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12）ヤナギ＝柳／楊 
ヤナギはヤナギ科ヤナギ属の落葉高木もしくは落葉低木で、比較的湿った場所を

好む。世界には約300種が分布し、主に北半球の温帯地方から暖帯にかけて、南半球

には小数が分布している。雌雄異珠で多くのものは春先に花を咲かせるが、中には

夏咲きのものもある。花は尾状花序もしくは穂状となり花被を持たずに蜜を分泌

する腺体があって虫媒花で種子を結ぶ。枝の垂れるシダレヤナギ、葉や枝に変異の

出るウンリュウヤナギなどの園芸種があり、街路樹や川堤の並木などに植えられる。

ネコヤナギは日本各地の川原や湿地に普通に見られ、高さは 3m に達し、生け花の

材料としても用いられる。コリヤナギは朝鮮半島の原産で、柳行李の材料として

利用されている。この他にもアカメヤナギ、シバヤナギ、ヤマヤナギ、キツネヤナギ、

ミヤマヤナギなど日本には多くの種類が分布し、アイヌ人は『スス』と称してイナウ

(06-01-06ツルウメモドキの項参照)を作る材料に用いた。 

ヤナギの語源は木質部が均一で、中国でこの木を用いて弓の矢を造ったため、矢の

木がヤナギになったとか、魚をとる『梁』(ヤナ)を造るのに用いたため『梁の木』が

ヤナギになったという説などがある。この木は軽くて割れやすいため、梁以外の利用法

としては楊枝(ヨウジ)と俎板(マナイタ)くらいしかなく、用途は極めて限られている。

学名は『Salix』で、ケルト語の｢水に近い｣という合成語に由来し湿地を好む。 

ヤナギは古来春の芽吹きを代表する木の一つとされ、生命力が強く湿地に生える

ところからさまざまな俗習を生み、雨乞いするときにもこの木が用いられる。また

ギリシャ神話では太陽の二輪車からパエトンが落ちて死んだとき、パエトンの姉妹

たちは彼の死を悲しんで、ヤナギに姿を変え、滝のようにとめどなく涙を流した

ために、あたりに水溜りができたと伝えられている。この涙こそヤナギの枝垂れた

枝であり、以来ヤナギは湿地を好むようになったというわけである。そういえば

北原白秋の故郷、柳川のクリークのあちこちにも柳の木が目につく。柳川の地名その

ものが柳の多い川に由来するのだろう。柳は日本の川辺には欠かすことのできない

木であり、日本の川の風情ともいえようか。一方、福井県の鳥浜貝塚の遺跡からは

縄文前期の石斧の柄として、ヤナギの木を用いたものが出土している。 

『万葉集』でも春の風物としてヤナギを取り込んだ歌は 14 首に及び、『楊』の

文字の他『河楊』『楊奈疑』『楊疑』などの文字が当てられている。 

   山のまに雪は降りつつしかすがに この河柳萌えにけるかも 

など早春の風物の一つとして詠ったものは数多い。またヤナギはコブシの花や桜

などと同じように、大事な農事暦の一つでもあったから、水田の苗床や水口に

ヤナギの枝を挿しておく風習は今日まで続いている。これはその力強い生命力が

稲にも及ぶようにとの願いからで、特にこうして挿しておいたヤナギは多くの場合

そのまま発根するところから、生命力の象徴としての地位を確立していった。この
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ためヤナギは田の神が降りてくる憑代(ヨリシロ)とも考えられるようになったので

ある。ヤナギを『鬘』(カズラ)としていたことをうかがわせる歌も詠まれている。 

   青柳の上(ﾎ)つ枝(ｴ)よぢとりかずらくは 君が屋戸にし千歳(ﾁﾄｾ)寿(ﾎ)くとぞ 

このようなヤナギに対する呪術的な考え方は、宮中の正月の行事『卯杖』(ウヅエ)

