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13）ケシ＝介子／罌粟【Ａ】ケシの花と実 
ケシはケシ科の越年草で、原産地はギリシャから西南アジア一帯である。茎は直立

して高さ 50cm～1.5m に達し、上部でわずかに分枝する。葉は長楕円形で、葉柄は

なく、葉の付け根は茎を抱き、縁には不規則な切れ込みがある。葉の色は緑白色を

しており、下部の葉ほど細長く大きくなる傾向がある。花は径 10cm ほどの 4 弁花で、

5 月頃、枝先に一輪ずつつけ、蕾は下を向き、開花時になると上を向く。白、紫、

紅などさまざまな色の花を開き、花は一日花であわただしく散ってしまう。果実は

球形で黄褐色に熟すると、花柱下部の小孔から細かい腎臓型の種子を出す。和名の

由来は芥子(カイシ)の誤読で、芥子は本来カラシナ(芥子菜08-02-09)を意味していたが、

種子がケシに似ていたために転用され、さらにケシと誤読された。 別称としてボタンケシ、

ツガル、ナガラシ、カラシなどがある。ツガルは津軽のことで、室町時代にポルトガル人

がインドから津軽地方に伝えたことによるもので、その後、天保年間(1830～1844 年)

には関西方面にも広がった。学名は『Papaver somniferum』で、属名は粥を意味し､

ケシの乳汁には催眠作用があるところから、子供が食べる粥に混ぜて、眠らせたと

いう故事に因み、これは『エーベルス･パピルス』(05-02-19アニスの項参照)の中にも

記され、種小辞も｢催眠の｣という意味である。またイギリスでは『opium poppy』と

呼ばれ、フランスでは『pavot』である。中国では『罌粟』『罌子粟』『米嚢花』『米穀花』

などと記され、罌の字はオウとかエイと発音し、その意味は腹部が大きく膨らみ、

口のつぼんだ甕(カメ＝瓶と同様)のことで、｢モタイ｣ともいう。果実の形がカメに似て

いたことに由来するもので、粟は小さな種子を粟に例えたものである。また米嚢の

嚢はフクロのことで、米嚢は米俵を意味しており、やはり果実の形を米俵に見立てて､

種子を米に例えたものである。腎臓型をした種子は極めて小さいところから、小さい

ものや、わずかなものの例えとして、｢芥子粒ほどの｣という言葉が用いられるように

なった。また果実の瓶のような形が、頭髪を束ねた様によく似ているところから、

｢芥子禿｣(ケシカムロ)や、｢芥子坊主｣(ケシボウズ)などという言葉も生まれた。 

今から約 1 万年前の新石器時代の遺跡であるスイスの湖上住居跡から､『Papaver 
setigerum』というケシの果実と種子が発見されている。この種子は食用にされてい

たと思われ、古代ギリシャ時代にはすでにケシの催眠性が知られており、麻酔剤と

して使用されていた。罌粟が日本に渡来したのは、平安時代のことと思われるが

定かではない。『源氏物語』の｢葵の巻｣には｢御衣などもただけしの香にしみかへ

りたる｣とあり、ケシの種子を炊いて、衣に香を炊き込んだことが記されている。

しかしこれは罌粟ではなく芥子(カラシ)のこととも思われる。というのは芥子には

煩悩を調伏する力があるとされ、当時は護摩をたくときにも芥子を加えており、

香辛料としても広く用いられていたからである。また罌粟は室町時代には花が美しい

ため生け花にも用いられたが、ケシの仲間は種類も多く、アヘンを取るケシであった
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かどうかは定かでない。 

