
樺太 の

昨年、友人が樺太の高山植物を調べたいと

云って訪ねて来たので、早速古くからの山草

愛好家で、今は故人になられた戸塚新太郎さ

んと広岡信ーさんの奥さんから、数冊づっの

樺太・子島関係の参考図書を借りて来た。ま

た枝幸の新岡武彦さんは、菅原繁蔵先生の樺

太植物図誌4巻の大冊をわざわざ持って来て

貸して下さった。畏友の数々の御厚意によっ

ていい本が沢山集まって喜んだが、どういう

訳かその友人は初志を忘れたように投げてし

まったらしいので、折角の御厚;意を無にする

ようで大変困ってしまったのである。

たまたま戸塚、広岡両氏から借りた本の中

11:共通して船崎光治郎さんの「図説樺太の

高山植物上巻」があった。樺太庁で昭和16

宅当r
I司 山植物

阿 保 精

年3月初日発行の樺太叢書の一巻で、戸塚さ

んのには昭和17年8月14日付の樺太博物館の

記念スタングが押されていて、広岡さんのに

は「昭和17年6月求之広岡信一」と本の未

尾の余白 11:署名しτある。その頃はまだ未知

のお二人li偶然昭和17年にこの本を求められ

たのである。私はまた戦後の昭和22年 9月15

日発行の武田久吉樽士、船崎光治郎共著の

「高山花譜Jという自刻、手摺り木版([;得難

い本を古くからの友人IL貰っている。樺太IL

はまだ一度も行った乙とがないが、そのよう

な縁でこの図説樺太の高山植物の本を熟読し

て、数多く¢特産植物があるのを知り、また

植物名の由来をも知る ζ とができた。そのよ

うな訳で遅ればせながら、未知の千島、樺太

百'))11 島山

③米親心
命事象加湖
④幌登山

富義答主
1~ 語 J暴
!②野師東証

l~ 鈴:çj-皇-

長J季五豆島。，

- 59ー

北方山草 1 (1980)



の植物の勉強を初めようと思いたったのである。

船崎光治郎さんの同書の解説の一部を列記し

てみよう。

5 ピレオギク(数字は解説書の番号)

