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１）ウメ＝梅 
ウメはバラ科の落葉高木で、高さは 6～10m にも及び、原産地は中国。奈良時代

以前に遣唐使が日本に伝えたものと思われる。梅の語源ははっきりしないが、漢名の

梅の発音である［mui］または［mei］によるという説が有力である。しかしこの

他にも薬用として渡来した燻し梅である『烏梅』(ウバイ)に由来するという説、朝鮮

語の発音［mai］に由来するという説、『熟む実』(ウムミ)から転じたという説など

種々ある。また万葉集の時代にウメは烏梅、宇梅、于梅などと表記されていたが、

古今集の時代になると仮名書きで｢ムメ｣と記されるようになった。そのことは学名

『Prunus mume』の中にとどめており、属名はスモモのラテン古名である。 

梅の種類はたいへん多く、江戸時代には300種以上もあったといわれている。当時の

本草学者松岡玄達(1668～1746 年)は白梅 29 品種、紅梅 15 品種、雑色 6 品種など

に分類した。その遺稿である『梅品』は後に弟子たちによって出版され、これは後世の

梅分類の基礎となった。現在では花梅は園芸的に 3 系統に分類される。まず原種に

近く丈夫でしかも香りの高い『野梅系』、これはさらに細かく、野梅性、難波性、青軸

(アオジュク)性、紅筆(ベニフデ)性の4グループに分類される。次いで花も実も大きく

美しい『豊後系』、これは杏にも近く豊後性と杏性の 2 つに分けられる。三番目は紅

もしくはピンクの花を咲かせる『紅梅系』で、紅梅性、緋梅性、さらに唐梅性の 3 つ

に分けられている。ただしこれは材が赤いために名付けられたもので、必ずしも紅梅

ばかりではなく、白花のものもある。しかしこうした分類は多分に便宜的なもので、

必ずしも理にかなった植物学的な分類ではない。 

当初は薬木として渡来したウメだが、花の美しいことからたちまち人気となり、

天平(テンピョウ)2 年(730 年)正月 13 日、当時太宰府の長官だった大伴旅人は自宅

に九州の各地から高官を集めて、大園遊会を開いたことが『万葉集』に記されている。

その時の参会者には山上憶良なども含まれており、32 種の歌が『梅花歌』として

『万葉集』の中におさめられている。 

   我が園に梅の花散るひさかたの 天より雪の流れ来るかも   大伴旅人 

   春さればまず咲く宿の梅の花 独りみつゝや春日暮さん    山上憶良 

ともに春まっ先に咲くことをたたえた歌である。この他にも『万葉集』には多くの

梅の歌が残され、全部で 118 首に及び、これは萩の 141 首に次いで 2 番目になる。 

さて梅の歴史を少し辿ってみることにしよう。まず｢左近の桜、右近の橘｣という

言葉がある。これは実は平安時代以降の言い方であって、平安時代以前は紫宸殿

(シシイデンまたはシシンデン)の前庭の左側には梅の木が植えられ、右側には橘が

植えられていた。延暦(エンリャク)13年(794年)に、桓武天皇が京都に遷都したときも、

左側には梅が、右側には橘が植えられた。ところが平安時代の承和(ジョウワ)年間

(834～848 年)になると梅が枯れてしまい、仁明(ニンミョウ)天皇が新たに植樹した
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のだが、この梅は天徳(テントク)4 年(960 年)の内裏の火災で消失してしまったので

