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７）日本人の桜観 
江戸時代、福岡藩の儒医であり、同時に日本で 高の博物学者でもあった、貝原

益軒(1630～1714 年)はその著書である『花譜』(カフ＝1698 年)および『大和本草』

(1709 年)の中で、｢桜は日本原産の種である｣と説いた。しかしこの情報は単に長崎

の中国人から聞いた話であって、大した根拠のあるものではなかった。しかしまだ

日本人としてのアイデンティティーが確立されてなかった時代、日本だけのものと

いう情報は為政者にとっては政治的に利用する恰好の材料となった。このため異論を

持つ本草学者の意見は無視されて、独り歩きを始めてしまう。そして幕末になると

『尊王攘夷』やその他の思想とも結びついて、国学者などにより一層のこと強調されて

いった。さらに桜は明治以降、富国強兵政策の中で、軍国主義とも結びつき大和魂の象徴

として、武士の本懐として、散り際の美学として、多くの日本人の心の拠所とも重なり

ながら、いつしか日本人独特の心の美学を完成させていったのである。 

しかし逆に桜にしてみればそれからが受難の時代になった。戦前に植えられた木は、

やれ軍国主義の象徴だの、若い兵士を死に追いやった元凶だの、忠君愛国のシンボル

だのという理由から忌わしいものとされ、戦後になると容赦なく切り倒されてしまった。

しかしこんな乱暴な話はない。桜を切り倒したところで、英霊が還るというわけ

ではなく、むしろそれは自分たちの責任を物言わぬ桜という木にぶつけて、自分の

心を偽ろうとするものとしか思えない。一体世界でどこに祖国の国花を、これほど

までに粗末に扱った国があったろうか。これは日本人としておおいに恥ずべきことで

あると同時に、二度と繰り返してはならないことでもある。 

確かに桜の散り際の美しさは武士道の精神とも整合し、武士の心の拠り所の一つと

なった。しかし日本の武士と言うものは、後に詳述するものの、鎌倉時代以降必ず

しも安定的な地位でも、職業でもなかった。武士が出世するには武勲が必要であり、それ

には心身を鍛錬し、ひとたび戦になれば、体を張って領地を守り、主君に尽くす義務が

あった。主君とても兵を率いて先頭に立って戦う宿命を負っていた。この点はヨーロッパの

国王や騎士も同様である。鉄砲や、機関銃が登場する以前の戦争は、どこの国でも国王自身が

先頭に立ち、全軍を指揮したのである。従って戦死する国王も多かったし、国王の死によって

滅亡する国も少なくなかった。日本と諸外国で異なっていたのは、それぞれの心を支える

バックボーンが民族間で異なっていた点であると見るべきであろう。我が国では儒教的な

思想を根本としながら、神道的な精神論や仏教的な教訓、更には茶の湯の精神等々 さまざまな

概念が、複雑に絡みあいながら武士道が形成され、この中で武士の作法から、戦の方法

や形式までもが確立されて行った。そしてこの武士道の骨格は時代の推移の中で、やが

て主君に忠実であることと、上下関係や親子関係の厳格さに集約されて行ったと見ることが

出来よう。このため時として個人が置かれた『共同体』の論理が突出して、『自己』を

見失う危険性をも孕んでおり、ここが西欧の『騎士道』との大きな相違点でもあろうか。 
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しかしこうした武士の倫理概念は鎌倉時代から存在していたわけではなく、鎌倉から

