
道南・日高地方の植生について

今年に予定していた北日高のピパイロ岳

1. 967峰等の登山が‘メンバーの打合せ不

充分と天候不順のために‘遂に中止のやむ

なきにいたってしまったD 私は.日高地域

の植物分布の調査については.今年の 7月

に幌尻岳(2. 052 m)に登勺たのみで充分

とは云えないので.今後は自分なりの調査

を計画している O

現在‘日高山系も遅ればせながら同定公

園になり‘自然保護の気運が高まりつつあ

ることは.誠に喜ばしいことであるO あの

原始そのままの美しい姿を永久にとどめて

欲しいものである。

いままで私の足で歩いた道内の地域は、

日高、胆振、後志の一部と、渡島、櫓山の

各支庁管内であって、今回はこの地域に焦

点を絞って、話を進めていきたいと思う。

先ずこれらの地域を、私なりに 3地区に

分けて説明する。

黒松内低地帯以西

この地区は、本州、|から連続するブナ帯の

北海道における北限であり、気候的にも類

似する点から、本州と関連する植物も多数

見受けられる口北は狩場山、大平山に始ま

り南の千軒岳に連なる山系は、標高1， 000

m前後の低い山からなり、造山源も非火山

系が多く、主な山として大平[lj( 1， 1 5 1 m) 

、メップ岳 (1， 147m)、遊楽部岳(1，2 

76 m)、 雄鉾岳 (999m)、乙部岳(1，01 

7 m)、などがあり、火山性としては狩場山

伊達市大井伸

( 1，520 m)、横津岳(1， 1 67 m) 、駒ヶ岳

( 1， 140m) 恵山 (618)などがあるが、

全体的に見るとその数は少ない。

この地区を、住み分けて自生していると

思われる植物相から、次の三地区に区分で

きる O

(1)サクラソウモドキ、フギレオオノイキス

ミレや、北海道内でも限定された地区にし

か見られないイワオウギ、タイツリオウギ、

力リノイオウギ、ムラサキモメンズルなどを

産する大平山、狩場山を含めた、北楢山町

から日本海に注ぐ利別川以北。 (2)森町から

函館市を結んだ線の南茅部町側で、現在も

火山活動が続いている駒ヶ岳、恵山が含ま

れた地区で、両山共に数多くの高山植物を

産すると共に、サラサドウダンツツジ、ウ

ラジロヨウラク、キパナイカリソウ、ハク

サンシャクナケ、.などが自生する。その他に

特記すべきは、ユキワリコザクラの自生地

がある事で、他の地区には現在の所、その

自生が確認されてない。 (3)その他の地区で、

利別川以北地区には見られないが(2)地区と

共通するウラジロヨウラク、キノイナイカリ

ソウ、ハクサンシャクナケ¥シュンランな

どの自生地がある。

黒松内低地帯以西地医l付の自生植物の主

なものを挙げると、ヤマハハコ、エゾリン

ドウ、ツノレリンドウ、オオサクラソウ、サ

ラサドウ夕、ン、ウラジロヨウラク、ハクサ

ンシャクナケ¥コヨウラクツツジ、ムラサ

キヤシオ、ハナヒリノキ、クロウスゴ、ホ
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ツツジ、ヤマツツジ、アクシノイ、ホタルサ

