
愛してみよ う洋 種山 草

若い頃から夜、は花が好きだった υ ハ戦後

外地から引揚げ後、パラックの借家住い、

そして官舎住いを転々としている間も、 1)平

程の畠にも花の絶える事はなかった。今思

い出せば「γパザクラJrヤツシ口ソウJ

「ハマカ γザシJrツノレハナガターIrムラ
サキナズナJrクモマグサJrマキギヌj

等々…安くて、丈夫で、花が美しい外来

のUI草が多かった。これらは今では駄物扱

いにされて、どこの家の庭でも危介物的存

在であるが、これらも日本の国土に思11じみ

実生増殖をくり返しながら今日のような丈

夫な個体となった訳であろう。

私は山草の中でも{Eの美しL、種が好きだ。

多くの山草家は花などは二の次で:iJ~ 1.、他び

た味いの茶花的なものを好むようだが、す

べてに洋風化している現代、強烈な色彩、

あでやかな花をもち、そしてコ γパクト、

接性、そして丈夫といった外来のILr草を見

直す時期がきていると私は思う。

sil内の山草も、このせまい園内ではもう

新種の発見も限度がきているようでコレク

ショ γ的にみても行きつまりの状態である。

戦前、千島、サハリン等の山草も今では外

国となり、この広い世界には驚く程の多く

O)~事培中の山草があろうし、未発見のもの

も多くあろう。洋種山草の普及の遅れてい

る要因に図鑑、ガイドブックといった参考

文献が殆んど皆無に等しい状態であり、専

門的には、森和男氏主宰の「日本ロックガ
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ーデγ協会jなどに入会するか外国のrLr草

書をひもどけばよいが、一般の方には洋種

の国内でのガイドブックが全く少なく、そ

の種名のカタカナの羅列とともに、知識的

にも遅れている現状である。そして、大宮

さんも言っておられるように現在「園芸業

者ペースJで導入され、非常に高価に売買

されている仕末であり、本道では導入業者

も少なく、本州業者から取寄せたものは、

特に寒冷地の本道での栽培の適否そしてな

ん弱な苗への適応性など、いろいろ考える

と、一般に「洋種は花がよく好きだが、値

段も高いし解らないしと尻ごみされている

方が多L、と思うJ

私は、ありふれたものも入れて現在 200

種程の洋種山草を栽i脅しているが、毎年、

本州等から新種を 30-40種取寄せて、未

知の世界の植物に挑戦している訳だが、冒

険というか、無駄な犠性を払うことも多L、。

外国の高山積物といえども、この道内の気
いっち.t~v.'世良

候風土に却11化させる事は、一朝一夕での業

ではないと思う。最近導入される中には、

日本には「属科Jのない種も多くあり、栽

培に当つては全く「蕗草皆長jの域を出ず

「誰かこの洋穏の作り方教えていただけま

せんか月j と叫びたくなる事もある。 1株

2.500円も出して購入した小商を手にした

ときの実感?である。

しかし私は、あえて挑戦する。 府売をや

ってし、る万はある程度犠性を払ってもやが
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ては先長がもと)てこようが、私達趣味家

