
空知支庁のラン科アツモリソウとモイワランの記録

A 新十津川町のアツモりソウ

筆者が北海道のラン科アツモリソウ属アツ

モリソウ(別名ホテイアツモリ)Cypri 

pedium macranthos Sw.を観察したの

はただの一度だけである。観察したところ

は空知支庁様戸郡新十津川町総進、国土地

理院1/25，000地形凶の「総進Jに当たる。

観察日は今から26年前の1983if6月7日

である。当Hは土曜日の半ドンであり午後

から、勤務地の赤平市から職場の同僚4人

で現地に向かった。案内人は職場の穀山好

きなN氏である。アツモリソウはピンネシ

リ(1，100m)の登山口へ向かう砂金沢方向

の林道脇に咲いていた(写真1，2)。

証拠擦本は採集しにくく、写真撮影に止

めた。クマイザサ内にアツモリソウは生え

ていて、夕刻jに指しかかっていたので写真

短影はフラッシュを使用し、記録としてス

ライドが今16コマ手元にある。との映像を

見るとアツモリソウは3株あり、周囲には

アキタブキ、ツタウルシ、レンブクソウ、

シダ類、クマイザサ、エゾイタヤ(稚樹)、

ミズナラなどが隣生している環境である。

【中空知の自生地】

文献を探すと、射水基 (1970)wピンネシ

リ』第5号に「ピンネシリの植物概要Jが

あり、この巾見出しの項に「登山道に見ら

れる植物、土用峠までJ、のととろでホテイ
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アツモリやクマガイソウなども自生してい

るとE われる、とある。本人は1969年時点

では自生地を確認していないようである。

この場所のアツモリソウを筆者が1983年に

観察したことになった。

佐藤昭三 (1990) の『新卜津川の花~.新

十津川教育委員会より発行した本にアツモ

リソウのカラー写真がある。場所は南幌)J日、

生育環境は山地の市原、林内とある。国土

地理院の1/25，000地形図でも「南幌加jで、

「総進Jの西隣に当たる。

合同勇太郎(1993)の『空知地方の植物』

にはホテイアツモリは中空知の新十津川

町・浦臼111)に自生している、とある。新十

津川町の地区名はないので「総jffiJ か「南

幌加J、さらには別のところか不明である。

浦臼町も地区名はないが、国土地理院の

1/25 ， 000地形図の fi市日J とすると、 r*~

進Jの南隣になる。

雨竜町布住の本会員の佐々木純一氏に中

空知地区のアツモリソウのことを聞くと、

かつては雨竜町に自生していて、そこから

採集したアツモリソウが現在雨竜町民の自

宅庭で栽指されているという。推定この場

所を国土地理院1/25，000地形図の「恵{制IJJ

とすると「石狩大和Jを挟んで、「総進Jの

北側に当たる(本誌45真に報告)。

乙の他、空知支庁でのアツモリソウの自

生地としてよく知られているのは、夕張山
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図。観察地(総imと長沼町)

系の梶山(1，060m)に生育している。

アツモリソウは蛭山の他、定山j兎天狗岳

(1，145111)など高山にも生育しているが、乙

れに対して中空知の浦臼町・新十津川田r. 
雨竜町の 3alJに自生しているところは、地

形図の「総進J・「南幌加j から推定すると

標高は150m~200mくらいで、低地に生育

している。現状については中空知地区のア

ツモリソウの生育は不明であるが、少なく

とも1983年ころまで、さらに1993年とろ

までは低地にごく自然に自生していたので

はないかと考えられる。

アツモリソウの26年前の観察であるが証

拠標本を採れなくて、唯一スライドが残っ

ていたので、カラー写真を添えて記録とし

て残しておく。

B 馬追自然の森のモイワラン

2007年6月16日の第3回北海道フラワー

ソン2007.in長沼120.に参加した折り、空

知支庁夕張郡長沼町馬追自然の森でラン科

サイハイラン属モイワランを観察した。詳

しい場所は瀞台 (272.8m)のピークに指し

" かかるところのトドマツの林床、登山道脇

". 

