
北海道中心高山植物研究史資料

1 .早期に発達した海外の高山植物研究

わが国に本絡がjな高山植物の研究が始ま

る以前の欧州の高山植物の研究について最

+刀にふれておきたいと，思う。

海外では古くから登i1Jが流行し、 l直接高

山植物を見て高山植物を研究する機会に恵

まれていた。しかし、わが同に登山をする

ということがなかったわけではない。ただ

それが信仰の目的をもつものであり、趣味

的、研究的な内容を目的とするものではな

かったのである。このことが高JIJ柄物に触

れる機会や研究の機会を与えてくれなかっ

たようである。

これに対して、ヨーロッパでは古くから

登山鉄道の建設がなされ、登山に関する多

くの文献も出版されていた。

中でも高山槌物研究に大きな役割を果し

したのはアルプスクラフ (AlpinClub)の

創設であり、ヨーロッパ各地にその支部が

;置かれていたことである。

また、アメリカ合衆国では、ロッキーク

ラブ (RockyClub)が高山総物研究に大

きな貢献をもたらした。研究文献も多数の

n~版物がJJ~われたた'けでなく、加えて高山

柄物培養図の発達があげられる。

フランスの純物学者ボンニエーノレは、当

時日本ではまだ行なわれていなかった高山

植物の気候に対する適応の研究を発表して

いる。 (G.Bonnier、Recherckes、expen

mentalissur l"adaption des plantes au cli. 
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n別市外山雅覧

mat alpin・Ann.d‘ Sci. Nat. Bot. '1、xx
1895)0 

また、高JIJ植物の凶譜として著名なもの

は次のような出版物があった。

Hegi und Danziger. Alpenflora.1905. 

L. und C. Schroeter. Taschenflora del 

Alpenwanderers. 11. Aufl. 1907 

].D フソカ一氏はシャクナゲ科柄物を研

究して「ヒ7 ラヤ産シャクナゲ大開講」を

fJH丁した。(J.D. Hooker. The Rhododen. 

drons of Sikl口m.Himalaya.London，1894.) 

この書物は筆者米見の大凶繕であるが、き

っとどんなにか美しい凶諮に速いないこと

であろう。原色図版30葉以上を収めるとい

') 0 

以上によっても、欧米諸国では早くから

専門化された高i1J柄物の研究が行なわれて

いたことが知れる。この頃日本では、まだ

高JIJ柄物の書物さえも出版されていなかっ

た。

2.日本近代高山植物研究史

(1) わが国に於ける山草会の発達

わが[耳は南北に長〈横たわリ、多くの高

山植物を保有している。しかし、尚JIJの俗

物が科学的に研究され始めたのは欧州に比

べると、はるかにおくれていたことは事実

である。日本の高山柄物の研究に最も大き

な動機をヲえたのは、東京にできた rUJ草

会」である。そして、この会が高山植物を
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培養して、一般大衆に展覧させたことが今

Hの高山村1物研究の進歩に人一きな刺激をり

えたということが、牧野寓太郎氏によって

雑誌「実際関芸」臨時増刊の中で禿表され

ている。 (r本i11に於ける尚 111植物研究の}!i~

史」、昭和 4'1"、誠文堂lリL

東京て官1)立された「山草会」文書(故牧

野直太郎旧蔵)に名をつらねている人たち

を見ると、加!体泰秋子爵、青木信光子爵、

当 II~法学士であった木ド友三郎、 M物学者

の牧野寓太郎、武仔l久吉のほか久間島通筒

子爵、伊集院 f爵、法学士城数J号、田村景

福氏 ~tJ\;の r. が見える。

詔 治開劉
"" 1年 41?

寸武守主音をえ1珠4目
批判 7マ..r.，';;主治、山 J'l';t

72百?手 z 草告1
3Ai弘帥具古寺

l Z叙2
主主吋?2会芯

i it子fj;
TM合書帝

(牧野首1太郎IIJJ輩、日本最初の flll草会J 第 四

陳列会の文書_r実際凶芸J臨時増刊号よりヲ|用)

この文書より見ると、日本の山草会は、

華族を中心とした貴族と小数の刷物1専門研

究者、趣味家等を加えたものから出発した

ことが特徴的である。これは日本の刷物が

(古典航物等)大名によって愛情された江

戸時代の流れをくむものではなかろうか。

しかし、その後この山草会の活動が般

大衆に高山梢物の培養を普及させたことは

特記されるべきことである。

山草会は、会員のみを対象とした小集会

と広〈大衆を対象とした大集会とが防iかれ

た。当時m品された布古物には H本ではいま

だ知られていないものや、命名もされてい

ないものが数多くあったようで、命名は牧

野'広太郎氏がtß~当したという。

111草会で牧野寓太郎氏等が命名されたも

ので著名な植物を挙げると次のようである。

.カトウハコベ~本111:f{i.会加藤泰秋子爵が

早池峰で採集されたもので、牧野'高太郎

氏が命名した。

・アオキラン一本111草会青木信光了爵がH

光で採集したちので、牧野良太郎氏が命

名した 0

・タツタソウー H露戦争のl時、軍艦龍回の

釆組員であった木下邦道(友三郎の弟)

より本山市一会会員木下友三郎に送られた

ものを氏が命名したもの。

山草会陳列会出品目録(明治38年 5月6

rJ、 7 Jj巣鴨加藤別耳目)、陳列目録(明治

41年5月10日、l1rU二野鼠松亭)に展示さ

れた航物名についても牧野富太郎氏によっ

て発表されているが、その種類がとても多

く充実しているのに驚かされる。

dl侍の rlll平会」の人々の苦労は大変で

あったようで、士官養面でも開拓者約役害1)を

果たしたのであった。例えば、コマクサを

例にとると、当時東京では'Ieかしておくこ

とができれば大成功で、イヒを咲かせること

はできなかったという。

27一一
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松平成平子爵は rl1l草会」の中心となっ する書物もそれにともなって口本でもまた

て活動した人物で、本郷灰龍同町の)¥11に尚 刊行されるようになった。

山lこf具したロックカrーデンに多くのt位ザ却を

植え、 3千鉢を蔵していたといわれているo

そして、当時の高山植物埼養技術の開拓才i

でもあった。

この山平会に一般大衆は大いに刺激され、

高山植物の培養は干般庶民の問にも広がっ

ていったのであった。しかし、高山植物の

培養は一時的には大いに流行したが、その

後衰退のj茸をたどっている。

(2) 高山植物培養の衰退期

明治後期、 n本最初の r111草会」ができ

てより、高山植物の培養が大衆への趣財、と

して発達したが、上述のように流行はその

後衰退の道をたどった。

その原I士lのひとつは、高山植物培養の流

行にともなって、布告l物の111取りがさかんに

なった。その後、それにともなって植生保

護を日的として全国各地から高山植物の採

取が次々と禁止されるに至った。つまり、

培養している植物が一度枯れてしまうとそ

の後の入手がたいへん困難になってきた。

第2の民{因は、わがl可でトは午ヰにさし木・

実生等による高山植物のI骨航技1>I'rが確立さ

れていなかったことによるものである。

しかし、少数の熱心な愛培家途は黙々と

して高111被物の栽暗に試行鎖誤を繰り返し

ていたのであった。また、専門研究者逮に

よる高山植物の白生地の研究、高山純物そ

のものの研究をi邑して、いままで困難とさ

れていた高山柄物の培養法が次々と確立さ

れるようになった。高111M物のI古養法に関

28 

(3) 日本に於ける高山植物研究書

の出版について

前述のように日本では欧米に比較して高

111柄物の研究やそれに関する書物の出版が

おくれていた。

しかし、明治39年 8月15日、日本最初lの

原色の高山植物凶鑑の刊行があった。牧野

t吉太郎著「日本高111柄物凶譜」第 1巻がそ

れであり、第 2巻は明治41年 1月15日に刊

行された。しかも、これらは和英両文で書

かれた質量ともに優れた同議であった。

i活版は全て美しい冶版印刷によるもので

ある。著者は三好学・牧野;色'太郎J~ 設とな

っているが、そのほとんどは牧野寓太郎氏

の子によってつくられたものである。

叩， ~':'れ'"一 ι ，，-， ，仇自，，~>-~ ''''，~合をめ!<， <ι 

5省窃特盛山忠ヰミ日 ii!図衿祖山喜
'i- ~_ l' 

(牧野寓太郎氏によって作りれた

rH本iF，j[JJ柄物同議J 1・2巻)

