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　　　　　　  北方山草 (30)：47 - 56. March 2013新田　紀敏

はじめに

　北海道大学総合博物館の植物標本庫

（SAPS）には 20 数万点の陸上植物の標本が

収蔵されています。主にこの標本を閲覧して

収録したリスト「北海道植物誌」を 2004 年に

合田勇太郎氏が中西出版から出しています。

　この掲載リストのスミレ科を見たところ、聞

きなれないイワマタチツボスミレの記録があり

ました。 また証拠標本の採集地は大曲 （札

幌）とあり、この資料を鵜呑みにした私は「大

曲なら近郊だから見に行こう」と思いました。

ところがそれは大きな間違いで、その標本が

採集されたのは南樺太の大曲だったのです。

このことを指摘して下さった M 氏から見せて

頂いたのは、戦前の日本の占領下にあった頃

の南樺太の地図でした。

　その上、博物館の S308 室（私の所属する

植物ボランティアが利用する部屋）に、高橋

英樹先生が主導してまとめた冊子「サハリン・

千島植物標本データベース」が置かれていま

す。これを拝見しましたところ、 1906 年に採

集されたイワマタチツボスミレの画像が掲載

され、そのほかオオタカネスミレ、ケオオバ

タチツボスミレ、カラフトタカネスミレなどの

タイプ標本画像も載っていました。

　このようにイワマタチツボスミレの採集地の

記載の誤りが事の始まりで、これらのスミレの

採集地を地図上で確認しながら北方の地に思

いを馳せたのです。

　大それた事ですが、眠りについているスミ

レたちを、眠りから覚めた形で描いてみたいと

思いました。標本については、原著論文で確

認しながら其々を丁重に採寸し、出来る限り

忠実に描きました。しかし標本で見えない部

分は補って表現しましたので、そのものではあ

りません。押された標本は花が横向きや後ろ

向きのものなどが多く、また根の無いものも

ありましたので、其々工夫をしました。

　博物館の標本庫に無いものは、北大植物園

の標本庫を訪ねて確認しスケッチをさせて頂

きました。

　描いた絵は標本そのものではありませんが、

100 年前に生きていた頃のスミレたちを思い、

画像データでは再現できない画を思いを込め
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て描いてみました。

タイプ標本のスミレを描いてみて

　10 年ほど前からスミレの自生しているとこ

ろへ行って観察したもの、種子で育てたスミ

レを資料を作って画にする作業をしてきまし

た。屋久島、沖縄以外の日本各地へスミレを

見に行きました。

　しかし、今回のように 100 年程前に採集さ

れた標本を画にすることは初めてです。標本

はどれもこれも色があまり残っておりません。

イワマタチツボスミレ (A- ) は学名からアイ

ヌタチツボスミレの異名とされており限りなく

アイヌタチツボスミレに似ております。草丈は

7cm くらいから10cm です。花は 11mm で

距は 3mm です。がくは 6mm で短毛があり

ます。標本では花は横向きでしたが、正面の

花を一輪入れました。

　葉には両面に短毛があり、葉身は 2 ～

6cm です。地上茎は直立斜上しております。

茎の托葉は 5 ～ 7mm ですが、根の托葉は

10 ～ 12mm です。さく果には赤い斑点があ

りますが、アイヌタチツボスミレにはありませ

ん。このさく果は下向きで 2 週間後でしたら

天を仰いではじけていたでしょう。

　オオタカネスミレ（A- ）草丈が 22 ～

28cmととても大きいスミレです。千島では 「キ

バナノコマノツメとタカネスミレの特徴を持

択捉島
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図 (2). 清水村　逢坂　大曲
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つ」スミレがあると報告されています。とに

かく草丈が高いので驚きました。学名 crassa

は大きくて、力強く、逞しいという意味です。

草丈に比べて、花は 12mm と小さい。距は 3

～ 5mm、がくは 7mm、側弁、柱頭に毛は

ないのです。この標本も花は後ろ向きのもの

でしたので、正面の花を入れました。

　葉は薄く卵形～腎臓形で大きなものは

6cm もありました。茎生の托葉は幅が 3.5 ～

4mm もあり、大きさは 8mm と立派です。
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図 3.  Viola miyakei Nakai  イワマタチツボスミレ
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図 4. Viola crassa Makino var. vegeta Nakai   キバナノコマノツメ
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図 5. Viola kamtschadarum Beck. & Hult. var. pubescers Miyabe & Tatewaki
 ケオオバタチツボスミレ
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図 6. Viola crassa Makino var. shikkensis Miyabe & Tatewaki   カラフトタカネスミレ
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　タカネスミレとキバナノコマノツメでは生育

環境も違い、どのようにしてこれらのスミレの

特徴を備えたのだろうと思いました。最も悩

みました。彩色は雨竜沼のキバナノコマノツ

メを参考にしました。また、標本は表の他に

26 枚の標本を拝見させていただきました。

　ケオオバタチツボスミレ（A - ）について

は、道内の雨竜沼、月ヶ湖、拓北の緑地で

観察し描いておりましたので、これらスミレよ

り毛が多いことと、根がとてもよく伸びてい

て逞しく感じました。この標本も花は後ろ向

きでしたので正面と横向きの花を入れました。

花の解剖図は月ヶ湖のオオバタチツボスミレ

を参考にしました。

　カラフトタカネスミレ（A- ）は、タカネ

スミレらしく葉も厚く、匍匐していた様子を

うかがい知ることができます。この標本では

草丈が 5 ～ 12cm で、花弁は 12mm で淡黄

色、花柄は 1 ～ 4cm、鋸は 1mm、葉は葉

脈上に毛があり、葉柄は無毛で 3.5 ～ 5cm

根茎が太く、厚く、匍匐している。茎の幅は

3mm。托葉は長楕円形 4mm ～ 4.2mm、葉

は無毛ですが、葉脈上にのみ毛がある。根

は北大植物園の標本庫のもので 1933 年に南

樺太知床半島で S.Sugawara の採集した標本

をスケッチさせていただきました。あまり深く

考えずにいましたが、標本から画を作るには、

大切な標本をバラバラに解剖できないので論

文などで調べる確認作業に時間がかかり、と

ても難しく、どのようにすれば画になるか悩

みました。

おわりに

　毎週、北大総合博物館に於いて植物標本

に接する機会を頂き、沢山の標本を手にする

ことができます。余りに美しく貼付されてい

るものに感動することもあります。でも、貼

付の難しさを感じることも多くあります。また、

古い新聞に包まれた標本も多く、その新聞は

戦前の近代史を物語る資料でもあり、とても

心がわくわくすることがあります。

　しかし、日本が敗戦によりポツダム宣言を

無条件で受け入れた時から、またヤルタ会談

以後、ソ連が日本に参戦したときから、近く

て遠い北方四島になりました。でも、植物標

本をとおして、樺太・千島列島のスミレに出

会う事ができました。これは、標本がなけれ

ば叶うことではありませんでした。標本の重

要性を感じ、標本をとおして島々に心を馳せ

る事ができましたことはとてもうれしいことで

した。

　今回スミレを描くに当たり、SAPS のタイプ

標本の拝見をご許可下さり、ご教授ください

ました高橋英樹教授に感謝申し上げます。ま

た、北大植物園の標本庫を拝見させてくださ

いました東隆行先生のご配慮と多くのことを

ご教示くださいました松井洋氏に心よりお礼

申し上げます。
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