
札幌市南区空沼岳のイトキンポウゲ

イトキンポウゲ Rωl!t}lcull日間ttmzsL 

は北半球の亜寒帯に広〈分布し、図 1に示

すように日本では北海道、群馬県、栃木県、

福島県の湖や沼の縁に伺離分布している

(中井・伊藤 1936、北村・村田 1961、大井

1983、福島県植物誌編きん委員会 1987、田

村・ i占ノd，1982、環境庁 2000)。北海道内で

は札悦市南区~~f目岳や道東の浜中、野付半

島に産することが知られている(梅津

1986、鮫島ほか 1993、Sato1977、伊藤ほか

1994、滝田 2001、辻:)¥ほか 2003)。イトキ

ンポウゲという名前の通り根生葉は糸状で

長〈伸びる細い茎が地上をはい、節から根

と茎葉を出す。花弁は 5-9枚で径6.5-8

111n1の小さな黄色い花を咲かせる o 全体が

繊細なうえに、地TMをはっているため見つ

けずらい植物である。

イトキンポウゲは日本のレッドデータ

フック(環境庁 2000)では絶滅危j具1B類

であり、減少原因は園芸用の採集、踏みつ

け、水質汚濁とされ、都道府県別分布状況

では北海道は現状不明となっている。また、

北海道のレ y ドデータフック(北海道

2001)では産地が極限されることなどから

希少穏に指定されている o

今回、 2003-2004年にかけて行われた柄

物版レッドリスト見直しのための調査とし

て、札幌市南区空沼岳にてイト寺ンポウゲ

の生息を確認したので報告する。
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札幌市 山崎 真 実

空泊岳(標高 1，249m)は札幌市と恵庭市

の境界線上にあり、支勿湖洞爺国立公国外I

に位置する(1m2 )。頂上付近にわずかにハ

イマツが出現するが山域のほとんどが針広

混:交才本である。

調査は 2004年 8月初日に行い、空沼岳

万三¥'i尺益山ノレートから事前に情報を得てい

たイトキンポウゲの生育地を目指した。生

育地保護のためイトキンポウゲを確認した

地点、の詳細lは記きない。著者は登山のため

夏期に←|数回ほど生育I也付近を通過してお

り、その経験から生育地付近は霧が頻繁に

発生し、岸辺の土壌表liliは常に湿っている

伏態にあるといえる。生育1也lまi草木がとこ

ろどころに生える程度で、風が吹きさらし

の場所て前る。

事前に得ていた情報ではピンポイントで

生育地点がわからず、まずは現地に行って

探し歩いてみるつもりであったが、ササや

ぶから沼岸に出るとすぐにイトキンポウゲ

が見つかった(図 3)。生育地のitl岸では風

雨が強くなったためー¥.分に踏査できなかっ

たが、イトキンポウゲがまとまって生えて

いる 10mx2m程の帯状の範聞を歩いた

ところ、最低 100個体はあると思われた。

イト寺ンポウゲ群生地内には高率草本は混

生せず、イトキンポウゲは開花個体から幻J

個体まで様々な生育ステーンのものがあ

り、それらが地表ー而を覆って足の踏み場



がないほどであった。

イトキンポウゲについては許可を得て証

拠標本を採集することができた。採集した

標本の根生業は長さ 1--5Cll1、隔 O.5~1

111m、葉の先端はやや太くなるものもある

が 1111111以土にはならない。茎は o. 5 111111 

て筒Jから茶葉と根を出し、節と節の聞は弓
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なりになって地図をはい長さ 10~15 CI11 

になる。 1~は直径 O. 7~O.8 CI11で、花弁は

5枚である。イトキンポウゲの過去の標本

について北海道大学総合博物館柄物標本庫

(SAPS)、北海道大学北方生物園フィー/レ

ド科学センター植物閑柄物標本原(SAPT)

を調査したところ、 i宣内の様本は ?~il目岳産
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凶1. 日本におけるイトキンポウゲ円分布
* 今[1.1]の調査地、@ 文献による用地、回 文献と SAPSまたは SAPT円樗本情報による産地を表す. 1 空沼昔、
2 野付崎、 3 浜中、 4 尾市今娠、 5: [J光刈込湖、 G: H光戦場ヶ原・赤泊、 7: ~Hi'湖
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また、イトキンポウゲi洋生地そばのササ

やぶ仰jにはクロパナノ、ンショウヅ/レ、 エゾ

ウメノてチソウなどの湿生

クロパナハンショウツ

オヤマ 1)ンドウ、

中産ヰ均が牛ーえていた。

/レも日本のレッドデータフックで絶滅危倶

II類(環境目， 2000)、北海道のレッドデータ

ブックて希少種(北海道 2001)に指定され

ている。イトキンポウゲ、クロハナノ、ンショ

ウツlレともに札幌市内では空沼岳にしか分

布していない(原 1992)。また、登山道沿い

に苅(胞子嚢)をつけたミズゴケ類を観察

することができた。

今回は急ぎ足の調査であったが、目的の

イトキンポウゲを観察できただけでなくそ
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の他にも様々な純物が観察できた。空J白骨

は大都市札幌にありながら、多様な植物相

が残されている山昔域として貴重な存夜で

あることを改めて感じた。

なお、今凶採集した様本は札幌市博物館

活動センターおよび北海道大学総合博物館

植物標本庫 (SAPS)、北海道大学北方生物

安は生育確認地点を表す。

2枚、野付崎産5枚が納められていた。空

J日岳}ヰ:の最新の標本は 1969年 8月8日伊

藤浩司氏採集のものであった。今回のfiIE拠

根本は 35年ぶりのものであり、得、本数の少

なきからも北海道では現状不明とされてい

る一因カ吋司える。

凶 2.調査地.

イトキンポウゲ (2004年 8月29日札幌市南区魚沼岳にて撮影)
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悶フィーノレド科学センター杭物園植物標本

庫 (SAPT)に納める予定である。

今凶の調査にあたり、採集許可申請につ

いてお世話になりました絶滅危倶柄物調査

主任調査員'1'井秀樹氏、生育地についての

情報をmきました同主任調査員梅沢俊

氏、標本庫閲覧および文献問覧の際にお世

話になりました北海道大学総合博物館教授

高橋英樹氏、北海道大学北方生物園フィー

Jレド科学センタ 柄物園助手束|径行氏、

同植物園博物館助手加藤 克氏、北海道大

学農学研究科北方資源生態学講w.植物体系

学講座持四 誠氏に感謝いたします。

(札幌市博物館活動センター)
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