
トキサタマップ湿原とその周辺の植生

はじめに

勇払平野湿原群の‘つに数えられるトキ

サタマッフ。湿原は、ウトナイ湖の北西部に

広がる低層湿原である。

この湿原はハンノキやヨシ、ムジナスゲ

などで代表されるが、地形的には、北東胆u

と南西側に標高20m内外の丘陵地があり、

その浅い谷間に発達しているので、谷湿原

や沼沢湿原とも言える。

湿原の両岸や北部にはゴルフ場があり、

丘陵地の植生は人為的に撹乱されているが

湿原の南西部は、苫小牧市自然環境保全地

区に指定 (1976年3月)されて、カキツパ

タの群落やエゾミクリの群落()I[)、オオミ

ズゴケブルト(小凸状地)群など、自然植

生がよく保存されている。

この湿原の植生や植物相については、古

くは、伊藤浩司博土による環境調査報告

(1980年)があり、新しくは、苫小牧市に

よる自然環境調査報告 (2003年)がある。

夜、も苫小牧市からの委嘱で、 1981~

1983年にコケ類も含め植物相の調資をして

いるが、結果については、言|画の補充調資

がUJ来ずに未発表のままである。

それから20年余、この間に勇払川の改修

工事 (1997~1998年)があった。そのた

めトキサタマップJIIは勇払川(水路)の支

流となり、ウトナイ沼(卜)の耳(キサル)

に直接流れ込む川(オマプ)ではなくなっ

日高町高橋 誼

てしまった。それはともかく、市の調査

(前IIDは、勇払)11改修工事を踏まえてのこ

とと思われるが、保全地区(約46ha，湿原

の約半分)に限られ、調資対象も高等植物

に限られている。それゆえ、今戸lの調査区

域は、湿原全域と周辺の丘陵地に拡大し、

コケ類も調資対象とした。

その調査結果を以下に報告したい。

調査地の概要

調査区域は、国土地耳I!院の地形図、ウト

ナイ湖(1・ 25，000)で、南両側(以下両

側)は二井観光苫小牧ゴルフ場(民有地)

の境界線(旧作業道)、北東側(以下東側)

