
(Viola brevis tipulata W. Becker )は

地下の横走する根茎から長柄のある根生葉

を 1-2枚生ずることもあり、その名のよ

うに割に大きな葉で、茎頂には短柄の 3-

4葉を拡げ、この葉ば心臓形に近く、先が

とがり、ヘリには細かい鋸歯をつけるが、

ブギレキスミレはそれの変りもので、葉の

へリが不規則な欠刻状の切れ込みになって

いる。花は名の如〈黄で母種と向様上に立

つ花弁二片は黄色で弁端は淡色、下の三弁

も同様た'が紫の筋が数本通っている。母種

とされるオオパキスミレには色々な変り物

があって、変化に富むスミレだが、その変

り物の一つに似た形のフギレオオパキスミ

レがあり、これとは葉のっき方で区別がで

き、フギレオオパは業が輪生状でなく、 7

ギレの方は葉が輸生状に近接して着くの

で、同じような葉形はしていても、容易に

区別できる。

日本の高山櫛物相の区系植物地理

I緒 国

日本は山国であり，数多くの高山があり，

したがって高山植物の種類も豊富です。日

本の高山帯は，ハイマツ帯によって特徴づ

けられていますが，富士山のような，比較

的新しい火山では，ハイマツがありません。

高山帯を高木限界以上とする考えにしたが

いますと，本州中部では 2，500 - 2， 600 m， 

東北地方では， 1. 900 - 2， 000 m，そし

て北海道では， 1. 300 - 1. 500 m以上と

なり，海岸に近い山や，平野に孤立した山

では，さらに高木限界は低〈なります。

この小文では、臼本の高山帯に自生する

植物を区系植物地理学的に解析して見るこ

とにします。

E高 山 帯 植 物 の植物地理学的組成

日本の高山帯には，帰化植物や，特別例

外的な種を除いて 574穫の植物が自生
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顧問豊国秀夫

しています。これらの植物は，それらの分

布型から次の 5群に分けられます。それら

は， (1)アジア要素， (2)アジア・北太平洋嬰

素， (3)アジア・北米要素， (4)欧・亜要素，

および(5)周極・普遍要素です。

(1)アジア要素

これは，さらに，(a)固有(すなわち日本

の)種と(b)アジアの穣の二つの力テゴワー

に分けられます。

(a)閤有種(日本の種)

この群に属する植物は，分布が，現在の

日本の地域に限られる種で， ミヤマヤチヤ

ナギのように，北海道中央高地の限られた

地域にしか，産しない種も，イワツメクサ

のように分布が広いものも，全てまとめて

ここに入れてあります。次の 187種が，こ
w 注1)

こに入ります。ミヤマメシタ， イナデン
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ダ，ミヤ 7 シシガシラ，イラモミ，ヤツガ

