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Weeds? We know them as dandelions, buttercups, daisies, 
poppies, cornflowers and so many others. Weeds may be 
defined as plants that have the habit to grow at the wrong 
moment in the wrong place! They often turn up where earth 

has been disturbed. The seeds may 
remain dormant over long 
periods, for several tens of 
years, and sprout when the 
ground is worked or cleared. As 
Richard Mabey describes, weeds 
have evolved along with the 
plants people cultivate for food; 
whether vegetables, grain and 
rye, or herbs for medical use or 
food seasoning. Weeds have 
evolved to ripen simultaneously 
with the cultivated plants and 
the shape and size of their seeds 
has evolved to resemble the 
cultivated plants with which 
they grow together. By this 
imitation process their survival 
is best secured. 

Richard Mabey dedicates successive chapters to the first 
written records describing weeds, their medical use, as well 
on the evolution of weeding techniques, starting by pulling in 
pre-historical times, later by hoeing and recently by spraying 
with chemicals.  

Then he gives a review of weeds as they appear in 
literature and poems. Apparently hundreds of weeds are cited 
by Shakespeare in his works. As an example, “A Midsummer 
Night’s Dream” is cited. In this tale the juice of the wild pansy 
is dripped into the eyes of the sleeping. The effect is that they 
will fall in love with the first person they see when they 
awake. Apparently this was based on local lore known and 
understood by Shakespeare’s contemporaries. A local name 
for wild pansy was “love-in-idleness”. In the early 20th 
century, New York’s Central Park grew all the plants cited in 
Shakespeare’s various works. The next chapter is dedicated to 
weeds in paintings, such as greater plantain in Albrecht 
Durer’s painting “Large Piece of Turf”. 

But weeds are also associated with war. The famous 
poppies of Flanders, ever since the First World War, associate 
the red colour with blood-stained fields and rebirth of nature 
after the carnage. Another association with war is the purple 
sea of rosebay willowherb that sprang up from bomb craters, 
after London was firebombed by the Germans during the 
Second World War. The fire and the water sprayed by the fire-
fighters gave the warmth and humidity for the germination of 
the seeds. The rosebay was called bomb-weed. Rumours went 
that the bombs contained these seeds and that some kind of 
biological war was at hand. 

During the imperial period of the UK, seeds and plants 
were brought in from all over the world. This was both for 
science as well as for commercial reasons; whether for 
industrial (rubber), medical (cinchona) or ornamental 
(rhododendron) use of varieties unknown in the UK. However 
some seeds came to the UK in more accidental ways, such as 
Canadian fleabane which arrived in the stuffing of a North 
American bird.  

Richard Mabey also traces how plants travel across the 
UK. For example Oxford ragwort was first grown in the 
university’s botanic garden (1794). Some seedlings climbed 
the wall. Later it was noticed a few streets further on, until by 
1830 it reached the railway station. After which it spread 
along the railway network. The downy seeds would float into 
the carriages with travellers getting in, and leave with them 
for their various destinations. More recently plants travel 
along highways in the slipstream of cars and trucks. Even 
more with the spreading of salt in winter time, some weeds, 
usually limited to the seashore, now appear along the 
roadsides of  motorways. 

Of course some of the immigrant weeds are invading 
species without their natural predators to keep them in check. 
But on the other hand, some exotic weeds live an ephemeral 
existence in waste dumps. As Mabey says:  

“Occasionally I went on “alien hunts” organised by the 
Botanical Society of the British Isles. This was a 
euphemism for coach tours round east London refuse pits, 
which in those pre-recycling days were the sites for 
indiscriminate dumping of every kind of rubbish from 
abattoir waste to plastic toys.” 

They would find cucumber and dahlias, watermelons and 
tomatoes, as well as coriander and buckwheat. 

