
更別と別海のヤチカンパ

はじめに

「谷地に生える棒」てやヤチカンパ。あまり

麟力的な名前とは思えないし花も目立たな

いが、湿生の低木群落としてまとまると、

大|訟やサハリンの植生を初御とさせる。氷

河期に南下した大陸系の低木性カンパが、

北海道の湿原に遺存したものと見られてい

るo

1 .発見の経緯

ヤチカンバは最初、十勝支庁更別村の更

別湿原てい発見された(辻ら 1960)。帯広営林

局の大木正夫がミズゴケの分類学者広島大

学の鈴木兵二助教J受(当時)とともに、 1958

年(昭和 33年) 8月16B，ミズゴケ調交

の折に見つけた。大木から標本を見せられ

た同営林局の渡辺定元は、北大の舘脇博士

の Fで分類学的な検討を進めた。翌年の

1959年(昭和 34年) 5月5日に大木・渡辺

で、 9月6日には渡辺一人で再度現地調査

をおこない、新種Betu!atatewakimlaとし

て、 9月15日に論文を仕上げた。論文は渡

辺・大木の述名で、植物研究雑誌の 1959年

11月号で公表された。投稿からかなり早い

スピードで掲載されたことになる。

北海道第二の産地は線室支庁別海町の西

別減原であった。更別i毘j瓜での発見から 16

年後の 1974年(昭和 49年)に、別海町の

小学校教師をしていた粟野武夫が植物写真
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の撮影中に発見した(粟野・粟野 1994)。北

海道教育大学釧路校の問中瑞穂氏に指導を

受けたり、実際に更別混同{のヤチカンバと

比較することで、北海道(つまり我が国)

第二の産地と確定した。原 (1979)では「最

近根室凶)JIj原野でも見出され」とあるが、

伊藤 (1981)では「根室地方の漂津原野か

らも発見された」とある。粟野ら現地の研

究者以外には正確な位置はまだはっきりし

ていなかったと思われる。内別j昆原ヤチカ

ンパ群落の植生調査は長谷川・辻井 (1987)

によって初めて公表された。

現在、ヤチカンパの分布は日本では道東

の低地混同{である上記2カ所のみである o

以上の研究・調査史については表 1にまと

めた。

2 .分類学的な問題

ヤチカンパの分類学的な位置については

異論がある。ヤチカンパは最初、コウアン

ヒメオノオレ Belu!afruticosaやアポイカ

ンバ B，14ゆoieJlsisに似るが、新種の B.tate 

lUalualla M. Ohki et S. Watan. (Watanabe 

& Ohki 1959)と命名された(タイプ標本は

北大に保存されており、標本画像は高橋

[2004Jで公表きれている)。

その後、日本で出版される図鑑類では、

大径産のコウアンヒメオノオレ類の一種ヒ

メオノオレ B.oval~灼lia と同一であるとす



。

図 1 北海道におけるヤチカンパの内生地。 N
別海町山別視!卓、 5 更日1]村更別 i~J京。

る見解が多い(北村・村田 1979、伊藤 1981、

大井・北川 1983、伊藤 1989、高橋 2003)。

伊藤 (1981、1989)では、さらに樺太産の

/レクタマカンパB.yosili1Jluraeもヤチカン

バと同一種としている。

命方、最近になって渡辺 (1995a、b)は

ヤチカンパの染色イ本数は 2倍体であり、 4 

俗体のコウアンヒメオノオレ類と違うこと

を明らかにし、ヤチカンノミはコウアンヒメ

オノオレ類の祖先形にあたるものとし、独

立種 B.lalewaluallaを再度主張した。高

橋・津久井 (1996)・佐j降ら (1997)・橘ら

(1997a、b)でも、この渡辺の見解が採用さ

れている。

以とのように、ヤナカンパを大陸産のヒ

メオノオレと同一種Eみるか、独立穏と見

るかについては見解が一致せず、さらに

DNA系統解析など詳細な研究が望まれ

る。しかしヤチカンパが北海道の 2カ所

の湿原にj宣存している北方系の低木性カン

パであるという点については、一致している。
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3. 自生地の現状

