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ミズスギしycopodiumcernum 

本州でも主産地は間半分の地域という

から、かなり南)j系のシダなのだろう。

北海道の産地は地熱の高い火IU、それも

道東は川湯の硫1青山に限られている。か

つて有珠山にも産していたが、 1977年の

大噴火で姿を消してしまったそうだ。

熱借地方の山ではクリス7 スツリーの

ようなお化けミズスギが見られるそうだ

が、ここ硫黄111では初旬枚はせいぜい 10

数 C111がいいところ。ストーブにかじり

つくがごとく、湯気立ち昇る1流気孔の湖

りにへばりついた姿を見ると、いかにも

北i毎道らしい光景lこ思えてくる。

プリムラ・グラキリベス Primula gracilipes 

ヒマラヤ111脈はネパーlレ中央部から

束、ンツキム、フータンそしてチベット

南東部に分布するポピュラーな種類であ

るo 生育地はモンスーンの影響を受けや

すい山脈の南側で、椋高 2，000111以上の

樹林帯である。 iレy寺ング'1'、ヒマラ

ヤモミの下でよく見かけるが、樹林限界

付近では'-tj.真のような群務までつくって

しまう。日本にあれはε真っ先に盗掘され

てしまいそうな革姿のサクラソウであ

る。

札幌市 丹 f正自百

ポリガラ・カルカレア・リレット

(Polygala calcarea 'Liliet')ヒメハギ科

1J4'にも分布するヒメハギのi'f!問であ

る。ヒメハギというとハギ(萩)を連想

するらししこれをマメ科の械物だと思
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いこんでいる人が少なくないが、ヒメハ

ギはヒメハギ科の植物である o 科全体で

は 500稜を越え、分布域も世界的な広が

りを持ち、 1年生または多年生で、形態

は草木から木本まであって変化に富んで

いる。

高山性の倭小な種類はあまり多くはな

いが、 111草家にとって見逃せない魅力的

な種類が幾つかある。代表的な穂は、日

本でもすでに持及しているポリ方ラ・カ

マエプクサス (Polyga!aclzamaebz即 日 )

で、アルプスを含む欧州中部の山岳地帯

に分布し、 1~色などが異なる幾つかの産

地タイフ。がある。

日本で普及しているのは、このうちの

プルフ。レア (Po!yga!aclzalJlaebllxlIs '1'ur 

purea') という黄色と赤紫の 2色l咲きの

品種で、 トキワヒメハキなどという俗っ

ぽい業界初名で呼ばれている。カマエプ

ク→サスには1i1lにカムニスキ(‘Kamnis-

ki')、ロドフ。テラ(‘Rhocloptera')、ロワ

プル ('Loibl')、 ドロミテ(‘Dolomiteつ

など、康I也と 1~色などが異なる 11JI橋があ

り、号表者ーが輸入した株などからの繁男HAIl

が少しずつ普及してきている。これらに

は無用な混乱の泊凶になる安っぽい業界

平日名はっけないでもらいたいものだと d忠

J 0 

2壬真の種類は、スペインのピレネ一山

脈リレット地方に分;{jjするポリガラ・カ

jレカレア、リレット。で、基本のポリガ

ラ・カルカレアは欧州阿部からイングラ

ンドまて"の石灰岩山地に分布している

が、ホリレット勺土花が大きく、花色が鮮

明で、{~の中心部にくっきりと白い部分

が入り、基本のタイプよりも観賞価値が

高い。形態は占い茎が水質化する<JIi低木

状、葉は小さく常緑だが、冬の寒きが厳
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しいと業を孫としてしまう。菜は1也を這

