
ケショウヤナギの産地整理と分布河川名

はじめに

隔離分布の代表種として、ケショウヤナ

ギが有名である。北海道の十勝川、札内川

などと長野県上高地の梓川などが良〈出て

くる産地河川名である。レ y ドデータブッ

クにも掲載きれている希少穏であるがその

実態はどうなのであろうか。

1996年から 2004年の春まで各地の河川

で本種を確認していたが、筆者の確認地点

は 14地点と少なかった。 2004年 10月から

ら文献調査を開始し、文献における確認位

置を整理してみると十勝南部などに空白が

目立ったので、 11月に日高南部と卜勝南部

や西部の調査を行った。小河川での新しい

確認地点も増加したので報告する。産地の

整理と分布する河川名を抽出することで開

発行為に対する配慮が少しでも行なえれば

幸いである。

生態など

ケショウヤナギ Chosenia ar古ulifolia

(Pall.) A. SkvortはOhashi(2000、2001)

により、ヤナギ属 :S削 ixaJ加 tlfoliaPall. 

に変更されている。樹高は舘脇 (1948)で

24m、斎藤(2001)で20-22m、佐藤(2004)

で20111、Ohashi(2001)で30111などとなっ

ている。

胸高直径は佐藤 (2004)では 1111と記載

されているが、舘脇 (1948)の最大計測数
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値は 86C111であり、斎藤 (2001)では 91

105 cmの写真記載がある o筆者のこれまで

の確認例は 60C111程度の直径が多い。落葉

高木で、若校は晩秋から若手に紅色で白粉が

つくことからケショウヤナギ(化粧柳)の

名がある。葉は倒披針形で長さ 4-7cm、

雌雄異株で 5月上旬に開花する。斎藤

(2001)では「扇状地の、玉石の多い河原に、

河畔林を形成し、初期成長がいちじるしく

速い」、「他のヤナギ芳!と異なり、常温で、

2長内に保存しでも、 3週間くらい発芽能力

を失わないJr不定根が出にくいので、挿し

木増殖ができにくい。ただし、機種による

実生増殖は、それほど困難ではないJ とま

とめている。

分布は北海道、本州(長野県)、朝鮮、ロ

シアなどときれ、舘脇 (1948)は「朝鮮に

於ては北岸に産し、その産地は西部に寄っ

ている。束三省に於ては北部黒竜江流域と

内蒙大興安嶺地帯の余波の山麓渓町l'に産し

ている o ソ速を見るに棒;み;に於ては北半、

カムチャ yカに於てはF耳l南部、沿海州、ウ

スリー流域、ヤクート(主として南部)、黒

竜江流域、ダブリヤ、パイカJレ地方に産し

ているoJとある。 伊藤(1987)は「典型的

な東シベリア・極東!\~の植物である J とし

て分布図が伺載されている。

新山 (1989)によれば「現在、ケンョウ

ヤナギはバイカjレ槻l以東の降水量の少ない



内陸部の河畔に広〈分布している(中井、

1930)、この地域は更新世以後の氷期には乾

燥しステ yプとなり、間氷期には森林が発

達するという繰り返しがあったと推定され

ている (Frenzel、1968)。したがってケショ

ウヤナギは、このような内陸性の乾燥気候

と低温に適比、し生きのびてきた種だと考え

られる。前述したように、ケショウヤナギ

の純群落が形成されやすいのは乾燥した砂

疎地に他のヤナギ科植物に先駆けて定着す

る能力のためである。」とまとめている。

ケショウヤナギは環境庁 (2000) レッド

データブソク (RDB)では約滅危倶 IJ類

(VU)、北海道(2001)RDBでは希少種(R)

に指定されている。

分布情報

告古脇 (1948)の調査では十勝川、佐幌川i、

然別川、音更JlI、美里別川などよりケショ
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ウヤナギの分布が報告され、 2.5万地形図

