
苫小牧市弁天沼とその周辺の植生

はじめに

勇払川と!安平日!のド流域一帯は、勇払}Jj(

野と呼ばれているが、ここは縄文時代の海

進・ j年j民と樽前火111群の噴出物によって形

成された海岸平野(i中積平野)である。

弁天沼は、この平野の南東部、安平川下

流の左岸に位置している。

沼の周辺は泥炭地で、不毛のj也と言われ

ていたが、戦後は開妬きれて酪農が営まれ

ていた。後には離農がi並み、今は株式会社

「苫東」の所有地となり、一音日が新たに農耕

地として手Jj月jされている。

因みに、アイヌたちは、弁天沼をイプ}

ウンポロ r(勇払の大きい沼の意)とl呼ん

でいたと言われているが、後に入品直者たち

が、ヘピの巣(多い所)であることから耐

を建てたので、弁天(へビの異称)とl呼ば

れるようになった、とも言われている。

弁天沼とその周辺の梢生・植物相につい

ては、すでに、橘・伊藤両博士による生態

学的研究 (1981年)がある。

しかし、 F等械物(砕若・地衣類)相に

ついては、ミズゴケ類など、ごく一部に限

られている。

私も、 1992~1995年、 1999年(いずれも

8・9月)に訪ね、植物相を記録してきた

が対象は北東岸の高等植物が主であった。

それゆえ、今凶 (2005年)は、沼周辺全

域の卜等植物も含めて集中的に誠去した。
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そして、絶滅危倶種のヒメミズニラ、ヒ

メホタノレイ、ホロムイコウガイ、コモナイ

トゴケなども発見することができた。

その結果を以下に報告したい。

ただし、調査地を、国土地理院の地形図

(上厚真 1: 25，000)で、弁天沼の最北の排

水溝より西11Wを北西部、弁天水路より南側

を南東部、 ì~ij区域間の東側を北東部、間1MI)

