
北海道のトクサ科とハナヤスリ科の分布特性

はじめに

シダ植物の北海道分布は佐藤ほか (2004)

に100種が5kmメッシュ点で詳しく図示さ

れている。また倉田・中池 (1979-1997)

には10kmメッシュ点で分布図がある。

これらと対比する意味もあり2006年から

2007年の冬期間に過去20年間のシダ植物

全種の確認記録整理を行った。

整理してみると多くの種は未確認地の多

さを痛感する結果であった。この中でトク

サ科とハナヤスリ科の-îl~ で佐藤ほか

(2004)の確認点数が少ないことが見受けら

れたので筆者の確認産地マップ.10kmメ

ッシュ点と分布特性などを報告する。

くトクサ科〉

佐藤ほか (2004)ではヒメドクサ、イヌ

スギナ、ミズドクサ、スギナ、 トクサ、ヤ

チスギナの順で6種が伺載されている。北

海道にはこれ以外にチシマヒメドクサ、フ

サスギナなどが報告されているので今回は

以上の8穏を図示した。

〈ハナヤスリ科〉

佐藤ほか (2004)ではヱゾフユノハナワ

ラビ、ハマハナヤスリ、ヒメハナワラビ、

ミヤマハナワラビ、ナガホノナツノハナワ

ラビ、ナツノハナワラビ、ヤマハナワラビ

の順で7種が掲載されている。北海道には

これ以外にタカネハナワラビ、コヒロハハ

ナヤスリ、ヒロハハナヤスリ、イブリハナ
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ワラどなどが報告されているが、タカネハ

ナワラビ、ミヤマハナワラビ、ヤマハナワ

ラビ、イブリハナワラビ、コヒロハハナヤ

スリなどは未確認であるため、今回は図示

していない。

今回は乙れらの中から、ヒメハナワラビ、

ヱゾフユノハナワラビ、ナガホノナツノハ

ナワラビ、ナツノハナワラビ、ハマハナヤ

スリ、ヒロハハナヤスリの6積を選んで図

示した。.印は確認済の産地を示し、 部

は日野間 (2007)などや他の文献などを参

考にO印で情報産地を示した。

次賞以降に種別に分布凶を示し、分布特

性などの特徴を述べる。
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[トクサ科:EquisetaceaeJ 

スギナ :EQuisetum alTenSe L. 

ほぼ全選に広がる普通種である。開示

してみると未調査エリアが判明する結果

となった。数が多いため、.印、 O~i1を

数えていない。

胞子茎(ツクシ)と栄養茎があり、ツ

クシが春先にまず現れる。

夏緑性草本で秋には枯れる。地下茎は

長くつながり、畑の強害雑草である。

ミズドクサ EQuisetum fhll'iati1θL目

ほぼ道内各地の水辺に分布する。シダの

良く分からなかった頃はミズドクサとイ

ヌスギナの同定が甘い侍期が続いていた。

同定のポイントが分かつてみれば簡単

でミズドクサは中空、イヌスギナは中実

と断面構造の違いであった。

横走する地下茎があり群生する。夏緑

性草本で秋に枯れる。

スギナ 2007.11.09今金町 ミズドクサ 2004.05.26小平町
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トクサ ;EQuisetulll hyelllale L. 

スギナに次いで全道に広がる普通種で

ある。河川沿い等に大群落が広がる場合

も各地で見かける。

砥草と漢字で書く。常緑性草本で山地

などのやや混った所に群生する。茎の断

面は中空である。

イヌスギナ E(juisctUlll Dalustre L. 

ミズドクサと同様に道内各地の水辺に

分布する。ミズドクサとの住み分け方は

調べていないが、ミズドクサはより水中

で確認される印象であり、イヌスギナは

やや乾燥地まで生育するようである。

スギナと比べ胞子茎と栄養茎の区別が

ない。夏緑性草本で秋には枯れる。茎の

断面は中実である。

トクサ 1988.11.06千歳市
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ヤチスギナ EQuisetum pretcIlse Ehrh. 

