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1、はじめに

　2016（平成28）年、國學院高等学校は、大きな歴史の転換点を迎えた。2年生の行事である

修学旅行の目的地が、これまで長年続いてきた九州方面から北海道へと変更されたのだ。その

実施時期も、これまでは10月下旬の秋深い季節だったのが、8月下旬から9月上旬にかけての

夏季に移行した。この年2年生を担任していた私は、その記念すべき第１回目の北海道修学旅

行に参加することとなったのである。

　ところで私は、北海道にはこれまでプライベートで10回ほど足を踏み入れている。最初は、

大学1年次の夏休みのことだ。大学のサークル、野生動物研究会の先輩・同輩と、利尻・礼文、

大雪山系、知床を3週間かけて巡った。主に幕営（テント泊）で自炊をしながら、周遊券をめ

いっぱい使って、鉄道と青函連絡船で往復した長い旅だった。滞在中は、北海道ならではの野

鳥や、エゾシマリス、エゾナキウサギなど、珍しい動物たちとの出会いを堪能した。

　國學院高校に就職後も、写真撮影を目的として何度か北海道を訪れている。流氷で有名な網

走沖の砕氷船からはオオワシ、オジロワシ、ゴマフアザラシなどとの遭遇に歓喜し、釧路湿原

では優雅なタンチョウの舞いに心を洗われた。ラムサール条約登録地のウトナイ湖ではオオハ

クチョウ、火山の撮影が主目的で訪れた洞爺湖畔ではエゾシカの個体群との出会いがあった。

その他、札幌市豊平川サケ科学館、新札幌サンピアザ水族館、千歳サケのふるさと館、小樽水

族館などでは、ガラス越しではあるが北海道ならではの魚類などを観察、撮影できた。網走の

オホーツク水族館ではアザラシにエサの魚をあげて楽しむことができたが、残念ながらここは

後年閉館してしまった。一方、絶大なる人気が続いている旭山動物園へは、何と日帰りで撮影

に訪れたことがある。それら北海道での思い出深い写真は、かつて編集に携わっていた秀文堂

の『生物図説』に何枚も使用させていただいた。（『外苑春秋』第6号参照。）

　自分の撮影目的以外では、かつてNHK教育テレビの『高校講座 生物』の講師を務めていた

ときに、「ウニの発生」の回で用いる映像を撮るため、根室のエゾバフンウニの養殖場をロケ

で訪れたことがあった。このように、基本的には生き物関係を目的とした訪問先が多い。

　それでは、本校の修学旅行で訪れる場所はというと、札幌と小樽、有珠山周辺以外は初めて
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である。函館は、学生時代に青函連絡船と函館本線の乗り換えをしただけであるし、大沼あた

りも、鉄道の窓から雄大な駒ヶ岳を眺めただけに過ぎない。そのため、夏の北海道修学旅行で

はどのような生き物に出会えるか、とても楽しみだった。なお、私は植物に関しては浅学であ

るため、ここではおもに動物（哺乳類などの脊椎動物だけではなく、節足動物や軟体動物など

も含めた広義の動物）についての見聞をまとめたい。

2、第1回北海道修学旅行行程 （B班）

　2016（平成28）年8月30日（火）～ 9月3日（土）の5日間、國學院高校初の北海道修学旅

行が実施された。2年1組～ 7組がA班、8組～ 14組がB班となり、それぞれ逆ルートの行程

で移動した。2年14組担任の私はB班であったため、ここではB班の行程を以下に示す。

航空機 ======　　バス ―――　　徒歩 （札幌・小樽間のJR、函館市電等含む） --------

〔8月30日（火）〕
羽田空港 ====== 新千歳空港 ―――― ノーザンホースパーク（昼食、散策） ―――――――――

―――― 北海道開拓の村（散策） ―――― 定山渓温泉 ホテルミリオーネ泊

〔8月31日（水）〕
定山渓温泉 ―――― 札幌テレビ塔 -------- （札幌・小樽自主研修（各自昼食）） --------- - - - - - - - -- -

- - - - - -- - 小樽、北一硝子駐車場 ―――― 道の駅 望羊中山 （休憩） ―――― 留寿都
 ルスツリゾートホテル泊

〔9月1日（木）〕
ルスツリゾート周辺　終日滞在
　午前：リゾート内（遊園地など）にて自由行動
　午後：アクティビティー 1種目体験（選択制） ルスツリゾートホテル泊

〔9月2日（金）〕
留寿都 ―――― 有珠山（散策） ―――― 長万部（昼食） ―――― 大沼公園（散策） ――――――

―――― 五稜郭公園 （散策） ―――― 湯の川温泉 花びしホテル泊

〔9月3日（土）〕
湯の川温泉 ―――― 元町駐車場 -------- （函館自主研修（各自昼食）） --------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -- - 金森赤レンガ倉庫駐車場 ―――― 函館空港 ====== 羽田空港

