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「ヨーロッパの植物園を見て」

附属植物園林忠一(環境・飼育系〉

はじめに

北海道大学国際交流事業基金の派遣事業により、 1991年9月5日から 18日まで、

ドイツ、イギリスの2ヶ国を訪問する機会を得た。与えられた 3つの課題から 「大学改

革と教育研究の支援体制に関する調査、視察等」を選択し、副題は 「遺伝子銀行(ジー

ンバンク)としての植物園の役割とその実際及び市民に対する行政サービスの向上」と

した。

目的

本園は大学の附属施設であるとともに公開により広く市民と関わりを持ちながら活動

を行っている。このため本園は大学における教育研究とともに一般市民への公開という

2本の柱を活動の中心に据えている。

それぞれの柱は分類学をはじめとする植物学の研究・調査や栽培・繁殖方法の確立、

遺伝子資源の保存などの研究活動。一方は市民への植物学の啓蒙・教育などの公開活動

が挙げられる。

副題の示す 「遺伝子銀行(ジーンバンク〉としての植物園の役割とその実際」は研究

活動の内、遺伝子資源の保存法や栽培管理とそQデータ管理について。また 「市民に対

する行政サービスの向上」は、植物園職員が市民と直接的な関わりを持つ職場で、公開

活動を通じて行政サービスの向上にも努めてし、かなくてはし、けない。そこで特にラベル

と社会教育そしてアメニティについて視察した。

視察先はドイツのベルリンダーレム植物園、イギリスのエジンバラ植物園とキューガ

ーデンズの 3園で、それぞれ歴史も古く今もなお活発に研究・公開活動を展開している

ヨーロッパの代表的な植物園で‘ある。

各国の状況

その前にまず、植物園について触れておく o ヨーロッパでは古くは紀元前より薬草を集

めた薬草園に源を発する(日本においても最も歴史の古い植物園は東大の理学部附属植

物園で、元は徳川幕府の御薬園から始まった)。つまり初期の植物園は有用な植物を身

近な場所に集め、いつでも利用できる施設であったと考えられる。後に薬草に関わらず、

食料、原材料、晴好品など有用植物の利用が広がるにつれ、誰もが最も目的に適した植

物を選択するために植物を分類し命名することが必要となった。植物分類学を基本にし

た近代植物園としての使命がここに生まれる。

やがて人々の生活圏が広がるにつれ、異国の植物が紹介されていくたびに様々な植物

は人々の生活を豊かにしていった。大航海時代を迎え植物は資源として捉えられ、国策

として未知の植物を求めフラントハンター(コロンブスにしろ黒船のペリーにしろ必ず

植物学者あるいは植物に詳しい者を同行させ、行く先々で、採集を行った。〉達は世界中

を駆けめぐった。こうして集められた植物は生植物や乾燥標本の形で‘本国へ送られ研究

の上分類整理され、プランテーションへの応用などで更に豊かさと富をもたらした。こ

れらの長年の活動がノ¥ーバリウム(脂葉標本館〉やリビシグコレクション(生植物)の
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充実を進めてきた。

近年は遺伝子工学など様々な技術が発達し、今まで見向きもされなかったような植物

が、抗ガン剤や燃料、各種原料として脚光を浴びるようになった。しかし開発が進み、

熱帯地方を中心に、いまだ人類に知れぬまま多くの植物が消えてし、く。人類が農業など

で産業化して利用しているのは数十万種とも言われる植物のうちの僅か数百種で、多く

の可能性を秘めた植物の遺伝子資源を知ることなく失っているのである。こうして取り

返しのつかない事態を招く前に、植物園は今なお植物の探査を行い、また保全に努め、

自然と人類との共存への道を探っている。

ベルリンダーレム植物園

歴史

正式には「ベルリンダーレム植物園・植物博物館CBotanischerGarten und Botan-

ischer Museum Berlin-Dahlem)Jといい、その名の通り立派な植物専門の博物館を持

ったまさに植物学の殿堂とも言える植物園であった。

創設は1679年で、研究植物園としての役割は大きく、 19世紀からの標本の収集には

目を見張るものがあり、 1815年にはハーバリウムが独立した部門となった。特に分類

学はエングラーが園長を務めた1889年から最高潮に達し、現在も国際植物分類学連合

の事務局を努めている。

研究(遺伝子銀行〉

種子貯蔵などの施設は見ることが出来なかったが、生植物での遺伝子資源保存には

専用の苗圃と温室があり、導入された植物が試験栽培されていた。ラベルを色分けで

カテゴライズしているほか、登録番号は遺伝子資源の価値基準をコードナンバー化し

て、一見して植物の遺伝子資源の価値などが把握できる様になっていた。しかしそれ

にも増して圏内全体の展示植物自体も良くデータ管理がされており、展示ラベルにも

こうしたデータ記載がされているので、遺伝子保存機能と庭園機能ともに十分果たし

ていた。下記はその凡例である。

登録番号立♀よJLl.ヱ♀よ~

A B.  C DE 

A=圏内栽植場所番号

B=A内での詳細番号

C=導入年(西暦の下2桁)

