APPENDIX II
Flora of the caraka saµhitå
付録 II
チャラカ・サンヒターの植物

この植物索引は、本書（S）の付録 II を土台に（D）と
（J）の学名や英名を併記したものである。
植物名に付した番号は、矢野道雄編『インド医学概論』の巻末に収録されている
「『チャラカ・
サンヒター』の植物薬」と共通の番号である。番号のない植物名は（S）の付録だけに記載されて
いるものである。
備考欄
（備）には他の書物の学名、英名、サンスクリット名の別名などを記した。
和名は、下記の書物を参照した。

《参考文献》
●（S）以外に学名を調べた書物
（AR）
：Handbook of Domestic & Common Ayurvedic Remedies ／ Central Council for Research in
Indian Medicine and Homeopathy :Ministry of Health and Family Welfare 1978
（B）：Óyurvediya Vanaspati Ko∑a ／ Båpålaj¥ Vaidhya
（D）
：caraka saµhitå:［text with English translation & critical exposition based on Cakrapåˆi datta's
åyurveda d¥pikå］By: R.K.Sharma Bhagwan Dash ／ Chowkhamba Sanskrit Series Office1997
（DV）
：Dravyaguˆa-vijñåna, Vol.V ／ P.V.Sharma ／ Chaukhambha Bharti Academy 1981
（GVDB）:Glossary of Vegetable Drugs in B®hattray¥
（IMM）:Indian Materia Medica ／ Bombay Popular Prakashan 1996（1954）
（IMP）:Indian Medical Plants,Vol.1-5 ／ Arya Vaidya Sala ／ Orient Longman LTD. 1995
（J）：Shree Gulabkunverba Ayurvedic Society 1949 ／ Jamnagar India
●和名を調べた書物
（園芸）
：相賀徹夫編著『園芸植物大辞典』小学館
（SN）：SuperNipponica2001

園芸

1990

2001

（有用）
：堀田満編集代表『世界有用植物事典』平凡社

1989

（薬用）
：難波恒雄監訳『世界薬用植物百科事典』誠文堂新光社
（雑草）
：『世界の雑草』全国農村教育教会

1987
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2000

●その他
（熱帯）
：土橋豊
『熱帯の有用果実』トンボ出版

2000

（牧野）
：
『原色牧野植物大図鑑』 1997
（日常）
：稲村晃江『アーユルヴェーダ：日常と季節の過ごし方』平河出版
（大地原）
：大地原誠玄訳『スシュルタ本集』臨川書店

1979

（花綴り）
：西岡直樹『続インド花綴り：印度植物誌』木犀社
（錬金術）
：佐藤任・小森田精子

1991

訳著『インド錬金術』東方出版

『ヒマラヤ植物図鑑』山と渓谷社

1987

1989

2005

『植物3.2万名前大辞典』日外アソシエーツ

2008

《凡例》
サンスクリット名のカタカナ表記とローマ字表記：篇名＊ . 章 . 節［薬群番号］,
＊ Su= 総論篇、Ni= 診断篇、Vi= 判断篇、Sa= 身体篇、Ci= 治療篇、Ka= 薬学篇
（S）本書の学名、和名または英名を追記
（D）のサンスクリット名または学名とその和名または英名を追記
（J）の英名または学名とその和名または英名を追記
（備）別名や他の書物の説を紹介。
による学名だけを記した。
総論篇以外に登場する植物名は（S）

《追記》
参考までに、（S）
の付録の全項目を列挙する。
Ⅰ聖人・神・著者の名前、Ⅱ植物、Ⅲ動物、Ⅳ動物由来の生薬、Ⅴ無機物、Ⅵ薬物群、Ⅶ製薬
用語、Ⅷ用具、Ⅸ度量衡の単位、Ⅹ食品と調理名、Ⅺ地理、Ⅻ解剖用語、生理学用語、作
用に関する用語、病状と症候群、XVI 治療用語、XVII 治療篇の266種の処方名。
要望があれば、Ⅱ植物に続いて、他の項目も順次掲載していきたい。
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001

アンシュマティー aµßmat¥：Ci.28.95, 29.79,
（S）
シャーラパルニー（マメ科ヌスビトハギ属の１種）の別名

002

アクシャタ ak∑ata：Su.8.28, Vi.8.9, Ci.12.88
（S）
ヤヴァ（オオムギ）の別名
（D）intact rice grains:（Su.8.28, ）
（J）barley

003

アクシキー ak∑ik¥：Su.27.163, 186,
（S）Morinda coreia Buch-Ham〈アカネ科ハナガサノキ属〉
（D）学名記載なし
（J）akshiki fruit
（備）Su.27.186 ではアークシキー（086）と記載されている。

004

アクシピーダカ ak∑ip¥∂aka：Ci.23.215, Ka.11.3,
（S）Evodina meliaefolia Benth. ミカン科

005

アクシーヴァ ak∑¥va：Su.4.11［15 番］; Ci.3.267
（S）Moringa oleifera Lam. ワサビノキ〈ワサビノキ科ワサビノキ属〉: 英名 drumstick
（D）
同上
（J）seeds of drumstick：M.pterygosperma（Gaertn.）
（B）M.pterygosperma Gaertn. , M. oleifera Lam.
（備）別名シグル ßigru。正名 M. oleifera、異名 M.pterygosperma

006

アクショータ（ダ）ak∑o†（∂）a：Su.13.10, 26.84, 27.157,
（S）Juglans regia Linn. ペルシアグルミ〈クルミ科クルミ属〉
（D）ak∑o∂a::Aleurites moluccana Willd.
（J）wal-nut：学名（S）と同じ

007

アグル aguru：Su.3,24,28, 4.37 番 ,42 番 ,

Ci.3.267,

（S）Aquilaria agallocha Roxb. ジンコウ〈ジンチョウゲ科〉
（D）
学名同上
（J）eagle wood
（備）
別名ローハ、アガル。英名 Aloe−wood、Eagle-wood
008

アグニ agni：Su.4.4,
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（S）
チトラカの別名：：（備）Su.4.4 番では citraka と記載されている。
009

アグニマンタ agnimantha：Su.4.［26 番 ,38 番 ,42 番］：
（S）Premna integrifolia, L. クマツヅラ科ハマクサギ属
（D）Clerodendrum phlomides L. クマツヅラ科クサギ属アオクサギ（日常）
（J）wind killer。学名は（D）と同じ：
（備）異説 Premna latifolia Roxb.var.mucronata. Roxb.・・（AR）,（GVDV）

010

アグニムキー agnimukh¥：Su.4.9［４番］
（S）
ラーンガリーの別名：Gloriosa superba L. キツネユリ〈ユリ科キツネユリ属〉
（D）学名同上
（J）glory lily：lå∫galikå：学名同上
（備）
別名アグニシカ、ラーンガリー lå∫gal¥

011

アンカローディヤ a∫kalo∂ya：Su.27.117,
（S）Euryale ferox Salisb. オニバス〈スイレン科〉
（D）small variety of Nymphaea alba Linn. シロバナヒツジグサ〈スイレン科スイレン属〉
（J）small tuber of lily

012

アンコータ a∫ko†a：Su.27.159,
（S）Alangium salvifolium（Linn.f.）Wang〈ウリノキ科 ウリノキ属〉
（D）学名同上
（J）alangy：：A.lamarkii（Thw E num）

013

アジャカルナ ajakarˆa：Vi.8.144,
（S）Dipterocarpus Sp. フタバガキ科フタバガキ属
（J）white dammar tree::Vateria indica Linn. フタバガキ科
（備）dammar はフタバガキ科の植物が分泌する天然樹脂。

014 アジャガンダー ajagandhå：Su.1.78, 2.［３ - ６］, 4.17［45 番］, 27.173,
（S）Thymus serpyllum Linn セルピルムソウ（園芸）、ヨウシュイブキジャコウソウ
（薬
用）〈シソ科イブキジャコウソウ属〉。

英名 Wild thyme,Creeping thyme

（D）Gynandropsis gynandra Briquet フウチョウソウ〈フウチョウソウ科〉英名 dog mustard
（J）wild carrot：Peucedanum grande （Bc）〈セリ科カワラボウフウ属〉
（B）Gynandropsis pentaphila〈フウチョウソウ科〉
（備）
別名ティラヴァニ、スヴァルチャラ、フラフラ（B）。
015

アジャダー aja∂å：Ci.2.2.18, 2.4.15
（S）
カピカッチュー（マメ科トビカズラ属の１種）の別名
－4－

016

アジャモーダー ajamodå：Su.4.9［６番］,17［45 番］, 25.49,
（S）Apium graveolens L. セロリ、オランダミツバ〈セリ科オランダミツバ属〉
（D）Trachysperum roxburghiamum（=Ptychotis ajowan DC. アジョワン）
（J）celery seed：学名は（S）と同じ
（備）オランダミツバ Apium graveolens L. var. dulce DC.・・（SN）

017

アジャシュリンギー ajaß®∫g¥：Vi.8.136,
（S）Gymnema sylvestre R.Br. ガガイモ科ギムネマ

018

アジャー ajå：Ci.1.4.7
（S）Saussurea gossypifolia Don. キク科トウヒレン属

019

アジャージー ajåj¥：Su.2.4, 4.［45 番］, 27.307,
（S）ジーラカ（Cuminum cyminum L.）の別名
（D）学名同上：クミン〈セリ科〉
（J）cumin: 学名同上

020

アンジャナ añjana：Su.3.5, Ci.4.66
（S）Hardwickia binata Roxb.〈Caesalpiniaceae〉

021

アヌ aˆu：Su.27.17,：
（S）
雑穀の１種

022

アタシー atas¥：Su.3.18, 13.10,
（S）Linum usitatissiumum L. アマ〈アマ科アマ属〉
（D）同上
（J）linnseed：学名同上
（備）
別名ウマー

023

アティグハー atiguhå：Ci.23.21
（S）
プリシュニーパルニーの別名

024

アティッチャトラー aticchatrå：Vi.8.139, Ci.1.4.6

025 アティバラー atibalå：Su.4.10［７番］, Vi.8.139
（S）Abutilon indicum （L.）Sw. シマイチビ、タカサゴイチビ〈アオイ科イチビ属〉
（D）a variety of Sida cordifolia L. マルバキンゴジカの変種〈アオイ科キンゴジカ属〉
（J）country mallow：学名は（S）と同じ ::Abutilon indicum （G.Don）
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（備）Sida cordata・・・（IMM）
026

アティラサー atiraså：Su.4.10［７番］,18［50 番］
（S）Asparagus racemosus Willd.〈ユリ科クサスギカズラ属〉
（D）学名同上
（J）climbing asparagus：学名同上
（備）別名シャターヴァリー ßatåvar¥

027

アティヴィシャー ativi∑å：Su.4.9［３番］,11［12 番］
（S）Aconitum heterophyllum Wall. キンポウゲ科トリカブト属
（D）
同上
（J）atees：学名同上
（備）
英名 Indian atees

028

アドーグダー adhogu∂å：Su.1.77
（S）Euphorbia acaulis Roxb. トウダイグサ科トウダイグサ属
（D）学名記載なし
（J）elephant creeper

029

ヒルガオ科オオバアサガオ属：

アディヤンダ adhyaˆ∂a：Ci.3.267
（S）
カピカッチュー（マメ科トビカズラ属の１種）の別名

030

アナンター anantå：Su.4.15［31 番］, 25.40
（S）別名サーリヴァー：Hemidesmus indicus R.Br. インドサルサ（日常）〈ガガイモ科〉
（D）学名同上
（J）Indian sarsaparilla：学名同上
（備）ananta：Ichnocarpus frutescens（L.）R.Br.〈キョウチクトウ科〉・・稲村

031

アヌパーキー anupåk¥：Su.27.163,
（S）学名記載なし
（D）植物名記載なし
（J）同上

032

アンタハコータラプシュピー anta˙ko†arapu∑p¥ : Su.1.82
）Roth. アサガオ〈ヒルガオ科サツマイモ属〉英名 Pharbitis Seeds
（S）Ipomoea nil（Linn．
（D）Argyreia speciosa Sweet〈ヒルガオ科オオバアサガオ属〉。英名 Elephant creeper。
園芸名ミニウッドローズ
（J）Elephant creeper：学名は（D）
と同じ。別名 chagalåntr¥
（備）
別名 v®ddhadåru v®ddhadaraka
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033

アンナパーキー annapåk¥：Si.12.19
（S）オーダナパーキー（166）の別名

034

アパーマールガ apåmårga：Su.1.82,85, 2.3,33, 4.［23 番］
（S）Achyranthes aspera L. アラデイノコズチ〈ヒユ科イノコズチ属〉
（D）
学名同上
（J）rough-chaff seeds: 学名同上
（備）
別名 pratykpu∑på

035

アペータラークシャシー apetaråk∑as¥：Ci.10.39,
（S）
スラサー（1049）の別名

036

アバヤ abhaya：Su.3.29, Ci.4.81
（S）
ウシーラ（イネ科ベチベルソウ）別名
（D）Vetiveria zizanoides（L.）Nash. ＝ウシーラ
（J）cuscus grass ＝ウシーラ uß¥ra

037

アバヤー abhayå：Su.4.12 番 ,13 番 ,24 番 , 25.49,
（S）別名ハリータキー Terminalia chebula L. カリロク、ミロバランノキ〈シクンシ科モモ
タマナ属〉
（D）学名同上
（J）chebulic mylobalan

038

アビシュカ abhi∑uka：Su.13.10, 27.157,
（S）Pistacia vera Linn. ピスタチオ〈ウルシ科ピスタシア属〉
（D）学名同上
（J）abhi∑uka
（備）（J）ではニコーチャカをピスタチオとしている。

040

アビールパトリー abh¥rupatr¥：Vi.8.139,
（S）Asparagus Sp. ユリ科クサスギカズラ属
（J）Asparagus dumonsus（Bak.）

041

アマラダール amaradåru：Ci.12.53,
（S）
デーヴァダール（マツ科ヒマラヤスギ）の別名

042

アムリナーラ am®ˆåla：Su.3.26,
（S）
ウシーラ（イネ科ベチベルソウ）の別名
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（D）Vetiveria zizanoides（L.）Nash. ＝ウシーラ
（J）cuscus grass ＝ウシーラ uß¥ra
043

アムリタ am®ta（アムリタカ am®taka）
：Su.14.31, Ci.20.35,
（S）
グドゥーチー（362）の別名

044

アムリタパラ am®taphala：Ci.7.147,
（S）
アーマラカの別名

045

アムリタヴァッリー am®itavall¥：Ci.1-1.77, Ci.22.45,
（S）
グドゥーチー（362）の別名

046

アムリター am®tå：Su.4.50 番 , 27.4,
（S）グドゥーチー（ツヅラフジ科イボナシツヅラフジ）の別名
（D）Tinospora cordifolia Miers.〈ツヅラフジ科〉＝グドゥーチー
（J）gudhËch

047

アモーガー amoghå：Su.4.18［49 番］
（S）
ラクシュマナー lak∑maˆå：Cynoglossum lanceolatum Forsk..〈ムラサキ科オニルリソ
ウ属〉
（D）Emblica officinalis（正名 Phyllanthus emblica L.）アンマロクノキ〈トウダイグサ科〉
（J）emblic myrobalan：＝アーマラキー：学名は（D）
と同じ。

048

アンバシュター amba∑†hak¥（amba∑†hå）：Su.4.9［５番］, Vi.8.144
（S）gall of Quercus infectoria Olive（ブナ科コナラ属）の虫こぶ、英名 Oak galls
（D）Cissampelos pareira L. パレイラ（日常）〈ツヅラフジ科ミヤコジマツヅラフジ属〉
英名 Velvet leaf、別名パーター på†hå
（J）false pareira brava：学名は（D）と同じ

049

アンブ ambu：Su.3.29,
（S）バーラカ、フリーベーラ（オミナエシ科カノコソウ属）の別名
（D）Pavonia odorata Willd.〈アオイ科ヤノネボンテンカ属（パウォニア属）〉
（J）fragrant sticky mallow

050

アンブダ ambuda：Si.3.63,
（S）
ムスタ（761）
の別名

051

アンブルハ amburuha：Ci.22.37,
（S）
カマラ（202）
の別名
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052

アンバシュヤーマーカ ambha˙ßyåmåka：Su.27.17,
（S）シュヤーマーカの変種〈イネ科ヒエ属〉

＊

アムラチャーンゲーリー amlacå∫ger¥：Su.27.93, Ci.3.268,
（S）
チャーンゲーリ（388）の項を参照

053

アムラヴェータサ amlavetasa：Su.2.29, 4.9［６番］,10［10 番］,17［37 番］, 27.152,
（S）Garcinia pedunculata Roxb. オトギリソウ科フクギ属
（D）Rheum emodi Wall. ex. Meissn.（R.officinale）タデ科ダイオウ属 :Himalayan rhubarb
（J）amlavetasa

054

kå：Su.23.38, 27.152,
アムリ
（ー）カー amli（¥）
（S）Tamarindus indica Linn. チョウセンマダモ、タマリンド、タマリンドノキ〈マメ科〉
（D）学名同上
（J）tamarind：学名同上

＊

アムリカー（カンダ）amlikå
（kanda）
：Su.27.121,
（S）Rheum emodi Wall ex Meissn.〈タデ科ダイオウ属〉
（D）Tamarindus indica Linn. タマリンドノキ〈マメ科〉
（J）betel yam; Dioscorea oppositifolia Linn.〈ヤマノイモ科〉

055

アラル aralu：Su.4.15［31 番］
（S）
記載もれ
（D）ka†va∫ga;Oroxylum indicum （L.）Benth. ex Kurz. ソリザヤノキ（＊）〈ノウゼンカズラ
科〉
（J）Indian calosanthes
（備）
別名 ßyonåka、学名は（D）と同じ。（AR）ではアラルと記載。

056

aravinda

057

アリメーダ arimeda：Su.4.17［43 番］,18［48 番］
（S）Acacia leucophloea Willd.〈マメ科アカシア属〉別名シュヴェータバルブラ、
英名 Whitebarked Acacia
（D）A.catechu Willd.（アセンヤクノキ）の変種
（J）White babool：学名は（S）
と同じ
（B）A.farnesiana Willd. キンゴウカン（稲村）

058-059

アリシュタ（カ）ari∑†a(ka)：Ci.3.242,259, 7.152, 24.160,
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（S）
ニンバ（552）の別名
060

アリシュター ari∑†å：Su.4.［49 番］
（S）ka†ukå の別名
（D）Picrorhiza kurroa Royle ex Benth. コオウレン〈ゴマノハグサ科コオウレン属〉
（J）kurroa：学名は（D）
と同じ
（備）ku†ak¥（AR）、カトゥローヒニー。

061

アルシュカラ aru∑ukara：Su.1.17
（S）バッラータカ（700）の別名

062

アルカ arka：Su.1.114, 4.9［４番］,13［22 番 ,23 番］, 26.47,
（S）Calotropis procera R.Br.〈ガガイモ科カイガンタバコ属〉
（D）C. gigantea R.Br.Ait（サダープシュパー sadåpu∑på:Su.4.23,）
（J）mudar：C. gigantea R.B.R. アコン〈ガガイモ科〉
（備）alarka=C.procera は小型白花種、arka=C. gigantea は紫または赤花で英名 Gigantic
swallow wort、mudar。
（IMM）
C.procera は小型白花種で英名ソドムアップルでインド西部に分布、C. gigantea （L.）
R.BR. は紫花種で東インドに多い。（花綴り）
mandåra=C.procera は赤花、arka=C. gigantea は白花で南インドに多い。（稲村）
。

063

アルジャカ arjaka：Su.14.32, 26.84, 27.170,
（S）Orthosiphon pallidus Royle〈シソ科オルトシフォン属〉
（D）Ocimum gratissimum Linn.〈シソ科メボウキ属〉
（J）shrubby basil , large basil（Su.26.84,）
：学名は（D）と同じ
（備）別名 sumukha（Su.26.84,）

064

アルジュナ arjuna：Su.4.17［43 番］
（S）Terminalia arjuna（Roxb.ex DC.）Wight et Arn. サダラ、アルジュン、アルジュナミ
ロバラン〈シクシン科モモタマナ属〉
（D）同上：別名カクバ kakubha
（J）Arjuna：学名同上

066

アラルカ alarka：Vi.7.17,
（S）Calotropis gigantea（Linn.）カイガンタバコ〈ガガイモ科カイガンタバコ属〉

067

アラーブ alåbu：Su.27.112,
（S）Lagenaria siceraria Standl. ユウガオ〈ウリ科〉
（D）学名同上
－10－

（J）bottle-gourd
（備）
別名；イクシュヴァーク、カトゥ・トゥンビ、ティクタ・トゥンビ
068

アヴァガータ avaghåta：Ci.7.129,
（S）
アーラグヴァダの別名

070

アヴァルグジャ avalguja：Su.27.33, 96, 101, Vi.8.140, Ci.7.169-171, etc.
（S）
学名記載せず。（ bakËc¥ の別名 ）
（D）Psoralea corylifolia Linn. オランダヒユ〈マメ科オランダヒユ属〉
（J）babchi seeds
（備）別名ソーマラージ

071

アヴァークプシュピ avåkpu∑p¥：Ci.7.114, 14.233,
（S）Trichodesma indicum R.Br. ムラサキ科
（J）学名同上

072

アヴィヤター avyathå：Su.4.18［49 番］
バナナ
（S）kadal¥: Musa paradisiaca L.（M.sapientum Kuntze）
（D）Tinospora cordifolia（Willd.）Miers. ex Hook.f et Thoms. イボナシツヅラフジ〈ツヅラ
フジ科〉
別名グドゥーチー、アムリター
（J）gudËch¥

学名同上

（備）gudËc¥（AR）
073

アショーカ aßoka：Su.4.18［47 番］
（S）Saraca indica L. ムユウジュ、アショカノキ〈マメ科ムユウジュ属（サラカ）〉
（D）同上
（J）aßoka：学名同上

074

アショーカローヒニー aßokarohiˆ¥：Su.4.18［48 番］
（S）記載なし
（D）Picrorhiza kurroa Royle ex Benth. コオウレン〈ゴマノハグサ科コオウレン属〉
（J）kurroa：学名同上
（備）
別名クタキー ku†ak¥（AR）
、カトゥキー、カトゥローヒニー（J）

075

アシュマンタカ aßmantaka：Su.1.114, 4.15［33 番］
（S）Ficus rumphii Blume〈クワ科イチジク属〉
（D）？ /Bauhinia racemosa Lam.（＝ B.variegata L.）フイリソシンカ〈マメ科ハマカズラ
属〉
－11－

（J）heart-leaved fig（1.114）, common mountain ebony（33 番）：学名は（D）
と同じ
076

アシュマベーダ（カ）aßmabheda(ka)：Su.23.15, Ci.26.40, etc.
（S）
パーシャナベーダ（ヒマラヤユキノシタ）の別名
（D）
学名同上 Bergenia ligulata Engl.
（J）Indian rockfoil（ヒマラヤユキノシタ）

077

アシュヴァカルナ aßvakarˆa：Su.4.17［43 番］, 25.49,
（S）Dipterocarpus turbinatus Gaertn.f.〈フタバガキ科フタバガキ属〉
（D）D. alatus Roxb.
（J）common sal, small sal（25.49）
：Shorea robusta Gaertn サラノキ、サラソウジュ〈フ
タバガキ科サラノキ属〉
（備）
別名シャーラ ßåla

078

アシュヴァクラカ aßvakhuraka：Ci.23.246,
（S）
ギリカルニカー（356）の別名

079

アシュヴァガンダー aßvagandhå：Su.3.8,4.9［２番］,10［７番］etc.
（S）Withania somnifera Dunal. セキトメホオズキ（日常）、インドニンジン〈ナス科〉
（D）同上
（J）winter cherry：学名同上

080

アシュヴァッタ aßvattha：Su.4.15［33 番］,5.22 etc.
（S）Ficus religiosa L. インドボダイジュ〈クワ科イチジク属〉
（D）同上
（J）holy fig tree
（備）別名ピッパラ、Sacred fig。

＊

アシュヴァマーラ aßvamåra：Ci.7.98,
（S）
カラヴィーラ（キョウチクトウ）の別名

081

アシュヴァハナ aßvahana：Su.3.17, Ci.29.141,
（S）
カラヴィーラ（キョウチクトウ）の別名
（D）Nerium indicum Mill：学名同上
（J）Indian oleander：学名同上

082

アシュヴァーヴァローヒカー aßvåvarohikå：Si.10.36,
（S）
アシュヴァカルナ（077）の別名

－12－

083

アサナ asana：Su.4.17［43 番］, 5.73,
（S）Pterocarpus marsupium Roxb. マラバルキノ、キノ、マラバルキノカリン〈マメ科シ
タン属〉
別名ピタサラ、英名 Indian kino tree、Malabar kino tree
（D）Terminalia tomentosa W.&A.〈シクンシ科モモタマナ属〉アーサン
（J）spinous kino：Bridelia montana（wallr.）トウダイグサ科マルヤマカンコノキ属

084

アサナパルニー asanaparˆ¥：Vi.8.136, Ci.26.64,

085

アシトートパラ asitotpala：Su.8.22,
（S）
ニーロトパラ（562）
の別名

［å］
086

アークシキー（アクシキー）åk∑ik¥：Su.27.186：：アクシキーの項目（003）
参照。

088

アークパルニカー åkhuparˆikå：Su.4.［15 番］,
（S）
ムーシカパルニカー（766）の別名
（D）学名同上
（J）kidney-leaf ipomea:: 学名同上：ヒルガオ科サツマイモ属

089

アータルーシャカ å†arË∑aka：Ci.4.65, 66
（S）
ヴァーサー（876）の別名

090

アーダキー å∂hak¥：Su.21.26, 27.33,
（S）Cajanus cajan（Linn.）Mill Sp. キマメ〈マメ科〉
（D）同上
（J）pigeon pea::Cajanus indicus（Spreng.）

091

アートマグプター åtmaguptå：Su.18.4, 27.34, Vi.8.136, Ci.3.259,
（S）
カピカッチュー（マメ科トビカズラ属の１種）の別名

092

アートマジャー åtmajå：Ci.3.268

093

アーダニー ådan¥：Su.8.48,
（S）
デーヴァダーリー（ウリ科ヘチマ属の１種）の別名

094

アーディティヤパルニー ådityaparˆ¥：Ci.1.4.7

－13－

095

アーディティヤヴァンディア ådityavandya

096

アーディティヤヴァッリー ådityavall¥：Ci.26.262,
（J）Helianthus annuus（Linn.）ヒマワリ、ニチリンソウ〈キク科〉

098

ア ー マ ラ カ åmalaka（ ア ー マ ラ キ ー åmalak¥）：Su.2.9,26,31, 4.［13,24,36,39,49,50 番 ］,
25.49, 27.147,
（S）Emblica officinalis Gaertn.（正名 Phyllanthus emblica L.）マラッカノキ、アンマロ
ク、アンマロクノキ〈トウダイグサ科〉
（D）学名同上
（J）emblic mylobalan：Phyllanthus emblica L.〈トウダイグサ科コミカンソウ属〉
（備）
別名アムリタパラ、英名 Indian gooseberry

099

アームラ åmra：Su.4.10［10 番］,14［28 番］, 27.139,282, etc.
（S）Mangifera indica L. マンゴー〈ウルシ科〉
（D 同上
（J）mango：学名同上

100

アームラータ（カ）åmråta(ka)：Su.4.10［10 番］, 26.84, 27.161,
（S）Spondias pinnata （L.f.）Kurz.（異名 S.magnifera, Willd.）: アムラノキ、タマゴノキ、
アムラタマゴノキ〈ウルシ科アムラノキ属〉
（D）学名同上
（J）Indian hog plum, Assyrian plum（ Su.27.161, ）：S.magnifera Willd.
（備）
英名 Hog-plum、Wild mango

101

アーラグヴァダ åragvadha：Su.1.84,2.10,3.3, 4.11［13,14 番］etc.
（S）Cassia fistula L. ナンバンサイカチ〈マメ科カワラケツメイ属〉
（D）同上
（J）purging cassia：学名同上
（備）
別名スヴァルナカ、チャトゥラングラ、クリタマーラ、アヴァガータ。
英名 Golden shower、Indian laburnum。

102

アールカ åruka：Su.13.10, 27.133,
（S）Prunus Sp. バラ科サクラ属
（D）P.persica Linn. モモ〈バラ科〉
（J）peach：Prunus persica B&HF.

