
吉野博吉氏とヒメハナシノブ

インターネットでホームページを公開し

てから、早いもので10年が過ぎた。始めた

とろは日本語の冨芸サイトの数は実に少な

かったので、趣味の嵐芸家のサイトや、掴

芸雑誌のサイトが頼まなくてもリンクを張

ってくれた。そのおかげで年毎にアクセス

が増え、それにつれて、いろいろな問い合

わせや質向メールも増えて、「ホームセンタ

ーで買った原種シクラメンの球根の上下が

判らなくて闘っているj とか、ときには

「キクザキイチゲが一度咲いただけで急に枯

れてしまった。根は元気なようですが、ど

うしてでしょうかJなどという質問が舞い

込んだりする。こちらから詳しい状態を訊

ねてみると、キクザキイチゲについての質

問者は、この植物が秋まで次々に咲いてく

れると思い込んでいたことがやlったりする。

近年はホームセンターなどでも山野草が

売られるようになり、山草栽培と 般園芸

の境界がなくなる一方で、買っては見たも

のの、どう扱ったらよいのかと思案する人

も多いらしい。初心者からの質問は、かつ

て自分が辿ってきた道を思い起こし、楽し

みつつ返信させてもらっているが、戸惑う

のは近年普及してきた外来山野草に勝手な

和名がつけられているケースで、何々テン

ナンショウとか、何々サクラソウという時

び方であれば属までは推定できるが、「ヒナ

マツリソウJ とか「チドリアシソウ」とか

札幌市丹 征昭

言われた場合、こちらとしては植物の正体

を推察するのは不可能で、的確なアドバイ

スができないことが多々ある。

これとは違って、ある程度の知識を持つ

生産者、業者が混乱の元凶を作りHJしてい

るケースもある。

2年前に、ヒメハナシノブとキョクチハ

ナシノブはシノニムでしょうかと、質問を

受けたことがあった。アルムの通販リスト

では、ヒメハナシノブ(北千烏産・

PolemoniullJ !JumiJe シノニム P. 

boreale}と書いてあるが、他の業者のリ

ストではキョクチハナシノブ(P.borealc) 

として説明されていて、外見では区別がつ

かないという質問だった。

インターネットは情報の宝庫である。初

めて手に入れた種子を台‘てる場合など、自

生地のロケーションや開花状況までもネッ

ト検索で知ることができて、便利なととは

この上もないが、反面、昔のように、ヒマ

ラヤの標高4000111産などといった大雑把な

産地情報だけを頼りに、試行錯誤を重ねて

育て、苦労の末に初めて花を見るといった

感動は、便利さと引き換えに失われてしま

った。

しかも、ネット上の情報は誤りも少なく

ない、試みに「キョクチハナシノブJor 

「極地ハナシノブJでネット検索すると、何

件かのサイトが見つかった。植物分類系や
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フィールド系のサイトは、概ね妥当な記述

だったが、園芸系のサイトはどれも誤った

記述で、それを孫引きして記載するために、

誤った情報でも簡単に増殖していくのが読

み取れた。

また、あるサイトでは「ヒメハナシノブ

(Pole1l1oniu1l1 hU1l1i1e=boreale) 乙の名

で流通するものだが出生(出所7)不明Jとい

う記述も見つかった。私のととろの通販リ

ストを見たうえで部分的に引用し、出生不

明と決めつけているのが明白で、正直、少

しムッときた。これを書いた人は、自ら文

献をしっかり読む努力をしていない事は一

目瞭然だった。

ヒメハナシノブは吉野博吉氏ゆかりの植

物である(写真)。吉野さんのためにも誤っ

た情報流布は放置して置けない。質問者は

ど乙の誰とも知れないものの、北大植物園

の林忠一氏が開設しているサイトのメーリ

ングリストに加わっていると書いていたの

で、少しでも多くの人の尽に止まるように、

そこに返信を書き込んだ。できれば長く残

せる活字媒体で、多くの人に読んでいただ

きたいので、少し省略があるが、ととにも

原文のまま転載したい。

「結論を先に書きますが。 Pole1l1oniu1l1

borealeは、和名ヒメハナシノブで別名な

し。これにキョクチハナシノブの名を当て

るは談りです。キョクテハナシノブは、全

く別種のハナシノブです。

キョクチハナシノブのラテン名は、戦前

の文献で、はPole1l1oniu1l1villoswnになっ

ています。現在はPole1l1oniu1l1acutifJoru 
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111 Willd. ex Roem. et Schultzまたはp.

