
クロガクモメンヅルは北海道に自生しているのか?
賀老の滝に隔離分布している可能性はある

はじめに

2001年 8月 7日に 1個の鉢械えの植物

が届いた。送り主は岩内町在11'で北方山草

会貝の大倉正美氏からで、マメ科ゲンゲ属

の柄物らしいので調べて欲しい、とのこと

である。ただちに鉢の植物は 2株に分けて、

筆者向宅の庭に地植えした。自宅は札幌市

南区藤野てや定山渓温泉の入nにあたり、様

高 150111の高台である。

この時の観察した記録は以ドである。

この年この個体は開花結実は
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一対っき、長き 3mn1、煽 2111111、縁に白毛

がつく(図 1)。葉の全体を見た感じは 1C111

以下の小さな業が 23枚から 27枚ついてい

る、ことになる。この時点での観察では

Astmgalus a!tI'iIIIS L. (アストラガノレス

アノレピヌス)に似ているかも知れないと見

た。この植物は千島列島に自生していて、

和名はマツワオウギまたはヒメモメンヅJレ

の名がある。

勿論、これだけの情報だけでは河定はで

していないと開いている。茎は

直立ないし斜生またははふく生

をし草丈は 12CI11税で低い。茎

は中??fで太さは 1111111くらい、

ほとんど毛はない。茎葉の長さ

は 6-18 CI11あり、業制lは凹む。

葉の長さは 6-8c111で、奇数

複葉で小業は 8-13対っく。小

業は倒卵形または楕円形をし

て、長き 8-9111111、幅 2-2.5 

111111、業の縁は表1R1Jにわずかに

巻く。葉の表の葉脈は鰐明で凹

み、葉脈には伏した白毛がある。

業の裏には伏した長い白毛があ

る。葉は全縁で縁に内毛がある o

葉の先は鋭先、基音1¥1:J:t青11J形。

托葉は茶色の膜質で二ー角形状が
図1.大会正美氏より届いた鉢摘の時の A.dall;clIs (2001.8.7 

標本)
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凶 2，調査地の狩場山(1，520111)は後志支庁島牧村と檎山支11淑棚町の境にある。賀老の滝 (515111)は
千走川コースの入口になる。国土地理院1/50，000c，1場山&大平Ll1J

図 3 フ7ーやエゾイタヤ、ハンノ寺などの広

葉樹林にかこまれた賀老の滝。滝の高さ
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は70m、幅l土20111ぐらいだが、水量の 凶 4，1980年に佐々木幸氏が狩場山のI/J麓、賀老の滝
多い持は 30111ぐらいに広がる でA.daJlicusを採種した場所(大倉正美氏スケッチ)
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きず、翌年に開花するのを待つことになる。

この植物の出所は岩内町在住で北方山命令

会員の佐々木幸一氏が22年前 (1980年)に

後志支庁島牧郡島牧村の狩場山 (1，5201l1) 

の千走(ちわせ)コース登山n (新進と IH

道がある)にあたる、賀老の滝の展望台の

下(図 2)のところで、開花していた7 メ

科植物の種子を採種して育てたものであ

るo 狩場山IU凍は狩場茂津多道立同然公闘

の領域で、 i竜は椋高 515ll1のところにあり

日本の滝 100選に選ばれている高き 70

m、幅 20-301l1のi竜である。採種した植物

は長年栽培していたが種名がわからないの

で、何人かの人に同定依頼をしていたよう

である o

同定の結果
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っく o 尊筒は長き 7-81l11l1、}隔 3111111、等

商lま緑1'1色で白毛と果、毛がつき 5裂で1月

の高きは 2-31l11l1ある。旗弁は長さ 8

111m、中高 5111111で先端は凹み先は淡紫色を

し慕古11は白色。雌しべは長さ 10Il1Il1で 1

本、雄しべは 10本、子房に白もがある(医1

3 )。

早いものは 6月11日には豆栄になった。

爽には長い白毛が?智生する。 7月18日に穂

子の採種を始め、 24日までに 24粒採種し

た。

開花・結実・種子とこの柄物のステージ

の椋本が完成したので、 8月に東北大学の

大橋広好名誉教授に同定依頼をした。結栄

はAstragalt日 dailiclIsRetzius (アストラ

ガノレス・ダニクス)であると判明した。

翌年 (2002年)の 6月1Rに淡紫色の花 A，ダニクスの分布

が開花した。 5本の花茎は斜生し伏すが1 日本で発行されている図鑑で A

本の花茎は直立している。散形花序で 2.5 daniCllsが記載されているのは、林弥栄・古

Cl11あり花の長さ1.5-1. 6 C111で1花茎に

6-8花をつけた。花菜には白と黒色の 2

穏類の毛がある。琶葉があり白毛と黒毛が

同5. A. daJlicusの花。花茎 1本が繭立し、 4本は伏Lてい
る (2004.6.6)
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里祁夫監修の『原、色世界柄物大図鑑』であ

る。これによると、アイ/レランド、イギリ

ス、フランス、イタリア、スェーデン、デ

ンマーク、ドイツからシベリアに分布する。

極小名は「テ'ンマークの」の意である、と

ある。日本にはマメ科ゲンゲ属は 10種自生

し、その内 8種が北海道に生育するが、 A.

