
イ カ

イカリソウが属するメギ科は13属約650

種が、北半球とくに北アメリカの温帯を中

心にして分布しているとのことであるが、

我国には l属 I種のルイヨウボタン、 卜方

グシショウマや、 l属の中ではほかに中国

などにただ 1種しかないといわれるサンカ

ヨウやナンプソウなどが含まれているO

同科中の種の数が少ない上に、属関の類

縁関係がそれほど強く認められないのもこ

の科吃持徴の一つでもあり、イカリソウ、

トガグシショウマ、サンカヨウなどの美L

L 、.;avミあるのに人圭交配種の作出などと箇芸

化が進んでいないので、古い起源そのまま

の姿を楽しむ事が出来るのもこの科である。

イカリソウは碇草あるいは錨草で、花の

様子がイカリのようであることに由来する

主人 l名サンシグヨウソウというのは、 ト

」

れは葉に 3本の枝(柄)があり、それぞれ

の柄に 3小葉があるので合わせて 9葉ある

からである。

イカリソウ属の分布は、北海道から九州i

までの各地に見られ、種類も約20種ほどあ

る。花色も白、賞、淡紫~紅紫色と変化に

富み、草姿、草丈に合わせて庭植えから鉢

植えとそれぞれの好みで楽しめるのも嬉し

い事である。伺 l種でも花色違いが多い植

物なので、各地方産のものが栽培出来ると

楽しさが更に倍加することになる。

北海道南西部には、イカリソウとキパナ

イカリソウが自生しているというが、イカ

リ ソ ウ

有珠郡大滝村 大 宮 不二雄

リソウはまだ未見である。キパナイカリソ

ウは江差と落部産のを作っているが、どち

らも花色は黄色というよりも淡いクリーム

色で白色に近いものであるo黄花というと

早春に咲く福寿草やエゾノリュウキ Yカ、

タγポポなどの鮮黄色を思い浮べ勝ちであ

るが、その期待は見事に打ち砕かれる思い

であるが、しかし、うつむいて咲く花を見

ていると憎むことも出来ない愛草て、ある。

イカリソウの花は色彩的にも派手ではな

く、草姿も端正でないので余り目立つ植物

ではないが、花の造りが良いので、あるO

新葉とともに、あるいは新葉に先立って

伸長させた花茎に総状花序をつけるのであ

るが、一部の種を除いて 4枚の花弁に小~

大形の距があり、この花形がイカリソウの

語源となっているように、 この花の見所で

もある。

IU草愛培家に絶大な人気を持つラン科植

物は、あの多彩で変化に富む唇弁に魅せら

れるところが大きいが、あの唇弁こそラ γ

科の象徴でもあり、他種と区別する時の最

大特徴としているが、この唇弁同様に他種

との判別材料となるのが、イカリソウ類で

は距て守あるo

ミヤマオダマキやヤマオダマキの距は内

曲あるいは真直であるのに対し、イカリソ

ウの距は外側の幕片に背向し、その先端は

弛く花芯側に内曲させる。この造形美がイ

カリソウの生命であり、花色に優先する栽
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培晴好の決め手になると思われる。この個

性的な花形を I度覚えると、他属との区別

は容易である。葉は 2図 2出か 2回 3出複

葉で、小葉は卵形~広卵形~長楕円形で縁

に刺毛がある。

栽培方法としては、自生地の環境を良く

理解することである。自生地は、春に陽光

が充分に得られ、夏になると強い直射光を

遮ってくれる明るい落葉樹林下で、しかも

傾斜地に多く見られる。特に開花期にはき

わめて湿潤な場所であることから、用土は

水排けが良くて保水性もあるやや重い培養

土が良L、。

赤玉土を主体に火山砂、腐葉粒土などの

混合用土で植え、上記自生環境に近い場所

て管理する事である。

イカリソウ類はきわめて強健な種なので

生育も早く、根づまりを起こし易い上に、

大株になると花つきも悪くなるので、 2-

3年ごとに必ず株分けを兼ねて植替えをす

る。

植替え時期は、棄が黄変した晩秋が良い

が、纏替え後に霜柱などの害を受ける土地

の万は、早春の発芽前に作業を終らせると

良い。

この植物は肥好性なので、植替えの|擦に

は、マグ7'/プKなどの遅効性肥料を元肥

として用土に混入して置く o 油粕と骨粉を

等量混合したものを置肥としたり、他の液

肥を月 2-3度くらい与えるのも良い。

無距性(花弁に距がない)

