
柏原東湿原とその周辺の植生

はじめに

勇払半野湿原群の一つに数えられる柏原

東湿原は、ウトナイ湖の南東東約6kmの位

置に広がる(南北1.8km最大幅約200m)低

層湿原である。

この湿原はハンノキ、ヤチヤナギや、ス

ゲ属、ホシクサ属、ミカヅキグサ属の種やミ

ズゴケ属の種が多く、湿原の周辺部にはワ

ラミズゴケやオオミズゴケを主とするブル

ト(小凸状地)も発達する特異な植生である。

地形的には西側と東側にある様高18mの

なだらかな丘陵地の、浅い谷聞に形成され

た谷湿原・沼沢浪i京である。

湿原の周辺にはミズナラ コナラ林が発

達し、この植生への移行帯には、林床にミ

ズゴケブルトを伴ったハンノキ ノリウツ

ギ林<TIE高木林)が形成されている。

ちなみに、これらの植生は、勇払原野の

大部分が株式会社「苫東」の社有地である

現在、 i萱有地として残され、特異な楠生へ

の立入は禁止されている。

この湿原の植生については、伊藤・橘・

中山 (1978)、橘・伊藤 (1981)などの植物

生態学的研究があり後者は植物相にも詳し

い。筆者も 1993年~1994年に蘇苔類を主

とするj漬物相の調査をしているが、結巣に

ついては未発表のままである。それはとも

かく、伊藤・橘らの研究から四半世紀、開

発や地球出暖化?などの影響を受けながら、

日同町高橋 誼

この湿原の遷移もどのように進んでいるの

か、そんなことも考えながら地衣類も含め

て調査を試みた、その結果を以下に報告し

たい。

調査地の概要

調査区域は、国土地理院の地形凶、遠浅

(1・25，000)で、 I有は国道235号線、凶は市

道、北と東は直近の林道で区分される道有

地と民有地(苫東)である。

調査R:域の植生は、相観(景観)的には低

層湿原草本群落とハンノキ林、ミズナラ

コナラ林、そして人為績生(裸地と草原)

に区分されるが、伊藤・橘・中山 (1978)は

水生植生として、ジュンサイ群落、エソノ

ヒツジグサ タヌキモ群落、ヱゾノヒルム

シロ群落を記録し、湿原植生として、サギ

スゲヤチスゲ群落、ヤチハンノキヤチ

ヤナギ ワラミズゴケ群落、イトイヌノハ

ナヒゲーミカヅキグサ群落、オオイヌノハ

ナヒゲ ムジナスゲ群落、ヨシームジナス

ゲ群落を記録し、森林植生として、コナラ

低木林、ミズナラーコナラ高木林、ミズナ

ラーコナラ低木林、ストロープマツ人工林

を記録し人為植生として、牧草・畑放棄地、

牧草地、人工裸地を記録している。

そして後年、繍・伊藤 (1981)は、この湿

原の縞生を被度・群度も測定し、某群集や

群集という分類単位で記録し直している。
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ただし、この報告書では群落の相観(目j別)

による分類、つまり前者 (1978)に従うこ

とを原則に記述したい。

植生と植物相

1. 水生植生

(1)シ‘ュンサイ群落

との植生は、湿原の北部に見られる歳深

60cmの池沼に見られ、部分的に純群落を

形成しているが、所によりヨシ、エゾノヒ

ルムシ口、ミツガシワがそれぞれの場所で

目立ち、その西岸の浅い池中にエ1、ハリイ、

池沼の浮烏にアゼスゲ(群生)が、夏季に水

が潤れる北側にはシズイ(群生)やホタルイ

が見られる。

ちなみに、高橋(1994)は、シャジクモ

属やフラスコモ属の藻類を伴ったジュンサ

イ群落を、帯状のハンノキ ノリウツギ林

で隔てられる小池沼でも見ている。しかし、

今回の調査では小池沼のジュンサイ群落が

見られず、そこは夏季に水が漏れ、シズイ、

ホタルイ、ミヤマヒナホシクサが散見され

るだけである。

エゾノヒツジグサ タヌキモ基群集と改め

られている。ただし、今回の調査では確認

できなかったが、群落を代表する2穏だけ

が残存している。

(3)工ゾノヒルムシロ群落

この植生は、橘・伊藤 (1981)によって、

ジュンサイ ヱゾノヒルムシロ基群集にま

とめられている。ちなみに、過去の高橋

(1993)は、ジュンサイ群落の池沼で、規模

の小さいセキショウモ群落も見ている。

(4)スギナモーヒメウキガヤ群落

乙の植生は、湿原の最南端、国道235号

線に殺行して掘られた排水路に見られ、ア

ゼスゲ、ヨシ、クサヨシが群生し、ミクリ

(稀)、クロヌマハリイ、アブラガヤ、アキノ

ウナギツカミなどを伴っている。

2 湿原植生

(1)サギスゲヤチスゲ群落

この植生は、湿原北部の各所、過源地に

見られ、ミカヅキグサ、シカクイ、アオコウ

ガイゼキショウ、ハリコウガイゼキショウ

(2)エゾノヒツジグサータヌキモ群落 (コモチゼキショウもある)、ホロムイコウ

この楠生は、橘・伊藤 (1981)によって、 ガイなどが目立ち、所によりヨシ、ミツガ

北端から望むi盟原北部の池のある風景 北部の池沼を被うジュンサイ群落
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シワ、ヒメワタスゲも目立ち、シロバナニ

