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４）アジサイ＝紫陽花 
アジサイはユキノシタ科の落葉低木で、高さは 2m ほどで株立ちとなり、その年

に伸びた若い枝は緑色をしている。この若枝の先端に球状で大型の集散花序をつける。

花に見えているのは萼片で、花弁は退化してみえない。雄蕊も雌蕊もあるにはあるが、

退化しており従って種子はできない。一方、日本の山野に自生するガクアジサイは

種子ができるので、これをもとにして改良されたのが現在のアジサイで、奈良時代

にはすでに存在していたものと見られている。花は緑白色から始まり、やがて紫や紅､

青などの色を帯びて、中には種々に色を替えて行くものもある。このため別名を『七変化』

ともいう。また花色は土壌の酸性度によって変化し、酸性では青系の色となり､

アルカリ性が強くなると赤くなる。和名アジサイの由来は、アヅサヰの転じたものと

いわれている。『アヅ』は集まるという意味で、『サヰ』は真(サ)藍(アイ)で、青い花が集

まって咲くというのである。アヂサヰ(味狭藍)でアヂは誉め言葉であるという説も

ある。しかしこれは単にアヅサキ、つまり集まって咲くという意味が転じたものでは

ないだろうか。アジサイを『紫陽花』と記すようになったのは、いつ頃のことか

はっきりしない。935 年頃に成立した『倭名類聚鈔』(ワミョウルイジュショウ）には

すでに『紫陽花』と記されている。しかし紫陽花は中国ではライラックを指していた

とも思われ、どこかで混乱した結果と考えられている。というのも紫陽花は必ず

しも陽当たりを好まず、｢陽｣という文字の意味が不明瞭だからである。 

学名は『Hydrangea macrophylla』で、属名の『hydro』は｢水｣の意味、種小辞は

｢大きい葉｣という意味である。またイギリスでは『Japanese hydrangea』、中国では

『天麻裏花』とか『八仙花』などといわれる。八仙花は色が変化するために生まれた

呼称で、日本でいうところの『七変化』と同じである。 

アジサイはもっぱら鑑賞用に栽培されるが、花を乾燥させて煎じると、解熱効果

があるといわれており、葉には配糖体(05-02-00)『ヒドランゲノール』を含んでいる。

材としてのアジサイもさまざまに利用されている。タマアジサイやヤハズアジサイ

などの材は、堅くて緻密であるために、楊枝、木釘、寄せ木細工などに利用され､

ガクアジサイ、ヤマアジサイの枝から取れる「髄」は小昆虫を標本に仕上げるとき

のピン台に用いられている。 

アジサイの名は『万葉集』にも記載があり、これは山野に自生するガクアジサイ

と思われ、当時はめでたい花と考えられていたらしい。大伴家持のほか、橘諸兄

(タチバナノモロエ)の歌が残されており、諸兄の歌で 

   安治佐為(ｱｼﾞｻｲ)の八重咲く如くやつ代(ﾖ)にを いませ吾が背子見つつ偲はむ 

というのがある。これは天平勝宝７年(755 年)に行なわれた宴席で、この家の主人

に対して詠んだもので、その意味するところは｢紫陽花が八重に咲くように元気でい

てください｣というものである。その後も平安時代の文学作品に紫陽花の花はしばしば
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登場する。藤原俊頼と藤原俊成は次のように詠っている。 

