
【アデレード大会講義情報一覧】 

基調講演 10 月 28 日（金）11：30～12：30（日本時間 10：00～） 

講演者 Prof. Chris Daniels 

クリス・ダニエルズ教授(学士, 博士, 科学博士，豪州企業取締役会生涯フェロー) 

演題 オーストラリアのユニークな動植物と人間による影響 

クリス・ダニエルズ教授は，インターナショナル・コアラ・センター・

オブ・エクセレンスの最高経営責任者であり，クレランド野生動物公園

の最高戦略顧問を務めています。また，南オーストラリア大学薬学・医

学部生物学の非常勤教授，アデレード大学の動物学の非常勤教授でもあ

ります。2020 年，南オーストラリア州政府の「グリーン・アデレード」

景観委員会の議長メンバーに任命されました。野生動物の保護と人と自

然をつなぐことを中心とした環境リーダーシップ活動が評価されてい

ます。 

オーストラリアは，人が住む大陸の中で最も乾燥し，最も暑い国です。そのユニークな動植物は，気候

条件の変動の中で何百万年もかけて進化してきました。近代では，外からの入植者が農業，鉱業，林業，

入植地や都市の設立のために自然の景観を大きく変えたことにより，固有の動植物が影響を受けていま

す。 

クリス・ダニエルズ教授は，国際的に高く評価されている著名な都市生態学者であり，作家でもありま

す。20 年以上にわたり，オーストラリアのユニークな動植物と人工環境との相互作用について解説し，

その知識，ウィット，スキルで聴衆を楽しませながら情報を提供してきました。2021 年 8 月，アドバ

タイザー紙（南オーストラリア州の主要日刊紙）が招集した第三者審査会では，クリスを「州で最も影

響力のある環境保護活動家 50 人」の第 2 位に選出しました。 

この基調講演では，オーストラリア固有の生息環境とオーストラリアを原産とする動物や植物を紹介す

るとともに，自然環境に対する人間の影響の変化についても探ります。 

 

講義② 10 月 31 日（月）8：30～9：20（日本時間 7：00～） 

講演者 Trevor Nottle トレバー・ノットル 

演題 オーストラリア ガーデニングの歴史 

アデレード在住のトレバー・ノットルは，ランドスケープ・アーキテク

チャーの修士号を取得しています。45 年以上のキャリアを持つトレバ

ーは，ガーデンデザインと植物学に対する地中海的なアプローチを培っ

てきました。2020 年には，南オーストラリア州マスターランドスケー

パーズから，業界への卓越した生涯貢献に対して「フランク・ウゴディ

賞」を授与されました。 

トレバーは，著者，園芸コンサルタント，講演者，庭園史家として高く

評価されています。「Gardens of the Sun」，「Growing Old Fashioned 

Roses 」，「 Plants for Mediterranean Climate Gardens 」，「 Old 

Fashioned Gardens」，「The New Cottage Garden」など，19 冊の著書があります。ラジオ番組，ソー

シャルメディア，ガーデニング雑誌に定期的に寄稿し，気候変動の中で持続可能なガーデニングを推進



し続けています。 

この発表において，トレバーはオーストラリアにおける「The First Fleet」から続くガーデニングの歴

史について紹介します。ヨーロッパやアジアの古い国々と比較すると比較的短い歴史ですが，233 年の

間に，先住民の活動から前例のない変化がありました。近年の研究により，アングロ・ヨーロッパの定

説に反して，アボリジニが行っていた様々な形の「園芸」があることが分かってきました。講演はこの

点から始まります。 

 

