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11）バラ＝薔薇 
バラはバラ科バラ属に分類される植物郡の総称で、北半球の温帯から亜熱帯に

分布し、ほとんどのものが温帯、特にユーラシア原産である。一般的には落葉低木で、

常緑のものツル性のものなど約 200 種があり、現在のバラはこれらを長い時間かけて

交配し作り出した園芸種である。鑑賞用として栽培されるのがほとんどで、香料を採取

したり、薬用としても利用されている。漢方ではノイバラの成熟した果実を乾燥させ

たものを『営実』(エイジツ)と呼び、利尿薬として、水腫、便秘また下痢などにも

用いられた。日本に自生する品種は、北海道東部を除いて九州まで普通に見られる

『ノイバラ』、本州の宮城県以南から九州までの海岸付近に自生する『テリハ

ノイバラ』、本州、四国の高山帯に自生する『タカネイバラ』、北海道や本州の北部海岸

付近に自生し、園芸用としても栽培されている『ハマナス』など 10 数種類である。

ノイバラはノバラ、古くはイバラもしくはウバラなどともいわれ、『茨』の文字が当て

られていた。学名は『Rose』で、バラを意味するギリシャ語の rhodon に由来する。 

日本でバラの名称が最も早く見られる文献は『万葉集』で、防人の歌として、 

   道の辺の荊(ｳﾏﾗ)の末(ｳﾚ)に這(ﾊ)ほ豆の からまる君を別かれかゆかん 

というものがある。かたわらのノイバラの先端にからまる豆のように、自分にからみ

ついて離れない君を無理矢理に引き離して、防人の任務に着かなければならない。と

夫婦の別れのつらさを歌ったものである。また 905 年に成立した『古今和歌集』では

紀貫之が｢物の名｣の中で『さうび』として取り上げている。 

   我は今朝初(ケサウイ)にぞみつる花の色 あだなるものといふべかりけり 

この『ケサウイ』が『さうび』であって表には出さずに、歌の題として『さうび』

としているのである。これはバラがやがて『薔薇』(ショウビ)といわれるようになる

前提とも思われ、ちょうど 100 年後にこのサウビは『枕草子』(1000 年頃に完成)や

紫式部の『源氏物語』(1010年頃に完成)の｢賢木(サカキ)｣にも登場しており､『枕草子』

では以下のように語られている。 

   さうびはちかくて 枝のさまなどは むつかしけれどおかし 

これはもちろんノバラについて語ったものであろうが、源氏物語では 

   階(ﾊｼ)のもとの薔薇気色(ｹｼｷ)ばかり咲きて 春秋の花さかりよりもしめやかに･･･ 

と記されており、ここでいうサウビは中国から渡来した庚申バラ(コウシンバラ)、

月季花(ゲッキカ)、長春花(チョウシュンカ)などを指していたものと思われる。これら

は分類学的にはローザ･シネンシス(中国のバラの意味)の仲間で、もとより日本に自生

するノイバラとは別のものである。ローザ･シネンシスは、源氏物語よりもずっと以前

に『遣隋使』や『遣唐使』が、薬用として中国からもたらしており、中国ではすでに

多くの園芸種もあったらしい。平安時代末期になると、藤原定家の『明月記』や、また

『栄花物語』にもその記述が見られ、源義経の兜にはバラの花が描かれていたと伝えら
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れている。そして鎌倉時代後期になると『春日権現霊験記』(カスガゴンゲンレイゲンキ)

には明らかに『長春花』『月季花』と思われる花が描かれており、江戸時代になる

と岩崎灌園の『本草図譜』(ホンゾウズフ)の中にも見られ、図中には『月季花』

『ちゃうしゅん』『かうしんはな』として紹介されている。また享保年間（1716～1736年)