は苫小牧東インターチェンジへの車道、南

側は悶道36号線、北側は高規格道路までを

原則としたが、湿原の水源であるトキサタ

マップJIIの源流も調査区域に入れた。

調査地の植生は、相観的には低湿原草本

群落とハンノキ林、そして湿原周辺のミズ

ナラ林や代償植生(草原)に区分されるが

市の調査(前出)では、植生をミズナラ林

やハンノキ ヤチダモ林、ノリウツギーハ

ンノキ林、高層湿原、ミツガシワ群落、ム

ジナスゲ群落、ヨシ群落、クサヨシ群落、

水生植物群落を区分し記録している。

しかし、今回の調査は区域を拡大したの

で、河川改修工事によって生じた代償植生

についても記述したい。
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植生と植物相

1町水生植物群落

(1)ヱゾミクリーフサモ群落

この植生は、勇払川!改修ー丁ー事後の水路に

見られ、コウホネ、スギナモ、ヒメウキガ

ヤ、イトモ(希)、クサヨシ、オヒルムシ口、

ホソパヒルムシロを伴っているが、エゾミ

クリ(写真)をはじめ、いずれもが沈水菜

のままである。

勇振大橋の付近に残る閉じられた水路で

は、エゾミクリやスギナモを欠くが、 j手業

をつけたオヒルムシロやヒツジグサも見ら

れる。また、勇払)11(水路右岸)に並行す

排水路の遊水池には、ミクリやヒメウキガ

ヤが群生し、エゾミクリも見られる。

エゾミクリはトキサタマップ川の中・上

流(湿原の中・北部)でも見られ、コウホ

ネは中流域で群生し、抽水菜や花をつけて

いるのが見られる。

因みに、伊藤(1980年)は、改修工事前

に今回見られなかった、セキショウモ、セ

ンニンモ、ヒロハノエビモ、イバラモ、ヒ 2 低湿原草本群落

(2)ミツガシワ カキツバタ群落

この植生は、湿原の南部の広範囲に見られ、

春日月下旬)にはミツガシワの群落が、

初夏 (6月中旬)にはカキツバタの群溶

(写真)が盛花を迎え、ミズバショウ(希)、

ヒツジグサ、オニナルコスゲ、ミズドクサ、

アゼスケなどの拙水(挺水)植物やタヌキ

モ、コタヌキモ、ヒメタヌキモ(希)など

の沈水植物も伴っている。

湿原の中・北部では、乙の植生のカキツバ

タが希になる。

(3)チトセバイカモカワゴケ群落

乙の植生は、 トキサタマッフ。川の上流域

(トキサタマップ川橋の上流)に見られ、ヒ

メウキガヤ、ヱゾミクリ、タニガワスゲ、

オオカサスゲ、アオウキクサ、オランダガ

ラシ、エゾノカワヂシャ、ヌマハコベ、ミ

ズハコベ、ネコノメソウ、セリや、蘇苔類

のタニゴケ、ミズシダゴケ、フジウロコゴ

ケ、ホソバミズゼニゴ'ケを伴っている。

シ、ホザキノフサモ、エゾヒルムシ口、エ (1)イトイヌノヒゲハリコウガイゼキシ

ゾヤナギモ、クロモなどを記録している。 ョウ群落

川川仁川
U
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この植生は、浪脂{の西側の南部にみられ

る10aほどの小湿地で、川の改修工事と関

連して生じた代償植生と思われる。

小潟地の東半分では、サギスゲが亜優占

種で、ヤチヤナギ、エゾイヌゴマ、クサレ

ダマ、エゾミソハギ、サワギキョウ、エゾ

リンドウ、ナガ、ボノシロワレモコウ、シロ

バナナガパヤノネグサ、ミカヅキグサ、ホ

タルイ、セキショウイ、ホソコウガイゼキ

ショウ、アオコウガイゼキショウ、ミズト

ンボ、ヤマアワなどを伴っている。

西半分では、コイヌノハナヒゲが亜優占

種で、ヒメジソ、ヒメシ口ネ、ミズオトギ

リ、コケオトギリ、ヒツジグサ、ミヤマヒ

ナホシクサ、シロエゾホシクサ、ニッポン

イヌノヒゲ、ホタルイ、シカクイ、エゾサ

ワスゲ、ハリイ、エゾハリイ(希)、イヌイ、

ホソパノシバナや、蘇苔類のヱゾコガネハ

イゴケ、ヤリノホゴ、ケなどを伴っている。

イトイヌノヒゲ(コイヌノヒゲ)は、湿

地の縁の火山灰地(裸地)でも見られる。

(2)ムジナスゲーヨシ群落

この植生は、湿原の中央部を中心に広が

る最大の群落で、ハンノキ、ヤチダモ、ノ

東側からの潟原中央部の池のある景観 (200ι10.23)

北方山草 24(2007) 

リウツギ、マルバシモツケ、ホザキシモツ

ケ、ヤチヤナギ、クロミノウグイスカグラ

などの幼木が散見され、サワギキョウ、ホ

ロムイリンドウ、タヌキモ(希)、ナガボノ

シロワレモコウ、クロパナロウゲ、ミツガ

シワ、ヒツジグサ、ミズオトギリ、コタヌ

キモ、ハリコウガイゼキショウ(コモチゼ

キショウを含む)、ミズバショウ、カキツバ

夕、ヤチスゲ、サギスゲ、アゼスゲ、ヒメ

ミクリ、イヌイ、イグサ、フトイ、アブラ

ガヤ、チゴザサ、タチギボウシ、サワラン

(希)や蘇類のウロコミズゴケ、ヒメミズゴ

ケなどを伴っている。

図みに、 トキサタマップ川左岸(東側)

の草木湿原の殆どは民有地である。

(3)ヨシ群落

乙の植生は、主としてトキサタマップ川

の西側(右岸)中・北部に発達するが、湿

原全域にも広がっている。そしてヤチダモ、

ノリウツギ(以 kは幼木)、ホザキシモツケ

(目立つ)、エゾノサワアザ、ミ、ハンゴンソ

ウ、ホソパノヨツバムグラ、ヤナギトラノ

オ、ヒメシロネ、ヱゾシロネ、アオミズ、

アキノウナギツカミ、ミゾソバ、オオバセ

間側の低層湿原から消えたヤナギラン(1982.8.1)
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ンキュウ、 ドクゼリ、ツリフネソウ、ミズ

バショウ、ツルスゲ(多い)、シカクイ、ミ

カヅキグサ、ミズドクサ、スギナ、ヤマド

リゼンマイ、ヒメシダpなどを伴っている。

因みに、 1980年代には西側中部のー画に

ホザキシモツケーヤナギラン群落(写真)

が見られ、クサレ夕、マ、クサフジ、アキカ

ラマツ、チョウセンカワラマツバなどを伴

っていた。

3.高層湿原(ミズゴケ群落)

植生は、ミズゴケのブルト(小丘)の集

まりで(写真)、湿原の東側と西側の岸に沿

って散在している。ブルト(高さ40cm内

外、筏 3m内外)では、ワラミズゴケやオ

オミズゴケが優占し、ムラサキミズゴケや

フナガタミズゴケ(中部北部)も多く、ヒ

メミズゴケを伴っている。希にヒメミズゴ

ケやウ口コミズゴケ(径50cm)もブルト

を形成している。

因みに、過去(1980年代)には、ユガミ

ミズゴケも見られた。

ブルトの上には、ハンノキ・ノリウツギ

(樹高 2m内外)やクロミノウグイスカグラ

ミズゴケのブルトのある北部の景観 (2006.6.20)
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が常在し、所によりカラコギカヱデ、カラ

フトイソツツジ、ズミ、ヤマウルシ、ホザ

キシモツケ、ミズナラ、ヤマモミジ、ミヤ

マザクラ、カンボクなどの低木が見られ、

ミヤマアキノキリンソウ、エゾノサワアザ

ミ、ヤナギタンポポ、クサレダマ、サワギ

キョウ、ヒメシロネ、ホロムイリンドウ、

ヒメナミキ、ツルコケモモ(希 1983年，写

真)、モウセンゴケ、アギスミレ、ウメバチ

ソウ、ナガボノシロワレモコウ、ミズオト

ギリ、ミツバッチグリ(南部)、タチギボウ

シ、スズラン(南部)、 トキソウ、サワラン

(希)、コアニチドリ(写真)、ヤチスゲ、ミ

ズトンボ(写真)、イトナルコスゲ(希写

真)、イヌイ、ミチノクハリスゲ?、キタノ

カワズスゲ、ホロムイコウガイ(希)、コウ

ガイゼキショウ、サギスゲ、ヒメワタスゲ、

ミカヅキグサ、ススキ(北部)、ヨシ、ツル

ヨシ(東側北部)、ヤマドリゼ、ンマイ、ヒメ

シダ、ニッコウシダや、蘇苔類のオオスギ

ゴケ、オオヒモゴケ、クサゴケ、オオシッ

ポゴケ、地衣類のジョウゴコケ、グレイジ

ョウゴゴケ、ワラハナゴケ、タカネアカミ

ゴケ(希)、ササクレマタゴケ、コナマタゴ

ミズゴケ湿原から消えたツルコケモモ (1983.7.17)



ミズゴケのブルト上のコアニチドリ (2006.7.21)

西側南部の小湿地に目立つミズトンボ (2006.8.3)

