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12）タケ＝竹 
タケはイネ科のタケ亜科『Bambusoideae』に属する植物のうち、大型の稈を持つ

ものの総称で、稈は木質化し多年性である。一定間隔に節があり、節と節の間は中空

になっていることが多いが、熱帯性の品種では中まで詰まっているものも少なくない。

種類により高さは1mから10m以上に達するものもある。モウソウチクを初めとして

ほとんどの種類は若い芽を食用にすることができる。繁殖は主として地下茎による

無性的な繁殖を繰り返し、ただ一回のみ有性的な繁殖を行ない、花を咲かせると多くの

場合は地下茎によって連なる全ての稈が枯死する。また地下茎の芽が膨らんだものが

筍で、筍は地上に出て数ヶ月で一本のタケとして成長を完了する。タケの成長は早く、

一日で 1m 以上伸びる種もあり、稈には形成層はなく、成長した稈は何年たって

も太ることはない。タケの仲間は種類が極めて多く､ 約40属1,000種にも及ぶ。

高温多雨の地方に特に多く東南アジア、インド、中国南部、中央アメリカ、南アメリカ

に種類が多い。その北限は北緯 40 度あたりから 50 度付近までで、千島、樺太にも

自生している。しかし食用として最も利用されているモウソウチクの北限は、関東北部

から福島県、新潟県あたりである。和名の由来は成長が早いことから｢高｣が転じた

ものとか、丈が高いためなどともいわれているが、タは朝鮮語でタケのことを意味して

おり、ケは木の意味であるという説もある。イギリスでは『bamboo』､フランスでは

『bambou』､ドイツでは『bambus』である。どれもマレー語の『bambu』が転じた

もので、この『bambu』は火の中でタケが弾けるときの音に由来するといわれている。 

タケ亜科は大きく分けて二つに分類することができる。一つは稈を覆う皮(稈鞘)

がタケノコの生長にともない、下部のものから順次剥げ落ちるもので、このタイプ

を一般にはタケといい、稈の成長後も稈鞘が剥げ落ちないものをササと呼んでいる。

しかしこの分け方は分類学的なものではなく、便宜的なものである。またタケの 

仲間は地下茎が長く伸びて、稈がまばらに出るものと、地下茎が短く稈が株立する

ものとがある。前者の仲間はマダケ、モウソウチク、トウチク、シホウチクなどで､

後者に属するものはホウライチク、ダイセンチクなどである。 

竹は日本人にとってはもっとも身近かで有益な素材であったから、生活の隅々で

ごく普通に用いられてきた。従って竹を用いた民俗や習慣は日本の各地に残されて

おり、特に神祭りには欠かせないものだった。その代表的なものの一つが『七夕祭り』

の飾りに用いるものであろう。七夕祭りの起源は盆に先立って、アオダケを庭先に

立てたところから始まったもので、青々とした竹をこの季節になるとやってくる

精霊の憑代としたことによるものといわれている。小正月の『左義長』(サギチョウ)

や『どんど焼き』にも竹が用いられ、『門松』も暖地では竹を用いるところも少なく

なかった。左義長とは正月の十四日に宮中で行なわれた悪魔払いの火祭りのことで、

民間では正月十四日にシメナワや門松などを燃やしたが、これがどんど焼きの起源
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である。この他にも地鎮祭の時には四方に竹を立てて、祭場とするなど神や霊が存在

