
日本産オヤマノエンドウ属(Oxytropis )の植物

7;<科オヤマノエンドウ属(Oxytropis ) 

の植物は、北半球の温帯から亜寒4i?をへて

寒帯にまで分布し、 11本では 5椅類白ヨーす

ることが知られており、レブンソウ I手重を

除けば全て高IIJ帯に白性している。

11木市[u，:i}に1すする 7;<科(Fabaceae ) 

植物は次の検索表に従って 3属に分類され

る。

日本の高山帯産マメ科植物の属の検索表

1 .通常竜骨弁はIJ)¥弁より長く、果実は節

果 ・H ・H ・..…ー ・ ・イワオウギ属

1.通常旗弁は竜骨弁より長〈、果実は立

果ぃ ....・H ・-…・ .............・H ・・ 2

2. 4t骨弁の先はとがり、しばしは'情状に

突出する・.".....・H ・..オヤ7 ノエンドウ属

2. '1在骨弁の先はまるい"""'".ゲンヶー属

これら 3属の日本の高111帯・ij[i高山帯産

の橘類は次のように整珂される。

(1) ゲンゲ属(Astragalus )ムラサキモ

メンツノレ、エゾモメンヅ/レ、シロウマオ

ウギ、 リシリオウギ、タイツリオウギ

(2) オヤマノエンドウ属(Oxytropis ) 

オヤマノエンドウ、ヒダカミヤマノエン

ドウ、ヒダカゲンゲ、レブンソウ、 リシ

リゲンゲ

(3) イワオウギ属(Hedysarum )イワオ

ウギ、カラフトゲンゲ

今何は、これら 3属中の一つであるオヤ

7 ノエンドウ属(Oxytropis )を解説する。
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松本市 皇国秀夫

オヤ7 ノエンドウ属 GenusOxytropis De 

Candolle 

日本産の種・亜種への検索表

1. 1花序に対して 1-2fl!J(希に 3個)

の花がつき、奮は惰円形で長さ 4-6 mm 

2 

1. 1花序lこ対して通常 3個以上の花がつ

き、包は披針形で長さ 7-20mm......... 4 

2. 托1葉詰は厚く紫担褐J色て"烹果は;令千白1

長さは 4-8 mm...........・・・・ヒダカゲンゲ

2. 托葉は茶色で薄い!良質でト忌果はほとん

ど無柄・H ・H ・..…・‘ ・H ・H ・..............3 

3.植物体は全体が緑色

-オヤマノエンドウ

3.柄物体は全体に絹毛が密生し白っぽい

...・H ・-エゾオヤマノエンドウ

4. 花は黄tl色・ ー ・ ・リシリゲンゲ

，1 .花は紅紫色...・H ・-ー…...・ a・....… υ …・ 5

5. 花は 5~15f同ずつ l 花序につき、旗弁

の光は円い……...・H ・..……υ レブンソウ

5. 花は 3~6 イ悶ずつ i 花序につき、旗弁

の先はへこむ・・・・・・・・・・・・・ .................. 6 

6. 小葉は 8-13対で、表Tmは無もまたは

毛を散生・.• • • • . . • • • .・ H ・....…7 シケゲンゲ

6. 小葉は 5-8対で、表I古lに長い sが多

い・ ・…ヒダカミヤ7 ノエンドウ

では、機ごとに解説する o

(1) Oxytropis nigrescens (Pallas) Fis匂

cher subsp. japonica (Maximowicz) 
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Toyokuniオヤマノエンドウ

東北地方南部から中部地方(飯県山地、

北アルプス北部、八ヶ岳、木曽駒jヶ岳、

1'11岳山、南アルプスに分布し、 1沙磯地や

草地に主主える小形の多年草。恨は木質で

太く長い。葉の小葉は 3- 7対ある。花

柄は長さ 1-5 cmで、先に 1-2 j困のイと

をつける。花は長き1.7-2 crn、紅紫色で

美しく、旗弁が非常に大きい。

1886年、ロシアの7 キシモヴイッチ(c 
]. Maximowicz )により、木骨駒ヶ岳を

基準根本産地として命名・記載された。

スウェーデンのフルテン(E. ]-]ulten ) 

