
ラン科ツチアケビの北海道分布と生育環境

はじめに

ラン科ツチアケビ属ツチアケビCyrt，口51a

se])tentrionali5 (Rchb. fil.) Garay 

(syn:Galeola 5C])tentrionalis Reichen← 

bach fil.)の分布凶は奥1[1(1974)にある(密1

1.)。乙れによると北海道の南部から本州、

四国、九州と全国に生育している。

i度遺・大木(1960)は北海道における温帯

系植物の分布型を 5つの型に分け、おおむ

ね石狩低地帯の丘陵地付近で北進を停止す

る植物群をトチノキ型とし、ツチアケビを

この型に含めた。里見(1982)はツチアケビ

について北海道(札幌以南)~九州に分布、

としている。札幌以南は石狩低地帯で停止

するという乙とと同義であろう。

一方ツチアケビの南限を考祭すると、初

島(1986)は鹿児島県本土点在・種f島・屋

久島に自生する、とある。橋本・神田・村

)11(1991)は北海道南部から徳之島にわたっ

て分布し、とあるので省美諸島の徳之島が

南限になる。

乙の度、空知支庁夕張郡長消町在住の矢

沢敬三郎氏が馬追丘陵のi静台(272.8m)を中

心とした馬追自然の森でツチアケビの自生

地を7カ所確認した(凶 2.)。今まで長沼町に

ツチアケビが生育していることの報告がな

いので新産地にあたり、さらに北海道の北

限分布および生育環境について考察する。

-93 

札 幌 市 松 井 洋

調査と結果考察

ツチアケビの標本産(ハーバリウム)調査

は北海道大学総合博物館標本庫(SAPS)、河

北方生物園フィールド科学センター耕地図

ステーション植物濁標本庫(SAPT)、小樽

市博物館標本庫で行い、計14点の標本を確

認した(表 1A)。なお小樽市博物館は小樽市

博物館所蔵植物襟木目録(井上藤二コレクシ

ョン)に依る。

ツチアケビの文献調査では23併ある(表1

B)。文献にないツチアケビの白生地情報を

探るため北方山草会員や北海道植物友の会

員など11人の方から情報をいただいた。さ

らにインターネットによっててツチアケビ

の北海道自生地に関して重要な情報を 2点

採用した(表 1C).。

上記調査を整理すると北海道におけるツ

市「

箱 1物分布回

一一世l山

図1 ツチアケビの分布(奥山 1974)
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同2 馬追自然の森遊歩道

馬58温泉口とコミセンの合液聞に ツテアケビが7株自生する

チアケビの自生地は42地点になる(表 2.)。

NO.42の利尻礼文サロベツ国立公園につい

ては、文献として環境庁自然保護局(編).

1980.国立、国定公圏内特別地域内指定植

物図鑑北海道編ー.の29pと 384pに大

沼国定公園と利尻礼文サロベツ国立公園に

ツチアケビが生育しているとある。

大沼固定公恩のツチアケビの自生は文献

調資NO.15で山本岩亀・塚本角次郎.1932. 

函館植物志 203p.に松村氏が大沼で採集し

ているので追認できるが、利尻干し文サロベ

ツについてはその出典文献が不詳で追認で

きない。

この表2に基づいてツチアケビの北海道

分布図を作成したのが図 3.である。確かに

j度違・大木が提唱する石狩低地帯以南に分

布が集中している。江別市野幌森林公園と

岩見沢市利根別白然休養林、さらにこの度

初めてツチアケビの自生地が確認された長

沼町馬追自然の森は石狩低地帯の東縁部に

あたるので上記のエリア内にある。ただ、

との調査でツテアケビはこれよりもさらに

北東に自生していることが判明した。当別

I!/y青山卜万坪、三笠市桂沢湖、砂川市石山

である。江別市と砂川市は直線距離で

50krn、岩見沢市と砂川市で同30krnと北東

よりに離れている。手1)尻礼文サロベツ国立

公園にツチアケビが生育していることが確

誌できないので、空知支庁砂川市石山がツ

チアケビの北限域にあたり、乙 ζ は北緯

430 31 ~32' 、東経14r 58~59' である。

ツチアケビと隣接する植物

ツチアケビと隣接する植物について長沼

町馬追自然の森5カ所、北広島市レクレー

ションの森2カ所、および岩見沢市利根別

白然休養林 1カ所で調査した。観察日は長

沼町は2006年 9月24日・ 10月28日、北広
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島市は10月1日、岩見沢市は10月28日であ