するところを竹で示すことが少なくなかった。タケノコの成長力や一年中美しい緑

を保つところから、竹は特別な力を持った植物と考えられた結果、このような役割

を果たすこととなったのだろう。 

『古事記』には弟との約束を守らない兄を母が呪い、塩をまぶした石を竹の葉に

包み、竹の籠に入れて、竈の上に置いたところ、兄は長い間病に苦しみ、ついに母

に許しを請うたという話がある。また、伊弉諾尊が黄泉の国から逃げ帰るときに､ 

   其の右の御美豆良(ﾐﾐｽﾞﾗ)にさせる湯津津間櫛(ﾕﾂﾂﾏｸﾞｼ＝神聖な美しい櫛)を 

  引き闕(ｶ)いて投げ棄(ｳ)てたまへば、乃(ｽﾅﾊ)ち笋(ﾀｶﾑﾅ＝タケノコ)生(ﾅ)りき 

と記されており、彦火火出見尊(ヒコホホデミノミコト)が海神のもとに行ったとき

にも、五百箇竹村(イオツタカムラ)から取った竹で作った籠に入って赴いたという話

など、竹に関する記述は特に多い。しかし竹の話として最も名高いものは何といって

も『竹取物語』であろう。竹の中から生まれ出た娘が大人になると天に帰って行く

この物語は、平安中期の 950 年頃の作といわれており、これも竹が特別な植物と

考えられていたためであろう。竹の中から子供が生まれてくるという伝承は中国にも

多く、四川省チベット族に伝わる物語には、『斑竹姑娘』と呼ばれるものがあり、竹の

中から生まれた少女が稀に見る美人に成長し、求婚者たちに難題を持ちかけて、翻弄

させるというもので、『竹取物語』の誕生も、こうした物語が伝来したことによる

ものであろう。中国では竹は古来より四季を通じて青々と茂り、真っ直ぐに節目正しく

成長するところから、君子の植物とされ、此君(シクン)、君子、処士、抱節君など

とも呼ばれていた。このため唐画では気品ある植物として好まれ、多くの絵の題材

にもされてきた。松、梅とともに｢歳寒の三友｣とされていたことは、すでに松のところ

でも述べた通りである。また竹は梅、蘭、菊とともに『四君子』とされ、さらにこれ

に蓮を加えたものは『五友』として尊ばれた。竹は一年中美しい緑を保つところから､

節操の堅いものとされ、前漢の文帝の子である梁の『孝王』は、竹を好んで庭園に

植え『修竹苑』と名付けた。このため後世『竹の園』『竹の園生』は皇族の意味に用い

られるようになった。しかし竹にまつわる中国の故事の中で最も有名なものは｢竹林の

七賢｣であろう。俗世間を避けて、山陽の竹林に集まり、酒を酌み交わし、清談と

音曲に親しんだ七人の話である。とかく中国では竹にまつわる話は美談が多く､

モウソウチクの起源にしても、「二十四孝｣の一つとしてあげられている。この物語は

三国時代に呉の国の孟宗が、寒中に筍を掘り出して、これを母に供したという親孝行

物語で、これがモウソウチクとなったものである。 

『万葉集』には竹を詠ったものは 21 首が見られるものの、多くのものは枕詞や

比喩としての竹であったり、あるいは竹を材料にして作られた呪具などで、純然たる

植物としての竹は 5 首しか見ることはできない。竹、多気、太気などと表記されて
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おり、後者の中で特に有名なのは、大伴家持の歌である。 

