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１．はじめに
生物標本とは，対象生物の持つ特徴が半永久的に
保存されるような処理が施され，「いつ」「どこで」
「だれが」採集したものであるのかが記述されたラ
ベルが付されたものである。植物（陸上植物，藻類）
や菌類の標本は分類群によって標本の作製方法，管
理方法が異なるが，多くの場合，乾燥した植物体が
定型の標本台紙に貼り付けられているか，紙袋に収
められている。また，乾燥によって形態形質の情報
が失われてしまう試料は，液浸標本として保存され
る。これらは標本庫に収蔵され，系統だって保存，
管理されており，集積された生物標本や情報は，一
般市民や研究者にも広く利用される。標本庫に収蔵

されている生物標本は生物体そのものが持つ形・大
きさ・色・DNAなどの情報に加え，位置情報を持
つことから，採集時の地域の自然の記録と言える。
また，それぞれの標本には採集者，標本作製者や利
用履歴が存在するため，文化財と捉えることもでき
る（佐久間 2011）。
植物標本を収蔵・管理する施設はハーバリウム

（Herbarium）と呼ばれる。ニューヨーク植物園が管
理・運営を行っているハーバリウムの世界的なデー
タベースである『Index Herbariorum（以下，IH）』
（http://sweetgum.nybg.org/science/ih/herbarium-
details/?irn=259311，2021年10月16日確認）には，
活動中のものが3 ,095登録されており（2018年12

月現在），世界のハーバリウムに収蔵されている植
物標本は合計で3億8700万点以上に上ることが知
ら れ て い る（http://sweetgum.nybg.org/science/ih/
learn-more/，2021年10月16日確認）．IHに登録さ
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れることにより，ハーバリウムは世界的に認知さ
れ，広く利用されることになる。しかし，各地のハー
バリウムの全てが IHに登録されているわけではな
い。日本では現在活動している179のハーバリウム
のうち，IHへ登録されて国際的に認知されている
ものは57に限られる（国内重要コレクション調査
［植物標本］，http://ujssb.org/collection/collections_
plants_150301 .pdf，2021年10月16日確認）。
新潟大学では理学部と教育学部においてそれぞれ
植物標本が集積され，日本海地域を代表するハー
バリウムとなっていたが，IHに登録されることな
く管理運営されてきた。理学部が保有していた植
物標本は，管理を行っていた石澤進教授（1935～
2018；1959～ 2001年まで在職）の退官に伴い2001

年に積雪地域植物研究所（新津植物資料室）に移管
された（湯田 2002）。それ以降，新潟大学内に保管
されている植物標本は教育学部に残されるのみと
なった。
教育学部の植物標本は，著者の一人である志賀
が新潟大学教育学部に着任した2012年4月の時点
では，木製の標本棚6台に標本がまとめられていた
が，保存状態が悪く，広く一般に向けて利用できる

状態ではなかった。そのため，志賀は着任以降，収
蔵標本の把握や整理，修復，標本台紙への貼り付け
（図1；以降，台紙への貼り付け作業をマウントと
呼ぶ）などの作業を進めてきた。その後，本格的な
整理開始より8年が経過した2020年には，登録され
た標本は10 ,000点を超えるに至った。そこで，著
者らは2020年10月にこれまで集積されてきた植物
標本の整理を更に進め，国際的に広く公開し，その
利用を図るために，教育学部植物標本庫を IHに the 
herbarium of Niigata University（Herbarium code: 
NGU）として登録した（NGU，http://sweetgum.
nybg.org/science/ih/herbarium-details/?irn= 259311，
2021年10月17日確認）。本稿では新潟大学植物標
本庫（以後，IH登録以前のハーバリウムを教育学
部植物標本庫，IH登録以降は単にNGUと呼ぶ）の
これまでの歴史や管理状況，保有コレクションを紹
介すると共に，今後の課題や理科教育学分野におけ
る価値について議論したい。