を南阿部と区分して記述したい。

調蚕地の概要

弁天沼は、苫小牧市東部に位置し、|円安

平川下流域が沿岸流涼砂によって閉饗され

て形成された潟初n言われている。

そのlliI積はおよそ 34ha、沼底や沼岸・畔

には火1I1磯が堆積している。

調査の対象にした地域は、弁天沼と沼の

汀線から、北東・南東部で約 1kmまで、南

西・北阿部で約 0.5kmまでとした。

沼と周辺の植生は、北海道開発1Aが作成

(1975~ 1977年の調査)した苫小牧地方植

生凶によれば、ハンノキ群落、ヤチヤナギ

(Wet Type)群落、ヨシ群落、ヨシーイワ

ノガリヤス群務、ムジナスゲお落、フトイ

若手浴、広葉樹人T.林、牧草地放棄植生など

に分類されているので、それに従うが、今

回は、下記の納生も顕著なので、それらに

ついても植物相を記述する o

ヒメガマ群落、アゼスゲ群落、ハリコウ



ガイゼキショウ群落、 f東地・荒原、ホザキ

シモツケ群落、ウラジロタデAIF落など o

植生と植物相

1 .水生植物群落

(1)エゾノヒルムシ口群落

この植生は、主にiil北東部の、水深 70CI11 

内外のI叶で見られ、ナガパエビモ、ホソバ

ミズヒキモ、ヒロハノエピモ、 7 ルノ¥オモ

ターカ、セキショウモ、クロモ、ヒメウキ力

ヤ、ヒツジグサ、ホザキノフサモ、フサモ

(;希I)、タヌキモ、 ヒメミスーニラ、 ミズニラ

(希)を伴っている。 浅い所(水深 30CI11内

外)ではカンガレイ、コタヌキモ、ヒメタ

ヌキモ、ミズドクサも見られる。

南阿部からは、コウホネ(群生)、ヒシ(群

生)が追加できる o 因みに、橘・伊藤 (1981

年)は、ウキクサ、イバラモ、リコウノヒ

ゲモなども記録されている。

(2)?コモ群落

この椋生は、主にヨシ群落の外縁に見ら

れ、所によりクロアブラガヤ(群生)を伴っ

ている。区lみに開発局(1975-1977)の杭

生図では、弁天沼に記録されていない。

(3)フトイ群落

この梢生は7 コモ群落やヨシ群務の外縁

に形成されている。その面積は縮小されつ

つあるが、エゾノヒルムシ口、?)レバオモ

ダカ、ナガパエビモ、ホソノ〈ミズヒキモ、

セキショウモ、カンガレイ、ヒツジグサ、

タヌキモ、ミズドクサなどが見られる。

そして所により、フトイ(茎)の間に、

エゾシカ (R帝)にJ屈りおこさt'Lたヒメミズ

ニラをi宗着させている。
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(4)ヒメガ7 群孫

この植生の立地はフ↑イ税務と同様で、

見られる杭物も殆ど共通である。因みに、

このお11生は情・伊ifj主(1981年)も記長kして

いない。それゆえ、最近になって、而積が

拡大したと考えられる。

(5)ヨシAIF落

この柄生l土、 t自の岸辺を被う最大の群落

で、内側は拍水植物群孫、タM削(沼と1，主の

境)は低淑涼椋物群務と見なされる o

前者では、イワノガリヤス、 ドクゼリ、

トウヌ 7 ゼリ、ミゾソパ、ミズオトギリ、

アキスミレ、エゾシロネ、ヒメシダなどが

散見されるだけである。外縁では、ハリコ

ウガイゼキショウ(群生)が水に浸かり、

多くは、#時性芽を持つコモチセーキショウ型

になっている。

後者は主に南東部に発達(草丈 170cm 

内外)し、下層の優市穏によってヨン イ

ワノガリヤス群落とヨシ アゼスゲj庁落

に分けられるが、見られる柄物は共通であ

る。

それは、低木類のヤチヤナギ、ホザキシ

モツケ、ノリウツギ、クロミノウグイスカ

グラ、ハンノキや、草本類のアブラガヤ、

ハリコウガイゼキショウ、イヌイ、シカク

イ、ヌマイチゴツナギ、ナガボノシロワレ

モコウ、ミズオ↑ギリ、アキノウナギツカ

ミ、クロノ〈ナロウゲ、ヒツジグ吋、オオノX

センキュウ、|ウヌマゼリ、シロネ、ヒメ

シロネ、クサレダマ、エゾリンドウ、エゾ

ナミキ(希)、ヤナギトラノオ、ホソパノヨ

ツパムグラ、ユウゼンギク(希)、オグル7 、

ヒメシダ、ニッコウシダ、 ミズドクサや、



蘇類のヒメミズコケ、ウロコミズゴケ、ワ

ラミズコケなどてやある。

雨凶部では、ヤラメスゲ({洋生)やオニ

ナノレコスゲ(~洋生)の見られる所もある o

2 .低湿原被物群落

(1)アセeスゲ群務

この柄生は、沼の岸辺(水深 15Cl11内外)

の各所に散在するが、最大の群落は、北河

部に形成されている。

イヌイ、ヒメハリイ({洋生)、エゾホシク

サ、ヨシ、サギスゲ(散生)、オニナルコス

ゲ、クロバナロウゲ、アギスミレ、 ドクセ

リ、ミズオトギリ、アキノウナギツカミ、

ナガパノウナギツカミ、ヤノネグサ、ヤナ

ギ}ラノオ、クサレダ7、ホソパノヨツパ

ムグラ、ヒメシロネ、 ミスドクサ、ヒメシ

ダなどが見られる。南西部では、オニナノレ

コスゲ(幹生)を伴っている。

[1;[みに、この械生の近くに記きれている

ムジナスゲ群落は、再確認できなかった。

(2)ハリコウカイゼキショウ群務

この稲生はi百の北東・北関岸に形成きれ

ているが、 9-10月は冠水している。

亜優占種によって、イトイヌノヒゲ一一

ハリコウガイゼキショウ群落とエゾホシク

サ ハリコウカゃイセ守ショウ群落に分け

ることカずできる。

前者はJ自の北東岸に形成きれいるが、タ

チコウガイセゃキショウ、アオコウガイゼキ

ショウ、ホロムイコウガイ、エゾハリイ、

ハリイ(子持ち型)、シズイ(希)、セキショ

ウイ(希)、 ヒメホタJレイ(希)、ホタノレイ、

ホソノ〈ノシノ〈ナ、アセースゲ、エゾ吋ワスゲ、
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シカクイ、コイヌノハナヒゲ、ミカスキグ

