
第 111回　歴博フォーラム

2019年８月 17日（土）
会場／国立歴史民俗博物館講堂

第１回「伝統の朝顔」東屋展示

第１回「伝統の朝顔」温室展示



第 111回歴博フォーラム

伝統の朝顔　20年の歩み
日　時　：　2019年 8月 17日（土）13：00～ 16：30
会　場　：　国立歴史民俗博物館講堂
主　催　：　国立歴史民俗博物館

プログラム

	 13:00	 	 開会の挨拶	 	 久留島　浩（国立歴史民俗博物館・館長）

	 13:10	 	 講演１「くらしの植物苑特別企画『伝統の朝顔』の始まり」

	 	 	 　辻　誠一郎（東京大学名誉教授）

	 13:45　	 講演２「変化朝顔の起源を探る」

	 	 	 　仁田坂　英二（九州大学理学研究院・准教授）

	 14:20	 	 講演３「DNA で紐解く黒
こく

白
びゃく

江
こう

南
なん

花
か

の謎」

	 	 	 　星野　敦（基礎生物学研究所・助教）

	 14:55　	 休憩

	 15:05　	 講演４「浮世絵版画からみた朝顔」

	 	 							　日野原　健司（太田記念美術館・主幹学芸員）

	 15:40　	 講演５「書物に見る江戸の朝顔」

	 	 	 　平野　恵（台東区立中央図書館　郷土・資料調査室・専門員）

	 16:15	 	 質疑応答

	 16:25	 	 閉会の挨拶	 	 青木　隆浩（国立歴史民俗博物館・准教授）

	 総合司会　青木　隆浩
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第 111回歴博フォーラム

「伝統の朝顔　20年の歩み」
開催にあたって

	 	 	 	 	 	 	 	 　　青木　隆浩（国立歴史民俗博物館）

　くらしの植物苑で特別企画「伝統の朝顔」展を初めて開催したのは、1999 年８月のことです。くら

しの植物苑は、1995 年９月 14 日に開苑しましたが、長らく入苑者の少ない日々が続いていました。そ

こで、夏の目玉として企画したのが、変化朝顔の展示でした。

　当時、くらしの植物苑の企画運営において中心的な役割を果たしていたのは、植生史を専門とする

辻誠一郎氏（東京大学名誉教授）です。辻氏は、1998 年に「くらしの植物展（仮題）」５ヶ年計画を立

て、1999 年に「伝統の朝顔」、2000 年に「織と染の植物」、2001 ～ 2003 年に「ウリ科の植物」の展示

を提案しました。そして、1999 年４月に九州大学の仁田坂英二氏のもとを訪れ、いきなり８月の朝顔

展示を依頼したそうです。同時に図録『伝統の朝顔』の刊行と本館第３展示室「伝統の朝顔」の展示

をおこなう準備を進めました。

　初年度に展示した朝顔は 65 系統です。現在はおよそ 100 系統ですので、それに比べれば小さな展示

でしたが、約１ヶ月で１万人以上の方々に来苑していただきました。そこで、夏以外でも園芸植物で

季節ものの展示をしたいということで、1999 年 11 月には翌年の春に「ゼラニウム展」、秋に「肥後・

嵯峨菊展」、冬に「葉牡丹展」を開催する計画に変わっていきました。実際には、2000 年の春に「ゼラ

ニウム展」と「桜草」の試行展示、夏に「伝統の朝顔」、秋に「伝統の古典菊」、冬に「葉牡丹展」を

開催しました。この年の「伝統の朝顔」も約 8,000 人の来苑者にお越しいただき、盛況でした。同時

に本館第３企画展示室でも「伝統の朝顔」を開催し、その内容を解説したのが図録『伝統の朝顔Ⅲ』

でした。

　また、2000 年には、オランダのライデン大学付属植物園で国際展示「日本の伝統朝顔」を開催しました。

その際、海外広報用として６月 20 日に刊行したのが、日英２ヶ国語の図録『伝統の朝顔Ⅱ』です。オ

ランダでの展示は、７月 28 日～８月 27 日の１ヶ月間にわたって開催されました。50 系統、200 鉢の

展示でしたが、外務省や農林水産省の後援もあって、約 9,000 人もの方々に見学していただきました。

　そして、2001 年に「冬の華・サザンカ」が、2002 年に「伝統の桜草」が始まると、１年に４回の古

典園芸植物展示を合わせて特別企画「季節の伝統植物」と称するようになり、同名の図録『季節の伝

統植物』を刊行しました。2008 年には「伝統の朝顔」開催 10 周年を記念して、図録『“朝顔図譜”を

読む～「あさかほ叢」～』を刊行するとともに、８月９日に第 296 回歴博講演会「『伝統の朝顔』展 10

年のあゆみ」を開催しました。

　今年度は、「伝統の朝顔」開催 20 周年を記念して、くらしの植物苑での特別企画と本館第３展示室

での特集展示、さらには８月 17 日（土）の第 111 回歴博フォーラム「伝統の朝顔 20 年の歩み」を開

催します。10 年ぶりの記念イベントで、朝顔尽くしの夏をお楽しみください。
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報告者の紹介

辻
つじ

　誠
せい

一
いち

郎
ろう

東京大学名誉教授
・「百年・千年・万年後の日本の自然と人類」：共著（1987 年／古今書院）

・「いくつもの日本 2	あらたな歴史へ」：共著（2002 年／岩波書店）

仁
に

田
た

坂
さか

　英
えい

二
じ

九州大学理学研究院・准教授
・「変化朝顔図鑑」（2014 年／化学同人）　　　　　　　　　　　　

・「植物の分子育種学」:鈴木正彦編（2011 年／講談社）　　　　　

・「伝統園芸植物のドメスティケーション」（2009 年／国立民族学博物館調査報告　89 巻　

　P409-443）

星
ほし

野
の

　敦
あつし

基礎生物学研究所・助教
・A.Hoshino, et al: Generation of yellow flowers of the Japanese morning glory by engineering its 

flavonoid biosynthetic pathway toward aurones. Plant Cell Physiol. (in press) 

・A. Hoshino, et al: Genome sequence and analysis of the Japanese morning glory Ipomoea nil. Nat. 

Commun. 7, 13295 (2016) 

・A. Hoshino, et al: A Stowaway transposon disrupts the InWDR1 gene controlling flower and seed 

coloration in a medicinal cultivar of the Japanese morning glory. Genes Genet. Syst. 91, 37-40 (2016) 

日
ひ

野
の

原
はら

　健
けん

司
じ

太田記念美術館　主席学芸員
・「浮世絵でめぐる江戸の花」：共著（2013 年／誠文堂新光社）

・「北斎　富嶽三十六景」（2019 年／岩波書店）

・「小原　古邨」（2019 年／東京美術）

平
ひら

野
の

　恵
けい

台東区立中央図書館　郷土・資料調査室・専門員
・「十九世紀の日本の園芸文化」（2006 年／思文閣出版）

・「温室」（2010 年／法政大学出版局）

・「園芸の達人　本草学者・岩崎灌園」（2017 年／平凡社）
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「伝統の朝顔」のテーマ史