戦国時代、安土桃山時代を経て、徳川の治世にいたってやっと確立されていったもので、

むしろ平和時に哲学的な概念をも加味されながら収斂されていったものである。特に秀吉

時代に茶人千利休が現れて、一介の町民でありながら、人生とは自然に身を委ねる事､

茶の湯の基本精神は『自由と個性』であると説いたことなどは特筆に価しよう。そして

様々な賢人の哲学的な概念も、武士道という茶碗の中に取り込まれがら攪拌されて、完成

の域に到ったことは忘れてはならないだろう。更に江戸時代になると、『武家諸法度』を

初めとする武士の行動規範が明文化されて来るに及んで、階級の上位に位置づけられた

武士の責任感は、町人のそれとは異なるものと位置づけられ、武士の責任感の証左として､

命を賭すという概念は、やがて切腹という形で確立されることとなったのである。 

もともと切腹は敵に捕らえられたときに拷問を避ける目的や、敵に斬首される前に

自ら命を絶つというところからスタートしたが、豊臣秀吉が高松城を包囲して、城主

清水宗治の命を講和の条件とした際、宗治は潔く切腹して果て、このときの宗治の

態度が極めて折り目正しく見事であったために、秀吉も感服し、以来、武士の切腹は

名誉ある責任の取り方として認識されるようになった。おりしも千利休は町人であり

ながら秀吉との思想的な齟齬を理由に、切腹を命じられた。そもそも利休は茶の湯の

原点を質素の中に求めようとした。これに対して秀吉は豪華絢爛な黄金の茶室で、権勢

を世に示すことを茶の湯に求めようとしたのである。織田信長以来、茶の湯は武士の

たしなみであり、由緒ある茶道具は、戦勝時の褒章金以上の価値があった。戦国武将の

中には、例えば大和の武将、松永久秀のように名物茶器は一国一城に値すると考える者

さえあった。彼は名物茶釜『平蜘蛛釜』を所有していたのだが、この茶道具をめぐって

信長とたびたび争い、 後には「信長にはワシの首も平蜘蛛釜もやらん！」と言い残して､

この茶釜もろとも火薬を仕掛けて天守閣とともに爆死して果てたのである。これは

特異な例であったが、実は本能寺で織田信長が明智光秀に討たれたのは、同寺にて信長

が自慢の茶器コレクションを一同に披露する盛大な茶会が催された、その夜のことだった。

明智光秀の謀反により、信長は多数の名茶道具と共に、本能寺の火炎の中で命を果てた。

これを受けた秀吉の茶道具コレクションは、信長の猿真似だったようにも見えるが、彼は

利休に新たな茶道具の逸品を集めさせた。だがこれは当然利休好みであり、秀吉との間に

乖離が生まれていた。秀吉は茶道具にも茶室にも、華美を求めたからである(01-04-03)。 

このような時代背景もあって、当時の茶人は、武人はもとより一般人からの人気も

きわめて高かった。このためか利休の一番弟子とされた古田織部でさえも、既成の

価値観を破壊して新たな美を生み出し、徳川幕府の統治に危険であるとされて、利休

同様に家康から切腹を命じられて世を去った。しかしこの時代大切なことは、茶人

を初め芸術家や多くの先達者の中には『自由と個性』という哲学が芽生えていたこと

であろう。この思想を危険視した当時の為政者は、こうした先進思想を弾圧したのである。
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しかしこれは明らかに新しい時代の夜明けを予告する、一つの魁であったと見るべきで

