
国同雨両州
道内で最近目にした新しい外来植物

ダケカンバ

set111a enηanii 

ご存知、もっともポピュラーな山の樹

である。あまりにもありふれているので

カメラを向ける機会は少ない。

羊蹄山に登っていたら中腹で濃い霧に

包まれた。頂上からの展望は絶望的とな

ったが嬉しかった。写真のような墨絵の

ような光景が次々に現れたからだ。

あと山半分登ればお花畑だが、そこは

どうだったか、うんと背のことなので忘

れてしまった。私の脳も霧に包まれてき

たようだ。

ホソバヒマワリ

Helianthus rnaxIIniliani 

2005年秋は小著『夏山ガイド~ 3巻の

増結Ijに向けて卜勝連峰のチェック取材を

続けていた。 9月27日、山仲間と原始ヶ

原の取材を終えて芽室町の新嵐山キャン

プ場に向う途上でこのキク科ヒマワリ属

の花を見つけた。芽室町の国道38i手沿い、

通称「芽室坂」にたくさん咲いていたが、

もう暗くて写真は無理だった。

翌日は十勝岳を新得町側から登る予定

だったので早朝に再訪して写した。色温

度が低く、倒伏した個体ばかりで写真の

仕上りはよくなかった。

帰札後当会会員「帰化植物の五十嵐簿J

氏に連絡。氏が標本採集から悶立科学博

物館の門田裕一先生への同定依頼までや

ってくれ、正体が判明。五十嵐氏からホ

1 

札幌市梅沢 俊

ソバキクイモ(仮称)として連絡いただいた

が、キクイモのように芋(塊茎)をつけない

ことから表記の和名とした。同属にヤナギ

バヒマワリH.salicifolil1sがあり、やや紛

らわしいが。原産地は北米大限内陸部、

カナダのサスカチュワン州から合衆国テ

キサス州にかけて分布しているようだ。

アメリカアサガオ

Pharbitis hederacea 

「帰化植物の探索は港がおもしろいJと

は定説である。外国と一番繋がっている

国内だからだ。北海道では釧路西港と小

樽港が楽しかった。知っていても見られ

なかった植物が次々と見つかった。ワル

タビラコ、ビロードクサフジ、オオブタ

クサ、ツノミナズナヒルガオ科の本

種は小樽港で見つけた。輸入穀物に種子

が混じったものと推定されるが、江戸末

期に観賞用に導入されたことがあるらし

い。熱帯アメリカ原産のI年草。花の径は

3cmほど。 Ipomoea属とする見解もある。

マメアサガオ

I]JOlnoea lacunosa 

北アメリカ原産の前種と同じヒルガオ

科の 1年草で花の径は 2cmほどと小さ

く、白色なので目立たない。これも小樽

港でアメリカアサガオのすぐ近くで咲い

ていた。両種とも 1年草なので翌年も見

られるとは限らない。事実私も一度見た

だけである。
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オオバナサカコザクラ

Androsacc septentri口nalis

この植物は2006年 5月11日、我が家の

近く、真駒内公園を散歩している時に見

つけたもの。サクラソウ科の同じトチナイ

ソウ属にサカコザクラA.filiformisという

帰化植物があり滝田謙譲氏の図鑑に載っ

ているが、草姿がよく似ているので「サカ

コザクラJ として五十嵐氏に報告。それに

しては花が大きいと感じてはいたが・・ 0。

その後ウラジオストック郊外の湿地で

サカコザクラを見て「全然違うj ことが

判明。手元にある資料で調べてみると表

記の楠物に行きついた。分布は北ヨーロ

ツパ、極東ロシア、北米西部の山地。 1

~2年草で花の径は4~5mmでサカコザ

クラよりはるかに大きい。

所で和名でいろいろと悩んだ。属名+

形容語がベストだが00トチナイソウま

たは00ツルハナガタでは何か引っかか

る。で、表記の和名にしたが、サカコザク

ラの語源は不明だ。「サカJは人名だろうか。

その後何度か現地を訪れたが、掘り採

られた跡があった。多年草でないから栽

I自のためなら無意味なのだが。

ベ二バナセンブリ

Centaurium erythlヨea

長万部町周縫の海岸近くで見つけたも

の。 2006年7月28日のことだ。よく見も

しないで花色と対生する葉から「ノハラ

ナデシコあったよJと五ト嵐氏に報告。

軽率、軽率!