が言うように、 O.nigrescensに近縁であ

り、その変種とする説もあるが、著者は、

分布I戒も考慮して、亜種とすることにし

た。極小名の mgrescensは「黒ずんだ」、

「罪、l床がかったJの、また亜稀名の.Taponica

はrtJ本のJ意味。向花品種ちf.albiflora 

(Makino) '1¥Shimizuシロバナオヤマノ

エンドウと言う。

( 1 -2) O. nigrescens (Pallas) Fischel 

subsp. sericea (Koizumi) Toyokuniエゾ

オヤ7 ノエンドウ

it海道の中央高地に特注し、全体がや

や小形で、白秋毛が密生するため、白っ

ぽく見える。小泉i原‘により、 1918"1.に

オヤマノエンドウの変穐として発表され

た。

1930年に1/'升猛之進により、独立種と

見なされ、 O. yezoensisと-Gn名された。

本植物も大陸の O.nigrescensのijfe荷と考

える。基準棋木産地は北海道の大雪111、

iJIT秘名の senceaは「絹毛のあるJの怠味。
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自花品種をf.leucantha (Toyokuni) T 

Shimizuシロパナエゾオヤマノエンドウ

と言う。

(2) Oxytroois retusa Matsumura subsp. 

hidakamontana (Miyabe et Tatewaki) 

Toyokuniヒダカミヤマノエンドウ

北海道の日高山脈ヒ。パイロ岳を基準標

本疎地として、宮部令吾・館脇操により、

1933年に命名・記載された。[1{，;jlll脈;It

部の特産で、小葉は 5-8対、花は花柄

の先に<1~ 5個ずつつき、長さ25mm内外、

恩果には、黒い恒三1:の他に黄掲色の毛が

ある。櫓小名の retusaは「やや凹んだ」

の窓味。

( 2 -2) O. retusa Matsumura subsp 

shokanbetsuensis (Miyabe et Tatewa 

!日)Tyokuni "'7シケゲンゲ

北海道増も1111也の暑寒別岳高山，ii?の砂

疎地・平地に特産し、 1935年に白部・舘

脇により命名・記載された。ヒダカミヤ

7 ノエンドウに似るが、小葉は 8ー 13対

と多く、上而は無毛。花はやや小さく、

長さ20-25剛、立;j!ーには黒い圧毛がある。

小葉の上I古iに毛のある形を f.pilosa Toyo. 

kuniウスゲマシケゲンゲと言う。母稲の

O. retusaミヤ7 ノエンドウは千島に分布

する。

(3) Oxytropis revoluta Ledebour subsp 

kudoana (Miyabe et Tatewaki) Toyok 

Ul1lヒダカゲンゲ

この植物も北海道のn尚IIJ脈北部から

中部にかけての特産で、 1933年に白部・

舘脇によって命名・記載された。小葉は

4-7対あり、花はやや小さく、長さ1.3-
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2 cm。

(4) Oxytropis megalantha H. Boissieu 

レブンソウ

1989可に、フランスのボワシュウ(H. 

Boissieu )が干し文島の採集品を基準標本

として命名・記載した縞物で、[J木の礼

文島とサハリンに分布する。小葉の数が

多く 8-11士、Iあり、また花つきがよく、

l花柄に 5-15個の花がつく。日本産オ

ヤ7 ノエンドウ属中最も大形で、ごもが密

'1-:する種rJiである。花は長さはぽ 2cmで、

liEt可lこ5-15側ずつつく。弓果には白

い軟毛が密生し、黒褐色の二ちがまじる。

臼1Eの品手主もあり、シロハナレフザンソウ

f. albiflora Ohbaと言う。極小名の me-

galanthaは「巨大な花の」の恵、味。

(5) Oxytropis campestris (Linnaeus) De 

Candolle subsp. rishiriensis (Matsu 

mura) Toyokuniワシリゲンゲ

日本のオヤ7 ノエンドウ属の中で、唯

一、黄白色の花をつけるので、他の同属

柄物から区別できる。小葉は日 -13対、

花は長さ 2mm JIij後で旗弁の先は凹入する。

母種 subsp.campestrisは!討北極要素で、

サハリンにも分布し、宮部金吾・三宅勉

r樺太植物誌J (1915)では「クモ7オウ

ギJ というね!名が新称されている o 母種

では、葉の裏jiiiや立*に毛がある。
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百~ 1閃 1 -8 Oxytropis revoluta ssp. kudoanaヒダカゲンケ二日ー 15: O. retusa 

ssp. hidakamontanaヒダカミヤ7 ノエンドウ

l、 9IJ)!;弁 2、10翼弁 3、11竜特弁 4、12雄しべ 5、13雌しべ 6、立'*

7、 15がく 呂、 14托葉 (官官H・館協)
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。， .. 
，，~匡孟孟益五五品

• m' 

E亘詞 K.~Îno dtl. 

第 212!116-22: 0， retllsa ssp， shokanbetsllensis '7シケゲンゲ

16旗弁、 17翼弁、 18竜骨弁、 19雌しべ、 20雄しべ、 21がく、 22亙*白部・舘脇)
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