
夕張岳の超塩基性岩地帯(蛇紋岩地帯)の植物

はじめに

本誌前号で、夕張山脈の植生と植物相の

概況について記したが、引き続き夕張山脈

の植物についての解説の御依頼を受けたの

で、本号では、夕張岳の超塩基性岩(蛇紋

岩)地の糠生について御紹介することにし

tこし、。

1 夕張岳の超塩基性岩地域

前号 8頁の地質概念図のとおり、夕張山

脈において夕張岳近傍が最も大規模な超塩

基性岩(ここでは蛇紋岩。以下、蛇紋岩と

記す)体の併入を見る所である。このこと

が、中生代ジュラ系の輝緑凝灰岩類のみよ

りなる芦別岳などと大いに異なる所で、植

生的にも植物相的にも複雑な要因となる。

夕張岳の本峰、釣鐘岩、ガマ岩、前岳(夕

張西岳)諸蜂などは、千枚岩や片岩類の神

馬古浬変成岩類よりなる急峻な峯で、本峰

とガマ岩との間に、蛇紋岩台地上に展開す

るミズゴケ綴原が見られる。このミズゴケ

湿原は、ほぼ平担であるが、僅かに南西方

向に傾いている。中央部に、深さ20cm、直

径10m程度の小池があるほか、小さな水た

まりが所々に点在するが、中央の池以外は

盛夏には干上ってしまうことが多1， '0 ミズ

ゴケ湿原の革本閣は、主としてタカネグロ

スゲ-"yプツアサツキ群落によって占めら

れ、縁辺部にはイワイチョウ群落、 トウゲ

プキ(エゾタカラコウ〕群落、タカネトウ

江別市野坂 志 朗

ウチソウ群落などが見られるほか、部分的

にユウバリカニツリやナガパキタアザミの

優占する群落が見られる。池を中心にして

タカネグロスゲーミネハリイ若干落が見られ

ることが多い。北海道の高層湿原に広く見

られるワタスケ¥ヤチスケ¥ヤチギボウシ、

ミカズキグサ、ホソパノキソチドリなどは

見られなし、。

このミズコケ自草原縁辺部の所々から、夕

張川や空知川の本流や支流が発しているカL

それらの河川の源流部は、 20-30
0

の傾斜

の蛇紋岩崩壊地となっている。蛇紋岩の粘

土化が著しく、土壌表層は極めて不安定で

あり、この様な立地にγ ソハキスミレを含

む極めてまばらな特異な群落が成立してい

る。崩壊地の上部は、蛇紋岩小磯と粘土の

裸出した小範囲の平坦地形があれそこに

特異な高山荒原植生が見られる。本号では

特にこれらの蛇紋岩裸地に見られる植生に

ついて多少論述する。

2 蛇紋岩裸地(崩壊地)の植生

筆者か植生調査を行った蛇紋岩崩壊地は

第I図のとおりて、ある。図中、 l、 2及び

3の調査地は平湿地形、 4-9は傾斜地で

土壌表層は緩めて不安定である。各調査地

の標高と傾斜は次のとおりて、ある。

調査地 1:標高1，400眠、平坦地

調査地 2:標高 1，420m、平坦地

調査地 3:標高 ].480m、平坦地
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調査地4:標高1.250問、東に 19
0
傾斜 及び平担地と斜面の双方に共通に見られる

調室地 5:標高 1.350m、南に16
0
傾斜 ものが区別される。

調査地 6:標高 1.400m、北に230
傾斜 ( 1) 主として平坦地(調査地1.2. 3 ) 

