
いのではないかと思っている。

セイヨウタンポポの身になって人間共に

物申すならば、 「なぜ俺たちばかりを雑草

扱いにして敬遠するのか!!Jと反発の言葉

もあろうが、私を含めての人間の美的感覚

ほど倣慢で自分勝手で当てにならないもの

はないのではなかろうか。

写 真

オオパキスミレ (Viola brevisli-

pulala W.Becker ) (スミレ科)

オオパキスミレは道内と本州北部中部、

更に千島、朝鮮に見られ、低山帯の上部か

ら亜高山帯の林縁などにあり、春先にまづ

少数の根生葉を生じ、これは長柄のある葉

先の尖った心臓形で、葉縁には著しい鋸歯

がある。葉片の長さは 5冊、大きいものは

10棚程になるが、やがて茎を立て頂に近く

3~4枚の柄の短かし、葉を 3~4枚つける。

これは根生葉より小形で、最上部の葉片は

時に長卵形になる。棄の肢から花を出し、

一茎 2~3 の黄花を開く O 葉が梢大きく黄

花をつけるのでこの名がある。

このスミレには色々の変品があって、葉

に不整の欠刻のある 7ギレオオパキスミレ、

日高の高山帯や亜高山帯にあるヒダカキス

ミレ(ー名イチゲキスミレ、エゾキスミレ、

イチゲスミレ)更にこの外ケエゾキスミレ、

フギレキスミレと多数に見られる。この写

真にはオオサクラソウが写っているが、こ

れは後続の写真で記すこととした。

温室の中で咲いたセイヨウ}1:/ポポの花

は、今日も叉、ガラス越しに入ってくる太

陽の光を受けて美しく咲いている。私は、

いただいた迎春とL、う文字の年賀状の文字

のどこかに、この花の美しさをダブらせて

は、春の実感を l人で楽しく味っている。

lζ よ てせ

札幌市 原 秀雄

-キパナクロユリ (Trilillaria

C a m t s c h a t c e n s i s K e r -G a w-

I ) 

北海道に住む程の人は、クロユリの花を

知らぬ事はないと思うが、一通り記すと、

北海道の低地の林内には高さ40センチを越

すものがあり、高地に行くとこれの変種と

されるミヤマグロユリがあり、これは草丈

20センチ程である。何れも葉は 3~ 5片づ

っ茎に輪生して茎頂では互生、茎頂に 1~

3輸の花をつけ、低地で丈の高いものでも、

それ程多数の花を着けることはないが、何

れも半ば下向に咲き、花の色は黒百合の名

の如く黒紫色であるが、稀に黄褐色またこ

の写真のような黄色のものがあり、黄花の

ものをキパナクロユリというO 地下には細

かい鱗片を集めたような鱗茎がある。

クロユリは古く草木図説などにも記され、

アイヌは鱗茎をゆでて油をつけて食べ、こ

才1をアンラコノレメシ(アンラコルt土クロユ

リの鱗茎、メシは飯)といったと知里真志

保氏の分類アイヌ語辞典にある。またグロ
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いのではないかと思っている。

セイヨウタンポポの身になって人閲共に

物申すならば、 「なぜ俺たちばかりを雑草

扱いにして敬遠するのかグ」と反発の言葉

もあろうが、私を含めての人間の美的感覚

ほど倣慢で自分勝手で当てにならないもの

はないのではなかろうか。

写 真

オオパキスミレ CViola brevisli-

pulala W.Becker ) Cスミレ科)