い、直筏 30cmを越す7 ット状になる

が、鉢栽培では大株になると根詰まりで

根が傷むので、校杭れが出て、さほど情

なマットになってくれない。鉢栽情なら

ば、なるべく大きく深さのある鉢を使う

のが理想的だ。根は発育が良いが、植え

替えの際に kを落とすと、その後の成長

が恋くなる。植え祥えを嫌う植物として

扱うのが無難である。

ロ yケリーなどの露地植えでは、放任

栽培でよく育つ丈夫な組物で、青紫の小

さな:fEがマットになってl咲くときは、と

にかく美しい。

クモイナデシコ「くれない」

この植物は、筆者のすーセリー(アル

ム)で実生選抜したもので、アlレムのオ

リジナノレのひとつである。ナデシコは好

きな花の つなのだが、日本康のこの属

は山草としてはやや大きすぎて鉢では扱

いにくい。

それでもひと頃はタカネナデシコの震

性で鮮烈な花色の個体が欲しくて、入手

に努めたことがある。円生地のタカネナ

デシコには、けっこう媛性に見える個体

があるのだが、その種子を採取して揺い

てみても、媛'14:な個体はまず出てくれな

い。俗にいうように下界では化けるので

ある。今では綾性個体は存在しないと諦

めているものの、かつて見た北日高の戸

蔦別岳山頂付近の濃色で媛性なイ肉体が忘

れられない。あんな伺休の種了が入手で

きたならば、またしばらくは、その実生

に熱中してしまうと思う。

ナデシコ属は、アフリカから欧州を統

て傾東まで約 300種が分布し、←ー年革、

常緑宿根、または半1草木の柄物である。

2 

山岳地帯にも多くの種類が分布するの

で、欧州やトルコ付近、中央アジアの山

昔には、丈 10cm以下の密なドーム状

で、:fEも密に咲く魅力的な種類が幾つも

ある。そうした穏に比べると LI本産の種

類はいずれも大柄で、 111草家にとっては

いまひとつ魅力に欠けるが、タカネナデ

ンコの深〈細裂する花弁は、かなり伺性

的である。似た花がないわけではないが、

タカネナデシコほど繊細!な感じがない。

白馬連峰に蕗ーするクモイナデシコl土、

全草が霜状白色を惜びていてシモフリナ

デシコの別名カずあり、タカネナデシコに

ごく近い種とされるが、豊伺先生の文献

ではこの名は見られない。ユーラシア北

部に分布するタカネナデシコの地域変異

として考えるのが適当なような気がす

る。

写真のクモイナデシコ「くれない」は、

偶然の産物で、筆者がある凶芸誌に随筆

を連載していたころ、愛読者の 人だっ

た江別市の山革家・故布告原義昌氏が訪れ

てきて、以来、亡くなるまで親交を結び、

植物のやりとりなどもしていたが、その

楠JJj(氏が長野の業者から購入したクモイ

ナデシコが「くれない」の原株である o

原株はクモイナデシコそのものだった

のだが、いつのころか実生前に洋種との

交雑個休らしいものが出た。係しげなも

のは作りたくないので、以後、実生を中

止したが、そのうちに以株の所荘が不明

になり、 i宣伝の法則の先旭帰りに期待し

て、原株にili:い感じの株から採種して実

生したところ、非常に花色の鮮やかな数

伺休が出た。その実生選抜のひとつが「く

れない j で、全体の姿や花形は、クモイ

ナテJシコ(タカネナデ、シコも同じ)に非

常にjli:いのだが、:fE色は他のナデシコ属
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では見たことがない濃い紅色で、時期は

ずれの主主いl咲きの花では少し桃色になる

が、初夏の本来の/1寺期に←斉に咲く花は、

真紅に近い花色である。

数ある洋種ナデシコの中にも、こんな

花色の種類はなく、いったいどの検の1ftl

が入ったのか見当もつかないが、こんな

偶然があるから実生はおもしろい。:iE色
からの個f本識別名をそのまま使って、品

種名は「くれない」とした。交雑種なの

で実生では固定しないが、ナデシコ属は

挿芽が容易(例外もある)なので増殖も

容易である。鉢栽培はすぐに大事|とになり

純血種と同様に手に負えなくなるが、露

地梢え用としてとらえると、この程度は

緩性種である。

類によっては別属のプラティア (Pratia)

