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白井光太郎著「獨逸高山リイゼンゲビルゲ植物採集紀行」に寄せて 

 

原田英美子 

滋賀県立大学 環境科学部 生物資源管理学科 

 

私は，2002 年にフンボルト財団から研究奨学金を得て，ハレ（Halle/Saale）

にある Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemieに博士研究員として約 3年間勤

務した。植物の重金属集積機構の解明を目指し，ヨーロッパ原産のアブラナ科シ

ロイヌナズナ属植物 Arabidopsis halleri を実験材料として亜鉛・カドミウムの

集積機構に関する研究を行った１）。私がドイツに滞在している期間はちょうど，

植物分類学の分野で，遺伝子情報に基づいて Arabidopsis 属植物の分類を整理

している時期にあたっていた。以前，A. halleri は Cardaminopsis halleri と呼

ばれていたが，日本などに分布しているそのハクサンハタザオ（A. halleri ssp. 

gemmifera）という植物と極めて近い近縁種であることが明らかにされ，２）それ

に伴い学名の変更が行われた。 

最近になって，日本におけるハクサンハタザオの学名の変遷についての文章

を書く機会があった３）。この関連で古い植物学雑誌（日本植物学会発行）を調べ

ているときに偶然，この文献「白井光太郎（1905）獨逸高山リイゼンゲビルゲ植

物採集紀行．植物学雑誌 219: 75-82」を目にして興味を持ったので紹介したい。 

これは，ドイツ・ベルリンに研究滞在していた白井光太郎（しらい みつたろ

う）氏が，ドイツ人植物学者らの高山植物採集旅行に同行した際の手記で，植物

図 1 白井光太郎氏が作製した植物標本 

「白井氏所蔵腊葉
さくよう

品彙」というラベルが

確認できる。日光中禅寺湖付近で 1895年

（明治 28年）5月に採集したヤシャブシ

（カバノキ科）の標本である。 

画像提供：国立科学博物館 
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学雑誌には，「雑録」として掲載されている。白井氏は 1863 年（文久 3 年）生

まれ，日本の植物病理学の草分けとして知られている（図１）４，５）。1899年（明

治 32年）にドイツに渡航，1901年に帰国し，1906年に東京大学農学部植物病

理学講座の初代教授に就任した。1917年には，日本植物病理学会を設立し，初

代の会長を務めた。 

また，登場人物の一人であるベルリン大学のエングラー教授は，植物分類学と

植物地理学の権威で，「新エングラー体系」という植物の分類法に名前を残して

いる６）。ダーレムにあるベルリン王立植物園，すなわち Botanischer Garten und 

Botanisches Museum Berlin-Dahlem は 1679 年に設立されたブランデンブル

ク選帝侯の農園が原形となっている７）。エングラー教授が中心となって設計した

新しい植物園は，ベルリン郊外のダーレムに 1897年から 1910年にかけて建設

された。現在はベルリン自由大学の施設となっている。植物の採集を行った

Riesengebirgeの位置を図 2に示した。当時，ポーランド西部はドイツ領で，シ

ュレージエン（Schlesien）と呼ばれていた地域であった。 

 

この手記には，植物科学の黎明期に活躍した人々のありのままの姿が描かれ

ている。加えて，世界の三大植物園の一つであるベルリン・ダーレム植物園の建

設という歴史的な事業を目の当たりにした日本人の記録としても興味深い。 

この手記を現代語訳として紹介するにあたり，学名の表記は以下のようにし

た。現在では，種小名の頭文字は通常小文字で記載する。しかし，この原稿が書

かれた当時は，種小名が人名に由来する場合，その頭文字を大文字で記載するこ

とが一般に行われていた（例えば，Arabidopsis halleri の種小名は，植物学者

Albrecht von Hallerから取られている。このため，文献中では Arabis Halleri

図 2 Riesengebirgeの位置 
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と記載されている）。このような箇所は原文の記載のままとした。また，学名に

