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写真によせて

扉　　　

　蛇紋岩地帯に咲く清楚なテシオコザク

ラ。度肝を抜かれるのは大雪山で見るエ

ゾコザクラの大群落。身近な樹林帯を彩

るのはエゾオオサクラソウ…。北海道の

サクラソウ類はそれなりに見応えがある

が、ちょっと気になるのがユキワリソウ

類だ。主に岩礫地に生える小さなサクラ

ソウで、普通○○コザクラの名を持つグ

ループである。ユキワリソウのほかその

変種としてユキワリコザクラ、サマニユ

キワリ、レブンコザクラがよく知られて

いる。検索表によるとこれらは主に葉形

で見分けるようだが、個体差も結構あっ

て同定が難しい場合もしばしばある。つ

まり葉の形なんぞは連続しているから産

地によって和名を決めているのが実情だ

ろう。例えば礼文島のものはレブンコザ

クラ、根室半島で見たならユキワリコザ

クラという具合に…。

　その中でレブンコザクラは思いがけな

い分布を見せている。利尻島で見つかっ

たコザクラがレブンコザクラであること

が分かったのは最近のことだし、夕張山

地の崕山のもレブンコザクラとされてい

る。実際現地で観察すると花つきがよく

レブンに充てられる株もあるが、写真の
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メコノプシス　インテグリフォリア

Meconopusis integrifolia

　黄色い“青いケシ”の仲間なんて書く

と新明解国語辞典（三省堂）の解説文や

用例を思い出してしまうが、属の中では

ホリデュラに次ぐ代表種だろうか。分布

域は広いがヒマラヤ山脈中では見られな

い。私が最初に見たのは中国青海省黄河

流域においてだった。

　昨年（2010 年 )、同じ中国雲南省の香

格里拉 ( シャングリラ ) 周辺の山を旅し

て久しぶりに出会った。広漠とした青海

省とは対照的に、遙か遠くまで連なる鋭

峰を背景に咲く様は撮影意欲を大いに刺

激し、できればこのまま背景の山々まで

歩いてみたい気にもなった。 

　この日、ほかにルディス種とランキフ

ォリア種にも出会え、少し離れた山では

ラケモサ種とインテグリフォリアによく

似たプセウドインテグリフォリア種も目

にすることができた。

　青いケシを見るなら中国がいいかも

ね。
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ように葉の縁が裏面に巻き込まないユキ

ワリソウ型も見られる。私はまだ見てい

ないシャリコザクラやウリュウコザクラ

も含めて今後の研究が待たれるところ

だ。

　も一つ気になる点は学名だ。ユキワリ

ソウを独立種としてPrumula modesta

とする見解とセイヨウユキワリソウP. 

farinosa の亜種とする見解があるのはご

存じのとおり。

　2008 年 6 月にピレネー山脈のスペイ

ン側で初めてセイヨウユキワリソウを目

にしたが、なるほどよく似ているなとい

う印象を持った。標本など採集しなかっ

たのでこれ以上言及はできないが、最近

流行のＤＮＡで解析するとこのグループ

はどんな位置づけになるのだろうか。

札幌市　本多　丘人

エゾオオサクラソウ

Primula jesoana var. pubescens

　日高地方や道央ではエゾオオサクラソ

ウとオオサクラソウの中間型（移行型？）

と思われるものをしばしば目にするが、

釧路・根室地方では葉や茎に毛の多い、

はっきり「エゾ」と断言できるものばか

りのようである。春の訪れが遅い年なら、

連休に釧根地方に行っても咲いている花

はあまりないため、ついつい道南方面に

足が向くことが多い。エゾネコノメソウ

を拝見しようと浜中町を目指した途中で

撮影。1992 年 5 月 5 日、音別町（現釧

路市）で。

テシオコザクラ

Primula takedana 

　道内のプリムラで白いのはこれだけ、

という貴重品である。しかも道北の蛇紋

岩崩壊地だけに特異的に咲く、というと

ころも魅力的。20 年ほど前、ある人か

らこの花の咲く場所を教えてもらい独り

さびしくヌポロマポロ川を上流へと歩い

たのが懐かしい。アポイタチツボスミレ

やヒロハヘビノボラズも咲いていた。こ

の写真はその時とは別の場所で撮影し

た。テシオコザクラの翌々週ごろに現地

を訪れるとオゼソウ（テシオソウ）が見

頃である。1998 年 5 月 17 日、幌延町で。

ソラチコザクラ

Primula sorachiana

　空知川の上流、金山ダムのあたりで大

きな群落を見たことがある（もうない

が）。しかし分布の中心はソラチではな

く、日高地方であろう。日高地方のどこ

の川でも、上流に行けば岩壁にはきっと

この花がついている、ような気がする。

小さな植物だが、たくさん咲いていると

息を飲むほど華麗。葉の裏はほぼ真っ白

に粉が吹いている。2004 年 5 月 30 日、

占冠村（上川地方）で。

ヒダカイワザクラ

Primula hidakana

　春、アポイ岳に登ると、8 合目あたり

北海道のサクラソウ類　　　



− 2 −

北方山草 28 (2011)

