
リンドウ属(ゲンチアナ属) Gentianal 

アフリカを除く世界の温帯と熱帯の山地

に約 500種、日本に約 18種、 B変種が自

生する。山草、鉢植、ロック・ガーデン、

切花、薬用と用途が多L、。大部分は多年草

であるが 1-2年草もある O ゲンチア←ナの

名はイワリアミEゲンチウスの名からと云わ

れ、強壮剤としての価値を発見したとL、う。

切花用のリ γ ドウについて昭和42年 (

1966年)より北海道の大部分を巡回して

その有望株について約 500系統を採種、採

取した。一部については(営林局、営林署

の許可を得て行った)昭和 54年 (1979 

年)まで採取株、実生株の系統調査を行い

優良系統を約30系統に選抜した。その結果

については後で記載する。更に採取地点に

よる種類は別図を参照されたし、。

切:{E用の種類と系統については園芸大事

典によると概略は次の通りです。

・オヤマリ γドウ(G. marinoj Kus凶 tz)

系統には長野県産「志賀JI浅間j福島

県産「吾妻j、宕手県産「八幡平JI岩手

山J I松尾鉱山Jなどがある。長野県では

戦前から一部で栽培されていたが、草丈が

や斗低く、 30-50 c71tで大きくならない欠

点がある。 I株に 30-40本の茎数のもの

あり。

茎は細くて硬く、直立し分校しない。節

開は短く、野性種の花は先端 2-3節の葉

肢に集って咲く、栽培すると 5-6節に花

が着き花数も多くなる。花色は青紫色、ま

札幌市 山 谷
τ士T
Eヨ 蔵

れに白色もある。花色も濃育、紫、淡青の

巾がある。花期は7月中旬から下旬、葉枯

病やウイノレス病にも強L、。性質はやや弱く

ことに夏の暑い地方の栽培は難しい。繁殖

は実生、挿芽による。種子は気温の高い地

万では結実が悪い。挿芽も容易でなし、。本

種は高混によって花芽分化し、開花促進す

る性質がある。ハウスなどの施設を利用し

て早出しが出来る。

-リ Yドウ(G. scabra Bungei var pu← 

ergrj subvav orintalis. Toyokuni) 

草丈は 1m、株立よく分校する。花は青

紫色、エゾリ y ドウ、オヤマリンドウより

も外弁はくすんでいるが、花はよく開いて

咲く、幕は長くて、業も薄くて先端が尖り

切花に向かなし、。花期は 9月中旬-10月上

旬、繁殖は実生、挿芽もできて栽培も容易

である。

-白色リ γ ドウ(学名はリンドウと同じ)

草丈 1mぐらい、多数分校する。寒地で

は開花期には紅葉して美しし、。花期は10月

上旬~中旬、繁殖は挿芽、実生すると大部

分が紫花になる。

・エゾ担 γドウ(G. triflora pall jap 

onica. Hara) 

北海道から本州の北部の湿地に自生、長

野県萎科高原、八ヶ岳山麓、野辺山、和田

峠、岩手県の標高 300-700mの沢内、雫

石、矢幡、竜ケ森、外山などの比較的低い

地帯に集団的に分布する。開花期、草姿な

16ー
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ど自生地により変化がある。草丈 1m位で、

栽培すると1.5 m以上もなる。茎は一般に

太いが細いものもある。茎色は緑、淡紫色

で側校が発生しやすし、。株立ちはオヤマリ

ソドウよい少なし、。花は多く 7-8節に着

く。長さ 40-50仰の間に密生、花色は濃

青紫、淡青、まれに白色、 8月上旬-9月

中旬が開花期である。(豊国秀夫氏による

と次の変種がある)。

-エゾオヤマリンドウ(f.田ont ana) 

エゾリンドウで高山などで草丈が低く、

葉の巾が広く、花も茎頂と上部葉肢にのみ

っく型0

・Fマサキエゾオヤマザンドウ

(f semigl obul aris) 

