
礼文島の高山植物の起源

礼文島の高山植物たちはどこからきたの

だろう。という素朴な聞いに答えることは

難しいのでしょうか。

植物は人間がこの地球に存在するより遥

か以前から住みつき、そして長い進化の過

程を経て現在にいたっています。植物の廃

史から見ると人間の起源はあまりに新しく

その歴史は浅いものです。その人類が、縞

物を系統的に分類するようになったのは今

からほんの250年ぐらいしか遡ることがで

きません。

確かに植物は人類と比べると遥かに長い

歴史を地球に残していますが、その長い歴

史のなかでも現代に比較的近い今から200

万年から1万年前に植物たちにとって大き

な異変が地球上に起きました。それまで温

暖であった地球が寒冷化しました。すなわ

ち氷河時代の到来です。

氷河時代には、地球が寒冷化し、地球上

の陸地の27%が氷河や氷床に覆われたと考

えられています。北海道はツンドラ(現在で

は北総海に面するユーラシアと北アメリカ

の北部の地域で、 1年の多くは堅氷に覆わ

れ、短い夏期間の植生は寒冷に強い植物や

蘇苔類や地衣類が中心となっている)にな

っていたと思われます。

氷何時代を経たことにより、礼文島にも

多くの高山植物が自生することになるわけ

ですが、礼文島に自生する高山植物と同じ

礼文町武田洋之

種類や仲間が、現在の地球上のどのあたり

に分布しているものか、「清水建美 (1982)

原色新B本高山植物図鑑.保育社Jの文献

をもとに整理してみることにします。

清水 (1982)は日本産の高IJ1植物623種

(亜種、変種を含む。)に関して、その当該積、

近縁種、i1i縁穏群が世界のどのような地域

に分布するかを、汎世界要素・周北極要

素・アジア要素、太平洋平要素、低山要素、

純日本固有要素の 6区分の要素(各々の要

素の説明は「高山植物要素区分jを参照)J 

にまとめて説明しています。

その中から文献等をもとに礼文島に自生

する高iIl植物(種子植物に限定)を抽出す

ると108種になり、それらを「表 1 要素毎

の礼文島産高山植物一覧j及び「表2 礼文

産高山植物の要素区分jとしてまとめてみ

ました。

その結梨、アジア要素(当該種、近縁種

近縁種群がアジア大陸に限って分布するも

の)が、日本全体では37%を占めるのに対

して、礼文島の場合は半数を占め最も多く

なっています。

次に周北極要素(当該種、近縁種、近縁

穏群が北半球の北部に分布するもの。)が

27%となっていて、大平洋要素(当該種、

近縁種または近縁種群が太平洋周辺地域に

分布するもの。)と続いています。反対に純

日本固有要素はわずか0.9%で、日本全体で
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は約 1割近いのに比べ著しく少な

い割合となっています。

さらに、アジア要素のなかでも

東北アジア要素(カムチャッカ、千

島、サハリン、東シベリアなどの

地域)が日本全体では15%あるの

に比べ、全主主素の27%を占めてい

ます。

清水(1982)は rw要素』はフロラ

(植物相=特定の地域に生育する

植物の全体像)地理学における分

布のまとまりを示す概念であっ

て、そのまま由来や起源を示すも

のでないけと述べているとおり、

礼文島の高山植物たちの仲間の現

在の世界における分布がそのまま

礼文島の植物の起源を示すもので

はありません。

しかし、氷河時代の礼文島はサ

ハリンや千島列島と陸続きであっ

たととは事実です。礼文島の多く

の高111植物は、氷河時代に千島や

サハリンを通じて、さらには、シ

ベリアやアリューシャン列島を通

じて、周北極植物(北極圏の植物)

や東北・東アジアの植物が南下し

定着したものと推測されます。

今後、この分野は、遺伝子レベ

ルの研究がなされ、解明されてい

くと思います。

礼文烏の花たちがどうやってた

どりついたのか解き明かされるこ

とを期待します。

表1

汎世界 (A)