103

アールドラカ årdraka：Su.27.166,
（S）fresh form of Zingiber officinale Roscoe. 生のショウガ〈ショウガ科〉
－14－

（D）green ginger
（J）Zingiber officinale Roscoe.
104

アールカ åluka：Su.25.39, 27.99,
（S）Dioscorea Sp. ヤムイモ（ヤマノイモ科ヤマノイモ属の総称）
（D）
（?）
（J）åluka

105

アース
（ー）リー åsu(Ë)r¥：Su.27.101,
（S）Brassica juncea Czern. et Coss カラシナ〈アブラナ科〉
（D）学名同上
（J）mustard

106

アースポータ åsphota：Ci.3.268, 7.112,
（S）Vallaris heyna Spreng. キョウチクトウ科

［i］
107

イクシュ ik∑u：Su.4.10［９番］,12［20 番］,16［40 番］, 27.237,
（S）Saccharum officinarum L. サトウキビ〈イネ科サトウキビ属（ワセオバナ属）〉
（D）同上
（J）sugar cane：学名同上

108

イクシュラカ ik∑uraka：Su.4.12［20 番］
（S）Asteracantha longifolia （L.）Nees.（正名 Hygrophila spinosa T.Anders.）テンジクソウ
（花綴り）〈キツネノマゴ科オギノツメ属〉
（D）同上
（J）longleaved barleria：H. spinosa Andres.
（備）別名コーキラークシャ（花綴り）

109

イクシュヴァーク ik∑våku：Su.1.81, 2.7,
（S）Lagenaria siceraria（Mol.）Standley ユウガオ〈ウリ科〉
（D）同上
（J）bottle gourd：学名同上
（備）別名カトゥ・トゥンビ、ティクタ・トゥンビ、アラーブ
ユウガオ L. siceraria Standl.var.hispida Hara.・・（SN）。英名 Whiteflowered gourd

110

イクシュヴァーラー ik∑vålå：Ci.26.73,

－15－

＊
111

イクショヴァーリカー ik∑vålikå：Ci.11.18,
イクシュヴァーリカー ik∑uvålikå：Su.4.12［17 番］, 25.49,
（S）学名記載なし
（D）Asteracantha longifolia （L.）Nees（正名 Hygrophila spinosa T.Anders.）テンジクソウ
（花綴り）〈キツネノマゴ科オギノツメ属〉：イクシュラカの別名
（J）ik∑uvålikå

112

イクシュヴァーリー ik∑vål¥：Ni.4.14,

113

イングディー i∫gud¥：Su.27.146,
（S）Balanites agyptiaca（Linn.）Delib. ハマビシ科
（D）B. agyptiaca Delile.
（J）zachum oil plant：B. Roxburghii Plarch.（同上）

114

イトカタ itka†a：Su.4.15［17 番、35 番］
（S）学名記載なし
（D）同上
（J）prickly Itkata roots：Sesbania aculeata Pers.（ 正名 S. cannabina（Retz.）Pers.）
キバナツノクサネム〈マメ科ツノクサネム属〉
（備）異説 Saccharum canaliculatum Roxb. イネ科ワセオバナ属（大地原）
35 番：別名 ßaramËla：Saccharum arundinaceum Retz. の根（AR）

116

インドラヤヴァ indrayava：Ci.7.77
（S）
クタジャ（266）の種子

117

インドラヴァールニー indravåruˆ¥：Ci.14.138
（S）Citrullus colocynthis Scharad コロシントウリ〈ウリ科〉
（D）同上
（J）colocynth
（備）別名アインドゥリー、ガヴァークシー、ヴィシャーラ、タラカ、シャクラスラー。
英名 Indian wild gourd、Bitter apple

118

インドラサーフヴァー indrasåhvå：Ci.6.42
（S）
インドラヴァールニー（ウリ科コロシントウリ）の別名

119

インドラーニー indråˆ¥：Ci.21.85,90
（S）
アインドリー（164）の別名

－16－

120

インドラー indrå：Ka.7.19,
（S）アインドリー（164）の別名

121

インドラーユダ indråyudha：Ci.23.12,
（S）
根は有毒

123

インドラーフヴァ indråhva：Ci.14.160,
（S）
インドラヤヴァ（116）の別名

124

イシーカー i∑¥kå：Ci.3.267,
（S）学名記載なし：（備）葦（梵和）

［u］
125

ウグラガンダー ugragandhå：Ci.26.22,
（S）アジャモーダー（016）の別名

126

ウッチャター uccatå：Si.12.18（１）
（J）ウッチャタカ：Blepharis edulis Pers. キツネノマゴ科

127

ウッジョヴァラ ujjvala：Su.27.14,
（S）
シャシュティカ米の１種

128

ウトカタ utka†a：Su.27.18,
（S）
穀物の１種

130

ウトパラ utpala：Su.4.15［32 番 ,34 番］, Su.14.11
（S）
クムダ :Nymphaea alba L. シロバナヒツジグサ〈スイレン科スイレン属〉
（D）学名同上
（J）blue water lily::N. stellata Willd. ムラサキスイレン
（備）
別名クムダ＝ニーロートパラ n¥lotpala:N. stellata Willd. ムラサキスイレン（AR）

131

ウダキールヤー udak¥ryå（ウダキールヤカー udak¥ryakå）
：Su.1.82, 2.9,
（S）別名カランジャ :Pongamia pinnata（L.）Merr. クロヨナ〈マメ科〉
（D）学名同上
（J）prickly brazil wood:Caesalpina digyna Rottl〈マメ科ジャケツイバラ属〉

132

ウディーチヤ ud¥cya：Su.25.40,
（S）
バーラカ（オミナエシ科カノコソウ属）の別名
－17－

（D）Pavonia odorata Willd. アオイ科ヤノネボンテンカ属
（J）fragrant sticky mallow
133

ウドゥンバラ udumbara：Su.4.15［33 番］
〈クワ科イチジク
（S）Ficus racemosa L. ウドンゲノキ、ウドンゲ、フサナリイチジク
属〉
（D）同上
（J）gular fig：F. glomerata Roxb.（＝ F. racemosa L.）
（備）ヒンディ名 gulår、英名 cluster fig

134

ウドゥンバラパルニー udumbaraparˆ¥：Ka.12.3,
（S）
ダンティー（Baliospermum montanum Muel-Arg トウダイグサ科）の別名

135

ウッダーラカ uddålaka：Su.25.40
（S）kodo 、コードラヴァ（スズメノコビエ）の野生種
（D）
（?）
（J）uddålaka grain

136

ウパクンチカー upakuñcikå：Sa.8.41
（S）Nigella sativa Linn. クロタネソウ属〈キンポウゲ科〉
（D）同上
（J）great cardamon,black cumin 学名同上
（備）
別名プリトヴィーカー、クリシュナジーラカ、クンチカー、
英

名 Black cumin（Small fennel）: ＝ Carum nigrum C.Gracile ＝ N.sativa Linn. ＝ N.

indica
137

ウパクリヤー upakulyå：Ci.7.145,
（S）
ピッパリー（Piper longum L. コショウ科ナガコショウ）の別名

138

ウパチトラー upacitrå：Vi.8.135,
（S）
ダンティー（Baliospermum montanum Muel-Arg トウダイグサ科）の別名

139

ウポーディカー upodikå：Su.2.33, 26.84, 27.94,
（S）Basella rubra L. ツルムラサキ〈ツルムラサキ科ツルムラサキ属〉
（D）
同上
（J）Indian spinach：学名同上
の方が栄養価が高く多く利用される。（SN）
（備）
茎が赤くない B. alba（Indian spinach）

140

ウマー umå：Su.14.36,
－18－

（S）アタシー（Linum usitatissiumum L. アマ〈アマ科アマ属〉）の別名
（D）学名同上
（J）linnseed：学名同上
141

ウルブーカ urubËka：Su.4.4 番 , 14.42, 27.108,
（S）
エーランダ（Ricinuis communis L. ヒマ、トウゴマ〈トウダイグサ科〉）の別名
（D）a variety of Ricinuis communis
（J）castor-oil plant, red castor plant（Su.14.42,）：学名は（S）と同じ
（備）パンチャーングラ（568）参照。

142

ウルマーナ urumåna：Su.27.157,
（S）Prunus armeniaca Linn. アンズ、カラモモ〈バラ科サクラ属〉
（D）学名同上
（J）urumåna

145

ウシーラ uß¥ra：Su.4.10［８番］,12［20 番］,14［28 番］,17［41,44 番］, 25.40,
（S）Vetiveria zizanoides （L.）Nash.（異名 Andropogon muricatus Retz.）ベチベルソウ、
ベチベル、カスカスカヤ、ベチバー 〈イネ科ベチベル属〉
（D）学名同上
（J）cuscus grass：学名同上
（備）別名アバヤ（Su.3.29,）、アムリナーラ（Su.3.26,）
、ヴィーラナ、セーヴィヤ、ラー
マッジャカ。根から精油をとる。

［Ë］
146

ウーシャナ Ë∑aˆa：Su.24.50,
（S）マリチャの別名
（D）マリチャ Piper nigrum Linn. コショウ〈コショウ科コショウ属〉
（J）black pepper：学名同上

－19－

［®］
148

リッディ ®ddhi：Ci.11.63, 4.15,
（S）Habenaria Sp. ラン科ミズトンボ属

148

リシャバカ ®∑abhaka：Su.3.22, 4.1 番 ,19 番 ,
（S）Microstylis muscifera Ridley ラン科ホザキイチョウラン属
（D）学名記載なし
（J）®∑abhaka
（備）Microstylis wallicii Lindl. ラン科ホザキイチョウラン属（日常）

149

リシャビー ®∑abh¥：Su.4.10［７番］
〈マメ科トビカ
（S）カピカッチュー：Mucuna pruriens （L.）DC. ハッショウマメの基準種
ズラ属〉
（D）学名記載なし
（J）cowage：学名は（S）
と同じ。別名 åtmaguptå
（備）åtmaguptåb¥ja（AR）。
ハッショウマメ M. pruriens DC.var.utilis（Wall.ex Wight）Bak. ex Burk・・（園芸）
ハッ シ ョ ウ マ メ（ オ シ ャ ラ ク マ メ ）Stizolobium hassjoo Piper et Tracy・・
（Super
Nipponica）

150

リシヤガンダー ®∑yagandhå：Su.4.9［２番］,Vi.8.139
（S）Withania coagulens Dunal.〈ナス科〉英名 Vegetable rennet
（D）学名記載せず
（J）elephant creeper
（備）異説アティバラーの別名。（IMM）

151

リシュヤプロークター ®∑yaproktå：Su.4.7 番 , Vi.8.139,Ci.3.258
（S）Miliusa velutinia Hook.f. & Th.
（D）Teramnus labialis（L.f.）Spreng. ソリザヤアズキ（＊）〈マメ科〉（Su.4.7 番）
（J）wild black gram（Su.4.7 番）
（備）別名マーシャパルニー

［e］
152

エーカーシュティラー ekå∑†hilå：Si.10.23,
（S）
パーター（ Cissampelos pareira L.〈ツヅラフジ科〉）の別名

－20－

154

エーダガジャ e∂agaja：Su.3.3,13, 27.33,
（S）
チャクラマルダの別名：学名記載なし
（D）Cassia tora L. コエビスグサ〈マメ科カワラケツメイ属〉: 英名 ringworm plant
（J）foetid cassia、wild senna（Su.27.33, ）
（備）別名プラプナーダ prapunå∂a。チャクラマルダは " タムシ殺し " という意味。なお、
同属のダドルグナ dadrughna： C.alata L. ハネセンナ
〈マメ科〉も " タムシノキ " と
いう意味の Ringworm shrub という英名をもつ。
エビスグサ C. obtusifolia L.（C.tora に酷似し、薬効も似通っている。）（SN）

155

エーラカー erakå：Su.3.24,27,Ci.29.134
（S）Typha Sp. ガマ科ガマ属
（D）Typha angustifolia L. ヒメガマ〈ガマ科ガマ属〉: 英名 Elephant grass.
（J）elephant grass: Typha elephantina Roxb.

156

エーランダ eraˆ∂a：Su.2.12,4.9［４番］,13［22 番］、13.10,
（S）Ricinuis communis L. ヒマ、トウゴマ〈トウダイグサ科トウゴマ属〉
（D）同上。別名ウルブーカ urubËka、エーランダカ
（J）castor-oil plant: 学名同上
（備）別名パンチャーングラ（568）

157

エールヴァール（カ）ervåru(ka)：Su.27.110,111, Ci.26.52,53,
（S）Cucumis utilissimus Roxb.〈ウリ科〉：メロンの変種
（D）C. melo var utilissimus Duthie and Fuller メロンの変種〈ウリ科〉
（J）phut cucumber

158

エーラヴァールカ elavåluka：Su.4.12［20 番］,18［47 番］, 25.49, etc.
（S）Prunus cerasus L. スミノミザクラ〈バラ科サクラ属〉英名 sour cherry, pie cherry
（D）
学名同上
（J）cherry tree：学名同上

159

エーラー elå：Su.4.16［37 番］,17［44 番］,etc.
（S）Elettaria cardamomum Maton ショウズク〈ショウガ科〉
（D）学名同上
（J）cardamon：学名同上
（備）
別名スークシュマエーラー、英名カルダモン

160

エーラーパルニー elåparˆ¥：Vi.8.133,
（S）Alpinia galanga Willd.〈Scitamineae〉
（J）galangal：Alpinia galanga Swartz.
－21－

［ai］
163

アインドゥカ ainduka：Su.27.113,
（S）学名記載なし
（D）？
（J） common moutain ebony ＝アシュマンタアアカ＝ Bauhinia racemosa Lam. フイリソシ
ンカ

164

アインドリー aindr¥：Su.3.27, 4.10［７番 ,9 番］,etc.
（S）Bacopa monnieri（L.）Pennel オトメアゼナ〈ゴマノハグサ科ウキアゼナ属〉
（D）Citrullus colocynthis （L.）Schrader コロシント、コロシントウリ〈ウリ科スイカ属〉
（J）Aindri

165

アイラーヴァタ airåvata：Su.27.162, Ci.3.268,
（S）Elacocarpus seratus Linn. ?
（D）学名記載なし
（J）common orange

［o］
166

オーダナパーキー odanapåk¥：Vi.8.136,Ci.3.259
（S）Hymenachne amplexicaulis（Rudge）Nees
（備）
別名アンナパーキー、

［k］
167

カクバ kakubha：Su.5.73, Ci.7.129
（S）Terminalia myriocarpa Heurck & Muell-Arg.〈シクンシ科〉
（D）T.arjuna W. & A. アルジュナ（064）
（J）arjun

168

カッコーラ kakkola（ka∫kola）
：Su.5.77,Ci.7.
（S）Piper cubeba Linn. クベバ、ヒッチョウカ〈コショウ科〉
（D）同上
（J）cubeb pepper

169

学名同上

カング ka∫gu：Su.21.15, 26.84, 27.17,
－22－

（S）Setaria italica（Linn.）Beauv.（正名）アワ〈イネ科〉
（D）学名同上
（J）Italian millet::Panicum italicum Linn. アワ〈イネ科〉
（備考）別名プリヤング
170

カッチュラー kacchurå：Su.4.15［32 番］
（S）
ドゥラーラバー：別名 dhanvayåsa（Fagonia cretica L.）
（D）学名記載なし
（J）cowage: リシャビー（カピカッチューとアートマグプターと学名も英名も同じ）
（備）別名カピカッチュー（Mucuna prurita Hook ハッショウマメ〈マメ科トビカズラ
属〉）（AR）

171

カタンカテーリー ka†a∫kater¥：Su.3.10, Ci.6.32,
（S）ダールハリドラー（メギ科メギ属）の別名
（D）Berberis aristata DC.〈メギ科メギ属〉英名 tree turmeric
（J）Indian berberry

172

カタビー ka†abh¥：Ci.9.70, 23.24
（S）Albissia lucida Benth. マメ科
（J）white siris::Albissia procera Benth.

173

カタンバラ ka†ambhara：Ci.9.47,
（S）
カタビーの別名

174

カトゥカ ka†uka：Su.5.77,Ci.23.66
（S）
カッコーラ kakkola（168）の変種
（D）Hibiscus abelmoschus Linn. フヨウ属〈アオイ科〉英名 Musk-mallow
（J）musk mallow: 学名同上

＊

カトゥカパラー ka†ukaphalå：Ci.23.66,
（S）
イクシュヴァーク（ユウガオ）の別名

175

カトゥカー ka†ukå：Vi.7.17
（S）Picrorrhisa kurroa Royle ex Benth. コオウレン（中国名）〈ゴマノハグサ科〉
（D）カトゥローヒニー ka†urohiˆ¥：学名同上
（備）
別名カトゥキー、クタキ

176

カトゥカーラーブー（バー）ka†ukålåbË
（bå）：Ci.14.57, Ka.3.3,
（S）イクシュヴァークの別名
－23－

177

カトゥトゥンビー ka†utumb¥（ka†utumbaka）
：Su.11.6
（S）
イクシュヴァーク（109）
の別名

178

カトゥパラー ka†uphalå
（J）musk mallow::Hibiscus abelmoschus Linn.

179

カトゥローヒニー ka†urohiˆ¥（別名カトゥカー）：Su.4.9［３番］,12［18 番］
（S）Picrorrhiza kurroa Royle ex Benth. コオウレン〈ゴマノハグサ科コオウレン属〉
（D）学名同上
（J）kurroa

180

カトパラ ka†phala：Su.4.9［５番］,12［20 番］,18［47 番］
（S）Myrica nagi Thunb.〈ヤマモモ科ヤマモモ属〉英名 Chinese strawberry tree.
（D）
同上
（J）box myrtle: 学名同上
（備）M.rubra Sieb. et Zucc. ヤマモモ〈ヤマモモ科〉

181

カトヴァンガ ka†va∫ga：Su.4.31 番 , 25.40,
：別名アラル
（S）Ailanthes excelsa Roxb.〈ニガキ科ニワウルシ属（シンジュ属）〉
（D）Oroxylum indicum R.B. ソリザヤノキ（花綴り）〈ノウゼンカズラ科〉
（J）tree of heaven：学名は（S）と同じ

183

カティッラカ ka†hillaka：Su.27.96, Ci.8.190,
（S）
プナルナヴァーの別名
（D）Boerhavia diffusa Linn.
（J）hog's weed

＊
186

カナカニカー kaˆakaˆikå：Sa.8.47,
カンタカーリー kaˆ†akår¥（kaˆ†akårikå）：Su.2.11, 4.10［９番］,14［30 番］, 5.65,
（S）Solanum xanthocarpum Schrad.et Wendl.. ニシキハリナスビ、ホソバトゲトゲナスビ
〈ナス科ナス属〉
（D）
学名同上
（J）yellow berried nightshade：学名同上
（備）別名ニディグディカー、ヴィヤーグリー、ダーヴァニー
キミノ ヒ ヨ ド リ ジ ョ ウ ゴ：S. lyratum var. xanthocaprum Makino.、 キ ン ギ ン ナ ス ビ
S.aculeatissimum（雑草）および（SN）

－24－

188

カタカ kataka：Su.4.16 番 , Ci.26.252,
（S）Strychnos potatorum Linn.f.〈マチン科マチン属〉英名 Clearingnut tree
（D）
同上
（J）clearing nut:: 学名同上

189

カトトリナ katt®ˆa：Su.2.13,4.12［17 番］
（S）Cymbopogon jwarancusa Schult.〈イネ科オガルカヤ属〉
〈イ
（D）Cymbopogon schoenanthus Spreng. ＝ C.citras Stapf. レモングラス、レモンガヤ
ネ科オガルカヤ属〉
（J）ginger grass

190

カダンバ kadamba：Su.4.12［20 番］,18［47 番］, 27.114
（S）Anthocephalus cadamba

Mig. カダムバ、クビナガタマバナノキ（花綴り）〈アカネ

科〉英名 Wild cinchona
（D）A. indicus A.Rich.（別名）クビナガタマバナノキ
（J）kadamba：学名は（S）と同じ
（備）クビナガタマバナノキ：正名 A. chinensis（Lam.）A. Richi. ex Walp.
191

カダラ kadara：Su.4.17［43 番］
（S）Acacia suma Buck-Ham.〈マメ科アカシア属〉
（D）A.catechu Willd.（アセンヤクノキ）の変種
（J）gum arabic::Acacia senegal Willd. アラビアゴムノキ〈マメ科〉
（備）別名シュヴェータ・カディラ、ソーマヴァルカ（稲村）

192

カダリー kadal¥：Ci.3.258, 4.1.7
（S）Musa paradisica Linn. ミバショウ、バナナ〈バショウ科〉
（J）plantain::M. sapientum Okunty.

193

カナカ kanaka：Ci.1.1.49, 7.74,etc.
（S）
ナーガケーシャラ（オトギリソウ科セイロンテツボク）の別名

194

カナカクシーリー kanakak∑¥r¥：Ci.7.111,
（S）
スヴァルナクシーリー（1073）の別名

195

カナカプシュピー kanakapu∑p¥：Ci.7.167,
（S）
スヴァルナクシーリー（1073）の別名

196

カピカッチュー kapikacchË：Ci.9.80,11.62 （ Su.18.4, ）
（S）Mucuna pruriens DC. ハッショウマメの基準変種〈マメ科トビカズラ属〉
－25－

（D）åtmaguptå:M.pruruta Hook.〈マメ科トビカズラ属〉
（J）cowage：学名は（S）と同じ。別名アートマグプター、アジャダー、リシャビー、ア
ディヤンダ、
（園芸）
（備）
ハッショウマメ M. pruriens DC.var.utilis（Wall.ex Wight）Bak. ex Burk・・
197

カピッタ kapittha：Su.3.13, 25.40, 27.136,
（S）Feronia limonia （L.）Swingle. ウッドアップル、ナガエミカン〈ミカン科〉。
（D）同上
（J）wood-apple：F. elephantum Correa.
（備）別名ダディッタ、英名 Wood-apple、Elephant apple

198

カピータナ kap¥tana：Su.4.33 番 , 25.49,
（S）
記載なし
（D）Albizia lebbeck Benth. ビルマゴウカン、ビルマネム〈マメ科ネムノキ属〉別名シリー
シャ
（J）flowering peepal, portia tree::Hibiscus populnea Soland. サキシマハマボウ〈アオイ科
フヨウ属〉
（B）Thespesia populnea Soland ex Corr. サキシマハマボウ〈アオイ科サキシマハマボウ属〉
（備）Thespesia populnea ＝ Hibiscus populnea

199

カポータヴァンカー kapotava∫kå

200

カポータヴァッリー kapotavall¥：Vi.8.139,

201

カマタ kama†ha

202

カマラ kamala：Su.3.24, 5.22
〈ハス科〉
（S）Nelumbo nucifera Gaertn. ハス
（D）同上、別名 nalina 学名同上
（J）sacred lotus,east Indian lotus::N.speciosus Willd.（上記学名の異名）
（備）別名パドマ

203

カンピッラカ kampillaka：Su.1.83, 2.9, 26.84,
（S）Mallotus phillipinesis Muell-Arg. クスノハガシワ〈トウダイグサ科アカメガシワ属〉
（D）
同上
（J）kamala：学名同上
（備）
別名カピラ、カンバ、英名 Indian kamala、Monkey face tree、Kamala tree

204

カランジャ karañja：Su.3.3,13, 14, 13.10, 27.160,
－26－

（S）Pongamia pinnata（L.）Merr. クロヨナ〈マメ科〉
（D）同上
（J）Indian beech ＝ P. glabra, Vent. クロヨナ〈マメ科〉
（備）
正名 P. glabra、異名 P. pinnata
205

カラマルダ（カ）karamarda(ka)：Su.4.10［10 番］, 27.161 etc.
（S）Carissa carandas L. カリッサ〈キョウチクトウ科〉
（D）学名同上
（J）Bengal currant：学名同上

206

カラヴィーラ karav¥ra：Su.3.3,10,14,15、4.11［13 番］
（S）Nerium indicum Mill（＝ N. odorum Soland.、N.oleander ）キョウチクトウ〈キョウチ
クトウ科キョウチクトウ属〉
（D）
同上
（J）Indian oleander：Nerium odorum Soland.
（備）別名アシュヴァハナ aßvahana、hayamåraka

＊

カラヴィーラカ karav¥raka：Ci.23.11,
（S）
根は有毒

207

カラハータ karahå†a：Ci.26.15,
（S）マダナ（アカネ科ハリクチナシ）の別名

208

カリーラ kar¥ra：Su.27.142, Ci.30.82.
（S）Capparis decidua Edgew〈フウチョウソウ科〉
（D）学名同上
（J） caper::C. aphylla Roth. ケイパー、フウチョウボク
〈フウチョウソウ科フウチョウボ
ク属〉
（備）C. aphylla Roth. ＝ C. spinosa Linn. （IMM）

209

カルカタ karka†a：Ci.23.11,
（S）
根は有毒

210

カルカタカ（キー）karka†aka(k¥)：Ci.14.90, 18.51,
（S）カルカタシュリンギーの別名

211

カルカタシュリンギー karka†aß®∫g¥：Su.4.［30 番］, Vi.8.139, Ci.17.191
（S）gall of Pistacia integerrima Stew ex Brandis ＝ Rhus succendanea L. ハゼノキ〈ウルシ
科〉の虫こぶ
－27－

（D）Rhus succendanea L.
（J）crabs claw:: 学名は（D）と同じ
（備）
別名 kul¥raß®∫g¥
212

カルカターキヤー karka†åkhyå：CI.17.94, Si.4.10,
（S）カルカタシュリンギー（211）の別名

213

カルカターフヴァヤ karka†åhvaya：Ka.7.18,
（S）
カルカタシュリンギー（211）の別名

215

カルカンドゥ karkandh：Su.4.13［24 番］, 27.132,
（S）Zizyphus nummularia W. & A.〈クロウメモドキ科ナツメ属〉、small jujube
（D）同上
（J）wild jujube
（備）jujube の小型種（B）

216

カルカシャ karkaßa：Su.27.97,
（S）カルコータカ .〈ウリ科ニガウリ属〉の別名
（D）?
（J）karkaßa

217

カルカールカ karkåruka：Ci.19.32,
（S）
トラプシャ（キュウリ）の変種

＊

カルカーサ karkåsa
（J）melon::Cucumis melo Linn. メロン〈ウリ科〉

218

カルコータカ（キー）karko†aka(k¥)：Su.27.96, Ci.3.190, Ka.4.3,
（S）Momordica dioica Roxb.ex Willd.〈ウリ科ニガウリ属〉
（D）学名同上
（J）sponge gourd：学名同上

219

カルコーティー karkot¥

220

カルチューラ karcËra：Su.27.155,
（S）Curcuma zedoaria Rosc. ガジュツ〈ショウガ科〉
（D）Hedychium spicatum Ham. ex. Smith.
（J）zedoary：学名は（S）と同じ。

－28－

221

カルニカーラ karˆikåra：Ka.8.1,
（S）Pterospermum acerifolium Rosc.

222

カルプーラ karpËra：Su.5.77, Ci.26.211, 28.153
（S）Cinnamomum camphora Nees & Ebern. クスノキ〈クスノキ科〉
（D）同上
（J）camphor:Dryobalanops aromatica Gaertn. クスノキ〈クスノキ科〉
（備）精油は樟脳

223

カルブダーラ karbudåra：Su.4.［23 番］, 27.99
（S）Bauhinia variegata L. フイリソシンカ〈マメ科ハマカズラ属〉
（D）white variety of B.variegata L.
（J）white mountain ebony::B.acuminata

L. ソシンカ、モクワンジュ〈マメ科〉ハカマカ

ズラ属
（備）
モクワンジュ（B.acuminata ）は白花。（SN）
224

カラマ kalama：Su.27.8,11,etc.
（S）シャーリ（イネの１種）の変種

225

カランバ kalamba：Su.27.101,
（S）Ipomoea reptans（Linn.）Poir. ヒルガオ科サツマイモ属
（D）学名同上
（J）wild pot herb::I. aquatica Folsk. ヨウサイ〈ヒルガオ科サツマイモ属〉
（備）別名ナーディー

226

カラシー kalaß¥：Ci.3.187, 224.
（S）プリシュニパルニー（637）の別名

227

カラーヤ kalåya：Su.27.29,97,

Ci.20.37,

（S）Lathyrus sativus Linn. グラスピー、ガラスマメ〈マメ科レンリソウ属〉
（D）L. aphacea Linn.
（J）Chickling vetch：学名は（S）と同じ
（備）カンディカーはカラーヤの変種
228

カリンガカ kali∫gaka：Ci.3.200,21
（S）
インドラヤヴァ（116）（クタジャの種子）の別名

229

カシェールカ kaßeruka：Su.3.21, 27.116,
（S）Scirpus kysoor Roxb.〈カヤツリグサ科ホタルイ属〉
－29－

（D）S. grossus L.f.（＝ S. kysoor Roxb.）（IMM）
（J）rush nut:: 学名（S）と同じ
230

カーカナンティカー kåkaˆantikå：Ci.14.10,
（S）
グンジャー（360）の別名

231

カーカナーサー kåkanåså カーカナーシカー (kåkanåsikå)：Ci.1.1.64, 7.123,
（S）Pentatropis spiralis Decne.〈ガガイモ科〉
（J）small stinking:: P.microphylla W.&.A.

232

カーカマーチー kåkamåc¥：Su.3.17, 27.89
（S）Solanum nigrum L. イヌホオズキ〈ナス科ナス属〉
（D）
同上
（J）black night-shade 学名同上

233

カーカーンダ kåkåˆ∂a：Su.27.34, Ci23.49, 52
（S）
カーカーンドーラの種子
の変種
（D）シンビー（フジマメ Dolichos lablab Linn.）
（J）Sword bean：Canavalia ensiformis D.C.（タチナタマメ）

234

カーカーンドーラ kåkåˆ∂ola：Su27.34,
（S）Mucuna monosperuma DC. マメ科トビカズラ属
（D）
カーカーンダ kåkåˆ∂a とウマー（Linum usitatissiumum L. アマ）
（J）sword bean ＋ linseed：Canavalia ensiformis D.C.（タチナマメ）＋ Linum usitatissiumum

235

カーカーフヴァ kåkåhva：Ci.21.90,
（S）
カーカマーチ（232）の別名

236

カーコードゥンバリカー kåkodumbarikå：Ci.7.170,
（S）Ficus hispsida Linn.f. イチジク属〈クワ科〉
（J）red woodfig tree:: 学名同上

237

カーコーリー kåkol¥：Su.3.9, 4.9［１番 ,2 番］
（S）Roscoea procera Wall ショウガ科ロスコエア属
（D）学名記載なし
（J）kåkol¥
（備）異説 Ziziphus napeca（napica）: クロウメモドキ科ナツメ属（大地原）

		

Llium polyphylum, D.Don: ユリ科ユリ属（日常）

		

Gymnema balsamicum: ガガイモ科ギムネマ属
－30－

＃未同定の八主要薬種のひとつ。かつてはアシュヴァガンダーで代用されていたが、
現在は Roscoea procera の根が用 いられている。（GVDV）
239

カーンディーラ kåˆ∂¥ra：Ci.3.267 etc.
（S）Ranunculus sceleratus Linn. ＝ R. indicus キンポウゲ属〈キンポウゲ科〉

240

カーンデークシュ kåˆ∂ek∑u：Su.4.12［20 番］, 25.49,
（S）学名記載なし
（サトウキビ
（D）Saccharum spontaneum L.：ナンゴクワセオバナ〈イネ科ワセオバナ属
属）〉。
英名 thatch grass
（J）bigger sugar cane：学名は上記とは別

241

カーヤスター kåyasthå：Ci.9.57,
（S）
アインドリー（164）の別名

242

カーラヴィー kårav¥：Su.27.307,
（S ）Carum carvi Linn. ヒメウイキョウ、キャラウェイ〈セリ科〉
（D）学名同上
（J）celery seeds

243

カーラヴェッリカー kåravellikå：Vi.8.143,
（S）Momordica charantia Linn. ニガウリ、ツルレイシ〈ウリ科〉
（J）carilla fruit:: 学名同上

244-245

カールパーシー（サ）kårpås¥(sa)：Ci.7.96,

（S）Gossypium barbadens Linn. カイトウメン〈アオイ科ワタ属〉
（J）
カールパーサ：levant cotton plant::G.herbaceum Linn. シロバナワタ〈アオイ科ワタ属〉
246

カーラクータ kålakË†a：Ci.23.11,

247

カーランカタカ kåla∫kataka：Vi.8.135, Ka.1.25,
（S）カーサマルダ（マメ科カワラケツメイ属の１種）の別名

249

カーラマーラカ kålamålaka：Ni.2.2, Vi.17.7, Ka.1.25,
（S）Ocimum basilicum Linn. メボウキ〈シソ科メボウキ属〉

250

カーラシャーカ kålaßåka：Su.27.91, Ci.13.182,
（S）Corchorus capsularis Linn. ツナソ、インドアサ〈シナノキ科コウマ属〉
－31－

（D）学名同上
（J）jute plant:: 学名同上
252

カーラーヌサーリヴァー kålånusårivå：Ci.3.258,
（J）
カーラーヌサーリカー :dark blue creeper::Ichnocarps frutescens Bit.