講義③ 10 月 31 日（月）9：20～10：05（日本時間 7：50～） 

講演者 Sue Zwar スー・ツヴァール 

演題 デビッド・ラストン，オーストラリアをバラの世界地図に載せるために果たした役割 

スー・ツヴァールは，夫のジョンとともに，南オーストラリア州南東部

の高級ワイン産地クナワラで，過去 45 年間にわたり広大な庭造りを行

ってきた情熱的なガーデナーです。この庭は現在約 3.5 ヘクタールあ

り，多種多様な樹木，低木，伝統的なばらが植えられています。また，

ペノーラやクナワラ近郊の公共ばら園の開発・管理も行っています。 

スーは，南アメリカのばら会南東支部の設立に貢献し，初代事務局長を

務めました。また，2012 年にマウントガンビアで開催された第 11 回全

国ヘリテージ・ローズ会議の企画・運営をジョンと共同で行っています。 

南オーストラリア州ばら会の終身会員です。 

スーは，デビッド・ラストン叙勲受章者の生誕地でもあるレンマーク生まれであり，2008 年にデビッド

と共に彼の生涯に関する本を書き始め，2 年以上かけて完成させました。彼女は，デビッドとの親密な

関係の中で，デビッド自身が，ばらをはじめとする園芸植物の百科全書的な知識と，その知識を惜しみ

なく分かち合う姿勢をもった，ばら界にとって重要な存在であることを強く認識するようになりました。  

 

講義④ 10 月 31 日（月）10：55～11：40（日本時間 9：25～） 

講演者 Jim Cane ジム・ケイン 

演題 アリスター・クラークほかオーストラリアのばら育種家たち 

豪州のばら hybrid 化の 100 年 (パート A) 

ジム・ケインは，自然界，特に植物とその生息環境に生涯関心を持ち続

け，その結果，ホバートの王立タスマニア植物園（RTBG）で園芸のプ

ロとしての長いキャリアを築きました。1973年に研修生として入社し，

園芸学の学位を取得した後，園長代理を含む多くの役職を経て，36 年

後に退職しました。この間，ジムはばらに特別な関心を持ち，RTBG の

ばら・コレクションの拡充に貢献しました。 

1995 年にはチャーチル奨学金を得て，ドイツのヨーロッパ・ロザリウ

ム・ザンガーハウゼン，エディンバラ王立植物園，ケープタウンのカー

ステンボッシュ国立植物園，ロンドンのキュー王立植物園などで，植物園やばら園の運営を学びました。

キュー王立植物園在学中に，植物園管理の国際学位を取得しました。 

 

ばらをはじめとする植物への愛情が，イギリス，ヨーロッパ，中国，チベット，ブータン，チリ，アル



ゼンチン，ニュージーランド，カナダなど，世界中を旅する原動力となっています。 

王立園芸協会（英国），アルパインガーデン協会（英国），国際デンドロジー協会（英国），オーストラリ

アのヘリテージローズ，南オーストラリア州ばら会のメンバー。2001 年から継続してオーストラリア

国立ばら会（NRSA）の名誉会計を務め，現在は世界バラ会議 2022 の会計を担当しています。2008 年

には NRSA への優れた貢献に対してサービス・メダルを，2018 年にはオーストラリア・ローズ・アワ

ードを，2020 年には TA Stewart Memorial Award（SMA）を授与されています。 

現在，ジムは，タスマニアで引退生活を楽しみながら，広くて広大な庭で 100 近いばらを育て，また，

雑種牛の小さな群れと一緒に家族の農場を経営しています。 

 

講義⑤ 10 月 31 日（月）11：40～12：20（日本時間 10：10～） 

講演者 Tate Hancox  テイト・ハンコックス 

演題 アリスター・クラークほかオーストラリアのばら育種家たち 

豪州のばら hybrid 化の 100 年 (パート B) 

