
と、主張している。

(北海道新聞 56年12月23日)

実生への誘い什IJ 

今年もまた、昨年K続き標題の稿を書く

事にしたのだが、はたして、皆様の参考に

資しているだろうかと自問している o

私にとっては、試行錯誤の中から得た最

良の方法であっても、気候や用土の相違か

ら、良作、不作があるだろうし、文、自ら

の研究により、より以上の成果をあげてい

る法もあると思うので、御批判、御叱正を

いただけたら幸いである。

今年は春の異常低温、夏の豪雨、秩の低

1誌と早い降雪など天変地異の 1年であった。

特に 8月の集中豪雨は凄かった。昨年の

ような異常冷夏を免れたと思っていたら、

2度の記録的な集中豪雨で道路はズタズタ

に分断されてしまった。

道内各地は、観測史上最高の月間降水量

を記録した。岩見沢の 715仰を最高に、札

幌 644棚、室蘭 574問、旭)11478棚、函館

431mm、小樽 366酬などとなっている。

我が大滝村も23日だけで 277胴という激

しい豪雨に襲われ、開村以来の大被害を受

けた。幸いにわが家の被害は車庫の倒壊たe

けであって、愛しの山草群は無事であった

有珠郡大滝村 大 宮 不 二 雄

のはなによりも幸いであった。もっとも、

無事であったのは宿守の私に代わって、母

や弟と娘達が悪戦苦闘の末保護して呉れた

からで、家族の有り難たさを改めて感じた。

だが、気になるのが 1つあった。実生鉢

の用土が流出した事で、発芽した子苗はi曽

土でカパー出来たが、採り時きをした覆士

のしない鉢は、種子が流亡したのではなか

ろうかということであった。

特κシレトコスミレが心配であった。初

めての実生であり、翌春 6月頃の発芽と聞

いているので楽しみにしているのだが

標題の本文に入る前に用土説明をしたい。

火山砂 当地を合め西胆振 1幣から産

出する火山砂で、形状は鹿沼士に類似する

が、硬質で保水性に富み、 PH値は約 5.5。

樽前砂 樽酎j山周辺の山野から産する

火山砂で、 2種類ある中の、色は白っぽく

て硬く重い方で、保水性にはやや欠けるが

通気性に富む事と、凍結Kより粒子崩れが

ない。

腐葉粒土 落葉樹林や笹薮、杉林の表

-59-

北方山草 3 (1982)



士で黒士化したものを乾燥させたもの。栄

養士としてあらゆる山草に使用出来るが、

完全に腐蝕し粒士化したものを多量に採取

する事が大変なので、これに代わる士を目

下研究中。

上記 3種が主用士となるので説明を加え

た訳であるが、他に、羊蹄砂(羊蹄山噴出

溶岩の風化したもので、富士砂に類似。)、

腐木十(倒木が腐蝕し士質化したもの。)

唐松葉士などがあるが、実生用士としては

使用しなかったので、いつの日にか栽培篇

でも書く機会があれば、その使用結果をお

知せしたいものと思う。尚、市販品の用士

については、説明を省略した。

チシマクモマグサ

ユキノシタ科は、世界で30属、 600種近

くがあり、我国には、チ夕、ケサシ属、イワ

ユキノシタ属、ヤグルマソウ属、ユキノシ

タ属、ヤワタソウ属、アヨシグサ属、才、コ

ノメソウ属、ズ夕、ヤクシュ属及びチャルメ

ルソウ属の 9属約 55種を産し、 この科を

代表するユキノシタ属(サキシフラカ)は

我固に約16種を産し、そのうち夕、イモンジ

ソウ、キヨシソウ、エゾノクモマグサ、シ

コタンソウ、ユウノマリクモマグサ、チシマ

クモマグサ、クロクモソウ、チシマイワブ

キ、ブキユキノシ夕、ヤマハナソウ及びク

モマユキノシタの11種が北海J-自に白生する O

(創刊号より)