から 1mくらいのところにモイワラシが咲い

ていた。この時の花茎は1本で、しかも当

日の朝の強風で花茎が折れていたのを観察

しただけである。

馬追野花友の会(会長矢沢敬三郎氏)では

2008年6月29日にモイワランの傑索と遊歩

l尚 道の野花研修会を催した。

前年のモイワラン発見者の一人だったの

で、乙の行事に参加した。前年、モイワラ

ンを観察した場所には生えていなく、それ

より 10mくらい下側で最高草丈46cm(平均

41cm)、花茎8本の固まりで見応えがある

モイワラン(写真3)が生育していた。国土

地理院1/25，000地形11ZJでは「長沼Jとの

「栗山Jの境界付近で、地形図では「栗山J

に入り標高推定は250mである。

2007年のフラワーソンの観察会には23

名の目でi寝無く植物を記録していたので、

花茎8本もあるモイワランを見落とすこと

はないので、乙の年はこの場所での開花は

なかったと思われる。

2006年、馬追自然の森で観察したツチア

ケビは腐生ランで、一般に開花した年から

1~2年間をおいて開花するといわれてい

る。モイワランも腐生ランなので、いま考

えると毎年同じところに咲かないようなの

で、)jIJの場所とはいえモイワランの開花に

再会できたことは幸運な発見である。

さらにモイワランの周辺にはサイハイラ

ン(写真4)が4カ所自生し、開花していた。
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写真1.7ツモリソウ 写真2アツモリソウの花のアップ

(損影地新十津川町総進。砂金沢損影日 1983年6月7日)

写真3モイワラン 写真4サイハイラン

(損影地長沼町周追白然の森。損影日 2008年6月29日)

39 



【モイワランの新変1量発表】

モイワランを最初に発表したのは、北海

道札幌I有高等学校井 J:藤二氏で1957年、

植物研究雑誌第32巻第1号に、『北海道新植

物』と題し5稀を邦文とラテン語記載した

内の稀である。

モイワランは新変種として発表された内

界をド記に紹介する。

3)モイワラン 本州のIU野には、サイハ

イランにまざって時として7眠薬のサイハイ

ランが生ずる事があるが、業を生ずる年と

生じない年とあり特質が不安定であるため、

名を得ていない。

しかるに一方北海道石狩匝l藻岩山には、

サイハイランに近い無葉(茎の葉状鱗片はあ

る)のランがある。花の色は Crenlastra

variabilis f. lJurl)urea Y. Kin1uraより

も更に鮮やかで、濃紫色である。雄蕊はサ

イハイランのより少しく小型であり、唇弁

のIWl片短く長さ約4m111で円頭である。以

上の性質よりサイハイランの変穂として扱

いたい。変事下名は官官1>先生に捧げたもので

ある。和名はモイワランとする。以 kが邦

文記載である。

ラテン語記載項に Cren1astraVal悶 bi

lis Nakai var. lvliyabci T. Inoue， var. 

nov としてヴ'名が記されている。タイプ

原本は井上氏が1937'4'6月27日、務岩IIJで

採集したのを北海道大学に収蔵した、とあ

る。以トラテン語文は日告す。

前川文夫(1971)W原色日木のラン』では

以下のようにモイワランを記載している。

(目的ときには葉をつけないものがあり、産

地に閃んでモイワラン(札幌市の藻岩山)と

北方山京 26(2009) 

いうが、これは種の分布としては北方に偏

り、生活条1'1のJtiい所に生じた原初根茎か

ら、直接に花茎を出した生態型と思われる。

またまれには図の中央 Fに示すような多数

の枝に分岐した原初根茎(プロトコルム)を

残している株に出会う。(目的、とありあま

り評価が高くなかったのか、新変積として

は注目されなかったのではないかと感じる。

[モイワランの独立種]

