
北空知のホテイアツモリソウは何処へ

私は山野で濃紅紫色の唇弁を膨らませた、

ホテイアツモワソウの姿にまだ出会ってい

ません。生育地の つ、舷山での出会いも

花は茶褐色に萎れていました。際山は植生

保全のため入山制限が実施されいつでも登

れる山でなく、道内の自生地で知られる大

半山や天狗岳は未踏の山です。しかしアツ

モリソウ属植物はエッセイや皆さんの山行

記などで紹介され、観察したような、その

山にまで殺ってしまったような疑似体験を

覚えてしまい、身近な山野草の つに感じ

られてしまいます。

今や高嶺の花となったアツモリソウの仲

間が10数年前までは北空知近郊の星山にひ

っそりと、しかし、しっかりと大地に根を

おろし「母衣j を膨らませていました。当

時は5~日月の「タケノコ採りやフキ採りの

時に見つけたJと探せば出会える花でした

が今はそれも1ftわぬ事です。

アツモリソウは源平合戦の平敦盛に由来

する名前で、流れ矢から背を守る袋状の「母

衣」の形を唇弁に見立てています。より唇弁

が大きいホテイアツモリソウは、その唇弁

を「布袋和尚の腹Jに見立て名付けられてい

ます。学名も特徴的な唇弁の形容からラテ

ン語で「貴婦人のスリッパj を意味します。

ところで空知管内の主に北空知・ n狩川

右岸の里山丘陵地の自生種はアツモリソウ

なのかホテイアツモリソウのどちらだ、った

雨竜町佐々木純一

のか、疑問が残ります。この地の山林、植

物に詳しい方々に当時の生育状況や栽情な

どを教えていただき、北空知近郊のアツモ

リソウの仲間について考証しました。

敦盛さんと布袋さん

アツモリソウ Cypripedillmmacran 

thos var. SpeciOSlll11とホテイアツモリ

ソウ C.macranthos var目 lnacranthos 

の両種は「積の保布法」に基づく「特定国

内希少野生動植物種Jに指定されています。

アツモリソウは環境省レッドリスト (2007)

で絶滅危慎 H類 (VU)に、北海道RDB

(2001)で絶滅危機種 (Cr)に指定され、 i昼

休I分布は主に道南地方ですが全道各地の山

地の草原ーなどから報告されています。ホテ

イアツモリソウは環境省レッドリスト

(2007)で絶滅冶倶 IA類 (CR)に、北海道

RDB (2001)で絶滅危機稀 (Cr)に指定さ

れ、現r了する道内分布は大千軒岳、大平山、

天狗岳、陛山など山岳草地に限定されます。

両種はー‘時期までアツモリソウでまとめ

られていましたが全高が30-50cmと大型

で花がより大きく球形で、 1t色も濃く、茎

葉の基部が鞘状となり茎を強く抱く個体を

基準変種ホテイアツモリソウと分類してい

ます。また低地でアツモリソウ、山岳でホ

テイアツモリソウと塾直分布による門主み分

け説Jもありますが、北海道ではホテイアツ
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モリソウが低平地で出現しています。坂本

直行氏が描いたアツモリソウには「葉の底

部は抱茎すJ と添え書きがあり、鮫島惇一

郎氏の「京樹との出合いJr北ぐにの花暦Jの

アツモリソウは定山渓・天狗岳でのスケッ

チで、いずれもホテイアツモリソウのよう

です。以前はアツモリソウと親しまれ報告

された生育地ですが、そこにはホテイアツ

モリソウも含まれていたととが伺えます。

ホテイアツモリソウの産地報告はオホーツ

ク・猿払の山林、鷹栖町や日高の草地や山

林、道北のH本海側の草地、道東・甜11路・

昆布森の海岸沿いの草地など!ムく各地で自

生していた模様です。また札幌・百松沢や

苫小牧、北見・相生、根室・別当賀なども

アツモリソウで報告されていますがホテイ

アツモリソウか否かは分かりません。礼文

島では以前はホテイアツモリソウで報告さ

れていましたが今はアツモリソウとされて

います。ランの島・礼文の乱(ラン)論争は

奥が深く判りません。

ホテイアツモリソウの標準形態は種々の

図鑑などによると「地下に短い根茎を伸ば

し茎を立ち上げ、茎葉は互生して3~5枚、

基部の菜は小さく中間の葉が最も大形とな

り長楕円形で多数の脈が縦に走り、先端は

(表 ]) 北摂知産ホテイアツモリソウの形状

部位 死状 形 態 長 さ (平均)

主薬 長楕円花 筒円形 16.0・21.5 (I9.3) 
(僚準形・長楕円形) 16.0-21.5 (18.7) 

(幅広形怖円形) 19.0-21.0 (20.3) 

直葉 Vs死 10.3・16.5 (12.4) 
背ガク片 }ムJ}iltE 5.0-7.1 (5.9) 
制ガクJi 卯万，(先端2警の 6.0・7.5 (6.4) 