２．新潟大学教育学部植物標本庫の歴史
新潟大学の開学時（1949年6月），教育学部は，
新潟本校，高田分校，長岡分校，新発田分校の4校

図1．NGUに収蔵されている標本の例．a）佐藤藤助（新潟県高田師範学校の教員）が大蓮華山（長
野県白馬岳）で採集したヒメイワカガミSchizocodon ilicifolius �Maxim.（1903年8月上旬採集，
NGU4223）．現在NGUで確認されている最も古い標本．b）シモツケコウホネNuphar�submersa�
Shiga�et�Kadonoの芽生え（2012年2月23日採集，NGU204）．シモツケコウホネは国内希少野生動植
物種に指定され，2015年以降は許可なく採集することはできない．芽生えは野外ではほとんど確認さ
れておらず，極めて貴重な標本．採集地情報は生育地保護のためにマスクした．c）モンゴル国で採集
されたNajas�fl�exilis �(Willd.)�Rostk�et�W.L.E.Schmidt（NGU8502）．モンゴル国では2019年まで，同
種の分布は確認されていなかったが，本標本は分布が確認された際の証拠標本であり，重複標本がモン
ゴル国立大学に収蔵されている（Shiga�et�al.�2020）．
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体制で発足した。各校は異なるルーツを持ち，新
潟本校は官立新潟師範学校（1874年2月設立），高
田分校は新潟県第二師範学校（1899年3月設立），
長岡分校は新潟県女子師範学校（1900年4月設
立），新発田分校は新潟県立農業補習学校教員養成
所（1922年4月設立）にそれぞれ遡ることができ
る。師範学校時代から，各校において植物採集と標
本作製は伝統的な課題だったようで，古いものでは
官立新潟師範学校と新潟県第二師範学校の後継であ
る新潟県新潟師範学校と新潟県高田師範学校（共に
1901年3月設立）の教職員や学生によって採集され
た1900年代前半のものが収蔵されている（図1a）。
各師範学校で収集・保管されていた植物標本はそれ
ぞれの流れをくむ分校に引き継がれ，1981年に教
育学部の各分校が統合されるまで各校の理科教室に
保管されていた。

1970年代後半になると，高田分校には矢野孝二
教授（1950～ 1978年まで在職）や吉川純幹講師
（1947～ 1967年まで在職）が採集した標本に加えて，
毎年の植物巡検によって採集された上越地方や長野
県の山岳地帯の標本が集積されていた。吉川氏は

『日本スゲ属植物図譜（全3巻）』（吉川 1957 , 1958 , 
1960）の著者として有名であるが，この証拠標本を
含む吉川氏が収集したコレクション，通称「吉川標
本」（岩野 1974 , 1978）は，当時の高田分校の植物
標本庫の中核をなしていた。
教育学部の各分校が五十嵐地区に統合されること
になると，各校に収集・保管されていた生物標本は
新校舎に一括収蔵されることになった。その際，高
田分校が保有する植物標本のうち，「吉川標本」は
矢野教授の指示を受けた後任の森田龍義博士（当時
講師，1978～ 2010年まで在職）により1978年に開
学した上越教育大学に移管された。そして，残りの
高田分校の標本群と新潟本校の標本群が統一され，
教育学部植物標本庫が整備された。ただし，標本庫
といった正式な部屋は存在せず，植物標本は6台の
木製の標本棚に収蔵され，新校舎のD棟4階の廊下
や踊り場に設置された。
その後，2012年4月に本稿の著者の一人である志
賀が教育学部に着任し，ハーバリウムの管理を森田
教授から引き継ぐこととなった。志賀は収蔵されて
いた全ての標本に対して冷凍処理を施して一から新

図2．師範学校・分校時代の標本の収蔵状態および整理の様子．a）木製棚に収蔵されている様子．b）標
本の状態を確認する様子．c）チャック付きポリ袋に分けられた標本の束．この作業の後，冷凍処理を
施した．d）チャック付きポリ袋に分けられ，メモを付された標本．全て2014年2月21日に撮影．
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しく整理し直すとともに（図2），水生植物と新潟
県内の標本を中心に新たに収集（図1b，c），標本
情報のデータベース化を開始した。2017年3月には
現在のD棟4階の一室に標本棚を移動，追加の標本
箱を準備し，標本室を整備した。そして前述の通
り，2020年10月に IHにNGUを登録し，現在に至る。
現在のNGUの運営やコレクションの状況について
は後述する。

３�．教育学部植物標本庫，NGUに関わった教
職員
以下に，教育学部の植物標本，NGUに関わった
教職員についてそれぞれ簡単に述べる。今後，師範
学校・分校時代の標本が整理された際に，改めてコ
レクションの紹介に加えて，関係した採集者，管理
者についてまとめた報文を準備したいと考えてい
る。

