
北方山草会オリジナル「コマクサ鉢」

H下年、北方山草会と社会福祉法人札悦育

成園の協力で誕生したオリジナノレIIJ草鉢

「コ 7 ク吋 ~~~J (通称コマクサ鉢)は、すで

に札幌在住の会員には使用していただいて

いるのだが、その後、高野洋子ーさんがコマ

クサ鉢の性能測定値を出されたので、ここ

では、そのデータを添えて、あらためてコ

7 クサ鉢を紹介し、山市栽培には欠かせな

い植木鉢の慕礎的な知識にも触れたいと思

7。

@コマクサ鉢の誕生

この鉢は、 IlJ草をより良〈育てるために

創り出きれた。山草全般に使えるが、高1I1

植物や北方系の植物など、いわゆる難物栽

培には絶好の柏木鉢てトある。優れた IlJ草鉢

として定評がある丹波の伝市鉢や、三橋俊

治氏の枠鉢とは、土も製法も焼きも異なり

焼物としての観賞側値はないが、その機能

性では肩を並べる。

とかく北海道の山草家は梢物に関しては

熱心だが、栽培而では日照や朋土を云々す

る程度で、鉢には無頓着な人が多い。鉢の

需要も当然少なく、窯元の数が少ないこと

もあって、この地で山草鉢が焼かれるとは、

正直のところ僕は，思ってもみなかった。

コマクサ鉢誕生のきっかけを作ったのは

高野英二きんであった。 昨年の北方山草会

の総会で、高野さんはそれぞれに異なる数

伺の素焼鉢を展示して購入予約を募った。

前記の札幌育成園のオリジナルで、障害を
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編集部

持つ生徒たちが作ったのだという。なかな

か例性的な鉢だが、手にしてみると山草向

きでないことはー日瞭然だった。
こうt!ぃ

鉢穴が小きく、高台は申し訳程度で、鉢

底がフラ!fである。水切り(高台切欠)

部分も実用的な作りになっていない。鉢f加

が金網の場合は問題ないが、板やコンパネ

のf)jJjに置いた場合には、鉢底のノkはけが惑

〈、根の呼吸が妨げられて根腐れを起こし

てしまう。どう見ても観賞を目的とした鉢

で、いわゆる作り鉢(育てるための仕立て

鉢)とは思えなかった。

後に判ったことだが、製作il!lJはこの鉢を

鉢カバーに終わる観賞鉢として作っていた

のである。しかし、素焼の肌には焼締鉢に

はない素朴な持ち味が感じられ、これはこ

れで好ましいものたーった。 111草栽培にI白]か

ない鉢は無用の代物だったのに、散会後、

もしも改良が可能ならば少し使ってみても

よいのですが..".・と高野さんに話したの

は、やはり素焼の肌に惹かれたからだろう。

植木鉢に対する僕の考えは、もっぱら機

能優先で、鉢の観賞性は二の次である。趣

味半分、営利半分の山草生産者だから、ポ

リポットやプラ鉢で育つ植物は、コストや

置場所の面積の関係で、そうした簡易鉢で

作っている。

繁殖親などの保存株には鉢を使うが、こ

れも大半は普通の駄混鉢で事h!.りるし、

.if.々多くなる世界的な難物山草には、丹波
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の伝市鉢を始め、本州各地で作られた山草

