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９）キク＝菊 
キクはキク科の多年草で、一般的には鑑賞用に栽培されるキク科植物全体を指して

言うことが多い。しかし広義にはキク科キク属植物の総称で、春の桜とともに秋の菊

は、日本人の文化形成に多大な影響を与えてきた。キク科植物は世界には約20,000種

もあり、キク属も非常に大きな属で、双子葉植物の中では も進化したものと考え

られている。日本には約120種が分布し、ミコシギク、ハマギク、イソギク、ノジギク､

シマカンギク、アワコガネギクなどがあり､この他にも食用菊や除虫菊などがある。 

ほとんどのキクは冬になると葉や茎は枯れるものの、茎は木質化して残り、この茎

から翌春新芽を出す。葉は単葉で浅くあるいは深裂して、いわゆる菊の葉状となるが､

中には裂け目のないものもある。葉の表には羽毛が少ない反面、裏面には白色の綿毛

が密生するものもある。頭状花は大きいものになると、野生のもので茎 5cm、小さい

もので茎1cmほど、栽培されたものには茎20cmに及ぶものもある。頭花の周辺には

雌性の舌状花と、中心には両性の管状花があり､ともに結実する。 

栽培種の菊には野生のものと同じものはない。このためその原種をめぐって諸説

がある。オランダの植物学者ツンベルクは、シマカンギクを元に改良したものとし､

故牧野富太郎博士はノジギクから作出されたものとしている。またマキシモビッチや

ヘムズレーなどの植物学者は、チョウセンノギクやオオシマノギク、リュウノウギク

など数種類のノギクが交配されたものという説をとっている。 一方北村四郎博士は

シベリアから朝鮮半島、中国東部に分布しているチョウセンノギクと、中国南部に

分布するシマカンギクとが、中国中部で自然交雑したものとしている。遺伝子分析

により、こうした諸説の正否が判明する日も近いことだろう。 

和名の由来は漢名の菊の音読みとされている。しかし江戸時代の末期ごろに成立

した『和訓栞』(ワクンカン)によれば、和名の菊はもともとククと読まれていたとして

いる。ククは久久と記し、久しく香るもの、つまり長いこと花が咲いている意味である

というのだが、他にも菊は掬であり物を掬(スク)いとるときの手の形に、花の形が

似ているため、とする説もある。別称としては、アキノハナ、イナデグサ、カタミグサ、

ヨワイグサ、などという地方もある。学名は『Chrysanthemum moriforiumm』で、

属名は黄金色｢chrysos｣と、花を意味する｢anthemon｣からなるギリシャ古名で、種小辞

｢morus｣はクワ属のような葉を持つという意味である。地中海沿岸地方に自生する菊

は黄色い花をつけるために、ギリシャではこの名前で呼ばれていたのである。イギリス

での呼称も『Chrysanthemum』で、中国での呼称は前述のごとく『菊』である。 

 中国の『陰陽思想』では偶数を陰数とし奇数を陽数としているため、9 月 9 日は 9

という 大の陽数が重なるところから当初は『陽の気』が強すぎるとして不吉な日と

され、これを祓う行事が行なわれていた。しかし時代が経つにつれて陽の重なる日は

吉祥の日と考えられるようになり、漢代より『重陽の節句』として認められ、様々な
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行事が執り行われた。また旧暦の 9 月 9 日はキクの花の開花期に当るため菊花との

