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1.は じめに

神戸学院大学 3号館 2階の人文学部標本室には、現

在、2万点あまりの植物標本、および 1万点あまりの植

物生態写真 (ポ ジフイルム)が保管されている。当該の

植物標本は、神戸学院大学の斎木保久名誉教授 (植物分

類学、薬用植物学専攻)が、在職 30年 にわたって自ら

採集 して作製 したもの、また 6o力 国におよぶ諸外国の

研究者との精力的な標本交換によって収集 したものであ

る。このようなすぐれた植物標本コレクションは、今後

なかなか集められることのない、きわめて優れた学術的

資料であることはまちがいない。とくにシダ類に関して

は、日本の野生シダ約 6CXl種のうちの 467種が収められ

ている。 また海外のシダ標本 も約 16∞ 種あまりにな

る。そのすべてが高品質の脂葉標本として保管されてい

る。

この標本は斎木名誉教授の在職中は薬学部において保

管されていたが、2000年 3月 に同氏の定年退職を機に

人文学部で引き取 り、現在の人文学部の標本室に収めた

という経緯がある。その後、斎木名誉教授の指導と手助

けを受けながら、さまざまな観点から当該標本の保管と

利用のための作業をおこなってきた。

まず 2CX12～ 2CX15年度の 4年間にわたって、文部科学

省の補助金をうけてオンライン・データベースとして活

用できるように作業を進めてきた (「教育学術コンテン

ツー教育学術情報データベース等の開発計画」研究代表

者 :寺嶋秀明)。 そのプロジェクトによって、選定 した

551111点 の標本について、高品位のデジタル写真 (合計

22CIC10点 )を撮影 し、また、ラベル上のさまざまな植物

学的情報とともにコンピュータに入力 し、データベース

を構築 した。そして、2CX15年 秋には「植物 さく葉標本

斎木コレクションの Wcbデータベース」 として、本学

の Wcb上 にて公開している (http:〃 db.kobcgakuin.acjP/

plantAndex html)。 とくに種の同定に役立たせるという

意図のもとに、画像は高解像度かつ高品位の画像を用い

た。そのクオリテイはきわめて高 く、シダ植物では、胞

子嚢の一つ一つを確認することができるほどである。こ

れは他に類を見ないものであり、学術的にきわめて優れ

たものとなっている。

その後 も、人文学部の研究推進費 (2∞6年度 。課題

名「植物標本 (斎木コレクション)の整備と授業におけ

る利用の研究」研究代表者 :早木仁成、および、2CX17

年度・課題名「斎木コレクション植物データベースと標

本閲覧システムの整備と充実」研究代表者 :早木仁成 )

の援助を受けて、さらにデータの拡充と標本の閲覧利用

のためのさまざまな整備を推 し進めているところであ

る。本稿では、簡単ながら、斎木植物標本コレクション

斎木植物標本コレクション・データベース

の概要とその利用

寺 嶋 秀 明 早 木 仁 成
Hideaki Terashilna

(神戸学院大学人文学部 )