＊

カーラーヌサーリヤ kålånusårya：4.103, 26.243,
（S）
パッタンガの別名

253

カーレーヤカ kåleyaka(kåliya)：Su.3.26, Vi.6.17, Ci.3.258
（S）
チャンダナ candana（ビャクダン）と同属
（D）Santalum flavum L.〈ビャクダン科〉
（J）yellow sandalwood:: 学名同上

254

カーシャ kåßa：Su.3.27, 4.12［17 番 ,35 番］
（S）Saccharum spontaneum L. ナンゴクワセオバナ〈イネ科〉ワセオバナ属（雑草）、
サトウキビ属（SN）
（D）
同上
（J）thach grass：学名同上
（備）
（D）は、カーンデークシュとカーシャとは同一の学名。
ワセオバナ（Saccharum spontaneum L. var. arenicola Ohwi）・・（SN）

255

カーシュマリヤ
（カーシュマリー）kåßmarya（kåßmar¥）
：Su.4.13［24 番］,16［38 番］,17
［41 番］, 27.135,
（S）Gmelina arborea L. キダチキバナヨウラク〈クマツヅラ科キバナヨウラク属〉
（D）同上
（J）white-teak：学名同上
（備）
別名ガンバーリー gambhår¥（AR）

256

カーシュタゴーダー kå∑†hagodhå：Ci.1.4.7

257

カーサマルダ kåsamarda：Su.27.88, CI.17.99,18.117,
（S）Cassia occidentalis Linn. カワラケツメイ属〈マメ科〉
（D）ßu∑å: 学名同上（Su.27.88）
（J）negro coffee（Su.27.88）：round podded cassia: 学名同上
（備）Su.27.88 の原文は ßu∑å。別名スーシャ、カーランタカ。

258

キンシュカ kiµßuka：Ci.1.3.15, 33, 6.31,
（S）
パラーシャ（594）の別名
－32－

259

キニヒー kiˆih¥：Su.4.11［15 番］, 25.49
（S）Albizia procera （Roxb.）Benth. タイワンネム〈マメ科〉ネムノキ属
（D）Achyranthes aspera Linn.（Su.4.11）、white vareity of ßir¥∑a ＝ Albiza lebbeck

Benth

（Su.25.49）
（J）white ßir¥∑a（白花のビルマゴウカン）
（備）別名マハーシュヴェータ
260

キラータティクタ kiråtatikta：Su.4.12［18 番］,14［29 番］
（S）Swertia chirata Buch-Ham. インドセンブリ、チレッタソウ、チレッタ〈リンドウ科
センブリ属〉
（D）
同上
（J）chiretta: 学名同上

261

キリマ kilima：Vi.8.142,
（S）デーヴァダール（マツ科ヒマラヤスギ）の別名

262

クンクマ ku∫kuma：Ci.23.54,
（S）Crocus sativus Linn. サフラン〈アヤメ科〉
（J）saffron : 学名同上

263

クチャンダナ kucandana：Ci.4.103,
（S）パッタンガの別名

264

クチェーラー kucelå：Su.27.95,
（S）
パーター（ Cissampelos pareira L.〈ツヅラフジ科ミヤコジマツヅラフジ属〉）
の別名
（D）学名同上
（J）på†hå

265

クンチカー kuñcikå：Su.27.307,
（S）
ウパクンチカー（136）の別名
（D）Nigera sativa Linn.
（J）black cumin

266

クタジャ ku†aja：Su.1.84, 2.14, 4.11［12 番 ,14 番］,13［25 番］, 25.40, etc.
（S）Holarrhena antidysenterica Wall. ＝ Wrightia antidysenterica Grah. セイロンライティア
〈キョウチクトウ科〉
（D）同上
（J）kurchi：学名同上
－33－

（備）
別名カリンガ、ヴァトサカ
（ヴァツァカ）、ヴリクシャ、シャクラ。英名 Conessi、
Tellicherry bark（IMM）。
：インドラヤヴァはクタジャの種子
：＝ Wrightia zeylanica〈キョウチクトウ科〉＝ kurchi（セイロンライティア、英名 Easter
tree）
267

クタンナタ ku†annata：Ci.15.125,
（S）
ショーナーカ（989）の別名

＊

クタラナー ku†araˆå：Ka.7.4,
（S）
トリヴリト（477）の別名

268

クティンジャラ ku†iñjara：Su.27.99,
（S）Digera muricata（Linn.）Mart.
（D）?
（J）ku†iñjara

269

クテーラカ ku†heraka：Su.2.4, 27.101,
（S）Ocimum Sp.
（D）Ocimum basilicum L. メボウキ〈シソ科メボウキ属〉
（J）shrubby basil
（備）別名ビスヴァ・トゥラシー

271

クトゥンバカ kutumbaka：Su.27.98,
（S）
ドローナプシュピの別名
（D）Leucas linifolia Spreng.〈シソ科〉
（J）white dead nettle shrub:: 学名同上

272

クンドゥル
（カ）kunduru(ka)：Ci.26.64, 28.153,
（S）
シャッラキー（938）の樹脂

273

クマーラジーヴァ kumåraj¥va：Su.27.100,
（S）Amaranthus paniculatus Linn.〈ヒユ科ヒユ属〉
（D）Putranjiva Roxburghī Wall.〈トウダイグサ科〉
（J）putranj¥va: 学名同上

274

クムダ kumuda：Su.4.15［34 番］, 25.49,
（S）Nymphaea alba L. シロバナヒツジグサ（ムラサキスイレン）〈スイレン科スイレン
属〉
－34－

（D）同上
（J）night-flowering lotus、white water lily: 学名同上
275

クンビー kumbh¥：Vi.8.143,
（S）Careya arborea Roxb.〈フトモモ科〉
（J）saffron mango:: 学名同上

276

クランタカ kuraˆ†aka：Ci.21.89,
（S）シャイレーヤカ（983）の別名
（J）yellow nail dye::Barleria prionitis Linn. トゲバルレリア〈キツネノマゴ科バルレリア
属〉

277

クルヴィンダ kuruvinda：Su.27.14,
（S）シャシュティカ米の変種

278

クラカ kulaka：Su.27.97,
（S）Trichosanthes Sp. カラスウリ属
（D）kåravellaka: Momordica charantia Linn. ツルレイシ〈ウリ科ニガウリ属〉
（J）carilla

279

クラッタ kulattha：Su.25.40
（S）Dolichos biflorus L. マメ科フジマメ属
（D）同上
（J）Horse-gram：学名同上

280

クリンガー kuli∫gå：Su.4.［19 番］,
（S）ウッチャター ucca†å の別名
（D）？
（J）blepharis
（B）Blepharis edulis Pers.〈キツネノマゴ科〉
（備）Rhus succedanea L. ウンナンウルシ〈ウルシ科〉・・（大地原）

281

クリンガークシー kuli∫gåk∑¥：Vi.8.139,

282

クリーラシュリンギー kul¥raß®∫g¥：Su.4.30 番 ,
（S）カルカタシュリンギー（ハゼノキの虫こぶ）の別名
（D）Rhus succendanea L. ウンナンウルシ〈ウルシ科〉
（J）crabs claw:: 学名は（D）と同じ

－35－

283

クヴァラ kuvala：Su.4.10［10 番］,13［24 番］
（S）バダラ（ナツメ）と同属。Zizyphus Sp.（ナツメ属）。
（D）Zizyphus sativa Gaertn. クロウメモドキ科ナツメ属
（J）big jujube

284

クシャ kußa：Su.4.35［17 番］
（S）Desmostachya bipinnata Stapf. クシャソウ（花綴り）〈イネ科〉
（D）同上
（J）small sacrificial grass、sacrid grass（SU.18.14,）：学名不明
（備）
＝ Eragrostis cynosuroides,Beauv.〈イネ科スズメガヤ属〉
クシャとダルバ（489）（英名 sacrificial grass）の両者をクシャドヴィヤ kußadvya［クシャ
二種］と総称する。

285

クシャプシュパカ kußapu∑paka：Ci.23.12,
（S）根は有毒

286

クシュクンダ kußkuˆ∂a：Sa.6.11,
（S）キノコ類

287

クシュタ ku∑†ha：Su.4.9［３番］,12［20 番］,13［25 番］
（S）Saussrea lappa C.B.Clark. モッコウ〈キク科トウヒレン属〉
（D）同上
（J）costus：学名同上
（備）Costus-root

288

＊根の精油は木香（もっこう）。

クシュタゴナ ku∑†haghna：Ci.23.54,
（S）
カディラの別名

289

クスンバ kusumbha：Su.13.10, 26.84, 27.110,
（S）Carthamus tinctorius Linn. ベニバナ〈キク科〉
（D）学名同上
（J）safflower：学名同上

290

クストゥンブル kustumburu：Vi.8.142,
（S）
ダーニヤカ（コエンドロ）の別名
（J）green coriander:Coriandrum sativum Linn. コエンドロ〈セリ科〉

291

クタラナー ku†araˆå：Ka.7.4,
（S）
トリヴリト（ヒルガオ科フウセンアサガオ）の別名
－36－

292

クーシュマーンダ（カ）kË∑måˆ∂a(ka)：Su.27.102,
（S）Benincasa cerifera Savi ウリ科トウガン属
（D）B. hispida Cogn. トウガン〈ウリ科〉
（J）white gourd：学名は（S）と同じ

293

クリタマーラカ k®tamålaka：Su.4.14 番 ,
（S）
アーラグヴァダ（ナンバンサイカチ）の別名
（D）Cassia fistula L. ナンバンサイカチ〈マメ科〉
（J）purging cassia：学名同上

294

クリタヴェーダナ k®tavedhana：Su.1.81
（S）Luffa acutangula Roxb. トカドヘチマ〈ウリ科〉
（D）
同上
（J）bitter luffa：学名同上
（備）
別名コーシャタキー、英名 Sharp-cornered cucumber、Towel gourd

295

クリミグナ（クリミゴナ）k®mighna：Su.23.18,
（S）
ヴィダンガ（ヤブコウジ科エンベリア）の別名

296

クリミハラ k®mihara：Ci.7.153,
（S）
ヴィダンガ（ヤブコウジ科エンベリア）の別名

297

クリシュナガンダー k®∑ˆagandhå：Su.1.116, 26.84,
（S）
別名シグル Moringa pterygosperma Gaertn. ワサビノキ〈ワサビノキ科〉
（D）Moringa oleifera Lam.: ＝ M.pterygosperma
（J）drumstick

298

クリシュナチトラカ k®∑ˆacitraka：Ci.26.272
（J）blue flowered lead wort::Plumbago capensis Thumb. ルリマツリ〈イソマツ科〉

＊
299

クリシュナ・ピンディータ k®∑ˆa piˆ∂¥ta：Ci.26.272
クリシュナシャナ k®∑ˆaßaˆa：Ci.26.269,
（J）flax hemp::Crotalaria verrucosa Linn.〈マメ科タヌキマメ属〉

＊

クリシュナ・シャイレーヤカ k®∑ˆa ßaireyaka：Ci.26.268,
（S）Barleria Sp. キツネノマゴ科
（J）purple nail dye::Barleria cristata Linn.
－37－

＊

クリシュナー k®∑ˆå：Ci.12.41,70,
（S）
ピッパリーの別名

＊

クリシュナーグル k®∑ˆåguru：Ci.26.270,
（S）
アグル（007）の別名

300

クリシュナーフヴァー k®∑ˆåhvå：Su.4.78,
（S）
ピッパリー（614）の別名

＊

ケータキ ketaki：Su.27.145,
（S）トリナシューニヤ（462）の別名
（D）t®ˆaßËnya Pandanus tectorius Soland. アダン〈タコノキ科〉
（J）screw pine::P.odortissimus Linn. アダン〈タコノキ科〉

301

ケーブカ kebuka：Su.4.11［15 番］, 27.96,
（S）Costus speciosus （Koem）Sm. フクジンソウ〈ショウガ科〉（SN）
（D）学名記載なし
（J）Kebuka

302

ケールータ kelË†a：Su.27.114,
（S）学名記載なし
（D）？
（J）kelË†a

303

ケーシャラ keßara：Su.5.20, Vi.8.144
（S）
別名ナーガケーシャラ（オトギリソウ科セイロンテツボク）
（D）Mesua ferra Linn. セイロンテツボク
（J）fragrant poon

304

カイタルヤ kai†arya（kai∂arya）：Su.4.10［９番］,18［48 番］
（S）Melia azedarach L.: センダン、クサセンダン〈センダン科〉英名 Persian lilac、
別名マハニンバ
（D）Murraya koenigii Spreng. オオバゲッキツ、カレーリーフノキ、ナンヨウサンショ
ウ
〈ミカン科ゲッキツ属〉
（J）curry neem、（curryleaf tree:: 学名（D）と同じ）
（備）
別名クリシュナニンバ。異説 ka†phala ヤマモモ属（AR）

＊

カイヴァルタ・ムスタカ kaivarta-mustaka：Su.3.9, 5.63,
－38－

（S）
不明
（D）Cyperus tenuiflorus〈カヤツリグサ科カヤツリグサ属〉
（J）rushnut: 学名記載なし
（備）別名ヴァニヤ vanya
305

コーカナダ kokanada：Vi.6.17,
（S）
カマラ（202）の変種

306

コータパラー ko†haphalå：Ka.4.3, Si.11.12,
（S）ダーマールガヴァ（516）の別名

307

コードラヴァ kodrava：Su.21.25, Ci.14.205
（S）Paspalum scrobiculatum Linn. イネ科スズメノコビエ
（D）学名同上
（J）common millet：学名同上

308

コーラドゥーシャ koradË∑a：Su.27.16, Ci.4.36
（S）
コードラヴァ（スズメノコビエ）の別名
（D）学名同上
（J）common millet

309

コーラ kola：Su.2.12, 3.18, 13.84,
と同属
（S）badara（Zizyphus jujuba Lam.）
（D）Zizyphus jujuba Lam. サネブトナツメ、ナツメ〈クロウメモドキ科ナツメ属〉
（J）jujube or Indian jujube
（備）
ナツメ Z. jujube Mill. var. inermis Rehd.・・（園芸）

310

コーラヴァッリー kolavall¥：Ci.3.210,
（S）チャヴィカー（386）の別名

311

コーヴィダーラ kovidåra：Su.4.［23 番］, 27.100,

Ci.3.258

（S）Bauhinia purpurea L. ウスベニハカマノキ、ムラサキモクワンジュ〈マメ科ハカマ
カズラ属〉英名 butterfly tree, orchid tree
（D）red variety of B.variegata L. フイリソシンカ〈マメ科〉英名 mountain ebony
（J）variegated mountain ebony：学名（D）と同じ
（備）別名 kåncanåra。フイリソシンカの花は桃色、紅紫色、白色。
313

コーシャタカ koßataka：Ka.6.9,
（S）
コーシャタキーの果実
－39－

314

コーシャータキー koßåtak¥：Su.2.7, Ci.7.119,18.120
（S）
別名クリタヴェーダナ
（D）
クリタヴェーダナ :Luffa acutangla Roxb. トカドヘチマ〈ウリ科ヘチマ属〉
（J）bitter luffa:

315

コーシャームラ koßåmra：Su.26.84
（S）Schleichera oleosa（Lour）Merr.:Sapindaceae〈ムクロジ科〉
（D）学名記載なし
（J）Ceylon oak、gum lac tree：S. trijuga Willd.

316

カウンティ kaunti：Ci.9.35, 12.65 etc.
（S）
ハレーヌ（1083）の別名

318

クラムカ kramuka：Su.25.49, Ci.4.74, 6.41,
（S）Lagerstroemia speciosa Pers. クワ科オオバナサルスベリ
（D）Araca catechu Linn. アセンヤクノキ
〈ハイ
（J）pathåni lodh：Symplocos crataegoides（Ham）＝ S. paniculata クロミノニシゴリ
ノキ科ハイノキ属〉

319

クラウンチャ krauñca：Ci.23.11
（S）
根は有毒：（D）？：（J）rush nut

321

クリータカ kl¥taka：Su.1.81, Vi.8.136
（S）記載なし
（D）Glycyrrhiza glabra L. スペインカンゾウ〈マメ科〉
（J）liquorice

322

クシャヴァカ k∑avaka：Su.4.13［27 番］, Ci.3.26
（S）Centipeda minima（L.）A.Br.et.Aschers.（＝ C. orbicularis Lour.）トキンソウ〈キク科ト
キンソウ属〉
（D）同上
（J）sneezewort：C. orbicularis Lour.

323

クシーラカーコーリー k∑¥rakåkol¥：Su.4.9［1,2 番］,12［19 番］
（S）Roscoea procera Wall ショウガ科ロスコエア属
（D）学名記載なし
（J）k∑¥rakåkol¥
（備）
異説 Frtillaria roylei Hook: ユリ科バイモ属（日常）
－40－

Gymnema lactiferum: ガガイモ科ギムネマ属セイロンカウプラント（IMM）
未同定の八主要薬種のひとつ。（GVDV）
324

クシーラプシュピ k∑¥rapu∑pi：Ci.1.4,6,

325

クシーラヴァッリー k∑¥ravall¥：Vi.8.139
（J）Holostemma rheedei Wall. ガガイモ科

326

クシーラヴィダーリー k∑¥ravidår¥：Vi.8.139
（S）Ipomea digitata Linn. ヒルガオ科
（J）gaint potato: 学名同上

327

クシーラシュクラー k∑¥raßuklå：Vi.8.139

328

クシーリカー k∑¥rikå：Ci.2-3.8

329

クシーリニー k∑¥riˆ¥：Su.1.78, 2.9, 4.9［２番］
（S）記載なし
（D）Mimusopus hexandra Roxb. アカテツ科
（J）hiritz or milky yam
（備）
別名ラジャダニ。（D）の学名の正名は Manikara hexandra（Roxb.）Dubard.

332

クシュドラサハー ku∑udrasahå：Vi.8.139, Ka.4.16
（S）
ムドガパルニー（モスビーン〈マメ科ササゲ属〉）の別名

333

クシェーマカ k∑emaka：Ci.3.267
（S）
チョーラカ（401）の別名

334

クシャウドラパルニー k∑audraparˆ¥：Ci.7.123
（S）
マドゥカ（717）
の別名

336

クシュヴェーダ k∑ve∂a：Ka.6.3,10,12,
（S）
クリタヴェーダナ（294）
の別名

［kh］
338

カンディカー khaˆ∂ikå：Su.27.28,
（S）kalåya の変種：kalåya ＝ Lathyrus sativus Linn. ガラスマメ、グラスピー〈マメ科レン
リソウ属〉
－41－

（D）同上
（J）vetchling（レンリソウ）
339

カディラ khadira：Su.3.3, 4.11［13 番］,17［43 番］
（S）Acacia catechu Willd. アセンヤクノキ、ペグノキ〈マメ科〉
（D）
同上
（J）catechu tree:: 学名同上
（備）カテキュー（阿仙薬）はアセンヤクノキの芯材の煎液を乾燥させたもので、暗褐色。
英名 Black catechu（IMM）。ソーマヴァルカから作るカテキュウは色が明るく white
catechu という。（稲村）

340

カラプシュパー kharapu∑på：Vi.8.144
（S）
マルバカ（728）の別名

＊

カラブサ kharabusa：Ni.2.3
（S）
カラプシュパーの別名

341

カラーフヴァー kharåhvå：Su.23.15, 27.172,
（S）
アジャモーダー（Apium graveolens L. セロリ）の別名
（D）Trachysperum roxburghiamum （=Ptychotis ajowan DC. アジョワン）＝アジャモー
ダー
（J）celery seeds ＝アジャモーダー

342

カルジューラ kharjËra：Su.4.16［40 番］, etc.
（S）Phoenix sylvestris Roxb. サトウナツメヤシ〈ヤシ科〉
（D）同上
（J）date palm : P.dactylifera Roxb. ナツメヤシ
（備）
英名 date sugar plum

［g］
343

ガジャピッパリー gajapippal¥：Ci.12.41,
（S）ピッパリーの大型種
（J）elephant pepper::Scindapsus officinalis Schor. チャバコショウ〈コショウ科〉

344

ガンディーラ gaˆ∂¥ra：Su.4.11［15 番］, 17［45 番］, 27.106, 171,
（S）
別名カーンディーラ kåˆ∂¥ra ＝ Ranunculus scleratus L. タガラシ〈キンポウゲ科
キンポウゲ属〉
（D）Euphorbia antiquorum L. サボテンタイゲキ〈トウダイグサ科トウダイグサ属〉
－42－

（J）Thorny milk hedge
（B）Amaranthus mangoshana L〈ヒユ科 . ヒユ属〉、または Coleus barbatus Benth.〈シソ
科ニシキジソ属〉
（備）別名バジュラカンタカ
345

ガンダナ gandhana：Su.27.14
（S）シャシュティカ米の変種

346

ガンダナークリ gandhanåkuli：Ci.3.267
〈ウマノスズクサ科〉英名 Indian
（S）Aristolochia indica Linn. ナンバンウマノスズクサ
birthwort
（備）別名スヴァハー suvahå

347

ガンダプリヤング gandhapriya∫gu：Su.25.40, Ci.21.90
（S）プリヤングーの別名
（D）priya∫gu

348

ガンダパラー（リー）gandhaphalå(l¥)：Ci.23.57,
（S）
ガンダプリヤング（347）の別名

＊

ガンバーリー gambhår¥：Su.2.27の注 , Su.13.66, 15.7,
（S）
別名カーシュマリヤ（255）

350

ガラーガリー garågar¥：Ka.2.3, Si.11.12,
（S）
ジームータカの別名

351

ガルムーティー garmË†i：Su.27.1
（S）
イネ科 Coix 属

352

ガヴァークシー gavåk∑¥：Su.1.77, 2.9,
（S）別名インドラヴァールニー（ウリ科コロシントウリ）
（D）Citrullus colocynthis Scharad. コロシントウリ〈ウリ科スイカ属〉
（J）colocynth

353

ガヴェードゥカ gavedhuka：Su.2.25, 27.17
（S）Coix lachryma-jobi L. ジュズダマ〈イネ科ジュズダマ属〉
（D）Triticum aestivum L. コムギ〈イネ科コムギ属〉、英名 Bearedless wheat
（J）Job's tears 学名は（S）
と同じ .
（備）
英名 Job's tears。ハトムギ（C.lachryma-jobi L.var.frumentacea Makino ）はジュズダ
－43－

マの栽培種。
354

ガーンゲールキー gå∫geruk¥：Su.27.142,
（S）Grewia tenax（Forsk）Aschers & Schwf.〈シナノキ科ウオトリギ属〉
（D）G. papulitaria Vahl..〈シナノキ科ウオトリギ属〉
（J）ginkgo（銀杏）
（備考）ginkgo::Ginkgo biloba Linn. イチョウ
〈イチョウ科イチョウ属〉

356

ギリカルニカー girikarˆikå
（S）Clitoria ternatea Linn. マメ科チョウマメ属

357

ギリマッリカー girimallikå：Ka.5.3,
（S）
クタジャ（キョウチクトウ科セイロンライティア）の別名

359

グッグル guggulu：Su.3.4, 5.21
（S）Commiphora mukul （Hook ex stocks）Engl. カンラン科モツヤクジュ属
（D）同上
（J）gum guggul
（備）
別名トンドリー。樹脂は没薬（C.myrrha ）の代用品。

360

グンジャー guñjå：Su.24.22, Ci.7.112
（S）Abrus precatorius Linn. トウアズキ〈マメ科〉
（D）学名同上 jequirity seed
（J）jequirity seed

361

グダー gu∂å：Ka.10.8,
（S）
スヌヒー（トウダイグサ科キリンカク）の別名

362

グドゥーチー gu∂Ëc¥：Su.2.12, 3.3
（S）Tinospora cordifolia Miers. イボナシツヅラフジ〈ツヅラフジ科〉
（D）学名同上。別名マドゥパルニー
（J）guduch
（備）別名アヴィヤター、アムリター、アムリタカ（Su.14.31）、アムリタヴァッリー。

363

グンドラー gundrå：Su.4.17, Ci.12.63
（S）Typha elephantina Roxb. ガマ科ガマ属
。英
（D）Saccharum sara ムンジャソウ（花綴り）〈イネ科〉ワセオバナ属（サトウキビ属）
名 Pin Reed Grass
（J）elephant grass
－44－

（備）
異説 S. ciliare Anders.: イネ科ワセオバナ属（IMM）
364

グハー guhå：Ci.23.213,
（S）
シャーラパルニー（マメ科ヌスビトハギ属の１種）の別名

365

グリンジャナカ g®ñjanaka：Su.27.174, Ci.12.63,
（S）Allium ascalonicum Linn. シャロット〈ユリ科ネギ属〉
（D）学名記載なし。
（J）turnip

366

ゴークシュラ gok∑ura：Su.2.22, 4.［15 番 ,26 番 ,38 番］, 25.40
（S）Tribulus terrestris L. ハマビシ〈ハマビシ科ハマビシ属〉
（D）
学名同上
（J）small caltropis : 学名同上
（備）
別名シュヴァダンシュトラー ßvadaµ∑†rå、イクシュガンダ、トリカンタカ。

367

ゴージフヴァー gojihvå：Su.27.97, Ci.21.84,
（S）Launea asplenifolia Hook.f.〈キク科〉
（D）Onosma bractiatum Wall.〈ムラサキ科〉
（J）elephant's foot

369

ゴードゥーマ godhËma：Su.3.23, 6.25, 14.5, 21.31,
（S）Triticum aestivum L. コムギ〈イネ科コムギ属〉
（D）同上
（J）wheat-flour

370

ゴーパヴァッリー gopavall¥：Vi.8.139,
（S）サーリヴァー（1034）の別名

371

ゴーピー gop¥：Vi.8.135,
（S）
サーリヴァー（1034）の別名

372

ゴーローミー golom¥：Su.4.18 番？
（S）Selinum Sp.〈セリ科セリウム属〉
（D）a variety of Acorus calamus L.:sweet flag（ショウブ）の変種
（J）bhËtkeßi

373 ガウラ gaura：Su.27.8,
（S）
シャーリー米の１種
－45－

374

ガウラサルシャパ gaurasarßapa：Ci.8.178,18.182,
（S）
サルシャパ（アブラナ）の変種

375

ガウラーマラカ gauråmalaka：Ci.18.184, 22.36,
（S）
アーマラカ（098）の変種

376

ガウリー gaur¥：Su.4.21,
（S）
ハリドラー（1081）の変種

377

グランティーカ granth¥ka：Ci.16.73, 23.52, 27.45,
（S）
ピッパリームーラ（614＊）
の別名

［gh］
378

ガナ ghana：Ci.15.165,26.87
（S）
ムスタ（761）の別名

［c］
＊

チャクラマルダ cakramarda：Su.3.13, 27.33, 101,
（S）エーダガジャ e∂agaja（154）
の別名、プラプンナーダ prapunnå∂a、学名記載なし
（D）Cassia tora L. コエビスグサ〈マメ科カワラケツメイ属〉。英名 ringworm plant
（J）the seeds of fetid cassia（ Su.3.13, ）、wild senna（ Su.27.33, ）
エビスグサ C. obtusifolia L.（C.tora に酷似し、薬効も似通っている。）（SN）

379

チャクラムドガ cakramudga：Su21.25,
（S）マクシュタカ（モスビーン）の別名
（D）?
（J）cakramudgaka

380

チャンチュ cañcu：Ci.19.34,
（S）Corchorus capsularis Linn. ツナソ〈シナノキ科ツナソ属〉

381

チャナカ caˆaka：Su.27.28, Ci.3.189,etc.
（S）Cicer arietinum Linn. ヒヨコマメ〈マメ科〉
（D）同上
（J）chick-pea
－46－

382

チャンダー caˆ∂å：Su.3.8,28, 4.37 番 , etc.
（S）Angelica archangelica L. ヨーロッパトウキ、アンゼリカ〈セリ科シシウド属〉、
英名 Garden angelica
（D）
学名記載なし
（J）angelica

383

チャトゥラングラ catura∫gula：Su.3.17, 25.40, Ka.8.3,etc.
（S）
アーラグヴァダ（ナンバンサイカチ）の別名
（D）Cassia fistula L. ナンバンサイカチ〈マメ科カワラケツメイ属〉
（J）purging cassia：学名同上

384

チャンダナ candana：Su.3.23, 4.10［８番］, 5.25, 26.29,etc.
（S）Santalum album L. ビャクダン〈ビャクダン科〉
（D）
同上
（J）sandalwood: 学名同上
（備）
英名 White Sandalwood Tree

385

チャルマカシャー carmaka∑å：Ci.23.66,
（S）Ehretia laevis Roxb.

＊

チャルマサーフヴァー carmasåhvå：Ka.11.3,
（S）サプタラー（1018）の別名

386

チャヴィカー cavikå：Ci.18.157,etc.
（S）Piper retrofractum Vahl. ジャワナガコショウ〈コショウ科〉

387

チャヴィヤ cavya：Su.4.9［６番］,11［11,12 番］,etc.
（S）
チャヴィカー cavikå の根？：Piper retrofractum Vahl. ジャワナガコショウ〈コショウ
科コショウ属〉、英名ジャワロングペッパー
（D）Piper chaba Hunter チャバコショウ（日常）〈コショウ科コショウ属〉
（J）piper chaba
（備）別名チャヴィカー

388

チャーンゲーリー cå∫ger¥：（Su.27.93,）Vi.8.140
（S）Oxalis corniculata Linn. カタバミ〈カタバミ科〉
（D）Rumex dentatus Linn. タデ科ギシギシ属
（J）yellow wood-sorrel（Su.27.93,）：学名は（S）
と同じ
（備）woodsorrel はカタバミ、sorrel はギシギシ
－47－

＊

チャーラティー cåra†¥：Ci.9.45,52
（S）Inula Sp. キク科オグルマ属
（J）Ionidium suffruticosum D.C. スミレ科

390

チトラカ citraka：Su.4.9［3,4,6 番］etc.
（S）Plumbago zeylanica L. インドマツリ〈イソマツ科〉（白花）
（D）同上
（J）white-flowered leadwort:: 学名同上

391

チトラー citrå：Su.4.9［４番］, 13.10, etc.
（S）
別名ダンティー：Baliospermum montanum Muel. カラナシ（日常）〈トウダイグサ科〉
（D）学名同上
（J）red physic nut

392

チラビルヴァ cirabilva：Su.4.9［3,4 番］,etc.
（S）Holoptelia integrifolia Planch.〈ニレ科〉
（D）Pongamia pinnata Merr. クロヨナ（カランジャ（204）と同じ）
（J）jungle cork-tree、
（indian elm: 学名（S）と同じ）

393

チルバタ cirbha†a：Su.27.112,
（S）Cucumis momordica Roxb. ウリ科
（D）C.melo Linn.
（J）sweet melon:: 学名同上

394

チッリー cill¥：Su.27.98,
（S）Chenopodium album Linn. シロザ〈アカザ科〉
（D）学名同上
（J）white goose foot, wild spinach: 学名同上
（備）別名ヴァーストゥ（ー）カ

395

チーナ c¥na：Su.27.14
（S）Panicum millaecum Linn. イネ科キビ属 small millet、common millet

＊
396

チーナカ c¥naka：Ni.4.5,etc.
チュクリカー cukrikå：Ci.8.131,14.199,etc.
（S）Rumex vesicarius Linn. タデ科ギシギシ属
（J）sorrel:: 学名同上
－48－

397

チュクリーカー cukr¥kå：Ci.8.133
（S）
チャーンゲリーの別名

398

チュッチュ cuccu：Ci.23.225,
（S）チャンチュの別名

399

チュッチュパルニカー cuccuparˆikå：Su.27.100,
（S）Corchorus Sp.
（D）Corchorus olitorius Linn. タイワンツナソ、ナガミツナソ〈シナノキ科ツナソ属〉
（J）malta jute（Su.27.100）
、Jew's marrow（モロヘイヤ）:: 学名同上
（備） C. olitorius Linn. モロヘイヤ

401

チョーラカ coraka：Su.3.24, 4.18［48 番］, Ci.9.52
（S）Angelica glauca Edgw. セリ科シシウド属
（D）
同上
（J）angelika：学名同上

［ch］
＊

チャトラ chatra：Su.27.123,
（S）
キノコの１種
（D）Psallitoa compestris Fr
（J）mushroom

＊
402

チャトラー chatrå：Vi.8.139,
チンナルハー chinnaruhå：Vi.8.139,
（S）
グドゥーチー（362）の別名

［j］
＊

ジャターマーンシー ja†åmåµs¥：Su.3.25
ナラダ
（528）参照

403

ジャティラー ja†ilå：Su.4.12［19 番］,18［48 番］
（S）Valeriana Sp.〈オミナエシ科カノコソウ属〉
（D）Nardostacyis jatamamsi DC. カンショウコウ〈オミナエシ科〉
（J）nardus
－49－

（備）
別名ジャターマーンシー ja†åmåns¥（AR）
405

ジャンビーラ jamb¥ra：Su.27.167,
（S）Ocimum gratissimum Linn.〈シソ科メボウキ属〉
（D）Citrus medica Linn. シトロン、マルブッシュカン〈ミカン科〉
（J） jamb¥ra

406

ジャンブー jambË：Su.4.14［28 番］,15［32 番］, 27.140, etc.
（S）Syzygium cumini （Linn）Skeels ムラサキフトモモ〈フトモモ科〉
（D）
同上
（J）jumble：：Eugenia jambolana Lam. ムラサキフトモモ〈フトモモ科〉
（備）＝ Eugenia jambolana Lam.、英名 Black plum、Java plum

407

ジャヤー jayå：Ci.9.52,
（S）
タルカーリ（435）の別名
（J）sesban::Sesbania aegyptica Pers. ツノクサネム〈マメ科〉

408

ジャラ jala：Su.3.27,
（S）
バーラカ（カノコソウ属）＝フリーベーラの別名（Su.3.27,）
（D）Pavonia odorata Willd. アオイ科ヤノネボンテンカ属
（J）fragrant sticky mallow

409

ジャラピッパリー jalapippal¥：Su.27.171,
（S）Lippia nodiflora Mich. イワダレソウ〈クマツヅラ科イワダレソウ属〉
（D）Commelina salicifolia Roxb.〈ツユクサ科ツユクサ属〉
（J）hog fruit:: 学名（S）と同じ
（備）正名 Lippia nodiflora（L.）L. C. Rich. ex Michx.