鉢を使っている。伝市鉢の俊秀性について

は今更説明の必要がないだろう。各地の

卜yプクラスの山草家が、こぞって使って

いる素晴らしい鉢である。残念なことに北

海道では入手が難しいが、数年前、{剣士旭

川の村田1~治きんと神戸山草会の亀井きみ

えさんにお仁l添えをお願いして、作者の市

野伝市さんから大量に入手することができ

た。

数に余裕があるので、希望者には販売し

ているが、前述のごとく、鉢の選択も栽培

技術の一部と理解している人は少ないし、

駄温鉢に比べて高価なので、さほど減らな

い。当分の間は鉢に事欠くことがないのに、

素焼鉢に気持ちが動いたのは一時の気紛れ

でみあった。

山草栽培に熱が入りはじめたころ、野焼

きの土器のような鉢が欲しいと思ったこと

がある。若いころから山殺りに魅せられ、

自生地で山の花を見続けてきたせいか、

整った美しい鉢は、山の花には/f釣り合い

に思えて仕方がなかった。不怒形で無骨で、

まるで土塊か岩のように見える鉢があれば

最高だと考えた。市販品にも手捻りの111草

鉢があるが、どこかに商品としての窓識が

込められているようで気に入ったものに出

逢ったことカずなかった。

あるとき、とある博物館で炎の痕を残し

た縄文土器を見た。これは良いものた、った。

lliの花に似合いそうな風情があった。高野

さんが持ち込んだ鉢を見て、{業は無意識の

うちに素焼の土恭のJ>>Lを思い出したのかも

知れない。
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総会からしばらくして、高野さんから連

絡があった。「改良は無理らしいが、程度に

よっては手直しできるかもしれない。担当

者に会わせるから詳しいことを話し合って

欲ししりという。気紛れで問い合わせたつ

もりなのに、やや大事めいてしまった。

数日後、高野さん御夫妻の案内で、札幌

育成園の曽我園長と担当の冨谷きんが、僕

の岡場にやってきた。さっそく札腕育成医i

オリジナルの鉢と伝市鉢などの山草鉢を比

較して、鉢談義に入る。僕としては観賞鉢

は不要で、梢物が良〈育つ鉢ならば使う意

思があり、それには高台を高くして、鉢穴

と水切りは、もっと大きくしなければ栽培

には向かないと意見を述べた。子持ちの鉢

もいろいろ並べて、栽培家から見た長庁内

短所も説明する。育成屈の二人は、栽培す

る制Ijの意見を聞くのは初めてだということ

で話に熱が入る。

結論としては、型抜成形なので改良は無

理で、新しい型を作れば可能だが、かなり

の費用が必要。高台が高くなると、粘土の

型入れ型抜きが難しくなる、ということで

話は幕となるはずだったが、それがいつか

新しい山草鉢を作る話になっていた。きっ

かけは何だったのか覚えがない。曽我園長

の「ひとつ試作してみましょうかJ という

言葉と、高野さんが新しい型の製作費を尋

ねたのが決定的だったのだが、お二人の言

葉はどちらが先であったか、話の前後の流

れもおぼろげである。

i司返し標準形の 4号鉢は最も需要が大き

いが、この形で良い鉢を作っても、北海道

の山草趣味家は安価な普通の駄温鉢で聞に

北方山草 12 (1994)



合わせるだろう。しかし、深鉢には適当な 目下のところ、大きさは口径4号の深鉢の

ものが少ない。深い鉢を使いたい杭物は、 みである。実物を見てもらえば仕様と特徴

コマクサやシャジン類などをはじめとして は一目瞭然だが、数値的には次の通りにな

けっこうある。伝市作のシャジン鉢は最高 る。

だが、値が張るので気楽に使えない。 外 径 14Cll1 内径 12Cll1 

そう説明する僕に自主長先生は「安けれ 底部外径 10.5Cll1 内径 9 Cll1 

ば?Jと聞い、型代回収は売上 300個程度、

粘土代は日Ijてがなどと試算をはじめる。それ

を受けて '300位ならば北方 111草会だけで

も消化できそうだJ 1:高野さん・・-北海道

で初めて山草鉢を作ろうという話である。

これは完全に大事になってしまった。

何度かの試作を絞て第一聞の窯出しまで

の経過は省略するが、曽我先生は陶芸のプ

ロ、 t.，のフ。ロなので、こちらは栽培家の意

見を出すだけ、粘土をl手くすると、焼きあ

がる前に割れると驚されたが、結局はうま

くいって、ほほ珂!想的な深鉢が誕生した。

@仕織と用途

鉢にはそれぞれ名前がある。完成度が高

いので参考にした市野伝市作シャジン鉢の

フノレネームは、丹波立杭焼イ式市窯ンヤジン

型深鉢となり、きらに用途や焼き方や形で

分類すると、 111草照焼締鉢の深鉢となる。

売るにも使うにも、とにかく他の鉢と区

別するために名前は必要で、最初は北方tlt

市鉢などという名を考えたが、これでは他

のtll草会に購入を依頼するときにイヤミで

ある。高野さんも同じ意見で、結局、用途

を暗示する「コマクサ型山草鉢」という名

に落ちついたが、コマクサ専用と思われそ

うで少し心配である。

同じ作りで標準1¥'1や半深鉢も欲しいが、
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鉢高外寸 17 Cll1 内寸 15.5Cll1 

