
北海道における植物分布の新知見

エゾヒナスミレの北限

エゾヒナスミレの分布についてはこれま

で北海道の南部が知られ、最近は苫小牧や

厚真;IIIJなどにも白'J:j也が見つかっておりま

したが、 i桜島・組1M以北の分布を聞いたこ

とがありません。

しかし、昨年の春、それより以北の{jね

管内札幌郡広島町にエゾヒナスミレが分布

することをつきとめました。

残念ながらすでに花期を過ぎたもので、

花は確認できませんでしたが、筆者は葉に

よってエゾヒナスミレと同定していたもの

です。同年、高野英二さんとその後さらに

a別市外山雅寛

自斗会地のようすを見に行き、来年 5月早〈

に花を見にくることを計画していたのでし

た。一年間花を見ることを心1.¥ちにしてい

たものでありましたが、今年 5月5n再び

InJj也を訪れてこの花にようやく接すること

ができました。

その花の美しさは、夢にまで見た美しい

花そのもので、新しいものに依するたぴに

感動を覚えるのであります。まぎれもなく

エゾヒナスミレの花でありました。

広島町での分布は現在のところでは竹山

以外からは確認されていません。

広島田l以北の市町村については、かなり

昭和62年 5月5FI 札幌郡広島町竹山にて

広島町立東部小学校佐藤寿子氏扱影
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調査しておりますが、このエゾヒナスミレ

に出令うことがありません。

そして、この広島町産のものは自生状態

から見ても、すめることのできる線界と忠

われる様相さえ示しているのです。当地の

ものが、ほかのより南部のものと比較して

どのような遠いがあるのかを確かめるため

に、昨年は厚真町のヱゾヒナスミレの自生

状態を見に行きました。驚いたことに厚真

町の場合はどの樹林下にもエゾヒナスミレ

がほぼ普通に見られ、さらに植物体そのも

のが広島町産のものに比較してはるかに大

きく成育状態にも格段の差異が見い出され

るのであります。

右の図は広島町竹 IJJ産のエゾヒナスミレ

の実物大のスケッチで、かなり小型の様相

を耳ミしております。

群生密度にも広島町と厚真向とではかな

りの差があり、広島町では窮度が粗である

に対して、厚真町のものは需生して自生が

見られ、個体が意外に大きいのが特徴的で

した。次のページの北海道厚真産ヒナスミ

レの葉身と葉柄(実物大)を参照してくだ

さい。

ヒナスミレについて

く学名〉

Viola takedana MAKINO 

〈異名〉

Viola scabrida NAKAI 

Viola sacqaricola NAI¥:AI 

Viola tokubuchiana MAIGNO 

B 

C 

外山原図

A 広島町竹山産エゾヒナスミレ Viola

takedana var. austroyezoensis (実物大)

B一同果実

C ミヤマスミレ Violaserkirkiiの葉・

var. takadana ( MAIGNO ) F. MAE- エゾヒナスミレの楽と比較されたい。

KAWA 
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北海道厚真町産ヒナスミレの葉身と葉柄(実長大) -A. B 2体分
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防止のように Violatakadanaを標準ザ名

として他に 3つの異学名がつけられており

ます。そして、道産品は母種(本州、|・四国

・九州産)の変種として位置づけられ、学

名は V.takadana var. austroyezoensis 

KAWANO (和名 エゾヒナスミレ)とな

っております。

また、他にヒナスミレの変種として認め

られているものにフジスミレ V.tokubuchi

ana MAKINO)があり、 H光附近の特産種

となっています。

ヱゾヒナスミレは、分類学上ではミヤマ

スミレ類に合まれ、ミヤマスミレ類の中に

は数十種のスミレのなかまがあります。

ミヤマスミレ類の特徴は、茎がなく葉は

根生し、葉柄の基古11附近に接着したたく葉

を持ち、 {E柱の頭部がカマキリ頭状をなし

ていることです。エゾヒナスミレは、 ミヤ

マスミレ類の中でも、特徴ある葉の形態に

よりぬ見して同定することができます。網

状脈はめだたず、葉のうらは紫色になって

いるのも特徴です。葉は三角状卯心形で先

がとがり、表裏とも毛が多いので、「アラゲ

スミレ」とよばれることもあります。

北海道での花期は南部てーは 4月 5月 k

旬、広島町では 5月20日を過きると花は見

られなくなります。

道産エゾヒナスミレ記載上の疑問

エゾヒナスミレを調べるために数種の文

献に当たってみましたらたいへん疑問に思

われることに行き当たりました。

そのひとつは柄物体の大きさそのものに

ついてであります。「新日本植物誌J (顕花

51 

編・至文笠版)によりますと次のように記

載されています。

「エゾヒナスミレは、母種に比し葉は著

しく小型で、長さ 1-2 cm、卯心形または

卯形、漸尖頭でなく、葉柄は長〈葉身の 3

41音をなし、花もまた小形である。北海

道に報告されているωとまた、「新版北海道

の花J(北大凶書刊行会)でも伺じようにr...

