
(Vlola brevis tipulata 円`:Becker)は

地下の横走する根茎か ら長柄のある根生葉

を 1～ 2枚生ずることもあり、その名のよ

うに割に大きな葉で、茎頂には短柄の 3～

4葉を拡げ、この葉は心臓形に近 く、先が

とがり、ヘ リには細かい鋸歯をつけるが、

フギレキスミレはそれの変 りもので、業の

ヘリが不規則な欠刻状の切れ込みになって

いる。花は名の如く黄で母種 と同様上に立

つ花弁二片は黄色で弁端は淡色、下の三弁

I緒  言

日本は山国であり,数 多 くの高山があり,

したがって高山植物の種類 も豊富です。 日

本の高山帯 は,ハ イマツ帯 によって特徴づ

けられていますが,富 士山のような,比 較

的新 しい火山では,ハ イマツがありません。

高山帯を高木限界以上 とする考えにしたが

いますと,本 州中部では 2,500～ 2,600れ,

東北地方では, 1,900～ 2,000れ ,そ し

て北海道では, 1,300～ 1,500れ 以上 と

なり,海 岸に近い出や,平 野に孤立した山

では,さ らに高木限界 は低 くな ります。

この小文では、 日 本の高山帯に自生する

植物を区系植物地理学的に解析 して見るこ

とにします。

l高 山 帯 植物 の 植 物 地 理 学 的 組 成

日本の高山常には,帰 化植物や,特 別例

外 的な種を除 いて, 574種 の植物が自生

も同様だが紫の筋が数本通っている。母種

とされるオオバキスミレには色々な変 り物

があって、変化に富むスミレだが、その変

り物の一つに似た形のフギレオオバキスミ

レがあり、これとは葉のつき方で区別がで

き、フギレオオバは葉が輪生状でなく、フ

ギレの方 は葉が輪生状 に近接して着 くの

で、同じような葉形はしていても、容易に

区別できる。

しています。 これ らの植物は,そ れ らの分

布型か ら次の 5群 に分けられます。それ ら

は,(1)アジア要素,(2)アジア ・北太平洋要

素,(3)アジア ・北米要素,(り欧 ・亜要素,

および(5)周極 ・普遍要素です。

(1)アジア要素

これは,さ らに,(a)固有 (すなわち日本

の)種 とlb)アジアの種の二つのカテゴ リー

に分けられます。

(a)固有種 (日本の種)

