
シャクナゲ(Rhododendron )の魅力

数ある山芋の中でもツツジ科の植物は魅

力に溢れ、一般家庭の庭にもシャクナゲや

ツツジの民主椛、鉢槌等が数多く浸透されて

いる昨今であるが、例にもれず当の私も30

代の頃から邦産のツツジ、シャクナゲ類を

国内より広〈集めて露地植、鉢械と育てて

きたが本州産のツツジ等は耐寒性の問題な

どあり相当枯死させてしまったものも数多

し、。

ツツジ干ifの中でもシャクナゲはそのつや

やかな常緑の菜、樹姿、それにも増して花

の豪華き多様さはまさに「花木の次壬j と

誰もが評価でき魅力につきないものがある。

邦産シャクナゲについては、数多く栽培

した中で、アズマシャクナゲ(j面白山系)

の小葉性、花容の濃色と、キパナシャクナ

ゲの這性の樹姿など私好みの数種はあるが、

その花容については国内産は全く物足りな

い。外国産シャクナゲのその豪華な花姿を

求めて20年、関芸市などで多く求めては凍

死枯死の述続、現在わが庭に露地植でただ

一つ残っている、耐寒温度 32皮といわれ

るノマーソンズ、グロ 1)オスューム(parso-

ns gloriosum )でも雪の上に11)る部分はど

んな防寒対策を施しでも凍死、折角前年枝

先に花芽を構成しでもこの有様では、その

豪花な「口ーズピンク」の花を見たのは購

入した年のみで以後104'-開花を見ていない。

これでは外国積シャクナゲの花の豪華さに

憧れた私心が無残に打砕かれていた昨今で
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あった。

その頃「日本ツツジ、シャクナゲ協会」

の古前l兄から、北海道の寒冷地に向く外国

産シャクナゲを紹介され、特に私の住む雪

の少ない厳寒地てやの小型J媛性の世界のシャ

クナゲを数種斡股され鉢植で育て数年、夢

にまでみていたその樹姿、花容、耐寒性な

ど満足できる数種であった。以後、 r~tìl正道

山草趣叫、の会J の村田兄、 1I1本凡などの諸

氏により数多く教えを受けたが、私が求め

ていた、'111産のキパシャクナゲの樹姿で濃

赤紫系の花に出逢った喜ぴや、エゾツツジ

のあのすばらしい花よりさらに見事な花と

常緑媛性樹姿、邦産にない青色系や紫系の

花の小型シャクナゲなど、これら中国やヒ

7 ラヤ、ネパールの高山系の小型種をせっ

せと集めている。なにせシャクナゲの宝!車

中国への国交回復と共に、現在数人の趣味

家達が、現地を訪れ、これからも未知の新

しいシャクナゲ導入を凶ると共に、趣味家

の私達としても、邦産のキパナやアズ7 ば

かりがシャクナゲじゃない、これら新しい

世界のシャクナゲの普及や PRを是非図っ

ていきたいものと思うこの頃である。

きて、寒冷地で耐えるこれら小型シャク

ナケeの種類別を私好みの順にその栽培経験

から記してみたい。

@ネリフロールム系

邦産のキパナやアズマシャクナゲに代表
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される無鱗片シャクナゲの代表で低木性、

