
コマクサとその仲間たち

ある夏、登山道沿いにコマクサが多く兄

られる人ー雪山の高線ガ原で、小休止してい

る数人の女性たちと行き会ったことがあっ

た。登山道の傍らで休んでいる人のそばを

通るのは、何故か苦手である。登111者の少

ない山ならは¥出会いで親近感が生まれる

のだが、人の多い11]では、多分に事務的な

挨拶を送って、視線を行く手に向けて通り

過ぎる。休んでいる人に祝線を向けつつ歩

くと、妙な緊張感が生まれるからだ。

このときも、そんな具合に通り過ぎたと

思うが、一人の女'1'1:の動きだけは、しっか

りと見ていたようだ。その人は、道沿いぎ

りぎりのところに生えたコ7 クサの稚株を、

不注意な鷺山1'i'の照い111靴の底から護るた

めに、その周りに大きな石を置いてガード

していたのだった。

そんな出固いが、その先にも幾つか作ら

れていた。多分、花好きの心優しい誰かが

この万法を思いつき、ここを通る幾人もの

人がそれに!放ったのだろう。

しかし、この光景はさほど印象的ではな

かったようで、その二日後に、忠)JIJ岳の北

で、知人の大内倫文さんに出合ったことに

ついては鮮明に記憶しているのに、コ7 ク

サを石で岡んでいた立性のことは、長い間

まったく忘れてしまっていた。

それが最近になって、 i栗い記憶の底から

延ってきたのは、このところ、人によって

様々な突なる<!I!の花との係わりあしウに

札 幌市 丹 征昭

ついて考えることが多かったせいに違いな

。、
し

大内さんとは、いつも酒場のカウンター

で111の話などする仲た‘ったが、山で会うの

は初めてで、僕としてはそれが何故か熔し

く、互いに煩草に火をつけて立話した。彼

は梅沢俊さんと一緒に写真家の自治|行男さ

んのガイド兼ボッカでト入山していたのだっ

たロ少しあとから出淵さんと梅沢さんが張

ってきたが、お二人とは挨拶を交わしただ

けで別れたように思う。

その頃のi実は、 IL!と自然をテーマにした

文章を集めて発行されていた「アノレフ。」と

いう月刊誌に精力的にエソセーなどを書い

ていたが、回illlさんもまた準同人扱いの写

真家であり、書き子でもあった。いつも誌

上てで芯ご

うなJ感惑じだつた。その印象が強かったので、

高綴方、!京で見た光景の記憶は、すくに薄ら

いでしまったのfごろう。

それにしても、これほどまでに常山者か

ら愛される花は、他に類を見ない。山 r.1こ

咲く花は、どれもこれも例えようもないほ

ど美しく、山に登る者の心を惹くが、その

'1'でも、 '見、不毛とも思える際原に、ひ

っそりと咲くコ7 クサの美しさは格別なも

のに思える。

花のひとつひとつは小さくて、艶やかさ

とは程遠いのだが、織制uなその姿には、極

限に近い環境ていしか生き続けることができ
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ないこの殺のく1命の緊張感〉が校、められ

ているようで、そのためにー層この花が美

しく!fl，~じられるのだろう。

* 
最初にこの花を見たのは、もう 30年近い

台、 IIJ登りに熱中し始めた少年の頃のこと

fごった。その頃はまだ名古ijを知っている山

の花は、ほんの少しに過ぎなかったのだが、

高山樋物のf，<::Eコ7 クサの名は、先輩たち

の話や多くの111の本などで、すでに知lって

いたし、憧れも抱いていた。その憧れの底

には、コ7クサが咲く !~:I い 111 に、一日も早

〈登りたいという気持ちが隠されていたよ

うに，思う o

それだけにコ 7 クサとの出会いは印象的

だった。大雪山のそのま1もコマクサ平で、

i世は初めてこの花を見た。しかし、当I時は

一塁手便利だった銀泉台登山口からコ7 クサ

、ドまで張ってくる観光存も多く、踏みつけ

やi市掘で、ここの群落はかなり痛めつけら

れていた。

その後、夏の大雪山に魅せられて何度も

主主り、 j立のない小ピークや高根iJ原の奥、

主主111j昼間削前の高原i召などを歩いたりもし

た。資111道以外を歩くことを禁じられた今

では再訪もかなわない場所が多いが、{実は

j邑を離れての山歩きてい、大雪山の本当の魅

力を作分にI床わった。

白出気ままな 111上散歩で知った素晴らし

い場所と、心惹かれる花たち たとえば

高級力原に限る小川と岸辺のミヤ7 アケボ

ノソウ、あるいはJB別岳の北西に流下する

巨大な結石氷infとエゾウサギギクやミヤマ

アズ7 ギクの杭7喜・ー・。
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どこも限りなく静かて"花が美しかったが、

