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北方山草（31）：87-94．March 2014

【観察日】2013年 6月 7（金）～ 9日（日）

【観察地】礼文島

【観察者】五十嵐博、岩佐範子、菊池由恵

（会計）、国京潤一、小玉愛子、佐々木博昭、

佐藤ひろみ、新田紀敏、藤田豊、藤田良子、

林廣志、藤原恵里子、船迫吉江、舟橋健、 

本多丘人（現地ナビゲーター）、松井洋（企

画）、松本一江（会計）、吉中弘介、若松久

仁男（男 11名、女 8名）
【観察のねらい】レブンアツモリソウの開

花を観るのをねらいとし、日程は 6月上旬

に設定した。

【行程】

　集合場所は 6月 7日（金） 10時 00分に

稚内港フェリーターミナル。各自家用車

10台は稚内道の駅に駐車して、 全員集合

する。

　ハートランドフェリー：稚内港（10時

50分発）．運賃：2等片道 2,400円 , 15人

以上団体 , 10%の割引（2,160円）。

船中で旅費徴収（会計：菊池由恵、松本一

江）。

　資料の配布：『プランタ』第 46号（1996

年 7月号） 特集：礼文島 , 高橋英樹著「礼

文島の植物分類地理」, 梅沢俊著「礼文島

のレッドデータ・プランツ」。

　各自持参の昼食をとる。

　礼文島・香深港（12時 45分着） ⇒トヨ

タレンタカー礼文店で乗用車8人乗り2台、

5人乗り 1台を一泊二日レンタルする。

　荷物は民宿の車で運搬される。

　3日間で車を降りて観察した地点は 18ヵ

所（図 1）になる。そこで主に開花期（�）

ないし結実期（fr）、一部生育期（v）の観

察した植物を列記する。同じ種が数カ所に

わたって出現するときは、極力重複を避け

て記録した。

【６月７日（金）】

　午後の観察：13時 30分～ 18時 00分

1 《桃岩登山口～桃岩展望台 227m》

　駐車場（WCあり） ⇒風が強く、ガスが

あるので、桃岩展望台を半周して、車道に

出る。花園の斜面を観察する。サクラソウ

モドキ � （レブンサクラソウモドキ , 図 4）、

キジムシロ �、レブンコザクラ �（図 10）、

アイヌタチツボスミレ �、イワベンケイ �、

エゾイヌナズナ � （シロバナイヌナズナ , 

図 14）、エゾノシシウド �、オオミミナグ

サ �、コバイケイソウ（蕾）、シコタンスゲ

�、キクバクワガタ（≒シラゲキクバクワ

ガタ）�、タカネグンバイ �、チシマアマナ

�、ホソバノアマナ �、マルバトウキ、ミヤ

マオダマキ �、ミヤマキンポウゲ �、コウ

ボウ �、ハクサンチドリ �、ノビネチドリ

�、エゾノイワハタザオ �、アサギリソウ v、

コモチレンゲ vなど。

2 《元地・メノウ浜・地蔵岩》

　エゾイタヤ、テリハオオバコ sp、イワ

ベンケイ �、オオハナウド、ハマツメクサ

�、エゾオオバコ v、エゾノシシウド vなど。

3 《桃台・猫台展望台》16:08-16:44． 

　礼文島では比較的珍しいヒロハハナヤス

　

礼文島花めぐり
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リ（胞子茎上がる , 図 7）をみる、ノビネ

チドリ �、シロバナノビネチドリ �など。

4 《知床》：海岸断崖の斜面を観察する。　

　余り期待をしていなかった地点だが、開

花期の花々があり見応えがあった。ネムロ

シオガマ �（図 13）、コウボウシバ fr、チ

シマフウロ �、ハマイ �など。

【宿】[ はな心（HANASHIN）] 

　礼文郡礼文町大字香深村字津軽町．

　Tel．0163-86-1648 ／ Fax．0163-86-

1608． 

　18:00頃宿につく。夕食＆懇親会 18:30-

21:00まで。

【６月８日（土）】

⑤《宇遠内歩道～ウエンナ

イ》

　往復 6km, 3時間

　早朝観察 5:30-8:20（約 3

時間）．香深井側入口・除

雪センター前に駐車（0. 

