
写真に寄せて

カトウハコベ

Arenaria katoana MAKINO (1905年)

計千県早池峰山産標本に基っき牧野富太

郎博士により記載されました。他に、本州

ではjキρ、及び谷川岳、北海道では)-'1タベ

ツ岳、チ口口母、夕張岳及び信良野間岳等、

超出某性岩の高山に知られるおなじみの高

IIi;tMi!Jです。例外的に石灰岩のキ 1)ギシ山

にも産します。

ここ利(，)1]坊主L1Jのように、標高 300m程

度の低地に見られるのは珍らしいことです

が、坊主山では、カトウハコベの他にも、

イフキジャコウソウ、エゾミヤ7 トラノオ、

ホソノく卜ウキ等、数稀の高山植物が見られ

ます。大規模な崩壊地の中ほどから上音1¥の

斜面に見られますが、高山jIfのものが高き

5 cm程度で集散花序は貧弱、 1 ~ 2:iE松

}主であるのに対し、ここのものは、高き 10

C111ぐらいのものもかなりあり、集散花序

も少し発達して 2~HC、 H

ます0

荒j涼京とした蛇紋岩.カンラン岩等の崩壊

地や岩隙に、小さな7 ットとなって微風に

そよく白色小花の群れは、一服の~ÿi涼剤と

いえましょう。

アポイ山には狭葉変種アポイツメクサが

知られていますが、北海道のアポイ山以外

のものは、基準形とアポイツメクサとの'I'
1問形のものが多いようです。詳細は、本誌

のiiij身えぞやまはな第 12号、本誌第 6号、

及び第 8号の指1¥文を御参照←ドさい。

工ゾミヤマトラノオ

Veronica schmidtiana RfGEL v， yezoalpina 

(KOIDZUMI) YAMAZAKI (1957年)

4:州のミヤマクワガタの変種(当時の学

名は v 四 l1al1el1sis MAXIM， v， yezo 

altina KOIDZUMI) として記fまされ

(1930)、1937年、武田久吉博士が独立種 v
yezoa砂11laとしましたが、 IIi崎敬博上

(1957)が、 ミヤマクワガ夕、ノミンダイクワ

力タ等と共にキクパクワガタに合一し、キ

クバクワガタの変種として標記の学名を与

えました。

母種のキクパクワガタとは、鋸歯が浅く

専裂片が鈍頭であることによりR:別されま

す。夕張岳をはじめ、道内諸高山に知られ、

アポイ山には狭葉品種アポイクワガタがあ

ります。

天塩地Ji等f!O也の蛇紋:{-J-J也でも所々で知

られていま十が、低地のものは、来時に全

高 20cm以上、花序が 10cmに達し、葉も

かなり大形のものがあります。夕張岳IHf，':

IIiコースの原高 350m程度の蛇紋れ崩壊

地にもかなり大形のものがあり、ここ秘7)1]

坊主山のものもよ長時にはかなり大形になり

ます。

山崎敬博土l土、茎頂に長い総状花序を生

じること等を重視して、 1968年、従来のク

ワガタソウ属 (Verol1ica)から/レリトラノ
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オ属 (Pselld olysi1l1aclzioJ/) を分離し、エゾ

ミヤマトラノオの学名を Pselldolysillla-

chioJ/ sclzmidliaillllllU. yezoalpilllllllに改

めました。この見解を支持ずる学者もあり

ます。

(野坂志朗)