には、ツル性のバラであるモッコウバラも中国から渡来し、観賞用として栽培される

ようになった。この種は初夏、枝先に花径 2.5～3cm ほどの白もしくは淡黄色の

花を咲かせ、白花には強い芳香があり、八重咲のものと一重咲のものとがある。

そして江戸の末期になると、西洋から渡来したバラも栽培されるようになって、

今日にいたるのである。 

世界史の中でバラほど、たびたび登場する花は他にはないだろう。紀元前2000 年

以上前にシュメール人が残したといわれている『ギルガメッシュ叙事詩』によれば

｢この草の刺はバラのようにおまえの手を刺すであろう｣という一説があり、すでにバラ

が一般的であったことを示している。またプリニウスは軟膏や香水だけでなく、

バラの花弁や葉を調合した、数多くの洗眼薬や医薬をとり上げるとともに、バラ酒を

造る処方までも残しており、バラの花弁を詰めた枕で寝ると、神経症を和らげること

ができると記している。 

一方バラに関する遺物はエジプトでは発掘されていないものの、書物には記載があり、

東方との交易により伝わったものと思われる。プトレマイオス王朝の時代には、織物

や壁画にはバラの花がたくさん描かれており、クレオパトラがアントニウスをこの

花を飾って迎えたといわれている。このためかアントニウスは自分の死にあたって、

墓場をバラで飾るように遺言したとも伝えられ、彼は豪華な宴会を開いては、惜しげ

もなく薔薇水(rose water)を使い、香りを楽しんだり、花弁を床中に敷きつめたりした

ともいわれている。この二人は BC41年にタルソスで初めて会見するが、言い寄った

のはクレオパトラのようである。その 6 年前のBC47 年、彼女はエジプトの独裁者

として君臨したものの、内乱後の政情は必ずしも安泰ではなく、当時勢いのあった

ローマのたすけを必要としていた。それにまんまとはまったのがアントニウスという

わけである。BC34 年にふたりは正式に結婚しており、彼女が 28 歳の時だった。

しかしクレオパトラの虜になったローマの将軍はアントニウスだけではない。これより

7 年前カエサルは、自分の政治的地位が危ぶまれるほど、クレオパトラの面倒を見ており、

彼女は 21 歳の時にカエサルの子カエサリオンを生んでいる。カエサルはこれも一つの

原因となって BC44 年暗殺される。カエサル暗殺後のローマの混乱を鎮めたのが

アントニウスだった。クレオパトラとアントニウスは男女の双子と、もう一人男の子に

恵まれるが、アントニウスはオクタヴィアヌスと不仲になる。というのもアントニウス

はオクタヴィアヌスの姉を妻にしており、これは政略結婚ではあったが、その妻と離婚

してまでもクレオパトラと再婚したからである。BC31年アントニウスとクレオパトラ 
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上はクレオパトラと 

アントニウスの像 

右はクレオパトラの死

を描いたもの。                   

絶世の美女といわれた

クレオパトラとアント

ニウスの歴史上に残る 

恋物語も結局のところ

ハッピーエンドとは行 

かなかった。 

（中央左の絵と下の絵はウィキペディアより借用。その他はインターネットより借用） 
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連合軍は、ギリシャのアクチウムの海戦で、オクタヴィアヌスの海軍に破れてしまう。

BC30 年にエジプトのアレキサンドリアに戻ったクレオパトラは、自分との結婚が

アントニウスを不幸にしたと思いこみ、自分はすでに死んだと使いを出して彼に知ら

せたのである。アントニウスはこの誤報を信じ、いわば後追い自殺を図る。この報

を聞いてクレオパトラはアントニウスのもとに駆けつけるのだが、アントニウスは

彼女の限りない嘆きの中で静かに息をひきとったと伝えられている。そして残された

クレオパトラもアントニウスの後を追うように自殺を図る。この時クレオパトラは

自らを毒蛇にかませたとも、服毒自殺だったともいわれている。その後エジプトは

ローマ領に併合され、この壮大なドラマの幕は下ろされる。クレオパトラはまだ32歳

の若さだった。「クレオパトラの鼻が1cm低かったら世界の歴史は変わっていたろう｡」

と後世の哲学者パスカルをして言わしめた歴史は、こうして終わったのである。 

後世の人間にとってはクレオパトラとはどんな美人だったのかと気になるところだが、

一説によればむしろ外見的な美人というよりも、人の心を捉える話術に長けた美しい

声の持主だったともいわれている。当時と今とでは美人の概念はまったく異なっていた

ようで、当時のコインなどの肖像画から察すると、クレオパトラは『鉤鼻』(カギバナ)

