
これからも、シーズン中に 1-2度くら

いは、 i当 lJ~i~召付近の紅葉の写真を撮りに山

に登るが、再びヒグ7 の親子に遭遇するこ

とはないと思うので私はこのたびの出来事

は、人生の貴重な忠、い出として S若の写真

と共に、心の'1'に大切にしまっておきたい

と思う。

ノウコウイチゴ内実

北のエンレイソウ属について

~北海道・様太・千島・アリューシャン列島~

1 ，北海道のエンレイソウ属について

北海道の春の山野草の'1'で愛すべきもの

として美しいエンレイソウの仲間がありま

す。北海道のエンレイソウの仲間としては

エンレイソウ、オオノ〈ナエンレイソウ、ミ

ヤ7 エンレイソウの 3織の基本秘が数えら

れます。これらのうちエンレイソウとミヤ

7エンレイソウは森林植物であり、花の美

しいオオノてレイソウは))1)名をシロノ〈ナエン

ナエンレイいい、北海道では特に十ソウと

勝から根室ての牧場地帯には大群務にかけ

j也があります。

エンレイソウの仲間の基本稀は以上の 3

種であり、このほかに品種や雑種がありま

す。雑干Aとして知られているものにはコジ

7ヱンレイソウ、シラオイエンレイソウの

2種があります。花弁のないヱンレイソウ

と春の自花の王様オオハナエンレイソウと
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の雑種はあの美しいコジマエンレイソウで

あり、オオバナエンレイソウとミヤ7 エン

レイソウとの雑干重はシラオイエンレイソウ

と呼ばれているものです。(シラオイエン

レイソウはシラオイという発見地の名が冠

されていますが、北海道各地に分布するそ

うであります。)

〈ヱンレイソウの品種・変種・雑種〉

Oウスイロオオ/，ナヱンレイソウ

学名:Trillium kamtschaticum PALL 

form， violsceum MIYABE ET TATE， 

WAKI. 

この品栂が新品種として発表されたのは

1939年でありました。札幌博物'7・会報第16

巻第 1号の中の欧文報告Cantributionto 

the Flora of N orthern J apan刃1.By 

KINGO MIYABE and MISAO TKl、E
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WAKI. (白部金吾、節目品操共者:北日本liIf

物資料12)の中で発表されたのが最初jであ

ります。

A type differt， floribs majoriblls 

petalis 5.5 cm longis 2.8 cm latis sllbtus 

pallide violaceisとIJ;[著の'i'でわずか 2行

のラテン文を付して発表されたのでありま

す。

この報文「北口木柄物資料J 12の摘要に

は「オオバナエンレイソウJ に似て花形大

きく、花弁の裏而淡紫色を帯ぶる品宇mにし

て、根室i主Ji耳石のirr.なり J と記されており

ます。野腕原始林の春の 11に散歩しますと

ウスミズイロのオオパナエンレイソウの大

君下落地が見られますが、或いはウスイロオ

オバナエンレイソウの別品種かも知れませ

/し?

Oコジマエンレイソウ

学名:Trillillm amabile MIYABE ET 

TATEWAKI. 

コジ7ヱンレイソウが寓部金去、節目高燥

両先生によって新稲として発表されたのは

19381['でウスイ口オオバナエンレイソウが

新品種として発表される前年でした。

北海道産のエンレイソウ属はこの頃両先

'1によってかなり精細に誠べられていたこ

とをうかがうことができます。

コジマエンレイソウが発表された最初の

文献は、 「札幌博物学会報J 第15巻第 3号

であり、次のようにラテン語文と英文を付

して発表されております。(文献よりヲ|用)

Caulis 40.60 cm altlls， glaber. Folia 

late ovatoφrhomboidea， glabra， sessilia， 

apice sllbito aCllminata vel acuta， basi 

truncato.cuneata， 12-14 (ー16)cm longa， 

13-18 (-20) cm lata. Pedicelli erecti， 5-7 

cm longi， in postfloratione fere ad 8 cm 

longitlldine accrescentes. Flores ca. 5 cm 

in diametro. late lanceolata vel oblongo. 

lanceolata， 2.5-3 cm longa， ca. l.2 cm 

lata， apice aClltiuscula， mergine fere pllr 

purascentia. Petala rotundata vel rotlln. 

dato.ovata， pllrpurea， sepala subaeqllantia 

vel iis pallllo breviora， ca. 2 cm longa 

lataque， apice rotundata vel obtllsillscula 

Filamenta brevia， pllrpllrea， 1-2 mm lon. 

ga， Antherae 6-7 mm longae qurpureae 

Ovarillm sllbglobosllm， flavo.albidllm， 

apice atrorubens， 7 mm longum. 

