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九州大分の花旅でサクラソウに出会う

恵庭市　丹 羽　真 一

はじめに

　2006 年 4 月、九州大分へ花旅に出かけ

たときの話です。前々から見たいと思って

いたオキナグサ、キスミレ、エヒメアヤメ

の 3種をターゲットに、文献やネット情

報を集めて旅程を組みました。確実な情報

はなかったものの、行けば何とかなるとい

う手応えは得られました。絶滅危惧種の代

表格といってよい 3種ですが、なぜこの

3種かというはっきりした理由はありませ

んでした。いつか見てみたい花を、一度の

旅行でできるだけ多く見るというコンセ

プトから、何となく植物と旅先が決まった

のでした。

九州の北海道ともいうべき景観

　雨上がりの別府の街からレンタカーで

湯布院方面に向かっていくと、どこか北海

道的な風景が広がっていました。高原の中

に溶岩円頂丘がポコポコと並ぶ様子は、ニ

セコ、然別、阿寒、知床連山のどれとも違

いながら、どこかそれらを彷彿とさせると

ころがあります（雌阿寒岳や知床連山は成

層火山群で溶岩円頂丘群ではない）。標高

も由布岳が 1,583 ｍ、隣の鶴見岳が 1,375

ｍと、ニセコアンヌプリ 1,308 ｍや雌阿寒

岳 1,499 ｍなどとほぼ同等です。ただ、黄

砂による独特の霞みが、北海道にはない雰

囲気を醸し出していました。山頂付近のミ

ヤマキリシマ群落はもちろん、裾野一帯も

火山との結びつきが強い植生に覆われて

いることは容易に想像されました。

　この辺りから阿蘇にかけてはいたると

ころ野焼き（火入れ）が行なわれていま

す。この季節に行ってみて、想像以上に大

規模に行なわれていることが分かりまし

た。もともと牛馬放牧のためのものです

が、現在では景観の維持や草原生態系の保

全を目的にした野焼きも行なわれている

ようです。火山活動の影響でもともと草原

に近い植生が成立していますが、野焼きを

止めるとすぐにススキ、アキグミ、サルト

リイバラなどが繁茂し、やがて樹林化する

とされています。野焼きはかなりの危険を

伴う作業です。強風が吹くと火の回りが速

く、一度に数人が亡くなる事故もたびたび

起きています。私が行ったのは4月後半で、

野焼きからすでに 1ヶ月ほど経っていま

したが、歩くと服がすすだらけになってし

まう、まだそんな状況でした。これなら作

業服でも持ってこればよかったなと後悔

したぐらいです。野焼きが行なわれている

場所では、まばらにクヌギやカシワの木立

があるのみです。比較的最近の火山活動の

せいで地形が単調なこともあり、道東を思

い起こさせる茫漠とした景観になってい

ます。

　高原地帯のため、九州の中では冬の寒さ

が厳しいのも特徴です。標高 435 ｍの湯

布院のアメダスポイントでは、しばしば
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マイナス 5℃以下になり、時おりマイナス

