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サクラ＝桜 

１）桜を楽しむ 
サクラはバラ科サクラ属の落葉高木の総称で、おもに北半球の温帯に分布し、中でも

東アジアは特に種類が多い。江戸時代に桜は日本だけのものと思われていたが、中国

にもヒマラヤにも、また近縁のものはヨーロッパにも自生する。学名は『Prunus』で､ 

ラテン古名のスモモ｢plum｣に由来する。 

和名の桜の語源を訪ねると、それは｢咲くや｣だと言われており、『古事記』に見える

サクラの霊で、山の神の娘『木花之佐久夜毘売』(コノハナノサクヤヒメ)に由来する

という説が も有力である。この他にも『サキムラガル』の略であるとか､『サキウラ』

(咲麗)つまり麗らかに咲き誇る様子からサクラになったとか、いろいろと言われて

いる。中には『灼爍』の音である『Sakra』から来ているという説もあり､『灼爍』

には美しく光り輝くという意味がある。また桜は『穀霊』が憑りつく『神座』のことで、

『サ』は『サガミ』(田神)の『サ』で『穀霊』を表わし、『クラ』は神が憑りつく『クラ』

つまり『座』という説もある。 確かに桜と農業との関係は、人間が農業を始めたとき

から続いており、桜の咲く時期、特に満開になる時期は毎年1週間と違わないために、

桜が満開になってから何日後に田植えをするとかは、その当時から決まっていた。

このために桜より一足早く咲く『辛夷』(01-04-08 辛夷の項参照)とともに農事暦の

一つとされており､『さ』という言葉はサナエ､サオトメ､サツキ、サミダレなど、

農業と関わりの深いものに多く見ることができる。 

桜の開花期は毎年殆ど替わらないため、農事暦として大切にされてきたわけだが、

600℃という経験的な開花基準がある。これは2月1日から、毎日の 高気温を累計 

して、この総和が600℃を超えると染井吉野が開花するというものである。 近では

地球温暖化で開花期は 3 月となり、満開期はその約1 週間後で、これも3 月内になる

ことも多くなって来ている。昔は関東周辺では入学式に桜だったが、今では卒業式

に桜がつきものになりつつあり、この地球温暖化は日本人のカルチャーまでも変革

しようとしている。また桜前線は、3 日で 100ｋｍ北へ進み、同様に 3 日で 100ｍ

山を上って行く。気温に関しては100ｋｍ北へ行くと0.6℃下がり、100ｍ山を上ると、

同じく 0.6℃下がると言われている。こうしたルールを覚えておくと、お花見の幹事

さんには、ありがたい情報という事になるだろう。 

さて桜の花芽は何時どうやってで形成されるのだろうか。この問題を考えてみよう。

実はどの春咲きの植物も、花芽は前の年の夏に出来るものがほとんどである。桜の

場合も春先から伸び始めた新芽は 6 月まではドンドン伸びてくるが、梅雨明けの頃に

なると、次第に生長が止まり真夏の暑さの中では、休眠状態に入って、暑さに耐える。

このとき桜に水を多く与えると、更に新芽が伸びてしまい、花芽となるはずだった
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ものが葉芽に変ってしまって、花が咲かなくなることも少なくない。つまり花をたくさん