花冠が太く短く、膏の時半球形になり、

帯紫青白色のものが北海道中央高地に自生

している型0

・ホロムイリンドウ

(メ horomuiensis)

湿地に生じたエゾリ γ ドウは葉が一般に

細く、花も茎頂と上部葉肢に集中する型。

-ハマエゾリ γドウ (Jぐ crassa)

海岸砂地に生じ、他の海浜植物と同様に

葉が厚く、多少多肉質になる裂。

自生地による変異

1966年より全道の主要な自生地から調

査・観察の結果、一部の許可を受けて採取

し、長沼町のほ場に栽植し、一部は実生を

行って調査した結果は第 l図、第 l表の通

りですが、自生の概要の説明をすると次の

通りですO

横津岳・・・函館市郊外の七飯町にある

17 

1，000 m級の山で頂上附近から一帯にエゾ

オヤマリンドウの群生が観察された。

ニセコ 共和田1の神仙沼、大谷地一帯

にエゾオヤマリ γ ドウの群生があり、ブサ

スギナの群生地と隣接している。葉は広¥''0

千歳市・…支勿湖附近、モーラップ一帯

にエゾリンドウの群生が多く、林道の道端

が9月頃に紫一色になる。地際を観察する

と火山灰粒の表面に水苔が生えており、 6

月末に行って観察すると実生苗が多数、発

芽している。茎色が緑と幣紫色のものがあ

る。

早来…・・火山灰粒の土壌で防風林の下草

にエゾリソドウが群生しており草丈は長い

ものが多し、。

苫小牧ー・工業団地造成前の調査でエゾ

リンドウの群生が多く観察された。

厚真・ー 大、小湖沼の附近にエゾリ γ ド

ウとェゾオヤマリンドウが混在して群生し

ており非常に商白い場所である。

沼の端・・…・厚真と同様に湖沼の附近にエ

ゾリ γ ドウとオヤマリンドウが混在して群

生している。

岩見沢附近、南幌、ー共にホロムイリンド

ウが群生しており、排水路、濯瓶溝の附近

に観察された。

滝川1" 東滝川の原野、採草地に群生が

観察されたがあまり多くなし、。

美瑛・…・大雪連峰にはエゾオヤマの群生

が観察され、山鐙の河川敷地などにも観察

されたのは春の融雪水による株の流亡した

ものであろう。葉の巾は細い。

然別湖…・ー新得から湖畔に向うと、扇ケ

原から湖畔一帯にエゾオヤマの厚い群生が
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ある。自衛隊の用地内には女郎花と共に散