植物の配列は自然分類法によるものでは

なかった。なお、この阿諮は 3巻まで刊行

の予定であったが、どのような事情からか

遂に断に出ることはなかった。

第3巻に予定されていた内察は、 rf:jllI固

有の蘇夜、地衣類をもリ込み、欠かんを補

うために自然分類法による総索引を付すこ
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とであった。三好先生は当時隠花植物等を

研究されておられたから、第3巻は先生が

書かれるはずであったと忠われる o

凶Jt反は東京築地i舌版製造所(わが国最初

の民間印刷所として明治6年7月開設)と

研香堂によって石版印刷されたもので、図

は優れた科学図版であると同時に芸術品で

もあった。

次に日1>:最初のまとまった高山柄物に関

する単行木として、型Il学博士三好学題文、

海市小同和著「日本のj告i山総物J (明治39

年、東京:松堂刊行)を紹介したい。

ポケット判で、青表紙クロス装に金i白tlll

し、背には金文字で、、AlpinPlants of Ja-

pan" と記された当時としてはずいぶんハイ

カラな書物であったに違いない。

「東京朝日新聞」に掲載されたものを二

松書房の清めに応じて刊行されたものであ

る。参与書一LIとしては著名な「大日本本州

四[f[九州、|植物帯調査報告」や「信濃の花J

等が使用されているo 内容は次のようにな

っている。

第1、高山植物の意義、第 2、な山と正;'1

山M物~・我国に於ける主主山の風潮、主主111

の真趣味、欧米の登山と其の同体、正:J山植

物に関する知識。

第3、高山村1物の状態ー植物の分布と其

の区系、水、内(J[5Z系と平凶;的i正系、天然の

花岡、高山植物の灰系、緯度と高山柄物待、

高山植物帯の高度及び植物、平野に高1[1植

物(様太fH)II録の到i)。

第4、作，ii?の尚111植物一喬木帯、 i草木帯、

草木41P、地衣，iE。

第5、高1[1植物分布の線源~高山柄物分
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布の歴史、日本と岳j111植物。

第6、H本のアルプス~我国に於ける真

11のl栗山幽谷、富士山と日本アルプス、秀

幽なる日本のアルプス。

第7、高1[1植物の研究と其の培養~高山

刷物の研究、治i山植物培養図、下等問、花植

物の研究、高山植物の培養。

第8、登山の準備~登山の長短と難易、

主主山の準備、登山の戒心、登1[1者と徳義。

第9、植物採集と!借葉製造~登IlJ及び採

集の好季節、植物採集及び11首薬製造の器具、

高山h立物採集の方法、 111¥'薬製造の方法、様

本製造の方法、標本保存の方法、採集者の

徳義。

第10、日本人と高111植物

以上が目次の内等であり、これ等の項目

を追っただけでも、この本は当時のi高山柄

物の総合書であることが理解されよう。

さらに、この本の中に説明されている植

物名をあげると次のようである。 い印を

付したものは図版ものせられているもので

ある。)

アカモノ、アケボノシュスラン、 *イワ

ウチワ、 牟イワウメ、イワオトギリ、イワ

ヵヵーミ、 *イワシノフ¥イワチドリ、イワ

ナシ、イワハセ¥イワヒゲ、ウコンウツギ、

ウスユキムグラ、ウラシマツツジ、エゾコ

オモリ、 ホエソソダテカンパ、エゾホソイ、

オオシャクナゲ、オオパショリ 7 、オオパ

ミゾホオヅキ、 キオオヤ7 リンドウ、 *ガ

ンコウラン、 事カモメソウ、 ホカモメラン、

キヌタソウ、 キキノ〈ナノコマノツメ、 キキ

ノてナシャクナゲ、 キギンリョウソウ、 宇ク

モ7 グサ、クノレ7 ユリ、 コイチョウラン、
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コガネイチゴ、 キコケモモ、コノ〈ノイチヤ

クソウ、 キコ7 クサ、コミネカエデ、 宇サ

ノレオ力。セ、 事シコタンソウ、シシンラン、

ジャコウソウ、シャクナゲ、シュスラン、

キシロウマアサツキ、ステレオカウ口ン、

タイツリオオギ、 トウヤクリンドウ、タカ

ネツメクサ、タカネヒカゲノカズラ、タカ

ネ7 ンネングサ、タチカメノ〈ソウ、 *チシ

7 アマナ、 市チシマギキョウ、チシ7 ヒナ

ゲシ、 *チシ7 リンドウ、ジムカテ¥ キチ

ャボゼキショウ、ヅヌゲザクラ、ツクシシャ

クナゲ、 字ヅマトリソウ、ツリシュスラン、

チョウカイフス7 、テウラン、ナカパノモ

ウセンゴケ、 本ナンブトラノオ、ノコギリ

ソウ、 牟ハクサンイチゲ、 掌ハクサンチド

リ、 *ハナゴケ、 キノ、イマツ、 ホハ7 レン

ゲ、ノ勺レメリア、 キヒカゲノカスラ、 ヒナ

ザクラ、ヒメイワカガミ、ヒメシャジン、

目
白
u

本

1
植

の

物

五車

71銭堂ねニ

(日本最初の高111植物の単行本~

小凶干11者 rH;!<の高山捕物J)

*ヒメネズ、 キヒメノキシノフ¥ビロウド

ラン、フキユキノシ夕、 ホベニイチヤクソ

ウ、ホテイラン、 キモウセンゴケ、 *ミネ

カエデ、 ミミコオモ 1)、 キミヤ7 アズマギ

ク、 ミヤ7 ウズラ、 キミヤマカタパミ、 * 

ミヤ7 シオガ7 、 ミヤマタニタデ、 ミヤ7

7 ンネングサ、ムカコユキノシ夕、 キムラ

サキモメンヅノレ、メアカンフス7 、 キユウ

レイタケ、 キユキワリコザクラ、 *ヨロイ

ラン、 キリシリカニツリ、 キリシリシノフ¥

キリシリピャクシン、レカノラ、 *レンジ

アノレモツシュ(以上)。

図版はできる限り実物大に収めようと努

力され、:liH去に学名索引を付けている。

なお、口絵として美しい色刷石版l而lが2

葉JI~められ、次の植物をのせている。

第1図~ヒカゲノカズラ、第 2凶~コケ

モモ、第 3凶~カモメラン、第 4凶~イワ

ウメ、第 5図~チャボゼキショウ、第 6図

~ベニイチヤクソウ。

以上が小西氏者「日本のおIIJ植物J のi人j

零であるが、わがl王lにまとまった高山総物

に関する書物がなかった当/p.干のことだから

この本はよほど貴重なものであったにちが

いない。

第8図の折り込み r/j本高111の縦断面及

び高山柄物併を示す12(jJ は珍図であり、台

湾、琉fA<、九州、四国、本州、北州(北海

道、千島)をも収めている。高111の縦断而

にはH本の多くの山岳を収め、北川|部には

駒ヶ岳、後方羊蹄岳、オプタテシケ、十勝

岳、石狩岳、雄和，[寒岳、茶々岳、散f司岳、

モヨロ訟が去されている。ポケット'1'Jなが

ら、当時のものとしてはまとまった文献で

30 
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ある o

次に n本に於ける尚111植物の培養書につ

いてながめてみたい。

日本で最初に出版になった培養書として

あげなければならないものは長野県立長野

中学校教諭志村烏嶺先ヨ著 r高山植物採集

及清養法」で明治42年、東京成美'草よりI'JJ

行された。この書物は、高11吋山1

及を凶るために大きなi役史害割剖lリlを果たした先駆

的なものであつたが、学問的に体系づけら

れたものではなかった。

その後高山植物については各方面であら

ゆる角度から研究が進められた。

わが国で高111そのものや環境に適応する

i:':i 111植物を科学的に研究した人々の動In)が

ある。その中でも、高山そのもの、 I17i山木産

物そのものがちつなぞをひとつひとつ解明

した人として第 A に挙げなければならない

人は川野齢蔵先生である。

河野先生の研究成果がまとめられた 3部

作は、人一正 6年刊行の「高山植物の研究J

(岩i皮書一!占)、 11日平112>トflJjjの「尚IIJ研究」

(岩波書底)、 l昭和 6年間文堂より刊行され

た r1，1木高Illf直物凶説」である o

高野先生の研究された内草子は尚111植物の

培養のベースになるもので、あらゆる函か

らの高山と高山という環境がっつんでいる

柄物そのものの研究であった。

特に「高山研究」は、明治26'fーより日本

各地の向山にな山されること百余凶、その

11寺の経験、観察、考究の結決を集大成され

たものである。尚111柄物の牛，態について特

に注目すべきことは、研究の内容が高山十荷

物の環境lこi血!必するための顕微鋭的、解剖
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学的なI白lから与究されている点である。