この群に属する植物は,分 布が,現 在の

日本の地域に限 られる種で, ミヤマヤチヤ

ナギの ように,北 海道中央高地の限 られた

地域にしか,産 しない種 も,イ ワツメクサ

のように分布が広いもの も,全 てまとめて

ここに入れてあります。次の 187種 が, こ

こに入 ります。 ミ ヤマメシダ,注
1)ィ

ナデン
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チ種

り物

D変

スミ

3ミで

フ
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の分

れら

洋要

素,

ダ, ミヤマシシガシラ,イ ラモ ミ,ヤ ツガ

タケ トウと, ヒメバ ラモ ミ, ヒダカ ミネヤ

ナギ,レ ンゲイワヤナギ, ミヤマヤチヤナ

ギ,オ オ ミヤマヤチヤナギ,マ ルバヤナギ,

アポイカンバ,ナ ンブ トラノオ,オ ヤマソ

バ, カ トウハコベ, ミヤマ ミミナグサ,イ

ワツメクサ,エ ブイ ヮッメクサ,シ ナノナ

デシヨ,カ ムイビランジ,ォ ォビランジ,

ヒダカ トリカブ ト,ウ スバ トリカブ ト,ハ

クサ ントリカブ ト,ォ ォサヮ トリカブ ト,

ハクバブ シ, キタダヶ ウズ,サ クライ ウズ,

ホソバ トリカブ ト,ミ ョゥコゥ トリカブ ト,

ユウバ リウズ,タ カネ トリカブ ト,ヒ ダヵ

ソウ,ツ クモグサ, ヒメ ミヤマカラマツ,

キンバイ ソウ, シ ラネアオイ,エ ゾオォヶ

マン, リ シリヒナゲ シ, ォサバ グサ,ベ ニ

ハタザオ, クモイナズナ, ミヤマタネツケ

バナ, シ リベ シナズナ,ナ ンブイヌナズナ,

キタダケナズナ,ヤ ツガタケナズナ, ヒナ

ナズナ, トガクシナズナ, シロウマナズナ,

タカネク
ド
ンバイ, ホダカイヮベ ンケイ, ホ

ソバノイワベ ンケイ, ヒダカ ミセバヤ, ト

リアシシ ョウマ,ア ラシグサ, ヒメウメバ

チソウ, コマガタケスグ リ,フ キユキノシ

タ,エ ゾ ノクモマグサ,ユ ウパ リクモマグ

サ,ハ ゴ ロモ グサ,ヒ メゴヨウイチゴP ミ

ヤマウラジロイチゴ,シ ロバナ トウウチソ

ウ,ナ ンブ トウウチソゥ, ゥラジロナナカ

マ ド, タイッ リオオギ, シロウマオオギ,

カ リバオオギ,オ ャマノエ ン ドウ, レブン

ソウ,ア カミノイヌツゲ, ミヤマハ ンモ ド

キ,オ トギ リソウ,サ マニオ トギ リ, シラ

トリオ トギ リ, ミネオ トギ リ,ジ ンヨウキ

ス ミレ,オ オバキス ミレ, シレ トコス ミレ,

シソバキス ミレ, シロウマアカバナ,ハ リ

ブキ,ィ ヮテ トゥキ,ハ クサンサイコ, ミ

ヤマゼ ンコ,イ ブキゼ リ, コバノイチヤ ク

ソウ, イワハゼ, ハナ ヒリノキ, コッガザ

