
写真に寄せて

イリス・レテイクラータり、ーモニイ"

Ir;s ret;cu/ata 'Harmony' 

イリス(アヤメ)属の植物は、北半球の

温千i?を中心に、多くの種類が)1<分布して

いる。占くから園芸化が進んだだけに園芸

品種も多いが、 !h(種にしても園芸穏にして

も、:iEがl咲いているi時であれば、その特徴

的な花形から、一見してイリス属と判別が

できる。

つまりは、他の属と見紛うような風変わ

りな干m類はないということだが、そのi並に

地中海地方に分布するギムナンディリス腐

を筆頭に、南米のへノレベルティア(チリー

アヤメ)属や南アフリカのアヤメ科柄物の

ように、イりス属に良〈似た花を咲かせる

梢物もある。

「いずれがアヤメかカキツパタJという古

くからの言葉通りに、良〈似ていて同定に

悩まされる種類も多く、属全体としては高

性種が圧倒的に多いことから、日本の山中:

家の聞では、国産額のヒメシャガやエヒメ

アヤメが栽培される程度で、この属はあま

り討二目されていない。しかし、世界的に見

ると伺性的な美しきの媛性経がけっこうあ

り、そうした小型穏は欧米では11/草家から

高い評倒lを受ている。

~ '/プクラスの栽培家のターゲットと

なっているのは、中近東を中心に分布する

オンコキクルス節で、花は上弁(内花被九)

の3枚がドーム状になり、花色は黒、茶、

紫、銀色を主体にデ 1)ケー}な網目模様が

人り、どの種もエキゾチックな美しさを持

つ。種子にはアリ Jレと呼ばれる白い同い輸

があって、この節1はアリノレ・イリス Eも呼

ばれている。

以前、この仲間に憧れて、イスラエノレの

ナーセリーから何種かの株を入手したが、

栽培の注意書きを見ると、納え込み際に水

をやるだけで、後は不要とあり、水をやる

と腐敗して枯れると書いてあった。

ほぽ同じ乾燥地滑に白生するレゲリア節

やジュノ一節のイリスも、オンコキクルス

に次〈難物で、過i日には1読めて弱い。ジュ

ノ』節で中央:アジアの11/岳に自生する数種

の小型J種は、 /1/車家には魅力的な存在だが、

これらはf氏地産のジュノ よりも難物であ

る。逆にオンコのf中間は、高地産の小型種

のほうが少し栽培しやすい。

こうした砂漠に近い地域を原J来地とする

イリスは板端な例だが、世界的に見ても多

くのイリス属の白生地は、どちらかという

と乾き気味の場所で、カキツパタを代表と

する水湿地を好むイリスは意外に少ない。

この属の栽培では「イリス=ノ1(.1という先

入観を捨てることが第ーのコツといえるだ

ろう。

日本産のヒメシャガやエヒメアヤメは、

比較的栽培が容易(ただし後者の鉢栽倍は

ややコツが要る)なので、欧米の/1/草家に

も人気があるが、もっとも広〈栽培され、

1一一
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持i匝的な人気を保ち続けているのは、レ

テイクラータ節 (Sect. Reticulala = Sect. 

XψIzion)のイリスだろう。

レテイクラータ節の種類は、 トルコ、イ

ラン、小アンア、コーカサスの乾燥した砂

燦地やおI也、 f巣地状のステ yプなどに分布

し、奔先に 10Cl11税度の丈でIifj花して、花

f去に業が伸長し、 25Cl11ほどまで伸びる。花

色は背紫や濃紫が主体だが下弁(外花被片)

