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利尻島種宮湿地の高等植物相
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はじめに

利尻ぬほ北海遭の北西側の白本海に浮かぶ火山島

である海舟森線網野の 飾と高山帯の大節分は国

立会聞に指定されている 森林帯ハイマツ事曹の面

積が広〈。海舟近〈には中金の筆原綿金のほか沼

糟湿原 甫浜湿原などの小規模な滋原(湿地}がい

〈っか知られる{小杉. 1押7) このなかで種奮湿地

は利尻島北西熔にあり，爆裂火口跡に発遣した沼補

梶原1l!浜海原とは現存織全に..いて興なり貴重で

あるという{小杉， 1997; 富士回. 2倒抱) しかし，

国立会聞の指定外にあって 鈎は土砂の担立地 k

なってお句 消滅の恐れもある すでにこの ill 地の

組金については. 'I 杉 (1 押7) 富士沼 (2000) が報

告しているが今回植物相を調査する複合を得たの

で，これらの維告の袋理と合わせて高等繍物目録を

報告する

',t il，欄盆の災鎗に当たっては佐蔵昼寝jJさん{利

尻町立悔物鱒)小杉和8衡さん{制民島自然情報セン

ター)にお世話に~った また. I家集原本の整理に

..いては，辻本涼子さん{ひがし大省樽物鮒友の会)

にお惟醤になったこれらの方に心から感謝。し上

げる

方法

網査は Z似"年7 月 9 自に行なった

積官官湿地は元はJ.5ha あったというが，現在は約

1h. ほどになっている(小杉， 1997) 今回はこの

金織を蹄筆集凋とした イネ符カヤツリグザ務

シダ類などの同定閤簸種については.1£傑照に線本

を録取し，後日間定した 問定は基本的に湾問

(1 987) に..づき。イネ符は長国 (19 帥) .ンダは湾

問 (1987) および岩槻 (1992) に基づいたまた，必

要に応じて佐竹ら (1981 ， 19 回}を-烈した和名

と掌名は(練)野生生物総合研究所の北海遺織物情

報処種ンステム (ECP 1.A NT ;日野眠 1993) およ

び環境庁(1 988) に釜づき，因縁には環境庁コード

と ECP 1.A間植物番号を付記した嫁集した贋本に

はラベルをつけて保存し!目録にはきっぽろ自然網

愛舗の収破番号を付記した
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鎗暴と"'.

今回の調査により目種の高等植物を礎 uした小

杉(I円 7) 富士図 (2α )0)には今回は織 uしてい

ないエゾエンブサクミツバオウレンムジナスグ

ツマトリソウなど 18 種が縄被されているため，本

漫虫色 e稽霞された組物は III 種となる{付表}

栂成腫を生育環境別にみると!ツルコケモモホ

ロ~イイチゴなどの漫原性の穫 eエゾノカワラナデ

y コ エゾチドリなどの海隊伎の種。トウゲプキ

ナガポノシロワレモコウなどの草原径の積に加えて，

イワヨモギコメガヤなどの岩場の繍物が見られる

これは種lIi11Jtが落岩流上の畿地にある[小杉，

1997) ことから 湿地内に岩の鴛阪が見られるため

である 会般に地表萄には小さな起伏が多<.徽環

境の変異を作り出して，祖多様性を高めている ま

た，湿地の周辺繊をゆ心にオオハンゴンソウ ヒメ

スイパなどの帰化績も多い E民地は乾燥化してきて

おり，今後湿地内般に侵入することが，む配される

エゾゴゼンタチバナ If 環境庁 (2 ∞0) のレッド

ヂ目タブックにおける絶滅危倶"類 (E N). 北海

道(zぽ均)のレッドリストの給少種 (R) に敵当す

る キタノコギリソウ イワヨモギは環境庁の絶滅

危倶 II 類 (V U) に敵当する 制定松 (1997) は北海

道北慨に S遣いで特に縛少な植物として"種を指げ，

そのう包の i 種としてエゾゴゼンタチバナを接げて

いる本樋は遺東の湿原にときどき出現するが 1 ぞ

れ以外では天趨喬と種賞理織に限定される

植生については富士隠 (2<>: 附)も述べているよう

に!全体的にクマイザサが優占している これは畢

地の中心穏が極めたてられてしまったこと 1 乾燥化

が進んでいるこ k による小組撲な湿地は，都市近

婦だけでなく地方においても i 存在。 lt少性が十分

知られることな〈消滅してしまうことも多い(角

野， 1998) ヱゾゴゼンタチパナ生育地という ζ と

に限らず。利尻島においては特に稲少な練生であ

り，積極的に保全すべき対象と思われる
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状..払浜頓別中頓 ~J 地方を中也、にして。北

