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植生情報第 7号(2003年3月)

自然史・自然誌と植生学一植生学会の自然史学会連合への加盟を提言するー

持田 誠(北海道大学北方生物圏フィールド科学センター植物園)

自然史学会連合は 1995年に発足した，元々は古

生物学関係の学会が中心となって呼びかけられた

連合体である.現在は古生物学以外にも動物学・

植物学から多数の学会が加盟しており，加盟国体

数は 2002年末現在で 34団体(元々35団体だ、った

が日本植物分類学会と植物分類地理学会が合併し

たので 34団体となった)を擁している.

私は植生学会も自然史学会連合に加盟すべきだ

と思っている.常々思っていたのだが，学会でそ

のような動きがみられないので，提言という形で

ここに意見を述べる.

自然史学会連合が打ち立てられた背景には，我

が国における自然史学の研究教育環境の劣悪さと，

改善どころか年を追って悪化する現状に対する危

機感があった.自然史学会連合は，これらの問題

点を討議・整理し，要望を集約して提起してこう

というものである.古生物学関係が中心だ、った初

期の動きに賛同した諸学会が集い，国立科学博物

館において設立シンポジュウムが聞かれ，以後毎

年秋に自然史学，自然史教育，標本，データベー

スなどのテーマを持って開催されている.自然史

学会連合の具体的な活動については，連合のホー

ムページhttp://附 wsoc.nii.ac.jp/ujsnh/index. 

htmlを見て頂くのが良いと思う.ここでは標本に

関する問題，博物館の問題などについての植生学

との関わりについて議論し植生学会の自然史学

会連合への加盟の意義を唱えてみたい.

自然史学ー自然史・自然誌と植生学

まず，自然史学とは何か，植生学はその中に包

含されるものかどうかを検討したい.一般に自然

史学は，古生物学，分類学，生物地理学などの自

然史系諸科学をとりまとめてそう呼んでいる自

然史」は「自然誌」と称される事もあり，先年亡

くなられた沼田虞先生も「自然誌」を提唱されて

いるし，反面自然史」の方がその実態を反映し

ているとの糸魚川淳二先生のような主張もある.

「自然史」・「自然誌Jのいずれにしても，語源は

Natural Historyの訳からきており，かつての博

物学に通じるものである.Historyには歴史の他

に物事を記述する・記録するとしづ意味がある事

が知られており， Natural Historyとは自然を克

明に記述する事で、あって「自然誌」が相応しいと

される(沼田， 1994).これに対して糸魚川 (1993)

は，自然史学の対象となるものは全て地史的時間

の経過の中で成立してきたものである事を考えれ

ば自然誌」よりも「自然史」がふさわしく，イ

メージに合っているとする.一般に古生物学など

の地学分野では「自然史Jが主流で，フロラ・フ

ァウナなどの分布論を記載する生物学分野では「自

然誌j を用いる場合があるようである.また，内

田(2000)は司書としての観点から我が国で刊行さ

れた書物のタイトルに用いられている「自然史」

「自然誌j の双方の使われ始めた年代を調べた結

果自然史j は少なくとも大正時代末から自

然誌」は昭和 20年代末から用いられており，直訳

調の「自然史」が使われ始めた後で，本来の語義

である「自然誌」も主張されるようになったので
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はないかと推察しており，興味深い.

内田 (2000)は，同じ NaturalHistoryの訳語

から生まれた両表記の意味するところは今日では

かなり異なっているものと考えられ，語義・用法

の定義をして双方の言葉に正当な評価を与えるべ

きではないかと述べている.ここで「自然史JI自

然誌」双方に植生学がどのように当てはまるかを

考えてみよう.

中村 (2001)は，植物群集とは生態的要因と地

理的要因の両方を種組成で表現したものであり，

植物社会学本来の姿とは，立地的要因を解析する

生態的分野と地史的背景を解析する地理的分野の

両方を視野に入れた研究で、あると述べている.こ

の地史的背景に基づく植生の成立とその研究は，

そのまま自然史研究であると言う事が出来よう.

