
北海道の野生ラン

アポイカラマツ

ア11θlictrlllη foctidumvar. [;l!~ つ lCIlse

はるばるアポイ岳に出かけたら霧に包ま

れていた。このような時は分類学的な配慮

をまったく考えないで撮影する乙とにして

いる。新しい世界が広がるようでこれまた

楽しいものだ。

クシ口チドリ

[-IenniniwlJ 111口norchis

乙のランは1991年に本会会員の笠康三郎

氏と渡島大島に渡った折、 7月29日に写し

た。現地には結椅個体数があったが、現在

はどうなんだろう? アメリカオニアザミ

に駆逐されていなければよいが 。和名か

らすると北海道本島に当然あるはずだが、

探しに行くような情報は聞かない。ずっと

昔、山草愛好家から“厚岸にあるようだ"

と聞いたことがあるが

1993年8月に中国青海省の黄河源流地域

では豪壮な株を兄た。乾燥地帯なので業は

多肉的で、“チドリ"のイメージは全く感じ

られなかった。北半球の広い地域に分布す

るのだが、各地の花姿を見てみたいものだ。

コア二チドリ

Amitostiglna kinoshitae 

この写真は197日年に根室半島で撮影。そ

の後何度も出会っているがこれ以上写真映

りよい個体はなかったので登場させた。湿

原に生えるので、スゲ類が邪魔して撮りに

くいランだ。
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札幌市梅沢 俊

シテンクモキり

LI!Jaris purpure口Fit臼 ta

乙のランに関しては次ベージに宮本誠

郎氏の写真が登場しているが、花のアップ

なので全形を載せた。この'ザ真は1975年に

振影したもの。詳細については朝日新聞水

曜日夕刊の連載「梅沢俊の写真散策・山

花ものがたりJ2009年3月11日付けに掲載

されているので参照されたい。北海道本島

でも確認しているが、 l株のみなので産地

はまだ公表できない。その株の唇弁は薄茶

色だった。

エゾノクモキリソウ

Li[Jaris koreana 

渡島半島から宗谷地方まで分布域が広い。

唇弁の色は緑色~紫褐色。時に基部にシテ

ンクモキリのような紫斑を見る。

この部分で蟻がよく蜜を首1¥めている姿を

見ている。

背から愛好家の問でオオフガクスズムシ

と呼ばれていたラン。形態はフガクスズム

シソウに似るが地生ランである。フガクス

ズムシソウは樹上に清生し、北海道に分布

しないとされるが、筆者は日高山脈ピセナ

イ山で見ている。ずいぶん昔の話だが、営

林署の職員が案内してくれたのだ。幸運に

もこの時伐採した樹に着生していたヒナチ

ドリにも対面できたのだ。二度と味わえな

い而向いHだった。そのうち現場を丙訪し

てみようと思う。

写真は2006年7月16日札幌市の山中で。
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ウスギヌユウシュンラン

Cevhalθnthelヨ erectavar. suba]Jhy 
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ユウシュンランはギンランの変種とされ

ているが、その関係でいいのか。昨年知内

町の山中ではユウシュンランが満開なのに

ギンラン(ヱゾギンランかりはまだ喬だ

った。とまれ写真は昨年初めて見た葉緑素

を持たない進化?した個体。札幌市内の山

中なので今年も同様な状態で出現するのか

楽しみだ。和名は透けて見える薄い紹のよ

うな葉なので仮にウスギヌとした。学名は

どんな形容語になるの?