あろう。そして『自由と個性』を主張するために、武士の意志を顕かにする切腹は､

やがて切腹こそ武士の本懐として、名誉ある死と解釈されるようになったのだが、それは

秀吉の時代から1世紀以上経った後の、江戸時代中期以降になってのことである。 

江戸時代になると、幕府は統治体制を強固にするため、前述の武家諸法度を始め、

多くの規律を諸国の大名に課したばかりか、統治形態を簡素化するために、諸法度に違反

した諸大名や世継ぎの生まれなかった大名家を容赦なくお取り潰しにするなど、合理化に

腐心した。この結果、まず世継ぎの誕生を願い、多くの妾を持つ慣習や、逆にお取り

潰しなどにより、いわゆる浪人侍や、町人に成り下がるものなども多く出現した。この

代表は赤穂浪士の一件である。浅野家は分家ではあったが、お取り潰しとなり、あだ討ち

のために 47 人が立ち上がった。これは吉良への恨しみもさることながら、喧嘩両成敗

の原則から外れた徳川の幕藩体制への批判もこめられていたことを忘れてはならない。

そこには赤穂浪人のみならず、一般市民の幕府への体制批判も加わっていた。そして

赤穂浪士は吉良邸で討ち死にするか、目的を果たして切腹するか、はたまた浪人になる

かの岐路に立ち、彼らは武士として、死への道を選んで討ち入りを果たしたのである。

当時の侍はいわば各藩主に勤務するサラリーマンであったから、そこまで義理立てする

必然性はない。しかし武士道という規範が、このような選択を彼らに迫ったのである。

大小の刀を差している武士は、常に死とは隣り合わせの関係にあり、武士たるものは

いつも死を覚悟するというように教育されてきた。武士として生まれて来たからには､

大義名分の立つ死に場所を求めて生きてゆくというのが、いわば武士の掟でもあった。

それ故に四拾七士は も名誉ある死に場所として吉良家の討ち入りを覚悟したので

ある。この考え方は幕末の詩僧であった釈月性(シャクゲッショウ)の『将東遊題壁』

(マサニトウユウセントシテヘキニダイス)という漢詩の精神でもあった。 

男児志を立てて郷関を出ず、学若(ﾓ)し成る無くんはﾞ腹(ﾏﾀ)還(ｶｴ)らず、 

骨を埋むること何(ｲｽﾞｸﾝｿﾞ)墳墓の地を期せん、人間到る処(ﾄｺﾛ)青山(ｾｲｻﾞﾝ)有り 

 こうして武士道は鎌倉時代から約500年の歳月をかけて、江戸時代に確立されたものの、

その長い道程には様々な曲折があったことも忘れてはならないだろう。そもそも鎌倉時代

から戦国時代に到るまで、武士という階級は存在しなかった。当初、武士とは平常時には

鍬や鋤を持って自分たちの土地を耕す農民であり、いざ戦となると、農具を刀に持ち

替えて自分たちの土地を守り、自分たちの家族を守る『武士』に早代わりしたので

ある。このことを如実に物語るものとして、戦国時代にあちこちで勃発した民衆や

一向宗などの一揆を上げることができよう。1428 年(正長元年)に日本の農民が初めて

起こしたといわれる『正長の土一揆(ｼｮｳﾁｮｳﾉﾄﾞｲｯｷ)』は室町中期から後期にかけて延々と

続いた。農民が強固な武力を持ち合わせていたからである。同じく歴史に大きな足跡を

とどめた『一向一揆』は室町時代から戦国にかけて約 100 年続いて、戦国の末期に
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柴田勝家によって、ほぼ平定された(08-02-11-4）。これも一向宗の信仰者が武士に勝るとも

劣らない武力を有していたからに他ならない。こうした背景には室町幕府の弱体化や､

農民の武士化、更には15~16世紀の時代変化等が上げられようが、この時代は次第に

人口が増加して、人々の集中化とともに耕地面積の不足、それに戦乱による農地の荒廃等

の特殊要因もあった。この中で人々は自分たちの村落、自分たちの領地、更には自分たち

の食料を守る意識を持ち始めて、いわば自治意識の萌芽があったと見ることも出来よう。

そしてこれはまた『自我意識』の覚醒に他ならなかったのである。こうした時代を

背景に『兵農分離』がなされて信長の時代には『職業侍』が登場するようになった。

これは新しい時代の曙であり、利休が説いた『自由と個性』とも整合するものであった。

そして次の身分制度となった『士農工商』を準備したのである。 

 しかしこの時代を俯瞰して広く世界に目を向けて見ると、戦国時代末期は日本に

限らず、世界のあちこちで、時代の大きな変革期を迎えていたようにも見える。ヨーロッパ

では宗教改革に伴い宗教戦争が耐えることなく続いた(08-02-11-13)。そして新大陸の

発見に伴って、ヨーロッパ人の世界観はかつてなかったほどに拡大した。更にこの時代

には、10世紀頃にしきりに行われた『職業の分化』が、新たな胎動を起こし始めていた。

次なる職業分化が始まっていたのである。織田信長が武器としての鉄砲に目をつけるに及

んで、信長は当時、自由都市だった堺を配下に治めて、その先進技術で鉄砲を作らせた。

やがて近江の国友村(現在の滋賀県長浜市)の鍛冶師は信長の命により、刀剣に替わって

鉄砲の製造を始めるようになり、弓や刀剣での戦争は、根本から変わろうとしていた。

兵法に則った作戦へと変貌を遂げていったのである。もはや戦には切れ味の良い刀だけで

は済まされない、総合的な戦略が求められていた。兵糧や兵站線や情報通信など、現代に

比べれば幼稚な手法ではあったが、近代戦と同様の要素が求められて来たのである。従って

それなりの専門知識が必要になり、戦況全体を読む見識を身につけたものこそ、真の意味

での『武士』として、また侍大将として、やがて徳川の治世になると、前田利家、利長

親子のように、大名としての地位を獲得して行くこととなったのである。 

 さて時代と共に、哲学としての『武士道』は、散り際の美学を求めて桜へと接近し､

一方、庶民も花を満開にして春を表現する桜を愛でた。春ともなればこぞって桜を鑑賞する

習慣は社会全体に根付いて行った。戦国時代に雪舟を初めとして土佐光信、狩野正信など

の歴史に名をとどめた画家が現れ、16 世紀末に現れた狩野永徳にいたっては、ツガイの

孔雀の背景には絢爛たる桜の一枝を描いて見せた。永徳に限らず、この時代の絵画には

しばしば背景として桜が描かれ、戦乱の世相からは考えられないほどの、風趣が展開

されており、これは並行して開花していった茶の湯の精神とも一致するものであった。

桜という花の美しさと、武士という階級の生き様と、更には自然に身を委ねて生きてゆく

ことを是とする茶の湯の精神と、一見無関係の世界は、桜という花に手繰られて、多くの

接点を持つようになっていた。そして平穏だった徳川の治世になると、武士も平民も農民も、
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春は桜の下で酒を酌み交わし､それぞれに春を分ち合い､花見は春の一大行事として敷衍

