
オーストラリアの園芸に触れて

オーストラリアは建国 200年を迎え、最

近では日本人の海外旅行先として大変人気

がある。原住民のアボリジニーが住んでい

たこの大陸は、 1770年イギリス人の航海者

キャップテンク yクにより発見され、イギ

リス領土になった。現在ではイギリス・中

国・ギリシヤをはじめとして多くの向から

の移民で年々人口が増え続け、自分がどこ

の悶に住んでいるのかわからなくなるほど

の多国籍ぶりである。

オーストラリア大隊の多くは砂漠地帯で

あるが、そこには多少の}草木や草が生えて

いるので、普通にいわれる不毛の砂漠では

ない。名前のつく川や柑jもあるが、その始

どは気温上昇と乾燥と Eもに乾あがってい

るのである。

夜、の訪れたメノレボノレンは、オース}ラリ

アの南東に位置し、人υ350万人、シドニー

に次ぐ第二の大都市である。活気のある解

般的な雰囲気の潔うシドニーに対して、メ

ノレボノレンは法ちついたイギリス調の建物が

、1(;ぶもの静かな田Iである。

l昨年8月から 4カ月間、私はメルボルン

でl到ユてを学Jf機会を与えられた。そこでは、

オーストラリアの派生植物をはじめ公園や

庭問の管現作業を学ぶ閑芸界に携わる多く

の人々との出合いがあった。荘、はメノレボノレ

ン動植物闘を訪れ包烈人のマイケノレ・デ・

オレビラ氏の作られたプログラムに参加1-9

ることになった。

札幌市 平 漂 宏 技

@ヒースビル動物園 (HealesviJJeSanctu-

ary) 

メノレボノレンの中心部から北東へ車て"1時

間"1'ほどのところにある小きな町にヒース

ピノレ動物関がある。圏内に生育する植物は

すべてオーストラリアJJ;{産で、湿地に適す

るもの、 111塗を好むものなと多様である。

私はしばらくの問、シダの小渓谷 (Fern

Gully) という所でチップとして使用する

ための枯れたシダの努定をした。これらの

茶色を帯びた枯れたンダの以|刈は、暑い夏

に発生するスリップ (thrip)というJ'Iい虫

によるものでマベニック (Mavenick)とい

う化学薬品を使って消毒する。

オーストラリア原産のンダで有名なの

は、ツリーファンと 11'1'ばれるもので、幹の

表耐が粗〈葉が深緑のシダをサエシエスと

いい、幹の表面がわりに消らかで光沢の葉

のあるシタをテゃイクソニアといい、いずiL

も樹高が 12111まで伸びるという。

オース}ラリアは気恨の上昇にともに陽

射しもかなり強いので、背丈が高くがっし

りとしてユーカリの下で見守られながら、

シダ類は常に湿気と日陰を保っている。

ヒースビル動物園に燐接する1よさ 161

ha (動物閣の約 5倍)のコラダ クJ也l副主

一般に公開されておらず、 1985年から主に

ユーカリの栽植を行いビクトリア1+1のユー

カリ保護対策について研究材料に使われて

いる森で、カンカノレーやエミニューが人の

，--84ー
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日を気にせず自 111に生活している所であ