D=導入植物の由来

l自生地から採集された種子 〔由来と採集者の確認がある〕

2自生地から録集された株(由来と採集者の確認がある〕

3出所は判っているが自生地以外で無性繁殖された株

4出所は判っているが栽培されて採種された種子

5自生地から採集された種子だが由来などデータの無いもの

6自生地から採集された株だが由来などデータの無いもの

7栽培植物からの種子

8栽培植物

E=圏内での繁殖状況

。繁殖が見られない

3無性繁殖

4種子繁殖

5繁殖させた植物の種子を自生地に戻した

公開(行政サービス〉

植物名ラベルや案内看板などは、アルミ版への写真製版による自家製作を行ってい

て、これは美観上、さらに耐久性上非常に優れていた。

博物館は 1階に各植物区毎の植生を表したジオラマの展示。 2階に化石や模型を使
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つての古代植物コーナーと有用植物や人類と植物の歴史的な関わりを標本や実際の加

工製品などで紹介するコーナー。 3階は分類学の祖リンネや当植物園の誇るエングラ

一博士など植物分類学を中心としたコーナーと拡大模型などを利用しての植物形態を

紹介したコーナーとなっていた。更にマルチビジョン室、映画上映室のほかにエキシ

ビションホールがあって、当日はドイツの国立公園についての展示を行っていた。ま

た温室の 1階部分にも小さなエキシビションホールが設けられていた。小規模ながら

様々な展示会が頻繁に行われている様子で、当日もキノコの展示と相談会が行われて

いて入園者の高い関心を集めていた。

売庖はジュースやビールなどの飲み物とスナック類を販売していたが、レストラン

ではテラスもあり風景を楽しみながら本格的な食事がとれるようになっていた。

エジンバラ植物園

歴史

1670年に薬用植物園からスタートし1820年に現在の場所に移設された。ヒマラヤか

ら中国にかけての植物の研究に力を入れてきたため、シャクナゲやサクラソウ類のコ

レクションは豊富であった。 24ヘクタールほどの敷地に 1万5千種もの植物が系統保

存されていた。

研究(遺伝子銀行)