だったようである。日本でも平安美人は『引目鉤鼻』(ヒキメカギバナ＝瞳が細く鼻が

曲がっている) といわれており、時代も国も異なるとはいえ、こんな共通点がある

とはまことに興味深い。1998 年 10 月にエジプトの海底から、子供を抱いた『イシス

女神像』とともにプトレマイオス朝時代の『スフィンクス像』が引き上げられた。

このスフィンクス像は、クレオパトラの父、プトレマイオス 12 世の顔をかたどった

ものと見られている。遺跡が一つずつ発掘される度に、古代史のベールが少しずつ

開かれて行くことは、うれしいことではあるが、同時にもの悲しいことではある。 

クレオパトラの後、ローマの皇帝の中でバラに狂ったのは、かの暴君『ネロ』で

あった。彼はキリスト教徒を迫害したことで有名であるのだが、天上からは薔薇水を

まき散らし、毎朝毎晩、薔薇水の風呂につかり、風呂上りには薔薇油(rose oil)を

塗りたぐり、床中にバラの花弁を敷きつめ寝室も浴室もバラで飾り、バラの中に 

埋もれる生活をしていたといわれている。ちなみに薔薇水はバラの花を蒸留して､

その蒸気を冷やしたものである。これを再蒸留して上層の精油をすくいとったものが

薔薇油で、1kgの薔薇油をとるためには約4tのバラの花が必要だった。いかに多くの

労働力を要したかが推しはかられるのである。 

さてバビロニアでは紀元前 3000 年頃にはイチジクやブドウなどとともにバラが

栽培され、バラの花から香水を作っていた。エーゲ海の海島民族もこの花を好んで、

クノッソス宮殿のフレスコの家と呼ばれる洞窟の中には、バラらしきものが描かれて

いる。一方ギリシャ神話においてバラは愛と美の象徴として、愛の神『エロス』や

美の神『アフロディテ』に捧げられた。このためかバラはアフロディテ(01-05-06 リンゴ



花の縁 01－05－11 

               

