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16）ヒナゲシ／グビジンソウ＝雛罌粟／虞美人草 
ヒナゲシはケシ科の一年草で、原産地はヨーロッパ、草丈は 40～70cm になる。

全体に粗毛があって 5 月頃、茎頂に 5～7cm の 4 弁花をつける。花弁の一つ一つは

円形もしくは広円形で、和紙のように薄く細かい皺が多い。花色は赤系のものが多く、

淡紅色、朱赤色、淡紫色、絞りや八重咲種などがある。和名の由来は｢可愛い花をつける

ケシ｣の意味で、中国では『虞美人草』とか『麗春花』と呼び、漢方では開花直後の

花を乾燥させて咳止めに用い、これを『麗春花』という。イギリスでは『poppy』、

フランスでは「雄鳥」のことを意味する『coquelicot』である。これは花の色が雄鳥の

鶏冠のように赤いためにつけられた名称である。またドイツでは『der Klatschmohn』

といい『Klatsch』はお喋りという意味で、この花が風になびく様を、お喋りしている

人間にたとえたものである。ギリシャ神話ではペルセフォネが冥界に連れて行かれた

とき、母親のデメテルが娘を探し求めて、シシリーを歩き続けるが、疲れ果てて膝

まづいたその足下に生えていたのが、この草だったとされている。学名は『Papaver 
rhoeas』で、属名の『papa』は幼児に与えるお粥のことである。この茎には催眠

作用のある乳汁が多く含まれており、幼児を寝かせつけるときに、お粥の中にこの

乳汁を混ぜたことに由来する。 

しかしこの花がひときわ有名になったのは文学作品や流行歌などに、しばしば取り

入れられたからであろう。例のアグネスチャンの歌はおいとくとして、夏目漱石は

自分の小説の題名に『虞美人草』と名付けた。これは当時の朝日新聞に連載された

のだが、担当の記者から｢次の小説の題名を教えてほしい｣と再三にわたり要求されて、

漱石は面倒とばかりに、その日に花屋さんで買い求めた花の名前を伝えた、といわれて

いる。漱石の三部作と言われている『門』の題名にしても、こちらの方は門下生が

国語辞典を開いて、最初に目にとまった言葉を小説の題名にしたと伝えられており、

漱石という人の茶目っ気たっぷりな人柄が忍ばれてくるのである。 

漢名の虞美人草は中国の『史記』に描かれている『漢楚興亡』の物語に由来する。

宋代の文人であった曾鞏(ソウキョウ＝1019～1083 年)の詩によれば、楚の国王であった

項羽が漢の大軍に包囲された時、項羽の愛人であった『虞姫』(グキ)がそこで自害し、

その血がこの虞美人草になったと伝えている。しかしヨーロッパ原産のこの花が、中国

に伝わったのは唐代ともいわれ、曾鞏の詩は当時の伝説に題材を得たフィクション

と見るべきかもしれない。曾鞏は江西省の南豊出身の人で、南豊先生と呼ばれていた。

唐宗八大家の一人に数えられ、蘇軾(ソショク)などとともに進士(シンシ)の試験に

合格したが、蘇軾は 22 歳であったのに対して、曾鞏は 39 歳であった。大器晩成と

言ってしまえばそれまでだが、曾鞏は客観的な叙述に優れ、後世の文人達に大きな

影響を与えている。曾鞏の詩を紹介する前に『漢楚興亡』の歴史を、まず紐解いて

みることにしよう。 
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高校時代、漢文の時間に『漢楚攻防』を学んだ。漢文の教師に曾鞏(ｿｳｷｮｳ)の『虞美人草』

(Ｐ8参照)を暗誦しろと言われた。当時は重荷だったが、今はその教師に感謝している。 

 

種子をとるために植えたのだろうか、ヒナゲシの花畑があった(栃木県塩谷町）。 
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写真を撮るために甲府盆地には良く出かけた。帰り道、こんな光景に出会えた(山梨県甲斐市）。 
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近縁種のアイスランドポピー。学名は『Papaver nudicaule』で、1759年に北極探検が行わ

