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実生への誘い

近年、山野草の実生栽培が盛んになり、

市販品にも多くの種類を見る事が出来るよ

うになったのは、嬉しい限りである。

実生は土地に馴化した丈夫な苗を一度に

沢山作れる上に、純粋性に欠けるという特

性(?)を活かし、何かが生まれる期待に胸を

膨らませる事が出来るのも、もう一つの蒔

く楽しみである。

鉢中一斉に発芽した時の嬉しさ、開花時

の喜びは格別で、 「アパタもエクボjの諺

どうり自分で苦労して育てたものは、ど ζ

のより美しく見えるし可愛いいものである。

木物で 3~4年、草物は翌年から花が見

られるものもあり「実生は難しく年数がか

かるので…・・」と言う前に先ず、実行して

見ょうではありませんか。

l原種の保存とか、専門的に交配種を作り

出すのは別として、あくまでも趣味であり、

(人は道楽と言うがい〕良商を数多く得る

事を目的とするのであるから、身近なもの

から気楽に始める事です。

現在、私の庭には沢山のエゾムラサキツ

ツジが植え込んでありますが、ほとんど実
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生から育てたものであり、今日まで試行錯

誤の繰り返しながらも実生を続けてこれた

のは、初めて蒔く不安と、かすかな期待の

中で成長したこのエゾムラサキツツジが見

事に開花してくれた喜びがあったからと思

う。 Jレーベを使用しなければ発芽確認が出

来ない程の、あの小さな芽を見守り続けて

3年、そして 4年目の早春にはそのほとん

どが開花した。

発芽後の湿度調節、ピンセットを使用し

ての間引き、槌替え、消毒や施肥など山採

り苗の栽培経験しか持たない私にとっては、

想像以上の苦労であった。

だが、長く厳しい冬の終りを確実な実感

として告げる早春の開花に接した時、一瞬

にしてその苦労が報われ、歓びだけが残っ

ていた。あれからすでに数年も経ち、その

聞に播種した種類は多いのですが、未だに

失敗の連続で己の未熟を反省している。

そんな私が標題の稿を書く事に抵抗を感

じる訳ですが、実生栽壌を通じて、更に山

草を理解し、山草が如何に貴重な存在であ

るかを知る事により、自然保護の必要性を
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体で感じると共に、今後の山草趣味に必要

不可欠な事と思い、私なりの栽培方法を一

部でありますが、想い出すままに書かせて

戴き、少しでも皆様の参考に供すれば幸い

です。

ツツジ

ζの仲間は非常に種類も多く、山草愛好

家は必ず何種類かは栽培しているように、

誰にでも好かれる植物ではないでしょうか。

私のところにも、エゾツツジ、サカイツ

ツジ、エゾムラサキツツジ、ムラサキヤ三ノ

オ、ゲンカイ、ヒカゲ、 ミヤ 7 ホツツジ、

ヒメエソムラサキツツジ、エゾヤマツツジ、

ミヤマキリシ 7、ヱゾイソツツジ、ヨドガ

ワ、クロフネ、コメツツジ、ウラジロヨウ

ラ夕、レンゲツツジなどの他まだまだあり

ますが、花色の変化と開花期間を少しでも

長く楽しむためにも、種類を多く作る結果

になるようです。

実生の方法は同じで、いずれも種子を採

集後、古封筒などに入れて乾燥させ、さく

果から種子だりを取り出したものを紙に包

み、更にピニ ノレ袋に入れて、翌春の播種

まで冷蔵庫に保管しておきます。

この方法は、採り播き以外のすべての山

草種子の扱いに共通します。当地は、 5月

中旬頃まで降霜がある為に、外での播種は

どうしても遅くなるので、私は 3月から 4

月にかけて室内で行います。

置場所は、陽の良く当るベランダ側を利

用し、室温は18度から22度位で、夜間は少

し下がる程度です。床土は火山砂、 JII砂、

水答粉などの単用で良いのですが、私は市
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販品のピートパンを使用している。