別海町内一別湿原と更別村更別1~JJJ(のヤチ

カンパ林の現状について既存文献での記述

を表 2にまとめた。

I白j地域とも、ヤチカンパは湿原、の中では

やや乾燥した7 ウンド「ヤチボウズJ . t:.に

生育すること。多数の幹を伸ばす萌芽更新

で株が維持され、種子による実生更新は少

ない。前芽した幹は最高で 25年ほどの寿命

だが、株白体の樹齢l土分からない。種子発

茅には日照条件が良いことが必要。現在残

された自生地は、かつてあった湿原のごく

一部が残存したもの。多数のレ y ドデータ

植物か随伴する。といった点で一致してい

る。

更別と比較して、別海に特徴的と，思われ

るのは次の諸点、である。

1 )ヤチカンパが生えるマウンドはより高

〈、チャミズコ、ケやノ、ナゴケなどからな

る。

2)ヘクター/レ当たりのヤチカンパ株数

は、更別の数倍ある。

3 )ヤチカンバの樹高はやや低い傾向があ

り、株あたりの幹数がやや多く、幹直径

はより刺lい傾向がある。

4 )指定地医の周辺は更別が畑地であるの

に対し、牧草地である。

5 )指定地区の乾燥化や他種の侵入などの

程度は比較的低い。

6)車両による植生踏みつけ、 ミズコ守ケ採

取などの人為的圧迫要因がある。

7)随伴するレッドデータ;f直物としてスゲ

属が多い。

このように、別海町西lJlJ湿原のヤチカン



ノミ群洛l土、史別村克別湿民{のそれとは異な

る、同有の特徴も保有している。

なお、大陸系の梢物種が道東に見られる

例l土、カラクサキンポウゲ、吋カイツツジ

などに見られ、地史的・気候的要因による

と思われるが、道東の 2カ所の混同{にしか

ヤチカンパが見られない理11，は必ずしも明

舷ではない。
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おわりに

肉 2，別海町のヤチカンパ群
落地(1995年 7月 10R) 

図 3，別海町内ヤチカンパ
(1995年7月10日)

別海町四別湿原のヤチカンパ群落は町の

天然記念物に指定きれており、最近になっ

て指定地が拡大されたことは大変喜ばし

い。一方、更別村更別混似のヤチカンハ群

務は北海道の天然記念物に指定されている

が、乾燥化が懸念されている。いずれにし

ても指定するだけに終わらず、現状のモニ

タリン夕、積綴自引な保護管理施策が求めら

れている。

なお、この小文は本年 2004年 10月に



行った別海町のヤチカンパi洋落の現地調査

に基ついて、北海道教育委員会に提出した

調査報告の一部を改変したものである。
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表 1.北海道におけるヤチカンパ 2カ所の群落地 研究・調査史

