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17 日（土）

■会場 北海道大学地球環境科学研究院
D101 教室（１階）（札幌市北区北10条西5丁目）
◆講演：

雪とお花畑の関係 〜大雪山ハクサンイチゲの場合〜
川合由加（北海道大学大学院）

北海道の生物多様性保全について
武田忠義（北海道環境生活部）
「新条例について」
佐藤 謙（北海学園大学教授）「現状と課題についてのコメント」
大雪山五色ヶ原での植生の変化（撮影／工藤岳）

◆若手研究者による研究事例等の紹介

速水将人 「キスミレの繁殖生態」

大沼弘樹 「樺戸山地のオオウサギギクの現状について」

◆地域からの現状と課題についての報告

登山道でのモニタリング（利尻島自然情報センター） レブンアツモリソウ果実（礼文島自然情報センター） ノビネチドリ・アリドオシラン（オロフレ自然研究室）

北海道高山植物保護ネット

2012年度市民フォーラム

1998年に発足した「北海道高山植物盗掘防止ネットワーク」は、高山帯が抱えるさまざまな問
題に取り組むため、2010年に「北海道高山植物保護ネット」と改称しました。盗掘のみならず、
オーバーユース問題や外来種・エゾシカの増加、温暖化などにも取り組むネットワークとして、
今回は北海道の高山帯が直面している問題について提言します。

◆日時 2011年11月26日（土）
会場

13時から17時

北海道大学大学院環境科学院 D101教室（１階）

ウェブサイト

札幌市北区北10条西5丁目

http://www.cho.co.jp/hap-net/

◆スケジュールと目次
 㐿Ṷਥᜦ大原 雅（ネット代表、北大教授）
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川合由加（北海道大学大学院地球環境科学研究院）
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          ർᶏ↢‛ᄙ᭽ᕈߩోߦ㑐ߔࠆ᧦㧔⒓㧕ߦߟߡ  
武田忠義（北海道環境生活部環境局自然環境課）

          ⁁ߣ⺖㗴ߦߟߡߩࠦࡔࡦ࠻  
佐藤 謙（当ネット委員、北海道自然保護協会）


㨪 ⧯ᚻ⎇ⓥ⠪ߦࠃࠆ⎇ⓥ⚫
  ࠠࠬࡒߩ❥ᱺ↢ᘒ́ർᶏ↥ࠝࠝࡃࠠࠬࡒߩ↢ᵴผߦ⌕⋡ߒߡ́  
速水将人（北海道大学大学院環境科学院）

  ᮹ᚭጊߩࠝࠝ࠙ࠨࠡࠡࠢߩ⁁ߦߟߡ  
大沼弘樹（北海道大学大学院農学院）
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  ዥፉ߆ࠄߩႎ๔ 㨪ᄖ᧪⒳㒐㒰ߩข⚵ߺ㨪 小杉和樹（利尻島自然情報センター）  
  ᐕ␞ᢥፉߩ㜞ጊᬀ‛⼔ᵴേ 村上賢治（礼文島自然情報センター）  
  ᐕߩขࠅ⚵ߺߦߟߡ 山岡桂司（崕山自然保護協議会）
  ࠝࡠࡈ⥄ὼ⎇ⓥቶᐕᵴേႎ๔ 石崎黄太 
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  ᵴേႎ๔ 田中正人（アポイ岳ファンクラブ）
  㔎┥ᴧḨේߣࡅࠣࡑߚߜᐕ⛯ႎ 佐々木純一（雨竜沼湿原を愛する会）
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[1]Kudo (1991) Arctic and Alpine
Research 23: 436-443. [2] ]Kudo &
Hirao (2006) Population Ecology
6:1-13 [3] Ꮏ⮮(2012)ᣣᧄ↢ᘒቇળ
62㧦301 - 305 [4] Kudo et.al. (2011)
Ecology and Evolution. 1:85-96.
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「北海道の生物多様性保全について」現状と課題についてのコメント（-佐藤 謙）資料
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 ╙৻ߦޔ㧝㗁ߦ␜ߐࠇߚ I ✚ೣ㧟ၮᧄේೣߢߪޔ㧔㧝㧕ߩ‛↢ޟᄙ᭽ᕈߩోߪޔ㊁↢↢‛
ߩ⒳ߩሽ╬߇࿑ࠄࠇࠆߣߣ߽ߦޔᄙ᭽ߥ⥄ὼⅣႺ߇ၞߩ⥄ὼ⊛␠ળ⊛᧦ઙߦᔕߓߡోߐ
ࠇࠆߎߣࠍᣦߣߒߡⴕࠊࠇߥߌࠇ߫ߥࠄߥߎߣߣߒ߹ߔ⥄ޟޔߜ߁ߩߎޕࠆߡࠇߐ⸥ߣޠ
ὼⅣႺߪޠ൮⊛ߢߪࠆ߇ᦌᤒߥᔨߢࠆߩߢ⥄ޟޔὼ↢ᘒ♽ߣޠ⸥ߔߴ߈ߢࠆߘޕ
ߩߎߣߦࠃߞߡ↢ޔᘒ♽ߩᄙ᭽ᕈోߦߟߡᄙዋߪ⸥ߢ߈ࠆޕ
 ╙ੑߦޔ㧞㗁ߦ␜ߐࠇߚ II ၮᧄ⊛ᣉ╷㧝㧜⺞ᩏ⎇ⓥ╬ߩផㅴߢߪޔ㧔㧝㧕ޟߪޔᄖ᧪⒳߿
Ꮧዋ㊁↢േᬀ‛╬ߩ↢ᕷߪ↢⢒ߩ⁁ᴫ╬ߦߟߡޔቯᦼ⊛ߦ⺞ᩏࠍㅴࠆߣߣ߽ߦޔ᳃ޔ
᳃㑆ߩ࿅߮⎇ⓥᯏ㑐╬ߣㅪ៤ߒ⑼ޔቇ⊛⍮ߩ⫾Ⓧߣࠍ࿑ࠆ߽ߩߣߒ߹ߔࠇߐ⸥ߣޠ
ߡࠆޔߪߢߎߎ ޕޔᄖ᧪⒳߿Ꮧዋ⒳ߥߤ⒳ߩᄙ᭽ᕈߦ㒢ቯߒߚ⺞ᩏ⎇ⓥ߇⸥ㅀߐࠇࠆߩ
߆߹ߞߚߊ⇼ߢࠆޕㆮવሶߩᄙ᭽ᕈ߿↢ᘒ♽ߩᄙ᭽ᕈߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ⎇ⓥ߇⸥ߐࠇߥὐ
ߪᄢ㗴ߣߥࠆޕ೨⸥ߩ⥄ὼⅣႺㇱળႎ๔ߢߪޔ⒳ߩᄙ᭽ᕈߩ߶߆ߦ↢ޔᘒ♽ߩᄙ᭽ᕈߩో
ߩផㅴߣ߁㗄⋡ߩਅߦ↢ޟޔᘒ♽ߩోࠍ࿑ࠆߚ↢ޔᘒ♽ߩ⁁ࠍ⊛⏕ߦᛠីߔࠆߎߣޠ
ߣ⸥ߐࠇޔㆮવሶߩᄙ᭽ᕈߦߟߡ߽ห᭽ߦ⸥ߐࠇߡࠆޔߡߞ߇ߚߒޕ⸥ߩ㧔㧝㧕ޟ
ߪޔᄖ᧪⒳߿Ꮧዋ㊁↢േᬀ‛╬‛↢ޔ⒳ߩ↢ᕷߪ↢⢒ߩ⁁ᴫߛߌߢߪߥߊ⥄ޔὼ↢ᘒ♽ߩ⁁
ᴫ╬ߦߟߡޔቯᦼ⊛ߦ⺞ᩏࠍㅴࠆߣߣ߽ߦޔㆮવሶߩᄙ᭽ᕈߦߟߡ߽⺞ᩏ⎇ⓥࠍㅴޔ
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᳃ߣޠ⸥ߔߴ߈ߢࠆޕ
 ╙ਃߦޔ㧟㨪㧤㗁ߦ␜ߐࠇߚ III ↢‛ᄙ᭽ᕈߩోࠍផㅴߔࠆߚߩᣉ╷ߣߒߡޔ㠽ߩ
⼔▤ℂޔᄖ᧪⒳ኻ╷ߥࠄ߮ߦᏗዋ⒳ኻ╷ߩޔ⒳ߩᄙ᭽ᕈߦ㑐ߔࠆᣉ╷߇ᄢඨࠍභߡ߅ࠅ↢ޔ
ᘒ♽ߩᄙ᭽ᕈߪࠆޔㆮવሶߩᄙ᭽ᕈߦ㑐ߔࠆᣉ╷߇߶ߣࠎߤ⸥ߐࠇߡߥޔߡߞ߇ߚߒޕ
↢ᘒ♽ߣㆮવሶߩᄙ᭽ᕈߦ㑐ߒߡ߽㗄⋡ࠍ⸳ߌޔ㊀ⶄߒߚᣉ╷ߣߥࠆ߇⺞ޟᩏ⎇ⓥߩផㅴޠ
ࠍ⸥ㅀߔࠆߥߤౕޔ⊛ᣉ╷ߩ⸥ㅀ߇ᔅⷐߢࠆޕ