小白雲岳のコ 7 クサ群生地は、 Mカ所か見

つけた群生地の中でも、とりわけ好きなと

ころだ、った。 Jf主判'Ji主、ここでF白iEを見たと

いう友人の話を開いて、それを見たさに訪

れたのだった。

地凶には111名があるものの、実際は白雲

ffiill腹の小突起に過ぎないこのピークは、

よほどの物好きでなければ主まらなかったよ

うで、白雲石室の水場からキジ場への道を

進み、友人の言うキジパナシャクナゲ地fiE

(キジ紙とキパナシャクナゲの花のi昆i洋)

を過ぎると人が歩いた形跡は背無だった。

それだけにIIJTJ'!のコマクサ群落は見事で、

まったく子っかず(足っかずというべきかり

の状態だったが、おH当てのアノレビノは発

見できなかった。思い返してみると、 1実の

アルビノ遍歴はこのときから始まっている

らしい。

干界では、栽培家の棚に必ず鉢はILJ花

コマクサがあるし、そのルーツは大雪山で

採取された幾株かの白花品だというから、

山で見つけるチャンえもありそうに思える

のだが、 111では末だに見たことがない。

考えてみると、アルビノは劣勢遺伝だか

ら、それも当然なのかもしれない。かつて

は白花の穂子の実生でも、白花の出現率は

1ftかったそうで、今日では、ほぽi古1ftして

いるものの、純白の系統を保存するには神

経を使う。基本のピンク花の|古l体が近くに

あると、いつのまにか交雑して、実生株は

i専いピンク花や、 →見臼花に見えても咲き

終わりに色が着く i古|体が多くなる。自家受

粉を嫌う訳ではないが、他家受粉が優先す
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るためらしい。

そこで、採種予定の株は隔離栽培という

ことになるが、狭い栽I吉場ではそれも困難

だ。Ji"近Ll:、 Mt阿寒岳iW.の実生株から選抜

されたi農赤色花の品種「緋炎J が加わって、

また苦労がI曽えた。

コマクサは孤高を好む、などといわれる。

かつて本州の111で見たコ7クサは、どこで

もポツリポツリと生えていたし、たしかに

そんな表現が相応しかった。しかし、北海

道の山では、場所により相当に賑やかな11手

洛が見られる。構造土地帯では、凍上で穏

子が動くのか、あるいは一定の大きさの際

が発芽に適するのか、列を作って咲いてい

たりする。こんなに肩を、昨べていては、た

とえ自花がm現しても、一代限りで終わっ

てしまう o

話が前後するが、そのf最も何度か小臼23

岳を訪れたのは、やはり例のれ花に米練が

あったのだろう。しかし、白雲石宗が荒廃

し、木造二階建ての明るい111小屋に再建さ

れた頃からは、 j且のない場所への立人が規

制され、小白雲へ L行きにくくなった。こ

のピークへは、例のキジ場とガレ場を抜け

i架いハイマツ，iiEに沿って広がる雪ii男の上を

行くのだが、かつてそのハイ 7 ツ帯から出

たり入ったりしているク 7 の姿を、小屋の

付近から遠望したことがあった。つまり、

H青れた日にはクマであろうと人であろうと、

雪渓上を歩けば、小屋の位置からは一日依

然なのである。

最後に行ったのは十年ほどliii、雲霧が間

断なく去来する日だった。こんな Hはあま

りハイマツ帯に近ヮきたくなかったが、監
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視人の日も恐いので、ハイ 7 ツ沿いに歩い

