
おわりに

本会の創立と運営に専心された阿保精一

会長が鬼籍に入ってしまわれた。昨夏、御

多忙の折にもかかわらず、筆者の研究材料

として苦労して集められ培養されたイヌナ

ズナ類 4種の鉢を、遠路わざわざ御自身で

届けて下さったお姿が今でも自に浮かぶ。

令夫人並びに高野英二氏より御依頼をい

ただき、夕張山脈関係とのお話もあってこ

の文を草した。謹んで御冥福をお祈りする

次第です。

山 野

第 2図 ユウパリコザクラの花序

(野坂、 1974による)
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草 栽 培

東京都北沢 廉

レブンサイコ(礼文柴胡)Bupleurum 抽出し、 5片の擬宝珠状の小総萄葉上一杯

triradiatum adams va~ alpinum に、宝石を鎮めたように小花群をこんもり

は、セリ科ミシマサイコ属の多年生小草で、

稚内の函方50キロの海上にある礼文島の礼

文岳 490メートル及び、日高山脈以北の高山

帯の向陽楼状傾斜地に自生し、樺太、カム

チャッ力、東部シベリアまで分布して居る

そうで、花期は栽培株、自生株、地域差を

考慮しても 6月上旬........8月下旬です。

外巻き気味の長さ 6........ 7センチの根出葉

と着け、 5 ........ 6月の陽光に白く、或いは黄

金に輝ゃく、此れを童の指輪とすれば、さ

ぞ素敵だろうと何時も思いつつ見入る O

本種を栽培する人は少ないが、本属中で

は最綾小で地味であるが、なんとなく貴品

に満つる O 本種を好ましく思えてくると、

此の仲間にも興味を持ち栽培して見たくな

るのは人情で、気に入った種を幾っか上げ

を展開して、 10センチ内外の花茎を伸し、株 て見ると、

全体は粉白色を呈し、水分を弾くので、葉 ハクサンサイコ Bupleurum nipp一

面に美しい水玉を宿します。茎は数本に分 onicum Koso-Polj丈は20........50セン

岐し、その先端に椅円状で、僅かに先が尖 チ、本州中部から東北地方に分布し、花期

る総萄葉 ~3枚つけ、更に 3........5 本の花梗を は 6........8月。

= 
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植込み図

ホソノイノコガネサイコ B. n， va f. 

yesoense (Nakai)Hara 丈約20-

40センチ、北海道日高の蛇紋岩地帯K自生

し、 6-8月頃が花期、嬉しい事に阿保先

生より苗を入手。

コガネサイコ B， longiradiat凹n

var. shikotanense (M. Hi roe) 

Ohwi 丈20-40センチ、北海道東北部、

樺太、千島に分布し希、一度は栽培して見

たい種。

紫胡 北柴胡、竹葉柴胡と中国では呼ば

れる Bup I eurum ch i nense DC. 

