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10）フジ＝藤 
フジはマメ科の落葉つる性木本で日本の特産種である。本州、四国、九州の低山地

に自生し 4～5 月頃に紫色の総状花序で、蝶形の花を長く垂れ下げてつける。かつては

大阪府の野田がフジの名所であったことからノダフジともいう。通常ツルは右巻き

だが、近縁の種でヤマフジといわれるものは左巻きで花序は短く、兵庫県より西の

本州、九州に分布する。花色が白のシロカピタン、桃色のアケボノカピタン、藤色で

八重咲のヤエヤマフジなどがあり、園芸店でもよく売られている。 

フジは相当に大きくなるまで、ツルばかり伸びてなかなか花が咲かない。ところが

自然の状態や田圃の縁などでは、こじんまりと美しい花を咲かせているのをよく見か

ける。フジに限らずあらゆる花は、夏の一番暑い時期に花芽が作られる。強い日光と

日照りの中、生死の境目のぎりぎりのところで子孫を残そうとする。 だから苗木など

では、 花が咲くと枯れてしまうことも少なくないし、竹のように花は枯れる前にしか

咲かないものもある。フジのツルがよく伸びるのはいわば、そこまで追い込まれて

いないからで、生存の条件がもっと厳しくなると、花芽をつけることが多い。この

条件を人為的に作り出すには、根を時々切ること。夏場の水やりをひかえること。

根が伸びられないように鉢などに入れておくこと。などが考えられる。田圃の縁など

でよく咲いているのは、水路などで根が伸びるのを遮られているからである。 

花色は普通は藤紫だが、白色のシロバナフジ、淡桃白色のアケボノフジ、淡紅色

のホンベニフジ、また旗弁と翼弁の色が異なるクチベニフジなど、いろいろである。

たくさん植えたいところだが、大きくなるので鉢で育てるのが賢明かも知れない。

しかし鉢底からすぐに根を出してくるので、こまめに根を切ることが重要である。

植え土は特に選ばないが排水の良い砂質の土が良い。繁殖は基本的には接ぎ木で､

実生や挿し木も可能である。フジは鑑賞用として植えられることが多いが、丈夫な

ツルを加工して籠を編んだり、椅子などの家具の材料としても用いられる。また山仕事

などでは、しばしば柴や薪を束ねて縛る縄の代わりに用いられた。このため『綯麻』 

(ネソ＝06-01-18 ガマズミの項参照、06-01-19 カマツカも同様で、ネソは野良で柴

を束ねる木の総称でもある)と呼ぶ地方もある。また山里などでは農閑期にフジヌノ

といってフジの繊維を取り出し､これを縒って布地を織っていた。『肥前国風土記』

には日本武尊(ヤマトタケルノミコト)が､ フジヅルで作った船の纜(トモヅナ)を繋いだ

と記されており、長野県の『諏訪大社』の『御柱』(オンバシラ)を切り出して引いて

くる引き綱も、このフジの糸を縒ったものを用いている(01-06-03サクラの項参照)。 

ところで『御柱祭』は長野県の諏訪大社に伝わる勇壮な行事で、寅(トラ)および

申(サル)の年を式年とし、6年ごとに行なうもので、神殿の造替え、遷宮を伴っている。

上社と下社とでは式次第は異なり、上社では前年の 5 月に八ガ岳中腹の御小屋岳

(オコヤダケ)で御柱木の下見と選定を行なう。年が明けると奉曳(ホウエイ)する村の 
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『御柱祭り』上社の木落し(ウィキペディアより) 『御柱祭り』下社の木落し(ウィキペディアより)  

『御柱祭り』上社の川越し(ウィキペディアより) 『御柱祭り』建御柱(ウィキペディアより)         

御柱祭りは正式には「式年造営御柱大祭」という。その起源説には色々とあり、国譲りに

際して、ただ一人反対した建御名方命(タケミナカタ)は建御雷(タケミカヅチ)に追われてこの

諏訪湖畔まで逃れて来たがついに降伏し、この時この地から出ないことを条件にされたという。

このために神社の四隅を囲って境界として定めたのが起源とする説もあり、これは地鎮祭

の神話的な表現であるとも見なされている。また一方ではこの地方に古くから伝わる信仰が、

形を変えながら伝えられたとする考え方もあり、この地方に伝わるミジャクジの依り代であるとの

説もある。ミジャクジとは漢字では『御左口』とか『赤口』とも記し、ミシャグチともシャグジ

とも言われる、よく分からない古代の神である。ただ赤口は六曜日の一つで、大安や仏滅など

に匹敵するが、凶の日とされるところから忌まわれている。これを鎮めることが起源とも考え

られなくもないが、これは陰陽道の範疇であり、あまり科学的な根拠があるようには見えない。

しかし正式には「式年造営御柱大祭」と言われるところから、定まった年つまり十二支の寅年と

申年の6年目ごとに行う、神社の修築技術の伝承に関する祭、と見た方が自然な解釈であろう。 
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抽選式、引き綱を作るための『縄打ち』、御柱の伐採、4月の初めに御柱屋敷まで引き