411

ジャーティー jåt¥：Su.3.4,14, 4.11［13 番］, Ci.3.208,etc.
（S）Jasminum grandiflorum L. オオバナソケイ〈モクセイ科オウバイ属〉
（D）J. officiale L. var grandiflorum Bailey オオバナソケイ
（J）Spanish jasmine : 学名は（S）と同じ。別名プラヴァーラ
（備）別名スマナス
Jasminum humile Linn. ：スヴァルナユーティカ、ヘマプシュピカ : ピータマラティ：ヒ
マラヤソケイ、キソケイ：Italian Jasmine
J. officiale Linn. ：マラティ、モティヤ、（スマナス、ジャーティー）：ソケイ、シロ
モッコウ、（オオバナソケイ）。
：Common Jasmine
J. sambac,Ait:

：バルフル、ムグラ：マツリカ：Arabian Jasmine

J. angustifolium,Vahl.：プリヤ、マーラティ : バンマリカ（IMM）
－50－

J. arborescens,Roxb. ：ナヴァマリカ : チャメリ
412

ジャーティーコーシャ jåt¥koßa：Ci.26.205,
（S）ジャーティパラの種子のさや？

413

ジャーティーパラ jåt¥phala：Su.5.77, Ci.17.126, etc.
（S）Myristica fragrans Houtt. ニクズク〈ニクズク科〉
（D）同上
（J）ジャーティー：nutmeg:: 学名同上

414

ジャートゥカ jåtuka : Su.26.84, 27.102
（S）
学名記載なし
（D）Ferula narehex Boiss 〈セリ科オオウイキョウ属〉
（J）jåtuka

415

ジャーラマーリニー jålamålin¥：Ci.23.206,
（S）
デーヴァダーリー（ウリ科ヘチマ属の１種）の別名

416

ジンギニー ji∫giˆ¥：Ci.30.82, 108, etc.
（S）Lannea grandis（Dennst）Engl.
（J）Odina wodier Roxb.〈ウルシ科〉

417

ジームータ j¥mËta：Su.1.82, Ka.12.3
（S）
別名デーヴァダーリー devadål¥:
（D）Luffa echinata Roxb. ウリ科ヘチマ属
（J）bristly luffa:: 学名同上

418

ジーラカ j¥raka：Su.2.3, Ci
（S）Cuminum cyminum L. クミン〈セリ科〉
（D）学名は同上
（J）cumin：学名同上
（備）別名アジャージー。シュヴェータジーラカ。

419

ジーヴァカ j¥vaka：Su.3.22,4.9［１番］
（S）Microstylis wallichi Lindl.〈ラン科ホザキイチョウラン属（日常）〉
（D）学名記載なし
（J）j¥vaka
（備）異説 M.muscifera, Ridley.: ホザキイチョウラン（日常）〈ラン科〉

－51－

420

ジーヴァンティー j¥vant¥：Su.3.21, 4.［１番 ,50 番］
（S）Leptadenia reticulata W.&A. ガガイモ科レプタデニア属
（D）
同上
（J）cork swallow wort：学名同上
（備）
異説 Dendrobium macrael: ラン科デンドロビウム

422

ジュールナーフヴァ jËrˆåhva：Su.21.25, 27.18
（S）Thysanolaena agrostis Nees. イネ科
（D）Sorghum vulgare Pers. イネ科
（J）great millet：学名同上

＊

ジョーンガカ jo∫gaka：Ci.1-4.15
（S）
アグル（007）の別名

423

ジョーティシュマティー jyoti∑mat¥：Su.1.79, 2.6, 4.13［27 番］, 5.26,
（S）Celastrus paniculata, Willd. ヒマラヤツルウメモドキ〈ニシキギ科ツルウメモドキ属〉
（D）同上
（J）staff plant：学名同上
（備）別名カトゥムビ、英名 Staff tree

［jh］
424

ジンティー jhiˆ†¥：Su.27.12
（S）雑穀の１種

－52－

［†］
425

タンカ †a∫ka：Su.27.136,
（S）Pyrus communis Linn. セイヨウナシ〈バラ科ナシ属〉
（D）学名同上
（J）pear tree

426

ティンティケーラ †iˆ†ikera：Ci.14.10,
（S）カリーラ（208）
の果実

427

トゥントゥカ †uˆtuka：Ci.23.70,
（S）
ショーナーカ（ソリザヤノキ）の別名
（J）Indian calosanthes::Oroxylum indicum Vent. ソリザヤノキ〈ノウゼンカズラ科〉

［t］
428

タガラ tagara：Su.3.23,28, 4.17［42 番］, Ci.3.268, etc.
（S）Delphinium brunonianum Royle. キンポウゲ科ヒエンソウ属：別名ナタ
（D）ナタ nata:Valeriana wallichi DC. インドカノコソウ〈オミナエシ科カノコソウ属〉
（IMM）,（AR）
（J）Indian valerian：V.hardwickii Wall.
（備）異説 Nardostachys jatamansi: ナルドスタキス〈オミナエシ科〉（甘松香）（AR）
Tabernaemontana coronaria Willd.: キ ョ ウ チ ク ト ウ 科 サ ン ユ ウ カ 属、 英 名 Ceylon
jasmine（IMM）

430

タンドゥリーヤ（カ）taˆdul¥ya(ka)：Su.27.95, Ci.4.76, etc.
（S）Amaranthus spinosus Linn. ハリビユ〈ヒユ科ヒユ属〉
（D）A.tricccolor Linn. ハゲイトウ
（J）prickly amaranth::A. polygamus Willd.

431

タパニーヤ tapan¥ya：Su.27.9,
（S）
シャーリ米の１種

432

タマーラ tamåla：Ci23.192, etc.
（S）Cinnamomum tamala Nees & Eberm. タマラグス〈クスノキ科〉
（J）tamåla:: 学名同上

433

タルータ tarË†a：Su.27.116,
－53－

（S）学名記載なし
（D）？
（J）tarË†a
434

タルニー taruˆ¥：Si.10.31,
（S）Jasminum flexile Vahl.
（J）cabbage rose::Rosa centifolia Linn.

435

タルカーリー tarkår¥：Ci.8.176, 26.38, etc.
（S）Clerodendrum phlomidis Linn.

436

ターダカ tå∂aka：Su.25.49,
（S）
ターラ（＝ Borassu flabellifer Linn. パルミラヤシ、オオギヤシ〈ヤシ科〉）の別名
（D）学名同上
（J）palmyra palm:: 学名同上

437

ターマラキー tåmalak¥：Su.4.16［36 番 ,37 番］
（S）Habenaria Sp. ラン科ミズトンボ属
（D）Phyllanthus niruri L. キダチミカンソウ〈トウダイグサ科コミカンソウ属〉
（J）feather foil：学名は（D）
と同じ

438

タームブーラ tåmbËla：Su.5.77
（S）Piper betle Linn. キンマ〈コショウ科〉
（D）同上
（J）betel: 学名同上
（備）英名 Betel pepper

439

ターラ tåla：Su.27.116, 130
（S）Borassu flabellifer Linn. パルミラヤシ、オオギヤシ〈ヤシ科〉
（D）学名同上
（J）palmyra palm
（備）別名ターダカ

440

ターラムーリー tålamËl¥：Ci.18.75,
（S）Curculigo orchioides Gaertn. キンバイザサ〈ヒガンバナ科〉
（J）black musale::C. orchioides Gaertn.

441

ターリーシャ tål¥ßa：Ci.8.145,9.43,
（S）Abies webbiana Lindle. ヒマラヤモミ〈マツ科〉
－54－

（J）Himalayan silver fir:: 学名同上
442

ティクタローヒニー tiktarohiˆ¥：Ci.7.140,144,etc.
（S）ティクターの別名

443

ティクタラー tiktalå：Ka.11.3,
（S）サプタラー（1018）の別名

＊

ティクター tiktå：Ci.3.242, Si.3.62,
（S）Gentiana Sp.〈リンドウ科リンドウ属〉

＊

ティクターラブカ tiktålabuka：Ci.7.103,108,
（S）イクシュヴァーク（109）
の別名

444

ティクテークシュヴァーク tiktek∑våku：Ci.23.207,etc.
（S）イクシュヴァーク（109）の別名

445

ティニシャ tinißa：Ci.1-2.12,1-3.3.etc.
（S）Ougenia dalbergioides Benth. マメ科ミヤマトベラ属
（D）学名同上
（J）chariot tree: 学名同上

446

ティンティディーカ tinti∂¥ka：Su.26.84, Ci.4.95,5.79,etc.
（S）Rhus parviflora Roxb.〈 ウルシ科〉
（D）Tamarindus indica Linn. チョウセンマダモ、タマリンド〈マメ科〉
（J）tamarind

447

ティンドゥカ tinduka：Su.4.17［43 番］, 25.38, 27.147
（S）Diospyros tomentosa Roxb.〈カキノキ科カキノキ属〉
（D）D.peregrina Gurke.
（J）false mangosteen、riber ebony::D.embryopteris Pers. インドガキ〈カキノキ科カキノキ
属〉
（備）D.embryopteris Pers.（D.malabarica）:Indian persimon, Wild mangosteen 。
D.tomentosa Roxb: カカティンドゥカ kakatinduka（IMM）

448

ティリータカ tir¥†aka：Ka.9.3,
（S）
ティルヴァカ（452）
の別名

449

ティラ tila：Su.2.28, 3.14, 13.10 etc.
－55－

（S）Sesamum indicum L. ゴマ〈ゴマ科〉
（D）同上
（J）til: 学名同上
450

ティラカ tilaka：Ci.30.
（S）Wendlandia exerta DC.

451

ティラパルニカー tilaparˆikå：Su.27.96,
（S）Gynandropsis pentaphylla DC.〈フウチョウソウ科〉
（D）tilaparˆ¥: 学名同上
（J）sambo：学名同上

＊
452

ティラパルニー tilaparˆ¥：Ci.3.
ティルヴァカ tilvaka：Su.1.118, 25.49, Ci.3.268, etc.
（S）Viburnum nervosum D.Don スイカズラ科ガマズミ属
（D）Symplocos racemosa Roxb.〈ハイノキ科ハイノキ属〉英名 Lotus bark、別名ロードラ
lodhra
（J）tilvaka

453

トゥガー tugå：CI.4.76,
（S）
ヴァンシャローチャナ（イネ科インドトゲタケのたけのこ）の別名

454

トゥガークシーリー tugåk∑¥r¥：Ci.1-1.67, 1.3.45 etc.
（S）
ヴァンシャローチャナ（同上）の別名

455

トゥンガ tuˆga：Su.3.26, 4.10［８番］
（S）
プンナーガ（テリハボク）の別名
（D）Calophyllum inophyllum L. テリハボク〈オトギリソウ科〉
（J）fragrant poon

456

トゥンバ tumba：Su.4.［47 番］
（S）tumburu（フユザンショウ）の別名
（D）Zanthoxylum alatum, Roxb. フユザンショウ〈ミカン科サンショウ属〉
（J）Indian tooth ache：学名同上

＊

トゥンビー tumb¥：Ci.26.15, Ka.3.3,
（S）
アラーブの別名：（J）bottle gourd::Lagenaria vulgaris Ser. ユウガオ〈ウリ科〉

－56－

457

トゥンブル tumburu：Su.2.3, 27.171, 307,
（S）Zanthoxylum alatum Roxb. フユザンショウ〈ミカン科サンショウ属〉
（D）同上
（J）Indian tooth ache：学名同上：Z. alatum Roxb. の正名は Z.armatum DC.
（備）別名トゥンバ、テージョーヴァティー、テージョーバル。

458

トゥルシュカ turu∑ka：Ci.28.153,
（S）Styrax officinalis Linn.〈エゴノキ科〉
（J）storax::Altingia excelsa Noronha.〈マンサク科〉
（備）storax ＝ソゴウコウジュ（ソゴウ香）

＊

トゥヴァラ tuvara（ka）
：Ci.30.124,
：種子はダイフウシ
（大風
（S）Hydnocarpus laurifolia（Dennst.）Sleumer.〈イイギリ科〉
子）で、油はハンセン病の治療薬
（J）white mangrove::Avicennia officinalis Linn.〈クマツヅラ科ヒルギダマシ〉

459

トゥーダ tËda：Su.27.135,
（S）Morus indica Griff. カラグワ〈クワ科クワ属〉
（D）M. acedosa Griff.
（J）mulberry:: 学名（S）と同じ

460

トゥールナカ tËrˆaka：Su.27.8,
（S）
シャーリ米の１種

461

トリナ t®ˆa：Ci.4.103,
（S）ドゥールヴァー（イネ科ギョウギシバ）の別名

462

トリナシューニヤ t®ˆaßËnya：Su.25.49, 27.145, 258,
（S）Pandanus tectorius Soland ex Parkinson. アダン〈タコノキ科〉
（D）学名同上
（J）screw pine ::P.odortissimus Linn. アダン〈タコノキ科〉
（備）
別名ケータキ

463

テージョーヴァティー tejovat¥：Ci.17.141,
（S）Zanthoxylum Sp. ミカン科サンショウ属

464

テージョーフヴァー tejohvå：Ci.8.137,26.190,
（S）
テージョーヴァティーの別名

－57－

465

トーダナ todana：Su.27.142,
（S）
ムリガリンディカ（ Gnetum montanum Markgraf）の別名
（D）ダンヴァナ Grewia tiliaefolia Vahl.〈シナノキ科ウオトリギ属〉 の１変種
（J）todana

466

トーヤパルニー toyaparˆ¥：Su.27.17
（S）
雑穀の一種

467

トラプシャ（サ）trapu∑a(sa)：Su.1.81,84 ,27.100,
（S）Cucumis sativus Linn. キュウリ〈ウリ科〉
（D）同上
（J）bitter common cucumber、common cucumber（Su.27.100,）

468

トラーヤンティー tråyant¥：Ci.12.53, Ka.7.59,
（S）
トラーヤマーナの別名

468

トラーヤンティカー tråyantikå：Ci.25.58,
（S）
トラーヤマーナの別名

469

トラーヤマーナ tråyamåˆa：Ci.3.206,208,
（S）Gentiana kurroo Royle リンドウ科リンドウ属の１種
（J）Delphinium zalil Aiteh. キンポウゲ科ヒエンソウ属の１種

470

トリカトゥ trika†u（三辛）：Su.3.84,93, 他
（備）
トリユーシャナ , ヴィヨーシャの別名

471

トリカンタカ trikaˆ†aka：Ci.3.236, 6.38,
（S）
ゴークシュラ（ハマビシ科ハマビシ）の別名

472

トリジャータ trijåta：三薬味

473

トリダシャーフヴァ tridaßåhva：Ci.28.162,
（S）
デーヴァダール（マツ科ヒマラヤスギ）の別名

474

トリパルニー triparˆ¥：Su.27.102,
（S）
ヴィダーリガンダー（オオバフジボグサ）の別名
（D）Adiantum lunulatum Burm ハンゲツクジャクシダ〈イノモトソウ科クジャクシダ属〉
（J）maiden hair

475

トリパラー triphalå：Su.2.9, 他：三果

－58－

476

トリバンディ tribhaˆ∂i：Ka.7.4,
（S）
トリヴリト（ヒルガオ科フウセンアサガオ）の別名

477

トリヴリト triv®t：Su.1.77, 2.9, 15.17,
〈ヒ
（S）Operculina turpethum （L.）Saliva Manso フウセンアサガオ、ツリガネアサガオ
ルガオ科フウセンアサガオ属〉
（D）O. turpethum R.B.
（J）turpeth::Ipomea turpethum R.Br〈ヒルガオ科サツマイモ属〉
（備）別名：クタラナー、トリバンディー、トリヴリター、パーリンディー、シュヤー
マー、サララー、サルヴァーヌブーティ。ニショッタラ、ナンディ、カラメーシ
＝ Ipomea turpethum R.Br 英名 Indian jalap

477

トリヴリター triv®tå：Su.2.9
（S）別名トリヴリト（ヒルガオ科フウセンアサガオ）
（D）同上
（J）turpeth

479

トルティ tru†i：Ci.26.55,
（S）
エーラー（ショウガ科ショウズク）の別名

481

トヴァク tvak：Su.3.28, 5.21
（S）
タマーラの樹皮。（Cinnamomum tamala Nees & Eberm. タマラグス〈クスノキ科〉）
（D）Cinnamomum zeylanicum Blume. シナモン、セイロンニッケイ
（J）cinnamon bark：学名

482

トヴァクシリー tvak∑ir¥：Ci.11.17,20,
（S）
ヴァンシャローチャナ（イネ科インドトゲタケのたけのこ）の別名

［th］
483

タウネーヤカ thauˆeyaka：Ci.12.65,
（S）
スタウネーヤカ（イチイ科ヒマラヤイチイ）の別名

［d］
＊
485

ダンダイラカー daˆ∂airakå：Ci.26.51, Ka1.28
ダディッタ dadhittha：Su.2.19,28,
（S）カピッタ（197）の別名
－59－

（D）Feronia limonia Swingle ウッドアップル、ナガエミカン〈ミカン科フェロニア属〉
（J）wood apple：F. elephantum（Correa）
486

ダンタシャタ dantaßatha：Su.26.84, 27.161
（S）Averrhoa carambola Linn. カタバミ科
（D）Citrus medica Linn. シトロン、マルブッシュカン〈ミカン科〉
（J）lemon::Citrus limonum レモン〈ミカン科〉

487

ダンティー dant¥：Su.1.77, Su.4.9［４番］（チトラー）, 25.49
（S）Baliospermum montanum Muel-Arg カラナシ（日常）〈トウダイグサ科〉
（D）同上
（J）red physic nut, wild croton :: 学名同上
（備）別 名 チ ト ラ ー citrå、 ウ パ チ ト ラ ー、 ウ ド ゥ ン バ ラ パ ル ニ ー、ratyakßreˆ¥、
nikumbha、Baliospermum montanum Muel-Arg ＝ Jtropha montana（トウダイグサ科
ナンヨウアブラギリ属）;（IMM）

488

ダルドゥラ dardura：Su.27.14,
（S）
シャシュティカ米の１種

489

ダルバ darbha：Su.4.12［17 番］,15［35 番］
（S）Desmostachya bipinata Stapf. クシャソウ（花綴り）〈イネ科〉
または Imperata cylindrica Beauv. チガヤ〈イネ科チガヤ属〉
（D）a variety of D. bipinata Stapf
（J）sacrificial grass: Poa cynosuroides Retz.〈イネ科イチゴツナギ属〉
（備）I. cylindrica Beauv. チガヤ〈イネ科チガヤ属〉（DV）
チガヤ＝ Imperata cylindrica （L.）Beauv. var. major（Nees）C. E. Hubbard （SN）

490

ダーディマ då∂ima：Su.2.31, 4.10 番 , 28 番 .40 番 , 27.150,
（S）Punica granatum L. ザクロ〈ザクロ科〉
（D ）
同上
（J）pomegranate：学名同上

491

ダール dåru：Ci.7.65, 88.101,
（S）
デーヴァダール（マツ科ヒマラヤスギ）の別名

492

ダールニシャ dårinißa：Ci.6.40,
（S）
ダールハリドラーの別名

493

ダールハリドラー dåruharidrå：Su.4.9［３番］, 12.14
－60－

（S）Berberis aristata DC. メギ科メギ属
（D）
同上
（J）Indian berbery：学名同上
（備）別名カタンカテーリー kata∫ka†er¥、英名 Tree-turmeric
494

ダールヴィー dårv¥：Ci.6.26,28,
（S）
ダールハリドラーの別名

496

ディーピヤカ d¥pyaka：Ci.5.69,71, 6.27,38,
（S）
アジャモーダー（016）の別名

497

ディールガシュカ d¥rghaßuka：Su.27.8,
（S）シャーリ米の１種

498

ドゥフスパルシャー du˙sparßå（du˙sparßaka）
：Ci.14.100,196, 18.51, 24.166
（S）ダンヴァヤヴァーサ（511）の別名
（J）cretan prickly clover::Fagonia arabica Linn.〈ハマビシ科〉

499

ドゥグディカー dugdhikå：Ci.14.198,21.83,
（S）Euphorbia thymifolia Linn. トウダイグサ科
（J）Australian asthma weed::Euphorbia pilurifera Linn. トウダイグサ科

500

ドゥラーラバー durålabhå：Su.4.14［30 番］,16［36 番］, 25.40,
（S）別名ダンヴァヤーサ dhanvayåsa（Fagonia cretica L.）ハマビシ科
（D）学名同上：
（J）cretan prickly clover

501

ドゥールヴァー dËrvå：Su.3.27
〈 イ ネ 科 ギ ョ ウ ギ シ バ 属 〉英 名 Scutch
（S）Cynodon dactylon （L.）Pers. ギ ョ ウ ギ シ バ
grass、Bermuda grass
（D）
同上
（J）Scutch grass:: 学名同上

＊

デーヴァターダカ devatå∂aka：Ka.2.3,
（S）
デーヴァダーリー（ウリ科ヘチマ属の１種）の別名

502

デーヴァダール devadåru：Su.3.3,25, 5.63-65, 23.12
（S）Cedrus deodara （Roxb.）Loud ヒマラヤスギ〈マツ科ヒマラヤスギ属〉
（D）
別名スラーフヴァ suråhva、スラダール：学名同上
－61－

（J）deodar：学名同上
（備）
別名バドゥラダール、スラダール、アマラダール、キリマ、トリダシャーフヴァ、
ダ ー ル、 英 名 Himalayan cedar。 ヒ マ ラ ヤ ス ギ Cedrus deodara（Roxb.）G. Don. ：
（SN）
＊

デーヴァダーリー devadål¥：Su.2.7,
（S）ジームータの別名
（D）:Luffa echinata Roxb. ウリ科ヘチマ属
（J）bristly luffa: 学名（D）と同じ
（備）
別名ジームータ j¥mËta、デーヴァターダカ、アダニー、ジャーラマーリニー

503

ドラヴァンティー dravant¥：Su.1.78, 2.10, 4.4,
（S）Croton tiglium L. ハズ〈トウダイグサ科〉英名 purgative croton
（D）Jatropha glandulifera Roxb. トウダイグサ科ナンヨウアブラギリ属（タイワンアブラ
ギリ属）
（J）physic nut：学名は（D）
と同じ
（備）J.curcas, L. ナンヨウアブラギリ（タイワンアブラギリ）、英名 physic nut・・（園芸）

504

ドラークシャー dråk∑å：Su.2.10, 4.10［９番］, 13［24 番］, 27.132,
（S）Vitis vinifera L. ヨーロッパブドウ〈ブドウ科ブドウ属〉
（D）m®dv¥kå ＝学名同上
（J）grapes：学名同上

＊

ドヴィーピカ dv¥pikå：Ka.1.22,
（S）
カンタカーリー（ニシキハリナスビ）の別名

506

ドヴィーピー dv¥p¥：Vi.8.135,
（S）
チトラカ（390）の別名

［dh］
508

ダナンジャヤ dhanañjaya：Ci.4.75,
（S）アルジュナ（064）の別名

509

ダニヤーカ dhanyåka：Ci.5.69,
（S）ダーニヤカ（515）の別名

510

ダンヴァナ dhanvana：Su.25.49, 27.142,
（S）Grewia tiliaefolia Vahl.〈シナノキ科ウオトリギ属〉
－62－

（D）学名同上
（J）common Indian lindel 学名同上
511

ダンヴァヤーサ（カ）dhanvayåsa(ka)：Su.4.11［12 番 ,29 番］
（S）Fagonia cretica L. ＝ F.arabica〈ハマビシ科〉
（D）同上
（J）cretan prickly clover
別名ドゥラーラバー durålabhå

512

ダヴァ dhava：Su.3.3, Ci.
（S）Anogeissus latifolia Wall.〈シクンシ科〉英名 Ghati tree, Axle-wood
（D）
同上
（J）crane tree,button tree（アメリカスズカケノキ）:: 学名同上
（備）英名 Ghati gum

513

ダータキー dhåtak¥：Su.4.9［５番］,15［31,34 番］
（S）Woodfordia floribunda Salisb. レッドベルブッシュ（花綴り）〈ミソハギ科〉
（D）W. fruticosa Kurz〈ミソハギ科〉英名 Fire flame bush
と同じ
（J）fulsee flowers:: 学名（S）

514

ダートリー dhåtr¥：Su.4.50, Ci.7.155,
（S）
アーマラキー（098）の別名

515

ダーニャ（カ）dhånya(ka)：Su.3.8, 4.14［29 番］,17［42 番］, 27.173,307,
（S）Coriandrum sativum L. コエンドロ〈セリ科〉
（D）
同上
（J）coriander: 学名同上

516

ダーマールガヴァ dhåmårgava：Su.1.83, 2.8,
（S）Luffa cylindrica M.Roem. ＝ L. aegyptica Mill. ヘチマ〈ウリ科 . ヘチマ属〉
（D）同上
（J）sponge gourd、towel gourd::L. aegyptica Mill.
（備）
別名ラジャ・コーシャタキー、英名 smooth luffa、Wash-sponge

517

ダーヴァニー dhåvan¥：Ci.3.187,224
（S）カンタカーリー（ニシキハリナスビ）の別名

518

ディヤーマカ dhyåmaka：Su.5.21, Ci.3.267
（S）
別名カトトリナ :Cymbopogon jwarancusa Schult. オガルガヤ属〈イネ科〉
－63－

、英名レモン
（D）Cymbopogon schoenantlus Spreng. ＝ C.citras Stapf. レモンガヤ〈イネ科〉
グラス
（J）ginger grass

［n］
520

ナクタマーラ naktamåla：Su.4.14 番 , Ci.7.95
（S）
別名カランジャ（Pongamia pinnata L. クロヨナ）
（D）学名同上
（J）Indian beech
（備）
異説ラターカランジャ（Caesarpina crista L.〈マメ科ジャケツイバラ属〉）と同じ

521

ナタ nata：Su.3.23,28,

4.42 番、

（S）タガラの別名
（D）Valeriana wallichii DC. インドカノコソウ〈オミナエシ科カノコソウ属〉
（J）Indian valerian
522

ナディマーシャカ nadimå∑aka：Su.27.114,
（S）学名記載なし
（D）？
（J）nadimå∑aka

523

ナンダー nandå：Ka.10.8,
（S）
スヌヒー（トウダイグサ科キリンカク）の別名

525

ナンディータカ nand¥taka：Vi.8.140,
（S）Ficus altissima Blume イチジク属〈クワ科〉
（J）F. retuna Linn.

526

ナンディムキー nand¥mukh¥（ナーンディムキー nånd¥mukh¥）：Su.27.22,
（S）nånd¥mukh¥：Elusine indica Gertn. オヒシバ〈イネ科〉
（D）nånd¥mukh¥（yavika）
（J）nand¥mukh¥

527

ナラ nala：Ci.3.258, 4.103,
（S）Phragmites karka Trin. セイタカヨシ〈イネ科ヨシ属〉

528

ナラダ nalada：Su.3.25, 4.11［14 番］
（S）
別名マーンシー Nardostachys jatamansi DC. カンショウ〈オミナエシ科〉
－64－

（D）学名同上
（J）nardus
（備）根は甘松香の原料。
529

ナリカー nalikå：Ci.28.152,
（J）hairy oksomana::Onosma echioides Linn.〈ムラサキ科〉

530

ナリナ nalina：Su.3.27, 4.15［34 番］, 25.49,
（S）別名カマラ kamala（ハス）
（D）
ハスの変種
（J）nalin lotus, indigo lotus（Su.25.49）
（備）ナリナはカマラの小型種（稲村）

530

ナリニーカー nalin¥kå：Su.27.101,
（S）
カマリニーの別名
（D）stalk of Nelumbo nucifera Gaertn. ハス〈ハス科〉
（J）lotus stalk

531

ナヴァマーリカー navamålikå：Ci.26.184,
（S）Jasminum arborescena Roxb. モクセイ科オウバイ属
（J）Tuscanan jasmine::J. sambac Ait マツリカ〈モクセイ科〉

532

ナークリー nåkul¥：Ci.3.267 etc.
（S）Rauwolfia serpentina Benth ex Kurz. インドジャボク〈キョウチクトウ科〉
（J）Indian birth wort::Aristolochia indica Linn. ウマノスズクサ科ウマノスズクサ属
（備）
別名サルパガンダー

＊

ナークリー・ドヴァヤ nåkul¥-dvaya：Ci.9.46,
（S）
ナークリーとガンダナークリー（346）

534

ナーガケーシャラ någakeßara：Su.3.29, Ci.28.154
（S）Mesua ferrea L. セイロンテツボク、テツザイノキ〈オトギリソウ科テツザイノキ
属〉
（D）ヘーマ hema: 学名同上
（J）Fragrant poon
（備）別名カナカ、ケーシャラ、ナーガプシュパ、スヴァルナ、ヘーマ。英名 Cobra's
Saffron、Ceylon ironwood

535

ナーガダンティ någadant¥：Ci.10.42 etc.
－65－

（S）Croton oblongifolius Roxb. ハズ属〈トウダイグサ科〉
（D）同上
（J）oblong-leaved croton
（備）
別名ハスティダンティ。インドラヴァールニー（コロシントウリ）の大型種とみな
されているが、諸説がある。
536

ナーガプシュパ någapu∑pa：Ci.3.258, 4.67,
（S）
ナーガケーシャラ（オトギリソウ科セイロンテツボク）の別名

537

ナーガバラー någabalå：Ci.1-1.58, １ -2.12,
（S）Grewia hirsuta Vahl. シナノキ科ウオトリギ属
（J）någabalå::G.populifolia Vahl.