を河北で凝集し土産として、 56年 8月と 9

月の 2出入手した。丈は30-50センチで笹

葉状の細葉を互生し、上部は多く分岐し、

鮮黄色の小花群を散弱状に着け、 7-9月

頃が花期。

ロンギフォリウム B，longifoli国 n

丈50-60センチ、総萄葉が心臓形で茎を深

く托葉状に抱くのが印象的、アルプスの

1，000 -2，000メートノレの向陽の鎖、状疎

林中に自生し、 6-8月が花期、穏子を注

文中。

アングロッサム B. angulosum 丈

20-30センチ、アルプスの1，500-2，300 

メ トノレの石灰務楼状地に自生、 6 -8月

が花期、種子を注文中。

ベトラエウム B. petraeun 丈15-

25センチ、スカンジナピ了半島、東部アノレ

プス、南東部アルプスの 1，300- 2，300メ

←トノレの岩場や礁状地に自生し、 6-8月

が花期、種子を注文中。

ラナンクロイデス D. ranunculoi-

des 丈15-25センチ、ピレネ 11脈、南

部アノレプス、アベニン山脈の 1，000-2，600 

メ トノレの楼状草地に自生、しばしば石灰

岩上にも生えて居るそうだ、 6-日月が花

期、種子を注文中。

等があり此れ等を一堂に集め比較する日

が近い事を望んで居ます。

サイコ類は大変丈夫で栽培はレフンサイ

コ同様に扱えばよいので、以後はレブンサ

イコについて述べて行きます。

入手が冬期であれば 3号鉢に植った、み

すぼらしい小苗ですが、 4-5月には 4-

5寸鉢一杯の大株となるゆえ、鶴路わずに

求めるようお奨めしたい。

(栽倍) 丈夫ですが滞水を嫌い、根腐れ

し易いので、水排けよい用土を選びます。

10-20ミリ富士砂 5、桐生砂 sのゴ口様、

@5ミリ桐生砂 5、富士砂 5、⑮ 3ミリ桐

生砂、富士砂、矢作砂、又は朝明砂の同量

など@⑬ 2種を用土とし、表面を飾る 5-

8ミリ矢作砂、朝明砂、カナリャ石など、

~ 14 ~ 
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和Iれか単用。 4~6 寸の伝市鉢、又は丹波

鉢のような地味な鉢が草との映りがよいと

信じます。

植替え時期、 9月中旬には、まだ日中は

暑いが涼風も立ち、秋らしい晴天が続き、

植替え適期となりますので、早自に行う事

をお奨めします。所謂植替え適期は 9月中

旬~11月下旬。春は一般には 3~4 月と云

われますが、私の経験では11月に株分けし

た葉 3~ 4枚の貧弱な小株が 4月中旬過ぎ

には、 4寸鉢一杯の大株となって居るので、

3~4 月に株分けする事はよいとしても、

開花期K豪華な花上りが来るような大株と

するには、些か遅いようですので、春は 2

月下旬~3 月中旬の聞に株分けし、植込み

終るようにします。

尚、厳寒期でも強く霜に当らない日留り

に置けるのでしたら、早目に欄替えた方が

得策だと忠いますが、株分けせずに植替え

だけの持込み株は、春先なれば何時植替え

ても結構です。

(植込み) 鉢が小さいと充分生育しませ

んので、出来るだけ大振りの鉢底K前記の

ゴロ礁を 1/3入れ、次に⑧用土を少し入

れ、極く少量の 7 クアンプKを元肥として

加えて置きます。次に⑮用土にて根部を覆

い、株元が過湿とならないよう、上部は⑥

用士にて植え上げますが、此のま入だと混

合用土は見栄えが悪いので、前記の矢作砂

か朝明砂などを敷き、表面を飾ります。尚、

株分けせず、植替えだけの持ち込み株は物

凄い花上りを示す大株となり、尺鉢でない

と、もう最盛期を過ごせないでしょう。

本種は水排け能く植えるせいもあります

が大変肥料食いですので、植込みの際に極

く僅かな7 グアンプKを元肥として入れま

すが、 7 グアンプKは可成強いので、肥料

負けしないよう深目に入れ、なるたげ根塊

からよ童避けます。元肥を施してあるが、春

2月下旬からキャラメノレ大の油粕を婦人用

ナイロン靴下布片にて包み、 5寸鉢に対し

て 2~3 個震肥し、更に月 1 ~ 2回、1，500

倍の油粕の液肥や、プラントフッド、ハイ

ポネックスなど何れかの液肥を併用施肥し、

梅雨入りから感夏は全ての施肥を中止し、

9月15日過ぎから再度施肥を始め、 12月上

旬には施胞を終ります。尚、植替え、株分

け後一逓聞は施肥を中止した方がよいでし

ょう。

(置き場所) 陽光充分な岩地や礁状斜面

の草地に自生する高山植物で、大変日照を

好みますので、高温多湿の都会と云えども

全日照の棚上にて管理しますが、水排け良

く、滞水の心配さえなければ大変丈夫です。

真夏の太陽下では鉢が焼け、ホウロクで

煎ったようになるので、さぞかし辛かろう

などと、日陰にすると、かえって鉢内の乾

きが怒くなり、常湿高温のため蒸れ、根腐

れ気味となります。冬期は、あまり湿度の

高い密室(ビニ ノレアレ ム)に保護する

と、夏程ではないが過混となり、根傷みし

ますので、直接霜K当らない程度の霜除げ

下の日留りに置き、通気充分K乾き自に越

冬させ、 3月下旬頃には降霜も弱くなりま

すので戸外の棚上に置き、 4月下旬頃まで

は朝一回軽く潅水します。

4 月中旬には大株となり、 4 月下旬~5

月初旬には、そろそろ花茎を上げ始めます
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し、日射も可成強くなって米ますので、 5 

