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2017年サンル川観察会報告

副会長佐々木克之

9月16日に札幌から在田会長の車に乗

せてもらい、恒例のサンル川観察会に参

加しました二今年の案内人ば、定年まで

下川町で働いていて、現在は旭川に住ん

でいる宮田修さん、サンル川のヤマメや

サクラマスを知り尽くしているエキスパー

トです。同じ日に山の店パタゴニアと地

元が。ラボした企画があったこともあり、

観察会参加者は例年より少なかったが、

両親とともに釣りマニアの小学校高学年

の男の子の参熊があり、楽しく過ごしま

したs

最初にかなり完成しているサンルダム

を眺めました（写真参照）。左側こ階段魚道が見えます。ダムの上部からは階段魚道に続く細い水

路がダム湖の上部までダム予定地の横を走っているのが見えました≦約7k斑の魚道です。現在は上か

ら丸見えなので魚道を遡上する親魚やスモルト（海に降る幼魚）が動物や鳥の餌になる可能性が考

えられますニサンルハ|がダム湖に流入するところで大部分の流量はダム湖に流れ、一部分は分岐し

てパイバス魚道となり、ダム下流に流れますゞ

魚道についてば、1）ダムの下から親魚が階段魚道とそれに続く魚道を経てダム湖上流部に遡上し、

産卵。2，ダム溝上流で孵化して成長した幼魚がスモルト化すると魚這を経てダム下流iこ降下する、

の二つのことが戴待さ紅ます．親魚が階段魚道の入り口を見つけることができれば、或る程度の親

魚が遡上すること陰、二風谷ダム魚道でも見ら龍ています‐一方、スモル只今§ダム湖で,まなく階段

魚道を経て降下すること,こつ‘,､ての報告はほとんどありません。霊年までの鴦類専門家会議を傍聴

した限りでは、スモルトの降云が不十分でした，

北海道罵発局は、 ‐焦這iこよるサクラマスの遡上や降下の確認が取れるまではダムの水位を下げ

て、ダム湖内の流れをつくる暫定水位を運用する」ということで、北寳蒻漁震と話し合いがついた

としています，しかし、この‐遡上や降下の確認」の内容が、1尾でも確認がとれたらよいのか、或

る程度の数の確認が必要なのか、暖昧であり、今後の課題です。宮田さんは、サンル川本流とは別

に、ダム湖の両側からダム潮こ注ぐ多くの河川があり、その河川で繁殖していたサクラマスは遡上

もできないし、スモルトは降下できなくなり、絶滅すると述べています．

車でサンル川総いの路を遡上して、毎年訪れる橋がかかっているサンル川上流部で、サクラマス

の行動に配慮しながら、皆で川に降りて、サクラマスを観察したり、川遊びをしたりしました§例

年サクラマス羨魚が簔察できる、瀬と渕がある場所で、ペアのサクラマス鏡魚を観察できました．

釣りマニアの男の子は、さまざまな釣り針を持参していて、釣りをしてい菫した，本格的な釣り師

であり、将来が楽しみ:こ感じました

今後ば、魚道の効果を検討して9､る『魚類専門家会謹」を傍蕊して、しかるべき対応をしなけれ

ばならないと感じ菫した二
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検証，日高の地球潟暖化

理事谷岡隆(日高鳥類研究所所長）

地球温暖化に起因、平成7年12月以降越冬の北限であった宮城県伊豆沼から一気に400km北に位置する北海道

新ひだか町静内（旧静内町）で、国指定天然記念物マガン越冬を発見し観察、保護活動するようになり、早いも

ので22シーズンを経過した。

振り返れば、当時、訓龍道でのマガン越冬は生物学者、研究者等など誰一人、予測すらしたこともなく、事実、

事例もなかった。このことを聞きつけた毎日新聞北海道支社は早速、鈴木写真部長自らが取材に訪れ、越冬途中

ではあったが、平成8年2月22日、東京本社発行の毎日新聞・全国版朝刊一面に「北海道でマガン越冬」の見出し

と四段抜きカラー写真で紙面を餡ったニいわゆる“毎日のスクープ”である。

話をマガンに戻すが、マガンは非常に野性味が強く頑固。同じ水鳥でもハクチョウは人と触れ合うが、マガン

は人を寄せ付けず給餌などには目もくれない。愛矯はないがそれがまた魅力でもある≦

また、土地の執着性が強く、余程のことがなければ過去の越冬場所を毎年訪れるが、近年、地球温暖化に歯止

めがかからず、気候変動に翻ろうされながらこの変化にいち早く反応すると同時に採食地、個体数、越冬期間を

微妙かつ巧妙に変化させている、

具体的には、北海道越冬の拠点は従来、新ひだか町静内であったが、静内→新冠町－･日高町（厚賀・富川）→

ウトナ〆湖へと、年々、緯度を北へ上げながら2016／2017年度にはついに628羽となり越冬個体数が初めて600羽

の大台を超えた。個体数は、42羽からスタート、7年目に122羽と初めて100羽台に乗せたが、近年の変則的な大雪

により採食不可能となり、結局は本州へと移動する年も多く19シーズンの198羽を最高に上下を繰り返していた二

しかし、21シーズン目503羽、昨22シーズン628羽、今シーズンも12月12日現在で1,082羽と爆発的に個体数が増加、

明らかに従来とは異なった形態を見せている。

冬鳥（渡り鳥）の越冬必要条件は何か、一つは餌の確保、つまり採食が出来ること．もう一つは、ねぐらとな

る結氷しない河II ･潮沼があること。

従来、北海道でマガンが越冬しなかったのは、当然厳冬下マガンの越冬可能な環境ではなかった，しかし、