ケシの未熟果を傷つけると乳汁が出るが、これを乾燥させたものが『アヘン』で､

アヘンを精製した粉末が『モルヒネ』である。モルヒネには強い麻酔効果があり､

麻薬にもなるため厳重な取り締まりが行なわれ、栽培も法律により規制されている。

漢方では果皮を『罌粟穀』(オウゾクコク)と呼び、鎮咳、下痢止めなどに用いる。 

アヘンの主成分はアヘンアルカロイドのほか、メコン酸や樹脂･粘液などである。

またケシは種子にも麻酔性があると考えられがちだが、種子には毒性も薬効もなく、

金平糖の核にも使われ、江戸時代には若葉を野菜として、種子は炒って食用にして

いた。種子から取ったケシ油も食用油として用いられ、石鹸の原料にもされている。

中国では 11 世紀の北宋の時代には既に薬用に用いられていたようで、元の時代に

朱震亨(シュシンコウ)が著わした『本草衍義補遺』(ホンゾウエンギホイ)には瀉痢

(シャリ＝激しい下痢)と久欬(キュウガイ＝慢性の咳)に効くことが記されている。

その後、明代に著わされた『医林類証集要』という書物にはアヘンの製造について

の記述が見え、｢阿芙蓉｣(アヘン＝opiumのことを当初は阿芙蓉＝オフーユンと音写し

たが、後に｢阿片｣と記すようになった)という名で、下痢止の処方が記されている。

また李時珍が 1596 年に著わした『本草綱目』でも阿芙蓉として、その薬用について

の記述が見られる。李時珍によれば阿片は、『天方国』(アラビア)から中国に伝えら

れたとされ、その製法や薬効について記述し、さらに『房中術』に用いられたことを

記している。時代が下って 1765 年に趙学敏によって著わされた『本草綱目拾遺』

には、阿片吸煙の風習が蔓延していることを記すとともに、アヘン窟についても言及

している。趙学敏によれば阿片は 1～2 回吸うと止められなくなり、肉体的にもまた

道徳的にも退廃し、家を破産させ、身体を破滅させる(破家喪身)と述べている。 

アヘンとしての罌粟が日本で知られるようになったのは江戸時代のことと思われ､

1708年に西川如見(ジョケン)が著わした『増訂華夷(ｶｲ)通商考』や、寺島良安がその後

1713 年に著わした『和漢三才図会』には、アヘンの薬用等に関する記述が見られる。

しかしアヘン吸引の習慣や、その禁止等に関するものは当時の日本の書物では見る

ことができない。また明治政府は 1870 年(明治 3 年)に『阿片煙禁止の布告』をいち

早く行ない、1875 年には『薬用阿片の取締法』を発布している。これは幕末に清朝

で起こった阿片戦争の教訓に基づくもので、日本では阿片吸引の習慣が伝わる以前に、

食い止めることに成功している。 

アヘンの製法を発見したのはアラビア人の医師といわれ、その後中国に伝わり、

前述のごとく中国では英語の｢opium｣を｢オピン｣と発音し｢阿片｣と記した。やがて

中国では阿片吸引の習慣が広まって、社会問題となったために、清朝政府は阿片の

輸入を禁止したが、阿片を巡ってイギリスと清朝の間で『阿片戦争』が勃発した。 

アヘン戦争は明らかにイギリスが帝国主義的な見地から、中国での利権を得ようと
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したもので、1840 年 4 月、議会はたったの 9 票差で、遠征軍を中国へ派遣すること

