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表紙

冬の日光植物園

今年は例年になく雪が多い冬になりそうです．雪は，地表面を覆って土壌温度の低下を緩和す
るため，地中で冬越しをする植物にとってはありがたい存在です．しかし日光植物園のあるとこ
ろでは，気温が -10 度を下回ることもあるのに積雪量があまり多くありません．そのため，高山
植物を守るために，ロックガーデンでは雪の代わりに落ち葉で地表を覆っています．写真は芝生
広場から見た実験室です．建物の背後に女峰山が見えます．（2003 年 3 月 7 日 撮影）

巻頭随筆

この建物を父は教授室と実験室，作業室として
使うことになりました。実験室には化学的研究に

柴田記念館改修完成に際して

も使える設備が作られました。父は大学卒業 ( 明

柴田 承二

治 32 年 (1899 年 )) 後最初植物分類形態学的研究
から入りました。この研究室の正面入口左手の記

本園の正門を入った所に柴田記念館の立札が目

念碑の前に植えられているオカメザサの研究も初

に入りますが，年々 10 数万を数える本園への一

期の仕事の一つだと思いますが，その後次第に植

般入園者の方々にとってもまた植物愛好者にとっ

物生理学的研究を指向するようになり明治 37 年

ても柴田桂太の名は牧野植物図鑑で有名な牧野富

(1904 年 ) には「かび類に於けるアミド分解」の

太郎博士やイチョウの精子発見者の平瀬作五朗氏

研究で生理化学への第一歩を踏み出しました。明

のお名前程有名でなく，一体何者の何故あっての

治 41 年から 2 年ほど当時札幌にあった東北大学

記念館かと思われることと思います。私の父柴田

農学部 ( 現北大農学部 ) 教授をつとめたものの外

桂太はそれ程世間的に知られていない一生地味な

国留学の念止み難く講師に降格を厭わず東京に

学問に徹した一学者でありました。記録によると

帰ってきてしまい明治 43 年 (1910 年 )4 月にはド

明治 30 年 (1897 年 ) 東京帝国大学の植物学教室

イツに向かい，ライプチヒ大学の植物生理学プェ

が本郷から当植物園内に移転したとなっています

ファー教授の研究室に留学しました。シダ類精子

から，それから昭和 9 年 (1934 年 ) 本郷キャンパ

の走化性や細菌やかびの酵素の仕事をやり 1912

スの理学部 2 号館が完成し，そこに再び戻るまで

年帰国間際の 3 ヶ月間はフランクフルト大学のフ

約 37 年間植物学教室が正門，
正面の坂を登りきっ

ロイント教授の下で有機化学の実験を習得し，ジ

た場所に木造平屋建の形で存在して居りました。

ヒトロヒドラスチニンの立体構造の研究をまとめ

その古い建物は太平洋戦争末期昭和 20 年 (1945

ました。明治 45 年 (1912 年 )3 月帰国後は助教授

年 )5 月 24 日アメリカ空軍の東京大空襲で正門，

として東大の植物学教室に復帰しましたが，その

大温室，日本庭園にあった通称「御殿」と呼んだ

後は教授として植物生理学および生理化学 (plant

木造日本家屋と共に焼失してしまいました。その

physiological chemistry) の道を開拓することにな

本館のすぐ背後にあった小さな木造モルタル塗り

りました。その手はじめの研究が植物フラボン体

の建物は幸いに焼失を免れて今日まで残ったわけ

の研究であったのです。高山植物がその花弁の表

です。

層に近く特に美しいフラボノイド色素 ( アントシ

さてこの建物ですがこれは大正 7 年父が「植物

アン類 ) を含有しているのはそれが高山の強い紫

界におけるフラボン体の研究」で帝国学士院恩賜

外線を吸収しその細胞に対する障害を弱めるため

賞を頂いたのを記念して大正 8 年 (1919 年 ) その

だと考えたりしました。

賞金に父の慶応義塾大学幼稚舎 ( 小学校 ) 時代の

また塩酸とマグネシウムによる還元反応でフラ

同級生で当時三菱の重役であった今村繁三氏が匿

ボノールからベンツピリリュウム環を有するアン

名で寄付して下さった御厚志を加えて合計 5000

トシアニジンへの変換に着目し簡単な呈色反応を

円程で建てられ東大に寄付したものであります。

考案して数百種の植物に於けるフラボン体の分布