対応する植物和名が原文で記載されているものはそのままとし，ない場合は筆

者が追加した。学名が変更されているものについては現在の学名も記載した。明

らかな綴りの間違いは修正した。 
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独逸高山リイゼンゲビルゲ植物採集紀行 

白井光太郎 

 

植物学雑誌，第 219号，p75-82，明治 38年（1905年）4月 20日発行 

 

大西
おおにし

のドイツの深山踏み分けて採りし紀念
か た み

の花の数々 

見れどあかぬ美しき押葉は大西の深山の奥の形見なりけり 

「ヤパアナアビスヒイヤヘヤ」と言
こと

挙
あ

げて我をたたへし旅人や誰れ 

 

この 3 首は，去る明治 33 年（西暦 1900 年）7 月の初め，ドイツとオースト

リアとの間にそびえるリイゼンゲビルゲ（Riesengebirge）注１）という高山に登

った時に採集した植物の押葉を貼り置いたものの表紙に書き付けた拙い和歌で

ある。 

この時に採集した押し葉は全部で 55種であった。その数はわずかだが，私の

ためにはこれ以上のものはない記念の品である。時々取り出してながめると，こ

れを採った時の苦しみや嬉しさを思い出して楽しい気持ちになる。 

この Riesengebirge というのは，ドイツとオーストリア国境にある大きな山

の名で，その最高峰はシユネヱコッペ（Schneekoppe，雪頭という意味）と呼ば

れ，海抜 1605m（我が国でいう 5297尺あまり）に及び，頂上の広さは幅 50m，

長さ 60m ほどもある。国境線はこの峰の上にもかかっているので，並び立つ 2

棟の旅館のうち 1 棟はオーストリア領，1 棟はドイツ領に立っているそうであ

る。ドイツ領の方には，郵便電信局および高山測候所などがある。山頂からの見

晴らしは非常によく，四方 30「マイル」ほどにも及ぶとのことだ。この山は，

わが国の富士山や日光山に匹敵する名山で，ところどころある谷間には夏でも

残雪があり，希少植物種も少なくない。中腹以上は地衣帯にかかっているが，珍

しい山水の景色を探し，夏の暑さを避けるにはちょうどよい環境であることか

ら，都会からの観光客が年々増加している。宿泊施設も非常によく整えられてい

る。伯
ベル

林
リン

よりは 2泊で頂上に到達することができる。 

私は明治 33 年 6 月 30 日，ベルリン大学教授兼王立植物園長，ゲハイムラア

ト（枢密顧問官）注２）であるエングラア（Engler）先生以下，十人の人々に従っ

てベルリンを出発しこの山に向かった。今回，植物園長自らこの山に登られる理

由は，高山植物をたくさん根ごと採集し，最近移転改築に余念がないダーレムに

あるベルリン王立植物園の高山部の築山に植える材料にしようとしていると聞
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いた。 

この日午前九時に，ベルリン植物博物館に行き，教授のシュウマン先生（Prof. 