5

5 

の項参照)とその恋人『アドニス』(01-03-03 アネモネの項参照)にまつわるものが

多い。赤いバラはアフロディテの血から生まれたといわれており、またアドニスの

死を悲しんだアフロディテの涙が白いバラを赤く変えたともいわれている。 

紀元前6～7世紀になるとバラは多くの詩人たちの心をとらえた。ホメロスは若い人

の美しさを｢バラの頬｣と表現しており、アナクレオンは｢恋の花なるバラの花、愛しき

花よバラの花｣と歌い、女流詩人サッフォーは「花の女王」と、この花を賞賛している。

この他にもプラトン、アリストテレス、プリニウスもバラの花に言及している。また

かの歴史家へロドトスは、マケドニア地方のミダス王の庭園にバラが栽培されており、

｢60枚の花弁があり･･･｣と記しているところから、これは『ローザ･センティフォリオ』

とされている。｢素晴らしい芳香を放つ｣と記しているのは『ダマスクバラ』であろう。

いずれにしても具体的にバラの花の様子を書き残している。ギリシャのテオフライトス

は「バラには花弁の数、色彩、香りなどいろいろなものがあるが、一般的には5弁の

花弁を持っている。中には12～15枚から100 枚に及ぶものもある」と記しており、

当時すでに相当改良された品種があったことがうかがえる。 

その一方でバラは沈黙の神『ハルポクラテス』の故事により、秘密を暗示するもの

とされるようになる。ロ－マ帝国末期にはバラの花を天上から吊るした会議や宴会

では、その席での話は他言しないようにとのサインでもあった。この風習はその後

も引き継がれ、16 世紀になると教会の懺悔室にはバラの花が掲げられるようになり、

『under the rose』というと｢秘密に｣という意味になったのである。 

ヒンズー教の神話では、『ヴィシュヌ神』が河に浮かんで涼んでいると、傍らのハス

の花が開いて、中から『ブラフマ神』が現れ、二人は花について論じあった。ブラフマ

神は｢ハスの花こそ自然美の極地だ｣と主張したのに対して、ヴィシュヌ神は｢私の楽園

にはバラの花があり、ハスの花に比べたら千倍も美しく、その白さは月のごとく、その

芳香はどんな花も及びはしない｣と言った。ブラフマはこの言葉を聞くと嘲笑うかの

ように、｢おまえの言うことが真実ならば、私は三神の中における地位を退こう、その

ときにはお前こそが三神の最高神になるだろう｣と付け加えた。そこで二人の神は蛇

の背に乗って空を駆け、やがてヴィシュヌ神の宮殿に着いた。二人はまっしぐらにバラ

園に駆けつけると、そこには真っ白い花が一輪咲き誇っていた。そして不思議なこと

にバラの花弁が大きく開くと中から『ラクシュミ』が現れ、｢私はあなたの妻として

遣わされました。あなたはバラに対していつも忠実でしたから、バラもあなたに精一杯

の誠意を尽くすのです｣と言って、彼女はヴィシュヌ神の前にうやうやしく跪いたので

ある。ヴィシュヌ神はラクシュミを両腕に抱きとめると、さすがのブラフマも平伏

して、「あなたの言った通りです。あなたこそ最高神にふさわしい方です。なぜなら 

あなたの楽園にはバラがあり、この花こそあらゆる花の中で最も美しい花だからです。」

と言ってすごすごと引き上げたという。このような花の妖精が花の中から現れる神話
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や伝説は数多い。ルーマニアに伝わる話ではバラの中から美しい王子が現れ、やがて

王子は自分が生まれ出た森にかえって再びバラの花に還る物語になっている。いずれ

の場合も花の美しさをたたえる心と、自然の神秘とが融合した結果、このような

物語となったのだろう。 

もともとユーラシアを原産地とするバラは、イスラム教の世界が広がるにつれて、

ヨーロッパのあちこちに広まっていった。ダマスクスに自生するダマスクローズの

ように、十字軍によってヨーロッパにもたらされたものもあり、その美しさゆえに、

東西の交配が盛んに行なわれたのである。そしてキリスト教の普及とともに、聖母

マリアと結びついて、バラは聖母マリアの｢愛と美のシンボル｣とされるようになって

ゆく。キリスト教では｢かつて地上に罪がなかったとき、バラには刺がなかった。人類

が罪を犯し始めたとき刺ができた｣と説き、ただ天国の美しさを思い起こすことができ

るように、花の美しさはそのまま残したと教えているのである。刺のないバラが聖母

マリアの象徴として宗教画によく登場するのはこのためで、白いバラは特に聖母マリア

の純潔の象徴として描かれている。14 世紀になると金貨の絵柄にもバラの花が登場し、

イギリスではエドワード 3 世から 4 世の時代になると、｢ルーアンのバラ｣といわれる

金貨が鋳造され、アメリカでも独立戦争の少し前に｢ローザ･アメリカーナ｣という銅貨

が鋳造されている。 

ところでこのバラと最も関わりの深い国は、何といってもイギリスであろう。15

世紀の中頃、1453 年にフランスとの間で戦われた、ジャンヌ･ダルクの物語で名高い

百年戦争(01-03-10 マーガレットの項参照)が終わると、今度は白バラを紋章とする

ヨーク家と、赤バラを紋章とするランカスター家との間で、イギリス王位をめぐって

内乱が勃発する。これが『バラ戦争』(1455～1485 年)で、英国は国家を 2 分して、

時には隣国フランスをも巻き込みつつ、前後 30 年間も続いた。百年戦争の直後であり

ながら、フランスの侵入を招かなかったのは、フランスでも内乱が勃発していたためで、

どちらも同じような状況だったからであろう。1485年ボスワースの戦いで、ランカスター

家のヘンリー7 世の勝利で終結を見るのだが、ヘンリーはヨーク家のエリザベスを妻

に迎えて家紋を改める。これが『チューダーローズ』で、白バラの中に赤バラをデザイ

ンしたものである。しかしこの話は史実とは異なる。ランカスター家の紋章はヘンリー

4 世以来、勿忘草がシンボルであった(01-02-12 ワスレナグサの項参照)。戦争が終了

してチューダーローズができたときに、後世の人々が勝手にランカスター家の紋章を、

赤バラと決めてしまったのである。しかしながら現在もイギリス王家の紋章はこの

チューダーローズであることには変わりない。 

フランスではナポレオンの最初の妃であったジョゼフィーヌが、バラをこよなく

愛したことで知られている。彼女はもとから植物を愛好し(01-02-07 スミレの項参照)、

世界各地から美しい植物を集めたのである。中でもバラをこよなく愛し、マルメゾンの
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邸宅には 250種類ものバラが植えられていたといわれている。またここでは植物学者