付けるのは、前年の夏に暑さに耐えた証左だというわけである。よくスギ花粉などに

関しても、去年の夏、暑かったから今年は花粉の四散が多い。などといわれるのも

同様の理由によるものである。植木鉢で育てた桜が意外と若くても花を開くというのも、

夏、植木鉢が乾いて葉芽が伸びずに花芽になった結果なのである。桜の花芽は暑い季節

は休眠して暑さに耐える。そして秋が来てもそのまま安らかに眠って過し、ゆっくりと

花芽を形成してゆく。桜の花芽は1日の平均気温が5℃以下になって、この状態が長く

続くと冬が来たことを認識して、そのまま眠り続けるが、この眠りの中で花芽は正常に

発育してゆく。この現象を専門的には『春化現象』と呼んでいる。ではどうやって休眠

から目覚めて花を開き始めるのだろうか？。桜は平均気温が５℃を超えてくると、春が

近いことを悟って、休眠から目覚めることになる。この現象を『休眠打破』と呼んで

おり、これは桜に限ったものではなく、ダイコンやナタネ、キャベツなど多くの春咲き

の植物にも共通している。逆に5℃以下の気温を人工的に継続させれば、休眠状態を

継続させておくこともできるし、早く気温を上げれば、花もその分早く開花する。

これはイチゴの促成栽培などにも利用されており、これを『春化処理』と呼んでいる。

実はイチゴをクリスマスまでに完熟させるためには、人工的に特別な方法が用いられて

いるのである(01-05-16 参照)。また鹿児島などの温暖地よりも東京周辺の方が、桜が

早く開花することが多いのも、実は『春化現象』や『休眠打破』が、気温の低い関東の

方がスムーズに行くためであることも少なくない。経済栽培にはこうした春化処理や、

休眠打破は欠かすことが出来ない。また植物には日照の長さによって季節の移り変わり

を認識するものも多くあって、これも経済栽培に用いられている(04-01-00)。 

サクラの花は白から洋紅に近いものまでさまざまで、中には黄緑色のものまである。

日本に自生する品種は約100種ほどで、そのほとんどが自然交配されたもので、これら

を総称して『ヤマザクラ』と呼んでいる。一方『サトザクラ』と呼んでいるものは、

ヤマザクラの中から選別し改良を加えたもので、これは現在200～300種類にも及ぶ。

しかし一般的にサトザクラというときは、ヤマザクラの対として、もしくは栽培品種の

総称として使われることが多い。我々が日頃桜というと、この全体を指している場合と、

『染井吉野』を指して言う場合が多い。染井吉野は江戸の末期に東京都豊島区染井あたり

で交配されたもので、それ以前の桜とは異なる。江戸以前の桜はほとんどが『ヤマザクラ』

の系統か、『ヒガンザクラ』の仲間だったのである。また桜の花弁は基本的には5枚で、

雄蕊が花弁に変化しやすいため、完全に花弁化したもの、不完全に花弁化しているもの

などいろいろとある。不完全に花弁化したものは葯だけが花弁状となり、その形が棒に

つけた小旗に似ているために旗弁(ハタベン)と呼んでいる。『御車返し』はそのよい例で、

5 弁の一重咲きの花と旗弁を持った 8 弁ほどの八重咲きの花が、同じ木に二種類咲い

ている。日本のサクラを科学的な分類法にしたがって大別すると以下のようになる。 
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（Ａ）カンヒザクラ系＝カンヒザクラ、カワズザクラ、ヨウコウ、オカメなど 

カンヒザクラは中国の南東部から台湾にかけて自生するサクラで、沖縄などの山中

では野生化したものが見られる。これに似たものはネパールやヒマラヤ、ブータン、

ビルマの北部にも産するが、これは日本人の桜のイメージとは程遠く、花は全開する

ことなく、散るときも萼と花弁が一体になったまま椿のように散って行く。 

（Ｂ）エドヒガン系＝エドヒガン、ベニシダレ、ジンダイアケボノなど 

この仲間は朝鮮半島、台湾、日本などに自生する。日本では北海道や東北の一部を

除いて各地に産し、これをもとにして多くの交配種が生み出されている。花色は白

に極めて近いものから、紅紫色の濃いものまで変化が多い。花の季節は 3 月の彼岸

のころからで、『糸桜』と呼ばれる枝垂桜もこの 1 変種で、各地に銘木がある。 

（Ｃ）ヤマザクラ系＝センダイヤ、オオヤマザクラ、ナラノヤエザクラなど 

ヤマザクラは日本列島の南半分に、またオオヤマザクラは北半分に自生する。神代

の昔から日本の桜の代表をつとめてきたものの一つである。このため老木も多く、

あちこちでご神体や天然記念物になっている。オオシマザクラもこの仲間になるが、

この桜は後述するフジザクラと自生地が似通っており、発生学的研究が待たれる。 

（Ｄ）フジザクラ系＝フジザクラ、オシドリザクラ、タカネザクラなど 

この仲間は『フジザクラ』と『タカネザクラ』の 2 系統に分けられる。フジザクラ

は富士火山帯にそって自生するフォッサ･マグナの特産種で、オオシマザクラとともに

このエリアの地形創造と深く関わっていたことを暗示している。タカネザクラは

北海道から本州に自生し、関東、中部では海抜 1,000m 以上の亜高山帯に産する。 

（Ｅ）チョウジザクラ系＝チョウジザクラ、ヒナギクザクラなど 

この仲間は普通はどれも低木で(ただし中には小高木になるものもある)基部から

多くの幹を出して帚状になる。また果実は黒く熟して甘味がある。果樹用の桜の基に

なっている品種とも思われ、他の多くが酸味と渋味があるのに対して、これは大きな

特徴になっている。花はどれも 2～3cm と小振りで、花の色は白に近い。 

（Ｆ）シナミザクラ系＝シナミザクラ、タイザンフクンなど 

この仲間の品種は 7 種あるが、産地はすべて中国である。シナミザクラは花、葉、

枝、根はすべて薬用とされ、鎮咳、去淡剤として江戸の末期に渡来した。また材は

固く緻密なために建築、家具などの他に、楽器、工芸品などにも用いられている。

日本でも、この桜に合った温暖な地方では、庭内によく植えられている。 

（Ｇ）ミヤマザクラ系＝ミヤマザクラ、ベニミヤマザクラなど 

中国では南西部の雲南、四川省にかけて 5 種ほどが知られている。日本には上記の

2 種しか自生しないが、九州以北の亜高山帯に分布する、このミヤマザクラの果実

は熟すと黒くなり、中国ではこれを『黒桜桃』とも呼んでいる。花期は5月を過ぎる

こともしばしばで、5 弁の花は純白色で、桜だと気づかないことも多い。 
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（Ｈ）交雑種系＝ソメイヨシノ、ソトオリヒメなどで、上記(Ａ)～(Ｇ)の交配種 