近年、地蔵温暖化により降雪量は減少，河ji1等の水辺も結氷しなくなり、その気象条件にいち早く反応したのが

環境に敏感なマガンである。

古（いにしえ〉よりマガンは日本に渡来、人々の生活と深い関わりを持ち日本最古の文書、古事記や万葉集に

も登場、江戸時代までマガンiま日本全土に生息していたゞ

しかし、文明の発達、近代化の影響による環境破壊でガンたちが生息していた東京湾、大阪湾などで周辺の水田

の農地は工業用地、宅地化さ説、全国のガン渡来地も同様に湖沼、湿地などが干拓などにより埋め立てられていっ

たs

結果、ガン渡来惣衾、次々と生息塲藍を失い、1970年代の初めには僅か3,700羽にまで減少。かつては、ほぼ日

本全国で姿が見られたというが、最鍔ま開発の歩みが遅い宮城県新潟県などの東北、北陸地方の一部に越冬地

が限定されていった。

種を保存、保護するのは法の絹を被ぜるしかなく1971年、国天然記念物に指患その後、関係者の熱い保護活

動などが実を結び個体数は、平成29年1月で179,286羽を数えるまでに増加。そして、約8割が越冬する宮城県伊豆

沼も飽和状態さらには地球温暖化により、従来は渡りの中継地であった秋田県小友沼が越冬地となり、何の関

係もなかった北海道日高管内・新ひだか町静内が平成7年より越冬地となった。

さて、その後、新ひだか町静内の越冬状況はどうなったのか。先ずは当初のねぐら

場所、新ひだか町静内。静内川は随分前から使用しなくなり、代わって新冠町新冠川、日高町厚別川、日高町沙

流川、苫小牧市ウトナイ湖へと徐々に北へと移動させている。

採食地も最初は静内であったが、これも新冠町、日高町、むかわ町、厚真町と徐々に緯度を北へと移動させて
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いる。

マガンは、シベリアを故郷（繁殖地）とする北方系の野鳥であるが、生息地を少しでもシベリア

に近づけたいという本能があるように思える。しかし、宮城県から北海道に移動した群れが、22シー

ズンも経過してそのまま同じ場所

に居座るはずもない。

平成7年、静内に突然マガンが現

れて以来、越冬環境を整えるのが

自分の仕事となった，マガン飛来

場所の牧場主には追い払わない、

牧草地での採食の確保など越冬環

境保持等を要請。新聞、雑誌など

にも原稿を書いては写真を添えて

投稿、天然記念物等の存在周知、

生態や保護理念などの理解を促進

させた。さらには保護活動の原点

ば観察であるとの思いで22年間、

一日の欠落もなく観察を続けデー

タは2,293日となった。〆 Uｰ-2ｰ茸曹一一ローーノー◎

17.2.9～日高山脈を背景に飛翔するマガン、昨シーズンは5年
静内を起点とした日高堆方でのぶりに静内に渡来し越冬した（撮影地：新ひだか町静内）

マガン越冬は、平成9年12月、地球

温暖化防止京都会議(COP3)ワークショップの席上、温暖化が我が国の野生動物に与えた唯一の例

として秋田県小友沼と共に静内の越冬記録が全世界に紹介された：

また、平成9年、高規格幹線道路・日高自動車道静内インターチニンジ予定地がマガン越冬趣と重

なった事を知り、早速、潅と日本雁を保護する会。呉地正行会長で計画路線の法繰変更要請活動を

巖始二

公務員という立場上、首を覚悟で何度も国と交渉二数年後、予定地は静内海岸誌へ移動したが、

平戎23年、東日本大震災発生一高速道路ば岸波浸水区域を回避すべきとの議論が浮上≦平成27年、

北渥道勇発局謹津波回避ルートを提案し最初の予走地に戻った：

しかし、‐乞った二人で天然記念物マガン生息地を守ったという活動足跡は変わらなI､￥

地球温暖化こ歯u二めう§かからない現在、日高堆方での堆球温暖化事例は幾つもある＝ ここ数年、

気候変動wこより起こった高波、台風被害;ま甚大で、JR日高線が不通となり約3年‘貴重な住民の足と

なる公共交通機関はストップ，いたる所で海岸防波堤も破壊され、日高昆布千場も大量の流木で埋

まった：静内市街地も水;こ浸かるなど、平成27～28年、新ひだか町だけで被害《ま21億8,393万円とい

う甚大な額となった。

さらに近年は、秋サケ、秋／力も海水温上昇で日高沿岸部では獲れなく護り、大幅産濤獲高減少｡

何より馴染み深い大衆魚でありながら、庶民の口に入らなくなった二

芝生下のコガネムシ幼虫を採餌するためカラスやヒグマが芝生を掘り起こし、公共施設に大きな被

害が発生して､､ることも調査で明るみとなった。本来は、東北地方、這南の函鎗市に分布、室蘭市

が北限だった真昆布が日高沿岸部の潰港等Iこ分布していることも、今夏から始めた日高全港（漁港。

港湾）の独自調査で分かった：

京都議定書、バリ協定と続く世界の地球温暖化対策も果たしてど燕だけ存在感を示し、

今後効力を発揮できるのか＆気が付くと日高という小さな地域にひたひたと温暖化の波は押し寄せ、

人々の暮らしに重大かつ様々な影響を及ぼして1，るという麦実二

この危機的状況、今こそ一人ひとりが問題意識を持ち、小さ竣事でも銀来ることから行動を進んで

実践するしかない。自分が住む大切な故郷、地球を守るために…=
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急速に設置が進む小型風車に関する環境保全上の大きな懸念