ある。このために重明親王式部卿(シゲアキラシンノウシキブキョウ)は、康保

(コウホウ)元年(964 年)梅に代わって、吉野山の桜を植えさせたと伝えられている。

因に右側に橘を植えたのは天徳 3 年(959 年)のことであった。 

このことは何を意味するのであろうか。『万葉集』では桜よりも梅を呼んだ歌の方が

多かったが、『古今和歌集』では梅を詠んだ歌よりも、桜を詠んだ歌の方が多くなって

いる。つまり人々の桜と梅に対する概念が、この間に入れ代わってしまったのである。

これについては桜の項でもう少し深く説明するとして、梅を詠った代表的な歌は何と

言っても紀貫之の以下の歌であろう。 

   人はいさ心も知らずふるさとは 花ぞ昔の香に匂いける 

「人間というものはいつ心変わりしてしまうか分からない。しかしそれにひきかえ、

梅の花は今も昔も変わりなく美しい花を咲かせてくれる」というほどの意味である。

紀貫之といえば『大鏡』の中にはこんな話もある。村上天皇の時代(946～967 年)、

清涼殿前の梅の木が枯れたために、それに替わる木として京の町のとある屋敷から、

美しい紅梅の木を宮中に運んできた。天皇がこの木を見ると和歌が 1 首添えられて

いる。その和歌には以下のように記されていた。  

   勅なればいともかしこし鶯の 宿はと問はばいかがこたへん 

「勅であるから大変におそれおおいことと存じ上げますが、この梅の木に住んでいた

鶯の住まいはと人に聞かれたら、どう答えたらいいのでしょうか」というようなことが

書かれていたのである。この歌の主を調べると、なんと紀貫之の娘であったというので

ある。天皇はたいそう後悔したと伝えられている。しかしこの話が事実かどうかは

疑わしい。確かに前述のようにこの頃、梅が火災により消失したが、その後清涼殿の

前に植えられたのは桜であった。この事実は日本史の年表にも記されており、多分

当時の話題にもなった事件だったのだろう。この『大鏡』の一節は、これを翻案した

創作だったのかも知れない。 

梅にまつわる話として有名なのは何といっても『飛梅伝説』(トビウメデンセツ)で

あろう。これは太宰府の天満宮に伝わるもので、以下のごときものである。菅原道実

は日頃から梅の花を好んで、邸内に多数の梅を植えていた。このため人々はこの

邸宅を『紅梅殿』と呼んでいた。当時は一般に紅梅が好まれたようで、その証拠に

清少納言も『枕草子』の｢木の花は｣(34段)の 初の部分でも、「木の花は濃きも薄きも

紅梅」と言っているのである。それはさておき右大臣菅原道実は、左大臣藤原時平に､ 

学問の才能を妬まれた結果謀略にあい、延喜(エンギ)元年(901 年)筑紫に流されて

しまう。都を後にするに当り道実は以下のような歌をしたためた。 

   東風(ｺﾁ)吹かば香(ﾆｵｲ)おこせよ梅の花 あるじなしとて春な忘れそ 

「春風が吹く季節になったら梅の香りをいっぱいに漂わせておくれ。主人のいない
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この家であるが、春を忘れるではないぞ」という一句を残して太宰府に旅立つので