属に分けられるが、近年発行の 'Ency-

clopaedia of AlpinesJ英国山草会

(AGS)発行ではロベリア属として扱わ

れている。この種はニュージーランドか

らタスマニア、パブqアニューギニアの高

山帯にまで分布し、産地によって花色や

外見がまったく異なっていて、素人の日

では完全な別種としか見えないのだが、

かつて分類学上の品種や別種としていた

ものも一つの種にまとめ、産地名や採集

者名をつけた園芸上の品種名だけで扱っ

ている。なんとも大雑把なもので、分け

過ぎの感がある日本の植物分類にも素人

は悩まされるが、こんな分類もli'-なる1&

土台家は戸惑ってしまう o

筆者はニュージ】ランド産の糠準的

ロベリア・アングラータ「カウンティー な? ロベリア・アングラータ(内{~)

パークJ(Lobelia angulata 'County 

Park')キキョウ科ミゾカクシ属

ミゾカクシ属でよく知られている植物

にサワギキョウがある。美しい花色と伺

性的な花形が好きで、 jぶい世界のどこか

に、サワギキョウのごく幾悼の種類があ

りはしないカミと却H寺していたこと均、あっ

た。何年もの問、心がけて情報に注意し

ていたが、現在まてー関芸的な選抜品種も

含めて、期待していたようなものには出

会えていない。

ミゾカクン属(ロベリア属)は、アフ

リカに分布の数111にもなる木本ロベリ

アから、日本にも分布のミゾカクシより

も更に小さく、タニギキョウやリンネソ

ウの外見に似た超綾性種まで 365種あ

り、形態は変化に寓む。花色も変化に富

むが、花の形はどれもサワギキョウに似

ていて特徴がある o

写真のロベリア・アングラータは、分

3 

や、ティム・リース氏がニューギニアの

線高 4，000111で採集し英国に導入した

ロベリア・アンクーラータ「ティム・リー

スJ (濃紫)などを栽培しているが、英同

にはまだ多くの産地品種が導入きれてい

る。

「カウンティーパーク」は最近輸入した

もので、タスマニアjまだという。明るい

プノレーの花が群がって咲き、:iEJ¥lJもかな

り長い。耐寒性についてはいまひとつ不

明だが、越冬中に少し傷みが出る o 若 r
の保護が無難と思う。ちなみに白花のア

ングラータは完全な耐寒性で、ニューギ

ニアの「ティム・リースJ は少しの霜で

も凍死するかわりに温皮さえあれば四季

を問わず開花している。

アネモネ・セッマンニイ (AnemoneX 

seemannii)キンポウゲ科イチワンソウ属

このアネモネは英国でいうウット、・ア
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ネモネ (Wood Ancl11one)の仲間で、根