た。項 l では以前と変わらぬ楽しい II~.'I討を

i晶ごしたが、 f丁きも%}りも、見られてはい

ないだろうかと心配しながら歩いたので、

以前のようには楽しくなかった。

今も小 íl~:岳では、夏ともなれば昔と同

じ姿でコ7 クサが咲いているのだろう。高

根ガ原の広がりと忠則j川の深い谷を J 望す

るこの小さなI良きは、いつも風が強〈、そ

の背を開きながらコマクサを眺めていると、

花の美しさの中に、大白r!.>の力のようなも

のが張り詰められているような気がして、

静だが、たしかな心の昂まりを感じるのだ

った。 111の巾では高度な思索など求めても

1!!.~翌Rだが、今にして思うと、感じていたの

は悠久の11#の流れであったような気がする。

白生地のコ 7 クサは、それを秘めているか

らこそ、あれほどまでに美しいのだという

思いもする。

* 
i巽の場合、山草栽培に子を染めた当初か

ら、そのターゲ、ソトは遠い異境の111の1とだ

った。少な〈とも北j海毎j道茸の花は自生地てで桶見

るだけで事j足'ilリ)ると考えていたのた

はりコ7 クサは別格で、ぜひとも自分の子

で笑生から咲かせてみたい高根の花のひと

つだった。

栽培法については、ここでは改めて書く

必史ーはないだろう。すで"1こli在立されている

ノウハウに従えば、コ 7 クサはそれほど難

しい種類ではない。それでも最初の頃は、

肥料のやり過ぎを慾れて結果的には肥料不

足になり、発芳ーから開花まで3年もかかっ

ていた。今では多!肥栽I音で I年で開花させ
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るカえそれなりにロスも多い。

少量のタネをまき、成長過程をじっくり

と眺めて、気長に開花を待っていた頃は、

子損にかけたという実感があり、ロスも少

なかった。その頃は良くできたのに、最近

はどうもうまく育てられないロ!簡の移植に

追われて、大株の植え替えまで手が同らず、

毎年咲いてくれた株を枯らしたりしてしま

う。プ口として量産している以 kはロスも

予定の内と平静をよそおうが、内心は身を

切られる思いがしている。

心の奥底では、この花に寄せた思いがノト

も生き続けているから、前の生産が、結果

的に自牛J也の保護につながるというJlJj待感

がなけれは¥普通の農産物とお1様に扱うこ

とには、とても耐えられない気がする o そ

れだけに開花を兄るときの喜びは別格だが、

ド界で咲くコ7 クサは、さほど感激的では

ない。姿かたちは山上の花と同じでも、悠

久のl時の流れを秘めた美しさは、 j;界では

どうしても表出しない。

プロでもアマチュアでも経験と技術を誇

る山草家は、それを技術の問題として捉え

ようとする。技術と努力しだいで、長l生地

とl司じ美しさが出せると考えたがる。しか

し、それは人間の奪りというものだろう。

やはり、この花は111上で咲いてこそ美し

いのだと思う。

山 iニとド界、大自然と人間との聞の遥か

な距離を意識することに特別の怠i件、はない

のだが、 1業としてはその事実を忘れずに111

草栽I告を続けたいと思う。

* 
コマクサは海外の山草家にも高〈討価さ
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れ、人気を集めているが、難物としても有

名で、 トソプクラスのナーセリーと少数の

山草家が作リこなしている程度である。数

ち少なく高価だが、クレタ産のムラサキ科

の逸品アンチューサ・カエスピトーサとコ

7 クサは数日で品切れになるという。

北海道より冷涼なスコットランドでも、

やはり難物だというから妙だが、問題は気

候の主:と消1にあるらしい。欧州での一般

的な山草間土は、風化した花商岩の砂と腐

植化したビート(ケト士に近い)の混合で、

実物を見ると、こんな土でよく栽培できる

ものだと驚いてしまうが、涼しいので大半

の納l物がこの 1で良く育つというから羨ま

しくなる。排水の良い用土を必要とする難

物は、やはり球主体とするが、コ7 クサ栽

滑に適する燦が見つけ出せないのだろう。

一Hドド、英国の山J平会 (AG S)の A 行

が来日して、大雪山や礼文島で種子採集を

行い、北大植物関や各地の業者を訪れたが、

IIJ士の遠いには興味をそそられたようで、

会報に載った報告文に、日本では山草栽培

に軽石(パミス)を使っていると記されて

いた。欧外代もも、パミスが用土として売ら

れているが、日本のように多彩な質のもの

は求められないのだろう。

欧米では、アルパインハウスのー員とし

て級われているが、これは雨の多い英l司で

生まれた栽培法で、 f血の同でも通用する方

法とは思えない。初めて英国の山草書を入

干したとき、このアルパインハウスという

ものが零易に現解できなかった。最近では

日本の文献にも冷室と訳されて設場するが、

路I!cj;家が建てるものは特に冷却装置がある
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わけではないので、 i昆室と大差がない。夏