モイワランの変種を独立稀としたのは、遊

川知久氏で1999年に日本産菌寄生ラン科の

新種、モイワラン (Cremastraaphylla) 

と題して(英文)、筑波実験植物凶研究報告

18・59-63.に発表した。

遊川氏のインターネット版ウェブサイト

の抄録よりサイハイランなどとの違いを箇

条書きにすると、①普通葉を牛じない ② 

花被片の開度が小さい ③花の色が褐色を

帯びた;jJ、紫である。④花序あたりの花数が

少ない ⑤奈柱先端より少し下の11皇側に見

られる翼がない ⑥唇弁基部先端の突起が

平滑でなく綴~いぼ状になる、として、新

種学名は Cremastraaphylla Yukawa 

として発表した。

モイワランは変種ランクのころはIHlさ

れていなかったようであるが、新橋発表が

されてからはインターネットなどを見ると、

各地から報告があるようである。

【ランとラン菌との関係]

~.f!loの興味関心は無葉ランであることで

ある。東京山草会ラン・ユリ部会編 (2001)

『ふやして楽しむ野生ラン』によると、サイ

1
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ハイランは地中の共生繭からかなり養分を

もらっているようで、性質は腐生ランに似

ており、よほど廊まれた環境でないとジリ

貧になって消滅します、とある。

同書に橋本季正執筆の「野生ランと共生

菌j と題して、ランの積子発芽から生長の

様子が図解されていて、大変'i'1Jり易く理解

ができる。サイハイランとモイワランのラ

ン荷との共生を考慮して、彼の考えを要約

引用して、紹介する。

ランの種子は発芽に必要な養分を持たな

い。ラン商と共生関係を前提として種子を

たくさん作り、種子をできるだけ遠くに飛

ばすために、種子を軽くしているのであろ

う。

ランの種子が発芽して、仮根を発生させ、

目主軸と仮根からラン菌を取り入れ、初期の

プロトコームを形成する。野生状態ではラ

ン蘭の力を借りないと発芽・生長ができま

せん。

初期プロトコームから子葉を出し(出芽)、

芽が出て本葉が伸びると、その付け線から

根が伸びます(出根)、そしてランが葉を持

つようになると、自分の葉緑体で光合成を

行なって、糖類等をつくることができるた

め、もうラン歯がいらなくても独立生長で

きるのです。

サイハイランはこのような過程で発芽し、

その後プロトコームは消失します。

ところが一生をラン菌に依存して生きて

いくランがあります。つまり、プロトコー

ムの段階で 生を送るようなもので、乳母

に育てられる生活を選んだちゃっかりグル

ープです。オニノヤガラ、ツチアケビ、 卜

42 

ラキチラン、モイワラン等一般に煽生ラン

と呼ばれていて、これらのランは葉緑体を

持たないため自分自身では養分を作って生

きていけません。

【モイワランの北海道分布】

北海道でのモイワランの自生地はタイプ

標本の係集地である藻岩山、所在地は石狩

支庁札幌市南区、国士地別院の1/25，000地

形[::i[の「札幌j である。

北海道大学総合博物館標本庫には原松次

氏が['liiJで1985年6月11日採集したモイワ

ランの標本がある。所在地は石狩支庁札幌

市中央区で国土地理院の1/25，000は前者と

同じ「札幌j である。

本会員の国京潤氏の2007年の情報では

網走支庁常呂郡佐日間町宮武士、幌岩山

(376m)にモイワランが自生している。国

土地理続の1/25，000地形腿!の「サロマ掛jJ

に当たる。

同じく本会員の塩田惇氏の2008年10月

の情報(知人の録影)では上川支庁旭川市

神居古i軍神居岩下にモイワランが生育して

いる。国土地埋院 1/25，000地形図では

「神居古i京j であるが、神居岩 (233m)の

ピークの所在地は空知支庁深川市納内目]に

