
赤いフクジュソウと Adonisの伝説

=ギリシャ神話に現れたフクジュソウとオキナグサ=

日本では藤沢氏が永年にわたって研究さ

れた松・サクラ・菊に関する草木伝説が、「日

本伝説研究J 第8巻(1978年・すばる書房

flJ)に集大成されておりますが、それは日

本人の心のふるさとをさぐろうとするもの

でありました。そして、わたしたちは西洋

にもまた、多くの草木に関する伝説がある

ことを知lることができるのであります。

さて、ここでは西洋の111草にまつわる伝

説の中から比較的にわたしたちにもなじみ

深いフクジュソウの伝説を紹介することに

しました。

この伝説の中心になっている内容は、ギ

リシャ神話の内容を忠実に守りながら、筆

者の創作によるものであることを最初にお

伝えしておかなくてはなりません。

赤いフクジュソウのこと

フクジュソウは早春を告げる花としてわ

たしたち日本人の心を引きつけるものであ

りますが、ヨーロソノマには赤い Adonis(フ

クジュソウ)カずあるといいます。

試みにホ FLORAEUROPAEA" VOL. 

1 (C欧州|織物総覧」第 l巻・ 1964年・ケン

ブリッヂ大学flJ)をひもといてみますと Ado.

nis Lは「コンシリコF節J Sect. Consiligo 

DCと「アドニス節J Scet. Adonisの2節

に分類されていることを知ることができま

す。そして、前者は多年草であるのに対し

て後者は一年草であります。
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アドニス節のものは普通花は赤色であり

ますが、乾燥するとしばしは賞変するとい

います。このアドニス節の中には一度でよ

いからおがんでみたいと思っていた赤いフ

クジュソウ Adonisannua Lが記録:されて

おりました。 H ・H ・花は、 i直径15-25rnmとい

いますから、日本のフクジュソウの花より

も小柄なものです。花の色は、ブライト・

スカーレット(鮮紅色と訳しましょうか)

といいますから、想像しただけでも限もさ

めるほどの美花にちがいありません。

かつて異卒奇品を競って求めた江戸時代

の諸矢名が愛情したという「赤いフクジュ

ソウJ の花は真の絢色ではなく、だい色品

であったらしく、ヨーロッパのものとはか

けはなれて違っていたもののようです。

ヨーロッパのフクジュソウで赤い花をつ

けるものとして知られているものは Adonis

annua L の他 Adonisbaetica Cossonと

Adonis frammea Jacq. ( Adonis annua L. 

より大きく、花の直径は20-30胴ていテ'ィー

プ・スカーレット 濃紅色 まれに黄色あ

り)を合めて基本種では 3積が記録されて

おります。

=アドニス ADONISの伝説=

ギリシャ神話の中の致場人物の 1人に数

えられるヰ材まにアドニス王子がいた。

王子は、たいそうな美青年で、彼ほど多く

の女神の愛を受けた人物は他にいなかった。
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ある日のこと、古代ギリシャの最高の神

