
種子は薄〈時き、経く覆土する。発~は

翌春となるが、発芳三当年はやや丸Fdの2枚

の子葉のみで本主主はmないが、この11#から

極く i砕い水肥を潜水がわりに施しI1世情する。

2年目より小塑の本葉が 1-3枚展開し、

ょうやくこの植物らしい姿となるが、その

まま水切れをさせないように注意しながら

肥培を統ける。植替えはこの年の秋か翌春

にする。:jEは早いもので 3年目であるが、

多くは 4年目以降である。

冬期は特別な保護の必要はなく、績雪下

での越冬が最良であるが、少雪地では棚下

や北{i!JJの防の当らない所に鉢を置き、稲わ

らなどで覆っておく。一冬中Hf!りっぱなし

による被害はないが、則二上が凍ったり融け

たりの繰返しゃ、カラッ)Ji，¥に直接さらされ

て乾くことが一委に良くない。

花の観賞には、大鉢に各花色をi昆植する

と豪華で美しいが、採種の際に花色と株が

一致しなくなることがあるので、忘れずに

ラベルなどを立てておくか、採種予定株は

単植にすると良い。

北の蝶、北国の花

昭和50年6月に日高のIIJに張って以来北

海道に行く機会がない。それまでは学生時

代を合めて20年余り小憾と余市に住んだ。

長い冬が終わり雪が融けて黒い大地に春の

花の咲く絡しさは北同に暮らした人でなけ

れば分からない。 10年以ト経った今でもそ

の素晴らしさを憶いだす。手l、の趣味は蝶の

採集であるが勝、と槌物は深くかかわってい

る。ほとんどの蝶は幼虫l時代に植物の葉や

花などを食べて育つ。官JCになる植物の種類

は由主によってiJとまっていてそi'Lカぎないとき

は他の草は食べずに餓死してしまう。燥に

なれば花の蜜をi吸って生きるのであるがこ

れも種によって好みがある。目的とする蝶

に野山でうまく出会うためには依布してい

る柄物のことを知っていたみがよい。戦後

の本のない頃は凶書館て。調べたり本尽きん
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松戸市宇野正紘

で立ち読みしたりして少しずつ名前などを

覚えていった。その頃は高価で買えずにい

た本を先11神田の古本尾で見つけ大変なつ

かしい思いがした。このようにして名を知

った早春の花にエゾエンゴサクがある。先

の本田正次氏の著書には有毒と書いてあっ

た。林床1:: -j百1に咲き誇るエゾエンゴサク

やカタクリ、アズ7 イチゲ、キパナノア7

ナなどは配色もよく高1I1のお花畑の景観と

優るとも劣らない。なんの flI1守であったか

忘れてしまったが前野英二氏の運転される

車に便乗させていただき石狩金沢付近を走

っていたとき広い雑木林が遠目にも青〈見

えるほど見事なエゾエンゴサクの大11手法に

出会ったことがある。ここには白花があっ

た。 H花を見た経験は大!爵少なくこれまで

に笥111県て。カタクリを兵JlF.県でタニウツギ
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を見たことがあるくらいである。

北海道特産の蝶でhヒメウスパシロチョウ

という透明な白い羽の中形の蝶が初夏の山

麓を軽やかに舞う。この蝶の幼虫がエゾエ

ンコサクの葉を食べて育つ。ウスパシロチ

ョウという名のとうり兄た11にはモンシロ

チョウの仲間に似ているが実はアゲハチョ

ウの仲間なのである。同属の蝶が世界に35

種おり 3種類が臼木にも分布している。ど

の種類も清楚な透きとうった羽に赤や青の

紋をつけている。ヨーロッパにいる有名な

アポロチョウはこの仲間であるし北米大陸

にも 3種棲んでいる。これらの蝶が植物と

同調している様は驚くほど見事でhある。ヒ

メウスパシロチョウの雌は 6月に地面の枯

枝などに卯を産みつけるがこのslJは卵1るこ

となくじっと夏、秋、冬をおくる o この時

期にはエゾエンゴサクは地上部が枯れてし

まっているからである。融雪とともに勝化

した幼虫は大急ぎで葉を食べて蝋になって

やがて蝶になる。

この仲間で有名なウスパキチョウは大雪

111の山頂部にだけ11:んでいる o より向然状

況の厳しいところなので最初の冬は卯で次

の冬は直前で越し 3年日にやっと蝶になる。

本州の高山蝶でも 3年目に親になる種類は

何種類かある。ウスパキチョウのがU!l(はコ

マクサを食べる。天気の良い暖かい日に幼

虫はコ7 クサにはい上がり花を食い落とす。

そして下におりてからゆっくり食べるので

ある。これはとe主主沢な蝶は他にないだろう。

もっともこれによってコ7 クサが枯れたり

i成ったりするということではない。ヒメウ

スパシロチョウもウスパキチョウち幼虫は
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ヨトウムシに似ていてこれがあれほど美し