テイトは，幼い頃から両親の庭仕事を手伝っていた熱心な園芸家であ

り，ばら栽培家でもあります。原種からモダンなシュラブローズまで，

約 160 種のばらを含む 1,000 種以上の植物を育てています。また，古い

園芸道具や書籍，記念品などを収集し，園芸学や植物学の歴史における

これらの重要なアイテムを修復・保護しています。 

2018 年，アデレード大学にて植物学と土壌学を専攻し，理学士号（上

級）を取得。2022 年，南オーストラリア州の生物活性ハチミツ生産の

ためのギョリュウバイ（フトモモ目フトモモ科）に関する博士論文を審

査に提出。 

大学の勉強を終えるだけでなく，テイトは南オーストラリア州ばら会の会員としても活躍しています。

アデレード植物園の国際ばら園とオーストラリア国立ばら試験場，そしてアデレード大学の 20 世紀ば

ら園でボランティアもしています。また，南オーストラリア州ばら会の公認剪定師でもあり，公開剪定

デモンストレーションのアシスタントも務めています。剪定はテイトのばら栽培の好きな部分で，2017

年には Gardening Australia でこのテーマでテレビ番組に出演しました。 

テイトのプレゼンテーションは，ジム・ケインに引き続き，1960 年代から現在までのオーストラリアの

ばらの育種家に焦点を当てたものです。過去 60 年間の重要なばらとばら育種家にスポットを当てなが

ら，皆さんを旅にお連れします。また，現代のオーストラリアの育種家が，将来何を達成するために注

力しているのかを紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



講義⑥ 11 月 1 日（火）8：30～9：20（日本時間 7：00～） 

講演者 Doug Grant(NZ)  ダグ・グラント 

演題 ニュージーランドのばら園，ばらと育種家 

ダグ・グラントは，1998 年から 2001 年，2014 年から 2018 年の間に

ニュージーランドばら会の会長を務めました。彼は 2015 年から世界バ

ラ会連合の豪州地域担当副会長の一人としての任につきました。同年，

ダグのリーダーシップと卓越した貢献が認められ，彼のニュージーラ

ンドばら会への貢献に対する世界バラ会連合ワールドローズアワード

が授与されました。成功したばら育種家である彼は，フランクリン地区

ばら会の長年のメンバーであり，長年にわたって全国レベルで多くの

役割を担ってきました。ダグは，遺伝学と植物育種を専門とする科学

者，コンサルタントとしての仕事をしています。 

ダグ・グラントのプレゼンは，ヘイデン・フォールズが紹介するニュージーランドのばら園，革新的な

ばら，そしてニュージーランドのばらの育種家の紹介とシームレスに融合しています。特に，20 世紀の

偉大なばら育種家の一人であり，ばら育種の世界的リーダーとなり，Plant Variety Rights（植物品種権）

の確立に貢献した，サム・マグレディ 4 世博士に賛辞を贈ります。 

 