タケトウヒ， ヒメノてラモミ，ヒダカミネヤ

ナギ，レンゲイワヤナギ， ミヤマヤチヤナ

キ〉オオミヤ 7 ヤチヤナギ 7 ノレパヤナギ，

アポイカンノマ，ナンブトラノオ，オヤマソ

パ，カトウハコベ， ミヤ 7 ミミナグサ，イ

ワツメグサ，エゾイワツメクサ，シナノナ

デシコ，カムイピランジ，オオビランジ，

ヒダ力トリカプト， ウスノミトリカブト，ハ

クサントリカブト，オオサワトリカブト，

ハクバブシ，キタダケウズ，サクライウズ，

ホソノミトリカブト， ミョウコウトリカブト，

ユウノイリウズ，タカネトリカブト， ヒダ力

ソウ，ツクモグサ，ヒメミヤマカラマツ，

キンノマイソウ， シラネアオイ，エゾオオケ

7 ン， リシ 1)ヒナゲシ，オサパグサ，ベニ

ハタザオ，。モイナズナ， ミヤマタネツケ

ノYナ，シリベシナズナ，ナンブイヌナズナ，

キタタケナズナ，ヤツガタケナズナ， ヒナ

ナズナ， トガクシナズナ，シロウ 7 ナズナ，

タカネグンノてイ，ホダカイワベンケイ，ホ

ゾノてノイワベンケイ， ヒダカミセノゼヤ， ト

ザアシショウ 7 ，アラシグサ， ヒメウメパ

チソウ，コマガタケスグリ，フキユキノシ

タ，エゾノクモ7 グサ，ユウノマリクモ7 グ

サ，ハコロモグサ，ヒメゴヨウイチゴ， ミ

ヤマウラジロイチコ，シロノ、ナトウウチソ

ウ，ナンブトウウチソウ，ウラジロナナカ

マド，タイツリオオギ，シロウ 7 オオギ，

カリパオオギ，オヤマノエンドウ，レブン

ソウ，アカミノイヌツゲ， ミヤマハンモド

キ，オトギリソウ，サマニオトギワ，シラ

トザオトギリ， ミネオトギワ，ジンヨウキ

スミレ，オオパキスミレ， シレトコスミレ，
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シソノてキスミレ，シロウマアカパナ，ハリ

ブキ，イワテトウキ，ハクサンサイコ， ミ

ヤマゼンコ，イブキゼリ，コパノイチヤク

ソウ，イワハゼ，ハナヒリノキ， コツガザ

クラ，ツガザクラ，ハケサンシャクナゲ，

オオノイツツジ， ミヤ 7 ホツツジ 7)レノゼウ

スゴ，イワカガミ，ヒダカイワザクラ，オ

オサヲラソウ，ヒメコザクラ，ヒナザクラ，

テシオつザクラ，イワザクラ，ユウパリコ

ザクラ，オヤマリンドウ，ユウパリリンド

ウ， ミヤマリンドウ，タカネリンドウ， ミ

ソガワソウ， ミヤマコゴメグサ， コノゼノコ

ゴメグサ， ミヤ 7 シオガマ，ヒメクワガタ，

コウシンソウ，ハヂサンオオノてコ， ミヤ7

キヌタソウ，オオヒョウタンボク，タカネ

マツムシソウ，ヒメシヤジン，ホウオウシ

ヤジン，タカネヤハズハハコ，キタダケヨ

モギ， ミヤマオトコヨモギ，タカネヨモギ，

イワインチン， トガクシギク，ダイニチア

ザミ，チョウカイアザミ，ガンジュアザミ，

ナンブタカネアザミ，ヤツガタケアザミ，

ウゴアザミ， ミヤ7 ノギク， ミヤ 7 コウゾ

リナ，エゾコウソリナ， ミヤマウスユキソ

ウ，ノ、ヤチネウスユキソウ，ヒメウスユキ

ソウ，カイタカラコウ，イワテヒゴタイ，

ユキパヒコタイ， ミヤτキタアザミ，シラ

ネアザミ，ヤハズトウヒレン，シナノトウ

ヒレン，タカネヒゴタイ，ウスユキトウヒ

レン，フタナミソウ，タカネコウリンカ，

ミヤ 7 タンポポ，ヤツガタケタンポポ，ユ

ウノてリタンポポ，エゾタカネニガナ，オク

ヤ7 ザサ， クマイサーサ，力ニツリノガリヤ

ス，オニノガリヤス，オオヒゲガリヤス，

ムツノガリヤス，タカネヱゾムギ，タカネ
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ソモソモ， ミサヤ 7 チャヒヰ，エゾコウボ