(帽長m.浅い) 6.0-5.5 (6.3) 
{幅広形ー深い) 6.0-7.5 (6.6) 

信liUI 叩状{夜釣庁 6.2・8.2 (7.3) 

回弁 情円状球形 4.0-6.5 (5.3) 
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鋭尖形、長さ1O~20cm、幅6~8cm、茎を

強く抱く。茎および葉は白色有毛。茎I員に

葉状の沓を1枚と花柄に1個(稀に2floDの花

が点頭して開花する。:{I'，は径lOcm以上と

大きく唇弁は楕円状球形に膨らみ、長さ4

~7cm、幅3.5~6cm、上向きに1.5cmほど

の関口部があり雌しべの花柱は関口部にそ

の上部を入れ柱頭の両側に雄しべの菊があ

る。花は濃紅紫色で同色の筋が入り、内部

と側花弁の基部に白色長毛が散生する。背

ガク片は卵形で長さ4~5cm、側ガク片は2

枚が合着して卵形で下向き、先端が 2裂す

る。側花弁は卵状彼針形で長さ 4~6cm、

いずれも先端が鋭尖頭となるj と記述され

ています。

アツモリソウは小形で唇弁は長さ 4~5

cm、幅2.5~3.5cmで縦長となり、花色は

淡紅色から紅紫色で側花弁がより細長いこ

とで区別されますが、両積は変異が連続し

て分類が難しい穏です。

解体新書

~t空知JJlÎ'iの自生個体を植栽してその後、

移摘・株分けをせず40年ほど経過した有花

茎個体から、 8個体について各部位を計測

した(表.1)。

単位 cm 

形態幅 (平均) 比率長さ/幅

9.0-14.5 (11.6) 0.6 
9.0-11.5 00.5) 0.56 
12.5-1'1.5 (13.3) 0.66 

4.5‘8.0 (5.8) 0.47 
4.0-5.2 ('1.5) 0.78 
2.2AO (3.5) 0.54 
2.2-3.5 (2.9) 0.46 
4.0-4.1 (4.0) 0.61 
2.9-3.3 (3，1) 0.43 
ι0-6.5 (5.7) I.l 
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勾'真 i 正而から 写真2 群生する

写真3ずい性のアップ 写真'1茎薬が幅広い

写真5 側ガク片が深く切れ込む 写真6.浅い切れ込み 写真 7.後ろから、背ガク片

写真B ホテイ7ツモリソウ 3態 (横から‘上から、後ろから)
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茎高は平均43cm(35 -50cm)です o 個

体差があり各部位の、長さと幅の比率(以

ト、比率)から形態を検証しました。

個体群の中で茎葉が長楕円形の標準形と

有意に幅が広い形の2型が認められ、標準

形の茎業は長さ 16~ 21.5cm (平均

18.7cm)、幅9~11. 5cm (平均10.5cm)で

比率0.56でした。幅広形(写真.4)は長さ19

~21cm (平均20.3cm)、幅12.5~ 14. 5cm 

(平均13.3cm)で比率0.66と、標準形より長

さが1.1倍だが幅は1.3倍と幅広く、丸みを

帯びた楕円形の形状となります。

また幅広形の個体の笹葉は長さ、幅とも

に大きく、標準形の菅葉の1.4倍ですが比率

はi山I形とも0.47と同じで、幅広形個体の沓

葉は全体が大きくなるが幅広くはなりませ

ん。標準形と幅広形はともに茎高、茎業枚

数が同じで幅広形は全体がガッシリした個

体となりますが花の大きさや形状は同じで

した。

側ガク片は先端が2裂するが、幅35mm

以下の細長い形状(比率0.46)の先端の切れ

込みは2~5111111と浅く(写真 6)、幅が

40mmほどの幅広い形状(比率0.61)のそれ

は10mm前後と深く(写真 5)、顕暑に 2裂

することが認められます。

個体計調IJから唇弁の比率1.1と横長で花色

がi農紅紫色(写:t'.U)、茎葉は強く茎を抱く

乙となど、いずれもホテイアツモリソウの

特徴を示しています。個体群で茎葉の幅広

形や側ガク片の先端部の切れ込みなどで相

違が認められますが個体問変呉の範凶と考

えられます。北空知地Kの黒地里111で白生

していたアツモリソウ属植物は、そのほと
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んどがホテイアツモリソウで、いずれも標

高250m以下の低標高域でのLH現です。

また~t空知産ですが生育地が不明で、花

色が淡紅色で唇弁が小さく全体に淡い色調

のアツモリソウ型の特徴を示す有花茎個体

群があり、向一地域で両種が分布していた

可能性を含め、分類上で疑問が残る個体群

も出現しています。

写真 9.7ツモリソウ型タイプ

古老たちの咳き

ホテイアツモリソウの各地の白生地はい

ずれも人間の生活問と関わる里地里山の雑

木林や疎林の向陽斜l師、林道の路傍、沢沿

いや崩落j自の向陽草地などです。 般的な

LlI野市やウド、ギョウジャニンニク、フキ

などの山菜が生育する里山環境で混生して、

さらにチシマザサの跡、生地では他植物と一

緒に生育していました。

暑寒別岳やピンネシリなどの連なる峰々

の山岳域や新 i津川と雨竜にまたがる山聞

の国領地区や徳富川、恵{草原l川などの奥深

い源流渓谷など「山深い地の生育適地を探

したが無かったj といいます。

自生地は留萌市.幌糠チバベリ。北竜

HJj' :石油沢。雨竜町・牧岡、川上、十六万
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坪。新十津川IlIr:美沢、同徳寓、吉野、和