理事佐藤謙

道北の日本海沿岸地域には、既に多数の風力発電所が設置され、アセス過程にある風力発電所計画が多い。

2017年夏、留萌から稚内まで国道232号と道道106号（オロロンライン）を丸2年ぶりに往復した。そうした

今回の大きな驚きは、この地域に林立する既設の大形風力発電所に加えて、新たに多数の小形風力発電所が

設置されていたことである。

小平から初山別にかけて、ナセル（発電機）に「GHRE」と記された風車が、車を走らせながらザッと数え

た概数で28墓（小平1基、苫前5基、羽幌15基、初山別7基）建てられていた。それらば、既設大形風車群と

比較すると、個別に、人里離れたところから極めて人家に近いところまで、既存の大形風車群の隙間を埋め

るように建てられていた、

他方、初山別から抜海では、『Zephyr9000」と記された、より小形の風車が、上記と同様に数えた概数

で38基（初山別4基、遠別30基、抜海4基）建てられていた。この小形風車は、1つの発電所として4基が並

ん,で設置される場合がほとんどであり、上記と同様に、人里離れたところから極めて人家に近いところまで

建てられていた．

『GHRE」は、ウインパワー株式会社(WinPowerKK、2015年設立、プロスペックホールディング株式会社

が100%出資）による小形風車で、正式には「GERE19.8」と呼ばれるという＆インターネットにおける同社の

宣伝によると、この風車は、固定貢取価格が減少しないよう定格出力を20kW未満に抑えて顧客の収益を増加

させること、ハブ高が20.6脳と小形風力では最高クラスであることから早い風を受けられ、ローダ直径が15.

6mと小形風力では最大級であることから受風壷積が大きく多くのエネルギーが得られること、すなわち「低

出力・高収益」を謡い文句として風力発電所設置を希望する業者を募っている。

ちなみに、風力発電に震する固定買取価格制度は、国の再生エネルギー推進政策の根幹と言えるが、陸上

風車で1基20kW以上の場合は21円十税(2017年9月まで22円十税)、陸上風車で20kW未満の場合は55円十税、そ

して洋上風力(20kW以上）では36円十税とされ、小形風車の売電価格が風力発電の中で圧倒的に高く設定

されているニ このような政策的かつ経済的な観点から、20kW未満ギリギリとなる19.8kWが宣伝されている。

他方、『Zephyr9000 (ゼフアー9000) 」は、ゼファー株式会社(1997年設立）による小形風車であり、定

格出力4" 9kW(5剛とも公表されている）、ローダ直径55mと、上記,GHREよりはるかに小形である。インター

ネット上の宣伝では、1kWあたり57.75円（税込み、2012年7月）の売電ができ、平均風速5m/sの環境下で年

間50万円程度の売電収入となり、10年前後で初顛投資回収が見込める、と記されている二

風力諾電にば、低周波音。超低周波音による健康被害と野鳥など野生生物への悪影響という大きな環境問

題が指摘されているゞまた1万kWを超える発電所設置では環境アセスメント手続きが必要である。しかし、

国の姿勢は、①低周波音・超低周波音による健康被害は完全に無視し、野生生物への悪影響は回避できると

する、②小規模な風力発電所設置ではアセス手続きを不必要とする、③再生エネルギー開発をベンチャー的

な投資の場として環境問題を無視する、という強い姿勢が続いており、それだけでも大問題である。その上

で、小形風車が道民の生活空間内まで所構わず多数設置されている。国と事業者は、住民の健康被害と野生

生物への影響が生じない科学的根拠を丁寧に説明する必要がある
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石狩新港を取り巻く風力発電の危機能現状について

理事種田昭夫

道北日本海側、サロベツ、稚内、道南、函館、室蘭、伊達、大滝、八雲などなど道内各地で、い

ろいろな風力発電計画が持ち上がっていることは、みなさん少なからずご承知かと思います。その

なかで、特に札幌小樽石狩の人口密集地域に計画中。建設中の大型風車建設の現況について報告い
たします二

環境アセスメントの浸状から申し上げますと、銭函ウインドファーム(3,000kw10g)は、評価書

まで終わりいつ建設にかかってもおかしくない現状です。海岸の占用許可申請が出れば建設開始と

なるでしょう。

エコパワーでは評価書は終わり、昨年は基礎工事を進め、10月には3,300kW2墓の建て込みが終わ

りました。あとは送電線その他の繋ぎこみをして試運転、来年には営業運転にかかることは間違い

ありません。

市民風力発電は、石狩の工業団堆内に2,300～3,000kW7基を建設中です｡ 10月現在基礎工事が進め

られています二大型風車の直下たった150腿もないくらいのところに事業場があり、地主の石狩開発

でIまトラプノンを避けるために、事業者の北海道グリーンファンドに対し地元企業から建設の承諾書

を取るよう求めていますが、大型風章が倒れて来たらどうしてく象るのかと寶悶しても返答がない

ため、承諾書の提出を保留している企業もあります，そればかりか一号農の道路を隔てた200mほど

のところに、札幌市消防局のヘリコプター離着陸場があり、大型風車の属下に発生するカルマン禍

と呼ぱｵこる乱気流の影響が懸念さ駐ております，

石狩新港港外北防渡堤の外側こ、グリーンパワーインベストメンミが4､000kW.26基もの超大型風車

を建設しようとしています”こちらはアセス準備書まで進んでいて、すでに住民意見は取り上げら

れない事態に至っています．じきに評価書が出て、建設が開始さ魂ることもそう遅くはないと考え

られます。洋上風力には莫大なカネがかかることは予想されますが、特に外国資本が入っているた

め資金的'こ$ま余裕承あり、アセスが認められてしまえば建設にかかることば必至かと思われます。

このような褒状に私たち石狩湾岸の風力発雲を考える石狩市民の会は、毎月のように住民向けに

学習会を開き、一人でも多くの住民に大型風力発電の現状を訴え、そ罰らの大型風車から発生する

廷周波・超低周波,こよる健康被害を知らせようとしてばおります．しかし、なかなか周知するまで

:こは至っていないのが褒状です二北大の松井和仁先生によ龍ぱ．石狩市内工業団地、住宅密集地及

び泓幌市内手稲区北区など近郊でば、1～5鼎もの住民に睡眠障害その他の健康被害が発生することは

弱らかであると指摘されております。

札幌医科大学元物雲学の教授である山田大邦先生も、大型風車から出る低周波は、住民に24時間3

65日曝露され続けることにより、松井先生の指摘されることと同檬の健康被害が出ることを予測し

ています§

このような現状を多くの皆犠に知っていただき、再生可能エネルギー、特に大型風車の建設の現

状を知っていただきたいとここに報告させていただく次第です‐

－6－



2017年度【自然を語る会】③報告
■会場:札幌市立大学サテライトキャンパス■期日;2017年10月24日(火）
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天然記念物円山原始林と円山公園