連想が働き、やがて『菊の節句』とも言われるようになった。中国で菊は不老長寿の

薬として早くから注目され、漢方では秋に頭花を摘んで陰干しにしたものを『菊花』

(キクカ)といい、頭痛やめまい時に煎じて飲んだ。また漢代に編纂された『楚辞』

(ソジ)や『山海経』(サンガイキョウ)などには、菊酒で長寿を願ったなどという記述

が見える。しかしこうした背景には次の説話も密接に関連しているように思われる。

その昔、汝南(ジョナン＝漢代に置かれた郡の名)の桓景(カンケイ)という者が、方術

(ホウジュツ＝不老不死の術や占い、医薬などを行なう術。)の達人であった費長房

(ヒチョウボウ)のところで修行をして数年が経ったとき、師の費長房は桓景に不吉な

予言をする。「今度の九月九日に、お前の郷里では大災厄が起こるから、家人に赤い袋

を縫はせて、その袋の中に呉茱萸(01-04-04 参照＝ミカン科の落葉小低木)を入れて、

これを臂(ヒジ)に掛けて山に登り、菊花の酒を飲めば、災厄を必ず避けることが出来る

だろう」というものであった。このため桓景は師の教えの通りにしたところ、桓景の

一家は災難から逃れることができたと言う。この故事により、とりわけ旧暦の九月

九日は『登高』といって高いところに登り、野外で菊花酒を飲み交して邪気を払い､

延命長寿を願う行事が行なわれるようになった。菊の花や葉とそれに米で醸した｢菊酒｣

は古くから霊酒とされていたが、こうした故事とかかわりあいながら、『菊の節句』

は次第に行事として、定着して行ったのだろう。 

一方、河南省南陽の甘谷の水には、上流の山に生える菊の花が、水に落ち流れ出す

ため滋養に富み、その水を飲む人は長寿になり、150 歳にもなるといわれていた。

このために菊は『延年草』とか『寿客』などともいわれ、この話はやがて日本にも

伝わり、甲斐の国には菊の花が咲き乱れるところがあり、その谷に流れる水を人々

が飲むと、鶴のように長寿になると伝えられた。山梨県の都留郡はこの故事による

ものと、『甲斐国風土記』の逸文には記されている。 

菊の名前が初めて日本の文献に登場するのは『古事記』である。｢菊理姫｣の記述を

｢久久理比売｣としており、キクをククとする説の一つの拠所にもなっている。また 

751 年に成立した日本 古の漢詩集『懐風藻』(カイフウソウ)には、長屋王の邸宅

で開かれた宴席の詩に｢菊浦｣や｢浮菊｣、｢菊酒｣などという語句も見られ、この頃に

はすでに菊が栽培されていたという説もある。しかしながらこうした語句は中国の

漢詩文を単にまねたもの、という説もあり、確かに『懐風藻』にはそうしたものも多く､

後者の説にもそれなりの根拠がある。また『懐風藻』と同じ頃、8 世紀後半に成立した

『万葉集』には菊を詠んだ歌は一首も見ることができず、このことも後者の説を支援

している。しかし『万葉集』に菊が現れない理由として、当時はまだ鑑賞用の菊は

渡来しておらず、薬用菊も珍しかったため詠まれなかったという説や、単に偶然とする

説など、こちらも諸説があり定かではない。しかし奈良時代の初期には中国から渡来
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していたものと思われ、当初は薬草として一部でしか栽培されていなかったものと考え