は涼しく、冬はさほど寒くないので、冬期

も無加i且で使う点だけの違いである。

!変するに、雨除けを目的に使うわけで、

欧州産トチナイソウ属のアレチアン節のも

のや、 1"1じくサクラソウ科でトルコ、イラ

ンから中央アジアにかけて分布するティオ

ニシア(Dionysia )をはじめとして、実に

多くの植物がここに入れられる。

しかし、コマクサにはあまり良い環境と

はいえないだろう。僕たちが海外の山草を

作るときと同様に、自生環境をあれこれと

想像し、試行錯誤した結果だろうと思って

いた。ところが高温で雨ばかり続いた今年

の8月、 i実は英国方式を見直すはめになっ

た。荒い燦で植え込んである戸外のコ 7 ク

サがパタパタと倒れているとき、ノk持ちの

良い綱砂で市直えであるハウス内のがJ苗は、

来って元気で、枯れるむのは枠無だった。

余談ながら、エゾオヤ7 ノエンドウを合

むオキトロピス属やミヤ7 ムラサキをはじ

めとするエリトリチューム属など、難物と

して有名な種もハウスi付では順調に育ち、

35"Cを越す気温で Lぴくともしない。それ

を外にH'，して雨にあてると、一雨ごとに枯

死する Lのがでる。 cti昆こそ、これらの植

物にとって最大の紋なのだ。

* 
コマクサ属の紋物は北米に十数段、*ア

ジアにはコ7 クサを合む数種が分布し、遠

く東アフリカに 1秘が知られている。この

f中間では中国東北部・朝鮮産のケ7 ンソウ

(タイツリソウ Dicentraspectabilis)が

市くから栽培されているが、近年は北米産
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の種類ち導入されている。いずれも多年草

だが姿は多様で、中国雲市からヒマラヤに

かけての森林に自生するデイケントラ・ス

カンデンス(D. scandens )のように蔓生

で巻きひげを持ち、資色の花をつける種類

もある。

海外序;のコ 7 クサの仲間を作り始めたの

は、もうずいぶん前のことだが、当初はな

かなかうまく育てられなかった。最初に入

Tした Dエキシミアは、まあまあの出米だ

ったが、 D ククラリアの場合は、クロユリ

の球根にそっくりな根を見てまず戸惑った。

間違って別な植物を送ってきたのかとも思

った。栽培法は子探りだったが、ある本に

森和男氏が「コ7 クサとこの穂は難物」と

書いているのを見つけ、コ7 クサのイメー

ジで扱った。しかし花は咲いてくれず、夏

になると葉カ吋古れてしまう。

海外の文献を見るまでは、 1血の穏もほ1.1:

同様に扱ったが、酪なことをしたと今にし

て思う。北米産のこの仲間は、いずれも森

林とそのl討辺の平原に自生し、ククラリア

やカナデンシスなどの球恨性の種類は、エ

ゾエンコサクと同様の環境、同様のローテ

ーションで生活する。肥沃な則上に植え、

花後は~光して葉のあるうちに肥培すると

毎if.機嫌よく花を見せてくれる。

どの穐類もそれなりに美しいが、現在ま

でに入手した秘は、繊細で尚貨なコ7 クサ

の美しさにはとても及ばない。ロッキ一山

中に稀産するユニフローラは、非常に小型!

で美しい種類だというが、これはアメリカ

の山草界でも幻の花で、日下のところ写真

も見る機会がない。シリフォルニア1哀のポ
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キフローラ Lごく小型の積類で、これは何

年か前に英国から送ってもらったが、どう

にか生きているだけで、花1;1:咲きそうもな

い。自斗A 環境不明につき処置なしという状

態である。

ヒマラヤのトレッキングに行った人が、

かなりの高所で寅花のコ7 クサ属を見たと

話してくれたことがあった。 1;s.姿も花引も

コマクサに似ていて、鮮黄色の:(~を咲かせ

ていたという o この地域には英同などから

毎年のごとく+直物ハンターが入っており、

その写真人りのレポートが山草会の会報に

度々紹介されているが、該当する種矧は見

当らない。そんな椅類が現実に存喧するな

らば、青いケシ以 ~~Iこ夢を膨らませてくれ

るが、たぶんそれはキケ7 ン属(コリダリ

ス)の植物だったに速いない。昨年の会誌

にも書いたが、ヒ7 ラヤには魅力的なコリ

ダリスが幾つもある。

コマクサの草姿で賞花というのは夢物語

だが、前述のスカンデンスのように、この

属には黄色の花を咲かせる種奴が何栂かあ

る。その中でも良く知1られているのがオレ

ゴンとカリフォルニア北部に序ーする D オレ

ガナで、日本の業者のリストには10{Jほど

lIIiから載るようになった。

この属の穂子は乾燥保存してから播くと

総じて発芽が感い。前が千に入るのならば

それに越したことがないと、さっそく注文

したが、現年咲いたのはエキシミアに似た

ピンクの花だ、った。業才i-(こ問い合わせたら、

黄花よりも珍しい品、花のフォームが、たま

たま粉れ込んだのだという返事がきた。翌

年再ii:文したが、やはり同じfとだった。日
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怖が相次いだのか、そのうちにリストの説

