
地図を片手に

夢には色がないといわれるのだが、僕は

色のある夢をしは'しば見る。山上に咲く花

の夢を見るのである。多くは、どことも勾I

れない山で、初めて見る花の美しさに心を

奪われている夢を見るのだが、ときには心

の壌に刻み込まれていた忠い出が栓り、戸

蔦別岳の稜線で、 i菜い青空をi映したような

タカネセンブリの花に感激していたリする。

鮮やかな花の色は、夢から西早めてもMせる

ことがない。

寝ても醒めてもというのは、こんな状態

をいうのだろう o もう例年ち IIIjから、山の

花のことを考え、 "1の花に関わることだけ

でn々 を過ごしてきたような気がする。

夢では花の季節の山を楽しんでいるが、

現実には、もう何年も夏111に行っていない。

山平の栽情管理に追われる夏には、山へ行

く時間など到底作れなくなったからである。

秋や冬は、花がないので純粋に山を楽しめ

るものの、やはり少し物足りない。

しかし"1草を育てる楽しみは、その物足

りなさを柑iってく tlるばカ、りカ¥限リない

口 7 ンの世界へ僕を誘ってくれる。山草た

ちの故郷のJ.. .¥土や、白生地の山の雰同気、

あるいはまた、そこに生きる人々や到f物た

ちが、身近なものに思えてくるのである。

根底には見知らぬ士地へのtlitれが息づいて

いるといっても過弓ではないだろう。

千島や樺太、 11I満洲崖の泌物が興味深く

思えるのも!日jじ理由からだと思う。伐の世
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札幌市丹 征昭

代では望郷めいた気持ちはなく、あるのは

憧れだけである。もっとも花や草姿が魅力

的でなければどこのものであろうと育てる

気になれないが、これはいうまでもなし」

そんなわけで、僕の場合はIlt界地図が山

草栽培に欠かせないものになっている。新

しく 111草の種子や株を入手するとき、耳慣

れない地名を見いだすことが往々にしであ

るからである。地名が付記されているのは、

日本の 部の山平家が有難がる「産地確か

なものJ とするためではない。そうした要

素も若干はあるが、世界中の山市を栽培対

象にするとき、 l草地を知ることが栽士吉i去を

模索する上で欠かせないからである。

たとえば北海道の人には馴染みのエゾエ

ンゴサクやエソキケ7 ンの仲間(CORY. 

DALIS属)は、北半球に300極ほどが分布し

てして、 111草家の栽情意欲をそそる魅力的

な種類が少なくないのだが、産地がアフガ

ニスタンとかクノレディスタン、ダゲスタン、

アナトリアなどと記されている干垂は、エゾ

エンコサクのイメージで栽培すると、子に

負えない稜類が幾つもある。

それでもキケ7 ンに近い極は概して育て

やすく、難物は塊茎を持つ種類(これらの

塊茎秘は 5つの節に分けられている)に多

いが、議もが育てたくなるような種類は塊

茎稜に集'1'しているから厄介である。この

うちエゾエンゴサクを合むコリダリス節仰

の樟労iはもっとも分布が広〈、欧州から中
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同東部、日本、カムチャッカにまで及び、

栽培が比較的やさしいものもあるが、エキ

ゾチソク主花が多いレオンテイコイデス節

( Sect. Leonticoides )ともなると難秒パ工

かりである。この節に合まれる積書:nの分布

は、クレタ烏から附ヒマラヤに及び、ほと

んどが岩礁地の続物である。

そんな訳で、見Ii記のように西アジアや巾

央アジアの地名が付記されていると、自生

地は乾燥した半砂漠のような高原か荒涼と

した山岳地帯と考えて、栽培則上はことに

荒いものを使い、コ7 クサと同様に扱うこ

とになる。

そうやって恐る恐る育て、注意深〈観察

しているうちに、それぞれの椛物の故郷を、

お(J:ろげながら怨像できるようになってく

る。この作業は忍耐を要求されるものの、

謎解きめいたところもあって楽しい。もっ

とも最近は昔と違って、テレビが簡単に謎

を解いてくれることが多い。かつては想像

する子立てもなかった呉昌の辺境を鮮明な

映像で見せてくれるからであるロ紀行番組

はもちろんのことフォークランドやアフ方

ン紛争のノレポ、アノレメニア大地震のニュー

スまでが、この謎解きに役立つ。

だが、相手は4'き物である。こちらが謎

を解いたつもりで、暑さに弱そうだとか、

多i毘を嫌いそうだとか、はたまた春のうち

に、肥培するのが適 ~íなどと見当をつけて

も、別心のことが判っていないことも珍し

くない。

北欧産のプリムラ・スカンジナビカはそ

の典型炉jな例の一つで、実生 1年目の成長

はit!lのプリムラと大差がなかったものの、
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その後は遅々として大きくならないのであ

るo ファリノーサエ節のサクラソウだから、

栽培は本道産のユキワリコザクラに準ずる

ものと考えていたのだが、このプリムラは

春に葉を展開すると間もなく成長が止まり、

越冬芽を形成して休眠してしまう。

夏季休眠は多くのプリムラに見られる現

象で、高山の自信地では春の芽mしから 3

ヶ月もすると休眠に入るのだが、下界では

ちょうど夏を迎えるところなのでいわば見

せかけの休眠状態(夏季休似)に入札越

夏後に再び成長して、 2番花を咲かせるこ

とも多い。つまり、 l年で 2年分成長する

わけだが、 p.スカンジナビカの場合は越

冬芽を形成して休眠に入ると、そのまま根

気よく翌年の春を待つので、極端に成長が

遅い。それがこのプリムラのライフサイク

ルなのだろうと想って諦め、気長に開花を

待ったが、あるとき、北粉i簡のヤナギを札

幌で育てると、何年たっても大きくならな

いということを、ある文献で知った。自生

地の夏(内夜の季節)の伎の長さに比べる

と札幌の夏の昼は短いので、ょうやく夏が

始まるころに成長が止まるという。この場

合、休眠準備の引き金と在るのは温度変化

ではなく、 IInR11寺rH9の変化なのである。

これはP・スカンジナピカについても同

様であった。もっとも重要なことを見落と

していたのである。その後は春のうちに肥

埼に務め、米年こそは、と開花を期待して

いたが、無理に)JE培したせいか実生7年目

に枯死してしまった。

カナダ北西部・ユーコン地方庁:のドゥグ

ラシア・アノレクチカ (DOUGLASIAarc 
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tica) も僕にとっては謎が残る植物(注)

で、， 84年に実生したものだから、もう)L5

年も育てているが、 度ち開花したことが

ない。雪解け直後には、冬の問に膨らんだ

ツボミを沢山つけているのに、結局は咲か

ずに終わってしまう。これはfiilが!lk図なの

か米だに判明しないが、広い世界には、さ

まざまな自然条件に適応した植物があるこ

とを、あらためて，思い知らされるのである。

最近読んだ英国の山草書には、その好例

ともいえるプリムラが記載されていた。ソ

連・中央アジアの Chupanta山脈に産する

PRIMULAfedtschenkoi は皮質の葉を持ち、

春に濃いパラ色の花を咲かせる高き 5セン

チほどの可憐な種類だが、この地方の夏は

暑く、ひどく乾燥するので、球恨のよう主

芽を作り夏季休眠するという。栽培に当た

っては、功社長f直4均と同才苦にベイキング(注)

すると良いというから驚いてしまう。入子

は不可能だろうが、こんな常識を超えるプ

リムラを、 11'1の予備知識もなしに子に入れ

たとしたら、いつまでも商事けない謎を抱え

こむことになる o

こんなのは例外中の例外で、栽培可能な

ものは、陸地と科、属までやlれは¥子採り

ながら育て方の糸口がつかめてくる。ただ

し、すて"にro;州でもいわゆる革並物として知lら

れているものは、やはり産地に関わりなく

難しい。こうして育てた植物が開花してく

れるとき、遥かな見知らぬ土地への憧れは、

さらに大きく膨らむのである。

海外の山草会の配布種子リストには、毎

年4000種もの種了がリストアップされてい

る。選抜されたフォームや交配積も合むも
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のの、これだけの数が揃うのは、 (11草家の

数が多くて層が厚いからだろう。 L悟史も古

〈、 日本の山草界(会ていはない!)とは異

なる方向で進んできた結果、欧州では山卒

栽精という趣味が、ひとつの文化として定

者し市民権を得ているように思う。

山草家たちの視野Wl、く世界にfhJけられ、

自分たちの身近にある山草についても、そ

の広い視野の中で育てている。そうした姿

勢のもとでは、前述したような、日本の111

草界でいう「産地確かなもの」は何の価値

もない。 i産地が云々されるのは、たとえば

ピレネー序:とアルプス産、 コ一カサス序康-の

同

つている。

欧米でエゾツ、ソジのj宅地別コレクション

をする人がいるとしたら、 H本産、カムチ

ヤソカ産、アラスカ産を集めるだろうし、

エゾツガザクラならば日本産、北米産、ス

コットランドや欧州周極古IIのものが並ぶは

ずである。しかし、こんなコレクションは

相当の実生技術をもち、 Hごろから目的の

種子を入手する努力をしている人のみに可

能なことである Q T:辛J也確かなF産物は、分布。

が限られたもの以外は物理的に入子不能だ

から、たとえばタカネマンテマは、どこの

ものも夕方ネマンテ7 であるし、分布の広

いゲンチアナ・ベノレナなどでも産地をえ々

されることがない。

その点、日本では陸地主義が根強く、そ

れが奇妙な発展を見せて、同 自生地でも

変異の幌が大きいキパナシャクナゲを集め

て産地)JrJのラベノレを立てたりする。大雪山

の白雲岳産と五色カ明{産の側{本間に、どれ
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ほどの違いがあるというのだろうか。ウチ

ョウランを県))1)に蒐集する風潮などは、そ

の最たるものである。種名さえ確実であれ

ば事足りるのに、産地を問題にする趣味家

がいるので、山草業者も 111採り株を11入れ

て売ることになる。そのほうが実生や伸木

による生産苗よりもコストが安い。これで

はILi草栽培が文化のレベルに達することな

どありえないと，思う。

いわゆる洋種山芋にも産地名が付記され

ることがあるのは先に述べたとおりだが、

積子の場合は何々峠・ Mフィー卜地点など

と詳しく舎かれることもあるのに、苗には

せいぜいヒマラヤ、アルプス、 USAなど

としか書かれていない。まれに具体的な地

名がついている柄物があるが、これは自生

地で発見された特別な変異個体か、産地確

かな積 fからi-Hた優良イl司体で、株分けや挿

し木で増殖されたものである。

もっとも欧米の山羊界にも日本と似た風

i朝がないわけではない。プランツハンター

たちが大変な背労を重ねてもたらしてくれ

た採集ナンパー付きの個体(i上)を珍重し、

それぞれの植物がもたらされた背景を頑固

に語り伝えている。採集ナンバーが{，)いて

いるのは、多くは優良個体で、これも株分

けや挿し木で増航されている。いわば花の

巡礼者ともいうべき初期のプランツハンタ

ーたちの著書は今では市典の部類に入るが、

ファーラーの「ドロミテJ r虹の橋J、キン

グドンーウォードの「世界の辺境での続物

ハンティングJ rチベットの謎のj可J r青い

ケシの凶」といった本は再販されて、今も

山草家に愛読されている。そうした本に白

59 

分が育てている植物が登場し、世界の辺境

といわれた自生地の光景が拙かれていて、

しかち1直物がもたらされた過干主まで知Iるこ

とカずできるのである。

花の巡礼者たちが捜し求めてきた植物は、

H本にもかなり導入されているのだが、そ

れに秘められたロ7 ンは話題になることも

ない。しかし、世界には山平家にとって魅

力ある植物が、まだまだ存在し、fi{(物に秘

められたロマンも限りないことを思うと、

H本のIJ1苧界の大勢にも、追い追いそれに

悲きつけられていくに違いないと思うので

ある。

(j主)

※ Sect. Corydalis ;この節に属する30種は、

森林や比較的乾いた土地に自生し、ほと

んどが耐寒性である。越冬に若干の保護

を必要とするのはレノ<)ン1圭のC.trier-

nataを合む数積だけだろう。花色は種に

よって異なり、他の節に兄られる鮮黄色

の種類はないが、ブノレ一、ピンク、白、

薄賞、赤と、その中間色がある。

C.ambigua J apanは英国にi度った北海

道産エゾエンゴサクの中から選抜された

透明感のある鮮やかなブルーの個体だが、

写真で見る限りでは、それほど優れた花

には見えない。 11下生地を丹念に見て歩け

ば、いくらでも見られそうな花である。

ヱゾエンゴサクは欧米で人気のある種類

のひとつで、毎年かなりの数が業者によ

って輸出されている。何年か前は:J11貨に

して1000円もする高価な種類だったが、

英国では実生も容易なので、今は700円ほ

どになった。蛇足ながら英国ではt-j花の
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シラネアオイが、本家の日本では考えら

れないような安値で市販されている o ス

コットランドのブリーダーによると実生

では親と伺じ自花は 5%しか出現しない。

H本の業者は、こんな効率の悪いものの

実生に子を出さないが、英国では実生に

よる生産が当たり前なので、ある程度の

親株があれば鼠JIEも可能なのである。

C. so1ida transsylvanicaは珍しい赤花

のフォームで、北海道山芋趣味の会・会

話、 F趣味の山芋J18号に、チェコ産コリ

ダリス spとして川崎満氏のほ養株の写真

が載っていたが、並I也は名が示す通 1)東

欧トランシノレパニアである。栽培は難し

くないが、個体数が少ないのか、まだ珍

品とされている。レオンテイコイデス節

に含まれる種類は乾燥地に自生し、 j鬼菜

は30cmものi架きにあるという。鉢柿.えで

も作れるがi尭植えとなるために凍害を受

けやすい。 1穏だけ入干して作ったが、

やはり凍死させてしまった。

Hド年、北方111草会のスライド会で、梅

沢俊氏がミニヤコンガ山で扱影された魅

力的なコリダリスをH見した。これは C

adrienii (非塊茎積)と，思われるが、中国

ヒマラヤはコリダリス属の宝庫で、欧米

のコレクターはこの地域に熱い視線を注

いでいる。

※ DOUGLASIA;サクラソウ科の植物で

ANDROSACE属に入れられることもあり、

かつてはプリムラ属に入ったこともある

という。欧州産の D ビタリアナ(茨花)

は不勉強な業者により(故意とも思われ

るが)樺太のヌブリポツメクサの名で売
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り出され、今もそれを信じている趣味家

がいる o sspプラエッチアナは、銀色の小

葉がこんもりとドーム状になり観賞価値

が高い。北米にはピンクの花を咲かせる

数幸重があるが、この D.アノレクチカの名は

アメリカの山苧書にも記載がない。 D.ラ

ヱビガータ=トキワハナガタは森和男著

「洋種山草」に紹介されているが、残念

なことに違う植物(Aセンベノレビボイデ

ス)の写真が使われている。

※ bakingは(パンなどをH克くという意i味。

南アフリカや中近束、中央アジア産の球

根柄物は、花後に休I~~するが、休眠初期

(夏)に高温期があって翌年の花芽が分

化する o しかし、英国などの夏は涼し過

ぎるので、ベイキングと称してトタン尾

根の上などに球根を置き花芽分化を促進

する。

※ FARRER1046とか ROCK58、K.W. 44 

56などというナンバーが種名の後ろにつ

いている。それぞれファーラ一、ロック、

キングドン ウォードの採集した伯i体で

ある。ナンバー付きで通るのは141株だけ

だから、もっぱら ~1'で橋被される革本

類は、こうしたものは少ないが、ペチオ

ラリス節のプリムラや中間産のゲンチア

ナにはナンバー付きがある。

ところでプランツハンターという英語

は、どう訳すべきか悩んだロ植物採集家

という訳では、かなリイメージが異なる

し、植物探検家という某氏の訳も適当と

は思えない。ちなみに、世界の辺境での

…と撲が訳した"Plant Hunting on the 

Edge of the W orld "は、 rflト界の果ての
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植物渉猟j とでも訳したほうが良いのか もしれない。

山草つれづれ記

。草友

山草を始めてから知人、友人が増えた。

現職時代は職場の雀友や、飲み友達ばかり

てい惑友ばかりがH立って多かったような気

がする。趣味を通じて知り合う事の意義は

大きく、全国津々裏々、老若男女、何より

も知識、階級を問わない点で、山平が好き

であればどなたとでもつき合えることであ

る。

和、は欲張りなのか当初本州の山草会にも

席を置いていた頃ちあり、今でも数人と交

友している。当時、主主んに交換等行ったが、

本州の高1[1植物とて、布~~寒のオホーツクの

凍室に耐えられずその半数は死んだ。現在

も残っているツツジ科植物の中に、各地産

のヒカゲツツジ、ムラサキツリガネツツジ、

ミヤマキリシマ、各地産のシャクナゲ等々

50種程ある。送られて来た当11寺実生苗でも、

15-20年も経てば幹の大さ 1-3 cmLl:どに

もなった。特に、山形、而白山系のアズマ

シャクナゲの15株は、その特刊の小葉、こ

んもりした樹姿、ましてや花色か1良紫紅で

開花時は見事の一言語に尽きる。

こちらから交換でお送した、エゾムラサ

キツツジは大阪の卒友が好きで、 3年に一

度は懇望してくる。北海道て棋は庭に放って

おいても育つ代物だが、本外!の暑さに耐え
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られぬらしい。この大阪の大学教授には今

でも宅配料着払のみにて送り続け喜ばれて

いる。

また草友の一人に町内在住の内科開業医

ご夫妻がいる。専ら千入れは奥様中心で、

ご主人は眺め専門であるが、患者を扱い神

経を使い果たして帰宅し、庭のロソクや拐ij

に並<，;llJ草の主主にーHRの清涼剤を覚えるよ

うである。

普通、医者の邸宅など自由に出入りでき

かねるものだが、「こんにちは、 00の花が

咲きましたか・」と気軽に声をかけられる

幸せをかみしめている。

O いやがらせ電話

数年前のある日、私が勤めから帰宅する

と妻が血相かえて「あなた、今日へンな電

話ーがかかって来たのよ」と日をぱちくり、

そのいl容は、中年のR性の戸で「お宅のご

主人が00さんのおばあちゃんの宅へよく

出入りしているが、おばあちゃんが非常に

迷感して困っているので、あまり近付かな

いように忠告しておきますJ と早口に言っ

てカチャンと電話を切ったそうだ。声質や

その他に妻は見当がつかないと言うロその

おばあちゃん(といっても未だ60を少々過

ぎたばかりで未だ若い)は私の草友の一人
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