Nmvl. ]AP. J(ojimfl.ei日目'so.(n. n.) 

HAs. Yezo. Prov. Oshima: Isl. Ko. 

jima (M. TATEWAKI. n. 20768， V. 17， 1937-

type in Herb. Fac. Agr. Hokkaido lmp 

Univ.) 

RemflrA目.'1、hepresent species is inter 

mediate in character between li'illillii1 

初 mlscJwliClliilPALL and Trillilliil Smflllii 

MAXIM. lt is【listingllishedfrom the for. 

mer by the shape of the broader leaves， 

the shorter pllrple petals， the shorter an. 

thers and also by the smaller subgobose 

ovary ; while it is bistingllished from the 

latter by the shape of the leaves and by 

190. Trillilliii omfldi/e MIYAsE ET lI1TE. the broad lanceolate larger sepals and 

WAKI， sp. nov the shorter filaments. The writers wish 
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to express their thanks to Prof. H. MAr 

SUURA and MR. T守 HAGAwho have 1l10st 

kindly furnished us with the inforll1ation 

that the plant has cytologically the inter. 

ll1ediate character between T:打lIilllJl 1m 1Jl-

IschaliclI/Jl and TrillilllJl SlIIallii 

欧文記載内等に見られるように、コジマ

エンレイソウの最初の発見・採取材は舘脇

操先生であり、タイフ1ま本は北海道大学農

学部標本庫で所蔵されております。 1937年

5月17U、i度島国小島1ずのもので、この植

物の和名に冠されております「コジマJ は

烏名(最初の発見地i度烏凶小島)を表した

ものであることが理解できます。

~英文記載内容から~

この手Eは、オオノ〈ナエンレイソウとエン

レイソウ(別名タチアオイ)と '1'聞の性質

をもっております。それは、前者の葉の形

態がより広いこと、紫色の花弁が短かいこ

と、約が鋭〈、子房が精球形であることに

よって反別されます。また、それは葉の形

態、花弁が広皮針形であることや、花糸が

短かいことによって後者と区別されます。

筆者等は、この柄物が細胞学的な立場か

らオオノ〈ナエンレイソウとエンレイソウと

の中間的な形質を持っているというま~I見を

懇切丁寧にご教示ドされた松浦教授、羽賀

氏に感謝の怠を表します。

(以上、 「札幌博物学会報J 第15巻、第3

号、 138P-139Pの英文記載を邦訳しまし

た。)これは北上i本のエンレイソウ属につい

ての画期的な知見でありました。

なお、報告書の 138Pには記載の基にな

ったタイプ標本の写真が鮮明に示されてお

90 

ります。

Oクロミノオオバナエンレイソウ

学名:Trilliull1 kall1tschaticull1 PALL 

var. kurilense TATEWAKI. 

クロミノオオノぐナエンレイソウは、 1936

年官官脇操先生により発表されたもので、オ

オバナエンレイソウの道内てがの新政地とし

てIIS.t長国内老の産地が報告されております

(1¥HAGA， VI. 1935) - r札幌静物学会

報J 第14巻、第3号(1936) 190 Pを参f!日

しました。

館1I1~:jl最先生がこの植物をオオバナエンレ

イソウ(基本種)の新変種として発表され

たのは1932年でありました。 (r北海道帝国

大学農学部品己要」第26巻、第3号のKingo

Miyabe and Yushun Kudo : FLORA OF 

HOKKAlDO AND SAGHALlEN. m. 

MONOCOTYLEDONAE ARACEAE '1'0 

ORCNlDACEAE (山部金吾、工藤祐舜共

者として発表された「北海道機大地物誌」

343 Pに記載内容が見られます。)

内容は板めてかんたんに次のように記録

されております。

var. kurilense Tatewaki， var. nov. 

Bacca profunde atro-purpurea. 

NOM. JAP. Kuroll1ino.obana-enreiso 

HAB. Kuriles. Etorofu， (Jrup， Ketoi， 

Matsuwa. 

