
北海道山岳地域における絶滅危倶植物

北海道は緯度が高いために 1000111級の

山昔でもいわゆる高山組物が容易に観察さ

れる。このことは「恵まれた環境」と言う

こともできるが、都市吉1¥からのアプローチ

が簡単な地域が多いために高山植物の盗掘

の温床となりやすくもある。 高山部・}lF.rWI

山帯には稀少なお1(物が多く、環境Ij'Iこより

1997年に出きれた植物版レ y ドリストに

掲載されている種(以卜、「植物版レ y ドリ

ス|婦載積」とする)も少なくない。近年、

北海道でも高山柄物の.{~1hl\について俄にク

ローズアップされてきており、町f山が 1999

年から入山禁止となるほか、北海道が2000

年に「北海道稀少植物の保護に関する条例J

(仮事ド)を巾JJζするブ'jjI;jで動き出したりと、

対策が講じられるようになってきた。

そこで、今回は稀少M:物の生育する道内

のIlJ岳地域を LI高山系、大雪山系、夕張111

系(戸別岳目 j寝山・夕張岳を含む山塊)、利

尻島、礼丈島に分け、それぞれの地域に分

布するレッドリスト掲載稀を数え上げ、北

海道山岳地域に分布する絶滅危!具植物を把

握することを試みた。

その結果、 IIJ系聞で重複ずる極もあるが

日高山系 56種、大雪山系 79種、夕張IlJ系

73種、利尻島 41種、十L丈島 49穏であった。

各山系毎のレッドリスト力テゴリ の内訳

は凶 1のようになる。凶 1に示きれる

ように、との山系でも絶滅危倶 I類(CR+

EN)が 50%前後を占めることから Ililr，.J也
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域には絶滅の危険仰の高い種が多〈分布す

ることがわかる。特lこ夕張山系iはCR+EN

が 65.7%と他山域に比べてやや突出して

いることと現状不明積 (DD)が他山城に比

べて少ない (6.7%)ことが特徴的で、この

地域が夕張t告を中心にして盗仰の危険仰の

iI1Jいことを示している。またこの地域での

絶滅危倶植物の調査・研究が詳説11に行われ

ている*8果ともいえる。各山域の而積と

レッドリスト掲載J軍数についての凶帰直線

を考えてみると図 2のようになる。而積

の増加に作い穏数も増加するのは当然と考

えられるが、ここではレッドリスト拘載種

のみを扱うという前提の下てa各山城の環境

条併やI也llIl的条仰の違いを無視しておおま

かな傾向をみてみた。夕張111系は日高山系

より而i積が小さいにも拘わらず種数l土人ゐ雪

山系のそれに近いこと、礼文ぬは利尻島と

ほぼ等しい1M積であるのにも拘わら F種数

は利尻島を上回ることから、夕張山系と礼

文鳥は絶滅危f具格が特に集中しているとい

える。また、北海道に分布するレソドリス

ト拘載種 406種に占めるそれぞれの[11系毎

のレッドリスト掲載種の割合は 11高山系

13.8%、大雪山系 19.5%、夕張山系 18.

0%、利尻島 10.1%、礼文島 12.1%であっ

た。この 5山域で平均 14.7%すなわち各IlJ

域に平均 59極のレソドリスト掲載越が分

布することになる。

その中で持徴的な山岳地域の凶有種とそ
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閃 1. 山系別レッドリストカテコ 1)ーの内訳(%)
カテコリーは『杭物版レッドリストの作成に

ついてJ (1997)による。 EXは絶滅、 CRは絶滅

危侭 IA類、 ENは絶滅危1具1B類、 vuは絶滅

危↑具II類、 NTI土純絶滅危↑貝、 DDは情報不足で

ある。
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図 2. 山域別i面積一種数凶帰直線
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Eli高山系 Hi、大雪山系 Ta、夕日長山系 Yu、利尻島 Ri、礼文島 Reである。

のカテゴリーを挙げると、日高山系アポイ

岳ではヒダカソウ (EN)、アポイカンパ

(DD)、アポイマンテマ(DD)、アポイミセ

ノ、ャ (DD)、アポイアザミ (DD) の5干章、

大雪111系ではダイセットリカプト (CR)、ダ

イセツヒナオトギリ (CR)、エゾイワツメク

サ (EN)、ホソノミウノレッブ。ソウ (EN)、エ

ゾワタスゲ (VU)、ミヤ 7 ヤチヤナギ

(NT)、 トカチオウギ (DD)の7種、夕張

山系ではキリギンソウ (CR)、エゾノクモマ

タサ (CR)、ユウパリクモ7 夕、吋 (CR)、ン

ソノミキスミレ (CR)、ユウパリコザクラ

(CR)、ユウパリソウ (CR)、タカネエゾム

ギ (CR)、エゾコウボウ (EN)の8種、利

IA島ではリシリヒナゲシ (NT)の 1様、礼

文島ではフタナミソウ (CR)、レプンアツモ

リソウ (EN)の 2稀である。アポイ面やタ
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張岳に代表される超議基性岩地のような特

殊な基質の山岳、利尻島や礼文鳥のように

隔離分布する積が多い離島には比較的凶有

種が多いので、このような特徴をもっ道内

のその他の地域はその規模に関係なく量点

的に調査されることが望まれる。

北海道の山岳地域は絶滅危倶柄物の保護

を考える上で重嬰なポイントになると思わ

れる。今回取り上げた地域はいずれも問立

公!刻、国定公園、道立自然公園等の保護の

網がかけられている。にもかかわらず、毎

.'1'のように高山杭物の322掘が絶えない状況

である。絶滅危倶植物への認識をさらに高

め、普及する必要があるだろう o

なお、「植物版レッドリスト中の北海道産

情報不足種の現状J (北方山草 16号 52ー
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55)において表 1の北海道 (A)の計が 405

穏と掲載されていますが、正確には C406

種J となります。この場を借りて日illEいた

します。
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