や園芸家などが雇われ、品種改良が進められていた。世界中から集められたバラ

は宮廷画家ルドゥーテにより描かれ、1817～1824年にかけて『バラ図譜』として刊行

され、この中には約170種のバラが収録されている。彼は当時『花のラファエロ』と

もいわれており、バラ以外にも多くの花の絵を残した。ルドゥーテのイラスト画は今

でも出版されており、今日の植物研究に欠かすことのできない資料を提供している。

ジョセフィーヌの死後、1829 年に発行されたパリの『バガテール』というバラ園の

カタログには、2,560種に及ぶ品種が記載されている。こうした基礎的な研究のために

フランスは、今日までバラの品種改良の中心地として君臨してきたのである。 

しかしジョセフィーヌの生涯は必ずしも幸福に満ちたものではなかったらしい。

西インド諸島のマルティニーク島で生まれた彼女は6歳の時フランスにやって来て、

ボーアルネ子爵と結婚し 2 児をもうけるものの、1794 年夫が処刑されて彼女も投獄

される。しかし同じ年の『テルミドールの反動』で釈放され、その美しさでやがて

社交会の花形となり、1796 年 33 歳の時にナポレオンと再婚する。熱愛されながらも

夫のエジプト遠征中に不貞のため窮地に追い込まれるが、1804 年にはナポレオンの

皇帝即位にともない皇后となった。しかし帝位の後継者を生めなかったために 1809

年には離婚されて、マルメゾンの館で余生をおくり、ナポレオンのエルバ島からの

帰還を待たずに51歳の生涯を閉じたのである。 彼女が植物をこよなく愛したのは、

あるいは孤独な人生の裏返しであったのかも知れない。 

フランスでもう一人バラと関わりの深い人物は、マリーアントワネットであろう。

オーストリアのハプスブルク家の出身であり、マリア･テレジアの娘であった彼女は、

1774 年フランス王ルイ 16 世のところに輿入れをする。この際、沿道に集まった群集

にバラの花を撒きながら行進したと伝えられている。そしてトリアノン宮殿には

壮大なバラ園を作り、1793 年フランス革命で断頭台の露と消えたときにも、バラ

の花を手に持って、決して放さなかったと伝えられている。当時のハプスブルグ家

の力はオーストリアのウィーンを中心に、全ヨーロッパに姻戚関係を通じて広がって

おり、マリア･テレジアは有史以来、世界最強の女王だったのだが、彼女はフランス

革命の起こる 9 年前の 1780 年に没しており、愛娘を断頭台から救うことはできな

かった。その後オーストリアは、ナポレオンの攻撃を受けて崩壊し、1807 年には

フランスの保護下に入る。そしてナポレオン戦争後の講和会議が 1814 年 9 月から

翌年6月まで、このウィーンで行なわれたことは歴史の皮肉というべきかも知れない。 

この国際会議では主要語としてフランス語が用いられ、以後フランス語は世界の

外交用語になったといわれている。これはフランス語の名詞には『性』があるために、

｢それ｣とか｢これ｣などという言葉が、何を意味するかがはっきりと分かり易かった

ためで、これが英語だったら、各国の思惑が勝手な解釈を生むことになったであろう
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といわれている。もっとも 1973 年に E.C.(European Communities＝ヨーロッパ

