
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
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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

北方山草 2 (1981)



れぞれ異なった種であるとする見解があっ

て、一様ではない。ここでは、なるべく混

乱を避けるため、種の区分は、主として大

井次三郎博士の改訂新版日本植物誌(昭和

50年)に準拠して整理することとする。な

お、大井博士は、 「亜種」のランケを設け

ないので、北村四郎博士らによる保育社の

原色臼本縞物図鑑とは、種の区分はほぼ同

じであるが、種内の小区分については差異

がある o

以下、科ごとにまな植物を紹介するが、

O印は北海道固有種、。印は北海道固有変

種、ム印は北海道固有でばないが、本州以

南には産しないものを示し、()内の山岳名

は主要産地を示すものである。また、参考

として掲げた学名で、 ssp.は亜種 (subs

pecies)、 uは変種 (varietas)、 f.は

品種(forma)を示す。

シダ植物門a・m ・..…・田 5科 12種あり。

※ヒカゲノカズラ……Lycopodium属:タ

カネヒカゲノカズラ、チシマヒカゲノカズ

ラ、コスギラン(や L大形で高さ 15冊に及

び、葉が関出~反曲するものをエゾ/コス

ギ?ラン、 L. selago L. v. pa tens De-

sv. と称し夕張岳の産) 0 Selaginella属

.コケスギラン、エゾヒメクラ 7 ゴケ。

Botrychium属:ミヤ7 ハナワラビ、ヒメ

ハナワラビ (B. lunaria L.，北半球温

帯~亜寒帯に広〈分布するほか、オースト

ラリ了、ニュージーランド、タス7 ニ了、

南米パタゴニアにも分布する)。

※イノモトソウ科(ワラビ科)……Cryp-

togramma 属:リシリシノブ (C.Cri← 
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spa R. Br.，ユーラシ了大陸亜寒帯~寒

帯・高山に分布し、わが国では、北海道以

外に岩手県早池峯山等K見られる。

※オシダ科一 Athyrium属;オクヤマワ

ラビ、 Gymnocarpium属:イワウサギシ

ダ、 Woodsi a属:トガクシテ矛ンダ、 Aミヤ7

イワデンダ (W. ilvensis R. Br.，リ

シリデンダ。北半球温帯北部に広〈分布す

るが、わが国では本州以南の確実な産地は

知られていなし、)。

以上のほかに、シタ植物で、亜高山帯に

生じ高山帯下部にもよく見られるものに、

ミヤマメシダ、ミヤマヘビノネコeザ、オオ

パショリ 7、オイアヤ 7 シダ、カラクサイノ

デ、ヒメクラマゴケ、チシ7 ミズニラ(締)、

アスヒカズラ、スギカズラ、ヒロハハナヤ

スリ、 ミヤ 7 ワラビ、ウサギシダ、シラネ

ワラビ、チャセンシダ、アオチャセンシダ

等がある。

裸子植物門…..2科 3種。固有種なし。

※マツ科 …P in u s属:ハイ 7 ツ (P.

pumila Reg. ，わが国高山帯の代表樹

種。本州産のものは、業が 3-5師長、葉

の樹脂溝が2または l個であるのに対し、

北海道・樺太・千島のものは、葉が 6-10 

冊長で樹脂溝が 3個である等の差異から、

変種エゾハイマツ v. yezoalpina Isii 

e t Kusaka とする意見もある)。

※ヒノキ科 ....Juniperus属:リシリビ

ャクシン (J. communis L. v. mo-

ntana Ait.，葉が著G<内曲するのがふ

つうであるが、葉の湾曲のゆるやかなもの

は、しばしば別変種ミヤ7ネズ v. Olpp-

北方山草 2 (1981)



onica Wi ls.として区別される。ただし、

ζの区別については、両者を別j種とする見

解等、多様の意見がある)、 ミヤ 7 ビャデ

シン(ミヤマハイビャゲシンoJ. chin-

ensis L. v. sargentii Henry，盆栽

樹種として著名であるiA海岸に生じて樹

冠が帯白青緑色、鱗片葉の合わせ目前近に

100 - 150倍で気干し群が見えるものを品

種ハ7 ハイピャクシン f・glaucaKusa 

kaとすることもあるが、イプキとの関係を

はじめ、多くの意見がある)。

被子植物門双子葉植物細灘弁花強綱

※ヤナギ科…8a1 i x属 7種あり、本

州との共通種はミネヤナギのみである。。

エゾマメヤナギ (8. pauciflora Koidz.， 

は地表に接するほどの低木で、小形の倒卵

形~円形の葉をもち、基準形の飽に業がほ

とんど円形の 71レパエゾマメヤナギ v..cy-

c lophylla Kimura， この形のもので子

房に絹毛のあるケミノエゾ7 メヤナギf.

hebecarpa Kimura，葉の傾が狭〈皮針

形のものをナガパヱゾマメヤナギ V. Sト

enophylla Ki muraの 3形が区別される。

アジア東北部のs.nummularia Anders. 

に近縁で、その亜種S. nummularia 

Anders. ssp. pauciflora Kimuraと

されるとともある。大雪山閤有種)、 Oミヤ

マヤチヤナギ (8. paludicola Koidz.， 

エゾマメヤナギに似て、全株無毛、葉柄が

短く、 2，.....， 5棚しかない。大雪山飼有種)、

ムエゾミヤマヤナギ (8. hi dewoi Koi 

dz..，はミヤマヤナギに似るが、大形で時に

高さ.80叩に及び、子房に黄褐色毛が密生する。

12 

南千島、大雪山、日高山脈)、 @オオミヤ7

ヤチヤナギ (8. pseudo-pa 1 udi col a 

Ki mura，ミヤ 7 ヤチヤナギとエゾミヤ7

ヤナギとの雑種。大雪山周有種)、 @7ノレ

パヤナギ (8. yezoalpina Koidz. ，長

さ2-4.5冊、幅 1-3.5仰の楕円~円形

の葉をつける。幅 5鵬程度の小形長楕円形

の葉のホソ 7 ノレパヤナギ f・ stenophylla 

Kimuraと長さ 10師、幅 6.5聞に及ぶ大形

の葉のオオ 71レパヤナギ f0 grandi folia 

Kim uraの 2品種の他に、子房に絹毛があ

り、葉の上面がや λ光沢を帯ひn網状脈下面

が隆起する変種イヌ 71レパヤナギ v.. ne-

oreticulata Kimuraがある。北海道固

有)、 Oヒダカミネヤナギ (8. hidaka-

mon tana Ha ra，葉JlIKに沿って葉上面凹入、

下回著しく隆起する。日高山脈問有種)。

※カパノキ科・ .. Alnus属.ミヤマハンノ

キ、 日etula属 。アポイカンパ(B. ap-

oiensis Nakai ，葉脚が心形のアポイ岳国

有種) 0 

※タデ科…… Rumex タカネスイノ，-¥'¥ Oxy-

rIa属:ジンヨウスイバ (7ノレパギシギシ)、

Polygonum属;イブキトラノオ(葉の下

面が無毛のものがふつうで、細毛のあるも

のをウラゲイブキトラノオ、葉の下両葉}脈

が隆起するものをアミメイブキトラノオと

して区別することもある)、ムカゴトラノ

オ(コモチトラノオ)、オヤマソパ(日本

固有種で、北海道ではアポイ岳を中心とす

る南日高山岳に産する)、ウラジロタデ

(大雪山等に見られる茎が平滑で葉の下

の毛が少いものをタカネウラジロイタドリ

として区別することもあり、この形は、本

北方山草 2 (1981)