イコ、イブキゼ、リ、オオノイキスミレ、スミ

レサイシン、フイリミヤマスミレ、タチツ

ボスミレ、アケボノスミレ、タカネゲンナ

イフウ口、ノウゴウイチゴ、ヤマブキショ

ウマ、タカネナナカマド、べ二ノイナイチゴ¥

ゴヨウイチゴ、エゾアジサイ、ノリウツギ、

エゾノチャルメルソウ、大文字草、ヤマハ

ナソウ、キノイナイカリソウ、エゾトリカブ

ト、ヒメイチゲ、キクザキイチゲ、アカミ

ノノレイヨウショウマ、シラネアオイ、モミ

ジカラマツ、ミヤマカラマツ、ヤマシャク

ヤク、カワラナデシコ、コアニチドリ、ノ

ビネチドリ、ハクサンチドリ、ミヤマウズ

ラ，キンセイラン、アケボノシュスラン、

サルメンエビネ、ジエビネ、クマガイソウ、

ササノイギンラン、サイハイラン、クモキリ

ソウ、セイタカスズFムシソウ、コケイラン、

モジズリ、ノハナショウブ、ヒオウギアヤ

メ、カタクリ、ツノてメオモト、ショウジョ

ウパ‘カマ、エゾキスケ¥オオノイギポウシ、

マイズルソウ、チゴユリ、ヒメタケシマラ

ン、 クノレマノイックノイネソウ、エンレイソウ、

オオシュロソウ、コノイイケイソウ、ヤマジ

ノホトトギ.ス、イワヒノイ、エゾフユノハナ

ワラビ、ウラシマソウなどであるが、他に

コアツモリソウ、イチョウラン、ナツエビ

ネが稀産する。シュンランについては厚沢

部町と鹿部村で白生地が確認されている。

この地区から主な場所を紹介してみよう O

恵山は標高 600m程の低いUJで、あるが、ヤ

マトキソウ、エゾイソツツジ、ノてイカツツ

ジ、コメツツジ、コケモモ、シラタマノキ、

イワカガミ、ノギランなどや、ガンコウラ

ン、ミネズオウの大群落地としても知られ

ている O 植生植物種は多くはないが、高山

性植物相を呈している事と、道路が整備さ

れているので、これらの群落中に車を乗り

入れが出来、観察歩道などが作設されてい

るのも特徴である。

駒ヶ岳は、昭和 4年の大噴火によって植

生の変化が予測されるが、現在、ミヤマホ

ツツジ、コメツツジなどの他に、イワブク

口、イワギキョウ、シラタマノキなどの群

落があり、開花時の光景は見事である。山

麓に美しく広がる雑木林の中には、クマガ

イソウ、サノレメンエビネ、シュンラン、ア

オチドりなどのラン科植物が多数植生して

いるが、その中でも、本誌創刊号で大宮氏

が発表されていた、クマガイソウの群落美

は見事であった口

小鉾岳は標高 1， 000mに満たない、険し

く切り立った岩山であるが、数百年の生育

を経たと思われる大株の岩ヒパが、岩一面

を覆っている。その他には珍らしい植物も

ないが、ヤマハナソウ、ウラジロヨウラク、

夕、イモンジソウ、 F ハクサンチドリなどが自

生していた。

狩場山は標高 1，520mで、この地区での

最高峰である。この山は火山活動で生成さ

れた古い山であり、フモンナイ岳、オコツ

ナイ岳、東狩場山などと屋根を連ねている。

多雪地帯なので春の雪溶けも遅く、 7月中

旬頃まで残雪があり、水湿を好むイワイチ

ョウやアオノツガザクラが大群落を形成し、

この山を代表する植物となっている。この

山にはカリパオウギという固有種の自生地

としても知られているが、私はまだ未見で
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ある。

その他の植物としては、キバナシャクナ

ゲ、クロマメノキ、ヒメツルコケモモ、コ

ケモモ、チンゲルマ、フギレオオノイキスミ

レ、ベニノイナイチゴ、ネノイリノギラン、エ

ゾウサギギク、モウセンゴケなどがあり、

特に自生の多いシラネニンジンは、熊の好

物らしく到る所に食事跡が確認、出来る。又、

この山に産するミヤマキンパイに似た 1品

は、今までに確認したどの山の型にも該当

せず、我々山草仲間の宿題となっている。

大平山は、石灰岩を母岩とした山で、富

良野西岳、嵯山と共に名の知られた山で、

固有種オオヒラウスユキソウの産地として

名を広めた山である。植生の豊富さと、狩

場山側から眺めた山容は実に堂々とした風

格があり、登山家や植物研究者に愛される

山である。険しい山なので、日高山系の山

に登る程の辛さを感じるが、自生する植物

種の豊かさと、変化ある行程が私は好きで

ある。

この山に分布する植物名は、アサギリソ

ウ、シコタンヨモギ、ミミコウモリ、フタ

マタタンポポ、マルノイヒレアザミ、 ミヤマ

アズマギク、オオヒラウスユキソウ、カン

チコウゾリナ、 トウケ、、ブキ、ナガノイキタア

ザミ、オダサムタンポポ、コガネギク、チ

シマギ.キョウ、モイワシャジン、力ノコソ

ウ、タカネオミナエシ、マ jレノイキンレイ力、

ケヨノミ、チシマヒョウタンボク、ミヤマ

キヌタソウ、エゾカワラマツノイ、エゾクガ

イソウ、ヤマノレリトラノオ、イブキジャコ

ウソウ、タチカメノイソウ、エゾノ¥ナシノブ、

チシマリンドウ、サクラソウモドキ、ツマ

トリソウ、ミヤマホツツジ、クロウスゴ、

エゾカクミノスノキ、オオノイスノキ、コケ

モモ、ハナヒリノキ、ジンヨウイチヤクソ

ウ、ギ.ンリョウソウ、エゾニユウ、ミヤマ

センキュウ、イブキゼリ、ミヤマウイキョ

ウ、ハクサンボウフウ、カワラボウフウ、

タカネイブキボウフウ、ミヤマスミレ、フ

ギレスミレ、イワオトギり、マシケオトギ

リ、エソマグンナイフウ口、イワオウギ¥タ

イツリオウギ、ムラサキモメンズル、タカ

ネナナカマド、エゾシモツケ、ホザキナナ

カマド、チョウノスケソウ、ノウゴウイチ

ゴ、ウラジロキンノイイ、チシマザクラ、べ

ニノイナイチコ¥ヒメゴ‘ヨウイチゴ、ズダヤ

クシュ、ヤマハナソウ、ヱゾアジサイ、ダ

イモンジソウ、フキユキノシ夕、エゾクロ

クモソウ、アオノイワレンケ¥コイワレン

ゲ、イワベンケイ、タカネグンノイイ、 ミヤ