クラ,ツ ガザクラ,ハ クサ ンシャクナゲ,

オオバッッ ジ, ミヤマホツツジ,マ ルバ ウ

スゴ,イ ワカガ ミ,ヒ ダカィ ヮザ クラ,オ

オサ クラソウ, ヒメコザ クラ, ヒナザクラ,

テ シオ コザ クラ,イ ワザ クラ,ユ ウバ リコ

ザ クラ,オ ヤマ リン ドウ,ユ ウバ リリン ド

ウ, ミヤマ リン ドウ, タカネ リン ドウ, ミ

ソガワソウ, ミヤマコゴメグサ, コバノコ

ゴメグサ, ミヤマシオガマ,ヒ メクワガタ,

コウシンソウ,ハ クサ ンオオバ コ, ミヤマ

キヌタソウ,オ オ ヒョゥタ ンボク,タ カネ

マツムシソゥ, ヒメシ ャジン, ホウオウシ

ャジン, タカネヤハズハハ コ,キ タダケ ヨ

モ→  ミ ヤマオ トコヨモギ,タ カネ ヨモギ,

イワイ ンチ ン, トガクシギ ク,ダ ィニチア

ザ ミ, チ ョウカイアザ ミ, ガ ンジュアザ ミ,

ナンブタカネアザ ミ,ヤ ツガタケ アザ ミ,

ウゴアザ ミ, ミヤマノギク, ミヤマコウゾ

リナ,エ ゾコウブ リナ, ミヤマウスユキ ソ

ウ,ハ ヤチネウスユキ ソウ, ヒメウスユキ

ソウ,カ イタカラコウ,イ ワテヒゴタイ,

ユキバ ヒゴタイ, ミヤマキタアザ ミ, シ ラ

ネアザ ミ,ヤ ハズ トウヒレン, シナノ トウ

ヒレン,タ カネヒゴタイ,ウ スユキ トウヒ

レン,フ タナ ミソウ,タ カネコウリンカ,

ミヤマタンポポ,ヤ ッガタヶタ ンポポ,ユ

ウバ リタンポポ,エ ゾタヵネニ ガナ, オク

ヤマザサ, クマイザサ,カ ニッ リノガ リヤ

ス, オニノガ リヤス, オオ ヒゲガ リヤス,

ムッノガ リヤス, タカネエゾムギ, 夕ヵネ

日本

リー

在の

チヤ

れた

クサ

めて

,ヽ こ

デ ン
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ソモソモ, ミサヤマチ ャヒキ,エ ブコウボ

ウ,ハ クサ ンイチゴツナギ,ナ ンブソモ ソ

モ, ミヤマカニ ツリ, ミノボ ロスゲ,ヤ マ

タヌキラン, タテヤマ スゲ, タテ シナ ヒメ

スゲ,コ タヌキラン,タ ヌキラン,オ オイ

ヌ ノハナ ヒゲ, ミヤマイヌノハナ ヒゲ, ミ

ヤマホタルイ, ミヤマ ヒナホシクサ,ホ ソ

コウガイゼキシ ョウ, ミヤマヌカボシソウ,

ネバ リノギラン, シ ョウジョウバカマ,オ

ゼ ソウ, ヒメイワショウブ,タ カネアオヤ

ギソウ,コ バイケイ ソウ,オ ノエラン,お

よびヤマ トキソウです。

(blアジアの種

この群に属する種は,単 に 日本だけでな

く, 日本以外のア ジアの どこかに分布する

ものです。 イ ッポンワラビ,オ オメシダ,

ミヤマヘビノネゴザ, ミヤマイヌワラビ,

ミヤマ ウラジロ,オ クャマ シダ,タ カネ シ

ダ,カ ラクサイ ノデ, トウ ヒ,ハ イマツ,

