
万葉の 植 物 V

第 20.y.は特集号でしたので万葉の植物

は休みましたが、引き続き残りを記述する

ことにします。相変わらず順不同で申し訳

ありません。

草深百合、姫百合、さ百合

道の辺の 吊L深百合の花笑みに

笑みしがからに 妻というぺしゃ

(巻七・ 1257)

(花笑みには花の膏がほころぶこと)。

夏の野の茂みにl咲ける 姫百合の

知らえぬ恋は 苦しきものぞ

(巻八・ 1500)

(上の 3旬は序で「知らえぬ恋J をおこ

す)。

我が妹子が家の垣内の き百合花

ゆりと言えるは いなと言うに似る

(巻八・ 1503)

(ゆりといえるは、は「後で」の意)、万

葉集にはユリは 11首登場している。なお種

としての!天別を明確に認識していたかどう

かは不明であるが、それに相当する名前が

草深百合、姫百合、き百合と 3つ存在する。

万葉人の時代、奈良付近に見られるのは

多分ササユリ (Lilli1lJ1l jψonicllm)であろ

う。草深百合はそのユリが草薮の中に咲い

ている様を示しているものと思われる。き

百合の「き」は接頭語で「早き」を表し、

その刑法に早苗ーがある。またさは五月を意

札幌市 増淵法之

!床することもある o いずれにしても開花期

の違いとしての名称と思われる。

期;『百合は花の大きさによる名称であろ

う。しかしまた現在のヒメユリ (L.COI1 

color)の系統に属するものかも知れない。

新潮日本古典集成の万葉集には朱色の可憐

な姫百合としている。種としての区別が認

識されていたと思われる。

古名にIH利、由理とあり、また山由理草

もある。この山百合は現在のヤ7 ユリに当

てられるれるかも知れないが、やはり草深

li令同様に山のユリであろう。

ユリの語源については次のように考えら

れている。花の大きさに比べて茎が細1<、

そよ風にも揺れるによる、風にユルからと

し、 7，

また上代東方方言にユ/レ(由流)そのも

のがあるという。

i英名の百合は言うまでも無く中国からの

名である。こちらの名は分かりやすい。鱗

茎の鱗片がより添って重なるからで、その

鱗片の重なりを百合としたのであろう。

したがってユリに百合を当てたのは漢名

の漢字をいただいて、それに和名を当てた

ものである。モモの桃(トウ)、サクラのt22

(オウ)、ウメの梅(メイ)などと同じであ

る。

ユリ属の種は日本も中国もかなり多い

が、共通に存在する種は意外と少ない。共
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i昆種l土スカシユリ (L.1i1ac1tlat1tiJ1)、カノ

コユリ (L.speciosu1!i)、ヒメユ 1) (L. COIl-

c%r)、オニユリ (L./allcifoli1tm)などで

ある。

オニユリについて牧野は以前日本には日

生はなかったが、日本に渡ってきた稲作農

民が中国産のオニユリを持ちこんだものと

している。

その根拠として、この植物が三倍体の柄

ヰ均であることをあげている。そのことによ

りオニユリは不稔であり、種子による繁殖

は出来ない。したがって鱗茎あるいは珠芽

による繁殖によることになる。ヒガンバナ

化方山草 22(2∞5) 

(Lycol'is mdiale)もl司じように考えられて

いる。

万葉集からは外れるが、明治以降、欧州

の!主i芸界に日本のユリが大きく影響したと

いうことは記憶に留めておきたい。欧州で

は長らく伝統的なユリとして白花のマドン

ナユリ (L.C(l}zdidllm)がi菌剤してきたの

であるが、はじめテッポウユリ (L.IOJlgi. 

1101'11111.)が伝えられ、やがて7 ドンナユリ

を圧倒したようである。次いでヤマユリ

(L. a1tl'atllm)、サクユリ (L.a. var.ρlaty. 

ρhyllulIl )が伝えられ、日本のユリの評価を

一段と高めた。これらが交自己親として利用

図1.ササユリ

一一95



され、カサプランカなどの歯芸種を作りだ

している。

梅

ぬばたまの その夜の梅を た忘れて

折らず米にけり 忠ひしものを

(巻三・ 392)

(ぬばたまのは黒、夜、聞などに冠する枕

詞)。

日本にも夜来の梅がある(大分、宮崎)