調査地 7:標高 1.400m、北北東に26
0 に限って見られるもの

傾斜 チシマヒメイワタデ、タカネナデシコ、

調査地8:標高340m、南南東に24
0
傾斜 オオイワツメグサ、タカネスミレ、コケ

調査地9・標高380m，南に 13
0

傾斜 モモ、ュウパリソウ、チシマキンレイカ、

第 1図 夕張岳の蛇紋岩崩壊地

-I km 

これらの蛇紋岩崩壊地には、 60種あまり

の種子植物が見られるが、平坦地に限って

見られるもの、斜面に限って見られるもの

ユキノミヒゴタイ、タカネシハスゲ、タカ

ネヒメスゲ及びクロミゼキショウの11払

(2) 主として斜面(調査地 4-9)に限

って見られるもの。持印は調査地 8と9に

のみ出現する。

アカエゾマツ(極めて小型)そリシリピ

ャクシン、ヒロハノヘピノホラズ、エゾ

ホソパトリカプト、コミヤマキ γポウゲ、

モウセンゴケ、ヤマブキショウマ、タカ

ネトウウチソウ、ナガボノ、ンロワレモコ

ゥtオトギリソウ、ハイオトギリ、チシ

マアウロ、ヒメナットウダイ、アポイタ

チツボスミレ、 γソパキスミレ、ェゾム

ラサキツッ、バエゾシャクナゲすュウパ

リコザタラ、ユウバリリンドウ、イァキ

ジャコウソウ、ヨツパシオガマ、エゾミ

ヤマトラノオ、エゾタカネニガナ、ナガ

バキタアザミ、タカネタンポポ、オオウ

シノケグサ、エゾコウボウ及びホザキイ

チョウラ γの28種。

(3) 平坦地形・斜面の双万に共通に見ら

れるもの

ノ、イマツ、ムカゴトラノオ、カトウノ、コ

ベ、オオタカネツメグサ、コバノツメク

サ、タカネグンバイ、ナYプイヌナズナ、

ウメパチソウ、クモマユキノシ夕、チソ

グノレマ、コウパリキ γパイ、ホソノミトウ
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キ、チシマニンジγ、ガンコウラ γ、ム

シトリスミレ、ミヤマアズマギ夕、ミヤ

マウシノケク'サ、ナ yプソモソモ、タカ

ネグロ兄ゲ、シプツアサツキ、ヒメイワ

ショウプ及びハクサンチドリの22種。

調査地 4-9の斜面では、調査地 9を除

いては植被率10%にも満たない緩めてまば

らな群落が見られる。土壌表層の移動が激

しいので群港は不安定であり、シソパキス

ミレ(闘有種)とユウパリリンドウが目立

っている。両種の開花期f:l:1カ月ほど異な

っており、シソパキλ ミレは 7月上旬~下

旬、ユウハリリンドウは8月中旬が花盛り

である。シソパキスミレの花期は、同時に

ユウパりコザクラの花郊でもあり、 25年ほ

ど前には、調査地 5の7月中旬~下旬の景

観は、青灰色の古臨岩粘土斜面に、黄、赤、

紫、白の星をちりばめた様な、シソバキス

ミレ、ユウパリコサエグラ、ム、ントリスミレ、

グモマユキノシタなどの花盛りであった。

近年は見るかげもなく荒廃(盗採と踏みつ

けによる)してしまったo '/ソパキ兄ミレ

(Viola yubariana NAKAI )は、 1917

レの葉の幅を少しひろげて葉身を地面に触

れるほど埋めこむと、よく似た形になりそ

うであるo調査地8は、通称「石綿山jと

呼ばれる所であるが、ここのシソパキスミ

レは数本から20本くらいが集団をなして生

育しており、見事である。しかし、石綿山

に通ずる!日白金沢林道は15年前閉鎖され、

今では熊の横行が激しし、。ユウパリコザク

ラも夕張岳の誇る回有種 (Primulayup-

arensis TAKEDA)であるが、 これに

ついては本誌

前号の義国博

土の記事と、

小生の記事を

参照された~'o

武田久吉博士

が柳沢・浜名

両氏採集の標

本によって、

1913年英国

エジンバラ王

立植物園報告

第37号に記載

第2図ユウパリリンドウ

(調査地9のもの)

年植物学雑誌第 31巻139ページに小泉源一 発表したもの

博士によりオオパキスミレの変穏として、 である。染色

V. glabella var. crassifoliaの学名が

与えられたものであるが、後に 1922年、

中井猛之進博士によって植物学雑誌第36巻

31ベージに独立種として級われることにな

った夕張岳国有種て、ある。つやを帯びた葉

は、特に裏面が紫紅色がかり、 「シソバJ

の名の由来であるが、ほとんど地面にはり

つく様に展開し、オオパキスミレやフギレ

キスミレとは趣を異にする。ヒダカキスミ

-10 

体数は 2n~

36て、ユキワ

リソウやシベ

リアユキワリ

ソウの染色体

数 2n~ 18と

異なり、 4倍

体植物である。

8月中旬は
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ユウパリリ γ ドウの花盛りである。夕張岳

の高山帯には、ミヤマリンドウ、リシリリ

ンドウ、エゾオヤマリンドウ、ミヤマアケ

ボノソウなどリンドウ科の植物を産するカL

ミヤマリンドウがやや早目に7月中旬あた

りから咲きはじめるほかは、 7月下旬から

ボツボツ咲きはじめる。狭義のリンドウ属

植物が花冠裂片の聞に高i片があるのに対し

て、ユウバリリンドウやチ、ンマリ γ ドウは

高l片がなく、花冠喉部に糸状に細裂した内

片をもつことから、属をやL狭く限定する

ときはチシマリ Y ドウ属(Gent ianella ) 

