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オシダ

Dtyotteris crassirlzizoma 
札幌市梅沢 俊

もともと花の咲かないシダ煩は人気がを

く、文字通り日陰者扱いされているものが

多い。とはいえ、リシリシノブや卜方クシ

デンダなど珍しい稽や園芸種アジアンタム

に近縁なクジャクシグなどはもてはやされ

る存在だ。

オンダは我々が野LlJを歩<I祭にもっとも

目にするシダだろうが、気に留める人はま

ずいない。ああ、この不平等庁

正義の写真家としてはこの不遇者に光を

当てないわけにはいかないではないか。明

るい黄葉をパ yクに葉の裏面lこレンズを向

けてみた。おおソーラス見よ - I 

北海道のツルリンドウ属

テングノコヅチはあるのだろうか?一一

札幌市梅沢 俊

テンタノコヅチという程itlJJ名を聞いたこ

とがありますか? 当会の会員でもこれま

で知らなかった人が大半でなかったかと思

7。
この奇妙な和名の植物は、長野県産の柄

物に某ついて 1988年に Yonezawa，Nに

よりリンドウ科ツノレリンドウ属の新種

Tritferostermum involuがんとして発表さ

れているo 私がはじめてその存花を知った

のは(今はわくーダー」となっている) ，日

本の生物， 1989年 11月号紙上、邑fTI仁;

「日本のツノレリンドウ属」に拠ってであっ

fこ。

それによるとテングノコヅチはきわめて

ツノレリンドウに近縁で、原記載では①菜が

短〈、他の秘物などに巻きっかない②花が

小さく、がく裂片が線状J皮針形で"!L右から

扇平でないことがIl~Jj点とされている。分
布図には長野、岐阜、富山県から青森県ま

で@印がたくさん記きれており、北海道てー

は4筒所に圃印であった。つまり北海道(羅
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臼岳、敏音尻山? 大雪山?)産のものは

テングノコヅチに似ているが、がく裂片は

明らかに左右から扇平でやや閉山し、茎が

長〈伸びて時に上部で巻きつく性質を示す

のでツノレリンドウとの区日Jjは明らかとはい

えない、とのことなのだ。

それ以来私は北海道にテングノコヅチは

分布せずとの認識で111を歩いてきたが、転

機は昨年 (2003年)の暮れに出版された

『レッドデータプランツ』矢原徹一院修、永

田う苦男写真 (1![と渓谷社)を見た時である。

そこには前述リンドウ科のスベンャリスト

邑問仁先生による解説中に「本州の中部地

方以北の山地と北海道に特産する。Jとある

ではないか。これでは無視するわけにはい

かないぞ 。そんなわけで 2004年の夏か

ら山を歩〈際には「テングノコヅチは何

処?J もテー71こ加えた次第。ここにその

報告をするが、計測などを不得手とする、

あくまでも私の立場、 Iムード派分類学」土ー

での話し、つまりホ見た感じかである。

2004年、ツノレリンドウが咲く夏から歩い

た111は、小著『夏111ガイド』④巻と⑤巻の

増刷を控えていたのでそのチェックのため

に円高山脈と道南、夕張1[1)也の山々が中心

fご。

まず歩いた[11のリスト(1[1の位置が分か

らない方は r夏山ガイド』で調べてくださ

い)。

7月19日 徳舜瞥山

7月22口-24日 大雪山黒岳~沼ノ!血

7月22ij 空沼$

7月初日 富良野西昔(望天観気の怜)

7月30ij ニベソツ山(杉沢コ』ス)

8月 1R ポンヤオロマップ昔

8月4目 白雲山

8月 7日 トムラウン山

8月8日 神威岳(南日高)

8月11日虫、山

8月12日等万部山

8月16日 アポイ昔
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8月18日雄阿 寒 昔

8月19日 楽古岳(メナシュンベツ)11)

8月21日 手稲111 (平和の滝コース)

8月22日 無意根山(豊羽元山コース)

