
鵡川のエンビセンノウはいつからここに?

本誌第 20号で報骨した鵡川のエンビセ

ンノウはここからう己全に消滅してしまった

が、いつ頃からここに生育していたのであ

ろうか、との忠、いが募ってきた。

たまたまこの場所「米原、'百戸」地区(図

I)が、日高地方太平洋岸のHりを結ぶ、総

延長 120kmの高規格幹線道路工事に伴う

周蔵文化財包蔵地域で、私たちが発見する

以前の平成 12年 7月から、北海道押蔵文化

財センターの手によって表土の除去と調査

が開始されていたので、この資料を拝借し

ながら夢物語のような怨像をしてみた。

その位置は米原4遺跡 (B)の位置にあた

るので|司センターのイ立置説明によると rJR

鵡川駅の東南約 5kmに位置している(閃

II)。鵡川の巾‘街地からは一級河川鵡川を隔

て、その東岸の支流イモッベ川のI山J川岸に

あり、標高約 20mの段托上である。この遺

跡は丘陵の末端部に立地しており、緩やか

な沢地形が繰り返し入りこむ場所でトある。

遺跡よりも上流側と丘陵上は畑や牧車地、

あるいは荒地となっている。調査区内付近

の土性は、一様ではないがほぼ全域に 17世

紀中葉の降下火111灰が認められた。 1663年

降下の有珠b火山灰 Us-b、1667年院干の

樗前 b火山灰 Ta-bである oこの火山灰の

下に縄文時代の遺物包含層である黒色 i告が

ありその下位に褐色のローム質土がある

(肉m)。

札幌市 小 林 孝 光

この (B)地区から平成 12if.に、発掘き

れた遺物の主なものは、緊穴住居跡6軒、

土抗 4基、 Tピット 4基、焼土 11カ所など

で、時期は縄文時代中期後半一後期初頭と

きれている。平成 14年度までに発掘された

1:器類は 15，976点、(縄文'I'WI後半のもの

が比較的多く晩期後葉(別表 1参照)のも

のまで、石器類は 27，903点で、主なものに

は、石獄、石棺、ナイフ、つまみ付きナイ

フ、スクレイパ一、石斧、すり石、砥石、

などで、 Tピy トはエゾ鹿猟の落とし民で

あったとのことでした。

エンビセンノウの生育していた場所はイ

モッベ川;(，.岸の斜而とその対岸、黒い腐植

土の上にスゲ類、ミゾソバ、エゾノシモツ

ケソウ、カラマツソウなどに混じって茂っ

ていた。ここの土層柱状模式図(図1Il) 1 

b層付Jliと思われる。

Lychnis センノウ属は、北半球の温帯

~寒帯に約 35種が分布し、ナデシコ伏の花

を付ける 1、 2年草又は多年草で我が図に

は多年草 6穏が自生している。学名のリク

ニスはギリシャ訴の「ランプ」の意味で火

焔色の花色に由来するといわれている o

また平日名の仙翁は『干 fT・集~ (1613 if.nJ) 

のく嵯峨の1111翁寺より初めてこの花を出す、

故に仙翁というなり〉によるとされている。

〈以上注 1> 

L. sel/JlO Sieb. et Zucc センノウ:中
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北方山1j;.22 (2005) 

図原康とされる多年草で室町時代の 1444 るo こちらも仙翁の名の由来はく京都の嵯

年(文安1年)にできた『下学集』にある 峨にあったf111翁寺から [1¥たと記きれil戸時

{山翁花をこのものにすると、たいへん古い 代から詮索きれてきたことであるが、この

時代からの園芸種草花であったことが分か 寺は遠い皆に廃寺となって調べる出がな

凶H 遺跡位置関
(この凶は 1999今、同十地理院発行の fj!;引11，を慢写Lたものである) 北開調報 185より
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別紙 1