と、以上のようになる。しかしながらもともと大半が交雑種であるために、この

先も増える可能性も、また新品種が発見される可能性もある。よく見られる品種は

何といってもソメイヨシノである。これは江戸時代の末期に染井村の植木屋から

『吉野桜』として売り出されたもので『江戸彼岸』と『大島桜』の交配種といわれ

ている。以下に主な桜の品種を記したいが、その前にこの中でしばしば登場する、

『荒川堤』の桜に関して若干ここでふれておくことにしよう。 

荒川堤が桜の名所として知られるようになったのは、清水謙吾(1840～1907 年)に

よる功績が大きい。彼は荒川堤防の改修を提案していたが、これが実現し工事が完了

すると、堤の上に桜を植えるよう主張した。一方、江戸駒込の植木屋で高木孫右衛門

という者がおり、彼の父は桜の品種をすでにかなり集めていた。当時は幕末の混乱

からやっと解放された頃で、あちこちに植えられていた桜の銘木も、伐採されて薪

にされたりすることも多かったし、地方大名の江戸屋敷なども、荒れるにまかせて

いたところも少なくなかった。高木親子はこのような状況のなかで桜の収集に努め、

できる限り桜の木を自邸内に移植していたのである。清水はこの高木とは旧知の間柄

で、高木の所に多くのサトザクラが植えられていることを熟知していた。そこで

二人は荒川堤に高木が集めた桜を、そっくり植えようと提案したのである。この桜が

植えられたのは、江北から西新井にいたる所で、78 品種、合計 3,225 本にも及んだ。

当時、新たに植えられる桜の品種はすでに『染井吉野』が主流にになっていたから、

この清水と高木の功績は誠に大きいといわざるを得ない。おかげで消えて行く運命に

あった桜は、今日まで咲き続けているのである。以上のことを念頭に置いた上で、

以下の品種について読んでいただきたい。 

（Ａ）カンヒザクラ系 

『寒緋桜』ｶﾝﾋｻﾞｸﾗ 

琉球列島に自生するもので花期が早く、東京付近では 3 月中旬に開花する。 近

では家庭でも植えられ、5 弁の花は濃紅紫色。散るまで大きく開かない。 

『河津桜』ｶﾜﾂﾞｻﾞｸﾗ 

静岡県河津町に見られるもので『寒緋桜』とおそらく『大島桜』の自然交配種。

一重の濃い桜色のために 近特に人気が高い。付近には『修善寺寒桜』もある。 

●『おかめ』 

『寒緋桜』と『富士桜』を人工交配してイギリス人により作られた。花も樹形も

小ぶりで一重咲きの花色は濃く、小庭園でも育てられるために人気が高い。 

●『啓翁桜』ｹｲｵｳｻﾞｸﾗ 

『寒緋桜』と『支那実桜』との交配種。一重咲きの花弁は咲き初めは桜色で底白、

やがて全体が白くなるため、2 色の花が咲いているように見え、樹形は球状になる。 
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古墳の墓丘に咲いた｢染井吉野｣(埼玉県美里町）。 
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咲き始めた｢河津桜｣。東京付近では通常は立春の頃に、梅より早く開花する。 
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河津桜は平年だと東京付近でも2月中には開花する。2018年は厳冬だったが、それでも3月

1 日には、ほとんど 8 分咲きである。ただ日当たりや風当たりなど場所によっても異なる。 

 
これも 2018 年 3月 1 日の河津桜である。ただ付近では他に咲いているところはなかった。 
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ここは西側が広く空いており、日の入りまで日が当たるのが良いのかもしれない。 
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これは河津桜の実生である。河津桜は果実が無数に実る。そこでこれをプランターに播種して

翌々年小鉢に分けて、門前に10鉢ほど置き、｢ご自由にお持ちください｣と張り紙をしておいた。 

 
しかしこの花が開花するまでには、ささやかな物語があった。2019年2月26日、よく晴れた

日曜日、筆者宅に1 通の手紙が投函されていた。それは隣町の自治会の方からであった。 
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あれからか数えて約6年、筆者はすっかり忘れてしまっていたが、その門前の小苗を持ち帰った者

ですが、との自己紹介があり、そこにはこの桜の来歴が簡明に記されていた。2鉢お持ちになって、

2 年間ご自宅で育苗の後、近所の公園に植えて育ててきたところ、4 年後に花が開いたというもの

で、ぜひご覧になってください。と結ばれていた。そこで翌日、筆者はカメラ片手にそこまで

行ってみると、写真のようにひときわ色の濃い河津桜が、見事に咲いていたというわけである。 

播種してからすでに8年の歳月が流れていた。通常の河津桜よりも花色が濃く、雅桜( P27～29）

を髣髴とさせる。開花は2月下旬で、梅と同じ頃。樹形も横には広がらず、空へと伸びるようだ。 

 
専門家に問い合わせたところ、河津にはこれに似た実生の桜は少なくないという。しかしここは

さいたま市の中央付近。近辺に河津桜は数少ない。それにも増して桜の植え場所があるお宅も､

ほとんどなくなってしまった。偶然にこの地で生まれたこの濃い色の河津桜を、『河津緋桜』と

名づけて、少しずつ接木して増やしたいと思う。我がふるさと浦和は、今ではすっかり都会に変貌

してしまったが、ふるさとの桜として、町会の方々 と今後たいせつに育ててゆきたいと考えている。 
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開花し始めて、かれこれ半月が経ったので、現場の公園に再度見に行ったところ、色褪せることも