コメススキ

'Jシリカーツリ

1. ~[北アジア

イソツツジ

イワツツジ

エゾノキリンソウ

エゾマツ

オオウサギギク

'1ンコウラン

j;ンチコウゾリナ

キクパクワガタ

クルマユリ

タカネナナカマド

ダケカンパ

チシマギキョウ

チシマヒョウタンポク

チシママンァマ

チョウノスケソウ

チング"マ

ハイオトギリ

J、イマツ

ヒヲギシスゲ

マルパシモツケ

ミヤケヲン

ミヤマアキノキリンソウ

ミヤマハンノキ

ミヤマラッキョウ

Iレプン[サ問イ自コ要素]

ずシマザクフ

ナガパキタアザミ

リシリλゲ

レブンソウ
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要素毎の礼文島産高山植物 覧清水(1982)より作成

周北極 (B)

1.ユーラシア 1 アジア 3. アジア

ー北アメリア -ヨ』口ッノt ."アメリカ

イワベンケイ オオタカネパラ エゾノo'lツパムグフ

ウラジ口キン)¥イ カヨフトゲンゲ ゴゼンタチバナ

エゾウメバチソウ タカネナデシコ チシマゼキショウ

エゾノテテコグサ

エゾムカシヨモギ

キパナノコマノツメ

コケモモ

シコタンヨモギ

チシマア』干F

ツマトリソウ

トチナイソウ

ムカゴイラクサ

ヤナギラン

リシりピャクシシ

I固有要素] [固有要素} [間合要素]

イプキトラノオ レプンコザタフ ヤマノ、ナソワ

工ゾノハクサンイチゲ

カラフトハナシノブ

タカネグンパイ

ホソパツメクサ

ミヤマキンポウゲ

レブンタカネツメクサ

アジア (C)

1 東アジア

イプキジャコウソウ

イワノガリヤス 3.北アジy 4.中央アジア

エゾノリュウキンカ オオ力サモチ

オノエスゲ キパナシャクナゲ

キパナカワフマツバ ケヨノミ

チシマワレモコウ チシマキンレイカ

ネムロシオガマ

)¥イケイソウ

ヒメイチゲ

ヒメイワタデ

ミヤマオダマキ

ミヤマピャクシシ

モミジ力ラマツ

リシリソウ

レプンキンパイソウ

[固有要素] [悶街要素} [伺有要素}

アオトドマツ アサギリソウ レプンウスユキソウ

エゾイチゲ エゾルリムフサキ

ヱゾゼンテイ力

トドマツ

フタナミソウ



北太'I'-rt (D) 
低I[j (E) 

純日本恒産 (F)
1 純間山 1 侵入

ウルップソウ 一一一 戸立キ
ショウマ ミヤマヤナギ

工ゾツツジ

クUウスゴ

ク口ユリ

シラネ.ンジン

チシマプウ口

チシマリンドウ

ハクサンチドリ

ヒオウギアヤメ

ずイヅi'ソウ

ミヤマノガリヤス

ミヤマハタザオ

[悶有要素] [問自要素] [岡有要素]

シコタンソウ エゾイりハタザオ オオパスノキ

ミヤマセンヰュウ ハクサンシヤジン

ヨツパシオガマ

表2 礼文島田1山植物の要素区分(清水 1982)より作成

種子筒拘

要素
ト礼文 割合同)非望日有 固有 J十

島 臼みよ

ilt t吐界(A) 2 2 1.9 

1.ユフシア.~tアメリカ 14 7 21 19.'1 

間北陸 2.アジア・ヨーロッパ 3 : 1 3.7 

(B) 3 アジアー北アメリ力 3 1 ，( 3.7 

Jt 20 9 29 26.9 

l司東北7ジア 26 4 29 26.9 

2.東アジア 15 5 20 18.5 

3.北アジア 4 2 6 5.6 

アγア 4.中央アジア l 0.9 

(C) 5.中[tI・ヒマフヤ 1 1 0.9 

6.東南アジア

7‘アジア大陸

計 44 13 57 52.8 

1.北太平洋 12 3 15 13.9 

太平洋 2.同太平洋岸

(0) 日十 12 3 15 13.9 

1.純両山 ト; 2 2 1.9 

低山 2‘侵入 1 2 1.9 

(E) 計 1 3 4 3.7 

純日本固有 (F) I I 0.9 

四十 79 29 108 100.0 
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1.7 

18.7 

3.5 

3.0 

252 

152 

13.7 

3.0 

1.5 

2.8 

0.7 

0.4 

37.4 

12β 

2.6 

15.<1 

9.1 

1.7 

10.9 

9." 
100.0 
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