− 3 −

でエゾキスミレやサマニユキワリなどと

ともに咲いているのが見られる。この花

を見るためにはアポイに登るもんだと思

っていたら、実は山の下の方でも、えり

も町や様似町の川沿いの岩場ならばあち

こちで見ることができるようである。エ

ゾオオサクラソウと混生していることも

ある。様似町でカタクリサミットが開催

された折、会員諸先輩とともに拝見した。

2007 年 5 月 13 日、えりも町の十勝側で。

ユキワリコザクラ

Primula modesta var. fauriei

　浜中町から根室市にかけての海岸には

大きな群落があり、5 月中旬～ 6 月初旬

にはピンクの絨毯があちこちに広がって

いた、というのは四半世紀も前、仕事の

ついでにしばしば訪れていたころの話。

「ついで」がなくなった今、なかなか現

地まで足を延ばすのは難しい。札幌以南

でも太平洋側なら道南まであるという話

だが、修行が足りないので私は伊達市以

外ではまだ見ていない。1992 年 6 月 19

日、根室市の海岸で。

エゾコザクラ

Primula cuneifolia

　初めて大雪山に登った若かりし時から

のおなじみの花。北海道の高山植物の代

表格であろう。特徴のひとつは葉の鋸歯

が明瞭にギザギザになっていること。シ

レトコスミレを見るために硫黄川の雪渓

を詰めてゆくと次から次に色鮮やかなエ

ゾコザクラが現れてきた。シレトコスミ

レやメアカンフスマ、ツガザクラ類も花

盛りで、仕事を休んで行った甲斐があっ

た。葉の葉緑体の遺伝子解析によると、

知床のエゾコザクラは大雪山や十勝連峰

などのもの（北海道系統）とは別の系統

（北方系統）で、千島列島のものと同じ

らしい。形態も少しは違うんでしょうか

ね。2003 年 6 月 29 日、知床硫黄山の山

頂直下（斜里町）で。

　この花との出会いは 1987 年 7 月 4 日

でした。ガマ岩を越え蛇紋岩の露出地の

登山道わきでした。こんなところで盗ら

れなければ良いがと思いましたが、次の

時からここにはみつかりませんでした。 

札幌市　小林　孝光
ユウパリコザクラによせて　　　
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仙台市　国京　潤一

余市町　水野　博介

写真によせて

　東北でサクラソウの花を考えた時、最初

に浮かんだのが紅紫色のコザクラでした。

　ハクサンコザクラは山懐深い飯豊連峰や

南会津の山々でしか見る事が出来ません。

６月下旬に飯豊・北股岳で蕾を見つけたの

は良かったのですが、もう一度来ることを

考えたら他の山で見られないかと思うほど

の苦しい山でした。南会津駒ケ岳は距離

が長いことを除けばハクサンコザクラを見

るには一番良い山と思います。

　岩木山でミチノクコザクラを見たとき、

最初エゾコザクラよりすごく大きいと感じま

した。白花も見られるかと思い、期待通り

に見つけた時はうれしかったです。サクラ

ソウ属で花弁の枚数の違う花は見ていまし

たが、変形しているのを見たのは初めてで

した。

　ユキワリコザクラを見に焼石岳に登りま

したが、見つけるまでちょっと時間がかか

り、下山の時間を気にしながら写真を撮っ

ていました。盛りを過ぎていたこともあっ

て何か物足りなさを感じてしまいました。

　白色のサクラソウは、早池峰山の固有

種であるヒメコザクラと、東北の山々で普

通に見られるヒナザクラです。今まで白色

のサクラソウといえばテシオコザクラしか

見ていませんでしたので、最初に早池峰山

や月山で見た時はすごく感動しました。

ソラチコザクラ

Primula sorachiana 

　日高山脈と夕張山地に産する北海道固

有種。道産子のサクラソウの仲間。ソラチ

コザクラには山奥で沢沿いの岩清水滴る岩

場が良く似合う。沢の流れの音をＢＧＭに、

切り立った岩盤に群生して咲く自然のなす

技に、しばし見惚れる。

　いま、北海道ではエゾシカによる植物へ

の食害が甚大で、低地だけではなく高山

帯の植物までも被害が及んでいる。エゾシ

カは、サクラソウの仲間を食べないという。

道東ではクリンソウが食べられずに増えて

いると聞く。アポイ岳のヒダカイワザクラ

や、夕張岳のユウパリコザクラは食べられ

ずにいるんだろうか…？

東北のサクラソウ類　　　

裏表紙　　
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