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The peduncle (pedunculus in Latin) was first used by Linnaeus in 1751 as a botanical
term for ‘the stem bearing flowers and fruits’ and the pedicel (pedicellus in Latin) for any
‘part of the peduncle.’ These terms have been defined in somewhat modified expressions by
successive authors. Nowadays, each definition of the peduncle and the pedicel used in previous
references has one of the following meanings: ① a stalk of a single flower; ② a stalk of an
inflorescence; or ③ a stalk either of a single flower or of an inflorescence. The Japanese terms
of the peduncle and pedicel include the three different meanings which were derived from
the English definitions. Due to polysemy of the botanical terms, many synonymous terms
have been produced so far for both the peduncle and pedicel in Japanese. The peduncle was
first translated to Japanese by Yôan Udagawa（宇田川榕菴）from Dutch, Bloem-Steel (with
pedunclus in Latin) into Kakô（ 花 梗 ）meaning the stalk of flower(s) in 1834. He divided
the Kakô into Sôkakô（ 総 花 梗 ）meaning a stalk of an inflorescence and Kakukakô（ 各 花 梗 ）
meaning each stalk of a flower in the inflorescence. Based on English terms of peduncle and
pedicel in 1874 Motoyoshi Ono modified Udagawa’s usage of the term Kakô for the peduncle
including Sôkakô and proposed a new term Akô（椏梗）for the pedicel instead of Kakukakô（各
花梗）
．
At present there are such synonymous terms of Kakô（花梗）as Kahei（花柄）, Kajyohei（花
序柄）
, Kô（梗）, Sokahei（総花柄）, Sokakô（総花梗）and Sokô（総梗）. Also, Akô（椏梗）has the
following synonymous terms: Kahei（花柄）, Kakô（花梗）, Kakukakô（各花梗）, Saikakô（細花
梗）
, Saikô（細梗）, Shôkahei（小花柄）, Shôkakô（小花梗）, and Shôkô（小梗）. To avoid confusion
from the use of such many Japanese synonymous terms as above for the peduncle and the
pedicel, Kajyohei（ 花 序 柄 ）should be used exclusively hereafter for the peduncle, meaning
the stalk of an inflorescence, and Kahei（ 花 柄 ）for the pedicel, the stalk of a single flower. In
compound inflorescences or panicles that repeat the same type of branching, the stalk of the
primary (first-order) axis producing branches is Kajyohei（花序柄 peduncle）and the stalk of the
first-order branch (second-order axis) should be called Niji-Kajyohei（ 二 次 花 序 柄 the secondorder peduncle）, and so on. In Compositae or Gramineae and Cyperaceae, the stalk of a head
(capitulum) or a spikelet should be called Kajyohei（花序柄 peduncle）instead of Kahei（花柄 =
pedicel）, because it is an inflorescence even if its flowers are evolutionarily reduced to one.
Key words: Capitulum, Kahei (= pedicel), Kajohei (= peduncle), new proposals, panicle,
pedicel, peduncle, second-order pedicel, second-order peduncle, spikelet.
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Fig. 1. Peduncles and pedicels in several types of inflorescences. In panicles, 2nd
order panicles composed of the 2nd order peduncle and pedicels (from Ohashi et
al. 2015. Wild Flowers of Japan, revised and enlarged edition. vol. 1. Heibonsha.
Fig. 1. 花序柄と花柄を示す．円錐花序では 2 次円錐花序，2 次花序柄及び花柄
を示す（大橋ほか 2015．改訂新版『日本の野生植物』．平凡社より）．
英 語 の 植 物 学 用 語 peduncle と pedicel は 被
子 植 物 の 花 を 支 え る 柄 stalk を 指 す 言 葉 と し て
1751 年に Linnaeus によって創られたラテン語の
pedunclus と pedicellus とにそれぞれ由来する．後
に裸子植物の球果やシダ植物の胞子嚢の柄などを
指す言葉にも転用されているが，本稿では被子植

いない．収録語数は英語用語で約 2,500 語ある．
学術用語集刊行の主旨から当用漢字表にない「梗」
を「柄」に書き改め，花梗から花柄を，小梗また
は小花梗から小花柄を作ったと推測される．しか
し，
『植物学編』刊行以後の植物学出版物をみると，