との説があるが、 般には古来、中国から

伝来したものとみられている。はじめはや

はり薬用からのようである。はじめ烏梅で

ウメとあてていた。このウメからウメイに

なり、江戸時代にはそれがムメになったと

言われている。学名の PrUJJlUSll 1JlllJJle 

Sieb， et Zuccの草草小名 }}ll{JJleはこのムメ

からである。なお著作名から分かるように

学名は日本で採用されたウメにつ

いて名つけられたものである。

万葉集に詠まれたウメの歌の数

は多く 118A'を数える。この数は

一位のノ、ギの 140首に次ぐ数であ

る。

ウメの語源については幾つかの

説がある。その一つは「大言海J

に見るお梅(うはい)からウメに

なったとする説。これは先に触れ

たようにはじめ薬用として導入さ

れた烏梅からである。

第二の説は新井口石の説で、ウ

は熟む、メは実で、つまり熟む実

からウメに変化したという。

接頭語、メは梅の韓背であるという。つま

りウメは朝鮮からイ云えられたとする説であ

る(牧野による)。

よく話しに出る;(i近の橘、左近の桜は元

は梅であったという。そのはじめは料武帝

の平安遷都の際、紫震殿のiiri庭の左側に、

右111Uの橘に対比させて梅を植えたという。

その後、仁明帝の御世に植え裕之えたとの

記録がある。その後、 960年、皇居炎上とい

う記録があり、その後、当時の好みを反映

してか梅から桜に換えたといわれている。

これはヤマザクラであった。

烏梅について触れておこう。この製法も

中国からである。若い梅を燦して作るもの

である。その色が黒いので烏の黒色に例え

て烏梅となった。現在、烏梅は、紅の製法

や紅lt!めの媒染剤として使われている。な

お紅はベニバナ(紅1E)から作られる。

第三の説は松岡静雄説で、ウは 図 2，ウメ
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古名に烏梅のほか字梅、宇女、宇米、有

米、子梅などがある。いずれもウメの当て

字である。なお牟米(ムメ)もあるが、こ

れはウメからムメに代わった時期の当て字

であろう o

ほかに楳もある。漢和砕典によると楳は

梅に同じとある。発音は共にメイである。

藤、蕗;夜、藤衣

我がやどの !時じき藤の めづらしく

今も見てしか妹が笑まひを

(巻八・ 1627)

(上の 2旬は!字、時じきは非持でl時節にあ

らずの意、季節はずれの梅となる)。

恋しけば形見にせむと 我がやどに

植えし藤波今咲きにけり

(巻八・ 1471)

(藤波は藤の花が波打つ様を詠んだもの

北方111草 22(2005) 

であろう)。

須磨の海女の塩焼き衣の藤衣

間遠にしあれば いまだ煮なれず

(巻三・ 413)

(藤衣は藤蔓の繊維てが織った布、粗末な

衣、労働着の一種)。

(一名)ブジ(Wist，ωia f!oribullda)も28

首を数える。フジには布治、布遅、敷治の

ほか、きのかた(狭野)j、左野方)むらさ

きぐさなどがある。さのかたはブジのほか

アケビ(木通)にも当てている(木村)。万

葉集にもサノカタが3狩ある。

さのかた

きのかたは実にならずとも 花のみに

咲きて見えこそ 恋のなぐさに

(巻十・ 1928)

きのかたも木本の蔓't'I:の植物Jを示す名な

図 3 1官藤(北京にて)

97 



のであろう。

ブジの言吾源については「花が吹き散る」

からフチとなり、それからブヂになったと

されている o これに対して牧野は「吹き散

るの意とあるけれど、来たしてどうだろう

か」と疑問を投げかけている。不詳とすべ

きか。

渓名の藤は確かに中同からであるが、中

国のフンは紫藤 (H':siηeJlsis)である。こ

れも漢字だけを頂いてブジに当てたのであ

ろう。はじめは忠実に紫藤でフジに当てた

時期も会ったようである。中国でも我が図

のフジを区別して多花紫j俸とl呼んでいる。

長江以南に栽培を見るという。

実は藤は木本の蔓性の柏1物の総称と見る

べきで、ブジはその花色が紫なので紫藤と

なったのであろう。

藤だけでは別の植物になる。これはトウ

(藤)である。これはヤシ科の蔓性の植物

(CalalJllls margaritae)で、家具の材料に使

われる卜ウである。もっとも紫藤との対比

から黄藤ともみられる。熱帯アジア各国に

も近縁の種があり、 トウ材として広〈使わ

tlている。

フジに藤を当てるのは牧野の述べている

ように誤用となろう。それでFは漢名の紫藤

を当てればよいかというと、中医!と日本で

は別種となるのでこれも困るのである。フ

ジはフジて府我慢する以外にはないようであ

る。

なお!日仮名遣いではフヂである。平安人

さねかづら、さなかづら

水綿畳間上山の さな葛

ありきりてしも いまならずとも

(巻十二・ 3070)

(木綿設はゅう(木綿)を折り畳んだもの、

ありきりでは現在の状態をそのまま保ち続

けるの;音、)。

さねかつらは万葉集で9首を数える。実

葛、狭名葛、佐那蔦、狭根葛、{/，'繭葛なと

当て字が多い。サネは絞で実のことである。

サナカヅラ ([(adslIrrtjapollica)の古語

にナメリカヅラがあり、ナは滑め、それか

らのナメリカヅラである。

葛の字をクズに当てるが、本来はカヅラ

の意で:島のほか蔓もあり、草本の蔓件eの植

物を表す言葉であったろう o それがクズに

代表されるようになった。これはブジと藤

との関係と同じなのであろう。木本のつる

位植物が燦であり、草本のつる性植物が葛

なのである。

サナカヅラはまたカミエビ(神衣比)の

別科、とも言う。カミエビはツヅラフン手↓の

植物でやはり益性である。牧野によれば、

エヒはエビヅノレ (Vitis tllllubergii)という。

エビヅノレの古名はエビヅラでこちらはブド

ウ干ヰとなる o

サネカヅラに別名、ビナンカヅラ(美男

蔓)がある。この名はこの植物の樹皮の粘

液を水に浸してそれで頭髪に椛いたによる

という。

の愛した花の一つである o 記録によれば藤 玉葛(たまかづら)

