
一一一シダ探しの思い出から一一一

ヒメジョオン

我が家近くの空き地でムラサキエノコロ

グサとハナクサキビに固まれて咲いている

ヒメジヨオンを見つけた。なかなか風情が

あったので、中判カメラを持ち出して数カ

ットを撮った。が、披露する機会がないま

ま年月を経た写真だ。画面全体が帰化植物

だらけなので前号に載せるべきだったかも

しれないが、この写真、昨年は私の目に触

れることがなかったので仕方がない。

撮影した場所には家が建ち、もうこの風

景は見られない。被写体になった植物たち

のご冥福を心から祈ります。

仕事として植物写真をはじめたとろは、

シダを撮る乙となど思いもよらなかった。

この“想定外"のことをやりはじめたのは、

平凡社から『日本の野生植物・シダ』の撮

影を依頼されたからである。とはいえ、シ

ダに関してはど素人の私であったが、幸い

本会会員である佐藤利幸さんにいろいろと

教えていただけることができた。彼は現在

信州大学の先生となっているが、当時は北

海道大学低漏科学研究所に勤めていたので

ある。佐藤さんとは何度かシダを探してフ

ィールドを歩いた。いずれの野山歩きも新

しい世界を切り開いていくようで、楽しい

思い出となっている。

ヒメハイホラゴケ

とても珍しいシダであった。姿も和名か

ら惣像できるように、まるでコケである。

札幌市梅沢 俊

分布情報の“虎の巻"r北海道高等植物目録』

を開いてみても、後志(然別)とあるだけ、

座右の書『原図鑑』にも載っていない。こん

なに珍しいシダなら出会えるのはもう絶望

的だと思ったら、佐藤さんは「見たことが

あるJというではないか。

そこで佐藤さんと浜益方而へ。国道から

こ乙と思しき場所で何度も沢地形に分け入

るが見つからない。結局乙の日は徒労に終

わってしまった。原因は彼の記憶力不足で

はなく、国道が幅の広い新しいものに切り

替えられたため付近の環境が変してしま

ったためである。ヒメハイホラゴケの生育

地も工事によってつぶされてしまったのか

もしれない。

その後、佐藤さんは上ノ国町湯ノ岱付近

から林道を走り、小沢がi冠状となった地点

を案内してドさり、このシダを見せてくれ

た。この時はハイホラゴケと説明されたよ

うに記憶するが、北海道産の両種の遠いに

ついてはよく分らない。いずれにせよ、生

育療境は洞じだから、以後注意深く見て歩

く乙とにした。

そして成果は、あえて普通穏とはいわな

いが、そう珍しいシダでないことが分かっ

た。コックリ湖、雷電山、島牧村、!日熊石

町、小樽市赤岩山そして札幌市の手稲山で

も見ることができたのである。写真は!日厚

田村の海岸近い岩場で写したもの。ここも

国道が長いトンネルとなったので、どうや

って再訪すればよいのか分らなくなってし

まったo
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コシノサトメシダ

平凡社からの振影依頼リストに載ってい

たシダ。和名からして新潟あたりで見つか

ったと想像される、いわゆる雪国のシダら

しいが、北海道産の資料がなくて探しょう

がない。佐藤利幸さんも見た乙とがないと

いう。

なんという巡りあわせだろうか、そんな

時に佐藤さんと夕張岳に登り、偶然出会っ

てしまった。石原平 Fの登山道脇にひっそ

りと件んでいたそれを見つけたのはもちろ

ん佐藤さんだ。もう何十回も通っていた道

の足元脇にあったとは。やはり“シダの目"

で見ないとシダは微笑んでくれないようだ。

おまけに佐藤さんはその近くでキタノミヤ

マシダも見つけてしまった。さすがシダの

プロである。この時の写真は命名者芹沢俊

介先生のチェックを受けて平凡社の図鑑に

掲載されている。

この夕張岳遠征における最大の“火の車"

事件については小著『北の花つれづれに』

に載っているので、興味のある方はご笑覧。

一度本物に接すれば産地情報はどんどん

増えるのは必然か。日本海側に多いが大雪

山愛山渓付近や日高11I脈チロロ岳でも出会

っている。

ヒメノキシノ7"

厚沢部町にある“レクの森"は歩いて楽

しいので近くを通る度に立ち寄っている。

ヒノキアスナロをはじめ、札幌では見られ

ない植物がたんとあるし、 トイレもヒノキ

アスナロ造りなのだ。

函館市在住の高橋武夫さんは、そこに隣

接していた桧山営林署に勤めておられた、

とってもシダに詳しい方だ。ヒメノキシノ

ブの生育地をお伺いしたら地図まで書いて

ど教授下さった。写真はその地図を頼りに、

レクの森の奥まった場所で写した。その帰
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路、丹念にブナの幹を探すと二箇所でヒメ

ノキシノブを確認できた。やはり実物を見

ると“目っき"が変わってくるようだが、

まだ厚沢部町以外で乙のシダを白にしては

いない。

イワガネソウ

シダを探す資料として頼りになるのは倉

田・中池編『日本のシダ植物図鑑~ (東京大

学出版会・ 1979~1997)だろう。精密な

線画と植物の解説の後に証拠標本として全

国の採集データーがずらりと載っているの

だ。すごい資料なのだが、私は持っていな

い。なにしろ分厚いハードカバーの本が8

1111セットなのだ。狭い我が家では置く場所

がないではないか、とは表向きの理由?