　特別企画「季節の伝統植物」では、2007 年から「伝統の桜草」、「伝統の朝顔」、「伝統の古典菊」、「冬の華・

サザンカ」のそれぞれで毎年異なるテーマを立てて、展示をしてきました。それ以前は、関連イベン

トとして、くらしの植物苑観察会のタイトルはあっても、展示のテーマは設定していなかったのです。

　テーマ設定を始めた契機は、2006 年に特別企画が「伝統の朝顔」のみとなり、桜草、古典菊、サザ

ンカの展示がモミジや伊勢ナデシコ、ウリ・ヒョウタンとともにポスターやチラシを作成しない季節

展示になった翌年、あらためて４つの古典園芸植物を「季節の伝統植物」に復活させたことにあります。

そのおもな理由としては、展示としての新鮮さと宣伝効果を求めたことにあります。ここでは、これ

までおこなってきた、「伝統の朝顔」の展示テーマを振り返ってみたいと思います。

	 2007 年：朝顔の紋様　朝顔の色の仕組み　朝顔の色

	 2008 年：朝顔図譜にみる現代の朝顔

	 2009 年：育て方と楽しみ方

	 2010 年：芸をする朝顔

	 2011 年：朝顔の仕分け

	 2012 年：朝顔の仲間たち

	 2013 年：朝顔の名前

	 2014 年：朝顔の彩（いろどり）

	 2015 年：朝顔の系統保存の歴史

	 2016 年：近代の朝顔ブーム

	 2017 年：変化朝顔の形のひみつ

	 2018 年：続・近代の朝顔ブーム

	 2019 年：新しい朝顔
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講演１　くらしの植物苑特別企画『伝統の朝顔』の始まり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　辻　誠一郎（東京大学名誉教授）

「伝統の朝顔」は第 4 次朝顔ブームの始まり

　くらしの植物苑特別企画「伝統の朝顔」は、平成11（1999）年８月３日に開幕しました。いまから20年前、

今年の開幕で満 20 年を迎えます。猛暑の続く真夏の屋外・温室での展示を開催すること自体、とても

無理だと言われていたのが、一年目にして９月５日までの１か月以上にわたって開催し、なおかつ 20

年も継続していることは、日本だけでなくヨーロッパの植物園関係者からは「異常なできごと」と評

価されてきました。伝統の朝顔、すなわち変化朝顔の展示は、開催期間が３～５日間がふつうであり、

１か月というのは信じられない長さであったのです。それは、変化朝顔が正木系統と出物系統からな

り、出物系統は親木と出物に分離して現われること、このことが主要な系統の開花を観賞するだけで

もこれくらいの期間が必要だとの認識によるものでした。また、変化朝顔に見られる変異は、実際には、

双葉から観察し、花が咲く前の本葉を確かめ、葉の変異と花の変異を楽しむのですが、そうすると５

月～８月・９月という長期の展示になってしまいます。せめて葉の変異から花の変異までを正木系統

から出物系統までを観賞していただきたかったからでした。このような変化朝顔の特異な性質につい

ては、仁田坂英二さんが語ってくださいます。

　このくらしの植物苑特別企画「伝統の朝顔」は、開始早々、第４次朝顔ブームの始まりと捉えられ

るようになりました。この朝顔とは江戸時代後期に盛り上がりを見せた突然変異体の変化朝顔のこと

です。鮮やかなブルーカラーのラッパ状の花を早朝にさかせる朝顔とは大きく異なるのです。江戸時

代後期の文化・文政期の第１次ブーム、嘉永・安政期の第２次ブーム、明治・大正期の第３次ブーム、

そして平成に到来した第４次ブームというわけです。これは令和に突入しようとしています。20 年前

の「伝統の朝顔」は、始まりの始まりといえるかもしれません。

「伝統の朝顔」開催に向けて

　最初の「伝統の朝顔」開催の前年、すなわち平成 10 年の９月ころ、くらしの植物苑の常設展はさま

ざまな修正・改善をしながらも、人とかかわりの深い植物を年間展示するという地味なものでした。

季節ごとのアクセントに欠けていたといえるかもしれません。そこで浮かび上がってきたものが、常

設展では扱いにくい園芸文化の核となった古典園芸とも呼ばれてきた伝統の植物だったのです。江戸

時代は、古代から細々と特別な空間で育まれてきた植物群がにわかに人とのかかわりを深め、江戸園

芸が隆盛した時代です。中でも夏を彩る変化朝顔は、植物文化史の碩学中尾佐助をして「パフォーマ

ンスの極致」と言わせたものでした。

　平成７年９月のくらしの植物苑オープンから満３年を迎えたそのころ、くらしの植物苑展示担当チー

ムは、この変化朝顔を筆頭に季節の伝統植物を集中的に取り上げていこうと計画を練り始めたのです。

そして、平成10年12月、「くらしの植物展（仮）」の計画書を展示委員会に提出しました。委員会からは「く

らしの植物苑特別企画」とし、「中期５か年計画」として再検討するよう要請がありました。当時の歴

史研究部での意見交換、展示担当チームの議論を経て、中期５か年計画を作成しました。その１年目

の平成 11 年度が江戸園芸の目玉としていた「伝統の朝顔」となり、以降はヒョウタンやメロンなどウ

リ科、伝統の菊などを計画していたのです。結果的に、「伝統の朝顔」は例年の特別企画となって定着し、
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その他は夏以外の春、秋、冬の「季節の伝統植物」へと位置付けられるようになっていきました。

