
北海道東部の“カラフトアツモリソウ Cypripθdiumcalceolus" 
とされていた植物はドウトウアツモリソウC.shanxienseである

伊藤 (1980)は北海道東部の網走支庁置

戸II/Jから北海道新産ラン科植物としてカラ

フトアツモリソウを報告した。

学名に CYDri[Jecliu11l calce01us L 

var. [Jar¥'if1oru11l (Salisb.) Fernをあて

た。課年、伊藤(1981)は道東常呂郡産(お

そらく上記と伺じ常呂郡置戸町と忍われる)

の本1荷物のカラー写真を公表した。そこで

は k記と同じ学名を使っているが、平日名は

「カラフトキバナアツモリソウ(別名カラフ

トアツモリソウ)Jとしている。方、 1982

年に出版された平凡社の『日本の野生植物

草本編 1~では礼文島産としてカラフトア

ツモリソウC.calce01usの写真が掲載さ

れた(里見 1982:写真は村川博実氏で1980

{f.6月14tl撮影)。続いて、神山(1984)も

同様に北海道産のカラフトアツモリソウの

カラー写災を公表したが、場所は「北海道。

200mJ とするのみで地名は記されなかっ

た。しかし、生育地が林床であることや襟

高からすると、 j道東産の個体とJ皆、われる。

学名は伊藤 (1980)を踏襲している。

1989年に出版されたレッドデータブック

(我が!誌における保護上重要な植物種及び群

搭に関する研究委員会 1989)でも、カラフ

トアツモリソウC.calce01usが掲載され、

分布は北海道(東部・礼文島)、サハリン、

ユーラシア、北アメリカとされた。乙の項

の記述は伊藤によると思われる。

札 幌 市 高 橋 英 樹

伊藤・日野間・中井(1990)でもカラフ

トアツモリソウC.calce01usとして宗谷

(礼文島)と網走を産地に挙げている。

これら 1980年~1990年にかけての報告

により、「カラフトアツモリソウ C.ca1ce-

01usが北海道の礼文島と道東に自生するJ

と信じられるようになった。

礼文島で見られるカラフトアツモリソウ

については自牛ーを疑う意見も出されていた

(谷口 1983)が、 1995年になり木誌上で、

本人から聞いた話として、「礼文島のカラフ

トアツモリソウは1955~56年頃に外国か

ら入手した種子を播種したものであるj と

の記事が掲載された(吉野 1995)。

その後もこの件についてはさまざまな意

見が出され(谷口 2001、幸山 2001)、筆者

も幸山の意見と同様に人為的な移入の可能

性が高いと考えるが、本稿では自生・移入

についてはこれ以上述べない。ただ育野

(1995)において、礼文島のカラフトアツモ

リソウはヨー口ッパ系に似ており、本道産

とは違うことを述べている点は注目を引く。

そこでは梅沢(1995)による礼文島蕉

(1994年6月9tl撮影)と北見産 (1987年6月

18日帰影)の“カラフトアツモリソウ"の写

真が対比し掲載され、梅沢自身も「両者の

遠いは別種でないかと思えるほどである。j

としている。この写真からは、前者がカラ

フトアツモリソウC.ca1ceolus、後者が本
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写真 l カラフトアツモリソウ

<tL丈島 1998.6.5) 

稿で言うところのドウトウアツモリソウc.

shanxienseにあたる。

一方、世界のアツモリソウ属植物のモノ

グラフが10年ほど前に Cribb(1997)によ

りまとめられている。そこではC.calce 

olusの日本の分布として本文中では「日本

(礼文島)J と述べているものの、その後に

r ficlc S. Kawahara pers. comm.Jと続

け、分布凶では礼文島を分布域に含めていな

い。おそらく白生均斗多入かの議論を聞き知り、

礼文鳥のC.ca1ceolusが自生かどうかの

確信を持てなかったための措置と忠われる。

一方、C.shanxienseについては、上

述の神凶 (1984)の使ったC.calceolus 

var. parvifl口l"UI1lを、C.sha口xicnse

のシノニムとして引用し、C.shanxier】sc

の分布図に北海道を含めた。結局 Cribb

(1997)により、北海道にはカラフトアツモ

リソウC.calceolusとドウトウアツモリソ

写真2 カラフトアツモリソウ

(口シ7・ウラジオストック周辺 2006.6.7) 

