
実生への誘い 〔亜 〕

今冬は世界的暖冬少雪という事で、人間

生活には除雪労働や暖房費の聡減など、不

況下でのささやかな贈物となっているが、

秋からの気候が殺にずれていると言う人も

あり、今後の降雪と春の低温が気になるこ

の頃です。

山草達にとっては冬の気候が関係ないか

のように、その季が訪ずれると発芽を開始

するから不可思議であれそれ故に愛しい

のかも知れません。その姿はあたかも、先

の事を考えて足踏みするより先ず行動を起

こすことと、無言の態で教示している様に

も思える。

「蒔かぬ種は生えぬj し、実生から育て

るが為に例え駄物であっても、素晴らしい

稀品に見え感動するのである。

実生を行うには、先ず採種から始まるの

で自然と種子の完熟度を調べるために花と

の対話回数が多くなり、今まで同じように

見えてた顔が、それぞれに個性を持ってい

る事に気付く筈ですO 花の顔に個性がある

ように、穏子にもまたそれぞれの個性を持

った顔がありますので、その顔を見て親の

種名が判るようになれば、より一層の近親

感が湧き、山草栽培は更に楽しいものにな

るて、しまうO

とかく、自分好みの種だけに傾注したり

最初から難物と決めつけて敬遠したりで、

自ら栽培機会を放棄し勝ちですが、どうぞ

もう一歩踏み込んで、何でも見てやろう作

有珠郡大滝村 大 宮 不二雄

ってやろうと欲張って下さし、。

友人や知人宅、或いは用事で何った家の

庭先などで自分の欲しい山車と出会う時が

ありますが、そんな時に株分けや苗の分譲

を申込むのは大変に勇気が要りますし、急

な申込みで相手方を国らせる場合が多いも

のです。そんな時でも、割と気楽にお願い

出来るのが種子です。余程の事情が無い限

りは割愛下さるし、断り切れずに分けて載

〈苗と違って、万一発芽生育に失敗しまし

ても、相手方に対する自責の念は軽くて済

みます。

また、今後の山草界には、更に洋種山草

が導入され普及することと思います。 1趣

味家としては大いに観迎すべきことであり

ますが、ここで、もう l度これらの普及方

法について最善策を考えて見ょうではあり

ませんか。つまり、現在は爾芸業者ベース

で導入され、その限られた環境の中て管理

育成されたもののみを売手市場の中で求め

ている訳で、 L

状に満足Lていない乍らも「イ仕士方がなL、寸J 

だけで済ませて良いものてで、しよう泊か這bO 

洋種山草の導入業者が少ない本道は、ま

すます普及が遅れて行く事が危快され、ま

た、その内容に於いても、温暖に昔i!lらされた

苗を寒冷地で求めるとL、う結果になります。

では、どの様にしたら良L、かと言う事にな

りますが、それは「実生技術jの会得によ

る「実生栽培Jの普及て、すO 種子の入手は
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難かしい事ではありませんが、それに応え

