
夕張岳、目白111系、狩場山、伊達地区に自 皆様方の植物の繁殖に対し、多少なりと

生している、チングノレ7 たちが、それぞれ もご参考になれば幸いである。

異った顔をして開花期になると、いろいろ

のことを私に問いかけてくる。

山野草を愛ナ

私は生来収集欲が強いらしく、 3~4 年

前までは園芸品の鉢物を花尾の届先、又は

!脅芸市各祭典の社¥J古等で自に止った珍品を

質い求め、今日までに既に脳裏より消え去

ったものも多くある。その中には輸入品で

性質も栽培方法も全く分からないものもあ

り、数日後には早くも目に見えて衰弱させ

枯らしてしまったものもある。

今その残がいとも言うべき汚れた植木鉢

が縁台の下に数多く積み重ねられている。

これらを見るにつけ住人をなくした空き家

を連想し、全く空しい感に堪えない。

そのコレクション癖は、今又ILi苧:栽培を

始めるκ当っても相変わらず続き、元来鉢

栽培の不得手な私は最初から自己流の地植

専門に撤底し、小さなスペースに片端から

その性質生育環境等は考えて植える余裕も

ない{益にたちまち隣同志互に枝葉が触れ合

うようになる。中Kは他京の生活問の中に

までも入り込み、弱肉強食のすさまじい世

相を呈している。

これでは山草を虐待する為に彼等を集め

小樽市常本 実

ているようなものである。同時K私自身も

唯多忙と彼等の必死に生きょうとする悲壮

な姿に心を痛めるばかりで、山草と共に安

らぎを求めるべく始めたはずであったのが

逆効果となる。

最早これ以上他の仲間達を入れるなどは

勿論のこと、先ずは現存の山草達に少しで

も安住の地を与えることが先決となり、昨

年秋に菊を移動し 9m'穏の拡張に踏切、彼

等達を迎え入れるべく士地改良を行った。

それと共に今までの栽培方法の反省と本

来の山草栽培は如何Kあるべきかについて

考えざるを得ない状態となる。とのような

折たまたま「植物学の父j と呼ばれている

牧野富太郎博土の次のような文に触れるこ

とができた。

「私は草木に愛を持つことによって人間

愛を養う ζ とができる o と確信して疑わぬ

のである。もしも夜、が日蓮ほどの偉物であ

ったならきっと私は草木を本尊とする宗教

を樹立してみせるととができると思ってい

る。また私は世人が植物K趣味を持てば次
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の三徳がある乙とを主張する。