州や千島のオンタデに近い)、 Aヒメイワ

タデ (P. ajanense Gr ig，本州には見

られず、毛の状態でチジ7 ヒメイワタデ、

全株無毛のコイワタデ、葉の両面に毛を密

布するヒメイワタデ、毛の少いホソパオン

タデ等の諸形に区分されることがある)。

これ等の他に、大雪山や知床の山岳に

Rumex属のカラ 7 トダイオウが知られて

いる。

※ナデシコ科…日国有種 2種を含む7属13

種がある。 Sagina 属:チ ~7ツメケサ、

Minuar tia属:コパノツメヂサ(ホソパ

ツメクサ)、f'..エゾミヤマツメクサ(本州

のミヤマツメクサに比して葉縁に長毛があ

る変種)、ムエゾタカネツメクサ(本州の

タカネツメクサは種子の周縁に突起がなく

平滑な変種)、 Arenaria属:力トウハコ

ベ (A. katoana Makino，本州では至仏

山、谷川岳、早池峯山など、北溜道ではト

ッタベツ岳、チロロ岳、夕張岳、キリギγ

岳、富良野西岳等に産し、アポイ岳には狭

葉形の変種アポイツメクサ v. 1 anceol幽

ata Tatew，がある o 夕張岳やトッタベツ

岳には、基準形とアポイツメクサとの中間

形のものを産する)、メアカンフスマ(チ

ョウカイフス 7。雌阿寒岳、知床高山)、

日tellaria属 :0オオイワツメクサ (8.

nipponica Omvi v. yezoensis Hara， 

本州のイワツメヂサ日 nipponica Ohwi 

の、専片 3脈明瞭で種子縁辺に乳頭状突起

のある夕張・日高両山脈に固有の変種)、

Oエゾイワツメクサ (8. pterosperma 

Ohwi，種子に幅 0.3-0.4酬の翼がある

大雪山固有種)、シコタンハコベ、カンチ

13 

ヤチハコベ、 Dianthus属:タカネナデシ

コ、 Melandrium属:。カムイピランジ

(M. hidaka-alpinum Miyabe et Ta 

tewaki，日高山脈中部カムイエヲウチ力ウ

シ山より記載され、日高山脈中~北部に産

する目高山脈国有種。本州のタカネピラン

ジに似るが、根出葉があり、専筒が太いこ

とで区別される)、 8i 1 ene属 :βスガワ

ラビランジ (8. stenophylla Ledeb.， 

アムーJレ~ジベリア東部~オホーツヲ沿岸

~樺太に分布する。 1973年丹一夫氏によ

りニベソツ山で採集され、義国博士によっ

て確認された。ニベソツ山がわが国唯一の

産地)。これらの他に、 8i 1 ene属でカラ

フト 7 ンテマ (8. repens Patr.，アポ

イ7 ンテマ、チジ77ンテ7 を含む)がし

ばしば高山帯に出現する。

※ウ7 ノアジガタ科(キンポウゲ科) …-

国有種 5種を含む 7属11種があるロ Pulsa-

t i11a属 ツクモグサ、 Anemone属;ハヲ

サンイチゲ、 Ranunculus属;ミヤマキン

ポウゲ、 Calli anthemum属;@ヒダカ

ソウ (C. m iyabeanum Tatewaki，ア

ポイ岳国有種)、 Aquilegia属;ミヤマ

オダマキ、 Aconitum属:タイセットリカ

ブト (A. yamazaki i Tamura e t Na-

mba，大雪ill).f'..ザシリブシ (A. sach-

alinense Fr. Schm. v. compactum 

Miy. et Tatew.，利尻岳、礼文島)、 O

エゾホソノてトリカブト (A. yuparense 

Takeda，道内所々の高山、ユウパリウズ)、

Oヒダカトリカブト (A. apoi ense Naω 

kai，基準産地アポイ岳。臼高山脈固有)。

タイセットザ力ブト、エゾホソノイトリカプ

北方山草 2 (1981)



ト、ヒダカトザカブトの 3種は互いに近縁

で、前 2者を同一種とする見解もある。

Trollius属:(Ci)ボタンザキキンパイソウ

(T. pulcher Makino，利尻岳。ボタン

キンパイ)、チシマノヰンパイソウ (T.

riederianus Fisch. et Mey.，この形

は本州に見られない。変種としてシナノキ

ンパイ v. Japonicus Ohwi， 0ヒダカキ

ンパイソウ v. citrinus Toyokuni及び

Oピパイロキンパイソウ v. ni shidae 

Toy.が区別さオ」後二者は、宮部金吾博

士により独立種として記載された日高山脈

固有の変種である)。これ等の他に、ヒメ

イチゲ、エゾイチゲ、ミツバオウレンなど、

亜高山帯以下にも多産するものがある o

※ケシ科…… 3属 3種(倒有種 2種)あり。

Corydal is属:(Ci)エゾオオケ 7 ン (C.

curvicalcarata Miyabe et Kudo，富良

野西岳)、 Papaver 属:(Ci)リシリヒナゲ

シ (P. fauriei Fedde，利尻岳)、 Di-

centra属:コマクサ。

※アブラナ科…… 6属 9種(思有種 2種)

あり。 Macropod i um属:ハデセンナズナ、

Thlaspi属:(Ci)タカネグンパイ (T. j ap 

onicum Boiss.，北日高、夕張岳、礼文

島等に産し、定山渓天狗岳には品種テング

夕、ンパイ f. sag i ttatum Toyokuniが

ある)、 Cardamine属:ミヤマタ不ツケ

パナ、 Barbarea属;ヤマガラシ(ミヤマ

ガラシ)、 Draba 属:ナンブイヌスズナ

(D. j aponi ca Max.，岩手県早池峯山が

基準産地。夕張岳とトッタベツ岳に見られ

る典形的超塩基性岩特性槌物で、夕張揺

のものはユウノてリナズナ D. yezoens i s 
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Naka i = D. j aponi ca Max. v. yezo-

ensis Tatewakiとして区別されたことも

ある)、@シリベシナズナ (D. igarash-

ii S. Watanabe，大平山、キリギシ岳。

石灰岩特生植物と考えられる)、 Oリシリ

ナズナ (D. ussuriensis 8U8Ch v.ob-

longo -laneco 1a ta Tatew..，ウスリー~

樺太のオクエゾナズナ D. ussuriensls 

に極めて近いが、果実(角)がや L長〈、

ほとんどねじれないもの。利尻岳)、 Ar-

abis属.ミヤ7 ハタザオ。

乙れ等の他に、エゾイワハタザオや、ソ

ウウンナズナ()雷雲峡、平山)などを挙げ

ることもできる o

※ベンケイソウ科リ . Sedum属イワベン

ケイ (S. rosea Scop. )、アオイワベン

ケイ (S. ishidae Miyabe et kudo，ホソ

パイワベンケイ)。これ等の他に、ヒダカ

ミセパヤやOエゾミセパヤ、 Oヒメミセパ

ヤなどが高山帯にも出現する。

※ユキノシタ科 h 日間有種 2種を含む 3属

8種がある。 Boykinia属:ァラシグサ

(日本固有種)、 Parnassia属.コウメ

パチソウ、日axifraga属:ムチシ7 イワ

ブキ (S. reniformis'Ohwi，大雪山、

利尻岳)、 β クモ 7 ユキノシタ (S. laー

ciniata Nakai et Takeda，大雪山、夕

張岳、チロロ岳、樺太、北朝鮮高山に分布

する。地上茎が仲びて細い地下茎を伸ばす

形のものを変種ツノレクモ7 グサ v. take-

dana Hara と称し、大雪山の産。この形

と基準形との中間形が大雪山や夕張岳で見

られることから、品種 f. takedanaとし

て扱う皇国博士の見解に筆者は賛成である)、
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。エゾノクモ 7 グサ (8. nishidae Miy-

