
これを機会にして、水中の食虫I仇物に関

心を深められ、会員の方々や会員外の方々

より情報等が得られますなら、本編をまと

めた意義は果たされるものと考えています。

それによってさらに記録の精細を図るこ

とが可能になるからであります。

北海道の多くの方々からの情報をJlJI待し

て、ベンを置くことにします。

庭で咲かせたい花 3種

'/11¥宅の庭にある植物は、主に蝶の幼虫た

ちの餅になるものである。多年にわたって

r媒」のことに興味をもちつワけてきたも

のだから、いつかはいろいろの種類の蝶を

飼育できるように、との思い入れでそうな

ってしまった。おそらく植物愛好会のよう

な方たちから見たらあきれられてしまうこ

とだろう。

しかし、蝶の採集に行った山野に咲く花

を兄れば、やはりその美しき・可憐さに見

とれてしまうのは白然のなりゆきであって、

「もし自宅の庭でこれらの花を咲かせられ

たらどんなにすてきなことか」と思ったり

もする。山野草を千葉のようなところで栽

培することは簡単ではないので、それらの

咲いている場所を白分の庭にみたてて会い

に行くのが賢明かもしれない。

そんな矛盾を気持ちの中にかかえながら

の出会いを書きつづってみた。街l笑覧いた

だければ幸いでhある。

千 葉 市 木 暮 翠

リれ雲岳石室へ行ってくる途中だが、大雪

山はそれ以来賛っていないものだからこま

かい場所は思いIlうせない。その初めての大

雪111は、往路がyゲスっているなかを、!国主主

峡の加藤さんというアイヌ人のおじさんに

案内してもらってひたすら歩いた Lのだか

ら{可もわからなかった。

州日主はうって変わって上天気に恵まれ、「あ

れが北鎮岳J、「こちら1Mが黒岳」などと友

人と少しのんびり加減に歩いた。そうした

なかでかなり大きなコ 7 クサ11下落を見かけ

たわけで、これは大感激せざるを得ない。

するとその友人は「群落の中に寝そべるか

ら写真をf最ってくれJ と弓う o 大胆という

かロマンチックというか、こういう発想は

ちょっとないことだと思うが、彼はその頃

婚約中か新絡まもないときで、多分口7 ン

チソクな気分に浸っていたのだろう。ちな

みに彼の名誉のためにつけ加えておくが、

コ7 クサの l株もふみくだくことなく実に

うまく寝そべったので、これまた感心させ

(1)コマクサ られたことであった。

コ7 クサの11下落を見たのは30年くらい前、 その後、自生のコ7 クサを見た経験は余

大雪111がはじめてであった。層雲峡から入 り多くないが、しかもそのいずれでも大雪
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111でのような群落はお目にかかったことが

ない。ところが数年前、いわば「大雪山以

来のシヨソク j があった。それは本会委員

の大宮不二雄さんのお宅で、ほとんど自生の

状態のように栽培されていることであった。

広いお庭にあれこれと沢山の獄類・株の山

野草があり、その一角がコ7 クサというわ

けである。ピンク・白、大株もあれば実生

の芽11¥しもありという有様だが、何とも無

雑作に育てられていることにシヨソクを受

けた。昨今は時期がくればコ 7 クサは街中

で買うことが出来るのではあるけれども、

いざ買ってきたりして栽培を始めても失敗

ばかりしてしまう。 他の山野草にちかなり

やl'経を使っている(つもりけうちに駄U

にしてしまうものもあり、そのたびに捲土

重来を期するがコ7 クサがいちばん神経を

使わさせられる。

それが大宮さんのお宅ではいとも無雑作

に育てられているのだから、これは信じ難

い光景と日わねばならない。 [1尚lilTの千品

露付近に山芋国があって、そこでも露地柄

えて"放置の状態に近いコ7 クサを見た。露

地栽培とは言っても、大宮さんのところも

千日露のところのも.1J?tJ:の土だったから、

これが lつの鍵なのかもしれない。

失敗のくりかえしで C3度目の IEI宜」は

とっくの背だが、いつか大宮さんのコマク

サ・コーナーのように「無雑作に(見える

ように)J栽培でhきたら熔しいことだと忽っ

ている。

(2) ヒメサユリ

これは福島県の飯豊山で初めて見た。本
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山より手前の切合小屋に l泊したとき、そ

の周岡の斜面の草原に点々とうすいピンク

を咲かせていたのでも→日惚~L" 。草丈はた

いして向くはないのに、緑色の草むらの中

の淡いピンクというのは結構目立つように

思う。ユリの仲間が多々あるなかで、人 r
による交配種よりもやはり山野にある種類

のほうが「自然」が感じられて私は好きだ。

このヒメサユリは、←口に「淡いピンクJ

とは言ってもトキ色に近いかとも，思われる。

Fいつかこれも庭で咲かせたいJ と思い

つづけていたら、ある年、デパートの「福

島県物産展」で売られているのに出会った。

C3球いくら」という値段を c1球おまけ

してくれJと掛けあって買ってきた。 C3球

のこのj(古た‘ってデパート側に7 ージンを取

られたら全然儲けがなくなる」とは言いな

がら I球おまけをしてくれたので、それ以

来「福島県の人はいい人だJ とそう思って

いる。

ところが、いざ民主に楠えてみると、 2年

つつ"Itで15センチくらいに育ったところで

葉の先の方から溶けるようにして崩れてし

まうのであった。神出・神保町のタキイてい

も売っていないところを見ると、ヒメサユ

リというのはかなりむずかしい種類なので

あろうか!