して行った。ことに『宵越しの銭は持たない』といわれる気風のよさを求めた江戸っ子は､

桜の散り際の潔さに自身の生き様を重ねて行くようになった。こうして桜が人々の生活

に深く刻まれて来ると､桜は人生の喜びをかみしめる花として､あるいは人生の決断をする

場面で、背中を押してくれる花として、更には人生の 期を見届ける花として、特別な意味

を持つようになって、日本人の思想の中にまで深く入り込むようになったのである。 

 さらに幕末になると、下級武士でさえも学問や外国文化、そして哲学を身につけるに

及んで、桜は更に多くの人々の心の奥底へと入り込んで行った。咲き出しの優しさ、

満開時の絢爛さ、そして散り際の潔さは、まさに武士の生き様そのものであると同時に、

これは庶民の一つの手本であり憧れであり、その一方で日本人の誇りにもなっていった。 

 時代は遷って、幕藩体制は明治政府に変わったものの、こうした武士道精神は、多かれ

少なかれ隅々にまで横溢していた。そして桜観は既に日本人の到る処に深く深く根を

張っていた。士農工商という身分制度が廃止されて、日本国民は精神的にも民族的にも

一つにまとまろうとしていた時代、日本人の目標も唯一つ、外国に学び、外国に立ち

向かうという、大きな拠り所が確立されてきた。戊辰戦争の内乱から生じる不公平や､

これに伴う著しい格差はあったものの、明治の指導者たちが公家の出身でもなく、

せいぜい下級武士の出身者であって、身分の差よりも個人の能力の方が重視される

社会に、概ね国民からの賛意があり、その素地もまた完成されていたのかもしれない。

そして日清、日露戦争はそうした精神のもとで行われた戦争だったように見える。両国

とも開国して間もない日本が、四つに組んで相手に出来るような小国ではなかった。

ところが日本はこの二つの戦争に諸外国からの支援もあって、奇跡的に勝利することが

出来た。しかしながらこれが日本人の奢りの端緒となったことは否定できない。 

第一次世界大戦にも戦勝国の一員となり、日本は明治維新以来、実力以上に幸運な道

をたどって来た。だがいつの日か日本人はこの幸運と、日本人の真の実力とを混同する

ようになっていた。そしてどこからとも無く奢りの心が日本のあちこちに芽生えて

いたのだろう。大正デモクラシーを境にして、明治は中村草田男の1句を待つまでもなく、

次第に遠くなっていった。しかし草田男が活躍した昭和の前半、まだ明治は生きていた。

明治の気概を持った人間も、年老いたとはいえ少なくなかった。だからこそ草田男は 

   降る雪や 明治は遠くなりにけり 

と敢えて表現したのだろう。昭和初期、父親や祖父から明治時代の武士道精神を教育

された人間も多数存在していた。しかし昭和の戦争は、いわばそうした日本人の間に

生まれていた心の間隙を埋めないままに、また戦争の大義名分もなく遂行されて行った

と見てよかろう。自らの分をわきまえる事なく、むしろ欧米に追いつかんとばかりに

植民地を拡大することに腐心する指導部も多かった。これこそが時代に逆行する行為で

あり、敗戦の原因でもあった。そして結論は間もなく見えてきた。300万人もの犠牲者を
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伴って1945 年8月15日、日本は敗北したのである。 