私が知っている戦前の物価では 1 米ドルが 2 円

を精査しました。丁度その当時そのような化学的

でしたし，大学の助手の初任給が 60 円〜 80 円位，

な研究をやるのには植物教室の施設は貧弱だった

それで背広の三つ揃が充分出来ました。

ので大正 7 年学士院恩賜賞を頂いたのを幸いこ

東大の学生食堂の昼定食が 15 銭で，25 銭出せ

れを新しい研究施設に投じようと思ったのでしょ

ば特別にうな丼が食べられ，丸の内の映画館で 1

う。しかし現在でも学士院賞々金は他の学術賞金

円 50 銭で洋画が観賞出来た時代ですから，5000

に比べると高い名誉の割には少額ですが当時でも

円で家が一軒建てられたわけです。

同様で，その足りない部分を見兼ねた古い友人が
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直後の時代に林孝三氏はヤグルマギクの花の搾汁
から青い色素をそのままの形で取り出し精製し，
これがアントシアニンとフラボンの鉄，マグネシ
ウムを含む高分子錯体であることを先ず提示しま
した。その後この研究を引き継いだ林孝三氏門下
の武田幸作氏 ( 現東京学芸大学名誉教授 ) らが更
に研究を続けて 6 分子のアントシアニンと 6 分子
のフラボンにマグネシウムと鉄更に 2 原子のカル
シウムを配した決定的な全体像を X 線結晶解析で
明らかにし，2005 年 8 月の Nature 誌上に発表す
るに至りました。これまでに研究の発端から 90
年に近い歳月が経っています。
その他この研究室からは植物トリテルペン化学

柴田桂太教授．教授室にて（昭和 9 年）

の初期にこれを開拓した北里善次郎氏，植物の光
合成や呼吸作用の研究，チトクロームの研究を推

篤志の資金を提供して下さったものと思われま

進した田宮博，奥貫一男氏ら，その協力者薬師寺

す。

英次郎，小倉安之氏ら，蛋白質の研究に携わった

そのようにして出来上がったこの小さな研究室

田沢康夫氏，炭水化物の研究を進めた大槻虎男，

からはその後昭和初期から太平洋戦争に至る時代

村上進氏らが父が主幹として 1922-1949 年の間

多くの植物生理化学の俊英を輩出することになり

出版していた欧文植物化学雑誌 Acta Phytochimica

ました。

を拠点とし海外に向けて活発な研究活動を展開し

まず当時から現在に至るまで一貫して行われた

わが国の植物生理化学を築きあげました。それら

研究には青い花色の発現機構の研究があります。

の仕事の大部分はこの小さな研究室から生まれた

1913 年ドイツの有名な植物有機化学者のウイル

ものということができましょう。

ステッター教授とその女性の助手エヴェレストが

私は少年時代度々この研究室に遊びにきて化学

ヤグルマギクの青い花の色素が赤いバラの色素と

実験室特有の臭いを嗅ぎ実験台の上で沸騰して

同じアントシアニンであり，遊離したアントシア

いる水浴の上のソツクスレー抽出器の中で何か植

ニンが酸性で赤，アルカリ性で青くなることから，

物体から成分が抽出されているのを見て強く興味

花の細胞液の pH の変化によるものと発表しまし

をひかれたものです。それが私がだんだん化学に

た。これは化学的な常識によるもので，父は植物

興味を持つようになり有機化学を主とする薬学の

学者として一般に花の細胞液性は弱酸性であるこ

道に進むようになったきっかけであったと思いま

とを知っていたので，青色発現は金属元素とアン

す。今日ここからは化学実験台は取り払われ化学

トシアニンの結合によると金属錯体説を提唱し米

薬品の臭いも消えてしまいましたが新しい改修に

国化学会誌 (1919) に発表しました。その後 1931

よって記念の場所は保存され新しい使命を帯びて

年英国のロビンソン教授夫妻が Co-pigment 説と

更に有効に使用されるようになりました。このこ

称してアントシアニンと他のフラボン体の共存に

とは私にとって心から嬉しく感ずる次第です。こ

よる花色変異を提唱したことがありますが，父は

こに至るまで多大の努力をしてくださった関係者

門下の服部静夫，林孝三氏らに天然アントシアン

の方々に深く感謝申し上げる次第です。

色素の分離とそれらの化学構造を徹底的に調べさ

( しばた しょうじ

東京大学名誉教授 )