３－１．新潟師範学校，新潟本校の教員
田代開市（生没年不詳）
新潟県新潟師範学校の博物担当の教員（在職期間
不明）。『植物動物採集実験保存法』（田代1906）の
編者。高田高等女学校（現在の新潟県立高田北城高
等学校）第5代校長（在職期間：1924～ 1927年）。
1900年代から田代氏が採集した標本がNGUに残さ
れている。これらには博物の講義の中で学生と共に
採集した標本が含まれていると思われる。

相馬悌介（1904～ 1999）
新潟大学教育学部および教養部の教員（在職期
間：1950～ 1970年）。専門は動物生殖生理学。1950

年に台湾大学から新潟大学教育学部新潟本校に着
任。1953年から教授。その後1962年まで教育学部
に在職，教養部に転出後1970年に退職。新潟本校
ではしばらく杵淵博士と2人で生物分野を運営。教
養部転出後も学生指導に係る。指導に携わった学生
の植物標本も収蔵されていると思われるが，相馬博
士が採集者となった標本は現時点で確認できていな
い。一部の教育学部所属の学生の指導については，
実質的に他学部の教員が行っていた場合があり（松
井浩 私信），これらの学生が採集した標本は教育学
部の標本群には含まれていない。例えば，第10回
生（1961年度卒業生）の松井浩氏（新潟県生態研
究会会長）が卒業研究で採集した標本は，新潟大学
理学部コレクション（積雪地域植物研究所収蔵）の
中に含まれている（志賀 未発表）。相馬博士につい

ては新潟大学教育学部生物科同窓会（1970）や相馬
（1995）に詳しい。

杵淵博（1919～没年不詳）
新潟青年師範学校および新潟大学教育学部（在職

期間：1949～ 1984年）の教員。専門は動物生理学，
理科教育学。1946年に新潟青年師範学校に助教授
として着任。新潟大学教育学部新発田分校を経て，
1953年から新潟本校教授。1981年の分校の統合に
伴い，理科教育分野の教員に配置換えとなる。新潟
本校勤務時代は動物・植物分類学を担当しており，
杵淵博士が指導に携わった学生の植物標本も収蔵さ
れていると思われるが，杵淵博士が採集者となった
標本は現時点で確認できていない。杵淵博士につい
ては杵淵博教授退官記念事業実行委員会（1984）に
詳しい。

３－２�．高田師範学校，第二師範学校，高田分校の
教員

佐藤藤助（生没年不詳）
新潟県高田師範学校の教員（在職期間不明）。

1900年代前半に博物と農業の講義を担当。『幼童作
法全書』（佐藤 1893）を著している。1903年以降，
野外実習で採集したと思われる大蓮華山（長野県
白馬岳）での採集標本が多数収蔵されている（図
1a）。

矢野孝二（1912～没年不詳）
新潟第二師範学校，教育学部高田分校の教員。

1943年に新潟第二師範学校に教授として着任。学
位取得と共に1958年から新潟大学教育学部教授。
在職中，植物標本の集積と整理を進めた。専門は蘚
苔類の染色体学。NGUに残されている師範学校・
分校コレクションの中には博士や指導した学生が収
集した多くの植物標本が含まれている。吉川氏が他
界された後，高田分校が遺族から「吉川標本」と
「吉川文庫」の寄贈を受け，「吉川標本」の整理を岩
野俊逸講師に依頼した。また，「吉川標本」の上越
教育大学への移管を決定した。矢野博士については
矢野孝二教授退官記念誌刊行委員会（1978）に詳し
い。

吉川純幹（1889～ 1967）
新潟県高田師範学校，教育学部高田分校の講師。

中越・上越地方，石川県の尋常小学校，中学校，高
等女学校の教員を歴任後，1947年から新潟県第二
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師範学校に奉職。1951年から新潟大学教育学部高
田分校講師。地域フロラの研究に加えて，スゲ属植
物の研究行い，『日本産スゲ属図譜（全3巻）』（吉
川 1957 , 1958 , 1960）を著した。高田分校に残され
ていた未整理標を含む20 ,000点は上越教育大学に
移管された後，東北大学植物標本室（TUS）に移管
された（東北大学総合学術博物館ほか 2012）。この
中にはスゲ属植物の標本が数多く含まれている（東
北大学総合学術博物館ほか 2012）。NGUには「吉
川標本」として認識されていなかった吉川氏の標本
が残されている。吉川氏については里見（1968）や
岩野（1974 , 1995）に詳しい。

