
ウトナイ湖とその周辺の植生

はじめに

日本で最初のサンクチュアリに指定

(1981年5月)されたウトナイ湖は、石狩低

地帯の南部に広がる勇払湿原の最大の海跡

湖である。その規模は、面積2.43ha、周囲

171<111、水深1m内外といわれているo 湖に

は、アイヌがウトウ・ナイ・ト (lliJ骨のよ

うにつながった川がある沼の意)と呼んで

いたように、美々川、オタルマップ川、 ト

キサタマップ川(改修後は勇払川)などが

流入している。そして周辺部は低層湿原、

ハンノキ林、ミズナラーコナラ林へと移行

し、自然の植生は豊かである。

それゆえ、縞物学的にも動物学的にも注

目されてきたが、その→方で、南西部の混

原は埋め立てられ (1951~1963)、北阿部

の森林(民有地)は農地や企業用地として

開発され、勇払川とトキサタマップ川は改

修される (1972~1977)など、自然環境も

変化してきでいる。

ウトナイ湖とその周辺の植生については、

北海道開発局の苫小牧地方現存植生l刻

(1 976~ 1977調査)と室蘭土木現業所の水

生純物分布図 (1984~2003調査)があり、

高等植物相については、中居正雄(1987)

の報告がある。そして下等植物相について

も、蘇類は神田啓史 (1977)の報告と、地

衣類は渡辺篤(1978)の報告がある。

筆者も苫小牧市によるウトナイ湖東部
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自然環境調査(1978~1979)に係わり、蘇

苔類の調査を担当した。その後、高等植物

の調査(1993~1995)もしているが、今回

(2007~2008) は、全ての植物を対象に、

植生の遷移や値物相の消長の調査を試みた。

その結果を以下に報告したい。

調査地の概要

務査l天域は、国土地理院の地形図、ウト

ナイ湖 (1: 25，000)で、南東側は国道234

号線、南西側は日高道(広規格道路)、北東

側は国道36号線と JR千歳線の植凶駅を結

ぶ市道、北丙側は国道36号線、で凶まれる

地域である。

調査区域の植牛令は、苫小牧地方現存植生

図 (1976~1977)では、大きさの順に関水

面、ハンノキ群落、ミズナラ コナラ群落、

ヨシ イワノガリヤス群落、イワノガリヤ

ス ムジナスゲ群落、ヤチヤナギ (Dry

Type)群落、砂丘 iーのミズナラ カシワ群

落、ススキ(エゾヤマハギ)群落、住宅・工

場用地などに分類される。そして、開水面

については、水生植物分布図 (2003)では、

大きさの順にホザキノフサモ群落、セキシ

ョウモ群落、イバラモ群落、エゾミクリ群

落、ヒシ・ヒメビシ群落、コウホネ群落、

ヒロハノエビモヱピモ群落、クロモ ホ

ソバミズヒキモ群落、ミクリ群落、マコモ

群落などに分類されている。このため、植



生については概ね上記の現存植生図と水生 されているが、北東部ではコウホネ ミク

梢物分布図に従って記述する。 リ群落となっている。そして、ホザキノフ

植生と植物相

1 .水生植生

(1)ホザキノフサモ群落

この他生は、水生梢物分布図 (200:，)で

は、沼の開水i古lに広く記録されているが、

他の地域で見られるような個体の密生する

所は、確認できない。そして、全体的にjよ

く散在するホザキノフサモは、ヒメタヌキ

モ(稀)、イバラモ、テリハエビモ、リュウ

ノヒゲモ、ク口モ、イトモ、セキショウモ、

センニンモ、ホソバヒルムシ口、オヒルム

シ口、エゾノヒルムシ口、コウホネ、ヒシ、

工ゾミクリ(稀)などを伴っている。

(2)セキショウモ群落

この植生は、水生植物分布[，，[によれば、

各所に記録されているが、今i司、個体はと

もかく、群落としては北西部の東側で確認

できただけである。

(3)コウホネ群落

この稲生は、南東部に最大の群落が形成

南東部のコウホネ群落とコブハクチョウ

-90 

サモ、フサモ、セキショウモ、エゾミクリ、

エゾノヒルムシ口、ヒシなどを伴っている

が、北東部の池では、イトイバラモ、テリ

ハヱビモ、リュウノヒゲモ、タヌキモ、コ

タヌキモ(沈水葉)、イトモ、センニンモ、

ヒツジグサ、ジュンサイ(少ない)、カタシ

ヤジクモ(淡水藻)、ミズドクサ、オオヌマ

ハリイ、シズイ、ホタルイ、ハリイ属の

種 ci尤水葉)、カンガレイ(稀)などを伴っ

ている。ちなみに、テリハエビモは北海道

新記録である。

(4)ヒシ群落

この補生は、北凶部のj尼や泥水の表而に

形成されているが、71<生梢物分布図 (2003)

の、イバラモ群落の占めていた所まで拡大

している。いうまでもなく、今回、イバラ

モ群落は確認できなかった。

なお、水生梢物分布図 (2003)にヒシ

ヒメビシ群落と記録されているが、今|ロl、

ヒメビシは確認できなかった。この群落の

外縁部では、イバラモ、ホザキノフサモ、

タヌキモ、イトモ、スギナモ、ウキクサ、

北丙部の東側で拡大しているヒシ群落



アオウキクサなども兄られる。

(5)マコモ群落

乙の縞生は、北西部や北東部のヨシ群落

やヨシーイワノガリヤス群落の水際を、狭

く縁取るように形成されているだけである。

ちなみに、室蘭土木現業所の報告 (2007)

によれば、改修した勇払川にウ卜ナイ堰が

設置 (1997)され、出!の水位が低下した乙

とによってマコモ群落が消失し、そのかわ

り植生は多様化したという。

2.湿原稿生

(1)ヨシーイワノガリヤス群落

この植生は、北西部の西側を除いて各所

に形成されている。そして、タウコギ(群

生)、エゾリンドウ、エゾシロネ、アカネム

グラ、ホソバノヨツパムグラ、ヤナギトラ

ノオ、エンコウソウ(稀)、ノダイオウ(毛布、

北東部)、ミゾソバ(北西部で群生)、ナガ

パノウナギツカミ(南阿部)、アキノウナギ

ツカミ、アオミズ(稀)、クロバナロウゲ、

ホザキシモツケ、ハルザキヤマガラシ、 ド

クゼリ、 トウヌマゼリ、カキツバタ、カラ

フトアカバナ(南西ffll)、フトイ、オニナル

北東部の池 F見られるリュウノヒゲモ
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コスゲ、ヤラメスゲ、アゼスゲ、ツルスゲ、

