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1．はじめに
釧路湿原の束縁は釧路川に沿って南北30km東西の最大幅は25k§1で，面積は21，440ha，金国の湿原面積の約
59％を占めている。湿原中心部5，0！2haは1967年，天然記念物

釧路湿原

，さらに1980年には水鳥の生息地

保護を臼的としたうムサール条約の指定湿原として登録されている。これよりもっと匿1〈1952年には，この

湿原を生恩地としているタンチョウが国の特別天然記念物に指定されていて，既にタンチョウの保護地域と
しての重要性が認識されていた。1987年目は周辺の湖沼や丘陵部を含めて26，861haが我が国28番信の国立公
園として．誕生した。

釧路湿原はその起源を旧く沖積世半ばに生じた齋釧路湾が次第に浅くなって形成された湿原である。この
湿原には釧路潤をはじめ周辺の丘陵・台地に発する小河川が複雑に乱流し，低標高の故に排水が隠害された
上，氾濫が絶えず，土壌は過湿，しかも冨栄養基質が低層湿原の発達を促した。それでも地形は西棚から東
側に僅かに傾き，この傾斜が湿原全体の植生を西面と東側とに区別して，西側における湿原の高履化をもた
らしたといわれる（岡崎1966＞。

泥炭は植物遺体が未分解のままの有機物の塊まりで，北温帯以北の森林域では低（冷）温と多湿の気候条
件によってつくられる。釧路地方は年平均気温が5．6℃，年降水蚤1，194mmであるが（理科年表），ことに夏の

海霧による低温現象が著しく，北海道でもっとも気温の低い地域となり，それなりに泥炭形成の気候条件が
よく備わっている。

しかしこのような湿原はかっては不毛の地，無用の荒蕪地，あるいは浴地

と呼ばれていた。そして湿

原をいかに開擁して耕地化するかということに多大の努力が払われてきた。今でも湿原に残る排水溝はその
名残である。蒔代は変わって人々は釧路湿原にこれまで気ずかなかった

魅力

を発見し，また都会の鷹活

に疲れた精神や肉体の憩いの場として新しい価値づけを行い，貴璽な圏家的・世界的自然資源として湿原を
評価するようになった。そしてまた，湿原という生態系は人間の生活にとって，また人間以外の多くの鷹物
にとってもかけがえのない環境であるとの認識も人々の心の中に次第に育ち始めてきている。

人間の生活にとって自然が大切であるということに多くの人々が気がつきはじめたということは今世紀最
大の人類の収穫の一つであろう。それはまた，P．ジョルジュ（1975）のいうように，人間が生存の危機にさ
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らされる時目覚める環境意識の発動であり，V．R．ポッター（玉974）のいう生命倫理（Bioethics），すなはち

人間の生存と生活の質の向上のためにどのような知識を硬うかと言う知識

を与えるために必要な英知に

目覚めたことであり，この飛騨は環境を破壊してやまない現在の人類の未来に猶一縷の望みを持つことので
きる証拠である。

釧路湿原は日本最初の湿原のみからなる国立公園であり，これまでの国立公園行政の枠に必ずしもとらわ
れない，幾多の新しいアイデアをもりこんで発足した国立公園である。このような類例のない釧路湿原国立
公圏について，これからどう対処すべきかについて，これまでの調査報告書では殆ど触れられていないし，

その展望に必要な基本的観点についても不明瞭なままである。筆者の考えでは先ず第一に地平ではあるが基
礎的科学調査研究の充実，第二に湿原・国立公園という自然・人工資源について広く総合的観点から考慮・
検討することが肝要である。

本論考は以上の観点から1988〜1991年釧路市支援のもとに行われた釧路湿原に関する環境保全学的研究の
結論として述べられた諸問題を中心として述べたものである。

2．植物学的背景
2一三．植物社会
釧路湿原の植物社会についてのまとまりある研究発表は伊藤・松田（1992）までなされていなかった。植
物群落分類の上からみると，釧路湿原の植物開会構成は次の様になる。

1．Hydro−Hygrophyte
Class

vegetation水生植物群落

Potemeteaヒルムシロ群綱

Order

Macropotametetalia大型ヒルムシロ群目

Alliance

Magnopotamion大型ヒルムシロ群団

1．Potamogeton

perfoliatus

2．Potamogeton

AIIiance

consociatio11ヒロバノエビモ純集

consociationオヒルムシロ純集

Nymphaeionヒツジグサ群団

3．Nymphaea
4．Nuphar
Alliance

tetragona
pumilum

consociationヒツジグサ純集

consociationネムロコウホネ純集

Trapionヒシ群団

5．Trapa
Order

fryeri

japonica

consociationヒシ純集

Luronio−Potametallaヒルムシロ群聚

Alliance

Menyanthion

6．Menyanthes

trifoliata

7．Utricularia
8．Eriocauleto

trifoliataeミツガシワ群団
sociatiQnミツガシワ基群集

multispinosa−Eriophorum

gracile

kusiroensi−Eleocharietum

wichurae

sociationヒメタヌキモーサギスゲ基群集
K：o．ItQ

et

Matsudaクシロホシクサーシカ

クイ群集
II．Fen

and

Cユass
Order

Mixed

bog

vegetation低層・混合湿原

Phragmieteaヨシ群綱
Nasturio−Glycerietaliaキンコウソウードジョウツナギ群醤

Alliance

Glycerio−Spargamionドジョウツナギーミクリ群団

9．Rumeco−Calthetum

コウソウ群集

palustris

var．

enskoso

Ko．lto

et

Matsudaカラフトノダイオウーエン
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Order

Phragnユietaliaヨシ群目

Alliance

Phragmitionヨシ群団

10．Phragmitetum
11．Callo

australis

Auctt．ヨシ群集

palustris−Phragmitetum

12．Calamagrstito

australis

langsdorfii−Phragmiteturn

Ko．至to
australis

et

Matsudaヒメカイウーヨシ群集

Miyawaki

et

al．イワノガリヤスーヨ

シ群集

Order

a．Caricetosum

lasiocarpae

b．Lathyretosum

palustris

var．

occultatisムジナスゲ亜群集

var，

pilosiエゾノレンリソウ亜群集

Magnocaricitalia大型スゲ接目

Alliance

Magnocaricion大型スゲ群団

13．Carictum

rhyncophysae

14。Caricetum

Iyngbyei

Miyawaki

Miyawaki

et

et

Fuliwaraオ月送サスゲ群集

Okudaヤラメスゲ群集

a．Typicetum典型亜群集
b．Cicuteosum
15。Stellario

virosaeドクゼリ亜群集

longifoliae−Caricetum

caespitosae

Ko。

Ito

et

Matsudaナガバツメクサーカブス

ゲ群集

a．Polemonietosum

caerulei

b．Calamagrostiteosum
i．Typical

iL

Order

17．Zizania

langsdorfiiイワノガリヤス亜群集

triophylla

var．

laponica

variantツリガネニンジン変群集

tab6rnaemontaaii
latifolia

consociationフトイ純集

consociationマコモ純度

Iimosum

consociationミズスギナ純集

Parvicaricetea小型スゲ群綱

Order

Caricetalia

Alliance

Carictum

20．Carex
Alnetea

Order

nigraeクロスゲ群目

Caricion

1g．

Iimosaeヤチスゲ群団
iimosae

Br．一BI．ヤチスゲ群集

pseudocraica−Equisetum

limosum

22，Alnus
23．Alnus

japonicaeハンノキ群団

japonica−Phragmites

japonica−Carex
laponica−Spiraea

24．Carex

1至1．Intermediate

glutinosaeハンノキ群目

Alnion

21．Ainus

caespitosa−Alnus

australis

sociatio11ハンノキーヨシ基群集

sociationハンノキースゲ類基群集
salicifolia

japonica

sociationノ・ンノキーホザキシモツケ基群集

sociationカブスゲーハンノキ基群集

bog脱酸湿原

Scheuchzerieteaホロムイソウ群綱

Order

sociationツルスゲーミズドクサ群集

glutinosaeハンノキ・群論

A1！犯talia

Alliance

Class

paludosiクシロハナシノブ亜群集

tabernaemontaniiフトイ群臼

18．Equisetum

Class

form．

Scirpionフトイ群団

16。Scirpus

Class

laxiflori

variallt典型変群集

Adenophora

Scirpetalia

Alliance

ssp．

Scheuchzerietalia

palustrisホロムイソウ群目
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Ericetalia

Alliance
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albaeミカヅキグサ群団

albae

boreale

Ko．1亡。

et

Umezawa北方型ミカヅキグサ群集

tetralicisエリカ磯目

Caricion

lasiocarpaeムジナ．スゲ群団

26．Myrico−Caricetum

lasiocarpae

var．

occultantis

Ko．Ito

et

Tachibanaヤチヤナギ

ムジ

ナスゲ群集

i．Sphagnum
ii．Sphagnum
iii．

subsecundum
kushiroense

Sphagnum

obtusum

sociationユガミミズゴケ基群集

sociatiol像クシロミズゴケ基群集

sociationマルバミズゴケ基群集

N．Moss高層湿原
Class

OxycoccQ−Sphagneteaコケモモーミズゴケ群綱

Order

Sphagnetalia膿agellaniciムラサキミズゴケ群R

AIIiance

Sphagnion

27．Sphagnetum

magellaniciムラサキミズゴケ群翻

mage11anici

a．Caricetosuln
b．Ledetosum

palustris

28．Calamagrostito

Auctt．ムラサキ・ミズゴケ群集

lasiocarpae

var．

var．

neglectae

occultatisムジナスゲ亜群集

diversipilosiエゾイソツツジ亜群集

var．

aculeolatae−Sphagnetum

papillosi

Klo．ItQ

et

Matsudaチ

シマガリヤスーイボミズゴケ群集

a．Rynchosporetosum

albaeミカズキグサ亜群集

b．Cha照aedaphnetosum
29．Calamagrostito

calyculataeホロムイッツジ亜群集

neg！ectae

var．

aculeolatae−Sphagnetum

fuscl

Ko．lto

et

Matsudaチシマ

ガリヤスーチャミズゴケ群集

a．Caricetosum

lasiocarpae

b．Empeεretosum
i．Typical

et

var．

occultatisムジナスゲ亜群集

laponiciガンコウラン亜群集

variant典型変群集

ii．Cladonla
30．Calamagrostito

nlgri

var．

rangiferina
neglectae

variantハナゴケ変群集

var、

aculeoユatae−Ledetum

palustris

var．

diversipiユosi

Ko．1to

Matsudaチシマガリヤスーエゾイソツツジ群集

a．Typicetosum典型亜群集
b．Cladonietosum

31．Sphagnum

32．Sphagnum
a．五αs龍α

rangiferinaeハナゴケ亜群1集

subfulvum

sociationワラミズゴケ基群集

imbricatum

sociationフナガタミズゴケ基群集

加あ吻θ漉一助ぬ㎎フ￠z〃η加zろか。碗鍔￠so6ゴのヒメシダーフナガタミズゴケ集落

b．悔伽厩π窺0拶600α

κ一5助㎎η3槻珈δ船卸

アη∫06ゴ吻ツルコケモモーフナガタミズゴケ集

落

V

Substitutional

vagetation季覧イ賞季直生

33．Oenantho−Phalaridetum
34．Polygonum

weyrichii

arundinaceae

Miyawaki

et

Okudaセリークサヨシ群集

sociatiol／ウラジロタデ基群集

35．Scirpus

tabemaemontanil−S．radicans

36．∫ullcus

effusus

sociationフi・イーツルアブラガや基群集

var．decipiens−Becklnannia

syzigachne

sociationイーかずノコグサ基群集
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37．Anemolle