物の peduncle と pedicel とを対象として論を進め
たい．その有無・形状は被子植物ではしばしば分
類群の特徴であり，また近縁分類群間の区別点と

peduncle が「花柄」，pedicel が「小花柄」に統一
されてはいない．
佐竹義輔ほか編『日本の野生植物 草本』（平凡
社 1981–82）と『同 木本』（1989）の改訂編集に

もされる．そのために，peduncle と pedicel を指
す日本語用語は被子植物の記述の際に頻出する．

際して，peduncle と pedicel の日本語植物学用語
を混乱なく使いたいと考えた．そのためにこれま

日 本 語 の 植 物 学 用 語 と し て peduncle は 花 柄，
pedicel は小花柄に統一することが 1956 年の文部
省『学術用語集植物学編』で決められた．それ以

での peduncle と pedicel に対する日本語植物学用
語の変遷を整理した．学術用語は同一分野では一
義的に使われねばならないと考え，改訂新版『日

前には peduncle は花梗，pedicel は小梗または小
花梗が広く用いられていた．文部省『学術用語集』
は当用漢字と現代かなづかいの使用によって，日
本の学術用語を平易・簡明なものに統一し，新
用語を制定する目的で多くの学術分野で刊行され
た．当用漢字表にない漢字は書き改めるか，また

本の野生植物』（大橋ほか 2015）では peduncle を
花序柄，pedicel を花柄として統一を図った (Fig.
1)．本稿はこの統一案をより一般化して，今後使
用すべき用語として提案したいと考えてまとめて
みた．

は他の語に言いかえる方針で 1947 年に計画が始
まった．『学術用語集植物学編』
（以後『植物学編』
と略称）は「（1947 年当時の）植物学の数十種の
書物からそれに用いられているたくさんのことば
をひろい集めた用語が選定されて刊行された」
（植
物学用語専門部会主査 服部静夫）．同書は和英・
英和対訳用語集であり，用語の意味は説明されて

植物学用語 peduncle と pedicel の意味
ま ず， 英 語 用 語 で あ る peduncle と pedicel の
使用例を日本語用語と関連のある文献から選び
出 し て 調 べ て み た (Table 1)． 英 語 の peduncle
と pedicel は そ れ ぞ れ Linnaeus が 1751 年
Philosophia Botanica で 最 初 に 植 物 用 語 と し て
使 用 し た ラ テ ン 語 pedunculus と pedicellus に
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Table 1. Definitions of the peduncle and the pedicel in selected Latin and English references
Table 1. 植物学用語 peduncle と pedicel の内容の変遷
references

peduncle

pedicel

Linnaeus 1751
De Candolle 1813, fide Beentje 2012
Lindley 1839
Gray 1858
Gray 1887
Jackson 1916
Jackson 1928
Willis 1931
Fernald 1950
Lawrence 1951
Featherly 1959
Usher 1966
Allaby 1992
Harris and Harris 1994
Hickey and King 2000
Beentje 2012

③

③

③

③

③

③

③

①

③

①

③

①

③

①

③

①

③

①

③，② [incl. 1-flowered infl.] ①
③

①，② [in Gramineae]

③

①

③

①

③

③，② [in Gramineae]

②

①

②，③

①，③，② [in Compositae]

① The stalk of a single flower.
② The stalk of an inflorescence.
③ The stalk of either a single flower or an inflorescence.

