
バラを知る
2021年8月21日

新井裕之



タイムスケジュール

• 15:00～15:05 開会、北村先生挨拶

• 15:05～15:35 第1部 3つのバラを繋ぐ【はまみらい、ノイバラ、ブルガリアンローズ】

• 15:35～15:40 休憩

• 15:40～16:10 第2部 バラの3要素【形、色、香り】

• 16:10～16:15 休憩

• 16:20～16;30 秋からのバラ管理、資料説明

• 16:30～17:00 質疑応答、閉会



ノイバラ

はまみらい
ブルガリアンローズ

第1部 3つのバラを繋ぐ



はまみらい



はまみらい

• 横浜開港150周年を記念とし、そのシンボルの１つとして、
市民から名称を公募。2682点の応募から選ばれ、
Y150開催の2009年に発表されました。

• 「広く市民に親しまれ愛される」「日本生まれ、日本語や
ひらがなの名称がふさわしい」「横浜のみらいの更なる発
展を願う」という意味がこめられています。

• 和名： バラ はまみらい

• 別名、別表記：薔薇 はまみらい、バラ ﾖｺﾊ150（品種
登録名）、Rose 'Hamamirai'

• 学名： Rosa × hybrids 'Hamamirai’

（ロサ・ヒブリダ 'はまみらい'）

• バラの分類： ハイブリッド・ティー(HT) 

• 性質： 木立性、四季咲、大輪、一輪咲（房咲になり
やすい）、八重、剣弁高芯咲（やや丸弁カップ咲に近
い）、中香（ティーを主体にミルラ、ダマスク）

• 育成者： 武内俊介（京成バラ園芸株式会社）

• 作出年： 2006年

• 農水省種苗登録品種（登録番号：21668、登録
名：ヨコハ150、登録者：公益財団法人横浜市緑の
協会）

• 商標登録（登録番号：第5192355号、権利者：公
益財団法人横浜市緑の協会、指定商品又は指定役
務：木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧
草，盆栽



「はまみらい」のご先祖様（原種）

コウシンバラ（中国原産）ロサ・ガリカ（別名フランスバラ、ヨーロッパ原産）



バラをふやす方法

挿し木 種まき（実生）



つぎ木でふやす「はまみらい」
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「はまみらい」の、
芽がついている枝
（「穂木」という）

あらかじめ、
種まきか、
挿し木で
ふやした
「ノイバラ」
（「台木」
という）



ノイバラ



ノイバラ

• 横浜日本に昔から自生する、野生のバラ、

原種のつるバラです。春バラの時期としては

やや早め、約2.5cmの白い小花が房のよう

に咲きます。花はごく短期間で散ります。秋

にオレンジ色の実がなります。

• 現代バラに至る改良の歴史において、多くの

つるバラ、房咲きバラの元になっています。

• 「広く種まきや挿し木で増殖が容易なこと、

性質がとても強いこと、日本の気候に適して

いること。その性質により、日本では接ぎ木の

台木として最も多く利用されています。

• 和名： ノイバラ

• 別名、別表記：野茨、ノバラ、野薔薇、野

ばら、Japanese rose、Eijitsu rose

• 学名： Rosa multiflora

（ロサ・ムルティフローラ）

• バラの分類： 原種（スピーシーズ、Sp）

• 性質： つる性、一季咲、小輪、房咲（ス

プレー咲）、一重、微香

• 原産地： 日本（北海道～九州）、中国、

朝鮮半島



ブルガリアンローズ

画像提供：ブルガリアンローズ文化協会



ブルガリアンローズ

• ダマスクの名はシリアの首都ダマスカスに因んでいます。ロ
サ・ガリカ(Rosa gallica)とロサ・モスカータ(Rosa 
moschata)の自然交雑種と考えられています。

• 古代ギリシャの歴史家、ヘロドトスが「他のバラに優る芳
香を放つバラ」として、1種のバラを記述しています。ビロ
ニア地方では、紀元前千二百年ごろ、バラ栽培が行な
われていた史実があります。これはらいずれも、ダマスク
ローズと推測されています。