dichotoma−Elymus

dahuricus

sociationフタマタイチゲーハマム旧基群集

以上みたように大きな植生単位としては5単位を数えるが，群集レベルでは37の群集，基群集あるいは群
落が識別されている。このような植生単位からみると釧路湿原では低層湿原から高層湿原迄一応揃ってみら
れる。侮しここでいう享・｝・1間湿原はドイツ流派のいう

Uebergangsmoor

でなく，

H。

Pau1とLutz（194！）

によって定義された北欧湿原における定義である（Ellenberg，1988）。

植物社会学からの群落分類とは別に，景観的に見るとき，釧路湿原はヨシ群落がもっとも優勢であり，川
の蛇行とヨシ原の展望が最も一般的な景観である。ミズゴケで標徴される高層湿原景観はチシマガリヤスー
ミズゴケ群集で代表されるが景観的にはチシマガリヤスのようなイネ科植物，あるいはミズゴケハンモック
のような隆起とその上に繁茂するエゾイソツツジなどの小潅木景観でしめられる。これらの湿原構成植生の
ほかに至る所に散在あるいは集団状に分布するハンノキ林はまた釧路野原の植生景観を構成する主要要素で
ある。

総体的に見るとき釧路湿原は真の高層湿涼とはいえず，基本的にには，むしろ
水質の化学的分析からも

Poor

fen

乃至

lntermediate

fen

Fen

の段階にあり，その

のぐ領域にある。このような水質化学上の結

果と群集分類学上の成果をふまえて，伊藤（1992）は釧路湿原の様な湿原を混合湿原と呼ぶべきことを提案
している。

2−2．

高等植≒勿ネ目

釧路湿原に晃られる高等植物は着干の帰化植物を含めて次のような内訳である晒川・働燦；1992）。

シダ植物：
種子植物：裸子植物

被子植物

5科20種
1科

2種

83科472種
双子葉植物

67科312種

寓鑑弁マ乞類

合弁花類
単子葉植物

48不斗200種

！9科112種

16科160種

科の中では最も多いのはカヤツリグサ科の51種で，次いでキク科46種，イネ科34種などがあげられる。ま
た，分布上で興味ある植物としてはキタミフクジュソウ，エンコウソウ，アズマイチゲ，エゾノヨロイグサ，

クシロハナシノブ，ヒロハウラジロヨモギ，カラフトノダイオウ，チシマノガリヤスなどがあげられる。染
色体地理学からみて興味あるのは釧路湿原を取り巻く丘陵地に分布するフクジュソウとキタミフクジュソウ
の分布圏の違いである。北方系と考えられるキタミフクジュソウは鶴居丘陵の一部と東の根室段丘側から釧
路湿原を越えて繭の白糠丘陵の浦幌方面迄分布しているのに対し，朝鮮一日本系と考えられるフクジュソウ
は釧路湿原を境として西側の湿原に顧した丘陵部のみに分布しているようである。この様な発生の起源を異
にする2つの種の分布にはその背後に深く釧路湿原発達の地史が関わっているように推察されるのである。
釧路湿原高等植物相の特微としては北方系の植物に衛む一方，染色体地理学の上からみると北海道南部植
物との結びつきもみられ，これは釧路地方の秋黍の気温の高さと日照時間の長さの特異性に関連しているの
でないかとの仮説を導き出す（酉川・伊藤1992）。

3．考

察

3−1．湿原生態系と水
湿原の基本的生命は水（量及び質〉にある。従って湿原の保全には流水について量的，質的な状態，すな
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1988）などを湿原植物にとって有効であるよう

に維持することであろう。この点で水は湿原生態系の制限要因であり，生態語（Odum！989参）で示すと図
1のようになる。この蒔生産者である植物にとって太陽と空気は無制隈資源であるが，水は有限資源となる
（AIlen

and

Leonard

1966）。

S・02

M

H．Soc，

ESS
P

C

ESS

H．Soc

H20
図1

釧路湿原をとりまく自然及び人間との生態系的関連図

S：太陽エネルギー 02：酸素

ESS：生態系複合体

H．Soc．：人問社会

P：生産者

C：消費者

M：貨幣

H、0：水

湿原の合理的利用にとってはこの制限資源である水について十二分に考慮を払う必要がある。水資源は湿
原を貫流する諸河川と降水に依存する。降水が植物に与える影響には，地球環境問題の一つとして取り上げ
られつつある酸性雨の問題がある。問題とされるのは，水質の酸性化，そしてミズゴケの分解の問題であり，