なく、また新芽が大きく育つこともなく、以前と同じ初々しい姿で、春 3 月を咲き誇っていた。

おりから『東日本大震災』6周年の復興映像がテレビでは流されている(2017年3月12日撮影）。 
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筆者が当時、ご自由にお持ちくださいと記して、河津桜の小苗を門前に置いたのには理由があった。

この年2011年3月11日、他でもない『東日本大震災』があった。日本中が悲しみと苦しみの

どん底に突き落とされていた。筆者の70数年の人生の中で、津波が押し寄せる映像と、2001年

9 月 11 日アメリカで起こった『同時多発テロ』のビルが崩れてゆく映像は、今でも忘れることが

出来ない、人生で 大のショッキングな映像として脳裏に焼きついていた。テレビでは津波が押し

寄せて、町が火災に包まれてゆく映像が毎日流されていた。そしてしばらくするとこの映像は、

一つの音楽に変わって行った。岩井俊二氏が作詞して、菅野よう子氏が作曲した『花は咲く』だった。  

 

     花は咲く 

 

   真っ白な雪道に春風香る 

   わたしはなつかしい 

   あの街を思い出す  

 

   叶えたい夢もあった 

   変わりたい自分もいた 

   今はただなつかしい 

   あの人を思い出す 

 

   誰かの歌が聞こえる 

   誰かを励ましてる 

   誰かの笑顔が見える 

   悲しみの向こう側に 

 

   花は花は花は咲く 

   いつか生まれる君に 

   花は花は花は咲く 

   わたしは何を残しただろう 

 

   夜空の向こうの 

   朝の気配に 

   わたしはなつかしい 

   あの日々を思い出す 

 

   傷ついて傷つけて 
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   報われず泣いたりして 

   今はただ愛おしい 

   あの人を思い出す 

 

   誰かの想いが見える 

   誰かと結ばれてる 

   誰かの未来が見える 

   悲しみの向こう側に 

 

   花は花は花は咲く 

   いつか生まれる君に 

   花は花は花は咲く 

   わたしは何を残しただろう 

 

   花は花は花は咲く 

   いつか生まれる君に 

   花は花は花は咲く 

   わたしは何を残しただろう 

 

   花は花は花は咲く 

   いつか生まれる君に 

   花は花は花は咲く 

   いつか恋する君のために 

  

この歌に励まされた人もいた。この歌で決意した人もいた。そして日本中の人々が自分も何か

できることをしなければと、確かな『絆』を求めて立ち上がった。現地では手弁当で駆けつけた

ボランティアが、被災地へ向かって行った。そして筆者も自分に出来ることを模索していた。 

   花は花は花は咲く 

   いつか生まれる君に 

   花は花は花は咲く 

   いつか恋する君のために 

そう、花を咲かせることぐらいは、できるのではないだろうか。そう考えて数年前に播種して

いくらか大きくなってきた河津桜の小苗を、門前に出すことにした。しかし年とともに震災

の記憶も、河津桜のことも忘れかけてきたとき、花が咲いたとの報せを受け取ったのである。 

正直この新しい花の命に感動した。『いつか恋する君のために』花は咲いたのである。
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開花してから20日ほど経った3月16日木曜日、公園に行って見ると幼稚園の子供たちが大勢で

遊んでいた。そして一人の女の子が、風で舞って来た河津緋桜の1輪を大事そうに持っていた。 

『いつか恋する君のために』咲いた新しい花の命は、この少女の幸せを約束しているように見えた。 
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一方河津緋桜の花は、さすがにやつれて来たとはいえ、すぐに散ってしまうほどではなかった。 

やや新芽は伸びてきたが、まだ 1 週間ぐらいは鑑賞できそうである(2017 年 03 月 16 日)。
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さらに１週間ほど経った３月22日、現地を訪ねてみると、かなり新芽が伸びて、昨夜来の風雨

ですっかりやつれた河津緋桜があった。 初の1輪からかれこれ１ヶ月ほどになるだろうか。
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この桜は埼玉県花園で、『ヒメ桜』として売られていたもので紅色が濃く、芽出しと同時に開花する。

ヒメ桜とは業者が命名したものと思われ、千葉市若葉区の栄福寺には同名の枝垂桜の古木がある。

 

蕚、及び蕚片は写真のとおりで、花弁はほぼ円形をしている。遠くから見ても美しい桜である。
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｢苔清水｣は花弁周辺部に赤みがあって優しげな桜である。東京周辺では4月上旬に開花する。
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｢オカメ桜｣はイギリス人が作出した桜で、矮性種。個人の家庭で楽しむのにちょうどよい。
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オカメ桜は花色は濃いものの、花も樹も小ぶりである。枝葉は横に広がることはなく、高さ

も 5m 程度で、育てやすい。どうしてもスペースが確保できないときにはオカメに限る。 

ただオカメといえども日照と通風、施肥は大事で、これさえ確保できれば花を咲かせてくれる。
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（Ｂ）エドヒガン系 