オオパキスミレは道内と本州北部中部、

更に千島、朝鮮に見られ、低山帯の上部か

ら亜高山帯の林縁などにあり、春先にまづ

少数の根生葉を生じ、これは長柄のある葉

先の尖った心臓形で、葉縁には著しい鋸歯

がある。葉片の長さは 5冊、大きいものは

1日明程になるが、やがて茎を立て頂に近く

3~4枚の柄の短かし、葉を 3~4 枚つける。

これは根生葉より小形で、最上部の葉片は

時に長卵形になる。葉の肢から花を出し、

一茎 2~3 の黄花を跨く O 葉が税大きく黄

花をつけるのでこの名がある。

この兄ミレには色々の変品があって、葉

に不整の欠刻のあるフギレオオパキスミレ、

日高の高山帯や亜高山帯にあるヒダカキス

ミレ(一名イチゲキスミレ、ェゾキスミレ、

イチゲスミレ)更にこの外ケエゾキスミレ、

フギレキスミレと多数に見られる。この写

真にはオオサクラソウが写っているが、こ

れは後続の写真で記すこととした。

温室の中で咲いたセイヨウタンポポの花

は、今日も叉、ガラス越しに入ってくる太

陽の光を受けて美しく咲いている。私は、

いただいた迎春とL、う文字の年賀状の文字

のどこかに、この花の美しさをダブらせて

は、春の実感を l人で楽しく味っている。

lζ よ てせ

札幌市 原 秀雄

-キパナグロユリ CTrilillaria

camtschatcensis Ker-Gaw 

I ) 

北海道に住む程の人は、グロユリの花を

知らぬ事はないと思うが、一通り記すと、

北海道の低地の林内には高さ40セYチを越

すものがあり、高地に行くとこれの変種と

されるミヤマグロユリがあり、これは草丈

20センチ程である。何れも葉は 3~ 5片づ

っ茎に輸生して茎頂では互生、茎頂に 1~

3輸の花をつけ、低地で丈の高いものでも、

それ程多数の花を着けることはないが、何

れも半ば下向に咲き、花の色は黒百合の名

の如く黒紫色であるが、稀に黄褐色またこ

の写真のような黄色のものがあり、黄花の

ものをキバナクロユリという。地下には細

かい鱗片を集めたような鱗茎がある。

クロユリは古く草木図説などにも記され、

アイヌは鱗茎をゆでて油をつけて食べ、こ

れをアンラコノレメシ(アンラコノレはグロユ

リの鱗茎、メシは飯)といったと知里真志

保氏の分類アイヌ語辞典にある。またタロ
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内町

ユリという名は、ユリそのものの様な名と

もとれるが、もとより別属の植物で、ユリ

の各種の花には佳香をもつものがあるに反

し、この花のかおりは芳香などと、お世辞

にもいえぬのはどうしたものであろうか0

・テシオコザクラ (Primula take 

dana Ta tewak i) (サクラソウ科)

このサグラソウは白い花を咲き、この名

のように道北の天塩の亜高山帯に見る多年

草、比較的長く伸びる葉柄(長さ 6~12セ

ンチ〕にも、また葉面にも軟毛があり、殊

に葉裏の毛は縮長いo葉片は腎円形で掌状

に深く裂け、葉片の長さ 3.5~4 センチ、

幅 4.5~5 セ γチで時に 6 セ γチに及ぶこ

とがあり、更におのおの 3~5 裂して先が

尖り、普通の葉に見るような鋸歯はあって

も、少数に止まる。葉間に抽き出る花枝も

葉と同様有毛で、妹、に柄基のものは長L、。

花枝の高さは15セγチ程で葉より高く伸び、

花枝頂に 2~3 の白花をつけ、尊は 2/3

ほど 5裂、その長さ 5~7 ミリ、花筒の長

さ 6~8 ミワ、 5 裂した花冠裂片の先は]/3

程のj突きに 2裂する。この植物の学名は舘

脇教授により武田久吉博士に献名されたも

のである。

・コエゾツガザグラ (Phyllodoce

c a e r u 1 e a B a b. f. y e Z 0 e n s i s 

Nakai)(ツツジ科)