ウ，ハヲサンイチゴツナギ，ナンプソモソ

モ， ミヤ7 カニツリ， ミノボロスゲ，ヤ7

3タヌキラン，タテヤマスゲ，タテシナヒメ

スゲコタヌキラン，タヌキラン，オオイ

ヌノハナヒゲ， ミヤマイヌノハナヒゲ， ミ

ヤマホタノレイ， ミヤ7 ヒナホシクサ， ホソ

コウガfイゼfキショウ， ミヤ7 ヌカボシソウ，

ネノミリノギラン， ショウジョウバカマ，オ

ゼソウ，ヒメイワ γ ョウブ， t努力ネアオヤ

ギソウ，コパイケイソウ，オノエラン，お

よびヤマトヰソウです。

(b)アジアの種

この群に属する種は，単に日本だけでな

く，日本以外のアジアのどこかに分布する

ものです。イッポンワラビ，オオメシダ，

ミヤマヘビノネコFサ ミヤマイヌワラビ、，

ミヤ7 ウラジロ，オクヤマシダ， )1カネシ

ダ，力ラクサイノデ， トウヒ，ハイマツ，

イブキ，エゾミヤ 7 ヤナギ， ミヤマヤナギ，

ダケカンノイ，カ 7 ヤリソウ，チシ7 ヒメイ

ワタテ〉ウラジロタテカラフトダイオウ，

メアカンフスマ， f努力ネミミナグサ，スガ

ワラビランジ， シラオイノ、コベ，シコタン

ハコベ， リシリブシ，キタダケソウ， ミヤ

マハンショウズJレ，モミジカラマツ，レブ

ンキンノてイソウ，ボタンキンノてイ， ミヤ7

オダマキ，コマイ7サ，イワハタサPオ，モイ

ワナズナ，オクエゾナズナ，ハクセンナズ

ナ，ユウノマリミセノてヤ， ダイモンジソウ，

クモ 7 ユキノシタ，チシ7 クモ 7 グサ，ヤ

マハナソウ，オニシモツケ，エゾノシモツ

ケソウ， ノウコイチゴ， シロノてナヘビイチ

コ， ミヤマキンパイ， メアカンキンパイ，
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ミネザクラ，カライトソウ，ナガボノ γ 口

ワレモコウ，タカネナナカマド，イワオオ

キツヒダカケP ンゲ， ヒダ力ミヤ 7 ノエンド

ゥ，グンナイフウロ，エゾフウロ，ヒメナ

ットウダイ，ツルツゲ，ムラサキツリノぜナ，

ミネカエデ，オガラパナ，イワオトギリ，

タカネスミレ， ヒメアカノ、ミナ， ミヤマアカ

ノてナ， アシボソアカパナ， ミヤ 7 セシキュ

ウ，ハクサンボウフウ，チシマニンジン，

ミヤマウイキョウ，カラフトイチヤクソウ，

コメパツカザクラ，チシ7 ツガザクラ，コ

ヨウラク，キノてナシャグナゲ，イワツツジ，

オオパスノキ，ユキワリソウ，サンプグリ

ンドウ，チシマセンブリ， リシリリンドウ，

タテヤ 7 リンドウ，エゾリントウ，チチプ

リントウ，ミヤ 7 ムラサキ，ヱゾルリソウ，

オオパミゾホウズキ， γ オガマギク，エソ

シオガ<， キヂノマイアワガタ，エゾヒメクワガ

タ，スルガヒョウタンボク，クロミノウグイスカ

グラ，チシャヒョウタンボク，ウコンウツキjムジカ

リ，タカネオミナエシ，モイワシヤジン，

タニギキョウ，アサギリソウ，エゾノサィクア

ザミ，フタマタタンポポ， ミヤマアズマギ

ク，タカネニガナ，エゾウスユキソウ，ウ

スユキソウ， トウゲブキ，カラフトアザミ，

ミヤ 7 オグノレ<，オダサムタンポポ 7ト

ヒノレムシロ，チシ 7 サPサ， ミヤ 7 ヌ力ボ，

ヒメノガリヤス，タカネノガリヤス， ミヤ

マノ力v リヤス， ミヤ 7 ドジョウツナキザ， ヒ

ロハノドジョウツナギ，カラフトイチゴツ

ナギ， ミヤマイチゴツナギ，ヒメカラフト

イチゴツナギ，ヒラギシスゲ，タカネショ

ウジョウスゲ，ヒメアゼスゲ， ミヤ 7 クロ

スゲ，イトキンスゲ，コハリスゲ，ヤリス
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ゲ，センジョウスゲ， ゴ努力ネヒメスゲデ，ホ