海道の絶滅危倹植物の現状， 2:2~日2 北海道絶

滅危倶織物関愛併発グループ。札続
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付表制民島種調官湿地町高等植物目録

和名の震の r・J Iま・間a 団・U 蛤...のある確mI， rK.l 1叫ゆ (1991) の・・....， r副総富士図印刷}の稽包掴を示す f遭

且j は定婦道レヲドリストR・R・， r積算削除環境庁レッ FデータプヲタR・R・のランクを示す『四J 絶滅危悔祖 rvuJ M・a

危急舗。「則精少種

温レ 開 -・If ~a 学名 .化選葛s・

...‘a・・・. ，-ド
" If

トクサ桝

I 210100 00460 • スギナ 向帥ewm .rve.岨

ゼンマイ科

2 217100 00 剣lO K ゼンマイ Otmun<hj. ，同mω

3 21臥XlO 00870 eF ヤマドリゼンマイ o，m叩<1..飢un annamomeumv肌ゐ ki C1l5C

オンダ狗

" 224400 06230 • エゾメγグ A，h一同'urn bill明tron，

イオト事時

5 413300 65775 • シパムギ ""沼'P~句。，中国S •
(; 414100 “ 82' • コヌカグサ ""剛凶 .11.. ‘・

7 4148曲“." • ヤマヌカポ 有rostis c/.."f.

• 42‘ 200 66明lO .阻 イワノガリヤス c.Jarrugrosti~ anadem;, v低 I"npdorllij

9 430600 67330 • カモガヤ D.司"is slomcr・e・ •10 43 興lOO曲 oso • ォーゥシノケグサ FesfUa el，・'"即時I. .rondin.，司 *
11 .......‘'1<' • オオウシノケグサ Festuarob,..
12 443000 ‘831lO K コウボウ H閣官hloe 0(おnu Val".pubelαm

13 ‘ 49200 68910 eK コメガヤ ルi(e/ic;. nU'.1lI

14 4S0 l{調。 ω0 刊 .悶 ススキ Mis 伺rnhus ';neMU

IS 451200 69130 eKF ヌマガヤ MoIini ・~JX> ruCl

16 4.5兎曲目 ω。 • オオアワガL') Ph加mpnlcnse •17 458000 69710 .師 ヨシ Pro 司jl1'l， taωmmumJ

18 465500 704b0 • ....スズメノカタピラ 畑町山 •19 472400 71220 .町 クマイザサ S岨岡市町山

カヤツリグザ桝

20 485400 ヲ3明lO .K シ司ウクa ウスゲ 白眉blephoriu明

21 4885 同 74“。 • チ.シJ守スゲ 白眉印刷同Iyllu 制b.p.m悶ulrich•

22 497500 N820 F ムジナスゲ c.rul-sioe. ゅa 制b，p. ocω'Jrv lS

23 "列帥 '"岨 .KF ヤヲメスゲ 白田炉事勾也

24 SO 儀。 o 75120 .KF ホロムイスゲ 白四 midd c，mkJl冊

25 5019 曲7s2・ 0 .K ホソパオゼ.マスゲ 白田岡山~" vu

26 SJ62 叩 76270 .K アゼスゲ 白=<h四回世

27 520 “加 o 76870 .K クロヌマハリイ EI=削ri， /»lulUU ・ub$p. int田山

28 52 防相 77030 .昨 ワタスゲ 面oph OnJ m v，勾pn. fIl m 刷blp. liuriei

サトイモ桝

29 529300 727 剣3 eK シ a ウプ JlcoroJc"J.muJ

イグサ科

30 540000 64740 .町 エゾホソイ j山cus {jJ iゐ="

31 54)$00 64930 • F イヌイ Jon削戸'OK醐M

32 543800 64950 K スズメノヤリ Luu1Map;uu
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通し '" .総" ~名 筆名 -化 s・-

ユ.骨リ務 値観・町 ヨード
枇"

"551700 61650 K スズラン Co"，叫m. 知:sltci

34 555700 62020 .， σ エゾゼンテイカ Heη 開。“ lI is dWIIO rT尼rii VII.escuJcm.

3S 566500 630 田 K ヒメイズイ Polyg剖刷m humile

36 567300 63070 K オオアマドコロ Polyg聞"urn OOfN山m明 m岨"'"~，叩J

ヲン科

37 594900 80340 .K ハクサンチドリ 白τhis酬，./.

38 597 6'冊80<，" .K エゾチドリ PI.tJl"thcnmeubifoii.