必要に応じて五十嵐会員からコピーしてい

ただいている。

それを見ると北海道での記録はーケ所の

み。上磯町茂辺地戸田国有林(高橋武夫

1981)とある。

2004年10月の半ば、道南に行ったつい

でに、それと思しきあたりを探してみた。

沢沿いの林道に入り、幾つかの枝沢を探す

がよく似ているイワガネゼンマイばかり。

林道に戻るとマウンテンバイクで一人の外

国人がやって来た。彼は「英語話せます

か ?J と英語で聞いてきた。乙ういう時の

常套句「全く話せませんj と英語で応じた

ら「この道、函館に通じていますか刊と。

「私もよそ者だけど、函館には行けないと思

う」と返したら「サンキュウJと言って引

き返して行った。地図くらい持てよ!と思

ったが、彼は体力と度胸で旅する人種なの

であった。

そろそろ時間切れとなったころ、砂防ダ

ムを渡った対岸でイワガネゼンマイとムー

ドの違う一群を認めたロ葉はやや硬く、先

は徐々に細くなって尖り、脈は網目状とま



ではいかないものの、所々で繋っているで

はないか。

後に高橋武夫さんに報告したら私と同じ

場所で採集されたことがわかった。

ヤマイタチシ夕、

このシダも前述の『日本のシダ植物図鑑』

に、江差町水源地(君塚芳郎 1974)とある

のを参考にして探した。水源地周辺の樹林

内を歩き回るが目に入るのはよく似たイワ

イタチシダばかりである。イワイタチシダ

は北海道では太平洋側に広く分布し、当会

会員ならアポイ岳中腹でミヤマイタチシダ

と共に目にしているはずの常緑シダである。

探し疲れてもう帰ろうとした時に見つけ

たのが写真のシダである。イワイタチシダ

とは葉柄や葉軸にある黒い鱗片のつき方な

どで見分けるが、自信はない。葉軸に対す

る羽片のつき方も違うようだ。襟本がある

のでそのうち然るべき方に同定してもらう

つもりだ。

カラフトミヤマシダ

このシダは『原図鑑』、つまり故原松次先

生による『北海道植物関鑑』下巻(噴火湾

社1985)に載っている。撮影データーは

1976・10・6 早来町とあり、原先生にお

伺いしたところ撮影場所は UR室蘭本線遠

浅駅裏の林内j とのことだった。

さっそく出かけてみたが、駅から林まで

がすこ、いブ、ツシュで悪戦苦闘、林も広くて

むやみに歩いても時間を費やすばかり、甘

く考えていた初回はまず空振りに終わった。

2回目、ブ、ツシュに備えた装備で効率的

に林内をめぐるように歩いたら暑い最中に

もかかわらず2時間余りで何とか見つける

ことができた。ただ残念なことにソーラス

をつけた葉は 1枚も見当たらなかった。

後日談、佐藤利幸さんも見たととがない

とのことだったので、生育地の情報を提供

した。時間を無駄にしないようにかなり詳

しく場所を教えてあげたにもかかわらず、

行き当たらなかったとのこと。いったい原

先生はどうして見つけられたのだろうか?

カラフトミヤマシダの方から呼び寄せたと

しか考えられないではないか。

ミズスギ

暖地位のシダなので、北海道では地熱の

高い所で辛うじて生き延びている。前出の

『原図鑑』には弟子屈町で撮られた写真が載

り、「有珠山のものは昭和52年の噴火で消

えてしまったIとある。

このシダを見たいなら川湯潟泉近くの硫

黄山である。この山を一周する小路をたど

ると小さな硫気孔があり、その周りにへば

り付くような株を見るだろう。写真にある

ような“絵になる"株は硫黄山の中腹まで

登らなければならないが、今は規制がかか

って行けないかもしれない。 w北海道高等植

物目録』を覗くと主主別にもあるらしい。筆

者はそ乙では見ていないが、観光客が多く

て探しにくいのではないだろうか。

北海道では産地が少なく、珍しいシダと

いえるが、探さずに偶然出会った場所があ

る。それは道南の恵山である。 IR椴法華側

からの登1I1道を登り、斜度が務ちる手前右

側で見られるはずだ。こんな見つけやすい

場所にありながら記録がないとは信じられ

ないが、“シダの白"を持った人がここを歩

いていなかったのだろう。

こ乙数年間シダと遠ざかっているが、北

海道で記録されていながらまだ見ていない

シダもまだ幾らかある。そろそろ“シダの

目"歩きを再開しょうかと思う。まず奥尻

島あたりから
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アネモネ属の変わり花(2 ) 

