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１）マツ＝松 
マツはマツ科マツ属常緑樹の総称である。一部のものを除いて高木性で、樹皮

は赤褐色、黒褐色、灰白色、鱗状に裂け目が生ずるものが多い。しかし中にはハイマツ

のように高木にはならないものや、カラマツのように裂け目の目立たないものなど、

必ずしもこの限りではない。葉は通常は針状で、種類によっては 2 本､3 本､5 本が

短枝の先に束生する。雌雄同株で、雌雄花ともに花弁はなく、雌花は球状に集まった

新芽の頂につき、雄花は穂状で新芽の下部に密生する。花の咲いた年の秋か翌年の春

に受精が行なわれ、翌秋に卵形状の球果が熟す。果実は多数が集まった球果で、松笠と

か松ボックリなどと呼ばれている。 日本にはアカマツ、クロマツ、ゴヨウマツ、

チョウセンマツ、オキナワマツ、アカクロマツなど 6 種が知られ、世界では北半球

の温帯地方を中心に、約 100 種が分布している。アカマツはメマツともいわれ、

2,000m を越える高地にも自生する。クロマツはオマツともいわれ、海岸近くの潮風

のあたるところに多く生えて、1,000m 以上の高地に自生することはない。一方

ゴヨウマツは低山帯から 2,500m の高地に多く生え、チョウセンマツは 1,000～

2,600m の高山に産する。オキナワマツはリュウキュウマツともいわれ、沖縄や奄美

大島などに分布する。アカクロマツはアカマツとクロマツの雑種で、クロマツに似た

ものアカマツに似たもの、中間的なものなど変化が多い。 

和名の起こりは久しくよわいを保つところからタモツの転じたものとする説、行く末

を待つ意から松となったという説、神を祭る木であるとこらから松となったとする説、

葉が二股に分かれているからとする説など諸説がある。別称としてはアサミグサ、

イロナグサ、オキナグサ、トキワグサ、ハツミグサなど多数の雅名がある。学名は

『Pinus』で､これはマツのラテン古名といわれ、語源はケルト語の山を意味する

『pin』に由来する。しかしラテン語で『pinus』は、筏のことを意味しており、 

松の木には油脂分が多く含まれ、水に腐りにくいことから、古くから船や筏に用い

られており、これが属名になったという説もある。しかしこれも琵琶と同様、鶏と

卵の関係である。またイギリスでは『pine』で、中国では『松』である。 

松はあらゆる樹木の中でも、 も人間が利用してきたものの一つである。果実は

昔から食用に利用され、強壮や不老長寿の効果があるとされてきた。栄養価も高く、

蛋白質や脂肪、ビタミン、鉄分、カリウムなどが豊富に含まれ、現在でも世界の各地

で食用にされている。特に朝鮮半島では、料理のほかにも菓子に混ぜたりしている。

また松の若葉は芳香があり、民間では松葉酒として古くから滋養強壮薬として利用

されている。松の材は脂肪分を多く含み耐水性が強いことから、土木、船舶、橋、

樽などに多く利用されるほか、楽器、彫刻、パルプなどにも用いられている。傷つけた

樹皮からは松脂が取れ、医薬品や塗料、溶剤、印刷インクなどとして用いる。特に

第二次世界大戦中は航空機の燃料として、松の木に含まれるテレピン油を用いること
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もあった。これは松の根を掘り起こし『松根油』をとり、精製したものである。また