本種は初め西海岸露領ピレオ付近ICて発見

されたるに依り此の名あり。東西両海岸北線

五十度の国境線IC近き付近11:多く生ず。海岸

及び海岸IC近き山地の岩石上iζ成育し高さ 2

-3す乃至 5-6寸に達する。茎は単一又は

1 -2の枝を生じ僅かに花梗部IC短毛を有す

るも殆ど平滑、根葉は多数族生し茎葉は組生

梢肉質にして羽状IC深裂し裂片更に2-3欠

刻を生じ葉脚は流れて葉柄と合著す。頭状花

はー茎にー箇又は分枚して 2.3箇を着け直径

凡そ l寸 5分位。舌状花の先端11:3歯あり、

総萄の外側にある各片は線形又は線状長崎円

形にして内側にあるものは長楕円形、縁辺膜

質iとして紫褐色、内方少しく紫紅色を稽ぷる

ものあり。東海岸舟泊及鳴子川流域IC産する

ものは葉の分裂少く肉質梢薄きものがある。

又時11:白色K近い淡色の花を見るととがある。

12 ホソパイワギキョウ

我が国にては樺太の外千島IC産するのみに

して島内中部以北の東西両海岸近くの山地又

は川岸の岩隙、磯地IC族生す。姿態極めて可

憐にして高さ 2-3寸乃至 7-8寸。根葉は

細長なる葉柄を有し心臓形又は卵形、茎葉は

線形、有柄、共11:平滑。茎頂IC一花又は分校

して数花を着く o 花冠の長さ、小なるは2-

3分より 6-7分に及ぶ。花期7月より 8月

初旬。稀IC白花のものあり北知床、浅瀬方面

IC産すと云う。

14 ホロトソウ

幌登山及樫保岳以外に未だ発見せられざる

一 印

種Ieして図の如き優雅なる稀品。全体平滑、

通常茎上11:2-3花を着け B月開花す、花冠

の大さ径 l寸内外。

21 ウルップソウ

樺太Kては海馬島11:産するのみにして全株

多肉平滑の草本なり。根出葉は総て大にして

茎は4-5寸殆ど綬葉と等長にして小さき葉

を対生す。花は微香を有し筒状唇形。雄言語 2

箇は花喉IC着生する。花期6月。本種は千島

得撫島ICて発見されたるに依り此の名あれど

も本州中部以北の高山、北海道にも産レ滴る

如き緑葉の美しさを愛せられる。

29 力ラフ卜ハナシノブ

茎は直立し高さ略 l尺より 2尺余IC達し、

根葉は4寸位より 6寸IC及び概ね23又は25個

の小葉を有し、葉柄の基部扇平となり稀IC縁

毛を有するものあり。小葉は披針形又は卵状

披針形、鋭頭又は鋭尖頭。茎の下主主は長柄を

有し上葉は短柄又は無柄、花序は徽房1t序IC

して短き花岐を有し淡紫色の数花乃至十数花

を着生す。専は灰白細毛及稀IC腺毛を有する

ものあり。花冠はその長さ 6-7分、五裂し

その裂片は楕円状卵形、 円頭。雄薬は花冠よ

り短く花柱は略等長、先端三裂又は四裂す。

雄太各地IC産し花期 7月。尚本種及本種IC近

きものIC次の三品がある。

シロパナハナシノブ

クシロハナシノブ

キョクチハナシノプ

シロパナハナシノプは白花品にして海馬島

及喜美内上流l1:ifEすと云われ、クシロハナシ

ノプは豊原付近1<:.生じカラフトハナシノブK

比し花冠の小なるに依り、キョクチハナシノ
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プは花冠裂片の先端鋭形にして濃紫色の細点