共同体＝当時は経済の共同体であったから E.E.C.と呼ばれていた)に、イギリス､

アイルランド、デンマークが加盟したときには、その文書を英語で起草している。

これは逆にフランス語では合意に至らなかったのではないかともいわれた。曖昧さを

残しておかなければ、とても相互に締結できないほど利害関係が、厳しい内容だった。 

ドイツやフランスではバラの花が咲く季節になると『バラ祭』が行なわれ、バラの

女王が選ばれる。これは古くからある民間風習とバラの花が結びついたものである。

フランスでは 6 月 8 日になると、バラの女王は白い服に身を包み、12 人の少女と、

12人の少年、及び近親者に付き添われて城に向かい、城主の先導で教会に行き、祝福

を与えられた花冠がバラの女王の頭上に置かれる。この戴冠式は権威あるもので、女王

の名前は聖メダール寺院のチャペルに刻まれる。またアメリカのキリスト教の一宗派

では、赤ん坊が生まれて洗礼名を受けるとき、麗しき人生が開けるようにとの意味を

込めて、バラの贈りものが渡される習慣が今日まで続いている。 

要するにバラはヨーロッパ人にとっては、日本人の桜や中国人の桃と同じように

極めて大切な花であると同時に、何よりも心の拠所であり、また人間の生命と同じ

ようにやがては衰えて行く一つの象徴でもあった。ただ桜が『散りぎわの美学』を

求めて、ある種哲学的な方向を模索していったのに対し、バラはヨーロッパ的社会

の中で内省的に走ることはなく、むしろ刹那的な方向に進んで行くことになる。そして

快楽的な要素に傾きながらも、ルネッサンスという大変革期を経て、キリスト教とも

関り合いながら、ボッティチェルリの『春』や『ヴィナスの誕生』にみられるような

楽園的なバラへと、今日のイメージを固めて行くのである。 

さてバラの品種は無限に近いが、いくつかの系統に分かれる。ここではバラの個々

の品種はさておき、その分類についてすこし触れてみよう。 

バラがギリシャ･ローマ時代から、人間と深いかかわりをもってきたことは、先にも

述べたが、その当時からルネッサンスに至るまで、主としてヨーロッパの南の方で

栽培されていたのは以下の通りである。 

１）ローザ･カニナ＝英国では『dog rose』 

花弁は 5 枚の一重咲で花色は薄いピンクから桃色。香りは少なく西アジアから、 

ヨーロッパにかけて広く分布する。 

２）ローザ･モスカータ＝『musk rose』 

花は白色の一重咲で一日花。散房花序となり 10～30 個に及ぶ。樹形はツル性で 

強い香りがある。南ヨーロッパから北アフリカに自生する。 

３）ローザ･センティフォリア＝『cabbage rose』『Provannce rose』 

『cabbage rose』といわれるように、花は重なりの多いキャベツ状で、花弁数は 

60 弁にも及ぶ。茎頂に径 5～6cm のピンク色の花を 2～3 個つける。 
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４）ダマスク･ローズ＝『Damask rose』 

