
サウ、オクエゾナヅナ、カラフトイハナヅ

ナ、カラフト寸セノマヤ、キノてナシコタンサ

ウ、キヨシサウ、ホソノぐコンロンサウ、カ

ラフトキヨシサウ、エゾノミヤ7 シモツケ、

カラフトシキミ、力ラフトスミレ、カラフ

トオニハズ、ホロトアカパナ、ホソパイプ

キノイウフウ、ヒメイソツツヂ¥フイフミネ

スやワウ、ホソノてノイソツツヂ、イヌイノ、

ヒゲ、力ラフトユキワリサウ、エゾノクサ

タチパナ、キョチハナシノブ、ヒメハナシ

ノブ、チシ?}レリサウ、オクイハインチン、

イハキキョウ、ホロトサウ、カラフトミ

ミコウモリ、ホソパキオン、ヌプリポアザ

ミ、オホヤノネアザミ、フヲナミサウ、コ

キンスゲ、カラフトイハスゲ、ヌイオスゲ、

タカネヒメスゲ、カラフトサウ、カラフト

ラッキョウ、キノマナアツモリサウ、 ヒメホ

テイラン

等であって学術研究上からも相当価値のあ

る珍品ぞろいである。其の他

ミネズワウ、エゾノツガザクラ、チングノレ

マ、チャウノスケソウ、 ミヤマキンノマイ、

ウラジロキンノマイ、ナヨシタ¥ リシリシノ

樺 太 の

プ、ニホヒシダ、クジャクシダ、ムカゴト

ラノヲ、ホゾノマオンタテ¥カラフトイιワ型

テ¥チシ7 イハタデ、チシ7 スヒノペチシ

マキンノマウゲ、コマクサ、ヤマハナサウ、

シコタンサウ、タイツリワウギ、カラフト

ゲンゲ、チシ7 イハプキ、キパナノコ 7 ノ

ツメ、イハウメ、エゾツツヂ、ベニイチヤ

クサウ、キパナシャクナゲ、イハヒゲ、

ユキワリコザクラ、エゾコザクラ、チシマ

ザンドウ、チシマノレリサウ、イワブク口、

ヒメジャコウサウ、ピレオギ夕、チシ7 ギ

キョウ、ミヤマオグノレ7 、ヌプリボギ夕、

クロミノイハゼキセウ、チシ7 ラッキョウ、

チシマアマナ、ホテイアツモリサウ

等の如告、本州や北海道の高山植物愛好家

の珍重せらるるものは樺太に於ては海岸の懸

崖や五、六百メートノレの山岳、岩壁等1<::は足

の踏み場もない群落があるので、殆ど顧るも

のが少ない観がある。樺太の環境は、かかる

趣味者にとっては実に恵まれた楽園である。

(大阪山草倶楽部発行「山草趣味J<復刻版>

による。)

植 物

久米道民

昭和 12年 12月刊IJ r山草趣味j 第 11号所載

私は本夏八月樺太を旅行して同地の積物採

集をなし、又山草栽培の模様を見学する機会

を得たので蕊に莫大様を申述べて見度いと思

ふ。然し私の乙の旅行は棒太滞在漸く十日余

で見学地は豊原を振出しに敷香、西多来加、
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内路、海豹島、樫保岳、馬群揮泥火山、突陸

山で樺太の一部分IC過ぎない事を予め御断り

して置く。尚本旅行IL就いては劃京在住の本

会員杉本孝作、佐藤吉郎両氏を初め多数の方

々の御厚情を辱ふした事を衷心感謝する次第
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出来栄えである。尚敷香の南の内路へ採集の