   あぢさゐの花のよひらにもる月を 影もさながらをる身ともがな   （俊頼） 

   夏もなお心はつきぬあぢさゐの よひらの露に月も澄みけり    （俊成） 

ともに｢よひら｣といっているが、これは四弁の花びらのことである。何故｢よひら｣

とあえて言ったのかは定かではない。一般的には双子葉植物の花弁は5弁であるから、

4 弁である紫陽花の萼片に、ある種の不思議さを感じていたのかも知れない。当時

は｢よひら｣といえば紫陽花を指していたのである。ところが『枕草子』にもまた

『源氏物語』にも紫陽花は見られない。これはむしろ奇異な感じがしてならない。 

鎌倉時代になると紫陽花の花は文学からは急速に消えてしまう。武家社会において

色が変化するところが｢心の変節｣と捉えられ、敬遠されたのだろう。いかにも日本的

な考え方である。他の植物に比べると遙に文学に登場する回数が少ないのである。

しかし室町時代の後期になると、再び紫陽花はデザインの意匠として脚光を浴びる

ようになる。特に『辻が花』の文様であるとか、能衣装の絵柄などにも取り入れられて

『縫箔』(ヌイハク)や『摺箔』(スリハク)などにも紫陽花の模様が用いられるように

なった。縫箔は刺繍によって模様を作るもので、摺箔は金銀の箔で文様を摺り出した

ものである。いつもこうしたことに先がけるのが能の世界で、能は当時のファッション

を作る 先端の芸能であったのだろう。さらに時代が下って江戸時代になると、こう

した模様が横への広がりを見せるようになる。能衣装や舞衣、友禅染めなどに限らず、

一般の人々の生活にも次第に溶け込み、印籠や重箱、茶道具、刀の金具類、さらには

煙草入れなど、次第に庶民のものへと近づいてくる。陶器の模様や、漆器の模様として

も用いられるようになり、『紫陽花蒔絵螺鈿硯箱』(マキエラデンスズリバコ)など

傑作が生まれた。さらに紫陽花は狩野探幽や俵屋宗達の絵画などにも取り入れられ

るようになったのである。 

ヨーロッパに 初にアジサイがもたらされたのは 1789 年のことで、これはロンドン

の『キュー植物園』に植えられた。植物学者ジョセフ･バンクス(Joseph Banks）が

日本のアジサイで中国に植えられていたものを持ち込んだもので、その後江戸時代の

後期になると、シーボルトもアジサイを本国へ持ち帰っている。長崎の出島の周辺

で活躍したシーボルトは、長崎の遊女であった楠本滝とこのアジサイをこよなく愛し、

アジサイのことをオタクサンバナとかオタクサと呼んだ。このオタクサンは今でも

アジサイの学名の中に『Hydrangea macrophylla var.Otaksa』という亜種名として

残されている。シーボルトとお滝さんの間に『伊禰』(稲ともいう)という女の子が生まれ

たことは、ツバキのところで述べた通りである(01-07-03・本項P. 5図録参照)。 

さてヨーロッパに渡ったアジサイは、海外では七変化するところに花としての価値

を見出し、ハイドランジャーの名前で盛んに改良が進められた。19世紀になると紅花

の品種が登場し、品種改良に拍車がかかった。春先に花屋さんの店先に並ぶ西洋
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アジサイは、日本のアジサイをもとにしてオランダ、ベルギー、フランスなどで品種

改良されたもので、現在では400～500種にも及ぶ。ただしハイドランジャーは多少

寒がるので、冬は室内に取り込む必要がある。 

ガクアジサイのガクの字は『萼』か『額』かで巷でよく論争になる。しかしこれ

は間違いなく『額』である。ガクアジサイは中央部分に小さな花が集まり、その周辺

を萼が作る花で取り囲んでいる。その様が｢額縁｣のようであることから、ガクアジサイ

といわれるようになったわけで、これが萼だったら｢馬から落ちて落馬して｣ になって

しまう。ところで紫陽花を詠った乳母車と云う三好達治のいい詩がある。 

 

     乳母車 

 

   母よ－ 

   淡くかなしきもののふるなり 

   紫陽花いろのもののふるなり 

   はてしなき並み樹のかげを 

   そうそうと風のふくなり 

 

   時はたそがれ 

   母よ 私の乳母車を押せ 

   泣きぬれる夕陽にむかって 

   転々と私の乳母車を押せ 

 

   赤い総のある天鵞絨(ﾋﾞﾛｳﾄﾞ)の帽子を 

   つめたき額にかむらせよ 

   旅いそぐ鳥の列にも 

   季節は空を渡るなり 

 

   淡くかなしきもののふる 

   紫陽花色のもののふる道 

   母よ 私は知ってゐる 

   この道は遠く遠くはてしない道 

 

近ではアジサイの苗木はあまり売られていない。もともとが挿し木でよく着く木

なので苗木として買う人はほとんどいないからであろう。花の頃に一枝もらって

きて鹿沼土に挿しておけば 8 割がた発根する。買うよりも挿し木をしたほうが安い



花の縁 02－05－04 

                              