538

ナーガラ någara：Su.4.11［11,12 番］,14［29 番］
（S）別名シュンティー（干しショウガ）
（J）dry ginger

539

ナーガランガ någara∫ga：Su.27.156,
（S）Citrus reticulata Blanco. ミカン科ミカン属
（D）学名同上
（J）common orange：C. aurantum Linn. ダイダイ

540

ナーディー nå∂¥：Su.27.97,
（S）Corchorus Sp. シナノキ科ツナソ属
（D）？
（J）wild pot-herb：Ipomea aquatica Forsk. ヨウサイ〈ヒルガオ科〉

＊

ナーンディームキー nånd¥mukh¥：Su.27.22,
（備）
ナンディムキー（526）参照

543

ナーリケーラ nårikela：Su.26.84, 27.130
（S）Cocos nucifera Linn. ココヤシ〈ヤシ科ココヤシ属〉
（D）coconut
（J）coconut：学名同上

544

ナーリー når¥：Ci.1-4.7,
（S）Medicago sativa Linn.

545

ナーリカー nålikå：Su.27.101,
－66－

（S）学名記載なし
（D）Onosma echoides Linn.〈ムラサキ科〉
（J）nålikå
547

ニクチャ nikuca : Su.25.39, 26.84, 27.132,
（S）ラクチャの別名 :Artocarpus lakoocha Roxb. ラクーチャパンノキ
（D）学名同上
（J）the wild jack-fruit、lakoocha（Su.26.84, ）、small jack（Su.27.132,）
（備）A. heterophyllus Lam. パラミツ、ジャックフルーツ（SN）
A. jntegen（Thunb.）Merr. コパラミツ、ヒメパラミツ、チンペダック（SN）

549

ニコーチャカ nikocaka：Su.13.10,

27.157,

（S）Pinus gerardiana Wall. マツ科マツ属
（D）Artocarpus lakoocha Roxb. ラクーチャパンノキ〈クワ科パンノキ属〉英名 Monkey
Jack（有用）
（J）pistachio tree::Pistacia vera Linn. ピスタチオ〈ウルシ科〉
550

ニチュラ nicula：Su.2.10, Ci.3.220
（S）別名アンコーラ a∫kola ？
（D）Barringtonia acutangula Gaertn.〈サガリバナ科サガリバナ属〉
（J）hijjal:: 学名同上
（備）別名ヴィドゥラ vidula

551

ニディグディカー nidigdhikå：Su.2.11, Ci.7.89,
（S）
カンタカーリー（ニシキハリナスビ）の別名
（D）Solanum xanthocarpum Schrad. ニシキハリナスビ、キンギンナスビ（牧野）〈ナス
科〉
（J）yellow berried nightshade：学名同上

552

ニンバ nimba：Su.2.7, 3.3
（S）Azadirachta indica A.Juss. ニームノキ、マルゴサノキ〈センダン科センダン属〉
（D）同上
（J）neem::Melia azadirachta L.
（S）
の学名の別名
（備）別名カドニムバ、英名ニーム、マルゴサ
マハーニンバ＝ M. azedarach L. センダン（クサセンダン）

553

ニルグンディー nirguˆ∂¥：Su.4.15, Vi.7.21
（S）Vitex negundo L. タイワンニンジンボク〈クマツヅラ科ハマゴウ属〉
－67－

（D）学名同上
（J）学名同上
554

ニシャー nißå：Ci.6.31, 7.161,
（S）
ハリドラー（1081）の別名

555

ニシュパーヴァ ni∑påva：Su.24.6, 26.84, 27.33,100,
（S）Dolichos lablab Linn. フジマメ〈マメ科〉
（D）シンビー（フジマメ）の一種。学名記載なし
（J）lablab

556

ニストリンシャパトラカ nistriµßapatraka：Ka.10.8,
（S）
スヌヒー（トウダイグサ科キリンカク）の別名

557

ニーパ n¥pa：Su.4.［23 番］, 27.145
（S）Mitragyna parviflora Korth アカネ科
（D）Anthocephalus indicus A.Rich.（＝ A.cadamba）カダンバ、クビナガタマバナノキ（日
常）
〈アカネ科〉
（J）kadamba：学名は（D）
と同じ
（備）Ixora coccina L. ベニデマリ〈アカネ科〉

558

ニーラー n¥lå：Ci.1-4.7,

560

ニーリニー n¥lin¥：Su.2.9
（S）
ニーリー（561）の別名
（D）同上
（J）indigo：学名同上

561

ニーリー n¥l¥：Ci.18.87, 26.27
（S）Indigofera tinktoria R.B. タイワンコマツナギ〈マメ科コマツナギ属〉
（D）
同上
（備）別名ニーリニー、ニーリカー、英名 True indigo

562

ニーロートパラ n¥lotpala：Su.4.17［41 番］, Ci.4.86
（S）
ウトパラ utpala（130）
の青花種
（D）Nymphea stellata Willd. ムラサキスイレン（日常」）〈スイレン科〉
（J）blue water-lily

563 ニーヴァーラ n¥våra：Su.27.17, Ci.4.36
－68－

（S）
シャーリ米の１種
（D）udika
（J）n¥våra
564

ナイシャダ nai∑adha：Su.27.12, Ni.4.5,
（S）
シャーリ米の１種

565

ニャグローダ nyagrodha：Su.5.22, 25.49
（S）ヴァタ va†a（Ficus bengalensis ベンガルボダイジュ ）の別名
（D）同上
（J）banyan

566

ニャグローディー nyagrodh¥：Ka.12.3,
（S）ドラヴァンティ（503）の別名

［p］
568

パンチャーングラ pañcå∫gula：Su.14.42, 27.109
（S）エーランダ（156）の別名
（D）学名同上
（J）castor-oil plant

569

パトーラ pa†ola：Su.4.11［11 番］,14［29 番］, Su.21.26,
（S）Trichsanthes dioica Roxb. ウリ科カラスウリ属
（D）T. cucumerina L.
（J）wild snake gourd：学名は（S）と同じ

570

パタンガ pata∫ga：Su.27.9,
（S）
シャーリ米の１種

571

パッタンガ patta∫ga：Ci.26.210,
〈マメ科ジャケツイバラ属〉
（S）Caesalpinia sappan Linn. スオウ

572

パットゥーラ pattËra：Su.27.100, Ci.3.267,
（S）Celosia argentea var.cristata Voss.
（D）C. argentea Linn. ノゲイトウ〈ヒユ科ケイトウ属〉
（J） coxcomb（ケイトウ）
（備）C..cristata Linn. ケイトウ

－69－

573

パトラ patra：Su.3.29, 5.21
（S）
タマーラ（Cinamomum tamala Nees and Eberum. ＝タマラグス、タマラニッケイ
〈クスノキ科クスノキ属〉）の葉。
（D）
学名同上
（J）cinnamon leaf::C.iners Reinew.
（備）C.tamala ＝ C.iners.

英名 Cassia cinnamon、Indian cassia。

樹皮はシナモンの代用にされる。（有用）
574

パティヤー pathyå：Ci.5.105,122,
（S）ハリータキー（カリロク）の別名

575

パドマ padma：Su.4.15［31,34 番］, Su.14.11, 25.40,
の別名
（S）
カマラ kamala（Nelumbo nucifera Gaertn. ハス〈ハス科〉）
（D）
学名同上
（J）lotus または red lotus
（備）花は薄桃色？

576

ビサ bisa はハスの花茎。

パドマカ padmaka：Su.4.10［８番］,18［47 番］
（S）Prunus cerasoides D.Don. ヒマラヤザクラ〈バラ科サクラ属〉
（D）
同上
（J）himalayan cherry:: P.puddum Roxb.
（備）＝ P.puddum,Roxb.、P.padum 、P.sylvatica （IMM）

577

パドマチャーラティ padmecåra†¥：Ci.23.55,
（S）
チャーラティー（389＊）の別名

578

パドマー padmå：Su.4.15［31 番］
（S）cåra†¥ の別名
（D）Clerodendrum serratum Moon. ウスギクサギ（日常）〈クマツヅラ科クサギ属〉別名
バールンギー
（J）beetle killer
（備）cåra†¥ ＝ Ionidium suffruticosum （D.C）スミレ科

579

パドミーニー padm¥n¥：Ci.3.264,
（S）the lotus plant

580

パドモッタリカー padmottarikå：Su.26.84,
（S）クスンバ（ベニバナ〈キク科〉）
の別名
（D）padma + uttarikå（?）
－70－

（J）safflower
581

パナサ panasa：Su.25.49, 26.84,
（S）Artocarpus heterophyllus Lam. パラミツ、ナガミパンノキ〈クワ科パンノキ属〉
（D）学名同上
（J）Indian jack, Jack tree：A. integrifolia L.

582

パヤスヤー payasyå：Su.4.9［２番］,10［7,8 番］,15［32 番］
（S）
学名記載なし
（D）Ipomea paniculata R.Br. ヤツデアサガオ〈ヒルガオ科サツマイモ属〉、
英名 Fingerleaf morning glory
（J）white yam:giant potato:: I.digitata L. ＝異名 I. paniculata
（AR）
（備）
異説 kß¥ra-vidår¥ または vidårikand（Pueraria tuberosa DC. クズ属）・・
:I.digitata の根は肥大し芋状となり食用される。（有用）

583

パリペーラヴァ paripelava：Vi.8.144,
（S）
プラヴァ（661）の別名

584

パリーヴィヤーダ par¥vyådha：Sa.8.29,
（S）
カルニカーラ（221）
の別名

585

パルーシャカ parË∑aka：Su.4.13［24 番］,16［39,40 番］. 25.49, 27.128, 132,
（S）Grewia asiatica L. インドウオトリギ（＊）〈シナノキ科ウオトリギ属〉
（D）
同上
（J）sweet falsh、asiatic grewia:: 学名同上

586

パルナーサ parˆåsa：Su.3.267,
（S）
学名記載なし

588

パルパタカ parpa†aka：Su.4.14［29 番］、27.97,
（S）Fumaria indica Pugsley.〈ケシ科カラクサケマン属〉
（D）F. parviflora Lam. コバナカラクサケマン、英名 Common fumitory
（J）trailing rungia（Su.27.97, ）
、Rungia repens Nees. キツネノマゴ科
（B）学名（D）と同じ

589

パルパタキー parpa†aki：Su.27.162,
（S）Gardenia latifolia Ait.〈アカネ科クチナシ属〉
（D）学名記載なし
（J） physalis berry fruit ：パルパタキーパラ、winter cherry、Physalis minima Linn. ナス科
－71－

ホオズキ属
590

パルヴァニー parvaˆ¥：Su.27.108,
（S）学名記載なし
（D）学名記載なし
（J）scutch grass（ギョウギシバ）

591

パルヴァプシュピー parvapu∑p¥：Su.27.108,
（S）
学名記載なし
（D）？
（J）silk-cotton tree（キワタノキ）

592

パランカシャー pala∫ka∑å：Su.4.48 番、Ci.3.267,
（S）マーンシー måµs¥（746）
の別名
（D）Commiphora mukul （Hook ex stocks）Engl.〈カンラン科モツヤクジュ属〉
（J）gum gugglu：学名は（D）と同じ
（備）
別名グッグル gugglu

593

パラーンドゥー palåˆ∂Ë：Su.27.175, Ci.4.100,
（S）Allium cepa Linn. タマネギ〈ユリ科ネギ属〉
（D）学名同上
（J）onion:: 学名同上

594

パラーシャ palåßa：Su.2.13, 3.16, 14.11,
（S）Butea monosperm （Lam）Kuntze ハナモツヤクノキ〈マメ科〉
（D）同上
（J）palåßa、Bengal kino, bastard teak::Butea frondosa Roxb. ＝異名 B.monosperm
（備）
英名 Bastard teak, Bengal kino,（IMM）
、Flame of the forest, Parrot tree
ラックカイガラムシの飼育に利用される。樹脂はベンガル・キノと呼ばれる。

595

パラーサー palåså：Si.3.38,65,
（S）
シャティー（921）の別名

596

パーンシュヴァーピヤ påµßuvåpya：Su.27.12,
（S）
穀物の１種

597

パーカラ påkala：Ci.7.161,
（S）
クシュタ（287）
の別名

－72－

＊

パータラ på†ala：Su.27.14,
（S）イネの１種

598

パータラー på†alå：Su.2.11, 4.16［38 番］, Ci.1.1,62
（S）Stereospermum suaveolens DC. サイトウジュ（＊）〈ノウゼンカズラ科〉
（D）同上
（J）trumpet flower：S. chelonoides D.C.

600

パーター på†hå：Su.4.12［18 番］,16［39 番］
（S）Cissampelos pareira L.〈ツヅラフジ科ミヤコジマツヅラフジ属〉、
英名 False pareira brava（園芸）
（D）同上
（J）på†hå::Cyclea pertata H.K.〈ツヅラフジ科ミヤコジマツヅラフジ属〉（有用）
（備）別名：エーカーシュティラー

601

パーンドゥカ påˆ∂uka：Su.27.8,
（S）シャーリー米の１種

602

パーパチェーリカー påpacelikå：Ci.3.189
（S）パーター（600）の別名

603

パーラーヴァタ påråvata：Su.26.84, 27.134,
（S）Garcinia cowa Roxb.〈オトギリソウ科フクギ属〉
（D）Psidium guajava Linn. バンザクロ、バンジロウ、グアバ〈フトモモ科バンジロウ属〉
（J）påråvata：guava:: 学名同上

604

パーラーヴァタパディー påråvatapad¥：Ka.1.23

605

パーラカ pålaka：CI.23.12,
（S）
根は有毒

606

パーランキャー påla∫kyå：Su.27.100,
（S）Spinacia oleracea Linn. ホウレンソウ〈アカザ科〉
（D）学名同上
（J）garden spinach:: 学名同上

607

パーリンディー pålind¥：Su.4.16 番
（S）
トリヴリト（ヒルガオ科フウセンアサガオ）の別名
（D）学名記載なし
－73－

（J）black turpeth
（備）
異説シャーマー（Echinochola frumentacea L. イネ科キビ属）と同じ
608

パーシャーナベーダ på∑åˆabheda：Su.4.15［35 番］, Ci.26.60
〈ユキノシタ科ヒマラヤユキノ
（S）Bergenia ligulata （Wall）Engl. ヒマラヤユキノシタ
シタ属〉
（D）同上
（J）Indian rockfoil：Saxifraga lingulata Wall. ＝正名 Bergenia ligulata

609

ピチュマルダ picumarda：Vi.7.17, 8.135,
（S）
ニンバ（552）
の別名

610

ピンダパラー piˆ∂aphalå：Ka.3.3,
（S）
アラーブ（067）の別名

611

ピンダール piˆ∂ålu(ka)：Su.24.6, 27.123,
（S）Dioscorea Sp.〈ヤマノイモ科ヤムイモ〉
（D）D. alata Linn. ダイジョ〈ヤマノイモ科ヤマノイモ属〉
（J）yam, common yam ::D. globosa Roxb. ヤマノイモ属
（備）D.bulbifera（カシュウイモ、yam）
、D.globosa（globose yam）

612

ピンディ piˆ∂i：Ci.14.10,
（S）ピンディタカの別名

614

ピッパリー pippal¥：Su.4.9［６番］,10［９番］,11［11 番］
（S）Piper longum L.: インドナガコショウ、ナガコショウ、ヒハツ〈コショウ科〉
（D）同上
（J）long pepper：学名同上
（備）別名ウパクリヤー

＊

ピッパリームーラ pippal¥mËla：Su.4.9［６番］,［45 番］
（J）pepper root：（備）ピッパリー・ムーラ＝ピッパリーの根

615

ピータダール p¥tadåru：Si.9.8, 10.23,
（S）
ダールハリドラー（493）の別名

616

ピータドル p¥tadru：Ci.10.43,12.25,
（S）
ダールハリドラー（493）の別名

－74－

617

ピール p¥lu：Su.2.4,9, Su.4.13［24 番］,16［39 番］, Su.13.67, 27.145,
（S）Salvadora oleoides Dcne〈トゲマツリ科トゲマツリ属〉
（D）Salvadora persica L. 英名 Tooth brush tree
（J）Indian toothbrush or toothbrush tree: 学名同上

618

ピールパルニカー p¥luparˆikå：Su.27.102,
（S）学名記載なし
（D）？
（J）trilobed virgin's bower

＊

ピールパルニー p¥luparˆ¥：Ci.3.267,
（S）
モーラタ（778）の別名

619

プンダリーカ puˆ∂ar¥ka：Su.4.15［34 番］, 25.49
（S）カマラ kamala;Nelumbo nucifera Gaertn. ハス
〈ハス科〉と同属
（D）Nymphea lotus Linn ロータスヒツジグサ〈スイレン科スイレン属〉、スイレンの赤
花種
（J）white lotus
（備）プンダリーカは白花のハス、コーカナダ kokanada は赤花のハス、パドマ padma は
薄桃色花のハス、インディーヴァラ ind¥vara は青花のハス。（花綴り）

620

プンドラカ puˆ∂raka：Su.25.49,
（S）サトウキビの変種
（D）a type of sugarcane
（J）white sugar-cane

621

プナルナヴァー punarnavå：Su.2.12, 4.13［22番 ,50番］, 26.
（S）Boerhaavia diffusa L. ナハカノコソウ、ベニカスミ
〈オシロイバナ科ナハカノコソウ
属〉
、英名 Spreading hog-weed
（D）
同上
（赤花種）
（J）hog's weed、pigweed:B.repens L.
（備）B.diffusa ＝ B.repens（IMM）

＊

プンナーガ punnåga：Su.4.8番
（S）
記載なし
（D）tu∫ga（455）:Calophyllum inophyllum L. テリハボク、ヤラボ〈オトギリソウ科〉
（J）fragrant poon：＝セイロンテツボクの英名
（備）異説 någakeßåra=Mesua ferrea L. セイロンテツボク〈オトギリソウ科〉

－75－

622

プラ pura：Vi.8.144, Ci.3.267,
（S）
グッグルー（359）の別名

623

プラーカ pulåka：Su.14.42,
（S）
雑穀類
（D）同上
（J）pulåka grain

＊

プラーサ pulåsa：Ci.30.82,
（S）Rhododendron arboreum Sm. ツツジ科ロードデンドロン属

624

プシュカラ pu∑kara：Su.26.84, 27.119,
（S）Inula racemosa Hook.f. キク科オグルマ属（Su.26.84, ）
、lotus（Su.27.119,）
（D）Nelumbo nucifera Gaertn. ハス
（J）German iris ＝ Iris germania Linn. ジャーマンアイリス、ドイツアヤメ〈アヤメ科イリ
ス属〉
（Su.26.84, ）、
orris root ＝ I. florentia Linn.（Su.27.119,）

625

プシュカラパトラ pu∑karapatra：Su.26.84, Ci.14.218,
（S）
プシュカラの葉

626

プシュカラビージャ pu∑karab¥ja：Su.27.119, Ci.3.258 etc.
（S）
プシュカラの種子

627

プシュカラムーラ pu∑karamËla：Su.4.14［30番］,16［37番］,
（S）
プシュカラ Inula racemosa Hook.f.（キク科オグルマ属）の根
（D）同上
（J）orris root：：Iris germanica L. ドイツアヤメ〈アヤメ科アヤメ属〉
（備）異説が数種ある。orris はニオイイリス

628

プシュカラーキヤ pu∑karåkhya：Ci.8.101,
（S）
プシュカラの別名

629

プシュカラーフヴァ pu∑karåhva：Ci.12.60,
（S）
プシュカラの別名

630

プーガ pËga：Su.5.77
（S）Areca catechu Linn. ビンロウジュ、アレカヤシ〈ヤシ科ビンロウ属〉
（D）同上
－76－

（J）betel nut：学名同上
631

プータナーケーシー pËtanåkeß¥：Ci.9.45, 10.34,
（S）Selinum Sp.

632

プーティーカ pËt¥ka：Su.1.116,117
（S）cirabilva（Holoptelia integrifolia Planch.）
の別名
（D）Caesalpinia crista L.〈マメ科ジャケツイバラ属〉
（J）bonduc：Caesalpinia bonducella, Fleming リスノツメ〈マメ科〉
（備）C. crista ＝ C.bonducella とする説もある。（新田）

634

プーティカカランジャ pËtikakarañja：Ci.26.33,
（S）cirabilva（Holoptelia integrifolia Planch.）
の別名

635

プリタクパルニー p®thakparˆ¥：Ci.11.44,
（S）
プリシュニパルニー（637）の別名

636

プリトヴィーカー p®thv¥kå：Su.2.4, 5.20
（S）
ウパクンチカー upakuñcikå（Nigella sativa L. キンポウゲ科クロタネソウ属）の別名。
英名 black cumin, Small fennel
（D）同上
（J）black cumin :（greater cardamon ＝ Amomum subulatum Roxb. セ イ ロ ン カ ル ダ モ ン
〈ショウガ科〉）

637

プリシュニパルニー p®ßniparˆ¥：Su.4.9［５番］,16［38番］,17［44番］
（S）Uraria picta Desv. オオバフジホグサ〈マメ科フジホグサ属〉英名 Lesser cat's tail
（D）
同上
（J）painted leaved uraria：学名同上。
（備）U.picta ＝ U. lagopoides

（IMM）

別名プリタクパルニー p®thakparˆ¥：Ci.11.44,
638

ポータ（ー）po†a(å)：Ka.1.25,

639

ポータガラ po†agala：Vi.8.135, Si.10.33,

643

パウシュカラビシャ pau∑kara(vi∑a)：Ci.23.11,
（S）根は有毒

644

パウシュカラシャーカ pau∑kara(ßåka)：Su.26.84,
－77－

645

プラキールヤー prak¥ryå：Su.1.82
（S）
チラビルヴァ cirabilva（Holoptelia integrifolia Planch.）
の別名
（D）Caesalpinia crista L.〈マメ科ジャケツイバラ属〉
（J）Indian beech :（チラビルヴァの学名は（S）
と同じ、英名は Indian elm）
（備）
別名プーティーカ。チラビルヴァの英名は jungle cork-tree

646

プラグラハ pragraha：Ka.8.3, Si.10.30,
（S）アーラグヴァダ（101）の別名

647

プラティヴィシャー prativi∑å：Ci.7.144,
（S）Aconitum palmatum D.Don. キンポウゲ科トリカブト属

648

プラティヤクパルニー pratyakparˆ¥：Ka.11.14,
（S）
アパーマールガ（アラデイノコズチ）の別名

649

プラティヤクプシュパー pratyakpu∑på：Su.25.40,
（S）
アパーマールガ（アラデイノコズチ）の別名

＊

プラティヤクプシュピー pratyakpu∑p¥：Su.1.82,85, etc.
（S）アパーマールガ（アラデイノコズチ）の別名

650

プラティヤクシュレーニ pratyakßren¥：Su.1.77,
（S）
ダンティー（カラナシ）の別名
（D）Baliospermum montanum Muell. カラナシ（日常）〈トウダイグサ科〉
（J）red physic-nut

651

プラプンナーダ prapunnå∂a：Su.3.13, 27.101,
（S）
チャクラマルダの別名
（D）Cassia tora L. コエビスグサ〈マメ科カワラケツメイ属〉
（J）fetid cassia
エビスグサ C. obtusifolia L.（C.tora に酷似し、薬効も似通っている。）（SN）

652

プラパウンダリーカ prapauˆ∂ar¥ka：Su.3.26, 5.65, Ci.3.258
（S）madhuka スペインカンゾウと同属
（D）Nymphea lotus L.red variety スイレン（ロータスヒツジグサ）の赤花種
（J）tuber of white lotus: lotus rhizomes
（備）
シロレンゲ（稲村）

－78－

653

プラモーダカ pramodaka：Su.27.9,
（S）
シャーリ米の１種

654

プラシャーティカー praßåtikå：Su.21.25, 27.17
（S）雑穀
（D）Setara italica Beauv.
（J）praßåtikå

655

プラサーラニー prasåraˆ¥：Ci.28.166,
（S）Sida veronicaefolia Lam. アオイ科キンゴジカ属
（J）Paederia foetida Linn. アカネ科ヘクソカズラ属

656

プラーチーナーマラカ pråc¥nåmalaka：Su.27.146,
（S）Flacourtia jangomas（Lour）イイギリ科
（D）学名同上
（J）Indian plum：F. cataphracta Roxb. イイギリ科

657

プリヤカ priyaka：Su.25.49,
（S）ビージャカの別名
（D）Bucanania lanzan Spreng.
（J） priyaka

658

プリヤング priya∫gu：Su.3.26, 4.15［31,34番］,18［46番］
、
（S）Callicarpa macrophylla Vahl. クマツヅラ科ムラサキシキブ属
（D）
同上
（J）perfumed cherry：Aglaia roxburghiana Miq.〈センダン科モラン属〉
（備）
別名 vi∑vaksenakåntå
異説 Prunus mahaleb L.: バラ科サクラ属 :Perfumed Cherry
プリヤングには食用のもの（雑穀 Italian millet）と、薬用のものがある。後者はオシャ
ダ・プリヤングまたはガンダ・プリヤングと呼ばれ、地域により上記３種のいずれ
かが用いられる。（GVDB）
ガンダ・プリヤング＝ Prunus mahaleb L.、パラ・プリヤング＝ C.macrophylla また
は A. roxburghiana （稲村）

＊

プリヤング priya∫gu：Su.21.25, 27.17,
（S）カング（イネ科アワ）の別名
（D）ka∫gan¥
（J）Italian millet

－79－

659

プリヤーラ priyåla：Su.3.21, 4.16［40番］,17［43番］, 13.10, 27.158,
（S）Buchanania lanzan Spreng. アーモンデット、ロネホインドウミソヤ〈ウルシ科ヤマ
ソヤ属〉
（D）同上
（J）Buchanan's mango: :B. latifolia Roxb.〈ウルシ科ヤマソヤ属〉。英名アーモンデッ
ト・ツリー

660

プラクシャ plak∑a：Su.4.15［33番］, 5.22
（S）Ficus lacor Buch-Ham. ラコールイチジク〈クワ科イチジク属〉
（D）同上
（J）yellow barked fig tree::Ficus tsiela Roxb.
（備）異説 F.infectoria Roxb.

661

プラヴァ plava：Ci.1.48,6.42,
（S）
学名記載なし

［ph］
662

パンジー phañj¥：Su.27.98,
（S）
チャーラティー（388＊）の別名
（D）Rivea ornata Chois

ヒルガオ科

（J）bind weed（ヒルガオ科の植物）, goodnight flower creeper:: 学名同上
663

パニッジャカ phaˆijjaka：Su.2.4, 3.4, Ci.3.267
（S）
学名記載なし
（D）？
（J）sweet majorana
（備）Majorana hortensis Moench.（＝ Origanum majorana L.）マヨラナ〈シソ科ハナハッ
カ属〉、英名 Sweet marjoram

664

パラ phala：Ci.3.246,258,
（S）
マダナ（アカネ科ハリクチナシ）の別名

665

パラプーラカ palapËraka：Ci.4.95,20.30,
（S）
ビージャプーラカ（687）の別名

666

パラームラ phalåmla：Ci.11.
（S）
ダーディマ（490）の別名

－80－

667

パリニー phalin¥：Ci14.189, 21.74,
（S）
プリヤング（658）の別名

667

パリー phal¥：Ci.27.38,
（S）

668

パルグ phalgu：Su.4.16［40番］, 27.128,
（S）Ficus carica L. イチジク〈クワ科イチジク属〉英名 Fig-tree
（D）F.hispida L.f.
（J）common fig:: 学名（S）
と同じ

669

ペーニラー phenilå：Ci.24.161,27.110,
（S）
ウポーデイーカー（139）の別名
（J）soap nut::Sapindus trifoliatus Linn.〈ムクロジ科ムクロジ属〉

［b］
670

バクラ bakula：Vi.7.21, Ci.3.258,
（S）Mimusops elengi Linn. ミサキノハナ〈アカテツ科〉
（J）Indian medlar 学名同上

671

バダラ badara：Su.3.18, 4.10,22,24,43
（S）Zizyphus jujuba Lam. サネブトナツメ、ナツメ〈クロウメモドキ科ナツメ属〉
（D）コーラ学名同上
（J）big jujube, jujube：学名同上
（備）
別名コーラ kola、
Z. jujube Mill. サネブトナツメ
（園芸）、ナツメ（有用）
Z. jujube Mill. var. inermis Rehd.：ナツメ
（園芸）、ナツメの大型種（有用）
Z. jujube Mill. var. spinosus Hu. サネブトナツメ（有用）
Z. vulgaris Lam. var. spinosus Bumge：サネブトナツメ（SN）
＊ badara ＝ jujube、kuvala ＝ big jujube、karkhandu ＝ small jujube（B）
＊ badara ＝ jujube、kuvala ＝ big jujube、karkhandu ＝ wild jujubu、badar¥ ＝ small jujubu
（J）

672

バンドゥジーヴァ bandhuj¥va：Ci.23.181,243,
（S）
バンドゥーカの別名

＊

バダリー badar¥：Su.25.49,
（S）記載なし
－81－

（D）Zizyphus jujuba Lam.