られる。892 年に成立した『類従国史』(ルイジュウコクシ)には、延暦 16 年(797 年)10 月､

桓武天皇が菊花を賞したことが記され、その時の歌として、 

   このごろの時雨の雨に菊の花 散りぞしぬべきあたらその香を 

と記されている。また 10 世紀初頭の『延喜式』には黄菊の花が、讃岐、阿波、若狭、

下野、近江、甲斐の国などから、宮中に献上されたことが記されている。 

 『重陽の節句』はやがて日本にも伝わり、宮中の正式な行事になった。『日本書紀』

によれば、この行事は天武天皇の 14 年(685 年)に始まったものの、翌年の 9 月 9 日

には天武天皇が崩御したために、今度はこの日は『忌日』(イミビ)となり、この行事も

しばらく行なわれなくなってしまった。しかし大同 2 年(807 年)に再興され、以来

毎年行なわれたるようになった。また嵯峨天皇も菊の花を好んで、多くの歌を残して

いる。宮中では神泉苑に多くの文人を召して、菊の歌を詠んだという。905 年頃に

成立した『古今集』にも紀友則の歌として、 

   霧ながらおりてかざさむ菊の花 おひせぬ秋のひさしかるべく 

と詠まれている。この頃には宮廷を中心に貴族社会では､ かなり鑑賞用の菊が栽培

されるようになったものと思われる。9 世紀末の寛平年間には『菊合わせ』が盛んに

行なわれ、翌 10 世紀の延喜、天暦の頃には『新菊会』『残菊会』などの催し物が

行なわれていた。菊合わせは集まったもの同志が左右二組に分かれて、持参した菊

の花を一輪ずつ出し合って花の優劣を競い、勝った方が一首詠むと言う貴族の遊び

であった。また『枕草子』の｢草の花は｣(64 段)の中には 

   草の花は撫子。唐のはさら也、大和のもいとめでたし。女郎花。 

  桔梗。朝皃。刈萱。菊。壺菫。 

などとして、美しい花の一つに数えている。清少納言の時代はちょうど紀元 1000 年

の頃で、この頃になると鑑賞用の菊もかなり一般化してきたと思われ、『源氏物語』

などの平安文学の中にも、しばしば登場するようになる。 

こうして『重陽の節会(ｾﾁｴ)』には、酒を杯にそそいで菊の花を浮かべて、これを飲む

｢菊の宴｣といわれる行事も行なわれるようになった。前述の『和訓栞』によれば､

菊をかつては｢クク｣といったと記されているが、この九月九日の行事からこの名称

になったという説もある。また菊は不老長寿の薬として早くから注目されていたため、

『菊の被綿』(キクノキセワタ)という習慣もうまれた。これは重陽の節会に行なわれる

もので、陰暦の九月八日の夜、菊の花を真綿で包み、夜露にさらして菊の香りを真綿

に移し、重陽の日にその綿で体を拭うと寿命が延びるというものである。重陽の節句

は江戸時代になると、五節句の一つともなり、諸大名はこの日に菊花を添えて、献上品

を将軍に献じ、浅草寺の観音堂では、菊供養が行なわれるようになった。 

菊の栽培が一般に広く行なわれたのは、江戸時代になってからのことで、武士を
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中心に栽培が進み、品種改良も盛んに行なわれるようになった。中国でも宋代 (960

～1206 年)になると、菊の品種改良が急速に進み、菊の本が出版され、新品種がどん

どん誕生した。これが明代(1368～1644 年)になると一層のこと盛んになり、この

隆盛は日本にも少なからぬ影響を与えた。特に家光晩年の正保(ショウホウ)年間

(1644～1648 年)になると中国から白牡丹、大白(タイハク)、鵝毛(ガモウ)、酔楊貴

(スイヨウキ)などの改良品種が渡来し、菊への感心は頂点に達した。こうして寛文年間

(1660～1672 年)には 80 品種が栽培されていたという。その後、元禄時代になると

日本での品種改良も急速に進み､ 約 250 種類が栽培されるようになり、現在栽培

されている品種は、ほとんどがこの頃のものと思われる。18世紀になると地方の城下町

にも菊文化が広がり、菊の本も出版されるようになった。享保年間(1716～1736年)に

出版された『扶桑百菊譜』には、花茎35cmにも及ぶ大輪品種も生まれたことが記されて

いる。次第に地方でも菊の品種改良は進み、嵯峨菊、肥後菊、伊勢菊などの個性的な

品種が創出された。江戸後期になると団子坂や巣鴨では、菊人形の見世物なども

流行して、日本独自の道を歩み始めたのである。 

一方、関西地方には9月9日を『栗節句』と言い、栗ご飯を炊いて栗の贈答を行なう

ところも多い。秋の収穫への感謝の気持ちを、栗に託したことが起源なのだろう。

他方、北九州には『くんち』、『おくんち』と言って旧暦の9月9日､19日､29日には、

赤飯を炊いて餅を搗き、菊の花を供えて収穫を祝う習慣がある。現在でも菊の花や

葉を酒に浮かべて、神や祖先の霊に供えている。菊雛といって雛を飾るところも

少なくない。これは三月の流し雛と同様、お祓いのための人形であった。しかし

こうした伝統も一般家庭ではすっかり廃れてしまい、昨今では観光のための祭り部分

だけがクローズアップされているように見える。ただ何処のくんちにも共通する点は、

祭礼が行なわれる神社から、御旅所まで、神輿による御神幸が行なわれる点である。

これに大名行列や、稚児行列、山車や曳山、山笠などが伴うところも多い。そして

獅子舞とお囃子、さらには踊り子も加わって華やかに舞を演じながら行進するので

ある。この行列に加わるものは地方によって異なり、その地域ごとの特色にもなって

いる。また九州博多の商家では、紅白の餅と赤飯を供えて、必ず菊の花を添える

習慣がある。こうした習俗は菊の花と収穫の季節が重なっていたために、 秋の実り

を感謝するとともに、翌年の豊作を祈願し、不老長寿や、商売繁盛を祈るものへと､変化

していったためで、これは関西地方の『栗節句』も同様である。さらに遠く遡れば、

中秋の芋名月も『収穫儀礼』と言う点で、重なってくる。 

さてこのくんちの起源が9日であるとする説の他にも『供日』とする説や『宮日』と

する説などがある。一般的には 9 日説が有力視されているものの、他説も捨てきれ

ない。長い歴史の中で様々な要素が縒り合わされて今日に至っているのだろう。

特に有名なものは福岡県博多のおくんち、長崎のくんち、佐賀県唐津のくんちなどで、
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博多櫛田神社のおくんちは1200年の伝統があるといわれ、長崎くんち、唐津くんちは