ガナ、サワギキョウ、エゾシロネ、ムラサキ

ミミカキグサ、コタヌキモ、ヒメタヌキモ

(池沼の岸辺)、モウセンゴケ、ミズオトギ

リ、ナガボノシロワレモコウ、ヒツジグサ、

アギスミレ、ヤチヤナギ、ハンノキ、ヒメミ

クリ、アギナシ、ホソバノシバナ、イトイヌ

ノハナヒゲ、エゾホシクサ、イトイヌノヒゲ

(コイヌノヒゲ)、エゾサワスゲ、ホロムイ

クグ(北部東側の沢)、ミズトンボ、コアニ

チドリ、トキソウなども見られる。

そして池沼の周辺では、ユガミミズゴケ

が優占し注目を引く。他に蘇苔類ではエゾ

コガネハイゴケ、コガネハイゴケ(稀)、ホ

ソバミズゼニゴケ(稀)も見られる。

(2)ハンノキヤチヤナギワラミズゴケ群落

この植生は、湿原の北部では外周(西岸

と東岸)帯状に、中央部と南部では大部分

の両積を占めている。

ちなみに、橘・伊藤(1981)はこの植生

をミズゴケ湿原植物群落とし、ミズゴケブ

ル卜(小凸地)を構成するミズゴケとその上

に出現する高等植物によって、ヒメワタス

ゲークシノハミズゴケ基群集、ヒメワタス

ゲ オオミズゴケ基群集、ヒメワタスゲー

出れた池で目立つミヤマヒナホシクサ
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ワラミズゴケ基群集、ヒメワ夕スゲ エ

イソツツジ一夕チサヤスギギ、ゴゴ、ケ基群集、 ノ

リウツギ ヒメシダ ワラミズゴケ基群集

に細分している。

それはともかく、ブル卜を形成するミス

ゴケ属の種ではワラミズゴケが最も多く、

オオミズゴケ、ムラサキミズゴケ、フナガ

タミズゴケ(クシノハミズゴケ)も日立ち、

ヒメミズゴケ、イボミズゴケ(西側北部)も

見られる。

そのブルトの上では、ノリウツギ、ハン

ノキ、クロミノウグイスカグラ、カラフト

イソツツジ、ツルコケモモ、ヤチヤナギ、

ミヤマザクラ、ホザキシモツケ、ズミ、ワ

タゲカマツカ、ヤマウルシ、コナラ(以上は

木本類)、ヱゾノサワアザミ、ミヤマアキ

ノキリンソウ、シロバナニガナ、サワヒヨ

ドリ、サワギキョウ、ヒメシロネ、ホロム

イリンドウ、ミツガシワ、クサレダマ、ミズ

オトギリ、ナガボノシロワレモコウ、モウ

センゴケ、アギスミレ、イトイヌノハナヒ

ゲ、ハマイ(稀)、ヒメワタスゲ、イトナル

コスゲ(北部)、ヤチカワズスゲ、キタノカ

ワズスゲ(東側は北部稀)、ヤチスゲ、ミチ

ノクハリスゲ、ゴウソ、ムジナスゲ、シカ

クイ、ミカヅキグサ、カリマタガヤ、ヨシ、

果}割に目立つサギスゲ ヤチスゲ群落



チシマガリヤス、イワノガリヤス、ススキ、

タチギボウシ、ヒメミクリ、コアニチドリ、

トキソウや、シダ植物のマンネンスギ(稀)、

ニッコウシダ、ヒメシダ、ヤマドリゼンマ

イ(以上は草本類)などが見られる。

そして、湿原性の蘇類のオオヒモゴケ、

ナガシッポゴケ(北部)をはじめ、蘇類の

スギゴケ、オオスギゴケ、オオシッポゴケ

(南部)、ホソバオキナゴケ、ハイヒバゴケ、

ハイゴケや、地衣類のイオウゴケ(稀)、サ

サクレマタゴケ、ジョウゴゴケも見られる。

また、ミズゴケのブルトの基部では、湿原

性の蘇苔類、ゼンマイゴケ、エゾコガネハイ

ゴケ、ホソバミズゼニゴケなども見られる。

ちなみに、橘・伊藤(1981)・高橋(1994)

が記録している地衣類のハナゴケは今回、

確認できなかった。

なお、この植生の南部ではヌマガヤが目

立ち、ハンノキーヌマガヤーミズゴケ群浴の

ようにも見えるが、ヌマガヤの目立たない

所ではタチギボウシが目立ち、ヤチヤナギ、

ベニバナヒョウタンボク、ノリウツギ、ヒダ

カノリウツギ(稀)、エゾクロウメモドキ、

ワタゲカマツカ、ズミ、ナツハゼ(稀)、ホザ

キシモツケ(以上は木本類)、エゾノサワア

ザミ、カセンソウ、ユウゼンギク、ノハナシ

湿原に咲くムラサキミミカキグサ

ヨウブ、ツルヨシ、ヨシ、エゾサワスゲ、タ

ルマイスゲ、ヤマイ、ハマイなども見られる。

ブルトの間のシュレンケでは、コタヌキ

モ、ヒツジグサ、ミツガシワ、ホタルイ、

シカクイ、タチコウガイゼキショウ、コモ

チゼキショウが見られ、夏季になるとムラ

サキミミカキグサ、ヱゾホシクサ、イトイ

ヌノヒゲ(コイヌノヒゲ)、シロエゾホシク

サ、ミヤマホシクサなどが見られる。

(3)イトイヌノハナヒゲ ミカツキグサ群落

との植生は、北・中部に多く、南部では秋

季の水路(春・夏季は獣道)に沿って見られる。

ちなみに橘・伊藤 (1981)は、ミカヅキグサ

イトイヌノハナヒゲ基群集と改めている。

この植生の構成稀は、ほとんどがサギ、ス

ゲーヤチスゲ群落と共通であるが、特徴的

なことは、南部で高橋(1994)が記録した

ヒナザサの分布域が拡大していたことと、

秋季にエゾホシクサ、イトイヌノヒゲ、ミ

ズオトギリ、コケオトギリが目立ち、オオ

カナダオトギリ、ヒメジソ、シロエゾホシク

サ(イトイヌノヒゲに混生)、ネズミノハナ

ヒゲ、イグサ、ハマイ(稀)、タチコウガイゼ

キショウ、カリマタガヤ、ヱゾヌカボ、ネ

ジバナなどが加わることである。

池沼の周辺で目立つユガミミズゴケ
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(4)ミカヅキグサームジナスゲ群落