中国ロールガイ高原

広い中岡の中でも 際大きな広がりを感

じさせるのがモンゴノレ高原、酒蔵高原そし

て青j哉高原である。阿川・廿粛・新挺三省

の境にある若爾主主(ローJレYゲイ)高原は、

その周囲を 5000ないし 6000ll1級の IlJ岳

に囲まれたところで、面積はおよそ十勝平

野に匹敵する。成都から途中 4200ll1の峠

を越えて到達する高原の標高は平均して

3500 ll1あり、石灰お質のIII地からの水の供

給を受けてここに発達する泥炭地は般性の

ものではなく、アノレカリ flである。したがっ

てベースになる植生にはここではミズコケ

を欠き、たとえば T!'iglocliin山 川iti削 llHl，

T. talllsl!'eすなわちシパナの類が出現ナ

るo

山地には石灰岩の露頭が日立ち、 Lento-

ρodillJ/ COIl1}りesl!'e，L. leol1lopodioidioides 

それに Al1aρIzalお hallcockiiなどが大きな

群落をつくる。山腹斜TMには Aste!' al 

ρi}lU}}l， んどliclllaris ωIg仲間 He~か'sarU1Jl

sikんimeilse，0.λ)'11'0.ρis och!'oce}り1/OIaなどが

お7E):1nをなし、 SlellerachamaejasmeがH

立つ存在であった。

ラナンクルス・コッチイ

Rananculus kochii Ledeb 

キンポウゲ科キンポウゲ属の椋物の生活

形態は、地上性または沈水性で、世界の~I!五

熱帯から寒帯に 400種ほどが知られ、いか

にも低地の野草然とした種類も多い一方

で、高山の雪線付近や傾1也の寒以に生育す

る稲妻J(も少なくない。

日本には 20数種が自生しているが、沈水

性のパイカモ亜属だけが白花で、キンポウ

ゲ亜属に含まれる種類l土、 すべて黄色の花

である。海外産の種類も、圧倒的に黄色の

花が多〈、ラナンク/レスの英名「バターカッ

プJ は、その花色から出たものと想像され

る。図鑑などでは一様に黄色と表現されて

いるが、輝くような黄金色の花が多く、羽l

名の「金鳳花J は、あの艶やかな金属光沢

を述i告、させてくれる。

高山や極地に分布ずる妓性種には、この

上もなく魅力的な種類も少なくないが、概

して魅力的な種類ほど裁培が難しい。

日本にも、ミヤマキンポウゲ、タカネキ

ンポウゲ、クモマキンポウゲをはじめ、本

邦特産のキタダケキンポウゲ、ヤツガタケ

キンポウゲ、l::;Iウマノアシガタ(犀久島

特産・R.yakushill1ensis) などの高山性キ

ンポウゲが知られているが、本邦特産の 3

種以外は、あまり裁!:g.されていない。

チI¥i宝の高山性キンポウゲは、いずれも黄

色の花だが、海外には個性的な白花の種類

も多く、特三にニュージーランドのラナンク

(辻井達一) ノレス属の大半は白花種である。欧州の高山

2 

や周極地方に分布する白花種にはピンクを

帯びるブ"ームがあり、欧米の山草家たち
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の人気を集めている o モロッコのアトラス

山脈に自生する Rcalandrinioidesは花弁

の外側が紅色で、内1Ii1Jが薄いピンクの美し

い花で、これも欧米では人気がある。

写真のラナンクノレス・コ yチイも直径約

2 C111の黄色の花を咲かせる種類だが、細

い花弁の内11時半分ほどが11音色で、なかなか

個性的に見える。イラン、イラクの北部と、

トルコ、!日ソ述領のコーカサスからパミー

るにかけての山岳地帯に分布し、内生地は

糠高 3000111付近の湿った岩場や:Et磯地

で、雪解けとともに花冠を上げる。

筆者の裁培場でも、雪が解けた数日後に

コッチイは黄金色のツボミを覗かせ、春の

訪れを合げてくれる。ヒメリュウキンカの

名で定着したラナンクルス・ブイカリア

R. ficaria (欧リ十トシベリアの低地部に分

布。北米に帰化)と同様の生活ザイクノレで、

夏には地上部が枯れ、翌春まで休IlKするの

で、業のあるうちに充分にl肥培し、休眠中

に株分けや梢え替えをする。

ラナンクノレスという属名はギリシャ話の

ラナン(カエノレ)から来ているという。 湿

地を好む種類が多いので、この属名がつけ

られたのだろう。日本にもヒキノカ吋とい

う名のキンポウゲ属植物があるが、このヒ

キもカエルの意味であるという。高山や寒

地の岩際1也に分布する種類でも、どちらか

というと水混を好むが、 i品i~は嫌うのでj巴

介だ。

コ yチイも同様だが、強健なので裁培は

容易で、休眠中もカラカラに乾かないよう

に濯水するのが唯一の裁培のコツである o

'kl真のf同休はパミーノレ産。(丹 征昭)

-3 

キリギシソウ

Calliantemum sachalinense Miyabe et 

Tatewaki subsp. Kirigishiense K. Sato 

et Ko目 Ito

1989年 9月、「植物研究雑誌Jに佐藤謙、

伊藤治司I両氏により発表された B本新産の

キンポウゲ科ヒダカソウ属の純物である。

1982年 6月23U 、発表者の一人佐燦謙

氏と筆者が庄(きりぎし)山の植生調主主の

折発見したものである。その11守は花JlJIは終

わり、葉のみであったのでヒダカソウ?と

して下lLJo そして伊藤浩司氏により、ヒダ

カソウとしてヲ告表された。

その後詳細に検討を加えた結果、サハリ

ン(樺太)から記載・命名されたカラフト

ミヤ7 イチゲの新亜種との結論に達したの

である。

筆者は毎年のように涯山を訪れて観察を

続けていたが、発見地の個体は議掘か踏み

つけで数年前に消滅。少し離れた群生地も

1992年 6tl 10日をもって、大がかりな盗

掘に因り壊滅状態となった。犯行は、雨天

の 6月 9FIとそれ以前にf丁われた可能性が

大きい。

以前に事情通の会員から「キリギシソウ

がヒダカソウの名で出回っているようだ j

との情報を得て現地を訪れ、生々しい惨状

を日にしたのであった。ここに在りし日の

群生地と 1992fr-6月 10日の状況をお見せ

する。

(梅沢俊)
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