
イソツツジ属植物の北海道における分布と
カラフトイソツツジの葉の形質

I.はじめに

現在イソツツジ属として扱われている植

物税は、胤極要素であり北半球に広〈分布

している。これらのうち国内に分布する穏

は LedlllJlρσ!lIs!reLの 1干重である。 この

積は常緑{氏木で、外部形態の変異に'出み、

これまで梅内の分類に関して様々な見解が

出されてきた(舘脇 1936、豊岡 1976)。し

かし 最近 ILJ崎 (1989)及び Yamazaki

(1993)は、|干l内に分布する木積を以ドの 2

亜穏 I変種に分類されるとして整理した。

LedllJn tallls!re L. slIbsp. diversi戸ilosltJJl

(Nakai) I-Iara :カラフトイソツツジ

var. nittoJ/icl{JJl N akai・イソツツジ

slIbsp. ta!lIs!re var. decllmbeJls Aiton ヒ

メイソツツジ

これらの北海道における分布を既存資料

と著者の確認情報を基に整理するととも

に、 ij[i種カラフトイソツツジの葉の形質の

一部として裏耐の毛の状態について記載し

た。分布に関する既存資料の情報としては、

北海道柄物データ処理システム(日野間

1993~ 1996)を使用させていただいた。こ

の作成者である日野間彰氏にお礼申し上げ

る。
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II.カラフトイソツツジ及びヒメイソツツ

ジの立地と北海道内における分布

カラフトイソツツジは、高ILJ帯・針葉樹

林・ミズゴケ湿原・火山荒IJ;(及ひa火山灰地

などに生育し、しばしば群生しその地域の

相生景観を特徴づける。ミズゴケ湿原や火

山灰地は標高 o~10m の低標高域にも存
在するため、本亜種の北海道における垂直

分布域は非常に広いものになっている。ま

た多様な生育立地を反映して水半分布も広

い(図 1)。

一方ヒメイソツツジはカラフトイソツツ

ジと比較して分布域が非常に狭〈、大雪山

系の高山帯に集中的に分布している(図

1)。これ以外には桜宅地方の湿原及び知床

山系における報告がある(冨士間 1995、川

代 1968、森ほか 1987、田中 1976)。

IlI.車種カラフ卜イソツツジの葉の形質

変種ランクの分類と関連して

Yamazal日 (1993)は、変種カラフトイソ

ツツジの分布域をサハリン・府千島及び北

海道とし、イソツツジを南北海道及び東北

地方の固有変穏とした。さらにこれらの識

別点として葉裏の毛の状態の速いをあげて

いる。亜稀カラフトイソツツジにはま主裏に

褐色の長毛(以下「褐毛」という)と白色

の毛(以下「白毛J という)とがあり、こ
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凶 1 北海道におけるカラフトイソツツジ Ck)とヒメイソツツジ(右)の分布

れらの量及び生える場所が変種カラフトイ

ソツツジとイソツツジの識別点になるとし

ている。ただし北j毎i草においては、これら

の2変種の中間型がH寺々見られるという。

またカラフトイソツツジの形質をもつもの

も本州でまれにみられるという(山崎

1989)。

これらの点を検証するために北海道産の

標本の形質を観察した。標本は根室地方の

ミズゴケi毘原(標高o~20 m)、網走地方の

針葉樹林(標高 490~530 m)、胆振地方の広

葉樹林及びススキ草原(標高o~ 10 m)に

おいて 1998年 7月に採集されたものを胤

いた。これらの場所ごとに当年枚と前年枝

とに区分してそれぞれ 5本ずつ選ぴ、さら

に各校から 3枚ずつの葉を選び観察対象と

した。これらの葉裏の褐毛及びIj毛の状態

(明瞭か不明瞭か、主脈等に集中しているか

全体的に存哀しているか)を観察し、白毛

が明瞭な葉についてはおおむね平均約と思

われる長きの白毛について、その長さを実

体顕微鏡下で0ρ1mmを最小単位として

測定した。

この結果を表 11こ示す。褐毛は、根室地

表 1 禁裏の毛の状態と長さ

産地 根室地}j 制定地方 胆振地方

(1)褐毛の状態
葉裏全体に存在するものが多い主脈仁集中するものが多い主派に集中するものが多い

(2)白毛の状態
明瞭 不明瞭

当年枝

前年枝 15 0 

(3)白毛の長さ (mm)

