
万葉の植物II

前言

自ijの文で取り上げたツチハリは牧野がそ

の著「梢物記J (1929年)で巻頭に買いた梢

物で、それに続くのがスガノミ、山チサで

あった。ここでもそれに従って続けよう。

スガノミ

真烏住む雲悌の担の菅の根を

衣にかき付け 着せる子もがも

(巻七・ 1344)

新潮日本古典集成の万葉集の解説によれ

ば「真烏」は鷲の異名、「雲梯の11:Jは橿原

市雲梯の神村とあり、「菅の根 jは長いもの

を表すとある。歌の意味として「恐ろしい

鷲の住む神聖な神社の管の般で衣に描くこ

とは、変わらぬ契りの証を示すことに喰え

たか」とある。

これより先、牧野は背の根では衣を染め

ることはできないとして菅の実の誤りでは

ないかと指摘している。なお省の実は次の

歌にも登場している。

妹がため '品ーの実摘みに 行きし我れ

山道に惑ひ この LI暮らしつ

(巻七・ 1250)

菅には二つの用法がある。その一つはい

うまでもなくスゲでスゲ属 (Cω'品)の総称

である。この歌の「官の実I尚むJ にスゲを

当てることはできないであろう。 fillの本車~bJ

を採さねばならない。それがいま一つ問題

の山菅である o
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札幌jfi 増 淵 法 之

新潮社版の万葉集にあるこの歌の解説てや

は「妻のために山菅の突を摘みに出かけた

本は、 [11道に迷いこんでとうとう今日の一

日を山で暮して LまったJ とあり、菅の実

は[1[昔の黒い実であろうとしている。

この二首の解説はいずれも断定はしてい

ないことを特徴としている。これは未定で

あることを示していよう。

スゲの方には問題はなかろう o 問題は[11

菅である o 山菅は古くはì!J~名、麦門冬でジャ

ノヒゲに当るものとされてきた。

以上の新潟l村版の解説もこれにi合うもの

であろう。スゲの実もできないわけではな

いがj放細なものであり、また黒い実とはな

らない。

したがってこの黒い実はスゲの突ではな

い。山菅をジャノヒゲ?とみれば確かに黒い

突がなることになる。

これに対して牧野は、ジャノヒゲの実は

イ確かに黒いが、その黒色は薄い表皮にある

だけで、その内は つの堅い白色の脈乳が
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詰まっており、弾み玉の名もある。この突

では衣をw!めるわけにはいかぬであろうと

指摘している。

また後の歌は作者が多量の笑を採りに

千丁ったことを示しており、ジャノヒゲの突

の採取ではその歌に妥当ではなかろうと述

べてし、る。

ここで牧野は直接的な関連はないようだ

が、本草の歴史のなかに混乱があったこと

を指摘している o

それによると小野蘭山が麦門冬には 2種

ありとしたことに始まるという。 彼は一つ

を小麦門冬としこれにリュウノヒゲー名

ジャノヒゲを当て、今一つが大麦門冬でこ

れに古名ヤ7 スゲー名ヤプランを即してい

るという。

しかし牧野によれば決してこのような区

別はなくヤフランは関係ないという。正し

くは麦門冬はリュウノヒゲー名ジャノヒ

ゲ、古名ヤマスゲとなると述べている。そ

れに絞けて万葉集にあるヤマスゲの多くは

麦門冬とは関係のない柄物で111の背でスゲ

属 (Carex)のものであろうとも述べてい

る。

奥山の昔、の葉しのぎ降る雪の

消なば惜しけむ 雨な降りそね

(巻三・ 299)

この背は明らかにスゲであろう。ジャノ

ヒゲは牧野によれば奥山にあるような梢物

ではないからである。

ぬばたまの黒髪山の 111¥首?に

小雨ふりしき しくしく思ほゆ

(巻十一・ 2456)

この山菅も山のスゲでスゲであろう。こ
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こに査場するぬばたまは果、髪山の枕制であ

るカ寸虫物名でもある。このぬはたまはヒオ

ウギ (Belamcandachinei1sis)の笑である。

ヒオウギには絵扇を当てるがその漢名は

射干である。したがってぬばたまには別名

射干玉のほか黒をあらわす烏二五がある o

ここにも一つの問題がある。射干はシャ

ガとして lrisjゆollicaに現荘わが国では

当てているが、そのシャガの中国名は胡蝶

蘭である o この速いは明らかにわが国での

誤用にはじまる o

ぬばたまは夜や黒などに対する枕詞で、

これに対する宇x詞が茜である。こちらは目、

昼、J!<<るなど明るいものの枕詞となる。

さきに述べたように万葉集にあるヤマス

ゲの多くはスゲ属の植物であろうが、はじ

めの歌にあった衣を染めるヤマスゲはその

実が築来なのでスゲとは異なるものであろ

う。牧野はそれに当るものとしてヵーマズミ

をあげている。これは衣を染めるにも}甘い

られる。ただ古名のヤマスゲとがマズミを

結びつける名がまだないのでこれからそれ

を探さなければならないとも述べている。

ガマズミ (Vibn1ll1lldilalllm)はスイカ

ズラ科に属し秋には赤い疑果を給ぶ。その

実は漬物に入れて色をつけるのに用いられ

る。

ジャノヒゲ (Ot/lIotogoJljatoniclIs)は

ユリ科に属する。本車の時代には麦門冬の

ほか書fiJf革ともあるが、これらの名はいず

れも漢名として中国から来ている。中医!の

書、「花経」によれば香帯草は麦門冬の長田葉

のものをいうとある。鉢椋えにして卓上を

的iるなど文人の好むところであった。
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また沿階草の名もあるがこれはI也被植物

