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３）チューリップ 

チューリップは小アジアを原産とするユリ科の多年草である。花弁は 6 枚で東京

付近ではゴールデン･ウィークのころ逆釣鐘状の花を咲かせる。チューリプの語源は

ペルシャ古語の頭巾『tulipan』(チュリパン)だといわれ、これはいわゆる『ターバン』の

ことである。このため学名も『Tulipa gesneriana』で、gesnerianaはこの花を 初に

学術的に記録した16世紀スイスの博物学者ゲスナー(Konrad Gesner)に因むものである。 

この美しい花が小アジアからヨーロッパに紹介されたのは、ヒヤシンスの項でも述べた

ように 16 世紀中頃のことであった。神聖ローマ帝国の大使として、オスマン帝国の

イスタンブールに赴いたド･ブスベックは、1554 年アドリアノープルに滞在したおり、

この花をチュリパンとして、水仙やヒヤシンスとともに本国に報告したのである。彼は

当地で通訳にこの花の名前を尋ねると｢花の形がチュリパンに似ている」と言ったのを、

花そのものの名前と聞き違えた結果、チュリパンと報告したとも伝えられ、トルコ語では

『Lâle』(ラーレ)とよばれていた。もっとも他の説もあって、 初にこの花をオランダに

もたらしたのは、神聖ロ－マ帝国の外交官ギスレニウスだったともいわれている。彼は

植物に詳しく、外交官という地位を利用してアジアのあちこちを旅行し、ペルシャで

発見したチューリップをオランダに郵送したというのである。 

一方フランスの植物学者クルシウス＝C.Clusius (1526～1609年)は、このチューリップ

の栽培と普及につとめ、やがて彼がライデン大学の教授になるに及んで、オランダを

中心として盛んに品種改良が行なわれるようになった。これに対して前述の博物学者

ゲスナーは、アウグスブルグの『フッガー家』(Fugger)の要請により、この球根を

南ドイツに持ち込んだ。このため 1561 年に刊行された『ドイツ植物園誌』には、

図版とともにチューリップが記述されている。 

さてヨーロッパに伝わったチューリップは、たちまち人々の人気の的となり、次々

と新しい品種が登場するに及んで、やがてこのチューリップがなんと投機の対象に

なってしまう。歴史上『チューリップ狂時代』といわれる 1634～1637 年の出来事で、

チューリップで財をなすもの、はたまたチューリップで破産するもの、オランダの

経済はたかがチューリップで大混乱に陥ってしまった。アレクサンドル･デュマ(父)の

『黒いチューリップ』はこの時代を背景にした小説である。当時たった 1 個の球根と、

大きなビール工場とが交換されることも、ごくあたりまえのこととなってしまった。

しかし実はこの時代こそオランダの全盛時代で、イギリスが東インド会社を設立した

のと前後して、オランダも 1602 年東インド会社を設立、1605 年にはアントワープに

おいて、ヨーロパで初めて新聞が発行されたり、グロチウスが『海洋自由論』を著わし

たり、ルーベンスやバンダイクなどの画家が活躍したのも、ほぼこの時代であった。

ちなみに当時の日本は江戸時代初期のことで、長崎に出島ができて、まさに鎖国に入ろう

とするときである。オランダの黄金時代の締め括りが『チューリップ狂時代』であった
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ことは、日本のバブルとも類似している。その後オランダでは 1732 年頃に第二次