見出来る。葉の巾は広L、。

陸lJlJ・ ・2事丈の長いエゾリ y ドウが群生

ら種子が風に乗って来て実生したらしい。

侭れも茎の色が褐色であるが花の色が濃紫

色で、非常に美しい。見渡す限りのリンド

する。茎も太く、花も大きい、薬の巾は広L、。 ウはさすがに根釧原野と思った。葉の巾は

車|路・ー…大楽毛から飛行場への道端、湿 細L、。

原の中、ゴノレフ場附近とどこでも散見され サロマ湖......湖畔の笹の密生地に草丈の

るがエゾリンドウでエゾオヤマ系は見てな

L 、。

摩周湖附近から美幌峠・・ 北見に至る道

路吃附近ではエゾオヤマ系が観察された。

別海、西別、標津、中標津・・-風蓮湖の

附近はエゾリンドウ、エゾオヤマ系が混在

して群落を作っている。特に別海では草地

造成した牧草地、一面に紫の花でよく見る

とエゾリンドウ、エゾオヤマ系とトリカプ

トが良く生育している。地面を見ると排水

が悪く水苔が一面に生育しており道路の反

対側にはヤチポーズの土マソジュウが沢山

あってリ γ ドウが沢山咲いており、そこか

長い lm-1.5mのエゾリンドウが散見さ

れるが、花色がやL淡紫色て、ある。

浜頓別 ・ーベニヤ原生花園、 1962年に

行った時は海岸の原生花闘に非常に多くの

エゾオヤマロンドウの群生が見られたが、

1976年に行ったら、植生が変化して、カ

ヤなどのイネ科雑草に負けて非常に少なく

なっていた。

天北......ニプシ、サロベツはササの生い

ている泥炭原野でもやλ高い場所に群生が

見られたが、花色がやL淡いものが多し、。

以上全道では一部より観察しておりま

せんので今後は再び調査したく思いますo

第 l表 エゾリンドウ有望系統
(長沼町 ほ場栽培のもの)

開 花 期 の 特 性
系統名 採 取 地 開花始月臼

草 丈 節 数 花付節数 花 数

陸 閉l 7. 31 59 m 38 6.2 42 

3 イ包 コ 7. 31 44 30 6.0 22 

6 苫 牧 且 10 55 35 6.0 42 

7 厚 真 8 8 53 35 5.5 28 

8 " 8. 10 30 30 4.7 13 

10 苫 牧 8. 20 48 37 6.6 32 

11 " 8. 11 62 34 5.2 28 

12 沼 の 端 8 6 43 32 4.5 1 1 

13 -t コ 7. 31 33 28 4.0 13 

16 " 8 33 27 4.0 1 6 

17 (実 生〕 8. 26 18 33 4.0 7 

18-
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20 サ ロ へ ツ 8. 21 

23 美 瑛 8. 21 

24 サ ロ へ ツ 8. 21 

27 サ ロ ーマ 8. 10 

186 itl の 端 7. 15 

リンドウの栽培(切花用)

前述のように長野県、岩手県が主産地で

北海道産のエゾリ Y ドウと長野、岩手で自

生のエゾオヤマ系の選妓優良系統との交配

実生より選抜した系統、品種を使用して切

花栽培、鉢花栽培が行われている。切花栽

培は昭和20年代の後期から山坂り株による

栽培が始まったが、 30年代には実生繁殖に

よる栽培で実生苗を定植して 3-5年位は

品質の良い切花が生産される。

夏の高温でも水揚と日持ちが良く、さわ

やかな紫色の花は夏から秋の切花として配

色上必要な色である。長野県、岩手県共に

栽箔は標高 300-1.000mの高冷地で行わ

れ、作裂も加温ハウス促成、無加温ハウス

半促成、露地栽培と多く 7月-10月まで市

場に出荷されている。(第2表・札幌花き

園芸のエゾリ γ ドウ入荷数量と価格参照)

栽培労力は 10α当り 120人-140人位、

生産量は 10α当り 3万本位、 平均価格は

表2によると 20-30円であるので有利な

切花である。 1戸当りの経営面積は露地栽

培 20α位、ハウス栽培で 5-10α位であ

ろうO

生理生態

温度

発芽温度に関する試験成績は多く、 20'C

1 0 14 1.0 

14 14 1.0 4 

23 36 6.0 17 

47 2 1 4.0 33 

10 11 3.0 15 

-25.Cが発芽率が高く、 30.Cでは逆に低下

しており、種子の低温処濯、ジベレリン処

理によってやL異るようであるが高温の万

が発芽日数10日位である。

生育

開花は系統で異りますが、生育適温は比

較的低く、 20.C前後で、 25.Cが限度で30.C

が続くと葉の黄化、日焼けの生育障害が見

られて生育悪く、欠株が多くなるO

但しハウス栽培によって 15-20日位開

花促進するがこれはオヤマ系の早生で娩生

種は大きな差が出なし、。

休眠打破、リンドウは切花後に休眠に入

る。休眠打破は低温により行われる。長野

園試の成績では11月中旬より o.Cの低温に

60日-90日で打被されている。

日長

リンドウの生育に対する日長の影響は少

なし、。長野国試の成績で長日(16時間)と

と短日(8待問)で栽培して開花を見ると

日長の差はなく温度の差があった。

花芽分化

頑芽後植物体がある程度生育した時、早

生種では展開葉節数20位で分化する。露地

栽培での分化は最低温度IO'C、平均15-16

℃である。

土壌

19ー
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自生地は冷涼で乾燥しない北面、東北面

の傾斜地、有機質に富む植壌土で、土壊水

分の豊富な、滞水のない所で苔の生えてい

るような所が多い。リンドウの根は弱く、

細根は地表面近くに分布している。畑でも

よいが水回転作てがド水、保水が良く有機質

に富む処で、夏の高混は根腐れの原因とな

る。駿性土援に適し、アノレカリ性では生育

が悪い。長野圏試の成績では、 P.H5.0-

6.0で生育が良く、 P.Hが高くなると生育

が劣り花色も薄くなる傾向がある。要素欠

乏症では鉄の欠乏て漢が黄白色になる。

育苗

床土は保水性、通気性のある腐葉土、ビ

ートモス、完熟堆』巴を充分施用する。

床土の種類による実生の発芽率(鴨)
1968山谷

主吉良? 
の ピモ 水 植 火灰
c 壊
屑 トス 苔 土 山土

24 日 33 50 1 28 1 22 
」

種子は O'C15日低温処理 GA 100 PPM 

温度 20'C

尚、種子の低温処理とジベレリ γ(GA)

の効果については、 GAの50-100PPM

処理では低温処理は関係がないようである。

100 PPMをは種後3-6日に散布する

と発芽率が良し、。

尚、 GA液に種子浸漬すると発芽の良い

ことは、 1962年に(青葉山口)によっ

て発表されており、 100PPMで6時間以

上で 6-7日で発芽している。この処理は

種子が微細のためは種が出来ない欠点があ

り、 )/1砂の混合などの方法があるが非常に

困難であるので、そのま L食塩壊などで種

子を散布してから噴霧器でGAを散布する

方法を考えた。

覆土は無くても良いが種子が乾燥すると

発芽が悪いのてっk苔の粉末を薄く覆土する。

潅水は種子が微細なので如露は使用出来

ないので噴霧器を使うこと。

発芽日数は 10-15臼位で、温度によっ

て異る。発芽して双葉から本葉まで30-60

日の日数がかかり、この聞に細根の伸長が

盛んに行われる。春には種した苗は秋まで

移植しないて、、密生の処は間引きを行い、

この成績では水苔には種すると発芽が良 秋の初霜まで、ハウスで育苗すると、 9月末

い。但し発芽後の移植は困難である。 頃に 1-3輪位開花する。

ジベレザン (GA)処理の効果
1968山谷

l時14rriT9
50PPM 1 6.51 25.51 5且o1 2.5 I 3.0 
100PPM 1 2.5 1 18.0 1 53.0 1 57.5 1 11.0 

!系統はZ ゾオヤマ系のニセコ産

噴霧器でGAを散布

20 

移植

1年間育苗した苗を10月に堀取り移擁す

る場合と翌年春に移植する場合とある。何

づれでも良いが、秋の移植の方が翌春の生

育が良L、。高畦で黒ポリマノレチが良く、保

水と雑草防止の効果がある。

挿芽による繁殖

リンドウは実生繁殖では形質の揃いが悪

いので母株の優良形質をそのまま伝えるに

1γ 

一

北方山草 5 (1984)