ツガザグラの名の起りは針喋樹のツガの

葉にこの植物の葉が似るからというが、こ

こに云うコエゾツガザクラは、道内各地の

高山帯の適潤地に見る常緑小j程木エゾツガ

ザクラの一品である。ェゾツガザグラは花

の花冠が楕円状叉は卵状査形紅紫色で、斜

め下向に開き、その先端が小さく 5裂して、

外面に腺毛をつけるが、コエゾツガザクラ

の花冠にはこの線毛がないのが一つの特徴

である。またこの花冠の壷形が梢扇平な一

品をユウバリツガザタラと呼ぶ。

ツガザグラという名は牧野富太郎博士に

より明治38年 (1905)につけられたとあ

り、後に、中井猛之進博士により大京6

年 (1917 )エゾノツガザグラの名が生れ

たとある。初めこのエゾツガザグラは北海

道特産とされていたが、後に本州北部にも

あることがわかり、自生地の南限は山形県

の月山とされている。

・オオサクラソウ (Primula Jeso-

ana MigJ (サクラソウ科〕

このサクラソウー名をミヤマサクラソウ、

北海道の西部から本州中部に至る各地の亜

高山帯から低山帯の半陰地、時に湿った陽

地lこ自生、もとより多年生革本で、地下の

線茎は短かく、長い葉柄の先に腎状円形の

葉片のある葉を各株 7~8 枚つけ、葉基は

深い心澗状で、葉のへりは浅く 7裂状で不

整なあらい鋸歯を刻tso葉片の表面は給平

たく、葉脈が凹む。葉径は 5~6 センチで、

時に10センチに及ぶものがある。花茎は葉

より高く抽出、 20-4日時に60セソチとなり、

茎頂に 5~6 個の花を 1 ~ 2段につけ、個

々の花には短梗があり、基部に小菅葉がつ

くO 花冠は濃い紫紅色で、花冠裂片の先は

2裂すること、他の向属の花と同様である。

この種はミクエノレにより北海道産として

1867年に記載され、その後武田久吉博士

により、茎葉にある毛の多少により二分す

ることがあったが、今日では葉柄、葉裏の

北方山草 4 (1983)



葉脈上、花茎に長軟毛のあるものを、特に

エゾオオサグラソウ(ー名エゾサクラソウ)

としている。その上オオサクラソウにもエ

ゾオオサクラソウにも白花過があり、オオ

サクラソウの白花品をシロバナミヤマサク

ラソウ(f.Jeucantha Hara) (こ

の写真の品)エゾオオサクラソウの白花品

をシロパナオオサクラソウ(f. a J b i f J 0 

vaTBtewaki)と呼び、その上エゾオ

オサグラソウの毛の薄いものがあって、こ

れをウスゲェゾザタラと、いささかややこ

しいがよんでいる。

・ミヤマキンパイ (PotentiJJa

matsumurae Th.Wolf)(パラ科)北海

道と本州北中部の高山帯の陽地に見る多年

草で?、上記の様な地点、のみならず、岩の裂

け目や乾いた所にもよく生育する。高さ10

~ 20セγチ、地下の根茎から葉を生じ、そ

の葉柄の基部は翼状に拡がり、柄頂に三小

葉が掌状に着く。小葉は僻卵状のくさび形

で、へりに鋭鋸歯があって表裏に毛がある

が、表面には樹党沢がある。葉服から花枝

を立て、これに数個の黄花を開く。花は径

二センチ程で僚1卵形の五花弁をつけ、弁の

基部は色が濃L、。

変品種が多く、アポイキンパイ、ユウバリ

キγパイなどを始め、オクヤマキンパイ、

ケミヤマキンパイなど、この系統とされて

いるo

ムラサキミミカキグサの自生地

ムラサキミミカキグサの北海道での自生

地はたいへん少ないと思われますが、昭和

5昨 7月、幸いにも新篠津村で発見されま

しTこo かつては江別市の旧東野幌湿原にも

自生していた植物ですが全滅した植物で、すO

また、文献によりますと苫小牧と白老町に

ムラサキミミカキグサの記録があり確認す

る必要が感じられますo (文化女子大学室

蘭短期大学研究紀要第3号別刷「北海道い

ぶり地方植物目録」原松次著、 197 9年

刊)尚、小生が文献探索によって知り得た

全日本ムラサキミミカキグサの自生地は下

記の通りで、す。

石狩郡新篠津村 外 山 雅 寛

神奈川県箱根、千葉県軽井沢、長野県霧

ケ峰、長野県戸隠山、静岡県小笠山、愛知

県葦毛湿原、兵庫県六甲山、広島県厳島、

佐賀県黒髪山、熊本県阿蘇山、鹿児島県屋

久島、長野、新潟県境妙高山、秋田県太平

山、岩手県焼石岳、岐阜県美野加茂市加茂

野、岐阜県宮川流域大阪峠高層湿原、岐阜

県矢作JII上流地域、岐阜県明智町附近線の

上高原「保古の湖」の東側地区、茨城県君

田、茨城県岩品明了、北海道石狩郡新篠津村

新篠津湿原、北海道白老町、北海道苫小牧

市、羽前鮎貝、下野那須。

ムラサキミミカキグサには白花型も知ら

-112-

北方山草 4 (1983)