として扱われる。はじめ、武田博士により

1915年、エジンバラ王立植物園報告第39

号 234ベージに、 Gentianayuparens i s 

TAKEDAとして発表され、後に 1959年

佐竹博土により Gentianellaに移された。

現今では、わが国リンドウ科植物の権威豊

国博士をはじめとして、 Gentiancllayu 

parensis (TAKEDA) SATAKEの学名

を採用する学者が多L、。大雪山黒岳、白雲

岳やニベソツ山、富良野岳などに産するほ

か、羊蹄山には亜種オYエリ Y ドウがある。

高山帯のものには、高さ 4cm足らずでl

花をつける小型のものもあるが、調査地9

の様な低地では、高さ25cm以上に達し、多

数分枝し、基部にロゼット状の葉をもっ第

2図の様な型のものが見られる。

一方、調査地 1-3の平坦地形の植生は

明らかにユキノミヒゴタイーユウパリソウ群

落によって代表される高山荒原である。右

表は調査地 2における群落調査結果である。

ユウパリソウ (Lagotisgl auca ssp・

takedana (MIY. et TATEW.) TOYO-

舵歓趨醗鈷.平"地幹藩閥牽畿
'ß耳~. '~101 

古"区叩番号 平均 繍度
随偽名

'" 3 I 4 I 5 I 6 7 冒 9110 11 1112 極度 陶

"'  ハヒゴタイ 21'砂 l' I 1 1+1 l' 2 I 1 1+1 1 1.1 I I 0.59 曲。
l ウ凡 'J ')ウ +γ  1'1111' + 11 I 1 1+1 f + I 0.33 91.7 
シブツアサ引キ ... ー ι+ ー +1+1-1+1+ -，"昭 .ヨ
1 ウバリキンバィ +ー ー . . . ー 1 1+1 + -I O.lll 旬。
チシマビメイワタデ 一， .. +ー... ー + ー -ID.a m.o 
9力 事 ヒ メ 1 ゲ +1+1+1+ ー“ー+ー+ o.a 開。
コ，モパマノユツキメj ヲb タサ

一， .. +ーー+ 0.01 3悶3
←?  すー +ー+I -I - - ， 0ω ".， 

2タ1力2〆ヰコシウパラスンゲ
+ I -I 2 11' 1 I 0.31 ".， 
ー... 司自ー... -I 0.01 ".， 

チシ干キンレイ力 一骨四ーーー + 10.007 悩 7
ミヤ干"マヰドタ + 札匝B 自3
コケモモ +叩 ".， 
エゾタ力亭 'Jj.~ ザ ←+ー ←叩 ".， 

