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５）桜の変遷  
『万葉集』から『古今集』の時代、サコンの桜とかウコンの桜とかいう話がしば

しば登場する。サコンは『左近』と書くがウコンは『鬱金』と書く。『鬱金』は御室

の仁和寺の境内に植えられていた『黄桜』で、例の河童の酒である。よく鬱金と右近

を混同して、話がややこしくなることもあるが、そもそも右近は橘であって、桜では

ない。ウコンの桜と言った場合、鬱金でなければならないのだ。しかし左近の桜

がまたややこしい。梅の花と『南殿』(ナデン)という桜とが絡んでくるからだ。南殿と

いうのは内裏の正殿、宮中の『紫宸殿』のことで一番南の部分にある第一の御殿で

ある。その南側には白砂を敷きつめた広い庭があり、奈良時代より紫宸殿から見て左

側には『梅』を、右側には『橘』を植えていた。桓武天皇が平安京に遷都したときも

同様で、この梅は承和年間(ジョウワ＝834～848 年)には枯れてしまって、任明

(ニンミョウ)天皇が新たに梅を植樹した。ところがこの梅は天徳 4 年(960 年)に発生

した内裏の火災で、建物と共に消失してしまったのである。この内裏を再建した時、

重明親王式部卿(シゲアキラシンノウシキブキョウ)は、吉野山から持ってきた桜を植え

させた。この桜こそ後に『南殿』という品種になるわけである。ではなぜ左近の『梅』

を『桜』に変えたのだろうか。その理由は人々の関心が梅から桜に移っていったから

と見るのが妥当といえよう。『万葉集』では、梅を詠んだ歌は118首あり、桜を詠んだ

歌は43首しかなかった。清少納言は『枕草子』の「木の花は」の中で、梅、桜、藤を

以下のように取り上げ、梅は紅梅が、さくらは八重咲がよいと記している。 

   木の花はこきもうすきも紅梅。 

   桜は花ひらおほきに葉の色こきが枝ほそくて咲きたる。 

   藤のしなひながく色こく咲たることいとめでたし。 

そして平安時代に編纂された『古今和歌集』(905 年)では、桜を春の花の代表として

認めるようになり、さらに『後拾遺和歌集』(1086 年)になると、桜の歌集とも思える

ほどになってくる。宮中では観桜の会が嵯峨天皇の時に『桜の宴』として始まり、

それはやがて『桜狩り』と言われるようになる。｢交野(ｶﾀﾉ)の御野(ﾐﾉ)の桜狩り」と

いうわけである。この宮中の催事はさらに時代が下ると、やがて庶民の間でも『お花見』

として、春の一大イベントに成長する。左近の梅が左近の桜になったのは、こうした

日本人の心の変化があったことを忘れてはならないだろう。 

 一方、日本人が持つ桜のイメ－ジが少しずつ固まり始めてきたのもこの頃である。

桜はそれまでは単なる農事暦であったが、これは同時にその年の豊凶を占う花でも

あった。移り行く春と花吹雪の中に、厳しい冬を乗り切った安堵感を感じつつ、やがて

始まる農作業への期待と豊饒を祈りながら、散り行く桜を見送ったのである。 

   あしひきの山の間照らす桜花 この春雨に散り行かんかも 

   阿保(ｱﾎ)山の桜の花は今日もかも 散り紛(ﾏｺﾞ)ふらむ見る人もなしに 
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ともに『万葉集』に見られる詠み人知らずの歌である。ところが平安時代になると