4

4 

ばかりか楽しみもある。そこで花屋さんは考えた。何か売れるものはないかと。

今では珍しいガクアジサイに目をつけて、海外から輸入されたものなどを主に扱って

いる。『清澄沢あじさい』のように紅の覆輪の入るものや、『深山八重紫』や『ブルー

スカイ』のように萼の色が濃紫のもの、『伊予の薄墨』のようにほとんど黒に近いもの、

『美方八重』や『東雲』のように八重咲のものなど、こんなアジサイもあったのかと、

思わず感心してしまうものも多い。こうした新品種は値段も高く、1 株で 2,000 円

以上するものも少なくない。中には『胡蝶の舞』『佐久間テマリ』のように 3,000円

以上するものまである。しかしその一方で花屋さんの軒先には売れ残って花も終わり、

ほとんど枯れるのを待っているような紫陽花もよく見かける。こんな苗木を見つけ

たら、捨てられた子猫を拾ってきて、育てるような気持ちになって、ぜひとも庭に植え

ておいてほしいものである。花屋さんだって破格の安値で譲ってくれるはずである。 

紫陽花は半日陰地を好み、肥沃で湿気のあるところが 適である。移植は簡単に

でき、移植後少し枝をはさんでおく程度で大きく損なわれることはない。剪定は花後

に行なう。あまり深く行なわずに花のすぐ下の 2 枚葉のところか、更にその下の

ところで切るようにする。花後、剪定せずに花をそのままにしておくと、秋には

ドライフラワー状になるので、これを適当なところで切って乾かしておくと、すぐに

ドライフラワーができるので一度試してみるとおもしろい。 

肥料は多めに与えたい。花が終わる頃にはお礼肥として油粕を与えて、秋の終わり

ごろにも与えるとよい。油粕が不都合であるなら化成肥料でもよいだろう。紫陽花の

色が酸･アルカリの濃度によって変わることは先にも述べた通りであるが、これには

アルミニウムが関係していると思われる。しかしその先のことはまだ解明されて

いない。桜や椿などでも、土地により多少色が違っていることに気づくときがある。

これは気温のせいであることも多い。紫陽花は極端な例にしても、花の色というもの

は肥料だとか気温など、環境の影響を受けやすいのだろう。特に花色が淡いものは

少しの変化でもわかるので一層のこと気になるものである。 

近、紫陽花の名所があちこちに増えてきたのは、ありがたいことである。関東

では何といっても『紫陽花寺』とも云われる鎌倉の『明月院』であるが、千葉県の

大滝町の『麻綿高原』の紫陽花もなかなか見事である。ここには約 10 万本の紫陽花

が植えられている。中部地方では静岡県の下田の紫陽花がいい。『下田公園』内の

遊歩道沿いに15万株の紫陽花が植えられている。関西方面では『六甲山』の紫陽花

がよいだろう。ここはさすがに異国の面影が漂う町だけのことはあって、西洋紫陽花

も多く全部で 5 万株にも及ぶ。この花は西洋的な庭園にも、日本的な庭園にもよく

似合うところがなんとも現代的である。簡単に挿し木で殖やせるので、空き地が

あったらぜひ植えてみるといい。花の季節が待ち遠しくなるばかりか、よく茂った

葉が、ほかの雑草の繁茂や夏の暑さをやわらげてくれるはずである。 



花の縁 02－05－04 

                              

5

5 

上はシーボルト像、下左はお滝さんと右は娘の伊禰。(ウィキペディアより借用） 

伊禰はシーボルトの弟子だった二宮敬作や石井宗謙らに医術を学び、大村益次郎からオランダ

語を学んだ。しかし伊禰は宗謙にほとんど強姦されて、娘高子を生む。やがて明治になると

異母弟ハインリッヒはオーストリアの外交官として日本に着任し、岩本はなと結婚した。

伊禰は彼の援助もあって、東京築地で産婦人科医を開業。福沢諭吉の口添えもあり、宮内省

の御用係となって、明治天皇側室の出産にも立会った。一方、シーボルトは明治になって日本に

再来日し、井上馨外務卿の秘書として滞在、親子3人で過ごしたこともあったが、このとき雇って

いた女中に子供を身籠らせる始末で、この母娘は 後まで真の幸せを得ることはできかった。 
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色づき始めたアジサイの花。花弁に見えているのは４枚の萼片で、花弁は退化している。平安