㧟㧚↢ᘒ♽ߩᄙ᭽ᕈోߦߟߡ⸥ߔߴ߈ߢࠆ
 㧟㗁ߩ II ၮᧄ⊛ᣉ╷㧝㧞↢‛ᄙ᭽ᕈߩో㊀ⷐߥၞ╬ߪ↢ޔᘒ♽ߩᄙ᭽ᕈߩోߦ㑐ࠊ
ࠆ㗄⋡ߩࠃ߁ߢࠆ߇↢ޔᘒ♽ߩᄙ᭽ᕈߦ㑐ߔࠆߣ⸥ߒߡߥὐߢᦌᤒߢࠆޔߚߩߘޕ
㧔㧝㧕ޟߪߩ‛↢ޔᄙ᭽ᕈߩోޔ㊀ⷐᐲߩ㜞ၞ╬ߦ㑐ߔࠆᖱႎࠍᢛߒࠆߔޔ
߽ߩߣߒ߹ߔߩޠᢥ┨ߩਛߢޟޔ㊀ⷐᐲߩ㜞ၞ╬ޟޔߡߟߦޠㆮવሶߣ⒳ߩᄙ᭽ᕈ߆ࠄ
㊀ⷐߥၞߥࠄ߮ߦ↢ᘒ♽ߩᄙ᭽ᕈ߆ࠄ㊀ⷐߥၞࠆߢޠᣦࠍ⸥ߔߴ߈ߢࠆޕ
 ․ߦ↢ᘒ♽ߩᄙ᭽ᕈోߦ㑐ㅪߒߡޔർᶏߩ⥄ὼ⼔╷ޔ㐳ߊ㊀ⷞߐࠇߡ߈ߚᣢሽ
ߩ㐳ᚲޔർᶏ⥄ὼⅣႺోᜰ㊎߇ࠆ⥄ޔߪࠇߎޕὼ߿⥄ὼⅣႺోၞ╬ޔᴺߦ
ࠃࠆ⼔ၞߛߌߢߥߊޔ࿖ᨋ߿᳃ᨋޔ᳃ߥߤᴺߦࠃࠆ⼔ၞߢߥ႐ᚲߢ߽ޔ
⥄ὼ⼔㊀ⷐߥၞࠍ✂⟜⊛ߦ߹ߣߡ߅ࠅޔᚲ⠪ߩදജߥߤߦࠃߞߡ߹ߢߩ⥄ὼ
⼔╷ߢታലࠆᔕ↪߇ߥߐࠇߡ߈ߚᜰ㊎ߢࠆߥ߁ࠃߩߎޕᣢሽߩ⼔ߦࠄࠇࠆ
㐳ᚲߪޔർᶏߦ߅ߌࠆ↢ᘒ♽ߩᄙ᭽ᕈోߦߣߞߡޔᓟߣ߽ലߢࠆߣ⠨߃ࠆ⚛ޕ᩺ߪޔ
ߎߩࠃ߁ߥᣢሽߩ㐳ᚲࠍシⷞߒߡࠆශ⽎߇ᒝߩߢޔᣂ᧦ߦ߅ߡޔㆊ߆ࠄ⛯ߊ⦟
߈ౝኈߪ⸥ߒ⊒ࠍࠄࠇߘޔዷߐߖలታߐߖࠆᣇะ߇␜ߐࠇߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ

㧠㧚↢‛ᄙ᭽ᕈ⛽ᜬ࿁ᓳᬺߪᦌࠅߥ߆ޔᤒߢࠆߩߢޔℂᔨ⊛ౣᢛℂ߇ᔅⷐߢࠆ
 㧟㨪㧠㗁ߦ␜ߐࠇߚ↢‛ᄙ᭽ᕈ⛽ᜬ࿁ᓳᬺߪޔࠍᗧߔࠆߩ߆ޔౝኈ߇⦟ߊಽ߆ࠄߥ
ߩߢ⺑ߊߚߞ߹ޔਇ⿷ߢࠆ‛↢ޔߚ߹ޕᄙ᭽ᕈߩ⛽ᜬߣ࿁ᓳߪ⇣ߥࠆᔨߢࠆ߇ߩߎޔ
⛽ᜬ࿁ᓳᬺߦߟߡߪޔർᶏⅣႺክ⼏ળ⥄ὼⅣႺㇱળߢߪචಽ⺰⼏ߐࠇߕޔႎ๔ߦ߽⸥
ߐࠇߡߥޕㇱળႎ๔ߢߪޔផㅴ⊛ᣉ╷ߩਛߢ↢ޔᘒ♽ޔ⒳߅ࠃ߮ㆮવሶߩᄙ᭽ᕈߩోߩ
ផㅴߘࠇߙࠇߦ߅ߡ⁁ޟޔᛠីߩޔᄌൻߥߤߦኻߒߡᔅⷐߥ႐วߦోߩភ⟎ࠍ⻠ߓ
ࠆߎߣޠᣦ߇⸥ㅀߐࠇߡߚޕ
 ߘࠇߦኻߒߡ⚛ޔ᩺ߪޔ⸥ߩޟភ⟎ޔߡ߃ࠍޠᣂߚߦޔㇱળߢචಽ⺰⼏ߐࠇߡߎߥ߆ߞ
ߚ⥄ޟὼౣ↢ߩޠ⠨߃ᣇࠍࠇߚߣ್ᢿߐࠇࠆ⥄ޔߒ߆ߒޕὼౣ↢ߦ㑐ߒߡߪޔ࿖ౝߦ߅ߡ
ᄙᢙߩᄬᢌ߽ᚑഞ߽ࠆߩߢᤃߦ߆ߊߴ߈ߢߥߊޔℂᔨ⊛ߥౣᢛℂߣታ㓙ߦ↢‛ᄙ᭽ᕈ
ోߦലߢࠆߩ߆ߩ⑼ቇ⊛ᬌ⸽߇ᔅⷐߢࠆޕหᤨߦ⚛ޔ᩺ߩ⛽ᜬ࿁ᓳᬺߪࠍ␜ߔߩ
߆ޔᔨ⊛ߦౣᢛℂߒߩߘޔౝኈࠍ᳃ߦᡷߡ⍮ࠄߖࠆߴ߈ߢࠆޕ

㧡㧚ߘߩઁ
 㧟㨪㧤㗁ߦ␜ߐࠇߚ III ↢‛ᄙ᭽ᕈߩోࠍផㅴߔࠆߚߩᣉ╷ߣߒߡޔ⒳ߩᄙ᭽ᕈߦ㑐ߒ
ߡޔ㠽ߩ⼔▤ℂޔᄖ᧪⒳ኻ╷ߡߒߘޔᏗዋ⒳ኻ╷ߩ㗅ᐨߦ⸥ㅀߐࠇߡࠆޕ
 ߒ߆ߒ‛↢ޔᄙ᭽ᕈ᧦⚂ޔ⒳ߩሽᴺ‛↢ޔᄙ᭽ᕈ࿖ኅᚢ⇛ߥߤߦ߅ߡޔᷫዋ߇⪺ߒ↢
‛⒳߿⛘Ṍኸ೨ߦࠆ↢‛⒳߇߹ߕᦨೋߦᦠ߆ࠇࠆߩߢޔߕ߹ޔᏗዋ⒳ኻ╷ࠍ╙৻ߦߍࠆߩ
߇⦟ߣ⠨߃ࠆ╙ޕੑߦޔၞߩ↢‛ᄙ᭽ᕈࠍ᭴ᚑߔࠆ᧪⒳߇ᷫዋ⛘Ṍߔࠆේ࿃ߣߒߡޔ
ᄖ᧪⒳߇㗴ⷞߐࠇߡ߈ߚߩߢޔᄖ᧪⒳ኻ╷ࠍ╙ੑߦߍߚ⚿ߩߘޕᨐߣߒߡޔ㠽⼔ߪ
ᦨᓟߦᦠߊߎߣߦߥࠆޕ

