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写真によせて

メコノプシス・スタイントニイ
Meconopsis  stainntonii

札幌市　梅  沢    　俊

　昨年の夏、ネパールトレッキング中で思
いがけなく初めて出会った青いケシの仲間
だ。この旅の前半で幻の青いケシ、メコノ
プシス・テイラーイを 60年ぶりに再発見
して気分よく下山していた時に出会ったの
だ。前年ラムジュン・ヒマール地域を歩い
た時も「もしかして出会えるかもしれない」
と淡い期待を持ち続けていただけに感慨深
いものがあった。
　この花は 3年前まではメコノプシス・ナ
パウレンシス Meconopsis napaulensisとし
て扱われていたものだ。吉田外司夫さんに
よる『ヒマラヤ植物大図鑑』でもそのよう
に扱われている。最近青いケシ研究の大家
グレイ・ウィルソンにより別種とされたの
だ。
　この花は 1954年 7月 4日にステイトン、
シーケス、ウイリアムスという 3人の英国
人によって、ネパール・ヒマラヤを南北に
貫く大河カリガンダキ沿いのレテ上部で採
集されたそうだ。場所は少し離れているが、
メコノプシス・テイラーイの経緯によく似
ている。
　私が見たのは標高 3150m～ 3800mで、
草丈は 2mほど、花弁は 4枚、花の色は白
が多く、朱赤、ピンクもあった。分布の上
部ではメコノプシス・テイラーイと混生し
ていたので、多分雑種もあると思う。なお、

この花の分布域は山ヒルの多い地帯でもあ
った。

ウラジオストック近郊の風景

札幌市　吉中　弘介

1　アツモリソウ生育地
　このような雑木林の林床にアツモリソウ
属が生育しています。北海道では林床がサ
サで覆われていることが多いですが、ウラ
ジオストック近郊ではご覧のようにササが
ありません。
　そのせいでしょうが、ここでは多くの種
類の野草が見られます。シャクヤクや草丈
が 1mくらいのハクセンが多く見られまし
たが、道内で見かける野草も結構ありまし
た。木は広葉樹ばかりで針葉樹は殆ど見か
けませんでした。幼樹も多く遷移が進むと
日照が減少し、野草類も変わって行くので
しょうか。

2　お花畑
　ウラジオストックの北東、中国との国境
近くのステップ気候の草原です。ここは正
に百花繚乱状態で、写真はタチセンニンソ
ウ・イトバユリ・エゾキスゲなどですが、
ほかにキキョウ・シャクヤク・イトクサボ
タン・ノウスユキソウ・ノハナショウブ・
タチサギゴケ・ハナハタザオ・キリンソウ・
ナミキソウ・イトヒメハギなどが群生する
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様は圧巻です。

3　シャクヤク群生
　アツモリソウの各生育地に隣接してシャ
クヤクやベニバナヤマシャクヤクがかなり
咲いていました。同じく花に蜜のないレブ
ンアツモリソウとネムロシオガマの話を思
い出しました。

4　ヒメタヌキモ群生
　本誌の「ウラジオストックのアツモリソ
ウ属」に書いていますが、このページで写
真を見て実感して下さい。

5　カノコソウ群生
　カノコソウの生育地は北海道では山地や
岩地となっています。私も夕張岳の稜線で
見ていますが、写真の場所は平地の林辺で
した。この地ではあちこちの林内で普通に
見られる植物のひとつでした。

6　エゾセンノウ生育地
　湿地でした。2009年にもウラジオスト
ック近郊でエゾセンノウを観察しました
が、今回の花の直径は 8.5cm( 通常は 4～
5cm) もあり巨大でした。北海道にあるエ
ンビセンノウもここと同様に高茎草本の生
える湿った土地に生育します。

チングルマ

仙台市　国京　潤一

　チングルマは被写体としてはいつの季節
でもよい花です。岩を覆い尽くす満開の花、
雌しべが羽毛状になった果実、紅葉した群
落、晩秋の霜を付けた葉と色々な場面が有
りますが、なかなか満足したものが撮れま
せん。チングルマの変わり花を探したとこ
ろ花弁が淡紅色になったものや雄しべの一
部が花弁化したものが有りました。チング
ルマの品種として花が淡紅色を帯びるもの
をタテヤマチングルマ、八重咲きのものは
ヤエチングルマと呼ばれています。淡紅色
の花は浮島湿原にピンク色のチングルマが
有るとの情報で「ワッカ原生花園＆幌岩山
の観察会」の前に寄って見ました。この時
はタテヤマチングルマの認識は無く、ただ
色付きの花として見ていました。これがタ
テヤマチングルマと言えるかは判りませ
ん。旭岳裾合平を歩いていて、2-3個の雄
しべが花糸はそのまま葯の部分が小さな花
弁になったチングルマを見ました。北方山
草第 2号 (1981) の「写真によせて」に白
色のマリーゴールドを思わせるようなヤエ
チングルマの写真 ( 大宮不二雄氏撮影 ) が
あり、原秀雄氏が「多数の雄しべが花弁化
したもので、ヤエチングルマと呼び、花の
中央の花弁ほど細いのが常」と解説されて
います。裾合平にはマリーゴールドのよう
なヤエチングルマが咲いているかもしれま
せんね。
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チョウノスケソウの仲間

