
写真によせて

モメンヅJレ

ザ:名はアストラガノレス・レフレックスイ

ステプルス・ミクェノレ (Asfragalllsreflexi 

sfitllllls Miqlle!) といい、秘小名は、後ろ

へそりかえった托葉の、という意である。

命名者はオランダ人の F.A. W. Miquel 

(1811ー1871)で、彼はボゴル植物園長と

してジャワに滞夜、シーボノレ↑から送られ

てくる日本の柄物をきかんに本国に転送

し、自らも研究した。 1867if.に「日本植物

It;説」、「ライデン・パタヴィア博物館所蔵・

日本梢物日録J を若し、その'1'でモメンヅ

/レを発表した。

学1'，の異名に A.glycyt/iyllos L. v{[r re 

flexistitllllls (Miq.) Ma!ulIoがある。これ

はヨーロッパの全域に分布する、アストラ

ガノレス・タリキィフィルロスの変種とした

学名である。だが今日では、モメンヅノレは

日本で分化した凶有種とされている。

日本名の意は、根は太〈長くてやわらか

く、繊維状に裂けやすいのでモメンといい、

その茎は地に臥して蔓状をなすので木綿蔓

を宛てた。根が柔らかくて、綿のようなの

で、 名ヤワラグサ(柔草)ともいう。

(1993.7.11.穂別町八幡.撮影者松川 洋)

カラフトモメンヅル

カラフトモメンヅ/レの7そ名はアス}ラiJ

ノレス・シェリチョーヴィ・ツノレチュザニノ

フ(AstragalusSc/ielicllOvii 1'11 rczalli1l01V) 
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という o 属:!"の Astrag，αIlIsはゲンゲ(レン

ゲ)属といい、ギリシャ語の stragalos(佐一

甘)の意で、花の形をたとえたものといわ

れる。稀小名の Schclichoviiはロシア人名

に 1f，;~j き、 Schelichowii i:も来世らiLる。 ず打

名者は NicolaiStepanovich Turczaninow 

(1796-1864、ロシアの植物学者)で、モス

クワ自然学会会報(1840)に発表された。

なお、ツルチュザニノフは 1838年に「パイ

カルおよびダブリアの梢物日録」、 1842年

から 57年にかけて「パイカル ダブ')ア柄

物誌J を出版している。

学名の異名としてアストラガ/レス・パラ

グリキィフィ lレロス・ボワシェ (Aρωu

glycy!りhyllllsBoissiell)ともいうカ¥ソi主チ1¥

f邑中和ilt，(1946)では日I]f，長の4及いをしている。

日本名は宮部金吾・三宅勉「樺太植物誌、」

(1915)に、からふともめんづる(新称)と

ある。 J英字名は樺太木綿蔓をあてている。

カラフトモメンヅノレの生育環境は砂磯地

の河原、に生えている。この写真を撮った湧

別川の河原の観察では、カラフトモメンヅ

ノレの周辺にはオオヨモギ、ア寺タブヨT、ク

サフジ、在来穏に混じって、ムシトリナデ

シコ、ヤネタビラコ、メマツヨイクサなど

の 1-2年生草木である帰化植物が隣接し

て生育している。

(1990.6.17昂影、遠軽町湧別川撮影者

松井洋)
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中国・青海省黄河源流地帯のお花畑

1993 ip: 8月、フラワーウォッチング・ツ

アーに講師として参加した折の一枚。高度

3，700 m ほどの高原に広がるのはンオヌゲマ

ギク属 Pedicularis(赤いのは P.trze叩a!s

leii、黄色いのは P.IOJlgijlora var. tllb~ぬれ

削 ISと思われる。ちなみにプルジェワノレス

キーはロシアの探検家)。ほかにキク科ウス

ユキソウ属 Leol1to戸odillmや7 ;1科ゲン

ゲ属 Aslraga!lIsなどが広大なお花畑をつ

くっていた。(梅沢俊)

カJレセオラリア・ユニフロラ

(Calceo!aria unij!ora Rl1iz. & Pavゴ7 ノ

ハグサ科)

南米大陸を縦断する大山脈アンデスは、

遠い異境の未知の花々に憧れる山本家に

とって、まだ夢が残る魅力的な池域といえ

るだろう。たとえば真っ赤な花や黄色の媛

性リンドウ、多肉市在物のようなロゼットの

スミレ、小さな葉が密集する団塊状(ク y

ション・プラント型)で赤い花を1昨日fJする

カタバミの1rfr間など、世界中の山草:l&J音家

が栽培を夢見ている柄物がたくさんある。

とくに興味を持たれているのは、パタゴ

ニアに代表される南部ILJ域で、柏1相は他の

大限と大きく異なり、アンデス凶有の属も

多いし、他の大|塗と共通の属の地物でも形

態は著しく異なるものが珍しくない。地理

的に遠いこともあって、ここから欧米に導

入されたいわゆる山草はまだ少なく、少数

のプラント・ハンターがもたらしてくれる

種子を、これもまた少数の栽培家が試行錯

誤で栽培に挑戦している状態である。
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写真のカノレセオラリア・ユニブロラもチ

