
カラフトイバラの北海道分布(予報)

はじめに

筆者の興味はスミレ科、春植物、帰化植

物調査などの分布特性であり、このために

全道を回っているが夏に咲く柄物の分布は

余り把握しておらず報告することが少なか

った。カラフトイバラは初夏に開花し、道

北や道東の林縁などを彩る植物でその分布

は以前から気になっていた。今回、北大の

博物館標本を若干見れたので自己確認地も

合めて整理して報告するが、まだ確認、産地

も少ないため予報として報告する。

カラフトイバラの特徴

カラフトイバラの学名はRosαaavu'i'"icα

Pallas、Rosα情的刊tiiH.Lev.などが図鑑で

は使用される O 別名はヤマハマナスとなっ

ているが、大場(1997)によれば「カラフ

トイバラ (Rosα1nw'retii) は北海道、本

州の長野、群馬両県、および朝鮮半島やサ

ハリンに分布する。紅紫色で無毛の枝をも

ち、刺は少なく、古い枝では脱落する o 7 

または 9枚の小葉は長楕円形で、長さ約4

口110 6 ~ 7月に、直径約 1cmで紅紫色の

花が咲く。シベリア東部から中国北部、朝

鮮半島に分布するヤマハマナス (Rosα

aCLvuricα)は、カラフトイバラやパラ属

の基準種であるローザ・キンナモメア

(Rosα目nnα1nomeα) に似ているが、楽に

腺毛があるなどの違いがある。jとされて
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おり、 Rosαmα17ちtiiH. I.evを採用してい

る。この解釈ではヤマハマナス :Rosα 

davuricαは日本同内にはないとの見解と

なる。しかし、H.Ohba(2001)ではRosα

dα削げもCαPall.var.αlpest門 s(Nakai) 

Kitag.，Neo・Lin.FI.Man-shur.: 382 (1979) 

を採用し、前記の学名を変更し Rosa

davuricaの変種と Lた。

カラフトイハラは2ωo年に出された北海

道レッドリストにおいて希少種 (R) に指

定されている。分布域が限定するためか道

東の資料が少なかったためか筆者には判断

がつかないが各地の調査では比較的各所で

大量に確認され、現時点では希少種とは忠

われない印象である。しかし、現在の生育

環境は自然破壊を受'けやすい身近な環境で

もあり注意は必要と思われる。

北海道のバラ科バラ属

カラフトイハラはパラ科パラ属である。

北海道内でのパラ科パラ属は以ドの4極 4

品穏 I雑種(8分類群)が報告されている O

-オオタカネノミラー Rosααciculαl'isI.incll 

は高山や北地、蛇紋岩などにも育つ落葉樹

で高さ 1m、幹枝に多数の刺があるのでカ

ラフトイハラと見分けがつく。小葉は 5~

7枚と少なく、長さも 2~ 4 cmとやや短

い。 1t.色は淡紅色~紅色で花のf手4~ 

5.5C1l1o 
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l主11 カラフトイバラ

-カラフトイハラ :Rosαd削 JU'i'icαPall.

VaJ α/.])est，官 (Nakai)1くItagは前記した

とおりで、山地に生える洛葉樹で高さ 1-

1.5m。事干に車IJがある o )白人jでは道東など

に多い。品種ではウスベニカラフトイバラ

(f. ，'oseα(Inagald)Toyo](uni)が旭川地方か

ら報告されている。

目ハマナス :1<osα叩 gosαThunbは小葉 7

枚で葉は厚く表同iにはしわと光沢があり、

主に海岸の砂地などに'fえる。花は紅色で

花の径 5-8Cl1lと大きい。品種ではシロ

パナハマナス(1'.α/.bα) と、学名報告はな

いが、ウスアカハマナス(日高地方)が報

告されている 0

・ノイバラ目 Rosαmultず701αThunbは小

葉が7-9枚、山野の川岸などに生え、や

やつる状で枝に刺状突起がある。花は白色

で径約 2Cl1lと小さい。また、品種ではウ

スアカノイバラ (ιγosi])etαlαHonclacx 

Su宮川10(0) が日高地方で報告されている 0

.コハマナス :ROSCL X uuω'(L Sicbolcl ex 

KKochはハマナスとノイバラの自然雑種

で花は径 3-4Cl1ll人j外でi炎桃色である。

i度潟、桧山地方などで報告されている。

カラフトイバラの北海道分布

伊藤ほか(1994)では胆振、後志、上川、

卜勝、釧路、根室、網走の 7支庁分布が報

告されている。前記したように、本州にも

分布が報告されているが、筆者の現住まで

確認、地点は上JlI、十勝、釧路、根室、網走

などに集中している。

文献ではIJI!振は原 (1979、1981、1985) に

より伊達が報告されており、個体数は少な

いとの記載も見られる。古い野帳を確認し

てみると1989'f'に)h(先生と伊達市で本穏を

確認していた。

中居(1994、1999) にも渇載されている

が詳細な産地は未記載のため"1居先生にお

聞きしたところ地閃名は苫小牧であった。

後志は小樽博物館の植物標本山本コレク

ションによれば仁木町が産地であり、|七大

総合博物館にこの標本が収められていた。

他の文献からも道東各地の情報が拾いIHさ

れたがその A部を参考文献に整理したがす

べては網羅していない。本種はレッドリス

ト縄載種であるため詳細な場所は明記せず

2.5万地形図名により整理を行った。

関2の@印は筆者の権認i斉産地(現地

標本)34筒所を示し、 0印は各秘文献から

採用した産地23箇mを示す。今回の整理で

合言|で57箇所が表不された。表-1に確認

産地の2.5JJ地形図名を列記した。( )内

は各種文献からの採用産地を示した。今回

は北海道大学理学部総合博物館と北大植物

園の標本を確認したが他の博物館などの標

本は未確認であるため今後の課題とする。
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表 1 支庁別確認地

然別

虻田(苫小牧)

1:別、二手11、上湯内、旭川(比布

永IIJ)

(狭心、)

媒湾、駒場、中札内、駒白、上札内、

上克別、晩成、浜大樹(萩ケ附・

広尾)

辺計礼|同席、虹別、ピ川i
ツプ、茂雪禅、鶴居、五|石、阿寒、

茶内、自11路(徹別・上尾幌)

野付崎2、'fJ春別、床丹、豊島{、別

i年(野付崎I・床丹2・泉JlI・奥行・

風連・東梅・厚床・別当賀)

雄武、!Il~吉1\ 、芭露、 j室経、白滝(宇

主主呂・緋午内・ノj、清水田北見・訓子e

府小平1)別・上里)
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@ 確認済産地 34地点
0:情報産地 23地点
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図2 カフフトイパフの北海道分布

まとめ

カラフトイバラは図鑑類により、学名は

Rosαdavu1'icα， Rosαmα1'retnなどが使わ

れているが最新のFloraof Japan (2001) 

では RosαdαvuncαPall.var.αlpestria 

(Nakai) Kitagと)(場秀章氏により変更され

ている。

北海道内分布は道東に偏った分布形質で

ある。現干1:までの分布調査では2.5万地形

凶で57地点が確認され、後志 1地点、胆

振一 2地点、仁川1-6地点、宗谷 l地点、

十勝 10地点、郵11路 12地点、根室ー13地

点、網走ー12地点である。未確認の支Iiは

渡島、桧ILr、石狩、空知、日高、留萌の 6

支庁であるo

今後、未確認の標本庫と現地再調査を行

う予定であるが、読者各位の分布情報を募
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集するので以下のFAXに連絡l頁けるとあ

りがたい。 [FI¥，'¥011-709-03l3] 
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