クサヨシ、ミノゴメ、ヒメシ夕、などを伴っ

ている。所により、ヨシーヤラメスゲ群落、

ヤラメスゲ イワノガリヤス群落と見なさ

れる所があり、タウコギ群落(高茎、北西

部)も見られる。そして、ヨシが少なくイ

ワノガリヤスが多くなる所(北西部)では、

終類のヒメミズゴケのブルト(最大7mX

3m、高さ約30cm)が日立ち、ウ口コミズ

ゴケ、フロウソウ、ウマスギゴケ、ハイゴ

ケ、エゾコガネハイゴケなども見られる。

(2)ヨシ群落

この植生は現f了植生図 (1976~1 977)に

は、調査地i又では美々川の注入口付近に記

録されているが、より大きな群落が南東部、

南阿部に形成されている。そして、南東部

東側のヤチヤナギ (DryTypc)群落に後

する地域にも形成されている。

l半j東・南西部ではヒメシロネ、クサレ夕、

マ、クロバナロウゲ、ミズオトギリ、エゾ

ミソハギ、ホソバノヨツバムグラ、ホザキ

シモツケ、ナガボノシロワレモコウ、ムジ

ナスゲ、ヒメシダなどが散見され、帰化植

物のオオアワダチソウが侵入している。

過去に群落も見られたヒ口ハノエピモ
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南東部東側では、ハンノキ、工ゾノサワ である。

アザミ、サワギキョウ、エゾリンドウ、シ

カクイ、ススキや蘇類のエゾコガネハイゴ

ケも伴っている。

(3)ムジナスゲ群落

この植生は、現存植生図では、北東部か

ら南東部に連続的に記録されているが、今

回は、南東部の確認ができなかった。

北東部では、ハンノキ、ヤチヤナギ、ヱ

ゾノサワアザミ、ニガナ、シロバナニガナ、

ユウゼンギク、ホソパノヨツバムグラ、エ

ゾリンドウ、ホロムイリンドウ、ヒメジソ、

ヒメナミキ、コタヌキモ、ナガボノシロワ

レモコウ、クロパナロウゲ、ミズオトギリ、

モウセンゴケ、ホソバノシバナ、カキツパ

夕、ヨシ、イワノガリヤス、アブラガヤ

(毛布)、アゼスゲ、タルマイスゲ(稀)、サギ

スゲ、ヱゾサワスゲ、ヒメワタスゲ、ミチ

ノクハリスゲ、ミカヅキグサ、ミズトンボ

(稀)、イヌスギナ、ヒメシ夕、やススキ、ユ

ウゼンギクなどを伴い、多くの種は他の群

落と共通であるが、鮮類のオオミズゴケ、

ワラミズゴケ、ヒメミズゴケ、ウロコミズ

ゴケの低いブルトの見られることが特徴的

過去に It東部で見られたミズアオイ

(4)イワノガリヤスームジナスゲ群落

乙の植生は、南東部以外の各所に形成さ

れている。そして、ハンノキ、タウコギ

(南西・北西部)、アキタブキ(~委小、南西

部)、アメリカセンダングサ、サワギキョウ、

エゾリンドウ、エゾシロネ、ヒメナミキ

(稀)、ホソバノヨツバムグラ、アカネムグ

ラ、ヒメシロネ、サワヒヨドリ(稀)、ヤナ

ギトラノ才、コタヌキモ、モウセンゴケ、

ホソバノシバナ、エゾミソハギ、クロバナ

ロウゲ、ナガボノシロワレモコウ、ミズオ

トギリ、コケオトギリ、ミゾソバ(北西部

では群生)、ヤノネグサ、ヤナギタデ、イシ

ミカワ(稀、南西部)、ナガバノウナギツカ

ミ(南西・北東部)、イボクサ(南凶部)、

スギナモ(群生)、トウヌマゼリ、ドクゼリ、

イヌイ、ヱゾサワスゲ、イトナルコスゲ

(稀)、シカクイ、ミチノクハリスゲ、ヤラ

メスゲ、タルマイスゲ(稀)、アゼスゲ、オ

オカワズスゲ、アブラガヤ(稀)、ウキヤガ

ラ(北西部)、クロアブラガヤ (;1ヒ西部)、

ジョウロウスゲ(北剖部)、ヨシ、イヌスギ

ナ、ヒメシダ、ヤマドリゼンマイや蘇類の

イワノガリヤス群落に特徴的なヒメミズゴケ
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ウ口コミズゴケ、エゾコガネハイゴケなど

を伴っている。なお、乙の梢生の外縁では、

ホソバノシバナ、コキツネノボタン、オラ

ンダガラシ、ナガバツメクサ、イグサ、イ

ヌイ、オオアゼスゲ(株)、ツルスゲ(南西

部)、ヤラメスゲ、ハリコウガイゼキショウ、

ヒメウキガヤ、ミノゴメ、オオアワガヱリ

(南西部)なども見られる。

(5)カキツバタ ヤチスゲ群落

この梢生は、北東部束側の過湿地に限ら

れ、ハンノキ、ヒメシロネ、ミツガシワ

(多い)、ヱゾノカワヂシャ(稀)、コタヌキ

モ、クロバナロウゲ、アギスミレ、ミズオ

トギリ、モウセンゴケ、ミカヅキグサ、ヨ

シ、サギスゲ、ツルスゲ、ムジナスゲ、ミ

チノクハリスゲ、ヒメワタスゲ、 トキソウ

(稀)、ミズトンボ(稀)や、蘇苔類のゼン

マイゴケ、 トサカホウオウゴケ(稀)、オオ
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て、 Juncusvirens、ハリュウガイゼキシ

ョウ(コモチゼキショウ型)、ヒロハノコウ

ガイゼキショウが、それぞれの場所で俊占

していて、アオコウガイゼキショウ、ヒメ

コウガイゼキショウ、タチコウガイゼキシ

ョウなどを伴っている。また、コウガイゼ

キショウ類の疎らな所では、エゾノカワヤ

ナギとイヌコリヤナギの稚樹や、アメリカ

センダングサ、タウコギ、アメリカアゼナ、

スギナモ、エゾミソハギ、ヤノネグサ、ア

キノウナギツカミ、イヌタテ、ヤナギタデ、

アズマツメクサ、タチモ、ミゾハコベ、ミ

ズハコベ(小池)、コケオトギリ、オオカナ

ダオトギリ、イボクサ、ヒロハイヌノヒゲ

(多い)、ヘラオモダカ、サンカクイ、オオ

ヌマハリイ、ヒメヌマハリイ、ハリイ(群

生)、マツバイ、ナンゴクカワラスガナ(稀)、

イヌビ工、エゾヌカボなども見られる。

ハリガネゴケ、ホソバミズゼニゴケなどを (7)ヤチヤナギ (DryType)群落

伴っている。 この植生は、南東部の JR室蘭本線と千

(6)コウガイゼキショウ類群落

この植生は、現存植生肉には記録されて

いないが、 I半I阿部に形成されている、そし

槻原植生 E見られるナガパノウナギツカミ

歳線に固まれた地域や、南西部のヨシ イ

ワノガリヤス群落の外側に形成されるてい

るが、秋季にはススキが目立ち、ススキー

ヤチヤナギ群落と見なされる。

出原植生で楢加しているヤラメスゲ群市
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南東部では、低木層(材iめて煉ら)で、