国指定重要無形民俗文化財となっている。長崎くんちは寛永 11 年(1634 年)に、基督

教徒鎮圧のために当事の長崎奉行榊原飛騨守の肝いりで始まったと伝えられており、

高尾と音羽という二人の遊女が、諏訪神社神前に謡曲｢小舞｣を奉納したことが長崎

くんちの起源であると伝えられている。しかし本来の 9 日の意味である収穫への

感謝や、翌年の豊作への祈願からは、むしろ後退しているように見える。 

菊にまつわる物語としては『御伽草子』に記された｢かざしの姫｣の伝説が有名で

ある。源中納言の娘かざしの姫は、草花を愛し菊の花をとりわけ好んだ。ある日､

菊の花の移ろうことを悲しみながら眠りに着くと、 姫の前に一人の若者が現れ、

姫に恋心を打ち明ける。姫もこの若者に恋心を感じて二人は楽しいひとときを過ごす。

しかし夜が明けると若者は菊の花園へ去っていった。ところがその頃朝廷では、

『花そろえ』が行なわれることとなり、姫の父は菊の花を朝廷に献上することを

決めた。その晩姫のところにやってきた若者は、自分が菊の精であることを打ち明け､

自分の命も『花そろえ』の時までしかないことを姫に告げた。 二人は涙にくれて別れを

惜しんだが、若者は二度と姿を現すことはなかった。その後姫は女の子を生む。

その子は大変に美しく成長し、天皇は女御に迎えたいと言ったという物語である。 

菊がヨーロッパに伝わったのは1688年のことで、ポーランド人ヤコブ・ブレイヌが

日本から輸入したという記録がある。一方1798年にはフランス人のブランカールが、

中国のマカオからマルセイユに輸入した菊が、 初の確かな記録であるともいわれ､

これがヨーロッパ各地に広まったという。その後イギリスの王立園芸協会のプラント

ハンターであったフォーチュンが、1862 年に日本から菊を導入している。また

アメリカに菊が導入されたのは 1820 年頃のことで、急速に品種改良が行なわれる

ようになった。ことにアメリカでは大学や試験場の研究室で、新しい栽培方法の研究

も行なわれ、開花調節の技術開発が一気に進んだ。その後 20 世紀になると被覆栽培

による短日処理や、電灯照明による抑制栽培などの基本的技術を用いて、経済栽培

も行なわれるようになり、菊は一年中花を見ることができるようになった。さらに

時代が下ると矮性種栽培方法の開発なども行なわれるようになった。 

後鳥羽天皇(1180～1239 年)は桐の花を皇室の紋章としたが、菊の紋を好み、桐に

加えて菊を紋章とした。衣服、刀剣から懐紙にいたるまで、すべて菊の紋を入れた

という。その後、後深草天皇、亀山天皇、後宇多天皇もこれに習って菊の紋を用いた

ため、菊紋はやがて皇室の紋章となり、明治４年(1871 年)には『十六葉八重表菊』

を皇室の紋章と定め、宮家共通の紋章は『十四葉一重裏菊』となった。武士も菊の

紋を好んで用いたが、菊には延命長寿の霊力があると考えていたからであろう。この

ため菊紋は極めて多く、 楠氏のように他のものと組み合わせた『菊水紋』などもある。

しかし以上のような歴史的事情により襲にはない。 
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繊細な花弁が特徴の嵯峨菊はいかにも京都の上品さと優雅さがにじんだ花である(栽培品）。 

 
嵯峨菊(栽培品）。キクは『頭状花序』の代表である。[植物の用語集図説]を参照してください。 
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嵯峨菊,この菊は神代植物公園内に展示された多摩地区 12 市の菊愛好会会員による作品で、

一年間丹精した成果を展示したものである(東京都調布市）。 

 
神代植物公園内に展示された多摩地区 12 市の菊愛好会会員による作品(東京都調布市）。 
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神代植物公園内に展示された多摩地区 12 市の菊愛好会会員による作品(東京都調布市）。 
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笠間神社の菊祭りで展示されていた菊。珍しい色だったので思わずカメラを向けてしまった。 