7km, 10分）して、ここよ

り徒歩になる。

　フタナミソウ（蕾 , 図

9）、エゾウスユキソウ蕾み

つけ始め、ガンコウラン v、

タカネナナカマド �、イブ

キジャコウソウ v、オオタ

カネイバラ v、センボンヤ

リ �、イワガラミ、エゾイ

ヌナズナ �、エゾノイワハ

タザオ �、サクラソウモド

キ �、チシマキンレイカ �、

トドマツ、ヒメイズイ �、

ミヤマオダマキ �、ミネヤ

ナギ �、レブンコザクラ �、ミズナラ �、ス

ズラン �、ヒトリシズカ �、ギョウジャニ

ンニク fr、ダケカンバ、ツルウメモドキ、

ツルシキミ �、ザゼンソウ �、ヒメイチゲ

����、エゾイチゲ、クルマバツクバネソウ

�、エゾスグリ �、エゾヒョウタンボク �、

イワベンケイ �、ミヤマハタザオ �、アポ

イタチツボスミレ �、エゾノハクサンイチ

ゲ �、レブンコザクラ �など。何とか蕾だ

が礼文島固有種のフタナミソウは見られた

ようです（というのはこのコースを企画し

た本人と数名は、朝飯前の散歩としては超

図 1　礼文島観察地点（実線は車，破線は徒歩）

N

① 桃岩展望台
② 地蔵岩
③ 桃台猫台
④ 知床
⑤ 字

うえんない

遠内
⑥ 高山植物園
⑦ 久種湖畔
⑧ 金田ノ岬
⑨ スコトン岬
⑩ 白浜海岸
⑪ レブンアツモリソウ群生地
⑫ 澄

す か い

海岬
⑬ 鉄府
⑭ 駒谷ヶ岬
⑮ 元地灯台
⑯ レブンウスユキソウ群生地
⑰ 礼文滝
⑱ 三角山

香深港

久種湖

うーにー

はな心

礼文岳（490m）

①

②

③

④

⑤

⑨

⑭

⑧

⑬

⑥

⑪

⑦

⑫

⑯⑰

⑱

⑩

⑮

○P

○P



　－ 89－

礼文島花めぐり

ハードコースなので、岩場の展望台でみん

なの帰路を待っていました）。

　《朝食後　9時 30分出発～》

⑥《高山植物園（兼高山植物培養センター）》

9:50-10:22．入園料 300円 , @240円 ×18

人（団体割引＆添乗員 1人割引）．

　入館するかどうか迷っていたのですが、

柵越しに開花のウルップソウ �（図 12）が

見えたので、急きょ入場しました。レブ

ンアツモリソウ �、レブンキンバイソウ �、

チョウノスケソウ �、レブンソウ �、キク

バクワガタ �、エゾウスユキソウ（レブン

ウスユキソウ , 図 11）の蕾など。

　園内で老人と娘さんと思われる二人に声

をかけられた。名札のついていない花の名

前を聞かれた記憶です。ハイヤーがとれな

く宿から歩いてこの園に来たと言います。

無料の「礼文島花図鑑」のパンフレットを

差しあげました。

⑦《久種湖湖畔》10:29-11:08．

　エゾスグリ �、カラフトテンナンショウ

�（図 5）、ドクゼリ v、トクサ（胞子）など。

⑧《金田ノ岬》11:14-11:45．

　灯台のある高台のところは、ハマニンニ

ク v、葉の表に光沢があるレブントウヒレ

ン vが生育している高茎草原です。カンチ

コウゾリナ v、ネムロシオガマ �など。車

で出発しょうとした折り、観光客の親切な

オバチャンに海岸沖にアザラシがいるから