ある。ところが主を慕って一枝の梅が、太宰府まで飛んでいって、そこで根をおろした

というのである。これが飛梅伝説の起こりである。そして後に天神様として祀られた

道実ゆかりの神社は、太宰府の天満宮のほかに、本郷の湯島天神を初めとして、どこの

神社も梅の花がたくさん植えられおり、受験のシーズンともなると学問の神として

賑わいを見せている。もっとも太宰府の梅は白い花で、言い伝えとは合致しない。

伝説とはどれもこれもそんなものであるから、深く追求するのはやめよう。また梅干し

の核の中に入っている実も｢天神様｣であり、『通りゃんせ』に出てくるのも天神様で

ある。鎌倉時代になると梅は天神信仰として普及し、次第に神様として祀られてくる。

ところがこれが江戸時代になると、天神様の祭日が毎月 25 日であり、遊郭の場代が

同じ25匁であったことから、天神様はとんだトバッチリを受けることになる。という

のはただ数字が同じだったということにより、天神は遊女の位の一つとなってしまった

のである。しかしこれは大夫に次ぐ高位であったというから、道直様もさぞかし

驚いていることだろう(03-02-01-1 オイランソウの項参照)。 

まっすぐに伸びた梅の『徒長枝』で作った杖には、邪気を払う霊力があるという

俗信がある。徒長枝は成長力が強い上に、天に向かってまっすぐに伸びるところから、

このような信仰が生まれたのだろう。家での神事や、新築の家に転居するときなど、

この杖でたたいて邪気を追い払う慣習が、今でも伝えられている。また真言宗の寺院

で使われる『散杖』(サンジョウ)も梅の枝の杖であるといわれている。宮中でも正月に

は梅の枝で作った『卯杖』(ウズエ)により邪気を追い払う儀式が行なわれた。これは

六衛府(ロクエフ)や大学寮、大舎人(オオトネリ)寮から、天皇、皇后、東宮に、祝いの杖

を献上するところから始まる儀式で、杖は梅のほか桃、椿、柳などの『陽の木』で

作られていた。陽の木とは『陰陽五行説』(インヨウゴギョウセツ)によって定められて

いるもので、この教えによれば、万物は陰陽の二気によって生ずるものと考えられて

おり、木、火、土、金（ゴン）、水の五行の消長によって、天地や人事の吉凶を占おう

とするもので、当時中国から伝わったものである。これらの『陽の木』には特別の

霊力があると信じられていたのであろう。奈良県の春日大社でも、神事の行列をする

ときなどには現在でも梅の杖を用いており、葬儀の時の野辺送り儀式にも、梅の枝を

用いる地方がある。 

さて日本では、めでたいものとしてとかく『松竹梅』が取り上げられるが、松竹梅

という考え方はもともと中国のものである。松も竹も梅もそれぞれがめでたいもの

であったが、それをすべて組み合わせることによって一層めでたさを強調し、日本人は

松竹梅の概念を巧みに生活の中に取り込んでいった。すでに平安時代には縁起ものと

されており、安土桃山時代になると、完全に日本独自のものへと発展し、鏡、櫛、

酒器、陶磁器、漆器、調度品などあらゆるものの中に、松竹梅のデザインが登場する
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ようになる。ここにおいて松竹梅は、中国のものというよりは、むしろ日本独自の

ものとなったと言ってもよいだろう。緒方光琳をはじめとして俵屋宗達、緒方乾山

などの絵師たちにとって、格好の題材となったばかりか、彫刻や陶磁器にもこの題材

が用いられるようになる。中でも梅は日本の各地で植えられ、梅園も作られるように

なった。特に水戸光圀は殖産興業のために城下に梅を植えることを奨励し、斉昭

(ナリアキ)は偕楽園にも梅を植えさせたのである。それ以来、梅は現在でも水戸の

大事な産物になっている。 

梅は日本人の生活の隅々にまで溶け込んでいったために、春を象徴する花として

人々にこよなく愛された。そして梅の花に辞世の句を託したのは与謝蕪村であった。 

   白梅の 明(ｱｸ)る夜ばかりと なりにけり 

蕪村は弟子の松村月渓に辞世の句を口述させると翌日、68 歳の生涯を閉じたという。 

   勇気こそ 地の塩なれや 梅真白 

と詠んだのは中村草田男であったろうか。しかしなんといっても春の到来を告げる

梅を詠んだ句といえば 

   梅一輪 一輪ほどの 暖かさ 

という嵐雪の一句であろう。この句には春を待つ日本人の心が、余すところなく詠い

こまれている。かくして春は一雨ごとに熟してゆくのである。 

さて先にも述べたように梅は当初、薬木として渡来し、その実は梅干しを初め、

梅酒や砂糖漬などにしていた。未熟果にはアミダグリンという有毒物質を含み、青梅

を食べると下痢をしたり腹痛を起こしたりする。しかしアルコールに漬けておくと、

この物質は分解して無毒となり、今では梅酒は果実酒の代表になっている。 

一方梅干しは僧侶の酒の肴として平安時代の頃から漬けられてきたが、江戸時代

になると広く武家のつまみとして好まれるようになる。これはよく熟した梅の実を

塩漬けにして、約 2 週間寝かせて、今度は真夏の土用干しといって、3 日間陰干し

をするもので、その後カメなどに密閉して更に 2 週間ほど保存する。そして頃合を

計らって、赤紫蘇と梅酢に漬けて今度は器ごと 4～5 日天日にさらすのである。食欲

の増進、疲労回復などに良いとされ、梅干しには防腐剤としての効果があるクエン酸

を含んでおり、弁当などに入れておけば腐敗防止にもなった。梅干しの製造工程で

出てくる梅酢はショウガやミョウガなどを漬けておくと、薬用食物となり、水割り

にして飲んだり暑気あたりにも用いられた。前述の『烏梅』は未熟果を薫製にした

もので、他の生薬と配合して、解熱、咳止め、下痢止めなどに用いられてきた。また

梅干しそのものも薬用になるといわれており、風邪のひき初めに火であぶって焦がし、

熱湯を注いで飲むと熱が下がるとされている。小さな傷口が化膿したときもこの

果肉を、擦り込んでおくとよく、とにかく梅の効果というものは絶大なものがあった。

日本各地に梅の名所ができたのも、こうした梅の効用によるものであろう。梅の古木
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は神社や寺院にも多く残されている。 