として建物の周辺部に植えるなどそれを利

用したからである。

ヤプラン (Lirioμgrarmn約lia)は薮蘭

で漢名は土変冬である。最近は大小の区別

があり、大型の方が L.gmminグo!iaで禾葉

土麦冬とある o 小型の方は L 川口101で媛

小 u長冬となっている。日本では後者はヒ

メヤプランである。

ジャノヒゲは蛇髭、 リュウノヒゲは竜髭

とあるが7誌はともかくとして蛇にひげとは

おかしな話である o 実はジャノヒゲはジョ

ウノヒゲからの転論であり、ジョウは尉で

ある。つまり翁のあごひげなのである o

以とをまとめると万葉集に登場した背に

関する植物名には菅、山菅、背の突とある。

背はスゲ(C川町)であるが、山菅は山菅(問

題の古名)のほか111のスゲもあるようであ

る。官の実は山菅の実であろうか。

問題の古名の山菅は一般にはジャノヒゲ

とされているが、牧野はそれに疑問を挟み

それに代えてか7 ズミをあげている o

山ぢさ

木村陽二郎らによるとヤマヂサも未詳の

布古中指でおエコノヨ号、 イワタノくコ、チシャノキ

などの諸説がある。

1~に寄する

息の緒に 思へる我れを 111ぢきの

花にか君が うつろひぬらむ

(巻七・ 1360)

新潮社版万葉集のこの歌の解説では男の

心変わりを非難する女の歌とされ、山ぢさ

の花はその色が変わりやすいもののたとえ
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で、その山ぢさはえごの木とある。

山ぢきの 白露重み うらぶれて

心も主主〈 我が恋やまず

(巻←|ー・ 2469)

向上のこの歌の解説でははiぢきには草の

名であろうか未詳、えごの本とみる説もあ

ると判断を保留している。

山ぢきが万葉集にみられるのはこの一首

だけである。

牧野は山ちさの名の経過を次のように述

べている o

「万葉集注釈J (f山覚律師)に，111ちさと

は木なり、田舎人っさきという、これなり J

とあるのをとりあげて、「ツサキはヅサノキ

かあるいはチサノキかならん。もしそれカず

ヅサノキであればこれはエコノ寺科のチサ

ノキ(エゴノキ)を指し、もしそれがチサ

ノキなれば同じくエコノキ手+のチサノキか

あるいはムラサキ科のチサノキかを指して

いるならん。しカ、しクスノキ手十のアフーラ

チャンにもツ。サならびにヂシャの名がある

から考えようによってはこの植物ではなか

ろうかとも想f象のできぬことはない」と紹

介して事情の複雑なことを述べている。

ついで「万葉代匠記J (緯契i'l')にふれ、

「山チサはいまもちさのきというものなり、

本草にいう売子木(和名、賀i皮先1佐乃木)、

これもこの木のことにやJと紹介している。

ついで「万葉集略解J (橘千蔭)では「山

ちさというは木にてその葉ちさに似たれば

111ちきというならむ0 ・・ また和名抄、本

草にいう売子木(賀波知佐乃木)、字鏡にも

売子木(河知友)とあり、これも相似たる

ものなるべlJと続けている。
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ついて。「万葉集円安補iEJ の「山治左、

売子木といえど花の色違へり、斉取(セイ

iン)というもの当れりといえり」をあげ、

「斉域は当時チサノキすなわちエゴノキで

あると信じていたからこの書はやはりエコ

ノキを指したものであろう Jと述べている。

ついで彼の見解となるが、『売子木を「手IJ

名抄」に利i名賀波知佐乃木(カハヂサノキ)

とあるので、これを山ヂサではないかと契

沖も千蔭も書いているけれどこれは無論同

物ではない。 …・・元来売子木はアカネ科に

属するサンダンクワ(Lmrachineilsis)の

ことで一名山丹とも称し、サンタンクワは

このliJfJに花を加えたものである」。

著者カザJけ加えるならばサンダンクワは

中l玉l南部やマレーンアの以降ーで正保年間の

波米とされ、万葉のl時代には当然にも存在

しない1直物である。

牧野は統けて「売子木を河知友、賀波生H

f牛乃木としたのはサンダンクワをいったも

のではなく何か別の邦産の柄物であろう。

しかしそれが何を指すのかはわからない。

なお現代ではカハヂサもしくはカハヂサノ

キととなえる何んの木も見出しえない。

万葉諸学者は大体において万葉歌のliJヂ

サはチサノキという樹木の名であると解し

ている。しかしチサノキすなわちチシャノ

キには 3種あってどれを指すかは説明がな

いかぎり明瞭ではない。 3種とはエゴノキ

科のチサノキ(エゴノキ、 Styraxjatoilica)、

ムラサキ科のチサノキ (Ehretiathyrs(リr!or-

a)、クスノキ科のチサノキ (Lilldera

ρraecox)であるJo

「もしこのなかから選ぶとすればエコノ

←-52 

キであろう。しかし歌に合わせるとしっく

りしない。たとえば歌にあるうつろいは純

白のエゴノキの花からはうかがえないこと

である。また白露重みもエコノキからはそ

の風情が感じられない。

ムラサ寺科のチサノキやクスノキ科のヂ

シャはそのilliJ也が限られていることや、花

のJP.¥↑青がさほどではないなどでやはり該当

しないJ と排i徐している。

いままでの説を否定するならば代わりの

植物を探きねばならないが、それは木では

なく草であろうとして牧野はそれにイハタ

ノ又コを当てている。

なおイハタバコ(岩姻車、 COllallr!ron

ramoJ/dioides)には別名イワヂシャ(岩高

直)、ヤマヂシャ(山高}負)があることを告

げている o このoIili4均の中悶名は背芦苔であ

る。

これらの名の由米はその業の形容がチザ

(Laclllca sativa)の葉に似るからであろう。

チサは別名レタスであるがその中国名は高

院なのである。ヤマヂサの名はこのチサか

らきていることは明らかであろう。Ij'佳l凶

鐙によるとチサは栽培IE?のほか野生種もあ
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ると記載きれている。