講義⑥ 11 月 1 日（火）8：30～9：20（日本時間 7：00～） 

講演者 Hayden Foulds(NZ) ヘイデン・フォールズ 

演題 ニュージーランドのばら園，ばらと育種家 

ヘイデン・フォールズは，ニュージーランドばら会の現会長であり，2

つの出版物の編集者とウェブマスターを兼任しています。1995 年以

来，マナワツばら会のメンバーであり，現在はその会長でもありま

す。ヘイデンは，パーマストンノースの NZRS 国際ばら試験にも深く

関わっています。2019 年，ヘイデンはオーストラリアとニュージーラ

ンドのばらへの貢献に対して T.A Stewart Memorial Award を授与さ

れました。彼は日本，オーストラリア，カナダ，南アフリカ，フラン

ス，ニュージーランドで行われた世界バラ会連合のイベントに出席し

ています。また，原生植物ナーセリーで生産管理者も務めています。 

ヘイデンは，ニュージーランドのばら園を特集したプレゼンテーションを行う予定です。このプレゼン

テーションでは，ニュージーランド最高のばら園を紹介し，ニュージーランド産のばらとばら生産者を

紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



講義⑦ 11 月 1 日（火）9：20～10：05（日本時間 7：50～） 

講演者 ダニエル・ブーレンズ 

演題 リヨンとその他のローズガーデン - 公園と庭園，そして都市におけるその重要性につ

いて  

ダニエル・ブーレンズは，退職したばかりですが，その職歴のすべてを

公共の公園と庭園の分野で過ごしてきました。前職では，フランス・リ

ヨン市の植物園や動物園を含む公共公園・庭園のディレクターを務め

ていました。 

2001 年からは，公共緑地における化学物質の使用を禁止するための戦

略を策定。そして 2007 年以降，リヨンの公共空間では化学薬品が一切

使用されなくなりました。これはとても模範的な試みです。 

ダニエルは，フランス，ヨーロッパ，そして世界各国（日本，中国，オ

ーストラリアなど）の会議で，これらの新しい技術を熱心に広めています。 

ダニエル・ブーレンズは，フランスばら協会とフランスばら協会（Heritage Roses Anciennes en France）

の主要メンバーとして，尊敬を集めています。また，リヨンやヨーロッパ各国で開催されるばらの品評

会の国際審査員も務めています。 

2015 年，ダニエルはリヨンで開催された第 17 回世界バラ会連合世界大会の開催を支援しました。この

素晴らしい大会と，半年間にわたって 600 以上のばら関連イベントでリヨン市を活性化させた国際ばら

祭は，あらゆる人の記憶に残っています。自然，庭師，花の間に常に存在する友情との美しい出会いを

通じて，ばらと世界のばら園への情熱を皆さんにお伝えします。 

 

講義⑧ 11 月 1 日（火）10：35～11：25（日本時間 9：05～） 

講演者 Matthias Meilland マティアス・メイアン 

演題 今日の庭の低木ばら。公共空間における新旧の低木ばらの利用法 

マティアス・メイアン氏は，世界で最も有名なばら一族のひとつであ

るフランス・メイアン家の 6 代目にあたります。メイアン・インター

ナショナルは，切り花産業や庭木，造園用に革新的なばら品種を生み

出しています。世界 62 カ国に代理店を持つメイアン・インターナシ

ョナルは，まさにばら界におけるリーダー的存在です。 

1977 年に生まれたマティアス・メイアンは，4 歳のとき，南フランス・

アンティーブの育種場で祖母ルイエット・メイアンの指導のもと，ば

らの育種を学び始めました。7 歳のとき，自分の名前をつけたばらが

ノミネートされ，「メイフォリオ」が最初のコンテストとなりました。10 代の頃には，切り花産業を発

展させようとしていた父アラン・メイアンについて，中南米へと渡りました。彼はカリフォルニアで学

び，映像制作会社を立ち上げた後，2013 年に家業へ戻り，メイアンハウスの広報を担当するようになり

ました。現在ではマーケティング部門を管理しており，アジア・オセアニア地域で既存・新規市場の開

拓を行うことが多くなっています。 

彼のプレゼンテーションでは，世界各国の公共空間におけるランドスケープローズの活用を紹介するツ

アーをお楽しみください。ランドスケープローズが業界に革命を起こした 1970 年代から，造園におけ

る最新のトレンドまでを紹介し，ばらを都市部に取り入れることと，その利点を際立たせます。 



講義⑨ 11 月 1 日（火）11：25～12：10（日本時間 9：55～） 

講演者 Dianne Sommers ダイアン・ソマーズ 

演題 変化する時代におけるばら会 アメリカばら会の 130 年の歴史 

ダイアン・ソマーズは，第 57 代米国ばら会(ARS)会長として 2021 年

から 3 年間の任期についています。40 年以上のばら栽培家であるダイ

アンのウィスコンシン州にある新しい庭には，170 種以上のバラが植え

られています。これまで，ARS 会計，NCD 地区ディレクター，第 5 地

域ディレクターを歴任し，多くの委員会の委員長を務めています。最近

では，戦略計画委員会の委員長として，コンサルティング・ロザリアン，

各地域のばら会とその会員のために，質の高いプログラムや講師への

アクセス向上のための技術ソリューションの導入を率先して行いまし

た。 

地元ばら会 2 団体の元会長であり，ノースセントラル地区，ミルウォーキーばら会，ウォーキーばら会

への多大な貢献により，ARS シルバー名誉賞，ブロンズ名誉賞 2 回を受賞しています。また，地域での

貢献が認められ，Outstanding Consulting Rosarian Award と Outstanding Judge Award を受賞して

います。彼女は ARS マスターローザリアン，園芸・アレンジメント審査員としても活躍しています。 

アメリカばら会は，2022 年に設立 130 周年を迎えます。これは大変な快挙であり，祝うべき時節であ

ると同時に，将来に向けた戦略的な投資を行うべき時でもあります。ガーデニングの人気が高まり，ば

らという品種の品質や種類も増え続けています。ARS の会長であるダイアン・ソマーズが，ARS が会員

とガーデニングコミュニティに価値を提供し，今日の世界にとって最適な存在であり続けるために行っ

ている活動を紹介します。 

 