桜は確かに潔く散る花ではあるけれども、桜が若者を死に追いやったのではない。

日本男児の本懐でもあった武士道の教えに従って、家族のため国土のためと信じて戦った

兵士も、多く存在したことも忘れてはならない。そうでなかったとしたら亡くなられた

兵士は浮かばれない。桜はどの兵士にとっても、日本の誇りであり、故郷の美しさであり、

家族の優しさの象徴であったはずで、桜をここで切ることは、いわば英霊の名誉をむしろ

損なう行為としか筆者には思えないのである。幕末の詩人釈月性の『将東遊題壁』を再び

取り上げるまでもなく、明治以前の男達は常に名誉ある死に場所と、男としての美しい死を

求めた。その たるものは乃木希典の明治天皇崩御に伴う殉死であろう。しかしこの考え方

は現在日本人の人生哲学にも生きているし、演歌の歌詞にはそんな言葉も多い。適切な

例といえるか問題もあろうが、三島由紀夫の割腹自殺も、日本男児として貫いた男の 期

の美学だったのだろう。そして桜はそうした男の死に、花を添えて、ことさら美しく飾った

のであって、桜の花のために死んだのではない。第二次世界大戦の戦争責任を桜の花に

押し付け、自らの責任をとろうとしなかったのは、日本人として恥ずべき話といわざる

を得ないだろう。因みにワシントンのポトマック河畔の日本から贈られたサクラは、

大戦前後を通して1本たりとも切られることはなかった。 

しかし今回の敗戦を契機に、日本人の桜に対する意識は、再び大きな転換点を迎える

こととなった。もはや桜に対する美学も、桜がもたらした哲学もすべてが過去のもの

として、忘れ去られていた。そして今、桜との新しい付き合いが始ろうとしている。

戦争もなく､恐慌もなく､飢餓もなく､自由と平和の中で自らの生活を謳歌してきた戦後

世代は、ようやく新しい『桜観』を構築しようとしている。しかしここに至るまでには

今までに日本人が経験したことのなかったような変動があった。1ドル360円から一気

に倍となって、外国のものが今までより安価に手に入り、わが国で作るよりも輸入した

方が安いという逆転現象まで起こった。以降経済は急激に加速し、同時にこれに伴う

破綻もあった。多くの若者が外国へ旅立ち、外国の一流文化を吸収して持ち帰った。

ことに団塊の世代は新しいカタカナの職業や、カタカナの文化を、ためらうこともなく

自分たちのエネルギーに変えていった。また一方では海外からも日本の文化を求めて､

様々な国の人間が日本にやって来た。だがそんな混沌の中で、我々は桜を忘れることは

なかった。戦後 17 年目に当る 1962 年にはコマツ社長だった河合良成氏の提唱で、

『日本花の会』が誕生すると、1969 年には茨城県結城市に｢桜見本園｣が開設されて、

桜の普及と保護に努めるかたわら、日本中に桜の苗木を寄付し、あちこちに桜の名所が

誕生することとなった。そして 2014 年には桜の苗木配布数は 240 万本に達した。戦後

70年、日本人は世界の中の日本人であることを認識せざるを得なくなっていた。外国人

に刺激されて、異なった視点から桜を見つめるようにもなっていた。それは外国人に

も誇れる桜であり、外国人にも愛される桜であり、世界の桜でなければならなく
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なっていた。しかしその一方で、日本人の古いの習慣や伝統工芸などは、日本人よりも