小凹地1:散見されるイトナルコスゲ (2006.5.26)

ケなどを伴っている。

そして、ブルトの水際には、ゼンマイゴ

ケ、エゾコガネハイゴケ、オタルヤバネゴ

ケ、ホソバミズゼニゴケなどが見られる。

北方山草 24(2007) 

またブルト聞のシュレンケ(凹地)には

ミツガシワ、ヒツジグサ、ミズバショウ、

ヨシ、ムジナスゲ、ヤチスゲ、サギスゲ、

イトナルコスゲ、ガマ(希西側の南部)な

ども見られる。

因みに、市の調査(前出)では、低水層

(高さ 2m内外)の植被率が、 20%を高層

混原、 30%をノリウツギハンノキ群落、

と[5(分しているが、後者もミズゴケのブル

トが目立ち、ブルトやシュレンケ(問地)

の植物相はミズゴケ群落と共通である。

4.ハンノキーヤチダモ林

この植生は、草本湿原の西側と東側の縁

を帯状にとりまき、高木層の樹高が14mに

達する所や、高木層にヤチダモを欠き高さ

が10m内外の所もあるが、林床の水分によ

って湿性林と中性林に区分できる。

(1)ハンノキ根性林

高木層(樹高 8~14m.胸高直径25cm内

外)では、ハンノキ、ヤチダモの1により

欠く)、ミヤマザクラ、キハダ、ツタウルシ、

ツタ(希)などが見られる。

HE高木層(樹高 4~8m) では、ノリウ

ツギ、オノヱヤナギ、ハリギリ、ミヤマザ

クラ、キハダ、ズミ、ノリウツギ、ミズキ

(希)などが見られる。

低木層(樹高1.5~4 m)では、ノリウツ

ギ、ハンノキ、ヤチダモ、ミヤマザクラ、

ミズナラ、ハリギリ、カラコギカエデ?、ホ

ザキシモツケ、クロミノウグイスカグラ、

ヨシ、ヱゾノサワアザミ、ハンゴンソウ、

オオハンゴンソウ、イトバアワタチソウ

(希西側南部の林縁)などが見られる。
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草本層Cl.5m以下)では、ヤチダモ、キ

タコブシ、フッキソウ、ツタウルシ(以上

は木本類)、ヒメシロネ、ヱゾシロネ、ヒメ

ナミキ、クサレダマ、ヤナギトラノオ、エ

ゾリンドウ、アケボノソウ(希)、ホソバノ

ヨツバムグラ、 トモエソウ、オオバセンキ

ユウ、アギスミレ、ミヤマスミレ(ハンノ

キの根元)、ミツバッチグリ、ミツモトソウ、

ツリフネソウ、キツリフネ(希)、アオミス、

ミズ(南部)、イワノガリヤス、オオトボシ

ガラ、エゾミヤコザサ、オオカサスゲ、カ

サスゲ、オオカワズスゲ、ヤチカワズスゲ、

キタノカワズスゲ(希)、ビロードスゲ、ヤ

ラメスゲ、アゼスゲ、オオアゼスゲ(株北

部)、ゴウソ、ハクサンスゲ(株目西側で目

立つ)、ミチノクハリスゲ?、ミズバショウ、

タチギボウシ、オオウバユリ、ヒオウギア

ヤメ(希.南部)、ノハナショウブ、イグサ、

ミズドクサ、スギナ、マンネンスギ、エゾ

メシダ、ヤマドリゼンマイ、タニヘゴ、ヒ

メシダ、ニッコウシダ、コウヤワラビなど

が見られる。

コケ(地表)層では、蘇苔類のウ口コミ

ズゴケ、ヒメミズゴケ、ヤリノホゴケ、サ

サバゴケ、エゾコガネハイゴケなどが目立

ち、オオハリガネゴケ、オオバチョウチン

ゴケ、 トウヨウチョウチンゴケ、コバノエ

ゾシノブゴケ、ヒメシノブゴケ、ミズシダ

ゴケ、タニゴケ、ヤノネゴケ、ヤリノホゴ

ケ、フロウソウ、オタルヤバネゴケ、ホソ

バミズゼニゴケなども見られる。

また、林床の倒木(朽木)上では、 トサ

カホウオウゴケ、コツボゴケ、エゾチョウ

チンゴケ、ヒメカモジゴケ、コカモジゴケ、
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エダツヤゴケ、イトハイゴケ、コメバキヌ