ハンノキ、コナラ(稀)、シラカンバ、ズミ

(多い)、カラコギカエデ、ノリウツギ、ヒ

ダカノリウツギ(稀)、 ドロノキ(稀)、イ

ヌコリヤナギ、クロミノウグイスカグラ、

ベニバナヒョウタンボク、ツルヨシ、ナガ

ボノシロワレモコウなどが見られる。

京本屑で、ヤチヤナギ(立ちもiJれが目立

つ)、ズミ(稚苗も目立つ)、ホザキシモツ

ケ、カラフトイソツツジ、ナワシロイチゴ

(以 tは木本類)、ヱゾノサワアザミ、サワ

ヒヨドリ、ユウゼンギク(多い)、ニガナ、

シロパナニガナ、カセンソウ、サワギキョ

ウ、エゾリンドウ、ホロムイリンドウ、ヒ

メシロネ、クサレダマ、クロバナハンショ

ウヅル(稀)、アキカラマツ、シロバナスミ

レ、オトギリソウ、ミツバッチグリ、ノハ

ナショウブ(多い)、タチギボウシ(多い)、

エゾサワスゲ、イトナルコスゲ(稀)、カミ

カワスゲ、ヒカゲスゲ、ゴウソ、ミチノク

ハリスゲ、ハマイ、イヌイ(多い)、アオコ

ウガイゼキショウ(稀)、ニコゲヌカキビ、

コイチゴツナギ、ヨシ、ツルヨシ(多い)、

らオ1る。

コケ層で、蘇苔類のワラミズゴケ(稀)、

ウマスギゴケ、ヒメホウオウゴケ、ハイヒ

パゴケや地衣類のハナゴケ、ワラハナゴケ

モドキ、ササクレマタゴケ、ヤグラゴケ、

ジョウゴゴケなどが見られる。

I有西部では、低水屑が形成されていない。

草4，層で、ハンノキ、ホザキシモツケ、ユ

ウゼンギク(多い)、オオアワダチソウ、カ

センソウ、タカアザミ(稀)、エゾミソハギ、

エゾリンドウ、ホロムイリンドウ、サワギ

キョウ、クサレダマ、エゾイヌゴマ、ヒメ

シロネ、ナガボノシロワレモコウ(群生す

る所もある)、ネジバナ、タチギボウシ、シ

カクイ、ミカヅキグサ、ヱゾヌカボ、スス

キ、イワノガリヤス、ムジナスゲ、ヒメシ

ダなどが見られる。そして、けもの道(雨

期に水路)に沿っては、アギスミレ、コケ

オトギリ、イトイヌノヒゲ、イトイヌノハ

ナヒゲ、ミカヅキグサ、 Juncusvirens 

や、蘇苔類のエゾコガネハイゴケ、ホソバ

ミズゼニゴケも見られる。

ヤマドリゼンマイ、二ッコウシダ、ヒメシ (8)ホザキシモツケ群落

夕、(群生)、エゾフユノハナワラどなどが見 この植生は、現存植牛。図に記録はないが、

湿原植生で散見されるコキツネノボタン 北東部のヨシ1:巻きつくゴキヅルの花と実
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各所に形成されている。室蘭土木現業所

(2007)によると、ハンノキ群落とともに拡

大しつつあるという。

北東部や南東部では、低木層で、ハンノ

キ、ズミ、カラコギカエデ、ノリウツギ、

シラカンバ、イヌコリヤナギ、クロミノウ

グイスカグラ、ベニバナヒョウタンボク

(以上は木本類)やヨシを作っている。

草本局で、オオアワダチソウ、セイタカ

アワダチソウ、ユウゼンギク、オトコヨモ

ギ、コウゾリナ、ニガナ、エゾリンドウ、

ホロムイリンドウ(北東部)、クサレダマ、

ナガボノシロワレモコウ、アキカラマツ、

ミズオトギリ、ウラジロタデ、オオヤマフ

スマ、シロバナスミレ、ノハナショウブ

(北東部)、イヌイ(北東部)、イワノガリヤ

ス、ヌマイチゴツナギ、ススキ、ヒメシダ、

コウヤワラビ、ヤマドリゼンマイ(北東部)

などが見られる。

北西部では、ホザキシモツケがハンノキ

群浴の外縁のソデ群落を形成している。そ

して、ホザキシモツケの比較的少ない所で

は、ズミ(稚苗、稚樹)、エゾノサワアザミ、

オオヨモギ、オトコヨモギ、ヤナギタンポ

ポ、コウゾリナ、オオアワダチソウ、セイ

北東部の小さな池にも咲くカキツバタ
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タカアワダチソウ、ユウゼンギク、へラバ

