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だけたことは今でもなつかしく思い出され
る。
堀田先生は、いつも忙しそうにパソコン

に向かい、疲れた雰囲気で仕事をされてい
た印象がある。お忙しそうなので早々に先
生の研究室を辞そうとすると、 なにかと引き
止められて、結局仕事が終わるまで待たさ
れた後に、近くの飲み屋に連れて行かれる
ことが多かった。
さみしがりやで、ちょっと意地悪な先生

だった。
ご冥福をお祈りしたい。 

（京都大学総合博物館）
（日本熱帯生態学会ニューズレター No. 102: 

7–8. 2016）
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堀田満先生が京都大学教養部に在職した
時代の中で、最後に接していただいた教養
部学生が私であったようだ。植物を探求す
ることを夢見て念願の京都大学に入学した
のは 1984年、そして私が大学院に進学した
1988年に堀田先生は鹿児島大に移られた。
じつのところ、私は堀田先生に教えを

頂いたという記憶がほとんどない。研究室
に行けば黙々と原稿書きをしている堀田先
生の姿ばかりを思い出してしまう。堀田先
生とフィールドをご一緒したのは、中学～
高校時代の博物館行事のみだ。小学校時代
から大阪市立自然史博物館に足繁く通って
いた私は、博物館や友の会主催の観察会で
講師をされていた堀田満先生を知ることと
なった。長居公園で実施されたタンポポの
観察会や箕面で実施された「野山の木 I＆
II」の検索実習を記憶している。静かで目立
たない物腰のため、観察会が始まるまでは
参加者の中に紛れそうなほどだったが、い
ざ観察が始まるとにこやかにそして楽しそ
うに講師を務めていた姿が印象に残ってい
る。高校生だった私は箕面の実習でイヌザ
クラを覚えた。
大学入学後はぜひ堀田先生の講義を履修

したいと思ったが、語学などの必修カリキュ
ラムと調整がつかず、リレー形式の生物学
実習を履修しただけである。学部に進んで

しまうと教養の講義をとることは難しいの
で、たいへん残念な思いをした。少し解説
すると、当時の大学教育は１～２回生の教
養教育と３～４回生の学部教育に分かれて
いた。すべての学部の学生が教養部で２年
間学び、その後に各専門の学部に進むとい
うシステムである。このとき、学部キャン
パスが教養部キャンパスから離れた場所に
ある場合、教養部で取得すべき単位が不足
すると留年がほぼ決定する。仮に両者のキャ
ンパスが接していても、必要単位を取得す
るために教養キャンパスへ通う必要がある。
また、教養部では卒論生を受け入れる制度
がなく、教員は学生をとれなかった。その
ため、授業時以外に教養の先生と接するに
は、自分から研究室を訪問する必要があっ
た。
堀田先生の講義を履修することは叶わな

かったので、意を決して研究室に訪問した。
確か１回生の５月くらいからお邪魔するよ
うになったと思う。研究室では 30分とか
1時間とか、ただそこにいさせてもらった
だけのことが多い。先生は原稿執筆などで
たいへんお忙しそうだったが、手が空いた
ときやお客さんが来たときにはちょっとし
た雑談に加えて頂いた。当時の私には、パ
ソコンという機器そのものとモニターに向
かっての作業（＝原稿執筆）の両方が物珍

堀田満先生と学生時代の私、そして標本と分布図のこと

藤井伸二
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しく、ただただ先生の姿を凝視していた記
憶がある。好奇心と常識知らずの行動をし
ていた私に、先生は「人の執筆中の原稿を
そんな風に見つめるもんじゃないよ」とた
しなめたことがある。今思えばバナナの論
文（検索表？）を書いていたのだろう。失
礼なことをしていたのだと恐縮した記憶は
今も鮮明に覚えている。
研究室には実に様々な人たちがやってき

た。当初は「大学の先生ってこういうもの？」
くらいにしか思わなかったのだが、多種多

様な人々が堀田先生の知識と見識を求めて
やってきたということを学部の植物分類学
研究室に進んでようやく理解できた。確か
に、来客の多さは教養に所属する先生の中
でも特異であったように思う。そして、そ

��

��
図１．a：堀田満氏が 1951 年に採集した淀川産オオ
マルバノホロシ標本（OSA所蔵）．ｂ：標本に添付さ
れた直筆ラベル．大阪府における本種の初記録標本で
ある．

