
シベリアの古典植物文献あれこれ

松本市豊国秀夫

t はじめに 被子植物双子葉植物

「北方山草J第 4号のテーマがアジア犬 エゾミヤマヤナギ、ミヤマヤナギ、ダケ

陸ということなので、アジア大陸の中でも カンバ、カマヤリソウ、チシマヒメイワタ

特に北海道の高山植物、山草と植物地理学 デ、ウラジロタデ、カラフトダイオウ、メ

上密接な関係を持つシベリアの植物一一そ アカンフスマ、タカネミミナグサ、スガワ

れについての古い文献を思いつくま与に記 ラピランジ、シラオイハコベ、 γ コタンハ

して見たし、。 コベ、リシリプシ、キタダケソウ、ミヤマ

本題に入る前に、一応臼本の高山帯と日 ハンショウズノレ、モミジカラマツ、レプγ

本以外のアジアの地域とに共通分布する植 キンパイソウ、ボタンキンバイ、ミヤマオ

物について少しふれて置くことにする。 ダマキ、コマグサ、イワハタザオ、モイワ

「北方山草J第 2号 (1981 )の拙稿「臼 ナズナ、オタエゾナズナ、ハクセンナズナ、

本の高山植物相の区系植物地理」中に記述 ユウバりミセパヤ、ダイモンジソウ、クモ

したように、日本の高山帯に自生すること マユキノシ夕、チシマクモマグサ、ヤマハ

が知られているシダ椋物および種子植物の ナソウ、オニシモツケ、エゾノシモツケソ

種類数は 574である。その中で、日本の罰 ウ、ノウゴイチゴ、シロパナヘビイチゴ、

有種をも含んだアジア要素は、 347種、 ミヤマキンバイ、メアカンキンバイ、ミネ

60.5~もと高率を示している。その 347種中 ザクラ、カライトソウ、ナガポノシロワレ

日本の国有種 187種を除くと、 160種、 モコウ、タカネナナカマド、イワオオギ、

27.9%。これが、日本の高山帯と大陸部分 ヒダカゲYゲ、ヒダカミヤマノエンドウ、

を含むアジアのどこかに共通に産する種で グンナイフウロ、エゾフウロ、ヒメナット

ある。参考までに、それらの名称を種の単 ウダイ、ツノレツゲ、ムラサキツりパナ、ミ

位(亜種、変種、品種も含めた)で列記す ネカエデ、オガラパナ、イワオトギリ、タ

ると次のようになる。 カネスミレ、ヒメアカパナ、ミヤマアカパ

シダ植物 ナ、アジポソアカバナ、ミヤマセンキュウ、

イッポンワラビ、オオメシダ、ミヤマヘ ハタサンボウフウ、チシマニンジン、ミヤ

ピノネコ、ザ、ミヤマイヌワラビ、ミヤマウ

ラジロ、オクヤマ、ンダ、タカネシダ、カラ

クサイノデ、以上 8種。

種子植物裸子植物

トウヒ、ハイマツ、イプキ、以上 3種。

マウイキョウ、以上 58種は離弁花O

カラフトイチヤクソウ、コメパツガザグ

ラ、チ、ンマツガザクラ、コヨウラ夕、キパ

ナシャクナゲ、イワツツジ、オオバ兄ノキ、

ユキワリソウ、サγプタリ y ドウ、チシマ
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セγプリ、リシリリンドウ、タテヤ"yン