チューリップ狂時代となったが、この時はさほど大きな混乱はなかった。またオランダ

では第二次世界大戦中に食料不足となり、チューリップの球根を食べて飢えをしのいだ。 

一方、原産地のトルコでは18世紀の初頭、つまりオランダの100年後、ヨーロッパ

から数々の園芸品種が逆輸入され、アフメト 3 世の時代には、宮廷でチューリップを

愛でる園遊会まで開かれた。この時代は他にもさまざまな文化が開化して『チューリップ

時代』(Lâle devri)として歴史の教科書にも記されている。チューリップがトルコ

でも文化の黄金時代と密接に関わっていることは、単なる歴史の偶然かも知れないが

興味深いことである。そしてトルコ人は現在もチューリップに因んだお祭りを毎年

行なって、春の到来を喜びあうのである。またデヴォンシャー地方の民話では、子供用

の揺り籠を持たない妖精が、夜中に子供をチューリップの花の中に入れて、風に揺らして

あやすという話が伝わっている。チューリップにまつわる民話はあちこちにあるのだが、

原産地に近いペルシャではファルハッドという青年が、恋人のシャリーンが死んだと

いう知らせを聞いて、悲しみのあまり絶壁から飛び降りて、自殺したときに流された血

から、この花が生えたといわれている。この手の話はあちこちにあるのだが、恋人

の死は実は誤報だったというのである。なにやらロミオとジュリエットにも似た話で

あるが、こちらの方がずっとずっと古い昔の話なのである。このためかペルシャでは

求婚するときには恋人にチューリップを贈るという。世界のあちこちの国々で様々な

足跡を残し、さすがチューリップということもできようか。 

このように世界中で愛されたチューリップだが、ハンガリーでは嫁入り道具の家具

や調度品にチューリップのモチーフを刻んでいるほか、民族衣装などの紋様にも用い

ている。ハンガリーにチューリップがもたらされたのは、16 世紀の後半にオランダ

から輸入されて以来のことである。にもかかわらず以前からチューリップの紋様が

用いられてきたことは大変に興味深い。これは多分ハンガリーの祖先が東洋系の民族、

マジャール人であったことと深い関わりがあるのだろう。ユーラシア大陸で何世紀にも

わたって、民族移動を繰り返しているうちに、チューリップの原産地からこの美しい花の

意匠を、ごく自然なかたちで自国文化の中に取り込んでいったのだろう。マジャール

人の民族移動のルートを、はからずもこの花が物語っていたと見ることもできよう。 

日本にチューリップが伝来したのは、ヒヤシンスと同じ幕末の頃で、ヨーロッパ

を経由してもたらされた。当時は『ボタンユリ』とか 『鬱金香』(ウッコンコウ)

とかいわれていたが、必ずしも一般的なものではなかった。しかし現在では日本の

チューリップの生産量はオランダを抜いて世界一になっている。 

チューリップの品種は大きく分けて 4 グループに分類できる。まず第 1 は早咲き

種で、一重のもの八重のものがあり、草丈は低く花色は鮮明で、4 月上～中旬頃に

花が咲く。2 番目は中性咲き種で草丈は高く、切り花などによく利用されている。
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極大輪の花を咲かせるものもあり、種類は豊富である。3番目は遅咲き種で花形は美しい

カップ型で、子供が絵に描くような典型的なチューリップである。花壇や切り花と

しても人気が高く、いわばチューリップの中核となる品種である。そして 後が原種

チューリップで開花期は早く草丈は低く、色も花の形も変化に富んでいる。 

さて肝心のチューリップの栽培である。ヒヤシンスと同様、陽当たりのよい砂地が

も適しており、肥料も十分に与えるようにしたい。しかしヒヤシンスに比べると

少し深植えにする方がよく、球高の 3 倍程度を目安に用土をかける。また球根の底

から出る根は分岐することはなく、再生力も乏しいので、風などにより球根そのもの

がぐらつかないように配慮することも必要である。このため鉢で栽培するのは必ず

しも容易ではなく、大きめのポットや路地栽培の方がうまくゆく。特に発芽後の 2 月

から 3 月下旬の成長期間中は、根を乾かさないように努めたい。また東京あたり

ではヒヤシンスよりも暑さを嫌うようで、年ごとに元気がなくなってしまう。堆肥や

草木灰等を十分に与える一方、年に 1 回ぐらい石灰をすきこむことも大切である。

ヒヤシンスや後述するクロッカス同様、弱アルカリ性土壌を好み、酸性土壌を嫌う

からである。また毎年分球して植え広げるようにしたい。球根を大きくするには、

花が咲いたらすぐに、花に一番近い葉のすぐ上のところをハサミで切って、花を花瓶

などに挿しておくとよい。涼しいところに置いておけば 4～5 日は室内で花を楽しむ

ことができる。また温度が高いときには氷を入れて花瓶の中の水温を下げるように

すると、花持ちがよくなる。花の延命剤などを入れるのも一つの方法だろう。この際、

花瓶はガラスのものよりも瀬戸物の方が花持ちがいい。これは陶器には腐敗菌など

が発生しにくい性質があるからだろう。しかしチューリップは東京付近の一般家庭

では、どんどん殖えてくることは望めないので、いずれは球根を買い替えなければ

ならなくなる。ただし赤色花は比較的強い品種が多く、うまくすると春ごとに美しい

花を咲かせてくれる。 も原種に近い色なのかも知れない。暑い地域では病気にも

かかりやすいので、花が終わったころ、水溶液の殺菌剤で消毒しておくと、よい結果

が得られる。 

チューリップの球根は遅くとも年末までには植えたいが、1 月の半ばを過ぎると

大きな園芸店ではバーゲン･セールを開始する。こんな場面に出会えれば、ひと袋に

5～6 球ぐらい入って、100～200 円程度で購入できることも多い。チューリップも

ヒヤシンスと同様に、マスで咲いた方が見栄えがするから、同じ種類のものを50～60球

ぐらいまとめて植えるといっそう豪華に見える。あのオランダのリッセ市にある

キューケンホフ公園のすばらしい花壇には遠く及ばないまでも、一国の経済史を

変えてしまうほどの、チューリップの美しさを十分に堪能したいものである。購入

個数がまとまったら、インターネットや通信販売をうまく利用して、新潟県や富山県

の産地の農協から、直接仕入れるのもいいかも知れない。 
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ここでイノシシについて触れておきたい。 

