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２）桜の育て方 
バラ科の植物は病虫害に弱いことは再三述べてきたが桜も例外ではない。従って

桜を育てるには桜が本来自生していた環境に、できるだけ近づけてあげることが最も

重要である。まず植え場所は陽当たりの良いところを好み、加湿にならないことも大切で

ある。三番目は通風ということになろうか。このような条件を最も満たしている所が

堤の上なのである。桜を川の土手に植えることは、いろいろな条件からしても最も合理

的というわけだが、根は浅い方なので、必ず支柱を忘れてはならない。 

 桜がかかる病気はいろいろである。しかし殆どのものはバラと同様の薬剤を散布

すれば退治できる。しかし『天狗巣病』だけは患部の枝の付け根から切り取って焼却する

以外に方法はない。染井吉野はこの病気に比較的かかり易く、その症状は枝が密に分枝

して竹箒のようになる。『天狗巣病』は桜に限らず樹木の枝が異常に分枝して箒状になる

もので、このためイギリスでは『魔女の箒( witches'broom)』などとも言われている。

その原因は、タフリナ菌と言うカビの１種によって引起される伝染性の病気とされているが、

植物ホルモンに異常が発生して起こるもので、昆虫類や線虫等によっても起こされると

もいわれている。タフリナ菌は桜の開花期から活動を始め、伝染した葉は五月頃に枯れて

しまうことが多いものの、ここから菌の胞子が飛び散って他へ伝染してゆくので、見つけ

次第この枝一塊を切り落として焼却することが求められる。この病気は、若い木にも

容赦なく発生する。若木の場合の処理は比較的たやすいものの、大木になるとこの処置

は素人には手におえなくなることも多いので、早期発見、早期治療が大切である。 

 
2015 年 6 月 10 日、軽井沢の別荘地内で見かけたカモシカ。カモシカはシカの仲間ではなく

ウシの仲間である。しかしその疾駆する姿はシカよりも素早い。その昔カモシカは食用として

捕獲され、その食肉はカモのようにおいしかった所から、カモシカになったとの説がある。  
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 また天狗巣病の治療に当たって、大枝を切り落としたりすると、そこから他の菌

が入って枯れてしまうことも多いので、ノコギリやハサミやを用いたときには、殺菌剤

(筆者はカルスメイトを使用)を塗っておくとよい。特に老木の場合はこのケアが必要で

ある。俗に｢サクラ切る馬鹿､ウメ切らぬ馬鹿｣ と言われているのはこのためでもある。 

 一方、桜の葉を食べるものにシカやカモシカがいる。最近、北関東の日光や那須高原、

軽井沢や蓼科高原ではシカの食害が増えて、冬期などは木の皮まで食べられてしまう

ので手の施しようがない。しかも最近軽井沢ではこれにカモシカが加わって、かなり

街中まで見られるようになってきた。カモシカはシカより幾分小さいために、木の

下方部分の葉を食害する。しかし不思議なことに枝垂桜の葉を食べることはない。桜と

枝垂桜とでは葉に含まれている成分が異なっているのだろうか。 

もう一つ桜は害虫の被害も受けやすい。春の新芽時、葉を巻いて唾液のような泡

を吹いていたら、中にはハマキ虫が営巣しているので捕殺する必要がある。また

アブラムシやカミキリムシ、コガネムシの類も多く、カミキリムシなどは幹を食害する。

毛虫はどれも殺虫剤を散布して、早期に退治する必要がある.。背のかなり高い

木でも、フマキラーの『ウルトラジェット』を風上から散布するとうまく行くことが

多い。しかし何よりの困り者はアメリカシロヒトリで、群れて営巣し、やがて四散する

ので、群れているうちに殺虫剤で一網打尽にする必要がある。東京付近では5月の連休

の頃、桜や椿の葉に群がっていることが多い。この頃が退治するチャンスで、筆者は、

噴霧量の多いアースジェットを用いているが、すぐに殺虫することが出来る上に、枝葉

に対しては薬害もまったくないようで便利である。 

 また桜につくメスアカミドリシジミという美しい蝶がいる。この仲間は日本には10数種類

が生息し、収集家は通称『ゼフィルス＝zephyrus』と呼んでいる。あの浮気な西風の神、 

   
キマダラルリツバメの成虫(ウイキペディアより  シリブトアゲアシアリとキマダラルリツバメ幼虫 

借用)本種は本州の福島以西の各地で見られる  孵化した幼虫は自らアリの巣へ入り、成虫になる 

ものの、伯耆大山周辺以外では、極めて稀な種で  までアリに餌をもらって過ごす。羽化するのも 

かなり極地的に生息するようである。     アリの巣内であることが多い。 
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『ゼフィルス』である。朝晩の日の出と日の入りの時間帯にナラやクヌギの梢を敏捷に

