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２）ハギ＝萩 
ハギはマメ科ハギ属の総称で、落葉低木もしくは多年草である。秋の七草の一つ

とされ、鑑賞用として、また斜面の土留めなどとしても植えられることが多い。茎は

よく分枝し、冬に地際から上が枯れてしまう種類と、枝先だけが枯れてしまうもの

とがある。葉は互生し三小葉からなる複葉で、小葉は長さ 1～5cm である。晩夏から

秋にかけて、枝先の葉腋に蝶形の小さな花を、10～15個ほど対生状につける。花色は

野生のものは通常は淡紅紫色だが、園芸種には旗弁と舌弁の色が異なるものや白花など

がある。山野の陽当たりの良いところに自生し、世界には東アジアのほか北アメリカ

の温帯地方を中心に約 40 種が分布する。一般にハギと呼んでいるのはヤマハギ、

ミヤギノハギ、ニシキハギ、ツクシハギ、マルバハギなどで、高さは 2～3m になる。

ヤマハギは北海道から九州に分布し、ミヤギノハギは本州の日本海側に分布する

ケハギから園芸品化されたもので、日本の固有種である。ニシキノハギは本州中部

以西、四国、九州の陽当たりの良い山野に自生し、公園などにも植えられているが､

この変種には白花萩がある。またツクシハギは本州、四国、九州に分布する日本の

固有種である。和名の由来は生芽(ハエキ)の意で、毎年古い株から新芽を吹くところ

から名付けられたとか、萩の枝は帚に使われているところから、箒木が萩になった

とする説がある。『万葉集』でもハギは『芽』または『芽子』と記してハギと読ませて

いるものが多い。この他にもハギは｢秋｣の転じたものとする説など、諸説がある。 漢字

では『萩』の文字が当てられ、秋に草冠をつけているがこれは国字で、文字通り萩は

｢秋の花｣という意味である。学名は『Lespedeza』で､アメリカ合衆国のフロリダ州知事

だった V.M.デ･セスペデス(Cespedes)の名に因むはずだったが、誤植により C が L

になり､『Lespedeza』となったといわれている。イギリスでの呼称は『bush cover』､

中国では『胡枝花』『胡枝子』『胡枝条』などと呼んでいる。 

萩は秋咲き花の代表として『万葉集』や勅撰和歌集の中にもしばしば読まれて

いる。『万葉集』の中には萩の花を詠んだ歌は 141 首に及び、『万葉植物』中、 も

多い。集中『芽子』『芽』のほかにも『波疑』『波義』などとも記されている。 

   萩の花 尾花 葛花 瞿麦の花 女郎花また 藤袴 朝顔の花 

という山上憶良の歌は再三引用してきたが、万葉人は萩の花が咲くのを心待ちにして

おり、萩の花は暑い夏の終わりを意味する花でもあった。『万葉集』には 

   わが待ちし秋は来たりぬ然れども 芽子(ﾊｷ )゙の花そもいまだ咲かずける 

という歌もあり、秋を待ちわびる心が詠まれている。また当時は『秋＝萩』という

意識が強かったと見えて 

   人は皆萩を秋といふよし我は 尾花が末(ｳﾚ)を秋とは言はむ 

という歌もあり、｢人は秋は萩だというが、私は尾花が秋の花だと思っている｣と

いっている。また当時は萩の花見も行なわれていたようで、 
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   秋風はすずしくなりぬ馬並めて いざ野に行かな芽子(ﾊｷ )゙が花見に 

という一句があり、馬に乗って山野に萩の花見に行った習慣を知ることができる。 

しかし萩の花は秋の訪れを語るものだけではなく、恋の歌としても多くのものが

残されている。 

   わぎも子が屋前(ﾔﾄﾞ)の秋萩花よりは 実になりてこそ恋増さりけれ 

詠み人知らずのこの歌は、自分の妻が娘の頃から心ひかれていたが、今妻となって

から、一層のこと心ひかれると歌ったもので、今風に言えば、『また君に恋してる』

という坂本冬美の歌が思い出されるわけである。作詞は松井五郎氏、作曲は森正明氏

によるものだった。 

 

また君に恋してる 

 

朝露が招く 光を浴びて 

はじめてのように ふれる頬 

 

てのひらに伝う 君の寝息に 

過ぎてきた時が 報われる 

 

いつか風が 散らした花も 

季節巡り 色をつけるよ 

 

また君に恋してる いままでよりも深く 

まだ君を好きになれる 心から 

 