:jEの宴は 902年始まっているという。 二1，葛 突ならぬ木には ちはやぶる

神ぞっくといふ ならぬ木ごとに
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(巻二・ 101)

(五葛は突の枕初、五は美称)。

万葉集には 8首がある。万葉

仮名で多麻可豆良とあり、+.萄

のほか玉蔓もある。通説では蔓

性の植物の総称とされるが、こ

の歌では実ならぬ木とあるので

突をつけない株もある純物とな

る。その意味でサネカヅラとな

ろうか。木村によれば他に、ヒ

カゲノカツ、ラ、ヘクソカヅラに

も比定されている。

つるばみ(橡)

つるばみは他に Hi'ある。

つるはみの給の衣裳にせ

は

我れ強ひめやも 震が米まさぬ

(巻寸二・ 2965)

(上の 2句はl芋、袷には裏があるので裏に

せばを起こす。つるはみはどんぐりの実、

薄墨色の染料となる。この色の着物は身分

の低い人が着るものとされている)。

つるはみの一重の衣 うらもなく

あるらむ子ゆえ 恋ひわたるかも

(巻十二・ 2968)

(上の 2句は序、裏もなくを起こす)。

2965は女の歌、 2968は男の歌、対になっ

ている。袷と一重、裏が有る、無しなどの

対比がみられる。

つるばみは都南波美、橡の突、凶栄の古

名という。一説にパミは榛木(ハンノキ)

の類を指し、そのうち、つるはしばみは笑

の平滑なものをいうと。またつるまみ(円

北方山草 22(2005) 

閃4. さねかづら

tr美)の転ともいう。これは|サ1梨を指すの

であろう。

牧野によれは余つるばみはくぬぎの古名と

いい、 〈ぬきれは国木からといい、 〈ぬぎに

は古くは極水を剤いたという。

しかし中日字典をみると、援には木の名

前はなく(かいばおけ)、擦がクヌギとあり、

線、栃に同じとある。

クヌギは Quercusacutissimaで近縁の

干重、ははそ、みずならなどとはたして区別

されたのであろうか。

つるばみはくぬぎの古名というが、この

名は明らかに突を対象にした名であり、こ

れが団栗なのであろう。 l~1梨の突を付ける

のカずくぬぎとなる。
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ははそ

01科の石田の小野のははそ原

見つつが君が 01道越ゆらむ

(巻九.1730) 

万葉集には他2首がある。牧野によれば

ハハソ (QllerclIsserrata)は名にコナラ、

ナラとある。なおナラに楢を当てるが、こ

れは俗用字と牧野は指摘している。中同柄

物凶鑑を見ると、コナラは現在抱擦をみる o

ねむのき(合歓)

q~妹子を聞き都賀野辺のしない合歓木

我れは忍びえず 聞なくし思えば

(巻十一 2752) 

(上の 2句は二重の序、聞きまでが、開き

継がむの窓で、都賀を起こしつつ十の 2句

に響き、しなひの類音で忍びえずを起こす。

しないねむのきはしなっているねむのき。

聞き都賀野辺のは開き継ぎたい、その都賀

野辺に、問なくし思えばはひっきりなしに

思っていますとなる)。

牧野によれば、ネムノキ (AIbizzia jllli. 

brissuz)の葉は夜間その菜、閉じてあたか

も睡眠するによる o かうか、かうかぎは漢

名、合鯨:(木)より転ずという。その1実名、

合歓も同じ意味によるのであろう。ネムの

古語にネプがある。

ねむiのきで有名なのはハワイ島の大木で

かつてテレビのコマーシャノレに使われたネ

ムの木があった。

からたち

からたちと 茨刈り除け倉建てむ

糞i主くまれ締造る刀白

100 

(巻十六・ 3832)

(糞遠くまれは遠くにしてくださいの

意)。

からたちは 11'i・だけがある。万葉仮名で

は加良多匁!l、加良立花がある。漢名では収

殻、キ只樹、 I術品、唐橘があるo

Ij'[主lの北部の産、南方の橘と対比して「市

街北相!Jと使う場合がある。これはまた、

南の橘を北に移すと質の悪い持!殻になると

も使われる。

からたち (PollGImstrijo/iate)はからた

ちばな(唐橘)からで中国から米たたちば

な(橘)の意とみるべきであろう。

しかしからたちはなはその後、ヤブコウ

ジ科の植物の名称となっている(カラタチ

バナ、 Ardisiacri:勾)a)。この中国名は百両

金とある。なおからたちばなの他にやぶこ

うじ(薮柑子)にあてることもある。

からたちは生垣用に良〈利用きれている

が、その東京の効用によるのであろう。

なぎ

醤酢に蒜掃き合てて鯛願ふ

我れにな見えそ 水葱の奨(アツモノ)

(巻卜六・ 3829)