��

��

図２．a：堀田満氏が1952年に採集した淀川産ホザキ
マスクサ標本．ｂ：標本に添付された直筆ラベル．大
阪府での二番目の産地標本である．ラベルには「Carex 
gibba ますくさ」と記されているが、同様の環境にご
く普通の真のマスクサ標本が遺されていない（＝採集
されていない？）ことから、注意や興味を惹きつけら
れていた可能性が高い．
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うしたお客さん達とのお話に混ぜてもらえ
ることもあった。伊藤元己さん（現、東京
大学）や副島顕子さん（現、熊本大学）と
は堀田先生の研究室で知り合い、それ以来
の古いおつきあいになる。
研究室への何度目かの訪問の際、堀田先

生自ら珈琲をいれてくれたことがある。普
段は研究室にいらっしゃる秘書の方がされ
ていたのだが、そのときは不在であった。
いつも通りにカップに口を付けた私に先生
はすかさず「君、それを飲むと、この世界
から抜け出せなくなるよ」と言われた。先
生独特の皮肉も含まれていたのだろうが、
私は内心嬉しかった。植物を探求したくて
大学に入学したものの、大学には怪物のよ
うに優秀な学生がいっぱいいて自分は本当
にやっていけるのだろうかという不安に駆
られていたときでもある。教養での生物関
連の授業は面白くて楽しいものだったが、
はずかしいことに数学や物理などはちんぷ
んかんぷんだ。入試も、二次試験に得意科
目の国語（正確には古文）があったことが
幸いしたと思っている。堀田先生からの言
葉は、「この世界」を目指して入学した私を
結果的に励ますことになった。どんな形で
あるにせよ、「先生に認められた」という気
がしたのだ。
堀田先生は「種生物学ゼミナール」（堀田

ゼミと呼ばれていたようだ）を主催し、そ
の活動成果の一部はセイヨウカラシナの調
査報文（堀田、1979）として大阪自然史博
の友の会誌Natura Studyにまとめられてい
る（Nature Study誌には「種生物学ゼミナー
ルの活動」と記されているが、カリキュラ
ム名称としては「生物学ゼミ」が正しいと
思われる。加藤、蒔田、松井、山中、の各

原稿を参照。編集者注記）。恥ずかしいこと
に、中学３年のときに読んだこの文章が堀
田先生の著作であることに気づいたのは大
学入学後であった。そして、私の入学時に
は種生物ゼミの活動は終了していた。講義
をとれなかった以上に、このことはもっと
残念であった。
学部に上がった私は、教養のカリキュラ

ムに「単位つき自主ゼミ」なるものがある
ことを知った。これは、学生が自主的に発
案したゼミのチューターを教養の先生にお
願いすると正規カリキュラムに認められる
という制度だ。要は、チューターを務めて
もらう先生を口説き落とせばよいのだ。早
速、堀田先生にチューターをお願いしてみ
た。堀田先生の指導を身近に受けたいとい
う私なりの計画だったが、有用植物事典の
出版を数年後に控えて超多忙だった先生に
断られてしまった。替わりに伊藤元巳さん
をチューターに推薦してくださった。「単位
つきゼミで堀田先生を引っ張り出したらい
いよ」と私に入れ知恵をしたのは、伊藤元
巳さんご本人だったのだが．．．
オーバードクターだった伊藤元巳さんを

チューターに申請し、無事に教養のカリキュ
ラムとしてゼミは開講されることになった。
このゼミを運営？すべく 3回生の私は学部
から教養に足繁く通った。輪読の教科書に
は私が提案した「植物と動物の絆」（大阪市
立自然史博物館特別展解説書、主著者は岡
本素治氏）を使った。伊藤元巳さんの的確
な補助文献の紹介のおかげで、ゼミは十分
に内容のあるものになったと自負している
が、はたしてどうだろう。このゼミに参加
された１～２回生に、今は昆虫学の Aさん
（現、九州大）や植物生態学の Kさん（現、
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うしたお客さん達とのお話に混ぜてもらえ
ることもあった。伊藤元己さん（現、東京
大学）や副島顕子さん（現、熊本大学）と
は堀田先生の研究室で知り合い、それ以来
の古いおつきあいになる。
研究室への何度目かの訪問の際、堀田先

生自ら珈琲をいれてくれたことがある。普
段は研究室にいらっしゃる秘書の方がされ
ていたのだが、そのときは不在であった。
いつも通りにカップに口を付けた私に先生
はすかさず「君、それを飲むと、この世界
から抜け出せなくなるよ」と言われた。先
生独特の皮肉も含まれていたのだろうが、
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の友の会誌Natura Studyにまとめられてい
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た。堀田先生の指導を身近に受けたいとい
う私なりの計画だったが、有用植物事典の
出版を数年後に控えて超多忙だった先生に
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図３．堀田満氏が1950年に採集した高槻産のホソバ
ヒメミソハギ標本．同年に村田源氏（京都大理学部）
がミズキカシグサに同定して1962年版「大阪府植物
誌」に引用されたが、1973年に瀬戸剛氏（大阪自然
史博）によってホソバヒメミソハギに同定が訂正され
たいわくつきの標本．「日本帰化植物図鑑」の発行が
1972年、大阪府における 2例目のホソバヒメミソハ
ギ標本の採集が1973年であることから、大阪府のフ
ロラ研究におけるこの標本の重要性が理解できる．

