
北海道産スゲ属植物の地理分布パターン解析への試み

縞物種間で地理分布や分布密度、生育立

地を比較しその違いを明らかにすることは、

地理的な拡大・縮小といった種の移動の歴

史や現在の環境に対応した種の生態や生活

史を明らかにする上で大変重要な情報と言

える。

日本の維管束植物の地理分布については、

シダ植物(倉田・中池 1979，1981， 1983， 

1985， 1987， 1990)、木本植物(日本林業

技術協会編 1964，1968， 1971， 1973， 

1976)を中心に明らかになってきた。しか

し草本植物については穏数の多さもあり、

Hara & Kanai (1958， 1959)、Horikawa

(1972， 1976)らの分布図集や奥山(1982，

1983， 1984)の図鑑に取り上げられている

ものの、全種の詳細な地理分布を明らかに

するには至っていない。

北海道地域に限定すると、いくつかの地

理分布パターンが渡辺・大木(1960)や伊藤

(1981)らにより提案され、引き続いて各

種の地理分布図がまとめられつつある。シ

ダ植物については佐藤(1982)、佐藤ら

(2004) によりほぼ明らかになり、種子植

物については五十嵐博氏の活躍が目立つ。

五卜嵐氏は1997年からほぼ10年にわたっ

て『北海道野生植物研究所報告』を発行さ

れ、北大標本庫等の標本情報と自身の野外

での確認情報とを合わせた多くの植物分布
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図を公表されてきた。しかし対象種があま

りにも多いことから、全ての北海道産稲子

植物種の地理分布を明らかにする道はいま

だ遠い。特に今回扱うスゲ属植物に関して

は、 1)種数が多く、 2)種同定が確実に

行える季節が限られ、また 3) 生育立地が

湿原から森林林床、高山草原までと幅広く、

北海道全域を網羅的に調査するには困難が

伴う。

スゲ属は世界に約2，000種産し、種数の上

からは世界でも最も大きな属である。日本

においても約250種、北海道だけでも約

140種が生育し、上述したように生育環虜

も多様で、分類学・生態学の両国から興味

のある植物群と言える。最近になっても日

本国内から新種や新産種が報告されるグル

ープでもある。日本とその近隣地域におい

てはAkiyama(1951)、秋山(1955)が種分

布の概要を整理し、三巨城ら (1968，1969， 

1970)は60積のスゲ属植物について円本

全体の地理分布図を作成・公表し、日本産

スゲ属植物の地理分布型をいくつかにまと

めた。この研究は当時としては画期的な成

果であったが、対象種。数や標本点数をさら

に充実させていく必要がある。

以上のような現状を踏まえ、北海道産ス

ゲ属植物約140種の道内地JJJ!分布パターン

を解析する研究は大変有意義な事と考えた。
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このための当面の作業として、北大総合博

物館植物標本庫 (SAPS)の所蔵襟本のラベ

ルデータをデータベース化し、代表的なス

ゲ属植物種の地理1分布図作成を始めた。現

在40種程度を終えたのみであるが、ある程

度分布パターンの傾向が見えてきたので数

種の分布図(5万分の1地形図メッシュで

示す)を予報的に紹介する。なお、今回の分

布位lは北大総合博物館に所蔵されている標

本のみを基にしたものであり、他標本庫の

標本や現地調査を加えれば、更に分布点が

加わるのは確実であり、あくまで現時点で

の分布パターンの概要と理解してTl'lきたい。

エゾサワスゲ(凶1)、タガネソウ(図 2)、

エナシヒゴクサ(図 3)、ヒロパスゲ(図4)、

サドスゲ(図 5)、グレーンスゲ(図 6)の分

布については、 73-75頁に記述する。

図は代表的なスゲ属6種の北海道内地理

分布で、 5万分の l地形図を 1メッシュと

した。丸印は北大襟本庫に標本があるもの、

半丸印は玉城ら(1968-70)による報告のみ

のものである。

以上、北海道産スゲ属植物においても、

他の日本産維管束植物種の分布パターンで

見られるのと向様に、日本海側太平洋側

といった背腹分布が認められる。今後は、

分布パターンをより定量的に評価するとと

もに、環境要因や地史的要因との対応関係

を検討する必要がある。

(a北海道大学農学研究科)

(b北海道大学総合博物館)
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エゾサワスゲ

渡島半島から根室半島まで

分布するが、太平洋側に偏っ

た分布パターンを示す。環境

省レッドリストでは絶滅危倶II

類とされ、分布メッシュはや

や少なく胆振支庁と根室支庁

の低地湿原に集中しているよ

うに見える。北大にはB高・

十勝・釧路支庁の標本がない。

またオホーツク海側の紋別市

コムケ湖の分布点は他地点か

ら離れており興味深い。

タガネソウ

やはり太平洋側に偏った分

布パターンを示すが、ヱゾサ

ワスゲに較べるとより内陸ま

で分布し、やや乾いた林内を

好むようである。北海道西端

の後志・桧山支庁の襟本がな

く、また東端の根室半島地域

の標本もない。
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図4 ヒ口パスゲ CarexinSRniae Koidz 
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エナシヒゴクサ

北海道内の林縁に普通に生

育する種という印象が強いが、

道北からの標本がなく全体と

して見ると太平洋側に偏った

分布パターンを示した。但し、

後志支庁の標本がないのは調

査不足の可能性がある。

ヒロパスゲ

前 3種に較べると対照的

で、日本海側に偏った分布パ

ターンを示している。葉の印

象が似ているタガネソウに較

べると、より湿った林内を好

むので多雪条件と対応してい

るのかもしれない。オホーツ

ク海側にず、つとなく、知床半

島に飛んで出現するのも興味

深い。日高、十勝、釧路支庁

からの標本はない。
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図6 グレンスゲ CarexIJarciflora Boott 
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サドスゲ

ヒロパスゲと同様に、日本

海側に偏った分布パターンを

示しているが、若干分布メッ

シュ数が多い。オホーツク海

側にずっとなく、知床半島に

飛んで出現するパターンは同

様である。日高・十勝・釧路

支庁からの標本もない。

グレーンスゲ

前2穏と同様に日本海側に

偏った分布パターンを示す

が、玉城ら (1969) の分布

図には北大標本以外の分布点

がかなり打たれている。ごと

でも知床半島にやや飛んだ分

布パターンを示すが、線室支

庁からの記録がある。
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