札幌市国京潤

最近になって北海道のアネモネ属9種の ウラホロイチゲ

内、サンリンソウとフタマタイチゲを観 釧路湿原内の道路脇、釧路市音別町、

察することができました。回数や場所が 浦幌町で観察できます。等片の多いタイ

少ないため(分布地域が少ない、遠方地 プ9枚(写真5・2007.5.4浦幌町)や緑色

など)または、変異幅が小さいのか判り の等片があるタイプ(写真6・2007ふ4浦

ませんが変わり花といえる花はまだ見ら 幌町)がありました。ミドリニリンソウ

れません。 のような花を見つけてみたいのですが、

これらの花が咲いていた場所は樹木が伐

キクザキイチゲ 採されてしまいこれからも咲くかどうか

本誌23号・変わり花(1)の追加とし 不安です。

て二輪咲きのタイプ(写真1・2006.6.3.長

万部岳)と、まだ聞ききっていませんが

花弁状の琴片が30枚のタイプ(写真2・

2007.4.29.函館i111がありました。

現地でこの枚数を数えるのも大変で帰

ってからパソコンで拡大して確認してい

ます。これまでは二輪咲きとl司じ場所で

見た25枚が最高でした。

ヒメイチゲ

ヒメイチゲの変わり花をよく見られる

のはアポイ岳です。尊片の多いタイプ

(写真3・2004.5.8.)や淡い紅色の筋があ

るタイプ(写真4・2004.5.8.)がありまし

た。ほかの場所ではせいぜい、尊片が6~

8枚のタイプを見られるだけです。名前に

似合わない大きい花(エゾイチゲに近い)

なども見かけることがあります。
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二りンソウ

ニリンソウは変異幅の大きい花で、専

片が緑色になるものは多種多様です。尊

片がただ単に白から緑色に変わったタイ

プ(写真7・2004.5.15芽宗町)、尊片の枚

数が特に多いタイプ(写真8・2004.5.28

野幌)、専片の内部が緑で先端部が白色の

タイプ(写真9・1999.5.16札幌岳)、逆の

タイフ。で中心部が白で先端部が緑色のタ

イプ(写真10・2004.5.28野幌)、淡紅・

白・緑の三色のタイプ(写真 11・

2002.4.28芽室町)、等片がフギレ八重咲

きタイプ(写真12・2001.5.4.函館山)、花

といえるかわかりませんが、琴片と雄主主

がほとんど先祖帰りしたタイプ(写真

13・2001.5.4.函館山)と様々 です。また、

淡い紅色が入ったタイプ(写真14

2007.4.30.新冠町)もありました。



エゾイチゲ

エゾイチゲは、旭川市嵐山や大雪の白

雲岳に見られるように垂直分布の大きい

花で7月に見ると少しびっくりします。等

片が多いタイプ(写真15)、おまけの専片

があるタイプ(写真17)、日焼けしたくな

い雄薬のため開かない等片があるタイプ

(写真18・いずれも2007.6.3長万部岳)、

淡い紅色のあるタイプ(写真16・2006

6.1l.)また裏側に淡紅色の筋によって表

面が淡紅色に見えることがあります。

サンリンソウ

長万部岳、大千軒岳のコヵ所の観察の

みと開花時期に合わせられないこともあ

ってなかなか変わり花を見ることはでき

ません。

写真19.20・2007.6.2大千軒岳

フタマタイチゲ

浜頓別町ベニヤ原生花関での観察会で

見たものです。(写真21・2006.6.24浜頓

日rJ田n

オオバショリマ(裏表紙)

オオパショリマ(ヒメシダ科)

Thelypleris (JlIelpaertensis 

雨竜町佐々木純一

名前だけれど「ショリマj はシダ植物の

呼び名なのでワラビ、ゼンマイ、カグマ

などのーつだそうです。お貧の頃、湿原

北海道の湿原では、スゲたちの緑に若 には秋の足音が忍び寄りタチギボウシが

草色のヤマドリゼンマイが彩りを添える、 咲き、アキアカネが舞う。惜しむような

が相場なのだが…。雨竜沼湿原ではオオ 青空にオオパショリマのグリーンが鮮や

バショリマ以外を探すのが大変なほどに、 かだった。

こればっかり。「大葉ショリマj とは妙な 撮影:2006年8月13日
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