由 来 す る．Philosophia Botanica 40 ペ ー ジ に
は “ PEDUNCULUS, Truncus partialis, elevans
Fructificationem, nec Folia.”（Pedunculus，葉で
は な く， 花 や 果 実 を 支 え る 軸 の 部 分 ） お よ び
“Pedicellus est pedunculus partialis.”（Pedicellus
は pedunculus の 一 部 分 ） と 定 義 さ れ て い る．
Linnaeus の “fructificato” の 用 法 は 英 語 の fruitbody，fructification であり，世代の一時期の終わり
であり次の世代の始まりである花期と果期に関連
する器官，すなわち萼，花冠，雄蕊 androecium，
雌 蕊 gynoecium， 果 実 お よ び 種 子 を 指 す と い
う ( Stearn 1996)． Beentje ( 2012) は「 Linnaeus
(1751) は pedunculus を ‘ 花 と 果 実 を つ け る 茎 ’，
pedicellus を ‘peduncle の枝 ’」としたとする．し
かし，De Candolle (1813) は Linnaeus の用法と異
なり，「peduncle と pedicel を同じ意味で用い，花
序の下部を peduncle，頂部に近い部分を pedicel
とした」という (Beentje 2012)．
初の英和対訳植物学用語集である小野職愨『植
学 訳 筌 』(1874) の 原 本 School Botany (Lindley
1839) で は “The stalk of the flower is its peduncle;

and if the latter is divided into many smaller stalks,

its divisions are called pedicels”（花の柄は peduncle
である．その柄が多くの細かい柄に分割されてい
れば，その細い柄を pedicel と呼ぶ）と説明され
ている．松村任三『植物小學』(1881) の元の 1 つ
である Asa Gray (1858) は「花が柄につく場合に
はこの柄は peduncle と呼ばれる．多数の花が柄
につく場合にもその柄は peduncle または common
peduncle と呼ばれ，その中の個々の花に柄がある
場合にはその柄は pedicel または partial peduncle
と呼ばれる」としている．Gray (1887) は後にも
“peduncle, a flower-stalk, whether of a single flower
or of a flower-cluster, [p.]73”, “pedicel, the stalk of
each particular flower of a cluster, [p.]73” と定義し
て い る．Jackson (1916, 1928) は，peduncle は「1
個の花の柄を指す一般用語．同様に花の集まり 1
個に対しても用いる」としている．同書で pedicel
は種子植物に対して「（花序の）末端の 1 個の花
の柄で，1 個の花だけにつく」という．Fernald
(1950), Gray’s Manual of Botany の Glossary で は
peduncle は「最初の基本となる花の柄 a primary
flower-stalk で，単花でも複数花にも用いる」とし，
pedicel は「単一の花の支え」とする．Lawrence
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(1951) は peduncle「1 群の花の柄，または花序の
花に由来して残った 1 個の花の柄 ‘or of a solitary

2001，遠藤 2009）．「花梗の分類用語は本草用語
にない．榕菴の造語である」（遠藤 2009）．「梗」

flower when that flower is the remaining member of
an inflorescence’」，pedicel「1 群の花の中の単一の

は花を付ける柄の意味で用いられている．『植学
啓原』は榕菴が「衆説ヲ折衷シ以テ此編ヲ撰ス」
とし，その主な参考文献はショメールの『家政百
科事典』オランダ語増補第二版 (M. Noel Chomel

花の柄」とした．イネ科の小穂またはキク科の頭
花は 1 個の花からなる例があっても，花序であり，
花序構造の単純化による進化の結果であって，小
穂と頭花の柄は 1 花を付けるものでも peduncle
「花
序の柄」であるとした．一方，Featherly (1959) は
peduncle は Jackson と同義，pedicel は末端の 1 個
の花の柄とイネ科の小穂の柄を指すとして，イネ
科の小穂の柄を pedicel と呼んでいる．
最 近 の 英 語 用 語 集 で は，Allaby (1992) や
Hickey and King (2000) は「peduncle は花序の柄，
pedicel は花序の中の 1 個の花の柄」としている．
Harris and Harris (1994) は「peduncle は単一の花
の柄または花序の柄」であり，「pedicel は花序の
中の 1 個だけの花の柄またはイネ科小穂の柄」と
定義した．Beentje (2012) は，peduncle とは「1. 花
序の基部の分枝しない部分または柄で，rachis と
異なる部分；2. 花の柄を指す一般用語，花は単一
でも一房でもよく，または有柄 pedicellate または
無柄の複数花の共通の柄でもよい；3.（裸子植物）
球果の柄」という．pedicel については「1. 花序の
中の個々の花の柄，2.（裸子植物では）花の鱗片
の柄とされた（勧められない用法），3.（シダ植
物では）胞子嚢の柄，4.（キク科では）頭花が花
序をなす場合の個々の頭花の柄にも用いる」とし
た．
以上の文献では，英語用語としての peduncle は
一義的に使われておらず，「花の柄」，「花序の柄」
または「花の柄あるいは花序の柄」の 3 通りの意
味を含む (Table 1)．pedicel についても多くは「個々
の花の柄」を指すが，「イネ科の小穂またはキク
科の頭花の柄，すなわち花序の柄」を指す場合も
あり，2 通りの意味がある (Table 1)．peduncle と

