
北オホーツク海沿岸の湿原植生について

はじめに

北海道の最北部にあたる北オホーツク海

沿岸には狼甘沼、キモマ沼、ポロ沼、カム

イ↑沼、モケウニ沼、瓢箪沼、クッチャロ

械など大小さまざまな湖沼があり、それら

の周辺や河川沿いに多数の湿原が発達して

いる。これらの湿原の多くは最終氷期以前

もしくは完新ittの海;旦によって形成された

海跡湖や砂斤ヂIJ間の沼が陸化してできたも

のであるが、猿払川流域の湿原、群のように

河川の氾~~;，:原に形成されたものもある(綾

払村史、 1976;稲村、 1997)。

この地域の湿原梢生はヨシ、イワノガリ

ヤス、スゲ類を主体とする低層減J)jC植生が

卓越しているが、猿骨川および猿払川流域

や浅茅野台地東縁の沖積低地にはハンノキ

やケヤ7 ハンノキのほかにアカエゾマツが

高密度で生育し、アラスカや沿海外|の森林

海原(森林泥炭地)に類似の景観を有する

ことでもよく知られている(館脇、 1944、

辻井、 1976、長谷川、 1988)。

筆者は 1986年に初めてこの地域の湿原

を調査したが、その後、 1995年と昨夏、再

び現地を訪れ、 2、 3のj昂JJ;(を調査する機

会に恵まれ、その成果の一部を学会で発表

した(橘、 1992、1998)，最近、柏村(1994、

1997)および柏村ら (1994、1998)は械生

と水質の関係や地物相の基礎的調査を行

い、混同tの変遷と保全の現状について報告

しているが、 1洋品喜子界的視点からの植生の報
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告はなされていない。ここでは筆者の制究

資14に基づいて、モケウニ泊、浅茅野およ

ひ1主甘沼上流域の湿原の植生について紹介

する。

1 .調査地の概況

浅茅野台地の東縁にモケウニiiJがある

が、モケウニ沼湿原と浅茅野i田原はこの沼

周辺と沼からの流出河川及びその支流域に

発達している。前者はモケウニ沼の南部に

発達する湿原てaあり、ヨシ、スゲ類を主体

とし、アカエゾマツ、ハンノキ、ケヤマハ

ンノキからなる湿地林が介在する低層湿原

である。後者はJ自の北苦1>に広がる混血{であ

り、アカエゾマツ潟地林を伴ったミズゴケ

湿原が卓越している(写真 1、 2)。モケウ

ニ泊、小沼、第 沼を含むモケウニ消湿原

は道立日然公園特別地域(11自1積約 700ha) 

に指定されており、中心部には淑I)j(探勝木

道が設置され保護されている。浅茅野i日原

は指定区域外であり、農道によって分断き

れてはいるが、人為の影響の比較的少ない、

原生約湿原京市且を保持している湿原であ

る。 4主骨iBJ..流の混原は猿廿111の支流、エ

コベナイ川下流域に発達したミズゴケ淑l阜

であり、周辺部はアカエゾマツ疎林やハン

ノキ低木林によって取り閉まれている o 湿

原の東側に.JR天北線の鉄道敷がある。さ

らにその東方には綾骨沼があり、沼周辺一

帯はヨシ、イワノガリヤスのイ氏層淑Jjj(に
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写真1.モケウニ沼の湿原景観

なっている。

泥炭層の厚きは浅茅野湿原や猿骨沼上流

の湿原については不明であるが、モケウニ

沼湿原については松下 (1965)の記録があ

る。電気探査の結果によると、モケウニ沼

海IJJ(の泥炭の厚さは 2m以下で、下層には

10-20 mの層厚で粘土ないしシルトが分

布しており、現在の沼は埋め残しの部分で
ゃ

あるという。沼岸や流路周辺に点在する谷
ちま "ζ

地11ftは沼の|塗化の過程で形成されたもので

あろう o

この地域は北海道の気候区分ではオホー

ツク海気候区に属し、降水量が年間を通じ

て少ないことが特徴であるが、夏期冷涼で、

冬期には流氷が接岸し、積雪寒冷な気候に

支配されている。調査池に近接の狼Jム村戸

野および浜頓別町の気候統計では、年平均

気淑4.7-4.9'C、月平均気温の最高値は 8

月の 21.4-21XC、最低他は 2月の 12.5 

--12. 9'Cである(猿払村史、 1976)。温量

指数は 47.1-49.4m.d.で、冷J旦怖に|七部に
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(鎖者撮影)