DIS'1'RIB. Endell1ic 

Oヱゾノミヤマエンレイソウ

学名:TriIliull1 Tschanaskii MAXIM 

var. atrorubens MIYABE ET 
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TATEWAKI， var. nov 

1936年館協先生によって発表された新変

稀であります。 (Cキ凶見博物学会報」第14巻、

第3号、 190P参J!員。舘脇先生がこの植物

を最初に採集したところは釧路|王!川湯 (M

TATEWAKI， VI. 12， 1935)であり、続い

て和琴 (M.TATEWAKI， V. 31， 1935)か

らも採Jf~ さ il ました。)

J)日記載はラテン語でAtypo differt， ova-

rio apice atrorlldente ((-房の先端時赤色)

と 4行が記録されているのみであります。

この報告の備要は「札幌博物学会報J 第14

巻、第 4号、 269Pにあり、 f房の先端i黒

紫色を 51する新変種にして凶斜路樹l時に産

すると書:かれております。

Oムラサキヲチアオイ

学名:Trillillm Smallii Maxim. var 

Maximowiczii Miyabe et Klldo， 

var. nov 

1932年、ムラサキタチアオイが初めて

「北海道株太横物託，:J 北海道帝国大学長

学部紀要、第26巻、第3号)にエンレイソ

ウ(ー名タチアオイ)の新変栂として禿表

されま l..tこ。

~原記載~

“Petalis inaeqllimagnis calycem aeqll-

antiblls vel brevioriblls rotllndatis obova 

tiseve profunde fuscorubris.)) 

N oM. JAp. MlIllι叩ki-Iachiaoi

HAB. }ノezo.Oshima， Ishikari. 

SOlllhel'll Saghaiiel1. Toyohara 

DrSTRIs. Saghalien， Yezo and Honshll(?). 

As was observed by Maximowicz， the 
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apetalous form of the present species is 

most widely distribllted， while the peta-

loibe form is rarely met with 

In a certain restricted region on the 

Hakodate-Hill， there are still fOllnd IIp to 

this day clllmps of thc petaloid form， 

from which Maximowicz had apparently 

drawn his delincation of the specics some 

seventy years ago. 

The petaloid form had bctter be treat-

ed as an abnormal variety of the apeta-

lOllS plant. The petals are rarely of abo 

ut equal size and form， as shown in Figs 

3 and 4. They are rnore generally un 

equal and assume often an irregular loba 

te shape， as shown in Figs. 1， 2 and 5 

In Fig. 5， there is shown a stamen part-

ly converted into a petal 

(以上「北海道帝国大学農学部紀要」第26

巻、第 3~よりヲ 1)jJ ) 

~英文記載内容から~

有l名:ムラサキタチアオイ

路地:北海道渡島、石狩、南樺太星空IJ;(

分布:樺太、北海道及ひF本外I(?) 

山 2. TâJ/i~.. s..olm ~rn.i"，. ...r. JJuip>>" ... i"，1 ~Il~b< 01 

"o~。…J 印刷.d >t S.附 '0，r.~古川 i1<o.;. i" ~r'1 1818， b， 山

CI .. ・'SO.-l.IJ池山川1.cn ~b)" iJ. I印刷山"'<<0._
J. '¥1 011同"叫b..~ S ， ~b ，H<oωlon. 18. 1930. hy S. OU，i，;.-
f，$. OlII1.ko.lm.¥lj¥l， ~ Ap，il川 附 b，1. ¥'om.出 a
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マキシモヴイッチによって観察されたよ

うに、木砲の無花弁主'.liま非常に広く分布し

ておりますが、花弁のある耳'Jはたいへん珍

らしいものであります。 i羽館111のある限定

された所には今日でもなお有花弁lli!の静生

が見られます。そしておよそ60年前マキシ

モヴイソチはそれから本種の写生白lを11aい

たにちがいないのです。

有花弁型は無花弁苛!の異常変種として取

り扱ったほうがよいものであります。

花弁は凶 3及ぴ4に示されているように、

およそ1")形l石!大のものはまれていあります。

関1、 2&び5に示されているように、そ

れらは普通むしろ同じではなく、しばしば

不規則な切れ込みのある形を帯びるもので

あります。

~岡版解説部訳~

同 2.Trilliul11 Sl11allii Maxil11. var 

Maximowiczzii Miyabe et Kudo.ムラサ

キタチアオイ 1. 1880年5月、theCla 

ss石狩悶札幌にて採集。 2、1922年5

月13lJ、函館111にて111本岩危氏保集品。

3、1930年6月28"1、南持太オタサン

にて小田桐氏採集品ロ

4、5、1924年4月30日、幽館山にて

山本持亀氏採集品。

O トイシノエンレイソウ

学名:Trilliul11 Smallii Maxim. f 

albul11 

エンレイソウ Trilliul11Smalliiの l品格

として知られているもので、専は淡緑色、

雄しべは白色です。札幌市産のものが勺t

海道の尚IJJ柄物と山草J (伊藤浩可著)に
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のっておりますが、石狩地方にも広く分布