札幌市　岡 田　尚 武

　ご存じの通り、チョウノスケソウの花は、
5弁花の多いバラ科の仲間としては異例な
8弁花で、チングルマよりは大きくて見栄
えがするし、小判形の葉はチングルマの羽
状複葉より格好がよい。また、その生息地
が、北海道と日本アルプスの限られた山と
八ヶ岳に限定されており、積雪地帯の山な
らどこにでもあるチングルマより希少であ
る。何より、今から 1.8万年前に最終氷期
が終わり、地球が温暖化して行く過程で発
生した一時的な寒冷期「ヤンガードリアス
期」発見の基礎となり、その名前の元とな
った植物なので、地球科学を学んだ身とし
ては特別な思いがある。私が実際にチョウ
ノスケソウの花を大雪山で見たのは 10年
前で、同じ年にフレンチアルプスで標準変
種にもお目にかかった。大雪山では平坦な
稜線の岩礫地に咲くが、八ヶ岳では岩壁に
咲いており、一層雰囲気がよろしい。
　ドリアス属には少なくとも 3種の確実
な種がある。研究者によっては 15種ある
という考えもあるようだが、区分の判断
が花の細部の小さな相違であったり、自
然発生した雑種が散在するなどで、多く
は独立した種として認められているわけ
ではない。この確実な 3種とは、Dryas 
octopetala（チョウノスケソウが所属）、
Dryas integrifolia（マキバチョウノスケソ
ウ）、Dryas drummondii（キバナチョウノス
ケソウ）の３つである。
　チョウノスケソウは周極域、アルプス、
ロッキー山脈などにある D. octopetalaの変

種 (var. asiatica) で、日本を含む北東アジ
アに分布する。チョウノスケソウという和
名は、ロシアの植物学者マキシモビッチの
採集助手であった須川長之助が、1889年
に立山で最初の標本を採取したことにちな
む。立山の自生地はごく狭く、年間に咲く
花は 100個くらいで、正常な形の花はごく
僅かかゼロだという（土井行雄 1998：改
訂立山の花）。立山は私のふるさとの山な
ので、数年間探してこの自生地を最近見つ
けた。写真に示すのは私が見た中では最も
正常に近い花だが、花弁は 8枚あるものの
歪んだ形で、葉の鋸歯の切れ込みも正常な
ものとは少し違うように感じる。アポイ岳
のヒダカソウも個体数が急減しており、そ
の内奇形の花しか咲かないということにな
らなければよいのだが。
　キョクチチョウノスケソウと呼ばれる標
準変種 (var. octopetala) の葉は狭長楕円形
で、チョウノスケソウの小判形とは異な
るが、鋸歯の様子は殆ど同じだし、花の
方は区別が付かない。北米大陸西部には、
チョウノスケソウとは別の亜種 (subsp. 
hookeriana) が存在するとされている。マ
キバチョウノスケソウは分布範囲がキョク
チチョウノスケソウと重なる地域も多い
が、北極域では圧倒的に優勢で、ヨーロッ
パアルプスには分布しない。カナディアン
ロッキーではキョクチチョウノスケソウと
共在するのだが、私はまだ実物を見たこと
がない。「北極圏の植物なのに牧場？」と
最初は戸惑ったが、これは「巻き葉」を表
す。マキバチョウノスケソウの葉は線形～
披針形で先が尖り、鋸歯がなくて縁が巻き
込む。写真で見る限りでは花の形はチョウ
ノスケソウと同じようだ。両種とも、花弁
は 8枚が標準だが 9枚の花は普通にあり、
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最大 16枚まで見られるという。
　北米大陸にしかないキバナチョウノスケ
ソウにはカナディアンロッキーでお目にか
かったが、バンフからジャスパー国立公園
に向かうハイウエーの路肩に純群落をなし
ており、それが何十 kmも続くのには驚い
た。数は多いのだが、黄色い花は花弁が小
さくて大きくは開かないし、下向きに咲く
のであまり存在感がない。キバナチョウノ
スケソウとキョクチチョウノスケソウとの
自然発生的雑種が Dryas× suendermannii

として認知されており、花は前者より大き
くて横向に咲くが、花色は純白から帯黄白
色までと変化があるようだ。

《撮影データ》
1　稜線に咲くチョウノスケソウ (Dryas 
octopetala var. asiatica)。生息個体数の多
い正常な群落で、奇形の花は見られない。
2007年 7月 8日　大雪山小泉岳
2　岩壁に咲くチョウノスケソウ (Dryas 
octopetala var. asiatica)。2008 年 6月 26日
　八ヶ岳連峰横岳
3　日本で最初の標本採取地に咲く奇形
のチョウノスケソウ (Dryas octopetala var. 

asiatica)。2011年 7月 23日　立山浄土山
4　フレンチアルプスに咲くキョクチチョ
ウノスケソウ (Dryas octopetala var. octo-
petala)。葉がチョウノスケソウより細長い。
2012年 6月 12日　エクリン国立公園　

5　カナディアンロッキーに咲くキョク
チチョウノスケソウ (Dryas octopetala var. 

octopetala)。花弁の先が尖り気味なのも正
常な範囲。2009年 7月 12日　バンフ国立
公園
6　カナディアンロッキーに咲くキバナチ
ョウノスケソウ (Dryas drummundii)。葉は
キョクチチョウノスケソウとよく似ている
が、花は小さく白毛に被われた太い花茎が
目立つ。2009年 7月 15日　ジャスパー国
立公園

エゾウスユキソウ（裏表紙）

千歳市　五十嵐　　博

　エゾウスユキソウはこれまで礼文島、十
勝の林道で確認していました。3例目の確
認は前から気になっていた釧路町でした。
2014年 7月 30日、「情報では 2カ所、北斜
面、大きな駐車場あり」などなので探しま
した。案内図の北斜面と南斜面を勘違いし
ていたので中々見つからず諦めようかと思
い反対側を見ていて見つかりました。写真
はその中でも大きめの個体です。人工的な
法面でした。でも自然度は高いのです。新
年度の観察会候補に加えました。