梅をさまざまなものに例えた言葉や格言もまた多い。｢梅は百花の魁(サキガケ)｣

といわれるが、これは年の初めに梅の花はあらゆる花に先がけて咲き始めるという

意味で、｢梅は蕾より香りあり｣などともいって、才能のある人は若いうちから、その

兆しが現れるという例えとして用いられた。「栴檀は双葉より芳し」というのと同じ

意味である。また｢梅干しと友達は古いほど良い｣ともいって、塩分がすっかり枯れた

梅干しの味がいいのと同様に、昔からの友達は気心が知れていて信頼できるものだと

教えている。「梅干し気質」といえば頑固者のことをいった。また梅を象った紋章や

紋様は昔からさまざまなものが開発され、『干し梅鉢』『丸に梅鉢』『八重梅』『梅鉢』

『白銀梅』『八重唐梅』『五曜梅』『重ね梅』など、上げていったらきりがない。 

梅は もポピュラーな苗木の一つである。花の頃になるとどこの花屋さんにも所

狭しと並べられる。移植時期は葉の落ちている 11 月下旬～2 月上旬ごろまでがよく、

植え場所は排水がよく陽の当たるところに限る。植えるときには直径も深さも 50～

60cmの穴を掘り、完熟した基肥をたっぷりと与えて、その上に土を10cmほど被せて、

接ぎ口がかくれるぐらいに土をかける。できれば夏までの 4 月、6 月、秋 9 月にそれ

ぞれ1回、殺菌剤と殺虫剤の混合水溶液で消毒したいところである。またカイガラムシ

なども着くので、通風のよいところに植えて目配りも十分にしたい。花が終わったら

すぐに剪定をして、懐枝を払い通風に心がける。徒長枝がよく出るので、これも折を

見て刈り込むようにする。徒長枝には翌々年まで花が着かないからである。とに

かくどこからでもよく新芽をふく木なので、素人が切ってもまず心配はない。鉢で

作るときも同様で、用土としては赤玉土を使うとよい。しかしこの場合は肥料として

油粕を頻繁に与えるようにする。前述のようにバラ科の植物はどれもこれも肥料食い

なのである。殖やすのは実生か接ぎ木だが、接ぎ木の場合はまだ目の出ないうちに

穂木を確保し、これを濡れ新聞や濡れタオル等に包んで冷蔵庫の中に１ヶ月ほど保存

する。一方、台木の方は暖かいフレームの中などに置いて根が動き始めるのを待つ。

そして３月の上旬ごろに台木に切りだしナイフで裂け目を入れて、楔形にした穂木を

差し込み形成層を合わせてテープをしっかり巻いて固定する。フレーム内で1ヶ月ほど

育てると活着するという次第で、桜や桃、杏も同様である。また実生の場合はどんな

花が咲くのかは咲いてみるまで分からない欠点があるが、同時に楽しみでもある。 

梅の品種は、大きく分ければ実がよいもの、花がよいものということになる。花が

よいものを求める場合は、実際に花の時期に咲いているものを見てから購入する方が

よい。八重、一重、赤、白、ピンク、早咲き、遅咲きなどいろいろとあるからだ。

一般に人気の高いものは実なりでは『白加賀』『豊後』、花梅としては淡桃色の『見驚』、

白色の『白牡丹』、濃紅色の『鹿児島紅』、絞り咲き種のものは『思いのまま』『柳川絞り』、

早咲きでは『冬至』などで、枝垂れ性の品種も風情があってよいものである。 
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紅色が美しい八重咲きの紅梅。梅は春を告げる花の代表である。嵐雪ではないが一輪咲くご

とに春めいてくる。寒い日があっても日差しの明るさが昨日とは違う(群馬県安中市秋間）。 

 

梅一輪 一輪ほどの 暖かさ とはこんな光景？白加賀(埼玉県深谷市農林公園）。 
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このお宅の庭はよく陽が当たる。他の家ではまだ冬景色のさなか、見驚梅が咲き出した。淡い