Schumman）にお目にかかった。シュウマン先生より，リイゼン山に登って戻

ってきたら，君も学問のリイゼン山注３）になることであろうとの祝福のお言葉を

下さって私を送り出してくれたのは，今でもなお耳に残っているような気がす

る。 

ギルヒ博士 （Dr. Gilg）とルウランド博士（Dr. Ruhland）の 2名に従って，

市内のゲルリッツエルバアンホヲフ（停車場の名）注４）まで乗合馬車を走らせ，

10 時 40 分に同行する 10 名全員とうちそろって汽車に乗りこんだ。11 時にニ

イダアシエンワイデ（Niederschöneweide）駅を過ぎた。この線路の左側には松

（Pinus sylvestris），樺（Betula alba）などの林があった。車内でエングラア

先生は，リイゼン山の地図を取り出して行手の事を何くれとなく教えてくださ

った。さらに，この山には氷河期に北極圏から漂ってきた Saxifraga moschata, 

nivalis, muscoides（ユキノシタ科ユキノシタ属）など，近隣の山々には見当た

らない珍しい種類の植物も残っていることを語られた。少し行くと右に湖水の

ようなものが見えた。このあたりでは，沼地に縦横に溝を掘って水を流し，ムギ

やジャガイモを植えている。12 時にリユウベナウ（Lübbennau）に到着した。

エングラア先生は，窓から「ザウアアグルケン」（胡瓜を酢に漬けたもの）を買

い求め，私たちに分けてくれた。1 個 10「ペンニッヒ」であった。丸かじりす

ると，水気が多く，のどの渇きを止めるのに著しい効果があった。2時にゲルリ

ッツ（Görlitz）駅を通過した。ここで 5 分間停車する。降りてリイゼン山の地

図を買い求めたりした。2 時 40 分 Lauban 駅に着き，4 時に Hirschberg につ

いた。ここで乗り換えて，4時 36分，Hermsdorf に到着。前進の途中 Ritterberg

を過ぎ，Kynast の城跡を訪れ，山上の茶屋で休み，古城の物見矢倉に登った。

山頂の高さは 657mあり，険しい岩山で，頂上の眺めは非常によかった。山上で 

 

Acer Pseudoplatanus L.（セイヨウカジカエデ） 

Dactylis Aschersoniana（カモガヤの一種，現学名 Dactylis glomerata L. 

subsp. aschersoniana） 

Frangula Alnus Muller.（セイヨウイソノキ，現学名 Rhamnus frangula，葉

にさび病菌の感染がみられる） 

Pyrus aucuparia Gaert. （セイヨウナナカマド，現学名 Sorbus aucuparia） 

Petasites albus gaert.（キク科フキ属） 

Prunus Padus L.（エゾノウワミズザクラ） 

Prunus spinosa L .（スピノサスモモ，果実にタフリナ（Taphrina）属子嚢菌

の感染がみられる） 
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Rosa canica L.（イヌバラ） 

Sedum acre L.（オウシュウマンネングサ） 

 

などを採った。また，小さな臼砲
きゅうほう

を空打ちし，木魂が面白く鳴り渡るのを聞い

たりした。7 時 5 分ここから下り，8 時に Agnetendorf の旅館に入った。私は

ベルリンを出るときから，雨の用意にと冬用のコートを着て，押葉紙などを納め

た 背 嚢
リュックサック

を背負っていた。夏の日の暑さと重い荷物のために，道中人知れず非

常に苦しみを重ねていたのが情けない話である。旅館についてしばらくすると，

ブレスラウ（Breslau）注５）からパックス（Pax）教授が学生 20名あまりを引率

して合流したので総勢 30名あまりとなった。これらの人々は，前もって約束し

て落ち合ったとのことである。夜にはこの家の広い庭に机を連ねて会食し，酒を

酌みかわして互いの健康を祝しあった。僻地の旅館なので，木造 2 階建ての日

本の小学校のようにもみえる建物であったが，新しいので気持ちがよかった。二

階の 1室に泊まり，10時ごろ就寝した。 

 

7月 1日 

6 時ごろ旅館を出発し，まずシユネエグルウベン(Schneegruben)というとこ

ろを目指した。ここは街道より一里（4キロ）ほども右に入ったところで，道は

とても険しいので，その曲り道の入り口で皆は荷物を人足に預け，山の上の旅館

へ送って，身軽になって進んだ。木立のあるところを過ぎ，大きな涸沢に出た。

大きな岩どもが算木を乱したように積み重なって道を塞いでいる上を，靴で進

むのはとても危険であった。両手で岩角を掴んで這うようにして，かろうじてこ

こを過ぎ，やがて Schneegrubenに着いた。ここは深い谷の底で，灌木が生い茂

り，前面の石壁の岩間には，はい松（Pinus montana）が非常に多かった。ここ

で採集した植物は以下のとおりである。 

 