●『江戸彼岸』ｴﾄﾞﾋｶﾞﾝ 

彼岸の頃に咲くことからこの名がつけられた。花は 5 弁で白から紅紫色まで変化が

多い。北へ行くほど色の濃いものが多く、種々の交配種を生んでいる。 

●『枝垂桜』ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ、別名『糸桜』 

古くから日本人に好まれたために各地に銘木が多く、しばしば大木になっている。

『江戸彼岸』の枝垂れ種と考えてよく、優美な姿は海外でも人気が高い。 

●『八重紅枝垂』ﾔｴﾍﾞﾆｼﾀﾞﾚ 

京都や仙台に多い優雅な桜で、円山公園に大木がある。花色は濃く美しい桜色である。

明治時代に仙台市長だった遠藤庸治が仙台市内に多く植えている。別名、仙台枝垂桜。 

●『染井吉野』ｿﾒｲﾖｼﾉ 

横張りの樹形も5弁の花も美しいところから全国で植えられ、桜の代表とされており

枝垂れ種もある。通常は果実をつけないが、他の種とはよく交雑する。 

●『神代曙』ｼﾞﾝﾀﾞｲｱｹﾎﾞﾉ 

『江戸彼岸』の交配種で、東京都の神代植物公園で栽培されている。枝が横に広が

り樹形は傘状になる。5 弁で濃桜色の花弁は先のほうが濃くなっている。 

●『衣通姫』ｿﾄｵﾘﾋﾒ 

『染井吉野』と『大島桜』の自然交配種。白地にうっすらと紅をさしたような 5 弁

の花はいかにも上品で、姫というにふさわしい品種。枝は横に広がる。 

●『小彼岸』ｺﾋｶﾞﾝ 

『富士桜』と『江戸彼岸』の交配種。5弁の花は『染井吉野』よりも色が濃く存在感

がある。長野県の高遠の桜はこの仲間で『高遠彼岸』といわれている。 

●『十月桜』ｼﾞｭｳｶﾞﾂｻﾞｸﾗ 

秋 10 月頃からぽつぽつと咲き初めて、春にも咲く桜で花弁はやや波状になる。 

『小彼岸』との交雑種で、埼玉県神泉町の城峰公園に多く植えられている。 

（Ｃ）ヤマザクラ系 

●『仙台屋』ｾﾝﾀﾞｲﾔ 

高知市内の仙台屋という店にあったものを牧野富太郎博士によって命名された。 

5 弁の花は外側の色が少し濃く覆輪になって見え、上品で優雅な品種である。 

●『兼六園熊谷』ｹﾝﾛｸｴﾝｸﾏｶﾞｲ 

兼六園の名花として知られ、古い 2 本の原木がある。5 枚の淡紅色の花弁の縁には

赤みがさして美しい品種であるが、花時には新芽がやや伸びている。 

●『紅南殿』ﾍﾞﾆﾅﾃﾞﾝ 

大阪の造幣局に植えられているもので、花弁は 10 枚前後で色は紅紫色、4 月中旬の

花の頃には新芽がかなり伸びている。南殿は宮中の建物の一つである。 
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｢紅南殿｣(茨城県結城市財団法人日本花の会結城さくら見本園、以後さくら見本園と表記。） 

京都御所に植えられていた左近の桜とは本種である。南殿(ﾅﾃﾞﾝ)とは御所の中央にある建物名。 

 
｢衣通姫｣は我々がイメージするさくらの典型ともいうべき花形であり色である（さくら見本園）。 
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｢十月桜｣の由来は十月頃に咲き始めるためだが、冬にも春にも咲く。このため冬桜とも言う。

写真は秋の花で、12 月 25 日に撮影したものである。春に比べるとやや小さめで色も淡い。

ただ冬のさなか、この桜にめぐり会えたら、何かラッキーが期待できそうで、心が弾む。 
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こちらは春に咲いた｢十月桜｣である。この桜の花期は半年近くに及ぶ、このため枝がしなう

ほどに満開になる姿は見ることが出来ない。この点だけが惜しまれる。 

 

花弁の先にうっすらと紅を差した｢御殿場桜｣(長野県軽井沢町)。 
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御殿場桜は大きくならない代わりに、株立ちする傾向がある(長野県軽井沢町)。 
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｢御殿場桜｣は｢神代曙｣によく似た色の花を咲かせる、花は神代曙よりもやや小ぶりで、樹形

も大木にならないため、ちょっと広い庭があれば、一般家庭でも育てやすい。 

 

｢神代曙｣、咲き始めは淡い紅覆輪底白で、優雅な花である。枝は横に広がって傘状樹形となる。
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●『大山桜』ｵｵﾔﾏｻﾞｸﾗ 