出す『山出し』、およそ１カ月に及ぶ『御柱休め』、次いで5月初旬に行なう『里引き』、

これに続く神殿の四隅への『引き立て』で全ての行事が終わる。このうち里引きでは

騎馬行列や長持行列などが加わり、一層のこと祭気分が盛り上がる。御柱は各 4 本

立てて先端を三角錐にするところに特徴があり、長さに関しては一定ではない。

この行事の意味は、神様の憑代(ヨリシロ)であるとか、聖域を示すもの、などとも

いわれているが、それはほんの一面であって本来の意味はそんなものではない。

その理由は後述するとして、出雲大社にも巨大な木材で作られた建造物が見られる。

出雲大社と諏訪大社とは極めて近い関係にあり、出雲大社の祭神である『大国主命』

(オオクニヌシノミコト) の子にあたる『建御名方』(タケミナカタ)が、この諏訪に

祀られている。『古事記』によれば建御名方は『建御雷神』(タケミカヅチ)に屈伏し、

諏訪湖の辺に追放されたことになっている (01-06-03サクラの項参照)。それではなぜ

こんな祭が今日まで伝えられているのだろうか。このことについて考えてみよう。

木造の建築物はコンクリートなどに比べたら、はるかに長い耐用年数を持っており､

『法隆寺』などは千数百年の風雪に耐えている。これは何を意味するかというと､

初に建てた時はいいが、次に再建築する時には、全ての技術者はもうこの世には

いないということである。となるとこの技術を絶やさないようにする必要がある。

そのためにはなんらかの形で、技術の伝承をはからなければならなかった。その

一つの方法は伊勢神宮に見られる『式年遷宮』(シキネンセングウ)のように、建築

当初の技術者がまだ生きているうちに早めに次の建築物に建て替えてしまう事であり、

もう一つはこの御柱祭のように祭りという形に代えて、次世代に主要な技術の概要を

伝えて行くことである。『式年造営御柱大祭』という正式名がそのことを物語っている

と言えよう。建てる柱が 3 本でも 5 本でもなく、4 本の柱というところにも、建築と

の深い関係がうかがえるのである。 

一方、青森県で発見された縄文遺跡の『三内丸山遺跡』では、直径１m にも及ぶ

大きな栗の木を6本も立てたと思われる、深さ2mの竪穴が発掘されている。ここにも

余程大きな柱を用いた建造物が立てられていたのだろう。このことはつまり、縄文人

が壮大な建造物を作る大変な技術を持っていたことを暗示している。しかし大国主命

の出雲国にはこの壮大な建築物を作る技術が存在しなかった。だからこそ、出雲の国

を譲る替わりに『天御舎』(アメノミアラカ)を要求したのであろう。つまり、天御舎

をつくる技術を持っていたのは縄文人の末裔で、海幸彦の流れを受け継いだ南方系の

人々だったと思われ、大国主命は山幸彦の流れをくむ大陸系の人だったのではない

かと思えてくるのである。『国譲り物語』は日本人の源流には、この二つの流れがあった

ことを暗示しており、これはやがて縄文人が南と北に追いやられる結果、弥生人が優勢

となり、段階的に縄文文化と入れ替わっていった。だからこの技術は弥生人の時代
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になると廃れてしまい、かつての壮大な建築物もやがて途絶えてしまったのではないだ