話題提供者：笠康三郎氏（有限会社緑花計画代表）

講師の笠康三郎氏は、長年北海道の緑づくり花づくりに取り組んでこられ、昨年（2016年）27年ぶりに

改定された「北海道の道路網上指針僕）」の取りまとめに有識者として参画されています。また、当協会

会誌『北海道の自然』NO.55に「札幌の街路樹jを寄稿していただいています。

以下は、「『円山』を構成する要素」、「『円山』の成り立ち」、「円山原始林」、「円山原始林への環

境圧」、「『円山』のこれから」の順で話された楯話の概要です。

円山公園には、円山動物園や円山総合運動場（球場・陸上競技場・補助競技場・庭球場）も含まれますが、

それぞれの管理部局は異なり、動物園は札幌市環境局、円山総合運動場はスポーツ局（管理は一般財団さっ

ぼろ健康スポーツ財団）が管理しています。それらを除いた「(狭義の)公園部分」は札幌市建設局の委託を

受けて公益財団法人札幌市公園緑化協会が、公園内を流れる円山川およびその河川敷は下水道河川局が管理

しています。したがって、円山公園は結構広いですが、「公園部分」は結構狭いのです。もちろん、北海道

神宮の境内や円山（国有林）は公園区域には入りません。ただし、円山の稜線東側（市街地側）の大部分は

市有林です。

1869（明治2）年に開拓使の主席判官島義勇が本府造営に着手し、島判官の後任の岩村通俊は、1871年に

札僻申社（現在の北海道神宮）を造営するとともに、円山一帯を鎮守の森として保護しました。なお、岩村

は同年に我が国最初の公園である偕楽園を設置しましたが、彼は北に偕楽園、西に円山公園、南に中島公園、

そして東にも公園（これは造られなかった）と、市街地を囲む4つの公園を構想していたということです。

1880（明治13）年には、開拓使は現在の坂下グラウンドから円山動物園にかけて、北海道に適した樹木を

育てる目的で「円山養樹園」を開設し、国内外から樹木の種子を集めて苗木を養成しました。現在見られる

円山登山口付近のスギ林や、公園内に散在するヒッコリー、ヨーロッパクロマツ、ユリノキ、ストロープマ

ツなどの巨木はその名残です。ブラックチェリーという、多分日本ではここだけという木もあります。外来

種の中では、生育成績がよかったのはニセアカシアとカラマツでした。現在両種があちこちに見られるのは

そのせいかもしれません。

1901（明治34）年に養樹園が上川の神楽村に移されたあと、跡地を札幌市（当時は札幌区）が借り受け、

1907年から当時の造園の権威であった東京府技師の長|剛安平の設計により公園としての整備が始まりました。

1921（大正10）年には、「藻岩原始林」とともに、円山が「円山原始林」として天然記念物に指定されま

した。しかし、明治初期には人の手が入っており、厳密には原始林とは言えません。とはいえ、明治25(18

92)年に来日した米国の著名な樹木学者サージエントから「土地の気候、山の大きさの割に極めて樹木が豊

富で世界的にも珍しい」と高く評価されました。

円山公園には、動物園から外へ逃げ出してきたと思われる危険な外来植物の侵入や、2004年の台風18号の

被害地への特定外来植物オオハンゴンソウなどの侵入を受けていますが、ボランティアの活動により駆除さ

れつつあります。

本年6月に都市公園法が改正され、公園の魅力を高めるための協議会の設置が可能となりました。今後は

市民のための円山公園を目指し、円山公園を含む円山一帯をどうするか、市民も含めた総合的な検討が必要

になるでしょう。

（記在田一則）

－－ 9一一



2017年度【自然を語る会】④報告
圏会場:札幌市立大学サテライトキャンパス■期日:2017年11月21日(火）
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排除すべき外来種？じつは人間社会に必要不可欠な外来種
一ニセアカシアの場合一