すなわち第ーに、人間の本性が良くなる。

野に山にわれらの潟四に咲き誇る草花を見

れば、何人もあの優しい自然の美K打たれ

て、和やかな心にならぬものはあるまい。

氷が春風に融けるがごとくに、怒りもさっ

そく解けるであろう。またあわせて心が詩

的にもなり美的にもなる。

第二に健康になるo 植物に趣味を持って

山野に草や木をさがし求むれば、自然に戸

外の運動が足るようになる。あわせて日光

浴ができ、紫外線に触れ、したがって知ら

ず識らずの伺に健康が増進せられる。

第三に人生に寂実を感じない。もしも世

界中の人間がわれに背くとも、あえて悲観

するには及ばぬ。わが周囲にある草木は永

遠の恋人としてわれに優しく笑みかけるの

であろう。惟うに、私はようこそ生まれっ

き植物に愛を持って来たものだと、またと

得がたい幸福を天に感謝している次第であ

る」

以上のような言は豊かな経歴と偉大なる

業績を残された博士ならではの到達された

境地であると思われるが、乙れから山草を

育てようとする私も、少しでも近付き目指

す目標として大きな感動をもって教さされ

た。

それでは草木を愛すると言うことは具体

的に如何にすべきか。田代道弥氏は草花を

育てるということを次のように言われてい

る。

第ーに名称を知る「愛するととは知ると

とに始まる」

第二に植物の形態の中で、微妙な標徴凶

をいくつか組合わせて種類を検討する即ち

「分類Jすることが必要である。

植物図鑑と実物とを比べて、あれだこれ

だというのは一二種のゲームで危険な遊びと

いうしかない。何故ならそこには標徴が問

題とされず、仰を根拠に名称を決定するか

一向にわからないからである。

標徴は 2つないし 3つ組合わせないと確

定的ではない。それを容易に確定するため

に「枝索表」が使われる。検索表でおよそ

の種名の見当をつけ、図鑑によってそれを

確認し、ついで形態の解説で更にだめを押

し、このようにして悶定は完成する。いず

れにしても山草の栽培を志す者にとって、

図鑑は植木鉢やふるいと同様に絶対に欠か

せない道具の一つである。

植物の名称

植物の呼び名は古くから方言で呼ばれて

いたが全国まちまちで、不便を解消するた

め、学界で申し合わせて使用を決めたもの

が「標準和名」で、公刊されている図鑑や

報告書の和名はこの標準和名にしたがって

いる。

和名は主として外形の印象によったもの

で、花や枝葉構造から系統的に命名された

ものではない(外国でも同じ)。

国際的には万国共通の「学名」が使われ

るが、学名はラテン語で表記されているの

で東洋ではあまり親しみがなく、多分に情

絡を大切にする日本の山草界では、優しい

雅名(タレユエソウ、オキナグサ)を捨て

きれずに使われている。

学名には弓テン語が使われているが、ラ

テ、ノ語はすでに死語であるから、現在その
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読みは各国語の発音にまかされている。私

達日本人はロー 7 字の読み方で読んでも間

違っていない。

，LJ草の栽培は極端に言えば一種ごとに栽

培のコツが相違している。栽主音品の種名の

せん索K興味のある人に限って、栽培技術

の向上も早いそうです。要するに植物への

愛着「種名の判別」栽培技術とは符接な関

係にあり、愛することは知ることから始ま

り、文知ることは種名を確認することであ

ると言うことができると思う。

又最近は輸入山草も数多く、手軽K入手

でき私の庭にも相当入り込んでいるようで

す。私達ももっと学名に親しむ必要がある

ような感じがする。

学名のつけ方

学名は「属名(名詞)十種名(その種を

特徴づける形容詞)Jで表わされ、例えば

サクラソウは、 iPrimula. siebol 

di E.MorrJの学名が付けられてお

り、 primulaは最初と言う意で欧州のサ

クラソウが早春に他に先がけて花咲くこと

による。 sieboldiiは日本植物の研究

者シーボノレトのと言う恵、で、日.Mo r rは

学名を付けた人名Mor r e nをそれぞれ表

わしている o

エゾコザクラは、 iprimula ・Cune

ifolia LedebJ (最初・クサピ形

の葉 レテFプーノレ)

エゾコザクラとハクサンコザクラの学名

より、これらの特徴と関係が示されており

同種あるいは他種に対する'I!U別と同時に栽

培方法のヒントともなると考えられる。

亜種 (Subsp)変種 (Var) .品種

( fまたは f0 rm)を示す学♂名の後につけ

それぞれラテン語で、意味をもった形容認

がつかわれている。

亜種

形態の上で種とは少し違っていて、かつ

生育している地理的な場所も違う場合に使

う乙とが多い。 例 イワウチワは本州中

部の表日本、オオイワウチワは東北地方の

裏日本

変種

形態的変化が地理的な分布とは関係なし

にみられる場合で、この形態的な差があま

り種を分ける程重要でない時などに使われ

る。 仰U.オオイワカガミはイワカガミと

大体同じような所K生えるが葉の大きさが

違っているo

品種

形態的変化が最も重要でないものである

が、明瞭にこの変化が認められるようなも

の。 例.花の色が変わったもの、赤い花

の中に白花の個体が混じるもの、又葉や花

がふ入りになったもの。

園芸品種

例えばPrimula・malacoides

ハクサンコザクラは iprimula.Cu “pink sensationぬとつづけると、

neifolia Ledeb.Var.hakus Pink sensationという学名をもっ

anenSIS ・MakinoJ (最初・クサピ たサクラソウの一種の栽培品種で、 ζれは

形の葉・レデ7 ーノレ・変種・石川県白山の・ ラテン語ではなく普通の英語やドイツ語そ

牧野) の他でつける。
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さて我が家の山草晶をもう一度振り返え