イブキ,エ ブ ミヤマヤナギ, ミヤマヤナギ,

ダケカンバ,カ マヤ リソウ,チ シマ ヒメィ

ワタデ,ウ ラジロタデ,カ ラフ トダイオウ,

メアカンフスマ,タ カネ ミミナグサ, スガ

ワラビランジ, シラオイハコベ, シヨタン

ハコベ, リシ リブシ,キ タダヶ ソゥ, ミヤ

マハ ンシ ョウズル,モ ミジカラマツ, レブ

ンキ ンバイソウ,ボ タンキンバイ, ミヤマ

オダマキ, コマ クサ,イ ワハ タザオ,モ イ

ワナズナ,オ クエゾナズナ,ハ クセ ンナズ

ナ,ユ ウパ リミセバヤ,ダ イモ ンジソウ,

クモマユキノシタ,チ シマクモマグサ,ヤ

マハナソウ, オニ シモツケ,エ ゾノシモツ

ケ ソウ, ノウゴイチゴ, シロバ ナヘビイチ

ゴ, ミヤマキンバイ, メアカンキ ンバイ,

ミネザ クラ,カ ライ トソウ,ナ ガボノシロ

ワ レモ コウ, タカネナナカマ ド,イ ワオオ

ギ, ヒダカゲ ンデ, ヒダカ ミヤマノエン ド

ウ,グ ンナイフウロ,エ ブフウロ, ヒメナ

ッ トウダイタ ツルツゲ,ム ラサキツ リバナ,

ミネカエデ,オ ガラバナ,イ ワオ トギ リ,

タカネス ミレ, ヒメアカバナ, ミヤマ アカ

バナ, ア シボソアカバナ, ミヤマセンキュ

ウ,ハ クサ ンボウフウ,チ シマニ ンジン,

ミヤマウイキ ョウ,カ ラフ トイチヤクソウ,

コメバ ツカザ クラ, チシマツガザ クラ, コ

ヨウラク,キ バナシャクナゲ,イ ワツツ ジ,

オオバスノキ,ユ キワ リソウ,サ ンプ クリ

ン ドウ,チ シマセ ンブ リ, リシ リリン ドウ,

タテヤマ リン ドウ,エ ブ リン ドウ,チ チブ

リン ドウ, ミヤマムラサキ,エ ブル リソウ,

オオバ ミゾホウズキ, シォガマギク, エゾ

シオガマ,キ クバ クワガタ,エゾヒメクワガ

タ,スルガヒョウタンボク,クロミノウグイスカ

グラ,チシヤヒョウタンボク,ウコンウツギ,ムシカ

リ, タカネオ ミナエシ,モ イワシャジン,

タニギキ ョウ,ア サギリソウ,エ ブノサ クア

ザ ミ,フ タマタタンポポ, ミヤマアズマギ

ク,タ カネニガナ,エ ゾウスユキ ソゥ,ゥ

スユキソウ, トウゲブキ,カ ラフ トアザ ミ,

ミヤマオグルマ,オ ダサムタンポポ,フ ト

ヒルム シロ,チ シマザサ, ミヤマヌカボ,

ヒメノガ リヤス,タ カネノガ リヤス, ミヤ

マ ノガ リヤス, ミヤマ ドジョウッナギ, ヒ

ロハノ ドジ ョウツナギ,カ ラフ トイチゴツ

ナギ, ミヤマイチゴツナギ, ヒメカラフ ト

イチゴツナギ, ヒラギ シスゲ, 夕ヵネシ ョ

ウジ ョウスゲ, ヒメアゼスゲ, ミヤマ クロ

スゲ,イ トキ ンスゲ, コハ リスゲ,ヤ リス
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ラフト