遺伝子資源保存の事業の一環として種子貯蔵室があり、種子の調整を行うと共に、

3台の種子貯蔵専用冷蔵庫で採集や種子交換によって集められた種子が氷点下 15"C

程度の温度で保存されていた。現在は登録台帳はコンビュータ入力されていたが1800
年代の台帳が平然と並べられていて歴史を感じさせた。

公開(行政サービス〉

植物名ラベルや案内板等をアクリル版への掘削による自家製作を行っていて、専属

のオペレータが各部署から要請のあった植物リストに基づきラベルを製作していた。

希望者へは有料でカセットテープレコーダーを貸し出していて、順路に沿って歩き

ながら、マークのある看板で再生すると詳細な説明が聞ける仕組みになっていた。エ

キシビションホールでは一角で関係図書や絵はがきなど植物に関する品々が売られて

いたほか、各種展示会やイベントが「ファミリー・ワークショップ ・アンド・イベン

ト」と称して行われていた。様々なテーマを取り上げていて、期間も数週間から数カ

月の単位で行われていた。現在はオウタム・プログラムとして「熱帯雨林に生きる」

というテーマで‘行われていた。熱帯のヤシ葺屋根の民家のセットをしつらえてのイベ

ント内容は、アジアの伝統的影絵やアフリカの民族ダンス、ガムランの演奏会を始め

熱帯果実の試食会など、とバラエティー豊かなプログラムが予定されていたが、何より

も植物園の研究者自身の研究成果の発表の場になっていたことに感心させられた。

圏内にはティールームがあり、サンドイツチなどの軽食がとれ、晴れた日には芝生

のガーデンテーブルで日光浴を楽しみながらお茶の時間を持てるようになっていた。

キューガーデンズ

歴史

1759年に王室の庭園から始まり、 1841年に王立植物園となり現在は農林水産食料省

所属となった。系統保存されている種数は3万種以上あり、ハーバリウムの他にジョ

ドレル研究所を持ち、 1965年にはウエークハーストプレイスに分園を開設した。また



世界中の植物情報を集めた 「インデックス・キューエンシス」は世界中で発表された

維管束植物名の総覧で、現在も毎年追加されている。

研究(遺伝子銀行〉

遺伝子資源保存事業は主に分園のウェークハーストプレイスにて行われていて、国

際遺伝子資源委員会(IBPGR)は野生植物の種子保存を同分園に委託している。しかし

担当者が不在であったため訪問を諦めた。

公開(行政サービス〉

植物名ラベルはエジンバラ植物園同様アクリル版への掘削による自家製作で、やは

り専任のオペレータが各部署の注文に応じて作成していた。説明板はカラー写真ごと

の焼き付け製版で締麗であった。

エキシビションホールも非常に充実していて、マルチビジョン室 2室を備えて、植

物と人間との関わりを常設展示したサー・ジョセフ・バンクス・ビ、ルデ、イングをはじ

め、マリアン・ノース・ギャラリーでのボタニカルアートの展示の他、キューガーデ

ンギ、ャラリー、博物館などでの各種展示会や展覧会が行われていたD

オランジエリーという建物には売底とティールームが併設されていて、売庖では植

物関係の書籍や絵はがきからキューガーデンズのオリジナルグッズなどが販売されて

いた。さらにノfビリオンレストランというカフェテリアと、キューベーカリーという

スナック類の売店とがあり、食事やお茶を楽しむことが出来るようになっていた。

北大植物園の今後の在り方

研究(遺伝子銀行〉

各植物園に於いては総合植物園として莫大な費用と人員をもって熱帯から寒冷地ま

で様々な地域の植物を収集保存している。特に熱帯や砂漠地帯などの特定地域(旧植

民地など)のフロラ(植物相〉の研究を行っている事が多い。

しかし本園では限られた予算と人員・施設のなかでは、地理的条件を生かし、北海

道の自生植物の収集に務め、特に希少植物や絶滅危慎種の生理生態の解明、増殖法を

確立することが急務と考えられる。

現在は植物園の2教官により分類学、生態学を中心とした研究調査が行われている

ほか、国内外との種子交換などで遺伝子資源の導入も図っているが、特に絶滅危慎種

をはじめとした、寒冷地植物の遺伝子資源保存機関としての機能を果たそうとしてい

る。

現在本園での遺伝子保存は生株の維持管理によって行われているが、生植物での保

存には、特に草本植物では場所と人手がかかる。例えば1種類の植物の栽培床を単純

に1mとしても、 1， 000種保存を行うのに作業スペースを含まずに1， OOOmが必要で

ある。種子での貯蔵ならフィルムケース程度の容器であれば 300Q，の冷蔵庫に約 3，0 
00は保存することが出来る。種子の発芽能力にもよるが、種子貯蔵を行うことによっ

