
写真によせて

ヱゾムラサキツツジ ある。

Rhododelldron dallriclt1Il 生育環境も礼文島は草原、北見地方は広

北海道ではもっとも早くに花を咲かせる 葉街林下と大きな遠いがある。詳しい比較

ツツジである。雪解け直後、山肌がまだ緑 検討は今後に期待したいが、桜本採集につ

に染まる前に咲くので、遠くからでもすぐ いては、きわめて個体数が少ないだけに難

見つけることができる。 しいかも知れない。

道央から道東にかけての山地、特に岩場

で多く目にすることができ、 r且根湯温泉の

裏山が群生地として知られるが、観光地と

化して個人的には行く気がしない。ジンギ

スカンや焼きいかの臭いの中での花見は興

ざめである。

図鑑類の仕事をずっとしていると、たま

にはこんな写真も栂ってみたくなる。これ

は沙流川i原頭部の新場でのカット。出版物

に使用される機会は少ないが、これからも

撮り続けたい傾向の写真である。

カラフ卜アツモリソウ

CY，ρ打戸ediu1J!calceol1fs 

(梅沢俊)

カラフトアツモリソウについては、丹征

H召氏が「北方山草 第 11号」に詳しく書か

れているのでそちらを参胤していただきた

しミo

幸い私は北海道産の|司種を 2地域で撮影

する機会を得たので、ここにそれらを紹介

する。もともと変異幅の大きな植物である

と開いていたが、写真を見て分かるように

両者の違いは別種でないかと思えるほどで

(梅沢俊)

メコノプシス・プニケア

MecolloρIIsis jうU1l1Cea

いわゆる「青いケシ」の仲間。 1E茎がひょ

ろひょろと伸びて、高きは 40~50 cm以上

になる。茎の先に 1偶の花をト向きにつけ、

花弁はふつう 4枚で先が尖る。

「青いケシ」をカメラで追い続けている千

葉孫子きんは、内著 F青いケシのl咲くとこ

ろ』でこの花を、深紅のドレスの女王様ググ

と表現している。確かに見事なドレスだが、

奮の時の折れ日がいつまでも残っているの

がご愛敬だ。

下向きにl咲くので花の中心部は見えにく

く、、ドレス'と表現されたからには、下か

ら覗きこむのもためらわれる。

チベッ↑東北部に産し、写真は中国四川

省・四姑娘山近くの峠 4，300mで写した。

(梅沢俊)

モンゴル草原のユリ

1994年 9月 1口、草友の矢野忠臣氏よ

り、ユリの球キ艮をいただいた。このユリは
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ili:くにお住まいの鶴丸俊明氏よりいただい

