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テシオコザクラのレクトタイプ (高橋英樹a, 村上麻季b)
Hideki TAKAHASHI and Maki MURAKAMIb : Lectotype of Primula takedana Tatew.

(Primulaceae)
Summary: A specimen of Primula takedana
Tatew. was lectotypified by Takahashi and
Tsukui in 1994 and the lectotype is deposited in
the Herbarium of the Hokkaido University
Museum (SAPS). However, a specimen of P.
takedana that was sent by Tatewaki to Makino
has been displayed as the possible lectotype in
the specimen database of MAK. The MAK specimen is recognized as an isolectotype in this
study. Other isolectotypes are also kept in KYO,
SAPS and TI.
テシオコザクラ Primula takedana Tatew. は,
1928 年 植 物 研 究 雑 誌 上 で 北 大 の 舘 脇 操
(1899–1976) によって発表されたサクラソウ
属の新種で, 北海道天塩地方の蛇紋岩砂磔地
に固有である. 発表当時, 舘脇はまだ20代で
あり, 本種は館脇にとっての新種発表第 1 号
だった (伊藤 1989). 種形容語 takedana は
本邦サクラソウ属の権威武田久吉に献名され
たものである (Tatewaki 1928, 舘脇 1928).
初発表文 (Tatewaki 1928) では, 以下の二
つの標本 (M. Tatewaki, VII. 17, 1927; Y. Saitô
& M. Tatewaki, VI. 4, 1928) が引用されてお
りこれらがシンタイプとなるが, 保管標本庫
は明記されていない. 舘脇 (1928, 1931) に
は, 1927年 7 月に結実した個体を得ていたも
のの, 1928年 5 月にさらに開花期の個体を精
査した (実際の採集日は 6 月初旬である) こ
とで新種であるという見解に至った旨が記さ
れている. 採集地は北大天塩演習林内のヌプ
ロマッポロ沢で, 自生地は現在でも保護され
ている.

北大植物標本庫には M. Tatewaki (VII. 17,
1927) は 1 枚あり, 舘脇の標本番号9424の果
実標本 (SAPS 010617) であり, 初発表の図
IV で使われた果実の原図が台紙右上に貼ら
れている. Y. Saitô & M. Tatewaki (VI. 4,
1928) と思われる標本は 4 枚あり, 開花期の
標本である. 4 枚のうち 3 枚には舘脇標本番
号10765が手書きで付されており, これら 3
枚のうち 2 枚 (SAPS 010620, SAPS 010621)
の標本ラベルは全て手書きで採集者名が
｢Saito & Tatewaki｣ とあり ｢Grassy places:
Upper Nupuromapporo, a branch of Teshio R.,
Prov. Teshio ｣ と 書 か れ て い る . 標 本 番 号
10765 が手書きで付されている 3 枚のうちの
残りの 1 枚 (SAPS 010619) は, 採集者 ｢M.
TATEWAKI｣ のみ判が押され, ｢天塩演習林
ヌポロマッポロ上流｣ と日本語の手書きとなっ
ている. 舘脇番号10765が付されていない残
りの 1 枚の標本 (SAPS 010618) ラベルには
｢TYPUS｣ の印が押されている. 手書きの和
名 ｢テシホコザクラ｣ を除くと全て英文のタ
イプ打ちラベルとなっており, 採集者は ｢M.
Tatewaki｣, ｢Upper Nupuromapporo, a branch of
the R. Teshio, Teshio Experimental Forest｣ と
ある. タイプ標本であることを意識し, 整え
た体裁のラベルを作成したものと考えられる.
Y. Saitô & M. Tatewaki (VI. 4, 1928) と思
われる以上 4 枚の標本の採集年月日はいずれ
も1928年 6 月 4 日であるが, 採集者として
｢Saitô & Tatewaki｣ と ｢M. Tatewaki｣ の 2 種
類があったり, 地名表記に若干の不一致や標
本番号が付されていたりいなかったりする.
重複標本のラベルを複数枚作成する際に, 採
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集者や地名の記述に不一致が生じることは十
分考えられる. 標本となった植物体の生育状
態や標本の作成状態も重複品であることを裏
付けている. 北大植物標本庫 (SAPS) に保
管されているこれら 4 枚の標本は, 初発表文
で 舘 脇 が ｢ Y. Saitô & M. Tatewaki! VI. 4,
1928｣ として引用した標本とその重複標本と
考えて差し支えないだろう. なお, 採集者
｢Y. Saitô｣ とは, 舘脇 (1931) がテシオソウ
の項で言及している ｢多年台湾及び天塩等の
演習林に於いて, 植物探究に貢献せられた齋
藤 (良秀) 氏｣ であると考えられる. 齋藤は
1928年当時, 天塩第一・第二演習林派出所の
所長をしていた (北海道大学演習林 1963,
北海道大学農学部附属演習林 1981).
以上より, Takahashi and Tsukui (1994) は
北大標本の 4 枚をシンタイプ, そのうちの 1
枚, ｢TYPUS｣ 印が押された標本をレクトタ
イプとすることに問題はないと考え, テシオ
コザクラのタイプ標本について ｢Syntypes:
Upper Nupuromapporo, a branch of the Teshio
River, Prov. Teshio, M. Tatewaki 10765, June 4,
1928, fl. (SAPT! lecto., SAPT! iso.); M.
Tatewaki 9424, July 17, 1927, fr. (SAPT!).｣ と
記述してレクトタイプ指定した (当時使われ
ていた北大植物標本庫の略称は SAPT, 現在
の SAPS). しかし, この指定方法では, 4
枚の重複した花標本のうちのどの標本がレク
トタイプであるかを特定できないので, ウイー
ン規約9.15条 (McNeill et al. 2006) に従い,
｢TYPUS｣ 印のある標本にまでより一層限定
することが必要と考えた.
一方, 首都大学東京牧野標本館から出てい
る標本データベース (牧野標本館 2000) で,
牧野標本館に舘脇標本番号10765が付された
テシオコザクラの花標本が保管され, Type
status が ｢Lectotype?｣ とされていることに気
づいた. この標本は論文投稿時に舘脇から,
植物研究雑誌を主宰していた牧野富太郎
(1862–1957) に送られたと思われる重複標本
である. この標本写真が舘脇の初発表論文
(Tatewaki 1928) に掲載されている. 牧野標
本館標本には, 檜山庫三によるテシオコザク
ラとする同定ラベル (1959年) があり, さら
に 1 枚のラベルでレクトタイプに指定する旨
｢In the original text by Tatewaki, two specimens
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are cited, and this can be only fl. spec.
Accordingly this sheet is safely chosen as Lectotype!!｣ が書かれ, もう 1 枚のラベルでは当
該標本が初発表文で写真引用されている旨
｢This is just the specimen of the photo on p. 30
of Journ. Jap. Bot. vol. 5.｣ と書かれている.
北大と牧野標本館にあるテシオコザクラの
｢タイプ標本｣ は明らかに重複標本であり,
どちらも初発表文で引用されたシンタイプ標
本の内の花標本であり, どちらをレクトタイ
プとして認めるべきかが問題となる.
牧野標本館標本には舘脇のラベルに加えて
上述したように 3 枚のラベルが貼られている
が, 牧野標本館の標本整理に長年尽力した檜
山が1959年に当該標本に気づき, その前後に
レクトタイプに指定したと考えてよいだろう.
しかし檜山の多数の著作をチェックしたが,
レクトタイプ指定を公表した出版物を見出せ
なかった. 檜山のレクトタイプ指定は標本上
に貼付されたラベルでの意見であり, 有効に
発表されていない. 牧野標本館タイプ標本デー
タベース (牧野標本館 2000) においては,
テシオコザクラの Type Status は ｢Lectotype?｣
と疑問符付きでリストされており, そのタイ
プステータスについて精査する必要性を喚起
している, と判断される.
テシオコザクラのレクトタイプ選定に際し
ては, ｢学名の著者が意図した指示を優先さ
せるべき｣ とする勧告 9 A (McNeill et al.
2006) に従い, 著者である舘脇の意図を尊重
すべきであろう. 北大標本には ｢TYPUS｣
印が押されている. このタイプ印は採集年が
1940年以前の標本のみに使われているもので,
それ以降に採集されたタイプ標本には押され
ていない. 新種発表に伴って舘脇自身, ある
いはその了解の下に押されたと考えるのが自
然である. 牧野標本館標本にはタイプに関す
る舘脇や牧野のコメントは認められないし,
台紙右側には ｢写真ニ撮りし上, アオ版ニ製
版の事. 之レヲ五寸ニチヂメル｣ という鉛筆
による書き込みが読みとれる. 牧野標本館標
本は, 単に植物研究雑誌論文中の掲載写真と
して使用するために, 舘脇から牧野に送られ
たものと解するのが自然である.
本報告では, 個々の標本に ID 番号 (SAPS
No.) を付してより限定した指定を行う. テ
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Fig. 1.

