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く『マキシモヴィッチ・長之助・宮部』正誤表>

9頁右上から 7行自:ボロデジィナ→ボロディナ

15頁左下から 3行自:(Maximowicz 1895)→(Maximowicz 1859) 

15頁右上から 6行目:彼が訪れた箱舘は→彼が訪れた箱館は

16頁右下から 16行自:函館領事館で→箱館領事館で

16頁右下から 14行自:に函館近郊で→に箱館近郊で

16頁左下から 8行自 :Asiticarum→Asiaticarum 

17頁左上から 10行目:チチタケの→トウダイグサ科の

17頁左上から 11行自:君。lSS→Boiss.

17頁右上から 13行自:エイサ・グレイ教授→エイサー・グレイ教授

17頁右下から 1行自:リピンスキー→Lipinskiy

20頁右上から 11行目:返事が送れた→返事が遅れた

25頁左下から 12行自:Brummtt→Brummitt 

27頁右下写真:上下逆

38頁右下から 16行自:マキシモピッチ→マキシモヴィッチ

55頁:1892 (明治 25年)の行の位置を、 1893(明治 26年)の行の上に移動

57頁上から 9行自:LE→SAPS 

57頁下から 4行目:40分 10秒→4分 10秒
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はじめに

本博物館がこれまでに日本とロシアに関する企画展示として開催してきたものには、 2006年の「北大樺太

研究の系譜ーサハリンの過去・現在・未来」と 2007年の「北大千島研究の系譜一千島列島の過去 t現在・未来J

がある。サハリンと千島列島という 2つの地域で、北大が中心となった学術研究がどのように展開されたか

を紹介した。

今回の展示では人を中心とした展示を目指した。そもそもこの展示を思い立ったのは 3年前、 2007年2月

のことである。ロシアのサンクト・ベテルブルグにあるコマロフ横物学研究所の植物標本館を訪ね、東アジ

ア部門の責任者アリサ・グラボフスカヤ博士と出会った。そこで「東亜植物学の父」マキシモヴイツチの標

本について語り合う中で、マキシモヴイツチが箱館に入港した 1860年から数えて 150年目が 2010年である

ことに気がついた。札幌に帰った私はすぐにメールでアリサとやり取りをして 2010年の企画展示について計

画を立て始めた。もちろんそれからの日々を展示準備だけに費やしたわけではないが、少しずつ展示関係者

の輪が広がっていった。

須JII長之助研究に造詣の深い岩手大学名誉教授の須田裕先生とは元をただすと東北大の同じ研究室出身

だったのだが、この展示を通して再度出会った。 f露出象都市ベテルブルグjの著者望月哲男さんとの出会い、

ゴシケーヴイチ研究の伊藤一哉さんとの出会いにより、マキシモヴイツチが生きた時代のサンクト・ベテル

ブルグ、箱館の様子が眼前に浮かぶようにもなってきた。このようにして、「マキシモヴイツチ展示」は須川

長之助、宮部金吾、そしてサンクト・ベテルブルグ、箱館へと拡大し、より複眼的で総合的なものとなっていった。

今回の展示ではマキシモヴイツチと須川長之助、宮部金吾の出会いと別れ、ユーラシア大陸の西と東に位

寵するサンクト・ベテルブルグと函館で繰り広げられた人間ドラマを植物学史の中で位置づけ、彼らが生き

た時代と都市・旅をキーワードとした重層的な展示を試みた。来館者は、ある場合はマキシモヴイツチの視

点に立って長之助を見るかもしれないし、ある場合は長之助の目線に立って幕末の箱館の街並みを見回すか

もしれない。

来館者が札幌での展示をとおして、幕末から明治時代の植物学研究に思いを馳せ、そしてサンクト・ベテ

ルブルグや函館への旅情をかきたてられれば、この展示はある意味成功だろう。マキシモヴイツチ、須川長

之助、宮部金吾の努力と業績をあらためて讃えたい。

2010年3月31日

北海道大学総合博物館

資料基礎研究系教授高橋英樹
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マキシモヴイツチと長之助、宮部の出会いと別れ

1=1民司守ら

fi=王I同

マキシモヴィッチは 1860年 9月18日に箱館(現

在の函館)に上陸した(写真 1-1)0 1859年出版の『ア

ムール地方植物誌予報Jでデミドフ賞を受賞してお

り、新進気鋭の植物学者として自信にあふれた頃

だった。しかしながら幕末の箱舘にあって、外国人

の往来が許されているのは港から 10里(約 40km)

までの距離(写真ト2)であり(井上 1996)、尊皇

J哀夷の風潮からして、いかに沿海ナトI(アムール地方)

での過酷な調査・シベリア横断を果たした剛の者と

はいえ、外国人一人での植物調査は無理であった。

陸中出身の須111長之助との出会いは、まさに億倖

だった(須司 2010)0 長之助はこの時、満 18歳の

若者だ、った事になる。

サンクト・ベテルブルグのコマロフ植物学研究所

植物謀本庫(国際略称 LE) に、マキシモヴイッチ

標本が保管されている O これによると上陸した

1860年に採集された標本はないようであり、ボロ

ディナーグラボフスカヤ (2000)によると、結館で

の採集は 1861年4月2日から始まり、 10月14日
のだ

の野田部で、終わっている。標本に出てくる地名の多
もへじ いちのわたり

くは「箱詰J、「茂辺地j、「市渡Jなどだが、採集者

名はいずれも Maximowicz単独となっている O 長

之助のみを派遣して採集させた事も多かったはずだ

が、日本滞在時期の標本の採集者名には長之助は出

てこない。マキシモヴィッチ自身の詳細な採集ルー

トは不明で、あるが、それで、もマキシモヴイッチ自身

が 1861年7月4日に駒ヶ岳に登頂した事は確かで

ある。マキシモヴイツチの日記「ライゼ・ターゲブッ

ク(閏舘日記)第 5 巻 (1860 年 8 月 10 日 ~9 月 26

日)J と「ライゼ・ターゲブック第7巻(1861年5

月 19B ~ 10月 11日)の一部が井上(1996)によ

英樹

り翻訳され、当時の状況を読み取ることができる(ロ

シア科学アカデミー古文書館サンクト・ベテルブル

グ分館によると第 6巻は所在不明との事である O こ

のため 1861年の早春の採集調査記録は欠落してい

る)。以下に当時の状況が垣間見られるライゼ・ター

ゲブックの記述(井上 1996)を紹介しよう(一部

表現を変えたところがある)。

「私の希望は新聞である。 植物乾燥のために用い

るやすっぽい新聞を見つけ、ささやかな気持ちを充

たした(1860年 9月 26日)J、「しかし町の若者の

グループが路上でじっとみつめていた。私の新しい

住宅まで、あまりずうずうしくやって来たばかりで

なく、窓、にさえ突当たるので、仕方なく鼻先を打っ

てやった(1861年5月21日)J、「霧の中から最高

峰が見当つくようになり始めた。約 40~ 45度の傾

斜であるばかりでなく、土は粘土と湿気を含み、溶

岩と岩屑ででこぼこである O ほとんど手を使いなが

ら、時々後へすべりながら上った。絶頂はとがり、

二人が立つことが出来る位で、三人目はもう坂に立

たなければならないほどである(1861年7月4日、

駒ヶ岳)J、「一日中雨。私の食料は窮屈であり、ワ

インもビールもなしで、パンとバターとチーズだけ

に頼った。永らく湿った着物のため、膝にリューマ

チ性の痛みが感ぜられたが、それでも私は行かなけ

ればならない(1861年7月7日)JJ私が姿を現すと、

習慣的にアカヒト・キタの呼び声が響きわたった。

子供達は後からののしるー一。両親がよくけしかけ、

石を投げつける。しかし私が指でおどかすと、向き

を変えて逃げていく(1861年 10月7日)J。
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| マキシモヴイツチと長之助、宮部の出会いと別れ | 

1861年 11月末に横浜に向けて箱館を出港したマ

キシモヴイツチと長之助は 12月 l日に横浜に着く 。

横浜周辺で若干の採集をした後、すぐ 12月末に長

崎に向けて出港、翌Ul62年l月初めに長崎に着いた。

長崎周辺で採集をし、この時に 2回目の来日をして

いたシーボルトに会ったとされる(井上 1996)。 し

かしこの年 3月末には早くも長崎を出港し、 1862

年4月初めには江戸に到着し、再び長崎に向けて出

港する 12月中旬まで江戸周辺や箱根、富士山で採

集している。この年 1862年の 12月21日には再び

長崎に舞い戻り、翌年 1863年の 12月末まで長崎に

滞在し、採集は九重山、阿蘇山、熊本、島原などに

及んでいる(井上 1996)。これら 1862年の関東地方、

1863年の九州では、物情騒然としている時期でも

あり、長之助を派遣して採集させたことが多かった

ようである(ファインシュタイン 2000)01863年

12月末に長崎を出港して翌 1864年 1月9日に江戸

に到着した。ヨーロッパへ旅立つのはその年の 2月

11日なので、 1ヶ月余りで標本等の整理を行い、さ

く葉標本 72箱を持ち帰ったという(井上 1996、須

田2010)。

結局、マキシモヴィッチは 1860年9月 18日に来

日し 1864年2月 11日に離日したのだから、なんと

3年5ヶ月も日本に滞在していた事になる。このう

ち1861年が北海道南部箱館周辺、 1862年が関東地

方、 1863年が九州中部での調査となり、それ以前

に来日したツュンペリーやシーボルトに較べると、

日本の南北に長い多様な植生を満遍なく概観した最

初の外国人植物学者ということになる。出発の際に

は、生苗 400、種子 300袋をも携えており、ベテル

ブルグ帝室植物園の研究員であったことを考えて

も、実際にはこれら生植物を植物園に持ち帰ること

が重要な仕事で、押し葉標本の方は「彼の個人的な

意志と興味」からであったとの考えもある(グルボ

フ・ボロデイナ グラボフスカヤ 2000)。また本図

録で伊藤 (2010)が示しているように、当時のロシ

ア側農業関係者から日本の樹木種子を希望する文書

も出ていたようであり、背景に国家的な施策があっ

たのであろう。

マキシモヴイツチと別れた長之助は、その命を受

8 

けて、翌 1865年には信州で、 1866年には岩手山、

早池l峰山、駒ヶ岳等で採集したとされる(井上

1996)。 しかし興味深いことに長之助はその後ほぼ

20年の問、マキシモヴイツチのために目立った植

物採集をしていない。つまり 18才から 24才くらい

まではマキシモヴイツチを助け熱心に植物採集に明

け暮れたが、その後 40代半ばまで集中的な植物採

集には手を染めていないようなのである。 1870年

代に、長之助は再び函館で、ロシア人教師サルトフ

の召使やロシア人女商人アレキセーエフの料理人と

なっていた(井上 1996)0 1870 ~ 1880年代にかけ

て長之助は経済的にはある程度充たされており、プ

ラントハンターを職業とする必要がなかったのかも

しれない。一方マキシモヴイツチの方も日本の植物

に学名を付けながらも、次々ともたらされる中央ア

ジアの採集標本整理に追われていたため(グルボフ -

ボロディナ ーグラ ボフスカヤ 2000)、長之助との交

信が疎遠になった可能性がある。

長之助がマキシモヴィッチのための精力的な植物

採集を再開するのは 1887年であり、 1890年まで続

く。1887年の採集依頼はロ シア正教会のアナトリー

神父を通じて長之助に伝えられた。r(45歳になっ

た)長之助はあなたの提案を聞いて大変喜んでおり

ました。自分の青春を思い出して、私の前で号泣き

えしました。J(小松 2000)。

宮部は 1885年 11月に始めての書簡をマキシモ

ヴイツチに送った。そしてハーバード大学留学に出

発する直前の 1886年7月に 2回目の書簡と標本を

マキシモヴイツチ宛に送付している。このような宮

部からの働きかけも、マキシモヴイツチが再度長之

助に採集を依頼するきっかけになっているかもしれ

ない。いずれにせよ 1887年から 1889年の 3年間は

長之助による精力的な採集調査が行われている。こ

の間、宮部は米国ハーバード大学で研究にいそしみ

ながら、マキシモヴィ ッチとの間で頻繁に書簡のや

りとりを行った。博士号取得後の 1889年7月にサ

ンクト ・ベテルブルグを訪れ、マキシモヴイツチと

直接会っている。宮部は歓待され、植物標本庫でマ

キシモヴイツチの日本採集標本を精査する機会を得

た。宮部はマキシモヴイツチの官舎に 10日ほど滞



在し、その後日本に帰国、すぐに札幌農学校教授を

拝命し、 忙 しい日々を送ることになる。

長之助による 1889年採集標本までは確実にマキ

シモヴイツチのもとに届き整理されている。長之助

最後の採集になる 1凶89卯O年は秋になつてからの調査

で

標本はサンクト.ベテルフブ")ルレグの襟本庫でで、確認でで、き

ない(ボボ、ロデイナ一グラボボ、フスカヤ 私信)入。マキ

シモヴヴ、イツチは l臼89引l年 2月に当時はやつていたイ

ンフルエンザザ、が元でで、なくなつているのでで、、 1890年

採集の長之助標本は送付されていても整理できな

かっただろう。長之助の 1890年採集標本は未整理

状態でコマロフ植物学研究所のどこかに眠っている

かもしれない。

宮部が札幌で開催した 1927年の「マキシモウイッ

チ氏誕生百年記念会J(写真 1-3) の2年前には、

長之助は亡くなっているので、おそらく宮部と長之

助とは直接には会っていないと思う 。大学教授の宮

部と農夫の長之助とでは立場が違うが、共にマキシ

昼ヲ

モヴィッチに出会い教えを受けたものとして、二人

の問に何らかの同志的感情があっても不思議ではな

いだろう 。1927年の記念会の折に長之助が存命だ、っ

たら、宮部は長之助をこの記念会に招待したのでは

ないだろうか。

圃引用文献

ボロデジィナーグラボフスカヤ， A E. 2000 マ

キシモヴイッチ踏査地図.小山銭夫(監修)，牧

野富太郎とマキシモヴイツチ， pp.20-21. 高知県

立牧野植物園，高知.

ファインシュタイン， M. 2000 日出ずる固にお

けるロシア人植物学者マキシモヴイツチ 小山織

夫(監修)，牧野富太郎とマキシモヴイツチ，

pp.16-18.高知県立牧野植物園，高知.

グルボフ， V. 1. .ボロディナーグラボフスカヤ， A

E. 2000 マキシモヴイッチと日本人植物学者に

よる日本植物誌の共同研究 小山鍛夫(監修)， 

牧野富太郎とマキシモヴイッチ， pp.10-15 高知

、ム，

河出Io(

斗:ー

1-1 I文久二年箱館真景絵図J(函館市中央図書館所蔵)
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| マキシモヴイツチと長之助、宮部の出会いと別れ | 

県立牧野植物園，高知

井上幸三 1996 マクシモヴイツチと須川長之助.

331pp.岩手植物の会、盛岡

伊藤一哉. 2010 マキシモヴィッチのいた幕末の箱

館ー ゴシケーヴィチ文書から pp.47-51 高橋英

樹(編)、マキシモヴィッチ -長之助・宮部.北

海道大学総合博物館、札幌

小松みち. 2000. 牧野富太郎とマキシモヴイツチ

小山鍛夫(監修)，牧野富太郎とマキシモヴイッチ，

pp.46-53 高知県立牧野植物園，高知.

須田 裕. 2010 稀代のプラントハンター須川長之

助翁 高橋英樹(編)，マキシモヴイツチ・長之助-

宮部.北海道大学総合博物館，札幌

3 
，~ (fl 
fg 
曲三五

1-3 1927年の「マキシモウイッチ氏誕生百年記念会」

写真(北大附属図書館北方資料室所蔵)
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緒
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進
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1-2 I函館外国人遊歩程度図J(函館市中央図書館所蔵)
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ロシア科学アカデミーコマロフ植物学研究所:過去と現在