In the course of the book, the invasion of foreign species 
also comes up in futuristic and doomsday literature, where 
‘Triffid,’ a genetically-engineered weed, becomes a rampant 
carnivorous plant that eats humans. This chapter leads Richard 
Mabey to reflect on invading species. He wonders whether we 
should rather accept them, just as we would be tolerant to the 
immigration of foreign people - except of course for the few 
killer species that come without their natural ecosystem. He 
wonders whether, after a few generations, a new, richer 
equilibrium is found. We tend to forget that Celts and Romans 
brought foreign species to the UK, which we now take as 
native. 

If you are not scared off by the countless names of flowers 
you may not know in English and which you may need to 
look up so as to know what they look like, this book is 
certainly very interesting. Richard Mabey, writes in a fluent 
and descriptive way. Indeed this is not his first book on 
flowers and plants. His experience as a radio commentator 
provides that he certainly knows how to keep you interested. I 
liked a citation of John Ruskin: 

“We usually think of the poppy as a coarse flower; but it 
is the most transparent and delicate of all the blossoms of 
the field… the poppy is painted glass; it never glows so 
brightly as when the sun shines through it. Wherever it is 
seen – against the light or with the light – always, it is a 
flame, and warms the wind like a blown ruby.” 

As well as one of Mabeys’ own descriptions: 
“Bee orchids… they seemed … to be ornaments of 
porcelain and velvet, that had been mysteriously 
animated by the sun.” 

Finally Mabey compares weeds in the city to a kind of 
living graffiti: impertinent and streetwise, living one step 
ahead of real-estate developers.
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雑草
無法植物の話

リチャード・メイビー
ブランカ･ヴァン･ハセルト

　

雑草とは？タンポポ、キンポウゲ、デイジー、ポピー、ヤグ
ルマギクなどの名前が思い浮かびます。雑草とは、生えてほ
しくないときに生えてほしくない場所に生えてくる植物、と
定義してもよいかもしれません。地面を引っ掻き回した後に
よく生えてきます。長く休眠状態にあった種子が数十年の後
に土壌の条件が整って芽を出すのかもしれません。著者リ
チャード・メイビーが述べているように、野菜、穀物、ライ
麦、あるいは薬用やスパイスとしてのハーブなど、人々が栽
培してきた植物と共に、雑草も進化してきました。栽培作物
と同時に熟すようになり、種子の形や大きさも栽培植物のそ
れと同じようになっていきました。栽培植物と同じ性質をも
つよう進化することで、雑草は生き延びることが可能になっ
たのです。
　雑草についての最初の記録、医療へ利用などについての章
があり、除草技術の進歩についての章が続きます。原始的な
引き抜く方法から、鍬の利用、近年の除草剤噴霧について述
べられています。
　それから、文学作品、詩などに登場する雑草について考察
しています。シェイクスピア作品には数百種類の雑草が出て
きます。例えば『真夏の夜の夢』には、パンジーから絞った
液体を眠っている人のまぶたに落とす場面があります。その
人が目覚めた後最初に目にした人を好きになる、という効果
があるのだそうです。これは地方の民間伝承に基づくもので、
シェイクスピアと同時代に生きた人々は、その言い伝えを知っ
ていたと思われます。その地方ではパンジーのことを「なま
けんぼうの恋の花」と呼ぶそうです。20世紀初めには、シェ
イクスピア作品に出てくる全ての植物が、ニューヨークのセ
ントラルパークに植えられました。その次は、絵画に描かれ
ている雑草についての章です。アルブレヒト・デューラーの
『芝草』に描かれている大きなプランタンなどについて述べ
られています。
　また、戦争にまつわる雑草の話もあります。フランダース
の有名なポピーは、第一次世界大戦以来、その赤い色が、血
に染まった大地や、大虐殺後の生命の再生を連想させます。
第二次世界大戦でロンドンがドイツ軍による空爆を受けた後
にできたクレーターには、紫のヤナギランの花の海が一面に
広がりました。炎と消防隊の放水が種子の発芽に必要な温度
と水分を供給したのです。紫のヤナギランは爆弾草と呼ばれ
ました。爆弾の中にその種が入っていて生物戦が始まるのだ
という噂もありました。
　帝国主義時代には世界中から植物や種子がイギリスに持ち
込まれました。学術目的のものもありましたし、商用目的の
ものもありました。例えば工業用植物（ゴム）薬用植物（キ
ナノキ）あるいは観賞用の植物（ツツジ）など、イギリスで
は知られていなかったさまざまな植物が持ち込まれました。
一方、たまたま入り込んできた種子もありました。カナダ原
産のヒメムカシヨモギは北米の鳥の詰め物として運ばれたも
のです。
　リチャードはまた、イギリス内の植物の移動の跡をたどっ
ています。例えばオックスフォードのフキは元々大学内の植
物園に植えられていたものです（1794年）。その苗が壁を越
え、いくつかの通りを越えたところで生育しているのが確認
されました。1830年までにその生育場所は駅まで到達し、そ