は、損の仕放しになろうが、山草会のため

に、そして一般のLU草愛好者のためにと、

洋種の栽培、そして開花、採種、実J+.と繰

返している訳である。貴重な外来種を求め

て、暗中模索の中で枯死する事なく育ち、

早春開花を見たときなど、思わず「ゃった

J! Jと叫び愛用のカメラで「パチリ!と写

Fこの頃である。

洋種山草は前記のように花の美しい種が

多く、実生苗をたくさん育てて、訪ねてく

るご婦人や近隣の方に差上げる昨今でもあ

り、 LLi草会の今後について、特に若い世代、

そして多くの婦人女性層に、好かれ愛され

る個体を育て残していくことが、私達のつ

とめでもあろう。

きて、当山草会の行事として、高野さん

大宮さんからの要請もあり、山草会に腐を

置く者は皆実生技術は宵得し、一度や二度

は必らず実生を行った経験はあるはずだと

思う。

その行事として、山草種子の交換、余剰

穂子の要望のある方への提供は大いに結構

であると思う。当会員は隔地に散在で、 IE

の交換分譲とて思わしくなく、種子であれ

ばその目的は達成し、会員相互潤の親睦の

ためにもなる。

私も、今秋には、私の処で採取した内外

各種の山草種子リ λ トを作成し、当会の事

務局に提示したし、と思っている。会員各位

も、その趣旨をふまえてお互いに協力し、

お互いに分かち合う気持ちで「特に珍稀種、

新種等!の交換など、ぜひ行L、tc.e、もので

ある。

現在も今後も導入される洋種山草はすべ

て新種であり、これらを育成しつつ「この

貴重な種子をJ会員にと、心がけるつもり

である。

園内山草でも同種でも産地によっては個

体も呉るものもあり、そのような個体の種

子の提供をも望むものである。

さて、愛すべき洋種山草、これからも新

しいもの珍しいものが多く導入されると，思

うが、私の栽培している中や参考文献の中

で、特に山草として優れているもの、夜、の

好きなものを、少々順列してみたい。

洋種山草を「バタ臭いとかあの派手な花

が日本人の気性に合わないとか!おっしゃ

らずに、美しい女性をみれば皆異口同音に

「美しし、jを連発するはずである。美しい

ものは花も河じ、この美しい洋種山草を愛

してみませんかげ

日本人は「黄:{tシャクナゲJrイワヒゲ

j等に代表されるように、ツツジ科の植物

が特にお好きのようだ、山草にそれほど興

味がなくても、どこの家にも「シャクナゲ

」ゃ「ツツνJの無い庭は有り得ない。夜、

も150坪の土地にはそれら内外のツツジ、

シTクナゲが多く地植されてある。でもこ

こでいう山草的なツツジ科つまり鉢やロッ

ク的なものとなると外来の「ロードデンド

ロγ属JRhododendronの中から日本人好

みと云われる小型媛性、盆栽型の小型シャ

クナゲが、多く導入され、それら原種をも

とに交配改良によって幾多の適応種も一部

市場に出ている。

世界の屋根と云われるヒマヤラ UII!fRから

東方にかけて標高 2.000-4.000mにあた

103ー

北方山草 5 (1984)



るベノレト地帯それにヒVレマ、チベット、そ

の他北アメリカ等世界に1.000種ものシャ

クナゲの分布があるという O 園内種は 30

種のみというから、世界のシャクナゲは、

広く世界から求めたし、ものである。

国内で誇れるツツジ科としては「黄花シ

ャクナゲJrサカイツツジJrミヤマキリ

シマツツジJrヒメエゾムラサキツツジ西

別産.1 rアスマシャクナゲJ(面白山系)