 
神代植物公園内に展示された多摩地区 12 市の菊愛好会会員による作品(東京都調布市）。 
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黄色の花弁が盛り上がるようなキク(栽培品）。菊は寿命が長く 3 週間ぐらいに及ぶ。 

 
荘厳な式典には欠かすことのできない白菊(栽培品）。匂いやさしい白菊であり、愛や悲しみ

そして時には苦しみ…日本人の伝統的な儀式を常に見つめてきた花である。 
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神代植物公園内に展示された多摩地区 12 市の菊愛好会会員による作品(東京都調布市）。 

 

笠間稲荷神社の菊祭りに展示されていた菊である。大輪で花弁数も多かった。 
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神代植物公園内に展示された多摩地区 12 市の菊愛好会会員による作品(東京都調布市）。 

 
中輪に仕上げられた美しい嵯峨菊の花(栽培品）。 
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品種名不詳の小菊 

 

神代植物公園創立 50 周年のイベント会場に飾られた菊の数々(神代植物公園入り口）。この

『神代花車』と題する作品は、多摩地区 12 市の菊愛好会会員の作品である(東京都調布市）。 
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実に密に咲いた菊の懸崖作り(福島県天栄村ふるさと文化伝承館）。 
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笠間稲荷神社の菊祭りに展示されていた黄菊の懸崖作り(茨城県笠間市笠間稲荷神社)。 
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笠間市の菊の展示はすべてこのようなヨシズ張りの小区画の中で展示されている。これは

笠間稲荷に限ったことではないが、どのブースも整然と展示されていた。 

 

笠間稲荷神社の庭園には懸崖作りの菊や、鉢に植えられた小菊があちこちに置かれている。 
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笠間稲荷神社の拝殿を裏側から見るとここにも懸崖作りの菊が多数陳列されていたが、

季節が少し早かったせいか、まだ開花していないものが多かった。 

 

一般の展示場の奥に、さらに入場料800円也を支払って入る別コーナーがある。ちょっと高すぎ

かなと思ったので、「年金生活者用の高齢者割引は無いのっ？」て聞いてみると、｢いらっしゃる

のは高齢者ばかりなもので･･･」とのこと、チゲェネェ。写真は水戸黄門の菊人形である。 
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奥の建物の中ではNHKの『平清盛のドラマ』が菊人形で再現されている。右手は後白河法皇、

中央は平忠盛と妻舞子、そして生まれて間もない平清盛である。 

 
こちらは左から清盛の正室明子、継室時子、清盛の母宗子だが、菊人形の菊は時々入れ替

えなければならず、なるほど 800 円もやむをえないのかと感心させられた。 
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この左手の人形が目下着せ替え中の菊人形である。図らずも舞台裏を見てしまった。 

 
朝廷の命により海賊の討伐に乗り出した清盛と忠盛親子が、海賊の棟梁である兎丸と激しく

切り合うシーン。人形も少し回転して動きを出す仕掛けになっている。 
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朝廷から厚遇された平清盛と、冷遇された源義朝の菊人形像。 

 
左から平清盛、建礼門院、高倉上皇。各場面にはそれぞれ時代背景とともに登場人物の

由来等が解説されており、スピーカーからも解説が流れる仕掛けになっている。 
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笠間稲荷の菊祭りでは、このような作り物も数多く出展されており、これは五重塔。 
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一方こちらの方は城郭で、それぞれに工夫が凝らされている。 
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菊祭り開催中は、笠間市の繁華街はどこもかしこも菊で覆われ、菊の香りが漂う。 
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喫茶店もこんな菊で飾られ、街を挙げてのイベントであることがよく分かる。この時期

街中にやってくるトラックも、菊を満載しているものが少なくない。 

 
笠間市の名門ホテル旧井筒屋。東日本大震災の被害を受けて、廃業となったが、笠間市

ではこの名建築を後世に残すための再生事業に取り組んでおり、事業者を募集している。 
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白花ムショケギクは、別名ジョチュウギクと呼ばれ、現在でも殺虫剤の原料とされている。

また学名は『Tanacetum cinerariifolium 』である (東京都文京区小石川植物園）。 
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紅花ムショケギク(東京都文京区小石川植物園）。  
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フランスギク＝マーガレット           

 

紫バレンギク、学名は『Echinacea Purpurea』で、一般的にはエキナセアとして、ハーブ

やサプリメントに利用されており、美しい花を咲かせるものも多い。     目次に戻る 