濃車、鮮赤色、花質は肉厚ろう質で、特に私

の求めていた、赤花のキパナシャクナゲが

この属のフォレスティ亜系やハエ7 トーデ

ス亜系である。フォレスティ亜系では、レ

ペンス forrestiivar repensツメスケンス

var tumescensなとe栽培上て前も樹高15cm以下、

這性が強〈中央部が盛りあがり、鮮赤のろ

う質状の花のすばらしさ…いつまでも愛し

たいシャクナゲです。惜しむらくは成長が

非情に遅〈、それが、盆栽としての要素を

もっ意味で重要です。これら原種は現在入

手困難ですので挿木増殖して仲間に分けた

L 、。

この極を交配親として多くの種が出凶っ

ているが、お祭の露天市等に出阿って家庭

にも普及している、スカーレットワンダー

Scarlet Wonnderやルビーハート Ruby

Hartロリーエイチノレサー LoriEichelsar、

カノレメン Carmenなど多く栽培しているが、

ご存知スカーレットワンダーは1計高が伸び

る性質あるため露地植、ロ yク，0Jきで、他

種は鉢植で原積に優るとも劣らない好きな

種類である。

@ウィリアムシアヌム系

無鱗片シャクナゲの丸葉タイプのもので、

その常緑のつややかな丸葉、小烈這性の樹

姿はキパナより優れていると思う。花は鮮

シェル紅色で、布、のウィリアムシアヌム

W illiamsianumは、樹出'i20cm横張り40cmの

這性で、花着きの惑い欠点はあるものの見

事に咲いた時は、ピンクのシャワーを感じ

させる見事きである。
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この樹姿のため多くの園芸交配種が作出

されていて、私もトレイジア、オリンピッ

クレディ他数種栽培しています。この種は

春に早〈葉が展開するので遅霜の被害に合

わせぬよう注意が必要である。

。ウニフロールム系

有鱗片シャクナゲのーつで、葉は 2x 1 

cm楕円形、葉裏は以白色で鱗片があり、樹

高も40cm以卜、多花性で、径 5cmもある紫~

i農藤紅色や黄色花を咲かせるグループです。

ルドロウィイ Ludlowii黄色大輪花が鉢を

覆いつくし、多花'I'!で花JUlも長く邦産キパ

ナより優れています。樹姿も20cmどまりの

倭性種で、育種家もこの優秀賞花に着服し、

多くの交配極が作出され、クノレレウ(花が

径 6crn程の大輪黄花)チコウや近年ヤクシ

7ハイヒカゲツツジとの交自己による“ヤク

フェリー"別名(妖精のささやき)という

超魅力的なものも作出されており、樹高も

15cm以下横に広がって成育し、角小鉢で小

盆栽(19に育てている。

この種は他に、ペマコエンセ pemako-

enseの樹高30cm前後、花が紫-1農藤紅色の

大花が毎年多く咲いてくれる多花性の種も

育てている。

。サルエネンセ系

光沢ある艶の小葉、エゾツツジ状の花、

ミヤマキリシ7状の樹姿。この常緑多花性

宝石のような殺は原種として 8種類程あり、

私はこのうち 5積12株育成しているが、特

に推賞株はラジカンス radecansを筆頭にあ

げたい。 10年前挿木2年株を求めて現在も
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樹高15cmの媛性、幹の太さ 1cmになってい を求めてきた。露天市や国去応には10年程

るが、花が帯紫紅色の大輪、花のないl時で 前から出阿っていたインベデイタム inpediー

も樹姿が観賞でき、エゾツツジより優る代 tum及びその交配積、クリセウム chryseum、

物だと私は思う。 ドノレモニウム drumoneum、イドニウム ido-

他に、サノレエネンセ、ケレチクム、カメ ntltn、 ミクロレウカム microleucutn等々

ウヌム等がある。 あり、サカイツツジも同様だがH当りをよ

。カンピロギヌム系

一系ー穫のシャクナゲで日本に類似品が

なく、その特徴は花柄が長く、葉の茂みの

中から首を持たげたり宙吊りにぶらさがっ

て形のよい鐙形の美花を咲かせる“風鈴"