(醤酢には、ひしおに目下を加えて蒜をまぜ

てたれを作ること、鯛願ふは鰯が食べたい

と願う。我れにな見えそは、見せてくれる

な)。

ナギ (MolloclioriaIlOrsallOwii)はこの 1

首だけである。古語を探すとノk葱、菜葱が

あり、万葉仮名では奈疑、奈岐などがある。

牧野によると、なぎはミズアフヒ (M.

vaguwlis)の古名とあり、また木村によれ



ば、コナギの別称とある。しかし万葉集に

はこなぎも見られるので日Ij種としてみるこ

とにする。

手口名のなぎは菜葱で、食料とする葱、あ

るいは水忽てト水中に生える葱の窓である。

みづあふいは水葵の意で、水に生じ、葉

の}診が葵に似るからの名である o ミズアオ

イ科の植物、現在の中国名は雨久花である。

ニなぎ

こなぎは次の 2首をみる o

春霞春日の旦の植え小水溶:

苗なりと言ひし 枚さしにけむ

(巻三・ 407)

(全文に、大伴宿禰駿河)11，呂、|司じき坂上

の二嬢を妻どう歌一首とある。春霞は春日

の枕詞、植え小水葱l土秘えた小水葱で、童

立4 の二嬢に響えた)。

苗代の小水葱が花を 衣に摺り

なるるまにまに あでや愛(かな)しけ

図 5. なぎ
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(巻卜四・ 3576)

コナギ (1.1.vagIna!is)を万葉仮名で拾う

と、小菜葱、占奈伎、古奈宜、子奈宜、小

奈伎などがあり、なぎからであろう小水葱、

子水葱もある。

また鴨舌草も見える。こちらは渓名であ

る。こなぎはなぎに比べて小形なるによる

名である。

なお牧野によると、さざなぎの名もある

という。その葉組1<ササの葉に似るからで

あろう。 3576の歌にあるように、つゆくさ

(露草)と同じく招り染めに用いたといわれ

る。

うきぬなは(ジュンサイ)

我が心ゆたにたゆたに 浮尊

辺にも i中にも 寄りかつましじ

(巻七・ 1352)

(ゆたにたゆたにはゆっくりと静まった

かと思うとゆらゆらと揺れ動くの意、寄り

かつましじは、寄りつくことは

できないの意)。

万葉仮名では奴奈波、奴苦11波、

根専菜がある。ぬなはの語i原は

その古名とされる沼綿(ぬまな

わ)からという。沼に生えてい

る葉樹が縦状に見えるのによ

る。うき IiJなはは庁一いている Ii~

なはである。

等菜 (BrasellIaschreberi)は

漢名で現在は読菜とも書く。

かつては;等菜を用いてぬなはに

当てていた。発自はいずれも

Chun caiであろう。現在のじゅ



んさいはこれであろう。

しひ(椎)

しひは他に 2首がある。

家なれば笥に盛る飯を 京枕

旅にしあれば 宇佐の業に躍る

(巻二・ 142)

(家なればは家にいるならば、笥は立派な

器)。

日本庄のしいには次の 3積がある。 7 テ

ノてシヒ (LitIIOC，σゆllS edlllis)、スダジヒ

(Siliia siebo!diil、ツブラジヒ (Slziia

CIIゆidate)、前川iによるとこれらシヒの仲

間はその突の形からの名であろうという。

すなわちマテノ〈シヒはマテパ只からで、ま

たツブラジヒはツフラ(タニシの別名ツフ

から)貝から、スダジヒはやはりシタダミ

(キサゴの仲間)のシヒである。

マテパシヒの実は他に比べてかなり長形

である。その形がマテパ貝に似ているから

という。牧野によれば、一名lこ7 タジヒ、

サツ7 ジヒがあるという。マタジヒはマテ

ジヒからの転で、またサツマジヒはそれが

薩摩に産するによるという。また前川iによ

ると、タニシは同のニシて1年1衰のニシから

の名という o

またヰ士野によるとツヅラシヒのツヅラは

その実、円(ツヅラ)なるによるという。

いずれも渋みがなく食用に供されたもの

と忠われる。

シヒ(株)の語源は分からない。牧野は

その一説を述べているが、確かではないと

している。それに触れておこう。

スダシヒ(初樹)の子笑名、何子のー名

なる o ift.に基づく和名なりという。中国権

物図鑑を見ると拘は LitllO白21]りIISglabel 

とある o

キノコのしひ茸ーはこのシヒに付くによ

る。しかし、きのこのほだ木はシヒに限ら

ず、ナラ、クヌギ、ミズナラなどが利用さ

nている。

中国の辞典を見ると、維は維骨や脊ift.の

用I'l;のほか、鐙に戸jじとあり、どうも木の

名前はないようである o

はす、はちすは

勝間聞の池は我れ知る 蓮なし

しか言ふ君が援なきごとし

(巻|六回 3835)

(J渉開国の池は平城京、薬自IJ守付近にあっ

たj車、しか言うは、そうおっしゃる)。

蓮葉は かくこそあるもの意吉麻呂が

家にあるものは 芋の葉にあらし

(巻!大・ 3826)

