














































































自然観察 NOW 
 

 樹液（メープルシロップ） 

この時期、楓類の樹幹を行き来するエゾリスが木から出る樹液を舐めてい

る光景を見ることがあります。鳥達もやって来てご相伴にあやかっています。

木の下を見ると黄色くなっています。冷温帯・亜寒帯地域では、早春に広葉樹

樹幹から樹液が流出する現象が見られます。樹液の利用と言えばカナダのメ

ープルシロップが有名ですが、ロシアや中国大陸ではシラカンバの樹液を採

取して健康飲料として利用しています。近年北海道でも生産されています。 

日本の楓類樹液は、糖濃度が1.5％以下と、ショ糖を含むサトウカエデの樹

液よりかなり低く、実際舐めてみるとほんのり甘い程度です。しかし明治時代

に実際に採取してシロップが作られていたそうです。楓樹液は昔か

ら気温が０度前後で変動する時期に採取することが出来ることが

知られていました。しかし、葉が開かない時期の樹液上昇のメカニ

ズムは分かっていません。冬期に糖濃度が上昇した細胞が春先に水

を吸うからとか、気温が０度前後で変動し樹液が凍結融解を繰り返

す時期に樹液が木部繊維内腔に吸い込まれるためという説があり

ますが、明らかでないそうです。 

アイヌ文化でも同じカエデ科であるイタヤカエデの樹液

が甘いことはよく知られていました。樹液を飲み、または煮詰めて飴にし、冬にはアイスキャン

ディを作ります。アイヌ文化では赤ちゃんが生まれても母乳が出ないときは、この木に木幣を捧

げて祈ったといいます。また木の皮をお湯で煮て産婦に飲ませたといいます。 

カナダや北米の五大湖地方で特に糖の蓄積量が多いサトウカ

エデの樹液からカエデ糖を採取するようになったのは初期の入

植者たちが、樹液を煮詰めて糖をとっていたアメリカインデアン

達の智恵から学びとったことに由来します。この樹の葉をカナダ

の国旗に模しているほどですから、カエデからの受益が大きく、

またカエデとの結びつきが長く，かつ深いお国柄であることがう

かがえます。 

北海道では明治18年(1885)、円山や月寒に入植した岩手県出身者たちが、イタヤカエデのシロップからカ

エデ糖(maplesugar) をとっていたという報告があります。また、北海道開拓時代に北米からとり寄せたサト

ウカエデ(Acersaccharum) の栽培が奨励されたこともありました。しかし，サトウカエデはいつのまにか姿

を消してしまい、北海道大学附属植物園に残っているわずか数本のものがその頃に移入された歴史を物語っ

ているにすぎません。 

北海道には、樹高20mを超えるイタヤカエデの変種のエゾイタヤ(Acer.mono var. mono) 、アカイタヤ(別

名ベニイタヤ:A. mono var. mayrii) とオニイタヤ(A.monovar.αmbiguum) のほかに8種のカエデ属の樹木

が自生しています。道内に生育しているカエデ類の蓄積は2,471万立方メートルで、全森林面積の4.3%にあた
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ります。しかし、シラカンバより甘いカエデ類から本格的な樹液採取が行われなかったのは、カエデ類は純

林(purestand) を形成しないことと、純林の人工的な仕立てが難しい樹種であるために職業的な採液には不

適であったからであるそうです。しかし、青森県十和田地方ではイタヤカエデの糖液が製造されていて、そ

のほとんどは独特の風味と味を引き立たせるためにホットケーキにかけるシロップに使われたり、一部バタ

ーの香料に使われたにすぎないそうです。 

一方、北海道に生育するカバノキ類の蓄積は、 6，633万立方メートルで全森林蓄積の11.4%を占めていま

す。シラカンバ、ダケカンバ(Betulaermanii)、ウダイカンバ(B.maximowicziana) 、ヤエガワカンバ、アポ

イカンバ の6種が自生しています。このうち、ウダイカンバは林業的にもっとも重要な樹種でマカンバと呼

ばれるのにたいして、シラカバとダケカンバは材質が劣り、雑カバとして一括されています。木材として利

用価値が低いために商業的な価値もないシラカバは、かつてはマキに使われていたにすぎませんでした。林

に雑木として見捨てられているままのシラカバなら何ら問題が生じないことに目をつけた会社がありまし

た。北海道中川郡美深町から東へ20キロメートル離れた仁宇に自生するシラカバの純林700本を利用して、樹

液の商品化に成功し、1995年以降，北海道中川郡美深町で「森の雫」というブランドで缶詰が市販されて

います。 

カエデの冬芽を観察してみましょう。 

 

 

 

 

 

 

