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写真によせて

メコノプシス・ホリデュラ・ド
ゥルックユレンシス
Meconopsis horridula subsp . 
drukyulensis

札幌市　梅  沢    　俊
　前号に引き続きまた“青いケシ”である。
このところ青いケシ研究会の一員として、
夏はその分布地域 ( ここ数年はヒマラヤ )
に出掛けているのでどうしてもこうなって
しまう。北海道の植物の調査、研究は会員
の皆様におまかせだ。
　写真はブータン西部で広く見られる青い
ケシである。最初見た時は何と言う種類な
のだろう？と思った。ホリデュラに似てい
るが花序はラケモセ ( 総状 ) である。私が
中国青海省で見たものは全てスカポセ ( 根
生 ) であった。
　ブータンのチョモラリ付近やヤレ・ラで
は両方の花序を持つ M. ホリデュラをたく
さん見ているが、これとは違う。
　青いケシ研究の大家グレイ・ウィルソ
ンによる大著『THE GENUS MECONOPSIS』
が出版されたのは 2014 年の後期だ。それ
によると写真の花は表題の種となる。
　青いケシをはじめヒマラヤの植物に詳し
い吉田外司夫さんはそのころ、この花を新
種だろうと見立てて仮の学名 Meconopsis 
drukensis の種名を用意して徹底調査の準
備をしていたのである。 drukensis は竜
のとの意味で、  竜の国ブータンの意訳で
ある。
　この花の特徴は・花弁の基部が顕著に濃

色になること・葉は薄く黄緑色・花糸の先
が白く細い糸状となってそこに葯がつくな
どである。この花の種名は将来変わる可能

性がありそうだ。

水辺の小さな植物

札幌市　吉 中　弘 介
弁天沼調査風景
　苫小牧市弁天沼に近づいて観察したの
は、今回が初めての経験でした。いま改め
て高橋誼氏が本誌 23 号 (2006) に寄せた「苫
小牧市弁天沼とその周辺の植生」を読み返
してみると、希少種を含む多種の植物が生
育していることが分かりました。
　観察会に参加した皆さんが熱心に観察し
話し合って理解を深めようとする様子に、
自然と引き込まれてしまいました。増水時
には水没する泥濘化した平坦地が広がる環
境は、普段目にする環境とは異なり、別世
界にいるような気持ちでした。このような
場所を適地としている植物も目にしたこと
のないものも多く、貴重な経験ができ、案
内して頂いたことに感謝しています。

マルバオモダカ（オモダカ科）
　マルバオモダカ Caldesia parnassiifolia 
(Bassi. ex L.) Parl  は環境庁編レッドデー
タブック (2014) ではカテゴリーは VU で、
北海道 (2001) のカテゴリーは R となって
おり、北海道は国より危険度を下位ランク
にしていますが、絶滅危惧種です。
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　今回、弁天沼で見たマルバオモダカは初
見でした。最初はサジオモダカが花を付け
ているものと思って花を撮影していました
が、この植物の全体を撮る際に根生葉が気
になりました。サジオモダカより葉の形に
丸みがあるのです。近くにいたどなたかが
マルバオモダカであると教えてくれました
ので葉の部分も撮りました。沼の開水面で
はマルバオモダカの浮葉が見られ、浮葉か
ら抽水性の植物のようです。撮影した個体
は水の引いた粘土質に生育していました。
似ているサジオモダカ Alisma plantago-
aquatica L. var. orientale Sam. との主な相
違点は、  改訂新版日本の野生植物（平凡
社）の検索表に拠ると葉の形状に注目し、
サジオモダカは葉身は狭長楕円形～卵型～
狭心形で、葉端は鋭頭。心皮は輪生する。
これに対しマルバオモダカは葉身は楕円
形～円心形～卵心形で、 葉端は鈍頭から円
頭。心皮は半球状に並ぶ。とあり、今回撮
影した植物はマルバオモダカと判明しまし
た。因みにマルバオモダカの種小名 par-
nassiifolia は「ウメバチソウのような葉の」
の意で、命名者も葉の形に注目していたこ
とが推測されます。