より酸性になることによって湿原は高層化が促進されるのであろうか。あるいは水生生物に与える影響はど
うであろうか。ヨーロッパと違ってもともと酸性である日本の土壌や湖水，湿原では日本独自の現象が予測
されるので，今後共強い関心が必要であろう。しかしもっと重要な問題は湿原外の人間活動の湿原に与える
影響である。例えばダムなどの建設による水量への影響や農業活動あるいは最近重視れつつあるゴルフ場建
設に伴う種々の化学肥料や農薬の散布がもたらす河川水の水質に与える影響，水汚染・冨栄養化に伴う湿原
生物相の変化などである。しかしまた，湿原の保全にとって水は重要であるが，湿原というだけで水の重要
性が蟻に水量の収支計算のみでは成り立たない。湿原の水湿状態保持のために，例えば周辺に不透水の壁を
つくりポンプで汲み上げた水や水道水などで水湿状態をつくってやれば事がすむという問題でないであろう。
水量，単位時間当たりの水の流れ（流量〉，水質，そしてそれらを規定する環境条件が揃ってはじめて湿原植
生はそれ本来の姿を維持することができる。
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3−2．生態系としての湿原
自然生態系としての湿原を再び生態語を用いて示すと図2のようになる。釧路湿原という自然生態系では
この図に見るように，生産者として湿原植物を基礎にして捕食連鎖の頂点にはタンチョウがおり，その間に
さまざまな湿原生物がいる。タンチョウは図からわかるように雑食動物である。しかしこのツルを維持して
いる生態系においては自然エネルギーの他に入国のエネルギー補助（オダム1975）がかなりの比重を占めて
いる点に注意を払う必要がある。もしこのエネルギー補助をかくときはこの生態系におけるツルの存在様式
は多分に違ったものとなる。すなはち，釧路湿原のツルを頂点とする生態系は生産者である湿原植物と湿原
1やを貫流する河川あるいは小プール中に生育する食植動物（ドジョウやフナなど〉や食植毘虫そしてそれに

依存する第一次肉食動物（カエルなど）や昆虫類の関係の維持と人問からのエネルギー補助にある。このこ
とからこの嶽然生態系の保持のためには捕食：連鎖を通じてエネルギーの流れをスムースにすると共に人間か
らのエネルギー補助をツル資源に併せてコンロトロールすることも考えなければならない。

ヒ

A

カラス
キツネ

残屑
ト

タンチョウ

トウモ
コシ

B
カエル・ドジョウ

水鳥類

T4
トンボ…

T3
魚

T2

類
バッタ・・

Tl

スゲ類・水草類

生産者（植物）

1ハンノキ

根瘤バクテリア

水

太陽エネルギー・酸素・炭酸ガス・塩類

図2

タンチョウを頂点とする釧路湿原の生態系略図

A：捕食構造

B：生態的ピラミッド

T2：第1次肉食動物

Tl：草食動物

T3：第2次肉食動物

丁4：雑食動物

一方また入閥を含む社会とのかかわりを考える場合，釧路市及びそれを取り巻く町村社会経済は湿原生態
系と密接な関係にある。純粋生態学の立場からみればエネルギー流や物質流において人間経済社会と自然生
態系としての湿原との問には殆ど流通は無いであろう（現在我々はツルの肉を蛋白源や食料として利用して
いないし，湿原内の諸生物をカロリー源としても利1月していない。我々の生活は彼らに金く依存していない
のである）。しかし，貨幣経済の上では湿原生態系は重要な観光資源であり，この資源のもたらす経済的交流
（観光による貨幣の流通〉や文芸・絵画・写真などを通じての文化的・心理的・精神的交流の効果は非常に

大きい。人間の生活にとって湿原はある意味で生産者的存廊である。そしてこの生産者を非生産者たらしめ
ないためには生態語からわかるように水と生産者の健全な維持が最も重要な鍵である。

今，湿原植生Vwを考えると次のような式で表される：

8

北海道大学大学院環境科学研究科邦文紀要

第6号

1993

V、，＝∫（C，T．S．W．H．）

ここでC：気候，T：地形，

S：土壌（泥炭），

W：水，そしてH：ヒューマンインパクト（例えばエネ

ルギー補助の如き）である。

この中，C，T，S，Wは自然環境要因であi），

Hすなはちヒューマン

インパク1・に対応する変数である。

C，TやSは比較的変化しないが，短期問でみるとWが最も可変的であって，かつ，

Vwに与える影響の大き

い変数である。しかしこれらの変数はいずれも人聞の活動によって変化するものであり（例えばCは以前に
は地球の運動に伴う極めて安定した要因でありほぼ定数として取り扱うことができたが現在では，地球温暖
化現象にみるように人為による変化も予測され，かならずしも不変の定数としてとりあつかうことは出来な
いであろうし，地形の変化は現在ではまさに日常的な現象である）。結局，湿原植生Vwはヒューマンインパ
クトによる影響を最も大きく受けて変化し易いことを暗示する。

3−3．湿原保全を考える上での基本条件
かって泥炭地の保存は泥炭の利用，泥炭地の開発を前提として，泥炭利用の学術研究用として，また泥炭
地・沼沢が耕地・宅地化した時に，郷土発展のために尽くした先人の苦労を偲ぶよすがとするための保存で
あった（告井1925p．21）。しかし今環，湿原や泥炭地の保存は全く異なった哲学に基づいている。

現在では釧路湿原は泥炭の利用そのものの対象物，すなはち物質生産資源というよりは人間としての生存
のための資源一経済資源，観光資源，文化資源，心理（精神）資源一とみちれるべきであり，そのための保
存である。またその資源は別の観点からすると

環境資源

（生産とは間接的に関与し，人間と生物とに直接

関与する資源）である。この新しい概念のもとに整理された資源についての利用法は未だ確立されておらず，

したがって考えようによっては釧路湿原はその良いテストケースとなる。ここで目標とする利用法はその根
底にNaess（！990）のいう

深いエコロジー，エコフィロソフィー

に支えられた論理的ノーム（命題）から

出発する利用法であろう。そのノームには例えば次のような論理が含まれていなければならない。

合理的利

用とは？

など。

，

その本質は？

，

それは必須の方法なのか？

，

それによって得られるものは何か？

しかしここでいう合理的利用を進めるにあったて，筆者は次のような4つの基本条件を考える。
（1）釧路湿原は資源として深く人間（経済）社会と関わりをもっており，資源としての有用性は人間活動
と連動している。