のような風味をもたらしてくれるロ

金属質の小菜、樹高10-30cmのコンパク

トな樹姿、花のないi待てw も観賞価値がある。

カンピロギヌム campylogynumは一系 A

積でも五つの変種があり、花色が夫々変わ

り、サーモンピンク、赤ブドー酒色、赤、

ローズ、クリーム白、 i栗紫紅等で全穏栽培

して花容を楽しんでいる。

この系の中で、ミルチロイデス C.Var.my 

rtilloidesを1('賞株にあげよう、葉も1Eも小

型で樹姿も特に短小で小型盆栽向きタイプ

である。

。ラポニカム系

邦産サカイツツジに属する有鱗片シャク

ナゲで、中国雲市、四川省山岳地帯が産地

で50余穫にのぼる大世搭グループで、サカ

イツツジに代表されるように特に耐寒性に

優れ花も藤、紫、青、ピンク、黄と多彩でト、

特に鮮やかな青系の花は邦産にない花と云

えよう。私は交配種も含めて、この種30株

程栽培しているが、特に幾性タイプのもの
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くして丈のや11びる品種は、ピンチ(整校)

によって格好に作りこむのもよいと思う。

。レピドータム系

小型i謹木、鉢栽培向きで、花は艶のある

濃紫赤、黄緑、白色などで、レピドータム

Lepidotum、ロウンデシィ Lowndesii(賞

花)及び交配種などを栽培している。

。ミクランスム系

ミクランスム micranthum、 一系 種、

小型タイプの常緑樹で、枝先に小さな花が

l古lまって、手まり状に咲くもので耐寒性あ

り私もこの・種栽培している。

。アンソポゴン系

トリコストームムラジヌム trichostomum

Var. radinum、常緑小葉小型の樹姿、花は

ミクランスム系に似た枝先に数花固まって

咲くタイプである。

私のものは、少々耐寒性に劣るようだが、

道央南では大丈夫と，思う。

。グヲウコフィルルム系

ブラッキヤンサム brachyanthum、この

系列では小型濃木に属する稜で、 1Eはピン

夕、耐寒性に少し劣ると聞いているが私の

この株は順調に育っている。
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。スカブリフォリウム系

ラケモーサム racen10sum、花カ司自芽から

ばかりでなく iWJ芽からも咲くので、校カぎi昆

み合っていると総花で埋もれているo 小型

i桜木t1で、他に交配のキャンディも栽培し、

花色は、ピンク~ローズである。

0そ の 他

Ji'"近日本の優れた育種家によって、f11産

シャクナゲのキパナやヤクシ7、そして、

アズ7 など優良シャクナゲを片親に、いく

つものすばらしい交配が試みられ、趣味家

の私達の子許にも子に入るようになった。

その中で私の育成している中で好きなも

のを列挙してみよう。

1 . ドワーフレソド(ヤクシ7交配)

2 .腐江 11

3 .キャンプファイヤー(ホソパ交配)

4.金 殿(ヤクハイヒカゲ交配)