ネショ
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ゲ,セ ンジョウスゲ,タ カネヒメスゲ,ホ

ロムイスゲ,カ ワズスゲ, ヒカゲハ リスゲ,

ヒメスゲ,マ ンシュウクロカワズスゲ,ツ

ルスゲ, ミヤマアシボソスゲ,タ カネナル

コ,ゴ ンゲンスゲ, ミヤケスゲ,イ ワスゲ,

オノエスゲ,ヌ イオスゲ,ク ロヌマハ リイ,

タカネクロスゲ, ミヤマホソコウガイゼ キ

ショウ, エブイ トイ, クロコウガイゼキシ

ョウ,タ カネスズメノヒエ,ツ バメオモ ト,

エゾゼンテイカ,ヤ チギボウシ, クルマユ

リ,エ ゾバイケイソウ,リ シリソウ,コ イ

チョウラン, ミヤマフタバラン,ア リドオ

シラン, ノビネチ ドリ, キソチ ドリおよび

トキソウの 160種 がここに入 ります。

アジア ・北太平洋要素

この群に属する種は,ア ジアおよび北太

平洋地域 (コマンダー諸島,ア リューシャ

ン列島を含む)に 分布し, しかも北米大陸

の西端のアラスカにも達 しないという分布

型を示します。 チシマノキンバイソウ,チ

ングルマ,タ ルマエソウ,チ シマギキ ョウ,

ウサギギク,チ シマヨモギ, ミ ミヨウモ リ,

チシマアザ ミ,ナ ガハキタアザ ミ, ミヤマ

イ,タ カネ トンボおよびホソバ ノキソチ ド

リの 12種 が ここに属 します。

アジア ・北米要素

このグループに属する種は,ア ジアと北

米の両方に分布します。 タカネヒカゲ ノカ

ズラ,エ ゾノヒモカズラ,ヤ ツガタケシノ

ブ,エ ゾデンダ, ミヤマハ ンノキ, ミヤマ

ツメクサ,サ ンカヨウ, ミヤマハタザオ,

ミヤマガラシ, シヨタンソウ,チ シマイワ

ブキ, ミヤマダイコンソウ, タカネバ ラ,

コガネイチゴ,ベ ニバナイチゴ,チ シマワ

レモコウ, タカネ トウウチ ソウ, マルバ シ

モツケ,ム ラサキモメンズル,チ シマフウ

ロ,オオバタチツボスミレ,タニマスミレ, エ ゾ

ヤマゼンコ,ゴゼンタチバナ,イワヒゲ,シラタマ

ノキ, ジムヵデ, ァオノツガザ クラ, エゾ

ツツジ,ク ロウスゴ,エ ゾコザクラ, トウ

ヤク リンドウ, ヒナ リン ドウ, ヨヨヤマ リ

ン ドウ, チシマ リンドウ, イワイ チ ョウ,

ウル ップソウ, ホソバ ノウル ップソウ, ヨ

ツバ シオガマ,オ ニ ク, オオバ ノヨツバ ム

グラ,イ ワギキ ョウ, シュム シュノコギ リ

ソウ,サ マニ ヨモギ,エ ブハハ コヨモギ,

ハハコヨモギ,クモマタンポポ,クロヌカポ,ホス

ゲ,イワキスゲ,ミタケスゲ,ホ ロムイクグ,オ

オカワズスゲ, ヒメヌマハリイ, ミクリゼ

キショウ,エ ゾノ ミクリゼキショウ, ヒオ

オギアヤメ, ミヤマクロユ リ,マ イズルソ

ウ, タケシマラン,チ シマゼキショウ,ハ

クサンチ ドリおよびシロウマチ ドリの63種

が ここに入ります。

欧 ・亜要素 (ユーラシア要素)

アジアか らヨーロッパにかけて分布する

種で,エ ゾノヒメクラマゴケ, ヒメミズニ

ラ, ミヤマシダ, リシリシノブ,ヤ マヒメ

ワラビ,エ ゾノマメヤナギ,イ ブキ トラノ

オ,タ カネスイバ,タ カネナデシヨ,ア ポ

イマンテマ, カラマツソウ,チ ヤボカラマ

ツ,チ シマゲンゲ, リシリゲンゲ, シャク,

オオカサモチ,サ クラソウモ ドキ,イ ブキ

ジャコウソウ, カンチヨウブリナ,カ ラフ

トドジョウツナギ, カブスゲ, ワタスゲ,

タカネイ, ミヤマバイケイソウ,お よびテ

ガタチ ドリ,の 25種が この群に属します。
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周極 ・普遍要素