のリッジとJ，¥U立の色は、白か、1ft色、オレ

ンジに褐紫色や赤紫を添え、積や品種こと

に異なる色の組み合わせで微妙な変化を見

せる。花形も広弁で豊満な感じの種類iや、

細弁でキリリとした花谷のものもある。

この節の代表稀といえるレテイクラ タ

は栽培の朕史も古〈、花変わり個体や、小

アジア庇:の変種パケリアナ(I.bai1eri削 1([

として独立させる見解もある)などとの交

配により多くのガーデン・バラエティーも

IIJ現 Lている。

写真のレテイクラー夕、ハーモニイーか

も、そうした数多い凶芸品積のひとつで、

小アジア北部産の tス|リオイデス・ 7

ンョーノレ(J.histrioides f. Major) との交

両日積である。ちなみに英国の某ナ セリ

のリストを見ると、基本種を含めて 121ft'，稀

ものレテイクラータが並んでいる。新産地

からの導入個体や新しい品種は、普及品の

10-30倍もの値がついていて、このグルー

プの人気の税が覗える。

それぞれの品種に佃性があるものの、良

〈似ているのも事実で、ラベ/レを失うと背

労する 群である。種類によって開花期が

呉なるそうで、イングランドあたりではヒ

2 

ストリオイデスとその交配種がー需半<1 

月i咲き、レテイクラータは 2月lこi咲くとい

う。しかし、札幌での裁培では売がなく、

いずれも雪が消るや否や、美しい花を見せ

てく ILる。

栽f古は平子易で、鉢作りにも向くが、胞の

ー附の火山I禁を混入した水はけの良い場所

や、ロックガーデンに布t!iえておくと予がか

からず、数年で自然な感じの株立ちになる o

どの種も夏には地上部が枯れ、休眠に入る

が、鉢植えの場合は抑l下などに入れて耐を

i控ける。

レテイクラータ節の数少ない寅花松のひ

とつにトノレコ以産のイ・タンブオノレディア

エがある。やはり、業に先駆けて黄金色の

花を開花させる魅力的な種類で、欧米では

安価で売られており、日木同内でも入子可

能で一般的な種といえるが、毎年咲かせよ

うと思うと、やや厄介だ。分球半は高いが

ノj、きなJ，Ri'Nにラ〉かれるばかりで、なかなか

大球になってくれない。数だけ増えるが年

ごとに小きくなり、やがて消えてしまう。

i古水がわりの液JJ~ を、芽出しから休眠ìÌÎj ま

で施した年は開花球が得られたものの、そ

の後、王子抜きをして地柄えしたところ、充

分な元)犯を入れたにもかかわらず、周PHの

雑草を }J~やすだけの結果に終わった。僕に

は不得手の種類である。

もうひとつの有名な賞花棟、イ・ウイノ

グラ↑ウィーはコーカサス西部の}J;(産。明

るい澄んだ黄色で、 F弁は前種よりも開き、

先が下垂する。昨日(4月19日)、雪解け

から中~IJ 置いて、今年もこの花がi咲いた

が、優雅きでは前種より数段上の美姫であ
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る。海外111草会の会誌には度々紹介されて

いる人気種だが、まだ伺休数が少ないらし

く、英同でも高側で売られている。

イ.¥¥:¥ャ吋リン・ホジキングはスライド

会でも紹介したが、浮いメタリソクブル

の花弁に濃青の縞が入り、中央に黄色のブ

ロッチを配した花で、その美しきは微妙な

バランスの美といえる。E.Bアンダーソン

氏により、ヒストリオイデス・マジョーノレ

とウイノグラドウィーとの交自己で生まれ、

初花は 1960年、 1973年には英同では最高

のF.C. C賞を授賞している。

品種名は作出者の友人で著名な園芸家-

E ホジキン氏の夫人の名をつけたもので、

レテイクラータ節の交配種の中てdは最新花

の部類に入り、これも数が少なく高価で売

り出きX'Lている。

ホヨTャサリン・ホジキングは不思議なlfJz種

で、花色が変化するという o まさかキャサ

1)ン夫人が移り気だった訳ではないと思う

が、同ーの個体なのにrm:1EI埼の温度や環境

で'1!;が強〈出たり、黄色が勝っていたりす

るそうである。この11l1種も海外の会誌に何

度か紹介されているが、いずれの写真も僕

のところで咲いた花とは少し色味が違う。

日本の関芸界の用語で表現すると、 u;(種の

くうまみ〉を残しながらもく芸〉の深い品種

ということになるが、とかく交配穏を嫌う

傾向がある日本の111草界では、こんなのは

ゲテモノかも知れない。

良いものは良い。たとえ人工の産物でも

山苧らしさ(野趣)が感じられれば・…。

そんな評価が一般的になれば、珍I日1・稀品

を自然界からの発見に頼っている H本の山
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市界の風潮にも変化が生まれることだろ