しているようです。

Oヒダカエンレイソウ

学名:Trillium miyabeana 

ヱンレイソウとミヤ7 エンレイソウとの

雑種と考えられていて、大型のエンレイソ

ウ類であります。花弁はi堤請、紫色です。

× × × 

こうしてながめて見ますと北海道の容を

かざってくれるエンレイソウは基本穂が3

種に過ぎませんが、品極や変種を入れます

とiたして少ないとはL、えません。北海道に

産するヱンレイソウの仲間をよく知lって、

白然を歩くということは想像しただけでも

楽しいではありませんか。そして、多くの

荷主iiのエレンイソウを崖する北海道の白然

をいつまでもそのままに保存し、後世のた

めに残していくことは北海道に住む山草仲

間のっとめではなかろうかと思うのです。

〈北日本産エンレイソウ属の異学名〉

o Trilliul11 kal11tschaticul11 Pall 

(オオノてナエンレイソウ)

• Tri1litu旧日ectul11L. var. albuin A 

Gray 

• Trillium erectul11 L. var. japonicul11 

A. Gray 

• Tri1liul11 Pallasii Hlllt 

• Trilliul11 obovatul11 Pursh 

o Trillium Smallii Maxim. 

(エンレイソウ)

• Trillillm erectllm L. var. japonicum 

fl. rllbro A. Gray 

• Trillillm apatalon Makino 
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o Trillium Tschanoskkii Maxim. Schmidt.Penn. 

@異名~特に見当りません。 ※分布地が具体的に記録されていること

に気づきます。

2.樺太に分布するエンレイソウ属について o Trillium Tschonoskii Maxim 

明治11.¥代より樺太烏の植物は邦人によっ (ミヤマエンレイソウ、シロパナエンレイ

て調資されてきましたが、宵f出合吾著「様 ソウ)

太村1物誌J (大正 4'1'、樺太庁)によりま 雨棒大分イii-Odomari， Motodomari 

すと、この文献に記録されているエンレイ 北樺太分布~記録なし。

ソウ類は基本秘 3種のみであります。 oTrillium Smallii Maxim. 

Oエンレイソウ~巾e方山地に斗aずと5己主主 (エンレイソウ)

されています。 南棒大分布-Odomari，Mauka， Toyohara， 

Oオオバナエンレイソウ~島内侍地山地 Motodomari. 

!肥沃のI也に生ずと記録。 北樺太分布~記録なし。

O ミヤマエンレイソウ~本島向A部にI辛す o Trillium Smallii Maxim. var. Maxim 

と記録。

宮古i金吾先生の記録したものは基本種3

owiczii Miyabe et Kudo. ムラサキタ

チアオイ)

椛のみであり、その品穏や変種までは記録 雨1準大分布-Toyohara

していません。これはたぶんエンレイソウ 北棒大分布~記録なし。

属の研究(分獄)が品種や変種を区別する 子許にある文献に日を通してみますと、

まで発脱していなかったためと思われます。

ところが、後年刊行された山部金古・仁

藤?イミ舛UI~z;:の "FLORA OF HOKKAIDO 

AND SAGHALIEN" (r北i毎j茸』華l、木産物J誌J

~北海道'市国大学農学部紀要 第26巻、第

3号)には品種や変稀の分布まで記録され

るようになってきています。この文市tから

樺太に記録されているヱンレイソウ属の分

布をたどってみますと次のようになります。

0オオノ〈ナエンレイソウ

I釘樺太分布-Todomashiri， Odomari， 

Honto， Mauka， Toyohara， 

Motoclomari， Shikka 

北棒大分布-Alexandrowsk， Nyi¥¥叫

Chaiwo， Pronge. Baikal， 
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樺太に分布するエンレイソウ属は以トの通

りです。

3 千島列島に分布するエンレイソウ

属について

館協操著“VascularPlants of the N or 

thern Kuriles" (r北千島列島の維管束植物」

-11本生物地現学会会報、第 4巻4号、 l昭

和 9年)の第 2吉1Ir北下J烏のブロラ要素の

地理[j(J分布J にオオバナエンレイソウ Tri-

llium kamtschaticum Pall. 1種が見える

のみであります。

この植物はエンレイソウの仲間では最も

北に分布するもので、北千島、中古11千島、

南部千島に共通して見られるものでありま
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す。千島列島はエンレイソウ郊の分布では

非常に興l司、深い地域であり、官官脇先生は過

去の調交により、中古1>千島より北lこ出でな

い苧木としてウラジロタデ、エゾカワラナ

デシコ、ミヤ7 オダ7 キ、モミジカラマツ、

ツルネコノメソウ、ユキワリコザクラ、ツ

ノレリンドウ、エゾハッカ、ウンラン、チシ

7 シヤジン、アキタブキ、ススキ、エゾカ

ンゾウ、ホオチャクソウ、ヒメア7 ドコ口、

エンレイソウ等をあげております。(館協

操著:r北，1本の植物分布」より引別)