ヒメジョオン、アカネムグラ、タカアザミ

(稀)、キタノコギリソウ、ノコギリソウ、

カセンソウ、ヒヨドリバナ、ハナニガナ、

エゾノカワラマツバ、チョウセンカワラマ

ツバ、ウスギカワラマツバ、サワギキョウ、

エゾイヌゴマ、シロネ、ハッカ、ヱゾリン

ドウ、ガガイモ、エゾミソハギ、 トモエソ

ウ、メマツヨイグサ、オトギリソウ、エゾ

ノレンリソウ、オオダイコンソウ、キンミ

ズヒキ、オオヤマフスマ、ナガバツメクサ、

カラフトホソバハコベ(稀)、シロバナスミ

レ、 ドクゼリ、クサイ、スズメノヤリ、ア

ブラガヤ(稀)、ススキ、ツルヨシ、ヨシ、

ヤマアワ、ヌマイチゴツナギ、ヤマヌカボ、

ナガハグサ、エゾキスゲ(少ない、北西部)、

チャシパスゲ、マンネンスギ、ヒメシダ、

コウヤワラビなどが見られる。

3.森林植生

(1)ハンノキ林

この楠生は、現存植生図から推して、北

西部の北側の一部は、ミズナラ コナラ林

に遷移したと思われるが、その一方で、拡

大していることは前記した。

南西部に分布の限られるJuncusvircnsの群落



以下に、植物相を階層ごとに記述する。

高木屑(樹高の最高:12m内外、胸高直

径:25C111内外)では、ハンノキ、ヤチ夕、

モ、キハダ、 ドロノキ(ドロヤナギ)など

が見られる。

亜高木層(樹高'約4~8l11)では、高木

屑との共通樹種のほかに、キタコブシ、ホ

オノキ、ズミ、ミヤマザクラ、ヤマグワ、

カラコギカエデ、マユミ、ノリウツギ、エ

ゾニワトコ、タラノキ、オニツルウメモド

キ、ツタ(稀)などが見られる。

低水層(樹高:105~4m) では、亜高木

屑との共通樹種のほかに、ホザキシモツケ

(群生)、ケヤマウコギ、ハリギリ、イヌコ

リヤナギ、ミズキ(稀)、クロミノウグイス

カグラ、ヱゾクロウメモドキ、ヤマウルシ、

メギ(稀)、イボタノキ、エゾイボタ(稀)、

カンボク(以上は木本類)、ハンゴンソウ、

オニシモツケ(北西部、小群生)、ナガボノ

シロワレモコウ、ヨシなどが見られる。

草本層(約105m以下)では、イチイ(稀)、

ハンノキ、コナラ、ミズナラ、ミヤマザク

ラ、ズミ、エゾイチゴ、ナワシロイチゴ、

ブッキソウ(群生)、ツタ(稀)、チョウセ

ンゴミシ(以 kは木本類)、アキタブキ、セ

過去の南丙部の湿IJif楠生てz見られたタチモ群落

イヨウタンポポ、エゾノサワアザミ、オオ

アワダチソウ、ハナニガナ、シロバナニガ

ナ、ウツボグサ、ヒメナミキ(稀、北西部)、

エゾリンドウ、サワギキョウ、クサレダマ、

アキカラマツ、フクジュソウ(北西部)、ツ

リフネソウ、キツリフネ、タニソバ(北西

部)、オオイヌタデ(北西部)、ミヤマスミ

レ、ケタチツボスミレ、ツボスミレ(北西

部)、ヤマハタザオ、ハルザキヤマガラシ、

キジムシ口、オオダイコンソウ、ダイコン

ソウ(稀、北西部)、ミツバッチグリ、エゾ

タチカタバミ、ウシクグ(稀、北東部)、マ

ムシグサ(北西部)、ミズバショウ(稀、オ

タルマップ川)、タチギボウシ、ミヤマヱン

レイソウ、マイヅルソウ(小群生)、ギョウ

ジャニンニク(北凶部)、ヒメイズイ、クサ

ヨシ、ヌカボ、ナガハグサ、カモガヤ、オ

オトボシガラ(稀、北東部)、ゴウソ、ヒゴ

クサ、カミカワスゲ(株)、スギナ、マンネ

ンスギ、コウヤワラビ、ヒメシダ、ニッコ

ウシダ、ヤマドリゼンマイ、ワラビ、エゾ

メシ夕、などが見られる。

コケ層では、地上に蘇類のフロウソウ

(多い)、ウマスギゴケ、 トヤマシノブゴケ、

ナミガタタチゴケ、ムツタチゴケ、ハイゴ

出回部の湿原植生に限られるアズマツメクサ
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ケ、ヱゾコガネハイゴケが見られ、木の根

元に、ヒメホウオウゴケ、オオシッボゴケ、

コツボゴケ、ミヤマサナダゴケ、オオギボ

ウシゴケモドキ、エダツヤゴケ、キダチヒ

ダゴケ、コマノヒツジゴケ、クサゴケなど

が見られる。

そして、高木や孤高木の樹幹に、蘇類の

カラフトキンモウゴケ、コモチイトゴケ、

オカムラゴケ、マキハキヌゴケ、ヒ口ハツ

ヤゴケや、地衣類のキウメノキゴケ、ニセ

ウチキウメノキゴケ、サビイボゴケ、コナ

アカムカデゴケ、 トゲヒメゲジゲジゴケ、

ク口アシゲジゲジゴケ、オオゲジゲジゴケ、

ササクレカラタチゴケ、ナメラカラクサゴ

ケ、ダイダイゴケなどが見られる。

なお、乙の植生の外縁には、低水のズミ

がマント群落を形成し、ハンノキ、エゾノ

コリンゴ?稀、南凶・北凶部)、ウラジロ

ハコヤナギ(北両部)、マユミ、イヌコリヤ

ナギ、キヌヤナギ(稀)、ノブドウ、オニツ

ルウメモドキなどを伴っている。

(2)ミズナラーコナラ林

この植生は、南西部を除き各所でハンノ

キ林の外側に形成される。

南阿部の出原植生に限られるヒロハイヌノヒゲ
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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、