　変化朝顔の種子を保有しているわけでもなく、育成したこともなかったくらしの植物苑が頼ったの

は、国立遺伝学研究所でした。具体的な交渉に取り掛かったのは平成 11 年の２月、研究所の支援・指

導がえられるものと確信していたのですが、あえなく出鼻を挫かれた形になってしまいました。これ

まで維持・保存してきた系統・種子は、九州大学理学部生物学教室細胞遺伝学講座に移管手続きをす

ませたとのこと。相当な愛好家でマニアック的だとも聞かされたその人が仁田坂英二さんでした。の

んびり構えていた私は、栽培育種のプロ渡邊重吉郎さんに変化朝顔の同好会などと交渉していただく

一方、４月になってついに九州大学へ駆け込んだのです。４月 14 日です。仁田坂さんと会わなければ、

満 20 年を迎える「伝統の朝顔」はありえなかったでしょう。

　仁田坂さんは、何年か先の企画と思われたのですが、「今年度の夏です」という私の顔を直視して、「え

えー」と言葉をつまらせられたのをよく覚えています。無理を承知で種子の提供をいただくことなど

を約束、すぐに歴博にもどり、４月 16 日には渡邊さん、篠原徹さんと３人で打ち合わせ会を開催、開

催要項を固めたのです。展示期間をおよそ１か月とすることやオールカラーの展示図録を作ることな

どを確認したのでした。さらに展示担当チームの見直しの時期にあったこともあり、歴博に相応しい

展示にするにはどうすればよいか議論を重ね、当時の歴史研究部近世史部門の久留島浩さん、岩淵令

治さんに加わってもらうことになりました。そこで、本館 3 室でも文献史料の展示を同時開催するこ

とが決まっていったのです。

　４月 20 日、仁田坂さんからの種子が到着、くらしの植物苑はとても勢いづいていました。そして５

月 10 日に展示プロジェクト委員会を開催、育成スケジュールの確認、展示図録の内容を確認しました。

64 ページオールカラーの展示図録については６月 25 日入稿のスケジュールが提示され、主要部の執筆

者である仁田坂さんとの激しい往復便があったことは言うまでもありません。写真はほとんどすべて

が仁田坂さん撮影のものだったので、編集が急ピッチでスムースに進められたことも言うまでもあり

ません。この展示図録『伝統の朝顔』は、改訂をせずその後も増刷を続けていることは異例なことです。

　本館３室での展示は岩淵さん主導で進められました。国立国会図書館所蔵の近世・近代朝顔図譜な

どの史料情報の収集が見事に進められ、くらしの植物苑の生もの展示と対を成す史料展示が実現しま

した。歴博に相応しい新しい展示のあり方を提示することになりました。

　ところで、この特別企画「伝統の朝顔」は、ポスター・チラシでは、伝統の朝顔「江戸を咲かす」

と明記され、「江戸を咲かす」がキャッチフレーズになりました。開催要項には明記されていなかった

のですが、広報活動が進められる中で、展示の本意が自ずと表出したものと記憶しています。

「伝統の朝顔」、始まる

　平成 10 年４月から始めた毎月のくらしの植物苑観察会では、テーマに合わせて「くらしの植物苑だ

より」を刊行していました。「伝統の朝顔」オープンの直前、７月 16 日～７月 20 日に 16 号から 18 号

の３号を刊行し、「朝顔のはなし①、②、③」として７月 24 日のくらしの植物苑観察会「伝統の朝顔」

の予告と解説をしたのです。平成 12 年度の「伝統の朝顔」でもこれは踏襲され、34 号、35 号～ 39 号が、

「伝統の朝顔①、②、③、朝顔を楽しむ、朝顔の押し花の作り方」にあてられました。

　くらしの植物苑特別企画「伝統の朝顔」が特異な点はおおくの評者から聞かされます。まず、「これ

が朝顔、こんな朝顔があったんだ」という感動を与えたことだと言われます。史料としての朝顔図譜

の本館 3 室展示によって、生きているものと史料に描かれたものを対応させることができ、歴史的事

実が確認できることで感動をより大きくしていったと言われています。さらに「自分で作ってみたい」
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という意欲を駆り立てたこと。遺伝の法則に則って、あるいはまた江戸時代の人びとのように経験を

積み重ねれば自分でも変化朝顔を育て、咲かせることができることを展示で示したことによると思い

ます。それを促したのが変化朝顔の種子の無料配布でしょう。

　「伝統の朝顔」が盛り上がりを見せた一要因は、変化朝顔の種子を無料で配布したことです。平成 11

年度の「伝統の朝顔」では、会期中は毎日、50 名に無料配布しました。これが実現できたのはもちろ

ん仁田坂さんから正木系統８品種、出物系統 15 品種に及ぶ 13,000 粒あまりの種子を提供していただ

いたからです。一日に 50 名としておいたものの、早朝から長蛇の列となり、出物系統 50 袋のあとは

正木系統を 30袋も配布しました。袋には系統番号と名称を明記し、説明書を同封しました。これによっ

て相当数の作り手が誕生したことは間違いありません。種子の袋詰めには事務方の絶大なる協力をい

ただいたことを明記しておかなくてはなりません。

　「伝統の朝顔」では、歴博の展示としてはさらに異例なことを行っています。それは毎日、午前と午

後に展示解説を行ったことです。これによって、「ほんとうにこれが朝顔なの」、「どうしてこんなに変

化するの」といった疑問や質問に答えることができ、「花がへん」、「葉っぱもへん」、「花が小さい」、「元

気がない、水をやってないのでは」といったよくありがちな批評に対して、江戸時代の人たちが見抜

いた変化朝顔の生き物の性質を的確に伝えることができたと思います。

「伝統の朝顔」の世界が広がる

　平成 11 年度の「伝統の朝顔」は、それまであまり知られていなかった「江戸の変化朝顔」の世界を

現代の人びとに知ってもらうのに大きな役割を果たしました。会期後半には観客が１万人を突破しま

した。そして、「来年もやるんですよね」というコールにお応えして、平成 12 年度も開催することになっ

たのです。

　平成 12 年度の「伝統の朝顔」では、なんと新たに２冊の図録を刊行するという偉業を成し遂げたの

です。一つは『伝統の朝顔Ⅱ　芽生えから開花まで』、もう一つは『伝統の朝顔Ⅲ　作り手の世界』で

す。前者は、主要な系統の双葉・本葉・花の図鑑、江戸時代の朝顔育成法、変化朝顔の育て方からなり、

「江戸を咲かす」を促すものでした。後者は、文献史料や工芸品からみた近世・近代の作り手の世界を

紹介するものでした。このように「伝統の朝顔」は歴博らしく自然科学と歴史学の融合を推し進めた

といえるでしょう。

　さらに８月 13 日に本館講堂で公開討論会「朝顔を語る」を開催しました。この内容は 1 年後の平成

13 年７月に歴博ブックレット『朝顔を語る』として刊行されました。

　平成 12 年度は、歴博だけでなく、海外でも「伝統の朝顔」を開催することができました。初めての

海外での国際展示となったのです。平成 11 年度の「伝統の朝顔」の盛り上がりはイギリスやオランダ

にも知られるようになっていました。平成 12（2000）年は、日蘭友好 400 周年にあたり、歴博の所在

する佐倉市は蘭学をとおしてオランダと友好関係を深めていたこともあって、シーボルトと関係の深

いライデン大学付属植物園「ホルトゥス・ボタニクス」に話を持ち掛けたところ、日蘭友好 400 周年

に相応しいイベントになると大歓迎を受けたのです。そして、７月 28 日～８月 27 日という異例の１

か月におよぶ国際展示「日本の伝統朝顔」を共催で開催することができたのです。シーボルトが日本

に滞在したころは第１次・２次朝顔ブームだったはずで、シーボルトは変化朝顔を知らなかったのだ

ろうかと噂が飛び交いました。いつの間にか「シーボルトが知らなかった日本の朝顔」がキャッチフレー

ズになっていました。このようにして「伝統の朝顔」の世界は広がっていったのです。

　オランダでの国際展示のために、平成 11 年に刊行した『伝統の朝顔』の英語・オランダ語の対訳版
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を冊子として刊行しました。『伝統の朝顔Ⅱ　芽生えから開花まで』が日本語と英語の対訳版になって