ロムイスゲ，カワズスゲ， ヒ力ゲハリスゲ，

ヒメスゲ 7 ンシュウヂロカワズスゲ，ツ

ノレスゲ， ミヤマアシボソスゲ， t努力ネナノレ

コ，コンゲンスゲ， ミヤケスゲ，イワスゲ，

オノエスゲ，ヌイオスゲ，クロヌ 7 ノ、リイ，

f努力ネヴロスゲ， ミヤマホソコウガイゼキ

ショウ，エゾイトイ，クロコウガイゼキシ

ョウ，タカネスズメ/ヒエ，ツパメオモト，

エゾゼンテイ力，ヤチギボウシ，クノレ7 ユ

リ，エゾノぜイケイソウ， リシリソウ， コイ

チョウラン， ミヤマブタノてラン，アリドオ

シラン，ノピネチドリ，キソチドリおよび

トキソウの 160種がここに入ります。

アジア・北太平洋要素

この群に属する種は，アジアおよび北太

平洋地域(コ 7 ンダー諸島，アリューシャ

ン列島を含む)に分布し， しかも北米大陸

の西端のアラスカにも達しないという分布

型を示します。チシ7 ノキンパイソウ，チ

ングノレ":7， -!J)レマエソウ，チシマギキョウ，

ウサギギク，チシ7 ヨモギ， ミミコウモリ，

チシマアザミ，ナガハキタアザミ， ミヤ7

イ，タカ不トンボおよびホソパノキソチド

リの 12種がここに属します。

アジア・北米要素

このグループに属する種は，アジアと北

米の両方に分布します。タカネヒカゲノカ

ズラ，エゾノヒモカズラ，ヤツガタケシノ

ブ，エゾデンダ， ミヤマハンノキ， ミヤマ

ツメクサ，サンカヨウ， ミヤ 7 ハタザオ，

ミヤマガラシ，シコタンソウ，チシ7 イワ

プキ， ミヤマタイコンソウ，タカネノ、ラ，

コガ早イチゴ，ベニノイナイチコ，チ γ 7ワ
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レモコウ， t努力ネトウウチソウ，マノレノY シ

モツケ，ムラサキモメンズJレ，チシ 77ウ

ロ，オオノぜタチツボスミレ，タニ7 スミレ， エゾ

ヤマゼンコ，コeゼンタチパナ，イワヒゲ，シラタマ

ノキ， ジムカデ，アオノツガザクラ，ヱゾ

ツツジ，クロウスゴ，エゾコザ、クラ， トウ

ヤクリンドウ， ヒナリンドウ，ヨコヤマリ

ンドウ，チシマリンドウ，イワイチョウ，

ウノレップソウ，ホソパノウルップソウ， ヨ

ツノぜシオガマ，オニク， オオパノヨツパム

グラ，イワギヰョウ，シュムジュノコギり

ソウ，サマニヨモギ，ヱゾハハコヨモギ，

ハハコヨモギ，クモマタンポポ，クロヌカボ，ホス

ゲ，イワキスゲ，ミタケスゲ，ホロムイクグ，オ

オカワズスゲ，ヒメヌ 7 ハワイ， ミヲリゼ

キショウ，エゾノミヂリゼキショウ，ヒオ

オギアヤメ， ミヤマヂロユリ，マイズノレソ

ウ，タケシマラン，チシ7 セ、キショウ，ノ、

ヂサンチドリおよびシロウ 7 チドリの63種

がここに入ります。

欧・亜要素(ユーラシア要素)

アジアからヨーロッパにかけて分布する

種で，エゾノヒメクラマゴケ， ヒメミズニ

ラ， ミヤマシダ， リシリシノブ，ヤ 7 ヒメ

ワラピ，エゾノ 7 メヤナギ，イブキトラノ

オ，タカネスイノイ，タカネナテすシコ， アポ

イ7 ンテマ，力ラ 7 ツソウ，チャボカラマ

ツ，チシ7 ゲンゲ， リγ ワケeンゲ， シャヂ，

オオカサモチ，サクラソウモドキ，イブキ

ジャコウソウ，カンチコウソ♂リナ，カラフ

トドジョウツナギ，カブスゲ，ワタスゲ，

タカネイ， ミヤ 7 ノてイケイソウ，およびテ

ガタチドリ，の25種がこの群に属します。
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周極・普遍要素