花弁数は多く花も散房状に多数つき、花色は赤、ピンク。芳香が強く香水の原料 

やバラ油をとるのに用いられた。小アジアの原産で16世紀にヨーロッパに入った。 

５）ローザ･ガリカ＝『Frennch rose』 

直立性の灌木で、花は濃いピンクから赤、西アジアの原産で、イスラム教徒の拡大

にともなって７世紀頃ヨーロッパに入った。 

以上がバラの大雑把な区分であるが、ルネッサンス以降になるとアジアの各地から

ヨーロッパに、種々の品種が導入される。これが現在見られるバラの品種改良の基

となった。その種は以下の通りである。 

１）コウシンバラ＝『Chaina rose』『Bengal rose』  

前述の中国のバラで、花弁数は八重もしくは半八重、花色は桃色または深紅色、 

まれに白色で、四季咲性であることが特徴となっている。 

２）ローゼ･フォエティダ＝『Austrian briar』 

イラン、イラク、アフガニスタンあたりが原産で、花色は濃い黄色で単生、1542年

ヨーロッパに導入される。１変種に花弁の表が朱赤色のものがあり、これが黄色品種

を初めとしてカバ色、朱赤色、花弁の表裏の異なる品種の基となった。 

３）ローザ･オドラータ＝『tea rose』 

中国西部にあって、花色は白もしくは淡いピンク色、もとは園芸的に交配された 

ものと思われ、18～19 世紀にヨーロッパに入り、ティーローズの母種になった。 

４）モッコウバラ＝『Bank's rose』 

ツル性の常緑種で、黄色または白の花は小輪で、中国西部から中部に自生する。 

19 世紀になってヨーロッパに紹介された。刺が少ない特徴がある。 

５）ローザ･ギカンテア 

中国西部に自生するツル性のバラで、花色は乳白色、または黄色。 

以上がヨーロッパで栽培されてきたバラの大雑把な系統であって、現在作られている

バラは、ほとんどのものがこの何れかの子孫ということになる。そこには5,000年以上

の歴史が刻まれているのである。しかし何千、何万種に及ぶバラの中で、今日でも

栽培されているものは、主に以下の 4 系統に過ぎない。 

A）四季咲大輪系(ハイブリッド･ティー･ローズ＝『Hybrid tea rose』) ＨＴと表記  

現在作られている 6～7 割がこの系統に属し、大輪の花と、花色の豊富さ、花形 

の多様性、強健さなど優れた素質を併せ持った品種である。 

B）四季咲中輪房咲系(フロリバンダ･ローズ＝『Floribunda rose』)Ｆと表記  

耐寒性が強く、四季咲性かつ多花性の品種で、特にヨーロッパでは多く栽培され

ている。色どりも豊富で花壇用などとしても価値が高い。 

C）四季咲大輪房咲系(グランディフローラ･ローズ＝『Granndiflora rose』)Ｇと表記 



花の縁 01－05－11 

               