講義⑩ 11 月 1 日（火）12：10～12：30（日本時間 10：40～） 

講演者 ALLAN CAMPBELL アラン・キャンベル 

演題 ハンス・ハイセン卿とノラ・ハイセン 

：「ザ・セダーズ」の庭と絵画に描かれたばらの歴史 

アラン・キャンベルは，ハンス・ヘイセンがハーンドルフに所有し，

現在はハンス・ヘイセン財団の管理下となっている壮大な邸宅「The 

Cedars」のキュレーターです。アランは，ウロンゴン教員養成学校，

ウロンゴン大学，ニューサウスウェールズ大学で教職に就き，ライド

園芸学校では園芸と景観デザインを学び，国立芸術学校で美術を学び

ました。1980 年にアデレードに移住し，アデレード・ヒルズで植物苗

木の小売と景観デザインのコンサルティングを専門に行う会社を設

立しました。1994 年からは，教育，庭園，美術に情熱を傾け，ハンス

＆ノラ・ハイセン財団のコレクションを管理・推進しています。 

アランは，自然保護，環境，芸術への貢献により，オーストラリア勲章（OAM）とセンテナリー・メダ

ルを授与されています。 

ハンス・ヘイセン(1877-1968)は，オーストラリアで最も人気のある芸術家の一人であり，最も愛され

ている芸術家です。サウスオーストラリア州のアデレード・ヒルズやフリンダース山脈の象徴的な風景

画でよく知られていますが，彼は花の画家としても有名です。彼が自宅の庭で摘んだばらを描いた素晴



らしい油彩画は，彼の唯一無二の庭の歴史を見事に記録しています。その後，ヘイセン家が 2 代にわた

って所有し，庭園は進化を続けました。1920 年代から 30 年代にかけて植え育てたブルボン，アーリー

ティーズ，ムスクといったばらから，彼の子孫お気に入りのハイブリッドティー，フロリバンダといっ

たばらまで，300 種以上のばらがザ・セダーズで咲き誇っています。ハンスの娘であるノラ・ハイセン

（1911-2003）は，静物画の分野で国内最高の画家としての名声を確立しました。 

 

 