abe et kudo，葉の先端 3裂し縁辺に腺毛

あり。夕張岳固有種)、ケコタンソウ(小

形で葉が細〈、先端の練が著しく、葉縁辺

の毛が目立つものをヒメクモマグサとして

変種あるいは品種の区別をする)、ムチシ

7 クモ7 グサ (8. merkii Fisch.，ヒメ

チシマクモマグサ。大雪山には花茎が15師

に達して分校し、業の先端が 3裂して本州

のものに近い形のものもある。本州のもの

は葉の先端 3裂、花茎が分校する変種ウモ

7 グサ v.idsuroei Fr. et Sav.である)、

Oユウパリクモ 7 グサ (8. yuparensis 

Nosaka，葉の先端 3歯、花弁に 1酬弱の

爪あり。夕張岳固有種)。

これ等の他に、ウメパチソウ、ダイモンジ

ソウ、エゾヲロヂモソウ、ヤマハナソウ等

が高山手告にも見られる。

※パラ科…・10属17種がある。 Spiraea

属 "7)レノミシモツケ (8. betulifolia 

Pa 11.，高山帯にはエソ"7)レパシモヴケ v.

aemiliana Koidz.iO移く、固有変種0"7

シケ"7)レパシモツケ v. yoshi !akae To-

yokuni， 0テシオシモツケ V. obl ance-

olata Tatew.など!J¥ある)、 Aruncus

属 :07ポイヤ 7 ブキショウマ (A. dio-

icus Fern. v. subrotundatus Hara， 

アポイ岳固有変種。基準種ヤマブキショウ

7 は周北分布を示し、わが国では四国まで

分布する)、 Potentilla属 ;βメア力ン

キンパイ (P. miyabei Makino，北海道、

千島)、ウラジロキンパイ (P. nivea L.， 

礼文島、夕張岳、キリギシ岳、定山渓天狗

岳。夕張岳と定山渓天狗岳のものは変種エ

15 

ゾウラジロキンパイとして区別されたこと

もある)、 ミヤマキンパイ (P. matsu-

murae Wol f，葉裂片の形と毛の状態から

Oユウパリキンパイ v. yuparensIs Ku-

do，夕張岳・大雪山、 07ポイキンパイ v.

glabrescens Toyokuni，アポイ岳などの

区別がある)、キン口パイ、 8ibbaldia

属:タテヤ7 キンパイ(大雪山熊が岳)、

Dryas属:チョウノスケソウ、 Geum属:

チングノレ"7(G. penlapelalum Makino， 

夕張岳産の大形で葉に重鋸歯のあるものに

変種ユウパリチングノレ"7V .serrata Koidz. 

の名が与えられたこともあるが、区別する

必要はない)、ミヤマダイコンソウ、 8a

ngu i sorba 属:タカネトウウチソウ (8.

stipulata Rafin.，基準形に似るが等が

有毛のものをケトウウチソウ、主主が長<10

鵬に及ぶもののうち専が無ものものを7デ

トウウチソゥ、専が有毛のものをリシリト

ウウチソウとして区別することもある)、

Oヱゾトウウチソウ (8. hakusanens i s 

Makino V~ japonensis Ohwi，本州のカ

ライトソウの変種とされ、 日高山脈問有)、

企チシマワレモコウ (8. tenuifol ia 

Fisch. v・ grandifloraMax.，千島、

樺太に分布し、夕張・日高雨山脈の産)、

Alchemilla属:ハゴロモグサ、 Rosa

属;オオタカネイバラ、 80rbus属:タ力

不ナナカ 7 ド(小葉や果実が小形で若葉に

褐毛を生じるものを変種ミヤ 7 ナナカマド

として区別する)、ウラジロナナカ7 ド。

これ等の他に、 Rubus属でコガネイチコ二

ヒメゴヨウイチゴ、ベニバナイチゴ(積丹

岳)、 Prunus属でタカネザクラ(ミネザ

北方山草 2 (1981)



クラ)とその変種チシ7 ザクラ、 Fragar-

la属でノウゴウイチコ等が高山帯にも多い。

※マメ科一・・北海道固有世 D種を含む 4属

12種がある。 Hedysarum属:イワオオギ、

カラフトゲンゲ(さやが有毛のものを変種

チシ7 ゲンゲとする)、 Astragalus属・

ムラサキモメンヅノレ、。カワパオオギ (A.

yam amo toi Mi y. et Ta tew.，狩場山国

有種)、 リシリオオギ、タイツリオオギ、

ムエゾモメンヅノレ (A. Japonicus Boi-

S5. ，南千島、斜里岳等)、 Oxytropis属

:@ヒタカゲンゲ (0. kudoana Miy. et 

Tatew.，千島、カムチャッカのオ力ダゲン

ゲに近い。日高山脈固有種)、@ヒダカミ

ヤ7/エンドウ (0. hidaka-montana 

M. et T.，樺太と千島町コダ7 ソウに近

い。日高山脈固有種)、 @7シケゲンゲ

(0. shokanbetsuensis M. et T.，コ

ダマソウに近い暑寒別岳固有種)、 Oリシ

リゲンゲ (0. rishiriensis Matsum.， 

利尻岳、夕張岳)、 Oエゾオヤ 7/エンド

ウ (0. japonica Max. v. sericea 

Koidz.，本州の基準種オヤ7 ノエンドウに

比し開出白毛欝生する大雪山固有変種)。

ヒダカミヤ 7 ノエンドウについては、 ヒダ

カゲンゲの変種とする意見や、 7 シケゲン

ゲとともにコダ7 ソウと同一種に含める意

見もある。なおOxytropi s 属には、礼文

島にレブンソウ (0.megalantha Boiss.) 

tJ'ある。

※7 ウロソウ科・・・・Geranium属:チシ7

7 ウロ(花色の極めて淡いものをトカチフ

ウロという)。しばしばタカネグンナイフ

ウロが高山帯に見られる。

16 

※ヲロウメモドキ科・.....Rhamnus属:@

ミヤマハンモドキ (R. ishidae Miyabe 

et Kudo，北米の R. alnifolia に近〈、

概形は小形のミヤ 7 ハンノキに似る。夕張-

a高両山脈問有種) 0 

※オトギリソウ科目日間有種 2種を含む4種

あり。 Hyperieum属 :0フラノオトギリ

(H. erec tum Thumb. v. brevi s ty-

l叩】 Inagaki et Toyokuni，オトギリ

ソウの花柱の短い変種。富良野岳、夕張岳

等)、ハイオトギリ (H. kamtschatic-

um Ledeb.，変化はなはだ多く、種々の

変種、品種等に区分される。花柱が子房の

1.7倍長のものをOヒダカオトギリ v.h i-

dakense Y. Kimura と称し、日高山脈、

夕張岳等に産する)、。 γ ラトリオトギリ

(H. tatewakii S. Watanabe，雨竜の

白鳥山から記載され、葉、喜子片、花弁の明

点や黒点等の分布状況によりメイテンシラ

トリオトギリ、コクテンシラトリオトギリ

等の区別がある)、@マシケオトギリ (H.

yamamotoi Miy. et Y. Kim.，暑寒別

岳の山の神登山口附近で記録されたが、高

山帯には丈低〈花枝を出さず、葉に黒点と

明点をもっ変種ミネオトギリ v. monta-

num Y. Ki田.があり、これは道南の太

平山、狩場山、大千軒岳等にも知られてい

る。花弁が小さく長さ IOmm以下で葉が黒点

のみの変種キタミオトギリ v. ki tamen 

se Y. Kim.は北見ホロヌプリ、ピンネ

シリ山等の産)。これ等の他に、幌泉~幌

満~アポイ岳にサ 7 ニオトギリ (H. sa-

maniense Miy. et Y. Kim.)、大雪山

高原温泉附近にタイセツヒナオトギリ (H.

