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ザクロの特徴と日本におけるザクロ栽培の歴史について

村松

〔キーワード〕 実ザクロ，花ザクロ，花木盆栽，

庭木，機能性成分

はじめに

ザクロはミソハギ科ザクロ属の落葉ノト高木です.

ザクロ属には 2種ありますが，栽培化されているの

はPunicagranatumの l種のみですザクロの起源

は中央アジア，ペノレシャです.栽培の歴史は他の果

実に比べても非常に古く ，紀元前 2200年ごろ，古

代文明のチグリスユーフラテス川の下流のシュ

メーノレで、栽培の記録があります.現在は，アメリカ

をはじめ， トルコ，スペイン，イ ラン，チリ，中国

などで広く栽培されています.

ザクロは，ブドウ，リ ンゴやオレンジなど主要果

樹に比べその生産量は少ないですが，近年，国の内

外でポリフェノールなどの抗酸化性成分をはじめ

として，肥満防止， 骨関節症，胃腸，糖尿病，血管

疾患への効果，抗腫蕩性，神経変性疾患，抗菌作用

など幅広い機能性研究がなされ，ポリフェノールを

中心に，その機能が注目されるようになってきまし

た(参考文献 4).このような状況の中，イスラエル

やトルコを中心に世界的にザクロ果実の生産は，急

速に伸びています.また，国際園芸学会主催のシン

ポジウムも 3年おきにすでに 3回開かれており，世

界的にみると非常に栽培が盛んな果樹です(参考文

献 5).

現在の日本では庭木としての栽培があるものの，

商業的栽培はほとんどありません.ただ，ザクロに

ついて文献を調べていくと，今から 70~80 年前に

は花ザクロを中心に日本でも栽培が非常に盛んで

あったことが明らかになってきました.

ザクロは生産量も少ない果樹であり ，あまりなじ

みのない方も多くおられると思いますのでザクロ

の果樹 ・花木としての特徴を述べた後で，日本での

栽培の歴史について触れたいと思います

昇

あっても食べたことも，樹を見たこともない方もあ

ろうかと思います.ザクロは，まず，果実が食用と

なる「実ザクロ」と，八重咲きなどをして，果実が

ならない観賞用の「花ザクロJがあります 以下，

ザクロの特徴について部位別に書きたいと思いま

す.

(1)樹

ザクロの樹高は，栽培樹では 5mよりも低いです

が，野生樹では 9mを超えるものもあります 日本

のような温帯地域では，冬になると落葉しますが，

熱帯においては，落葉する ことはありません回樹勢

は旺盛で，成木でも地際から「ひこばえ」の発生が

旺盛なことが特徴です(写真 1).また，カラマツな

ど他の樹でも見られますが，樹がねじれるいわゆる

「らせん木理Jになります.この枝のねじれの程度

が著しい「摂幹」といわれる観賞用の品種もありま

す.このほか，校にトゲが多いことも特徴的です，

若木の時ばかりではなく成木になってもトゲがあ

ります.

ザクロの特徴

最近では，ザクロと言っても果実は見たことは 写真 l 地|際部から生えたひこばえ

'山梨大学生命環境学部 (NoboruMuramatsu) 0369-5247/141干500/1論文/JCOPY
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写真 2 大学構内のザクロ樹の結実の様子

結実するまでの期間について一般に「モモ栗3年，

柿 8年」といいますが，ザクロの場合は，比較的早

く，植え付け後 1 ~2 年で花が付き， 3年目以降に結

実するようになります(写真 2) 植え付け 15年後

頃に果実生産のピークを迎えますが，樹齢は長く 3

200年を超えるものもあるようです.

(2) 葉

葉は，長さが， 2~9cm 程度で，幅は 1 ~3cm の細

長い形をしていて，葉柄は短く，一部の品種ではや

や赤みがかっています.葉の大きさや形態により大

葉，中葉，小葉，柳葉，笹葉，斑入り葉と分類する

人もいます.斑入りの品種は，観賞の対象になるよ

うです.