(全知全能の神ゼウス ZEUS)が彼の前に

現れてこう言うのであった。

「これ、アドニスよ。アドニスはおらんの

か姐

「ハ、ハイ。何か私に御用でもございまし

ょうか。ゼウス様姐

rよいか、アドニス!これからわしの言う

ことに耳を傾けるのだ!お前はもう一人前

の美青年に成長したんだ。第一に、お前は

すばらしい知恵がある。そして第二には勇

気もそなわってる。これからは、お前らし

い持ち昧を生かして過こ'すのだ叫

ゼウスはアドニスにf可かを託すかのよう

に、静かに話し始めるのであった。 ー方ア

ドニスのほうは、話がただごとならぬこと

を察知lし、不安と期待が心の中をよぎるの

を感ずるのであった。そして、ゼウスはア

ドニスにさらに語り続けるのであった。

「これからは、一年間をわしが話すように

過ごすがよい。まず、わしの娘ベ/レセポネ

PERSEPHONEと 緒に F界で毎年四か月

を、そして、次には海の中の泡から生まれ

たという愛と美の女神ヴィーナス VENUS

のもとで問か月を過すのだ。ただし、残り

の四か月は、お前の好きなjiJyならどこでで

も自由に暮らすがよいω

この話を聞いたアドニスは、一瞬胸が破

けんばかりに驚いたのであった。

rえ、えっグ本当でhございましょうか。今

の御言葉は?J 

「つべこべ言わずに、わしの願いの通りに

するのだ!それ、善は急げだ。行くのだ。

アドニスよ叫
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全知全能の神ゼウスの言葉に従ったアド

ニスは仕度を備え、翌朝早〈喜び勇んで旅

立ったのであった。その後の彼は二人の』仁

和l'ベノレセポネ PERSEPHONEとヴィーナス

VENUSの愛を受け、幸せで充実した生活

をしていた。

ある日のこと、ヴィーナスを連れて狩に

出かけたアドニスは森の中に巨大な野猪の

姿を見たのだった。雄敢なアドニスは、そ

の獲物を見逃すはずはなかった。しかしこ

の狩が彼にとって命とりになろうとは、夢

にも考えていないことであった。アドニス

には自信があった。これまでねらった獲物

を逃がしたことはなかったからだ。

アドニスは獲物に静かに近っき愛用のヤ

リをありったけの力を込めて放ったのだ。

ヤリはみごとに体につきささったが、わず

かにねらいがくるい急所をはずしてしまっ

たのである。血を流し傷をおった獲物はー

l舜アドニスをにらみすえたかと思うと、怒

り狂ってとうとう彼を食い殺し、雄々と療

の中に消えていった。

ヴィーナスにはどうしようもないできご

とであった。やがて王子の体から流れ出た

I血i朝は一宇品の赤いフクジュソウにイヒしたそ

うである。一方、アドニス王子を失った愛

と美の女神ヴィーナスは、アドニスにとり

すがり、彼の死をたいそう悲しんだのであ

った。その時彼女のひとみから真珠のよう

に光る大粒の涙がぽたりと務ち、それが美

しいオキナグサ(白頭翁)と化した。また、

花後には老人の白髪のような毛をつけたと

言い伝えられている。(終)

× × × 
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アドニス王子と愛と美の女神ヴィーナス

は天国でもまた永久に結ぼれたのではない

でしょうか。そして、 ー人の愛のあかしと

して同じキンポウゲ科の美花ーフクジュソ

ウとオキナグサをこの地球上に残したのだ

というのではないでしょうか 9

アドニスの死後、彼の死と復活を祈る祭

典アドニア ADONIAがギリシャ・ロー7及

び中東地方で行われたといいます。

<補遺>

@ベノレセポネ PERSEPHONE=ゼウス

ZEUSとデメテノレ DEMETERの娘。プJレー

トPRUTOにかどわかされてハデス HADES

の女王となったが、年のー期間地上に帰る

ことを許された。

87~{二土主主E型豆S=古代イタリアの庭

園と春の女神。ロー7 人はこれをアフロデ

ィテ APHRODETEと同一視して愛と美の

女神とした。

@アドニス ADONISは池上で半年を過ごし、

それによって植物の周期を象徴したという

異説がある。

8r弓ンダムハウス英和大静典JVOL. 1 

35 p (小学館)のんdonisの項目に「ヨーロ

ツパ産のフクジュソウ属の多年草 Adon目

vernalisーその赤い花を Adonisの血とたと

えたもの」と記載されている。しかし、こ

れは明らかに間違いである。前に記したよ

うに、ヨーロッノ吋査のフクジュソウはコン

シリコ節(Sect.Conciligo DC. )とアドニ

ス節(Sect. Adonis )に二大分獄され、静

香にとりあげられている Adonisvernalis 

LはConciligo節に属し、本属の'1'に分類

されているフクジュソウはみな寅色種であ

る。 (Adonis vernalis L.は花の直径が4

8 cmにもなる大烈花をつけるものである。)

ケンブリッヂ大学でil¥YJiされた欧州植物総

覧 (FLORAEUROPAEA VOL. 1 p.222) 

によると次のような記載がされている o

、Sect.Conciligo DC. Perennial ; flowers 

yellow ; petals 10 01' more ; anthers ye-

llow." (コンシリコ節。多年草。花は黄色。

花弁は、 10枚またはそれ以上で「ゃく J は

黄色)