リとアノレセーンチンにまたカずるノマタコニア1也

方の特産税で、辻井達一先生の『パタゴニ

アの布liQ，仇(，北方山市J 6号)でもモノク

ロ写真を添えて紹介されているので併読さ

れたい。

属名のカ/レセオラリアはスリッパの意味

で、袋状の唇弁から連想して名付けられた。

この腐の分布の中心は、ベノレーとチリで、

ここに多くの種を康するが、アンデス一帯

には広〈分布し、北限はメキシコ、雨阪は

パタゴニアのフェゴ島で、東はフォークラ

ンド諸島に至り、約 300積が知られている o

寒い南部に産する種類は111車家の対象にな

る多年性の耐寒性草本が多いが、暖かい中

部や北部では一年性または中耐寒の多年性

が主で、よほど高所のものでなければ耐寒

性は期待できない。形態も革本や三|勺在木、

潅木と変化に富む。

c.ユニブロラは木属中の逸品として士I1

られ、占い文献では Cダーウィニイ (C

darwinii 有名なダーウィンの名を冠し

た)の種名で記載きれている。日本では森

和男著 iJJ;t色i芋穂IIi草J を始めとして、若

干の文献にも登場するので、，+品は見られ

ないものの知名度は高い。本種はf氏I也から

標高 1，200m まで分布し、自生環境は海岸

や川岸の砂地、 f王の上のステ yプや計磯地、

高山のim炭地にまで及んでいるという o 葉

はi農緑色で、やや}デ〈ロゼ y ト状、花茎は

4-10cmでF茎頂lこ UEを咲かせる。唇弁内

の前部が円〈、その古11分が外側に突き出て、

白いバンド状に見える。

花の色やサイス、業の形には変異の中日が
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あり、最新の文献では 3つの変種に分けら

れている。写真の個体は C.1/. vaχdarwillii 

と忠われるが定かではない。他の変種にc.

11 叩 r.UJl♂oraとC.11. var.附 lJllmaがある。

唇弁の地の色は黄色だが、J;¥f紋は褐色から

赤茶色て守紋様の入りかたも変化に寓む。

栽培はむずかしく、筆者は何度も実生し

たが失敗の連続だった。夏は半日陰で十分

潅水し、できるだけ風通しを良くすると育

つが、冬に積雪下でムレて枯れてしまう。

なかば栽培を諦めたころ、大自の白沢きん

との植物談義で幾度か本種が話題になって

再挑戦する気になった。

英国のあちこちから種子を入手し、例に

よって業者の種子の発31'は悪かったものの

趣味家からの種子はよく発芽して、前記の

要領で順調に育ち、秋には開花見込み古{が

30株税できた。大半は秋の分譲で販売し、

残った数株を、今度は無加j且のハウス内で

越冬きせた。あるプラント・ハンターの

フィーノレドノートに、パタコニアでは一気

に雪が降り積もって冬が到来し、無雪地帯

は風吹きすさぶ荒涼となる、と書かれてい

たのを参考にしたのである。

分譲した知人のひとりは、鉢才直にして軒

下で初冬の雨や雪を避け、積雪が十分に

なってから積雪下で越冬させたが、この方

法も効果があった。とにかくこの植物は、

雪が降ったり解けたりする状態や、春めい

て地温が上昇しても、なおも雪が残る状態

を嫌うようだ。

通常は 6月ごろの開花だが、ハウス内の

春は早〈、 4月中旬には満開となった。た

ぶん実生からでは本邦初の開花だと思う。
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趣味家の手による選抜良花の種子だったら

しく、斑紋の濃い個体は拘かりで、とくに写

真のマホカ、ニーレッドのi農色花は、かつて

写真でも見たことがない良花たーった。

ili似の種にチリ南部からアルゼンチン、

フォークランド諸島に自生するC.lothe/'-

gilliiがある。これは良〈似ているが花に白

いバンドがなく、やはり栽培困難。 I山i者間

の交自己穏にc.'Walter Sh/'im戸t01/， があ

り、両親より強健で花はユニブロラに似る o

シュムシュクワガタ

Verol1ica grmnf1flora GAERTN. 

