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１．植栽計画の視点 
初雁公園の植栽計画の視点として、江⼾時代の川越城下と川越の植栽、江⼾城下の植栽、城下

の植栽、江⼾時代の園芸⽂化及び江⼾時代を背景として整備した公園の植栽の６点を参考とする。 
 

（１） 江戸時代の川越城下の植栽 

「江⼾図屏⾵」は江⼾市街とその周辺の様⼦を詳細に描いた六曲⼀双の屏⾵で、三代将軍家
光の数々の実績を描き込んだ追慕・記念の屏⾵である。明暦３年（1657）の江⼾⼤⽕以前の情
景を描いたと考えられている。川越城はこの屏⾵右隻の⼆扇から三扇にかけて描かれている。
江⼾時代初期の川越城を⿃瞰図的に描いた唯⼀の資料である。 

この中で想定される樹⽊は、城下にはシダレザクラ、ウメ、⽵林、スギ、ヒノキ等、三芳野神
社には、マツ、ウメ、スギ、ヒノキ等が植えられている。 

 

 
 

（２） 江戸時代の川越の植栽 

川越の植栽については、「第 43 回企画展 城下町川越の町⼈世界」－平成 28 年（2016）3
⽉ 川越市⽴博物館より抜粋、引⽤する。 

江戸図屏風「川越城」部分図 国立歴史民俗博物館
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この中からマツ、ウメ、モミジ、サクラ等が想定される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

丹波国笹⼭郷（兵庫県）出⾝との伝承をもち、⾼沢町の名主を勤めた井上家は、

代々権兵衛・勘兵衛を名乗り、「丹波屋」の屋号で材⽊商を営む町⼈だった。「川

越の四季屏⾵」は、井上家 6 代⽬の権兵衛こと梅暁堂盤⾬が描いた屏⾵で、春夏

秋冬の四季にわけて川越町やその周辺を描いたものと⾔われている。この資料か

ら、町名主が⽂化⾯でも秀でていたことがうかがえる。 

第七・八扇 第五・六扇

「川越の四季屏風」安永 6年（1777）井上誠一郎氏蔵

第三・四扇 第一・二扇
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（３） 江戸城下の植栽 

⼩笠原左衛⾨尉亮軒は、著書の「江⼾の花競べ 園芸⽂化の到来」において、江⼾の園芸⽂
化は、寛永 10 11 年（1633 34）の「江⼾図屏⾵」には、江⼾城外堀に「御花畠」が描かれ
ており、徳川家の将軍が花を楽しんだ施設と推察している。 

 
 
 
「江⼾の園芸」－平成 10 年（1998）2 ⽉ ⻘⽊宏⼀郎は、江⼾の園芸は徳川家康の江⼾⼊

城とともに始まったとしており、家康は、城内にお花畑を設け、駿河より専任の管理者を呼び
寄せ、⼆代将軍秀忠も花好きで、諸国から珍しい⽊や草を集め、特にツバキに執⼼したと⾔わ
れている。さらに、『江⼾屏⾵絵』の左半分にツバキが描かれていることからも、家光がツバキ
に並々ならぬ愛情を注いでいたことがわかるとしている。また、江⼾時代における幕府の植物
への関⼼は、主として⾷料、薬草等に利⽤できるものに向けられ、薬草は観賞⽤の植物以上に
栽培されていた。 

 
また、『「江⼾図屏⾵」から読み解く寛永期の江⼾の庭園』－平成 26 年（2014）９⽉ ⼩野

健吉では、江⼾図屏⾵に描かれている御花畠について以下のように述べている。 
 
 
 
 

「江戸図屏風」寛永 10～11 年（1633～34）

右下の区画にはユリ、ナデシコ、ススキが⾒え、右上の区画にはアジサイ、キク、ナ

デシコなどが⾒える。⼀⽅、画⾯の左⼿の⼆つの区画は草花の区画よりも⾯積が⼤き

く取られており、両⽅とも複数のツバキが植えられている。下の区画では、花弁の⾊が

⽩、⾚、桃⾊の三本が横⼀直線上に植わり、その右下に花弁が⻘⾊のもの、左上には⾚ 
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（４） 城下の植栽 

『図説「城造り」のすべて』－平成 18 年（2006）10 ⽉ 三浦正幸では、近世城郭の植⽣に
ついて、以下のように述べている。 

 

 
 

  