若かっただけで 許される罪 

残った傷にも 陽が滲む 

 

幸せの意味に 戸惑うときも 

ふたりは気持ちを つないでた 

 

いつか雨に 失くした空も 

涙ふけば 虹も架かるよ 

 

また君に恋してる いままでよりも深く 

まだ君を好きになれる 心から 



花の縁 05－03－02 

                                 

3

3 

 

また君に恋してる いままでよりも深く 

まだ君を好きになれる 心から 

 

30 年も前に歌われていた同じ歌が、歌手が変わることによってここまでイメージが

変わることを、いったい誰が想像できたであろうか。音楽の多様性と、歌手の個性

をまざまざと見せつけた歌であるように思えてならない。話は脱線してしまったが 

元のハギの話に戻るとしよう。萩はまた若い女性のイメージとも重なっていたようで、 

   ゆくりなく今も見がほし秋萩の しなひにあるらむ妹(ｲﾓ)が姿を 

という歌に見られるように、女性への連想を見ることができる。萩の枝のしなやかな

姿を見ていたら、あのようにしなやかなあの子に、たまらなく逢いたくなったという

ものである。さらに『万葉集』には秋の植物｢萩｣と、秋の動物｢鹿｣や｢雁｣と､さらには

｢露｣と結びつけて歌ったものも多く残されている。 

   秋芽子(ﾊｷﾞ)の咲きたる野辺の左牡鹿(ｻｦｼｶ)は 散らまく惜しみ鳴きゆくものを 

というもので、萩の花の散りゆくさまを惜しんで鹿も鳴いている、と詠っている。萩と

鹿の組み合わせはこの他にも 21 首がある。また萩と鹿と雁をすべて歌い込んだもの

も見られる。 

   雁は来ぬ萩は散りぬとさ牡鹿の 鳴くなる声もうらぶれにけり 

こうして万葉の秋は深まっていったのだが、萩と露との組み合わせたものも多く、 

   妻恋ひに鹿(ｶ)鳴く山辺の秋萩は 露霜(ﾂﾕｼﾓ)寒み盛り過ぎゆく 

などとも歌われたのである。このために萩は『鹿鳴草』とか『玉水草』という雅名が

用いられた。また萩の歌にはもう一つ『挿頭花』(カザシバナ)の習慣が見える。 

   さ額田(ﾇｶﾀﾞ)の野辺の秋萩時なれば 今盛りなり折りてかざさむ 

というもので、挿頭花は平安時代に生命力の強い植物の枝や葉を、髪に挿して飾る

もので、菖蒲や蓬などがその代表であった。この歌は当時の人々が、萩にもそうした

生命力を感じていたことを物語るものであろう。 

ハギが萩と記された 初の例は 10 世紀中葉に成立した『倭名類聚鈔』で、平安

時代以降は国字の｢萩｣を用いるようになったと見えて､『枕草子』の｢草の花は｣では 

   萩､いと色ふかう､枝たおやかにさきたるが､朝露にぬれてなよなよとひろごり 

  ふしたる。さ牡鹿の､わきてたちならすらんも､心ことなり。 

と萩の風情を記述している。さらに 91 段でも 

   面白き萩薄(ｽｽｷ)などを植えて見るほどに、長櫃(ﾅｶﾞﾋﾞﾂ)持(ﾓ)たるもの、 

  鋤などひきさげて、只ほりにほりていぬるこそ、わびしうねたけれ。 

と記されている。萩や薄の花を鋤で掘り起こして、長櫃に入れて持っていってしまう

者達がいて、口惜しいことだと言っているのである。 
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当然のこと『源氏物語』にも萩は登場し、｢桐壺｣の巻には｢桐壺の帝｣の歌として 

