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６）ユリ＝百合 
ユリはユリ科ユリ属の総称で、北半球の温帯を中心に130 種が分布する。そのうち

アジアには71 種、北アメリカには37 種、ヨーロッパには12 種、ユーラシア大陸には

10 種がある。日本には 15 種が知られユリの宝庫ともいわれており、このうち 7 種

が日本の特産種で、花も美しく鑑賞価値も高いために、多くのものが栽培されている。

和名のおこりは大きな花が数個の総状花序となり、風に揺れるところからユリに

なったとも、朝鮮語の『nari』の転じたものともいわれている。中国では球根の

鱗片が重なり合うところから、『百合』と呼ばれ、その鱗片は葉が変化したもので

『鱗片葉』といい、この鱗片葉の中心には短縮茎である『鱗茎』がある。他の球根

植物とは異なり球根を包む『球皮』がないので、鱗片葉は剥がれやすい。 

ユリの球根の中には径 2cm の小型のものから、径 20cm で重量 1kg に及ぶもの

までいろいろとあって、この鱗片には澱粉を多く貯蔵し、ヤマユリなどは苦みもなく

食用になる。百合根には蛋白質やリンなどが、他の野菜類と比べると特に多く含まれて

いるものの、非常に柔らかいので煮すぎると煮崩れしやすい。民間療法では百合の

鱗片は火傷、腫物の痛み止め、去痰剤、利尿剤などに使われてきた。 

大和の三輪山を御身体とする三輪神社では、昔から山百合の花を、病者を治す

霊草として敬愛してきたという。中国でも百合は薬として扱われ、『神農本草経』

(シンノウホンゾウキョウ)では、滋養強壮の効果があると記されている。また古代

ギリシャやエジプトでは、油と百合の花から香油を作り皮膚病などの治療に用いた

ことが、ディオスコリテスの『薬物誌』の中に記されている。 

ユリの花弁数は 6 弁で、このうち 3 弁は萼片が変化したものである。花色は白、

黄色、桃色、オレンジ、赤、淡紫色など極めて豊富で、花も径 10cm 以上の大きい

ものから、5cm 程度のものまでいろいろである。花は径頂に数個かためてつける

ものが多く、中にはヤマユリのように、茎が帯状となり 150 個以上も開いたという

記録もある。花期は寒冷地型のものは 5 月頃と早く、逆に暖地型のものは 8 月頃と

なる。また花には芳香のあるものとない種類とがあり、白色、桃色、赤色のフラボン

やアントシアン系の色素を持つものには強い香りがある。一方、オレンジや黄色など

カロチノイド系の色素(06-02-00参照)を含むものには芳香がない。草丈もまた変化が

多くサクユリは2m にもなる反面、ヒメエゾスカシユリのように10cmのものもある。

葉の形も変化が多い。日本で多く見られるものはヤナギ葉状のものか、モモの葉に似た

ものがほとんどで、アメリカ原産のものにはヤツデのような掌状になるものもある。 

ユリ属は大きく分けると 4 種類に分類され、テッポウユリ(鉄砲百合)、ヤマユリ 

(山百合)、スカシユリ(透かし百合)、カノコユリ(鹿の子百合)の４種類である。 

テッポウユリは斑点がなく、白色系のものと淡桃色系のものがある。花は横向きも

しくは下向きとなり、主な品種としては、イースターリリー、マドンナリリー、ササユリ､
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オトメユリ、タモトユリ、ハカタユリ、リーガルリリー、タカサゴユリなどがよく

