
サンクトペテルブルグの
日本産エンレイソウーコジマエンレイソウ標本

日本のヱンレイソウの学名については異

論があり図鑑によって Trilli1ll1l sl1lallii 

iVlaxin1 が使われたり、 T.8petalo1l 

Makinoが使われたりしている。ロシアの

マキシモヴ、イツテ(1827-1891)による T.

sl1lalliiの初発表文 (Maximowicz1883) 

にエンレイソウとコジマエンレイソウの 2

種が混在していたことが遠因となっている。

エンレイソウ及びコジマエンレイソウの正

しい学名選択をするためには、マイシモヴ

イツチが T.sl1lallii Maxim.を発表する

に際してどのような種概念を抱いていたの

か、彼が初発表文で引用した標本にはイ$:

どちらの種類が含まれているのか、といっ

た点を明らかにしておく必要がある。 2007

ff2月にサンクトペテルブルグ(レニングラ

ード)のコマロフ研究所(標本庫略称LE)を

尋ねた際、マキシモヴ、イツチが検討したH

本産ヱンレイソウ属植物の標本を見せても

らう乙とができた。しかし貼付されている

植物体の向きなどから厳密な再定ができな

かった例が多々あるとと、ラベルの書き込

みが読み取れない部分があることなどから

本報告はあくまで研究資料としてLE保管標

本の概裂を予報的に記録するものである。

マキシモヴイツチは1860年秋に函館に入

港し、翌1861年春に函館でエンレイソウ属

植物を採集している。その後、横浜や長崎

周辺でも採集した後1864年に帰国の途に着
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いたが、助手の須川長之助に依頼してその

後も日本各地の植物を採集させている(井上

1996、小山 2000)。その当時の外国人植物学

者の中で、最も日本の槌物に通暁していた

のがマキシモヴ、イツチだったと考えられる。

LE標本においてはヱンレイソウとコジマ

エンレイソウの 2穏が明確に区別されずー

っの台紙上に混在して貼付されている例が

多々あり、ここでは両種の標本をまとめて

解説する。

古い時代の標本から並べると以下の標本

があった(交換標本等で戦後に日木から送

付された新しい椋本はここでは取り上げな

い)。

(1) 関 lの台紙右側に貼付されている標

本が、いわゆる黒船によって日本周辺で採

集されたもので LEの日本産エンレイソウ

属植物標本としては最古のものである。こ

れはマキシモヴィッチの主 sl1lalliiの初発

表文で最初にヲi則されている標本でもある。

台紙右下のラベルは淡青色の紙に rHerba

rium of the U.S. North Pacific Ex 

ploring Expeclition uncler Commancl-

ers Ringgold ancl Roclgers， 1853-56J 

と印刷されており、小山 (1996)の解説に

従えば、この標本は1854年から55年にか

けての日本周辺での黒船遠征隊第二次調資

の折に採集されたことになる。採集地は
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fHakoclacli， JapanJとあることから、

