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観賞用サクラの遺伝資源としての保全と利用

勝木俊雄＊

〔キーワード〕 ：江戸園芸，お花見クマノザクラ，

染井吉野'' 天然記念物

1. はじめに

日本では春になると桜の花を観賞するお花見が，

日本全国でおこなわれ，その様子がテレビや新聞な

どマスコミでの大きく取り上げられる（写真 1). 江

戸時代の『花壇綱目』や『江戸名所花暦春』など

によると， お花見は桜に限ったものではなく ，梅や

桃などもその対象であったしかし，昭和から平成

にかけてのお花見は，桜の中でも栽培品種の ‘染井

吉野'(CerasusXyedoensis'Somei-yoshino') が中

心と なっている．このお花見には，‘染井吉野’の

他にも様々な栽培品種が利用されているが，環境や

目的によっては野生種もそのまま利用されている

ケースもあるこうした栽培品種と野生種が混在し

て利用されている ことは，多くの農作物や園芸植物

と比較すると特殊な状況であるかもしれない．

そもそも，サクラ属 (Cerasus) は，北半球の温

帯を中心におよそ 100種が分布しており，そのうち

日本には新たに発見されたクマノザクラ (C.

知manoensis)を除くと (Katsuki2018b), 9種の野

生種が自生している（池田ら 2016).地域によって

写真 I '染井吉野＇が植栽された公園でのお花見（東
京都杉並区）

＊森林総合研究所 多摩森林科学園 (ToshioKATSUKJ) 

も異なるが，もともと複数の種が混在しているよう

な場合が多く，それらがさらに地域で異なる変種と

して区分される上，種間雑種を形成することで，記

載されている野生のサクラの分類群だけで 100を超

えるさらに栽培品種を加えると学名が記載された

分類群は 500を超えるこうした多様なサクラが日

本のお花見の源となっている．

筆者が勤める森林総合研究所多摩森林科学園に

は，サクラ保存林という施設がある（写真 2).サク

ラ保存林は 1966年度に設置され，全国から収集さ

れたサクラの名木や栽培品種の接木クローンを中

心に，およそ 600ライン， 1,300本が植栽されてい

る（吉丸ら 2014).筆者は森林総合研究所に勤務す

るようになって，サクラ保存林の管理に関わる一方，

サクラの野生種や栽培品種の分類と保全に関する

研究に携わってきたそこで，やや私見に偏る感は

あるかも しれないが，観賞用のサクラに関して，遺

伝資源と しての保全と利用について述べてみたい．

2. 栽培品種の利用

サクラを用いたお花見の歴史は平安時代にまで

さかのぼることができる（勝木 2015).奈良時代に

おこなわれていた上巳の節句でウメ (Prunusmume) 

写真 2 森林総合研究所多摩森林科学園のサクラ保存
林（東京都八王子市）
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やモモ (P.persica)を観賞したのが，その原形と考

えられている．上巳の節句は中国に由来する年中行

事であるので，中国渡来のウメやモモを利用したの

であろう ．しかし，平安時代に国風文化が発展する

に伴い，日本に自生していたサクラが観賞対象とし

て用いられるようになったと考えられる

当初，観賞に用いられていた種類はヤマザクラ (C.

jamasakura var. jamasakura) であったと考えられる

（山田 1941).ヤマザクラは西日本の丘陵地を中心

に分布し， 二次林によく見られる極めて身近な樹木

である．容易に利用できることに加え，西日本の二

次林でヤマザクラは早春を彩る代表的な樹の花で

あるので，自然発生的にヤマザクラの花を愛でる こ

とになっただろう．奈良県の吉野山は平安時代から

の桜の名所で（写真 3),現在は国の名勝にも指定さ

れているが，その中心は常にヤマザクラであり，他

の栽培品種などに代わっていない

一方，ヤマザクラとともに，栽培品種の利用も早

くからおこなわれていたようである．平安時代には

すでに‘枝垂桜'(C.itosakura'Pendula')が記録さ

れている（勝木 2018a).'枝垂桜’はエドヒガン (C.