オヲミロヤオミマイJウイワワむツゼJキメfEPJfヨFウザザ
+ー -， 0咽

"' ーーー+ -， 0咽

"' -I -I -I + -， 0阻 旬3
ハイマツ +ーーーー -， 0阻 自3

KUN 1 et NOSAKA)は、はじめウルッ

プソウとして記録され、後に、柱頭は全縁

で二裂せず、花糸は花冠上唇の中央よりや

や下に着き、花は帯青緑白色であることに

より、宮部・館脇両博土により 1933年別

種としてL.takedana MIYABE et 

TATEWAKI の学名とュウバリソウの和

名が与えられた(札幌博物学会報第13巻 3

-4ベージ〕。独立種とする扱L、、ウルツ

プソウの変種とする扱いもあるが、筆者は

ウノレップソウの亜種とする見解である。花

期は7月上旬~中旬で、ユキパヒコタイの

花販の 8月には、褐色がかった果穂となっ

ている。ウルップソウよりも全体に 1まわ

り小型で、葉の幅もやや狭L、。

ユキバヒゴタイ (Saussureachionop-

hylla TAKEDA)は、武田博土によって

1915年、 ユウバリリ γ ドウやウスユキト

ウヒレγなどと共に記載発表された。トウ

ヒレン属(Saussurea)のうちで、花床に

剛毛の無いDepressae節に所属し、 園内

唯一のこの節の種である。下部の葉 2-3

枚はロゼット様に展開し、長さ 5-12cm、

幅3-6cm、卵形、心底、鋭頭で、鋭い鋸
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同

歯があり、 1-3仰の葉柄がある。質やや

厚く、表面は深緑色、裏面は白色綿毛を密

布し、 「ユキノリの名の因となっている。

茎は花時lQcm前後の高さがあり、 1-3枚

の茎葉があるが、青灰色の小磯混じりの裸

地に、地表に貼りつく様にして点々と生じ

ている様子は特異な景観て、ある。降雨時に

浅い水溜りが生じる様な所はユウパリソウ

が多く、やや乾燥気味の所はユキバヒゴタ

イが多い。

極めて稀に白花品があり、シロパナユキ

バヒゴタイ(S. chionophylla TAKEDA 

form. albiflora SUGIMOTO)と称さ

れる。

ユキパヒコタイは、 1953年、 五十嵐恒

夫博土によってトッタベツ岳産の標本が得

られるまでは、l 夕張岳固有種とされていT品

現在では、 トッタベツ岳の他に、チロロ

岳の産も確認されてし、る。トッタベツ岳で

は、ユキノ、ヒゴタイ群落は、山頂近く標高

1. 900 mほどの尾狼に続く北西に面した緩

斜面に数平方米程度の小規模なものがいく

つか見られ、いずれもカンラン岩の礁の多

い立地である。夕張岳の群濯に比して、規

模が小さいこと、ユウパワソウを含まない

ことの他に、クモマユキノシ夕、シプツア

サツキ、ェゾミヤマトラノオ、 Fカネヒメ

スゲ、夕方ネシパスゲを含まず、チシマギ

キョウやタイセツイワスゲなどの乾燥立地

を標徴する種類を含んでし、る。

トッタベツ岳産のユキノ〈ヒゴタイは、夕

張岳産のものに比して、葉の幅がやや狭く

錯歯が粗大である様でもあるが、一見して

少々背が高く感じられる。そこで、根出葉

の広がりの半径をA、花時における花茎の

高さをBとして、 B/Aの比を求めてみる

と、夕張岳産のものは、 0.75-1.09で平

均 0.83であるのに対し、 トッタベツ岳産の

ものは、 1.00-2.41で平均1.55となる。

これらの数値は、僅かにオーバーラップす

るが、かなりの差が認められる。もっとも、

夕張岳のものは 120個体についての計測値

であるが、 トッタベツ岳のものは僅か18偲

体についての計測値なのが難点で、断定的

なことは言えなし、。しかし、ウスユキトウ

ヒレγ(SaussureayanagI sawae TA-

KEDA)における、基準型とオオタカネキ

タアザミ (var.elegans NAKAI )との

遠いのようなものであろう。ただ、オオタ

カネキタアザミが、果してユキバトウヒレ

yの変種として区別すべきものかどうかは

疑問であるが。

第 3図 ユキノミヒゴFイのプロブイノレ

左:トッタベツ岳産のもの

右-夕張岳産のもの

half 01 width 
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横軸に糠出薬の広がりの半径を、縦軸に 以上、夕張岳の蛇紋岩崩壊地の植生の概

花時における花菜の高さをとって、トッタ 況と、二、三の標徴種の特徴について記し

ベツ岳産と夕張岳産のユキノξヒコタイのプ た。次回はできるだけ図版等を多くした記

ロフィノレを示したものが第 3図である。 事にしたいと考えている。

スミレイワギリソウ Boeahygrometr ica 

( Bunge) R. Brを裁培して

1981年 6月のことだったと記憶します。

日中友好団体に所属する友人から「こんか

い北京に行くことになったが、その近辺に

珍らしい山野草はないものだろうか、若し

あれば、是非採集して来たし、。目星しい草

の自生環境を教えてくれj と云って来た。

そこで、スミレイワギリソウと、ほか 2

-3の草を紹介したわけで…ー・-北京から

西へ麓溝橋を過ぎ、河北、周口広あたりへ

行くと、各所に杉山が見られ、道路脇の崖

は、既ね黒色土からなり、霜崩れしたよう

になだらかで楽に登ることができる。

崖の上には冷杉が欝蒼と茂り、崖縁まで

迫っている。そのような北面する屋面には

スミレイワギリソウが、あちこちに中~小

群落をつくり、無数生育していますO

本種は雲南、広西北部、広東、福建、漸

江、江西、湖南、貴州、四JII、湖北、甘粛、

侠西、河南、山東、山西、河北へと分布し

主に丘陵、叉は低山帯の崖面に生え、中国で
たぷ

は本績を猫耳桑と呼び、ややそれに似る大

東 京 都 北 沢 虞

型の根出葉が対生して、 l対ごとが正確に

90度づっ角度を変えて重なり、地表に密接

して多数展開し、茎部は短小で認めにくい

です。

葉は肉質で近円形~円卵形~倒卵形~菱

状惰楕形で、長さ1.8-5棚、幅1.3-5.2 
めぐ

cm、縁辺には鈍~鋭鋸歯が廻り、葉柄はあ

りません。

葉面は深緑色で僅かに艶があり、白色の

長毛をたくさん生じ、葉裏には白色~淡褐

色の綿毛が生え、葉脈は不明瞭です。

花茎は株あたり 1-5本、葉鮫より各 1

本づっ生じ、短腺毛を密生し、丈7-14棚

その頂部に 2-5花の集散花序を作ります。

花冠は、淡い藍紫色、径 1-2cm、浅く

開き衡の長さ 5-7師、上唇は 2裂、下唇

は3裂し、 2本の雄芯の花約は互いに連結

しますo

子房には短毛が密生し、花柱は長く伸び

て花の外に飛び出します。

務巣は長さ 3-5c机で、螺旋状にねじれま
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