北極を中心I'C円を描くような分布をする

植物群および，ウシノケグサのように南半

球におよぶ種もここに含めました。これら

は 127種あり，チシ7 ヒカゲノ力ズラ，ア

スヒカズラ，コスギラン，スギカズラ，コ

ケスギラン， ミヤマハナワラビ，ヒメハナ

ワラビ，アズサハナワラビ，コケハナワラ

ビ， トガクシデンダ， リシリデンダ，アオ

チャセンシダ，オクヤ 7 ワラビ，エゾメシ

ダ，ウサギシダ，イワウサギシダ， シラネ

ワラヒ〉オオエゾデンダ，ホソイノテ〉ク

モイカグ"<， ミヤ7 ワラビ，オオノてシヨリ

ウマ， リシリピヤクジントジンヨウスイノ、

ムカゴトラノオ，オオゴ努力ネツメクサ，ホ

ソノぜツメクサ，チシ 7 ツメイクサ，タカネマ

ンテマ，力ンチヤチハコベ，ハクサンイチ

ゲ， ミツパオオレン， ミヤ7 キンポウゲ，

Oモマキンポウゲ九タカネキンポウゲ，ヒ

メカラマツ，アキカラマツ，ナガパノモウ

センコ、ケ，サジパモウセンコ、ケ，モウセン

コケ，イワベンケイ，ウメパチソウ，ムカ

ゴユキノシタ，ヤマブキショウ"<，チョウ

ノスケソウ，キンロウノてイ，ウラジロキン

パイ，エゾイチコ，タテヤ7 キンパイ， リ

シリオオギ， コミヤ 7 カタノ守ミ， キノてナノ

コ7 ノツメ， ミヤマタニタデ， レプンサイ

コ，主メシャクナゲ，ウラシ 7 ツツジ，ィ

ソツツジ， ミネズオウ，ツ Jレコケモモ，ェ

ゾツガザクラ，クロマメノキ，コケモモ，

イワウメ，力v ンコウラン， トチナイソウ，

ツ7 トリソウ， ヒメセンブワ， ミヤ"<}ケ

ボノソウ，ミツガシワ， ミヤマハナシノブ，

ミヤ7 ウツボグサ， ゴ努力ネシオガマ， キノて
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ナシオガ"<，テングクワガタ，ムシトリス

ミレ，ヤツカvタケムクやラ， リンネソウ，エ

ゾノコギリソウ，ヤ 7 ハハコ，エゾノチチ

コグサ，エソムカシヨモギ， ミヤ7 アキノ

キリンソゥ， ホソノてミグリ，ホソノてタマミ

クリ，チシ7 ミクリ，コミヤ 7 ヌカボ，タ

カネヌカボ， ミヤマノリレガヤ，イワノガリ

ヤス，ヒナノガリヤス，チシ"</ガリヤス，

f努力不コメススキ， ヒロハコメススキ， コ

メススキ，ウシノケ夕、サ， ミヤマコウボウ，

ミヤマアワガエリ，タカネタチイチゴツナ

ギ， リシリ力ニツワ，クロボスゲ，オハグ

ロスゲ，タカネヤカv ミスゲ， ヒメカワズス

ゲ，タカネシパスゲ，ハクサンスゲ，ムジ

ナスケ〉ヤチスゲ，ムセンスゲ努力不ノ、

リスゲ，タケスゲ，キンスゲ，力ラフトイ

ワスケ〉オオヌ 7 ノ、リイ，エゾワタスゲ，

ヒゲハリスゲ， ミカズキグサ， ミネハリイ，

エゾホソイ，クモマスズメノヒエ，コゴメ

ヌカボシ，アサツキ，チシ"<}"<ナ，ヒメ

7 イズノレソウ，オオパタケシ 7 ラン，アオ

チドリ，コフタパランおよびホザキイチョ

ウランがここに入ります。

これらを表に示すと，第 I表のようにな

ります。
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第 1表 日本の高山植物相の区系植物地理学的組成

植シ物ダ
種子植物

裸被予 計必ぐ?
子欧子葉伴子葉

アジア 回有種。ヨ本の種) 3 1 3 148 33 

要素アジアの種 813 98 51 

アジア・北太平洋要素 日 3 

アジア・北米要素 41- 43 16 

欧・亜要素 51- 14 6 

周極・普通要素 22 59 45 

計 42 7 371 154 

最も多いのは，やはりアジア要素で 347

種， 60.5 %で，全日本の高山帯植物 574

種の 6割以上を占めています。その内，日

本の閤有種は 187種であるから，アジア要

素中の 53.89 %を占め，いかに日本の間有

種が多いかが判ります。アジア要素の次は，

127種 22.1冊の高率を示す周極・普遍要

素であります。続いてアジア・北米要素 63

種 10.9%，欧亜要素 25種 4，4%、となり，

最低が，アジア・北太平洋要素の 12種 2.1 

骨であります。アジア・北太平洋要素が非

常にすくないのは，近年，北米大陸の植物

調査が進んで，従来は，北太平洋諸島止り

と思われていた植物が，北米大陸にも産す

ることが次第に判って来たためであります。

皿日本の高山植物相の起源

地質時代の第4紀洪積期には，北半球に

おいて 4図の氷河時代があり，氷河が最も

広範闘を占めた時は，地球の陸地の部分の

27 %近くを嶺ったと言われています。この

ような氷河時代の氷河の南下に伴って，極

地方に分布していた寒地積物が，南に次第

に押しやられて氷河のへリの部分に集まり

9 

1f1.6%) 