イ立置している。

2 .植物群落

(1) 水生柄物群落

モケウニ沼は水深 2m前後の浅い沼で

あるため、多彩な水生植物が生育している。

水深 2m前後の沼や流路にはオヒ/レムシ

ロ群落とネムロコウホネ群落の 2つの浮葉

柄物群落がみられるが、前者は全域に広〈

分布するのに対し、後者は主にモケウニ沼

に分布しており、エゾベニヒツジグサ

(Nymt!wea tetrago11a var. elythl'ostig-

matica Ko. Ito) を伴っている。 1986年の

調布で筆者はオゼコウホネ (Nuth01

ρlIIuilll1U (Timm.) DC. var. ozel1se (Miki) 

Hara)を記録しているが、日下夏の調査では

舷認されていない。 1>>1水植物群落はコウホ

ネ群落、マコモ群落、ヨシ群落およびミツ

ガシワ群落が沼岸や流路に広〈分布してい

る。前二者は特に流路に多く、コウホネ群

落は水深 2m以上の立地に、またマコモ群
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写真 2.浅茅野湿原の景観
(アカエソゃマツ林と湿原植生筆者撮影)

落は水深 1m前後の岸辺に成立している。

ヨシM落はモケウニ沼や小沼の岸辺に分布

している o ミツガシワの優占する11庁落は水

深 0.3-1m前後の立地に成立している。

水深に応じて群落構成機が異なり、深い所

ではツ/レスゲが多く、浅くなるにつれてミ

ズドクサに置き換わる。水深 30cm以下の

沼岸や滞水凹地ではクロパナロウゲ、ヒメ

タヌキモ、 ドクゼリ、サワ当キョウ、ヤチ

スゲなと守多数の植物が混生している。また、

浅茅野淑原を機断1る農i且の側溝にもタヌ

キモ、オヒルムシロ、エゾベニヒツジグサ、

ネムロコウホネ、 ミズドクサ、ヨ y などが

群古与を形成している。

(2) 混原梢生

モケウニ沼湿原と浅茅野湿原の地下水位

はモケウニ沼とそれにつながる流路の水イ立

によって調節きれており、沼や流路に近い

水佼変動のある立地では多様な低層1~JJ;(植

生が成立している。 iiJ岸から台地に向かう

環境傾度に沿った群務の帯状自己YIJの一例を
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示すと、水辺ノ〈ンクの群落は一般にヨシ

ーイワノカ、リヤス群落であるが、場所に

よってはハンノキ低木林が成立している。

ノミンクから湿原内に向かつてツノレスゲ群落

→ヤラメスゲj洋落→ヨシ イワノガリヤス

鮮落→ムジナスゲ群務(またはヤチヤナギ

ームジナスゲ柑落)→アカエゾマツ イソ

ツツン詐落→ケヤマハンノキ チマキザサ

群落となる。また、湿原中心部の一昔1¥では

高燥化が進んでミスeコeケ群i告が成立してお

り、このような場所ではヨシ イワノガリ

ヤス群落→ヌマガヤーヤチヤナギ群落→ホ

ロムイイチゴーツjレコケモモj洋落→アカエ

ゾマツ イソツツジAf下落→ケヤマハンノキ

ヲーマキザサ1洋落の自己列パターンがみられ

る(橘、 1992、1998)。

このうち分布域が広〈モケウニ泊湿原を

特徴つける群落はヨシイワノガリヤス群

落とホロムイイチゴ ツノレコケモモ群落で

ある。前者を含むスゲ類群務は北海道低地

湿原に広く分布するiI'下落(橘、 1993、1997)
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とi司じタイプのj直生であり、この地域特有