D. V.ゲルトマン (D.V. Geltman) 

ロシア科学アカデミーコマロフ植物学研究所

(BIN) はロシア・世界で最も古い科学施設である O

ロシアの主導的植物研究機関であり、大規模かつ非

常に重要な植物コレクションを所有している。

コマロフ研究所の現代的地位としては、 1931年

にソ連科学アカデミー植物学研究所として確立され

た。しかし、その歴史はもっと古く、 1713年ピョー

トル一世が新首都・サンクト・ベテルブルグに薬草

憎を開き、薬事を住民やロシア寧に供給したことに

始まる。

薬草焔(薬草盟)はピョートル一世時代の前にも

ロシアにあった。しかし、サンクト・ペテルブルク

の新薬草畑は実質、最初から実用のためだけでなく、

研究施設でもあった。 1736年にはすでに薬草畑(そ

の頃には薬草菌と呼ばれるようになった)で栽培さ

れる植物の最初のリストが出版された。また、そこ

で栽培される植物の種子はヨーロッパの多くの植物

園に送付され、スウェーデンのカール・ 1)ンネ宛に

も崩けられていた。

18世紀末から 19世紀にかけて、薬草園は植物冨

と呼ばれるようになり、医療・外科大学(現在の陸

軍医療大学)の一部となって、次第に寂れていく O

当時の有名な政治家コチュベイ伯爵は、薬草園の良

くない状態を見て取り、薬草園を帝国植物園として

再編成することを提案した。彼の提案は 1823年、

アレクサンドル一世の同意を得た O 新体制になって

最初の圏長は有名な植物学者 F.B フィッシャーで

あった。薬草園の発展のため巨額の資金が供出され

たので、早急に温室を建設し、国外から植物を入手

したり取り寄せたりすることが可能になった。 1824

年にはコレクションは 5，682種に、 1836年には約

15，000種になった。

薬草園は啓蒙的施設というだけでなく、次第に研

究機関になっていった。 1835年からは「交換吊種

子リスト」が出版され始め、その中で植物の新藤記

載も初めて発表された。 1871年からは「サンクト・

ペテルフソレグ帝室植物園紀要jも出版され始めた。

植物園はロシア帝国領内の広範囲の樋物相を積極

的に研究した。そのために調査探検が行われ、植物

闘は著名な学者の標本を入手した。 19世紀後半、

植物園の研究のますます大きな部分を中央・東アジ

アの植物相研究が占めるようになり、その中には日

本の研究も含まれていた。このことは、植物園にロ

シアの中央アジア(中国、モンゴル)調査や、ロシ

ア初の日本調査の資料が入ってきたことと関係が

あった。

19世紀初めまでには、帝室植物冨は世界的レベ

ルの多面的植物研究機関となった。機関には、生植

物部門、標本部門、胞子植物研究所、中央横物病理

学施設、博物館、種子実験施設、関書館が含まれて

いた。植物園の温室や庭園には、実にいろいろな階

層の人々が訪れた。園では、園芸学校が関かれた。

植物園は積極的に研究調査を行い、ロシア政府が農

民の東部地域への移住のために行った、移住管理の

ための土壌学植物学調査の基盤となった。 1913年

植物園 200周年が厳かに祝され、植物関はピョート

ル大帝帝室植物圏の称号を受けた。

第一次世界大戦、革命、国内戦は植物閣の状態に

悪影響を及ぼしたが、そのコレクションは基本的に

維持された。園内戦が終わった後、植物園は冊究活

動を活発化させた。ロシアソヴ、ェト連邦社会主義共

和国(後にソヴ、ェト社会主義共和国連邦)の総植物

11 



| ロシア科学アカデミーコマロフ樋物学研究所:過去と現在 i 

固と名前を変え、 1930年、ソ連科学アカデミーの

管理下におかれた。

コマロフ研究所のもう lつの前身は帝室科学アカ

デミーの植物学博物商であった。その創設は、 1823

年、タンストカメラ(1714年にピョートル一世が

設立したロシア最初の博物館)の植物コレクション

が独立した年と考えられている。厳密に言えば、博

物館は標本その他のコレクションを所有していた

が、一般公開されていた展示物は無かった。博物館

の]隊員は少数で 20世紀初めになってやや増員され

ただけであった。

以上のように 19世紀から 20世紀初めにかけて、

サンクト・ペテルブルク(レニングラード)には植

物園と植物学博物館という 2つの植物学機聞があ

り、それぞれに別々のコレクションがあり職員が居

たが、同時に両方で働く植物学者(特に、K.I.マ

キシモヴイツチ)もいた。 1931年に両者は統合し

てソ連科学アカデミーの植物学研究所となり、 1940

年にはロシアの優秀な植物学者 V.Lコマロフの名

称を冠することとなった。植物学研究所設立に当

たっては、両機関の職員もコレクションも統合され

た。研究所は植物園、つまり、薬草園のあったまさ

にその場所に置かれた。

植物学研究所により行われることになった最重要

プロジェク トの 1つが、 30巻から成り、 1934年か

ら1964年まで出版された「ソ連の植物相」である。

これは比較的短期間のうちに大陸の 6分の lの植物

相が性格付けされたという、世界の研究においても

独特なプロジ、エクトであった。

第二次世界大戦は研究所に大きな被害をもたらし

た。爆撃により温室が破壊され、その中の大部分の

植物が死滅した。造園スタッフの英雄的な努力に

よって主にサボテンや多肉類約 2，000サンプルが保

存された。スタッフの多くは、前線や、レニングラー

ド包囲時の飢餓・爆撃により亡くなった。それにも

かかわらず、戦争の問中研究は続けられ、研究所の

標本やその他のいくつかのコレクションは保存された。

戦後、研究所は多いに発展し、収蔵品の数も増加

した。温室や栽培植物コレクションも復元された。

「ソ連の植物相」は成功裡に完成し、「ソ連の樹木と

12 

低木J(1949-1962)、植物地理地図のついた「ソ連

の植生 J(1955-1956)、「ソ連の周極植物相」

(1960-1987)、「東欧の植物相J(1974-2004) など、

多くの独創的な研究プロ ジェク トが遂行された。植

物生理学・生化学、構造植物学の諸分野では著しい

発展がみられた。

1975年、研究所で第7回国際植物学大会が聞かれ、

世界各国から大勢の研究者が参加した。

1977-1986年、研究所所長は世界の先導的植物学

者の一人であるアルメン・タフタジャン (1910-2009)

であった。彼は様々な長期研究プロジェクトを指揮

し、そのうちいくつかは現在も継続されている。「ロ

シアや隣国の化石顕花植物Jr種子比較解剖学」な

どである。彼自身によって顕花植物の最良の体系の

lつや、地球上の植物相的地域区分図が作成された。

現在、コマロフ植物学研究所は、モスクワ、サン

クト・ペテルブルクやロシアのその他の都市の生物

学関係の 20の研究所を統合するロシア科学アカデ

ミ一生物学部門に所属している。研究所には 20の

科学部門と 2つの科学実験所があり、約 200人の研

究者が現代生物学のほぼすべての分野で、研究を行っ

ている。また、「中央アジアの植物Jrコーカサスの

植物相の概要Jrロシアのキノコ図鑑Jrロシアの地

衣植物相Jrロシアの植物資源」などのプロジェク

トもある。新しい「ロシアの植物相」編集準備も始

まった。植物・菌類の生理学、成長生物学、分子系

統学研究が進展している。研究所の研究者は多くの

国際研究プロジェクトの実現に参加している。

研究所の中には植物園と植物学博物館があり、 一

般公開されていて年間約 10万人が訪れる。研究所

には多くの研究コレクションがある。植物園で栽培

されている生植物(約 15，000種 ・変種 ・品種)、高

等植物 ・シダ ・コケ植物・ 菌類標本(約 700万枚)、

古植物学コレクション(約 10万点)、植物学博物館

コレクション(樹木学、果実学、民族植物学)、担

子菌類の生株コレクショ ン、などである。これらの

コレクションを調べるために国内外から多くの研究

者がサンク ト・ベテルブルクを訪れる。

研究所の職員はロシアや外国の雑誌・継続出版物

に年間約 20のモノグラフ、 300の論文を発表し、



ロシアの基礎研究基金の助成金や他のロシア ・外国

の助成金により仕事を行っている。

(訳:福田知子)

2-1 コマロフ植物学研究所植物標本庫 (2007年2月5
日)

2-3 コマロフ植物学研究所植物園温室 (2009年2月

17日)

2-5 1931年より前に使われていたコマロフ植物学博物

官官の建物(グラボフスカヤボロデイナ提供)

AnTEKAPC附曲。rOPOA
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必仙AtMHMHAYK CCCP 

1940.6oTAHII'IE制曲蜘明Tη
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• • 
2-2 コマロフ植物学研究所植物標本庫正面玄関脇の歴

史銘板 (2009年 2月 17日)

2-4 コマロフ植物学研究所植物学博物館 (2009年2月

17日)
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2-6 コマロフ植物学研究所植物標本庫正面玄関脇のコ

マロフ博士銘板 (2009年2月 17日)
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〈コラム〉

暦・こよみ

高橋英樹

本図録を編集する中で、時代や地域により、さまざまな暦が採用されてきた事を痛感した。この

ため時代や地域を越えた出来事を記述する場合、日付について厳密さを求めでもあまり意味の無い

ことだと思うようになった。基本的には現地でその時代に採用されている暦に合わせるしかない。

地球上の様々な場所で問時にある出来事が起こったとしても、日付は場所によりばらばらであるこ

とが普通におこる O 時には月が違う事だ、つでありうる O

ロシアでは 1918年までユリウス腎(露暦、!日太陽暦)が使われていた。現行のグレゴリウス(グ

レゴリオ)暦(現行の西暦、新太揚暦)に換算するには、 19世紀では 12日を足し、 20世紀では 13

日を足す。どちらの暦も太陽暦の一種である O

マキシモヴイツチが日本で採集した植物標本ラベル上で、の採集月日の表記法は大変特徴的で、こ

の2つの潜が併記されている O 例えばアカネスミレのタイプ標本では 110/22Mai 186lJ、スミレサ

イシンのタイプ標本では 120April/2 Mai 186lJなどと書かれており、最初にその当時使っていた

ユリウス暦での月日が記され、次に斜線で区切られてグレゴリウス暦での月日が記されている(グ

ラボフスカヤ私信)。

一方自本では太陽暦は新暦と言われ、 1873年(明治 6年)から採用されたので、それ以前のマキ

シモヴイツチ来日時は日本では太龍太陽暦(旧暦)が使われていた。!日暦の 1872年(明治 5年)12 

月3日を、新麿の 1873年(明治 6年)1月1日としたので、そこで一ヶ月近くもスキップして月日

を進めてしまった訳である O

つまりマキシモヴイツチが来日した 1860年代には、ロシアでは太陽暦の一種ユリウス腎(露暦)

が使われ、その当時の日本では太陰太陽暦(I日暦)が使われていたのである O 現在使われているグ

レゴリウス暦に較べると、露暦は 12日遅れ、日本のi日暦は約 29日遅れていたので、当時ロシア人

が使っていた腎は、日本の旧暦よりも 17日進んでいたことになる O

このような中、マキシモヴィッチと長之助は日付についてお互いのすりあわせをどのようにした

のか心配になってしまう O 実際には長之助は日付についてそれほどのこだわりは持たないで植物採

集に没頭し、もっぱらマキシモヴイツチが記録をしたのだろう O



コマ口フ植物学研究所標本館 (LE) に所蔵されている

マキシモヴイツチの日本植物コレクション

A.E.グラボフスカヤーボロデイナ (A.E. Grabovskay仕Borodina)

ロシア科学アカデミー V.Lコマロフ植物学研究

所には、日本で採集された特徴的な横物標本が集中

的に所蔵されている。このコレクションの設立は殆

ど、傑出した植物学者カール・イヴァノピッチ・マ

キシモヴイツチ〔編者注 ロシア語にI!1lした呼び方。

英語式ではカール・ヨハン・マキシモヴイツチとなる〕

(1827-1891年)によっている O ロシア植物学の第 1

入者であったマキシモヴイツチは、東・中央アジア

諸国の植物相に通暁した人物として世界的に知られ

ている O 彼は優れた植物分類学者としてロシア沿海

州・アムール川流域、満州、日本、中国、モンゴル、

チベットで、膨大な数の新種植物を記載している。

彼は偉大なる業績と貴重な植物標本コレクションと

いう形で、莫大な遺産を植物学界に遺した。

マキシモヴィッチは、 3年にj度る日本滞在で多く

の植物標本をサンクト・ペテルブルグにもたらし、

これをもとに日本の植物を研究し、『司本植物誌』

の完成に取り組んだ、。また彼は、帝国科学アカデミー

とサンクト・ベテルブルグ植物闘を介して、日本に

関する他の採集標本や植物画、文献集も入手した。

このようにして、 19世紀 60~ 90年代にマキシモ

ヴィッチは貴重な日本産植物コレクションの礎を築

いた。彼のコレクションに匹敵するものはないため、

〈マキシモヴィッチの日本コレクション〉と呼ばれ

ている。

アムールJII流域の植物相識査 (1854~ 1856年)

と主要業績である fアムール地方植物誌予報

Primitiae Florae amurensisj (Maximowicz 1895) 

によって、著名な植物学者となったマキシモヴイツ

チは、サンクト・ベテルブルグ植物園から植物調査

を目的として、日本へ派遣された。 1859年3月 15

日サンクト・ベテルプルグを出発し、シベリア、極

東(1860年夏のロシア沿海地方滞在)を経由し、

北海道に向かった。日本上陸は、 1860年 9月、マ

キシモヴイツチ 32歳の時で、 1864年2月まで日本

に滞在した。彼が訪れた箱舘は、日本で初めてロシ

ア領事館が開かれた場所であり、領事は外交官であ

り全面的な教養を有したI.A ゴシケーヴィチで

あった。しかしながら、マキシモヴイツチは町の賠

囲半径 30ヴェルスター(訳注露呈;1露里

1.067km)の範囲内での行動しか許されなかった〔編

者注・マキシモヴイツチ来航時には開港場から 10里(約

40km)が、日本側が許した外国人の旅行範囲だった〕。

その為、地元住人との意思疎通と、許可された範閤

外での植物採集の為に信頼できる助手を持つ必要が

生じた。マキシモヴイツチは、そのような助手を見

つける。それが、幼さの残る顔をした日本人、須川

長之助であった。

1861年の調査が成功を収めた為、サンクト・ベ

テルブルグ槌物園の指導部はマキシモヴイツチの日

本滞在の延長を認めた。長崎で冬を過ごし(1862

年 1 月 4 日 ~3 月 30 日)、ここで P. Fシーボルト

と出会った。 1862年、マキシモヴィッチは長之助

とともに旅行し、日本の主要島である本州の東京や

横浜近郊で植物採集を行った。 1863年には、彼ら

は九州南部で調査した。マキシモヴィッチは、観察・

採集した植物について詳細な記録をつけている O 絵

を描き、フィールドノートをつけ、野外の印象やス

ケッチを行い、採集した植物標本(データと番号付)、

撞子、生植物、木材サンプルのリストを作成した。

マキシモヴイツチと長之助の採集した植物標本は
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[ コマロフ植物学研究所標本館-に所蔵されているマキシモヴイツチの日本植物コレクション | 

質・量ともに突出している。合計で 2，000種以上を

採集し、加えて膨大なサンプル量で、時には 1標本

あたり 40枚にま で達した。マキシモヴイッチは、

重複標本をヨーロッ穴やアメリカの主要な植物標本

館に送っている。マキシモヴィッチが日本を去った

後は、長之助が日本各地で植物採集を続け、 1864

年-1866年の問、植物標本は(帝国科学アカデミー

と植物園経由で)マキシモヴイッチに送り続けられ

た。1887年にマキシモヴイツチはロシア地理学協

会を通じて、東京の正教使節に長之助による植物の

採集再開に同意してもらえるよう依頼をしている。

マキシモヴイツチとアナトリー神父、ニコライ主教

との往復書簡には、 1888-1889年の問、長之助(及

び日本の植物学者)が自分の為に植物を採集してい

ることを伝えている(ロシア科学アカデミー古文書

館サンクトベテルブルク分館による)。このように

長之助はマキシモヴイツチの調査の成功を助け、日

本の植物相に関する知識の進歩に貢献したのである。

ロシアへ戻ると、マキシモヴイツチはサンクト ・

ペテルブルグで植物標本の学術的研究を行い、日本

の植物相にとっては未知の多くの新種を確定して

いった。新種を記載した一連の仕事は、長年に渡る

植物標本への取組みの結果で、ある。日本産植物標本

からマキシモヴイツチは、 360以上の新種と 120以

上の変種を定め、記載している〔編者注:最近の日

本の図鑑類ではマキシモヴイツチが記載した植物とし

て282種が認められている(邑田 2000)J。それらは、

彼の優れた業績群の中で公表されている。すわなち、

『日本および満州産新植物短報 DiagnosesPlantarum 

novarum Japoniae et Mandshuriae I-XXj (Maximowicz 

1866-1876)、科学アカデミ一紀要に『東亜新植物報

知 DiagnosesPlantarum novarum Asiticarum 1-VIIU 

(Maximowicz 1877-1893)、また個々の種に関する

研究書も公表されている。実際のところ、完全な『日

本植物誌』は、公表された個々の論文にあったので

ある 1883年 9月 14日付けのフランシェ(A.フ

ランシェ、フランスの植物学者)からの手紙にはこ

う書いである、“貴方の日本植物誌はどこにあるの

ですか。その完成は、貴方がこれまで、行ってきたこ
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と全てを、誇りを持って仕上げるような大変重要な

仕事となることでしょう..(ロシア科学アカデミー

古文書館サンク トベテルブルク分館による)。マキ

シモヴイツチは、全ての時間 ・労力を新たな課題に

費やさなければならなかった。 日 M.プロジェパリ

スカや G.N.パタニナ等が実施していた中国での植

物採集調査の莫大な資料が、彼の元に持ち込まれ、

その結果の整理と公表を行わなければならなかった

のである。この状況が彼の『日本植物誌Jへの取り

組みへの障害となった。しかしながら、マキシモ

ヴイッチの業績は、日本の植物相研究に重大かっ重

要な寄与を行ったといえる。

マキシモヴイッチの植物コレクションには、19

世紀初頭のかなり古い植物標本も含まれている。長

111奇港や、その1&アラスカ、カリフォルニアに向かっ

たN.P.ラザレフ使節団に随行した、ゲオルグ・ハ

インリッヒ・ラングスドルフの植物標本が幾っか含

まれている (ViolajaponicaLangsd. ex Ging.) 0 1823 

-1829年と 1859-1863年とに 2度来日した、オ

ランダの博物学者であり東洋学者でもある P.F. 

シーボルトの大変貴重かつ豊富なコレクションを、

マキシモヴィッチは 1869年に入手している。

日本でマキシモヴイツチは、 ドルパット大学の同

級生、ミハイル ・アリブレフトと出会っている。ア

リブレフトは、 1858-1864年の問、函館領事館で

医者として勤務しており、マキシモヴイッチととも

に函館近郊で植物標本を採集し始めた(1861-

1863年)。彼はマキシモヴイツチの依頼により異な

る時期の植物標本を追加採集している

(Rhododendron albrechtii Maxim.， Juglans cordiformis 

Maxim.等)。

マキシモヴィッチのコレクションには、また別の

ドルパット大学同級生、ハインリッヒ ・ヴェイリッ

ヒの植物標本も含まれている。彼がE.V プチャー

チン提督の日本を含む東アジア遠征に随行した折、

1853年に長崎と五島列島で採集した標本である

(Rhododendron weyrichii Maxim と Wikstroemia

eWpsocal7Ja Maxim.)。

マキシモヴィッチのコレクションには、デイアナ

号のロシア海軍士官ドミトリー・クズネツオフと



ピョートル・ヨールキンが、 1854 年~ 1855年に現

在の東京近郊と下回で、 1856年に横浜で採集した

標本も含まれている。マキシモヴイツチは、彼らと

同船で、世ゐ界一周旅行を行ったが、日本に立ち寄るこ

となく 1854年夏にデ・カストリー湾に上陸してい

るO この2人が植物に興味を持って採集したのには、

マキシモヴイツチの影響を受けてのことと推定する

根拠がある。クズネツオフの採集標本からは、

Cnicus suβCulutus Maxim.とPerかaovata Maxim.が記

載され、ヨールキンのチチタケの襟本は P.E ボイッ

シャーに送られ、新種Euphorbiajolkini Boissと定

められた。

多くの日本人植物学者も、マキシモヴイツチに植

物標本を送っている。初めに田中芳男から 1867年

に富士山近郊で採集した標本が送られてきた。この

標本は、田中が 1873~ 1877年に研修していたパリ

博物館の E.Sコッソンと Aフランシェを経由して

届けられている。マキシモヴイツチと日本の植物学

者との交流は、彼が日本の植物の新種に関する記載

を公表するやいなや始まった。シーボルトの為に採

集していた日本植物学の長老であった伊藤圭介は、

1882年に初めてマキシモヴィッチに手紙を書いて

いる O その後、伊藤の弟子達は、次々とマキシモ

ヴィッチに植物標本を送った。東京大学植物学教室

教授の矢田部良吉は、日本各地で採集した多くの植

物標本を送っている。他にも田代安定や松村任三が

送っているが、中でもマキシモヴイツチの弟子と自

認する、当時はまだ若い栂物学者であった宮部金吾

と牧野富太郎から、植物標本が送られている O 合計

で l万枚に達するほどが送られた。日本の植物学者

達の植物標本に基づき、マキシモヴイツチは 50以

上の日本の植物の新種を確定しており、それらの多

くには、採集者の名前を付けている(グルボフ・ボ

ロデイナ グラボフスカヤ 2000)0

宮部金吾は、 1884と1885年に採集した自分の謀

本(北海道札幌農学校の他の採集者が採集した古い

標本も)を植物問定の助力を求めて送っている O 彼

の採集諜本に基づいてマキシモヴイツチは、カエデ

の新種を確定している (Acermiyabei Maxim.)。私

達は、宮部とマキシモヴイツチが 1885~ 1890年に

交わした往復書簡を所有している O 宮部は実際にサ

ンクト・ベテルブルグにマキシモヴィッチを訪ねて

いる O 私達は、宮部が彼の思い出とマキシモヴイツ

チの伝記を公表してくれたことに感謝している(宮

部金吾 1905)。

コマロフ植物学研究所植物標本庫(国際略称 LE)

