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はじめに

利尻島は北海遂の北西側の日本梅に穆かぶ火山鳥

で鰻高地点は口 21 mである森林限界は様高約

7曲mで，それ以上はハイマツ平野となる(沖海ほか 9

1987) 鴛7白地区にあるポン山は利尻山の寄生火山

で標高は 444 mと貌称媛界に比べると低いが，頂

上付近 l孟風衝のため樹株が切れて小規綾な@積地が

尚現するポン山には利尻山霊山の憲治コ…ス入り

口(北箆野管場)から頂上にいたる散策路が象霞さ

れている(宮本他国， 1997) 今回はこの散策路を

使い植生帯ごとに舗物栂を網査した また，砂耳東

地周辺の高山植物野帯では方形区を用いた組生調査

を実施した これらの結集について報告する

現地調査には飯図紀典子さん坂本塁恵さん察野

千様子さん浜塚祥子さんが •.加された利尻町立情

物館の佐藤寝耳草学獲員には関査に診加いただ〈ととも

に研究報告への縄線でお世厳になったまた，ひがし

大雪縛物錨宜の会の辻本涼子さんには標みの聾理でお

世話になった これらの方には心から感W'!lしょげ

る なお本調査は北海道の事実である高山摘物分布

データベース作成事寮の一環として実鎗した
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表 1 ミ ヤ マ ハ ン ノ キ 癖 奮 の 纏 組 成

方 形 区 番 号 QJ
方II 区サイズ 2m>2m

植値段率 '00
ミヤマ J、ンノキ so
ダケカンパ 20

ナナカマド 10

ハイマツ 5

トドマツ 5

ハリギリ g

マイヅルソウ “3
エゾイチゴ 10

イワノガリヤス 5

オオヨモギ 4・

チンマアザミ 司.



表 2 イワギキ..癖稽および活ノエスゲ エゾム.シヨモギa軍事

の種組成

鎗果と_.

今回の欄査により l 針広混交林で'"種.グケカ

ンパ林問視.砂棟地 35 種，置す '98 種の高等植物

を織躍した針仏自車交林帯では，高木積林床革本

のほかi 畳山口周辺を中心に荒地革本が多かった

また。エノユズリハ ミヤマガマズミ ハイイヌツ

ゲなどの 81ド梅要素もみられた グケカンパ林で

は，エゾカンゾウエゾノヨロイグサなど体織"明

るい林内を好む継物が多かった砂棟地ではハイマ

ツイワギキ 2 ウキクパクワヲfタなどの高山編物

10積が生育していた稲少種としては，ヱゾイチヤ

クソウが阻Bの絶滅危恨 'A類 (C同エゾタカネ

76

周辺を路交対象とした この巨闘

を針広混交鉢ダケカンパ噛頂上

付近の砂横地の 3繍生帯 iこ分け，

各組生帯ごとに図録を作成した

本旭区は磁立公開内であり採取は

鍛止されているので，現地での同

定のみとした和名は(株)野生生

物縫合研究所の北海道繍物情報処

理システム (ECP lANT ;日野間，

1993) および環境庁 (1 押2) に若

づき， §録には環境庁コードと

ECPLANT 編物番号を付記した

環境庁レッドデ〕タプック(環境

庁 2000 ，以下回 B) ，北海道のレッ

ドリスト(以下， RL) に基づいて

締少唖の判定を行なった

方形区はミヤマハンノキIf務に

l タ所 (2 X2m) イワギキョウ

務務に 5. 所{各 IXlm )，オノ

エスゲーエゾムカシヨモギ群務に

,.所(l X 1m) それぞれ設け

た方形置の大きさは指成腫のサ

イズをE換させて夜えた畿度は

1M‘ごとに記録し， 10%未満につ

いては 5% ， 1% ， +(1%未櫛)と

した
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群落名 イワギキ冒ウ g単調E 才ノエスグーエゾ

ムカシヨ司E '1'.惨事事

方形区香't QZQJ~~ Q§ OJ
方形 Eサイズ Im.zlm

継後当事 570103050 70

イワギ".ゥ 5 5 S 20 "。

スズメノヤリ 4・ ー. ー. 10

グケカンパ 60 5 10

ミヤマハンノキ 5 s
オノヱスゲ 5 + ( 0

ェ、/ムカンヨモギ ー. 20

ハマハタザオ 叫.

4・

キクパクワガタ + + +

アイヌタチツボスミレ • φ φ

ヤナギラン 一・ +

エゾイチゴ + φ

ヤマハハコ ョ，

コガネギク 司.

