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４）ニホンシャクナゲとセイヨウシャクナゲ＝日本石南花／西洋石楠花  
シャクナゲはツツジ科ツツジ属の常緑低木または小高木の総称で､世界では約

300 種が分布し、園芸種の数は 1,000～1,500 種に達するといわれている。日本には

大きく分けて、吾妻シャクナゲ、遠州シャクナゲ、筑紫シャクナゲ、屋久島シャクナゲ

の 4 系統がある。遠州シャクナゲは細葉シャクナゲともいい、名前の通り葉が細い。

この他にも白山シャクナゲと黄花シャクナゲがあるが、高山性のために栽培しにくい。

｢石南花｣という漢字は、中国の｢石南｣を借用したもので、900 年頃の『新撰字鏡』(シン

センジキョウ)には『石南草』と､『倭名類聚鈔』(ワミョウルイジュショウ)では『石楠草』

と記されている。しかしこれは石楠花ではなく葉の形状がよく似た『トベラ』（02-03-13）

のことで､『石楠花』として最初に文献に現れるのは、室町時代の『下学集』である。 

シャクナゲの原産地はもともとヒマラヤの高山地帯でシッキム、ヒマラヤの山岳

地帯はシャクナゲの宝庫といわれ、ネパールの国花にもなっている。ヨーロッパで

改良された西洋シャクナゲも、ほとんどのものがヨーロッパ原産ではなく、中国や

ヒマラヤから原種を持ち帰り、長い歳月の中で品種改良されたものである。またわが

国に自生するシャクナゲも、シッキム、ヒマラヤの流れをくむもので、地球の環境

変化の中、温度が下がり海水が凍って大陸と地続きになったときに、伝来したもの

と考えられている。シャクナゲが何万年もの時間をかけて高山から平地に繁殖を

広げて行く過程で、日本にも根を下ろしたというわけである。そして温度が上昇し

てくると、今度は海が大陸との道を閉ざしたために、日本列島の上で独自の進化を

とげた。実は日本の生物は多くのものがこのタイプで、ヒマラヤを原産地としている。

昆虫の中でも例えば蝶は、属ごとに羽の形や紋様に特徴があり、肉眼でも比較検討

しやすく、しかも幼虫時代が長いために各ステージの毛虫を検討することによっても、

分類のヒントが得られる。こうした観察を手がかりに近縁の種をたどって行くと､

シッキム、ヒマラヤにたどり着く種が意外に多い。これはなにも蝶やシャクナゲのみ

ならず他の植物に関しても同様で、原種をたどって行くとヒマラヤにたどり着く。

植物は他の生物にも増して、地球の生成と深く関わりながら進化をとげてきたわけで、

逆に植物を見れば、地球の足跡が見えてくるというわけである。 

さてシャクナゲはいずれも高さ3～4mになる。葉にはロドトキシンという有毒成分

が含まれ、呼吸や中枢を麻痺させる作用がある。実は今まで見てきたツツジ類の

ほとんど全てが有毒成分を含んでおり、シャクナゲは中でもその毒性が強い。しかし

漢方の世界では有毒植物は必ずといっていいほど薬でもある。これも強壮剤として

古くから用いられており、民間では利尿剤としても利用されてきた。また材は極めて

堅く、杖であるとか印材のほか、細かい細工ものなどに用いられている。これは他

のシャクナゲの仲間にも共通した特徴になっている。 

シャクナゲはまた神霊が宿る木として、枝を門前に挿して厄除けとし、家内安全
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を祈る風習があった。冬になっても落葉せず、しかも 1 年中美しく輝く葉には、神が