サネブトナツメ、ナツメ〈クロウメモドキ科ナツメ属〉

（J）small jujubu
673

バラー balå：Su.3.22, 4.9［２番］etc.
（S）Sida cordifolia L. マルバキンゴジカ〈アオイ科キンゴジカ属〉
（D）
学名同上
（J）heart-leaved sida：学名同上
（備）別名バドラウラニー bhadraudan¥
＃２種類のバラー［バラー二種］はバラーとアティバラー

＊

バラーハカ balåhaka（vi∑a）：Ci.23.11,
（S）
根は有毒

675

バルヴァジャ balvaja：Sa.8.41, Ci.1.4,7, 5.138,
（S）Eulaliopsis binata（Retz.）C.E.Hubbard

677

バフペーナラサ bahuphenaraså：Ka.11.3,
（S）
サプタラー（1018）の別名

678

バフラー bahulå：Ci.8.103,
（S）
エーラー（159）の別名

679

バーラカ bålaka：Ci.12.68 etc.
（S）Valeriana hardwickii Wall オミナエシ科カノコソウ属
（備）
別名フリーベーラ hr¥bera、ジャラ jala、アンブ ambu

680

バーフリーカ båhl¥ka：：Ci.23.102, 30.91,
（S）
クンクマ（アヤメ科サフラン）の別名

681

ビビータカ（キー）bibh¥taka(k¥)：Su.4.16［39番］, 13.10, etc.
（S）Terminalia belerica

Roxb. セイタカミロバラン、ベレリカシミロバラン〈シクンシ

科モモタマナ属〉
（D）
同上
（J）beleric myrobalan：学名同上
682

ビンビー bimb¥：Su.1.78,79, 4.13［23番］27.142,
（S）Coccinia indica W.& A. ヤサイカラスウリ〈ウリ科〉
（D）
同上
（J）scarlet-fruited gourd::Cephalandra indica Naud.
－82－

（備）
別名ヒラニヤプシュピ
Coccinia indica W.& A ＝ Cephalandra indica Naud.（IMM）
Coccinia indica の正名は C. grandis（L.）Voigt.：英名 Ivy gourd、中国名；紅瓜 （有用）
683

ビルヴァ bilva：Su.4.11［12番］,13［25,26番］, 27.138,
（S）Aegle malmelos

Corr. ベルノキ、ベンガルカラタチ〈ミカン科ベンガルカラタチ

属〉、英名 Indian bael, Bengal fruit （有用）
（D）学名同上
（J）bael：学名同上
（備）英名ストーンアップル（花綴り）
684

ビルヴァパルニ bilvaparˆ¥：Su.27.107,
（S）Limonia crenulata Roxb.〈ミカン科〉
（D）？
（J）bilvaparˆ¥

685

ビサ bisa：Su.5.10, Ci.3.258,
（S）
ハスの花茎（lotus stem）
（D）lotus stalk
（J））lotus stalk

686

ビージャカ b¥jaka：Ci.16.106,
（S）アサナ（083）
の別名
（J）Indian kino tree::Pterocarpus marspium Roxb. マメ科ソラマメ亜科マラバルキノカリン

687

ビージャプーラカ b¥japËraka：Ci.51.77, 166
（S）Citrus medica Linn. シトロン、マルブッシュカン〈ミカン科〉
（J）Adam's apple:: 学名同上

688

ブーカ bËka：Ci.30.82,
（S）
ヴァスカ（Osmanthus fragrans Lour. ギンモクセイ）の別名

689

ブリハティー b®hat¥：Su.4.10［９番］,14［30番］,16［38番］,17［44番］
（S）Solanum indicum Linn. テンジクナスビ（＊）シロスズメナスビ（＊）〈ナス科ナス属〉
（D）
同上
（J）Indian nightshade：学名同上

690

ブリハトパトラ b®hatpat(t)ra：Ka.9.3,
（S）
ティルヴァカ（452）の別名
－83－

691

ボーディヴリクシャ bodhiv®k∑a：Ci.29.158,
（S）
アシュヴァッタ（080）
の別名

692

ブラフマスヴァルチャラー brahmasuvarcalå：Ci.1-4.7

693

ブラーフミー bråhm¥：Su.4.18［49番］etc.
（S）Centella asiatica （L.）Urban. ツボクサ〈セリ科ツボクサ属〉
（D）Bocopa monnieri

Pennel. オトメアゼナ〈ゴマノハグサ科ウキアゼナ属〉

（J）bråhm¥：Herpestis monniera Bentl.〈ゴマノハグサ科〉
（備）Bocopa ＝ Herpestis
カラブラーフミがツボクサで、ブラーフミーはオトメアゼナ。（稲村）

［bh］
694

バンディー bhaˆ∂¥：Su.27.107
（S）別名シリーシャ（ビルマネムノキ）
（D）？
（J）trupeth ＝ Ipomea turpethum R.Br〈ヒルガオ科サツマイモ属〉

695

バドラダール bhadrdåru：Ci.16.66,
（S）デーヴァダール（マツ科ヒマラヤスギ）の別名

696

バドラパルニー bhadrparˆ¥：Vi.8.135,
（S）
カーシュマリー（クマツヅラ科キダチキバナヨウラク）の別名

697

バドラムスター bhadramustå：Su.21.22, Ci.14.140,
（S）ムスター（Cyperus rotundus ハマスゲ）の別名
（D）同上
（J）cultivated nut-grass::Indian cyperus: C. tuberosus Reth.〈カヤツリグサ科〉

698

バドラシュリヒ bhadraßri˙：Ci.3.258,
（S）
チャンダナ（ビャクダン）の変種

699

バドラウダニー bhadraudan¥：Su.4.9［２番］
（S）
＃バラー（673）の別名＃オーダナパーキー（166）の別名
（D）Sida cordifolia L. マルバキンゴジカ〈アオイ科キンゴジカ属〉
（J）heart-leaved sida：学名は（D）と同じ
（備）
別名バラー
－84－

700

バッラータカ bhallåtaka：Su.4.9［６番］,15［33番］
（S）Semecarpus anacardium L. スミウルシノキ（日常）、ビラワ〈ウルシ科タイトウウル
シ属〉
（D）アルシュカラ（061）aru∑kara（4.13番）
学名同上
（J）marking nut：学名同上

701

バヴィヤ bhavya：Su.26.84, 27.131,
（S）Dillenia indica Linn. ビワモドキ〈ビワモドキ科〉
（D）同上
（J）showy dillenia：学名同上
（備）
英名の別名 Elephant apple

702

バーラドヴァージー bhåradvåj¥：Su.4.9［２番］
（S）
カールパーシー（Gossypium barbadens L. リクチメン〈アオイ科〉の別名
（D）Thespesia lampas Dalz & Gibs（T. ＝ Hibiscus）アオイ科サキシマハマボウ属
（J）devil's cotton：Abroma augusta L.〈アオギリ科トゲアオイモドキ属〉、
英名 Perennial Indian hemp（有用）

703

バールンギー bhår∫g¥：Ci.6.42, 17.111,
（S）Clerodendron serratum Sprong. ウスギクサギ〈クマツヅラ科〉
（J）
学名同上

705

ブーティカ bËtika：Su.4.［42番］, 14.33, Ci.3.267
（S）
ヤヴァーニー yavån¥ の別名
（D）
学名同上 :Trachyspermum ammi （L.）Sprague. 英名 Bishop's weed
（J）Bishop's weed:Carum copticum Benth & hk アジョワン〈セリ科〉。別名ヤマーニー
yamån¥
（備）
アジョワンの学名：C. copticum、C.roxburghianum、Ptychotis ajowan DC. 、
Ammi copticum など数種。Trachyspermum ＝ Carum。（IMM）

＊

ブーニンバ bËnimba：Ci.7.69, 10.20,
（S）Andrographis paniculata Nees. キツネノマゴ科

706

ブールジャ bhËrja：Su.3.4,15
〈カバノキ科カバノキ属〉英名 Indian
（S）Betula utilis D.DOn. ヒマラヤシダレカンバ
paper birch
（D）同上
（J）birch tree（カバノキ）
－85－

707

ブー（シュ）トリナ bhË(∑)t®ˆa：Su.27.172, Ni.2.4, Ci.3.267,
（S）Hyptis suaveolens Poit.
（D）Cymbopogon citrus Stapf. レモングラス、レモンガヤ〈イネ科オガルカヤ属〉
（J）ginger grass：レモングラスと同じ植物
（備）
（D）
と
（J）ではカトトリナの別名。

＊

ブリンガ bh®∫ga：Ci.24.181,Ka.7.34,
（S）トヴァク（481）
の別名

＊

ブリンガラジャス bh®∫garajas：Ci.4.68,
（S）
ブリンガラージャ（708）の別名

708

ブリンガラージャ bh®∫garåja：Ci.18.117,, 26.264, Ka.1.25,
（S）Eclipta alba Hassk キク科
（J）trailing eclipta:: 学名同上
（備）ブ リ ン ガ ラ ー ジ ャ：E.alba、E.prostrata, Roxb. タ カ サ ブ ロ ウ
〈キク科〉
、E.erecta,
Linn.（IMM）

［m］
709

マクシュタカ maku∑†ha(ka)：Su.26.84, 27.27
（S）Phaseolus aconitifolius Jacq. モスビーン〈マメ科ササゲ属〉
（D）学名同上
（J）moth-gram、tapery beans:: 学名同上
（備）kidney beans（= ベニバナインゲン、インゲンマメ）

710

マンジシュター mañji∑†hå：Su.3.27, 4.10［８番］,11［16番］,16［39番］
（S）Rubia cordifolia L.（＝ R.manjishta）: アカネ〈アカネ科アカネ属〉
（D）ラター latå: 学名同上、別名サマンガー
（J）madder：学名同上
（備）
英名 Indian madder, R.cordifolia. R.manijshta. R.secunda.（IMM）
アカネ＝ R.akane Nakai, ＝ R.cordifolia.（園芸）
インドアカネ＝ Morinda citrifolia（園芸）

711

マンドゥーカパルニー maˆ∂Ëkaparˆ¥：Su.4.［50番］
、27.95,
（S）
ブラーフミ（ツボクサ〈セリ科〉）の別名
（D）
学 名 同 上 ＝ Centella asiatica Urban. ツ ボ ク サ〈 セ リ 科 ツ ボ ク サ 属 〉英 名 Indian
pennywort
－86－

（J）Indian pennywort：Hydrocotyle asiatica L.〈セリ科チドメグサ属〉
（備）別名はカラブラーフミ（ツボクサ）。ブラーフミーはオトメアゼナ。（稲村）
＊
「チドメグサ属に似るが、ツボクサ属は果実に網目状の脈があり、葉柄の基部が鞘
（さや）
となり、托葉（たくよう）がないので、チドメグサ属とは異なる。」
（SN）
（AR）の学名は（J）と同じ。Centella ＝ Hydrocotyle とする説もある。
713

マツィヤーキャカ matsyåkhyaka：Ci.1-3.24,
（S）Alternanthera sessilis（Linn.）R.Br. ツルノゲイトウ〈ヒユ科〉
（J）
学名同上
（備）A. sessilis DC ツルノゲイトウ （SN）

714

マダナ madana：Su.4.13［25,26番］
（S）Randia dumetorum

Lam. ハリザクロ、ハリクチナシ〈アカネ科ミサオノキ属〉

（D）
同上
（J）emetic nut：学名同上
（備）正名 Gardenia spinosa L.、異名 Randia spionsa（L.）Poir. 別名サボンノキ
716

マダヤンティカー madayantikå：Ci.8.129,10.21,
（S）Jasuminum species モクセイ科オウバイ属
（J）camphire::Lawsonia alba Lam. ヘンナ〈ミソハギ科〉

717

マドゥカ madhuka：Su.3.21,22,27, 4.9［１番 ,5番 ,8番 ,21番 ,34番］
（S）Glycyrrhiza glabra L. スペインカンゾウ〈マメ科〉
（D）同上
（J）liquorice
（備）
別名ヤシュティマドゥ、マドゥヤシュティー、ヤシュティヤーフヴァ
英名 Sweet wood、Licorice
甘草は、ウラルカンゾウ
（G. uralensis

Fisch.）やスペインカンゾウなどの根と走出

枝を乾燥したもの。 （SN）
718

マドゥパルニー madhuparˆ¥：Su.4.9［５番］,13［21番］,Ci.29.117
（S）マドゥカ（スペインカンゾウ）の別名＃グドゥーチーの別名
（D）Tinospora cordifolia

Miers. イボナシツヅラフジ〈ツヅラフジ科〉

（J）gudËchi
719

マドゥヤシュティー madhuya∑†¥：Su.3.21, Ci.16.100, 23.186
（S）
マドゥカ（スペインカンゾウ）の別名

720

マドゥラサー madhuraså：Ci.3.258, 16.61, 17.106,
－87－

（S）
ムールヴァー（763）の別名
721

マドゥヴァッリー madhuvall¥：Vi.8.139,

722

マドゥシグル madhußigru：Ci.13.155, 15.135
（S）Moringa concanensis Nimmo. ワサビノキの赤花種〈ワサビノキ科〉

723

マドゥーカ madhËka：Su.4.15［32番］,17［41,44番］, 27.128,
（S）Madhuca indica J.F.Gmel.（＝ M.latifolia Mach.）バターノキ、イリッペ（日常）
〈ア
カテツ科〉、英名 Butter tree
（D）
同上
（J）mohwah：Bassia latifolia

Roxb. イ リ ッ ペ〈 ア カ テ ツ 科 〉英 名 Indian butter

tree,Mahuwah tree
（備）Madhuca ＝ Bassia（日常）
724

マドゥーカプシュピー madhËkapu∑p¥：Vi.8.139,
（S）Madhuca butyracea（Roxb.）Macbride. アカテツ科

725

マドゥーリー madhËl¥：Su.27.22,
（S）マドゥーリーカー（725）の別名
（D）コムギの変種
（J）madhËl¥

725

マドゥーリーカー madhËl¥kå：Vi.8.139,
（S）Eleusine coracana Gaertn. シコクビエ〈イネ科オヒシバ属〉
（備考）シコクビエの原種はオヒシバ

726

マユーラカ mayËraka：Ci.12.23, 23.57,

727

マリチャ marica：Su.4.9［６番］,11［15番］,13［27番］
（S）Piper nigrum L. コショウ〈コショウ科コショウ属〉
（D）
同上
（J）black pepper：学名同上

728

マルバカ marubaka：Ka.1.23,
（S）Majorana hortensis Moench. マヨラナ、スイート・マジョラム〈シソ科ハナハッカ属〉
（J）sweet majoram::Origanum majorana Linn.（＝ M. hortensis）

729

マルカタ（ティー）marka†a(¥)：Ci.23.13,
－88－

（S）
根は有毒
730

マラプー malapË：Ci.7.162,165,
（S）
カーコードゥンバリカー（236）の別名

731

マスーラ masËra：Su.27.29,
（S）Lens culinaris Medic. ヒラマメ、ヘントウ、レンズマメ〈マメ科〉
（D）同上
（J）lentils：L. esculenta Moench. 和名同上

732

マスーラヴィダラー masËravidalå：V.8.136, Ci.7.137,
（S）
シャーマ（987）の別名

733

マハティー・シュラーヴァニー mahat¥ ßråvaˆ¥：Ka.7.18,
（S）マハー・シュラーヴァニー（741）と同じ
（J）Indian globe thistle::Sphaeranthus indicus Linn. キク科

734

マハージャーリニー mahåjålin¥：Ka.3.17, 4.3,
（S）
ダーマールガヴァ（516）の別名

735

マハーパトラ mahåpatra：Ci.14.124,
（S）Leea macrophylla Roxb.ex Hornem.〈Kitaceae〉

736

マハープシュパダンター mahåpu∑padantå：Ci.9.46,
（S）
シャターヴァリー（930）の別名

737

マハーメーダー mahåmedå：Su.4.1, Ci
（S）Polygonatum verticillatum Allioni ユリ科アマドコロ属
（D）
学名記載なし
（J）mahåmedå
（備）
異説 Polygonatum cirrifolium Royle.（AR）
Gymnema spartum = Leptadenia spartum （IMM）

738

マハーヴリクシャ mahåv®k∑a：Su.4.4,
（S）
スヌヒー（トウダイグサ科キリンカク）の別名
（D）Euphorbia neriifolia Linn. キリンカク〈トウダイグサ科トウダイグサ属〉
（J）the thorny milk-hedge plant

739

マハーヴリーヒー mahåv®¥h¥：Ni.4.5,
（S）
ヴリーヒー米の変種
－89－

740

マハーシャーリ mahåßåli：Su.27.8,
（S）
シャーリ米の変種

741

マハーシュラーヴァニー mahåßråvaˆ¥：Vi.8.139, Ci.1-4.6,

742

マハーシュヴェーター mahåßvetå：Su.4.27番
（S）キニヒー kiˆih¥（Albizia procera （Roxb.）Bentz. タイワンネム）の別名
（D）a variety of Clitoria ternatea L. チョウマメ〈マメ科〉＝アパーラジター
（J）white ßiri∑a:

743

マハーサハー mahåsahå：Vi.8.139,
（S）
マーシャパルニー（753）の別名

745

マハウシャダ mahau∑adha：Su.4.28, Ci.3.210,
（S）
シュンティー（969）の別名

746

マーンシー måµs¥：Su.5.21, Ci.14.231
（S）Nardostchys jatamansi

DC.〈オミナエシ科〉

（D）同上
（J）nardus：学名同上
（ジャティーラー、ジャターマーンシー）。英名 Musk-root、
（備）
別名ナラダ nalada、
Spikenard。甘松香の原料となる。
747

マーガディー mågadh¥：Ci.7.68, 141,
（S）
ピッパリー（614）の別名

748

マーチカ måcika：Vi.8.144,
（S）
ギョリュウ科ギョリュウ属のこぶ

749

マートゥルンガ måtulu∫ga：Su.4.10［10番］,14［28番］, 27.154,
（S）
ビージャプーラカ（Citrus medica

L. シトロン、マルブッシュカン、カブチ〈ミカン

科ミカン属〉）の別名
（D）Citrus decumana Linn. 英名 shaddock of West Indies
（J）pomelo（グレープフルーツまたはザボン）：学名は（D）と同じ
（B）
学名は（D）
と同じ
（備）グレープフルーツ＝ C.paradisi Macf.、ザボン＝ C.grandis AOsbeck （SN）
750

マーリシャ måri∑a：Su.27.100,
－90－

（S）記載なし
（D）Amaranthus tricolor Linn. ハゲイトウ〈ヒユ科ヒユ属〉
（J）amaranth（Su.27.100,）love-lies-bleeding::A. gangetics Linn. ヒユ科ヒユ属
751

マーラティー målat¥：Su.5.73, 14.32,etc.
（S）ジャーティー（モクセイ科オオバナソケイ）の別名
（D）Aganosma dichotoma

K.Schum.〈キョウチクトウ科〉

（J）Arabian jasmine:
（B）A. garyophyllata G.Don〈キョウチクトウ科〉
752

マーシャ må∑a：Su.4.13［22番］, 27.24
（S）Phaseolus mungo L. ＝正名 Vigna mungo （L.）Hepper. ケツルアズキ〈マメ科ササゲ
属〉
（D）P.radiatus L. ＝正名 V.radiata（L.）R. Wilez. リョクトウ〈マメ科ササゲ属〉
（J）black gram：学名（S）
と同じ

753

マーシャパルニー må∑aparˆ¥：Su.4.9［１番］,12［19番］
（S）Teramunus labialis Spreng. ソリザヤアズキ〈マメ科〉
（D）同上
（J）wild black gram：学名同上
（備）異 説 Glycine labialis L.: マ メ 科 ダ イ ズ 属
（IMM） Phaseolus radiatus L.（Vigna
radiata）（A.R.） Atylosia barbata: マメ科キマメ属（IMM） A. goensis, Dalz.（A.R.）

754

ムクンダ mukunda：Su.27.18, Ni.4.5
（S）
雑穀の一種
（D）våkast®ˆa
（S）mukunda

755

ムクーラカ mukËlaka：Su.27.157, Ci.25.53,
（S）Sapium insigne Triven.〈トウダイグサ科〉
（D）Pistacia vera Linn. ピスタチオ
（J）edible pine：Pinus gerardiana（wall.）
〈マツ科マツ属〉
（備）
ナットパイン P. edulis Engelm. などの実は食用。（SN）

756

ムクター muktå：Su.4.18［50番］, Ci.23.200
ナークリー（インドジャボク）の別名
（S）
（D）真珠
（J）Indian groundsel［インドノボロギク］
（備）異説ラースナー råsnå（Pluchea lanceolata Oliv. キク科ヒヒラギキク属）（AR）
－91－

757

ムンジャータカ muñjåtaka：Su.27.120, Ci.22.30,
（S）Orchis latifolia Linn.〈ラン科オルキス属（ハクサンチドリ属）〉
（D）Eulophia compestris Wall.〈ラン科〉
（J）salep（ランの１種：塊根を使用）

758

ムドガ mudga：Su.27.23,
（S）Phaseolus radiatus Linn. リョクトウ〈マメ科ササゲ属〉
（D）P. mungo Linn. ケツルアズキ〈マメ科ササゲ属〉
（J）green gram

759

ムドガパルニー mudgaparˆ¥：Su.4.9［１番］,12［19番］
（S）Phaseolus trilobus

Ait. ＝正名 Vigna aconitifolius モスビーン〈マメ科ササゲ属〉

（D）
同上
（J）wild green gram：学名同上
（備）Phaseolus ＝ Vigna ： ヤ ブ ツ ル ア ズ キ Vigna angularis（Willd.）Ohwi et Ohashi var.
nipponensis（Ohwi）Ohwi（SN）
760

ムシュカカ mu∑kaka Ci.5.189, 26.192,193,
（S）Schrebera swietenioides Roxb. モクセイ科

761

ムスター mustå、ムスタ（カ）musta
（ka）
：Su.4.9［３番］,11［11番］, 25.40,
（S）Cyperus rotundus L. ハマスゲ〈カヤツリグサ科カヤツリグサ属〉
（D）
ムスター mustå 学名同上
（J）nut-grass: Indian cyperus：学名同上

762

ムスタカヴィシャ mustakavi∑a：Ci.23.11,
（S）
根は有毒

763

ムールヴァー mËrvå：Su.4.11［11番］,12［18番］
（S）Marsdenia tenacissima W.& A. ツナガガイモ（日常）〈ガガイモ科キジョラン属〉
（D）Clematis triloba Heyne ex Roth.〈キンポウゲ科センニンソウ属〉
（J）trilobed virgin's bower、学名は（D）と同じ
（備）異説 Sansevieria roxburghiana Schult. リュウゼツラン科チトラセン属

764

ムーラカ mËlaka：Su.13.10, 14.31, 24.6, 27.168, Ci.3.267,24.170
（S）Raphanus sativus Linn. ダイコン〈アブラナ科ダイコン属〉
（D）同上
（J）garden radish 学名同上
－92－

765

ムーラカパルニ mËlakaparˆi：Vi.7.21, Ci.3.267,
（S）
アドーグダー（028）の別名

766

ムーシカパルニー（カー）mË∑ikaparˆ¥：Ci.12.71,
（S）Ipomea reniformis Chois〈ヒルガオ科サツマイモ属〉

＊

ムーシカーフヴァヤー mË∑ikåhvayå：Ka.12.3,
（S）
ムーシカパルニーの別名

767

ムリガリンディカー m®galiˆ∂ikå：Su.25.49,
（S）Gnetum montanum Markgraf.〈グネツム科〉：グネモン＝ G. gnemon Linn.
（D）Terminalia belerika Roxb.：シクンシ科セイタカミロバラン、ベレリカシミロバラン
〈シクンシ科モモタマナ属〉
（J） gooseberry：
（備）gooseberry ＝ユキノシタ科スグリ属（Ribes）のスグリ区の総称。

768

ムリナーラ m®ˆåla：Ci.3.258, 4.75,
（S）
ハスの花茎

769

ムリナーリー m®ˆål¥：Ci.8.129,

770

ムリダンガパラ m®da∫gaphala：Ka.6.3,
（S）
クリタヴェーダナ（294）の別名

771

ムリドヴィーカー m®dv¥kå：Su.2.24, 4.21番 , 27.126,
（S）
ドラークシャー（ヨーロッパブドウ）の別名
（D）Vitis vinifera L. ヨーロッパブドウ〈ブドウ科ブドウ属〉
（J）grapes

772

ムリシュタカ m®∑taka：Su.27.170,
（S）アースリー（カラシナ〈アブラナ科〉）
の別名
（D）Brassica nigra Koch. クロガラシ〈アブラナ科アブラナ属〉
（J）black mustard : 学名同上

＊

メーガカ meghaka：Ci.23.12,
（S）
根は有毒

774

メーダー medå：Su.4.［１番 ,19番 ,21番］
－93－

（S）Polygonatum verticillatum All. ユリ科アマドコロ属
（D）学名記載なし
（J）medå
（備）
異説 Gymnema auranticum: ガガイモ科ホウライアオカズラ属（IMM）
775

メーシャシュリンギー me∑aß®∫g¥：Ci.3.267, Ka.9.7,
（S）Dolichandrone falcata Seem. ノウゼンカズラ科

777

モーチャラサ mocarasa：Su.4.9［５番］,15［31番］,18［46,47番］
（S）
シャールマリー（キワタ）の抽出物
（D）
学名同上 Salmalia malabarica Schott ＆ Endl. ＝正名 Bombax malabarica DC. キワタ
〈キワタ科キワタ属〉
（J）resin（gum）of silk-cotton tree
（備）B. ceiba L. キワタノキ〈パンヤ科ボンバックス属〉（園芸）

776

モーチャー mocå：Su.26.84, 27.143,
（S）
カダリー（バナナ〈バショウ科バショウ属〉Musa paradisiaca Linn.）
の別名
（D）
モーチャラサと同義（Su.26.84,）
、学名同上（Su.27.143, ）
（J）plantain（Su.26.84, ）、banana（Su.27.143, ）

778

モーラタ mora†a：Vi.8.139,
（S）Maerna arenaria Hook.e. フウチョウソウ科

［y］
779

ヤマーニー yamån¥：Ci.6.41, 8.126,
（S）
ヤヴァーニー（786）の別名

780

ヤヴァ yava：Su.4.13［22番］,14［28番］,16［40番］
（S）Hordeum vulgare L. オオムギ〈イネ科〉
（D）
同上
（J）barley

781

ヤヴァカー yavakå：Su.5.10, 21.25, 27.12
（S）
シャーリ ßåli（945）
の変種
（D）
ヤヴァ yava の変種
（J）yavaka, wild barley

782

ヤヴァティクター yavatiktå：Ka.11.31,
－94－

（S）
シャンキニー（920）の別名
783

ヤヴァシャーカ yavaßåka：Su.27.102
（S）våstËka（シロザ）の別名
（D）Alhagi pseudolhagi Devs.〈マメ科イワオウギ属〉
（J）barley leaves
（備） Alhagi ＝ Hedysarum

785

ヤヴァーニカー yavånikå：Ci.14.110,
（S）
ヤヴァーニーの別名

786

ヤヴァーニー yavån¥：Su.23.20, 27.170,307,
（S）Trachyspermum ammi（Linn.）Sprague. アジョワン〈セリ科〉
（D）学名同上
（J）Bishop's weed = アジョワン
（備）
（S）では、Su.23.15の原文 kharåhvå を英文では yavån¥ と記載している。
しかし、植物一覧では、kharåhvå ＝ ajamodå（セロリ）
と記載している。

787

ヤヴァーサ yavåsa：Su.3.27, Ci.3.222
（S）Alhagi pseudalhagi （Bieb）Desv.〈マメ科〉
（D）
同上
（J）camel thorn root：A.maurorum （Bak）
＝正名 Hedysarum alhagi L.〈マメ科イワオウ
ギ属〉
（備）
別名ドゥラーラバー：英名 camel's thorn

788

ヤシュティカー ya∑†ikå：Su.4.14［28番］
（S）
マドゥカ（スペインカンゾウ）の別名
（D）
学名同上
（J）liquorice

788

ヤシュティヤーフヴァ ya∑†yåhva：Su.3.24,27,
（S）
マドゥカ（スペインカンゾウ）の別名

790

ヤーサ yåsa：Su.27.241, Ci. 7.146,
（S）
別名ヤヴァーサ：Alhagi pseudalhagi （Bieb）Desv. マメ科
（D）durålabhå：Fagonia cretica L. ハマビシ科
（J）camel-thorn：Alhagi maurorum マメ科

＊

ユヴァティー yuvat¥：Ci..1-1,58
－95－

（S）
タルニー（434）の別名
792

ユーティカー yËthikå：CI.1-1.58, 8.129,
（S）Jasminum auriculatum Vahl. モクセイ科オウバイ属

［r］
793

ラクタチャンダナ raktacandana：Ci.30.92,
（S）Pterocarpus santalius Linn. シタン〈マメ科シタン属〉

＊

ラクタナーラ
（S）記載なし
（D）Hibiscus sabdariffa Linn. ローゼル、ロゼリソウ〈アオイ科フヨウ属〉
（J）roselle : red sarrel 学名同上

794

ラクタムーリー raktamËl¥：Si.10.31,
（S）
サマンガー（1019）の別名

795

ラクタシャーリー raktaßåli：Su.27.8
（S）
シャーリー米の１種

＊

ラクタショーグナ rakta∑oghna：Ci.26.15,
（S）
サルシャパ（アブラナ）の別名

796

ラクタショーグニー rakta∑oghn¥：Ci.23.79,
の別名
（S）アースリー（105）

797

ラジャニー rajan¥：Ci.1-1.25,
（S）
ハリドラー（1081）の別名

＊

ラジャニ・ドヴァヤ rajani-dvaya：Ci.7.68,
（S）
ハリドラーとダールハリドラー（別名ウコン二種 dvinißå）

798

ランダー raˆ∂å：Ka.12.4,
（S）
ドラヴァンティー（503）の別名

799

ラサ rasa：Ci.23.152,
（S）Commiphora myrrha（Nees）Engl. カンラン科モツヤクジュ属

－96－

800

ラサーンジャナ rasåñjana：Su.3.13, Ci.7.61,
（S）
ダールハリドラー（493）の抽出物

801

ラソーナ rasona：Ci.3.304,
（S）Allium sativum Linn. ニンニク〈ユリ科ネギ属〉

802

ラージャカシェールカ råjakaßeruka：Vi.8.139, Si.10.37,
（S）Scirpus Sp. カヤツリグサ科ホタルイ属

803

ラージャコーシャータキー råjaoaßåtak¥：Ka.4.3,
（S）
ダーマールガヴァ（516）の別名

804

ラージャクシャヴァカ råjak∑avaka：Su.4.9［２番］, 27.90, Vi.8.139
（S）
学名記載なし
（D）Euphorbia microphylla Heyne. トウダイグサ科トウダイグサ属
（J）asthma weed
（備）E.pilurifera L. 英名 Australian asthma-weed

805

ラージャマーシャ råjamå∑a：Su.27.25,
（S）Vigna unguiculata（Linn.）
マメ科ササゲ属
（D）V. cylindrica Skeels
（J）Black eye pea

806

ラージャヴリクシャ råjav®k∑a：Ci.7.96, 161,
（S）
アーラグヴァダ（101）の別名

807

ラージャーダナ råjådana：SU.25.49, 27.143, Vi.8.139,
（S）Mimusops hexandra Roxb. アカテツ科（＊ bakula:Mimusops elengi: ミサキノハナ）
（D）学名同上
（J） Indian ape flower

808

ラータ rå†ha：Su.26.
（S）
マダナ（アカネ科ハリクチナシ）の別名

＊

ラーラ råla：Su.3.10
（S）
サルジャラサ（1022）の別名
（D）
サルジャラサ（1022）:extract of Vateria indica L. フタバガキ科
（J）yellow resin
（備）英名 white dammer tree、piney resin
－97－

809

ラースナー råsnå：Su.3.18,22,25,28, 4.13［26番］, 5.65,
（S）Pluchea lanceolata Oliver & Hiern キク科ヒヒラギキク属
（D）
同上
（J）Indian groundsel［インドノボロギク］
（備）
別名 surabh¥。
異説 Vanda roxburghii, Br. ラン科バンダ属、英名 Mango orchid（大地原、花綴り）

810

ルディラ rudhira：Su.4.18［46番］
（S）クンクマ ku∫kuma ＝ Crocus sativus L. サフラン〈アヤメ科〉の別名
（D）
学名同上
（J）saffron：学名同上

811

ルハー ruhå：Ci.3.267, 14.124,

813

ロードラ rodhra：ロードラ lodhra（833）
参照

816

ローヒニー rohiˆ¥：Su.4.10［７番］, 27.84, Ci.3.242
（S）Soymida febrifuge A. Juss.〈センダン科〉英名 Indian redwood tree, Bastard cedar
（D）Picrorrhiza kurroa Royle ex Benth. コオウレン〈ゴマノハグサ科〉＝カトゥキー
（J）rohan（ローヒニー：学名は（S）と同じ）

817

ローヒータカ roh¥taka：Ci.6.35, 7.129, 13.83,
（S）Tecomella undulata（G.Don）Seem

＊

ローヒータカラター roh¥takalatå：Ci.13.81,
（S）Tecoma grandiflora Leisel ノウゼンカズラ科

818

ローヒシャ rohi∑a：Ci.3.267, 10.21,
（S）Cymbopogon martini（Roxb）Wats. パルマローザ〈イネ科オガルカヤ属〉

819

ローヒシャヴィシャ rohi∑avi∑a：Ci..23.12,

［l］
820

ラクチャ lakuca（リクチャ likuca）
：Su.4.10［10番］etc.
（S）Artocarpus lakoocha Roxb. ラクーチャパンノキ、リンゴパンノキ（花綴り）
〈クワ科パンノキ属〉英名 Monkey Jack（有用）
（D）リクチャ学名同上
－98－

（J）lakooch：学名同上
（備）別名ニクチャ
821

ラクシュマナー lak∑maˆå：Su.27.101,
（S）Cynoglossum lanceolatum Forsk?〈ムラサキ科オニルリソウ属〉
（D）？
（J）mandragora
（備）Mandragora officicum コイナスビ、マンドラゴラ〈ナス科〉（「香りと花のハーブ図
鑑」
）