『蝦夷山桜』とも『紅山桜』ともいい中部以北に多い。5弁の花弁は赤みを帯び萼片、

花柄も赤褐色で美しいが、花付きは染井吉野などに比べると少ない。 

●『大島桜』ｵｵｼﾏｻﾞｸﾗ 

伊豆諸島と伊豆半島、三浦半島、房総半島などに自生する桜で、他の品種と交配

されて多くの交雑種を生んでいる。花色は白に近く花と葉が同時に出る。 

●『奈良の八重桜』ﾅﾗﾉﾔｴｻﾞｸﾗ 

奈良や京都で古くから栽培されている桜で、『霞桜』の八重咲種といわれている。 

花弁数は 30～35 枚でごく淡い紫紅色で、花時に新芽がかなり伸びている。 

●『関山』ｶﾝｻﾞﾝ 

代表的なサトザクラで、花色は濃い紅紫色で花弁数は時には 50 枚にも及ぶ。荒川堤

に植栽されていたものを殖やしたもので、樹形は比較的小振りである。 

●『紅華』ｺｳｶ 

北海道松前町で改良された品種で花色が濃く花弁数は約 40 枚。花付きもよく花期

も長く 4 月中旬ぐらいに満開となるが、東京あたりではやや入手しにくい。 

●『妹背』ｲﾓｾ 

この原木は京都の平野神社境内にある。一つの花に雌蕊が 2 個ずつあり、果実も 2 個

ずつ着くためにこの名前がうまれた。花弁は 50 枚にも及び花色も濃い。 

●『普賢象』ﾌｹﾞﾝｿﾞｳ 

室町時代から京都市上京区千本閻魔堂にあったといわれている。また鎌倉の普賢堂

にあったともいわれ、雌蕊の先が 2 つに分かれているのが特徴。 

●『鬼無稚児桜』ｷﾅｼﾁｺﾞｻﾞｸﾗ 

高松市鬼無町に栽培されている菊咲きの品種。花は 2 段咲きの典型で、花の中に花

があるように見える。菊咲きだけに花弁数は 200 枚にも及び豪華である。 

●『梅護寺数珠掛桜』ﾊﾞｲｺﾞｼﾞｼﾞｭｽﾞｶｹｻﾞｸﾗ 

新潟県北蒲原郡の梅護寺にある花弁数 60～90 枚に及ぶ菊桜で、国の天然記念物に

指定されている。親鸞聖人がこの木に数珠をかけて見とれたといわれている。 

●『鵯桜』ﾋﾖﾄﾞﾘｻﾞｸﾗ 

久しく絶滅したものと思われていた菊咲き種で、1969 年七尾市で発見された。花弁

数は 300～450 枚にも達し、花柄は長く花色も濃く、ひときわ優雅である。 

●『菊桜』ｷｸｻﾞｸﾗ 

岡山の旧制第六高等学校の校庭に栽培されていた品種で、花弁数は変化が多く 100

～200 枚になる。花梗は長く垂れ下がるように咲くところが特に美しい。 

●『兼六園菊桜』ｹﾝﾛｸｴﾝｷｸｻﾞｸﾗ 

天然記念物に指定されている菊桜で、花弁数は 300～500 枚にも達する名木である。
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その昔京都御所から移植されたものと伝えられ、4 月下旬に開花する。 

●『御衣黄』 ｷﾞｮｲｺｳ 

荒川堤に植栽されていた品種で、花の色は黄緑色、花弁数は 12～15 枚程度、花は

やや下垂して咲く。大島桜系のサトザクラといわれ 4 月下旬に開花する。 

●『鬱金』ｳｺﾝ 

荒川堤および京都の御室の仁和寺の境内にあった品種である。花色も花弁数も 

『御衣黄』と同じであるが、散り際になると外側の弁は赤みを帯びてくる。 

●『天の川』ｱﾏﾉｶﾞﾜ 

桜には珍しく上向きに咲く品種で、樹形も直立性で帚状になる。花弁数は 12～20

枚、花柄は 1～2cm、花色は白に近い桜色で遠くから見ると桃に見える。 

●『御車返し』ﾐｸﾙﾏｶﾞｴｼ 

花弁数が5枚のものと7枚ほどのものが同じ木に混ざって咲く。後水尾天皇があまり

の美しさに、車を引き換えしてご覧になったと伝えられている。 

●『白妙』ｼﾛﾀｴ 

荒川堤の桜で、花柄は短く下垂しない。花弁は 10～15 枚で、花色は純白に近い。

しかし花付きは今一つで、染井吉野のようには行かない。 

●『牡丹』ﾎﾞﾀﾝ 

これも荒川堤の桜である。八重咲き桜の総称のように思われがちであるが、れっきと

した品種名である。花弁は 15 枚程度で花は淡紅紫色、やや下垂して咲く。 

●『福禄寿』ﾌｸﾛｸｼﾞｭ 

これも荒川堤の桜である。花弁数は約 20 枚で花色は淡紫紅色、大輪の上に花付き

がよいのでよく目立つ。花弁は波を打つようにしわが出るのが特徴である。 

●『八重紅虎の尾』ﾔｴﾍﾞﾆﾄﾗﾉｵ 

昔から京都で栽培されていた品種といわれ、枝の周りに花が密に着くところから虎の

尻尾にたとえられた。花弁数は 25～35 枚で花色は濃い紅紫色で美しい。 

●『楊貴妃』ﾖｳｷﾋ 

奈良で名木といわれた品種で、荒川堤にあったものを殖やした。花弁数は約 20 枚で、

花は大きめで花付きもよい。その美しさを中国の楊貴妃にたとえている。 

●『糸括』ｲﾄｸｸﾘ 

これも荒川堤に植えられていたもので、花弁数は10～20枚程度であるが、花は束に

なって糸でくくったように下垂するのでこの名前がついた。樹形は傘状。 

●『麒麟』ｷﾘﾝ 

荒川堤の桜で、つぼみは濃紅紫色、花はいやみのない紅紫色。花弁数は変化が多く

20～50 枚ほどで、雌蕊は時に 2 本になるが、2 段咲きにはならない。 
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｢紅華｣は北海道で開発された品種で、紅も濃く花弁数も多い。また花つきもよく、花期が長