る。

調査法はツチアケビを中心として半径 1

表1.ツチアケビの自生地調査

A.標本庫調査

No 支庁 言言 市町村 地名 原本書培

1 渡島 I:lii穐言S 市のI宮山中

2 情山 検山都 北村山中

3 厚沢部町緑町 っちはし自，1:'，観察"育件 #24.355 

2 厚沢部町結'1 っちはし自黙観察教育梓 1t25.100 

s l'tiR.部町 土橋 #98-2374 

6 瀬棚郡 東瀬問 696 

奥尻訴 奥尻 千畳

6 胆筏 登別市 "'上 #4745 

9 石狩 白石村

10 札幌
軽'"

(同じ台紙)

打了 ト一一
真駒内村

12 石狩市 花川南防風" #05-9507 

日了
石1)同 野視国有件

Nopparo 

B 文猷調査

No 支庁 君事 市町村 地名 採集者

15 渡島 亀岡蕗 大沼 松村1，集

i磁郡 市の浅 式凶採集

16 倒館市 函館山

17 茅i沼郡 南茅部町

18 亀岡郡 大沼

サロベ:i.fJ肘礼文

19 防山 他山都 上ノ同町 夷l'山

「五一 爾志郡 乙吉宮町 竹"
姫川湿地

詰問周辺

21 同志部 熊石町 ヤンカ山

22 限仮 室崎市 民号!岳

23 室崎市 樟l量，'，

登別市 深い山 山内町民情桔

2'1 室崎市

伊達市

北方山草 24(2007) 

m以内に生育している木本および草本を記

録した。ツチアケビの生育環境は森林の林

床に生えているので、隣接する植物を階層

t長集H 採集者 樗本庫 情.J5-(f1位、 fr:実)

1G.VIT.lS90 宮市徳肉 品目 日?落ちている

Sept.l.1905 日部申告 SAPS t， 

OcL8.1997 商梼英樹 SAPS r， 

JuL30.1998 高橋英樹 SAPS fl 

Oct6.1998 笈問他4人 SAPT t， 

5-¥唖 1942 新保昭市 小樽市|毒物館

X唱え1935 K.Togashi SAPS t， 

Oct.23.1972 原打、次 SAP可 r， 

VlII咽1893 高橋良直 SAPS fl 

Oct.1892 徳洲 51¥P3 t， 

7人'IL1890 寓部金吾 SAPS 

OcUL2005 金 ι 黒問、与那覇 SAPS r， 

X.9.19日2 西村'"彬 SAPヨ

Aug.l'i.1927 試検場員 SAPS fl.， 

短字λi 著者 発行年 書名 発行m
山本岩亀& 1932 同館横物志 函館凶書館

1宮本角次郎

菅原繁蔵& 1958 同館，U植物誌 困却凶書館

小松泰造

宗像英雄 1975 北海道南茅 南茅部町教

部町の植生 育委H会

開境庁自然 1980 指定摘物図鑑 環境lj

保設局 北海道編

椛fヂ等ら 1995 夷王山とその 上ノ凶町教

周辺の草花 育蚕H会

佐谷等ら 1998 森からの 乙錦町

おくりもの

仮谷等 2003 ヤンカ山自然 煎 6!lJ歩会

への誘い

同本幹雄 1979 室楠地}j 私家校

柄拘誌

成松次 1976 主聞の植物 噴火肖社

原松次 1979 北海道いぶり 文化立千大

地方植物目録 室蘭短大紀要

25 楠山 倫山桜 厚沢部町 197&727 民f 松次 1981 北海道植物 噴火湾社

図鑑(上)

26 胆振 三f筒市 198UUO 原告i次 1985 北市選植物 噴火湾社

同握(下)

27 石狩 札幌市 日石 両信探集 1的 3 舘色自 慢 1930 札幌近会事 札幌農林

車、1;:川沿い 豊平川植拘 学会報
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28 石狩 江別tfj 野幌森件公開 舘脇持・ 1934 野税同白'林 北海道林業

