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はじめに

　道内の分布調査では各地でヤブハギを見

かけるものの、標本採集を行わずヌスビトハ

ギと識別してはいなかった。 2012 年度は各

地で両種の標本を採集してみた。文献調査

と併せてその結果を報告する。

検索表

　大橋 (1982) では、以下の検索表となる。

①ヌスビトハギ：小葉は厚質で多毛、裏面

は緑色で、網状脈が目立つ。葉は茎全体に

散生する。花はふつう紅紫色。

②ヤブハギ：小葉は薄質でほとんど無毛、

裏面は帯白色、網状脈はあまり目立たず、先

はしばしば長く伸びる。葉は 4 ～ 6 枚が茎

の中央付近に集まってつく。花は白色で、花

弁の先は帯紅紫色。

　大井 (1983) では検索表にヤブハギはなく、

ヌスビトハギの解説中に「小葉は卵形、鋭尖

頭、質が薄く毛が少ない。葉は茎の中部付

近に集まってつく」とある。

　大橋 (1982) では道内にヌスビトハギ、ヤ

ブハギの 2 種が分布し、ヤブハギは「ヌスビ

トハギの一型で、より陰地を好み、山地の林

下にみられ、分布も北方型である」とある。

　大橋ほか (2008) ではヤブハギは 「ヌスビ

トハギに非常に似ているが、葉が茎の中部に

密集して生えること、葉質はうすいこと、下

面は淡色になること等で区別できる」とある。

文献調査（産地のある報告）

　横山 (1951) では、ヌスビトハギの産地は

川西村、豊頃小川、池田とあり、ヤブハギは

池田となっている。

　釧路標本目録 (1983) ではヌスビトハギの

産地を弟子屈町屈斜路湖畔池ノ湯としてお

り、滝田 (1987) と同様である。

　原 (1983) ではヤブハギ、原 (1985) ではヌ

スビトハギが掲載されており、ヤブハギは室

蘭市、ヌスビトハギは松前町の撮影である。

滝田 (1987) ではヌスビトハギの産地を弟子

屈町屈斜路湖としている。

　千歳の植物 (1988) ではヌスビトハギで報

告している。

　釧路標本目録 (1989) ではヌスビトハギの

産地として、仁伏、弟子屈としている。

　旭川の動・植物 (1991) ではヌスビトハギ

のみで、神居古潭、嵐山、江丹別、東鷹栖、

神楽山、旭山、台場としているが神居古潭、

嵐山を確認した結果はヤブハギであった。

　原 (1992) では札幌市内など 53 地点中、

32 地点にヤブハギが生育することになって

いる。途中からこの調査に参加した筆者も札

幌市および周辺ではヌスビトハギを未確認で

あった。

　伊藤ほか (1994) ではヌスビトハギは宗谷

支庁以外の 13 支庁、ヤブハギは檜山、胆振、

日高、後志、石狩、空知、十勝、釧路の 8

支庁に分布するとされている。

　北見標本目録 (1994) ではヌスビトハギは
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留辺蘂町紅葉山、北見市南丘（蘭国）、紋別