カシワ、ハンノキ、ケヤマハンノキ、アサ

ダ、サワシバ(南東部)、シラカンバ、ウダ

イカンバ(稀)、ハルニレ、ハリギリ、ホオ

ノキ、キタコブシ、 ドロノキ、パッコヤナ

ギ、オノエヤナギ、エゾヤマザクラ、エゾ

イタヤ、キハダ、ヤチダモ、ツルアジサイ、

ヤマブドウ、ツタウルシ、ツ夕、ツルマサ

キ、マタタビ(南東部)などが見られる。

亜高木屑では、ミズナラ、コナラ、カシ

ワ、ヤマグワ、シラカンバ、ホオノキ、ア

ズキナシ、ミヤマザクラ、ズミ、ハルニレ

(北東部)、イヌエンジュ、コシアブラ(南

東部)、ヤマモミジ、 トネリコバノカエデ

(稀、北東部)、ヤチ夕、モ、ノリウツギ、ヤ

マウルシ、ツリバナ、カラコギカエデ、イ

チイ、カラマツなどが見られる。

低木層では、イヌコリヤナギ、ヤマグワ、

シラカンバ、ズミ、イヌエンジュ、エゾノ

ウワミズザクラ(稀、北西部)、カラコギカ

エデ、ヤチダモ、エゾニワトコ、カンボク、

ガマズミ、ヱゾクロウメモドキ、ナツハゼ

(稀、北東部)、クロミノウグイスカグラ、

ヤチヤナギ群滞1:残るクロパナハンショウヅ)v



ニシキギ、イボタノキ、ヤマハギ(以上は

木本類)、ハンゴンソウ、エゾノヨロイグサ、

ヨブスマソウなどが見られる。

草木屑では、ミズナラ、コナラ、カシワ、

エゾイタヤ、ヤチダモ、ハリギリ、ナツハ

ゼ、コマユミ、ガマズミ、クマイチゴ、フ

ッキソウ、ナニワズ、チョウセンゴミシ、

ツタウルシ、エゾミヤコザサ(以上は木木

類)、ヒヨドリパナ、ハンゴンソウ、ミヤマ

アキノキリンソウ、アキタブキ、オオヨモ

ギ、ヤマハハコ、ユウゼンギク、セイヨウ

タンポポ、エゾタンポポ(北西部)、センボ

ンヤリ、ハナニガナ、ヤマニガナ、オトコ

エシ、キクムグラ、フデリンドウ(稀、北

東部)、エゾクガイソウ(稀)、ハエドクソ

ウ、ナガバハエドクソウ、ツルニガクサ

(北阿部)、ツリガネニンジン、クルマバナ

(北西部)、コイチヤクソウ(稀、北東部)、

ベニバナイチヤクソウ(群生)、ジンヨウイ

チヤクソウ、ウメガサソウ、ヒトツバイチ

ヤクソウ(稀、北西部)、シコタンキンポウ

ゲ(稀、北東部)、ケタチツボスミレ、ミヤ

マスミレ、エゾタチカタバミ、ヤマブキシ

ョウマ、オオダイコンソウ、キジムシ口、

キンミズヒキ、チョウセンキンミズヒキ、

出東部 P見られるベニバナヒョワタンポク

ミツモトソウ、ヤブハギ、ヌスビトハギ、

ツルマメ(稀)、ヤブマメ、オトギリソウ、

トモエソウ、ヤマハタザオ、ウラジロタデ、

ハナタデ、イヌタデ、ヱゾノギシギシ(稀)、

オオミミナグサ、オオヤマフスマ、キツリ

フネ、アマニュウ(稀、北東部)、オオウパ

ユリ(稀、北西部¥)、スズラン(北西・北京

甘日)、チゴユリ(北西部)、ミヤマエンレイ

ソウ、ユキザサ、ヒメイズイ、オオアマド

コ口、オニノヤガラ(稀、北西部)、オオヤ

マサギソウ、 トンボソウ、クモキリソウ

(稀、北西部)、コケイラン(稀、 l省東部)、

ナガハグサ、オオアワガエリ、コヌカグサ、

イブキヌカボ、ヤマヌカボ、ヒメノガリヤ

ス、ヤマカモジグサ、ホガエリガヤ(北凶

部)、ハネガヤ、ケノガリヤス、ヤマミゾイ

チゴツナギ、ヒカゲスゲ、ヒメスゲ、チャ

シパスゲ、イトアオスゲ、タガネソウ(稀、

北西部)、カミカワスゲ(株)、スギナ、エ

ゾフユノハナワラビ、オシダ、ヒメシ夕、、

ニッコウシダ、へビノネゴザ(北西部)、コ

ウヤワラビ、クサソテツ、ワラビなどが見

ら;feる。

そして南東部からは、マルバシモツケ、

カラフトイソツツジ(以上は木本類)、カキ

北西部ハンノキ林の縁を被うズミのマント群落
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ドオシ、フタリシズカ、エゾノタチツボス

ミレ(稀)、ミズヒキ、ルイヨウショウマ

(稀)、ウド、セントウソウ、ヤブニンジン、

ミツバ、コケイラン(稀)、ミヤマワラビ、

クジャクシダなどが追加できる。

さらに北東部の林道から、ナギナタコウ

ジユ、オオバコ、ヤマキツネノボタン、ヒ

メヘビイチゴ、ノミノフスマ、ネズミガヤ、

ミヤマネズミガヤ、ヤマハハコ、アキメヒ

シバ、スズメノカタビラ、ヤマミゾイチゴ

ツナギ、コイチゴツナギ、カワラスゲなど

も迫力日できる。

コケ層では、地上の鮮類の多くは、ハン

ノキ林との共通種であるが、ナメリチョウ

チンゴケ、ヤノネゴケ、タマゴケ、マルフ

サゴケ(以上は南東部)、スギゴケ、ヒメト

サカゴケ、アオギヌゴケ、アラスカヤノネ

ゴケや、苔類のヒメジャゴケ、ウロコゼニ

ゴケ(林縁の裸地)なども見られる。北西

部(駐車場近く)の徐草したと思われる林

床は、 トヤマシノブゴケ、ブロウソウ、ウ

マスギゴケ、オオスギゴケ、スギゴケ、コ

ミズナラ コナラ林のオオヤマサギソウ
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マノヒツジゴケなどで被われ、注目を引く。

木の根元の蘇類の多くも、ハンノキ林との

共通種であるが、ほかにアオモリサナダゴ

ケ、ネズミノオゴケ、アオギヌゴケ、コメ

パキヌゴケ、パンダイゴケ、ヤマトケビラ

ゴケ、ヒツジゴケ、ハイヒバゴケ、エゾイ

トゴケ、ホソミツヤゴケ、ナガヱタチヒラ

ゴケなども見られる。桁ち木上には、アラ

ハヒツジゴケ、クサゴケ、コモチイトゴケ

なども見られる。

そして、高木、班高木の樹幹には、ハン

ノキ林との共通種のほかに、蘇脊類のイタ

チゴケ、ケミノゴケ、タチヒダゴケ(コダ

マゴケ)、コマノキヌイトゴケ、イワイトゴ

ケ、カラヤスデゴケ、カギヤスデゴケや、

地衣類のシラゲムカデゴケ、チヂレウラジ

ロゲジゲジゴケ、 トゲナシカラクサゴケ、

ニセウチキウメノキゴケ、ヒメトリハダゴ

ケ?、コフキトコブシゴケ、 トゲトコブシ

ゴケ、センシゴケ、ミチノクモジゴケ、 ト

ゲカワホリゴケなども見られる。

ミズナラ コナラ林に散見されるトンボソウ



(3)ミズナラ カシワ林

この植生は、南東部に形成され、現存植

生図では、「砂丘上のミズナラ カシワ群落j

と分類されている。その大部分は高木林で

あり、中央部は砂丘(第 I砂丘。室蘭本線

が2分している)の露出するjlE高木・低木

の疎林である。

高木林の高木屑(樹高の最高:12m内外、

胸高直径:30cm内外)では、ミズナラ、

カシワ、コナラ、シラカンバ、ハンノキ、

ケヤマハンノキ、エゾヤマザクラ、アズキ

ナシ、キタコブシ、ハリギリ、ヤマブドウ

などが見られる。

亜高木層では、高木との共通樹種のほか

に、カシワモドキ、 ドロノキ、エゾイタヤ、

ヤマウルシ、チョウセンゴミシなどが見ら

れる。

低木屑では、高木・亜高木層との共通樹

穣のほかに、イヌコリヤナギ、ズミ、ヤマ

モミジ、カンボク、ケヤマウコギ、チョウ

センゴヨウ(以上は木本類)、ヱゾノヨロイ

グサ、ナガボノシロワレモコウ、ツルヨシ

ミズヲラ カシワ林に稀な工ゾチドリ
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(群生)なども見られる。外縁(室蘭本線沿

