
写真に寄せて

オオヒエンソウ(キンポウゲ科)

Delphinium grandiflorum L. var. chi. 

nense (Fisch pro. sp.) Huth 

木暮翠さんよりソAヤクーツクで撮影

の美しい写真が送られてきたが、その中で

最も美しいlレリ色の花をつけた草をオオヒ

エンソウとお]定した。

学名の Delphiniumはギリシャ語の

delphin (イルカ) の怠l床で、花形に由来

するものである。 grandiflorumは「大花の」

という意味のラテン語である o Delphinium 

属の柄物はヨーロッパを分布の中心地とし

て、アジア・北米、さらに巾ー半球ではアフ

リカの山地等に L分布する。およそ世界に

200余種の仲間が知られていて、その分布ち

寒若干から熱帯にまで及んでいる。

Delphiniumのうち干般の園芸応で絡売し

ているちのはチドリソウ Delphiniumajacis 

L.(英名 RocketLarkspllr)で青色の地

に臼・パラ色などがあるが、いかにも国ユミ

I重という Jdじがする。

InJ定にあたっては佐藤潤平氏(満洲総物

研究の第一人者)か撮影されたモノクロの

生写真600余枚を検する中からi言]形のものを

発見、竿学.名がl'付、'J'，さきれていたので再U硲官認のた

めコ 7口フの大著「勺}満荷f丹付1

で調育したところ第 3巻卜.，1必i臼3-4小“lトμ，1Pにオ

オヒエンソウの記録があつた。コ7 ロフ氏

によると、木種は東部アジア固有穏で、

般分布械はダウリヤ・オホーツク地方(南

2 

江別市 外山雅寛

吉11) ・満i州・蒙古・支那(直隷省、山東省、

凹川省、雲南省、ダングート地方)さらに

木暮さんが行かれた地方が示されている

パイカル杭JJより北方及ひ。両方へはヤクーツク

及びクラスノヤJレスクに至るという記録が

最後に見えている。これで本種が分布域か

ら見てもいよいよオオヒエンソウであるこ

とはP手カミでトある。

Delphinium gra.ndiflorum 

JJIlll¥i 

:I|(4H州島匂川ベウ1勺j何べT勺に'ぐ1七二U:::二二;;A主;LよJ;t
;ダ?TLJ  

iflJJ¥!;JJh 
~? t'-l・ 1 闘よJJf-1U〕 u

「雲市の植物J II 中凶雲南人民出版社fJJ

より引用肉 オオヒエンソウ母種の分布

試みに H 中 JI~伺出版物である「雲南の納

秒ijJ にも目をjiuしてみると I・111こl収

載されているのは、いずれも木暮さんがシ

ベリアで見たあの美しい種 D守 grandiflorum

var. chincnseではなく、 D.grandiflorllm 

var. villOsllmであり、和名はオオヒヱンソ

ウではなくオオバナヒエンソウとなってい

る。オオヒエンソウのような鮮やかなル 1)
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色ではなく紫色を帯び花弁の先端的近にく

すんだ黒点が見える。植物体全体から見て

あのヤクーツクのものとは異なる。コマロ

フが分布を認めた地である「雲市の植物j

にあの鮮やかなlレリ色のオオヒエンソウが

収載されていないのが少々気にかかる。

オオヒエンソウは氾セらく世界に産するそ

の仲間の'1'でも最も美しい樋と忠われる o

コ7 ロフの著書以外にオオヒエンソウを記

録している文献には次のものがある。

1 )土名対}!日i前鮮植物静葉・成光館・ i昭和

9年再版・ 273p 

2 )中JI猛之進:英文朝鮮植物誌 第 l巻

(東京帝国大学紀姿・第26/111・第 1編

26 p) 

3 )佐藤潤平:満蒙有IH;M物名葉関東fr
i昭和 5年fl) オオヒエンソウが観賞則の

ほか薬用植物としても手1)丹jされることを

示してしゅ。

4) 雨i前消i続物目録 iおi前洲鉄道株式会社

大IE元年一分イ1Iとして奉天・鉄{古tをノjミす。

5 )満蒙植物目録南鉄興業吉11農務課産

業資料25 大正14年刊ー151p -152 pに

木碕とともにヒエンソウの類 5種を収載

する。

0上記文献のうち「十一名対照i荷鮮捕物静葉」

には次のような記載あり。参考のために、

引用しておいた。

おはひえんさう

Delphium grandiflollm， L 

支 1111 名

[昔、児花 C/z'iao-er/z-lllIa 

雀児花。色翁翠。似鴛驚菊。而単帯。附

横枝上自11烏之均Jo(総紀)