特にアカマツは庭園や公園、並木にもよく植えられており、クロマツは防砂林や

防潮林、防風林などとして植えられることが多い。 

しかし松の木の利用で忘れてはならないのは建築用材としての価値であろう。昔

から梁(ハリ)として も多く用いられてきた。古い農家や豪邸、城郭の梁も松材だった。

製材することなく、枝を払いそのままの形で用いて、松の強度を 大限に生かした。

しかし柱の高さは松の曲折に左右されたから、柱の位置により梁の高さに合わせて、

大工が一つ一つ杁(ホゾ)と杁穴を掘って組み上げていった。このため手間がかかり、

今では廃れてしまった。しかも住宅のプレハブ化とともに家屋建築が機械化されて、曲

がった材は不向きになってしまったのである。そしてこれを後押しするように円高

が進み外材が増えて、同時に日本の林業が衰退して行ったとみても過言ではないだろう。 

松の利用は建築材ばかりではなく、鉄道の枕木としても広く用いられた。しかし

近では新幹線などスピードの速い線路の枕木は、天候に左右されることなく伸縮の

少ないコンクリート製に変えられている。鉄道のカーブでは内外輪の回転差を、線路の幅

を少し広げることによって解決している。つまり遠心力を利用しつつ、テーパーの着いた

車輪の直径を外輪では大きく、内輪では小さくすることによって補正しているのである。

このためスピードが速くなると、それだけの精密さが求められるというわけである。 

もう一つ注目すべき点は東京駅の建築においては、建物の基礎として 11,050 本

もの松材を60㎝間隔で使用していたことである。これは長さが3～4間(約5.5～7.3ｍ)、

木口(コグチ)は末口(スエクチ)で直径7寸(約21㎝)以上、青森県産の松材が用いられて

いた。その上に厚さ1.2mの基礎コンクリートを打ち、さらに平鋼と丸鋼を格子状に組み、

さらにコンクリートを打って基礎工事を完成させた。現在のようなコンクリートパイル

がなかった時代、代わりに松材を用いたのだろう。また鉄骨柱を立てる場所には、礎石

として茨城県稲田産の花崗岩を用いている。当時、建築全体を請け負ったのは大林組、

工事は極めて入念で、完成後ベテランの検査官も舌を巻くほどの出来栄えだったと語り継がれて

いる。また当時の地盤調査によると東京駅付近は、東京の下町低地に属しており、駅の東側の

八重洲口から、日本橋、明石町にかけては軟弱な粘性土層で覆われていた。さらに駅西側の

日比谷から大手町、神保町にかけては軟弱粘性土層が厚く分布する軟弱性地盤地帯だった。

唯一幸運だったのは東京駅の直下付近では、この軟弱層がやや薄くなっており、沖積層

(地質学的に も新しい地層)は7ｍ程度であった。建築当時の工事記録によれば、『本停車場

本屋敷地に当たる部分は周辺の地盤に比してはるかに良好の地盤を得しは偶然とはいえ、

大建築物に対して実に幸運なりというべし』と記されている。この地盤と松杭ゆえか、関東

大震災時にもほとんど被害を受けることはなかった。昭和50年代初頭、鉄道建築協会に

よってこの松杭の腐食調査が行われたが、杭の表面は老朽化していたものの深部は当初の

強度を保っており、20世紀初頭の設計が極めて正確だったことを物語っている。
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平成 24 年 10 月 1 日復原された東京駅。戦災で消失した部分を復原している。 
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新東京駅の全景正面写真である。この駅舎は何と言っても設計者の辰野金吾とこれを忠実 に施

工した大林組の努力の賜物である。建物の美しさを出すために、背後のビル等は省略 させて

いただいた。これこそが 1914 年完成当時のもので、辰野金吾の目に映った姿である。 

 

そのころの夜景を再現させていただくとこんな光景になるのだろうか。(2018.02.09.) 
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東京駅が も美しいのはよく晴れた冬の夜景だろう。周りのネオンも程よいアクセサリーに変る。 

 
2018.02.09.暖かかったので18ｍｍ‐55ｍｍレンズの調整をしてから東京駅へ行って、駅の全光景

を撮影してみることにした。18ｍｍですべてをカバーできたが、間口は330ｍありさすがに大きい。 
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だがどうしても上の写真では東京駅の真の姿が表現できていないように思えて、 

2018年3月25日再度チャレンジしてみることにした。東京駅は往く人来る人、それ

ぞれが希望や期待や喜びや悲しみや絶望や苦しみや、人生のあらゆる感情を抱いて

去来する。この人生の様々なドラマをどういう写真にしたら表現できるのか、

筆者は何ヶ月も悩み続けた。そしてたどり着いたのが午後6時の東京駅である。

薄暮の東京駅の中には、あらゆる人生の感情がこめられているような気がした。

そして背景のビルの明かりが出来るだけ灯っていない日曜日を選ぶことにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かつて東京中央郵便局があった地点から撮影した東京駅である。通勤のご記憶が鮮明な方も多いこと 

だろう。筆者は新橋駅だったが、駅や学校にはどこかノスタルジーが漂う懐かしさがある。2017.11.30.） 
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そのかつての東京中央郵便局の 6 階から見た光景であるが、1日の乗降客は40万人を超えるという。 

 
この天井は東京駅の丸の内北側のドームの内側に描かれたものである。(18ｍｍ) 
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 しかし平成 24 年に完成された工事では、この松杭は撤去され、新たな地下躯体を