乙の植生については、伊藤ら(1978)、

橘・伊藤 (1981)が、オオイヌノハナヒゲー

ムジナスゲ群滋やムジナスゲ オオイヌノ

ハナヒゲ墓群集と命名し、「北海道でも極め

て珍しく、他地域からの報告も見当たらな

いjと報告している。

しかし、橘・伊藤(1978)が報告書に添え

ていた植生図によって、オオイヌノハナヒ

ゲを探したが確認できなかった。それゆえ

群落名をミカヅキグサムジナスゲ群落と

した。

乙の植生では、ムジナスゲとミカヅキグ

サが優占し、ヤチヤナギ、ハンノキ、ノリウ

ツギ了、クロミノウグイスカグラ、エゾノサワ

アザミ、ヒメシロネ、サワギキョウ、ナガボ

ノシロワレモコウ、ヨシ、ミズオトギリ、ヒ

ツジグサ、コタヌキモ、タチギボウシ、イワ

ノガリヤス、ヤチスゲ、サギスゲ、ヤチカワ

ズスゲ、シカクイ、イトイヌノハナヒゲ、ホ

タルイ、ヒメシダ、ニッコウシダが見られる。

なお、この植生は、 (3)イトイヌノハナヒ

ゲ ミカヅキグサ群落の縞生とともに調査

地外(林道より北側)でも見られる。ちなみ

に、伊藤ら (1978)は、小規模な池沼の東岸

からヨシームジナスゲ群落を記録している

東側沼沢湿原に限られるホロムイクグ
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が、今回の調査では残念ながら確認できな

かった。

3.森林植生

(1)ハンノキ林

この植生は、ハンノキ ノリウツギ林

(亜高木林)とハンノキヤチダモ林(高木

林)に分類できる。

ハンノキ ノリウツギ林は、ミズゴケの

ブルトのある湿原からミズナラ コナラ林

への移行帯(幅約6~10m) に形成されマン

ト群落の役割を担っているように見える。

一部にハンノキを欠く所もあるが、林床は

ワラミズゴケ・オオミズゴケブルトや、ホ

ザキシモツケ、ヤマドリゼンマイ、ニッコ

ウシダなど、それぞれの優占している所が

ある。以下に、植物相を階層ごとに記述する。

亜高木層(最高:5n1内外、胸高直径.

12cm内外)では、ズミ、カラコギカエデ、

マユミ(稀)、ミヤマザクラ、コナラ、ヤチダ

モ、ヤマウルシ、カンボク、ワタゲカマツ

カ、シラカンバなどが見られる。

低木層では、ベニバナヒョウタンボク

かつては各所で花も見られたアギナシ
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(南部)、クロミノウグイスカグラ、エゾク

ロウメモドキ、ズミ、ナツハゼ(稀、南部)