pedicel は植物学用語として多義であり，一部では
用法が重複している．これらの言葉を翻訳した「花
柄」と「小花柄」も多義的な用語となり，用法の
一部は重複することとなった．
Peduncle と pedicel の日本語用語の始まり
から 1956 年『植物学編』まで
被子植物の花の柄を指す「花梗」は宇田川榕菴
の造語で，1834 年『植学啓原』に初出した（朱

en J. A. de Chalmot: Algemeen huishoudelijk-,
natuur-, zedekundig-, en konst-woordenboek. 7deel.
Leyden, 1778) であるとされる．「花梗」の原語は
同 書 の 植 物 学 Planten-kunde に あ る オ ラ ン ダ 語
の Bloem-Steel (pedunculus) で あ る と さ れ（ 遠
藤 2009）， 原 著 p. 771 に ‘bloem- of vrugt-steel
(pedunculus)’ と あ り，pedunculus は「 花 ま た は
果実の柄」を指す用語として示されている．この
意味はリンネの定義と同じである．
以下本稿での『植学啓原』は，矢部 (1980)『復
刻と訳・注 植学啓原＝宇田川榕菴』に基づく．
『植学啓原』の「花梗」は巻一，十三折にあり，
「圖
之第八，十一，十四」を伴って解説されている (Fig.
2)．矢部・福田 (1980; pp. 44–45) によれば，
「花梗」
は「花を開き，実を結ぶ小さい茎を花梗（ハナノ
クキ）という．この茎のついている花を梗花とい
い，この茎のない花を無梗花という．（略）花梗
の有無は，種を分ける特徴である」（一部変更）．
第八圖ではスイセンの pedicel を花梗としている
(Fig. 2)．
『植学啓原』の第十圖は 3 種類の図よりなる
(Fig. 2)．ツユクサの下部に単繖花と複繖花が図
解されている．それぞれにヱンケルデとサーメン
ゲステルデと添え書きがあるが，これらは単繖花
と複繖花に対するショメール本オランダ語原文の
それぞれの用語を日本語読みしたものであろう．
繖花は繖形花序の意味である．『植学啓原』本文
には「繖花梗」とあり，繖形花序の花梗である
（矢部・福田，p. 45）．第十圖の「複繖花」は複散
形花序のことで，茎の先端の「総繖萼」の腋から
「総繖花梗」が生じ，総繖花梗の頂端にある「各
繖萼」の腋からさらに「各繖花梗」が生じている．
総繖花梗は散形花序の peduncle を，各繖花梗は散
形花序の pedicel を指している．この点から，『植
学啓原』の花梗は peduncle と pedicel の総称で，
peduncle と pedicel との両方を指し，複繖花の例
を花序一般としてみると，
「総花梗」は花序の柄を，
「各花梗」は個々の花の柄を指すとしたと理解で
きる．
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Fig. 2. Ryôan Udagawa (1834), Shokugaku Keigen. Left. Kako (= peduncles) of Narcissus tazetta L. var. chinensis
M. Roem., the first illustration of peduncles in Japanese. Right. Commelina communis (above) and umbellate
inflorescences. Peduncles（総繖花梗）and pedicels（各繖花梗）are indicated in the left compound inflorescence of an
apiaceous species.
Fig. 2. 『植学啓原』の第八圖スイセンの「花梗」および第十圖ツユクサと散形花序（単繖花と複繖花）．両繖花の
モデルとなった種は本文中に記録されていない．

小野職愨『植学訳筌』（1874；明治 7 年 5 月）
は文部省から刊行され，主に「英人リンドレー氏
所著の学校本草」中の植物学用語に日本語用語を
当てており，原著にある用語の説明は省略されて