る。

ここには、ピクト 1)アl+!(7)25%を占める

野生蘭約 51種と 366種の原産植物が自生

している。;fj.、も野生i摘を探しに職員の方た

ちと出かけたが、 9月はじめだったので少

し早すぎて 3種しか見つけることが出来な

カ追った。

コランダークは原住民のアボリジニーの

言葉で、土撲はよく肥えていて、乾燥地・

湿地・丘i凌JI也・砂地とさまさまな地形とハ

ジャー・クリークと呼ばれる小川の中に 5

地帯の共同体が排!えされている。

このコランダークでも最近ユーカリの子

部に余分な校が出てくるという問題が発生

している。高江主!としては次のことがあげら

れている。(1)べJレマイナという野鳥(ボス

ドリともいわiLている)カずほかの烏をJttい

出してしまうので、ユーカリの葉につく虫

の巣が食べられない。 (2)サウスオーストラ

リア州から流れる 7 リ一川沿いの牧場、農

場が使用する多量の!肥料(栄益ノ1<)が流れ

出て、他の場所よりも少し低い位置にある

コランダーク地灰に浸透する。 (3)種を多く

b C d . 
/ル，ルン'1'心

ピクトリア州 (VIC)
a ヒースどJレ動物園
b.ブイツツロイ庭園
c ボタニックガーデン
d.メルボノレン動植物園

出して広がりを早めるカンジアという植物

がユーカリやアカシアなどの生育を妨げ

る。

これらの生態系を参考にして、ヒースビ

jレの職員たちはいかにしてオーストラリア

の大自然を守るべきかについて毎日話し

合っていた。私も学ぶところが多かった。

@フィッツロイガーデン (Fitzroy Gar-

den) 

メルボルンの中心にある寺ャフ。テンク y

クの小屋で有名なフィッツ口イガーデンの

育穏場で学ばせていただいた。 JEE主l土全部

で 16棟あった。年に 4回展示が変わる大温

室がある。私の管理していた球根ベゴニア

の塊茎に使則した土壌は、当国の自作のも

のでパインパリックといい、砂とビートと

の害IJ合l土、 8: 5 3で{乍られていた。

I且室にはシザンサス・ハイブリダス(ナ

ス科)が見事に咲いていた。花は少し樹に

似ていて花数も多く色鮮やかで丈は 50cm

ほどである。英名は貧乏人の蘭 (Poor

Man's urchid)と呼ばれている。イギリス

から伝ったもので貧しい人は簡を買えな

かった。その代わりにこの花をEまったので、
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チップを撤{ヒースピル動物園町職員。桂方1;1、オーストラIJ7原産のアカシア、ユーカリを生育している REVEGETATIONAREA 

ビクトIJ7州グレートデパイデンダ山臨の麓。ユーカリ Euca!yptusre回nans(Mountain ash) t'Y1}-7ァーンTreeFernのCythaeus
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この名前がついたといわれている。

ここでもアブラムシの問題が絶えず、当

l主l自作の防虫剤 (WHlPSTICK)を使用L

ている。この薬はユーカリの葉が原料であ

りオース↑ラリアならではの防虫対策であ

ると思った。

@メルボJレン植物関 (Royal臼otanicGar~ 

dens) 

メノレボノレンの中心にあリ、広きは 64ha、

園内は大きな人口池といくつもの芝生で構

成されている。さらに細かく分けられてい

て、ローズガーデン、多肉柄物|京l、ハーブ

ガーテン、申:竹類保i、ニュージーランド高

低水地区、カリフォノレニア風ロックガーデ

ン、シダの小峡谷、球根ガ」デン、オース

トラリア杭物地区、中国原産植物地I天があ

る。

12月の当園でのプログラムには大変よ

いものがあった。ゼロスケープというもの

で辰近水不足が問題になっているなかで、

その反而家庭陶芸にも人気が出ているた

め、あまりノlくを使わずに育てられる花で楽

しい庭をつくれないかという考え方であ

る。 i主i芸の専門家がオーストラリア同民の

生活の問題を共に解決していこうと熱心に

考えている姿勢はすばらしいことだと思っ

た。 u4，て1土幸いなことにそれほど水不足

の問題は深刻lではないが、日本の国の風

土・気候にi産した隙t~のありプJ をあらため

て反省させられた。

@メルボJレン動植物園 (Royal Melboume 

Zoologial Garden) 

1862年創立、メノレボルンのほぼ中心部に

小7置し、世界でも三番目に山い)j[史のある
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※メノレボノレン動植物関設立前の設計図。
(1875年)