むしろ外国人が率先して受け継いでいた。ともかくも欧風化という名の元に消えそう

になっていた日本の伝統が、逆に欧州人によって守られようとしており、こんな刺激

を受けて伝統技術が息を吹き返そうとしている。そしてこうした外国人に背中を押さ

れて、更に日本人の心の本質を知ろうとする外国人も増えて来るに及んで、日本人は

新たな『桜観』を模索し続けているのである。 

桜はいつも真っ先に春を感じさせてくれる花である。そして我々はこの季節、もう

ひとつの1年の区切りを迎える。これは正月よりもずっと大きなターミナルである。桜の

季節、人々は人生の も大きな行事の一つである卒業式と入学式を迎え、ある者は次なる

ステップへ、ある者は異なった道へ、そしてある者は新しい目標をめざす。それだけ

ではない。この時期は転勤の季節でもあり、結婚の季節でもある。それぞれが昨日とは

違う明日を迎える。桜は出会いの季節の花であり、そしてまた分かれの季節の花でもある。

常に人々の門出を祝福し、常に悲しい心を包んでくれる。桜はまた新しい門出に挫折した

者をも優しく迎えてくれる花であった。心がへし折れそうになったとき、涙が止まら

なくなったとき、いつでも満開の花が優しく傷ついた心を包んでくれる。桜に人生の

運命を託す。そんな『桜観』が今、生まれようとしているのである。 

さてこうした桜と日本人の心の問題は別にして、桜は『桜湯』や『桜餅』として庶民の

暮らしとも密接に結びつくようになる。桜湯はたぎる湯の中に塩漬けにした八重桜の花を

浮かべたもので、これには『普賢象』や『関山』など、花が比較的大きくて、花弁の数も

多いものが選ばれた。ちょうど茶碗の中に、いっぱいに広がって、花が咲いたようになる

ところから、『花開く』と称して、とりわけ縁談の席や婚礼の宴などで、古くから利用さ

れてきた。こうしためでたい席では、普通のお茶は｢お茶を濁す｣という言葉につながると

いうことで、疎んじられてきたのである。また単なる酒宴の席で、盃に桜の花が開く姿を

楽しんだり、春の香と味わいが一気に立ち込める、風雅を味わったりもしてきた。桜という

花は日本の伝統文化の中で、綿々と生き続けてきたのであるが、これは逆に日本文化が

桜という花によって、長い時間をかけて醸成されて来たものと見るべきかも知れない。 

江戸時代の大ヒット商品である桜餅は、今では和菓子の定番ともなっているが、当時

から庶民が一般的に口にしていた。この桜餅を開発したのは、江戸向島長命寺の門番、

山本新六である。長命寺は桜の名所として知られ、新六は享保 2 年(1717 年)この桜餅

を売り出したのである。桜餅は白玉粉、小麦粉、砂糖などを交ぜ合わせて、薄い皮に

伸ばして焼き上げて、こし餡を包み込み、更に塩漬けにした桜の葉で包んだもので、

幕末の1824 年、当時の江戸の人口が 100 万人程度だった時代に、年間 40 万個も

売れた大ヒット商品だったという。この店は現在も『長命寺桜毛ち山本』として、

墨田区向島5丁目で営業しており、桜もち以外の和菓子は一切扱ってない。これも江戸っ子

の気風というべきもので、『武士道』ならぬ『商人道』という事になるのだろう。 
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ぶどう峠付近の山桜、淡紅色が特に濃かった。ここはあの上野村をぬけて北相木村へ向かう

道である。クルマはめったに通らないが、サルがよく現れる(長野県北相木村）。 

 
｢地蔵久保のオオヤマザクラ｣、日清戦争勝利を記念して山から移植したのだという(長野県飯綱町）。 
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日本で現存するヤマザクラの中では も美しい一本桜であるろうか（2002.04.28.撮影） 
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数年前までは見事な扇のように左右対称だった樹形は、現在ではその面影もない。右半分は

大枝が枯れて、中央の枝もキノコが付着し、勢いを失っている。現在の科学ではこの桜の

枯れこみを止める手立てはないという。そこで筆者は町に対して、いくつかの提案を行った。

その一つは継承木を確実に残しておくこと。その第二は薬剤が駄目なら、納豆の殺菌力を

ダメモトで試してみること(08-01-11-03）。その第三は地下の様子は見えないけれどもモグラや

イノシシがミミズを食い荒らして、地下の土壌が悪化している可能性も高いので、こうした動物

が嫌う水仙や彼岸花を根本に植栽して、出来るだけ根元を保護してあげること。そして第四に

桜は時にはゴテンバザクラのように気根を多く出して、根が呼吸しているように見えること

から、根が地表すれすれになるくらいに土を取り除くこと。等であるが、今後どうなるかは、

今年が正念場である。町の人々はもとより、日本中の桜ファンが固唾を呑んで見守っている。

かつての美しい姿を取り戻してもらいたいものである(2014 年 4月 2 日飯綱町にて撮影)。 
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｢中塩のしだれ桜｣、高山村にはサクラの古木が多く、これは村の五大桜の一つ(長野県高山村）。 
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『中塩のしだれ桜』、高山村は須坂と小布施にはさまれた人口5,500人ほどの村(長野県高山村）。 
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『水中のしだれ桜』、高山村五大桜の中では、これが一番美しかった(長野県高山村）。   
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群馬県の県道10号線富岡から安中にいたる周辺は、のどかな田園地帯で、いたるところ桜や桃の花

が春を彩る。東京の花見を終えたら、このあたりをドライブしてみるのも楽しい。写真は紅彼岸枝垂。 
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古木が多いと言うわけでないが、民家の庭に春を届けに来た紅彼岸枝垂れの開花である。 

 

そんな春がここにも一つ。紅彼岸枝垂と紫木蓮、おまけに染井吉野まで咲き誇っている家があった。 
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誰が植えたのだろうか、小川の土手に枝垂桜と染井吉野それに陽光と思われるら花が咲いていた。

 

小さな畑を春が取り囲んでいるように見えた。夏に向かって、畑には何が育つのだろうか。 

Takeru Fujii
タイプライターテキスト

Takeru Fujii
タイプライターテキスト

Takeru Fujii
タイプライターテキスト
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農家の庭先で大きく枝を広げていた楊光の花である。この時期の桜では色が濃いのですぐわかる。 

 

何気ない光景だが、上州や信州の春の遅い地方ほど、こんな桜を見ることが出来る。冬寒いエリアほど、

春の桜が待ち遠しいのだろう。そして桜こそ何よりの観光資源になることも理解されるようになった。 
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高崎市の倉渕付近である、『滝不動尊』あたりの桜。滝不動尊堂は、精神病治療の霊泉として、

近郷近在に知れ渡っており、本堂は明和4年(1767)に室田村の名工清水谷仁右衛門、藤原

貞宴による作と伝えられている。絶壁を背にして右側の烏川との間の、わずかな平地にある。 
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JP 吾妻線の郷原駅付近から榛名山西麓へ行く道がある。牧場の多いエリアだ。川沿いの山桜である。 
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こちらは｢神代曙｣の原木である。ソメイヨシノに似るが、咲き始めはやや紅覆輪になって美しい。ただ

樹形はどちらかというと横へ広がる性質があり、公園など広いところでないと育てにくい(神代植物公園)。 
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見上げれば青空に精一杯枝を伸ばして、春を謳歌しているように見えた(神代植物公園)。 