一方で，植生学の第一歩は植物的自然の記載に

あると言える.例え分析的な研究目的があっても，

群落研究にはまず対象群落の正確で客観的な記載

が無ければならない.植物社会学も景観生態学も，

し、かに忠実に自然(植物群落)を記載するかとい

う観点で発展してきた研究戦略であり，この忠実

な自然の記録を作る研究こそ，自然誌研究に他な

らない. したがって，植生学は自然史・自然誌の

双方の役割を持つ学問領域で、あると言える.

植生学は今日，単に植物生態学の一分野として

とらえられている事が多いが，一方で植物地理学

としての側面が5齢、分野である.清水 (1980)は

広義の植物地理学をまず空間的・時間的に大別し，

空間的な研究としては種を対象としたフロラ地理

学，群集を対象とした群集地理学，群系を対象と

した生態地理学に大別し，時間的な研究として種

を対象とした歴史地理学，群集を対象とした群集

地史学，群系を対象とした古生態地理学に分けて

いる.このうち群集地理学が植物社会学的な植生

地理学，生態地理学が地植物学(景観生態学)的

な植生地理学，さらには群集地史学や古生態地理
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学が植生史として植生学会でも扱われていると言

える.一方，かつて正宗巌敬先生はGeobotanyを

主張し，区系植物地理学，植物生態地理学，植物

史，群落学を含む内容を考えていられたという(古

池， 2002).沼田 (1969)は自然誌学から派生した

植物生態学の分化を示し，派生諸学の中に地植物

学・植物社会学を位置付けている.植生学は紛れ

もなく，空間的・歴史的な植物地理学の一分野を

形成し，自然史的かっ自然誌的な研究領域なので

ある.

自然史・自然誌の双方の語義は確かに異なるよ

うに思われるが，植生学との関係、を論じるには共

通する部分が多い.したがって，ここでは自然史・

自然誌を基本的に同列として扱い，連合の名称に

従って自然史を用いる事にする.

植生学と標本

今日，植生学の役割や意義は広範なものになっ

ているが，先述のとおり，その根本は植物的自然

の記載にある.植生研究は，その目的や解析方法

が何れで、あっても第ーには種組成の把握という段

階があり，種の同定(または識別)としづ作業が

不可欠である.この「記載j と「同定」と云う作

業が付きまとうところに，植生研究の生態学にお

ける特殊性と分類学との密接な関わりを見る事が

できる.

この同定としづ作業に必然的に生じるものとし

て標本の存在がある.植生学は，生態学の分野に

おいては今日では数少ない標本と関係した学問

であるという事も出来る.植生調査にあたって，

現地で、確認された植物についてはなるべく標本を

採集する事が望ましいと考えられている(伊藤，

1985).同定に誤りがあった場合，植生調査結果全

体に深刻な影響を及ぼすからである.

植生研究における採集標本がフロラ研究と異な

るのは，調査区内に出現する植物が同定上好まし
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い生育状態にあるとは限らない為，いわゆる不完

全標本が集積される点である.むしろ植生研究で

は，現地同定が困難な植物の不完全標本を採集し，

様々な分類学的情報を駆使して識別・同定を行わ

なければならない.ここで植生研究者は標本に対

する二つの関わりを持つ事になる.

一つは自分の採集した標本を同定する為に閲覧

する他者の標本の活用である.採集標本を図鑑な

どの文献を用いて検討し，最終的には標本庫に集

積されている標本と比較・照合を行って種名を同

定するというのが一般的な研究方法であろう.今

ひとつは自分の採集してきた標本の保存である.

採集標本は通常，標本番号を付与した上で台帳に

記載し，採集情報を記載したラベルと共に台紙に

貼付して標本庫(ハーバリウム)へ保管する.標

本庫のコレクションへの寄与である.