明は「桃紅色、まれに黄色」と変わってし

まった。

日本の山草業活は、ほとんどがこの粍皮

のレベルだ。国産のM物は未だに山採り株

が主要な供給源となっているし、海外産は

良〈売れるから扱うものの、それについて

の知識は持っていない。学名は而倒とばか

りに勝子な和名をつけて売りまくる o モラ

ノレと知識、それに技術ち兼ね備えた英国の

ナーセリーと比べると、とてもフ。口とは言

えたものではない。(業がプロになる気にな

ったのは、栽培に専念したかったからだが、

この現状を少しでも変えたいという気持ち

L多分にあった。

またまた話が械にそれたが、 D，オレガ

ナは二度もニセモノを摘まされたので、

度目はオレコンのナーセリーにit:文した。

地元の業者ならば確かな種Yfiを作っている

だろうと忠つてのことだが、 M:物の輸入は

リスクをともなうもので、ことに北iht;邑は

検疫などの関係で、発送から歪1]者までの日

数が、東京よりも~，庖fin も余計にかかる0

~11然ロスも多く、このときも 3 株注文して

1材、だけが，0.、ち絶え絶えの状態で到着した。

つらい長旅だったらしく、翌年はかろうじ

て生きている感じた、ったが、次の年には念

願の花を見せてくれた。

花の形lまコ7 クサよりケ7 ンソウに近く

色は濃いクリーム色で、なかなか優~(t な花

だった。本物の耳、花フォーム(forma rosea ) 

は花の下半分が紅色になるそうだから、こ

れも美しいことと思う。

積 fのm来が悪いのでトこの容に株分けし
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て子備を 2株作ったが、会員の黒須さんご 色花、媛14'型などが選抜され、欧米では例々

夫婦が岡場に見えられたとき、奥さんがH に国芸名をつけて売っている。

ざと〈この花を見つけられた。当分は売る 両者の交目配E干碕垂も{作宇られていて、そのうち

つも tり)がなかつたのただ司が、{何可とな<j熔屠し〈 の

なつて I鉢予離してしまつた。米訪将は;多事 紅紫色の多花性種で人気がある。手秘!ft了カがsイ不、

いのに、どちらカか、というと日4本、的なこの花 稔のためカか、J次k々 に花芸をあげ、花期ち長しい、」o 

に日をとめる人少なく仁、(僕業としてはそれが I問封芸的にはまことに理想的なのだが、同じ

不満だったからだろう。 花を者から初秋の頃まで眺めていると、い

北米1辛のコマクサ属で入千可能な縄類は ささか飽きてしまう。

限らhているカ人 D.エキシミアと Dフォ 1との両7は、吋3はり~V:いほうカサT ましい。

ノレモーサ(ヒメケ7 ンソウ)は、内花や濃

@デイケントラ属;Dicentra Bernh.資料

じ
canadensis (カナデンシス)

chrysantha (クリサンタ)

種小名

cllcllllaaria (ククラリア)

eximia (エキシミア)

alba 

fonnosa (フォノレモーサ)

alba 

ochrolellca (オク口レウカ)

oregana (オレガナ)

H.osea 

草丈・花色など 主産地

20cm・やや紫を帯びた白花・Nti千Iり

1.5m・半耐寒・鮮黄色花

15cm・先端j農黄色の純白花・ Nr.有リ

20-40cm .ピンク~車i紫花

北米北東部

Ca南部

北米東部と lt部

米国東部

11 臼花品

30-60cm・ピンク~紅紫花 北米北阿部

11 内花品

1.5111・'1'耐寒・クリーム色花・先端紫 ICa雨部

25cm・クリーム色花・先端紅

11 干半分または大部分が紅色

オレゴンー Ca

ケノンピ

サ

い

花

夕

日

間

濃

ク

7

花
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ン

コ

口

紅
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タ
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ク
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ベ
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A

J

a
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n

a

b

H

 

h

m

d

M

 

子

i

I

-

a

目

白

‘

d

m
目

冗

p

p

町

alba 

uniflora (ユニフローラ)

Ca 

H本~シベリア

朝鮮~シベリア

11 白花品

8 cm ・白またはピンク 北米北凶部

※ Caはカリフォノレニアの略。北米はカナダを合む。園芸的な選抜種は省略した。
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