研究の成果をもとにしてまとめられた高

野先生者の培養書に「高山植物の培養」と

いう本があるが入手しがたいものである。

なお、 「日木市3山植物図説」は高山植物

の凶譜として自然分類j去に基づいて配列さ

れた日本最初Jの高山横物同議でもある。

子書き閃版の印刷!も大変美しいてもきばえ

である。

1"本i'::j1 ~ J¥{i物問，U!
M Jf動指著

ALP1NE FLORA 
。，

JAPAN 
旬 V

R KdNO 

4警幹
民軍

'博文傘

1ι~，，;!O 1 1<'.t，M..~ c.... T4."， 

1・"

(自然分類法に基づく日本最初の

高山植物関譜)

ほかに、昭和初年に出版になった竹中姿

著の「日本高山槌物概論」は入手しがたい

名著である。(東京、春陽堂frJ)

わが国に於いて高111!i!i物の採取及び培養

については雑誌(中でも著名なものは誠文

堂刊の r実際関芸J )等を通して多くのま~r

見が紹介されたが成書となったものは大正

年代に人っても数少なかった。，ぶ村烏嶺著

「高山村l物採集及培養法」はこの方面の初

;)2 

めての1&書とし、系統的にまとめられたも

のはIIs和に入ってからでなければ見ること

カ£できなかった。

高山植物の培養i去は主に柄物悶を中心と

して行なわれてきたようである。

わが同にできた脊名な尚山植物培養悶は

日光に設けられた東京J!J(科大学附属東京植

物関の分闘で、松村氏の計酬によって創設

されたものであった。その目的は、高山+直

物の培養により楠木屋、 J草取者による稀有

植物の消滅を!坊rl'，すること、気候及び風t:

の変イヒがM秒Jの形態、色彩にいかなる変化

を与えるかについて研究することにあった

ようである。

さらに札幌農学校附属札幌納物閣は山部

金吾氏によって経営され、人ーさな業績があ

げられるようになった。

(明治後JtJIのヨーロッパでは、この方面の

研究、 I苦養技術も相当に進んてゆいたようで、

高山植物園はヨーロヅパ外地に散在してい

たロこの頃スイスのゼネパ湖畔には世界第

‘の規模をほこる完備した高山植物培養闘

が栄え、アルプス連111よりあらゆる岩石を

採取し、それらにi古l有の植物を培養し、さ

まざまな研究カぢ生められていた。)

明治 5年、東京芝増上寺に設けられた

「北海道開拓使仮学校Jが札枕に新築移転し

たのは明治 81['，のことで、 「札幌学校J と

名付けられ、親 9年「札幌農学校」と改称

された。その後明治11年開拓使勧業課の温

室とそのF付属地が札幌農学校の所属となり、

これがt直物閣のはじまりとなった。

明治16年、宮部金百先!j'が新たに植物園

の設計を命ぜられ、今日の柄物閑に発展し
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た絞緯がある。高1I1植物閑は時代がずっと

くだり、1Ii4;fnll年に築造に着子、1，800Tl'の

地積に数千寸F干のj砂や張frl，から搬出の 3

千余イI!]の巨石を使った。 l年を費して岩組

みをなし、数.ifがかりで多くの植物がそこ

に植え込まれた。

札幌農学校附属植物園設立に対して側面

的に大いに貢献した同体は「北海道111平会」

であったことは特記すべき事項である。

北海道山平会は大正14年に自1)立された北

海J宣伝初の山苧会でもあった。 Hfl¥)は、高

111植物やその他の111草を情養・研究するこ

とにあり、陳列会の他に'ゲ真・絵葉書を刊

行するなど、わが同では全l玉HI¥)に注目を集

めた団体であった。

わが国に於ける尚111fili物l劃は高山植物を

研究するだけでなく、その培養普及にも大

きなf宣言1)を果たした。実生、挿木などの培

養法の確す4 によって、 合|昨衰j昆を見せてい

た!日J山植物情養に再ひF光をあてたのは各地

にできた植物倒や山草会のたゆまぬ活動に

よるところが大きかった。

a EEtv匂 ~"j"仇戸""“ S呼伊・'"‘. '"' ~"，l'''''ll.，. ，山M円....1-" 11. ~'~，"d 

:33 

高山納物の培養書については先にあげた

志村烏倣先生著「高山植物採集及培養法」

が先駆的な著書としてあげられるが、学倒

的に系統的に集大成されたものは北海道大

学農学部の石田文二llJl、原秀雄両先生によ

ってまとめられた著書「高山植物と山草の

塙養J で初版が刊行されたのはIIR和 9年(

三省堂)で、同年のうちにたちまち 6版ま

で版を京ね、爆発的な定評が日本全土に広

まっていった。これまでに類を見ないもの

であり、 Jfzり扱われている縞物の数も多く、

凶版(写真)もすばらしいものであった。

北海道大学農学部附属植物園での数万鉢

の椛物の栽培に基づいて集人一成された不朽

の名著で、現干'Eなおみずみずしさが保たれ

ている。

写真集で高山植物の情義法や知識を!ムめ

るために大きな役割jを来たしたものには北

海道111草会から出版された「山草会写真J

(昭和4年創刊)がある。この写真集は筆

将未見の資料であったが、東京の小宮定志

先生から贈られてきたので紹介しておきた

い。写真は金古flti{養品であるが、どれもす

ばらしい生育状況を不すもので、愛tg.者の

注目をヲ|いたにちがいない。解説も詳しく

館協操先生が担当している。

この'1'から「ヒメクモマグサ」の古1Iを紹

介すると次のように解説されている。

rSaxifraga bronchialis L. subsp. Funs-

tonii Hult. FI. Kamtchat皿.(1929).l2，fig 

2干'11名~ひめくもまぐさ、産地~持1也に生

ず。干fif.iiを基準にするとilli紺l亜大隊から北

米西部に]買って分布しているが、I'1'々 多型

なイ!干である。従ってその分類lこも色々な
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学説があり、学名もう上していない。勘奴

察加槌物研究家として令名のあるフルテン

(Hult吾川氏はこれを 3'1li，f重にわかち、 su-

bsp. spinosa :/コタンソウ、 subsp.austro 

montana北米産、 subsp.Funstoniiヒメク

モ7 グサとし、シコタンソウは組制11亜大隊

に、ヒメクモ7 グサは特に北太平洋岸に分

布する亜秘として考察している。ヒメクモ

マグサはシコタンソウに比して葉が一般に

広〈日短〈、先端が凸頭で、茶は一般に湾

IflJしている。そして、その亜種の中でも写

真に示すような北千烏のものや劫無察加の

ものは媛刊で、娘出禁がj湾l出し、叢生して

f'1形を呈する。この形に対してフルテン氏

はf寺にSaxifragabronchialis L. subsp. Fu-

nstonii Hult. var. chelerioides Hult. Lc.l7 

なる変種名を与え、更にその極端に媛性と

なり、$の先端に凸端を有せず、校僚の球

形を呆せる型にform.pseudo-burseniana 

を認めている。

フルテン氏の提出したヒメクモ7 グサ=

Saxifraga bronchialis L. subsp. Funstonii 

Hultに該当する柄物は本邦としては本州、

北海道本島及び千烏にノEを見ることができ

る。花Jt月は白生地に於ては 7・8月。桜端

な陽光を避けてお石国に植えるのもよいし、

また岩に植え込んで主主養としてもよい。

植土としては壌士、腐木を主としこれに

細砂を混じノJ(~'Iiで表面をおおっておく d

( rlU草会'写真」第九輯解説官官116M>品より)

(4) 歴史にとめておくべき北海道の私設

植物閣のはな L

明治年間、北海道帝国鉄道管理局から、

34 

「北海道鉄道案内」という珍らしい小冊 fが

刊行された。パンフレット式の旅行案内書

であるが、この中に利、?&f産物周として小十阜

市に「金i型植物[主IJというものがあったこ

とが記されてあった。小f骨市関係の多くの

資料にも当たってみたが、 「金i幸柄物園」

というのがどの資料からももれていること

がわかった。(最近刊行になった資料に「

小侍文化史」という木があるが、この'1'に

ももちろん記されてはいない。)

