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12）ボタン＝牡丹 
ボタンはボタン科の落葉低木で中国西北部が原産である。以前はキンポウゲ科に

分類されていたが、現在ではボタン科ボタン属に分類されている。学名は『Paeonia 
suffruticosa』で、属名はギリシャ神話の医神『パイオン』に由来し、種小辞は低木と

いう意味である。別称としては、ハツカグサ、フカミグサ、ナトリグサ、ボウタンなど

ともいわれている。主に鑑賞用として栽培され、500 年ごろ中国の南北朝時代に

成立した『神農本草経』(シンノウホンゾウキョウ)の中には薬としての記録がある。

漢方では根皮を牡丹皮(ボタンピ)といい、虫垂炎や浄血、月経痛、月経不順、打撲症

などの沈痛、消炎作用に効果があるとされ、ほかの生薬などと配合して下腹部の血行

障害などに用いられた。ペオニフロリンという配糖体を含むために独特の強い匂いが

あり、これは同じ仲間の芍薬にも含まれている(01-03-08 芍薬の項参照)。花は径

15～20cmもあって、花弁数は20～50枚に及ぶものもある。中国名の牡丹のルーツを

探ると遠くギリシャにまで遡り、もともとはギリシャ語の『botane』に由来すると

いわれている。また牡丹という文字を当てたのは以下の理由によるものである。

つまり『牡』は牛のオスを意味しており(メスは牝)、一方『丹』は鮮やかな赤のことで、

昔から「丹塗りの門」などというように赤いものを意味している。唐代、中国では 

｢赤い牡丹」が も高級とされ、赤い牡丹の花の種子を蒔いて殖やそうと試みた。

しかし実生苗は必ずしも同じ花が咲くとは限らない。結局、繁殖は株分けにたよらざる

をえなかったので、｢子供のできない赤い花｣つまりは｢牡の赤い花」＝『牡丹』と

記すようになったと伝えられている。 

中国では、牡丹は『百花の王』あるいは『神花』などと呼び、唐代になると牡丹

の人気は急速に高まり、庶民までもこの花を栽培するようになった。当時の大詩人

白楽天はこの様子を『牡丹芳』(ボタンノハナ)の中で、花が開いてから花が散るまで

の 20 日間、長安の人々はみんな気が狂ったようだと記している。この 20 日間こそ

別称『二十日草』といわれるゆえんである。また舒元輿(ジョゲンヨ)は『牡丹賦』

の中で則天武后が宮中の上苑(ジョウエン)に牡丹の移植を命じたことを記している。

11 世紀、北宗時代の文献によると、欧陽修は『洛陽牡丹記』において 30 余種の

牡丹を取り上げ、当時、牡丹の栽培家として名を馳せた『魏家』と『姚家』について、

魏家の花は八重咲きの紅花で、姚家の花は黄花であると記している。また江戸初期の

造園家でも、文人でもあった石川丈山は『白牡丹詩』で、以下のように記している。 

   不是姚家不魏家 是れ姚家ならず魏家ならず  

   玉杯承露發光華 玉杯は露を承(ｳ)けて光華を發す 

   誰将天上十分月 誰か天上十分の月を将(ﾓ)って 

   化作人間第一花 化して人間(ｼﾞﾝｶﾝ)第一の花と作(ﾅ)す 

姚家(ヨウケ)も魏家(ギケ)も、牡丹を栽培した名高い家柄で、特に姚家の『姚黄』
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(ヨウコウ)という品種と、魏家の『魏花』(ギカ)という品種は、１芽で銭五千で取引き

