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　帯広百年記念館では、 2012 年 10 月から

翌年 2 月にかけて、移動展「博物館はなぜ

標本を集めるのか？標本からわかること」を

開催した。移動展は、帯広百年記念館の所

蔵資料を主体に十勝圏の町村へ巡回展示を

実施するもので、博物館から遠い町村へ資料

に接する機会を届ける社会教育上の役割や、

文化財に対する地域の関心を喚起するなどの

さまざまな目的で開催されている。

　2012 年度は、地域博物館が自然史資料

の収集を行う事の意義を広く訴える事を目的

に、植物標本をテーマとして開催した。同時

に当館としては、町村部に人知れず残されて

いる標本が無いかを探索・確認する機会とし

た。

　今年度の移動展開催地は、中川郡本別町、

豊頃町、十勝郡浦幌町、上川郡清水町、新

得町、河東郡音更町、河西郡中札内村の 7

町村である。移動展開催にあわせ、開催地

の教育委員会へ、町村の郷土資料室、学校

等に標本が残されていないか？を問い合わた

ところ、本別町、浦幌町において植物標本の

所在が確認された。そこで現地調査を行い、

状態の確認や再同定、目録の作製などを実

施し、標本の存在と意義について地域の方々

に知って頂くために、移動展の中において併

せて展示し、関連の博物館講座などを通じ

て地域の方々に紹介した（図 1）。

　本稿では、このうち本別町が所蔵する植

物標本について、再同定の上で標本目録を作

製し検討を行なったので報告する。

本別町の所蔵標本

　北海道中川郡本別町は、十勝北東部の内

陸に位置する人口約 8100 名（2012 年 11 月

現在）の町である（図 2）。東部は白糠丘陵

で釧路管内に隣接し、南北に流れる利別川

を挟んで西部には居辺台地が広がる。町南

部の、美里別川が利別川に合流する地点に

盆地状の小平野が広がり、中心市街が形成

されている。役場や図書館に隣接して本別

町歴史民俗資料館（以下「資料館」と記述）

が設置されており、歴史や生活史資料と共

に、植物標本も収蔵されている。

　資料館に所蔵の標本は、町民で組織す

る「本別サイエンスクラブ」が「義経の里本

別公園」で採集したものである。2003 年と

2004 年の 2 年間にわたり、年間 4 回ずつ

合計 8 回の採集会を実施し、公園内の野生

植物 117 点について標本が収集されている。

内容は草本が主体で、花の目立つ双子葉類
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図１．本別町歴史民俗資料館で開催された移動展「博
物館はなぜ標本を集めるのか？」の様子
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が中心であり、木本やイネ科、カヤツリグサ

科およびシダ類はほとんど含まれていない。

　本別公園は、本別町東部を流れる本別川

に沿った敷地面積 25.8ha の自然公園であ

る。公園の北東から南西へかけて流れる本

別川を挟んで南に義経山（標高 294m）、北

に洞窟状岩地の弁慶洞、西に神居山（標高

191m）を配し、これら自然の地形を活かし

た遊歩道、キャンプ場、パークゴルフ場など

がある。 

　これらの標本について、標本整理を実施し

た。標本整理ではラベルの記載事項の検討

や再同定を行ない、標本番号の付与を実施

した。再同定の結果、明らかな誤同定と思

われるもの、もしくはオリジナルラベルの同

定結果と異なる見解の得られ

た標本については同定ラベル

を製作して追加し、その結果

に基づいて標本目録を製作し

た。なお、標本整理にあたり、

植物分類体系は新エングラー・

システムに基づいて実施した。

　これらの標本整理作業の結

果、資料館収蔵標本 117 点は、 

37 科 93 種 （亜変品種含む）

に分類された（表 1）。

本別公園のフロラ研究史

　十勝圏のフロラとしては『十

勝植物誌』（横山 1950）があ

る。これは、証拠標本を伴う

十勝圏全町村を対象としたフ

ロラとしては唯一のもので、十

勝全域から112 科 937 種（亜

変品種含む）が記録されており、本別町か

らも多数の植物が報告されている。

　『十勝植物誌』の著者である横山春男は、

池田高等女学校の教諭であった。植物誌製

作にあたって参照した標本は、北海道大学

農学部 葉庫と池田高等女学校に所蔵され

た。しかし、その後、池田高等女学校（後

の北海道池田高等学校）は度重なる火災を

経験し、高等女学校時代の資料の大半が現

存していない。

　一方、農学部 葉庫の標本は、現在、北

海道大学総合博物館（SPAS）に収蔵されて

いる。筆者は現在、北海道大学総合博物館

に収蔵されている『十勝植物誌』証拠標本

の現存実態調査を実施しているが、本別町

図２．本別町および本別公園（破線囲みの範囲）の位置。国土地理院 5
　　　万分の 1 地形図「本別」（平成 6 年測量）に加筆
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で採集された標本の多くは、本別公園の義