松iJ:賢位 植拘調査書 試験地

29 津島 上自費者戸 上暁町森林公園 森林公開 滝町謙譲 2001 北海道横物 軒家限

標高170m 同譜

30 槍山 奥尻郁 奥尻町 1969 奥尻町史 奥尻町

31 空知 岩見沢市 }If端清jfi 1963 岩見津市史 岩見海市

片τ 岩見沢市 緑が丘 川端清策 ィ、詳 岩見沢市揮土 岩見沢市教

同τ
室植物標本 育委員会

岩見沢市 長谷川正義 1980 岩見沢の植物 私家版

34 石狩 札幌市 札悦東部 日野間帯 2000.11.7 ECPLANT 

江別市 野幌

北広島市 石"広島

開t筏 室制市 持別岳
十一

室蘭l

楠山 奥尻書官 奥尻島 奥尻

檎山郡 熊台町 I古島鮎川

爾志郡 江差町/乙部町 乙部
ト一一一

渡島 茅告軍部 南茅部町 川法

35 関筏 苫小牧市 中居正主義 1994 苫小牧地)j 苫小牧部十

植物誌 文化研究会

336 7 
石狩 ([別市 野幌森林公園 1=  安原信次 1997 札幌の花 ほおrき書藷

江別市 野幌森林公開 出竺空援 1999 野幌森林公園 北海道新聞社

C.個人情報

Nc 支庁 郡 市町村 地名 写真右無 観察R 情報臼 情報者 備考

38 浅島 上綾部 i 磯町 h太田沢町i流 2003.6.12 2006.9.4 五十嵐博 北方山草会員

惜山 爾志郡 江議関I 掛川 2005.5.26 

2005.10.4 

石狩 "広島市 大曲付近 1989.10.23 

iI別市 野校森林公園 1990ころ

39 空知 砂}If市 石山 2006.9.6 t諺沢俊 植物写真宗

石狩 mJ'JJti 野視高"公冒ー壬ミジコ λ 

40 渡島 亀岡都 七飯町 横i皐岳山麓 2006.9.6 洞井信 ~t)j山草会員

函館市 車1I1公園(下の公園}

北十市 大野町八郎沼

土俵" i 磯町 茂辺地皆の森

楢山 ，.山都 陣iR.部日I 土情レクレ ションのIi

41 石狩 iI号1，行 野柑森林公園.太沢u 2001.7.28 2006.9咽7 吉中弘介 北方山車会員

42 後志 古宇都 神-11.1内村 写真 30q前 2006.9.8 細尼孝 ~t}j山草会員

槍山 爾志郁 熊白町 ヤンカ1I1豆山jl! 2005 

43 空知 砂川市 北海道こどもの国 写真 2005.9.17 2006.9.8 記名無し インタネット

44 石狩 il別Jti 野明森林公園 国語訳出 北方山革会員

45 後志 寿都郡 黒松内町 歌才プナ白ヨ"限地帯 2006.9.13 黒松内町プ インターネット

ナセンター

46 石狩 訂好都 当妙1'1 青山十万坪 写真 2002.9.30 2006.10.1 日野周彰 北海道植物友の会員

47 石狩 札幌市厚別医 雪印醤首IIt)豆圏、意宰在 2006.10.1 加藤和チ 北海道摘物友の会員

札幌市南区 定山民ダム

空.， 岩見沢市 利根別白黙{主義林

48 石f) 北広島市 レクレーションの蒔 2002咋から観察 2006.10.1 八木竿 2006.10.12カ所生育確認

空.， ニ笠市 棺沢湖周辺 1997~8ころ ツチアケビ謂をご馳走になる

夕張郡 Z是j泊四I 月i自白然の脊 2003、問察

49 石狩 il別市 "棺蒔林公E瑞芭他国地 2005，同花確認 2006.10.1 演本真琴 自然ふれあい交流館職員

550 1 
空知 夕張郡 長沼町 馬jfj自然の森 写真ー標本 2006.開花確認 2006.8.29 矢沢敬二三郎 剛 山 岳 会 副

岩見沢市 刊観>1白熱休義林 2006.10.28 若林信男 "但日I原生"ウオキン

タ頚郡 長羽目I 馬連白黙の"
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表2 ツチアケどの自生地覧