岩野俊逸（1911～ 2002）
旧小国町等の小中学校の教員。定年退職後，教育
学部高田分校非常勤講師として奉職（在職期間：
1969～ 1979年）。高田分校の植物巡検の担当教員
として教育に携わる。また，矢野教授の指示を受け，
吉川氏が残した植物標本の整理を行い，『吉川標
本目録』（岩野 1974 , 1978）としてまとめる。岩野
氏自身も20 ,000点（東北大学総合学術博物館ほか 
2012）とも50 ,000点（長岡市立科学博物館 2007）
ともされる植物標本を残しているが，これらのコレ
クションは東北大学植物標本室（TUS）に寄贈され
ている。なお，岩野氏が残した蔵書は長岡市立科学
博物館に寄贈されており，その詳細や岩野氏の経歴
については長岡市立科学博物館（2007）に詳しい。

森田龍義（1945～）
教育学部高田分校の教員として採用され，後に教
育学部教授（在職期間：1978～ 2010年）。専門はキ
ク科の種生物学，植物分類学。高田分校の植物標本
を矢野教授から引継ぎ，上越生態研究会（現在の新
潟県生態研究会）の協力を得て，「吉川標本」を上
越教育大学に移管した。教育学部統合後は植物分野
担当の教員として，教育学部植物標本庫の管理を行
う。森田博士の採集した標本は東京大学植物標本室
（TI）と京都大学総合博物館（KYO）に収蔵されて
おり，NGUにはほとんど残されていない。

３－３．長岡分校の教員
福原晴夫（1947～）
教育学部長岡分校の教員として採用され，後に教
育学部教授（在職期間：1977～ 2012年）。専門は陸
水生態学。長岡分校からもたらされた植物標本はほ
とんどなかったが，福原博士と指導学生が採集した

水生植物，湿生植物の標本がNGUに残されている。

３－４．分校統合後の教育学部の教職員
志賀隆（1978～）
教育学部准教授（在職期間：2012年～）。専門は

水生植物を対象とした植物分類学。日本および東ア
ジアの水生植物と，新潟県産維管束植物を重点的に
収集している。これまで収集した標本のうち2 ,700

点が積雪地域植物研究所，2 ,400点が大阪市立自然
史博物館（OSA），6 ,400点がNGUに収蔵されてい
る。志賀が記載した水生植物のホロタイプ（正基
準標本）やアイソタイプ（副基準標本）はKYO，
OSA，TI，国立科学博物館（TNS）等に収蔵され
ており，NGUにはパラタイプ（従基準標本）のみ
が収蔵されている。

首藤光太郎（1988～）
教育学部研究員（在職期間：2017～ 2019年）。

2021年10月現在，北海道大学総合博物館植物標本
庫（SAPS）の管理者。専門は植物分類学。新潟大
学在職時およびその前後に採集した標本がNGUに
収められている。

加藤将（1980～）
教育学部特任准教授（在職期間：2019年～）。専
門は車軸藻類の系統分類学，進化学。日本全国で車
軸藻類や水生植物の標本を採集し，NGUに収蔵し
ている。NGUに収蔵されている車軸藻類の同定は，
ほぼ全て加藤博士によって行われている。

３－５．教育学部統合後の学生・大学院生
2012年以降に志賀研究室に所属した学生（教育
学部）と大学院生（教育学研究科と自然科学研究科）
のうち，フロラ研究や分類学的な研究を行った者は，
対象地域や対象分類群の標本を数多くNGUに残し
ている。100点以上の標本を残している学生，院生
の名前と所属年度，対象地域もしくは対象分類群を
以下に列挙する。