無菌の上、いく分肥料が含まれているの

で、発芽から l回目の移植までの幼苗期の

生育は良く、大量に持者くのは別として、我

々程度であれば棺当に使えるので、決して

高価なものでなく、移植後の残土も再利用

出来る。欠点としては、乾き過ぎると水の

吸収が悪い事でその他はない。

ただし、ピートパンを使用しているのは、

幼苗時に植替えを必ず要するものだけで、

その他は各項の通りである。播種用容器は、

果物などを入れて売っているあのポリパッ

クが便利で、先ず、乾燥圧縮させてあるピ

ートパンを水で戻し、片手で軽く握る程度

に水を切り入れます。

指で軽く圧しながら、 3センチ位のl享き

にならし、その上に種子を出来る限り薄く

播く。播き終ったら、種子を混らす気持で

軽くスプレーし、床土と種fの密着を計る。

覆土はしません。後は、パック Kフタを

するか、フタのない時はビニ ノレ袋に入れ、

口を輪ゴムで止めておく。要は水分の蒸発

防止が目的だから、同じパックを被せてセ

ロテ プで止めておくのでも良い。

15~20 日目境から発芽が始まる。子葉が

開き始めたら袋の口、パックのフタを少し

開けて空気の流通を計り、全体に生え揃っ

たら外します。

本業が 2~3 枚出る領から随時間引きを

始め、 1バック当り約印本を目安とする。

移植は、本葉が 4~6 枚頃が適期で、必

ず実行することで、怠ると生長が悪くなる

ばかりでなく、むれなどにより枯死するも

のもでる。
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用土は、ピ トパ y(C火山砂の小粒から

中粒を 4割程加えた混合土、又は、腐葉土

と火山砂の等量混合士で、鉢は素焼の平鉢

か育苗用ノマットを使用し、苗間隔は 4~5

センチ位に植える。

1年目はそのままで、ハイポネックスな

どを表示量より薄めたものを、月 1~ 2度

与える。温室を利用出来る方は、冬期の休

眠をさせずに肥育管理をしますと、開花が

1年早くなる。これは私の室内での試験栽

培結果で、幼高時の休眠はなくとも、生育

に影響はありません。

通常は 2年目の春に楠替えし、用土と管

理は親木と同一で良心 4年目の春にはほ

とんどが開花する。以上のような方法で、

シャクナゲやツガザクラ類も作れますので、

お試しの程を。

チンタ Jレ7

高山植物としては、自生の分布域が広い

のと、土地に対する閣11化能力に優れている

ので作り易い為か、名の良く知られている

植物である。花、巣実、紅葉の 3拍子が揃

い、短日で散るのが惜しまれる清楚な花、

震少低木に群れたそう果が、風に揺れる様

は詩になり、秋の紅葉もまた見事である。

実生用土は、火山砂単用、又は、火山砂、

腐葉粒土、赤玉土の等量混合土で、採集し

たら直ぐ矯く方が発芽率も良く、 15~20 日

位で発芽する。

播種の際、種子K長い毛がついているの

で、この毛を切って播くか、切らない時は

種子が飛ばぬ程度に浅く覆土する。肥料は、

ハイポネックスを月 2~ 3度か、 7 グアン
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プKの置肥をしてやり、当年の冬はそのま

