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10）カエデとモミジ＝楓と紅葉(椛) 
カエデはカエデ科カエデ属の総称で、｢もみじ｣とも言うがこれは｢紅葉する｣という

意味の動詞｢もみず｣が、名詞化されたものである。園芸の世界ではモミジとカエデとは

明解に区別しており、イロハモミジ系のものをモミジと言い、イタヤカエデやウリハ

カエデの仲間をカエデと言う。モミジに関しては『涼を演出する木々』のところで

取り上げたので、ここではまずはカエデの中で紅葉するものを中心に話を進めて見たい。  

さて世界でカエデ属は160 種あり、このうち中国からヒマラヤ地方にかけて90 種、

日本には 26 種、ヨーロッパと北アメリカにはそれぞれ13 種が分布する。ヨーロッパ

や北アメリカに少なく、国土の狭い日本に比較的多いのは、氷河期にヨーロッパや

北アメリカでは多くの品種が枯死したためといわれている。これを実証するかの

ように、欧州や北米では化石としてのカエデは数多く発見されている。 

カエデの属名は『Aceraceae』で、切れ込んだ葉の形に由来する。和名のカエデは

カエルデ、つまり蛙の手に葉の形が似ているためで、別称としてモミジ、カエルデ、

カエルデノキなどがあり、イギリスでは『maple』である。 

中国で楓は日本のカエデとは異なり、｢フウ｣と言う木の名前で、これはマンサク

科の植物で、カエデは｢槭｣(セキ)と書いた。楓(フウ)と槭(セキ)が混同されたのは、

葉の形が似ていたためで、フウは日本には自生しない植物で、葉は互生し、カエデ

類が対生するのとは大きな違いがある。しかしなぜか中国でもトウカエデは｢槭｣と書か

ずに｢三角楓｣と記している。こうした混乱は紆余曲折を経ながら、日本にも伝わった

ようで、奈良時代初期においてはカエデの存在もモミジの概念も、不明瞭なもので

あったらしい。平安時代の 898～901 年に編纂された『新撰字鏡』によれば、カエデ

は｢鶏冠樹｣と記され、カツラと読まれていたらしく「鶏冠樹(ｶｴﾃﾞ)ﾊ 加戸天(ｶﾂﾗ)ﾅﾘ｣

と記されている。しかし 931～938 年の編纂による『倭名類聚鈔』では｢ヲカツラ｣

(雄桂、牡桂、乎加豆良)としており、『万葉集』でもカエデをカツラと読んでいた。

本来は｢槭｣であるべきものが、｢楓｣としたところから｢桂｣とも混同されて、当時は

現代のカエデにあたる植物は｢鶏冠樹｣と記したと見えて、平安時代には｢鶏冠木｣

としてしばしば登場する。 

  一方、奈良時代にはモミジはモミチといわれていたとようで、漢字も黄葉を用い

ていた。これが平安時代になると、紅葉の漢字が当てられるようになり、発音もモミジ

になった。従って『万葉集』ではモミチは｢黄葉｣を意味しており、秋の色は黄色と

考えられていた。柿本人麻呂の歌として、｢春へには花かざし持ち 秋立てば黄葉

かざせり」と記されている黄葉も、黄色だったことが想像できる。また『古事記』では､

『春山之霞壮夫』(ハルヤマノカスミオトコ＝02-02-10-4フジの項参照)に対して、兄の

『秋山之下氷壮夫』(アキヤマノシタヒオトコ)が｢応神記｣に登場する。ここでは春

の『霞』に対して秋は『下氷』となっており、当時は黄葉することを｢シタフ｣と



花の縁 06－02－10 

                                    