小樽市の北}j山平会々員阿部さんにたず

ねてみることにした。 liii[吉11さんの方でも、

小待市に住む年ぱいの方々に聞いてみたが、

「金i翠植物園」を御存知の方はいないとし、

うことであった。既にこの「金i辛植物関」

は小樽市民から L忘れ去られているようで

ある o 今ここに記録しておかなければ永久

に失念される恐れがあるので書きとどめて

おくことにしたい。案内書を討Lんでもその

正機な{!r.置はやj然としないが、次のような

記録がある。

「合洋横物陸lは稲穂町於古溌)1/ (OKO 

PACHI GAWA)の|一流にありて其総坪数

1，500珂「ーを有し、国内には築山あり、源地あ

り、奇巌怪{j珍花.(，f平ーとしてあらざるな

く、其規模の大なる私設遊園地としては他

にJJi例を見ずωと記録されている。

小樽市といえば昔から111草培養の盛んな

地であるだけに、この私設槌物関ー「令津

地物屋IJは多くの111草愛情家に相当の影響

(車11iix)をりえたことは確かであろう。

ちしこの植物照について御存知の方がい

るならば、 北i海毎1道茸の古高j11叶1

史資半料、午トとして歴史の一端を残すことができ
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河野Il;;茸氏が蝶類などの調査のために大

雪山の穀111を試みたのは大jF.15年のことで

あった。その時小泉岳から{j'~:f時代人

イヌの人々)の遺跡が発見された。

この遺跡、の発見によって慨にアイヌの人

は々f可らかの口的でこの山項に住んだこと

るか L知れない。 1冊のパンフレット、

枚の新聞切りぬきの中にも Fi:煮なものがあ

るので、そのようなものを大切にしながら

忘れられていく史実を記録に残しておくこ

とが郷土の文化史を捕っていくことにつな

がるものと信じている。

1 

は動かすことのできない事笑となったわけ

で、彼等はこのJ11項周辺でまっ先にあの美

しい高1111荷物を兄ていたにちがいない。

それも現在のように予の加えられていな

い原始のままの環境の中に於いてである。

そして、現夜よりはもっともっと著しい高

山植物のlt判長の'1'を歩いていたにちがいな

いのである。低地で食物が察易に得ること

ができたはずのアイヌの人々がなぜ高山と

そこに住んだのいう般しい環境を選んで、

かは全くなぞに包まれている。

Ci可野1ム道者作集Jの中では、特殊なH

的でそこに居をt非えたであろうとされ、想

定されるいくつかの目的が挙げられている

が断定され得ない。ある特殊な植物を;)<め

て移行したのではという推定もその中に見

られる。過酷な環境のためその移住は季節

的なものであったらしい。

，T
酔
町

A
吋

国

北海道最初の山岳文献のこと

幕末の蝦夷I也探検家松iiti武四郎の晩年の

著作に「蝦夷年代記」という北海道最初Jの

年表がある。(明治 41ドIrJ)

そして、この年表の末尾に「蝦夷111版記」

というものがわずか4葉であるがとじこま

れている。本文の段後に「是記往歳鷲i幸重

光所著余'ザ一本蔵之久失今加it.脚主rJ之篇末

以(~抜文云松浦町、議」と記されている。

北海道高山植物研究史資料

北海道高山植物探究明治以前史

最初に高山樋物を見た人々

北海道て;.l，'illl植物を最初に見たと忠われ

る人々は石器時代のアイヌの人々である。

高111に彼等の遺跡を最初に発見したのは孝

古学者として著名な河野広道博士である。

B 

(C北海道鉄道案内」北海道帝同鉄道

管理局刊行より引用)

3 

35 

A 

)
 

1
 

(
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最後の 21丁でh綴られている抜文によって、

r蝦夷山脈記J の著者が鷲i幸重光氏である

ことを即白干することができる。

この鷲i幸重光という人は松浦武四郎とは

友人の1m柄であった人物である。

この人について「大日本人名古字書」で調

べてみると次のように書かれている o

鷲w重光~鷲津毅堂(わしづきどう)-

儒者、名は:if光、字は重光という。尾張丹

羽郡丹 ;J~邑の人である。文政 8 年11月 8 日

斗，Il。昌平磐に入り、嘉永丑久留米務の特

に!必じl0n糧を受ける。後尾張務上となる。

先にあげた松浦武凹郎著「蝦夷年f¥;，eJ
は数少ない北辺蝦夷地の最初のまとまった

年表であるが、その巻末には「蝦夷山脈記J

を附したものとそれを欠くものとがあり、

「蝦夷IJI#おむを附した完全本は層数少

ないもののようである。なお文化年代には

既に「名山岡絵j という書物の刊行があり、

蝦夷地の山岳凶版を収録しているが、r蝦夷

山脈記J のような総合的なものではなかっ

た。

鷲津重光氏については北海道の山岳を探

検した記録が見当たらないが、後年松浦武

四郎がこの著書に誌を附すほどのものであ

ったから、蝦夷地の山々を踏資した人にま

ちがいない。

C 明治以前鍛夷地に於ける

和人による植物探究

蝦夷ヶ島11寺代TfI(物探索のために、最初に

蝦夷本島に足を踏み入れたのは、阿部友之

進(幕1M勤務の本平家・盛|品l出身)である。

その第 1[I'J 1:1は1727年(字保12年)で、第

3s 

2回目は1729年(享保14年)であった。こ

の探索によって阿部友之進は rc-:使採議行

記J (版本にならず)をまとめた。その後

蝦夷本島の柄物調資は、しばらく絶えたが、

再ぴ大がかりでアイヌの人々が利用した植

物が調資されるようになった。 1792年(寛

政4年)最上f車内、小林源之助等と共に、

3月7日干1:-HiIを出発し、 4月中旬f華大島シ

ラヌシに到達、内岸はクシュンナイ、東岸

はトーフツまでを調査した。その後1799"f

(寛政11年) 3 月 2MI 、医師i~~江長他が蝦

夷地採薬の命を受けてー行34名が;1戸を出

発した。このl侍の蝦夷J也木烏の踏会'1立、京

I有海岸から、厚岸にまでも及ぶものであっ

た。

一行の紀行は「東遊紀勝J 13巻にまとめ

られ、これとはJJrJに「渋江長伯蝦夷採薬記J

1巻がまとめられた。

以上の踏査は薬用植物をよ!とめての調査で

あり、近代的な植物調査とはよほどちがっ

たものであった。また、高山柄物に及ぶも

のでもなかった。

北海道での植物調交がifji山械物にまで及

ぶようになったのは明治に入ってからのこ

とであり、その調賓の始まりも植物の専門

家によって調貸されたのではなかった。

そのことについては次の項の中で、詳細

を記すことにしたい。

(2) 北海道高山借物探究明治以降史

本道のifJi山柄物記録に足跡を残した初期

の開拓者は、北海道殖民地選定有及び地質

学者であったことはあまり知られていない

ようていある。
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明治19年には内田瀞(北i毎道般民地選定

主任)、十ifif定道が本業のかたわら調交に当

たり、そのf表明ifi22ifまでに内問瀞、 卜i可

定道、柳本通義、福/J;i鍛之輔、山本信、河

村介、井i頼{百賢、松尾高害、大橋j字減、

古林芳三郎、神尾之助、森貞級、丹道彰、

門出持太郎、崎野人也土すが榊民地選定の任

に当っていた。これ等の人々のうちの数人

は殖民地選定の:;t;業のかたわら、高山植物

についても初期の記録を残している。

また、地質学者で本業のかたわら高1I1柄

物を記録に残した人としては神保小虎、石

川貞治氏をあげなければならない。

1893年を例にとると、石川貞治氏は7 ツ

カリヌフ。 1)岳でオオパシヨリ 7 を、 4洲本通

義氏は1891年北海道からチシ7 ラソキョウ

を最初に発見、神保小1晶、内田瀞氏は千島

でも刷物を調会!し、 1891年神保小成氏によ

ってエトロフで確認されたジンボウソウは

記念すべきものであった。

嫡民地選定事業の中心になって活躍され

た人はIλJHli静及ひ初11木通義のf，tij氏でhある。

その事業の極めて悶難であったことは「北

海道殖民地選定報文」の序文に記されてお

り、後年さらに、小l'科目太郎(r北海道町長

行日誌J - r悲林J 第8号、明治26年、札

幌農学校学芸会刊行)によってその詳細か

報合されている o

小得住吉'1'1'11:の星好三郎氏は礼文烏の柄

物について最初にその干直斗，をl明らかにされ、

特に、フタナミソウの発見は実に日本から

は最初lの記録になったものである。

1800年代の後半に木道の高1I1植物の研究

に多くの業績を残された外国人としては、
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フォリー神父をあげなければならない。