サ(希)、へラオモダカ、ヒツジグサ、アキ

ノウナギツカミ、ヤノネグサ、ヒメタヌキ

モ、コタヌキモ、タヌキモ、ムラ寸Tキミミ

カキグサなどが見られる o

後者は、沼の北西岸に形成され、木本類

のヤチヤナギ、ホザ寺シモツケや、革本類

のハリコウガイゼキショウ(コモチゼキ

ショウ型カτ多い)、ホロムイコウガイ、シカ

クイ、ハリイ、イ}イヌノハナヒゲ、コイ

ヌノハナヒゲ、エゾサワスゲ、ホタ/レイ、

ホソノてノシノ〈ナ、オオミズトンボ、ヘラオ

モタ'カ、アギスミレ、 ミス会オトギリ、コタ

ヌキモ、ヒメタヌキモ、サワギキョウや務

類のコフラスコモ(希)などが見られる。

そして、この群滋のより内側(水深 25Cl11 

内外)には、東北地方に記録されていたミ

ヤマヒナホシクサの群孫が見られ、アオミ

ドロの 1種を伴っている。

南西岸では、ヒメハリイ(幹生)を伴っ

ている。

3 .裸地・荒原

この植生は、 1自の北東岸と南西岸に残さ

れている火山線地に形成されている。

北京岸の湿・中性地では、イトイヌノヒ

ゲ (i洋生)、 ト寺ソウ(希)、エゾサワスゲ、

アギスミレ、モウセンゴケ、アキノウナギ

ツカミ、オオカナダオトギリ、ホロムイリ

ンドウ、ウチワ7 ンネンスギ(希)などが

見られる。

乾性地では、ウシノケグ吋、オオウシノ

ケタサ、イヌイ、ナャシバスゲ、コウボウ

シ川、ヒメイズイ、ハマハタザオ、センダ



イハギ、エゾオオバコ、ハマオトコヨモギ

(希)などの海浜要素やエゾヌカボ、コヌカ

グサ、コイチゴツナギ、ハルザキヤマガラ

シ、ヒメスイバ、オオカナダオトギリ、メ

マツヨイグサ、へラパヒメジョオン、フラ

ンスギク(希)、ユウゼンギクなどの帰化植

物をはじめ、木本類のミヤマヤナギ(1材、)、

イヌコリヤナギ、ナワシロイチゴや、草木

類のアキメヒンパ、ヒメスゲ、スズメノヤ

リ、クサイ、ネジバナ、コケオトギリ(媛

小、多い)、オトギリソウ、シロパナスミレ、

ミミナクサ、オオノ〈コ、ウラジロタデ(多

い)、ハナイカリ、ヤ7 ジソ(援小、群生)、

エゾコゴメグサ、カナビキソウ(希)、サワ

ヒヨドリ、ヒヨドリパナ、ヤクシソウ、エ

ソタンポポ、ヤナギタンポポ、コウゾリナ、

ノコギリソウ、キタノコギリソウ、ミヤマ

アキノキリンソウ、ハナニガナ (6-9ノj、

花)、オオヨモギなどが見られる。乾性のf巣

地には、終類のエゾスナコケ、ウマスギゴ

ケが目立ち、ヤノウエノアカゴケ、ナヌ7ヒ

ツジゴケ、ハイゴケ(希)、フ↑ゴケ(高山

性、希)、 トヤマシノブゴケ(希)、キンシ

ナガダイゴケ(希)も見られ、地衣類のム

クムクキコケ(高山性)、ササクレマタゴケ、

ヤマハナゴケ、ワラハナゴケモドキ、ヤグ

ラゴケも目立ち、コアカミゴケを伴ってい

るo

南西部岸のjft.・中性地ではヤマアワ、エ

ゾミソハギ、ヒメシロネ、エゾイヌコ事7 、

シロパナニカ、ナ、オグノレ7 が見られる。

乾性地では、帰化椛物のシロツメクサ、

ムラサキツメクサ、クマノアシツメクサを

はじめ、スミレ、 ミヤコグサ、ヒロハノカ

ワラサイコ、力ワラナデシコ、ハクサンシヤ

ジン(希)、ツリガネニンジン、フデリンド

ウ(希)、オトコエシ、ウスキカワラマツバ、

エゾムカシヨモギ(総琶片に剛毛と腺毛が

ある)、センボンヤ J)、オオヨモギ、オオノ

アザミなどが見られる。そして、ここでも

フトゴケ、ムクムクキゴケが見られ、アッ

パジョウゴゴケ、ハナゴケ、ワラハナゴケ、

ショクダイコケ、ジョウコゴケ、ヒメジョ

ウココケなどをイ半っている。

4 .ヤチヤナギ群落

この植生は、梢生肉(開発局)で弁天沼

の周辺には、 WetTypeだけか記きれてい

るが、今では、 DryTypeがのほうが顕著で

ある。両者は政{憂占種により、前者をヤチ

ヤナギ イワノガリヤス群落、後者をヤ

チヤナギ ススキ群落と見なすことがで

きる。

(1)ヤチヤナギ イワノガリヤス群務

この械生は北東部に形成されるが、ハン

ノキ、クロミノウグイスカタラ、ヨシ、ア

ブラガヤ、ナガボノシロワレモコウ、サワ

ギキョウなどがが見られ、下層には、アセQ

スゲ、ハリコウガイセーキショウ、タチコウ

ガイセーキショウ、 ミスオトギリ、アギスミ

レ、モウセンゴケ、ヒメシロネ、エゾサワ

スゲ、ニッコウシダなどが見られる。

なお、イワノか J)ヤスが群生する所では

カラフ}アカパナ(希ー)、アメリカセンダン

グサなどを{下っている。

(2)ヤチヤナギ ススキ群落

この植生は、北東部で大きく、南西部で

小さい。北東部でトは低水類のハンノキ、イ
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ヌコリヤナギ、ノリウツギ、ダケカンパ、 ミツバッチグリ、ツノレフジバカ?(希)、ク