エゾイチゴ(以 kは木本類)、ヱゾノサワア

ザミ、エゾゴマナ、アキカラマツ、ヨシ、

アブラガヤなどが見られる。

主主本屑では、カラフトイソツツジ、ヤチ

ヤナギ、ヱゾミヤコザサ、フッキソウ、チョ

ウセンゴミシ(以上は木本類)、エゾシロネ、

ヒメシロネ、エゾイヌゴマ(稀、南部)、エ

ゾリンドウ、ナガバツメクサ、アギスミレ、

ヒメハリイ、ヤチカワズスゲ、キタノカワズ

スゲ(東側北部)、オニナルコスゲ(東側南

部)、ゴウソ、アゼスゲ、カミカワスゲ、ミチ

ノクハリスゲ、ヒカゲスゲや、シダ植物のマ

ンネンスギ、エゾフユノハナワラビ、ヒメシ

ダ、タニへゴ(稀)、オシダなどが見られる。

コケ屑では、土上に蘇類のケヘチマゴケ、

トウヨウチョウチンゴケ(オオヤマチョウ

チンゴケ)、オオハリガネゴケ、クロイシヒ

ツジゴケ、 トヤマシノブゴケ、コバノエゾ

シノブゴケ、フロウソウなどが見られ、朽

ち木 tに蘇類のヨツバコ、ケ(多い)、コツボ

ゴケ、オオシッポゴケ、ヒメカモジゴケ、

ヤノネゴケ、クサゴケ、ハイヒバゴケ、ラ

ッコゴケ、苔類のミヤマホラゴケモドキ、

ハイハネゴケ(稲)、ジャゴケや、地衣類の

ヌマガヤが目立つ湿原南部の畳観

ササクレマタゴケ(多い)などが見られる。

また、樹木の根元に蘇類のヒメホウオウ

ゴケ、オオハリガネゴケ、ネズミノオゴケ

ミヤマサナダゴケ、ミチノクイチイゴケ、

タマコ守ケ、オオゴボウシゴケモドキ、パン

ダイゴケ、苔類のオオクラマゴケモドキな

どが見られ、湿土上に蘇類のウロコミズゴ

ケ、ヤリノホゴケ、コガネハイゴケ、苔類

のオタルヤバネゴケなども見られる。

そして、高木・亜高木屑の構成樹種の樹

幹上には、蘇類のカラフトキンモウコ、ケ、

マキハキヌゴケ、オカムラゴケ、地衣類の

トゲヒメゲジゲジゴケ、 トゲカワホリゴケ、

チヂレアオキノリ、キウメノキゴケ、ナメ

ラカラクサゴゲなどが着生している。

ハンノキーヤチダモ林は、両側北部と東

側の沢、西側中央部、東側南部に局所的に

形成されているが、ハンノキ ホザキシモ

ツケ群落の所もある。

以下に植物相を階層ごとに記述する。

高木層(樹高:約8~12m、胸高直径・

30cm内外)では、ハンノキ、ヤチダモ、ア

ズキナシ、ケヤマハンノキ、エゾイタヤ、

シラカンバ、ヤマブドウが見られる。

fl[(高木屑(樹高・約4~8m) では、ノリウ

ツギ、ズミ、ケヤマウコギ、ヤマモミジ、

湿原の南部に限られるタルマイスゲ
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キハダ、キタコブシ、オノエヤナギ、バッ

コヤナギ、イヌコリヤナギ了、マユミ、カラ

コギカエデ、などが見られる。

低木層(約1.5~4m) では、ハンノキ、ノ

リウツギ、ヤチダモ、キタコブシ、ミヤマ

ザクラ、エゾイタヤ、タラノキ、クロミノ

ウグイスカグラ、ホザキシモツケ(群生)

ツリバナ(以上は木本類)、ハンゴンソウ、

ヒヨドリバナ、エゾノサワアザミ、オオヨ

モギ、エゾゴマナ、ナガボノシロワレモコ

ウ、エゾイラクサ、オオバセンキュウ、ア

ブラガヤ、ヨシ、ススキ(以上は高茎草本

類)などが見られる。

草本層(約l.5m以下)では、フッキソウ

(群生)、エゾミヤコザサ(群生)、クロミノ

ウグイスカグラ、ヤチダモ、ナワシロイチ

ゴ、ミヤマザクラ、コナラ、ガマズミ、ナ

ニワズ(以上は木本類)、オオアワダチソウ、

アキタブキ、ミヤマアキノキリンソウ、ヤ

マニガナ、オトコエシ、エゾリンドウ、ヒ

メシロネ、エゾシロネ、ツルニガクサ、ク

サレダマ、クサフジ、ミツバッチグリ、キ

ンミズヒキ、ケタチツボスミレ、ミヤマス

ミレ(稀)、ミズオトギリ、アキノウナギツ

カミ、オトギリソウ、セントウソウ、イワノ

ガリヤス、ハネガヤ、ミヤマネズミガヤ、タ

湿原にブルトを多く作るワラミズゴケ
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ツノヒゲ、エゾサワスゲ、ゴウソ、アゼス

ゲ、カミカワスゲ、ヒカゲスゲ、ヒエスゲ、

ヒゴクサ、エナシヒゴクサ、ミチノクハリ

スゲ、スズラン、ユキザサ、マイヅルソウ

(群生)、タチギボウシ、 トンボソウが見ら

れる。シダ植物はハンノキーノリウツギ林

と共通である。

コケ層でも、ハンノキ ノリウツギ林と

の共通穏がほとんどであるが、高木層のヤ

チダモの樹幹には、蘇類のヱゾキンモウゴ

ケ、苔類のカギヤスデゴケや地衣類のシラ

ゲムカデゴケ、 Phaeopysciaprimaria 

(ムカデゴケ属)、クズレウチキウメノキゴケ、

ニセウチキウメノキゴケ、ナメラカラクサゴ

ケ、 トゲトコブシゴケなどが着生している。

(2)ミズナラーコナラ林

之の桶生は、貴重な湿原を保存するため

に残されたと思われるが、二次林ゆえに林

床はササ型(ヱゾミヤコザサ群落、スズタケ

群落)の部分が多く、湿原側では、シダ裂

(ニッコウシダ群落、ヤマドリゼンマイ群

浴)、スゲ型(カミカワスゲ群溶)が目立ち、

なだらかな斜面では、オシ夕、、チョウセン

ゴミシ、ジンヨウイチヤクソウ、マイヅル

ソウ、チゴユリ、ウラジロタデなども群生

ミズゴケブルトに多いオオミズゴケ
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している。そして、上記2穏のササの群落が