ろうか。そして飛鳥時代になって、異なった半島の技術が流入してきたように見える。 

さて『古事記』の｢応神天皇記｣には『春山之霞壮夫』(ハルヤマノカスミオトコ)が､

その兄である『秋山下氷壮夫』(アキヤマノシタヒオトコ)と、新羅から渡来した

『天之日矛』(アメノヒボコ)の娘である『伊豆志袁登売』(イズシオトメ)をめぐって

争うという記述がある。兄は思いを遂げることができず、弟に｢もしもお前が彼女

の心を射止めることができたなら、賭をしてもいい｣と言った。春山之霞壮夫は

｢易く得む｣と言ってこの賭に乗る。ところがその晩のこと、母親は一晩のうちに 

霞壮夫のために、藤葛(フジカズラ)で衣服や弓矢を作ってくれた。春山之霞壮夫は

これを着て伊豆志袁登売に結婚を申し込むと、不思議なことに藤の花がいっせいに

開いたという。そして藤の花で覆われた一本の矢を取り出して、袁登売の厠(カワヤ)

にかけておくと、彼女はそれを珍しがって持って帰った。その後を追って霞壮夫は

母屋に入り、袁登売の心を射止める事ができたといわれている。彼女の父親である

天之日矛は但馬の国の『出石』(イズシ)にいたと伝えられており、例の神功皇后の祖先に

あたる新羅の王子である。また厠とは川屋のことで、当時トイレは川の上に作られた、

いわば天然の水洗便所だった。そして神話の中には、瀬見の小川で『玉依姫』が拾う

丹塗矢(ニヌリノヤ)の話や､『勢夜陀多良毘売』(セヤタタラヒメ)が豊登(ホト＝女性

の陰部)をついた矢の話(02-04-06-3 ユリの項参照)が見られ、この矢とも相通じる

ものが推察される。今も昔も矢は男性の性器の象徴でもあり、正月に神社で売られて

いる『破魔矢』も、どこかでこうした思想とつながっているのだろう。 

京都府の丹後半島では明治の末頃までは「藤布のできない女は嫁にもらうな」と

いわれていた。春から秋にかけてフジヅルを集めて乾かし、農閑期に木槌でたたいて

皮を剥ぎ、この皮を灰汁で一晩煮込んで流れにさらし、これを乾燥させて米糠と一緒

に煮込んで柔らかくして、この繊維を剥がしてから糸に縒り、織って藤布としたの

である。山村農家では女たちの大事な冬の副業で、衣服として身に付けるには、必ず

しも着心地のよいものではなかったが、丹後では海女が海に潜るときに用いていた。

織り目が荒いために水切れがよく、肌にまとわり着くことなく、使いやすかったので

ある。また丈夫なために合成繊維が普及するまでは、畳の縁などにも使われていた。

しかし一般的には肌触りが良くなかったために、その後普及してきた麻布にとって

代り、10 世紀頃までには夏の喪服以外には用いられなくなった。 

『万葉集』では藤を詠んだ歌は 27 首あって 7 番目に多い。藤の花房が風に揺れ

る情景は藤波と表現され、松と藤波とを併せて歌ったものや、藤の花と杜鵑とを組み

合わせたものなどがある。また藤布は荒妙(アラタエ)の藤と詠まれたが、これは織り目

が粗かったからである。大伴四綱(オオトモノヨツナ)は『万葉集』の中に次のよう

な歌を残している。   
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   藤浪の花は盛りになりにけり 平城京(ﾅﾗﾉﾐﾔｺ)を念(ｵﾓ)ほすや君 

これは四綱が防人司(サキモリツカサ)の次官(スケ)として太宰府に赴任したときに、

そこに咲ける藤の花を見ながら、奈良の都の藤の花を思い出して詠ったものといわれて

いる。『念ほすや君』の君とは、ここの長官(カミ)であった大伴旅人のことである。交通

機関のなかった時代、都を離れて何百キロも遠くに来るということは、並大抵の覚悟

ではなく、都への思いもひとしおだったのだろう。旅人はこのときすでに 64 歳で

あったと伝えられており、次のような歌を返す。 

   わが盛りまたをちめやもほとほとに 奈良の都を見ずかなりなむ 

私の人生の盛りがまた戻ってくることがあるだろうか。もしかするともう奈良の都

も見ることができないかも知れない。と言ったのである。そして旅人は望郷の思いを

次々に詠んだと伝えられている。藤の花の盛りと老いてゆく自分と、旅人は同族の

四綱に心を許して本音をあかしたのかも知れない。また大綱人主 (オオツナノヒトヌシ)

は次のような歌を残している。 

   須磨の海人(ｱﾏ)の塩焼衣(ｼｵﾔｷｷﾞﾇ)の藤服(ﾌｼﾞｺﾞﾛﾓ) 