今同発射した鵡川町内の遺跡についての土!再

の解説

I層 耕作土と Ta-aMが:l壌化したものを

区全止した

1 a層耕作と層厚 40-60cm 

1 b尉表土黒色腐植土(7，5YRl，7 /1)Ta-a 

層が土壊化したもの

II層 縄文時代の遺跡包含!討の上部に堆積す

る火山阪を 抗して II層とした、火111

灰の降下年代とその種類により a~d

に区分する。

IIa尉 樽 両ija降下軽石層 ADl739年降下 (10

YR8/3) 浅黄桜色層厚~!-J 10 cm前

後、杭従 0.5111111以下の火111灰

IIb層持前 b降下戟石j百ADIω7年降ド

(2，5 Y 6/1)賞灰色層厚 15c目前

後、粒径 1.0-1.5IlUl1の火111灰層、

IIc層有珠b降下火IIIJJiJl百 AD1663年降 I¥

この下 2cm程度の薄い層(10YR4/I) 

褐灰色は有珠bl-6のいずれかに属

するもの、粒子の細かい火11J);大層、

II dM 有珠 b降ド較石崩 ADl663年降下、

(10 YR8/I)灰白色、層厚約 15C111 riiJ 

後、粒径 1-3mm程度の火山灰層、こ

の車'f::t-i層の直下lこブォオールユニソト

を具に「る粒子の細かい火山灰層 (10

YR 5/!J褐灰色が見られる

III層 黒色腐植土 (10Y]{2/I)層厚約 5C111程

J皇、水分を含むとやや粘世を帯びるo

IVJ百 褐色 1:、調主l正全域に見られるのは!日

色腐植土であるが、調査灰の西斜而の

部においてこのj困の下から褐色を呈

する砂状の層が確認された。このこと

からW層を a、bの 2つに灰分したo

lVaM 褐色土 (7，5YR4/3)腐植士、!再厚約 5

cm前後、腐植と風成の 2次111擦など

による層、尚色を，~.している要因は不

明である、この層の部に B-tm苫小

牧火111灰(JO世紀中頃降下)が検出さ

れている。

IVb層 褐色土(. 5 YR4/6) IV a層より砂状的

1、Ta-c層の可能性もあるが、調査灰

内では、明瞭な火山灰層としてみうけ

らnなかった。

V層 w.色腐植土 (10YR1，7/1) 再厚約

20-40 cm、水分を含むとやや粘性を

帯びる。斜而部や標高の低いところで

は厚くなる。

刊層 斬移層褐色 (10YR4/4) -1こぶい貫

褐色土 (10YR5/3) 層厚f~ 40-50 cm。

詞斉区東凶の斜岡部においては以卜の

四層ローム質オと際層の小円居者が一次

堆積を起こし、混濁している。

四崩 ローム質層(JOYR 6/8)明黄褐色層

厚 30CI11程度。水分を含むと粘性に白

む。

VIlIJ，再 際層亜円の小際を主体とする。}再厚

2m以上。
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い> <以上注 2>

この1111翁については『中伺植物志』の石

竹科の項に砕1111翁、 jf14尾仙翁などの名前で

紹介きれており、或いは杭物そのものと共

に中国から渡来したものかも知れないO

L wilfordi (Regel) Maxim. :エンビセ

ンノウ

ンベリア、中国東北部 (1則的外1)より朝

鮮化部、日本北中古1¥に分布し陽のあたる 111

間混地によく見られる多年草とされている

が、 RDB環境庁版では ENに、北海道版で

は Crときhている o

これらの文献によると北東アジアのilJi寒

帯に自生していると考えられるが、もとも

と北海道eは洪積世後期頃(約 2万年前)氷

河期!で海水面は後退し、日本列島は大|控と

i也統きとなっていた(注 3)。ところが沖積

世(約 1万年前)の始め頃気j且が温暖化し、

海水面がと昇して北海道は 2つに分かれ苫

小牧から石狩までが海峡となっていた。そ

の後は海水面の低下や、支幼、洞爺、羊蹄、

樽前、有珠、~リヶ昔などの火山活動によっ

てlJiた噴出物によって濯われ陸続きになっ

たとされている。この大陸と地続きになっ

た頃マンモス、ナキウサギ、アサヒヒョウ

モンなどやコマクサなどの高山に残ってい

る才直物などと一緒にi度ってきたものであろ

うか。

仮にその時期にj度来したとすればこの付

近の t屑の解説肉(別紙 1)を見ると縄文

後期の遺跡のとに年代の分かるだけでも

1663 if.;ff珠 bの火1I1灰層 1667年樗Jiijb軽

石層 1739年樽前a較石層などが積み重な

り当時のj地物は死滅してしまったと思われ

一日5

北方山草 22(2005) 