英人ホゥッカル氏等ノ植物書ヲ纂譯シ…」したも
ので，「花ヲ支エルノ莖ヲ花梗ト謂ウ．但シ複花
ニ於イテハ総花莖ヲ花梗ト謂ヒ各花ノ小茎ヲ小梗
ト謂ウ」とある．大久保三郎ほか (1901) は日本

いる．ここでは peduncle を「花梗」と訳しており，
『植学啓原』を引き継いでいる．また，pedicel を
新たに「椏梗」とするが，これは榕庵の各花梗に

初の用語集で，広く利用された．peduncle を花梗，
総梗，pedicel を小梗，pediculus を小梗，亜梗とした．
これらの用語の定義や図はない．「総梗」は宇田
川 (1834) の総花梗から作られたと思われるが，花
序の柄を指す大久保三郎ほかの新用語である．
文部省 (1911)『普通植物検索表』（実際の執筆
者は牧野富太郎）の「術語ノ解」では，「花梗：
花ヲ著クル柄即チ茎部ヲ云ウ．梗：花梗ニ同ジ．
小梗：花梗ノ最末ノ枝」とある．川上 (1929) は

対する小野の造語と思われる．同年 10 月に伊藤
謙『植学略解』が文部省から刊行された．「ユー
マン」氏著の『植学初歩』を基としたという（原
著は見られなかった）．日本で初めての図解植物
学用語集であり，「花梗ハ単花及ビ聚花ノ莖ヲ云」
また「小梗ハ聚花ノ花梗ノ一ヲイウ」と定義した
(Fig. 3)．「小梗」は「各花梗」，「椏梗」と同義の
伊藤による新用語である．
松村任三『植物小學』(1881) は「英人グレイ氏

peduncle を花梗，pedicel を小花梗とした．山下
(1938) は花梗を「直接花葉ヲ著生サセル短枝．植
物ノ種類ニヨリ長短ガアル」として，単一の花の
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Fig. 3. Ito’s Shokugaku Ryakkai (1874), the first illustrated botanical glossary in Japan, showing the illustration of
peduncle（= Kakô 花梗）and pedicel（= Shokô 小梗）.
Fig. 3. 日本で初めての図解植物学用語集『植学略解』に示された花梗と小梗．
柄を指している．小倉 (1934)『植物形態学』は
peduncle を花梗とし，pedicel を用いず，花序の
柄も花の柄も花梗としている．牧野 (1940) は『牧
野日本植物圖鑑』の「植物學術語ト其小解」では「花
梗 (Peduncle) 花ヲ着生スル柄状茎ヲ云フ」，「小花
梗 (Pedicel) 又小梗トモ称ス，花穂中各々ノ花ヲ支
フル柄ヲ云フ」とした．しかし，例えばキク科の
種類には「頭状花ハ各小梗ヲ具エ」などの記載が
あり，花序の柄に対しても小梗 (pedicel) を用いて
いる．大井 (1953) は『日本植物誌』で「各花に
は柄があれば小梗 (Pedicellus) と呼び，花序の柄
は梗，花梗，または総梗 (Pedunculus) である」と
した．また，peduncle の日本語用語は「梗，花梗，
または総梗」であるとされている．しかし，イネ
科・カヤツリグサ科の小穂の柄，キク科の頭花の
柄に対して記載中には小梗を使用している．
『 植 物 学 編 』 刊 行 よ り 前 に は peduncle の 日 本
語植 物 学 用 語 は 梗， 花 梗， ま た は 総 梗 で あ り，

pedicel に対しては椏梗，小梗，または小花梗が用
いられていた．

1956 年『植物学編』以後の peduncle と
pedicel の日本語用語
『植物学編』出版後も花梗は花柄の別名として
引用されている．『岩波生物学辞典』（山田ほか