知られている。イースターリリーとはテッポウユリのことで、一方ハカタユリは中国

原産のユリで、博多に渡来したことに由来する。 

ヤマユリは山野に自生している白色に茶色の斑点のあるもので、この仲間のもの

は横向きか、やや下向きに花を咲かせる。花は強い芳香がある大きな杯状で、時には

10 輪以上の花房となる。ヤマユリのほかにサクユリなどがある。サクユリは大島

から青ケ島に自生し、花茎が 30cm 以上になることもある。世界最大の百合で花色

は白色、花弁の中央には黄色の帯があり、また斑点もある。 

スカシユリは花が杯状で上向きに咲き、花弁の先端部は広くなり逆に付け根付近

は細くなっているため、花弁と花弁の間に隙間のできるところから、この名前が

ついた。黄色からオレンジ色系のものが多く、香りはなく斑点がある。 

カノコユリは花弁が大きく外曲して反転するために花全体が球状となるもので､

下向きに咲き斑点も多い。カノコユリの他オニユリ、コオニユリ、タケシマユリ､

クルマユリ、キカノコユリなどがある。 

ユリの繁殖は鱗片を一枚ずつ剥がして育てる。しかし花が咲くまでには 3～4 年

もかかるので結構苦労が多い。適期は球根が最も充実する 9 月頃がよく、鱗片を一つ

ずつ剥がして、いわゆる鱗片挿しを行なう。種子でも増やすことは可能だが、発芽

温度が高く25℃ぐらいなので、何時でもというわけには行かない。従って梅雨明けの

頃に昨年実った種子を保存し播種する。鱗片よりも手がかかるものの 2 週間ぐらい

で発芽し、2～3 年後には開化するので試みてみるとよい。植え場所は保水も排水も

よく、耕土が深く腐葉土などがたっぷりとあるところが理想である。テッポウユリ

やスカシユリ、リーガルリリーなどの品種は、陽のよく当るところを好むが、ヤマユリ、

ササユリ、オトメユリなどは、どちらかというと半日陰ぐらいを好む。強い西陽や

強い陽ざしを嫌うので、樹林の下草などとして植えるとよい。またユリは他の球根

植物と比べると深めに植えるほうがよく、一般的には球根径の 3 倍の深さにする。

肥料も多めに与え、化成肥料と油粕を交互に与えるようにする。 

ところでユリの根は下方向に伸びるものと、地表近くに伸びるものと 2 種類があり、

｢下根｣は主に径を支えるもので 3 年ほどのサイクルで更新する。一方地表近くの

｢上根｣は毎年交代する。これは養分を吸収する作用があるので、腐葉土や置き肥

などをうまく取り込む仕組みになっている。 

昔から白い百合の花は｢純潔の証｣とされ、歌などの素材にもされてきたが、正倉院

の御物である『花樹孔雀文刺繍』の中には、美しい百合の文様が描かれており、『記･紀』

などにも登場する。百合は正真正銘の日本の花なのである。『古事記』によれば、

大和に東征した神武天皇は、大和の高佐士野(タカサジノ)という所で、七人の媛女

(オトメ)に出会う。すると大久米命(オオクメノミコト＝入れ墨をしていたことでも
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よく知られている)というお付の者が、神武天皇に次のような歌を送る。 