このユキノシタ属を、更に匝属に区分さ

れて、品種、変種に分類解説された野坂博

士の「北海道のユキノシタ属植物」を創刊

号で拝読し、この植物に対する愛着と理解

を一層深めた 1人である。山草栽培を始め

た頃より、このサキシフラガの仲間が好き

で愛培を続けてきたが、今秋になってよう

やく、大井君の協力を得て、道産品全種の

試作機会に恵まれたので、後日に報告でき

る様な栽培をしたいものと、今から張切っ

ている。

チシマクモマグサはこの属中で、花姿も

l級ながら栽培難度も又 1級の山草である。

肉質で長腺毛を有する葉がかたまってっき、

その肢より出た花茎に、白色で卵形の 5弁

花を 1-----2花つける。その姿は誠に可燐で

ある。

栽培用士は、今だ試作の域を抜け出さな

い状況であるが、現在のところ火山砂と樽

前砂の等量混合士が良い様である。火山砂

に赤玉士、域は腐葉粒士の混合を試みたが、

結果は前記用士の方が成績良である。

作の良否は、用士の通気と保水性にあり、

水持ちが良すぎてもいけないし、水切れが

早くても気嫌が思い。この点は他の山草も

同様で、あろうが、この植物は特にこの点に

宿意する必要があり、朝の潅水が夕方には

いくらかの湿気を残す程度まで乾くのが良

く、潅水時にも鉢に滞水する事なく、用土

中の空気を更新する如く、直ぐに鉢底から

抜け出る様な用士であること O すなわち通

気性にも優れている事と、万一過乾になっ

た時でも容易に吸水して呉れる事も大切で

ある。

チシマクモマグサの茎葉は、地表近くに

かたまっている為に、 1見して乾き気味に

作りたい衝動に駆られ勝ちであるが、シコ

タンソウやクモマユキノシタなどよりは、
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ずっと好湿性なので、水切れをさせない様