動植物凶である。|車l内の一角にある日本庭

園は一例年 11月に52成し、京都の中根庭l到

研究所の中根史郎氏によってデザインされ

た。

この庭思づくりに使われた石や植物など

はすべてオーストラリア凶内で集められた

ものである。訪れる人も多く、そのほとん
アズ"

どの人は庭|剖中央に設けられたi川阿で休怒

し昼食をとりながら日本的な雰囲気をi味

わっている光景を幾度も見た。

私は r14，:庭閑のまH根に使われているブオ

!ニアの努〉主、モミジのアブラムシの消毒、

燥の大温宗でのj草紙作業、ゴリラ生活区域

で梢物の移植などを行った。育稲場では

オ ストラリア)以産のグロベリア(ヤマモ

ガシ科)の繁殖を行った。

グロベリアの繁嫡について少し説明する

と、繁殖l時期は早春にちらでは 9月初旬)

で夏に行うと生長しないものが多く IHてく

る。 選び方のポイントは、柔かい茎を長さ

10 CI11に切り葉を 4~ 5枚にする。 1，壌は

ノマ』ライトとピ トモスを 6 1の割合で
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混合しポットに入れて 2cm間隔に押しがJ

25'Cの温室に入れる。そのl侍に般を促進さ

せるためにパウダ~No.3 を茎の般活につ

けると、約 5，}，¥j間後に発芽する。パウダー

を使用しないものとの差がはっきりわかっ

た。

オース lラ1)アは気視があがるとともに

陽射しがかなり強くなるので土壌がすぐ乾

き品色物をキ占らしてしまうことがある。それ

を|坊ぐためにチ yプをJI世〈習慣がある。

チップは前述のように杭シダからも作れる

がアイビ』のような蔓性以外であればなに

からでも作ることが出来る。特にユーカリ

の葉はミント(薄術)と同じ要素を持って

おり、その効果は高い。チップを撒くこと

により 1..壌の保水性を保ち雑草の生育を妨

げる。従ってオーストラリアではなくては

ならない存在である。行く先々で必ず見ら

れたカ宮、t41こノくラ図lこlilZくかれたチップ。は、

パラの花の鮮やかな色剥と茶色のチ yプが

調和していて印象が深かった。

4カ月の研修は私の園芸を勉強したいと

いう原Hいはかなえらt'Lた。さらに動析中知園

を大きな視野のもとでとらえることが出来

てうれしかった。

副J杭物固とは、その名前のとおり動物持!

と梢物図が合わさったもので、 l剥l付での動

物たちが自然にi!Iい環境のもとで野性にili

い生活が送れるよう配慮したものである。

いいかえれば動物1"1が大きな森のような存:

荘である。

その森の中には人々の心を有lませるよう

な花墳があり、カーベッ}のような芝生が

あり、シダの小渓谷があり、 l時には庭園も
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あるといった環境である。

ある時、 FI本庭l刊の端のjjで作業をして

いると、竹で作られた垣根の問からノソノ

ソと歩〈象の足が見えたのである。優祁な

IJ本庭園の隣りに象の生活区域であるの

で、このような光長のあることは知っては

いたが、現実になるとなんとなく淋しく

なった。しかし、オース}ラリア人にとっ

ては不思議ではない。むしろユニークな発

恕(.らいに思っているのかも知れない。日

本の動物|剥のように人]的に造られた山や

コンクリートの塀に固まれた中で生活をし

ている動物たちの生治に比べると大きな速

いを感じさせる。

もうひとつ、今同の研修を終えて感じた

ことは、世界中のどこの国でも自然を愛す

る人たちは、{;-~な{憂 L い心の持主であると

いうことである。見も知Iらない私を親切に

胞に案内し、珍らしい植物を見せていただ

いたり、家に呼んで心からの混かいお持て

なしを受けたことなど感謝の気持ちで市平E

である。また、最後の動植物保!にいたl時に

知り合った同ヒ年の研修生が!僕はお令な

どいらない。花の社員五をしているだけで幸

せだ」といった言葉は強〈印象に残ってい

る。
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