東洋大）の顔ぶれがあり、その後も親交が
続いている。単位つき自主ゼミとそこに集っ
た学生達は、堀田ゼミの思わぬ落とし子と
言えるかも知れない。
堀田先生の眼力に恐れ入った事例をい

くつか紹介したい。1994年に大阪市立自
然史博物館の展示業務のために琵琶湖・淀
川水系の植物を調べることとなり、近畿地
方の氾濫原に生育する植物標本を網羅的に
チェックした。その一つにオオマルバノホ
ロシ（ナス科）がある。琵琶湖沿岸では
普遍的だが、その下流の淀川では生育場所
の限られる植物だ。この植物を堀田先生は
1951年に高槻市の淀川で採集されていた（図
１）。年代から考えると、おそらく高校 1年
生だ。1962年に出版された堀勝著「大阪府
植物誌」にオオマルバノホロシは掲載され
ていないことから、大阪府での新発見だっ
たことは間違いない。そのような植物を一
人の高校生が採集し、その標本をご自身で
大切に保存され、後年になって大阪自然史
博に寄贈されていたのだ。
また、2005年にホザキマスクサの標本調

査をした際にも驚きの事例を見いだした。
本種は、1934年に宇井縫造が採集した標本
に基づいて、1935年に秋山茂雄がマスクサ
の変種として記載した植物である。記載後
にほとんど顧みられていない分類群だ（そ
の内容については投稿中）。伊丹市がタイプ
ロカリティで、宇井縫造と北谷修によって
1934年に大阪府の池田市からもこの植物が
採集されていた。しかし、その後の大阪府
での記録は、第二次世界大戦という社会情
勢なども絡み、久しく途絶えることになっ
た。そして池田市の記録から 18年後の 1952

年に堀田先生は高槻市の淀川でホザキマス

クサを採集され、その標本（当時はマスク
サと同定されていた）が大阪自然史博に保
存されている（図２）。
さらに、この小文を書くにあたって 10年

ほど前に調査した標本データを再整理して
いたところ、先生が 1950年に高槻市で採集
したホソバヒメミソハギの標本（図３）に
気がついた。当該標本は、大阪府における
本種の最初の記録だ。この標本に続く府下 2

例目のホソバヒメミソハギの発見は、それ
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から 23年も経過した 1973年まで待たねば
ならない。
これら 3点の標本は、その採集の季節、

植物の状態、マウントされた植物体の量と
質のすべてにおいて、ほぼ完璧と言える標
本だ。私が言うのもおこがましいが、先生
の植物を見る眼と採集する技能はとても高
校生とは思えない水準なのだ。自分が高校
生時分に採集した標本と比べるとそのこと
がよくわかった。
堀田先生の当時のコレクションには、普

遍的だったはずのマスクサとヒメミソハギ
の標本がまったく存在しない。そのことは、
ホザキマスクサとホソバヒメミソハギを選
択的に採集した可能性を示唆する。オオマ
ルバノホロシ、ホザキマスクサ、ホソバヒ
メミソハギの例は、若き日の堀田満先生の
コレクターとしての慧眼を物語る例だろう。
標本によってその眼力を目の当たりにした
私の驚愕は筆舌に尽くしがたい。堀田先生
の感性や勘は当時の大阪のフロラ研究者の
20年ほど先を走っていたように思える。

堀田先生の著作には多くの分布図が掲載
されている（例えば、野山の木 Iおよび II、
植物の分布と分化）。そしてそれらの多くで、
分布範囲を線で囲む方式が採用されている。
きわめつけは「植物の分布と分化」のオー
バーレイ図だ（図 106-109、112-114、116、
117）。多数種の分布範囲を重ねてその特質
を抽出しようという野心あふれた分布図だ。
アイデア自体は新しいものではないが、着
想からその実現までには彼岸の距離がある
と思う。私自身、植物地理に強い関心を持っ
て 20年以上のあいだ分布図を描いてきた
が、たった一つの種類ですら既知産地を点