散生するに依り判別し得て、中央山脈の北部

に産す。

32 ホソJ~エゾ.リンドウ

樺太のまたたく間lζ終りを告げる夏8月、

初秋の風と共11:碧紫色の花を聞き最も普通に

人の自に触れるのはエゾリンドウであって、

本穣はあまりに分布が広くない。東海岸敷香

地方、西海岸にては珍内以北に見ることが出

来る。局さ 1-2尺K達し葉(;1:長楕円状線形。

花は前者に比じ碧包鮮明、花綬を欠き、茎上

lζ密集して通常 3-4箇を着け更に上節に l

-2箇を着生する o 専は五裂し各裂片は殆ど

等長Kして線形。花冠(;1:先端 5又は6片に分

れ其の裂片の中間に微小なる裁形又は細波形

の中間片あり。

36 トドジマコザクラ

ユキワリソウに似て可憐なもので海鳥島特

産の一変種。図の如く全体頗る小形、葉の裏

面黄粉密布。花期 5月o 北古丹の滝の付近及

望棲跡付近の草原に多い。

38 力ラフ卜ユキワリソウ

馬群葎泥火山噴出泥土外輪地帯K産しヤチ

リンドウと混生する o 花期 6月初旬、他の植

物IC先んじて一面K平坦なる噴出泥土の原を

埋め足の踏み場もなき迄に咲き競える景観の

美は他にその比を見ない。箆形の葉はま壁面白

緑色にして裏面白粉密布、花茎Kも白粉多く

2寸内外Kて開花するも漸次伸長して 5寸余

に達す。樺太産サクラソウ属はトドジマコザ

クラ、工、fコザクラ、カラフトユキワリソウ

の外東海岸国境近接の山地K生ずる、葉の縁

辺鋸歯状K深い牙歯を有するカワ y7コザク

ラと称するものあり。
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41 カラフトヒメシャクナゲ

北方敷香地方及び幌内川以東、北知床半島

のツンドラ及び山上の湿地K多き常緑の小潅

木にして、南部に多く生ずるヒメシャクナゲ

に比し丈けi低く葉形狭く花冠も幾分長目とな

る特徴を有ず。高さ 2-3寸tζして葉は革質、

全縁反巻、裏面粉臼。花梗花冠共JCヒメシャ

クナゲiζ比し紅色鮮明、花期 6月。

43 カラフトイワヒゲY

保恵岳、敷香岳等北部の山中に産する極め

て珍らしき高さ 5-6寸K達する常緑の潅木。

分枝、後生。茎は斜上し、葉は長さ l分5厘

許り、四声~K対生茎 IC密着す。全体イワヒゲ

lζ似て大形。花梗は長さ 2-3分、花は鐘形

にして 5浅裂、裂片少しし反巻径2分許仇

花期 6月下旬。

46 サカイツツジ

近時北海道Kも本種の産地が発見せられ自

生地は天然記念物の保護指定を受けし稀品に

して、多来加湖の東北部湿地ツンドラに多く

生じ、高さ 1尺ばかり梢条には褐色の小鱗方

を有し葉は革質にして表面灰白緑色、裏面淡

緑色にして褐色の小鱗方あり、花期 6月中、

下旬。十数里l乙亘る幌内平原の荒涼たるツン

ドラ K点綴する紫紅花の風情は余りにも可憐

な姿である。稀lζ白色の花を着けるものがあ

る、シロバナサカイシシジと称す。

51、52 エゾツツジ、シロパナエゾツツジ

(エゾツツジ)高さ 2-3寸乃至 5-6寸

の落葉潅木にして鈴谷岳、突阻山を初め島内

各地の高山上の岩壁、磯地に生じ全株褐色の

線毛を布く。葉は箆状、倒卵形にして縁辺は

全円硬毛、腺毛を混じ梢密生、葉脈網状、裏

面脈ょにも硬毛を有す。花は一枝一花乃至三
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花を着け、 i~梗は自き長軟もを混じ等片は 5