には、アメリカ人採集者の重複標本も所蔵されてい

る。この標本は、“ヴインセンス"号の Jロジャー

ス船長の指揮した北太平洋調査に参加したチャール

ズ・ヘンリー・ライトC.H. Wrightと彼の助手、

ジェームス・スモールとダニエル・c.・イ一トンに

よるもので、ハーバード大学のヱイサ・グレイ教授

に送られている。このコレクションの中には北海道

箱館地域 (1855年)での採集標本が含まれている O

同じく、 LEにはイギリス人自然学者による植物標

本とキュー (Kew)植物標本館の重複標本がある O

これらは、チャールズ・ウイルフォード(1859年

箱館)、リチヤード・オールドハム(1862年長崎中

心地、 1863年富士山周辺の本州地域)等による採

集標本である O フランスの高名な植物学者である

A フランシェとは、日本植物相研究という共通の

興味に基づく創造的友情があった為、コレクション

の中には、 A フランシェと P.A. L.サヴァチエに

よる採集標本も多く含まれている。

V. 1. 1)ピンスキーは、マキシモヴイツチの日本

産植物コレクションを次のように評位している。“日

本の植物相の研究に打ち込んだマキシモヴイツチ

は、自らの採集標本、様々な人々との交流や他の植

物標本舘から得た標本から成る特別な植物標本コレ

クションを作り上げた。それは彼の特別な仕事の対

象であり、よく整理され、時に函が入ったもので、

花の解剖図等が入っている・ー。ある意味でこの植物

標本コレクションが完全な日本産植物標本集であ

るO …マキシモヴイツチの偉大な仕事は、日本植物

相の仕上げに全人生をかけ、全身でこの仕事に取り

組んだ、ものであり、この植物標本集はかけがえのな

い情報資料であるのみならず、他の学術研究の手本

ともなっている..(リピンスキー 1898)。
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| コマロフ繕物学研究所標本館 (LE)に所蔵されているマキシモヴイツチの目本積物コレクション | 

本コレクションに関するロシア入植物学者の調査

は長年に渡って停滞していたが、目的意識がはっき

りしたマキシモヴイツチの日本産楠物コレクション

の整理が始まった。概ね種ランクの 494分類群のタ

イプ標本に関する情報を研究し、“V.L.コマロ フ植

物学研究所植物標本館 (LE)、第 l部門 (日本と韓

国)所蔵の東アジア産維管束植物のタイプ標本カタ

ログ"を公表した (Grubov2004)。この論文にある

学名の多くは、マキシモヴイッチの発表によるもの

である。
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マキシモヴイツチと宮部金書の往復書簡

一新種クロビイタヤ発表のいきさつ

高橋

宮部金吾(写真 4-1)は 1860年(万延元年)閤 3

月7日に江戸で生まれた。奇しくもその年の 9月

18日に、マキシモヴィッチ (1827年 11月23日生

まれ)は箱館に上陸したのだ、った。その後、マキシ

モヴイッチは助手須J11長之助とともに日本各地で植

物採集を行い、 1864年2月日日に横浜を出港、 7

月10日にサンクト・ベテルブルグに帰着した。そ

の後はサンクト・ベテルブルグの植物闘で研究生活

を送り、 1866~ 1876年の『日本および満州産新植

物短報 1~ 20.1や 1877年から続く『東亜新植物報

知 1~ 8.1といった一連の日本産植物の新種報告に

より、東アジア産植物の分類専門家として「東亜植

物学の父jの名を陛界に轟かせた。

一方、 1876年に札幌農学校が創設され、宮部金

苦は 1877年に新渡戸稲造や内村鑑三らとともに 2

期生として入学することとなる o 1881年 7月の卒

業時には将来を嘱望され、 11月より東京大学理学

部で植物学専修という形で 2年間の遊学生活を過ご

す。この折に、指導したのが新進気鋭の東大教授、

矢田部良吉だった。矢田部は 1883:tj三 3月にマキシ

モヴイツチ宛の初めての書簡を送っているので、宮

部はマキシモヴィッチの令名を東大で聞かされたの

だろう o 1883年9月に学科課程の修了書を取得し

て札幌に戻った宮部は、札幌農学校劫教に任ぜ、られ

た。翌 1884年には植物園(現在の北大植物国)設

立のための道東調査に出かけ、この旅行中にクロピ

イタヤを発見したり、~丹島・択捉島に渡って千島

列島調査を行っている。 1884年は北海道の植物分

類学の出発点となった年とも言えるだろう O

その年のうちには諜本を整理し、翌 1885年には

東大で 5ヶ月ほど研究滞在している O そして 1885

英樹

年 11月9日付けで初めてマキシモヴイツチ宛の手

紙をしたためた(表4-1)0 1883年から 1885年にか

けては、日本人植物学者である、矢田部、伊藤圭介・

篤太部、田代安定なととが書簡や捧本を競ってマキシ

モヴイツチに送付しており(小松 2000)、これに触発

されたのかもしれない。 以下のように書かれている。

「マキシモヴイッチ教授 私が専攻する植物学にお

いて名声高き先生に自己紹介させてください。私は

この〔札幌〕農学校の卒業生で、卒業後すぐに東京

大学に行き、矢田部教授の下で 2年間、植物学を修

めた者です。私は、この農学校にいる聞に北海道否、

札幌周辺に生育する植物のほぼ完聾なコレクション

を作成しました。 1883年の秋に、東京から再び農

学校に帰ってきました。私はこの島〔北海道〕のい

くつかの場所で、義務〔仕事〕の合間合聞に、北海A

道産横物のコレクション作成を再開しました。

昨年 0884年〕には、〔北海道の〕東海岸沿いに旅

をしながら釧路そして北見まで行き、さらには択捉

島や色丹島にまで行きました。この旅行の中で、北

海道本島だけでおよそ 610種の植物を採集しまし

た。そして択捉島で約 200種、色丹島で 85種の植

物を記録あるいは採集しました。貴方の研究のため

に、農学校が割愛することができる、できるだけ多

くの種を送付します。

その中には、様似産のカラマツソウ属の一種、オ

ダマキ属の一種、ヤマハタザオ属の一語、タネツケ

パナ属のー撞、ハコベ属の一種などなどがあります。

日本のフロラに追加すべき注目種としては以下のも

のがあります。〔以下、捕物名のリストが続くが略す〕

これらの横物の名前が同定されたならば、お教え
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| マキシモヴイツチと宮部金吾の往復書簡一新種クロビイタヤ発表のいきさつ l 

願えれば幸いです。

最初の手紙なのにあまりに自由に書きすぎたよう

です。お許しください。もし貴方が乾燥標本以外に

北海道植物の種子を望むので、したら、私の力の限り

そのために尽くすつもりです。

貴方の従順なる生徒 宮部金吾」

宮部はマキシモヴィッチに対しでかなり積極的に

アプローチしている。また上記の植物リスト中には

宮部が道東で採集した新種クロピイタヤに関する記

述としてrAcer・pictumTh. var.つ」がある。これは「イ

タヤカエデの変種?Jという意味である。この宮部

からマキシモヴィッチへの最初の手紙の内容だけか

らでは、最初の書簡と同時期に宮部の採集標本がマ

キシモヴイツチ宛に送付されたのかどうかは不明で

ある。この手紙に対してマキシモヴイツチからの返

事はなかった。

宮部は翌年 1886年7月7日付けで、マキシモ

ヴイツチに宛てた 2通目の書簡(短い文章の書付)

をしたためる。この年 1886年9月には米国ハーバー

ド大学への留学へと旅立つあわただしい中での 2通

目の手紙である。

「マキシモヴイツチ教授

拝啓

一緒に送ったのは北海道のさまざまな場所、特に

札幌近郊で採集された標本です。数は 544枚で、同

定と確認のために農学校より貴方に送ります。

各標本には場所と採集年月日と、名前がついてい

ます。

貴方は多くの間違いを見つけると思いますが、お

暇なときに訂正し、私にその結果を連絡くだされば、

大変ありがたく思います。

お送りした標本はあなたのコレクションとして保

管いただいてかまいません。

敬具

宮部金吾 札幌農学校」

これより、 1回目の手紙(1885年 11月9日付け)

で積極的な自己紹介をし、多数の植物名をリストし

20 

たが、 2回目の手紙(1886年7月7日付け)は書付

のような短い文章で、標本小包と同時に送られたも

のであろう 。

544枚の植物標本の寄贈はマキシモヴイツチに大

きな喜びを与えたに違いない。その証拠に、留学中

だった米国ハーバード大学の宮部宛にマキシモ

ヴイツチから始めての手紙 (1887年3月21日付け)

が届く 。以降、 二人の問の往復書簡は主にロシアの

サンクト ・ペテルブルグと米国のケンブリッジの間

でやり取りされる。マキシモヴイツチからの手紙は、

返事が送れたことへの詫びと、寄贈標本への感謝か

ら始まる手紙だ、った。

「拝啓

確かな住所がなかったため、大変すばらしくよく

作成され正確に名前が付けられ、私にとってはまこ

とに興味深い北海道産植物一式に、感謝の意を表す

る手紙を書くことができませんでした。

様々な急を要する性質の仕事があり、なかなか貴

君の植物を十分に調べる時聞が取れませんでした。

しかし、いまや〔同定作業を〕始めることができ、

今回のようなリストを時に応じて、確実に貴君に送

ろうと思う 。

貴君は、私に送ってくれた植物のリストを手元に

残していないようだし、貴君の最初の手紙に名前の

あった大変興味ある植物のいくつかは標本がなかっ

たが、貴君は多分、時間に余裕があるときに、十分

な量の追加の植物種を送ろうと思っているのだろ

う。それは私にとって大変ありがたいことです・・ー・・。

貴君が研究のために選んだハーバード大学は、貴

方にとってなじみのある英語で、教育が行われ、すば

らしい教授陣がおり、確かに推奨されるところでは

あるが、日本や満州、中国の植物相を研究するには、

ペテルブルグに勝るところはない・・・ー・。

しかしながら我々には日本国籍の生徒〔留学生〕も

いるし、我々は全てドイツ語かフランス語を話す(英

語ではないとしても)ので、もし貴君がいつの日か

我々を訪ねてくるならうまくやっていけるだろう 。

修正をつけたリストです。私が正しいとした場合

には貴君の植物名に下線を引き、貴君の名前が間



違っていると考えるときは私の植物名に下線を引

くo [以下、向定した植物学名とコメントが続くがl絡す〕

まもなく次のリストを送ります。

敬具

マキシモヴイッチ

個人的にも知っているファーロー教授、グレイ教

授、そしてワトソン氏によろしくお伝えください。」

ここでマキシモヴイッチはサンクト・ベテルプル

グのすばらしさを述べ、宮部の訪問を促している O

また植物学名のリスト中には、クロピイタヤに関す

る以下の記述がある rAcer spec= A. Miyabei n. sp 
(fruit wanted for complete character， looks like a 

small pubescent A. platanoides)J。日く「カエデ属

の一種は AcerMiyabei新種(完全な特徴を捉えるた

めには果実が必要。小さく有毛のヨーロッパカエデ

に似る)Jo1888年8月に Acermiyabei Maxim.とし

て正式に新種発表されるクロピイタヤは、前年

1887年 3月 21日付けでしたためられたマキシモ

ヴイツチからの手紙の中で、既に新種との見立てが

表明されていたのである O しかも「宮部Jの名前を

新種クロピイタヤの種形容語とするとの約束付きで。

この最初の手紙から 2週間と聞をおかず、畳み掛

けるようにマキシモヴィッチは同定リストを載せた

2回目の手紙(1887年4月4日付け)を米国の宮部

に送る O 宮部のマキシモヴイッチ宛の返事 (3回目

の手紙)は 1887年 4月21日付けである。

マキシモヴイッチからの最初の手紙 (1887年 3

月21日付け)でクロピイタヤの果実標本を所望さ
よもの

れた宮部は、新冠御料牧場の場長だ、った黒岩四方之

進に依頼し(宮部金吾博士記念出版刊行会 1953)、

黒岩はその年 8月に果実標本を採集し、米国の宮部

に送ったようである O 宮部は翌年の 1888年 4月 30

日付けの 6回目の書簡の中に、この果実標本(断片)

を入れてマキシモヴイツチに送っている。マキシモ

ヴイッチがこの宮部の書簡をいつ受け取ったかは分

からないが、 1888年 8月22日出版の論文中でクロ

ピイタヤが正式発表されている(写真 4-2)0宮部

からの果実標本を受領し、果実の記載を加えて、論

文を完成・投稿し、出版発表されるまでの時間はか

なり短い。果実以外の記載丈は既にできていたのか

もしれない。いずれにせよ、これによりマキシモ

ヴイツチと宮部との間に大きな信頼関係が生まれた

に違いない。

翌年 1889年にはマキシモヴイッチから宮部への

書簡が4通(はがきを含めて、 7回目から 10回目

まで)、宮部からマキシモヴイツチへの書簡が4通(7

回目から 10回目まで)ある O 米国留学を終えた宮

部は 1889年 7月2日から 13日の聞に、ベテルブル

グを訪れ、マキシモヴィッチと直接面会している O

これにより二人の信頼関係はゆるぎないものとなっ

ただろう O

二人の開の往復書衝の最後は、マキシモヴイツチ

が宮部に宛てた 11通自の書簡 (1890年 3月日司

付け)である。これに対する宮部の返事はサンクト・

ベテルブルグに残されていない。宮部が日本から返

事を書いたかどうかは謎だが、推棋が許されるなら、

おそらく留学から帰国し、札幌農学校教授となった

宮部の身辺は多忙を極め、手紙をしたためる余裕が

なかったのではないか。またそれほど差し追って返

事を書く動機もなかったかもしれない。

しかし 1891年 2月 16日に、マキシモヴイツチは

当時流行していたインフルエンザがもとで逝去す

るO 満 63歳であった。この時、宮部は数え 30歳、

新進気鋭の若手教授である o r巨星盤つjの報を聞

いた宮部は、返事をしたためずに過ごしてしまった

ことをi毎やんだかもしれない。この点に関するコメ

ントを宮部は残していない。

マキシモヴイツチと宮部の往復書簡は 1885年か

ら1890年までの 6年間。マキシモヴィッチが満 57

歳から 62歳、宮部金吾が満 25歳から 30歳までの

間だ、った。

圃引用文献

小松みち 2000. 日露植物学交流年譜小山銭夫(監

修)，牧野富太郎とマキシモヴイツチ， pp.l78-181. 

高知県立牧野植物園，高知

宮部金吾博士記念出版刊行会(編).1953田宮部金吾.

365pp 宮部金吾博士記念出販刊行会，札l幌
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| マキシモヴイツチと醐金書の往復書簡一新種クロピイタヤ発表のいきさつ | 

4-1 ハーバード大学留学時の宮部金吾肖像写真(北大附属図書館北方資料室所蔵)
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| マキシモヴイツチと宮部金吾の往復書簡一新種クロピイタヤ発表のいきさつ | 

表 4-1 宮部金吾とマキシモヴイツチの往復書簡 (1885年 11月9日-1890年 3月 13日)

1827年

1853年

1856年

1859年

1860年

1864年

1881年

1881 -1883年

1884年

1885年 11月 9日

1886年 7月 7日

1886年

マキシモヴイツチ、生まれる (11月23日)

マキシモヴヴィッチ、軍艦デイアナ号で学術調査に旅立つ (1回目調査)

‘マキシモヴイツチ、 サンクトペテルブルグに帰還

マキシモヴイツチ、 2回目調査に出発 (3月 15日)、シベリア横断

宮部、生まれる(閏 3月7日)/マキシモヴイツチ 箱館入港 (9月 18日)

マキシモヴィッチ、サンクトペテルブルグに帰還 (7月 10日)

宮部、札幌農学校を卒業 (7月)

宮部、東大に遊学 (81年 11月-)

宮部、道東・南千島調査 (6- 8月)で、クロピイタヤの花標本採集

Maxim ←宮部 (No.l: 21.632.89) [8ページ]

Maxim ←宮部 (No.2: 21.632.90) [2ページ]植物標本(クロビイタヤの花標本)を送付

宮部、米国ケンブリッジ、ハーバード大学へ留学 (9月)

1887年 3月 21日 Maxim コ宮部 (No.l) [4ページ:宮部 NO.lと2への返事]"Acer miyabei n. sp." 

1887年 4月 4日 Maxim=字宮部 (No.2)[4ページ]

1887年 4月 21日 Maxim ←宮部 (No.3: 21.632訓)[4ページ:MaximNo.lと2への返事1

1887年 5月 13日 Maxim=字宮部 (No.3)[4ページ]

1887年 6月 24日 Maxim=中宮部 (No.4) [5ページ:宮部 NO.3への返事]

1887年 6月 25日 Maxim ←宮部 (No.4: 21.632.92) [6ページ:MaximNo.3への返事1

1887年 黒岩四方之進、クロピイタヤの果実標本を採集 (8月)

1887年 8月29日 Maxim コ宮部 (No.5) [4ページ:宮部 No.4への返事]

1887年 9月 20日 Maxim ←宮部 (No.5: 21.632.93) [4ページ:MaximNo.5への返事1
1887年 10月 12日 Maxim=字宮部 (No.6)[6ページ]

1888年 4月 30日 Maxim ←宮部 (No.6: 21.632.94) [6ページ]クロピイタヤの果実標本を同封

1888年 Acer miyabei Maxim.正式に発表される (8月 22日)

1889年 1月 27日 Maxim ←宮部 (No.7: 21.632.95) [12ページ]

1889年 3月 19日 Maxim=中宮部 (No.7) [4ページ]

1889年 3月22日 Maxim=キ宮部 (No.8) [はがき1

1889年 6月 4日 宮部、米国ケンブリッジを出発

1889年 6月 25日 Maxim ←宮部 (No.8) [1ページ:Berlinから]

1889年 宮部、ペテルブルグのマキシモヴィ ッチを訪れる (7月2-13日)

1889年 7月 16日 宮部、ペテルブルグを出発

1889年 7月 18日 Maxim ←宮部 (No.9)[2ページ:Berlinから1

1889年 7月22日 Maxim コ宮部 (No.9)[4ベ}ジ]

1889年 7月26日 Maxim ←宮部 (No.10)[4ページ:Parisから1

1889年 宮部、マルセイユを出発し日本へ向かう

1889年 8月 20日 Maxim=中宮部 (No.10) [4ページ]

1889年 9月 7日宮部、帰国

1890年 3月 13日 Maxim今宮部 (No.11) [4ページ1

1891年 2月 16日 マキシモヴイツチ死去

1951年 3月 16日宮部死去
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宮部の博士論文『千島列島植物誌』とマキシモヴイツチ

仁ゴ軍司守、

I可中間

宮部金吾は米国ケンブリッジ、のハーバード大学に

留学し、千島列島植物誌の研究で博士号を取得(1889

年6月26日)した。その年の 9月7日に帰国した

満 29歳の宮部を待っていたのは、札幌農学校教授

の辞令 (9月24日)だ、った。農学校教授昇進の前

提が、ハーバード大学の博士号取得であったことは

想像に難くない。宮部にとってハーバード大学での

博士号取得の成否はその後の人生を決する重大事

だっただろう O 本稿では、宮部の博士論文がいかに

して作成されたのか、そしてマキシモヴィッチはこ

れにどのような影響を与えたかについて考察する。

宮部の米国留学時代の経過は表 5-1のようにまと

められる(宮部金吾博士記念出版刊行会 1953)0

宮部は 1886年9月末から 89年5月末の博士論文

口答試験までの約 2年8ヶ月間、米国で研究生活を

送った。所属した研究室は、「ファーロー (W.G. 