位のものだと私は思っているが、 「キパナ

Jは樹姿は良いが、黄色というより(薄ク

リーム色〕の花が寂しい。このキパナ張り

の樹姿に濃赤花が咲く品種が洋種に数多く

ある。ネリアローラム系、ウィリアムシア

ヌム系などに多くある。

また「サカイツツジは花はよいが樹姿が

どうも間伸びしていただけない。夜、はこれ

と同系の「ラポニカム系Jを多く栽培して

いるが樹高も 10- 20cmとコンパクトでよ

し、。

西別ヒメエゾムラサキ級の這性種も数多

くあり、サノレエ不ンセ系のラ j カンス ra

dic呂田、 ケレチカム kelet i cum等は、

エゾツツジ状の大きな花をつけ、平鉢作り
ららら£うげ

に好適であるし、アソソコポy系の沈 f花

に似た小花がポーノレ咲きになるものや姫イ

ソツツシ状の葉を持ったの等、いづれも小

型で魅力的なものが多い。

ウラゾロヒカゲよりも葉裏が粉白で、重

厚な鮮黄花の「グラコプリュノレム系j 日本

に類似品がないという「ヵ γ ピロギヌム系

jは金属質の葉と釣鐘状の花は、とても魅

力的で、栽主音;意慾をさそうし、簸性株立、

小葉のレピドータム系、ウニフローラム系
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等多々ある。

一般に洋シャクナゲというと、厳寒無積

雪地域での栽培に危倶される方が多L、が、

庭植の高木て雪の上から出る種を除き、特

に前記の小型シャクナゲの殆んどが、私の

少ない経験でも、道内栽埼可能というより

寒冷地のみ栽培し得る特権であるような気

がしてならない。数多し、小型洋シャクの中

には寒暖に適応し難し、ものも私の経験を通

して周知したいと思う。

次に、 リンドウ科十 Gentiana (ゲンチ

アナ〕のアソレーの花が好きだが、園内種で

は、ロックなどにエゾオヤマやエゾリンド

ウが丈夫で自然に種子が飛んで噌えて因る

程だが、鉢植としては、ミヤマ、リシリ、

ヤクシマ等いまだに栽培が難しく、そして

花がもう一つさえなし、。私が洋種山草に、

本格的に取組もうとしたきっかけは、ゲン

チアナ、アコーリス G. acaul is (和名

チャボリンドウ〕の花をみてからであっ7こ。

数年前、札幌の山草庖で、チャボと形容さ

れる短綾性の個体から、長さ 5四tもある凄

絶といいたいくらいの深いコパノレトブルー

に輝く開花株をみたとき「あっ、これがア

ノレフ。スのリンドウかい Jと驚歎し、相当

高価で購入したことを覚えているが、その

時 rUr草はこれから洋種の時代だ そし

てリ γ ドウは洋種が絶対美u、」と思いこん

だものである。

最近実生も繰返えされて丈夫になって安

くなったようだが、このアコーリスに属す

るものに、アノレピナG.alpina， アγグス

ティフォリ 7G.angustifolia、ディナ

リカ G.3lnarica などいろいろあるが、

北方山草 5 (1984)



私の経験ではい rれも大同小異のようで、

今後、実生により l二着の優れた個体を作り

たL、ものだと思っている。

次にゲンチアナ、へんナ G.Verna嬢性

で、息、をのむほど美しいフソレーの花を咲か

せるアノレプスの代表的なもので、このグル

ープも、アングローサ G.angulosa、ニノ、

リス G.nivalis等あり前記 2種共、 tJl;培

にはー工夫いるようで、石灰を含んだ用土

を好むようで、道内用土に慰11じませる努力

も必要であろう。

最後は、ゲンチアナ、ブアレリ -G.fa 

rrerlとゲンチアナ、シノオノレナ-j1G

sinornaia、和名をその形容通り「イトハ

リンドウ!と呼ばれて普及されているが、

両種とも姿花とも似ているが、 G.s inor-

11ataの方が、 淡青色の花筒に濃青色の縞

の濃さの点で私は美しいと思っている。こ

の種は火山磯主体の道内用土でよく繁植し

実生挿苗も容易である。

次に、サクラソウ科 Pr i mura でこの

属を好んで内外種共に一大収集されている

趣味家も多いが、この種は外闘で幾多にも

改良されて花の美しい丈夫なプリムラ・ポりア

ンタ P.polyantha 、 7"ワムラ・ジュリ 7

YP.julianなど一般家庭の花鳥に愛され

ているポピュラ一的花でもあるが九当会の

高野さんが、この種の一大収集を試みてお

られるとお聞きしたが、これらプリムラ類

の原種は園内にも多いが、外国のヒマラヤ、

アルプス、北Lノヘリア等プリムラの宝庫と

いわれる地帯に自生し、イギリスでは 100

年以上も続いている会もあるといわれてい

る関係上、園内にも多く導入されているの

で、小型で花の美しし、ものを選抜して集め

てみるのも面白い。

夜、は前記、 P.polyanthaの各種を 3J5f-

程の力一デγーばいに績栽、そのいろとり

どりの花を楽しんでいるが、最近原種を少

しづっ集め出した。ガイドブックによると

pr lffiuraは、 その特徴に合わせたセクシ

ヨンとL、う分類(節)に分けられ本邦には

8セクション程が導入されているが、私は

その中で特に、オーリキュラ P.auricula 

セクション、アァリノーサP.far Inosaセ

クション、そしてp.polyantha系のへノレ

ナレス セクショ γなどが好きであり、そ

の中で、 P，auriculaセクション(日本で

のアヅハサクラソウ)と呼ばれる品種の中

に特に好きなものが多く、有名なプリムラ

・ミニマ Pminimaやプリムラ・ 7 ノレキナ

-s P. marginataなど、改良縁も合わせ

て20種程市場に出回っている。次に7 ァリ

ノーサセクショ γP.far inosaには、ブ
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ロゼ7P. roseaが最もポピ 1 ラー的でよ