の積品ul成上の特徴はみられない。後者はモ

ケウニiiWilJ阜、では最も発達した群落タイプ

で、北オホーツク海沿岸のミスーコ。ケ湿原の

典型的群溶である。 浅茅野湿原と猿骨沼上

i1riのj毘JJj(ではこの群洛が広〈分布している

が、表 1に不すように、稀組成に速いがみ

られる。

ホロムイイチコ ツノレコケモモ群孫はコ

ヶ層にムラサキミズコケ、イボミズゴケ、

'J;j.l~: 3 .モケウニ沼湿原

オオミズゴケ、ヒメミズゴケ、サンカクミ

ズゴケ、アオモリミズゴケなど多干手のミズ

コケを11'・った低いブルテやローンの地生

で、高層湿原要素と低層湿原要素とがi昆生

する中間湿原植生的性格をもっ群落であ

る。群落の基本構成種は優占種ホロムイイ

チゴとツノレコケモモ(モケウニ沼てやは北方

系のナガミノツノレコケモモがi昆牛‘する)の

f也、ムラ吋キミズコケ、ワタスゲ、モウセ

ンゴケ、タチギボウシ、カキツノ〈夕、 トキ

ソウなどである。モケウニitlと4責

特沼とはヌマガヤ、ヤチヤナギ、

ヒメミズゴケ、オオミズコケなど

の出現で共通し、同様にモケウニ

沼と浅矛野とはヤマドリゼンマ

イ、イソツツジ、 7 ンネンスギ、

ホロムイリンドウ、チマキザサ、

浅茅野と4貢骨沼とはミツバオウレ

ン、ミカヅキグサ、ウメノ、チソウ、

コツ7 トリソウの出現でそれぞれ

類似している。さらにモケウニ沼

(ホロムイイチコふの花 1986.7.14筆者撮影) ではヒメンダ、ミズバショウ、ム

ジナスゲなど多数の低層湿原要素

が混生しているのに対して、浅茅

野ではイボミズゴケ、 4衰甘沼では

ホロムイスゲなど高層混同〔や中間

湿原の椋徴極が出現しており、モ

ケウニ沼より発i圭したj芹落といえ

る。

1毛rlt.4 .モケウニiW日JJj(

(ナ方ミノツルコケモモの果実 1994.9.24筆者撮影)
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ホロムイイチコやは氷河WJの遺存

種で、北海道では主に LI本海側や

オホーツク i制日u多雪地に分布し

(橋、 1997)、これを椋徴種とする

ホロムイイチコーイボミス'コ守ケ者I

北方山草 16 (1999)



集がサロベツ湿原から記載されている(宮

脇ほか、 1976)。本詐落はこの群集とは組成

的にも異なり、またホロムイイチゴの優占

度が高いことで特徴づけられる北オホーツ

ク海沿岸湿原に特有の詳落である o

ix茅野湿原中心部にはFfr々 に直f子1m

内外の滞水凹地がみられ、ヤチスゲ フト

ハリミスゴケ群務やミカヅキグサ サンカ

クミズゴケ群落などシュレンケの植生が発

達している。また猿骨泊上流のiiilJ反中心部

には浅い沼と丘陵から沼に流入する流路が

ある。it'lの水深は 1m以下て、浅く、水辺は

ミズゴケカーペットの浮芝になっている。

ここにはヤチスゲ サケバミズゴケ群落が

成玄しており、優占種のヤナスゲとサケパ

ミズゴケのほか、カキツノ〈夕、ミツガシワ、

クロパナロウゲ、ヌ 7 セリなどが生育して

いる。規模は小さいが、類似の1ii'落はモケ

ウニ沼湿原にも分布しており、ここではヤ

チスゲ、ミカヅキグサ、カキツパ夕、サキ

スゲ、サワギキョウ、ミズドクサ、ヒメタ

ヌキモ、ミズバショウなどが出現している o

(3) iiilJ也林

湿原の樹林で最も多いものは樹高

1.5-4mのハンノキ林である。下層には

ヨシ、イワノガリヤス、ヤマドリゼンマイ

などのほか、ホロムイイチコやツルコケモ

モが群生している。ケヤマハンノキ林は主

にモケウニ沼iNa原の台地沿いに帯状に分布

しており、樹高 2m前後の{氏水』本から 7

-8mの高木林まである。台地から流入す

る栄養塩類に富む浸出水や k砂の影響を受

けているものと考えられ、地下水位も高い。

低木屑にはチマ寺ザサが優占し、革本層に
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表 1.ホロムイイチコ ツノレコケモモ1洋
落の種組成の比較