にする。

植付は、先ず鉢底に大粒の燥を入れて水

排けを良くし、 5問目のフルイを通した微

塵妓きの火山砂、樽前砂の混合用士で、株

元が少し隠れる程度に植える。用士を指先

や箸などで圧し込むような事はせずに、鉢

の周囲を拳で軽くたたいて用士を落着かせ

て下さい。

肥料は、市販のマグアンプKを少量、用

士に混入しておくか、又は液肥を月 2"-'3

度与える。発酵させた油粕などの置肥もよ

し¥0

7月に入ると待望の花の登場となるが、

卵形をした白色花弁の花は、シコタンソウ

やクモマユキノシタの様な賑やかさは無い

が、清楚で可燐、そして気品をもった花で

ある O

花後に分けつが始まり成長するが、この

時に株間に目士を入れることが大事な作業

で、 1本 1本を指で分けながら丁寧に流し

込む。用士量は、ロゼット状の茎葉上部が

埋まらない程度とし、使用用士は、保水性

よりも通気性に富む多孔質で且つ硬質のも

のが良く、 2"-' 5 mmくらいの乾燥させたも

のを使用すると、作業が早いだけでなく、

用士の納まりも良い。この作業は株間の通

風を計るだけでなく、冬期の防寒効果も兼

ねるので、この花に対する最低限の、愛情

作業である。

実生は、採り蒔きを原則とするので、予め

親株の横に 5mm以下の火山砂単用士に、表

面を 1cm大の換を並べた床鉢を用意してお

き、種子の出来上りを待つ。

8月の下旬に入ると、先端が 2つに裂け

たさく果がだんだんと黄変し、やがて茶色

っぽくなり、心皮の裂聞が始まる。この時

が採取適期で、さく果を茎ごと摘んで、用

意しである紙の上で心皮部分を軽く操むと

種子が出る。

播種は、風で種子が飛ばされないように

注意をしながら、指先の腹で種子を狭み、

用意してある鉢の疎開に落とす。後は腹水

をさせるか、細目の如露で軽く潅水して、

用土と種子の密着を計り覆土はしない。

置場は、親株同様に風と日照の良く当る

所で、用士表面が乾燥しない様に管理をし

ていると、播種後14日目頃から発芽が始ま

る。肥培すべきかどうかと迷いながらも、

結局は無肥料で降霜期を迎えたが、親株の

広卵形の葉に比べて、長楕円形で小さいが

それでも腺毛を確認、できる葉を 4"-'5枚つ

けるまでに成長していた。

今年は、例年より約 1ヶ月も早い根雪と

なり、人間様は驚ろいてしまったが、山草

達にとってはこの上ない贈りもので、特に

霜柱の繰返しにより根を痛めつけられる子

苗達にとっては、最良の越冬が出来そうで

このチシマクモマグサの子苗とも、来春は

元気に再会出来るものと思う。来年は、未

発芽種子の越冬後の結果と、この子苗達の

成長が楽しみだ。

以上が、チシマクモマグサの栽培を通し

ての実生法であるが、これを lつの素材と

して受け止めて載き、助言と叱正をお願い

する。
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シコタンソウ

この植物の和名「色丹草」は、現在、日

本国民の総意として返還運動を続けている

あの北方領士に含まれている色丹島からの

採集命名品との事である。北方領士返還運

動については、本誌第 2号で阿保会長が「

千島列島ものがたり」の末尾で、新聞記事

を引用されながら小気味良い主張をされて

いるので、同感の意を表すると共に、道民

としては勿論の事、植物愛好家の 1人とし

ても早期返還により、かの地に咲き競うこ

れらの草花を、 1日も早く自由に見に行け

るようになって欲しいものである。

シコタンソウの栽培は、大文字草やヤマ

ハナソウ並とは行かないまでも、いたって

丈夫で作り易い小草である D 多数かたまっ

た茎に腺毛を有する葉を宿生させ、lOcm程

に伸ばした花茎に、紅と黄色の細点を有す

る白色 5弁花を数花咲かせる O

栽培は、滞水を嫌うので排水良く作る事

がポイントで、火山砂を主体とした用士を

使用する。鉢も平鉢を使用し、岩石を配し

て盛り}二げ、出来る限り大株作りを楽しみ

たいものであり、また、その願いを叶えて

も呉れる。

鉢底には大粒の礁を多用し、火山砂 8、

腐葉粒士 2、又は赤玉士 2の混合士を山型

に盛り、その上に株を据えて根厄が隠れる

まで用士を入れる。次に、 2------5 mmくらい

の乾燥させた火山砂か樽前砂を用意してお

き、株の聞に増士の要領で流し込む。この

山草は良く分枝して葉を密生させ、きちっ

としまった株立の姿となるので、株間への

用士は入れ辛いが、指で圧し込む様な無理

F 

r 

をぜずに、空いてし、る所だけが埋まれば良し、。

用士を入れ終えたら、株以外の表士全面

に用士の流失防止を兼ねて、 lcm大の礁を

列べておく。植付け後の潅水は、用士が移

動しやすいので断続的にする事で、鉢底か

らの流水が確認出来るまで続ける O

置場は、風と日照が充分に当る所が良く、

真夏でも鉢を移動する必要はない。チシマ

クモマグサは湿気を好むが、このシコタン

ソウは乾き目に栽培する事である O 生長は

細い茎を伸ばしての分枝によるので、越冬

前には植付時と同要領で、株聞に増士をす

ること。肥料は、薄い水肥を月に 2度ぐら

い与える。

実生は、採り蒔きをすると当年発芽とな

るが、積雪までに用士の凍解を繰り返す為

に管理が大変なので、種子をビニール袋に

入れて冷蔵庫で、保管し、早春の描種として

いるが、発芽力の低下を感じない程に良く

発芽して呉れるので、この方法に決めてい

る。

用士は、火山砂と樟前砂の等量混合士を

用いている。鉢底に礁を入れ、 4mm目のフ

ルイを通した用士を容器の 8分目までλれ

たら、鉢の縁を手で軽くたたいて落着かせ

る。種子は小さいので、とかく多量に蒔き

勝ちであるが、出来るだけ薄くむらのない

様に蒔き覆士はしない。蒔き終えた鉢は、

腰水法で充分に吸水させる。この時に注意

したい事は、鉢の用士表面より水の量が多

いと、種子が浮遊するので、乳児の入浴並

に静かに沈める。

吸水を終えたら鉢をビニール袋で覆い、

口を輪ゴムなどで止めておく O こうして置

つ白
p
h
u
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くと、湿度が保たれて種子の乾燥防止にな