て植物を毎年栽培する必要がなく、数年から十数年に一回、更新採種のための栽培を

行えば良いことになる。これは一年生植物については遺伝形質の変化を極力抑える役

割を持つ事にもなる。また分譲に際しても発送が簡便なことは言うまでもない。

現行では種子での保存が一番有効と思われることから、貯蔵用冷蔵設備と発芽能力

試験等の為の環境制御栽培設備が必要で、今後は各植物の冷蔵保存に関する取りまと

めも行わなければならな~'0こうして蓄積された遺伝子資源は植物園内はもとより内

外の研究者に対しても自然を損なうことなく研究材料の提供を行う事が出来る。

-34-



これらの植物については遺伝子資源の価値を決めるパスポートデーター(採集地・

形態・栽培などの資料データ)を伴うことで一級の遺伝子資源として利用される。そ

のため、コンビュータを利用した登録管理システムの確立を併せて行う必要があり、

現在本国でもパーソナルコンビュータと市販のデータベースソフトにより既存のデー

タ入力が行われている。既存のデータだけで13，000件以上あり、さらに毎年増える新

規のデータと共に、栽培によるデータの更新も課せられている。 関連して苗圃でのラ

ベル管理も重要で、記録されたパスポートデータと植物を対応させる登録番号を最低

限の情報としてつけている。しかし、現状のセルロイドラベルに油性マジックで書い

た文字は消え易く判読不能となり情報の欠落問題が発生しやすい。いわゆるラベル落

ちで、これを防ぐためのラベルの更新も莫大な作業量になるので、耐久性と簡易性そ

して植物から外れにくいラベルを試行錯誤している。

公開(行政サービス〉

公開園として市民に対する教育・啓蒙といった活動は重要で、植物を通して自然や

科学に対する興味や知識を持たせることは、国立大学の附属施設で行なえる行政サー

ビスのーっと考える。本学でも市民大学講座などが行われているが、施設公開による

市民への一般教育や啓蒙活動は大学内では特異な分野で‘ある (苫小牧地方演習林では

いろいろ試みられているようだが)。 今後も生涯教育、学校週休2日制、環境問題な

どますます充実した対応が求められると考えられる。

まず植物園で必ず問題になることがラベルや説明板である。ヨーロッパの各植物園

で感じたことは、植物名のラベルと説明看板が非常に充実していたことである。出来

る限り植物ごとにラベルを付けることで、入園者はし、ちいち職員に名前を聞 く必要が

無くなり、職員も対応する手聞が省ける。また昨今の園芸ブームから外国の様々な植

物が身近になったが、生産、流通、販売業者は外国産の植物にいい加減な名前を付け

ていることが多く、いたるところで植物名の混乱をもたらしているのが現状である。

大学の植物園であるからこそ、例え園芸品種であれ正しい名前がつけられた植物の展

示が責務と感じられる。

説明看板は植物に関する構造や仕組み、分類方法や見分け方を実際の植物を見せな

がら模式図や解剖図、地図などを使って説明している。また栽培方法、利用方法ある

いは歴史、文学、宗教等に関連した植物についての看板をつけることで、より一層植

物に興味を持たせることが出来る。

これらラベル問題の重要性については、各植物園に共通してラベル製作専門の職員

がいることからも推察できる。ドイツでのアルミ版ラベルは耐久性や美観からも優れ

ていて、本園もこのタイプのラベルを発注してきたが、製作コストが高く全ての植物

にこのラベルを付けることは予算的には不可能である。イギリスではコンビューター

に直結された彫刻機によってプラスチック版に名前を彫り込む方式が採用されていた

が、日本でも同様な機械が市販されており、装置のコストも比較的安価なうえ、作業

も簡易でひとつの判断材料となった。

これらのラベル問題は社会教育の観点から見ればほんの入口に過ぎず、本格的な社

会教育を行うには対象を大まかに 3つに絞って考える必要がある。ひとつめは一般社

会人、ふたつめは一番重要で‘これからを担う子供達、そして最後は植物園で全ての子

供達に対応できない分、子供達を指導してくれる教師のための学習指導プログラムの

作成である。

一般社会人には植物園職員を含め植物に関わる様々な分野から講師を招き講演会を
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表の場として利用し、社会教育に参加しつつ植物園の活動をピ一アールしてし、く必要