   わが屋戸のいささ群竹(ﾑﾗﾀﾞｹ)吹く風の 音のかそけきこの夕かも 

表面的にはこの歌は、単に静かな夕暮れの情景を詠んだものに過ぎない。しかし家持

の心の奥を覗いてみると、そこにはある種の『悟り』とでもいおうか、心の澄み渡った

姿を見ることができる。 家持は大友家の嫡男として生まれ、好むと好まざるとに

拘らず、平安貴族の権力闘争のまっただ中に生きてきた。そんな暮らしの中で見出

した一瞬の静寂が、少しの心の乱れもなくこの歌の中に詠まれている。万葉集の中

でも傑作の一つとして見ることができよう。 

竹を枕詞としたものには、｢さす竹」のという言葉があり、大宮人や大宮、皇子など

にかかる枕詞になっている。石川足人(タルヒト)の歌で 

   さす竹の大宮人の家と住む 佐保の山をば思ふやも君 

というものがある。石川足人は太宰府の次官で、長官は家持であった。この歌は家持

に対して、大宮人が住んでいる佐保の山辺のことを思い出しませんかと、問いかけて

いるのである。また竹を輪切りにして緒を通したものを竹玉(タカタマ)といって

神事に用いたが、大伴坂上郎女(オオトモノサカノウエノイラツメ)の歌として、 

   斎瓮(ｲﾜﾋﾍ )゙を 斎(ｲﾊ)ひほりすゑ 竹玉(ﾀｶﾀﾞﾏ)を しじに貫(ﾇ)き垂れ［中略］  

   膝折(ﾋｻﾞｵﾘ)伏し［中略］われは祈(ｺ)ひなむ… 

というものがある。斎瓮は身を清めて神を祭るときの祭器としての土器である。

大伴坂上郎女は大伴氏一族の刀自(トジ＝家事を司る婦人の意)として、神を祭る任に

当たっていたのだろう。歌の意味は斎瓮をつつしんで土に掘り据え、竹玉をいっぱい

に貫きたらして、膝を折り平伏して祈ろう…と言っているのである。この歌からも

竹が単なる植物でなかったことが読み取れるのである。そしてもう一つ 

   鹿子(ｶｺ)じもの あが独り子の草枕 旅にし往けば 竹珠を しじに貫き垂れ… 

という歌もあり、竹珠は竹玉と同じ意味である。歌の意味は、鹿の子のように私の

独り子が遠い唐へ旅立って行くので、竹珠をたくさんたらして航海の安全を祈った

というもので、これは遣唐使の一人として難波から出発する息子のことを思いやって、

その心境を詠ったものである。当時、竹珠は神と人の心を結ぶ接点でもあったのだ。 

平安時代になると筍は『源氏物語』や『赤染衛門集』などの女流文学の中にも登場

する。赤染衛門は以下のように記している。 

   たかうなを、をさなき子におこせたる人に おやのためむかしの人は 

   ぬきけるを たけのこによりめつらしきかな 

 また宮中では、清涼殿の東の庭に竹の台(ウテナ)と称して、小さな方形の囲いの

中に、一つは『淡竹』(ハチク)が、もう一つには『漢竹』が植えられている一角が

あった。これらはそれぞれ『呉竹』(クレタケ)の台と、『河竹』(カワタケ)の台と呼

ばれ、この竹はしばしば和歌の中にも登場した。｢呉竹｣とか｢河竹｣と詠われている
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のがそれで、万葉以降も竹はしばしば和歌の題材となった。足利義教の歌に以下の

ようなものがあるので記しておこう。 

   君や今かはらぬ色に契るらん  竹の台の万代のかげ 

我が国ではとかく『松･竹･梅』として、どれもめでたいものとして用いられるが、

この取り合わせのもとは中国の『歳寒の三友』や、『三清』を受けたもので、画題

としてもしばしば取り上げられた。しかし松竹梅として初めて文献に現れるのは、 

室町時代になってからのことであった。このことはそれ以前は貴族のものだった竹が、

庶民にも親しまれるようになった一つの結果と見ることもできよう。 

これが江戸時代になると更に一般化し、江戸の目黒では｢筍飯｣が名物になった。

この筍飯の起源を訪ねてみると、薩摩藩の江戸屋敷に出入りしていた山路二郎兵衛が、

屋敷の庭に植えられていたモウソウチクの株を分けてもらい、これを自らの隠居所

であった荏原郡戸越村の庭に植えたのが始まりで、ここでとれた筍が次第に広まって

やがて目黒の名物になったという。しかし江戸においてもモウソウチクの筍を庶民

が口にするようになるのは、江戸時代も後期になってからのことであった。 

竹の利用は筍を食用にするほかに、建築用材、家庭用具、農具、漁具、茶道具､

華道具、楽器、工芸品や装飾品などに用いられている。稈が空洞になっていない竹

は実竹(ジツチク)と呼ばれ、印材などに用いられた。最近では薬品を用いて円柱形

の竹を板状にする技術も開発され、建築用材としても注目されている。またパルプ

材として竹紙を作る原料にしたり、エジソンは電球を発明したときにフィラメント

の材料に、京都府石清水八幡宮の竹を用いた話は余りにも有名である。しかし種類

によって竹の用途は異なっており、マダケは緻密で粘り気があるために細く裂いて

も強く、もっとも広く利用されている。剣道の竹刀や弓の材料、さらには尺八など

もマダケが用いられ、版画の時に用いるバレンもマダケの皮で作られている。一方

モウソウチクは皮が厚く柔らかいために機械にかけて加工がしやすく、シャモジに

したり割箸にしたり、竹箒や籠の材料にもされ大量生産に適している。ハチクは材

が堅く細割がきき、茶筅や提灯や団扇、扇子の骨などにも用いられる。クロチクは

艶があって稈が美しいために、ハタキや帚の柄にしたり、筆軸にしたりしている。

ホテイチクは稈の基部に近いところが奇形化したもので、手持ちが良いところから

釣竿や杖などにも用いられている。ヤダケは節間が長く、真っ直ぐに育つために

弓矢にされている。チマキザサやクマザサは葉が大きく毛がないので食物を包んだり、

弁当の仕切りにするときなどに用いられる。 

竹はこのように日本人とは切っても切れない関係にあったから、竹にまつわる言

葉もまた極めて多い。｢竹に油｣といえば立て板に水と同じ意味で、もともと滑りの

良い竹に油を塗ればいっそう良く滑り、口が達者であることの例えとして用いられた。

｢竹の先に鈴をつけたよう｣というのもこれと似た表現で、少しの風でもよく鳴る
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ところから、おしゃべりの例えとして用いられる。｢竹に雀｣は取り合わせの良いこと