5. スターダスト 11

6.キノ〈ナ×フォレスティ レペンス

7 .キハナ×ホティ

終わりに外同種シャクナゲを庭植、ロソ

クに植えられたい方は、国芸業者が'克mす

「耐寒性赤花シャクナゲコ等のカラーラベ

ルや宣伝にまどわされず、きちんとした品

積名を掲げた種を求めるようにしよう o 自f

寒性といっても、道東の当地と札幌付近~

道南方而では桜端にその差が速い過ぎ、多

雪地帯で越冬できる札幌閤以南では、当地

よりもっと幅広い種類が育成できると忍う。

私は中高性の附寒性シャクナゲでも庭植

はせず、大鉢に植え、冬期鉢ごと横に倒し

て雪の下で越冬させているものが10鉢もあ

る。これらを合めて花の美しい庭植て、きる

64 

耐寒性シャクナゲを、次に示してみよう 0

0赤系花 アメリカ、パノレカン、ノパゼン

フ。ラ、スカーレットワンダー

。ピンク花系 ノマーソンズグロリオースム、

ピンクノマーノレ、スプリングドーン、ホティ

0白花系 カトービエンセアルバム、ボー

/レドネイジ等々

以上魅力ある世界のシャクナゲの栽培上

の経験から記してみたが、いづれにせよい

くら耐寒性があると孟、っても、言語り受けた

11在、本州で栽培されていたもの、園芸業者

によるもの、アマチュア育成家からのもの

等々によって自家での栽府環境の違いと、

株や苗の大小(小前のうちは保護の必要あ

り)にもより、購入年は特に保護して迎夏

越冬対策を施すべきであろう。特にシャク

ナゲ類の納恨を大切に、鉢植は特に植替が

重要な11:事で(購入株のダンゴ根を長〈持

ち続けるのは禁物)、翌年水洗いして新しい

用土に植付けよう。シャクナゲの用土をよ

く問かれるが、;ft1(替を励行していれば、 UI

苧と同じで、特に吟味する必要はないと忠

7。

更にLII苧すべてに共通ですが、開花数が

多い程、樹勢が衰えます。私は、ラえ過ぎ

ると云われる程、露地柄、鉢植共に、ツツ

ジ、シャクナゲ類には施肥するようにして

いる。

II跡自、菜穂粕、骨粉、魚粉等が主で、時々

ハイポネックス等も使う o

1 ，000種を越す山草の鉢植の管理の中での

シャクナゲ栽培、ついついシャクナゲの育

て易きに放置主義になり勝ちで、他の山草

を、少しづっ減らしでも、魅力あるシャク
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ナゲの挿木、とり木、実生等に専念して、 シャクナゲ(その種類と栽I青)ガーデンラ

!日j好の仲間や、新しい仲間に分け tjえたい イフ社

と思うこの頃である。 趣味の山草北海道111草趣味の会編

「参考文献等J 北海道の山野草 北海道山平趣味の会編

世界のシャクナゲ吉岡久治著 シャクナゲとツツジ東京IIJ草会民修

雲南のシャクナゲ H中共同出版

実生への誘い (VI) 

ウチョウラン

ウチョウランの和名は「羽生業蘭」からき

たもので、~~を広げたチョウに見たてたと

のことである。

分布は、北は青森県から南の鹿児島県大

隅半烏南端で、北海道には分布しない。

自生地は谷川沿いのそそり立つ絶壁の告iIJ

れ円や窪みにイワヒパ等とi昆生している。

ウチョウランは産地によって草姿や花形、

色彩に豊笛な変化をもち、 一輪一輪に滋れ

るばかりの魅力があり、小烈野生ランの最

高人気種である。

花期は 5月 F旬頃ーから 7月ドもjであるが、

青森屋が番早〈、南下するにしたがって

少しずつ花期が遅いようである。

苧丈は10-20cmくらいで、結!い葉が 3-

5枚でゆるやかに湾出し、地中浅くに情l'j 

球で長さ 1-3 cmの地 F球があるが、栽培

状態によってかなり差がある。

栽培に使用する鉢はなるべく小さめの方

が良〈、直径 9cm}Iij後の素焼鉢が良いが、

植え込む球数によって使い分けると良い。
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有珠郡大滝村 大 宮 不二雄

用土は清潔なあらめの出土で、和、は罪、玉

土と樽前砂、火山砂の等量混合土を使用し

ているが、要は水もちの良い用土は避けた

方が良い。

+直え替えは、 10月ド旬-11月に入ると地

上古liが賞変しやがて茎葉カぎ枯れ始め、指で

触れただけで離脱するようになるので、こ

の頃より翌春の発芽JtJlまでの問ならいつで

も良いが、止むを得ず発芽後に植え替える

i時は、新'?!を折らないように細心の注意が

必要である。何故なら、発芽は 1度限りでい

再生不能だからである。

植え付けるには、先ず 1cm大の艇を鉢底

に2-3列ならべてから用土を潜水しでも

流れない程度に入れ、腰水法で充分に汲水

させる。汲水が終わったら水を切り、用土

に穴をあけてピンセットなどで球根を+直え

付ける。 fA<根の泌さは芽先が隠れる程度と

し、 i菜植えは避けることである。 i架総えに

すると、発芽f去に基部が過i毘となり腐る原

肉になる。

;賢き場は、風通しが良〈、雨が当たらな
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