同じ散って行く桜でも感慨が変わってくる。『古今和歌集』にある紀友則の 

   久方の光のどけき春の日に しづ心なく花のちるらん 

と比べてみると明白である。そこには散り行くサクラに対して心の乱れは微塵も感

じられない。ある種の悟りともいえるような澄み渡る心の静けささえ感じ取ること

ができる。そして同時にそれは芭蕉の俳句の世界にも通じる透明感であった。作者

自身が大自然の中の一つの構成要素になりきって、己を捨て去ったような、いわば

｢無我の境地｣になって桜に溶け込んでいるのである。そして『伊勢物語』(950年頃)の 

   散ればこそ桜はいとどめでたけれ うき世になにか久しかるべき 

と続く。この時代こそ日本人が『散りぎわの美学』を意識し始めた萌芽と見ることも

できよう。もちろん当時、それ以外の桜がなかったわけではない。時代は前後するが、 

   青丹よし奈良の都は咲く花の にほふがごとく今盛りなり 

という小野老(オノノオユ)が詠んだ歌や、一条天皇の中宮彰子に仕えた伊勢大輔が

詠んだといわれ『詞歌和歌集』(シカワカシュウ＝1155 年頃)におさめられている 

   いにしへの奈良の都の八重桜  けふ九重に匂いぬるかな 

というように栄華を極めた貴族の立場から見た桜も多い。万葉の時代には桜を、

愛する人に例えて詠ったものもあったが、桜と人間は必ずしも対等な関係ではなかった。

そしてこれが一本の桜と一個の人間として、多くの人々に意識されるようになるには、

もう少し時間をかけなければならなかった。 

 さらに鎌倉時代になると、次第に権力の座にのぼりつめた武士達や高名な僧侶の

間にも桜の歌は広がりを見せる。『千載和歌集』(1187 年)に見える源義家の 

   吹く風も勿来関(ﾅｺｿﾉｾｷ)と思へども 道もせに散るやまざくらかな 

であるとか、西行法師の『山家集』(1173 年)の中にある 

   願わくば花の下にて我死なん その如月(ｷｻﾗｷﾞ)の望月の頃 

桜は人間としての感慨や、人生哲学そのもの、はたまた人間の心の象徴として、その

間口と奥行きを次第に深めて行く。そしてこのことはヨーロッパにおけるバラの

果たした役割と、似た部分を見出すことができよう。しかし｢バラ色の人生｣といわれ

るように、バラがひたすら快楽主義的な傾向に走ったのに対し、桜はひたすら内なる

自分の問題へと向かっていったことは、いかにも東洋的、日本的である。これは

仏経の教えである『無』の境地や『諦念』が次第に武家社会を越えて、多くの人々

の心の中に少しずつ広がっていったためであろう。そしてこのことは、単に宗教とか

歴史の違いだけではなく、日本という風土全体の差異と見るべきかも知れない。

四季の豊かさや山野の起伏、川の流れや海の景色さえも、日本的景観はヨーロッパ

的解放感とは明らかに異なり、閉鎖的な側面を持っている。日本的無常観を生んだ

背景として、自然が大きく作用したことを、無視することはできないだろう。 
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この｢彼岸枝垂｣はまだ木が若いせいか、花付きがあまりよくない。やがてビッシリと付くだろう。 
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彼岸桜を拡大してみたところ。多くの早咲き桜の一方の親木になっている(長野県軽井沢町)。 
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咲きだしたころには白色に近かった彼岸桜だが、散る少し前になると花芯から赤みを帯びて

きて、このように全体が淡いピンク色になる。しかしこの逆に色が淡くなる桜も多い。

 
｢紅彼岸桜｣は早咲きで八重の美しい桜である。周辺部は紅が濃く覆輪になる(長野県軽井沢町)。 
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軽井沢には色の濃い山桜が多い。この紅彼岸もヤマザクラと同じ頃に咲くが、ヤマザクラ

よりも一層のこと紅が濃く、やや紫がかって見える。よく目立つ桜である。 

 
苗木業者はこの桜をなぜかベニヒガンといわず、コウヒガンと呼んでいる。紅彼岸枝垂を

単にベニヒガンと呼ぶために、これと区別するためなのだろう(長野県軽井沢町）。 
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紅彼岸桜の樹形は横に広がらずに上に伸びるものの、あまり大きくならず家庭でも栽培できる。  

 
｢冬桜｣として深谷で売られていた桜だが、一般的に冬桜は｢十月桜｣の別名である。しかし藤岡

市の『桜山公園』の冬桜は、染井吉野に近い花形の一重咲きである(埼玉県深谷市）。 
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これも早咲きで美しい｢啓翁桜｣である。カワヅザクラを追うように咲き出す(埼玉県深谷市)。
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埼玉県花園で『濃色フジ桜』として売られていたものであるが、その出自は定かではない。 
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多くの早咲き緋桜の親となっているカンヒザクラ。もともとは中国南部から台湾に分布して