く出回っているが、私も早春、雪を持たげ

て明かるいローズ色の花をみるのが楽しみ

な、丈夫ですてきなプリムラである。

その他サクラソウ科の中では、ダグラシ

7 Dougl as i a属が最近出回り始め、 その

姿は、アンドロサセ Androsaceに近し、が

花がそれに無い黄花多花性でとても見事な

貴重品的存在である。その外、 ドデカテオ

γ属 Dodecatheonに、 ド メーディ 7D

meadiaのイ γディ 7/の羽根の冠のよう

な花や、 ソノレダネラ属 Soldanella(和名

イワカガミダ 7 シ〕は、花がイワカガミに

類似しているため命名されたのか、私はこ

北方山草 5 (1984)



の和名は好きて叶まない。その常緑の厚葉ーと

いし、花姿といい、山草家好みで流行してい

るが、私はソノレダネラ・アノレピナ S.alp 

lua、 ソノレダ平ラ オウストリアカ日

austrl3ca、と二種作っているが肥培を怠

ると花付きが悪いようだ。

キク科の洋種としては、アスター アノレ

ピヌス Aster.alpinus、 (、/オ γ属〕ピ

レネ一、アノレプス産で本邦のミヤマアズマ

に近いが、花が一段と大きく、赤みの強い

紫紅で美しL、。白花や八重咲種もある。

タウ γ センディア プォノレモーサ Tow

nsendia formosa (キク科タウンセ γテ守

ィア属)この属も国内にはなく珍しいが、

ちょっ左傍観するとアズマギクに少 L感じ

が似るが、数倍美しいと私は思っている。

姿ー花共に秀逸で、多花性なので、採種し

て希望者に差上げたいと思う。

その他、ヘリクリスム、マノレギナーツム

Helichrysuffi¥ marginatum、キク科ム

ギワラ属の地表近くロゼット繁殖しその白

銀色の葉とカサカサ花が美しく、ェリゲロ

γ、オウレウス Erigeron、aurens(キク

科ムカシヨモギ属)が観賞価値が高く、カ

ノレドンセノレス・ラボソチコイデス Cardu-

nce 11 us. rhapo川 icoides (キグ科カノレ

ドンセノレス属〉は、国内流に云えば「茎無

しアザミ jというところか。稀品らしいが

私の好みではなし、。

次にキキョウ科・力 γパヌラ Campan

ulaには、国内に世界に誇れるようなチブ

マキキョウ、イワキキョウ等があるが、洋

種では現在、観賞価値の高いものは、次の

エドライアンタス グラミニプォリウス

Edrianthus. grarnini folius位のもの

だ。和名「カ γムリハナ冠花Jと云われ、

王冠的な形容をつかった程、優れていると

L 、うことか日"白。

次に、ラモンダ・ 7 イコニ-Ramonda 

myconi (和名ピレ不一イワタハコ〉国内

のイワタハコは草丈が伸びていただけない

が、これは、ロゼット状葉姿と花が良く、

強光線でも葉焼けすることなく一級品であ

る。

次にプノレサティラ・アソレガーリス Puls

atilla. vulgaris (キンポウゲ科オキナ

グサ属)いわゆる「セイヨウオキナグサj

の和名通り最もポピュラ 的存在で普及さ

れているが、国産オキナグサに比して、数

段丈夫(厳寒に強い)で、花色が豊富で、

実生の発芽も良く、特に純白花と濃紫紅系

のlEは美しく、園芸品種を思わせる程て、あ

る。

次にレウィ γ7・コチレド γLewisia

cotyledon スヘリヒュ科レウィシア属、

これも最近ポピュラーによく出回ってきた

が、洋種といわせる花の美しい典型的なも

ので、ご婦人方の人気種でもあるが常緑型

は過視は厳禁て、サボテ γ、多肉植物;)tみ

の栽培が必要であろう。常緑種に高ij記とレ

・ホ ウ工リー L.howellii、レ・トウイ

ーディ L.tweedy i (白花)宿根種にレ・

アラチカリッグス、レ・ネハデンシス等が

ある。最近出回ってきて市販されているス

ヘリヒュ科に、カラ y ドリニア ウγベラ

タ(和名7γデスの花)と云われ、鮮や

かなハラ色の美花で、コソパクトで山草的

でもあり、街の花屋さんのアイドノレ的存在
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になろう。過湿はこの属共通して厳禁であ