の後、鉄道の沿線に沿ってその範囲を広げました。柔らかい
うぶ毛に覆われた種子は旅行者の荷物にふわりと入り込んで
それぞれの目的地へと移動していったのです。最近では高速
道路を走る車やトラックの流れに沿って植物の種子が移動す
ることもあります。さらに、海岸近くにしか生息しなかった
雑草が、冬に凍結防止剤としてまかれる塩のおかげで、道路
沿いに現れることもあります。
　もちろん、外来種の雑草はその侵入を抑制する働きをする
捕食者がなければどんどん繁殖します。しかし、一方でゴミ
捨て場のような場所でひっそりと生息するものもあります。
リチャードは次のように述べています。
　「ときどき私はイギリス諸島植物協会主催の『エイリアン　
ハント』を行いました。これはロンドン東部周辺のゴミ捨て
場を見て回ることです。そこは、リサイクルが一般的になる
以前には、屠殺場の廃棄物からプラスチックのおもちゃまで、
あらゆる種類のゴミが無秩序に投棄されていた場所でした。」

リチャード一行はそこで、キュウリ、ダリア、スイカ、トマ
ト、さらにはコリアンダー、ソバまで発見したのでした。
　一方、終末的未来をモチーフにした文学作品に描かれる外
来種の侵入についても述べられています。『トリフィッド』
という作品の中では、遺伝子操作された雑草が人間を食べる
残虐な肉食植物に姿を変えます。この章でリチャードは外来
種への考察を深めています。外国からの移民を受け入れるよ
うに、外来種に対して寛容であるべきなのだろうか。もちろ
ん、自らを維持するための生態系を持たないで侵入してくる
殺戮種に対して寛容である必要はありませんが。数世代後に
はより豊かな均衡を保てるようになるのだろうかとリチャー
ドは問いかけます。私たちは忘れてしまいがちですが、イギ
リス原産だと思っている種の中には、元々ケルト族やローマ
人によって持ち込まれた種もあるのです。
　数え切れないほどの花の名前が出てくるのが嫌でなければ、
そして、それがどんな花なのか調べることが苦にならないの
なら、この本はとても興味深い一冊です。滑らかで読み応え
のある文章です。リチャードが花や植物について著した著書
はこれだけではありませんし、彼にはラジオのコメンテーター
としての経験があり、それが、読者をひきつける文章力に繋
がっています。ここで、私の好きな、ジョン･ラスキンの引用
を紹介します。
　「私たちは普段ポピーを地味な花だと思っています。しか
し、ポピーは最も透明度が高く、最も繊細な花なのです。そ
れはまるでガラスに描かれた花のようです。太陽の光にかざ
したときの輝きはまるで別の花を見ているようです。光に照
らされた、あるいは光に透けて見るポピーは、炎のようです。
その炎は、ルビーのように風さえも暖めるのです。」
また、リチャード自身はこう述べています。
　「蜜蜂蘭は陶器とビロードでできた装飾のようだ。太陽の
日差しに不思議な生命力を吹き込まれている。」
　最後に、リチャードは都市の雑草を生きた落書きだと
喩えています。ときに生意気で世間慣れしていて、不動産
開発業者の一歩先を生きています。 

訳: 小越二美 (Fumi Kogoe)
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