名で、北から!慣に列記すると、萩ヶ閥、芽

主主、計松、 t士腕、 lzlJ年太、鹿i且、本別、

十勝清水、祥栄、帯広北部、茅室、者i;広南

部、幕別、 卜勝i青川、中札内、岩内川上流、

上札内、ヌピナイ川上流、大樹、豊似、広

尾、日高目黒の 23地点が読みとれた。

伊藤(1987)の地図分布は 2.5万地形図

名で 22地点であり、紋別、中渚滑、上渚泊、

萩ケ|尚、佐幌岳、狩勝除、鹿追、 1.1¥幕、十

勝清水、上然別、帯広北部、祥栄、帯広南

部、大正、札内岳、拓成、十勝清川、岩内

川上流、上札内、豊似、日高目黒、えりも

である o 河川名としては、渚滑川流域、十

勝川水系、札内川などが記載きれている。

川辺・斎藤 (1991)は、十勝地方の 14河

川で調査を行い、府l別川、美里別川、押帯

JlI、居辺JlI、士幌川、サクシュオlレベツ111、

伊惣保JlI、音更川、十勝JlI、然別川、パン

写真 ケショウヤナギf 清水町更生・十勝川 2004.04.24. 
枝先が細かい点、紅色の点などで落葉期でも見分けやすい
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ケチン川、ベンケチンJlI、鎮錬JlIの 13河川

でケショウヤナギを確認するとともに、そ

こから日高山脈を越えた日高地方の 3河川

(猿留川、 H高幌別)1[、元浦JlI)、および北

見山地を越えた鴻滑川とに隔離して分布す

ることを報告している。また、川辺・斎藤

(1994)は新産地として厚内川を追加lしたの

で地図名を読みとった。

永光・河原 (2002)は日高地方の猿留JlI、

歌別川、悦i前川、様似川、円高跳別川、元

浦川、先舞JlI、三石JlI、静内JlI、新冠川な

ど10河川を調査し、猿情)1[、 U高幌別JlI、

元浦川の 3河川でケショウヤナギを確認し

ている。また、北見地方の常呂川、 j勇別川、

務べつ川、渚滑川、藻輿音I¥JlI、輿音1¥川など

6河川を調奈したが務べつ川とi高滑川の 2

河川lでケショウヤナギを確認し、事訴たな確

認河川として藻べつ川を報告したので地図

名を読みとった。

U野間 (2004)ECPLANTでは 2.5万I由

形閃名で 42地点が凶示されており、紋別、

中渚?庁、上渚滑、大雪湖、芽登ifJ泉、萩ケ

附、芽主主、佐幌岳、上上幌、活込、狩勝峠、

鹿追、 )A幕、中士幌、本別、新得、 ト勝清

水、駒場、御影、祥栄、常広北部、十)j制1

温泉、芽;卒、帯広南部、大正、札内岳、 卜

勝清川、中札内、岩内JlU:流、上札内、ポ

ンヤオロマップ岳、尾田、ヌピナイ川上流、

大樹、ピリカヌプ1)、 トヨニ岳、見似、広

尾、様似、袴腰IIi、日高目黒、えりもなど

であるが、文献や北海道大学総合博物館(資

料作成時は北大農学部)標本旅の標本産地

などに基つ、いての7 ップと忠、われるが河川

名など詳kll1は不明である。
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現地鈎査結果

1996年から大樹町歴舟川(舘脇 1948で

は日方JlI)、1998年は音更町、土幌町、上士

幌町の許更JlI、2000年は紋別市i吉治JlI、

2003年は大樹町紋別川、広尾町豊似)1[、帯

広市札内川、中札内村札内川、 2002、2004

年は清水町|勝川でケショウヤナギを確認

しており、 2.5万地形図にすると 14地点で

あった。 2004年 11月に日高南部と卜勝南

部、 i凶音1¥を主体に分布調査を行った。雪が

例年より浅かったためと、天候に忠まれ確

認地点は 25地点増加し、凶 1に・印で示

す 2.5万地形凶名で紋別、中i者j骨、上渚滑、

萩ケ岡、岩松、中音夏、狩勝峠、鹿追、瓜

幕、中士幌、新得、十勝清水、上然別、駒

場、御影、渋111、芽室、上美生、上帯広、

大正、拓成、十)j毒消川、中札内、岩内川上

流、 凶L内、尾田、開進、大樹、浜大樹、

中豊似、笠似、札楽古、広尾、荻伏、西舎、

上杵臼、音調津、証言河、日高目黒の 39地点

となった。表 1に2.5万地図名と河川i名

を文献別に整理し、 a 舘脇(1948)、 b: 