caerule111l1 Linn. ssp. c8I1lp8nulat111l1 

Th. Friesで、細かく分類する小種主義の

ロシアでは、まだ前者とする学者が多いの

ですが、臼本では後者を妥当と考えるのが

主流になっています"P. vil10swn也Iミacu-

tif101'U1l1 'dP. cael'uleu1l1 Ssp. Call1Pan 

ulatu1l1に含めてしまう大種主義的な考え

方です。

キョクチハナシノブは、今は国産穏では

ないので、市販の書籍には記載されること

が少ないのですが、それでも rl11渓カラー

名鑑'!::l本の高山植物J(豊国秀夫)のハナ

シノブ属の最後のところに和名と学名が記

述されています。

山草園芸家として高名な某氏のサイトで

は、 PoleJ1loniu1l1 boreale別名・極地ハ

ナシノブと、説明しでありますが、これは

完全な誤りです。園芸雑誌などにも精力的

に執筆している人の説明なので、{自の業者

も、それを孫引きして記載しているものと

思います。種小名borealeはギリシャ神話

のBoreas北風の神からきています。周極

分布植物に多くつけられている種小名です。

学名に慣れている故に rboreale=極tiliJと

早とちりをした誤りと推察しますが、この

学名と和名がセットになって園芸界に定着

すると、住lったことになります。

Pole1l1onium boreale Adamsの和名

としては、ヒメハナシノブが妥当で、昭和

初期iに北千島からヒメハナシノブが記載さ

れたときはラテン名P.hwni1eと記載さ

れていました。 P.h日mi1eはP.h口litenii

のシノニムです。研究者によって見解の棺



違があったようですが、現在はP.huJitenii 

(P. hwnileも含む)をP.borealeに含める見

解が分類の方では大勢です。

ちなみに、キョクチハナシノブとヒメハ

ナシノブは、戦前の日本領だった北千島と

樺太に分布していて、「図説・樺太の高山植

物j には、キョクチハナシノブはく花冠裂片

は鋭頭で濃紫色の総点が散生するので判別

できる。中央111脈の北部に産する。〉と見分

け方も書かれています。

千島・樺太の植物に興味があるのでした

ら、参考文献としては、戦前の千島・樺太

の調査報告、とくに舘脇先生のものから読

むのがフロラ全体が理解できて良いのです

が、調まま報告は発行部数が限られていたの

で古書でも入手困難です。J

その他の文献は、

* r図説・樺太の高山植物J樺太叢書5・船

崎光治郎著・上巻・昭和16年擁太庁発行

* r樺太の植物J菅原繁蔵・ i昭和 12年

(1937)菅原繁蔵樺太植物研究

後援会発行

*近年復刻の菅原繁蔵「樺太植

物誌J国書刊行会(大きな図書館

には蔵書がある)

* r北海道の高山植物と山草J

伊藤浩可・ 1981ガーデンライ

フ別冊・誠文堂新光社

(検索表あり)

* w北j毎道の植物(2)ハナシノブ』

伊藤浩司・ 「けj北ti海毎道の自然と生

4物却3号J1990 

(検索索，表あり仇。 Fig多数てで、、 これ

は必読です)
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私がヒメハナシノブを手に入れたのは、

たしか1983年だ、ったと思う。とある園芸』占

に小さく可憐なハナシノブがー鉢だけあっ

て、思わず、買ってしまったのだが、底でラ

ベルを取り違えたらしくウメバチソウと書

いたラベルが付いていた。売り子の小母さ

んに訊いてみたが、名前は判らないという。

本などで調べたら容易にやlるだろうと決め

込んで買ってはみたものの、名前が突き止

められず、長い間ポレモニュームsp.として

育てていた。その後、梅沢さんから吉野さ

んを紹介され、親しくなってからの吉野さ

んは頻繁に私の闘場に来訪されるようにな

ったが、乙のハナシノブには真っ先に目を

つけて「ヒメハナシノブのようだ」と、ヒ

ントらしきものを与えてくれた。

吉野さんがこのハナシノブを所望したの

は勿論だが、そのときは親株一株のみだっ

たので、翌春に株分けができたら分譲しま

すと約束したのだが、次の冬に冬囲いの中

ヒメハナシノブ(イラスト丹由紀子)