い利点も備えている。東京付近では 4 月中旬ごろに開花する(さくら見本園）。 

｢花笠｣は別名｢松前花笠｣と言い、北海道で開発された品種、花期は4月中～下旬(さくら見本園）。 
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これも花笠だが、花弁数が少なく花色もやや淡い。高冷地のためだろうか(長野県軽井沢町)。 
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｢松前紅豊｣はツボミのときは濃桃色だが、開花が進むと淡いピンク色になる。このため写真

のように 2色の花が咲いているように見える。またかすかに芳香が漂う(埼玉県川口市）。 

 
｢普賢象｣は 2 本の雌蕊を象のキバになぞらえて命名された(埼玉県川口市安行見本園）。 
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｢楊貴妃｣は八重桜の中でも花はやや大きめで、楊貴妃の豊艶な容姿と重ね合わせたもので

ある。花弁数は20枚ほどで、花期は東京周辺では4月中～下旬である(川口市安行見本園）。 

 

｢陽光｣は花も大きくて色も濃い早咲きで、1本植えておきたい桜のひとつ(さいたま市浦和区)。 
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陽光はあまり横には広がらずに天に向かって成長する。このためそれほど大きな敷地がなく

ても何とか育つ。染井吉野よりも 1週間ぐらい早く満開になる(長野県軽井沢町）。 
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｢河津桜｣を追うように咲き始めるのがこの｢プリンセス雅｣である。｢陽光｣よりも花は一回り

小さいが、花色はずっと濃く、花期は河津桜より 10 日ほど遅れるが、陽光よりは早い。 

 

プリンセス雅は、散り際に一層のこと色が濃くなる。樹形は染井吉野のように横へは広がらない。 
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河津桜、プリンセス雅、陽光は、どれも早咲きで、色が濃い。開花するのもこの順序だが、

も濃いのはプリンセス雅で、やや赤紫がかる。河津と陽光の濃さはほとんど変わらない。
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色の濃い桜をお望みなら、このプリンセス雅が一番のお勧めである。 

 
｢安行寒桜｣(埼玉県川口市密蔵院）。この桜の原種は伊豆方面に自生する緋桜のようである。 
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｢御車返し｣は雄シベが花弁化して、花は一重にも八重にも見える。後水尾天皇があまりの美し

さに車を引き返して見とれたとの故事に由来する(さくら見本園）。 

 

｢鴛鴦桜(ｵｼﾄﾞﾘｻﾞｸﾗ)｣は花柄が長く、2つの花が一対になって咲くためこの名前が生まれた。 
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鴛鴦は波状した花弁が数重に重なる優雅な花であるが、あまり販売されていない。

 
八重咲種の花期はとかく遅れがちだが、鴛鴦は染井吉野よりもむしろ早いようだ。 
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｢鴛鴦｣は｢十月桜｣にも似た花を咲かせるが、花柄が長く優雅に垂れ下がるように咲く(軽井沢町)。 



花の縁 01－06－01 

 

40

40                              

 
｢関山｣は見た目｢兼六園菊桜｣に似ているが、花弁数はずっと少なく、あまり大木にならない。 

 
｢関山｣の花は紅が濃く、樹形は全体的に小ぶりで一般家庭でも育てやすい(さくら見本園）。 
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紅が濃くて、あまり大木にならない八重咲の桜｢関山(ｶﾝｻﾞﾝ)｣(埼玉県川口市) 



花の縁 01－06－01 

 

42

42                              

 

｢手毬｣は正体のはっきりしない桜で、｢江戸｣や｢糸括｣と同一との説もある(長野県軽井沢町)。 
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｢紅豊｣は｢松前紅豊｣とも言われるが、北海道の松前で改良された品種である。八重咲種の中

では比較的早く開花し、花にはうっすらと芳香が漂う(長野県軽井沢町)。 

 
満月の下で満開になった桜。月が上がらないうちに高台まで必死で走った(群馬県安中市)。 
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（Ｄ）フジザクラ系 