牧野の*占Etは山ぢさはイハタノ〈コとなろ

う。なおエゴノキに斉Wx果を当てたことに

ついてその誤りを牧野が指摘しているの

で、それもここに書き加えておこう。

それによるとこれは誤りで、斉敬果lまオ

リープであるという。なおこの字はオリ』

7'の7守子パとある。

中国の図鑑によればオリープは現在は油

機棺あるいは洋徹績となっている。した

がって撒績は7]IJ種ということになろう o tiiX 

績は C山 laJyll1Jt albwnで中岡南部の地の

自生でカンラン科。オリーブは Olea eur-

o戸四でモクセイ科である。

五穀

常食とされる五種の穀物を指す。古くは

いつくさのたなつものとあり、米、麦、君主、

梨、 9，を指すとされる。なお六殺左もあり、

この場合は稲、梁(オホアノ、)、夜、麦、黍

(モチキピ)、稜(タカキヒ)とある。また

九殺とi¥主べることもあった。この場合は稜

(ウノレチ寺ピ)、 fiR、黍(モナ寺ビ)、粟、麻、

大豆、小豆、大麦、小麦であるから五穀な

どよりはi時代がドつての分類であろう。

これら主食となった穀物が万葉集にも登

場している。しかしその数はウメ、サクラ

やタチノくナなどに比べると僅かなものであ

る。それらを次にあげてみよう。

需品

1[1越しの j孔をl時じみ 寝る夜おちず

家にある妹を懸けて1.Ig、ひっ

(巻ー・ 6) 
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この歌の後に背景説明の文があり、その

なかに「時に勅してきはに稲穂を掛けてこ

れを養はしめたまう」とある。

石上布留の早稲田を 秀でずとも

織だに延へよ 守りつつ居らむ

(巻七・ 1353)

新潮社版の力葉集の説明では早稲田は年

頃前の娘にたとえたとあるが、当時既に稲

に早稲、 11免生の区日Ijがあったようである。

力業仮名では伊閥、以禰とあり、また禾

を用いてイネと読ませていた。また伊奈(イ

ナ)ともある。なおイネの実のコメの古名

としては渠海、八木があり、米を当ててヨ

ネともある。

麦

馬柵越しに 麦食む駒の罵らゆれど

なほし恋しく 思ひかねつも

(巻ト二・ 3096)

〈へj越しに 麦食む小馬の はつはつに

相見し子らし あやに愛しも
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(巻十四・ 3537)

偶然にも二首とも馬の餌としての歌であ

る。大麦、小麦などの反別をしめす歌はな

かった。なおムギの;万葉仮名には牟妓、武

芸、牟岐などがある。

粟

ちはやぶる 神のネlし なかりせば

春日の野辺に 粟蒔かましを

(巻三・ 404)

春日野に 粟IT;¥iけりせば鹿待ちに

紋ぎて行かましを 社し恨めし

(巻三・ 405)

新潮社)阪の解説てやは「莱!砕か」に類音の

Ij圭はまく」を懸け、 i主いたいのだがの意を

におわすとある。万葉集には粟を歌ったも

のカ吋血にゴ詰ある。

アハの古名を探すと梁、稜、安波、阿波

のほか禾もある。梁はオオアハ (5elaria

italica)を指すと思われる。牧野によると粟

にコアハ (5.italica var. ge円 lIanica)を当

てている o

アハの語源としてはI床あわければという

説のほか禾の朝鮮語ホアと同淑とする説が

ある。

アハを中国図鑑に探すと小米、梁、粟、

谷子とある。谷は殺の簡休字。なお稜は黍

と同名とある。

稗

打つ同には科はしあまた

ありといえど j~ らえ u比ぞ

夜をひとり寝る

(巻十一ー・ 2476)
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水を多み上田に穏時き 科Iを多み

選らえし主主ぞ 我がひとり寝る

(巻+:-.. 2999) 

前者はあぶれ者が科にも劣るとひがんだ

歌とされ、後者も科i抜きの治、で花、はあ，l;'れ

者に選ばれてしまったの，自 o いずれも稲田

で選抜の対象となった科tを歌っている。

ヒエの万葉仮名は比江、 l七要とあるが聞

の雑草の意味か!浅草(イヤシグサ)の名も

ある。中国の凶鐙を探すと稗(Echil1och1oa

crus.galli)には無苦手専や早科tなどの変種が

ある。

黍

梨m黍に菜つぎ 延ふ葛の

後もi主はむと 葵花咲く

(巻十六・ 3834)

この歌には 6極の梢物が歌いこまれてい

る。「梨楽J は音読みで離・早にかける。ま

た「黍に粟つぎ」も君に逢はずの;由、に懸る

との技巧がみられる。なお「延ふ寓のJ I土
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後もi圭はむの枕詞。

キビ (P，ωllCll11l叫 iliacel/lJ1) はせiくはキ

ミ(岐美)であるが黍、稜を当ててキビと

も読ませていた。なお黍米は粘リのあるも

の、稜米は粘りのないものとの区別もある。

中|玉!の図鑑には稜のほか燦子もある。キミ

l土質実の意、か。

豆

道の辺の茨 の米に延Il尽の

からまる君を はかれか行かむ

(巻二十・ 4352)

はじめのこ句は序で次のからまるを起こ

す。この豆は栽情品であるかどうかは疑問。

マメの万葉仮名には万米、末女があるが

そのほか絞、萱も当てられている。いずれ

もマメの総称となろう。

万葉集にはないが五殺などときれる他の

植物の占名をみておこう。

タカキビは高梁で樹黍(モロコシ)の別

称とある。モロコシは S01gll/l1ilvl/!gareで

あるが、唐(モロコシ)きぴの略という。

中国の図鑑によるとわが国のと同じ字で全

く変りはない。しかし高梁には S. 'IIer-

VOSltJJl.をあてることがある。

モナアハは嬬粟でイネの縞稲日司じく実

が餅質のものを指すアハとなろう。

五穀に対応、するものに五来がある。李、

沓、菜、桃、栗を指すとされる。

村主

向つ峰に 立てる桃の木ならめやと

人ぞきさやく 汝が心ゆめ

r.:r.: ;)u 

(巻じ・ 1356)

はしきやし我家の毛桃本浅く

花のみi咲きて ならずあらめやも

(巻七・ 1358)

