
　－ 3－

写真によせて

プリムラ・ウィグラミアナ
Primula wigramiana

札幌市　梅  沢    　俊

　2013年の夏はネパールの中央部ラムジ
ュン・ヒマール地域を歩いた。あまり馴染
みのない地名だと思うが、アンナプルナ山
塊の南東端に位置している。山頂の高さこ
そ 7000mを切っているが、夏季は南から
のモンスーンが直接ぶつかり、多量の雨を
落としていくので歩くには厳しい地域であ
る。雨が多いから山ヒルも多く、私たちも
毎日この二つの難敵に悩まされ続けた。
　それでも 7月 3日の午前中だけは珍しく
好天に恵まれた。小さな湖のほとりのキャ
ンプ地から 1時間ほど歩いた地点で出会っ
たのがこの花だ。はじめはプリムラ・シッ
キメンシスの変種 “ ホペアナ ” かと思った
がどうも違うようだ。
　帰札してヒマラヤの植物に明るい吉田外
司夫さんに写真を送ったところすぐ種名を
教えて下さった。彼は見たこともない花だ
ったにもかかわらずだ、すごい！「Polunin
の図鑑にも載っていますよ」とのことだっ
たので、開いて見ると小さな写真と簡単な
解説があった。その中に fragrantという単
語があった。おそらく大変良い香りがする
のだろう。この一件は、花を目だけで楽し
むだけではもったいないことを教えてくれ
たのである。
　この旅に関しては、『花新聞 Hokkaido』
の 333号と 335号にいろいろと書いたので
興味のある方はご笑覧を…。

日本とアメリカのバイモ属

札幌市　岡 田　尚 武

　ユリ科バイモ属は世界に 100～ 130種
あるといわれており、日本には 8種自生
するが道内にあるのはクロユリのみだ。残
りの 7種は全て「xxコバイモ」という名
前の日本固有種で、その多くに鎖国時代の
国名がついている。北米には多くの種があ
るが、特に米国西岸に特産するものが多い。
　ここには日本のコバイモ 3種と米国の小
型のバイモ属 2種を示すが、日本のコバ
イモがひなびた花を一つだけ咲かせるのに
対し、米国のバイモ属は派手な花を複数つ
けるものが多いのは、国民性の反映のよう
で面白い。

《撮影データ》
○カイコバイモ　2010年 3月 17日東京都
八王子市
○アワコバイモ　2010年 3月 28日愛媛県
東温市
○トサコバイモ　2011年 4月 16日高知県
大豊町
○ Fritillaria purdyi　1997 年 6 月 4 日　
カリフォルニア州Mendocino国有林
　花の形はカイコバイモに近いが、斑紋の
派手さはどぎついくらいだ。
○ Fritillaria recurva　1997年 6月 4日　
カリフォルニア州Mendocino国有林
　花の形はトサコバイモにやや似ている
が、「緋色のバイモ」と呼ばれる花のあで
やかさは衝撃的。私はこの花に出会ってバ
イモ属の魅力に目覚めた。
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クロユリ

札幌市　本多　丘人

　2013年 6月、会の観察会で礼文島に行く
ことになり、稚内フェリーターミナル集合の
前日、北に向けて車を走らせました。島に
渡る前に日本海沿岸を経由して先々でお花見
を、という計画です。
　サロベツ原野ではお目当てのコバイケイソ
ウやホロムイイチゴはまだ固いつぼみ状態
で、期待はずれでした。気を取り直して稚内
に向かいます。この道道 106号線は交通量
が少ないのに道は立派、しかも周囲に建物
がないので後方確認をしながら 90～ 100キ
ロぐらいの速度で走るのが普通です。
　われわれの車はゆっくりと 80キロぐらい
を維持していました。と、後座席の菊池さ
んが「ちょっと、なんかある」とかなんとか
おっしゃったので停車してバック。道の左側
（海側）50mほどのところになにやら黒っぽ
いものがかたまっています。
　一瞬ノハナショウブかとも思いましたがク
ロユリの大きな群生でした。根室地方や十
勝地方でクロユリのかたまりを見たことはあ
りましたが、これほど大きな群生を見たのは
初めてだったので、年甲斐もなく少々興奮し
てしまいました。たいして目立たないのに 80
キロで走行中の車窓からよく見つけたもので
す。すでに 5時半を過ぎていたのでわずか
10分間ほどの滞在でしたが、堪能させてい
ただきました。
　なお、簡単にクロユリをご覧になるには、
北大ポプラ並木の隣にある花木園に北大美
術部「黒百合会」が部創設 100周年を記念
して 2008年に復元し、管理しているものが
ありますし、由仁町三川のクレヨンパークに
行けば天然モノがたくさん咲いています。花
期は 5月下旬ごろです。