Farlow)教授の実験室に入って杭をもらいー・・・¥

常にシーモア(A.B. Seymour)助手がなにくれと

なく誠に親切にしてくれー...Jとある。 Brummtt

and Powell (1992) によると、ファーローとは

William Gilson Farlow (1844-1919)で、隠花植物(種

子植物にあたる顕花植物以外の植物群)、藻類、菌

類の専門家である O シーモア助手とは ArthurBliss 

Seymour角(1859-1933)で、隠花槌物と菌類を専門

としていた。

このように宮部が属した研究室は、種子植物以外

を主な研究対象としていたので、留学中の宮部は菌

類や藻類の研究に多くの時間を割いたようである O

実際、宮部の学友たちの学位論文は以下のようであ

り(宮部金吾博士記念出版刊行会 1953)、菌類や藻

英樹

類の研究だ、った。

Thacter. R. (Ph. D): The Entomophthoreae of the 

United States. (真菌植物門ハエカピ類)

Sturgis. W. C. (Ph. D): On the carpologic 

structure and development of the Collemaceae 

[Collemataceae?] and allied groups. (地衣類イワノ

リ科)

Setchell. W. A. (Ph目 D):On the life-history of 

Sαccorrhiza dermatodea (De La Pyl.) J. Ag. (1~ì崇;植

物門コンブ科)

Humphrey， J. E. (S. D.) The Saprolegniaceae of the 

United States. (真菌植物門ミズカピ科)

ここからすると宮部の博士論文も茜類あるいは藻

類の研究になるのが自然だと思われるが、結局宮部

は、 1887年 11月に「千島植物誌に関する論文を起

草しようと決心しj、1888年 1月末のグレー教授の

死後、 1888年夏期休暇が終わるや、菌類研究とと

もに、「グレーさく葉庫に入って専ら千島植物誌の

完成に努力したJ(宮部金吾博士記念出版刊行会

1953)0 また植物誌研究にあたってはグレー教授死

後、「ワットソン (SerenoWatson)博士の援助を

得たJとある O ワットソン (1826-1892)はシダ植物、

種子植物の専門家だ、った。そして「この千島植物誌

の完成によってファーロー教授と諮り、之をドクト

ル論文として提出し、更に難関と称せらるる口答試

聞を受けたJ。これらより、 1887年末から 1888年

末(あるいは 1889年初めまで?)にかけて、博士

論文のテーマを決めるための好余曲折があったと推

察される O

1887年 11月に「千島植物誌に関する論文を起草

しようと決心しJたのには、マキシモヴイツチとの
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| 宮部φ博土詩文『千島列島植物剥とマキシモヴイツチ | 

往復書簡が関わっている(高橋 2010 表4-1参照)。

宮部が米国留学前にマキシモヴイツチに送付した日

本産植物標本に対する同定リストを、マキシモ

ヴイツチは 1887年5月21日付けで初めて、米国留

学中の宮部宛に送った。その後このリストは 1887

年の 4月4日、 5月 13日、 6月24日と毎月 l回の

ペースで送られ、 8月29日の 5通目の宮部宛書簡

で同定は終了した。

このマキシモヴィッチからの 5通目の書簡に対す

る返事が、宮部からの同年 1887年9月20日付けの

書簡である。この手紙で宮部はマキシモヴイッチに

対して、自らが採集した千島列島産植物のリストは

公表するに値するかどうかを尋ねている。これに対

するマキシモヴイツチの返事は同年 10月 12日付け

の6通目の宮部宛書簡である。千島列島における植

物採集史を述べ、その研究の意義を述べた後、驚く

べきことに彼の標本庫にあるロシア側の千島列島産

植物標本(ウルップ島以北)の全リスト (109種)

を同封してくれたのである o 1887年 11月に「千島

植物誌に関する論文を起草しようと決心」という宮

部の自叙伝(宮部金吾博士記念出版刊行会 1953)

での「決心Jには、マキシモヴィッチからの書簡が

大きく与っている。

これについて後年宮部自身も次のように述べてい

る「予は在米中千島植物誌を編纂せんことを企て、

之を氏(マキシモヴイッチ)に報じ参考すべき著書

に就き、その援助を乞いたるに、氏が多年研究中に

得たる千島産植物に関する貴重なる記録を悉く予に

送付せられたるが如きは、氏が如何に後学の誘導に

対し親切、懇篤なりしかを窺うに足らんJ(宮部

1928)。

宮部は 1888年4月30日付けの手紙で、返事が遅

れたことを詫び、千島列島産植物標本リストを送っ

てくれたことに感謝し、 6月中旬からは本格的に取

り組む、と書いている。これは 1887年末から 1888

年にかけて菌類研究に没頭せざるを得なかったため

と思われる。これに対してのマキシモヴイッチの対

応は鈍く、そうこうしている聞に、宮部は 1889年

l月27日付けの長文の書簡(第 7通目)をマキシ

モヴイツチに送る。この間に宮部は『千島列島植物
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誌』を完成させ、博士論文の目処が立っていた頃と

思われる。

それでは宮部の 『千島列島植物誌』に対して、マ

キシモヴィッチが送ってくれた植物リストはどの程

度寄与したのだろうか。

宮部金吾の 『千島列島植物誌.i (Miyabe 1890) 

以前は、千島列島の維管束植物は 104種しか知られ

ていなかった。本論文において宮部は 317種(うち

種子植物 299種、シダ植物 18種)をリストしたので、

新たに 213種を加え、それまでのほほ3倍の種数を

報告したことになる。

このうち宮部自身が南千島(色丹島と択捉島)で

採集したり記録したものは 222種に上っている。残

りの 95種がマキシモヴィッチが送ってくれたリス

トやそれ以外の、既に公表されている文献や標本か

らの引用である。95種のうちマキシモヴイッチ送

付のリストのみに基づいて引用されているのは 38

種であり、これは全体 317種のうちの 12%に過ぎ

ない。つまり宮部が千島列島産の維管束植物として

リストした 317種のうち、 70%は自ら現地で確認し

たものであり、残りの 17%が文献や他の人が採っ

た標本のみに基づき、残りの 12%がマキシモヴイツ

チから送られたリストのみに基づいている。

宮部の 『千島列島植物誌Jは自らのオリジナルな

資料を主体とし、米国での広範な文献調査に基づい

た地域植物誌で、信頼性の高い力作であったと言え

よう(写真 5-1)。

宮部の『千島列島植物誌』のイントロには千島列

島での採集史とともに、論文作成の経緯も記されて

おり、近代の論文とはかなり趣が異なっており興味

j奈しミ。

そこでの記述に若干の推測を加えると、宮部のド

クター論文作成は以下のような経緯と思われる。

宮部は 1884年夏の南千島調査の後、札幌に帰っ

てすぐに千島列島植物リストを作成した。リストは

友人である東京帝国大学の松村任三に送られ、松村

はその年 1884年 11月の植物学会の例会までには読

んでくれた。そして矢田部教授の計らいにより、翌



1885年に東大の研究室 (札幌農学校卒業後の 1881

年から 83年にかけても研究生活を送っている)に

5ヶ月の研究滞在を許され、この折に リス トに修正

を加えることができた。しかし出版にまでは考えが

至らないうちに、 1886年9月に米国ハーバード大

学への留学に旅立つことになる。ハーバード大学の

エイサー・グレイは、日本と米国の両方の植物学者

にとって興味深いからと、リスト出版を勧めるが、

ファーロー教授の下についたこともあり 、1886年

暮れから 87年は菌類や藻類の研究に多くの時間を

割くことになった。この問、ロシアのマキシモヴイツ

チと手紙をやり取りしていた宮部は、遂に千島列島

植物誌を出版することの意義を質す書簡を 87年 9

月に送る。その年 10月 12日付けですぐにマキシモ

ヴイツチからの肯定的な返事を受け、 1887年 11月

には完成させる決意をする。しかしその年末から頼

みにしていたエイサー・グレイの病状が悪化 し、

1888年 1月末には亡くなってしまう 。この頃の前

後関係が明確でないが、 1888年 1月にファーロー

教授の勧めにより、玉ねぎの害菌である Mcrosporium

parasiticumの生活史を調査して完全時代を決定した

論文を起草している。そしてその年の 9月以降、菌

類の研究に従事しつつも、更に千島列島植物誌の完

成に努力(グレー標本庫で研究、 S.Watson 博士の

援助を受けた)した。おそらくファーロー教授の希

望もあり 1888年前半までは菌類についての研究を

行い論文まで書いたが、 1888年後半から次の研究

目標である千島列島植物誌完成のための仕事に取り

組めるようになったのだろう 。論文がいつ完成し、

いつファーロ一教授と諮りドクター論文として提出

することを決めたのかは定かでない。1889年 5月

21日にドクター論文の口答試験を通過し、1889年

6月26日に Doctorof Science (S.D.)の学位を享受。

論文は rTheflora of the Kurile Islands.l として

1890年に Memoirsof the Boston Society of 

Natural Historyに掲載された。

このように書くと、宮部はファーロー教授との関

係で、菌類 ・藻類の研究と維管束植物の研究の狭間

で苦悩したようにも見えるが、違う見方もありうる。

というのは宮部は帰国後、維管束植物の研究は、工

藤や舘脇にまかせ本人はむしろ菌類、あるいは病理

学に打ち込んでいるようにみえる。宮部は米国滞在

においてむしろ次代の研究として、菌類や植物病理

学に方向性を見出していた可能性がある。宮部はか

なりのマルチ人間だ、ったのかもしれない。実際、菌

類・藻類研究と維管束植物研究とを両立させるのは、

いくら時代が違うとはいえ、そう容易なこととは思

えない。
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表 5-1 宮部金吾の米国ハーバード大学留学時代年譜

(1886年9月2日-1889年 10月8日)

1886年 9月 2日ー横浜港を出港。

1886年 9月15日;米国サンフランシスコ到着。

1886年 9月28日:米国ケンブリッジ、ハーバード大学に到着。

1886年 9月30日:Asa Gray (76歳)に会う 。

1886年 10月 1日 大学院に入学を許される。W.G.Farlow教授の実験室に入る。助手A.B.Seymour。
1886年 12月 クリスマスに AsaGray教授から招待される。

1887年 Farlow教授につき寄生菌と海藻学を勉強。

1887年 7月 ・ホワイトマウンテンのシュルパーンで菌類 -蘇類-淡水産藻類の採集と研究。顕花植物も採集。

1887年 8月 マサチューセッツ、ウッヅホールの水産局実験室に行き、 Farlow教授の勧めに従い魚類に寄

生する水生菌の発生について実験。

1887年 11月 水生菌 Saprolegniaceaeの文献を調べる。一方でL、千島列島植物誌に関する論文を起草しよう

と決心。

1887年 12月 :帰国H寺にヨーロッパ経由の願望が起こる。サンクト ・ペテルスブルグに立ち寄ることを熱望す

る。AsaGray教授病重し。

1888年 1月30日:Asa Gray教授死去。

1888年 1月 Farlow教授の勧めに より、玉ね ぎの害菌である Mcrosporiumparasiticumの生活史を調査 して

完全時代を決定。 WOnthe life history of Macrosporium parasiticum Thum..l を起草、 Annalsof 

Botanyに公表。

1888年 9月以降 引き続き菌類の研究に従事。更に千島植物誌の完成に努力 (グレー標本庫で研究、 S.Watson 
博士の援助を受けた)。千島列島植物誌完成により、 Farlow教授と諮りドクター論文として提

出することを決める。

1889年 5月21日 ドクター論文の口答試験を通過。

1889年 6月26日:Doctor of Science (S.D.)の学位を 享受。 (rTheflora of th巴 KurileIslands.Jは 1890年に

M巴moirsof the Boston Society of Natural Historyに発表された)

1889年 6月 4日:ケンブリッジを出発。

1889年 6月16日:イギリス プリマス港に到着。(J.D.Hookerと会う)

1889年 6月25日ードイツベルリン着。(Prof.Urban オオパヤナギの種形容語、と会う)

1889年 7月 1日 ロシア、サンクト・ペテルブルグ到着。

1889年 7月 2日 マキシモヴイツチ Maximowiczと会う。

1889年 7月3-13日:植物園内の官舎に宿泊。(Reg巴l、Herder、Schrenkなどと会う )

1889年 7月16日 ペテルブルグを発つ。

1889年 7月17日 ベルリン着。

1889年 7月22日 パリ着。(Franchetに会う)

1889年 7月27日 マルセイユ着。

1889年 7月28目 。マルセイユ出発、スエズ運河、コロンボ、シンガポール、香港、上海経由。

1889年 9月 7日 帰朝。

1889年 9月24目。札幌農学校教授の辞令。

1889年 10月 8日 札幌帰着。
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〈コラム〉

宮部金書の喜寿祝いとサージェントのクロビイタヤ

持 田 誠

1936 (昭和 11)年、宮部金吾の喜寿にあたり、門下生の伊藤誠哉(1883-1962) らは、記念の銀

製花瓶を製作した。この花瓶は現在、北大植物産!宮部金吾記念館に展示されている(写真 6-1)0 こ

の花瓶には、宮部に献名された植物の学名が列記されると共に、クロビイタヤ Acermiyabei Maxim. 

が彫裂されている O

一方、北大総合博物舘陸上植物標本庫 (SAPS)には、伊藤誠哉から、同じく宮部門下の舘脇操

(1899-1976)へ宛てた封書が収蔵されている(写真6-2)0なかには、謄写版刷りによる「クロピイ

タヤに就いてJの一文があり、銀製花瓶製作に関する興味深い記述が見られる O

今般銀製花瓶作成にあたり、先生は自らこのクロピイタヤを指定せられ、花瓶上のクロピイ

タヤは、北米の樹木事者として令名の高かった Sargent氏が 1892年9月23日岩見沢に於て採

集した標本を土台とし、全くの写実式に彫刻されてゐる。〔抜粋〕

サージェント (CharlesSprague Sargent、1841-1927)はアメリカの樹木学者である o 1892 (明

治25)年に来日して全国の森林を精力的に調査し、帰国後『日本森林植物誌j(γorest flora of 

]apan" )を刊行した。札幌の藻岩山が樹木の多様性に富んでいる貴重な自然環境であることを指摘し、

後の天然記念物指定へ影響を与えたと言われている O

サージェントの採集標本は北大総合博物館に今でも多数遺されている。そこで「クロピイタヤに

就いてjに記されている年月日に岩見沢で採集されたクロピイタヤを探してみると、標本ラベルの

記載がピタリと一致する標本がみつかった(写真 6-3)。そこで、総合博物館の標本と植物園の銀製

花瓶の図柄を比較したところ、図柄は見事に標本と一致した(写真 6-4)0これらのことから、総合

博物館に遣された文書とサージェント採集のクロビイタヤ標本、北大植物顕の銀製花瓶の 3点は、

相互に関連する一連の資料であることが明らかとなった。

ところで、標本ラベルには ilwamizawa，Prov. IshikarUとしか記述がなく、岩見沢のどこで採

集したのか、細かな地点の記述が無い。しかし、中井猛之進(1882-1952)による『サージェント日

本森林植物誌解説j(1939)に、次のようなくだりが見られる。

此雷時北海道ノ汽車ハ室蘭ヲ基貼トシ北ハ石狩園空知太ニ終リ途中岩見様デ乗換ヘテ札幌ヤ

小樽ヘ行ク事ニナツテ胃リ西ハ小樽ガ終賠デアッタ O 其故氏〔持田注 サージ、エントのこと〕ハ

宮部博士ノ注意ニ依リ鴎途岩見津騨デ乗換ノ時間ヲ利用シテ騨員官舎ノ敷地内ニ自生スルくろ

びいたやノ果賓ヲ附ケタ標本ヲ採集シタノデアル。

サージェントが来日した 1892(明治 25) 年は、既に子宮(小樽)~幌内・空知太(滝)11)聞を開

業していた北海道炭磯鉄道の、室蘭~苫小牧~岩見沢需(現]R室蘭本線)がまさに開通した年だっ

た。このとき、岩見沢駅は現在の地点へ移転したが、鉄道官舎群は旧駅舎のあった幾春別川沿いにあっ
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たらしい。恐らくサージェントはこの場所で、宮部の助言に従いクロビイタヤを採集したのだろう。

実はクロピイタヤは温帯系要素の植物であり、北海道では胆振・日高地方から道東にかけて生育

することが知られている。博物館に収蔵されている標本の採集地点から本種の分布を考えるよ、サー

ジェントが採集した岩見沢駅周辺は、分布の北西限に近い。

植物標本を基にしたこうした検証は、科学史を考える上でのひとつの視点として、とても興味深い。

6-1 宮部金吾記念館に展示されている銀製花瓶(北

大植物園所蔵)

6-3 サージェント採集の岩見沢産クロビイタヤ (k(g
合博物館所蔵)。写真6-4はみづらいが、実物

で比べると、この標本がモデルとなっている

ことがよく分かる。

6-2 総合博物館の陸上植物標本庫 (SAPS)に収蔵
されている封書と写真封筒。標本台紙に貼ら

れた封筒に納められている O

6-4 Iクロビイタヤに就いて」などと共に総合博物
館に収蔵されていた銀梨花瓶の写真の l枚。

サージ、エントの標本を見事に写し取っている。



稀代のプラントハンター須川長之助翁

須田 裕

生い立ち

須川長之助は 1842年(天保 13年)、陸奥田紫波

郡下松本村(現岩手県紫波郡紫波町下松本字元地)

において、農業須川与四郎の長男として生まれた(写

真 7-1)。

長之助の生家は小作農で生活は豊かではなかっ

た。12歳の時に奉公に出されたので手習いの機会

にも恵まれず、独学で多少の読み書き はできたもの

のあまり得手で、はなかったという 。年季奉公が明け

た 1858年(安政5年)、長之助は 16歳で一家の働

き手となった。しカか、し 1団86ωO年(万延元年)川19歳の時、

開港で

数々の職を転々としたあと、同年(万延元年)、箱

館のロシア領事館に寄寓していた来日中の植物学者

マキシモヴイッチ先生 0827~ 1891)の従僕になっ

た。ロシア領事ゴシケヴイツチの知り合いで、イギ

リス人貿易商ポーターのもとで働いていた続宇之吉

(後の気象学者福士成豊 1838~ 1923)の口利きに

よるといわれている (牛丸 1978)。

正直で、働き者の長之助はやがてマ先生の信頼を得

て、植物採集の方法や乾燥標本作製の手ほどきを受

け、採集助手としてマ先生の採集旅行に同行するよ

うになった。

1861年(文久元年)11月、マキシモヴイツチ ・

長之助主従は、海路横浜を経て長崎への採集旅行に

発ち、 1862年(文久 2年)の年明けに長崎に到着。

その年 3月末、主従は横浜に戻って横浜、江戸の近

郊を採集。箱根、富士山にも足を伸ばしている。そ

の後 1862年の暮れに再び長崎に至り、それからお

よそ一年問、 1863年(文久 3年)の暮れ迄長崎に

滞在した。この間にマ先生自身は、長崎出島の外人

7-1 須川長之助還暦祝 肖像写真(岩手大学農学部所蔵)