いたが、現在では沖縄県で野生化している。｢河津桜｣も本種と｢大島桜｣の自然交配で生まれた。 

 
比較的珍しい純白のヤマザクラ。散り際までこの色だった(長野県軽井沢町)。
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高知県に原木がある｢センダイヤ｣である。牧野富太郎博士が、仙台屋という屋号の店にあった

ところから、命名した。染井吉野に比べると、色が濃く早咲きで、美しい(長野県軽井沢町)。 

 
花は小苗でもうまく育てると着蕾し開花する。これは高さ１m ほどである(長野県軽井沢町)。 
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さくらんぼの花は｢佐藤錦｣も｢ナポレオン｣もどれも白色である。 

 

染井吉野の果実、染井吉野は不結実性が強く、同一木では結実しないことが多いが、数本

混栽されていると結実することも少なくない(04-02-00参照)。 
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畑の隅でたわわに実をつけたサクランボ（埼玉県秩父市）。  

 
上は｢陽光｣の果実、下は「富士桜枝垂」の果実。熟すと黒くなる(上下とも長野県軽井沢町)。 
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サクラは果実の実る種が多い。河津桜などは比較的大きな果実が実る。これを食べてみると、

渋みと苦味と、それにわずかな甘味と酸味がある。いろいろな果実を食べてみると、染井吉野

にはやや甘味があり、陽光は河津桜と似た味がする。ところがこの写真の富士桜枝垂は、結構

いける。黒くなった果実を食べて見ると、サクランボにかなり近い。植物学者はとかく鋸歯

がどうだの、托葉がどうだのと、形状に差異を見出したがる傾向にある。しかし分類にあたって

は果実の味わいも参考にしたらどうだろうか。現在では味覚センサーの技術も進化している。

細野の彼岸桜は、朝日が昇ってくると、一層のこと赤みが差して美しい。、後方に見えてい

るのは妙義山で、クルマなら日帰りで楽に一周できるコースである(群馬県安中市）。 
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細野の彼岸桜。東京から行くと高速を使えば妙義・松井田で降りて国道18号線を右折して、

天神山トンネルを抜けて直進したところが細野。東京から2時間足らずである(群馬県安中市）。 
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妙義山の東側山麓には桜を植えた民家が多い。後方に見える桜は『行田の彼岸桜』という

妙義参道に沿って植えられた桜で、樹齢は400年だと言う。この桜は安中市の天然記念物で、

『山の神の彼岸桜』とか、『道者の彼岸桜』などとも呼ばれており、樹下には祠がある。 
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その祠である。妙義山信仰ともどこかで繋がっているのだろう。 

 
『行田の彼岸桜』に隣接する地に植えられていた枝垂桜である。 
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富岡から松井田方面に行く妙義町の県道に植えられていた桜で、かなりの樹齢と思われる。 

 
上信越自動車道の松井田インターを下りて軽井沢方面に向かうと、すぐ左手の民家に色の濃い

枝垂桜がある。花は小輪だが花色が極めて濃く、白河市妙関寺の『乙姫桜』を髣髴とさせる。 
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筆者はこの桜を一枝戴いて接木したところ活着して、ご覧のような花を咲かせてくれた。

筆者は勝手に｢妙義山枝垂桜｣と呼んでおり、『乙姫桜』と比較したいと思っている。  
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発地の彼岸桜、このあたりには他にも彼岸桜の名木が多い(群馬県沼田市）。 
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発地の彼岸桜、満開時期は4月20日頃、付近にはクワの大樹(04-03-04)もある(群馬県沼田市）。 

 
沼田市は利根川の段丘上に広がる町で、市内には坂道が多い。その山坂を利用してこの城は

町を見下ろす。沼田城址公園内に立つ鐘楼は、今も朝夕の 2回時を告げる(群馬県沼田市）。 
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沼田城址公園の｢御殿桜｣。沼田城は戦国時代、沼田氏の居城だったが、その後｢関が原｣の戦功

により真田信幸が城主となった。しかし５代城主信直の時代に徳川により没収された。この桜は

400 年もの間、戦国時代の攻防と沼田の歴史を天守閣の傍らで見つめて来た(群馬県沼田市）。 
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谷川岳を背景にした桜は｢染井吉野｣である(群馬県沼田市）。 