   宮城野の露吹き結ぶ風の音に 小萩(ｺﾊｷﾞ)が本を思ひこそやれ 

という歌が記されている。宮城野は｢宮中｣を意味し、小萩は｢若宮｣のこと、つまり

後の光源氏のことをいったものであった。当時宮中では『萩の宴』などが催された

ようで、『源氏物語』の｢横笛｣には『萩の宴』に関する記述も見える。そしてこの時代

になると萩は、日本人の美意識とも微妙に結びついて、萩の花が一面に美しく咲く様

を『萩の錦』と言ったり、萩の生い茂る原にわけいって、衣服が萩の花の色に染まる

ことを、『萩の花摺り』(ハナズリ)などとも言うようになった。さらに鹿のことを

『萩の夫』(ハギノツマ)といい、これは鹿は萩を妻として訪れるという故事に由来

するものである。この他にも古代の歌謡である催馬楽や、庶民の演劇ともいうべき

狂言『萩大名』にも、萩の花がさまざまな形で扱われている。萩は牧草の替わりに

家畜の餌にもなるため、都会に限らず日本中でよく知られた花木だったから、題材

にしやすかったのだろう。しかも新芽は食用として萩茶にしたり、種子は粉にして

粥や飯などに混ぜたり、枝は束ねて｢萩帚｣にしたり、茶室の萩天井としても利用され､

その上、屋根を葺く材料にもされていたから、大変に重宝な素材だった。 

萩はまた単に文学にとどまらず、絵画や染織など伝統工芸品の題材でもあった。

『鳥獣戯画』にはたくさんの萩の花が描かれており、この花が当時も身近かな秋の

花であったことがうかがえる。また宮中の清涼殿には『萩の戸』と呼ばれた障子が

あって、萩の花が描かれていたという。これは弘徽殿(コキデン)の上の局(ツボネ)

と藤壺の上の局との間にあったと伝えられている。しかしこれには異説もあり、前庭

に萩の花が植えられていたからともいわれている。 

安土桃山時代から江戸時代になると、萩の花は芸術のあらゆる分野で題材とされ、

俵屋宗達の『四季草花』を初め、多くの画家たちが描いた『秋草図』には必ずと

いっていいほど萩が題材にされた。また尾形光琳の『冬木小袖』に描かれた萩は、

繊細で素晴らしい。萩は風によくなびき、大きく枝垂れるところから、絵画としても

動きを取り入れるのに、都合の良い材料だったのだろう。この他、箪笥や棚、硯箱、

化粧道具などの意匠としても、萩の文様はしきりに用いられた。東京国立博物館には

『萩模様蒔絵螺鈿鞍』があり、出雲大社には『萩に鹿模様蒔絵手箱』が伝わる。

そして萩は薄とともに秋を表現する上で欠かすことのできない植物となってゆく。

しかし江戸時代で萩といえば、忘れることができないのは芭蕉の一句であろう。 

   一つ家に 遊女も寝たり 萩と月 

新潟と富山の県境に近い日本海を見下ろす市振(イチブリ)の街道沿いに、この句碑

は立てられている。傍らには年を経た松の古木があり、栄枯盛衰を物語っているよう

に見える。この句は『奥の細道』の中でも屈指の傑作であり、市振の浜に立つとき、

もの寂しい寒村の風景に包まれて、当時の旅を偲ばずにはいられない。元禄 2 年 7 月
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12 日の作で、同行した曾良もここで一句を残している。 