ま雪の下で越冬させ、春になってから移植

する。順調に育てば 3~4 年目で開花する。

管理上で最も注意を要する事は、夏の水

切れに弱く、傷んだ葉は直らないばかりか、

枯死を招くので、置場所や用土で調節する。

増殖の目的として効率は悪いが、株分け

も実に簡単で、綴が少しあれば良く活着す

る。

ミヤマオダマキ

この山草も極めて丈夫で作り易く、花色、

造形美豊かな花、草丈に比べ花が大きいな

どの為か良く知られ、作られており、どな

たの山草械でも拝見出来る l草である。

実生は、床土を選ばず良く発芽するが、

肥料分の多い腐葉粒土を多くした火山砂と

の混合土が良い。採り播きで、種子は大き

い方なので、多少乾燥を防ぐ為に覆土した

方が良く、約10日目から発芽を始め、順調

に生育して 3年目の開花となる。

発芽後の管理は、過乾と過湿に注意し、

肥料は好む方なので肥培する。置場も充分

陽光の当る所が良い。鉢植えではJO~15セ

ンチ位の草丈で、しかも花の大きさは変ら

ないのも、この山草が愛培されている要因

と思う。実生を繰り返し、繰り返しやって

いると大型になり、花色や花弁の変化も見

られるが、全体的には「オダマキJの母種

である事を証明するような草姿となる。

自花品はやや性質は弱いが、栽培方法は

同じで良い。
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イワギキョウとチシマギキョウ

この 2種は、草姿も類似し、自生状態も

岩の割れ目や疎地とほとんど同一環境下に

ありながら、混植をせずに個々に住み分け

をしている事が、私には不思議に思える。

例えば、当地の徳舜瞥岳にはチシ7 ギキ

ョウのみであり、頂上からは間近に見え、

直線距離で結べば20Km足らずにある樽前山

には、イワギキョウの単独自生である。

この程度の隔離は、風や小動物の自然媒

介による植生が可能と考えるのは、素人の

浅知恵であろうか。

造山期や地質の相違等が要因であるなら、

大雪山や日高山系では、混生地が存在可能

と思えるが、やはり住み分けている。

ζの素朴な疑問に対して、どなたかの教

授を乞う次第です。実生は両種共に川砂、

火山砂の単用で充分であるが、私は、腐葉

粒土と赤玉土を2割程度混入している。種子

は冷凍処理の必要はなく、採り播きで1O~

15白目頃から発芽し、 3年目の開花となる。

発芽までは乾燥に注意し、発芽後は肥培

しながら充分に陽光に当てる。

過湿を嫌うので、鉢底には大粒の礁を多

自に入れ排水を良くする。気嫌を悪くする

と、突然ばたばたと枯れてしまい、下葉が

黄色くなった時に直ぐ植替えをする事です。

病害虫では、特にヨトウムシの被害が大

きく、一夜にして根際まで食害を受けます

ので、夜の見回り等で防除K努める。

2種共に挿し芽、株分けが容易で、微塵

を放いた火山砂を用いる。

以上の方法は、白花品、オヨベギキョウ

も伺じです。
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シソノイキスミレ

春の草花として欠かす事の出来ないこの

スミレの仲間達は、道内K30種以上が自生

しているそうで、 ζの花のもつ独特のかれ

んさが万葉の昔から現代まで変るととなく

親しまれ続け、専門書が出版されるほどに

愛好者が多い。

数あるスミレの中で、光沢のある厚い葉

を持ったこのソソパキスミレが好きで実生

を始めた。今までは実生栽培の対象外だっ

た為に、生態観察もせず野放図栽培を続け

て来たものですから、今までに本州各地の

草友からいただいたスミレは、小さくなっ

たり消えてしまったりで、可愛想な事をし

たと反省しながら、現在残っているものを

増殖して 1人でも多くの愛好家にお分け出

来るようにと、シソパと共に実生を始めて

ます。

スミレに関する知識に乏しい事を改めて

痛感したのは種子の採取時で、 1年l1の成

果は何と 1巣 5粒だけであった。他の山草

と同様に考えていたのが間違いで、果実が

上向きになっても「いつ頃熟するのかなあJ

で、次に見る時にはすでに裂関して種子を

飛ばした後ばかりである。

この話を会長さんKするとうなずきなが

ら笑顔で日く、 「スミレの閉鎖花が下向き

から上向きになったら直ぐ採るJと教えて

戴いたが、これが又難かしく、下向きから

横向きになりそして上向きになるまでの日

数を捉える事が出来ず、ただひたすらに毎

日御気嫌を伺うばかりで、 ζれは相当の経

験を要しなければと感じている。

実生は採り播きが良く、種子の成熟度に
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よって当年発芽と至宝春に分かれるようであ

る。播種の方法は、深鉢の底に大粒の礁を

敷き、次に 5ミリ目のフノレイを通した火山

砂を8分目まで入れ、その上部K中粒の礁

を 2~3 列並べる。

シソパの種子は割と大きい方なので面倒

でも 1粒 1粒適当な間隔K落し、種子が磯

問に流れ込む程度に水をかける。

早いものは10日目位で発芽するが大部分

は翌春となる。発芽後本葉が見え始めたら、

過湿に注意しながら肥培管理する。肥料は

ハイポネックスなどの水肥を月 2~3 度か、

7 グアンプK又は油粕と骨粉、魚粉の等量

混合を置肥する。置場は午前中の陽光が充

分当る所が良く、 2 ~ 3年目の春に開花す

る。今年は貴重なシレトコスミレを頂戴し

たので、何とか増殖させたいと思っている。

コマクサ

最近は実生栽培の脅及により、馴化され

た丈夫な苗が容易に入手出来るようになり、

高山植物の「女王Jも「徒の女j となりつ

つある事は、今後更に愛好家が増えるもの

と嬉しい限りである。

私がコ 7 クサを初めて栽培した頃は、山

採り品で高価なものであったと気憶してい

る。培養技術が未熟な事と、 ζの草の性質

を良く理解出来ず栽培K苦労したが、その

甲斐があり、今年は実生 2年目の開花に成

功したのでその方法を書いてみたい。

実生用土であるが、多くの参考書に述べ

られてあるように排水の良い事が重要であ

る。私の使用しているものを具体的に書く

と、当地産の火山砂と樽前山産の火山砂で
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ある。樽前山の腐辺には 2種類あるが、白

っぽい色をした硬くて重い感じのする方が

良い。この 2種類を等量又は樽前産の方を

多くした混合土にして、上記シソパキスミ

レの栽培で述べた方法で鉢K入れる。

繰り返すと、深鉢の底K大粒の礁を入J工、

次に 5ミリ目のフノレイを通し徴塵を抜いた

混合土を鉢の 8分目まで入れ、その上K中

粒の礁を 2~3 列揃べる。

種子は採り播きで穀春からの発芽となる

が、主主種の際後で置sEえが出来るように聞

をとる。播種後は親鉢と同じ管Jll!をし、春

に単葉で芽生え本葉が見え始めると同時に、

油粕と骨粉の等量混合を萌聞に置肥する。

気温の高い地方は腐汁を薄めた液肥が良

いでしょう。肥料には強く、好む方なので充

分に肥培する事で、私は生のままを繰り返

し続けた。積場も充分に陽光の当る場所で

管理した。結果は発芽後 2年目の開花で出

来過ぎの感はあるが、長年の栽培方法の中

で、これが最良と考え会員の皆様にお勧め

したい。以上で実生について終らせて戴き

ますが、山草と末永く仲良く生きる為にも

実生に挑戦してくれる事を熱望すると共に、

御指導を乞い願い拙文の結びとします。

1980. 11. 29 記

ユキノマヒコータイ
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