2

2 

言っていたのである。『万葉集』ではモミチを歌ったものは多く残されているが、

カエルデそのものを歌ったものは少なく、わずか 2 首に過ぎない。その一つは大伴

田村大嬢 (オオトモタムラノオオイラツメ)の一句で、 

   わが屋戸に黄変(ﾓﾐ)つかへるで見るごとに 妹を懸けつつ恋ひぬ日は無し 

と詠われている。この時代にすでに庭で栽培されていたことを知ることができるの

だが、ここでもカエルデは黄色であり、紅葉(コウヨウ)ではない。どうやら奈良時代

にはモミチは黄葉する植物全体を指していたようで、これが平安時代になると、その

中の代表である楓(＝槭)を指すようになり、やがて｢紅葉｣と記すようになったらしい。

そして時代の変遷と共にカエデは紅葉(コウヨウ)が特に美しかったところから、モミジ

(椛)と同一視されるようになり、葉が紅葉するもの全てをモミジというようになったの

だろう。言い換えるなら日本人の『紅葉感』が朧げながら確立されてきたのである。

しかしこのことは日本人が、四季の認識をはっきりと持ち始め、植物や自然の営みを

文学や芸術の中に、表現し始めたこととも無関係ではない。『古今集』では紅葉の歌は、

紅葉を隠す霧や、紅葉を散らす風、紅葉を染める露などとともに、自然の景観と

ともに歌われ、春の桜と合せて、秋の典型的な風物として表現されているのである。

『源氏物語』の｢紅葉賀｣では、光源氏が雅楽の『青海波』(セイカイハ)を舞う場面や､

｢総角｣(アゲマキ)では、紅葉狩りの場面がある。優雅で華麗で、この頃に確立された

日本人の『紅葉感』は、現代人の感覚に近いものとなり、次の時代へと受け継がれて

いったのである。また『古今集』には猿丸太夫の歌として 

   奥山に紅葉ふみわけ鳴く鹿の 声きく時ぞ秋はかなしき 

というものがあり、『後拾遺集』には能因法師の歌として、 

   嵐ふく三室(ﾐﾑﾛ)の山のもみぢ葉は 竜田(ﾀﾂﾀ)の川の錦なりけり 

という歌がある。これらの歌は日本人が四季という時季の流れをはっきりと認識し、

秋の象徴としての紅葉を表現した代表として見ることができよう。 

  こうして紅葉はその美しさを鑑賞する秋の風物として定着し、新たな概念ができ

あがっていった。奈良時代に始まった｢紅葉の宴｣は、平安時代になると｢紅葉狩り｣や

｢紅葉合わせ｣といった遊びへと発展し、京都の嵐山などは紅葉の名所となった。しかし

『万葉集』には鹿と萩を組み合わせた歌は 23 首あるのに対して、鹿と紅葉を組合せた

例は皆無である。これは万葉時代と平安時代とでは、秋に対する人々の意識が大きく

異なっていた一つの現れであろう。時代が下って鎌倉から室町になると美術品や工芸

品の中に、紅葉と鹿とを組み合わせた例が広く見られるようになり、春の桜と秋の

紅葉という季節の概念は、人々の心の中に次第に定着していったのである。 

  園芸品としての椛は江戸時代になると、その品種は急速に増大し、伊藤伊兵衛 

三之丞が元禄時代の 1693 年に著わした『花壇地錦抄』(カダンヂキンショウ)には、

23 種類を取り上げており、さらに伊藤伊兵衛正武は 1710 年の『増補地錦抄』で、
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36種類の楓を上げており、盛んに栽培されていたことを物語っている。現在もカエデ