   倭(ﾔﾏﾄ)の 高佐士野を 七行く 媛女ども 誰をし枕(ﾏ)かん 

神武天皇は『富登多多良伊須気余理比売』(ホトタタライスケヨリヒメ)またの名を

『比売多多良伊須気余理比売』が最前に立っているのをご覧になって次の歌を返す。 

   かつがつも いや先立てる 兄(ｴ)をし枕(ﾏ)かむ 

かくて天皇はこの娘と結婚をしたというわけである。兄は年上という意味で、七人の

媛女とは神に仕える巫女のことである。また『富登』とか『宝登』は、女性の陰部

のことで、別名はこの『富登』を嫌って、後に改めたものと記されている。それでは

なぜ『富登多多良伊須気余理比売』と呼ばれたかというと、これがなかなか面白い。 

『古事記』によれば、彼女の母親は『三島湟咋』(ミシマノミゾクヒ)の娘で、大変

に美しい人であった。その名を『勢夜陀多良比売』(セヤダタラヒメ)といったが､

その美貌のため、この女性は美和の『大物主神』(オオモノヌシノカミ)に見初め

られた。『大物主神』は『勢夜陀多良比売』を我がものとするために丹塗り矢に化けて､

この美人が大便をしているときに、その大便をするための溝の上流より流れ下って､

彼女の陰部を突いたというのである。とんでもないスケベ神であるのだが、この

ような物語は、実は『記･紀』には其処比処に見ることができる。これに驚いた

『勢夜陀多良比売』は、ホトを突いた矢を持って行って床の辺におくと、この矢は

たちまち美男子に生まれ変わったという。彼女はこの両親から生まれたために、

『富登多多良伊須気余理比売』と呼ばれたのだという。厠が川屋であり、昔は水洗

便所であったことはフジの項でも述べたとおりだが､『富登多多良伊須気余理比売』

の祖父にあたる先の『湟咋』(ミゾクヒ)の『湟』も実は『溝』のことで、『咋』は『杭』

を意味しており、男根の意味がここに隠されている。一説によれば『陀多良』の

意味も、男根が『立つ』という意味と、掛け詞になっているともいわれているが、少々

穿ちすぎの感は否めない。また大阪府の茨木市には今も『湟咋神社』がある。 

しかし一般的には『多多良』というのは鉄を精錬するときに使う『鞴』(フイゴ)

を意味することから、これにより天皇が鉄器の製造技術を得たことを語っていると

いう説もある。『勢夜』はそもそも『征矢』(ソヤ)のことで、金属製の矢じりを意味

していたというのである。しかし『勢夜』は『兄矢』(セヤ)でこれも男根を意味して

いるともいわれている。それはさておきこのあたり一帯は、昔から鉱物資源にも

恵まれたところで、優れた技術を持った鍛冶職人がいたといわれている。ホトは

鍛冶に用いる炉である『火窪』(ホド)でもあるというのだ。さらに『大物主神』は

『大国主命』と同一人物だが、鍛冶職人の守護神でもあった。一説によればこうした

鉄器を製造する技術を持った者は、大陸から渡ってきた技術者集団ともいわれ、

『大物主神』もその流れをくむ代表者だったと解釈することもできよう。 

さて前置きが長くなってしまったが、この娘は、ササユリの古名である『佐葦』
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(サイ)に因む狭井川(サイガワ)の地に住んでいたとされ、その家のそばには山百合草

の花が咲き乱れていたという。『古事記』では「山由利(ﾔﾏﾕﾘ)草の本(ﾓﾄ)の名は佐葦

という」と記しており、神武天皇はこの佐葦の花のように美しい娘と、結婚したと

記述しているのである。 

しかし『狭井』はまた『騒』であったという説もある。『狭井河』は『騒河』であって､

激流が流れていたというのである。しかしどちらにしろ、そこに百合の花が咲いて

いたことには変わりない。この物語に因んで『狭井神社』(サイジンジャ)では4月18日

の祭礼では『鎮花祭』(ハナシズメマツリ)を行ない、三輪山の白い笹百合の根を､

お供えする神事が今も行われている。そして因縁の三輪神社でも、古くから山百合の

花を、疫者を活かす霊花、霊草として大切にしてきた。また奈良市の『率川神社』

(イザガワジンジャ)においては、6 月 17 日の三枝祭(サイグササイ)には、ササユリ

と罇(ソン)のお神酒(ミキ)を供えた神前で、ササユリを持った巫女達が美しい舞を

奉納する。祭神はもちろん『伊須気余理比売』となっており、この祭は『延喜式』に

も記されているほど、古式ゆかしい祭なのである。｢佐葦｣はまた｢幸｣に通ずるもので、

｢三枝｣(サエ)は最初の年には一つ、翌年にはもう一つ、さらにその翌年には3輪と、花の

数を増やして咲くササユリの姿を現したもので、三枝はまた｢幸種｣(サイグサ)である。

このため三枝をサエグサと発音するようになったのだという。しかし『日本書紀』

には何故かこの故事は記述されていない。ただ『事代主神』(コトシロヌシノカミ)が､

『三嶋溝橛耳神』(ミシマノミゾクイミミノカミ)の女(ムスメ)の『玉櫛媛』(タマクシヒメ)

