
日高町岩内岳カンラン岩地の植生

はじめに

下部針広i見交林やエゾイタヤーシナノキ

株落で被われる岩内岳は、カンラン岩の採

石場があり、超塩基性計の山であることが

周知されている。

けれども、この山の植生調査はなされて

いても、植物相の報告はない。

その訳は、アポイ岳と同様の地質・植生

ゆえに植物棺も子怨きれ、超塩基性ff同有

の植物が期待できなかったからか…・

たまたま、フラワーソン 2002( 6月 16[j 

実施)があって、剥主主地の一つに、整備さ

れた林道があり乗用車でも行ける所として

岩内岳(イワナイ川流域)が選ばれた。

そして当日、林道沿いのカンラン岩の岩

場やその崩壊地で、タカネタンホ。ポやハイ

オトギリ、アポイシモツケ、イワウサギシ

ダなどの超塩基性岩と係わりのある純物と

出会い、また、この地域の槌物相の報告が

ないことにも動機づけられて、誠去をする

こととした。以来、 2004年までの 3年間、

年に 2-3凶程度、季節や場所を変え、コ

ケ梢物も含めて植物相の調査をしてきた。

その結果を、以下に報告したい。

調査地の概要

坑内岳(原高が 963.9111)は、日高町字富

岡に在り、日高山脈から西へ約 20k111離れ

ている独立峰である。その南側の麓を沙流
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川の支流イワナイ川iが流れ、山の雨東向き

斜面の約半分は、カンラン岩の採石場(標

高は約 500-700111、掘は約 500111)となっ

ている。因みに、採石事業は 1971(昭和 46)

年 10月に始まっている。

岩内岳の植生は、自然植生の下部針広i昆

交林(ダケカンパも目立つ)はともかく、

エゾマッ トドマツ麻薬が少なく、}ドマ

ツ柏称、アカエゾマツ械林や、各種(キタ

ゴヨウは|徐<l針葉樹の育成天然林(自然

林に針葉樹を補梢した)が殆どである。

そして、上記植生のタHQIJ(主に南西側)