4月の観察会 

  4月20日(木) 10：00～12：30「春の花を見つけよう」自然ふれあい交流館集合・解散 

                                 

 ＜文責：小林 英世＞ 

アカイタヤ 
オオモミジ 

ヤマモミジ 

ハウチワカエデ 

イタヤカエデ 
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 春一番に咲く草花といえば何でしょう？フクジュソウですか、それともカタクリ、エゾエンゴサ

ク、ヒメイチゲ etc.……。皆可愛らしくスプリング・エフェメラル（春の妖精） 

と呼ばれています。しかしながら、ふきのとうと並んで妖精の仲間に入れてもら 

えない(？) 植物に“ザゼンソウ”があります。まだ雪が残る中、早ければ 2 月 

中にその姿を現します。この植物が生き残るためにどんな戦略を立てているか、 

そして風変わりな生活史（雌性先熟）について紹介させていただきます。 

 

概略 

和名：ザゼンソウ 

学名：Symplocarpus foetidus 

（L.）Salisb. ex W.P.C.Barton 

▶サトイモ科ザゼンソウ属の多年

草で人の手のひら程度の大きさ。

その姿から達磨大師が座禅を組む

姿になぞらえてダルマソウの別名

もある。2 月～5 月にかけて咲き、

その後葉が大きく成長する。 

▶国内では冷帯から、温帯の山岳地

帯に分布する。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誰よりも早く顔を出す 

 周りの植物がまだ芽を出

さないうちに花の部分（肉
にく

穂
すい

花序
か じ ょ

といいます）が“発

熱”して周りの雪を溶かし、

顔を出します。ザゼンソウ

は植物の発熱システムと動

物の発熱システムを併せ持

っているそうです。 

目立つ色 

 花の黄色と苞の紫は反対

色（補色）であり明度の差も

大きく、とりわけ目立つ配色

となっています。昆虫の“視

覚”に訴えて呼び寄せます。

 

 

 

いい？におい 

 春先訪花する昆虫の代表

にハナアブがいます。実はア

ブの仲間ではなくハエの仲

間なので、得も言われぬ“悪

臭”が大好きです。そのため

かザゼンソウは英語では 

Skunk Cabbage（スカンク

キャベツ）と言われます。 

 

ハナアブ 



 

 

 

 

 

 

 

   芽出し 
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   雌性期 

 （雌しべが発育） 

 

 

⇒

 

 

 

 

 

 

 

    両性期 

(雄しべが伸び始める）
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    雄性期 

   （雄しべが発育） 

 

   

 

 

属は違うが色白美人 

 

ミズバショウ 

ぐっと小さくて４cm 位。 

6 月頃に花を咲かせます。 

ヒメザゼンソウ 

 

白緑色から緑色のものをこう 

呼ぶことがあります。 

ミドリザゼンソウ 

 

 

 

4 月・5 月の観察会の予定 

小樽支部自然観察会「オタモイ～赤岩山」（共催：小樽市総合博物館） 

  2017 年 4 月 30 日（日）9：00  集合場所：おたもい交番前  

コース：オタモイ交番～ノースシュロスホテル ※事前申し込みが必要 0134-34-3533 北嶋 

ワォーの森観察会 

  2017 年 5 月 7 日（日）10：00  集合場所：春香山登山口(小樽市桂岡)  ～12：00 

春のありがとう観察会（共催：野幌森林公園 自然ふれあい交流館） 

  2017 年 5 月 13 日(土) 10：00  集合場所：自然ふれあい交流館  ～14：30 

藻岩山登山観察会 

  2017 年 5 月 19 日(金) 10：00  集合場所：慈啓会病院前登山口  ～14：30 

文責：藤田 潔 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇開 催 日  平成２９(2017)年９月２９日(金)～１０月１日(日)３日間の研修会です（雨天決行） 

