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　日本では少子高齢化が叫ばれています

が、北方山草会もご多分にもれずそれを上

回るペースであろうかと思われます。年を

取ると無理が利かなくなるのは仕方のな

いことで、当然山には登らなくなります。

私はまだ 50 代前半で幸いにも体力的にも

恵まれているようなので、代表してという

訳ではありませんが結構高いところへも

出かける、否、がんばって出かけるように

しています。

　一時は中高年の登山ブームで、失礼です

が「この人よく登ってきたな」と思える年

輩の方やリタイアしたと思われるご夫妻

が山中で行き会う常連でした。しかし、最

近は山ガールなる言葉も生まれ、女子登山

が盛んになっているのは肌身に感じてう

れしいことで、無理をしてでも出かけてし

まいます。餌をまけば釣られる魚はいるも

ので、男子の方も年齢が下がっているよう

に思います。

　さて、高嶺の花の話題ですが、昨年

(2009) のトカチビランジの成功に気をよ

くして、今年は同じナデシコ科のカムイビ

ランジに目標を置きました。場所は戸蔦別

岳付近をターゲットとしました。（結局こ

の夏は、日高方面が 7月下旬から度々局

地的な大雨に見舞われ、遭難事故が連発す

る残念なシーズンとなってしまいました。

私の計画も 2度の延期の末、花期も終わっ

てしまったので中止となってしまいまし

た。また来年に期待します。）

　何事も下見をする主義なので、春に北戸

蔦別岳から西へ伸びる出尾根にあるヌカ

ビラ岳まで登ることにしました。カムイコ

ザクラも見られるだろうとうい期待も込

められてのことです。時期は雪解けの遅

れが懸念されましたが、6月末。普通なら

あまり考えないことですが、どうせ日高町

に泊まるのだから、チロロ岳も登ることに

し、せっかくなのでカムイコザクラを極め

るため西峰にしました。

　ということで北日高日帰り 2連チャン、

当会でなくともあり得ない山行となりま

した。梅沢俊著「北海道夏山ガイド」によ

るとヌカビラ岳は 85 点の難度上級、チロ

ロ岳も85点のやはり上級となっています。

獲得標高はそれぞれ 1,281 ｍと 1,183 ｍ合

わせると二日間で 170 点、難度AA、獲得

標高約 2,500 ｍとなります。ちなみに他の

上級の山といえば芦別岳が 75 点、利尻山

80 点などとされています。

旭川市　新 田　紀 敏

ちょっとあり得ない山行

カムイコザクラ
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　しかもやはり日高で、高難度ではないも

のの一部は沢歩き、踏み跡も注意していな

いと見失う程度のものという条件です。

　この年は雪が多く、後半はどちらも雪渓

歩きとなり、植物は見ようもない状況でし

た。尾根にあがれば雪は無かったものの雪

解けまもなく、高山植物は芽生え程度と成

果はいまひとつでした。しかし、カムイコ

ザクラは雪とは関係のない垂直な岩壁に

生えており、6月の高温のせいか、初めに

見た西向き斜面の株はすべて花が終わっ

ておりがっかりしましたが、気を取り直し

て北面を見るとピンクの花がちょうど見

頃でありました。（このときの成果を取り

入れた報告を特集に載せています。）

余談

　そもそも今回の山行のきっかけは、ヒダ

カイワザクラとカムイコザクラの違いに

ついての図鑑の記述が曖昧なことにあり

ました。とりわけ毛で分けるのが気に入ら

ない。同じ毛で比べるのも何ですが、猫で

は毛の変化が遺伝子レベルで解明されて

おり、インターネットで調べるといくらで

もその解説が出てきます。古典的で有名な

のは三毛猫の雄がどうやってできるか。そ

の成果に基づいてさまざまな毛色・毛並の

猫が作り出されています。毛なんていう

ものは、家系によっていくらでもバリエー

ションがあるものなのです。などという

と、分類の方に叱られるかもしれません

が、毛があるかないかではなくて、どうし

て毛があるのか ( またはないのか ) が問題

なのです。毛が少ないくらいで変種にされ

てたまるか！

見られた植物

　閑話休題。このときの植物の成果です

が、残雪のせいもあってそれほど多くはあ

りませんでした。ヌカビラ岳へ登ったのは

6月 26 日。快晴で、沢の中は無風、湿度

約 100％。林道からミヤマハナシノブが花