フォリーの名を冠する植物も多く、わが

国博物学史上でち特記される人である。

フォリー神父(JeanUrbain Faurie)氏

は1847年、南フランスのオート・ロアル県

(Haut-Loire)のテeュニエノレ村 (Dunieres)

の生れで、 12人兄弟の第7子である。

ドl'父が来日したのは明治6年、当Hキ28二上

の若きであった。

フオリ一氏の名のついた柄物は約70種が

知られている。 f止の道内での係集地を年代

順に追ってみると次のようである。

1886年~函館、奥尻。 1890年~江差、網

走、根家。 1891年~i1差、根室、礼文。 18

92年~却11日品。 1893年~苫小牧、阿寒、釧路、

恨室、礼文。 1899年~平IJ尻1I1。

以 lのようすをみてもわかるように、全

道(19にかなり広範回にその足跡が残されて

いる。その根本数もぼう大なもので、採集

した植物の送り先も世界各地に1えんだよう

である。斗骨ijFaurie氏の標本(複標本)は

青森県浜町教会の柄物収蔵庫に保存されて

いたが、没後1917年(大11:8年)神戸の資

産家向的，tl維氏が2万5千フランで:t'lJllt、

京都大学に寄贈された。その数6万点、

万余栂に及び現夜も保存されているようで

ある。日本のみならず、彼の植物採集は、

持大、満州、千島、ハワイにまで及んでい

る。以下標本の送り先である。

Paris Museum、Franchet、Herbierde 

Museum、Dral日 cleCastillo (Paris)、Het

bier Boissi白、 cleCandol!e (Geneva)、He守

rbier Florence(ltaly)、KewMuseum(Eng-

land)、St.Louis Museum (America)、Bet
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lih M llSe1ll11、 St.Petersbllrg MllSellm、 日本にぼう大な数にのぼるFaurie氏の標

Vienne MllSellm (Allstria)、BritishM llSe 本が残されたのは実に上記の人々の運動の

llm， Bryhn MllSC1ll11 (Scan【linavia)、 Sta- 力によるものであった。

nford University、!-larvardUniversity、

Yale Universitl'、 St.Francis X. Universi-

ty 

また、 Fallrier採集の植物の伝l定おは!、

記のようである。

羊[有類の同定 ~Christ、 Rolland Bonapa 

r旬、 Rosenstock。汗4本科執物の伺定者~

Hackel。スケ'科植物の|日]定者~Franchet、

Kiikenthal、Leveill己。毛皮科、虎耳苧科、

t散形科、石楠科、董菜科、十字科植物の|言j

定者~Henrie de Boissi目。ヒノレムシロ属

植物のl可定者~Arther Bennet。参科植物

の同定将~Cracovie。スグリ属核物の同定

者~J aCZeViellSkii o 蘇類の同定者 ~Besch

erelle、Brotherlls、Cardot。諮類の同定者

~Stephani。地衣類の同定者~Hlle， Nl'la 

ner， Olivier， BOllly de Lesdain. (標本の送

り先、 l司定者については小野忠売者「宜教

師・植物学者フオリー神父J ・キリシタン

文化研究会・ l昭和52年刊 によった。)

Faurie氏が北海道各地で保集した柄物の

記録は r札幌博物学会朝iJ所収の;合部金再・

工藤茄舜者 r~t海道植物志t'!-J (MATERI-

ALS FOR A FLORA OF !-lOKKAIDO BY 

KINGO MIYABE & YUSHuN KUDO) 

一後「北u本柄物誌料」と改題ーに)1)(めら

れている。

なお、 Faurie氏採集の標本が日本から海

外に流出しないように運動を起こした人々

としては、小泉i原一氏を中心とする郁場寛

氏、木梨延太郎氏等をあげることができる。

38 

(3) 邦人による北海道の高山植物

についての植物学的探究史資料

~明治以降史その 2~ 

北海道の高11I柄物の探究史上てい最初の足

跡を残された人々は先に述べたように植物

学専門の万々ではなく、殖民地選定者や地

質学者によるものであった。

植物学的に高山植物を探究された初期の

人々としては、川上瀧掬先生、丙[H彰三先

生、半i畢iflJ先生、相lIi翠秀雄先生、近燦金吾

先生、山吉1>金吾・工藤前1;舜jlhj先斗ーなどがあ

げられる。

A 7ツカリヌプリ高山植物探究

の開拓者

-Y''Jカリヌプリは本道rei山中で最も古く

から交通の仰が聞けた11Iであったため、研

究も古いものがある o

その最初の記録と忠われるものは、水科

七三郎、戸i京高知l氏による r"，ッカリヌプ

リ気象観iJIIJ記J (明治28年)で、 24科47秘

の植物を記録したのが残されている。

粟野宗太郎氏は明治38年「マソカリヌプ

リ植物J (植物学雑誌、第19巻第227号)の

中で44科96積(その内、山頂柄物(;l:46積)

を発表している。翌明治39年夏、倶知安に

「自民夷笥土ー登山会」が組織された。

主l'1 1 1会ができたことによリ山道の技術が

進み、主主山者にとってはさらに便利になっ

た。この年の 8fJ (明治39年)半i翠i旬氏は
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宮部金吾氏、札幌農学校生とともにマソカ

リヌプリに登山をし、 r7ッカリヌプリ 111

項柄物自主主J (A LIST OF PLANTS GR-

OWING ON THE SUMMIT OF MAKK 

ARI-NUPURI) -札幌博物学会報第 1巻、

第 1号ーにIliT頁植物77種を記録した。

(新たに7 ッカリヌプリのf，;jLi 1柄物誌に加

えるべきものとしては27種をあげている。)

それらの植物のうちタカネアザミ (Saussurea

acuminate Turcz)は日本から段初に発見

された記念すべき植物であった。

人:11元年、半i畢j勾氏によって!IIj述の目録

の補遺がitられ「自部博士就職25年記念論

文集」の中に発表され、 24種がさらに追加

されている。 In]じくこの論文集の中に近藤

金吾氏が r~R夷富士山項に於ける火山後手古

斗ーせる納l物に就て」と題して 7科14種のM
物を発表している。

7 ソカリヌプリの高山植物探究に最も大

きな業績を残された方は凶幽彰つ氏である。

附田氏は明治38年、札幌r，lli範学校卒業後、

札幌郡広島村の広島尋常東部小学校訓導と

して俸職した。その後北大に勤務し、宮部

金百先生の影響をg!Ii<受けだ方である。大

iE8年には北大より小樽高商へ転じた。氏

は、小待高商で商品学を担当、白ら石けん

l 場を絞営され、コンニャク、バナナの研

究にも子をつけておられた。さらに氏は、

古代文字、先住民族、郷土a等広い分野で

ii!i膝もされた。

附田彰三氏がマソカリヌプリに初めて登

山さilたのはH月iti39年8月ていあった。

この7 ソカリヌプリ初登山によって氏は

植物分配状態の特異なことを~1I り、明治41

39 

.. q今 2凶日の踏査をIA古1)金73先ヨに従って行

なっている。さらに明?白441トには 3回目の

踏査をなし、その結果を撃現し、大正Jじ年

「札幌博物学会々幸11J第4巻、第 1-'4に「後

方羊締山 (7ッカリヌプリ)の柄物分布状

1~に車iきて J (On the distribution of pla-

nts on Mt. Makkarinupri)を発表した。

その中で、西田氏は7 ッカリヌプリの地

開、 M物数及び植物41?を述べている。

植物分布状態については半月湖畔、駒返

し、 4合目羽仙問、みかえり松、ハイマツ

帯、電光坂、御花畑入口、御花畑、村1笛{袋、

大噴火口、小噴火円、大噴火口底、中噴火

口、薬草が原、主主主t公問、星が池について

詳細を記し、 3阿の踏交の総まとめをして

いる。

B 7ツカリヌプワ高山植物の保護を

論じた最初の人について

後方羊蹄山 (7ッカリヌプリ)の高山柄

物中日が知られるにつれて、高山植物が乱J¥!i

されるようになってきた。

そこで、この111の植物を保護すべき意見

が多くの人々から出されるようになってき

fこ。

その保護について最初に論じた人は内務

省嘱託理学博士吉井義次氏であった。

氏は、大正 8if.r史蹟名IJ幸天然記念物調

査報告」第 4号_r北海道に於ける天然記

念物」の中で、 「後方羊締111の高山地物」

と題して、そのf*識を論じている。

onち氏は、わが国の高山固有のM物が稀

品珍栂ということから乱採される現状を遺

憾とし、北海道高山fí~物の一代表として後
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方羊蹄山(蝦夷;告'士、アイヌ名-"7ッカリ