itosa知ra) の枝が垂れる栽培品種で，野生集団は確

認されていないので，たまたま生じた突然変異株が

栽培の素材となったと考えられる．‘枝垂桜’の実

生からは枝垂れる個体と枝垂れない個体がともに

生じることが知られており（勝木 2018a), 全国に

見られる‘枝垂桜’の多くはそれぞれ別クローンな

ので（吉丸ら 2014),実生増殖で増やされてきたと
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写真 3 平安時代からのヤマザクラの名所，吉野山（奈
良県吉野町）

考えられる．樹齢数百年を超える老木の多さがその

栽培の歴史の長さを物語っている（写真 4).

八重咲きの桜も平安時代から記録されている（山

田 1941).現在でもサクラの野生集団の中に希に八

重咲きの突然変異が見られ，古くからそうした個体

を栽培していたと思われるただし，増殖して栽培

品種化するまではしばらく時間がかかったようで

ある．‘枝垂桜’と異なり ，八重咲きの突然変異は，

実生で増殖すると ，その子供に発現する確率が低い

ようである したがって接木や挿木などによるク

ローン増殖技術が必要になることが，栽培品種化を

遅らせたのかもしれない八重咲きのカスミザクラ

(C. leveilleana) の栽培品種‘奈良の八重桜'(C.

leveilleana'Antigua')は，平安時代にその名称が記

録されているが，現在の栽培品種と異なる可能性も

考えられる．現在，奈良を中心に栽培されている‘奈

良の八重桜’は，おそらく江戸時代以降に成立した

と思われる（勝木 2018a).

本格的にサクラの栽培品種が増加する時期は，江

戸時代に入ってからである．江戸園芸とも呼ばれる

園芸文化の発展にともない，様々な親賞植物の栽培

品種化が進んだ．サクラでも‘普賢象 '(C.

Sato-zakura Group 'Albo-rosea') や‘関山 '(C.

Sato-zakura Group'Sekiyama')など，多くの八重咲

きの栽培品種が江戸時代に生まれた（写真 5).こう

した栽培品種の増加の背景には，オオシマザクラ (C.

speciosa) の栽培化が影響している．現在，サトザ

クラ (C.Sato-zakura Group)として分類されるサク
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一写真 4 国の天然記念物に指定されている‘枝垂桜'
の「三春の滝桜」（福島県三春町）
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写真 s '普衷象’の花（北海道松前町）