822

ラター latå：Su.3.27, 4.10［８番］, Ci.4.76
（S）
プリヤングと同じ。マンジシュター（アカネ〈アカネ科〉）
と同じ（Su.3.27）
。
（D）Rubia cordifolia L. アカネ（Su.3.27）
black variety of Cynodon dactylon Pers. ギョウギシバ〈イネ科〉（Su.4.［８ 番］
）
（J）madder（アカネ、Su.3.27）、white and blackscutch grass（Su.4.［８ 番］
）

823

ランバー lambå：Ci.26.253, Ka.3.3,
イクシュヴァーク（109）の別名
（S）

824

ラヴァンガ lava∫ga：Su.5.77, Ci.26.210, 28.153
（S）Syzygium aromaticum（Linn.）Merr and L.M.Perry. チョウジ〈フトモモ科〉
（D）
同上
（J）cloves

825

ラヴァリー laval¥：Su.27.145,
（S）Luvunga scandens Ham. ミカン科：混合製剤アシュタ・ヴァルガの成分８種のうちの
１種（IMM）
（D）Cicca acida Merrill
（J）star gooseberry

826

ラシュナ laßuna：Su.2.5, 26.84, 27.176
（S）rasona（Allium sativum L. ニンニク〈ユリ科ネギ属〉）の別名
（D）
学名同上
（J）garlic

827

ラーンガラ lå∫gala：Ci.14.45,
（S）
シャーリ米の変種

828

ラーンガリー lå∫gal¥：（Su.4.4番 ,）Su.27.108,
－99－

（S）Gloriosa superba Linn．キツネユリ（牧野）〈ユリ科キツネユリ属〉
（D）同上
（J）glory lily：学名同上
（備）
別名アグニムキー（Su.4.4番 ,）、アグニシカ
829

ラーングラ lå∫gula：SU.27.8,
（S）シャーリ米の変種

830

ラーマッジャカ låmajjaka：Su.3.29, 25.40
（S）Vetiveria sp. ベチベル属〈イネ科〉
（D）Cymbopogon jawarancusa Schult. イネ科オガルカヤ属（GVDB）
（J）geranium grass
（備）異説 Andropogon iwarancusa Roxb.: イネ科メリケンカルカヤ属：ウシーラ uß¥ra:

V
 etiveria ßißanoides Nash.（=Andropogon muricatus Retß.）
ベチバー、カスカスカヤ〈イ
ネ科〉
831

ローッターカ lo††åka：Su.27.100,
（S）マリーシャ（750）の変種
（D）Eriobotrya japonica Lindl. ビワ
〈バラ科ビワ属〉
（J）japan medlar（Su.27.100,）、Loquat：学名同上

832

ローニカー loˆikå：Su.27.102, Ci.14.123,
（S）Porculaca quadrifida Linn.
（D）P. oleracea Linn. スベリヒユ〈スベリヒユ科スベリヒユ属〉
（J）common Indian parselane

833

ロードラ lodhra：Su.3.4,29, 4.9［５番］,15［31番］,18［46番］
（S）Symplocos racemosa

Roxb. ハイノキ科ハイノキ属：英名 Lodh-tree

（D）
同上
（J）lodh：学名同上
835

ローハ loha：Su.3.24,23.18,
（S）
アグル（007）
の別名

836

ローハヴァーラ lohavåla：Su.27.8,
（S）
シャーリ米の変種

837

ローヒタチャンダナ lohhitacandana：Ci.4.102,
（S）
ラクタチャンダナ（マメ科シタン）の別名
－100－

838

ローヒタシャーリ lohhitaßåli：Su.25.38, Ci.22.42,
（S）
ラクタシャーリの別名

839

ラウヒティヤ lauhitya：Su.27.17,
（S）
雑穀

［v］
840

ヴァンシャ vaµßa：Su.14.43,
（S）Bambusa arundinacea Willd インドトゲタケ〈イネ科ホウライチク属〉
（D）Bambusa arundinacea Retz.
（J）bamboo：学名は（S）
と同じ

841

ヴァンシャカ vaµßaka：Su.27.238,
（S）イクシュ（サトウキビ）の別名

842

ヴァチャー vacå：Su.4.9［３番］,11［11,12番］
（S）Acorus calamus

L. ショウブ〈サトイモ科ショウブ属〉

（D）同上
（J）sweet flag
（備）別名ハイマヴァティ＝シュヴェータヴァチャー英名 Sweetflag
843

ヴァンジュラ vañjula：Su.4.18［47番］, 25.49,
（S）ヴェータサ（＝ Salix caprea L. ヤナギ科ヤナギ属）の別名
（D）学名同上（Su.4.18［47番］）、？（Su.25.49）
。
（J）country willow:（sallow:Salix tetrasperma Roxb.）

844

ヴァタ va†a：Su.4.15［33番］, Ci.3.258
（S）Ficus bengalensis Linn. ベンガルボダイジュ、バンヤンジュ〈クワ科イチジク属〉
（D）
同上
（J）banyan
（備）
別名ニャグローダ

845

ヴァトサカ（ヴァツァカ）vatsaka：Su.4.12［18番］, 13［25番］, 23.10,12,
（S）
クタジャ（キョウチクトウ科セイロンライティア）の別名

846

ヴァツァナーバ vatsanåba：Ci.23.11,
（S）Aconitum chasmanthum Stapf ex Holmes キンポウゲ科トリカブト属
－101－

847

ヴァトサーダニー vatsådan¥：Su.27.106,
（S）Tinospora sinensis（Lour）Merill.〈ツヅラフジ科〉
（D）T. cordifolia Miers.
（J）gu∂Ëc¥

848

ヴァナカ vanaka：Su.26.84
（S）
記載なし
（D）学名記載なし
（J）wild common millet

849

ヴァナティクタカ vanatiktaka：Su.27.95,
（S）
学名記載なし
（D）Cyclea peltata〈ツヅラフジ科〉
（J）vanatiktaka

850

ヴァナトラプシュピー vanatrapu∑p¥：Vi.8.139,
（S）Podophyllum hexandrum Royle ヒマラヤハッカクレン〈メギ科〉

851

ヴァニャ vanya：Su.3.8, 5.22
（S）plava（学名記載なし）の別名
（D）Cyperus teniflorus〈カヤツリグサ科カヤツリグサ属〉
（J）rushnut
（備）C. esculenta L. ＝英名 Rush nut, Tiger nut, Earth almond（有用）

852

ヴァヤスター vayasthå：Su.4.18［48番］, Vi.8.151
（S）brahm¥ ＝ Centella asiatica （L.）Urban. ツボクサ〈セリ科〉の別名
（D）Bacopa monnieri Pennel. オトメアゼナ〈ゴマノハグサ科ウキアゼナ属〉
（J）brahm¥::Herpestis monniera （Benth）
オトメアゼナ〈ゴマノハグサ科〉
（備）ブラフミーはオトメアゼナで、カラブラフミーはツボクサ。（稲村）

853

ヴァラカ varaka：Su.27.14,18,
（S）Echinochola colonummm Linn. イネ科キビ属
（D）ßyåmab¥ja
（J）varaka

854

ヴァラー varå：Ci.3.267,
（S）トリパラー（475三果）の別名

－102－

855

ヴァラーンガ varå∫ga：Ci.3.267, 7.8,
（S）
トヴァク（481）の別名

856

ヴァリー var¥：Ci.19.62, 29.92,
（S）
シャターヴァリーの別名

857

ヴァルカ varuka：Su.27.18,
（S）記載なし
（D）ßaˆa
（J）varuka

858

ヴァルナ varuˆa：Su.14.31, Ci.3.267,
（S）Crataeva nurvala Buch-ham. フウチョウソウ科ギョボク属
（D）C. religiosa Forst.
（J）three leaved caper：学名は（D）と同じ

859

ヴァルダマーナ vardhamåna：Ci.17.80, Si.10.19,
（S）エーランダ（156）の別名

860

ヴァルシャーブー var∑åbhË：Ci.8.170, 12.25,
（S）Trianthema portulacastrum Linn.

861

ヴァッリーパラ vall¥phala：Ci.20.22,
（S）クーシュマーンダの別名

862

ヴァシラ vaßira：Su.4.15［35番］
（S）Eleusine aegyptiaca Desf.〈イネ科オヒシバ属〉= 正名 Dactyloctenium aegypticum
タツノツメガヤ〈イネ科タツノツメガヤ属〉英名 Goose grass, Crowfoot grass（有用）
（雑草）
（D）Gynandropsis gynandra Briquet. フウチョウソウ〈フウチョウソウ科フウチョウソウ
属〉
（J）rough-chaff（アラデイノコズチ）
（備）＝ E.coracana Gaertn. シコクビエ英名 Indian millet
E. indica （L）Gaertn. オヒシバ：シコクビエの原種

863

ヴァスカ vasuka：Su.4.12［20番］,15［35番］
（S）Osmanthus fragrans Lour. ギンモクセイ、モクセイ〈モクセイ科モクセイ属〉
（D）Indigofera enneaphylla L. マメ科コマツナギ属
（J）hog's weed：pigweed:Boerhaavia repens L. ナハカノコソウ〈オシロイバナ科
－103－

ナハカノコソウ属〉
（備）punarnavå（AR）＝ B. diffusa L. ナハカノコソウ英名 spreading hog's weed。B.diffusa
＝ B.repens
864

ヴァンシー vaµß¥：Ci.11.33, 58,
（S）
ヴァンシャローチャナ（イネ科インドトゲタケのたけのこ）の別名

865

ヴァートヤプシュピー vå†yapu∑p¥：Su.4.18［49番］
（S）
バラー（マルバキンゴジカ）の別名＃
（D）Sida rhombifolia L. キンゴジカ〈アオイ科キンゴジカ属〉別名アティバラー。英名
coutry mallow
（J）country mallow：Abutilon indicum （G.Don）シマイチビ、タカサゴイチビ
〈アオイ科
イチビ属〉

866

ヴァートヤーヤニー vå†yåyan¥：Su.4.9［２番］
（S）
シータパーキー（963）の別名＃
（D）Sida romblifolia L. キンゴジカ〈アオイ科キンゴジカ属〉
〈アオイ科
（J）country mallow：Abutilon indicum （G.Don）シマイチビ、タカサゴイチビ
イチビ属〉
（備）別名アティバラー。＃ヴァートヤプシュピーもヴァートヤーヤニーもアティバ
ラー（シマイチビ）の別名（稲村）

867

ヴァータポータ vå†apotha：Ci.3.258,
（S）
パラーシャ（594）の別名

868

ヴァーターマ våtåma：Su.27.158, Ci.11.37, etc.
（S）Prunus amygdalus Batsch. アーモンド、ヘントウ〈バラ科サクラ属〉
（D）学名同上
（J）almond：学名同上

869

ヴァーニーラ vån¥ra：Ci.3.258,
（S）Salix tetrasperma Roxb. ヤナギ科ヤナギ属

870

ヴァーピヤ våpya：Ci.7.130,
（S）クシュタ（287）の別名

871

ヴァーヤサピールカ våyasap¥luka：Ci.23.217,
（S）Diospyros montana Roxb. カキノキ科カキノキ属

－104－

＊

ヴァーヤシー våyas¥：Ci.12.63, 18.81,
（S）
カーカマーチ（232）
の別名

872

ヴァーリジャ vårija：Ci.4.107,
（S）
カマラ（202）の別名

873

ヴァールターカ vårtåka：Su.27.97,162,

Ci.15.184,

（S）Solanum melongena Linn. ナス〈ナス科ナス属〉
（D）学名同上
（J）brinjal
＊

ヴァールターク vårtåku：Ci.15.184,
（S）Solanum melongena Linn. ナス〈ナス科ナス属〉

874

ヴァールターキー vårtåk¥：Ci.15.83,
（S）
ブリハティ（テンジクナスビ〈ナス科ナス属〉）の別名

875

ヴァールカ våluka：Ci.14.159,
（S）
エーラヴァールカ（スミノミザクラ〈バラ科サクラ属〉）
の別名

876

ヴァーサー våså：Su.3.3, 14.31, 27.96,
（S）Adhatoda vasica Nees. マラバールナッツ〈キツネノマゴ科〉
（D）
同上
（J）våsaka：学名同上
（備）
英名 Malabar nut

877

ヴァーストゥ（ー）カ våstu(Ë)ka：Su.27.88, Ci.4.49,67,
（S）Chenopodium album Linn. シロザ、シロアカザ、ギンザ〈アカザ科アカザ属〉
（D）学名同上
（J）white goosefoot：
（備）別名チッリー

878

ヴィカンカタ vika∫kata：Su.27.145,
（S）Flacourti indica Merr. イイギリ科
（D）Gymnosporia spinosa Fiori. ニシキギ科
（J）thorny staff tree：G. montana（Benth.）

879

ヴィカサー vikaså：Ci.8.175,
（S）
マンジシュター（アカネ〈アカネ科〉）
の別名
－105－

880

ヴィガンディカー vigandhikå：Ci.23.223,
（S）
学名記載なし

881

ヴィジャヤー vijayå：Ci.25.47,
（S）
ハリータキー（カリロク）の別名

882

ヴィダンガ vi∂a∫ga：Su.2.3, 3.10, 12,

4.11［11,13,15番］,13［27番］

（S）Embelia ribes Burm.f. エンベリア〈ヤブコウジ科〉
（D）学名同上
（J）embelia
883

ヴィトゥンナカ vitunnaka：Ci.18.176, 29.94,
（S）
スニシャンナカ（デンジソウ科デンジソウ属）の別名

885

ヴィダーリガンダー vidårigandhå：Su.4.17［44番］, 25.46
（S）Uraria lagopoides Desv. オオバフジボグサ〈マメ科フジボグサ属〉英名 Lesser cat's tail
（D）Desmoidium gangeticum DC. タマツナギ
〈マメ科ヌスビトハギ属〉＝シャーラパル
ニー
と同じ。別名シャーリパルニー
（J）tick trefoil: 学名は（D）

886

ヴィダーリー vidår¥：Su.3.21, 4.10［９番］,13［21番］, 27.120,
（S）Pueraria tuberosa DC.（Hedysarum tuberosa）カイコンクズ〈マメ科クズ属〉
（D）Ipomea paniculata R.Br. ＝ I.digitata, L. ヤツデアサガオ〈ヒルガオ科サツマイモ属〉
（J）white yam（パヤスヤー）

887

ヴィドゥラ vidula：Su.4.23番
（S）Barringtonia acutangula Gaertn.〈サガリバナ科サガリバナ属〉
（D）
同上
（J）hijjal
（備）
別名ニチュラ

888

ヴィシャーラー vißålå：Ci.6.40, 7.65,
（S）Trichosanthes bracteata（Lam）Voigt. ウリ科カラスウリ属

889

ヴィシュヴァ（ー）vißva(å)：Su.2.29, Ci.3.250,
（S）
シュンティー（干しショウガ）の別名

890

ヴィシュヴァデーヴァー vißvadevå：Vi.8.139,
－106－

（S）
ナーガバラー（シナノキ科ウオトリギ属の１種）の別名
891

ヴィシュヴァベーシャジャ vißvabhe∑aja：Su.27.4,166,296,
（S）シュンティー（干しショウガ）の別名、ginger（４）
、fresh ginger（166）
、dry ginger
（296）
（D）アールドラカ＝生のショウガ
（J）ginger

892

ヴィシャ vi∑a：Ci.1-3.24, 3.309,
（S）
ヴァツァナーバ（キンポウゲ科トリカブト属の１種）の別名

893

ヴィシャーニカー vi∑åˆikå：Su.1.78, Ci.10.40
（S）Pergularia daemia （Forsk）ペルグラリア〈ガガイモ科ウスイロカズラ属〉
（D）Hericteres isora L.
（J）swallow wort：Doemia extensa （R.Br.）

894

ヴィシュヴァクセーナカーンター vi∑vaksenakåntå：Su.4.18［49番］
（S）
プリヤング（Callicarpa macrophylla Vahl. クマツヅラ科ムラサキシキブ属）の別名
（D）
学名同上
（J）perfumed cherry：priya∫gu ＝ Aglaia roxburghiana Miq..（miq）センダン科モラン属

895

ヴィーラナ v¥raˆa：Su.4.12［17番］
（S）ウシーラ（イネ科ベチベルソウ）の草
（D）
学名同上
（J）cuscus grass

896

ヴィラー v¥rå：Ci.8.139, Ci.2-1.25, 34,
（S）Habenaria sp. ラン科ミズトンボ属

897

ヴリカドゥーマカ v®kadhËmaka：Su.27.101,
（S）学名記載なし
（D）？
（J）young siris

898

ヴリクシャ（カ）v®k∑a(ka)：Ci.6.30,
（S）
クタジャ（キョウチクトウ科セイロンライティア）の別名

899

ヴリクシャルハー v®k∑aruhå：Su.4.［30番］
（S）Viscum articulatum Burm.f.〈ヤドリギ科ヤドリギ属〉
－107－

（D）Dendrophoe falcta L.
（J）vanda orchid: ラン科バンダ属
（備）
異説グドゥーチー（362）の別名（AR）
900

ヴリクシャーダニ v®k∑ådani：Su.4.［35番］
（S）Loranthus 属：
〈ヤドリギ科〉（オオバヤドリギと同属）
（D）Dendrophthoe falcata L.〈ラン科〉
の一品種
（J）vanda orchid〈ラン科バンダ属〉
（備）
オオバヤドリギ Loranthus yadoriki Sieb.

901

ヴリクシャームラ v®k∑åmla：Su.4.10［10番］etc, 27.151,
（S）Garcinia indica Chois（＝ G.purpurea Roxb.）
〈オトギリソウ科フクギ属〉、
英名 Kokam butter tree, Red mango, Mate mangosteen
（D）Tamarindus indica L. タマリンド、タマリンドノキ〈マメ科〉
（J）kokam butter：wild mangosteen 学名は
（S）と同じ
（備）
参考：タマゴノキ（キヤニモモ）G.xanthochymus Hook.f.ex Anderson 、
英名 egg tree,gamboge：インド、ヒマラヤ西部の原産。果実に黄色のヤニ状物質
を含む。（熱帯）

902

ヴリッダルハー v®ddharuhå：Su.4.［19番］
（S）
記載なし
（D）Asparagus racemosus Willd. ユリ科クサスギカズラ属
（J）climbing asparagus
（備）
別名シャターヴァリー

903

ヴリシュチカーリー v®ßcikål¥：CI.10.34,45,
（S）Tragia involucrata Linn. トウダイグサ科

904

ヴリシュチーラ v®ßc¥ra：Su.4.［22番 ,26番 ,36番］
（S）
プナルナヴァー（ナハカノコソウ）の別名
（D）White variety of Boerhaavia diffusa L. ナハカノコソウ
〈オシロイバナ科ナハカノコ
ソウ属〉
（J）white hog's weed：白花のナハカノコソウ
（備考）：ßveta punarnavå 白花のナハカノコソウ（AR）

905

ヴリシャ（カ）v®∑a(ka)：Su.23.15, 27.96,
（S）våså（マラバールナッツ）の別名
（D）Adhatoda vasica Nees. マラバールナッツ〈キツネノマゴ科キツネノマゴ属〉
（J）kurchi ＝セイロンライティア（Su.23.15,）
、vasaka（Su.27.96, ）
学名同上
－108－

906

ヴリシャパルニカー v®∑aparˆikå：Su.4.［15番］
（S）
学名記載なし
（D）Ipomea reniformis Chois〈ヒルガオ科サツマイモ属〉
（J）v®∑aparˆikå

907

ヴェーニー veˆ¥：Ka.3.2,
（S）
デーヴァダーリー（ウリ科ヘチマ属の１種）の別名

908

ヴェーヌ veˆu（ヴェーヌヤヴァ veˆuyava）
：Su.27.20,
（S）ヴェーヌはヴァンシャ（インドトゲタケ〈イネ科ホウライチク属〉）の別名
（D）bamboo seed
（J）bamboo seed
（備考）yava はオオムギを指すだけでなく、穀粒、穀物、種子という意味がある。

910

ヴェータサ vetasa：Su.3.27, 27.109
（S）Salix caprea L. サルヤナギ（＊）〈ヤナギ科ヤナギ属〉
（D）
同上
（J）country willow
（備）Salix caprea・・（GVDB）

911

ヴェータサームラ vetasåmla：Ci.12.55,
（S）
アムラヴェータサ（オトギリソウ科フクギ属の１種＊）の別名

912

ヴェートラ vetra：Su.3.26, 27.95, Ci.10.211
（S）Calamus tenuis Roxb. ヤシ科トウ属
（D）Salix caprea L. サルヤナギ〈ヤナギ科ヤナギ属〉英名 Sallow
（J）country willow
（備）Calamus tenuis・・（GVDB）

913

ヴィヤーグリ vyåghr¥：Su.5.65, Ci.10.211,
（S）
カンタカーリー（ニシキハリナスビ）の別名

914

ヴィヨーシャ vyo∑a：Su.13.84, 939,
（S）トリカトゥ（470三辛）の別名

915

ヴリーヒ vr¥hi：Su.27.15, 33,
（S）穀類の１種

－109－

［ß］
916

シャクナーフリタ ßakunåh®ta：Su27.8,
（S）
シャーリ米の１種

917

シャクラーダニー ßakulådan¥：Su.4.9［４番］, 27.96,
（S）Enhydra fluctuans Lour. ヌマキクナ（＊）〈キク科〉
（D）Picrorhizia kurroa Royle ex Benth. コオウレン〈ゴマノハグサ科〉別名カトゥカ、
カトゥローヒニー
（J）kurroa

918

シャクラ ßakra：Ka.5.4,
（S）クタジャ（キョウチクトウ科セイロンライティア）の別名

＊

シャクラスラー ßakrasurå：Ci.7.123,
（S）
インドラヴァールニー（ウリ科コロシントウリ）の別名

919

シャンカプシュピー ßa∫khapu∑p¥：Ci.1-3.30, 31,
（S）Convolvulus pluricaulis Chois. ヒルガオ科サンシキヒルガオ属

920

シャンキニー ßa∫khin¥：Su.Su.4.4, 4.9［４番］, 25.49 etc.
（S）Euphorbia dracunculoides Lam〈トウダイグサ科トウダイグサ属〉
（D）Canscora decussata Roem.et Sch. カンスコラセンブリ〈リンドウ科〉
（J）ctenolepsis：Ctenolepis cerasiformis Naud.〈ウリ科〉

921

シャティー ßa†¥：Su.4.14［30番］,16［37番］, 27.88, etc.
（S）Hedychium spicatum Ham. ex Smit. サンナ（日常）〈ショウガ科ハナシュクシャ属〉
（D）学名同上 :: 英名 Spiked ginger lily
（J）long zedoary：
（備）別名カチューラ kacËra:: 学名（S）と同じ（AR）
。
カチューラ＝ Curcuma zedoaria（Bergius）Rosc. ガジュツ
（SN）、英名 round zedoary
（IMM）

922

シャナ ßaˆa：Su.27.99, 104,
（S）Crotalaria juncea Linn. サンヘンプ〈マメ科タヌキマメ属〉
（D）学名同上
（J）Bengal hemp plant

－110－

924

シャナプシュピー ßaˆapu∑p¥：Su.1.78,79, 4.13［23番］
（S）
学名記載なし
（D）Crotalaria verrucosa Linn. オオバタヌキマメ〈マメ科タヌキマメ属〉
（J）flax hemp, Indian hemp,：Crotalaria juncea Linn. サンヘンプ〈マメ科タヌキマメ属〉

925

シャタクスマー ßatakusumå：Si.12.2,
（S）
シャタプシュパー（英名ディル）の別名

926

シャタパトラ ßatapatra：Su.4.15［34番］, 25.49
（S）
カマラ kamala;Nelumbo nucifera Gaertn.（ハス）
の別名
（D）N. nucifera の変種
（J）centepetal lotus：ハスの八重咲き種（百重のハス）

927

シャタパルヴァー ßataparvå：Ci.3.258,

928

シャタプシュパー ßatapu∑på：Su.3.18,21, 4.13［25,26番］, 14.36,
〈セリ
（S）Peucedanum graveolens L.（＝正名 Anethum graveolens イノンド属）イノンド
科カワラボウフウ属〉。英名 Dill
（D）Foeniculum vulgare Gertn. ウイキョウ〈セリ科 . ウイキョウ属〉英名 Fennel
（J）dill: 学名は（S）
と同じ。別名シャタクスマー
（備）
別名シャターフヴァー ßatåhvå

929

シャタヴィール（リ）ヤ ßatav¥rya：Su.4.［49番］
（S）シャターヴァリーの別名
（D）Cynodon dactylon Pers. ギョウギシバ〈イネ科ギョウギシバ属〉英名 Burmuda grass な
ど多数
（J）white scutch grass::dËrvå:: 学名は
（D）と同じ
（備）
別名ドゥールヴァー dËrvå（AR）

930

シャターヴァリー ßatåvar¥：Su.5.65, 25.49, 27.107, etc.
（S）Asparagus racemosus Willd.〈ユリ科クサスギカズラ属〉
（D）
学名同上
（J）climbing asparagus
（備）
別名アティラサー、ヴリッダルハー

931

シャターフヴァカ ßatåhvaka：Su 27.145,
（S）学名記載なし
（D）Asparagus racemosus Willd.〈ユリ科クサスギカズラ属〉
（J）dill
－111－

932

シャターフヴァー ßatåhva：Su.3.18,20,21, etc.
（S）
シャタプシュパー（英名ディル）の別名
（D）シャタプシュパー（英名フェンネル）の別名
（J）dill
（備）「２種類のシャタプシュパー」はディル［イノンド］とフェンネル
［ウイキョウ］を指
す。（J）

933

シャミー ßam¥：Su.25.49, 27.160,
（S）Prosopis spicigera Linn. ネムノキ亜科
（D）学名同上
（J）ßam¥

＊

シャミー（ダーニヤ）ßam¥（dhånya）：Su.27.23-34,
（S）
穀類

934

シャンパーカ ßampåka：Ci.7.144, 10.19,
（S）
アーラグヴァダ（101）の別名

935

シャンバリー ßambar¥
（S）
ドラヴァンティー（トウダイグサ科ハズ）の別名

936

シャラ ßara：Vi.8.139, Ci.3.258,（Su.14.43,）
（S）Saccharum munja Roxb. ムンジャソウ〈イネ科サトウキビ属〉
（D）ßare∑¥kå（?）
：（Su.14.43,）
（備考）ßare∑¥kå ＝葦の茎、ßara ＝葺、i∑¥kå ＝芦 （梵和）

938

シャッラキー ßallak¥：Su.4.15［32番］, 5.23 etc.
（S）Boswellia serrata Roxb. インドニュウコウジュ（＊）〈カンラン科ニュウコウ属〉、
英名 Indian olibanum、Frankincense（乳香）
（D）同上
（J）Indian olibanum bark（4.32番）、olibanum（5.23）
（備）別名カピッタパルニ

939

シャードヴァラ ßådvala：Ci.16.121, 21.75,
（S）
ドゥールヴァー（イネ科ギョウギシバ）の別名

＊

シャーバラカ
（ロードラ）ßåbaraka（lodhara）：Ci.15.158, 23.55,

－112－

940

シャーラダ ßårada：Su.27.14, Ci.14.95,
（S）
シャシュティカ米の変種

941

シャールンゲーシュター ßar∫ge∑†å：Su.27.96, Ci.18.71, etc.
（S）Dregia volubilis Benth. ガガイモ科
（D）?
（J）black night shade（イヌホオズキ）

942

シャーラ ßåla：Su.4.18［47番］, 25.49 etc.
（S）Shorea robusta Gaertn. サラノキ、サラソウジュ〈フタバガキ科〉
（D）学名同上
（J）common sal：学名同上
（備）別名アシュヴァカルナ。ダマール（樹脂）は、古くはサラソウジュから採取されサ
ラ・ダマールとよばれたが、現在は同科の他の植物から採取されることが多い。
（SN）

943

シャーラカル（リ）ヤーニー ßålakalyån¥：Su.27.102,
（S）ßålaparˆ¥（タマツナギ）の別名
（D）?
（J）ßal Kalyån¥

944

シャーラパルニー ßålaparˆ¥：Su.4.13［21番］,16［38番］, 5.64,
（S）Desmoidem gangeticum DC. タマツナギ〈マメ科ヌスビトハギ属〉
（D）
同上
（J）ticktrefoil 学名同上
（備）
別名スティラー、（ヴィダーリガンダー）、グハー、アンシュマティー

945

シャーリ ßåli：Su.4.12［17番］, 5.5 etc.
（S）Oriza sativa L. イネ〈イネ科イネ属〉
（D）
同上
（J）ßåli rice

946

シャーリパルニー ßåliparˆ¥：Si.12.17（５）
（S）
シャーラパルニー（マメ科ヌスビトハギ属の１種）の別名

947

シャールーカ ßålËka：Su.5.10, 27.116, etc.
（S）
カマラ（ハス）の根茎
（D）lotus rhizomes
（J）lotus rhizomes
－113－

948

シャーレーヤ ßåleya：Su.27.170, Ci..4.75,
（S）
ムーラカ（764）の１変種
（D）Trigonella foenum-graecum Linn. コロハ、フェヌグリーク〈マメ科レイリョウコウ属〉
（J）fennel：Foeniculum vulgare Gaertn. ウイキョウ〈セリ科ウイキョウ属〉

949

シャールマラカ ßålmalaka：Vi.8.135, Ci.15.113, Si.10.36,
（S）Cinnamomum cassia Bulme. カシア、トンキンニッケイ〈クスニキ科〉

950

シャールマリー ßålmal¥：Su.4.15［32番］,

27.99, Vi.8.135

（S）Salmalia malabarica Schott & Endl.（＝ Bombax malabaricum DC）パンヤ、キワタノ
キ、インドワタノキ、カポック〈パンヤ科〉
（D）同上
（J）silk-cotton tree
（備）＊モーチャラサはキワタノキの樹脂
＊ラクタシャールマリー :B. malabaricum: Red Silk-cotton tree（IMM）
＊シュヴェータシャールマリー :B.pentandrum: White Silk-cotton tree（IMM）
952

シンシャパ ßiµßapå：Su.25.49, etc.
（S）Dalbergia sisso Roxb. シッソーシタン〈マメ科ツルサイカチ属〉
（D）学名同上
（J）sisoo：学名同上

954

シグル ßigru：Su.2.3, 4.13［27番］, 27.170, etc.
（S）Moringa pterygosperma Gaertn. ワサビノキ〈ワサビノキ科ワサビノキ属〉
（D）Moringa oleifera Lam. ＝ M.pterygosperma
（J）drumstick
（備）別名シュヴェータマリチャ、クリシュナガンダー、英名 Horse-radish, Drum-stick

955

シティヴァーラカ ßitivåraka：Ci.26.56,60,
（S）Celosia argentea Linn. ノゲイトウ〈ヒユ科ケイトウ属〉

956

シビラ ßibira：Su.27.18,
（S）Eleusine flagellifera Nees. イネ科オヒシバ属

957

シンビー ßimb¥：Su.27.32,
（S）Dolichos lablab Linn. フジマメ〈マメ科フジマメ属〉
（D）同上
（J）ßimbi variety of legume
－114－

958

シリーシャ ßir¥∑a：Su.4.11［16番］,18［47番］etc.
（S）Albiza lebbeck Benth ビルマゴウカン、ビルマネムノキ、ビルマネム〈マメ科〉、
英名 East Indian walnut
（D）同上
（J）ßir¥∑a
（備）異説＝ Acacia speciosa、英名 Sirissa tree

959

シロードベーダ ßilodbheda：Su.4.49,
（S）
パーシャーナベーダ（ヒマラヤユキノシタ）の別名

960

シヴァー ßivå：Su.4.18［49番］etc.
（S）アーマラキー（マラッカノキ）の別名
（D）
アシヴァー aßivå:Terminalia chebula L. カリロク、ミロバランノキ
〈シクンシ科モモ
タマナ属〉
（J）chebulic myrobalan：学名は（D）と同じ
（備）
別名ハリータキー（AR）

961

シータカ ß¥taka：Vi.8.140,
（S）
シータパラの別名

962

シータクンビカー ß¥takumbikå：Ci.3.258,
（S）
パータラー（ノウゼンカズラ科サイトウジュ＊）の別名

963

シータパーキー ß¥tapåk¥：Vi.8.139, Ci.3.258,

964

シータヴァッリー ß¥tavall¥：Ci.3.267,

965

シュカバルハ ßukabarha：Su.5.23,
（S）
スタウネーヤカ（イチイ科ヒマラヤイチイ）の別名
（D）ßukabarha 学名記載なし
（J）ßukabarha ＝ angelica（〈セリ科シシウド属〉）:

966

シュクティ（パトラ）ßukti(patra)：Su.25.49
（S）
バダリーの別名
（D）badar¥: Zizyphus jujuba Lam.