月上旬~梅雨入りまでは朝夕軽く 2回潅水

します。

5月中旬から大望の花が一頻り咲き、 6

月中~下旬の梅雨入り頃I'Cは花は終り、明

けには、いよいよ苦手の夏期になりますが

水排け良く植えてあるので心配はありませ

ん。

日中の潅水は鉢内を沸騰させ 4-5131'C

て枯らしますので、朝はまだ気温の上らな

い 8-9時頃までには済ませ、夕方は鉢猟

の下った日没時十亡用土を洗い流すつもりで

大潅水し、少しでも気温を下げてやります。

此のように潅水するので、滞水すると、東

京では夜間でも寝られぬ程の高温が続き、

根腐れを起しますから、水排けよく植えな

ければならない訳です。 9月15日が過ぎれ

ば、もうしめたもので、車も再度生気を取

り戻し始めますので、 10月中旬までには植

替えや株分げ出来る株tてします。少し矛盾

して問えましょうが、挿芽(株分け)、線

伏せは春先の方がよいようです。

株分けは出来るだけ最小に分げませんと、

植替え時の草姿から、段盛期の草姿が想像

つかない程、大株となりますし、根張りも

凄く、そのため予想の鉢では直ぐ根が廻り、

ポットバンドを起し、そのため過湿となっ

て、板腐れを生じますし、草と調和する鉢

は 5-6寸までですから最小K株分けしま

す。

かと云って外部からは見えないが、抜き

取って見ると、茎部は太々と発達した 1本

茎で、その頂部から枝分かれし、所謂、根

出葉を叢生し、分岐した芽には根は伴わず、

- ]6 

前記のように 1本茎に集まり、可成下方に

て激しく根分かれするので、全株が全部そ

う簡単に株分ザ出来る筈はありませんが、

作り込んで居るうちに可成り古くなった株

に起る現象ですが、レプンコザクラの如く

茎部がうつろ状となると、生え際から発根

し、分岐した各々の芽にも根を生じて居ま

す。此の様に各々の芽に根を伴わぬ時は、

春2月下旬-3月中旬の間に裂き分け、前

記の⑬用土に挿芽し、 7 レ ムの日留りで

保護管理します。

此の際に不要となった太目の根を各々に

切り分け、用土表面に頭が 5ミリ前後出る

よう、前記の植込みの項の⑪用土までの手

順で植え、直ぐ同じく日向に置き、通常に

管理します。

(実生) 業者から入手した種子ですと、

採種後の時聞が経って居るので発芽率が態

く、 2-3割しか発芽しませんので、白株

よりの採播きをお奨めします。

B月下旬-9月上旬には発芽可能な種子

となって屑りますので、まだ緑が少し残っ

ている内に採播きすると能く発芽します地主

直ぐ発芽するのではなく、明年 5月中旬か

ら6月中旬の間に発芽します。用土は選び

ません方九水排けの良い用土、例えば 3ミ

リ桐生砂 5、富士砂 5の用土に播き、乾燥

させないよう水管理を続け、 5月の声を開

く頃から多目に施水し、日向に置きます。

全種子が発芽を終えた 6月下旬頃より、

2，000倍以下の薄い水肥を月 1-2団施し

続けますが、ハイポネックスが適当のよう

です。

夏は板小苗で耐えられない、多少は遮光

北方山草 3 (1982)
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してやりたいと思われ勝ちですが、出来る

だけ風通しのよい日向に置くのが賢明です。

秋には 2寸 5分鉢に植わるくらいの株に

生長していますが、今年はそのま Lで、ブ

レーム内の日留りに置き、乾き気味に管理、

肥培を続け、春 3月中旬には成株並に鉢上

げし、成株として管理すること、株分げの

小苗からの株より多少見劣りするが、発芽

後13ヶ月余にて立派K開花します。

(病虫害〕本種は石灰質の用土で植え、充

分日照に当てた株には病気が発生する余地

はありませんが、水排けが思いと根傷みす

る事を念頭に置き管理します。

17 -

花時にアブラムシ。姿は見せませんので、

何虫か分かりませんが、葉の表面のみをか

じる虫が居ますので、オルトラン粒弗jを布

片で包み、根元に置き駆除します。

追記、東京在住の小生に、北海道在住の

人達が読む会誌に寄稿しでも、学者でない

かぎり栽培原稿となるのが必定で、東京の

データ←が原産地の北海道で掲載される・"

-・そのずれは滑稽で開設けた存在となる事

は明らかで、恐ろしい事ですが成行き上さ

けられない寄稿となりましたが、東京以南

に転住なされた時の参考にはなるなあー・・

とお許しいただきたい。

サギソウ
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