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130年にわたって採集された微生物さく葉標本の目録の作成と公開
Constrtlction of lnvento7 of]ν licroorganisnl D[ynesS Specimen Donated for 130 Years and the]Exhibition on thc Web
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要約 農業環境技術研究所に保存されている 1876年以降に採集 された微生物 さく葉標本 7,204

点の目録を作成 した。タイブ標本、菌学者 SydOw氏 らの標本、一般 さく葉標本など菌種 365

属 1,477種、寄主植物 621属 1,322種の標本情報が収録 されている。

背景・ねらい

糸状菌 (かび)の分類研究では、標本は不可欠である。特に植物に寄生するかびの新種記

載時には、かびが寄生 した植物葉の乾燥押葉などをさく葉標本 として標本館で保管する必要が

ある。農業環境技術研究所には、旧農商務省農事試験場時代の明治期から数多くの微生物標本

が収められている。 しかし、今までこれら微生物標本の目録はなく、標本の有効活用のための

支障となつていた。そこで、標本館所蔵の全微生物 さく葉標本の目録を作成 し Wcb上で公開

した。

成果の内容・特徴

1。 1876年以降に収集 され農業環境技術研究所に保存されている微生物 さく葉標本 7204点 に

関する、菌種 365属 1,477種 、寄主植物 621属 1,322種 の目録を作成 した。本 目録には、タ

イプ標本類、SydOw氏 ら標本、一般 さく葉標本など (表 1,図 1)について、微生物種名、

異名、病名、寄主植物和名、学名、採集地、採集年月 日および採集者などの基本標本情報

が収録 され、Web(http://― .niaes.affrc.gojp/inventw/microorg/specimcn/index.html)で 公開さ

れている (図 2)。

2.「 タイプ標本類Jに は、正基準標本 (ホ ロタイプ)13点 と、正基準標本 とともに指定 され

た副基準標本 (ア イ ソタイプ)2点 、お よび重複標本 (パ ラタイプ)1点が収録 されている。

3.P.Sydow氏 、N.G.Lagcrlleim氏 ら著名な菌学者 によつて、ス ウェーデ ン、 ドイツ、オース

トリアな どで収集 された野草類のクロボ菌および さび菌の標本 を 「Sydow氏 ら標本」 として

収録 した。

4.「一般 さく葉標本」は、主 として 日本で採集 された微生物乾燥 さく葉標本で、これ らを宿

主植物学名 のアル ファベ ッ ト順 、同一植物では寄生す る微生物の学名 のアル ファベ ッ ト順

に収録 した。植物分類学者である牧野富太郎氏が収集 した微生物標本 7点 も含まれ、特に、

標本数の多いもの として堀正太郎氏 (元農事試験場)の標本 (659点 )な どがある。

5.「 日野氏ブラジル採集標本」は、 日野稔彦氏 (元農業技術研究所)が 1974… 1975年 にブラ

ジルのルイス・デ・ケイ ロス農学校 (ESLAQ)に 滞在 中、その周辺地域で採集 した標本 (196

点)で ある。

6.「キノコ類標本」は、1957-1965年 に国内で採集 されたもので、学名のアル ファベ ッ ト順 に

収録 した。
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成果の活用面・留意点

1.標本は糸状菌な どの微生物の分類に不可欠であ り、本 目録は糸状菌の分類研究に貢献す る。

2.一般標本については旧地名が記載 されていることもあ り、パケッ ト (標本袋)に記載 され

たままの地名 を収録 ヒ́、現在 の地名 には変換 していない。 このため、一般標本 と Sydow氏

らの採集標本な どの採集地名は、牧野標本館 (首都大学東京)の例に従い 「ラベル地名 (原

記載 を加工せずにそのまま記載 した もの )」 欄 を作成 し掲載 した。

具体的データ

表1収録されている標本の種類

標本の種類 点数

タイプ標本類

Sydow氏ら標本

一般さく葉標本

日野氏ブラジル採集標本

キノコ類標本

図 1微 生物 さく葉標本

上図 :パケッ ト (標本袋 )

下図 :パケッ ト中のさく葉標本
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図2微生物標本目録公開Webサ イ トの トップ画面

問い合わせ先

生物生態機能研究領域 小板橋橋基夫・封馬誠也

電話 :029… 838-8355,E―mail:koita@affrC goJp,seya@affrC gojp
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