い)ではズミがマント群落を形成している

所もある。

京本屑では、カラフトイソツツジ、ズミ、

ヤマウルシ、ミズナラ、カシワ、コナラ、

ミヤマザクラ、ヤマウルシ、ヤマハギ、チ

ョウセンゴミシ(以上は木本類)、ヤナギタ

ンポポ、ヤマニガナ、カセンソウ、イヌヨ

モギ、ハナニガナ、ミヤマアキノキリンソ

ウ、エゾタンポポ(稀)、オトコエシ(稀)、

チョウセンカワラマツバ、ベニバナイチヤ

クソウ、オオウメガサソウ、ウメガサソウ

(稀)、シャクジョウソウ、ナガバハヱドク

ソウ、ヒカゲスミレ(稀)、マルバトウキ、

ウラジロタデ、ミツバッチグリ、マイヅル

ソウ、エゾチドリ(稀)、カミカワスゲ、ホ

ソバヒカゲスゲ、チャシパスゲ、ススキ、

ヌカボ、イブキヌカボ、ハネガヤ、マンネ

ンスギなどが見られる。

コケ屑では、地上や木の根元に、蘇苔類

のウマスギゴケ、スギゴケ、ナミガタタチ

ゴケ、オオシッポゴケ、ミチノクイチイゴ

ケ、コマノヒツジゴケ、クサゴケ、ハイヒ

バゴケ、エダツヤコ、ケ、ケヘチマゴケ、 ト

サカゴケや、地衣類のハナゴケ、ワラハナ

ミズナラー力シワ林のシャクジョウソウ



ゴケモドキ、ササクレマタゴケなどが見ら

れる。

そして、高木・亜高木の樹幹には、蘇脊

類のコモチイトゴケ、イトハイゴケ、エゾ

ヒラゴケ、マキハキヌゴケ、カラフトキン

モウゴケ、カギヤスデゴケや、地衣類のダ

イダイゴケ、キウメノキゴケ、コウマクカ

ラクサゴケ、ニセウチキウメノキゴケ、セ

ンシゴケ、 卜ゲナシカラクサゴケ、ツズレ

カラタチゴケモドキ、アオカワキノリ?、

トリハダゴケ属の一種などが見られる。

i!E高木・低水の疎林の亜高木層(樹高の

最高・ 6111)では、ミズナラ、カシワ、コナ

ラ、シラカンバ、ハンノキ、 ドロノキ、ア

ズキナシが見られ、低水層では、亜高木屑

との共通樹種のほかに、イヌコリヤナギ、

チョウセンゴヨウが見られる。

草本層では、旬旬したズミが注目を引き、

ミズナラ、カシワ、コナラ、ズミ(稚樹・

稚荷)、オニツルウメモドキ、ナワシロイチ

ゴ、ハマナス(以上は木本類)、ウンラン、

ハマハタザオ、イソスミレ、マルバトウキ、

ネムロスゲ、チャシパスゲ、ヒメイズイ、

ウシノケグサ(以上は海浜植物)、カセンソ

ウ、ヤナギタンポポ、センボンヤリ(稀)、

ミズナラ カシワ林のオオウメガサソウ
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エゾタンポポ(稀)、キタノコギリソウ、オ

ミナエシ(稀)、エゾノカワラマツバ、チョ

ウセンカワラマツバ、ウスギカワラマツバ、

ウラジロタデ(多い)などが見られる。

コケ層では、樹木の周囲(木陰)で、地

衣類のハナゴケ、ワラハナゴケモドキが亀

Ffl棋様を作って群落し、その群落の中で、

ウマスギゴケ、スギゴケ、オオシッポゴケ、

ナミシッポゴケ(高山蘇)の緑が注目を引

く。ほかに欝脊類のハイヒバゴケ、ケヘチ

マゴケ、オタルヤバネゴケなども混生して

いる。さらには、この群落の縁で、蘇類の

エゾスナゴケや、地衣類ハナゴケ属のワラ

ハナゴケ、ヤグラゴケ、ショクダイゴケ、

コアカミゴケが日立ち、タカネアカミゴ

ケワ、ツエハナゴケ、マタゴケ、ササクレ

マタゴケ、グレイジョウゴゴケ、コフキツ

ノハナゴケ(高山地衣)、ウグイスゴケ、マ

キバハナゴケなども見られる。その外側に、

ハリスギゴケ(高山鯨)や、蘇類のヤノウ

エノアカゴケも見られる。そして、室蘭本

線に並行する林縁では、ヱゾスナゴケ、ヤ

グラゴケが群落している。

なお、樹幹には、高木林との共通種のほ

かに、 トゲゲジゲジゴケ、カラクサゴケ、

ウトナイ湖南東部砂丘のハナゴケ類の群搭



クリイロシダレキノリ、カラタチゴケ、サ

サクレカラタチゴケ、オリーブゴケモドキ、

サビイボゴケ、 トゲアオカワキノリ、イワ

ノリ属の奇穏なども見られる。

ちなみに、このような海浜植物やハナゴ

ケ類による特異な植生・景観の見られるウ

トナイ湖南東部の砂丘は、苫小牧市白然環

境保全地区に指定 (1990年)されている。

(4)人工林

この植生は、出東部の砂丘(第二砂丘)

に造成されているチョウセンゴヨウ植林、

アカエゾマツ植林、カラマツ植林である。

現存植生泣J (l 975~ 1977) には記録され

ていないので、植生図作成以後、植林され

たと考えられる。

林床(草木類)では、ミズナラ、コナラ、

シラカンバ、ズミ、オオウメガサソウ、ベ

ニバナイチヤクソウ(群性)、ケタチツボス

ミレ、スミレ(稀)、ハマハタザオ、キジム

シロや、地衣類のハナゴケ、ワラハナゴケ

モドキ、ヤグラゴケ、ニセムクムクキゴケ

(稀)などが散見される。

ウトナイ湖南東部砂丘に限られるネムロスゲ

4 草原植生

(1)ススキ群落

乙の植生は、現存植生図では、南東部の

ミズナラ カシワltf.ii舎の西側に、ススキ

(ヤマハギ)群落と記録されているが、北西

部や北東部にも形成されている。ただし、

いずれも小規模である。

南東部では、ヤマハギ(少ない)、ハマナ

ス、タラノキ、ナワシ口イチゴ、ノブドウ

(以上は木本類)、オオヨモギ、カセンソウ、

ヒルガオ、ガガイモ、ナミキソウ、チョウ

センカワラマツバ、オオバコ、クサキョウ

チクトウ、マツバトウダイ、アキカラマツ、

キジムシ口、アレチマツヨイグサ、カワラ

ナデシコ、ゲンノショウコ、ヤブマメ、オ

ニユリ(午前)、ハマムギ(稀)、チャシパス

ゲ、ツルヨシなどを伴っているが、ツルヨ

シの多い所ではフクジュソウ(小群落)も

見られる。

北東部では、ヤマハギを欠いて、ハンノ

キ、ズミ(多い)、ハマナス、ホザキシモツ

ケ、ナワシロイチゴ、クロミノウグイスカグ

ラ、ベニバナヒョウタンボク、ノブドウ(以

上は木木類)、ユウゼンギク、ハナニガナ、

カセンソウ、オオヨモギ、オトコヨモギ、ア

ウトナイ湖南東部砂丘の高山静ナミシッポゴケ

-102-



カネムグラ、シロネ、ヒメシロネ、チョウセ

ンカワラマツバ、クサレダマ、ハナイカリ、

エゾリンドウ、アキカラマツ、ナガボノシロ

ワレモコウ、コウヤワラビや、地衣類のワ

ラハナゴケモドキなどが見られる。

北西部(東側)でもヤマハギを欠き、ハ

ンノキ、スミ、ハマナス、ホザキシモツケ、

ナワシロイチゴ、オニツルウメモドキ(以

kは木本類)、オオヨモギ、ノコギリソウ、

ユウゼンギク(多い)、オオアワダチソウ、

ウスギカワラマツバ、アカネムグラ(媛小

化)、クサレダマ、エゾノヨロイグサ(稀)、

ヒメスイバ、クサフジ、オオヤマフスマ、

ヒメイズイ、チャシパスゲ、スズメノヤリ、

ナガハグサ、ツルヨシなどが見られる。ち

なみに、この縞生は、マツバトウダイ、ク

サキョウチクトウ、オオバコや、近くにフ

ジも見られるので、人為植生(住宅跡)か

もしれない。

そして、蘇類のスナゴケ、ウマスギゴケ、

フロウソウ、コマノヒツジゴケや、ハナゴ

ケ類、のハナゴケ、ワラハナゴケモドキ、コ

アカミゴケ、マキバハナゴケ、ヤグラゴケ、

セイヨウヤグラゴケ、ショクダイゴケ、サ

サクレマタゴケなども見られる。

ウトナイ湖南東部林縁に多いヤグヲゴケ群落
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5.人為植生

(1)人工棟地

この植生は、ウ卜ナイ湖の南西部に位置

し、苫小牧河港建設工事 (1951~1963)