ゴケ、ヤノネゴケ、コメバキヌゴケ、コマ

ノキヌイトゴケ、トサカゴケ、ミヤマホラ

ゴケモドキ、ツツソロイゴケ、オタルヤバ

ネゴケなどが見られ、高木の根元には、オ

オシッポゴケ、ヒロハツヤゴケ、マルフサ

ゴケ、イヌケゴケ、ネズミノオゴケ、フロ

ウソウ、コツボゴケ、アオモリサナダゴケ、

ツクモハイゴケ、エゾイトゴケ、コマノキ

ヌイトゴケ、 トヤマシノブゴケなどが見ら

れる。

そして、高木の樹幹には、イタチゴケ、

コモチイトゴケ、イワイトゴケ、パンダイ

ゴケ、イヌサナダゴケ、ケミノゴケ、カラ

フトキンモウゴケ、クチキハイゴケ、マキ

ハキヌゴケ、ヒロハツヤゴケ、エゾヒラゴ

ケ、カラヤスデゴケ、チヂミカヤゴケや、

地衣類のチヂレウラジロゲジゲジゴケ、 ト

ゲヒメゲジゲジゴケ、カラタチゴケ、ササ

クレカラタチゴケ、カラクサゴケ、ナメラ

カラクサゴケ、カラフトカブトゴケ、ツヤ

ナシヱビラコケ、 トゲカワホリゴケ、キウ

メノキゴケ、ニセウチキウメノキゴケ、ア

オキノリ、ミチノクモジゴケなどが見られ

る。因みに、市の調査(前出)は、樹高8

m以下のハンノキ湿性林をハンノキ林とし

て記述しているが、植物相は共通である。

(2)ハンノキ中性林

高木屑(樹高などはj混性林に準ずる)で

は、ハンノキ、ヤチダモ、シラカンバ、ケ

ヤマハンノキ、キハダ、ヤマブドウ、ツタ

(希)などが見られる。

亜高木層では、ノリウツギ、ミズキ、キ

タコブシ、ミヤマザクラ、ヤマモミジ、イ



ヌエンジュ、ケヤマハンノキ、ハリエンジ

ユ、ヤマウルシ、バッコヤナギ、サルナシ、

ヤマブドウなどが見られる。

低木層では、亜高木盾との共通種の他に

ヤマグワ、ズミ、ガマズミ、ツリバナ、マ

ユミ、カンボク、ベニバナヒョウタンボク

(希)、ホザキシモツケ、エゾイチゴ、ニシ

キギ、メギ、セイタカアワダチソウなどが

見られる。

草本層では、ミズナラ、コナラ、ミヤマ

ザクラ、シラカンバ、ナワシロイチゴ(以

上は木本類)、アキタブキ、オオアワダチソ

ウ、ユウゼンギク、オオヨモギ、ヤマニガ

ナ、ヒヨドリパナ、サワヒヨドリ、キクム

グラ、ヒメシロネ、クルマパナ、イヌトウ

パナ、ナギナタコウジュ、オトコエシ、ツ

ルニガクサ、ミツバッチグリ、オトギリソ

ウ、 トモエソウ、アキカラマツ、ヤブハギ、

フタリシズカ、ミヤマネズミガヤ、ケノガ

リヤス、ススキ、ユキザサ、スズラン(北

部)、ノハナショウブ、ヒオウギアヤメ、カ

ミカワスゲ、ヒメシダ(群生)、ニッコウシ

ダ、ヤマドリゼンマイ、クサソテツ、エゾ

フユノハナワラビ(希)などが見られる。

5 ミズナラ林

この植生は、ハンノキ ヤチダモ林の外

側に形成されているが、ハンノキ林に援す

る平坦面ではハンノキを交え、丘陵地(標

高21~25m) 斜面ではサワシパが目立ち、

頂部平坦面では、コナラやカシワ(東側中

部)が目立つている。

林床も平坦面ではカミカワスゲの株が、

丘陵地斜面ではオシダ群落が顕著で、丘陵
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頂部平湿面ではエゾミヤコザサ群落に占め

られている所が多い。

いずれにしても、これらの植生を構成す

る植物相の殆どは共通種である。それゆえ

群落を区分しないで記述する。

高木層(樹高 8~14m.胸高直径30cm内

外)では、ミズナラ、コナラ、カシワ、サ

ワシバ、アサダ、ハンノキ、ケヤマハンノ

キ、ヤマハンノキ、シラカンパ、ダケカン

バ、ハリギリ、シナノキ、エゾイタヤ、オ

ニイタヤ、ヤマモミジ、オオモミジ、エゾ

ヤマザクラ、ミヤマザクラ、アズキナシ、

アオダモ、ヤチダモ、キハダ、 ドロノキ、

コシアブラ(両側)、ホオノキ、キタコブシ、

カツラや移入穏のサイカチ(希東側北部)、

ギンドロ(西側南部)、ハリエンジュ、カラ

マツなどが見られる。

亜高木屑(樹高 4~8m) では、サワシ

バ、エゾヤマザクラ、エゾイタヤ、ヤマモ

ミジ、イヌエンジュ、ヤマグワ、キタコブ

シ、ヤマウルシ、ニガキ、シナノキ、カツ

ラ、コシアブラ、ツタ(希)、ツルアジサイ

などが見られる。

低木層(樹高l.5~4 m)では、イヌコリ

ヤナギ、ホオノキ、キタコブシ、ミヤマザ

クラ、シウリザクラ、アズキナシ、エゾノ

コリンゴ(希)、ズミ、カマツカ、ミズナラ、

ハリギリ、イヌエンジュ、アオダモ、ツリ

バナ、ガマズミ、エゾイボ夕、タラノキ、

ノリウツギ、カンボク、ハシドイ、ケヤマ

ウコギ、エゾクロウメモドキ、シナノキ、

コシアブラ、ホサ、キシモツケ、チョウセン

ゴミシ、エゾヤマアザミ、ヨブスマソウ、

ハンゴンソウ、ミミキオン、オオハンゴン
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ソウ、シラヤマギク、ヒヨドリバナ、エゾ

