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写真によせて

メコノプシス・ピンナティフォ
リア
Meconopsis pinnatifolia

札幌市　梅  沢    　俊
　このページの “ 青いケシ ” シリーズはま
だまだ続くのだ。
　1昨年、夏にネパールトレッキングをと
計画したが、例の大地震で挫折。昨年夏に
ようやくガネッシュ・ヒマールを巡ること
ができた。首都カトマンズの北方約 70km

と近い距離にも関わらずトレッカーが極め
て稀である地域だ。これはそこで出会った
青いケシの仲間だ。写真の果実の部分を見
れば分かるが、残存花柱の基部に円盤状の
付属体が付くのが特徴だろうか。産地は
局所的で個体数もきわめて少ないものだ
った。高度は 3,900-4,000mである。この
種の写真が印刷物として公表されるのはこ
れが日本では初めてである。世界的に見て
も中国の出版物に 1度掲載されただけであ
る。分布はガネッシュ・ヒマールとチベッ
ト南部だけである。
　この旅ではこの地域固有の “ 青いケシ ”
の 1種 Meconopsis autumnalis も見た。これ
は個体数も多く、あちこちで群生していた。
　雨とトラブルの多い旅だった。「もうネ
パールは止めにしよう」と帰路に着いたが、
今になると「今度は○○あたりはどうだろ
う？」などと話し始めている。
　なお、前号（33号）の “ 青いケシ ” は
2016 年に新種 M. elongata として発表され

た。

マメ科の花ばな

仙台市　国京　 潤一
エゾオヤマノエンドウとオヤマノエンドウ
　今年の 7月に久々に大雪山に登り、エゾ
オヤマノエンドウを見ました。大雪山では
砂礫地に咲き、周りにはウラシマツツジや
マット状のイワウメがあり、エゾオヤマノ
エンドウだけ葉に毛がすごく密生して、葉
が白っぽく見えるほどでした。東北では母
種のオヤマノエンドウは飯豊連峰でしか見
られませんが、生育環境は草地にミヤマウ
スユキソウやハクサンイチゲ等と一緒に咲
き、大雪山とは違う風情を感じました。

《撮影データ》
エゾオヤマノエンドウ　大雪山　赤岳　　
　2016.7.23

オヤマノエンドウ　　　飯豊連峰　北股岳
　2010.6.26

江別市　大沼　 弘樹
マシケゲンゲ
　学生時代、暑寒別岳の山頂手前の風衝草
原で、念願だったマシケゲンゲに出合う事
が出来ました。1個体だけをクローズアッ
プしても十分に美しい花ですが、花色の個
性も魅力で、ピンク色に近い赤紫色から、
濃い紫色のもの、藍色に近い青みがかった
個体など、様々な色の花のパッチが咲き乱
れる様子は、遠くから眺めているだけで楽
しいものでした。



－ 4－　

リシリオウギ
　撮影地は利尻山の山頂直下。強風が吹け
ば吹き飛ばされそうな草付きの上で、コケ
モモの絨毯に埋もれるように、クリーム色
の花が点々と咲いていました。登山道沿い
とはいえ、見下ろせば足元がすくむような
崖縁に咲く姿からは、高山植物らしい逞し
さと気高さを感じます。

エゾノレンリソウ
　花屋さんでお馴染みのスイートピーと同
属で、石狩低地帯のヨシ原の縁などにも見
られる可憐な花ですが、深い草むらに生え
るため、身近な割に人目に触れにくい植物
です。この写真は利尻島の低地で写したも
のですが、花が小さい個体で、一見すると
別種かと思うほどでした。案外と系統差が
あるのかもしれません。

Lathyrus sativus var. azureus

　北海道の自生種ではなく、自宅のプラン
ターで栽培した個体ですが、日本で見る機
会の少ない花なので紹介させていただきま
した。スカイブルーの花を咲かせるヨーロ
ッパ原産の植物ですが、姿形は同属のエゾ
ノレンリソウと似ています。海外では救荒
作物として栽培されることもある一年草で
すが、種子に有毒成分を含み、多量に常食
すると健康被害が生じるおそれがあるそう