ヌプリ)植物帯のj，'f¥存を望んだものである。

~吉:11義次報告からの文章~

「本山ハ其ノ1f!.置ノ鉄路ニ近ク、登山ニ

便ナノレト近l侍主主々登山熱ノ一般ニ雌ニナル

ニヨリ最近著シク主主111者ヲ増シー夏実ニ数

千人ニj圭スト云フ而シテ本山ニハ元ト ~IJニ

弦山道ナノレモノ無力リシヲ明治38年 8月イJ

ぷニヨリ蝦夷'品士登山会ナノレモノ設ケラレ

熊鹿ノ道ヲ開キテ今日ノ鷲山道トナセノレモ

ノナリ故ニ山麓半月湖畔ニ登山会本部ナノレ

モノアリ登山者ノ便宜ヲ計ノレト共ニ北海道

庁ノ瞬ニヨリ設111者ノ柄物滋Jlzヲ取締リ屑

レリサレド此ヲ以テ本山植物ノ途蹴ニ尽セ

リ云フニ非ズ今後一層完全ナノレ方法ヲ講ズ

ノレノ要アリ惟フ二今日本山ニ於テ其ノ高山

植物殆ンド自然の状ニ近ク保タノレ、ヲ見ノレ

ハ是レーハ本山ノ閉山歳月久シカラザノレト

又一般登山有ニ1'，可ホi高山植物i間収ノ弊習ア

ラザlレトニ図ノレ}隊モ其ノ主因ハ本山ニ於

ケノレ市'IIIJ柄物天興ノ最笠出・ナノレガ為ナリサ

レド若シ其ノ未夕、車喜多ナノレ放ヲ以テ今日早

ク適当ノ保護ヲ1mへザルニ於テノ、久シカラ

ズシテ彼ノ信濃白A馬111高山組物ノ轍ヲ蹄ム

ベク侮ユノレモ及パザノレベシ故ニ斯ノ如キ一

大天然記念物ハ及ブ限リ完全ノ状ニ保有シ

以テーハ学術ノ考説ニ資シハ将来ノ致山

者ヲシテ崇高純潔ナノレ自然ノ美ニ按セシム

ベキナリ j (史蹟名勝天然記念物調査報告

第4号29-30Pより引用)。

以上マッカリヌプリの高山植物について

の初期の研究史について記したが、その後

の研究史については別の機会をみつけてま

40 

とめてみたいと思う。

C 夕張山脈高山植物探究史

夕張山脈に於ける，flI111柄物を最初にw集

した人は槌物学肴ではなく、石川貞治氏で

ある。石川氏は本j草地質学の開拓者で、明

治29年(1896年)地質調査を本務とし、そ

のかたわら21経の槌物を本山で探集してい

るo

夕張111脈は北海道中央部に佼置する占生

層から成る山脈てゆあることが'J:1Iられてから

多くの地質学徒を引きつけたようである。

明治32年 0899if-)遠藤博上が夕張川上流

に於て白姐層に化石植物を認めてより、化

石研究の適地としても知られるようになっ

た。明治39年(1906年)大井義近氏が地質

調査で夕張岳にそFり、さらに明治404'.(1907 

年)藤弁1車上の化石柄物採集に英同の植物

学者ストープス撲が同行、夕張川上流ノマン

ケモユーパロJiI、ベンケモユーパロ川にて

多くの化石植物の採集が行なわれた。

上記のように植物保集者は邦人にあって

は地質学徒が初期の柄物採集に足跡を残し

ている。

その後は柄物保集のみを目的とした多く

の人々の登山が続いている。

以ド夕張11iI派での植物探究の足跡をたど

ってみると次のようである。

大正元年 (1912iト)一柳i幸秀雄、 i賓名有

資両氏~夕張岳植物で高山植物を採集する o

大正 2年 (1913年) -西問彰三、柳i畢秀

雄、足立有資氏等草月'1岳で植物をj;R集ーする。

大IE3年(1914年)-西岡彰宅、宮川i在

衛両氏珪;}IJff;.で植物を採集する。
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大IE4年(1915午)一小泉秀雄遊別岳で

梢物を採集する。尚、!日l年1出場博士、木lJ;t

がj、{j同文三郎、西国彰三、小泉簿上、小

泉秀吉ft等が夕張岳に登山し植物を採集して

いる。

夕張111脈の高111柄物について最も詳細な

報告を発表した人は阿同彰三氏で、大正7

年 (1918年) -大正 8年(1919年)にかけ

て「札幌博物学会々幸f!Jの中で「夕日長山

脈横物分布論J (ON THE DlSTRIBUTI-

ON OF PLANTS IN THE YUBARI 

l¥10UNTAIN RANGE) を発表している。

この報告書ーは西国氏の大正 2年(1913年)

~大正 5年(1916年)までの前後 4回の調

査によって得た知見をまとめたもので、夕

張山脈の植物分布についての詳細な研究の

まとめでもあった。|付言字は勃iめて系統的に

記述され、地質・気候からはじまって、植

物帯、航物配分状態、植物目録、夕張山脈

の高地借柄物の分布系統に及んでいる。

M:物数は西国彰三氏の標本の他に、北海

道大学植物学教室時薬庫所蔵の石川禎治、

i貰名有賞、小泉秀雄氏等の採集された標品

と1j1野三郎氏の生柄物、附属柄物閣の石田

文三郎採集の生植物を参誓にし、夕張山脈

の植物として86科281属、 516種、 11変種を

合めて 527にi主するものであった。

武同久市博士は喜英中、日本の高111植物l

の分類学的研究をされ、 1913年西田彰三、

柳津秀雄、足立ofr!まより送られた夕張山脈

の植物についても研究され、夕日長111脈のM

物についての最初jの研究を発表している。

その一つはNoteson the ]apanese P1'ill1l1 

las (1915)， in Notes f1'oll1 the Royal Bota-

.11 

nic Ga1'den Edinbll1'gh. V 01. VIII (r II木の

サクラソウJ)で、その中でユウパリコザクラ

を新種として発表している。さらにIn)年、

SOll1e New Plants f1'oll1 ]apanese l¥1ollnt 

ains， in N otes froll1 the Royal Botanic 

Gaγden 

Edinbll1'gh. Vol. VIII. 日本高山所産新横

物数種)の，'，で、夕日~~崖の新種 6 種~タカ

ネトリカブト Aconitillll1yllparense Take-

da、ユウパリリンドウ Gentianayllparen 

sis Takeda、ユウパリトウヒレン SansslI-

rea chionophylla Takeda、タカネアザミ

Sallssllrea Yanagisawae Takeda、クモマ

ユキノシタ Saxifragalaciniata Nakai et 

Takeda、ユウノ〈リカニツリ Trisetllll1leve 

Takedaを発表している。

以 kの武問久吉氏の発表されたものがタ

リ長111脈から最初に記録されたものである。

さらに地元北海道では、宮音11金吾、工藤

祐舜博士が分類学的な研究をされ「キ凶見博

物学会々報」所収の「北海道植物志資料」

(l¥1aterials fo1' a Flora of lIokl叩 ido)の

中で夕張山脈所産の新植物として発表され

たものにニシダスゲCarexponll1oshirien-

sis l¥1iyabe et KlIdo、エプクモ7 グサSa-

xifraga nishidae l¥1iyabe et KlIdo、エゾオ

オケ7 ンCorydaliscu1'vica1calta l¥1iyabe 

et Kudo.などカイある o

D 大雪山高山植物探究史

a.植物探究以前開拓賂史

大雪山は、かつて人の近づき難い秘境で

あった。大雪111探究の歴史は文化年代、問

山林蔵の石狩川水源地探険より始まり、安
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政 4年(18574'.) 4月、石狩:(E勤足軽松岡