標本庫と言うと分類学者の聖域という印象があ

るが，標本庫に集積されている標本自体は必ずし

も分類学者によって集められたものばかりでは無

い.無名の研究家や名前が知りたくて持ち込んで

きた市民や異なる分野の研究者など，実に様々な

人々の手によって集められた一大コレクションで

ある事が通常である.植生研究者もまた然りであ

り，植生調査によって得られた標本は後代の様々

な研究に活用されるべく公的な標本庫に収蔵され

るべきである.

このように，植生研究における標本そして標本

庫の存在と必要性は明らかであるが，今日，大学

を始めとする研究機関における標本・標本保管の

現状たるや安泰とは程遠い状況にあるのが普通で

ある.近年の大学博物館ブームによって少なくな

い大学で大学博物館が建設され，中には学内で挨

まみれになっていた植物標本が廃棄の難を逃れて

これらに収蔵されたケースもあると思われる.し

かし，勿論廃棄を逃れたという点では結構な話で

はあるが，大方の大学博物館では標本整理の人員
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も;標煙その他管理に関する予算も無いまま，単に

学内で「邪魔になった標本・資料類を 1ヵ所にま

とめておくため」の場所として用いられていると

いう話を聞くと，全く暗潅たる思いを禁じ得ない.

また，大学博物館を持たない大多数の大学， しか

も講座制が崩壊して学科目制度(一教員一教室で

教員が入れ替わると標本の受け入れ先が無し、)と

なっているような私立大学では，行き場を失って

明日の運命も定かではない標本がゴ、ロゴロしてい

ると聞く.

こうした標本や標本庫の問題については，生物

群を問わず分類学者や古生物学者ひいては地学，

考古学などの分野においてかねてから激しい議論

と問題提起が為されていた.植生学会にとっても，

これは対岸の火事の話ではなく，先述のとおり植

生研究も標本や標本庫を無視しては成立し得ない.

自ら標本を採集し，標本庫を活用し，更にその充

実にも寄与している当事者なので、あって，標本の

問題に積極的に関与していく責任があると考えら

れる.

植生学と博物館

自然史学会連合の活動の一つに自然史博物館と

くに地域博物館に関する取り組みがある.植生学

は博物館とも密接に関係している.実際，植生学

会会員の中にも博物館関係者が相当数含まれてい

る.

博物館は先ほどの植物標本の収蔵・管理を行う

機関として植生学にとって重要なだけでなく，植

生学の成果である植生情報の集積拠点としても重

要なものである.大場 (1973) は，博物館におけ

る植生資料の存在意義や，調査原票・組成表・植

生図それぞれの博物館における保管方法について

論じている.その中で，フロラ・ファウナと同様

に地域の自然環境の全体を一つの生態系として把

握する必要性を述べている.植生資料はこの生態

可壊F
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系資料として基礎をなすものである. rある地域に

おける博物館には，その地域における自然を忠実

に記録する役割がある」としづ大場の主張は，博

物館法の規定を始めとする博物館学的な自然史博

物館の存在意義そのものであり，まさに「自然誌J

の領域である.植生資料の集積(植生誌)は，分

類学的なフロラ研究(植物誌)と並ぶ地域植物研

究の両輪であり，要である.そして実際，多くの

地域の自然史研究拠点である博物館において地域

植生の記載が行われ，地味ながら貴重な地域資料

を形成し，大きな成果を上げているのである.

今日，一時期盛んだ、った県立博物館の建設ラッ

シュは終わった.今の現状は，緊迫した財政状況

の下で博物館に関するコストをどのように削減す

るかに視点が置かれ，場合によっては複数館の統

廃合や公立館の民営化・法人化などが議論される

状況にある.こうした中，目先のコスト問題だけ

でなく，地域の財産としての博物館資料(植物標

本や植生資料を含む)をいかに守り伝えていくか，

その為に必要な人材養成をどのように行っていく

かなど，課題は山積している. 日本学術会議もこ

うした状況を憂慮、しての報告書「行政改革と各種

施設等独立行政法人化の中での学術資料・標本の

管理・保存専門職員の確保と養成制度の確立につ

いてJ(日本学術会議学術情報常置委員会， 2002) 

を公表している.