茎が肥大して繁殖するグループ。である。

このグループの北海道産ではニリンソウ

やキクザキイチゲ、アズマイナゲ、ヒメ

イチゲ、稀産種のウラホロイチゲなどが

ある。

地中海沿岸地域からトルコ、コーカサ

スあたりに産する球根性のアネモネには

赤やピンク、黄色、ブルーの花を咲かせ

る種類が多いのだが、ウッド・アネモネ

の仲間は H本産も海外注も圧倒的に白い

花が多い。自花ばかりなので、キクザキ

イチゲに見られるように、ピンクやブ

ルーの変異個体は海外でも珍重される

が、写真のアネモネ・セッ 7 ンニイはレ

モンイエロ の花で、この1'1'問としては

非常に珍しい花色である。

この稀l土、欧州中部から北部に分布す

るアネモネ・ネモローサ (Allemolle

nemorosa) とアネモネ・ラナンクロイデ

ス (AηeJJlOJle叩 川 町IIloides)との自然

交封針重だという。アネモネ・ネモローサ

は分布が広〈、色変わりや八重l咲きなど、

さまさまな変異が知られている。占くに

導入され八重咲きイチリンソウの和名で

普及している植物も、このネモ口』サ種

の八重l咲き個体である。ラナンクロイデ

ス種は濃い黄色の花の種類で、ネモロー

サ種よりも乾いた明るい樹林を好み、ブ

ナ林などに稀産するという o 両種は自生

環境の微妙な違いで住み分けているのだ

が、まれに分;(Iiが重なるところもあり、

そうした場所で天与のすばらしい交雑種

が生まれたという。ラナンクロイデス穏

そのものが稀少な黄花で、閑芸的には珍

重きれるが、花形や吊姿は、ネモローサ

の7jが整っている。

アネモネ・セッ 7 ンニイは両手垂の良い

4 

形質のみを受け継いだ交雑種で、全体に

締まった姿が良〈、花形も申し分ない。

優雅なレモンイエローでl咲き始めて、咲

き終わりに近づくと淡色に変わってい

く。性質は強健で多花性、ビートや腐葉

iーを混入した砂質土で良〈育ち、数年で

大きな株立ちとなる。

ラナンクルス./¥ルナシフォリウス・ヌリ

ア (Ranunculusparnassifolius 'Nuria 

form')キンポウゲ科キンポウゲ属

北半球のラナンクルス(キンポウゲ)

の仲間は圧倒的に黄色の稀類が多い。

ニュージーランドではf列タト(10に白花干重が

大半だが、大型種が多いので鉢栽培では

持て余してしまう。欧州の高山性キンポ

ウゲには、小摂種か君主穏あって 11J草家に

人気があるが、写真のラナンクルス・パ

/レナシブォリウスはその代表的な存在で

ある。

極小名のパ/レナシフォリウスはウメパ

チソウに似た葉という意味で、日本では

ウメハチキンポウゲと呼ばれている。欧

州アルプスからピレネーにかけて分布し

ているが、形態的にはかなりの編があり、

花が貧弱でb花茎も徒長する観賞価値のな

い個体も多いらしい。

栽培的には震性で花形が良〈、花弁数

も多くて、業には厚みがあり、葉柄の煩

い個体が好まれるが、恭本が向花なので、

その白さの度合いも間われるが、まれに

あるピンクの他体はさらに珍重される。

写真のヌリア・ブオームは分類学的に

は同一種だが、ピレネーのヌリア地域に

のみ稀注寸る産地タイプで、標準的なタ

イプとはかなり異なる。標準タイプの花

弁が向い円弁なのに対して、ヌリアは波

状弁に近く、花弁の裏に紅色の脈が入っ

北方山草 16 (1999)