（A班は逆のルート）
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3、動物見聞記録

　大切な学校行事である修学旅行中、常に生徒の安全に気を配るのは、引率教員として当然の

責務である。とはいえ私の場合、理科、特に生物の教師という職業柄、視野に入った生き物に

はごく自然に目が行ってしまう。職務を全うして生徒たちを見守りつつ私が修学旅行中に垣間

見た動物について、訪問地の順に紹介したい。

（1）ノーザンホースパーク

　8月30日、新千歳空港からクラスごとにバスに乗り、最初に訪れた場所はノーザンホースパ

ークである。苫小牧市にある「人と馬と自然」をテーマとした体験型公園だ。広大な敷地内に

あるレストランにおいて、今回の修学旅行での最初の昼食をとる。

　食後解散して各自園内を散策する。可愛らしいポニーや引退した競走馬などがあちこちで愛

嬌を振りまいていた。ここでは調教の見学や簡単な乗馬、観光馬車などの体験ができるほか、

馬に興味のない生徒でも、サイクリングなどを楽しむことができる。珍しい6人乗りの自転車

を借りて、歓声を上げながら走り回る生徒たちの楽しそうな姿が随所で見られた。

　さて、このノーザンホースパークで最初に目にした鳥は、3羽のハクセキレイだった。モノ

トーンの羽毛をまとったスリムな鳥である。長い尾羽を上下に振りながら、せわしく歩いては

図1　第1回北海道修学旅行行程（B班）
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地面をついばんでいた。このハクセキレイは都内でもよく見られる鳥で、開けたところが好き

だ。本校の校庭や、秩父宮ラグビー場の駐車場などでときどき見かける。

　また、園内には樹木も多く、樹上性の鳥も見られた。コゲラは、英語名をJapanese Pygmy 

Woodpecker というくらいで、日本のキツツキの中で最も小さい。このコゲラを見た時、ちょ

うど近くにスズメもいた。コゲラは、ちょうどスズメと同じくらいの大きさである。コゲラも

また都内でも見られる鳥で、かつて神宮球場前の木でも見たことがある。小柄な割には「ギィ

ーッ」とさびた扉をこじ開けるような渋い声を出すが、背中の白い斑点がおしゃれな鳥だ（写

真1）。

　ゴジュウカラは、樹上性の鳥類の中でも面白い特技をもつ、灰色の鳥である。キツツキ類や

キバシリという鳥と同様に木に垂直にとまることができるだけでなく、頭を下に向けてとまっ

て幹を下りることができるのだ。600種を超える日本の野鳥の中でも、そんな離れ業をもつの

はゴジュウカラだけである。ここでは、その珍しい特技も偶然観察することができた。本州で

は人里離れた山奥でしか、なかなか見られない鳥だが、北海道ではヒトもウマも多いこんな平

地で出会えるとは思わなかった（写真2）。

　一方、ノーザンホースパークでは昆虫類も数種類見かけた。園内に美しく植えられた花々に

はモンシロチョウやモンキチョウが飛来し、また、花の上には小型のコガネムシのヒメコガネ

もいた。園内には人工の小川や池もあって、アメンボや数種のトンボ類（いわゆる「アカトン

ボ」の仲間）が見られた（写真3、4、5）。

　ところで、私は、昆虫類の中でもトンボはほとんど門外漢である。ここではとりあえず写真

を撮っておき、東京に戻ってからゆっくり種名を調べることにしたのだが、これがなかなか一

筋縄ではいかなかった。俗にいう「アカトンボ」の世界の奥深さを思い知らされたからであ

る。そもそもアカトンボという名前のトンボはいない。赤っぽくなる数種のトンボ類の総称、

俗称がアカトンボなのである。そして、翅の色の違いや、体色や模様の微妙な違い、腹部先端

の形などによっていろいろな種に分けられるのだ。また、同種でも雌雄で体色の異なるものが

写真1　背中のおしゃれなコゲラ 写真2　下向きにとまるゴジュウカラ
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多く、意外にもアカトンボなのにメスが赤くならない種がほとんどだ。さらには同種の同性で