の掘削士砂による裸地で、現在は地衣類

(ハナゴケ類)も目立つススキ ヤマハギ群

落に遷移し、樹木も侵入してきている。

低木屑は極めて疎らで、カラマツ、パン

クスマツ、 ドロノキ、オノエヤナギ、エゾ

ノカワヤナギ、バッコヤナギ、イヌコリヤ

ナギ、ハンノキ、シラカンバ(多い)、タラ

ノキ、ノリウツギ、ズミ、カンボク、アキ

グミ(以 kは木木類)や、オオイタドリ

(群生)、ツルヨシ(群生)、エゾノヨロイグ

サを伴っている。ちなみに、 ドロノキ(植

栽)の並木も見られる。

草本層では、オオアワダチソウ、セイタ

カアワダチソウ、ユウゼンギク、アラゲハ

ンゴンソウ、セイヨウタンポポ、ネバリノ

ギク(稀)、ヘラバヒメジョオン、アレチマ

ツヨイグサ、ジ、ャグマハギ、テマリツメク

サ、ムラサキツメクサ、シロツメクサ、ム

シトリナデシコ、ヒメスイバ、ハイミチヤ

ナギ、コヌカグサ、ナガハグサ、エゾヌカ

ボ、コイチゴツナギなどの帰化植物が多く、

，t西部のススキ群落に稀なセイヨウヤグラゴケ

q
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ハマナス、コウボウムギ、コウボウシバ、セ

ンダイハギ(多い)、ヱゾオオバコ、ナミキ

ソウ、エゾコゴメグサ、ハマハタザオ(稀)、

エゾスカシユリ(稀)、ウシノケグサ、オオ

ウシノケグサ、ヒメイズイ、チャシパスゲな

どの海浜植物が注目を引く。そして、バンク

スマツ、オニツルウメモドキ、ナワシロイチ

ゴ(以上は木木類)、ムカシヨモギ(多い)、

ヤナギタンポポ、カセンソウ、アキノノゲシ

(1'品)、キタノコギリソウ、ノコギリソウ、オ

オノアザミ(稀)、ヒヨドリバナ、サワヒヨ

ドリ、エゾゴマナ(稀)、オオヨモギ、オト

コヨモギ、コウゾリナ、オミナエシ(多い)、

オトコエシ、チョウセンカワラマツバ、エゾ

ノカワラマツバ、ウスギカワラマツバ、ハナ

イカリ、ベニバナイチヤクソウ(群生)、ウ

ラジロタデ、スミレ(稀)、ミヤコグサ、メ

ドハギ、キジムシ口、ヒロハノカワラサイコ、

カワラナデシコ、ケフシグ口、イブキボウフ

ウ、ノハナショウブ、ヌマガヤ (2株)、ハネ

ガヤ、ヤマアワ、コウボウ、ムラサキエノコ

口、キタメヒシバ、アキメヒシバ、スズメノ

ヤリ、ネジバナ、エゾフユノハナワラビなど

を伴っている。

コケ層(裸地)では、地衣類のハナゴケ、

埋め立て地のススキ群落に多いム力シヨモギ
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ワラハナゴケモドキ、ワラハナゴケ、ヤグ

ラゴケ、ショクダイゴケ、コアカミゴケ、

ササクレマタゴケが目立ち、ムクムクキゴ

ケ、ニセムクムクキゴケや、蘇類のエゾス

ナゴケ、スギゴケ、ウマスギゴケ、ナミシ

ッポゴケ、ハリスギゴケ、コマノヒツジゴ

ケ、クサゴケなども見られる。

(2)オオアワダチソウ群落

この植生は、改修された勇払川の克岸に

目立っているが、北西部のハンノキ林の外

縁にも見られ、エゾミヤコサ手サをl'rったり、

ホザキシモツケを伴ったりして、ソデ群落

を形成している。

(3)路傍植物群落

この摘生は、 l玉l道234号線沿いでは、シ

ャグマハギ (36月線に特に多い)が多く、

セイヨウノコギリソウ、ネバリノギク、ヒ

メムカシヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウ

タンポポ、ブタクサ、キクイモ、オオアワ

ダチソウ、ヒレハリソウ、メマツヨイグサ、

シロツメクサ、ムラサキツメクサ、コメツ

ブウマゴヤシ、ムシトリナデシコ、マツヨ

イセンノウ、エゾスズシ口、ナガバギシギ

埋め立て地で散見されるヒ口ハノカワラサイコ



シ、ヒメスイバ、シバムギ、オニウシノケ

グサ、コヌカグサ、オオアワガヱリなどの

帰化植物や、オオヨモギ、ノゲシ、コウゾ

リナ、ナミキソウ、イチゲフウ口、オオダ

イコンソウ、オオミミナグサ、クサヨシ、

スギナなどが見られる。 JRの線路に沿っ

ては、セイヨウオトギリ、ビロードモウズ

イカ、ハルザキヤマガラシ、ノハラナデシ

コ(稀)、エゾノミツモトソウ、カモガヤ

などの帰化植物やナミキソウ、ツルフジバ

カマ、ツルマメ、クサフジ、ヤブジラミ、

ミツバフウ口、ウシノケグサも見られる。

北西部の無立木地(駐車場付近)では、

アカミタンポポ、ヒメチチコグサ、シロイ

ヌナズナ、コテングクワガ夕、コウリンタ

ンポポ、コヌカグサなどの帰化植物や、ツ

メクサ、ナズナ、スズメノカタビラ、アキ

メヒシバなども見られる。そして、蘇苔類

のヤノウエノアカゴケ、ヒメジャゴケ、ウ

ロコゼニゴケなども見られる。

まとめ

以上、ウトナイ湖とその周辺の植牛ーと植

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。

①絶滅危慎種について

今回の調査区域で確認できた絶滅危倶種

は、ノk生・ 7毘原植生では、ナガバノウナギ

ツカミ (NT)、ノダイオウ (NT)、クロ

パナハンショウヅル (VU、R)、コキツ

ネノボタン (VU)、アズマツメクサ (N

T， R)、タチモ (NT，R)、ホロムイリ

ンドウ (R)、ゴキヅル (R)、ヒメタヌキ

北方山草 26(2009) 