せ，それらが僅か数種のアントシアニジンに基づ

※本稿は 2005 年 5 月 21 日柴田記念館改修披露講演会に

く配糖体であることを明らかにし，その上で終戦

際して行った挨拶に加筆したものです
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トピック

ドウ属には世界中に 500 種が知られ，その内ヨー
ロッパには約 50 種があり，日本でも 30 種弱が知

ゲーテと植物 II

られている。興味深いことに日本でもトウヤクリ

長田 敏行

ンドウは，薬用として好まれるが，ゲーテもこの
点に着目していることである。そして，今日特に

本ニュースレター前号で形態学の創始者として

ドイツ圏では黄色リンドウの根より作られたリン

のゲーテの概要について述べたが，思いもかけ

ドウ酒 ( シュナプス，Enzeler という ) は，広く好

ず何人かの方に面白かったといっていただけた。

まれたゆえに材料不足で今や入手が困難になって

ゲーテにあのような側面があったことを紹介した

いるということである。特に，1930 年代以降ミュ

ことは無駄ではなかったという思いが幾分私を勇

ンヘンで大量生産されて以来，材料が枯渇し，今

気付けた。そこで，今回はゲーテが個々の植物に

やこれら植物は絶滅に瀕している。

ついてどのように接したか，それが形態学へとど

また，あるゲーテ研究者は，若年においてゲー

のように昇華して行ったかを具体例を幾つか挙げ

テはスイスの詩人にして科学にも造詣の深かっ

て述べ，ゲーテと植物の関わりの実像に迫りたい

たハラー (Albrecht von Haller) の「アルプス」に

と思う。これは事実を重視したゲーテが，いかに

あるリンドウを讃えた詩を口ずさんだことが，こ

して概念を構築していったかのプロセスの追跡で

のリンドウへの思いにつながっていると述べてい

もある。

る。特に大きく育つ黄色リンドウよりも丈が小さ
いが青い花びらをつけるリンドウを好み，何度も

１．植物アラカルト

自ら栽培しようとした。そのこだわりの現れは，

リンドウ : ゲーテは幼時から植物に親しみ，学

「ウィルヘルムマイスターの遍歴時代」にてフェ

問の遍歴時代にも多くの植物に接したが，科学的

リックスが何にもましてリンドウに目を見張る

見地から最初に興味を持ったのはリンドウであっ

が，それはこのかかわりで読まれている。

た。ゲーテは，1781 年 9 月チューリンゲンの森

ノウゼンカズラ : 形態学という考えの端緒に

(Thüringer Wald) を横断する旅行を持ったが，そ

なったのはイタリア旅行であると前号に書いた

こで見たリンドウの多様性に感銘を受けた。その

が，そこで先ず訪問して感慨を深くしたのはパド

場所はおそらく森と草原の広がるシュバルツャ

バ大学の植物園であった。この世界初といわれ

タールであろうが，そこでの出来事を詩人は後年

る植物園 ( 創立 1545 年，但し木村陽二郎先生の

「この場所ではリンドウが重要な役目を果たして

書 1 によると，ピサも世界初を主張しているとの

いる。これらの多様な植物をその姿と花で見分け

ことである ) の外周の塀一面に広がり，そこここ

ていくことは，なんと心地良いことであるか。そ

にそれこそ燃えるような真紅の花を下垂させてい

れにもまして，人を癒してくれるその根を思うこ

る植物に感銘を受けた。それは，ノウゼンカズラ

とは。これらの植物に心惹かれて，調べることと

(Campsis radicans ) であった。この北米原産の植

し，その後もそれに心をかけた」と述べている。

物は，1640 頃ヨーロッパへ園芸用に導入されて

そう聞くと，実際その場所は今どのようになって

いたが，この花の風情はいかにも南国的であった。

いるかに興味が湧き，是非行って見たいと思うが，

後年の述懐として，「この植物は私に特に強い印

それが果たされるのはいつであろうか。

象を残した。それで，自らも植物園を作ったとき

ゲーテの見たリンドウ ( 仮に和名風の名前を付

にこの植物を植え，それにはいつも目が向いた。
」

けると十字リンドウ，風船リンドウ，黄色リンド

と述べている。但し，美しさへの関心だけではな

ウ，苦リンドウ等 ) のうち，苦リンドウは，今日

く，詩人はこの植物の節に見られる吸盤状の付着

ではいわゆるリンドウ属 Gentiana には入らず，別

器にも興味を持った。そして，この器官は水の吸

属である Gentianella に含まれる。ところで，リン

収に関係しているのではと述べている。その解析
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は前号に触れたトロル (W. Troll) の後年の研究素