れた際、シベリアで発見されたためにシベリアヒナゲシといわれることもある。 

 

アイスランドポピーは暑さに弱く、秋蒔き一年草とされているが、本来は宿根草である。 
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秦の始皇帝が巡幸の途中に亡くなると、宦官であった趙高(チョウコウ)が政敵を

次々と倒し、始皇帝の末子､ 胡亥(コガイ)を二世皇帝として擁立し、実権を握って王朝

の乗っ取りを企てた。この混乱の最中、あちこちで兵を挙げようとするものが現れたが、

楚の国の項梁(コウリョウ)もその一人であった。彼は手始めに会稽郡(カイケイグン)の

長官であった殷通(イントウ)を、甥にあたる項羽に討たせると、この地方を支配下に

置き、長江を渡り北進を開始する。秦の暴政に耐えかねていた各地の人々は、皆これ

に合流し、やがて役人であった陳嬰(チンエイ)や、淮水(ワイスイ)を渡る頃には体に

入れ墨を施していた将軍英布(エイフ)、70 歳の軍師氾増(ハンゾウ)なども加わって､ 

次第に大軍と化してゆく。同じ頃、 江蘇省の沛(ハイ)でも鯰髭をはやした大男劉邦

(リュウホウ)が中流の農民の出身でありながら｢県令｣の職に就いていた。この沛の

地でも県の役人であった蕭何(ショウカ)や曹参(ソウシン)が県令の暗殺を企て、人望の

あった劉邦がその後釜に祭り上げられていたのである。劉邦はどこか人を引きつける

人格で、当時県令のもとに身を寄せていた名士の呂公(リョコウ)も、劉邦には大物

の貫禄があると思い、自分の娘を妻として与えたほどであった。これが後の呂垢

(リョコウ)で、後世さまざまな禍をもたらすのである。それはさておき劉邦は沛公

といわれて人々から尊敬されるようになる。その後、劉邦は何かの縁で項梁の軍に

加わり、項梁の下で行動することとなった。項梁はそのころ氾増の献策を採用して、

楚の懐王(カイオウ)の孫であった心(シン)を擁立して、祖父と同じ懐王と改めさせると、

さらに北進を続けた。そしてついに秦軍との一戦を交えることとなる。ところが

この段になって、項梁は大きなミスを冒してしまう。それは自軍を二手に分けて

咸陽を攻めようとするもので、本隊は項梁が、別働隊は項羽と劉邦に指揮させたの

である。章邯(ショウカン)将軍率いる秦軍は、最盛期は過ぎていたとはいえ、まだまだ

強力で、この期に乗じて項梁を攻めたて、項梁はあえなく最期を遂げる。 

懐王は早速善後策に乗り出し諸将に対して｢先に関中に入り秦を平定したものが

王になる｣と約束する。項羽は奮い立ち自ら先鋒たらんと名乗り出るが、老将たちは

これには不安を抱く。というのも項羽は降伏した秦の兵士を生き埋めにするような

野蛮なところがあったからである。結局、本隊の将軍には宋義が指名されて指揮を

とり、項羽は次将に、氾増は末将にとどまることとなった。また劉邦は別働隊を率いて

陽動作戦を展開することになったのである。ところが本隊は 5 日ほど進軍すると秦軍

の激しい抵抗に遭い動けなくなる。しかしこのころ秦軍は北方の地でも趙の軍と戦を

していたので、宋義は趙との戦で消耗するのを待てばそれもよいと考え、持久戦を

覚悟する戦法をとり始める。ところがすでに叔父を殺されていた項羽はこれを歯がゆ

く思い、本営に駆け込むと宋義を一刀のもとに切り捨ててしまう。この知らせを聞い

た懐王は恐れをなし、項羽を本隊の将軍に任じたために、項羽は本隊を自分の支配下

におくことに成功する。そしてついに項羽の軍 7 万と章邯率いる秦軍 30 万は、鉅鹿
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(キョロク)で激戦を交えるのである。賢将章邯はこの間、両側に防御用の土塁を築