されていた。このため牡丹は『姚黄魏紫』(ヨウコウギシ)ともいわれるようになり、

これを逆にして｢魏紫姚黄｣と言えば、気品のある花を意味するようになった。これに

対して丈山は天上の満月の光を集めて、人間世界第一ともいうべき花を作ったのは

姚家でも魏家でもない、一体誰なんだといって白牡丹を讃えているのである。 

ここで石川丈山について触れておこう。丈山は三河の泉郷、現在の愛知県安城市

泉町の生まれで、早くから武芸にいそしみ、1598 年には徳川家康の近侍になり、

その忠勤ぶりから家康の篤い信頼を得るようになった。特に大阪冬の陣では一番乗り

で敵陣に斬り込み、家康からの信頼も一層のこと高まって、論功行賞をうけた。

これに気をよくした丈山は夏の陣でも一番乗りを果たしたが、夏の陣の軍律では

先陣争いを禁止していたため、論功行賞どころか、蟄居の身となってしまった。丈山

はこのため、出家して妙心寺に入った。このころ丈山は林羅山の勧めもあって、儒学

を学びこれを大成すると、丈山の文武に優れた人間性はあまねく知れ渡るところと

なった。このためあちこちから仕官の誘いも多かったが、板倉重宗の推挙により、

紀州の浅野家に仕えることとなった。その数ヵ月後に浅野家は安芸(広島)藩に移封

となったが、浅野家(赤穂の浅野家の本家)に 13 年ほど仕えた。しかし母がなくなると

これを機に京都に戻って相国寺の近くに『睡竹堂』を作って隠居した。さらにこの4年

後の 1641 年(寛永18 年)には、洛北の一乗寺村(比叡山西麓)に『凹凸窠』を建てて

これを終の棲家と定めた。当時、洛東には『歌仙堂』があり、ここには三十六歌仙

の肖像が掲げられていたが、丈山はこれに習って、中国歴代の詩人 36 人を選んで

三十六詩仙とし、狩野探幽にその肖像画を描かせて、堂内の 2 階の四方の壁に 9 面

ずつ掲げた。このため凹凸窠はやがて『詩仙堂』の名で知られるようになったので

ある。丈山はその後も学問の研鑽を続け、漢詩をよくし、書道の分野においても、

中国の秦時代以前より伝わる古い書体、隷書体を得意とし、現在でも隷書の達人として

知られている。さらに丈山は作庭にも非凡な才能を発揮し、東本願寺の『只穀邸』

(渉成園)や酬恩庵(一休寺)などの庭園は石川丈山のデザインであるという。彼は

詩仙堂に隠居してからも学問に没頭し、90歳で没したと伝えられている。 

さて中国で牡丹の花が庶民の中に根を張った唐代、牡丹の紋様、牡丹の意匠は富貴

の象徴として、芸術の分野にも広がってゆく。北宋の文人、周敦頤(シュウトンイ)

は『愛蓮説』の中で｢牡丹花之富貴者也｣と記している。また当時、中国では西アジア

から伝わった唐草模様と影響しあいながら、『牡丹唐草紋様』が生まれてくる。この

紋様は遠く日本にまで伝わり、正倉院の御物にその流れを見ることができる。また

明代の湯顕祖(トウケンソ)の戯曲『牡丹亭』は別名を『還魂記』ともいい、その荒筋

は主人公の杜麗娘(トレイジョウ)が、秀才の誉れ高い柳夢梅(リュウムバイ)と牡丹亭

で会う夢を見て、その後病で死んでしまうが、再び生き返り柳夢梅と結ばれると
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いう物語で、これが『還魂記』といわれるゆえんでもある。また江戸時代の怪談

『牡丹灯籠』は中国呉山の宗吉(ソウキツ＝1341～1427 年)の『牡丹灯記』の翻案で

ある。とまあ中国でのボタンの話はこのように果て知らぬほど奥が深いのである。 

牡丹が日本に渡来したのは、いつごろのことか定かではないが『出雲国風土記』

(733 年に成立)には意宇(オウ)あたりの山野(現在の安来付近)の草木として、牡丹の

ことが記されており、現在も中海に浮かぶ大根島は牡丹の産地になっている。また

918年頃に成立した『本草和名』(ホンゾウワミョウ)にも牡丹の名が見られるが、これ

は牡丹ではなくカラタチバナであるという説もある。しかし『万葉集』の中には

ボタンを見ることはできない。ボタンの花が 初に和歌の中に詠まれたのは、1151年

に編纂された『詞歌和歌集』(シカワカシュウ)である。このため日本への伝来時期を

逆算すると、平安時代の遣唐使がもたらしたものと推定される。輸入された当初は

薬草として植えられたのだろう。平安時代の後期には各地の寺院でも栽培されるよう

になったらしい。一方、島根県の大根島の牡丹は奈良時代から栽培されていたとも

伝えられ、これは中央とは別のルートによって大陸より伝来したものと思われる。

おそらく戦乱などを逃れて日本へ移住してきた、大陸人がもたらしたものなのだろう。 

文学の中で牡丹は『詞歌和歌集』以前にもしばしば登場している。『和漢朗詠集』

(ワカンロウエイシュウ)では白楽天の「春風は吹き綻(ホコロ)ばす牡丹の花」と詠われ、

『蜻蛉日記』では「何とも知らぬ草ども繁き中に、牡丹草どもいと情けなげにて、

花散りはてて…」と記され、『枕草子』においては「台(ウテナ)の前に植ゑられたり

ける牡丹などのをかしきこと」とあり、『栄花物語』の中では「高欄高くして、その下

に薔薇(ソウビ)、牡丹、唐瞿麦(カラナデシコ)、紅蓮華(グレンゲ)の花を植ゑさせ

給えり」などと記述されており、この時代はもっぱら貴族や僧侶のものであった

ことがうかがえるのである。 

江戸時代になると庶民の手で牡丹が栽培されるようになり、元禄、宝永の庶民文化の

中で大いに発展をとげた。『牡丹鑑』(ボタンカガミ) 『牡丹道知辺』(ボタンミチシルベ)