飛び回り、メタリックグリーンに輝いて、なんとも神秘的で美しい蝶なのである。 

普通はブナ科の樹木であるブナやクヌギ、ナラ、カシワなどの葉を食樹にしているが、

このメスアカミドリシジミは例外的に幼虫時代を桜の葉を食べて育つ (03-03-10)。 

 もう一つはキマダラルリツバメで、これは後翅に２本の尾状突起があるのと、羽の

裏面は虎のようなマダラ模様になっているからすぐに分かる。この蝶の生態は、

ハリブトシリアゲアリというアリから口移しで餌を与えられて成長し、そのかわりに蜜を

出して、これをアリが食べるという関係になっている。幼虫時代をアリの巣の中で過ごし、

家畜のごとく蜜を出し続け、アリと共存しながら冬を越す。蝶の幼虫が桜を食べるわけで

はないが、桜の周辺でよく見かける。多分このアリが桜の木に集まるからなのだろう。

同様にアリと共棲する蝶にクロシジミとゴマシジミがおり、前者はオオクロアリと、後者は

クシケアリと共棲して越冬する。自然界にはヤマブキソウ(01-02-08)やカタクリ

(01-02-11)、などのアリ散布植物以外にも、我々の想像を超えた共棲関係があること

を忘れてはならないのだろう。 

さて、自分で桜を殖やすとなると結構難しいが、河津ザクラのように実生でよく殖える

ものも多い。しかし実生の場合は親と同じ花が咲くことはあまりない。DNAが異なって

来るからである。このため挿し木や接木を行う。オカメやフジザクラのように挿し木で

着くものも結構多い。通常、挿し木は6月の梅雨時がよいとされているが、筆者の経験

では芽出し前の3月のお彼岸ごろがよいようで、この時期だとほとんどの種が発根する

ようである。しかし問題はその後の成長で、挿し木した苗の成長は極めて緩慢である。

このため普通は接ぎ木で繁殖させることが多い。 

接ぎ木する場合、台木には桜の挿し木苗や実生苗を使う。ヤマザクラ系はそれに近い

台木を、エドヒガン系もやはり同じ系列の台木を使う方がうまく行く。こうした苗木を

台木にして、3月中頃に接木する。接木道具は、よく切れる「切り出しナイフ」(カッター

ナイフは不可)「接木用テープ｣それに｢台木と接ぎ穂｣である。接ぎ穂は2月から3月

初め頃までに『胴ブキ』といわれ、なおかつ着蕾していない懐枝を採取し、濡れた新聞紙

に包むなりして、さらに牛乳パックなどに入れて、名称や採取年月日等を明記の上、

冷蔵庫にしまっておくとよい。庫内温度は０℃以上、５℃以下にすることも大切である。 

接木の場合、台木の確保の方が大事になることが意外と多い。台木だけ販売されて

いることは、殆どないからである。次ページの写真は2月下旬に川口市安行で台木用の

桜をまとめて購入し、これに河津桜を接木したもので、左側はうまく桜が活着して新芽が

伸び始めたところで、活着すれば1ヶ月ぐらいで新芽は伸びてくる。右側は失敗例で、

台木の芽が伸びたところである。接木をうまく行うコツは、接木する位置を根に近い所

にする方が活着率が高いと言われているが、何と言っても如何にうまく形成層どうしを

密着させるかの一言に尽きる。なお台木の価格は1本150～200円程度で、川口市安行や、



花の縁 01－06－02 

 