接する所では、雑種ミカワザサが見られる。

ちなみに、伊藤ら(1978)は、この植生を

高木林と低木林に分類しているが、乙の時

から約30年、今では、 I占i林ともに樹高は

10mを越えた高木林になっている。

以下に植物相を階層ごとに記述する。

高木層(樹高の最高・ 12m内外、胸高直

径:30cm内外)では、ミズナラ、コナラ、

ケヤマハンノキ、ヤマハンノキ、シラカン

バ(北部で目立つ所は植林か)、アサダ、ホ

オノキ、キタコブシ、ミヤマザクラ、 ドロ

ノキ、ヤチダモ、ハリギリ、キハダ、エゾ

イタヤ、ヤマモミジ、オオモミジ、エゾヤ

マザクラ、シウリザクラ(稀)、アズキナシ、

ウダイカンバ、コシアブラ、ツルアジサイ、

ヤマブドウ、ツタ(南部・稀)、オニツルウ

メモドキ、サルナシ(稀)などが見られる。

亜高木層では、アサダ、ヤマモミジ、オ

オモミジ、ヱゾイタヤ、サワシバ、ズミ、

アズキナシ、エゾヤマザクラ、ヤマウルシ、

ノリウツギ、カンボク、エゾニワトコ、カラ

コギカエデ、、ワタゲカマツカ、ツリバナな

どが見られる。

低木層では、高木層のドロノキ以外は、

高木層・亜高木層の樹種と共通で、 f自に、

北部のブルトで目立つナガシッポゴケ

ハクウンボク(稀)、ニシキギ、ミズキ(稀)、

ホザキシモツケ、ノイバラ(稀)、ケヤマウ

コギ、エゾイボタ(稀)、イボタノキ(稀)、

エゾクロウメモドキ、イヌエンジュ(稀)、

ガマズミ(以上は木本類)、ハンゴンソウ、

オオハンゴンソウ、ヨブスマソウ(中央部)、

ヒヨドリバナ、ウド、エゾノヨロイグサ(以

上は高茎草本類)なども見られる。

草本層では、上記の稀な木本類以外は共

通で、{也にコマユミ、フッキソウ、カラフ

トイソツツジ、マルバシモツケ(東側北部、

稀)、ナニワズ、ツタウルシ、チョウセンゴ

ミシ(群生)なども見られる。

そして草本類では、アキタブキ、ミヤマ

アキノキリンソウ、ヒトツパハンゴンソウ

(稀)、ヤマニガナ、ヱゾタンポポ(稀)、セ

ンボンヤリ(稀)、ノブキ、クルマムグラ、

オククルマムグラ、オオパノヤエムグラ、

キクムグラ、エゾリンドウ、フデリンドウ

(稀)、ハエドクソウ、ナガバハエドクソウ、

ツルニガクサ、ツリガネニンジン、ツルニ

ンジン、ジンヨウイチヤクソウ、ベニバナ

イチヤクソウ、イチヤクソウ、ヒトツバイ

チヤクソウ(稀)、ウメガサソウ(稀)、フタ

リシズカ、オオヤマフスマ、ヤマハタザオ、

ヤブマメ、ヌスビトハギ、ヤブハギ、ルイ

低層湿原の優I可種イトイヌノハナヒゲ
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ヨウショウマ、アキカラマツ、ベニバナヤ

マシャクヤク(稀)、ヤマフキショウマ、チ

ョウセンキンミズヒキ、ウラジロタデ、ヤ

マハタザオ、セントウソウ、ヤブニンジン、

ウマノミツバ、カノツメソウ、オオバセン

キュウ(稀)、エゾノタチツボスミレ、サク

ラスミレ(稀)、ケタチツボスミレ、タチツ

ボスミレ(稀)、ミヤマスミレ(稀)、ヒナス

ミレ(稀)、オトギリソウ、 トモヱソウ、ミ

ズタマソウ、マムシグサ、オオウバユリ(稀)、

マイヅルソウ(群生)、ユキザサ、スズラン、

ミヤマエンレイソウ、オオアマドコ口、ヒ

メイズイ、クロユリ(西側北部)、タテギボ

ウシ、ワニグチソウ(西側北部)、オオチゴ

ユリ(北部、稀)、カミカワスゲ、ヒエスゲ、

ヒカゲスゲ、ヒメスゲ(稀)、アオスゲ、イ

トアオスゲ、エナシヒゴクサ(稀)、イブキ

ヌカボ、ホガエリガヤ、ヤマカモジグサ、

ミヤマネズミガヤ、タツノヒゲ、ハネガヤ、

ケノガリヤス、ヒメノガリヤス、コケイラ

ン、アオチドリ(稀)、 トンボソウ、エゾノ

クモキリソウ(西側北部、稀)、クモキリソ

ウ(稀)、ミヤマウズラ、オニノヤガラ(西

側中部、稀)などが見られる。

そして、シダ植物のマンネンスギ、ホソ

バトウゲシバ(東側北部、稀)、オシダ、ヤ

南部の水路に沿って目立つヒナザサ
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マドリゼンマイ、ミヤマベニシダ、へビノ

