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植物分類学雑記 2

はじめに

　日本の大学博物館や市町村の博物館、博
物館相当施設の教員・学芸員は増えること
なく、人員削減される一方である。その
上、市民講座など社会的要請に応えるため
教員・学芸員に求められる業務は嵩む一方
である。欧米のように標本管理専門の職員
を置いてある施設は日本には無きに等し
く、博物館に収蔵されている標本の維持管
理に、市民ボランティアを頼らざるを得な
い状況にある施設が多いと思う。こうした
状況が解決する目途も立たず、分類学者ま
たは分類学的知識を有する人材そのものが
少ない昨今、標本の維持管理について学術
的な知識を持つ市民ボランティアや後世の
分類学を志す学生の育成が必要である。し
かし、身近に分類学者がいたとしても、初
学者は相談相手との知識の乖離に悩むこと
になるだろうと思う。それは非常に勿体な
い。そこで、悩む時間を減らす一助になれ
ばと思い、知っておいた方が良いと思うこ
とを書いているのが、前号に続く「植物分
類学雑記」である。今回も未熟者でありな
がら、独断と偏見に溢れ勉強不足な文章を
書いてあるが、初学者にとって一つでも勉
強になることがあれば幸いである。

分類学は文化水準を反映する

　記憶の片隅に「分類学の発展度合はその
国の文化水準を反映する」という記事を読
んだ覚えがある。記事の続きには「文化水

準が低い時代には、その生物が何であるか
よりも、食べられるか食べられないかの方
が重要であるからだ」と書いてあったと記
憶している。この続きには、「最初は食べ
られるか食べられないかという段階から、
植物で言えば薬になるなどの有用植物と区
別するために名前を与える。それは和名・
地方名であるが、さらに国際性を帯びて学
名をあてる作業へと続く。その段階を経る
ためには、経済水準や教育水準などが高く
なくてはならず、よって分類学の発展度合
はその国の文化水準を反映するのだ」とい
う内容であった。
　例えばロシアは、現在では経済水準が日
本より下回るが、1713年にピョートル大
帝所有の菜園として開園し、世界有数の標
本庫である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)がある。日本の標本庫では、多いとこ
ろで植物標本は約 150万点保管されている
が、コマロフ研究所では、約 580万点の標
本があるという。日本の分類学が始まっ
たのが 1900年だと仮定し、 単純に後れを
取った 2世紀分で 2倍しても 580万点に
は至らない。 標本数だけでは比較できな
いが、 日本より 200年も前から標本を収集
し、維持管理し続けてきたことに意義があ
る。基礎科学に対する歴史、理解、さらに
標本を保管する収蔵庫の規模も日本とは比
較にならない。
　一方、日本は経済・教育水準が高く、文
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化水準も低いとは思われないにもかかわら
ず、ヨーロッパと比較すれば植物分類学の
歴史は浅い。日本植物誌（大井 1953）を
まとめた大井次三郎が、「日本の高等植物
はどうやら曲がりなりに判るようになった
らしく、分類的には面白いことがなくなっ

てしまったとの理由で、分類を止めたり、
高等植物を敬遠するような気配が何やら
見えるのは私のひが目のためであろうか。
ずっと歴史の古い欧州でさえ、盛んに高等
植物の分類研究が行われているのに、日本
の植物がもう片づいたというようなことが
あってよい筈がないと思っている」（大井
1972）と述べたのは、日本の植物をひとま
ずまとめたからといって、それで終わりで
はなく、国際的な視野で日本の植物の分類

を再検討して欲しいということだったに違
いない。
　分類学的再検討を行うには、標本を見
ること、  記載論文を見ることが欠かせず、
「タイプ標本」が必要になることも多い。
よって、本稿ではタイプ標本に関係するこ

とを書きたいと思う。

教訓その 7．～タイプ標本とは～

　標本の中には「タイプ標本」といわれる
特別な標本がある。「タイプ標本」といっ
てもホロタイプやアイソタイプなど種類が
ある。これらを表 1に解説を加えてまとめ
た。 学名を与えられた分類群（新種、新
変種、新品種など）は、記載文（新分類群
を報告した論文）とタイプ標本で成り立つ。