雨竜町　佐々木　純一
シズイ ( カヤツリグサ科 )
　ホタルイの仲間で思い浮かぶは「水田雑
草」。フトイやカンガレイは見慣れたけど、
シズイは貧栄養の湖沼などの浅い水域で抽
水する、やや稀な水草だそうです。桿の先
端に 3-8 個の小穂を付け、桿に続く 1 枚の
苞葉が長く直立するのが特徴で、写真のよ
うに小穂が中間に付いているように見える
のです、ホー。

ヒナザサ ( イネ科 )
　これでも「ササ ?」、いつもはチシマザ
サで格闘です。「ササ」が付くのにヒナザ
サは 10cm ほどのミニチュアです。「日本
の固有植物、国立科学博物館叢書 11」で
は「本州、四国、九州の野山の湿地に生育
する 1 年草で日本固有種」ですが、弁天沼
で出会えました。これで全国分布です。

捜し物は何ですか
　「捜し物は何ですか、見つかりにくい物
ですか♪」。年を重ねると望遠レンズにな
る私の瞳。近い物は見づらく、離すと小さ
すぎる。5cm 以下の植物、5mm 以下の花
は苦手です。で皆さん、コンタクトレンズ
は見つかりましたか。

水遊び
　岸辺の次はやっぱり沼の中の植物でし
ょ。 いつも谷地、 泥土の沼で近寄りがた
く、遠くから眺めていた水草も砂地の弁天
沼なら楽チン、超接近です。みんな童心に
かえって水遊び、きっと素敵な水草たちに
出会えたでしょう。

札幌市　本 多　丘 人
サワトウガラシ ( オオバコ科 )
　初めて見せてもらったのは 2007 年でし
た。その昔は「北方山草 9（1990）」で「珍
奇植物」扱いされているように、道内では
かろうじて存在している程度だったようで
す。しかし今回の観察会では、花の時期で
ないと気づかないとは思いますが「あると
ころにはたくさんある」ことが確認できま
した。APG Ⅲ分類では（なんと）オオバ
コ科なのだそうです。
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ムラサキミミカキグサ ( タヌキモ科 )
　別の 2 ヵ所で見てはいたものの、弁天沼
では踏まずに観察するのはほぼ不可能なほ
ど数が多くて少々驚きました。ミミカキだ
けでなく、小さな葉っぱも可愛らしい。似
た花で下顎がぐっと突き出たホザキノミミ
カキグサの方が自分の好みとしては上位な
のですが、ここにはないことになっている
ようです。

美唄市　新 田　紀 敏
ミヤマヒナホシクサ（ホシクサ科）
　この植物には因縁があります。北海道か
ら報告されたのはそれ程新しくはないので
すが、あまり知られない存在でした。松井
さんの追悼文にも書きましたが、2014 年
暮れまで知りませんでした。観察会当日も
知っている人はいないかと尋ねても誰も見
たことがないと言います。図鑑にも出てい
ないので消去法、当てずっぽうで撮って帰
って調べました。苫小牧市界隈の湿地には
結構あるのかもしれません。

ホザキノフサモ（アリノトウグサ科）
　この植物と言えば札幌の北大構内、大野
池です。梅沢さんの図鑑ではいつもこの場
所の写真が使われており、通るたびに見に
行くのですが振られっぱなし。 縁がない
ものとあきらめていましたが、めでたく対
面できました。 当日は曇り空で条件は悪
くなかったのですが、水中に三脚を立てる
のをためらい、波を立てないように動きを
止め結構厳しい撮影でした。シャッター速
度を上げると絞りが開き、水中の葉が写り
ません。 水面の反射を抑えたと思ったら
花にピントが合っていませんでした。 何
とかご覧の写真に仕上がりました。