北極を中心に円を描 くような分布をする

植物群 および,ウ シノケグサの ように南半

球におよぶ種 もここに含めました。 これ ら

は 127種 あ り,チ シマ ヒカゲ ノカズラ,ア

スとカズラ, コ スギ ラン, スギ カズラ, コ

ケスギ ランタ ミ ヤマハナワラビ, ヒ メハナ

ワラビ,ア ズサハナワラビ, コケハナワラ

ビ, トガクシデンダ, リシリデ ンダ,ア オ

チ ャセンシダ,オ クヤマワラビ,エ ゾメシ

ダ,ウ サギシダ, ィ ヮウサギシダ, シ ラネ

ワラビ,オ オエブデ ンダ,ホ ソイノデ, ク

モイカグマ, ミヤマ ワラビ,オ オバ シヨリ

ウマ, リシリビコマクシン,,ジ ンヨウスイバ,

ムカゴ トラノオ,オ オタカネツメクサ,ホ

ソバ ツメクサ,チ シマツメクサ,タ カネマ

ンテマ, カ ンチヤチハコベ,ハ クサ ンイチ

ゲ, ミツバオオ レン, ミヤマキ ンポウゲ,

クモマキ ンポウゲ, タカネキ ンポウゲ, ヒ

メカラマツ, アキカラマツ,ナ ガバ ノモウ

セ ンゴケ,サ ジバ モウセンゴケ,モ ウセ ン

ゴケ,イ ワベ ンケイ, ウメノ`ヾチソウ,ム カ

ゴユキ ノシタ,ヤ マ ブキ ショウマ,チ ョウ

ノスケソウ,キ ンロウバイ, ウ ラジロキ ン

バイ, エブイチゴ, タテャマキ→/バ
ィタ リ

シリオオギタ コ ミヤマカタバ ミ,キ バナノ

コマノツメ, ミヤマタニタテ, レブ ンサイ

コ, とメシャクナゲ, ウラシマツッジ, ィ

ソツツジ, ミ ネズオゥ,ッ ル コケモモ,エ

ブツガザ クラタ ク ロマメノキ, コヶモモ,

イワウメ,ガ ンコウ ラン, トチナイ ソゥ,

ツマ トリソウ, ヒメセンブ リ, ミヤマアケ

ボノソウ, ミツガ シヮ, ミヤマハナ シノブ,

ミヤマ ウツボグサ, 夕ヵネシオガマ,キ バ

ナ シオガマ, テ ングクヮガタ, ムシ トリス

ミレ,ヤ ツガタケムグラ, リンネソウ,ェ

ゾノコギ リソウ,ヤ マハハ コ,ェ ゾノチチ

ヨグサ,エ ゾムカショモギ, ミャマアキ ノ

キ リンソウ,ホ ソバ ミク リ,ホ ソバ タマ ミ

クリ,チ シマ ミクリ, コ ミヤマヌカボ, タ

カネスカボ, ミヤマハルガヤ,イ ヮノガ リ

ヤ ス, ヒナノガ リヤス,チ シマ ノガ リヤス,

タカネコメススキ,ヒ ロハ コメススキ, コ

メススキ,ウ シノケグサ, ミヤマコウボウ,

ミヤマアワガエ リ,タ カネタチイチゴツナ

ギ, リシリカニツ リ, クロボスゲ,オ ハグ

ロスゲ,タ カネヤガ ミスゲ,ヒ メカワズス

ゲ,タ カネシバスゲ,ハ クサ ンスゲ,ム ジ

ナスゲ,ヤ チスゲ,ム セ ンス ダ, タカネハ

リスゲ, ダケ スゲ,キ ンスゲ, カ ラフ トイ

ワスゲ,オ オヌマハ リイ,エ ゾワタスゲ,

ヒゲハ リスゲ, ミカズキグサ, ミネハ リイ,

エソ
ヾ
ホソイ,ク モマスズメノヒエ,コ ゴメ

ヌカボシ, アサッキ,チ シマアマナ, ヒメ

マイズル ソウ,オ オバタケ シマ ラン, アオ

チ ドリ, コフタバ ランお よび ホザ キイチ ヨ

ウランが ここに入ります。

これ らを表 に示すと,第 1表 の ようにな

ります。

最 花

種, 6

種の 6

本の固

素中の

種が多

127種

素であ

種 10.

最低が

%で あ

常 にす

調査が

と思わ

ること

田 日イ

地質

おいて

広範囲

27%近

ような

地方に

に押 し

ア ジラ

要 男

ア ジェ

ア ジ ェ

欧 ・」
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第1表  日 本の高山植物相の区系植物地理学的組成