て個性的だ。葉も標準タイプの円いJ!<<業

と異なり、少し細めでいぶし銀の光沢に

なり、葉脈が太〈浮き出た紺l業である。

札幌での栽培ーでは、花期も標準タイプよ

り半月以上早い。

ヌリア・フォームは、欧州産の植物で

は珍しく近年になって知られるように

なった植物で、欧米では非常に人気があ

るが、栽培個体が非常に少なく、 111取供

給が存在しない欧米では、非常に入手困

難な植物のひとつである。筆者の栽培株

は、 1985年に英国から入手した 3殺の種

了の実生からである。ただ単にヌリア産

のピンクフォームとして送ってもらった

のだが、提供者は高名な山草家でプラン

トハンターとしても知られる人で、後に

AGSの会誌にヌリア・フォームを写真入

りで発表した人物である。その写真を見

て祭者の胸は高鳴ったが、発芽から開花

までは 6-7年もかかった。以来、毎年

開花し、栽培的にはさほど難しくはない

のだが、種子は現在まで数粒しか採れて

いない。繁殖は事!と分けのみだカ、順調に増

えて、すでに販売した分も合わせると、

30株ほどにもなった。

初期の導入者としては、やがては広〈

普及して、いつまでも U本の山草家たち

に護り育てられることを願っている。

赤花テシオコザクラ・アルム濃色花

写真は、セルフ実生数百株から選抜の

個体で、官の色素が抜けた紅色。非常に

目立つ花色でJjj(種よりも強健である。赤

花テシオコザクラについては、以前に書

いた文章があるので、ここで紹介したい。

何年か前にアメリカで開かれた世界プリ

ムラ会議に、 H本からも松本サクラソ

ウ・プリムラクラブの原一男氏たちが参

r u 

加したが、日本でのプリムラ交配育種に

ついて発表するので、赤花テシオコザク

ラについての恰ミ報を提供してほしいと乞

われ、資料として書いたものである。

i!J，1包テシオコザクラについて

① かつて、この品種は北海道の山草家

に多くの話題と疑問を徒供した。この

品種の凡ーツについては、最初に入手

し、市販した小樽市の赤岩園芸・統木

忠治氏が詳細を知っていると忠われ

る。続木氏がこれを売り出したのは、

たしか 1984年であったと思う。以米、

各山草会やプリムラに詳しい趣味家の

問で、自然の変異種か交両日種か話題に

なったが、販売するときの統木氏は、

UZiに自然変異111Iだから高価だと思わせ

る説明をしていた。余談ながら、発売

当時の赤花テシオコザクラは 3，500円

と、非常に高価だった。

② 赤岩国芸直属の山採り業H氏の談話

('88年に筆者が直接聞いた)c何年か前

に、ある山草粉、てくなった際、故人

が栽培していた植物を赤岩園芸きんが

全部買い取ったこ左があった。その中

に赤花テシオコザクラというのがあっ

たJ主に小樽の山草家が栽培していた

亦'1Eテシオコザクラは、この故人の械

から出たものらしいという o

③ 北海道山草趣味の会・会誌21号 (S

62年)に「山市通信J と題して村田悠

治氏はこう書いている。「テシオコザク

ラに赤花がある o という話しはもう 1
年近くも前から開いていた。テシオコ

ザクラの日生地は何度も訪れていたが

私は見たことがない。ともあれこれは

何処から出て米たものか調べることに

した。この吊を恵号してくれた前小縛
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111草会会長の石附さんに生産地、入手