ってみると、彼等の沈黙の忍耐、じっと静

かに生命を維持している姿、文その外に幾

多の耐えきれずに除々に、あるものは突然

短時日に消え去っていった仲間達の姿が努

露として想い出される。

その中でも特に印象に残っているのは 4

年前に縁日の出広で求めたユウパリコザク

ラである。その後伸びず縮まず、全く同じ

姿を持ち続けていたが、土地改良(弱アノレ

カリ)、施肥等により、昨年漸く葉の間よ

りやや短いが花茎をもち上げて、 2輸の花

を咲かせた。この時は努力が実ったと、一

人悦に入っていると花が終って、明年はも

っと良い株に育てようと考えているうちに

葉の弱りを見せ始め、対策を忠、案している

のも束の聞に、葉は溶けるが如く地上より

姿を消してしまった。全くあっという間で

その後の寂しさは例えようもなく、苦労し

て育てた大切なものを失ったという虚しさ

だけを心の中に残した。

考えてみると山草畠には、現在も彼等の

仲潤が20数種あり、今後これ等の仲間違を

元気よく育成することこそ、ユウパリコザ

クラ又その他幾多の花も咲かせずに死なし

た彼等への償いと思う o

その為には彼等を知る ζ とから始め、そ

して巌も居心地の良い環境を作ってやるこ

とこそ彼等に対する供養と考え、まずサク

ラソウ属について知る乙とから始めました。

山草栽培におけるさくらそう

さくらそう Kは日本に於ては古くから園

芸種とされ、特に近年では、サクラソウの

愛好団体でも、園芸家の聞でも「日本サク

弓ソウJと言われているもの。又外国から

輸入されたもの。そして本来のいわゆる野

生品で、一般に山草として受け継がれてき

たもの、と大きく分けて 3つになる。

サクラソウ属の分布

サクラソウ属は約 600種あり、その分布

はユーラシア大陸全域、アフリカの一部、

北アメリ力、南アメリカの一部、台湾、ス

?fラ等地球上に広く分布している o その

うちの 300種以上はヒマラヤ山脈に沿って

中国西部、チベット~ピノレマ国境の地帯に

分布しているので、この地帯をサクラソウ

帯と呼ばれているo

日本に於ては北海道のエゾコザクラから

九州のイワザクラまで全国的に分布してい

る。そのうち北海道には 9種類が自生して

おり、乙の中の 5種類は北海道の間有種と

されている。

サクラソウ属の分類

日本に自生するサクラソウ属はセクショ

ン(節)で学者により若干の相違はあるが

3系統に属する 14種が知られている。

( )内は亜種又は変種、品種である。

oエソコザク弓亜属 (Subgen.Cune 

ifoliae) 

エゾコザクラ節

エゾコザクラ (primula. cuneifo 

1 i a Ledeb) 

ヒナザクラ (primula.nipponica 

Yatabe) 

(ハクサンコザク弓) (P.C.Var・

hakusanensi 

s lvJakino) 

(ミチノクコザケラ) (p. C. Var. he 
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terodonta 

Makino) 

(タニガワコザク弓) (p. C. Var. 

taniga 、Naen

sis Tatew) 

O ユキワリソウ亜属 (Subgen A 1 eu 

ritiae) 

クリンソウ節

クザンソウ (primula.japonica 

A. Gray) 

ユキワリソウ節

E.Morr) 

力ッコソウ (primu 1 a. k i soana 

M i q) 

オオサクラソウ (primula.jesoan 

a M i q) 

(シコクカッコソウ) (p. Iく.Va r・sh

ikokiana 

Mak i no) 

(エゾオオサクラソウ) (P・j. Va r. 

pubescens 

Takeda et 

ユキワリソウ (primula・modesta Hara) 