挑は万葉集にはこのほか 6首ほどある。

万葉仮名では毛毛とある o 語i京、については

諸説がある。たとえば真実(まみ)、燃実(も

えみ)からといい、また百(もも)からの

転ともいう。

また実の元の白ーはムであったが、それが

モとなり重複してモモになったとの説もあ

る。

新井白石はその書「束事'Jにつぎのよう

な説明をむこなっている。「およそ果にあっ

てそのl勾が級をつつみ、きらに核のなかに

仁があるものを皆モモという )0

前川文夫はそれを援用して「モモは外側

が竣質か軟質で、その内に硬くしかも大き

な核が一つあるもので、またモが実を意味

するとすればモモは外側の笑と内の突の二

重性が成立するので、その二重性をモの重

複で表現したのがモモであろう」と述べて
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いる。

なお前川はモモが中国のJjj(康ていあること

に注目して次のようにも続けている。

「古くはモモは現在のヤマモモであった

であろう。中国から伝えられた桃ははじめ

ケモモ(毛布りであった。ケモモがやがて

モモに取ってイtわり、 1己のモモはやむなく

ヤマモモになったのであろう Jo

ヤマモモ (Myricarubra)は山桃、品切'u

であるが万葉仮名では也末毛毛、ィk末毛ニも

杏

万葉集にはないがパラ科の植物で突が食

用となるものにイ也にアンズ (PruJ/l/lS ω 

川町licavar. allz/I)がある。万葉仮名では

|円牟須とあり、古くはカラモモ(唐桃、沓)、

川Il~毛毛がある。

牧野によればあんずは脊子の倍宵とい

う。 '1'同でも脊、杏子と字は同じてい渡米以

来変わっていない。

とある。またヤマモモは楊梅の汗ヤンメイ 栗

からとの説もある。楊仰は万葉集にはない 瓜食めば子ども思はゆ巣食めば

が出雲風 I記には登場している。

李

我が怯lの李の花か庭に散る

はだれのいまだ残りであるかも

(巻十九・ 4140)

新潮干f版の解説によるとその前の桃の磁:

と対になっているという。

春の陸l車lにはふ桃の花

下j照る道に 出てマLつ娘子

(巻十九・ 4139)

その前文に「春其の桃李の花をながめて

作る欽二首」とある。後者の「春の|京JJは

題詞の詩語「春苑J から、なおご斤.ilT.ぶの

は同じく詩語「桃李」からの連作である。

スモモ (PruJ//lSsa!iciJ/a)は万葉仮名で

須毛ニもとあり、駿桃、桃李ともある。元来

は桃同様中国のJJ;(席。ハタンキョウ(巴旦

杏)は一変種トガリスモモともある o 洋種

のスモモl土日明君。 (P.domeslica)0 
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ましてf忠はゆ いづくより

来りしものぞ まなかひに

もとなかかりて 安蘇し寝きぬ

(巻五回 802)

三架の iJJS賀に向へる 曝井の

絶えず通はむ そこに妻もが

(巻九.1745) 

松反り しびであれやは三栄の

if ll:•l) 来ぬ JI-R?，という奴

(巻九・ 1783)

三架は中、那賀の枕詞、 つのいがに 3

個ある突のうちで真ん中の大きな実を指

す。

万葉仮名では久利とある。話源としては

黒実(くろみ)からの転ともいう。そのほ

かに古くは丸い突を総称してクルミとい

い、それからの省略語ともいう。

時ij川はモモやナンなどの果物との対比か

らクリについて次のように述べている。

「実の外側が堅くて内m'Jが柔らかなもの

がクリでこれに属「る名にクルミ、 ドング

リなどがあり、ハマグリもこの範図書に入る
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であろう Jo

クリは日本庫、中国産で)J1j種とされてい

る。前者は C削 taJlea creJlata、後者は C

moi lissImaでいわゆる廿栗である。

秦

玉掃刈り来鎌麻呂 むろの木と

棄が本と かさ掃かむ

(巻|六.3830) 

いま 首は黍のところでみた巻十六・

3834である。

新i朝村版の解説にはと五掃の掃(サウ)は

後の菜(サウ)とともに同古の甲(サウ)

の意を表すかとある。

万葉仮名では夏芽、奈豆女とある。夏芽

は多分この柄物の葉の出るのが比較的にお

そく夏になることによると思われる。原産

j也l土北アフリカからヨ ロツノマとされてい

る。わが同には中国からかなり占くに渡来

している。

中国の関鑑によれば議(ZizipllllsjlりIIba)

と酸主主 (Z.jlljllba var. stiJ1osa)があり、

学名にあるように酸素は裂の変穏となって

いる。なお棄には大奈の名もあり、突が大

きくて食用になる)jである。

五J果には含まれていないが他にナシが万

葉集にある。

梨

黄葉のにほひは繋し しかれども

妻梨の木を 手折りかざきむ

(巻十 2188) 

露 霜 の 寒 き 夕の秋風に

1 i 

もみちにけらし 妻梨の木は

(巻十・ 2189)

新潮社版の解説によれば妻梨の梨は無し

に懸ける。つまり妻のいない身となる。

十月 しぐれの常か我が背子力、

やどの黄葉散りぬべ〈見ゆ

上の一首は、少納言大伴宿禰家持、時に

当りて梨の黄葉をみてこの歌をつくる。

(巻卜九・ 4259)