盛り。そうかと思えばエゾオオサクラソウ

がたくさん咲いており (1,450m まであり

上の方では葉柄は「無毛」となります)、登っ

ていくとヒメイチゲが満開、チシマザクラ

がはらはらと散り、シラネアオイはこれか

らという季節感でした。

　千呂露川から二岐沢へ入ってすぐにソ

ラチコザクラが咲いていました。同じ岩に

ヒダカイワザクラ ( カムイコザクラ？）も

着いていました。このふたつが一緒に着い

ていることは珍しく、ソラチコザクラは常

に水がにじんでいるような過湿な岩にダ

イモンジソウやエゾクロクモソウなどと

ともに付いていることが多く、ヒダカイワ

ザクラはもっと乾燥し割れ目がはっきり

と入っている岩に単独で着いていること

が多いようです。

ツルリンドウの実
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　花が咲いていたものを挙げると、はじめ

の林道歩きでは、オガラバナ、ミヤマキヌ

タソウ、オオバミゾホオズキ、ノビネチド

リ、ヤマハナソウ、アキカラマツ、サラシ

ナショウマ、エゾノシロバナシモツケなど

でした。登山口にはコマガタケスグリが

あり、沢の中にはテングクワガタ、シャ

ク、エゾノジャニンジン、ツボスミレ、モ

ミジカラマツ（つぼみ）、ノウゴウイチゴ、

沢が狭くなる 900 ｍ付近にはサンカヨウ、

ムラサキヤシオツツジ、キバナノコマノツ

メなどが見られました。しばらくは雪渓歩

きとなり、1,300 ｍ付近から尾根に取り付

くとツバメオモト、ケエゾキスミレ、ナ

ナカマド、（越冬した？）ツルリンドウの

実などか見られました。稜線までの最後の

登りは再び雪渓歩きとなり、大きなかんら

ん岩の下の草地に出ます。岩にはカムイコ

ザクラのほか、チシマアマナ、ヒダカミネ

ヤナギ？ ( エゾノタカネヤナギと区別付か

ず )、ユキバヒゴタイ（つぼみ）、ミヤマ

ハンショウヅル、アポイキンバイ（かんら

ん岩なのでアポイとしました）が見られま

した。ヌカビラ岳山頂付近ではナガバツガ

ザクラ、ミヤマオダマキ、イワブクロ ( つ

ぼみ )、クロマメノキ、エゾノハクサンイ

チゲ、チシマヒョウタンボク ( つぼみ ) な

どが見られました。

　27 日のチロロ西峰も同じような状況で

したが、お花畑はこちらのほうが広く、草

地もあるため違った種が見られました。開

花していた主なものはウズラバハクサンチ

ドリ、エゾノツガザクラ、キバナシャクナ

ゲ、チングルマ、ヒダカキンバイソウ、ミ

ヤマアズマギク、ミヤマダイコウンソウな

どでした。山頂直下の岩場にはカムイコザ

クラが付いており北面は咲いていました

が、西面は花が終わっていました。

　以上、体力任せにこんな馬鹿なことをす

る会員もいるというお話でした。

ヌカビラ岳山頂手前の岩場

ウズラバハクサンチドリ

ヒダカキンバイソウ
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　2010 年は春先に寒い日が続き、こんな

年は何かあると予感させるに十分な異常

さでした。作物では天候不順は病気の発生

につながりやすく、農業関係者は気を使う

のでしょうが、野生の植物でもなんらかの

影響が出るのではないかと思わせるもの

がありました。（6月以降は一転して猛暑

が続き、春先が寒かったなんて嘘のような

年でしたが。）

　まずは写真１を見てください。何の変哲

もないニリンソウのようですが、花が多く

賑やかに見えると思いませんか。その理由

はほとんどの個体が写真２のように花を

４輪つけているからです。1輪咲き、３輪

咲きは多くありませんが探せば見つかる

ので、ニリンソウの花数は変異があるもの

のようですが、４輪咲きはなかなか見ませ

ん。しかもこの付近に群生している多くの

個体で見られることはやはり

異常でしょう。

　少し原因を考えてみます。

キクザキイチゲにはウイルス

によると思われる病気が知ら

れており（北方山草 18 号 , キ

クザキイチゲの変異 , 五十嵐

博 , 2001, 北方山草会）、葉が

厚ぼったくなり病班が現れ、

葉柄が長くなります。また多

ヨンリンソウ現わる

写真－１．一見普通のニリンソウだが

写真－２．中央、上、右、左の順に分岐
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くは生育阻害のためか花茎をつけません。