《撮影データ》
○群生するクロユリ　2013年 6月 6日　稚
内市
○クロユリのクローズアップ　2013年 6月 6
日　稚内市

タケシマユリではないでしようね

札幌市　梅  沢    　俊

　タケシマユリ（Lilium hansonii）の実物
を私はまだ見たことはないが、観賞用とし
て結構栽培されているようだ。自生地は和
名が示すように、江戸時代にこう呼ばれて
いた日本海に浮かぶ竹島である。現在名の
鬱陵島の方が馴染みがあるかな。
　クルマユリに似ているが、花被片が短く
先端部が反り返らないことが一番の違いだ
ろう。ほかにより大型で、輪生葉が 2～ 3
段つき、花の色も黄色味が強いようだ。
　ここに紹介したのはいずれも日本海側の
山奥で撮ったもの。単にクルマユリの個体
変異と思うが、今回ユリ属の写真提供が無
かったので、情報提供として載せたまで。
笑って見みてくれい。

《撮影データ》
○クルマユリ　2000年 7月 9日　札幌市
○タケシマユリ？　2009年 7月 21日　雨
竜沼
○タケシマユリ？　2011年 7月 24日　三
頭山
○タケシマユリ？　1998年 7月 10日　厚
沢部町
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カタクリ

札幌市　本多　丘人

　北海道レッドデータブック 2001で、た
だ一つの「留意種」とされているのがカタ
クリです。稚内付近や釧路・根室地方では
見られませんが道内に広く分布しており、
旭川市と比布町にまたがる突哨山、深川市
丸山公園、浦臼町いこいの森（浦臼神社）、
ニセコ町桜ヶ丘公園、北斗市匠の森公園な
どが大きな群生地として有名です。開花情
報が新聞に載ったりするので多くの人が足
を運び、やっと訪れた春を楽しみます。
　時には山菜としてスーパーの野菜コーナ
ーで見かけることもありましたが、おおか
たの群生地では採取が禁止され、踏み荒ら
されないようにロープなどで保護されてい
ることもあります。実生から開花まで 10
年近くかかるとはいえ、低標高の多雪地な
らほぼどこにでもありますから、札幌近郊
では数を減らしているものの、とくに「留
意」しなくてもいいような気がします。な
にしろ誰が見ても美しい花なので、摘むの
には罪悪感が伴うことが多いのではないで
しょうか。
　カタクリは変化に富んでいて、花被片の
色が濃いもの薄いもの、葉っぱの斑があっ
たりなかったりと、さまざまです。あこが
れは、やはりシロバナカタクリでしょう。
シロバナといっても雄しべの葯は通常どお
り暗紫色というものもあり、私としては葯
の色素が抜けているのを本物のシロバナと
呼びたいと思っています。
　日高町にある自生地は、10年ほど前か
らほぼ毎年訪れている「お気に入り」の
フィールドで、周りに誰もいないのでじっ
くり楽しむことができます。シロバナが 3
本並んで待っていてくれたこともありま

す。ここは車道からすぐの場所ではありま
すが、目立たないので 10株ほどあるシロ
バナは（まだ）採られずにいます。
　開花直前のシロバナと普通のカタクリを
並べてみました。いったん花被片が開くと
このような「破れ提灯」状態には戻らない
ので、今まさに開きかけ。1～ 2時間後に
は 6枚の花被片は上方に大きく反り返り、
見慣れたカタクリの姿になります。
　その下は、ごく薄いピンクの花被片をも
つカタクリの個体を横から狙ってみまし
た。花の見ごろは数日間と短く、しかも温
度に依存して開花するため、休日だけの愛
好者としては、いい状態のシロバナを撮る
チャンスは多くはありません。見つけた時
には思わず「ラッキー！」となりますね、
やっぱり。
　本来は 6枚ある花被片の数が変わること
もあり、ここでは 9枚、8枚の花被片が認
められます。これら 2枚の写真は近い場所
で撮ったもので、もしかしたら病気？とい
う気もしますが、一面のピンクのじゅうた
んの中でこのような株に遭遇するのもささ
やかな幸せです。

《撮影データ》
○ 3つ並んだシロバナカタクリ　2012年
5 月 3日　日高町
○開花直前のシロバナカタクリ　2012年
5月 3日　日高町
○開花直前のカタクリ　2010年 5月 15日
日高町
○横からみた淡色のカタクリ　2005年 5
月 21日　日高町
○花被片が 9枚　2012年 4月 29日　乙部
町
○花被片が 8枚　2012年 4月 29日　乙部
町
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ツリシュスラン（裏表紙）

千歳市　若松　久仁男

　昨年（2013）の夏の観察会で咲いていな
かったツリシュスランを同じ場所で開花を
見ることが出来ました。
　見に行く前日の夜、会の大先輩から「ツ
リシュスランが咲いている」とメールを
頂き、 直ぐに支度をして早朝に出発しまし
た。
　昨年のコースを思い出しながら現場の近

くまでたどり着きました。ところが、現場
の手前のゲートが閉まっています。仕方
なく、木の上と聞いていたので、望遠レ
ンズや三脚など 10kg以上の荷物を担いで
500mほど林道を上りました。
　現場に着いて見覚えのあるその木を探す
と苔むした木の途中、着生シダの中から白
い穂が上がっています。機材を広げて早速
撮影準備。現場は意外に暗くて、撮影には
結構苦労しました。それでも念願のツリシ
ュスランに出会えて感激の一時でした。