ネコザ、ヒメシダ、ニッコウシダ、シラネ

ワラビ(稀)、ナガホノナツノハナワラビ

(稀)、ミヤマワラビ(東側南部斜面)、ホソ

バナライシダ、ヱゾメシダ(東側南部)、イ

ヌガンソクなども見られる。コケ層では、

土上に蘇類のナミガタタチゴケ、ヱゾチョ

ウチンゴケ、マルフサゴケ、 トヤマシノブ

ゴケ、シッポゴケ、キンシナガダイゴケ、

ツチイウヱノコゴケなどが見られ、朽ち木

上に蘇類のヨツバコぞケ、 トサカゴケ、オオ

シッポゴケ、シッポゴケ、アオギヌゴケ、

ナガヒツジゴケ、クサゴケ、ラッコゴケ、

ツクモハイゴケ、キノウヱノコハイゴケや、

地衣類のヤリノホゴケ、ササクレマタゴケ

が見られる。また、樹木の根元に蘇類のヒ

メホウオウゴケ、コツボゴケ、コクサゴケ、

コカヤゴケ、アオモリサナダゴケ、ミヤマ

サナダゴケ、パンダイゴケ、コメバキヌゴ

ケ、コマノキヌイトゴケ、オオギボウシゴ

ケモドキ、エゾイトゴケ、アオギヌゴケな

ども見られる。

そして、高木・亜高木層の樹幹に、蘇類

のコモチイトゴケ、キヌゴケ、マキハキヌ

ゴケ、タチヒダゴケ(コヒダゴケ、北海道新

記録)、タチバヒダゴケ(エゾノコダマゴケ)、

凶岸北部の高木林とl!Ii高木林の最観



カラフトキンモウゴケ、ケミノゴケ、チャ

ボスズゴケ、イタチゴケ、エLヒラゴケ、

苔類のチヂミカヤゴケ、カギヤスデゴケ、

カラヤスデ、ゴケや、地衣類のダイダイゴケ

属の一種、 Physconialobulifera (フイ

スコキア属)、オオゲジゲジゴケ、ニセヤマ

ゲジゲジゴケ、チヂレウラジロゲジゲジゴ

ケ、トゲヒメゲジゲジゴケ、クロムカデゴ

ケ、チヂレカラタチゴケモドキ、オリベト

ールゴケモドキ、オリーブゴケ、コナウチキ

ウメノキゴケ、ニセウチキウメノキゴケ、キ

ウメノキゴケ、ナメラカラクサゴケ、ウス

バトコブシゴケ、 Brigantiaeaferrginea 

(ブリガンチアヱア属)、トリハダゴケ属の一

種、ミチノクモジゴケなどが着生している。

北部の樹林を通る林道(林縁)からは、オ

オアワダチソウ、セイタカアワダチソウ、

ヒメジョオン、ユウゼンギク、セイヨウタ

ンポポ、 トゲナシムグラ、セイヨウヤマガ

ラシ(ハルザキヤマガラシ)、カラフトホソ

バハコベ、エゾノミツモトソウ、シロツメ

クサ、カモガヤ、ナガハグサ、コヌカグサ

(以上は帰化植物)、クマイチゴ、イボタノ

キ、ニシキギ、ヤマハギ、ナワシロイチゴ、

(以上は木本類)、シコタンキンポウゲ、オ

トギリソウ、コウゾリナ、ヤクシソウ、オ

林床のスズタケ(左)工ゾミヤコザサ

トコエシ、イヌトウバナ、ナギナタコウジ

ユ、ナミキソウ、オオバコ、コナスビ(多

い)、クサノオウ、ヤブマメ、エゾフウ口、

ゲンノショウコ、ハナタデ、タニソバ、イ

ヌタデ、ミズタマソウ、ヱゾタチカタバミ、

ミミナグサ、フシグ口、カワラナデシコ

(稀)、キンミズヒキ、オオダイコンソウ、

ダイコンソウ、キジムシ口、ヒメヘビイチ

ゴ、ルヨウショウマ、アオミズ、ミツバ、

セントウソウ、ヤブジラミ、ツユクサ、ク

サイ、ヒゴクサ(毛布)、カワラスゲ、エナシ

ヒゴクサ、アシボソ、エLヌカボ、ヌカボ、

コウボウ、ネズミガヤ、アキメヒシパ、オ

オニワホコリ、スズメノカタビラ、チゴユ

リ(北部)、ヒメイズイ、オニユリ(稀)、コ

ケイランなどが見られる。

林道のり而(土上)に、蘇類のキャラボク

ゴケ、ナミガタタチゴケ、ナガミチョウセ

ンゴケ、マルフサゴケ、ヤノネゴケ、アラ

スカヤノネゴケ、ダイセツヤノネコケ、ホ

ンシノブゴケなども見られる。

(3)人工林

乙の植生について、伊藤ら (1978)は、

ストロープマツ人工林だけを記録している

が今回はそれを確認できなかった。

ミズナラ コナラ林の希産穂クロユリ
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今見られるのは、カラマツ、ヤマハンノキ、

ドロノキなどの人工林σ折により混交林)や

ヤチダモ人工林、シラカンバ人工林である。

また、北部の丘陵地(標高約20m)の苫東

展望台の周りには、ハルニレ、コブニレ、

ヤマグワ、ケヤマハンノキ、エゾヤマザク

ラ、ヒメリンゴ、ハマナス、ユキヤナギ、

レンギョウなどが植栽されている。

西側北部のカラマツ人工林の林床では、

クマイザサの群落が注目を引き、ビロード

スゲを伴ったオオアワダチソウの群落、オ

オヨモギを伴ったオオアワダチソウの群落

や、オオハンゴンソウ、クサソテツも目立

っている。

人工林には、ミズナラ、コナラ、エゾイ

タヤ、オノヱヤナギ、タチヤナギ、バッコ

ヤナギ、タラノキ、ヤマウルシ(以 kは亜

高木類)や、エゾイチゴ、ヱゾニワトコ、

ホザキシモツケ、ノブドウ(以上は低木類)

などが侵入している。

ちなみに、人工林の多くは、耕作放棄地

に造成(1981~1982年)されたものと思

われる。

4目人為植生

この植生については、伊藤ら (1978)は、

池沼東岸のカラマツ等の人工林の景観
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牧車・畑放棄地、牧草地、人工裸地を記録

しているが、乙の報告書では耕作放棄地と

人工裸地について記述する。

(1 )耕作放棄地

この植生は、東側北部に見られ、現在は

草原のエゾミヤコザサ ユウゼンギク群落

に遷移している。

草本層では、オオアワダチソウ(所によ

り群生)、ユウゼンギク、ムラサキツメクサ、

オオアワガエリ、ナガハグサ、コヌカグサ

(以上は帰化植物)、ヤナギタンポポ、カセ

ンソウ、オオヨモギ、オトコヨモギ、サワ

ヒヨドリ、チョウセンカワラマツバ?、ガ

ガイモ、オトギリソウ、イチゲフウ口、ヒ

メイズイ、カミカワスゲ、ススキなどが見

られ、そして、木本類のホザキシモツケ、

ヤマハギ、ナワシロイチゴ、ヤマブドウ、

オニツルウメモドキなどが侵入している。

近くの送電線に沿って、ミヤマアキノキ

リンソウ、ハンゴンソウ、ヤクシソウ、コウ

ゾリナ、アメリカセンダングサ、ブタクサ、

ツリガネニンジン、アキカラマツなども見

られる。 F層にはコマノヒツジゴケ(蘇類)