る。

次に、ポレモニウムーアクティフロノレム

Polemonium" actiflorumハナシノフ

科ハナシノブ属、私はノ、ナシノブの山草的

な澄んだプノレーの花が好きで、同内種は殆

んど栽培していたが、この種のスカイ・フ

ノレーの花色に驚いた。カナダ、アラスカの

北周極地分布というが、北にL、く程花も空

気も澄むということか '0 

次に、サキシアラガ Saxifr3ga (ユキ

ノシタ科ユキノシタ属〕欧米などでは、相

当多く j主倍されているというが、チ1;内では

この科に興味を示す人は少なく、一般草花

として、サキシフラガ・デキピェγλS，

decipiens交配、 平日名「紅小町j など売

られているが、私もこの属のカプシア セ

クショ γの中に、地を覆うように、マッ}

状に広がり、いかにも山草的で、花色も豊

富であり、一部業者が多く導入されている

ようだ。私も、サキシフラガ ジェンキン

シア Saxifraga. ，r enkinsiae (交配、桃

紅色花)、サ プノレセリアナーグロリ 7S. 

burseriana. Gloria (交配、黄イuなど

す穏程栽培しているが、今後もっと普及し

て良い山草である。

次に、ハラ科の中では、 ドリア λ ・ドラ

モγディー Dryas.drummond i i (パラ科

チョウノスケソウ属) いわゆるキパナチ

ョウノ λ ケソウの和名で導入されており、

ほかに、 ドリアλ テネラ D.tenell a ( 

和名ヒメチョウノ λ ケソウ)その名の通り

葉が 1c加程で、相万とも国内種よりとても

丈夫であるのが嬉しい。

次に、サポナリ 7'オリパナ Sa叩por同 rla

Oli v刊3n同1泊a ナテデ0γコ科サボγ ソウ属 外悶

で約20年の年月を泊かミけて交配改良され式たこと

いう低緩性、美花の優品である。

次に、カシオベ・メノレテンシアナ Cas

siope. Mertensianaとカシオベ・ファスティ

ギアタ C.fastigiata (ツツジ科イワヒ

ゲ属)¥，、わゆる洋種イワヒゲと称されるも

ので、前者は園内の「ホソハイワヒゲ」と

形態が似ているが、花付きが非常に良く、

後者は、園内の樽前産の太葉イワヒゲを更

に太くした感じで、最近の趣味家の山草棚

には、よくお目見えしているはずである。

このイワヒゲ属で「立性太イワケピj と

称され、鉛筆の太さ位もあるという世界的

に珍品〔ヒマラヤ産)が、小伶の統木閑芸

主が栽埼されていると開くが、お目にかか

りたいものである。

アγ-f~'-ーサ・カエスピトーサ Anchusa

. Caesp i tosa (ムラサキ科ウ γノシタク

サ属)ギリシヤ産で、国内のムラサキ科持

有の難物の筆頭であるが、その根出葉の濃

緑、中白の鮮やかたブルーの花といい洋種

の憧れの1[1草であろう。現在栽培者は甑く

少なし、。

メコノプシス・ベトニキフォリ 7Mec 

onopsis. betonicifolia(ケシ科メコノ

プシス属) 俗に「ヒマラヤの青いケシJ

と呼ばれ、そのλ カイフソレーの花が魅力的

であるが、栽培は難しし、。私も数年前一度

挑戦したが、ケシ科特有に植替えや過湿を

極端に嫌い枯死させたが、今一度実生で挑

戦してみたL、。他に、メコノプシス・イン

ティグリフォリ 7M.integrifolia (大

-1日7
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輪、黄八重花)など数種紹介されている。

ジェファーソニア・ドウピ7Jefferso 

nia. dubiaメギ科タツタソウ属、有名な

朝鮮半島原産のタツタソウであり、最近は

趣味家の欄には欠かせない最もポピュラー

的存在になっている。

アネモネラ・タリクトロイデス Anem-

onella thalictroides (キンポウゲ科

パイカカラマツ属)これも前者と同じく人

気が高い洋種の一つで、私は園内カラマツ

ソウの渋い花より、このアメリカ産の明る

いピγ クの八重、重弁咲きの方がずっと好

きだ。

サYギナリ 7 ・カナデンシス Sanguna-