この核物については、すでに北方山草の

以下の既FlJ号で紹介しており、ここでは詳

細は省略きせていただく。

1)吉野博吉:北千島植物紀行ー北方ILJ

草9号 46-57p 

2 )丹征昭:千島産純物点描ー北方山

草 10号 30-34p 

写真は、戦後久しく忘れられていた本種

を再導入し、開花に成功したのが嬉しくて

撮ったもので、実生 2年生の株である。本

種は、大事|とになるほどその魅力を発揮し、

成長も意外に早いので、実生 4年程度の株

ともなると 5-6号鉢にいっぱいの株立ち

になり、美しいバイオレットブルーの花で

覆われる。

リリウム・ナナム

Lilium l1allum Klofzsch 

(SYll. M仰 lOcharisnana (Klofzsch) E. H 

Wilson) 

ヒマラヤから、それに統〈中国南西部に
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かけて分布するユリ属の多年京で、

3，300-4，300 m付近の高山草地や潅木地

帯では、ごく首一通に見られ、自生地では 6

-7月に開花する。

高きは通常 10cmくらいだが、環境に

よっては 20Cl11を越す。業は紺1<、長きは

5 -12 Cl11で、 10-12枚あり互生、上部の

葉は花と重なり合う。通常~:{Eを咲かせ、

褐色をおびた紫色で長さ 3cmほどの花だ

が、ライラック色やi農色の縞が入る伺休も

あり、変異が多い。

この愛らしい高山性のユリは、ユリの原

始型を留める穏だといわれL、かつてはノモ

方リス属の Oxypetalaセクションに分類

きれていた。

ギリシア語で「市原の魅惑」という意味

を持つ秘境の花ノモカリスについては、こ

こでは触れないが、筆者が多くのノモカリ

スやリリウム・ナナムなどの存在を知り、

それに熱中するようになったのは fイギリ

ス花便り・幻のノモカリスJ (ガーデンライ

フ81年 7--8月号)と題した棚橋除氏の詩

的で格調高い文章がきっかけだった。

その文中に「ノモカリスは植物学的に、

ユリやフリチラリアと共に一つの三角形の

三つの頂点にあると思われるJ 1:書かれて

いる。やや難解だが、要するに三つの属は

非常に近縁ということだろう。

その文章を読んでから数年後、スコット

ランドのジャ yク・↑レイク山草閣からノ

モカリス・ナナの名で球般を入手し、一作

して初めて花を見ることができた。その子

孫は筆者の岡場で増えているが、写真の他

休のルーツは7J1jで、ブータンの自生地で採

集した種子の実生株である。

傍沢俊さんが、プータン最高峰の方ンケ

ノレ・プンズムの偵察隊に参加されたのは、

たしか 83年のことで、帰国後、旅の途中で

採集したユリ科 spの種子を屑けてくれ

た。ご厚主主:の貴重な種子は、翌春にたくさ

ん発芽し、次の秋に植え替えたときには、

けっこう大きな球根になっていた。ブータ

ンあたりにはユリやフリチラリア(パイモ

属)の珍しい種類が幾つかある。そのいず

れかを夢見て、大鉢にまとめ柏lえしたのだ

が、次の春に見たときはノネズミに徹底的

に食い荒されていた。

とにかく僕の困場は、冬期!のネズミの被

害がひどい。ことに大雪だった今冬は過去

最大の被害で、数え切れないほどの植物が

餌食になり、あまりのダメーンに栽埼の断

念を考えたほどだったが、ユリ科 spが餌

食になったときも無念のー認に尽きた。し

かしl'幸中の幸いで、小さな球根が、 1偶

だけ被害を免れていた。それが咲いたのが

一昨年で、笑生8年目に開花したのが写真

の個{，j.:である。

数年前から白星はついていたが、これは

紛れもなくリリウム・ナナムだった。生き

延びたのは、特に成長の遅い個体たeったら

ししこの兄弟たちがネズミの被害に遭わ

なければ、英同からの輸入株の子孫と i司繰

に 3-4年で開花したことと忠われる。

リリウム・ナナムの変手重フラビダム V目。

flavidumは、レモンイエローの花で母穏よ

り大輪。丈は 15-30cmで、やや高性であ

る。母穏と同じ地域に分;{fiするが、個体数

は少ないという。

4ー
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よく似た黄色の花の種類に Lオクシペ

タルム (OX)φela!lIl11)がある。分;{Iiはネパー

/レjllj音11-カシミー/レ東部までの狭い地域に

限られ、やはり以前はノモカリスに分類さ

れた種で、フリチラリアに分類されたこと

もあり、英国の111草園では、今もノモカリ

ス・オクシベタラの異名を併記している。

本種も実生からの株で 2度花を見たが、今