居留地近郊で植物調査を続け、外国人の立ち入りが

禁じられていた九州各地へは、 長之助が代わって採

集にでかけた。その足跡は英彦111、阿蘇山、 霧島、

温泉岳等にまで、拡がっている。1864年(元治元年)

1月、主従は揃って横浜に戻り 、同年 2月 11日マ

先生は、脂葉標本 72箱、生苗 400株そして種子

300袋等の植物資料を土産に海路サンクト・ベテル

ブルグに帰国した。

マキシモヴイツチ先生を助けて

1860年(万延元年)9月、箱館 (現函館) に来日
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したマキシモヴイツチ (CarlJohann Maximowicz 1827 

-1891)先生は、すでに北東アジアの植物調査で

高名な研究者として知られていた。来日の目的は国

家的使命の 1つ、日本のフロラ(植物相)の調査に

あった。しかし黒船来航以来幕末の日本は、桜田門

外の変(1860)等、物情騒然、尊皇捷夷論が吹き荒

れていた。当然外国人に対する旅行制限は厳しく

て、居留地から出ることもままならず、有能な日本

人の手助けなしではフロラの調査など到底望むべく

もなかった。従ってマ先生にとって長之助との出会

いは、まったくの{発{幸だ、ったといえる。そしてこの

主従の交流は、マ先生がサンクト・ベテルブルグに

戻った後もマ先生が亡くなる 1891年(明治 24年)

まで続くことになった。

マ先生の帰国後も長之助は、南部地方はもちろん、

依頼を受けて全国各地に採集旅行に出かけた。次ぎ

にその概JI洛を記す。(1)1865年(慶応元年)には

信州へ、(2)1866年(慶応 2年)には南部地方を

主とし、岩手山、早池峰山および駒ヶ岳(秋田)お

よび恐山へ、 (3)1887年(明治 20年)には信州の

木曽駒ヶ岳、御岳、浅間山、八ヶ岳、富士山および

天城山へ、 (4)1888年(明治 21年)には、紀伊、

九州および四国へ、 (5)1889年 (明治 22年)には

東海、京畿、山陰、北陸および甲州地方へ、 (6)

1890年(明治 23年)には、南部地方を中心に岩手山、

早池峰山、秋田県矢島に至り鳥海山に向かったが、

降雪に匝まれて本荘、角館を経て帰宅。なかでも

(4)、 (5) は所要日数がそれぞれ 226日、 227日と

長期におよぶ採集旅行であった。こうして採集され

た植物は脂葉標本にされて、神田駿河台のニコライ

堂(現日本正教会東京復活大聖堂教会) を通して、

マ先生のもとに送り届けられた。その中には、後に

チョウノスケソウの名で知られる越中国立山産の高

山槌物も含まれていた。

マ先生はこれらの資料を基に「日本植物誌jを準

備中、志半ばで 1891年(明治 24年)病没する。マ

先生の言卜報に接した長之助は、以後農業に専念する

ようになり、再び本格的な採集旅行にでることはな

かった。

現在岩手県紫波郡紫波町の志和稲荷神社の社頭に
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ある須川長之助翁寿碑(写真 7-2)は、日露文化交

流に貢献した功績を顕彰するために建立されたもの

で、 1925年(大正 14年)、長之助の死の直後に除

幕された。享年 84歳。

7-2 須川長之助翁寿碑 (2007年4月撮影)

事績を讃えて

マキシモヴイッチ・長之助主従は、単なる雇用者-

被雇用者という金銭的な関係だけで結ぼれていたの

ではない。主従が深い信頼と厚い友情の緋で固く結

ばれていたことは、マ先生の帰国後も長之助は 25

年の長きに渡って、 6回も長期短期の採集旅行に出

て、膨大な植物標本をマ先生のいるサンクト・ベテ

ルブルグの植物園に送り続けていたことや、マ先生

も長之助の労苦に報いるために、多くの日本産植物

の学名に(チョウノスキー)の種小名をつけて(学

名に人名を使うことを献名という)、感謝の意を表

していることからも明かである。

更には、主従は信仰を同じくする兄弟でもあった。

敬愛するマ先生と共に、領事館付き正教会(現函館



ハリストス正教会)の公祈祷に出席して、ニコライ

修道司祭のもとで、信仰心が芽生え育ったのであろう

(写真 7-3)。後に長之助は、岩手県紫波郡日詰町の

郡山駅にあった郡山教会(盛岡正教会管轄下の地方

教会のひとつで、現存しない)で、ニコライ師の後任

の修道司祭アナトリイ師より、ダニイルの聖名とと

もに 1877年(明治 10年)に洗礼を受けている。

7-3 函館ハリストス正教会 (2002年9月撮影)

マ先生が日本で発見した新種の命名にあたって、

長之助に献名した植物や、その他の研究者から献名

された植物は合計十種になる。そのうち今もコマロ

フ研究所にほぼ完全な形で保存されている、長之助

の採集になるシロパナエンレイソウ(写真 7-4)、

コメツツジ(写真 7-5)、ミネカエデ(写真 7-6)の

基準標本の写真を紹介する。
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7-4 シロパナエンレイソウのタイプ襟本(コマロフ植物学研究所所蔵)
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7-6 ミネカエデのタイプ標本(コマロフ植物学研究所所蔵)



また伊藤篤太郎(1894)が、“ー-一予前年同人採献名された植物 10種

集ニ標品ヲ博物局ニ於イテ見シコトアリシガ其調製シロパナエンレイTrillium tschonoskii Maxim 

極メテ宜シキヲ得一見直ニ其技ニ熟達セルヲ知レリソウ

-・"と記していることからも、その技量の高さがイヌシデCQ/pinus tschonoskii Maxim 2 

裏付けられる。オオノTメギBerberis tschonosわlQ/W Regel 3. 

長之助の作製した膳葉標本の大部分は、マ先生のオオウMalus tschonoskii (Maxim.) C. K. Schn. 4 

勤務するサンクト ・ベテルブルグの植物園に送られラジロノキ

しかし、若干の脂葉標本を手元に残しており、た。ニッコウザクラPrunus x tschonoskii Koehne 5. 

没後それらの標本が各地に散じた。主な行先は北海ミネカエデ6. Acer tschonoskii Maxim. 

道帝国大学と盛岡高等農林学校であった。コメツツジRhododendron tschonoskii Maxim 7. 

1904年(明治 37年)2月、長之助は創立間もなミヤマイボタLigustrum tschonoskii Decaisn巴8. 

い盛岡高等農林学校に、山田玄太郎先生(初代の植オオヒョウタンボ、クLonicera tschonoskii Maxim 9. 

を訪ねている。長之助の採物学 ・植物病理学教授)Arnica unalascensis Less. var. tschonos勾i(Iljin) 10. 

集談に興味を持った山田先生は、その時撮った長之ウサギギクKitam. et Hara 

助の肖像写真とともに、話の大要を研究誌に報告し

た。後に山田先生は、往来切手や採集手控などを長脂葉標本と遺品

之助から直接譲り 受けたが、植物の脂葉標本は別の記録を辿ると長之助は、始めは 1種類につき 30

jレートを辿ったことが分かっている。個体、珍しいものは 40個体採集している。 1887年

植物学・植物病理学研究室の三代目教授、富樫浩以降は一種類につき 10個体程度に止めたが、常に

吾先生は、研究室に保管されている長之助翁の採集花-果実と両時期の標本を揃えるべく努めていたと

した暗葉標本の由来を、山田先生に問い合わせたとある。長之助は文字を書くのが不得手であったの

ころ次のような回答を得た。「標本は創立当時物品で、採集記録は、同行した菱川周作、斎藤松太郎(い

を納入して居った穀町の池野藤兵衛氏の番頭木村某の両人が書記として記帳に当ずれも日詰町の人)

から貰ったのです」。書信の原文が残っていないの(写真 7-7)。その内容はと言えば、たっている

は残念だが、富樫先生のこの記述が脂業標本の由来種類ごとに番号を付し採集場所、国や村および採集

を語る唯一の資料になっている。月、更に地形について、例えば山、畑、浜辺、原、路、

ご遺族からの聴き取り調査で補足すると、木津屋

は代々当主が池野藤兵衛を名乗る盛岡の老舗で、

1658年(万治元年)に寓小間物商として創業。以

林等と詳しく記録している。従ってマキシモヴイツ

チのもとに送付された乾燥標本は、非常に完成度の

高いものであったと想像される。

来 350年雑貨商から出発して、後には主に紙や文房

具、事務機を扱う大庖になった。現在の十一代当主

は池野金四郎を名乗る。盛岡高等農林学校開校当時

の時代(1903)は八代目池野藤兵衛(1871-1962) 

だ、った。当然、紙や文房具等を盛岡高等農林に納め

ていた筈である。原文にある「番頭木村某」なる人

物は、筆頭番頭の木村謹蔵(生没年不詳)のことで、

日詰町で七代続いた町医木村文吾 (1831-1909) 
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農業教育資料館に現存する長之助ゆかりの品々の
植物採集手控(明治 21年)最終ページ(岩手大
学農学部所蔵)

7-7 
なかに、標本作製に用いた仙花紙がある。長之助は
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標本の挟み紙として、丈夫で反復使用できる仙花紙

を使っていた。マ先生のもとに送られた膨大な数の

脂葉標本からみて、大量の仙花紙を木津屋から調達

していたのであろう ;仙花紙の縁で植物標本が木津

屋に渡り、木津屋から盛岡高等農林(山田先生)が

譲り受けたと考えても大きな誤りはあるまい。

1928年 10月(昭和 3年)陸軍特別大演習をご統

監のため、昭和天皇は盛岡に御行幸あらせられた。

その折、鏡保之助校長(1868-1931)は献上品の

ひとつ、 「岩手県下に於ける高山植物二十種の惜葉

標本」をご説明申し上げるなかで、須川長之助の事

績の概要に触れている。この大きな催しの後も、富

樫先生は長之助の生家を何度も訪ね、翁を知る人々

と面接してできるだけ多くの情報や遺品を集めた。

現在農業教育資料館には、(l)1904年の開学初期

に山田先生が長之助本人から直接譲り受けた品々と

(2)富樫先生が 1928年頃に蒐集された遺品や資料

が展示 ・収蔵されている。 「須川長之助翁記念」と

銘打たれた陳列・展示戸棚は 1928年(昭和 3年)

以降に作られたと思われる O

その後これらの資料は、盛岡高等農林学校植物学

教室、盛岡農林専門学校(1946、昭和 21年改称)

および岩手大学農学部植物病理学教室(1949、昭和

24年改称)が継承保管してきた。1997年(平成 9年)

には一時的に岩手大学附属図書館に移譲されたが、

2000年(平成 12年)図書館の改築を機に農学部附

属農業教育資料館へと移されて現在に至っている。

植物標本の整理、標本目録およびデータベース

の作成

1903年に盛岡高等農林学校創立以来継承保存し

てきた脂葉を整理して、最初に目録にまとめたのは

盛岡高等農林学校の助手をしていた雪ノ浦参之助氏

である。雪ノ浦氏は在職中 (1922-1940)に長之

助の標本を整理編述し、 1949年から 1973年の聞に、

5篇の論文にまとめて公表している。

標本の同定は当代一流の分類学者、中井猛之進、

本田正次、前川文夫、原寛、猪熊泰三、小泉源一、

北村四郎、田川基二、牧野富太郎、堀川芳雄、館脇

操の各先生に依頼した。標本台紙に残っているラベ

38 

ルの筆跡、は、整理の折りに記されたものと同定した

先生方のもので、長之助のものではない。

1997年、「須川長之助翁記念文庫」を図書館に移

管する際に、農学部植物病理学教室教授高橋I1士先生

は、所蔵の遺品を再確認して目録を作り、 雪ノ浦氏

が作った標本目録と標本の現物を一つひとつ照合し

た。そして(l)雪ノ浦氏が記載した 772点のうち

現存するのは 680点で 92点が所在不明であること 、

(2) ニシキギ科およびスイカズラ科の標本が欠落し

ていることを発見した。

2003年に岩手大学ミュージアムが設置されるや、

農業教育資料館の「須川長之助翁記念」文庫に額縁

入りで展示されている 8点を除く 、全ての標本が

ミュージアムの植物標本室に移管され、筆者が整理

した。

ミュージアムの開設と同時に、 「岩手大学ミュー

ジアム植物標本データベース作成委員会Jも発足し

た。平成 16年度は “須川長之助採集の植物標本"

のデータベースを完成した。

総じて本ミュージアムで保存している長之助採集

の植物標本は、採集場所、採集年月日等の採集記録

が一部欠落している場合も屡々で、必ずしも学術的

価値が高いとは言えないが、我が国近代植物学の雲寺

明期にあって、マキシモピッチ先生を助け、日本植

物研究の発展に寄与した植物採集家須川長之助によ

る標本として、その歴史的価値は高く評価されるで

あろう 。
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〈コラム〉

チョウノスケソウの名の由来

須 田 裕

この和名は、 1889年8月に須川長之助が越中国(富山県)立山で採集したパラ科の高山植物が発

端になっている。長之助はその措葉標本を、すでに帰国していたマキシモヴイツチ先生のもとへ送っ

た。マキシモヴイッチ先生はヨーロッパ産のDryasoctopetala L.とは別種とする考えだったようだが、

Dryas tschonoskiiの裸名を残したまま 1891年に病没した。

たまたま、その控えの標本と長之助の採集ノートを入手した牧野富太郎 0862~ 1957)博士は、

これをヨーロッパ産の Dlyasoctopetala L.と同一種と判断して、発見者須川長之助の名に因んで、新

しく「チョウノスケソウ」の和名をつけて発表した (牧野 1895)。その後牧野先生は、信州、I(長野県)

赤岳 0897，8，9.矢浮米三郎採集)や駒ヶ岳 (1893羽田寅義採集)の標本も調べて、それらも同じチョ

ウノスケソウ DryωoctopetalaL.と同定している(牧野 1897，Makino 1901)。

1916年、 中井猛之進先生は、朝鮮半島の白頭山の標本(中井 1762，森 7)を調べてヨーロッパ産

の母種の一形とし、 formaasiatica Nakai 

として区別した (Nakai1916)が、1932

年には変種に昇格させて、 Dryas

octopetala L. var. asiatica (Nakai) Nakai 

とし、牧野先生がDりlasoctope的 laLと

同定した標本もすべてこの学名のもとに

まとめた (Nakai1932)。すなわち、チョ

ウノスケソウの和名はそのままだが、正

式な学名として現在定着しているのは、

Dryas octopetala L. var. asiatica (Nakai) 

Nakaiの方ということになる。

.引用文献

コラム 8-1 チョウノスケソウ (礼文島高山植物園栽培)
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牧野富太郎. 1897 雑録ちゃうのすけさうの信州報ー植物学雑誌 11・447-448

Makino， T. 1901. Observations on the flroa of ]apan. Bot. Mag. Tokyo 15: 102-114. (p. 110) 

Nakai， T. 1916. Praecursores ad floram sylvaticam Coreanam VII. (Rosaceae). Bot. Mag. Tokyo 30 

217-242. (p. 233) 

Nakai， T. 1932. Notulae ad plantas ]aponiae & Koreae XLVII. Bot. Mag. Tokyo 46: 603-632. (pp 

607-608) 
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望月

広がる旅、広がる世界

-箇所にとどまって成熟していく人生もあれば、

多様な風土や丈化に触れながら自分を作りヒげてい

く人生もある O マキシモヴィッチは広大な空間を移

動した人だ、った。

彼の生まれた釘トゥーラは、モスクワの南 180キ

ロほどの、交通の要衝である。かつてはロシア国家

の南のフロントとして異民族に備えた要塞が置か

れ、ピョートル大帝の時代に兵器工場が作られたこ

の地は、 19l1i:紀には、同郷の作家トルストイが『ア

ンナ・カレーニナjに描いたような地主領に囲まれ

ていた。 1827年、トルストイより l年早くこのヨー

ロッパ・ロシアの内懐に生まれたマキシモヴィッチ

は、少年擦にほぼ 1000キロ離れた北方の首都ベテ

ルブルグに移り、ドイツ語で授業を行う聖アンナ学

校 (Annenschule)で中等教育を受ける。その後さ

らに欧露の北辺にあたる沿バルト地域まで移動し

て、かつてスウェーデン王がリヴォニアの地に作っ

た由緒あるデルプト大学(北大と協定のある現エス

トニアのタルトゥ一大学)で、これもドイツ語で高

等教育を受けている O

作家ゴンチャロフの小説『オブローモフj(1849) 

では、お人よしの地主の若旦那で室内生活者のオブ

ローモフと、立身出世志向のドイツ系勤勉家シュト

ルツの生き方が対比されているが、マキシモヴイツ

チの青年期は、学問の世界に入ったシュトルツの像

を努露させるものである O

ベテルブルグの帝室植物園に勤めて 2年目の

1853年、このまじめな旅人はロシア帝国の外部へ

と雄飛する O プチャーチン提督の指揮下でフリゲー

ト艦デイアナ号に乗り、出:界周航する機会を得たの

哲男

だ。前年に建造されたばかりのパルチック艦隊の A

艦デイアナ号は、この年の 11月に対日本外交の使

命を帯びてクロンシタットの港を出航、大西洋を横

切り、ホーン紳を越えて太平洋に出ると、パルパラ

イソ(チリ)、ホノルルなどを経由して、 1854年の

7月にロシアの沿海州に着いた。その後デイアナ号

はプチャーチン提督を乗せて函館から日本に入札

翌年の 1月に下回で座礁することになるが、マキシ

モヴイツチはそのまま大陸に残った。しかも当時ロ

シアが直面していたクリミア戦争(聖地エルサレム

における正教徒の権利問題を発端に、中近東とバル

カン半島での覇権をめぐってオスマン帝国と英仏を

相手に戦った戦争)の影響で、 1857年までの長い

期間、プリアムーリエ(アムール川の中・下流域)

に滞在する羽田になった。そしてこのi帯夜の聞に、

経済的な困難の中で遂行したアムール・ウスリー地

方の植物相調査によって、ロシアの学会に最初の大

きな貢献をもたらしたのである O

ペテルブルグに帰還して後、科学アカデミーに勤

めていたマキシモヴイツチは、 2年後の 1859年、

ふたたび大旅行の機会を得る O 今回は睦路でシベリ

アを横断し、イルクーツク、ノfイカル、スンガリ、

ウスリー)11を経て、ニコラエフスクから日本に渡る

旅だった。結局 1864年までの長きにわたって日本

と板東の植生比較に捧げられたこの大旅行における

出来事が、今回の展示の主テーマとなる O ただし植

物学とは縁遠いロシア文学者である筆者としては、

学問的な成果以上に、こうした旅が持つ歴史的・社

会的・心理的な背景に興味がヲ|かれる O

われわれは例えば、作家チェーホフが 1890年に

サハリン島を訪れた 8ヶ月障の旅のことを知ってい
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る。シベリア鉄道着工(1891)の直前に行われたこ