   行々(ユキユキ)て 倒れふすとも 萩の原 

このあたりは急峻な崖が延々と続き、所々に見える緩傾斜地には萩の花が咲き乱れて

いたのだろう。現在でも北陸本線の難所の一つで、新潟方面に行けば『親不知』『青海』、

富山方面に行けば翡翠の取れる海岸として名高い『越中宮崎』『泊』で、この辺りは

タブの木のところで見てきた『沼河毘売』(03-04-08-7タブの項参照)の郷でもある。 

襲としての萩は夏は表が青で、裏が赤または紫、秋は表が蘇方で裏は萌黄である。

『枕草子』には 136 段に 

   女房の装束、裳、唐衣、おりにあひ、たゆまでさぶらうかな。御簾のそばの 

  あきたりつるより見入れつれば、八九人ばかり、朽葉の唐衣、薄色の裳に、紫苑、 

  萩など をかしうてゐなみたりつるかな。 

と女房達 8～9 人の装束に関して記している。また萩の紋には｢束ね萩｣、｢抱き萩｣、

｢折しき萩｣、｢萩の丸｣、｢変わり萩の丸｣など多くのものがある。 

萩は文学や芸術のみならず、庶民の生活にも多大な影響を与えてきた。花札では

七月をあらわす札で、萩と猪が描かれた 10 点札と、萩と短冊の 5 点札などがある。

しかし親しみ深いのは何といっても『おはぎ』であろう。もとは『蒲団(ボタ)餅』

または『萩の餅』『萩の強飯(コワメシ)』と呼ばれていたが、略して『おはぎ』と言

われるようになった。しゃれて『萩の花』などともいう。現在の『おはぎ』は、糯米

(モチゴメ)と粳米(ウルチマイ)を混ぜて炊き、スリコギなどですり潰してまるめ、

上に餡または黄な粉などをつけたものである。昔はつぶし餡を餅の中に入れていた

ので、『蒲団餅』と記していた。今では｢ボタモチ｣というと｢牡丹餅｣と記すほうが

普通であるが、当時は餅を蒲団(フトン)に見立てていたのである。 

萩の名所は関西方面を中心に数々あって、何故か寺院が多い。萩の寺といわれて

いるのは大阪府豊中市の『東光院』で、奈良市の『白毫寺』(ビャクゴウジ)も萩の

名所として名高い。この寺は高円(タカマド)山の西麓にあり、かつては志貴皇子の

別荘といわれたところである。滋賀県長浜市の『神照寺』には、樹齢を重ねた萩の

老木が多い。また奈良市の『唐招提寺』は、中国の揚州から萩が送られて来て以来､

萩の名所の一つであり、揚州は鑑真の故郷でもあった。この他にも名もない寺に

素晴らしい萩が咲くところは秩父の山中に多く、秋には巡礼者が訪ねてくる。 

園芸用の萩には淡紅紫色のものだけではなく、花の白い『白花萩』、黄色味を帯びた

『白花ふたば萩』、白地に紅の小さな縦絞りが入る『源平萩』、梅雨の頃に咲く『夏紅萩』、

旗弁と舌弁の色が異なる『江戸絞り』、江戸絞りに花は似るが、大きくならず盆栽

仕立てにも造られる『木萩』など、さまざまな品種がある。繁殖は挿し木でよく着く。

季節は 3 月のお彼岸の頃と梅雨時がいい、また株分けでも苗木はすぐに作ることが

できる。中にはかなり大きくなる種もあるので植え場所を確保しておく必要がある。 
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『万葉集』では も多く詠まれている萩の花。日本では秋に咲く花は少なく、誰しもが夏

の暑い季節を、この花が咲くのを待ち続けて過ごした(東京都小平市薬用植物園）。 

 

紅萩の花、日本の寺院ではこの花がない寺はない、といっても過言ではない(長野県東御市）。 
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このやさしげな萩の風貌に万葉人は魅せられたのだろう。その後の時代も萩は和歌や俳句

などの材料として詠まれ続けて今日にいたっている(東京都小平市薬用植物園)。 

 
萩で名高い秩父の洞昌院(トウショウイン)には、ひときわ紅の濃い萩の花がある。品種名は

不詳だが、通常は紅萩と呼んでいるという。筆者はこの萩はここ以外では見たことがない。
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秩父には七草寺と言われている秋の七草に因んだ寺がある。この萩の美しい『洞昌院』の他、

尾花の『動光寺(ﾄﾞｳｺｳｼﾞ)』、葛の『遍照寺(ﾍﾝｼｮｳｼﾞ)』、撫子の『不動時(ﾌﾄﾞｳｼﾞ)』、女郎花の

『真性寺(ｼﾝｼｮｳｼﾞ)』､藤袴の『法善寺(ﾎｳｾﾞﾝｼﾞ)』、桔梗の『多法寺(ﾀﾎｳｼﾞ)』などである。 

 

紅萩は『敬老の日』前後が一番の盛りで、山の上まで濃紅や白、薄紫の萩の木で覆われる。   
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白花萩。『万葉集』には萩を歌ったものが 142 首ある。ほとんどのものが｢秋萩｣として詠われ、

白萩を謡ったものは 1 種もない。不思議な気がしてならない(千葉県東金市）。 

紅白の色合いが絶妙な『江戸絞り』の花(埼玉県深谷市）。 
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夏紅萩は6~７月ころに咲く萩で、萩のように長く伸びた枝が枝垂れるようにはならず、鉢植に

して、こじんまりと育てる。盆栽愛好家も減りこの萩も見られなくなった(埼玉県川口市）。 

 
ナンテン萩は葉がナンテンのような複葉になる萩である(長野県蓼科高原）。 
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萩に似た花のコマツナギ、学名は『Indigofera pseudotinctoria』で、属名は藍色を意味する

インディゴと、持つという意味の合成語で、藍色の染料をとるために栽培された(埼玉県嵐山町）。 
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12 

センダイハギは学名『Thermopsis lupinoides』で、漢字では｢先代萩｣と記す(箱根町湿性花園）。 



花の縁 05－03－02 
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13 

 
ムラサキセンダイハギ、学名は『Baptisia australis』で北アメリカ原産である（群馬県ぶどう峠）。 



花の縁 05－03－02 

                                 

14

14 

 
芭蕉の有名な一句が残された市振の海岸(新潟県糸魚川市）。        目次に戻る 