ドウトウアツモりソウ

CYJJripccIiuI11 shsnxicnsc 

札幌市近郊の定山渓天狗岳で撮影したと

いう写真を当会会員だった故吉野博吉氏か

ら頂いた。著作権の関係で掲載できなかっ

たが、 ドウトウよりもエゾアツモリソウの

ほうがふさわしいと思い、小著『新北海道

の花』ではそのようにしたが高橋英樹先生

が本号で報告したドウトウ(道東)のほう

が定着しやすいか。

写真は置戸町の中程度の川を渡った丘陵

地で。再訪したら河川改修のため現地に辿

りつけなかった。私の記憶力とはその程度

なのであった。 トホホホ。 1982年日月 18日

損影。

トラキチラン

E[Ji[JogiUlll 8Vhylll11ll 

暗い針葉樹林ドに生えているので、撮影

に苫労するランだ。ストロボを使えば雰附

気は台無しになるし 1997年8月6ij大

雪1]1大雪湖の近くで撮影。筆者は大雪山以

東数ケ所で見ているが、故原松次先生は旧

大滝村でご覧になっている。そこは徳舜瞥

山ではないかと見当をつけて登る度に途 i

のアカエゾマツ林下を注目しているが、な

かなか出会えないでいる。
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礼文鳥の蘭 ORCHIDACEAE 

2008年10月までに礼文島で写真記録し

たラン科は17属25穐となった。なお、ホザ

キイチョウランは未確認だが、館脇 操博

士(1934)の記録があるので掲載した。

民近の報告としてはギンラン、クゲヌマ

ランの2稀があること、 トラキチランが確

認されたこと、 2007年に新種として報告さ

れたシテンクモキリが礼文島にもあったこ

となどカ叫ìH:fら ~1る。

カラフトアツモリソウ及びその交雑種に

関してはレブンアツモリソウを保護するた

めに、アツモリソウ群生地内で開花した際、

頭花を除去する対策が環境省により行われ

ている。

アツモリソウ属 CypripecliuIl1 : 3種

.ホテイアツモリ

CYJJrI[Jcclium nlaClヨnth口S

.レブンアツモリソウ

C. nWClヨnthosvar. f1E-1VUm 

-カラフトアツモリソウ C. ca1ceolus 

礼文島に兄られるアツモリソウ属は3種

としたが、カラフトアツモリソウとの交維

種も見られる。

アオチドり属 CoeloglosSUll1 : 2種

.アオチドリ

Coelog1osSU111 viricle var. bract 

catum 

-チシマアオチドリ

c. v. var. Intcrj，θCtWl1 

菅葉の長さと唇弁の形に違いが見られる。

礼文町宮本誠一郎

ツレサギソウ属 Platanthera: 3種

・ミヤケラン(利尻島でも確認)

PJeltanthera ch口，risianavar. elata 

・エゾチドリ(利尻島でも確認)

Plalanthera rneulbifolul 

・オオヤマサギソウ(利尻島でも確認)

Platanthera sachalinensis 

ハクサンチドり属 Dactylorhiza: 1種

・ハクサンチドリ(利IJL島でも臨記)

Dactylorhiza arislata 

色の変異が多彩で赤紫色~白色まである。

テガタチドリ属 Gymnaclenia ; 1種

・ノビネチドリ(利尻島でも確認)

GynlnacJenia canltschatica 

色の変異が多彩で亦紫色~白色まである。

トラキチラン属 EpipogiUll1 : 1種

・トラキチラン (2006年徳問、村上、武

出の各氏が確認 Epil;口IgiWl18J)hyllwn 

オニノヤガラ属 Gastroclia : 1種

・オニノヤガラ(利尻島でも確認)

Gaslroclia clata 

キンラン属 Cephalanthera : 2種

・ギンラン(利尻晶でも確認)

CephaJanthera erecta 

・クゲヌマラン(利尻島でも確認)

C 日 ectavar. shizuoi 

ギンランとの違いは、唇弁の基部に距が
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ないこと。

カキラン属 Epipactis : 1種

・エゾスズラン(利尻島でも確認)

E[JjJJ8.CUS J]8.]JiJlζSel 

フタバラン属 Listera : 1種

-コフタパラン(平1)尻島でも確認)

Listera. c口Irclata var. japonica 

アリドウシラン属 Myrmcchis : 1種

・アリドウシラン(利尻島でも確認)

l¥{ynnechis japonica 

ネジハナ属 Spiranthes : 1種

・ネジバナ(利尻島でも確認)

Spiranthes sinensis var. 8mOCnθ 

ねじれが右巻き、左巻き、白花もある。

クモキリソウ属 Liparis : 3種

-クモキリソウ Liparis kwnokiri 

-スズムシソウ(利尻島でも確認)

Liparis n】akinoan8.