る尺共に、保温効果もあり、後の手入れが

不用となる O

発芽は 7"'-'14日目頃より始まるので、こ

の時からビニール袋の口を少しずつ弛めて

空気の流通を計り、全体が生え揃う頃には

外してしまう O 夜間のみ保温のため覆うの

は良い。

施肥は、本葉が出始めたら、極く薄い水

肥を作っておき、潅水がわりに与える O

移植は、少数の発芽又は、少量の種子を

蒔き発芽数を制限した場合はそのままでも

良いが、多数の時は、本葉展開時に適当に

間引きをし、以後は成長の良いものから順

次植替えをする。この時の用士は親株と同

じで良く秋までには小型ながらも株立ちと

なる。

開花までには 2"'-'4年かかるが、花が無

くとも、草姿がもっ特有の雰間気を楽しむ

事が出来るので、それだけでも作り甲斐が

ある。

話が標題から外れるがお許しを乞う。

志斉正清さんから、道南の島牧村茂津多

海岸より採取の、この 1品を頂戴し栽培し

ているが、実生本文での紹介品とは形態が

違う。紹介品は、分枝生長が活発で株全体

がまとまり、緑色のクッション状を呈する

が、島牧産の方は、株立ちどころか l本 l

本生えてる様に見える程に、全体がバラバ

ラの感じで乱れている。草姿全体が紅茶色

に見えるが、これは葉裏の色であり、葉が

反転する性質から、葉の表面の色に見える

のであるが、この点も違うところである。

葉の密度も薄く、分枝が極めて悪く茎も細

かい。自生地は海岸に面した岩壁で、自生

状態も、数本ずつの乱れた株が点在してい

るとの事である。

実生栽培で紹介した 1品とは同一品と思

えなく、さりとて素人の悲しさで外観のみ

しか書き表す事が出来ないが、この植物に

関する文献等を御教示腰、えたら幸いである。

メコノプシス・べトニキフォリア

森和男著「原色・洋種山草Jに紹介され

ているので、その説明文を引用させていた

だく。

分布 中国(チベット、ユンナイ) .ビ

ルマ.高山上に生える多年草。ベイレ一大

佐によって発見され、 1924年にキングド

ンウオードによってもたらされた。イギリ

スではこの類中最も広く作られている。

この仲間は多種多様の形態と花をもつが、

lまとめにして「ヒマラヤの青いケシ」と

よばれ、ヒマラヤ方面に興味をいだく人達

の憧れの花である。草丈は 1"'-' 1. 5メート

ノレ。 6月頃、黄金色の花糸をもっスカイブ

ルーの花を咲かせる O

ガーデンライフ誌に「イギリス花便り」

のタイトルで、植物園の植栽品?紹介した

記事が連載されている。最近は洋種山草に

興味を持っているので、この記事を欠かさ

ず読む事にしているが、今月号(1 9 8 1・

12月号)は「メコノプシスJであった。

文中に(・・一一この夏、 NHKの朝のラジ

オを何気なく聞いているとアナウンサーが

「箱根の植物園でヒマラヤの青いケシが日

本で初めて開花しました」というのが聞こ
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固園面

えた。これはMeconopsIs betonI 

c i f 0 1 i aのことらしかった。日本では

この花がそれほど珍らしい。限られた専門

家しか実物を見ていないし、園芸雑誌にな

場する事も殆どない。しかし、イギリスで

はこの花はそれほど珍らしくない。ありふ

れた園芸会社のカタログで、このヒマラヤ

のブノレーポッピイのタネは売られているし、

素人むけの草花の本にもかならず記載があ

るO ・…・・) とあった。

森氏と同様にイギリスの普及ぶりを伝え