8月25日尻 別岳

8月26lJ 美和l河丸山(二股温泉)

日月27日 大平山

8月28日神居尻山

9月2臼坊主山

9月3日 夕張岳(金山コース)

9月5日 美唄山(奈井江コース)

9月23日有珠山

9月24lJ 大雪山高原温泉沼めぐり

9月26日毛無山

9月29日坂谷 丸 山

10月 1日 ホロホロ山

10月 4R 黒松内岳、小鉾岳

10月5日 恵111、海向山

10月8日 カニカンffi
10月9日 イノレムケツ 7

0

山

10月14日 リビラ山

10月17日 遊楽部岳

10月20lJ 沙流岳、オダッシュ山

10月24日 札幌長(豊滝コース)

10月27日 伊達紋別岳

10月初日 イチャンコッベ山

10月31日二 股岳

11月5lJ 佐幌昔

11月10日雄鉾岳

(その他藻岩山と砥:u山は各数回)

これらの山々を歩いて感じたことは…-

① 種としてのツノレリンドウは、低地から

ハイマツ帯まで見られ、大きな高度差に

わたって分布する。

② 高度が上がるにつれて他のものに巻き

っかず、地面iを這う型のものが多〈、花

や葉が小きくなる傾向が見られる。

③ テングノコヅチを含むツノレリンドウは

登山道脇では数多く見られるが、ブ y

ンユの中ではあまり見られない。この傾

向は高度が上がるほど顕著になる。ツノレ

リンドウと登山道の関係は、スズメと人

の生活圏の関係に似ているように思え
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た。
④高度が上がると根元からの分岐が多

〈、地面を這う型が多くなるが、草刈り

など鷺山道整備によって巻きつく対象が

ないためかもしれないが、笹などがあっ

ても巻きっかない例も多い。

⑤ 雄|吋寒昔では太郎i胡を過ぎるとまった

〈目にすることカずなかった。

⑥ 白雲山では登山口から針葉樹林の'1'を

登るが、そこではテンタノコヅチ型が見

られ、上部内尾根に出ると笹が出現して

それに巻きつくツノレリンドウ型が現れ

た。

結論としては、高地にはテングノコヅチ

型が多く見られるが、低地のツノレリンドウ

と連続しているように思われる。邑111先生

によるとテングノコ、Yチはツノレリンドウカず

高地や寒地の、成長期間が知い夏に適応し

た型で、ツノレリンドウの変種として扱うの

が妥当とのようである。ちなみに学名は『朝

日百科・植物の世界26号J (1994)では

Tr;Pleros戸ermll1Jl }Glうonicu}}l val 
;11 volubileとなっていたが、前述のFレy ド

データプランツ』では T trinerviu1il vm 

iJ1 volubi!eとされている。

2005年は花のサイズ、がく裂片の形、官

片の数などにも注目 Lて歩こうと思う。歩

く地域は r夏山ガイド⑥巻』のチェックの

ために道東と道北が'1'心となりそうだ。

マイヅルソウ(ユリ科) 裏表紙

A1aiaJltlzemu1n dilatatum 
余市町水野博介

10月中旬、ニセコ連邦の車I葉のピークも

終り、登1I1者も疎らになった頃、白樺山に

登る。途中の登山道脇にマイヅノレソウが、

赤い実をつけてlrr生していた。白い小きな

花が咲く時期も良いが、実的時期も風情が

あって良い。鶴が舞っているように見える

ことから、舞鶴革と名前がついたという。

赤い実は、タンチョウ(丹頂鶴)の頭頂の

色に似ている。
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ちょっと変わったエンレイソウの仲間たち

風議る 5月、北国の春を飾るカタクリや

エゾエンゴサクと一緒にエンレイソウの{'I'