いものが配される。また、上の区画では、花弁が褐⾊、桃⾊、⾚⾊の三本が三⾓形をな

すように植わりその左上には⻩⾊い花をつけた⽊（ツバキ？）が植わる。⼆つのツバキ

区画の林床には、スミレが⾒える。また、敷地の左上隅には⽥舎家⾵の茅葺の四阿が建

つ。室内には床が張られ、しかも畳敷きと⾒えることから、この四阿は御花畠を鑑賞す

るための施設、すなわち、まさに秀忠や家光が訪れた際には陣取った建物であったと

考えてよいだろう。傍らに植わる⾼⽊はヤマモモであろうか。 

将軍がいわば私的な時間を楽しむ庭園の⼀つである御花畠。そこでの主役がツバキ

であったことを⽰す屏⾵の図像は、園芸の愛好者でツバキにとりわけ深い愛着を持っ

ていた秀忠がこの御花畠を設け、それを家光が受け継いだことを⽰しているように思

われる。

正保年間（1644 1648）に幕府の指⽰のもと描かれた「正保城絵図」で判明する。

本丸・⼆の丸主要部に樹⽊が確認される城は極めて少なく、⼤部分の城は、⽊のない視

界が広がる姿だった。マツは、緊急時に⾷⽤になるといわれるが、絵図からも城にはマ

ツが多く植えられていたことがわかる。幕末から明治初期の古写真でも、当時の城の

曲輪の中⼼部には視界を遮るような⾼⽊は存在せず、あったとしても観賞⽤の低⽊で

あったと推定される。曲輪の縁辺部には城内の主要部を外から隠す⽬的でマツやスギ

が植えられていた。単に⽬隠しとして植えられたのではなく、万が⼀に備えて⾷料と

なるものや、薬や燃料となるものが選ばれた。樹⽪・若葉・果実・根茎などが⾷⽤に適

するマツ・シイ・シゴカなどが選ばれた。 

薬草については、寛永 15 年（1638）に⿇布と⼤塚に、最初の幕府直轄の御薬園を

徳川家光が開設した。江⼾時代中期以降には、各地の産物調査や開発が実施され、各藩

においても薬園が開設される。薬園では、安定した薬の備蓄が最⼤の⽬的として薬⽤

や⾷⽤に役⽴つ植物を栽培した。薬園で栽培された薬草⽊は、100 種類前後であった

と推定され、安政 3 年（1856）の『御薬園御薬草⽊改帳』によると 88 種の植物が記

されている。主な薬草と効能は、ヤマクコ（解熱・消炎・⽌⾎）、ゴシュカ（胃薬・嘔

吐・下痢）、カンゾウ（解熱・鎮痛・⽌渇）、キキョウ（痰・排膿・鎮咳）、オウギ（滋

養・強壮・利尿）などがある。
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（５） 江戸時代の園芸文化 

「江⼾の園芸」－平成 10 年（1998）2 ⽉ ⻘⽊宏⼀郎では、江⼾時代のそれぞれの年間で
どのような園芸の流⾏があったか、以下のように述べている。 

 

 
 
江⼾時代の庭園植栽については、「⽇本庭園の植栽史」－平成 14 年（2002）⾶⽥範夫が、以

下のように述べている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 寛永年間（1624 1644 年）にツバキが流⾏した。 

 元禄年間（1688 1704 年）には、「元禄ツツジ」が庶⺠にも広く浸透した。ま

た、園芸の主流はカエデであった。 

 吉宗が将軍だった時代（1716 1745 年）には、サクラが数多く植栽された。 

 享保年間（1716 1735 年）には、キクが流⾏している。 

 寛政年間（1789 1800 年）は、⾒た⽬が地味なタチバナ（カラタチバナ）が流

⾏した。 

 ⽂化年間（1804 1818 年）では、特にアサガオが流⾏し、⼊⾕で⾏われている

朝顔市はその名残である。 

 ⽂政年間（1818 1830 年）にはオモトやマツバランが流⾏した。 

 幕末には、ハナショウブが隆盛をきわめ、弘化年間（1844 1847 年）はハナ

ショウブとキクが流⾏した。 

 嘉永年間（1848 1854 年）はコオモトが流⾏し、アサガオも再び流⾏した。 

 現在のような⼤輪や⼋重咲きのツバキではなく、江⼾時代には葉の形に特徴があ

るものや、斑⼊りや花に絞りが⼊っているものが好まれた。 

 園芸愛好家は、⾃宅や寺社の境内などに⾃慢の花を並べて花合せの甲斐を催すの

が主流だった。

江⼾時代（1603 1867）には、庭園様式として回遊式が出現して、配植⽅法も変化

している。植栽樹種も常緑広葉樹が加わって⼀層豊かになっている。また、庭園が盛ん

につくられたことから、作庭書も出版されるようになり、植栽にも影響を与えている。 

江⼾時代後期（1804 1867）には、滝沢⾺琴邸には『⾺琴⽇記』によれば、常緑針

葉樹としてクロマツ・アカマツ・ゴヨウマツ・マキ、常緑広葉樹としてツバキ・モッコ

ク・モチノキ・ネズミモチ・モクセイ・サンゴジュ・サザンカ・サカキ・カナメモチ・

クチナシ・ツツジ、落葉広葉樹としてシダレヤナギ・ウメ・ネムノキ・カエデ・ロウバ

イ・サルスベリ・モクレン・ハギ・オオデマリ・ガクアジサイ・ヤマブキ、地被類とし

てシバ、果樹としてウメ・ナシ・リンゴ・カキ・ザクロ・スモモ・ブドウ、草本類とし

てシオン・キキョウ・キク・スイセン・アサガオ・ナデシコ・ユリ・ハランなどが植栽

されていた。 
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⽂政 10 年（1827）に刊⾏された江⼾の名所を紹介するガイドブック「江⼾名所花暦」では、
春夏秋冬それぞれの花の⾒どころ等を下記のように紹介しており、当時の流⾏をうかがい知る
ことができる。 

