
愛してみよう洋種山草(II) 

前回に引続きiY'f!甲山草のなかで、私の千

がけたもの、現在培養中のものなど要約し

て言記してみたい。

洋種111平については、古くから本州等の

この道の先輩たちによって多く導入された

事を文献等で記されているが、本州の気候

風土に合わず絶品となっているものも数多

い、比較的耐署、附;毒性の而で丈犬なもの

のみ、現在も残って普及しているものが多

く、これらは本道では必らず111[処かの庭先

などに残っているものである。その多くは

本道での栽培技術の|問題など多くあって、

部山草会や隠芸業者が良い個体を戦後も

持ちこたえてきて今日の洋種山草の普及に

つながった結巣だと思う。

それに加えて111草ブームと共に、多くの

会員や趣味家が、'丈ヨ技術の発展と共に多

くの種子の係栂を試み、本道に合った丈夫

な個体の育成にはぐくんだ結果であろう。

とはL、って L、私のようなi羊傾の新種や

珍種が閑芸!占や山草リストにのると入会金を

はたいて?購入したり、生えるか生えぬか

解らぬ異国の栂 fを]ACKDRAKE等から

高価で取寄せ毎年200積もの外i王l穂子を播

種している気狂い?もいなかったら、この

道の普及発展はあり得ないと思っていると

ころである。

栽培上についても云えることは、最近中

凶雲市、四川省の標高2，000-3，000m級の

高山自生の十直物とのキャッチフレーズで総
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入したものが、耐寒性に問題があることが

最近痛感しているが、緯度の関係上、本道

での栽情となると標高4，000-5，OOOm以上

のものとなろう o 同中国ヒマラヤ産やオー

ストリア高山のものも耐寒作に問題があり、

本道では耐寒性有無についてその植物から

知る必要が絶対不可欠であろう。

耐寒性lこ問題は無くともヨーロッパ、ア

ルプス自生のものについては石灰質のこt譲

に生育しているものが多いため、強酸性の

火山際ビートモス等河地方の則士では特に

小苗のうち栽惜の難しいものが多い。また、

地中海沿岸等には最近流行しているパイモ

属のFritillaria類等球根種についても舟I寒

性に問題が多い。

数多くの経験では、北米カナダ~アラス

カ、シベリア~極東照極地域、北欧地域等

のものは耐寒性大で、この出では栽精し易

い筆頭であろう。

いつ'"11にせよ冬期室内低気温室に取込む

ものや、プリムラ Primula類のように、 f氏

温室を構えて冬JlJIの保護を必要とするもの

も数多い。本j草での凍結深度 1mを超す依

必条件、春秋の寒風対策等苦慮してみて、

実生による小前からのmH寒栽上告を繰返すこ

とにより、耐寒性に劣る、これらの柄物や、

魅力の、洋種シャクナゲRhododendron等

が、庭の片隅の雪の中で、らくらく作れる

ようこれからも益々研鎖していきたいもの

と思っている。
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未知の 111:界の花の種子を掃いて、 M百粒