1855年の6月6日から28日の聞にスモール

Smallによって函館で採られたものであ

る。ラベル上の学名は fTrillil1Ill erec 

tUln L. var. japoniCUl11Jとなっており、

米国グレイ Gray，A の筆跡であろう。植

物体(図 iの右側個体)は若い果実期であり、

6月の採集という事実と符合する。 i政果の

サイズは長さ0.95cm、幅lcmと球形で小

さく、エンレイソウと思われる。さらに同じ

台紙の左側には別標本が貼付され、手書き

ラベルがある。産地情報は fJapan，Haku 

san. 2500 met.iib. 111. 1875. by Rein 

[日本白山、標高2500m、1875年、レイン

採集JJとあり学名はやはり fTrilliuIll 

erectuIll L. var. japonicwn A.Gray J 

と書かれている。この標本では花内部がよ

く見えないが、がく片の形や木州白山とい

う産地を考慮すれ}まこれもエンレイソウと

考えるのが妥当だろう。本標本も、マキシ

モヴ、イツチによる 1'.smalliiの初発表文で

引用されているものである。但し、両標本

のラベル上にはマキシモヴィッチの手によ

る学名は書き込まれていない。台紙にはパ

ラタイプ指定のラベルが貼られているが、

乙れら 2つの標本はグルボフ Grubov

(2004)にあるように 1'.sIllallii Maxim 

のシンタイプにあたるものである。

(2) 1861年の4月から5月にかけてアルブ

レヒト Albrecht(当時の函館ロシア領事館

医師)あるいはマキシモヴィッチ自身によ

って凶館とその近辺で採集された標本が多

数ある。乙れらアルブレヒト標本・マキシモ

ヴィッチ標本も、 1'.sIllallii Maxim.の初

発表文で引用されている標本群である。

(2 - 1) アルブレヒ卜標本 (4枚)には

fMuscum botan. Acacl. Petrop. [ペテル

スブルグ植物学アカデミ一博物館JJの研究

機関名が印刷されたラベルが使われている。

いずれの標本でもラベルには f] aponia 

Insula Jesso， circa Hak口仁late.[日本.

蝦夷、函館近辺JJ fOr. Albrccht. 1861. 

[アルブレヒ卜博士. 1861年JJ とある。乙

こではアルブレヒト標本4枚を仮にA-l~

A-4と呼んで説明する。

A← 1襟本(図 2)には 5伺体が貼られてい

る(一つの地下茎から 2本以上の地上茎が

出る場合があるので、地上茎の途中で切ら

れている標本については、厳密には 1個体

なのか 1個体の一部の地上茎なのか分から

ない。しかし「地上茎Jと「個体Jとをいち

いち!又別して記述すると煩雑になるので、

ととでは使宜上、地下茎のついていない地上

茎のみの植物体も「個体Jとして説明する)。

。。
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右下の偲体のみ花の内部が見え、これはエ

ンレイソウであり、がくnの形や植物体全

体の様子から 5個体ともエンレイソウであ

る可能性が高い。元ラベルにはマキシモヴ

イツチによる学名見解は記されていないが、

2枚の同定ラベルが追加されている(図 3)。

チェレパノフ Czerepanovが1977年に

[ Tri11i1l111 s111allii Maxim.J と|司定(ド

から 2番目のラベル)したものと、 2003年

凶2
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にプニナとミヤコシナ Puninaancl 

Myakoshinaが rTrilli1ll1l apctalon 

MakinoJ と丙同定(ドから 3番目のラベ

ル)したものである。ここではプニナとミ

ヤコシナの何定を支持したい。

A-2標本はA-l標本の重複品と推測され、

ラベルにはマキシモヴィチの筆跡で r1'ri

lli1ll1l japoniC1ll1l Maxirn.Jの学名が書

かれている。台紙には開花4個体が貼付さ

れており、左下個体の花には花弁がなく約

が3rnrn以下と短くエンレイソウである。花

の内部が見えない個体もあり 4個体全てが

エンレイソウかどうかは確定できないが、こ

の標本にもチ工レパノフの rTrilli1ll1l

sl1lallii Maxirn.Jの同定ラベルに加え、プ

ニナとミヤコシナの fTrilli1l111apetalon 

MakinoJの再同定ラベルがある。全てエ

ンレイソウである可能性が高い。

A-3襟本には、A-2襟本と同様に、マキ

シモヴィッチによる rTril1i山口 japo 

niC1l111 Maxim.Jの手書き学名がある。 3

個体が貼付されており、台紙上に鉛筆で上

の1個体と下の 2個体の聞に境界線が引か

れている。しかしt:1個体と右下の個体は

開花個体で、どちらもコジマエンレイソウ

である。一方、左下の標本は黒い液果をも

った果実期の個体で、おそらくエンレイソ

ウと思われる。この標本にはエンレイソウ

とコジマエンレイソウとが混在している。

標本には同定ラベルとして、チェレパノフ

による fTri11i1ll1ls1l1allii Maxirn.JのI

枚のみが貼つである。

}¥-4標本は、A-3標本と同様にエンレイ

閃3 ソウとコジマエンレイソウとが混在してい
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る。学名はマキシモヴイツチの手書きで

fTril1illlJl ja])OniClllJl lvlaxim.Jとある。

41国体が貼られており上の I個体が台紙上

に鉛筆の線で他 3個体と区別されている。

この上 1個体の花には花弁が2枚あり子房

も卵形でコジマエンレイソウである。中ト

の個体は球形の黒い液栄を持ちエンレイソ

ウと思われる。右下の開花個体は花が見え

ず分かりづらいが植物体のサイズからはエ

ンレイソウに近い。中左の開花個体の花は

折れていて、中下の個体の茎に花が挟まれ

ている。この花には花弁や花弁状の雄しべ

がなく初と花糸がどちらも4mmほどの長さ

でエンレイソウとJ官、われる。結局、 1: 1個

体のコジマエンレイソウを除く 3個体は全

てエンレイソウと思われる。 A-3標本と同

様に、|司定ラベルはチェレパノフによる

fTl'iJJilllJl slJlaJJii lvlaxim.Jのみである。

以上、アルブレヒト標本にはヱンレイソ

ウ個体だけからなる標本 (A-1とA-2標本)