Bisset et Moore) テシオコザクラ節

ソラチコザクラ (primula・sorach テシオコザク弓 (primula・lakeda

iana Miyabe et na Tetew) 

T a 1 ew) ヒダカイワザクラ (primula.hidak 

ユウパリコザクラ (primula.yupar ana Miyabe et 

ensis Takeda) Kudo) 

ヒメコザクラ (primula.macroca (力ムイイワザクラ) (P・ h・ Var・ ka

rpa Maxim) muiana Hara) 

(レプンコザクラ) (p. m. Va r・mat

sumurae Tak 

e d a) 

コイワザクラ節

イワザクラ (primula. tosaensis 

Yatabe) 

(ユキワリコザクラ) (P.m.Var.fa コイワザクラ (primula.reini 1 

uriei Take 

d a) 

(サ7 ニユキワリ) (P.m.Var.fau 

rieif.samani 

monlana (Tat 

ew) ) 

O サクラソウ亜属 (Subgen P r imu 1 

a) 

サクラソウ節

サクラソウ (primula.sieboldi i 
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Franchet Savat) 

(シナノコザクラ) (p. t. Va r・bra

chycarpa Oh 

w i) 

(チチ 7 イワザクラ) (P・t.Var.

rhodotricha 

Ohw i) 

(クモイコサ♂クラ) (P. r. Var・ki t 

adaken s i s Oh 

w i) 
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(ナガパコイワザクラ) (p. r. Var. 

ovat for a 

Ohw i) 

(ミョウギイワザクラ) (p. r・Var 

myoglensls 

H a r a) 

エゾコザクラ亜属について

エソコザク弓

(Primula. cuneifol ia) 

種名の Cuneifoliaは「くさび形の

葉Jを意味し、日本の高山植物の湿性お花

畠の代表穫で、世界的K特異なグループで

ある。形態的には無毛でやや革質、平滑で

葉脈の目立たない葉が内巻きに展開する o

北海道からアリューシャンにかげて分布す

る寒帯のサクラソウで、雪渓のある所や、

上流からの水源の補給を得られる草付きの

在互に群落を眺められる。大雪山の雪融けに

はお花畠をピンクに染める。

ハクサンコサP クラ

(P.C.Var・hakusanensis)

学名より前記エソコザクラの変種で、石

川県白山産であることを知る。ヱゾコザク

ラを大型化したものである。

ミチノクコザクラ

(P・C.Var. heterodonta) 

学名より葉にいろいろな鋸歯があること

を知る。全体がハクサンコザクラより更に

やや大型で花数も多い。

タニガワコザク弓

(P. C. Va r. t a n i g a w a e n s i s) 

上州谷川岳の産で葉がやや厚く、鋸歯が

やや少ない。

ヒナザクラ

(Primula. nipponica) 

日本本州に産し、乙の節中最小で花色が

白のみである。

ユキワリソウ亜属について

クリンソウ

(Primula. japonica) 

日本特産を示し、日本のサクラソウの中

で最も大型である。葉は俄卵状長楕円形で、

無毛、無粉で何層にも花が輸生する o

ユキワリソウ

(Primula・modesta)

適度な、内気なという意の種名がつけら

れている。葉は長橋円状倒皮針形で、縁に

鈍鋸歯あり基部が次第に細くなり、葉の裏

側に淡黄色の粉を符につける。

ζ のグノレープの代表種シベリアユキワリ

ソウ (P. farinosa Var. xanth-

ophylla.Trauty et Mey)はレ

プンコザクラと合一するとの見解を北村四

郎博士は示Lている。

との節のものは北海道、本州中部以北、

四国、九州の高山、亜高山、あるいは低山

帯の高所の岩場や草付きに生え、乾燥しや

すい場所では小形になり、仲間は比較的小

形で、ユウパリコザクラやサ7 ニユキワリ

のようにちょっと見たととろ水分を保持し

にくいがれ場や岩槻K生えたもので、その

産地は何処でも非常K霧が発生しやすく水

分の補給は十分なされている。

根釧地方のユキワリコザクラはその生育

期間の大部分を波地状態のゆるやかな傾斜

地で送り大群落となっている。

サクラソウ亜属について
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サクラソウ コイワサークラ

(Primula. sieboldi i) (Primula ・ re i n i i ) 