にも反映され、こうした行事はやがて民間でも行なわれるようになる。正月には

ヤナギの枝に餅花を結んだり、柳箸などを作る風習も生まれて、鬘(カズラ)や挿頭 

(カザシ)として髪に挿し、繁栄や長寿を願う行事になっていった。 

古代の中国にもヤナギにまつわる習俗は数多く残されており、サソリの毒除け

や魔除けなどにも用いられ、やがて邪気を払う力があると信じられるようになった。

6 世紀の初頭に成立した北魏の『斉民要術』(セイミンヨウジュツ)にも、正月には

家の入り口にヤナギの枝を挿して、百鬼が家に入るのを防いだことが記されている。

唐代にはヤナギの冠をいただく習慣がすでに生まれており、これはやがて行なわれた

『清明節』の行事の中にも取り込まれ、ヤナギの枝を用いて新しい火を起こし、枝を

門や軒先、さらには髪に挿し、これにより禍から逃れることができると信じられる

ようになった。こうした習俗はやがて日本にもひろがり、これが『万葉集』に詠ま

れる結果となったのだろう。中国では随代には黄河と淮河(ワイガ)とを結ぶ運河

である『通済渠』(ツウサイキョ)の堤防には、煬帝(ヨウダイ)の命によりヤナギが

植えられ、唐都長安ではヤナギの並木があったと伝えられている。 

中国では楊と柳を区別しており、楊はネコヤナギを柳はシダレヤナギをいい、

並木道にはシダレヤナギが植えられた。中国原産のシダレヤナギが、日本に渡って

きたのは、梅や桃などと同じ奈良時代のことである。唐都長安を模して平城京でも

柳が街路樹として植えられたという。『万葉集』の大伴家持の歌には 

   春の日にはれる柳を取り持ちて 見れば都の大路し思ほゆ 

というものがあり、都の大路には柳の木が植えられていたことがうかがえる。こう

して柳は平安時代になると和歌の素材としても定着し、『古今集』では 

   見渡せば柳桜をこきまぜて 都ぞ春の錦なりける 

と素性法師によって詠まれるようになる。そして中国で｢柳眉｣とか｢柳糸｣といわれ

ていた言葉も模倣されるようになった。『源氏物語』の｢若菜下｣では女三の宮の容姿

が｢青柳｣に似ており、その髪が｢柳糸｣に例えられている。そして『万葉集』以来、

柳は梅や桜などのほか、鶯との組み合わせにおいて詠まれるようになる。このことは

やがて、梅の香、桜の色、そして柳の枝垂れを、一本の木の中で実現したいという

欲望に変化してくる。1086 年(応徳 3 年)に藤原通俊の手で完成した『後拾遺集』

には中原致時(ムネトキ)の歌として次のようなものが見える。 

   梅が香を桜の花ににほはせて 柳が枝に咲かせてしかな 

この歌には王朝の華麗さとともに平安末期の退廃的な側面をも感じることができ



花の縁 03－04－12 

                        
  

3

3 

よう。また鎌倉時代になると吉田兼好は『徒然草』の中で 

   柳、又おかし。卯月ばかりの若楓は、すべてよろづの花紅葉にも勝りて, 

  めでたき物也。橘、桂、いづれも、木は物古り、大きなる、よし。(139 段) 

と記しており、この時代にも特別な木とされていたことがうかがえる。 

こうした柳に対する人々の思いは、さまざまな俗信を生んで行くことになった。

その一つは中国の『折楊柳』であろう。これは親しい人が旅に出るときに、柳の

枝を折り、環の形に結んで贈るというもので、｢環｣は｢還｣につながるところから、

柳の霊力によって無事に戻ることができると考えられたのである。また当時の思想

では旅人が疲れ果てて魂を失わないように、この世に繋ぎ止める働きがあるとも

考えられていた。唐代の詩人楊巨源(ヨウキョゲン)は次のように詠っている。 

 

    折楊柳 

 

   水邊楊柳麹塵絲  水邊の楊柳 麹塵(ｷｸｼﾞﾝ)の絲(ｲﾄ)  

   立馬煩君折一枝  馬を立(ﾄﾄﾞ)め君を煩わせて一枝を折る 

   惟有春風最相惜  惟(ﾀﾀﾞ)春風の最も相惜しむ有り  

   殷勤更向手中吹  殷勤に更に手中に向って吹く 

 

「麹塵の絲」とは麹カビのことで、葉の緑色を表現している。馬を止めて旅立とう

としている君の手を煩わせて、柳の小枝を一枝折った。春風は二人の名残りを

惜しむかのように君の手の中を心地よく吹き抜けて行く。本来自ら折るべき柳の枝を

旅立とうとする友に折らせたところに、二人の関係の親しさが伝わってくる。

こうした『折楊柳』の習慣から、柳は送別の象徴になった。当然のことながら

こうした習俗は日本にも渡来したが、あまり定着しなかった。そのかわりこの木は

『結界の木』としてさまざまな場所の境界に良く植えられた。町外れの隣町との境

や村の境、橋のたもとや遊郭の出入り口などである。遊郭の柳は見返りの柳である。

それはさておきこうした境界意識は、やがてこの世と冥界との境界意識と重なり、

墓地に植えられるようになり幽霊が出るという俗信を生み出した。これは日本独自

のもので中国には存在しない。そして時代が経つにつれて墓地には、柳の代わり

に姿が似ていて花が美しい、枝垂桜が植えられるようになって行く。 

しかし不思議なことにヨーロッパにも似たような話が残されている。ホメロスの

『オデュッセイア』では冥界の入り口、アケロン川の辺に柳の木があり、この光景を

オデュッセウスが見たことが記されているのである。また『旧約聖書』の『詩編

137篇』でも｢バビロンの流れの辺で柳に琴をかけ、我らはシオンを思い出して涙を

流した｣と記されている。しかしこれはポプラだとする説もある。それはさておき
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このため柳はヨーロッパでは、死と嘆きの象徴となり、英語で『wear the willow』