構築、免震装置を付け加えている。さらに余談をもう一つ。お隣の旧丸ビルの基礎も

松材を用いており、こちらは長さ 14 メートル直径 30cm、約 5,000 本だったが、

こちらも関東大震災に耐えている。 

松の木は人間にとって利用度の極めて高い木であったからその歴史も古く､ 日本

では福井県の鳥浜貝塚から、縄文前期の先端を尖らせた棒が何本も出土している。

用途は不明だが、神事などに用いられたものではなく、おそらく実用に供された

ものであろう。しかし松は当時、現代のようには一般的な木ではなかったようで、 

花粉分析などの 新技術によると、松が増えてくるのは古墳時代以降のことである。

『魏志』｢倭人伝｣の日本の植物を列挙した章にも、松の名を見出すことはできない。 

従って松の強い火力を利用して鉄を精錬したり、製塩に利用したのも、時代が下って

からのことと思われる。(03-03-12-1 クスノキ、03-04-08-2 タブノキの項参照、しかし

筆者は「倭人伝」に登場する『投』は写本ミスで、松ではなかったかと考えている）。 

一方、中国でも古来より松は尊ばれ『論語』には、｢歳寒くして然る後に松柏の凋 

(ｼﾎﾞ)むに後(ｵｸ)るることを知る」として、厳寒にサクデン)には、「松柏は百木の長而

して問閭(ﾓﾝﾘｮ＝村里の入り口の門)を守る」と書かれており、さらに『史記』の｢丁

固(ﾁｮｳｺ)の物語｣では、夢の中で腹の上に松が生え、十八歳になれば出世するという

話が見え、成人して公になったと、記されているも緑を保つ木として捉えられていた。

また漢代に司馬遷が記した『史記』の｢亀策伝｣(キ。これは松という文字が、木偏に

公と書くところから、木を十八に分解し、公を爵位の公として表わしたものである。

また『淮南子』(エナンジ)では 

   千年之松、下には茯苓(ﾌｸﾘｮｳ)ありて、上には兎糸(ﾄｼ)あり。 

と記し、その根元には薬用になるといわれている、茸の一種である「茯苓』が生え、

その上には根無しかづらである『兔糸』が生えているといっており、白楽天も 

   松樹は千年を終えて朽ち、槿花は一日のみ栄える。 

と言って、一日花のムクゲ(03-01-09参照)を引き合いに出して松を讃えている。 

古代ギリシャのディオスコリデスは『薬物誌』の中で、松笠や種子及び樹皮など

には、収斂作用や痛み止めの効果があるとし、煤は筆記する際のインクの役割を

果たすと記している。また古代ローマでは松の木の皮を、建築物の屋根を葺くのに用い、 

同じく古代ローマでは日本のように竹がなかったために松の木をくり貫いて、通水管

として用いていた。またプリニウスは『博物誌』の中で、松笠を吐血の治療薬に、

種子を胃、腎臓、膀胱の治療に、葉を肝臓病に用い、松林の空気が健康に良いと記して

いる。しかし古代ローマでは松は陰気な木とされ、墓地に多く植えられていたという。

またギリシャ神話では、松はニンフの『ピテュス』が化身した木とされ、牧神『パン』

の愛を受け入れたピテュスは、北風の神『ボレアス』の嫉妬により吹き飛ばされ、
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これを哀れんだ大地の女神『ガイア』によって、松にされたといわれている。しかし