です。

千歳市　五十嵐　  博
レブンソウ・カラフトゲンゲ
　カラフトゲンゲは 2016年 8月 3日礼文
島の桃岩下で撮影した。桃岩の上で撮影し
たレブンソウは霧の中でぼやけていたので
過去に撮影した 2013年 7月 23日のものを

選んだ。ともに標本を採集したかったが無
理な場所であった。

函館市　酒井　　 信
ホドイモ
　2015年 8月 25日、函館市弁才町で撮影。
この種も道内で結実するのだろうか、原 
松次 (1981) 北海道植物図鑑 ( 上 ) では「見
ていない」、梅沢 俊 (2007) 新北海道の花で
も「道内で結実するかは不明」とある。果
実に期待をかけ、同所で 2016年も開花を
見たが、2日後には花序ごと無くなってい
た。
　この花、何故こんなに捻じれた構造をし
ているのだろう。関西で同じマメ科のノア
ズキを見ているが、やはり捻じれていた。
葉柄、小葉の柄、花柄などの基部が膨らん
でいるのが目につく。

札幌市　梅  沢    　俊
（仮称）カムイイワオウギ
　この花については以前、北海道新聞社発
行の『花新聞 Hokkaido 』 369号に書いた
ので、詳細を知りたい方はそちらをご笑覧
いただきたい。
　要約すると、日高山脈南部、神威岳を水
源とするニシュオマナイ川沿いに生育する
チシマゲンゲによく似たイワオウギ属の
花はもしかしたら日本新産の Hedysarum 
latibracteatum ではないか。その際の和名
はカムイイワオウギではどうだろ？という
もの。
　細部はよく見ていないが、外観的には花
序の枝が非常に長いこと、小葉は披針形の
ように細長く、広い間隔を空けて付いてい
ることなどが挙げられようか。学名（種小
名）からすると、幅広の苞を持つというこ
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とになるが…。

マメ科植物の顔

千歳市　若松　久仁男
　マメ科の特集と聞けば、やはりマメ科の
花が気になります。今年は、あちこち観察
に出かけるたびに、マメ科の花があれば撮
影してきました。道端に咲いているもの、
少し頑張って遠出したときのものなど撮影
した写真を集めて並べてみると、華やかで
綺麗な花が並びました。
　写真の並び順は、和名のアイウエオ順で

す。

エゾモメンヅル（裏表紙）

札幌市　本多　 丘人
　秋、マニア向けの花を見に知床まで出か
けました。しかし目的の花は見つけられま
せんでした。道なき道の道すがら、マルバ
キンレイカやエゾオグルマの群生の近くに
マメがいくらか咲き残っていました。あま
り気にも留めず数枚撮り、札幌に戻ってか
ら調べてみたらエゾモメンヅルでした。素
人の悲しさです。エゾモメンヅルはだいぶ
前にウトロの断崖の上で見たことがあった
のですが記憶が薄れかけていましたし、こ
の花は斜里町側にしかなくて 7月が見ごろ
だと思っていたものですから。もう少し早
い時期にまた出かけたくなりました。
　羅臼町　2016年 9月 3日

エゾノレンリソウ
オオバクサフジ
カラフトモメンヅル
カリバオウギ
クズ
シャジクソウ
センダイハギ
ツガルフジ
ツルフジバカマ
ツルマメ
ナンテンハギ
ネコハギ
ハマエンドウ
ミヤコグサ
メドハギ
モメンヅル
ヤハズソウ
ヤブマメ
ヤマハギ
ヨツバハギ

撮影地
苫小牧市
新冠町
上士幌町
せたな町
新冠町
函館市
苫小牧市
上ノ国町
千歳市
千歳市
小樽市
上ノ国町
むかわ町
苫小牧市
苫小牧市
むかわ町
千歳市
千歳市
千歳市
日高町

撮影日

7月 3日
9月 3日
7月 14日
6月 21日
8月 27日
7月 2日
6月 16日
8月 26日
7月 29日
8月 14日
9月 17日
9月 2日
5月 22日
7月 4日
9月 11日
7月 4日
8月 14日
9月 1日
7月 29日
9月 3日

『マメ科植物の顔』撮影データ