マハタザオ、シリベシナズナ、オオレイジ

ンソウ、エゾホソノイトリカブ卜、ハクサン

イチケ¥ ミヤマオダマキ、シナノキンノイイ、

コカラマツ、コノイノツメクサ、カラフトマ

ンテマ、タカネナデシコ、ミツモリミミナ

グ、サ、オクエゾサイシン、カマヤリソウ、

キンセイラン、サルメンエビネ、ホテイア

ツモリソウ、アオチドリ、ノビネチドリ、

オニノヤガラ、テガタチドリ、ハクサンチ

ドリ、オオヤマサギ.ソウ、セイタカスズム

シソウ、クモキリソウ、ノイイケイソウ、シ

ロウマアサツキ、ミヤマラッキョウ、ギョ

ウジャニンニク、ツノイメオモト、ショウジ

ョウノイカマ、 クノレマユリ、エゾカンゾウ、

チシマアマナ、オオノイタケシマラン、チシ

マゼキショウ、オオシュロソウ、タカネア

ハUつム
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オヤギソウ、クロアブラガヤ、ミヤマクロ

スゲ、イワキスケ¥ヒメスギ、ハガクレス

ゲ、マシケスゲ、オノエスケ¥ナンブソモ

ソモ、ミ』γマドジョウツナギ、タカネノガ

リヤス、コメススキ、ウシノケゲサ、エゾ

ムギミヤマネズ、ミヤマビャクシン、リシ

リビャクシン、コタニワタリ、イチョウシ

ダ、アオチヤセンシダ、イワウサギシダ、

ミヤマノキシノブ、ミヤマワラビ、力ラク

サシダ、オオノイシヨリマ、エゾヒメクラマ

ゴケ、ヒメスギラン等であるが、ツツジ科

植物が極めて少ない。

昭和56年に登山した際、今まで文献に見

られなかったイワハゼの自生を確認、したの

で、ここに追加発表する。大平山産チョウ

ノスケソウは、他の山産に比べ葉や花が大

型であり、葉脈が 1-----2対多く、葉柄は薄

い紅色を帯び花上りも良い。エゾイブキト

ラノオは夕張岳産より紅色が濃く美しい。

ホテイアツモリソウは、この山が道南唯

一の自生地と思われるし、ミヤマウイキョ

ウ、ムラサキモメンズル、タイツリオウギ

などもこの山以外での自生地は限られてい

る貴重な植物なので、特に保護したいもの

である。

静狩原野には、海岸線から lkm程山側に

入った所に湿原があり、好湿植物が多数生

活しており、 トキソウ、カキラン、コパノ

トンボソウなどの群落が開花する 6月 7月

は見事である。他にガンコウラン、ツノレコ

ケモモ、サワラン、コアニチドリが自生し

ているが、このコアニチドリは手持ちの本

州産のものに比べて、花径が小さい上に花

型がヒナランに似ており、葉の付き方も違

=ーー←

圃

うので、静狩産以外の道内産と比較したい

ものである O その他の自生種はイソツツジ、

ホロムイツツジ、ノハナショウブ、カキツ

ノイ夕、ヒオウギアヤメ、 ミズギポウシ、エ

ゾスカシユリ、 ミズ、ノイショウ、ザゼ、ンソウ、

ヒメカイウ、サワギ-キョウ、モウセンゴ、ケ、

エゾリンドウ、エゾノヒツジゲサ、ミツガ

シワ、タヌキモ、ウメノイチソウ、ワタスケ¥

ヱゾキスゲ、ハマナス、モジズリなどがあ

り、春から秋まで次々と花が見られて楽し

い所である。私の住む伊達市から近いので、

山菜取りやハイキンゲを兼ねて、月に 1

-----2度は行くので、更に新しい植物を発見

出来そうな楽しみを含んだ場所である。

落部から入り厚沢部に向って流れるJIIに添

って進み、峠を越えた厚沢部川の支流渇川

に通ずる川岸には、オオサクラソウ、キノイ

ナイカリソウが群生し、附近にはサルメン

エビ不、コケイラン、サイハイランなどが

普通に見られるロ又、清水が浸みる比較的

明るい場所には、ギポウシランが見出され、

昨年の10月に初めてその姿を見た。更に

峠を下ると、厚沢部側の山には五葉松やヒ

ノキアスナロが混生した、この地方特有の

森林相が見られる。

濁川附近にはサルメンエビネ、ジエビネ

が多く見られ、シュンランもこの地で発見

されている。杉の植林地にもサルメンエビ

ネ、ジエビネが混生していあが、他にクマ

ガイソウ、キンセイラン、ミヤマウズラカミ

群生している。杉林の多くは民家に近く、

以外と思える身近な所での植生に感心させ

られた。ヒノキアスナロの林中には、 1坪

程もあるキンセイランの群生も見出された。

つ山
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この地で他に見られるものは、クモキリソ

ウ、セイタカスズムシソウ、コウライテン

ナンショウ、アカミノルイヨウショウマ、

ヤマシャクヤクなどである。

上の園町から日本海に注ぐ天ノ川流域に

は、キパナノアツモリソウが自生している

との情報を得たので、早速、調査に行った

が、残念ながら発見する事は出来なかった。

この地域は、未だ植物調査が進んでない様

なので、今後は新たな植物が見られるもの

と楽しみにしている。上の国町北村に住む

田畑武氏によると、コアツモリソウ、ウラ

シマソウ、イチョウランなどの自生地があ

るとの事である。

私の住む伊達市から、海を隔てて渡島、

楢山の山並が遠望出来るが、距離が遠い為

に何かと制約を受けて、居、い通りの調査が

出来ないが、乙部岳、ユウラップ岳、大千

軒岳などを含めて、まだまだ未地の地域が

あるので、今後の調査で明らかにしたいと

思っている。

2 黒松内低地帯から石狩低地帯まで

胆振、後志、石狩を含むこの地域は、火

山活動により造山された山が多く、南は驚

別岳(室蘭岳)に始まり、有珠山、徳舜瞥

岳、樽前山、恵庭岳、無意根岳、羊蹄山を

経て、北の朝里岳えと南北に弓なりに連な

っている。これら一連の火山地帯の中には

昭和52年に大爆発を起こした有珠山を始め

樽前山、恵庭岳は今もなお活動中である。

火山活動により造成された山が多い事と

気候の相違により、黒松内低地帯以西とは