閲たちが咲き、これらの春柄物の観察から

初f皇歩きが始まります。近郊山里ではエン

レイソウ Trilliml1 apelalon Makinoや純

白の花弁を天に向けたオオバナノエンレイ

ソウ T口lliU1l!. CIωi1sclwlcense Ker Gawl 

の群洛に出会えます。日本のエンレイソウ

属植物は穂子繁殖で開花まで約 10年もの

年月が必要で、たくきん出会える当地一帯

はまだ開発されていない恵まれた環境、言

い換えると「とっても間合」が実感でき、

こんな間合に感謝する次第です。

北海道はエンレイソウ大国と云われ、エ

ンレイソウ、オオノミナノエンレイソウ、 ミ

ヤマエンレイソウ TバllillJ/1 IScllOJ10Sldi 

Maximが全道分布し、それらの種間雑種

が出現しています。しかしミヤマエンレイ

ソウは石狩川右岸側の増毛山地一帯(雨

竜・新十i'l'りIJ・浜益・増毛)では、分イ1;も

局地的なのか、未だに出会いません。

浜益・増毛の日本海側では海岸線を北上

したコジマエンレイソウ li-illilliilsmallii 

Maximが出現し、オオバナノエンレイソ

ウと揮然一体に群生しています。

エンレイソウ属植物の花芽形成・開花は、

根茎で開花後すぐから秋までに次年度の 1

~童文イ聞の花牙の発達と各"ttif'i守の形成が終わ

雨"i's1HJ佐々 木純

り、準備を完了してー冬を過ごす。同時に

次年度以降の花芽形成も進行している(鮫

島和子 1961)。枯れた花菜の横に乳褐色の

長円錐形の越冬芽が頭を出しているのをl時

に見る。そして翌年、雪解け直後から展開

して一斉に開花する。この仲間は葉、内・

外花被片、柱頭、シベJJ{など r3数性」が

慕木構造です。しかし、変異例体が出やす

い種と云われ、変種.品種て

群や、時々神様の悪戯なのカか、花器器官の形

態変異イ伺伺{体本などきまさぎ'まな「変り者J に出

会えます。そんな愛すべき「変り者」を紹

介します。

エンレイソウ

Trillilliil apelaloll Makino 

エンレイソウの仲間の中でも早<I咲き出

すが、何とも地味で目立ちません。松井

(1999)は外花被片付、ク片) 3枚がほぼPl

形の侭体を報告しており、 l時に葉がほぼ円

形で大きな「大葉のエンレイソウ」を見か

けます。子房と果実の色からアオミ(緑色)、

アカミ(赤色)、クロミ(暗紫色)、ウスグ

ロミ(緑色に紫の斑点)などの各変種を見

ますが、花よりダンゴ(果実)が楽しみな

エンレイソウです。
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オオバナノエンレイソウ

TrilliulII call1sclzatcellse Ker Gawl 

本種は丘陵地帯、山間の湿潤地や植林地

でも群落をなし、垂直分布は 1-1，500 m 

だが中間帯の欠如lが知られている。雨竜で

は郊外の著寒ダム、校の沢、鴨居沢、国fEl

など標高 300mほどまで出現するが、それ

以上から南署寒~J ・登山道に無〈、雨竜沼

湿原(標高 850m)で出現して特徴を表して

いる。雨竜郊外では花弁が大型で円形や広

卵形や細長い形などさまざまで、花の直径

が 10cmを超える「大輪てや美人揃い」の伺

休も多〈、白い花を揺らして楽しませてく

れます。

A.形態変異の変り者たち

基本構造の 3数性から飛び出したり、シ

ベやyゲク片が花弁化した「目立ちたがり屋J

や、器官欠1!lで寂しくなった変り者たちで

すが、これらの変異も前年の秋に決められ

ていた「運命」だったのでしょうか。

a 61E弁の花(その 1) 

緑色のガクハー 3枚が緑色条紋斑を残すが

花弁化して、白色花弁が 6枚となり、内-

外花被片以外の器官lこ変異がない変り者

(写真. 6)や、ガク片 1枚が白色花弁化し

て4枚となったり、ガク片が花弁化する「プ

チ核形」が時々出現します。また花弁が 1

枚欠1!lして 2枚になった寂しい伺体も稀に

見られます。

b. 6花弁の花(その 2)