前省略……著しく小形で 1- 2 cm、葉柄は

長くて葉身の 3-41古である。花もごく小

さく…'''J と両書とも同じことが記載され

ております。しかし実際に厚真田}の自生地

を歩いて見ると前関に示したものが標準で

かなり大きいのであります。むしろ、その

ような小形品をきがすことはむずかしいも

のと思います。最北限の広島町竹山でもそ

のような小形品をきがすのさえむずかしい

のです。前ページ厚真町の標準人ーの葉は実

物をコピーしたものをトレースしたもので

すからこれほど正確なものはありません。

恐らく登録された TYPE標本が異常な植物

体であったためにこのような記載がなされ

たとしか考えられません。

このことについては実際とのずれが大き

いのですが、葉身と葉柄の長さの割合に関

しては、記載事項とのー」致を見ました。

また、ある図鑑では本穏が草原のスミレ

になっているものがありましたが、明らか

に誤記ではと思います。

Oヒナスミレの分布について

ヒナスミレは分布凶に示したように分布

の中心が関東・中部地方にあり、比較的に

連続性が見られますが、それよりも北部や
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ヒナスミレの全国分布
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-橋本保著 r日本のスミレ」を参考とし、北海道部に苫小牧・厚真町札幌

郡広島町を加えた。

( )内はヒナスミレの変種=エソヒナスミレ(道産種)を表している。
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西方では、分布が散らばり、北海道から本

川・阿国・九州まで点々と分布が見られる

ようです。，

また、[主l外からは朝鮮・満imの分布も明

らかとなっており、大陸とも関係の淡い柄

物のようです。

0他のスミレ類の道内分布修正の可能性

ヒナスミレ(エゾヒナスミレ)以タ卜の手重

についても北海道では意外に調べられてい

ないので、今後の調査によっては分布肉が

大幅に修正される可能性を合んでおります。

事実、現在までの調賓が高山にあまりにも

偏していたために、黄色花のスミレ努iの分

布は実際とはかなり違っており、低地にそ

れらが分布していることは、ほとんど知ら

れていないようです。

特に重要な地域は当別・厚問・浜益地方

で、調賓が欠落しております。

昆虫類の分布もまたそうであり、かつて

浜益の郷土資料館に泊り込んだ、折、 rッノト

ンボ」が館内に迷いこみ驚かされたことの

あるところで、した。

北海道からは確認はされていませんが、

今後発見の可能性のあるスミレは、テリハ

タチツボスミレ Violafaurieana W. Beckel 

や Violaviolacea var. makinoi (Boi. 

ssieu) I-Iiyamaなどではないでしょうか。

1I1野草を府養することも楽しいことです

が、植物は思わぬ分布を示すことがあるの

で、それをI切らかにすることはなお一層楽

しいことであり、 F北方山草会」が果たすべ

き。而でもあると思っています。

53 

知床半島未記録のキク科植物の発見

1984年8月の知l床半島調査旅行中の写真

を整理したところ、そのうちの l枚にホソ

パエゾノコギリソウ Achilleaptarmica Lト

nn. var. yezoensis KIT AM.カ汚自見されまし

た。

この植物はこれまで、 上川・天塩地方の

みからの記録しかありませんでしたから、

道東部のしかも東端の知i床半島からの確認

は、この植物の分布を考えるための重要な

資料になるものと推定されます。

「新日本植物誌J(顕花編・至文堂版)に

よりますと、茎は高さ50cm以上に達し、し

ばしば葉えきに明らかなえき芽をつける。

葉は線形で長さ 5-6. 5cm、幅 3-6 mm、鋸

粛あり、基部は抱茎しない。頭花はやや小

形、総ほうは長さ 3-4 mm、幅7.5-9 mm、

舌状花 6.-8 {J!Jある。北海道(石狩支庁神

居古たん)に生える。と記されております。

日己の内容は写真の植物に一致するもの

であります。また、伊藤浩可著「北海道の

高山植物と山平J 5 pのホソパエゾノコギ

1)ソウ幌延産のものとも全く 致するも

のであります。

帯広言i産大学では、昭和35・36年の両年

にかけて知床半島学術調査を行い、昭和37

年には「知床半島調査団報告」をまとめ、

418の柄物を記録しました。また古い報告書

では舘脇操著の「士!I床半島の植生J(北見営

林局)があり、これにさらに追加したもの

が、前報告書であります。

その後 r先l床半島特別調査報告J(道教育

委員会)、「士日床半島現存植生肉概説J 等で

知床半島の高等植物H録が公開されました

北方山草 7 (1988)



