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マダラコウラナメクジ 円山動物園の森にて（撮影：興野昌樹 氏）
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北広島市日本ハムボールパーク構想に関して４団体で北広島市へ要望書を提出
会長 在田一則
日本ハムファイターズのボールパーク（BP）構想
北海道日本ハムファイターズ球団のボールパーク（BP）構想はファイターズファンならずとも注目される。2017年2月
段階では、札幌市の道立真駒内公園案と北広島市案が残っていた。協会は真駒内公園案について、真駒内公園の自然環
境や周辺住民の生活環境を守る立場から、新球場建設により真駒内公園あるいはその周辺の真駒内地区の自然環境・景
観や生活環境に与える影響について事前の環境影響評価を行うべきである旨の要望書を、2018年2月23日に札幌市と球団
に提出した。
その後、真駒内道立公園におけるBP構想は立ち消えとなったが、球団は3月26日に北広島市のきたひろしま総合運動公
園予定地に新スタジアムのほか商業施設やホテルを含むBP（面積約37ha）を建設することを表明し、11月5日にはスタジ
アムの建設計画を明らかにした。それによると、開閉式屋根の天然芝球場で、2020年5月に着工、2023年3月の竣工を目
指すということである。収容人数は35,000人、そのうち、JR千歳線利用者は、13,500名、自動車利用者は12,000名（１
台3名として4,000台）、シャトルバス利用者は7,000名（１台50名として40台が3〜4往復）、徒歩者2,500名を予想して
いる（北広島市資料による）。

BP予定地周辺の自然
江別市野幌付近から、道道46号に並行して、道立自然公園「野幌
森林公園」、特別天然記念物「野幌原始林」周辺の樹林帯、さらに
劔山や監視山をへて支笏湖付近に至る野幌丘陵は、その中間部でJR
千歳線と道道274号が東西に横切っているが、南北を結ぶ「緑の回
廊」であり、野生生物にとっては重要である。豊かな生態系が保持
されている「野幌原始林」を含む広大な樹林帯はその緑の回廊の要
となっている（図１）。
「野幌原始林」は、北海道に６点ある特別天然記念物（タンチョ

写真１．広島幼稚園の「やかましの森」。図２のＹ。

図１．南北に伸びる緑の回廊（野幌丘陵）
北広島市の白丸はBP予定地（グーグルマップより）
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ウ、阿寒湖のマリモ、アポ
イ岳高山植物群落、昭和新
山、大雪山、野幌原始林）
の一つである。1921（大正
10）年に、札幌の円山原始
林、藻岩山原始林とともに
天然記念物に指定された
「野幌原始林」（北広島市
側184ha、江別市側136ha）
は1952（昭和27）年には特
別天然記念物に指定された。
その特徴はかつて石狩低地
帯に広がっていたトドマツ
が混じる針広混交林である。
以前は原生に近い天然林で
図２．BP予定地とアクセス道路予定路線（点線で示す）
A：BPと市道大曲椴山線を結ぶ東西路線、B：BPと道道274号を結ぶ南北路線、C：BP外側の路線（4車線）、
D：共栄緑地（民有地）、S：新駅予定地、Y：広島幼稚園の「やかましの森」（写真1）。点線で囲まれ
た３か所が特別天然記念物「野幌原始林」（国土地理院、25,000分の1地形図「北広島」より）

あったが、戦中・戦後
の乱伐や1954（昭和29）
年の洞爺丸台風などの

影響により、1959年に
江別市側の指定地域が、また1962年には北広島市側の一部も解除され、現在の３か所の指定地域（面積約40ha）に
なっている（図２の点線で囲まれた３か所）。「野幌原始林」は、平野に残る北方森林として学術的に今も貴重で
あり、周囲の国有林や民有林と一体となって北広島市の誇るべき樹林帯である。