   間遠(ﾏﾄﾎ)にしあればいまだ着なれず 

『藤服』は藤衣と愛する女性とを重ねあわせたもので、この歌は今様にいえば遠距離

恋愛の悲哀を詠ったということにでもなろうか。『着なれず』はまた『来なれず』で

もあったのだ。さらに『万葉集』では山部赤人の歌として 

   恋しけば形見にせむとわがやどに 植ゑし藤浪今咲きにけり 

とあり、藤をすでに庭に持ち込んで栽培していたことがうかがえる。 

平安時代になると藤の花は鑑賞用の花として上品な花の代表のようになった。宮中

でも『飛香舎』(ヒギョウシャ)には藤の花が植えられており、『藤壺』と呼ばれていた。

この飛香舎では 902 年(延喜 2 年)に醍醐天皇が藤見の宴を開催し、これはその後も

何回か行なわれた。また藤壺には中宮、藤原彰子がおり、かの紫式部は彰子に仕えて

いた。藤壺は光源氏の理想の女性として登場し、それ故にもこれは梨の花でも、はた

また同じ淡紫色の桐の花でも置き換えることはできなかった。『源氏物語』では他にも

『藤裏葉』(フジウラバ) ､『花宴』(ハナノエン）､『宿木』(ヤドリギ）､『若菜上』

(ワカナ)などでも､しばしば藤の花が登場する。これは紫式部の心の中に､梨壷でも

桐壷でもない藤に対する特別な思いが持たれていたことを物語るものであろう。 

一方『枕草子』の｢木の花は｣では 

   藤の花はしなひ長く 色濃く咲きたる いとめでたし (第 34 段) 

と記されており、花の長いことと色の濃いことが良いと言っている。当時、紫は高貴

のシンボルであり、香りも良かったので、この花は特に貴族に好まれたのだろう。 

平安以降になると藤の花はしばしば工芸品のデザインなどにも登場する。鎌倉時代

には馬の鞍、刀の鍔や鞘、銀鏡、唐櫃、文箱、箪笥、螺鈿の飾棚、お盆など身近な
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物全てに用いられた。琵琶湖の竹生島神社(チクブジマジンジャ)の柱には見事な蒔絵