伊藤(1987)、c : JlI辺・斎藤(1991、1994)、

d:永光・河原 (2002)、e 日野間 (2004)

はO印、 f :五十嵐(1996-2004)は・正IJで

示した。河川名は文献中に記載のあるもの

を採用し、 J瓦十嵐の現地調査などで判明し

たものなどが主イ本である。

今回、新たに確認された河川名 地形図

名は、渋山川 渋山、美生川:上美生、帯

広川上帯広、紋別川開進、歴舟JlI‘浜

大樹、キL楽古川、楽古)11 :札楽古、音調i宰

)1[ 背調津などである。
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表 1. ケショウヤナギの産地

ケショウヤナギの分布資料

No 地凶番号 1也市I盟名 ?可川名 a b C e 

5-19 社別 Ntr~-}II 。。。@ 

2 5-25 中法治 沼市川 。。。。@ 

3 5-3.1 上沼滑 清治川 。。。。• 4 3-107 大雪期 IiJ守川水方、? 。
5 6-31 抽平 育児川 。
6 6-32 芽畳温泉 音更川 。 。
7 13--44 萩ケ悶 子子車川 。。くコ 。• 8 6-45 芳査 長!tUllj川 。。 。
9 6-51 佐幌岳 1'1見111? 。 。
10 6-52 官 tr~ 1時川 。 。 • 11 1} -54 中首更 青史川 CJ • げ一

6-55 上士悦 居辺111.音更川 。 。 仁〉

6'-56 話j入 美里別川 () 。
14 6-57 足寄太 2島県別川i 。 。
15 G '61 狩時峠 仏。晃川 。 。@ 

16 6-62 [高追 I.m宇JlI・7品目I]JlI 。o 。 () • 17 G--63 瓜幕 瓜幕川 。 。• 18 6-64 '1'士幌 古:a川 。 o • 19 665 I:!~ 肘辺JII'サックシュオンベツ川 () 

20 6-66 押帝 j~借HI' m辺川i 。
21 667 本5]1] 手IJ~I]川英虫別川 O 仁〕 。
22 6-71 新得 佐幌川 く〉 • 23 6-'72 十時清水 十時川1. I件見川i O 。。 。• 24 6-73 上然別 パンケチン111ーベンケチン川 o 。 • 25 6-，74 駒場 背更JII'パンケチン111・ベンケチン川 。 。• 26 1}-75 東士幌 l'幌JlI-サックシュオンベツ川・伊盟f早川 。
27 6-76 H参同鴫 判別川i居辺川! 。
28 6-84 御影 H引11 。 () • 29 6-85 祥栄 十時川i英生川 O 。 。
30 6創3 帯広北部 l梓川然別川鎮銀川 。o 。 く〉

31 6-87 十勝川温泉 士幌川 。 。
32 6-88 i時池岡 相1]5]IJ)11 。
33 6-97 渋111 i先山川・久山川 @ 

34 6-98 芳三室 十時川・非主川 美斗川 。。 。• 35 6-99 帝広市部 干し内111 。。 。
36 6-100 県別 指別川 。
37 6-110 上美牛 業生川 • 38 6-111 J:帯広 帯広川 @ 

39 6-] 12 大正 ネL内JlI 。 。• 40 6--117 厚内 l学内川 く〉

41 6-123 札内昔 戸時別川? 。 。
12 6-124 Hi成 円高~I]川 i 。 • 43 1}-125 i時清川 札内JlI'ド耳別川! 。。 。• 4-1 6-126 中本L内 札内川 。 。• 45 6，，138 岩内川上流 キL内川 。。 。• 16 6-139 上札内 本LIA.JJII 。。 。• 47 6.153 ボンヤオロマッア昔 本L内JII? 。
48 6-155 尼岡 毘舟川i 。 o @ 