パンから逃れるために、ピテュスは松になったという物語もある。ほかのギリシャ

神話によれば、松の木は羊飼だったという。『デメテル』や『ハデス』『ゼウス』などの

神々の母であった『レア』は、自分が愛した羊飼いを松の木に変えることによって、

ひとときの恋を精算しようとした。ところがいざ羊飼いが松の木になってしまうと、

その寂しさに耐えられず、毎日松の木の下に来て嘆き悲しんでいた。その姿を見た

ゼウスは自分も数々の恋の痛手を受けていたためレアに同情し、レアの思い出の

木がいつも美しくいられるように、その緑を常緑に変えたという。一年中美しい緑を

保っているのは、このためというわけである。因みにレアは『レイア』とも呼ばれ､

『ウラノス』と『ガイア』の娘で､『クロノス』の妻であったが、フリギア(現在のトルコ

あたりにあったとされる王国)の大地女神『キベレ』と同一視されている女神である。 

キリスト教では聖母マリアがヘロデから逃れるために、イエスを連れてエジプト

に避難したとき、松の木が枝を低く垂れて聖母子の姿を隠し、追手から守ったとされて

いる。この話はローズマリーやセイジのところでも紹介したが、葉の形がそれぞれ

似ているために、同じような物語が語り継がれてきたのだろう。 

またドイツでは松の木には妖精が住んでいると信じられていた。この妖精は木と

ともに成長し、女の姿になって現れることもあり、スェーデンではスモーランドと

呼ばれた美女の話が伝えられている。彼女は身元は不確かだったが、家事や農作業

を立派にこなしていたために、周りの人々は彼女が人間であることに、いささかも

疑問も持たなかった。しかし遠来の人々は彼女の高貴で輝くような美しさに、目を

奪われたばかりか、誘惑するような美しい声に心までも奪われた。その声は松の葉

の囁きのように聞こえたというのである。こうした物語は北風の神ボレアスの神話

や妖精ピテュスの話が、北方に伝播する過程で、少しずつ変化した結果なのだろう。 

アメリカインディアンも松の実を食料にしていたが、新大陸に渡ってきた清教徒の

神父たちは、松の木に対しては特別な思いを寄せていた。というのもプリマスに上陸

した時、真っ先に彼らが目にした緑といえば、この松だったからである。このため松

の意匠は、まず『パイン･ツリー･シリング硬貨』に刻印され、次いでマサチューセッツ

州の紋章にもなった。その後入植者が北に進むと、メイン州の州木にも指定され、

アメリカ合衆国では『pine tree state』と言えば、メイン州のことを指している。 

日本では、松は神の宿る木でもあった。門松はその代表であり、各地に伝えられる

習俗や伝説の多くのものは、単に松を飾ったというものではなく、そこには不老長寿

と一族の繁栄を願う人の心が、見え隠れしている。この風習は平安時代の中頃に始ま

ったと思われ、当初は松に限ったものではなかったようで、椿や同じツバキ科の榊、

また樫、椎など照葉の常緑樹が用いられていた。しかしどれにも共通する点は、

新年に歳神(トシガミ)様が降臨してくる『憑代』と考えられていた点で、根の着いたまま
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こんな立派な門松を構える家は、 近ではめっきり少なくなった。 
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の松を用いるところもあった。この根付きの松を立てる風習は『小松引き』の行事

をも彷彿とさせるものがある。この行事は平安時代に行なわれていたもので､春の初め

『子(ﾈ)の日遊び』として屋外に出て丘に登り、四方を望んで煩悩を沈めたというもので、

もともとは中国から伝えられた行事で、その後次第に日本的な形となり、小松を引き

抜き、これを庭に植えるようになったものである。この日に小松を引き抜くことにより、

松の持つ長寿を譲り受けることができると考えられ、小松の芽を食用にもしていた。

また奈良県南部地方には、正月四日の『初山入り』に山に生えている小松を引き抜

いて、苗代こしらえの時に田の水口のところに立てておく習慣があった。一方、

静岡県榛原郡などでは、正月の二十日を『松植え節供』と称して、氏神様の境内

などに松の小苗を植える風習もあった。神社の境内には『来迎(ライゴウ)の松』

『影向(ヨウゴウ)の松』『降り松』などとして、信仰の対象になっているものも多く、

いずれも神が松の木に降臨するという考えに基づくものであった。京都府亀岡にある

『神降り松』は、村に何か異変のあるときには、神が降臨して来て、お告げされたという

言い伝えがある。しかし松にまつわる習俗や伝説の中には、必ずしも松に対して神格化

したものばかりではなく、東京都府中市の大国魂神社(オオクニタマジンジャ)では、

境内に松の木を植えることを嫌い、正月は門松の替わりとして竹を立てるところもある。

この他にも松の木には天狗が住んでいるとか、天狗が枝で休んだという言い伝えのある

『天狗松』や、歴史上の有名な人物が衣をかけたなどの言い伝えがある『衣掛け松』、

馬を繋いだとされる『駒繋ぎ松』『舟繋ぎ松』『弓掛け松』などの伝説も各地に残されて

いる。一方、庶民の伝承には『夜泣き松』などもあり、これは削った松の樹皮を枕

の下に入れたり、この樹皮に火を付けて子供に見せると、夜泣きが治まるとするもの

であった。また『柱松』という行事は京都市の嵯峨野や、大分県の杵築、和歌山県

の田辺、奈良の二月堂などに残る行事で、縄を張って立てた柱松の藁をめがけて、

火の着いた小松明を投げつけ、藁に火を付け燃えて倒れたときに、その方角によって

豊凶を占うもので、杵築では8月 14 日の盆の送り火として行なわれていた。 

日本の民話にも松の木はしばしば登場する。身近かなものでは正直じいさんと意地悪

じいさんの物語であろう。犬が吠えるので正直じいさんが畑を掘ったら、金銀財宝が

出てきたというあの物語である。ところが犬を借りてきて意地悪じいさんが掘ると、

瓦や瀬戸物の欠片ばかりが出てくる。意地悪じいさんはついにキレて、犬を殺して

松の木の下に埋めてしまう。ところが今度は犬の精を受け継いだ松の木が、正直

じいさんにさまざまな恩恵を与えてくれる。犬の霊魂が松に乗り移ったというわけ

である。よくある勧善懲悪の話ではあるが、その一方で松の効用を語っている。 

松が初めて文献に現れるのは『古事記』の｢景行記｣である。これは『倭建命』が

尾張の尾津の崎の『一つ松』を詠んだ歌謡として伝えられるもので、 

   尾張に直(ﾀﾀﾞ)に向かへる 尾津の埼なる 一つ松あせを 一つ松 
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   人にありせば太刀佩(ﾊ)けましを 衣着せましを 一つ松あせを 