も模様や色に個体差が見られるものも多く、同一個体であれ季節により体色の変化が生じるこ

ともある。というわけで、種の同定には予想以上に時間を要することとなってしまった。

（2）北海道開拓の村

　この日続いて訪れたのは、札幌市厚別区にある野外博物館、北海道開拓の村である。約54

ヘクタールもの広大な敷地内に市街地群、漁村群、農村群、山村群の4つのエリアが設けられ、

明治、大正から昭和初期にかけて建築された約50棟の歴史的建造物が移築または再現されて

いる。ここで生徒たちは、それら建造物を題材としたクイズラリーを班ごとに楽しむことにな

っている。

　入場前に、クラスごとの集合写真を撮るため、しばし待たされる。その間にふと足元を見る

と、小さいハラヒシバッタがいた。ヒシバッタ類は、1センチもないくらい小さな、菱形をし

た可愛いバッタである。知らない人が見たら、バッタの仲間とは思わないかもしれない（口絵

写真）。

　ここでは、入場後も昆虫類が多く目に付いた。シオヤアブ、ホソガガンボの一種、ムネアカ

オオアリ、ヒナバッタ、クサギカメムシなどを目にした一方、草原では賑やかに鳴いているハ

ネナガキリギリスの声を耳にした。本州のキリギリスとは別種であるが、その声は全く同じに

聴こえた。また、園内の池には小型のゲンゴロウの仲間がいたが、種名は不明である。

　ところで、この池の周辺には数種のトンボ類が生息していた。ノーザンホースパークで見な

かった種では、可憐なルリイトトンボや、見応えある大型のオオルリボシヤンマを見た（口絵

写真）。ルリイトトンボは、本州では標高の高い山岳地に生息しているが、寒冷な北海道では

このような低地でも分布しているようだ。オオルリボシヤンマの方は、オス・メスのペアで飛

翔しているところも見た。自然豊かなこの地で、末永く繁栄し続けてほしいものである。

　昆虫類（節足動物）以外で見かけた動物は、カタツムリの一種のエゾマイマイとサッポロマ

イマイ（軟体動物）、そして、ツチガエル（脊椎動物の両生類）である。

写真3　ミヤマアカネ（オス） 写真5　アキアカネ（メス）写真4　ノシメトンボ（メス）
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　エゾマイマイは、北海道と東北地方の一部に分布するカタツムリの一種で、ころころと丸っ

こいところが、いかにも道産子らしい（写真6）。サッポロマイマイは、名前の通り北海道の

固有種で、太く濃い黒帯が目立つのが特徴である。やや興ざめなことに、建物の天井にへばり

ついていた（写真7）。

　今回北海道に来て初めて見た両生類が、このツチガエルだった。イボのようなブツブツの多

い背中が特徴のカエルだ。そのため、見つけた時にすぐにツチガエルだとわかったが、帰宅後

に調べたところ、実は何とこのツチガエルは、本来北海道にはいなかった移入種（国内外来

種）であることを初めて知った。私が高校時代によく眺めていた図鑑を見ても、確かに北海道

はその分布域に含まれていない。1985年に札幌市内で初めて確認されたそうだが、本州から

コイを持ち込んだ際に、ツチガエルの幼生（オタマジャクシ）が紛れ込んだのではと推測され

ている。自分の意思ではないものの、まさに北海道を開拓してたくましく定着した生き物だっ

たのである（写真8）。

　ところで、この北海道開拓の村では、脊椎動物の鳥類とは不思議とあまり縁がなかった。種

写真6　丸っこいエゾマイマイ 写真7　濃いラインのサッポロマイマイ

写真8　国内外来種のツチガエル



國學院高等学校「外苑春秋」第７号　2017年132

名がはっきりと確認できたのは、声を聞いたヒヨドリくらいだ。カラスが遠方を飛んでいるの

は見たが、ハシブトガラスかハシボソガラスかは識別できなかった。

　その他、先程の池では魚類の姿も見たが、こちらの種名も不明である。

　修学旅行の初日の見学地は、この北海道開拓の村までである。この日はその後、小雨が降り

始める中をバスへと戻り、今回の修学旅行で初めての宿となる定山渓温泉のホテルへと向かっ

た。

（3）札幌～小樽

　8月31日、修学旅行2日目の朝を迎える。ホテルの入り口近くには、カマドウマの一種がい

た。脚が長く、成虫になっても翅がない、見る人が見ればちょっと引いてしまうような独特の

風貌をしている。カマドウマ類は、可哀そうにも便所コオロギなどと呼ばれる昆虫である。分

類学的にはキリギリスやスズムシと同じバッタ目なのに、不快昆虫にされるとは実に気の毒で

ある。

　ホテルの外へと出ると、小雨が降ってはいたものの、スズメとハクセキレイの明るい声が聞

こえてきた。

　バスに乗り込み定山渓温泉を離れた一行は、札幌大通公園のテレビ塔近くで下車。ここから

班ごとに自主研修が始まる。札幌から小樽までは各班が適宜JRで移動し、小樽にてバスに集

合するという計画だ。生徒は、札幌出発前か小樽到着後に、事前に班ごとで調べた好きな場所

で昼食をとることになっている。

　ところで、この日は午前中ずっと雨に降られた。そのため、傘をさして歩いた札幌市街で

は、私は鳥も何も動物は見ていない。

　札幌から小樽へと向かう列車の車窓に、やがて途中から右手に大きく日本海（石狩湾）が広

がった。雄大な光景を眺めていると、時折ウミネコやウミウなど海鳥の姿が視界に入った。

　小樽駅から歩き始めた頃には、雨も上がっていた。そして、運河の近くでようやく目にした

鳥は、ウミネコとハシブトガラスだった。

　ウミネコは、よくカモメに間違われる。特徴は、黄色いくちばしの先端に、赤と黒の斑があ

ることである。これに対してカモメは、黄色いくちばしにはぼんやりした黒斑だけがある。運

河沿いの外灯の上にいたウミネコは、体が全体的に茶色っぽく、くちばしの先の赤斑がなくて

黒斑だけであることから、親から巣立ちしたばかりの幼鳥と思われる（写真9）。なお、この

ウミネコは、今回の修学旅行のコースの中では、後述の函館で出会う機会が多い鳥である。

　ハシブトガラスとハシボソガラスも混同しやすい。これについては後程解説を加えたい。
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　小樽の駐車場に集合後、留寿都に向けて出発する。この夜からの二晩は、虻田郡留寿都村に