し、蝶になるとはとても{戸じられない。

私が山らしいIIJに最初に主まったのは大雪

山で昭和35年だった。当時は登111路にロー

プなどは張っておらずどこでも自由に歩く

ことができた。お花畑の美しさは本で、読ん

ではいたが想像をはるかに越えた見事さだ

った。エゾコザクラやキパナシャクナゲの

可憐な花などはしばしば夢にも見た。その

後、知床や平1)尻や円高の山にも行ったが大

雪111ほど素晴らしいお花畑は見たことがな

い。東北の111、北アルプス、南アルプスで

もl司じである。相、の主11的は蝶を見ること

で花を兄るのはいわば副産物である。だか

ら大雪山を凌ぐお花畑の存在を知らない可

能性は充分ある。相、の見た範開では最初に

述べたように北住!のスプリング・エフェメ

ラノレ達の美しさは相当のものと思う。考え

てみると高IlJt直物だってスプリング・エフ

ェメラノレそのものでPはないか。

早春の麗花カタクリを食べる蝶はいない

がカタクリの花の蜜を好む蝶はいるロヒメ

ギフチョウという蝶で黄色と黒のしま模様

に鮮やかな赤と青の斑点散らしていて人一層

美しい。この蝶は虫仲間には「容の女神」

と呼ばれている。春先のわずかな期間飛ぶ

だけなので人のHには触れにくいが神屑古

i車などは著名な多産地である。ヒメギフチ

ョウによく似た積で世界でも本州にしか分

布していないギフチョウという蝶も好んで

カタクリの花に吸蜜に訪れる。この蝶の広

I也はカタクリの1t判事であることが多いが近

頃はどこでもカタクリが減った。ギフチョ

ウという名は最初岐阜県で発見されたこと
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に肉も、が初、が20余年前岐l阜県に初めてギフ

チョウをt:liりに行ったときはカタクリが沢

山あった。最近ではほとんど見られないと

いう。千葉県内では天然記念物に指定して

保護している地域がある。北海道にいたと

きはこの葉をしばしば食べた。今このよう

なことを書くと額獲をかいそうであるが当

時はいくらでもあった。大雪山の白雲小屋

に一週間余り滞在していたとき背いものが

欲しくなってエゾリュウキンカをおひたし

にして食べた。このときは感激的に旨いと

思ったがその後ド界で試したらそれほどで

はなかった。エゾエンゴサクも試食したこ

とがある。ケシ科柄物だから有毒なのは当

然と思っていたが何かの本を見たら水によ

く晒すと食えると書いてある。ネIjll長占{車で

キャンプしたときやってみた。青紫の花を

ìl~騰した湯につけたときは流石に痛ましい

思いがしたがパリパリした歯応えで実に美

味であった。

春にはトリカブトをニリンソウと間違っ

て食べて中毒するというィ、半な事例が今で

もf去を絶たない。ニリンソウによくにた花

にアズマイチゲがあるが北海道では白い花

しか見たことがなかった。山形県の小国と

いうところに行ったとき青い花のアズマイ

チゲを見た。白もあったが青い花の方がず

っと多い。初めて克たためもあろう美しさ

が印象に残った。後に道南の尾札音1Iでも青

い花を見た。関鑑で調べるとキクザキイチ

ゲには青い花が多いらしい。和、が山形県

などで見たのはあるいはキクザキイチゲの

方だったのかもしれない。

春の北海道の凶野を彩る花としては他に
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オオサクラソウやエンレイソウがあろう。

私はオオサクラソウを小樽、余市周辺では

見たことがない。釧路に行ったとき初めて

会った。エンレイソウもミヤマエンレイソ

ウは極めて少なく寂しかった。一時期!ヒメ

ギフチョウやスギタニルリシジミの分布を

調べるために 5月連休頃円高をよく歩きま

わった。 5万分の lの地閃を見たり過去の

文献を冬の聞に調べたりしてシーズンに臨

むのだがなかなか期待どうりにはいかない。

天気が悪いときはむしろ諦らめがつくか快

H青なのに目的の蝶に会えないということも

多かった。このようなときアポイ岳で見た

オオサクラソウやヒダカソウには随分なく

さめられた。オオサクラソウやエンレイソ

ウは生虫と !l)均、かわりカずないようていある。

名1Eシラネアオイカ£聞くころはエゾウワ

ミズザクラの白い花が道東で咲き始める。

やはり北海道にしか分布していない蝶て伯エ

ゾリンゴシジミという小さい蝶がいる。最

近では道内のあちこちで係集されているが

30年前は旭川や富良野でごくわずかにとれ

たことがあるだけの大変な珍橡であった。帯

広畜im大学の小野担任氏がこの蝶の食1与がエ

ゾウワミズザクラであることをつきとめて

から多くの産地が発見された。この様の幼

虫は小さいときは葉を食べ大きくなると栄

養の多い花を食べて踊になる。蝶の幼虫の

ほとんどはお世辞にもきれいとは言えない

がこの幼虫はなかなかの美人て伯ある。日本

の蝶の幼虫のなかで一番美しいと私は思う

エ'/ウワミズザクラの花は香が高い。この

幼虫を探していると花の香にむせかえるよ

うである。最近では札幌市の宮の森でも記
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録された。道東部ではエゾウワミズザクラ