時代「よひら」と呼んだのも花弁ではないことに気づいていたからだろう(さいたま市見沼区)。 

 
花が固まって咲いたために、あたかも紋様になってしまったアジサイの花(埼玉県深谷市)。 
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アジサイの花はブルー系とピンク系、白系の花が一般的であるが、その濃淡はまちまちで、

一般的には咲き進むにつれて色が濃くなってゆく。しかし 近ではこんな色の花も出てきた。 

 
アジサイの花(群馬県上野村)。 
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アジサイの花は 近では覆輪系の花がよく見られるようになった。底白で濃い色が覆輪と

なるケースがほとんどだが、逆に白覆輪になるものもあらわれている(埼玉県深谷市)。 

 
紅覆輪が美しいアジサイの花(埼玉県深谷市) 
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こちらは白覆輪のアジサイの花である。覆輪花はどこか優しげで、そのうえ賑やかなところ

がいい (埼玉県川口市安行) 。 

色づき始めた紅アジサイの花、紅覆輪は次第に奥へと広がって行く(栃木県大平町）。 
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近のアジサイは赤や紫のはっきりとした色で、濃いものが多くなっているようである。

今までに見たアジサイの中で、この花が も紅が濃かったように思う(さいたま市浦和区)。 
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2 種類の花が咲いているようにみえるが、根本は一つで咲き出しは赤く、咲き進むに連れて

濃いブルーに変わってゆく種類のようで、いわゆる七変化である(さいたま市浦和区）。  

 
巨大な手まりのように咲いた白花のアジサイ。この花の優しさと美しさのために全国にアジサイ

の名所は数多く、アジサイ寺などと通称されている寺院も多い(埼玉県川口市安行）。
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こちらのアジサイは青紫の濃い代表格ともいえそうである(さいたま市浦和区)。 



花の縁 02－05－04 

                              

13

13 

 
こんな色が も一般的でありふれたアジサイであろうか。どこにでもあって目立ちすぎる

こともなく、梅雨のうっとうしい季節を明るく彩ってくれる(さいたま市浦和区)。 

 

その点ではこれも同様であろう。涼しげで梅雨期のうっとうしさを払拭してくれる。
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好き嫌いはあろうが、青空の見えない梅雨期の頃、華やかな花はひと時を癒してくれる。 
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アジサイの花(栃木県大平町）。 

 
八重咲きのガクアジサイ。アジサイは挿し木でよく増える植物である。美しい花を見つけたら

一枝もらって来て挿しておけば、ほとんど発根する(埼玉県川口市安行）。 
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八重咲アジサイ(埼玉県川口市安行）。 

 
ガクアジサイ、ひところ手毬のような大きな花房になるアジサイがはやって、ガクアジサイは

見向きもされなくなったが、今では逆にガクアジサイが見直されている (埼玉県川口市安行）。 
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ガクアジサイの変種アマチャ白花。アマチャに関しては本項P27 参照 (埼玉県深谷市)。 

 
八重咲のガクアジサイ。周辺部の大きな花を装飾花という。装飾化にも雄蕊と雌蕊があるが

これは結実しない。中央部は両性化で、５本の雌蕊と 10 本の雄蕊がある(埼玉県深谷市)。 
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ガクアジサイのガクは『萼片』のことではなく『額縁』の意味である(埼玉県川口市安行）。 

小アジサイは疎林中の半日陰になるようなところに生えることが多く、学名は『Hydrangea hirta』 

で、種小辞は短い剛毛がある、という意味である(栃木県日光市日光植物園）。 
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咲き出したばかりのヤマアジサイ。弁数は3弁だったり5弁だったり変化が多い (長野県軽井沢町)。  
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ヤマアジサイ。咲き出しは淡い青で、咲き進むと色が濃くなってゆく。花弁の先に少し赤み