 イノシシは哺乳綱偶蹄目(ホニュウコウグウテイモク)イノシシ科の動物で、日本では

北海道、東北、北陸の一部を除いた全国各地の山林に普通に生息する。雑食性でミミズ

やカエル、ヘビ、カニ、カイ、鳥の卵などの他 、キノコ、タケノコ、チューリップや

ヒヤシンスなどユリ科植物の球根、クリ、ヤマイモ、サツマイモ、時にはムギやコメ

などの作物を好んで食べる。このため害獣として捕獲が許可されている地方も多い。

よく発達した細長い鼻骨と更にその先にある吻鼻骨を巧みに用いて、落ち葉の下や土の

中を掘り返して大好物のミミズを食べる。栗なども鼻先で器用にイガを剥いて食べて

しまうのだという。日本イノシシは、繁殖期以外は単独で行動し、日中はカヤやササの

茂みに寝屋を作って休息し、主に夕方から行動を開始する。しかし昼間から行動する

ことも多く、行動範囲もすこぶる広い。泳ぎも得意で数キロの川を渡ることもあると

いう。一方定住性は乏しく、よく利用する独自のケモノ道はシシ道とも呼ばれ、所々

にヌタ場といわれる泥浴び場を設けている。また視力は乏しいものの、聴覚はよく、

特に嗅覚は優れており、これで獲物を探し当てて餌にしている。このため園芸家に

とっても大敵で、なかなか駆除しがたい。しかしよくよく観察してみると弱みがない

わけではない。ここではイノシシ対策として簡単に出来ることをご紹介しておきたい。 

まずイノシシの侵入を防ぐ方法である。イノシシは猪突猛進とは裏腹に、神経質

な一面があって、シシ道が荒されたり変化していると、警戒して迂回する性質がある。

シシ道に柵や障害物を置くのが一番である。ロープや針金を張ってもいいし、丸太や

マキなどの障害物を置いてみるのもよいだろう。しかし意外に身軽で 1 m 程度の

フェンスなどは跳び越えてしまう。あの手この手でシシ道を塞ぐようにする努力が

必要である。次いで食料を断つために落ち葉を処分して、ミミズを駆除しておくことも

大事である。またイノシシは鼻先で餌を探すので、堆肥を作る場合などはこまめに

D.D.T.やダイジストンなどの刺激臭の強い粉剤をまいて、堆肥場所に近づけないための

工夫や、場所を遠くへ移すこことも大切である。しかし も効果的なのはクマベル等の

音の出る仕掛けである。風鈴に風で良くなびく大きめの、合成樹脂の短冊をつけておくと、

音を恐れて近ずいて来ないようである。また唐辛子もイノシシの嫌うものだという。 

次にイノシシが敬遠して食べない球根は、ヒガンバナやスイセンである。有毒なアルカ

ロイドが含まれているため、イノシシはこれを嗅ぎ分けて掘り返しても手を付けない。

そこでユリ科の植物を植えるときは、スイセンやヒガンバナと共に植えてみることをお勧め

したい。トリカブトならもっといいのだろうが、手近かなものではスイセンかヒガンバナ

である。また鼻先と前足で掘り返すので、球根を植木鉢に植えてから地面に埋めて

おくといいようである。その上に金網のネットを掛ける様にすれば完璧である。ネット

の間から芽を出させるようにすれば球根は無事である。したがってこの場合はマスで

植えることは困難であるが、イノシシとしばしの知恵比べである(03-06-09 参照)。 
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[以下はもしかしての話である] 