が施され、西本願寺の欄間にも『松藤紋透彫』(マツフジモンスカシボリ)がある。

この松と藤は日本のあちこちで自然に見られる光景である。このためやがて定番化

して、刺繍や金銀の箔で模様を摺りだした摺箔(スリハク)などの能衣装にも盛んに

取り入れられるようになる。もともと能衣装は極端に簡素化された舞台に対して、

絢爛と輝いた役者の演ずる所作(ショサ)を、一層美しく見せるためのものであったから、

摺箔は女性役の着付けなどにしばしば用いられたのである。また能面の『曲線』に対

して、能衣装の『直線』による対比は、極端な簡素化と共に能の世界を見る上で大事

な要素ともいえよう。そしてこの松と藤との組み合わせは『万葉集』の中でも多く

見られることは前述した通りで、後世の慈鎭和尚の歌では以下のような一句がある。 

   多胡の浦に藤咲きぬらし磯の松 こずゑ深めゆく紫の浪 

こうして藤の、アートとしての素材は、野々村仁清の『藤花紋茶壺』で完成の域

に達する。この紋様は陶磁器のみならず、友禅や浴衣の模様などにも盛んに用いられ､

歌舞伎の『藤娘』だとか、能の『藤』の世界へと領域を広げていった。 

藤の花は農事暦としても、あるいは漁期を知る上でも大きな役割を果たしていた。

卯月八日の天道花に関する話は、ツツジ(02-01-01)のところで述べた通りだが、この日

は別名『花折り節句』ともいって、田の神様をお迎えするために、フジやヤマブキ､

ツツジ、シャクナゲの花を、山から取ってきて竿の先に付け、庭や田に立てる。この

花は神様が田におりてきた時の『憑代』(ヨリシロ)と考えられ、フジは神聖な木と

して農民の中に受け入れられていた。同様の考えは杜鵑(ホトトギス)にも見られ、

杜鵑は『勧農鳥』としての高い地位を獲得していた。フジはまた杜鵑が来て鳴く木でも

あったから、『万葉集』にも杜鵑とのセットでフジの花が詠われているものも多いので

ある(02-03-16 タチバナの項参照)。田辺福麻呂は次のように詠っている。 

   藤波の咲き行く見ればほととぎす 鳴くべき時に近づきにけり 

こうして藤の花と杜鵑はこの季節の象徴として、不動の地位を獲得して行く。そろ

そろ農業に精を出さなければという感慨は、農民に共通するものであったが、それ

を先導するかのように花は咲き、鳥が鳴いたのである。また藤は花が下垂して咲く

ために稲穂を連想し、豊作の前兆と見られることから農民に等しく愛された反面､

｢フジ｣は｢不時｣に通じるところから、庭に植えるのを忌む地方もあった。 

藤は平安時代に大きな足跡を残した藤原氏のシンボルであり、花色の美しさから、

広く人々にも愛された。このため藤の紋章は多く 10 種類以上にも及び、藤井、藤田､

藤野、藤本、加藤、佐藤、内藤など、みな藤の家紋を採用している。出世を望んだ

武家では『上り藤』を用いる家も多い。また『藤襲』(フジガサネ)は襲の色目の名で､

表は淡紫、裏は青で 3～4 月頃に用いられた。フジは日本の固有種であるから漢方

にはない。しかし乾燥させた種子は緩下剤として、広く一般に用いられていた。 
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紫フジの黒龍は紫の色が濃く、由緒ある庭には多く植えられている(群馬県藤岡市）。 
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白長フジ、フジにもいろいろな種類があって房の長いもの、短いもの、そして紅色のもの…。 
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本紅フジ、フジを植えるならこの本紅フジがいいのでは…。 
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こちらの方はカピタン(花美短)と称して花房が短い紅フジ。 
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フジの花の名所は日本の各地にきわめて多い。中でも関東では『足利フラワーパーク』のフジ

の花はその種類の多いこと、樹齢の古いものが数々あって、園全体がフジを鑑賞するための

回遊式の庭園になっていることで名高い。350 本に及ぶフジの木が植えられ、栃木県指定の

天然記念物などもあるが、解説はなおざりな部分も多く、単なる観光目当てが見え見えで、目的地

までの案内板も十分とは言いがたい。もう少し来園客へのサービスとは何たるかを研究して改良

すべきではないかというのが、筆者の第一印象である。五月の連休中が満開期で、クルマは大渋滞、

駐車場は十分あるものの、そこから園までは徒歩 15 分の覚悟が必要である。とは言え来年 4 月

にはこうした市民の不満に応えて、正門前に両毛線の新駅が開業する予定になっている。 

 

園内にはツツジや石楠花など、このシーズンの花が競うように咲いて飽きることはない。 
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フジ棚は大きいものでは 300 ㎡以上になるものもあって、なかなか見事である。 
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園全体は渡良瀬川沿いの低地に造営したものだが、うまく丘陵地を取り込んでいる。 

 

園内にはフジの季節に咲くツツジやセイヨウ石楠花、八重桜など、この季節を彩る多くの

花が緩やかな斜面を彩るように咲き競い、花の間の小道を歩く仕組みになっている。 
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園内では種々のフジの花の苗木も売られているが、商業主義がかなり露骨に垣間見える。 
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これはアーチ状にフジ棚を組んでおり、庭園作りの一つの参考になる。 
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これは樹齢 100 年以上の大フジと思われるが、そういった解説は一切なく、不満が残る。 
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これも立派なフジ棚である。花房もかなり長いが、どんな種類のフジかの表示はない。 

 
白色の立派なフジもあちこちに見られるが、どれもこれも樹齢等の表示はまったくない。こうした

公園の造成に際しては多くの場合、専門家からの意見を聴取するが、ここはそれを怠ったらしい。 
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これは大きな淡紅フジの棚で、下にはイスやテーブルが設けられており、持参の弁当を開く人も多い。

所々にこうした休憩所やベンチもあって、ゆっくりとくつろげるが、喫煙所以外は禁煙である。 
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これが栃木県の天然記念物に指定されている『八重咲の黒龍』で、樹齢は150年ぐらいらしい。 

20 年ほど前にこの地に移植されたとかで、よくここまで育ったものと感心させられた。 

 

園内にはせせらぎが流れ、木の橋がかかり、その上には細長いフジ棚がある。 
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せせらぎの水をあちこちに引いて池も多く、心地よい散策路をかもし出している。 
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フェンス状に仕上げたフジ棚もあり、これは一つのアレンジの工夫であろうか。 



花の縁 02－02－10 

                                   

22

22 

 
これもフェンス状に仕立てている。この園にはこうしたアイデアがそこここに見られる。 
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昼間は太陽の光の中でフジを鑑賞し、夜になるとライトがともされて幻想的光景に変わる。 

 

6時以降ライトがともされたが、暗くなるとまた違った情景になるのだろう。    目次に戻る 


