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大学における植物標本庫創設とその課題
荒瀬輝夫
信州大学農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター
要

約
本論文では，大学における植物標本庫創設の₁事例をもとに，標本作成枚数の推移とその要因について解析

した。創設後14年間で，累積枚数は3,757枚となり，年間の標本作成枚数は周期的な変動を繰り返しながら年
間およそ200枚の増加に収斂していた。当初は大学の所在する県内での標本作成枚数が大部分を占めたが，創
設₅年目ごろを境に県外での標本作成枚数の増加が顕著になった。また，重複標本の割合は，県外の標本作成
枚数では初期に低く，₉年目以降に高くなった。これらの変化の背景には教育研究上の理由や配属学生数の影
響があることが推測された。創設30年後には7,000枚前後に達すると予測されるが，現状ですでに植物標本庫
の容量を超過している状況にあり，施設，設備の面で保存状況，利用しやすい状況も次第に損なわれていくこ
とが予想される。将来的に，大学の植物標本庫として永続的なものにするかどうかを決めることは重要であり，
大学において植物標本庫の意義が重んじられることを期待したい。
キーワード：植物さく葉標本，植物標本庫，資料の保存と利用

₁．

標本作成が行われているが，どこの大学でもこのよ

はじめに

うな分野は小さな存在である。小規模なコレクショ

フィールドでの植物の研究において，植物標本を

ンの場合には担当分野の教員が不在になれば散逸，

残すことは不可欠である。なぜなら，植物標本は唯

廃棄される危険があり，大きなコレクションになる

一無二の証拠で，かつ，保存法さえ好適ならおそら

と所蔵のための面積，維持管理の費用およびスタッ

く永久に残るものであり，後々いつでも見直すこと

フを確保することが課題となる5）。博物館では一般

が可能だからである4）。分類学において₁つ₁つの

的に展示室が注目されがちであるが，収蔵スペース

種を命名，記載する基準となったタイプ（基準）標

のほうがはるかに重要で，よい条件で保存してもら

本の意義が極めて大きいことはもちろんであるが，

えるという信頼がなければ，標本の充実も寄贈を受

研究で引用された植物の証拠標本は保存する義務が

けることも難しくなる7）。

あり，まだ研究されていない標本にも潜在的な価値

このように，近年の大学において永続的で好適な

がある1）。また，近年，地球規模の環境変動や災害

条件の植物標本庫を創設することは困難さを伴う。

の頻発などが起こっており，今後の生物多様性の動

著者は，野生植物の分類や生態にかかわる大学教員

態を記録するためにも，標本が果たす役割は大きい

として，教育研究の一貫として植物標本の収集，作

1）

成，保存，教育利用を行ってきた。信州大学農学部

。
植物種のもつ全体像を把握するためには，広く分

に赴任した際，フィールドで植物を扱う分野が多い

布域内から，重要な部位をできるだけ揃えた標本を

にもかかわらず学内に植物標本庫がないことを知り

採集することが求められる。すなわち，図鑑をつく

（理学部には「長野県植物誌」6） のもととなった植

るように₁種で₁枚ずつの標本のコレクションを作

物標本コレクションが存在していた），ゼロから植

れば終了するのではなく，₁つの種でも，様々な地

物標本作成をスタートした。研究室の₁室に設置し

域集団から，同一集団でも様々な個体から採集した

た植物標本庫に，2018年現在で4,400枚，2,000種以

標本（重複標本）が必要となる1,2）。

上の植物標本を収蔵し，研究だけでなく自らの関わ

植物標本は大学や博物館などの植物標本庫
（herbarium）に所蔵されており，研究だけでなく，
学校教育や生涯学習においても利用されている

1,7）

。

大学では，植物分類学に関連する研究室で植物採集，
受付日
受理日

2018年₁月₇日
2019年₂月₈日

る授業やイベント等で利用している。
そこで本研究では，植物標本庫の創設の₁事例と
して，₁研究室・教員₁名による14年間（2003～
2016年）の植物標本の収集作成状況について報告す
る。大学における植物標本庫創設の問題点について
も考察を加えた。