の中から 2~3 が生え、それが見た事ちな

い葉や!Iit姿に按し、やがて大きな奮を持ち

あげ開花に至1)った時には、思わず快哉を111十

びたくなる 瞬であり…だから、いつ

までもこの夢を追いつつ守けるのであるロ

Oレオントポジウム・ニノ〈レ Leonto-

llodium nivaleキク科ウスユキソウ属。

ヨ一口ツノマアノレフ。スの星エーデノレワイス

と呼ばれる中の特に媛性、白い羊毛の長毛

に包まれ、石手jや火山際のガラガラで作り

こめば地を這うようになり本道のi守みきっ

た空気のもとその星状花をより白〈飾って

やりたい、邦産ウスユキソウ同様火夫で、

アルプス自生と云ってもこれは用土を選ば

ない。

。アノレテミシア・ゲニピ Artemisia 

genilliキク科ヨモギ属。

なんだ、ヨモギか ・とおっしゃらずに{国

人の好みても問題もあろうが、大雪山のエゾ

ノ、ハコヨモギ同様私の妻子きな山芋の奇つで、

ちょっとシコタンヨモギに似た草性だが綾

性、葉柄葉両共に絹毛を密生し気品ある美

しい種と思っている。前記とl司じ乾燥気味

に則士はやや中性士を別いてやりたい。

。カンパヌラ・/レベストリス Camlla-

nula rupestrisキキョウ科ホタノレブクロ属。

i羊種キキョウ科に属するものは戦前から

相当古〈園内に導入現在も庭先に、チャボ

キキョウ、C.cochlemぜolia、ホシキキョ

ウC.garganica、オトメキキョウC.por-

tenschlagiana、イトシヤジンC.rotundi-

folia等々強健で比較的多く見受けられる。

|主|内にも、チシ7 キキョウ、イワキキョウ

など艮系もあるが111界には各属合わせて数

百干亜の多くがある。山t¥'iとしての+IU古とな

ると鉢植媛性種として同内発行リストでも

40荷恕あり収集にこと欠かない。

この種はその中の 4 つであるが、丈夫な

ものが多い'1'で難物に属する方で多iEを杓《

端に嫌う。 lJ~i産地がギリシャ産というのも

珍しく花時の草丈 4~ 5 cmの媛性、筋の入

った青紫花を聞く可憐な穏である。

。フイテウ7 ・オ 1)ビクラレ Phyteu 

ma orbiculareキキョウ科シデシヤジン属。

ヨーロソパアルプス産で和名をタ7 シヤ

ジンと呼んでいる 'j'の つで、 6月頃根出

禁の中芯より 2~4 本の花茎を H'j しi農紫色

の肉厚手令状のi長い優維な花を咲かせる。こ

の属も10穂税導入きれ私b4秘程栽培して

いるが、この秘が一番よい。比較的丈夫で、

株もI骨え実生も容易なようだ。

。インカノレビレア・デラベイ lncarvi-

llea delavayiノウゼンカズラ科インカノレビ

レア属。

中国雲市宇?に分布という、山草~fみとい

うより関芸花を忠わせるような艶でやかな

濃紫紅花を初夏に咲かせる。その1E茶 6~

7 cmもあろうか。草姿は大娘の葉のように

貧弱だが、いかにもけ'穂、美しい花のみを

賞でるのもよかろう。奥様方に愛されるこ

と必定でhあろう。 j品i践に弱〈、冬期i寒'古か

ら護ってやりたい。

。スカビオサ・アルピア、ナナル Sca-

biosa alpina
、、
Nana'f '7ツムシソウ科7 ツ

ムシソウ属。

邦yまでも花の美しい7 ツムシソウは多々

あるが、殆んど 1~ 2年苧であり、この栂
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は、純多年草であるのが繕しい。草丈が地

を這うように低く、初夏から秋にかけて次

と々 8-10cmの花茎を¥J.てて藤紫色の大花

を咲かせ、多花性、丈夫と、 一鉢あってよ

い代物であろう。

。ノマノレナシア・クラシシフォリア Pm・

nassia crassfoliaユキノシタ科ウメパチソ

ウ属。

相l名をシラヒゲウメパチソウと呼ぶが、

これはその花がクリームイエローの五弁の

花びらの問から賞ひげをのぞかせるという

ユニークさから呼称されているようだ。ウ

メパチソウより大型の緑葉といい非常に観

賞価値の高い最近導入械である。 fl、の浅い

経験では、'11/可雲南省 2，000m 前後に分イfl

ということで、耐寒性はせいぜい7 イナス

5'C前後か・・ 。冬JUIは室内で夏期は't'lJ

l告での栽ほが必嬰だ。

。ゲラニューム・ダ/レ7 ティクム Ger. 