と結婚して生まれた『媛蹈鞴五十鈴媛命』(ヒメタタライスズヒメノミコト)という方

が大変な美人なので、正妃として迎えられたらどうかと進言するものがいて、天皇は

この媛を召し入れたと記されているだけなのである。このあたりに『日本書紀』と

『古事記』との差異が現れている。 

『日本書紀』は歴史の流れを物語として捉えるより、日本という国の『歴史』を

語ろうとしており、これに対して『古事記』は、その字のごとく古い事を一つの

『物語』として捉えようとしているのである。もともと『紀』という言葉は『紀元』

であり『年紀』であり、歳月の流れを表わしている。一方『記』は記すという意味

の強い言葉で、『記述』『伝記』なのである。だから『古事記』では『倭建命』に関

しては必要以上に深く記述し、極めて物語的に仕上げていると見ることもできよう。 

さて以下の話は蛇足である。『大久米命』が入れ墨をしていたことは先にも述べた

とおりだが、『古事記』には『伊須気余理比売』が、そのことを不思議に思って､

｢どうしてあなたの目は、入れ墨をした鋭い目をしているのですか｣と問うと、大久米命

は｢嬢子(ｦﾄﾒ)に 直(ﾀﾀﾞ)に遇(ｱ)はむと 我(ﾜ)が黥(ｻｹ)る利目(ﾄﾒ)」と謡ったと記されて

いる。つまり天皇の嫁選びのために目を鋭くしていると答えたのである。ここでは

黥(ｻｹ)る利目(ﾄﾒ)とは、入れ墨をした鋭い目という意味であり、黥は裂くと同じ意味で､
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皮膚を裂いて墨を入れたから、このように表現されたのだろう。入れ墨に関しては､

03-05-18 のヒシの項で詳述するとして、これは太平洋上の島々を初めとする主に南方

系の諸民族の習俗で、沖縄の島々やアイヌ人などの間では、つい最近までこの習慣

があった。さらにミクロネシア、ポリネシア、アメリカインディアンやカムチャツカ

方面のギリヤーク族などにもこの習慣がある。入れ墨は環太平洋の諸族の間では､

盛んに行なわれており、特に水中に潜って魚や貝を採る漁師においては、外敵から身

を守るために、出来るだけ恐ろしい顔になるよう入れ墨を入れていた。当時神武天皇

の側近が入れ墨をしていたことは、この天皇の出自を物語る一つの証とも思われ、

注目に値する。この天皇の周辺には南方系の血筋を持ったものがおり、縄文文化を

担った人々の、末裔ととれなくもないように思えるのである。 

さて百合は『万葉集』の中では ｢佐由利｣(サユリ)｢由流｣(ユル) ｢佐由流｣(サユル)