ラの栽培品種はいずれもオオシマザクラが関与し

ている．しかし，オオシマザクラはもともと伊豆諸

島に分布する種で，京都では知られていなかった．

その花はきわめて大きく，観賞用の素材と してきわ

めて優秀であったことから，鎌倉に幕府が開かれた

鎌倉時代以降に知られるようになり ，観賞用の栽培

化が始まったと考えられる．江戸時代にはまだ人工

交配の技術は知られていなかったが，接木や取木な

どによるクローン増殖技術は確立しており ，自然交

配による選抜育種の手法で，花弁数が多いものや，

花弁が大きいもの，花色が珍しいものなど珍しい形

態をしたサクラが栽培品種として生み出されたと

思われる

ただし， こうした江戸時代までのサクラの栽培品

種は，樹高が !Omに満たないものが多く，庭園な

どの比較的小さな閉じた空間のなかで利用されて

いたと思われる．江戸時代にはすでに飛鳥山や御殿

山など，一般庶民向けの桜の名所も作られていたが，

そう した比較的広い開放空間ではヤマザクラが中

心であったヤマザクラは，容易に種子から増殖で

きる ことに加え，樹高が !Omを超える高木に成長

するので，広い空間に多量に植栽する種類として，

もっとも都合が良い．栽培品種とヤマザクラは，そ

の用途に応じて使い分けられていたと捉えること

もできる．

そう した江戸時代末に ‘染井吉野’が現れた．‘染

井吉野’の詳細な由来はいまだに不明であるが，エ

ドヒガンが母親，オオシマザクラが父親として生ま

れた雑種と考えられている（勝木 2015).'染井吉

野’の大きな特徴は，花が咲く時に葉が伸びず，開

花時に大きな花が鮮やかに目立つことだが，成長の

早さと樹体の大きさも重要である種子から育てる

と，ヤマザクラは樹高 10mに育つのにふつう 10年

以上を要するが， ‘染井吉野＇は条件が良ければ 10

年も経たずに栴高 10m以上に成長する．このため，

植えてから比較的短い時間で見応えがある桜の名

所をつくることが可能となったのである．そして，

開放空間でそれまで中心であったヤマザクラに代

わり，たいへんな人気となったのである．‘染井吉

野＇が広まった当初 ，「吉野桜」と呼ばれていたこ

とはヤマザクラの代替であったことを端的に示し

ているだろう．

‘染井吉野’が，明治時代になってからの新しい

首都，東京から広がったという点も良かったのだろ

う．ある意味，新しい時代を象徴する樹木と して，

またたく間に全国に広まった．‘染井吉野’が生育

できる環境にも限界はあり ，北は北海道の札幌，南

は種子島 ・屋久島あたりまでとなっているが，その

間の日本列島の大部分で栽培が可能なのである．ま

た，接木で増殖される単ークローンの栽培品種なの

で，等品質，等規格の苗木が大量生産できることも

植栽木としてきわめて大きな利点である ．そして，

多量に植えられた ‘染井吉野’が一斉に咲き始める

景観は，誰もが賞賛する光景となるこうして，全

国で大量に植栽される存在となっていった．

この‘染井吉野’の全国規模での大量植栽が，現

在の圧倒的な‘染井吉野’人気を作り出している．

逆に言うと ，‘染井吉野＇が大量に植栽されたから

こそ，お花見の文化がここまで発展したのであろう ．

一方，‘染井吉野＇以外のサクラの種類は，全体に

その存在感が薄れていたが，近年は多様な価値観が

認められる時代であり，‘染井吉野＇を補うような

利用も増えつつある例えば， ‘河津桜'(C. X 

kanzakura'Kawazu-zakura')や‘陽光'(C.'Yoko')

などは‘染井吉野’よりも早咲きで花色が濃いこと

が特徴である．‘普賢象’や‘関山＇ は八重咲きで

遅く咲くことが特徴である ． ‘啓翁桜 '(C.

'Keio-zakura') は若い枝にもよく花がつき，切り

花として利用できることが特徴である．沖縄のカン

ヒザクラ (C.campanulata)や北海道や寒冷地のオ

オヤマザクラ (C.saragentii)は‘染井吉野’が生育

できない環境で利用される．ただし，いずれも‘染
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井吉野＇と異なることが特徴であり，とって代わる