3 

{翠雀花 TS'lIei-c/z'iao-/Zlla_

{藍雀従J Lα'n-c/z 'iao-/Zll{/ 

藍雀花。其花如雀。有身千i翼有尾。有責

心如JiN日。或云問l茶英花。(J貨議)今吉林諸

慮多有之。(古志)

満洲の古文献「虞豪芳譜J r広群芳譜J

とも書きコウグンポウフと読むーに記載さ

れている「黄心有り両日の凱lし」という特

徴ある形態が木暮さん撮影の'ゲ真に正にそ

の通り現わ仇ているので再度見ていただき

たい。:ilt心が 2つ並んでにらんでいる B

のように見えてくるはずである。漢文で書

かれたこの書物「広群}'iili昔J は長崎i度りの

自白米本で定説では1884年(嘉氷川年)最初j

の渡米があったと伝えられている。

この納物オオヒエンソウに近似のもので

茎と葉商に単毛を密生する山東符l占]有変種

にシラゲヒエンソウ Delphinillmgrandif-

lorum var， GilgianumカずまIIられている。

その他次のようなものがある。

・オクチヒエンソウ Delphinillmcheilanョ

thum FISCHER EX DE CANDOLLE 

(Delphinillm parviflorum TURCZA-

NINOW， Delphinllm Middendofii 

TRAUTVETTER) オオヒエンソウよ

り感じが弱〈、葉梨片がオオヒエンソウ

より広い種…・中央アジア、西シベ 1)ア

.蒙-[Iiなどに分布が士Hられている。

・ブシパヒヱンソウ DelphiniumMaacJ口-

anllll1 REGEL北満の草野に生える多年

平で草丈70c，花期は 7- 8月。ヒエン

ソウの仲間としてはよヒ車交的に~\Íい花JUjo

大形のものは別としてほとんど分校しな
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い。葉は:挙状分裂、 lill三。花は濃紫色。

花弁にかっ色の毛がある。

ド|望lは佐藤潤平氏撮影の生写真から写

生の線f.lilである。

Jr~の形態

大興1記録にて

花のつき方

(部分[:iiJ)

佐藤潤‘f'11告影4:写真

による(f1日 2・7・21撮影)

線画:外111

1t茎上古1Iには~といえるものがほとんど

ない。

この種コマロフ氏によれば河岸等のiE

った平野に生じ、分布は狭いようで満洲

以外では見ないという。

• Delphinillm elatllm L 

0この種は前種ブシパヒエンソウと同種と

する立場と異種とする立場があるようてい

っ浦道哉著 rj両家植物l二i録J (Jiij f日書)で

は向秘として扱い、中井敏之進li:(英文

中月鮮f直す拘t志FLORAKOREANA 1. ) は

D. elatllm Lの中にブシパヒエンソウを

合めていない つまり異種とする立場で

あるo 異種とする立場が至当の様でコ7

4 

口フ著の rj荷洲植物誌」に次のように述

べられている D. elatllm Lは満洲柄物

分布区域の北部境界線以来に分布せず、

それより以東では D.Maakianllm Rglが、

それと交評しているという。 D.maacki. 

anllm Rglカィ D.elatllm L と!/I~なる，I，'!，と

して、その査が著しく発達して卵形また

はJ皮針形を呈すことをあげている。

いずれにしても酷似する種のようであ

る。 D.elawl11 Lの異学名をあげておく

と次のようである。

Syn. D. intermedilll11 ranllncllloides DC. 

D. elatlll11 var. pall11atlll11 Level 

なお、 Regel氏はブシパヒエンソウの

変干重として var.ussuriensis Rgl.， Val 

cllncatlll11 Rgl.， var.lasiocarpllm Rglを

設定しているが、これに対してコマロフ

氏は、それらの諸主'lは倒性的相呉、地方

的なもので分知上の怠義を有せずと述べ

ている (r満洲M:物誌J第3巻ド・ 'Hp)。

D. crassifolillm Schread. 

• D. hybridlll11 Willd 

以上でi前家に産するものに関する限り

ではほぼ全種があがったと忠われるが、

前倒の文献「雲市の植物J にはなお多く

の干Fカサ己主主さhている。そiLらをあItる

とト記の通りである。

-カンキョスイジャクカ(中国名)

Delphinilll11 beesianlll11 W. W‘Sl11ith 

(第 I巻・ 295p) 

・カクガクスイジャクカ(中国名)

Delphinilll11 ceratophorlll11 Franch白

(第 I巻・ 295-296p) 
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-ショウヘイスイジヤクカ(中国名) ものと推定される。 HULTEN著のアリュ