匂?都錫)

12(2.1%) 

63 (10.9め1
5 (4.4需)

127 (22.1冊)

574 

ました。氷期と氷期の聞には間氷期があっ

!て，氷河は再び北へ退きましたが，それに

つれて，大部分の寒地植物は北地へ移動し

ました。しかし，一部は高山上に残り，そ

こで新しい生育地を築き上げてゆきました。

これが，今日，日本の高山植物全体の包 1

骨が局極植物であるという理由なのです。

また，日本は，第 3紀のはじめ頃は，ア

ジア大綾の東端の一部で、現在のような

島ではなかったのが，中頃になると，完

全に島として分離しました。さらに，第 3

紀の終りから第 4紀のはじめにかけて， 日

本の一部は朝鮮半島とつながっておりまし

た。 ζのような陸地の変動の度に，大陸と

日本との関で槌物の分布上の移動がかなり

活発に起ったと考えられます。したがって，

日本の高山には，アジア大陸と共通の植物

が豊富なのです。 例えば，アジア大陸と北

米に分布するヒナリンドウは，日本では八

が岳にだけ残りました。セイヨウユキワリ

ソウは，夕張岳でユウパリコザクラという

別種に分化して残っています。サンプクリ

ンドウも，アジア大陸の母種の亜種として，
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南アルプスの高山帯で分化しました。

東援と北米との共通種については，ベー

リング海峡が非常に重要な役割を果しまし

た。多くの東頭の植物はベーザング海峡を

渡って北米大陸へと分布しました。中には，

北米大陸まで行きつけず，アリューシャン

列島で分布が止ったものもあります。

次に，日本の高山上での分化が起りまし

た。前述のヒナリンドウは，南アルプスや

日光の女峰山では，コヒナリンドウという

亜種になりました。また，大陸のゲンチア

ネラから分化したオノエリンドウは，北海

道の一部では等片の切れ込みの違うユウパ

リリンドウに分化しました。ハヤチネウス

ユキソウは，北海道では，オオヒラウスユ

キソウに分化しました。このようにして，

日本の現在の高山植物相が成立したと考え

られます。

ゥ

7G 

注 1)ここに書いた植物名は種を単位とし，

その中に亜種，変種，品種をすべて含めて

考えています。したがって，ユウパリリン

ドウにはオノエリンドウ(亜種)も含まれ，

ウスユキトウヒレンには，ユキパトウヒレ

ン(品種)，ユキパタカネキタアザミ(品

種)などを含んでいます。

(信州大学教養部・理学博士)

北海道の高山植物

1 はじめに

北海道の高山帯に産する維管束植物(シ

ダ植物と種子植物)の種類は、昭和 9年~

13年に館脇操博士により 436種76変種28品

種が記録され、近年では昭和49~53年に皇

国秀夫博士により 456種 24亜種 75変種

2亜変種88品種が記録されている。これ

らの中には、ダケカンパのように、亜高山

帯の代表樹種で、針広混交林帯上部から高

山帯下部にかけて広〈見られるものなど、

直高山帯以下にもしばしば見られるものが

含まれる。高山帯に生育の本拠をもっと考

10 

顧問 野 坂 で士ヶ
'也、 朗

えられるものに限って見ると、 270種前後

となるであろう。それらの 270種あまりの

植物について、北海道固有(特産)のもの

を中心に、分類と分布の大嬰を紹介するこ

ととする。

2 北海道産高山植物の分類

種の範囲は、学者により違いがある。例

えば、アポイ岳i に産するヒダカソウは、

日本アノレプス北岳などに産するキタタケソ

ウや北朝鮮高山に産するウメザキサパノオ

に極めて近い種であり、これら三者を同一

種と見たり、同一種内の変種と見たり、そ
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