ものではない． ‘小松乙女 '(C. X yedoensis 

Komatsu-otome) や‘神代曙'(C. X yedoensis 

'Jindai-akebono') を‘染井吉野’の代用とする動

きも見られるが，まだ一部の利用に限られている．

サクラ類てんぐ巣病や幹腐朽，高齢化の問題はある

ものの，‘染井吉野＇は圧倒的な知名度や ，入手の

しやすさ，成長の良さから使われ続けているのであ

る．

3. 栽培品種の収集と保全

栽培品種が生まれた時から，ある意味その収集と

保全は自然発生的におこなわれており，平安時代に

も収集されていたことが記録されている（山田

1941). ただし，種子増殖が主流だったようで，‘枝

垂桜’のように実生苗でもその形質が受け継がれる

一部の栽培品種が対象であったと考えられる．八重

咲きの栽培品種は，種子で増殖すると子供にその特

徴が伝わらない場合が多いので，接木や挿木，株分

けなどのクロ ーン増殖が必要である．接木技術は奈

良時代から記録されているが，一般化していなかっ

たのか，その必要性がなかったのか，サクラでは江

戸時代までほとんど利用されなかったようである．

したがって，名木と云われるサクラについても，そ

の後継樹は特にクローン増殖をすることは少なく，

せいぜい種子増殖をする程度で，まったく関係ない

サクラを植えることもあったと思われる京都御所

の「左近の桜」についても，様々な由来をもつ個体

が植え替えられてきた こと が明らかにされている

（勝木ら 2015,写真 6).江戸時代以前は，名称が

同じでも，まったく異なる形態をもつ場合が多かっ

たと考えなければならない

本格的に栽培品種のクローン増殖 ・収集がおこな

われるようになったのは江戸時代である ．例えば，

松平定信が作った浴恩園（現東京都中央区）には

100以上の名称をもつサクラが全国から収集されて

いたことが記録されている（山田 1941).浴恩園だ

けではなく ，大名屋敷や寺社の庭園を中心に，各地

に大小のサクラのコ レクションが作られたことが，

サクラの栽培品種の隆盛につながった．現在でも京

都の仁和寺や平野神社でそうしたコレクションの

様子を見ることができる．栽培品種が世に認められ

るためには，その植物体が増殖されて多くの人に見

写真 6 京都御所の紫痕殿まえの南殿にある「左近の
桜」（京都府京都市）

られるとともに，その情報が印刷物などで記録され

ることが必要である．江戸時代には，庭園のコレク

ションが増殖•生育の場となり，『花壇綱目』や『恰

顔齋櫻品』などや園芸書が情報を記録 • 発信した．

こうした記録が残されているから，江戸時代に多く

の栽培品種が生まれた ことを現在でも知ることが

できる．

しかし明治時代になると，こうしたコレクション

のあり方が大きく変わったそれまでのコレクショ

ンの最大の担い手であった大名屋敷そのものが消

失したのである．さらに‘染井吉野’の大流行がサ

クラの利用法を大きく変えた広い空間で利用する

‘染井吉野’が素晴らしかったために，庭園などの

閉じた空間でも‘染井吉野’が利用されるように

なったのである このため，江戸時代に作られ，伝

えられてきた栽培品種が消失する危機に陥ったそ

うした中，東京府江北村（現在の東京都足立区）の

荒川堤に江戸時代から伝わるサクラの一大コレク

ションがつくられた江北村長であった清水謙吾が

主導し，染井の植木職人の小清水亀之助などが協力

し，1896年に 78種類， 3,000本ものサクラが植えら

れた（山田 1941勝木 2015,勝木 2018a). この荒

川堤コレクションこそが江戸時代の栽培品種を現

在に伝える源流となった．‘普賢象’や‘関山＇な

ど江戸時代の代表的な栽培品種の多くは荒川堤の

コレクションから全国に広まったまた，東京大学

の三好学や小泉源一，米国ハーバード大学の E.H. 

Wilson らが荒）I[堤に植栽されていたサクラを研究

することで，多くのサクラの栽培品種が記載された
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写真 7 現在の荒川堤に見られるサクラの栽培品種
（東京都足立区）

（勝木 2015). もちろん，荒川堤以外にも江戸時代

の伝統的な栽培品種は残されていたが，後世に与え

た影響を比較すると，荒川堤以上に重要なコレク

ションはない

荒川堤のコレクションは，その後土地改変や戦災

などの影響で昭和になると一度消失した（写真 7).