D. coleopodum IIand. --Mazz ーシャン列島村吋拘誌 "FLORAOF THE 

(第 I巻・ 296p ) ALEUTIAN ISLANDS AND WEST 

・チヨウジュウモウスイジャク(中同名 ERNMOSTALASKA WlTH NOTES 

D. grandiflorum L. vra. villosum W. ON THE FLORA OF COMMADER 

T. Wang ISGANS"によれば、その分布がカムチャツ

(第 I券・ 296p) カ半島に述統することを示している。

・コウテイスイジヤク(中同名)

D. tatsienense Franch 

(第 I巻・ 297p) 

・タイリスイジャク(中国名)

D. traliense Franch. 

(第II巻・ 304-305p) 

・オオバナヒエンソウ(日本名)

D. grandiflorum L 

(第II巻・ 303-304p) 

0オオハナヒエンソウの解説

オオバナヒエンソウの学名が単に D.gra-

ndiflorumしとなっているので「雲南の植

物」に収載されているオオバナヒエンソウ

は、オオヒエンソウ var. chinenseの母砲

と受けとられるが、それにしても色がずい

ぷん悪い。

-ゲッカサン(中間名)

D. Yunnanense Franch. 

(第II巻・ 305-306p) 

・センテンスイジヤクカ('11住l名)

D. delavayi Franch 

(第II巻・ 30;)p ) 

さらに千品列島にはチシマヒエンソウー

Delphinium brachycentrum Ledeb カず知lら

れるが、この植物は千日げ1).%のみならずア

ラスカやア 1)ューシャン列島にも分イ11が兄

られ、それらを経由して千島に人ってきた

5 

。オオヒエンソウの美しい色のもとはアン

トチアン系色素(花青素)のデ/レフィニジ

、
/0  

。オオヒヱンソウ属は卜リカブト属近縁の

f孟司f柄物である。

。オオヒエンソウの栽培史=わが国では大

正中期!ころオオヒエンソウの吋種 Delphi-

nium grandiflorul11が'11同より輸入栽倍さ

れたが、中国では数100年という栽倍史があ

り、この狛毒柄物を薬用植物としてすj反に

利用している。北京一帯では花が美しいの

で観賞用植物として栽培され、薬用として

は、全植物体を水でせんじ、うがいによっ

て風熱による歯痛の治療に則いられるが、

これを飲用してはならないという。

アライトヒナゲシ 'ゲ真 2枚め

Papaver alboroseum var. elongatum 

Hult 

《異名>Papaver nudicaule L. var. kuri-

lense Tatewaki 

オ司重はホソパノアライトヒナゲシ Papavar

alboroseum Hult.の変殺で、舘脇操著の英

文で書:かれた報合言::"ON THE PLANTS 

COLLECTED IN THE ISLAND OF 

ALAID BY HIDEGORO ITO AND 
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GOSAKU KOMORI." (伊藤秀五郎、小森

五作両氏採集アライト島植物に就きて

1927年TJj 札幌博物学会会報第 9巻 2号

16 p ，)にその特徴が詳細に記録されている。

本書からの引用訳出は「北方山草」第 7サ

にJIY.載の「北のケシ属についてj を参照し

ていただきたい。

写真のアライトヒナゲシは現地アライド

烏佐古沢で撮影されたカラー写真としては

日木最初の公開となったものである。環境

の厳しい現地では、株がしまりひといちば

い大きな花を咲かせるようである。

H円相J6lf.には北千島の学術調査が1I正にな

されている。木場 犬・同附喜一の両氏及

びヒマラヤ探検家として著名な長谷川伝次

郎の 3名がこの現地を訪れたのは1I!l;fn6年

7月1411で、この折現地の地理に詳しいiJJj

所佐吉氏が道案内をされた。木場・岡田両

氏が買Jj所氏の労を記念してこの地名を佐吉

沢と命名(仮弥)したのはニの日であった。

本秘アライトヒナゲシの分布地域は比較

的に限られているようで、北千島ではアラ

イド島・ノぐラムシノレ向に分布し、それより

北ではカムチャソカ半島の極く一部分に分

布が認められているのみである。採集記録

の詳細は「北方山草」第 7サ「北のケシ属

について」の中に記録されているので参考

にしていただきたい。

母干重のホソノぐノアライトヒナゲシ Papavat

alboroseum Hultはスエーデンの干産物学者

エリソク・ 7Jレテン (ERICHUL TEN ) 

の著書 "FLORA OF KAMCHA TKA 

AND THE AD]ACENT ISLANDS" 

VOLII， (カムチャッカ及びその周辺諸島柚:

6 

物誌) 1928"1刊の'1'で新極として発表され

たものである。前者の花がれ色(ただし花

の奥の方は黄色)であるに対してホソハノ

アライ}ヒナゲシの方はピンクがかってい

てたいへんに美しい。葉は軟毛がi!¥J I J生え

ていて羽状i菜裂し、葉裂片は 3-4対、狭

惰円状または狭楕円状卯円形で鋭悩または

鈍頭のi母体差があり全縁である。葉柄は長

〈軟毛がI尺山生えている。

標本の採集デ タは r北片山草J 第7サ

の「北のケシ属について」を参照していた

だきたい。

パラムシル鳥冠岳(Kanmuri，dake) -f. 