異なった植生が見られると共に、本州的要

素が薄くなる。地域全体が火山活動との関

連で、地質は比較的新しいと思われるが、

造山の古い日高山系に生育するヒダカイワ

ザクラの自生地が見出されたり、ミヤマオ

グ、ルマなど夕張山系に自生する植物の分布

が確認されるなど、古い地質の地区もあり

注目される。

この地域には、日高山系や渡島檎山地区

に分布するハクサンシャクナゲの自生地は

ないが、コメツツジの北限と思われる。

以下に各地区毎の植生を書くことにする。

伊達市地区は、あの噴火の記憶も新しい有

珠山の麓に広がる、海に面した道内でも有

数の温暖な地である。背後に連なる東山山

系の谷藤川流域には、ユキワリコザクラ、

ヒダカイワザクラ、ウスゲノオオサクラソ

ウの 3種を産し、他の地区には見られない

特異な流域である。胆振地方でのユキワリ

コザクラの自生は、 この周辺のみと思われ

るし、日高山系の固有種であるヒダカイワ

ザクラが自生している事は、特に注目に値

することである。 ヒダカイワザクラとウ

スゲノオオサクラソウの交雑種と思われる

l品があり、ヒダカイワザクラに似た根茎

とオオサクラソウに似た葉柄を有し、花数

は2"-'3輪にて濃紅である。近日中に同定

したいものと研究中である。

この谷藤川より西に 2肋1程離れた、シャ

ミチセ川流域の一部にサクラソウを産する

が、この地は、北海道での分布最西限と思

う坪程の群落であるが、貴重な存在な

ので大切に保護したいと思うのだが、住宅

化が進んできているので心配である。

伊達市に隣接する室蘭管内の室蘭岳には、

つ山
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北海道では唯一とされるウスユキソウの産

地として知られ、同市内には、本誌 2号で

大宮氏の写真で紹介された、コジマエンレ

イソウを産する。

伊達市谷藤川地区に産する植物は、エゾ

イチゲ、ミヤマカラマツ、シラネアオイ、

フクジュソウ、エゾトリカヴ、トなどの他に

高い岩場にはイワヒゲ、イワウメ、ミヤマ

アズマギク、チンゲルマ、コケモモ、コメ

ツツジ、コメパツガザクラ、ミヤマオダマ

キなどの高山植物を産する。

伊達市、室蘭市周辺の植物としては、ヤ

マシャクヤク、べニノイナヤマシャクヤク、

ヤマジノホトトギ.ス、サルメンエビネ、ア

ケボノシュスラン、ササノイギ.ンラン、コケ

イラン、クモキリソウ、ダイモンジソウな

どが普通に見られ、晩秋の頃のムラサキシ

キブは、際立って美しく見える。

オロフレ山。この山は斑入葉のミネズオ

ウの産地として、内外に有名な山である。

斑入り種としては他にガンコウランが見出

されたり、又、点々と白花シラネアオイが

自生するなど、変り物の多い山としても知

られている。

高山植物も豊富な山で、それらを列記す

ると、ナガハキタアザミ、コガネギク、ク

ロミノウゲイスカグラ(ハスカップ)、ウ

コンウツキ¥ ヨツノイシオガマ、ツノレリンド

ウ、エゾオヤマノリンドウ、ウスゲノオオ

サクラソウ、コメパツガザクラ、チシマツ

ガザ、クラ、ウラシマツツジ、イワヒケ¥シ

ラタマノキ、イワハゼ、エゾイソツツジ、

ハナヒリノキ、エゾツガザクラ(稀産)、

コヨウラクツツジ、ムラサキヤシオ、キパ

ナシャクナゲ¥コメツツジ、クロウスゴ、

コケモモ、クロマメノキ、ウスノキ、イワ

ウメ、イワカガミ、コザゼ、ンタチノイナ、イプ

キゼリ、シラネニンジン、ハリブキ、フイ

リミヤマスミレ、タチツボスミレ、イワオ

トギ.リソウ、ガ.ンコウラン、アカミノイヌ

ツケ¥タカネグンナイフウ口、ノウゴ、ウイ

チゴ、チンゲルマ、タカネナナカマド、コ

ガネイチゴ、マ jレノイシモツケ、エゾイチコ¥

オオタカネノイラ、チシマザ、クラ、ウメノイチ

ソウ、エゾノクロクモソウ、モウセンゴ‘ケ、

サンカヨウ、エゾトリカブト、エゾイチゲ、

ヒメイチゲ、ミヤマハンショウズル、=ッ

ノイオウレン、シラネアオイ、 ミネヤナギ¥

サルメンエビネ、サイハイラン、コイチョ

ウラン、ハクサンチドリ、ツバメオモト、

ショウジョウノイカマ、エゾカンゾウ、ネノイ

リノギラン、ノギラン、クルマノイツクノfネ

ソウ、エンレイソウ、ミヤマエンレイソウ、

チシマゼキショウ、ハイマツなどがあり、

ツツジ科植物が多い中でも、チシマツガザ

クラは道南唯一の産地であり、イワカガミ

についても、胆振ではこのオロフレ山のみ

と思われる。

これらの植物群は、オロフレ峠の見晴し

台駐車場より、 2km程登った岩場の続く尾

根に集中分布しており、分布域も狭いので

大切に保護したいものである。

徳舜瞥岳とホロホロ山。

尾根が連なる 2つの山は、オロフレ山の

北東に位置し、胆振地方では標高の 1番高

い山である。分布する植物はオロフレ山と

共通するものが多いが、他に、ミヤマアズ

マギク、ミヤマオゲルマ、ミヤマオダマキ、

-23ー
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エゾ.ツツジ、リンネソウ、サマニヨモギ¥

チシマギキョウ、フギレオオノイキスミレ、

ウスノイスミレ、タニマスミレ、ミヤマダイ

コンソウ、 ミヤマキンノイイ、イワベンケイ、

オオヤマサギソウ、ハクサンシャジン、ア

カエゾマツ、ナンブソウなどを産するが、

オロフレ山に見られたチシマツガザクラ、

イワカガミはない。

この山の植物を通して気付いた点を書く。

ミヤマオグルマは夕張岳、大雪山、暑寒別

岳の他に、道北地方の山に産する事で知ら

れているが、道南地方ではこの徳舜瞥岳が

唯一の産地と忠、われる。自生場所は同じで

あるが、花色はオレンジと黄の 2つに分か

れ、その中間色はない。他産地の夕張岳と

大雪山トムラウシ岳のものは、花色が黄色

