
夕張岳産の隔離分布種について(1)

夕日長岳からは、現:(Jまでに、536種 1亜種

10変稀11品栂の種子植物が記録されている

が、それらのうちで、|寸内において著るし

い隔離分布を示すものがいくつかあります。

今[u[は、夕張岳産の隔離分布種について、

分類及び分布の概姿等を紹介します。

1 カトウハコベ (Arenariakatoana 

MAKINO)む千県早池峰ILJ産の標本に基

づき、 1905年、牧野富太郎博トにより記載

発表された日本固有極である。極小名のka

toanaは、牧野博士の後援おーであり、 1[1芹1

愛好家でもあった加藤泰明子爵に献名され

た。今日までに、早池峰山のほか、群馬県

谷川岳、サ'11[>1[1、北海道では夕張岳、 トソ

タベツ岳、チロロ岳、キリギシ山、'高良野

I可岳;~~の産が知られている。 1!í;山城では、

穂、目1)坊主山の蛇紋岩崩壊J也にも産する。こ

れらの産地は、キリギシ111が石灰梓の宕熔

であるほかは蛇紋告かカンラン岩の111で、

木種が超海基性岩特生防物であることを示

している。国内庁:のArenaria属のものには

近縁積が知られていないので、恐らく、極

東寒帯域に分布する同属の成る種のものと

共通起源のもので、 iW塩基'11岩(稀に石灰

お)地域に後氷期残作し、北方城の種とは

異った分化をしたものと忠われるが、明瞭

な近縁種は不明である。

1928年、館脇操博士は、アポイ岳rlifのも

のを狭葉の変掬V.lanceolata TAKEWAKI 

(アポイツメクサ)として反別した。早池峰
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山のカトウハコベは、葉の阪/葉の長さの

比がi}1.均0 ， 53 (O， 45~0 ， 65) 、アポイ岳産の

ものの比は平均0，20 (O， 15~0 ， 29) である o

夕日長岳とトソタベヅ岳のものは、概して両

1;の中間型である。これらの関係は第 1凶

に示すとおりである。

第 1同 カトウハコベの葉脈/葉長比
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詳細については、本誌の前身の「えぞや

まはなJ 12号所載の拙文を街l参照，;さい。

高111帯産のものは、 1E序がlji斗ーないし貧

弱な集散花序で、 1茎 1~ 2花で3花をつ

けるものは稀なのに対し、穂別坊主山のち

のは、全体やや大形で集散花序もやや発達

し、 I茎あたり 31[M以土の花をつけるもの

がかなり多い。

2 ナンブイヌナズナ (Drabaiaponica 

MAXIMOWICZ)ソビエトの7 キシモウィ

ッチにより、須川長之助氏採集の早池峰111

産の標本に基ついて1876年記載発表された

H本固有積である。 Draba属て蜘黄花の n木
古来種は、他に北海道から九州まで低池産

北方山草 6 (1986)



のイヌナズナ(0.nemorosa L.)があるの

みで、桜東地域全体を通じてナンブイヌナ

ズナの近縁種は知lられていない。花時 5-

10cmでl芸当たり 10(国足らずの小黄色花を

つけるこの可憐な植物の起源は謎に包まれ

ている。グリーンランドから北米ロッキ一

山脈にかけて分布する D.aurea VAHLや、

北米東部アパラチアI1I脈沿いに分布するD.

ramo田 isimaDESV.が近縁と言われるが、

前者は果実に税毛があり、後者の果実も持i

とはいえないが有毛でhあって、両者とも花

l時には10-30cmの高さとなり、 1菜に15-

20花、 H寺により多数花をつけるので、はる

かに小型で少数花、しかも果実が無毛のナ

ンブイヌナズナとは異なっている。なお、

D. ramossisImaの葉は概して鋸歯がない。

カトウハコベと同様に氷主1Iからの遺存種で、

わがIflの超堀基f生活高山に残存し特殊な分

イヒをi霊げたものと忠われる。

3 クモ7ユキノシタ (Saxifragalaci. 

niata NAKAI et TAKEDA )中升猛之進

博士が北朝鮮白頭山産の標本に基づいて

1941年に、一方、武阿久吉博士が夕張岳産

と大雪I1li亭の標本に基づいて1915年に、そ

れぞれ連名で記載発表したものである。対

極分布する S.stellaris L.に桜めて近く、

北朝鮮のものは、 i坑に1880年に S.stellaris 

として ]AMESが記録していた。 S.stella 

nsは、:JE弁基部が急、に紺lまって柄に続き、

約lま向~淡紫色、時に紫色であるのに対し

て、クモ7ユキノシタの花弁慕部は心問lで

よi状に突出して桝につながり、 41jは時赤色

である。クモ7ユキノシタは疑いもなく S

stellarisと同起源の穏であるが、同11'1では、

12ー

大雪山各所の市'I1 1 1荒lJ;i、夕張岳の蛇紋持小

磯地及びチロロ岳のカンラン岩荒原などの

限られた立地の疎幹落構成員として残存し

たものであろう。第 2凶は、クモマユキノ

シタの分布を示したものであるが、分類 1-.