支庁 NO. 郡/，打町村 地区 2.5万分のI 表Lの自生地

地図名 調資番号

i度島 1 i磯郡上磯町 市の渡山'1' 1. 15 

2 万太郎択の上流 茂辺地 38 

3 I官辺地皆の森
ト一一

40 

作林公同 29 

4 北斗市大野町 八郎沼 陣屋 40 

5 6 
亀岡部七飯町 火m 大沼公園 15， 18 

横津岳(1167‘m)山麓 赤川 40 

7 函館市南茅部町 HJi及 川汲 17.34 

8 函館市恵山田I 恵山公開(十のA困) 忠山 40 

9 函館市 函館山(332.m) 同館 16 

槍山

日
f倉山郡上ノ回目I 北村山中 検問 2 

東王山(159.1m) 上ノ国 19 

12 櫓山部厚沢部町 っちはし自然様察教育林 江差 3，4，5，25，40 

13 爾志郡打差町 掛川 38 

1主
(，1 .• ミ郁乙部町 竹森 L部

姫川湿地 20 

富問周辺

日子爾志郡八雲町熊石 鮎川 渡島鮎川 34 

ヤンカ山(619.2m)登山道 熊石 21，42 

19 瀬聞郡せたな町北檎山 (旧東瀬棚) 北倫山本 6 

20 奥尻郡奥尻町 千佳 赤石 7，30，34 

阻仮 21 伊達市 伊達水 24 

222 3 
室蘭rfi 副最山099.6nu 室防 23 

誌研j岳(911，Om) 鷲別岳 22，34 

24 繋別Ili JIlI-.，深い山 8，23 

25 :'i小牧市 苫小牧* 35 

後志 26 寿都郡黒松内町 歌才プヲ自生北限地宇野 黒松内 '15 

27 占字郡神恵内村 神志向ネ 42 

石狩 札幌市手稲区 軽川 銭回 10 

白石区 白石(畿可1~ }I[ im域) 札幌東部 9，27，34 

厚別区 当印繕苗(除庭園恵庭I1 47 

南区 真駒内 石山 11 

南区 定山渓ダム 定山決 47 

33 白'狩11f 花川南防風休 札幌北部 12 

日?
北広島市 レクレーションの森 石狩広島 48 

大曲 清田 38 

36 石狩郡当別町 青山十万坪 弁華別 46 

37 江別市 野幌脊休公園 野幌 13，1'1，34，36，37etc. 

空知 38 岩見削f 利恨別白然休養林 岩見沢 31，32，33，47，51 

39 夕張郡長沼町 湾迫自然の奈 栗山 48， 50， 52 

40 二三笠ili 佐沢湖 佳沢湖 48 

41 砂川市 石山(237.2m) 滝川 39 

北海道子どもの国 43 

キ印は地名不詳のため 取りあえず市町村名を取った

97-



「

" 
" 、
、 / 

4 ， -1< 

、r

e 
3 〆

"" r 、~
t 

、 _C' 

ロ f 

J 、. 〆. 、
、一 〔ノ，

〆

'" 
J 

~'r_ 〆 、
.1.1 ト 、、
、

" . . 
」ー〆

/ 、〆
"" "， 

構造に分けてまとめたのが表3である。

表内にツチアケビの花茎数および最高草

丈を記録した。花菜数の最高は13本である

が、多くは 2~3 本前後である。最高草丈

は30~65cmで平均は45cmである。

との調査!結果をみるとツチアケビと隣接

する植物は高木屑 (2m以上)に常緑針葉

樹のトドマツ、イチイ、落葉広葉樹のキタ

コブシ、オヒョウ、ハリギリ、ヤマグワ、

エゾイタヤ、ホオノキなど15穏が生えてい

る。

低木層 (2~0.5m) に針葉樹のハイイヌ

ガヤ、ツリバナ、ツルシキミ、ノリウツギ

さらにササ類のクマイザサ、チシマザサが

混生している。

草本層 (0.5m以下)にツクバネソウ、ア

マチャズル、クルマバソウ、ウマノミツバ、

ルイヨウショウマなど15種、シダ類にオシ

ダ、クサソテツ、ジュウモンジシダなど7

種、常緑小低木のフッキソウ、アキグミや
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，" 