◇場   所  自然ふれあい交流館、野幌森林公園 

◇内   容  ９/２９(金) 自然と楽しむ「アウトドアゲーム」・「ナイトウォッチング」、 

安全管理のための｢救急法｣、 

自然やガイド方法に関する｢講演｣ 

        ９/３０(土) 自然体験・観察の「プログラム作成と解説方法」 

 人と自然との関わり方の｢観察会｣ 

        １０/１(日) ｢プログラムのフィールド発表｣など 

        ※詳しいプログラムは裏面に記載しております 

◇費  用   無 料 
※宿泊費、現地までの交通費、食事代等は各自負担願います 

※各当日は原則、現地集合、現地解散となります 

※自然ふれあい交流館（大沢口）の駐車場は無料 

◇定  員  ３０名 
（受付期間：７月１日～９月１０日 定員になり次第締切） 

◇対  象  ３日間通して参加できる方 

満１８歳以上で自然に興味・関心がある方 

◇申込方法  ご希望の方は電話にて下記の必要事項を記入の上ＦＡＸでお送りいただくか、 

       お電話で必要事項をお伝えの上、お申し込みください 

◇そ の 他  当研修会に受講された方には、受講証と自然解説員のバッチを交付いたします 

      また｢北海道ボランティア・レンジャー協議会｣への入会も可能です（希望者のみ） 

主催：自然ふれあい交流館  共催：北海道ボランティア・レンジャー協議会 

★お問い合わせ・お申し込み★ 

野幌森林公園 自然ふれあい交流館（http://www.kaitaku.or.jp/nfpvc.htm） 
    〒069-0832  江別市西野幌 685-1   電話）０１１－３８６－５８３２  FAX）０１１－３８８－７０５８ 

〈キリトリ〉 

お申込される方は、下記の申込票にご記入いただき送付いただくか、記入内容を電話でお伝えください 

 ふりがな 

 氏 名   
性別 男 ・ 女 年齢    才 

 住 所：〒 

  
電話番号： 

緊急連絡先(携帯電話等)： 

来館手段： 公共交通 ・ 自家用車 ・ 自転車 ・ 徒歩 職業： 

北海道には豊かな自然がたくさんあります。この豊かな自然をより多くの人に

楽しんでもらい、また自然環境を大切にしてもらうために「ボランティア・レン

ジャー（自然解説員）」が、各方面で活躍しています。 

今年も自然ふれあい交流館や野幌森林公園をフィールドにして「ボランティ

ア・レンジャー」を育成する研修会を開催します。「自然」に興味・関心がある

方、自然の中でボランティア活動をやってみたい方など、初心者向けの内容とな

っていますのでお気軽にご参加下さい。 

人と自然との橋渡し役でもある「ボランティア・レンジャー」になりませんか！ 



野幌森林公園 自然ふれあい交流館 

○１日目〔９月２９日(金)〕・・・場所：自然ふれあい交流館、野幌森林公園 

時 間 内 容 

 9:30～10:00 集合・受付（自然ふれあい交流館） 

10:00～10:20 開講式・オリエンテーション 

10:30～12:00 
野外実習【アウトドアゲーム】 

≫自然とのふれあいを楽しむ 

12:00～13:00 休憩（昼食） 

13:00～16:00 救急法（普通救命講習１） 

16:10～17:30 
講義【自然ガイドで何を伝えるか】 

   講師：鎌田恵実氏（自然ウオッチングセンター） 

17:30～17:50 休憩 

17:50～19:00 野外実習【ナイトウォッチング】 

19:00 終了・解散 

○２日目〔９月３０日(土)〕・・・場所：自然ふれあい交流館、野幌森林公園 

時 間 内 容 

 9:30～10:00 集合・受付（自然ふれあい交流館） 

10:00～10:05 オリエンテーション 

10:05～10:25 講義【リスクマネジメント】 

10:25～12:20 

野外実習【自然観察会】 

≫ボランティア・レンジャーの活動の実際 

      ≫自然体験活動の指導法 

12:20～13:10 休憩 

13:10～14:00 講義【自然について】 

14:00～14:30 講義【プログラム作成と解説方法（導入）】 

14:30～18:00 

実習【プログラム作成と解説方法】 

   ≫模擬ミニ解説の実演 

   ≫グループワークによるプログラム作成 

18:00 終了 

○３日目〔１０月１日(日)〕・・・場所：自然ふれあい交流館、野幌森林公園 

時 間 内 容 

 9:30～10:00 集合・受付（自然ふれあい交流館） 

10:00～10:10 オリエンテーション 

10:10～12:00 
実習【プログラム作成】 

   ≫グループワークによるプログラム作成 

12:00～13:00 休憩（昼食） 

13:00～15:00 発表【フィールド発表】 

15:00～15:30 ふりかえり 

15:30～16:00 

まとめ・講義 

【北海道ボランティア・レンジャー協議会と 

ボランティアを行うにあたって】 

16:00～16:30 閉講式、解散 
※天候や主催者側の都合により、プログラムを変更する場合があります 

 

◇持 ち 物：野外活動に適した服装（長袖・長ズボン）、雨具、昼食・１日目夜の軽食など 

◇アクセス：新札幌バスターミナル北レーン 10番乗場よりＪＲ北海道バス｢文京台循環線｣乗車 

[文京台南町]下車、徒歩 10分 

☆お申込みされた方には、開催１ヶ月前を目途に詳細な内容・プログラムなどを送付いたします 

指定管理者制度が導入され、一般財団法人北海道歴史文化財団が自然ふれあい交流館を管理運営しています 