見てきなさい、と声がかかりました。なん

といることゴマフアザラシが 120頭、岩

礁にゴロリゴロリ、気持ち良さそうです。

⑨《スコトン岬（須古頓） 》11:59-12:39． 

　風が強く、駐車場にとめた車中で昼食を

とる。シロヨモギ vなど。

⑩《白浜海岸の断崖》12:43-13:01．

　先頭車両に乗車の女性軍が、花盛りの海

岸斜面を見て、急停車、路駐。ミヤマオダ

マキ �とレブンコザクラ �などの大群落

を観察する。

⑪《レブンアツモリソウ群生地保護区》

13:18-14:10．

　〈新聞のニュース〉我々が礼文島に行く

前日（6日）に、北海道新聞の朝刊で「レ

ブンアツモリソウ　島北部の群生地で見ご

ろ」の見出しで、記事が掲載された。今年

は例年より数日遅れの先月 28日ごろから

開花始まり、……とあった。グッドタイ

ミングである。Cypripedium macranthos var.

�����レブンアツモリソウ（図 3）が咲い

ている。大型バスが何台も止まり、観光

客と一緒に散策路をぐるりと一周するが、

ゆっくりと写真を撮ることはママになりま

せん。しゃがむと渋滞です。ここで、レ

ブンクル自然館の宮本誠一郎さんに会う

ことができ、二三訊ねました。「植栽の C．

calceolusカラフトアツモリソウは抜き取り

はしていないが、消えたかも知れない。交

雑種 C. × ventricosumウェントリコスム（レ

ブンアツモリソウ ×カラフトアツモリソ

ウ）は３株くらいあったが、消えるかもし

れない。C. macranthos var. macranthosホテ

イアツモリソウはこの場所には自生しない

が、今年は花茎を出していなく、個体数は

少ない、など情報を聞けました。クルマバ

ツクバネソウ �、クゲヌマラン �など。

⑫《西上泊・澄海（スカイ）岬》14:14-

14:41．

　多くの観光客に混じり、断崖絶壁の奇岩、

怪岩、澄み渡る日本海、絶景です。
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⑬《鉄府》14:49-15:09．

　レブンアツモリソウは特定国内希少野生

動植物種（種の保存法）に指定されている、

7種のうちの 1種です。レブンアツモリソ

ウが満開、クリーム色の中に純白に近い個

体（図 2）も混生する。かなりの個体数は

あり、観察には最高の開花期である。初め

リシリビャクシンと誤った、ハイネズ（前

年度の実か）が砂地に這い広がっている。

⑭《駒谷の岬海岸》15:33-

　ここには駐車場があり、利尻島・利尻山

が遠望（図 18）できました。道路わきに

キクバクワガタ �が咲いている。 

⑮《桃岩の元地灯台方面》15:58-16:36．

　再度、桃岩に入る。カラフトハナシノ

ブ � （≒レブンハナシノブ , 図 17）、エゾ

ノハクサンイチゲ �、ミヤマキンポウゲ �、

レブンキンバイソウ �、レブンコザクラ �、

サクラソウモドキ �、バイケイソウ vなど。

　17時 00分に宿に着く。

【宿】[ ペンション　うーにー ]　