オオヨモギ +

ミヤマイボタ s
ハイマツ 一. +

エゾタンポポ

カンチコウゾリナ +

ヅメクサが RDB の絶滅危倶1B類 (EN) .RL の絶

滅危機暖 (er) ，オノエスゲ オオハコベ キタノ

コギリソウが RDB の絶滅危恨 H 類 (vu). コフタ

パラ〆が RLの希少種(叫だった帰化極は，針広

混交林で 16種 グケ力ンパ林砂疎地でそれぞれ

l 種{ともにカモガヤ)出現した

ミヤマハンノキ欝落は樹高 1- l.S rnのミヤマ

ハンノキが上層を形成し下層にMマイプルソウが

優占していた(表 1 )植被率は 1曲"，合針後""1

168%だった幽現績は金舗で 11 種で，ハリギリ

グケカンパトドマツなど針広復交林の4脅威積も含

まれていた強い風衡によって樹体化することが題

止されてできた群落といえる

イワギキ a ウ僻硲は砂棟勉に多〈見られたがι ダ
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ケカンパのパッチの緑にも分布していた{表 2) 組

後君事は 5 -70%，合計被演は 5 -71%だった 出現

種は 2-8 積(全81<で 16 種}で}ヤナギランハ

マハタザオなどの草原性の種ゃキクパクワガタカ

ンチコウゾリナなどの高山植物も含まれていた風

衡がもっとも強〈斜面の傾斜も大きいため砂様土

織は不安定で!低木蔦蔓革本も生育できない織既

に成立した群落といえる

オノエスグエゾムカンヨモギ群落はイワギ

キヨウ群落に鍵接して分布していた 被被率は 70

% 合計被度は円%だった(表2) 幽現種は金書事

で 12 種で，スズメノヤリ アイヌタチツボスミレ

などイワギキョウ8幸福との共通種も多かった (10

積) ミヤマハンノキ群落とイワギキョウ群落との

中間的な5環境にできた帯構といえる
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日野間彰 1993.~と渇進繍物情線ンステムについて
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付表制尻島晴泊ポン山の高等植物目録

「進RIJ は北海道レッドリスト1Gtnt， r凋境庁j は環境庁レッドヂタプック配線賓のランクを示す rCRlCrJ 鎗浪危・温 rENJ

絶滅危僕績. r刊J 絶滅危忽ft. fRJ 希少衝

過..し, 自 理ヨ魔也Fド, 和名 司P各 -化 制見遇 'an- 品刃需企
22

広司;総的 グケカパン ゆ司地

•ヒカゲノカズラ符

I202800 回 ヒカゲノカズヲ Lycop 吋urn cI ....rum 岨岬円 11K 町 •2 203300 90 アスヒ.ズラ L戸時制古田開 npl M/./Il m •3 204300 170 マンネンスギ Ly<o p似品 m ob> ωrom •-4 205600 210 トウゲシパ L，附句 ;.od ium S<:rJll ωm •オンダ草寺

5 2l“ 00 6230 エゾメシグ I¥rhyriumbrevifron, ••.. 230100 ω80 ヤマイヌワヲピ Athyriurnvid.Jii •7 234αXI 3990 シヲネワラピ -似 ，m 紺，m. ω ••8 2354回 .,.. オンダ -P<回S 四組仇'=ro. •9 241800 "仙オオパショリマ .u sr ro:加 qod ，戸田伺'" •to 243000 7830 クサソテツ M,ttel/cd. Sfruthioptet1s •II 2436 冊 "60ミヤマワラピ PI 暗中 f聞S polyp 叫白血 •12 244500 36ω γノプカグマ Polysuchop 削 muue" •13 245100 48 鉛ホソイノヂ Pol Y' tichur 刀 br. unii •14 2463 冊 "ω ジュウモンジシダ Po /ys tich 間的戸田 n •マツ桝

IS 301200 87 調3 トドマツ Abies$a ch tI ine 明星" •• •16 3041 田 88 如エゾマツ Picaiezoensis •• •17 30 倒X淘 '0 均ハイマツ P; "ω 凹mil. ••イチイ科

18 3161 ∞ 9380 イチイ Tuuscuspid. ω •イネ桝

19 4133 田“ m シパムギ 却ropyron 時間 S • •20 4175 国品。回ハルガヤ Amhonn 幼urn odOt2IUnJ • •21 421510 66S50 ヤマカそジグサ Br.t chypodi 酬刷 nu ωm •22 4262 冊“気苅イワノガリヤス Q/; 訓申別出儲 n岨emis vu.Janp 由胡， ••23 43DE 掴 '7330 11 そガヤ D.cryfisslom 田" 羽島 •••24 4492 曲 6帥'0 コメガヤ ん化 Ij~ 刷，~ •25 45 花園 ωる叩オオアワガエリ F帥m岡山 ‘院 •"“0100 702'田スズメノカタピヲ Po.antlll' •27 4643 曲 7倒曲ナガハグサ POllpnlf~is • •28 ，ω900 7ω90 チyマザサ s.ukurilt'lI$is ••29 4724 田 71220 タマイザサ S'HJCnvu:mis •カヤツリグサ将