その後現地を訪れた氏から「ベニバナ

センブリ、リンドウ科じゃないの」とバ

カに?された。

ヨーロッパ原産の 2年草、葉は無柄で

対生、綬元ではロゼ、ツト状に広がる。園

芸用として翰入されたと図鑑にある。静

狩湿原の縁でも見つかっている。

ムカゴイチゴツナギ

Poa buJbosa var. vivipara 

これも真駒内公園を散歩中に見つけた

植物だ。 2005年 6月3日の乙と。イネ科

植物は同定に苦労するが、これはすぐ判

明した。なにしろ花穂は無性芽(むかご)

だらけなのだ。地中海地域、西ヨーロッ

パ原産の根茎を持たない i年草。生育地

は定期的に芝刈りされるのでとりあえず

標本を作った。 6月20日にはアップ写真

のように無性芽がぐんと成長していた。

基準変種をチャボノカタビラと言うそう

で、図鑑を見るとまるで見栄えのしない

草である。なお2006年は同所に見当たら

なかった。

アメリカタカサブロウ

Ec1ipta alba 

奇妙な和名の植物だ。これは五十嵐氏

が写真による同定依頼を受けたが標本が

なくては無理。都合のつかない氏の身代

わりで2005年10月19日に遥々函館まで走

って見てきたものだ。キク科の I年草で

熱帯アメリカ原産、よく似た同属のタカ

サブロウが本州~琉球に分布している。

それとは葉に明隙な鋸歯がある乙と、痩

果の側面が黒いこと(アップ写真参照)

などから本種と同定した。現地には i株

しか生えていなかったので、その後どう

なったか?。なお発見者は新年度から当

会会員となる滴井信氏である。
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今年初めて見た花

もう長年、道内のあちこちに出歩いて野

草の観察を続けているせいか、なかなか初

見の花には出会う機会が少なくなってきま

したが、今年はジンバイソウ・センブリ・

ミヤマワレモコウに出会う乙とが出来まし

た。

ジンバイソウ(ラン科)

Platanthera florenti 

乙のランは、当会幹事の I氏からの情報

で、樽前ガローの森田遊園に出かけて行吉、

当主の森田氏の案内で見る乙とができまし

た。花はホソバノキソチドリなどに似てい

ます。

根際に比較的大きな光沢のある二枚の葉

を展開させますが、ー番の特徴は葉の縁が

波打っていることです。

生育地は北海道南部から九州にいたるブ

ナ帯の林床となっておりますが、ガローは

ブナ帯ではありません。この場所はこの植

物の道内における分布の北限に近いのでは

ないかと思われますo

花期は 8~9 月なので、他の野草も生い

茂るため、なかなか見つけづらい植物です

が、ここでは群生する筒所もありました。

なお近くにはトンボソウやジガバチソウも

混生していました。

センブり(リンドウ科)

SH，rertia japonica 

この植物は当会会員のH氏の案内で、白

老町の自然公閣のなかで見る乙とが出来ま
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札幌市吉中弘介

した。

10月の中旬に出かけましたが、ちょうど

開花時期で小群滞が二箇所ありました。小

さいけれど、なんとも趣のある花で、たい

へん気に入りました。

梅沢氏の図鑑では、恵山町で写したもの

が掲載されており、分布は北海道西南部と

されており、また原氏の図鑑でも室I期市で

の'与真が載っていて胆振と渡島にあるとの

ことであり、滝閏氏の図鑑では上ノ国町採

取の標本からの図で、分布は胆振・渡島・

檎山となっているので、ここはまさに分布

域に入っています。

ミヤマワレモコウ(ノtラ手ヰ)