あるリゾートホテルに宿泊する。今回の修学旅行の宿泊地の中では、ここが最も自然の豊かな

環境であった。

（4）ルスツリゾート

　9月1日、早くも修学旅行の中日を迎える。今のところ、生徒の健康面での問題は生じてお

らず、また、人間関係においても、行動班や宿の同室者同士が皆、お互い楽しそうに過ごして

いるようで何よりである。この日の午前中は、ルスツリゾートの敷地内の遊園地などで自由行

動。午後は、事前に選択したアクティビティーに分かれて参加することになっている。アクテ

ィビティーにはラフティング、乗馬、農作業体験、トレッキング、インドアのガラス工芸など

があり、教員もそのどれかに参加する。私は、山岳部顧問ということで、10名ほどの生徒と

ともにトレッキングに参加することになっていた。

　①　エリア内

　朝、ホテル前の芝生の広場で、クラスごとの集合写真を撮る。周辺には花壇があり、チョウ

やハチなどの昆虫類がやって来ていた。クラス写真の待ち時間を使って観察する。

　ミヤマカラスアゲハ、キアゲハ、ミドリヒョウモンなどのチョウ（口絵写真）や、マルハナ

バチの一種、オオフタオビドロバチ、セイヨウミツバチなどのハチ、ホシホウジャクという昼

行性のガなどが吸蜜に訪れていた。

　ミヤマカラスアゲハは、翅の光沢のあるラインに太陽光が当たると実に美しい大型のチョウ

だ。名前にミヤマ（深山）とつくくらいで、本州では山深い地域に分布している。近いところ

では、奥多摩の山道で暑い夏に吸水しているところをよく見かける。それだけに、人為的な庭

園の花壇で吸蜜する姿には、どうも違和感を覚えてしまう。

　ふと足元の芝生を見ると、意外な大物がいた。オスのカブトムシである。死んでいるのかと

思ったら、近づけた指に力強くしがみついてきた。集合写真を撮ってもらう間だけ手に持って

写真9　ウミネコの幼鳥
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いたが、撮影後に近くのミズナラの木に放してあげた（写真10）。

　このカブトムシについて帰京後に調べたところ、初めて知って驚いたことがある。そもそも

北海道にはカブトムシは生息していなかったというのだ。何とカブトムシは、ツチガエルと同

様に津軽海峡を渡ってきて定着した国内外来種だったのである。その原因は、飼育個体や養殖

場の個体が逃げたとか、販売業者が捨てたとか、本州からの樹木の根回りに混入していたと

か、諸説あるようだ。カブトムシの北上によって在来種との競争（例えば、樹液を餌とする他

の昆虫類との競争）や、幼虫による農作物への被害がもし生じているとすれば、決して捕まえ

て喜んでいる場合ではない。

　ルスツリゾートの敷地内で最も目立つ鳥は、ハシブトガラスである。数が多い上に、体もで

かいし声も大きい。そして、そのような何羽ものカラスたちが、あちこちで芝生をくちばしで

ほじくり返している光景をたびたび目にした。

　そういえば昨夜、食事をしたバーベキューハウスから芝生の広場に沿った道を通って戻る途

中、足元を何やら1匹の虫が歩いていた。それは、ケラだった。ケラは前脚がモグラの前肢の

ような形をした、バッタ目の昆虫である。漫画家のやなせたかしさんが作詞した「手のひらを

太陽に」の歌詞にも登場するため、姿を見たことはなくても名前を聞いたことはあるであろ

う。モグラと同様に地中生活をする生物であり、「相似器官」をもつようになった「収束進化」

の例としてよく取り上げられる。カラスたちは、こうした土壌中の昆虫類やミミズなどを探し

ているのかも知れない（写真11）。

　ちなみに、「相似器官」とは、系統の異なる生物が、進化の過程において同一の環境で生活

することにより、現在では類似した形態や機能をもつようになったものをいう。そして、相似

器官をもつようになる進化のことを、「収束進化」という。例えば、水中生活に適応してオー

ルのような形になったペンギンの翼、アシカやウミガメの前肢なども、収束進化によってでき

た相似器官である。

写真10　国内外来種だったカブトムシ
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　その他鳥類で、敷地内に数多く生息していたのはツバメ、少数だがよく見かけたのはハクセ