ると共に、我届の遅れを指摘されているが

それはこの花に限った事ではなく、全般的

にいえる事である。洋種山草が本邦産なみ

に普及し得ないのは、需給に問題があるが、

それをこの稿で堀り下げると逸脱しすぎる

ので中止とするが、私の願いは 2つある。

lは洋種山草図鑑の発行。 2は園芸庖で

の種子の販売である。洋種山草に関する図

鑑等の参考書が少ない為に、知識の欠如に

よる関心度の薄れや、栽培先行型を意図す

るも、栽培用種子の入手難がネックとなり、

試作機会さえも得られないのは残念である O

ガーデンライフ誌の記事を引用したのは

[日本で初の開花」とあったからでもある O

実は 4年前に、英国の山草家から送られた

種子を、同誌を通じて入手し、実生から開

花させた経験があり、沢山の方から賞美を

受けたものである。この時の種子の入手者

は「冷涼地の方」という制約があったにし

ろ、私 l人ではない筈で、この山草を開花

させたのも又私 l人ではなかろうと思うが

私同様に、マスコミには縁遠い人達であっ

たのだろう O
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メノコプシス属は、分布の項に書いた地

域を中心に約45種があり、花色も青・赤・

黄など沢山あるそうである。このベト二キ

フォリアは多年草とあるが、私の栽培結果

では 2年かかって生長し、開花すると枯死

するいわゆる 1稔性であった。英函などと

の気候の相違や、栽培技術の問題もあろう

が、 2年草の扱いをした方が良いと思う。

私は知識に乏しかった為に「多年草」と信

じ、種子を採取しなかったのを、この花を

思い出す毎に悔んだ。

実生法は、種子を冷蔵庫に保管しておき、

春蒔きとした。用士は火山砂に腐葉粒士、

赤玉士の等量混合としたが、腐葉士やピー

トモスの混用も良いと思う。市販の実生用

ピートノインも試用してみたが、これも良で

あった。

播種後の覆士はしないので、種子を乾燥

させない様に注意を要するが、シコタンソ

ウの項で書いた要領で、ビニール袋を活用

すると良く、発芽は10"'-'15日目頃から始まる。

適当に間引きをして、床士の過乾と過湿に

注意しながら、時々薄い水肥を与える。や

がて本葉が展開し移植(定植)時期となる

が、ケシの仲間は移植を嫌う性質があるの

で、移植は本葉が 2"'-'3枚の幼苗時の内に

終らせる。何かの理由で移植が出来ない時

は、 トマトやナス苗の様にポット鉢仕立に

して、根士を崩さずに植込む様にする。

1年目の秋には、黒味を帯びた剛毛を有

する越冬芽を形成し、 2年目の開花となる

が、開花時の草丈が 1メートル以上の大型

草本なので、他の山草と 1諸に庭植えが良

し、。

，... 
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私しの栽培場所はイカリソウ、フタリシ

ズ力、シラネアオイなどを植え込んである

所で、水排けが良く、午前中の陽光を充分

に受けるが、西陽だけは遮られる所である O

定植時に少量のマグアンプKを元肥に入れ

以後は油粕と骨粉の等量混合を置肥とした。

根が充分に張るまでは、リシリヒナゲシな

どよりも湿気を好むので、地植といえども

水切に注意する。特に移植直後の乾燥は予

想以上に早い。

2年目の春には、刺毛の様な毛を全体に

つけて、まわりの植物よりはるかに突出し

て、造花の様な紙質でスカイブルーの花弁

と、黄金色の花糸をつけた花を咲かせる。

オオヒラウスユキソウ

オオヒラウスユキソウは、渡辺氏(1956)