4

4 

深谷市の花園あたりで注文すれば 10 本単位で取り寄せてくれる。枝垂桜の場合は

枝垂桜用の台木と指定して求めることをお勧めしたい。一方、接木の季節は東京近辺

ではそろそろ根が動き始める3月頃がよく､根の部分より3～5cmぐらい上のところで

切って、上は捨て、下の根の方を台木として用いる。 接ぎ穂は10cm前後の芽先の部分

を用い、接ぎ口の方を楔形に切り、切り口が乾かないよう口に咥えておき、台木の方には

接ぎ穂が刺さるような切り口を作る。そして両者の切り口の形成層がどこかの部分で

出来るだけ大きく重なるように合わせて、接木テープでしっかりと固定する。筆者は

アグリス(aglis)社製のNew Medelという商品を使っているがテープがよく伸びて使い

やすい。桜に限らず、椿も梅も桃も椛も、同様にして接木すれば、好みの品種を難なく

入手することが出来る。桜やバラは比較的簡単に接木できるが、椿はよく活着する接木

方法が普及して来ているので、ネットなどでご確認戴きたい。 

ただ自分だけの品種を作ってみようと思ってしまったら、種子を蒔いて育てるより方法が

ない。種子は6月下旬ごろ採取し水に漬けて、果実の部分を腐らせて取り除く。こうすると

発芽率が高くなるからである。この種子だけを土の中に貯蔵して2月頃、所定の場所

に蒔くのである。夏場に乾かしてしまうと発芽率が下がるので、専用の砂床を作りこれに

埋めて管理する。しかし河津桜のように苗床に土をかけておくだけで発芽するものも多い。

発芽したら多少の有機肥料を与えて、消毒を梅雨時と秋雨の季節に各1回程度行う。しかし

花が咲くまでには5年以上かかることが多い。 また苗木を購入する場合は珍品を除けば、

背丈ほどのものが、どの種も1,000～2,000円程度である。 

 
活着すると数週間で接ぎ穂の新芽が伸びてくる。 失敗すると台木の芽が伸びてくることが多い。 
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イギリス生まれの桜アーコレードの若木に発生した天狗巣病(黄緑色の箒状の枝）。 
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これはマメ桜とかフジ桜、あるいはハコネ桜といわれている種である。富士山麓や箱根付近に

自生し、樹形はあまり大きくならず、寒さには非常に強い。また園芸種には濃色フジ桜と

いわれているものがあり、写真はその濃色フジ桜で、紅が濃く美しい。 
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花つきは非常によく、小さくともたくさんの花をつける。花期が早いために、しばしば桃

の花や、遅咲きの紅梅の花と見間違えられることも多い(さいたま市大宮区宮町 3 丁目）。 
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濃色フジ桜とはあまりにも工夫のない呼称だが、小生はこれをフジ緋桜と呼んでいる。桜の

世界では次ページの『横浜緋桜』のように、紅の濃い桜を緋桜と呼ぶことが多いからである。 
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濃色フジ桜は花つきが極めてよく、３月初旬頃の早咲きで、遠くからもよく目立つ。 

 

こちらも色の濃い桜の一つで横浜緋桜である。熱海桜や雅桜などとともに、最も赤みの強い

桜の一つで、横浜市の在住者が開発したため同市では多く見られるる(長野県軽井沢町）。 
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公園の桜の古木や、学校の桜並木などを歩いていると、こんな桜の根張りによく遭遇する。 

一瞬、異常とも思える様子だが、よく気をつけて見ると、むしろこれが普通である。桜は

深植えを嫌い、おそらくこの盛り上がった根の部分でも、呼吸をしているのだろう。ゴテンバ

ザクラなどでは、しばしば気根を多く出した若い木を見ることがある。ここでも呼吸している

のだろう。同時に桜の根本は踏み固められたりすると、木が痛んで、勢いがなくなってしまう

ことも多い。特に古木はこれが原因で枯死した例もよく耳にする。従って桜を植えつける

ときには深植えにならないようにすることが重要である。また古木になって根元の土が固

まってしまったら、半径５ｍぐらいを立ち入り禁止にして、根本の土を丁寧に耕して腐葉土

などを入れて、柔らかく保つように工夫することも重要である。写真の土は既にかなり固まって

おり、これは好ましくない例といえようか。それと桜は過湿地を嫌うので、植える際、適宜

盛り土をしておくことも重要である。また忘れてはならないことは、桜はバラ科の植物だ

ということである。バラの項でも記述したように、バラ科は肥料と太陽の光を多く欲しがり、

しかも病虫害にかかりやすい。通風に配慮して、病虫害から守る工夫も必要である。しかし

桜は病虫害に関しては、薬剤の適切な散布で、比較的簡単に対処できる。それと桜切るバカと

いわれるように桜は切り口から細菌が入って大枝が枯れることもよくある。若い木なら別だが、

古木の枝を下ろすときには、切り口に殺菌剤を塗布しておくことも忘れてはならないことである。 
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神田川の桜並木、右手には関口芭蕉庵、椿山荘などがあり、左手には早稲田大学がある。 
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神田川沿いのサクラ。右手が早稲田大学で、左手には旧田中角栄邸、旧細川邸、講談社の