の旅は、往きが陸路、帰りが海路だったが、印象記

『シベリアの旅』にもうかがえるように、馬車によ

るシベリア横断は大宮な難物であった。チェーホフ

はこの片道だけに 3ヶ月もかけている。チェーホフ

の旅行の 30年ほど前に行われたマキシモヴイツチ

のシベリア踏破が、これよりも簡単だ、ったとは考え

にくいが、このような困難に人を立ち向かわせるも

のは、いったい何だ、ったのか? そこには単なる学

問的野心や情熱だけでなく、そうしたものを後押し

する強固な意志のようなものが感じられる。それは

仮に言えば、空間を克服し、その向こうにあるもの

を見てやろうとする意志である。そしてそうした意

志自体、個人の特性というよりは、時代の息吹のよ

うなものだ、ったと考えてみたい。

移動と認識の時代

実際、新しい知識の獲得が空間移動と結びついて

いたのは、マキシモヴィッチに限られたことではな

かった。この時代、きわめて多くのロシア人が、旅

を契機に世界認識を拡大していったのである。

人文 ・社会科学の世界でいえば、この少し前の

1845年、ベテルブルグにロシア地理学協会が作ら

れ、「ロシアの土地とその住民の研究」を目的に活

発な活動をはじめていた。16世紀のイワン雷帝の

時代から四方に版図を広げてきたロシア帝国が、ょ

うやく自己の領土の学術的な認識と、文化的な側面

に聞けた、賢明なる帝国統治の必要性に目覚めたと

評価すべき事態である。同協会はコーカサス、イル

クーツク、ヴィリニュス、オレンブルグ、キエフ、

オムスクなどに支部を広げながら数多くの調査 ・研

究旅行を行い、地理学ばかりでなく、民俗学、宗教

学、言語 ・フォークロア研究などにおいても、優れ

た成果をあげたのだった。

集団的な営みとしてもうひとつ有名なのは、 1856

年にコンスタンチン ・ニコラエヴイチ大公の発案で

行われた、作家たちによるフィールドワークである。

当時ロシアの海事をつかさと守っていた大公は、ロシ

ア海軍の改革の一端として水辺の生、活に馴れた新兵

をリクルー トしようという発想から、若い著名作家
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たちをアルハンゲリスク、アストラハン、ヴォルガ

など、海岸 ・河岸地域の町や村の調査に派遣したの

だった。新進の劇作家だ、ったニコライ ・オストロフ

スキーもこのグルーフ。に力日わり、ヴォルガの水源か

らニジニ ・ノヴゴロドまでの旅に挑戦した。そして

首都からさほど遠からぬところにある未知なるロシ

アを発見し、その認識を 『雷雨』をはじめとする後

の作品に生かしたのである。

絵画におけるいわゆる移動展派も、同様な志向を

t寺っていた。クラムスコイ、レーピン、シシキンと

いった今日有名な画家たちは、 1860年代にペテル

ブJレグのアカデミーの古典主義的な西欧模倣の世界

と決別し、独自のロシアの風景を求めて旅行とス

ケッチと各地での展覧活動に専心するようになった

のだった。自国の社会 ・人間・自然、の認識に寄せる

熱意において、彼らはいわゆるナロードニキと通じ

るものをt寺っていた。

われわれが知っている作家 ・知識人たちも、認識

の旅と無縁ではなかった。

財務省の翻訳官をしていた作家ゴンチャロフが、

マキシモヴイツチと同じ頃(1852-55年)、ロシア

領アラスカの調査と日本との通商条約締結を目的と

した使節に混じって、アフリカ経由で日本に来たこ

とは有名である。彼が書いた旅行記 『フリゲート艦

パルラダ号j(翻訳 『日本渡航記.1)は、 19世紀東

洋の貴重な記録であると同時に、いかにもこの時代

らしい文学的な力作でもある。それは、ヴオルガ沿

岸のシンピルスクで生まれ育ち、ペテルブルグで官

吏となったこの作家が異世界を発見した体験が、生

き生きとした感情描写を伴って明11析に表現されてい

る泊、らである。

マキシモヴイツチと同じ トゥーラ出身の作家トル

ス トイは、早くに両親を失ったせいで、十代で東方

のヴォルガ中流域まで移動し、ムスリム系タタール

と正教徒ロシア人が混住する都市カザンの大学で東

洋学を学んだ(もっとも啓蒙主義的な自己陶冶志向

とロシア的放玲さのカクテルのような性格のせい

で、地道な学問には向かなかったが)018歳で成人

して大きな領地を譲り受けたトルス トイは、結局大

学を中退して帰郷する。しかし若き地主としての生



活におさまることができぬまま、 1851年、兄につ

いて当時ILi岳民との戦争ーが行われていたコーカサス

に旅をした。そのままコーカサスで軍人となったト

ルストイは、マキシモヴイツチがアムール地方の調

査をしていた時期を、ウラジカフカスやクリミアの

戦線で過ごした。同時期に『幼年時代Jシリーズや

戦争ものでベテルブルグの文壇で作家として認めら

れた後、 1857年に最初のヨーロッパ旅行をして、

パリでのギロチン刑をはじめとしたヨーロッパ文明

の暗黒部を見て帰国する O郷里ヤースナヤ・ポリャー

ナに戻って本格的な作家業と地主生活に入ってから

も、人生の転機に何度かの旅をすることになるが、

帝国内外の異民族・異文化に触れた青年期の一連の

旅行は、明らかにこの作家の文明論的な視野を広げ

る作用をした。

19世紀ロシア丈壇のもう一人の代表者ドストエ

フスキーも、この時期に異世界体験をしている O た

だしそれは、刑罰としての思いがけない旅だった。

モスクワの慈善病院の医師の子だ、った設は、手に職

をつけるべしという父親の方針でベテルプルグの工

兵学校に学び、砲兵工廠に勤めたあと、少年期から

の夢を見事実現して、 1846年にベテルブルグ小説

『貧しき人々jで華麗な作家デビューを果たす。し

かし同じ 40年代の末に、当時統制の対象だ、ったフー

リエやフォイエルバッハの思想、を研究する集団(ベ

トラシェフスキー会)に混じって過激な言動をした

という谷で、シベリア流刑の宣告を下されてしまう O

その結果この都会育ちの青年作家は、 1854年まで

巨大なイルティシJIIに面した町オムスク(北緯 55

度、東経 73度)の監獄で服役し、さらに 4年聞を、

現カザフスタンのセミパラチンスク(北緯 50度、

東経 81度)で兵卒として過ごすことになる O 酷寒

の地での強制的な集団生活は彼の精神と身体に大き

く作用し、その人間理解に比類ない幅と深さを与え

ることになった。とりわけ忘れてならないのは、監

獄や軍誌が、貴族や都市住民から農奴までの諸階層、

またスラブ系、ヨーロッパ系、ユダヤ系、アジア系、

コーカサス系といった諸民族を包含した、ロシア帝

国の縮図になっていたという事実である O 後にベテ

ルブルグに戻って書かれた『死の家の記録jにうか

がえるように、ドストエフスキーはこの不本意な旅

を通じてロシアの国民をその多様性において観察

し、都市の知識人としての自らの存在の相対性と限

界を自覚していったのである O

コレクションの場としてのサンクト・ベテルブルグ

以上のような例からも推測されるように、ベテル

ブルグという都市は、そこに生まれ育って成熟して

いく場というよりも、むしろさまざまな地域から訪

れた者たちが学び、働き、書いたり演じたりして、

またどこかへと旅立っていく、舞台もしくは展示場

のような空間であった。住民は外国人も含めてきわ

めて多彩な人種・地域・職業集団からなっており、

都市的な文化交流やコミュニケーションの場や媒体

一一劇場、美術館、広場、カフェ、新聞・雑誌、大

学、商庖 が栄えていた。ネヴァJIIや多数の運河

沿いの通りを敷石で整備し、放射状の通りにファ

サードをそろえた石造建築を建て並べ、公園、モニユ

メント、橋、尖塔などでアクセントをつけたこの間

は、ハiを行く船の視根からみると、それ自体が華麗

な舞台空関のように見えるのだ、った。

雑多な人の往来、集合、演技や展示という現象は、

容易にコレクションという概念と結びっく O 実際、

18世紀初頭にフィンランド湾岸にこの新首都を建

設したピョートル大帝は、みずから軍事技術を学ぶ

使節団に混じって北ヨーロッパをめぐった旅人であ

り、さらに新奇なもの、珍奇なものの収集家であっ

た。彼はヨーロッパと世界の諸地域から技師、学者、

芸術家やその創作物を集めたほか、小人や巨人など

特異な外見をした人間や人体の一部、奇妙な道具類

などの一大コレクションを作った。自ら医者の役を

演ずる皇帝が抜いた家来の歯の見本、用途を思い浮

かべるのも不気味な拷問具のセット、瓶詰めの胎児

の標本など含む彼のコレクション展示場クンストカ

メラ(現人類学・民族学博物館)は、博物学がいか

にグロテスクなものとなりうるかを例示している O

だがこれは単にピョートルが悪趣味な収集家だった

ことを意味するのではない。珍奇なものを集めるこ

とは、世界の多様性とその謎に立ち向かい、不思議

な世界を知ろうという意志を示している。そしてた
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くさんの謎を知ることは、それだけたくさんの世界

を所有することでもあった。ピョー トルはペテルブ

ルグという北方の首都に不思議に満ちた世界の小モ

デルを作り、それに‘よっていわば世界支配への意志

を表現したのである。

ピョートルの後継者を自認していた女帝エカテ

リーナ 2世もまた、 ドイツの小邦から言葉 もわから

ぬベテルブルグの皇室へと嫁いだ旅人であり、自他

共に認める収集家だ、った。ただし、その趣味にはよ

り啓蒙主義的なヴ‘エールがかぶせられ、収集の対象

も珍品ではなくて美術品であった。女帝がキュレー

ターのゴリーツインを通して買い集め、自らの隠居

所(エルミタ ージュ)に展示したオランダ、フラン

ドル、イタリア、フランスなどの出会画を中心とした

美術作品は、治世の末期には 4千点近くに及び、ロ

シア帝室の美的趣味と、その具現を可能にする国力

とで世界を陸自させた (1)。ピョートル大帝が何もな

い空間に世界的な首都を現出せしめたとしたら、エ

カテリーナは美術史上空白だ、った国家に、一大芸術

世界を構築したのだ。

同じ 18世紀に、ペテルブルグには科学アカデミー

(1725)、芸術アカデミー (1757)、マリイ ンスキー-

オペラ ・バレエ劇場 (1783) といったヨーロッパ風

の施設も作られていった。

壮震と空虚

こうした急激な世界モデルの移入は、ペテルブル

グの空間そのものに美術品的な壮麗さをほどこすと

同時に、一種の心理的な倒錯感、この世のものなら

ぬ印象を付与することになった。19世紀はじめの

外国からの訪問者はしばしば、ロシアの首都が書割

のような派手さの後ろに実体の空虚さを隠した、表

象の王国ではないかと論じた。また 1830年代のロ

シアの思想家チャアダーエフは、ロシアが西欧の見

かけの模倣をするだけで、何一つ世界の精神史 -文

化史に貢献してこなかったという感覚を展開した

『哲学書簡Jを書き、後の西欧派とスラブ派の論争

を引き起こした。

19世紀初頭のロシアは、 トルストイが 『戦争と

平和』に描いた対ナポレオンの祖国戦争(1812年)

に多大な犠牲を払って勝利し、ウィーン体制のリー

ダーとして西欧に覇を示しながら、なお中世の残淳

のような社会体制を維持していた。近代的な憲法も

議会も持たず、労働力を土地に結び付けていた農奴

制の廃止にも踏み切れなかったのである O 貴族将校

がリードして体制変革を狙ったクーデター「デカブ

リストの乱J(1825年)は簡単に鎮圧され、それ以

降世紀中期のクリミア戦争の敗北時まで、思想警察

と検聞が威をふるうニコライ 1世の抑圧的体制が続

いた。

この時代のベテルブルグはいかにも壮麗で文化的

な劇場のような外観の背後に、酷薄で、暗愚で、抗いが

たい権力の論理を隠した怪物(キマイラ)のように

受け止められ、ロシア文学がしばしばその両義性の

雄弁な表現者となった。

詩人プーシキンは 「華麗な町、貧しき町/囚われ

の精神、端正な景観.....Jと書き、小説家ゴーゴリ

は 「ああ、このネフスキー大通りを信じてはいけな

いー・・・・何もかもが嘘、何もかもが夢、何もかもが目

に見える姿とは違っている」と書いた。作家ドス ト

エフスキーも、この「地上でもっとも抽象的で人為

的な都市」の存在の危うさを、ネヴァ川のパノラマ

から立ちのぼる正体の知れぬ冷気として描いてい

る。有機的で懐の深い「母なるモスクワJと、鋭角

的で表面的な厳父のごときベテルブルグの対比論

は、 19世紀文学のはやりテーマだ、った。

旅のみやげ

先述のような数々の知識人たちによる「認識の旅」

は、比験的に言えば、このロシアの首都の心理的 ・

文化的空虚さを埋めるための、リアルな「内容」ゃ

「体験」 を求めての移動だった。つまり彼らは、帝

国の各地をめぐり国外に出ることで、首都にいては

永遠に見えない「ロシア」の姿を見る、視覚的な距

離を獲得したのだ。

そうして彼らはさまざまな旅の「みやげ」を持ち

(l) ペテルブルグの美術コレクションの歴史的経緯については次の論文を参照。鈴木正美「ベテルブルグの芸術 美術都市と

反コンセプチユアリズム」望月編 『富Ij像都市ペテルブルグ.1 (北大出版会、 2007)186-194頁。
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帰った。ある者は地理的 -民俗学的知見を、ある者

は政治思想、や文明論を、ある者は絵画や文学作品を。

マキシモヴイツチが首都に持ち帰ったのは極東の植

物の膨大な標本だ、った。ビョ ー トル大帝の珍品コレ

クションやエカテリ ーナの美術品に比べれば、マキ

シモヴイツチの収集物はいささか地味で、精彩に欠け

るかもしれない。しかしおそらくそうした自前の収

集物こそが、金に飽かせて外国から買いあさった美

術品のコレクションよりも、はるかに当時のロシア

に、ペテルブルグに必要なものだ、ったのではないか。

マキシモヴイッチに縁の深かった帝室植物園は、

1823年に薬草園が姿を変えたものだったが、1850

年代には実学的な植物栽培と学問的な植物学研究と

いう こつの活動方針の葛藤が生じ、前者の実学志向

が優位を占める趨勢にあった。学術的な資料は、主

としてドイツ圏の学者の寄贈によって補充されてい

たのだが、植物標本の収集 ・整理は奨励されなかっ

たばかりか、むしろ禁じられる傾向にあったといわ

9-1 サンクト・ペテルブルグ (冬宮と宮殿前広場)

れる。沿海州と日本におけるマキシモヴイッチの植

物相調査と標本収集は、そうした学中I~の危機のもと

での選択であった。彼のチャ レンジングな旅とその

目覚しい成果が、実学への偏りを是正し、保守主義

に風穴を開ける起爆剤として作用 したことは疑いが

ない。

同じペテルブルグに生き、同じく大旅行家だ、った

化学者メンデレーエフ(1834-1907)の元素周期律

解明の仕事がそうだ、ったように、マキシモヴイツチ

の仕事も、単に学術的な壮挙であるにとどまらない。

それはヨーロッパから移入した科学や技術が真にロ

シアに根付き、逆方向に発信すべき内容を獲得した

ことを明示する行為であり、ひいてはペテルブルグ

というショーウインドウに実体を注ぎ込む作業で

あった。いわば文学におけるトルストイやドストエフ

スキー、京会画におけるクラムスコイやシシキンとおな

じ文化創出への志向を、われわれはこの時代の自然

科学者の仕事の中にも見ることができるのである。

9-2 サンクト・ペテルブルグのクンストカメラ
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! 旅の時代:マキシモヴイツチと首都サンクト・ペテルブルヨ

表 9-1 マキシモヴイツチとペテルブルグ関連文化年表

1703 ピョ ー トル大帝ネヴァ河口に要塞都市サンクト ・ピーテルブルッフを建設

1712 サンクト ペテルブルグ、ロシアの首都に

1725 ピョートル大帝没 科学アカデミー開設

1738 最初のバレエ￥校(現ロシアバレエ ・アカデミー)開設

1757 芸術アカデミー開設

1762 エカテリーナ 2世即位 (-96) 
1763 エルミタージュ・コレクションのま台まり

1782 ピョートル大帝像(青銅の騎士像)建立

1783 マリインスキー・オペラ・バレエ劇場完成

1791 漂流民大黒屋光太夫、エカテリーナ 2世に謁見

1801 パーヴェル帝暗殺、アレクサンドル I世即位

1812 対ナポレオン祖国lj&争

1819 サンクト ・ペテルブルグ帝国大学創立

1821 ドストエフスキー誕生

1825 デカブリストの乱、ニコライ l世即位

18お秘密警察設置、検閲法制定

1827 マキシモヴィッチ、 トゥーラに誕生

1828 トルストイ誕生

1835 ゴーゴリ 『狂人日記』など

1845 マキシモヴイツチ、デルプト大学入学(-50) 
1849 ドストエフスキーらユートピア社会主義の活動で逮捕

1851 サンクト ・ペテルブルグ=モスクワ問鉄道開通

1852 マキシモヴイツチ、帝室植物園に就職

18日 マキシモヴィッチ、デイアナ号で航海、アムール地域の植物相調査(-57) 
1855 クリミア戦争に敗北 アレクサンドル 2世即位

1859 マキシモヴイツチ、サンクト・ペテルブルグ科学アカデミー助手。シベリア・極東・日本へ調査旅行(-64) 
1861 農奴解放令、この後一連の政治改革

1866 ドストエフスキー 『罪と罰j

1869 マキシモヴイツチ、帝室植物園主任研究員 メンデレーエフ、元素周期律を発見 トルストイ 『戦争と平和』

完成

1870 マキシモヴィッチ、植物学博物館長

1871 マキシモヴイツチ、アカデミー会員

1874 ナロードニキ運動盛ん

1878 トルストイ『アンナ・カレーニナ』完成

1881 アレクサンドル 2世H音殺 ドストエフスキー没

1890 チェーホフ、サハリン旅行

1891 マキシモヴィッチ没

9-3 サンクト ・ペテルブルグ(聖アンナ学校)

46 



マキシモヴイツチのいた幕末の箱館一コシケーヴイチ文書から

伊藤

1990年代の終わりの 4年龍、北海道新聞のモス

クワ支局に勤務した。この問、幕末の箱館 Iに駐在

したロシア帝国の初代駐日領事ヨシフ・アントノ

ヴィチ・ゴシケーヴィチ (1814-1875年)が本国に

書き送り続けた報告書などの関連文書をロシアの複

数の公立文書館で探索した。ゴシケーヴィチが箱館

に駐在したのは 1858年 10月11 (安政 5年9月)か

ら1865年3月(元治 2年3月)ごろまでの約 6年

半である O ロシア領事館の外交活動は従来、日本側

の文書によって間接的にしか知り得ず、ゴシケー

ヴィチの素顔も謎に包まれていた。私は入手したロ

シア側の公文書を日本側の史料と付き合わせながら

『ロシア人の見た幕末日本j(古川弘文館、 2009年)