森絵美（2012，新潟大学五十嵐キャンパス）
阿部 知美（2013，ジャニンジンCardamine impatiens 

L. var. impatiensとホソバジャニンジンC. 

impatiens L. var. tenuissima Honda）
金田風花（2016～ 2017，新潟市内の湖沼）
坪田 和真（2016～ 2018，アギナシSagittaria 

aginashi Makino）
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図3．NGUにおける標本管理．a）木製の標本棚に収蔵されている様子．b）アーカイバル容器に収蔵さ
れている様子．c）マウント作業．d）配架作業．e）マウント後，配架されてジーナスカバーに収めら
れた標本．f）DNA解析用に冷凍保存されている標本の断片．�g）チャック付きポリ袋に防虫剤と共に
収納されたジーナスカバー．h）標本棚に収納されたジーナスカバー．
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緑川 昭太郎（2017～，トリゲモNajas minor All.と
オオトリゲモNa. oguraensis Miki）

内藤 芳香（2019～，ヒツジグサNymphaea pygmaea 
(Salisb.) W.T.AitonとエゾベニヒツジグサNy. 

tetragona Georgi）
李裕梨（2019～，アオウキクサ属Lemna L.）
鈴井朋弘（2020～，タヌキモ属Utricularia L.）

４．NGUにおける標本管理
標本管理者は，2012年4月より著者の一人である
教育学部准教授の志賀隆である（2021年10月現在）。
標本は教育学部D棟4階の一室（D2401，20m2）に，
木製棚6つと，無酸の弱アルカリ性の紙製の標本
箱［商品名：アーカイバル容器（株式会社資料保存
容器，東京）］60箱に収蔵されている（図3a，b）。
科の配列は，PPGⅠ（The Pteridophyte Phylogeny 
Group，2016）とAPGⅣ分類体系（The Angiosperm 
Phylogeny Group，2016）に従い，属以下の配列は
アルファベット順としてある。
標本台紙はナポレンホワイト菊判（山忠アート
メディア事業部，新潟）の90kgと121 .5kgを45×
31cmに切りそろえ，標本のサイズや重量によって
使い分けている。標本台紙にマウントされた植物標
本を挟み込むジーナスカバーには，ボンアイボリー
＋の265kg（山忠アートメディア事業部，新潟）を
66×46cmに裁断したものを使用している。なお，
これらはともに酸性紙であるため，将来的には中性
紙の標本台紙，ジーナスカバーへの変更を計画して
いる。
マウント作業は，数名のボランティアスタッフと
植物分野の研究室に所属する学生とによって，月に
数日の頻度で進められている（図3c）。マウントさ
れた標本はデータベースへ登録後，各分類群のジー
ナスカバーに配架される。配架作業は年1～ 2回，
教員，学生，ボランティアスタッフによって行わ
れ，2012年以降は1年あたり1 ,000～1 ,500点のペー
スで標本が配架されている（図3d，e）。なお，水
生植物と2019年以降に新しく配架された標本に対
しては，DNA解析用の断片を予め標本より採取し，
－20℃で冷凍保存を行っている（図3f）。

NGUにおける総合的有害生物管理（Integrated 
Pest Management；IPM）は，基本的な対策として，
標本室の窓に目張りを施し，カーテンにより遮光す
るとともに，5月～ 10月はエアコンディショナーを
24時間稼働し，室温を約20℃，湿度50％程度に管
理している。また，標本室を直接薬剤燻蒸すること

が難しい為，ジーナスカバーごとに防虫剤を入れた
チャック付きのポリエチレン製の袋に収蔵している
（図3g，h）。これに加えて，標本の配架前に1週間
以上の冷凍処理（－20℃以下）と解凍処理を2回以
上行っている。IPMにはモニタリング作業が欠かせ
ないが，年に数度の配架の際に虫害の確認と防虫剤
の入れ替えを行っている。上記の対策により，2012

年以降は虫害を極めて限定的に制御することができ
ている。

５．コレクションの概要
NGUには現在，データベースへ登録済みの標本

が11 ,750点（2021年10月14日現在），未登録の標
本が12 ,000～ 15 ,000点程度，収蔵されている。こ
のうち，未登録の標本は分類体系順には整理されて
おらず，コレクション毎に標本箱に収められている。
データベースへの登録作業は，ハーバリウム管理者
の研究対象である水生植物や湿生植物の標本を優先
的に進めている。そのため，現在アクセスできる植
物標本には年代，分類群に偏りがある。師範学校・
分校時代のコレクションの整理が進む事により，こ
れらは大幅に変更されることが予想されるが，登録
済み標本の概要を紹介したい（表1～ 3，図4）。