キレイだった。

　②　貫気別岳

　この日の午後は、事前に選択したアクティビティーに分かれて参加する。トレッキング班

は、ホテルのアリーナで現地の男性ガイドと合流後、ガイドの運転するマイクロバスに乗り込

み、登山口へと向けて出発した。

　貫気別岳（ぬきべつだけ）は、ホテルの前からも見えるなだらかな山だ（写真12）。ガイド

によると、歩き始める登山口は標高800m、山頂は標高994m、往復5.3kmの山道を、登りは

60分、下りは50分かけて歩くという。1回の登山で、500～ 600kcalを消費するらしい。

　ルスツリゾートの敷地を出て間もなくのことだ。車窓から「熊出没注意」の看板が見えた。

何と最近では8月3日にヒグマが出没したばかりということである。この辺りにはその他にも、

エゾシカ、キタキツネ、タヌキ、ユキウサギ、オコジョ、テン、イイヅナ、エゾシマリス、エ

ゾリスなどの哺乳類が生息しているそうだ。鳥類も豊富で、キツツキ類だけでもクマゲラ、ア

カゲラ、オオアカゲラ、コゲラなどがいるらしい。

　ダニやマムシ等がこの周辺にいない点では安心して山歩きができるが、沢の水は絶対に飲ま

ないほうがよいとのこと。エキノコックス（扁形動物に属する寄生虫の一種）がいる可能性が

あるからだ。北海道ではキタキツネがその感染源となっており、その話は大学時代に野生動物

研究会の夏合宿で訪れた際にも随分聞いていた。これが体内に入ると10～ 15年も潜伏期間が

あるため、地元では5年に1回は検査しているそうである。

　車窓からは、畑や植林地も見えた（写真13）。周辺ではジャガイモ、コムギ、トウモロコシ、

カボチャ、アスパラガスなどが栽培されている。また、植林地に植えられている樹木は、トド

マツの幼樹とのこと。トドマツは、亜寒帯を代表する針葉樹だ。かつては鉱山の支柱用材とし

て需要があったことからカラマツも植えられていたそうだが、今ではトドマツだけらしい。ち

写真11　芝生をほじくるハシブトガラス
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なみに、カラマツは落葉針葉樹、トドマツは常緑針葉樹という違いがある。

　そんな話を聞きながら、30分近く走った登山口で下車する。一同、支度を整えてトレッキ

ングを開始する。

　ガイドは、とてもゆっくりしたペースで山道を進んだ。山道といっても車が通れるくらいの

幅がある広い道で、傾斜もあまりないため、実に歩きやすかった。ガイドは、道沿いに咲いて

いる植物などについて、歩きながらいろいろ話してくれた。また、15分に1回くらいと頻繁に

休憩をとるため、疲れないどころか汗もかかないような、実にお手軽なトレッキングであっ

た。山岳部の部員には少し物足りないかもしれないが、体力に自信のない生徒でも気軽に参加

できて楽しめるアクティビティーだと思う。

　道端の植物には、ハチ、アブ、ハエ、カミキリムシ、ガ等の昆虫類が姿を現した。特に花々

にはいろいろな種類の昆虫が集まっていた。

　それら昆虫類の中で興味を引いたのは、スカシバガ科のキタセスジスカシバと、ハナアブ科

の一種、カミキリムシ科の一種のヨツスジハナカミキリである（写真16～ 18）。それらは全

写真12　ホテル前から見た貫気別岳 写真13　トドマツの植林地

写真14　広い山道を登る 写真15　植物を語るガイド氏
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く異なる科に属し、分類学的にはそれぞれ離れた関係にある一方、体色が黄色と黒の縞模様と

いう共通点がある。この3種はいずれもハチに擬態している例といえるだろう。なお、これら

のうち、キタセスジスカシバは、北海道の固有種である。

　ところで、このキタセスジスカシバ、昆虫類に広く浅く接してきた私ですら、すぐにガだと

は気が付かなかったほど個性的なスタイルをしている。名前の通り翅に鱗粉がなく透けている

上、胸部が大きく目立つため、どう見てもハチっぽいのだ。太い触角を見てようやくガの一種

と気付いた次第である。

　途中、山道沿いの数か所に、切られて間もないような切り株があった。ガイドによれば、先

日の台風で折れた木や倒れた木を、邪魔にならないように誰かがチェンソーで切ってくれたよ

うだ。面白いのは、その断面の周囲だけにハエやハチが群がっていたことである。地中から水

分を汲み上げている道管の切り口に集まって水分をとっているのでは、とガイド氏。昆虫たち

にとっては美味しいソフトドリンクなのであろうか（写真19、20）。

　登山中に目にした昆虫類の中で目を引いたものに、フキバッタの仲間がある。フキ（蕗）を

食べるからフキバッタというらしいが、その中のハネナガフキバッタとサッポロフキバッタに

出会った。名前の通り翅の長いハネナガフキバッタが全国的に分布しているのに対し、サッポ

ロフキバッタは、これもその名前の通り、北海道の固有種である。とはいえ、同じ北海道でも

写真16　キタセスジスカシバ 写真18　ヨツスジハナカミキリ写真17　ハナアブの一種

写真19　行列のできる切り株 写真20　ツヤクロスズメバチも来店
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道東には少ないようだ。サッポロフキバッタは、成虫になっても翅がほとんどない。同じフキ