タネソウ (Nigella damascena ) の蜜弁の構造変化

材となった。

に着目している。中でも「緑野の乙女」ともよば
れるクロタネソウへの思い入れは一方ではなく，

私がこの植物を初めて認識したのは，25 年以上
前に名古屋大学に勤務していた時代で，通勤途中

変形論の尖兵 (Flügelmann) とよんでいる。尖兵

の庭にその濃艶な赤い花が垂れ下がっていたのを

というのが分かり難ければ，ゲーテの目には花が

見て興味を覚えた。その後植物園から貰ってきた

葉と相同であることを最も良く体現しているその

一株を庭に植えたが，様々な意味で変わっている

代表者というような意味であろう ( 図 1)。実は，

ことに興味を惹かれている。何にも増して，その

彼が尖兵と呼んだものはもう一つあり，それは晩

強い生命力が特徴で，放っておくと広い範囲に蔓

年に入手したハナウド属 ( セリ科 ) の Heracleum

延ってしまう。そして，近年この植物はそれこそ

mantegazzianum である。学名をギリシャ神話の

どこでも見られるようになり，先頃の富山での植

ヘラクレスに取るこの植物をとりわけ気に入って

物学会の際，富山県中央植物園への道すがら家々

おり，友人に対して「わが親愛なる友」と述べて

に見かけた。また，信州方面の 1,000m を越す寒

いるくらいである。彼はコーカサス起源と信じて

冷地でも普通に見られるようになっている。それ

いたようであるが，実はこの植物は南フランスや

は，この熱帯性の植物から多くの耐寒性の品種が

イタリアのドロミテにも見られるので，彼の気に

育成されるようになったからである。

入っていたものがどこに起源するかは分かってい
ない。この植物の葉は著しい変化を示すことから，

ゲーテと木 : ゲーテは，ワイマール時代から樹

クロタネソウと同様尖兵と呼んだのであった。た

木にも注意を払っていた。自らの庭に植わってい
た木々の成長を慈しむように楽しむと共に，ワイ
マール公国の大臣として森林経営に意を配り，ハ
ルプケ (Harpke) には有名な樹芸資料館を作った。
ゲーテの老木への慈しみは並みのものではなかっ
た。1831 年のマルチンローダでの誕生日のお祝
いは彼にとって最後となった。そこで彼は 60 年
来親しんだカシの老木に懇切なる挨拶をしている
が，あたかも親友に接するごときの態度であった。
それらの中でもシュテルンの彼の庭にあったカシ
の木は特別であった。それというのもゲーテが土
地を入手した時点で既に 100 年以上経っていたか
らであるが，その老木はゲーテより先にその命を
終わった。1809 年 1 月末の大風の日に倒れてし
まい，しかも幹が裂けてしまったのである。その
木は描かれ，そこには追悼の言葉が添えられた。
２．再び変形論へ
一体この稿はどこへ行こうとするのかと訝られ
ないうちに，植物変形論へ戻る。ゲーテは，変形
論の稿において花器官における葉の痕跡を追跡し
てきたが，それは，キンポウゲ科のいくつかの植

図 1 ゲーテの筆になる密弁の図 ( 上列 )，クロタネソウの
花 ( 中列左 )，蜜弁 ( 中列中，中列右 )，オダマキの花 ( 下列
左 )，蜜弁 ( 下列，右 ) ．出典 : S. Schneckenburger, Goethe
und die Pﬂanzenwelt, Palmen Garten, 1999