るだけの技術と意欲がなければ、当然乍ら

目的は達せられませんO 会員 l人 1人が、

本道に合った苗作りを目指す「産草家Jに

なっていただきたし、。

洋種山草に限らず、山係り苗依存時代に

終りを告げ、自然保護を積極的に推進しな

ければならない今日、実生栽培こそが山草

趣味の主流になるべきものです。実生管理

は決して楽ではありません。それだけに、

発芽から見守り続けていた苗が開花した時

の喜こびは格別なのです。

種子の採駁は、自家用分のみと言わずに

草勢に影響が無ければ沢山取って同好者に

差上げましょう。種子提供を全国各地の趣

味家が侍っています。自らがミ提供者になる

事が、実生普及の原点であれこの小さな

使者は全国から素晴らしい仲間を紹介して

くれますO

「求めよう、さらば与えられん」ではな

く「与えよう、さらば与えられんJが、山

草趣味の心構えではないでしょうか。

シレ卜コスミレ

知床連山の盟主・羅臼岳と、その北に位

霞する硫黄山の火山聖書原に自生する北海道

固有のスミレで、根生葉は表裏とも緑色を

した心形で、やや硬質で業縁には鋸歯があ

る。 7月頃に、葉蔽から 3-4c視の花柄を

出し、白色花弁の弁基を黄色に染めた l花

をつける。

北海道内に自生する数多いスミレの中で

も、栽培が少々難かしし、ために普及が遅れ

ているのは残念であるが、株分けによる繁

殖は余り期待が出来ないので、実生の繰返

しにより作り易い個体にすることが今後の

課題である。限定された自生地でも、その

数は多くなく年々減少しているとの事であ

るが、この逸品を絶滅の危機から守る為に

も、積極的に実生による普及を計るべきと

考える。

栽指法ですが、 γ レトコスミレは高山性

である事を考慮し、一般のスミレと同じ様

に赤玉土を主体にしたり、腐葉土の多用は

失敗することが多いので、硬質の火山砂単

用で良い。使用鉢は、スミレの草姿から見

て小さ目の鉢を使用したいところであるが

このスミレには、大き過ぎると思う程の深

鉢を使用した方が良L、。以外に根が深く広

がる事と、使用用土が火山砂のために乾き

が早いからで、す。

先ず、大粒の礁を鉢底に入れ、その上に

2mmから 1明大の火山砂を鉢の約4分目ま

て‘入れます。次にスミレの絞茎部を指で挟

み、鉢の 7分自の高きで止めておき板を充

分に拡げます。拡げてある根を傷つけない

様に注意しながら更に用土を流し込み、指

の高さまで入れたら指を離し鉢縁を軽くた

たいて用土を落着かせます。この程度で用

土と根の密着は充分ですので、更に指や竹

ばしなどで圧し込む必要はありませんO

更に、根茎上部に約 2c協の厚さになるよ

うに用土を入れます。この上自j，用土は 1叩

大の大粒を多用した方が良心植込み完了

時の用土量は、雨水による用土の流失・移

動ゃ、潅水時の水受けを考慮して鉢の8-9

分目の高さまでとします。

肥料は、用土中にマグアンプKなどの遅
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効性肥料を小サジ l杯伎を混入したり、用

土表面に油粕などの置肥をして、肥培した

方が花上りは良いです。

実生は、火山砂に腐葉粒土と赤玉土を少

量混合、叉は火山砂に水苔粉を少量混合し

た用土に、採種したらすぐ播きます泊、発

芽は翌春の 5月中旬以降となりますので、

その聞に用土を乾燥させないように管理し

ます。

l果中の種子数は、 8粒程で他のスミレ

類に比べて少ないですし、割と大きい種子

ですので、 1粒 1粒を用土中にピγセット

で1c視の深さに差し込むか、パラ徹きの時

は覆土をしますo

子葉展開と同時に薄い水肥を与え、肥培

する方が将来に好結果を生みますので、枯

死することを恐れずに勇気を持って肥培管

理をして下さL、。秩までには本葉が 3-4

枚となりますので、翌春には親株に準じた

方法で植替えて下さL、。

採積のために観察していて気付いた事で

すが、シソバキスミレ、アナマスミレ、キ

パナノコマノツメ、エイザYスミレなどは

次々と閉鎖花をもたげ種子を播き散らしま

すが、このシレトコスミレについては、開

花したものだけから種子を得られる「開花

結実型」と思われ、閉鎖花は l個も見られ

ませんでした。

キタダケキンポウゲ

富士山に次くL 日本第 2の高峰で、南アル

プスの箆主・北岳の稜線沿いの磯地に生え

る特産種である。北岳には他に、昭和 6年

に発見された新種キタダケソウが自生する

事で有名であるが、日本で同属の種類はア

ポイ岳に産するヒダカソウだけて、ある。両

穣共に古い起源をもっ残存植物であるとい

われ、学術的にも貴重なものであるo

キタダケキンポウゲの茎は直立し、高さ

10-20cm。根葉と下葉は掌状に 3-5全

裂し、線形の裂片はさらに 2-3裂する。

5月下旬-6月中旬頃に、茎頂にへら状の

細長い光沢をもった可愛らしし、 1花を咲か

せる。

高山植物の中でも、これ程丈夫で栽培が

楽なものも診しく、実生の実習材料として

好適である。キ Yポウケ下↓の中でも、この

属の植物は花弁に光沢を宿すものが多く、

陽光に照り輝く様はまるで黄金色の宝石を

見る思いがする。ただ残念に思われること

は、 l花の寿命が短かすぎることです。

実生法は、 7月初旬頃に球形の集果が薄

緑を残しつつ黄色に変り、指先て青虫れるだ

けで落果する頃が適期で、採種したらすぐ

播きます。覆土は、種子が見えがくれ程度

にします。

実生用土は火山砂を主にするより、水持

ちを考えて赤玉土を等量混合します。陽当

りで水切れをさせないように注意して管理

しますと、約 3-4週間で発芽します。

本葉が見え始めたら、薄い水肥や油粕な

どの置肥をして、越冬までに株を太らせる

と、翌春には早くも花が見られます。

リシリソウ

リシリソウは利尻島、礼文島特産のユリ

科植物で、線形をした 3-5枚の根生葉を

つけ、 15- 20閣内外に伸長させた茎柏、に、
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淡黄緑色に帯紫色の斑点、をつけた径 10mほ