䋭4䋭

㩷

᮹ᚭጊߩࠝࠝ࠙ࠨࠡࠡࠢߩ⁁ߦߟߡ
ർᶏᄢቇ㩷 ⅣႺ⑼ቇ㒮㩷 㩷 ㅦ᳓㩷 ੱ㩷

േߊߎߣߩߢ߈ߥᬀ‛ߦߣߞߡߩઁޔߪޠ⧎ޟߣᕈ↢ᱺࠍⴕ߁㊀ⷐߥ❥ᱺེቭߢࠆ
ߚޔሶቊࠍ⏕ታߦᱷߔߚߩ᭽ߥޘᓎഀ߿ᯏ⢻߇߃ࠄࠇߡ߹ߔޔ߫߃ޕㅢᏱߩ⧎ߩࠃ߁
ߦ⧎߮ࠄࠍᜬߜޔ㐿⧎ߒߡ⚿ታߦ⥋ࠆޟ㐿⧎ࠍࠄ߮⧎ޔߣޠᜬߚߕ⭫ߩ߹߹⚿ታߦ⥋ࠆޟ㐽㎮
⧎ޔ߁ߣޠᒻᘒ⊛ߦ⇣ߥࠆ 2 ࠲ࠗࡊߩ⧎ࠍ 1 ౝߢ↢↥ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆᬀ‛⟲߇ሽߒ߹
ߔޕ㐿⧎ߪޔਥߦ⯻ߦࠃߞߡ⧎☳߇ઁ߆ࠄㆇ߫ࠇࠆߎߣߢ⚿ታߒ߹ߔ߇৻ޔᣇߢ㐿ߊߎ
ߣߥߊቢోߥ⥄ኅฃ☳ߦࠃߞߡ⚿ታߔࠆ㐽㎮⧎ߪޔ⯻߇ሽߒߥⅣႺߢ߽⏕ታߦ⒳ሶࠍ↢↥
ߔࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߔߥ߁ࠃߩߎޕ㐽㎮⧎ࠍᜬߟᬀ‛ߪޔ߹ߢ 50 ⑼ 228 ዻ 693 ⒳ߣ߁ోߊ
⇣ߥࠆ⑼߿ዻߩᬀ‛ߢႎ๔ߐࠇߡ߹ߔޕ
ࠬࡒዻᬀ‛ߪޔ㐿⧎ߣ㐽㎮⧎ࠍᜬߟઍ⊛ߥᬀ‛ߣߒߡ
ฎߊ߆ࠄᵈ⋡ߐࠇߡ߅ࠅޔᣣᧄ࿖ౝߛߌߢ߽⚂ 60 ⒳ߣ߁ᄙߊ
ߩ⒳߇⍮ࠄࠇߡ߹ߔ㧔࿑㧝ෳᾖ㧕ޔߦࠄߐޕ࿖ౝߦ↢⢒ߔࠆࠬ
ࡒዻᬀ‛ߪޔℂ⊛ᒻᘒ⊛ᄌ⇣߇ᢙᄙߊႎ๔ߐࠇߡ߹ߔޕ
ߒ߆ߒ⼾ޔንߦሽߔࠆಽ㘃ቇ⊛⎇ⓥߩ৻ᣇߢ↢ߩߘޔᵴผߦ
⌕⋡ߒߚ⎇ⓥߪ㒢ࠄࠇߡ߅ࠅߦࠄߐޔᐢ↢⢒ߦ↢⢒ߔ
ࠆห⒳ߦ߅ߡ❥ޔᱺᚢ⇛߇ߤߩࠃ߁ߦᄌ⇣ߔࠆߩ߆⺞ᩏߒߚ
ߪ߶ߣࠎߤࠅ߹ߖࠎޕ
ߘߎߢ⑳ߪޔർᶏౝߩૐᨋᐥ߆ࠄ㜞ጊᏪⰬ⚉ጤᏪ
ߥ ߤ  ᐢ  ↢ ⢒  ߦ ↢ ⢒ ߔ ࠆ ࠝ ࠝ ࡃ ࠠ ࠬ ࡒ  (Viola

brevistipulata)ߩ↢ᵴผߦ⌕⋡ߒ߹ߒߚᧄޕ⒳ߪޔ㤛⦡㐿
⧎ࠍດ߆ߖࠆᄙᐕ↢⨲ᧄߢޔ࿖ౝߢ߽․ߦ㗼⪺ߥℂ⊛ᒻᘒ
⊛ᄌ⇣ࠍᜬߟߎߣ߇⍮ࠄࠇߡ߹ߔ㧔࿑㧞ෳᾖ㧕⎇ᧄޕⓥߢߪޔ
ർᶏධㇱߩᲧセ⊛ૐߦ↢⢒ߔࠆᄌ⒳ࠝࠝࡃࠠࠬࡒ
(Viola brevistipulata var. brevistipulata)ߩ㐿⧎ߣ㐽㎮⧎ߦ
ࠃࠆ❥ᱺࠪࠬ࠹ࡓߦߟߡ⺞ᩏࠍⴕ߁ߚޔㆬቯߒߚ 10 㓸࿅ߘ
ࠇߙࠇߢ 40-70 ࡑࠠࡦࠣࠍⴕߩߘޔࠍ 1-2 ㅳ㑆Ფ
ߦㅊ〔⺞ᩏߒ߹ߒߚޕ
ߘߩ⚿ᨐߩࡒࠬࠠࡃࠝࠝޔ⒳ౝߦߪޔ㐿⧎ࠍ↢↥ߒߚᓟ
ߦ㐽㎮⧎ࠍ↢↥ߒߩߘޔਔᣇߢ⒳ሶ❥ᱺࠍⴕ߁㓸࿅ߣޔ㐿⧎
ߩᓟߦ㐽㎮⧎ࠍోߊ↢↥ߒߥ㓸࿅߇ⶄᢙሽߒ߹ߒߚޔߚ߹ޕ㐽㎮⧎ࠍ↢↥ߒߥ㓸࿅ߢߪ㐿
⧎ߦࠃࠆ⒳ሶ↢↥߽චಽߦⴕࠊࠇߡߥ߆ߞߚߎߣ߆ࠄߦࠄߐޔᩮߩជࠅߒ⺞ᩏࠍⴕߞߚ⚿
ᨐޔᩮ⨍ࠍᮮߐߖࠢࡠࡦ❥ᱺࠍⴕߞߡࠆߎߣ߇ࠄ߆ߦߥࠅ߹ߒߚ⎇ᧄߡߞ߇ߚߒޕⓥߦ
ࠃߞߡࡒࠬࠠࡃࠝࠝޔ㧝⒳ౝߦߪޔዋߥߊߣ߽㧞ߟߩ⇣ߥࠆ❥ᱺᚢ⇛߇ሽߒߡࠆߎߣ߇
ࠄ߆ߦߥࠅ߹ߒߚޕ
㩷
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ࠠࠬࡒߩ❥ᱺ↢ᘒർᶏ↥ࠝࠝࡃࠠࠬࡒߩ↢ᵴผߦ⌕⋡ߒߡ
ർᶏᄢቇᄢቇ㒮ㄘቇ㒮㩷 㩷 ᄢᴧᒄ᮸㩷