には、エソイタヤーシナノキ群落もある。

けれども、いずれの植生の林床も、オク

ヤ7 ザサ(チシマザサ節)でf差出されてい

るので、植物相(草本類)は疎らである。

南東斜而のカンラン岩採石場(標高約

500111-700111)の、作業道沿いの磯地や岩

場には、ヨツバヒヨドリやオクヤマザサ、ヒ

メノガリヤスが目立ち、オニウシノケグサ

をはじめ、各種の帰化植物も侵入している。

また、イワナイ川左岸(対岸)の幅貝の

広い林道(標高約 500111)沿いには、岩質荒

涼(カンラン岩やカンラン右を含む岩)が

見られ、夕方ネタンポポやイワウサギシダ

などのカンラン岩指標柄物が汁ー目をり1<。

そして、カンラン岩の旧崩填地と思われ

る所には中性草原の形成される所があり、

ハイオトギリ群務の存在が夜目をヲ 1<。



なお、調定区域は、採石場の中心部から

上流約 1km、下流約 3kmの範囲である o

植生と植物相

1.下古-I~針広i見交林

この植生1;1:、冷却L帯落葉広葉樹林lこ、 l 

ドマツ、エゾ7 ツ、アカエゾマツやダケカ

ンパが下降して形成されたと思われるが、

採石場の両側や頂上古1¥と北凶尾根(北拍I斜

jM)に残され、林床はオクヤマサeサで優占

きj札ている。

高木層は、 トドマツ、アカエゾマツ、エ

ゾマツなどの針葉樹(樹高:12m内外)と

ダケカンノ¥ナナカ7 ド、ミズナラ、コナ

ラ、ハウチワカエデ、エゾイタヤ、ヤマモ

ミジ、アオダモ(多い)、ホオノキ、オヒョ

ウ、ハリギリ、ケヤマハンノキ、エゾヤマ

寸Fクラ、 ミヤマ→Fクラ、シナノキ、モイワ

ボタsイジュ、キタコフ、シ、 コシアフ占ラ、ア

カシデ、サワシパ、アサダ、カツラなど多

様な広葉樹で形成されている。

高木には、オニツノレウメモドキ、マタタ

ビ、 ミヤママタタビ、ツタウノレシ、ツルア

ジサイ、イワカ+ラミなどが着生している。

低木層は、チシ7 ザzクラ、ミヤマハンノ

キ、ノリウツギ、ヒタカノリウツギ(希)、

ヤマツツジ、ホツツジ、ハナヒリノキ、エ

ゾウラジロノ¥ナヒリノキ、オオノてスノ寺、

ハクサンシャクナゲ、ムラサキヤシオツツ

ジ、コヨウラクツツジ、エゾムラサキツツ

ジ、ホザキナナカマド、ミヤマガマズミ、

カ、マズミ、オオカメノキ、オヵーラパナ、コ

マガタケスグリ、オオ夕方ネイノミラ、アポ

イシモツケ、エゾノシロバナシモツケ、ヒ

ロハツリノ〈ナ、ヤマウルシ、タラノキ、エ

ゾイチゴ、スズタケなどの低水や、タケカ

ンノ大アオダモ、カツラ、イチイ、ホオノ

キなどの幼木で形成されている。

草木屑は、フ yキソウ、ツノレツゲ、チョ

ウセンゴミシ(以上は木本)、コイチヤクソ

ウ(希)、 コミヤ7 カタバミ、ゴセゃンタチバ

ナ、コキンパイ、ヒメイチゲ(希)、オクエ

ゾサイシン、ヒメコヨウイチゴ、ズダヤク

ンユ、 ミヤマセンキュウ、ウ7 ノミツノペ

ヤブニンジン、ノレイヨウショウマ、アカミ

ノノレイヨウショウ7 、エゾイラクサ(頂上)、

ミヤ7 タニタデ、 ミヤマスミレ(希)、フイ

リミヤマスミレ、ヒグカトリカブト(希)、

オオサクラソウ、ブデリンドウ、エゾノヨ

ツパムグラ(希)、オククノレマムグラ、コモ

チミミコウモリ、ミヤマヤブタバコ、ノッ

ポロガンクピソウ、ヤマハハコ、ミヤ7 ア

キノキリンソウ、ヨブスマソウ、オオヨモ

ギ、ノ¥ンゴンソウ、ミミキオン、ヨツノ〈ヒ

ヨドリ、アキタフキ、ミヤマモジズリ、ク

ルマユリ、クノレ7 パックパネソウ(希)、ツ

バメオモ l、ミヤマエンレイソウ、 7 イツ

ルソウ、ヤマヌカボ、ヒメノガリヤス、ヒ

ェスゲなどの種子植物や、スギカズラ、ホ

ソバトウゲシノ¥ヒメスギラン、マンネン

スギ、シラネワラビ、オシダ、ホソパナラ

イシダ、ミヤマシケンダ、へビノネゴザ、

イワウサギシダ、ミヤマイタチシダ、 ミヤ

7 ワラビ、シノブカグ7、ヤマドリゼンマ

イなどのシダ納l物で、オクヤ7サεサがない

所に形成されている。

コケ屑は、フジノマンネングサ、イワダ

レゴケ、オオフサゴケ、タチハイゴケ、カ
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ギハイゴケ、カモジゴケ、ハイヒパゴケ、

