
北海道におけるオオパキスミレ類の分布(予報)

はじめに

スミレ属の道内分布に興味を持ち調査を

継続中であるが、北海道の!ムきに途方に暮

れる日々が続いていた。そこで数年前に「北

海道スミレ情報センターJ を発足して各地

の情報を集めることにした。集まった情報

の多くは失礼であるが役にたたない場合も

多く、質問や絵も送られてきた。中には生

品や標本が寄せられることもありその都度

手紙で返事を返すように努めている。当初J

はスミレ・ニュースも発行していたが本業

と分布調去に明け暮れて最近は発行してい

ない。

原本では今回のテーマのひとつであるブ

ギレオオパキスミレがかなり集まった。現

在の筆者のテーマは、オオパキスミレ、ミ

ヤ7 キスミレ、フチゲオオパキスミレ、ブ

ギレオオパキスミレなどのキスミレ類の道

内分布である。その中でもフギレオオーバキ

スミレについての標本も増え、現地確認が

若 I二増加したため今岡整理を試みた。以下

に北海道におけるオオパキスミレ類の分布

概況を予報として報骨する。

1.北海道のオオパキスミレ類

オオパキスミレ(狭義)は木州の白山の

根本を基準として記載された (Franchetet 

Savatier， 1878)。この種は北海道からrl恒l

地方まで分布する LI本の特産種として知ら

れている。オオパキスミレ(広義)は、特
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に東北地方と北海道に分布が多く広がって

おり、波法 (1961)の研究にも見られるよ

うに葉型や葉の縁毛の様子から、いくつか

の変種、品種に分けられている。以ドのよ

うに分類されているが、変異も多く個々の

引の識別は容易ではない。また、学名にも

お子疑問点、が多い。以下にオオパキスミレ

J:r{の学名と発表年を整理する。

オオノ¥キスミレ

Viola brevistipulata (Franchet et 

Savatier) W. Becker subsp. brevis. 

tipulata var. brevistipulata f. brevis. 

tiplllata (1916) 

ミヤマキスミレ

f. aCllminata (Nakai) S. Watanabe (1961) 

フギレオオノ〈キスミレ

var. laciniata (Boissiell) W. Becker 

(1916) 

シロノ〈ナフギレオオノ〈キスミレ

var. laciniata (Boissiell) W. Becker f 

albiflora? 

ブチゲオオノくキスミレ

var. ciliata M. KikllChi (1950) 

f. ciliata (KikllChi) F. Maekawa (1963) 

エゾキスミレ

Viola brevistipulata (Franchet et 

Savatier) W. Becker sllbsp. hidakana 

(N akai) S. Watanabe var. hidakana f 

hidakana (1961) 
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ケエゾキスミレ

var. yezoana Toyokuni ex H. Nakai， H 

Igarashi & H. Ohashi (1996) 

コノミナエゾキスミレ

f. parviflora S. Watanabe (1961) 

トカチキスミレ

f. glabra S. Watanabe (1961) 

フギレキスミレ

var. incisa (S. Watanabe) F. Maekawa et 

Hashimoto (1963) 

シソノ、ミキスミレ

Viola yubariana N akai (1922) 