Lectotype of Primula takedana Tatew., deposited in SAPS.
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シオコザクラのレクトタイプは北大標本
(SAPS 010618) であり (Fig. 1), 3 枚のア
イソレクトタイプ (SAPS 010619–010621)
が北大に, 1 枚のアイソレクトタイプが首都
大にあることになる. さらに北大のアイソレ
クトタイプ標本 (SAPS 010621) の一部個体
が1932年に京大に, 1934年に東大に送付され
ており, これらも重複標本とみなされる
(8.3条) ので, アイソレクトタイプである.
北大の果実標本 (SAPS 010617) はシンタイ
プとなる.
なおテシオコザクラのタイプ標本について
は 既 に い く つ か の 記 述 が あ る . Smith and
Fletcher (1946) では ｢タイプ標本は日本に
ある｣ と書かれているのみである. Inagaki
and Toyokuni (1966) ではテシオコザクラの
タイプ標本が北大農学部植物標本庫 (当時
SAPT, 現在の SAPS) に保管されているこ
とが明記されているが, 重複標本の存在やタ
イプステータスについては述べられていなかっ
た. さらに Fenderson (1986) ではテシオコ
ザクラのタイプ標本は ｢holotype, TI?｣ とさ
れており, やはりテシオコザクラのタイプ標
本の所在が不明確であったことを裏付けてい
る.
Primula takedana Tatew. in J. Jpn. Bot. 5: 29
(1928).
Type: Hokkaido, Prov. Teshio, Teshio Experimental Forest, a branch of R. Teshio, upper
Nupuromapporo, Jun. 4, 1928 [fl.]. Y. Saito & M.
Tatewaki 10765 (SAPS 010618–lectotype; SAPS
010619, SAPS 010620, SAPS 010621, KYO,
MAK 007376, TI–isolectotype, designated here).
Hokkaido, Teshio Experimental Forest of
Hokkaido University, Nupuromapporo, Jul. 17,
1927 [fr.]. M. Tatewaki 9424 (SAPS 010617–
syntype).
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