バッタでも特徴が随分違うものであるが、やはり翅のない種の方が移動能力に乏しいため、分

布域が狭いのだろうと思われる（口絵写真）。

　その他、登山道沿いの植物の葉の上には、ウスカワマイマイと思われるマイマイの姿を何か

所かで目にした。殻に帯（縞模様）がなく、不規則な斑点が見られるマイマイである。数日前

の雨天時には出歩いていただろうが、この日はいずれも殻にこもった状態で葉の上にへばり付

いていた（口絵写真）。

　1時間ちょっとで山頂に到達する。冬はこの辺りはスキー場で、麓からこの山頂まではリフ

トで来ることができるようだ。山頂からの眺めはなかなか良かったものの、蝦夷富士の異名を

持つ羊蹄山が雲に隠れていたのは残念だった。下りは予定よりも早く、30分ほどで登山口ま

で戻る。

　以上のように、貫気別岳のトレッキング中に見かけた動物はというと、一番多く目にしたの

は節足動物の昆虫類、次が軟体動物のマイマイだった。意外にも鳥類とはほとんど出会わなか

った。

（5） 有珠山

　9月2日、修学旅行4日目。二泊したルスツリゾートをバスで出発し、有珠山へと向かう。

途中、何か所かで台風による倒木が道路をふさぎ、片側通行になっている場所があった。ひと

夏に3回も台風が北海道に上陸するのは、観測史上初である。これら道内に残された傷跡から

は、台風の威力の猛烈さが十二分に感じられた。

　下車後、ロープウェイに乗って山頂駅へ。洞爺湖や昭和新山が見下ろせる絶景ポイントだ。

晴れれば羊蹄山も望むことができる。ここはプライベートで来たことがあるため、懐かしく感

じた。西暦2000年に有珠山が大噴火した際、その噴煙と火山地形を撮影するために単身訪れ

たのである。

　ところで、この有珠山や洞爺湖周辺は、国連教育科学文化機関（ユネスコ）が、ユネスコ世

界ジオパークに認定している地域だ。そもそもジオパークとは、地球の歴史を知る上で価値あ

る地形や地層などを大地の遺産として守り、地域の活性化に生かそうという地域である。地震

など自然災害の多い日本では、防災教育の観点からも重要視されている。2017年1月現在、世

界33か国、119の地域にある世界ジオパークのうち8か所が日本にあり、洞爺湖・有珠山以外

にはアポイ岳（北海道）、糸魚川（新潟）、隠岐（島根）、山陰海岸（京都・兵庫・鳥取）、室戸

（高知）、島原半島（長崎）、阿蘇（熊本）が認定されている。ちなみに、前年までの九州方面

への修学旅行の行程では、島原半島と阿蘇を訪れる年が多かった。
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　さて、生物学的なネタに戻ると、今回訪れた火口原展望台では、何故かダンゴムシ（正式に

はオカダンゴムシ）が大量発生していた。昆虫類と同じ節足動物に属するが、昆虫類が3対

（6本）の脚をもつのに対し、オカダンゴムシは7対の歩脚をもつ。ワラジムシ目（等脚目）に

属し、昆虫類よりは、海辺に多いフナムシに近い存在である。

　ロープウェイで下りた後、熊牧場近くで飛翔するクジャクチョウと、すぐ足元にヒメクサキ

リを見かけた。（なお、熊牧場で見たヒグマ等については野生のものではないため、その見聞

は割愛する。）

　クジャクチョウは、その名の通りクジャクの羽のような模様が翅にあるタテハチョウ科の美

しいチョウで、本州では標高の高い山地でしか見られない。登山中の疲れているときでも、こ

のチョウに出会うといつも身も心も癒される感じがする。涼しい北海道では、このようにヒト

の多い標高180m程度の低地にもいるものなのだ。

　ヒメクサキリは、バッタ目キリギリス科の昆虫である。クサキリ、カヤキリ、クビキリギス

など、クサキリ類には似通った種が多いが、他のクサキリ類が北海道に生息していないのに対

して、ヒメクサキリは北の方ほど個体数が多いようである（写真21）。

（6）大沼公園

　有珠山を発った一行は、この日は長万部のドライブインで昼食をとった後、大沼公園を訪れ

る。大沼公園の駐車場にバスが停車する直前の車窓からは、弧を描いて飛翔するトビが目に入

った。今回北海道で見た、最初で最後の猛禽類である。

　駐車場そばの土産屋付近の電線上には、5、6羽のツバメがいた。巣立ちを迎えた若鳥とそ

の親であろうか。夏鳥のツバメが北海道まで北上し、繁殖していることを再認識した。このツ

バメたちも、もうじき南下を始めることだろう。ちなみに、ツバメの繁殖地の北限はシベリア

である。

　湖畔の散策を開始する。背景に駒ヶ岳を仰ぐ雄大な眺望の中に、アオサギやダイサギ、カル

ガモの姿があった。また、姿は見えなかったが、遠くからはカイツブリの声が聞こえてきた。

そもそもここはラムサール条約（正式には「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関

する条約」）に登録された場所であるだけに、まだまだ多くの鳥類が生息しているに違いない。

写真21　北に多いヒメクサキリ
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　その一方で、思いがけない生き物を見た。水面近くを悠然と泳ぐ、大きなオタマジャクシで