のみであり、植物体に付着する綿毛は、徳、

舜瞥岳と夕張岳のものは濃く、大雪山トム

ラウシ岳産はいくぶん少ないようである。

花のつき方は、夕張岳と大雪山産は同一だ、

が、徳舜瞥岳のは少し異なる。つまり、花

の付き方であるが、ミヤマオグルマは花茎

の頂部に、分枝した花柄をつけて数輪咲く

が、徳舜瞥岳のものは花柄が短かいために

花が密集して咲くのに対し、夕張岳産のは

花柄が長く、散状のポール型になって咲く

ようである。この違いは、それぞれに産地

が隔離したためと考えられる。

ミヤマオダマキとチシマギキョウはどの

山にでもある様に見受けられ勝ちであるが

決してそうではなく、私が今回標題を書く

に当って調査した範囲内では、両種が普通

に見られるのは日高山系だけであり、その

他には、徳舜瞥岳、伊達市の東山、大平山

だけである。

ミヤマダイコンソウは徳舜瞥岳とホロホ

ロ山のみであり、ミヤマキンパイは両山の

他に大平山、狩場山という様に、面白い分

布をしている。この徳舜瞥岳は標高 1，300

m程の山ではあるが、道南地区では高い方

に入る為に、これらの植物が残っているも

のか、又は狩場山などのように古い火山で

あるために、日高山系や大雪山系に共通す

るものが残っているのかも知れなし、

エゾツツジがこの徳舜瞥岳とホロホロ山

に自生しているが、日高山系以外での道南

地方ではこの山だけである。現在、夕張岳、

石狩岳、 トムラウシ岳、幌尻岳、ペテガリ

岳、知床など各産地のを培養しているが、

徳舜瞥岳産のエゾツツジは他産地のものに

比べて、花径が小さくほぼ梅花型に聞き濃

紅紫色であり、ブロッチが花弁の最端部ま

で刀叫=る。

日高山系産のものは草姿も大型であり、

花は山ツツジのような花弁であり、大雪山

系産のものと大体同じである。又、夕張岳

産のものは大雪山系と同じ花弁であるが、

花色が淡いためか、開花後に陽焼けを起こ

したような色になる。それとも、花弁が薄

いために陽焼けするだろうか。大型の花と

いう点では知床産のものが良く、小型の花

では、手前味噌になるが徳舜瞥岳産のもの

が良いと思う。

本誌創刊号で大宮氏が言われているが、

この徳舜瞥岳でエゾツツジの花を見られる

ことは、今では稀となっている。十数年前

に起きた十勝沖地震のために、エゾツツジ

の自生していた岩場が大きく崩れた為と、
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心ない登山者による盗堀のためである。そ

のために、私が学生の頃に見たあの素晴ら

しい自生地の光景も、今ではすでに消えて

しまい淋しい限りである。

私は、大宮氏と同じ大滝村で-生れ育った

ので、徳舜瞥岳には高校生の頃より今日ま

で30回余りの登山経験がある。今でも思い

出すのは、高校生の頃に徒、舜瞥岳で初めて

出合った、あのエゾツツジが露に濡れなが

ら、美しく咲いていた姿である。この山に

は熊が棲息しており、足跡や糞を見たり、

鳴き声まで聞いた事があるために、登山を

する毎に熊が近くに居るような気配を感じ

以前は 1人でも平気で登山をしたが、今で

は少々億劫である。

棒前山。この山は最近になって小憤火を

起こすなど、火山活動が継続しているので

高山植物群の将来が心配な山である。噴火

を繰返しているために地質が新しく、高山

植物が特に豊富とは言えないが、周囲の火

山灰地に広がる森林帯は広大であり‘それ

なりに植物の種類も多い。頂上附近の岩礁

帯には、緑のじゅうたん程もある大株のイ

ワヒゲが群落を作り、コメバツガザクラ、

イワギキョウ、タルマエソウ、コメツツジ

の群落も見事である。その他にエゾイソツ

ツジ、ナガノイツガザクラ、シラタマノキな

ども自生しているので、低い山であるが高

山に登った気分を味わえる。

山麓に広がる森林中には、クマガイソウ、

サルメンエビネ、コケイラン、 トケンラン、

ミヤマウズラ、アケボノシュスラン、サイ

ノ、イラン、キンセイラン、エゾスズラン、

オニノヤガラ、ミヤマモジズリなどのラン

一 「 圃

科植物が多く見られる。この森林帯は広大

で有るために、私も方向を間違えて同じ場

所を何度も歩いた苦い経験がある。

以上で(2)の地方については終る事にする

が、ウトナイ湖周辺の湿原や海岸線の調査

が残っているが、これらは今後に期したい。

情報によると、夕張岳に産する葉裏の淡紫

色なヒメウメパチソウと同型と思われるも

のが、勇払附近に有るとの事だし、エソマ

ツムシソウ、クロユリ、サクラソウなども

大体この地方から東に分布しているような

ので、この地方は東西、南北を結ぶ線の接

点であるような気がする。胆振を含めたこ

の地区は、私の地元でもありますので、今

後は様々な角度から調査したいと考えてま

す。

3 日高山系

昨年、遅ればせながらもこの日高山系が

国定公園の指定を受け、国策による保護を

受ける様になった事は、喜こばしい限りで

ある。

この日高山系は、遠くアルプスやヒマラ

ヤ山脈と同時期頃に造山運動を始め、幾度

かの氷河期を経て今日に至ったと思われる。

生棲動物では、生きた化石とも言われてい

るナキウサギを始め、タイセツタカネヒカ

ゲ、カラフトルリシジミなどの蝶や、アポ

イカンノゼ、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、ヒダカ

ミネヤナギ¥力ムイビランジ、ヒダカトリ

カブト、ヒダカゲ‘ンゲ、ヒダカミヤマノエ

ンドウ、ヒダカイワザクラなどの固有種も

数多く、我々山草趣味家にとっても、注目
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すべき価値ある山系である。