Aconitum Napellus L.（トリカブト） 

Androsace obtusifolia All.（サクラソウ科トチナイソウ属） 

Alectorolophus alpinus Walp.（ゴマノハグサ科オクエゾガラガラ属，現学名

Rhinanthus alpinus） 

Anemone alpina L.（キンポウゲ科イチリンソウ属） 

Anemone narcissiflora L.（ハクサンイチゲ） 

Alchemilla fissa Schumm.（バラ科ハゴロモグサ属） 

Alchemilla vulgaris L. （バラ科ハゴロモグサ属） 
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Bartschia alpina L.（ハマウツボ科バルトシア属，現学名 Bartsia alpina L.） 

Botrychium Lunare L.（ヒメハナワラビ） 

Cardamine amara L.（アブラナ科タネツケバナ属） 

Chroolepus jolithus Agardh（菫の香りがする藻類の一種，現学名

Trentepohlia jolithus (L.) Wallroth，スミレモ科） 

Chaerophyllum hirsutum L.（セリ科カエロフィルム属） 

Galium saxatile L.（アカネ科ヤエムグラ属） 

Geranium silvaticum L.（フウロソウ科フウロソウ属） 

Hieracium montanum Schneid.（キク科ヤナギタンポポ属） 

Hypochoeris uniflora Vill.（キク科エゾコウゾリナ属） 

Linnea borealis L.（リンネソウ） 

Petasites albus Gaertn.（キク科フキ属） 

Pleurospermum austriacum Hoffm.（オオカサモチ） 

Pinus montana Mill. （モンタナマツ，葉にさび病菌 Peridermium による感

染がみられる） 

Rhodiola rosea L.（イワベンケイ） 

Polygonatum verticillatum All.（キジカクシ科アマドコロ属） 

Ranunculus aconitifolius L.（キンポウゲ科キンポウゲ属） 

Saxifraga moschata Wulf.（ユキノシタ科ユキノシタ属） 

Senecio Fuchii Gm.（キオン，現学名 Senecio nemorensis L. subsp. fuchsii） 

Thalictrum Aquilegifolium. L.（カラマツソウ） 

Thesium alpinum L.（ビャクダン科カナビキソウ属） 

Vaccinium myrtillus L.（セイヨウスノキ） 

Viola biflora L.（キバナノコマノツメ） 

 

11 時ごろより雨が降り出したので，ここを出てまた元の道に戻り，ブレスラ

ウから来た人々は山を下り，私たちは山の尾根に向かい，上と下に袂を分かった。

ここより上は，樹木は絶え，道は次第につま先上がりの急な坂となった。雨はま

すます降りしきり，風さえ加わったので，全身雨に濡れて濡れ鼠のようになり，

11人離れ離れとなった。エングラア先生は，当年 55歳で，一行の中では年上な

ので，遅れがちになったが，先生だけは雨
レイン

衣
コート

を準備していたので，雨には少し

も濡れておられなかった。私は常に先生の後ろに従って登った。薬学生 2 人も

私たちの前後になって進んでいた。しばらくして，山の尾根の Schneegruben-

Baude という旅館に着いたのは，午後 1時半であった。このあたりの岩石の表

面には，チズゴケ（Rhizocarpon geographicum）という松蘿科（サルオガセ科
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サルオガセ属の地衣類）の黄色い植物が広がって生え，雨に濡れてひときわ鮮や