@ギリシャ神話の女性とその涙の化身

ギリシャ神話上に登場する女性のi戻は、

しばしば動物や縞物に化身することがある。

そして、学名の'1'にギリシャ神話上の登場

人物を合んてもいる時、その学名を調べるこ

とによって、その奥に壮大なドラ7 が展開

されていることを発見する機会が与えられ

るかも知れない0 ・…・・〈以下、女生のi戻が

虫になった話〉

美しいタテハチョウ科にクジャクチョウ

Nymphalis io geishaが匁lられ、北海道で

もなじみi架い種類である。学名の中にある

10は小文字で舎かれているが、実は 10で、

れっきとしたギリシャ神話上の登場人物の

名である。ギリシャ南東部のアノレゴリス Ar-

golis湾に臨み古代都市アノレコス Argos<J;最

初の王イナコス Inachusの娘がイオ 10であ

る。イオは全知全能の和，.ゼウスに愛された

が、ゼウスの妻であるヘラ Heraにそねみを

買ったためにゼウスはイオを純白の雄牛に

変えてカくしてしまった。しかし、それを

慌しみへラはその正体を見破り、百限の巨

人アノレゴスArgusに見張らせることにした。

ゼウスはそのアノレゴスを殺してしまったの
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だが、イオはへラに追われて世界中をさま

よい放浪の旅を統けなければならない身の

上となってしまうのであった。

ある日、彼女(純白の雄牛)の足に 1Pじ
のチョウが11:まっていた。LJ:まれたばかり

のチョウであった。そのチョウのはねの上

になげき悲しんだ末終ちたイオの大粒の涙

がクジャクチョウのあの真珠のように光る

文様に変身したという。イオが最後にたど

り着いた所は、エジプトであり、そこでも

と通りの人間の姿にもどったとき。

(文責外111雅寛)

〈文献紹介〉

①雲南の植物 I~Ill.昭和61年刊行。 日本

放送出版協会・中国雲南人民出版社。

日本・中国共同による国際的な出版物}

で中国の組物を知るための最良の書物で

す。

中国雲南省は熱帯から寒帯にまで至る

広大な商積をしめ、 rt直物の王国」といわ

れております。本書はその豊富な植物の

中から、代表的な野生植物千針余種をカ

ラー写真におさめ、詳細な解説がつけら

れたものです。しかもその中には日本の

植物と伺じものや関係の深い柄物がポッ

と目の中にとびこんでくるのです。特に

自生地のようすが子にとるようにわかる

ように編集されていて、壮大な風景を背

景とした美しい花が次々と主主場、いなが

らにして中国の植物が観賞できることは

すばらしいことであります。

第 I巻は阿部高山地帯(寒帯)、第II巻

は中部・東北部高原地帯(i且帯・亜熱帯)
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第III巻は西南部・南部・東南部低海抜丘

陵地帯(熱帯)の植物をおさめておりま

す。

大事l箱入、3lnrセットの価格は75， 000 

円ですが内容から判断すると決して高い

ものではありません。札幌の書底にたの

んでとりよせていただくか、庶接下記へ

問い合わせると入子できるはずです。

東京都渋谷区宇田川町41-1 郵便番号150

日本放送出版協会。

〈追記〉上記の文献は日本語に邦訳され

たもので、日本で印刷されたものですo

②エンレイソウ属植物 鮫島平和日子.鮫島f

到i著、北海道大学図書刊行会、 1987年

3月発行。定価18， 000円。

世界のエンレイソウの原色大図譜です。

今世紀最高の質量ともにすぐれ、すべて

の点にいきとどいた図議です。今後恐ら

くこれだけの図譜の登場を見ることはな

いでしょう。特にll;(色の子描き図版は生

きたままの+直物を目の前にしているよう

です。精細な分解図も大変すばらしいも

のです。

本文は和英両文でかかれ、詳細な分布

図がつけられています。

北海道のエンレイソウだけでも、基本

種・変種・品種などすべてをとり上げた

もので、道内の地方別での形態の違いな

どに至るまで凶示解説されております。

本書の序文に「専門書ではあるが、自

然を愛し、植物に興味をもたれる方々に

も親しんでいただけるように気を配った姐

と記されていますが、本書はまさに植物

を愛する人々に是非おすすめしたい本で
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