河辺いきものの森の植物

その２

前回の９５号では、荒れていた森に手を入れてもとの森の姿にもどしたところ、もう
絶 滅したの ではな いかと 思われ ていた 植物の いくつか が復活 した様 子を紹 介した が、今回
は四 季折々にこ の森の景色 にアクセン トを与えて くれる花を いくつか紹 介したい。
ス ミレのなか ま
冬枯 れの 木 々の 梢がほ んの りと 赤み を帯び て
く る春 三月 、 やや ひらけ た林 床の 落ち 葉のな か
に 花を 咲か せ るす みれが ある 。こ の森 に五種 類
あ るす みれ の なか で最も 早く 咲く アオ イスミ レ
で ある 。花 は 青に 近いう す紫 色、 他の すみれ が
咲 き始 める 頃 には もう花 は終 わっ てい る。そ し
て その 名の 由 来と なった 葵の 形の 丸い 葉をぐ ん
ぐん とひろげて いく。

アオイスミレ

三月 の終 わ り頃 から咲 き始 める タチ ツボス ミ
レ は最 も個 体 数の 多いす みれ で、 林床 にうす 紫
色 の絨 毯を ひ いた ように 咲き 乱れ る。 四月の 中
頃 にな ると 、 タチ ツボス ミレ によ く似 たニオ イ
タ チツ ボス ミ レが 咲きは じめ る。 しゃ がみ込 む
とか すかに芳香 がするので この名があ る。
この 森で は 、他 にやや 湿っ たと ころ に咲く 白
い 花の ニョ イ スミ レと、 日当 たり のよ い草地 に
濃い 紫色の花を つけるスミ レがある。

タチ ツボスミレ

シ ュンラン
林床 が明 る くな って元 気を 取り 戻し たシュ ン
ラ ンは 、ま だ 葉を 開きき らな いコ ナラ やアベ マ
キ の林 に差 し 込む 春の陽 を受 けて 一斉 に咲く 。
あ る時 は乱 獲 の憂 き目に あい 、そ の後 は勢い を
増 して きた 常 緑樹 に陽光 を奪 われ て細 々と生 き
て きた もの が 、見 違える よう に元 気に なり、 株
も 大き くな っ て、 いまは 立派 にこ の森 の「春 の
妖精 」にカムバ ックしてい る。
シュンラン

シ ャガ
五月の森はシャガの大群落が飾り立てる。
竹林やその周りのややうす暗い林床は、淡青
紫色のシャガの花で足の踏み場もないくらい
になる。葉は光沢のある濃い緑色、高さ５０
センチメートルほどの茎の上に、直径５～６
㎝もの花を咲かせる様子はなかなか圧巻であ
る。このシャガ、日本国中あまりにも分布が
広いので、昔から日本にあった花だと思いが
ちだが、もともとは中国原産で、園芸種とし
て 我が 国へ入 って きた ものが 野生 化した ものだ

シャガ

ろう といわれて いる。
ク サイチゴ
この森でいちごと名のつく植物は、ヘビイ
チゴ、ヤブヘビイチゴ、オヘビイチゴ、フユ
イチゴ、ナワシロイチゴ、ニガイチゴ、コジ
キイ チゴ 、クサイチゴ の８種類があ げられる 。
黄色い花が咲いて赤い実のなるヘビイチゴ類
は 、その名 前のせいか 誰も食べよう としない 。
決して毒ではないのだが、食べてみると果肉
がスポンジ状でうまくない。森へやってくる
子どもたちに人気のあるのは、クサイチゴと
ナワシロイチゴとフユイチゴだが、その中で

クサイチゴ花

の一番人気がこのクサイチゴである。四月の
終わり頃から、純白五弁で直径４㎝ほどの大きな花をつ
け 、 そ の後 に 直 径１ . ５㎝ ば かり の 大き な イチ ゴ をな ら せ
る。甘くてよい匂いがするので、子どもだけでなく大人
にも人気がある。名はクサイチゴだが、冬にも茎の枯れ
ない 落葉低木で ある。
フユイチゴはその名の通り冬にみのるいちごで、冬休
みに森へやってくる子どもたちが、群生している林床に
分け 入って、時 ならぬイチ ゴ摘みをす る。

クサイチゴ実

エ ビネ
エビ ネはシ ュン ラン 以上に 受難 の時 期が長 く、 乱獲 の
度 合い もひど かっ た。 そして 今も 完全 に危機 が去 った と
は いえ ない状 態が 続い ている 。古 老の 話によ ると 、昔 は
こ の森 のあち こち で普 通に見 られ たと いうエ ビネ も、 １
９ ９７ 年の調 査で は一 株も見 つか って いない 。し かし 保
全作 業に入って から 、森のあち こちで少し ずつ見つか り 、
現 在は だいぶ 復活 して 、５月 の頃 とも なると 可憐 な花 が
見ら れるように なった。
この 森の保 全作 業を はじめ たば かり の頃、 絶滅 を防 い
で 個体 数を増 やそ うと 、僅か に残 って いた数 株を 県の 農
業 技術 振興セ ンタ ーに 依頼し てク ロー ンで増 殖さ せた も
の を、 平成１ ５年 に１ ００株 ほど 森の あちこ ちに 再移 植
し たが 、これ はま だ花 をつけ るま でに は至っ てい ない 。
エ ビネ
エ ビラフジ
本来は山地の植物、愛知川上流の谷では比
較的多く見られるが平地では珍しい。この森
ではただ一ヶ所、シナノキの近くに小さな群
落があり毎年六月になると５０㎝ばかりの茎
の上に濃い紅紫色の花をほんのちょっぴりつ
ける 。こ の森の作業 に入った当 初に見つか り 、
それ以来群落は広がることも狭まることもな
く毎 年同じよう に花を咲か せている。
群落は道から一㍍ほど入った草むらのなか
にあるが、小さくて目立たない花なので、ほ
とんどの人は気がつかない。しかしじっくり

エビラフジ

見 つめると 、美し い蝶形 花の集 まりは 、えも いわれぬ 風情が ある。 花のあ とには ３㎝ばか
りの 細い莢に入 った種子（ 豆）ができ る。
え びらとは 、武士 が戦い のおり に矢を 入れて 持ち歩い た容器 のこと で、花 の形を そのえび
らに 見立てたも のである。
今回は、 この森 に咲く 草本の 花を主 に紹介 したが、 紙面の 都合上 ほんの 一部し か取り上
げる ことができ なかった。 なお樹木の 花について は次の号で 紹介したい 。