NGUには車軸藻類，維管束植物で合わせて197

科，約2 ,100分類群の標本が収蔵されている。その
ほとんどが種子植物であるが，車軸藻類も精力的に

収集され，既に168点が登録されている（表1）。水
生植物を含む科の収蔵点数が多く，上位からヒル
ムシロ科（1 ,060点），カヤツリグサ科（1 ,017点），
トチカガミ科（765点），イネ科（616点），スイレ
ン科（606点）等が集中的に収集されている（表
2）。また，特に多く採集されている分類群の上位5

種は，ヒツジグサNy. pygmaea（166点），アギナシ
S. aginashi（165点），オオトリゲモNa. oguraensis

表1．NGUに登録されている植物標本の内訳.
分類群 科数 標本数
車軸藻類 1 168

ヒカゲノカズラ類 3 54

大葉シダ植物 19 227

種子植物 173 11,233
（裸子植物） （6） （45）
（被子植物） （167） （11 ,188）
その他 68

合計 196 11 ,750
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（120点），トリゲモNa. minor（111点），コウホネ
Nuphar japonica DC.（105点）であった。これらは，
所属学生や教職員が研究対象とした分類群である。
これら登録済み標本の採集産地は，ほとんどが日本
国内（10 ,971点）であるが，モンゴル国（353点），
大韓民国（327点）など東アジアを中心とした海外
産の標本も700点以上収められている（表3）。国内
では，新潟県（5 ,647点）において特に多く採集さ
れているが，北海道，東北地方，北関東の標本も充
実している（表3）。西日本で採集された標本は一

部の府県に限られ，九州地方や四国地方での採集標
本はわずかである。

NGUの登録済み標本の採集年代は，著者の一人
である志賀の着任以降の2012年～ 2021年に偏り，
標本点数は10 ,010点に上る（図4）。今後，師範学校・
分校時代の標本の整理が進むことによって全貌が明
らかになると思われるが，2011年以前についても，
第二次世界大戦終盤や終戦直後など一部の時期を除
いて，定期的に標本が収集・保管されている（図4）。

なお，タイプ標本（基準標本）はホロタイプ
やアイソタイプは2021年10月現在の時点にお
いて収蔵されておらず，ミツバオヘビイチゴ
Potentilla anemonifolia Lehm. f. suoensis Naruh.（N. 

Naruhashi 06070102，NGU3613），カジクマイチ
ゴRubus× kajikumaichigo Naruh.（N. Naruhashi 

04051702，NGU3622），サイコクヒメコウホネ
Nuphar saikokuensis Shiga et Kadono（Shiga 3683 , 

NGU123，ほか7点）のパラタイプが収蔵されてい
る。

６．特筆すべきコレクション
６－１．水生・湿生植物コレクション
生活史の中で水環境に依存し，水辺に生育する植
物を一般的に水生植物と呼び（例えば，生嶋 1972 , 
角野 1994 , 2014），長期間の冠水状態への耐性を
持たない湿地生の植物（湿生植物）と区別する。
NGUでは，水生植物と湿生植物を日本全国から集
中的に収集している（図1b，c）。首藤ほか（2019）
ではシダ植物を除く日本に生育する維管束植物（外
来種や一部の園芸種を含む）を対象に，水生植物を

表3．NGUのデータベースに登録された植物標本
の採集産地.

順位 国名 /都道府県名 標本数
国別 1 日本 10 ,971

2 モンゴル国 353

3 大韓民国 327

4 ロシア連邦 33

5 その他 66

都道府県別 1 新潟県 5 ,647

2 青森県 605

3 福島県 428

4 北海道 340

5 群馬県 285

6 大阪府 281

7 兵庫県 267

8 栃木県 263

9 山形県 262

10 山梨県 232

図4．NGUに収蔵されている標本のうち，デー
タベースに登録されている標本の採集年代．

表2．NGUのデータベースに登録されている標本
のうち，収蔵点数が多い科.
順位 科名 収蔵標本数

1 ヒルムシロ科 1 ,060

2 カヤツリグサ科 1 ,017

3 トチカガミ科 765

4 イネ科 616

5 スイレン科 606

6 キク科 499

7 オモダカ科 426

8 ガマ科 386

9 アブラナ科 340

10 バラ科 339
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292分類群，湿生植物を828分類群リストしている
が，NGUにはこのうち，水生植物207分類群4 ,546