が多い。

カラマツ人工林に群生するクマイザサ
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(2)人工裸地

この植生は西側の北部、市道の舗装道路

側に見られる土砂を採取した跡地で、シラ

カンバやアキグミの低木が目立っている。

低木層では、シラカンバ、ウダイカンバ、

ケヤマハンノキ、アキグミ、バッコヤナギ、

イヌコリヤナギ、ワタゲカマツカ、カラマ

ツ、ヤマハギ(以上は木本類)、セイタカア

ワダチソウ、ススキ(以上は高茎草本類)

などが見られる。

京本層では、オニツルウメモドキ、ナワ

シロイチゴ(以上は木本類)、オオアワダチ

ソウ、ネバリノギク、ユウゼンギク、キヌ

ガサギク(アラゲハンゴンソウ、稀)、ヒメ

ジョオン、メマツヨイグサ、ムラサキツメ

クサ(以上は帰化植物)、ハチジョウナ、ア

キタブキ、オグルマ、ヤクシソウ、ヤマハ

ハコ、サワヒヨドリ、オトコエシ、チョウ

センカワラマツバ?、コシオガマ、ハナイ

カリ、ウラジロタデ、オトギリソウ、ヤマ

アワ、ススキ、キンエノコ口、ヌカキビ、

ヱゾヌカボや、シダ植物のエゾフユノハナ

ワラビ(以上は草本類)が見られる。コケ

層では、緩小化したナギナタコウジュとコ

ケオトギリが目立つ所や、蘇類のエゾスナ

ゴケ、地衣類のハイイロキコケ、ニセムク

シラカンパが侵入した人工燥地の景観

ムクキゴケ、ムクムクキゴケ、センニンゴ

ケ、ヤグラゴケ、ササクレマタゴケ、ツエハ

ナゴケが、それぞれの場所で目立っている。

さらに蘇類のウマスギゴケ、スギゴケ、

コマノヒツジゴケ、ハイヒバゴケや、地衣

類のワラハナゴケ(稀)、コアカミゴケ、ア

カミゴケ、タカネアカミゴケ(稀)、メロジ

ョウゴゴケ、ウスツメゴケなども見られる。

この植生と南側のミズナラーコナラ林と

の境界には、ソデ群落の様に見えるセイタ

カアワダチソウ群落が見られ、エゾミヤコ

ザサを伴い、そのド層で蘇類のコマノヒツ

ジコ。ケが目立つている。

ちなみに、上記した苫東展望台(標高

20m)は、最近シバザクラの花塘が造成さ

れたばかりであるが、展望台の造成当初は

全面芝生(ナガハグサ)が縞栽されていた

と忠、われる。現状では芝生の定着は悪く雑

草やコケ類が蔓延している。

草本層では、ユウゼンギク、セイヨウタ

ンポポ、ノボロギク、ブタナ、アラゲハン

ゴンソウ、ヒメジョオン、コウリンタンポ

ポ、 トゲ、ナシムグ、ラ、ノハラムラサキ、ビ

ロードモウズイカ(稀)、ナガバギシギシ、

ヒメスイバ、シロツメクサ、ムラサキツメ

クサ、セイヨウオトギリ、オオアワガエリ

人工裸地で目立つニヒムクムクキゴケ
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ナガハグサ、オニウシノケグサ(以上は帰

化植物)、オオノアザミ、ヤナギタンポポ、

アキタブキ、オオヨモギ、コウゾリナ、ウ

ツボグサ、エゾコゴメグサ、コナスピ、ガ

ガイモ、オオバコ、シロザ、オオイヌタデ、

キジムシ口、ミツバッチグリ、イヌタデ、

アキノウナギツカミ、エゾタチカタバミ、

ゲンノショウコ、アキノエノコログサ、キ

ンエノコ口、イヌビ工、ガマ(稀)、ネジバ

ナが見られ、シダ植物のエゾフユノハナワ

ラビが目立っている。

コケ層では、蘇類のウマスギゴケ、スギ

ゴケ、コマノヒツジゴケ、エゾスナゴケ、

ハイゴケ、ハイヒバゴケ、オオヒモゴケ、

トヤマシノブゴケや、地衣類のツヱハナゴ

ケ、ササクレマタゴケ、ジョウゴゴケなど

も見られる。

そして、最南部の国道235号線・排水路

CL記)に並行して、ホザキシモツケ スス

キ群落が見られるが、所によりツルヨシ、

オオアワダチソウそれぞれに目立つている

所がある。そして、セイタカアワダチソ

ウ ミヤコザサ群落やオオアワダチソウ

ナガハグサ君子洛も見られる。

この植生は、広規格道路(円高道)の作

業道として利用された後にできた代償縞生

と思われるが、シラカンバ、イヌコリヤナ

ギ、ノリウツギ、コナラ、ニシキギ、アキ

グミ、オニツルウメモドキ、ナワシロイチ

ゴ(以上は木木類)やキヌガサギク、クサレ

ダマ、チョウセンカワラマツバ?、キタノ

コギリソウ(稀)、オトギリソウ、ハネガヤ、

オオアワガエリやシダ植物のスギナ(以上

は草本類)、蘇類のウマスギゴケ、エゾスナ
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ゴケ、コマノヒツジゴケ、地衣類のコアカ