市小向、北見市緑ヶ丘（裏山）、津別町本岐、

遠軽町清川、北見市美里（クトンニコロ沢）、

弟子屈町和琴、ヤブハギは北見市相内となっ

ている。

　函館標本目録 (1996) ではヌスビトハギは

浦河町、函館山、奥尻町、苫小牧市、ヤブ

ハギは駒ヶ岳が産地となっている。

　北見標本目録 (1997) ではヌスビトハギは

北見市野付牛公園、北見市大正、北見市北

見ヶ丘、留辺蘂町温根湯ツツジ山となってい

る。

　滝田 (2001) でのヤブハギの産地は野幌森

林公園で、文中に「北海道ではヤブハギの方

が多い」と記載されている。今回の調査で

は江別市野幌森林公園でヤブハギ、ヌスビ

トハギの両種を確認した。

　海老沢 (2002) では、ヌスビトハギのみで

北見市（以下北見市を省略）富里森林公園、

毛当別林道、上仁頃峠一帯、緑ヶ丘、南丘

森林公園、北見ヶ丘周辺、若松休養林一帯、

若松・最上線（若松側、最上側）、協栄ダム

周辺、貴田の沢・左沢（豊成林道）などを

報告している。

　合田 (2004) ではヌスビトハギは 「証拠標

本（Ｈ）釧路、石狩、胆振など 20 数点、同

定証拠標本（Ｋ）夕張清水沢、神恵内、諸

資料分布地：渡島 5 点、上川 4 点、（網走、

北見、十勝、後志）4 地域各 2 点、宗谷、

空知、日高、北大資料：根室、留萌、桧山」

とあり、全道分布としている。ヤブハギは同

定証拠標本（Ｋ）：ピンネシリ岳の山道、諸

資料分布地：十勝 2 点、北見、空知、石狩。

北大資料：釧路、後志、日高、胆振、桧山」

などが報告されており、伊藤ほか (1994) 同

様にヌスビトハギが多いことになっている。

　梅沢 (2007) のヤブハギは札幌市藻岩山の

撮影である。

　原松次コレクション (2008) ではヌスビトハ

ギは恵庭市島松、弟子屈町和琴半島、大野

町、豊浦町、早来町、伊達市有珠町、松前

町、ヤブハギは登別市鷲別、長沼町、伊達

市有珠町、松前町、札幌市中ノ沢、苫小牧

市植苗の標本が北大にあり、伊達市有珠町、

松前町は 2 種が重複していた。

分布調査（予報）

　1989 年から 2012 年までの調査で確認し

たヌスビトハギ、ヤブハギ 2 種の確認地を図

1 に示した。●印は確認済み産地を示し、○

印は各種文献などから産地の判明した地点

を示した。

　筆者の調査傾向なのか道北、道東での確

認が少ない。春季は全道をくまなく廻るこ

とが多いが今回のテーマ種は秋季種であり、

図１．ヤブハギの北海道分布



− 97 −

五十嵐　博 ヌスビトハギ、ヤブハギの北海道分布（予報）

限定されているのかも知れない。

　2012 年度に標本を採集したヌスビトハギ

の分布地は図 2 に●印で示す 22 地点であ

る。また、同年に標本を採集したヤブハギ

の分布地は図2 に○印で示す21 地点である。

●印の中で 4 地点は両種が重複して確認さ

れている。比較すると大きな傾向は判別出

来なかった。当初は道南などにヌスビトハ

ギが多いのではと思い分布調査を開始した

が文献調査では違う記載が多く、文献では

過去にヌスビトハギ、ヤブハギを分けていな

かったのではと疑ってみたが、そうではなさ

そうな傾向であった。前記したように一部の

文献には疑わしい点も判明した。今後、標

本採集を継続することでこれらの傾向が判

明するのかも知れない。

　現時点での印象では道内にはヤブハギが

多く、ヌスビトハギが少ないのではなかろう

か。今年の調査では北見地方などが未調査

であった。文献上ではヌスビトハギが多い印

象である。今回の調査では一部に 2 種が重

複して確認された。

　北海道大学総合博物館の標本庫を 2012

年 11 月に閲覧した。全ての標本を確認しな

かったが古い標本はヌスビトハギとされてい

た。これが伊藤ほか (1994)、合田 (2004)

の結果が示す道内にヌスビトハギが多いこと

の原因ではなかろうか。

まとめ

　今後の調査で判明すると思われるが、ヤ

ブハギ、ヌスビトハギは道内ではかつて分け

ることがなかったのではなかろうか。

　牧野図鑑などでは古くから分けられていた

もののヌスビトハギとの思いこみのため文献

調査を行うとヤブハギを認識することが少な

かった印象である。

　逆に筆者自身は原 (1992) に同行した札幌

市内調査での印象で道内にはヤブハギが多

くヌスビトハギは少ないものと考えていた。

　今回の採集調査の結果では両種が混在す

ることが判明したので今後も継続的に分布

調査を行う予定である。

（北海道野生植物研究所）

図２．ヌスビトハギの北海道分布 ヌスビトハギ　北斗市　2012.9.23.
＊枝は分散している。
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