(3)花

花は， 日本の暖地~中間地では 5 月下旬~6 月ぐ

らいに咲きます.ただし，桜のように，一斉に短期

間に咲いて満開を迎えて散ってしまうということ

ではなく 1本の木でも開花期間は，数週間とかな

り長いです.花は，雄蕊と雌蕊がある両性花と雌蕊

が退化している雄花の 2種類があります.雄花と両

性花の比率は一定しておらず，年によって異なるよ

うです.花の色は，一般には，赤みの強し、濃いピン

ク色ですが，白花品種や絞り咲きの品種，赤と白が

入り混じった斑入り品種，一般に花弁は 6枚ですが

花弁が多数ある八重咲きの品種など様々なものが

あります(写真 3).

(4)果実

写真 3 大学近辺で見られるザクロの花
2014年 6月撮影

果実は品種にもよりますが，通常日本では 9月下

旬~ ll 月上旬に収穫期を迎えます. 果実の重さは，

日本在来種では，100g前後のものが多いですが，海

外の品種では Ikgを超えるものもあります.果実表

面の色も様々で，白っぽし、色のものもあれば，黒い

色品種やアメリカの主要品種である「ワンダフノレJ
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のように赤色の品種のものもあります.可食部はア

リル(種皮)と呼ばれています.1つの果実の中に，

数百~千数百個のアリノレが入っていて，同一品種で

は，アリノレの数が多い方が，果実が大きい傾向にあ

ります.アリルの色も，一般にはピンク色ですが，

白~薄黄色のように色の薄いものもありますし，濃

い紫色の品種も品種により大きな違いがあります.

種子も，品種によって硬さが異なり，種が硬い硬実

種から生で食べても種がほとんど感じられないよ

うな軟実種があります.日本在来の品種では，種の

硬い品種が多いです.また，糖と酸のバランスによ

り甘味種，甘酸種，酸味種に分類されます.

ザクロの果実の特徴として，裂果しやすいことが

知られています.裂果することが成熟の指標とする

人もいますが，裂果すると日持ち性が低下するので

流通させる場合には，裂果する前に収穫する必要が

あります.品種によって裂果しやすさがことなるよ

うです.

日本でのザクロ栽培の歴史

(1)日本への導入は平安時代から

ザクロは，日本には中国や朝鮮半島を経て平安時

代に入ってきたとされています.最初は薬用として

導入されてきたようです(表1).

(2)江戸時代

江戸時代，中期の文化・文政時代ごろから花ザク

ロの栽培が盛んになってきたとされています.1709 

年(宝永 7年)に出された貝原益軒著「大和本草」

によると一重石摺，八重石棺，銀檎，新鮮石摺の 4

種が掲載されています.また， 1828年(文政 11年)

岩崎濯園著「本草図譜Jには，樺色石棺2種，花石

摺，水晶石橋，南京石檎の 5品種が掲載されていま

す.

(3)明治時代

明治維新直後は，ザクロ栽培は停滞気味でしたが，

日清戦争(1894年)以後，盆栽として流行しはじめ，

各地で盛んに栽培されるようになりました.農業世

界編輯局編「石棺の作り方J(1942年)によると，

当時ザクロ栽培が盛んで、あった埼玉県安行(現埼玉

県川口市安行)の様子として，

「石棺が非常に枝変わり'性に富み且つ取り木や

挿し木でどんどんふやせることから，ほかの苗木

を少なくして業者が石橋に非常に力を入れまし

たために，沢山の優秀なる園芸種を作出増産し，

いやが上にも石橋の流行に拍車をかけました.為

に一時安行では，畑は勿論，垣根にまで石摺が泊

濫すると云う奇現象を呈したのであります.J 

とあります.現在でも安行は，苗木の生産が盛んな

ところですが，先日，同所にある県立花と緑の振興

センターに問い合わせたところ，安行では現在，果

樹向けの首木生産が減少し，通販向けのポット植え

苗木の栽培が盛んだそうで，このうちザクロを扱っ

ているのはほんの数件のようです.現在との違いに

驚かされます.