を著し、当時、ロシア帝国がどのような意図をもっ

て、どのような外交活動を日本で展開していたのか

を明らかにすることを目指した。

この小文ではゴシケーヴィチらの残した外交文書

を主な素材に、植物学者カルル・イワノヴィチ・マ

キシモヴイッチ 0827-1891年)が日本に滞在して

いたころの日露の時代背景を描こうと思う O

マキシモヴィッチが箱舘に到着したのは 1860年

(万延元年)秋のことだ。ロシア政府の唯一の代表

者としてゴシケーヴイチとその家族、領事館員らが

来日してちょうど2年が経過したころである O 箱館

では初めての洋風建築となったロシア領事館の本体

がその年の 4月に日本人大工の手で完成したばかり

だ。マキシモヴイツチは箱館を拠点に l年ほど道南

で植物を採集し、その後約 2年時、横浜と長崎でさ

らに採集を続け、 1864年(文久 4年)初頭に帰国

している O

一哉

残念ながら、入手できた範囲ではゴシケーヴィチ

の報告書やその他の文書にマキシモヴイツチの名は

見当たらない。ただ、植物採集に関連した文書が一

つだけ手元にある O 国有財産省に所属していた南ロ

シア農業監督官が外務省アジア局のエゴール・ベト

ロヴィチ・コワレフスキー局長に当てた 1861年7

月20日付の要請書である O 監督官の署名は崩し字

で書かれており、読み取れない。コワレフスキー昂

長の知り合いとみられるが、親しい間柄ではないよ

うだ。「名前だけでは私がだれなのか、閣下は思い

起こされないかもしれませんので、南ロシア農業監

督官として閣下に援助をお願い申し上げる次第で

すJjjj として書き出している。要請は日本の樹木の

種子を採取し、農業監督局に提供してほしいという

内容だった。

「私がノヴォロシースク地方への針葉樹の順化に

携わり始め、1年半が経ちます。当地は極端なステッ

プ型の気候ですが、マツ、エゾマツ、モミ、ピャク

シン、イチイ、ニオイヒパなどの針葉樹は広葉樹よ

り良好かつ長く育ち続けるとの確信があり、私は全

世界から種子を集めております。(中略)

私のお願いは次の通りです。外務省は日本に恒常

的な領事館を創設し、領事に対してさまざまな珍し

い種をロシアに送るよう命じていると伝え聞いてお

ります。

一方、植物学的な諸論文によりますと、日本には

多数の針葉樹が生育し、それは美しい木であるとい

うばかりではなく、わが国の経済的、産業的、商業

的な意義においても利益をもたらす可能性がありま

す。この未知の辺境の地では造園術がかなり以前か

ら高い水準にあり、その楠物的な豊かさを活用する
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l マキシモヴイツチのいた幕末の籍館ーゴシケーヴイチ文書から l 

ことはわが国にとって有益かもしれません。

この目的から、私は日本の森林や庭園に生育する

針葉樹のリストを作成しました。いくつかの日本語

の表記も添えております。それに加え、種子の採取、

保存、送付の方法についても指示を書かせていただ

きました。

このような文書を送る光栄に浴させていただきま

すとともに、在日領事館に対し、南ロシア農業監督

局への送付を 目的に、指定の針葉樹の種を収集し、

アジア局に送るようお命じくださることを衷心より

お願い申し上げる次第です。ご支援いただければ私

にとってはこの上ないご厚情となるでしょうし、ま

た、今すぐではなくとも将来にはきっとわが国に経

済的、産業的な利益をもたらすでしょうJ

文中にあるように要請文には「針葉樹の リストj

が添えられており、 42種の樹木の学名と簡単な説

明が列挙されている。例えば、冒頭には 11.

J uniperus rigida、本州、|の海抜 109-1200メートル」

として、ネズの木を挙げている。

この文書が発送されたとき、マキシモヴィチはま

だ日本に滞在中である。その活動を知った農業監督

官が「領事に対してさまざまな珍しい種を ロシアに

送るよう命じている」と判断したのかもしれない。

監督官の要請を受けて外務省がゴシケーヴィチに針

葉樹の種子の採取を命じたかどうかは、手元のロシ

ア文書からは不明だ。ただ、この要請書からは日本

の樹木に対し、「経済的、産業的利益jへの期待が

ロシア側に存在していたことが分かる。

マキシモヴイツチが訪れた箱館はどの ような町

だ、ったのだろう。

馬車や川船による 9カ月近くに及ぶシベリア横断

の旅を経て、1858年 10月24日(安政5年9月30日)

に箱館港に降り立ったゴシケーヴイチは本国への最

初の報告書で次のように箱館の町を描いている。

「昼間の気温が零下 5度にも下がるというのに、

驚くべきことに日本人は破れた紙のついたてで固ま

れた家に住んでいるのですJ(1858年 12月3日付。

ゴシケーヴイチ領事からコワレフスキー外務省アジ

ア局長宛)iv 

ゴシケーヴィチは描写下手である。箱館の町の情
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景は報告書の中にほとんど書かれていない。それを

補うため、日露関係史の研究家、秋月俊幸氏が訳出

している文章を紹介しよう 。ゴシケーヴィチととも

にロシア領事館に赴任したアリブレフト医師がロシ

ア海軍省の機関紙『海事集録 (モルスコイ・ズボル

ニク)に掲載した 1862年4月16日(文久2年3月

30日)付の報告である。

「日 本の諸都市の清潔さについて多くの人々が

語っているが、箱館が不潔な都市の部類に入ること

は疑いがない。同様に信ずべき話によれば、日本の

他の都市とてそれ程清潔とはいえないと思う 。l年

のうち 4カ月即ち秋の 2カ月と春の 2カ月は街路が

泥んこの海となり、ヨーロッパの編上靴では歩行不

能となる。日本人はといえば、足裏にとりつけた特

殊な木の台(訳者注 高下駄)のお蔭で泥にはまり

こむことがない。街路は舗装されておらず、土は粘

土である O 泥んこのこの時期には日本人は砂や小石

の代わりに道路に土をかけるので、状態はさらに悪

くなる。夏のとくに夜には、家々の周りにあるどぶ

から堪え難い匂いが町中に拡がる。人々はどぶの中

にあらゆる汚物を投げ込み、そこは常に腐敗しやす

い物質で充満している。それは海に通ずる下水路で

あるに拘わらず、いつも汚物で塞がれているのであ

る。日本人は自分の家の中は非常に清潔に保ってい

るが、住居の外のごみや汚物には余り注意を払わな

ぃr
まさに文字から匂いが立ち上ってくるかのよう

な、ある種の名文である。

さて、マキシモヴイツチの名がゴシケーヴイチの

報告書に登場しない一つの理由は、ゴシケーヴィチ

が当時、多忙を極めていたためではないかと考えら

れる。自分の任務とは全く関係のない用務で来日し

たマキシモヴイツチに注意を払う余裕はなかっただ

ろうと推測されるからだ。

1859年から 1860年にかけて、日本周辺の海域を

制する重要な戦略拠点とみられた対馬をめぐり、英

露のつばぜり合いは激しさを増しつつあった。 1860

年2月13日、ゴシケーヴィチ領事はコワ レフスキー

外務省アジア局長に次のような報告書を送ってい

る。



「私のところに届きました確実とは言わないまで

も、かなり信濃性の高い情報について閣下にお伝え

するべきかと思います。中国に対する軍事的な示威

行動がどのような結某でイ:冬わったとしても、英国は

朝鮮海峡の対馬を占領するため中国から日本に向か

います。うわさによりますと、英国が日本領土をロ

シアの手から守ることを約束する見返りとして、日

本政府に対馬を自発的に英酉に譲り i度すよう提案し

たとされますJVl

対馬をめぐる英露の腹の探り合いは、北海道のさ

らに北の地、樺太(サハリン)にまで飛ぴ火する O

当時、樺太は日露の両国人が雑居しており国境が未

確定という宙ぶらりんの状態にあった。ロシアはで

きれば自国領にしたいと望み、ゴシケーヴィチにさ

りげなく幕府の意向を探らせ続けた。

「以前、私が送った手紙の一つで、幕府は大名に

蝦夷島(訳注.北海道)の土地を分け与えているこ

とを関下にご報告しました。この分配の目的がよう

やくわかってきました。それは蝦夷島防衛だけでな

くサハリンについても大名から軍隊を出させるため

なのです。うわさによると、サハリンには現在、

4000-6000人の軍隊が集められているそうですj

(1860年 8月27日付。ゴシケーヴイチ領事からコ

ワレフスキー局長宛)vil 

ゴシケーヴィチからの情報を端緒に、ロシア海軍

は慌ただしく動き出した。

ロシア東洋艦隊司令官のリハチョフは 1860年5

月21日、海軍省に意見を具申する O

「ロシアにとって最も望ましくないのは、これら

の拠点(訳注:サハリン・アニワ湾、箱館、対馬)

が敵対する強国の手に落ちることであります。これ

らの拠点が常に中立であればいいのですが、日本の

ような国家の中立性は政治的には何の重みもなく、

尊重もされないでしょう O 論理的な帰結として、わ

が国がヨーロッパで、今被っているような望ましくな

い状況に陥ることを防ぐためには一つしか方法はあ

りません。利益を自らのものとすることです。三拠

点すべてとは言わないまでも、少なくとも、最も重

要な場所(訳注:対馬)をわがものとすべきですJviij 

ロシア外務省は日本に赴任するゴシケーヴイチに

対し、「われわれは唯一、日本との交易の強化と拡

大を願っている O その内政問題へ干渉しようとの野

心も意閣もわが国の政策には存在しない。そのこと

を日本政府に確信させるよう努力し、また敵意をほ

のめかすことによってわが国の意向がゆがんで、理解

されることのないようくれぐれも注意せよJixとの

訪11令を託していた。

ハト派の外務省に対し、ロシア海軍省はタカ派と

いうわかりやすい構図だ、った。しかし、リハチョフ

をはじめとする海軍の暴走が結局、幕末の日本にお

けるロシア外交の敗北を招き寄せた。

リハチョフはついに対馬の占領に乗り出す。いわ

ゆる「対馬事件Jだ。リハチョフの命令を受けたロ

シアの蒸気軍艦ポサードニク号 (360人乗り組み)

は 1861年3月1日(万延 2年2月3日)午後4時

ごろ、対馬西岸の尾崎浦に入り、乗員は上陸する O

それ以来、 9月7日までの半年にわたってポサード

ニク号は対馬に居座り続け、対馬藩に水や食糧を要

求し、挙げ句の果ては芋崎の「租借Jを申し入れる O

ポサードニク号がついに対馬から退去したのは、や

はりその島を戦略拠点として注目していた英国が反

発し、 2隻の軍艦を対馬に派遣してロシア側を牽制

し、また幕府から働きかけを受けたゴシケーヴィチ

も海軍側をなだめたためだった。

こうしてマキシモヴイツチが箱館にいた 1861::9三

の秋ごろまで、ゴシケーヴイチは対馬事件への対応

に忙殺されていた。

マキシモヴイッチが横浜と長崎で活動するその後

の2年は、幕藩体制が崩壊に向かつて大きく動いて

いく時期に当たる O

1862年 10月3日(丈久 2年間 8月22日)、幕府

は参勤交代制の緩和に踏み切った。幕府の権威失墜

を象徴する「事件」だ、った。

「わが国と日本との関係に間違いなく変化をもた

らすに違いない巨大な変革が今、日本で準備されつ

つあります。

先月、天皇からの予期せぬ勅命を携えた使者が江

戸に着きました。大名たちが一年おきに江戸に居住

し、家族を江戸に常駐させなければならない義務か

ら開放することを命じたのでした。
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| マキシモヴイツチのいた穆末の箱館ーゴシケーヴイチ文書から | 

この知らせがもたらされると、江戸は大変なパ

ニックとなりました。あらゆる大名が家族を固に帰

したり、江戸の屋敷を壊したりし始めたのです。こ

のようにして、家族を人質として江戸に置かせるこ

とで将軍が大名に対し維持してきた影響力は突然、消

えてしまったのですJ(1862年 11月初日付。ゴシ

ケーヴィチ領事からコルサコフ東シベリア総督宛)x 

日本の社会状況もざわつきを増していた。

「無統制のロオニン(訳注 浪人) <これはわが国

にも以前いたコサックに比せられるでしょう。ただ、

ロオニンは共通の組織を持っていないところが違っ

ています〉によって引き起こされた江戸や他の地で

の騒ぎは徐々に静まってきており、すべては以前の

秩序を取り戻しつつあります。私たちの箱館にもこ

のロオニンが何人か現れそうだったので、 f1はわが

国の軍艦に武装警護団の派遣を頼みましたJ(1863 

年 6月 15日付。ゴシケーヴイチ領事からイグナチ

エフ外務省アジア局長宛)xi 

このころから、ゴシケーヴィチ領事は領事館に出

入りする軍人たちとの聞に立て続けに確執を生じ

l 現在の函館

る。1864年初頭にはともに来日していた妻のエリ

ザヴェータが病死した。ゴシケーヴィチは疲弊して

いった。

そして 1864年 3月4日、 ゴシケーヴイチは外務

省アジア局に離任願いを発送した。「当地(訳注:

東アジア地域)に、私はおよそ 25年間にわたって

滞在致しましたが、この結果、健康を損ね、早過ぎ

る老化を招きました。私の任務を解き、出国のため

の資金を私にお与え下さるよう、慈悲深き皇帝陛下

への陳情をアジア局に衷心よりお願い致しますJXll 

と。実際に帰国するのはさらにこの 1年後となる。

ゴシケーヴイチが箱館を去る直前の 1865年 2月(元

治2年正月)、ロシア領事館は火事で焼ける。何と

か住めはしたが、ぼろぼろの状態となっていた。

植物学者マキシモヴィッチがひたすら植物を探し

歩き、分類 ・命名に没頭していたとき、日本の情勢

やゴシケーヴィチの状況はこんなひどい有様だっ

た。マキシモヴィッチはそうした様子に何を感じて

いただろう。興味深いところではある。

11 露暦による。西暦より 12日、 遅れていた。 以下も特別の記載がない限り 、露暦とする

iii A B IT P 11 (モス クワ ・ロシア帝国外交史料館).φ161. 1V-2. 0 口 119. 1¥ .5. 99-105 

iv A B IT P 11.φ161. 1V-2. 0 口 .119.且 5.4-7
V 函館市史編さん事務局 『地域史研究はこだてj第 3号、 1986年 3月

Vl A B IT P 11 .φ161. 1V-2. 0 口 119.且 5.70-71

vii A B IT P 11 .φ161. 1V-2. 0 口 119.且 5.83-85 

viii A B IT P 11 .φ161. C IT E r A. 1 -9. 1860-1862. 0 n . 8. 1¥ .3. 11-18 

lX ABITPI1.φ161. 1-1. 1858. 0 口 781. 1¥ .168. 10-170 1858年2月8日付。ゴシケーヴイ チへの訓令案

X ABITPI1.φ161. 1V-2. 0 口 119.1¥ .5. 189-194 
xi ABITPI1.φ161. 1V-2. 0 目 119.1¥ゑ 200-203

xii A B IT P 11 .φ161. 1V-2. 0 口 119.1¥ .5. 263 
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10-1 ゴシケーヴイチ
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同 マキシモヴイツチ・宮部金吾・須川長之助の歴史年表

マキシモヴイツチ 宮部金吾 須川長之助 世界と[ロシア] <日本〉の出来事

1816 (文化 13年) [軍艦デイアナ号艦長ゴローニンに

よる『日本幽囚記J出版]

1821 (文政4年) [ドストエフスキー生まれる]

1823 (文政6年) 〈シーボルト長崎に渡来>' 

1824 (文政7年) [サンク ト・ ペテルブルグ史上最大

の洪水]

1827 (文政 10年) 11月23日 マキシモヴイッチ、

トゥーラで生まれる

1828 (文政 11年) [トルストイ生まれる]

1829 (文政 12年) 〈シーボル ト、シーボルト事件で国

外追放〉

1831 (天保2年) [サンクト・ペテルブルグでコレラ

の流行}

1842 (天保 13年) 2月6日 須川、陸中紫波郡下

松本村に生まれる

1844 (弘化元年) ドルパット大学に入学、ブン

ゲの指導を受ける

1851 (嘉永4年) [サンクト・ペテルブルグ=モスク

ワ聞に鉄道開通]

1852 (嘉永 5年) サンクト ・ペテルブルグの帝 [エルミタージュ美術館公開]
室植物園標本館に勤務

1853 (嘉永6年) 軍艦デイアナ号で世界周遊に [クリミア戦争勃発 (-56)]<アメ
出発 リカ東インド艦隊司令長官ペリー浦

賀に来航〉

1854 (安政元年) 沿海州に上陸、アムー jレ地方 (日米和親条約、日露和親条約、日
で採集 英和親条約締結> <ペリー箱館に来

航、ウィリアムズとモロー楠物採

集〉

1855 (安政2年) [クリミア戦争敗北]

1857 (安政4年) アムール地方での調査を終え

サンクトペテルブルグに帰還



σ1 
仏』

1858 (安政 5年)

1859 (安政6年)

1860 (万延元年)

1861 (文久元年)

1862 (文久2年)

1863 (文久3年)

1864 (元治元年)

1865 (慶応元年)

1865-1869 

1866 (慶応2年)

1866-1876 

1868 (明治元)

1869 (明治 2年)

1871 (明治4年)

1872 (明治 5年)

マキシモヴイツチ 宮部金吾

『アムール地方植物誌予報』出

版、デミドフ賞受賞 3月

ペテルブルグ出発シベリアを

横断し 2回目の極東調査へ

9月 箱館に入港 閏 3月 7日 宮部、江戸御徒

町で生まれる

長之助と共に道南箱館周辺で

採集

長之助と共に関東地方で採集

長之助と共に九州、|で採集

2月 横浜を出港

『日本および満州産新植物短報

Diagnoses Plantarum novarum 
Japoniae et Mandshuriae I-XX.I 

ロシア帝室植物園学術部長と

なる

須川長之助 世界と[ロシア] <日本〉の出来事

〈日米修好通商条約、日露修好通商

条約、日英修好通商条約調印) (初

代ロシア領事としてゴシケーヴイチ

箱館へ着任、医師アリブレフト帯同〉

〈イギリス領事としてホジソン、箱

館に着任、植物標本をキ'ュー植物園

フッカーに送付) (シーボルト、長

崎に再来日〉

宇宙館にj度る [マリインスキー劇場完成](桜田門

外の変〉

マキシモヴイツチと出会う [農奴解放令](神父ニコライ、箱館

に着任、ブラキストン箱館にやって

くる〉

〈生麦事件、薩摩藩士がイギリス人

を殺傷〉

〈薩英戦争、イギリス艦隊が薩摩藩

を攻撃〉

〈新島裏、箱館にやってくる〉

信州で採集

[トルス トイ 『戦争と平和.1]

