
サクラスミレ・ヒカゲスミレの北海道分布(予報)

はじめに

スミレ属の中で今回取り上げる 2種は地

下茎による根が特徴的であり、葉や茎など

は両穏とも毛深い。分布と特性は太平洋1111

の少雪寒冷地タイプの傾向を示すようだが

まだ確認地が少ないのできれいな分布傾向

ではないが今後、継続的に調去の'1'71よであ

る。しかし現在までにある程度の確認数

があるので今回整理することにした。確認、

産地は毎年数点増加するので今回は予報と

して報告する。
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1.サクラスミレ

Viola hiritipes S. Moore 

伊藤・日野間・中井 (1994) によれば道

内分布は渡島、胆娠、 日高、石狩、 上川、

十勝、留11路となっている。

凶 1に示すとおり北海道南一部分布傾向

のある王室である。

I!県茎タイプ、地下茎により繁殖するタイ

プで、花は直径 2~3Cl11となり、紫主l 色の

大輸の花はスミレ属中最大と言われる。

草丈はtiti昆8~ 15 Cl11程度、開花は 5月

@一五十嵐博確認記揖
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図 1 サクラスミレの北海道分布
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下旬から 6月上旬頃と他のスミレに比べ開

花の遅い穏類である。

五 1J誌の確認池は@印、文献などの記録

はOFnてつJ，した。 li卜嵐の確認地は以 Fの

ふfi狩支庁 2カ所、胆振支庁 5カ所、十勝支

庁 5カ所、釧路支庁 1カ所の合計l3カ所で

ある。

支/j!名 Ji. -f胤確認地 2.5 fj池図名

石狩 l恵庭市恵庭公閑 恵庭

石狩 2千歳rlj美々 F歳

11".1" 3早来町富担j 平来

目立f長 <1 厚真町悦里 上院内
』旦j民 5 月小牧市植苗 ウトナイ湖

胆振 6 苫小牧市森同沼 錦附

胆J民 7 白老町ポロト湖 白老

/'11幸 8 土幌町中音a 中音-a:

十勝 9木別目J珂l南 足寄太

|勝 10帯広"rli農業高校脇 帯広南部

i 勝 11豊頃町幌凶 民→".，百J 

十勝 12忠類村ナウ7 ン象遺跡晩生

自1/路 13阿空軍町-f々志別照 阿寒

釧路支庁制l琴、弟了閥、上茶路、 11J:iE、
大楽毛、li!:路

網走支庁 f!，月間山

会ての文献を見ていないので、今後増加

すると思われるが今回の分布図には総計で

40点が関示されている。

2 .ヒカゲスミレ

Viola yezoensis Maximowicz 

伊藤・日野間・中川 (1994) によればi庄

内分布は渡島、胆振、 IJ高、自11協となって

いる。

凶 2に示すとおり北海道南部分布傾向

のある種である。

iM茎タイプ、地 F茎により繁殖するタイ

プで、花はl直径 2cm内外、内花で1則弁と唇

弁に車l紫筋が入るのが一般的である o 業が

黒〈変わる場合、本1+1ではタカオスミレや

ハグロスミレなどと l呼ぶ場合もある。この

タイプの筆者の確認I也は商館山などであ

文献では渡島支庁 2カ所、石狩支庁 3カ る。

所、胆振支庁 3カ所、円高支庁 5カ所、上 正L卜嵐の確認地は@印、文献などの記録

川支庁 1カ所、十j路支庁 6カ所、釧路支庁 はOFIJで閃示した。1i寸嵐の確認地は以 F

6カ所、制走支庁 1力所の合計 27カ所が礁 の渡島支庁 3カ所、桧山支庁 1カ所、胆振

認できた。支)jO別の 2.5万地形図名は以ド 支庁 2カ所、日高支庁 2カ所の合計 8カ所

に示すとおりである。 である。

渡島支庁五稜郭、 111汲

石狩支庁札幌東部、清田、石狩広島

ijH.振支庁室蘭東北部、苫小牧、遠浅

日高支rj' 富111、門別、明和、三石、え

りも

上川支庁上ト 7 ム

十勝支庁ー萩ケ閥、 上上幌、帯広北部、

十月号池田、 i甫幌、 j勇洞沼

支庁名

渡島
渡島
渡島

+会LlJ

11".1民
H旦llR
H高

日高
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五十嵐確認地 2.5万地図名

1雨館市岡館山 J1:NI附i

2由館市山館山 時I館

3戸井町弁」戸井川! 汐首

<1上ノ回目l1Ei尺館跡 ←上ノ凶
5白老町虎杖浜 登別温泉

6厚真町上院内 上院内
7浦河町森林公園 丙舎

8様似町観音山 機U:!
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図--2 ヒカゲスミレの北海i丘分布