 

｢思い川｣は半八重咲きで十月桜の交配種、栃木県思い川沿いの修道院で誕生した。染井吉野が

花吹雪になる頃に満開期を迎え、木はあまり大きくならない(さいたま市新都心）。 
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これも｢思い川｣だが、完全に一重咲である。半八重咲はもともと比較的不安定な形態で、自然

条件の中でさまざまに変化するのだろう。この点は椿にも共通している（長野県軽井沢町）。 

 
｢兼六園菊桜｣、菊咲種の代表で金沢兼六園に古木があったが既に枯死した。もともとは京都御所

より移植したと伝えられるが定かではない。花弁数は300～500枚にもなる(さいたま市浦和区）。 
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｢横浜緋桜｣は、｢熱海桜｣、｢薩摩緋桜｣、｢プリンセス雅｣などとともに一重咲の桜の中では紅色

の も濃い品種の一つである。横浜市等の公園では広く植栽されている(埼玉県深谷市)。 
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｢横浜緋桜｣をアップして見るとこんな表情である。蜜が多いようでアリが集まる。 

 

花の大きさは｢染井吉野｣とほぼ同じぐらい。樹形はあまり横へ広がらずに斜上する。 
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筆者が見た一重咲きの桜の中で、カンヒザクラを除いて も色が濃い桜の一つがこれである。

遊歩道の空き地が寂しげだったので近所の人が植木屋さんに頼んで植えさせたのだという。 

 

｢横浜緋桜｣よりもさらに濃いように思う。開花は染井吉野よりやや早い(さいたま市浦和区)。
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背景のお宅がこの桜を植木屋さんに頼んだ方である。今では居ながらにして花見が楽しめる。 
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この頃満開になる桜では、｢プリンセス雅｣も色が濃い。この桜よりもプリンセス雅の方が5日

～7日ぐらい早咲きと思える。まぁ濃い争いといったところか(さいたま市浦和区)。 

 
『色濃い沙汰』を追いかけるのも、桜の追っかけとしては大事であるが、品種名は不詳である。 
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筆者はこの桜の枝をもらって接木を試みたところ、2 年後に花を咲かせてくれた。 
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見慣れないアングルの写真ではあるが、桜は苞や萼、萼片、小花柄などを比較観察することで

品種名が判別されることが多い。この写真をご覧になって品種名がお分かりになられた方が

いらっしゃったら、是非とも筆者のアドレスまでご連絡いただきたく思っております。 
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これは前頁の花の色に も近い『プリンセス雅』の萼および萼片と小花柄、苞の写真である。

前種と明らかに異なっているのは、萼片と花弁の間に隙間があること。萼と小花柄のつなぎ目の

色合いが前頁のものは、赤から緑に急変しているのに対して、プリンセス雅ではグラデーション

になっていること。更に萼筒の形状が前頁の種ではナデ肩になっているのに対して、プリンセス

雅では、イカリ肩になって釣鐘状に見えることなどである。拡大してみると、前頁の種は萼

から小花柄が無毛であるのに対して、プリンセス雅には細かいウブ毛がある。 
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ちなみに染井吉野の萼、萼片はこの写真のようになっている。萼の色はかなり赤みを帯びて

おり、花弁は白に近いのに遠望すると花全体としては桜色に見えるのはこのためである。 
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色の濃い一重咲の桜をお望みなら、カンヒザクラを除いて、この｢プリンセス雅｣だろうか。
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｢プリンセス雅｣は早咲きであることと濃紅であることと大きな利点を二つ備えている。桜の

好みはさまざまではあるが、一般的にはこの 2点は桜を選別する大きな要素のようである。 

 
真鶴半島で発見された｢紅鶴｣である。咲き始めはやや紅覆輪となるが、咲き進むと白になる。 



花の縁 01－06－07 

 

34

34                              

 
｢紅鶴｣の花容は、日本人がイメージする原点的な桜であるが、花弁はやや波状する。咲き始め

の美しさは、例えようもなく、散り際になるとほとんど白色となる(長野県軽井沢町)。 
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開花して数日後の｢紅鶴｣で、紅覆輪がほとんど目立たなくなって来ている（長野県軽井沢町）。 
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｢紅鶴｣は滅多にお目にかかることが出来ない桜だろうか。染井吉野や河津桜のように、いわば

メジャー化されていない桜で、今後見直されてくるであろう(さいたま市浦和区)。 

 

海外で改良交配された｢アーコレード｣は、｢思い川｣に似た花を咲かせるが花径は大きく、

花柄は長く下を向いて咲き、｢染井吉野｣より1週間ほど早くに満開になる(長野県軽井沢町)。 
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これは2013年に撮影した｢アーコレード｣である。花の中に花が咲いたような形になっている。