梨は万葉仮名では奈子、奈之、奈志があ

るo

新井白石によれば「ナシをもって呼ぶも

の、およそ絞脆くして酸i去、その核中の子、

小円なるものをいう」とあり、その百吾~t~ に

ふれて「古言語に'1'をはナといい、その実H

くして絞内の酸きによってナスといいしを

転ずJ とある。つまり白右説はナスミ(内

酸突)となる。

ナシのつくホ直物名にはクチナシ、アギす

シなどがある。ナシがこれらの形態の果物

の総称とすればハマナスも牧野が指摘して

いるようにハマナシであったと思われる。

日本と中同は同じく宇は梨であるカ4重は

-57 
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現在は別物とされている。日本格はニホン

ヤマナシ(乃'rilSserotina)の改良種とされ、

中同の代表極は fう.lrllSlIssurieJlsisである。

またセイヨウナシも別の系統とされる (p

C0JJ1111I11zis)。

別名にアリノミがあるが、これはナシは

無に通ずるのでそれを嫌い有に代えてアリ

ノミとしたという。ちょうどアシの名に代

えてヨシとしたのに似ている。

4話

いま一つ万葉集には果物が登場してい

る。一般には観賞樹ともみられるのである

が実が食用にもなると思われるのでここに

続けることにする。

それは橘である o 万葉集に登場する数は

梅についで多い。当時の万葉人の関心が橘

に責fして大きかったことを示していよう。

万葉仮名では多知波奈、太知i皮奈などがあ

る。

なお橘でそれに関連して有名なのは「左

近の桜、右近の橘」の話であろう。京の者1I、

紫震殿のきざはしの首ijに槌えられたもので

ある o もっとも始めは桜ではなく梅であっ

たという。それは中国の都にならったもの

であった。

橘の烏にし居れば川遠み

きらきず縫ひし 我が下衣

(0巻七・ 1315)

これだけて"はわからないが、この歌は風

土記の伊予国の逸文にもあり、そこには神

功皇后御歌とある。かさねて'fII予の国の

風土記の如くは、忠、長足日文命の御歌なり J

とある。
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その事の真偽は疑問であるがそれと関連

すると思われる歌が同じく万葉集にある。

橘の歌一首あわせて短歌

かけまくも あやに畏し天皇の

祈?の大御代に 同道関守常世にj度り

八鉾持ち 参い出米し時 l時じくの

かくの菓(このみ)を 畏くも

遣したまへれ同も狭に 生ひ立ち栄え

春きれば孫枚目耳いつつ ほととぎ十

鳴く五月には初花を校に手折りて

…田口事11の御代より よろしなへ

この橘を l時じくの かくの菓と

名つけらしも

(巻十八・ 4111)

橘は花にも実にも 見つれども

いや時じくに なおし見が欲し

(巻十八・ 4112)

この歌にでてくる側道関守は伝説上の人

物とされているが、それは「古事記J によ

れば垂仁天皇の御代に天皇の命を受けて常

世の国に不老長寿の霊薬を求めて旅をし、

ここに出てくる非時香菜の突のついた枝を

8本、業の茂った校8本を持ち帰ったとい

う古事である。

非l時とは仏教m語で、正午から夕方まで

のl時間を指しこのH寺間帯では食事を禁じ

ており、飲み物だけが許されていたという。

非時香菜がその飲料に用いられたとみられ

るものである o

常祉の国がいずこであるか問題となろ

う。葉のついた枝を持ち帰ったということ

であるから一般に考えられているように外

国のような遠いj好ではなかったと忠われ

る。
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この点に関して人

述べているo 垂仁天皇は崇仁天皇の子であ

るのでその生まれは凶国九州と忠われる。

その地は知河島との判断を示しているが、

その烏は橘の島でもある。天皇は子供のl時

に馴~んだその地の橘の突を求めたのであ

ろうという。その地が囚道問守が訪ねた常

世の国だという。

なおi征幸、 11)幸の物語ゃいきなぎ神話に

でてくる橘の小戸も綿津見の宮のある知計I

島を指すものであろうと述べている。

彼はこのように常世の同を桶のj~る島と

してそれに知詞/iI，を当てている。現在では

知詞烏は九州の凶にある五烏列島の島に当

てているが、彼はそのおは瀬戸内ifiの中に

探さねばならないとしている。しかしその

島はた「ね当らない。その理由としてその

後の大地震でその島は沈んでしまったとの

判断を示している。

タチパナの名に戻ろう。牧野によればタ

チバナの名は先の問遊間守からとしてい

る。現在九州、四国あるいは紀州にみられ

るタナノ〈ナはヤマ|タチバナあるいはニホ

ンタチパナ (Citislacldbω/(l) とされ、食

に耐えずとある o なお;{jj!i:の橘はそれより

でた改良種であろうという。これは前者よ

りも実は大きい。日本原産のミカン (Citis) 

はこの種だけである。いわゆるミカン(キ

シュウミカン)、ナツミカン、ユズ、ザボン

などはその後いずれも中同からの渡米植物

であるが、なかには実生の植物もあり、そ

の有1先のものを尋ねることが困難なものも

多い。
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七草

七草には春の草と秋の草とがある。春の

←七草はセリ、サヅナ、オギョウ(ハハコグ

サ)、ハコベ、ホトケノザ、スズナ、スズシ

ロであり、秋の七草はハギ、ススキ、クス、

ナデシコ、オミナエシ、フジノくカ7 、アサ

ガホとされている。春の七草で万葉集に登

場ナるのはセリだけであるが、他にハノレナ

u在来)、ワカナ(若菜)を読んだ歌がある。

これらから見ることにしよう。

春山の l咲きのをいりに 春菜つむ

妹が白紙見らくしよりも

(巻八・ 1421)

「咲きのをいりに」は花が枝もたわわにI咲

いている所にの意でヤマザクラのl咲く様を

示す。

明日よりは春菜摘まむと 標めし野に

昨Hも今FIも雪は降りつつ

(巻八・ 1427)

難波辺に 人の行ければ後れ屑て

春菜摘む子を 見るが愛しき

(巻八・ 1442)

川上に 洗ふ若菜の流れ来て

妹があたりの 瀬にこそ苦手らめ

(巻ー1- ・2838)

「大君の任けのまにまに しなざかる」

に始まる長歌のなかに「娘子らが春菜摘

ますと」とある。

(巻|七-3969) 

川上に 洗ふ若菜の流れ来て

妹があたりの 瀬にこそ寄らめ

(巻十一・ 2838)
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セリ

あかねきす伎は同賜びて

ぬlまたまの 夜のいとまに

摘める芹これ

(巻二卜 4455)

ますらをと 思へるものを 大)J似きて

可爾j皮の旧民一に 芹ぞ摘みける

(巻二十・ 4456)