要旨 :現在、神戸学院大学人文学部標本室には、神戸学院大学の斎木保久名誉教授が収集した2万点あまりの脂

葉植物標本、および 1万点あまりの植物生態写真が保管されている。このようなすぐれた植物標本コレクション

は、今後なかなか集められることのない、きわめて優れた学術的資料であることはまちがいない。私たちは、斎

木名誉教授の指導と手助けを受けながら、さまざまな観点から当該標本の保管と利用のための作業をおこなって

きた。とくに、謄葉標本をきわめて高品質な画像にし、その他の情報も合わせて Wcbデータベースとして活用

できるように作業を進めてきた。本稿では、簡単ながら、斎木植物標本コレクションとそのデータベースの概要

と特徴について紹介し、あわせて利用方法について報告をおこなう。

キーワード:植物標本、データベース、利用、インターネット、高品質画像



とそのデータベースの概要と特徴について紹介し、あわ

せて利用方法について報告をおこなう。

2.植物標本とデータベース

植物標本 (賠葉標本 dned prcscrvcd spccimens)は 、

植物の同定 (ideniica● on)す なわち種名 (=学名 scた n_

tiic names)を 知るためには欠かせないものであ り、ま

た植物の同定は、植物に関連するあらゆる研究―古典的

植物分類学から DNAを 用いた最新の分子4i物学的研究

まで一の基礎となるものである。教育的にも多大の価値

を有することは明らかである。世界中の数多くの大学や

研究所、博物館、植物園等の施設において、幾多のlll物

謄葉標本が蓄積されているゆえんである。 ^方、現在、

主として人為的原因により、多くの動植物がイli存 の危機

に瀕 し、地球 上の各地で生物の多様性が失われようとし

ている。ここにおいて、生物多様性そのものを保存 した

ものといえる騰葉標本の役害」はますます増大 してきてい

るといえよう。

一般に植物標本は、種名を1司 定 し、きちんと乾燥 した

ものを台紙に貼 り付け (図 1)、 標本ラベル (図 2)を 添

付 した後、物t管庫のしかるべき場所に収納される。そし

て、必要が生 じたときにただちに閲覧できるような状態

におかれる。ラベルには、当該植物標本に関わるさまざ

まな情報一学名、採集者、採集日、採集地など一カヽ 記載

される。これを基に、別途コレクションリス トが作成さ

れる。インデックスやカタログの整備は利用者の間覧の

便をおおいに向 Lさ せる。こういったプロセスがこれま

でのオーソドックスな植物標本の保管・取 り扱いの手続

であった。 しかし、20世紀の終盤から、急速に発展 し

たコンピュータを活用した情報技術は、植物学の世界に

も大きな影響を与え、そういった古典的な植物標本の取

り扱い方法を 一変させることになった。それが、コンピ

ュータ利用によるデジタル・データベース (ア ーカイ

ヴ)の出現である。

データベースは今やわれわれ社会の日常語になりつつ

あるが、簡単に言うならば、コンピュータを用いた情報

の蓄積・管理システムである。「情 iFk」 としては、通常

の文字 (テ キス ト)情報のほか、画像、動 Di、 音などさ

まざまなものが含まれる。データベースの中では、それ

らのさまざまな情報が 定́のルールのもとに蓄積・管理

され、必要なときに、必要な形で、白在に関覧●I能 なよ

うになっている。いまやデータベースは、いわば「ゆり

かごから墓場まで」社会のありとあらゆるところに進出

している。

そのような時代の流れを反映して、植物標本やそれに
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図 l lll物標本の例
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図2 ラベルの例