を認めた。19 世紀末に自由党党首として首相を務めたグラッドストーンをして､

｢イギリスの永遠の恥さらしとなるべく戦争」と言わしめたほど、この戦争は国家が､

新興資本家の利益を優先させたものであった。当時イギリスは『産業革命』を経験し､

世界での市場拡大に熱心であったばかりか、『三角貿易』と呼ばれた手法により、新大陸

で大量に作られるようになった綿花や穀物等を、アフリカ西海岸や南ヨーロッパに

運んで、莫大な利益をあげていた。そしてインドで大量に生産されたアヘンも、同じ

ような手法で第三国に輸出することにより、利益をあげる試みが進行していた。中国

貿易の独占権を賦与されていたイギリス『東インド会社』は、本国政府から統治権

を与えられていたイギリス領インドでアヘンを栽培、精製して、これを表向きは医薬品

として中国へ密輸させて、多大な利益をあげようとしていたのである。東インド会社

はその後、中国貿易の独占権は廃止されたものの、今度はアメリカ商人もこれに

加わって、アヘンの密輸量は40 年間で20 倍にも拡大し、200 万人以上のアヘン吸引者

をつくり出すこととなった。清朝政府はこれに対して 1796 年以来、たびたびアヘン

の輸入禁止令を出したが、腐敗しきった官僚機構の抵抗や、イギリス政府の圧力に

よって、効果を上げることができずに失敗に終った。しかもこのアヘンの密輸は

イギリス領インド政府にも多大な利益をもたらしたばかりか、イギリスの工業製品を

インドが輸入するための資金として作用したから、両政府にとっては極めて都合の

良い貿易だった。また当時のイギリスは中国から陶器や絹織物などを大量に輸入して

いたから、こと中国に関しての貿易赤字も多大であった。しかもイギリスの新興工業

都市では『飲茶』の習慣が次第に浸透して、中国から大量に紅茶を輸入するようになり、

多額の銀が中国へ流出していた。この貿易不均衡をイギリスはアヘンの密輸出により

解決しようとしたのである。その上、こうして得られた資金により、茶の輸入が促進

されると、イギリス政府は莫大な『茶税』収入が得られたから、アヘンの密輸出は

イギリス資本主義にとっては最大の関心事でもあった。 

他方、中国はアヘンを密輸入した結果、大量の銀が国外に流出し、国家財政は急速

に悪化していった。当時中国では銀と銅が貨幣として流通していたが、18世紀末から

約 30 年の間にその交換比率は銀が 2 倍に跳ね上がるほどで、納税の基本が『銀納』

であったから、実質的な増税が清国中で進行し、農民や手工業者からは滞納者が続出し､

国庫の破綻は目前に迫っていた。しかも軍隊や、労働者の間にはアヘンの吸引者と

中毒者が蔓延し、もはや経済のみでなく社会的にも清朝政府は、崩壊の瀬戸際に

立たされることとなった。このため 1838 年『道光帝』はアヘンの厳禁を強く主張

した林則徐を『欽差大臣』(キンサダイジン＝特命全権大臣)に任命して、この危機

を克服しようと、林を広州に派遣した。広州に到着した林は早速、武力を行使して

アヘン貿易の禁止を行ない、イギリス商館を包囲してイギリス商人から 2 万箱以上
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のアヘンを押収すると、これを焼却処分にして清朝最後の威信を内外に示した。当時

イギリス国内でも人道的な見地から、クェーカー教徒やイギリス国教会、さらには

議会のリベラル派などにはアヘン貿易反対の意見も多数あったが、結局アヘン商人

として名を馳せた『ジャーディン･マゼラン商会』を初め、アヘンで利益を得ていた

資本家層などの強力な圧力により、議会は中国への派兵を決定したのである。1840年

夏、イギリス政府は 48 隻の艦船と 4,000 の兵員を擁した艦隊を派遣し天津に迫ると、

清朝政府は徹底抗戦を主張した林則徐を罷免して、穏健妥協派の『琦善』(キゼン)