I 

ノ

ノ

〆 、色
r 

， 
f 

u 

ト

J444 2 

図3 ツチアケビの北海道分布(作成
]，スは同土地理院の5万分の lの地形同ョ ζ

分の l となりーさらに，~... '.'I.の位置はこの1/4等:

五十嵐博)
を1(4等分して2万5千
した地点に打ってある

ヤチダモの稚樹、のつる性木本のツタウル

シ、マタタビ、イワガラミ、ツルアジサイ、

ツルマサキ、チョウセンゴミシが林床植物

として混生している。ツチアケビと隣接す

る植物は平均Ui現数は13種である。

ツテアケビの自生地の標高は40m~

140mくらいで丘俊から111麓にあたり、 ?if

緑針葉樹林や落葉広葉樹林、ササ類、シダ

類、つる性木本などの落ち葉が積もった腐

植質の林床に生えている。

ツチアケビの生長

2006年夏から秋にかけて、長沼町馬追自

然の森で観察したツチアケビの生育状況を

写真を通して紹介する。カラー頁の 101~

102に移る。なお、写真①~⑤は矢沢敬三

郎氏の提供である。

謝辞

北海道大学総合博物館襟本庫・高橋英樹
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表旦ツチアケビと隣接する植物

長沼町，I.!).i~自然の森 jt広島レクレ ションの脊 計担号自然体制;

生育地 1¥-1.コミセンロ A-2.左同 A-3左同 8-1悶温泉"1回左同 ℃正面駐車場開 D富ヶ丘学間関 五大正泊

標高70m 俸高80m 標高140m 標高130m 椋高130m 樗高45m 標高70m 掠高40m

高木層(2m以上) トドマツ トドマツ トドマツ(3本) トドマツ

(常緑針葉樹〉 fチイ

(落葉針葉樹)キクコブシ キタコブシ キタコブシ ホオノキ ヤマモミジ オヒョウ キタコブシ

ベニイタヤ オヒョウ オヒョウ ハリギリ ミズナラ

シウリザクラ エゾイタヤ タラノキ

ハルニレ ミズキ ウリノキ

ヤマグワ ウダイカンパ ヤマグワ

ハリギリ

ハイイヌガヤ世み肩(O.5'2m) ハイイヌガヤ ハイイヌガヤ ハイイヌtlヤ ツルシミキ

(ササ類) ツリパナ ノリウツギ ツリパナ

クマイザサ クマイザサ クマイザサ クマイザサ チシマザサ チシマザサ クマイザサ

字本別仇叫下)ツチアケビ ツチアケピ ツチアケビ ツチアケビ ツチアケビ ツチアケビ ツチアケビ ツチアケビ

<l，茎数) 3本 2本 1本 3本 4本 2本 1本 日本

(草丈) 52cm 65cm 48cIll 46cm 41cm 30cm 32cm 45cm 

〈段高) ツクパネソウ コンロンソウ ツクパネソウ ヨプスマソウ ウマノミツ" ウマノミツパ

ミズヒキ アマチャヅル アマチャヅル ムカゴイラクサ ヤブジラミ

工ゾタチカタバミ クルマパソウ )fイヨウショウマ クjレマ"ソウ

オオバコ スゲ属'"咽

(シダ類)オシダ オシダ オンダ ミヤマンケγダ オシダ オシダ

クサソテツ ジュウモンジシダ ナライシダ ヤマドリゼンマイ クサソテツ

シラネワラビ ジュウモンジシダ

アオダモ(稚樹) ヤチダモ(稚樹)

工ゾイ夕刊f健闘
Yキグミ(権樹)

(常緑小低水〉 フッキソウ フッキソウ フッキソウ フッキソウ フッキソウ フッキソウ ブッキソウ フッキソウ

(つる性大本)ツタウルシ マタタピ マタタピ

ツルマサキ

出現種 21種 8種 8種

教授、同北方生物園フィールド科学センタ

ー耕地国ステーション植物関標本庫・東

隆行助教授には積物標本の閲覧の便を与え

ていただいた。矢沢敬三郎氏には馬迫自然

の森に自生するツチアケビの生育地の案内

と2手真を提供していだいた。北海道野生植

物研究所・五十嵐博氏には長沼町、北広島

市、岩見沢市、江別市の調査に同行してい

ただき、さらにツチアケビの北海道分布図

を作成していただいた。梅沢俊、加藤和子、

国京if'lJ一、酒井信、演本真琴、日野間彰、

細尾孝、八木卒、吉中弘介、若林信男の各

氏からはツチアケビの自生地を教えていた

だいた。岩見沢森林管現センターより「岩

14種
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ツタウルシ イワガラミ イワガラミ イワtlラミ