など園芸の手引書までが発行されたのである。元禄時代になると伊藤三之丞が 1695 年

頃に記した『花壇地錦抄』(カダンチキンショウ)の中には、白牡丹が 179 品種、紅牡丹

160 品種、筑前牡丹が 138 品種、合計 477 品種が紹介されている。この時代は江戸

時代でも特に園芸が盛んだった時代で、ボタンのみならず椿や梅などもいろいろな

品種が栽培されて、園芸品種の改良も一段と進んだ時であった。しかしそれにしても

477 品種は多すぎるような気がしないでもない。牡丹が狩野派の絵画の題材として、

襖絵などにたびたび登場してくるのもこの頃である。牡丹に獅子の絵柄は、鎌倉時代

の工芸品にも使われており、牡丹に蝶もまた同様で、室町時代には蒔絵の小箱や着物

の柄の中にもしばしば描かれていた。したがって江戸時代のオリジナル作品ではない。

このことはむしろ花の美しさゆえに、日本人と牡丹との関係が年を追うごとに深くなり、
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江戸時代になると庶民文化の中で、ますます大輪の花として開花した結果と見ること

もできよう。しかし鎌倉･室町時代に寺院や庭園などではすでに盛んに栽培されており、

このタイムラグは当時の文化の波及という点で興味深い。もともと時代の変化が緩慢

だった時代、とりわけカルチャーは、地方へ伝播するまでに多くの時間が必要だった

のだろう。 

牡丹は絵画や工芸品の意匠にとどまることなく、能の世界にも登場する。『石橋』

(シャッキョウ)は天台山の文殊堂の下にある『文殊菩薩様』の浄土に架かる橋のことで、

皇室にも｢石橋の間｣という大広間がある。その石橋のあたりに親子の獅子が現れて、

そこで華麗な舞いを披露する。背景には牡丹の花が一面に咲き誇っており、獅子親子

はこの牡丹の花に歓喜して踊りまくるという設定になっている。当時は歌舞伎舞踊

として『英執着獅子』(ハナブサシュウジャクジシ)『枕獅子』『鏡獅子』など多数の

『獅子もの』といわれる舞踊が創造されたが、これは『石橋もの』といわれていた

のである。こうした華麗な舞いはそのまま牡丹のイメージとも重なって、獅子の名

はボタンの品種名にも多数採用されるようになり、神楽獅子、明石獅子、白王獅子、

崑崙獅子、翁獅子などきりがない。またイノシシの肉を牡丹というのは『獅子に牡丹』

の獅子をイノシシに置き換えて、やがて単に牡丹と言うようになったもので、この肉は

牡丹の花弁のように美しく皿に盛られて出されるのである。しかしイノシシが単に

ボタンといわれるようになった理由は他にもあるらしい。5代将軍綱吉は 1685 年

｢鳥銃濫発禁止令｣｢犬猫を繋ぐことの禁止令｣を発令すると、以後｢鳥魚貝等の憐れみ

令｣｢犬猫憐れみ令｣｢馬匹憐れみ令｣｢猪鹿狼憐れみ令｣などの一連の法令を相次いで

発布した。これらを総称して『生類憐れみの令』と呼んだのだが、特に綱吉が丙戌

年(ヒノエイヌ)生まれだったため、イヌを大切にすることが重んじられたように見える。

しかしネコもイノシシもキツネもシカも同様に扱うことが求められたのである。このため

綱吉統治下においては、イノシシを食べるなどという話はご法度であったから、これを

ボタンと呼ぶようになったらしい。幕府の政策に対する庶民の知恵だったわけである。 

牡丹はまた様々な隠語を持った植物でもある。盗人仲間の隠語では牡丹といえば

博徒の親分のことであり、同時に綿入れのことでもある。そして牡丹好きなどという

牡丹は、遊女のことを意味している。それもこれも花が美しいためであろう。また

襲(カサネ)としての牡丹は表は白、裏は紅梅である。 

ヨーロッパに牡丹が伝来したのは1656 年のことで中国から伝わった。当時の中国

は『明』が滅んで『清』になったばかりの頃で、ヨーロッパではイギリスとオランダ

が商権を争っていた頃である。1844年にはシーボルトが日本の椿などとともに牡丹を

42 品種ヨーロッパに伝えており、1848 年にはそれがオランダで開花している。 

牡丹は排水がよく肥沃な砂質壌土を好む。排水の悪いところでは土盛りを十分に

行なって、根腐れを起こさないような工夫が必要である。また移植を嫌うので一度
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植えたら、出来るだけそのままにしておいた方がよい。もしも何本かかためて植え