大別するとオオパキスミレ類とエゾキス

ミレ類に分けられている。シソパキスミレ

は過去の文献では連続性が見られず別扱い

であったが、いがり (1996)では緑葉型も

報告きれオオパキスミレに近いタイプなの

で今回は含んだ。

盟国(1988)、いがり (1996)では、業の

っき方(輪生か離れてつくか)で2分する

検索も整理きれている。

輪生…ミヤマキスミレ、エゾキスミレ、ケ

エゾキスミレ、コノ〈ナエゾキスミレ、

}カチキスミレ、フギレキスミレ

離生…オオハキスミレ、フギレオオノ〈キス

ミレ、フチゲオオパキスミレ、シソノミ

キスミレ

これらの中で一般的にはオオノてキスミ

レ、フギレオオパキスミレ、エゾキスミレ、

ンソパキスミレなどが知られており、筆者

のテー7 であるミヤマキスミレ、フチゲオ

オパキスミレなどの知名度は北海道では低

いものと思われるのて今回整理を試みた。

2 .オオパキスミレ類の問題点

波法 (1961)の報告(凶 1、 2)の後、

前川・橋本 (1963、1968)などにより学名

の整理は進んでいる o

近年、北海道で、シロパナフギレオオパ

キスミレが石狩支庁管内で報告されたが学

名の正式報告はされていない。

フチゲオオパキスミレのE7'名は前川・橋

本(1963)により変種から品種に務理され

たが、その後発表された文献や生育・分布

特性などを見るかぎり変種または別の種に

したい種類であるが、筆者の現夜の資料や

調査では結論が出せない。

筆者の調査した結果では、波法 (1961)、

河野 (1974) (凶 3 )以後に、オオバキス

ミレ、ミヤマキスミレ、フギレオオパキス

ミレ、フチゲオオパキスミレの詳絡な分布

誠査は試みられていないと思われるが、柴

聞・三浦 (1994)のピ y シリ山における報

告は北海道におけるひさしぶりのキスミレ

分布情報であった。

筆者は、片IlJ・伊藤(1993)の「岩手の

スミレ」におけるオオパキスミレとフチゲ

オオパキスミレの分布が岩手県においては

内陸山岳部と海岸部に分布域を分けている

ことに興味を持ち、北海道ではどのように

分布しているのか現在調査継続中である o

しかしオオパキスミレ類は分化が進み

地域変化も多いので反lJIjは容易ではなく標

本も少ないのが現状である。オオパキスミ

レ(狭義)の標本は北大農学部標本庫を調

べたところ l枚しかなく、雷電車vl日淑泉産

であった。標本は業の縁が有毛タイプであ

るがオオパキスミレ、フチゲオオパキスミ

28ー
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A エゾキスミレ(アポイ昔)
Bーエゾキスミレ(アポイ岳)
C-fカナ寺スミレ(カムイエクウ方ウン山)
D コパナエゾキスミレ(ニペソツ山)
E ケエゾキスミレ(ニベソツLlJ) 

F-ケエゾキスミレ(剣111) 
G ケエゾキスミレ(札内岳)
H-7'1'レキスミレ(芦別岳)

I オオノくキスミレ(シラトリ IlJ=坊主IIJ) 

Jーオオパキスミレ(厚沢部町)
K オオパ寺スミレ(上野因ヨモギ峠)
L-7チゲオオパキスミレ(室蘭)
M ミヤマキスミレ(厚沢部町)
Nーブギレオオパキスミレ(狩場IIJ) 
O ナエバキスミレ(1:"，野国ヨモギ峠)

図-1 オオパキスミレ~(の葉の変化-ì度遁 (1961) を改変

レのいずれか確認できていない。 1996年、

現地調査を行ったが生育を確認できなかっ

た。

浜 (1975)におけるオオパキスミレの肉

の産地は白老町ポロト湖畔であるが現地を

調査した結果ではフチゲオオキスミレで

あった。オオパキスミレ(狭義)の葉の縁

の記載は有毛または無毛とl凌昧であること

から見間違いなどの可能性が高い。

鮫島・辻井・梅沢 (1993)におけるオオ

パキスミレの写真は千歳市服影であるがこ

29 

れも調査した結果ではポロ}湖同様にフチ

ゲオオノ〈キスミレであった。

1996年度までに道北各地で確認したオ

オパキスミレと思われる種類は有毛てーある

が繁殖形態や特徴はオオパキスミレそのも

のであった。しかし、ミヤマキスミレに近

いタイプやフギレオオパキスミレとの中間

タイプも確認され分類は難しい。

いがり (1996)ではオオノてキスミレとフ

チゲオオパスミレの速いは昔の状態で花弁

の色が紅紫色になる、縁に毛がある、収茎
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ではふえず、閉鎖:fEを結突きせてふえる佐