の詳細については、本誌剣fil号所載の長Ii文

を飼l参!!日 トさいロ

第2灰I Jモ7ユキノシタの分布

クモ7 ユキノシタのように、日本海をめ

ぐって、樺太~北海道(利尻・礼文、大雪

J11、夕張・日許'Illlnm) -本1H高山~北朝鮮

高山、という分布型を不すものに、ヒダカ

ソウとその近縁種すなわちカラフトミヤ7

イチゲ(樺太) -ヒダカソウ(アポイ岳・

夕日長山脈の一部)-キタダケソウ(北岳)

~ウメザキサパノオ(北朝鮮)の{yIJもある

が、この様な分布は、大険と陸続きであっ

た頃の，'1地理を思わせるものとして興味深

。、
し

4 ハゴロモグサ (Alchemillaiaponica 

NAKAI et HARA)本種は、はじめ、牧野

富大郎博士が、白局長，Tr::の標木によってヨ

ーロッノぐのA.vulgaris L.に当てて、ハコ

ロモグサの和名(英名 !ady'smantle) を
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付して1902年に日本新佳を報告したもので

ある。第 3凶は、ヨーロッパの路傍の雑草

A. v111garisの 1型!を示したもので、ハッ

チンソン(1955年)による。

第 3肉 Alchemillavulgaris L 

爾米、八ヶ岳、北岳、荒川!岳、赤石岳等

11本アノレフ。スの諸山の序:が報告され、北海

道て約は夕張岳の産が原寛博土ーによって1937

年公表された。 Jj，(博目立、ハゴロモグサが

ヨーロッパのA.v111garis 11干のうちで細分

すると A.filical1lis sUSERに最ち近いが、

芸がより多毛で葉の切れこみが秘めて浅い

別種であるとし、 '1'井敏之進博士と連名で

日己の学名を与え、 1937年に記載発表した

ものである。夕張岳では、前述の 3秘が蛇

紋岩崩壊I也に生じているのに対し、本種は、

本峰尾根の部とガ7持附近のみに生じ、

蛇紋岩との著しい関係が見られない。

長らく北海道における産地は夕張岳のみ

であったが、 l'主辺定見・佐藤謙i両氏によっ

て、 1971年にキリギシ，1，のI哀が被告された。

13 

第4図は、現在までに知lられている本種

の分布を不すものであるが、 xfllは十勝上

l1:!: ~IJ である。

eι。，

第 4凶ハゴロモグサの分布

'.ト¥グ

ぷ〆

し一一軍Z

ヨーロッパからアジア北部にかけて広〈

雑草として分布する A1chemillavulgaris 

に近い栂で、わが同に自生する A1chemilla

属唯一の樋であるが、後氷JUJに残存したも

のが部の高山でH木[l!I有種となったもの

と忠われる。ところで、 1983年8月に、沖

縄県立教育センターの佐久本倣氏が、，'1路

上更別のヤチカンパ林附近で本種と見られ

るM物 11[;)(本を保集した。この標本は、多

少やせ形でやや毛が少いが、ハゴロモグサ

と認定できるものである。その後、ヤチカ

ンパー(Betulaovalifolia RUPH.ECHT = 

B. tatewakii OHKI et S. WATANABE) 

林附近では見つけられていないが、もし本

械が上更別をはじめヤチカンパ林に伴って

残存しているものならば、ヤチカンハの故

郷である満州東・北部、アムール、ウスリ

ー地方の納生(ヤチカンパニヒメオノオレ

を合む植I~J の精子立が必要で、その結果ハ

ゴロモグサの山来が解明できるかもしれな
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い。花期でも目立たぬ色彩の多年早なので、

今後産地がI骨加する可能性もある。

5 ウラジロキンノ〈イ (Potentilla ni-

vea L.l典型的周桜分布稀であり、わが国

では、本州中部の戸隠山及び北アルプス北

半と南アノレフ。スの諸山に知られるが、関東

以北の高山には兄られず、北海道で、は干し文

島・天塩岳・キリギシILJ.夕張岳・定山渓

天狗岳・大平山に産する。明らかに氷lVJ以

米の遺存植物である。

夕張岳てもはガ7 岩の特械やテeブリの問に

生じ、手話品でhある。夕張岳のものは、小葉

がやや大型で毛が少なく、鋸歯が粗大であ

ることから、変革重エゾウラジロキンノ〈イ ( 

V. yuparensis MIYABE et TATEWAKI) 

として1939年に記載発表されたが、母積と

の聞に判然とした区別lを設定することは凶

難である。定山渓天狗岳のものもエゾウラ

ジロキンパイ型とされており、キリギシ山

のものは中間型のようである。

本種の北海道における分布は第5図のよ

うになる。

第5関 ウラジロキンパイの北海道

。

における分布

帯。

亀
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6 1)シリゲンゲ (Oxytropiscampes-

tris DC ssp. rishiriensis TOYOKUNI) 

広〈周極分布をする0.campestrisに桜

めて近いもので、はじめ松村任三博士によ

り利尻岳産の原本に基づいて1901年にOxy-

tropis risiriensis MATSUMURAとして発

表された。 O.campestrisとは、葉裏が無毛

で果実も無毛であることで[差別され、別秘

とされたものである。ヨーロソパに本拠を

持つO.carnpestrisは、かなり変異の脈が

広いので、リシリゲンゲを O.carnpestris 

そのものと見る級い方(館脇操i専J:、1934

年。ほか)もある。その扱いをするなら、

氷JlJJの名残りの 1種が、僅かにやl尻岳・夕

日長-rt;.及びニペソツ山の三かjifrにj童存してい

るということになる。

竪l司秀夫博 1:は、 リシリゲンゲを O.cam-

pestnsの北海道亜種とみなし、襟三己の学名

を1975年に提示した。清水主主美博 lーも同様、

の考え方で、変稜とする扱いを公表してい

る。

夕張岳では、7!?告に淳ーする。

次回は、ホソパウキミクリやタカネヒメ

スゲ等の打立たぬ姿の隔離分布種について

紹介します。

北方山草 6 (1986)