ただし，増殖されたものが安行（埼玉県川口市）の

植木屋などで生き残り，それをもとに再度コレク

ションが作られた国立遺伝学研究所（静岡県三島

市）や森林総合研究所多摩森林科学園（東京都八王

子市）， 日本花の会結城農場（茨城県結城市）など

は，第二次世界大戦後につくられた日本を代表する

サクラのコレクションであるが，いずれも荒川堤の

コレクションが中心となっている（森脇・勝木 2011,

吉丸ら 2014). このほか松前町桜見本園（北海道松

前町）や京都府立植物園（京都府京都市），富山県

中央植物園（富山県富山市）などは，荒川堤由来の

サクラに加え，その地方に伝わる伝統的なサクラの

栽培品種が多く加わっていることが特徴となって

vヽる．

こうしたコレクションは，過去に作られた栽培品

種の収集 ・保存という意味ではしつかり機能してい

る．サクラの栽培品種を長期間保存する場合どう

しても枯損や再増殖時の取り間違いの問題が生じ

る．しかし，複数機関が同じクローンの栽培品種を

保存していれば，そうした問題にも対応可能となる．

実際に国立遺伝学研究所と多摩森林科学園では，現

有している同ークローンの相互チェックや，失った

保存系統の相互交換などの協力をおこなっている．

また， 2017年から開始された日本植物園協会のナ

ショナルコレクション制度に，こうした植物園で保

存しているサクラを登録することも，いくつかの機

関で検討されている．

ところが，保存しているサクラの栽培品種を充分

に活用しているかと問われると，そうではないサ

クラはコレクションがそのまま観賞対象として利

用されることから，それ以外の利用例が少ない．例

えば，日本花の会は収集したコレクションを増殖し

て全国に広めており，松前町では浅利政俊が新たな

栽培品種を数多く生み出している．しかし，こうし

た利用は例外的で，多くのコレクションでは保存と

観賞だけであろう．この背景には，サクラは‘染井

吉野＇が券占的に利用されていることに加え，商品

として販売しても利益が少ない流通構造となって

いる問題が存在する.2018年 9月現在，農水省の種

苗登録にサクラ類は 74件がこれまで申請されてい

るが，このうち育成者権が維持されているものは 16

件にすぎないすでに育成者権が消滅した‘陽光'

は例外的に広まっているが，その多くは商品を販売

して利益を得るためではなく，栽培品種として社会

に認知さえる手段として種苗登録を利用している

のではないか．登録後 3年ほどで育成者権が消滅し

た事例も見られる．この点，新たなサクラの栽培品

種の開発 ・流通は大きな課題を抱えていると言えよ

う．

4. 野生集団の保全

サクラは個体数が多く分布が広いため，野生分類

群として絶滅が危惧されている種はない国のレッ

ドリストでは，絶滅危惧 IA類 (CR) としてホシザ

クラ (C. Xsubhirtella f. tamaclivorum), 絶滅危惧 1B

類 (EN) としてブコウマメザクラ (C.inc is a var. 

bukosanensis, 写真 8)'ヤプザクラ (C. Xsubhirtella 

f. hisauchiana) , キリタチャマザクラ (C.sargentii var. 

akimotoi) が指定されているが（環境省生物多様性

センター 2017),いずれも変種あるいは品種レベル

の分類群であるただし，野生種であっても地域個

体群として見ると，決して安心できるわけではない．

国内の自生のサクラは池田ら (2016)では 9種，変

種レベルだと 19分類群をあげている．これらの野

生集団の多くはそれぞれの地域で縮小 ・分断化して
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写真 8 プコウマメザクラの花（埼玉県小鹿野町）

おり，都道府県レベルでは絶滅危惧種として リス ト

されている例もある例えば，東京 23区に限定し

て考えると，ヤマザクラの野生集団はすでに絶滅危

惧レベルに達 しているまた，‘ 稚木の桜'(C.

jamasakura var. jamasakura'Humilis')や ‘片丘桜'