実際に，品種の数を見てみると， 1906年(明治

39年)の「石棺名寄表」によると 30品種が掲載さ

れています.

前掲の「石棺の作り方」によるとこのうち樺一重，

水晶大実，朝鮮姫などが人気を得ていたとのことで

す.

(4)大正時代

ザクロの黄金時代ともいわれる時期で，大正4年

(1915年)の「石橋名鑑」によると以下の 45品種

が掲載されています.

前掲書によると大正 8~9 年ごろ(1919~20 年)

には園芸品種が 70~80 品種はあったと推察してい

ます.

(5)苗木価格の暴落

ここで「柘摺全書」の記述と「柘槽の作り方」の

記述を比較してみたいと思います.

「柘棺の作り方」の記述によるとザクロの最盛期

(大正初期)には， I挿し芽して根がでさえすれば，

どんなものでも 2，3円に売れたので…J(以下略)

(17頁)とあります.

一方， I柘棺全書j によると

「大正 13年頃，埼玉県安行村の柘摺の苗は，樹

の大小と種類とにより高低ありて，一本につき五

銭乃至十五銭.昭和七年の相場も柘棺の苗木とし

ては大体右と同一値段である.J (112頁)
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表 l 文献に見る日本のザクロ品種
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発行年

延喜年間

永観2年

成立年未詳

宝永 7年

文政 11年

明治 39年

大正 4年

昭和 6年

昭和 9年

昭和 17年

昭和 51年

西暦

901 ~23 年

984年

崇徳天皇在位

(1123~43 年)

1709年

1828年

1906年

1915年

1931年

1934年

1942年

1976年

文献

本草和名

医心方

類衆雑要抄

大手日本草

本草図譜

柘檎名寄表

柘摺名鑑

柘棺名鑑

柘植全書

柘槽の作り方

花もの盆栽

品種数 品種名

安柘檎の記載

柘檎の記載

柘棺を薬用に栽培していたとの記載

4 一重柘檎，八重柘棺，銀棺，朝鮮柘檎

5 樺色柘摺 (2種)，花柘檎， 7.k品柘摺，南京柘楠

3叩o 1大実， 2.大実酸， 3.間姫， 4 

水晶間姫， 8.水晶姫， 9.樺， 10.樺酸味， 11.樺問姫， 12.樺姫，

13樺八重花， 14.樺大葉八重， 15.青白， 16.八重白， 17八重

赤， 18.八重絞， 19.錦袖檎， 20.白化錦抱摺， 21.大葉後絞，

22.後絞， 23.錦性， 24.荒皮姫， 25.緋， 26.一重鹿の子， 27. 