私は今日までに幌尻岳に 3度、 トッタベ

ツ岳・ペテガリ岳に各 1度づ、つ登山してい

る。だが、エリモ岬や日高山系の中部に位

置するカムイ岳を始め、北部に位置する山

には未登山の山が多く、昨年はこれらの山

に登山計画を立てたのだが、様々な事情に

より中止となってしまった。今、この稿を

書くに当り、その時に登山をしておれば更

に広くこの山系の事を書く事が出来たもの

と、残念でならない。

昨年までに幌尻岳に 3度を始め、ペテガ

リ岳、 トッタベツ岳にそれぞれ登山したが、

登るたび毎にこの山系のもつ深い魅力に引

き込まれて行くようである。

北日高山系の幌尻岳と戸蔦別岳を中心と

した植物について書いて見るが、この山に

ついては、昨年発行の本誌 2号に紀行文と

して書いたので、今回のはその続編として

読まれたいと思う。

幌尻岳に向い、沙流川の支流額平川を経

て幌尻山荘までの登山道附近に見られる植

物としては、オオタカネパラ、ソラチコザ

クラ、エゾノトウチソウ、ミヤマハタザオ、

ミヤマトウキ、夕、イモンジソウ、ヤマハナ

ソウ、チシマイワブキ、エゾノレリソウ、キ

リンソウ、キノイナノコマノツメ、ヒダカイ

ワザクラ、カムイコザクラ、ミヤマハナシ

ノブ、ヒ夕、、力トリカブト、エゾノレイジン

ソウ、ウラゲハクサンシャクナゲ、オオノぜ

ミゾ守ホオズキ、 ミソガワソウ、チャボカラ

マツ(コカラマツ)、チシマセキショウな

どである。

エゾルリソウについては、七ツ沼にしか

自生しないと聞いていたが、額平川の流域

に少数ではあるが見出された。ヒダカイワ

ザクラは力ムイコザクラの型であるが、私

の住む伊達市産のものと大体同型である。

幌尻山荘から幌尻岳に至る稜線までの植

物は、イワツツジ、エゾイソツツジ、エゾ

ツツジ、ナガゾイツガザクラ、ヤマブキショ

ウマ、ミヤマダイコンソウ、タカネナナカ

マド、ケエゾキスミレ、イワオトギ.リソウ、

ヨツノイシオガマ、カムイコザ、クラ、エゾキ

ンノイイ、モミジカラマツ、 ミヤマキンポウ

ゲ、ミヤマハンショウズル、エゾハクサン

イチゲ、ハクセンナズナ、ムシトリスミレ、

エゾシオガマ、チシマアマナ、チシマセキ

ショウ、ヒメイワショウブ、アオチドリ、

ハクサンチドリ、エゾカンゾウなどである。

幌尻岳山頂に続く稜線に出ると、屋根の

向こうに戸蔦別岳が見え、この山を眺めな

がら歩く登山道から各所に広がるお花畑を

見る事が出来る。それらの植物を紹介する

と、コガネギク、サマニヨモギ、ユキノイト

ウヒレン、ウスユキトウヒレン、ミヤマア

ズマギク、エゾノウサギ.ギク、チシマギキ

ョウ、白花チシマギキョウ、イワギキョウ、

白花イワギキョウ、八重咲イワギキョウ、

イワヒケ¥ジムカデ、クロマメノキ、ナガ

ノイツガザクラ、エゾノツガザクラ、アオノ

ツガザクラ、コメノイツガザクラ、チシマツ

ガサ工クラ、 ミネズオウ(斑入りも有る)、

コケモモ、エゾツツジ、エゾイソツツジ、

ウラシマツツジ、イワヒケ¥キノイナシャク

ナケ¥コノイノイチヤクソウ、カラフトイチ

ヤクソウ、カムイコザクラ、ケエゾキスミ

レ、エゾコザ、クラ、イワベンケイ、アオノ
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イワベンケイ、ゴゼンタチノイナ、 ミヤマキ

ンノイイ、チングノレマ、 ミヤマダイコンソウ、

チョウノスケソウ、コガネイチゴ、エゾノグ

ンナイフウ口、シラネニンジン、イワウメ、

イワオトギリソウ、イワブクロ、ミヤマリ

ンドウ、エソーヒメクワガ.夕、 リンネソウ、

ウコンウツギ¥チシマヒョウタンボク、タ

カネオミナヱシ、ガンコウラン、ムカゴト

ラノオ、オオイワツメクサ、ミヤマハンシ

ョウズjレ、ハクサンイチケ¥、ミヤマキン

ポウゲ、エゾキンノイイ、ハクサンチドリ、

ウズラノイハクサンチドリ、ヒダカミネヤナ

ギ、ヒメイワタデなどで、日高山系の中で

も種類、広大さでは最高級のお花畑と思わ

オlる。

日高山系を連らねる稜線は、狭く険しい

のが特徴であるが、この幌尻岳は山頂も他

の山より広く、カールも 3ケ所ほどある。

中でも七つ沼カール、北カールは規模も大

きく、この山系では恵まれた環境のために

豊富な高山植物の楽園となっている。南側

に面した七つ沼カール附近には、前記お花

畑で紹介した植物の大部分を産するが、水

に恵まれた環境の中に、エゾコザクラ、ジ

ムカデ、アオノツガザクラ、ミヤマタネツ

ケパナ、タカネトウチソウなどが見られ、

少し乾いた所にはイワギキョウ、イワブク

口、白花イワブク口、フタマタタンポポ、

クモマニガナ、エゾルリソウなどが多く見

らオlる。

幌尻岳山頂より戸蔦別岳に向う稜線上附

近は、前記植生と同様であるが、カムイビ

ランジを稀産すると共に、チョウノスケソウ

も自生している。 2種とも険しい屋根筋の

>> 

岩場に産し、同所にはナガパツガザクラ、

エゾツツジ、ミヤマダイコンソウなどが特

に目立って多い。日照、を好むチシマツガザ

クラ、ミネズオウは少なく、ハイマツ、タ

カネナナカマド、チシマザクラがこの稜線

上には多く見える。

戸蔦別岳附近の主な植物を挙げると、ム

シトリスミレ、ホソノイトウキ、力トウノ、コ

べ、ユキパヒゴタイ、ナンブイヌナズナ、

タカネナデシコ、 ミヤマオダマキ、オオイ

ワツメクサ、エゾノタカネツメクサ、ミネ

ズオウ、キノイナシャクナケ¥コケモモ、イ

ワヒゲ、ウラシマツツジ、ヒメイワタデな

どが見られる。

ユキノイヒコータイ、ホソパ?トウキ、カトウ

ハコベは夕張岳、アポイ岳、チロロ岳も産

地として知られており、ナンブイヌナズナ

は夕張岳にあり、アポイ岳には、カトウハ

コベの変種アポイツメクサを産する。これ

らの同一植物分布から考えると、日高山系

と夕張岳は、共通した地質と歴史を持って

いる事が解る。

チロロ岳にはミヤマハンモドキす産する

他、サクラソウモドキ、クモマユキノシタ

を産するが、日高山系ではこの山のみであ

る。クモマユキノシタについては、夕張岳

と大雪山系が道内では主たる産地である。

ヒダカミヤマノエンドウ、ツクモグサカミ

ピパイロ岳。ペンケヌシ岳は日高山系唯一

のコマクサ自生地として知られている。こ

の日高山系北部の山には、夕張岳や大雪山

系などと共通した植物が見られるが、マメ

科植物の自生はピパイロ岳のみで、広大な

お花畑をもっ幌尻岳や戸蔦別岳にはマメ科
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植物が無く、空白地帯となっているのも興