(表中のロー7 数字は常在度、ノトアラビア
数字は優占j支の範囲を示す)

世出名 モヤウ ~I百 浅茅野 指骨出

調査区数 29 3 6 
可l'均詞査而措(ll1') 1 1 1 
干上勾杭推半(%) 草本国 91 95 &ら

コケl!i 日5 95 77 
平均出現種敢 16 17 13 
ホロムイイ』ナコ' V 1_5 3， V， -3 

、y，レコノf モ司三 V +-5 3 '_2 y 2-' 

ムラサキミズゴウ 1 ， 3
2
__
5 1 • 

ワタスゲ V +_， 3 1-3 1 • 
モウセンゴケ III+_1 3 ， II， 

コガネギク V +_2 3 +-1 IV， 

タチギボウシ I 争 2 3， 111，__， 

トキソウ 1 ， 1， 1 ， 

カキツノ〈タ 1 ， 2， V， 

サワギキョウ 1 1..3 1 ， II， 

ヨン V，ヨ 1 ， II， 

ヌ』才カ，'4:> 1 ， V，，，， 

ヤチヤナギ II +-3 V +_， 
ヒメミス'コ苧ウ守 y +-5 V 2_5 

オ オ ミ スF ゴケ IV +__5 1 • 
ナガボノシロワレモコウ N+_2 IH+ 

イワノガリヤス lV +_， 11， 

ヒメイ子ゲ II， II， 

オオノイセンキュウ II， 1 ， 

オオヒモゴウ 1. 1 ， 

べF ずドリ毛Tンャマイ V す 4 2， 

ホロムイリンドウ III+_1 1 • 
サンカクミスF ゴケ 1 +_5 3 +_， 
イソ、ソ‘ソジ II， 21_2 

7 ンネンスギ II， 1 ， 

チマ者 II. 2， 

ヒメシ夕刻 N +_， 
ー手イ、y，レソウ 1l! +_3 

ミス'ノ〈ショウ II，唱E

Jヤ}-'!トラノオ 11 +-1 

ムジナスゲ 1 +_2 

イトササノfゴケ 1 +-1 

スギゴケ 1 • 
アオモリミズゴケ 1. 
サギスゲ 1 ， 

ツルスゲ 1 ， 

アカネムグラ T • 
ク吋・レ夕、~ 1 ， 

ホソノ4アカノ，-1一 1， 

七メシロオ、 1 ， 

‘サワラン 1 ， 

ノ、ンノ寺 1 ， 

ノ¥ンゴンソウ 1 ， 

ニッコウシダ 1 ， 

ノ '1ウツギ E争

ウロコミズゴケ 1 ， 

ウキヤノぜネゴウ 1 ， 

ホソノ〈オゼヌ~スウJ 1. 
ミツノ〈オウレン 1， 11 2_3 

ミ力、;/"有グ』サ :-:1 +_， 1 ， 

ウメパチソウ 2， 1 ， 

コツト宇トリソウ 1 ， 1 ， 

イボミズゴケ 1 ， 

ヤナスゲ 1， 

*ロ 1，イソウ 1 ， 

ノ、イイヌ、YウJ 1 ， 

ショウジョウノ〈カ 7 1 ， 

ホロムイスそ〆 V. • 
コノfイメrイソウ II， 

吋晶ノfーノぜミス:コ昂ウ『 1 ， 

イヌスギナ 1 ， 

ミツガシワ 1， 
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はオニシモツケ、ノ、ンゴンソウ、オオイタ

ドリ、チシマアザミなど高茎草木のほか、

イソツツジ、イワノ :1]'リヤス、 ミズノてショ

ウ、キツリフネなどが混生している。

i主茅野湿原とモケウニii'l湿原にはアカエ

ゾマツが高街度で分布している。ミズゴケ

湿原の中心部では鮒高 3m前後の低木林

パッチが多く、湖辺部では 7m前後の高木

林パッナもみられる。 I主茅野湿原中心部の

樹高 3m前後の低木林ノマッチの種組成の

一例を示すと、低木屑上層にチマキサ、サ、

ナナカマド、下層にイソツツジ、ハイイヌ

ツゲ、草木層にはミズバショウ、ヤ7 ド1)