いるのもそのためです。

　このようにして「伝統の朝顔」は、江戸園芸、とりわけ変化朝顔の文化を世界に広める契機になっ

たといえるでしょう。
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講演２　朝顔の起源を探る

仁田坂　英二（九州大学理学研究院・准教授）

１．はじめに

　アサガオ (Ipomoea nil) は中南米原産の植物だと考えられていますが、コロンブスが新大陸を発見す

る以前に旧大陸にもたらされたようです。ここに大きな謎は残りますが、日本へは奈良時代に中国か

ら渡ってきたと考えられています。諸外国ではほとんど変異が起こっておらず、薬用植物（下剤）と

してしか利用されていませんが、日本では、江戸時代の園芸文化の発展と相まって、変異を起こしや

すい系統が見つかり、その子孫から多数の変異が生じ保存されました。文化文政期の第１次ブームには、

現在見ることができる変異のほとんどが出揃っており、多くは種子を結ぶ比較的単純な変異体（正木）

でした。その後の嘉永安政期、第２次ブームのころには、文化文政期に生じた変異体が自然交雑によっ

て多重変異体となったものが選ばれ、種子を結ばない不稔の株（出物）を専ら鑑賞していたことが分

かります。その後も変化朝顔の栽培は盛衰を繰り返し、絶種の危機も幾度かありましたが、愛好家や

研究者の努力によって現在まで保存されており、ここ歴博でも、毎年、体系立てて展示している色々

なアサガオを見ることができます。ここでは、20 年にわたる歴博での文献調査や遺伝子研究によって

分かってきた、変化朝顔の主要な変異の来歴や特性について概説します。

２．性
しょう

と筋
すじ

　変化朝顔の真髄と言えば、アサガオに見えないような一連の「出物」でしょう。これらは雄しべや

雌しべが退化する変異や、花弁や萼に変化する牡丹変異を持っているため不稔です。それでも、江戸

期の栽培家は、出物のきょうだい株から採った種子を播けば、出物が再現することに気づき変異を保

存することに成功したのです。江戸期までは、系統も整理されておらず、たくさんの種子を播いた中

から、変わった形に咲いたものや花弁が増えた豪華なものを選んで鑑賞していたようです。明治以降

の第３次ブームになると、変化朝顔を構成する変異が整理されました。そこでは、子葉、本葉、花に

共通して特有の形の変化が現れる変異の中で、稔性のある変異を「性」、不稔の変異が「筋」として定

義されています。それぞれ、現在でもよく使われている用語である、正木や出物と同じ意味だと思う

方がいるかもしれません。しかし、同じ正木でも、立田は立田性ですが、縮緬（台咲）の子葉は野生

型（並性）と区別できないので縮緬性とは呼ばないのです。かように、栽培家は系統維持に関して特

に重要な性質、稔性の有無と子葉の段階で区別できるかを重視しています。第２次ブームの図譜には

栽培法が記載されていないため当時の知識レベルを知ることはできませんが、その前の第１次ブーム

の文化文政期の文献には詳しい栽培方法と変異の説明が書かれており、この時点でも子葉や葉形と花

の形に相関があることが知られていました。

　研究によく用いられている植物の代表格として、アブラナ科のシロイヌナズナがあります。変異体

のほとんどは、化学突然変異原によってランダム誘発されたものですが、単一の変異によって、子葉・

本葉・花と共通して表現型に現れるものはごく一部です。一方、アサガオで保存されている変異の多

くは野生型（並性）と比較すると、子葉、本葉、花の全てにおいて形や色の違いがあります。このよ

うな変異は子葉の段階で鑑別できるため、維持効率が高く優先的に残っている、変わった形の子葉に

注目して栽培してみたら面白い花が咲いた等の変異体の発見の経緯と関係があるのではないかと考え
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られます。

３．変化朝顔の主要な変異の起源

　江戸時代に発展した伝統園芸植物（古典園芸植物）のほとんどは木本や多年生草本ですが、染井吉

野（ソメイヨシノ）のように、固有名詞である「品種名」が現在も同じであれば、江戸時代と同じ植物（ク

ローン）に由来すると推測できます。しかし、変化朝顔は古典園芸植物の中でも唯一の一年生草本の

ため、世代交代が早く交雑の機会も多いため、一部の薬用系統などを除き、江戸期と全く同じままで残っ

ている品種（系統）はほとんどないと思われます。また、第２次ブームの主力である不稔変異は固定

させることができないため、播いた種子から色々なアサガオが分離してきます。そのため、品種名で

呼ばれることが次第になくなり、そのアサガオの葉や花の色や形を記述する命名法に取って代わられ、

名称から同じ品種かどうかを判別することはできません。しかし、遺伝子配列 (DNA) にはそのアサガ

オがたどってきた歴史が刻まれており、これを解析すればその品種を構成する変異の由来を推測する

ことができます。

３−１．獅
し し

子

　変化朝顔の花形とも言われるジャンル、獅

子咲牡丹の中心をなす変異です。現在保存さ

れている系統のほとんどは不稔で、細く切れ

て管状になった花弁の先端が折り返した風鈴

や管弁といった花をつけ、葉も握爪龍葉等、

強く抱えた葉を持っています（図１）。文化

文政期の図譜に見られる獅子は乱獅子と呼ば

れ、明治以降の文献でも獅子性と呼ばれてい

ることから、獅子は稔性があることが前提で

した。戦後になり、この変異自体は失われた

と考えられていましたが、風鈴獅子の交配系

統から、乱獅子によく似た変異が分離してこ

とに気付きました。そのため、風鈴獅子や管

弁獅子は単純な獅子変異に加え、葉の抱えを強くする打込や花弁の抱えを強くし管弁にする管弁化（い

ずれも未同定）の変異を持つ多重変異体で、変異の集積によって不稔になっているのです。獅子遺伝

子は既に同定されており、花や葉の裏側を規定する遺伝子であることが明らかになっています。獅子

の変異では、トランスポゾン (Tpn1 ファミリー )がこの遺伝子を壊しているため、裏側が作れなくなり、

両面が表側の組織になることであのような奇態を示すようです。現在保存されている獅子系統の持つ

変異は全て同じ構造、つまり 1 種類しかないため、文化文政期に偶然生じた変異が現在まで保存され

ていると考えられます。

３−２．立田、柳、細柳

　立田は、花弁が幅広く切れ込み、葉の裂片もやや細くなり 5 枚に分かれることが多く、モミジの葉

に似ています（図 2）。車咲牡丹（後述）では、折り返した花筒（台）が目立つように周りの花弁に切

れ込みを入れ、葉の芸を高めるためにも重要な変異です。文化文政期には、采（ざい）と呼ばれ、斑
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入葉等の一部の品種はモミジの名所になぞらえて龍田川と呼ばれていました。これが転じて立田となっ

たようです。遺伝子構造の解析から、現存する変異はやはり 1 種類（立田１）しかなく、おそらく文

化文政期に生じた変異そのものが残っているのでしょう。また、次に述べる柳変異に挿入しているト

ランスポゾンが転移すると、遺伝子の構造上、立田（立田２）に変化しますが、不思議なことにこの

タイプの変異は保存されていませんでした。立田１よりもやや弱い表現型が好まれなかったのでしょ

うか。

　同じ遺伝子のやや強い変異である柳は、変化朝顔の主要なジャンルの一つ、采咲牡丹の中心をなす

変異で、単独では立田よりもやや細い花弁で、先端に鋸歯の入るナデシコに似た花形です。本葉も中

央の裂片のみ残し、翼片のない柳のような葉を付けます。原因となる遺伝子の末端にトランスポゾン

が挿入している変異の 1 種類しか見つからないため、起源は単一なのだと考えられます。これと笹の

コンビネーションは花弁や葉がより細

くなり、糸柳葉という葉をつけます。

これが繊細な姿形の采咲牡丹を代表す

る系統です。他に、南天とのコンビネー

ションも針葉という細い花弁・葉をつ

けますが、晩咲きなのであまり栽培さ

れていません。

　立田遺伝子の最も強い変異は細葉筋、

松葉などと呼ばれ文化文政期の図譜に

も既に登場しています。戦後は失われ

た変異であるとされていましたが、遺

伝研のストックから起源の異なる２種

類の変異を見つけ、細柳変異と名付け

ました。

　立田、柳、細葉はいずれも同じ、立田遺伝子に独立に起こった変異です。このような変異は互いに

複対立遺伝子（アレル、alleles）と呼ばれ、他の独立な変異とは交配後代の分離パターンが異なりますが、

江戸期から明治期に至るまでこの事に気付いた記述は見られません。ただし、あさがほ叢には、采よ

り柳を作る方法という記述が見られ、子葉の形がより細くなった場合、立田から柳に転化するという

ことが書かれています。現在では立田から柳に変化する可能性のある変異は知られていませんが、江

戸期にはそのような変異があったのかもしれません。総じて、立田遺伝子の変異体は他の遺伝子の変

異と比べると複数の起源があるようです。

３−３．縮緬（台咲）

　縮緬葉台咲は、主要な変化朝顔のジャンルである車咲牡丹の中心をなす変異です。花筒が折り返し、

中心から飛び出した様子が、茶台（茶碗を載せる台）の形に似ていることから、茶台咲、略して台咲

とよばれています。この変異の特徴的な点は花弁に毛茸があることで、これが萼に引っかかり花弁の

伸長を妨げることで折れてしまい台咲きになるという説があります。原因の遺伝子がまだ未同定のた

め、正確な起源はわかりませんが、現在見られる、台咲で、かつ葉に細かな凹凸のある縮緬葉のもの

は、文化文政期の文献には載っていません。この時期の台咲は、野生型の並葉もしくは孔雀葉のもので、

孔雀変異もしばしば台咲になることがありますので、後者は別遺伝子の変異による可能性があります。
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この並葉台咲も失われていると思われていましたが、愛好家の方が見つけた、葉に凹凸のない台咲が