ウC.shanxienseの2穏が生えており、前

者は礼文島に見られる縞物、後者は北海道に

自生している梢物、との認識が示されたわけ

である。続いてロシアの Averyanov(1999) 

も北海道に2種を認め、日本における C

calceolusの分布として礼文島を、c.

shanxienscの分布として北海道東部を示

した。

しかし以上の Cribb(1997)や Averya

nov (1999)の著書が外国出版物であった

乙ともあり、日本においては未だに北海道

東部産の植物の帰属について混乱が見られ

る。

筆者は2006年ウラジオストック周辺、

2007年サハリン中部~南部で、森林総合研

究所の河原孝行氏とともにアツモリソウ属調

査を行い、C.calceolus と G~ slwnxiense 

の自生状態をよく観察することができた。

その結果、 2種は花の色が違い、また花昔日
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写真3 ドウトウアツモリソウ

(阿寒町 2006.6.19) 

器官のサイズでも差があることを確認し、

Cribb (1997)の見解に従うのがよいと考え

るにいたった。 2積の違いは以下の検索表の

ようにまとめられる(計測値は生植物のデー

タ)。梅沢 (2007)も本報告と同様に2種に

分けているが、C.s!Jallxiellseの和名に

ついては、札幌市近郊にも分布情報がある

ことから「仮にエゾアツモリソウJとした。

本稿では、 2003年にサハリンの植物調査

で事故死した信州大学のラン科分類学者・

井上健氏が生前使っていた「ドウトウアツ

モリソウJの和名を提案したい。

なお、 Taniguchiet a1. (2001)は北海

道東部のドウトウアツモリソウと礼文島の

カラフトアツモリソウとは葉緑体の頃基配

列では同じグループに入ると報告している。

両種の遺伝子レベルでの煮についてはさら

なる解析が必要である。

北方山草 26(2009) 

写真4 ドウトウアツモリソウ

(ロシア・ウラジオストック周辺:2006.6.7) 

写真5 ドウトウアツモリソウ

(ロシア・サハリン出部 2007.7.11) 

<2種の検索表>

:fEは多少ともlp.色で、全体が淡い茶褐~

黄褐色。唇弁は時に他の弁よりも淡色にな

ることはあるが、唇弁とその他の弁の関で、
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色合いに明らかなコントラストの差はない。

花はより小さい傾向があり、背がく}十は3.0

~4.9 cm長、1.3~2.1 cm幅。側花弁は3.1

~5.1 cmj走。唇弁は小さく、1.6~2.5 cm 

長、1. 1~ 1.6cm幅、 0.8~ 1. 4 cmの深さで、

唇弁の3形質の合計は3.6~5.2 cm 

-ドウトウアツモリソウ :Cypripecliulll 

shanxiense 

道高等植物呂録II単子葉植物 たくぎん

総合研究所，札幌

神田淳 1984野生ラン巡遊.誠文堂新光

社，東京

幸山泰則 2001 カラフトアツモリソウの平

期撤去を.モーリー (5)・35-37

里見f言生 1982.ラン科.(佐竹義輔・大井

次三郎・北村岡郎・亘理俊次・冨成忠夫

編)日本の野生植物草本編1，187-235 

花は2色性で、がく片と側花弁は濃いm' Taniguchi， H.， Nakamura， T.， Mizul悶

紫~黒紫色、時に栗色、まれに緑色。唇弁 mi， H" Kawano， S" Sano， H. and M. 

は通常黄色、時に茶褐色の小斑点がはいり、 Katsumi. 2001. Identity of Cypri-

唇弁とその他の弁の間で、色合いに明らか pecliulll calceolus (Orchidaceae) in 

なコントラストの差がある。花はより大き Rehun Island: Comparativc DNA 

い傾向があり、背がく片は3.6~6.6 cm長、 analysis of related species. Genes 

1. 6~2.6 cm幅。側花弁は4， 0~7.3 cm長。 Genet.Syst. 76: 181-188 

唇弁は大きく、 2.5~3.8 cm長、1.4~2.4 谷口弘~ 1983.礼文島のアツモリソウ 自

C111幅、1. 1~2.0 cmの深さで、唇弁の 3計 然 9月号・ 62-65

出l績の合計は5.4~7.7 cm・............• 谷口弘一 2001礼文島のカラフトアツモリ

カラフトアツモリソウ :Cypripecliulll ソウは自生種である モーリー (5):31 

calceolus 34 

(北海道大学総合博物館) 梅沢俊 1995写真によせてカラフトアツ
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