点，湿生植物262分類群1 ,179点の標本が収蔵され
ている。
これらの水生・湿生植物の標本は，新潟大学教育
学部に所属する教職員，学生が自身の研究活動の中
で採集したものが多いものの，官公庁の事業に関連
して採集された標本も少なくない。例えば，環境省
が実施している重要生態系監視地域モニタリング推
進事業（モニタリングサイト 1000）の15の水生植
物調査サイトについて（環境省自然環境局生物多
様性センター 2021），2015年以降の調査の証拠標本
が収蔵されている。また，第3次および第4次尾瀬
総合学術調査や河川水辺の国勢調査の際に採集され
た標本が収蔵されている（例えば，志賀ほか 2018，
薄葉ほか 2022）。
海外の水生植物の標本に関しては，モンゴル国や
大韓民国において行われた野外調査の証拠標本が収
蔵されており，これには両国において初記録となっ
た水生植物の証拠標本（Choi et al. 2014 , Lee et al. 
2020 , Shiga et al. 2020）や植物相調査の証拠標本が
含まれる（例えば，Baasanmunkh et al 2019）。

６－２．師範学校，分校時代に採集された標本
NGUの元になった教育学部植物標本庫には，新

潟師範学校 -新潟大学新潟本校と高田師範学校 -新
潟大学高田分校から引き継いだ標本が収蔵されてい
た。これらは歴代の教職員，学生が採集した標本群
であり，新潟師範学校，高田師範学校ともに1900

年代前半から標本が残されている。採集当時の新潟
周辺の自然や，師範学校や分校における自然史教育
の様子を知るうえで極めて貴重なコレクションであ
るが，2012年時点では保存状態が極めて悪く，虫
害で植物体が完全に失われたものも少なくなかっ
た。そのため，2014年に整理を行った際に，虫害
がひどくラベルも失われた標本はやむを得ず廃棄さ
れることとなった（図2）。その後，冷凍処理を施
した標本は段ボール箱で30箱分におよび，およそ
10 ,000点程度と予想される。現在，著者らは鋭意
整理を進めており，整理作業が完了次第，改めて報
告できればと考えている。
前述の通り，五十嵐キャンパスに教育学部が統合
される際，高田分校に収蔵されていたスゲ属植物を
中心とした「吉川標本」は1981年に上越教育大学
に移管された（現在はTHUに移管）。この「吉川標本」
は『日本スゲ属植物図譜（全3巻）』（吉川 1957 , 

1958 , 1960）の証拠標本であり，『吉川標本目録』（岩
野 1974 , 1978）としてまとめられている。「吉川標本」
以外の高田分校の標本が統合後の教育学部に引き継
がれることになったが，『吉川標本目録』にリスト
されなかった，吉川氏のスゲ属以外の標本や，学生
や共同研究者が採集したと思われるスゲ属植物の標
本が僅かながらNGUに残されている。これらの整
理は今後の課題と言えるだろう。
新潟県内で採集された植物標本のうち，最も古

いと考えられるものは著者らの調査ではTNSに収
蔵されている1885年8月に採集されたホソバコゴ
メグサEuphrasia insignis Wettst. subsp. insignis var. 
japonica (Wettst.) Ohwiである（志賀 未発表）。NGU
に収蔵されている標本の中で，現在確認できる最
も古い標本は，1906年に菱ヶ岳（上越市）で採
集されたケトチノキ（ウラゲトチノキ，Aesculus 

turbinata Blume f. pubescens (Rehder) Ohwi ex Yas.
Endo）であった（NGU未登録標本）。積雪地域植
物研究所に収蔵されている，新潟大学理学部のコレ
クションでは，1904年が最も古い採集記録である
（志賀 未発表）。1900年代に入り，新潟県内の関係
者が自ら植物標本を採集し，ハーバリウムを整備し
ていった様子がうかがえる。