冬のネズミの害で遥か遠い幻の花になって

しまった。

これらの種類の栽培は、北海道ではさほ

ど難しくなく、クロユリやヒメサユリと同

様の管理で育つ。肥料は、科学肥料よりも

有機肥料のほうが成績がよい。病害虫l土他

の原稿のユリと同じで、とくにウイノレス病

には注意が必要だ。

カンノfヌラ・オレアダム

Cam戸山llI/aoreadllJ/l. Boiss. & He/dl' 
カンパヌラ属(ホタルブクロ属)は北半

球におよそ 300種があり、高111性の種類は

山市f家の栽培対象として重要な位置を占め

ている。ことに欧米の山草家はこの属が好

きで(というよりも彼らは山草全般にマニ

アックな興味を示すのだが)世界中の高山

種を栽楕対象としてとらえている。日本に

も分布するチシマギキョウやイワギキョウ

も、内花などの品種を含めて栽培され、ど

この花であろうと分けへだてがない。

属全体から見ると、媛性の種はいたって

少ないが、その数少ない媛性種は、なぜか
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栽培容易なグループ。と、難物グループに分

かれてしまう。栽培容易な種は、花は美し

く魅力的でも、繁殖力がi庄盛過ぎて、鉢納l

えや小さなロックガーテンでは手に負えな

くなることが多い。チシマギキョウに{¥';表

される難しくも易しくもなく、しかも鉢作

りに向く中間種は、むしろ珍しい。

写真のカンパヌラ・オレアダムも F界に

馴染もうとしない難物派のー貝で、ギリシ

ア東部の有名なオリンポス山の特産種であ

るo葉には灰色の軟毛があり、花茎は 10cm

位で、花は長さ 2-3.5cm。自生地では 1菜

1花のことが多いというが、栽府株は 2

-5花程度はl咲いてくれる o

根は直根性で、株が大きくなるとロゼッ

トの数は増すものの、ランナー状の脇芽は

できない。ロゼット下部の根、いわゆる首

の部分は太くなるほど腐りやすく、潅水に

は気を使う種類である o

内生地は石灰岩の割れ目で、オーバーハ

ングの下部にも見られるという o 夏の雨が

少ない地域だが、雲霧や岩の表面で結露す

る水分が岩の割れ目を伝わり、過不足ない

水を供給しているのだろう。

こうした才直物は、たとえ北海道でも雨i徐

けをしなければ育てられない。写真の株も

ハウス内で栽ほしたもので、かなり徒長気

味である。欧米の山草会の会報に写真がぬ

載された白生品の姿とは、雲泥の差がある

ことをお断りしておく。(汁征昭)
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チシマノキンパイソウ

(Trollius riederi，削 lllS キンポウゲ科)

キンポウゲ科キンパイソウ属 Trol

lillsは、どの種もよく似ていて、我々に

は見分けが難しいクループといえるだ

ろう。その中で利尻島のみで見られる

ボタンキンパイだけは牡丹!咲きである

ことと、柱頭が赤紫色であることから

我々素人にも他の種からはっきりと見

分けることができる。この穂はこれま

で独立種 Zρ1I1cJW1 またはチシ7 ノ

キンパイソウの変種 T.riederiauus 

va久 ρulcherとして扱われてきたが、

1991年、角間裕ーは|司じように柱頭が

赤紫色のアノレタイキンパイソウに含め

るべきであるとした。この場合の学名

は T.a/t，ωtcusss，ρ.ρulclle1であり、チ

シマノキンパイソウの変種として扱わ

れるよりも支持したい気持ちになって

しまう。

さて写真のチシマノキンバイソウは
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内花にiftい個体である。一般に黄色系

の花のアルビノは見られないのが相場

で、夜、もこれ以上白いチシマノキンパ

イソウは見たことがない。この株は

1973年、高山蝶の生態写真のために来

道された故・出淵行男先生と大雪山で

見つけたもの。先生は山岳'1=j:真や高山

燥の写真の分野では草分け的存在とし

て知られていたが、高山柄物にもお詳

しく、とりわけ白化型や八重咲きに対

する興味は人一倍であった。当日、花

は盛りを過ぎていたが、先生は随分喜

ばれて大判のカメラで何枚もシャッ

ターを切っておられたのが今も思い出

きtLる。

今夏(1994)、久しぶりに現地を再訪

し、今盛りとl咲く思い出の株に再会。

ファインダーを覗きながら「先生、ま

だ健在でした」と思わず咳いたので

あった。(梅沢俊)
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