最も多いのは,や は リアジア要素で 347

種, 60.5%で ,全 日本の高山帯植 物 574

種の 6害J以上を占めています。その 内, 日

本の固有種は 187種 であるか ら, アジア要

素中の 53.89%を 占め,い かに日本の固有

種が多いかが半けります。 アジア要素の次は,

127種 22.1%の 高率を示す周極 ・普遍要

素であります。続いてアジア ・北米要素 63

種 10.9%,欧 亜要素 25種 4,4%、 とな り,

最低が,ア ジア ・北太平洋要素の 12種 2.1

%で ありま す。アジア ・北太平洋要素が非

常にす くな いのは,近 年,北 米大陸の植物

調査が進ん で,従 来は,北 太平洋諸島止り

と思われて いた植物が,北 米大陸にも産す

ることが次第に判 って来たためであります。

皿日本 の 高 山 植 物 相 の 起 源

地質時代の第 4紀 洪積期には,北 半球に

おいて 4回 の氷河時代があり,氷 河が最 も

広範囲を占めた時は,地 球の陸地の部分の

27%近 くを覆ったと言われています。 この

ような氷河時代の氷河の南下に伴 って,極

地方に分布していた寒地植物が,南 に次第

に押しや られて氷河のヘ リの部分に集まり

ました。氷期と氷期の間には間氷期があっ

て,氷 河は再び北へ退きましたが,そ れに

つれて,大 部分の寒地植物は北地へ移動 し

ました。 しかし,一 部は高山上に残 り,そ

こで新 しい生育地を築き上げてゆきました。

これが,今 日, 日本の高山植物全体の物.1

%が 周極植物であるという理由なのです。

また, 日本は,第 3紀 のはじめ頃は,ア

ジア大陸 の東端の一 部 で、現在のような

島 ではなかったのが, 中 頃 になる と,完

全に島として分離 しました。 さらに,第 3

紀の終 りか ら第 4紀 のはじめにかけて, 日

本の一部は朝鮮半島 とつなが っておりまし

た。 このょうな陸地の変動の度に,大 陸 と

日本との間で植物の分布上の移動がかな り

活発に起 った と考えられます。 したがって,

日本の高山には,ア ジア大陸 と共通の植物

が豊富なのです。例えば,ァ ジア大陸 と北

米に分布するヒナ リンドウは, 日本では八

が岳にだけ残 りました。セイヨウユキヮリ

ソウは,夕 張岳でユウパ リコザクラという

別種に分化 して残 っています。サ ンプク リ

ンドウも,ア ジア大陸の母種の亜種として,

固有種個本の種)

ア ジ ア の 種

ア
　
素

ジア
　
一安

1貶(21の

16 63(10,9%)

アジア ・北太平洋要素

欧 ・亜要素      1 51-1 14

周極 ・普遍要素    122 1

アジア ・北米要素

5(4.4%)

45 127(22.1%)

371 1 154 1574



南アルプスの高山帯で分化しました。

東亜と北米との共通種については,ベ ー

リング海峡が非常 に重要な役害Jを果 しまし

た。多 くの東亜の植物はベー リング海峡を

渡 って北米大陸へ と分布しました。中には,

北米大陸まで行きつけず, ア リューシャン

列島で分布が止ったものもあります。

次に, 日本の高山上での分化が起 りまし

た。前述の ヒナ リンドウは,南 アルプスや

日光の女降山では,コ ヒナ リン ドウという

亜種になりました。 また,大 陸のゲ ンチア

ネラか ら分化 したオノエ リンドウは,北 海

道の一部では薯片の切れ込みの違うユウバ

リリンドウに分化 しました。ハヤチネウス

ユキソウは,北 海道では,オ オ ヒラウスユ

キソウに分化しました。 このょぅにして,

日本の現在の高山植物相が成立 したと考え

られます。

完

注 1)こ こに書いた植物名は種を単位とし,

その中に亜種,変 種,品 種をすべて含めて

考えています。 したがって,ユ ウバ リリン

ドウにはオノエリンドウ (亜種)も 含まれ,

ウスユキ トウヒレンには,ユ キバ トウヒレ

ン (品種),ユ キバタカネキタアザ ミ (品

種)な どを含んでいます。

(信州大学教養部 ・理学博土)
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1.は じめに

北海道の高山帯 に産する維管束植物 (シ

ダ植物 と種子植物)の 種類は、昭和 9年 ～

13年に館脇操博士により436種 76変種28品

種が記録 され、近年では昭和49～53年に豊

国秀夫博土により456種 24亜 種 75変 種

2亜変種 88品種が記録 され ている。 これ

らの中には、 ダケカンバのように、亜高山

帯の代表樹種で、針広混交林帯上部か ら高

山帯下部にかけて広 く見 られるものなど、

亜高山帯以下にもしばしば見 られるものが

含まれる。高山常に生育の本拠をもつと考

北 海 道 の 高 山 植 物

顧 問 野 坂 志 朗

えられるものに限 って見ると、270種 前後

となるであろう。それ らの 270種あまりの

植物について、北海道固有 (特産)の もの

を中心に、分類 と分布の大要を紹介す るこ

ととする。

2.北 海道産高山植物の分類

種の範囲は、学者により違いがある。例

えば、アポイ岳 に産 する ヒダカソウは、

日本アルプス北岳などに産するキタダケソ

ウや北朝鮮高山に産するウメザキサバノオ

に極めて近い種であ り、 これ ら三者を同一

種 と見たり、同一種内の変種 と見たり、そ

-10