セイタカスギコケなどの耳目高IL!情要素のコ

ケ杭物(砕類)や、ウクイスゴケ、ヒロツ

メゴケ、ウスツメゴケ? などの地衣植物

で倒木上に形成されている o

なおコケ植物は、高木の樹幹にも、チャボ

スズゴケ、アップサゴケ、ヤマトヒラゴケ、エ

ゾチョウチンゴケ(恨元)、カラフトキンモウ

ゴケ、エゾヒラゴケ(以上は砕類)、ケクラマ

コケモドキ、シダレヤスデゴケ、カラヤス

デゴケ(以上は苔類)などが着生している。

林内の岩場には、チャボカラマツ、ソラ

チコザクラ、カワラマツバ、ミヤマハンショ

ウ、ゾノレ、イワツツジ、 トカチトウキ、エソ

ムカシヨモギ、コメガヤなどの手重子t直ヰI!Jや

イワウサギシ夕、イワデンダ、ツJレデンダ、

へビノネコゃザ、 ミヤ7 ノキシノブ、エゾノ

ヒメクラマゴケ、クジャクシダ、オウレン

シダ、クモノスンダなどのシダ1直ヰI!Jや、オ

オフサゴケ、イワダレコケ、カモジコケ、

チャシッポゴケ、チシマンツポゴケ、夕7

ゴケ、フ}ハリゴケ、コツボゴケ、コクサ

ゴケ、コマノヒツジコケ、ラセンコケ、ヒ

メシノブコケ、ヒジキゴケ、オオギボウシ

ゴケモド寺、エゾイトゴケ、アオモリサナ

ダゴケ、カギハイゴケ、ヤマトヒラゴケ、

エソヒラゴケ、アオクサコケ、ミヤマチリ

メンゴケ、シワラッコゴケ、ギボウシゴケ

(以上は蘇類)、シダレヤステゴケ、マノレパ

ハネゴケ、タ7 コ。パムチゴケ、 トサホラゴ

ケモドキ、ホソノ〈コオイゴケ、エゾノケピ

ラコケ(以上は苔類)などのコケ積物が生

育している。

作業道のり而(林縁)には、ハイオトギ
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リ、クシロワチえfイソウ、オオイ↑スゲな

どの穂子植物や、イヌガンソク、へピノネ

コサ二ミヤマワラビ、ヤマイヌワラビなど

のシダ槌物や、アオゴケ(多い)、ハリ yゲネ

ゴケ(多い)、ナミガタタチゴケ、スギゴケ、

ウ7 スギゴケ、ヤマコスギゴケ、タマゴケ、

ヤノウエノアカゴケ、ナガミチョウチンコ

ケ、ナメリチョウチンゴケなどのコケ植物

が生育している。

また、林縁(川岸)の岩場には、ハクサ

ンシャクナゲ、ヤマツツジや、ミヤ7 ワレ

モコウ、 トカチトウヨ号、タカネタンポポ

(希)、ヒメノガリヤス、ツYレテ、ンダ、オウ

レンシタなどが生育し、林縁(川岸)の湿

士上には、エゾノジャニンジン、ケゴンア

カノ¥ナ、タニソノミ、エゾリンドウ、エゾノ

シモツケソウ、オオノ〈センキュウ、アブラ

ガヤ、イワノガリヤス(群生)、イグサ、ス

ギナなどが生育している。

2. エゾマッ トドマツ群集

この柄生は、岩内岳の北や北東斜而に形

成されているが、その殆どは、 トドマツや

アカエゾマツ、希にエ、ノ守7 ツが総i植されて

育成天然林に改造きれ、残り少なくなって

いる o 植物相は、混交林と共通である。

3. エゾイタヤ シナノ寺群落

この植生は、主として、岩内岳の南西斜

由ー下部lこ形}おきれている。

高木層は、ミズナラ、コナラ、ケヤ7 ハ

ンノキ、吋ワシパ、ダケカンパ(目立つ所

もある)、ノ、、リギリ、アカシテ¥イヌエン

ジュ、キタコブシ、エゾイタヤ、キハ夕、
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ヤチダモ、アオダモなどの務葉広葉樹(樹