北部軍管区司令部の調査でもこのことを

裏づけするかのように、エンレイソウの分

布を南千島、中部千島と記録しています。

色丹島には('，い記録があり、エンレイソ

ウの仲間としてはオオバナエンレイソウと

チシ7エンレイソウ( .名クロミノオオノて

ナエンレイソウ Trilliumkamtschaticum 

Pall. var. kurilense Tatewal日の 2fillの

エンレイソウが記録されております。

こうしてみると、エンレイソウの類では、

中部千烏より北に分布できるものは 1種オ

オバナエンレイソウのみであることがわか

ります。

なお千島にはシロパナエンレイソウ(ミ

ヤマエンレイソウ)Trillium Tschonoskii 

Maxim も分布していますが、北千偽に分

布することはできないようです。

4.アリューシャン列島に分布する

エンレイソウ属について

アリューシャン列島の柄物について最も

詳細な調査を行なった人は邦人では舘脇先

生(著作Acontribution to the flora of 
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the Aleutian Island.)、外同人では、スウ

ェーデンの柄物学者エリック・フノレテン

(ERIC HUl:rEN) (著作-FLORAOF 

THE ALEUTIAN ISLAND)をあげなけ

ればなりません。古if脇先生の最後の著書、

「北方植物の旅」は先生の70年の生i自ーを綴

ったものでありますが、この著書の中に、

7、友にして日市、スウェーデンのフノレ

テン教授一ーという見出しをつけて、本文

中に「フノレテン教授は、私にI1ト界への自を

聞かせてくれた思人であり、私の心の先生

でもあった叫と回想しております。

館協先生がアリューシャン列島の柄物調

資を実行したのは千島研究、特に'1'部千島

の研究のためにそれを欠くことができなか

ったためでありました。そして、両先生が

アリューシャン列島植物誌を発表したのは

ほとんど1，，]1侍でありました。(舘脇先生の

発表は1934年、フルテン先生の柄物誌は19

37年の刊行でありました。...・"1去年刊行に

なりましたフルテン教授のアリューシャン

列島植物託、には舘脇先生の研究がとり入れ

られ、 l栂ごとの分布図 477の分布図

をそえた詳細を秘めたものでありました。

舘脇先生はこの著書が発刊されることは夢

にも知らなかったといいます。)

さてこのへんで問題のアリューシャン列

島のエンレイソウ類の分布に焦点を当てて

いきたいと思います。

結論から先に述べますと、舘脇先生著「ア

リューシャン列島植物J誌への寄与」という

論文の中にはエンレイソウの仲間は 1稀も

見い出すことはできません。

そして、フルテン者「アリューシャンタl
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品植物誌」にはただ I碕のエンレイソウ類

~ Trillium Pallasii Hult を記i!l<してし、ま

す。これはTrillillmkamtschaticllm Pall 

の異名であり、明らかにオオバナエンレイ

ソウであります。この工れにはただ 1行の解

説があり、 「この種はアリューシャン列島

からは知られていませんが、コパー烏 (Co-

pper Island)に分布します。 j と記録され

ております。これで最も北に分布できるエ

ンレイソウの仲間はオオバナエンレイソウ

1干国といえるていしょう。

5.補遺

~オオバナエンレイソウが分布

できる事1i1巧~

オオバナエンレイソウが分布できる範岡

は、カムチャソカ、千島列島全島、北海道、

本州、朝鮮、アムール、満州、ウスリー、

アリューシャン列島附近ではコ7 ンダー諸

島(ごく一部ではないでしょうか?)等で

あります。

分布していないところは、問図、や九州|、

琉球、台湾、 '1'図、蒙占、オホーツ夕、シ

ベリア等です。

<i'五 三日〉

アメリカやヨーロッパには色のあざやか

で、はでなエンレイソウの仲間がたくさん

あるようで、事実関A応にも多くのものが

剥江入さhるようになりました。

しかし、北i毎i邑にもエンレイソウのi'l'問

は結構身近に見られ、前述の外国種とはま

た違った、月IJな美しさを発見することがで

きましょう o j11産品の美しさを知I1)、花lVl

95 

や種ごとの斗:ii!i場所の速いなどに日を向け

ることはとてち大切にしていかなくてはな

らないことだと思うのです。自然に対して

そのような按し方をした時、針の花も山の

花i主も数f告の美しさでもってこたえてくれ

ることでありましょう。
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