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五色沼周辺の花暦
【4 月】

スノーシューのレンタルは雪が積もっている間だけ！
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レンタルしたい・体験してみたい方はお早めに！
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裏磐梯図鑑 No.28
樹に生える神聖なる樹 ヤ ド リ ギ

自然解説員の巡視日記
レンゲ沼探勝路・中瀬沼探勝路
ようこそビジターセンターへ
リーフレット・ハンドブックを配布中！
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「シロヤナギ 第 28 号」（2006，裏
磐梯地区パークボランティア五色沼
の会発行）を参考・追加して作成．

「これはなんでしょう？」
表紙の植物は

「オオウバユリ」
成長するとこんな花
を咲かせるよ

磐梯朝日国立公園

裏磐梯ビジターセンター

〒969-2701 福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字剣ヶ峯 1093-697
【電話 /FAX】0241-32-2850/0241-32-2851
【ウェブサイト】https://urabandai-vc.jp/
【入館料】無料
【開館時間】9:00 〜 17:00（4 〜 11 月）/ 9:00 〜 16:00（12 〜 3 月）
【休館日】火曜日（祝日のときは開館し翌日休館、年末年始・GW・夏休み期間は無休）
裏磐梯だより No. 113

2022 年 3 月

[ 企画・発行 ] 裏磐梯ビジターセンター自然体験活動運営協議会

春になると地面から葉が伸びてきす。
厚みと光沢がある葉が特徴的です。
どんどん大きくなって、ひとの背丈
ほどにもなり、夏に白い花を咲かせ
ます。ヒントはユリの仲間です。
※答えはお知らせページの下の方にあるよ※

自然解説員の巡視日記

裏磐梯図鑑 No. 28

ヤドリギ

樹に生える神聖なる樹

冬になると葉を落とした樹に「モコモコと
したなにか」がくっついているのを見つけ
たことはありませんか？ 遠くからだと鳥
の巣のように見えるかもしれませ
ん。もっと近づいてよく観察して
みましょう。もしそれが樹に生え
る樹「ヤドリギ」だったら、ご利
益があるかもしれませんよ？

レンゲ沼探勝路・中瀬沼探勝路
↑
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樹に生える樹
冬の裏磐梯を歩いていたり車を運転し
ていると、 葉を落とした広葉樹にヤドリギ
がくっついているのを見かけます。 裏磐
梯では、 レンゲ沼や休暇村付近で目に
することが多いように感じます。
ヤドリギはビャクダン科に属する常緑の
低木です。 ヤドリギは寄生したほかの樹
木 （寄生されたものを宿主という） から
水分や栄養をもらいつつ、 自分でも光
合成によって栄養をつくるので、 半寄生
植物と言われます。
ヤドリギに寄生された宿主は、 栄養を

これは日本だけではありません。 厳し
い冬でも青い葉をつけている様子が幸
福をまねくと考えられ、 ヤドリギの仲間
は北欧神話にもたびたび登場します。
また、 日本ではなじみはないものの、
クリスマスには欠かせない大事な植物の
ひとつでもあるようです。

幸運なヤドリギ
さて、 そんなヤドリギはどうやって高
いところまで移動するのでしょうか？ 実
は鳥に助けてもらっているのです。 ヤド
リギの実には粘着質があり、 鳥が皮を

奪われているわけですから、 多少なりと

むいて実を食べると、 そのフンはベタベ

も弱ってしまいます。 宿主が若い樹木

タになります。 このフンのなかには消化

だったり、あまりにもたくさん寄生されると、 されなかったヤドリギの種子が入ってお
枯れてしまうこともあるようです。また、くっ り、 これが樹木にひかかることで、 ヤド
つかれた宿主の枝が折れてしまうことも