宿っていると考えたのであろう。にもかかわらずこの木が神木として普及しなかった

のは、高山性であるために一部の人にしか入手できなかったからであろう。 

シャクナゲを初めてヨーロッパに伝えたのはイギリス人のジョセフ･フッカーで

1849 年のことであった。彼はいわゆる｢プラント･ハンター｣で、世界中を廻っては

珍しい植物を本国に送っていたのである。そんなときフッカーはシッキムに滞在して

シャクナゲの細密画を何枚も書いて、その種子とともに本国の父に送った。彼の父

ウィリアムもまた植物の採集家だったのである。ウィリアムはジョセフのイラスト

をもとに、早速シャクナゲの本を出版すると大変な反響を呼んだ。また種子は王立

植物園で大切に育てられ、1853 年に見事に開花した。当時のプラント･ハンターは

もちろんフッカーだけではない。｢青いケシの国｣を書いたことで知られるフランク･

ウォードも、シャクナゲとともにユリやケシの花を、イギリスに持ち帰っている。

長崎の出島に滞在したシーボルトも、日本産の牡丹や椿の苗木を本国に持ち帰って

おり、結果的にはプラント･ハンターと同じ役割を果たしたといえるだろう。しかし

当時の日本では尊皇だの攘夷だのと、大混乱していた同じ時代に、ヨーロッパから

アジアまで、シャクナゲごときのために探検家がやってきたという事実は、まさに

驚きに値する。逆にいえばヨーロッパ経済が、飽和状態になっていたから、全てが

外へと向かい新しい価値を求めて、アジアや日本にやって来たのかも知れない。 

このようにしてアジアのシャクナゲは、ヨーロッパに第一歩を踏み出したが、19世紀

の後半になると、一気にシャクナゲの品種が増えて、分類学的な大混乱を起こすことに

なる。というのは博物学者のリンネ(Carl von Linné=1707.05.23～1778.01.10)が、18

世紀に『Rhododendron』(ロードデンドロン)として属名を与えたときには、アザレアも

含めて 11 種類しかなかった。そこでイギリスのエジンバラ植物園のバルファーは､

シリーズの概念を導きだし、系統を分けて分類して行くことを考えた。しかしこれと

ても増え続けたシャクナゲの分類を、完全なものにすることはできなかった。そして

植物の急激な増加は、皮肉にも植物の分類法の発展に貢献する結果となったのである。 

日本産のシャクナゲの栽培は結構難しい。半日影で夏は涼しいところでないと、

だんだん元気がなくなってしまう。この点、西洋シャクナゲは気軽に育てることが 

できる。レンゲツツジやカルミヤと同じ感覚で育てればうまく行く。ただし少し暑さ

に弱いのと過湿状態を嫌うので鉢植えの場合、梅雨時には置き場所に配慮する必要

がある。夏には敷きワラと、できれば寒冷紗や葦簀を施してあげるとよい。苗木の

入手もむしろ西洋シャクナゲの方がたやすい。大きな園芸店では花の季節ともなると

美しい品種をたくさん並べている。花色は赤系、洋紅系、ピンク系、オレンジ系､

紫系、白系、黄色系などである。しかしこの中で覆輪があったり、花付きが多かったり､

花が小さかったり、きわめて変化が多く、飽きることのないこれからの花である。
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咲き始めた吾妻石楠花(アズマシャクナゲ)、桜とほぼ同じ季節に咲く(長野県軽井沢町)。 
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満開の日本石楠花。株が大きくなるにつれて花つきを増し、数十房も咲かせることもある。 

 
日本石楠花は美しい花であるが、花の色は白からピンクと黄色で、覆輪になる種はあるものの、 

濃赤色や紫色はない。この点では西洋石楠花は限りなく多彩である(長野県軽井沢町)。
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よく見かける吾妻石楠花の花はこの程度のピンク色で、咲き進むにつれて次第に淡くなる。 

 
吾妻石楠花(アズマシャクナゲ)は、咲き始め紅覆輪になるものも少なくない(長野県軽井沢町)。 
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日本石楠花は葉裏に写真のようなウブゲが密生するが、西洋石楠花にはない(長野県軽井沢町)。 

 
吾妻石楠花は種子によって繁殖をしてきたためか変異が多く、同じ吾妻石楠花でも種類に

より花色や濃淡が大きく異なる。これは栽培品だが立派な株だった(福島県いわき市）。 
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吾妻石楠花(アズマシャクナゲ、長野県軽井沢町：栽培品）。 
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これも吾妻石楠花(アズマシャクナゲ)である。普通に見られる花だが、数日経つと純白に変わった。 

その純白の花がこの写真である。吾妻石楠花は咲き始めはかなり濃紅色でも 4～5 日経つと

花色は淡くなり、やがて白色になるものが殆どである(埼玉県深谷市）。 
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園芸種の吾妻石楠花(アズマシャクナゲ)『京の華』である。花は覆輪に近くなり、花色も濃い目

である。また葉はかなり大きく、西洋石楠花を髣髴とさせるイメージがある(川口市安行）。 
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筑紫石楠花は九州の石楠花である。これはその紅覆輪花(長野県軽井沢町：栽培品）。 
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筑紫石楠花、石楠花は一般的に花が開くと、次第に淡い色に変化する。西洋石楠花との違いは、

葉を裏返してみると日本石楠花は羽毛が密集しているので区別できる(P-6）。 

 
筑紫石楠花はこんな淡いピンクから移り白の花が多い(長野県軽井沢町：栽培品）。 
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細葉石楠花(ホソバシャクナゲ)は文字通り葉が吾妻石楠花や筑紫石楠花などと比べると細い

ためにこう呼ばれるようになった。花は株によりやや濃淡がある(長野県軽井沢町)。 

 
この細葉石楠花は、花色がやや濃いようである(長野県軽井沢町)。 
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細葉石楠花は名前のとおり吾妻石楠花などと比べると葉が細い(長野県軽井沢町：栽培品）。 

 
吾妻石楠花は濃い色ほど好まれるようで、覆輪になるものが多い。しかし西洋石楠花

にも日本石楠花と同じような花を咲かせるものが多い(長野県軽井沢町）。 
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そんな中にあってこの吾妻石楠花(アズマシャクナゲ)は色が濃いものの、覆輪ではなかった。

花も葉もやや小さめで、他種の DNA を受け継いでいるのかもしれない(埼玉県深谷市）。 

 
これは西洋石楠花だが、筑紫石楠花に良く似た花である。西洋種には色の濃いものが多く、

白から真紅のものまで多種にわたり、オレンジ系や黄色、紫系まである(長野県軽井沢町)。 
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たくさんの花を枝先いっぱいにつけた西洋石楠花(長野県軽井沢町：栽培品）。 
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前ページの西洋石楠花を一房だけ撮影してみた。地面に垂れ下がるように咲いてなんとも