49 6-167 ヌピナイ川上流 ヌピナイ)11? 。 o 
50 6-168 開jiR 紋別川i • 51 6-169 大III 医舟川l' 技~IJIII 。 o • 52 6--170 浜大昔1 ""舟川i • 
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53 6.177 ピリカヌ 7'リ B向。E別)11? 。
54 6-178 トヨ一昔 豊似HI? 。
55 6-179 '1'豊似 野塚川 • 56 6.180 盟似 盟似))1'野上天川 。O O • 57 6-189 札柴山 札楽古川楽古川 • 58 6.190 広尾 凶11、尾/11.来古川 。 。• 59 6-192 1((犬 :n;浦川 O 。 • 60 6.193 同告 日向。見別111 。O @ 

61 6-194 上杵臼 日高税訓川 。。 • 662 3 
6-197 音調津 音調埠111 • 6-198 浦河 日高幌閉l川 。。 • 6，j 6-199 様似 様似111? O 

65 6-201 袴鹿山 j克也川? 。
66 6-202 日高目黒 5表留川i 。O 。。O • 67 6-204 えりも 数別川? 。 O 

合計 23 22 32 8 42 39 

a 官官協 (1948) d 永光・河原 (2002)

b ff'藤(1986、1987) e 日野間 (2004)

C 川i辺斎蕗(1991、1994) f 五十嵐 (1996-2004)

- 確認済産地 39地点

叶| I¥.V¥! O一文献等産地 27地点

合計 66地点
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まとめ

ケショウヤナギは凶ー1に示すとおり、

北海道中央を縦に結ぶ線上に分;(Iiしてい

る。主な産地はト勝支庁であるが、日高支

庁の 3河川(浦河町元i市川、浦河町日高幌

別川、えりも町猿留川)および網走支庁の

2河)11 (紋別市渚滑川、紋別市藻べつ川)

で確認されている。日野間 (2004)では大

雪初~ (上川支r1')に点が落ちているが詳細

は不明でbある。また、伊藤(1987)、日野間

(2004)の'1'で、日高南部などの地図名の中

で未確認地点が数地点ある。

新山(1989)や斎燦 (2001)の報告にあ

る「内践的な乾燥気候と低温に適応した種」

「繁殖には種子の寿命が長いので播種から

育苗が割合に容易である」などの生態的な

特性とともに降水量、河川地形や砂1擦の有

無、火山活動など多様な影響で現在の分布

が決定きれているものと思われる o 砂防ダ!

ムなどによるこf:砂移動の制限が分布に影響

を与える可能性も考えられる。大可J台風な

どの自然災害による、河川氾滋原の 11~現が

ケショウヤナギの分布拡大に影響を与えて

いることなども各種の文献から読み取れ

fこ。

ケショウヤナギの詳細な分布報告は、舘

脇 (1948)、JiJ辺・斎藤 (1991、1994)、水

光・河原 (2002) などで報告きれているが、

十勝南部などの詳細!な報告が見当たらな

かったので、今回の調交を計凶した。その

結来、河川|名で瓜幕川、渋山川、美生川、

帯広川、紋別川、札楽古川、楽古)11、音競

津JiJなどが新たに確認きれた。←|勝川、札

内JiJ、音夏川、日高幌別川のような川幅の
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広い河川では連続的に大木が確認された

が、他の小河川では単木が点荘して確認さ

れることが目立った。また、河川からやや

離れた場所での確認もあり、十j路地域では

どこでも見られる普通のヤナギといった印

象であった。環境庁 (2000)RDB. VU (絶

滅危浜II類)の指定はやや過剰な気がする o

北海道 (2001)RDB.R (希少種)が道内の

現状であると思われた。
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