 ⎇ⓥႎ๔ߢߪࠅ߹ߖࠎ߇ޔੱ⊛ߦ᮹ᚭጊ߳ࠝࠝ࠙ࠨࠡࠡࠢ㧔Arnica sachalinensis㧕ࠍ
ߦⴕߞߡ߈߹ߒߚߩߢ◲ߊߏޔනߥᴫႎ๔ࠍߐߖߡ㗂߈ߚߣᕁ߹ߔޕ
 ࠝࠝ࠙ࠨࠡࠡࠢߪޔ2012 ᐕ 9  2 ᣣߦ⊓ߞߚޔ᮹ᚭጊᦨ㜞ፄߩࡇࡦࡀࠪߢࠄࠇ߹ߒߚޕ
⒫✢ߦᐢ߇ࠆ⢛ߩૐ࠴ࠪࡑࠩࠨ⟲⪭ߩਛߢߩઁޔᬀ‛ߦ߽ߚࠇ߆߆ࠆࠃ߁ߦὐߣޘດߡ
߹ߒߚ⊓ޔߕߖߪ↢⟲ޕጊࠍᱠߡߊߣᤨߚߞߣࠆߌ߆ޘ⒟ᐲߢޔ࿁ᱠߚᣂචᵤᎹ
↸߆ࠄ⊓ࠆ࡞࠻ᴪߢߪޔ10 ᧂḩߒ߆ߟߌࠄࠇ߹ߖࠎߢߒߚޕ᮸ᧁ߇ήߊ㘑ᒰߚࠅߩ
ᒝ㘑ⴣߣᕁࠊࠇࠆ႐ᚲߦߩߺࠄࠇޔ࿁ⷰኤߒߚ㒢ࠅߢߪޔ᮸ᨋౝ߿ጊ㗂ઃㄭߩ␕ߢߪ
߆ߌ߹ߖࠎߢߒߚޕ
 ⷰኤࠍⴕߞߚ 9 ᣨߪޔᐕߢࠇ߫㜞ጊᬀ‛ߩ⧎ߪᱴߤ߇ດ߈⚳ࠊߞߡࠆᤨᦼߣᕁࠊࠇ
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利尻島からの報告

〜リシリヒナゲシの保全〜
小杉和樹（利尻島自然情報センター代表）

はじめに
利尻山固有種である“リシリヒナゲシ”については、これまでリーフレットや報告資料等の配布により、そ
の現状や保全対策の取組状況をお知らせしてきましたが、その後の北海道大学農学院の調査研究や環境省の
グリーンワーカー事業等によるモニタリングによって、リシリヒナゲシの生態や分布状況の解明、更には利
尻山高山帯のリシリヒナゲシ自生地に播種された“栽培ヒナゲシ”の除去も徐々に進んでいます。今回は、そ
うした取組から、新たに得られたリシリヒナゲシの課題や希望について報告します。

1)リシリヒナゲシ自生地における栽培ヒナゲシの状況
利尻山の自生地付近等に栽培ヒナゲシの種子が播種された確実な記録は、昭和57年9月25日、鴛泊登山道
長官山付近と現避難小屋手前付近の登山道脇や斜面の火山灰地でした。そのほか、平成9年から17年にかけ
て、断続的に鴛泊登山道9合目付近の登山道脇を中心に頂上直下
までの間に播種されてもいます。
播種された場所からはリシリヒナゲシとはITS領域の配列が
異なる栽培ヒナゲシが確認され、その除去を2009年から始めて
います。播種に由来する栽培ヒナゲシを全て除去出来た場所も
ありますが、崩壊地の斜面や崖に分布している場所では、除去
作業が難しく、全ての個体の除去が出来ていません。また、除
去した翌年、翌々年には実生個体が確認されなかったものの、
2012年になって実生が確認された場所もありました。
栽培ヒナゲシの種子が、何年か地面や地中で休眠して発芽す
るようであれば、栽培ヒナゲシを完全に利尻山の高山帯から除
去するには、相当な労力と時間が必要になります。

写真1．栽培ヒナゲシが播種された鴛泊登山
道の標高1505m付近でのモニタリング

2) 自生地の環境
リシリヒナゲシは、利尻山高山帯のスコリアがむき出しに
なったやや崩壊した環境に分布しています。周辺には同じよう
な環境を好むジンヨウスイバ、キクバクワガタ、サマニヨモギ
などが見られます。所謂、「お花畑」という環境とは違うた
め、その環境の保全自体が極めて難しいものです。
崩壊を防いでスコリアや岩を安定させると土壌の発達ととも
に他の植物が分布し、リシリヒナゲシは分布出来なくなってし
まいます。かといって、崩壊するスピードが速すぎれば、リシ
リヒナゲシが発芽してそこで種子を生産することは出来なく
なってしまいます。リシリヒナゲシは利尻山の崩壊と絶妙なバ
写真2．鴛泊登山道標高1228m（長官山上

ランスで種を維持して来たのだと思います。

部）での栽培ヒナゲシ駆除作業

3) 新たな自生地
現在、利尻山では環境省が直轄事業で登山道の整備を行い、浸食と崩壊が進んだ登山道に「近自然工法」
による石組み帯工や木柵階段、木柵土留工などを施工し、一定程度の浸食と崩壊を防いでいます。そうした
木柵階段や土留工によって流失しなくなったスコリアにイネ科植物の実生が見られるようになり、2012年に
はリシリヒナゲシの実生も見つけることが出来ました。人工物の設置ではあるものの、やがて栽培ヒナゲシ
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を利尻山高山帯から完全に除去出来た際には、リシリヒナゲシ
の増殖対策をするための環境整備に活かせるものと考えていま
す。
現在では、ほとんど登山道脇に見ることが出来なくなったリ
シリヒナゲシですので、こうした箇所にもリシリヒナゲシを見
ることができるようになることで、登山者へ登山道への負荷を
軽減することで、高山帯の植物の保護や保全が出来ることを、
客観的事実でアピールすることができると考えています。

4) 普及啓発

写真3．鴛泊登山道標高1410m付近（９合目

今夏、利尻町商工会女性部からのお誘いで「リシリヒナゲ

直下）の木柵階段と土留工事

シ」についてお喋りをして来ました。利尻山固有と言いなが
ら、リシリヒナゲシという植物の詳細については、地元でもあ
まり知られていません。これまで、調査研究の成果をリーフ
レット等にまとめ、島内の全世帯に配布したり、フォーラムを
開催したりしてきましたが、実際にはまだまだです。
今回は、リシリヒナゲシという植物の数奇な運命も含めて、
その生活史や地球上で唯一リシリヒナゲシが命を繋ぐことので
きた利尻山高山帯の環境、そして現在利尻山の自生地に侵入し
ている栽培ヒナゲシのことやその対策について伝えることがで
きました。商工会女性部では、こうしたリシリヒナゲシを利尻