市太郎が石狩川を遡る鷺山が行なわれ、同

年 5 月には山i館奉行所í~f松浦武凹郎の登山

カずあった。

I時代がくだり、明治 5年(1872年) 7月

には札幌開発庁判'白右中f通俊の命により、

開妬使掌高畑利宣が石狩川上流にjj~いて地

勢を調査し、「夫婦}i'[(後代の流星の滝、銀

河のi竜)j を測り、大l年lを函川と命名して

いる。明治6年(1873年) 7月、開拓使館I

教師ベンジャミン・スミス・ライ 7 ン石狩

川上流(分水嶺)を踏破し、地質調交を実

絡する。明治6年(1873年) 9丹、開拓f史

傭教自IIiワス7 ン石狩川をilli)量、愛別に到る o

明治 9年(1876年)大判官松本十郎がライ

7 ンの足跡を辿ってユニ、石狩川を経由し

て卜勝に至1)る。明治17年(1884年) 7月、

内務省嘱託高橋不二縫、札幌県技子福 t:成

豊が地図作製の目的で石狩川水源地一帯を

iHI)量した。明治44年 (1911年)鉄道院技師

筒井煽一氏は鉄道敷設予備調査のため水源

地侍を調査する。このl博愛別村長太出竜太

郎が伺行した。明治37年-38年(1905年~

1906年)、大iE4年~大lE5年(1915年~

1916年)、大lE9年~大正10年(1920年~

1921年)の 3凶にわたる軍陸地調1)量部の登

IIJ illl)最によって大雪山の正確な地図が完成

した。(陸地illiL法制i大尉稲岡己喜j歳他部下

による。)

さらに大正10年(1920年) 8 月文豪大~lr

桂月、旭川区長市来i原一郎及ぴ塩谷忠の招

勝に応じ大雪山を探勝、このl時irlIJ家古積長

容が同行した。大田T桂月の探勝により翌々

年の大iEl24三 (1922年)雑誌 r太陽J及び

42 

Crlr央公論」に大雪山の紀行文が全国に紹

介され、天下に大雪山の名が知られるよう

になった。

大雪山n干峯の名称は険地測量部の地凶作

製につき旭川中学校教諭塩田竹翁、小泉秀

雄氏の他塩谷忠氏等の進言によったものが

多い。

幕末から明治初年までのI也凶では、大雪

山の名称は「石狩-fr，.J となっているが、そ

の後明治 6年のライ 7 ンの調査及びその他

の人々によって調査され、石狩)1 Iのノki原が

現称の「石狩-H;J に発することが解明され

るに及んで、 r石狩岳J の名称が宅J;l壬i1守岳

に移され、 C IFI石狩岳」に「大雪IlJj の名

称が与えられるようになったロ

b.大雪山高山植物探究の開拓者

大雪山の高山植物を最初jに紹介した人は

小泉兄弟である。一一兄は当時京大助教佼

小泉i原会氏、弟は松本女子師範教諭小泉秀

雄氏である。小泉氏両兄弟が大雪山を踏査

された頃は道なき道を進まなければならな

い時代であり、わずかに「けもの道J くら

いカヨある(;fかりて"あった。

彼等の最初の踏貨は人ー正 5年(1915年)

に始まり、それより毎年の踏査により遂に

大正15年小泉秀雄者「大雪山J(大雪山調査

会刊行)が世に紹介された。

この書物の中に「大雪山葉植物分布J が

まとめられている。

中井猛之進著「北海道石狩国大雪11I柄物

調査報告書J(昭和 5年、文部省flJ)は初期

の大雪山の槌物研究史を知る上で必須の文

献で、この中に小泉兄弟によって紹介され
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た主要な新柄物がのせられている。以ド小

泉兄弟によって発見された新柄物は下記の

通りである。

エゾミヤマヤナギ SalixHideoi Koizumi 

エゾマメヤナギSalixpauciflora Koizumi、

ミヤ7 ヤチヤナギSalixpaldicala Koizumi、

7ノレパヤナギSalixyezoalpina Koizumi、

エゾミヤマハンノキAlnusMaximo、，viczii

Callies. var. yezoensis H. Koizumi、クモ

7ユキノシタ Saxifragelaciniata Takeda 

& Nakai.ジンヨウキスミレViolaalliari 

aefolia N akai.、ウラジロエゾセンキュウ

Angelica refracta Fr. Schmidt. var. glau 

cophylla Koizumi，エゾヨロイグサAnge.

lica rupestris Koizumi、エゾオオヤマエン

ドウOxytropisjaponica Maximowicz var 

sericea Koizumi、ヱゾハハコヨモギAnte.

misia glomerata Ledebaur var. peduncula 

lata Koizumi、シロサ7ニヨモギArtemisa

norvegica Fries var. villosa Koizumi、オ

オタカネキタアザミ SaussureaTielessi 

Ledebour var. elegans Koizumi、ユキノ〈ト

ウヒレン SaussureaTielessi Ledebour var 

I1ivea Koizumi、クロボスゲCarexatrata 

Linnaeus、タカネヤガミスゲCarexlago 

pina Wahlenberg、タカネコメススキDes.

champsia atropurpurea Scheel、ヒメミヤ

7 コメススキDeschampsiabrevifolia R 

Browl1 

C ，大雪山の動植物探究に便益を

与えた功労者 故荒井初一氏

大雪1I1に道なき道を路み分けて、大雪山

の柄物を 111に紹介した人は、 iiii述の小泉氏e

，13 

兄弟が最初であったが、その後は荒井初

氏が動植物の探究者に多大の便益を与えた。

荒31氏はi明治6年(1873年)12月7tI笛

山県西隅i皮11防長沢村の生まれで、天正年11司

上杉謙信の市の先凶1として江州長浜て'lilxっ

た石黒清左ヱ門を始侃とする。

荒井家は石黒家:の分家で通称新家(あら

いえ)を明治 3 年苗字冠称のl昨荒31 と改~'I

したようである。大正13年 (1924年)荒月

初一氏は大雪山詞究会を設立、その後1M谷

温泉に通ずる自動車道を開拓、大雨、小函

への歩道を関妬した。さらに黒岳道のtJl~1長

もなした。学術調査等にF1i額の私費を投じ、

その後の調査の人々に道を開いた方である

がその事践はあまり知1られていない。

大正13年設立の大雪山調査会のメンバー

は干百己の通りである。

会長荒井初一

副会長笠原定蔵、下村正之助

相談役北大教授田中館秀三

なお、大正14年には大雪1I1調査!会の名を

以って大雪山葉~i'J を高山柄物保護地区指

定地として「寒地横物保護区域設定請願書j

を提出している o

d，小泉氏兄弟以降の大雪山

高山植物の探究史

大雪山調査会設立の翌年には「地学雑誌J

37巻に問中官官秀三氏によって「大雪山調査

概報J が発表されたが、その後納物につい

ては、昭和 5年天然記念物調査報告一一植

物之音11第12斡に中井猛之進氏の調査になる

「北i毎道壬j狩i手!大雪111植物調宜報告書J が

発表された。 1"1宗は!回雲山犬の植物、大雪山
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葉の柄物が詳細に報告されている。この報

告書の「大雪山保集植物目録」の中で新称

として発表されたものが日立っている。そ

れらをあげるとiXのようである。

コハクモウイノデ、ムラサキコウライメ

シダ、 イヌ7ノレパヤナギ、オオマノレパヤナ

ギ、ホソ7 ノレパヤナギ、エゾウメパチソウ、

タイセットオウチソウ、ウスキッリフネ、

エゾヤマゼリ、エゾツルニンジン、タイセ

ツヒコタイ、エゾキタアザミ、ホソパエゾ

キタアザミ、エゾアキノキリンソウ、エゾ

シパスゲ、オオキンスゲ、エゾノ〈イケイソ

ウ。また、新属新種として発表されたもの

にはユキワリガヤがある。

この報告書:の中では大雪山の植物の保護

の必要や柄物帯の[呆{f}j法についてち述べ

られている。

なお、中升猛之進氏の調資より先、小泉

兄弟の大雪植物調査の直後に大雪LUの植物

を調宣された方としては信部金書先生、伊

藤誠哉先生外の調斎があった。それ以降は

舘脇操先生の調査!によるものが多く発表さ

れている。日目和 9年から11年にかけて館11品

先生によって「北海道本島市IIJ帯植物の分

類学的類別研究J (r札幌農林学会報J第101

号、第131号、第143号に 1報-3報まで)

が発表されており詳細を桜めたものである。

内容は大雪山のみならず、北海道本島及び

利尻島利尻岳、礼文島の諸山を加えた高山

柄物の分類学的研究で、436種の高111柄物を

とりあげている。北海道のi吉;111植物につい

ての分級学的研究のこれまでの総決算とも

いうべきものであり、この研究に助力され

た人々は斉藤和彦氏、星野好博氏、岸田光

一 H

太郎氏、本間精夫氏等であった。 1949年に

は林友会旭川支部より、総脇操著「大雪111

の柄物J (87 pの小冊nが刊行された。

それ以降は多くの協力者が館脇先生ととも

に調資された。

E 日高の高山植物探究史

l::J ，friでの純高111柄物についての柄物学的

研究の開拓者は阿国彰三氏である。 i雪剖氏

は、大1E4年(1914)に芽安岳、ピパイロ

岳の品111植物を調査したのが最初のもので

ある o 日高に於ける最もJ早い植物調査は、

宵部金吾先牛ーによる明治17年(1884)の調

査があるが、高山，il?での調査はこれより以

降のことであった。

大正 7年(1917)附同氏は札l勺長の高山

植物を調査し、夕張岳との共通種として95

4垂の高山f也物をあげている。

CJ周回彰三著 r夕張山脈植物分布論J

r札幌博物学会報J 第7巻 2号所以)