ノヨロイグサなどが見られる。

車本層(1.5111以下)では、アオダモ、エ

ゾイタヤ、サワシバ、キタコブシ、ヤマウ

ルシ、イヌエンジュ、カマツカ、コシアブ

ラ、イチイ(希)、ナニワズ、コマユミ、エ

ゾイチゴ、ナワシロイチゴ、フッキソウ

(以上は木本)、エゾタンポポ、ヤマニガナ、

アキタブキ、ミミコウモリ(西側)、ハナニ

ガナ、ニガナ、シロバナニガナ、ノブキ、

センボンヤリ、ミヤマアキノキリンソウ、

ミヤマヤブタバコ、キオン(東側中部)、モ

ミジガサ(東側北部)、オオアワダチソウ、

ツリガネニンジン、シラゲシヤジン、フデ

リンドウ、レンプクソウ、クルマムグラ、

オオバノヤエムグラ、オククルマムグラ、

キクムクふラ、ウスギカワラマツバ、ツルニ

ガクサ、イヌトウバナ、ヱゾタツナミソウ

(希)、シオガマギク(東側南部)、ハヱドク

ソウ、ナガバハヱドクソウ、ベニバナイチ

ヤクソウ、ジンヨウイチヤクソウ、イケマ

(希)、タチツボスミレ(希)、ケタチツボミ

レ、ミヤマスミレ、フイリミヤマスミレ、

サクラスミレ(凶側)、ズダヤクシュ、セン

トウソウ、ルイヨウショウマ、ヤマブキシ

ョウマ、ミツバフウ口、ウラジロタデ(西

側南部)、 トモエソウ、オトギリソウ、ヤマ

ハタザオ、オオヤマフスマ、タチハコベ

(希.西側中部)、ミミナグサ、ベニバナヤマ

シャクヤク(希)、アキカラマツ、ヤブニン

ジン、カノツメソウ、ヤブハギ、ヤブマメ、

ヒトリシズカ(希)、フタリシズカ、マイヅ

ルソウ(群生)、ミヤマエンレイソウ、ユキ

ザサ、ワニグチソウ(東側中部)、チゴユリ
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(西側北部東側中部)、スズラン、ヒメイズ

イ、オオアマドコ口、タチギボウシ、アオ

チドリ、ササバギンラン、エゾスズラン

(希東側中部)、 トンボソウ、コケイラン、

クモキリソウ、マムシグサ、カミカワスゲ

(株)、ヒカゲスゲ、イトアオスゲ、ヒメス

ゲ、ヒゴクサ(希)、エナシヒゴクサ、ヒカ

ゲハリスゲ、タガネソウ、イブキヌカボ、

トボシガラ、オオトボシガラ、カニツリグ

サ、ミヤマネズミガヤ、ヒロハハネガヤ

(希)、ハネガヤ、ケノガリヤス、タツノヒ

ゲ、ヒメノガリヤス、ホガエリガヤ、ヌカ

ボ、ヤマミゾイチゴツナギ、キツネガヤ

(希)、スズメノヤリ、ヤマスズメノヒ工、

ホソパトウゲシバ、マンネンスギ、スギナ、

コウヤワラビ、ミヤマシケシダ、ホソバシ

ケシダ、ヒメシダ、ニッコウシダ、ミヤマ

ワラビ、ヘビノネゴザ、クジャクシダ、ヤ

マドリゼンマイ、ミヤマベニシダ、エゾメ

シダ、 オシダ(群生.散生)、ホソイノデ

(希.西側中部)、ワラビ、イヌガンソク、ク

サソテツ、シラネワラビ(巾・北部)、ホソ

バナライシダ、オウレンシダ(希東側北部)、

ナガホナツノハナワラビ、エゾフユノハナ

ワラビなどが見られる。

林道からは、オオアワダチソウ、ユウゼ

ンギク、ネバリノギク、ニコゲヌカキビ、

ナガハグサ、コヌカグサ(以上は帰化植物)、

ヤマハハコ、ヤクシソウ、オミナエシ(希.