どの花をつけ、地下には球茎がありますO

開花期は 7月頃ですが、落着いた気品あ

る花は見飽きることなく、作る人の心を捉

え自然の世界に引き込み、心に安らぎを与

えてくれます。しかし、花や草姿を一見し

ただけでt工、見る人をハッとさせる派手さ

がないためか、貴重な植物であるのに栽培

者は少ないようです。私の山草械でも、こ

の花の笑顔に気付かないのか、或いは気付

いても関心がないのか、半ば無視された恰

好で名さえも聞く人が少なく、気に入って

る私を淋しがらせます。

株分けによる増殖は余り期待出来ません

ので、やはり実生が頼りとなります。

9月下旬頃になると、円錐形で上部が細

くとがるさく果が黄褐色に変りはじめ、先

の方が裂関してきますので、直に採り播き

をする。春播きの時は、採取した種子を紙

封筒などに入れ2週晶弛い乾燥させてから

封筒のままビニーノレ袋に包んで冷蔵庫で保

管しますo室内で紙封筒のまま保管します

と、過乾などのため発芽率が悪くなります

発芽は、採り播きの時は翌春 5月中旬頃

ですが、春矯きの場合は 3ヶ月以上かかり

ますので、発芽予定日を逆算して阜自に蒔

いて下さい。

実生用土は樽前砂と火山砂の等量混合力、

叉はどちらかの単用でも良く発芽します。

種子は大きい方ですので、ピγセットでl

粒 1粒を 10mの深さに差し込むか、覆土を

して下さL、。

線形の子棄が展開したら、極く薄い水肥

を過湿にならぬよう注意しながら潅水がわ

りに与えます。置場は、午前中の陽光が充

分に当る所が良く、秋までに球茎カL少しで

も大きくなるように肥i苦しますO

移植は、秋の黄葉した時期が良いのです

が、当地のような寒冷地では、植替えたも

のほど用土の凍上が激しし、ので、翌春の発

芽前にしています。この時の用土は樽前砂、

火山砂に腐葉粒土を 2-3割混合します。

鉢底に大粒の礁を入れ上記の用土で植込

みますが、完了時に球茎が用土表面下 2-

3閣の深さになるようにして下さ¥"0 また

用土表面には l明大の居者を l揃ベして、降

雨や潅水による泥のはね上りや用土の移動

を予防します。

施HEは、移植の際に遅効性肥料を元肥に

入れたり、油粕と骨粉を等量混合したもの

を用土表面に置肥しますO この山草も、陽

光と肥料が充分でないと花上がりが悪くな

ったり、咲いても不稔種子が多くなります

ので注意することと、乾き過ぎないように

管浬することて、すo

シコタンハコベ

羊蹄山などの高山に生えるナデシコ科の

多年草で、茎は叢生し高さ 10-200m。葉

は無柄で長卵形をし先がとがり、緑白色を

した革質て無毛である。

6月中旬頃から、直立した花柄の頂に 2

深裂した白色の l花をつける。 1花の開花

日数は短かいが、次々と花が上り、 1ヶ月

以上は咲き続けてくれる。この草の魅力は

栽培がやさしいうえに、緑白色をした棄や

草の姿が良いことと、乙女のような清楚で

可憐な花です。
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ハコベと名が付くと、畑の雑草として有

名な悶属のハコベを想い浮べると思うが、

そのイメージを一新させる佳草で、この属

中の美人代表である。

この植物との出合いは、私が高山植物の

中の木物に夢中になっていた頃で、親類宅

の庭先であった。花キチを自認している方

だけに、整然と植え込まれた草木の種類も

豊富であったが、その中に、草丈が低く 40

cm四方ほどに広がった白色に輝く l草が目

に止った。密生した株はクッション状に盛

り上り、帯白色の茎棄と白色花が l体とな

った姿は、木物では味わえない迫力を持仏

その見事な美しさに感動させられた。帰宅

してから、花の姿を忘れない内にと図鑑を

引っ張り出し、ハコベの仲間にもこれ程美

くしいものがあったのかと驚ろきながら、

この花の名を知ったのである。

栽培に当っても、このシコタンハコベの

魅力は、緑白色の草が柔らかいグッション

状に盛りあがるようになることなので、水

を制約して間伸をおさえ、全体的にしめて

{乍る事を心掛けたい。そのためにも、用土

は火山砂、樽前砂などの硬質で水排けの良

いものを主体に使用し、赤玉土か腐葉粒土

を2割くらい入れる。置場も充分に陽が当

る所とし、肥料は控え自に与える。

実生用土は親株と同一で良く、採り播き

をすると約2週間で発芽する。置場は親株

同様に陽当りで良心薄い水肥を月 2-3

回与える。 2年目の秋までには、草丈 5cm

程の株立となり 3年目に開花する。

ジョウロウホトトキeス
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