たものをふえたので私にわけでくださった

ものである。

鶴丸氏は札幌学院大学に奉職され、チン

ギス・ハーン遺跡の調査に行かれたl侍に、

たまたま草原、に咲いていたユリに日がとま

り持ち帰られたものである。

私は貴重なユリの球根なので念入りに手

当てをして素焼き鉢に(6号)植こみ、鉢

ごと地而に埋めて越冬した。

1995年雪解けを待って鉢を取出し発芽

を待ったが、なかなか芽を出さなかった。

なんらかの原因で越冬に失敗したのではな

かろうかと多少心配になったが、 5月に入

りようやく芽が出てきたときは嬉しかっ

た。アブラムン・ハムシなどの虫害を気に

しながら奮のあがるのを待った。 6月の下

旬よりいよいよ背丈も伸び 6ケの奮をつけ

た。 7月の初旬待望の花が開きはじめた。

1E色は積赤色で美しい。 6ケのうち最 k

音1¥の奮はなんらかの原闘で残念ながら落ち

てしまったが、あとは次々と下から開花し

ていった。

鶴丸氏のお話によれば採集地はモンゴノレ

図へンティー県ピンデ/レ山で首都ウラン

ノ〈ート Jレの北東、北緯48皮付近である。自

生地の状況は、谷間の山裾に広がる緩斜面

で玄武Ttの風化した細粒砂磯層上の草原に

群落をなしていた。

このユリは 般的状況として北緯 47度

-49度内で実見している。すべて南斜面も

しくは山頂の日当たりの良い場所で、北斜

面や西斜llijや林の中て、も見ることはできな

かった。

2 

岩場に点在することもあるが数は少な

く、全体としては森林地域(タイ方)と草

原地域(ステ yプ)の境界付近である 481皇

付近(森林ステップ)に多い。 :(Eはー茎に

1 -2偶が普通で茎高は 20-30cmであ

る。

当会の顧問111谷吉蔵氏にこのユリの和

名、学名、分布、形態などについてご教示

をお願いしたところ次のような文献をいた

丈ゴいた。

平日名 7 ツパユリ (松葉ゆり)

学名 LilillJ/Z ce円 11111111](omarov 

朝鮮半島、中国北東部に分布。球線は楕

円形、または卵形で白色、球児 10-20Cl11 

で重き 20g税度。草丈は 40-60cmで茎は

細〈直立し、緑色に紫色の小説I点がある。

葉は線状披量|形で下半分に多〈、上半分に

はほとんど葉はない。花径 4-4.5Cl11、淡紫

桃色で基部に紫赤色の斑点、がある。花弁は

強〈反捲くして球形となる。 6月中~下旬

l咲き。

草丈は自生地では 20-30Cl11とあるが、

筆者の鉢植での栽培では 60Cl11以上にも

なり、また、上記の文献によれば 40-60Cl11 

とある。

これは、植栽を含めた環境の差異などに

よるものと推担リしている o

貴重なユリをお分けいただいた矢野忠臣

氏、またお忙しいご生活のなか自生地での

観察記録及び貴重な写真をお送りいただい

た鶴丸俊明氏、さらにまた山谷吉蔵氏より

文献をお送りいただき厚くお礼を申しあげ

る。

これからは思いをモンゴル草原に馳せ、
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チンギス・ハーンも見たであろうこのユリ

と末長くお付き合いしてその生育を楽しみ

たいとおもっている。

(高野英二)

エゾノク7 ガイソウ

Cypntedill1ll gllttatll1ll SUJ. 

1993年の束シベリア調査の折見つけた

が開花伺体はこの時のみだった。ヤクーチ

ア南部オレクミンスクのダフリアカラマツ

林、林床はコケ類が密生しやや湿っていた。

日本のキパナノアツモリソウの吋稜にあた

るo エゾノクマガイソウは北アメリカ北西

部からアラスカ、カラフト、満州、東シベ

リアを絞て東ヨーロツパまで分布するとき

れる。北海道のものはこの吋種にあたるも

のと多くの図鑑類では書かれているが、確

かな記録はないようである。唇弁の斑模様

は赤っぽく、日本のキパナノアツモリソウ

の唇弁の色とは随分i童う印象を受ける。

セネキオ・ヤクーティクス

SeneCIo jacllticl日 Sclziscllli

(高橋英樹)

東シベリアヤクーチアの北の果て、北極

海に出したチクシの!町の岩際ツンドラで見

つけた。植物体は白毛に覆われ高き 10cm 

程度、花菜の先に 1個の黄色い頭状花をつ

け愛らしい。ヤクーチアのレッド・データ

フ守ツク(絶滅危倶種の現状報告書)にも載

せられている東シベリア同右の種である。

('92. 7.16) 

(高橋英樹)

※詳細は 5ページ参照
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愛知県新城市東部吉JII峠の蛇紋岩地の植物