東側南部)、オトコエシ、ウツボグサ、クル

マバナ、ナギナタコウジ、ユ、ハナイカリ、

オオバコ、ミズタマソウ(希)、クマイチゴ

(木本)、キンミズヒキ、チョウセンキンミ

ズヒキ、ダイコンソウ、オオダイコンソウ、



エゾタチカタバミ、タニソバ、ハナタデ

(群生)、ヤハズソウ、ミツバゼリ、ウマノ

ミツバ、ヤマカモジグサ、ネズミガヤ、キ

タメヒシバ、カワラスゲ、クサイ、ツユク

サなどを追加できる。

そして、林縁(西側南部市道のり面)か

らはコテングクワガ、夕、ヤマネコノメソウ

(中部の私道にもある)、シロイヌナズナ、

エゾノギシギシ、ホソムギなどが追加でき

る。

コケ(地表)層では、ナガミチョウチン

ゴケ、ナミガタタチゴケ、ナメリチョウチ

ンゴケ、タマゴケ、マルフサゴケ、ミヤマ

サナダゴケ、オオシッポゴケ、アラスカヤ

ノネゴケ、ホンシノブゴケ、ヒメシノブゴ

ケ、カマシャク守マゴ、ケ(希)、ジャゴケ、オ

タルヤパネゴケ(以上は林道のり而)、オオ

スギゴケ、カモジゴケ、 トヤマシノブゴケ、

ススキゴケ(希)、フロウソウ、コウヤノマ

ンネングサ、ススキゴケ(希北部)、コフ

サゴケ(北部)、アラハヒツジゴケ?、コマ

ノヒツジゴケ、ケヒツジゴケ、スジチョウ

チンゴケ、ミヤマホラゴケモドキ、オタル

ヤバネゴケなどが見られ、林道からはエゾ

スナゴケ、ヒメカモジゴケ、ウスバゼニゴ

ケ、アカウロコゴケ(多い)が追加できる。

また、林床の倒木(朽木)ては、ヨツバ

ゴケ、コツボゴケ、クサゴケ、コカモジゴ

ケ、シワラッコゴケ、ヒモヒツジゴケ、イ

トハイゴケなどが見られ、高木の根元では

コツボゴケ、アオモリサナダゴケ、ミヤマ

サナダゴケ、ヒロハツヤコ、ケ、パンダイゴ

ケ、イワイトゴケ、エゾイトゴケ、ヒメハ

イゴケ、アオギヌゴケ、 トサカゴケなどが
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見られる。

そして、高木の樹幹では蘇苔類のトサカ

ホウオウゴケ、イワイトゴケ、エゾイトゴ

ケ、パンダイゴケ、キヌイトゴケ、コマノ

キヌイトゴケ、コメバキヌゴケ、イヌサナ

ダゴケチャボスズゴケ、コモチイトゴケ、

オカムラゴケ、ケミノゴケ、カラフトキン

モウゴケ、ヒロハツヤゴケ、イヌケゴケ、

イタチゴケ、ヤマトヒラゴケ、カラヤスデ、

ゴケ、チヂミカヤゴケ、ヒメアカヤスデ、ゴ

ケ、オオクラマコケモドキや、地衣類のシ

ラゲムカデゴケ、オオゲジゲジゴケ、キウ

メノキゴケ、ダイダイゴケの 1穏、カラク

サゴケ、ナメラカラクサゴケ、クズレウチ

キウメノキゴケ、ニセウチキウメノキゴケ、

ノルマンゴケ、キツネゴケ、 トゲトコブシ

ゴケ、センシゴケ、 トリハタゴケの 1穏な

どが見られる。

凶みに、ミズナラ林の東側は国有林(防

風林)と民有林、西側は民有林である。

6 荒原(ヤマジソ コケオトギリ群落)

この植生は、湿原の東側南部・中部の 2

か所に見られる火山灰地(長方形)に形成

されている代償植生である。

因みに、民有地ゆえ、 1880年以前に開発

され放棄された跡地と思われるが、 1980年

代には、その裸地に、高地位のセンニンゴ

ケやハイイロキゴケが特徴的で、高111植物

タルマイソウ(写真)も散見された所であ

った。

今は低木の散見される所になっている。

低木層(1.5~ 3 m内外)では、シラカン

バ、ダケカンバ、ウダイカンバ、コナラ、
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東側の荒原に散見されたタルマイソウ(1981.7.12)

ミズナラ、ヤマハンノキ、ケヤマハンノキ、

ドロノキ、イヌコリヤナギ、バッコヤナギ、

カマツカ、ズミ、アキグミ(目立つ)、エゾ

マツ(希)、モンタナマツ(希)、カラマツ、

ヤマウルシ、タラノキ、ヤマハギ、オオイ

タドリ、オニツルウメモドキなどが見られ

る。

草木層(1.5m以下)では、緩小化したヤ

マジソとコケオトギリが優占し、マルバシ

モツケ、オオヨモギ、イヌヨモギ、ミヤマ

アキノキリンソウ、ヤナギタンポポ、ハン

ゴンソウ、ミミキオン、キオン(希)、ヤク

シソウ、サワヒヨドリ、ヤマハハコ、イヌ

ヨモギ、マヨワセアザミ?、センボンヤリ、

ニガナ、ユウゼンギク、オオアワダチソウ、

ヒメジョオン、ハチジョウナ、ウスギカワ

ラマツバ、ホロムイリンドウ(希)、コシオ

ガマ、ハナイカリ、クルマバナ、ナギナタ

コウジュ(媛小化)、ベニバナイチヤクソウ、

ナワシロイチゴ、ヤブハギ、オトギリソウ、

ケタチツボスミレ、エゾアオイスミレ?、

モウセンゴケ、ムシトリナデシコ、メマツ

ヨイグサ、ミツバッチグリ、キジムシ口、

ウド、ヱゾノヨロイグサ、ウラジロタデ、

ウシノケグサ、ヒメノガリヤス、エゾヌカ

ボ、ナガハグサ、ネズミガヤ、ハマエノコ

口、ヒメスゲ、イトアオスゲ、ヒメイズイ、

ササバギンラン、スズメノヤリ、スギナな

どが見られる。

コケ(地表)層では、蘇苔類のウマスギ

ゴケ、エゾスナゴケ、アカウロコゴケ(多

い)、ヒメジャゴケや、地衣類のハナゴケ

(中部)、ワラハナゴケモドキ?、コアカミ

ゴケ、ハイイロキゴケ、センニンゴケ、ヤ

グラゴケなどが見られる。

そして、凶側南部(小湿地の縁)からは

セイタカアワダチソウ、ヘラバヒメジョオ

ン、キバナコウリンタンポポ(希)、ニコゲ

ヌカキビや、蘇類のヤマコスギゴケ、ヘチ

マゴケが追加できる。

7目代償植生(帰化植物群落)

この植生は、湿原の南部が勇払川の改修

によって撹乱(水路の掘削と築堤、堤防よ

り南部混原の乾燥化)によって形成された

帰化植物の優占する草原である。

優占する帰化植物によって、クサヨシ群落、

オオアワダチソウ群落、ユウゼンギク群浴

に区分するととができる。

(1)クサヨシ群落

この植生は、勇払川(水路)r.山i岸の堤防

斜面に形成されているが、オノヱヤナギ了、

イヌコリヤナギ、ヱゾノカワヤナギ、タチ

ヤナギ、ハンノキ、ケヤマハンノキなどの

低木が散見される。

草本属では、クサヨシの他にヨシやツル

ヨシの目立つ所があり、)1/岸には、ヤナギ

トラノオ、エゾリンドウ、ホソバノヨツバ
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ムグラ、エゾミソハギ、アカバナ、イワア

カバナ、オオパセンキュウ、 ドクゼリ、ヌ

マゼリ、ミゾソバ、アキノウナギツカミ、

ヤノネグサ、ノダイオウ、ナガボノシロワ

レモコウ、ハルザキヤマガラシ、イワノガ

リヤス、ミノゴメ、ヌマイチゴツナギ、コ

イチゴツナギなどが見られ斜面上部では、

タカアザミ、オオヨモギ、ヨモギ(希.東田1))、

アキタブキ、ウラジロタデ、オオイタドリ、

ムラサキバレンギク(写真)、オオアワダチ

ソウ、ユウゼンギクなどを伴っている。

コケ層(地表)では、蘇苔類のオオハリ

ガネスゲやフジウロコゴケが見られる。

また勇払)11 (水路)に並行する閉じられ

た旧水路の岸辺からは、ヘラオモダカ、ア

ブラガヤ、ハクサンスゲ、ヒロハノコウガ

イゼキショウ(希)、ナガバノウナギツカミ

などが追加できる。

(2)オオアワダチソウ群落

との楠生は、勇払)11 (水路)堤防の頂部

平坦面に形成されているが、湿原との境の

堤防(盛り土)では、 ドロノキ、オノエヤ

ナギ、イヌコリヤナギ、タチヤナギ、ヱゾ

ノカワヤナギ、バッコヤナギ、ハンノキ、

堤防東側で用えるムラサキパレンギク (2006.9.11) 
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ケヤマハンノキ、シラカンパ、アキグミ、