(C. leveilleana'Norioi')のように野生状態で見つ

かったものの，その後に野生絶滅したと思われる栽

培品種も存在する．

こうした野生集団に対して，生育環境の保全も問

題であるが，さらに懸念される問題は遺伝子汚染と

遺伝子投乱である ．野生集団が縮小する一方，その

周囲に植栽された ‘染井吉野’や野生化したオオシ

マザクラなど，本来ならば存在しないサクラが増え

ている．サクラ類は開花期が重なると比較的容易に

雑種を形成し，ヤマザクラ X'染井吉野＇や，ヤマ

ザクラ Xオオシマザクラ，カスミザクラ Xオオシマ

ザクラなど，人の植栽がもたら した天然雑種も数多

く報告されており ，遺伝子汚染が懸念される（勝木

2014, 向井 2014).また，産地不明のヤマザクラな

どの苗木が全国規模で流通していることから，遺伝

子撹乱が生じている ことも容易に想像される例え

ば，国の名勝 ・天然記念物に指定されている茨城県

桜川市の桜を調べたところ，地元産のヤマザクラと

して植えられたサクラの中に‘染井吉野＇との推定

雑種が数多く存在していた（勝木ら投稿中）．同様

に吉野山でも交雑が起きていると推測される．吉野

山ではヤマザクラの種子を採取して，それを補植す

ることで桜の山の維持を目指しているが，産地が不

明なヤマザクラや ‘染井吉野＇が数多く植えられて

いる現況では，得られたヤマザクラの種子は，すで

に遺伝子汚染や遺伝子撹乱が生じている危険性が

高いまた，こう した遺伝子汚染や遺伝子撹乱の実

態はまだ明らかではないが，一度生じた迪伝子汚染

の影嘔を取り除くこ とは極めて困難であることを

認識しなければならない

野生集団を適切に保全しようとするのであれば，

市街地や管理された公園での利用は問題ないが，山

への植林や，自然林と接 している公園や道路などへ

の植樹は，厳しく制限されなければならないだろう ．

特にダム湖の周辺には，必ずと言っても良いほど多

量の‘染井吉野’が植栽されており，その周囲の野

生集団への悪影糊が懸念される．今後は，遺伝子汚

染や迪伝的攪乱が生じない対策をおこなった上で，

野生集団の天然更新を進める保全対策が必要とな

る．

サクラの野生種の保全について，このように深刻

な問題が懸念されているものの，本格的な対策は取

り組まれていないまた，野生集団の利用について

も，これまでほとんど関心が向けられていなかった

せいなのか，観賞用のサクラとしてヤマザクラやオ

オヤマザクラなどが少々利用 されているだけで，野

生集団からより観賞価値が高い栽培品種を開発す

る動きはない．流通 している苗木は，産地すら把握

されていない種子由来のものが大部分である．さら

に，ヤマザクラとして流通 していても，カスミザク

ラやオオヤマザクラの苗木である場合すらある．野

生種としてのサクラに対して，高い観賞価値が求め

られていないのであろうか．また，野生種は公園な

どの公共の場で利用されることが多く，苗木の購入

者と所有者 ・管理者 ・実際に観賞する利用者が乖離

していることも問題であろう ．観賞結果により苗木

の価値が評価され，より高い観賞価値をもつ苗木が

選択されるシステムとなっていない．そのため苗木

は，生産 ・流通側の費用や育てやすさ，植えやすさ

という都合によって限定されてしまう ．例えば，ヤ

マザクラの苗木があまり流通しない理由として，ヤ

マザクラは枝が横に広がりやすく，通直な苗木を好

む流通業者から敬遠されるという話も聞く ．このま

までは，野生種のサクラの苗木は，全国規模の特定

の種苗生産業者によって寡占的に供給されていく

ことが危惧される．
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5. 野生集団の利用の可能性

現在，サクラの野生集団の遺伝資源を有効に活用

している事例はみあたらないが，まったく利用価値

が無いわけではない野生集団には多様な変異をも