北方山草 2 (1981)



。 yoj iroanum Tatew. et Ko. 1to) 

があり、両種とも北海道国有種。

※スミレ科......間有種 3種を含む 7種あり。

Viola属:キパナノコ 7 ノツメ、タカネス

ミレ、 Oジンヨウキスミレ (V. alliar-

iifolia Nakai，大雪山)、 Oエゾキス

ミレ (V. brevistipulata W. Beck. 

V. hidakana S. Watanabe，日高山脈問

有変種)、 Oシソパスミレ (V. yubari 

ana Nakai，シソパキスミレ、夕張岳)、

Oシレトコスミレ (V. kitamiana Na 

ka i，タカネスミレに似るが葉は鋭頭、花

弁は基部黄色で他は白色、柱頭は 2裂せず。

知床硫黄山、羅臼岳?)、タニマスミレ

(オクヤマスミレ)。

これ等の{也にオオパキスミレ (V. bre幽

v i s t i pu 1 a ta )の変種または亜種とされ

るケエゾキスミレやフギレキスミレ、アイ

ヌタチツボスミレの変種アポイタチツボス

ミレ等が亜高山帯から高山帯にかけて見ら

れる。

※アカパナ科.....Epi lobium属.ミヤマ

了カパナ、アシボソアカパナ(大雪山固有

品種エゾミヤマアカパナあり)、ホソパア

力パナ(大雪山間有品種ミヤ7 ヤナギアカ

ノてナあり)、 シロウ 77力ノミナ。

be 

く、

張・

種

日
リ
リ
岳

c-

内

乃
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力

珂

フ

• 
1
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1
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刊
」
一
事

レ

t 

;チシ7 ニンジン(シラネニンジン。アポ

イ岳には葉裂片の極端に細い品種ヒメシラ

ネニンジン;o;ある)、ミヤマウイキョウ、

Coelopleurum属 ;βエゾヤマゼンコ

(ヱゾノジ γ ウドの高山形で、日高山脈、

夕張岳など)、ミヤマゼンコ、 Conioseト

lnum属:ミヤ 7 センキュウ、 Angeli ca 

属:@ホソパトウキ (A. stenoloba Ki-

tagawa， 夕張・日高尚山脈固有種)、 Pe-

ucedanum属:ハクサンボウフウ(アポイ

岳には小葉が広線形に著しく分裂する変種

。エゾノハクサンボウフウ P.multivit-

tatum Max.. v. linearilobum Tate-

w. がある)。これ等の他に、ホタノレサイ

コやイブキゼリが見られる乙ともある。

なお、 ミズキ科のコゼンタチパナは、亜

高山帯から高山帯にかけて広く見られ、道

東山岳にはエゾゴゼンタチパナが見られる。

被子植物門双子葉植物綱合弁花亜綱

※イワウメ科…・DiapensI a属:イワウメ、

Shor t i a 属:コイワカガミ。

※イチヤケソウ科 B・M ・.Pyrol a属:エゾイ

チヤヂソウ(カラフトイチヤクソウ)。コ

パノイチヤクソウやコイチヤヲソウ(ヤ 7

イチヤクソウ)もしばしば高山帯に見られ

証 6属 9種がある。 Bupleurum属:ムレブ

※セリ科…，国有種 I、固有変種 2を含む る。

※ツツジ科(シャ亨ナゲ科)…・・12属19種

ンサイコ (B. triradiatum Adams)、 があるが銅有種はない。 Tripetaleia属

Oエゾサイコ (B. nipponicum Koso-

Pol j. v. yesoense Hara，ホソノてノコ

ガネサイコo 本州のハクサンサイコの総萄

片及び小総盈片の先端が鋭尖するアポイ岳

及び周辺山岳の固有変種)、 Tilingia属

ミヤ 7 ホツツジ、 Ledum嵐 :βヒメイ

ソツツジ (L. palustre L. v. decu-

mbens Ai t.，大雪山)、 Rhododendron

属.キノぜナシャクナゲ、エソツツジ(R. 

camtschaticum Pall.，白花品シロパ

17 
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ナエソツツジもある。若枝と葉両面に褐毛

密生するものをど五アラゲヱゾツツジ v.

barbatum Tatew. として区別する)、

B ryan thus属:チシマツガザクラ、 Ph-

yllodoce属:アオノツガザクラ(ヱゾノ

ツガザクラとの雑種ムニシキツガザヂラが

変種として区別される)、エソノツガザク

ラ(花の色がや込うすし花冠表面無毛の

ものをコエゾツガザクラ、花冠が扇平に近

い形のものをユウパリツガザクラとする)、

Oナガパツガザクラ (P. nipponica 

Makino v. oblongo-ovata Toyokuni， 

花冠が帯緑白色の品種カオJレツガザクラf，

vi ridiflora Toyokuniが夕張山脈等に

知られている)、 Loiselleuria 属:ミ

ネズオウ、 Cassiope属:イワヒゲ、 Ar-

cterica属:コメパツガザクラ、 Harim-

anella属ジムカデ、 Gaultheria属

アカモノ(イワハゼ)、シラタマノキ、

Arctous 属:ウラ ';/7ツツジ、 Vaccin-

lum 属:コケモモ、。ロウスゴ(葉が円

形に近〈、わずかに鋸歯をもつものを変種

。エゾクロウスコとするが、多様な変異が

ある)、クロマメノキ、ヒメツ Jレコケモモ。

これ等の他に、ヒメシャクナゲ、ハナヒ

リノキ、ツノレコケモモ、コメツツジ、イワ

ツツジ等がしばしば高山帯に見られる。

※サケラソウ科…… 2属 5種あり、固有 2

種を含む。 Androsace属:トチナイソウ

(チシ7 コザクラ。北見ホロヌプリ、キリ

ギシ岳)、 Primula属 :βエゾコザクラ

(P. cuneifol ia Ledeb.，本州では東

北地方高山にミチノクコザヂラ、日本アルプ

ス等にハクサンコザ亨ラの両変種がある)、

18ー

。ユウパリコザクラ (P. yuparensi s 

T akeda. ヨーロツノマの P. farinosaL. 

に近い夕張岳固有種)、 Oサ7 ニユキワリ

(P. modesta Bisset et Moore v. 

samani-montana Nakai，ユキワリソウ

の葉の 3/4長が細〈葉柄状となったアポ

イ岳及び周辺山岳の固有変種。なお、斜里

岳にはこれに似て小形の品種シャリコザク

ラがある)、 Oヒダカイワザクラ (P.hi-

dakana Miyabe et Kudo，日高山脈固有

種で、亜高山帯以下にも多いが、毛が多く、

地下茎を伸ばす形の変種力ムイコザクラ v.

kamuiana Haraが高山帯に見られる)。

これ等の{血に、ツマトザソウが亜高山帯

から高山帯にかけて広〈見られ、サクラソ

ウモドキが高山帯に見られることもある。

※リンドウ科 .....4属 9穣あり、同有穫、

固有変種各 1を含む。 F'auria属.イワイ

チョウ、日wert i a属: エソタカネセンブリ、

ミヤ77ケボノソウ、 Gentianella属:

。ユウパリリンドウ (G. yuparensis 

Satake. 大雪山、夕張岳等に産し、羊蹄

山や本州の一部の高山には亜種オノエリン

ドウ ssp. takeda i Toyokun i がある)、

Gen t i ana属:ミヤマリンドウ、ムリシリ

リンドウ (G. jamesii Hemsl.，千島、

北朝鮮高山、利尻岳、大雪山、夕張岳)、

ムヨコヤマリンドウ (G. glauca Pall.， 

樺太、千島.シベリ了東部からアラスカに

分布し、大雪山がわが国唯一の産地)、 O

クモイリンドウ (G. algida Pall. v. 

igarashii Miyabe et Kudo，本州のト

ウヤクリンドウの変種で、大雪山固有)、

エソオヤ 7 リンドウ(低地のエゾリンドウ

北方山草 2 (1981)



の、花が茎頂に集った高山形) 0 

※ムラサキ科......Eritrichium属:ミヤ

マムラサキ(アポイ岳等には変種エソルリ

ムラサキがある)、 Mertensia属 :0ェ

ゾノレリソウ (M. pterocarpa Ta tewaki 

et Ohwi v. yezoensis T. et 0.，千

島のチシ 7)レリソウの等片が皮針形で剛毛

を有する北海道固有変種)。

※コ 7/ハグサ科…固有変種 2を含む 4

属11種あり。 Pentstemon属:イワブクロ

(タノレマイソウ。白花品シロパナイワブク

ロが夕張岳、大雪山に知られている)、

Veronica属.エゾミヤマトラノオ(キ。

パクワガタ o アポイ面には狭葉品種アポイ

グワガタがある)、ムヱゾヒメクワガタ

(V. stelleri Pall. v. longistyla 

Ki tagawa，北海道、樺太、千島、北朝鮮

に分布)、 Lagotis属:ウノレップソウ

(L. glauca Gaertner， 礼文島に産す

るが、北海道の高山には見られない。花が

わずかに育緑色を錆びた白色で、葉の幅が

や斗狭いOユウパリソウ v. takedana 

Ki tamu raが夕張岳固有変種である)、

OホソパウJレップソウ (L. stelleri 

Rupr. v. yesoensis Miy. et Tatew.， 

シベリアの L. stelleriの変種。ウ Jレツ

プソウに比して葉町幅が狭心雄ずいは長

い花糸をもっ。大雪山崩有)、 Pedicula-

f1S属:ヱゾシオガマ、ヨツハ γオガマ、

タカネシオガ7 、ミヤ 7 シオガマ、ムキパ

ナシオガ7 (P. oederi Vahl， 北米東

部を除く周極分布を示す。わが国では大雪

山のみ)、ゐザシリシオガi7 (P. koid-

zum i ana Ta tew. et Ohwi，葉はキパナ

シオガ 7 の様に羽状裂だが、花は紅紫色。

利尻岳、樺太)。

これ等の他に、シオガ7 ギク、テング

ヂワガタ等が時に高山帯に見られる。

※ハ7 ウツボ科…・.Boschn i ak i a属:ォ

ニク。

※タヌキモ科……PinguIcula属ムシト

リスミレ(白花品あり)。

※スイカズラ科・・・・Li nnaea 属;リンネ

ソウ、 Weigela 属:ウコンウツギ、 Lo-

lllcera属:チシ7 ヒョウタンボク(白花

品が大雪山に知られている)。

これ等の他に、ケヨノミがしばしば高山

帯にも見られる。

※オミナエシ科......Patrinia属:ムタカ

ネオミナエシ (P. sibirica Juss.，チ

シマキンレイ力。北海道、樺太、千島、シ

ベリア東部に分布)。時にカノコソウ (Va-

leriana fauriei Briq. )が高山帯に見

られることもある。

※キキョウ科・・・・ 2属 4種あり。 Adenoph-

ora属 ハクサンシヤジン、モイワシヤジ

ン(種としては低地から高山帯まで広く見

られるが雨竜白鳥山にはシラトリシヤジン、

夕張岳にはユウパリシヤジンの飼有変種が

ある)、 Campanula属.チシ7 ギキョゥ、

イワギキョウ、ともに白花品あり。

※キヲ科・・・固有種 7種を含む13属21種が

ある。 Leontopodi um属 :0オオヒラウ

スユキソウ (L. hayachinense Hara et 

Kitamura v. miyabeanum S. Wata-

nabe， 早池峯山のハヤチネウスユキソウ

の変種。大平山より記載さオいその後キリ

ギシ岳でも見出された。岡山とも石灰岩の

Q
d
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山である)。なお、この属には、他にエゾ

ウスユキソウが礼文島、ニベソツ山及び道

東の低地に、ウスユキソウが室蘭岳に産す

るo Anaphal i s属:タカネヤハズノv、コ

(タカネウスユキソウ。アポイ岳、夕張岳

及び道北の蛇紋岩地帯)。この属のヤ 7 ハ

ハコは、高山帯かなりの高度にも産する。

Er i geron属:@ミヤマノギク (E. mi-

yabeanus Tatew. et Ki tam.，ミヤ7T

ズマギクに似るが、頭状花序は大きく径

3. 5冊、根出葉に著しい鋸歯がある。北見

ホロヌプリ等)、ミヤマアズ7 ギク(毛が

少し葉の幅が狭〈、花の色がうすい変種

アポイアズマギクはアポイ岳の産。変化多

〈、ユウノマリアズマギク、キリギシアズ7

ギク、シロパナミヤアズ7 ギク等の区分を

することあり)、 Arnica属.エゾウサギ

ギク。なお、この属には本州には見られな

いオオウサギギク(カラフトキングノレ7)

が浦臼山地に見られる。呂田eCIO属 :6ミ

ヤ7 オグJレ7 (S. kawakamii Makino， 

北海道、南千島、樺太に分布)、 Artemi駒

sla属 :0エゾノ、ノ、コヨモギ (A. trifu-

rcata Steph. v. pedunculosa Ki 1am.， 
千島~カムチャッカのナガエハハコヨモギ

の頭状花がや斗大きく小花数の多い大雪山

固有変種)、サマニヨモギ(白毛の多い品

種 Y ロサ 7 ニヨモギあり)、 Ci rs i um属

:0ミヤマサワアザミ (C.Pectinelト

um A. Gray v. al pinum Koidz.，エ

ゾノサワアザミの高山形。大雪山)、 0ア

ポイアザミ (C. apoiense N品目I，エゾ

ノサワアザミに似るが、総葱外片が短い。

アポイ岳)、 Saussurea属 。ユキパヒゴ
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タイ (S. chi onophylla Takeda，超塩

主主性岩特生植物で、夕張岳、チロロ岳、 ト

ツタベツ岳に産し、夕張・日高両山脈固有

種。白花品あり)、ナガパキタアザミ(変

異多く、大形のダイセツヒゴタイ、根出葉

が残存するヒダカトウヒレンなどの品種一

変種や亜種とする意見もあるーが区別され

る)、@ウスユキトウヒレン (S. Y血 a-

gisawae Takeda，綿毛とクモ毛の状態、

業の形‘大きさ等変化多く、ユキパトウヒレン、

タカネキタアザミ、ユキパタカネキタアザミ、オ

オタ力不キタアザミ、ホソパヒコダイ等の区分カ1

葉の形、大きさ等変化多く、ユキパトウヒ

レン、タカネキタアザミ、ユキノイタカネキタアザ

ミ、オオタカネキタアザミ、ホソパエゾヒゴタイ

ある)、 Hypochoer i s属:@エゾコウゾ

リナ (H.crepididioides Tatew. et 

Ki 1am.，本属唯一の日本自生種。アポイ

岳固有種)、 Picris属;カンチコウゾリ

ナ、 Crepi s属 :βフタマタタンポポ (C.