ノリウツギ、ヤマハギなどの低木が見られ

る。

草本層の上層では、オオアワダチソウが

優占し、セイタカアワダチソウが群生する

所や、オギ、ススキを伴ったツルヨシの群

生する所(勇振大橋付近)も見られる。

下層では、ナガ、ハグサやシャグマハギが

優占している。

乙の植生では、ネバリノギク、ヒメジョ

オン、ヘラバヒメジョオン、コウリンタン

ポポ、セイヨウタンポポ、ハナガサギク、

ムラサキバレンギク (10数個体)、アメリ

カオニアザミ、オオハンゴンソウ(希)、ユ

ウゼンギク、ヒメムカシヨモギ、フランス

ギク、ビロウドモウズイカ、オオバコ、ス

イセンノウ、ハルザキヤマガラシ、メマツ

ヨイグサ、ノラニンジン、セイヨウミヤコ

グサ、ムラサキツメクサ、シロツメクサ、

タチオランダゲンゲ、エゾノミツモトソウ、

オオカナダオトギリ、ヒメスイバ、オニウ

シノケグサゲ、ヒロハウシノケグサ、コヌ

カグサ、オオアワガエリ、カモガヤ、エゾ

ヌカボ、クサヨシ(以上は帰化植物)、アキ

タブキ、オオヨモギ、ヤマハハコ、ヱゾゴ

マナ、キタノコギリソウ(希)、ヤナギタン

ポポ、ハンゴンソウ、ヱ、/ノキツネアザミ、

コウゾリナ、ムカシヨモギ(希)、ヤクシソ

ウ、ミヤマアキノキリンソウ、ヒヨドリバ

ナ、サワヒヨドリ、エゾリンドウ、シオガ

マギク、エゾミソハギ、ガガイモ、オオバ

コ、ホザキシモツケ、キジムシ口、ミツバ

ッチグリ、オオダイコンソウ、センダイハ

ギ、ヤブマメ、ヤブハギ、メドハギ、ツル



フジバカマ(丙側)、ナガパツメクサ、ミミ

ナグサ、コケオトギリ、オトギリソウ、ヤ

テヤナギ(希)、ススキ、オギ(希)、ヤマ

アワ、ウシノケグサ、コウボウ、ヒカゲス

ゲ、カミカワスゲ、ヒメスゲ、アオスゲ、

スズメノヤリ、スギナ、エLフユノハナワ

ラビ、ヒメシダ、コウヤワラビなどが見ら

れる。

また、この植生の東端の東インタ一大橋

の Fからは、ノゲシ、アメリカセンダング

サ、ミチヤナギ、ツメクサ、シロザ、スズ

メノカタビラ、ヒメコウガイゼキショウな

どが追加できる。

西端の小公開・駐車場からは、ムシトリ

ナデシコ、ハイミチヤナギ、コメツブウマ

ゴヤシ、ヒロハクサフジ、コニシキソウ、

ツルキジムシ口、キンエノコ口、ハマエノ

コ口、メヒシバ、キタメヒシバ、クサイな

どが追加できる。

因みに、この小公国にはアカエゾマツ、

モンタナマツ、エウロアメリカポプラ、ハ

ルニレ、イヌエンジュ、シラカンバ、ハコ

ネウツギ、アキグミ、ハマナスなどが移植

されている。

コケ(地表)層では蘇苔類のスギゴケ、

ウマスギゴケが目だち、ナミガタタチゴケ

やヤノウエノアカゴケ、ヒメシノブゴケ、

アラハヒツジゴケ?、コガネハイゴケ、エ

ゾスナゴケ、ゼニゴケ、ヒメトサカゴケや

地衣類のヒメジョウゴゴケ、ササクレマタ

ゴケ、ツエハナゴケ(多い)、アカツメゴ

ケ?などが見られる。

(2)ユウゼンギク群落

との植生は、勇払}I/(水路)と国道36号

-88 

線の問の、自然植生(ミツガシワーカキツ

パタ群落)が、河川改修工事によって撹乱

(乾地化)された結果による代償植生である。

この植生の東側では、シラカンバとダケ

カンパ(樹高4m内外)が、酋側ではハン

ノキ(同)が疎林を形成している。

他にウダイカンバ、イヌコリヤナギ、 ド

ロノキ、バッコヤナギ、クロミノウグイス

カグラ、ノリウツギ、ベニバナヒョウタン

ボク、ミズナラ、エゾヤマザクラ、ミヤマ

ザクラ、ホザキシモツケ、ヤマウルシ、カ

ンボク、マユミ、ヤマブドウ、ツ夕、ナワ

シロイチゴなどのハンノキ中性林と共通の

樹種を伴い、林床でも、共通のヒメシダ、

ニッコウシダ、ヤマドリゼンマイの目立つ

所がある。

京本層では、エゾノサワアザミ、エゾリ

ンドウ、ホロムイリンドウ(希)、ヒメシロ

ネ、サワヒヨドリ、サワギキョウ、クサレダ

マ、ナガボノシロワレモコウ、ヤチヤナギ、

ミズオトギリ、コケオトギリ、アギスミレ

(希)、カキツバタ(希)、タチギボウシ、イ

ワノガリヤス、ヨシ、ツルヨシ、ヤマアワ、

ヤチヤナギ、ムジナスゲ?、コケオトギリ

などの草本湿原の要素をはじめ、ネバリノ

ギク、オオアワダチソウ、ヤマハハコ、ヤ

マジソ、ノブドウ、オトギリソウ、アキカ

ラマツ、ウラジロタデ、ススキ、カミカワ

スゲ、スギナなどが見られる。

コケ(地表)層では、蘇類のスギゴケ、

ウマスギゴケ、ナミガタタチゴケ、ヤノウ

エノアカゴケ、エゾスナゴケや地衣類のヒ

メジョウゴゴケ、ササクレマタゴケ、ツエ

ハナゴケ、コアカミゴケなどが見られる。



8 カラマツ植林

乙の植生は、源流域を被っているが、林

床の植物相は乏しい。水源地(地下水の渉

みでる所)では、ホザキシモツケやフッキ