かであった。記念のためひとかけら採ってきた。旅館は海抜 1490mの地点に立

っており，5 階建ての高層建築で，壁の厚さは三尺（90cm）以上もあるので，

そのような暴風雨も家の中に入ると少しも聞こえず非常に静かだった。先に行

ってすでに到着していた人たちが出迎えてくれた。階下の酒舖にて一杯の葡萄

酒に喉を潤し，3階の部屋に入って濡れた衣服を脱ぎ，旅館の男に依頼して乾か

してもらった。他の人々は持ってきた肌着と着替えている人もいた。また，旅館

より着替えを借りたりして寒さをしのいだ。私はまだ旅館の案内を知らず，言葉

も通じにくいので，濡れた肌着を着て衣服の乾くのを待っていた。そのうち空腹

と寒気で耐えられなくなり，手足はわなわなと震え，物も言えないくらいになっ

た。ついには，ふとももの筋肉が引きつってずきずきと痛み出し，もう死ぬかも

しれないという気持ちになった。ギルヒ博士が私を気遣い，大丈夫ですか，と聞

いてこられた。葡萄酒や温かい食物などを運ばせ，労わってくださったので，や

っとのことでもとの体に戻り，危うく命拾いした。3時半になったころ，エング

ラア先生が，明日の植物採集の都合があるので今日中にここを出て山の背に行

こう，さらに 3 時間ほど進んだところにあるプリンツハインリッヒバウテ

（Prinz-Heinrich-Baude）という旅館に行ってそこに宿泊するんだ，と厳かに

言い渡された。暴風雨は少しも止むときはなく，ますます烈しくなったので，随

行の人々は先生が前進しようとするのを思いとどまらせようといろいろと頼ん

だが聞いてくれない。いったいどうしようかと人々は罵りあった。私は衣服も渇

いて元通り元気になったので先生と一緒に行きますよ，というと，ギルヒ氏のい

うには，君は外国人なので，もはや前進することはできないとの旨を名札に書い

て先生に出して見せれば，あるいは先生の心を動かすこともあるだろう。なにと

ぞ私たち一同のために一言記してほしいと切実な調子で頼まれた。断ることも

できず，「イヒ デンケヱ ダス イヒ ニヒト メエア ゲエヘン カン（私

はもはや進むことができません）」云々と書いて与えた。交渉の結果はどうなっ

たのだろうと人々が心配していると，ギルヒ氏が戻ってきた。先生は，それなら

ばとどまりたい人はとどまりなさい，私は前進するから，とおっしゃっているの

こと。それ以上どうすることもできなかった。私たち 4 人，すなわち Dr. Gilg

（ベルリン博物館職員)，Dr. Greenman (アメリカ・ハアバアド大学からの留学

生)，Winograsky（ロシアからの留学生）および私が今晩ここに宿泊して明日に

なってから先生に追いつくことになった。公務として先生に随行する人々はど

うしても前進を続けなければならないというので，残りの人々は吹きすさぶ雨

風を物ともせず出発していったのはけなげであった。夕食後，押葉を整理し，10

時半ごろ就寝した。 
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3日注６） 

 

昨日とはうって変わって空はよく晴れたので，私たち 4 名は勇み立って出発

した。8 時に宿舎を発ち，10 時半に Prinz-Heinrich-Baudeに到着した。「スト

ヲンスドルフエル」という酒を酌み，しばし休息し，ここから出発して進んでい

くと，行く手の方より来た 3－4 人連れの旅人の一人が私を見て驚いた顔をし，

こんなところにまで日本人が，と「ヤパァナア ビス ヒイヤヘヤ」(Japaner 

bis hierher!) と声高に叫んで，道を譲って行き過ぎていった。大僧正行尊法師

が大峰山中で詠んだ歌注７）などを思い出し，限りない嬉しさを感じた。前記のド

イツ語の意味は，日本人を指して，「ヤパネエゼ」というのは，蔑んだ呼び名だ

が，「ヤパアナア」というのは尊敬の意味を表し，「ビスヒイヤヘヤ」とはここま

で来たのかという意味である。すなわちこの言葉の意味は，日本人がこのような

山の奥深くまで，よくも来たものだと感心してほめたたえたものである。11 時

Wiesen-baude を過ぎ，12 時に Riesen-baude という旅館に入って昼食をとっ

た。このところより，右の谷間にある Riesengrund というところを下り，朝か

らここで採集しておられたエングラア先生の組と合流し，2時半ごろまで採集し

た。ここでは， 

 