いえない風情があった(長野県軽井沢町：栽培品）。  

 

これも西洋石楠花だが吾妻石楠花(アズマシャクナゲ)に良く似ている(長野県軽井沢町：栽培品）。 
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西洋石楠花：ダグラス R ステファンス(栽培品）。すごく鮮やかな色だと思って葉を裏返した。

葉裏には光沢もないし、ウブゲも全くなかった。西洋種の証左である。 

 
西洋石楠花：フラッシュライト(長野県軽井沢町：栽培品）。 
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西洋石楠花：ミセスジョイナー(栽培品）。一般論に過ぎないが、ニホンシャクナゲは暑さ

に弱いが、西洋種は暑さに強いものが結構多く、関東周辺でも栽培しやすい利点がある。 

 
プレジデントルーズベルト、覆輪花の代表種でもある。この種は通常は葉に黄色の斑が入る。 
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西洋石楠花：ミセス・ルーズベルト、葉に斑の入らない種をミセス・ルーズベルト、明白に白黄色

の斑の入るものを単にルーズベルトとして区別しているようである。しかしこの株は葉に班の

痕跡が残っているように見える。この斑は単なる枝変わりなのかも知れない(埼玉県深谷市）。 
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西洋石楠花：奥早出(栽培品）。最近ではセイヨウシャクナゲの改良が日本でも盛んに行われて

おり、特に新潟県が盛んである。日本人が好む中間色のものが比較的多い。 

 
西洋石楠花：レムズモナーク(栽培品）。 
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西洋石楠花：桜狩(栽培品）。日本シャクナゲはどれも暑さには弱いものの、寒さには強い。

しかし西洋種では暑さに強く、意外にも寒さに弱いものもあるので注意する必要がある。 

 
西洋石楠花：紅富士(栽培品）。 
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西洋石楠花：炎の舞は葉も花も小ぶりで、葉には斑が入り、花弁はやや波状する(栽培品）。 
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西洋石楠花：品種名不詳(栽培品）。基本的にシャクナゲはツツジの仲間ある。したがって

弱酸性土壌と日当たりがよく、やや湿り気の多いところを好む。 

 
西洋石楠花：品種名不詳(栽培品）。
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西洋石楠花：品種名不詳(栽培品）。特に花時はあまり乾燥させないことが大事で、乾燥し

過ぎると花弁がしおれてしまうこともある。左側には葉裏が見えているがウブゲはない。 

 
西洋石楠花：品種名不詳(栽培品）。しかし水をやりすぎると根が腐ってしまうこともある。

花は雨の比較的少ないときに咲くので、季節に応じた水遣りが必要である。 
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西洋石楠花：品種名不詳(栽培品）。 

 
西洋石楠花：パーシーワイズマン(栽培品）、ツボミのころはオレンジ色をしている。 



花の縁 02－01－04 

                             

26

26 

 
西洋石楠花：ゴールデントーチ(栽培品）。日本の高山にもキバナシャクナゲがあるが、これ

はどういうわけか葉の裏にウブゲがない。違う経路で日本に渡って来たのかもしれない。 

 
西洋石楠花：ハイドハンター(栽培品）。 
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西洋石楠花：品種名不詳(栽培品）。ニホンシャクナゲはせいぜい高さは 2～3m であるが、

西洋種は５m ぐらいになるものも少なくない。植え場所への配慮も必要である。 

 

西洋石楠花：さきがけ(栽培品）。 



花の縁 02－01－04 

                             

28

28 

西洋石楠花：太陽(栽培品）。西洋シャクナゲは色彩が豊富で、ほとんどの色がそろっている。

この太陽は最も鮮やかな赤色種の一つであろうか(埼玉県川口市)。 

 
西洋石楠花：アントンバイフィリー(埼玉県深谷市)。 
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西洋石楠花：品種名不詳(栽培品）。 
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西洋石楠花：かぐや姫。淡いピンクから移り白の品種である。日本にはこれに近い色の

種で屋久島石楠花がある。屋久島石楠花は、耐暑性があり東京付近でも栽培しやすく、また

入手もしやすい。この花は桜のような色がなんとも優しげであるが、西洋石楠花には耐寒性

の弱いもの、耐暑性の弱いものなどいろいろなので、植え場所や管理には要注意である。 
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一見すると吾妻石楠花に見えるが、これも西洋石楠花である(長野県軽井沢町)。 
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神代植物公園の西洋石楠花である。まだ西洋石楠花が日本で普及し始めて間もない頃に

植えられたものなのだろう。この植物公園には背丈以上のものが数多く植えられている。 
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西洋石楠花：品種名不詳(埼玉県川口市安行見本園）。成長は早くはないが、こんな大樹になる

こともしばしばで、こうなると花をびっしりと付けてくれる。 

 
西洋石楠花：品種名不詳(埼玉県川口市植物振興センター)。         目次に戻る 