セリは万葉仮名では世理、制羽lがある。

そのほか水芹、芹子、芹菜でセリと読ませ

てし、る。

競りあって繁茂することによるといわれ

ている。占くはツ力ツミ(都加者11美)、ネジ

ログザ(根白草)ともある。

牧野によればセリをめぐっては二つの誤

りが過去にあると指摘されている。そのー

つは水芹と早芹の混同である o セリを田に

iJU音したものカずありそれをノ、タケセリとM，じ

み、それに早芹を当てたという。しかしこ

の早芹はセリではなくセロリの名であると

いう。

中国の図鑑をみると確かにその通りでセ

リ (Oeilailthe javauica)が水芹で、セロリ

(Aρillm graveo!eJls)が平芹である。 後者

はまたの名に洋芹菜がある o

いま つ問題にしているのが主菜であ

60 

る。わが国では董菜をスミレに当てている

が、牧野によれば室と芹は同じで発音はい

ずれもキンである。したがって主菜はセリ

であって他の槌物ではない。スミレを漢字

で表すとすれば室董菜とでも書くべきであ

ると述べている。

以上のように彼は断定的に書いているの

であるが、中国の図鑑でも蓋莱はスミレと

なっている o この間の事情はどう理解した

らよいのであろうか。

牧野先生がこのような事で誤りを犯すと

は思えない。その一つの解革Rはわが同での

誤用が明治のi時代に中国に逆輸入されたの

ではないかとみることである。しかし明治

以後長年にわたり薫菜がスミレに使われて

きているので、牧野の指摘もすでに役立た

ずとなってしまったのかも知れない。

中日大時典によると薫蓋菜は室莱と同じ

とある。つまりセリとなり、スミレを示さ

ない。スミレをみると紫花地丁とある。牧

野がスミレに草草菜を当てたのは勇み足と

いうべきか。

中国植物関銃をみるとこの辺りの混乱が

分かるような気がする。タチツボスミレは

紫花茎菜、シロスミレが白花地 j、ニョイ

スミレが華菜、スミレが東北室菜となって

いる o 個々の種名は日本に合わせたものも

ある。タチツボスミレの紫花董菜も1己は砕

典にあるように紫花地了であったのであろ

う。シロスミレの白:(U也Tと対比してみれ

ばZ耳鳴干できょう。

なお中国岡鍛をみるとスミレ科もスミレ

属も董菜科、 Z在菜属であり、これらも H本

からの逆輸出を示していよう o
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次に万葉集にはみられないが他の七草の

子守名をみておこう。

ナヅナ

ナヅナ (Catsellabllrsσ-tastorislにはま専

を当てる。その言奇j原については撫菜(ナテ

ナ)説ゃなづむ菜説がある。その果実が三

サの名もある。中同でも強菜である。

止ぅ。
丞b
s、お
掛 V~事

オギョウ

オギョウ (Gilathα!illlJlaffiilelはlJlj名ハ

ウコグサである。オギョウにはf卸干すを、ハ

ウコグサには母子草をあてるが万葉仮名で

は波波古久左ともある。い Fれもそれらの

ff6Li原ははっきりしない。

牧野によると別名にカウジパナの名があ

るという o そのまとまってl咲く花をカウジ

にたとえたものであろう。偶然の 致か中

国でも鼠麹草である。
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仁

J、コ'く

古くはハクベラ(i皮

とあり、また漢名繁絵を用いてハコベラと

読ませてもいた。 i要は糸でこの場合は茎の

なかの維管束を指す。その茎がj~る様から

の名が繁織である。

ホトケノザ

本吊Lのl時代に名に混乱を見たものの一つ

である。牧野の指摘している}好によればホ

トケノザにシソ科の La川 1lI1Jl (l})ψlex 

ic{/uleを当てるのは誤りで、それは食に耐

えないことからも明らかだという。その漢

名l土宝葺草またの名珍珠連である、

では春の七草のホ!ケノザはいかなるも

のであろうか。これも牧野によるがそれは

寺ク科の Latsailaatogolloidesでコオニタ

ビラコの別名がある。なお彼によるとその

命名の歴史を湖ればコオニタビラコと l呼ぶ

必要はなくタビラコ(同平子)で良いといっ

ている。

その漢名は稲桂菜である。桂とは稲の切
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り株のことである o 田んぼでそれら切り株

の聞にこの植物が点々と生えているからの

名という。

またの名にカハラケナがあるが、これは

1:器がカハラケで回にそれらを置いた様に

見えるからの4ろという。

をみなへし また藤袴朝顔の花

(巻八・ 1538)

ハギ

我妹干に ftiひつつあらずは 秋萩の

咲きて散りぬる 花にあらまし

(巻二・ 120)

ハギを歌ったものは多く 140首ほどを数

える。万葉仮名では波義、波疑、芳究、波

岐などがある。ハギの語源説には生茅(ハ

エキ)、短茎(ハエクキ)、葉木(ハキ)な

どがあり、また早〈黄ばむ、の硲ともある。

萩の字は絡同様の和字である。萩の名の

つく植物は多いが代表格のハギは)J1j名ヤマ

ハギ (L白戸edezabic%r var. J~ψonica) で

エゾヤマハギの変種となっている。中国名

スズナ は胡枝子であるが萩の名もみえる。この萩

カプ(蕪)の占名となろう。中国では燕 の字は u本からの導入と思われる。

菩である o わが国でもかつては蕪脊を用い 中国の萩はキク科に属する Aua戸Iw!is

てアオナと読んでいた。現在のアオナ(青 山 mgaηtaceaでその名は111萩である。それ

菜)は中国から伝えられた!司名の柄物で は日本にもあり和名はヤマハウコである O

Brassica cJliueJlsisである。 なお A.siuicaが香青であり、別才i1.王とあ

る。その有i名はヤパネホウコである。

ススシ口

大根(ダイコン、オオネ)である。万葉

仮名では須須之円、須須イにとある。漢名は

京高旬。

秋の七草

山上臣憶良、秋の野の花を詠む歌二首

秋の野に i咲きたる花を 指折り

かき数ふれは 七草の花

(巻八・ 1537)