あり再現されています。ただし、江戸期のものと似てはいますが、同じではない新規変異の可能性が

高いと思われます。

３−４．牡丹

　これは、花弁を増やし観賞価値を高める目的で多くの系統に導入されている強い八重咲の変異です。

あさがほ叢をはじめ、文化文政期の文献にも見ることができます。戦前の遺伝学研究においては八重

咲とは別遺伝子座ということになっていましたが、交配実験や遺伝子の構造から、実は同じ遺伝子の

変異（アレル）であることが明らかになっています。現存の牡丹変異は見た目では区別できませんが、

遺伝子の構造から大きく２種（レアなものを入れると３種）に分類されます。遺伝子の構造から、牡

丹はまず稔性のある八重咲として保存され、それからトランスポゾンの転移によって遺伝子が完全に

破壊され、より強い表現型で不稔の牡丹が生じたことが分かりました。きょうだい株を用いて出物を

維持する方法が確立する以前に、不稔の変異をどのようにして維持することができたのかずっと不思

議でしたが、まずは正木として維持され、それから出物に変化したものが選ばれたのでしょう。

３−５．他の変異

　笹、南天も江戸期に起源する変異で、これらの原因遺伝子も同定されていますが、現存する変異は

全て同じ構造をしています。そのため、同じ遺伝子に何度も変異が起こっているわけではなく、希に

起こった観賞価値の高い変異が現在まで保存されているものが多いようです。江戸時代の文化文政期

に、現存するほとんどの変異が生じて以降、新しく見つかった変異としては、今井、萩原らの遺伝学

者が記載した変異が複数ありましたが、これらは失われています。戦後見つかった変異としては重力

感受性を失ってつるが枝垂れる、枝垂が唯一の変異でした。しかし、2002 年からスタートした、文部

科学省（現在は日本医療研究開発機構）のナショナルバイオリソースプロジェクト (NBRP) の整備対象

生物に指定され、保存系統の更新を行ううちに、色々な変異が見つかっています。また、2005 年に歴

博で見つかった無弁花のような変異もありますし、愛好家や研究者が見つけた変異もあります。これ

らの変異も多くはアサガオ内在のトランスポゾン（Tpn1 ファミリー )によって誘発されているのでしょ

う。

４．今後の展望

　どの時代の栽培ブームにも流行品種の変遷があったように、伝統というものは維持するだけでなく、

時代のニーズに合った新しい流れを作っていくことも重要だと思います。近年、あらゆる生物の遺伝

子を操作することができるゲノム編集技術が急速な発展を遂げています。このゲノム編集によって誘

発された変異は、これまでの遺伝子組換えで作る植物とは異なり、自然に起こる変異と基本的には区

別ができないことから、いずれ規制が無くなり普通に栽培ができるようになるとも言われています。

アサガオでもゲノム編集によって高い効率で変異が誘発できることが示されており、これまでのよう

に、たくさんの栽培株の中から希に起こる変異を待つのではなく、積極的にこれまでに無い新しい変

異を狙って作り出すことができるようになっています。次の 10 年でアサガオの世界はどのように変貌

を遂げているのでしょうか。今から楽しみでなりません。
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講演３　DNAで紐解く黒
こく

白
びゃく

江
こう

南
なん

花
か

の謎

星野　敦（基礎生物学研究所）

　夏の日本を彩るアサガオ。そのルーツは 18 世紀後半〜 19 世紀に国内であらわれた多種多様な変異

体にあるとされています。またその祖先は、18 世紀前半にあらわれた絞り花の「松山アサガホ」など

「動く遺伝子」の活性が高い系統であったことも明らかになっています。一方、17 世紀後半の中国では、

すでに動く遺伝子の活性が高く絞り花の「黒白江南花」が栽培されていました。ここでは、黒白江南

花にまつわる 2つの謎を、古文献と最新の DNA 解析から考察したいと思います。

　・黒白江南花こそが日本のアサガオの祖先ではないのだろうか？

　・何故に花が黒白なのだろうか？

１．現代のアサガオのルーツとされる松山アサガホ

　アサガオ（学名：Ipomoea nil）は熱帯アメリカ原産で、奈良から平安期にかけて中国から渡来しました。

原種は青い花を咲かせることから、渡来したアサガオも青い花であったと想像されます。今では、赤、白、

紫、茶など多彩なアサガオがみられますが、これらが誕生したのは江戸後期のことです。その頃には

多彩な色だけでなく、珍しいかたちの葉や花をもつ「変化朝顔」も登場します。これらのアサガオは、

花や葉の形質を決めている遺伝子に変異が生じて機能を失った変異体です（変異とは DNA 配列の変化

のことを指します）。我々や仁田坂英二先生らは、アサガオの変異の多くを「動く遺伝子（トランスポ

ゾン）」が引き起こしたこと明らかにしてきました。動く遺伝子は、花弁の細胞で変異をおこすことに

より、雀斑（じゃくはん）や吹掛（ふっかけ）などの絞り模様の形成にも関わっています。

　国内における絞り花アサガオの祖先は『採薬使記』（1758）の記録にもとづき、岡山県高梁市（備中松山）

で出現した「松山アサガホ」と呼ばれた系統だと推測されています。松山アサガホの子孫が全国に広まっ

て数多く栽培されるようになり、そこからさらに新しい変異が生じて、その中でもとくに鑑賞価値を

高める変異が選抜されて、今日に至るまで受けつがれているという推測です。すなわち、今のアサガ

オの多くは松山アサガホを祖先にもつということです。

２．黒白江南花とは何か

　ところで絞り花アサガオは、松山アサガホとは独立に中国でも誕生しています。1688 年に杭州の陳

扶揺（陳淏子）が刊行した園芸書『花鏡』には、牽牛（けんご：アサガオ）について次のような解説

があります。

　　　　　　近又有異種一本上開二色者俗因名之曰黒白江南花

　17 世紀後半には、１株に２色の花が咲く変異体があらわれて、黒白アサガオと呼ばれていたようです。

なお、江南花は中国語でアサガオの異名だそうです。『花鏡』は中国だけでなく、日本でも和刻本がだ

されるなど広く読まれていました。『採薬使記』の松山アサガホの記述でも引用され、松山アサガホは

黒白江南花の類いであるという考察があります（平野恵先生の講演参照）。また、1773 年（安永２）に
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は平賀源内による校本『秘伝花鏡』も刊行されています。一方、平賀源内のパトロンであった高松藩

