
北海道中心高山植物研究史資料(III)

はじめに

「北iui道中心高111植物研究史資料J につ

いては本誌第 6号(1986) に第 I報、第 7

号(1988) に第 II報をまとめて以来、第 8

号(1989)では休稿となっていたものであ

る。ところが、特に資料不足を深〈感じて

いた知床半島等に関する資料が東京の小宮

定よ;博士より恵与されたので、ここでその

充実を隠るため第III報をまとめておきたい。

A 知床半島高山植物探究史

本稿は、「北方111草」第 7号ー所)1)[(19-31 

p)の r北海道，t，心高山植物研究史資料J

の CE知床半島の高山植物研究史」に述接

するものである。

生II床半島の植物に関する最初期jの資料と

いえば、原忠平(1930)氏の「知床半島の

十直物J (北中*328号) とその後に続いた館協

操博士(1954)の「拘I床半島の納[!!'J- (北

見料・林局)を挙げることができょう。

今回はそれ等に引き続く比較的古い新出

史料を紹介しておきた¥'0 東京教育大学

111{ri古Ii編集になる「恒松J 復刊第 l号に発

表された小'白定志博 t:(1956)の「羅臼及

びウトロ・!ifr臼両海岸の植物J相J がその資

料である。この調育は総合前l資として行な

われたもの、内の 1報告で、調育は前年の

1955年 (11日和30年) 8月15-21tlにかけて

実施されたものである。(小宮先生は当時東

京教育大学植物学教室)。なお、この調査は
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江別市 外山雅寛

大雪山との比較も試みるために大雪山塊の

柄物についても前もって調査されたことが

記されている。

報告の中では、知床半島の植物相は概し

て北方系の柄物が優先的で南千島の植物相

と非常に近似していることが記録されてい

る。さらに、比較的暖地性のもの、北上も

兄られることをfサ記した。

調査範囲はオホーツク海岸のウトロ・岩

尾別・岩ヂ別方面から羅臼岳山項へ、さら

に111項附近尾娘一帯、太平洋岸の緩自へ下

山の途上及び羅臼海岸を10km程北上するl3Z

伺を示している。

調育結*からiXのことがあげられている o

0オホーツク海IIIiJの方が北方系の柄物が

多〈、気i且もj羅臼IIIiJより低いように思われ

ること。

。それに対して羅臼IJ!iJでは10kmb北上し

なければノ、7 ベンケイ・シラオイハコベは

見られず、 sJZ流の影響が明らかに見られる

こと。

。南方系柄物の北上(土、両海岸においで

ほぼ同じように見られること。

0全体的にみればウトロ附近の植物相よ

りも斜里海岸の柄物相がずっと暖地的であ

ること。

。羅臼岳山I頁附近の植物J相一一面コケ類

地衣類に被われ、持問に僅かにイワウメ・

イワヒゲ・タノレ7 イソウ・キパナシャクナ

ゲ等の高山柄物が兄られるに過ぎず、シラ
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カンパ・ミヤマハンノキ・タカネナナカ7

ド・ウラジロナナカマド・ウコンウツギ・

ミネカエデ等でt蒋成、全山ク口7 メノキ・

ガンコウラン・コメパツtlザクラ・アオノ

ツカザクラ等が最も優勢であること。

0尾根よりもオホーツク海側・太平洋fI時

の谷聞に最も尚 Illîi~物の成育がよく見られ

ること、種類も多くエゾコザクラ・エソヲ

モ7 グサ・イワギキヨウ・エゾツツジ・メ

アカンキンパイ・チョウカイフス7 ・シナ

ノキンパイ・タカネトウチソウ・イワオト

ギリを顎寓な柄物として挙げている。

報告の末尾には「緩臼岳及ひ前ウトロ・羅

臼/Ifij海岸高等植物保品目録J がF甘されてい

て、当時人があまり近づかない所の植物を

精力的に調育された足跡をうかがうことが

できる。目録に727まないものとして、米同

定の標木イオ、科柄物・カヤツリグサ科(，j来

(U) ・ナガパキタアザミ (Ru) ・ヨツ

ハヒヨドリノ〈ナ (Rr，U) ・ムギワラギク

(栽)( u )・エゾノキツネアザミ (U，Ru) 

・ニガナ (U) ・シカギク(U )・アキタ

ブキ(Rr) ・コウゾリナ(U ) ・キオン

( U ) ・ミヤ7 アキノキリンソウ (Ru)

Campanulaceae 

ツリガネニンジン (U) ・ミヤ7 シャジン

(Ru) ・イワギキヨウ(R) ・シロパナ

イワギキヨウ (Ru)

Valerianaceae 

7 ノレパキンレイカ(Rr ) 

Caprifoliaceae 

ムシカリ(Ru ) ・ウコンウツギ(Ru ) 

Rubiaceae 

クノレ7 パソウ (Ru)・オオノてヨツノてムグラ

(Ru) ・エゾキノてナカワラマツノミ (Ru)

Plantaginaceae 

オオノ〈コ (Rb，U) 

集されている。凡例と目録にあげられた全 Scrophulariaceae 

柄物を資料として挙げておきたい。 ミゾホホズキ(U )・ウンラン(U )・シ

オガ7 ギク(Rr )・エゾシオガ7 ギク(U ) 

=凡例二

R 1荘内岳山項附近-'~t}

Rb 緑Hi毎時!