味深い。他のマメ科植物は幌尻岳以南に見

ら才lる。

エサオマントツタベツ岳は戸蔦別岳の南

に位置し、植物種の豊富な山として知られ、

山腹に大小 4個所のカーノレがある。カール

底周辺は 1大お花畑となり、この山から南

に自生するヒダカケ、.ンゲ、チシマケ、‘ン庁、を

始め、幌尻岳に匹敵する花々が咲き競って

いる。周囲の札内岳、イトンナップ岳と連

らなるこのエサオマントツタベツ岳には、

登山道らしき道もないために沢登りとなり

このために足に自信のない人には残念なが

ら無理である。

日高山系では第 2位の高峰を誇る力ムイ

エクウチカウシ山は、この山系個有種のカ

ムイビランジの最初の発見地であり、カム

イコザクラと同様に、この山の頭文字「カ

ムイ」を植物名に冠した事でも知られる山

である。この山も登山道が無く、辛く厳し

い沢登りによる登山しかなく、容易に人踏

を許さない原始の姿を今尚保っている山で

ある。

数年前に、九州大学の登山パーティーが

熊に襲われ、多数の死傷者を出した惨事を

記憶されている方も多いと思うが、あの悲

劇が起こったのはこの山である。

昔、全て人聞に幸をもたらすものは神で

あった。熊も人間に美味しい肉を提供して

呉れる神であり、火も神であり、魚も烏も

神であり、それらはすべて何々カムイ(神)

と呼ばれた。山の名にカムイを冠するのは

それらを産する意味も含まれそうである。

このカムイエクウチカウシと言う名は、

熊が転げ落ちた所という意味だそうである。

ペテガリ岳。かつて「遥かなる山」とし

て岳人の憧れの山であったが、最近、十勝

側の早大尾根の他に、日高側に西尾根コー

スが出来、一般登山家にも気軽に登ること

の出来る山となった。

何月号であったか忘れてしまったが、ガ

ーデンライフ誌にペテガリ岳登山の紀行文

が戴っていたが、それは、山頂に続く道が

大きな起伏の連続である為に飽きてしまい

とうとう登頂を断念した内容で、最後の文

に、やはり「遥かなる山」であったと結ん

でいた。

私も昭和53年に登ったが、これは私にと

って、最初のパーティーを組んでの登山で

あった。山荘に泊り日帰りコースを執った

が、往復12時間程を費やした。このコース

は起伏が多く、幾度もピークを目指して登

り降りしなければならず、最後には、標高

1，000 mまで下降し、 1，736mの頂上を目

指して 1気に登るのであるが、その頃には

足に自信のある私もさすがにガックりきた

ものである。なにせ、平均斜度22度程もあ

る直線に近い道なのだ。

ょうやくペテガリ岳の頂上を極め、安堵

の胸をなで下ろしたが、残念ながら曇天で

風も強く、日高山系の全容を見る事は出来

なかったが、それでも、山系で最も険悪な

沢登りコースを持つ中ノ岳、南日高山系に

位置する名山神威岳、北にルベツネ岳、

1，832峰などの峰々を眺望出来た事を、今

でも鮮明に想い出すことが出来る。

ペテガリ岳で見られた植物は、ミヤマキ

ンノイイ、キノイナシャクナゲ、 コメノぜツガザ
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クラ、シラネ二ンジン、エゾツツジ、コケ

モモ、クロマメノキ、ナガパツガサごクラ、

ウラシマツツジ、ミヤマナナカマド、コガ

ネイチコ¥エゾイソツツジ、ヒダカゲンゲ、

チシマゲンゲ、カムイコザ、クラ、チシマワ

レモコウ、ケエゾ‘キスミレなどである。

計画では 2日間の日程を予定した登山で

あったが、途中で落伍者が出て 3日聞を要

する事になってしまった。そこで 1番に困

ったのは食糧で、予定の 2日分しか用意し

なかったために、当然、不足となってしまっ

た。それでも各自が食べ残していた食糧の

すべてを出し合い、ペテガリ山荘でメクラ

鍋を囲む事が出来たが、今では、その事を

も含めて楽しさと苦しさを混じえた思い出

の山となっている。

このペテガリ岳へ登山する時は、少くと

も3日間の日程と 4日分の食料を持参する

ようにお勧めしたい。

アポイ岳。この山は固有種も多く、山の

名を冠した植物が多く見られる。

アポイアザミ、アポイカンノイ、ヒダカソ

ウ、エゾ.コウゾリナ、アポイタヌキラン、

アポイクワガタコアポイアズマギク、アポ

イマンテマ、アポイヤマブキショウマ、ア

ポイキンノイイ、アポイタチツボスミレ、ア

ポイミセバヤ、アポイツメクサなどの固有

種の他に、ヒダカイワザクラ、エゾキスミ

レ、ヒメエゾネキ¥ホソノイトウキ、ヒメシ

ラネニンジン、ヒダカトウヒレン、ミヤマ

ハンモドキ、タカネヤハズハハコ(アポイ

ハハコ)、ホソノイノコガネサイコ(エゾサ

イコ)、エゾノハクサンボウフウ、ワレモ

コウ(小型)、イチョウラン、サマニユキ

ワリコザクラ、コメガヤ、キキョウ、イブ

キジャコウソウ、エソーマツムシソウ、チャ

ボヤマハギ、アボイセキショウ、ヨツノイシ

オガマ、タカネオミナエシ、キンロノイイ、

ヒメナットウタザイ、エゾツツジ、ウラシマ

ツツジ、チングルマ、ハクサンチドリ、シ

ョウジョウノイカマ、チシマフウ口、イソツ

ツジ、マルノイシモ、ソケ、ビロードエゾシオ

ガマ、クロミノウグイスカグラ、チシマセ

ンブリ、ヒカゲ、ノカズラ、エゾヒメクラマ

コリケなどがあり、ヒダカソウは幌満お花畑

附近に目立つ。

このアポイ岳は、標高 810mの山である

が、多くの学者によって植物学的に全容を

明らかにされ、植物の宝庫として有名であ

る。

現在、アポイ岳の高山植物群落は、天然

記念物として保護されている。

日高山系には、今回紹介した山以外にも

数々の高峰を誇る名山があり、中には、標

高を誤認された山が有るなど、まだまだこ

の山系には未知の部分が多い様に思、う。

最近、日高と十勝を結ぶ「日高中央横断

道路」の建設が計画され、 「開発か自然か」

の命題をめぐって、賛成派(開発推進)と

反対派(自然保護)との間で、激しい論戦

が展開されているが、これは、昨年開通し

た知床横断道路に次ぐ本格的な山岳道路な

だけに、今後の進展に注目したい。

道路の開通による自然破壊は、知床の例

からも容易に推察出来る。 r手つかずの最

後の自然、」と言われる、この原生自然環境

を、このまま永世に伝えたいと思う反面、

この美しい天然林や高山植物、蝶などの昆
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虫類に出会うためには、険しい山稜を歩か