ホロタイプ (holotype) 正基準標本：原記載の中でただ1つ明示的に指定された標本のこと 。

レクトタイプ (lectotype) 選定基準標本：原記載でホロタイプが指定されなかった場合、ホロタイプが行
方不明の場合、もしくはホロタイプに二種類以上の生物が混じっていた場合に、
新たに選び直されたり作り直されたりした標本のこと。

アイソタイプ (isotype) 副基準標本：ホロタイプの全ての重複標本のそれぞれを指す。

シンタイプ (syntype) 等価基準標本：原記載時にホロタイプが指定されなかった場合、その論文中で 
引用された全ての標本はシンタイプとなる。また、タイプとして同時に複数の標
本が指定された場合、それらはホロタイプではなくシンタイプとなる。

アイソシンタイプ (isosyntype) 副等価基準標本：シンタイプの重複標本のそれぞれを指す。

パラタイプ (paratype) 従基準標本：原記載論文で引用された標本のうち、ホロタイプ、アイソタイプ、     
シンタイプのいずれにも該当しないもの。

ネオタイプ (neotype) 新基準標本：ある分類群の原記載が拠り所とした全てのタイプ標本、その他の
資料が行方不明となったときに、原記載を手がかりとして全く新規に作られた標
本のこと。ネオタイプの指定は他のタイプ標本の消滅が条件であり、レクトタイ
プになる可能性があるタイプが残っている場合は新たにレクトタイプを選び出す
作業が優先され、この時ネオタイプを設けてはならない。

エピタイプ (epitype) ホロタイプやレクトタイプ、ネオタイプなどの担名タイプだけでは生物の同定が
進められないとき、その分類的作業を補う目的で新たに作られた標本のこと。

表1　タイプの種類とその説明
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タイプ標本は厳重に管理されており、耐火
金庫などに保管されている。 また国際藻
類・菌類・植物命名規約（2014）で永久に
保存が義務付けられている。
　なぜタイプ標本が重要なのかと言うと、
例えば、本来無毛であると言われていた既
知の植物に、有毛な形質を持った植物を見
つけた場合、その毛がタイプ標本にもあれ
ば、それは同一分類群であると同定され
る。しかし、タイプ標本が無毛型であった
ならば、その発見は新分類群として有毛な
型を記載する価値があるかもしれない。そ
のためにも、基準となるタイプ標本が重要
になってくる。このようにタイプ標本と記
載文は分類学的再検討を行う際には重要に
なる。
　ところが、タイプ標本の所在が不明な分
類群も少なくない。記載文だけでは形質の
状態が判断できず、タイプ標本がなければ
再検討が進まないことがしばしばある。タ
イプ標本の所在が不明であれば、再検討す
らできず、ネオタイプの指定に多大な時間
が必要になる。よって、タイプ標本の所在
を明らかにすることは、植物分類学の根幹
を支える作業となる。

タイプ標本の捜索について

～タイプ標本が収蔵されている可能性のあ

る施設について～

　タイプ標本は過去に分類学者が所属して
いた大学の標本庫に眠っていることが多
い。地方博物館の収蔵庫に収蔵されている
ケースはあまり無いと思われるが、収蔵さ
れているとすれば、ホロタイプは主要な研
究施設の標本庫へ、そして産地となった市

町村に近い地方博物館にアイソタイプ等が
寄贈されている可能性がある。
　ところが、市町村の博物館・博物館相当
施設の収蔵庫は既に地元の貴重な資料であ
ふれ、  余裕が無いことが多く、  標本の維
持・管理に必要な予算も厳しい状況で非常
に苦しい思いをしていることが常だとよく
耳にするし、実際余裕が無い状況を見てき
た。新しく収蔵庫を拡張できれば良いのだ
が、その予算等がないため、学芸員ではな
い市町村の担当職員の管理職の方は「古い
資料は捨てなさい」と指示することがあり、
実際廃棄した博物館もあると聞く。これは
日本の博物館における重大な問題の一つで
ある。博物館法第一章の第二条において、
「博物館とは、  歴史、  芸術、  民俗、  産業、 
自然科学等に関する資料を収集し、 保管
（育成を含む。以下同じ）し、展示して教
育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、そ
の教養、調査研究、レクリエーション等に
資するために必要な事業を行い、あわせて
これらの資料に関する調査研究をすること
を目的とする機関」とされるので、博物館
が資料を廃棄することはあってはならない
ことである。「博物」を収める「館」に必
要な予算がつかない状況があって、 収集・
保管された標本や文化財の維持・管理のた
めに力を尽くしている最後の砦が学芸員で
あると言えよう。
　標本の廃棄で特に問題なのは、廃棄され
た標本の中にタイプ標本があったとした
ら、学術的に大きな痛手になることだ。ど
んな博物館・博物館相当施設であろうと、
タイプ標本が眠っている可能性があるの
で、ただ「古い資料」だからと軽視しては
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いけない。もちろんタイプ標本ではないか
らといって、安易に廃棄してはいけない。
どんなに古くてもその標本が、その地域で
存在したこと（すること）を証明する最古
の標本、または最後の標本かもしれない。

