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洞爺湖中島の植物相

中島は北海道南西部、かl爺湖の中央部に

あり、大島、弁天観青島、鰻頭島の3島か

らなる(写真1)。

中島の植物相については、尾崎 (1997)

が1976~1977年における植生調査の結果

を主体として1977年時点の楠物相を記録し

ている。また原 (1978)による中島の植物

の断片的な記載がある。その後、中島では

1980年頃からエゾシカによる森林植生への

影響が現れ始め、 1984年には樹皮はぎによ

る枯死水の培加、ササ類や稚樹の減少・消

失、不晴好植物の培加など、楠生への影響

が顕著に表れた(梶1993)。幼型F・宵木

(2007)は全島の梢物相調査を実施し、現在

(2004年)の植物相と尾崎 (1997)による

1977年時点の縞物相を比較してエゾシカの

増加がi同爺湖中島の維管束柏物相に与えた影

響を評価した。しかし植物相については未記

録の種があり(高橋裕史さん私信)、 2007年

以降、機会のあるごとに中島の植物相を調

貸している。これまでの調室の結果、植物

相に関する既存の文献で記録されたものの

近年確認されていない植物を再確認したの

で報告したい(中島での初確認稀を含む)。

j向爺j胡中島の概要と植物相の記録

洞爺j胡は而積70.7km'、最大水深179.7111

のカルデラ湖でカルデラ地形の形成は9~

13万年前の火山活動によって生じたと考え

られている(国土地理院2000)。その後、 4

~5万年前ごろ、カルデラ中央に多数の安

山岩質溶岩円I民丘からなる火山が噴出して

現在の中島が形成された(国土地理|涜

2000)。中島の最高点は大島の西山で標高

455111に達する。大島の植生は落葉広葉樹

林が大部分 (93.8%)を占めており、その他

にトドマツやカラマツの針葉樹人工林

写真1. 洞爺湖中島全景 (2008ふ13 有珠山)
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写真2 ヤマシャクヤク (2007.6.8) 写真3 ヒ口ハハナヤスリ (2007.6.8)
原境骨柄物レッドリスト2007準絶滅危倶種 写真中央北海道RDs2001希坐種 (R)
(NT) 中島では工ゾシカィ、唱好植物となって
いる ベニバナヤマシャクヤクは近年確認さ
れ亡いない

(3.7%)、市以(1.4%)が見られる(梶

1993 ;宮木ほか1997)。

助野・池山が2007'r‘6月8日に大島中央

官liの草原と凶山の南方にのびる小稜上の

178mピーク、助野・小嶋・小嶋が2008年

7月13日に西山の南西側斜面を主に踏査し

て植物相を記録した。

洞爺湖中島で再確認された植物

今回の踏貸で記録された植物のうち、丙

確認した植物や初確認した植物を付表に示

した。 1978年以降、中島では記録されてい

なかった植物(尾崎1997;助野・宵木

2007)はオヒョウ、ジャニンジン、ワタゲ

カマツカ、ナワシロイチゴ、ウリノキ、キ

ヨスミウツボ、イワニガナ、オニタビラコ

の8稀である。尾崎(1997)で記録されてい

るが、助野・宮木 (2007)で未記録の植物

はオシダ、イヌヨモギ、エゾスズランの3

種であった。また、ノミノフスマが中島で

は初めて磯認された。中島には植生の変化

を測定するための調査区があり、防護柵で
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シカを排除した調査区も設置されている。

エゾスズラン、クルマユリ、オシ夕、は防護

柵の中で記録されていた(助野・宵木 2007)

が、助野・宮木 (2007)の調査以降、防護

柵の外で記録されたのは初めてであり、オ

シダにはエゾシカの採食浪があった。中島

ではエゾシカの採食圧によって個体数の著

しく少ない植物が多く、なるべく標本の採

取をひかえている(フロラの全体像を写真

で記録していく必要があるかもしれない)。

イネ科、スゲ属、カラマツソウ属に未同定

の種があるので、今後は現地で同定作業す

る予定である。

ハルニレやオヒョウニレといったこレ科

縞物はシカの食害を受けやすく(例えば、

小島ほか2006)、島内では絶滅したと考え

られていた(助野・宮木2007. ただし大烏

の船着き場周辺の公閑区域にハルニレがl

儒体残存する)。しかしオヒョウ二レについ

て、阿山の南西側斜面の湖岸でl個体、{也

に高さ5m以下の幼樹を2個体確認した。

西111の南阿側斜而にはホオノキやミズナ
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く付表> 洞爺湖中島で再確認された植物(中島での初記録種を含む)

PTERIDOPHYTA 

Dryopteridaceae オシダ科

* 1 Dryopteris crassirhizoma Nakai オシダ

CHORIPETALAE 

Ulmaceae ニレ科

2 Ufmlls faciniata (丁目utv.)Mayr オヒョウ

Caryophyllaceae ナデシコ科

N 3 Steffaria lIfiginosa Murray var. lIndufata (Thunb.) Fenzl ノミノブスマ

Cruciferae アブラナ科

4 Cardamine impatiens L ジャニンジン

Rosaceae ノ〈ラ科

5 Pourthiaea viffosa (Thunb.) Decne ワタゲ、カ 7 ツカ

6 Rubus parvifofius L ナワシロイチゴ

Alangiaceae ウリノキ手↓

7 Afangillln pfatanifofium (Siebold et Zucc.) Harms var. trifobatum (Miq.) Ohwi 

ウリノキ

SYMPETALAE 

Orobanchaceae ハマウツボ科

8 Phaceffantfws tubifforus Siebold et Zucc キヨスミウツボ

Compositae キク科

9 Artemisia keiskeana Miq イヌヨモギ

10 fxeris stofonifera A. Gray イワニガナ

11 YOllngia japonica (L.) DC オエタビラコ

MONOCOTYLEDONEAE 

Liliaceae ユリ科

* 12 Lifium medeoJoides A.Gray クノレ7 ユリ

Orchidaceae ラン干干

* 13 Epipactis papiIJosa Franch. et Sav エゾスズラン

1 )学名は米倉浩司・梶田忠 (2003-) rBG Plants和名目学名インデックス J(YList) ， 

http://bean.bio.chiba-u.jp/bgplants/ylist_main.html (2008年 11月 25日)による。た

だしワタゲカ 7 ツカは諸問謙譲 (2001) r北海道植物図譜Jを参照した

2) エゾシカ防護柵の外部で初めて再確認された植物に I本 j を付した i

3) 中島で初めて記録された植物に rNJ を付した
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写真4 中島(大島)中央部の草原 (2007.6.8)

ラ、ハリギリ、カツラなどの大径木が多く、

エゾシカの不噌好植物であるハンゴンソウ

やフッキソウが群生している場所もある。

‘方、急傾斜で高さ数111の露岩も見られ、

このような露岩の 1:部にはトラノオシ夕、や

オウレンシダ、クルマユリ、ウリノキ、ミ

ヤマナルコユリなどが確認されている。巨

大な岩の上部では植物はヱゾシカの採食か

らのがれやすいのかもしれない。また斜面

の下みや湖岸では岩や際の集積した場所が

あり、 j京風がふさ {/jして「風穴」となって

いる場所もある。今のところ、このような

風穴地や粁燦地に特異的な1荷物の分布を確

認していないが、員F苔類や地衣類が成育し

ている。このような場所での地衣類相や蘇

苔類相の調査は今後の課題である。
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