リギは樹木のうえに移動 ・ 定着すること

あり、 街路樹や公園に植えられた樹木

ができます。 つまり、 ヤドリギは果実と

で駆除作業が行われる場合もあります。

して鳥に栄養をあげる代わりに、 種子を

宿主である樹木や人間にとって見れば、

樹木のうえまで運んでもらっているわけ

です。 つまり、 ヤドリギと鳥との共生関

P

（夏の様子）

係によって成り立っているのです。
しかしながら、 ヤドリギが生えるために
は 「幸運」 も必要です。 まず、①ヤドリ
ギの果実を鳥が皮をむいて食べてくれ
なくてはいけません。 次に、②その鳥は
ヤドリギが寄生できる樹木のうえにフンを
してくれないといけません。 ヤドリギはど
んな樹木でも寄生できるわけではありま
せん。 そして、③種子がくっついた場所
の光や水分などの条件が、 ヤドリギに
とって生育しやすいところでなければなり
ません。 こうした厳しい条件をクリアした
種子だけが、 樹木のうえで生きていくこ
とができるのです。
私たちが目にしているヤドリギは、 こう
した苦労のすえ、 運よく生育しているこ
とになります。 そう考えると、 やはりヤド
リギはとても幸運な樹 ・ 神聖な樹のよう
に思えてきますね。 皆さんも身近でヤド
リギという 「幸運」 を探してみてはいか
がでしょうか？

ヤドリギは厄介者になる場合もあるという
ことですね。
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リーフレット・ハンドブックを配布中！
福島大学の「磐梯朝日自然環境保全研究所」が発
行しているリーフレット・ミニハンドブック類を無
料配布中です。塘教授の研究グループがまとめた水
生昆虫に関するものです。
今年度は「ヒメシロカゲロウ類」というカゲロウ
の仲間に関するリーフレットを頂戴しました。裏磐
梯や猪苗代の河川や湖沼に生息しているヒメシロカ
ゲロウ類が紹介されています。
皆さんもこのリーフレットやハンドブックを手に
とり、マニアックな水生昆虫の世界にドップリと浸
かってみてはいかがでしょうか！？
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（冬鳥）
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神聖なる樹
�ヤドリギは厄介者になると紹介しました
が、 神聖なる樹として大事にされてきた
樹木でもあります。 昔のひとから見れば、
樹のうえに生えている樹は不思議に映っ
たに違いありません。 そのため、 神様が
宿る木 「宿り木」 として神聖視されてき
たのです。

適した樹木
適した場所
で発芽・定着

フンを
する

成長
ヤドリギ （左） と アカミヤドリギ （右）

結実

水生昆虫のリーフレットとミニハンドブック
（福島大学「梯朝日自然環境保全研究所」発行）

Viscum album L. subsp. coloratum Kom.

白っぽい色の実をつけるヤドリギに対して，赤っぽい色の実をつ
けるものは品種アカミヤドリギ f. rubroaurantiacum (Makino) Ohwi
と呼ばれます．裏磐梯ではどちらも見られます．

ヤドリギの生活史

レンゲ沼探勝路と中瀬沼探勝路は、桧原湖
東側にあるレンゲ沼と中瀬沼をめぐる探勝路
です。この周辺は自然豊かな場所で、四季折々
に様々な生き物を観察することができます。
レンゲ沼探勝路はレンゲ沼の周りを歩く
コースです。この沼は多様な水生植物が生育
しています。夏になるとジュンサイやヒツジ
グサなどの可憐な花々が咲きます。トンボ類
やチョウ類をはじめとした昆虫も付近を飛び
回ります。
中瀬沼探勝路は流れ山の間をぬって歩く
コースです。中瀬沼に面した小高い流れ山に
登ると、中瀬沼の向こうに磐梯山を望むこと
ができます。その景色は、裏磐梯を代表する
景観のひとつに数えられています。また、周
辺の森には夏鳥や冬鳥も訪れ、バードウォッ
チングを楽しめる場所でもあります。
ふたつの探勝路は接続しており、連続して
散策するのがオススメです。アクセスに最も
便利なのが「裏磐梯サイトステーション」で、
周辺の自然情報などの発信も行っている施設
です。裏磐梯サイトステーションで周辺の自
然について勉強し、準備を整えたうえで、自
然散策に出発すると良いでしょう。

福島大学磐梯朝日自然環境保全ウェブサイト
http://www.sss.fukushima-u.ac.jp/bandai-asahi-project/