ドウ、エゾザ Y ドウ、チチプリ γ ドウ、ミ

ヤマムラサキ、エゾノレリソウ、オオバミゾ

ホウズキ、 Vオガマギ夕、ェゾγオガマ、

キクバクワガ夕、エゾヒメクワガ夕、スノレ

カ酔ヒョウタ γボ夕、クロミノウグイスカグ

ラ、チシマヒョウタ γボ夕、ウコ γウツギ、

ムシカリ、タカネオミナェ、ン、モイワ γヤ

ジン、タニギキョウ、アサギリソウ、エソ

ノサワアザミ、フタマタタンポポ、ミヤマ

アズマギ夕、タカネニガナ、エゾウスユキ

ソウ、ウスユキソウ、 トウゲプキ、カラフ

トアザミ、 ミヤマオグノレマ、オダサムタン

ポポ、以上 40種は合弁花。

単子薬品横物

7 トヒノレムシロ、チシマザサ、ミヤマヌ

カボ、ヒメノガリヤス、タカネノガザヤλ、

ミヤマノガリヤス、ミヤマドジョウツナギ、

ヒロハノドジョウツナギ、カラブトイチゴ

ツナギ、ミヤマイチゴツナギ、ヒメカラフ

トイチコツナギ、ヒラギシスゲ、タカネシ

ョウジョウ λ ゲ、ヒメアゼλ ゲ、ミヤマグ

ロスゲ、イトキンスゲ、コハリスゲ、ヤリ

スゲ、センジョウスゲ、タカネヒメスゲ、

ホロムイスケ¥カワズスゲ、ヒカゲノ、リス

ゲ、ヒメ兄ゲ、マ γ シュウグロカワズスゲ、

ツノレスゲ、 ミヤマ了、ンボソスゲ、タカネナ

ノレコ、ゴンケ γスゲ、 ミヤケスゲ、イワス

ゲ、オノエスゲ、ヌイオスゲ、クロヌマハ

ザイ、タカネグロスゲ、ミヤマホソコウガ

イゼキショウ、エゾイトイ、クロコウガイ

ゼキショウ、タカネ兄ズメノヒエ、ツバメ

オモト、ェゾゼンテイ力、ヤチギボウシ、

グノレマユワ、エゾパイケイソウ、ワ γリソ
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ウ、コイチョウラン、ミヤマブタノミラン、

フリドオシラン、ノピネチドリ、キソチド

リ、 トキソウ、以上 51~輩。

2. 18世紀のシベリアの植物文献

ドイツの植物学者グメリ γ(J.G. Gme_ 

lin )は、 1733年から 1743年迄の聞にシ

ベリアの植物調査をおこなった。その成果

は「シベリア植物誌」として 4巻にまとめ

られ、 1747年から 1769年にかけて、帝政

ロシア時代の首都セント・ピータースプノレ

ク(現レニ γ グラード)で出版されたO 本

書に使われている植物の学名は、現在の学

名のような二名法ではないので、グモイリ

D. IOH. GEORGU .GMELIN 
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HISTORIA 

PLANTARV.M SIBIRIAE 
TOMVSIV  

CONTINENS 

T'ABVLAS AERI INCISAS 

LXXXIII. 

EX R.ECENSIONE 

D. SAMVEL .GOTTL. GMELIN. 

At.dulL ScienL r'lropoJ. M刷nbr.Ord.

+++か~-(>-.o.~~や-0-0-""'-0)-+"':トペ歩4ト令骨一争~.

PE  TKOPOLI 
EX TYPOGRAPHlA ACADElIlIAE SCIENTIARVM 

i'!lDCC.LXIX. 

図 l グメリン「シベザア植物誌J第 4巻

( 1769 )のタイトノレ貰
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γ ドウの母種トウヤクリンドウにはGent- von Ledebour)により、二名法による学

iana floribus terminal ibus diapharlis 名と対照して解説された。

( r茎頂に色の無い花をつけるリ Y ドウJ

の意)とL、う長い学名がつけられているo 12 1:: 

本書は日本にも幾セットかは存在し、北海

道では、北大農学部植物学教室図書室およ

び理学部植物学教室の蔵書中にある。 CommentRl'IUS

106 0 L 1 G A N T H E' R A E 
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図 2 グメリ γ 「シヘリア植物誌J第4巻

の 106頁。 75は}ウヤグリ γ ドウの学

名と記載文。

グメリ γの「シベリア植物誌」に載った

二名法によらない植物の学名については、

1841年に、やはりドイツの植物学者でロ

シアの縞物を研究したレデボーノレ (C.F. 

... G. G >fllr.・..Pl・....m・，1>........刷

~ .仇・..，・"..... ， 

図 3. レデボーノレ「グメリ Yのシヘリア植

物誌解説J(1841年〕

18世紀末になって、やはりドイツの植物

学者のパラス(P. S. Pallas )によりロシ

アの植物研究がなされ、 1784年から88年

にかけて「ロシア植物誌J2巻が、セント

ピ-!'ースプルクて、出版された。表題は

ロγア植物誌であるが、シベリアを含む極

東地域の植物も多数、本書中で命名されて

いる。トウヤクリンドウ、ヨコヤマリンド

ウ、チシマセ γブリに正式に学名命名がな

されたのは本書である。大型の本なので、

グメリ γの「シベリア植物誌Jよりも日本

の図書館では数がすくない。北海道では、
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北大農学部の植物学教室の図書室に蔵書さ

れている。図版が彩色されているので、植

物の花の色なども、単に文字だけの記載と

違って判りやすい。

FLORA ROSSICA 

SEl! 