R r 縦fi岳縦臼(太平洋){W) 

R u l'Ikfl長ウトロ(オホーツク海){W) 

U ウトロ H~N! より岩宇別温泉まで

-タノレ7 イソウ (Ru)・ビロードモウズイ

カ(U) ・エゾヒメクワカタ (Rr，Ru) 

Solanaceae 

イヌホホズキ(U ) 

Labiatae 

カワミドリ(U )・オドリコソウ(U ) 

エゾシロネ (U)・エソ会ミソ方ワソウ(Rr， 

ANGIOSPERMAE U )イブキジャコウソウ(R )・トウパナ

DICTYLEDONEAE ( U ) 

Compositae Boraginaceae 

エゾノコギリソウ(U )・ヤ7 ハノ、コ(U， ハ7ベンケイ(U， Rb) 

Rb)・アサギリソウ(U )・ミミコウモリ Convolvulaceae 
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ハマヒルガオ (Rb)

Asclepiadaceae 

イケ? (U) 

Gentianaceae 

イワイチョウ (Rb)・エゾオヤ7 リンドウ

( R) ・ツノレリンドウ (Ru) ・ハナイカ

リ (U)

Oleaceae 

コパノトネリコ(Rr)・ミヤ7 イボタ(Ru) 

Primulaceae 

エソコザクラ(R) ・ツ7 トリソウ(R) 

Ericaceae 

コメパツガザクラ(R) ・イワヒゲ(R) 

・シラタ 7 ノキ(Ru ) ・ジムカデ(R ) 

・エゾウラジロハナヒリノキ(Rr)・ミネ

ズオウ(R) ・イソツツジ(R) ・コヨウ

ラクツツジ (Ru) ・ツガサ'クラ(R)ア

オノツガザクラ(R) ・エゾノツガサクラ

( Ru )・キノ〈ナシャクナゲ (Ru) ・エゾ

ツツジ(R) ・ホツツジ(Rr)・ミヤマホ

ツツジ(Rr )・クロマメノキ(R )・イワ

ツツジ(Rr) 

Pyrolaceae 

ウメガサソウ(U )・コノてノイチヤクソウ

( Ru )・ジンヨウイチヤクソウ (Ru)

コイチヤクソウ (Ru)

Diapensiaceae 

イワウメ(R) 

Cornaceae 

ゴゼンタチバナ(Ru ) 

Umbelliferae 

エゾニュウ (Ru)・オオパセンキュウ(Rr) 

.ミヤ7センキュウ(Ru)・アマニュウ(U)

・ホタノレサイコ(R)・シラネニンジン(Ru， 
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Rb) ・ミツバ (Rb)

Araliaceae 

ウド (U) ・ハリギリ (U)

Oenotheraceae 

ヤナギラン (Rb) ・ウシタキソウ(u ) 
.ヒメアカパナ(Ru)・ミヤ7アカパナ(Ru) 

・イワアカノぐナ (Rb，Rr， U) 

Lythraceae 

エソ・ミソハギ (Rb)

Violaceae 

ミヤマスミレ (Ru)

Guttiferae 

イワオトギリ(R) 

Tiliaceae 

オオパボダイジュ(Ru ) 

Balsaminaceae 

キツリフネ (U，Rb) 

Aceraceae 

ミネカエテ。 (Ru，Rr)・コミネカエテ，(Ru， 

Rr)・アカイタヤ(Rr)・ヱゾイタヤ(Ru)

.オオイタヤメイゲツ (Ru)・オガラパナ

(Ru， Rr) ・イタヤカエデ (Ru，Rb) 

Celastraceae 

ツリノ〈ナ (Ru) ・ヒロハツリパナ (Ru)

Aquifoliaceae 

ツノレツゲ"(Ru) ・オオツノレツゲ (Ru) 

Anacardiaceae 

ツタウノレシ (Ru)

Empetraceae 

ガンコウラン(R) 

Euphorbiaceae 

エゾユズリハ (Ru)