今の世の中、ユリの花にたとえたくなる

ような女性は仲々いないように思うが、テ

ソポウユリならばf主of，のi映illii女優・原節子

か、ウ事アイオリンニストの巌本真王理かと自

分では決めこんていいる。ではヒメサユりは

誰がよいだろうか!
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(3) デルフィニウム SP

1986年 7月末、私は10人の仲間とソ速の

パイカル湖畔へ蝶の調査に行った。ふつう

ハイカル・ツアーは、湖からただ 1本流れ

だすアンカラ)11のts口のリストビヤンカと

いうことろまでしか行かないのでwあるが、

我われのチームはそこから20kmほどであろ

うか、船で北ヘトーった。 rパジ・カデイリナ

ヤJ という地点まで行くことができた。そ

こに「グロフ・ノ〈イカ/レJ という名のノてン

yゲロー施設があって 3i白した。「グロフ・ノミ

イカノレ」というのはブリヤート抜のことば

で F炎のパイカル」の意だとのことであっ

たが、なぜそう呼ばれるのかはわからない。

この施設はパイカノレ湖の波打ち際に1500m1

程の而積を木概で図い、その中に部屋数4-

5くらいのやや大きめなバンガロー 4棟、

ボッタン式の共同トイレIt束、サウナf点I

僚がある。しかし電気・電話・ガス・水道

・パス・トイレ一切なし、おまけに周凶に

人家 l軒ちなし、という桜めて‘自然'と

深然一体の環境となっている。管珂ム人→家

が放牧している牛と烏が数頭いて、 1主は吉

舎に入れるが、これは熊(熊)から守るた

めだろう。我われが到着する数日前に近く

のIIJにオヤジがmたそうだし、シベリヤの

))日生林にはトラやヤ7 ネコもいることにな

っている。

11礁にはこのあたりはタイガとは呼ばな

いのではないかと思う。缶ビールほどの大

きい松ボソクリをならす赤松もあればグイ

7 ツもある。 Betula類をはじめ溶葉広葉樹

類も結構ある。そういう林内・林縁に草原

がひろがっているのだから、植物の方の専
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門家が見たらそれなりに面白いことだろう

と，思う。

旅1T社がソj車インツーリストから得た P

R情報では「荒々しい自然があるJ という

程度で、たしかに大型肉食獣がいる点はそ

うも言えるが、しかし目を足許の草花たち

に転じたら、ここは絶対に天国だ。

フウロソウ、マツムシソウ、シオガ7類、

黄色いケシ、ワレモコウ、ユリのようでユ

リではないオレンジ色の花等々、 一体何種

類の花がP~いているのかわからない。いか

に呉国の地とはいえ、余りにも草の名を生n
らなきすぎる自分(j主)に半分苛立ちをJS

じつつ、ただ「ワァ 1きれいだllJ と感日英

の声をあげるばかりであった。実際には上

にあげたような極類の花は俗l々的には見な

れているはずなのに、やはり大群落ともな

れば感激せざるを得ない。

そういうなかにデノレフィ二ウムはポツン

・ポツンとI昆ざっている。こt'Lはチームの

誰も知らない花だった。 rオダマキ!J、「ト

リカブト!J r Corydalis? J思いつくままに

名前をあげても全部、 Noい名前のわから

ない卒はいろいろあったが、これが一番気

になったので、和、は今も半切に引き伸ばし

た写真を部屋に飾っているし、ある人は翌

年の年賀状の版画の凶柄に使っている。

あとで肉鐙類を調べてもわからないし、

写真家・杉山古良氏の「北限の花 アッツ

烏再訪J (1979.文化出版局・東京)にも写

っていないから「アリューシャンにはない

種類か」とも思ったりした。小林義雄氏 r極

地 その自然と植物J (1969誠文堂新光社

. :ijO~() には D. brachycentrumがmている
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がイメージが違って気がつかなかった。

しかし不思議なもので、こういう疑問や

願いなどは持ちつづけていると忠わぬとこ

ろから答えが返ってくる。ある H、神田・

神保町の内山書底(中i可関係専門)で中国

植物図鑑の 1分冊を立ち読みしようとパラ

リと聞いたページに「飛燕草j の名で数種

類出ているのであった。これはひと頃昔の

「牧野~I鑑J と同じ県単色の写生肉による

閃鑑で、ひとつひとつの例体は小さいなが

らも rMp.J がl本だけというような特徴点

は正確に描きとられている。パイカノレ抑jの

Delphiniumの胎葉はもって帰っていないの

で、積名のInl定まではできないが、 In]属で

あるということはパッとすぐにわかったJ内

山でパラリ」→「パイカルがパソ!Jである。

次いで塚本洋太郎氏 rJffi、色園芸品，1[物閃鑑

II J (1988・保育社・大|坂)でもわかるよう

になったし、モンゴノレの郵便切手にも D

cheilanthumがあって、ょうやく気分が手

段落した感じである。いつか「中国植物関

鑑」を一揃い買ってこょうかと思っている

カえ伊東知恵子氏F中日植物名税対照表J(1984 

白刊・東京)では「属名 Delphiniumは

Consolidaの訣り」とあり、せっかく、飛燕

卒。ということがわかったのだから、 f十ー卜

げに D なのか C なのかきめさせてもらい

たいものである。そしてこれも栽培種でな

いパイカノレ湖畔の野性種(1本の花茎につ

く花の数が少ない)を底で咲かせられたら

なア、と思わずにはいられない。
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