54

信州大学農学部 AFC 報告

₂．調査方法

第17号 （2019）

採っている。収蔵標本の特徴として，教育研究上，
AFC 演習林と森林科学分野に関連しているものの，

植物標本の作成枚数について，採集地と採集日の

樹木だけでなく維管束植物全般（シダ植物，草本

記録をもとに，長野県内と県外についてそれぞれ，

類）にわたることと，植生や植物区系の異なる長野

年度ごとに集計した。なお，研究室配属の学生院生

県外の地域からの採集品も多いことが挙げられる。

も植物標本を作成しているが，その枚数は著者（教

図₂に，収蔵している植物標本庫の写真を示す。

員）の約₁割程度と少なく，分類学的にみて標本の

現在，₃つの木製棚に収蔵しているが，それらの容

質が高いものから習作にあたるものまで混在してい

量をすでに超過しており，半透明のプラスチック製

るため，調査対象からは除外した。

の化粧箱に入れて棚の上に積載している状況にある。

また，標本作成枚数に関連する要因として，研究

なお，保存条件として，標本庫のある部屋はエアコ

目的で重複標本を採集することに着目した。重複標

ンと換気扇があって温度調節可能で，防虫のため標

本は，すでに標本が収蔵されている種を他の時期や

本庫には防虫剤（市販の衣料品用のもの）を置き，

地域で採集したものとし，長野県内と県外について

定期的にチェックと補充をしている。収蔵標本にご

それぞれ，年度ごとに集計してその割合を算出した。

く小規模で虫害（チャタテムシ類）やカビが生じた

さらに，研究室で指導した学生院生の人数も要因と

ことはあるが，大々的に被害が出たことは今のとこ

して取り上げ，標本作成枚数との関連を解析した。

ろなく，比較的良好な保存状態を維持できていると

₃．結
3.1

果

植物標本の保存状況

いえる。
3.2

標本作成枚数の推移

図₃に標本作成枚数の推移を示した。まず，年度

図₁に植物標本の例を示す。台紙としてＡ₃ケン

ごとの全体の標本作成枚数（図₃左）について，平

ト紙，植物標本を貼り付けるテープとして和紙，糊

均は268±137枚（平均±標準偏差，n ＝14）であっ

料としてアラビアゴム粉末の水溶液を用いている。

た。創設₁年目（2003年）のみ610枚と異常に多く，

標本の右下に貼付する登録ラベルについて，著者は

₃～₄年目（2005～2006年）には100枚前後まで極

信州大学理学部の植物標本の登録番号「SHIN‒（通

端に減り，その後は増減の変動がしだいに小さくな

し番号）」にならい，農学部を分館のように位置づ

りつつ年間200枚程度に収斂している様子が伺える。

けるという意味で「SHIN‒A‒（通し番号）
」
（Ａは

増加のピークが₄年ごと（2003, 2007, 2011, 2015

Agriculture の頭文字）としている。通し番号の部

年）に訪れており，作成枚数にやや周期性があるこ

分は，手書きではなく回転ゴム印で押印する方式を

とも読み取れる。採集地別に見ると，長野県内の植

図₁ 植物標本庫
左：外観．図中右下の黄色い折尺＝₁辺50cm．
棚上に積まれた化粧箱は，超過分の植物標本を収めたもの．
右：標本庫内の収納状況．
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図₂ 植物標本の例
左：オクモミジハグマ，中央：ヒメスゲ．
右：標本ラベル（ヒメスゲのもの）
．登録番号は「SHIN‒A‒（通し番号）
」．

図₃

標本作成枚数の推移

物標本は₅年目（2007年）ごろから減り始め，代
わって県外の植物標本が逆転して増加している。
累積の標本作成枚数は，2016年12月までで3,757
枚（長野県内2,089枚，県外1,668枚）であった。図
₃右から，全体の標本作成枚数はほぼ直線的に年々
増 加 し て い る こ と が 読 み 取 れ る。 や は り₅年 目
（2007）ごろを境に，長野県内の標本作成枚数の増
加が減速し，代わって県外の標本作成枚数の増加が
顕著になっている。
3.3

標本作成枚数の変化の要因

重複標本の割合について図₄に示す。まず，長野
県内については，有意ではないながらやや減少傾向
，10～25%
にあり（R2＝0.127，p ＝0.210，F 検定）
を推移していた。一方，県外については，多項式に
よる曲線回帰を適用したところ₃次成分が有意（p

図₄

重複標本の割合の推移
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れる。また，₄年目ごろで地域の代表的な植物種の
採集に一区切りがつき，県外に採集活動地域を広げ
たことが読み取れる。言い換えれば，その地域の植
物相を証拠標本つきで把握しようとするなら，₄年
程度は必要であるとも言えよう。
長野県内での重複標本の割合が当初から高いのは
（図₄）
，教材作りと並行して研究に伴う採集をお
こなっていたからと考えられる。一方，県外の重複
標本の割合が初期に著しく低いのは（図₄）
，長野
県内に分布していない近縁種を採集する意図が強
かったためであり。その後，研究においても県外に
活動地域を広げたことから重複標本の割合が急騰し
図₅