るなら、株間は 1m ほどとっておきたい。植えつけは葉が落ちた 11～12 月頃がよく、

深さ 60cm 程の大きめの穴に基肥をたっぷり与えて、3 カ月ほど寝かせた後、30cm

ほどの深さに植えると良い。だいたい継ぎ口が少し隠れる程度に土をかける。 初

の冬は敷き藁などを施し寒さにも備えて、支柱を立てることも忘れないようにしたい。

鉢植えも可能であるが、鉢ではかなり手をかけないといい花は期待できない。 低

でも 30cm 程度の土鉢が必要になる。できれば毎年土を入れ替えるようにしたい。

牡丹の栽培のポイントは肥料と消毒である。肥料は化成肥料を避けて、油粕、鶏糞、

堆肥などをよく完熟させて与える。また花後には『お礼肥』を必ず与えるようにする。

消毒は発芽後、梅雨期までは月に 1 回、盛夏の頃は避けて、秋のお彼岸のころに 1 回

行なう。殺菌剤と殺虫剤の混合液でもよいだろう。よくミノムシやカイガラムシが

着くのでこれは捕殺するよう心懸ける。 

花が咲く頃になると牡丹の蕾は相当に大きく重くなる。少し風が吹いただけで、首が

折れてしまうこともあるので、蕾ごとに支柱を立てる。花後は花柄を速やかに摘むこ

とはいうまでもない。また秋の彼岸のころに剪定を行なう。これは今後伸ばして行く

枝と、整理する枝を区別するもので、大事な作業の一つである。基本的にはバラなど

と同じで、 懐枝を払って通風をよくするように配慮し、 木の格好全体を整えてゆく。

牡丹の場合、一枝に 3 つも 4 つも花芽が着いていたら、一番大きな花芽を残してあと

は少し整理するようにしたい。このとき木が外の方へ外の方へと広がるように剪定し、

基部の方に近い花芽を残して、あとは思い切りよく切ってしまうことである。 

牡丹の繁殖は接ぎ木である。台木はシャクヤクで、台木から芽を出すことがある

ので、見つけしだい欠いておくようにする。接ぎ木の適期は秋の彼岸頃、割り継ぎ

という方法を用いる。台木は数年で肥大化して根としての機能を失ってくるので、

継ぎ口が十分隠れるように土をかけ、穂木の牡丹自身が発根するように促すとよい。 

牡丹を買い求めるにはさほどの苦労はない。普通の品種で背丈が40～50cmくらいの

3 年苗で 1,500～2,000 円前後、鉢に入っていると、2,500～3,000 円ぐらいである。

しかし中には黄色の品種で数万円もするものもある。花色は白、淡黄、濃黄、ピンク、

濃紅、鮮赤、暗赤、黒赤、淡紫など青系以外の色はそろっており、色彩が豊富である。

花形も大小いろいろで、八重のもの千重のもの、花芯が花弁の中に埋もれて見えない

もの、逆に見えるものなど実に多様である。品種名に惑わされずに花をよく見て買う

ことをお勧めしたい。中には寒咲きと称して 1～2 月頃に咲く品種もある。 

牡丹を枯らしてしまったら、１年ぐらいはそのままにしておくとよい。台木のシャク

ヤクが出てくることも多いからだ。シャクヤクは牡丹には及ばないまでも、豪華で

美しい花を咲かせるものも多い。「瓢箪から独楽」ではないが、この台木がなかなか

美しいことがよくあるのだ。まさに「立てば芍薬、座ればボタン」なのである。 
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見事な花をいくつも開いたボタン(埼玉県深谷市）。 
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ボタンは白をのぞいて通常は赤系か、もしくは紫系の花を咲かせる。この黄色の花はそういう

点では珍しい部類に属する。しかし 近では黄花のボタンは増えているようだ(埼玉県深谷市）。 

 

ボタンの花(埼玉県深谷市)。 
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白色のボタンの良いところは、その上品さであろうか。際立って目立つことはないけれども、

どこか自分をしっかりと主張する。そんな床しさがあるように見える(埼玉県深谷市）。 

 

豪華さを誇るピンクのボタンの花(埼玉県深谷市)。 
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牡丹の花は日当たりと通風が何よりの条件で、次いで肥料である。バラよりはずっと手間は

かからないものの、椿よりはずっと手がかかる。 

 

中国の唐時代の『姚紅魏紫』の紫花とはこんな色だったのだろうか。 
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こんな縦絞りのボタンも殖えている『姚黄魏紫』(ﾖｳｺｳｷﾞｼ)の時代は終わったのだろう｡  
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この不思議な形はボタンの果実である。新品種を作るときは人工的に高配させて種子から育てる。 

 

これはノボタンとかメラストマと呼ばれる花で秋に開花するが、ボタンとのゆかりはない。 目次に戻る 