とエンレイソウとコジマエンレイソウとが

混じっている標本 (A-3とA-4標本)とがあ

る事になる。アルブレヒト標本全体として

はエンレイソウ13個体、コジマエンレイソ

ウ3個体と推定した。アルブレヒト襟本で

は大多数がエンレイソウ個体であり、マキ

シモヴィッチは fTl'illilllJl ja])OniClll1l 

lvlaxim.Jの学名を書き込んでいる。ラべ

ルと個体の貼付位置

意図だつたとすれば、この時点において、

マキシモヴ、イツチは無花弁のエンレイソウ

だけを Tril1illlJlja])OniCllJll lvlaxim と

見なしていた可能性もある。

(2 -2) マキシモヴィッチ自身による採

集標本(5枚)では、ラベルに fExhcrb. 

horti bot. Petrorコlitani.[ペテルスブル

グ植物園襟本庫よりJJのタイトルがあり、

その下に彼自身の 2度目の調査旅行である

ことを示す flvlaximowicz.Iter secuncl-

um. [マキシモヴィッチ、 2回目の旅行JJ

の印刷がある。係集場所は全てfJaponia.

Hakoclate. [I::l本函館JJとある。彼の標

本は採集月日の書き方が独特で、 f9/ 21 

April [4月 9 日 ~21 日 JJ 、 f21 April / 2 

lvlai [4月 21 日 ~5月 2 日 JJ f27 April / 9 

Mai [4月 27R~5月 9 日 JJ などと採集日では

なく採集期間として書かれている。おそら

く大量に標本を採集したのと、須川!長之助

にも並行して採らせていたのとで、係集日

を個々の標本に記録するのが困難で、まと

めて記録したのではないか。マキシモヴィ

ッチの採集日記が井上(1996)により解読

されているが、公表されている1861年の日

記は5月19Rから始まっており、ちょうど

函館でエンレイソウ属を採集した時期の日

記がないのは残念である。これら 5枚のマ

キシモヴィッチ標本はととでは仮にlvl-1~ 

M-5とする。

M-1標本(図 4)はグルボフにより T.

sl1laJJii lvlaxim.のレクトタイプに指定さ

れたものである。採集年月日は f9/ 21 

April， 1861Jとあり、ラベルに書かれた学

名はおもしろく、 fTl'illilll1l el'ectlllJl L. 

var.舟官。坦ιtHRA.Gray fl. rubroJの

よ部に fT.ja])olliclll1l Sl1lallii lvlaxim.J 

と手書きされている。この襟本には 5個体

が貼付されており、上左個体の花は花弁

-60ー



図4

3 .雄しべ6を持ち、約の長さは約5mm。

上中個体の花には花弁が3枚あるが、雄し

べは隠されていて不明。上右個体では雄し

べ6本のみだが、うち 1本が花弁化しかか

っている。下左個体はまitしべ6本のみで、

初が2.8111111と短い。下右個体は花弁が3枚、

雄しべの本数は不明だが、初の長さは

4.2mmであった。以上より、乙の標本はコ

ジマエンレイソウ4個体、エンレイソウ 1

個体 CF左個体)から成っていると判断され

る。 T.smallii Maximのレクトタイプに

無花弁のヱンレイソウ個体が混じっている

事実は、グルボフ Grubov(2004)でも述べ

られている。下lr.のエンレイソウfl/iJ体をタ

イプ指定から除いたらよいと思うがどうだ

ろうか。

M-2標本の採集月日は f21April / 2 

MaiJとあるのでM-1標本の次に採集され

たと思う。学名は fTrjJJi um労苦研叫白日3

Sma1lii Maxim.Jと手書きで書かれてい

る。標本には開花4伺体が貼られており、
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見えている花では初の長さが3m111、子房

が4.5mmと小さく、全ての個体がエンレイ

ソウと考えておかしくない。この襟木には

プニナとミヤコシナによる fTrillium

aIJctal口nMakinoJの制定ラベルがあり、

私も乙れを支持する。

M-3標本では採集年月日が f27April / 9 

Mai， 1861Jとある。 3伺体からなり、花に

は雄しべが6本以上あったり花弁があった

りの変異があり、全てコジマヱンレイソウ

と考えられる。学名部分はM-1襟本と同様

に修正されて fTrilliu1l1Smallii Maxim.J 

となっている。

M-4標本とM-5標本はM-3標本の重複品

と考えられ、採集月日は同じ f27April / 

9 MaiJとなっており、いずれも fTri

llium舟芦tmktt呂 SmalliiMaxim.Jと

手書きされている。 M-4標本には開花3個

体が貼付されており、全てコジマエンレイ

ソウと思われる。乙の標本にはチェレパノ

フの fTrjJJiumsmallii Maxim.Jの同定

ラベルがある。 M-5標本にも開花3個体が

貼られており、これも全てコジマヱンレイ

ソウと考えられるが、同定ラベルはない。

以上より木人が1861年4月から5月にか

けて凶館で採集したマキシモヴィッチ標本

にはエンレイソウとコジマエンレイソウの

[山i種が含まれている。このうちM-1襟本

(1'. s1l1allii Maxim のレクトタイプ)は

エンレイソウ1悩体・コジマエンレイソウ4

個体、 M-2標本はエンレイソウ4個体、 M

3標本~M-5標本は重複品と考えられ各々、

コジマエンレイソウ 3個体からなっている、

と判断した。 M-1標本でエンレイソウが 1



個体混入しているのを除けば、マキシモヴ

イツチ標本においてはエンレイソウとコジ

マエンレイソウとは別の台紙に貼付されて

いる。またマキシモヴィッチ標本全体とし

て見ると、エンレイソウ 5個体、コジマヱ

ンレイソウ 13個体となり大半がコジマエ

ンレイソウとなる。しかしラベル上での学

名は全て fTrllil1Il1SIl1al1ii lvIaxim.Jと

手書きされているので、マキシモヴ、イツチ

はこの時点でこれら 2種を区別していなか

ったと言わさやるを得ない。

(3) 1866{f.に須川長之助(ラベルでは

fTschonoskiJ )カ!fNippon media [日

本中部lJで採集した標本(図 5)があり、

この標本もマキシモヴィッチによる Tri-

1Ji 11 Il1 S Il1 a lli iの初発表文で引用されてい

る。ラベルは長之助採集標本用に作成した

ようであり、タイトルにはマキシモヴィッ

チ標本と同じように fEx herb. horti 

bot. Petropolitani. lvIaximowicz. Iter 

secundum.Jがあり、採集場所・年、採

集者の項目には最初 fJaponia.Nippon 

Prov. Senano et Nambu. 1864， 65 et 

66. leg. Tschonoski.Jと印刷されてい

る。このうち fProv.Senano et Nambu 

[信濃困、南部国lJと f64，65 etJの部分

が線で消されている。 1864年2月にはマキ

シモヴィッチは日本を離れたが、 1866年ま

で長之助は単独で信州や東北地方で採集し、

標本をマキシモヴイツチに送付している

(小山 2000)。乙の標本には 3個体が貼付

されており、右下の個体は1t.が隠れており

不明だが、中左の個体は黒色の若いi夜巣を
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図5

持ち、エンレイソウと思われる。上の 1個

体は縦2cI11横2.2cI11の緑色の大型の液果を

付けており、判然としない。マキシモヴィ

ツチの判断はやはり fTrillil1Il1

均sB丑#出耳 SIl1aJJjilvIaxim.Jである。

Czerepanovの見解はおもしろく、台紙下

部には fTrjJJill1JJapetalon lvIakinoJの、

左上には fTri11Il1Il1 apθtalon lvIakino 

x tschon口skiilvIaixm.Jの同定ラベルを

貼っている。

次に古いのは Reinの1875年白山の標本

だが、これは(1)で既に記したように黒船

採集の標本と同じ台紙に貼られている。

ここまでの標本は全てマキシモヴィッチ

による初発表に引用されているので、あら

ためでまとめてみる。(1)の 2標本(スモー

ル標本とレイン標本)はエンレイソウであ

り、マキシモヴィッチの手書き学名はない。

(2)のうちアルブレヒト標本に含まれる個

体の大多数はヱンレイソウで、しばしば T.

japonicl1Il1の手書き学名があり、 A方マ



キシモヴィッチ標本に含まれる僧体の多数

はコジマエンレイソウで、し』ましlま T.

s11lalJiiの手書き学名がある。(3 )の襟本

は少なくとも 1個体はエンレイソウだが手

書き学名は τsIllaJ1iiになっている。以上

より、マキシモヴィッチの考えたT.s11lallii 

には確かにヱンレイソウとコジマエンレイ

ソウとが混じっているが、多数はコジマヱ

ンレイソウである。さらにレクトタイプと

して M-l標本が選定されたことによって

(厳密には F左の個体を除くべきだが)、 T.

s11lalJii Maxim.の学名はコジマヱンレイ

ソウとしてより明確化されたと思う。

(4) 宮部金吾によって採集され送付され

たと思われる標本(図 6)も見つかった。ラ

ベル(図7)の標本庫名は fex ]-Ierb. Sap 

poro Agric. Coll. [札幌農学校縞物標本庫

よりJJで、 1878年6月札幌で採集されたエ

ンレイソウの開花2個体である。学名は宵

部によって fTrlJillIll erectllIllし var.

ja[JoniCllIll A.Gray Jと手書きされ、ラ

ベル右ヒ部にはマキシモヴィッチによると

思われる fT.5mallii MaxiIll.Jが書き込

まれている。大変興味深いことに、花弁の

有無についての宮部に拠るコメン卜がラベ

北方山草 25 (2008) 

通常花弁がないことを念を押すように書き

込んだ、のではないか。しかし、乙の襟本は

Trilli11l11 S11lEllliiの初発表文 (Maximo

wicz 1883)に引用されていない。
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ルに書き込まれている。達筆な英語で (5)マキシモヴィッチによる1883年の T.

fApetalous， pl1fplish sepals! Very s11lallii初発表以降の戦前標本としては、

rare to see one with purp!ish petals. 1889年5月にrJse，Komono-yama [伊勢、

[花弁はない。紫色のがく片!紫色の花弁を 菰野山JJで須川長之助が採集したエンレイ

持った個体は極めてまれJJ。おそらくマキ ソウ標本(図的がある。台紙左側の縦長の

シモヴ、イツチから花弁の有無について宮部 紙片が長之助によるメモと恩われる。キリ

に質問が事前にあったのではないだろうか。 ル文字で採集場所や和名が書かれており、

そこで宮部は札幌周辺の工ンレイソウには 長之助のロシア語堪能振りが窺える。マキ
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シモヴィッチが亡くなる 2年前の標本であ

り、師マキシモヴィッチの日本植物誌完成

のために、長之助が再度 1888~1890年に

本州・四国・九州地方で奮闘採集していた

頃である。次に、 1907年8月12日に信濃で

採集された果実期のエンレイソウ標本があ

る。このラベルには rFLORAJAPONI 

CAjのタイトルが締麗に印刷され、「ヱンレ

イサウJと書かれた縦書きの付築が鮎られて

いる。続いて、工藤祐舜による1909年5丹

羽後国で採集されたエンレイソウ標本があ

る。これは工藤22歳の時の標本であり、

LEi:まで標本を送っていたとは彼の早熟ぶ

りに改めて驚かされる。

ここまでが戦前に日本で採集された標本

であるが、サンクトペテルブルグの標本庫

から当時の日本の植物学研究の一端が垣間

見えて興味深い。
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[追記1.)以上の原本は LEでは rTri

llIllIll apetalonjヘTrTrjJJiuIll sIllal1iij 

の表記、あるいは無表記の穏カバーに入

っていた。またタイプ指定された襟本は

タイプ標本庫に別途収納されている。

[追記2.)以上のほかに、調資最終日に

64ー

rT. tsch口lloskiij (ミヤマエンレイソウ)

と表記された種カバーの中にも、 Tri

11i UIll sm a lli iの初発表文中でマキシモ

ヴィッチが引用した標本が混入している

ことに気が付いた。この中には須川長之

助によるfJaponia目 Nippon，prov 

Nambu in collibus， 1865jのミヤマ

エンレイソウ果実際本、マキシモヴイツ

チ・須川長之助による rJaponica

Nagasaki. Miaclzi. 1863jのミヤマエ

ンレイソウ開花標本が含まれていた。

(北海道大学総合博物館)