なければならず、その意味では一般の人が

気軽に楽しめる山ではなく、一部の玄人の

みの山になってしまう恐れがあり、この点

に不満を感ずる。

話を平野部に移そう。

日高地方の平野部、山岳部は、樽前山の

噴火による降灰に覆われた事があり、それ

が認められる地質を持つ山野には、クロユ

リ、サクラソウ、スズランが多く見い出さ

れ、この日高地方では、一般の人にも親し

まれるほどに、普通に見られる草花である。

エリモ岬付近では、ミヤマアズマギク、

チシマセンブリ、エゾマツムシソウなどが

群生し、ハクサンシャクナゲは稜性化して

エリモシャクナゲと呼ばれ親しまれている。

海岸に面した岩場には、ヒダカミセパヤ、

エゾミセパヤが多く見られ、森林内には、

エゾオオサクラソウ、イチョウラン、クマ

ガイソウ、サルメンエビネ、クルマユリな

どが見られる。

日高南部の山中で、最近、ヒナチドリが

見出され話題となっている。今のところ 1

部分の自生地しか明らかでないが、今後は

広い範囲から発見される事であろう C

最近発見されたものに、ヒダカミツバツ

ツジがあるが、これは、エリモ町庶野で発

見されたものである。雄ずいが10本あると

の事で、固有種であるのか、又、本州産の

どのミツバツツジの系統(変種)になるの

か、今はまだ調査中のようである。

日高地方にも、 トドハダ五葉松という、

この日高地方には、本州、しとの関連を想像

させるような植物があったりして、私の興

味はっきないが、今までに見てきた事は、

この地方のほんの一部分にしか過ぎず、ま

だまだ未知の部分が多いので、今後も許さ

れる限りの時間をかけ、もっともっと広く

深く、調査研究をしたいものと思っている。

昨年、阿保さんから、 「来年 (58年度)

は北海道産の植物を重点的に編集したいの

で、道南と日高地方の原稿をお願いしたい」

と言われ、持前の軽卒さも手伝ってお引受

けしたまでは良かったが、その後同氏より

野坂先生に夕張岳、豊国先生に大雪山につ

いてそれぞれ書いて戴く予定であることを

お聞きし、これは大変なことを引き受けて

しまったと思ったものであるつその重大さ

に戦きながらも、どうにか責任を果すこと

が出来た今、安堵の胸をなで下している。

昨年はこの構想を聞いた後で、取材を兼

ねての日高山系登山を計画したが、都合が

悪くなり、実行出来なかった事が残念であ

る。だが、その代りに予定になかった渡島

櫓山地方に、 3度程行く事が出来た。私は

幸いにも、当会員中では最年少であり、そ

の意味では、これからも日高山系を始めと

して、各地の山に登山が出来ると思うので、

そのつど植生などについてお知らせしたい

と思う O

最近、北海道内で、日高のヒナチドリ、

ヒダカミツバツツジなどの、新しい植物の

発見発表がなされており、その他、夕張岳

五葉松を産すが、これの木肌はトド松に似 山系にキパナノアツモリソウが自生する話

たつるつるしたものである。 や、レンゲツツジが道産種であるのかどう
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カミ、オクシリエビネはナツエビネであるの

かなど、その実態が明らかでないものもあ

り、更に、植物図鑑などには、道南地方に

キパナノアツモリソウやアツモリソウがあ

るように戴っているので、これらをも含め

て、今後、私なりに分布域を確かめたいと

思っている。

また、日高、大雪山系固有種などの、限

られた地域での植物についても、地域限定

などに疑問を感ずるので、この点について

も、 1山草家として、今後に問いかけてみ

アこし'10

私自身が未熟者の上、充分な資料を得ら

れないままに書いたので、多分に誤りがあ

る事と思いますが、先輩諸氏の御叱正と御

指導をお願いし、拙文の結びとします。

石狩地方の植物 Ci J 

はじめに

小生は、北方山草会に入会したばかりで

植物を観察の相手にしてからまだ数年にし

かなりません。それ故に「石狩地方の植物」

の内容も、地方により詳細を欠くことがあ

りますが、別の機会にその部分を補い、し

っかりとしたものにしたいと考えていると

ころです。題名の末尾に(1)を附した理由も

そこにあります。

石狩郡新篠津村 外 山 雅 寛

想像され、そこにキタヨシやガマなどが植

生し、現在の新篠津湿原がっくりあげられ

た。本村に隣接する当別町は海侵期の海水

がなかなかひかなかったためであろうか、

地下水はピリッとするほど塩からい。また

当別町は古石狩湾上昇の跡が明かで、海成

段丘が残存し(高岡段丘20m内外)二枚貝

の化石が段丘の頂上からも発見される。

新篠津村の気候は、石狩川の影響を強く

受けているが、準内陸性気候である。 r新
1 新篠津湿原の花 篠津村総合開発計画書」によると初霜10月

(1) 自然の状況 14日、晩霜 4月25日で、年平均気温は 6.7

本村の地勢は、石狩川の右岸と篠津川の ℃である。 5月から 9月の間の積算湿度は

両岸を除外すれば、全て泥炭地で、この士 2，666
0

C融雪時から初夏にかけて南西の冷

地の自然、史は石狩川の歴史とも言える。 たい風が作物の初期生育に大害を与えるこ

今からおよそ数千年前石狩川がこの近く とがあるが、美しい花を咲かせる山草は極

を蛇行し、多くの沼を形成していたことが めて多いようである。
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