Agrostis rupestis All.（イネ科ヌカボ属） 

Arabis Halleri L.（ハクサンハタザオ類縁種，現学名 Arabidopsis halleri L.） 

Betula pubescens Ehrh.（ヨーロッパダケカンバ） 

Calluna vulgaris Salisb.（ギョリュウモドキ） 

Cardamine parviflora L.（コタネツケバナ） 

Corallorhiza innata R. Br.（ラン科コラロリザ属） 

Geum montanum L.（バラ科ダイコンソウ属） 

Gnaphalium dioicum L.（キク科ハハコグサ属） 

Gymandenia conopea R. Br.（テガタチドリ） 

Listera cordata R.Br.（コフタバラン） 

Polygonum bistorta L.（イブキトラノオ） 

Pyrola uniflora L.（イチゲイチヤクソウ, 現学名Moneses uniflora L.） 

 

などを採集した。 

 

3 時に谷から上がり，途中の Bergschmiede というところの旅館にてしばら

く休息し，牛乳，ビール，ラムネ，パンなど思い思いのものを用いて鋭気を養っ

た。また元の峰通に出て，リイゼンバウデを過ぎ，午後 5時シユネエコッペの麓
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にある Melzer-grund に到着して，ここの Lomnitzfall という飲食店に入って

休息した。シユネエコッペの最高峰はここからさらに 200m ほど高いところに

ある。私たち数人は，6 時に宿舎を出て，つづら折りの急な坂を上り，30 分を

費やして山頂に到達した。同行した園丁長さんは，昨日と今日採集した生の植物

を箱詰めに荷づくりして，山頂にある郵便局に持っていき，運送を依頼した。と

ころが郵便局職員は，この山にて植物を採集することは禁じられている，政府か

らの特別な許可証を示さないと取り扱いはできないといって聞いてくれない。

山下におられるゲハイムラアト（枢密顧問官＝エングラー教授）がお持ちだとい

っても，自分の目で見なければ許可できないといってきかない。その証明書をわ

ざわざ取りにいって，何とかしてことを納めた。このように規則が厳しく守られ

ているのは，称賛すべきことではないかと思う。7時に山下の旅館に戻り，これ

より帰路につく。途中で植物を採集し，8時にWiesen-baudeという旅館に着き

投宿した。この夜は，一行の人々は旅行の無事であったことを祝って夜更けまで

酒を酌んで遊んで暮らした。学生の謝辞，先生の演説などがあった。この家には，

田舎で活躍する芸人が泊まっており，大鼓，鼓弓，笛，鈴鼓などを持ってにぎや

かに踊る様子は，鄙びていたが古風であり，大変面白かった。また，Fremden-

Buch für Botaniker「来訪した植物学者のための記帳」というものが備えられて

おり，この家に泊まった植物学者が自らの姓名を記入していた。30年以上前に，

エングラア先生が，ブレスラウの中学教師として，生徒を引率して登山したとき

の筆跡は，後進の植物学者たちにこれからもずっと読まれることだろう。 

米国人博士のグリインマン氏は，金網の押葉押えを携えてこられた。始終だる

そうに見えたが，昨日より今日にかけてあまりの苦労のため弱って熱が出たそ

うで，早く就寝して休んだ。私はルウランド（エングラア先生の助手），ジイグ

マン（薬学生）などの人々と酒を酌み交わし，午前 1時に床に就いたが，胸が轟

いてなかなか寝付けなかった。 

 

4日 

 

午前 4 時にベッドから起きだして，7 時に近くの高原をめぐって植物を探し， 

Lycopodium Selago L.（ヒカゲノカズラ科ヒカゲノカズラ属） 

Lycopodium alpinum L.（チシマヒカゲノカズラ） 

Lycopodium clavatum L.（ヒカゲノカズラ） 

Cetraria islandica（エイランタイ） 

Cladonia rangiferina（ハナゴケ） 

Primula minima L.（サクラソウ科サクラソウ属） 

Rubus Chamaemorus L.（ホロムイイチゴ） 
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Vaccinium Vitis-idaea L. （コケモモ，病原菌感染がみられるもの） 