として 10 首が見られ､｢ひめゆり｣として 1 首がある。また『万葉集』に見られる

百合の歌の半分は大伴家持のもので、家持は特に百合の花を好み、野山に咲いていた

百合の花を自邸に移植したことを詠っている。 

   …夏の野の さ百合引き植ゑて 咲く花を 出て見るごとに なでしこが 

   その花妻に さ百合花 後(ﾕﾘ)も逢はんと 慰むる… 

また家持は、次のような歌も残している。 

   さ百合花ゆりも逢わんと思へこそ 今のまさかもうるはしみすれ 

この歌が詠まれたのは、越中の国司の館で宴会をしたときのことだという。家持も

この宴会の客として招かれていたのである。ここで｢ゆりも逢わんと｣の｢ゆり｣は前の

歌と同様に｢後日｣という意味である。従って｢さ百合花｣は｢ゆり｣を導くための序詞

である。その意味は ｢後でまた逢おうと思えば、今逢っているこの時を大切にしたい｣ 

というほどのものであろうか。 

関東地方の筑波山と百合とを詠い込んだものもある。 

   つくばねの佐由流の花の夜床にも 愛(ｶﾅ)しけ妹そ昼も愛しけ 

筑波山に咲く百合の花のように妹は夜寝ているときも昼間も可愛い、という意味で

妹は愛する人であろうか。作者は常陸の国出身の防人だというけれども、素朴な若者

の心が詠まれている感がある。また奈良時代に数奇な運命を辿った女性として名高い

大伴坂上郎女の歌には以下のようなものがある。 

   夏の野の繁みに咲ける姫百合の 知らえぬ恋は苦しきものそ 

姫百合の背丈はせいぜい 60～80cm ほどにしかならない。多くの場合、他の雑草に

囲まれてひっそりと咲いている。そんな姫百合の姿と、自分の境遇とを重ね合わせた

のだろう。彼女の数奇な運命を知ると、その哀しみがしみじみと伝わってくる。

因みに郎女が最初に結婚したのは 13 歳の時だった。すでに老年の域に達していた

穂積親王に嫁ぎ、幼妻として親王から寵愛されたものの、たったの 2 年で死別する。



花の縁 02－04－06 

                             

6

6 

その後は、藤原麻呂(フジワラノマロ)と2年間、相聞(ソウモン＝恋愛)生活が続いたが､

縁あって異母兄であった宿名麻呂(スクナマロ)の妻になる。しかしこれも 2 年間で

死別する。坂上郎女 25 歳の時だった。その後どのような運命をたどったのか、また

この歌が詠まれたのは何歳の時だったか定かではない。しかし彼女の心に去来する

ものは、ひっそりと人を愛することの苦しみと儚さだったのだろうか。百合の花は

そんな人間のひたむきな心を表現するのにふさわしい純白の花である。先にも述べた

とおり『正倉院』の御物である『花樹孔雀文刺繍』(カジュクジャクモンシシュウ)

には、すでに百合の文様が用いられていた。百合はその頃から人間と深い関わりを

持っていたのだろう。ところがどうしたことか平安時代になると、百合は次第に和歌

の素材としては詠まれなくなり、清少納言の『枕草子』にも、また紫式部の『源氏物語』

にも登場しない。その次に登場するのは、鎌倉時代になってからのことで、西行

の『山家集』や『新古今和歌集』の中で、再び詠まれるようになる。 

   ひばりたつあらのにおふるひめゆりの  なににつくともなき心かな 

このほかにも藤原知家などが百合の花を和歌に残している。 

   みま草にかりのこされて姫百合の こころならずやひとにしられん 

しかし室町時代には文学から再び遠ざかってゆく一方、切り花として生活の中に溶け

込んでくる。『立花図式』や『雫流生花書』などには、花瓶に生けられた百合の絵が

描かれている。そして安土･桃山から江戸時代になると、工芸品のデザインや絵画

の中で、再び大輪の花を咲かせるようになる。特に百合を型取ったデザインは縫箔

(ヌイハク)、小袖などの文様として好んで用いられるようになる。中でも桃山時代

の『茶地百合御所車模様縫箔』(チャジユリゴショグルマモヨウヌイハク)は特に有名

である。また襖絵や屏風絵、刀の鍔や漆の盆などにも描かれるようになり、寛永期に

天球院に描かれた襖絵は特に名高い。しかし家紋には百合をデザインしたものがなく、

これはむしろ不思議な気がしてならない。下を向いて咲くものが多かったために、武家

社会ではあまり好まれなかったのかも知れない。 

芸術の分野ではさまざまな形で登場する百合の花は、園芸の分野では江戸時代に

なるまで品種改良の歴史はほとんどなかった。1694年になると貝原益軒が『花譜』の

中で｢ほとんど百種に及ぶ。近年は百合の花を、世にはなはだ賞翫(ｼｮｳｶﾞﾝ)す｣と述

べており、江戸時代になって急速に品種改良が進んだことを物語っている。 

日本の百合をヨーロッパに伝えたのは、ケンペルやツユンベリーでテッポウユリ、

カノコユリ、オニユリ、ササユリなどの図画や標本を、本国に持ち帰ったのがその

始まりである。しかしこの時代にはヨーロッパで注目されることはなかった。ところが

19 世紀になってから 1804 年に、ウィリアム･カーがイギリスにオニユリを紹介し､

1830 年にシーボルトがスカシユリやカノコユリの改良品種を、オランダ本国に持ち

帰った頃から、日本の百合が脚光を浴びるようになる。ことに 1862 年にジョン･
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ペイナが日本の山百合をロンドンのフラワーショーに出品すると絶賛され、1873 年