自然史博物館の持つ役割，教育研究環境の改善，

標本・資料の保存・管理と情報公開など，博物館

の持つ様々な問題点は植生学とも直接関係する事

ばかりである.関連する諸学会との連携により，

事態の改善に向けた取り組みに参画するべきであ

ると考える.

分類学との関わり

植生研究は種組成を基本とした研究戦略である

ことから，植生の分布は必然的に地域フロラの影

響を受ける.即ち，専ら分類学の範曙にある区系

植物地理学(フロラ地理学)と密接不可分である.

植生研究にはフロラに関する深い知見が要求され

る(山中， 1979).言い換えれば，植生研究は植物

分類・地理学の研究成果を土台にして初めて成り

立つものである.これらの事は既に古くから指摘

されており，その研究実践にあたって分類学的視

野を持つ事が求められている(佐々木， 1973). 

また，種組成研究にとって忘れられない問題に

学名に関する事がある.沖津 (2000) が詳しく述

べているとおり，植生に関する論文で学名に関す

る誤りは許される事ではない.これは，単に用い

る学名を誤り無くするという事だけでなく，学名

というもののシステムや考え方について，植生研

究者も一通り理解しておく必要があるものと思う.

その際，命名規約やタイプ標本などの学名のシス

テムについては分類学の領域で定められているも

のであり，やはり分類学的な知見の蓄積が重要と

なってくる.

一方で，当の分類学は今日，遺伝学，特に分子

遺伝学と接近し，系統学研究に主流が置かれてい

るのが現状である.系統を反映した分類体系の確

立は分類学の一つの到達点として当然の流れでは

あるが，一方で地域植物誌的な研究を担える分類

学者が育ちにくい状況にある事も事実である.す

なわち，地域植物誌や区系植物地理学という視点

を持たず，各自の専門分類群の分析的研究に傾倒

する分類学者ばかりが増えると，専門外の分類群

に全く興味を持たず，同定すら出来ない分類学者

が多くなってしまう.

そのような状況下で，地域植物誌研究の担い手

として重要な役割を持つ者に，植生研究者がし、る

と思われる.なんども繰り返しているとおり，植

生研究は種組成研究であり，その調査手法には分

類学的技術や地域植物誌(相)の知識が必要不可

欠だからである.実際的には，地域植物誌研究に

一39-
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関わる能力が無ければ植生研究を遂行する事は不 引用文献

可能であり，植生研究者は地域植物相の解明に積

極的に参画していくべきであろう.

歴代の群落学者は同時に分類地理学者であった.

我々北海道では宮部金吾，舘脇操，伊藤浩司など

の諸先生がまさにそうであった.植生研究者は今

ふたたび生態学としづ枠からさらに広く自然史学

の一員としての視点に立ち，分類学者との共同を

強め，標本や標本庫の管理体制の確立や自然史博

物館の充実， 自然史教育の拡充などの流れに歩調

を合わせていくべきではなし、か?標本なくして真

の植生研究はあり得るか?そうした観点から，私

は植生学会もまた，自然史学会連合に加盟して，

これらの動きに積極的に加わってして事を提言す

るものである.

既に自然史学会連合には表のように多くの自然

史系関連学会が含まれている.日本植物学会， 日

本植物分類学会や植物地理・分類学会の他に，日

本生態学会，種生物学会なども既に加盟している.

植生学会が今なおこの列に加わっていない事は不

可解なことであり，私は歯がゆい思いがしてなら

ない.

表 2002年末現在の自然史学会連合加盟国体

種生物学会 東京地学協会

日本衛生動物学会地学団体研究会

日本魚類学会 日本菌学会

日本古生物学会 日本昆虫学会

日本蜘妹学会 日本植物分類学会

日本生態学会 日本植物学会

日本遺伝学会

日本花粉学会

日本貝類学会

日本昆虫分類学会

日本人類学会

日本蘇苔類学会

日本藻類学会 日本第四紀学会 日本生物地理学会
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