ria. canadensis世界中で愛されるとい

う、純白の花そして姿とも l級品で、この

八重咲Prenaのすばらしい花もある。

ポ自ガラ、カマエプクサス、プノレプレア

Polygala、chamaebuxus、purpurea( 

ヒメハギ科〉

赤紫と純黄の二色咲きで、多花性、最近

の新しい導入種で、これから普及しょう。

ダフネ、 クネオノレム Daphne、cneorum

(ジγチョウゲ科) 園内に花の香りの強

い「ジンチョウゲjがあるがその仲間で、

媛性、花の香りもよしそして寒さに強い

のが最大の魅力である(新種)

その他、現在導入されつつある新種とし

て

@エオメコン、キオナンツム(ケシ科)

中国原産、大輪純白花、一種一属で「和

名手/ラユキゲシj 最近導入された l級品

で観賞価値の極めて高いもの、一部業者に

より販売ノレートにのってきているがー

108 

。アナキクノレス、デプレッサス(キク科)

モロァコ、アトラス山の高山ものO 葉、

花とも良い最近市販も多くなった。

。フィテウーマ、コモースム(キキョウ科)

いわゆるタマシャジγの仲間だが、ヨー

ロッパでは「悪魔の爪Jと呼ばれ、その特

異な花が注目される。

。ロマY ゾフィア、カリフオノレニカ(ハゼ

ザソウ科)

この属は日本に無く、札幌の趣味家の丹

さんが増殖されている珍品であり、葉は、

大文字草に似て小型厚照葉、花は白色、茎

の基部に球根をつけて増殖する。

最後に今では外国となった千島・樺太の

植物中、憧れのものや好きなもの二、三種

あげてみる。

。ホロトソウ Campannlauyemurae 

私の故郷サハリン原産、その郷愁をこめ

て増嫡に努めているが、実生は種子が結実

しない(私の勉強不足か?…..)株が増え

て、どうやら10号鉢ーばいとなり今春は株

分けを考えているが、あの濃紫の美しさは

絶品と私は思っている。(キキョウ科)

。コダマソウ Oxtropis retusa 

千島の色丹島などに多くあったそうで一

部趣味家により、現在迄持ちこたえたもの

で、レブγ ソウなどに似るが、葉花姿共に

側毛に包まれ、いかにも「北方山車J的で

私の好みの一つであるが、増殖となると、

これも花つきがよくなく種子もとれ難い、

今まで3回程採取(2-3粒づっ)して実

生を試み僅か、 2株のみ育っている仕末で

ある。(マメ科)

。カタオカソウPulsatilla，taraoi 
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千島の色丹島に産した珍草で私のもう一つ

つの山草会の会誌に、お亡くなりになった

阿保さんが、その「スライド写真Jと共に

原稿を書いておられたが、山草誌の「スラ

イドJを見て、私など憧れとともに、 「幻

の花jのイメージより湧いてこない。

その阿保前会長が「趣味の山草J誌に寄

せた一節に(1 9 81年度)

n昨年の 6月に思いきって株分けしT必

1株は枯れたが 5株活着した。しかし昨年

熱心な会員の人達に懇請されて散り散りに

なったが、各地でそれぞれ元気に育ってく

れるよう願っている。この長く生き続けて

いるカタオカソウを、なんとか繁殖させた

いものと目下思案中であるo

中略

G. Fall eri 

南千島にだけ咲くカタオカソウを貰った

のは、大先輩の故中厳光信さんからである。

中薮さんは珍しいもの、貴重なものほど多

くの人に分けて育ててもらL¥ その子孫を

絶やさない様に心がけられた誠実な山草愛

好家であった。これからもカタオカソウの

ような貴重な山草を繁殖さぜて、希望する

人達にあげられるよう努力しなければなら

ないとひそかに思っている。』後略

カタオカソウの感動的なその花、姿とと

もに阿保さんの「後世に伝えたい Jの

信条とはうらはらに、その途中でこの世を

去られた訳だが、氏の形見となった株分け

苗がきっとどこかで、そしていつまでも後

i止まで伝えられていくような気がしつつ、

この原稿の終りとした， '0 
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