と記されている。これは倭建命が尾津の前(サキ)の一つ松の下で食事をした際に、

太刀を置き忘れた。あとでこれに気づいて引き返すと、紛失せずにそのまま置かれて

いたために詠ったもので、松が太刀を守ってくれたものと考え、この松がもしも人間

であったら、帯刀を許し衣を着せたのにと言って松を讃えているのである。 

『万葉集』には松を詠ったものは 76 首あり、この他に松風を詠ったものが 3 首

あって、萩と梅に次いで多い。 ｢千代松｣とか｢神さびて｣という表現や､｢松｣と｢待つ｣

とをかけるものが多く、松の他、麻都、待とも記されている。内容を見るとこの木が

すでに神格化されていたことがうかがえる。中でも有名なものは有間皇子の歌で 

   磐代(ｲﾜｼﾛ)の浜松が枝(ｴ)を引き結び 真幸(ﾏｻｷ)くあらばまたかへり見む 

この歌の意味は｢磐代の浜にある松の枝を引き結んで、無事に帰れたらまたこの松を

見よう｣というものである。有間皇子は孝徳天皇の皇子として生まれたが、斉明天皇

の四年に蘇我赤兄(ソガノアカエ)に計られて、謀反のかどにより天皇の御幸地である、

紀伊国の牟婁(ムロ)の湯へ護送された。そこで中大兄皇子の訊問を受けたが許されず

11 月 11 日に絞首刑に処せられたのである。有間皇子はこの時、弱冠 19 歳だったと

伝えられている。この地は現在は和歌山県日高郡南部(ミナベ)市岩代で、今でも結び松

の遺跡がある。松の枝を結ぶということは、そこに自分の魂を結び込めるという意味で、

磐代の松には神が降臨すると信じられていたためであろう。 

もう一つ『万葉集』には紀朝臣鹿人(キノアソミカヒト)の歌として、 

   茂岡に神さび立ちて栄えたる 千代松の木の年の知らなく 

というものがあり、この歌は松を詠った歌の代表にもなっている。さらに平安時代

になると､『古今集』の中には藤原興風の歌として、 

   たれをかも知る人にせむ高砂の 松も昔の友ならなくに 

と詠われている。この意味は｢自分はもう年老いて友達も皆世を去ってしまった。

誰を知己としたら良いのだろうか。あの年を経た古い松は所詮、自分の友ではない

のだから｣というもので、同じく『古今集』には詠み人知らずの歌として 

   我見ても久しくなりぬ住の江の 岸の姫松幾世経ぬらむ 

という歌がある。この『住の江の松』と前記の『高砂の松』は、以後しばしば登場し、

さらに時代が下ると『後拾遺集』には清原元輔の歌として 

   契りきなかたみに袖をしぼりつつ 末の松山波こさじとは 

と詠われた。この『末の松山』を加えた三つの松は、やがて特別な関係の松として、

その後の文学作品にもしばしば登場する。つまり『住の江の松』は長寿･高齢を、

謡曲｢高砂｣の題材にもなった『高砂の松』は老後の孤独を、そして『末の松山』は

愛情の不変を象徴するようになったのである。『常陸国風土記』の香島郡の条には、

時の経つのも忘れて愛し合った男女が、松の木になったという童子女(ウナイ)の松原
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(現在の茨城県神栖市童子女の松原公園)の伝説も伝わる。とかく松は節操あるもの

として詠われてきたのである。 

もう一つ｢松｣と｢待つ｣とをかけた、在原行平の歌をご紹介しておこう。 

   立ち別れいなばの山の峯におふる 松としきかば今かへりこむ 

というもので、｢あなたが私のことを待っているということを聞いたら、すぐに帰って

来よう｣という意味で､『古今集』の有名な歌である。 

『源氏物語』や『枕草子』それに『徒然草』などにも、松はしばしば登場する。 

『源氏物語』の｢蓬生｣では 

   ふぢなみのうち過ぎがたく見えつるは まつこそ宿のしるしなりけれ 

という歌が記されており、松は常緑で変わらぬところから、永遠であることの例え

として用いられている。また『枕草子』の｢おほきにてよき物｣では 

   おほきにてよき物 家。餌袋。法師。くだ物。牛。松の木。(216 段) 