エゾイチゲやアズマイチゲの群落にも同様

の病変を見ることがあるのでAnemone 属

に共通の病気のようです。

　旭川の突哨山ではこの病気に罹患したキ

クザキイチゲでも例外的に開花する個体が

あり、ヤエノキクザキイチリンソウ、ハナ

ガサイチゲと呼ばれ、年によってはかなり

の個体数が見られます。開花に至るという

ことは、ここのキクザキイチゲはこの病気

に強い系統と言えるのかもしれません。

　我が家の庭には自然に生えたアズマイチ

ゲの一群がありますが、ずっとこの病気に

かかっており花を咲かせませんでしたが、

昨年 (2009 年 ) 初めて罹患せず、開花しま

した。（実はこのとき初めてアズマイチゲ

だとわかりました。）このことからこの病

気は繰り返し何年も蔓延するが、不治の病

でもないことがわかしました。

　それと同じかどうかはわかりませんが、

マイコプラズマによる感染症が知られてい

ます。ミドリニリンソウはこの感染症で生

じるとされ、園芸関係のサイトを見ると、

放置すると蔓延するのですぐに除去するよ

うに書かれています。また放置しても２

年ほどで治癒する ( 普通のニリンソウに戻

る ) そうです。

　さて、写真１に戻りますが、今年 (2010

年 ) は札幌の砥石山一帯のニリンソウにこ

の種の病気 ( 私には見ただけではマイコプ

ラズマなのかウイルスなのか病気の種類は

わかりません ) が蔓延しており、多くの個

体の葉に病班が見られました。しかし、ニ

リンソウではこの病気は花茎の分岐を止め

る遺伝子を抑制する方向に作用しているよ

うでした。

　症状としては、形態を見る限りでは普通

一回で止まる花茎の分岐が２回３回と起き

ていました。しかし、４回分岐した 5 輪

草は見た範囲ではなかったので、分岐は 3

回までで止まるようでした。

　Anemone属ではエゾイチゲなどが1輪、

ニリンソウが 2輪、サンリンソウが 3輪、

エゾノハクサンイチゲは 5輪程度までと

花数を増やします。大昔、もともとの形態

がエゾノハクサンイチゲ型（花茎が適当に

分岐する）で、いつの時代かにウイルスが

DNAに入り込んで花茎の分岐を止めるよ

うになりながら種が分化していった。止め

るタイミングが少しずつずれて3輪、２輪、

１輪と減り1輪になってからは減りようが

ないので 1輪の種が多くなっている。同

類のウイルスは今も健在で時々感染しては

花茎分岐を止めるタイミングをずらしてし

まう、と想像してみました。順番はまった

く逆もありえますが、花はシュートが進化

したもので、無限に分岐するのが原型との

説にしたがいブレーキは後から備えたと考

えてみました。化石の出現順は調べていま

せん。

　そういえば、罹患したイチゲ類の葉がア

ヒルの足を地面に突き立てたようなよく似

た形になるのは、ひょっとして先祖返り？

話ができすぎでしょうか。

　春先の異常な寒さからAnemone 属の進

化に思いを馳せるのも楽しくありません

か？（誰も賛同しないか。）
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その他の異常な植物

　同じく今年の砥石山で見られた異常な植

物を紹介します。

　写真 3 はニリンエンレイソウ、写真 4

はニリンシラネアオイです。どちらもヨン

リンソウと同じ場所で見つけましたが、病

気とは関係なく、生育過程で合体、または

間違って分岐したものと思います。これも

この年の気候が影響したのかもしれません

が、きわめて稀なので偶然発生した奇形で

あろうと思います。

写真－３．エンレイソウの奇形

写真－４．シラネアオイの奇形