(蓮の葉を高賞な美女にたとえ、それに比

べて意古麻呂の家にあるのはどうやら虫芋

の業で有るようだとへりくだっての対比で

あろう)。

はすは他に 2首を見る。万葉仮名では波

知須があるが、その他に蜂巣がある。これ

はその巣房の形、蜂の巣に似るからの名で

ある。なお古くから、速、荷ではちすと呼

んでいた。中国では現在、蓮よりは荷の方

が使われている。

中国では柄物の名は各器官により、名称

が異なる。ハスもその典1111的な例である。

牧野先生の説明を借用きせていただく

(r組物記J)。食用にする蓮狼はいうまでも

-102ー
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の

図6. はす

なく地下茶であるが成長時.JlIlにある地下茎

は細かく枝分かれして成長する。それぞれ

の節から葉や花が出るが、秋j昆〈成長が止

まった段階で休H民状態になり、 2、 3節、

肥大した状態になる。これが食用になる蓮

根である。

我が同で蓮根として食用にする部分は稀

であり、これは謂わば貯蔵根で、他の成長

する地下茎は替という o この地下茎は*HI< 

枝分かれして成長する。それにつく葉は一

般には荷であるが、これも成長により名称

が異なる。春初めに出る葉はぜにば(銭業)

てl¥lf銭という。この葉は水而に浮かぶ。な

お旧蓮根の先より出る葉もやや大きいがや

はり水面に浮かぶものである(議荷)。
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その後の葉は大きく、水耐より上にでる。

これらの葉は支荷という。:(~が務ちたあと

の花托l立花房で隣の巣に見立てられたもの

で、ハチスの名称となる。巣の穴に見られ

る果実は石蓮子という 0 :14のi量り殻はかな

り硬い。

日本ではかなり占くから栽培きれてきた

が原康はイン}とされている。それが中間

経山で我が闘にもたらされたという。仏教

伝来とも関係して仏像の台座にもハスは利

用されている。

なお洪積世の地層から化石としてハスが

出上するということなので、日本でも以前

には存在したものであろう。

他に芙蓉もハスを指す。木芙蓉はそれに



似て木本なるにより水芙蓉と灰別する。し

かし、こちらも芙容として使われるのでハ

スの方を水芙蓉、あるいは草芙蓉と区別す

る場合がある。

くぐ

くくやは次の 1首である。

潮干の御津の海立の くぐっ持ち

+-藻刈るらむ いざ行くて見む

(巻三・ 293)

(御津のは潮が満つるを懸ける。くぐっ

はfdi草で編んだ手提げ袋)。

万葉仮名で久久、久具がある。漢名、 w
主主を用いてくぐに当ててもいた。ハマスゲ

(浜背)の古名とされる o

くぐはカヤツリグサ科、牧野によるとシ

オクグ、ハマクグともある。これは海浜に

生えるによる名である o シオクグは Carex

町 abrijoriaで、この中国名は槌葉苔革とあ

る。槌は玄米の意でもあるが、相雑の意;と

ある。

くぐにいぬくぐを当てることもあり、木

村によると、それは侍子草 (MarisclIs

sieberiaJ1l1s) とある。牧野はこれをクグと

するのは誤りとして、イヌクグを新設した

という。またハ7 スゲ (C)φemsrO!lIl1dIlS) 

の1実名はiF申:とある。

中間柄物肉鍛でも香附子のほかYd?草とあ

る。

こも(薦)

み薦刈る 信濃の真弓我が引かば

貴人さびて いな言はむかも

(巻二・ 96)
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(み薦刈るは信濃の枕制、みは美弥。貴

人さびでは貴人ぶっての意。 ト:2句は序、

我が引かばを起す)。

万葉集には 24首を数える。まこも(真薦)

の占名に薦、菰、蒋、前母、挙慕などがあ

り、また「はなかっみJ はこもの別名とい

うo 牧野によれば、的実nの寄生により若い

幹茎が冒されると、肥大してたけのこ状に

なる。これをこもづの(菰角) eいう o 中

国、台湾では食用にするという。また平日:i'，

の由来については、牧野によると、こもは

くみの転で組んで蔚(むしろ)を作るによ

るという o また、こもは禾裳(けも)の転

で柔らかい禾草を編んで衣裳としたのでか

く言ったともいう。

マコモ (ZizaJlia!atijo!ia)は真のコモの

意であるが、また水辺に生ずるよりみこも

と呼びしものまこもに転じたともいう。こ

の菌はトウモロコシにも寄生する黒穂病菌

閃7 こも
(朝日百科植物的世界、小山銭夫より転写)



ではなかろうかと思われる。中!玉lでは拡の

ほか、安、菱自とある。その胞了、黒色な

ので眉墨に用いたという o

はなかっみ

万葉集には次の I首がある。

をみなえし仏紀沢に生える花かつみ

かつても知らぬ恋もするかも

(巻田・ 675)

(をみなえしは佐紀の枕拐、かつても知ら

ぬはかつて味わったこともないの意)。漢字

では花勝見とある。牧野によると、かつみ

はかてみ(糧実)の転という。すなわち食

糧になることを意味する。花かつみは花の

咲いたかっみ、つまりコモとなる。

はなかっみはハナショウブとする説もあ

るが(新潟JEl本古典集成、万葉集)、食糧に

はならないので除いてよいであろう。

はねず

夏まけて 咲きたるはねず ひきかたの

雨うち降らば うつろいなむか

(巻八・ 1485)