賀が~rtì <群生しないのがフチゲオオバキス

ミレの特徴と記載されている。

フチゲオオパ寺スミレという葉の縁に毛

があるといった和名が混乱を呼んでいるよ

うで、学名も前記したような問題がある。

ミヤ7 キスミレはオオバキスミレの高山

烈と報告されているが、筆者の調去した結

果では北海道では低地でも確認例が数例あ

る。ミヤ?"rスミレは業の縁などが無毛で

ある場合が多く、葉が輪生するのが特徴で

ある。

これらの中で比較的分類しやすい種類と

してフギレオオパキスミレが挙げられる。

しかし、柴田・二三浦(1994)はフギレオオ

ノくキスミレとオオパキスミレの中間型

(図-4)を報告しており、筆者も数例確認

している。これが正しいと現在までにキス

ミレのパイプlレ的存在であった、波法

(1961)に幾つかの間題が提起されることに

なり、今後の課題は多い。その一つは「オ

オパキスミレ E混生せず、分布域の抜する

胆振国鷲7J1j岳では、高山にフギレオオハキ

スミレが産する。したがって地理的分布の

異なった変種である」と記しているが、周

辺低地に見られる種はフチゲオオノミキスミ

レであり矛盾が見られること。また、ピッ

シリ山での報告のように中間烈も今後の課

題であろう。現在までに判明したオオパキ

スミレ、 ミヤマキスミレ、ブギレオオノミキ

スミレ、フチゲオオパキスミレの分布、確

認、地を以下に整理した。
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3 .オオバキスミレ、ミヤマキスミレ、フ

チゲオオパキスミレの分布

前記したようにオオパキスミレ、ミヤマ

キスミレ、ブチゲオオノミキスミレはI昆|百jさ

れる可能性があり過去の分布情報を採用せ

ずに筆者が生品を現地で確認したものを

肉-5に示した。また、確認した産地を以

下に示す。

オオパキスミレ、ミヤマキスミレ、フチ

ゲオオバキスミレの三点重l立候認I也が少なく

現在調究中であり、 1996年度までの調査結

果である o

・オオパキスミレの自己確認産地(5カ所)

1.旭川市江丹別峠

2.深川市鷹i白ダム林道

札幌加内町政相l三頭山岡煙別ノレ』ト

4.幌加内町i朱鞠内初J-蕗之台林道

5 幌加内町ピッシリ LUfI山口付近

波法(1961)では、遠別町、深川市、幌

加I内町、千歳市、厚沢部町、函館市、 j磯

町などに分布が見られる(図 2 )が現在

まで道北以外では確認していない。

・ミヤマキスミレの自己確認産地(5カ所)

1.美深町激流のi竜付近

2.初山別村有明ダム

札幌加内町iC丹別峠

4.上ノ国町湯ノf百

5.福島町大千軒岳主主山口付近

渡浸 (1961)では、美深町、厚沢部町に

分布が見られる(図 2 ) 0 オオパキスミレ

の産地でもl{~のタイプでは輪生別が見ら

れる場合もあり、今後の課題である。

・フチゲオオパキスミレの自己確認産地

( 5カiif十)
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1.千歳市支主年初lポロピナイ周辺

2. T歳市支勿i削l紋別昔登iJjn 

3. 白老II!Jポロト湖畔周辺

4.室蘭市地球自111周辺

5. 南茅部町川汲公園

i度浸 (1961) では、室蘭に 2カ所、夕張

昔、雨竜町周辺の分布が見られる(図 2 ) 

が現在までの印象では太平洋要素が見られ

る種類である。

4 .フギレオオパキスミレの分布

フギレオオパキスミレは北海道にのみ序ー

するオオパキスミレの変種である。ブギレ

O 

オオハキスミレは比較的問題のない種であ

るので、文献、標本なども参考とした。

j立法(1961)は、岡 2に示すとおり 8

カ所を報骨している。分布図には、仁木町J

然日Ij胤辺2カ所、支主主湖周辺、ニセコ周辺

2カ所、室蘭鷲別昔、狩場山周辺 2カ所が

記載されている。

河野 (1974)の凶に、平日名を加筆したも

のを肉 3とした。両者はほぼ同様である

が波法てがは 8カ所、河野では 10カ所と、積

丹半島部(余別岳)と:署寒別岳の 2カ所が

追加きれている。

浜(1975)は、「北海道後志(狩場山、然

0-オオパキスミレ 0・.............7カ所
骨ーフギレオオパ寺スミレ 8カ所
ローフチゲオオパキスミレ 4カ所
国ーミヤマキスミレ u ・s・...・ 2カ所