写真4．写真3に確認されたリシリヒナゲシの

島の大切な宝物としながら、地域の活性化に繋げて行くことが

実生個体

できないか考えて行こうとしています。そうした取組により、リ
シリヒナゲシの保護と自生地の保全が地域全体のこととして進ん
で行くように思います。

おわりに
現在、リシリヒナゲシは環境省のレッドリスト（2007）で絶滅
危惧IB類（EN）にされていますが、 2011年の環境省グリーン
ワーカー事業では、利尻山におけるリシリヒナゲシの個体数をお
およそ400個体と推測しており、分布範囲や環境からいって、現
状としては絶滅危惧ⅠA類（CR）に近いのではないかと考えてい

写真5．利尻町商工会女性部が開催した「リ

ます。

シリヒナゲシ勉強会』

今後も利尻山の登山道の保全とあわせ、リシリヒナゲシが利
尻山で命を繋ぐためのあらゆる方策が講じられることを切に願い、館脇操が『北見利尻島の植物』の結びに
「利尻岳高山植物の保護に関する一私案」と題した70年近く前の文を紹介させていただきます。
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䈒䉅䇮䉲䊢䉡䉳䊢䉡䊋䉦䊙䈱㐿⧎䉕⏕䇯䈖䈱䋷ᐕ䈪䈲ᦨㅦ⸥㍳䈪䈚䈢䇯䈠䈱ᓟ䇮ฬ䈭䉲䊤䊈䉝䉥䉟䈱ᄢ⟲⪭䉅䇮
䋶ೋᣨ㵺ጼዷᦸบ䈻䈱䇱ᡰ✢䉭䊷䊃䈏㐿䈒೨䈮ḩ㐿⁁ᘒ䈮㵺
䇭䈠䉖䈭ਛ䇮ᐕೋ䉄䈩⊓ጊ䈪⋡᠄䈚䈢䇭䉣䉹䉲䉦䈪䈜䈏䇮䋶䈱ᣣᦐᄕᣇ䈮ਃㅳ㑆⛯䈔䈩ㆣㆄ䈚䉁䈚䈢䇯䈠
䉏䉅䄟䈪䈲䈭䈒䇮䄝䈱න⁛䈱䉋䈉䈪䈜䇯∥〔䉅㗼⪺䈪የᩮ╭䈎䉌ጊ㗂⋥ਅ䈮䈎䈔䈩䇮䈅䈤䈖䈤䈮⿷〔䉇⼱
䈻㒠䉍䉎䉲䉦䉕⊒䇯ᤓᐕ䈱㓸ળ䈪䇭⮮⻞వ↢䈱䈗ᜰ៰䉕䈇䈢䈣䈇䈢ㅢ䉍䇮ጤ႐䈱ᢳ㕙䈮䉅⋧ᒰ䉍䈚
䈩䈇䉎䈫䉂䉌䉏䉁䈜䇯ⷺ⎇䈑䉇㘩ኂ䈲⏕䈪䈐䉁䈞䉖䈏䇮⼊ᚓ㖸䉇䊤䉾䊃䉮䊷䊦䉅ᤨ䇱⡞䈖䈋䈩䈐䉁䈚䈢䇯ጊ㣽
ㄝ䈪䉅㗫❥䈮ᴚ䇮ㄘᬺⵍኂ䈏⋧ᰴ䈇䈪䈍䉍䇮రᑯ᥊䈪䈲㔚᳇’ᩋ䈏⸳⟎䈘䉏䈩䈇䉁䈜䇯↹䈲Ꮉ䈱
⌀䉖ਛ䈪ᚨ䉏䈩䈇䉎᭽ሶ䇯
䇭䈠䈱ᓟ䈱㜞ጊᬀ‛䈱㐿⧎䉅ో⥸⊛䈮ᣧ䈎䈦䈢䈪䈜䇯䈋䈳䊚䊟䊙䉥䉻䊙䉨䈲䋶䋱䋰ᣣ䈮⏕䇮ㅒ䈮䊚䊈䉱䉪䊤
䈲䋶ਅᣨ䈮䈲ቢో䈮ᢔ䈦䈩䈇䉁䈜䇯㵺䈚䈎䈚䇮䋸䈎䉌䋹ਅᣨ䈮䈎䈔䈩㐳䈇ᱷᥤ䈏⛯䈇䈢䈖䈫䈏ᓇ㗀䈚䈢䈱
䈎䋿䇭ᐕ䇱⧎䈱ດ䈐ᱷ䉍䉅ㆃ䈒䉁䈪⏕䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈇䉁䈜䇯䉅䈉㔐䈏㒠䉍ᆎ䉄䉎䈎䈫䈇䈉䋱䋰ਅᣨ䈪䉅䇭䊟
䊙䊊䊊䉮䈏䊘䉿䊮䈫䉏䈢䉍䇮ᄖ᧪⒳䈱䉨䉪䉇䉺䊮䊘䊘䈲䋱䋱䈮䈦䈩䉅䇱䈱㜞䈇ᚲ䈪ດ䈇䈩䈇䉁䈚䈢䇯