という｢柳の木で作った冠をかぶる｣という言葉は、｢愛人の死を嘆く｣という意味に

使用されている。また『枝垂れ柳』という呼び方は英語では『weeping willow』で､

これは悲しみにうなだれた姿をあらわし、枝が垂れ下がった姿をあらわすもので

はない。一方、切っても切っても芽を吹くことから、キリスト教では福音のシンボル

にされている。もともと柳には二面性があったようで、柳の枝は占いのための杖で

あり、悪霊から身を守るための道具でもあった。オルフェウスが地獄に堕ちたとき､

悪魔から彼をすくったのはこの柳の木であった。しかしその反面、ユダが首を吊ったと

されている木も、この柳に他ならなかった。もっとも柳に限らずユダが首を吊ったと

されている木は、他にもニワトコ、ポプラなど数多くあり、あまりあてにはならない。

しかし中でも柳は独特の風情があったため、人々に自殺を唆しているように見られて

いたのだろう。このため悪魔が植えた木とも考えられている。柳は魔女たちが集まり、

そこで謀議を計って、聖なるものを否定する誓いを立てる場所とも考えられていた。

だから夜中に柳のそばを通った折に、笑い声や誘い声がしたときは､気をつけなければ

ならないとされていた。ワグナーの歌劇『パルジファル』に登場する魔女が、そこに

いると考えられていたのである。この魔女こそバプテスマのヨハネの首を所望した

『ヘロディア』であり、キリストの死を嘲笑った女だったのである。またナポレオン

が流されたセントヘレナ島にも大きな柳があり、この木の下にナポレオンはしばしば

腰掛け、自らの悲運を嘆き、フランスの大地に思いを巡らせたと伝えられている。 

柳はその独特の姿から人々の限りない連想を呼び、さまざまな物語の材料とされ、

災難や迷信、説話や文学にも多大な影響を与えてきた。そういうわけで世界中の

文学作品にも数多く見ることができるのだが、わが日本では石川啄木の歌がいい。 

   やはらかに柳あをめる 

   北上の岸辺目に見ゆ 

   泣けとごとくに 

この歌は日本人にとって忘れることができない作品の一つであろう。啄木が故郷

を思い出して詠った数ある歌の中でも、珠玉の名作といえるものである。春の到来

を告げる柳の芽は啄木に限らず、冬が長いこの地方の人々にとって、なによりも

待ちこがれていたものなのだろう。全ての花がいっせいに咲き誇る北国の春ほど

美しいものはない。そしてもう一つ柳に関する歌で忘れられないものがある。それは

ユーミンの卒業写真である。またまたユーミンで申し訳ないがここに記してみたい。 

 

      卒業写真 

 

   悲しいことがあると 開く革の表紙 
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   卒業写真のあの人は やさしい目をしてる 

   街で見かけたとき  何も言えなかった 

   卒業写真の面影が  そのままだったから 

   人ごみに流されて  かわってゆく私を 

   あなたはときどき  遠くで叱って 

 

   話しかけるように  ゆれる柳の下を 

   通った道さえ今はもう電車から見るだけ 

   あの頃の生き方を  あなたは忘れないで 

   あなたは私の    青春そのもの 

   人ごみに流されて  かわってゆく私を 

   あなたはときどき  遠くで叱って 

 

   あなたは私の    青春そのもの 

 