ホザキシモツケ、ナワシロイチゴをはじめ 口パナロウゲ、オオヤ7 ブスマ、クサレダ

草木類のイワノグリヤス、ナかボノシロワ マ、ヒメシロネ、エゾイヌゴマ、アカネム

レモコウ、ウラジロタデが見られ、下層に グラ、エゾノカワラマツノミ、ウスキカワラ

はタチコウガイゼ寺ショウ、アギスミレ、 マツノ¥ニ yコウシダ、メニッコウシダ

オオヤ7 ブス7 、サワギキョウ、エソリン (希)、ヒメシダ、ヤマドリゼンマイ、コウ

ドウ、ヤナギタンポポ、ノコギリソウ、ユ ヤワラビや、醇類のヒメミズゴケなどが見

ウゼンギクなどが見られる。 られる。

南西部では、ノハナショウブ、アカネム

グラを伴い、サーモンピンク色花のハマナ

スが注目を引く。

5 .ホザキシモツケ群落

この植生は、北東部と南西部のハンノキ

林のソデ群孫にもなっているが、南西部の

北側では植物相が多く、亜!憂占種からホザ

キシモツケ イワノガリヤス群務と見な

すこともできる。

北東部では、低水類のイヌコリヤナギ、

クロミノウグイスカグラ、オニツ/レウメモ

ドキや、草木主J(のススキ、ナカ、ボノシロワ

レモコウ、ウラジロタデ、ガガイモ、オオ

ヨモギなどが見られる。

南西部では、低水類のズミ、ハンノ寺、

ヤ7 グワ、ベニバナヒョウタンボク、クロ

ミノウグイスカグラ、ケヨノミや、草木JJ(

のオニユ 1)(希)、ノハナショウブ、ヒオウ

ギアヤメ、タチギボウン、ミズバショウ

(希)、ミチノクハリスゲ、キタノカワズス

ゲ、アゼスゲ、ムジナスゲ(希)、 コふウソ、

ノ、リコウカゃイゼ「キショウ、クサイ、シカク

イ、ホタ/レイ、ク→Fヨシ、シロノマナスミレ、

アギスミレ、オトギリソウ、ミズオトギ 1)、

エゾミソハギ、ナガボノシロワレモコウ、
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6 .ウラジロタデ群落