によってハヤチネウスユキソウの変種とし

て発表された、後志の大平山の石灰岩地に

生えるキク科の草本である。キリギシ山に

も同種が自生しているが、私はまだ見た事

がない。

根葉は倒皮針形で両面に灰白色の綿毛が

あるが、裏面はとくに密生している。大平

山には葉巾が狭く倒皮針状線形で、葉長10

~15cmにも及ぶ 1 型との 2 型が見出される。

頭花は、数個の花を密集してつけるが、

冠毛に埋る様に咲くので目立たず、白綿毛

を常生して星状に展開する琶状葉と l体と

なり活きる花で、言いかえれば、琶状葉を

観賞する為に栽培している様なものである。

密集した頭花は皆筒状花冠であるが、中心

が雄性花で、周辺は雌性花である事を知っ

たのは、実生と取り組む中で得た新知識で

あった。

この植物はエーデノレワイス(レオントポ

ディウム・アルピヌム)ω仲間であるが、

正体よりも名の売れている草で、ただ“ウ

スユキソウ u だノでは嫁の貰い手がないが

日本産の“エーデルワイス“だノと言うと

期を待たずに婚家が決る。心中でニヤリノ

としながら嫁仕度をしてやるが、女性に人

気がある。

種子の採取は、冠毛がうす汚れた感じに

なった時に、花柄部分から摘み取り、室内

に白紙を拡げておき、 1花冠ごとにそう果

を抜き指で狭んだまま、毛から種子部分だ

けを指先で払い落す。 1花冠から 1粒の種

子さえも得れない時もあり、栽培品から車

接そう果だけを抜き集めるのでなく、前記

の要領で、種子の顔を観察する気持で採取

して載きたい。完熟種子と不稔種子は、 l 

見してその大きさから判別出来るし、もし

も膨らみを感じない同じ様な種子だけの時

は、全部が不稔である。

ウスユキソウの仲間は、極めて結実の悪

い植物であり、毛を付けたままでは播種に

苫労するのみでなく、種子を多量に蒔いた

のに発芽が悪いなどと不満が出る。これは

決して発芽が悪いのではなく、不稔、種子が

多いための結果なのである。

実生法を以下に記す事とするが、この植

物は、同 l親からの実生苗でも色々の形質

が現われるので、 2種以上を栽培している

時は、雑交により更に変化する可能性のあ

る事を充分に考慮して載きたい。品種とし

て保続培養目的の時は、申すまでもなく、

株分けや挿し芽による増殖苗でなければ同
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定は難かしい。

種子は紙に包んでビニール袋に入れ、冷

蔵庫の野菜などと一諸に保管し、春蒔きと

する。

用士は、 4mm以下の火山砂と赤玉士の等

量混合士で、浅い素焼鉢に 3/2を入れる。

鉢の縁を手で軽くたたいて用士を落着かせ、

種子を薄く蒔き覆士はしない。シコタンソ

ウの項で書いた様に、腰水法で充分に吸水

させてから水を切り、人A き目のビニール袋

に入れて冷蔵庫で‘凍らせる O 実生鉢の大き

さは、余り大きくない方が管理は楽であり

家内からの苦情も最少で済むことになる。

ビニール袋も穴の無いものを使用する事で

鉢水で、食料品を汚したり、逆に用士が汚さ

れるのを防止するだけでなく、出庫後の発

芽まで使用の為である O

2週間の冷凍処理後に取り出し、カチカ

チに凍った鉢を入れたままビニール袋をふ

くらませて、口は輪ゴムで止めておく O 夜

!古で‘フどられている綿アメの姿となるが、こ

れは別項で占いた様に、保温と種(f~や用}-.

の乾燥防lLを兼ねた大切な役目を宋;たして

くれ乙。

置場は陽、1.'1'J の良い所で、宅温 15~20度

で竹珂すると、 4~7 日日頃上 'J 発芽が始

まる O 発芽率は 95l;~以上と Iq く、発芽が忠

いと J う人は、それだけ不稔稀~rを蒔いて

いる 'jcになる。

肥料Jま傾く五年L、水肥を注水がわりに与え

るc 移1iaは、発牙後約 1ヶ月たって本葉が

5-----7枚になった頃が良く、長く伸びた根

は切りつめながら作業をする。挿し芽でも活

訂するflHこ丈夫な山平なので、根切りはし
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た方が良い。

用士は火山砂、腐葉粒士、赤玉士の等量

混合士を使用しているが、要は水排け良く

且つ保水性ある身近で得られる用士を活用

する事である O 肥料は、元肥としてマグア

ンプKを少量混入して置くか、水肥を月 2

~3 度与え、陽光と風の充分当る場所で管

理する。

実生用士は、市販品やその他の用士を使

用しても、発芽率には直接の関係はないが

管理は|司 lとする O

花は、 2~3 年目の開花となる口

チシマクモマゲサ
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