関連 したデータベースのllYl築 がいろいろと試み られ、実

用化 されて きた (AFCOM 1988)。 その方法 は、基本的

には、一つの植物標本について、それに関するさまざま

な情報を一つの「レコー ド」として束ね、順次コンピュ

ータシステム内に集積 してゆくのである。そして、必要

なときに、「SQL(デ ータベース問い合わせ言語 )」 を用

いて、必要なレコー ドを検索 して表示させる。ここで、

標本そのものの画像もデジタル化 してレコー ドに入れて

おけば、いちいち保管庫から実際の標本を探 しだして閲

覧 しなくても、モニター_Lで実物 lnj像 を確認できるので

ある。コンピュータの発達がまだ初期段階にあった頃で

は、画像の1風 り扱いはなかなか困難であり、データベー

スももっぱら文字情報だけであった。 しか し、現在で

Paば 、()FR、 11、、u



斎木植物標本コレクション・データベースの概要とその利用

表 1 植物標本データベース・レコード構造

内 容 備  考

は、静止画像はもちろんのこと、動画まで容易にデータ

ベースに取 り込むことが可能になっている。

データベース化のメリットは、たんにデータがコンピ

ュータ管理 されるという点ばか りではない。これ も最

近、とくに発展著 しいインターネットと連繋させること

によつてその利用度が飛躍的にアップした。すなわち、

植物標本データベースを一括 してホームページ上にアッ

プロー ドし、インターネット上で閲覧可能な状態にすれ

ば、インターネットを使用できる環境にいるかぎり、日

本あるいは世界のどこからでも、必要なときにただちに

当該データベースにアクセスすることができ、必要な情

報を入手できるのである。いわば、家庭にいながらにし

て、厳重に管理された標本庫の中に入 り込み、標本を探

しだし、ゆっくりと好きなだけそれを眺めることができ

るようになったわけである。このようなオンライン・デ

ータベースもしくは webデータベースは、活用 しだい

で、研究あるいは教育の現場において、きわめておおき

なメリットをもたらすことはまちがいない。

また、さらに、インターネットを通 じて、利用者と標

本の管理者がコミュニケー トすることも簡単にできるた

め、管理者が利用者のいろいろな意見を汲み上げること

も容易で、データベース自体の改良・改善を、双方向的

にすることができる。

3.現在の斎木植物標本コレクション・データベース

上記のように薬学部から人文学部への斎木植物標本コ

レクションの移管後、ただちにデータの整理とデータベ

ースの構築にとりかかった。まず、データベースには斎

木植物標コレクションに収蔵されているすべての種を入

力することを目標 とした。入力すべ き植物標本の選定

は、斎木名誉教授自身がおこなった。標本が一点 しかな

い種はその標本を選出したが、複数の同一種があるもの

は、そのなかで一番適当と思われるものを選んだ。次に

それを、専門家に依頼 してデジタルカメラで精密に撮影

してもらった。画像は、標本 1点 につき、全体像 1点、

部分拡大像 2点、標本ラベル 1点の、合計 4点である。

部分拡大像は、その種の同定のポイントとなる部分を、

専用の拡大レンズを用いて撮影 したものである。また、

インデックス用として標本の全体像のサムネイル画像を

1点作製した。

標本ラベルについては、画像撮影をする一方、ラベル

の文字情報にかかわる部分を手入力 した。すべて、1標

本 1レ コー ドとしてデータベース化 した。最終的なレコ

ー ド構造は、25項 目からなっている (表 1)。 また、ラ

ベル情報のサンプルを表 2に あげた。

項 目

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

レコード番号

科 (和 名)

科 (学名)

目 (オロ名)

目 (学名)

種名 (学名)

一般名

和名
採集国
採集地

採集日

採集者

同定者

成育環境
標本番号
標本特徴
その他
キーワード1(検索用)

キーワード2(検索用)

キーワード3(検索用)

画像番号 0

画像番号 1

画像番号 2

画像番号 3

画像番号 4

1か らの通 し番号

日本語表記

学名表記

日本語表記

学名表記

学名表記

英語、仏語など

日本語 (ロ ーマ字)表記

日本語
アルファベット

年月日

アルファベット

アルファベット

英語

数値・記号

英語

英語 (ハーバリウム情報など)

アルファベット

アルファベット

アルファベット

全体画像

ラベル画像

部分画像

部分画像
サムネイル画像

表 2 ラベル情報のサンプル

科名 (和 ):ウ ラボシ科

科名 :Polypodiaccac

目名 (和 ):真正シダロ

目名 :F■ lcales

学名 :Polypodiodcs formosana Ching(=Polypodium fonno―

sanum Baker)

一般名 :

和名 :T・alwan―aone― kazura

採取国 :台湾

採取地 :Wulai,Taipci― shen 500 m alt

ジKヨ又日 : 12/16/1978

採取者 :T Murakami,Y.Saiki ct C M.Chen

同定者 :Y Saikl

生育環境 :On tree

標本 NO:#146
他 :神戸学院大学標本室 (Herbarium Unlversimis Academi―

cis K6b6cnsis)

プロジェクト第 1段階では、選出された 5500種 につ

いて、上にあげた 25項 目の情報をレコー ドとしてデー

タベース上に集積し、ユーザー・インターフェース (検

索・閲覧システム)を 整備して、「植物さく葉標本一斎

木植物標本コレクションの Webデータベース」として

2005年 秋に神戸学院大学ホームページ上にアップロー

ドした。現在は「学習支援」の「教材データベース」の

ところに収録されているが、大学関係者のみならず、一

般からも自由にアクセス可能である。すなわち、世界中

のどこからでも、必要なときに、いつでも、だれでも利

用できるようになっている。



なお、Wcb上 にて使用している各画像のサイ

のようになっている。

表 3 画像の種類

なお、現在、斎木植物標本コレクション・データベー

スに収録されている植物数は、以下のとおりである。

表4 斎木植物標本コレクション・データベース収容植物数

総点数  科数 種数 (亜種を含む) 標本の採集国

5500     171

4.斎木植物標本コレクション・データベースの特色

植物標本のコレクションそのものは、世界中、多 くの

研究機関や博物館に存在 し、また、その標本をデジタル

・データベース化 してインターネット上で公開している

ところも少なくない。たとえば、世界に冠たる植物学研

究センターであるイギリスのキュー王立植物園 (RoyJ

Botanに Gardcns,Kcw)に は、35万種のタイプ標本 (種

の基準 となる標本)を 含んで、総数 40万種 700万点 と

いう圧倒的な数の謄葉標本が保管されてお り、さらに毎

年 3万点ずつ増加 しているという (「 キュー王立植物園

ホームページ」より、2007年 H月 現在。 [http:〃 www.