Rutaceae 
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イ盛お;
じ二 i

J是ぷl第一号

f 手数寄え浮ムJj~

小'li~'氏報告を牧殺する文献 復刊 rはし、

まつ」第 1号東京教育大学山岳部

ノ、イシキミ (Ru)

Oxalidaceae 

コミヤ7 カタパミ(R) 

Geraniaceae 

(内容は孔版印刷)

チシマフウロ (Ru，Rr)・ゲンノショウコ

( u ) 

Leguninosae 

ハ7 エンドウ(U， Rb)・シロツメクサ(U)

・ヒロハクサフジ(Ru ) 

Rosaceae 

キンミズヒキ(U)・ヤマブキショウ"7(Ru) 

・ミヤ7 ダイコンソウ(R) ・メアカンキ

7 イチゴ (U) ・タカネトウチソウ(Ru， 

Rr)・チングノレ"7(R)・ナナカ7 ド(Ru)

・タカネナナカ 7 ド(Ru， Rr)・ウラジロ

ナナカマド(Ru， Rr)・マノレパシモツケ(R) 

Saxifragaceae 

トリアシショウ"7(Rr)・アラシグサ(Ru)

・ツノレネコノメソウ(Rr )・シコタンソウ

(Ru) ・クロクモソウ (Ru，Rr) ・フキ

ユキノシタ (Ru) ・エゾクモ7 グサ(R) 

Crassulaceae 

アオノイワレンゲ (Ru)・ホソパノキリン

ソウ(Rr ) ・イワベンケイ ( U ) ・ホソ

パイワベンケイ (Ru)

Cruciferae 

イワハタザオ(Rb)・ハクサンハタサ'オ(Ru) 

・ハ7 ハタザオ(Rb )・オオタネツケパナ

( Rr ) 

Papaveraceae 

クサノオウ(U ) ・コ 7 クサ(R) 

Ranunculaceae 

ヱゾトリカフ事卜(Ru )・ヒメイチゲ (Ru)

.メボタンヅノレ(Ru)・ミツノてオウレン(R) 

.オオノてレイジンソウ (Ru)・アキカラ7

ツ (Rr) ・シナノキンノぐイ ( Ru ) 

Cercidiphyllaceae 

カツラ(u ) 
Caryophyllaceae 

ハ7ハコベ(u )・チョウカイフスマ(R) 

.ミミナグサ (Rb)・エゾカワラナデシコ

( U )・ケフシグロ(u )・オオヤ7 フス

"7 (Rr) ・シラオイハコベ (Rb) ・ハコ

ベ(Rb ) 

ンパイ(R) ・チシ7 ザクラ (Ru) ・シ Chenopodiaceae 

ウリザクラ (Ru) ・ハ7 ナス (U) ・ク ハ7 アカザ (U，Rb) 
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Polygonaceae 

ソパカズラ (U) ・イヌタデ (U) ・ミチ

ヤナギ(Rb )オオイタドリ (Ru，Rb) 

ヒメスイバ(U， Rb) 

Aristolochiaceae 

オクエゾサイシン (Ru)

Utricaceae 

ミズ (Rb)

Moraceae 

コウゾ(U ) 

Fagaceae 

ミズナラ(Ru， Rr) ・カシワ (Ru)

Betulaceae 

ミヤマハンノキ(R) ・シラカンノマ(Ru， 

Rr)・ウダイカンノ{(Rr)・サワシノ{(Ru) 

Salicaceae 

ミネヤナギ (Ru) ・ミヤ7 ヤナギ (Ru)

・オオパヤナギ(U ) 

MONOCOTYLEDONEA 

Orchidiaceae 

サイハイラン(Ru ) ・エゾエビネ (Ru)

・イチョウラン(Rr ) ・カキラン(Ru ) 

ミヤ7 モジズリ (Rγ)・ヒメミヤ7 ウズラ

( Ru )・アリドウシラン(Ru )・ハクサ

ンチドリ(R) ・オオバトンボソウ (Ru)

.タカネサギソウ(Rr)・キソチドリ (Ru)

.シ口ウマチドリ (Ru)・アオチドリ(Ru) 

・才、ジノ〈ナ(U ) 

Liliaceae 

ギヨウジャニンニク (Ru)・ツノてメオモト

(Ru)・チゴユリ(]{u )・ギボウシ(U ) 

.クノレ7 ユリ (Ru)・7 イヅノレソウ (Ru)

・ア7 ドコロ(Rr )・タケシマラン(Ru， 

Rr) ・チシ7 ゼキショウ(R) ・ミヤ7 エ

ンレイソウ (Ru) ・パイケイソウ(Rr ) 

GIMNOSPERMAE 

Pinaceae 

ハイマツ (Ru，R， Rr) 

Taxaceae 

イチイ (Ru)