岩手山、早池峰山、秋田駒ケ [ドストエフスキー『罪と罰.1]

岳等で採集

〈箱館戦争、土方歳=戦死〉

〈蝦夷地を北海道、箱館を函館に改

称〉

〈アナトリイ、ニコライを補佐する

ため函館に到着〉
， 

〈ニコライ、宣教の中心を函館から

東京へ移動〉



U4h 1 マキシモヴイツチ 宮部金吾 須川長之助 世界と[ロシア]<日本〉の出来事

1874 (明治 7年) [ナロードニキ(人民主義)運動盛ん]

1876 (明治 9年) [チャイコフスキー『白鳥の湖.11<札

幌農学校開校〉

1877 (明治 10年) |札幌農学校入学(二期生) |日詰郡山教会でアナトリイ神

父より授洗、聖名ダニイル

1877-1893 I r東亜新植物報知 Diagnoses
Plantarum novarum 
Asiaticarum I-四』

1880 (明治 13年) 1 [ドストエフスキー 『カラマーゾフ

の兄弟.11<ニコライ主教に昇叙、ア

ナトリイ東京に赴任〉

1881 (明治 14年) 17月 札幌農学校卒業、東大に | I [アレクサンド川世閥、3世即位]
内地留学

1883 (明治 16年) |札幌農学校助教 1 <3月 16日 東大矢田部マキシモ

ヴイツチに初めて書簡を送る〉

1884 (明治 17年) |道東南千島調査、クロビイ I ~サンクトペテ川グで国際園
タヤ発見 芸博覧会開催、田代安定、徳田佐一

郎マキシモヴイツチと会う ]

1885 (明治 18年) |マキシモヴイツチに宛てて初

めての書簡を送る

1886 (明治 19年) |マキシモヴイツチに植物標本

を送付、米国ハーバード大学

へ留学

1887 (明治 20年) 米国在住の宮部宛に初め 信州、|木曽駒ヶ岳、八ヶ岳、富

ての書簡を送る 士山、天城山等で採集

1888 (明治 21年) 紀伊、九州、四国等で採集(所

要日数226日)

1889 (明治 22年) 17月 サンクト・ペテルブルグ 東海、近畿、山陰、北陸等で [チャイコフスキー『眠れる森の美
を訪れマキシモヴイツチに会う、 採集(所要日数227日)、立山 女』
9月 帰国、札幌農学校教授 でチョウノスケソウ採集

1890 (明治 23年) 1 3月 宮部に宛てて最後の書簡 | 岩手山、早池峰山、鳥海山等 [チェーホフ、サハ リン旅行1<10月
を送る で採集 矢田部『泰西の植物学者諸氏に告ぐ』

(英文))<アナトリイ病気のため帰国〉



σ1 
σ1 

1891 (明治 24年)

1893 (明治 26年)

1892 (明治 25年)

1904 (明治 37年)

1905 (明治 38年)

1906 (明治 39年)

1912 (大正元年)

1914 (大正 3年)

1925 (大正 14年)

1927 (昭和 2年)

1932 (昭和 7年)

1951 (昭和 26年)

1978 (昭和 53年)

2003 (平成 15年)

2010 (平成 22年)

マキシモヴイツチ

2月 16日 マキシモヴィッチ

死去

宮部金吾

『カール・ヨハン・マキシモ

ヴイツチの伝』を発表

11月23日 「カール、ヨハン、

マキシモウイッチ氏誕生 100
年記念会」を札幌博物学会主

催で開催

札幌放送局にて「マキシモ

ウイツチに就て」を放送

3月 16日 宮部死去

「マキシモヴイツチ・長之助・

宮部」展示を北大総合博物館

で開催

須川長之助 世界と[ロシア] <日本〉の出来事

[シベリア鉄道起工(~ 1905) 1 

[アナトリ イ、サンクト・ベテルブ

ルグで死去]

[チャイコフスキー 『くるみ割り人

形jl
， 

[日露戦争勃発]

(ニコライ 、大主教に昇叙〉

(ニコライ 、東京にて逝去〉

第一次世界大戦始まる

2月24日 須川死去、 「須川長

之助翁寿碑」建立

紫波町より名誉町民章および

称号を授与される

[サンクト・ベテル ブルグ建都 300
年記念祭]

(作成須田裕・高橋英樹)



展示品リスト

所蔵先記号 SAPS 北大総合博物館/LE:コマロフ1造物学研究所/LEA ロシア科学アカデミー古文書館サンクト ベテルブ

ルグ分館/SAPT 北大北方生物関フィールド科学センター植物園/HAK 函館市中央図書館/IWA 岩手大学

農学部附総農業教育資料館/SUG 岩手県紫波町須川長之助顕彰会/HUL 北大F付属図書館北方資料室/HUA:
北大大学交書館

はじめに
001 マキシモヴイツチ肖像画(岡 小池俊三[1902年(明治 35年)作成)])

箱館開港

002 函館絵図(函館公閤全図)

003 箱館之図(複製)

箱舘山とマキシモヴィッチ・長之助
004 文久二年箱館真景絵図(複製)

マキシモヴイツチ箱舘に降り立つ
005 マキシモヴイツチ肖像写真(複製)

006 マルパネコノメソウ Chrysosplenium ramosum Maxim. 
007 函館外国人遊歩程度悶(複製)

008 エンレイソウ Trillium ap巴talonMakino 
009 マキシモヴイツチ-須JII長之効箱館周辺採集地点罰

010 ツルネノコメソウ Chrysosplenium flagelliferum F.Schmidt 
011 ズダヤクシュ Tiarella polyphylla D.Don 
012 ブナ Fagus cr巴nataBlume 
013 ギシギシ Rum巴xjaponicus Houtt 
014 アカイタヤ Acer pictum Thunb. subsp. mayrii (Schwer.) H.Ohashi 
015 ダイモンジソウ Saxifraga fortunei Hook.f. var. alpina (Matsum. et 

N旦kai)Nakai 

稀代のプラントハンター長之助
016 須川長之助肖像写真(複製・拡大)

017 脚緋(きやはん)

018 採集録(さいしゅうこて)

019 挟み紙(仙花紙)

020 望遠鏡

021 ジユウモンジシダ Polystichum tripteron (Kunze) Presl 
022 コミネカエデ Acer micranthum Si巴boldet Zucc. 
023 ハウチワカエデ Acerjaponicum Thunb 
024 ツルネコノメソウ Chrysospleniumflagelliferum F.Schmidt 
025 リョウメンシダ Arachniodesstandishii (Moore) Ohwi 
026 マキシモヴィッチ肖像写真(複製・拡大)

日本の植物に学名をつける
027 Wマキシモウイツチ東亜新植物総覧j(植物文献刊行会 1946)
028 Weber die Vegetation von Hakodate auf der Insel Jesso 

(Japan)J Gartenflora 10: 314-316 (1861) (複製)

029 W箱館の植物J国芸・果樹栽培-菜園通報 1861:496-498 (1862) (複製)

030 D858 ~ 1864年のアムール地方および百本への旅行記J固有

財産省誌 433-442(1864) (複製)

031 WLand und Leute in Japan seit d巴nneuen Betraegen mit 
Europa und Americaj (Nordische Presse， 1872) (複製)

032 マキシモヴィッチの自筆原稿! 

宮部からの手紙

033 宮部がマキシモヴィッチに宛てた書簡(複製 拡大)

034 宮部がマキシモヴイツチに宛てた書簡(複製・拡大)

035 宮部がマキシモヴィッチに宛てた書街(複製・拡大)

036 マキシモヴィッチが宮部に宛てた書簡

037 マキシモヴィッチが宮部に宛てたはがき

038 マキシモヴイツチが宮部に宛てた書簡

039 エンレイソウ Trilliumap巴talonMakino 
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SAPS 

1882年 魁 文 社 SAPS 
1855年伯爵南部家蔵本複製 HAK 

城崎誠舗i煩 HAK 

1875年撮影 LE 
1854-56年アムール /1960年満州南部 LE

HAK 
1861年箱館 LE 
本展にあたり当館で作成 SAPS 
1861年箱館 LE 
1861年箱館 LE 
1861年箱館 LE 
1861年箱館大野 LE 
1861年箱館市渡 LE 
1861-63年箱館 LE 

SUG 
左右 1組 IWA 
鉄製革製ケース入り IWA 

I羽TA
ロシア袈 ボール紙製 IWA 
1862年横浜・箱長官 LE 
1863年長崎・英彦山 LE 
1864年信濃 LE 
1865年南部 LE 
1866年日本中音 LE
マキシモヴィッチ書簡資料のひとつ HUA 

本文英文 SAPS 
本丈ドイツ語 SAPS 

本文ロシア語 SAPS 
本文ロシア語 SAPS 

本文ドイツ語 SAPS 
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040 コンロンソウ Cardamineleucantha (Tausch) O.E.Schulz 
041 ハウチワカエデ Acerjaponicum Thunb 
042 エゾノギシギシ Rumex obtusifoius L 
043エゾイタヤ Acerpictum Thunb. subsp. mono (Maxim.) H.Ohashi 
044 ハーバード大学留学時代の宮部(複製・拡大)

045 クロピイタヤ Acer miyabei Maxim. (複製)

046 W北海道主要樹木EI譜jクロピイタヤ植物箇|

047 マキシモヴイツチ直筆のクロピイタヤ新種記載文草稿

048 クロピイタヤ Acer miyabei Maxim 
049 クロピイタヤ Acer miyabei Maxim 
050 クロピイタヤ Acer miyabei Maxim 
051 宮部会吾の肖像写真(複製・拡大)

052 'g'部の喜寿祝いの銀梨花瓶

053花瓶裏面学名リスト

054喜寿祝賀会阪金芳名録

055 ハーバード大学の博士号 (Doctorof Science)学位記

056宮部の『千島列島植物誌j(1890)別刷り

057 シコタンハコベ Stellaria ruscifolia Pall.巴xSchltdl 
058 シコタンソウ Saxifraga bronchialis L. subsp. funstonii 

(Small) Hult在日 var.r巴bunshirensis(Engl. et Irmsch.) H.Hara 
059 チシマザクラ Cerasus nipponica (Matsum) Ohle var. kurilensis (Miyabe) H.Ohba 
060宮部の標本調査ノート

061 ツルネコノメソウ Chrysosplenium flagelliferum F.Schmidt 
062 マルパネコノメソウ Chrysosplenium ramosum Maxim 

長之助再び、そしてE星壁つ
063 ノハラアザミ Cirsium tanakae (Franch. et Savat.) Matsum. 
064 アラカシ Quercus glauca Thunb. 
065 キセルアザミ(マアザミ Cirsiumsieboldii Miq 
066 コハウチワカエデ(イタヤメイゲツ) Ac巴rsieboldianum Miq. 
067 スミレサイシン Viola vaginata Maxim. 
068 カラコギカエデ Acer ginnala Maxim. 
069 シロパナエンレイソウ Trillum tschonoskii Maxim. C愛製)

070 ミネカエデ Acer tschonoskii Maxim. (複製)

071 コメツツジ Rhododendron tschonoskii Maxim. (複製)

072 須JII長之助翁木像

073 シラカシ Quercus myrsinaefolia Blum巴
074 ミネカエデ Acer tschonoskii Maxim. 
075 オオヒョウタンボク Lonicera tschonoskii Maxim 
076 ブナ Fagus crenata Blum巴

077 サンリンソウ Anemone stolonifera Maxim 
078 コナラ Quercus serrata Thunb. 
079 Yatab巴， R. 1890. A few words of explanation to European 

botanists. Bot. Mag. Tokyo 4: 355-356. (複製)

080 マキシモヴイツチへの追悼文 Stapf， O. 1891 (May 12) . Carl 
Johann Maximowicz. Nature 43: 449. (複製)

80年前札幌で開かれたマキシモヴイツチ記念会

081 ['カール、ヨーハン、マキシモヴィツチの伝J宮部金吾 (1905)
082 ['カール、ヨハン、マキシモウイッチ氏誕生100年記念会J宮部金吾(1928)
083 ['マキシモウイツチに就てjを放送する宮部金吾(複製・拡大)

084 マキシモウイツチ氏誕生百年記念会の写真(複製・拡大)

085 マキシモヴイツチ記念会案内状

086 マキシモヴィッチ肖像写真(宮部金吾蔵)

創像都市ベテルブルグ
087 ['サンクトペテルブルグ散策J(DVD) 
088 マキシモヴイツチ世界旅行地図

植物画 (flossociety) 
植物写真(梅沢俊)

1884年札幌 LE 
1884年札幌(宮部採)/1864年信濃(須JII採) LE 
1885年札幌 LE 
1878年札幌(内田採)/1880・84年札幌(宮部採) LE 
1889年 5月撮影 HUL 
1884年日高新冠(タイプ標本画像j SAPS 
復実IJ版北海道大学出版会発行図版 SAPS 

LE 
1884年日高新冠(アイソタイプ) LE 
1887年日高新冠 SAPS 
1892年石狩岩見沢(サージェント採) SAPS 
青年寄宿舎資料

1936年製作

伊藤誠哉から舘脇操へ宛てたもの

伊藤誠哉から舘脇操へ宛てたもの

製本

1884年色丹烏シャコタン

1884年色丹烏シャコタン

1884年択捉島官別/択捉島蕊取

1861年箱館

採集年不明アムール

1887年信濃和即時

1887年伊豆下狂l
1888年肥後Kusumi[久住?] 

1889年伊勢菰野山

1889年Kajima，Nidomura， Kariyama 
1889年111城京都

(タイプ標本画像)

(タイプ標本画f象)
(タイプ標本図像)

皆JII嘉左衛門製作

1889年丹後宮津杉山

1889年加賀白山

1889年加賀白山

1873年以降 日光中善寺

1889年越中立山

1889年伊豆 Sogojimura[宗光寺?]

札幌博物学会会報第 1巻第 l号

札幌博物学会会報第 10巻第 1号

1927年 11月 23臼撮影

1927年 11月9臼付け

1889年3月撮影

放映時間 40分 10秒

本展にあたり当館で作成

HUL 
SAPT 
SAPS 
SAPS 
SAPT 
SAPT 
SPAS 
LE 

SAPS 
SAPT 
SAPS 
SAPS 

SPAS 
SPAS 
SPAS 
LE 
SPAS 
SPAS 
SPAS 
SPAS 
SPAS 
SUG 
SPAS 
SPAS 
SPAS 
LE 
SPAS 
SPAS 
SAPS 

SAPS 

SAPT 
SAPT 
HUL 
HUL 
SAPT 
SAPT 

SPAS 
SPAS 
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『花の日露交流史-箱館山を見た男』関連行事

2009年8月 8日・展示プレセミナー「花の日露交流史一箱館山を見た男J(高橋英樹)

2010年 3月 13日:オープニングセレモニー

2010年 3月 13日。展示関連市民公開セミナ一 「マキシモヴイツチと 19世紀のベテルブルグJ(望月哲男)

2010年 3月 14日 公開シンポジウム 「日ロの植物学交流史J(高橋英樹、ドミトリー・ゲルトマン、アリサ・

ボロディナ ーグラボフスカヤ、須田ネ奇)

2010年 3月27日 展示関連市民公開セミナ一「マキシモヴイツチが見た花と春の函館山花散歩J(梅沢俊)

-企画展示・関連行事ポスター

年亙9aID ~花 新

ヌヤ
ノ~幕末叩箱館山を見た男

i UIL EtfiE1::iiiiEzit 
i史2:2335認定

12ja-r::: Iilt=W:!，，!:l)fdliAVt'!p!l;'fhW ，凶 s
l' ~.l! ';"凶附h

磁~バプヤ吉宗.... 品川・."-::-;，，.百三て主主

.オープニングとシンポジウム
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.サンク卜・ベテルブルグ

エルミタージュ内部 ドストエフスキーの墓

ペテロパブロフスク聖堂 ピョー トル大帝像 動物学↑専物館内部 マリインスキー劇場

-函館

ペリー提督銅像 ハリストス正教会

函館山頂上から見た函館港 駒ヶ岳遠景 函館山頂上のブラキスト マキシモヴイツチが新種

ン碑 記載したサワアザミ
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-展示までのあゆみ

岩手大の須田

ペテルブルグの須田

岩手紫波町公民館の泉舘、

須川、須田、高橋

銀製花瓶を設置する持田、 3寄藤

60 

ペテルブルグの高i喬

ペテルブルグのゲル トマンと高橋

ペテルブルグ古文書;館の高橋と トウ

ンキナ

パネル設置する加藤ゆ、佐藤、小森

ペテルブルグの須田と高橋

ペテルブルグの高橋と夕、ラボフスカヤ

北大植物園の持田と加藤

正面玄関前垂れ幕の設置



北大総合博物館企画展示

『花の日露交流史一幕末の箱館山を見た男』

<企画展示WG>
高橋英樹(北大総合博物館) 統括

大原昌宏(北大総合博物館) 副統括

伊藤一哉(北海道新聞東京支社) パネル原稿

加藤克(北大横物園) 資料管理

須田裕(岩手大)パネル原稿・資料管理

ボロディナーグラボフスカヤ，A.E. (コマロフ植物学研究所) 資料管理

望月哲男(北大スラプ研究センター) パネル原稿

吉中弘介(北方山草会)

く展示協力>

福田知子(国立科学博物館)ロシア語翻訳

flos society (代表早川尚)植物画

タチヤナ・ジュラフスカヤ(写真家)ペテルブルグ写真

梅沢俊(植物写真家)植物写真

<展示作成 a 各種行事運営>

高橋宏市(北大総合博物館) 事務全般統括

持田誠(北大総合博物館)資料管理/資料校閲/資料・パネル配置/図録

有馬理恵(北大総合博物館)パネルキャプションデザイン・作成/監視運営

内田智子(北大総合博物館)パネルデザイン・作成

粛藤貴之(北大教育 GP)資料管理/地図-資料作成

木山克彦(北大 GCOE)展示関連シンポジウム運営/ロシア語翻訳

宇佐見祥子(北大 GCOE)ポスターデザイン/地図作成

小俣友輝(北大総合博物館)DVD編集制作

越野剛(北大スラブ研究センター)パネル原稿協力

伊藤薫(風交舎)パネルデザイン

株式会社アイワード 大丸藤井株式会社

株式会社ウェザーコック 株式会社プラスチック商事

株式会社エフ・オフ守ジェクト 日本通運株式会社

株式会社昌文堂 株式会社エルムプロジェクト

<展示作成・協力>

伊淳岳師(北大農学院)

加藤ゆき恵(北大農学院)

小森晴香(京大理学研究科)

佐藤広行(北大農学院)

山本ひとみ

石岡麻梨子(北大丈学部3年生)

漆原美穂香(北大文学部 1年生)

勝木麗華(北大文学部 2年生)

倉千春(北大工学部 l年生)

児玉歩美(北大文学部 3年生)

<展示資料提供>

ロシア科学アカデミーコマロフ植物学研究所

岩手県紫波町須川長之助顕彰会

岩手大学農学部附属農業教育資料館

函館市中央図書館

北海道大学大学文書館

北海道大学問属国書館北方資料室

北海道大学北方生物閏フィールド科学センター植物園
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