に
dnυ 



で蒸れによる腐敗で、親株そのものが枯れ

てしまった。

この初代の個体は、ほぼ不稔性に近く、

稀に数粒の種子が採種できても発芽させる

ととができなかった。エゾハナシブなどで

は株分け繁殖が容易なのだが、このハナシ

ノブは大きな株になっても株分けが難しく、

安易に根を分けると、分けた一方の根に成

長点が認められないことがあって、植替え

のたびに株分けしたい気持ちを抑えたこと

を{憶えている。一度だけ株分けが上手くい

って、北海道山草会の秋南氏と、当会の吉

本明氏に分譲していたので、まず秋南氏に

打診したところ、増えていないとのことだ

った。

そうなると失ったハナシノブへの未練は

却って募った。それから二、三年過ぎて旭

川の吉本さんを訪ねポレモニュームsp，の様

子を聴いたところ、順調に育って株分けも

できているという。厚かましくも出戻りを

申しlHて、再入手が実現した。

吉野さんと知り合いになったころ、札幌

で発行されていた「北国の園芸Jに 年間

連載のエッセイを書いたことがあって、そ

吉野氏由来の北千島産ヒメハナシノブ
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の編集長の三浦さんの紹介で、吉野さんと

同じく北海道山車会の古くからの会員だっ

た土田忠男氏とも知り合いになった。土田

さんは、北海道で保存栽指されてきた千

島・樺太産植物の導入のルーツや保存に努

力した人については、談よりも詳しく知っ

ている人で、あちとちの文献にそれについ

て断片的に書いているのを目にしていた。

ヒメハナシノブのルーツや保存の経緯に

ついても、土田さんに訊ねるのが早道だ、っ

たが、この人は植物について話し始めると

傷めが無くなる性癖の持ち主で、午前中に

訪問すると、延々と話が続いて、暗くなる

まで開放してもらえない。直接会うのは避

けて、電話で用件のみで済まそうと思って

も、結局は受話器を持つ手が疲れるまで話

し相手にされ、まるで蟻地獄の巣に落ちた

アリのような状態に陥ってしまう。梅沢さ

んなど多くの方が随分アリになった経験が

あったと聴くが、私もヒメハナシノブの再

入手が叶ってから、そのルーツについて土

田さんから手掛かりを得るために、かなり

の時間をアリ状態で耐えて、やっと北海道

LlJ草会の古参会員の手で細々と保存されて

ロッキー北部産のPolemonil1l1J¥riSCQSllm 



いた植物であったととが聞き出せた。

最終的な保存者は菅原福次郎という人で

あった。吉野さんは昭和19年 (1944)に

占守島でヒメハナシノブを含む多くの種子

を採集し、北大植物園の舘脇操先生宛てと、

北海道山草会の分は親しかった会員の音喜

多氏宛てに送ったそうで、当初、その種子

はかなり発芽して生育したという o 吉野さ

んと北千鳥との関わりは、「北方1I1草J8号

「中部千島混禰古丹島植物日誌Jに詳しい。

戦後、落ち着いてから、吉野さんは北大

植物園を訪ねたが、吉野さん由来の植物は

殆ど見られず、小樽の背喜多宅も訪ねたが

移転して消息不明で、吉野さん由来の縞物

についてのその後の消息も、そこで途絶え

てしまったという。戦後、吉野さんは家業

の生花!古に専念し、北海道山草会との繋が

りは無かったらしい。

蛇足ながら、吉野さんの昔の応舗は時計

台の向かいの丸惣旅館とは反対仰jの北の角

にあって、私が通っていた小学校は時計台

の南向かいにあったから、小学生のとろの

私は、学校の行き帰りに必ずその前を通っ

ていたし、吉野さんの娘さんと私の妹は、

小学校から高校まで同じ学校に通っていた

のだと、後に吉野さんから教えていただい

て、浅からぬ因縁を感じた次第である。

吉野さんと土田さんの話では、戦前の北

海道山草会の栽培植物にヒメハナシノブの

名前は見つからなかったという。ちなみに

ポレモニューム・ボレアレが導入され、量

産普及し始めたのは、 1991年に森和男氏が

アラスカ産の個体を導入してから以降のこ

とで、それ以前に残っていたヒメハナシノ
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ブの栽培起源は吉野さんの採集種子から始