以ドそれらの植物をあげると次のようで

ある。

(1)ウサギギク、 (2)サ7ニヨモギ、 (3)チシ

7 アザミ、 (4)ヌプリポギク、 (5)オタカラコ

ウ、 (6)キタアザミ、 (7)ミヤ7 シヤジン、 (8)

ウコンウツギ、 (9)リンネソウ、(10)チシ7 ヒ

ョウタンボク、(11)エゾヨツノてムグラ、(12)シ

オガ7 ギク、(13)エゾヨツパシオガ7 ギク、

(14)イワブク口、 (15)ミヤ7クワガ夕、(16)ミヤ

7 トウノ〈ナ、 (1司イブキジャコウソウ、 (1日ユ

キワリコザクラ、(19)イワウメ、自由ウラシ7

ツツジ、。1)イワヒゲ、 (22)イソツツジ、自由ア

オノツガザクラ、 ~4)キパナシャクナゲ、。5)

エゾムラサキツツジ、。日エゾツツジ、。nク
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ロマメノキ、 (28)クロウズコ、(川イワツツジ、

(30)コケモモ、 (31)ジンヨウイチヤクソウ、。2)

コイチヤクソウ、 (33)コずゼンタチバナ、 (34)チ

シ7 ニンジン、自由ミヤマタニタデ、自国カラ

フトアカパナ、。司キハナノコマノツメ、 (3同

ミヤマスミレ、臼時ガンコウラン、出。チシマ

フウロウ、な1)ミヤ7 ダイコンソウ、 (4司イワ

グノレ7 、臼3)キンロウバイ、 (4唱オオミヤマナ

ナカマド、臼司エソゃ71レパシモツケ、 (4日ウメ

パチソウ、臼司ミヤ'7ハンショウヅノレ、。日ミ

ツノ〈オウレン、自骨ミヤマキンポウゲ、 (50)チ

ャボカラマツ、。1)コカラ 7 ツ、 (52)チシ7 キ

ンパイ、 (53)モミジカラマツ、自1)ホソパツメ

クサ、 (55)オノエナデシコ、側)イワツメクサ、

自骨コモチトラノオ、白骨コフタパラン、(59)ホ

ザキイチョウラン、倍。ハクサンチドリ、出1)

シロウ7 アサツキ、的目ミヤマラソキョウ、

自司ヒメタケシマラン、自4)シュロソウ、 (6日ミ

ヤ7 イ、仙)タカネスズメノヒヱ、出司タカネ

ヌカボ、師団ミヤマコウボウ、相田ヒメヌギラ

ン、 (10)アスイカズラ、 (11)ハイマツ、 (η)シン

パク、 (13)ナガパノシラネワラビ、 (14)ウサギ

シ夕、(時)ミヤマワラビ、。曲エゾイワテザンダ、

。町エゾアズマギク、 (1副オオミゾホオズキ、

。由キパナシオガ7 、(81)ミヤ7 トラノオ、 (81)

アカモノ、相自シャクナゲ、制)ミヤ7 ホツツ

ジ、似)ホソパノイワテトウキ、旧日ハクサン

ボウフウ、相自イワアカパナ、府司アカパナシ

モツケ、祖母ミネカエデ、側チシ7 ザクラ、

制的リシリトオウチソウ、旧1)クロクモソウ、

仰)フキユキノシ夕、加3)ハクセンナヅナ、

。1)エゾフス7 、例)ミヤ7 チドリ。以上95f!Ti

の柄物である。

全く笠山道のないけわしい日出iの尚111か

45 

ら夕張岳との共通種をこれだけ見いmすこ

とは零易なことではなかったであろうと想

像される。西出氏の調王立は ni~::j山市i山航物

に関する地理学的分布を報じた最初の記録

として注目すべきものである。

その後の探究は官官脇操|専 1:によって行わ

れたものが非常に多い。 Bnち1927年には札

II'J岳とエサオマントッタベツ岳の梢物を調

宜し、翌1928年、 r~t海道林業会報J 26巻

3号に「十勝Irl札内岳並ぴに H勝同境エサ

オマントツタベツ岳を採るJ という報文を

発表している。なお舘脇操先生の報告のう

ちH高に関する最初の報告は「札幌農林学

会々報」第四年(第85号)所収の rn尚ア

ポイヌプリ及ぴ僚裳州l附近に於ける容の杭I 

物景観J (1927年fl]) で、日高の植物調査

を足元から出発されていることをうかがい

~il ることができる。この報告は様似以来、

服、野の北部にわたるもので、アポイヌプリ

(81Om)、ルチレILi(753m )、オキシマップ

山(605m)、24似岳(1，105m)、観背岳 (946

m)の他に海岸線一帯を調査されたもので

ある。地勢、気候にはじまり、続物景観に

ついては、 I)i毎i賓植物1lfi吾、II)樹林柄

物税務、 III)i刑判tぴに渓畔縞物群落、 IV

VJ) 111地，iiF植物1t:手法 に項を分けて詳細に

報告されたものである。

1929年には徳永・坂本氏が戸高月I1岳・幌

尻tr;.を踏7ttf、さらに1933年には足肝好1専が

ピパイロ岳、戸蔦則i岳、幌尻岳を踏査し、

それ~~';の成果は1934年館脇操、星野好博両

氏によって「日高山脈北部高山帯の植物J

(北il，t道林業会報32巻 1号所収)として発

表された。
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日高北部の柄物相は早くから調宣された

が、市郊のf::Jrf:jの尚 ILJ~也物は原氏によって

調貸されたのが最初で、その成果は1934年

-1939il'-にかけて PreliminaryReport on 

the flora 01 Southern I-Iidaka， Hokkaido 

(Yezo)として東京植物学雑誌 (Bat.Mag 

Tokyo)に発表された。この u高I有郊の調

査で原氏により新極として発表されたもの

は、ヒダカミネヤナギ(楽市岳、十勝長)

で、新変種として発表されたものは、オオ

イワツメクサ(栄古岳)であった。

その後は各氏によって H高の高山植物が

調資採集され、山部金吾、舘脇J呆先生によ

って多くの横物標本が検定された。

以上のような経過によって新核物として

報告されたものに下記のものがあった。

・ヒダカミヤ7 ノエンドウ(ピパイロ岳

1929年黒11久弘、氏保集の新柄物)。

・ヒダカゲンゲ(コイカクシュサツナイ岳

1932年大立目謙官1¥氏採集の新横物L

・カムイビランジ(カムイエクウチカウシ

111-1942年栃内吉彦、石田文つ郎氏採集

の新植物L

・カムイコザfクラ(カムイエクウチカウシ

山 1942年栃10吉彦、石間文三郎氏i*集

の新植物L

以上は「北fI本植物資料J (札幌博物学

会々報所収)の中で新橋として発表された

ものである o

これらの干直物のうち「カムイビランジJ

については昭和13年「文主春秋J 16巻13号

に「カムイビランジ」という題で詳細が

般に紹介され、昭和18年出版の栃l付古彦著

C UI談花語J (背山n¥版社)に再録されて

46 

いる。その'1'の 吉15を紹介してみよう。

C13日のひる頃、カムイエクウチカウ

シよりちょっと子前に鎧ゆるー峯の険しい

カーノレの岩壁に、鮮かな桃色の美しい花が、

岩のき裂に添うて沢UI咲いているのを見つ

け双眼鏡でみるとありふれたものではない

ようで、ザイノレを使って岩墜を干り、岩を

害1)って背心してとってみると実にこれがカ

ムイビランジの未知の珍種であったのには、

石田さんも私も狂気した。それから山を下

って1HIの夕方札幌に帰者するまで、丁寧

に採集録に納めて人ー切に持ってきた。方ム

イエクウチカウシの山後で採ったからカム

イビランジと名付け、宮部先生に献じたと

ころが先生はこれを学会未知の新種として

Melandryum hidaka-alpina Miyabe et 

Tatewakiという学名を付けて其の記載を

発表されたり (Cllli.rR1E話」より)一一

(この約一次号に継続します)

ノウゴウイチゴ
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