PTERIDOPHYTA 

Polypodiaeae 

クジャクシダ(Ru )・トラノオシダー(Ru， 

Rr) ・オオメシダ (Ru，Rb) ・ミヤマメ

シダ(Rb ) ・イワイヌワラビ (Rb) ・オ

クヤマワラビ(Rr)・ハクモウイノデ(Rr) 

.イワガネゼン7 イー(Rr)・ナヨシダ(Rr) 

.シラネワラビ(Ru)・ミヤマワラビ(Rb) 

・オシダ (U) ・ウサギシダ (Ru)イヌ

カ'ンソク(Rr) ・コタニワタリ (Ru)

カラクサイノデ (Ru) ・ホソイノデ(Ru， 

Rb) ・ジュウモンジシダ (Ru，Rr) ・ワ

ラビ(Ru， Rr) ・シノブカグ7 ー (Ru)

.リョウメンシダ(Rr)・シシガシラ(Rr) 

・ショ 1)-;> (Rr) ・イワデンダ (Ru)

フクロシダ(Rb) 

Ophioglossaceae 

フユノハナワラビ(Ru ) 

Lycopodiaceae 

ホソノてノトウゲシパ (Ru)・タカネヒカゲ

ノカズラ (Ru)

以 kがこの報告書ーであるが、この中には

最新の資料r~jl床半島現{t植生肉概説J-1981

年11灯、北海道刊 に収載されている r高

等植物目録J にもない縞物が24稜も記録さ
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れていることが注目される。それらをあげ

ると次の通りである。

ミヤ7 シャジン・ムギワラギク(栽)

ミヤマアキノキリンソウ・エソシオガ7 ・

タカネサギソウ・カキラン・アオチドリ・

シロウ7 チドリ・オオノマトンボソウ・カラ

クサイノデ・ナヨシダ・ショリ 7 ・アマド

コロ・タケシマラン・コウゾ・ミズ・ケフ

シグロ・ウシタキソウ・コノ〈ノトネリコ・

ホツツジ・コミネカエデ・オオイタヤメイ

ツ・オオツルツゲ・トウノ〈ナ。

以上24種が知床半烏の植物として最新の

資料になく、追加されるべきものである。

なお、小宮先生から当時採集された全標

本が筑波大学の標本庫に収蔵されていると

のお話を聞かされている。それらのほかに

当時採集の米同定の標本(特にイネ科柄物

やカヤツリグサ科柄物)ち検すると、なお

多くの種が知床半島の植物として追加され

るものと忠われる。

東京教育大学山岳部の同文献の中に植物

に関するものとして、農学部林学科斉藤静

之・大橋実著「縦E3岳の樹木」という報文

もあり、その中の rw!長樹種目録」に記録

されている植物名のみをあげると次の如く

である。

イチイ・トド7 ツ・ハイマツ・エゾノパ

ッコヤナギ・エゾヤ7 ナラシ・ドロノキ・

ミネヤナギ・オノエヤナギ・オニグノレミ・

ヤ7ハンノキ・ミヤ7ハンノキ・シラカン

パ・ダケカンパ・サワシパ・アサダ・ミズ

ナラ・カシワ・ハノレニレ・オヒョウ・ヤ7

グワ・カツラ・ホウノキ・アジサイノリウ

ツギ・ノリウツギ・ホザキノナナカ7 ド・
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7)レパシモツケ・タカネナナカ7 ド・ナナ

カ7 ド・ウラジロナナカマド・アズキナシ

ミヤ7 ナナカ7 ド・ミヤマザクラ・チシマ

ザクラ・ヒロハノキハダ・ハイシキミ・ニ

ガキ・エゾユズリハ・ヤ7 ウノレシ・アカミ

ノイヌツゲ・ヒロハツリパナ・ミネカエデ

オガラパナ・エゾイタヤ・ベニイタヤ・シ

ナノキ・タラノキ・センノキ・コヨウラク

ツツジ・オオノ〈スノキ・ヤチダモ・コノてノ

トネリコ・ハシドイ・エゾニワトコ・オオ

カメノキ・ミヤ7Jゲ7 ズミ・キパナウツギ

・ク7 イザサ。以上となっている。なお、

日己の植物については、林業試験場浅川分

室の草下iE夫先生が!日j定されたことが記し

である。報告書中には、経臼村側・斜里町

If!i!の林i児(械生のf也に主要樹種の素直分布

にもふれる) も詳朝日に記録されている。

今回は北海道の人々にほとんど口にふれ

ることのなかった貴重な知床に関する文献

を恵与された小山‘先生に浮く評l'礼申し上げ

ます。おかげて。資料不足を感じていた部分

についての穴うめをすることができました。

今後とち資料に当たって「北海道中心高

山植物研究史資料」の充実を図っていきた

いと考えています。
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