
野草園をつくろうとするの記

北海道にお住まいの方々には容易に信じ

ていただけないかと思うが今や東京周辺で

はカタクリが大変珍しい山草となった。以

前はどこにもあったはずだがその可憐な美

しさが災いして採り去られたのである。手ム

が勤務している千葉県柏市では市の天然記

念物として生育地を金網で闘って保護して

いる。鉢植えのものも市販されているが驚

くほど高い。電車のなかなどでどこかから

揃ってきたカタクリを主争っていようものな

ら犯罪者扱いされることは必主である。千

葉県でも昔はどこにでもあったらしい。変

遷を示す記録を紹介しておく。(図ー1)
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松 戸 市 宇 野 正 紘

夜、が現在居住しているのは社宅の 5階で

ある。ベランダでもプランターで野菜が作

れるぐらいだから山草を栽倍するくらいは

わけのないことであろう。しかし毎H帰り

が遅〈、休みの日には蝶l'jiりに朝早くから

でかけるとあってはネ重物の 11十話も行き属か

ない。蝶の食草として被えておいたエゾキ

リンソウ(12年前転勤するとき持参した)

やヒメカンアオイ、キハダなどキ古れこそし

ないが子入れが悪いために全く元気がなか

った。クレマチス、パラもろくに花をつけ

なくなってしまった。ちょうどそのころ柏

市にある工場に転勤した。何鉢かベランダ

に置いてあった植物は全部工場に運んでも地

植:えにしてしまった。

私の勤務している i場は敷地面積 2万坪

ほどでその半分以上を林のまま残しである。

毎日林のなかを歩きまわるとカタクリこそ

なかったカヘヒトリヒス'カ、キンラン、ギ

ンランなど思いがけないものがちゃんと残

っていた。この分では昔はカタクリもあっ

たかもしれない。なにしろ天然記念物とし

て保護している場所から 1kmと離れていな

いのである。周凶の環境から考えですくな

くともカタクリが育つ可能仰は高い。植え

てみようと考えた。しかしカタクリをI直え

るだけでは面白くない。いろいろな山草を

林床に植え込んでb野草国を作ってはどうか

と考えた。

仙台市に 3年あまり住んだことがある。
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ここには市が管理、運営する『野草図』が

あった。大変ょくできた公閣で入場料も安

い。{可となくこのことが頭の中にあった。

もちろんそんなたいそうなことはできない

がすこしずつ何年もかかって努力すればよ

い。狭いことも併せて考える。カタクリの

花か1咲いたと市の記者クラブに持ち込めば

埋め草くらいには使ってくれるかもしれな

い、そうすればタダで会社の宣伝とイメー

ジ・アップになる。野草隔のために山草を

採りに行くのも公用でできる。ついて約に蝶

を採ってきてもよい。いやむしろ逆の方が

好都合だ。

そう考えてカタクリを採りに新潟県にで

かけたのは昭和60年の 4月である。もっと

近いところでもあるのだがどうせならギフ

チョウのいるところの方がいい。新潟県に

は今でも馬に食わせるくらいのカタクリが

どこにでもある。私は何ヶ戸iJTかて検ギフチョ

ウの採集に専念し本命のカタクリは専ら同

僚に掘ってもらった。この年は 100株ほど

持ち帰って移植したが翌年花をつけたのは

わずか10株だった。もっとも開花中のもの

を採ってきたのだから無理もない。 2年後

の62年には50株以上が花をつけ思惑どうり

何紙かの新開が記事にしてくれた。

残念なことは花の色が冴えないことであ

る。現地て、咲いていたような鮮やかな桃紫

色は再現せず幾分くすんでいる。これは今

後の研究課題である。山草愛好家には;常識

であろうが葉を 1枚しか出さない株は花を

つけないことなどを身近で見て初めて知っ

た。

ミスミソウを初めて見たのはこの新潟行
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きのときで最初は栽培植物かと思った。淡

い空色の清楚な花弁をもっこの花はとても

山草とは思えぬ美しきである。咲いていた

場所もたまたま道祖神のところだったので

そう思ったのである。キンポウゲ手+の市直物

であることはすぐに分かったので"持ち帰っ

て調べてみた。そしてこれがユキワリソウ

かと思った。大宮不二雄氏が『北方山草第

6号』にユキワリソウのことを書いておら

れる。この腿花は残念ながら北海道には分

布していない。この株も我が野草園に移植

したことはいうまでもない。カタクリより

もなじみがよく翌年からよい花をつけ株も

大きくなった。

野山に行ってミスミソウに注意するよう

になったのはこれ以来である。街の隠芸1古

でト売っているのにも気が付いた。大変人気

の出ている山草であることも知った。この

1~の咲く l時期はギフチョウ、ヒメギフチョ

ウの発生期でもあるのでいろいろな場所に

採集にでかける。しかしミスミソウが咲く

のはギフチョウが飛ぶのより少し早いよう

だ。そのため今までは花が終わっていて気

が付かなかったようである。一度覚えると

常緑の葉は特徴があり花が終っていても早

春の野山ではよく目すーっ。蝶は採れずにユ

キワリソウだけを持ち帰ったこともある。

和、が今まて、ユキワリソウを見たのは新潟

県、宙山県、長野県である。いずれの地て"