折rc彼地の様物採集家蛭田浅之助氏を訪問い

国境方面の種々珍しい植物の栽培されてゐ

るのを見た。同方面は未だ探求の余地多く、

最近川島将義氏により北知床半島よりも北方

の川島山よ'りヒトツパオキナグサ、

である。

豊原では先づ杉本孝作氏を訪問した。門を

入った玄関前の両側rcは幾百年の星霜を経た

i
!
i
!
i
l
l
t
-

ミヤ7 ピランジ、カラフトミヤ可エンドウ、

カラフトミヤマイ fゲ等の多数の新種を発見

せられ、其内ヒトツパオキチグサは既に内地

にも紺介せられてゐるが、同種は樺太では栽

培容易で花戸には畠に多数植えられて花膏を

着けてゐる。

豊原市内にはナナカマド、シラカパ、グヒ

マツ等の並木があって区劃井然たる北地の街

とよく調和し、又市内の路傍にもオホタかネ

パラ、エゾホザキナナカ7 ド、 7)レパシモッ

ケ等の潅木やエソチチコグサ、;fソパキヌタ

ソウ、エゾノクガイサウ、ヤナギラン等の草

本が惜しげもなく生えてゐる。ヤナギランと

云へば縛太では鉄道沿線至る所に多く、丁度

内地のレンゲサウのやうに紅い美しい花が咲

き乱れてゐる。

樺太最北の都市敷香附近は殆と泥炭地であ

って特rc幌内川沿岸から多来加湖附近は所謂

ツンドラ地帯をなしてゐる。 ζれ等泥炭地の

有様を少し述べて見ると、先づ樹木として著

しいものはグヒマツであるが、それも多くは

発育を阻害されてゐる。その媛小崎形を呈す

るものは樺太では盆栽として最も珍重されて

ゐる。潅木rcはホソパイソツツジ、

カラフト

か解らぬグヒマツ(シコタンマツ)が植えら

れ、其屈曲した老幹と軟い葉並とが如何にも

調和して美しい。御主人の案内で裏庭のロッ

クガーデンを拝見する。岩石の問iζ樺太の高

山植物が配置よく植付けられ、又それ等の植

物が内地と違って丈もよく締り、而もよく開

花してゐる。キパナシャクナゲ、エゾツツヂ、

エゾツガザクラ等の潅木類も乙うした所で

よく育ち、 トドシ7 ゲンゲ、チシ7 ヒナゲシ

等内地の難物も見事rc繁り、且つ沢山に結実

してゐるのに一驚させられる。ホソパイハギ

キャウ、カラフトミセノマヤ、

ヤチツツ

ジ、ヤチヤナギ、ガンコウラン、クロ 7 メ/

ツルコケモモ、ホロムイイチ

マノレパシモッケ等至る所rc多く、ハヒ 7
事

コ、

コマクサ等は花

盛りで実に美しい。岩の聞にはζれ等の槌物

の実生が自然に出来、自然に発育し、何等高

山と変らぬ良い状態を示してゐる。特lζコマ

クサの栽培には理想的であって、杉本氏の宅

では播種後二年で相当な株となって開花し、

尚肥培されたものは一年で既rc開花を初めて

ゐる。彼様rc樺太ではコ 7 クサは夏季を通じ

て見事な花を次々と開花し、種子によっても

容易に繁植し、山草家の努力の結巣最早立派

な園芸積物となってゐる。

豊原では尚佐藤吉郎、小泉洋両氏の山草栽

培の有様を拝見した。佐藤氏は流石研究的rc

培養せられ、樺太の山草以外rc内地で難かし

いゲンチアナ、プリムラ、アンドロサーセ、

サキシフラガ等の外国産高山植物の栽培rc成

功されてゐる。又小泉氏は盆栽的技術に其手

腕を発揮せられて、一鉢の中rc種々の山草が

よく調和してつくられてゐる。兎rc角地の利

を得た樺太では伺れも内地では見られぬよい

キ、コケモモ、

カラフトヒヒメカンノペサカイツツジ、ツ、
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メシャクナゲ、ヒメツノレコケモモ等もあって、