講義⑪ 11 月 3 日（木）8：30～9：10（日本時間 7：00～） 

講演者 Rose Kentish ローズ・ケンティッシュ 

演題 ばらの飲料水 

ローズ・ケンティッシュは，南オーストラリア州の受賞歴のあるワイン

メーカー兼農家です。彼女は，1998 年からワインを，2010 年からスピ

リッツを造っており，フランスのグラースでレベル２の勉強をしてか

ら，香水にも手を出しています。彼女のワインはオーストラリアのトッ

プクラスの評論家から「これらはカルトワインだ」（Decanter（訳注：

デカンタ・ワールド・ワイン・アワード）），「待ち望んだカルトワイン

だ」（Max Allen）など熱烈な賞賛を受け，第１回 AWIW Australian 

Winemaker of the Year 2015 に選ばれるなど，数々の賞を獲得してい

ます。 

2016 年，彼女は醸造目的会社 Sparkke を共同設立しました。そして 2020 年，彼女は熟成された醸造

品とばらを含む地元の植物から作られたスピリッツシリーズを世に送り出しました。 

2020 年半ば，ローズと彼女の夫はカンガルー島に農場を購入し，山火事で破壊された土地を再び生産

可能とできるよう取り組んでいます。将来的には，そこで蒸留や香水に使用するための植物を植えたい

と考えています。 

彼女は，香りと風味への情熱に突き動かされ，飲料にばらを使うことに興味を抱きました。ばらの香り

と，彼女が花びらから抽出した繊細なエッセンシャルオイルによる風味は，現在市販されている様々な

飲料をより良いものにしています。 

この講演では，彼女を長年にわたり魅了されてきた，ばらから純粋なエッセンシャルオイルを抽出する

蒸留方法について，示唆に富んだレクチャーを展開します。彼女は，香水に関する研究をきっかけに，

5 リットルの試験用蒸留器と 200 リットルの製造用蒸留器の両方でローズオイルの抽出を実践的に行う

ことに興味を持ち，集中的に取り組みました。何度も試作を重ね，様々な品種のばらを試し，究極の香

りと風味を抽出することに成功しました。ばらの色，品種，ばらのライフサイクル，蒸留器の中のばら

の位置など，すべてが結果に影響しました。 

彼女はばらの花びらのオイルを使って，ジン，ウォッカ，ベルモットを作りました。この結果は魅力的

ですが，まだ多くの実験の始まりに過ぎません。そして，彼女が試行錯誤を続けている中でも市販され

ている飲料は，飲料におけるばらの繊細で，ささやかで，そしておいしい性質を証明するものでありま

す。 

 

 

 



講義⑫ 11 月 3 日（木）8：30～9：10（日本時間 7：00～） 

講演者 Thomas Proll トーマス・プロル 

演題 新しいばらのスタイル；未来に向けて咲かせる珍しいばら 

トーマス・プロルは，後に彼の雇い主となる W.コルデス社にほど近い，

独・バームシュテット市に生まれ育ちました。ハノーファー大学で園芸

学を学び，「バラ目とその交配種のうどんこ病に対する抵抗性と観応

性」という論文を発表しています。 

トーマスは過去 25 年間，コルデス・ローズ社に勤務しています。1887

年に設立されたこの家族経営の会社は 5 世代に渡り，世界でも有数の

ばらを生産しています。 

1998 年からは育種部門の責任者として，新しい園芸品種や鉢バラの開

発を担当しており，現在はガーデニング用のバラの育種に専念しています。 

コルデス・ローズ社は 20 年以上にわたり，耐病性の高いバラの生産に注力し，オーストラリアをはじ

め世界中のバラ試験場で多くの成功を収めています。 

 

講義⑬ 11 月 3 日（木）10：30～11：15（日本時間 9：00～） 

講演者 スティーブ・ ジョーンズ 

演題 世界のばらを祝う 

世界中のばらの祝い方，アートワーク，様々なばら園の紹介など，新し

い情報を講演します。スティーブと妻のスージーは，食べ物，ワイン，

そしてもちろんばらを求め，世界中を旅しています。旅行先では，その

土地のばら園を探し，散策します。これまでに世界約 60 カ国を訪問し

たそうです 。 

WFRS World Rose News の現編集長 ，WFRS 元会長（2012-2015 年），

アメリカばら会元会長（2006- 2009 年）。また，ARS 誌のコラム「Roses 

Abroad」のコーディネーターとして，世界各国の自国のばらに関する記

事を紹介しています。 

2022 年世界バラ会議のテーマは 「セレブレーション 22」。ばらの育種

や栽培から，飲料，芸術，風景，ファッションの中のばらまで，ばらの世界を祝福するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



講義⑭ 11 月 3 日（木）11：15～12：20（日本時間 9：45～） 

講演者 ケルビン・トリンパー 

演題 オーストラリアと世界のばらの育種家 

ケルビン・トリンパーは，50 年以上のガーデニングとばら栽培の経験を持

つ，有名で情熱的なロザリアンです。世界バラ会連合（World Federation of 

Rose Societies）の前会長であり，オーストラリア国立バラ会（National Rose 

Society of Australia）と南オーストラリアばら会（Rose Society of South 

Australia）の元会長で，2012 年に終身会員に認定されています。南オース

トラリア植物園の元副会長 。 南オーストラリア州のナーセリー・アンド・

ガーデンインダストリーの元副会長で，名誉賞受賞者 。2012 年オーストラ

リアン・ローズ・アワード，2013 年 T A スチュワート記念賞バラへの貢献

に対して を受賞しています。 

2010 年からラジオにレギュラー出演，2011 年からバラに関する記事を多

数執筆しています。 

南オーストラリア大学のフェロー，オーストラリア都市開発研究所のフェロー。2018 年にオーストラ

リア勲章 AM 会員に任命され，そのリーダーシップと並々ならぬ貢献が認められました。 

ブリーダーズパネルでは，大会のテーマである「バラを祝う」について話し合います。ブリーダー代表

者は，現在および将来の「バラを祝う」のさまざまな側面について意見を尋ねます。 