年間の標本作成枚数と研究室配属学生数との関係

たように思われる。14年目（2016年）に再びこの割
合が低下した理由は不明であるが，年度ごとの標本

＜0.01）で，₁～₄年目ごろまで底打ち（10% 未

作成枚数と同様に，周期的に変化している可能性も

満），その後増加に転じて₉～13年目まで高い値を

ある。

維持し（25% 前後）
，再び14年目に減少するという
2

配属学生数との関係について，₃人弱くらいのと

有意な₃次回帰が得られた（R ＝0.879，p ＜0.0001，

きに標本作成枚数がピークとなる傾向が読み取れた

F 検定）
。

（図₅）
。この分析では，学生の作成した枚数では

次に，年度ごとに研究室で指導した配属学生院生

なく著者（教員）が自ら作成した枚数について示し

の人数との関連について図₅に示した。なお，₁年

ているので，学生の人数は，学生の指導に費やされ

目（2003年）は著者の赴任初年で学生配属はなく，

る時間と労力という負の影響，学生の研究のための

上記のように教育研究上の必要性に迫られて異常な

現地指導にともなって教員が植物採集する機会の増

ペースで標本作成を行っていたため，この分析から

大という正の影響の双方を含んでいる。よって，さ

は異常値として除外している（図₅の×印）
。多項

まざまな場所を踏査できる機会が増える一方で，学

式による曲線回帰を適用したところ₂次成分が有意

生指導に費やされる時間と労力が過度にならないと

（p ＜0.03）で，2.87人のときに標本作成枚数が極

いう適度なバランスが，配属学生数₃人弱くらいに

大値となる₂次回帰が得られたが，ばらつきが大き

当たるのではないかと推測される。これはあくまで

2

く回帰式自体は有意ではなかった（R ＝0.405，p

植物標本作成という視点から見出せたバランスであ

＝0.075，F 検定）
。

り，同じフィールド系でも研究対象が異なれば適度

₃．考

察

な学生数は異なるであろう。
以上のように，本論文では，植物標本庫創設後の

標本作成枚数の推移は，著者の赴任後の教材作成

14年間の標本作成枚数の推移について，周期的な変

と研究の状況を反映したものと思われる。₁～₂年

動を繰り返しながら年間およそ200枚の増加に収斂

目には₀からスタートしたため，とにかく地域に代

してきており，その変化の背景には教育研究上の理

表的な植物種を概ね網羅する必要性に迫られ，年度

由や配属学生数の影響があることを推測できた。こ

ごとの平均をはるかに超えるペースで標本収集，作

のままのペースで作成していくと，創設30年後には

成を行っていた（図₃左）
。大学では，こうした教

7,000枚前後に達すると予測されるが，現状ですで

員個人の活動と同時並行で，授業や運営面の業務も

に植物標本庫の容量を超過して化粧箱に収納，積載

こなさねばならず，著者は，植物を採集して押し葉

している状況にあり，施設，設備の面で保存状況，

を作成後，おおよそ₁～₂年のタイムラグで標本と

利用しやすい状況も次第に損なわれていくことが容

ラベルを台紙に貼って完成させる作業を行っている。

易に予想される。将来的に，大学の植物標本庫とし

その影響からか，新たに標本を採集することが控え

て永続的なものにするかどうかを決めることは極め

られ，₃～₄年目には極端に標本作成枚数が減少し

て重要である。永続性が確立されていない場合，植

ている（図₃左）
。おそらくこのような事情の繰り

物標本の所蔵について情報を公開することや全国的

返しで，₄年程度の周期性が生じているように思わ

なネットワーク組織に登録することは，むしろ将来

大学における植物標本庫創設とその課題

に混乱を招くので避けるべきである₃）。大学全体の
人事計画や予算に関わることでもあるが，学生の教
育や生涯学習の場として，野生植物種の分類と多様
性に関する資料を集積，発信できる場として，植物
標本庫の存在意義が重んじられることを期待したい。
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Issues with establishment of herbarium at a university
Teruo ARASE
Education and Research Center of Alpine Field Science, Faculty of Agriculture, Shinshu University
Summary
In the present study, the progress of collecting specimens after establishing a herbarium in a
laboratory is reported. The accumulated number of herbarium specimens reached 3,757 in the 14 years
since establishment, and the yearly increase in the number of specimens was around 200, with periodic
fluctuation. In the initial years, most specimens were collected within the prefecture where the university
is located, but collection from outside the prefecture became prominent after 5 years. The ratio of
duplicated specimens was low in the initial years, but increased after 9 years for specimens from outside
the prefecture. These changes were presumed to be influenced by the need for research and education,
and the number of students assigned to the laboratory. The number of specimens has already exceeded the
capacity of the herbarium shelves, and it is estimated that a total of 7,000 specimens will have been
collected 30 years after establishment. The condition of the facilities will deteriorate if changes are not
made to the capacity of the herbarium. It is important to determine whether this herbarium will be a
permanent feature of the university. The author hopes that the significance of the herbarium is correctly
appreciated at the university.

Key words: Herbarium specimen, Herbarium, Preservation and utilization of specimen