もわずかな株を見ただけなのでかなり珍し

い植物と思っていた。昨年長野県のM:i川谷

を訪れたところ林床のあちらこちらに豊富

にある。このときも花は終わっておりどん

な花であったのか分からなかった。今年の
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楽しみの一つでhある o ここのものは葉が大

きいスハマソウであった。なかには葉に茶

色の斑が入った株も混じっていた。この他

春咲く花としてはアズ7 イチゲ、イチリン

ソウ、エゾエンゴサク、イカリソウ、キノて

ナノア7 ナ、オオパキスミレなどが我が野

草閣に市直えである。

ギフチョウの食草はカンアオイの仲間で

ある。千葉県にはギフチョウは分布してい

ないが房総半島の南部にカンアオイは比較

的多い。この地域は有名なノレーミスシジミ

の産地なのでh夏にはよく訪れる。沢の奥に

あるナツエビネとともにカンアオイも{可+本

か移植した。新潟からは花の大きいコシノ

カンアオイを丹沢からはカントウカンアオ

イと忠われるものをやはり持ち帰った。北

海道にも分布しているヒメギフチョウは本

州ではウスパサイシンを食べている。 この

植物は宮城県や山形県には大変多くそのた

めにヒメギフチョウの個体数も多い。蝶を

採集に行ったときウスパサイシンも採取し

てこれも野草闘に植えた。

カンアオイもウスパサイシンも春早〈目

立たない花を咲かせる。これらは実生から

は栽培しにくいと何かの本で読んだことが

ある。そのことを頭から信じこんでー度も

種を播いたことがなかった。昨年の春のこ

とである。鉢植えのウスパサイシンを眺め

ていたら根本にかなりの数の実生苗がある

ことに気がついた。初めは他の草の種が紛

れ込んだのだろうと思った。しかし総てが

同じ種類であるし随分発芽が早い。ウスパ

サイシンの実生酋かもしれないと思って別

に移しておいた。本葉が出たら.A体が'fjJる
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だろうと待っていたが一向にその気配がな

い。あるとき子葉の一部をちぎって匂いを

かいでみた。ウスパサイシンには全草に特

有の香気がある。この植物も小さいながら

ちゃんとウスパサイシンの香を持っている

ようだった。近くを探すと本葉を一枚出し

た小さいウスパサイシンが見つかった。ま

たカンアオイの方を見るとやはり実生前が

見つかった。こちらの方は常緑なので前年

の子葉がちゃんと残りその上に本葉が一枚

ついている。子葉の形はウスパサイシンの

根際にもあったものによく似ていた。ウス

パサイシンもカンアオイも最初の年には子

葉を 2枚出すだけらしい。二年目に本葉を

I枚、三年目になってやっと 2枚の本薬を

出すようだ。このことに気がついたので昨

年の秋にはウスパサイシンの穂子を沢山鉢

に播いた。今春昨年見たのと同じものが出

てくるか、昨年の実生苗がウスパサイシン

になるか共に楽しみにしている。

最初の年は子葉だけしかH!.ないという植

物は随分効率が悪い。やはりウマノスズク

サ科の植物だからなのかと考えていた。し

かし植物の新旧に関係のないことを後に知

った。先に述べたユキワリソウやカタクリ

も同じらしい。カタクリにいたっては発芽

から開花までに 8年も要すると書いてあっ

た。(図-2) 

私が三年前から始めたささやかな野草図

造りはすこしずつ知られるようになり協力

もいただけるようになってきた。ある方は

エビネをi尺山寄E首して Fさった。またショ

ウジョウパカマを宅急便て。送って下さった

方もある。自宅に植えてあったオキナグサ
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力ヲクリの実生から閥花さまで(鈴木由吉車問
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(図-2 ) 

の一株を分けて下さった方もある。その後

で念のためにと種子まてや送っていただいた。

すぐ播いたらほとんどが発芽して秋までに

はかなりの株に成長した。あるいは今年早

くも花をつけるかもしれないと期待してい

る。贈って下さった方には花が咲くと倒i案

内をさし上げて元気な姿を見にきていただ

く。

ニホンサクラソウは昨年秋に園芸l古で何

品種か買い求めた。これもうまく増やして

多くの人に愛でてもらいたいものと考えて

いる。

草木の他にはやはり蝶の食草になるもの

を中心にブナ、デワノトネリコ、マンサク、

キハダ、クロウメモドキ、コクサギ、メギ、

オァ7タマノキなどをt出えてきた。このごろ

は沖縄にしばしば採集に行くので沖縄の植

物もすこし持ち帰る。ハマセンダンなどは

害1)合元気で育っている。

先に述べた仙台市の野草岡にしても東京

小石川の核物関にしてももともとは大名の

薬草園をベースにしたものである。当時は

漢方薬以外には薬はないのでかなりの精力

と費用をかけていろいろな車産物を集めたの

であろう。私の始めた野草閣のように燥の

食草中心というのもあまり例がない。もっ

と充実したものになれば而白いと思って次

に迎えたい械物を物色中である。

カタクリ

rフ¢唱，M<>ンー
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