10℃以下や真冬日も観測されます。一方

で、夏は 35℃前後の気温が観測されてお

り、年較差の大きい、やや大陸的な気候に

なっています。私が訪れた4月後半も、薄っ

すら霜が降りたかと思えば日中は 20℃近

くまで上昇して、体調管理には気を遣いま

した。

エヒメアヤメとキスミレに会う

　エヒメアヤメはいくらも探さないうち

に、何ということもない道端の草地で見つ

かりました。「一寸アヤメ」の異名も納得

の小ささで、高さは 10 センチ前後とニワ

ゼキショウ級ですが、花や草姿はアヤメそ

のものです。枯れ草の中に咲く姿は高山植

物を思わせます。他のアヤメと異なり、展

葉前に開花していて、早春にいち早く咲く

ための適応を示しています。おそらくは、

草原が繁ってしまう前に咲き、効率よく訪

花昆虫に送粉してもらおうという狙いだろ

うと思われます。希少種のイメージが強

かったのに、この地方では乾いた草原のい

たるところに生えています。

　キスミレも、場所によっては車道沿いに

咲いているのが運転していて分かるほどで

す。かなりの群落規模でうれしくなりまし

た。キスミレはイメージしていたよりかな

り小柄で、オオバキスミレはもちろんエゾ

キスミレに比べてもずっと小さく感じま

す。正直、北海道でこれらを初めて見たと

きほどの感動はありませんでしたが、焼け

焦げた黒い地表と黄色のコントラストがな

かなか印象的です。文献によれば、本種は

夏には地上部が枯死する春植物型のフェノ

ロジーを示すそうです。

　3種のうち 2種はあっけないほど簡単に

見つかりました。しかも、どちらもちょう

ど花の最盛期でした。折から天候が回復し

たこともあり、幸先よいスタートになりま

した。

サクラソウに会う

　一方、オキナグサとはなかなか出会えま

エヒメアヤメ キスミレ
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せんでした。乾いた草原に生えることは知

っていたので、日当たりのよい草原を手当

たり次第に歩き回ってみましたが、一向に

みつけられません。どこの生育地も長年盗

掘にさらされてきたと言われ、エヒメアヤ

メやキスミレよりは希少性がずっと高いこ

とが伺われました。ただ、ウロウロしてい

る間にいろいろな珍しい植物を発見できま

したし、この地方のフロラについての理解

も深まったのが収穫でした。

　その一つがサクラソウです。北海道の日

高地方以外では個体群が小さく絶滅の恐れ

が高まっていると聞いていたので、こんな

風にばったり出会えるとは思っていません

でした。日高では主にカシワやコナラ、ミ

ズナラが優占する落葉広葉樹林の林床が生

育地になっていて、日当たりがよい斜面に

しばしば群生しています。日高の群生地も

例外なしに水はけのよい火山灰土壌です

が、よくよく観察すると、沢とは呼べない

くらいの微妙な沢地形や、沢地形の一番上

のくぼみがなくなるような場所に多いと感

じます。水はけはよいが、周囲から水が集

まってきて乾燥しない場所とでも言ったら

よいでしょうか。こんな場所はたいてい、

ササが薄いのも特徴です。

　ここ九州の生育地では野焼きのせいで上

層木がありませんが、日高の生育地と共通

点がいくつもありました。特に、のっぺり

した火砕丘の微妙な凹形斜面に群生してい

るさまは、まさにそうだといえます。つい

でにいえば、このような凹形斜面には、放

牧地にも関わらず、フクジュソウ、ヒトリ

シズカ、ジロボウエンゴサクなどが特異的

に出現し、植生のアクセントになっていま

す。フクジュソウやヒトリシズカは北海道

でも見慣れた植物ですが、不思議なほど丈

が小さいのです。もしかするとここのフク

ジュソウは、西川恒彦先生らが発表したシ

コクフクジュソウ（Adonis shikokuensis）

なのかもしれません。

　ちなみに、北海道では温帯植物とされる

サクラソウですが、南限に当たる九州では

むしろ「北方系の植物」とみなされること

があります。

多様なスミレ類

　もう一つ、この地方のフロラで印象的

だったのは、スミレの種類が多いことです。

前述したキスミレに加え、タチツボスミレ、

サクラソウ チシオスミレ
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スミレ、アカネスミレ、アケボノスミレ、