hokkaidoensis Babcock，北海道、南千

島、棒太)、 Oエソタカネニガナ (C.gy-

mnopus Koidz.， アポイ岳、夕張岳等の

超塩基性岩地帯の固有種)、 Ixer i s属:

タカネニガナ(クモ 7 ニガナ)、 Tarax-

acum属:ムオダサムタンポポ (T. pl-

atypecidum Diel s，エゾフジタンポポ。

羊蹄山、大平山等に産し、樺太、朝鮮、

中国東北部に分布)、。タカネタンポポ

(T. yuparense H. Koidz.，ユウパリ

タンポポ。夕張岳、日高山脈等)、 β クモ

マタンポポ (T. trigonolobum Dahl-

s 1 .，千島よりカムチャッカを経てアラス

カまで分布し、大雪山に産する)。この属
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では小泉秀雄氏によりアポイタンポポ(ア

ポイ岳)、ノゲタンポポ(神威岳)、カン

チアカミタンポポ(富良野岳)、ヤ77カ

ミタンポポ(佐幌岳)、コミヤマタンポポ

(芦別岳)、アシベツタンポポ(芦別岳)、

ニベソツタンポポ(ニベソツ山)等が記録

さ才もているが、明らかではない。

ζれ等の他に、日corzonera属でフタナ

ミソウが礼文島に産する。

被子植物内単子葉植物綱

※ミクリ科一..8pargani urn鴎:f'"ホソパ

ウキミクリ (8. angusti fol ium Mich-

x. )、&チシ7 ミヲリ(8. hyperbor-

eum Laest.，タカネミヲリ)。両種とも

周極分布種で大雪山と夕張岳に産する D

※イ才、科・固有種 2種を含む11属15種が

ある。 Phleum属:ミヤマアワガエリ、

Agrostis属 :δチ V 7)Zカボ (A. t r-

ini i Turcz.，クロヌカボ。 νベリ了東部

からアラスカまで分布。 トッタベツ岳)、

コミヤマヌカボ、 Calamagrost i s属:チ

シ7 ガリヤス、 ミヤマノガリヤス、 Tris-

etum属 リシリカニツリ、 Deschampsia

属 ヒロハコメススキ(夕張岳には小穂が

や L大きく花序が少したれ下がる周有変種

。ユウパリ力ニツリ D. caespi tosa 8e-

auv. v. levis Ohwiがある)、&タカ

ネコメススキ(ユキワリガヤ。千島~カム

チャッカ~アリュ-:/ャンに分布し、大雪

山に産する)、 Anthoxan thum属:ミヤ

マハルガヤ(利尻岳)、 Hielochloe属:

ミヤマコウボウ、。エゾコウボウ (H.pト

uri f lora Koi dz.，夕張岳。小花の「のげ」
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はほとんど無い。短いのげのある変種エゾ

ヤ7 コウボウ v. intermedia Ohwiが数

か所から記録されている)、 Elymus属.

0タカネエゾムギ (E. yubaridakens-

i s Ohl町，のげが 3冊に及び、や Lねじ

れて「く」の字形に外曲する。夕張岳閤

有種)、 Festuca属:ミヤ7 ウシノケグ

サ、 Poa属:ナンブソモソモ (P. ha-

yachinensis Koidz.，葉舌が平滑なO

エソミヤ 7 ソモソモ v. yezo-alpina 

Tatew. et Kawanoは大雪山固有変種

である) 0 

これ等の他に、 ミヤマヌ力ボ、ヒメノ

ガザヤス、イワノガリヤス、コメススキ、

ミヤ 7 ドジョウツナギ、アイヌソモソモ

等が見られ、また、チシマザサは低地か

ら高山帯にかけて広〈分布し、亜高山帯

より上部では極めてふつうである。

※カヤツリグサ科…・ 5属27種があり、

スゲ属(Carex)が22種を占める。国有

種はアポイタヌキラン 1種のみ。 Scir-

pus属:ミネハリイ、タ力不クロスゲ、

Er iophorum属 :0エゾワタスゲ 0::.

scheuchzeri HODpe v. tenuifoliu-

m Ohwi，大雪山固有変種)、Kobresi a 

属:ヒゲハリスゲ、 Carex属 :β ヤリ

スゲ (C. kavanovii v. Krecz.，大

雪山。樺太に分布)、タカネヤガミスゲ、

ハクサンスゲ、ヒメカワズスゲ、ムヒメ

アゼスゲ(コアゼスゲ。アジア東北部に

分布)、キンチャクスゲ(イワキスゲ)、

ミヤマクロスゲ、ムリシリスゲ(樺太、千

島、力ムチャツ力に分布)、ムカラフトイ

ワスゲ (C. rupestris Bell，周極分布
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種。キリギシ岳がわが国唯一の産地)、キ

ンスゲ、イトキンスゲ、 Aタイセツイワス

ゲ (C. stenantha Fr. et Sav. v. 

tai setsuensis Akiyama，本州の基準

種イワスゲに比して果胞の摘が広〈先端は

短いくちばしとなる変種で、千島、樺太に

分布する)、ムミヤケスゲ (C. subumb 

ell ata Meinsh.，夕張岳。樺太に分布。

本州には地下茎が短〈、最下主主の長い変種

クモ 7 シパスゲがある)、ムタカネヒメス

ゲ(C. me 1 anoca rpa C ham. ，夕張岳。

樺太からシベリア東部に分布)、ヤチスゲ、

ムムセンスゲ (C. lividaWilld.，大雪

山。周極分布)、サヤスゲ(ケヤリスゲ)、

タカネシパスゲ、オノエスゲ、タカネハリ

スゲ、ヌイオスゲ、 Oアポイタヌキラン

(C. apoiensis Akiyama，アポイ岳固

有種)、 Rhynchospora属:ミヤマイヌノ

ノ、ナヒゲ。

これ等の他に、ワタスゲ、ハガヂレスゲ、

ミタケスゲ、カワズスゲ、 ミカズキグサ等

が低地より高山帯にかけての湿原にしばし

ば見られる。

※イグサ科…・・ 2属10種があるが固有種は

ない。 Luzula属・クモマスズメノヒエ、

ミヤマヌカポシソウ、タカネスズメノヒエ、

J uncus属:ミヤ7 イ(タテヤマイ)、エ

ゾホソイ、夕方ネイ、エゾイトイ、 ミヤマ

ホソコウガイゼキショウ、エゾノミクリゼ

キショウ(北太平洋要素で、大雪山及び本

州焼石岳に知られる)、ムクロコウガイゼ

キショウ (J. triceps Rostk.，大雪山。

朝鮮、千島、シベリア東部に分布) 0 

※ユリ科…・・固有種 1種を含む7属 9種が

22 

ある。 Tofi eldi a属;チ'.，/7ゼキショウ

(T. coccinea Richards.，変異が多〈、

花被片が赤褐色、果実が黒褐色のものを変

種クロミゼキショウ v. fusca Haraと称

し、夕張岳から記載されたが、その後所々

で見出され、利尻岳のリシリゼキジョウも

この変種に含まれるとされ、全体細形でや

や丈が高く、花序がまばらで花被片が白色

のものを変種アポイゼキショウ v. kondoi 

Haraと称し、アポイ岳から記載されたが、

後に恵庭岳のエニワゼキショウや本州のチ

ャボゼキショウもこの変種に含まれるとさ

れる)、ヒメイワショウブ、 Zygadenus

属 :6リシリソウ (Z. sibiricus A. 