1960）では，前川文夫による解説と思われるが，
「花
柄 peduncle，花梗ともいう．枝の 1 種で，とくに
花序を構成する側枝をいう」．小倉 (1962) は「花
の柄を花柄 peduncle といい，その先端の花軸に花
葉がつく」，「花は花柄によって茎につく（中略）．
花柄は 1 つの枝に相当し，葉腋から出る（中略）」
として，pedicel を使わない．そのため，花の柄も
花序の柄も peduncle とし，peduncle を花序の柄と
花の柄の両方を指している．下郡山ほか『最新植
物学用語辞典』(1965) では「花柄 peduncle ＝花梗：
花序の花をつける小枝」，「小花柄 pedicel ＝小梗
＝小花梗：枝分かれした花序の末端の直接花を付
ける小枝」と花柄と小花柄とを区別している．八
杉ほか (1996)『岩波生物学辞典』第 4 版では，小
倉 (1962) の見方を採り，「花柄．花梗と同義語．
先端に花をつけ，その柄になっている莖の部分」
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Table 2. Japanese botanical terms and definitions of the peduncle and the pedicel in selected Japanese references
Table 2. 植物学用語 peduncle と pedicel の日本語用語
文献，出版年

peduncle (pedunculus)

宇田川榕菴 1834

花梗③，総繖花梗②

各繖花梗①

小野 1874

花梗 ×

椏梗 ×

伊藤 1874

花梗③

小梗①

松村 1881

花梗③（但し複花では総花茎を云う） 小梗①

大久保ほか 1901

総梗（花梗）×

文部省 1911

花梗（梗）③

小梗①

川上 1929

花梗 ×

小花梗 ×，小花梗 pedicle

小倉 1934

花梗③

山下 1938

花梗①

××
××

牧野 1940

花梗③

小花梗（小梗）①，［②］

三輪，池田 1942

花梗 ×

小花梗（小梗）× ，小花梗（小梗）pediculus

大井 1953

梗（花梗，総梗）②

小梗①，［②］

文部省 1956

花柄③ ×

小花柄① ×，② ×

浜 1958

花梗（花柄）③

山田ほか 1960

花柄（花梗）③

小倉 1962

花柄③

××
××
××

佐竹 1964

花柄（総花梗）③ ×

小花柄（花梗）① ×

下郡山ほか 1965

花柄（花梗）②

小花柄（小梗，小花梗）①

文部省，日本植物学会 1990

(1) 花柄③ ×，(2) 総花柄② ×

(1) 小花柄［(2)，(3) を除く］×

矢部 1980

花柄（花梗）③

pedicel (pedicellus)

小梗 ×，小梗（亜梗）pediculus

×

佐竹ほか 1981–82

（花序の柄）

［花柄と小花柄が混在］

佐竹ほか 1989

（花序の柄）

［花柄と小花柄が混在］

大井，北川 1992

花梗（総花柄）②

小花梗（細梗，細花梗）①，［②］

八杉ほか 1996

花柄（花梗）③

××

清水 2001

花梗（総梗）②

花柄①，小花柄①，pedicelet（小花の柄）

大橋ほか 2008

花序柄（花梗）②

花柄①

石川ほか 2010

花柄③，総花柄②

小花柄①

大橋ほか 2015

花序柄②

花柄①

（）内は同義語，並記は異義語，［］記載文中での使用．
① 1 個の花の柄．② 1 個の花序の柄．③「①と②の両方」．
×. 定義なし．××. 該当用語なし．

とする．
佐竹 (1964) は peduncle を「花柄，総花梗」とし，

pedicel を「小花柄，花梗」とした．花梗を小花柄
の同義語としたのは佐竹が初めてである．花序の
柄としての総花梗に対し，その花序内の個々の花
の柄を指す用語としての花梗を佐竹は意図したと
も推測される．矢部・福田 (1980) は『植学啓原』
の花梗の解説で，「花梗＝花柄．花序を構成する
側枝で，花を着生させている小枝状の茎のこと」
と定義している．ここでは peduncle と pedicel と

