
プリムラ・サキサティリスについて

会友、外山雅寛氏から南満決|鉄道株式会

社(以下満鉄)庶務部調査課編ウエ・コ 7

ロフ原著「満洲槌物誌J(発行所大阪毎日新

聞社昭和 7年)の写しをいただいた。

私は15年ほど前から口本産・外国産の野

生のサクラソウに興味を持ち、200坪ほどの

庭に植えてはその姿を楽しんで"いる。性質

はそれぞれに特徴があり、素直に育ってく

れるもの、気難しくて毎年枯らしてしまう

ものなどあり、いくら付合っても飽きるこ

とはない。フ。リムラ・サキサティリス(Pri-

mula Saxatilis )は今から 6年ほど前に福

島県の尚1I1横物研究所(萩原純一氏)から

数株入手した。説明書には北朝鮮、ぷ，ii:ltlに

自生していると書いてあり、相、も昭和15年

からl昭和20年の終戦まで満鉄に務めていた

関係 N荷洲との不思議な関わりに愛着を覚

えながら栽ほしていた。

ひと口にi前洲(現在中国東北地区)とい

っても非常にfよく、きて満州!のどの地方に

白生しているのかという興味はいつも私の

脳裏から雌れなかった。その願いが通じた

のか、前述のとおり外山雅寛氏から思いも

かけず、ウエ・コ7 ロフ院{著の ri筒洲植物

誌」の 部、 primula編が送られてきたの

であるから嬉しかった。ウエ・コ7 ロフ氏

について詳しいことはわからないが略歴は

次のとおりである。

01869年生-1945年没(マキシモヴイッチ

より 45年後に生まれる。)
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札幌市 高 野英

O本著を書いた頃は、ソ聯、レニングラー

ド国立植物関長でソl併での植物調査の第一

入者であり、特に東アジアは詳しかった。

O本著は、「露国ベテルスブノレグ帝国植物園

報告書」の会部分をなすもので稀布の名著

とも云われているロ

なお、本書:は主として吉林省、北朝鮮の

柄物については詳細に記されているが、黒

龍江省、奉天省の植物調査はi専〈熱i可省に

ついては全く記録はない。従って中国東北

部の完全な植物誌はいまだに完成されてい

ないと云われている。(この項の資料は同氏

よりいただfいた。)

コマロフ氏は今から91年前、 1897年6月

24日、満洲地区の大鎮坪附近・白山高地の

玄武岩の裂目、 トローン・ソクープ河、或

いは樟川河谷で採集し観察している。本書

には附録の地図 3枚が保存されていたとの

ことであるが、現在のところ散逸していて

入手出来ず、 i追って上記の観察地点は確認

出来ないので最近の中岡地凶を調べてみた

が詳細なとこまでは掲載されていない。私

の満洲にいた頃の士地感では(もしも間違

っていたらご教示を乞う次第であるが。)北

朝鮮との国境地帯に速なるチンパイ山脈(長

白山脈)からソ聯との国境を流れるウスリ

ー川の上流域ではなかろうかと推iWJしてい

る。その時の記録の概要は次のとおりであ

る。(当用漢字を使用した)

そのl侍は花は慨に落下しており、あるも
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のは熟果しあるものはがJい果をつけていた。

