、根元にミズ
ゴケが生えつつあるのが確認できました。
いったん低層湿原まで退行してから高層湿
原へと遷移する兆候は、ある程度見られま
す。ただし、自家菜園から肥料分を含む水
が流れ込んで富栄養化する危険があり、無
事に遷移する保証はあまりありません。コ
テージから離れた場所に同様の環境があれ
ば見込みは大きいのですが、そこを探索
するにはイシカリキイチゴの “ バイオ鉄条
網 ”を突破するしかありません。

7　そして探索は続く

　別稿で詳述したとおり、2015年 10月
に、新篠津村西高倉地区で、僅かに残存し
ていた高層湿原を発見する幸運に恵まれま
した。その幸運の背後には、本稿に挙げた
数々の原野や、 湿原の “ 残骸 ” または “ 遺
骸 ” との出会いがありました。
　しかし、これで終わりではありません。
湿地保全のために複数の団体が活動してい
る石狩川左岸地域に比べ、石狩川右岸地域
は石狩湿原の名残とみられる原野が随所に
残っているにもかかわらず、それらの調査
や保全はほぼ手つかずです。新篠津村だけ
でも、まだきちんと探索していない原野が
10ヵ所ほどあります。
　原野商法で不在地主だらけになっていた
り、産業廃棄物処分場として埋め立てられ
ていたり、農地にするわけでもないのに徒
に排水されていたり、と、現状は惨憺たる
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ものです。空中写真で見る限り石狩平野に
おいて、美唄湿原や月ヶ湖湿原のように良
好な状態の高層湿原がある程度まとまっ
た面積で残っている場所は、今後はまず
見つからないと考えられます。それでも、
50ヵ所に満たない探索地の中から残存高
層湿原が発見できたのですから、川砂から
砂金を探し出すよりも確率は数百倍高く、
探索を続ける理由にこそなれ諦める理由に
は為りえません。海抜一桁の稲作地帯で亜
寒帯の高層湿原の植物を再発見するという

日本では（恐らく世界でも）北海道でのみ
実現可能なロマンを求めて、少なくとも
2016年は 2015年同様に石狩川中・下流域
をうろつくことになりそうです。
（グリーン・インスピレーターNapraphyto）
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図 9　当別町蕨岱の原野．泥炭を切り出した跡が歪んだ矩形の文様として随
　　　所に残る
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