
－ 70－　

北方山草（33）：70-73. March 2016

つくば市　福 田　知 子

大雪山のチシマイワブキ

　利尻山登山から 2年。ついに大雪山に登
ることになった。
　大雪のチシマイワブキ Micranthes 

nelsoniana (D.Don) Small var. reniformis 

(Ohwi) S.Akiyama et H.Ohba　がどうしても
気になったからである。
　私の研究対象はユキノシタ科の旧チシ
マイワブキ亜属（現在のMicranthes = チシ
マイワブキ属）Chinophila節の中でも、腎
形の葉に三角～デルタ状の鋸歯が特徴の
Rotundifoliatae亜節に相当するグループで、
北米からシベリアにかけて広く分布する
シベリアイワブキMicranthes nelsoniana (D. 

Don) Smallに代表される。日本では、チ
シマイワブキ、エゾクロクモソウM. fusca 

(Maxim.) S.Akiyama et H.Ohba、フキユキノ
シタM. japonica (H.Boissieu) S.Akiyama et 

H.Ohbaが含まれる (Akiyama et al. 2012, 大
場 1982, Zhmylev 1996)。エゾクロクモソウ
は日本の北の方に行けばそれなりにある
が（特に道東では時に雑草扱いされるほ
どである）、チシマイワブキは日本では北
海道の高山にしかない（本州にはタテヤ
マイワブキM. nelsoniana (D.Don) Small var. 

tateyamensis (H.Ohba) S.Akiyama et H.Ohba

があるが、これも極く稀少らしい）。利尻
山では標高 1700 mの頂上付近、大雪では、
旭岳、白雲岳など、いずれも 2,000 m級の
山で記録がある。チシマイワブキはサハリ
ンから記載された（Ohwi 1933）が、葉が
無毛で、花序の上部に少量のやや縮れた毛

があることなどから、北海道の植物もサハ
リンの植物とともに、チシマイワブキとさ
れている。
　最初に利尻に行ったのは、自然な成り行
きだったと思う。利尻のチシマイワブキは
情報量が多いのだ。標本は利尻のものが圧
倒的に多い。インターネットで画像検索し
てみても、出てくるのはほとんど利尻の個
体である。ところが、利尻の個体を調べて
みると、サハリンのものとは、生育環境も、
染色体数も、系統的位置も違っている。サ
ハリンのチシマイワブキは低地の水辺に生
えるのに、利尻では山頂付近の崖に生える。
また、利尻の個体の染色体数は 2n=50と、
シベリアイワブキ全体を見渡してもこれま
で報告のない数である。

　利尻の個体の特徴は、日本のチシマイワ
ブキに共通した特徴だろうか？
　利尻の集団は島に取り残されて特殊化し
た集団ではないのか？
　大雪でも、チシマイワブキは利尻のよう
に岩崖や礫地に生えているのだろうか…？

　そこで、北海道の高山植生の専門家の佐
藤謙先生に問い合わせると、過去の手帳ま
で調べ直して返事を下さる。白雲岳、北海
岳、小泉岳にありそうだ、と。梅沢俊先生
にも訊いて下さったらしく、白雲岳付近の
水辺で見た、との情報もいただく。さらに、
調査に同行して下さる！という。でも、佐
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藤先生といえば、健脚で知られるロシアの
植物学者から「また一緒に歩きたい」と言
われた方であり、片や私は利尻登山で往復
12時間（標準 9.5時間）かかった人間である。
あまりに申し訳なく、丁寧にお断りする。
お勧め下さった銀泉台から白雲岳のコース
を地形図で見ると、2, 3ヵ所、等高線の混
みあった所がある。他に楽に登れそうな所
を探したが、これが一番楽なコースらしい。 
チシマイワブキのためなら仕方がない。
　もう一つ気になるのはエゾクロクモソ
ウの存在である。北大の標本庫には大雪
山採集のエゾクロクモソウの標本がある。
Rotundifoliatae亜節の中では種間・亜種間
の交雑も報告されている。この 2種は同所
的に生えていることはないだろうか？