STIRI'Il:M IMPERII ROSSICI 

PEN EI;/WPfJ，JJ ET-ASIAJ，Jf 

IXDlGEX、RDI

DESCRIPTIONES ET ICONES. 

I L;SSU 1:1' J¥liSPICIIS 

3. 19世紀のシベリアの植物文献

19世紀に入って、シベリアを含む極東、

およびロ γ7全体の植物調査は活発になる。

この時期に活躍した主要な植物学者を出生

年代順に記すと次のようになる。アイッジ

ャー(F. E. L. von Fischer )、 レデボ

ール(C. F. von .Ledebour)、 メイヤー

( C. A. von Meyer)、ツノレチュザニノフ

( N. S. von Turczaninow)、プγゲ (A.

A. von Bunge)、 トラウトヴエッター

( E. R. von Traulvetter)、レーゲノレ

( E. A. von Regel)、マキシモヴイッチず

C A T H A R 1 N A II. I (C. J .Ma山 nowicz)、ハーダー (F.G. 

A l GじST lE 

1'. S. l'、LL¥S

TO，lll 1. PARS 1. 

l'ETROPOLI 
1: TI.P"guphi~ Irnp位向 ~Ii J. J. Wcitbrccllr. 

).JDCCI.Xx回

図4 パラス「ロシア植物誌J第 l巻のタ

イトノレ頁(1784年〕

T.M.von Herder)、 コノレシンスキー

( S. 1. Korshinsky)なと・。 これらの人

々の多くは、セント・ピータースプノレグの

植物園長の経歴を持つo フイッシャーはメ

イヤーと共に、セ γ ト・ピ-!<一見プノレク

植物園の種子目録(1835 -1838)を書き、

その中で、日本の高山植物に関係あるいく

つかの新学名を発表している。レデボーノレ

は、 1841年から 1851年迄か与って「ロ γ

ア植物誌J全4巻を完結しているが、前記

のパラλ の「ロシア植物誌」と比較すると

くやっと種類数が増えている。ツノレチュザニ

ノ7は、 1838年に「ハイカル池方および

ダアリアの植物目録Jを出版し、 1842年

から57年にかけて「パイカノレーダフリア植

物誌jを完成している。後者の中には、サ

γプグリ y ドウの母種の記載がある。プン

ゲは、 1831年に「中国北部採集植物自録J

を発表している。トラウトヴエッターはメ

イヤーと共同で 1856年「オホーツク地方

顕花植物小誌jを著し、シベリア北東部の
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植物につき記述をしたo エゾカンゾウの学

名は本書の中で発表されている。レーゲノレ

はチリング (H.S. T. Tiling) と共に、

1858年「アヤン地方植物小誌」を発表し

た。この中にはチシマニンジンの学名命名

と記載文が載っている。更にレーゲルはハ

ーダーとの共著で、 1862年から87年にか

けて「ラッデの組物(Plantae Raddea-

nae ) Jを出版、ラッデ(G. F. R.J. 

Radde)が東シベリアで係集した植物を記

載しているo ナガハキタアザミの母種チシ

マキタアザミは、この中で命名されている。

マキシモヴイッチは日本に来たこともあり

日本の高山植物も、ナ yプイヌナズナ、オ

ヤマノエンドウ、ミヤマリンドウ、その他

多数記載発表しているが、 1859年に「ア

ムール植物誌」を出版した。ツノレり y ドウ

属は、この中で設立されている。 19世紀も

終りに近い 1898年に、コノレシンスキーの

「東部ロシア植物誌」が出版された。 20世

市己に入って、コマロ 7( V. L. K. Koma-

rov)やプッシュウ(N. BuschおよびE.

Busch)および7ノレテン(E. Hult'en )が

大活躍し、級東北部の植物相が明らかにな

って来るが、 20世紀の研究については別の

機会にゆずることにする。
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