鉢の厚みは薄い部分でも 1Cll1程。高台

は充分な高きで、鉢穴も水切りも大きい。

鉢穴は柏1える納1物により加減できるよう

に、 2回目からは少し小さくしたが、 30分

も水に浸してヤスリで削れば広げるのは簡

単である。

用途はコ'77サ、シャジン類、オキナグ

サ類、イワプク口、その他、難物直WI植物

や根張りの深いIIt草全般で、利用範囲は!ム

〈、東洋蘭、春蘭にもftJ適と思う。

俗にいう「締めて作るJ場合はlJlJとして、

般が深〈張る山草の栽培では、根詰まりは

禁物で、深鉢の使用が理想的だが、 IIi草に

l勾〈深鉢は市販品に適当なものがなく、イ式

市鉢のような山京鉢は入手困難でF高側なた

め、多くの人は通気や排水などに難点があ

るプラ鉢や、 1え音1¥が狭すぎる蘭鉢で代用し

ていたと思う。

関鉢はプラ鉢よりも優れているが、ロが

広〈、反りがあるので、鉢数が多い111草家

の榔lでもは場所を取って因る。その点、コ7

クサ鉢は高さはあるものの、標準主'Jを長く

した形なので、械を有効に使用できる。

@機能性と実現リデータ

ILJ草鉢の機能性とは通気性と排水性、そ

れにi祈熱悼の 3点につきる。安い、軽い、
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かきばらず割れにくい、といったプラ鉢の

特性は、流通サイドではプラスになるが、

栽培サイドではさほど意味がない。

鉢の通気性と排水'Vi:は、植物の根に必要

な沼気と水を、過不足ない状態にコント

ロールする重要な機能で、通気排水がよけ

れば椋もよく発育し、株会体の育ちもよい。

しかしながら、鉢の通気性については、

誤解している栽屠家が多く、とくに北海道

て、は通気性に配慮しなくても大半の秘物が

育つため、これを用上の通気性と混同する

人が多い。通気性のよい鉢とは鉢見てからも

水分が蒸発し、その気化熱で鉢内温度を低

下きせる鉢である。

鉢壁を通して根に供給される空気は、鉢

穴や用土表i古jからの供給量に比較する E、

実際にはわずかなものだろう。ある園芸書

では誤解を避けるためにi垂水性と言い替え

ているが、蒸散作用の問題なので、もっと

適切な言葉がありそうに思う。

相|水性は余分な水をすみやかに排出し、

根のl呼吸を確保して根腐れを防止するため

に重要で、 J宋い鈴;て$本穴の大きなものがよ

いとされる。この定説に従って、コマクサ

鉢も排水には充分に考慮、した作りになって

いるが、排水の良資は用土の質や粒子の大

ききで変わるから、用土を適切に使うなら

普通の鉢でも排水性は心配がない。

むしろ重要なのは断熱性で、夏の高I且か

ら根を守る機能である。高山植物は暑がる

ものが圧倒的に多いが、暑がるのは地上部

よりも根の部分だという。 Hci.度の上昇ーに比

例して線のl呼吸は増加し、呼吸量は lO'C上

がるごとに倍加する左いわれている。真夏

@鉢の深さと滞留水

コマクサ鉢

標準の鉢

空気があり、綬に好ましい

，斐鉢

@アルパインハウス内的プランン

@鉢の部分の名称

内側
(内面)

どう

腕

腰

出
台

三
旦
同

水切り(高台切欠)

の F界と高山帯の気温差はおよそ 20'C程

度で、単純計算では 4倍の呼吸量を強要き

れていることになる。地1且の差はさらに大

きい。一般に難物といわれる弱い柄物は、

呼吸困難とそれに伴う消耗や、地温の上昇

につれて増加する病害で枯死してしまう。

燃物の夏越しには、地温を干一げ、呼吸量

を減らして衰弱させないことがポイントと

いえるだろう。

鉢の断熱性は気化熱の放出量に左;むさ

れ、通気性のよい鉢ほど鉢内温度を Fげる

効果がある。そして通気'1'1:は焼き方で決ま

り、低温焼成の鉢ほど通気性がよい。つま

り素焼鉢の通気位が一番ということにな

る。しかし、薄手の素焼鉢は案外使いにく
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いもので、乾きやすく外の温度を伝えやす