ダニクスは日本には自生しない干重である。

A ダニクスの分布図は、フノレテン (1968)

に示きれている。 A.agrestisの分布図のな

かに A.d{miCIIsの分布凶が破線で示きれ

ていて、これをみるとユーラシア大隙の極

地周辺に生育している。

さらに、シベリアはどの地域に自生する

か調べると、ゴンチャロフ GOl1charov

(1946)は中央アジアにおいては、カザフス

タンと中国との境を東西に述なるタノレパガ

タイ(培爾巴11合台)山脈および中国の新彊

ウイグノレ(維吾爾)自治灰にあるズンガ 1)

ア(ジコンカソレ=准噂爾)余地、さらに東

シベリアに関して見ると、レナ川 コリ

'7)JI問、アンカ'ラJJI-ーサヤンIUflliC問、グ

アリア(パイカjレ湖以来)に生育する、と

ある。ヤコブレブ Yakovlevら (1996)に

よると極東ロシアではアムー/レ州・ユダヤ

白J古川|・ノ、パロブスク地方・沿海州(プリ

モlレスキー地方)・カムチャツカ;'1':島・クリ

ノレ列島に生育する、とある。

Kitagawa (1979)によると、ヨーロッパ、

シベリア、アムーノレ川、ウスリー川、満

州、1&オコーツクに分布し、 Jap. Nam 

Kl1rogakl1匂momenzuruとある。 I前チ1'1に自

生していて手11名にクロガクモメンヅノレとし

て発表されている。等筒に黒色こちと白色毛

が密生するが黒色毛がH立つことから付け

られ、 j英字名は黒等水新1蔓の主主、であろう。

密かに賀老の滝でA.dmziclIsの自生が確

認されたら、手n名を「ガロウオウギ」が良

いかと考えていたが、残念である。

満州は現花の中国東北部にあたるので、

『中国植物志， (1993) には内蒙古自治区東

北部の大興安備の西側になる l呼倫只1M盟

(こりんはいじーめい)に生育している、と

ある。

A ダニクスはクロガクモメンヅノレとい

う和名が付いていることと、ユ】ラシア大

陸の中同東北部、ロシア極東など日本列島

に隣接するところに分布している、ことが

分かる。

賀老のi屯から採種した植物がA.ダニク

スと同定されたが、 j己米ここに自生してい

た種であるかどうか疑問が無いわけでもな

い。採種してから 22年が過ぎていて、栽培

の過程で他から種子の混入は無かったのだ

ろうか。日本の閑芸植物としてどんなゲン

ゲ、属が流通しているのかカタログで見ると

ゲンゲA.siJliclISが売られていて、種子販

売リストをみるとシロウ7 オウギ A.slzil'OηO 

11口F附P刀1e白i1目SI目S、シュミ/1ソウ A.saclwliJlellsis 

アストラガlレス・アlレビヌス A.altI1ll1s、

アストラガルス・パープレウス Aρ1I1tlll

日目などの種子が売られている。さらに、

rThe Scottish Rock Garden Cll1b Seed 

Distribl1tiol1J には A. celltraltilllls、A

craSSlC{U沙問 ρα'ySOJlll、A. detresslIs、A 

glyc~ρlげ110s 、 A. mOi1ste四 lIlallllS、A.tllれ

かt}'elts、A.戸lIrslziiが流通している。だが、

アストラ方ノレス・ダニクスが流通している
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様子はないものと推察される。