1 鳳来町福i章「九IUJの蛇紋岩裸地。

周囲はアカマツの疎林。.iJI!地音1¥分は、媛

小なネズミサシ、シモツケ、メギ等の{並木

と、ススキ、オカノレカヤ、マツバニンジン、

ムラサキセンブリ、ヤマジノギク、シプカ

ワシロギク等の草本とが、平均総被率 15%

税度の疎対落を形成している。裸地斜面下

部には、所々にウンヌケが見られる。

2 本文に記した新城市古川峠F付近の斜而

に見られるアカマツ林。樹高 5m未満で林

床はススキが{愛占する。林床の極構成から、

ジングウツツジ(シプカワツツジ)が見ら

れないものの、山中二男氏のアカ7 ツジン

グウツツジ群落のー型と見られる。

3 媛小低木化したネズミサシ(才、ズ。

JuniPerus円;gidaSlEB. et Zucc.)。ハイネ

ズ様の樹形で、盆栽用に堀りとられるもの

が多い。新城市吉川地区にて。

4 東海地域の蛇紋岩地のアカ 7 ツ ジン

グウツツジ辞落の標徴種ジングウツツン。

「ジングウ」は伊勢皇大神宮で、学名

Phododeudron sanctu制 NAKAIの干重小名

sanctlt1rtは「神聖な」の意。ミツバツツジ

類のー穏で、開葉後に開花し、花色は赤紫

色、雄しべは 10本、業はやや厚くて硬く、

表面はつやがある。基準産地の伊勢神宮神

域を含む伊勢・志摩地方では、恭準標本の

個体を含めて花柱が無毛の個体が多いが静

岡・愛知両県には花柱下部有毛の型があっ

て、変種シプカワツツジ (var./asiogYllu1n 

NAKAI)として区別されたこともあった。花

柱の有毛・無毛の二型は、どの池域でも多
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少は混在することが判明し、現在では変種

シプカワツツジを区別しないのがふつうで

ある。三重県有j熊IlJにて。

5 ムラサキセンブリ(Si叩Fげla戸selldocllinellsis

HAHA属を細分するなら、 Oplzeliaρselldo

chuWlIsis (HAHA) TOYOKUNIとする)。背

森県から屋久島までの乾燥立地に産する円

本間有種。本州の日本海側では確実な産地

は知られていない。蛇紋fH果地では、群落

が極めてまばらで鮮落構成種数も少ないた

め、 10月中旬-11月上旬の花期にはよく目

立つ。花は径 20-25mm、淡紫色。槌物高

は10cm JEらずの小型のものから 30cm

以上となってよく分校し数卜花をつけるも

のまで機々である。蛇紋有地以外の立地で

は、高き 1mに及ぶものもあるという o 新

城市中宇利にて。

6 シマジタムラソウ(5olviaisemis NAKAI)。

静両県~三重県の蛇紋岩地に固有のタムラ

ソウ類の一種。花JlIjの植物高 10-50cm、特

に蛇紋岩襖地では 10-20cmの小担の個

体が多い。葉はやや淳〈、しばしばロゼツ

ト状に茎の下部に集中する。葉柄と茎の下

部にi洞出長毛が目立つ。新城市古川峠附近

にて。

7 シフーヵワシロギク (AsleJ 円Igulosl四

Max. v. shibllJlatυael1sis KITAMURA et 

MUHATA， ex MUHATA) 0 村田原氏が静岡県

引佐町渋川温泉附ili:の蛇紋岩I也から記載し

たサワシロギクの蛇紋岩変形変稀である。

茎は下部より分校して株立ちとなり、サワ

シロギク基準変種に見られる長い地下茎を

引くことがない。葉は光沢を欠く。静岡・

愛知両県の蛇紋岩地の国有変種。新城市古

川峠i討近にて。

8 ヤマジノギク(アレノノギク、 Ileler-

o戸appushiゆidusLESSING)。キク科コンギ

ク族のうちで、 E且:/E外輸の舌状花の冠毛が

ごく奴〈、i項花内輪の筒状花の冠毛が長い、

つまり、冠毛 (pappus)の長きが 2型であ

ることが属名 Ilelero戸app附の rll来であ

る。中国・日本を分1¥;域とする一種で、か

つてそれぞれ日本産J1¥立種Eして記載され

たソナレノギ夕、ヤナギノギク及びブゼン

ノギクは、近年の北村阿IlIS博上の見解では

すべて本種の亜種として扱われる。これら

のうちヤナギノギクは高知県の蛇紋岩地に

生じる狭葉亜種である。ヤマジノギクの頭

花は、一見ヨメナを思、わせるが、葉が倒皮

針形~線形で全縁であることですぐ区別が

つき、更に頭花を自jって冠毛を調べると外

観の似たキク科の他種とは確実に区別でき

る。新城市古J11 j序附近にて。

(野坂志朗)

※詳細は 11ページ参照
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