やモミジは日本庭園にはなくてはならない存在で、日本を代表する植物になっている。 

このように紅葉は人々の心から消えることがなかったから、多くの諺や新しい表現

がいくつも生まれた。｢紅葉狩り｣は貴族の優雅な遊びであったが、江戸時代には庶民

の間に広がり、春の桜とともに一大行事として発展した。｢紅葉賀｣は紅葉の美しい季節

に行なう祝いの行事で、春の｢花の賀｣に対応している。｢紅葉の洞｣は紅葉のトンネル

を洞に見立てていう言葉で、｢紅葉傘｣は日傘のこと、｢紅葉月｣は陰暦の 9 月の異称

である。さらに｢紅葉筏｣は紅葉して川面に散った葉を、筏に見立てていった言葉で

『花筏』に対応する。｢紅葉に鹿｣は取合わせのいいものの例えであり、｢紅葉の衣｣

は一面に紅葉する様を着物に見立てたもので､｢紅葉の帳(トバリ)｣も同様である。

｢紅葉橋｣は天の川に掛かっている想像上の美しい橋のことであり、｢紅葉を散らす｣は、

恥ずかしさや怒りなどで顔を赤くすることで、｢紅葉顔｣は酒に酔った赤い顔のことで

ある。｢紅葉手｣は文楽の女の人形に用いる手のことで、親指を除く 4 本の指が揃って

いるものを言い、｢紅葉のような手｣は子供の可愛らしい手のことをいう。｢紅葉に

おけば紅の露｣は、無色透明の露も紅葉の葉の上に置くと、紅色になるというもので、

環境によって外観の変わることの例えとして用いられる。 

  料理の世界でも紅葉はさまざまな言葉を生み出した。｢紅葉｣は鹿の肉であり、女房詞

で紅葉は小麦の挽きかす、つまりフスマのことをいったが、女中詞では茄子のこと

を紅葉という。お茶を｢紅葉(コウヨウ)に立てる｣という言い方は、｢濃う善う｣にかけた

洒落で、魚のヒレの中央のあたりを紅葉ともいった。｢紅葉揚げ｣は紅葉の色のように

醤油で下味をつけた揚げ物で、｢紅葉卸｣は大根卸しに対して、人参をすり卸したもの

である。｢紅葉子｣はタラコの別称で、｢紅葉酒｣は紅葉の落ち葉を炊いて温めた酒の

こと、｢紅葉豆腐｣は紅葉の葉型をした豆腐、もしくは豆腐料理の一つで、豆腐に

唐辛子などを混ぜて揚げたものである。｢紅葉鍋｣は鹿の肉で作る鍋料理のことで、

｢紅葉袋｣は糠袋のことをいい、｢紅葉鮒｣は琵琶湖に産する鮒のことで秋から冬に

かけて、ヒレが赤くなったものをいう。また隠語では囲い女郎のことを｢紅葉｣と

言い、｢紅葉上げ｣は江戸時代に幕府や藩邸に仕える下働きの女性たちが結った髪の

ことであり、｢紅葉襲｣は表が紅で裏は青の襲の色目のことであった。 

イギリスではドーバーの郊外に『孤独の木=Lone tree』といわれているシカモア 

(セイヨウカジカエデ)の古木がある。シカモアの木で仲間の兵士を撲殺した男が凶器を

地面に突き刺して、この棒に根が生えることがあれば、友人を殺した罪を告白します

と神に約束したが、数年後にそこに行くと凶器の棒が大地に根付いていたため、兵士

は罪を告白し、絞首刑にされたという伝説がある。日本でも紅葉を神格化していた

地方も多く、秋の紅葉の色づき具合で豊凶を占ったり、天候を予兆したりしていた。

また椛を神聖な木として、庭に植えることを忌む地方もあった。 
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トウカエデの植え込み。学名は『Acer buergerianum』である(さいたま市桜区秋ヶ瀬公園）。 

ところでこの項の冒頭で、カエデはカエデ科カエデ属の総称でモミジともいう。と記した。この

ことは桜にもいえることで、サクラはバラ科サクラ属の総称である。スミレにしろ、ランにしろ､

我々はとかく総称を呼称とすることが少なくない。特にモミジの場合、秋に紅葉するものすべてを

モミジと呼ぶことも多く、漢字ではモミジを黄葉とか紅葉と記す。また椛は漢字ではなく国字で、楓

でも槭でもなくて、かつ紅葉の美しいモミジという木の名称として椛という国字を当てたのだろう。 
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前頁と全く同じトウカエデが紅葉し始めた。関東平野の周辺では 12 月の初めごろである

(さいたま市秋ヶ瀬公園)。ところで秋のモミジは春のサクラとともに、日本人の『季節感』の

大きな部分を占めている。おそらく我々が抱いている日本人特有の季節感が定着するまでに、

数百年の歳月を要してきたのだろう。そしてこの季節感は日本人のあらゆる芸術や文化に多大な

影響を与えてきた。また特にモミジ(椛)に関しては(03-04-10)を参照されたい。 



花の縁 06－02－10 

                                    

6

6 

 

日本で最も長いカエデの並木道は、つくば市にあるこの学園東大通の並木だろう。全長8キロほど

の両側には、トウカエデが植えられており、1987 年『日本の道 100 選』に指定されている。 

 

この道をまっすぐ北へ走ると、やがて国道 408 号線(学園西大通)と合流する。中央の遠方には

筑波山が見えている。左側の紅葉を抜けると筑波大のキャンパスが広がる(茨城県つくば市)。 
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筑波山と新しい都市。筑波研究学園都市の建設が計画された当時、無駄な投資という意見