種名はドイツの医者でわが国の動植物を ζれらの種は円柱状のさく果の長きが、

研究した γーボルトの名が付けられている。 がくよりずっと突き出ることにより、サク

葉柄、花茎、葉には多細胞の白色の長い ラソウ節より分けられている。テシオコザ

軟毛があり、根茎は短く地中を這う。 クラ、ヒダカイワザクラもさく果が突き出

北海道南部から本州、九州までの山地の るζ とにより ζ のグループに含まれること

草原、低湿地或いは河岸の原野に生育し、 もあるが、独立させている方が多いようで

臼本人には古くから親しまれてきた。江戸 ある。

時代K品種が発達し、 「花連J (いまの同 長花柱花と短花柱花

好会)のことは江戸末期に書かれた「桜草作伝 サクラソウ属に興味ある一つには、花に

法Jに、又作り方も実に適礁に書かれている。 は二様の差があって、それが株によって異

又日本桜草の品種数の記録については、

現存する株は 700程度であるが、そのうち

1品種1C8種の名を付したものもあり、整

理すると 250種程といわれている。

花の咲き方としては 3品種に分けられる。

受け咲きとは上向きに咲くもので、雅趣

に乏しい芸のない花として珍重されない。

横向き咲きは最も多い咲き方で、花を支

える花梗が四方に張るので車咲きとも呼ば

れる。

垂れ咲きは風情があり、弁の先の方が表

側に巻き抱えたものを抱え咲き、ひどく抱

えたものを捌咲きと呼ぶ。

テシオコ.Jf'クラ

(Primula. takedana) 