柳の木が別れを意味するということを知ってか知らずか、ユーミンは見事に青春の

切ない一ぺージを、余すことなくこの詩の中に織り込んでいる。そして老いも若きも

誰しもが、こんな甘酸っぱい思い出を一つ二つ心の奥に綴じ込めて、生きているのだ

ろう。「人ごみに流されてかわってゆく私」という表現が、心憎いほど巧みで心に響く。 

さてヤナギで楊枝を作ったことは前にも触れたが、現在の爪楊枝は多くの場合

はシラカバやウツギなどで作られている。高級料亭ではクロモジの楊枝を用いて

いるが、本来楊枝といえば楊にきまっていた。B.C.2000年頃バラ門教徒はその教え

に従い、インド菩提樹などの木を用いて歯を磨いた。中国に仏経が伝えられると、

この習俗も同時に伝わり、中国にはインド菩提樹がなかったので、入手しやすい

楊の木が用いられた。僧侶は身だしなみも人の範たらねばならなかったから、楊枝

を使うことも率先して行なわれた。この習慣はやがて一般にも普及して、広く楊枝

が使われるようになり、現代の歯磨きになったのである。 

楊柳を取り込んだ諺や熟語、隠語の類は実に多い。その生命力が極めて強く、枝を

逆さまに挿しても根付くことから、｢縦横倒順｣という諺が生まれた。また｢柳に風｣は

物事に逆らわらず、巧みに受け流すことのたとえである。盗人仲間の隠語で柳と言

えば「遊ぶこと」を意味し、芝居者仲間の隠語では「太鼓持ち」のことをいう。

「柳俎板」(マナイタ)は柳の木で作った俎板で柳には有毒成分が含まれていない

ところから珍重された。｢柳の酒｣は京都の造り酒屋がつくる美酒であり､｢柳風呂｣

というのは兵庫県にあった風呂屋の一つで、遊女を呼んでペペンシャンシャン

としゃれていたところなのである。 
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鯖街道入り口の枝垂柳、ここで日本海方面に旅立つ人を見送ったのだろう。まさに『折楊柳』

の詩が生まれ、旅行く人に一枝を折って手向けた場所なのである(京都市左京区）。 
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鴨川べりの柳。かなりの古木である。新撰組の近藤勇も土方歳三もそして、坂本竜馬も

桂小五郎もこの柳の前を刀を下げて歩いたのだろうか(京都市左京区）。 

 

木材を江戸へ運ぶ根拠地だった巴波(ウズマ)川の柳。川沿いには旧家が立ち並ぶ(栃木市）。 
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水郷地帯の佐原町内を流れる小野川の両岸にも枝垂れヤナギが風にゆれる。両岸には佐原の

旧跡が多く、伊能忠敬の旧宅や記念館がある。またこの橋は忠敬橋である(千葉県香取市)。 

 
利根川のクリークを米の流通に利用して栄えた商都佐原。そこここに繁栄した時代の名残が

見える。しかし車時代になって、道幅が狭いことがネックになっている(千葉県香取市)。 
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柳が多く植えられたクリークがそのまま地名になった柳川市。北原白秋の故郷である。

市内には白秋所縁の地が多い(福岡県柳川市）。 

 
北原白秋のふるさと柳川。白秋がここで暮らしたのは 15 年ほどだった(福岡県柳川市)。
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前橋市内を流れる広瀬川は、前橋市民にとってはまさにふるさとの川だが、両岸には柳

の木が多く植えられており、周辺部は公園やスポーツグランドが多い。 
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野川公園の左岸はヤナギの並木になっている。その昔は国際基督教大学のゴルフ場だった

野川公園だが、その時代から植えられていたのだろうか(東京都野川公園）。 

 
長野県東御市の海野宿にも柳が植えられている。海野宿は北国街道沿いの宿場町で、江戸

末期の家並みがそのまま残り、『重要伝統的建造物群保存地区』に指定されている。 
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とかく文学や謡曲などに登場する遊行柳(ﾕｷﾞｮｳﾔﾅｷ )゙は、那須塩原市の東、黒磯駅から 10ｋｍ

あたりのたんぼの真ん中にあった。正式には那須塩原市芦野である。標識がなければ

見落としてしまいそうだ。松尾芭蕉は『奥の細道』の中で、危うく道を失いそうになるが、

農民に道を教えられて無事に白河へと向かった。芭蕉はここで以下の一句を詠んでいる。 

   田一枚 植ゑて立ち去る 柳かな 
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13 

 
遊行柳の近景。｢遊行柳｣は能の曲目の一つで、奥州に至った遊行上人が老人の案内で朽木

の柳にたどり着き、柳の精から十念を授かるというものである(栃木県那須塩原市）。 

 
柳の果実(長野県川上村）。 
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ネコヤナギの新芽、中国流に記せば、この種は「楊」になるのだろう(埼玉県深谷市）。 
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15 

 
ヤナギの木を食樹として育つコムラサキの♂、羽の表面は光沢のあるブルーで陽にあたると

美しく輝く。しかし♀にはこの光沢がない(長野県川上村）。 

 
コムラサキの裏面(長野県佐久穂市）。 
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16 

 
ヤナギやシラカバの葉を食樹として育つキベリタテハ、このためにコムラサキと共に

川原の湿地などに集まって吸水することも多い(長野県川上村）。 

 

キベリタテハはタテハチョウ科の道化者で、車の屋根や人間の肩などにもしばしばとまる。これ

は干してあった車のマットで日光浴しているところ（長野県川上村）。         目次に戻る 