主松平頼恭（よりたか）の命で作られた『写生画帳』は 18 世紀後半に完成したとされており、その中

の「アサガホ、漢名牽牛花」の写生画には、「シボリアサガホ、漢名黒白江南花」として７輪の絞り花

アサガオが描かれています。

３．黒白江南花をめぐる２つの謎

　松山アサガホと黒白江南花は、異なる時代と場所に出現したという記録にも関わらず、これまで明

確に区別して扱われてきませんでした。現在の中国で絞り花アサガオが栽培されているという話がな

いためか、黒白江南花は日本のアサガオであるというミスリードな記述もあります。閑話休題、黒白

江南花の出現時期が松山アサガホよりも古いという記録が正しいのであれば、黒白江南花が日本にも

たらされ、松山アサガホとして再発見された可能性はないでしょうか？すなわち、黒白江南花こそが

日本のアサガオのルーツであるという可能性はないのか、ということです。

　またそもそも、黒白江南花の「黒白」とは何でしょうか？花の色を黒白と表現することは、やや不

自然に思えます。『花鏡』でも黒い花の記録はなく、その代わりに「黒白二種」の種子の色が記録され

ています。アサガオは古来より薬草として用いられており、種子の成分を下剤として利用してきまし

た。漢方では牽牛子（けんごし）と呼ばれており、黒い種子と白い種子は、それぞれ黒丑（こくちゅ

う）と白丑（はくちゅう）と呼ばれ、『花鏡』よりも古い時代から記録されています。また、1697 年刊

行の農業全書（宮崎安貞）には、白丑の方は値段が少し高いと書かれており、白丑には希少価値があっ

たようです。そのような背景を考えると、黒白とは花の色ではなく、種子の色を示していたのではな

いでしょうか？

４．生命の歴史は DNA に書き込まれている

　植物の遺伝学や進化学の巨人であった木原均博士は、「地球の歴史は地層に、生物の歴史は染色体に

記されてある」という言葉を残しています。染色体を構成する DNA は、4 種類の文字で記述された生物

の設計図にたとえられます。遺伝子やトランスポゾンもDNAの配列です。そしてこのDNAの文字配列（以

下、DNA 配列）を解読すると、その生物がたどった進化の歴史を推測することができます。近縁の生物

種は類似した DNA 配列をもち、遠縁になるほど DNA 配列の違いが多くなるからです。これを利用して

親子や血縁関係を鑑定したり、生物の進化の道筋を樹木のように表した系統樹をつくったりします。「松

山アサガホ」のような絞り花アサガオが今のアサガオの祖先だとする理由も、変異した遺伝子の多く

に Tpn1 ファミリーのトランスポゾンの DNA 配列が共通して書き込まれていたからです。もし、松山ア

サガホと黒白江南花がおなじルーツであれば、黒白江南花がもっていた絞り花の変異でも Tpn1 ファミ

リーのトランスポゾンが書き込まれたはずです。黒白江南花そのものは絶えているため、原因を直接

に調べることはできませんが、その子孫と推定されるアサガオを探し出せれば調べることができます。

５．薬用白花の DNA に書き込まれていたもの

　黒白江南花が黒と白の２色の種子を実らせるとすると、その子孫は白い種子のアサガオとして伝わっ

ていることが推測できます。現存する白い種子の変異は ca-white だけであり、その変異体は種子が白

い（実際には象牙色に近い）だけでなく、花も白くなります。私たちは、この変異の原因が InWDR1

遺伝子の DNA 配列の中に生じた、ごく短い（７塩基）DNA 配列の挿入であることを発見しました (Morita	

et	 al.,	 2016)。InWDR1 遺伝子には花と種子の着色を促進する機能がありますが、この挿入によって
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機能を失うことで変異体の花や種子は白くなっていました。また我々は、挿入した DNA 配列が、その

配列の特徴から Tpn1 ファミリーのトランスポゾンがこの遺伝子から動いて抜け出た痕跡（フットプリ

ント、足跡）であると推測しました。しかし、この推測は間違っていたことが、茨城大学に保存され

ていた ca-white 変異体「薬用白花」の解析から明らかになりました (Hoshino	 et	 al.,	 2016)。この系

統では、上述の 7 塩基の DNA 配列の位置に、InSto1 と名付けた全く新しいトランスポゾンが挿入してい

たのです。7塩基の DNA 配列は InSto1 が抜け出たフットプリントであることは、ほぼ間違いありません。

さらに興味深いことに、薬用白花と同一の InSto1 が挿入した変異を、中国の研究者も現存の白丑から

発見しました。以上のことから、黒白江南花の子孫として薬用白花や白丑が最有力候補だと考えてい

ます。

６．『朝顔明鑑鈔』に隠されていたヒント

　薬用白花や白丑が黒白江南花の子孫であるとすると、これらのアサガオも絞り花を咲かせ、白黒２

種類の種子を実らせても良さそうです。しかし多くのトランスポゾンがそうであるように、InSto1 が動

く活性は強く抑制されています。そのため、絞り模様がない白い花と白い種子しか作りません。一方、

古文献に白種で絞り花を咲かせるアサガオの記録を探したところ、序文に享保８年（1723）とある三

村森軒の自筆本『朝顔明鑑鈔』にみつかりました。三村森軒は尾張藩藩士で、藩の薬草園を管理する

など本草学に通じた人物だったようです。朝顔明鑑鈔には 100 以上の変異体が、一部は簡単な写生画

と共に記録されています。そのうち「銀盞（ぎんせん）」は、白種で絞り花を咲かせるアサガオとして

紹介されていました。

	 晩種秌花朝顔花名

	 銀盞

	 （中略）	花の色雪白　きれい也　花中稀ニ浅黄色の立筋一・二條を生る事も有

	 （中略）	実ハ小粒　（中略）其色雪白也　其白事　雪小豆の色のごとし

	 	 	 是即チ本草ニ所謂盞白牽牛　子ニして白丑是也

　『朝顔明鑑鈔』に多くの変異体が記録された背景には、トランスポゾンの動く活性が高い松山アサガ

ホのような系統の存在があったと考えられます。しかし、1723 年と言えば松山アサガホはまだ発見さ
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れていたかどうかの時代であり、それが尾張まで伝わって銀盞を含めた 100 以上もの変異体の元になっ