(夏まけでは夏を待ち受けるの憲、ひきか

たのは雨の枕詞、うつろいなむかは色あせ

しないだろうか)。

万葉集には他に 3首があり、万葉仮名で

波禰受、波打己、翼目Lのほか唐様がある。こ

の占名はまだ未詳の一つである。

ニワウメ(庭梅)、ニノ、サ'クラ(庭桜)、

モクレン(水運)にあてることがある。

唐線を中日辞典で見るとシダレザクラ、

イ↑ザクラとある('1'日大辞典)。なおハネ

ズ色は服色としては亦燈色を示めすのでモ
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クレンは徐かれよう。

ゑぐ

君がため 山田の沢に ゑぐ摘むと

雪消の水に 裳の裾濡れぬ

(巻十・ 1839)

あしひきの IIi沢ゑぐを 摘みに行かむ

日だにも逢はせ 母は責むとも

(巻イー・ 2760)

ゑぐのあるのはこの 2首である。万葉仮

名では忠:具、佃具とあり、またゑぐな(菜)

ともいう。クロクワイ (Eleocharis

ρ/αJ1lagI1zea)の古4うという。またセリ(芹)

の別名ともいう。牧野によるとクロクワイ

の古名はクワイ(慈姑)でクロクワイはカ

ヤツリグサ科に属する。

クロクワイはその塊菜、黒褐色なるによ

る。塊茶により対比されるシロクワイが慈

姑で、こちらはオモダカ (5agittaria

tr.抑的)を本種とする変種 (5.t. Val 

図 8. くわい
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edulis)で、中国から渡来したとされる。こ

ちらはオモダカ科である o

万葉集にはクワイはない。牧野によると

クワイは食い符ぺきイ(灯心草)で、元来

は今日でいうクロクワイの名であったろう

という。

うけらがはな(Jft花)

恋しけば袖も振らむを武蔵野の

うけらが花の 色に1lIなゆめ

(巻十四・ 3376)

うけらがはなは万葉集に 3首をみる。万

葉仮名でトは宇家良我波奈とあり、ヲケラ

(JIじ)の古名とある。他に乎介良、白北、蒼

7比などがある。木村によると、葉や菜の軟

毛をうけら(蓑)に見立てたという。

ヲケラ (Atractylodesjatollicα)はキクヰヰ

の植物、根菜は薬用(健胃、利尿)に、治

葉は食料に用いたことがあるという o

Jt主は十印lこ点々と突のついた形を示すと

し、 70

うはぎ

妻もあらば摘みて食げまし 沙腐の111

野の上のうはき 過ぎにけらずや

(巻二・ 221)

春日野に 煙立つみゆ娘子らし

春野のうはさ 摘みて煮るらしも

(巻十・ 1879)

うはぎは以上の 2首、万葉仮名では字1氏

支、宇波疑などがあり、またおはぎともあ

る。よめな(嫁菜、 AsferilldiCllm)の古4ろ

とされる。うはぎの語源は解からない。春

そのま主を食用にする。
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この定説に対し中村治はよめはネズミの

古語であり、よめなは鼠菜で、作物ではな

いよめなを「鼠が食べる菜J と呼んだので

はとのべている。

中国名は馬簡とある。イ也に鶏児I号、長1管

薬の名もある。

った、ったかづら

i毎争11の事11の命のみ柿笥に貯ひ置き

て斎くとふ玉にまきりて思へりし

我が子にはあれど うっせみの判。の理と

ますらをの 引きのまにまに しなざかる

越道をきして延ふ蔦の別れにしより

i中つ波挨む屑引き 大船のゆくらゆく

らに而影に もとな見えつつかく恋ひ

ば老いつく我が身 けだし椛へむかも

(巻十九・ 4220)

ったは 9首を数えるが全て長歌である。

万葉仮名では都多、津同があり、またあま

つら(bI蔦)がある。また漢名、 I也錦を用

いてったとしている。

ヰ立野 lこよれ 1;1:'ツタ (Partlzelloc i ss u s 

tricustidafa)に蔦を用いるのは誤りである

という o なお、有l名ツタの語源は伝わるの

意という。つな(綱)と同様誌とみられる。

別名のあまつ九はったからか、あまは廿

!見、あるからである。中国語では拠Jll虎のほ

か地錦や常春藤がある。和名にナツヅタも

みるが、これは夏の蔦で、キヅタ(木蔦)

との対比の名である。

またととき(止止岐)もあるが、これは

朝鮮誌の Totol日からという。

中日辞典をみると蔦はったのほか、ヤ

シャピャクともある。ヤシャビャク (Ribes
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閃 9. った

all1biguum)はユキノシタ科でその漢名、蔦

は誤用と牧野は指摘している。なお蔦は7

ツクミ様の寄生植物とあるに相当する。こ

の点中日辞典でも桑寄生とある。ここでも

誤別の逆輸出がみられるのではなかろう

か。

桑寄生 (Kortlzaisellaj，ゆonica)の和名は

ヒノキノぐヤドリギである。

のびる、ひる

なぎのところで見た 3829の歌にあるひ

る(蒜)はねぎ(葱)に似たものの総称、

のびるは野の蒜である。古くはi七流、怒児

請もとある。

またあららぎともある o 木村によると、

ギョウジャニンニ夕、またノビJレの宙名と

ある。

ひるの語源は噛めばひりひりと口を刺激

するによるという。ノビlレは AlIiU1J1gmyi 

でその中国名は小根蒜、雄白とある。雄は

ラ yキョウである o

さのかた

きのかたは実になりにしを今さらに

春闘降りて 花咲かめやも

(巻卜・ 1929)