この梢生も、 J自の北京音1¥や←南西部に発達

するハンノキ林のソデ群r~になっている。

その一部は、中本床の俊市種になっている o

そして、木本類のズミ、ヤマグワ、カマ

ツカ、マユミ、ホザキシモツケ、ノリウツ

ギ、ケヨノミ、タラノキ、ヤマブドウ、オ

ニツ/レウメモドキ、すワシロイナゴや、草

本類のア寺カラマツ、カラハナソウ、オオ

ヤマフス7、セントウソウ、オオヨモギな

どが見られる。

7 .ハンノキ群落

この植生は、戦後の閥抗jから取り残され

た所に発達した自然林である。北東部やi南

西部の沼畔や、北京・南阿部の沼岸へ通ず

る歩道沿いに形成きれているが、ハンノキ

よりも、ミヤマザクラが優占する所やミズ

ナラが優占する所もある。

そして、この植生は、林床の水分の多少

によって、中性林と1ft.性林に分けられる。

(1)ハンノ寺中性林

高木層(樹高 10111 内外、腕高直径 20~35

Cl11ほど)では、ハンノキ、ヤチダモ、ミヤ

マザクラ、ミズナラ、寺ハダ、ハリギリ、



キタコフゃシ、タケカンバ、エソゃイタヤ、ヤ

マモミジ、アズキナシ、カシワ(希)、 }ロ

ノキ(希)などが見られる。そして樹幹に

は、ヤマブドウ、ツタ(多い)、ツタウルシ

(希)、 サノレナシが荒生している。

，)長高木屑(樹高約 2-6111)では、高木層

との共通種の他に、カラコギカエデ、ヤマ

グワ、コナラ、カシワモドキ(希)、カマツ

カ、ズミ(多い)、ノリウツギ、カンボク、

ヤ7 ウルシ、タラノキ、マユミ、ツ 1)ハナ

などが見られる。

低水層では、木本類のホザキシモツケ(群

生)、マノレパシモツケ、ケヤマウコギ、エゾ

クロウメモドヨ号、ヤマハギ、クマイチゴ、

チョウセンゴミシ、カマズミ、ニシキギ、

クロミノウグイスカグラ、ベニバナヒョウ

タンボク、イボタノキや、草木類のヨシ、

ススキ、オオバセンキコウ、ウラジロタテQ

(~守生)、 トモエソウ、 ノフゃドウ、 ヒヨドリ

パナ、ハンコンソウ、エゾゴ7 ナ、エゾノ

サワアザミなどが%られる。

草木屑ではニッコウシダ(1庁生)、チョウ

センゴミシ(も午牛)をはじめ、ヒカゲスゲ、

カミカワスゲ、アオスゲ、ヒメスゲ、 ミチ

ノクハリスゲ、タチギボウシ、オオアマド

コ口、キジカクシ、シロパナエンレイソウ、

ムラ吋キエンレイソウ、マイヅノレソウ、ヤ

マカモジグサ、ホガエリ方ヤ、ヌカボ、ミ

ヤマネズミカ、ヤ、ケノカ、リヤス、ハネガヤ、

エゾチ lリ(希)、マムシグサ、ヤ7 ハタザ

オ、ナガハツメクサ、オオヤマフスマ(多

い)、タチツボスミレ、ケタチツボスミレ、

エゾノタチツボスミレ、ブッキソウ、マノレ

ノマトウキ(芥j')、シロネ、エゾシロネ、ヤ7

ハ y力、ツJレニガクサ、 クノレマパナ、キク

ムグラ、エゾリンドウ、オトコエシ、エソ

タンポポ、ミヤマアキノキリンソウ、ヤ7

ニガナ、オオヨモギ、アキタプキ、ユウゼ

ンギクなどが見られる。

コケ(地表)層では、蘇類のタマゴケ、

ナミヌゲタタチゴケ、オオシッポコケ、ヒメ

ホウオウゴケなどが見られる。

なお、朽木や樹木の絞)Gには、員手類のク

サゴケ、エダツヤゴケ、ネズミノオゴケ、

ミヤマサナダゴケ、エゾイトゴケ、コメパ

キヌゴケ、ヤマトキヌタゴケ?、オオギボ

ウシゴケモドキ、 トヤマシノブゴケ(希)、

アオシノブやゴケ、ノミンタ会イコケ、アオギヌ

ゴケ、ヒツジゴケ、ハネヒツジゴケ、ヒロ

ハツヤゴケや、苔努1のオオクラ7 ゴケモド

キも見られる。そして樹幹には、蘇類のコ

モチイトゴケ、カラフ}キンモウゴケ、エ

ソヒラゴケ、チャボスズゴケ、ヒナイトコ

ケ、イワイトゴケ、エゾイトゴケ、ヒロハ

ツヤコケ、ヤマトキヌタコケ?キヌゴケや

お類のチヂミカヤゴケ、カラヤスデゴケ、

ヒメアカヤスデゴケ、地衣類のトゲハクテ

ンコケ、オオマツゲゴケ、キウメノキゴケ、

ウチキウメノキコケ、チヂレウラジロゲジ

ゲジゴケ、クロアシゲジゲジコケ、 ↑ゲヒ

メゲジゲジゴケ、カラクサコケ、 トゲナシ

カラクサゴケ、ナメラカラクサゴケ、テリ

ハゴケ、ダイダイコケ、ゴンゲンゴケ属の

1種、 ト1)ハダコケ属の 1種なども見られ

る。

r召の北東岸へ通ずる歩道沿では、オオア

ワダチソウ(群生)、セイタカアワダチソウ

(群生)、ウラジロタデ(群生)、オオイタド
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リ(群生)をはじめ、クマイチコ、クサイ、