/IIIの沢は大谷川源流写真 3枚め

パラムシノレの呼び名は、なまりであって

似アイヌ而は HPoro-moshiri"(大なる島の

意)である O かつて千島アイヌの人々はこ

の烏をウレシ "Ureshi"(人を多く育てた所)

とも HSeebu"あるいは HNuden-mo-shiri"

とも咋ばれた北千島故人一の烏である。島内

における r冠岳」その他主要な山岳の位置

を示すと次のようである。(第 l閃)

;話民は襟高](i81rn の r\~j 11.1で、パラムシノレ

烏では千倉岳(J815rn)の段高峯や後鍛岳

(I798rn) に次いで["1いJLIである。大谷川

の防{流は下って後鍬岳とたI岳の谷を通過し、

やがて鯨泊、へと注ぐ。

写真は大谷川の原流をはさんで向こうに

白雪を残す冠再fを、そして、子前にはi:':jJ I J 

縞物が花聞く草)ボをとらえている。

白と鮮黄色・赤紫色の花が点々と見える

が、一泊iに広がる大きな葉をつけた植物は

恐らくミヤ7 ダイコンソウであろう。また、
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生えている植物から推定すると、いくぶん

湿り気のある環I立と忽われる。

IlM花中の高山植物のうち;Jj，紫色の花をつ

けたものは明らかにハクサンチドリ Orchis

aristata Fisch，しかも、そこに自生するも

のは、ウズラハクサンチドリ Orchisaristata 

Fisch， forma punctata Tatewal口で、葉に

紫色の斑点を散りばめた美しい碕類て、あるo

ハクサンチドリ(cont. form， punctata ) 

は分布範凶の比較的広い植物で、わがiモlで

は、北海道及び本州中古li以北の高山に分布

する。さらに同外では、朝鮮・樺太・千島

.アリューシャン列島・アラスカに分布が

知られている。なお、本種には白花品もあ

り、ンロノミナハクサンチドリ Orchisaris 

tata Fisch， forl11， albiflora (Koidz，) Tate' 

waki・0，aristata var. albiflora Koidz，と

名づけられているが、このi'l花品は限られ

た所にのみ植生するものである。

千島での確実な記録をあげると下記の通

りである(北千島関係分のみ)。

。ハクサンチドリ 〈パラムシノレ烏〉村上

湾 vn，10， 1931， 

。ウズラノv 、クサンチドリ<パラムシノレ

島〉村!べ角田， 10， 1931、千倉岳四.

3D， 1931， <シュムシュ烏〉小泊 沼尻

← VIII， 17， 1931、H池ヶ原-VIlI， 18， 1931， 

〈アライド烏》ーノ波 VJI. 18， 1931， 

以上、採集データはいずれも「北千島牛

物相J(rJ本生物地瑚学会 193，1)によって

示しておいた。

ハクサンチドリの分布は世界的にながめ

るとアリューシャンにはf'干に多く、全列島

7 

ほとんどに白生し、分布がカムチャッカ宇

烏とアラスカに連続している。

白色の花はエゾノハクサンイチゲ Ane

1110ne narcissiflora var， sachalinensis L 

Miyabe et Miyake、ー名カラフトセンコウ

ソウである。本種はハクサンイチゲの変種

で、もが多いのが特徴である。また、ハク

サンイチゲでは葉の最終葉裂片の先端がと

がるが、エゾノハクサンイチゲではまるい

のも特徴のひとっていある。

北海道・東北地方がわが国の分布械で、

凶外は樺太・下烏・北米・シベリア・ヨー

ロッパにも分布する。

武花のものはチシ7 キンパイではなく、

チシ7 ノキンパイソウではないだ、ろうか。

写真ではよくわからない。ただ、大雪山百

色ヶ原ではエゾノハクサンイチゲとチシマ

ノキンパイソウの花が混生し、!日l時開花す

ることから、寅花はチシ7 ノキンパイソウ

と忠われる。

アイザワソウ Oxytropis 山 grescensの

部落 写真 4枚め

北千島アライド島佐古沢で撮影

本文55頁参!I日してください。
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A: 鯨 i~

第 1似l北干烏列島パラムシノレ烏の主要111#;.分布図

日
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