タイプ標本再発見の事例

　今回、北海道大学総合博物館の植物ボラ

ンティアとして尽力されてきた黒田シヅ氏
がタイプ標本を再発見した事例を紹介した
いと思う。今後、怪しいと思う標本を見つ
けた場合の参考になれば幸いである。
　黒田氏から標本整理を行っている時に、
「和名もなく、見慣れない学名が書かれた
標本が出てきたのですが」と質問された。
その標本のラベルには Prunus nipponica 

Matsum. var. kurilensis Wilson f. rotundata S. 

Kawanoと書かれていた（図 1）。命名者か
らして、河野昭一先生が記載した分類群で
あることが読み取れる。しかし、日本国内
の図鑑類は品種ランクまで取り扱っている
ものは殆どなく、品種を扱った図鑑類とし
ては、杉本順一が書かれた草本・樹木各種
の総検索誌が有効である。また、北海道に
特化したものとして伊藤ほか（1994）の「環

境調査・アセスメントのための北海道高等
植物目録」も有効である。杉本（1978）の
「改訂増補新日本樹木総検索誌」にはこの
学名があり、ウメザキチシマザクラとあっ
た。しかし、残念ながら改訂に伴い、出典
引用を省略しており、杉本（1978）を引用
した伊藤ほか（1994）でも記載論文を調べ
るには至らなかった。そこで記載論文を直

接探す必要が出てきた。

教訓その 8．～記載論文の探し方と記

載文の読み方の一例～

　残念ながら、図鑑類から記載文が掲
載されている学会誌等の論文まで行
きつくことは難しい。そこで、最も効
果的なのは東北大学の米倉博士らが
作成したインターネットサイト「植物
和名－学名インデックス YList」通称

「Yリスト」である。このリストには原記
載の論文が記されているため、記載論文を
探すのに大変有効である。しかし、今回の
学名は登録されていなかった。そこで、河
野先生の書かれた論文から総当たりで探す
ほかない。 その手助けとなる道具として、
「日本植物分類学文献総目録」（金井 1994）
がある。これは 1887-1993年の間に報告さ
れた分類学及び植物地理学に関する論文が
目録としてまとめられたものである。こ
れを見ると、標本の採集年代から「A list 

of vascular plants collected on plateau of Mt. 

Washibetsu prov. Iburi. (1) (Kawano 1957) の
論文で記載している可能性が高い。早速、
論文を取り寄せると予想通り、ウメザキチ
シマザクラが記載されていた。この論文の
記載文を見ると保管先が北海道大学になっ

図 1　ウメザキチシマザクラの標本ラベル
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ており、黒田氏が疑問を持った標本はタイ
プ標本であることが明らかとなった。未整
理標本の整理および標本庫の移転に伴い、
タイプ標本と気づかれないまま埋没してし
まったと考えられる。参考までにその記載
文を図 2として一部改変し掲載する。
　図 2－①で示した部分は基準変種となる
チシマザクラ var. kurilensisのシノニムリス
トである。ここをみれば、チシマザクラを
記載した宮部金吾先生は、当初は Purunus 

ceraseidosの変種として記載したが、後に

武田久吉と共著で独立種 P. kurilensisとし
ていることが分かる。次に、図 2－②で示
した部分が、ウメザキチシマザクラの学
名である。「form. rotundata S. Kawano form. 