を派遣して講和交渉に入ろうと企んだ。イギリス軍もコレラの蔓延に苦しんでいた

ために講和交渉に臨んだが、双方とも妥協するにはいたらず、戦闘は再開された。この

ためイギリス軍はインドから10,000名の兵力を増員し、揚子江を遡って南京に迫ると、

軍隊の近代化に遅れていた清軍は瞬く間に敗走を繰り返した。ここに至って清朝政府は、

南京が陥落して権威が失墜することを恐れて、イギリスの要求をことごとく受諾して

1842 年 8 月『南京条約』を結んだ。しかしこの南京条約とそれに付随した諸条約

は不平等条約の魁となるもので、清朝政府は関税自主権の他、司法上の主権までも失

ったばかりか、広州、廈門(アモイ)、福州、寧波(ニンポー)、上海、香港の租界地をも失い、

巨額の賠償金と戦費の支払いを余儀なくされることとなった。しかもこれに倣って

フランス、アメリカもそれぞれ『黄埔(コウホ)条約』と『望厦(ボウカ)条約』を迫った

ために清朝の威信は失墜し、その存続ももはや時間の問題となっていった。しかし

清朝政府内部には列強諸国に対する驚異も、また時代の動きに対する認識も薄く、

資本主義市場の中で単に隷属的な地域として、組み込まれつつあることに思いを

馳せる者は残念ながらほとんどいなかった。わずかに林則徐の同志であった魏源 

(ギゲン)だけが、林則徐が創始した欧米事情の研究を継承して、『海国図志』を記したが、

清朝の政策を大転換させることはできなかった。しかもこの不平等条約はアヘン

貿易の合法化をもたらしたから、結局のところ清朝は財政も経済も破綻し、社会

秩序も混乱を極めることとなったのである。 

このアヘン戦争はやがて中国国内に『太平天国の乱』を巻き起こし、これは清朝崩壊の

もととなったが、この結果をもっと真剣に受けとめた者がいた。それは日本の幕末の政治

家や学者たちであった。特に徳川斉昭や渡辺華山らは、強国と思っていた清朝が脆くも崩れ去

ったことに衝撃を受けていた。彼らは欧米諸国はまず日本を支配下におさめた上で、

日本を根拠地にして清国を攻撃するであろうと予測していた。ところがほとんど

抵抗を示すこともなく清国が惨敗したことは、欧米の兵器や艦船の優秀性をはからずも

知ることとなり、同じ轍を踏まないための政策や国防論議がしきりになされるようになった。

徳川幕府内にこのような意識が生まれたことは、我が国にとっては幸運なことだったと

言えよう。やがて群馬県下仁田町に鉄鉱山を開発したり、横須賀に洋式の造船所を建設

した小栗上野介のような偉大な改革者が、幕府内部に生まれたのである。 
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 一方、中国の悲劇はこれにとどまることはなかった。アヘンは時代と共に地方へも