＊＊＊
　当日、銀泉台から登り出して 5分と経た
ないうちに私が目にしたのは、道の脇の斜
面に地面の 間を埋めるように広がるエゾ
クロクモソウであった。本州中部のクロク
モソウ Micranthes fusca (Maxim.) S.Akiyama 

et H.Ohba var. kikubuki (Ohwi) S.Akiyama et 

H.Ohbaとは違い、細かくて多数の鋸歯を
持つ、典型的な葉のエゾクロクモソウで、
大きな葉の間からたくさん花序が出てい
る。見たとたん、エゾクロクモソウの採取
許可を、麓まで含めて申請しなかったこと
を後悔する。エゾクロクモソウはその後も
断続的にダケカンバ林の茂みの下に、駒草
平（標高 1820m）の下まで見られた。
　駒草平まで上がってきて安心した矢先
に、赤岳手前の急斜面に出くわした。見上
げるばかりにほぼ直角に歩道がついてい
る。ここで、一緒に歩いてきた登山グルー

プの人たちには、完全に置いて行かれて
しまった。左手の岩の上で私の存在にも構
わずやかましく啼き続けるホシガラスをう
らめしく思いながら登って行く。一歩上が
る度に休んでいては、 日が暮れてしまう。
やっとのことで赤岳山頂にたどり着くと、
例の登山グループの人たちはもうすっかり
落ち着いてラーメンなどを食べている。
　「登山、初めて？」
　まさか、利尻に登ったとは言えない。
　皆様、赤岳までだという。ここから白雲
岳までは天気が悪い時など尾根がわかりづ
らいときいていたので、別のグループが通
りがかった時に後について行った。
　この辺から目がチシマイワブキ・モード
になる。歩きながら、水の流れた跡と思わ
れる所や、岩に土の溜まっているような所
に生えていないか、目を皿のようにして見
ていく。花はもう無いかもしれない（利尻
では 8月初めに実になっていた）が、あの
特徴的な葉があれば、見つけられると思う。
しかし、クモマユキノシタやチシマクモマ
グサはあるのに、チシマイワブキはどうし
ても見つからないまま、白雲岳に着いてし
まう。
　山頂では、先客が帰っていくところだっ
た。帰り際に、「ここからトムラウシが見
えることは、まして、今日のような曇りの
日には、めったにない」といわれたので、
あれがトムラウシか？と思いながら写真を
撮る。 岩に腰かけておにぎりを食べる間
に、これは空振りになるかもしれないと思
う。貴重な休暇とお金をかけてきたのに、
採取許可もやっと間に合ったというのに、
チシマイワブキをひと目も見られなかった
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らどうしよう、などと考えていると、急
に風が出てきて、風に煽られるように黒と
オレンジのチョウが 10数羽現れたかと思
うと、ものすごい速さで岩のまわりを飛び
始めた。来るときに見た目玉模様のタテハ
チョウだろうか。こんな岩だらけの所で、
一体何をしているのだろう？
　梅沢先生情報を思い出して、気を取り直
して歩き出す。ハイマツの間の道を降りて
いく途中、鋸歯のある葉を見つけて、はっ
とする。が、花序を見るとスミレであった。
図鑑をみるとジンヨウキスミレに似ていた。
スミレに騙されるとは、末期症状である。
　斜面を降り切った所は湿地状で、あちこ
ちに水たまりや細い川があった。道の右手

の方から水が湧き出して、左手の緩やかな
斜面全体を潤しているようにみえる。ウコ
ンウツギの茂みの先の、湧水池のまわりに
エゾノリュウキンカが生えているあたりを
注意深く透かして見ると、そこにチシマイ
ワブキらしい葉を見つけた。疑心暗鬼でか
き分けると、小さな花序がついていた。嬉
しさのあまり、へたり込む。
　チシマイワブキの花にしては違和感を覚
えたのは、花がピンクがかっており、花弁
の先が尖って見えたことだった。頭状に集