Sangl1isorba longi[olia 

この花を私はナガボノアカワレモコウだ

と思っていたととろ、写真を見て梅沢氏が

ミヤマワレモコウと同定したものです。こ

の植物は鳴橋ほか (2001)植物地理・分類

研究で新たに発表されたもののようです。

道内の分布は日高地方とされていますが、

アポイにもあるとのことで、以前にアポイ

で葉は見ていましたが、開花を見たのは今

回が初めてでした。

写真は 9月下旬に様似のエンルム仰の海

岸で写しました。カンラン岩に生育するア

ポイのものよりも草丈が高く花穂も長めで

す。
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|写(真 II~I J:同て l
(仮称)ミドリオオバナノエンレイソウ(裏表紙)

桜も散った、出楠えに慌しい季節だが

峰々は真白だ。山健の新緑に誘われて今年

の初受頂を目指した。登山道は自主雪で塞が

れ白竜のi竜まで 直線だ。水場で分厚い雪

壁とゴォーと現れた激流はすくe雪渓に消え

る。どこが登山道なのか、雪を蹴って湿原

入口を目指した。

2年続けての遅い山の春だった。そこは

白銀の世界、見渡す限りの大雪原とダケカ

ンバの裸木だけだった。彼方に暑寒~Il岳の

なだらかな斜面で続いている。南暑寒岳は

小高い丘のようだ。夏に見せる渓谷はそこ

になく、稜線が6月の青空に輝いている。

丈余を超えるチシマザサも埋もれ、ベンケ

ベタン川の紺碧の水が治々と流れ、しかし

それも湿原テラスまでだった。浮島橋付近

は大雪原、僅かな凹みでJIJの流れがわかる。

湿原の中ほどに毎年早く雪解けする地域

がある。川が空いていた。雪原の下からボ

コボコ音を史て湧き出る雪解け水、流れる

音が春の訪れが近いことを知らせてくれる。

ラムサール条約淑地・雨竜沼i担原の目覚め

だ。誕生の時、すでに深い眠りに就いてい

た。それから半年、何も知らずに目覚めの

時を迎えた。

大雪原を歩きながら、坂本直行さんの

「雪原の足あと・春の暑寒別山群Jが浮かん

だ。 昭和36年5月の連休、坂本直行さんや

鮫島惇一郎先生ら 7人が、国領から雨竜沼

湿原、暑寒B
'
l岳と春スキーを楽しんだこと

を鮫島先生からお伺いした。雪解けの遅い

今年のI田原、直行さんが描いた湿原のスケ
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雨竜町佐々木純

ッチ画が私の前に、同じ感動を共有できた

ような、うれしい気持ちになった。

それから一ヶ月、新緑に包まれた 7月1

日の湿原の遅い春。水の流れにミズバショ

ウが、ミズコケの上でヒメシャクナゲが咲

き、晴天青京の至高の一時だ。紫煙をくゆ

らせようとポケットに目を向けた時、視線

の先にオオバナノエンレイソウらしき姿が

止まった。草陰では緑っぽくも見えるか、

と思いつつ。緑っぽい姿は「緑色Jだった。

緑色のオオバナノエンレイソウだ、った。そ

の後タバコをどうしたか記憶にないが周り

を見回したような気がする。形態は少し異

形で、緑のガク片3枚に同形の 3枚が翰生

する。内花被は 3枚でさらに小内花被が3

枚で部に白い線が入るが緑色。子房は小

さく緑からクリーム色で先端が紅紫色、柱

頭が2-3裂の倍数異形体である。 1個体3

菜で開花、乙れまで 2-4-6数変異体，

多葉、八重咲、帯化など種々の異形個体と

出会ったが緑化個体は初めてだった。ミド

リ聖Jは「先祖返りj といわれるが「ミドリ

オオバナノエンレイソウj を来シーズンも

楽しみにしたい。ただ Iつの心配は、湿原

内を 2年続けてヒグマが出没、大規模に掘

り起こした箇所なので、幻の花とならない

事を祈るだけである。
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