モ (NT)、タヌキモ (VU，Vu)、ベニ

バナヒョウタンボク (VU)、イトイバラ

モ (EN、R)、カキツバタ (NT)、ヒメ

ウキガヤ (R)、ホソバノシパナ (VU)、

ホソバヒルムシ口 (VU)、イトモ (NT)、

リュウノヒゲモ (NT)、ミクリ (NT，

R)、エゾミクリ (R)、イトナルコスゲ

(VU， V u)、タルマイスゲ (VU， R)、

ジョウロウスゲ (VU)、ヱゾサワスゲ

(NT)、ヒメワタスゲ (NT)、ネムロス

ゲ (NT)、トキソウ (NT，Vu)、ミズ

トンボ (VU， R)、オオミズゴケ (C

R+EN)、カタシヤジクモ (CR、EN)

などである。

ちなみに、過去に記録されているが、今

l且l確認て、きなかった積は、ムラサキミミカ

キグサ (NT、V u・中屑)、マツモ

(R :中居)、ヒメビシ (VU， R:室蘭土

木現業所)、ヒメガマ (R:室蘭土木現業

所)、ヒメミクリ (VU， R:中居)、ミズ

アオイ (NT， Vu  :中居、高橋)、サワ

ラン (Vu ・中居)、ミズニラ (NT，V 

u 中居)などがある。

他の植生では、フクジュソウ (Vu)、

シコタンキンポウゲ (NT)、チョウセン

キンミズヒキ (VU， R)、ヒロハノカワ

ラサイコ (VU)、イソスミレ (VU，R)、

オオウメガサソウ (NT)、キタメヒシバ

(EN)、ニセムクムクキゴケ (00) など

である。

* [レッドデータブ、ツクの記号]

環境省 (2007): C Rニ絶滅危倶 IA類、 E

N=絶滅危倶 1B類、 VU=給滅fs'i:f¥II類、
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NT=準絶滅危倶、 DD=情報不足

北海道 (2001): V II =絶滅危倶種、 R=希

少種

②ズミについて

ズミは勇払原野では、ウトナイ湖の周辺

に最も多く、マント群落を形成している。

マント群落の中では、エゾノコリンゴと思

われる株(長枝の葉が分裂せず、赤色も帯

びない。つぼみがìØ~紅色で花柱が4"'5個で

ある)も稀に見られ、雑種と思われる株

(長枝の葉が分裂せず、つぼみが紅色で初が

露出している)も見られる。

ウトナイ湖南東部の砂丘では、ズミが乾

燥地に適応してか旬旬低水化し、注目を引

いている。そして、その木の下で、分裂し

た葉を持つズミの稚苗も見られる。

いずれにしても、ウトナイ湖の湖畔はも

ちろんのこと、勇払Jj){野の初夏の代表的な

花はズミである。エゾノコリンゴではない。

③湿性遷移について

水生絹物は、水生植物分布図 (2003)に

よれば、大きさの順は、ホザキノフサモ群

落、セキショウモ群落、ヱゾミクリ群落、

イバラモ群落(以下は省目白)であるが、今

回は、コウホネ群洛、ヒシ群落、セキショ

ウモ群落の順であると目測した。そればか

りか、エゾミクリ群点在、イバラモ群落、ヒ

ロハノエピモエビモ群落、クロモ ホソ

バミズヒキモ群落などは確認できなかった。

また、過去に記録されている狭小の群落:

フトイ群落(室蘭土木現業所2003、高橋

1993)、ヒメガマ群落(室蘭土木現業所

(2003)、アブラガヤ群落(高橋1993)、 1

ツガシワ ヒツジグサ群落(高橋1993) も

確認できなかった。

湿原植生は、ヨシーイワノガリヤス群落

の一部で、ヨシ ャラメスゲ群落やイワノ

ガリヤスーヤラメスゲ群落と見なされると

ころがある。そして、過去の調査(高橋

1993)で確認されていたアブラガヤ群落

(東北部)が、今回、ホザキシモツケ群落に

遷移していたように、湿原稿生が各所でホ

ザキシモツケ群落が拡大していることは室

蘭土木現業所 (2007)も指摘している。

④乾性遷移について

自然植生のウトナイ湖南東部の砂丘(棟

地)も、人為植生の南阿部の埋め立て地

(裸地)も、パイオニア植物の代表はコケ類

(鮮苔類と地衣類)と海浜植物であるが、コ

ケ類はともかく、埋め立て地の海浜植物

(根茎や種子)は、地 F茎や種子が海浜の砂

と一緒に運ばれてきたものであろう。なお、

埋め立て地のパイオニア縞物は、帰化植物

もそうであることはいうまでもない。

⑤植物相の消長について

水牛。・湿原植生と砂丘の植生に限れば、中

居(1987) 、高橋 (1978~1979)、室蘭土木

現業所 (2007)が記録しているが、今回、確

認できなかった種は、以下のとおりである。

7)<生純生'ホソバミズヒキモ、ヒメビシ、

ヒメガマ(以上は室蘭土木現業所)、マツモ、

ミズニラ(以上は中居)、ヒロハノエピモ

(中居、高橋)など。

湿Jljl植生.ムラサキミミカキグサ、シロ
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バナミミカキグサ、サワトウガラシ、アギ

ナシ、エゾホシクサ、ホロムイソウ、オオ

カサスゲ、カサスゲ、ヌマガヤ、サワラン、

ホロムイスゲ(以上は中屑)、オグルマ、サ

ジオモダ力、ヒラギシスゲ(以上は中居、

高橋)、ヒオウギアヤメ(高橋)など。

砂丘の植生.タルマイソウ(中居)、ヱゾ

コゴメグサ、ヱゾスカシユリ(中属、高橋)

など。そして、今回、追加できる稲は以下

のとおりである。

水生植生:ジュンサイ、コタヌキモ、ヒ

メタヌキモ、イトモ、テリハエビモ、シズ

イ、エゾミクリ、アオウキクサなど。

湿原植生.クロバナハンショウヅル、ヤ

ナギタデ、ノダイオウ、ヤハズソウ、タチ

モ、アズマツメクサ、アメリカアゼ、ナ、ハ

ッカ、ヒメナミキ、ベニバナヒョウタンボ

ク、イボクサ、カキツバタ、ヒロハイヌノ

ヒゲ、ハマイ、サンカクイ、ウキヤガラ、

エゾミクリ、 Juncusvirens、ヒメコウガ

イゼキショウ、クロアブラガヤ、イトナル

コスゲ、ミチノクハリスゲ、タルマイスゲ、

ゴウソ、オオカワズスゲ、イヌスギナなど。

砂丘の植生イソスミレ、エゾチドリ、

ネムロスゲ、チャシパスゲなど。

⑥ランの仲間について

過去に記録されたサワラン、エゾスズラ

ン(以上は中賠)は確認できなかったが、

調査区域ではトキソウ、ミズトンボ、オニ

ノヤガラ、クモキリソウ、エゾチドリは稀

で、オオヤマサギソウ、 トンボソウ、ササ

バギンラン、ネジバナなどが確認できた。
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