0バイカイカリソウ 花は白色、棄は 2

回 2出複葉、産地は九州・四国・中国の瀬

戸内泡世tlo0オオハイカイカリソウ 花は

白色、葉は 2回 2出、産地は中園地方。

。サイコグイカザソウ 花は白~淡紫色、

葉は 2回 2出、産地は四国北・西部。

小距性(距は短く、時には目立たない)

0ウメザキイカリソウ 花は白色、葉は

2回 3出複葉、産地は九州西北部、東北部

Oヒメイカリソウ 花は白~紅紫色、葉は

2回 2出、産地は九州中東部、四国西岸・

南部。 0スズアリイカリソウ 花は淡紫色

産地は中国o

中距性〔専と距の長さがほぼ同じ)

Oコイカリソウ 産地は中国西北部ー北

古料。

大距性(距は長〈、葉は越冬する)

0オオイカリソウ 葉は 2回 3出、産地

は近畿。 oウラジロイカリソウ 花は紅紫

色、葉は 2回3出、産地は若狭、越前、加

賀。 O トキワイカリソウ 花は白~紅紫色

葉は 2回3出、産地は北陸~山陰地方の日

本海側。

大距性(葉は越冬しない)

0イカリソウ 花は帯白色~紅紫色、業

は 2-3回 3出、産地は北海道南西部、本

以下にこの属の特徴である「距jの違い 州の太平洋側。 oヤチマタイカリソウ(ヒ

を軸に重量名を紹介してみようO ゴイカリソウ) 花は白色、葉は 2回 2出

産地は九州・四国w地00ソハヤキイカリ
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ソウ 花は淡黄色、葉は 2回 3出、産地は

紀伊半島。 0キバナイカリソウ 花は淡黄

色、葉は 2回 3出、産地は北海道南西部、

東北、北陸'00クモイイカリソウ 花は淡

黄色、葉は2回 3出、産地は関東北部東高

山~高山(尾瀬の至仏山、谷)11岳などo ) 

参考文献「寺崎日本植物図譜Jr牧野新日

本植物図鑑」

フタナミソウの発見史

北海道礼文島特産のキグ科植物にアタナ

ミソウがあります。しかしながら、多くの

植物図鑑を見てもこの花の最初の発見者が

だれなのかを見つけることはできませんで

した。ふとしたことから、この度宮部金吾

先生(後掲書著者)からサイン入りで半沢

先生(雑草学の研究者)に送られた欧文の

報告書「北海道植物志料J〆MATERIAL

FOR A FLORA OF HOKKIDO BY 

K. MIYABE， and Y. KUDOリ〆Repr-

inted from the Transactions of 

the Sapporo Natural History So 

cietyJ(札幌博物学会報)を入手するこ

とができました。この報告書は北方横物研

究の古典で、各種の植物についての過去の

(北方植物研究の初期の)詳細な採集デー

タを記録しております。

「北海道植物志料Jの第 4報にはブタナ

ミソウの最初の北海道記録が見えます。欧

文部分の 40.Scorzonera radiala (ア

タナミソウ)の項を見ると次のように記さ

れてあります。

石狩郡新篠津村 外 山 雅 寛

和名・ブタナミソウ(原本はローマ字)

採集地・蝦夷北見管内:礼文島ーフタナミ

山、縄の上、桃山(星野三郎 1906)樺

太.露領樺太:東海岸北緯 52度 45分ヌー

トー附近(石川貞治 1912.7月〉、西海

岸DUI(F. Schmidt. 1860 )、分布・北

海道、樺太、西γベリア、満州、モンゴリ

ア及び北支

北海道植物誌上新属

以上、欧文部分よりの記載です。

この記載によって、北海道からの最初の

記録者は星野三郎氏(明治45年発見)であ

り、樺太からの発見はさらに古く 1860年

(万延元年)シュミッ卜(F. Schmidt) 

によったことを知ることができます。

さらに、この報告書の摘要の部を紹介す

ると次のように記されてありますO

「北見国礼文島及び露領樺太に産し叉東

部西比利亜、絢月1、モ γゴリ 7及び北部支

那に分布す。北海道植物中に本属を加ふる

ことを得たるは小樽住吉神社宮司星野三郎

氏の好意による。同氏は多年干し文島植物の
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