た可能性はなさそうです。それよりも、先に中国で出現していた黒白江南花が、これらの変異体（少

なくともその一部）の祖先だった可能性の方が高そうです。なお、銀盞の説明には白と黒の種子を付

けるという記録はありません。ただし、花の絞り模様（立筋）が稀だった様子から、黒い種子を付け

ることも稀だったと推測され、それを三村森軒が観察できなかったとしても不思議ではありません。

７．謎の答えと黒白江南花がたどった道

　以下が、黒白江南花の謎を古文献と DNA から紐解いた私の答えです。

　・黒白江南花は、薬用白花など、ごく一部の日本のアサガオの祖先になっている。

　・黒白江南花の黒白とは、花の色ではなく種子の色を指している。

　そして黒白江南花は、以下のような道をたどったと考察しています。まず、18 世紀後半の中国で、

動く遺伝子である InSto1 の活性が高い系統が出現した。その中から、InWDR1 遺伝子に InSto1 が挿入

した変異体があらわれた。この変異体は白地に青い絞り花を咲かせ、その種子はもともと白色だが黒

色の種子も実らせることがあった。この白と黒の種子を実らせる性質から、黒白アサガオ、すなわち

黒白江南花と称されるようになった。ほどなく黒白江南花は日本にも伝わり、三村森軒が観察した銀

盞をはじめとする多くの変異体を誕生させた。しかし次第に InSto1 は活性が抑制されて動かなくなり、

黒白江南花の直接の子孫は絞り花ではなく白花の薬用白花や白丑など薬用として今日に伝わった。黒

白江南花から派生したほかの変異体も、松山アサガホの子孫に比べると新しい変異体が現れにくく、

園芸的な価値に劣るために栽培されなくなり絶えていった。

　私たちの DNA 研究は、日進月歩でその解析技術が発展しています。従来は一つ一つの遺伝子につい

て DNA 配列を調べていましたが、ここ数年のあいだでアサガオがもつ全ての遺伝子の DNA 配列を一度

にまとめて調べることも可能になりました。これから数多くの変異体の DNA 配列を調べたり、変異の

原因を調べたりしていくと、薬用白花を含めた現代のアサガオがたどった歴史をさらに詳しく知るこ

とができるでしょう。黒白江南花の謎も、もっと明確に答えを出せる日がくるかも知れません。

【引用文献】
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講演４　浮世絵版画からみた朝顔

日野原　健司（太田記念美術館主席学芸員）

はじめに

　朝顔は、江戸時代に制作された浮世絵版画の中に、さまざまな形で登場している。例えば、早起き

した女性たちが庭先に咲く朝顔を観賞したり、あるいは、朝顔売りに扮した歌舞伎役者が鉢植えの朝

顔を売ったりしている。また、入谷の朝顔市の風景としてや、女性の着物の柄として描かれているよ

うな作例もある。このような浮世絵に見る朝顔については、『伝統の朝顔』の展覧会図録を含め、たび

たび紹介されていると思われるが、本発表では、花や鳥を主体的に描くことを目的とした花鳥画、特に、

版本や一枚摺の版画の中で、朝顔がどのように表現されているかについて検証したい。注目すべき作

品の紹介を中心にしながら、その変遷を時代順に追っていくこととする。

１．17 世紀末～ 18 世紀中期の版本

　浮世絵版画の歴史をさかのぼれば、花鳥画というジャンルは、一枚摺版画の創始者である菱川師宣

（？～ 1694）によって早くも手掛けられている。ただし、一枚摺ではなく、天和３年（1683）刊の『花

鳥絵づくし』という、文字通り花と鳥を集めた版本としてであった。その一図に、ススキに蔓を絡め

る朝顔の図が説明文と共に描かれている。このススキと朝顔の組み合わせは、師宣の肉筆画である『花

鳥風俗画帖』（プライス・コレクション）にも見られ、師宣にとっての一つの典型的な朝顔の描き方であっ

たと推測される。

　師宣の活躍以降、18 世紀中頃までの花鳥画は、一枚摺版画の作例はいくつかあるものの、やはり主

流となるのは版本であった。また、江戸よりも大坂の絵師による作例が多く、橘守国（1679 ～ 1748）

や大岡春卜（1680 ～ 1763）の絵手本や画譜に数多く登場する花鳥画は、江戸の浮世絵師たちの種本に

もなっているものであった。朝顔の作例を探ってみると、例えば、寛延３年（1750）刊の大岡春卜『和

漢名画苑』では、雲谷等与の古画の模写として、朝顔と蛙の図が見受けられる。ただし、朝顔という

画題は、必ずしも花鳥画を扱う絵手本の中に登場するというものではなかった。橘守国の代表作であ

る『絵本写宝袋』（享保５年［1720］刊）や『絵本通宝志』（享保 14 年［1729］刊）、『絵本鴬宿梅』（元

文５年［1740］刊）、『絵本直指宝』（延享２年［1745］刊）といった複数巻からなる絵手本では、その

内の数冊が花鳥画に割り当てられ、何十種類もの植物が網羅されているのだが、朝顔は含まれていな

いのである。

２．18 世紀後期～ 19 世紀前期の版本

　明和２年（1765）に多色摺木版画である錦絵が誕生してからも、一枚摺の花鳥画は引き続き制作さ

れているが、やはりその点数は多くはない。朝顔という題材で言えば、鈴木春信（1725 ？～ 70）や礒

田湖龍斎（1735 ～？）、鳥居清長（1752 ～ 1815）らの美人画の中で、朝の身支度をする女性が朝顔の

花を眺めている作例はしばしば目にするが、花鳥画として朝顔が描かれた一枚摺はあまり作例がない

のである。

　そのような中、18 世紀後半において、花鳥画を描いた浮世絵師として注目すべき人物が、北尾重政
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（1739　～ 1820）である。重政はさまざまな版本で花鳥画を描いているが、朝顔に絞ってみた場合、安

永３年（1774）刊の『一目千本』では、籠に生けられた朝顔を遊女に見立て、天明２年（1782）刊の『絵

本時津艸』では、朝顔の色の塗り方を説明し、また、没後の文政 10 年（1827）に刊行された『花鳥写

真画譜』二編では、朝顔とカワラヒワの図を描いている。重政の花鳥画は、喜多川歌麿や鍬形蕙斎のほか、

明治に活躍した三代歌川広重（1842 ～ 94）にも影響を与えている。

　また、大坂の絵師である丹羽桃渓（1760 ～ 1822）の存在も注目されていいだろう。文化・文政（1804

～ 30）の変化朝顔ブームに合わせ、『朝鮮珍花蕣集』（文化 12 年［1815］）や『牽牛品』（文政２年［1819］刊）

において、変化朝顔の花や葉の特徴を克明に描写している。これらは、花鳥画の絵本ではなく、本草書、

園芸書と位置付けるべきものであろうが、桃渓は、花鳥画に限らず、名所図会や狂歌本など、さまざ

まなジャンルの版本を手掛けた多才な人物であり、上方の浮世絵師と位置づけられている。その朝顔

の彫りや摺りの表現を見てみると、上方の画譜に通じる特徴があり、江戸の浮世絵師の花鳥画の表現

を考える上で、貴重な比較材料となるのである。

３．19 世紀中期の一枚摺版画

　天保年間（1830 ～ 44）に入ると、歌川広重（1797 ～ 1858）によって一枚摺の花鳥画が大量に刊行

され、浮世絵における花鳥画のジャンルは広重の独壇場となった。描かれる花や鳥の種類もさまざま

だが、朝顔もしばしば取り上げられており、特に団扇絵判の朝顔は優品と言えよう。朝顔が描かれる

場合、「朝顔のあかれぬその日その日かな」という俳諧が賛として添えられていることが多いが、この

俳諧は、太田巴静（1678 ～ 1744）という美濃派の俳人によるもので、他の花鳥画の賛と同様、『故人

五百題』という俳書を参照していたと思われる。また、広重の師匠である歌川豊広（？～ 1829）の作

品の中に、生け花を題材にした揃物や秋草を描いた摺物があり、その中に朝顔も描かれている。広重

が花鳥画を制作するようになったルーツの一つとして興味深い。

　広重以外の一枚摺の花鳥画として、安政６年（1859）刊、嵩岳堂（生没年）という絵師による「生

写四十八鷹」という揃物がある。この中で「うそ　はぢ　朝がほ種」という、花が枯れて実となった

朝顔という珍しい図があるが、実は田崎草雲（1815 ～ 98）が門人である嵩岳堂の画号を借りて制作し

たとされている。田崎草雲は、嘉永・安政（1848 ～ 60）の変化朝顔ブームの際に刊行された『三都一朝』

（嘉永 7年刊）の作画で知られるが、草雲と花鳥画との関係についても言及したい。

【主要参考文献】

・大久保純一「歌川広重の花鳥版画について」『MUSEUM』494 号、平成 4年（1992）

・今橋理子『江戸の花鳥画』スカイドア、平成 8年（1996）

・大久保純一「描かれた朝顔」『伝統の朝顔Ⅲ―作り手の世界―』（展覧会図録）、国立歴史民俗博物館、

平成 12 年（2000）

・平野恵「多色刷り図譜時代の幕開け～文化・文政期の“朝顔図譜”から見た文化史～」『“朝顔図譜”