（2）湿原は静的のものでなく，動的なものであり，その中の変動のリズムの周期について我々は常に気を
配らねばならない。したがって植生の変化は長い鼠でみればそれは循環的，再帰的であり，また直線的，

不可逆的でもある。それゆえ短期間の変動に余り動揺したり，不必要な人為的な干渉を試み過ぎないこ
とである。全面積29，000haに及ぶ広大な湿原植生の自然変動に対し入間の少々の干渉は余り意味をなさ
ない。

（3）資源としての湿原が人間に与える影響は景観美であり，タンチョウをはじめ多様な生命が生活してい
る生態系の姿に触れる薯びである。そしてそれは

水

を巡って生きている。

（4）この湿原資源は人の心理的・芸術的感動や美感の源泉となるものであるが，このような拙象的な人間
心理が釧路をはじめ周辺域の経済・産業活動の活性化への原動力のひとつとなりうるものである。

3−4．湿原の合理的利用のありかた
合理的利用とは資源を消耗し尽くして資源としての形態を喪失させないような，保続的な利用を考えるこ
とである。その利用の本質はいうまでもなく，湿原生態系のもつ機能を十二分に維持させて，生物社会の繁
栄と進化の場を保証してやることでり，かっ人聞の心理的・芸術的美的関心や好奇心を刺激させることにあ
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広く経済的にみるとき，釧路市はまた，関連する町村と一体となって，湿原資源を核とした運命共同体を
形成する。この共同体は地理的には北方に阿寒共自体へ，東には野付・風蓮共同体へと観光圏がそれぞれ接
しつつ，運命共同体の範囲を広げてゆく。この共同体が円滑に運営されるには，流通一循環のシステムを円
滑にしなければならない。この鰐滑な流れには1つには観光という軸，もう1つは湿原をめぐる周辺町村のそ
れぞれの産業の軸である。湿原そのものは種の多様性が保証される，いわゆる保護生態系（Odum

1989）あ

るいは環境資源で，人間の生塵と直接関わりはないが，湿原を取り巻く周辺の丘陵斜面や水系は生産生態系・
産業資源であって，ここでは生産と蔵結し生物の多様性は拍1えられ単一耕作形態となる。人間の補助エネル

ギーは肥料，農薬，観光産業，自然保護，その他の形となって多様化し，それが保護生態系への脅威となり
かねない。釧路市はすでに湿原が国立公園に指定される以前に金市民の決意として，湿原の自然を護ること
が最も重要であるとしている（釧路市1973）が，しかし燭立公園指定後，湿原周辺部に種々の保護生態系に
鳥威となるような事象が起きつつあることもまた事実である。このような異質の生態系聞の関係をどのよう
に調整するかが，循環を円滑にするための関心事である。ここで再び想いだす事は

水

の循環であろう。

すべては水に溶けて，低きへ流れる。丘陵斜面から湿原へと物質の移動が行われる事を考えれば，湿原生態
系を保続さるための合理的手段というのは，農業や観光産業活動の程度と人間社会の維持との問のバランス
化にある。

かって北大環境科学研究科が行った研究で，医療圏の問題があった（斉藤他1982）。北海道はいくつかの
医療圏に分かれ，その一つが釧路医療圏である。すなはち道束の僻地の住民は重大な病にかかったとき，ま
ず，釧路市めがけてやってくる。札幌へ結び付くのはその次である。このように，道東における医療の中心
は釧路市にあり，ある範囲内でそれ自体完結している。同じような例は産業圏，観光圏，環境圏，自然圏な
どいろいろの圏を設定することができる。釧路市，帯広市，女満別町，中標津町など道東の市町村は今や航
空機で東京と短時間で鷹結する時代となった。したがってある面では一つの圏の中に一括して考える事が難
しい時代に入ってきているともいえる。それでも猶且つ道東地方というのは，気候的にみても｝ヨ本で最も厳

しい風土環境であり，植物学的には単位面積当たり種類数が少なく，その分だけ同質の植生景観が大規模に
展開し，草の優占する畑地或いは草地の緑が一面果てし無く続いて，緩やかな！烈竣地を覆っている西欧風の

風景など，この地域以外では点ることのできない独特の風土景観をもっている。ことに道東多くの地域に兇
られる湿原，海岸草原，塩湿地群落などはまさに道東の環境閥，観光圏の独自生の中核をなしており，それ
自体として完結することが曹能である。釧路市と釧路湿原の昌吉び付きばこの点からも積極性がもたれねばな
らないであろう。

このような観光圏，環境圏あるいはこれらを含めた産業圏とでもいうべき共同体の運営には今ド1的感覚で
は合理性を要求するであろうが，その根底には自然・環境・入間生存に対する新しい哲学やモラルの確立が
必要である。この確立にはもち論，地方の一三や町村のなしうるところでないが，釧路布には公立大学があ
り，そこではこの種の研究の積極的な導入が可能であろうし，礫境教育という新しいジャンルを通じて根本
的命題を次代に伝えるよう努力することにも地の利を得ている。

21世紀に向けての人間生存の合理とは人間がこの地球二二において自然の生命を愛しみっつ生存すること
であり，人間中心のエゴイズムから解放されることである。しかし，人間の生存のためには開発行．為もまた
必然の要求である。この必然姓に昌をふさいでの自然保護一辺倒は成り立たない。