と記され、松の木は大きいからこそ、神の憑代なのだと言いたげなのである。 

鎌倉から室町時代になると、松は信仰的な側面ばかりではなく、人々の生活の中

にも浸透して行く。1309 年の『春日権現霊験記』(カスガゴンゲンレイゲンキ)には、

水盤に石菖や白砂、岩などとともに松の木が配されており、現在も盆栽といえば松が

定番になっている。室町時代になると正月の生け花にも松が用いられ､『仙伝抄』と

いう生け花の書物には｢正月一日は松｣とも記されている。また能舞台の後ろ正面には、

鏡板という羽目板があり、普通はここに老松が描かれている。能は本来は屋外で

行なわれ、そこには神が降臨する松の木があった。桃山時代になると、屋根のつ

いた能舞台で行なわれるようになったため、老松を背景として描いた。歌舞伎で松

羽目(マツハメ)と呼ばれる背景は、この能舞台の鏡板に由来するものである。 

松の木は安土桃山から江戸時代になると、様々な絵画や襖絵、陶器の絵柄、漆器

の模様など、ありとあらゆる芸術作品の題材として用いられるようになった。中でも

円山応挙の『雪松図』や長谷川等伯の『松林図』はともに国宝に指定されている。

こうした文様としての松は、やがて黒留め袖の絵柄として着物の裾を彩り、現在

にいたるまで綿々と続いている。そして松の紋所は一つ松、抱き松、松葉菱、櫛松

など種々のものが図案化されている。 

松は特に時代劇では、村外れの一本松としてしばしば登場し、別れの場所であり、

果たし合いの場所であり、出会いの場所でもあり、時には切腹の場所でもあった。

松は神の憑代と考えられたところから、日本人の一大事を決意する、時には一本筋

を通す、そんな人間の意志が貫かれていたのである。桜が農事暦的な概念から神の

憑代となり、椿が心の情念などとも結びついて、日本人の心を左右してきたものと

異なり、松はいわば心の信念を貫いてきたと言うこともできようか。 

松という言葉が、松以外のものを指すケ－スも多い。松は｢松明｣(タイマツ)のこ
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とをいう言葉でもあった。これは松の脂の多い部分を束ねて、火をつけて照明に用