ツルアジサイ 子ョウセンゴミン ツタウルシ

16鵠 12種 11種 13種

見沢・万字・由仁の施行管理計画図Jを入

手し、馬追自然の森の遊歩道を正確に把握

できた。日高支庁日高田I在住の高橋誼氏に

は日高方而にツチアケビの自生しているか

確認したところ、ツチアケビは見ていない

と言う乙とだった。ここに皆様方に厚くお

礼申し上げます。
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写真でみるツチアケビの生育

一馬追自然の森の観察ー

① 7月30日・生育環境

花茎は3本出ていて最高草丈は46cmであ

る。周辺の植物は針葉樹のトドマツ、広葉

樹のキタコブシ、オヒョウなどと林床には

ツクパネソウ、オシダ、フッキソウなどが

生え、腐植質になっている。

②7月30日・奮の形成

茎は太く全体が黄褐色を帯び、多数分校

している。分枝した花序に茎と同色の奮が

総状につく。

③8月11日:1~のアップ

直径2cm前後の黄褐色の花が咲く。子房

はねじれないので唇弁は上になって見える。

唇弁は広卯形で内側にとさか状のすじがあ

り、縁は細かい凹凸がある。雌雄ずいが合

体したずい柱がみえ、その下に背尊片があ

る。 :(Eは半開のままである。

④8月19日.果実の形成

ツチアケビの果実の形成が始まる。さく

果であるが熟しても裂開しない。果実の形

はバナナ状に似ている。

⑤9月24日'果実

ツチアケビの果実は下垂し肉質で光沢が

あり、赤く熱するのでよく目立つ。形は狭

楕円形。果実を調1)る(長さ×太さcm)と、大

きいのは8.0X 2.4， 7.5X2.0， 7.3X2.0、7.0X

2.3，小さいのは4.5X 1.0， 4.5 X 0.8， 4.0 X 1.0， 

3.5X 1.0である。 1分枝の花軸には大きいの

と小さ いのがそれぞれ1~3個ついている。

1本の花茎には大きい果実が12個、小さい

果実が16個ついていた。

⑥10月28日.食痕

よく熟した来実は何かの小動物に食べら

れた痕がある。中村(1996)はツチアケビの
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果実をキジバトがついばんでいるところを

見た、とあるので、写真左は鳥類が突つい

たのかも知れない。写真右は栄実を唱った

ような後がある。原(1976)に野ねずみの好

物らしい、とあるので、ネズミの食痕では

ないかと考えられる。

⑦10月28日・都子

長さ6.0cm、太さl.4cmの熟した果実を切

って聞いた。柿原(2002)は果実をかじって

みたら、バナナのような香りがし、 味はね

っとりと甘かった、とある。しかし、良い

香りはしないが特別嫌な香りでもない臭い

がする。なめてみるが甘味は感じなつかっ

た。 果実の中に大きさ0.5~0.6mm程で翼の

ある種子が無数に詰まっている。ラン科全

体でみると種子の大きさは 「やや大きい」

という(正宗1969)。中村(J996)はツチアケ

ビl果実当たり の種子の数は1万6000~1万

8000個ある。この数でもふつう数十万個の

種子をもっラン科のなかでは異例に少ない、

という。

③9月24日'乾燥果実

果実を乾燥させると黒ずむ。日本ではこ
どっうそう

れを土illi草といい、強壮、強粉、利尿に効

果があるといわれ、また、この果実を甘草

と煎服すると淋病に効くといわれている。

また関東地方では全草を黒焼きにして頭髪

油を加えると頭皮のでき物を治すという(三

縮 1988)。

⑨ 9月24日:地下茎の一部

地中を掘り地下茎を採集した。根茎は太

③ さ1cm程で鱗片薬が互生につく。深さ

⑨ 

5.5cmのところで根茎が15.0cm程横には

い、花茎と花茎とが連なっている。さらに

掘ると菌類のナラタケと共生しているとこ

ろを観察できたかも知れないが、掘るのを

ためらった。
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