北広島市ボールパークへのアクセス道路の問題点
乗用車4,000台のアクセス道路として、市は当初「野幌原始林」の北縁を通ってBPと市道大曲椴山線を結ぶ東西
路線とBPからJR千歳線を横断して道道274号を結ぶ南北路線の2つの新設を発表した。それに対するフォーラム野幌
の森の「特別天然記念物・野幌原始林の保全に係る要望書」（7月5日、北広島市長宛）や文化庁の意見（？）のせ
いか、市は路線を再三修正し、現在は問題の東西路線を「野幌原始林」と千歳線の間にしている（図２のルートA）。
南北路線は図２のルートBである。
協会やフォーラム野幌の森、地元の北広島森の倶楽部や北広島の自然を考える会では、「緑の回廊」の要となっ
ている、「野幌原始林」およびそれを囲む国有林や民有林が一体となった広大な樹林帯が東西道路の建設により大
きなダメージを受けることを危惧し、現地での見学会を行うとともに、話し合いをおこなってきた。また、11月21
日には北広島市（BP推進室）との意見交換会を行った。それらをもとに、上記４団体の連名で、12月14日に北広島
市長に「北広島市BP構想に関する要望書」を提出し、12月21日にはBP推進室に対し、要望書の説明と話し合いを行っ
た。
要望書では、「野幌原始林」とその周辺は自然保護上非常に大切な地域であり、将来にわたって保護すべきであ
るという立場から、東西路線について、その建設による影響が少ない順に以下のように提案した。
1. 東西と南北の２路線とも止め、北広島駅からBPまでの1.7kmをモノレ－ルで繋げる案。
2. 東西路線は止め、南北路線だけにする案。その場合、駐車場を千歳線北側の共栄緑地（図２のD）に設け、千歳
線を越える「動く歩道」などを設置する。
3. 東西路線を千歳線の北側に設ける案。駐車場も北側に設置。
4. 東西路線を千歳線の南側直近に設ける案。既存のJR線に沿うサイクリングロードを利用。
5. 東西路線を千歳線の南側に設ける北広島市の案。「野幌原始林」指定範囲から200ｍ程度しか離れないので、道
路建設の悪影響を避けられない。
（上記の3、4の場合はともに「野幌原始林」と路線の間の民有樹林帯を買い上げ、緩衝帯とする）
なお、アクセス道路問題については、周辺にある道立北広島高校や北海道札幌養護学校共栄分校、特別養護老人
ホーム、障害者支援施設などへの影響が危惧されているほか、ガラス張りとされているスタジアム自体の照明や騒
音による鳥類やコウモリ類などへの影響や、シカによる交通事故なども懸念されており、これらについても今後北
広島市と話し合い、より良いものとなるよう協議する予定である。
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2018年度【自然を語る会】①報告
■会場：札幌市立大学サテライトキャンパス

■期日：2018年8月28日

札幌の市街地近郊の外来ナメクジたち
話題提供者：興野昌樹氏（北海道自然保護協会理事）
2018年から北海道自然保護協会の理事になられた興野さんが、大型ナメクジの生物学と、札幌近郊での調査結果
と駆除についてお話になりました。
最初に「ナメクジ専門家ではない」と述べた興野さんは、2012年に見つけた外来種のナメクジが専門家によって
取り上げられ、貝類学会誌に共著で掲載されたことで、ナメクジの情報を集め始めたようです。
まず、ナメクジが殻が退化したカタツムリであると紹介しました。カタツムリは陸棲の巻貝ですから、この解説
は「合点！」です。殻をなくすと、炭酸カルシウムを餌として取り込む必要がなくなり、小さな隙間に隠れること
ができるようになるなどの利点があると言います。それが、貝のナメクジ化が起った要因と言えるでしょう。
ナメクジは、キノコ・草の茎や葉・果実・アシナガハチの幼虫・ガの卵などを食べ、鳥・ネズミ・ゴミムシなど
やクモ・ハエ・ヒルなどに捕食されるそうです。なお、場合によっては死を招く広東住血線虫が寄生していること
があるようなので、注意が必要です。
日本のナメクジについては、分類が未整理、未記載種がある、外来種の移入が続く、などから、良く分かってお
らず、「市民科学の力でナメクジの分布を明らかにする！」プロジェクトが始まったところです。北海道のナメク
ジは8種類で、そのうち5種類は外来種で、残る3種も外来種の可能性があると興野さんは考えています。札幌近郊
での生息状況を2016年から円山動物園付近など7カ所で調査し、3年間で5種のナメクジを確認されました。
①ベージュイロコウラナメクジ？（同定依頼中）コウラナメクジ科： 荒井山
②ノナメクジ属1種（種名確認中）コウラナメクジ科： 円山公園
③チャコウラナメクジ（＋ ニヨリチャコウラナメクジ？）コウラナメクジ科：動物園の森、円山公園、北海道神
宮、三角山
④マダラコウラナメクジ コウラナメクジ科：2012年円山公園で発見。ハルニレ樹液で水分を補給しているようだ。
⑤アリオン属１種（Arion sp.） オオコウラナメクジ科：動物園の森、円山公園、、北海道神宮、旭山記念公園
アリオンがフキの葉・キノコ・オオウバユリの実・梅の実・白菜を食べている写真が紹介されました。家庭菜園で
は大変な被害になるそうです。
最後に、今年着手した駆除について、目標・方法・評価について、お話になりました。これらについては改めて
の報告が望まれます。
さて、円山原始林や「ユースの森」には在来のナメクジが見当たらず、アイヌ語にナメクジに相当する言葉が少な
いことを興野さんは言及しました。しかし、現実には農産物についた外来ナメクジが、自身の移動能力は小さいの
に、人の手で拡散することも考えられます。私には「気持の悪い」生き物の一つで、触りたくはないのですが、駆
除が必要なことについては良く理解ができました。
（記 宮坂省吾）

2019年度定期総会と自然保護講演会のお知らせ
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。

総会

日時：2019年5月18日(土)13:30〜14:50

(受付13:00より)

会場：札幌市資料館(札幌市中央区大通西13丁目)