で打って表現するにとどまり、線で囲う勇
気がない。その理由は、線で囲うのが「怖
い」からだ。点での表現は「過去にこれだ
けの記録がある」という事実を示すもので、
未記録・未調査であることや真に生育して
いないことについては関知せずに表現でき
る。科学の方法論としては正しいが、必ず
しも「知りたい真実」を表すわけではない。
一方、線で囲うには、「これまでの記録が
十分か否かを類推し、その上で当該植物の
分布域が線で囲われた範囲に収まる」とい
う判断を下さねばならない。じつはこれが
意外に難しく、その植物の特性だけでなく、
日本列島の気候や地形・地質、そして植生
の知識に精通していないと自信が持てない。
過去の膨大な研究蓄積が存在するにしても、
各種の分布域をまとめるには並大抵の知識
では叶わないだろう。今で言うニッチモデ
リングのアルゴリズムとそれに必要な環境
データがすでに先生の頭の中にあったに違
いないなどと勘ぐっている。

学生時代には実感がなかったが、私が
堀田先生の著作物や植物コレクションから
様々な影響を受けたことは間違いない。と
くに植物地理学に関するユニークさは、「分
布パターンをみて、こんなにも仮説やストー
リーを思いつくのか」という感嘆とともに、
私自身の想像力の乏しさも自覚してしまう。
ともあれ、分布図を眺めているとあれこれ
と想像力がかき立てられるのも事実だ。地
域植物相研究のさらなる発展を目指して、
各種の分布実態を明らかにすることで日本
列島の植物相変遷の解明に貢献するよう努
力したい。

（人間環境大学）
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図３．堀田満氏が1950年に採集した高槻産のホソバ
ヒメミソハギ標本．同年に村田源氏（京都大理学部）
がミズキカシグサに同定して1962年版「大阪府植物
誌」に引用されたが、1973年に瀬戸剛氏（大阪自然
史博）によってホソバヒメミソハギに同定が訂正され
たいわくつきの標本．「日本帰化植物図鑑」の発行が
1972年、大阪府における 2例目のホソバヒメミソハ
ギ標本の採集が1973年であることから、大阪府のフ
ロラ研究におけるこの標本の重要性が理解できる．

東洋大）の顔ぶれがあり、その後も親交が
続いている。単位つき自主ゼミとそこに集っ
た学生達は、堀田ゼミの思わぬ落とし子と
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したホソバヒメミソハギの標本（図３）に
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例目のホソバヒメミソハギの発見は、それ

　35

未知なる植物・身近な植物を求めて（ 堀田満先生を語り継ぐ会編 2017）

から 23年も経過した 1973年まで待たねば
ならない。
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質のすべてにおいて、ほぼ完璧と言える標
本だ。私が言うのもおこがましいが、先生
の植物を見る眼と採集する技能はとても高
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生時分に採集した標本と比べるとそのこと
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堀田先生の当時のコレクションには、普

遍的だったはずのマスクサとヒメミソハギ
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ホザキマスクサとホソバヒメミソハギを選
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アイデア自体は新しいものではないが、着
想からその実現までには彼岸の距離がある
と思う。私自身、植物地理に強い関心を持っ
て 20年以上のあいだ分布図を描いてきた
が、たった一つの種類ですら既知産地を点

で打って表現するにとどまり、線で囲う勇
気がない。その理由は、線で囲うのが「怖
い」からだ。点での表現は「過去にこれだ
けの記録がある」という事実を示すもので、
未記録・未調査であることや真に生育して
いないことについては関知せずに表現でき
る。科学の方法論としては正しいが、必ず
しも「知りたい真実」を表すわけではない。
一方、線で囲うには、「これまでの記録が
十分か否かを類推し、その上で当該植物の
分布域が線で囲われた範囲に収まる」とい
う判断を下さねばならない。じつはこれが
意外に難しく、その植物の特性だけでなく、
日本列島の気候や地形・地質、そして植生
の知識に精通していないと自信が持てない。
過去の膨大な研究蓄積が存在するにしても、
各種の分布域をまとめるには並大抵の知識
では叶わないだろう。今で言うニッチモデ
リングのアルゴリズムとそれに必要な環境
データがすでに先生の頭の中にあったに違
いないなどと勘ぐっている。

学生時代には実感がなかったが、私が
堀田先生の著作物や植物コレクションから
様々な影響を受けたことは間違いない。と
くに植物地理学に関するユニークさは、「分
布パターンをみて、こんなにも仮説やストー
リーを思いつくのか」という感嘆とともに、
私自身の想像力の乏しさも自覚してしまう。
ともあれ、分布図を眺めているとあれこれ
と想像力がかき立てられるのも事実だ。地
域植物相研究のさらなる発展を目指して、
各種の分布実態を明らかにすることで日本
列島の植物相変遷の解明に貢献するよう努
力したい。

（人間環境大学）