い。素1Stの長所を生かすには、厚手に作っ

て鉢本体のl汲水性を高めることが必要であ

るo

これらの点を意識して作ったコマクサ鉢

は、充分な厚みを持つ本素焼なので、鉢内

の温度上昇が抑えられることは予想してい

たが、完成後、きっそく蝦夷砂単用でイワ

シャジンを植え込んで観察してみると、や

はり予想、通りの結果がでた。

潅水すると、鉢はすぐに水を吸い、素焼

の色が暗色に変化する。時間がたつにつれ

て鉢培は乾いていくが、鉢に厚みがあり、

用土量も多いので乾きj邑ぎることはない。

他の鉢と同様に朝一度のitt.水で管理できる

ことが判った。

鉢壁の色の変化で用土の乾き具合も察知

できて便利だ。とくに難物の場合には、表

土に千歳序:の軽石砂や'出土砂、石灰岩など

の粗目の際を敷くので、普通の鉢では鉢内

水分を外見で判断するのが難しい。そのた

め伝市鉢を使い慣れないころは、水切れで

大事な植物を枯らしたことがあったが、コ

マクサ鉢はその点でも使いやすい。

イワンヤジンを梢えた鉢は午後 31侍ころ

まで日が当る棚に置いて、ときおり鉢に触

れたり、用土に指を差し込んでhみた。午後

の日差しのなかでも鉢曜は冷たく、土も熱

くならず、断熱性は申し分ない。

冷夏の昨年としては珍しく暑かった 9月

上旬に、駄i且鉢4号とコマクサ鉢、それに

ロックガーデンの地混との比較データを、

高野さんの奥きんに出していただいたが、

その結果、断熱効果は予想、をはるかに越え、
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冷却効果さえあることが判明した。表珂積

が大きいので、高温期には気化熱の放出が

戚んになり、鉢内温度がロックiiーデンの

地中温度よりも低くなるのである o

測定値と、その後の使用経験で、この鉢

の機能性や特質が、ほぽ掴めてきた。高山

柄物の栽培に好適な理想的な鉢とはいうも

のの、その効果を充分に引き出すには少し

コツが必要である。

難物の場合には、駄温鉢才l九えならば粗目

の用土を使うのが普通だが、コ7 クサ鉢で

はそれよりやや細かい十ーでホ直え、 i存水l時に

たっぷりと水をやって用土と鉢本休がしっ

かり l放水ていきるようにする。鉢壁が乾くと

冷却効果はWJt寺できないからである。

一般に初心者ほど水やりの量が多いが、

それでも根腐れの心配がなく、むしろ本来

の機能を発揮するので、初心者161きの難物

攻略鉢といえるだろう。気化熱は気温と日

照に影響されるが、瓜も重要で、風通しの

よい棚を選んで置くと、なお効果がある。

@コマクサ鉢の今後

生産開始が、昨年の栽培シーズンの後半

だったので、まだ販売数が少なく、売上は

型代分にも程遠いが、売れ行きはともかく

として、この鉢はベテラン山草家に好評

だ?った。たとえば小樽の奈良富一氏は「難

物に向くよい鉢だJ e、かさばるのもいと

わずに持ち帰られたが、奈良きんの栽培法

はできるだけ水を控えるので、コマクサ鉢

の機能が発揮できるかどうか疑問である。

初秋のころに来訪した大宮の富沢正美さ

んは東京Lli草会の会員でもあり、持窯の三

北方山草 12 (1994)



橋俊治氏(同じく東京山中:会に所属、野生

ラン栽培家としても著名)と親しいが、富

沢きんの話では三橋氏が考案した断熱鉢も

以理的には同じで、熱帯並みの暑きの本州

向けに、さらにl吸水性と蒸散性を高めたも

のだという。

その一月余り後に突然来られた下山堅治

氏も東京IIi草会のベテラン。やはり、この

鉢を評価されたが、「でも、こんな鉢は北海

道では必要ないでしょう」ともいわれた。

たしかに北海道は気候的に恵まれてはいる

が、山草がよく育つ鉢があればそれに越し

たことはないのである。初心者には、そん

な吉本の存在は心強いし、たとえ北海道でも

難物はやはり難物で、ベテランにも歓迎さ

れると思う o

ロ yクガーデンでの山草栽培が感んな英

国は、気候的にはもっと恵まれているが、

それでも難物は鉢梢えにしてアルパインハ

ウス内で丹精して栽培されている。北部の

スコットランドでも事↑占は同じらしい。閑

芸大国の:!Ji:国では『ロックガーテーン』と題

する類の本は多いが、R.E.Heathのくプ

レ ム及びアルパインハウスでの栽培〉と

副題がある 'Collectors'AlpinesJのよう

に鉢栽i音に限定した栽培書も珍しくない。

ロックガーデンの効用が知られているだけ

に、その限界も知られている訳である。

たしかにロ yクガーデンでは多くの山申:

が元気に育つ。技術もさほど必要がなく、

万人向きの栽培法なのだが、植物の生命力

にまかせたズボラ栽倍なので、エソコザク

ラやムシトリスミレ、 トチナイソウ、 ミヤ

7 リンドウなどのように、うまく育たない

111 

一
納物も少なくない。

一一-一一一

たとえズボラでも、日本では本格的な

ロックガーデンを持てる人は幸せで、多く

の人は、限られたスペースでより多くの111

草を育てるために、やむなく鉢栽培してい

るのが実情だろう。

場所を取らないことも鉢栽培の利点だ

が、目が1心きやすいことや、施肥や潅水の

かげんが容易なこと、季節や気温に応じて

置く場所を変えれば、微5FL伎が調整できる

ことなどが、本来の利点、である。つまり、

生存競争に弱〈、環境に順応するカも弱く

てロックガーデンではうまく育たない植物

も、ていねいに鉢にホ直え込んで、持てる技

術のすべてを注ぎ込み、細心の注意を払う

ことで、育つ可能性が大きくなる。

欧米でも鉢栽培が盛んなのは、こうした

利点があるからで、やはり燃物には素焼鉢

の使用が多い。写真で見ると、英国の鉢の

多くは焼〈温度が高いのか、やや駄温鉢に

i1i:い色で、ざっくりとした厚手の感じだが、

難物は二重鉢にしたり、アルパインハウス

内のプランジに置かれたりするから、素焼

が最適なわけだ、プランジはいうなれば砂
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床で、鉢械の上に用土を厚めに置いて鉢を

首まで埋め、鉢内水分をコントローノレする

栽培法である。

海外の栽培法についてはlJl)の機会で触れ

ることにして、気候的にj恵まれた北海道で

も、よい鉢を使えばよい結果が出るのは当

然で、コマクサ鉢に続く第 2段として、標

準の深きで断熱性の高い鉢も欲しい。具体

的には、エゾコザクラが労せずして機嫌良

〈育つような鉢も欲しいと思う。

コマクサ鉢の売れ行きが好調になれば、

それも夢ではないので、 lli草家諸氏にはぜ

ひ購入をお願いしたい。窯JGの札幌育成園

は精神薄弱者援護更生施設で、営手IJ目的で

はなく受産授業のーっとして鉢を作ってい

る。障害を持つ生徒たちが、一生懸命に作

る半手作り鉢である o

担当の冨谷さんの話では、作品が好評で

あれば、そのことで生徒たちは、担会との

関わりや生活の張りを感じられるわけだ

が、授産授業なので大量投文を短期Wllでこ

なすことは不可能だという。

鉢の形は、もっぱら機能性のみを追求し、

流通面の運搬・保管は考慮していない。積

み置きができない形のため大量のストック

も無理で、有{{え替えシーズンに注文が集中

すると生産が間に合わないため、会員には

早日のこ予約をお願いした次第である。営

業的な活動も福却施設には馴染まないとの

ことで、販売は僕が引き受ける羽目になっ

たが、目ドのところ山草会単位の共同購入

には必要経費を加算しただけの原価で提供

している。

札幌以外のIlJ草家にも大いに使っていた

だきたいのだが、積み重ねでLきない鉢なの

で運賃がかさんでしまう。その点だけがIIfI

ーの欠点だったと、今にして思う。

(文責・丹右E日目)

コマクサ鉢と駄温鉢の鉢内温度変化の比較

0測定の場所 札幌市阿区内野 11条 9丁目 5ー10高野宅

日当たりのよいロッ夕方ーデン内

O測定期間 1993 .if. 9月2日-9月4II 

O測定器具 調度計 3 寒暖計 I

0比較する各4号鉢の寸法

0測定方法

• ilit度長!の位置は両方とも右図の状態

.次ページの'lf真参照のこと。

・鉢には両方ともシャジンを植えた。

112 

鉢の内側
より 1cmのところ

-地中の温度は鉢の内部の用土に似てい

る場所にした 0

・両鉢とも測定EIの朝 7時頃i龍水を行っ

寸"~。
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o ililJ定結果

月日(天気) 9/2(快晴) 9/3(快晴)

鉢-------時間 12 14 18 9 12 14 

コ7 クサ鉢 26.0 28.5 16.5 22.0 27.1 28.0 

駄出鉢 30.0 38.0 18.0 31.0 34.2 38.0 

気温 ('CJ 25.0 34.0 15.0 15.0 30.5 34.5 

地中温度 ('CJ 20.0 28.0 3目。

。
10 12 1<1 16 18 

Oグラフからわかること。

9/4(曇)

18 9 12 14 

17.1 18.0 18.0 16.0 

20.0 21.0 21.0 19.0 

15.0 19.6 20.0 18.5 

21.0 18.0 18.0 19.0 

10 12 14 16 18 

時間〔時]

10 12 14 

(1) 高温の時、鉢内温度差は、駄温鉢より、コマクサ鉢の方が小さい。
(2) コマクサ鉢内の日中の温度変化 (B) は地中の変化 (0)に似ている。

測定者高野洋子
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