ある（写真22）。10cmくらいはあるので、ウシガエルのオタマジャクシであろう。小学生の

頃には、大阪の溜め池でよく捕まえたものだ。成体は体長20cm近くにもなり、「ブオーッ、

ブオーッ」とウシのようなとても大きな声で鳴く。茨城県にあった大学の学生宿舎でも、近く

の池からその鳴き声が聞こえてきたものである。

　環境省では2005年、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（外来生

物法）」を施行して、外来生物のうち特に生態系や人体、農林水産業などに大きな影響を及ぼ

す、あるいは及ぼす可能性のある生物を、特定外来生物に指定した。ウシガエルは、貪欲な捕

食者であることから、この特定外来生物に指定されている。そんなウシガエルが、この北海道

にまで生息域を広げていることを改めて実感した。ちなみにこのウシガエル、IUCN（国際自

然保護連合）の「世界の侵略的外来種ワースト100」、日本生態学会の「日本の侵略的外来種

ワースト100」にも選ばれているほど札付きの招かれざる客である。なお、かつて高校時代に

愛用していた図鑑では、北海道には分布していないことになっている。その後に入ってきて定

着したのであろう。

（7）五稜郭公園

　この日最後に寄った見学地は、五稜郭公園である。私も初めての場所だった。

　時は1869（明治2）年5月、当時の箱館の五稜郭に立てこもっていた旧幕府海軍の榎本武揚

らの軍が、新政府の東征軍（官軍）にこの場所で降伏した。これにより、国内は新政府によっ

てほぼ統一され、鳥羽・伏見の戦い以来一年半近くにわたった戊辰戦争が終結したのである。

　五稜郭は、五方向に突き出した独特の形をした、我が国最初の西洋城塞だ。その突き出した

石垣の先端には、くつろぐウミネコたちの姿があった。このウミネコの祖先は、かつてここで

繰り広げられたヒト同士の戦いを目にしたのだろうか（写真23、24）。

　このウミネコが、この日最後に見た動物であった。そして一行は、五稜郭公園からほど近い

湯の川温泉にて、修学旅行最後の夜を過ごした。

写真22　ウシガエルのオタマジャクシ
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（8）函館

　9月3日、とうとう修学旅行最終日の朝が来た。日一日とクラスもよくまとまり、楽しく和

やかな雰囲気が続いているだけに、帰京日を迎えてしまったことがとても名残惜しい。

　最後の宿泊地だった湯の川温泉のホテルからバスに乗り、函館の元町駐車場にて下車する。

2年14組の生徒は、旧函館区公会堂という明治時代の洋風建築を背景にクラスの集合写真を撮

ってもらった後、事前に班ごとに調べた自主研修のコースへと出発していった。

　さて、この函館で出会った鳥類には、今までにも見たハクセキレイやウミネコ、ハシブトガ

ラスなどの他に、ハシボソガラスもいた。

　それではここで、2種類のカラスについてそれぞれの特徴を簡単にまとめたい。写真25は、

元町近くの電柱の上にいたハシボソガラス、写真26は、ベイエリアでビニールのゴミをあさ

っていたハシブトガラスである。両種の名前の違い通り、ハシボソガラスはくちばしが細く、

上くちばしの湾曲度が小さい。これに対してハシブトガラスはくちばしが太く、上くちばしの

湾曲度が大きい。また、ハシボソガラスはおでこが目立たず、額からくちばしにかけてなだら

かになっているのに対して、ハシブトガラスはおでこが目立っている。この2点は、多くの図

鑑に載っている両種の形態による見分け方である。体長も、ハシボソガラスの方がハシブトガ

ラスより少し小さい。だが実際には、この2種類がそばに並んでくれない限り、その違いはな

かなかわかりにくい。ハシボソガラスのくちばしが見ようによっては太く感じることもある

し、おでこの出っ張り具合にしても、若いハシブトガラスの個体では、額とくちばしがスラッ

となだらかなこともある。写真26は、まさにそのようなハシブトガラスである。また、この

両種は、鳴き声が澄んでいるか濁っているかでも識別できるが、徳川家康のホトトギスではあ

るまいし、まさか鳴くまでのんびり待っているわけにもいかない。そうなると、わずかな形態

の違いで判断しなければならなくなってしまう。

　以上のように、これら2種が混在する地域で両種を見分けるのは、意外と難しい。そう考え

ると、神宮外苑にはハシブトガラスしかいないため、種名に悩まされずに気楽に観察できる点

はありがたい。

写真23　ウミネコの個体群 写真24　五稜郭先端のウミネコ
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　午後1時、生徒たちは、函館市街での自主研修を終えて、赤レンガ倉庫近くの駐車場に集合