ヤナギ蒋

" “誕泊00 10550 K ミヤマヤナギ S<Uizreinii

'"⑥価 400 10660 • オノエヤナギ S:l1iJts.di.lin~ lJ js

ニレ将

41 618600 122 跡。 • ハルニレ Ulmusd，吋d・TN vir.} 凋'powc ・

クワ将

42 62 国間 12630 • ヤマグワ Monu"ωlr~liJ

タヂ草寺

‘ 3 6314倒3 14360 • オオイタドリ Polyg個urn ，J.I chalj1lt:1l~

44 633 醐 14380 • ヒメスイパ IW~ ・国師10 *
45 635100 14510 • エゾノギンギシ JW~ obul$ifol叫 ‘ド

ナデシコ科

46 644)20 14830 .K エゾカワラナデシコ Di,nthus SUjJ(坤w

47 647200 15040 .K オオヤマフスマ M田hringi.bほriOon

キンポウゲ科

48 65 明誕)() 17440 K ヒメイチゲ Anemonedeb;/;,
特 6630曲 18110 K ミツJ電オウレJ CcPU$tri ゐIi"

so “"冊 187. ゐO .KPア'"カラマッ 1"h,, /idIUm minusvat.hn; 栂kuα'"'

.，. γ蒋

"6728側) 2129-。 K ヱゾエンゴザク Coo曲lis WJbiglJ.

52 日筑間 21S 冊 K エゾキケマン 白.，.，.仙伊泊醐

ユキノシタ将

53 ω日田 24 郎。 . K ノリウツギ H同省略ap師四1・u

パラ草寺

54 106900 25180 • ォーシモツケ Filipen曲1・ b剛'sWliu

55 711900 25610 K キジムγ ロ PotCt1/iII.fNgvioidc:rVa!".m.jor

56 721600 26730 .町 ホロムイイチゴ IW 伽凶 S chlm~ 加。 ru ，

57 722200 26880 • エゾイチゴ Rubus KhωZ 刷bip. Inc/.tlo!'同凶

58 724861 27580 .KPナガポノシロワレモコウ 5" 宮町 '0 品， fen Ulゐ Ii. fonn..Iin

マメ草寺

S9 7332 田""開 . K エゾヤマハギ 臼'I'«たu bicolor

ω739100 29820 .KPセングイハギ 目。 mops;s /upinoides

61 739800 29850 • ムラサキツメクサ TrifoliumpDtcfUc *
62 7399 曲""" • ンロツメクサ 日ゐ·/iumrepcns ‘院

63 740100 29950 . K クサフジ Viei.crｻca

フウロソウ務

“ 7‘3例xl 30630 • ゲンノ νョウコ G匂湿mum lhunb句が，
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ー・し '" ....庁 "名 学名 ."巡怠細血

-ーIt ...... ヨード 抱庁

モチノ，.務

!!is 7500曲 33260 eKF ハイイヌツゲ 1kx=.,. var.pーん d~

ーンキギ科

“ 7s凶JO 3J穴刻。 eK ツルウメモドキ 帥山'$arbirublus

ブドウ梼

67 761100 )~830 • ノブドウ 加凶中sis bl柏戸山n叫ω

68 7616 国"例。 • ヤマプドゥ viωω'8'帽，~

アオイ終

ω7制100 ]54(15 • ジャコウアオイ M.Jv.mosd・'" ホ

オトギリソウ科

70 7667(1) 20880 eK オトギリソウ H_守ωm e:rutum

グミ科

71 1394 叩"調。 • アキグミ E悶E即J umbel!.u

アカパナ栴

72 784800 ]8150 • メマツヨイグサ ζler!orh四 bienroJ 事

ウコギ草寺

73 7874 曲 ]8580 • ウド Anli, COl由"

セリ事事

7‘ 789000 38750 K エゾボウフウ Aegopodium.Jpeslte

75 790700 ]8 創xl eK エゾノヨロイグサ んnscHc.,M;h.lint:ns;.

76 791200 39150 . K シ.ク An仇m何H〆叩ln'制blp.semI-d.

77 79 封JOO 39380 • エゾノシシウド ζ:odopkurum luddum

ミズキ務

78 'N9100 38 ・..， eKF エゾゴゼンタチパナ ζ::O ffiUS nl悦'" R EN

ツツジ栴

79 818200 42440 e Iσ ツルコケモモ V.cdnium0…
ずンコウラン特

80 821100 42570 eKF ガンコウラン Empd.romn伊'U rn Val".I'peru ωm

サクヲソウ科

81 息25800 42960 K ヤナギトラノオ Lpim.chi, Ihyrsifl~

82 826400 42970 eF クサレダマ L戸jmlchi， vt.t恒t1ssubsp. d・~n"

83 835300 432'干。 KF ツマトリソウ Tnenf.1is 倒岬抽

ムラサキ桝

84 861100 47450 • ワスレナグサ M戸»OlU sip酎附

‘'85 8620 田 475]5 • ヒレp、リソウ Sf'η，ph戸田I olliciruk ‘跡
シソ草寺

“...， α) 48410 • チシマオドリコソウ G..。戸is bifid.