白色花弁が6枚で輪生状となる。緑色の

ガク片が3枚、雄しべが6本、子房が黄白

色で柱頭が3裂と花弁だけが2倍となった

変り物です(写真. 7)。

c 51E弁の花

雄しべ 2本が内色花弁化して、小さな天

使の羽根が向かい合って子房を抱いてい

る。ガク片が 3 枚、 ~jt Lべが 4本で柱頭が

3裂の可愛い天使(写真. 8)。

d.雄しべがない花・子房がない花

内・外花被片、子房の形態は正常だけど、

Mtしベが欠損して「オカマ」になった('1]:

真. 9)。完全欠損と痕跡が残る偶体があり

中性化は祉の流れ…・探すと Hに付く程

度に出現する。また、雄しべが 6本あるけ

ど子房が未成熟で米粒程度の哀れな偶休

を、砂川・空知太てい出会った。

e.重合・帯化した花

5茎開花で3菜が正常開花、 I茎が2重

合休、 1茎が5重合体で高き約 65cmの弁

慶のように豪快な変り者。 51立合休は花菜

が帯化して明瞭な縦筋が入り厚〈堅い。葉

は 12枚が輪生、花梗も扇平で振れ、ガク片

が緑色で 12枚、花弁が白色で 15枚、雄し

べが 28本、子房が黄白色で馬蹄形に湾曲し

て鶏冠のようで先端部が濃紫色で稜が多

数、柱頭が 18木(写真. 2)。山間農道沿い

で機械的刺激で変異した伺体なのか、 1E芽

は10倒あったのか、つぼみの時はどんな形

をしていたのだろうか。

f. 4数性の花

葉は 3枚輪生だけど内・外花被片が各4

枚、雄しべが8本、柱頭が4裂の 4数個に

進化した変り者で、更にガク片 1枚が白色

花弁化して花弁が 5枚になった(写真.

10)。
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B.変種・品種の個体たち

主奇子

しないけどj澄萱i遇邑てで、きた個休てでザすo

a タヨウエンレイソウ

7i'illiml1 camsclwlcense Ke1' GawL vaL 

camschalceJ1se fo1'111ρolyt/iyl!1I幻I (J 

Samei-) IL Nakai & Koji 1to 

花部分がすべて葉になった。鮫島惇一郎

氏は初めは「ハパカリエンレイソウ」と閃

いたが、「ハパカリ(便所)Jでは気の毒と

「タヨウ(多葉)Jと命名したという(写真.

3)。また制11尾孝 (2000)は岩内で葉の 3

枚輪生が 2段となった「段付きエンレイソ

ウ」を報告している。

b.ヤエザキオオバナノエンレイソウ

7i'illilim camsclwlcense vaL camsclwt-

Cel1se fo1'111ρlelllll11 (J， Samej -l R 

N akai & Koji Ito 

白い小輸のパラのように渦巻状に巻き込

んだ 15-16枚の花弁。上向きに咲くが全開

せず、先端は若草色を帯び長き 32mm、幅

16 nll11 (最大)。ガク片は緑色で3枚、長さ

27111m、幅 12mm。花は小型で雄しべ、子

房が欠損して無い(写真. 11)。古いカラマ

ツ植林地の林床でカラマツに寄り添うよう

に開花していた一代限りの可愛い乙女。

c ウスイロオオノ、ナノエンレイソウ

TrilluII/I camsc/ialcel1se Ker GawL var 

camsclwlcel1se for111， violaelllll (Miyabe 

& Tatew，) H守 Nakai& Koji Ito 

白色花弁がj員長T色に着色した品種てに

2004年 5月、友人の浅井一医氏からの連絡

で砂川 -FE知太の内然林で出会った。花は

上向き、 3枚の花弁は淡紅色で脈筋が濃く
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長き 52mm、幅 30m111、ガク片が緑色、子