東日本大震災に伴う放射線除去に関して、除染作業は困難を極めているようであるが、

筆者は以下のようなことは出来ないだろうかと夢想している。 

まずミミズである。ミミズは、重金属や農薬などで汚染された土壌に生息すると、

それらの汚染物質を生物濃縮することで知られている。つまりミミズの体内に取り込んで

これを高濃度に蓄積してゆくのである。ちなみに重金属とはきわめてあいまいな分類では

あるが、一般的には鉄以上の比重を持つ金属類を指し、プルトニウムやウランもこの

中に含まれる。また金や銀、白金も同様に重金属であるが、これは通常は重金属とは

言わず、貴金属として扱われ、ウランやプルトニウムは放射性元素として扱い、重金属

とは別枠で取り扱われるのが一般的である。 

ところでミミズは、食物連鎖においては 下位に位置し、ハチやアリなどの昆虫類を

初めとして､イモリ､サンショウウオなどの両生類､さらには魚類や鳥類、モグラやトカゲなど

の小動物、果てはイノシシなどの大型の動物の食料として、大変重要な役割を果たしており、

漢方薬としても気管支喘息の発作や発熱の治療薬として用いられている。このため特定の

ミミズは養殖されているが、ミミズの種類は非常に多く、血栓を溶かす酵素を持つミミズも

存在する。またミミズは古くから土壌の改良に役立つと考えられていたが、『進化論』で

有名なダーウィンは、晩年ミミズの研究を行ったことでもよく知られ、彼こそがミミズに

初めて科学のメスを入れた人物であった。またミミズ研究の先進国はキューバである。 

さて重金属類を生物濃縮した毒ミミズを捕食した動物は、しばしば中毒症状を起こす

のに対して、ミミズはこうした毒性にはすこぶる強い耐性を有し、毒ミミズ化して生き

続けることでも知られている。そこで筆者は、放射性物質を摂取したミミズは、同様の

濃縮を行うのではないかと推測しているのである。ちなみにイギリスでは重金属に汚染

された土壌を改良するために実際にミミズを用いているのだという。 

そこでこれを福島県の各地で、応用できないだろうかと考えている。というのも、

住人が避難して無人化した地域では、イノシシやネズミが殖えて、かつての住宅地を

占拠しているという。このイノシシがミミズを捕食すると、 終的に放射性物質は

イノシシの体内に蓄積されてくるのでは、というのが筆者の考えである。だとするなら

当面はイノシシを殖えるままに放置して、放射性物質を出来る限りイノシシに集め

させて、数年後にイノシシを処分すれば、効率よく除染が出来るのではないかと

考えているのである。イノシシにとっては可愛そうな話ではあるが、殖えてしまった

イノシシは、どこかで処分せずに、農業は成り立たない。専門機関でこのミミズ

とイノシシの放射線値を測定して、どれだけの可能性があるかを検証した上で、効率

の良い除染方法と、帰農方法を考えていただきたいと思うわけである。もちろん放射性

元素はストロンチウムのように軽金属に属し、半減期が 30 年に及ぶものもあり、簡単

なことではないが、自然のサイクルの中で解決できればと考える次第である。 
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チューリップの花はハスやスイレンとともに『単頂花序』の代表である(さいたま市浦和区）。 
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チューリップの花。畑の隅で3輪が寄り添うように咲いていた(埼玉県寄居町）。
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花弁の先に深い切れ込みがあるチューリップ。これをオームの鶏冠に似ているところから

『パーロット咲き』という。一重咲き品種の突然変異で生まれた(埼玉県深谷市）。 

 
八重咲のチューリップ。チューリップの品種改良は、オランダや日本で盛んに行われている。
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『ユリ咲き』のチューリップ。チューリパンといわれた花もこんな形だったのだろうか。
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われわれが心にイメージするチューリップの原点のような花である(千葉県佐倉市)。 
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花弁のへりに細かい切れ込みが入っている朱赤色の『フリンジ咲き』チューリップ(千葉県佐倉市)。 
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12

12 

 

埼玉県深谷市で売られていた『フリンジ咲き』のチューリップで、白覆輪のオマケつきである。 



花の縁 01－01－03 

                                                     

13

13 

 

黄色のチューリップだが、幾分レモンイエローに近く、優しげな花である(千葉県佐倉市)。



花の縁 01－01－03 

                                                     

14

14 

 

赤紫に白覆輪の花もあり、チューリップの花は実に多彩な顔ぶれである(千葉県佐倉市)。 



花の縁 01－01－03 

                                                     

15

15 

 

どの花見てもきれいなチューリップだが、この花はひときわ優しげである(千葉県佐倉市)。 



花の縁 01－01－03 

                                                     

16

16 

 

チューリップはこの原色の花の美しさだろうか。♪咲いた咲いたチューリップの花が･･･赤、

白、黄色、どの花見てもきれいだな♪と歌ったのは、近藤宮子と井上武士のコンビだった。 

 

華やかなチューリップの花は春を鮮やかに染めあげる色でもある(山梨県北杜市ハイジ村)。 



花の縁 01－01－03 

                                                     

17

17 

 
ハイジ村のチューリップとシラカバ。いかにも高原の雰囲気である(山梨県北杜市ハイジ村)。 



花の縁 01－01－03 

                                                     

18

18 

 

ハイジ村のチューリップ、背景は残雪の八ヶ岳(山梨県北杜市ハイジ村）。   目次に戻る   