Gray， 北朝鮮からシベリ了東部にかけて

分布。利尻岳)、 Hosta 属 :@1ロパナ

ギボウシ (H. atropurpurea Nakai，ャ

チギボウシ。低地のタチギボウシH. re-

ctifolia Nakaiは、本州から南千島、樺

太、沿海州に分布し、業は緑色で花は紫色

であるのに対し、クロパナギボウシは葉が

粉白を帯び花が黒紫色の北海道固有種であ

るとされるが、両者を同一種と見る見解も

ある)、 Veratrum属:コパイケイソゥ、

AII ium属:ミヤ 7 ラッキョウ、シロウ 7

アサツキ (Ao schoenoprasum Lo，小形

で、雄ずいが花被片よりやや短いものを変

種Oヒメエゾネギ v. yezomonticola“ 

Haraと称し、アポイ岳周辺の産)、 Lト

oydia属チシ777ナ、 Fritillaria

属:ミヤマクロユリ(クロユザの低地のも

のは 3倍体で不稔、高山のものは 2倍体で

種子を生じ、変種または亜種としてミヤ 7

クロユリと称される)。これ等の他t亡、マ
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イツソレソウ、エソカンゾウ、 ショウジョウ

パカ7 、クノレマユリ、 シュロソウ等がしば

しば高山手告に見られる。

※ラン科…・ 2属 3種、固有種なし。 Or-

chis属:ハクサンチドリ(葉に暗紫色の

斑点をもっ品種ウズラパハクサンチドリも

ある)、 Platanthera 属:タカネトンボ、

シロウ 7 チドリ (P. hyperborea Lin-

dl.，ユウパリチドリ。アジア東北部より

北米にかけて分布。北海道では夕張岳と大

雪山に産する)。これ等の他に、キソチド

リ、 ホソノマノキソチドリ、 ミヤ 7 7~タノぜラ

ン、ホザキイチョウランなどもしばしば高

山帯に見られる。

以上、本来高山性と考えられる 276種を

科ごとに紹介したが、種数のまとめは、シ

ダ植物 5科12種、裸子縞物 2科 3種、種子

植物 36科 261種(双子葉植物離弁花類 17

科 116種、双子葉植物合弁花類 13科目O低

単子葉植物 6科 65種)である。なお、それ

ぞれの科あるいは属ごとに補記した種のほ

かに、車高山帯ないし低地にもふつうに見

られ、高山帯にも産するもの たとえば力

タパミ科のコミヤ7 カタパミ、ガンコウラ

ン科のガンコウラン、カエデ科のミネカエ

デ、オガラパナ、 γソ科のイプキジャコウ

ソウ、ウツボグサ、アヤメ科のヒオウギア

ヤメ等が相当数あり、それ等を合わせる

と、北海道の高山帯自生植物の種数は 450

種を越すこととなる。

3 北海道産高山植物の分布

2にあげた 276種について、分布域別に

整理すると、およそ次の様になる。

A.アジアに分布するもの (8本間有種も
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含まれる)....・M ・...・H ・...150種(54. 3冊)

Aのうちで日本固有種は 76種(27. 5骨)

であり、さらにそのうち 44種 (15.9唖)

が北海道固有種である。

※北海道固有種:エソー7 メヤナギ、 ミヤ

7 ヤチヤナギ、オオミヤマヤチヤナギ、ヱ

ゾイワツメクサ、タイセットリカブト、ジ

ンヨウキスミレ(以上大雪山固有種)ェ

ソノヂモマグサ、ユウノマリクモ 7 グサ、 シ

ソパキスミレ、ユウノマリコザクラ、夕方ネ

エゾムギ(以上夕張岳回有種)アポイカ

ンパ、ヒダカソウ、アポイアザミ、エゾコ

ウゾリナ、アポイタヌキラン(以上アポイ

岳固有種)ヒタカミネヤナギ、カムイピ

ランジ、ヒダカトリカブト、ヒダカゲPンゲ二

ヒダカミヤ7 ノエンドウ、ヒタカイワザテ

ラ(以上日高山脈固有種) "ノレパヤナギ、

ヱゾホソノぜトリカブト (ユウノイリウズ)、

ボタンザキキンパイソウ(ボタンヰンパイ)、

エゾオオケマン、リシリヒナゲシ、タカネ

グンパイ、シリベシナズナ、カリパオウギ、

7 シケゲンゲ、 リシリゲンゲ、 ミヤマハン

モドキ‘シラトリオトギリ、マシケオトギ

リ、 シレトコスミレ、ホソノてトウキ、 ミヤ

マノギク、ユキパヒゴタイ、ウスユキトウ

ヒレン、ヱゾゴ努力ネニガナ、タカネタンポ

ポ(ユウパリタンポポ)、エゾコウボウ、

クロパナギボウシ(ヤチギボウシ)。

※本州にも分布するもの(日本国有種)

:オヤマソノ大力トウハコベ、オオイワツ

メヲサ(持イワツメクサ)、ツクモグサ、

ミヤマタネツケパナ、ナンプイヌナズナ、

ホソパイワベンケイ(アオノイワベンケイ)、

アラシグサ、ハゴロモグサ、ウラジロナナ
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カマド、エゾオヤ 7 ノエンドウ(長オヤ 7

ノエンドウ)、フラノオトギリ(持オトギ

リソウ)、エゾキスミレ(発オオノぜキスミ

レ)、シロウマアカバナ、エゾサイコ、ミ

ャマゼンコ、ハクサンボウフウ、コイワカ

ガミ、ミヤマホツツジ、ナガパツガザヂラ

(発ツガザクラ)、アカモノ(イワハゼ)、

サマニユキワリ(長ユキワリソウ)、ユウ

バリリンドウ、ミヤマリンドウ、ミヤマシ

オガマ、オオヒラウスユキソウ(*ノ、ャチ

ネウスユキソウ)、タカネヤハズノ、ノ、コ

(タカネウスユキソウ)、ナンブソモソモ、

ミヤマイヌノハナヒゲ、ミヤ7 ヌカボシソ

ウ、ヒメイワショウプ、コノミイケイソウ。

32種。()内長印は、北潟道にはその変種か

亜種を産することを示す。たとえば、ナガ

パツガザクラは、種はツガザクラで、その

変種が北海道に産するものである。

※日本・樺太・千鳥の固有植物 22種。

エソミヤ 7 ヤナギ、 ミネヤナギ、ウラジ

ロタデ、 1) ，ノワブγ(カラフトブジ)、ノ、

クセンナズナ、メアカンフス7 、メアカン

キンノミイ、エゾモメンヅノレ、アシボソアカ

パナ、 ミヤマセンキュウ、ミヤ 7 ムラサキ、

エゾノレリソウ(持チシ-<)レリソウ)、エゾ

シオガ 7 、リシワシオガマ、エゾミヤ 7 ト

ラノオ(栄キヲノイクワカv タ)、 ミヤマオグ

ノレマ、フタ -<!J.タンポポ、タイセツイワス

ゲ(勢イワスゲ)、 ミヤケスゲ(ゲモマシ

パスゲ)。

※アジア大陸東北部に分布するもの 52種。

ノ、イ 7 ツ、 ミヤマビヤゲシン、ヒメイワ

タデ、シコタンノ、コベ、スガワラビランジ、

ミヤマオダマキ、チシマノキンパイソウ、
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コマクサ、リシリナズナ(*オクエソスズ