道東地域に偏った分布特性を持つ種で

ある。シダ植物ではイワカゲワラビが、

樹木ではケショウヤナギの分布形態など

と類似する。

芽出しの頃はスギナに比べ茎が細く葉

も短いが成長すると葉がスギナより長く

なる。

和名はヤチであるが、川沿いや林道沿

いなど湿った場所に生育するが谷地では

見られない。

夏緑件。草本で秋には枯れる。

ヒメドクサ :E口口iselumscirp口iclesMichx 

石狩低湿地以南には分布しない。比較

的川幅のある河川!などに生育し日陰の岩

場や砂地などを好んで生育する。径は

O.6mm程度と調H く、断面ーには3~5の随

空があるが中心にないのが特徴である。

常緑性の草木。

ヤチスギナ 2004.06.12本別町
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フサスギナ:EQuisetwll sylvaUc日mL

共和町の大谷地湿原に生育することが

有名であるが、大雪山系や網走管内2箇

所でも報告のある種である。

夏緑性の草木で秋には枯れる。スギナ、

ヤチスギナと比べ、軟弱な印象の草木で

ある。

北方山草 25 (2008) 

チシマヒメドクサ EQllisetum variegatum Schleich. ex Weber et Mohr 

日高、胆娠、空知に限定された分布域

を持つ種である。ヒメドサと同様の河川|

環境に生育する。現在までの確認河川は

夕張川、新冠川!と少ない。

長く、ヒメドクサと混同されてきた廃

史をもっ。径は2~3mmとヒメドクサよ

り太く、断面は中心に随空があるのが特

徴である。

常緑性の草木である。

フサスギナ 2005.07.03共和町

E 

チシマヒメドクサ。 2006.11.08南幌町
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[ハナヤスリ科:Ophioglossaceael 

ヒメハナワラビ :B口紅ychiumlunaria (L.) Sw目

確認例の少ない種である。佐藤ほか

(2004)では7地点、東大シダ図鑑では9

地点、筆者の確認地点は6地点と少ない。

原(I985)では「林床や原野にあり、

胞子は7月から 8月にかえて成熟し、業

は秋に枯れるJの記載がある。

夏緑性草本。

可

エゾフユノハナワラビ :Botrychium muJtjfjdum (GmeI.) Rupr.var. 

robustWl1 (Rupr.ex Milcle) C.Chr. 

ハナヤスリ科の中では一番広域に分布

する穏であり各地で見かける。確認地点

数はハナヤスリ科中で一番多い。

原(I985)では「林床にあり 7月中旬

頃葉と腕子葉が同時に地中から展開を始

め葉は翌年の秋になって枯れる」の記載

がある。

ヒメハナワラビ 2005.06.25北見市 エゾフユノハナワラビ:2007.11.09今金町
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北方山草 25(2008) 

ナガホノナツノハナワラビ:Botrychium strictum Underw. 

分布域は北海道中央部などに産地が集

中している。確認済地点は12地点と少

ない。

原Cl985)では「林床にあり秋には楽

は枯れるJの記載がある。夏緑性草木。
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ナツノハナワラビ:Botrychium virginianum (L.) Sw. 

ナガホノナツノハナワラビ同様に分布

域は限定されるがやや広域な印象でもあ

る。

確認済地点は30地点とナガホノナツ

ノハナワラビに比べてやや多い。

原 (1985)では「林床にあり、胞子は

7月中台jから 8月にかけて成熟する。葉

は秋に枯れる」の記載がある。夏緑性京

本。

ナガホノナツノハナワラビ.: 2006.07.17札幌市 ナツノハナワラビ 2005.06.09札幌市
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ハマハナヤスリ Ophioglossum th臼 maleKomarov 

確認地点は少ない。佐藤ほか (2004)

では1地点、東大シダ凶鑑では4地点で

あり、筆者の確認地点も5地点である。

名前のとおり海岸部の砂地などに生育し

ている。

原(1985)では「原野にあり秋に枯れ

るj の記載がある。
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ヒロハハナヤスリ :Ophioglossum vulgatum L. 

確認地点は少ない。佐藤ほか (2004)

では未掲載、東大シダ図鑑では2地点、

筆者の確認は3地点である。

滝田(2001)では本種の小型タイプであ

るコヒロハハナヤスリを報告している。

原 (1985)では「林床にあり夏に枯れ

る(未確認)Jとの記載がある。
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ハマハナヤスリ 2004.08.11.苫小牧市 ヒロハハナヤスリ 1999.05.30札幌市
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