さらに生育のよい株は 2回目の花をつけよ

うとしていた。地下茶は真由:にして短〈納

根族生し、多葉有柄にして細毛を密布し心

臓状卵形浅羽状快裂片三歯牙状。

花械は高さ15cmより 30cm'こ達し短毛を生

じ縦形花序は 3-12花をつける。(単に 1花

をつけた小さな標本もあり)。総沓葉は有毛、

披針状鋭尖頭或は長三角披針形にして短い。

専は功10，入状をなし裂片は狭披針状線或は狭

披針形にして鋭先。花冠の筒は専の全体よ

り2倍長〈、附属体は帯紅紫貰色裂片倒三

角形、凹頭朔は楕円形鋭尖頭にして専のl者

牙を附着する。サクラソウに近似するも頗

る深くして旦尖れる鉄刻の葉、狭くして殆

ど線状をなす尊裂片、花冠の長筒花弁の形

状及び椅円形の朔等により容易に区別せら

る。種子は多角l清色にして表而に総き帯h

色の網紋を有す。

私の庭のプリムラ・サキサテイリスの栽

培について、未熟ではあるが、少しく記し

てみよう。

入手した頃は、その花姿がシコクカツコ

ウソウとオオサクラソウによく似ているの

で(図ー 1)オオサクラソウの自生地の環

境を参考にして、山際のツツジの下に腐葉

土をたくさん入れて植えてみた。その年は

花は咲かないでも夏になると地上部は枯れて

しまった。根まで枯死してしまったのでは

なかろうかと心配して秋遅〈根を抱り起こ

してみた。根はあったが貧弱でhあった。や

っと活き続けているといった状態で冬芽の

ふくらみにも張りがない。この貴重な prt-

mulaをこのままの状態で越冬させて、もし
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も翌年の春に発芽しなかったならば大失敗

になると，思い温案に入れてしまった。

冬の温宗での管理は、室温をIO.C前後に

してなるべく温度をあげないようにしてい

るが、なかなか思うようにはいかない。 i清

天の日は、採H援をやめても室温は25.Ciiij後

にあがる。従って時折潜水はするが、鉢中

の用土はどうしても乾燥気味になりいまひ

とつ元気が出ない。さらに冬芽は春が米た

かと勘違いをして、カポラス戸超しの陽光を

受けて目を覚まし、発芽して弱々しい花茎

をあげて、そのうちに開花して 1花だけつ

けた。温室育ちとはよく云ったもので、そ

の後の管理にも 苦労した。札幌地方は、

5月に入っても雪が降ったり霜がおりたり

する。その頃の判断が難しく、 TVの天気

予報の最低気温を見ながら、鉢を持って庭

に出したり、滋室に入れたりして、しばら

くの聞はウロウロする。結局は温室栽培も

私の場合は適当でないことを経験した。

再び秋になった。この頃になると、いろ

いろの文献などを調べてその概要を知るよ

うになった。 i芋種サクラソウの中では、

cortusoides sectionに入リカソコウソウの

仲間であ品。オオサクラソウによく似てい

るが葉型は図ー 1のような松異がある。分

布は東部アジア固有種でi祷洲槌物誌ではイ

ワサクラソウと記している。白生地は岩石

及ぴ崩岩地で北海道産のサクラソウでは、

ソラチコザクラの自生地に近い環境のよう

に思われた。

自生地の環境が推測出来たので、鉢植え

の用土は山際の傾斜地から崩落した際を飾

にかけて雑草の根や岩くずを取り除き大き
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目な鉢に入れた。その中に笹の根を掘り起

こした索、土をほどよく混ぜて、その中に械

え込んだ。

土中に埋める場所は思いきって寒くて陽

のあまり当たらない家の北側にした。この

あたりは冬期間中、屋根の雪の最も多く務

ちるところで、従って春になっても融雪が

いちばん遅いところであった。プリムラ・

サキサテイリスにしてみれば、この家の管

理人は、暖かい温室に入れてたり酷寒の土

中に埋め込んだり、随分と非情な人だと思

っていようが、満洲に自生しているという

現実と、私が6年以上i荷洲の北部で暮らし

ていたという経験からこれしかないと考え

fこ。

北国の長い冬も去り、やがて待ち苛んで

いた春がやってきた。雪の融けるのを待っ

てプリムラ・サキサティリスの鉢を覗きこ

んだ。柔らかく融けた黒土の中から充実し

た冬芽が勢いよく頭を持ちあげていた。や

っと自分の台みつく場所を守えられたよう

であった。高山を含めた北方系の植物の種

子には、採取したら乾燥させないようにし

てすぐ冷蔵庫に入れて保存し、翌年出して

橋種した方が発芽の効率がょいと云われる

ものも多いが、植物そのものも、凍結した

方が気嫌のいいものも本稜のように多くあ

るようである。

その後、コロンブスの卯の警のように、

取扱いがわかってからは、次々と株数も増

えて現在に至っている。今後は株分けは勿

論のこと、採種して繁殖させたいと思って

いる。栽培は、オオサクラソウと同じく適

期に株分けをして手入れすれば、それほど
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難しいサラソウではない。