野間邸などが並ぶ。また神田川の上流は善福寺川である(東京都新宿区早稲田大学付近）。 

 
神田川のサクラ。右手は早稲田大学、左手は旧細川邸である(東京都文京区早稲田大学付近）。 
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神田川沿い関口芭蕉庵の桜。染井吉野にまじって仙台枝垂も見える(東京都文京区）。
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日本の二桁成長時代、神田川は汚れた川だったが、今では清流となり鮎が遡上するようになった。

日本が真の意味で先進国入りした一つの証と見ることも出来ようか(東京都新宿区)。 

 
都内では唯一となった都電荒川線。面影橋の駅を出ると、のんびりと神田川を渡る。
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神田川を挟んで対岸の目白台には、講談社の野間邸、旧田中角栄邸、そして九州熊本の細川邸など

豪邸が並んでいたが現在ではすっかり様変わりしてしまった。これは旧細川邸である。 
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『神田川』は昭和48 年(1973 年)9 月に発売された『南こうせつとかぐや姫』が歌った

フォークソングだったが記憶に残る名曲である。作詞は喜多条忠作氏、南こうせつ氏

が作曲し、木田高介氏が編曲していた。当時は1966年に始まった早大闘争、1968年の

東大紛争がやっと一段落したものの殺伐とした時代だった。そんな時代を背景に

1972年には上村一夫氏の『同棲時代』が双葉社から発行されるなど、今までとは異なった

愛の形が模索されていた。神田川の左岸、山の上には田中角栄邸や講談社の野間邸

などの豪邸が立ち並び、右岸の低地帯は小さな木造のアパートや昔ながらの下宿が

そこここに見られた。団塊の世代といわれたこの時代の若者は、そんな空気の中で

学生時代をすごし、やがて高度成長時代の波に呑み込まれていったのである。 

       

神田川 

 

   貴方は もう忘れたかしら 

   赤い手拭 マフラーにして 

   二人で行った 横町の風呂屋 

   一緒に出ようねって 言ったのに 

   いつも私が 待たされた 

   洗い髪が芯まで 冷えて 

   小さな石鹸 カタカタ鳴った 

   貴方は私の 身体を抱いて 

   冷たいねって 言ったのよ 

   若かったあの頃 何も怖くなかった 

   ただ貴方のやさしさが 怖かった 

 

   貴方は もう捨てのかしら 

   二十四色の クレパス買って 

   貴方が描いた 私の似顔絵 

   巧く描いてねって 言ったのに 

   いつもちっとも 似てないの 

   窓の下には神田川 

   三畳一間の 小さな下宿 

   貴方は私の 指先見つめ 

   悲しいかいって きいたのよ 

   若かったあの頃 何も怖くなかった 

   ただ貴方のやさしさが 怖かった 



花の縁 01－06－02 

 

17

17 

 
東京都北区音無川の桜。この川は漱石の小説『三四郎』にも登場する。上流は石神井川で、

源流ははるか小金井カントリークラブあたりに達し、総延長は約 25km に及ぶ。 

 
音無川と石神井川の境目がどこか？板橋区、豊島区、練馬区では石神井川と呼んでいる。 



花の縁 01－06－02 

 

18

18 

 
音無川＆石神井川の桜並木と神田川の桜並木はよく似ている。樹齢や周辺の環境、そして両

側から桜が川を覆い、その下をゆっくりと川が流れるところまでそっくりである。 

 

石神井川の桜並木は両岸に延々と王子まで続く。王子を過ぎると墨田川に注ぐ(東京都板橋区）。 
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埼玉県秩父市を走る秩父鉄道、その武州日野駅の桜。すぐ脇を『彩甲斐街道』が通る。昔は

田舎の駅はみなこんな光景だったが、今では桜のある駅はすっかり減ってしまった。 

 