●『富士桜』ﾌｼﾞｻﾞｸﾗ＝別名『豆桜』 

富士山麓や八ガ岳、さらには伊豆半島、房総半島南部に自生する。比較的小さくて

も花をつけるので、小庭園などに向いている。5 弁の花弁は外縁部が濃く上品。 

●『鴛鴦桜』ｵｼﾄﾞﾘｻﾞｸﾗ 

御殿場市の農家に栽培されていた品種。雌蕊が2本あることからこの名がつけられた。

花弁は淡紅色で波状となり樹形は小振りで花柄が長く、独特の美しさを醸し出す。 

●『冬桜』ﾌﾕｻﾞｸﾗ 

12 月の頃に咲くのでこの名前がつけられた。群馬県の鬼石町の桜山公園に多く植え

られている。冬の間ぽつぽつと咲き続ける。『十月桜』の別称ともいわれている｡ 

●『高嶺桜』ﾀｶﾈｻﾞｸﾗ 

北海道では平地にも見られるが本州中部では高山地帯に自生する。別名『峰桜』とも

いう。5 弁の花は白から淡紅紫色まであって、弁先の濃いものもある。 

（Ｅ）チョウジザクラ系 

●『丁字桜』ﾁｮｳｼﾞｻﾞｸﾗ 

東北から九州に至る太平洋側に多く見られる野生種で、落葉小低木である。別名を

『目白桜』ともいい、5 弁の花は径 2cm ほどと小さく色は白色である。 

●『雛菊桜』ﾋﾅｷﾞｸｻﾞｸﾗ 

オクチョウジザクラの菊咲きの品種で、中には 2 段咲きのものが交じる。原木は

新潟県の弥彦神社にあり、花弁は 100～200 枚にもなる。花は開くと白に近い。  

（F）シナミザクラ系 

●『支那実桜』ｼﾅﾐｻﾞｸﾗ 

中国原産で『桜桃』と呼ばれ、日本に渡来したのは江戸末期。主に暖かい地方で栽培

されている。雄蕊が長く独特の花容になる。果実は桜桃酒などにする。 

●『泰山府君』ﾀｲｻﾞﾝﾌｸﾝ 

山桜と支那実桜もしくは山桜系のものとの交配種と思われ、もとは荒川堤にあった。

花弁数は 50～60 枚で紅紫色の花が盛り上がるように咲いて見事である。  

（Ｇ）ミヤマザクラ系 

●『深山桜』ﾐﾔﾏｻﾞｸﾗ 

中国の東北部からロシアのウスリー、サハリン、千島、北海道に自生する桜である。

花弁は 5 枚で雄蕊が長い。また花柄は長いが下垂せず上を向いて咲く。 

以上ここに取り上げた桜は全部で約 50 種になるが、他にも美しい品種はたくさん

ある。また残念ながらかつてはあったのに、すでに見られなくなってしまった桜も

多い。『曙』『王昭君』『南殿』『白菊桜』などがそれである。桜は高木になるために

個人の庭で何本も栽培することはまずできない。市町村や国が『国花』としてぜひ
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積極的に保護に努めてほしいものである。手に入りにくい苗木もあるものの上記の

品種は、どこかで回り逢えるものである。茨城県結城市にある財団法人日本花の会

結城さくら見本園では、前年に予約しておくと翌年確保しておいてくれる。花は回り

逢いと割り切って、見つけたときには買い求めておくことをお勧めしたい。 

ところで花見の季節になると、とかく桜前線という言葉を耳にする。これは桜の

開花日を地区ごとに算定し、それを線で結んだものである。先にも記したが、およそ

100km 北に行くごとに 3 日、100m 標高が上がるごとに 3 日、 開花が遅れると見て

差し支えない。また桜は気温が 5℃以下に下がると冬が来たことを確認し、気温が

14℃以上になると開花し始める。こういった桜の生理的な条件を知っておくと、その

地方のおよその開花日や満開日が算出できる。さて桜を詠った詩は数多いが、三好達

治の詩集『測量船』から『甃のうへ』をご紹介しながら一服するとしよう。 

 

      甃(ｲｼ)のうへ 

  

   あはれ花びらながれ 

   をみなごに花びらながれ 

   をみなごしめやかに語らひあゆみ 

   うららかの跫音(ｱｼｵﾄ)空にながれ 

   をりふしに瞳をあげて 

   翳(ｶｹﾞ)りなきみ寺の春をすぎゆくなり 

   み寺の甍(ｲﾗｶ)みどりにうるおひ 

   廂 (々ﾋｻｼﾋｻｼ)に 

   風鐸(ﾌｳﾀｸ)のすがたしづかなれば 

   ひとりなる 

   わが身の影をあゆまする甃のうへ 

 

もう何十年も前の話になるが、この詩を初めて読んだときには、おおいに感動した

ものである。漢字の使い方が心憎いほど適切であるばかりか、ひっそりとした境内に､

はらはらと桜の花びらが散ってゆく姿が浮かんでくる。甃はここでは｢イシ｣と読ま

せているが、本来は｢イシダタミ｣の意味である。跫音は『跫』1 字でも｢アシオト｣と

読むが、なかなかこの文字の存在を知らない。翳は｢カゲリ｣と読ませているが、本来

の意味は｢オオイ｣のことで、ここでは雲の陰になることを意味している。風鐸は寺の

廂から下がっている銅製の飾りのことで、昼下がりの静かな境内に、ゆっくりとした

時が流れて、読者の心は過ぎ行く春に溶け込んでゆく。どこか物憂い春の季節と、心

満たされない孤独感を、これほど巧みに表現した詩に、それ以来、逢っていない。 
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密蔵院には｢安行寒桜｣が多く、3月下旬には満開になる。この安行寒桜の正体は定かではなく、

安行の植木生産華やかなりし頃、伊豆方面より移入したとの説が有力である(埼玉県川口市）。 

 
｢旭山｣は矮小種で植木鉢でも花を十分に楽しむことができる(埼玉県川口市安行）。 
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『旭山』は近くで見るとこんなに可愛らしい花だが、花期は 4月 20日ごろ(埼玉県川口市)。 

｢天の川｣は花柄が短く、ほとんどの花が上を向いて咲く桜で、枝も上にまっすぐに伸びる。樹形

も細い箒状になり、照手桃に似ている。 桃と桜の中間的存在なのかもしれない。 目次に戻る 