分布閃を作成した。

-サクラスミレの筆者の確認地点で 13カ

所、ヒカゲスミレは 8カ!好て、あった。

-各種文献から拾いだした産地を令計する

とサクラスミレは 40点、ヒカゲスミレは

19点となった。

・伊藤・日野間・中井(1994) と比較して、

サクラスミレでは網走支げ、ヒカゲスミレ

では桧山支庁が迫加された。

目両種は北海道では南部分布型であり、太

平洋型に主分布が偏る傾向が見られるが地

下茶で繁航する生態の特徴から種子散布よ

りは栄養繁荊をメインにするタイプと思わ

3 .まとめ れる。

文献ではJI旦振支Ij'5カ所、 日高支庁 5カ

所、車11路支IJ・1カ所の合計 11カ所が確認で

きた。支庁別の 2.5万地形阿名は以卜に示

すとおりである。

胆振支庁虻田、飛生、白老、上厚真、

厚tr.
U高支)jミ 富J11、県糠、富沢、三石、え

りも

釧路支庁白糠

全ての文献を見ていないので、今後増加

すると思われるが今岡の分布凶には総百|で

19点が図示きれている。

サクラスミレとヒカゲスミレの北海道内 ・太:'f"i+型は寒冷少雪地滑が多く、日本海
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Viola hirtipes S. l¥1oore :サクラスミレ

引の多雪地帯分布傾向を示すスミレサイシ

ン等と繁殖形態に違いが見られる。キスミ

レ類ではオオパキスミレ類が地ド茎による

繁殖形質を持っているが分布形態は今回の

2棋と違う侭tI白]がすでに確認されている。

・今後、継続出Jに観察する予定であるが、

スミレ科の分化の生態は興味深い。

・いがり (1996)によれば両種は「J制見帯

避雪烈」とされ「比較的涼しい気候を好み

ながら、多雪地を避けるように分布を広げ

ているもの」とされ、ヒナスミレ、アケボ

ノスミレ、シロスミレなどが同様の傾向を

示すとされている。

今後、前記した 3種の道内分布も務理し

たいと思っている。 iE内は広<1Jf'F.春l土各

地の銅貨に赴くが中々成果が上がらないの
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Viola yezoensis MaximolVIcz ヒカゲスミレ

が現状である。読者諸兄で今回の産地以外

の情報があればお教え頂きたい。

本資料作成に当たっては日野間彰氏から

の北大農学部標本目録などの分;{ti資料を参

考とさせて頂いた。細川一実氏には白老庄一

のヒカゲスミレの標本を頂いている。他に

も多くの方に産地の情報を頂いたりご案内

I買いたので、ここに記して御礼ときせて頂

く。

参考文献

j京松次 (1979)北海道いぶり地方柄物目録.

文化女子大学室蘭短期大子{':研究紀要.

3 1--56， 

(1981)北海道柏物図鑑(上)噴火if'HI:.

宗蘭.

北方山草 16 (1999)



五卜嵐博(1996)北海道におけるオオパキ

スミレ要員の分布(予報).北方山市.14

27-35. 

いがりまさし(1996) 日本のスミレ.山渓

ハンディ図鑑 6. 山と渓谷村 東京.

伊藤浩司・日野間彰・中井秀樹(1994)環

境調斉・アセスメントのための北海道

高等航物目録III・離弁花類.たくぎん

総合研究所.札幌.

海老沢巳好(1997)北見のスミレ.北見ブッ

グレット No.2.北網圏北見文化セン

タ一博物部門協力会編集.

松木恒男ほか (1994)植物標本資料目録.

1 (離弁花類).北網閤北見文化セン

38 

タ一

新庄久志(1983)組物標本目録(1)釧路市立

郷土博物館収蔵資料目録.釧路市立郷

土博物館

(1989)植物標本目録(5)自11路市立1専物館

収蔵資料目録.釧路市立博物館

高僑誼(1992) 勇払原野.日本列島・;(~ maps 

北海道. 32 pp 北隆館.東京.

滝田謙譲(1987)東北海道の植物.カトウ

書館.自11路.

ほか (1996)上土仰向綾管束植物目録.

上士幌町Jひがし大雪博物館研究報告

18: 1 -59. 

北方山草 16 (1999)