 
月夜野上津(ｶﾐﾂ)の｢姥(ｳﾊﾞ)桜｣。国道 17号線から奥まったところにこの桜はあった。民家に

はさまれて、少々窮屈そうだったが、春の日を謳歌しているように見えた(群馬県みなかみ町）。 
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まだ若く名もない一本桜だが、借景が良いためか、季節にはファンが集まる（群馬県安中市）。 

白石稲荷山古墳の桜、群馬県の南部には古墳が多い。この白石稲荷山古墳は 5世紀前半に築造

された前方後円墳で、出土品は東京国立博物館に収蔵・展示されている(群馬県藤岡市）。 
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白石稲荷山古墳の桜、染井吉野が数株と大きなケヤキがあった(群馬県藤岡市）。 

桜で名高い地方都市はあちこちにあるが、これもその一つ、群馬県の甘楽町である。桜の季節には

壮大な武者行列が開催され、東京からも著名はタレントが招かれ、町の花見は最高潮に達する。 



花の縁 01－06－05 

 

26

26                             

 

しかし残念ながらこの年は武者行列の日と、花の季節が折り合わなかった。並木の下には疎水が

流れ、以前は浄水として使われており、その時代に用いられた階段が現在でもあちこちに残る。 
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東京で花見をした翌週、この町を訪ねる桜ファンも近年急速に増えてきた。またこの町は小幡氏

の城下町として栄えたが、その後は織田信長の孫、織田信良が小幡藩の藩主として信邦まで約

150 年間続いた。この間に築かれた歴史と文化が、町のあちこちに今も息づいている。 
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小幡の疎水に沿って水仙が植えられ、桜の季節、さらに色を添えて花見客を歓迎する。 

 

町には河川沿いや学校、寺院、いたるところに桜の古木がそびえ、散策路の途中には織田家の

庭園や、武家屋敷、美術館など、程よく配置されており、駐車場もよく完備されている。 
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町の郊外で見つけた古い民家である。ここにも桜が植えられている。この先には宝積寺がある。 

 

甘楽町の極め付けの桜はこの宝積寺の枝垂桜である。樹齢140年とも言われ、本堂の前にそびえる。 
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本堂の前には『お菊の観音像』が下界を見下ろす。伝説によれば、城主小幡信貞の寵愛を受け

たお菊が、無実の罪に陥れられ処刑されたことに由来する『菊女観音像』なのだという。 

一方ここ宇都宮市戸祭山祥雲寺は約 500 年前の室町時代に創建された。境内の枝垂桜は県指定の

天然記念物。筆者が訪ねたときには既に花吹雪になっており、間もなく花は新緑に変わる。 
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｢沓掛のヤマザクラ｣。ひっそりとした地で、悠然と輝いていているように見えた(栃木県日光市）。 

 
｢沓掛のヤマザクラ｣、立派な桜だが花見客はいない。この地では絢爛たる桜花も日常のことで、

見物に値しないのかも知れない(栃木県日光市）。 
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水田に沿って咲く山桜、花が終わると間もなく田植えが始まる(栃木県黒羽町)｡ 

円良田湖(ﾂﾌﾞﾗﾀﾞｺ)の桜。円良田湖はワカサギとヘラブナで有名である(埼玉県寄居町）。 



花の縁 01－06－05 

 

33

33                             

 
羊山公園の桜、逆光であったために花色に赤みが出すぎている。しかし枝ぶりがすこぶる

良かった。さすがはソメイヨシノである(埼玉県秩父市）。 

 
清雲寺の桜、彼岸桜と仙台枝垂が多く、満開期は 3 月下旬から 4 月上旬。ただ木の老化が

進み、花付きはあまり良くないものも多いのが残念である(埼玉県秩父市）。 
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清雲寺の桜、寺の裏山から見おろす眺めがまた格別である(埼玉県秩父市)｡ 
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この印旛吉高の大桜を見に来たのは実は２度目である。最初に来たときにはややガスが多くて、空も桜も

綺麗に写らなかった。この桜の花期は遅く、４月２０日頃で、時には４月下旬の連休にかかることも多い。 
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佐倉のチューリップを撮影した後、バスを乗り継いでここ印西市までやって来たが、空は澄み渡り 全く

予期せざる幸運に恵まれた。桜とチューリップを同時に撮影できる機会は滅多にない。目次に戻る 