当年枝

前守校 0，074:1:0，010 

明瞭 不明瞭 明瞭 不明瞭

15 0 12 3 
9 6 13 2 

0.045士0，012
0，047士0，014

0，080士0，041
0，110士0，052

*表中町数字は、 (2)観察された葉町枚数、 (3)白毛が明瞭な葉における平均偵左標準{再詫を示す。
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関 2 カラフトイソツツジの枝及び葉町議而
A-C 聞に根室・網走胆f阪地}j産の枝(約0.61古)。

D 桐走地方産円当年技につく葉(約 34倍)。短い白毛がある。
E 胆t民地方産の目;)年枝の先端付近につ〈草(約 3.'借)。長い白毛があるカfiljJ点は明瞭。

F:EとI'J の前年校内中位につ〈業(約 341告)。向毛は不明瞭。
G 胆j民地克産的当今枝につく葉(約 341音)，長いCHoがあり、やや油曲、を極っている o

H : sA.振地方瓜の当年肢につく葉 W，34倍)。向毛は不明瞭。
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方のものは葉裏全体に存在するものが多い

が、網走及び目立振地方のものは中!派に集中

するものが多かった(図 2-A-C)。白毛

は多くの葉に明瞭に認められたが、一部の

葉では認められなかった。網走地}Jのもの

は、当if.枚の葉にはすべて白毛が認められ

たが前年枝の一部の業で認められなかった

ことから、前年枝の葉の白毛は葉の老化に

伴い脱落した可能性が示唆きれる。一方胆

振地方のものでは当年枝にも円毛が認めら

れない葉があったこ Eから、自毛を欠くか

あるいはごく少ない業がもともと存在する

と判断される。これらの中には、白毛が明

瞭な前年校から仰長した当年枝の葉に白毛

が認められないものもあり、白毛の存在は

必ずしも個休レベルで安定した形質ではな

いようである。

R毛の長さは網走地ブiのもので銀〈、他

の 2地方のものが長い傾向が見られた。ま

た胆振地方のものは他の 2地方と比較して

その長さのばらつきが大きい。言い換えれ

ば白毛が長い葉と短い葉とがあるというこ

とである。白毛が短いあるいは明瞭に認め

られない葉では黄色を帯びた粒状のi由点が

明瞭でbある(図 2-D、F、H)o白毛が長い

葉でもJ由点が比較的明瞭なものが多〈、白

毛によって油点、がやや覆われる業もあるが

完全には隠されない(関 2-E、G)。

111崎(1989) は変種カラフ↑イソツツジ

は褐毛が多く白毛が少ない型で、イソツツ

ジは褐毛は主脈上lこ続生し白毛が長〈油点、

が隠される型であると述べている。しかし

観察した葉にはこのような明瞭な違いは見

られなかった。白毛の状態からみれば網走
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地方のものは変種カラフトイソツツジに相

当すると思われるが、その褐ニもは必ずしも

多くはない。 )J旦fl&t也}JIこはイソツツジに，5:

い形質の葉があったが、先述のとおり白毛

の状態は変異が大きく個体レベルでの形質

の安定位も必ずしも高くないようなので、

これらは Yamazaki(1993)のいう~ド間

的な形質かにあたるものかもしれない。最

終的な結論を導き出すためには北海道の高

山帯産及び本州IJltのものを含めて比較検討

する必要があるが、上述した内容から判断

すると亜種カラフトイソツツンの変種ラン

クでの区分は困難な場合が多いと思われ

る。
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