まったと見て間違いない。

戦中戦後も細々と保存されてきた千島・

樺太産の植物が、一般の趣味家にも身近な

存在になるのは、山野草の流通市場が形を

整え、生産者による量産体制も今に近いも

のになった昭和40年代後半以降のことだ

が、カタオカソウのように増殖率が低いも

のは、今も一般には普及していない。ヒメ

ハナシノブが普及しなかったのも、増殖の

困難さが原因になっていたのだろう。

株分けだけの繁殖では、また枯らしてし

まう可能性があると考えて、私は戻ってき

た株から実生による繁殖を試みたが、株を

肥培充実させても、自然のままのオープ

ン・ポリネーテッドでは以前と同じ結果に

なった。特定のポリネーターが必姿なのか

とも考えたが、ハナシノブ属の植物は放任

栽携でも種子が得られるのが普通である。

それで花の状態を観察してみると、雄蕊は

あるものの花粉の出が非常に悪いことに気

がついた。わずかに花粉は出ているような

ので、早速、人工受粉を繰り返したところ、

十数粒の完熟種子が得られた。

その種子から育てた二代目の株には、花

粉の出が惑い個体は皆無で、その後は順調

に世代交代させることができたし、穂子も

あり余るほどに採れて量産できるようにな

った。

長年、株分けなどの栄養繁殖のみを繰り

返すと、稔性を失う植物がある乙とは知ら

れているが、ヒメハナシノブの場合には、

たまたま最後に残っていたのが稔性の低い

個体であったのだと思う。自生地であれば、



{也の個体から花粉を得られるので、このよ

うな個体でも種子をつけることは可能なわ

けである。

昔の山第栽培家の中には、いわゆる珍品

植物の希少価値を保つために、増えても他

人には譲らずに捨ててしまうといった偏狭

なコレクター的な人もいたそうだが、今で

も一般の趣味の栽培家は増殖には熱心では

ない。たくさん殖やすと、それだけ世話も

大変になるし、場所も必要になるからであ

る。ましてや戦後の食糧難の時代に山草な

どを育てていた人たちは少数の稀有な人々

で、仲間内に譲る分ならば、あえて実生増

殖しなくても株分けだけで足りていたのだ

と思われる。戦後、千島・樺太産の縞物は

多くの稲類が絶えてしまったが、今も残る

植物は稀有な人々の稀有な情熱によって保

存されてきたのである。

ヒメハナシノブの実生二代目ができたと

き、凶ができたことと、培養保存に努めた

のが菅原福次郎という人だったことを吉野

さんに伝えたととろ、前から心当たりがあ

ったように領いていた。吉野さんよりも古

い世代の人だが、今の白石区菊水で山草園

を営んでいた人で、この菅原福次郎氏やカ

タオカソウなどを保存した中薮光信氏、吉

野さんとは親しかった熊坂退治氏などが、

戦時中から戦後にかけても、熱心に山草栽

培を続けていたのだという。

後日、北方山草会に入会した佐藤昌子さ

んは、熊坂氏の娘さんだと吉野さんに紹介

された。熊坂さんの没後は、前養していた

植物を佐藤さんが受け継いだそうで、ヒメ

ハナシノブについて佐藤さんに訊ねたとこ
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ろ、昔はあったような気がするが、今は無