した。見学、昼食、買い物と、友達との楽しい時間を過ごしたことであろう。嬉しいことに生

徒たちは、最後の最後まできちんと時間を守って行動してくれた。一行は、道内での最後の移

動をするべくバスに乗り込み、函館空港へと向かった。そして、クラスの皆ともっとゆっくり

滞在していたかった北海道を後にして、たくさんの楽しい思い出とともに、残暑が厳しいであ

ろう東京に向けて離陸した。

4、まとめ

　今回の五日間の修学旅行中に垣間見た北海道の動物のうち、種名が判明したものを中心に紹

介してきたが、これら以外に種名がわからなかった動物も少なくない。特に、地球上で最も種

数が多い節足動物の昆虫類に関しては、全くお手上げであった。生物の種の多様性を、深く思

い知らされた。

　以下、種名が明らかとなった動物との出会いに関して特筆すべき点を、三つにまとめたい。

　一つは、北海道固有種との出会いである。北海道ならではの種として、節足動物の昆虫類で

はサッポロフキバッタやキタセスジスカシバ、軟体動物の腹足類ではエゾマイマイ（こちらは

厳密には東北地方の一部にも分布する。）とサッポロマイマイを見つけた。また、目にしては

いないものの、声で確認できた固有種に、ハネナガキリギリスがいた。しかし、たったこれだ

けというのは、思ったよりも少ない数である。もっと多くの固有種と出会えるかと期待してい

たので、これは少々残念なところだ。

　二つ目は、本州では標高の高い場所に多く生息している種と、北海道では比較的低地で出会

えることだ。これは、本州の山地と北海道の低地がほぼ同じ気候帯に属しているからで、生物

の授業で学習する「垂直分布（標高の違いによる生物の分布）」と「水平分布（緯度の違いに

よる生物の分布）」を実感するのに適した教材となる（図2）。脊椎動物の鳥類ではゴジュウカ

ラ、節足動物の昆虫類ではルリイトトンボやミヤマカラスアゲハ、クジャクチョウなどが確認

できた。

　そして三つ目は、予想外の外来種との出会いである。本来は北海道に生息していなかったツ

写真25　ハシボソガラス 写真26　ハシブトガラス
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チガエルやウシガエルなどの両生類、昆虫類ではカブトムシとの意外な出会いがあった。今後

も人や物の交流、輸送が増すにつれ、また、地球温暖化が加速するにつれ、現在よりも北海道

の固有種はさらに減少し、外来種はその逆に増加していくと思われる。

5、おわりに

　出発当日には我々の乗った飛行機と、数日前から迷走を続けてきた台風10号とのニヤミス

があってヒヤヒヤさせられたものの、北海道到着後は概ね天候にも恵まれた。何よりも生徒た

ちにアクシデントがなく、4泊5日の初めての北海道修学旅行を無事に終えて帰京できたのが

一番ありがたいことである。台風の後遺症のために函館山の夜景を見に行くことができなかっ

た点のみ残念だったが、その分クラスのホームルームには十分時間をとることができた。夜景

見物以外の行程は予定通り消化することができ、初めてのコースだった割には大成功の修学旅

行だったと思う。企画及び同行してくださった諸先生方には厚く御礼申し上げたい。

　また、今回はクラスの生徒にとても恵まれた。2年14組には健康面で心配な生徒や、軽率な

図2　垂直分布と水平分布　(数研出版『生物基礎』掲載の図を改変)
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行動を起こさないか特別に注意を払わねばならないような生徒が幸い一人もいなかった。皆温

和で協調性があり、素直で信頼のおける生徒ばかりだった。そのため、私も生徒たちとともに

初の北海道修学旅行を心から楽しむことができた。そして、そのような心のゆとりと北海道の

動物への好奇心が融合した結果、これまで紹介してきた様々な動物たちと出会うことができた

次第である。

　以上、記念すべき第1回の北海道修学旅行で見かけた動物について、『外苑春秋』第7号の刊

行を機に報告させていただいた。本格的なフィールドワークではなかったため得られたデータ

は少ないものの、九州方面への修学旅行では決して出会うことのない種との出会いが、とても

新鮮に感じられた。

　さて、前年度までの九州方面への修学旅行の場合には、東京近辺ではあまり見られないが修

学旅行先で見られそうな生物種として、カササギ（脊椎動物鳥類）、シャミセンガイ（腕足動

物）、スクミリンゴガイ（通称ジャンボタニシ、軟体動物）などの話を旅行前の授業で取り上

げてきた。これからは、これらに代わる生物学的な教材を検討していきたいものである。

　ところで、本州と北海道の間には生物相の境界線があり、提唱者の名前からブラキストン線

とよばれている。例えば、哺乳類ではニホンザル、ツキノワグマ、ニホンカモシカ、ニホンリ

ス等はこの線より北には分布せず、逆にヒグマ、エゾナキウサギ、エゾリス、エゾシマリス等

はこの線より南には分布していない。しかし、今回の修学旅行では、近年その境界線を越えた

生物が実際に存在することを目の当たりにした。北海道の生物地理学的な生物相の変遷につい

ては、今後も機会があれば探究したいテーマであるし、後世の先生方にも知見をさらに深めて

いってもらえれば幸いである。

　最後に、今回拙稿をまとめるにあたり、写真を撮影したものの種名が特定できなかった昆虫

類に関しては、筑波大学野生動物研究会の後輩で、現在山梨県の北杜市オオムラサキセンター

学芸員の小粥隆弘氏に同定を依頼し、手を煩わせた。この場を借りて心より謝意を表したい。
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