山平家の愛好唱する切抜き床は御好み次第に

得られる。ハヒマツ、ガンカウラン等は内地

では相当面い高山でないと見られないもので

あるが、樺太では平地IC生じ、南部の栄浜附

近でも海岸近くまで生えてゐる。父様太では

コケモモは非常に多く、其実はクロマメノキ、

エゾクロウスゴ等の果実と共IC7レップと称

して羊美やジャムIC製し、又乙れからブレッ

プ街をつくり、何れも樺太の名物となってゐ

る。泥炭地の草本κはスゲ属、クロホン科植

物が多く、其他の草本には比較的種類IC之し

く、山草家向のものとしてはトナガヒサウ、

ミツパワウレン、 7 ヒヅノレサウ、ワタスゲ、

ヒメワタスゲ等があり、カラクサキンポウゲ

の可憐な花も見られる。

敷香附近の西多来加、内路方I射には草原も

相当よく発達してゐて、泥炭地とi童って革本

績がよく繁茂し、白い花ではエゾノコギリザ

ウ、ホソパキヌタサウ、シロワレモコウ、エ

ゾオホヤ7 ハコベ、オニシモツケ、オニカサ

モチ、紅い花lζはヤナギラン、テガタチドリ、

シホガマギ夕、樺色にはエゾカンザウ、ク

ノレマユリ、紫色にはヒアフギアヤメ、エゾム

ラサキニガナ、タチギボウシ、チシ77ウ口、

エゾレンリサウ、黄色Kはオホタカラカウ、

ハyゴンサウ、ホタノレサイコ、オクエゾガ

ラガラ等美しく咲きそろってゐる。乙の方面

海岸附近にはノ、マナスの群落があり、所々に

白いシカギクの花が美しく咲いてゐる。シロ

ヨモギ、エゾス力シユリ、オホキジムシ口、

ホソノマヱソリンダウ、ウンラン、ノ、マエンド

ウも又多く可愛い紅い花のチシ7 イチゴも珍

しくない。

次lζ樺太の森林IC就て述べると全島至る所

トド 7 ツやエゾマツの単純な針葉樹林で敷香

より以北の地方では見事な景観を呈してゐる

が、伐採、山火事、虫害等の為lζ今では南部

鉄道沿線Kは余り見られない有様である。之

等の伐採された木材の殆ど全部は王子製紙、

日本人絹ノカレプ両会社でパルプとなって内地

に送られてゐる。トド7 ツは南部に多く、主

lζアカトド 7 ツで、エゾ7 ツはj七i誌に多く、

主としてクロエゾである。主主栽として珍重さ

れるアカエゾの方は樺太には甚だ少い。森林

の伐採地や山火事の跡にはよくシラカパの更

新林が発達し、其美しし、姿か所々に見受けら

れる。泥炭地はこれ等樹木の生育困難なため

に前述の如くグヒ 7 ツによって占められ、又

川の，d岸は力ラフトヤナギ、エゾノキヌヤナ

ギ等のヤナギ類が生ひ茂って、針葉樹林と違

った軟かな感じを与へてゐる。

干華北;の高山縞物IC富んだ高山は何といって

も南樺大中部の突阻山である。従来乙れより

北の樫保岳(三ツ富士)も樺太屈指の詞山植

物の産地であったが、昭和八年再度の山火事

で鰭の森林は全部烏有に帰し、昔の美観はす

っかり失はれて了ひ、採集地としての価値も

著しく減じたのであるo

突組山は標高漸く六八二米ではあるが、南

樺太の中央部IC位置したオホーツク侮を脚下

に見て限界も広い。山の姿も突九として釜え、

断崖絶壁を巡らして山頂は峨々として実に突

組の名IC背かない名111である。私のこの山lζ

登った日は山箆近幌の旅館で|司宿した樺太椅

物画家の船崎光治郎氏と同行、林務署員の案

内で一行五人、切開かれた防火線を登って馬

の背のやうな嶺を逼ふやうにして従走して頂
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「

上lζ至り、それから登山道を下ったのであるo

流右天然記念物であり、樺太高山植物の宝

庫といはれるだけに北地の高山植物の見事な

景観を盗に見る事が出来、又胴乱!Cも十二分

の採集をする事が出来た。樺太の高山の特徴

として樺太特有、又は内地IC稀有な北地の特

殊植物lζ富み、種類は内地の高山IC比較して

多くはないが、一つの植物で大きな群落を形

成し、ヌプリポツメクサの如きは砂疎地を蔽

って特に著しいクッションをなしてゐる。八

月初旬とはいへ、標高の低い樺太の高山!Cは

残雪がなく、全体の植物としては花期は既IC

遅れてゐたが、山頂附近の岩壁や傾斜した砂

線地等にエゾウスユキサウ、力ラフトツメク

サ、カラフトマンテ7 、チシマギキャウ、イ

ワジャコウサウ、ヒメヒャクリコウ、カラフ

トゲンゲ、ミヤ7 ムラサキ、エゾアヅマギ夕、

7担7 タタンポポ、タカネナテ。シコ、キノミナ

ノカハラマツパ、エゾオトギリ、チ γマラッ

キャウ、レプンサイコ、チシマヒメイノ、タデ、

ミヤ7オグノレ7等が紅黄白紫美しく咲き乱れ

てゐる。内地と違ってシコタンサウも特iζ花

着きがよく、カラフトミセパヤと共iζ岩壁を

飾ってゐる。又砂疎地にはヌプリポアザミが

がっしりとして咲いてゐる。其他花期の過ぎ

た力ラフトセンカサウ、キクパクハガ夕、オ

ホキジムシ口、チシ7 キンレイクワ、ミヤマオ

タマキ、ホソパノイハベンケイ、オクエゾナ

ヅナ、キタヨモギ、ヤマハナサウ、カラフト

シュロサウ、ウラジロキンノてイ、チシ777

ナ、ネムロシホガ7 、ホソパブタナミサウ等

の草本があり、エゾイハテーンダ、ミヤ7 イハ

デン夕、ミヤマハナワラビ、エゾノヒモカヅ

ラ等の綾小羊歯植物が宥蔭に生えてゐる。梢
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湿潤な所には珍奇なキ担ミヤ77ケボノサウ