八重鹿の子， 28.葉斑の姫， 29.紫， 30.姫紫

45 特筆大書 (7種) 1後絞， 2.江戸錦， 3.錦抱， 4更紗牡丹，

5緋鹿子， 6.八重樺， 7.花車，

35 

他 (27種) 1.緋の司， 2.朝日龍， 3.紅牡丹， 4.白牡

丹， 5.白化錦抱， 6.天絞， 7.青山旭， 8 

水品， 9樺一重， 10.朝霞， 11曙，大実，

御所車，小町，雪山，大紫，錦性，大

実荒皮，五彩檎，紫紺柘槽，樺後絞

葉変わり (7種) 東錦，樺鹿子，有明，錦重，葉斑姫，

白星槽，青錦檎

四季咲き (4種) 乙姫，東明，白鷹，朝鮮姫

102 問姫，水晶間姫，樺問姫，朝晴れの雪，荒皮姫，青芽単弁

青山旭，紅芽単弁青山旭，八重青山旭，大葉朝日檎，小葉

朝日檎，曙，朝霞，柳葉後絞，丸薬後絞，樺後絞，青芽の

錦，青白，東錦，有明，入日の海，大葉江戸錦，小葉江戸

錦，地球柘槽，酸実大実，甘実大実，荒川大実，丸葉大実，

笹葉大実，小葉大実，大葉大実，大紫，大葉樺八重，柳葉

樺八重，小葉樺八重，丸葉樺八重，樺鹿の子，大葉鹿の子，

八重樺の子，小葉鹿の子， i可陰石橋，大葉柳葉錦抱，小葉

丸葉錦褐，大葉丸葉錦抱，小葉柳葉錦抱，緋の司出錦抱，

臼花錦抱，五彩摺，御所車，小紫，柳葉更紗，丸葉更紗，

中葉更紗，小葉更紗，柳葉更紗牡丹，丸葉更紗牡丹，司絞

棺，紫紺，東明，白姫，白牡丹，大柳葉白獅子，大葉丸葉

白獅子，小葉柳葉白獅子，小葉丸葉白獅子，柳葉水晶，丸

葉水品，水品酸味，大実水晶，大葉水品，水晶姫，雪山，

樺酸実，柳葉朝鮮，丸葉朝鮮，甘味朝鮮姫，酸実朝鮮姫，

天絞，錦性，錦皮性，錦重，苦石摺，大葉摂幹，小葉摂幹，

小葉葉紫，大葉葉紫，中葉葉紫，葉斑姫，白星，花車，姫

様，白鷹，乙姫，緋の司，緋龍の舞，姫錦，紅牡丹，姫石

橋，赤無地，原始石橋，大実岩石性

50 後絞り，錦抱棺，朝日檎，摂幹摺，大実槽，朝鮮姫，八重

樺，更紗檎，緋の司，間姫，樺一重，小町，姫水晶，朝霞，

姫樺，雪山，一重鹿の子絞り，地球檎，曙，小紫，白鷹，

昭和錦，朝晴の雪，東雲樋，水晶実，青山の旭，葉紫，紫

紺槽，葉斑姫，花車，白牡丹，赤無地，白人重，八重姫，

紅牡丹，錦重，東洋照，緋鹿の子，青芽の錦，後錦，樺後

絞り，緋の司錦中包，更紗牡丹，乙姫，白花錦抱，白獅子，

樺鹿の子，東錦

6 水晶檎，重台檎，錦抱棺，東明，振幹，模様木
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この記述が両方とも正しいとすると，関東大震災

(大正 12年)前後に価格が 20分の lから 40分の l

に暴落して，その後も価格が低迷したままというこ

とになります.

「柘檎の作り方」によるとこの原因として，挿し

木など繁殖が容易で、あったにもかかわらず，非常に

高値で取引されていたので盛んに苗木が販売され

供給過剰となったとあります.それにしても 10分

の l以下に価格が下がったというには驚きです.

(6)昭和初期

昭和に入ってからは，大正時代の花ザクロの一時

の隆盛からはやや衰退したものの，愛賞されていた

ようです.このころ，柘棺に関する書籍も出版され

ていて昭和 9年 (1934年)には，森崎順三という方

によって「柘棺全書」という 380頁にわたる大著が

出版されていますし，昭和 17年 (1942年)には前

掲の「柘槽のっくり方j という文庫サイズの本が出

版さるなどザクロに関する本は多数販売されてい

ます.また，品種も I柘植全書」には表に示すよ

うに 100品種以上の品種が掲げられていてこの時ま

ではまだ，栽培が盛んであった様子がうかがえます.

(7)戦後

戦後には，ほとんど，ザクロに関する書籍が発行

されていないように思われます.1976年発行の「花

もの盆栽」によると，戦前のザクロ栽培が盛んで

あったことをふれた後，戦後のザクロ栽培についてi

「しかしながら，戦中・戦後の混乱期には，花ザ

クロの栽培は急速に衰退し，多くの品種が散逸し

てしまって，戦後しばらくは，展示会などで見る

こともなくなり，現在でも庭木や盆栽などでの利

用はありますが，かつての面影は全くありませ

ん.J 

とあり，戦後混乱期によって多くの品種の散逸して

しまった様子がうかがえます.