ミゴケ、ジョウゴゴケ、ササクレマタゴケ、

ムクムクキゴケなどが見られる。

なお、代償植生と思われる植生としては

西側北部のミズナラーコナラ林に固まれた

ホザキシモツケ エゾミヤコザサ君子滋も挙

げられるが、この植生では、優占穏の他に

ズミ、ミズナラ、コナラ、カラコギカエデ、

クロミノウグイスカグラ、スズタケ(縁部)、

オニツルウメモドキ、ナワシロイチゴ(以

上は木本類)、ハンゴンソウ、オオアワダチ

ソウ、オオヨモギ、オトコヨモギ、エゾリ

ンドウ、ガガイモ、アキカラマツ、カラハ

ナソウ、クサフジや、シダ植物のヒメシダ、

ニッコウシダ(以上は草本類)も見られる。

まとめ

以上、柏原東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

以下のとおりである。

任〉絶滅危慎種について

今回の調査で確認できた絶滅危倶種は、

湿原では、ホロムイリンドウ (R)、タヌキ

モ (VU，R)，ヒメタヌキモ (VU，V u)、

ムラサキミミカキグサ (NT，Vu)、ベニ

バナヒョウタンボク (VU)、ホロムイコウ

ガイ (EN，V u)、シロエゾホシクサ (VU，

E n)ヒメミクリ (VU，R)、ヒメウキガ「

ヤ (R)、ホロムイクグ (VU，V u)、イト

ナルコスゲ (VU、Vu)、タルマイスゲ

(VU， R)、エゾサワスゲ (NT)、ヒメワ

タスゲ (NT)、トキソウ (NT，Vu)、コ

アニチドリ (VU，V u)、ミズトンボ (V
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U， R)、ホソバノシバナ (VU)、アギナシ

(NT)、オオミズゴケ (CR十 EN) など

である。

他の植生では、シコタンキンポウゲ (N

T)、ベニバナヤマシャクヤク (VU，E 11)、

チョウセンキンミズヒキ (R)、クロユリ

(R)、コモチイトゴケ (CR+EN)、ニセ

ムクムクキゴケ (DD)などである。

* [レッドデータブック記号]

環境省 (2000): C Rニ絶滅危倶 IA類、

ENニ絶滅危倶 1B類、 VU=絶滅危倶E

類、 NT=準絶滅危倶、 DD=情報不足

北海道(2001): E 11ヰ自滅危倶種、 Vu=

絶滅危急種、 R=希少種

②ズミについて

湿原、森林(亜高木・高木林)ともに、ズ

ミの特徴である分裂して葉をつけている株

がほとんどであった。

ちなみに、ウトナイ湖の木道など遊歩道

に沿って見られた64株のうち、 39株が分裂

した葉をつけ、残りの25株は分裂した葉を

つけていなかった。

③混原の遷移について

伊藤ら (1978)は、ジュンサイ群落は池沼

が浅くなるとヒツジグサ群落へ推移すると

しているが、ヒツジグサは現在、浅くなっ

たはずの池沼でほとんど見られず、水の澗

れたシュレンケの十.上に茎を這わせて花を

咲かせている。

橘・伊藤(1981)は、ムジナスゲオオ

イヌノハナヒゲ基群集を北海道でも総めて

珍しいと報告しているが、この植生は、今

同の調資では亜優占種のオオイヌノハナヒ

ゲが消え、ムジナスゲーミカヅキグサ群落

に選移したかのように見える。

サギスゲーヤチスゲ群落では、過去に見

られなかったユガミミズゴケが顕著で、サ

ギスゲ ヤチスゲユガミミズゴケ群落の

ように見える。

イトイヌノハナヒゲーミカヅキグサ群落

も、過去 (1994年)に少なかったヒナザサ

が顕著で、ヒナザ、サは亜優占種になってい

るかのように見える。

@植物相の消長について

橋・伊藤(1981)が記録している穏で、

今問、 j毘原で確認できなかった種は以下の

とおりである。

種子植物のニガナ、アカネムグラ、ヤナ

ギトラノオ、エゾノレンリソウ、 ドロイ、

シロミノハリイ、サンカクイ、オオヌマハ

リイ、オオイヌノハナヒゲ、チャシパスゲ

ヒオウギアヤメ、蘇類のヒメハイゴケ。

橘・伊藤 (1981)と高橋(1993)が記録し

ている積で、今同確認できなかった種は以

下のとおりである。ツルスゲ、セキショウ

モ、地衣類のハナゴケ。

そして、橘・伊藤 (1981)に追加できる

種は以下のとおりである。種子縞物のヒナ

ザサ (1994)、ミヤマヒナホシクサ、シロエ

ゾホシクサ、ホロムイクグ、タルマイスゲ、

キタノカワズスゲ、蘇類のユガミミズゴケ

イボミズゴケ、ゼンマイゴケ、ナガシッポ

ゴケ、オオシッポゴケ、ホソバオキナゴケ

地衣類のササクレマタゴケ、ジョウゴゴケ
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イオウゴケ。

この混原では、タヌキモ、ヒツジグサ、

イワノガリヤスは減少し、ヌマガヤ、チシ

マガリヤス、ヒナザサが泊加しているよう

に見える。

また、アギナシは弁天沼のマルバオモ夕、

カと同様に葉だけで花を見せないととや、

シヤジクモ属とフラスコモ属の藻類が消え

た乙とも、弁天沼と同様で、どのような環

境の変化が原因なのか大変興味深いことで

ある。

⑤シダ植物について

湿原では、マンネンスギ(稀)、ニッコウ

シダ、ヒメシダ、ヤマドリゼンマイが見ら

れるだけである。

森林では、湿原との共通種の他に、ホソ

バトウゲシバ、スギナ、ナガホノナツノハ

ナワラビ、エゾフユノハナワラビ、エゾメ

シダ、ミヤマシケシダ、へビノネゴザ、オ

シダ、シラネワラビ、ミヤマベニシダ、タ

ニへゴ、イヌガンソク、クサソテツ、ミヤ

マワラビ、ホソバナライシダが見られる。

人為植生では、エゾフユノハナワラビ、ス

ギナだけが見られる。以上、 20分類群。
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