のノレー|をお聞きしたのだが、石田さ

んに草を伝えられた大先輩の方はなく

なられており、ルーツは判らなかった。

石田さんの考えではテシオコザクラと

ヒダカイワザクラの交雑種ではない

か? ということである。(聖書約)J

⑥ 筆者がこの品種を見たのは、札幌東

急、の自立芸博で赤Tt園芸が新種として発

売したときである o 全体にテシオコザ

クラに似るが、 1Eはテシオコザクラよ

り平関することから、テシオコザク

ラ×ヒダカイワザクラと直感した。

その後、村田氏や後述の森谷氏等、

道内のプリムラ愛好家とこの種につい

て話す機会があり、以下のような話が

出た。

テシオコザクラの基本の花色は白

で、アントシアニン色素を含まず、ブ

ラボノーノレ色素による白花であり、亦

花が出ることは考えられない。豊国・

稲垣両博士によると(1966)rテシオと

ヒダカは非常に近い種で、テシオコザ

クラ節 Sect.Takedanaを十是11日」 して

おり、だれもが両種の交配(交雑)は

可能との意見であった。

⑤ 赤花テシオコザクラの特徴(近似の

特徴を、ヒダカに問、テシオに近似と

いうキイワードで説明)。花色はヒダカ

と同。花梗は斜めに曲がりテシオにl司。

花はす開気味でテシオにl司だが、より

開く。葉は硬質でテシオに近似。業の

形はテシオに近似。冬芽は丸みを帯び

て大きくテシオに向。とにかく、花色

以外はテシオに似た特徴のプリムラで

ある。

⑥ 村同氏は③の文中で「ヒダカイワザ

クラは夕張山地と石狩山地の中問、ま

6 

たKll.l民地方でも発見されたりしてい

る。テシオコザクラの場合は狭い地域

からしか見つかっていないが、この両

者に深い関係があるとすれば、ずっと

古い時代に二つの種に分かれるl祭に、
中間のものが生まれてこのアカパナノ

テンオコザクラになったのでは?J と

推測されている。

しかし、両者の自生地で中間のものが

生き残る可能性は少なく、筆者は趣味

家や業者ーからのf青報がよく入手できる

が、両自生地は 300kmも離れており、

その中間に当たる蛇紋岩地からili:似の

種の発見の情報はない。

ただし、森谷高徳氏は北海道山草趣

味の会・会誌25号に「昭和 551j三頃、

近所の人の話では、苫小牧の人の111取

品の中に 株、赤花テシオコザクラが

l咲いているのを見てきた j と書いてい

て、自然交雑種の疑念は、なおも残さ

jれている。

⑦ 森谷氏の文は、テシオ Xヒダカの試

験交配について書いたものだが、花形

は赤花テシオとヒダカの中間で、葉は

伺休差がある。自然交雑として最も可

能f十が高いテシオ Xエゾオオサクラソ

ウ(自生地が相接)は未開花と聞いた

が、テシオ×白花エゾオオサクラソウ

は、文中で大花テシオコザクラと称し

ている。

筆者はこの個体を森谷氏から入手し

ているが、花形花色はテシオと同じで、

葉はテシオより大きく j肢はテシオに近

似。森谷交配亦11'.テシオも頂戴して花

を確認したが、森谷氏の試験交配の結

果から、赤花テシオとして流通してい

るものは、テシオ Xヒダカの交自己と111:

察される。
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なお森谷氏の住む豊富町は近隣の稚

内より寒〈、プリムラ類の開花期には

昆虫が活動せず、人工交配しなければ

ほとんど種子ができないという o 従っ

て、この試験の信頼度は高いといえる。

⑧ 赤花テシオは自家受粉性が高〈、よ

く結実する。筆者はこの種子を実生し

開花させているが、 F2は花形、業形に

変異の幅がある o しかし、ヒダカその

ものと思えるような個件えは出ていな

い。冬芽はすべてテシオに似るが、花

色は毅よりも濃い個体が出ている。

〈追記〉 日本の山草界では、柄物の良

伺体について、そのルーツなどの記録伝

承が不充分で、まして交配種ともなると、

原種珍重の風潮の中で軽んじられ、三走者

の中には、あくまで自生地からの変異株

や選抜種であると称したりしている現状

である。

ことに北海道のプリムラについては、

産地など未知の部分が残きれており品種

段階での変わり物は、まだ出そうなので

厄介だ。たとえばH高竜門産のソラチコ

7 

ザクラのように、 :{Eはソラチで葉裏の粉

体が黄色味を帯び、標準的なソラチより

大きくなって、ユキワリソウの血が入っ

ているのではと思わせるものが自生品か

ら出たり、キリギシJIiと夕張岳の聞の芦

別川源流苦1¥てや見つかったプリムラ(通称

722J別ユキワリ)が、キリギシJlJのものと

問機に、小型だがレブンコザクラとして

同定きれたり(定説ではない)で、趣味

家を'陥ませる。

赤:{Eテシオは意識的に作り出したの

か、昆虫が交配してくれてテシオの実生

苗から偶然出たのか、そこまでは不明で、

多分後者と思われるが、これは偶然の産

物としては逸品で、いかにも名に相応し

い価値がある。森谷氏と同じく、筆者も

FI本産のプリムラの交自己には関心があ

り、紅花ヒナザクラの試験交配をしたこ

とがあった。これは流通している個休と

は程遠く、ミナノクの血が強くて、追跡

試験にはならなかったが、思いがけない

八重咲きの伺体が出て、それなりに由ー白

い成果を得た。

北方山草 16 (1999)