をよむ～『あさかほ叢～』（展覧会図録）、国立歴史民俗博物館、平成 20 年（2008）

・『プリティープリント　江戸の花鳥版画展』（展覧会図録）、山口県立萩美術館・浦上記念館、平成 29

年（2017）



-20-

講演５　書物に見る江戸の朝顔

平野　恵（台東区立中央図書館）

１．「採薬記」に見る朝顔

　採薬記は、江戸時代を通じて行われた薬草を求める採薬の記録（フィールド・ノート）である。300

点近くの採薬記が各機関に所蔵されている。次に掲げるのは、享保・元文（1716 ～ 1740）の採薬記『採

薬使記』からの引用である。国別に薬草の記事があり、「備州之部」には、

	 照任云、備州松山ト云処ニ珍シキ牽牛花ヲ生ス。花葉ノ形ハ古来ヨリ有来リニ同シ。丈長カラズ。

	 三四尺位ヲ根トス。花色白ト紺ト咲分ケ、或ハ白地ニ紺ノ細キ星入リ又紺ノ細キ筋モアリ。其

	 年ノ子ニテ又生シ花咲ク。近頃京師ニテ松山アサガホト云。

	 　光生按ニ、陳扶揺ガ花鏡ニ曰、牽牛花ニ異種アリ。一本ノ上ニ色々ノ花ヲ開ク。俗是ヲ黒白

	 　江南花ト云。即此類ナルベシ。

と、咲き分け（図１）、白地に星の斑が入る吹っ掛け絞り、白地に細い筋がある個体を紹介し、「松山

アサガホ」と呼ぶという。本史料の凡例には、

	 一　此書ハ享保ノ初ノ頃、東都阿部友之進照任、松井玄蕃重康卜云ヘル人アリ。各諸薬ノ良否

	 　　ヲ弁へ其形状ヲ多識ス。一歳　台命ヲ蒙リ諸国ニ出行シ、其所々ノ産物ヲ見出シ普ク世上

	 　　ニ知ラシメ、珍物品々ヲ官府ニ貢献ス。

	 一　一下字ハ総テ後藤氏ノ考述スル処ヲ記ス。

とあるとおり、採薬の命を帯びた阿部照任と松井重康の話と、一字下げの後藤梨春の考察を加えたと

わかる。朝顔の場合では、後藤梨春（光生）は、中国の園芸書『秘伝花鏡』を引用し、中国でいう「黒

白江南花」の類であるとする。また、「松山朝顔」の名は京都における名とあり、変化朝顔の流行が上

方発である点が、本採薬記により改めて判明した。

　変化朝顔が江戸にもたらされたきっかけは、宝暦 12（1762）、平賀源内が日本初の全国的な薬品会（博

覧会）ではなかろうか。その記録『物
ぶつ

類
るい

品
ひん

隲
しつ

』巻３には、

図１　咲き分け朝顔　国立歴史民俗博物館
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	 牽牛子　和名アサガホ黒白二種アリ。

	 ○黒丑　黒牽牛子ナリ。花色数十種アリ。○黒白江南花　和名シボリアサガホ。花鏡ニ曰ク、

	 近ゴロ又有二異種一一本上開二花二花ヲ一者ノ俗因テ名レ之ヲ曰二黒白江南花ト一。○重弁ノ

	 モノアリ。奇品ナリ。不レ結レ実ヲ。其ノ余近世花色数十ニ及ブ。薬用ニハ碧花ノモノヲ用ベシ。

　このように、『秘伝花鏡』の記事をあたかも日本の花の説明文に充てているが、実際は似ている花、

つまり松山朝顔と考えられる。変化朝顔は、文化・文政期（1804 ～ 1830）に江戸と大坂で流行したが、

流行の少し前の時代、宝暦７年～明和３年（1757 ～ 66）頃に描かれた、京都在住の伊藤若冲の「動植綵図」

中の「向日葵雄鶏図」には、咲き分け・絞りの朝顔が見える。変化朝顔の咲き分けは、岡山から京都

へ伝わり、さらに薬品会により江戸へともたらされた。これらは園芸的関心からではなく、すべて薬

草を求める採薬や薬品会という本草学者たちの活動に由来したのである。

２．怪しい朝顔

　寛延３年（1750）刊、静観房好阿著『諸州奇事談』巻２には、「蕣
あさがほ

花の妖怪」という記事がある。

	 （前略）ある夕暮、下葉の枯たるを取すてんと庭へ出けるに、朝顔を押分来る物あり。蔓をそこ

	 なはん事をいたみて、急ぎ是を追払ハんと立寄り見れば、首なきむくろ、蟇
かへる

のごとく這来るな

	 りけり。身の毛よだちて思ハず跡しさりして椽
ゑん

の上へしりぞき、雨戸の透よりさしのぞけば、

	 此むくろ庭を這過て隣家の垣を越て座敷の下へ這入ける。（中略）其夜より隣家のあるじ煩
わつらい

つ

	 きて程なく死しける。さればこそと独
ひとり

うなづき居たりける。此ぞ人、主君の領地に行て、百姓

	 の罪なきをあやまり殺害しける事あり。（中略）若此死霊のわざにやと心付く。さるにても所こ

	 そあれ。朝がほの中を分て這出しうるさしよと、此後ふたゝびあさがほをあいせず。（後略）

と、朝顔の蔓から這い出た死霊が、隣家の主人を呪い殺したという怪談を記す。また、近世後期の漢詩人、

大沼竹渓による「黄牽牛花」と題する詩がある。

	 牽牛元一碧。怪看著二新黄一。妖物由レ人起。人狂花又狂。（『竹渓先生遺稿』）

文化末年の第一次ブームに詠まれたもので、大意は、朝顔はもと青色一色であったが、怪しいかな、

新しく黄色い朝顔を見た。これは人為的に作られたものである。人は花に狂い、花もまた狂う。

おそらく人為的な作出ではないと考えられるが、そう信じてしまうほど当時の人々の眼には「怪異」

と映り、批判的にとらえられた点がうかがわれる。怪談「蕣花の妖怪」も、変化朝顔に対して、ある

いは変化朝顔の愛好家に対して、批判的な意識から作り出されたものではないだろうか。

３．新出史料『浪華朝顔作方聞書』

　『浪華朝顔作方聞書』は年代不明の綴りであるが、分類が「いさは」「うつ川」など、文化・文政期

と同じことから、同時期成立と考えられる。文政 7 年（1824）刊、岩崎灌園『武
ぶ

江
こう

産
さん

物
ぶつ

志
し

』には、花

の変わりが 20 種、葉の変わりが 26 種紹介されている。これに対し『浪華朝顔作方聞書』は、

	 一　葉替之名大抵　常葉　紅葉は　黄葉　ふ（斑）入　細葉　ところ（ヤモノイモ科）葉　い
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	 も（芋）　あふひ（葵）　かりがね　いさは（斑葉）　染分　ひらぎ（柊）　なんてん（南天）　

	 七五三

	 一　花替之名大抵　　丸咲　かゝへ（抱え）　しぼり（絞り）　かすり（絣）　台咲　ちゝみ（縮）　

	 ひうしく（不明）　ひよく（比翼）　りんどう（竜胆）　巻絹　梅　さくら（桜）　かざし（扇を

	 かざすこと）　五
い ず て

手船
ふね

　又桔梗トモ　　猩々頭　ちよく（猪口）　牡丹　獅子　みだれ　吹ぎれ　

	 ひげ　孔雀　柳葉　古渓　防蘭（棒蘭）　うつ（宇津）川

と、葉変わり 14 種、花変わり 26 種を紹介し、葉・花で分類する点が共通し、その分類名も葉で５種、

花で 12 種（「柳葉」「うつ川」は葉の分類）同じ名がある。後の嘉永・安政期（1848 ～ 1860）には、

各個体に葉と花の変化を列挙する命名が主流になったが、その前の試行段階であるとわかる。

もう一つ、興味深いのは次のとおり、朝顔の仕立て方が図入りで紹介されている点である（図２）。

	 若蔓先長ク竹ニ而やしなひ候ハヽ、 □
（虫損）

如此□
（ 虫 損 ）

□□ニて先ヲはさミ候事。

	 此二葉花終る迠アルヲ上手作りト云候事。

	 　右之ことく鉢植ニて枝ヲ出し竹のやしなひなきヲ上手と云事。右大坂ニて北作りと云テ上品也。

	 　右大坂ニて南作りと云、下品也。

花が終わるまで双葉を残して、竹の支柱（「やしなひ」）がないものを上手と呼ぶ。どちらも現在では

廃れてしまった美学である。アーチ状の支柱（南作り）を下品とするが、浮世絵などを見ると近世後

期の支柱はほぼこの形が使われており、時代によって朝顔の飾り方の美学が異なる点がわかった。

【参考文献】

平野恵「近世採薬記の成立事情―享保・元文から幕末まで―」（『杏雨』21 号、2018）

図２　大坂の仕立て方（『浪華朝顔作方聞書』）平野恵 蔵
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