いとのととだった。

私事になるが、菊水で山草間を営んでい

た菅原福次郎氏については、思い当たるこ

とがあった。高校の山岳部時代に菅原君と

いう気が合う後輩がいて、卒業後も頻繁に

1I1行を共にしていたので、何度か彼の家を

訪れて山行の打ち合わせをしたことがある。

広い敷地に大きな樹木がある家で、!定には

棚が作られ、盆栽などを交えて高山植物の

鉢結えもたくさん並んでいた。訊くと「祖

父がやっているJとのことで、門柱には木

製の看板が掲げられていたような記憶もあ

る。

この原稿を書くに当たって、何十年振り

かで彼に連絡を取ってみたところ「福次郎

は祖父です。当時、東光園という看板をあ

げていました。 時々、北大の先生が来てい

ました。東光国は昭和50年ころ祝父の失火

で焼失してしまいました。但父は昭和55年

頃に亡くなりましたJと返事がきた。

古くから情養保存されてきた植物につい

ての山来は、それを知っている吉野さんや

土田さんのような人々が他界されると、そ

の時点で伝承が途切れてしまうととが多い。

晩年の土田さんは、かつて栽培された記録

がある千島・樺太産植物の由来などを纏め

る作業を進行させていたようで、時々、古

い記録資料を探しに吉野さん宅を訪れてい

たというが、未発表で終わってしまったら

しい。吉野さんが大切に保存していた数々

の古い資料も、今後は散逸してしまうのだ

ろう。



口伝えでは誤って{uえられることも多く、

やはり菅原福次郎氏によって戦後まで保存

されていたハナタネツケバナ(Carclamine

pratensis)は、樺太産ハナタネツケバナと

して今も生産販売されているが、吉野さん

や土問さんの文献を調べると、正しくは千

島産であった。由来は活字にして残すこと

が必要なのだが、やや遅すぎた感もある。

吉野さんは「北方山草10号J(1992年)に

「千島の植物についてJという貴重な一文を

残されているのが、それには書かれていな

い事を、少しだけ補足しておく。

千島産のチシマヒナゲシ、カタオカソウ、

樺太特産のシュミットソウAstragalus

sachalinensisは、前述の中数光信氏によ

って戦後まで保存されたと記録されている。

このうちチシマヒナゲシについては「リシ

リヒナゲシと混同されていて、識別の判断

が難しい」と書いてあるが、 1990年ごろに

はリシリヒナゲシとの交雑して、すでに純

系は絶えていた。私のととろでは、 98年に

高橋英樹先生から中千島シムシル島で採取

の種子を頂戴したのを機会に、交雑の恐れ

があるリシリヒナゲシを処分し、チシマヒ

ナゲシを増殖保存している。

菅原福次郎氏は、ナーセリーの草分けと

も言える栽培家だったので、多くの種類を

保存していたと思われるが、ヒメハナシノ

ブ、ハナタネツケバナ以外の保存について

は不明である。

チシマハマカンザシは、北大植物閥、北
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山草会が保存。アライトヒナゲシについて

は、 1926年にアライト島で伊藤秀五郎、小

森王工作氏が採集した種子をルーツに北大植

物闘で栽培され、栽培で得られた種子が北

海道山草会に流れた系統と、北海道けl草趣

味の会の佐藤吉郎氏が、戦前かなり早い時

期に独自に自生地から積子を入手して、そ

れが普及した系統があるとされる。戦時中

は北海道山草会と小樽山草会で保存された。

千島産のチャボシコタンソウSaxifraga

br口chialisSSP.. cherlerioicles (吉野さん

は別名のヒメクモマグサで記載)、ムラサキ

イワベンケイRhocliolacaespit口saf 

humilis(吉野さんはムラサキベンケイソウ

と誤記)、ヒメエゾスカシユリ Lilium 

clauricl1fl1 v. alpinl1f目、樺太産のシロバ

ナカラフトミセバヤ、 トドシマゲンゲなど

の保存者については不明だが、いずれも前

述の稀有な情熱で植物を守り育てた人々、

吉野さんとは袖擦り合った人々が今に残し

てくれたものであることに間違いはない。

樺太特産のカラフトピランジは、戦後の

混乱期に栽情個体が絶えたようにj皆、われて

いたが、北海道山草会の中原護ーという人

が、道北の農家の庭で育てられているのを

偶然発見し、その株の種子から増殖して普

及させたものだと、土問さんは話していた。

こうした記録は、現在の北海道山草会に

は資料として全く残っていないそうで、ア

リ状態は大変であったが、もっと多くのと

とを訊いておくべきだ、ったと、今にして思

海道山草会、小樽山草会で戦後まで保存。 うのである。

チシマウスユキソウは北大楠物閣と北海道 (山野草ナセリ ・アルム)
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