セ会ンマイ、タチギボウシ、コガネキク、コ

ツマトリソウ、ヨシ、ワタスゲ、ウメノ〈チ

ソウ、ショウジョウバカ7 、ツノレコケモモ

などの湿原植物のほか、ホロムイイチコ、

モウセンコケ、ミカヅキグサ、 }キソウ、

ヤチスゲ、吋ワギキョウ、カキラン、カキ

ツノミタなど山地混JJ;(のアカエゾマツ;t*1こは

出現しない種群も多数混生している。また、

コケ層構成種もかなり笠寓で、ホソパミズ

ゴケ、ウ口コミズコケ、オオミズゴケ、ア

オモ 1)ミズゴケ、サン方クミズコケ、オオ

シッポコケ、チシ7 シッポゴケ、フサゴケ、

オオヒモゴケ、タチノ¥イゴケ、エゾムチゴ

ケなどが出現している。

モケウニ沼湿原のアカエゾマツ林も樹高

3m前後の低木林のパ yチが多い。試料木

から推定した範囲ではこれらの低水は樹齢

18年生のものが最も多く、最高樹齢でもあ

年前後と見積もられた。一方、湿原市東側

のヨシー〕イワノガリヤス群落中には樹高 7

m、胸高直径27cmに達する大径木伺休が

残有している o ここでのアカエゾマツは地

下水位而より 1m以上も根上りし、根元周

辺の隆起地にはイソツツジ、イワツツジ、

コケモモ、コヨウラクツツン、ゴセ企ンタチ

ノミナ、ツタウノレン、ナナカマドなど森林性

植物が生育している。モケウニ沼の湿原内

をよくみると古い切り株が結構みられるの

で、かつては大径木のアカエゾ7 ツ潟地林

が分布していたものと考えられる。した

がって、現存の低木林パッチは二次柄牛ーで

ある可能性が高い。

おわりに

杭村 (1997)によると、この地域の開発

は1890年代から始まっているが、大規模な

開発が本格的に始まったのは 1956年の高

度集約酪農地域指定以後であり、特に、1975

年以降の大規模草地造成は丘陵の森林ばか

りでなく、後背湿地にまで及んだという。

この結果、 HliU忠商積は急速に減少し、例え

ば、ナガパノモウセンゴケなどを産し、こ

の地域最大の高層減)J;(であったといわれる

頓別川流域の頓別湿原は完全に消滅した。

また、国土地理院発行の地形図から推定し

た北オホーツク海岸全体に残存する湿原而i

積は約 20%程度、また本稿で紹介した比較

的保全状態のよいモケウニ沼湿原や浅茅野

湿原、猿甘沼上流の湿原でさえ開拓以前の

50%程度と見積られている(居村、 1997)0 

このように過去数千年の歴史を刻んで形成

された北オホーツク海岸の湿原生態系はわ

ずか二|数年の聞に大きく変貌した。残存

する湿原も周辺農耕地等の排水による富栄

養化、河川改修や排水溝婦向日による乾燥化、

22ー
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道路建設による湿原の分断、森林伐採によ

るトー砂流入等、さまざまな人為的影響下に

あり、危機的状況にあることも指摘されて

いる(日野、 1996;柏村、 1997)。

人間活動による自然環境の破壊と悪化が

問題となっている現夜、かつて不毛の土地

として吸われてきた湿原もまた環境緩和作

用や水質浄化機能、生物多様性保全等の観

点から、その重要性が見直きれてきている。

既述のように、北オホーツク海岸に残存す

る湖沼と湿原は、人為の影響をうけている

とはいえ、現在でもなお原生的自然景観を

保持しこの地域に特有の槌生が発達して

いる苧術的価値の高い混原てがある。自然公

陪l区域を拡大し、自然保護教育や環境教育

の場あるいは観光資源としての湿似の手1)活

用のあり方の検討も含め、湿原保全のため

の総合的対策が望まれる o
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