ふところがこの箇所は 2kmほど東の段

丘上を分水嶺とするイモッベ川の岸である

が、やがて鵡川に合流する小河川の流域で

ある為、凍結や大雨、融雪による洪水など

で撹衿きれたことが怨像され、占い地層か

らこぼれ落ちていた種がよみがえったのか

も知れない。また鵡川町史によるとこの付

近の天然林はナラ、カシワなどで明治末か

らの入植による開墾や燃料、造材などで伐

採され表土の著しい抵件が行われたものと

想像される、これも前記の様に古い地層か

らの干重が蘇る原因になったのかもしれな

し、。

このことはもう 1箇所自生している ]R

日高級沿線の切り通し付近も 1924年日高

拓殖鉄道の開通に件って関翠きれた後に着

生したものと考えられ、これも古い地層か

らの蘇りかもしれない。

このほかに考えられるのは他の外来種刷

物のように人為による伝播である。

鳥獣による伝播も考えられるがそれはさ

て置き、人や貨物に付着して運は、れたと考

えると、アイヌ文化期前期lの 1200年代頃か

ら和人の進出が始まり、鵡川田j史によると

松Jiij務の交易場所として鵡川場所は 1600

年初頭始ったと考えられている。 1809年の

r京行ィ基準， (高倉新一郎博士の資料)によ

ると八王子同心 20人が在住していたこ E

や、当時先111乍が行われていたことが記され

ている。幕府が 1799年東蝦夷を直轄とし

1800年北方からの脅威に備えるため八王

子 1，000人同心が鵡川に波って屯田兵の起

i原となったとされている。

八王子 1，000人同心とは八王子 1，000人



別表 I 北海道史略年表
詞主主年報 13より

本川町時代区分 年代(凶暦) 北海道内時代医分

明治~平成 A.D.1900 (近代・現fU

~I 戸時代

A.D.1600 口アイヌ
唱団I時代 A.D.13印 丈 fe 期

全電合時代 A.D.l200 

平安時代

A.D.800 

グ長良時代

古墳時代
A.D.600 

A.1l.400 
弥盛時代 続縄 文 時 代

B.C.300 
暁期

B.C.1000 
後期

日C.2000 

調代士時
中期

縄文時代 B.C.3000 
前身l

n.C.4000 
早期

B.C.6000 
草創!期

B.C.100帥

!日石器時代 ! B.C.20000 !日石器時代

組といわれ、江戸幕府の職名で、甲斐の武

田氏の遺臣や浪人等が給奉行の記下に属し

八王子lこ住居して、甲州口を警護しまた交

代で日光警護や、江戸火消し役をつとめた、

同心 100人をもって一組とし 10品l!あった

ので 1，000人組といわれたというく広辞苑

第 5版〉。

エンビセンノウは山梨県長野県にも内生

しているとされてく注 4>いるので、若し

やこの人々の荷物に付着して海を越えてき

たと考えられはしないだろうか。

この:{~の様な妖しい火焔色の山野草は北

海道には他に無い。本州にはこの花の色に

似たヒガンバナがあるが海をi度つては生育

していない。あるいは同心の誰かがこの花

86 

に魅せられて、こっそり持ち運んできたので

はないだろうか。こんな科学的でない考えは

まさに夢物語かも知れない。ただこの花の自

生地の消滅していくのがなんとも寂しい。

2004年 9月初日現地を見たが、町道脇

のイモ yベ川の本流は切り替えられその上

に高規格道路基盤の鴎りこ1:がうつ高〈積ま

れ、遺跡のあとも重機のキャタピラの下で

あった。先年避難させた花をもし戻せるも

のならと町道を越えたイモッベ川の下流を

見たがそれらしい場所は見つからなかっ

た。ここのエ事が完成する来年の春頃もう

一度訪れてみたいと思っている。

最後になりましたが、賞重な資料を引用

させて戴きました北海道関蔵文化財セン

タ一様に厚くお礼申しあげます。
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