オーストリアの万国博では一気に商談が進んだ。その翌々年から百合の球根は海外

に輸出されるようになった。そして明治の末期には輸出量が 2,000 万球にも達し、

当時としては大事な外貨を稼いだのである。そして今ではテッポウユリは『復活祭』

(イースター)にはなくてはならない花となっている。テッポウユリのことをイースター

リリーと呼ぶのはこのためである。 

クレタ島のミノア文明の遺跡には宮殿などの壁画にマドンナリリーが描かれている。

またギリシャ神話には以下のような内容の記述がある。 

『アルクメ』は夫の留守中に『ゼウス』と浮気をして『ヘラクレス』を生む。

一方ゼウスの妻『ヘラ』は夫の不実を知り、この子を強く憎んだ。しかしゼウスは

この子には並々ならぬ逞しさのあることを悟って、不死を与えようと企み、ヘラが

眠っているところにヘラクレスをつれて行き、その乳を飲ませようとする。ヘラクレス

は力一杯ヘラの乳首を吸ったのでヘラは目を覚まし、この企てに気づくと激怒して、

強引に乳房からヘラクレスを引き離した。ところがこの時、力余って乳がほとばしり

天と地に散った。ヘラの乳が天に届いたものが『天の川』となり、地に滴り落ちた

ところからは『百合』が生えたと伝えられている。天の川のことを『Milky Way』

というのはこの故事によるものである｡ ローマ神話でも百合の花はユノ(ギリシャ

神話ではヘラ)の聖花として讃えられ希望の象徴、王位継承者のしるしともされた。

古代ローマの貨幣には｢ローマ民衆の希望｣という言葉と共に、百合の花が刻まれて

いるのもこのためである。また古代イスラエルでも百合は純潔と清純の象徴とされ、

『旧約聖書』では｢谷間の百合｣として、また『新約聖書』では｢山上の垂訓の百合｣

として見ることができる。しかしこれは百合ではなく、前者はヒヤシンス、後者は

アネモネという説もある。 

キリスト教が全盛となる中世のヨーロッパでは、百合は宗教的な色彩を帯びて､

純潔と処女性のシンボルとなってゆく。結婚式の花嫁が携える花として百合の花が

選ばれるのはこのような背景があった。そして聖母マリアの持ち物として定番化し、

純白のマドンナリリーはキリスト教の宗教儀式では欠くことのできない花になった。

これはレオナルド･ダ･ビンチやグレコなどの、ルネッサンスの画家達が好んで題材

とした『受胎告知』の絵画で、天使『ガブリエル』に百合の花を持たせたことに由来

する。バチカン市国がマドンナリリーを国花と定めているのもこのためである。また

1197 年にはフランス王家の紋章として、始めて百合の花が用いられた。 

   匂い優しい 白百合の 泣いているよな あの瞳  

   思い出すのは 思い出すのは  北上川のせせらぎよ 

と日本中で歌われたのは、いつごろのことだったろうか。たしか日本がやっと高度

成長時代にさしかかった頃に流行った歌だったと記憶している。 
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｢テッポウユリ｣はヨーロッパではイースターリリーで、純白のユリである。 
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開花したばかりの｢イースターリリー｣、一点のしみもない正に純潔の象徴である。、欧米では、

聖母マリアの花として、マドンナリリーと呼ばれ尊ばれている。 

 
｢タカサゴユリ｣は 8 月の暑い盛りに開花する真夏のユリで、原産地は台湾である。花が

美しいために 1923 年頃から日本に移入され、あちこちで野生化している(栃木県佐野市)。 
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お彼岸の頃、近所のお宅の駐車場にユリの花が咲いた。花弁外側に紫褐色のスジがあるところから、