う。しかし、交両日種は無論のこと、栽培株

からの実生で出た変異個体までも異端視す

る趣味家がいる現状では、交配穏が脚光を

浴び、作出者や命名の1+1来が好感を持って

語られることは、まだ先のことだろう o

(丹征11百)

ベディキュラリス・アダムシイ

Pedicularis adamsii Hult 

コマノハグサ科シオガ7 ギク属の l種。

北極海に面した東シベリア、チクシのツン

ドラで見た。シオガマギク属はチクシ周辺

fごけで込 11干望者i告さ 11.ており、タカネシオカ会

7 ・キノミナシオガマなどもある。鮮やかな

赤色花と花菜上部の白毛とが7 ッチして 7

月中旬のツンドラ地帯ではひときわ目立つ

存在だった。ブルテンは最初独立種とした

ものの、後に P.lanata ClwJJI. et Schl.の

l:!lli種としている。ここではヤク }のブ

ロラに1;tいシベリアに同有の独立種として

扱った。

アッケシソウ

Salicornia europaea L 

ヤクーツクのレナ川河畔て府見た。容の増

水i待には冠水するような%地で、付近には

ウミミドリもあった。ヤクーツク胤辺は|海

水量が少ない大陸性気候に支配されてお

り、ここも時五分が析出したような土壌だろ

うと思う。ブノレテンの分布凶によると、ユー

ラシア大陸の東西端では海岸地域に分布ーす

るが大陸'1'央官1¥にも連続的な分布を持つ。

生育条件により形態がかなり変化し、穏の
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範囲づけはやや混乱しているようだが、こ ます。

こでは広義にとっておく。(高僑英樹)

タカネヤハズハハコ

Anaphalis lactea MAX/MOWICZ (1881 

年)

牧野信太郎博土 (1903)の日本固有種夕

方ネヤハズノ、ノ、コ (AnaρIzalisalticola)の

発表、中井猛之進博士(1930)のアポイハ

ハコグサ (AゆoieJlsis)の紹介、民{克博士

(1937)のアポイハハコグサの正式発表 (A

alticola 1叩 bl目的)等、約 80年間使われ

た学名 A.alticola t土、最近の治ノ，)<怨美博士

の研究の結果、?~ンモウィッチが中国の

"](aJlSll occidenfali a/tina， circa lacuJJl. 

J{ullll-l1or・ 甘粛省西部の高 111、クク

ノーノレ初1) (現在の古海(チンハイ)湖で廿

粛省、西隣の青海省西寧(シーニン)I柑ili:)

周辺。で採集された標本に慕づいて新積と

して記載した A.lacf，叩と同一種であるこ

とが判明しました。

内馬岳等本州産の多くのものが、高さ

10-20 Cl11でi浪花が赤みを帯びるのに対

し、北海道産の多くのものは、高き 30-50

C111で頭花が白色であって、中国の A.

lacteaと ー致する Eのことです。秘日Ij坊主

山の写真のものは、最も可愛らしいl時期iの

ものてがすが、感夏にはかなり丈が高くなる

でしょう。

種内の区5J1jを認めるとすれば、本チHのも

のを A.lacteaの品穏1.alticola (タカネヤ

ハズハノ、コ)とし、北海道の大形のものは、

A.lacl，叩そのもので、和名は'1'井1事上のア

ポイハハコグサを用いるのが適当かと思い

4 

オオタカネタンポポ

Taraxacum yuparense H. KOIDZ. V 

grandisquamatum丁OYOκUNI(1953年)