㚢ゞ႐䈮ດ䈒䇭䊚䊟䊙䉥䉻䊙䉨䇭䇭ᒰ䈪䈲⒘ዋ䈭䇭䊉䊎䊈䉼䊄䊥䇭⊓ጊ䈱ᨋౝ䈮䈩䇭䉝䊥䊄䉥䉲䊤䊮䇭ਃᐕ䈹䉍⊒䈱䉩䊮䊥䊢䉡䉸䉡

ᵈ⋡⒳䊶⒘ዋ⒳䈱േะ䈭䈬
䇭⊒⋴᧼⸳⟎䉇ቯᦼ⊛䈭䊌䊃䊨䊷䊦䈲ⴕ䈦䈩䈇䉎䉅䈱䈱䇮ᄢ䈏䈎䉍䈭⼔╷䈏䈫䉌䉏䈩䈇䉎䉒䈔䈪䈲䈭䈇ᒰ
䈪䈜䇯䉁䈝䇮㐳䈒⋑ជ䈱ᘷ䈐⋡䈮ㆣ䈦䈩䈐䈢䊚䊟䊙䉥䉻䊙䉨䈪䈜䈏䇮ᐕ䇱ᢙ䈏Ⴧട䈚䈩䈇䉎䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯
ᐕ䈲ጼዷᦸบ䈱䈅䈤䈖䈤䈮⭯㕍䈇⧎䉕ດ䈎䈞䈩䈇䉁䈚䈢䇯⋑ជ〔䉅䈾䈫䉖䈬䈭䈒䈱䈫䈖䉐䈲႑䈚䈩䈇䉁䈜䇯
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䇭䊤䊮⑼䈱䊊䉪䉰䊮䉼䊄䊥䈲ጼ䈎䉌ጊ㗂䉁䈪䊎䉾䉲䊥ດ䈒䈱䈪䈜䈏䇮㘃ૃ⒳䈱䇭䊉䊎䊈䉼䊄䊥䈲ጼᚻ೨䈱䇱〝⢋
䈮䉒䈝䈎ᢙᩣ䈱䉂䈪䈜䇯ᘠ䉏䈢䊊䉪䉰䊮㵺䉋䉍䉅ᄢ䈹䉍䈪䉨䉱䉨䉱䈱⪲䈏․ᓽ䈱䉒䈝䈎䋴䈏ᐕ䉅⏕
䈪䈐䉁䈚䈢䇯
䇭ห䈛䈒䊤䊮⑼䈱䇭䉝䊥䊄䉥䉲䊤䊮䈲የᩮ╭䈱ᨋᐥ䈮ດ䈐䉁䈜䇯ᐕ䈲⊓ጊ䈱⨲ಿ䉍䈏䋸ೋᣨ䈫䈇䈧䉅ㅢ䉍䈮
䉍䉁䈚䈢䈏䇮䈠䉏䈾䈬䈱ᓇ㗀䉅䈭䈒ዊ䈘䈭⊕䈇⧎䉕䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉁䈚䈢䇯
䇭ਃᐕ೨䈮৻ᐲ䈎䈔䈢䈣䈔䈣䈦䈢䇭䉩䊮䊥䊢䉡䉸䉡䉕⏕䇯䉒䈝䈎৻ᩣ䈣䈔䈪䈚䈢䈏䇮৻ㅳ㑆એດ䈇䈩䈇䈢
䈱䈪䇮䉲䊷䉵䊮ਛ䈲䈾䈿Ფㅳጊ䈜䉎⑳䈮䈫䈦䈩䇮䈖䉏䉅⒘ዋ⒳䈮䈭䉎䈪䈚䉊䈉䇯
䇭䈭䈍䇮䉥䉥䊟䊙䉰䉩䉸䉡䈭䈬䈱ᄢဳ䈱䊤䊮䈲⨲ಿ䉍䈱ᓇ㗀䈎䇮ᐕ䈾䈬䈱ᢙ䈏䉌䉏䉁䈞䉖䈪䈚䈢䇯䉁䈢․䈮
ᵈ⋡䈚䈩䈇䉎䇮䉮䊚䊟䊙䉦䉺䊋䊚䈲䋶ਛᣨ䈮 2 䉕⏕䈚䈩䈇䉁䈜䇯

⋑ជ䈲ή䈒䈭䈦䈢䉒䈔䈪䈲䈅䉍䉁䈞䉖㵺䇭䇭䇭䉋䈉䉇䈒䇭⊓ጊ䈱ୃᓳലᨐ䈏䈩䈐䈢䋿䇭ᧅᏻ䈎䉌㒐ἴ䊓䊥䇭䈏㘧᧪䋣䋨ጊ㗂⋥ਅ䋩

⊓ጊ䈱⁁ᴫ䇮䈠䈱ઁ
䇭䊚䊟䊙䉥䉻䊙䉨䈮㑐䈚䈩䈲䈭䈟䈎ᡷༀ䈚䈢䉋䈉䈪䈜䈏䇮ଐὼ䈫䈚䈩⋑ជ〔䈲䉌䉏䉁䈜䇯ᐕ㗼⪺䈣䈦䈢䈱䈲䇮
ጼዷᦸบઃㄭ䈱䇭䊚䊟䊙䉨䊮䊋䉟䋨↹䋩䉇䊊䉪䉰䊮䉼䊄䊥䈪䈚䈢䇯䉁䈣䉁䈣䈪䈜䇯
䇭ర䈱ⴕ䊶᳃㑆࿅䈪ⴕ䈦䈩䈇䉎䇭⊓ጊ䈱䊨䊷䊒ᒛ䉍䈲ᐕ䉅⛮⛯䇯䈠䈚䈩หᤨ䈮ⴕ䉒䉏䉎⊓ጊ䈱ୃ
ᓳᬺ䇮↹䈱䉋䈉䈮ᢙᐕ⚻ㆊ䈚䈢႐ᚲ䈪䈲䉋䈉䉇䈒⋚䈏⪭䈤⌕䈇䈩䈐䈢䉋䈉䈪䈜䇯䈢䈣䇭㔵䉇㔎䈱ᄙ䈇ၞ
䈭䈱䈪䇮ᓟ䉅⛮⛯⊛䈭ᬺ䈏ᔅⷐ䈫ᕁ䉒䉏䉁䈜䇯䉁䈢䇮ੱ㑆䈳䈎䉍䈪䈭䈒〆ᚹ䈜䉎䇭䉣䉹䉲䉦䈱േ䈐䉅⌮䉖䈪
䈇䈎䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䈪䈚䉊䈉䇯
䇭ᬀ‛એᄖ䈮䉣䉹䊡䉨䉡䉰䉩䉇䇭䉥䉥䉝䉦䉭䊤䋿䇭䈭䈬ູ㘃䇮㊁㠽䉅⧯ᐓ䈱ೋ⏕䉅䈅䉍䉁䈚䈢䇯
䇭ᦨᓟ䈮䇭䊓䊥䈱㘧᧪䈜䉎䉲䊷䊮䈪䈜䈏䇮ᱷᔨ䈭䈏䉌ખ㑆䈱ਛ䈎䉌⊒∛⠪䈏䈩䈚䉁䈇䉁䈚䈢䇯䈖䈱ᯏ䈎䉌ᔕᕆ
ಣ⟎䉕䈜䉎㓌ຬ䈏㒠䉍䉁䈚䈩ኈᘒ䉕⸻䈩䇮⊓ጊญ䉁䈪៝ㅍ࿎㔍䈫್ᢿ䈚䈩ᓟ䈮ᧅᏻ䈎䉌䊄䉪䉺䊷䊓䊥䈏㘧᧪䈚䈢
䈠䈉䈪䈜䇯ⵍἴ⠪䈲⊓ጊ⥄䈱ේ࿃䉋䉍䉅䇮⓭ὼ䈱⣖䈱⊒䈪ୟ䉏䈢䈱䈪䈜䈏䇮䉥䊨䊐䊧ጊ䈫⸒䈋䈬䉅࿐ᢙච
䉨䊨䈲ήੱᏪ䈪䇮ㆣ㔍䊶䈱ኻᔕ䈲ᄢᄌ䈪䈜䇯․䈮ᐕ䈲ᱷᥤ䈏⛯䈇䈢䈱䈪䇮⥄ಽ䉅ⴕേਛ䈱⺞▤ℂ
䈮ᵈᗧ䈚䈩ήℂ䈚䈭䈇䉋䈉ᔃដ䈔䉁䈚䈢䇯