経山から得られている事がわかった（図 3）。

義経山は市街地に程近いが、自然植生をよ

く残しており、山頂から東部は白糠丘陵へ続

いていて、当時から植物相研究の舞台として

注目されていたものと推察される。

　本別町に関する植物相の報告として、丹羽

（2002）がある（以下「丹羽報告」と記述）。

丹羽報告は本別公園のフロラを目視と標本

採集の併用により調査したもので、 72 科 281

種（亜変品種含む）を報告しており、同公園

のフロラとしては完成度の高い報告といえる。

丹羽報告との比較

　資料館の所蔵標本と丹羽報告を比較し、

本別公園のフロラを検討した。その結果、ク

サコアカソ（イラクサ科）、マツヨイセンノウ、

ウシハコベ（ナデシコ科）、アズマイチゲ（キ

ンポウゲ科）、オオバタネツケバナ（アブラ

ナ科）、ホソバノキリンソウ（ベンケイソウ科）、

1933（昭和 8）年に採集された本別町義経山産
のオオサクラソウ標本。採集者は横山春男で池
田高等女学校のラベルが付されており、『十勝
植物誌』標本の一部と思われる。北海道大学総
合博物館陸上植物標本庫（SAPS）所蔵

図３．
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ダイコンソウ （バラ科）、カタバミ（カタバミ

科）、イチゲフウロ、ゲンノショウコ（フウロ

ソウ科）、 オオタチツボスミレ（スミレ科）、

オドリコソウ（シソ科）、ヒロハウラジロヨモ

ギ、ヤネタビラコ、キバナコウリンタンポポ、

セイタカアワダチソウ（キク科）、ヒメニラ、

エゾヒメアマナ、クルマユリ、ミヤマエンレ

イソウ（ユリ科）、ツユクサ（ツユクサ科）の

22 種が丹羽報告には記録が無かった。

　エゾヒメアマナは、当初キバナノアマナと

同定されていたが、再同定の結果、誤同定

である事が判明した。日本産ヒメアマナ類

はエゾヒメアマナ Gagea vaginata とヒメア

マナG. japonicaの2 種に分類されているが、

両種の識別点は曖昧な点が多く、分類学的

な検証がなお必要である（持田 2012）。資

料館所蔵標本は根出葉の葉脈に明瞭な凹み

の見られるエゾヒメアマナ型である。

　また、丹羽報告に記録のあるヒメイチゲ

は、当初資料館標本の中にも存在していた。

しかし、これを再同定した結果、アズマイチ

ゲの誤同定であった。

　エゾヒメアマナもアズマイチゲも、丹羽報

告に記録が無いが、これは同調査が 2001

年の 6 月と 10 月に行われているためで、全

体に春季植物相が把握しきれていない点が

課題であると本文中で述べている。

　一方、丹羽報告に記録があるが、資料館

に所蔵の無い種は 209 種だった。先述のと

おり、資料館所蔵標本は草本が中心で、シ

ダ植物、ヤナギ科、カバノキ科などの木本

類が含まれていない。また、イネ科、カヤ

ツリグサ科についても大半が調査対象となっ

ていない。

　丹羽報告ではアカソが記録されているが、

資料館標本は葉の先端が三裂せず尾状に伸

びている点でクサコアカソと思われる。これ

は丹羽報告での誤認か見落としの可能性も

ある。　

　また、丹羽報告ではエゾキリンソウが記

録されていたが、丹羽氏に直接確認したとこ

ろ、当時の写真記録からキリンソウであるこ

とが判明した。一方、資料館の標本は、茎

葉の形態、鋸歯の状態などからホソバノキリ

ンソウと同定した。横山 （1955）では、キ

リンソウとホソバノキリンソウを区別せずに

ホソバノキリンソウとして記述しており、池

田、豊頃から記録がある。しかし、キリンソ

ウとホソバノキリンソウは識別の難しい分類

群であり、引き続き標本を増やして確認が

必要である。

　イヌヨモギは丹羽報告に記録がある。一

方、資料館には総苞片に蜘蛛の巣状の細毛

が密生するヒロハウラジロヨモギが収蔵さ

れている。本種の分布と自生地の環境から、

両種とも分布していると考える方が自然だろ

う。同様に、丹羽報告で記録されているオ