チシオスミレ（葉に紫斑が入るサクラスミ

レの変種）が同じ放牧地内に揃って咲いて

いました。特に、アケボノスミレの大きな

花があちこち咲いているのが見られたのは

よかったです。また、付近の樹林内ではエ

イザンスミレやマルバスミレのほか、はっ

きり同定できませんでしたがコタチツボス

ミレやヒカゲスミレと思われる花も見てい

ます。花期がずれて観察から漏れた種もあ

るだろうことを考えれば、相当に多様とい

えます。

　日が暮れかけて肌寒くなってきたので初

日はそのまま植物観察を終え、投宿しまし

た。宿の主人にオキナグサを見たくて北海

道から来たが見つからなかったと言うと、

それなら明日の朝咲いているところへ連れ

て行ってあげるというのです。事も無げな

言い方に内心、自力で見つけられなかった

無念さを感じましたが、親切な申し出に感

謝してお願いすることにしました。

オキナグサに会う

　翌朝、犬を連れた主人と一緒に歩いて出

かけると（てっきり車で行くものと思って

いた）、わずか 20 分ほどでオキナグサの

大群落の前に到着しました。そのスケール

は相当なもので、広大な和牛の放牧地に、

優に数千株は咲いていたと思われます。花

はまさに最盛期でした。花びら（萼片）の

外側は長い軟毛にびっしり覆われ、内側は

不思議な赤い色をしています。また、チン

グルマのような実も、個性的でインパクト

十分です。

　オキナグサが牛の不嗜好植物になってい

るのは一見して明らかです。時には牛に踏

まれてしまうこともあるでしょうが、大き

な牛糞を持ち上げるようにして生えている

株もあってしたたかさも垣間見えます。こ

こでは野焼きによる草原の維持と放牧によ

る植被率の低下によって、オキナグサが高

密度に維持されています。中国山地では放

牧の減少とともにオキナグサが減少してい

るという報道を聞いたことがありました

が、それもなるほどと思えました。それと

もう一つ、オキナグサの生育にとって重要

な点は、草地改良が行なわれていないこと

です。つまり重機による地表撹乱も外来牧

草の導入も行なわれておらず、在来のシバ

が草原の優占種になっています。シバは採

オキナグサ アマナ
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餌圧に強く、見かけ以上に生産性が高いこ

とが知られていますが、栄養価の面ではど

うしても外来牧草にかないません。シバ草

原での放牧を可能にしているのは和牛の食

性が粗食に強いからだよと、宿の主人が教

えてくれました。草地改良は草原を本当に

つまらないものにしてしまいますが、ここ

ではオキナグサのほか、バイカイカリソウ、

ノギラン、ノウルシ、アマナなどの希少な

草原植物を見つけることができます。季節

が進めばシオガマギクやヒゴタイも咲くよ

うです。

　花のアップ、生態写真、由布岳をバック

にしたりと、しばし写真撮影に夢中になり

ました。それにしても、これほどの群落な

のに私たち以外に訪れているのはたった数

人。平日とはいえ、あまりに少ないと思い

ました。盗掘がないか心配でしたが、ちゃ

んと地元の監視員が見回っていて、花を摘

んでいたご婦人に厳しく注意しているのを

見て安心しました。「ご苦労様です」と声

を掛けたら、「あんたも仲間か！」と勘違

いされてしまいましたが。

　オキナグサには旅の後半に立ち寄った山

口県秋吉台でも出会っています。ただ、こ

ちらは株数が少ないうえに、低標高のため

すでに花がほとんど終わっていました。酸

性の火山灰地とアルカリ性の石灰岩地の両

方に出現することから、地質をあまり選ば

ないことが示唆されます。また草原でも、

乾燥した痩せ地に多い、植被率と丈が低く

保たれているところ（短草型草地）だけが

生育環境で、野焼きと和牛の放牧が彼らの

生き残りにプラスに働いていることが分か

りました。

フロラの特徴

　適当な旅行計画と行き当たりばったりな

旅でしたが、振り返ってみると、随所に驚

きと発見がありました。これはたぶん、今

回巡った大分県西部にはかなり特徴的なフ

ロラがあるからだろうと思います。

　この地方のフロラに関する解説には、し

ばしば大陸とのつながりという言葉が登場

します。かつて九州が中国大陸と陸続き

だった時代に渡って来たと思われる植物

が、「要素」としてまとめられるほど数多

くあるからです。こうした大陸系遺存植物

や北方系植物の多くは、冷涼な草原が点在

する九州山地に集中し、しかも共存して一

オキナグサ群生地の黒毛和牛 黄砂に煙る由布岳
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つの群落を形成していることが少なくあり

ません。オキナグサ、キスミレ、エヒメア

ヤメ、サクラソウなどはその代表で、これ

らを含めて多くが絶滅危惧種に指定されて

います。火山の営みでできた広大な草原が、

緩やかな人の営みによって維持され、そこ

に数多くの絶滅危惧種が生育しています。

もちろん、すべてうまくいっているわけで

はないでしょうが、似たような環境があり

ながら北海道ではなかなかそういう場面に

出会えないのが残念です。

　ヒゴタイ、オグラセンノウ、アソノコギ

リソウなどが咲く夏にもぜひ訪れてみたい

と思っています。
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