　　礼文町大字香深村字トンナイ．

　　Tel．0163-86-1541 ／ Fax．0163-86-

1571．

　宿の車で礼文島温泉うすゆきの湯に行く

（17:15～ 18:15、600円のところ宿のサー

ビス券 450円を購入）。

　レンタカーはガソリンを満タンにしない

で返却出来る（17:15）。

　夕食＆懇親会 18:40から 20:45まで。

【6月 9日（日）】

　早朝観察の企画はないが、何人かはス

キー場の斜面を観察したり、市街地のホテ

ル「花れぶん」のお庭に植えてある、蕾の

ミヤウチソウ（サクラソウ科）をみたりし

ました。6時 45分～朝食。

　7時 45分宿の車で、元地の礼文林道の

入口まで、ピストン輸送してもらう。

　半日徒歩行動で 8時 00分～ 13時 00分

の予定で、最終目的地は礼文滝ですが、各

自の体調・体力で 13時までに宿に帰館す

ることで、行動を開始する。　　　

⑯《元地礼文林道入口～レブンウスユキソ

ウ群生地 220m、1.7km,40分～礼文滝入口

分岐 1.5km, 30分》7:49-10:25．

　レブンウスユキソウ群生地（WCあり）

の付近は風が強く、霧が立ちこめる。エゾ

ノハクサンイチゲ �、ツルシキミ �、ツマ

トリソウ �、タカネナナカマド ��ミヤマナ

ナカマド、エゾウスユキソウ（レブンウス

ユキソウ）v、カラフトゲンゲ （看板にチ

シマゲンゲ , 果実に毛のある型） v、アイ

ヌタチツボスミレ � （純白な個体も 5－

6株 , 図 6）、ミソガワソウ v、ケヨノミ �、

ヤマハナソウ蕾み、イワツツジ咲始め、ア

スヒカズラ、シラゲキクバクワガタ �、ツ

マトリソウ �、ニシキゴロモ �、ハイマツ、

ヤマブドウ、ハクサンチドリ �（白花も有

り , 図 16）、リシリビャクシン（図 8）、オ

オヤマフスマ �、カラフトハナシノブ（≒

レブンハナシノブ）�、コマユミなど。

⑰《礼文滝入口分岐～（トドマツ植林）～

ハイジの丘～礼文滝歩道～礼文滝、往復

4km, 2時間半》10:25-11:50．

　礼文滝まで行ったグループと滝の手前の

ハイジの丘で引き返すグループ、ここまで

たどり着けずトドマツ植林地辺りで引き返

すグループなどに分かれた形で行動した。

　ナニワズ（レブンナニワズ）�、ムカゴ

トラノオ 1株わずかに花付ける、岩場にハ
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　図 3　レブンアツモリソウ Y

図 2　レブンアツモリソウの群落
（中央は純白に近い個体）N

図 4　サクラソウモドキ Y

図 8　リシリビャクシン N

図 6　アイヌタチツボスミレ（白
　　   花品）N

図 5　カラフトヒロハテンナンショ
ウ N

図 7　ヒロハハナヤスリ Y 図 9　フタナミソウ（蕾）N
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　図 11　 エゾウスユキソウ（蕾）Y

図 10　レブンコザクラ Y

図 15　エゾノハク
サンイチ
ゲ Y

図 12　ウルップソウ Y

図 13　ネムロシオガマ Y

図 14　エゾイヌナズナ N

図 16　ハクサンチドリ N 図 17　カラフトハナシノブ N
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イマツ v、リシリビャクシン v、コミヤマ