(8)アメリ力農務省 (USDA)での保存

アメリカ農務省 (USDA)では，カリフォルニア

州デーピスに300品種を超えるザクロの品種のコレ

クションがありますが，その中に，日本の品種もい

くつかあります. I白牡丹JI後絞り」など 5品種の

観賞用品種で，由来としては， 1990年に埼玉から寄

贈を受けたようです.

(9)ザクロの産地

現在のところ，日本においてザクロを栽培してい

る大きな産地はありません.前掲の「柘棺の作り方J

書によると，かつては，実ザクロの産地としては紀

州や瀬戸内海沿岸，九州南部地方で良果が得られる

との記載があります.また，甲府地方にはよく普及

しており， Iその時期に旅行された方は，戸毎に栽

培されていて驚くことでしょう」とあります.小生

も先日大学の近辺を見て回っただけで，庭にザクロ

の植えてある家が 20件以上あり，当時のレベルに

は到底及ばないものの，一部のその名残が残ってい

ると考えられます.

日本ではなぜ花ザクロなのか?

ここで，日本においてザクロの生産が花ザクロに

特化して，実ザクロ生産があまり行われてこなかっ

た理由について考えてみたいと思います.

(1)開花期が梅雨時期と重なっていること

ザクロの開花時期は，桜のように短い期間に咲い

て，満開を迎え散るのではなく，比較的長い期間 (6

月 ~9 月)に咲いています.しかし，遅れて咲いた

花には，十分な果実成熟の期聞がありません.結実

に必要な花は 5 月下旬~6 月に咲いた花になります.

しかしこの時期の本は，梅雨期にあたります.ザク

ロは，自家受粉する植物ですが，雨が降ると受精が

うまくいかないために結実が安定しないことが問

題になります.

(2)種子が多いこと

ザクロは，穫が多い果物として知られています.

このことが豊穣の象徴とされ，日本においては鬼子

母神の伝説や，海外においてもボッティチェリの

「ザクロの聖母J(1487年ごろ)などの絵画に取り

上げられています.しかし種子が多いと食べにくく

なります.特に日本人は，果物の中に種子のあるこ

とを嫌い，ブドワでも種なしのブドウを作っていま

す.ザクロには，種の軟らかいタイプの品種があり

ますが，日本在来の品種は種子の硬い品種ばかりで
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す.このことにより需要が伸びなかったことが考え

られます.

(3)園芸品種として花を観賞する伝統

日本には，ザクロ以外にも江戸時代には朝顔をは

じめウメ，サツキなどの花木も愛好され，たくさん

の品種が生み出されました.そのような伝統があっ

たからこそ，明治大正期に，花ザクロが発達したと

考えられます.また，花だけでなく，樹皮が特徴的

である荒皮性や，樹がねじれる「らせん木理」など，

その他の部分にも変異があったことも観賞価値を

高めたと考えられます.

(4)ザクロは変異が出やすい?

日本の花ザクロの栽培の歴史をたどっていくと，

ザクロ栽培が盛んであった明治中期~大正期の約

30年間で数十の新品種が生み出されています.現在

のように公的場所が育種を系統だっているわけで

はなく，愛好家の問だけで新たな品種が生み出され

てきました.世界には， 3000を超える品種があると

されることから，ザクロは枝変わり変異などの突然

変異が出やすい植物であると考えられます.また，

簡単に繁殖や育種ができることから愛好家の間で

もてはやされたと考えられます.

終わりに

これまで，日本のザクロについて，かつて花ザク

ロを中心に栽培が盛んな時期があったことを述べ

てきました.前述のように，近年は，ザクロの機能

性研究が盛んになってきていることから，国産のザ

クロ栽培への期待も高まってきていると思います.

今後は花ザクロだけでなく実ザクロの栽培の発展

を期待したいと思います.
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