カワラスゲ、ヒメヌカボ、コヌカグサ、ク

サヨシ、ヤマカモジグサ、ネズミガヤ、ハ

マムギ、ハネガヤ、オオアワカエリ、ナガ

ハグサ、キツネノボタン、ミツモトソウ、

エゾノミツモ↑ソウ(希)、タニソパ、イヌ

タデ、ハナタデ(1，庁生)、キンミズヒキ、オ

オダイコンソウ、ヒメヘビイチゴ、ウスノ〈

ヤフマメ、エゾフウ口、ゲンノショウコ、

エゾタチカタバミ、イワアカパナ、アオミ

ズ、ノブドウ、オオノミコ、ヒメジソ、ナギ

ナタコウジュ、クルマパナ、ヤマニカーナ、

ヤマハハコ、セイヨウタンポポ、ヒメムカ

シヨモギ、ヒメジョオン、クサソテツ、エ

ソツシダや、蘇類のスギゴケ、エゾスナゴ

ケなどが見られる。

(2)ハンノキ湿性林

この植生は雨凶部の南側に発達し、過沼

地状の林床は、ホザキシモツケ、ミチノク

ハリスゲ、ニッコウシダ、ヨシ、オオアワ

タゃチソウなどカ¥そiLそ"iLlこ4憂占している

所がある。

高木層(樹高7m内外、胸高直径 15cm 

内タト)では、ハンノキ、ヤチダモ、 ドロノ

キ(希)、カラコギカエデ、ヤマグワ、エソ

ノパッコヤナギが見られるだけである。

そして、樹幹にはツ夕、ヤマブドウ、オ

ニツルウメモドi号などが着生している。

低木屑では木本類のカマツカ、ノリウツ

ギ、クロミノウグイスカクラ、ケヨノミ、

ベニバナヒョウタンボ夕、ケヤマウコギ、

エゾイチゴ(希)や草木類のアブラガヤ、

ナガボノシロワレモコウ、ハンゴンソウ、

ミミキオン(希)、エゾノサワアザミなどが
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見られる。

草本屑では、イワノガリヤス、ヒオウキ

アヤメ、ノハナショウブ、アセョスゲ、キタ

ノカワズスゲ、ヒメカワズスゲ、コハリス

ゲ?、エゾサワスゲ、イグサ、アギスミレ、

ミツノ、ッチグリ、エゾミソハギ、エゾリン

ドウ、サワギキョウ、ヒメシロネ、エゾシ

ロネ、シロネ、ホソノ〈ノヨツノ¥ムグラ、ヒ

メナミキなどの低i田原の要素をはじめ、マ

イヅノレソウ、ヤマカモジグサ、ウシノケグ

サ、ヤマスズメノヒエ、アキカラ7 ツ、ツ

ルニyケクサ、オオノアザミ、オオヨモギな

どが見られる。

コケ(地表)層では、砕類のウ口コミズ

ゴケ、ヒメミズコケ、フロウソウ、タニゴ

ケ、ヤリノホゴケ、オオハリガネゴケ、ヤ

ノネゴケ、アラスカヤノネコケなどが見ら

れる。

しかし、樹幹には地衣類のササクレカラ

タチコケ、ウチキウメノキゴケ、キウメノ

キゴケが見られるだけである。

8 .広葉樹人工林

この植生は、市小牧市が、北東部の沼岸

に並行してI也林(1957年)きれたヤチダモ

の人工林(防風林)である。

ヤチダモ(樹齢は 49年、樹高約 10111、胸

高直径 15-30口n)林の中には、高木に成長

した自生のミヤマザクラ、タケカンパ、ハ

ンノキなども見られる。

低木屑では、木本類のミズナラ、ノリウ

ツギ(多い)、ミヤマザクラ、カマツカ、キ

タコブシ、クロミノウグイスカタラ、ホザ

キシモツケ (1庁生)や、草木類のヨシ、ウ
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ラジロタデ(群生)、オオイタ↑リ(群生)、

ハンゴンソウなどが見られる。

草本層では、木本類(丈 50cm以下)の

コナラ、ハリギリ、イボタノキ、ナワシロ

イチゴ、メギ(希)や、草本類のイワノガ

リヤス、ミヤマネズミカやヤ、エゾリンドウ、

オオアワダチソウ、 ミヤマアキノキリンソ

ウ、ユウゼンギク、ヒメシ夕、、ヤマドリゼ

ンマイなど、ハンノキ群落との共通種をは

じめ、エナシヒゴクサ、セイタカスズムシ

ソウ、ウスパヤブ"'7メ、エゾフユノハナワ

ラビなども見られる。

コケ類l土、朽木や樹木の棋元に、蘇類の

パンダイゴケ、ヤマトキヌタゴケ?、キヌ

ゴケ、アオモリサナダゴケ、アオギヌゴケ、

ヒツジコケ、ノ、ネヒツジゴケ、コメノぐキヌ

コケ、 トヤマンノプゴケなど、ハンノキii下

落との共通稀が見られる。

樹幹には、鮮類のイワイトゴケ、カラフ

トキンモウゴケ、オオギボウシゴケモドキ

や、苔J¥I{のカラヤスデゴケ、カギヤスデゴ

ケ、地衣類のシラゲム力デゴケ(多い)、ウ

チ寺ウメノキゴケ、キウメノキコケ、オリー

ブゴケモドキ、ロウソクゴケなども見られ

る。

9 .牧草地放棄植生

この植生(イ℃償植生)は、 r百の周IJijに広

〈分布しているが、橘・伊藤(1981年)は

ウラジロタデ群落と分類している。

南阿部の北側が、植物相の最も豊かな所

である。ここでは、 f氏木類のイヌコリヤナ

ギ、ハンノキ、ダケカンパ(希)、ヤチヤナ

ギ、'7)レパシモツケ、ズミ、クロミノウグ
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イスカグラ、ベニバナヒョウタンボク、カ

