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写真によせて

　　　扉
札幌市　梅  沢    　俊

ロードデンドロン　アルボレウム

Rhododendron arboreum
　ラリ・グランスとも呼ばれるネパールの国

花である。分布域も広く、いわゆる“普通種”

である。花期は 3 月、プレモンスーンと呼

ばれる乾季に白いヒマラヤの峰を背景に咲

く写真をご覧になったことがあるだろう。

　私は何度かネパールを訪れているが、こ

の花の季節にはまだ行っていない。ほかの

写したい花がまだ咲いていないからだ。そ

んなわけで2011 年に撮影に出かけること

にしたのだが、3 月11日の震災である。

　その10 日ほど経た日、世の中は自粛

ムードに包まれ、私も“中止”を考えつ

つチケット等の手配をお願いしていた旅

行代理店に出向いた。「今日は朝から払

い戻しばっかりです」。担当のＨさんは

私に会うなり沈痛な表情で口を開いた。

「…それなら行こうか」。中止の方が気が

楽だったが、アンナプルナ方面に行く決

心をした。「山でお祈りをしてこよう」

　乾季のはずなのに毎日午後になると雨

となった。それも雷を伴った豪雨となっ

たことが多かった。写真は雨が降り出す

直前に写したもの。この年の花つきは今

一つ、何とか白い峰を背景に撮影できた

ものの、達成感と呼べる状態ではなかっ

た。そして目指したピークの頂上は新雪

に被われていたのだった。

北海道 日本海に浮かぶ島の植物

チシマエンレイソウ

Trillium camschatcense var. kurilense
　オオバナノエンレイソウの変種で子房

全体が黒紫色になるもの。北海道本島で

も見るが極めて珍しいと思う。天売島で

は出現頻度が高く、割と容易に見ること

ができるだろう。この島では巨大エゾエ

ンゴサクも見ものだ。

クシロチドリ

Herminium monorchis
　厚岸方面にあると聞いて随分道東を探

したものだ。結局北海道本島では見てい

ない。渡島大島ではムラサキモメンヅル

と共に随分見ることができた。ただこの

島には自由に渡ることができないのが残

念だ。その分中国で出会えたが、こちら

の株は豪壮な感じを受けた。

オニオトコヨモギ

Artemisia congesta
　海の日に松前小島に渡った。海岸の岩

地を歩いて見つけたのが写真の株だ。当

然まだ咲いておらず、秋に再挑戦したか

ったが、船のチャーターや天候など決行

条件が厳しく実現していない。その後対

岸の白神岬周辺で見つけてしまった。花

期と果期の写真もしっかり撮った。だか

らもう松前小島には行くことがないかも

しれない。

マルバマンサク

Hamamelis japonica var.discolor f. obtu-
sata
　最初に見たのは故 原松次先生に教え

ていただいた木古内町であった。その後

松前町でも見ているが、北海道本島では
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個体数が少ないようだ。奥尻島では探さ