※地下鉄西11丁目1番出口より徒歩4分

＊総会終了後、同じ会場で一般の方も参加した自然保護講演会を開催いたします。
講演会 時間：15:10〜16:40 (受付14:50より)
講師や講演内容について詳しくは次回会報178号、HPなどに掲載いたします。
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2018年度【自然を語る会】②報告
■会場：札幌市立大学サテライトキャンパス

■期日：2018年9月25日

スズラン群生地・雑草除去作戦（これまで＆これから）
話題提供者：小川 巌氏（エコ・ネットワーク代表）
前段に、ボランティアとは、自主性と無償が基本の活動と定義した。最近は交通費や日当を出すような有
償ボランティアも多くなる傾向がある。また、学校による生徒へのボランティアの強制（自主性の欠如）な
どもある。ボランティアの活動分野は、当初は福祉・医療が主であったが、今日では多岐にわたっている。
環境ボランティアは新しい分野であり、外来生物除去、森林の手入れ、登山道の修復、環境調査、野性動物
調査、雑草除去（スズラン保護はこれにあたる）などが挙げられる。エコ・ネットワーク活動の主なものは、
フットパスの除草、間伐材、スズラン保護があげられる。
平取のスズラン群生地の雑草除去作戦について、当日配布された資料も活用して紹介する。スズランの花
期は6月上旬、しかし、雑草が多く繁茂し、近年スズランが見えにくくなっている。去年から雑草除去を初め
て3年目の来年には結論を出したいと考えている。
1回目2017年7月7日：花期に目立つヨモギ、アキカラマツを集中的に除去。
2回目2017年7月21日：ヨモギ、アキカラマツを含む草本を全て除去。
3回目2017年9月20日：多年草のススキ、ササの他かん木のヤナギ等を含めて全て除去。
4回目2018年5月19日：前年とは異なる場所でヨモギ、アキカラマツを重点的に除去。
5回目2018年7月22日：4回目の対象地及び前年の対象地の状況を確認した。
（参加者は各回10人前後）。
結果は、★スズランの観賞時期（6月上旬）に目立つヨモギ、アキカラマツを除去したものの、根を完全に
取るのが難しいため、翌年には前年とほとんど変化がなく、繁茂した。★7～9月在来植生を含む草本を根こ
そぎ除去したが、翌年は除去以前の状態に戻ってしまった★今春スズランの開花前に行った除去は、対象植
物が小さい内で取りやすく効率的に作業が進められた。7月以降も除去の効果が明らかに認められた。翌年の
花期にどのような状態になっているか、明らかにしたい。
今後に向けて、★これまでの試験的取り組みにより、開花前の除去が作業効率と効果がもっとも期待され
ることから、来年は次のような方針で取り組みたい。
●開花前（5月中旬頃）に多くの人手を投入して集中的に作業を進めることを考える。●そのために一般募集
だけでなく地元の人たちにも積極的に呼びかける（学校、商工会、役場等）、●実施に当たっては平取町の
全面的協力が不可欠なため今から計画を提示して合意を得るようつとめる。配慮事項は、●積極的な市民参
加、●広報が命綱（マスコミなど）、●地元との協力（役場や地元の人とのコラボ）、●事故対応、●団体
間の連携・交流、●一致点を求めず、●零細企業とのバッティングに留意（草刈や路の補修などについて仕
事を奪うことになることに留意）。
会場からの意見もあり、いくつかの検討課題が出てきた。●馬を放牧すると草を食べるがスズランは食べ
ないので都合がよいが、クマがでるので放牧できない。●春に雑草の除去作業を行っても夏には元にもどっ
てしまう。●野焼きについて検討する。●平取町にいっそうの活動を期待したい。●札幌などからバスをチャー
ターしてたくさんのボランティアで活動したいが、バス代はかなり高額のため、札幌から数人の自家用車に
人を乗せて平取に来て活動している。●来年までに一定の目途を立てたい。
★感想・・・百聞は一見にしかず、来年のスズランの季節に一度見に行ってみたいと感じた。
（記
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佐々木克之）