奥地へも拡散し、中毒患者が増大したばかりか、アヘンは次第にタバコに変る喫煙習慣

へと化して行った。『馬賊戦記』（02-04-08)の小日向白朗も次第に自身がアヘンに汚染され､

この中毒から脱出するのにどれだけ苦しい思いをしたかを語っている。しかも1920年代

になると、世界のアヘン地図は次第に変化を来たしていた。アヘンの産地はインドから

中国とペルシャに変っていた。おまけにペルシャには加工・精製する技術がなかったから、

天津は世界の麻薬取引の中心地となって行ったのである。その注文者の殆どが欧米先進国で、

表向きは麻酔薬として使用するものではあったが、この裏には当然秘密裏に取引きされる

ヘロイン等も含まれていた。そして先進各国はシンジケートを作り、各国政府機関はその

年に必要な医療用の麻酔薬のリストを作成し､この総元締め役を果たしていたのはユダヤ

系アメリカ人で、麻酔用との名目で世界の麻薬を殆ど買いあさっていたという。 

 他方この中国で生産された麻薬を集めて、売り手となる中国人は、暗黒街のいわば

ボスたちで、暗黒街を牛耳ることが出来る実力者が、その任に当たっていたという。

莫大な富をつかむことが出来たため、一年交代という不文律が厳守されていた。ところが

その大役がやがて小日向のところにも廻ってきた。張家口に集荷された麻薬を天津まで

300 キロの距離をトラックで運び、この運賃を得る代わりに、途中の検問で役人に

ワイロを渡して無事に目的地に届ける仕事で、積荷が麻薬であると分かると、官兵や

強盗や匪賊に狙われるので、これを工作して、積荷をうまく隠せるトラックに積んで､

小日向はこの運送のいわば護衛役で馬賊数百機を率いて警護したらしい。そんな彼の

大陸時代の経験に鑑みて、こうした世界の麻薬取引は、現在もサッスーンそして華僑が

世界の大半を扱っていると見ており、この問題は、表には出てこない永遠の課題で､

その裏では世界の悪徳政治家の資金源とも結びついていると指摘する向きも多い。 

小日向氏はベトナム戦争後の二つの中国、そしてその後のアジア経済の利権争いに

おいてもこの麻薬取引ヌキには考えられないとしており、北朝鮮では政府自ら麻薬の

生産を行っていると言う。麻薬問題はもはや人類全体の課題にもなっているのである。 

 ところでベトナム戦争では米軍兵士が戦場での士気を高めるため、コカインの摂取を

認めており、駐留兵士の40％が用いていたという話もある。さらに戦時中の日本軍でも

特攻隊の兵士には『吶喊(ﾄﾂｶﾝ)錠』とか『猫目錠』と称して、戦場に赴く際に配布される

こともあったといい、これはドイツ軍も同様だったらしい。昨今わが国では、憲法9条の

改正に向けて、着々と準備が進められている。しかもこうした悲劇を身をもって体験された

世代は、間もなくゼロ人になろうとしている。そんな中にあって筆者は自衛隊内で、戦闘

意欲を昂揚させるためや、恐怖心から逃れるために、ある種の覚醒剤が蔓延することはない

のか、危惧してやまない次第である。政治家は決して戦場に行くことはない。しかし自衛隊

の富士演習場内でもいいから、まず実弾を持って戦場の体験をしてから後、議論を始めて

欲しいものと思うのである (小日向氏関連は03-03-06及び『案山子の交友録』を参照）。 
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ケシの花は、どこかに毒気が含まれていることを暗示するような、大きくて威圧感がある。

花は美しいもの。という先入観が、覆されてしまいそうだ(東京都小平市薬用植物園）。 

 
ケシの花は妖艶でもあり、魔性の美しさでもあり、誘惑の花でもある(東京都小平市薬用植物園）。 
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ケシの花、花芯の大きさが花冠に対して著しく大きくしかも黒い。そこがケシのケシたる

所以なのだろうが、不気味な破滅への魅力すら秘めている(東京都小平市薬用植物園）。 

 
ケシの花に罪はない。科学がこれを利用し、人間の欲望が破滅をもたらしたのである(薬用植物園） 
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ケシの花はどれも毒キノコと相通じるような花である。神様はこれを食べたらいけないと

人間に警告をしながら、ただ麻酔薬のために造り給うたのだろう(東京都小平市薬用植物園）。 

 
純白なケシの花、ここには何の罪も穢れもない(東京都小平市薬用植物園） 
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妖しげな色のケシの花。これが麻酔薬としてどれだけ人類のために役立って来たか計り知れ

ない。しかしこれが人類を破滅させることがあることも忘れてはならない(薬用植物園）。 

 
ケシ坊主。これが摘み取られて、やがて麻酔薬にも覚醒剤にも変身する(薬用植物園）。 
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ケシとつく名の植物には美しい花を咲かせるものが多い。これはヒマラヤケシ(栽培品）。 
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ヒマラヤケシには毒はなく、どの花も美しい(栽培品）。一般的にはメコノプシス属と言われ、 

『Meconopsis』はこれらの属名で、ケシに似たという意味のギリシャ語である。 



花の縁 07－03－13－A 

  

12

12 

 
ヒマラヤケシはどちらかというとケシよりもグビジンソウに近い系統である。ブルーの花

しかないように思われがちだが、いろいろな種がある(栽培品）。 

 

ヒマラヤの青いケシ(02-01-04-2石楠花の項参照)(東京都小平市薬用植物園）。 
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ヒマラヤの青いケシ。学名は『Curcuma zedoaria』である(小平市薬用植物園）。  
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これもヒマラヤの青いケシだという。さまざまな種類があるらしい(小平市薬用植物園)。 

 

こちらの方も青いケシと一緒に展示されていたが、学名は『Meconopsis betonicifolia』。 目次に戻る 