帰化種ではないかとの疑問もある。 22年

前に佐々木幸一氏が採種したところは、賀

老の滝を間近に見られる場所に新しく展望

台を造った、その下である。時期的に展望

台が新設されて聞もない頃に採種したこと

になる。このH寺の工事で侵入してきた可能

性も考えられるが、園芸種として栽培きれ

ていないし、賀三色のj竜の周辺は標高 515111

もある渓谷なのてー自然皮が高〈帰化種の侵

入はしにくい環境と思われる。

現地調査

クロガクモメンヅlレの自生を確認するた

めに、賀老のi竜周辺の調査を始めようとし

た。ところが2002年には春の融雪で大きな

岩が崩壊して新しく造った展望台は崩壊し

ていることがわかり、翌年に延期せざるを

干専なかった。

第 1同調査は 2003年 7月初日、調査員

はjth升 洋、大倉正美氏、河じ|七方山草会

員の崩11尾孝氏、危険度が高い調査地なの

で岩内山岳会の協力をいただいて副会長の

佐々木利幸氏、展望台が壊れているので古

い展望台に行くルートを通って川岸を詰め

ることにしたので島牧村役場職員の余幽観

光課尚工観光係佐藤享氏に現地の案内を

していただくよう依頼した。

5人で旧道コースを|徐りて、出い展望台

から千走川の際岩の縁を登る。長靴でも水

が入るところが数カ所あるが、滝卜周辺に

たどり着く o竜査のできない滝である)。そ

こから、松井、佐藤は滝の右岸で崩壊した

新しい展望台にまで登り探索した。大会、
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和|尾、佐々 木はi竜の左岸のff場を探索した。

残念ながらマメ科ゲンゲ属らしき個体は探

せれなかった。反省としては、時期をもう

1カ月半めて開花時JlJIを狙らうことにす

る。

第 2回調査は 2004年 6月初日、調査貝

は前年に引き続き松井、大倉、 *111尾、佐々

木に加え、北方山草会員の林炭志氏、岩

内山岳会々貝の桜居iE見氏の協力をいただ

いた。昨年と l司じコースを辿って子走川の

右岸を討めたが滝←Fの手前寸前で深い函が

あり山手には岩照があって迂同もできず引

き返すことになった。やむを得ず午後に松

川、訓H尾、林でかなり荒れていたが閉鎖状

態のコースを下って、崩壊された展望台に

辿り着いた。傾斜が急で務石も起きるかな

り危険な場所であるが、崩壊している展望

台の周辺や近くの岩壁を探索したが、結果

はlIi今年と同じくクロガクモメンヅ/レには出

合えなかった。

2同の5時五で賀老の滝湖辺で観察した柏

物を列記する。ここは北限地帯に近いとこ

ろに生育し、温帯を代表する落葉広葉樹の

ブナが侵出する森である。プナ以外の落葉

広葉樹はミズナラ、シナノキ、ハリギリ、

ナナカマド、エゾイタヤ、コシアプラ、 } 

チノキ、ウリノキ、オガラノくナ、ケヤマハ

ンノキ、ダケカンパなどである。低木や溌

木にサワフタギ、ノリウツギ、エゾアジサ

イ、クロツリパナ、ハナヒリノ寺、タニウ

ツギ、ハイイヌ力ヤ、ツノレシキミなど、つ

る性木木にサノレナシ(コクワ)、マタタビ、

ミヤママタタビなどが生えている。

1*床納ヰ均にはア7 ニュウ、エソニュウ、



コケイラン、イチヤクソウ、ウメ方サソウ、

ギンリョウソウ、カタクリ、アオミノエン

レイソウ、ツタノミネソウ、マイツソレソウ、

ケタチツボスミレ、イケマ、タニギキョウ、

トチハニンジン、エゾタツナミソウ、ユキ

ザfサ、ヤマブキショウマ、 トリアシショウ

7 、ヤマソテツ、ズダヤクシュ、エゾムカ

シヨモギ、エゾキヌタソウ、エゾノヨツバ

ムグラ、ウツボグサ、ジュウモンジシダ、

シシ方シラ、コタニワタリ、 トウゲシパ、

ヒメシラスゲなど。川沿いにオニシモツケ、

イワノガリヤス、オオパミゾホオズキ、タ

チカメパソウ、先場にダイモンジソウ、イ

ワベンケイ、ミヤマタニタデ、フキユキノ

シ夕、ハイオトギリ、エゾカワラナデシコ、

イワアカパナ、滝下にミズバショウなどが

生育している。

このクロガクモメンヅノレはユーラシア大

陸のロシア板東の沿海外!およびクリノレ列島

にまで分布しているので、日本列島の北海

道に自生し賀老の滝に隔離分布していても

不思百議ではないと考える。不思議ではない

理由は横内 (1976)が提唱する「飛び越し

型分布 (OverSea of ]apan) J と考えたら

どうであろうか。この考えによると、クロ

ガクモメンヅルはサハリンに生育していな

いので大陸経路から直接北海道に供給され

たのではなく、地史時代に北海道の凶南部

が大陸と地続きであり、日本海が陥没し拡

大してできたときに沿海州と北海道に隔離

された、という考えである。地図の直線で

は北海道狩場山と沿海外!の最短距離は約

412 kmで、狩場山から束力の根室半島まで

は約 487kl11あるので距離的にはかなり近

いことが分かる o

賀老の滝周辺は自然環境の厳しいところ

で、この柄物を探索するのには少人数では

限界があるので、この植物の概要をここに

発表して狩場山山塊ないし賀老の滝周辺で

クロガクモメンヅノレが今後発見され、 日本

での新産地記録となることを願っている次

第である。
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