６－３．新潟大学五十嵐キャンパスの植物�
教育学部植物標本庫は，2012年5月に石澤進博士

から，1980年代から1990年代にかけて五十嵐キャ
ンパスの植物相を調べるために石澤博士が採集した
植物標本およそ1 ,000点の寄贈を受けた。1970年代
後半に新潟大学五十嵐キャンパスが整備されるより
前，同地は砂丘地であるため，多くの海浜植物が生
育していた（石澤進 私信）。その後，キャンパス内
にはクロマツが侵入して，草地が樹林化すると共に，
外来植物の侵入により海浜植物を主体とした草地の
植生は大きく様変わりしたと言う（石澤進 私信）。
寄贈を受けた標本群は，かつての五十嵐キャンパス
の植生を示す貴重な資料である。現時点で標本台紙
へのマウントやデータベースへの登録は完了してお
らず，このコレクションの整理も今後の課題である。
なお，教育学部植物学教室では2012年度以降，

五十嵐キャンパスの植物を定期的に収集しており，
356分類群846点（園芸種や植栽種を含む）の標本
がNGUに収蔵されている。

７．NGU収蔵標本の理科教育学的価値
植物標本を含む生物標本の学術的な価値，利用可
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能性についてはこれまで，様々な論文，報文の中
で議論されている（例えば，鈴木 2007，Wandeler 
et al. 2007，細・鈴木 2012，志賀 2013）。ここでは
NGUに収蔵されている植物標本の理科教育学的な
価値について特に注目して議論を行いたい。
ハーバリウムに収蔵されている植物標本は，分類
群横断的，地域横断的，様々な季節・年代において
収集されたものであるため，小学校第３学年の「身
の回りの生物」，第４学年「季節と生物」，中学校第
１学年「生物の観察と分類の仕方」，「生物の体の共
通点と相違点」，中学校第２学年「植物の体のつく
りと働き」，中学校第３学年「生物の種類と多様性
と進化」における教材としての利用可能性を秘めて
いる。しかし，ハーバリウムに収蔵される標本は学
術資料であり，半永久的に保存されるものであるた
め，破壊的な利用は極力控えるべきである（志賀 
2013）。学校教育において児童・生徒はもちろん，
標本の扱いに熟達していない教員が直接的に触れて
利用する教材には向いていない。そのため，様々な
標本の高解像度画像データを整備して非破壊的な利
用を可能とすることで，学校教育の中における利
用価値が高まると思われる。現在，NGUの収蔵標
本は画像データベース化していないが，標本画像の
撮影とデータベース化については様々な方法が提案
されている（例えば，森口ほか 2012，Takano et al. 
2019）。NGUに収蔵されている標本群の画像データ
ベース化と公開は今後の大きな課題の一つである。
また，NGUに収蔵されている師範学校・教育学

部分校時代の標本は，当時の各校が開講していた博
物学や生物学の講義の中で採集されたものが数多く
含まれている。これらは，理科教員を目指す学生に
対してどのような指導が行われてきたのかを示す，
科学教育史における貴重な資料と言えるだろう。例
えば，高田師範学校や高田分校の標本の中には大蓮
華山や妙高山などの標本が数多く残され，学生が採
集したと思われるものも含まれている。また，1950

～ 1960年代の教育学部高田分校における吉川講師
の植物巡検では，1年生全員に対して400種の植物
標本の作製が課されており（松井浩 私信），この際
に採集されたと思われる標本も多数収蔵されてい
る。2021年現在の新潟大学教育学部理科専修では，
生物科の3年生に対象を絞った「植物野外実習」が
開講され，4回の野外実習への参加と200種の植物
標本作製が課題として出されている。師範学校，分
校時代は現在と比べて生物分野の学生に限らず，野
外での活動や，現物を見て触る活動が重要視され

ていたことがわかる。分校時代の教職員がどのよう
に学生に接してきたかは，当時の教員の退官記念
誌（新潟大学教育学部生物科同窓会 1970，矢野孝
二教授退官記念誌刊行委員会 1978，杵淵博教授退
官記念事業実行委員会 1984）や新潟大学教育学部
生物同好会の『会誌』（新潟大学教育学部生物同好
会 1955–1961 , 1965）に詳しいが，分校の前身とな
る師範学校でどのような教授がなされていたのかは
定かでは無い。NGUの標本を詳しく解析すること
で師範学校時代からも含めて，新潟県における自然
史教育の歴史が明らかになることが期待される。
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