• 世界中で伝統的な香水や、アロマ、その他の香りに関
するものに使われている、大変価値が高いバラです。

• 和名： ダマスクローズ

• 別名、別表記： ブルガリアンローズ、バラの女王、トラ
キアローズ、カザンラク、カザンリク

• 学名： Rosa × damascene

（ロサ・ダマスケナ）

• バラの分類： （スピーシーズ、Sp）

• 性質： シュラブ性、一季咲、小～中輪、房咲（スプ
レー咲）または散房花序、一重、ロゼット咲、丸弁、強
香（ダマスク）

• 原産地： 中近東、トルコ（とされている）

画像提供：ブルガリアンローズ文化協会



画像提供：ブルガリアンローズ文化協会

ブルガリア・バラの谷に咲く、

ブルガリアンローズ



私が借りている畑（市民農園）で、
ブルガリアんローズ（カザンラク）を栽培しています。

2020年春、苗を2株購入して植え付け、開花しませんでした。
2021年春、3輪だけ開花。咲いている写真は撮り損ねました。
状態がよい1輪を、ドライフラワーにしました。

左は直近の様子です。

来年は満開を期待！！



過去、未来、そして・・・今。

昔から日本にある

「ノイバラ」と

折本小学校

の校章

横浜開港150周年に命名された新しいバラ「はまみらい」

古代から現在にに至るまで栽培され、

その香りによって人々を魅了し続けて
いる「ブルガリアンローズ」

画像提供：ブルガリアンローズ文化協会



色

形
香り

第2部 バラの3要素



バラの形



このなかで、バラはどれでしょう？

① ④③②



ザ・バラ！ 剣弁高芯（けんべんこうしん）

クイーンエリザベス

「ピース」

熱情



バラの色



バラの花色と、花言葉

花の色 花言葉

赤色 情熱・熱烈な恋・愛情・あなたを愛しています

白色 純潔・深い尊敬・私はあなたにふさわしい

ピンク色 上品・感銘・暖かい心・美しい少女

黄色 友情・平和・嫉妬・愛の薄らぎ

オレンジ色 無邪気・信頼・魅惑・きずな

紫色 誇り・気品・尊敬

青色 奇跡・神の祝福・夢かなう



バラ「はまみらい」花色の標準値
2018年8月26日 横浜ローズプロジェクト

農林水産省種苗登録ホームページ 品種登録データ検索より、
「はまみらい(出願登録名はヨコハ150）」に関する記載

花色についての記載を抜粋
花弁の表面の主な色（＝周辺部分）は65B（＝ほぼ純ピンクに近いサーモンピンク）
花弁の表面の二次色（＝中心部分、周辺部分より狭い）は38C（＝サーモンピンク）
花弁の裏面の主な色は65C（＝表面周辺部分より若干、白っぽい同系色）

花弁の表面、主な色

花弁の裏面

花弁の表面、二次色



部位 補足 色名表現 RHS YMCK RGB Hex

表一次色 周辺部分 ほぼ純ピンクに近いサーモンピンク 65B M35 R255G166B255 #ffa6ff

表二次色 中心部分 サーモンピンク 38C M30Y30 R255G179B179 #ffb3b3

裏面 表面周辺部分より若干、白っぽい同系色 65C M20 R255G204B255 #ffccff

RHSカラーチャート値を、YMCKその他の値に変換

上記Hex値による色見本

表一次色（周辺部分）

表二次色（中心部分）

裏 面



バラの香り



バラの香りは分類されています。

ダマスク系

バラの香水の原料としてよく使われていて、一番人気のあるバラの

香りです。濃厚で華やかな甘い香りで、まさにバラらしい香りと言

えるのではないでしょうか。

ミルラ系

甘い中にスパイシーさがあり、スモークのような香りもします。神

聖な気持ちになって心が落ち着くので、アロマセラピーなどに使わ

れています。イングリッシュ・ローズに多い香りです。

ティー系

名前の通り紅茶の香りです。午後のティータイムを連想させて、心

がホッと和む感じがしますね。モダンローズや中国産のバラに、こ

の香りの品種が多くあります。

フルーティー系

香りは果物の香りです。ダマスク系とティー系が混合されてできた

香りと言われていて、リンゴやレモンなど、様々なフルーツの甘い

香りがします。

スパイシー系
甘い中に香辛料のつんとする香りが混ざり合っています。シャープ

なイメージの香りと言えますね。

ブルー系

さっぱりとした爽やかな香りで、清涼感があります。青色のバラの

香りなのですが、もともと青色のバラは希少なので、バラとしては

珍しい香りです。



引用元：New Roses SPECIAL EDITION for 2011 バラと遊ぶ香り 産経新聞メディックス



ご清聴ありがとうございました
次回研修会、11月21日（日）

テーマ：日本人はなぜ、櫻が好きなのか。