高 16111内外)と、 トドマツ、エゾマツなど

の針葉樹(少ない)で形成されているが、

樹種は下部針広混交林よりも少ない。

樹幹にはヤマフやドウが荒生している。

イ氏木層は、イチイ (希)、 ミヤマザクラ、

ハウチワカエデ、オオ/]メノキ、エゾニワ

トコ、ホザキナナカ7 ド、ハナヒリノキ、

エピガライチゴ、スズタケ、オクヤ7ザサ

などで形成されている。

草本層は、エゾノシモツケソウ、ヒメゴ

ヨウイチゴ、 ミヤマタニタデ、フイリミヤ

マスミレ、コキンノ〈イ、ゴゼンタチノミナ、

ノ¥イオトギリ、 トモエソウ、エソ、トリカフふ

ト、アマニュウ(希)、ウツボグサ、コモチ

ミミコウモリ、ノ、ンゴンソウ、ミミキオン、

ミヤ7 ヤ7.タバコ、オオヨモギ、 ミヤ7 ア

キノキリンソウ、ヨプス7 ソウ、アキタプ

キ、ツノくメオモ↑、 ミヤマエンレイソウ、

マイヅJレソウ、ネズミ;1;ヤ、ホガエリガヤ

などの種子核物やホソノミトウゲシパ、へビ

ノネコザ、ミヤマシケシダ、オシダ、ヤマ

ドリセ、ン7 イ、クジャクシダ、ジュウモン

ジシダ、ホソバナライシダなどのシダ;fiMbJ

で形成されている。ただし、オクヤマザサ

やスズタケのない所に形成きれていること

は、いうまでもない。

コケ層は、粒林地への作業道のり而に、

タ7 ゴケ(多い)、アオゴケ、ナミガタタチ

ゴケ、ハミズゴケ、ナガミチョウチンゴケ、

ホンシノブゴケ、ジャゴケなどで形成され

ている。

なお、樹幹上には、イタチゴケ(多い)

やコマノキヌイトゴケ(多い)、マキハキヌ

ゴケ、ミノゴケ、力ラフトキンモウコケ

(希)、カギヤスデコケ? などのコケ械物

や、ナメラカラクサゴケ、 トゲヒメゲジゲ

ジゴケ、タイダイコケ、 トリハタゴケの I

種、ニセカラタチゴケ? などの地衣組物

が着生している。

4. 岩質荒原

この植生は、カンラン岩採石場の作業道

沿いと、イワナイ川左岸の林道沿いに形成

されている。前者は人為的に撹乱される所

なので、帰化植物や路傍植物など、いわゆ

る雑草が多い。

イ氏I木主J(では、ダケカンノミ ミヤマハンノ

キ、エゾノバッコヤナギ、オノエヤナギ、

イヌコリヤナギ、ミズキ、ヤ7 モミジ、ア

ォダモ(以上は幼木)、タラノキ、ホザキナ

ナカマド、ヤ7 ハギ、エビガライチゴ、ク

マイチゴ、オクヤマザサ、オニツノレウメモ

ドキなども侵入して米ている。

草木類では、シロツメクサ、オオアワダ

チソウ、ユウゼンギク、フランスギク、ヒ

メムカシヨモギ、ヒメジョオン、アメリカ

オニアザミ、コヌカグサ、オニウシノケグ

サ、カモガヤなどの帰化柄物や、イヌタデ、

オオノヌコ、オオヨモギ、キンエノコ口、ア

キエノコロなどの路傍市直ヰ均、アキカラ7 ツ、

オカトラノオ、オオイタドリ、ヒヨドリノ〈

ナ、ヨツバヒヨドリ、ヤクシソウ、ヤマニ

方ナ、ヤマハハコ、チシマアザミ、ミヤマ

アキノキリンソウ、ネジノ〈ナ、ハマムギ、

ヒメノガリヤス、ミヤマネズミガヤ、スス

キ、シノ〈スゲ、ショウジョウスゲ、ヒメカ

ンスゲ、オオイトスゲなどが生育している o
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作業道沿い山官wの岩場には、ミヤマキヌ