権現堤は桜のピンクに菜花の黄色。麦の緑と空の青、色彩の帯が延々と続く。そして春は

次第に成熟して、空の青と新緑の世界へと脱皮してゆく(埼玉県幸手市）。 
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権現は本来、仏が人々を救うため仮の姿をとって現れることであったが、やがて仏、菩薩と同様

に称号化されて、徳川家康は東照大権現と称した。権現という地名には家康ゆかりの地が多い。

 

深谷駅前の桜。深谷は煉瓦で栄えた町。東京駅の煉瓦もここから出荷された。当時は日本煉瓦製造

工場までの貨物線 4.2km があったが、現在は遊歩道として整備されている(埼玉県深谷市）。 
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南湖公園は白河藩主松平定信(楽翁公)によって､1801 年に造園された日本最古の『公園』で

ある。大きな池の周りにはマツやサクラが植栽され､ サクラの季節には人々が集まる。 

南湖公園の桜、松の緑と桜色が良く調和している(福島県白河市）。 
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さいたま市の見沼用水堀沿いに植えられた桜並木。まだ若い木が多いが、それゆえに花つきも

よく見事である。周辺には住宅地が迫り、左岸には植木の生産圃場が広がる(さいたま市緑区)。 
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見沼用水掘の桜はまだ樹齢30年程度であろうか。ただ植え込み本数が極めて多いため、あと

20 年も経ったら、日本一の桜の名所になっていることだろう。 

 

この植栽事業は、竹下内閣時代の「ふるさと創生一億円事業」により行われたものである。 
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さいたま市の見沼用水堀に植えられた桜。堀にはカモが遊び、おしゃれな住宅が立ち並ぶ。 
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川面に桜の影を落として、見沼用水掘は東に西に蛇行しながら川口へとゆっくり流れる。 

 

川沿いの小径には時には老夫婦が、時には若者が、桜吹雪の中をゆっくりと歩む。 
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外堀沿いの桜、堀の下には東京メトロ南北線が走る。都心部では最も美しい桜並木の一つで、

ＪＲ中央線の車窓から花見が楽しめる(東京都千代田区市ヶ谷）。 

牛ヶ淵沿いの桜、後方は左側が昭和館、右側が九段会館である(東京都千代田区九段）。 
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千鳥ヶ淵の桜、後方は田安門とその後ろは武道館。半蔵門の周辺とともに、皇居の桜が最も

美しいところである。花見シーズンは武道館で大学の入学式が多い(東京都千代田区）。 

牛ヶ淵の桜、後方は田安門。武道館の屋根がかすかに見える(東京都千代田区）。  
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この｢大島桜｣は河津桜の一方の親木で、もう一方は寒緋桜である(埼玉県川口市安行見本園）。 

 
｢八重紅大島｣はオオシマザクラの交配種で、蕾にはやや赤みがあリ、咲き進むと白くなる。 
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しかし花は必ずしも八重になるとは限らず不安定である(長野県軽井沢町)。 
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宮城県の白石川沿いは桜並木で名高い。樹齢は100年に達し、今では川沿いに結婚式場が聳える。 
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白石川沿いに東北本線が走る。かつては桜の頃、特急列車も徐行して、車窓からの花見を楽しんだ。 

新幹線が開通してそんな風情もなくなったが、桜は往時の面影を留めている (宮城県大河原町)。 

 
玉川上水の桜、染井吉野の中に山桜が混在する(東京都羽村市）。 
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｢ヤマザクラ｣の花に蜜を吸いにやって来たミヤマセセリ。ギフチョウやツマキチョウ、

コツバメなどとともに春、真っ先に姿を見せる蝶である(長野県川上村）。 

｢ヤマザクラ｣はすべて実生であるから、花弁の濃淡など個体による変化が多い(東京都羽村市）。 
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｢ヤマザクラ｣の若葉は花同様にそれぞれの花の色を反映しており美しい。このため遠くから見

ると、色が濃く見えたり、花期が過ぎていても満開のように見えることもある(栃木県塩谷町）。 

 
美しいヤマザクラを見ると、桜の美しさにあらためて感動させられる(東京都羽村市）。 
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｢ミヤマザクラ｣の花が咲く頃、クモマツマキチョウが羽化する。そして山小屋では夏を迎え

る準備に追われる。6 月の梅雨入り直前の季節である(長野県松本市上高地）。 

 

｢ミヤマザクラ｣の花(長野県佐久穂町）。                   目次に戻る 