なる。

【モイワランとラン科植物1

文献等からデーターがとれる4地点につ

いて、モイワランが自生しているととろの

ラン科植物を A覧表にした。

主な文献は、舘!協操 (1929) w藻岩山植

物』、舘脇操ほか (1958)W札幌円山の自然



様~~i山円山崎追自然の森
531m 225m 瀞台273m

サルメンエビネ エビネ属 o 0* 0 
2 キンセイラン O 
3 ギンラン キンラン属 o 0 
4 クゲヌマラン o 0 0 
5 ユウシュンラン O 
6 ササパギンラン <:L 0 0 0 
7 7オチドリ 7i-rPl)ull 0 0 ______0__0_ 
8 モイワラン サイハイラン属 o 0 0 0 腐生ラン
9 サィハイラン o 0 0 0 
10 トケンラン O 

11 クマガイソウ アツモ日立立里___0*一二二 て

12 ツチアケビ ツチアケビ属 ー O 
13 ハクサンチドリ ハクサンチドリ属 ー O 
14 エゾスズラン カキラン属 o 0 0 ~ 
15 トラキチラン トラキチランJ"， 二一二 二二 Q 腐生ラン

16 オζ )-¥'ガ究 オニノヤガラ属 二 9*0  二二一一堕生三ン
17 7ケボノシュスラン シュスラン属 o 0 0 
18 ヒメミヤマウズラ
19 ミヤマウズラ
20 ノピネチドリ

21 ジガバチソウ
22 クモキリソウ
23 工ゾノクモキリソウ

(オオフガクスズムシソウ)
24 スズムシソウ Oホ 0* 
25 ホザキイチョウラン ヤチラン凶 ー O 
26 サカネラン サカネヲン属 Q---二
27 一主主三主主'Lー ミヤ"7'eジズリ尚 二 二 Q 
28 コケTラン 豆土壬二主亙 9 0 ______Q 
29 ヒロハトンボ、ノウ ツレサギソウ属 一 一 O 
30 ヤマサギソウ 0* 
:ll オオヤマサギソウ
32 トンボソウ

33 ネジバナ
種数

モイワランが自生するところのラン科植物

No. 種名 属名

It方山草 26(2009) 

幌岩山 商考

376m 0*現状不明

O 
O 

腐生ラン

0* 
O 

ァガタチドリ属 o 0水 O 
クモキリソウ属 O 

ネジバナ属

科学的研究』、井上藤二コレクション

(2005) w小樽市博物館所蔵資料目録第17

集』、原松次 (1992) w札幌の植物』、北海道

野生植物研究所五十嵐博(編) (2005) 

『務岩原生林・円山原生林の梢物リスト及び

収集資料目録』、五卜嵐博 (2008) w観祭会

の記録 長沼町馬追自然の森』、矢沢敬三

郎・渡辺久昭 (2009)の馬追自然の森遊歩

道と111麓で見たラン科植物(本誌71頁に報

告)、林庚去、・松井洋 (2005) wサロマ湖幌

O 
O 
O 

O 

0
0
0
 

14 13 24 15 

岩山の植物』などである。

表をみるとサイハイランとモイワランは

共存していて他の煽生ランのツチアケビ、

トラキチラン、オニノヤガラとが|司一潔境

内に生育している。

務岩・ P1L11は1921(大正10)年に国の天

然記念物の指定を受けている地域である。

馬迫自然の森と幌岩山周辺は国有林の管理

下である。 4地点のラン科植物のHI現数は

13~24殺と北海道のラン科植物の 15~
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25%前後を占めていることは、これらの自

生地の環境度はかなり高いといえる。

今までは北海道で発行された図鑑類では、

梅沢俊 (1994)の『北海道山の花岡鑑札

幌市藻岩・円山・八剣山』にモイワランの

44 

乙とは触れてはいるが、写真の掲載はなか

った。ところが同氏 (2007)の『新北海道

の花』にモイワランの写真が掲載されたの

で、これから自生地の記録が増えるのでは

ないかと期待している。