夕張岳蛇紋岩I也の岡布種タカネタンポポ

Taraxacu}}l. ylψσreJlse ]-1. KOIDZUM]の、

全体やや大形で、特に総古川一ヵ、長<2 Cl11 

以上に達する変種とされ、坊主111の近くの

白内附近産の標本に基づいて、豊岡秀夫博

上により記載されました。

HfI.m・日高の蛇紋封地に点々と分布十る

ほか、夕張市滝の上のJlI岸の蛇紋岩i也にも

産し、蛇紋岩の山ではあリませんが手稲111

にも記録があります。母種|司僚に葉は中肋

まで羽状に深裂します。

タカネタンポポは!1~色体数が 211=16 てや

2倍体(日本の高山性タンポポ類は 211=

32の4倍体のものが多い)ですが、もしか

するとオオタカネタンポポは高次倍数休か

も知れません。頭花だけを見るとエゾタン

ポポによく似ていますが、エゾタンポポの

総奮が緑色であるのに対し、オオタカネタ

ンポポの総萄は写真でおわかりのとうり黒

緑色です。

時種夕方ネタンポポは、夕張岳産標本に

基っき、小泉源一博士 (1917)によりセイ

ヨウタンポポの--， ~ ]明 T. ol!icinale v. 

lividll1Jl. 50. dissecfissimuJJl として記載さ

れ、その後、 19331f.に同博士の実弟小泉秀

雄氏が独立種 T.yゆ即日Iseとしたもので

す。(野坂志朗)
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カラフ卜アツモリソウ

Cypripedium calceolus L 

別名/オオキパナアツモリソウ

アツモリソウ属の中では最も広〈分布す

る種で、欧州、アジア、北米の高山や寒地

に自生し、和名は樺太から知られたことに

凶む。 1980ifーに礼文烏と置戸町付近からも

確認され、その後、非公式情報ながら、道

内の他の地域や、青森県の下北半島からも

発見の報がある。いずれの自生地も少数の

伺体がひっそりと生き続けていたらしく、

野生ランプームの中で、 111草7 ニアや山議

り屋による発見の情報は、残念ながら絶滅

の情報と受けとめても間違いない。

欧州での分布は広いものの、残された自

生地は、やはり少なく、国によっては所持

(栽培 etc)を規HilJして、この稀の保護に努

めている。紳士の同イギリスでも、この本壷

類だけは盗掘きれてきたというが、すでに

欧州ではバイオ技術による無菌播種で、こ

の穏や日本産のアツモリソウ、ク7 ガイソ

ウ、北米原1辛の C.アコウレやc.レギナエ、

欧州原産のハクサンチドリの仲間など、増

殖医難な野生ランの実生前が生産きれ、売

りtHされている。

日本でもパイテクによるアツモリソウ属

の増殖が志向されているが、現実には原始

採集時代が続き、近隣諸国のアツモリソウ

属にまで Fを伸ばしている。今年も中同東

北部からランの墓場・日本へ、万を越す数

のアツモリソウ属が入ったが、その中には

カラフトアツモリソウとその変種や交雑種

と忠われる種類も多〈見られたという。

欧州のものは割合に変異が少ないようだ

が、北海道を含むアジア掠東部や北米のも

のは変異が多く、花の色や大きさは変化に

富む。トL文産の花l土、写真で見るかぎり欧

州の椋準型にj!i:い。

北米ではカラフトアツモリソウのf也に、

次の 3変種が知られている。

var. parviflorlll11 (有香で尊片は紫褐色。

リップl土i農いずf色)

var. planipetallll11 (カナダ東部に柿産。組5

尊片はねじれない)

var. pllbescens (黄緑色の:fE)

(丹侃:lIm

キヨシソウ

Saxifraga bracteata D. Don 

ユキノンタ干4ユキノシタ属の多年

車。海岸のやや湿った岩場に生え、樺

太、干高からカムチャツカ、アラスカ

と分布域は)1;いが、北海道では根宗市

のみに匁1られる花である。

野草にはそれにふさわしい生下守環境

があるもので、このキヨシソウは、 i吹

きつける潮風とたえまない海霧に洗わ

れ続ける岩照をキャンパスとして、北

経lらしい清楚な花を見せてくれた。そ

れは丹精込めた鉢植でも、豪華なロッ

クガ』デンでも見ることのできない、

一幅の絵のように思われた。

「やはり野におけ…・」の言葉の重み

を再認識させてくれた花でもあった。

(梅沢俊)
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