྾චਃጊ䋨ᵢῶḓㄝ䋩䈱⁁ᴫ
䇭⑳䈱䉅䈉৻䈧䈱䊐䉞䊷䊦䊄䈪䈚䈩䇮ᵢῶḓ᷷ᴰⴝ䈱ධ䈮䈅䉎ዊ䈘䈭Ἣጊ䈪䈜䇯䉰䊦䊜䊮䉣䊎䊈䇮䉰䉦䊈䊤䊮䈭
䈬䌒䌄䌂䈱⒘ዋ⒳䈏䇮䊐䉾䊃䊌䉴䈪䉅䈅䉎ㆆᱠᴪ䈇䈮䉌䉏䉁䈜䇯䈠䈚䈩⊒⋴᧼䉇䊌䊃䊨䊷䊦⒟ᐲ䈪䇮ౕ⊛
䈭⼔╷䈲䈾䈫䉖䈬䈫䉌䉏䈩䈍䉍䉁䈞䉖䇯
䇭ᐕ䈱䊆䊠䊷䉴䈲䇮⟲⪭એᄖ䈱䈫䈖䉐䈪䉒䈝䈎৻ᩣ䈪䈚䈢䈏䇭䉰䊦䊜䊮䉣䊎䊈䈱䉕⏕䈚䈢䈖䈫䈪䈜䇯⢄
ᔃ䈱⟲⪭䈱䈾䈉䈲ᦨᄢ䈪䋹ᩣ䈫䇮ᓔᤨ䈱ඨಽㄭ䈒䈪䈚䈢䇯䉁䈢䇮䉰䉦䊈䊤䊮䈲䈱႐ᚲ䈪৻ᩣ䉕⏕䈚䈩䇮ว
䉒䈞䈩䋳ᩣ䉕⏕䇯䈠䈱ઁ䇮䉮䉬䉟䊤䊮䇮䉰䉟䊊䉟䊤䊮䇮䉰䉰䊋䉩䊮䊤䊮䈭䈬䈏ດ䈇䈩䈇䉁䈜䈏䇮ㆊᐕᐲ䈫Ყセ䈜䉎
䈫ᢙ䈲ᷫዋะ䈮䈅䉎䉋䈉䈪䈜䇯
䇭䈭䈍䇮䉲䊷䉵䊮䈲䇭䉪䊙䉭䊤䉕⋡᠄䈪䈐䉁䈞䉖䈪䈚䈢䈏䇮⇣᭽䈮ᄢ䈐䈭䊄䊤䊚䊮䉫䉇㡆䈐ჿ䉕ᐲ䈎⡊䈮䈚䈩
䈍䉍䇮↢ᕷ䈚䈩䈇䉎䈖䈫䈲㑆㆑䈇䈭䈇䈫⏕ା䈚䈩䈇䉁䈜䇯

䉥䊨䊐䊧ጊ䈻᧪䉌䉏䈢ᣇ䈭䈬䈎䉌䇮ᖱႎ䉕䈍ነ䈞䈒䈣䈘䉏䈳ᐘ䈇䈪䈜䇭䋨ਅ⸥䉁䈪䋩
䉥䊨䊐䊧⥄ὼ⎇ⓥቶ䇭䇾䋰䋵䋲䋭䋰䋱䋱䋵⃨ჽ⍊↸ᑯ᥊䋱䋹䋹䋭䋳䇭⍹ፒ䇭㤛ᄥ䋨⥄ὼ⼔⋙ⷞຬ䋩
㪫㪼㫃㪆㪝㪸㫏㩷㪇㪈㪋㪉㪄㪍㪌㪄㪉㪊㪉㪉㩷㩷㩷㪼㪄㫄㪸㫀㫃㩷㫀㫊㪿㫀㫑㪸㫂㫀㪅㫆㫌㫋㪸㪗㫋㪸㫌㫇㪼㪅㫇㫃㪸㫃㪸㪅㫆㫉㪅㫁㫇㩷䇭䇭䊑䊨䉫䇭㪹㫃㫆㪾㫊㪅㫐㪸㪿㫆㫆㪅㪺㫆㪅㫁㫇㪆㫆㫉㫆㪽㫌㫉㪼㪉㪇㪇㪈
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䇭

北海道高山植物保護ネット 2012年度市民フォーラム「 お花畑は、
いま・・・2012 」
◆主催 北海道高山植物保護ネット http://www.cho.co.jp/hap-net/
◆問い合わせ先 札幌事務局（さっぽろ自然調査館内 渡辺・丹羽）
〒004-0051 札幌市厚別区厚別中央1条7丁目1-45 山岸ビル3階 さっぽろ自然調査館内
電話: 011-892-5306 ファクス: 011-892-5318 メール: hap-net@cho.co.jp
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