ナ、チシ7 イワプキ、クモ 7 ユキノシ夕、

チシ7 クモ 7 グサ、 ミヤマキンパイ、エゾ

トウウチソウ(発力ライトソウ)、チシ7

ワレモコウ、タカネナナカ 7 ド、イワオオ

ギ、タイツリオオギ、ハイオトギリ、タカ

ネスミレ、チシマニンジン、 ミヤ 7 ウイキ

ョゥ、エゾイチヤクソウ、チシ 7 ツガザヲ

ラ、エゾタカネセンブリ(う母子シマセンブ

リ)、リシリリンドウ、エゾオヤ 7 リンド

ゥ、ウノレツプソウ(ユウパリソウを含む)、

ホソノてウノレッ7'ソウ、 ウコンウツギヤチシ

マヒョウタンボク、タカネオミナエシ(チ

シマキンレイカ)、ハクサンシヤジン(持

ツリガ不ニンジン)、モイワ γヤジン、ミ

ヤ-<7ズ7 ギク、ナガパキタアザミ、タカ

ネニガナ、オダサムタンポポ、ミヤマノガ

リヤス、 f努力ネダロスゲ、ヒメアゼスゲ、

ミヤ 7 クロスゲ、リシリスゲ、タカネヒメ

スゲ、オノエスケ¥ヌイオスゲ¥タカネス

ズメノヒ工、エゾイトイ、 ミヤマホソコウ

ガイゼキ γ ョウ、クロコウガイゼキショウ、

リシリソウ、 ミヤマラッキョウo

B. アジア大陸から北米にかけて分布する

もの… - ….... ....32種(11.6骨)

タカネヒカゲノカズラ、ミヤマハンノキ、

エゾミヤ7 ツメクサ、ヤマガラ γ、 ミヤマ

ハタザオ、シコタンソウ、マノレパシモツケ、

ミヤマダイコンソウ、タカネトウウチソウ、

ムラサキモメンヅJレ、チシマフウ口、タニ

マスミレ、ジム力テ二クロウスコ、エゾコ

ザクラ、イワイチョウ、ヨコヤ 7 リンドウ、

クモイリンドウ(うをトウヤクリンドウ)、

エゾヒメクワガ夕、オニク、チシ 7 ギキョ
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ウ、イワギキョウ、エゾハハコヨモギ(持

ナガエハハコヨモキヲ、サ7 ニヨモギ、チ

シ7 ヌカボ(クロヌカボ)、キンチャ 0ス

ゲ(イワキスゲ)、クモ7 スズメノヒエ、

エゾノミクリゼキショウ、チシ 7 ゼキショ

ウ、ミヤマクロユリ(発クロユザ)、シロ

ウマチドリ (ユウノぜリチドリ)。

C. カムチャッカ~アリューシャン~アラ

スカ等の太平洋北部縁辺部を分布域とす

るもの(北太平洋要素)… 14種 (5，1冊)

チングノレマ、キパナシャクナゲ、エゾツ

ツジ、アオノツガザクラ、コメパツガザク

ラ、イワヒゲ、シラタマノキ、イワブケ口、

ヨツパyオガマ、ウサギギク、クモマタン

ポポ、 ミヤ 7 イ、ハクサンチドリ、タカネ

トンボ。

D.アジアからヨーロッパにかけて分布す

るもの(ユ}ラシア要素)… 7種 (2.5%)

エゾノヒメクラ 7 コeケ、 リシリシノブ、

タカネスイノ大コパノツメヲサ(ホソパツ

メウサ)、タカネナデシコ、リシリオオギ、

カンチコウゾリナ。

E.北半球の亜寒帯・寒帯・高山に広〈分

布する(周極分布)もの、及び南半球に

も分布するもの…...・H ・.. 73種 (26.4骨)

チシマヒカゲノ力ズラ、コスギラン、コ

ケスギラン、ミヤマハナワラビ、ヒメハナ

ワラビ、オヴヤ7 ワラビ、イワウサギシダ、

トガクシデンダ、 ミヤマイワデンダ、リシ

ワピャクシン、 ジンヨウスイノて(マノレノイギ

シギシ)、イプキトラノオ、ムカゴトラノ

オ(コモチトラノオ)、チシ7 ツメヂサ、

エゾタカネツメクサ、カンチヤチハコベ、

ハクサンイチゲ、 ミヤ7 キンポウゲ、イワ
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ベンケイ、コウメパチソウ(持ウメパチソ

ウ)、アポイヤ 7 プキショウ<' (勢ヤマブ

キショウ<，)、ウラジロキンノてイ、キンロ

ノぜイ、 タテヤ7 キンノマイ、チョウノスケソ

ウ、オオタカネイバラ、力ラフトゲンゲ、

キノてナノコ 7 ノツメ、 ミヤ 7 アカノぜナ、ホ

ソノぜアカノてナ、 レブンサイコ、イワウメ、

ヒメイソツツジ(特イソツツジ)、エゾツ

ガザクラ、 ミネズオウ、ウラシ7 ツツジ、

コケモモ‘ クロ 7 メ/牛、 ヒメツノレコケモ

モ、 トチナイソウ(チシマコザクラ)、 ミ

ヤマアケボノソウ、タカネシオガ7 、キノて

ナシオガマ、ムシトリスミレ、リンネソウ、

ホソノてウキミクリ、チシ7 ミクリ、 ミヤ 7

7ワガエリ、コミヤマヌカボ、チシマガリ

ヤス、リシリカニツリ、ヒロノ、コメスス牛、

タカネコメススキ(ユキワリガヤ)、 ミヤ

マハノレガヤ、 ミヤマコウボウ、 ミヤ 7 ウシ

ノケグサ(持ウシノケグサ)、 ミネハリイ、

エソワタスゲ、ヒゲハリスゲ、タカネヤガ

ミスゲ、ハヂサンスゲ、ヒメカワズスゲ、

カラフトイワスゲ、キンスゲ、ヤチスゲ、

ムセンスゲ、サヤスゲ、タカネシパスゲ、

タカネハリスゲ、エゾホソイ、タカネイ、

ヒメエゾネギ(焚シロウ <'7サツキ)、チ

シ<'7<'ナo

以上の撃理から、北海道産高山植物 276

種のうちでAの「アジア要素Jと呼ばれる

分布形のものが 150穣(54.3冊)で最も多

しそのうち約半数の 76種(北海道閤有

種 44種を含む) が日本姐有種である。続

いてEの「周極要素」及び「普辺要素」が

73種 (26.4%)を占め、氷期遺存植物の影
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響の濃さを示す。カムチャッカ・ベーワン

グ・了リューシャンを経て北米とのつなが

りを示すCの「北太平洋要素J14種 (5.1 

冊)と周極分布からアジア西部とヨーロッ

パを除いた形の Bの[アジア~北米要素j

の 32種(11. 6骨)は、 7 ンモスの時代あ

たりのアジアと北米のつながりの中に北海

道が位霞したことを物語る。最もつながり

の少いものがDの fユーラシア要素」の 7

種(2. 5めであるが、これは、単に数字

が小さいからヨーロッパとの共通性が少い

というので済まない問題を含んでいる。

昭和53年に発表されたリストに 3種の訂

正を加えた上で昭和55年、北海道高山植物

の区系植物地理のまとめを豊国博士が発表

された。
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豊国博士は、この論文で、人為的に高山

帯に持ちとまれたものや、偶然に高山帯に

見られたもの等を除く北海道の高山帯自生

植物計 457種を、(1)アジア要素 245種

(53.6粉、 (2)アジアー北太平洋要素 22種

( 4. 8則、 (3)アジアー北米要素 47種

( 15. 1唖)、(のユーラシア要素 20種(4.4 

冊)、 (5)周極・普辺要素 123種(26. 9仰

に分類し、区系の由来を論じて居られる。

個々の植物や地域の分布にかかわる話題

や隔離分布について等、分布に関する問題

は多いが、それらについては他の機会にゆ

ずることとするD

(道立有朋高校・理学博士)
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