ソウ群t~が見られ、{也にエゾイラクサやヒ

ロハノハネガヤが目立ち、ツルリンドウ、

ナニワズ、オシダ、などを伴っている。

まとめ

以上、 トキサタマップ湿原とその周辺の

植生と植物相について記述した。

特記したいことは以ドの通りである。

①絶滅危慎積について、

今戸lの調査で確認できた絶滅危倶種は、

湿原では、ノダイオウ (VU)、ヌマハコベ

(VU)、チトセバイカモ (EN，R)、ホザキ

シモツケ (VU)、ヌマゼリ (EN)、ホロム

イリンドウ (R)、タヌキモ (VU，R)、コ

タヌキモ (EN，R)、ヒメタヌキモ (VU，

Vu)、ホソバヒルムシロ (VU)、イトモ

(VU)、ホロムイコウカーイ (CR， Vu)、セ

キショウイ (EN)、シロヱゾホシクサ(00，

En)、ヒメウキカ手ヤ(R)、ミクリ (NT，R)、

エゾミクリ (R)、ヒメミクリ(VU，R)、ヒ

メワタスゲ (NT)、イトナルコスゲ (VU，

Vu)、エゾサワスゲ (VU)、コイヌノハナ

ヒゲ (R)、サワラン (Vu)、 トキソウ

(VU， Vu)、コアニチドリ (VU，Vu)、ミ

ズトンボ (VU，R)、ホソバノシバナ

(VU)、カキツバタ (VU)、カワゴケ

(CR十EN)、オオミズゴケ (CR+EN)、

コモチイトゴケ (CR十EN)などである。

なお、過去に記録されているが、今回確

認できなかった種は、アギナシ (NT，

北方山草 24(2007) 

低i草原草本群溶から消えたタマミクリ(J981.8.24) 

1981・2003年)、クロイヌノヒゲ (R:市)

タマミクリ (VU:高橋)写真、シュミッ

トスゲ (VU，VU:高橋)、ホソバオゼヌマ

スゲ (VU 苫小牧市)などである。

他の植生では、タチハコベ (VU)、ベニ

バナヤマシャクヤク (EN，En)、ヤマネコ

ノメソウ (R)、チョウセンキンミズヒキ

(R)、ヤマジソ (VU)などである。

* [レッドデーターブック記号]

北海道 (2001): En=絶滅危倶種、 Vu=絶

滅危急積、 R=希少種

環境省 (2000): CR=絶滅危倶 IA類、

ENニ絶滅危倶IB類、 VUニ絶滅危慎E類、

NT=準絶滅危倶

②ズミとエゾノコリンゴについて

湿原ではズミばかりで、弁天沼の報告

(2006年)と同じであった。ただし、ハン

ノキが交じるミズナラ林では、エゾノコリ

ンゴ(希)も確認できた。

③湿原の遷移について勇払川(水路)の

改修工事によって、湿原の最南部が帰化植

物の優占する代償植生に変わったととは上

記したとおりである。残された湿原につい

て、市の好意で頂いた1982年と20051f.の
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航空写真を、現地を踏査した結果を踏まえ

て比較したが、代償植生の北側(南部)や

湿原中央部では、 1980年代より水深が増し

たせいか、ミツガシワ カキツバタ群落も

拡大したと思われる。また、ムジナスゲー

ヨシ群落では、ヨシが増加しているように

も思われるo

なお、ホザキシモツケ ヤナギラン群落

が見られなくなったことは上記した。

④植物相の減少について

水生植物群落で、伊藤 (1980)が記録し

た9種が再確認できなかった。河川改修に

よって立地が失われたためであろう。

ミズナラ林ではヒカゲスミレとアカネス

ミレが、棟地(荒原)では高山植物タルマ

イソウが、再確認ができなかった。

前者はともかく、後者は選移によると思

われる。

⑤帰化植物について

イトバアワダチソウは、丙側南部のハン

ノキ林の縁で少数 (6個体)を見たが、今

後の消長が興味深い。

ムラサキバレンギクは、堤防の東側で少

数(11個体)を見たが、今後の増加を予想

している。

オオハンゴンソウは、堤防では希である
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が、林内では群生するととろがある。堤防

では、この種も今後の増加が予怨される。

堤防の優占種オオアワダチソウと、亜優

占種セイタカアワダチソウの関係(消長)

も興味深い。

E射辞

原田浩博士(地衣類)、宮本太惇士(ホシ

クサ属)、滝田謙譲氏(ワラミズゴケ)には、

標本を同定して頂いた。

苫小牧市環境衛生部には、環境保全地I亥

への立入調資を許可され、市の調査結果や

航空写真などの情報を提供して頂いた。

このととを記して、各伎に心からお干しを

申し上げる。

(EJ高の森と海を語る会事務局長)
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