箇。 1~冠は五深裂、下部の二裂片は少しく長

大にして筒部の上部K暗赤色の斑点を有し花

冠外面ICも腺毛を生ず。花期 7月上旬。

(シロバナエゾツツジ)前種の白花品にし

て本島樫保川上流分水嶺付近に産し花態ノ、ク

サンシャクナゲlζ似て高雅なり o

56 エゾゴゼンタチハナ

東海岸にては栄浜付近以北、西海岸北部の

草原、ツンドラ、南部にては鈴谷岳、?J:!.阻山

等の山頂K群生する、ゴセンタチバナ lζ以た

る種なるも、業は梢小形にして 5-6対を有

し茎頂葉肢の分校極めて顕著、表i匂IC伏臥せ

る短軟主を有し裏話iは平滑にして淡緑色を呈

す。花梗細長ICして徴IC毛茸を有し、先端四

方lζ分枝中央lζ短柄を有する一花を著生し、

各校頂lζ数花を生じ、頭上花様徹形花序をな

し叢生する。白色告の先端少しく紅色号帯ぷ。

花は黒紫色Xは紫褐色。花期 7月、日月 lζ至

り果実亦く成熟す。コゼンタチノミナに比し少

しく大形にして美麗。樺太の外千島、北海道

lζ生じ国外にては欧州、アジ了、北米の北部

寒地K産す。

61 カラフトモメムノヅ")~

我国にては倖太旺;外IC見ざる種にして島内

にては小沼付近の鈴谷川支流域その他東海岸

の各地に於て見る乙とが出来る。主として山

地の疎地、河岸の砂地等IC生育する。茎は旬

旬し斜上す。葉は10乃至12箇の小葉よりなる

羽状複葉lとして小葉は楕円形、托葉lま膜質。

葉肢より花梗を抽出し総状花序をなし数花を

着け 7-8月開花す。花の色1;1:淡緑色にして

専筒IC褐色の毛茸を生ずる外全体lζ粗毛を有

す。

62 シュミットソウ

我因にては海馬島特産の種にして他IC見ざ

る極めて稀品である。茎は多数分枝し托葉は

葉状にして葉は羽状復葉、 5-9対の小業よ

りなり小葉は楠円形、裏面lζ短毛をさEず。花

梗は細長Kして葉版より抽出、花は淡紫藍色

にして総状花序をなす。寺は黒色の毛茸を有

し専片は極めて小さく、翼弁は全円l亡して子

房は短柄を有す。英果は平滑にして略三角形

を呈す。花期 6-7月。

63 トドシマゲンゲ

海馬島の特産種にしてトドシ7 の名ある所

以なり。海馬島はもとアイヌ名トドモシザと

柄、せし所、トドは海獣、モシリは島の謂にし

て現今用いられる ii毎鳥島Jの字は宛字の誤

月1がその侭用いられるに至りしものと云われ

ている。高さ 4-5寸、全面絹糸様の毛茸を

以て被われ岩石上i己主主生す。根は太く午芳状

にして葉は十対前後の小業よりなる奇数羽状

複葉にして数葉族生し、小葉は無柄、托葉は

膜状長卵形にして葉柄と合著す。花菜 l箇を

抽き、小梗を有し花は総状1~序をなし密生数

箇をつけ、幸子片は5箆、内 3箇は線状、 2箆

は三角形IC近し、花期 6月、白い毛茸lζ被わ

れた葉と紫色の花で、海馬島の凶壁を美しく

装うている。

64 カワシマゲンゲ

国境lζ近き東北部の川島山、鳴子川、浅瀬

川流域地帯の山地lζ生じ、)II~鳥山地帯と共 IC

) 11嶋将義氏の採集謁奇ICより発見せられしも

の、我国では未だ他lζ産地なき種である。高

さ2寸ばかりにして栂めて密なる絹糸状白毛

を以て全株厚く被われ群落地の遠望は恰も綿

を千切って撒いたに肖ている o 葉はトドシ7
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ゲンゲの撤葉IC似て奇数羽状複葉にして数葉

族生、十対内外の小葉よりなる。托葉膜質葉

柄と合著し先端鋭尖なれ共毛茸多く外部より

判別し得ず。花梗 l又は2を抽出、葉より少

しく長し。

尚本種よりも前掲卜ドシ7 ゲンゲに最も近

似するものにレプンソウがあり川島山其の他

の東北山地及樫保岳の外、中央山阪の一部に

生ず。

65 カラフトゲンゲ

海馬島、突担山、東北山脈及中部以北の山

地IC産し岩上又は疎地IC族生し両さ 1尺ばか

りに達する。茎は多数分岐し、葉は奇数羽状

複葉にして対生する 3-7対の小葉よりなる。

葉肢より花茎を抽き花は総状花序をなし多数

密生す。小梗を布し花の色は紅紫色ICして鮮

明なり o 英果は多節。花期 7月下旬より 8月

上旬。チシマゲンゲと殆ど同形にして葉及英

lζ毛茸を有する IC依り区別し得ると云うも頗

る判別し難し。尚樫保岳 ICは白1~品があると

云われている。

88 オクエゾナズナ

突阻、樫保、釜伏山等の，U頂及北部の川島

山、鳴子川流域の山岳頂上、岩石上又は疎地

lζ生ずる高さ 2-3~，J の小草にして多数百室生。

茎葉共IC毛茸密生し放腺状毛を混生。無花茎

は多数の葉を生じ、花茎は 1-2 ~主をつける

のみ。葉は全縁少しく転張、尖頭。果実は短

角、平滑、転録。花期 6月初]旬。

97 ヒトツパオキナグサ

本種も近年IC発見せられた学問的に珍らし

いー属一種の植物で東北部の川島山、鳴子川

の流域より浅瀬の国境に亘る山地IC生じ、春

の遅い極北の5月末だ残りの雪も多い頃早く

も、寒冷零下40度の酷寒を保護して呉れた厚

い綿毛を脱いで紫花を開く愛すべき草本で、

葉は総て根出にして常緑、革質、精円形で長

柄を具え、花は葉心lζー箇を着生、花茎は始

め長毛IC依われ細裂した告が花を包んでいる

が開花と共K次第に伸長、花後特IC萄上の花

茎延伸して沓を下ICし遂に扇さ l尺lζ達する。

花柱lユオキナグサIG似て花後伸長して白毛の

風車状となる。

111 スガワラビランジ

本種も我国領土内にては他に産地なき植物

で、根葉は多数族生、長箆状披針形、平滑、

茎は高さ 4-5す、等筒は膜質ICして紫褐色

の条線を美しく有し、花は頂上普通一花、時

lζ舷出更に 1-2花をつけ、花弁は裏面淡紅

紫色にして表面は白色IC近く微かに紅曇を有

し、)11島山及鳴子)11、浅瀬地万の山地IC生ず。

花期は7月下旬より 8月上旬。

大阪山草倶楽部、昭和11年日月 1日発行の

「山草趣味j第9号IC舟崎光治郎氏の略歴を

F記の通り載せてある。

尼ケ崎市の人。元来日本画出身。目下、日

本創作版画協会に属す。数年前より高山植物

lζ興味を感じ、毎夏樺太IC趣き、河地の植物

を生品のまま写す。予定の 250種の写生は

本夏を以って完成の筈。

写真は本書より写す。
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