オダイコンソウが資料館には収蔵が無い一

方、ダイコンソウがあり、これも両種ともに

分布しているものと推察される。

　両調査の結果を照合すると、現段階で記

録されている本別公園の植物相は、合計で

73 科 303 種であった。

未記録種に関する考察

　資料館標本、丹羽報告に記録は無いが、

『十勝植物誌』（横山 1955）で本別町から

記録のある植物がある。そこで、今後本別
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公園内で確認が予想される植物について考

察した。

　ユリ科のエンレイソウ類は、資料館標本、

丹羽報告の両報告から、オオバナノエンレイ

ソウ、ミヤマエンレイソウの自生が確認され

た。一方、横山（1955）では、本別町から

エンレイソウ Trillium apetalon が報告され

ている。本別公園での自生も予想されるので、

今後の確認が必要だろう。

　アカバナ科は資料館標本、丹羽報告とも

ミズタマソウ属、マツヨイグサ属のみ記録さ

れており、アカバナ属が無い。しかし、横山

（1955）ではヒメアカバナ Epilobium fauriei 

が本別義経山から記録されている。ヒメアカ

バナは、胆振山地、日高山地、白糠丘陵、

知床など、道内では分布が比較的限定的で

あり、本別公園における現状の確認が期待

される。

　この他、資料館には、 1945（昭和 20）

年 7 月15 日の本別空襲の際に、本別沢（本

別川の呼称）で採集された押し葉が収蔵さ

れている（図 4）。本別町は第二次世界大戦

中、十勝で最も大きな空襲を受けた町であ

る。この押し葉は、空襲の猛火から逃れた

町民が本別沢へ飛び込んだ際、しがみつい

た川岸の草木をそのまま本に挟んで今日まで

伝えられてきたもので、本別空襲を伝える貴

重な資料である。

　 この中に、 コケモモ  Vaccinium vitis-

idaea と思われるツツジ科の矮性低木が 1

本混ざっているが、資料館標本、丹羽報告、

『十勝植物誌』のいずれにも記録が無い。本

別沢のどのあたりで採集されたものか不明だ

が、市街地での空襲を逃れて来た際の採集

品の為、現在の本別公園内である可能性が

高く、今後の確認が望まれる。

標本の活用と今後

　資料館標本は、本別町での展示の後、移

動展の次の開催地である浦幌町立博物館で

も展示した。関連の博物館講座でも標本を

紹介し、特徴的な植物数種の紹介と、標本

からどのような事がわかるのか？標本収集に

はどのような意義があるのか？について解説

図４．1945（昭和 20）年 7 月 15 日の本別空襲の際、本別川でしがみついた草木の押し葉。本　
　　別町歴史民俗資料館所蔵
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した。

　本別サイエンスクラブでは、 2003 -04 年

の調査以来、指導者の不足もあって植物採

集が実施されていない。今回、移動展をきっ

かけに標本の存在が着目され、2013 年度に

は再び採集会が実施される方向である。

　白糠丘陵は、道東圏を十勝と釧根に区分

する植物地理学的に興味深い地域であり、

本別公園のフロラ調査と標本の集積は、学

術的な面からも大きな力となるだろう。その

ためにも、採集や同定に関する指導者を地

域に養成する事や、標本も地域の重要な文

化財であり、また学術資料でもあるという事

の普及事業の開催などが今後の課題となる

だろう。

　なお、標本はあらかじめ本別町歴史民俗

資料館へ連絡を入れておく事で閲覧する事

ができる。同館は日曜日と月曜日が休館。平

日は 9 時から17 時まで。土曜日は 15 時ま

で開館。連絡先は隣接する図書館で、電話

番号 0156-22-5112。
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