
　ふやし方には実生、とり木（つる伏せ）、接ぎ木、株分け等ありま�
すが、さし木が一般的です。適期は４月下旬～８月上旬です。�
�
①さし穂　�
今年伸びた枝（つる）で少し固くなりはじめた部分を使い、２節ざしを�
します。先端は芽が柔らかく、さし木後の管理が難しいので使用し�
ません。上の節の枝はさし木後枯れこまないように長く残し、下の�
節は葉を落とし１～２cm位で切ります。さし穂は数時間水あげをします。�
��
②さし床�
鉢穴は防虫網でふさぎ、底にゴロ土を１・２cm敷き、さし木の用土を�
入れます。用土は清潔で肥料分のないもの（鹿沼土、小粒の赤玉土、�
バ－ミキュライトなど）を使用し、十分湿らせておきます。地面に直�
接置かないようにします。�
�
③さし木�
良く切れるハサミで、再度下の節を少し切ります。さし床に穴をあけ、�
さし穂の下の節を土の中にうめます。深さは３～５cm、間隔は葉と�
葉がふれあわない程度にあけましょう。さし木後はさし穂が動かな�
いように株元をしっかり押さえます。たっぷり水やりをした鉢を、�
水をはった鉢皿に入れます。�
��
④管　理�
半日陰に２・３日置いた後、よく日のあたる場所に置きます。また、�
時々葉に霧を吹きます。鉢皿の水は切らさないように、また雨や強�
風に当てないように注意します。約３週間位で発根が始まるので、�
鉢皿の水をごく薄い液肥にし、生育を促進します。葉がきれいな緑�
色をしているのがよい状態です。�
��
⑤鉢上げ�
さし木後２ヶ月を経過すると、３～５本の根が数cm伸びてきます。�
根を痛めないようにていねいに掘り上げ、小さな鉢に植えつけます。�
その後は一般の管理と同様ですが、はじめのうちは肥料は少なめに�
して下さい。�
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病気や虫が発生する時期はよく観察し早期発見する�
薬剤や捕殺で防除�

（関東標準）�

Ｑ買った苗を庭に植えたのですが，枯れてしまいました。�

Ａ丈夫なクレマチスですが、さし木１年生、２年生の小苗は�
　まだ弱いので，ポット苗より一回り大きな鉢で１年間育て，�
　株を充実してから庭に植えつけます。�
�　�
Ｑ紫色の花が咲くのですが、品種名がわかりません。�

Ａ紫色の品種といってもたくさんあります。以下のことを観�
　察して、園芸豆図鑑特集号「クレマチス」を参考に判断し�
　て下さい。�
　花色（濃淡）�
　花芯（大きさ、雄しべの色）�
　花弁（がく片）の形（丸弁、剣弁、波状弁、他に一重咲き、八重咲き）�
　花の大きさ�
　葉（丸葉、細葉）　�
　一番花がどの位置で開花しているか（前年枝か新枝か）�
　品種が判断できると的確な剪定ができ、たくさんの花を咲�
　かせることができます。名前がわかったら忘れないうちに�
　ラベルを立てておきましょう。�
�
Ｑつる（枝）を切ったら花が咲きません。どうしたのでしょう。�

Ａせっかくできた花芽を切ってしまった可能性があります。�
　クレマチスは品種によって剪定法が異なります。品種を調�
　べてそれにあった剪定をして下さい。�
��
Ｑ秋になると葉が枯れて、枝も枯れてきました。切り取って�
　よいでしょうか。�

Ａクレマチスは冬の間休眠します。枝を切り取ったり株を抜�
　いたりしないで、寒さや乾燥を防ぐため株もとをピ－トモ�
　スや腐葉土でおおってやります。２月半ば、枝の節のとこ�
　ろにある芽がふくらんできた頃、品種に合った剪定をします。�
�
Ｑクレマチスの仕立て方には、どんなものがあるのでしょうか。�

Aフェンスや垣根や庭木にからませたり、あんどん仕立て、吊り�
　鉢仕立て、プランター仕立てが一般的です。トレリス（格子垣）�
　を使って立体的に仕立て、壁面などを飾るのもおしゃれです。�
　小輪花は山野草鉢やハンギングバスケットでも楽しめます。�
　寄せ植えにも人気のコンテナでチャレンジしてください。�
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花のつきかた� 花後及び冬期２月の剪定方法�系統分類と品種名�
園芸豆図鑑特集号「クレマチス」より�　�

旧枝咲き・早咲き�

新枝咲き・遅咲き�

新旧両枝咲き�

前年に伸びた枝の�
節から新芽が１～�
４節伸びて花を咲�
かせる。一季咲き�
の性質が強い。�

前年に伸びた枝は�
枯れ、地上部付近�
か地中から新芽が�
１０節以上伸びてか�
ら咲かせる。�
四季咲き性。�

上の中間型。�
前年の枝に咲いて�
また新しく伸びた�
枝にも咲く。�
四季咲き性。�

花後�

２月�

花首を切る程度の弱剪定をす�
る。ただし枝が混んでいる時�
は、数本残して思い切って剪�
定し、枝を更新してもよい。�

枯れて細い枝や芽吹きの弱い�
古枝 を取り除く。�

花後�

２月�

次々と花が咲くので花後の剪�
定が遅くなりがち。惜しいと�
思っても ７～８割花が咲いたら、�
強剪定して、全体の３分の１�
だけ残す。切った枝はさし木�
に利用する。花は切り花とし�
て楽しみます。�
その後は新芽が伸びだして再�
び花を咲かせる。また花後惜�
しまずに剪定を繰り返すと秋�
までに数回花を咲かすことが�
できる。�

冬は大半の枝が枯れている。�
地上部付近の充実した芽を残�
して枯れたつるは剪定する。�

花後�

２月�

弱剪定でも、強剪定でもよい。�
何本か枝があるときは、剪定�
の強弱で開花の時期が多少ず�
れ、一つの株で長く花を楽し�
める。�

冬期充実した枝には花芽がつ�
いている。大きな花を咲かせ�
たいときは枝を整理して、花�
数を調整してもよい。�

Ｐ パテンス系�

Ｍ モンタナ系�

Ｖ ビチセラ系�

Ｊ ジャックマニ－系�

Ｉ インテグリフォリア系�

Ｔ テキセンシス系�

Ｆ フロリダ系�

Ｌ ラヌギノ－サ系�

ＡＭ アルピナ系 マクロペタラ系�

●頂点1花咲き�
カキオ(柿生) �
キノカワ(紀ﾉ川)　�
ドクター ラッペル 他�

●枝の節々に数輪開花�
スプーネリー�
モンタナ テトラローズ�
モンタナ ルーベンス ローザ 他�

●下から順に咲き上がる�
ビチセラ アルバ ルグジュリアンス�
ビチセラ ベティ コーニング�
ビチセラ ルブラ 他�

●頂点から下に房状に開花�
セレナータ�
ニオベ�
ビクトリア 他�

●草性で頂点に数輪開花�
デュランディ�
インテグリフォリア ユフネ(湯船)�
インテグリフォリア ミョウジン(明神) 他�

●下から順に咲き上がる�
テキセンシス エトワール ローズ�
テキセンシス グレイブタイ ビューティ�
テキセンシス ダッチェス オブ アルバニー�

●頂点1花(八重)咲き�
ユキオコシ(雪おこし)�
ビビアン ペンネル�
ベル オブ ウォッキング 他�

●頂点より下に順に開花�
エドムラサキ(江戸紫) �
クリムソン キング�
ザ プレジデント 他�

●頂点1花咲き�
アルピナ パメラ ジャックマン�
アルピナ フランシス リビス　　　　�
マクロペタラ 他�

　２月末になると園芸店に花色豊かなラベルをつけた苗が並びはじ�
めます。市販されているのは、さし木１年生、２年生の苗です。前�
年の枝（つる）に大きな芽があり、ポットの底から根の出ている健�
康なものを選びましょう。丈夫なクレマチスですが、苗の時は弱い�
ので、庭植えする場合は１年間鉢植えで管理してから、本格的な栽�
培に入ります。�
　開花鉢の場合は、枝数が多くて葉の色が濃い、しっかりした株を�
選びます。長くつきあう植物です。じっくりと株全体を見て好みの�
花（品種）を選びましょう。�
　品種によって剪定方法が違うので、「クレマチス　○○○」と品種�
名のついている鉢を選びます。�

（鉢の置場所）�

日光が大好きです。�
　鉢植えはできるだけ陽のあたる場所において下さい。ネマト－ダ�
（ネコブセンチュウ）の被害を予防するため、直接鉢を地面に置かな�
いようにします。�
　庭植えの場合は株元に陽があたらないように工夫をし、根の周り�
を腐葉土やピ－トモスでおおうとよいでしょう。移植を嫌う植物な�
ので、庭植えの場合は慎重に場所を選びます。�

　苗は一度水洗いをして根の状態を確かめ、入手したポット苗より�
一回り大きな鉢に植えつけます。根を傷つけないように注意して下�
さい。クレマチスの根は下に長く伸びるので、腰高の鉢を使います。�
鉢底に網、ゴロ土を敷き、用土を入れます。立枯れ病予防のため、�
地中に１節入るよう深植えにします。�
　鉢の植え替えは、鉢底から根がでてきた頃です。枝の剪定をすま�
せてから植え替えます。鉢から抜いて土を少し落とし、一回り大き�
な鉢に移し替え、根を崩さないようにていねいに作業します。�
用土は保水力があり、水はけのよいものが適しています。�
例　園芸種(太根性)の場合　赤玉土４　鹿沼土４　�
　　　　　　　　　　　　　バ－ミキュライト(又は完熟腐葉土)２�
　　原種系(細根性)の場合　赤玉土４　鹿沼土４　軽石２�
その他、入手しやすい清潔な用土２、３種を混合して使用します。�
　庭植えの場合は、掘り上げた庭土にバ－ク堆肥や腐葉土を３割程�
度、他に苦土石灰を少々混ぜます。埋め戻しをしてから、深く植え、�
たっぷり水を与えます。�
　植え終わったら必ず支柱を立て、枝（つる）を誘引します。　�
　品種名、植えつけ年月日をラベルに書き、土の中に差し込みます。�

　園芸種はいろいろな原種が複雑に交配されていますが、花のつき方には大きく分けて３タイプあり、タイプによって剪�
定が違います。次の表は園芸豆図鑑特集号「クレマチス」の系統分類を利用した剪定方法です。品種名がわかれば剪定方�
法がわかります。樹勢を見ながら剪定しましょう。また原種はそれぞれの品種によった剪定があります。�

　肥料を好みます。開花直前と盛夏と休眠期を除き、２ヶ月に１回�
油カスや骨粉などの有機質の混合肥料、月に２回薄い液肥を与えま�
す。多肥栽培をすると大きな花が咲きますが、花弁が垂れたり花型�
が乱れるのでほどほどにします。　�
　水やりは、土の表面が白く乾いたらたっぷりと与えます。水の好�
きな植物ですが、排水が悪いと根腐れするので注意が必要です。�

　病気も害虫も、よい環境を整えて予防すること、よく観察して、�
早めに発見し駆除することが大事です。クレマチスは丈夫で育てや�
すく、比較的病虫害の少ない植物です。�
　休眠期間中に１、２回石灰硫黄合剤を散布しておきましょう。�
　新芽の頃、ヨトウムシやナメクジに注意し、捕殺に心がけます。�
　ハダニは乾燥しすぎると発生し、ウドンコ病は風通しが悪いと発�
生します。�
　生育をにぶくするネマト－ダ（根コブセンチュウ）を防ぐには、鉢�
を直接地面に置かないことです。�
　元気な枝やつぼみが急にグッタリしてしまうのが立枯れ病です。�
伝染性は弱く地下部での発生がほとんどないため、地中に１～２節�
深植えしておくと、株全体を枯らすことがありません。また地中か�
ら芽がでてきます。�
�

　クレマチスはアサガオのように茎（つる）自体で巻きつくのではな�
く、葉柄がしっかり巻きこむので、いったんからみつくと解くのは�
大変です。伸長がさかんな時は、こまめにビニ－ルタイで誘引しま�
す。鉢の場合は、一定方向にらせん状に誘引していくと、剪定等の�
作業が楽です。�
　咲き終わった花がらをいつまでもつけておくと果実ができ、こち�
らに養分をとられて樹勢が弱くなります。タネをとるとき以外は、�
花が散るまで残さず、早めに切り取り、切り花等で楽しみます。�
　もちろんタネとりもできます。クレマチスのタネはとても風情の�
あるものです。昆虫による自然交配等で、花後３～４ヶ月で茶褐色�
の完熟したタネがとれます。なるべく早くタネをまきます。発芽に�
は１年以上かかるものもあり、管理も多少手がかかりますが、自分�
だけの品種ができるかも知れません。開花までは３～５年位です。�
�

●さし木１年生・２年生の苗�

●クレマチスのタネ�

鉢植え� 支柱�

1節�
土中に埋める�

ラベル�

根鉢は�
くずさない�

ゴロ土�

防虫網�

※市販の支柱の他�

に洋ランの支柱や�

竹を使って工夫し�

てみましょう。�

　色鮮やかな大輪の花、寄り添うよ�
うに集まって咲く可憐な花、うつむき�
かげんにひっそりと咲く花。クレマチ�
スは、多彩な表情でわたしたちの目を�
楽しませてくれます。早咲き、遅咲き、�
四季咲きと開花期も色 。々多くの品種�
の中からお好きなクレマチスを咲か�
せて見ませんか。�

弱剪定� 強剪定�

花首を切る程度にする�
節と節の中間で切り�
新枝の１／３を残す�

※剪定後は肥料を与えましょう。�

苗や鉢の選び方�

植えつけ場所�

植えつけ方と用土�

肥料と水やり�

病虫害�

枝（つる）の誘引と花がらの整理�

花後の剪定� よい花を咲かせるための剪定�
せんてい�

クレマチス咲かせてみませんか…�


