
リンドウ類の 概 観

緒 言

広義のリンドウ属 (GentianaL.， s. laU 

は、スウェーデンの白然史学者リンネによ

り1753年に「植物の種類 (SI児 ciesHanta. 

rum)Jという論文の中で、 1700年フランス

のツルネフォーノレ(].P. Tournefort )が

採用したディオスコリテス(Dioskorides)

の Gentianaという植物名を公式に植物の

属 (genus) として、その位置を確立した。

ところが、この属の内容は非常に隔が広く、

花冠裂片liijに両1)片のある、いわゆる狭義の

リンドウ属の他に、チシマリンドウ属やタ

カネリンドウ属の市置物まて。含んてがいた。 リ

ンネの後、メンヒ(c.Moench)、フレー

リッヒ 0.A. Froerich)、ボノレクハウゼ?ン

(M. B. Borckhausen)、シュミット(F.W. 

Schmidt)などのリンドウ研究者によって

広義のリンドウ属の紺!分化と均一化が試み

られた。じかし、 ドイツの続物分類学者でも

あり植物地理学者でもあったグリーセ、バッ

ハ(A.H. R. Grisebach)が1839年と1845

年に発表したリンドウ科全般の分類誌の中

で、依然として広義のリンドウ属を採用し

たため1900年代に入っても、結局広義のリ

ンドウ属が幅をきかせていて、細分化され

た小さい属は、ヨーロソパの地方航物誌に

散見されるのみであった。 1936年になって、

スウェーテ。ンのウプサラ大学でリンドウ干+

やユキノシタ科の分類学的研究を行ってい

たスミス(H.Smith)カずオーストリアのウ

松本市豊田 秀夫

イーン自然史博物館で中同の航物を調資し

ていたハンデノレ・マゼッティ (H. Handel. 

Mazzetti)均、編纂した "SymbolaeSinicae" 

という論文中でチシ7 リンドウ属やメガコ

ドン属を採用し、さらに1945年に狭義のリ

ンドウ属とチシマリンドウ属の区別点につ

き詳細に論議してから、このスミスの見解

を採則する人が増加した。 1951年には中華

人民共和国の馬(Y.Ma)がタカネリンド

ウ属を狭義のリンドウ属やチシマリンドウ

属から別けて1rt!立させ、新たに Gentiano.

psis (Gentianaリンドウ属十 OPS1S似た

物)と命名した。

タカネリンドウ属は、 1800年代にも、

CrossopetalumとかAnthopogonとか名前

がつけられた事もあったが、それらの名前

が以前lこ他の+直物1ttにつけられていたりし

たため、結局このGentianopsぬという名前

が現在正式な名称として採用されている。

さらに、 1953年にスウェーデンの植物学者

て"米国で活躍しているロヴィー (D.Loeve) 

:久史によりリンドウ科の細胞分類学的研究

がなされ広義のリンドウ属は、幾つかの小

さい属に分けられて使用されるようになっ

すて》

~。
この小文は、筆者が1986年3月に東京上

野の伍!立科学|専物館で植物研究教室(東京)

のためリン}ウの仲間について訴をした|荻

に使用したテキストに加11したものである。

本稿を草するにうたり、 リンドウについて
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訴をする機会を作って下さった奥山春季先

生および植物研究教室の皆さんにお礼申し

トげる。

リンドウ類の属と狭義のリンドウ属の

節 (Sections)の区分

狭義のリンドウ属に最も近い属はツノレリ

ンドウ属であって、チシ7 リンドウ属やタ

カネリンドウ属ではない。また、サンプク

リンドウ属は、ヒメセンブリ属に#常に近

い。そんな訳で、ここではリンドウ類とい

う言葉を使'在的に使用した。

I サンプクリンドウ属 (Comastoma-

Toyokuni) 小形の 1~ 2年草。茶の基

部に普通ロゼット葉がある。花は 4~5

数刊で、花冠裂片i付{J[Iリの付属物lま最初J大

きく 2裂し、さらに版状に裂けている。

花冠筒状部内側基部に裂片と対生して、

それぞれ2イ1Mずつの後腺がある。

C. tenellum、C.nanum， C. falcatum、

C. pulmonariumなとな世界で10種、 日本

ではC.pulmona1'iumの亜種サンプクリ

ンドウカ勺有アノレフ。スに自生。

II チシ7 リンドウ属 (GentianellaMoe-

nch) : 1 ~ 2年半まれに多年草で、来の

基部に口セ+ット葉がある。花は 4~5 数

性で、花冠裂片内{J[l1に普通部11かく裂けた

房状の付属物がある。花冠筒状音n内{J間基
古Iiに裂片と対'1令して 1個ずつまi腺がある。

IJ本にはチシ7 リンドウ、ユウハリリ

ンドウ及びその亜種オノエリンドウがあ

る。外国産のG.acu旬、 G.campestris、

G. ge1'manicaなどLここに入る o 南半球

の訴はij/i属 Soogentianellaあるいは独立

4 

属として扱われる場合が多い。

1II ヤエシュケア属(Jaeschkea1(u1'z) 