を食草にしているが旭川や日高ではスモモ

から幼虫が見つかっている。ときにはシウ

リザクラも食う。シウリザクラから初めて

幼虫を見つけたのは私で釧路桜聞でエソリ

ンコシジミの幼虫を発見したこととともに

懐かしい思い出がある。スモモは中国原産

の木である。今てゆはすっかり野生種のよう

な顔をしているがアイヌ人が好んで植えた

樹穏と聞いている。白浜iや旭川で今日割合

多く見られるエゾリンゴシジミは大昔シウ

リザクラを食べていたのであろう。それが

より好適な食草であるスモモの拡がりとと

もに個体数を増し分布もいくらか広げたの

かもしれない。人の暮らしと蝶の生活とは

i菜いかかわりをもっている。人は郊外のIIi

麓部の森や林を切り開き家を建てたり畑に

したりときにはゴルフ場のようなものまで

造る。このような行為か冒V)物や植物に与え

る影響はいわずもがなであろう。しかしな

かには人の柄えた閑芸植物を平IJiIJして市街

地や人家の周辺で勢力をI曽している蝶もい

くらかはいる。エゾシロチョウという大型

のシロチョウは野生のサクラ類をおもに食

べていた。しかしこの蝶の幼虫はリンゴや

ナシの葉の方をより好むらしい。果樹闘で

/は殺虫剤を散分されるので生き残れない。

ところが住宅の庭にリンゴなどが植えられ

るようになりこれらはほとんど薬剤散布を

しないので市街地でも多く兄られるように

なった。セイヨウイボタのhi正直にはウラゴ

7 ダラシジミが、コデマリやユキヤナギに

はフタスジチョウカf山カミら干多り11:んでbいる。

6月のある H、古平の林道を歩いていた
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とき見知lらぬ紫色の花を見つけたことがあ

る。そこの付近には割合沢山あったが他で

は見たことがない。調べてみるとエゾハナ

シノブであった。花は美しいが蝶には縁の

ない純物と思っていた。例年か後南アノレプ

スの干A 丈岳に登ったらこの花が沢111咲いて

いた。北海道では残念ながら蝶に関係がな

かったが干丈岳ではちゃんと利用している

蝶がいた。タカネキマダラセセリという地

l司、な蝶が好んて"ハナシノブに吸蜜していた

のである。この蝶は111北区に広〈分布して

いて本州の高山とサハリンにいるのに北海

道にはいない。このような分布の型はやや

不思議に思えるが他の蝶でも例穏類かある。

北国の腿花も高山柄物も氷河期には標高の

低いところにあった。クロユリが道東では

しばしば海岸にも見られることでも分かる。

問氷期でl授かくなると北や高い111に移動し

たのである。開氷JlJIには極地の氷が融けて

海面が上がるので本川と北海道とはいち甲

分断してしまった。次に宗谷ìi~峡ができた。

この時点ではサハリンはアジア大陸と陸続

きであったためごく新しい時代まで大陸の

動植物は自由に行き来ができた。 会見奇妙

な分布はこのような成図と説明されている。

盛夏の山野を彩る美しい山草にヤナギラ

ンがある。北海道では平地でもよく見たが

本州では亜高山植物といってよい。この花

も蝶がきているのを見たことがなかった。

しかし雨アノレフ。スの千頭星山では多数のク

ジャクチョウが蜜をl吸っていた。クジャク

チョウも旧北医にjムく分布している蝶で北

海道にも沢山いる o 羽に大きい1Li主模様が

あり英国でも peacockと呼ばれている大変
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美しい種煩である。北海道には他に好きな

花がi尺山あったからヤナギランにはこなか

ったのであろう o 千頭ll1.1uのUJ項近くは限

前に寓士山を望むことができる。そこのヤ

ナギランに無数のクジャクチョウが集まっ

ている様子は大層印象深かった。クジャク

チョウの~}!hは刺を備えた真黒いものでイ

ラクサの仲間を食べる。親の美しさとは似

ても似つかない。もっとも尖しいのは~~の

表而だけで裏面は黒くて目立たない。とき

どきこの羽をノもソと聞く。そうすると鳥な

どはびっくりして少しひるむ。その隙に逃

げるのだというがそういう場面に出会った

ことはない。しかし産業にf中間にはいわゆる

蛇の目模様を持った秘類が他にも沢山あり

そのいずれもが~~を開閉するところをみる

と怠l床のないこととは思えない。イラクサ

は多くの蝶の幼虫の官l[になっている。蛾の

なかにも利用 Lているものがある。

I仇物と妹、の分化や分布の背景には我々の

知らない悔幸Itな歴史があることは間違いな

い。世界には 2万種の蝶がいるといわれ日

本には約 240秘が分布している。これは我

国が南北に長いからで桜地に棲むアサヒヒ

ョウモンから熱慌の蝶までバラエティに富

んでいるからである。英国の蝶が60余穏と

知れば11本に住む我々自然愛好家はいかに

恵まれているかを理解できょう。多彩な蝶

とそれを支える植物とのつながりを一種←-

Z重是非l明らかにしていきたいものである。

スズラン
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