合した花序や葉が水辺に生えている様子
は、カムチャツカの水辺で見たシベリアイ
ワブキに似ていた。葉が無毛で、花序や葉
柄にも毛が少ないことなどから、形態的に
はチシマイワブキに当てはまると考えられ
るが、花数の少ない小さい花序といい、水
際に生える様子といい、利尻で見たチシマ
イワブキとは似ても似つかぬ姿である。
　さらに周囲を探してみると、川の縁や水
際の岸に、いずれも小さい葉がぱらぱらと
見つかった。まだつぼみだったこれらの個
体は、葉柄や蕾が赤く、「エゾクロクモソ
ウのような」チシマイワブキだとそのとき
思った。しかし、個体数は少なく、今にも
エゾノリュウキンカや水辺の草本に飲み込
まれてしまいそうに思われた。
　翌日は、白雲岳から北海岳に行く道でも
探したが、雨で視界が悪かったせいもあっ
てか、道沿いにはチシマイワブキは見つか
らなかった。黒岳を降りて林に入ると、と
たんにまたエゾクロクモソウがあった。や
はりエゾクロクモソウは樹林限界の下まで
しか上がってきていないのだった。

＊＊＊
　帰ってきて 1週間後、培養棚をみた私は
叫びそうになった。白雲岳の水辺の「エゾ

図 1　白雲岳の水辺チシマイワブキ

図 2　白雲岳の水辺
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クロクモソウのようなチシマイワブキ」の
つぼみが、エゾクロクモソウの花を咲かせ
ていたからである。そういえば、あの蕾が
チシマイワブキの訳はない。でもあの日、
エゾクロクモソウが森林帯にしかない、と
確信した私は、白雲岳にエゾクロクモソウ
があるとは思いもしなかったのである。
　つまり、白雲岳の水辺にはチシマイワブ

キとエゾクロクモソウが同所的に生えてい
たことになる。このエゾクロクモソウが森
林帯のエゾクロクモソウと同じものなの
か、この 2種がどういう経緯で大雪の高所
で同所的に生えることになったのか、今後
の解析が楽しみである。
　一方、このことは、大雪のチシマイワブ
キの集団がさらに、非常に限られているこ
とを示唆している。水辺で見た個体数の半
分がエゾクロクモソウだとしたら、チシマ
イワブキはこの場所に、最初に思ったより
も半分の個体数しかなかったことになる。
今回、小泉岳、白雲岳、北海岳を登山道沿
いに探したが、チシマイワブキが見つけら
れたのはここだけであった。大雪のチシマ
イワブキは、利尻の頂上付近に群生してい
る集団に比べると、生育場所が点在してい

て見つけにくいことはあるかもしれない。
しかし、道沿いしか見なかったとはいえ、
この種だけを特別に探しても見つからな
かったということは、大雪のチシマイワブ
キの個体数は、実際にはかなり少ないので
はないだろうか？
　そこで、今後、大雪でチシマイワブキを
見つけた方は、是非、個体数や生えていた
環境（風衝地？水辺？）を教えていただき
たいと思う（fukudatomoko@gmail.com）。
私よりももっと余裕を持って登山ができる
方々によって、他の場所でもチシマイワブ
キがみつかったとしたら大変喜ばしい。一
方、見つからなかったとしたら、大雪のチ
シマイワブキについては詳細な調査や保全
対策が必要ではないかと思う。少なくとも
水際に生えていた集団については、生態的
にも、形態上も、利尻のチシマイワブキと
は異なった特徴を持つ集団と思われるから
である。　　　　　　　　（国立科学博物館）
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図 3　白雲岳の水辺エゾクロクモソウ


