
北海道におけるシダ植物相のホットスポットについて

松本市 佐穣利幸・札幌市 金子正美

1977年から 2000年にかけて北海道全域

のンタ柄物相の調査が継続された。これま

で 2639地点の調去が行われた。標本は

34610点を若干上回る。このたび北海道に

おける高山植物のデータベース作成プロ

ジェク卜(北海道特別環境調査予算 代表

金子)の一貫として、ンタ植物の分布資料

の入力が修了した。 i!Iい将来、北海道にお

けるシタ組物の個別種の笠間配置や多種共

存地域の情報が、北海道環境科学センター

において解析される予定である o これまで

に、若干の北海道南西部におけるシダ植物

種数の分布についての資料がまとめられて

いる。それによると海岸から離れるにつれ

て種数増加古河在認されている(佐藤・長谷、

1989)。また、シダブロラの多手重共存と高い

類似性が、黒松内・大雪jlj・南宗谷で確認

されている(佐勝、 1987)0 あわせてシダ個

別種の出現頻度が最近まとめられた(佐藤、

1999)。しかし|七海道全域におけるシダ種数

の空間分布はまだ報告きれていない。本報

告は、これまで蓄積・入力された資料を用

いてシダ種数ごとの空間配置と頻度分布を

紹介するものである。冷温帯要素と亜寒帯

要素が混在する北海道の植物共存の空間配

置を理解する一助となれば幸いである。

5万分の 1地勢図の 16分割IJ (約 5kmX

5kmの基本メッシュ)を中イ止として、その
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区域内の I地点以上(1-5)でh調査を行った。

地点あたりの調査範囲はおおよそ 10000

m' ( 1 ha)である。調査方法l土、おおよそ

100111 X 100 mの範囲内を歩き、確認でき

たシダi植物のすべてを記録した。積ごとに

1-2枚の葉を証拠標本として収録した(信

州大学理学部標本室信州自然誌研究

館?)。調査地点、によっては徒歩距離が 500

m絞度の場合もある。その場合も調査範囲

は 20m x 500 m (10000 m')程度である。

一地点の調査における標高差は 100mを

超えることはない。多くは垂直分;(jiの情報

として 50mごとに別の地点としてまとめ

た。基本メッシュ範囲でト複数地点の調査が

行われた場合、最大種数が確認できた地点

の穏数をメッシュの代表値として示した。

確認種数は 129種、 10変種(亜種)である

(佐藤、1999)。種の同定は倉岡・中池(1979: 

1981 : 1983 : 1985 : 1987 : 1990)および田

川 (1952)、岩槻 (1992) による。

北海道における調査 (1977から 2000年)

をもとに、ここで使用した地点数は 2639地

点であり、算出された地点ごとのシダ植物

種数は平均 9.5積となる(図 1)。これらの

うち 255地点で 17種以上が確認きれた。

255地点は全体の約 10%以下(100X 255/ 

2639)に相当することから、ここでは 17種

以凶在認きれた地点を北海道におけるシダ

北方山草 18 (2001)



250 

50 

日
J

一

9一μ紙一一一梅山一
一
仙
川一平一i

 

一mw
一i
 

一
勧
以

一
』
自
問

?地一2i
 

一門
u200 

主張 150
暖

幸子 100 

。幽凶血出血出血出血且lLU且量1.1111111・4 且且 L"_'_' 

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 

シダ種数(約10000m2あたり)

岡1.北海道におけるシダ種数ごとの総調査地点
数の頻度分布

給調奇地点数2臼9のうち 255地点(約 10%以下)で 17曲

以上が確認された。そこをホ y トスポット左する(黒白り)。

図 2a.北海道北部におけるシダ径数の水平分布
存メツンユは 5万分の lのj由勢同を 16分割したものである。メ yシュ内で複数の調査地

点のある場合、最大積数を確認できた地点の種数で示した。
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凶2b目北海道中南部におけるンダ種数の水平分布
各メ yンユは 5万分の lの地勢閃を 16分割したものである。メッシュ内で複数の調査地

点のある場合、最大種数を確認できた地点の種数てツ'J~ した。

才直物のホ y トスポットとよ j;'ことにする

(イギリスの研究では 5%以下を対象、

Prendergastら、 1993)0これらをふまえ北

海道におけるシタ7宜物のホットスポットの

空間配置を図 2 (灰色)に示した。ここで

凶示されたのは 1644地点である。すなわち

約 1000地点がメ yシュ内における重複調

査地点に相当する。種数を具体的に示すた

めに北海道を 4分割して示した。便宜的に

北海道北部(a)、北海道中南青¥(b)、北海道東

部(c)北海道南阿部(d)、としてまとめた。そ

れらによると、北海道南山部(凶 1d 渡鳥

半島部)ではホ y トスポット (17種以 fJ

が多く点在する。 方、北海道東部(図 1c) 

ではホットスポットが中央官1¥と知床半島官1¥

にいくつか点在するにとどまる o 北海道北

部や北海道中南部では、内陸を中心にいく

つかホットスポットが集中して確認でき

る。メッシュごとに 1-3種しかみられない

地点、いわばコールドスポ y 卜は北古川民地

や海岸近くに多いことが読み取れる。植物

多様性のホットスポ y 卜とコーノレドスポ y

トはイギリスの研究に端を発する (Pren

dergastら、 1993:Myersら、 2000)。
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図2c.北海道東部におけるシダ持数の水斗'分布
各メッシュは 5万分の lの地勢凶を 16分割したものである。メ yシコ内で複数の調査地

点のある場合、最大穂数を確認できた地点の種数で示した。

北海道の大地は果てしなく広い。詳しい 様からの悲報を受けたのは昨年 (2000年)

調査がすすむほど、その鍬密性と奥行きは であった。北海道の自然をこよなく愛され

深まる。イギリスでは 5kmx 5 kmの全槌 た高野英二氏が、宇宙から北海道 20世紀の

物穏の7 ップは 10年ほど前に完成し現在 山草変遷を追憶されることを祈りつつ。

1 kmx 1 km ;1 '/シュごとの全種の分布解

析が進行中ときく。分布を含めた個別種の

自然史が現在、 Journal of Ecologyに編纂

中である。それには 5kmx 5 kmメyシュ

の分布図が必ず併載されている o 北海道に

おける多穏の植物分布資料の蓄積が待たれ

る。なお本報告は、北方山市の編集者であっ

た亡き高野英二氏に捧げるものである。奥
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図 2d 北海道南丙部におけるンダ種数の水平分布
各メツンユは 5万分の lの地勢同を 16分割Lたものである。メ yシュ内で複数の調査地点のある場合、

長大積数を確認できた地点の穏数で示Lた。
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