 
季節 主な植物 

春 梅花、椿花、桃花、上野の桜、彼岸桜、隅⽥の桜其他 梨花 桜草 
夏 藤花、早⽉、牡丹 杜若 卯花 盧橘 合歓⽊ 蓮花 
秋 牽⽜花、七草、萩花、菊花 紅葉 
冬 寒菊、⽔仙、寒梅 ⼭茶花 枇杷 茶 花 楠樹 松 

 
（６） 江戸時代を背景として整備された公園の植栽 

「⽇本庭園の植栽史」－平成 14 年（2002）⾶⽥範夫によると、都市の中につくられた個⼈
が経営する江⼾の向島百花園のような場所を、⼈々は⾵情を求めて盛んに訪れたと述べている。 

江⼾時代の向島百花園では、薬草⼋百余種・ハギ・ムクゲ・キキョウ・カルカヤ・オミナエ
シ・ナデシコ・センノウ・キチジョウソウ・フジバカマ・ニチニチカ・エゾギク・メハジキ・オ
グルマ・ヘクソカズラ・シオン・ミズヒキ・イヌタデ・ノギク・ホウセンカ・オシロイバナ・ハ
ゲイトウなどが植栽されていた。 

現在の向島百花園では、500 種をこえる植物となっており、園内には、梅を主に、秋の七草、
ハギのトンネルや藤棚、クズ棚、ミツバアケビ棚なども設けられている。 

園内の主な植物は以下のとおりである。 
季節 主な植物 
春 サクラ、ユキヤナギ、シモツケ、クサボケ、シロヤマブキ、アマドコロ、イカリソウ、エビネ、カタクリ、カン

トウタンポポ、クマガイソウ、シャガ、シュンラン、スズラン、ニリンソウ、ヒトリシズカ、ミヤコワスレ 
夏 アジサイ、ウツギ、オカトラノオ、アザミ、オニユリ、シモツケソウ、トリアシショウマ、ノカンゾウ、ホタル

ブクロ、ホオズキ、ミソハギ 
秋 ミヤギノハギ、シロバナハギ、キチジョウソウ、ゲンノショウコ、シュウカイドウ、ツワブキ、ヒガンバナ、

ホトトギス、秋の七草（ハギ、ススキ、キキョウ、カワラナデシコ、クズ、オミナエシ、フジバカマ） 
冬 ウメ、マンリョウ、センリョウ、セツブンソウ、フクジュソウ、春の七草（セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベ

ラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

向島百花園 ハギのトンネル 
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（７） 樹種候補 

樹種選定に当たっての候補は下表のように考える。尚、設計段階では配植効果や苗の⼊⼿可
能性なども検討しながら樹種を選定する必要がある。 

 

区分 樹種候補 参考資料 
⼩江⼾・お花畑 ボタン、ユリ、キキョウ、スイセン、ナデ

シコ、サクラソウ、スミレ、シャクヤク、
フクジュソウ、シャガ、ホタルブクロ、ホ
オズキ、アザミ 

「江⼾の園芸」⻘⽊宏⼀
郎、『「江⼾図屏⾵」から読
み解く寛永期の江⼾の庭
園』⼩野健吉、「⽇本庭園の
植栽史」⾶⽥範夫、「江⼾名
所花暦」 

⼩江⼾・萩のトンネ
ル 

ハギ 「⽇本庭園の植栽史」⾶⽥
範夫、向島百花園 

⼩江⼾・藤棚 フジ、ヤマフジ 「江⼾名所花暦」 
⼩江⼾・アジサイ
園、ツバキ園 

アジサイ、ガクアジサイ、ツバキ 「⽇本庭園の植栽史」⾶⽥
範夫、「江⼾の園芸」⻘⽊宏
⼀郎 

⼩江⼾ヤマブキ園 ヤマブキ 「⽇本庭園の植栽史」⾶⽥
範夫、 

⼩江⼾・⼭野草園 スイセン、ナデシコ、ユリ、ハラン、スス
キ、キキョウ、ムクゲ、カルカヤ、ホウセ
ンカ、オシロイバナ、ハゲイトウ 

「⽇本庭園の植栽史」⾶⽥
範夫、向島百花園 

⼩江⼾・薬草園 ヤマクコ、ゴシュカ、カンゾウ、キキョウ、
オウギ、シャクヤク、ミソハギ、ハッカ、
キキョウ、カルカヤ、オミナエシ、ナデシ
コ、センノウ、キチジョウソウ、フジバカ
マ、ニチニチカ、メハジキ、オグルマ、ヘ
クソカズラ、シオン、ミズヒキ、イヌタデ、
ノギク 

『図説「城造り」のすべて』
三浦正幸、「⽇本庭園の植
栽史」⾶⽥範夫 

松植栽 マツ 「第 43 回企画展 城下町
川越の町⼈世界」川越市⽴
博物館、『図説「城造り」の
すべて』三浦正幸、「⽇本庭
園の植栽史」⾶⽥範夫 

 