2018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：2018年10月23日

国内外来生物アズマヒキガエルの駆除活動
話題提供者：八谷和彦氏（深川ひきがえるバスターズ会長）
深川ひきがえるバスターズ会長の八谷さんが、北海道には無縁だったアズマヒキガエルに対して2013年に
開始した駆除活動についてお話になりました。
ヒキガエルの亜種アズマヒキガエルは、1980年代半ばに深川市の境界付近の旭川市神居古潭に導入されて
から分布を広げ、2008年には深川市の市街地で大型の成体が捕獲されるようになったそうです。八谷さんは、
2012年、拓殖短大の学生とともに市内を踏査し、予想を上回る蔓延を目の当たりにしました。この件はメディ
アに取り上げられ、拓殖短大や深川市役所が外来種アズマヒキガエルの重要性に気付くことになったとのこ
とです。
八谷さんは、アズマヒキガエルの特徴を、①ほとんど鳴かない、②ほとんど跳躍せず、あまり逃げない、
③陸棲で、普段は薮や庭先などにいる、④完全な夜行性、⑤体重は100gを超える、⑥皮膚に強い毒を持つ、
⑦繁殖期の短期間だけ繁殖した池に集まる、さらに“アリやミミズなど地表の小動物を見境なく食べる大食
漢”と説明しています。
なぜ、北海道を新天地としたヒキガエルが大増殖するかは、まだわかっていないそうです。最近、ヒキガ
エルの生態系への影響について、室内実験で幼生の段階でも毒をもつことが確認され、エゾアカガエルなど
の脅威になっているかもしれないと北海道新聞で紹介されました（12月19日夕刊）。野外の実際の生態系の
中で、競争種や餌となる小動物の側で、ヒキガエルからどのようなインパクトを受けているかを評価する研
究が、環境保全を行う上で今後期待されています。私は、これらの研究が大増殖解明の糸口になることを期
待するものです。
八谷さんは、2013年に拓殖短大の学生有志を集めて「ひきがえるバスターズ」、2018年に市民中心の「深
川ひきがえるバスターズ」を結成しました。バスターズ（退治屋たち）には、町内会の人たちや池の持ち主、
貯水池の管理人などが参加し、深川市の後援も得ています。かれらの駆除活動の結果、グリーンパーク地区
では１年度あたりの捕獲数を472から44へと減らすことができました。その経験によって、捕獲による繁殖阻
止を駆除技術の中心に置き、現在は、池に障壁・かご罠を設置し、卵紐を引き上げる、という技術の組み合
わせを駆除の基本としていることを紹介しました。また、池は水を抜いて産卵を抑制し、さらには埋めてし
まうことなども考えています。
駆除にとって重要な繁殖時期は、深川市では5月上中旬の1週間ほどだそうです。しかし、繁殖池への集合
日や順番に規則性は認められないので、4月下旬からの一ヶ月間、町内会長と八谷さんは毎晩パトロール出動
してきました。そして、バスターズが捕獲に入ることになります。深川市では、駆除の成果が上がった個所
は多いようですが、あらたな発生個所も見つかっており、強力な駆除活動の継続が必要と考えていると言わ
れました。さらに、石狩川の下流や支流への分布拡大、滝川市や秩父別町での繁殖が知られていることに注
意を向け、増殖速度を上回る駆除活動と地域連携の拡大を訴えています。

熱のこもった弁舌で、国内外来

種である蟇（ひきがえる）の実態と駆除の努力を伝えて下さり、深川ひきがえるバスターズの経験が理解で
きました。
私は長野県での子供時代に庭先でじっとしている姿を見かけましたが、それがこの蝦蟇（がま）だったと
思われます。それ以来、名前だけは懐かしいものだったのですが、石狩川流域に移住させられた末の大繁殖
とは、驚きです。
（記
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宮坂省吾）

2018年度自然保護大学
―外来昆虫・外来植物・外来魚―
■会場：札幌市資料館

■期日：2018年11月18日

Ⅰ．外来昆虫の影響
講師：大原昌宏氏（北海道大学総合博物館）
Ⅰ．北海道の外来昆虫
道では外来種の実態把握と対策へ向けた基礎資料とするためにブルーリストを作成している。ここでA1に指定さ
れたセイヨウオオマルハナバチは在来のマルハナバチ類への影響が懸念されることから、防除・駆除へむけて生息
状況調査が行われているが、これには非常に多くの労力がかかっている。
国内外来種であり人気の高いカブトムシやゲンジボタルの場合は町おこしに活用されていることなどからA1指定
は見送ったが、関係者は次の改訂時までには対応をお願いしたい。ただ実際の影響の程度は不明なため、専門家の
側も調査を進める必要があると思われる。
ヘイケボタルは国内の産地によって遺伝的な大きな違いがある。かつて関東産のもの放流に使われたため、北海
道のヘイケボタルは遺伝的に混ざったものが存在してしまっている。
他方、オオモンシロチョウについては愛好家たちによる調査が徹底的になされていて、移入の経緯などについて
詳細に解明されている。外来種問題については市民活動が重要であることのよい例であろう。

Ⅱ．国内の外来昆虫
ヒアリは今後も必ず入ってくると思われ、注意が必要である。また、南米で多くの死者を出しているシャーガス
病を媒介するサシガメ類が中国で見つかっており、今後日本への侵入が懸念される。その他、韓国で在来スズメバ
チ類やミツバチに大きな被害を与えたツマアカスズメバチが対馬や福岡で確認され、広がるおそれが強い。セアカ
ゴケグモも3年前に北見で見つかった。発見の際には必ず報告してほしい。