話題提供者:真坂一彦氏(北海道立総合研究機構林業試験場主査(防災林)）

ニセアカシアは明治6年に日本に持ち込まれ、2006年に要注意外来種リストにはいりました。一部の生態

学者がニセアカシアが在来種や河畔の在来群集を排除するという研究を発表しましたが、その後の検証で、

実験方法が不適切であることや論考に問題があることが分かってきました。これまで私たちが調査してきた

結果、ニセアカシアはおもに人為改変地に分布し、林内の下層植物の種数は在来種の白樺林と大きく異なら

ず、ニセアカシア林に更新した在来樹木も一緒に大きくなっていることが分かりました。またニセアカシア

が毒を持っているという風評がありますが、そのような風評の科学的根拠は全くありません。またミツバチ

は採蜜とともに作物の花粉交配の働きをして食の安定供給を支えていますが、ニセアカシアはミツバチの主

要な蜜源植物であると同時に、作物の花粉交配で弱.ったミツバチの健勢にも大きく貢献しています。このた
め環境省は産業管理外来種に指定しました。

都市域（円山）でのニセアカシアはやはり耕作地、土場、伐採地などおもに人為改変地に侵入していまし

た。ニセアカシアは陽樹であるため、もともとある森林を駆逐してまで侵入することはないのです。管理上

の問題としては傷口から腐朽しやすいため倒木の危険があります。また冬に伐採することが多いようですが、

冬に根が栄養を蓄えて萌芽で再生しやすいので、かえって二・セアカシアを増やす原因になっています。

この後自然を語る会への参加者から活発な質問がありました。以下紹介します｡。

Q: (参加者）なぜ外来種が悪いという意見が多いのか｡ A : (真坂氏）関東で河原のサクラソウなど希少植

物を守りたいというところから外来種が悪いという論評になった。河川で人為的に水位を安定させたために、

河川敷の洪水がなくなり、洪水に依,存して生活していた希少植物は生育できなくなった。希少植物が生育で

きない安定した土地に外来種が生えただけで、外来種が希少種を排除したわけではない。Q :何時から来た

ものを外来種というのか。A:定義は明治時代以降である。国内外来種のカラマツもあちこちに侵入してい

る。Q:産業管理外来種とは何か。A :産業上重要であるが、適切な管理が必要な外来菰である。Q:石狩市

ではニセアカシアだらけである。とげが多く危険なので児童公園のニセアカシアを切ってもらった。長靴の

穴や自転車のパンクなど冬にとげが悪さをするし、とげが手や足の裏に刺さる。特定外来種に指態して欲し

いと要望したが、ダメだった。凡増えているということだけで特定外来種にはならない。人畜や野生生物

へ著しい影響を与えるのが特定外来生物。事実、農業の花粉交配に大きく貢献しているから、産業管理外来

種になった。とげが入ったのも群落を切りに入ったからだ。たくさん生えていても誰も困っていない。Q :

森林では人為改変地の多い山地下部で外来種が増えて在来種が減っている。外来種が在来種を駆逐している

かどうかはわからない。A:外来種を駆除しきれるのかとか、改変地を管理して外来種を侵入させないとい

うことについて人間ができることは少ない。優先順位を付けて本当に害のある外来種だけをたたけばいいの

ではないか。Q:優先すべきは生態避移を利用して任来種を増やすことである。A:ニセアカシアが入ること

で、被陰でササが減り在来種を増やしているという事例もある。熱帯でも外来木で牧草を駆逐し、熱帯雨林

の回復を図っている。この事例でもわかるようにどのように外来種と向き合っていくかが重要である。Q r

向き合うのではなく、その当時は生きるために食べるために必要だから外来種を導入した。今になって問題

にするのは人のエゴである。外来種が繁茂しているのは適材適所だからいいのだ（これは意見) ｡ Q:はち

みつに混ざるので、除草剤を撒かないで外来種駆除ができないか。A :今蜜源の森づくりをやって安全な蜜

をつくろうとしている。

（記矢部和夫）
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2017年度自然保護大学
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皿・夕張岳の植物をまもるために

講師:佐藤謙（琿事、北海学園大学名誉教授）

1．夕張岳の自然概況：夕張岳（標高16677m)は、主に蛇紋岩と緑色片岩（輝緑岩類）の2
つの地質から構成されている。概して、崩れやすい蛇紋岩は緩傾斜地を、堅い緑色片岩ば急峻な崖

地・岩峰を形成している。登山路沿いに森林限界を超える望岳台付近から地質。地形を見ると、読

者の蛇紋岩地が憩沢。前岳湿原・第一崇壊地。1400mお花頬・第二崩壊地･アサツキ湿原、吹き這し

などに、後者の緑色片岩地が夕張前岳・男岩。ガマ岩・釣鐘岩・本峰などにそれぞれ見られる。非

常に崩れやすい蛇紋岩地を堅い緑色片岩の岩峰が支えている全体像が「蛇紋岩メランジュ帯」と称

され、国の天然記念物指定における理由とされている。もう一つの指定理由は、夕張岳固有植物を

筆頭にした希少植物が豊富な高山植物群落（高山植生）の発達である．

2.夕張岳高山帯の植物相と植生：夕張岳の高山植物相には、固有植物や隔離分布植物など
希少な植物が多数含まれる。興味深いことに、それらは2つの異なる鎚質に見事に対応している．

まず、蛇紋岩（かんらん岩を含み超塩基性岩と総称される〉地では、そこに限られる超塩基性岩植

物として①夕張岳固有植物：シソバキスミレ・ユウバリコザクラ,ユウバリソウ・エゾコウボウ・

ユウバリカニツリ、②北海道固有植物：ユキバヒゴタイ（夕張岳と日高山脈）‘ホソバトウキ・エ

ゾミヤマトラノオ（ともに夕張岳以南） ，ユウバリキタアザミ・ホソバノエゾノニギリ・ホソバコ

ウゾリナ（以上夕張岳以北）・エゾタカネニガナ（北海道）、③日本固有植物：テンブイヌナズナ・

カトウハコベの、合計14種類（種または変種）があげられる≦さらに、④隔離分布を示す希少な高

山植物として、這内では夕張岳蛇紋岩地に限られるタカネヒメスゲとタカネシバスゲを筆頭にコケ

スギラン・ミヤマハンモドキ。シロウマチドリなど多数あげられる．他方、緑色片岩地に限られた

輝緑岩類植物として⑤夕張岳固有植物：ユウバジクモマグサ“二ウパリミセバヤ・タカネエゾムギ・

ユウバリシヤジン、⑥夕張山系固有植物：エゾノクモマグ矛（夕張岳と芦別岳）の合計5種類があ

げられる。その他、④隔離分布を示す希少な高幽植物として、ハゴロモグサ・タカネタンボボ・オ

オイワツメクサなどが緑色片岩地に見られる．以上の希少植物を含む高山植生は、蛇紋岩地ではそ

こに固有な荒原や草原の群落、そして這内に共通する雪田や湿原の群落が、緑色片岩堆でば崖地と

龍壊地こ固有な荒原と草原、そして道内に普遅な雪崇地広葉草原が、それぞれ成立している。

3．植物相と植生の劣化と、それらに対する保全策：夕張岳の植物を守るためにば、第一
に、とりわけ希少な植物に大きな影響を与えてきた盗掘を防がなければならない。第二に、希少植