根室支庁別海町西ZIIi思w、
ト一一一一

十勝支庁更別村更別j毘原

1958年(昭和 33年)更別村で大木・鈴木が発見。

1959年(昭和 34年)大木・渡辺が新種として発

表。

1963年(昭和 38年)北海道指定文化財「克明l温

叩74年(昭和 49年)別海町で柴野が発見。 I 原町ヤチカンパJo面積約 3回。

1978年(昭和 53年)伊藤・春木が「第 2回自然

1979年(昭和 54年)別海町指定文化財「ヤチカ | 環境保全調査」の中で、植生を報告。

ンパ群7岳地J。面積約 0.5ha。

1979年(昭和 54年)除、寛が「東亜植物註解(6)J

の中で、西別湿原でも発見されたことを記

述。

1987年(昭和 62年)長谷川栄辻井達ーが「野

付風蓮道立自然公l剖総合調奈報告書」の中

で、 1 AJ也!互の級生を報告。

1988年伊丹手口 63年)二木ヵ、 f第3回自然環境保

会基礎調査」の中で、 1 A. 1 B地区の植生

を報告。

1988年 (11日和 63年)栗本が卒業論文で、 lA地 I1988年(昭和 63年)年栗本が卒業論文で、株の

区の株の幹数・幹直径・樹高、保護策などを | 幹数・幹直径・樹高、保護策などを報告。

〈十守。

1996年(平成8年)高橋らが、 1地区の植物相に I 1996年(平成8年)高橋・津久井が株の活力度、

ついて報告。 I 形態変異、植物相について報告。

1997年(平成9年)橘らが、 mJJ且全体の変遷史、

1 B地灰の地形断固閃・稲生凶を報告。

1997年(平成 9'下)橘らが、 lA地区で株の幹 I1997年(平成9年)佐藤らが、植生の概要、株の

数回幹直径・年輪数などについて報告 密度・幹数・幹直径などについて報告。

2003年(平成 15年)隣接する北側の門生地も合

め、指定地区を約 4.6haに拡大。

2004年(平成 16年)Nagamitsu et al.が集団の I 2004年(平成 16年)N agamitsu et alが集団の

葉形態 遺伝変異について報告。 I 葉形態・ 1宣伝変呉について報告。
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表 2.別海町と更別村におけるヤチカンパ群落の現状