札幌市　佐藤　ひろみ
タチモ（アリノトウグサ科）
　弁天沼観察会はお花満開でとても楽しい
会でした。小さな花が多かったのですが、
水位の加減や時季のせいもあるのかサワト
ウガラシは昨年よりとても多い様に感じま
した。私たちのバイブルともいえる梅シュ
ン植物図鑑にも掲載されていない種もあ
り、ヒナザサ、マルバオモダカなどの存在
を初めて知ることもできました。ホシクサ
やヒルムシロの仲間は細かすぎて構造など
詳細は未だによくわかりません。撮影した
このタチモは「新北海道の花」によると雌
雄異株とあります。細かいものは苦手とな
った眼をデジタルで補うべく 100mm マク
ロレンズで撮影、拡大しましたところ雄し
べが 8 本あり雄花と判明。雌花を一生懸命
探したのですが見当りませんでした。また
訪れる機会がありましたなら探してみたい
と思っています。

水辺のラン

千歳市　若松　久仁男
　水辺のランを集めてみました。毎年ラン
を探してあちこち歩いているうちに、いつ
の間にかこれだけ集まりました。色々教え
ていただいた方々のお陰です。ありがとう
ございました。

1　トキソウ（ラン科トキソウ属）
　湿原では一番多く見かけるランではない
でしょうか。たまたま白花が見つかり、そ
の清楚な姿にすっかり得をした気分になり
ました。
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2　サワラン（ラン科サワラン属）
　湿原の女王様とでもいいたくなるような
艶やかな色ですね。盗掘でかなり数が減っ
てしまったようです。写真の株も、今年盗
掘されて無くなってしまいました。

3　コバノトンボソウ（ラン科ツレサギソ
ウ属）
　よく似たランにホソバノキソチドリがあ
りますが、違いは距が上向きか下向きかと
いうことのようです。あちこちランを探し
ているとホソバノキソチドリにはよく出会
うのですが、コバノトンボソウはあまり見
かけません。道内では少ないのかもしれま
せん。

4　コアニチドリ（ラン科ヒナラン属）
　小さな花ですが、女の子が踊っているよ
うに見える可愛い花なので、毎年咲くのを
楽しみにしています。根室の農道脇の水溜
まりでこの花を見つけたときは驚きまし
た。 場所が違えば咲く環境も違うようで
す。

5　ミズチドリ（ラン科ツレサギソウ属）
　ランの中では大型で見応えがあります。
特に、最初に見たのが立派だったので、そ
の印象が強いのかもしれません。釧路湿原
でも見られましたが、数は多くないようで
した。

6　カキラン（ラン科カキラン属）
　綺麗で湿原によく似合う花だな～と思っ
ていたら、道南では山に咲いていて驚きま
した。道南以外では湿原のランと思ってい

るのですが、如何でしょう？

7　ミズトンボ（ラン科ミズトンボ属）
　顔も形もとても面白い花です。漫画のヒ
ーローが両手を広げて飛んでいるような姿
が面白くて、この時期になるとつい見に行
ってしまいます。

8　オゼノサワトンボ（ラン科ミズトンボ
属）
　大先輩からオオミズトンボらしいのがあ
ると聞いて探しに行ってみました。そこで
お会いした地元のランの大先生と一緒に見
に行ってみると、「オゼノサワトンボだよ」
と教えていただきました。その先生もオオ
ミズトンボを以前から探していて、まだ見
つけていないと仰っていたので、よほど貴
重なランなのでしょう。このオゼノサワト
ンボも、草刈りなどの影響ですっかり数が
減ってしまいました。

ヒメタヌキモ（タヌキモ科）
Utricularia minor L.（裏表紙）

札幌市　佐藤　ひろみ
　2015 年 6 月 23 日、苫小牧市で撮影。ト
キソウなど目的に湿原を歩いていたとこ
ろ、浅い水溜りのような所に黄色いコタヌ
キモの花が咲いていました。同所に 8mm

ほどの小型でレモンイエローのこの花もあ
り、たぶんツボミか咲き始めの花かとその
時は思っていました。後日図鑑で調べてみ
ると、花の大きさ、形、色が違い、別種の
ヒメタヌキモと分かった次第です。