の例えで、紋所の名でもあり、上杉家、伊達家、長尾家の家紋として用いられていた。

特に仙台の伊達家のことをこう呼ぶこともあった。｢竹に虎｣も取り合わせの良いもの

とされ、一対として格好のものとされていた。｢竹の秋｣は陰暦の三月をいう季語で、

この頃になると竹の葉色が筍を育てるために、一時的に黄変するところからこう

呼ばれた。｢竹の油｣は新しい竹を火の上に置いて、両端から出る茶褐色の液を集めた

もので、漢方では鎮咳、止瀉、解熱剤として用いられた。｢竹の編戸｣は細い竹を編んで

作った戸のことで、貧しい家の例えとして用いられ、｢竹の宿｣、｢竹の扉｣(トボソ)とも

いった。｢竹の嵐｣は竹林を吹きわたる風のことを、｢竹の煙｣は遠くから見ると竹林

が煙のようにかすんで見える様をいう。｢竹の時雨｣は竹の葉に降りそそぐ時雨のこと

であり、風で竹の葉がすれあう音のことを時雨に例えていう言葉でもある。｢竹の

神水(タマリミズ)｣は竹の中にある溜まり水のことに過ぎないが、端午の日の午の刻に

雨があり、それが竹の節の間にたまったものを薬水として用いると、霊験があると

されていた。｢竹の灯火(トモシビ)｣は三本の竹の棒を紐で結んでこれを支脚として、

上に油皿を置いて火を点す台にしたもので、結び灯台のことをいった。竹の葉は文字

通り竹の葉を意味するが、中国では酒のことを竹葉(チクヨウ)といい、東京の銀座には

｢竹葉亭｣といううなぎ屋さんがある。これも酒を意味しているのだろう。｢竹の花｣

は不吉なことの象徴とされているが、竹は60年に一度、笹は30年に一度花を咲かせる

といわれている。花が終わると枯れてしまうことから、不吉なこととされたものに

すぎず、科学的に見ればこのような植物は他にも見ることができる。30年説､60年説

の他に 120 年説もあり、開花の原因については植物自身がもつ周期性であるとする

説や、栄養上のバランスとする説など諸説ある。笹の実は凶作の時などは食用にも

され、小麦に似た長楕円形で、胚乳には澱粉質を多く含み、粉にして食用とする。

しかし味は良くない。｢竹の花入れ｣は粗末な花器のことをいい、室町時代から桃山

時代にかけて茶道が成立すると、｢詫び錆｣の文化が尊ばれ、竹製の粗末なものが

好まれるようになり、これが一般にも普及するようになった。｢竹の春｣は陰暦八月

のことをいい、この頃に竹の新葉が盛んに芽吹いて、古い葉が落ちる。このため

｢竹の落ち葉｣ともいった。｢竹の節｣は文字通り節ではあるが、節状になったクビレの

ことを広くいい、江戸末期から明治初期、町方の男の子が用いた髪型のことをも

いった。またこれは同時に女性の髪の結い方の一つでもあり、髪飾りを用いない

質素なものだった。｢竹の二股｣は起こりそうもないことの例えであり、二股に分かれた

竹は見ることができないのでそういわれた。｢竹の緑｣は不変の例えで、『拾遺集』に

は清原元輔の歌として以下のものがある。 

   白雪はふりかくせどもちよまでに 竹のみどりはかはらざりけり 

筍も多くの言葉が今日まで伝えられている。｢筍の親まさり｣は成長の早い筍がすぐに
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親に追いついてしまうことから、子供が親よりも優れていることの例えとして用いられ、