タソウ、ソラチコザクラ(希)、ハイオトギ

リ、オオタチツボスミレ、フイリミヤマス

ミレ、イワツツジなどの種子縞物が生育し、

アオゴケ、ハリカ、ネゴケなどのコケネ邑物は、

ここでも目立っている。

後者、つまり林道沿いの岩質荒原は、乾

性の岩場と、薄くトー壌で被われた中性・湿

性の岩場に分けられる。

乾性の岩場は、最大が延長 100111、採石場

の下流に形成されている。ここでは、タカ

ネタンポポ、イワウサギシダなどの超塩基

性岩地に出やすい植物や、コメガヤ、ヒメ

ノガリヤス、ホザキナナカマドがH立ち、

アオタモ(幼木)、エゾムラサキツツジ、エ

ゾノシロノ〈ナシモツケ、アキカラマツ、ミ

ヤ7 ハンショウヅノレ、ヤマブ寺ショウ7 、

フイリミヤマスミレ、セイヨウタンポポ、

ミヤマアキノキリンソウ、ヨツノくヒヨドリ、

マイツルソウなどが生育している。

中性の岩場は、頂部や岩棚に k壌が堆積

して、エゾムラサキツツジ、ムラサキヤシ

オツツジ、ホザ、キナナカ7 ド、イヌコリヤ

ナギ、 ミヤマハンショウヅノレ、ダイモンジ

ソウ、シラオイハコベ、ハイオトギリ、ヤ

7 ブキショウマ、ミヤ7 モジズリ、タカネ

タンポポ、セイヨウタンポポ、センボンヤ

リ、エゾムカシヨモギ、ミヤマアキノキリ

ンソウ、ヒメノガリヤス、ヒカゲスゲなど

の種子植物や、エゾノヒメクラマゴケ、コ

ケシノブ、イワデンダ、クモノスシダ、ミ

ヤマイタチシ夕、などのシダ植物や、オオフ

サコケ、イワタレゴケ、フジノ 7 ンネンク

サ(以 rJ土、孤高山fif聖書索)、アオコケ、 ヒ
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ムロゴケ(北海道の希産種)、フサゴケ、ア

オシノブゴケ、ヒメシノブゴケ、タマコケ、

ヒメジャゴケなどのコケ柄物や、スミレモ

(燈色の緑藻類)が生育している。

岩場基古11の崩壊地には、エゾイチゴ、オ

オヤマオダマキ、オニシモツケ、エゾリン

ドウ、オオヨモギ、ノピネチドリ、カミ力

ワスゲや、オシダ、イヌガンソク、ヒメジャ

ゴケが生育している。

沢などのi層性の技場からは、オオパスノ

ヨ号、ツlレアジサイ、モミジカラマツ、コキ

ンパイ、イワアカバナ、ミツバベンケイソ

ウ、ツノレネコノメソウ、エソーノヨツノ〈ムク

ラなどの種子布的均、ヒメスギラン、ブクロ

シダ(希)、シラネワラビ、ミヤマノキシノ

ブ、 ミヤ7 ワラビなどのシダ植物や、ミズ

シダコケ、コ方ネハイゴケ、コノミノエゾシ

ノブゴケなどのコケ植物を追加できる。

5. 中性草原

この植生は、旧崩壊地(斜面)の風化が

すすみ、土壌がたい積して形成されたと思

われるが、ハイオトギリが群落 (1隔4~13 

111、延長 25111)し、この群落には河りから、

↑ドマツ、エゾマツ、アカエゾマツ、カラ

マツ、ダケカンパ、ケヤマハンノキ、アオ

ダモ、ミズナラ、ミヤマザクラ、エゾイタ

ヤ、アカイタヤ、ハウチワカエデなどの幼

木や、ホサーキナナカマド、ムラサキヤシオ

ツツジ、アポイシモツケ(希)、オオカメノ

キ、ノリウツギ、ヒロハツリノてナ、エゾノ

パッコヤナギ、オiiラパナ、メタラ、エソ

イチゴなどの低木が侵入している。群落の

縁では、オクヤ7 サ'サも見られる。



革本類l土、エゾノシモツケソウ、ヤマブ

キショウマ、アキカラマツ、ヒメゴヨウイ

チコ、ミヤ7 アキノキリンソウ、ヨツハヒ

ヨドリ、アキタブキ、ススキ、ヒメノガリ

ヤスなどの種子植物やヤマドリゼンマイ、

ミヤマシケシダ、イワウサギシダ、 ミヤ7

ワラビ、エゾメンダなどのシタ植物が生育

し、 ミズシダコケ、オオフサゴケ、コガネ

ハイゴケ、コノ〈ノエソシノブゴケ、ヒメジャ

コケなどのコケ植物も生育している。

6. トドマツ・アカエゾマツ植林

この二つの植生は、計内昔の北西斜liljIこ

多く造成されているが、エゾマツ杭林も北

斜面の極一部に造成されている。いずれの

植生も、伐採後にオクヤ7 ザ、サが繁茂・優

占して、植物相の数も量も極めて少ない。

作業道沿いに、低木のエゾイタヤ、ウダ

イカンノミタゃケカンノ大イヌエンジュ、キ

タコブシ、キハダ、ホオノキ、ミズナラ、

ヤチダモ、ノリウツギ、タラノキなどが侵

入しているだけである。

まとめ

以上、岩内面カンラン岩(超塩基恒岩)