いていたからであり、また江戸時代には松といえば松茸を指す女房詞でもあった。

同じく江戸時代、遊郭では遊女の 高位である『大夫』のことを松と呼んでいた。

『天神』を梅と呼び、『囲』を鹿と呼ぶのに対応していたのである。(03-02-01オイラン

ソウの項及び、01-05-01 ウメの項参照)。これは ｢松の位(ｸﾗｲ)｣という言い方から生ま

れたもので、秦の始皇帝が松の木の下で雨宿りしたときに、この松に『大夫の位』を

授けたという故事によるもので、五位の官の異称でもあった。劇場では も舞台に

近い席を松と呼んだが、こちらのほうは松･竹･梅などの順位をつけたことによる

ものである。もともとは中国の画題の一つである『歳寒の三友』(松･竹･梅､または

梅･水仙･竹の組み合わせ)や『三清』(梅･竹･水仙の組み合わせ) などにちなむもの

で、日本にも広く受け入れられて『松･竹･梅』は以来広く用いられている。また男の

ことを松ともいったが、これは女を花に例えたものに対応したものである。 

また松の木は建築用材としては欠かすことのできない在だった。 

松という文字を含む言葉もまた数多い。｢松の嵐｣といえば、松の梢に吹く風のことで

｢松風｣とも言い、同じことを表わす言葉で｢松の声｣というのもあった。｢松の庵｣

といえば松の木でおおった庵のこと、｢松の魚｣といえば鰹のことを意味していた。

｢松の内｣といえば正月の門松を立てている間のことで、通常は元日から七日までのこと

をいうが、関西地方では古くは正月の十五日までが松の内であった。｢松が取れる｣と

いうのは門松が取れることをいい、｢松の下をくぐる｣というのは門松の下をくぐると

いう意味で、新年を迎えることを意味していた。 ｢松の皮｣は盗人仲間の隠語で、牛肉、

馬肉のことを指していた。｢松の煙｣ は松の遠景が霞んでみえることの例えで、松明

(タイマツ)の煙のこともいい、松の油煙で墨を作ったことから墨の異称ともなった。

｢松の言の葉｣は和歌のことをいう異称で、これは『古今集』の仮名序に｢松の葉の散り

うせずして まさきの葛長く伝わり｣とあり、この序に基づいたものである。｢松の下紅葉｣

は高い松の木の下で、紅葉した雑木類のことを言い､『源氏物語』の｢若菜下｣には 

   十月中の十日なれば、神のいがきに這ふ葛も色かはりて、松の下もみぢなど、   

  音にのみも秋を聞かぬ顔なり 

と記されている。｢松の露｣は松露(ショウロ)ともいい、松の葉に置く露のことで、同時

に孫のことをも意味しており、巫女が口寄せするときに用いる言葉でもあった。 

松はあちこちに素晴らしい並木が残されている。愛知県豊川市の『御油の松並木』

や佐賀県唐津市の『虹の松原』、静岡県清水市の『三保松原』などは特に有名である。  

天然記念物に指定されている松も多い。アカマツでは滋賀県湖南市の『平松の美し松』、

ゴヨウマツでは京都市西京区大原野の『遊龍松』、クロマツでは鳥取県東伯郡湯梨浜町

『宇谷の連理根上がり松』、広島県福山市の法宣寺の『天蓋松』、徳島県鳴門市の

『鳴門の根上り松』などが特に名高い。福井県と愛媛県では県木となっている。 
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 松食い虫に関する大事な情報。 

俗に『松食い虫』と言われているのは、マツノマダラカミキリで、カミキリムシの

1 種である。体長は 20～25ｍｍ程度で、暗赤褐色に白いマダラある。このカミキリ

がマツノザイセンチュウという微生物を、枯れた松から健康な松へ、食害すること

によって伝染させて行く。数十年前、広島付近の中国山地で、松が一斉に枯れたのも

このセンチュウが松を枯らしたためとも言われ、これが引き金となって現在日本中で、

マツタケの不作がつづき、これがマツタケの高騰を促したとの説もある。 

 ところでこの松枯れの記録は古文書にはなく、 初の記録は明治 38～39 年ごろ長崎

市におけるもので、おそらく明治になってから、外国(アメリカ)から運ばれて来た

ものと考えられている。しかしこの被害が当時急速に広がらなかったのは、当時は

松は建築用材として重要であったばかりか、松の山林の枯れ枝や枯れ木は、一般家庭

の燃料としても大切にされていたから、枯れた松は燃料として利用され、カミキリ

の幼虫やセンチュウも同時に焼却されていたのである。 

 しかしその後九州全般へと広がり、山陽地方へも広がっていった。ところが戦後､

燃料は自然の木材から化石燃料へと変化し、松林にタキギを拾いに入る人もなく

なった結果、松林は荒れるにまかされ、通風も悪くなって、こうしたカミキリや

センチュウにとっては、絶好の住処となって行ったのである。特に昭和40年以降から

この傾向は強まり、おまけに円高等により石油製品は安価な燃料に変わり、これが

松枯れを結果的に促進する役割を果たしたことは、なんとも皮肉な話である。 

 しかしこのマツノマダラカミキリは一般的には海抜 800ｍが生息域の限界とされ

てきた。ところが昨今の地球温暖化により、海抜 1200ｍ地点でも、かなり頻繁に

見られるようになり、長野県の広いエリアでも松枯れが散見されている。しかも

この伝染の速さは、急激で、一夏で枯れ山を作ってしまうほどである。 

 マツノザイセンチュウは北米原産とされてきたが、在来種であるニセマツノザイ

センチュウの活動を助ける方向に作用して健康な松を痛めつけるため、松枯れは

日本中に深刻な被害をもたらしている。またこの松枯れは東南アジア全体への広がり

を見せており、台湾や中国でも対策に追われている。一方ヨーロッパではアメリカ

からの松の輸入を禁じる方法が講じられた結果、貿易摩擦にまで発展し、1999 年

ポルトガルではリスボン近郊でこの松枯れが発生し、その対策に追われている。 

 マツノザイセンチュウの駆除は非常に難しく、マツノマダラカミキリを殺虫剤の

空中散布で駆除することの方がたやすいため、主にこの方法がとられてきたが、他の

昆虫類をも駆除することとなり、生態系への影響も懸念されている。また人畜への

被害もあることから、むしろ建築需要の減った松そのものの減少はやむをえないと

の説も噴出している。昔のように石油製品をやめて薪炭に戻ることは不可能に近く、

この悩みは今後とも何かにつけて議論を呼ぶこととなるだろう。  
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京都平安神宮のクロマツ。さすがによく手入れされ下枝から上までよく纏っている(京都市左京区）。 
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皇居前広場のマツ。日本で も美しい松林の一つだろう(東京都千代田区）。 

 
ゴルフ場のマツ(長野県軽井沢町） 
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浜離宮恩賜庭園の三百年松。六代将軍徳川家宣（ｲｴﾉﾌﾞ）が庭園を大改修したとき植えられた松。

家宣は綱吉に子供がなかったため甲府から入って養子となり。儒学者の新井白石などを抜擢して

武家諸法度の改革や大名火消しの設置など「正徳の治」と呼ばれる改革を行った(東京都港区）。 

 