nov」の部分は、品種名は「rotundata

で命名者は「S. Kawano」となり、  続く
「form. nov」は新品種であることを示し
ている。図 2－③で示した「Flores albi, 
petalis integris rotundatis.」は、判別文でラ
テン語で書かれている。現在は改定され判
別文は英語でも認められるようになった
が、2006年のウイーン規約までは新分類

群の記載にはラテン語による判別文が必
要であったので、ラテン語で基準変種と
の違いを記載している部分である。因み
に意味は「花は白色、花弁は全縁で円形」
と書かれている。図 2－④の部分にある
「Nom. Jap.」は「和名」、 そして「Umezaki-

chishimazakura (n. n.)」の部分はローマ字
読みで和名を示しており、(n. n.) は英語で
いう new nameの意味で新称という意味で
ある。「Hab.」は「産地」を示している。
そして図 2－⑤の部分にこの新品種のタ

イプ標本の収蔵場所が書かれており、「S. 

Kawano, May 27 1956」と標本ラベルに記
された標本がタイプ標本であると示してお
り、今回見つかった標本がタイプ標本で
あるとする根拠となる部分である。そし
て続いて「typus in Herb. Fac. Agr. Hokkaido 

Univ., Sapporo. 」の部分は「北海道大学農
学部の標本庫にタイプ標本を収蔵した」と
いうことを示している。現在では北海道大
学農学部にあった標本庫は、大学博物館設
置に伴い、北海道大学総合博物館に移管さ
れている。

図 2　ウメザキチシマザクラの記載文　
　　　①；シノニムリスト、②；新品種の学名、③；判別文（ラテン語）、④；和名・産地
　　　⑤；タイプ標本の指定とタイプ標本の保管先
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教訓その 9．～ラテン語は読めること、資料

は司書並に探せること～

　前の項で分かるように、植物分類学は植
物学の知識のみならず、現在ではラテン語
で新分類群を記載する必要はないが、過去

の文献のラテン語を読む必要があるし、ど
んな資料でも探し当てる図書館司書並みに
資料検索に長けていなければならない。こ
れには経験と時間が必要というほかない。

教訓その 10．～標本の補修～

　今回再発見された標本の状態は図 3で示
すように植物体が破損し散乱した状態で
あった。北海道大学総合博物館の植物標本
の一部は透明保存袋に入れられているの

で、壊れやすい標本でも保存袋内に留まっ
ており、散逸されるのを防いでいる。しか
し、このままでは保存状態が良いとは言え
ないので、壊れて散らばってしまった植物

図 3　保存袋内に植物体が散乱している状態

図 4　ビニール製の小袋と薬包紙で作った小袋

図 5　散乱していた植物体を整理・補修した状態
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体をビニール製の小袋か薬包紙で作った袋
に入れてまとめておくと良い（図 4）。そ
して、標本台紙に貼り付ける（図 5）。こ
うすることで、植物体の散逸の予防にな
るし、 他の閲覧者にとっても扱いやすくな
る。このような標本の補修はタイプ標本だ
から行うのではなく、著しく破損・汚損し
ている標本を見つけた場合は、時間の許す
時に補修することが望ましい。ところが、
植物標本の補修作業を研究者・学芸員が行
うのは難しい。その他主要な業務の合間を
縫って行うにしても、補修すべき標本を選
び出す作業時間も無いだろう。よって、海
外のように専任の標本管理専門の職員が居
れば良いのだが、現状、学生や市民ボラン
ティアの力に頼らざるを得ない。

最後に

　このように、分類学者が所属していた大
学の標本庫には、タイプ標本が人知れず
眠っているケースが稀にあるのだが、今回
黒田氏が「見慣れないもの」と気づかなけ
れば、再発見されることなく再び何年も眠
り続けていただろう。黒田氏の長年培った
植物に対する知識と作業の慎重さの賜物で
ある。さらにこの場を借りてボランティア
として長年貢献されてきたことに対し敬意

を表したい。この発見で約 50年ぶりに後
世の分類学者は、北海道大学でタイプ標本
を見て、北海道の鷲別岳へウメザキチシマ
ザクラを再検討しに行くことができるよう
になったのだ。
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