いた甬道(ヨウドウ)を作り、輸送路を確保する一方、各地に出城を築かせて防御を

固める。これに対して項羽は黄河の渡河に際して「生きて再びこの黄河を渡れると

思うことなかれ」と、全軍に檄を飛ばし、兵士に 3 日分の食料を持たせて手持ちの船

を沈めると、穀物類を蒸すときに用いる甑(コシキ)や大釜をたたき割って、全員に決死

の覚悟を固めさせた。全軍から鬨の声が上がると、まず入れ墨将軍の英布が率いる

3 万の軍勢は、甬道に襲いかかり輸送路を断つ作戦に出る。やがて項羽の奇襲により、

秦軍の将軍、蘇角の軍が倒れると、これと呼応するように氾増の軍も勢いを得て、

秦の諸将は敗色の色が濃くなってくる。 この戦によって諸将は項羽のもとに集まり、

項羽はますます力を得て行ったのである。ところがこの後に及んで、秦の宰相趙高

にはまったく危機意識がなく、自己の利益のために腐心していた。章邯はこのような

都の情勢を知るや、項羽の軍に降伏し、項羽は秦軍 20 万人を生き埋めにしたと伝え

られている。これが漢楚興亡の前半の物語である。 

一方劉邦の行軍も決して楽なものではなかった。本隊とは違い有能な武将は項羽

のもとにおり、特に戦の経験の乏しかった劉邦は、軍師の言うことに耳を傾けて判断

することしか術はなかった。しかし彼のもとには張良(チョウリョウ)という有能な

軍師が就いていた。彼の言うことはことごとく的を射ており、まずは河南省の白馬

での勝利を期に南陽を手中に納めると、今度は宛(エン)を包囲した。すると南陽の

郡主の家来であったと称する陳恢(チンカイ)という男が劉邦のもとにやってきた。

彼が言うには「項羽軍の皆殺しのやり方を聞いている宛の人々は、すでに決死の覚悟

で守備に就いている。これと戦を交えることは犠牲だけが多く得策ではない。」とした

上で、更に「今なすべきことは宛と講和を結び、宛の軍を劉邦の軍に吸収し、しかる

後に咸陽に攻め上ることこそ最良の方法である。」と説いたのである。この話にじっと

耳を傾けていた劉邦は、陳恢の説を受け入れて宛との講和をはかる。するとこの話を

聞きつけた諸侯は競って城門を開き、劉邦の軍はたちまち咸陽に迫ることができた

のである。この情報をいち早く手に入れた趙高は、秦朝の命運ももはやこれまでと悟り、

胡亥を殺して胡亥の甥にあたる子嬰(シエイ)を擁立する一方、劉邦に使者を送り、

関中を 2 分して互いに王となることを提案する。しかし劉邦はこの提案を無視して

咸陽に一気に攻め込む。その際、劉邦は略奪を厳禁し違反者はことごとく処罰した。

そして劉邦が真っ先に西安(シイアン)南の覇上(ハジョウ)に到達すると、子嬰は死装束

で劉邦を迎えて、恭順の意を表わすとともに、皇帝の印璽(インジ)を差し出したので

ある。これは B.C.221 年に秦の始皇帝が即位してからわずか 15 年目の B.C.206 年

のことであり、子嬰が即位して 46 日目のことであった。 

さて都に入った劉邦は、さすがに花やかな金銀の財宝や美しい女たち、さらには

都の文化の香りにしばし目が眩んだが、これに溺れることはなかった。すぐに各県
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の長老や有力者、そして将軍達に秦の法律をすべて破棄する代わりに、三つの法に