つ個体が含まれており，中には観賞価値が高い個体

も含まれているスギやヒノキの育種と同様に，よ

り花が美しい個体，病害虫に強い個体，成長が早い

個体などを選抜し，さらにより利用価値が高い系統

を育種することは可能である．ただし，育種には時

間も費用，人手もかかることから，積極的におこな

われることがなかった将来，野生種の利用に関し

て，上記したような遺伝子汚染や遺伝子攪乱の問題

に対応するのであれば，各地で地域性苗木の生産 ・

利用がもっとも理想的な解決策となる．その過程で

銀賞用のサクラの育種もおこなうことを期待した

vヽ．

もっとも育種を期待されるサクラがクマノザク

ラ (C.la1manoensis) である．クマノザクラは紀伊

半島南部の奈良 ・三重 ・和歌山県だけに分布する野

生種であり，筆者により 2018年に学名が発表され

た (Katsuki2018). これまでヤマザクラと混同され

ていたが，明瞭に形態の区別が認められることに加

え，開花期がヤマザクラよりも早く重ならないこと

から，独立した種と考えられた．‘染井吉野’より

も開花期が早く，開花期に葉が伸びず，満開の姿は

‘染井吉野’にも劣らない（写真 9).このことから，

地元では‘染井吉野’に代わる観賞用のサクラとし

写真 9 クマノザクラの満開の樹形（三重県熊野市）

ての利用が期待されている．和歌山県古座川町では，

すでに町の花に指定し，町内のダム湖に植えられた

‘染井吉野’をクマノザクラに植え替える計画を進

めているまだ発見されたばかりで，増殖方法の確

立や，病害虫への耐性の検証など，実用化への道は

途中の段階であるしかし，筆者らは生態系へ配慮

した苗木生産 ・利用システムの実現についても取り

組んでおり，‘染井吉野’よりも観賞価値が高い新

たな栽培品種を生み出すことも可能だと考えてい

る．この取り組みが成功すれば，サクラの野生集団

をうまく活用した事例として，きわめて大きな意義

があるだろう ．

未利用であるが，遺伝資源としての価値が高いサ

クラは他にもある．そのひとつが九州の南西部に自

生するツクシヤマザクラ (C.jasama知ravar. 

chila1s iens is)である．ヤマザクラの変種とされてい

るが (Tsudaet al. 2009), 中国大陸に分布するサク

ラとの関係も含め，まだその詳細な実態は研究され

ていない．ツクシヤマザクラの形態変異の幅は大き

く，中には花のサイズがオオシマザクラのような大

輪のものや，花の時期に若芽が伸びないものなど，

観賞価値が高い個体が見られる（写真 10).さらに，

ックシヤマザクラが分布する地域は，冬期の気温が

高く， ‘染井吉野’の生育限界に近い．九ヽ州や四国

などこれまで‘染井吉野’を利用していた地域で

あっても，将来の気温上昇で利用できなくなること

が予想されており，将来のお花見のために新たなサ

クラが必要となっている（勝木 2018a). より南の

,::a 

写真 10 ックシヤマザクラの花（鹿児島県南さつま
市）



966 農業および園芸第 93巻第 11号 (2018年）

沖縄のようにカンヒザクラを利用することもひと

つの考えであろうが，地元に利用可能なサクラがあ

るのに，遺伝子汚染が心配される外来種を使う必要

はない．適切な育種をおこなうことで，九州南西部

において‘染井吉野＇の代わりにツクシヤマザクラ

を利用することは充分期待できる．

野生集団の利用については，上記したように可能

性にとどまる内容であるが，その気になれば充分実

現が可能な計画である．‘染井吉野’そのものは確

かに優秀な栽培品種であるが，過剰な利用は多くの

問題を生じている．自然林に接した開放空間におい

ては，クマノザクラやツクシヤマザクラだけではな

く，その地域の野生集団に由来するサクラを利用す

ることを真剣に検討してもらいたい．
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