Ⅲ．外来昆虫への認識論
先ごろ赤坂で捕獲されたアライグマについて殺処分に反対する意見が出ているが、これに対する環境省やマスコ
ミのコメントや対応は不十分に思われる。世論形成も重要な役割ではないだろうか。
奄美大島のマングースは一万匹まで増えたが長年にわたる捕獲努力の結果、現在50匹以下になった。根絶できれ
ば島での駆除としては最大の面積での成功例となり、外来種問題先進国であるニュージーランドからも注目されて
いる。このように外来種対応には努力の継続が非常に重要である。このニュージーランドのある村ではネコの飼育
の禁止が提案され話題になった。意識の変化が起こりつつあると思われる。
モズの小笠原と南大東島への侵入について行われた研究では、最初に侵入したときの個体数が、定着／消失を左
右する主因であることが明らかにされた。こういった研究は将来の外来種の問題を考える際の指標になる。
ヒアリ問題ではこれまであまり注目されてこなかったアリの研究者が脚光を浴びている。多彩な研究者がそろっ
ていることが外来種問題に素早く対応するために必要であることを示している。
日本産のケシガムシ属Cercyonの１種C. duxが北米西岸から見つかったが、これは東日本大震災による津波によ
るがれきの漂着によって分布を拡大したものと思われる。このレベルの地震は1000年に1度の頻度で起こることか
ら、1万年に10回程度の長距離の往来があることになる。このような自然に起こる移動と、人が入ってからの移動
が生物の分布や変化に対して及ぼす影響を評価するためには様々な調査が必要である。
以上、いくつかの事例を取り上げてきたが、これらの話題を素材にして認識論について議論してほしい。また、
様々な人が地道なデータ収集を行っていないと次のステップには進めない。ぜひ皆さんも野外に出てデータを集め
ていただければと願っている。
（記：興野昌樹）
― 7

―

2018年度自然保護大学
―外来昆虫・外来植物・外来魚―

Ⅱ．外来植物はなぜダメなのか
講師：高橋英樹氏（北海道大学総合博物館）
表題について考えるには、なぜ在来希少種は守るべきと考えるのかと逆から見ると判り易い。それには◎
資源主義：在来種は失ってはならない資源◎経済主義：在来種の絶滅により経済的損失が生まれる◎カナリ
ヤ主義：減少する希少種を、坑道の有毒ガスを知らせるカナリヤに見立て、環境保全への警鐘と見る◎リベッ
ト主義：地域生態系という飛行機を維持するためには、機体を留めるリベットにあたる地域固有種を失って
はならない◎尊厳主義：長いプロセスを経て進化してきた生物種は皆、尊厳を有している◎純血主義：地域
固有種への遺伝的悪影響を懸念する考え、移民政策反対・村社会温存の心理◎経済活動原罪主義：人間の過
大な経済活動が生物種の移動距離と速度を高めて外来種問題を引き起こしており、経済活動の内包する原罪
である、という７つの見方が紹介された。
外来種（Alien species）は「もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入っ
てきた生物のこと。生態系や経済に重大な影響を与えることがあり、環境問題のひとつとして扱われる」種
である（Wikipediaを参考）。在来種はNative species。
帰化種 (Naturalized species)とは地域に自然に同化した穏当な表現と感じる。移入種(Introduced speci
es)は、道路の法面緑化などで意図的、非意図的に持ち込まれた種である。そして侵入種(Invasive species)
は地域に無理やり入り込む種で、生態系への悪影響を意識した語であって、外来種として問題になるのはこ
の「侵入種」であろう。なお植物の場合は伝統的に帰化植物(Naturalized plant)と言われる。ところで「地
域」という語は定義されておらず、主に行政単位で決められることが多い。世界、日本、北海道、さらに例
えば北大キャンパスという狭いスケールで取り扱う場合もある。
世界の侵略的外来種ワースト100(IUCN)に日本の在来種であるワカメ、イタドリ、クズなどが入っているが、
これは米国中心にリストアップされたからであり、結局それぞれの国・地域によって即ち何処が考えるかに
よってリストアップされる侵略的外来種は違ってくる。
日本レベルでは「外来生物法」により「特定外来生物」（植物は16種）や「生態系被害防止外来種」が指
定されている。北海道の指定外来種は12種（植物は2種）である。
外来種除去作業について、国は「特定外来種」で飼養、栽培、保管、運搬、輸入等の規制と防除の推進を
するが、防除の義務はない。防除したい人、団体は防除（駆除）の確認・認定を主務大臣（国）から受けて
行う。
次に北方四島の外来種問題が紹介された。四島には日本時代に持ち込まれた栽培逸失種や残存種、ロシア
になってからの移入種など多数の外来種がある。その中で除去すべき種として、平地や丘陵地のフランスギ
ク、海岸のオニハマダイコン（ただし海流による自然の種子分散）や爺爺岳山麓のオオハンゴンソウ群落、
択捉島のオオアワダチソウ群落がある。オニハマダイコン以外はいずれも、かつて人による攪乱のあった場
所である。
外来植物の害は、農林業への被害（農地への外来雑草侵入等）、健康被害（ブタクサやカモガヤ等による
花粉症など）、自然生態系・在来植生への悪影響（ハリエンジュやオオハンゴンソウ、イワミツバなどの侵
入、遺伝子汚染（在来種との交雑）があるが、一方で蜜源植物であるハリエンジュや牧草のカモガヤなど、
外来種には有用な面もあり、単純に防除とはいかない例もある。
結局、外来種問題は、このまま過大な経済活動を続けていけば近未来の地球生態系は崩壊してしまう事を
意識し、経済生活のあり方や自然生態系との適切な付き合い方を考え直すきっかけと捉えるべきである。
（記
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山川泰弘）