も少なくなかった。しかしそれから半世紀あまり経って、この街へ行って見ると、この街の

開発は失敗ではなかったと思う。学園東大通と学園西大通に挟まれたエリアには、筑波大学

やさまざまな研究機関が集約され、公園や並木通りなど他の都市に比べると、圧倒的に緑が

多い。さらに駐車場もあちこちに用意され、車の渋滞もほとんど無い。筑波学園の学生寮を

始め、民間のアパートもこの地域に極めて多く、クルマもさることながら自転車が幅を利かせ

ている。通学には自転車が多く利用されているようである。また大通りの歩道は極めて広く､

自転車レーンを新たに作る必要性は少ない。しかも電線は埋設され蜘蛛の巣状態は見られない。

現在都心で課題となっている諸問題は、すでに解決されている感がある。上の写真を見ても

お分かりのように、中央分離帯が極めて広く確保されている。しかし意外だったのは筑波大学

のエリアでは筑波山の見えるところはほとんどなかった。全体が平坦地だからだろう。 

特につくばエクスプレスが開通して以来、利便性が急速に増して来た。秋葉原からの快速

所要時間は 45 分。通勤快速で 49 分、普通でも 57 分である。ただ料金的には 1,150 円で、

やや高額である。高速道路も常磐自動車道と、首都圏中央連絡自動車道が完備している。 

人口の減少が続き、もはや新たな都市開発は不要になりつつあるものの、逆にスマートフォン

時代を迎えて、新しい時代にふさわしい都市づくりを考える時期になっているのかも知れ

ない。そういう点では JR 東日本が開発した安中榛名も、今後の都市づくりとして、大いに

見直すべきなのだろう(学園西大通に関しては03-04-06ユリノキの項参照)。 
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国道18号線バイパス軽井沢南の信号から軽井沢の駅に至るモミジ並木（長野県軽井沢町）。 
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京都府左京区のモミジ。京都のモミジは美しいといわれるが、やたらと山モミジを植えた

わけではないらしい。長い時間をかけて美しいモミジをあちこちから集めたからだろう。 

 

箕面公園のモミジ(大阪府箕面市）。 
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駒場公園のモミジ。筆者が飼っている猫ジュンは、ここで拾った(長野県佐久市）。 
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足利学校のモミジ(栃木県足利市）。
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軽井沢千が滝別荘地内の紅葉。軽井沢は最近年金暮らしの永住者が増えている。 



花の縁 06－02－10 

                                    

13

13 

 
珊瑚閣の紅葉、明るいオレンジ色に染まるが、春の小枝の紅色は一層見事である(軽井沢町)。 
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濃紫モミジの紅葉。春の芽出し期から秋の紅葉まで1年を通じて楽しめる(長野県軽井沢町)。 
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紅枝垂も赤い新芽から、秋の紅葉期まで１年を通じて見応えがある(長野県軽井沢町)。 
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イロハモミジの紅葉。ヤマモミジよりややオレンジがかった色に染まる（長野県軽井沢町）。 
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五月紅の紅葉。五月紅といっても新緑は緑で、紅葉はヤマモミジに及ばない(長野県軽井沢町)。
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韓国のモミジ燕換(エンカン)の葉は琴の糸のように繊細で細く、一年中赤みを帯びている。

木全体の姿はやや枝垂れ気味だが、あまり市場には出回っていない。秋にはよく紅葉する。  
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紅葉がひときわ美しい大盃。どんなモミジも及ばない1本植えるならこれか！(長野県軽井沢町)。   
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軽井沢別荘地内のヤマモミジの紅葉、綺麗に紅葉させるには 10 月初め頃から日光を十分に

受けないと真っ赤にならない。夏の頃は半日陰でも問題ないようである。 
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妙義山麓のモミジ。新緑が緑で紅葉が美しいのは山モミジと大盃である。新緑も赤く紅葉

も美しいのは野村モミジだろうか(群馬県安中市）。 

 
金讃(ｶﾅｻﾅ)神社の黄色に黄葉したモミジ。黄色になるモミジは意外と少ない(埼玉県神川町）。 
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古い民家のモミジ。もう何代も前に植えられたのだろう(埼玉県寄居町）。 
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平林寺の山門横のモミジ。京都ではこんな光景はどこでも見られるだろうが、関東では数

少ない。この野火止の平林寺は川越藩松平家の菩提寺で別格である(埼玉県新座市）。 

 
平林寺境内のモミジ(埼玉県新座市）。 
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24 

 
松平信綱の遺志を受けた子の輝綱が菩提寺としてこの野火止に移転した。境内には武蔵野

の面影がよく残されており、1968 年国の天然記念物に指定されている(埼玉県新座市）。 



花の縁 06－02－10 

                                    

25

25 

 
楓(フウ)の木の紅葉、学名は『Liquidambar formosana』で、属名は樹皮から芳香のある樹脂がとれる

ために、『液体状の琥珀』という意味、種小辞は台湾のという意味である。原産地が台湾から中国

東南部にかけてであことに由来する(京都市左京区京都府立植物園）。         目次に戻る 