は挿芽繁殖が良いが、茄芽后 5-1Ocmの茎

芽を天挿しすると発根、生育が良く秋には

越冬芽も形成されるが、 10叩以上の芽を上

部4葉位着けて天掃すると発根、生育はす

るが越冬芽が形成されなし、。

定植後の栽培管理

栽植距離は床巾 90cm、株間 25cm、条閲

30cmで通路 70棚の 2条植え。

植え付けは黒ポリマルチの上に更に稲ワ

ラの被覆を 8c抗位の厚きで行い、芽の防寒

と凍上を防ぐ。土壌水分は排水のよい畑で

床面が乾いたらかん水するように潅水装置

が必要です。肥料は定植20日位前に化学肥

料を施す。窒素、燐隊、加里を10α当り要

素量で各々 10-20kg位が目安となる。

翌年からは春の萌芽期に基肥として 70

-80%を施用し、追肥は開花の 50-60 

日前に残りを陸間に施用する。定積年は開

花しても切り花は行わなく、橋らいを行い

株の充実を行うこと。

病害虫の防除

業枯病

前年の古茎が発生の源となる。初めに業

に発生し、小さい斑点が出来て、次第に拡

大して円形の大きい病斑となる。

多肥栽培や採光風通りの悪い環境によっ

て発生する。発生してからでは防除の効果

が上らないが予防としては発生前から 7-

10日毎にマ γネプ剤、銅水和弗lを散布する。

花腐菌核病

花弁に斑点が不整形に出来て褐変し花は

枯れて、黒色の菌核が出来る。

21 

高温多湿の 8月末から発生する。古茎の

焼却は葉枯病と共に大切な防除法、トップ

ジγM、ベンレートの散布が効果ある。

ネコプセ γチュウ、ネダニ

土壌伝染性の害虫で根に寄生する。被害

は葉がしおれ黄変する。防除は定植前の殺

虫剤の土星量消毒、苗の温湯消毒(48'Cの温

湯に30分浸漬する)

ハダニ

新業や葉羨に付き吸汁する害虫、高温乾

燥で発生が多く、通風の惑い処に発生が多

い。殺ダニ剤の散布が有効。

オγ、ンツコナジラミ

施設栽培で発生が多し、。 4週間位で l世

代を経過するのて官豆期間で高密度になる。

吸汁により萎縮症、黄化症状がみられ、す

す病で葉が黒くなることがある。 DMTP

剤の散布が有効である。

切花

頂花が着色、または開花始めで切るが、

茎は長さ 80cm、花段数 5-6段が望まし

L 、。

規格別に10本 1束として水揚げして荷造

り出荷する。切り花は手で折った方がウイ

ノレ兄病rJ;伝染によL、。

冷蔵庫で 3E!位の貯蔵が出来る。

北方山草 5 (1984)
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第 2表
エゾリンドウの入荷数量と価格

58年札幌花き園芸株式会社

月 7 月 8 月 9 月 10 月 11月

(把) 旬 上 中 下 上 中 下 上 中 1 下 上 中 下 上

;# 数量 (把) 日，9日D13.4日O 8，480 12，770 12，44日 20，300 2，15日 100 

単価 (1本当り円) 28 38 19 20 32 30 12 35 

数量 270 5，200 1，810 1，350 240 2.230 
月形

55 単価 70 40 33 44 31 

数量 200 1，370 7，340 3，995 50 2∞ 
当叩j

単師 日。 34 16 13 6 5 

数量 150 
当麻

単価 20 

道その他内
数量 3，490 9，810 26，600 23，泊。 1，900 10，190 520 300 

単価 45 38 35 26 30 33 19 ω 
数量 10，86日11，382 44.230 41.395 14，630 32，920 2，670 400 

道内計
("T) 都合 26 18 91 日日 27 74 日 3 

参(山形考) 

数量 1，530 3.860 3，6目。 9，440 4日日 560 23，12日 9，010 17，360 3，350 2.640 2.640 

単価 59 30 14 15 15 23 叫 25 25 56 38 62 

取 扱 合 計 3，480 9，46日 26，670 53.650 62，白日 48，730 46，675 54，410 44，630 34，650 13，380 12，250 16，3日5

平 均 単 価 65 日l 35 25 36 27 24 44 30 29 67 76 69 

山谷SP調べ

22ー
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