サネブトナツメ、ナツメ〈クロウメモドキ科ナツメ属〉

（J）small jujubu
967

シュクラ・スラサ ßukla surasa：Ci.23.101,
－115－

968

シュクラー ßuklå：Vi.8.139,
（S）
シュヴェーター（チョウマメ）の別名

969

シュンティー ßuˆ†h¥：Su.27.256, Ci.5.74 etc.
（S）Zingiber officinale Roscoe ショウガ〈ショウガ科〉（干しショウガ）
（D）学名同上
（J）dry ginger: 名同上
（備）別名ナーガラ någara、ヴィシュヴァー、ヴィシュヴァベーシャジャ、マハウシャ
ダ、シュリンガヴェーラ。生のショウガはアドラカという

970

シュバー ßubhå：Ci.8.145,
（S）
ヴァンシャローチャナ（イネ科インドトゲタケのたけのこ）の別名

＊

シューカダーニヤ ßËkadhånya：Su.27.6,
（S）
芒がある穀類

＊

シュカリー ßukar¥：Ci･9.46,
（S）
ヴァーラーヒーの別名

975

シュリンガヴェーラ ß®∫gavera：Su.4.9［６番］,17［42,45番］, 13.86,
（S）
シュンティ（969）の別名
（D）学名同上
（J）dry ginger

976

シュリンガヴェーリカー ß®∫gaverikå：Su.27.171,
（S）Zingiber cassumunar Roxb.〈ショウガ科〉
（D）ß®∫gavera
（J）sprout of ginger

977

シュリンガータカ ß®∫gå†aka：Su.25.49, 27.117, Ci.3.258,
（S）Trapa bispinosa Roxb. アカバナ科ヒシ属
（D）学名同上
（J） Indian water chestnut, shingara nut：学名同上

978

シュリンガーティカー ß®∫gå†ikå：Vi.8.139,
（S）Pedaleum murex Linn.〈Pedaliaceae〉

979

シュリンギー ß®∫g¥：Su.4.16［36 番］
－116－

（S）
カルカタシュリンギー（Rhus succedanea L. ハゼノキ〈ウルシ科ハゼノキ属〉）の別名
（D）
学名同上
（J）galls
（備）カルカタシュリンギーは「蟹の鋏」という意味で、別名の kul¥raß®∫g¥ も同じ意味。
英名 Galls（五倍子、没食子）
980

シュリンギーヴィシャ ß®∫g¥vi∑a：Ci.23.13,
（S）Aconitum sp. キンポウゲ科トリカブト属

981

シェール ßelu：Ci.23.187, 201, 204,
（S）
シュレーシュマータカ（ムラサキ科カキバチシャノキ）の別名

982

シャイカリカ ßaikharika：Vi.7.19,
（S）
ヴィダンガ（ヤブコウジ科エンベリア）の別名

982

シャイレーヤ ßaireya：サイレーヤ（1057）
の別名

984

シャイレーヤ ßaileya：Su.3.28, 5.22 etc.
（S）Parmelia perlata Ach.〈ウメノキゴケ科ウメノキゴケ属〉
（D）Permellia perforata
（J）lichen
（備）
英名 Stone flowers, Yellow lichen, Rockmoss

985

シャイヴァーラ ßaivåla：Su.3.26, 27.82, 215, Ci.3.258 etc.
（S）Ceratophyllum demersum L. マツモ、キンギョモ〈マツモ科マツモ属〉英名 Horn wort
（D）Vallisneria spiralis L. セイヨウセキショウモ〈トチカガミ科セキショウモ属〉、
英名 Tape-grass, Eel-grass
（J）moss

986

ショーバーンジャナカ ßobhåñjanaka：Su.4.13［22番］, 14.32, 25.49, Ci.30.267 etc.
（S）
マドゥシグルの別名：Moringa concanensis Nimmo. ワサビノキ〈ワサビノキ科〉の赤
花種
（D）M. oleifera Lam.（シグル＝ワサビノキ）
（J）drumstick、seeds of drumstick

987

シュヤーマー ßyåmå：Su.1.77, 25.49 etc.
（S）トリヴリト（ヒルガオ科フウセンアサガオ）の変種
（D）
トリヴリトの黒花種
（J）black turpeth
－117－

988

シュヤーマーカ ßyåmåka：Su.2.26, 21.25, 27.16,
（S）Echinochloa frumentacea Link. インドヒエ〈イネ科ヒエ属〉
（＝異名 Panicum frumentaceum Roxb. イネ科キビ属）英名 Barnyard millet
（D）Panicum italicum L. アワ〈イネ科キビ属〉、英名 Italian millet、Deccan grass
（正名＝ Setaria italica Beauv. アワ〈イネ科エノコログサ属〉）
（J）sanwa millet
（備）Panicum coloncum ヒンディ名シャマ、サンワ Sanwa。
（IMM）

989

ショーナーカ ßyonåka：Su.4.13［26番］,16［38番］,17［42番］etc.
（S）Oroxylum indicum Vent. ソリザヤノキ（日常）〈ノウゼンカズラ科〉
（D）
同上
（J）Indian calosanthes
（備）O.indicum or Colosanthes indica or Bignonia indica ノウゼンカズラ科ツリガネカズ
ラ属（IMM）

990

：Vi.8.139, Ci.3.258,
シュラーヴァニー（シュラヴァナ）ßråvaˆ¥（ßravaˆa）

991

シュリーニヴァーサ ßr¥nivåsa：Ci.28.153,
（S）
シュリーヴェーシュタカ（ヒマラヤマツの樹脂）の別名

992

シュリーパルニー ßr¥parˆ¥：Ci.3.258,
（S）
カーシュマリー（クマツヅラ科キダチキバナヨウラク）の別名

993

シュリーヴェーシュタカ ßr¥ve∑†aka：Su.4.15［32番］, 5.23 etc.
（S）
サララ sarala（ヒマラヤマツ）の樹脂
（D）学名同上
（J）pine resin

994

シュレーヤシー ßreyas¥：Su.27.107, Ci.10.20,
（S）ラースナー（キク科ヒヒラギキク属の１種）の別名
（D）Terminalia chebula Linn. ミロバラン＝ハリータキー
（J）elephant pepper

995

シュリヤーフヴァ ßryåhva：Su.3.3, Ci.30.107,
（S）
シュリーヴェーシュタカ（ヒマラヤマツの樹脂）の別名

996

シュレーシュマータカ ßle∑måtaka：Su.4.11［16番］, 27.159
（S）Cordia myxa Roxb. カキバチシャノキ〈ムラサキ科カキバチシャノキ属〉
－118－

（D）C. dichotama Forst.f. ＝上記学名の正名（＝異名 C.myxa Roxb.）
（J）Assyrian plum, Sebesten's plum ＝学名（S）
と同じ
（B）C. latifolia Roxb. スズメイヌヂシャ、英名 Sebesten plum
997

シュヴァダンシュトラー ßvadaµ∑†rå：Su.4.11［15番 ,26番 ,35番］,
（S）ゴークシュラ（Tribulus terrestris L. ハマビシ〈ハマビシ科ハマビシ属〉）の別名
（D）Tribulus terrestris Linn. ハマビシ〈ハマビシ科ハマビシ属〉）
（J） small caltropis : 学名同上

998

シュヴァサナ ßvasana：Ka.1.27,
（S）
マダナ（アカネ科ハリクチナシ）の別名

999

シュヴェータカラヴィーラ ßvetakarav¥ra：Ci.7.94, 105, 106,
（S）
カラヴィーラ（キョウチクトウ）の変種

1000

シュヴェータクンビカー ßvetakumbhikå：Ci.3.258,
（S）
クンビカー（275フトモモ科）の変種

1001

シュヴェータナーマー ßvetanåmå：Su.1.77
（S）
シュヴェーター（白花のチョウマメ）の別名
（D）
学名同上
（J）white mussel shell creeper

1002

シュヴェータバンディー ßvetabhaˆ∂¥：Ci.23.210, 245,
（S）
キニヒー（マメ科タイワンネム）の別名

1003

シュヴェータマリチャ ßvetamarica：Ci.26.245, 246,

1004

シュヴェータヴァチャー ßvetavacå：Ci.27.30, Si.3.62,
（S）
ハイマヴァティー（アヤメ科ハナショウブ）の別名

1005

シュヴェータシャーリー ßvetaßål¥：Ci.21.80, 113,

1006

シュヴェーター ßvetå：Su.4.13［27番］,18［50番］
〈マメ科チョウマメ属〉の白花種
（S）Clitoria ternatea L. white variety チョウマメ
（D）
同上
（J）white mussel shell creeper
（備）別名シュヴェータナーマー
アパラージター＝ギリカルニカーの白花種、英名 Butterfly-pea
－119－

1007

シュヴェータームリドヴィカー ßvetåm®∂vikå：

［∑］
1008

シャドグランター ∑a∂granthå：Ci.30.204, 7.113,
（S）
ヴァチャー（サトイモ科ショウブ）の別名

1009

シャシュティカ ∑a∑tika：Su4.17番 , 5.5,
（S）
イネの早稲品種
（D）
同上
（J）∑a∑tika rice
（備）「シャシュティカ」は60日間で収穫できるという意味

［s］
1010

サンヴァルタカ saµvartaka：Ci.3.258,

1011

サンハルシャー saµhar∑å：Vi .8.139,
（S）
ウッチャター（Blepharis edulis Pers. キツネノマゴ科）の別名

1012

サンコーチャ sa∫koca：Ci.2-3.28,
（S）
クンクマ（アヤメ科サフラン）の別名

1013

サンコーチャヴィシャ sa∫kocavi∑a：Ci.23.13,

1014

サティーナ sat¥na：Ci.24.139,
（S）Pisum sativum Linn マメ科エンドウ

1015

サダープシュパー（ピー）sadåpu∑på(p¥)：Su.4.23, Vi.8.135,
（S）
アルカ（ガガイモ科カロトロピス）の別名

1016

サプタッチャダ saptacchada：Ci.6.35, 7.65,
（S）
サプタパルナ（キョウチクトウ科ジタノキ）の別名

1017

サプタパルナ saptaparˆa：Su.4.11［13番］,17［43番］, 25.49, etc.
（S）Alstonia scholaris R.Br ジタノキ、トバンノキ、シチヨウジュ、フィーバーバーク
〈キョウチクトウ科〉。
－120－

（D）同上
（J）dita bark；学名同上
（備）
英名 Dita、Milky pine
1018

サプタラー saptalå：Su.1.77, 4.4,etc.
（S）Euphorbia pilosa L.〈トウダイグサ科トウダイグサ属〉
（D）Acacia concinna Dc.〈マメ科アカシア属〉
（J）soap-pod：学名は（D）
と同じ。別名サータラー
（備）A.sinuata （Lour）,（Merr）,（稲村）。

E.tirucalli

L.

E.dracunculoides Lam.

E.pilosa L.（GVDB）
1019

サマンガー sama∫gå：Su.4.9［５番］,15［31番］
（S）Mimosa pudica L. オジギソウ〈マメ科オジギソウ属〉、別名 lajjålu
（D）Rubia cordifolia L.（＝マンジシュター）アカネ〈アカネ科アカネ属〉
（J）sensitive plant

1020

サララ sarala：Su.3.3, Ci.3.26, 13.155 etc.
（S）Pinus roxburghii Sargent ヒマラヤマツ（別名ナガバマツ）〈マツ科マツ属〉
（D）
シュリヤーフヴァ ßryåhva 学名不明
（J）pine-resin:P.longifolia Roxb.（P. roxburghii の異名 ）
（備）
英名 Long-leaved pine

1021

サララー saralå：Su.4.4,
（S）
トリヴリト（ヒルガオ科フウセンアサガオ）の別名

1022

サルジャ sarja：Su.3.5, Ci.3.258 etc.
（S）Vateria indica L. フタバガキ科
（D）
同上
（J）sarja sal：学名記載なし
（備）
異説＝ Chloroxylon dupada（C.swietenia DC.〈ミカン科〉。
英名 White Dammer Tree、Piney Resin、Indian copal tree

1022

サルジャラサ sarjarasa：Su.3.10, 5.22 etc.
（S）
サルジャの樹脂
（D）
同上
（J）sal resin
（備）別名ラーラ råla

1023

サルパッチャトラ sarpacchatra：Su.27.123,
－121－

（S）a mushroom キノコの１種
（D）a type of chatrå
（J）sarpa mushroom
1024

サルパー sarpå：Ci.1-4.7,
（S）Arisaema sp. サトイモ科テンナンショウ属

1025

サルヴァーヌブーティー sarvånubhËt¥：Ka.7.4,
（S）
トリヴリト（ヒルガオ科フウセンアサガオ）の別名

1026

サルシャパ sar∑apa：Su.2.3, 3.8, 4.11［14番］,13［25番 ,27番］, etc.
（S）Brassica campestris var.sarson Prain アブラナ〈アブラナ科アブラナ属〉の変種、
英名マスタード
（D）Brassica nigra Kotch クロガラシ
（J）rape seed：学名は（S）と同じ。アブラナの種子（菜種）
（備）B. campestris の正名は B.rapa L. （園芸）

1027

サハカーラ sahakåra：Ka.7.31,
（S）
アームラ（ウルシ科マンゴー）の別名

1028

サハチャラ sahacara：Ci.26.264,28.144,etc.
（S）
サイレーヤ（1057）の別名

1029

サハデーヴァー sahadevå：Vi.8.139,
（S）Sida rhombifolia Linn. Mast. アオイ科キンゴジカ

1030

サハスラヴィールヤー sahasrav¥ryå：Su.4.［49番］
（S）Asparagus sarmentosa L. ＝ A.racemosus Willd.
（D）Cynodon dactylon Pers. ギョウギシバ〈イネ科ギョウギシバ属〉の変種
（J）?

1031

サハー sahå：Ci.28,
（S）
ムドガパルニー（モスビーン〈マメ科ササゲ属〉）の別名

1033

サーリヴァ（ヴァーキヤ）såriva（våkhya）：Su.27.9,
（S）
シャーリ米の変種

1034

サーリヴァー sårivå：Su.4.10［8,9番］,16［39番］,17［41番］, Ci.14.160
（S）Hemidesmus indicus R.B. インドサルサ（日常）〈ガガイモ科〉
－122－

（D）同上
（J）Indian Sarsaparilla：学名同上
（備）
別名シュヴェータサーリヴァー、アナンタムール、アナンター
＊

シンチティカー siñcitikå：シンビティカー（1040）参照

1035

シタギリ sitagiri：Ci.23.95,
（S）
シュヴェーター（白花のチョウマメ）の別名

1036

シタマリチャ sitamarica：Ci.193,

1037

シター sitå：Su.3.27, 4.8番
（S）
記載なし # 白花のギョウギシバ
（D）砂糖（Su.3.27）。
Cynodon dactylon L. ギョウギシバ〈イネ科ギョウギシバ属〉の変種（Su.4.8番）
。
（J）砂糖
（Su.3.27）。White scutch grass（Su.4.8番）
。
（備）別名 ßveta-dËrvå 白花のギョウギシバ（AR）
（Su.4.8番）
。

1038

シッダールタ（カ）siddhårtha（ka）
：Ci.9.69, 15.135,
（S）
ガウラ・サルシャパ（アブラナの変種）の別名

1039

シンドゥヴァーラ
（シンドゥヴァーリカ）sindhuvåra（sindhuvårika）
：Su.3.28, 4.［16
番］, Ci.23.79,195 etc.
（S）sinduvårika（nirguˆ∂¥ タイワンニンジンボクの白花種）
（D）Vitex negundo L. タイワンニンジンボク〈クマツヅラ科ハマゴウ属〉
（J）chaste tree: nirguˆ∂¥: 学名同上

1040

シンビティカー simbitikå（シンチティカー siñcitikå）
：Su.27.142,
（S）
バダラ＝ Zizyphus jujuba Mill ナツメ〈クロウメモドキ科ナツメ属〉の最大種
（D）Malus sylvestris Mill.〈バラ科リンゴ属〉
（J）apple fruit

1042

スタシュレーニー sutaßren¥：Ka.12.4,
（S）
ドラヴァンティー（トウダイグサ科ハズ）の別名

1043

スダー sudhå：Ci.5.107, 153, 174,
（S）
スヌヒー（トウダイグサ科キリンカク）の別名

1044

スニシャンナカ suni∑aˆˆaka：Su.27.88, Ci.14.239, etc.
－123－

（S）Marsilea minuta Linn.〈デンジソウ科デンジソウ属〉
（D）学名同上
（J）marsilea, suni∑aˆˆaka
（備）M. minuta=M quadrifolia Linn. ＝デンジソウ〈デンジソウ科〉（日常）
1045

スマナス（スマナー）sumanas（sumanå）：Su.3.4, 14,
（S）
ジャーティー（モクセイ科オオバナソケイ）の別名

1046

スムカ sumukha：Su.26.84, 27.173, etc.
（S）パルナーサ parˆåsa（学名記載なし）の１変種
（D）学名記載なし。
（J）basil（Su.26.84）、sumukha（27.173,）

1047

スラダール suradåru：Su.14.18, 26,
（S）
デーヴァダール（マツ科ヒマラヤスギ）の別名

1048

スラビ（ー）surabhi(¥)：Su.5.65, Ci.23.243,
（S）
ラースナー（キク科ヒヒラギキク属の１種）の別名

1049

スラサー suraså：Su.2.4, 3.8, 4.16［37番］etc.
（S）Ocimum sanctum L. カミメボウキ〈シソ科メボウキ属〉
（D）
同上
（J）holy basil
（備）別名トゥラシー、クリシュナ、ヴリンダヴァン、英名 Holly basil

1050

スラーキヤー（スラーフヴァー）suråkhyå（suråhvå）
：Su.3.3, Ci.6.25,
（S）
インドラヴァールニー（ウリ科コロシントウリ）の別名

1051

スヴァルチャラー suvarcalå：：Su.27.99,
（S）学名記載なし
（D）Helianthus annus Linn. ヒマワリ〈キク科ヒマワリ属〉
（J）heliotrope

＊

スヴァルナ suvarˆa：Ci.7.77,
（S）
ナーガケーシャラ（オトギリソウ科セイロンテツボク）の別名

1052

スヴァルナクシーリー suvarˆak∑¥r¥：Vi.7.21,
（S）
スヴァルナクシーリー svarˆak∑¥r¥ の別名

－124－

1053

スヴァハー suvahå：Su.4.9［４番］,11［解毒薬16番］
（S）
ガンダナークリー Aristolochiia indica L. インドウマノスズクサ〈ウマノスズクサ科
ウマノスズクサ属〉（Indian birthwort）
の別名
（D）Operculina trupethum R.B. インドヤラッパ〈ヒルガオ科フウセンアサガオ属〉、
別名トリヴリト
（J）turpeth
（備）ウマノスズクサ
（A.debilis Sieb. et Zucc.）の根は青木香とよばれ、虫毒、蛇毒の解毒
剤。

＊

（SN）

スシャヴィー su∑av¥：Vi.8.135,
（S）
カーラヴェーッリカ（ウリ科ニガウリ）の変種
スークシュマイラー sËk∑mailå：Su.4.11［16番］,

1054

5.64 etc.

（S）エーラー（カルダモン）の別名
（D）同上
（J）small cardamon
スリヤカーンター sËryakåntå：Ci.1-4.7,

1055

（S）
アーディティヤパルニー（094）の別名
＊

スーシャー sË∑å：Su.27.88,
（S）
カーサマルダ（マメ科カワラケツメイ属の１種）の別名

1056

セーヴィヤ sevya：Ci.6.50, 7.46,
（S）
ウシーラ（イネ科ベチベルソウ）の別名

1057

サイレーヤ saireya：Su.14.32, Ci.26.268,
（S）Barleria cristata Linn. キツネノマゴ科バルレリア属・・赤花、白花
（D）B. prionitis Linn. トゲバルレリア〈キツネノマゴ科バルレリア属〉・・黄花
（J）common yellow nail dye：学名は（D）と同じ

1058

ソーマ soma：Ci.1-4.7,

1059

ソーマラージー somaråj¥：Su.2.24,

Ci.23.80 etc.

（S）Psoralea corylifolia L. オランダヒユ〈マメ科オランダヒユ属〉
（D）同上
（J）babchi seed: 学名同上
（AR）
（備）Centratherum anthelminticum （Willd）,Kuntge.〈キク科〉
別名アヴァルグジャ
－125－

1060

ソーマヴァルカ somavalka：Su.4.15［33番］, Vi.8.135 etc.
（S）
カダラ kadara;Acacia suma Buck-Ham.（＝ A.catechu）
の別名
（D）Acacia catechu Willd アセンヤクノキ〈マメ科〉別名カディラ
（J）catechu:: 学名は（D）
と同じ。
（備）英名 White catechu。これにたいし、カディラから作るカテキュウは暗褐色で、
black catechu という。（稲村）

1061

ソーマヴァッリー somavall¥：Vi.8.139,
（S）Sarcostemma acidum Voigt ガガイモ科

1062

サウガンディカ saugandhika：Su.4.15［34 番］, 15.12, 25.49, etc.
（S）ウトパラ utpala と同属
（D）学名記載なし
（J）fragrant white lotus（ Su.25.49,）
、white water lily（Su.15.12,）

1063

サウマナスヤーヤニ saumanasyåyan¥：Vi.8.135, Ka.4.16,
（S）
ジャーティー（モクセイ科オオバナソケイ）の別名

1065

スティラー sthirå：Su.4.10［７番］,18［50番］etc
（S）
シャーラパルニー（944）の別名。
（D）学名同上
（J）ticktrefoil：学名同上

1066

スタウネーヤカ sthauˆeyaka：Su.5.22, Ci.3.267, 12.65, 23.54 etc.
（S）Taxus baccata Linn. ヒマラヤイチイ〈イチイ科〉
（D）ßukabarha 学名記載なし
（J）ßukabarha ＝ angelica（〈セリ科シシウド属〉）:
スタウネーヤカ＝ Clerodendrum infortunatum Linn〈クマツヅラ科クサギ属〉

1067

スヌク snuk：Su.25.40, Ci.23.241,
（S）スヌヒー（トウダイグサ科キリンカク）の別名

1068

スヌヒー snuh¥：Su.1.114,115, etc.
（S）Euphorbia neriifolia L. キリンカク〈トウダイグサ科トウダイグサ属〉
（D）mahåv®k∑a 学名同上。
（S）the thorny milk-hedge plant
（備）別名ニヴァドゥンガ、スダー、スヌク、グダー、ナンダー、ニストリンシャパト
ラ、マハーヴリクシャ
－126－

（備）E.royleana Boiss. ユーフォルビア・ロイレアナ（ヒマラヤ大図鑑）
1069

スプリッカー sp®kkå：Ci.12.66, 22.54,
（S）Delphinium zalil Aitch & Hemsl. キンポウゲ科ヒエンソウ属

1070

スプールジャ（カ）sphËrja(ka)：Vi.8.144,
（S）Calligonum polygonoides Linn.

1071

シャンダナ syandana：Su.25.49,
（S）ティニシャ（マメ科ミヤマトベラ属の１種）の別名。
（D）学名同上
（J） oojein blackwood

1072

スヴァ（ヤン）グプター sva(ya∫)guptå：Ci.1-1, ２ -3.15, 11.45,
（S）
カピカッチュー（マメ科トビカズラ属の１種）の別名

1073

スヴァルナクシーリー svarˆak∑¥r¥（スヴァルナクシーリニー svarˆak∑¥riˆ¥）
：Su.4.4番 ,
Ci.13.126 etc.
（S）Euphorbia thomsoniana Boiss〈トウダイグサ科トウダイグサ属〉
（D）Argemone mexicana Linn. アザミゲシ〈ケシ科〉
（J）hirtiz

1074

スヴァルナユーティカー svarˆayËthikå：Si.10.31,
（S）Jasminum humile Linn. モクセイ科ヒマラヤソケイ

1075

スヴァードゥカンタカ svådukaˆ†aka：Vi.8.135,
（S）
ヴィカンカタ（878）
の別名

［h］
1076

ハンサパーディー haµsapåd¥：Su.4.10［９番］, Vi.8.135 etc.
（S）Adiantum lunulatum Burn ハンゲツクジャクシダ〈イノモトソウ科クジャクシダ属〉
（D）同上
（J）maidenhair（アジアンタム）
（備）異説 A.capillus-veneris Linn. ホウライシダ（錬金術）

1077

ハプシャー hapu∑å：Su.23.20, Ci.5.71,79 et.
（S）Juniperus communis Linn. セイヨウネズ、セイヨウビャクシン、ヨウシュネズ、
〈ヒ
ノキ科ビャクシン属 〉
－127－

（D）学名同上
（J）juniper：
1078

ハヤガンダー hayagandhå：Ci.28.173,
（S）
アシュヴァガンダー（ナス科セキトメホオズキ）の別名

1079

ハヤマーラカ hayamåraka：Su.3.14,
（S）カラヴィーラ（キョウチクトウ）の別名

1080

ハリチャンダナ haricandana：Su.8.
（S）
チャンダナ（ビャクダン）の変種

1081

ハリドラー haridrå：Su.2.5, 4.9［３番］,11［13番］etc.
（S）Curcuma longa L. ウコン〈ショウガ科〉
（D）
同上
（J）turmelic
（備）
別名ニシャ、英名ターメリック
dvinißå（ウコン二種）はハリドラ－とダールハリドラ－（メギ属：英名ツリーターメ
リック）。：Su.3.14,25, dvinißå の別名は rajani-dvaya

1082

ハリータキー har¥tak¥：Su.4.11［12番 ,13番］,13［24番］,14［30番］etc.
（S）Terminalia chebula L. カリロク、ミロバランノキ〈シクンシ科モモタマナ属〉
（D）
学名同上
（J）chebulic mylobalan
（備）
別名アバヤー、アシヴァー、英名 Mylobalan、果実をミロバランという。

1083

ハレーヌ（カー）hareˆu(kå)：Su.2.4, 3.5, 5.20 etc.
（S）Amomum subulatum

Roxb. ナ ガ ミ シ ョ ウ ズ ク
〈 シ ョ ウ ガ 科 〉英 名 Ceylon cardamon

（IMM）, Greater cardamon, Bengal or Nepal cardamon,（有用）
（D）Pisum sativum L. エンドウ〈マメ科エンドウ属〉英名 Garden pea
（J）fragrant piper（＝ Piper auranticum Wall.〈コショウ科〉）：
（B）学名は（D）
と同じ
＊

ハレーヌ hareˆu：Su.27.28,
（S）pea
（D）記載なし
（J）common pea：Pisum sativum L. エンドウ〈マメ科エンドウ属〉

1084

ハスティダンティー hastidant¥：Su.1.77
－128－

（S）
ナーガダンティ någadant¥（ハズ属）の別名
（D）学名同上 Croton oblongifolius Roxb.〈トウダイグサ科ハズ属〉
（J）oblong-leaved croton：学名同上
1085

ハスティパルニー hastiparˆ¥：Su.1.82,84
（S）トラプシャ（キュウリ）の変種
（D）？
（J）hastiparˆ¥

1086

ハスティピッパリ hastipippal¥：Vi.8.139, Ci.13.108,
（S）
ガジャピッパリーの別名

1087

ハスティシュヤーマーカ hastißyåmåka：Su.27.17
（S）
シュヤーマーカ（インドヒエ）の変種
（D）同上
（J）hastißyåmåka

1088

ハーヤナ håyana：Su.27.12,
（S）
シャーリ米の変種

1089

ハーリドラ håridra(ka)：Su.26.84,
（S）Adina cordifolia Benth.& Hook. f.〈アカネ科〉
学名記載なし
（D）
（J）turmeric plant

＊

ハーラーハラ hålåhala：Ci.23.13,

1090

ヒンスラー hiµsrå：Ci.267,26.60,
（S）Capparis sepiaria Linn. フウチョウソウ科フウチョウボク属

1091

ヒング hi∫gu：Su.4.9［６番］,16［37番］,18［48番］etc.
（S）Ferula foetida Regel. アギ〈セリ科オオウイキョウ属〉英名 Assafoetida
（D）F.narthex Boiss.
（J）asafetida
（備）F.alliacea Boiss., F.asafoetida L.,

＊

ヒングパトリカー hi∫gupatrikå：Ci.9.66,
（S）Ferula narthex Boiss.〈セリ科オオウイキョウ属〉

－129－

＊

ヒングシヴァーティカー hi∫gußivå†ikå：Ci.10.37,
（S）ヒングパルニーの別名

1093

ヒンターラ hintåla：Ka.1.
（S）Phoenix paludosa Roxb. ウラジロナツメヤシ〈ヤシ科〉

1094

ヘーマ hema：Su.3.29, Ci.12.40, etc.
（S）
ナーガケーシャラ（オトギリソウ科セイロンテツボク）の別名
（D）Mesua ferrea L. セイロンテツボク、テツザイノキ〈オトギリソウ科テツザイノキ属〉
（J）fragrant poon

1095

ヘーマクシーリー hemak∑¥r¥：
（S）
スヴァルナクシーリー（1073）の別名

1096

ヘーマドゥグダー hemadugdhå：Ka.12.23,
（S）
スヴァルナクシーリー（1073）の別名

1097

ハイマヴァティー haimavat¥：Su.1.77,79, 4.3 etc.
（S）Iris ensata Thumb. ハナショウブ〈アヤメ科アヤメ属〉英名 Japanese iris（有用）
（D）Acorus calamus L. ショウブ〈サトイモ科ショウブ属〉英名 sweet flag（1.77,79）
Iris versicolor〈アヤメ科アヤメ属〉英名 Blue flag（有用）
（4.3番）
（J）white sweet flag
（備）
異説 Argemone mexicana L.: アザミゲシ〈ケシ科〉: メキシカンポピー（IMM）、
＝ハリータキー（IMM）、＝シュヴェータヴァチャー（白花種ショウブ）（大地原）

1098

フリーヴェーラ hr¥vera：Su.2.21, 3.27, 29, 4.［29番 ,41番］etc.
（S）bålaka（Valeriana hardwickii Wall オミナエシ科カノコソウ属の１種）の別名
（D）Pavonia odorata Willd. アオイ科ヤノネボンテンカ属、別名ジャラ jala、アンブ ambu
（J）fragrant stickly mallow
（備）
別名スガンダ・バーラー：学名は（D）と同じ（AR）

－130－