カタバミ �（途中老夫婦に花の名前を訊ね

られた花です）、ジンヨウイチヤクソウ v、

エゾツツジ蕾み付ける、サクラソウモドキ

�、ヒメイワタデ �、エゾノハクサンイチゲ

�（図 15）、センボンヤリ �、レブンウスユ

キソウがあったようです（私はただひたす

ら歩くだけで確認できなかった）。ゴゼン

タチバナ ���、ツルシキミ �、コケモモ v、

ウラジロタデ �、クロウスゴ �、ヨツバシ

オガマ、クルマバソウ、ホウチャクソウ、

オトギリソウ、スズラン、エゾオオバコな

ど。ハイジの丘を降りて礼文滝に行く途中、

左手斜面を見ると白花のオオバナノエンレ

イソウの群落が咲いています。礼文滝を見

て来たチャリのお兄さんに会うと、レブン

ウスユキソウを見た、と喜んで話していた

がレブンウスユキソウは蕾も蕾み、まだ花

茎は上がっていない。お兄さんは何の花と

間違ったのでしょうか？

　礼文滝の帰路、礼文林道との分岐で昼食

を取っているとき、地元の人がチシマザサ

のタケノコ採りをしていた。三人でかなり

の量の収穫をして、迎えにきたお父さんの

軽トラで帰っていった。

⑱《礼文林道入口分岐～三角山 268m～礼

文町スキー場 ,下山 40分》11:50-12:55．

　このコースは一般のガイドブックには余

り案内されていない迂回路コースです。入

口には車止めのゲートがあるのでわかりま

す。三角山を左手に望み、スキー場に向かっ

て右方向に下ると、宿のペンションに出た。

　ヌカボシソウ fr、ノウゴウイチゴ �、ウ

メガサソウ、エゾイチゲ、イワガラミ、ツ

バメオモト fr、ミヤマスミレ �、クロウス

ゴ �、ハルガヤ �、ツルリンドウ、タラノキ、

クルマバツクバネソウ、ハナヒリノキ、シ

ラオイハコベ、ホオノキ、オオタチツボス

ミレ �、ハクサンチドリ �、シロバナハク

サンチドリ �など。

　ペンション「うーにー」に 13時 00分、

予定の時間に帰館する。

　フェリーターミナルまで宿の車でピスト

ン輸送をしてもらう。

　礼文島・ハートランドフェリー香深港（14

時 00分発）⇒稚内港 （15時 55分着）。

　船中で会計決算：総額費用 639,667円で

した。

【解散】16時 15分頃ころ稚内港で解散する。

【観察日の天気】

　礼文島三日間の天候を表にしました。科

学的な根拠は全く無いのですが、参考まで

表１　観察日の天気
6月 風向・風速 (m/s)

降水量
(mm)

気温 (℃）
平均風速

最大風速 最大瞬間風速
最多風向

日照時間 (h)
平均 最高 最低 風速 風向 風速 風向

7日 0.0 12.2 15.3 9.6 4.5 6.6 西南西 11.2 西南西 西南西 4.0

8日 0.0 15.9 19.2 12.4 5.7 8.5 西南西 11.4 南西 西南西 13.5

9日 0.0 12.4 14.0 10.7 5.7 7.9 西南西 12.2 西南西 南西 0.0

参考 札幌
7日 0.0 18.1 26.2 11.6 2.0 5.3 北西 8.8 北西 -- 12.0

8日 0.0 19.5 27.0 13.5 2.5 7.3 北北西 9.9 北 -- 13.8

9日 0.0 17.1 25.2 14.0 3.6 8.7 北北西 12.0 北北西 -- 11.7
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に当日札幌にいたらの天候を記しました。

三日間で礼文島の気候を語れるものでない

のですが、特に桃岩付近とスコトン岬、礼

文林道のレブンウスユキソウ群生付近、礼

文滝の付近は霧が立ちこめ、風の強いとこ

ろでした。雨に当たらず、おおむね天気良

好の三日間でした。

あとがき

　企画をした私は学生時代に礼文島日帰

り、桃岩に行った記憶があるだけです。2

月 8日に概数 12名で宿を探したのですが、

予約をとるのにはすでに遅く、辛うじて連

泊は無理でしたが宿はとれました。

　総会の 3月 17日から参加希望者を募集

すると、なんと幹事の予想に反して 20名

を超えました。二つの宿に何とかならない

かと、交渉。最悪は分宿も覚悟していまし

たが、無事 19名が纏まって同宿できまし

た。

　天候にも恵まれ、日程はレブンアツモリ

ソウの開花とドンピャリ。なんと皆さんの

心懸けの良さよ。何より二泊三日、礼文島

を一周しながらの花談義、夜は礼文グルメ

で舌鼓、酒も美味い、一杯入ると益々話に

花・華が咲き盛り上がります。帰札しても

反省会と称して、余韻に浸っていました。

　当初はこのような形式で記録を残す計画

をしていなく、現地ではフィールドノート

は執らなく、カメラシャッターを一度も押

さずじまい。花観察の情報および写真は新

田紀敏（N）・林廣志・吉中弘介（Y）各氏

から頂きました。　　　 （担当　松井　洋）

図18　駒谷の岬より利尻山を遠望する N