一 一別ìN町凶別 ~~Jff、 更別村a別湿原

く立地〉

湿師、中央部ではチャミ丈ゴケやハナコケの7

ウンド(高さ 60-80cm)上に株立ちする。周辺

部では7 ウン}が小さい(橘ら 1997a)0 I B 地区

はIA地区に較べると、株が小きく、密度が疎、

よりはっきりした7 ウンド(ヤチボウズ)上に生

育(長谷川・辻井 1987)。

〈株〉

ヘクターノレ当たり 6，500株 (1A地区のベノレ

卜調奈からの推定 I 長谷川 辻井 1987)。

1，1高は最大でtlHm(IA地区，長谷川・辻井

1987)。樹高は 1.7mまで(高情ら 1996)。

く幹〉

j也際直径が20..25Il1Il1を越えると衰退しはじ

め、 40mmに達するまでには全ての幹は枯死す

る(桶ら 1997a)。

株あたりの幹数は更~Ijより多い(高橋ら

1996)。株あたりの幹数は ]]-15本のものが多

〈、それ以下や 30本以上の株もある (1両ら 1997

if:t.原中央部では幹の最高樹齢は 8年、周辺

部では 23年と推定(橘ら 1997)。

く果実〉

更別に較べると来椋をつけた幹数が少ない

(高橋ら 1996;桶ら 1997，，)。多〈の樹幹で果聴

をつけている (2004年現地調査，)。

<~新方法〉

実生は口!開条件の良い .nl¥にしか見つけられ

ない。種子による実卦形成によって次世代をつ

くるのは希。実生更新は少数であり、 jに萌芽更

新(栗本 1988)
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く立地〉

混Ifi外縁部のやや乾燥した「ヤチボウズJJ-_ 

に株立ちする(大木・渡辺 1959)。直俺 1m、市J

さ50CIl1ほどの7 ウンド1::1こ株立ちずる(佐藤

ら1997)。

く株〉

指定区域3ヘクターノレで2，0ω株を超えない

と推定(高橋・津久jlo1996)。最大でヘクタール

当たり 1，704株(調査ベルトからの推定，佐藤

ら1997)。

樹高Iま2.5mまで(高橋ら 1996)。樹高は 1-

2m前後(佐藤ら 1997)。

く幹〉

地際直径が 28111111を超えると急激に枯死率

が増大し、 50111111に達するまでには全ての幹は

枯死する(佐藤ら 1997)。

株あたりの幹数は別海より少ない(高橋ら

1996)。株あたりの幹数は 5-10本のものが多

〈、それ以下や 30本以上の株もある(佐藤ら

1997)。

く果実〉

別海に較べると果砲をつけた幹数が比較的多

い(高橋ら 1996;尚橋・津久井 1996;佐藤ら

1997)。

<.a新方法〉

実生は日照条1'1のIミい 部にしか見つけられ

ない。佳子による実生形成によって次世代をつ

くるのは希。実生更新は少数であり、主に萌芽更

新(栗本 1988)。予備的な観察では、幼個本が順

調に補充されている証拠はつかめなかった(高

橋・津久jlo1996)。調査Lたベルト|勾に限ってい

えば実'1'{間体はみられなかった(佐藤ら 1997)。



く湿原のJm史〉

1965年には西別湿原は面積約 68haあった。

1970年代後半から急速に牧草地に転換され、

1995年で混1"，、の北部、南部、凶部の 3カ所が分断

され残った。これらを合わせた而積は約 16ha 

(橘ら 1997b)。

〈現在の指定地区と植生〉

指定地区は海抜40m、面積約 4.6ha。ヤチカ

ンパチャミズゴケ、ヤチカンパ ヌマカヤ、ヤ

チカンパ・ハンノキ ヌマガヤ、ヤチカンパーミ

ヤコザサ、ヌマガヤーワタスゲの百1-5群落が認

められる(橘ら 1997b)。

く保護管理上の問題〉

一部ではわずかであるがミヤコザサが出現L

ており、やや乾燥化が進んでいるものと思われ

る(長谷川・辻井 1987)。未指定地域(1 B) は

原生状態が比較的よく保たれている(栗本

1988)。車両による相生の踏みつけ、ミズコaケ採

取などの人為的日迫要因が懸念される (2004年

現地調査)。

〈絶滅の危険性〉

留の RDB(環境庁 2Cω)で絶滅危倶 11類

(V ulnerable)、北海道の RDB(北海道2001)で

絶滅危急種 (Vulnerable)。

<，遺11'1るレ y ドデタ1重〉
クロノ〈ナノ、ンショウヅノレ(11、R)、ホザキンモ

ツケ (11、 )、チシマウスパスミレ (11、R)、ヒ

メツルコケモモ(11、Vu)、アカンカサスゲ( 、

R)、カンチスゲ(1A、Cr)、イ}ナノレコスゲ(11、

Vu)、ホロムイクグ(11、Vu)、タノレ7 イスゲ(1 

B、R)、 ト寺ソウ (11、Vu)。

(国のカテコリ 、北海道のカテゴリー)
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〈混原の歴史〉

1958年当時、更別泥炭地はI面積約 600haだっ

た。当時ヤチカンパ群務は 3-15 haの群落だっ

た(大木・渡辺 1959)。

く現在の指定池区と植生〉

指定地区は海抜 165m、而積約 3ha。指定区域

のうち約 72%がヤナカンパ群落。その他に、オオ

イタドリ群落・ミヤコザサ ワラビ剥落等があ

る。

〈保護管1現上の問題〉

周囲は畑地で、乾燥化やオオイタドリ、ササ類

的侵入が懸念されている(栗本 1988;高橋・津久

井1996;佐藤ら 1997)

〈絶滅の危険性〉

同の RDB(環境庁 2000)で絶滅危倶 11類

(V ulnerable)、北海道の RDB(北i毎道 2001)で

絶滅危急種 (Vulnerable)。

〈随伴するレッドデータ種〉

クロパナハンンョウヅノレ(11、R)、クロミサン

ザシ (1fI.、 Cr)、カラフトイバラ( 、R)、ホ

ザキシモツケ (11、 )、エゾナミキソウ(1 

H、 )、エゾキヌタソウ (11、 )、キキョウ (11、

Vu)、ンコタンヨモギ(11、 )、クルマイスゲ(I

目、 R)。

(国のカテゴリ一、北海道のカテゴリー)
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