きのかたは実になずとも 花のみに

咲きて見えこそ 恋のなぐさに
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(巻十・ 1928)

きのかたは他に 1首ある。

きのかたは狭野方、佐野方とあり、蔓性

の植物、あけび(通草)に比定する説があ

るが(新潮U本古典集成)、またふじ(政)

に比定するとする説もある(木村)。きのか

たの語源はわからない。

つみ(柘)

この夕桁のさ校の流れ来れば

fl!;は打うたずて 取らずかもあらむ

(巻三・ 386)

(梁は:fJたずでは、梁は仕掛けていないの

で、取らずかもあらむは、取り逃がしてし

まうの窓)。

万葉仮名で王子ー美、豆粥とあり、また立美

乃木も見られる。クワ(桑、 Morus bom-

bycis)の古名とされる o 牧野によるとこの

和名の語源は食業(くは)、あるいは蚕葉に

は)で、蚕の食する葉という。

漢名も桑であるが、 H本産と中岡践では

厳密にはI又別されており、中同のはカラグ

ワ(唐桑、 Morusalba)である。日本での

栽培は両方があるようである。

クワの漢名とされる柘樹はハリグワ

(Cudrania triclIstidata)で、別名にヤ7 グ

ワもある。なおこのハリグワは中国原産で

ある o

はまゅう(浜木綿)

はまゅうは次の 1首である。

み熊野の浦の浜木綿百重なす

心l土j思へど 直に逢わぬかも

(巻四・ 496)

(百重なすは幾重にも、上の 3句は「心は

思えどJ の比DIl，)。

はまゅう (CriJl-uJJl. asIatiCltJJl. var 

jato川 CII1J1)には別名はまおもと(浜万年

青)がある。大型の海浜楠物で、基本種は

イント産である。中国名は文珠摘とある

(c. a. var. s口IiC11II1)。浜万年台、浜木綿、

いずれも漢名のように見えるが、いずれも

わが国て、の命名であろう。

うり

瓜食えば子ども思ほゆ栗食めば

まして偲(しぬ)はゆ いづくより

来りしものぞ まなかいに もと

なかかりて 安寂(い)し寝きぬ

(巻]i.・ 802)

(まかないは、 H艮の交で眼前の意。もとな

は、元無しで、むやみにとなる)。

万葉仮名では宇平1)である。中村によれば、

古〈上古の時代に中同経rtlで渡来している

という。 JJ;(j主iまインド、はじめ渡来したの

はマクワウリ (CUCllllzismelo)とされてい

る。

万葉集にはないが、古名にほぞち(保曽

知)がある。これは鱗を噛むのはぞで、へ

そである。ほぞちは中村によると、ほぞ務

ちで、うりは熟するとこの勝から脱落する

によるという。

まくわうりのまくわは王UJ¥からか、地名、

真桑村からとの説もある o

まくわうりの中国名は香瓜あるいは甜)J¥

てーある。
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むぐら(葎)

いかならむ時にか妹を葎生の

汚なきfiiに 入れいませてむ

(巻四・ 759)

(いかならむは、いったいいつになった

ら、入れいませてむはお迎えしたいの意。

葎生うはむぐらの茂った場所を指し、荒れ

果てた庭を亦す)。

万葉仮名ではキ具良、牟久良、六倉など

がある。ヤエムグラ(G.σlillmapω口ze)、ヨ

ツパムグラなどの総称でアカネ科に属す

る。

中国名で葎苧:を探すとカナムグラ

(HZ11l11111lS sCaJzdeJls)で、こちらはクワ科

となる。

牧野によると、和名のカナムグラのカナ

は鉄の意で、その茎、強靭なるにより、ま

た、ムグラは芸堂々として茂れる雑草をいう

とある。

万葉に詠まれたむぐらははたしてどちら

のむくらであろうか。次のやえむぐらとの

関連でア力ネ科の方であろうと判断してい

る。

やえむぐら(八重務)

万葉集にあるやえむくらは次の 2首であ

る。

思う人来むと知りせば八重葎

覆へる庭に 五敷かましを

(巻卜・ 2824)

玉敷ける 家も何かせむ八重葎

覆へる小原も あkと居りては

(巻卜・ 2825)

八重葎も葎と同じく荒れ果てたl立をあら
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わす。繁茂する葎の仲間の総称。しかし八

量得を探すと Gali1lm ゆω'zneとある。そ

の中国名は佐々藤、猪砂と々とある。位はI刈

子で持つこと、狭は災い、崇りなどの意と

いう(藤堂)。

ねつこくさ

万葉集にあるのは次の 1首だけである。

芝付きの街J:Y:一良崎なる ねつこ草

オ目見ずあらば 我恋ひめやも

(巻十凶・ 3508)