このグノレープはサクラソウの夕、ノレープや

コイワザクラのグループの近縁と思われる。

北海道の蛇紋岩地帯にのみ生えており、北

村田郎博士はオオサクラソウの蛇紋岩変形

植物であるとし、豊国秀夫博士は氷河期の

蛇紋岩遺存植物だとされている。種類の和

名は産地名文は山名により付けられている。

っていることである。

則ち一方の花は 5つの雄蕊が花筒の入口

直下についていて、その雌蕊の花柱は短い。

文一方の花は雄蕊が花筒の中途についてい

て、その花柱は長く花衡の口に達している。

前者は高雄蕊短花柱の花であり、後者は低

雄蕊長花柱の花である。

故にこれらの花は自分の花粉を自分の柱

頭に伝えることができず、蝶々等に依頼し、

自家受精をさけ強力な種子を生じ、子孫繁

殖に有利ならしめている。

この事は雑種の発生が考えられるが、日

本に自生するサクラソウの仲間は、同一地

域1C2種以上の積が混生する ζ とはまれで

地理的に水平分布、垂直分布共にきれいに

住み分けられている。従って近縁種の間で

花粉が飛び交い、自然に雑種が生じる機会

はまれである。

然、し有史以前の分布過程を考えるとき、

その中で種の分化も想像され、その結果生

じたと思われるものに、チチ 7 イワザクラ

がある。
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尚実生で自家採種のおりに注意しなげれ

ばならないのは、ユキワリコザクラ等各産

地のものを数多くタイプJ.lIJr<:培養している

と自然雑交で原形を失ってしまうこともあ

る。従って純系を保存するには株分けによ

らなければならない。

サクラソウの交配

日本サクラソウは江戸時代から品種は非

常に多いが、何れも野生の変異文はそれか

らの子孫で他の種の血は入っていない。

サクラソウ属は種が多いが、何の種間で

も交配が可能というわけではない。可能な

場合は近縁のものに限られている。近縁の

場合で交配は可能でも、二代目の種子はで

きないという場合も多い。

オオサク弓ソウ、カッコソウ、シコクカ

ッコソウのグノレープ問の交配は可能だが、

日本サクラソウとの血縁関係はやや速いよ

うである。

ユキワリコザク弓の類はそれだけでクル

ープを作っτおり、乙れらの種間雑種は可

能と思われる o

コイワコザクラ、イワザクラ、テシオコ

ザクラは日本独特の種で伺ーグループに属

しており、これらの交配による種間雑種は

可能である。

エゾコザクラ、ヒナザクラも日本独特の

植物で同一グループに属し、ヨーロッパの

プリムラ・オーリキュラのグループと近い

関係にあるといわれている。

クリンソウの仲間は、日本では一種だけ

である。

最近は輸入品も割合簡単に入手でき、近

縁種との交配により、江戸時代における日

本サクラソウに負けぬ実生による成果が期

待される o

然し目的もなく、無計画な交配は返って

原種の良さを失う事にもなりかねないと考

えら才もる o

増し士

サクラソウ栽培K欠くことのできないの

は増し士の作業である。

サクラソウは発芽時土の厚さが、 2cm以

上あると深すぎて花茎が立ちにくい。

文花の終了前後に地下茎から新芽が斜上

して伸び出す性質があり、線は横走した地

下茎の軸方向に対して伸び出す。だから一

部の根は太陽の方向にも生長を始め、これ

は浅植えの場合花時すでに観察される。

故に花後直に厚さ 1cml立土の入れ増しを

行ってやると、上向きの根も素直に納まり、

地球の中心に向けて方向転換し、それに合

わせて地下茎も順調に生育する。この操作

を怠ると地下茎の上面に出る根の発育が停

止する。

後日雨などで地下茎が洗い出された時は

二度三度と増し士をする必要がある。下に

延びた根だけでは力が弱く、花芽の作りも

劣るようになる o

今回を機会に私も、サクラソウについて

少々の知識を得ると共に、図鑑も少しは利

用できるようになったと思う。本年はサク

ラソウ属を中心に栽培するように心掛けた

いと考える。今から雪融けが待遠しい。又

多々失敗、疑問が出る事と盟、う。徐々にで

はあるが、 1日1日1年毎に山草達に対す

る愛を更に深めていきたいと考える。
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ベランダの友ら

それは、昭和56年の春のことである。前

年小樽の阿保会長が送ってくれた、ハナ γ

ノプ、チシマゲンゲ、アポイギキョウ、ウ

リュウシャジン、エゾ7 ツムシソウの 5種

類の種子を播くことが出来た。

昭和55年 4月、当地に移転した私は、当

地の気候の移り変りはあまり把握していな

かった。むしろ、植物的には全く無頓着と

云って良いほどであったo

「たねまきは花の咲くころ。 Jと云う言

葉を頼りに，υ待ちにその時期を待っていた

が、いつか延び延びになって、播種は桜の

花の散るとろのある日耀日となってしまっ

た。

まζ とに、泥坊を捕えて継をなうような

話で、 1mほどのタンプラーを買い求めて

ベラン夕、に据え、鹿沼二i二を目通しして底の

方から、大粒・中粒・小粒と 3層に人れ、

厚紙で 5つに仕切り掛種してから水苔を手

もみしてかけ、如露で水を撤き日除け風除

函館市坪回尚敏

けにあり合わせの防虫ネットを張って終わ

りとした。まことに乱暴な話しで、さぞか

し播かれた種も迷惑なことであったと思わ

れる。

それから、いつもの生活どおり靭 6時過

に起床し、 7時40分頃家を出る聞の日課と

なっている、体操・朝食・身仕度の間に水

やり(突のところ己の程度より出来ないの

である。)を行い、乾燥しそうな日は、勤

め先から家に電話をして妻に水やりをして

もらった。

と、このよう Kして約 2~3週間ほど経過

した。(日数を数えなかったのが悔まれる}

ある日播いた種は、チシマゲンゲ、を除い

ては、次々と発芽を始めた。ひとり、チシ

7 ゲンゲ、だけは発芽せず気をもたせたが

他より 1週間ほどおくれたある日、遂に大

小 2本が芽を出した。実は、この種子は数

が少なく珠玉の思いで播いたものであった

が、どうも深倦きになったらしい。他のも
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