より統治することを宣言したのである。この三法とは人を殺したものは死刑。人を

傷つけたもの、 盗みを働いたものに対しても、それなりの刑罰を与えるというもので、

当時としてはかなり進歩的なものであった。これは『法三章』として長く歴史に

とどめている。また劉邦は旧秦の役人をも処分することなく、この法の徹底に努め

させた。民衆がこぞって劉邦に声援を送ったことはいうまでもない。 

しかしこうした劉邦の大成功を喜ばなかったものがいた。項羽である。彼は劉邦

を討つべき機会を狙っていた。このことは劉邦側も十分に承知していたのであるが、

軍師の中には函谷関(カンコクカン)を閉鎖して、項羽との決戦に備えるべしと忠告

するものもおり、劉邦もその気になっていた。しかしこの案は項羽との全面対決をも

意味するものであった。劉邦が関中の王になろうとしているという知らせはすぐに

項羽のもとにも届いており、これを知った項羽は激怒し、氾増は「劉邦が女にも財宝

にも手を出さずにいるのは大志を抱いているからで、今こそ劉邦を討たなければ

ならない」と項羽に忠告した。そして項羽は高台の鴻門(コウモン＝陝西省臨潼県＝

センセイショウ･リンドウケン)に本陣を構えて劉邦軍との戦に臨んだ。 

項羽軍が総攻撃に入ろうとする前夜、密かに劉邦の軍師である張良を訪ねた男が

いた。項羽の叔父にあたる項伯(コウハク)であった。項伯はかつて張良に命を助け

られたことがあった。明日の総攻撃に劉邦が勝てる見込みはない。今夜のうちに逃げ

るようにと知らせに来たのだった。この話を聞いた劉邦は、項羽に対して敵意など

微塵もない、明日、鴻門に項羽を訪ねて自分の気持ちを直接申し述べるから、その

ことを項羽に口添えしてくれるよう項伯に頼んだのである。 

翌朝になると劉邦はわずか 100 騎を連れて、項羽のもとにやってきた。劉邦は項羽

に対してことの次第を釈明し、意外にも項羽も一応納得して和解の酒宴となった。

氾増はこの時、しきりに項羽に劉邦を早く討つように促すが、どうしたことか項羽は

実行しようとしない。そこで氾増は項羽の従兄弟にあたる項荘(コウソウ)に剣舞を

舞わせて劉邦を刺殺しようとするのだが、これを察知した項伯はともに剣の舞いに

加わって、項荘から劉邦を守るように振舞った。このとき張良は側近の将であった

樊噲(ハンカイ)に急を告げる。樊噲は宴席に駆け込んで巧みな話術を駆使して大演説

を行なうが、この混乱に乗じて劉邦は命からがら逃げ帰ったのである。氾増が悔し

がったのは言うまでもない｡ これが史記に名高い『鴻門の会』のあらましである。 

さて咸陽に入城した項羽は秦最後の皇帝となった子嬰を殺し、宮殿の財宝や宮中

の美女を手に入れると、宮殿に火を放って咸陽の宮殿をすべて灰にしてしまった。

咸陽の阿房宮(アボウキュウ)は三カ月も燃え続けたと、後世の人々は伝えている。

しかし中国という国はなんでも最大数は｢三｣なのである。皇帝の軍は三軍であるし、

白髪は三千丈、日本で言うところの｢三日三晩｣という言い方になるのだろう。それ
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はさておき、咸陽を中心とする関中盆地は黄河や渭水などの水運や農耕にも恵まれ、

この地だけで一つの世界が造れるほどの豊かな土地であった。しかも天然の要害にも

恵まれており、東に函谷関、西に散関(サンカン)、南に武関、北に蕭関(ショウカン)

と各地に関所が置かれ、四方を山に囲まれている。｢咸陽を都にされたら｣という

ような忠告もあったが項羽は、この意見をあっさりと退けて 

   富貴にして故郷に帰らざるは、錦を衣て夜行くが如し 

といって、楚国に近い江蘇省徐州市の彭城(ホウジョウ)を都にすることとして、さっさと

東方に引き上げてしまった。｢昼錦｣(チュウキン)という言葉があるが、これは錦を着て

昼間行くという意味である。そして咸陽にとどまるべきと進言した者は 

   沐猴(モクコウ)にして冠するのみ＝楚人は着飾っていても猿と変わりない 

と呟いたことにより、釜茹(カマユデ)の刑にされ、それ以後は項羽に忠心する者は

なくなってしまったという。また項羽は懐王を義帝(ギテイ)として傀儡化するとともに、

自らは西楚王として覇権を手中におさめて論功行賞を行なったが、これは公平さを

欠き、かえって諸侯の反発を招いた。そして結局義帝をも暗殺してしまうが、こうした

野蛮な振舞は次第に諸侯の離反を招き、転落への道をたどって行く。項羽は根っからの

戦闘好きな軍人であって、政治の舞台や、民心を捉えることに関しては素人以下だった

のだろう。軍事的には圧倒的な優位に立ちながら、それを武器にして政治へと転化

できなかったところに、項羽という人間の限界があったと見ることができようか。 

さてその後の項羽と劉邦であるが、劉邦は漢王としてまた項羽は西楚王として天下

を 2 分する。その後 B.C.203 年両軍はひとまず講和して、黄河と淮水(ワイスイ)を結

ぶ『鴻梁』(コウリョウ)という運河を境界とし、国土を文字通り東西に二分することで

話はつく。ところが劉邦は和議に従って撤退した項羽の背後から攻撃し、翌年の正月

には安徽省の霊璧県(アンキショウ･レイヘキケン)にある垓下(ガイカ)において項羽

軍を包囲してしまう。虚をつかれた項羽軍は敗走を続け、漢の軍勢の中からは楚の

歌が聞こえてくる。項羽は自分の味方がことごとく漢に寝返ったと錯覚し、最早

これまでと覚悟を決める。これが歴史に名高い『四面楚歌』である。実はこれは漢の

策略で漢軍の中で、あえて項羽の故郷である楚の歌を歌わせたのである。項羽はまんま

とこの策略にかかってしまったのだ。項羽はなんとか包囲を脱出して、長江北岸

の烏江(ウコウ)までたどり着く。烏江亭の亭長は渡し場に船を用意して、いったん

江東の地に逃れて反撃の機会を待つことを進めるが、項羽は 

   天の我を亡すに、我、何(ｲｽﾞｸﾝｿﾞ)渡ることを為(ﾅ)さん。且(ｶﾂ)て籍(ﾜﾚ)、江東 

  の子弟八千人と江を渡りて西へ進みしに、今、一人の還(ｶｴﾙ)者なし。縱(ﾀﾄｴ) 

  江東の父兄憐みて我を王たらしむとも、我何の面目ありてこれに見(ﾏﾐ)えん。 

と言って追手の中に斬り込むと、最後は自らの命を絶ったという。このとき項羽に

従った者はわずかに 28 騎、項羽は 31 歳。あまりにも波乱にとんだ、そしてあまり
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にも短い生涯だった。項羽は漢軍に囲まれた中で辞世の歌を残している。司馬遷の

史記には次のように記述されている。 

   項王の軍、垓下に壁(ﾀﾃｺﾓﾙ)。兵少なく、食尽く。漢軍及び諸侯の兵、これを 

  囲むこと数重(ｽｳﾁｮｳ)。夜、漢軍の四面にみな楚歌するを聞く。項王乃(ｽﾅﾜﾁ) 

  大いに驚きて曰く「漢みな已(ｽﾃﾞ)に楚を得たるか。これ何(ｲｽﾞｸﾝｿﾞ)楚人の 

  多きや」と。項王、則(ｽﾅﾜﾁ)夜起きて、帳(ﾄﾊﾞﾘ)の中に飲む。美人あり、名は虞、 

  常に幸(ｺｳ)せられて従う。駿馬あり、名は騅(ｽｲ)、常にこれに乗る。是に於て、 

  項王、乃(ｽﾅﾜ)ち悲歌忼慨(ﾋｶｺｳｶﾞｲ)して自ら詩をつくりて曰(ｲﾜｸ)、 

 

垓下の歌 

   力は山を抜き 気は世を蓋(ｵｵｳ)う 

   時に利あらずして 騅(ｽｲ)逝かず 

   騅の逝かざるは 奈何(ｲｶﾝ)ともす可(ﾍﾞ)し 

   虞や虞や若(ﾅﾝｼﾞ)を 奈何せん 

 

   と。歌うこと数闋(ﾒｸﾞﾘ)。美人これに和す。項王、泣(ﾅﾐﾀﾞ)下(ｸﾀﾞ)ること数行 

  (ｽｳｷﾞｮｳ)。左右のもの、みな泣き、能(ﾖ)く仰ぎ見るもの莫(ﾅ)し。 

これが史記に記されている『漢楚興亡』のクライマックスである。 

前置きが長くなりすぎてしまったが虞美人草の話に戻ろう。虞美人は垓下で漢軍

に囲まれながらこの項羽の歌に唱和し、最後の舞いを披露して自害したといわれて

いる。しかし司馬遷の史記には虞美人草伝説の話はない。だからであろうか前述の

ごとく北宋の曾鞏は、この伝説に基づいて以下のごとき詩を残しているのである。 

 

虞美人草 

   鴻門玉斗紛如雪  鴻門の玉斗(ｷﾞｮｸﾄｳ)、紛(ﾌﾝ)として雪の如し 

   十万降兵夜流血  十万の降兵(ｺｳﾍｲ)、夜、血を流す 

   咸陽宮殿三月紅  咸陽の宮殿は三月(ﾐﾂｷ)紅なり 

   覇業已隨煙燼滅  覇業は已(ｽﾃﾞ)に煙燼(ｴﾝｼﾞﾝ)に隨(ｼﾀｶﾞｲ)て滅ぶ 

   剛強必死仁義王  剛強は必ず死して、仁義は王たり 

   陰陵失道非天亡  陰陵(ｲﾝﾘｮｳ=地名)に道を失ないしは天の亡ぼすに非ず 

   英雄本学萬人敵  英雄は本(ﾓﾄ)学ぶ、萬人(ﾊﾞﾝﾆﾝ)の敵 

   何用屑屑悲紅粧  何ぞ屑屑(ｾﾂｾﾂ)として紅粧(ｺｳｼｮｳ)を悲しむを用いん 

   三軍散盡旌旗倒  三軍は散じ盡(ﾂ)きて、旌旗(ｾｲｷ)倒れ 

   玉帳佳人座中老  玉帳(ｷﾞｮｸﾁｮｳ)の佳人、座中に老す 

   香魂夜遂劔光飛  香魂(ｺｳｺﾝ)は夜、劔光(ｹﾝｺｳ)を遂(ｵ)いて飛び 
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   青血化為原上草  青血(ｾｲｹﾂ)化して原上(ｹﾞﾝｼﾞｮｳ)の草と為(ﾅ)る  

   芳心寂寞寄寒枝  芳心寂寞(ﾎｳｼﾝｾｷﾊﾞｸ)寒枝(ｶﾝｼ)に寄す 

   舊曲聞來似斂眉  舊(ｷｭｳ)曲、聞こえ來たりて眉を斂(ｵｻ)むるに似たり 

   哀怨徘徊愁不語  哀怨徘徊(ｱｲｴﾝﾊｲｶｲ)愁えて語らず 

   恰如初聴楚歌時  恰(ｱﾀｶﾓ)も初めて楚歌を聴きし時の如し 

   滔滔逝水流今古  滔滔(ﾄｳﾄｳ)たる逝水(ｾｲｽｲ)、今古(ｺﾝｺ)に流れ 

   漢楚興亡兩丘土  漢楚興亡、兩(ﾌﾀﾂ)ながら丘土(ｷｭｳﾄﾞ) 

   當年遺事久成空  當年の遺事(ｲｼﾞ)、久しく空(ｸｳ)と成(ﾅ)る 

   慷慨樽前為誰舞  樽前(ｿﾝｾﾞﾝ)に慷慨(ｺｳｶﾞｲ)して誰が為にか舞わん 

 