昨年12月の末に、冬芽の状態を外111稚寛

氏にスケソチしていただくために土中から

制り出すことにした。スコッフ。で50cmほど

に積もった雪を除き、カチカチに凍結した

鉢を見つけて掘り起こした。温室に入れて

凍土を溶かし根を洗ってみたのが(図-2) 

のとおりである。アポイイワザクラをさら

に大きくしたような冬芽は、がっしりとし

ていかにも返しく、根は頑強に伸長して左

右に張っていた。なお、根中の肩!の部分に

(図ー 3)のような子苗が I株育っていた。

前述のコマロフ氏の記録では根は真直にし

て短くとあるが、わが庭のプリムラ・サキ

サティリスは20cm程あった。この差異は地

下部の土質及ぴ地下水の状態によるもので

はないかと忠われる。河野齢蔵著 r高山研

究J(岩波書応昭和 2年)によると、ある年、

著者が白鳥岳において夏季の地下水結の状

態を知ろうとして、鞍部の乾地を約1.3m

ほど堀りさげたが、この際オヤ7 ノエンド

ウの根の長さが約 2mに達するものが斜に

地中を走っているのを見た。…と記してい

る。その植物がその地において、なにげな

く咲いているかのように見えても、その地

下部分においては生育の条件を満たすため

に、いかに還しく生き続けようと努力して

いるかが推測される。プリムラ・サキサテ

ィリスの栽培には、鉢植えの場合はなるべ

く底の深いもの (30cm以 t)を用い、地植

えの場合は、乾燥期でも基底部隊の部分が

常に水分がある状態にする。ロックガーデ

ンの場合には岩と岩との問に隙聞をつくり

磯単用にする。この種のプリムラは花後し
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ばらくして地上部が枯れて見えなくなって

しまうので、 i産水を忘れがちになる恐れが

ある。鉢の;置くところ、植え込みの場所と

しては、半日蔭で午前中の光が差し込む程

度の光量でよく、しかし通風のよい涼しい

ところを女子む「ょうて"ある。

私の満計flI時代にiIんでいたところは、現

夜の黒龍江省チャムス市で、ソ聯との国境

に近い街であった。その当時山野草に趣味

のない私は、鉄道沿線の小川やj召で鮒つり

をしたり、スンガリーという大きな河で総

つりなどをして楽しんでいた。引き揚げ後

に山野草に趣味を持ち、地物の知識が豊か

になってくると、あの頃、北i荷の山野には

どのような花が咲いていたのであろうかと

思うと残念でたまらない。

ただひとつだけ私の脳裏に鮮明な思い出

として残っているのは、ベニバナヤ7 シャ

クヤクの大群落の光景であった。場所は関

家駅から約 1kmほど離れたところであった。

線路に敷く砂利を採集するところで氏家は

全くない。昭和15-16年頃のi前掛|は治安が

まだよくなく、 l時々橋梁など爆破されてい

た。従って日本人は線路よりある定められ

た距隊より遠くには行っていけないことに

なっていた。

しかし、草原をi度る春の風に誘われて行

つてはいけない距離を突破して丘陵地帯に

まで足を運んでしまった。やがて疲れて岩

に腰をおろし目の前の光景を見て驚いてし

まった。ベニバナヤ7 シャクヤクの大II宇が

淡紅色のが恥殺を敷きつめたように、はるか

彼方の地平線まで続き、その複1mとした香

りは春の風に釆ってあたり一面iに漂ってい
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た。私は線路から遠く離れいるという不安

感もなく、しばらくの問仰けになって青い

空を眺めていた。

これからも、プリムラ・サキサテイリス

のように'1'国東北地区の植物を集めて、若

い頃彼の地て、過ごした思い出をそれぞれの

花に託して生活していきたいと念願してい

る。

会友、外11I稚寛氏には貴重な資料や素晴

らしいスケッチを提f共してくださり、 さら

にご助言をいただき心からお宇しを申しあげ

ます。
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茶形の相違

オオサクラソウ(道南部産)

ウスゲノェ
エソオオサクラソウ

(!-/f主主産)

関-B
上記の子高
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図-2
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プリムラ・サキサティリスの冬芽
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