開花し始めた頃、寒波が来て大雪になった。花弁が閉じて花芯を寒さから守っているのだろう。

 
寒波の後に咲いた花は元に戻っていた。 前者は2013.04.26.こちらは05.06に撮影(長野県軽井沢町)。 
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これは2014年5月2日に撮影したもの、付近でも｢大山桜｣が満開だった(長野県軽井沢町）。 
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東京周辺では｢カワヅザクラ｣がまず開花して、次に｢プリンセス雅｣が開花するが、不思議なことに

軽井沢では、｢ヒガンザクラ｣や｢ヤマザクラ｣、そして｢アーコレード｣が先陣を切って咲き始める。 

 
｢アーコレード｣はイギリスで開発された早咲きの桜で育ちも早い。同じくイギリスで開発された

｢オカメ｣とは対照的に花径は大きく、花弁周辺部は紅色が強く覆輪となる(長野県軽井沢町)。
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｢陽光｣は染井吉野よりもやや早咲きで色も濃く、春分の日ごろになると開花し始める。 
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野口雨情の邸宅で栽培されていた｢雨情枝垂｣、あまり大樹にならない桜である。この桜は

雌蕊は通常１本だが、手前の花にはどうしたことか 2本見えている(長野県軽井沢町)。 
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｢雨情枝垂｣は八重咲でしかも早咲き、また大樹にはならないため家庭でも育てやすい。
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満開になった｢雨情枝垂」。「仙台枝垂｣よりも花弁数は少ない。 
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これは深谷で｢富士桜｣として売られていた種で、背丈は 20cm に満たないが花をつけている。

早咲きで紅が濃く、挿し木で繁殖できる低木種のようで、盆栽向きともいえる。 
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ところが数年後の2016年3月、同じく深谷市でこのフジザクラが盆栽になって、売られていた。

ところが写真のようにその色はカンヒザクラと見まごうほど濃かった(埼玉県深谷市）。 
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そこで桜の種を決定付ける大きな要素の一つとなる、萼筒から小花柄をアップして撮影して

おいた。通常図鑑等で見るフジザクラとは、あまりにも異なっていることが分かる。 
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｢鵯(ﾋﾖﾄﾞﾘ)桜｣は絶滅種と思われていたが、1969年七尾市飯山町の法京武彦邸で発見された。

花弁数は時に 500 枚近くにも及ぶ。菊桜の代表格である(『日本花の会』さくら見本園）。 
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｢梅護寺数珠掛桜｣は、越後に配流された親鸞上人が、桜の美しさに見とれて、思わず手に

していた数珠を掛けた故事に由来する菊桜である(埼玉県川口市安行見本園）。 

 
｢梅護寺数珠掛桜｣は咲き始めは桜色だが、次第に淡くなってゆく傾向にある(長野県軽井沢町）。 
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｢梅護寺数珠掛桜｣は菊咲き種と呼ばれる桜の一種で、花弁数は 200 枚前後に達する。
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｢富士桜枝垂｣はあまり大きくならず、横に枝を張ることもなく家庭でも育てやすい(埼玉顕深谷市)。 
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｢富士桜枝垂｣は咲き始めは純白で、咲き進むにつれて次第に桜色に変わってゆく。満開の

状態では紅白 2 色咲いており、花も大き目で、見ごたえがある(埼玉県深谷市)。 

 
｢菊枝垂｣は枝垂れ性の｢菊桜｣でこれは本種のみかも知れない。樹形もあまり大きくならず、

しかも妖艶な花を咲かせる。ういう点では家庭でも栽培できる桜の数少ない品種である。 



花の縁 01－06－07 

 

52

52                              

 
｢菊枝垂｣は桜の中でも、もっとも華やかな類に属する桜といえよう(長野県軽井沢町)。 
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菊咲種は開花期が遅い傾向びあるが、｢菊枝垂｣は｢染井吉野｣よりやや遅れる程度である。 
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｢衣通姫｣の古木。これは朝８時頃、正面から撮影したものだが、光線は半逆光になり、昼間だと

完全に逆光になってしまう。この花を撮るには朝９時頃までが良い(東京都小金井公園）。 
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順光の側から撮影すると、枝振りが非対称になってしまう(東京都小金井公園）。 

 
｢衣通姫｣は｢オオシマザクラ｣と｢ソメイヨシノ｣との自然交雑により生まれたものだという。

花は純白に近いものの、開花して数日経つと、花芯に赤みが差して来る(東京都小金井公園）。 
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｢紅山桜｣はどこにでもあるが、色の濃淡が種々あって美しい(軽井沢町星野温泉)。 目次に戻る 