anium dalmaticumフウロソウ科フウロソ

ウ属。

邦産のフウロソウは丈が品すくなり栽培意

欲が湧かないが、外来u?[ーには、 1とが美しい

ものが多い。そしてこの種のような丈の低

い丈夫な花も明るいピンクの一拍子捕った

住品があったことを栽培してみて忠、ぃ知ら

さIIた。

業も厚めで述、い縁取りがあり、秋には鮮

やかに紅葉する。最近「オランダフウロJ

Erodiumなるものカ可走行しているカ大そII

より j勝ると L劣らない住草である。

。ジェフアlレソニア・ディフィノレラ k 

ffersonia diphyllaメギ科夕、ソタソウ属。

「シロパナタツタソウJ 名で tm関長業
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者が人命きく PRして高価に売mされている。

何でも白花というと物珍さがTfムってがJ品

売行きが良いようだが、個人の好みもあろ

うが私は、現在まで培養している朝鮮半島

産の夕、ソタソウ].dubiaの方が好きだ。

その葉盗といい、明るい藤紫色の花とい

い初春の喜びを感じさせるJIJ平と忠、ってい

る。

私も昨今は新栂や珍栂荷がででも、すぐ

飛ひ。つかない事にして、樋 fでも矯いて、

じっくり扮ミ子をみてカミらにと，思っていると

ころであるカぎH ・H ・0

。フリテイノレラリア・メレアグリス ユ

リ科パイモ属。

~lli耳:のパイモ、クロユリ等の仲間である

が、 「アミガサユリ」の和名の虫0<、Wt;Jj;
紫の(1点入りの比較的大きな花が、網傘の

形に似ているからで、非常に優美な草であ

る。

この変稲の、フ、メレアグリス、アフロ

デイテ F，ホAphrodite"は、清楚な白色花で、

まことに優稚で、茶花としても一級品で、

奥様方の要望の多い種であるo が、こと栽

t古となると気難かしく、私も 皮も失敗し

ている。

私はラン科ベコ 部のユリ科等の当地方で

のより告に自イ昌がないので子を出していない。

この種は鉢11ftとして雪の下での越冬、そし

て冬期主内取込みとしても);:々失敗。

1街Mt質上のi定fi{((レブンアツモリ|可様)で

も試みてみょうかと思っているが、良い代

物だけに、 「クロユ 1)Jのように容易に作

れる Hを期待している。

。エピメテーューム・ノレプラム Epimedi 
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um rubrumメギ科イカリソウ属。

いわゆる洋積赤花イカリソウ、調i産にな

い濃赤花で、丈lOcm前後、いかにもi羊秘ら

しい美麗な種であり、各地山草炭にも出品

されているのを最近よく見かける。'111産同

様比較的寒害にも強〈丈夫である。

。トウラスピ・ロタンデフォリウム Th

laspi rotundifoliUI11。

ヨーロソパアルプスifli.のグンパイナズナ

の仲間で、国内でもナズナ属のみ 大コレ

クションを試みている方もおられるが、 IIJ

草として種類も多く内外いろいろ集めてみ

てもi面白い。

この稜は地を這うように媛t1、円形の厚

肉葉を民間し、 6月頃拘紫色の美しい花を

咲かせる。邦産にもナンブイヌナズナがl昔

養が難だが、これL自生地の好石灰性を考

慮に入れて乾燥気味に育てるよう心がける。

以上散文的に培養品の中から好みのもの

を列記してみたが、この中からも花カ叩晃き

結実すれは'採種して会に提出しようと思っ

ているし、;下樋嫌いすることなく良いもの

はどしどし取入れ世界的に視野を拡めてみ

ては主111吋て。すか…-。

次1"1は、洋穂シャクナゲI<hododendron

属の小型幾何:種で、刻、のI古養中のものや現

在まで栽培してきたものの中から、耐寒'1'1:

の問題などを少し記してみたい。

〔参考図書等〕

洋種山卒事典、 m(色咋種山草森和男

著。

11ト界のシャクナゲ古|首!久ifi著。

雲市のシャクナゲ H '1'共In)出版

朝日間芸白干ヱf06高作宿般卒、

。7山野草各編。

エゾキンポウゲ
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