2018年度自然保護大学
―外来昆虫・外来植物・外来魚―

Ⅲ．外来魚や在来魚の放流が生態系に与える影響
講師：長谷川功氏（北海道区水産研究所 さけます資源研究部）
講師は最初、外来種を排除すべきと考えてきたが、それだけでいいのかという疑問が生じたという。観光、
釣りや漁業、文化など社会との関係で外来種問題を見直すべきだと考え、この研究を行ったという。以下は
その内容である。

１．外来サケ科魚類の魚類相への影響
支笏湖では在来種はアメマスだけ。ブラウントラウト、ニジマス、ヒメマス、サクラマスという外来種を
放流し、釣って楽しい魚、おいしい魚ということで、地域振興に重要なものとなっている。千歳川支流紋別
川では、外来種であるブラウントラウトの侵入後アメマスが1割に減少し、ブラウントラウトが9割を占めて
いる。尻別川の支流ではブラウントラウトとニジマスがいる調査区ではアメマスが少なかった。サクラマス
は外来種を放流しても減少しない。北海道の河川ではオショロコマやサクラマスがニジマスに置換した例や
アメマスがニジマスやブラウントラウトに置換した例が多くある。
ママチ川でブラウントラウトが魚類相に与える影響を調べた。その結果ブラウントラウトがいると調査区
の面積が増えても魚種数が増加しない。また、静狩川ではブラウントラウト駆除後魚種数が増加した。真狩
川や幌内川ではニジマスの侵入後、ニジマスが落下昆虫を食うため、オショロコマは水生昆虫を食うように
ニッチシフトした。この影響で水上のクモ類まで減少した。
なぜ外来種の侵入によって在来種が減るかについては、種間競争で優位な外来種が，劣位な在来種を排除
することがあげられる。またアメマスとブラウントラウトの交雑個体は繁殖能力がないので、交雑によって
アメマスの産卵が無駄になってしまう。

２．国内外来種の問題
ある川にかつていた魚種を別の川から導入した場合の問題を述べる。豊平川の例では、イトウは移植放流
の経緯が明らかで現存する個体は国内外来種である可能性が極めて高いが、札幌市のレッドリストでは同時
に絶滅危惧種になっている。レッドリストとは、在来種の中で絶滅の危機にある種や個体群を載せるものだ
から矛盾が生じている。本州の河川残留型のヤマメが北海道に放流されている。道産サクラマスと道産サク
ラマスの交雑では68％がスモルト化したが、本州ヤマメと道産サクラマスだと降海型は36％に減少した。
環境省の外来生物法でニジマスとブラウントラウトが産業管理外来種として有用だが要注意となっている。
北海道の外来種リストではブラウントラウトがA1、ニジマスがA2として要注意種になっている。これらに対
して、侵略的在来種とは人の手によって数を増やし重大な影響を及ぼす在来種で、その典型が国内の放流サ
ケである。放流あるなしで川の食物連鎖の違いを調べた。サケ稚魚放流河川では、捕食によって藻類食の昆
虫が減少したため藻類が増加した。サクラマスも侵略的在来種になっている。斜里川ではサクラマス放流の
結果、放流魚は密度増加に貢献していなかった（総数は変わらず放流魚に置き換わっているだけ）。放流ヤ
マメの密度を上げると野生ヤマメの成長率が半減した。これは大きく育てた放流ヤマメが野生ヤマメと餌を
めぐる種内競争をしたためであった。川によってサクラマスの産卵期が違う。
札幌の川でももともと居る種だからとしてヤマメ放流が行われているが、放流にはこのような悪影響があ
り、環境教育や環境保全という目的には逆行している。
外来種も在来種も放流すれば影響が出るが、現実的には全ての放流をやめるわけにはいかない。このため
野生種への影響、水産重要種への影響、そして文化的な側面から総合的に多角的に放流効果を検証する必要
がある。放流に対するニーズをなくすことは、放流が起こす諸問題を解決するための土台になると個人的に
は考えている。放流に頼らずとも、在来種の野生魚でまだまだ楽しい釣り、環境教育、食糧確保ができるか
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もしれない。在来種の野生魚の魅力をもう一度見直してみるのもよいかもしれない。