・シテンクモキリ(堤ほか 2007)

LifJaris purpureoFittata 

クモキリソウとは花弁の色の違いなどが

判りやすい(写真3点)

コイチョウラン属 Ephippianthus : 1種

・コイチョウラン(利尻島でも確認)

Ephi1JfJIWl t11 us schimicltii 
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サイハイラン属 Cremast.ra : 1種

・サイハイラン(利尻島でも確認)

Crel11astra 8.plJencliculata var 

variabiJis 

コケイラン属 Orcorchis : 1種

・コケイラン Oreorchis 1)8. tens 

ヤチラン属 ~\'Ialaxis : 1種

・ホザキイチョウラン(未確認)

Alalaxis IJlono]Jhyllos 

これ以外に利尻島において、これまでに

確認したラン科は、ツレサギソウ属・ツレ

サギソウ、サカネラン属 工ゾサカネラン、

ヒメムヨウランの3種です。

追記

すでに新聞等で報道されていますが、

2008年にもレブンアツモリソウの盗摘が行

われました。ただし資拐の被害に遭ってい

るのはアツモリソウだけでなくハクサンチ

ドリ、ノピネチドリもあるようです。

野にあるランたちをあるがまま愛でて楽

しむ、そんな思いを花を愛す一る告さんと共

有したいと思います。

学名は、梅沢 俊 (2007)新北海道の花

などを参考としました。

北方山草 26 (2009)



カモメラン

Galearis cyc10chila 

道内では道東方而を中心に数カ所の産地

が知られている。花安がカモメに似ている

というのだが。「イチョウチドリIという

別名があるらしい。乙れなら納得。 6月5t1、

市冠村で。

クマガイソウ

Cypripecliunl japonicUll1 

IJIl!民・日高以南に分布する。扇子をひろ

げたような葉が特徴である 1992年から毎

年，との白生地を凡ているが、なくならない

のが不思議という気がする。 5月29目、え

りも町で。

ジンバイソウ(裏表紙)

Platanthera f10rentii 

モイワラン

Crenwstlヨaphylla

2008年は脊から議岩山と円山へ何度か通

った。札幌近郊に住んでいながら、これま

であまり真凶日に歩いたことがなかったの

だ。北:十一条協会の前のfill父さんが、ミ

サの度に藻岩山のエゾ1)スの話をされてい

た。あらためて地域に愛された身近な111な

のだと感じると共に、市民として、札幌で
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札幌市本多丘人

ジンパイソウという柄物が北海道に門生

していることは会の先輩に教えていただく

まで知りませんでした。日本各地に分布し、

道内では奥尻島や桧山、胆振、1'1高東部に

も記録があるようです。落葉樹林内の日当

たりのあまり良くない所で地味な花をつけ

るため、ラン科ツレサギソウ属の中では日

に触れにくい}jでしょう。同属のエゾチド

リやオオヤマサギソウのような華麗さはな

く、玄人好みの花といえるかもしれません。

根元から横に広がる業の縁が波打っている

のが最大の特徴で、葉っぱだけを見ても同

属別種のランとは簡単に区別がつきそうで

す。つやのある 2枚の葉のIUjから細い花茎

を直、Iさせて、その k部に数伺の花がまと

まってつきます。

自生地の付近ではミヤマウズラもちょう

ど見頃でした。 2006.9.18苫小牧市で。

札幌市持田 誠

植物学を学ぶ者として、なんだか申し訳な

い気がしていた。

札幌祭りも終わり、初夏から夏へと急ぐ

6月下旬。老若男女が行き交う登山道脇に、

モイワランが咲いていた。サイハイランの

雰囲気があるが、よく見るとまるで異なる。

務岩山の岡有種ではないが、やはり地7Gの

名前が付いている植物には愛着を感じる。
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