(ねっこ草は寝た娘に懸ける)。

ねっこ草には万葉仮名で級者1¥古兵佐をみ

る。木村によると、それはおきな草の古名

とある。なおオキナグサには万葉仮名で於

岐奈久佐をみる o 中国名は白頭翁とあり、

わが同で下も根を薬用として白頭翁を)jjいた

ことがある。

牧野によると、白頭翁は誤用とあるが、

それはわが国のものと中国のでは種が違う

からである。日本践は PlIlsatillacenllla 

で、中国産は PlIlsatillaclzineJlsisである。

ざう爽と糞葛

琶爽に延びおほとれる 糞葛

絶ゆることなく 宵仕へせむ

(巻十六・ 3855)

(おほとれるは、乱れてからみつくの意)。

さいかちは万葉仮名で左比加知、友伊}Jn

知があり、また西海子がある。漢名の芭爽

を用いてサイカチと当ててもいた。

吋イカチ (Gleditsiajr.φO1lOca)はマメ手十

の梢ヰ均で漠名の芭爽 (Gledilsiasiηellsis) 

に当てたものであろう。中国のはトウサイ
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カチとして区別している。菖はlpと同じで

黒色を;音、!床し、またきいかちの効用からの

洗剤を意味する。

糞葛はヘクソカツラの古名とされる。ヘ

クソカヅラは Paederiαscalldennsでアカ

ネ科の植物で、中国名は鳩矢藤、鳩尿藤と

ある o 全体に臭気があり、この名があると

される。かつて「女青J を当てたことがあ

るが、牧野によると、それは誤用とされた。

女青を中国図鑑に探すとイケ?に近縁の

穂、 Clii1lallc!1/{1!l tliesioidesとある。こち

らはカ事力也イモ平ヰである。

たまばはき(玉帯)

たまばはきは次の 2首がある。

主管刈り来鎌麻日 むろの水と

楽が木と かき掃かむため

(巻 i六・ 3830)

(たまばはきは乾燥して等とする。歌の意

味は、それを刈ってきなさい。鎌麻呂よ。

室の木と奈の木の線元を揃除するために)。

初春の初子の今日の玉帯

手にとるからに 揺らく玉の緒

(巻二卜・ 4439)

玉箸は万葉仮名で多麻婆波岐とある。タ

マボウキ (Astaragallsoligoc/o1los)の中国

名は出てE帯とある。ユリ科に属する。

またコウヤボウキ (Pertyaovata)の古名

にタマボウキがある。幹枝をもって箸を製

1とある。 Pertyaを中国に探すと Pertya

sineJlsisがあり、華掃菊とある。こちらはキ

ク手ヰである。

メ

図 10.へくそかづら

-110ー



新i朝日本古典集成の「万葉集J ではたま

ははきはこのキク科のネ亘~bJとしている。

実はいま一つホウキを示す植物がある。

それはアカザ科の植物でハハキギ (Kochia

scoρal'ia)の名があり、その出名に阿nJ久作

(赤草)、 j璽波久佐、地膚があり、他に玉等

もある。なおこれは古く中国に渡来したも

のといわれている。

どうもこちらが歌に詠まれたたまばはき

ではなかろうか。

北)jUJ1j(22 (2005) 

⑫第 19号 (2002)r万葉の植物NJ

⑬第 20号 (2003)rメタセコイア物語」

& r自然誌J

以上見ますE、植物和名の語源について

の考祭および万葉集に記載きれている植物

名の考証についての研究が中心となってい

ます。

私(松升)が増淵先生と最後にお会いし

たのは、 2004年5月初日に北方山草会員

の吉野博吉氏宅のロックガーデンで朝日セ

(絵)著者 ミナーの「野の花スケッチ散歩」の生徒き

遺稿

この原稿は増i苅先生より 2004年 2月8

臼付けていいただきましたが、第 21号の掲載

には間に合いませんでした。ところが先生

は病気治療中のところ 9月 9Uに逝去きれ

ました。この脂(，11高は先生の充分なtft敵(校

iE)がなされていないのですが、奥様のこ

承諾を得ましたので遺稿として発表いたし

ます。

I曽淵先生と『北ブ':illl草J の執ffl;を一覧に

すると下記になります。

①第 8号 (1989)r北京だより J

②第 9号(1990)r北京の紅葉J

③第 10号 (1992)r占典風土記の植物」

④第 11号 (1993)守ili物和名考 1J 

⑤第 12ザ (1994)吋直物和名考IIJ

⑥第 13号 (1995)r植物干IJ名考lIlJ

⑦第 14号 (1996)r植物利4名考NJ

⑧第 15号 (1998)r植物和名考VJ

⑨第 16号 (1999)r万葉の柄物」

⑬第 17号 (2000)r万葉の槌物IIJ

⑪第 18~子 (2001) r万葉の植物lIlJ

んを連れてスケッチをしていました。この

時はお元気で子、まだまた。こa活躍をJ¥lj待され

る折りお亡くなりになり残念でなりませ

ん。こころよりご冥福をお祈りいたします。

(編集部)
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