Carex erima L. 注８）（カヤツリグサ科スゲ属） 

Scirpus Baeothyron Ehrh.（カヤツリグサ科ハリイ属，現学名 Eleocharis 

quinqueflora (Hartmann) O.Schwarz） 

 

などを採集し，再び旅館に入って荷物を携え下山した。道すがら植物をとり，9

時に Kleine Teich というところに到着した。このあたりはすでに山の背を下り

た岩山で，切り立った崖の岩の間に松が這っており，歩きにくかった。池の周り

の草原に美しい草花が咲き乱れているのは，さながら人工の築山に庭木草花を

植え付たようで，なんともいえない眺めであった。日本に来る西洋人が，我が国

の名高い林泉の築山を見て，よく高山の趣を再現していますね，とほめてくれる

のは，あながちお世辞ではなかったことがわかった。ここは Hampel-Baudeと

いう旅館に入って昼食を取り，その後山側で Salix Lapponum L（ヤナギ科ヤナ

ギ属）を取り，11 時ここを出立して，途中 Schlingel-Baude のそばで Salix 

nigricans Sm（ヤナギ科ヤナギ属）を採り，Waldhaus にて小休憩し，午後 2時

58 分に Krumhübel 駅に着き，9 時にベルリンに帰着，駅にて別れのさかずき

を酌み交わして，それぞれ家路についた。 

 

余話 

 

（１）同行する人々の姓名は以下のとおり。 

Prof. A. Engler（大学教授兼ベルリン王立植物園，植物博物館長） 

Dr. E. Gilg（ベルリン王立博物館助手） 

Dr. P. Graebner（ベルリン王立植物園助手） 

Dr. W. Ruhland（ベルリン大学植物学科助手） 

Ax. Lange（ベルリン王立植物園園丁長） 

Franz.Vallmer（ベルリン王立植物園園丁） 

J. M. Greenman（アメリカ合衆国マサチユセット，カンブリツジハアバアド

大学） 

J. Siegmann（ベルリン大学医科学生） 

J. Isaac（ベルリン大学医科学生） 

Winogowictz(?) （ロシア人，ベルリン工業学校学生） 以上 

 

（２）同行した人々の中で，採集筒を携えて行ったのは，植物園丁長と園丁の二

人であった。米国人グリインマン氏は金網の押葉器を携え，ルウランド氏は押板

に少しばかりの押紙を挟んだものを，ひもで背中につりさげて行かれた。これは，
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寄生菌を取って納めるためとわかった。他の人々は，別に採集器を持たず，荷物

を携え，とても身軽に出発したので，足の進みはとても早く，私は重いリュック

サックを背負って行ったため，歩くのが精いっぱいで十分観察することができ

なかったのが残念の極みであった。 

 

（３）一行の中で，園丁長 Ax. Lange 氏はデンマアクの山中で育った人で，そ

のため菜食主義者である。肉類は口にせず，パンの外には落花生
ピ ー ナ ツ

や乾かしたスモ

モの実を袋に隠し持って，まるでタバコを吸うようにして時々取り出して食べ

ていた。私は肉類を食べないけれど健康そのものですよ，と言っていた。そうい

えば，ベルリン市内に菜食料理店があるし，このような人は他にもきっとたくさ

んいるのだろうと思った。 

 

（４）一行の中で，ウイノゴウイクツ氏はさっそく写真機を携えて行き，いたる

ところで風景を写していた。ベルリンに帰ったあと，このうちの 5 枚を製版し

て私にプレゼントしてくれた。この人は工業学校の学生だが，エングラア先生の

植物学も聴講していた。この 5枚の写真は，よい記念の品となり，珍しいものと

して大切にしまってある。この厚意に私は深く感謝しており，決して忘れること

ができない注９）。 

 