87 8715 曲"“。 圃 エゾンロヨド Lyて'opus uniBorus

..肝8s凹 49430 • エゾイ匁ゴマ SuchY' 而aたn'低町1fou

アマノハグザ務

89 89 2(初 o 51180 • エゾヒナノウスツポ Srrophul.ri.gt3Y"fU

オオバコ科

90 904SOO 52380 • ヘヲオォ，電コ PI."r-soJ."cm.u •アカネ稗

91 91 問団 46230 .K ホソFてノヨツノ電ムグラCiliumui耐州四 b~ 咋Ied uncub 即"
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過し "' ."" 相名 '名 .~ ，・..

.....WI," コード 抱It

92 913800 -4 69 ‘。 eK アカネムグラ Rubi~p ω:II S'S

キキョウ務

93 9270 同 54130 eK ツリガネニンジン A申lQ pOO'" mph〆I. 刷b叩叩岡田 mPM' uJ. r.

キク科

'‘ 9313α) 544)0 eK キタノコギリソウ Achil le. 中in. ，ubsp. 川'pcro “ vu
9S 9355 α， "‘20 .旺 ヤマハハコ Am，同:.IiI tJJ.I.事訓a抽幽b伊 HlgJJJtlQf

96 93890 冊 54870 eK イワヨモギ M=ti si. 仰向'yom og.r vu
97 941400 54" 。 .陪 オオヨモギ M c:mis;.mo",.".

.. 9・5330 55350 • エゾゴYナ ""a酔htu var.sJehni

99 955800 5'066 • フランスギク 口町珂mhemum /CUe温nthemum •1叩 960200 56480 eF チシマアザミ 印刷 m bml$ch.ticwn

101 9‘ 9100 smo • ヨツノ電ヒヨドリ £up唱I/orium dJjn曲~ sub,p. ur:h.JitIDlJC

102 97¥500 S8QZO • ヤナギタンポポ Hi«習dum umbdllllum

103 971800 58066 • プタナ Hypochot:ris,..dial. •ゆ" 912S00 581 曲 K カセンソウ lnu/.u/jdmlV'll".ui.tie-

IDS 979100 586“ 3 .時 トウゲプキ J>が11.ri. hodsωm

"泌 ..α)()() ssno • シカギク M.uian.temgonaspam.

107 980S凹 "88 。 • アキタプキ Pcrtu;tes).I pomwl 削b停 ilg VJ1tw

108 9即興 XI 58910 • コウゾリナ Pieri, hiet酒αo悶b 則b"，戸pcroω

109 981 9'回 5目前 • オオハンゴンソウ 脳出血 J"dni.t. 調齢

110 98 帥曲 "“加。 • ハンゴンソウ sa柑rio C.tlM“ゐ/;ω

III 990 剣lO "叡調。 eK コガネギク So1ichgovirpu /'l:'J ・剛 b伊 kヨ。僧司 P'
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N. 線周和名 線本番<t No 保鳳和名 徳本番@

4 エゾメシダ ol国AKANJOOl>O 2s ホソパオゼヌマスグ 出C臥1<AJ'<OO32S<

5 ンパふギ OlC臥lW岨@却 u. アゼスゲ CHC 臥lW咽岨 JS

6 コヌカグサ OlC浴AIW<お<1"9 27 クロヌマハリイ ζ出Cお~31

7 ヤマヌカ>Ii 口iC芯AIW頃珍ω28 28 ワタスゲ 日'0 臥KAN 血.，，，

10 オニウシノケグサ o裂コ SAKA あ置胞.，‘ 4 31 イヌイ Ol C誕抗 KANOOω ゅ?

II オオウンノケグサ 0l0SAJ<mX><l3J8 76 シャク Ol e芯AKA 同お<1>0 1

"
オオスズメノカタピヲ C剖C芯1lJV\N'J)(lJ)9 87 エゾシロネ Ol C怠AKA れ1OO<Il<!

20 シ凶ウジ冒ウスグ Ol C怠AJ<Am) ω24 91 ホソ，宅ノヨッ，電ムグラ ζ:H C芯AKANOO<ll 32

21 チャシパスゲ CHC 瓜AKANJOOl 27 t“ ンカギク OlC芯""""'"α''''

23 ヤヲメスゲ 010 臼JW<OO3‘ 5 109 オオハ Jゴyソウ C剖C鼠""""'"ω"

24 ホロムイスゲ 。帝国刈弘会副 ω"
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