これが曾鞏の記した『虞美人草』である。唐代の杜牧もこの故事に詩を寄せている。 

   勝敗兵家事不期  勝敗は、兵家も事期せず 

   包羞忍恥是男児  羞(ﾊｼﾞ)を包み恥を忍ぶは、是れ男児 

   江東子弟多才俊  江東の子弟、才俊多し 

   捲土重来未可知  捲土重来、未だ知るべ可からず 

歴史というものはいつも人の意思や努力と関わりなく、多くの必然性と少しばかりの

偶然性を備えて廻る。項羽はそんな歴史の中で翻弄された一人であったのかも知れない。

そして虞美人は歴史が残した微かな安らぎだったのだろう。項羽が烏江で自害した

とき、まだ 31 歳であったことを考えれば、まさに『捲土重来いまだ知るべからず』

であったろう。ともあれ虞美人草は毎年 5 月ともなると、可憐な花をいっぱいに

咲かせて、何事もなかったように初夏の風にそよいでいる。 

ところでそれから5年後に入れ墨を施した将軍英布は反乱を起こすが鎮圧されて、

B.C.195 年に亡くなり、同じ年に劉邦も世を去った。その後の漢は王位継承問題で

混乱し、呂后の専制が始まる。彼女は自分の息子である劉盈(リュウエイ)が弱々しく

次帝としてそぐわないと劉邦に見られていたことから、劉邦の死後、愛人であった

戚(セキ)夫人の生んだ趙王(チョウオウ)を毒殺し、劉盈の安泰を図ろうとする。そして

戚夫人は手足を切られ、目をえぐられ、耳を削がれ、厠に押し込められたという。

さらに劉氏以外は王にはしないという劉邦の掟を破って、呂氏一族を次々と王位に

取り立てて混乱に拍車をかけた。彼女をそこまで権力への願望に走らせたものが何で

あったか、今は知る由もない。亡んで名を残した項羽と、生きて不幸を予感した劉邦と、

歴史はいつも波乱と裏腹な関係の中で成り立っている。ただ一つ言えることは移り

変わる時代の中で、項羽は保守的な地盤の上に立脚し、劉邦は変わりゆく時代の先鋒

だったということであろうか。項羽の敗北はある意味で保守勢力の崩壊でもあった。

しかし今となってはそれもこれも『兩ながら丘土』ということになるのだろうか。

そして虞美人草は、歴史の条理も不条理も何も語ってはくれない。 
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｢玉帳の佳人、座中に老す｣と、曾鞏の詩に歌われた虞美人草(ｸﾞﾋﾞｼﾞﾝｿｳ)の花。しかし漢楚

攻防の歴史も虞美人草の詩も、玉帳の佳人とは異なり、老いることはない(東京都府中市）。 

 

漢楚興亡の歴史を見つめてきた虞美人草の花(東京都府中市）。 
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北宋の詩人曾鞏が、哀怨徘徊(ｱｲｴﾝﾊｲｶｲ)愁えて語らず、恰(ｱﾀｶﾓ)も初めて楚歌を聴きし時の

如し。と詠った虞美人草の花は、今も昔と変ることなく哀しげな花を咲かせる(府中市)。 

 

虞美人草の花(埼玉県東松山市） 
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和紙に紅を差して滲ませた様な虞美人草の花には、言葉では尽くせない独特の風情がある。

この風情を曾鞏は「哀怨徘徊(ｱｲｴﾝﾊｲｶｲ)愁えて語らず」と言ったのだろう(さいたま市緑区)。 

 

虞美人草の花は花芯がそれぞれ異なる。細かく分類すれば別種なのかもしれない(薬用植物園)。 
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この花の花芯は虞美人草というより、ケシの花にも似ている。ただ、ケシの花より背丈も

花径もずっと小さく、この植物園でもヒナゲシのほうに分類されていた(薬用植物園)。 

 

北米南部からメキシコ原産のケシアザミ、幕末に園芸用として渡来した(小平市薬用植物園）。 
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北海道の利尻富士頂上付近に自生するリシリヒナゲシは、学名『Papaver fauriei』で、野生の

ヒナゲシとしては世界でも本種のみとされ、絶滅危惧品種である(神奈川県箱根町湿性花園）。 

 

近縁種のツノゲシ。学名は『Glauciun favum』で、種子の形が牛の角のような形状になる。 
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近縁種のハナビシソウ(花菱草)は明治初期にアメリカから渡来。カルフォルニア州・オレゴン州の沿岸

地帯が原産で、学名は『Eschscholzia californica』である(箱根町湿性花園）。   

ハナビシソウには白い花を咲かせるものもある(小平市薬用植物園)。            目次に戻る  