地の植生と柄物相を記述した。

特記したいことは、以下の通りである。

① カンラン岩地の編維分布穏ついて

タカネタンポポは、力ンラン岩崩壊池や

林道沿いの岩場や路肩、林縁の岩場などに

散生している o イワウサギシダも杭林地以

外の植生に散生している。両者は、超塩基

'1'1岩の崩壊地に隔離されている種、といわ

れている。前者の日高の産地は、アポイ岳
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や春別岳、事長平山、岩内岳などである。後

者の日高の産地は、今のところ、アポイ山

塊と日高町の岩場に限られる。

チャボカラマツ(変穏)は、超塩基性岩

や石灰岩地に隔離きれる植物である。日高

の産地は今のところ、宕l人j岳に限られる。

ただし、アポイ岳やえりも町(カンラン岩

地)、新冠出土(地質不明)には、近縁のア

ポイカラマツ(変種)が産する。

ミヤマワレモコウの円高の}宅地は、今の

ところ、アポイ昔と岩内岳のカンラン計地

に限られる。

② 絶滅危倶植物について

調査地で碍訟できた絶滅危倶植物は、エ

ソノジャニンジン (VU)、エゾムラサキツ

ツジ (VU)、オオサクラソウ (R)、オクエ

ゾサイシン (R)、クシロワチガイソウ (Vu、

VU)、コモチミミコウモリ (EN)、ソラチ

コザクラ (VU)、タカネタンポポ (Vu、

VU)、チャボカラマツ (VU)、ヒダカ}リ

カブト (R、DD) など計 10種であった。

③ カンラン岩地の相併却の変異について

ハイオトギリの苓片は、黒点だけで黒線

がないのが特徴である。岩内告の個体は、

果、点と黒線を持つもの、黒線だけを持つも

の、とに分けられる。

タカネタンポポは、総古川の先に小角が

ないことも特徴である。岩内岳の個体はク

モマタンポポのように小角があるか、また

はないか、のどちらかである。

オオタチツボスミレl土、アポイタチツボ

スミレほどではないが、葉に光沢があり、

葉の裏が紫色を帯びてきている。

④ カンラン岩地に多産する樹木について



植林地以外の植生で、アカエゾマツ、ア

オダモ、ホザキナナカマドが多産している

が、これらは、超塩基性岩地に出やすい才的

中抱であると，思わtLる。

⑤ カンラン岩地に多産するコケについて

作業道のり面や岩場の頂部には、アオゴ

ケやハリカネゴケが多産する。アオゴケは

超塩基性岩地に出やすいコケといわれてい

るが、ハリガネゴケも同様と考えられる。

⑥梢生左種の保存について

岩内岳に自然植生のエゾマツ ↑ド7 ツ

群集が少ないことは記述した。この杭生は

多分、この地域のトドマツ、エゾマツ、ア

カエゾマツの「木材i宣伝資源保存林j とし

て残きれたものと思われる。が、採石場西

側のチャボカラマツが残l'Fするi昆交林も、

将来、採石のため破壊されると予想される

ので、イ呆有してもらいたい植生である。

ハイオトギリ群浅は、日高の亜高山帯で

は希有な植生である。それゆえ、この植生

に侵入してくる木本類は徐伐して、群落の

保全を閃る必要がある。

夕方ネタンホポは、カンラン岩の崩壊地

に目立ち、岩場や路肩にも見られるが、セ

イヨウタンポポと共存する生育地もあり、

雑種をつくることが危倶される。それゆえ

セイヨウタンポポは、個体数が少ないうち

[レ yドデーターブーツク記号詳細]

北方山中 22(2ω5) 

に、除去を検討したいものである。

おわりに、資料や調査で協力くださった

山本謙也-7G起良子の同氏、標本を|司定く

ださった門田裕一(タカネタンポポ、ハイ

オ}ギリ、ミヤマアキノキリンソウ)-~烏f晶

直弘(ミヤマワレモコウ)の両博土、地質

について教示くださった小野昌子氏に、心

からお礼を申し上げたい。
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