ずとも目についた。オオバヒョウタンボ

クも結構多かったぞ。

ヤブコウジ

Ardisia japonica
　奥尻島の樹林下に分け入ると結構目に

することができ、場所によってはうっか

り踏みつけてしまうほどだ。焼尻島にも

分布しているが、私はその島に行ったこ

とがない。北海道本島にもあってもよさ

そうだがまだ見ていない。

シュンラン

Cymbidium goeringii
　北海道本島の産地としては今金町と旧

熊石町しか知らないが、奥尻島ではやや

普通に見られる。山菜として利用してい

ると聞いたことがあるが、本当だろうか。

それほど多いとは思わぬが。

ヒョウノセンカタバミ

Oxalis acetosella var.longicapsula
　越冬した大きな葉を見ればすぐそれと

分かる。花も大きく見応えがある。北海

道本島に分布するコミヤマカタバミと同

種とは思えない姿である。山地の湿った

ところでやや普通に見られる。北海道本

島では上ノ国町で３カ所確認している。

いずれも沢沿いである。

ヤマヤブソテツ

Cyrtomium fortunei var.clivicola
　奥尻島の東海岸の山沿いで見たが１カ

所のみである。羽片の形からこの種と同定

したが自信はない。海岸の岩場では同属の

オニヤブソテツを見ることができるが。

クマワラビ

Dryopteris lacera
　我々の周囲に普通なミヤマベニシダの

小型版のイメージだ。ただソーラスは葉

の先端部の羽片のみにつき、ソーラスの

ついた羽片は他の羽片よりもはっきりと

小さいので、葉の裏側を見ずともそれと

分かる。北海道本島には分布しないが奥

尻島では少なくない。当会の“オクシリ

エビネ観察隊”は見られたのだろうか？

北海道の着生ラン

ホザキイチヨウラン

Malaxis monophyllos
　ふつう目にするのは地生する株であ

るが、着生植物が多い日高地方では着生

の株が見られる、といっても地味な花だ

から、見る機会は少ないかもしれない。

写真は浦河町ニシュオマナイ川上流部

で写した。この周囲ではヒナチドリやス

ギランなども見ている。着生植物の宝庫

とも言えそうな地域だが、沢に沿って皆

伐が行われてすっかり環境が変わって

しまった。

ツリシュスラン

Goodyera pendula
　写真は江差町の山中で撮影した株であ

るが、日高地方でも見ている。これも地

味な花なので見つけにくい。この植物を

探すには木の葉が落ちた晩秋あたりがよ

さそうだ。このランの葉が緑色で残って

いるので見つけやすいということ。見つ

けても樹上高いところに生えることが多

いので撮影は大変だ。
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写真によせて

　道内ではどちらも太平洋側の湿気が入り

やすい場所を中心に分布しているとの話を

聞きますが、詳しいことは調べられていな

い（調べられない？）ようです。普段花を

探すときは下ばかり見ていますが、着生植

物を探すときばかりは悲しくもないのに、

上を向いて歩くことになります。ただし、

傾斜が急なところでは、木の上といえども

目線以下ということもあります。見晴らしの

良いところまで登ると、足元の樹上をじろ

じろ。まるで高層階から人の家を覗いてい

るような…。

　首尾良く見つけることができても、大木

の高いところに付いているのでたいていは

距離があり撮影は至難です。

ヒナチドリ

Orchis chidori

　ほとんどこれだけを目的に急な道を上

りました。途中、ほかの株もあったので

すが、あまりにも遠く写真になりません。

それでもあきらめずに登り続けた甲斐が

ありました。少しはまともな写真が撮れ

そうです。登攀器具を使わずに自生状態

を写すのはこのへんが限界でしょうか。

この木にはもっと低いところにも付いて

いたようですが、不心得者につつき落と

されてしまったようです。

　撮影日：2010 年 7 月 17 日

　撮影地：新ひだか町

フガクスズムシソウ

Liparis fujisanensis
　北海道には自生するとかしないとか諸

説ありますが、これだとしておきましょ

う。

旭川市　新田　紀敏

仙台市　国京  潤一

　林道脇の空き地から小雨降る中の出発

となり、最初だけ小道を歩き、その後は

草原や藪状の廃道、または熊かもしれな

い新しい道跡が残る笹原の斜面を直登し

たりして上部の林道に出て、ここからは

後 30 分ほどで着くとの案内人の言葉に

励まされ、1 時間弱歩いてやっとの思い

で自生地に着きました。10cm 弱と小さ

いフジチドリは花が咲き始めたところ

で、倒木に着生している事もあって間近

に見る事ができ感激しました。

　撮影日：2011 年 7 月 16 日

　撮影地：新ひだか町

着生ランは難しい　　　

フジチドリ　Neottianthe fujisanensis
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千歳町　五十嵐　博

　前年の成果に味をしめて同じ時期に同

じような場所を歩きました。目的の場所

はかなり上の方だったのですが、途中に

も何かないかと欲を出してきょろきょろ

していたものの成果なし。結局予定の場

所まで来てしまいました。この株は、ほ

かの花を見ているときに同行者がかなり

低いところに付いているのを見つけてく

れてラッキーでした。Nさんありがとう。

それなりの写真が撮れたと思いますが、

それでも見上げているので葉の様子がわ

かりません。着生ランはこのくらいは我

慢しなければいけません。

　撮影日：2011 年 7 月 16 日

　撮影地：新ひだか町

バシクルモン（オショロソウ）

Apocynum venetum var. basikurumon
　梅沢（2007）新北海道の花での分布は「北

（日本海側・知床半島）・本（青森県・新潟

県）」と報告されているバシクルモン（オシ

ョロソウ）を初めて確認したのは別名の産

地である小樽市忍路海岸であった。その

後、原松次先生と歩いた浜益村送毛海岸

や松井洋氏と調査した穂別町富内八幡覆

道上などでも確認していた。この写真は

業務調査で 2001 年に奥尻島の海岸で撮影

したもので道路沿いに群落化しており過去

に見た中でも最大の群落だった。キョウチ

クトウ科に属し、道内での分布は非常に限

定的な種である。

裏表紙　　
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