物を含む植物群落､こ対する影響として、過去から未来に続いてきた登山者による踏みつげ撹乱があ

げられる二そのため、常に、登山路の適正な維持管理が必要である二湿原または雪田に設けられた

登山路周辺において、破損してもなかなか補修されない高山環境下の木道とその周辺の植生に閏す

る現状把握を行い、それに基づく保全策の検討が必要である。第三に、近年エゾシカによる食害と

踏みつけ撹乱が顕著になり、高山植物群落が様相を大きく変えている。それに対して、防鹿柵設置

産どの試みがあるが、エゾシカの影響についても科学的根拠に基づいて、市民と関係行政機関が一

緒になって夕張岳高山植生の有効な保全策を検討していかなければならない。
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2016年8月台風による十勝地域の河川の影響状況

会長在田－則

昨年（2016年）8月、北海道には3つの台風（7号：17日襟裳岬付近にと陸、11号:21日釧路付近に上陸、9
号：23日日高地方に上陶が上陸した。観測史上最大の降水量を記録したところもあり、道内各地で河川の
氾濫や橋の流失など甚大な被害を及ぼした．さらに月末には台風10号が北海道に接近し、上陸はしなかった
が、JR路線や道路の被害に追い打ちをかけた。北海道に1年で3つの台風が上陸したのは観測史上初めてのこ
とであった日高山脈西側の南富良野町でも空知川の堤防が決壊し、大きな被害をあったが、とくに東側の
十勝地方やオホーツク地方で被害が大きかったようである。十勝地方では、十闇IIの支流であるペケレベツ
川・芽ヨl1 ｡久山川・渋山川，美生川・戸蔦別川などで被害がめだった。
10月15～16日に十勝自然保護協会の皆さん（安藤御史共同代表ほか7名）の現地視察に同行させていただ

き、芽室川・久山川・渋山川，戸蔦別IIの10数力斬で河I1状況を駆け足で見てきました。いたるところで、
橋が落ち、河岸が深くえぐられ、支流から押し出した土石流が本流を埋め、膨大な土石が河原いつぱいに広
がるという荒涼とした光景は、かつて十勝扇状地を作った河||の原風景はこのようなものであったのか、と
思い起こさせた，

今回見たところは、上記の河l1が日高山脈から平地に流れでた地域で、これらの河IIが作る扇状地の上部
(扇頂部）あるいは中間部である，そもそも十勝平野（地質学的には十勝構造盆地という）は、西を日高山
脈、北を十勝連峰やウベペサンケー鳶捌の火山群、東を白糠丘陵に囲まれ、南東の太平洋に闇いた盆地であ
るニそこにはおよそ5“万年前以降の最大の

厚さが2,500mを超える地層（十勝層群とい

う）が古い地層を覆って堆積している二十

膳層詳は、下部は浅海成だが、上位へ淡水

成そして陸水成《剛Iによる扇状地堆積物）
となる二また最近の研究‘こよると、今から

繩6万年前。約5万年前・約2万年前の氷期

‘こほ、日高山脈稜線の東側の一部こは氷河
ができ、戸蔦別川やその支流のニサオマン

トッタベツ川では標高800瞳付近まで氷河が

流れ出していたと考えられている二そのよ

うな寒冷朔には、樹林限界;ま現在よりもか
なり低く、日高山脈のぼぽ全域は周氷河気

‘～1畳、、；-'向卜"馴粋,全‘季＝淫I生ﾉ司不“刃写真l芽室川3号砂防堰堤から下流を見る
候環境下にあって山岳永久凍土地帯であつ手前の水が落ちているレベルが以前の河床面のしべ
たと思われている。したがって、山腹斜面ルー水はそこから麦河床のレベルである10m下に落ち

難鱒潔蒻皐震篤達?蕊議騨畷蕊雲鍵
斜面を緩くさせる作用力澗いていた，現在、 上はその拡大写真)。
日高山脈十勝側の山麓斜面が日高側（偏西

風の風上となるこちら側には氷河はできな

かった）に比べて緩やかなのはそのせいと思われる。

以下に芽詞||・渋山川・戸蔦別川のそれぞれ1か所の観察について簡単に述べる
芽劃113号砂防堰堤の深さ1伽の侵食掘削

芽ヨ113号砂防堰堤は幅350m，高さ6inの大規模な砂防堰堤であるニその上流側は堰堤幅いつぱいに上流か
ら運ばれてきた径20cm以下の円礫で埋められているが、土石流が下流側に堰堤を乗り越えた様子は見られな
いニー方、下流側では以前の河床が10願ほども深く掘り込まれ、その掘り込まれた流路が下流に続ている

－14－



（写真1）。台風時には堰堤で堰き止められた相当量の濁流が大きくジャンプして堰堤下の河床を打ち

付深く掘削したと想像される，写真1にば、クレーン車奥の段丘上部の白っぽい円礫層（現河床堆積物：

厚さ1～3m)とそれに覆われる角礫ないし亜角礫からなる褐色の

角礫層が見られる。両者の境界面あたりが本来の河床面であるが、

そこから10mも掘り込まれている。ところで、この暗褐色の角礫

層は上部の白っぽい円礫層とは明擦に区分され、角礫層は風化も

かなり進んでいる。この暗褐色角礫層は山篝緩斜面を作る前記の

氷顛に形成された周氷河気候環境のもとで作られた岩屑によるも

の（古期扇状地堆積物）である。

渋山畑の渋山橋上流絢.7知の堰堤下流に見られる‘‘渋幽剛グラ

ンドキャニオン”

渋山川は、護岸壁と床固工のオンパレードのﾉliで、25,000分の

1地形図「渋山」にある約8kmの流路の上流半分だけでも約30か所

の床固工があり、そのほかに砂防堰堤もある。そのせいか、渋沢

新橋の下流堰堤から下流は最近では《渋山ﾉIIグランドキャニオン”
やiII鰯." ’ツ'し~璋・寡こ“~雪，〃“~司桑'く-L＝'－ 1へ胃ﾉ'!／／ｰ ！ 、 、一ベ－ 写真2渋山新橋上流約1.7kmの堰堤下流