萩の花尾花菊花なでしこの花
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ススキ

めつらしき 君が家なる 花すすき

穏に出つ寄る秋の jjl¥¥ぐらく i惜しも

(巻八・ 1601)

はだすすき 尾花逆算き 黒木もち

造れる京は 万代までに

(巻八・ 1637)

わが国でFはススキにi専をあてるカイヰ1国で

はでである (Misc仰 thllssiueJlsis)。薄は{草

かとかうすいという意味と迫るの定、とがあ
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カヤは刈り J!i(って尾根を葺くものを窓叫え

する刈犀(カリヤ)からという o ススキの

ほかカノレカヤ(刈萱)、チガヤ(茅)、カサ

スゲ(笠苛)など丈の高い草の総材、となる。

クズ

夏おの絶えぬ使の よどめれば

事しもあるごと 思ひつるかも

(巻m・649)

玉葛絶えぬものから さ寝らくは

年のi度りに ただ一夜のみ

(巻卜・ 2078)

二五葛はタマカズラと読む。クズ(Pllerar;a

る。後者は薄暮とか肉薄とかに使われる。 おおお)は中国でも野葛であるから字は中

わが悶では薄がススキに使われるのはそれ 同からとなる。問題は布l名クズの語源とな

が叢をなして茎葉が相ぃ迫るによるとされ ろう。

ている。せはボウで穎と同ヒとある。つま 万葉仮名では久受、矩儒のほか久須加立

りノギともなる。つまりイネやムギの秘!の 良などがある。牧野はこの名は大和の国栖

ノギである。 ‘ に基因し昔国栖人が葛粉を作り売りに歩い

ススキの語源説も種々ある。例えばスク たのでクズというようになったといわれる

スク寺(真直茎)説、スズキ(i青浄禾)説 と述べている。

があり、また秋の涼しいI時lこ-iEl'1!をつける

ことからスズシキ(涼草)の関与ともいう o

牧野はスタスクと立つキ(草)のd盲として

いる。

このほか朝鮮誇との同背説もある。それ

は金沢庄三郎説ででに対応する朝鮮語shu

shuからという。

茅貰き屋根などと使われる茅(カヤ)は

いかなるものであろうか。これも万葉集に

10尚あまり登場している。

大名児を 彼方聖子j互に 刈る草(カヤ)の

束の間も 我れ忘れめや

(巻二・ 110)
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また中村治は同主(クンヌシ)からクニ

シ、クニス、クズと転化したのではないか

と述べている。なお国栖説にもふれ、同柄

に住んでいた人達は応神の御代の;帰化人の

子孫てい日中で国栖の楽を奏した人達であっ

たと述べている。

ナデシコ

家持、砂jの上の墜麦の花を見て作る歌ー

首

秋さらば見つつ偲へと 妹が植えし

やどのなでしこ 咲きにけるかも

(巻二・ 464)

古くは常夏(トコナツ)、者1I古奈都(トコ

ナツ)であるが、日i名嬰麦を当ててナデシ

コと読んでもいた。 トコナツは夏に咲く花

の意か、しかも花期が長いので常夏となっ

たのであろう。

牧野によれば撫子はその可憐な花容にも

とづくとしまた別名、V1JJJ;(撫 fーはそれが

河原に多く見られるからと述べている。
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また牧野は程変は誤用で石竹の別名だと

しているが中国の閃鑑ではナデシコ

(Diailt!IlIS 51ψerblls) は程麦で、セキチク

(Diω1IIIlIS cliilleilsis)は石竹である。 u本
左中国での命名の順序は確かめてないので

牧野が誤用とする兵偽は分からない。

ヲミナヘシ

をみなへし 友紀沢の辺の真葛原

いつかも繰りて 我が衣に着む

(巻七・ 1346)

をみなへし 左紀沢に生ふる

花かつみ かつても知らぬ

恋もするかも

(巻四・ 675)

新潮干1版の万葉集の解説ではをみなへし

はtc紀の枕詞で咲く意でかかるとある。「花

かつみ」も植物名、通説は7 コモであるが

ハナショウブ説もある。

ヲミナヘシを読んだ歌は他に 12M~ある。

牧野図鑑にヲミナヘシ (Palriilia
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scabio剖耳!o!ia)の漠名は黄花龍芽とあるが