が出てきている。前頁の写真を撮ってから 1 週間がたっている(長野県軽井沢町)。 
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さらに 10 日後にはこんな色になって、中心部の花が開花していた(長野県軽井沢町）。           

八重咲のヤマアジサイ。一般的にアジサイは寒さに弱い種も多く、寒冷地では栽培しにくいが、

ヤマアジサイは寒さには強い。ただ花は普通のアジサイよりもずっと小さい(埼玉県深谷市)。  
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このヤマアジサイの咲き出しは淡紅色で『七変化』という名称がある(長野県軽井沢町)。 

 
10 日後には色が濃くなっていたが七変化とは誇大広告と思われた。ただ通常は 4 弁である

筈の装飾花の萼片は3弁であり、中には2弁のものもあって、この萼片数は不安定のようである。 
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全体を見渡すとこんな状況で、ほとんどすべてが 3 弁である。同属のガクウツギの装飾花

の萼片は、しばしば３弁であるところから、この七変化も進化のプロセスの中で、ガクウツギ

のＤＮＡを受け継いでいるのかもしれない(長野県軽井沢町）。 
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ところが 8 月に行って見たらこんな色に変化していた。なるほど七変化だった。 

 
さらに驚いたことにはまだ続きがあった。９月上旬に行ってみると赤紫というか黒赤色と

いうか、こんな色になって花が健在であったことである(長野県軽井沢町)。 
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この白花種は 初から 後まで、大きく花の色を変化させることはなかったが 8 月になると、

花弁には少しずつ不規則に紫が差してきた(長野県軽井沢町)。 

 
朝鮮アジサイ？(埼玉県川口市安行）        
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柏葉アジサイ、原産地は北米東南部。和名の由来は葉の形がカシワに似ているためで、学名

は『Hydrangea quercifolia』である。この写真の花は八重咲だが、一重咲種もある。寒さには

強いものの乾燥には弱く、夏場の水やりが重要である。秋にはよく紅葉する。  
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ガクアジサイの一変種といわれるアマチャ。漢字では甘茶と記し、若い葉を蒸して揉み、乾燥

させてから、お茶のように煮出して飲用にすると、強い甘味がある。特に４月 8 日の花祭

(潅仏会)(02-01-01-2)の折には、釈迦の生誕像にこのアマチャの汁を注ぎかける習慣がある。

これは釈迦の誕生時に八大龍王が誕生を祝って産湯に甘茶を注いだことに由来するといわれて

いる。八大龍王とは法華経に登場する龍族八王の一人で、仏教を守護する者であると考えられ

ていた。このため甘茶汁には功徳があるとされ、参詣者は競って持ち帰ったと言われている。

またアマチャの学名は『Hydrangea macrophylla var.thunbergii Makino』である。 

江戸時代になって、サトウキビから精製された砂糖が一般的になってくる以前は、もっぱら

このアマチャやウリ科のアマチャズル（01-07-04-1）などから甘味料は生成されていた。この

甘味料を用いて作られた和菓子の典型は椿餅で、平安時代のことである。江戸時代になると､

中期頃に柏餅や桜餅などが登場したが、この時代にはいわゆる蔗糖が用いられるようになった。 

一方長野県佐久地方では天神祭や道祖神祭の折には、お神酒の代わりとして、この甘茶を

振舞う習慣がある。隣接する岩村田の祇園祭も同様に、甘茶を振舞い、これは江戸時代より

伝承されているという。甘味料の乏しかった時代、甘茶はお神酒以上の貴重品だったのかも

しれない。甘味の主成分はある種のズルチンで、その甘味の強さは蔗糖の500倍にもなると

いう。また生薬としての甘茶は日本薬局方にも記載され、歯周病や抗アレルギー作用に効果

を発揮する。甘茶には虫除けの効果もあるとされている。                  
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これもアジサイに近いノリウツギである。7～8月、写真のような花を開花させるが、和名の由来は

幹の内皮から和紙を漉くときに用いる糊料をとるためで、学名は『Hydrangea paniculata.』である。 

 

イワガラミは気根を出して岩や他の樹木に絡んで生育するためで、ユキカズラとも言う。学名は

『Schizophragma hydrangeoides』で、葉を揉んで食べるとウリの味がする。   目次に戻る  