万久院の舞鶴松は、昭和9年に国の天然記念物に指定されたが、残念なことに松くい虫により

2007年ごろから枯れ始め、2008年には伐採された。樹齢は約460年であった(山梨県北杜市）。 
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だが同じような樹形の松が群馬県伊勢崎市の菅原神社境内にもあった。こちらは連取(ツナトリ)

の松とか笠松とか呼ばれており、樹齢は約300年で、鳥居から拝殿までを埋め尽くしている。 

 
したがってこの松の下が参道になっており、ちょうど大人の背丈ほどの高さである。 
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折から梅がチラホラと咲き始めて、これは松梅(商売)繁盛の証で縁起がいい。 

 

この松は黒松で樹高は５m、根回りもほぼ同程度で４～５m、群馬県指定天然記念物である。 
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每手入れは 年地元のボランティアが行っており、この松に誇りを持っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付近には一回り小さいものの、同様の樹形の松 

も育てられており、今後に期待がよせられている。 

付近にはこの連取の松の由来も記されていた。  
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こちらの松は明治 43 年に植栽されたもので、まだまだ小さい。 
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境内には様々な句碑が建てられている。『まつすぎをほめてやかぜのかおるおと』 
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県道295号線と国道19号線が重なる街道沿いのマツ。すぐ東側には田川が流れ、田川は犀川に

合流し、千曲川を経て、やがて日本海へ流れ込む(長野県松本市）。 

 
コスモス街道沿いで見かけたマツ。ご主人が何十年も丹精しているとか(長野県佐久市）。 
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古墳と思われる丘の上に聳え立つマツ。長野牧場のすぐ北側の畑の中にある小丘である。

今から1000年以上も前に、佐久を治めた豪族が静かに眠っているのだろう(長野県佐久市）。 

 

小学校のグランドに心地よい木陰を作るマツ(栃木県塩谷町）。 
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安曇野の水田の中央に聳える『川西の一本松』、樹齢は200年以上である(長野県北安曇郡松川村）。 
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修学旅行でおなじみの嵐山桂川沿いのマツ。修学旅行生を毎日毎日見守って来た松である。

今では玉石混交になってしまった(京都市嵐山）。 

 
虹ノ松原。ここは市民の散歩コースになっているようで、小径が出来ていた(佐賀県唐津市）。 
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虹ノ松原に一歩も引けを取らとらないのは、この三保の松原だろうか。2013 年 6 月 22 日

ユネスコの世界文化遺産として登録された際、この三保の松原も含まれることとなった。

しかし松の木は高齢化し、病虫害で枯れるものが多く、今後への課題を残している。

 

2013 年 5 月 25 日九州へ行く飛行機から撮影した富士山である。幸運にも雲がなかった。 
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三保の松原の下の海岸あたりから見た富士山である。風がなく裾野がもやっていた。 



花の縁 07－01－01 

 

30

30 

 
富士河口湖町の御坂峠付近から見た 4 月下旬頃の富士山。白い雪と青い裾野のバランスが

一番いい季節で、麓の町では桜や桃がいっせいに咲きだす。 

 

富士山は季節によってさまざまな表情を見せてくれる。これは晩秋の河口湖と富士山である。 
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これは山中湖から見た初夏の富士山である。富士五湖から見る富士山は時間によっては

逆光になることが多く、季節によって、撮影時間の計算が必要である。 

 

御坂峠付近から見た夕暮れの富士山、麓の町並みだけが夕日に輝いて見える。 
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綾瀬川に沿う日光街道松並木。江戸時代には千本松原といわれるほどの松並木だったが、現在

では当時の松は60余本しか残っていない。街道はマンション街を北へと走る(埼玉県草加市）。 

 

江戸時代、草加は宿場町として栄えたが、今はその面影もなく単なるベッドタウンである。 
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長昌寺のクロマツは『袈裟掛け松』として知られ、樹齢は 200 年以上とか（栃木県足利市）。 
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多行松(東京都新宿御苑）。松は根元近くを切ると枯れてしまい、他の広葉樹のように株立ち

になることはない。この多行松は本来の生命活動の中で株立ち化したものである。 

 

葉に斑が入る蛇の目松、以前はよく植えられたが 近では珍しくなった(埼玉県深谷市）。 
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マツの雄花、頂上に小さな松ボックリのような雌花がある(埼玉県深谷市）。 
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マツの花蕾、頂上が雌花で若芽の下方に連なるのが雄花(埼玉県川口市）。 
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ゴヨウマツの古木。樹齢は数百年と思われる(長野県北相木村）。 
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ゴヨウマツの毬果(栃木県日光市日光植物園）。 
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朝鮮ゴヨウマツの古木(栃木県日光市日光植物園）。             目次に戻る 