が区別されていない．北村 (1981) は『日本の野
生植物』の「キク科」で頭花の柄を花柄 peduncle
で統一しており，小花柄 pedicel を使用していな
い．佐竹ほか (1989)『日本の野生植物 木本』では
pedicel を花柄として図解しているが，本文中には
pedicel に対して小花柄も使われている．『植物学
編（増訂版）』(1990) では，peduncle に新用語「総
花柄」が加えられた．
清水『図説植物用語事典』(2001) は「一つの
花を支える柄を花柄，複数の花を支える共通の柄
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を花梗という．花が小さくて密集する場合，花
は小花，柄は小花柄である」(p. 23),「花梗（総
柄）peduncle は花序が複数の花からなる場合，こ
れらを支持する共通の柄をいう．花序が分枝すれ
ば，二次，三次の花梗が認められ，最終的に花柄
pedicel に続く」(p. 76) とした．ここでは peduncle
に「花梗（総柄）」を復活させ，一方 pedicel に
「花柄」を用い，「小花柄」を小花の柄である用語
pedicelet に移した．清水 (2001) によれば，小花

floret は「偽花や穂や小穂のように小型の花が緊
密に集合して花序をつくる場合，それぞれの花を
小花という」．小花も小花柄も不要な用語と考え
られる．
『新牧野日本植物圖鑑』（大橋ほか 2008）では
peduncle を「花序柄（花梗）」，pedicel を「花柄」
とした．『改訂新版日本の野生植物』（大橋ほか

2015）では peduncle を「花序柄」，pedicel を「花
柄」とした．
これまでの日本語用語とその使用例を整理し
て，Table 2 に示した．
な お，W. Troll (1957) Praktische Einführung in
die Pflanzenmorphologie の翻訳『植物形態学ハン
ドブック』（中村・戸部 2004）によると，「苞葉
と花被の間の茎を花柄 (Blütenstiel: flower stalk) と
いう．小苞の腋芽が花になると，花柄の上段節間
と腋花の花柄，すなわち 1 花をつける 1 節間の茎
を小花柄 (Blütenstiel: pedicel)，花柄の中段節間お
よび下段節間を合わせて総花柄 (Blütenstandachse/
Inflorescenzstiel: peduncle) と呼ぶ」とある．Troll
の花柄 Blütenstiel は「苞葉と花の間の茎」とい
う点ではこれまで検討してきた英語の pedicel と
全く同じ意と思われる．しかし，「苞葉と花の間
の茎」に小苞がある場合には，pedicel（小花柄）
は小苞よりも先端部分のみを指すことになる．分
類学的には花柄上の節の有無は重視される形質で
ある．しかし，英語用語の peduncle，pedicel に由
来する日本語用語には苞葉の有無にかかわらず苞
葉と花の間の茎を花柄としており，花柄を小苞の
あることで総花柄と小花柄に区分する用法は記載
では使われていない．
植物学用語としての「梗」と「柄」
「梗」という漢字は『植学啓原』では梗花，無
梗花，繖花梗，実梗にも使われている．実梗は肉
穂花序のことであるという（遠藤 2009）．一方，
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『植学啓原』では葉の柄に対して葉柄が使われて
おり，これは『本草綱目啓蒙』の「葉ノ柄」に由
来するという（遠藤 2009）．「梗」を 1956 年『植
『牧
物学編』より前の『植物形態学』
（小倉 1934），
『日本植物誌』（大
野日本植物圖鑑』（牧野 1940），
井 1953）などから拾ってみると，花序や花を付
ける枝に対して使われている．しかし，必ず「梗」
が使われる訳ではなく，花に柄のある場合を有柄，
ない場合は無柄という．
漢字としては『大修館新漢和辞典改訂版』（諸
橋轍次ほか 1985，大修館，東京）で見ると「梗」
には「えだ，くき」の意味があるとされ，白川
静『字通』（1996，平凡社，東京）には「ものの柄」
の意味も挙げられている．花梗の「梗」はこの用
法に当たる．『大修館新漢和辞典で「柄」をみると，
「え，器物のとって」とあり，はり出ている意を
表すとある．
植物学用語としての「梗」は『植学啓原』以来
の特殊な用法の字で，花序や花を付ける枝を指し
たといえる．
中国語の花梗
現 在 の 中 国 語 の 植 物 学 用 語 の 用 法 を Stearn,
Botanical Latin を翻訳した秦 仁昌『植物学拉丁
文』(1981) でみると（簡体字は繁体字にした），
peduncle は花序梗または総花梗，pedicel は花梗と
している．したがって peduncularis, pedunculatus
は花序梗をもつ「具有花序梗的」となる．「柄」