参加者からの質問
・ママチ川に300万匹のサケ稚魚を放流したとのことだが、それだけの稚魚を生産するのに用いた親の数は？→メ
ス1匹が持つ卵の数はだいたい3000位だから、稚魚数を卵数で割った値が親の数。
・放流する数をどう決めているのか→放流が在来魚へ与える影響は考慮されていない。放流数は川ごとに決めてい
る。千歳川では3千万匹放流する。大規模な川や増殖重点河川では放流数は多い傾向にある。これらの河川では、
生態系への影響よりは食糧生産が優先されるというのが現実だろう。
・講演の内容とは逆に、本州産ヤマメのメスと道産サクラマスのオスが交配するとどうなるか？→大熊らの論文で
は実験をしていないが、本州産ヤマメの降海性が高まるかもしれない。
・本州の川でサクラマスとアマゴが交雑していることはあるのか？→子供が小型化し降海型が減少する。在来種同
士の交雑ではイワナとヤマメの子は繁殖能力がない。
・放流にかけるお金はどれくらいかけているのか。サケが減っているのに放流を続ける意義があるか。→放流数は
一定でも帰ってくるサケの漁獲量に変動があるので収益は年によって異なるだろう。放流を続ける意義はあるのか？
という問いの答えにはならないかもしれないが、近年は自然の再生産の促進も実施している。自然再生産なので、
稚魚の生産には当然お金はかからない。
・サケの確保を自然の循環に戻す必要はないか→我々が生きてくためには自然環境に手を加えなければいけない部
分がどうしてもある。手を加える川、加えない川と区別することが必要だろう。
・サケ採卵量は毎年同じか。→基本的に採卵数は計画に合わせているが、不漁で計画に達しないこともある。回帰
数は最近減ったといっても、放流手法が確立する前も6倍ぐらい確保されている。
以上放流の課題が、そもそも論や感情論ではなく具体的なエビデンスベースの説明となっていたことが好印象で
あった。参加した多くの方にとっても、あらためて放流問題を考える糸口になったと思う。
（記

ブラウントラウト．ヨーロッパ原産の国外外来種(長谷川功氏撮影）

ヤマメ．日本在来種だが、国内外来種、侵略的在来種としての影響も懸念されている(長谷川功氏撮影）

―
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矢部和夫）

第25回夏休み自然観察記録コンクール審査結果
小学生を応募対象とした第25回夏休み自然観察記録コンクール作品の審査は9月26日当協会事務所で行われ、下
記のように金賞1点、銀賞2点、銅賞6点と佳作17点、学校賞2校が選ばれました。
審査結果は10月2日付け北海道新聞朝刊に、10月20日付道新こども新聞「週刊まなぶん」には金賞・銀賞作品の
紹介と制作児童のインタビュー記事・審査講評が掲載されました。
入選作品は、10月30日〜11月4日札幌市資料館で、2019年1月13日〜1月20日円山動物園科学館ホールで一般公開さ
れました。
応募作品は、道内の小学校 25校から67点。学年別では、1年8点、2年7点、3年11点、4年19点、5年6点、6年15点、
2年と5年の共同作品1点でした。
▽金賞
大嶋