1年半。花は 5数刊で花冠は筒状鐙形、

i二部は 5i主裂し、裂i'J問にMIJ片を欠く。

雄しべは花冠裂片の舷古/;につく。

ヒマラヤに].oligospe1'ma他2種。

N sヌゲコドン属 (MegacoclonH. Smith) 

.花は 5数性で、花冠は錯形または広漏

斗派手、 11侯古/1IこiJ}状付属f却があるか、 また

はこれを欠く。種 fは無翼。

ヒ7 ラヤに 2稲、 M.stylophorusとM

venOSl1Sがあるo

V タカネリンドウ属 (GentianopsisMa) 

1 ~ 2年草まれに多年j'i(で、茎の基音/;

にロセヨット葉をつける。花は 4数性で、

花冠裂片にf、J-IIJI物がなく、内fJ[lJ;M;部に裂

片と対生してそれぞれ I個の後腺がある。

rI本産ではタカネリンドウ ()]IJ名シロ

ウマリンドウ)及びチチプリン}ウ(別

名ヒロハヒゲリンドウ)があり、アジア

大陸のG.ba1'bataもこの仲間である。

チシ7 リンドウ属の中に入れて扱われ

る場合もあるが、花id裂片に付属物がな

いこと、雌しべの柱闘が発達 Lているこ

と、樋子に多くの突起状付属物があるこ

となどで独立属とするのが良いと者えら

れる。

明 ホソパノツルリンドウ属 (Pteo'goca-

lyx Maximowicz) 多年平で、茎は蔓

除。花は 4数性で花冠裂片に付属物はな

い。果丈一はさく果。

ホソパノツルリンドウ 1f~!がある。

VII リンドウf昂 (GentianaLinnaeus) 多

年草または 1~ 2 ir草。花は 5数性まれ
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に4、または 6-8数性。通常、イE冠裂

片聞に話Ij片 (plicae)があり、雌しべの

了房の基音iに花冠裂片と同数の後腺があ

る。本属は、さらに幾つかの節(section:ち)

に分けられる。

(1) ゲンチアナ節 (Sect.Gentiana) : G 

lutea、G.pannonica、G.punctata、

G. purllUreaなどが入る。日本に自生

種はない。

(2) リンドウ節 (Sect.Pneull1onanthe) 

:EJ本産では、リンドウ、エゾリンド

ウ、オヤ7 リンドウ及びアサマリンド

ウの 4段がある o 外l王i積のG.llnel¥lTXl-

nantheやトウワタリンドウ (G.ascle 

lliadea) もここに入る o

(3) ヤクシ7 リンドウ節 (Sect.Kudoa) 

:H本産ではヤクシ7 リンドウ111"1稀

であるが、コーカサス111脈などに近縁

種がある。

(4) オオパリンドウ節 (Sect.Alltera) 

日本に自生はないが、オオパリンドウ

(G. ll1acrollhylla)やG.wutaiensis 

などがこの節に属する。

(5) トウヤクリンドウ節 (Sect.Frigida 

) :日本では、 I171山・亜高111に普通なト

ウヤクリンドウ及び北海道大雪111に白

生するヨコヤ7 リンドウの 2種のみで

ある。隣の'1'華人民共有JI王lではG.sino-

ornata、G.farreri、G.hexaphylla、

G. trichotoll1aなど多数を応し、 トウ

ヤクリンドウの紫花品まである。

(6) オトフォラ節 (Sect.Otollhora) :G 

otophora、G.otollhoroiclcs、G.cary~ 

ollhyllcaなど'1'国からピノレマにかけて

r 
d 

践する。

(7) ステノギネ節 (Sect. Stenogyne) 

.日本!なはないが、中国ではG.pritn-

uliflora、G.rhodantha、G.serra、G.

lelltoclaclaなど注し、左右非相科、の花

冠話Ij片が特徴的である。

(8) ミヤ'71)ンドウ節 (Sect.Chondro 

llhylla) :日本産では、ミヤ7 リンドウ

(変種イイデリンドウを合む)とリシ

リリンドウが多年草であり、 1 -2年

草では、フデリンドウ、コケリンドウ、

ヤクシマコケリンドウ、ハ/レリンドウ

(タテヤ'71)ンドウを合む)およびヒ

ナリンドウ(コヒナリンドウを合む)