歌、砂金沢、南幌加。深川市・音江などで

した。

山を歩いていてホテイアツモリソウの濃

紅紫色の花色は新緑の中でひときわ日立ち、

またフキ採りで疲れて腰をドろし一服した

時に、魚釣りの帰りギョウジャニンニクを

写真10ホテイアツモリソウ

採っていたら日に留まり、その特徴のある

葉の形だけでも探し出せたと言います。

ある古老は「数株見つけても半分は残し

てきた。今でもそこを覚えているJといい、

当時の開拓農家の名前と場所への道筋を思

い浮かべている。また残してきた別の場所

で数年後、山菜取りの~吊りに寄ったら「何も

無かったJとも話してくれました。

庭の咲き終えた花を眺めて初老は「若い

頃、仲間に誘われて沢筋を何回か探して歩

いた。 20本位採れた、増えて f寺は100木

位となったが株分けすると徐々に減ってい

ったj と、言います。ある老人は元々自宅

の裏山で咲いていたホテイアツモリソウや

野生ランと111野草を集めて庭造りが大好き

で、増えたら園芸底に釘Iして「お小遣い銭J

にしていたと聞きました。老人の趣味と実
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写真11チシマザサと混生するホテイアツモリソウ

益を兼ねた楽しみでありました。

玉石混交で!咲く庭で大名ーは「株の周りの土

をマタイ袋(麻袋)に入れて持ち帰り、菌と

一緒に植えないと育たん、むやみに採って

きても数年も持たず枯れるjと、共生麗の存

在を昭和30年代から知っていました。その

ほかの日照やjffi風など自生環境にも配慮し

た生育条件だと自然増殖して群生します。

他の山野草との混生をいとわず、「その土か

ら生えたものはそのままにしておけばいいJ

と語ってくれました。ギョウジャニンニク

とは相性がいいようで混生繁茂して、セイ

ヨウタンポポ、スギナ、ヒメジョオン、ヒ

メスイバなど侵入植物とも混生しています

が白生地ならもっと過酷な生育環境でしょ

う。肥料はほとんどやらず、酸性士壌は生

育が謀く、枯葉が毎年落ちた腐葉土が一番

良いとのことでした。



北空知では自生絶滅

かつては北空知にも自生していたホテイ

アツモリソウは出会うことができない植物

となりました。 1990年代前半(平成の初め

の頃)までは偶然でも見つけることが出来

る花でしたがアツモリソウ類が全国的に絶

滅の危機にあると報道され、山野車ブーム

が追い言、Iちをかけ近郊の自生地から姿を消

しました。絶滅の要因に農村山村の土地造

成や林業施策による自生地の減少など、人

為的開発を挙げることがあります。だが当

地一倍は過疎により盟山から人影が失せま

したが開発による自牛地の減少は少なく、

主闘はランハンターによる盗加です。業者

リストやブログなどで夕張産、嵯山産、雨

竜産などの空知産が掲載されています。

道内の生育地も「その昔は、かつては、

以前はJとほとんどが過去形、いや過去完

了形で過去帳を聞いているような「無き主

の生育地j で、現存する山岳域は盗掘から

免れ生き残った生育地と言っても過言でな

いのです。

今回訪れた愛好者は今でも大切に育てて

います。当時、rJJと生活は密着していまし

た。春の山菜、秋の果実・キノコ、そして

ヤマべなどの魚釣りと自然の味覚を山から

頂戴するのは生活の一部でした。そのH与、

野生ランを含め山野市を採って庭に植え楽

しむのも自然の成り行きでした。盗備とい

えばそうでしょうがガーデニングなんて言

葉すらない時代に、 ~LJ野草を愛でる地元民

のささやかな楽しみだ‘ったのです。ただ栽

培は難しく「増やしたり育てられないなら、

枯らしてしまうなら採らないほうが良いと
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思っている。自然のものは白然のままのほ

うがいいJと戒めを語ってくれました。だ

けど地元の愛好者が栽情することで系統が

保たれ、可愛がられて咲いている今のほう

が花たちには幸せだ、と思います。もし野に

おいても議られ枯らしてしまうのが現実だ

から。

まだまだ田舎の風情たっぷりのこの地一

帯ですが、失われた自然も多くアツモリソ

ウの仲間もその一つです。北空気lのルーツ

を探して愛好されている持さんに昔話をお

聞きしました。ランに関しては心配の穏が

つきませんのでご芳名などを失礼させてI頁

きますが、厚くお礼巾し 1:げますo
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