として有名である（写真2）。ここは2004年の堰堤造成以来上流の"渋山川ゲﾗﾝドｷｬﾆオン”
から士石が供給されないために侵食が進み、キヤニオンと化した。 渋山右側の流れの水の落ちているレベル

この辺りは、約100万年前に十勝三膿カルデラから流出した火砕がかつての河床ﾚべﾙであろう．河床低

流(十勝三股火砕流堆積物という)が厚く堆積しており､その侵J鱒蕊差議壷:駕謬
食されやすさもキヤニオン形成を助長している。昨年の台風によえぐられたためずり落ちてガタガタに崩

る攪硫によりさらに4～5mは掘り込まれたようである． れ落ちている。その奥の火砕流堆積物の
‘sグランドキャニオン”は上部が白つぼ

戸蔦別州支流溝水沢の扇状地 く、下部は黒っぽい‐黒っぽい下部は昨

戸蔦別iiは、昨年の台風により最終人家の少し奥から上は林道年の台風によりさらに掘灘された部分と

がところどころ流されてしまい、車は入れない。今回戸蔦別川橋思われる。

まで行ったが、途中の橋は流失したものもあり、林道も削ぎ流さ

れているところがあった，また、両岸山腹に白く龍落しているところが目立った．写真3は、最奥人家

から1kmほど上流の右岸に合流している清水沢から本流に流れでた土石流による扇状地を下流側から見

たものである。左手（右岸）が清水沢の出口で、そこから押し出した土石流が本流を覆って対岸まで達

している。清水沢出口の左岸斜面は樹木もろともえぐられている二清水沢の奥の方を見上げると、標高1,

100mあたりに崩落斜面が認められた。
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2018年度定期総会と自 会のおしらせ

総会の時期は行楽シーズンと重なりますが、年に1度の総会になりますので日程を調
整され、出席されるようお願いいたします。
褒会増が例年と異なりますのでご違憲ください！

【総会】

日時：2018年5月19日(土)13:00～14:50〈受付12:40より）
会場：札幌市資料館（札幌市中央区大通西13丁巨）

地下鉄「西11丁目」1番出口より徒歩4分

【講演会】

＊総会終了後、同じ会場で一般の方も参加した講演会を開催いたします。

時間：15;10～16:40（受付14:50より）
講師：妹尾優二氏（一般社団法人流域生態研究所所長）
演題：川のしくみと生き物たち
＊詳しい内容は次回会報175号、HPなどに掲載いたします。

Fロロロロ ロロー画園■口■ロ ロ■■ロ ロ■ロロ ロロ ロ■ロロ 画■弓
理事候補者立候補のお願いロ 』

2018年度は理事の改選窮になります｡多くの会員に理事候補者として立候補していただ
日くようにお願い致します｡詳しくは同封の｢理事候補者立候補受付に関する公示』をご覧のロ

ﾛう菫鶏鞠鰯墨い大事な会臺との橋渡し役になります。 日

日ぜひ立候補をお願いします。 ロ
エ■■■■■■画画■■■■■■■■■■画 冨匿■■■■画＝

I i1 1 ， I 1 1 ， ’ l ’ ’ ’1 i 1 Il, ， ’‘ 1．，’ ’ ’’’1|｜IillIlW‘'’ 1！ I｜

会費納入のお願い
会費納入については日頃ご懐力をいただいておりますが，未納の方#ま至急納入下さい

ますようお願いいたします。
卓

個人A会員 4,000円 個人B会員 2,000円
(A会員と同一世帯の会員）

学生会員 2,000円
〈納入口座＞

郵便振替口座 02710-7-4055

北洋銀行本店営業部 （普通) 0017259
北海道銀行本店営業部 （普這) 0101444

<口座名＞ 一般社団法人北海道自然保護協会
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夏休み自然観察ｺンクール
一＝_L苫 二＝こ三三＝こ 二二三二二二一W……ローロ ､■判エェ 雨エーマーニ-F＝－－－－ －幸一一÷麺ニーヱーニーー一一国一壷三一二皇二二＝一言