がチシ7 ゼキシャウ、エゾコゼンタチバナ等

の聞に咲いてゐる。かやうに数へ挙け'ると実

IC枚挙lζ暇なき有様で山草家の垂誕置かざる

珍積も少{ない。頂上附近ハヒマツの群落κ

交ってキパチシャクナゲ、ホソパイソツツジ

等の群落著Lく、其他チシ7 へウタンボ夕、

ウコンウツギ、エゾシモツケ、タカネナナカ

7 ド、キンロウパイ等の潅木やエゾツツジ、

ガンカウラン、クロマメノキ、コケモモ、チ

ングノレ7、チャウノスケサウ、イノ、ウメ、イ

ハヒゲ、クマコケモモ の嬢小潅木類も少く

ない。山頂から登山道を下ると追々落葉潤葉

樹も現れ、麓には針葉樹林も発達してゐる。

彼様にこの山は頂上附近の草本並lζ媛小潅

木帯やハヒマツ帯から針葉樹林帯lζ至るまで

よく整ひ、且つ植物の種類も豊富で、樺太の

高山植物研究κは最も理想的の山である。然

し何分天然記念物の事とて採集は樺太庁の許

可を要し、自由ではない。

突阻山と樫保岳との中間!C馬群揮附近の泥

火山も興味ある場所であって、とれまた天

然記念物!C指定されてゐる。亡の泥火山は又

化け泌とも呼ばれ、直径凡そ一・五キロ米の

所一面の泥土で、其中央!C噴火口のやうな盛

り上った部分があって、其所から泥土を噴き

出してゐる不思議な場所である。 樋って地質

学的!Cも植物学的Kも興味ある所で、綾小な

ヤチマメヤナギ、花の見事なヤチリンダウ、

其他カラフトゲンゲ、カラフ卜ユキワリサウ、

ホソパシパナ、ヤチョモキ等特有な植物を生

じ、周囲を巡る泥炭地にも一般泥炭地!C見ら

れる草木の他Kキンラウパイ、ナガノママウセ

ンゴケ、ホロムイサウ、ヒメタヌキモ、シロ
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ウマアサツキ、ホソノゼセンキウ、カラフトス

ミレ、フサスがナ等著しい横物を産する。

今私は此旅行で採集した緩物標本の閣に彼

地の広漠たるツンドラ地帯、山頂を逼ひ歩い

た危険な突阻山、寒さに震へつつ雨を冒して

登った樫保岳、さては敷香の土人部落や廟漉、

咽呼する海豹島のオットセイ等を次から次へ

追憶しつつ、未だ見ぬ珍しい植物に富んだ南

方の海鳥島や北地の川島山へと憧れてゐる。

最後!C樺太植物研究の参考書に就て一言す

ると、従来出版された学術報告書は其数が多

いが、次のものは特に著しい。

宮部金吾、三宅勉 樺太植物調査概報

(J907) 

同 様太植物誌 (J915) 

工藤祐舜 北樺太植物調査書(J924)

尚此地方の物は近来樺太植物研究家菅原繁

蔵氏の畢生の努力によって更に一層明かにさ

れつつある。

樺太庁天然記念物調査報告書海馬島特殊

植物群落地帯 (J936) 

同 突阻山之横物 (1936 ) 

菅原繁蔵 樺太の植物 (1937 ) 

以上は何れも菅原氏の努力の結晶で同地植

物の研究!Cは脳陣考とすべきものである。

下村兼三 アルス科学写真叢書樺太の動

植物 (1933) 

乙の警は簡単な写真解説書ではあるが、同

地の動植物の大様を知るには便利である。

(完)

(大阪山草倶楽部発行「山草趣味J<復刻版>

による。

「山草趣味j復刻版について

「山草趣味Jは大阪山草倶楽部の会誌とし

て、昭和 5年から昭和14年の聞に12冊刊行さ

れたもので、その立派な業績を惜しむあまり、

当時からの委員の喜多恒雄氏を代表者として、

神戸山草会長・合田隆行氏、日本ロックガ

ーデン協会事務局長、森和男氏の三氏が

協力してとの復刻版を作られた。

取り寄せて読んでみて驚いたζ とに、執筆

者各位の真撃な気迫がひしひしと感じられ、

限りなく山事を掛子する人達の、純粋な集り

であったととがよく分るのである。

内容もパラエティーに富んでいて、探草行

も本州の山々を初め、遠く満州、朝鮮、樺太、

阿保精

千島、北海道IC及び、その地その山の紀行文

や、山草についての綿密な紹介があり、鮮明

な写真版も数多く載っている。

とのごろ盛んになったロックガーデン築造

の記事も、先進国の庭園の写真を添えて各号

に研究発表しており、各種山草の培養、繁殖

法なども詳述され、洋種山草についても新種

の紹介や培養、実生の方法を次々に記載して

いる先見の明ICは、ただ恐れいるばかりであ

る。

との本は今読んでみても面白く、何時まで

も心IC残るような詩情豊かな文章もあり、そ

の外楽しい読みものが沢山あって、私は時の
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