ラフトイソツツジ(希i)、ホザキシモツケ、

ハマナス、ツノレウメモドキ、オニツノレウメ

モドキ、ナワシロイチゴ、ヤマブドウなど

をはじめ、草木類のイヌイ(群生)、ヒメス

ゲ、チャシパスゲ、カミカワスゲ、スズメ

ノヤリ、コウボウ、コヌヌラタサ、オオアワ

;1]'エ 1)、ネズミガヤ、ハネガヤ、ツルヨシ、

ススキ、ヒメイズイ、マイヅ/レソウ、オニ

ユリ(希)、ノハナショウブ、アブラ方ヤ、

ウラジロタデ(多い)、シコタンキンポウゲ、

アキカラマツ、センダイハギ(希)、ケタチ

ツボスミレ、オオヤ7 ブスマ、カワラナデ

シコ、ブング口、エゾフウ口、コケオトギ

リ(媛小)、ナガボノンロワレモコウ、クマ

ノアシツメクサ、ヤマブキショウマ、ミツ

ノ〈ツチグリ、イブふキボウフウ、ノブドウ、

ヤ7 ジソ(媛小)、エゾイヌコふマ、ツリガネ

ニンジン、シラゲシャジン、ハナイカリ、

チョウセンカワラマツノ大ウスキカワラマ

ツバ、エゾノカワラ7 ツバ、オミナエシ、

カセンソウ、オオアワダチソウ (1午生)、ヤ

ナギタンポポ、セイ夕方アワダチソウ、オ

オヨモギ、オトコヨモギ、コウゾリナ、オ

オノアザミ、ユウゼンギク(多い)、ヒメシ

ダ(多い)、ヤマドリゼンマイなどが見られ

る。

そして、火山際の露出する所では、f巣地・

荒原と共通の、務類のハイゴケ、ナガヒツ

ジゴケ、ウマスギゴケや、地衣類のハナゴ

ケ、ワラハナゴケ、ササクレマタゴケ、ニ

セムクムクキコケなどが見られる。

南東部では、今回、ウラジロタデを確認

できなかったが、ススキ、ユウゼ「ンギク、



イワノガリヤスの目立つ戸斤がある。

他に、帰化柄物のセイタカアワダチソウ

(群生)、オオアワダチソウ(君l生)、ナガハ

グサ(群生)をはじめ、木木類のハンノキ、

ノリウツギ、ホザキシモツケや草本類のク

→Tヨシ、アフゃラカ。ヤ、ノ¥1)コウヌゲイセ「キショ

ウ、ホタルイ、イヌイ、ナガボノシロワレ

モコウ、ミズオトギリ、エゾミソハギ、ヒ

メシロネ、クサレダ7 、エソリンドウ、サ

ワギキョウ、ヒメシ夕、ニッコウシタなど、

低湿原の要素が残存し、ウシノケグサ、コ

ヌカグサ、オオアワガエリ、オオバコ、オ

オヨモギ、ハンゴンソウや、蘇類のウ7 ス

ギゴケ(多い)も見られる。

なお、北東部にも、ウラジロタデの侵入

を見ない植生があり、ススキ、イワノかリ

ヤス、ナワンロイナゴが目立っている。

まとめ

以上、弁天沼とその周辺の植生と柄物相

を記述した。特記したいことは、以下の通

りである。

[レッドデーターブック記号詳細]

北海道(2001): Vuニ絶滅危急、種、 R=希少

種。

環境庁(2000): CR=絶滅危倶 IA類、 EN

±絶滅危供 1B類、 VUニ絶滅危倶II

類、 NT=準絶滅危↑具、 DD=情報不足。

①絶滅危伊、植物について

今凶の調査て弔在訟できた絶滅危倶種は、

ヒメミズニラ (Vu十VU)、ミズニラ (Vu+

VU)、ヒメホタノレイ (R)、エゾホシクサ
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(DD)、エゾサワスゲ (VU)エゾハリイ