物に集中している。セイヨウオダマキ (Aquillegia
vulgaris )，セイヨウトリカブト (Aconitum )，クロ
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だ，皮肉なことにこの植物は今日ヨーロッパに蔓
延ってしまって，放っておくと至る所に生えるこ
とから人々にかなり迷惑がられているのは，ゲー
テも予測しなかったことであろう。
さて，花芽とは一般的にそこで無限成長が終わ
ると理解されており，ゲーテもそのことは良く理
解していた。その花芽から再度その一部が伸長す
ると，その先に再度花芽がつく場合が見られる。
そのような例はバラで知られており，ゲーテはそ
の水彩画を残している ( 図 2)。これは，まさに葉
と花の密接な関係を示しており，花が葉から出て
いることを示している。このような植物は他にも
見られる。ゲーテはイタリア旅行中のローマにて
(1787 年 8 月 18 日 ) ナデシコでそのような例を
見ており，そのスケッチを残している。このよう
図 2 ゲーテのコレクションの中のバラ ( 水彩画 ) ．出典 :
S. Schneckenburger, Goethe und die Pﬂanzenwelt, Palmen
Garten, 1999

な事実から，ゲーテは花は葉の変形であるという
考えをより強固にしていったものと推察される。
この項の最後に，ゲーテの植物に対する好奇
心が尋常ではなかったことを示す例を付け加え

名された。ただし，それ以前にもゲーテにちなん

る。ラフレシア (Rafﬂ esia arnoldi ) が発見された

で Goethit 属 ( ゴマノハグサ科 ) も立てられていた

のは 1818 年であり，発見者はブラウン (Robert

が，それは命名の先取権により今日に残ることは

Brown) である。そして，彼により今シンガポール

なかった。なお，ゲーテの名前にちなんで名付け

のラッフルズホテルにその名前をのこすラッフル

られた鉄鉱石があり Goethit と呼ばれており，い

ズ (Thomas Rafﬂes) にちなんで学名が付けられた。

わゆるゲーテ石であるが，牧師にして鉱物学者の

ゲーテはこの植物を 1823 年に知り，その図を残

アッヘンバッハ (Achenbach) と鉱山監督官エンゲ

している。興味あることに，ブラウンはこの世界

ルス (Engels) により付けられた。その他，ニュー

一巨大な花を持つ寄生植物の花は葉が変形したも

ジーランドにかつてゲーテ山があったということ

のではないかと述べている。ゲーテは後年変形論

であるが，今日では忘れられている。

との関わりでこの点を引用しているので，ゲーテ
には特別な意味を持って響いたことであり，単な

ゲーテと植物の関わりについて述べると未だ他
にいくつもの話があり，その代表はイチョウであ

る好奇心だけではなかった。

るが，これについては本ニュースレターに複数回
2,3

３．ゲーテの名の付いた植物

紹介しているのでここでは割愛する。私として

オマケとして，ゲーテに因んで学名がつけられ

は，この紹介記事でゲーテの植物への関わりが趣

た植物があることを指摘して，この稿を終わり

味の領域をはるかに超え，植物変形論，形態学で

に 導 き た い と 思 う。 そ れ は，Goethea cauliﬂ ora

一学派を形成していることが認識されればそれで

他 ( ア オ イ 科 ) で あ る。 こ れ は，1815-1817 に

十分である。

かけてアレキサンダー・フィリップ (Maximillian

この辺でこの稿を終えたいと思うが，最後に今

Alexander Philip zu Wied-Neuwied) 王子によって

日ゲーテが社会的にも大いに見直されている点を

なされたブラジル探検旅行の際に発見されたもの

指摘したいと思う。ゲーテについては，夙に批判

で，エセンベック (Nees von Esenbeck) により命

はあり，ショペンハウエル (A. Schopenhauer) は
-5-

その第一に挙げられる。一方では 1920-30 年代
のドイツでは第一次大戦の疲弊もあり，またその
反動でナチスが勃興した時期であるが，世界文学
の創始者としてのゲーテは神格化されもした。そ
して，第二次大戦の後になってヤスパース (Carl
Jaspers) によって「ゲーテは結局実験科学的研究
の進歩には目をそむけた保守的世界の代表ではな
いか」と批判された。ところが，時代が落ちつく
とともに代表的物理学者ハイゼンベルク (Werner
Heisenberg) は，事象を総合的に捉えるゲーテの
見方に意義を見出し，今後の世界の進むべき方向
を指し示すという意味で，その見方に肯定的であ
る。そして，これこそ今後一層重要となる考え方
であろうと述べている。
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