これは誤梢ていあろう。，t，闘の凶鑑にはJfl.花

能牙とある。なお}世醤は誤用とあるが、こ

れも少し検討する必要があろう。

}投醤はオ↑コヘシの漢名でFその収が漢)j

で使われており、現在中国では白花!世醤と

ある。オミナヘンの線もl司じく使われる。

こちらは黄花敗醤となろうか。

古くは於保有1¥:9-11(オホツチ)とあり、当

時はヲミナヘシとヲトコヘシはI天別がな

かったものと思われる。

なおヲミナヘシに当る名には於備那閉

之、於美奈弊之などがある。ムー倍芝、女郎

花はその後の名であろう。

深津IEI土ヲミナヘンの語源を敗醤に求め

ている。それによると敗醤の音読みハイ

ショウがへシに替わったとし、黄色の敗需

に友敗醤(ヲミナへシ)、白花の敗需を男敗

醤(ヲトコヘン)としたのであろうとして

いる。

フヂパカマ

ブヂパカ7の設場する歌はすでにあげた

/11上憶良の歌(巻八・ 1538) だけである。

フヂノ〈カ'7(E，ψaforium)白rlllnei)はキク

科の布!(物で記録によれば奈良H会代に中間か

らの渡来、その後広〈野生化したとされて

いる。

古くは闘(ラン、ラニ)であった。ラニ

とあるが発白eがその通りであったかは疑わ

しい。 仮名文字の形成過棋でンが形成され

る以前はニで代用させていたからである。

このことはi局音のない段:!;-官と同じであろ

7。
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フヂパカマが以前は蘭であったというこ

とについて而内い話がある。実は蘭がブヂ

パカマであるとの指摘はすでに牧野により

なされていたのであるが、問題は率向j市の

市章をめぐって展開した。かなり以前のこ

とになるが市が市章を決めるべく公募をお

こなった。その時に入賞したのが現在の室

蘭のけi草ということであった。入賞者は聞

のイメージから古川乍したということであっ

たが、その閣は当時満州l主lで生産されてい

た煙草の箱に捕かれていた蘭なのであっ

た。この蘭が実はこのブヂハカ7 なのであ

る。

種あかしをすれば愛親覚縁家の家紋が蘭

(フヂノ〈カマ)なのであった。そのようなこ

とで満州では荷をデザインした煙車を生産

したのであった。その蘭からとったのが室

蘭の市章となったのである。それが今のラ

ンとは適合しない理由なのである。

牧野の指摘は次の如lくであった。満州!同

の皇帝が日本訪問に来られた 11寺、多くの

人々がランの花を贈ったという記事をみて

皇帝はさぞかしilli喰らったであろうと述べ

ている。愛親党総家の家紋の闘はフヂパカ

マであることを彼は知っていたからであ

る。

ブヂパカ'71土藤袴を当てるが以前は磁j香

草であった。r!'国の図鑑をみるとたしかに

蘭草とある。他に沢蘭香革、侭蘭ともある。

名の通りその香りが良いのでブヂノミカ?

を乾燥させ匂袋に入れて愛則したというこ

とであった。この中国の風習が日本にも伝

えられ、それとともにフヂノ〈カマも{i;えら

れたものと考えられる。
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ラン (Orchidac印 e)とブヂパカ?の関係

を明絡にしてくれたのも牧野である。それ

によると、 'rjI国では少なくとも唐時代ま -e

は!隣草はフヂパカマであった。闘がランに

なるのは宋以後である。はじめはランは駒

花でフヂパカ7 の蘭革と対比されてfitわれ

ていた。その後Thl村イラン科植物の総称と

なった」という。 T菊花から花が取れたのは

あるいは日本からの影響かもしれない。

中国の梢物名は本申、漢方の原史に求め

られる o 薬用成分は器官によって異なるの

でそれぞれに名がつけられている。そのよ

うなことで植物によっては根と茶葉では異

なる名のものもある。{日jえばスイカスラは

茎葉が忍冬)1主で花は金銀花、よI!:実は銀花子

である。またオニノヤガラはその塊茎が天

麻で、 yJJ菜が赤箭てやある。その延長上にあ

るものとして花の部分の名は何何花であ

り、実の場合は何何巣である。種子の場合

は河じく子が付くことになる。

アサガホ

万葉槌物のなかで一番論議されているの

がこの朝顔であろう。いままでに現在のア

サガホのほか、キキョウ(桔梗)、ムクゲ(木

僅)、ヒノレ:!iオ(昼顔)などが当てられてき

た。

朝顔は 朝露負ひて

I咲くといへど 夕影にこそ

l咲きまきりけれ

(巻卜 2104)

こいまろび恋ひは死ぬとも

いちしろく 色には出てじ

朝顔、の花
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(巻十・ 2274)

言に出でて 言はばゆゆしみ

朝顔の穏にはl咲き出ぬ

Y1.~もするかも

(巻十・ 2275)

現在のアサガオはとノレガオ科の植物で中

国から平安選者1Iの頃、稲子がもたらされL、

始め薬草として栽堵きれたということであ

る。この立場に立てば万葉の時代にはこの

アサガオはまだ渡来していなかったのでは

ないかということになる。

なお「夕陰にこそl咲きまきりけり」の表
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現も夕方には萎んでしまうアサガオには迎

合しないとの判断もでてくる。

アサガオに比定される植物にムクゲ

(Hibisc/(s syriac/(s)がある。ムクゲはアオ

イ科の植物で'1'凶、インドのlJ;(産で木挫の

名ヵ、ある o わカ{[玉!には草月島平よりもたらさ h

たと言われる。問題はやはり万葉の時代に

はたして存在していたかということであ

る。記録によればその渡米は天文 21年

(1552) ということである。

r{草花 朝の夢」と使われるのがこのムク

ゲ(木樫)である。この音読みはモクキン

で、それがモクゲとなりついていムクゲと

なったとの説がある。

ヒルガオ (Caか'slegiajゆoll;ca)は昔から

わが国に存在しており、「タ陰にこそ咲きま

さりけり」はアサ方オとは異なり抵抗感は

ないであろう。

いま一つ有力なのがキキャウ (Plaly-

codoll graηdゲIOrllm)である。キキャウの
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j員名は桔梗で、その音読みキッコウ、者チ

コウからキ者ャウになったとされる。つま

り寺キャウは桔棋の音読みとみることがで

きる。枯t更の字:は万葉集と i司l時代の11¥雲風

土記にはみることができる。

3(-キャウの古名に於力日止止岐、 1;")利乃比

布岐がある。オカトト寺は岡のトトキであ

ろう。 ↑ト寺はツリ f/ネニンジン (Ad円10-

ρ110m Iri戸lザlIa)である。その漠名に沙きまが

ある。中国の凶銭をみると輪葉沙参とある。

この参は琴の簡休字である。沙参を古読み

したのカずサジン、シャジンである。

阿利乃比布岐l土主義の火吹きか、石川淑子

はその語源を次のように説明している。

「その花を践の巣に入れると蟻の出す蟻

自主により青紫色の花がやけどをしたように

す、みを帯びてくるから」。

アサガオ(1，戸Ollloea11 i!)は以上のように

万葉集の朝顔からは脱落してしまいそうだ

が、名前はここで整JJl¥しておこう o

アサガオは現在は観賞梢物であるが始め

は先にみたように薬用としての導入であっ

た。 i実名は家午二子である。種子は実の色に

より、白丑、黒ヨlーと区別されている。アサ

ガオと 7 ノレパアサガオ (Jtollloea ρltr-

ρurea) は l天~I]きれており、その)京産地は前

者がアジアとされているのに対して、後者

はアメリカとされている。?}レハアサガオ

も北京で多く見かけた。中間の肉鑑による

とそれらは野生化したものとある。
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