(VU)、コイヌノハナヒゲ(R)、シズイ(R)、

トキソウ (VU)、セキショウイ (EN)、オ

オミズトンボ (EN)、'7)レパオモタカ (R十

VU)、ナガノ¥エビモ (EN)、ヒメガマ (R)、

ヒメウキ力ヤ (R)、ホロムイコウヵーィ

(Vu十CR)、ホソノ〈ノシパナ (EN)、シコタ

ンキンポウゲ (EN)、タチモ (R)、 トウヌ

マゼリ (EN)、ホザキシモツケ (VU)、タ

ヌキモ (R十VU)、ヒメタヌキモ (Vu十

VU)、ホロムイリンドウ (R)、ベニノてナヒョ

ウタンボク (VU)、エゾナミキ (EN)、ヤ

マジソ (VU)、ムラサキミミカ寺グサ

(Vu十VU)、ハクサンシャジン (R)、静類

のコモナイトゴケ(CR十EN)、地衣類のニ

セムクムクキゴケ (DD)などの 31分類群

である。

マノレパオモダカは、苫小牧市に記録きれ

絶滅したと思われていた(伊藤 1990)が、

今でも、浮主主だけで残存している。

ヒメミズニラは、エゾンカの蹄で煽りお

こされたものが、水面に多く漂い、一部が

汀に打ち上げられていた (10月)。

なお、今岡、再確認できなかった絶滅危

洪積は、橘・伊if長(1981年)によるリュウ

ノヒゲモ (VU)、ホザキノミミカキグサ

(R)、エゾペニヒツジグサ (R)、高橋

(1993-1994年)によるアギナシ (NT)、 ミ

クリ (R十NT)、イトイノ〈ラモ (R十CR)

などでhある。

②高山植物の降下について

j召畔の裸地・荒居1に限って言えは、そこ

に高[!I性のミネヤナギ、ハクサンシャジン

や蘇類のブトゴケ、地衣類のニセムクムク



キゴケが|峰卜している。

前例は、勇払原野の他の1東地に、タノレ7

イソウ、地衣類のミヤマハナゴケがある。

しかし、蘇類(フ!ゴケ)には前例がな

い。フトコケは、北東・南間部ともに径 30

cnlほどのコロニーを形成し、乾燥に耐え

て生きている。

③エゾノコリンゴとズミについて

時ij者は、勇払原野を象徴する花木である

が、調査地の各所で観察したものは、なぜ

か、すべてがズミであった。つまり、花柱

は 3-4 (希に 5) であり、長校の成業は

3中裂のものばかりであった。

因みに、勇払原野を紹介する出版物の写

真を見ると、大抵はズミと思われる濃紅色

の奮を持ったものを載せている。ともかく

勇払原聖子の各地の誠去を期待したい。

④ヒメ力7 群落とフトイ群落について

数量的な調査はしていないが、過去(1995

年頃)に比べて今は、フ lイ1洋落が縮小し

て、ヒメ;I/Y'i;洋務が折、大している。

閃みに、開発局 (1975-1977年)の秘生

凶には、ヒメガY'il'f落が記されていない。

⑤泊の湿性選移について

関係機関の好意で、1975年、1993年、2004

年の航空写真のコピーをj頁き、現地の踏査

を踏まえて比較した。が、選移は沼の北東・

北fitj，南西宮1¥に比較して、南東部において

顕著であった。つまり、過去の南東部開水

llijが、ヨシ群落、ハリコウガイゼキショウ

群落で111ヒられている。南東部以外ではヤ

チヤナギ群落がWetTypeから DryType 

へ遷移したことにも注目したい。

⑥植物相の減少について

i出生よーの調査(橘・伊藤 1981年。高橋 1992

-1995年と 1999年)で確認されてはいた

が今凶の調脊で再確認できなかった納物

は、ヤナギラン、イノくラモ、ウキクサ、オ

オカワズスゲ、ハマイ、ドロイ(以上は繍・

伊藤 1981年)、ヌ'tY'、ヤ7 イ、ベニバナイ

ナヤクソウ、アキノノゲシ(以 tは高僑

1992年)、ミクリ、サジオモタカ、スギナモ、

ミツガシワ、シャジクモ類、フラスコモ類

(以上は高橋 1993年)、クロイヌノヒゲ(高

橋 1994年)である。

上記は、調査もれも考えられるが、沼の

関水TMの減少(ヨシ群落の拡大)や岸辺の

乾地化などにも起因すると忽われる。

おわりに、標本をi司定して Fさった原団

法博士(地衣類)、宮本太博士(ホシクサ類)

とホシクサ属標本の閲覧を許可された高儒

英樹博上、そして、航空写真など情報を提

供された苫小牧市生活環境課・緑地課と株

式会社「苫東JIこ心からお礼を申しあげる。
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弁天沼南西岸の景観 (2005.6.16)弁天沼北京岸の景観 (2005.6.30)

岸辺へ打ち上げられた絶滅危倶桓ヒメミズニラ (2005.10.12)水(~ (オオヒシクイ)がいる弁天沼北西洋の来観 (2005.9.11)



アオミドロを伴ったミヤマヒナホシクサの群落 (20005.10.12)過去に見られたクロイヌノヒゲ (1993.9.15)
l
J
H
N由

(2005.8.28) 今は浮業だけが残存しているマノレパオモダカ(1994.9.15) 花後に結実もしていた絶滅危倶租7 ノレパオモダカ