｢鳶が鷹を生む｣と同じである。｢筍医者｣は筍は藪にもいたらないという意味で、藪医者

以下の下手な医者のことをいう。｢筍生活｣は筍の皮を一枚ずつ剥ぐように、衣類や

その他の持ちものを質入れして生活する窮乏生活のことをいう。第二次大戦後の

生活をさしていう言葉で、この頃を筍時代ともいう。｢筍梅雨｣は筍が出る頃に降る雨の

ことをいい、伊勢･伊豆地方の漁師言葉であった。｢筍族｣は昔、原宿あたりに集まった

若者たちのことを言ったが、彼らももう孫と遊ぶ年齢になっているはずである。

｢筍奉行｣は筍の番をして、藪をにらむところから藪にらみのことをしゃれて言った

ものである。 

ところで生物としてのタケの根茎は土壌を緊縛する力があらゆる植物の中でも

最も強いことが実証されており、護岸用にまた斜面の防護用などに昔から広く用い

られてきた。地震になったら竹藪に逃げ込め、などという教えもこの竹の力を利用

しようとするものである。またクロチク､ホテイチク､シュチク､コガネザサ､チゴザサ

などは、葉や稈が美しいために園芸用として盆栽などにもされている。しかし竹の

移植は難しく活着しないことも多い。中国では陰暦の五月十五日に竹を植えると､

必ず根づくという言い伝えがあり、この日を特に竹酔日(チクスイニチ)とか、竹植日

(タケウエビ)と呼んでいる。園芸品として花屋さんの店先に並ぶのも梅雨のさなか

である。筍のうちに竹の稈鞘(皮)を剥いでしまうと、稈の節間が詰まった奇形が生じる。

もともと稈鞘は若い稈を保護するためのもので、多くの種では稈が成長すると稈鞘

は枯死する。つまりこの逆の状態を人工的に作りだすと、稈は成長を停止してしまうので

ある。竹の成長と稈との間にはこのような相関関係があるのだ。 

竹にはゴイシシジミという小さな蝶が集まる。この蝶は羽の裏面の灰色に碁石を

散りばめたような黒い斑点があるのでこの名前がある。日本に産する蝶のうち唯一

その全ステージで、肉食する蝶として知られ、木や草の蜜を吸いに来ることは幼虫､

成虫時代を通してまったくない。幼虫時代には、竹に寄生するタケノアブラムシや

ササコナフキツノアブラムシを食料にして成長し、羽化してからはアブラムシの分泌物

をなめて過ごす。これと似たものには、キマダラルリツバメがおり、この種は桜の

ところで述べたとおりである。この他にもクロシジミやムモンアカシジミも似たような

生活をする蝶として知られている。クロシジミは 1齢から 2齢まではグミキジラミ、

クワナケブカアブラムシ、などの分泌物を吸汁して成長し、3 齢以上になるとオオ

クロアリから口移しに食料をもらって生活する。一方アリの方は蝶の幼虫が出す糖分

を嘗めて食料としている。ムモンアカシジミはクリオオアブラムシやカイガラムシ

と落葉ブナ科植物とを併食して幼虫時代を過ごす。自然界というものは、深く知れば

知るほど、不思議なメカニズムが働いており、感動せずにはいられない。人間の浅

知恵で、このメカニズムを壊すことだけは避けなければならないだろう。 
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美しい竹林と竹の生垣。今では手作業の贅沢仕様ではある(茨城県水戸市偕楽園）。 



花の縁 07－01－12 

                                                           

8

8 

 
美しい竹林。京都の嵯峨野を髣髴とさせる光景である(茨城県水戸市偕楽園）。 
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美しい竹林と竹を利用した生垣。伝統的な日本の美である(茨城県水戸市偕楽園）。
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牛久シャトーの庭園内に植えられている竹。日本人と竹は、そんな不可分なものなのだろう。 
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  左上は竿。右は尺八で正面と横面。 

  日本経済新聞社・昭和 42 年刊 

  『正倉院の楽器』より複写して使用。 

              目次へ戻る 

古来より竹で出来た楽器は多い。 

笙や竿、尺八、横笛など、 

数えてゆけばきりがない。 

正倉院にはこうした古代に用いられたと 

思われる楽器が、数多く保管されている。 

しかしそれがどんな音楽であったのか、 

残念ながら解明されていない部分も多い。 

だが東儀英樹氏のご登場を待つ 

までもなく、それは荘厳で、優雅な 

ものであったことは確かだろう。 