30 4926 曲 74450 オクノカンスゲ c.偲 X ゐliwi 忌，=. •
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通し '"
司醐げ? 事， g 司， g -化 ~ II 分衡

.~ ...コード

幽叫 調庁・ 別~齢広量e“ ダケカパン 副腎ゆ穐.~

~

31 501200 75170 ヒメシラスゲ c.tUmollicub •32 504000 75380 ヒメスゲ 白田 oq.nd~ •33 50 “田 75840 ゴンゲンスゲ 白田 pur 伽liS S曲sp. uch.li""".;s ••34 5149 咽 76\70 オオカワズスゲ 白fC.I( supaI. •35 51 “XlO 76250 オノエスゲ c.四回 uirorrnis vu •サトイモ科

36 5317' 曲 733 叩ザゼンソウ SymplonrpUJ 畑山明 Illiss;mus ••イグサ科

37 5393 田 646' 四イ ;un ωH 俗SUS V;Lι 俊叩回 S •38 5438 叩 64950 スズメノヤリ '"ωI.ωp 由" •39 5455 曲 65030 ヌカポシソウ Uu.ubplum~. •ユリ科

40 $4 剣XlO 61450 ミヤマラツキ冒ウ Al Ii町" 'P 伝""""' •41 5496 曲 6W10 ギョウジャニン ク Alliumvicroria/issub 叩 pl"ln> 1!〆'l Ull! •42 551300 61640 ツJてメオモト 日間酬叫申 lSIS ••4J 552200 61680 ホウチャクソウ α~po nJ m scuilc ••44 552500 61700 チプユリ 日'P刷四 m smiJ.cinum •45 555702 62020 エゾカンゾウ Hcmewcallis 由rom 別aii~. aculer 山 •46 563 伽xl 62670 クルマユリ lif ，山roro 眠た oloides •47 564516 62810 マイプルソウ M.i.ftll 問urn dill/awm •• •48 5659 曲 62910 クルマパックパネソウ Paris 昭n;cill. ，，， •49 5673 曲目的。 オオアマドコロ POI n; oml 叩looon /ll m 河川川町田町田 1 ••ラン科

SO 5846 田 78580 ギンヲン 白同 .l.mhe ，.， er聞a •51 585500 78680 アオチドリ Coe /ogIOSJω n vir ぜ'de VaT.bTl/crarum •52 585 刊o 78710 サイハイラン 凸>:m."r.... .pp εndicuJ.I. •53 5886 開"“ 0 エゾスズラン EpipaClis 同'pi l/ os. •54 593105 80010 コフタ J電ラン li $ft:r:l 回rd.t. R ••セ〆リョウ昇

" 6岨3曲 19610 ヒトリンズカ ChlorMlrhusj.po' 閉店 •ヤナギ科

56 601309 9520 ドロノキ PO戸I/U! maimo 剛ι. ， •57 (0)404 抑制 0 エゾノパッコヤナギ s.1iJcII 凶""ii ••58 6064 曲 1凪60 オノエヤナギ s.Jix$.ch,,/jncm;s •カパノキ科

59 6101 ∞ 112 曲 ミヤマハンノキ IIln".crisfUsub 叩 mLlr'ffiO問 E却 ••60 612900 11340 ダケカンパ lkwl~ t:fTJum; ••プナ科

61 6174 曲目"。ミズナヲ Q!lCfClU mOl事oljc~ v首 gro五=mrt~ ••三レ斜

62 618800 12じ320 オヒ a ウ UlmusI~citl;~'~ •
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a.E 骨し
El噌閣内。 ‘コ aーrド, ，旬名 学名 .化 通竃分布

飢 庁‘. ωE温会n総 ダタカンパ -.‘凶
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171 9144 叩 52550 エゾヒョウタンポク Lo ni 偲m 中igena V:lr.gJelml; ENe.
In 917120 52970 エゾワトコ Sambucusnil: 官11"'" <1 ，"bιp.hm 印，ha/iell ••173 918900 53470 ミヤマガマズミ Vi burnum 梼"ι hlii •キキョウ科

174 928000 54170 イワギキョウ ζ;"m fM nuJa I...iocupll •175 929700 54330 タギキョウ Pencarpa 白mOla va<.CI仇c""" ，.品 s ••キク将

176 931300 54430 キタノコギリソウ Achilleaa炉ina .ub 略川 pomCl 円J.
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