（５）この旅行中に嬉しく思ったことの一つは，山の上の旅館 Schneegruben-

Baude の食堂にて使用した紙ナプキンが日本製であったことである。この青色

で印刷された絵柄は右下に屋形船に乗る若い男，左の下には老婆と老翁を描い

ていた。左上には水仙の花，右の角には唐草の模様があり，図柄の意味はよくわ

からなかったが，これらが日本で製造されたものであることはみじんも疑うこ

とができない。なお，現品は証拠物として持って帰ってきたので，よろしければ

お見せすることもできる。また，日本製の扇を飾ることも広く行われ，山中

Riesenbaude の客室の飾りにも使用されていたのを目撃した。現状では，我が

国の物産で広く海外の地方にいきわたっているものは，わずかにこの扇と紙ナ

プキンくらいだが，もし他の種々の品物もこのような山中にまで来ていたらど

んなに嬉しいことだろうと思うのは，無理な願いではないだろう。 

 

（６）リイゼン山脈一帯の地は，植物採集に制限を設けており，貴重植物を保護

するための法律がある。取り締まりは大変厳重で，旅館にもこのことが委任され

ているようだ。少なくとも密告の方法は備わっているように見受けられた。旅館

の近くの場所で採集をしているのを見れば，旅館の者が出てきて制止すること
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があった。また，旅館で押葉を作っているのを見て，植物採集は禁止されている

と言い聞かされることもあった。さらに，平地に近い Schlingel- Baude 近辺で

も，食卓の花瓶に造花が挿されていたのを見て，いかに厳重に規則が守られてい

るかを知った。その結果，山中に至る途中の草木は，人に邪魔されることなく，

天真爛漫にのびのびと美しく競うように咲き乱れ，植物学者だけではなく通常

の旅人の心目を惑わせている。これは並大抵のことで成し遂げることはできな

い。これに反して，我が国の日光山の植物のようなものは，何も知らない山の民

が金儲けのために採りつくすのに任せており，貴重な種類が絶滅に至っても顧

みるものもいないのは嘆かわしいことである。その極地として，昨年 7 月に登

山したときも，中禅寺湖のほとりで，トウヤクリンドウ（Gentiana algida），ツ

ガザクラ（Phyllodoce nipponica），イワヒゲ（Cassiope lycopodioides）などの

類をひとからげにして背負ってくる男に遭った。私を見ると，買わないかといい，

もはや太郎山などに珍しいものはないなどとつぶやいたのは情けなかった。 

 

（７）新設のベルリン王立大植物園と博物館の状況等については，丸善書店発行

の拙著植物博物館及植物園の話に詳しく記しているので，ここでは二重に書く

ことはしない。 

 

注１）現在ではチェコ・ポーランド国境にあたり，Krkonoše/Karkonosze と

呼ばれている。 

注２）当時のドイツはプロイセン国王ヴィルヘルム 2世の在位中であった。 

注３）Riesengebirgeはドイツ語で巨人の山脈を意味する。 

注４）ベルリン市内のターミナル駅 Görlitzer Bahnhofを指している。 

注５）現在のヴロツワフ（ポーランド）。 

注６）「7 月 3 日」ではなく，「3 日目」のことだと考えられる。次の「4 日」

も同様に「4日目」と読みとれる。 

注７）小倉百人一首 66番 前大僧正行尊「もろともに あはれと思へ 山桜 花

よりほかに 知る人もなし」について言及していると考えられる。 

注８）Carex x emmae L. Gross と推定される。 

注９）この原稿が掲載された植物学雑誌第219号の発行日は，明治38年（1905

年）4月 20日である。日露戦争は 1904年（明治 37年）2月 8日に開

戦し，1905年（明治 38年）9月 5日に終結した。 

 