sessiliflorus は「具無柄的花的」で，
についてみると，
無（花）梗ではない．その他では petiole は葉柄，
gynophore は雌蕊柄，funicle 珠柄である．これら
をみると，現在の中国の用法では「梗」は『植学
啓原』の用法を取り入れており，花序や花を付け
る枝に対してだけ使われている．その他の場合に
は「柄」が一般に使われている．中国語の植物学
用語は 20 世紀初めに日本から輸入されたものが
多くあり，花梗はその 1 つであり，他にも小梗，
花茎，花序，花軸，花冠，花弁，花粉などがある
（朱 2001，2002）．
一般の漢字としては，
『新華字典 日本語版』（香
坂順一・宮田一郎 1974，光生館，東京）によれば，
「梗」の意味の中には “ 植物の枝または茎 ” があり，
「柄」は “ 植物の花・葉あるいは果実と枝または
莖とがつらなっている部分：花柄，花梗，葉柄，
果柄 ” がある．中国科学院植物研究所朱 相雲博
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士（私信）によると，現在の中国語植物用語では
「梗」と「柄」の意味に違いはないという．
まとめ
日本語の植物学用語として peduncle は花梗，総
花梗，総梗，梗，花柄，総花柄，および花序柄と
呼ばれ，①「1 個の花の柄」，②「1 個の花序の柄」
および③「1 個の花または花序の柄」という 3 通
りの意味で使われてきている．pedicel には各花梗，
椏梗，小梗，小花梗，小花柄，細梗，細花梗，小
柄および花柄があり，①「1 個の花の柄」として
使われているが，ときに②「1 個の花序の柄」に
も混用されている．しかし，両英語用語は多義で
あり，かつ対応する日本語用語にも別名が多く，
学術用語として不適当である．このため植物学上
の混乱が生まれている．この混乱収拾のため，次
の提案をしたい．
植物学用語として，peduncle に対する日本語用
語を「花序柄」とし，その意味は「1 個の花序の
柄」に限定する．「花序柄」を除いた花をつける
花序の軸だけを指す用語は「花序軸」である．また，

pedicel の植物学用語は「花柄」とし，花柄上の
小苞 bracteoles の有無にかかわらずその意味は「1
個の花を付ける柄」とする．円錐花序や複花序の
ように分枝を繰り返す花序においては花序軸から
最初に分枝する花序は二次花序であり，その柄は
「二次花序柄」で，その花序の軸は「二次花序軸」
と呼び，以下順次の「花序柄」と「花序軸」を繰
り返す．花に直接につく柄はいつでも「花柄」で
ある．二出集散花序においては，中央の花序軸に
つく 2 個の苞葉までの部分を花序柄とよび，そこ
から頂生する中央の花の柄は花柄，各苞葉の腋か
ら生じた側方の花序軸は次の苞葉までを二次花序
柄，そこから先端につく花までは花柄である．さ
らに複雑な集散花序ではこれを繰り返す．イネ科・
カヤツリグサ科の小穂やキク科の頭花は花序であ
るが，個々の花は小型で密集しているため，1 個
の花と見立ててそれらの柄は花柄 pedicel と呼ば
れるが，小穂も頭花も花序であり，その柄は本来
花序柄 peduncle と呼ばれるべきである．
本稿をまとめるにあたり福田泰二，邑田 仁，
根本智行，大橋一晶諸氏には最初の原稿を批判
的に読んでいただき，多くの有益な助言を受け
た．特に福田氏とは議論を重ねて多くの示唆を受
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けた．しかし，本稿にまとめた点について 2 人
の意見は一致しない点もある．Dr. D. E. Boufford
(Harvard University Herbaria)，朱 相雲博士（中
国科学院植物研究所）には英語・中国語における
用法を教えていただいた．明海大学大学院応用言
語学研究科佐々木文彦教授には同学出版の定期刊
行物「明海日本語」からここに引用した論文を提
供していただいた．平凡社には Fig. 1 の使用を認
めていただいた．皆様に深くお礼を申し上げます．
摘

要

植物学用語である peduncle に対する日本語用
語は花序柄，pedicel は花柄と定めることを提案
した．
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