人聞生存と環境あるいは自然との共存のための考えの基本はすでに挙げたところであるが，さらに具体的
には以下5つのplatformsの形で示される。
（1＞開発にあたってはその＋の画と一の顧とのバランス計算をよくすることである。すべて行為には＋と一
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の面があり，この間の関係を色んな方向から検討しつくして成り立つ了解が
（Gilningham

1983）

コンプロマイズ（妥協）

であって，すなはち開発や人間主体の行為を優占させる場合におけるコンプロマ

イズムの立場を固めることである。（ただしここでの

妥協

は日本式の論議なき，義理人情的妥協では

ない〉。

（2）経済・産業においてはEco−Econolnics（環境経済学），或いは￡co−lndustry（環境・生態的産業）の立

場から見直されるべきである。しかし，これが最も難しい問題である。人間の行為や略論の自由が保証
されている現在の自由経済・産業下において，経済・産業活動に制限を加えることの現実性について今
後もっと論議が湧くであろう。この意味において最初に掲げたコンプロマイズムの方向が現時点におい
ての最も実践的行き方である。少なくとも日本人にとっては論議とは何かということの勉強にはなろう。
（3＞上記の実践にあたって，基本的にはすべてのものは有機的な関連の中にあり，お互いに関係なしには

存在出来ないことへの認識が大事である。釧路湿原を核とする経済・産業圏において，仮に釧路市が中
心になった場合，湿原を取り巻くそれぞれの町村が湿原に対応する姿は一様でなく，それぞれの立場や
関係においてその姿を異にする。このような市町村毎の対応の姿はそれぞれ立場毎の理由があるのであ
り，どれが正しく，どれが正しくないとはいえない。根本的なことは湿原に対するそれぞれ異なった姿
を相互関係を通じて認識・理解・協調しつつ環境資源として，湿原の利用やそれに伴う経済・産業の活
性化について持続性ある方向を捉えられることである。
（4＞Odロm（1989）は都市は自然あるいは自然生態系の寄生生物的存在であるという。すなはち都市では消

費が生産を上回り，常に周辺の自然生態系からエネルギーや物質の移入がなければ生存できない。従っ
て生態的に都市の運用を図るためには，無駄のないエネルギー流や物質流を考えることである。環境資
源としての湿原の利用に当たって，エネルギーや物質の流れを保全するためには，まず，湿原の生命体
に対するそれらの流れを円滑にすることであろう。自然生態系におけるエネルギーピラミッドの形を安
定させ，食物連鎖網を完備することである

㈲

実際に環境の管理にあたっては科学・技術万能主義に走らず，人間の蓄積した経験に基づく経験主義

を取り入れながら進めることである。今日の科学・技術をもってしても地球環境やその生態系について，
未知の部分が多く，たとえば酸i生雨あるいは温暖化現象一つとってみても発表者による意見やデータの

食い違いがしばしばあるし，湿原研究においても湿原水の水質科学的な値に種々意味不明の変動がみら
れる。したがって科学・技術では測り知れない衝については，時に人間のもつ経験が大いに役に立つ。
湿原の管理は言うは易く行うは難く，時に管理行為がかえって湿原の変答や変質を招きかねない。

釧路湿原の観光資源としての価値は，その雄大で，国内類をみない異国的風景である。このような全体を
一括・一望的にとらえられる風景・景観を巨視的景観（Macroscopic

landscape）定義づけよう。この巨視

的景観美の鑑賞はかなり最近に我々が得たものである。カラー写真の普及，湿原を展望できるような道路網
の整備・発達（それには多分に湿原周辺の樹木の伐採が寄与しているが），さらにヘリコプターや航空機によ

る上空からの展望がかなり身近の鑑賞手段化したこと，また都会の発達にともなう人々の自然園帰の願望な
どが一体化してもたらされた結果である。ある意昧で機械や技術の高度に発達した戦後の社会が生んだとも
いえる。20世紀後半のこのような風崇や景観を立体的・三次元的に鑑賞できるところにこそ釧路湿原が現在
もっている最高の価値があ9，釧路湿原はこの方向に沿って利用すべきである。すなはち巨視的風景・景観
の保持である。いうまでもなく巨視的な景観・風景は高い所からの展望によるものであり，それゆえ湿原を
取り巻く丘陵地から湿原美の発見に力をつくし，万人が鑑賞できる湿原のパノマラを創造することである。
巨視的風景・景観に対し，微視的景観（Microscopic

landscape）がある。これは入聞の目線の高さの範囲

にみられる景観で，現実に湿原内部を散策するような時に展開する景観である。このためには湿原内に四々
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は立ち入ることとなり，多くの湿原にみるように弱い湿原植生，殊にミズゴケ群落の破壊あるいは変容へと
導きやすい。国立公園の利用あるいは自然に親しむという観点から湿原内へ種々の利用や施設の設定などが
騒られやすいが，湿原の微視的景観については保続することを第一とし，この部分は厳密に学術研究の場と
してのみ利用されるべきである。（現実にこのような弱い湿原植生の研究においては筆者らの今田の研究・調
査の経験を踏まえて，研究者鐵身も調査法についてもっと洗練された方法を案み出す必要がある）。

4．結

論

釧路湿原の価値についてはすでに内外の研究者が指摘しているところであるが，1983年筆者の招きで来i…1
し，El本の湿原を踏査された英匡｝アバヂーン大学教授C．H。Giminghamは

臼本の湿原とその保全

と題す

る論文において，見過ごされ易い小さな湿原あるいは湿地の保護が重要であること。また一旦保護計爾がた
てられたら金生態系を保存するとした場合の広がりについて考慮されなければならないが，この場合におい
て水関係について注意深い研究とこれまでの人間による影響の程度を調べることが必要であること。このよ
うな総合的調査研究によって，他へ無用な影響を与えずに湿原あるいは湿地の幾分かを保存以外の用途に回
すことの可否が決められることなど，自身の経験に基づいて懇切に述べている（Gimhlgham