~il床半島米記録のキク科植物...・ a・ホソパエゾノコギリソウ Achillea

ptarmica Linn. var. yezoensis KIT Al¥1. SHIRETOKO PEN.， 

(near at SHIRETOKO -OI-IASI，) 1981.8.6 

が、どの資料にもホソパエゾノコギリソウ

の記録がなく、知床半島未記録の植物とな

っております。

知床'f烏からこれまでに記録されたもの

としては、エゾノコギリソウ Achillea

ptarmica Linn. var. macrocephala (Ru 

pr.) OHWIノコギリソウ Asibirica LE-

DEB.セイヨウノコギリソウ Amillefolium 

Linnの3種のみであります。

これ等のものに筆者確認のホソパエゾノコ

ギリソウを加えると知床半島に産するもの

として Achillea属は、 2穐・ 2変樟を数え

ることになります。

知床半島でのホソハエゾノコギリソウの

確認場所は観光旅行者がたくさん訪れる知

床林道沿いてい、正確な位置をJ由民i上に示す

54 

ことにしました。

本来なら標本をもって分宿を実証するも

のでありますが、国立公[封地4;?であるため

採Jf~不能、やむを得ず写真織影のみにとど

まったものです。知床半島は奥地ほどよく

調査されていますから、今後は意外によく

日につく海岸附近からまたは奥まっていな

いJ好から新出+直物が確認されることと思わ

れます。タヌキモ類は詳細な調査がなされ

ますならば、道庁:のほとんどのものが分布

する Lのと1if定されます。

トマコマイ市に分布するクロユリ

最近出版された苫小牧関係の柄物の調査

報告書トとして一一苫小牧地域植生等調査報

告書(苫小牧市環境部・地球 r学研究所刊
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ホソノ〈エソノコギリソウ Achilleaptarmica var. yezoensis 

KITAM.の新分宿閃(外"1)

JlP，f[J50年)・自然環境調査報告所一 ECEC

刊ーl昭和50年) ・白然環境保全計l向調査報

告(ECECfiJ -JlR和51年)を見ましたが、

クロユリの分布は見当たりません。

ところが本年苫小牧市の樹林下にクロユ

リの群洛が発見されました。最近この種の

ものが乱採集される傾向がありますので、

正確な白生地点は公表しないことにしまし

た。

クロユリはユリ科のパイモ属 Fritillaria

Lの積物で、本州では中部以北の高山帯に

分布し、北海道・千島・樺太・中馬・ウス

リー・カムチャッカ・北米の北部までが世

界での分布l習として知られているものです。

r::r.: υ" 

北海道産のものには二型があり、 一般に

平地のものは染色体数が 2n =36 (12を基

本とし、 12X3=36)のクロユリ(エゾク

ロユリ)Fritillaria camtschatcensis ( L. ) 

Ker.. Gawlで、高山引は 2n = 24 (12を基

本とする 12x 2ニ 24)のミヤマクロユリ

Fritillaria camtschatcensis (L.) var 

alpina TATEW. ET KAW ANOの2つに分

類されております。そして、前者が31古体

であるのに対して後半?は 21青体として知ら

れています。

× × × 

尚山型のものは以とのように 2n =24の

2倍体H九物ですが、その特徴は低地型の 2
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n =36の31古体他物に比較すると草丈がずっ

と低く、花茎の項端に I仰の花をつけるも

ので、まれに 2花をつけるものも見られま

す。

ところで、苫小牧でこのほど発兄された

クロユリの群落のものは、オホーツク海沿

}字音1Iや北海道東部の太平洋沿岸部で見られ

るものとは異なり、草丈が低いだけではな

く、花は lまれに 2花をつけるもので高111

型のミヤマクロユリの特徴そのものを現し

ております。生品より写生したものは、輪

生葉と見なし得るものは 2段しかなく、最

F段は輪生薬が5枚・ 2段めは 3枚となっ

ております。

これまで、 H本では低地からクロユリの

;eI liJ型が発見されたことがありません。

そこでこの植物に種子ができるかどうか

を観察することにしました。もしも 3倍体

植物<1!tJ出型クロユリ)なら減数分裂のと

きに異常が起こり穂子ができないからであ

ります。 1見高山型を忠わせたこの植物は

種子を作りませんでした。つまり、普通の

クロユリ (1氏t也型)であることがはっきり

としたわけですが、士I也がやせていると高

111型を思わせるような姿になる Lのと指定

されます。その他気象などの影響も無視す

ることはできないのではないでしょうか。

ごく近接した所からスズランの分布も確

認されましたが、このような自生地が北i毎

道から'il'fぇ1、ることがないように見守って

いきたいものと思っています。

苫小牧で見たスズランは 2枚葉のもので

すが、地方によって 3枚葉も分布します。

エゾスカ yユリ

厚田にて
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クロユリの凶

Friti1laria camtschatcensis ( L 

M. Toyama， ad nat. delin. 
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本図は苫小牧産の生品によって

筆者が写生したもの〈実物大〉

1987.6.10 
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