タカサゴユリと思ったが、雄蕊が黄色い。ひょっとしてテッポウユリなのだろうか。しかし

テッポウユリは花弁の内側も外側も純白であって、この花のように花弁外側に紫褐色のスジは

入らない。？？その真相はこうだ。全国の墓地に生けられたユリの種子がこぼれて、墓地には

やがて両種の交雑種が生まれた。これを新テッポウユリと称していたが、両種とさらにその中間

雑種との交雑は、何代にもわたって繰り返され、いろいろなタイプが生ずることとなった。この

結果両種の判別が困難になってしまい、種々のタイプがあちこちで繁殖しているらしい。もと

もと植物はこうやって種を増やしてきたのだろう。新テッポウユリはその見本なのかもしれない。 
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｢エレガントレディ｣はイースターリリーをピンク色にしたようなユリである。 
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｢エレガントレディ｣という植物名は実に多い。かつてダイアナ・プリンセス・オブ・ウェールズ

と呼ばれたバラや、チューリップにも同様のものがあり、どれも淡いピンク色をしている。 

 
｢ル・レーブ｣はエレガントレディとともに淡いピンクのユリの代表である。ユリを育てる際、

最も気をつけなければならないのはイノシシである。植えつけたとたんに食べられてしまう。 
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｢エレガントレディ｣と｢ル・レーブ｣の中間種のようなユリだが、品種名は不詳。花形は

ル・レーブに似るが、花弁の中に赤い斑点が見られない所は、エレガントレディに似ている。 
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碓氷安中の農産物直売所､｢まゆっ娘｣で、大輪の花をたくさんつけて強い芳香を放っていた。 
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｢ヒメサユリ｣(福島県白河市)、南会津町にはヒメサユリが群生する高清水自然公園がある。

 
｢エゾスカシユリ｣は花弁との間が開いている(神奈川県箱根町湿生花園)。また北海道の斜里郡

小清水町と古宇郡泊村では、エゾスカシユリをそれぞれの町村の花に指定している。
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｢スカシユリ｣の定義は定かではない。一般的には、初夏に咲くユリで、花弁が重ならず隙間

があるものを言うとする説。栽培種をスカシユリ、野生種をイワトユリと呼ぶ説などもある。 
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｢カサブランカ｣は香のよさと、純白の花の美しさをも兼ね備えた名花である。もしユリを

一株育てるなら、このカサブランカかイースターリリーというのがいいように思う。 

 
珍しく一点のしみもない純黄色のユリである。品種名は不詳(さいたま市浦和区)。 
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｢ソルボンヌ｣、最近ではこのような白覆りんのユリも増えてきている。 

 
[カノコユリ｣、四国、九州方面に自生するユリである。和名の由来は赤い斑点を鹿の子に見

立てたもので、写真のように花弁は著しく反り返る特徴がある。 
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｢オニユリ｣は花弁が上に大きく反り返り、ここに大型の蝶キアゲハやクロアゲハなどが吸蜜

にやってくる。花の中にもぐりこまなくても蜜が吸えるからだらだろうか (長野県美ヶ原）。
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｢ヤマユリ｣は花弁に赤褐色の斑点が多い(栃木県日光市）。 

｢クロユリ｣(神奈川県箱根町湿生花園）。かつては『恋の花』として歌われたこともある。 
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ユリの仲間は他にも球根の形状が 2 枚貝のようであるところから、漢字では『貝母』と記すバイモユリ

という種がある。クロユリに近い仲間で、学名は『Fritillaria verticillata』。園芸的には赤紫の花を咲か

せるものや、透けるような白い花を咲かせるものもある(神代植物公園)。 
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園芸種のバイモユリ、山野草ブームの中、静に愛培されている(長野県軽井沢町)。 
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バイモユリには白い花を咲かせるものもあって、これはなかなか可憐である。

 
ユリの根は浅い根と深い根があって、この浅い根は毎年交代し養分を吸収する。    目次に戻る 