応募数 62点（2鮫）

1年生（8点） 2年生（7点） 3年生（13点） 4年生（15点〉 5年生（11点） 6年（8）

☆金賞（1点）

吉田柊輝（札幌市立真駒内桜山小学校5年） え－つつ針が6本？？蚊のひみつ

☆銀賞〈2点）

佐々木香社（中富良野町立中富良野小学校1年）にわのはつばのかんさつ

菅原健太郎〈札幌市立真駒内桜山小学校6年） 見つけた1 1ほつかいどうの虫増補改訂版上。下

☆銅賞（6点）

福井清夏。春太郎（札幌市立宮の森小学校1年・6年）共同作品

キアゲハのサナギは光が大すき～労ｷﾞの色を決める一番の条件は？～

小沢孝至朗（札幌市立平岡公園小学校2年〉 あさがおのさく時間その2

丹塲遥音（小樽市立銭函小学校3年） ニホンザリガニさがし

樋口陽一（札幌市立大倉山小学校5年） 札幌市内のシラカバ花粉症の研究

川上柊豪（札幌市立大倉山小学校6年） 外来種を深せ！！

小栗章央（網走市立網走小学校6年） トンボの飼育記録

☆佳作（17点）

金子堀志郎（札幌市立みどり小学校1年） ぼくのうちのかぶとむし

眞田花（*畷市立濁li小学校1年） かなへびにつき～あかちやんのひみつ～

折谷遙都（函館市立中の沢小学校1年） カマキリのかんさつ

佐藤照太郎（札幌市立真駒内桜山小学校1年） カブトムシなにたべるかな？とクワガタの一生

小峯桜太（帯広市立西小学校2年） ぼくのか石はっ見

眞田桃（札幌市立樹II小学校3斡 樹IIの野の草花

久保田冬真（札幌市立大倉山小学校3年） ハネナガキリギリスのかんさつ

笠原渚咲（札幌市立藻岩小学校3年） 庭の植物

中村心音（札幌市立石山南小学校3年） 身近かな薬草

浅田大雅（中富良野町立本幸小学校4隼） モンシロチョウの生態

小割友希（江差町立江差北小学校4年） 田渕IIの自然観察

菅原大輔（札幌市立真駒内桜山小学校4年） 星圖II魚新聞

前震拓真（*暇市立平岡公園小学校5年） 千とせ川上流と下流（石狩川）の生き物についての研究

有寶渉（札幌市立大倉山小学5年） 流れる水の遠さ

岩月咲樹蝋幌市立大倉山小学5年〉 にじの不思議をさぐろう

寺崎清海（標茶町立標茶小学校6年） フナムシの議察と実験

長田滉士（札幌市立真駒内桜山小学校6年） ウキクサの観察

☆学校賞 2校札幌市立真駒内桜山小学校札幌市立大倉山小学校

ローs Zシ n －一垂王宣戸…．

※入選作品は、門山動物園との共催により、2018年1月8日～14日まで同園内『円山動物園科学館ホール」

にて一般公開展示致します。
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日）への対応について打ち合わせ

溝::動:‘:獣,誌 18日高叫薗魏謹ネット市民フォーラム「お花頃は、いま…

2017」識ロ

21日第4回自然を語る会賭鍔~べき外挿？じつは人庸詮会

に必要不可欠な外総‐置きｾｱｶ刀の場合」講師真坂~一彦氏

25日2017年度自然保護大学「山・湿東･海岸湖沼の生物多様

性とその保全を学ぶ」開催

25日三角u採石勘地についての意見率

28日2017年瘻窯回拡大常溌事会

駒17年7月

29日第2回「泊原発を再演動させない北海道連絡会｣全体会議
識ロ

2017年8月

1日第7回円山公園内外蕊等倒蒙去{僕

2日道立自然公園野撚休公園中央道路問題の5者協議

9日 【石狩潅諦営凋辺|嘆中的に計画されている4事業者の大

型風力発電事業による杣滉市民への健康影響についての

要望】提出に先立つ市政クラブでの記者会見

18日議回円山公園内外来種等餌余去f蝶

20日会報173号発送

22日2017年度第1回自然を語る会｢野生化ゴボウと駆除活動と

外来生物の問勤講師山川泰弘氏

24日円山ライオンズクラブボランティア作業のゴボウ、イワミ

ツバ除去の指導と協力動ロ（円山公園ﾕｰｽの森内）

26S 2017年度第1回塞事会

29日鐵回円山公園内外繧等6吋衆去ｲ崇

恥17鋼月

2日～3日北海道自然嬬勇皇合交流会 ．

5日H℃Katyra基金プロジェクトデーター化の話し合い

15日第10回円山公園内外来種等の除去作業

16日 『自然観察会サンルjllでサクラマスの産卵を見てみよ

う！」観察会参加

18日 『泊原癸を翰動させない北海違難会｣全体会議参菰

19日2017年度第3回拡大常務＝

23日三角山鐸跡地見簔識ロ

26日霊園自然を語る会『日本の外霜対策Iﾆおける課題と展

望鐸而池田透氏

27日鐺1回円塵公園内外来種等の除去作業

28日蘂4回夏休み自然観勇託録ニンクール篭会

鋤17年10月

3日察2回円虫公園内外来種等画宗去#拳

17日 2017年度熱回拡大常簿雪辱会

20日熱3回円山公園内外来種等の除去作業

裂日嶽回自然を語る会｢天嬬己鋤円山尉舗と円山公園』

講師笠康三郎氏

31日～11月5日第24回夏休み自然霞凛瀧録コンクール入賞f浸品

札幌市資料館展示

”17年11月

4日合同教育研究全i諜会‘分科会21嶬境･公害と教育）

の中で「自然保護と*嶬円山公園での外調鋪除去ボラ

ンティア活動」の報告

8日＊{幌市長宛「石狩湾新港周辺に集中的に欝這されている些

事業者のﾅ謹掴力発電事業によるﾎC幌市民への健康影響

についての要望(8月9日提出）に対-;-る市長回答@月19

蕊蕊鍵議議蕊蕊蕊蕊

●8月9日材幌市長宛【石狩湾新港周辺に集中的に計画されて

いる4事業者の大型風力発電事業による杣幌市民への

健康影響についての要望】

北海道知事･石狩市長･4樽市長宛【石狩湾新港周

辺に集輔勺に計画されている鐸業者のプ鍾嘱力発電

事業についての要望】8月9日*L幌市へ提出文書を添

付して

*L幌市長宛【当別ダム「鐵期創設事業lの建設計薗

帥8月18旨

●10月19日

瀞然;:鶴:藻:;:綴識
2017年7月～2017年n月【A会員】稲垣敬子、

小海登子、

プ霊千穂子、

伊震谷生、三保信部

瀞識灘灘綴識

･ナキウサギふぁんくら塁さんより

『エゾナキウサギPikasmEheRocks｣ (閑共同文化社発行

議灘職騨嬢

佐蕊謀さん 10,000円

稲垣暁夫さん 80“0円

リコーをi雲献クラブ'FreeWillさん300,000円

曙だるま基金』へ寄付をいただきました。

今年7月､94歳で亡くなられた八木僧子さんの自然を大切にとの意思

を尊重し､ご家族の八木健彦会員より｢雪だるま基金｣へ100万円の寄

付をしVと虎芸ました｡ご意思を尊重し大事に使わせていた萎ます。

※「雪だるま基金」とは故八木健三元会長の「大勢の方々のご好

意にささえられ、雪だるまのようにだんだん大きくなってゆき、

後には溶けてたくさんの植物をうるおすように、自然保護に意

味のある役割を果たせ』との思いを込めた寄付金を元に1990電月

に創設されました。

2017年12月弱日発行一般社団法人北海道自然保護穂会‘在田一副霧060-0003札幌市中央区北3条西11丁目加森ピル56階
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