房が賞白色で先端部は薄紅紫色で位頭が 3

裂、 6本の雄しべとの長さの比からオオバ

ナノエンレイソウの形態で、雄しべのヤク

の外縁、柱煩が淡紅色に着色している(写

真.12)。鮫島惇一郎氏によると花弁の着色

は、咲き始めの頃から淡和色の花弁と、白

色から次第に淡紅色となる個休もある、と

いう。周辺は明るい林!よでオオバナノエン

レイソウなどが咲き、本種は数個体が点在

していたが1憎花j坊が過ぎていて、雪解け

後の再会を楽しみに待つ。官部・舘脇両先

生にはウスイロ(薄色)は花の雰閤気に合

わず、せめてウスベニ(薄紅)としてほし

かったが花の色、大きさ、風格と申し分の

ない『森の貴婦人』です。

d.チシマエンレイソウ

7i'illilll11 caJJlsclwlcellse vaL kllrilense 

(Miyabe & Tatew，) IL Nakai & Koji 

Ito 

子房の先端部のみならず全体が、また巣

5互の色もi農紅紫色となる '7ゲングロ」で、

比較的日本海1WIでの分布が多く、増毛、留

所・阿分、雨竜、深川・国見、神居古湾でで

出会っている(写真， 4)。

ムラサキヱンレイソウ

T Iscl/Ol1osldi for111， violacellll1 Makino 

本種はミヤマエンレイソウの白色花弁が

淡泊色に着色した品事重で、深川・官訂で 3

個体を確認した(写真. 13)。花が横向きで

小~~'l、淡紅色の花弁は緑色のガク片よりや

や長い。子房が緑色で先端部は濃紫色とな

らず、雄しべと雌しべはほぼ同長、果実は



緑色の卵形で横向きである。母種のミヤマ

エンレイソウは僅かでオオバナノエンレイ

ソウ、エンレイソウが点荘している。山上

(2003)は本種を名得、幌加内から報告して

いるが、砂川でも本積の形態を有する個体

カずあった。ウスイロオオノ〈ナノエンレイソ

ウとは同所的に生育するといい、個体ごと

に花弁の濃淡の違いが認められる。これも

鮫島氏の指繍と同じ理由なのだろうか、雪

解け後の各種の開花が待遠しい。

コジマエンレイソウ

T. slIlallii lvIaxim 

コジマエンレイソウはエンレイソウ e2 

倍休柄物の雑種起源で日本海側の海岸沿い

に点在、浜益、増毛で出会ったが留萌では

まだ見当らない。華腐な深紅の 3:(E弁偶体

(写真. 1) は少ないがカ‘ク片が葉状に変化

したり(先祖返り)、 4数性となり外花被片

と葉が存4枚や、葉が合着して I枚に 2つ

の先端部がある佃休もある。子房が緑色の

コジマエンレイソウ子房・果実とも暗紫色

のクロミノコジ 7 エンレイソウ Trillilllll

sJJ1a!lii var. atroρlIItureocm戸川nJ. Samej. 

Eオオバナノエンレイソウのi昆生でエンレ

イソウが少ない。開発されるような筒所で

もないが、f;!tしもが 1つは持っている「秘

密のお宝場所」です。(写真. 5) 

おわりに

自然たっぷりの雨竜ではI日竜神社のエゾ

エンゴサク、農業用水沿いのアスゃ7 イチゲ

や四国の壁でカタクリが咲いています。最

近は岐にハーブが植えられ「ハーフ会米」と

なり、用水路は改良され、何となく「元J

が減っているようです。国道 12号線の深

川・国見ーやfl居古湾問の沿道には数千を超

えるオオ円ナノエンレイソウの白い花が揺

れています。これも残しておきたい敗、風景

の 1つです。

愛すべき「変り者」の紹介にあたり、鮫

島惇一郎氏には文献とご教示を頂きまし

た。松井洋氏、五ト嵐博氏、中井秀樹氏に

は文献や学名などで、浅井一匡氏には写真

の提供と情報でお凶話になりました。 l亨〈

感謝を申し上げます。
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