10

10 

1954 年に作り出されてクィーン･エリザベスに代表される品種で、病虫害に強く、

ハイブリッド･ティー･ローズとフロリバンダ･ローズの中間種である。 

D）四季咲小輪矮性系(ミニアチュア･ローズ＝『Miniature rose』)Ｍと表記 

20 世紀になってからオランダやスペインで主に改良されたミニ品種で、現在では

マイクロ･ローズ(Micro rose)とメイアンディナ(Meillandina rose)との2系統に分か

れる。前者は電灯の下でも育ち、後者は花持ちが良く、多花性である。 

このようにバラの品種は極めて多い。しかし 更地が100 坪あったとしても100 本

育てるのが精いっぱいである。春秋 2 度の剪定、10 日おきの消毒作業､日照や通風

など、通路部分も必要となり、花壇以外のスペースも考慮しなければならないためで

ある。自分の好みに合った品種を、庭の大きさに見合った数だけ育てたいものである。 

バラを育てるのは決して難しくはない。ただひたすら手がかかるのだ。たびたび

述べてきたが、まず病虫害に極めて弱い。よい花を咲かせようと思ったら、最低でも

月に2回の消毒は欠かせない。施肥にしても化成肥料ばかり与えていると、キャンサー

にかかりやすくなってしまうから、庭の片すみで常に有機肥料を熟成させるスペースが

必要になる。その上とりわけ肥料食いで、施肥を怠ると花が小さくなったり、病虫害

に対する抵抗力が薄れてしまう。しかも化成肥料はこの傾向を一層のこと強くする。

さらに春秋年に2回は剪定を行なわなければならない。そして植えるところといえば、

陽当たりがよくて、水捌けのよい上に通風も十分でなければならない。おまえはどこの

何様なんだと凄んでみてもバラ様にはかないはしない。ところがバラの魅力に 1 度

取り付かれると、次々といろいろな品種を植えたくなる。しかも悪いことにそんな収集

願望をすべて満たしてくれるほど、ほとんど無限に美しい品種があるのだ。となると

小さな庭に何本も植える結果となり、いっそう通風が悪くなる。こうなると悪循環で

病害虫がつきやすくなる。よくよく考えてみると、これは欲張りな人間様がいけない

のだ。原種に近いものであれば、取り立てて手入れをしなくても結構よく花が咲く。

一重咲のツルバラで、紅のぼかし覆輪がはいる『カクテル』などという品種は、屋根

の上まで伸びて 5 月の連休の頃から梅雨の頃まで、美しい花を無数につけて人々の

心を満たしてくれる。 

バラを殖やすのは普通は接ぎ木であるが、挿し木で着くものも少なくない。接ぎ木

の活着率は結構高く、苗木を植えたその年にもう花を見ることができる。購入すると

きには、必ず花を見て買うことをお勧めしたい。丹念に探せば、色も形も匂いも、

自分の描いているものに必ず出会えるはずだからである。そして 1 本のバラとの

つきあいは、植物との新しい関係を作ってくれるだけでなく､ 新しい人間関係をも

作ってくれる。それほどにこの花は人間に植物の本質を教えてくれるばかりか、

ある種、人間の世界観までも変えてしまうほどに奥が深く、そして何よりも多くの夢

とささやかな希望を与えてくれるのである。 
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品種名：不詳、(新宿御苑バラ園)。 
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品種名：マウントシャスタ、ＨＴ系で1963年アメリカ作出(神代植物公園)。 
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品種名：不詳(新宿御苑バラ園)。 
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品種名：不詳(新宿御苑バラ園)。 
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の花、品種名：エスメラルダ、ＨＴ系で1981年ドイツ作出(新宿御苑バラ園)。 
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品種名：ゴールド･メダリオン、ＨＴ系で1984年ドイツ作出(新宿御苑バラ園)。 
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品種名：不詳(新宿御苑バラ園)。 
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品種名：ラパロマ、フロリバンダ系で1959年ドイツ作出(新宿御苑バラ園)。
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品種名：ラブ、ｸﾞランディフローラ系で、1980年アメリカ作出(新宿御苑バラ園)。 
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品種名：コンフィデンス。ＨＴ系1951年フランス(さいたま市大宮区市民の森公園)。 
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品種名：不詳(さいたま市大宮区市民の森公園)。 
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品種名：不詳(さいたま市大宮区市民の森公園)。 
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品種名：不詳、朱赤色がずば抜けて美しかった(さいたま市大宮区市民の森公園)。 
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品種名：不詳(さいたま市大宮区市民の森公園)。 
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品種名：インターフローラ、フロリバンダ系で1968年フランス作出(神代植物公園)。 
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品種名：カクテル、つる性のバラで、1957年フランス作出(東京都日比谷公園）。 

 

品種名：エセックス、1989年デンマーク作出(新宿御苑バラ園)。
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品種名：モーツァルト、ハイブリッド系で1937年ドイツ作出(新宿御苑)。 
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品種名：ゾンマービント、フロリバンダ系で1985年ドイツ作出(新宿御苑バラ園)。 

 

品種名：サリーホームズ、1976年イギリス作出(新宿御苑バラ園)。 
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品種名：シュタットエルトビレ、フロリバンダ系で1990年ドイツ作出(新宿御苑)。

 

品種名：セクシーレキシー、フロリバンダ系で1984年ニュージーランド作出(新宿御苑)。 
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品種名：不詳(ブルースアンバルエルン？)(新宿御苑バラ園)。 

 

品種名：ストロベリーアイス、フロリバンダ系で1975年フランス作出(新宿御苑)。 
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品種名：フェローシップ、フロリバンダ系で1992年イギリス作出(新宿御苑バラ園)。 
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品種名：ニコール、フロリバンダ系で1985年ドイツ作出(新宿御苑バラ園)。 

 

品種名：バレリーナ、つる性で1937年イギリス作出(新宿御苑バラ園)。 
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品種名：リリーマルレーン、フロリバンダ系で1959年ドイツ作出(新宿御苑バラ園) 
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品種名：ノーブルアントニー、フロリバンダ系で1995年イギリス作出(新宿御苑)。 

品種名：パシーノ、ミニアチュア系 1992年ドイツ作出(新宿御苑バラ園)。 
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品種名：マージョリーフェアー。1997年イギリス作出(新宿御苑バラ園) 

 

ハマナス(茨城県鹿嶋市大野潮騒はまなす公園） 
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とげのないバラ、モッコウバラの故郷は中国である(埼玉県美里町）。 
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みごとに咲いたモッコウバラの花。ここまで育てるにはなみなみならぬ努力が必要であった

ろう。しかしこのお宅は南面が道路で、その点では恵まれていた(さいたま市浦和区)。 

 

モッコウバラを近くで見るとこんな花である。黄色と白がありこれは白で、一瞬、八重桜と

見まごうような花形と花色である(川口市安行）。 
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バラの果実(山梨県清里町）                       目次に戻る  