1点
良ノ助

▽銀賞

かわのさかな

2点

久保田
樋口

（札幌市立幌西小学校1年）

冬真

（札幌市立大倉山小学校4年）

陽一

▽銅賞

ハネナガキリギリスの観察シーズン2

（札幌市立大倉山小学校6年）

シラカバ花粉の飛散時期に関する研究

6点

眞田

花

（札幌市立澄川小学校2年）

かなへびのうろこのひみつ

福井

清夏・春太郎（札幌市立宮の森小学校2年・5年）共同作品
女王アリさん今までごめんね～アリが快適な飼育環境を考える～

武田

茉優

（根室市立北斗小学校3年）

ノッカマップの花図かん

丹場

遥音

（小樽市立銭函小学校4年）

アゲハが羽化するまで・・・

菅原

大雅

（美瑛町立美瑛小学校4年）

続

松本

悠理乃

（北海道教育大学附属旭川小学校6年） サケの赤ちゃんの里親になる！

▽佳作

身近にいる外来生物2018

17点

鈴木

蒼琉

（札幌市立大倉山小学校1年）

かたつむりのかんさつ

佐藤

絢

（札幌市立石山南小学校1年）

けんのいろいろはっぱ

前川

咲帆

（札幌市立石山南小学校1年）

むしのおせわにっきより

幸田

昌士

（札幌市立発寒小学校2年）

バラハキリバチについて

（札幌市立藻岩小学校2年）

ビーチグラスとはなに！？

石戸谷

珠月

小沢

孝至朗

（札幌市立平岡公園小学校3年）

あさがおのさく時間３

中村

日菜子

（恵庭市立恵み野旭小学校3年）

カブトムシかんさつレポート

新堂

倖大

（札幌市立共栄小学校3年）

アリのすけんきゅう

甲斐

こみち

（札幌市立藻岩小学校3年）

身近な植物～北海道夏～

谷村

優羽

（札幌市立藻岩小学校3年）

しょくぶつずかん

中屋

宏太朗

（札幌市立大倉山小学校4年）

虫コンプリートすごろく

小沢

諒太郎

（札幌市立平岡公園小学校5年）

カラスの知恵

小割

友希

（江差町立江差北小学校5年）

カルガモの観察

見藤

悠樹

（札幌市立月寒小学校5年）

発見！セミの幼虫の見分け方

原田

健光

（札幌市立厚別通小学校6年）

森と池の生物たち

前田

拓真

（札幌市立平岡公園小学校6年）

清田区にコウモリはいるか？

吉田

柊輝

（札幌市立真駒内桜山小学校6年）

ぼくは虫がきらいです。

▽学校賞

2校

札幌市立大倉山小学校
札幌市立藻岩小学校
―
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＊

お知 らせ コ ー ナー

＊

13日 2018年度第5回拡大常務理事会
17日 第10回泊原発を再稼働させない連絡会参加
18日 2018年度自然保護大学「外来昆虫・外来植物・外来魚」
開催
21日 北広島市日ハムBPに関わるアクセス道路について北広島市
との話し合い
24日 高山植物保護ネット2018年度市民フォーラム「お花畑は、
いま･･･」報告および参加
2018年12月
1日 Pro Natura基金助成事業成果発表会に出席および発表
8日 2018年度第3回理事会
9日 シンポジウム「人口減少を迎える札幌市の水道を考える」
開催

2018年7月
17日 2018年度第2回拡大常務理事会
18日 「北の環境ライブラリ」に関するきたネットのレクチャー
26日・27日 宮の森中学総合学習 科学部員との外来種除去作業
2018年8月
2日 第6回円山公園外来種除去作業
2日～3日 平取・えりも線および森林基幹道えりも線現地調査
6日 大滝風力発電計画に関する講演（留寿都村）
9日 ニセコ自然公園法違反行為に係る伐採跡地保全対策に関
する関係機関との打合せ
17日 第7回円山公園外来種除去作業
17日 ニセコ自然公園法違反行為に係る伐採跡地保全対策に関す
る関係庁との打合せ
21日 ＮＣ176号発送
25日 第2回理事会
27日 シンポジウム「人口減少を迎える札幌市の水道を考える」
に関し札幌市役所市政クラブで記者会見
28日 2018年度第1回自然を語る会「札幌の市街地近郊の外来ナメ
クジたち」講師 興野昌樹氏
30日 石狩市からの風力発電ゾーニング計画に資する自然環境情
報に関するアンケート提出
2018年9月
6日 第8回円山公園外来種除去作業（北海道胆振東部地震中止）
9日 シンポジウム「人口減少を迎える札幌市の水道を考える」
（北海道胆振東部地震のため中止）
15日～16日 北海道自然保護連合交流会（北海道胆振東部地震の
ため中止）
18日 2018年度第3回拡大常務理事会
21日 第9回円山公園外来種除去作業
「外来種イワミツバなど4種の見分け方」資料配布
25日 2018年度第2回自然を語る会「雑草除去ボランティア－平取
のスズラン群生地における試験的取組み」講師 小川巌氏
26日 第25回夏休み自然観察記録コンクール審査
2018年10月
2日 北広島市日ハムBPに関わるアクセス道路などの現地調査
4日 第10回円山公園外来種除去作業
4日 ニセコ無断伐採地の復旧作業について関係機関との話し合い
16日 2018年度第4回拡大常務理事会
19日 第11回円山公園外来種除去作業
22日 「第2回風力発電を考えるシンポジウム」（留寿都村公民館）
参加
23日 2018年度第3回自然を語る会「国内外来生物アズマヒキガエ
ルの駆除活動」講師 八谷和彦氏
30日～11月4日 第25回夏休み自然観察記録コンクール入賞作品の
札幌市資料館展示
2018年11月
1日 第12回円山公園外来種除去作業および報告会
8日 北広島市日ハムBPに関わるアクセス道路について関係団体
との打合せ

● 8月31日 日本重化学工業(株)・北海道知事・北海道後志総合振
興局長宛【ニセコ山系違法伐採地の保全策に関する再度の要望】
● 9月25日 インベナジー・ジャパン合同会社宛【（仮称）留寿都
風力発電事業に係る環境影響評価準備書に対する協会意見】
●10月15日 留寿都村長宛9月25日提出の【（仮称）留寿都風力発電
事業に係る環境影響評価準備書に対する協会意見】の写しを同封し、
【留寿都風力発電事業に係る要望書】の送付
●10月29日 伊達市・喜茂別町・壮瞥町・洞爺湖町各首長宛9月25日
提出の【（仮称）留寿都風力発電事業に係る環境影響評価準備書に
対する協会意見】の写しを同封し、【留寿都風力発電事業に係る要
望書】の送付
●12月12日 北広島市長宛【北広島市BP構想に関する要望書】フォー
ラム野幌の森ほか3団体と連名

2018年8月～2018年11月
【Ａ会員】小川巌、野地正保

宮坂省吾さんより
「札幌の地名がわかる本」（亜璃西社刊）

匿名希望さん
匿名希望さん
匿名希望さん

100,000円
6,700円
100,000円

2019年1月25日発行 一般社団法人北海道自然保護協会・在田一則 〠060-0003 札幌市中央区北３条西11丁目加森ビル５ ６階
ＮＣ１月号 No.177 ホームページ http://nc-hokkaido.or.jp ☎ (011)251-5465 FAX (011)-211-8465 Eメール : info@nc-hokkaido.or.jp
会費 個人会員 4,000円

家族会費 2,000円

学生会員 2,000円

―

団体会員一口15,000円
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郵便振替 02710-7-4055