1983，

p．353）。

1990年北海i道の幾つかの湿原を視察した同じく英圏ノッチンガム大学教授J，RieleyとPageは湿原管理につ

いて2種類の目的に分けて述べている。そのうちでも重要な項隠として，生物学的に重要な特性保持に必要
な水文・水質化学状態を維持させること。種々の入間活動から湿原への影響を最小にすること。湿原へ農地
やその他の影響物質の流入を禁止するすること。及び湿原全体にわたって春・秋の氾濫を持続させることが
あげられる（Rieley

alld

Page

1990，

p．5−6）。

斑eleyとPageが挙げているポイントの多くはやはり水の問題であり，それはと1＞もなおさず循環の問題に

もどってくる。興味ある提案の一つは春・秋の氾濫をその侭にしておくというが，確かにこれは低層湿原と
しての性格・特性保持にとって大切な条件である。これはまた河川の改良工事への注文であり，このことの
実現には，単に湿原を保全するということ以外に，社会経済との関連，さらには，人聞の生活の問題に絡ん
でくる。ここでも湿原はつねに人間社会や人間の生活のレベルあるいは生活の質の問題と切り離して考えら
れない。

湿原は最初に述べたように保護生態系であり，そこでは生産〉消費の関係にあり，（余剰分が泥炭として貯

えられる），安定した生態的ピラミッドの上に生物社会が成り立っている。この湿原を取り巻く人問社会は
釧路市のような大都会，消費〉生産生態系と，周辺の農村・漁村のような生産〉消費，あるいは都会化の進
行中のような生産≦消費あるいは生産壼消費のような社会もある。このような生産構造の異なる社会からな
る湿原を取り巻く共同体においてはそれぞれの生産・消費構造に応じた産業・経済の分担が必要とされる。

湿原の観光資源としての利用並びに保続とともに，周辺市町村は生活閥の周辺部を湿原との間の緩衝地とし
て利用することであろう。釧路市の場合，都心部は湿原を取り巻く生活圏での消費の中心であるとともに，

文化・芸術・学術活動の中心でもある。ここではたとえば図書館・博物館・あるいは芸術劇場・大学・研究
所などの諸施設が完備される。都心と湿原の間の自然あるいは二次自然，人工生態系などはスポーツ施設，

レクリエーション施設，ハイキング，自然観察の場などに解放・利用が考えられる。ここでは半自然生態系
ながら自然との触れ合いを楽しむと共に密度の低い住宅地，さほど集約的でない二業などが考えられる。

人々が消費生態系の中で日常の経済・文化生活を営み，郊外の緩衝地域で肉体と精神の健康を養い，湿原
の欝然に地球の索晴らしさを鑑賞できるように，生態系の仕組みへの理解と，コンプロマイズムに閉った湿
原の合理的利用の開発を考えること，さらに観光を山回とした旅行客をこの流れの中に位概づけることが必
須の要請である。
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これまで釧路市を中心とした産業と観光政策についても，自然保護あるいは自然と調和した開発政策の重
要性が輪げられている。しかしながら，多くの場合このようなスローガンは現実に具体化の段階において総
論賛成各論反対となりやすい。それは基本的に全体的関連においての計画樹立や見通しが欠けているからで
ある。これまでもいつも繰り返される実りなき議論や対立を避け，より確実で建設的な方向に進むためにも，
Ecosys￡emology（生態系学）の立場から関係市町村の知恵を集めて総合的立場から湿原との共存の姿を求め
る不断の論議や災行が大切となる。

」．ザックス（1985）は

科学の成未を応用した生態的開発

でいくつかの意見を回している。時代は今よ

り7年前の不況の時代での論考であるが，これは景気低迷といわれる現：在のB本や世界に通ずる。ゼロ成長
祉玄への生態的憧れは単にそれだけではド燃破壊の歯止めにはならないこと，しかしたとえ不況の時代にあ
っても成長のための成長は認められないと警う考えである。経済危機をのりきるためのもっとらしいrl実に
だまされず，その論法の罠にはまらないためには実質幻な発展要因としての成長の臼的，特徴，用途の再定
義を必要とする。ザックスはそのためには社会，環境，経済の各分野の目標と黙坐をとることが肝要である
という。殊に環境休全のH標については次のように述べている。

真の開発は，長期的視野から環境的に健全

な形で資源と環境目体を管理し，・II晦の心骨として環境の質を綴持することを意味する。……社会は自然相
野のゲームのルールを体得し，尊敬と節度を基にした自然と人類の共存関係を確立する必要がある。我々は，
未来の世代に住み艮い地球を残す特任をn覚したうえで，長期的視野からこの関係を作り上げ必要がある

。

この要点はまさしく長期的展望と広い視野に立って自然と人間のあり方を考察することの大事さの主張であ
る。これに関連した竿者の考えは既に示した前提条件やplatformの中において述べた。

Ecology（生態学）と旨う科学はHacke1によって1866年提示されたことはよく知られている（沼田1959；
A．ブラムウエル1992）。生態∫誕生の意義は生物とそれを取り巻く環境との関係を，丁丁レベル以上の段階

で論じる眼を開かせたことにある。この生物学的開眼はTansley（1935）の生態系（ecosystem）の考えの導
入によって一層止搦され，類似の考え方に墓つく様々な用王が提示された（西欧の
たll＝iソ連では