ピンクの八重咲きで、花は大きめである。どんなに寒い朝が来てももう春は近い。 

 

かなりの古木で、もう１００年になるのだろう。枝垂れるように咲いていた(さいたま市浦和区)。 
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八重咲きで純白の薫り高いウメの花(埼玉県深谷市農林公園）。 

 

一重咲きの紅梅。清少納言は『枕草子』の｢木の花｣はの中で、「木の花は濃きも薄きも紅梅｣

といっているが、その当時、こんなに濃い紅梅はあったのだろうか(群馬県安中市秋間）。 
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上の写真とともにこれは『寒紅梅』である。一重咲のこの『寒紅梅』や『紅千鳥』(Ｐ13)に対

して、八重咲の『鹿児島』が、色の濃い紅梅の代表といえようか。 

 

しかし梅の中にはほんのりと紅を差した、こんな梅もあって奥床しい。 
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寒さの中で梅の一輪を見出したときの喜びはひとしおである。ましてや満開ともなれば･･･

 

早咲きで八重咲きのウメ。万葉人が愛した梅もこんな八重咲き種だったのだろうか。梅の花

を見ていると、日本人の春の原点が、おぼろげながら見えてくる(埼玉県深谷市農林公園）。 
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清少納言がめでた紅梅に一番近いものはこんな色ではなかったかと筆者は考えている。際立って

濃い色でもなく、かと言って淡い色でもなく、誰しもが納得できる紅梅である(埼玉県深谷市)。 
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淡いピンクのウメ、優しげな花である(埼玉県深谷市農林公園）。

 

も濃紅色の紅梅の一つである鹿児島、美しい八重咲種である(埼玉県深谷市)。 
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西陽に当って、一層のこと赤が美しく輝く鹿児島(埼玉県深谷市）。 

 

これは深谷市の畑の中で見つけた鹿児島である。まだ北風が残る中、満開を迎えていた。 
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碧い空の中で真っ赤な鹿児島は、さながら檜舞台で千両役者が見得を切るような様だった。 
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2月の寒さの中で、たった一輪咲いた紅千鳥の花(埼玉県深谷市)。 
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白梅は一重がいいような気がする。豪華ではないけれども楚々として香り、春の訪れをそこ

はかとなく伝えてくれる。なんともいえなく謙虚でいいと思うのである。 

 

やさしいピンク色をしたクレハシダレ、漢字では『呉服枝垂』と記す(埼玉県深谷市)。 
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なぜ『呉服』と書いてクレハと読むのかは、もともと呉服とは『クレハタオリ』のことを意味し、

『呉織』とも記した。これが訛ってクレハトリとなったのだが、呉織とは漢織(アヤハタオリ)と

ともに呉の国からやって来た織工のことであり、その技術の意味でもあった。このためいつの頃

からか、両者を合わせて呉服と記し、クレハと読むようになったと伝えられている(埼玉県深谷市)。 
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呉服枝垂れは梅の中では人気の品種で、公園などにもよく植えられている(埼玉県深谷市)。 
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幹がクネクネとうねり、さらにゴツゴツとした肌荒れが出来る雲龍梅(埼玉県深谷市)。 
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甲州紅は鹿児島紅ほど鮮烈な紅色ではないが、そこに優しげな魅力がある。 
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東京都東村山市に『梅岩寺』という曹洞宗の古刹がある。そこにはこの紅梅とカヤノキの

大木と、それにケヤキの古木があり、いかにも武蔵野の古寺の風格が備わっている。 

 

横川から17号国道バイパス沿いに碓氷峠を上ってゆくと、右側に梅のきれいな家がある。 
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満開の紅梅が春の訪れを告げている(群馬県安中市秋間）。 
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秋間の梅林の眺望。後方は安中の街になる(群馬県安中市）。
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梅の花が開花すると真っ先にやってくるのはこのヒヨドリで蜜を吸ってゆく(さいたま市浦和区）。 
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ウメにウグイスはつき物だが、実際にはウメの咲く頃にウグイスが鳴くことはほとんどない。 

しかしウメの咲く頃にメジロがやってきて蜜を吸うことが多い(さいたま市浦和区)。 

 

ウメの果実(埼玉県深谷市の栽培農家にて）。                目次に戻る     