図 2 オオパキスミレ類の北海道における分布 波法 (1961)を改変

-31 
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フキレキスミレ

フギレオオノ〈キスミレ

オオノ〈キスミレ

凶 3 北海道におけるオオパ寺スミレ群の分化 河野 (1974)に和名加筆

別、鷲別昔)、石狩(暑寒別岳)などと報台

している o

柴田・三浦 (1994) では、北限と思われ

る天塩山地ピッシリ山の産地報告とオオパ

キスミレとの中間型の報告があり、図 4 

に示した。

北海道大学農学部標本庫を確認したとこ

ろ、 10力所 21枚が収納されていた。その内

訳は室蘭鷲別岳 3枚、仁木町j然別周辺 2

カ所 6枚、余Jjlj昔 I枚、長万部岳 2 

枚、ニセコ・チセヌプリ周辺一 2枚、ニセ

コ・アンヌプリ周辺 2枚、島牧郡泊川付

近-1枚、狩場山 2枚、不明 1枚であっ

た。河野 (1974) とすべて附令する。

伊藤・日目!y問・中井(1994) では、波島、

胆振、後志、石狩、空知の 5支庁を分布と

しており前記文献より、石狩、空知が増加

している。

筆者の自己確認産地は以下に示すとおり

の 13カ所である。

・フギレオオパキスミレの内己確認産地

l.小平町平和

2.小平町達布

札幌加内町江丹別昨

4. 雨竜町暑寒ダム

5. i兵主主村千代志別

6.浜益村黄金山

7.新十津川町北腕力日

8.厚田村厚問川本流ゲート付近

9. ニセコアンヌプリスキー場奥の林道

10. ニセコ新見峠付近

11.狩場山

32ー
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図 6 フギレオオパキスミレの北海道内分布 (f報)

12.長万部町写万音1¥岳

13. 熊石町雲;0峠のi尺

伺人情報としては、キL脇市の細川一実氏

と室蘭市の尾崎保氏の両氏から詳細な情報

を]頁いた。辛子に、細川氏からは 15干文 12カ

所分の椋本も j頁いた。現在までの円己確認

した産地は 13地点で寂しい限りであるが、

各氏からの↑吉報や多くの文献によりかなり

の新しい産地が追加された。この他、徳沢

俊氏の各種出版物からも産地を拾いだして

整理した。梅沢氏からは南阪である大千軒

告などが追加された。本会の会報からは別

苅、 f忠舜瞥l臼の新しい産地が確認された。

以上の結果 32地点を 2万 5下分の lt也

形関メッシュで、図刀、したのが、図 6であ

る。波注 (1961)では、「後志国を中心とし

た分布」と報告されているが、和川氏の調

公情報などにより、樺戸山系等の石狩支)j

や空知l支庁にも多くの分;{fiが梓認された。

分布の傾向は伊藤 (1981)のとおり、日本

海沿いの山岳に沿って北上しているが胆振

支)j'Iこも 4カ所分布が見られる。

現在までの北|浪l土、幌加内町・遠別町・

，m見町jにまたがっているピッシリ山であり

南|浪は大千判長である。

34ー
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6 .まとめ

・北海道におけるエゾキスミレ類を除く、

オオパキスミレ類 4種の分布を整理し

た。

・オオバキスミレ、 ミヤマキスミレ、フナ

ゲオオパキスミレは種の識日Ijが難しく混

乱が見られ産地報告も少ないので線認産

地を報告する。

・フギレオオパキスミレは、波法 (1961)

では、後志を中心と報告されているが今

回の務理で石狩や空知にも分布が多く見

られるので確認産地を報告する。

・現在、本テーマにそって分布誠査を継続

中であり、オオパキスミレ、ミヤマキス

ミレに関しては疑問点も多いので今凶は

予報として報告する。

本稿をまとめるに当たり、標本や情報に

ついては札幌市の細JJI~笑氏、室蘭市の尼

崎保氏、旭川市の堀江健二氏に大変お世話

になった。納l物写真家の梅沢俊氏には各種

出版物を参考にさせてTl1いた。また、本稿

を北海道大学農学部助教授・高橋英骨子先生

と東北大学大学院理学研究科生物学教室の

中井秀総氏に見てi頁き、貴重な意見を伺え

た。当初はフギレオオパキスミレの分布を

中心として本稿を作成していたが両氏の意

見などにより新産地報告を主体とするよう

に変更した。多くの方々に貴重な:昔、見や標

本、情報などを頂けたのでここに記して御

礼とする次第である。

参考文献
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