Ecosystem

の代わりに

Biogeocoel／ose

Ecobgy

を頑に才「即し

が好んで用いられた。しかし今日ecosystemのsystem

が幾分機械的に用いられつつある風潮からすれば，生物学的側面からはむしろBiogeocoenoseの方が適切のよ
うに思われる）。

これを受けてオダムは生態学は」．態系（自然〉の構迄と機能を研究する学問と定義した（オ

ダム1967）。生態系は概念的には自然とも環境とも多様に解釈出来，かつそれそう応に対処できる利点があ
る。したがって環境問題を生物挙的，あるいは科学的に処理するときには生態系の概念援用は極めて有用で
ある。環境科学の立場からみるときも事情は全く同じである。しかしその応用の仕方においては一般生態学
の立場と環境科学とでは幾分感いを生ずる。環境科学における生態学的乎法の適用における一つの問題点は，

環境問題は入為によって生じた現象であり，それゆえ脚下を無視した環境を考えることはできない。オダム
は1967年の生態学の教科鰍において人間もまた生態系の一員として取扱い特別扱いはしていなかったが，！989
年の小者では人月の存在を1毛視しており単なる生態系の一員扱いをやめている。さらに一般生態学と環境科

学の旨いをBarret（1984）は後者を応薦生態学と規定した上で，対象とする一般生態学上の生態系に対応す
る系としてNoosystemなる系を述べている。この系は目然の構造・機能を含むばかりではく，生態系に及ぼ
す社会・経済・文化の影響をも倉んでいるのである。Noosystemという言葉はnoos（心）とsystem（系）
からなっており，P．シャルダンのNOQsphereに刺激されたと思われるるが，要は人同を含めた全体，しかも
その金団にあっては諸々の物質的，生命活動のほかに人間のもつ特質である精神的環境（心理的環境伊藤

1985）

が丁要な働き手であるとの認識が働いている。この心的側面への配慮は人間は心の生成の段階にさしかかっ
たとする背摘（シャルダン1986；ピーターラッセル1985）と思い合わせると米来の人閥の指向性を考える
上で非常に重要であるとともに，我々が対処べき生態系の特質力枢めて自明なものとなる。
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本論考の中心課題は湿原の合理的利用にあたって，いかに広い視野と基盤にたって事象の相互関係の網を
編み1二1二1すかにあるが，その作業過程において基本的に必要な科学は人闇心理の領域をも倉めた生態系，すな

はちNoosystemにのっとった環境科学である。

NavehとLlebermanは入間生態系の科学としてL徽dscape

Ecologyを提唱したが（1983），筆者はこれまでのHuman

EcologyやEcosystemologyに代わる用語として

Anthrobiosystemologyを提唱したい。この科学は入間の心的環境をも含めた人間・生物一1・il然系についての

有機的繋がりと発展について全機的思考法で考察・攻究し，環境問題に寄与しようとする環境科学の基礎部
門である。ここで筆者は敢えて全体論的思考法と轡わない。全体論と需う需葉はその響きやそこに内蔵され
ている意味合いにおいて，容易に政治的・思想的全体主義に転化する恐れがあり，それは現在流行っている
エコロヂー運動，エコロヂズム，緑の党運動の中にも蕩芽が認められる。全体論のかわりに科学的な意味1こ
おいては

全機論

で潰き換えようとするものである。

保全（conservation）の定義は環境の定義同様多様性にとんでいる（例えばUsher
しかし最近，保全の定義として
ある：Co鷺servarion

purpose

is

includ沁g

the

wise

a正nellity

wise
use

of

Use
the

1973；パスモア1979）。

が一般化されつつある。実際にこの定義は正確には次の通｝）で
cQuntry

s

resources

andyrecreatio11（Countryside

in

of

land

and

water

1970，1965；Usher

and

1973

w｛1dlife

for

every

p．202）。しかしこの

定義についてはすでに20年前，Usher（1973）の批判がある。この定義のもつ意昧は必ずしも明瞭ではない。
賢い，wise

とは何を基準にして誰がどの様にして決めるのか，というもっとも根本的な開題が少しも論

議されたり，共通の理解や岡意を得ないまま氷蝕だけが一人歩きしている現状である。このことについてこ
こでは深く論議する余裕はないが，筆者は現時点では

論理的で人々を納得させる分理性をもち，そして人

間と環境の闇の相互関係の上に立脚した資源や野生生物の保続と人間環境の維持に寄与しうるような利用。
が

賢い利用

の意昧付けと考えている。そしてここでいう環境とはAnthrobiOsystemを意1味1することは改め

て述べる必要もないであろう。
要

約

1．釧路湿原の合理的利lliヨにあたっては湿原水の量的・質的状態が湿源槙物にとって有効であることの重要

性が述べられた。水は制限資源であること，それに依存する植物によっタンチョウを預点とする湿原生態
系が保持されることと，ツルの維持のために人間のエネルギー補助が不可欠である現状についてOdurnの生
態語を用いて説明した。

2．湿原の合理的利用に当たって4つの前提条件と5つのPlatformsを提示した。これらの条件とPlatforms
とに基づき，湿原の合理的利胴は全体的な展望のもと，コンプロマイズムの原則に従って諸施策が論議さ
れ，実行に移されることの必要性が強調された。

3．釧路湿原の価値について，その一つは巨視的景観美にあるとし，観光資源として三次元立体的な景観創
造に力点をおくこと，いま一つは微視的景観にあり，このような新津のためには島原内を歩行したり，諸
施設の設定などを行わず，娯観保持のために專ら学術研究に隈幸すべきことを力説した。

4．環境科学の重要な基礎部門としてAnthrobiosystemologyなる全機論生物学の樹立が述べられた。ここで
は生態系の：藁要な構成要素として人聞の心理環境を含ませること，すなはちNoosphereへの認識が指摘さ
れた。
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