があるだろう o また入園者に対して観察会のかたちで圏内を巡る圏内ツアーの企画も

考えられている。

子供達に対しては例えば学習指導要綱に沿った観察や実験の指導。そして植物学に

関わらず、文学や芸術、歴史など植物の関わる事象にも出来るだけ関連していくこと

で植物と人の関わりを知ってもらう D 例えば秋の七草を植え国語の授業に取り入れな

がらフジバカマが絶滅危慎種であるとか、香辛料植物を見せながらプランテーション

や東インド会社など歴史や地理の教材にもなるなどである。これらをプログラム化し

ておけば修学旅行などで植物園を訪れても教師自身で指導できるのである。このよう

に出来る限り植物と人との関係を密接にさせる社会教育が植物園の存在理由のひとつ

になると d思う o

各国を訪れて利用する立場でし、くつか考えさせられたことは、入国者に対する行政

サービスで軽視されがちなアメニティーについてである。ひとつはトイレで、 4ヶ所

のトイレの内温室のトイレを除けば皆狭く、中でも 1ヶ所は電気もないため日中でも

暗く利用しづらい。また長時間滞在する人にとっては飲食のサービスが充実している

ことが望まれ、レストランやカフェテリアがあればと思う。あわせて植物園というス

ペースを演奏会や芝居などの芸術分野への解放も考えてよい事と思う。自然と文化が

一体化してこそ自然と人間の共存が考えられるからである。

開園日や開園時間についても各国とも元Eとクリスマス以外は開園しており、さら

に基本的には日没時間を閉園時間の基準にしているため仕事帰りの途中でも植物園を

利用できる。ほとんど休まずに開園していることで、市民の利用の機会が多くあり、

日本でも週休2日制に限らず勤務形態の多様化の中、開園時期の拡大をますます求め

られると考える。

財政上の問題で・ひとつ考えていきたいことは後援会で、東大植物園にも既に活動し

ているそうだが、英国の植物園では植物園友の会が作られていて、市民の寄付によっ

て植物園の運営を助けている。植物園にもこのような外郭団体の助けを借り、寄付は

勿論の事レストラン・売庖等の経営によって、その運営利益で植物園を拡充させてい

くなど、公益法人の形で植物園を財政的にバックアップする機関があればよいと思わ

れる。またボランティアを制度化し積極的に受け入れことも、市民の余暇を豊かにし

聞かれた大学のなかでともに植物園を守ることが出来ると思う。

入園料徴収業務など国庫に関する出納業務を委託することは難しいと思われるが、

実施することが出来れば開園時間の延長や開園日の増加も考えられる。芝刈りや除草

等の作業や清掃などの公開部分にかかる多くの仕事を外注化出来れば、職員がより高

度な試験研究に時間が割け、非常勤職員に専門的な作業の補助が期待できる。今の10
人の技官で植物園の研究と公開との両立では雑務が多く、専門技術職員としての職務

遂行や人材育成が困難であるばかりか、両方の水準維持すら困難と言わざるを得ない。

おわりに

現在植物を栽培・管理している施設は多くあるが、その規模や内容は多種多様である。

その中で植物園の立場を理解しやすいように衣類を扱う商店に例えて紹介をしてみたい。

中島公園、大通り公園などの公園はコンビニエンスストアで、身近で入りやすいが、

靴下や下着など最低限の物しか揃っていない。庖員は機械的に並べられた商品を扱うだ

けで商品に対する知識もほとんどない。
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けで商品に対する知識もほとんどない。

附属農場、薬用植物園、農業試験場などは専門底で、商店街の仕立屋から繁華街のブ

ティッ夕、さらに郊外型の大型紳士服店まであり、それぞれの規模にあわせて取り揃え

ている。商品に対する知識は十分あり専門的なことにも答えてくれる。

百合が原公園などの自治体の緑化植物園は、ダイエーや西友クラスのスーパーマーケ

ットで、衣類に限らず食品から雑貨まで複数の分野でそれぞれ豊富に品数を揃えている。

大抵 1階部分はコンビニエンスストアを大きくしたような締麗で見易い作りになってい

るが、 2階部分には専門店があり、ある程度のニーズ、には応えてくれる。またカルチャ

ースクールなどを併設して付加価値を高め、充実した施設といえる。

それでは我が植物園はというとデ、パートに相当するものと考えている。百貨庖という

ようにあらゆる商品があり、それぞ、れの商品について十分な知識を持つ。国内外の商品

を扱い、しかも特売品から高級品まで揃えている。当然カルチャースクールもあればス

ポーツクラブも持っている。しかし、しっかりと運営しなければ最近のスーパーマーケ

ットの方がすばらしい活動をしていることもあるので看板だけでは商売できなくなって

きている。このように植物園をデ、パートに例えるなら、その目標は北海道なら池内より

も丸井今井、日本ならば日本橋三越、そして世界を視野に考えるならイギリスのハロッ

ズクラスを目指したいものである。

本国は北海道における唯一の総合植物園で、かっ教育研究を目的とした大学附属植物

園という形態は全国的に見ても少ない。にもかかわらず札幌農学校時代より北海道にお

ける植物学は勿論、農林産業に大きく貢献してきた。更に一般公開により年間15万人も

の入園者を数えていることは、市民に対する教育啓蒙や余暇のレクリエーションの場の

提供まで広く社会に貢献してきたと考える。近年、国や自治体の研究機関や緑化公園等

の整備が進み、産業やレクリエーションといった部分への貢献は往時に比べ低くなって

きた。本来分類学を中心とした植物園の活動は、農学部附属という特殊な位置付けから

は現在の農学部各講座との連携が薄くなっていると感じられる。学部教育に関しては、

近年農業環境の激変や自然環境問題への意識の高まりなど、植物園に対する学生の興味

が増大すると思われる中で植物園の再評価または再認識が行われると思う。

しかしながらどの様な状況下であっても、附属施設としての維持管理を怠らない事は

無論のこと、様々なニーズに応えるべく努力も怠るわけにはL、かない。専門職への移行

を踏まえ、これからの植物園技官像としては新しい栽培管理技術の導入や開発は勿論の

こと、将来を見据えて積極的に植物園の活動を展開してし、く必要があると思われる。技

術部の設置が単に待遇改善のためではなく、技術職員の質的向上をはかり、大学におけ

る専門技術職員としての自覚を持つことで、与えられた仕事をこなすだけの作業員に甘

んじることなく、自発的により良いものを追求する、いわば職人としての仕事が求めら

れていると思う o

おわりに、本文作成にあたり助言を頂いた高橋英樹助教授に深く感謝するものである。
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