である。中国では、本筋の種類が非常

に笠宮で G.bella、G.IlseucloaQl1atica、

G. IlseuclosQuarrosa、G.leucoll1cla 

nea、G.tricolorなど100種以上記載

されているが、 rl'には統合の必要な物

もあり、それらの整用は大変な仕事で

ある。

(9) メガランテ節 (Sect.Megalanthe) 

:チャボリンドウ (G.acaulis)、アル

プスリンドウ (G.alllina)、G.angus-

tifoliaなどAcaulisllrのリンドウカずこ

こに入る o

(10) カラチアーナエ節 (Sect.Calathia-

nae) : G. verna、G.nivalis、G.utri 

cl1losa、G.bavaricaなどがここに入る o

11本産はないが、山京家に栽士官される

種類が多く、全体が小柄でトあるが、花

色が濃く美しい。

VIII ツノレリンドウ属 (Trillterospennull1

Blull1e) :多年草で蔓性。花冠にMll片があ
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る点はリンドウ属と共通であるが、雌し

べの基部の蜜腺はカラーで覆われている。

果実はj夜果またはさく果。

日本産はツノレリンドウ唯 1種だけた‘っ

たが、最近屋久島で新種ハナヤマツノレリ

ンドウが邑田・矢阪両博士により発見さ

れつf.distylumと命名された。

立 イクサンツス属 (IxanthusGrisebach) 

1年草。リンドウ属に近縁で、花は 5

数位。花冠は筒状部が短〈車形で、花色

は黄色。雌しべの子房は、 1-租の属が

l室であったのに対して 2室。

カナリー諸島に 1稜1.viscosusが白生

する。

図の説明

凶A サンプクリンドウ (Comastomapulmo 

narium Toyokuni subsp. sectum Toyo 

kuni)の全形(I-3!0 

凶B サンプクリンドウ 1がくを聞いて内部

から見たところ、 2がく片、 3花冠を聞

いて内部から見たところ、 4花冠裂片と

付属物。

図C チシ7 リンドウ (Gentianellaauriculata 

Gillett)・1全形、 2がくの展開、 3がく

片のへりの突起、 4花冠の展開、 5花冠

裂片の房状付属物、 6雌しべ。

岡D ユーノマリリンドウ (Gentianellayupare 

nsis Gillett)の全形 (1-3!0

凶E ユーノマリリンドウ 1がく、 2がく片の

へり、 3花冠、 4花冠裂)'，と付属物、 5

雌しべ。

凶F オノエリンドウ (G.yuparensis subsp 

takedae Toyokuni) : 1全形、 2と4が

くの展開、 3と5がく片のへり、 6花冠

の展開、 7花冠裂片と付属物、 8雌しべ。

閃G ユーパリリンドウおよびオノエリンドウ

- 6 

のがくの長さとがく筒状部の長さとの関

係を示すグラフ。黒円はユーパリリンド

ウ、臼円はオノヱリンドウ。

凶H タカネリンドウ (Gentianopsisyabei 

rvra) : 1，うまくの展開、 2雌しべ、 31E冠

の展開。チチフリンドウ (G.contorta 

rvra) : 4がくの展開、 5雌しべ、 6花冠

の展開。

岡 I ホソノマノツノレリンドウ (Pterygocalyx 

volubilis Maximowicz) 1花冠の展開、

2雌しべ、 3がくの展開。

岡J リシリリンドウ (Gentiana jamesii He-

I11sley): 1がくの展開、 2雌しべ、 31E

冠の展開。ミヤ7 リンドウ (G.nipponi-

ca Maxirnowicz) 4がくの展開、 5花

冠の展開、 6雌しべ。

図K タイ国産ステノギネi前のリンドウ (Gen

tiana leptoclada Balfour， f. et Forrest 

subsp. australis Toyokuni)・ 1花冠の展

開、 2がくの展開。花冠裂片1111の副)¥" ( 

plicae)が内而から見て、左側は裂g-とつ

ながり、:fi仰lは切れ込んでいるのが、ス

テノギネ節の特徴である。

同L 7デリンドウ (Gentiana zollingeri Fa. 

¥Vcwtt) 全形、 2がくの展開、 3花冠

の展開、 4花冠裂片と凶l片。

同M アサマリンドウ (Gentianasikokiana 

Maximowicz) : 1がくの展開、 2雌しべ、

3花冠の展開。オヤ7 リンドウ (G.l11a 

kinoi Kusnezow)・4がくの展開、 5雌

しべ、 6花冠の展開。

閃N ツノレリンドウ (Tripterosperemumjapo 

nicum Maximowicz) l1E冠の展開、

2雌しべ、 3がくの展開。雄しべの花糸

の先が1111がり、雌しべの基部にカラーが

ある。

凶O メンヒの論文 l¥1ethodlls Plantas， etc." 

(1794 'f.f1J)のタイトルページ。

閃P ボノレクハウゼンの論文(1796年flJ)の第

1ページ。
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