kcw org/])。 2002年 からはじめられた標本のデジタル化

プロジェクトにより、その膨大な標本のうち、タイプ標

本を中心にすでに 27万点あまり (そ のうち、画像を含

むものは 6万 2千点あまり)がデータベース「Kew Hcr―

barium Cataloguc」 としてアップロー ドされている。

しかし、このような巨大なデータベースでも、もちろ

んすべての植物をカバーしきれるものではないようであ

る。たとえば、シダ類のイノモ トソウ科 (Pteridaceae)

について検索 してみよう。イノモ トソウ科は、熱帯、亜

熱帯を中心に分布するシダ植物で、今日まで約 250種が

記載され、日本には約 30種が分布 している (岩槻邦男

編 1992;『 週刊朝 日百科 植物の世界 134』 )。 これを

Kcw Hcrbanum CatJogucで検索 してみると、20カ 国に

て採集された 48点 (30種)の レコー ドが見つかる。 し

か し画像のあるものは少なく、14点 (H種、3カ 国 )

にとどまっている。一方「斎木植物標本コレクション・

データベース」では、106点 (97種、7カ 国)の レコー

ドが見つかる。そして、そのすべてがすばらしい画像つ

きである。

アメリカ合衆国 ミズーリ植物園 (MBG)の ハーバ リ

ウムも世界有数の標本を蔵 し、その数は 2002年当初に

おいて、維管東植物で 483万点あまりとされる (「 ミズ

ーリ植物園ホームページ」 [www mobot org])。 そのう

ちの一部が、デジタル・データベース「wiTROPICOS」

としてインターネット上で公開されている。そこではシ

ダ植物は 1800点 あまり収容 されてお り、そのほとんど

ズは次

種類

画像 1

画像 2

画像 3

画像 4

基準サイズ

ラベル 680× 680ピ クセル

部分拡大 12∞×787ピ クセル

部分拡大 1 2KXl× 787ピ クセル

標本全体 942× 1360ピ クセル

このほかに、Wcb上 での公開はしていないが、さら

に高解像度の画像も撮影・保管されていることを書き添

えておく。

実際にモニター上で見れば、一目瞭然であるが、その

解像度は群を抜いて高い。シダ植物の胞子や胞子嚢の一

つ一つが くつきりと立体感をもって描写されている。こ

れほどの解像度とリアリテイをもった画像を使用 してい

る植物標本データベースは、他に類を見ない。Web上

のデータベース画像にそこまでの質を求めたのは、種の

同定に実用として役立つものをめざしたからであり、ま

た、標本自体の美 しさ、および力強さを提供 したかった

からである。

図3 高解像度画像 (A)と 超高解像度画像 (B)



斎木植物標本コレクション・データベースの概要とその利用

表 5 3データベース間の比較

種

デー タベース名 Ptc五 s属 の標本種数 Missouri 斎木

Kcw Herbarium Cataloque

ミズ ー リ植 物 園 M3TROPICOS
斎木植物標本コレクション

27 spp.

32 spp.

61 spp

X
1

4

X
X
12

X
X
X

すべてに画像が付随 している。 しかし、上記のイノモ ト

ソウ科のイノモ トソウ属 (Ptcds)に ついて見てみる

と、「w3TROPICOS」 では32種、一方、「斎木植物標本

コレクション・データベース」では、61種収容されて

いる。

以上のように、必ず しも全体の収容数の多いデータベ

ースほど、すべてに充実 しているとは言い難い。また、

イノモ トソウ属 (PtcHs)を 3つ のデータベースにおい

て比較すると、共通種は思いの外少ないことがわかる

(表 5)。 本学の「斎木植物標本コレクション・データベ

ース」は、分野によっては、キュー王立植物園や ミズー

リ植物園の巨大データベース以上の標本データを収容 し

ていることがわかる。

また、その画像も、図 4の ように、質的相違がある。

これは、すでに紹介 したように、「斎木植物標本コレク

ション・データベース」では、1つ の標本に対 して、解

像度や注目点を変えて「標本全体画像」1点 と「部分拡

大画像J3点、合計 4枚の画像を撮影 して使用 している

のに対 して、他所のデータベースでは「標本全体画像」

を 1種類のみを撮影 して使用 していることがあげられ

る。それを画像アプリケーシヨンによって拡大縮小 して

いるのである。

また、「斎木植物標本コレクション・データベース」

では、専門の写真家に依頼 して、標本の立体感を描写す

るようなライテイングを工夫 してもらっている。標本の

特徴点などの撮影スポットについては、綿密な選定をお

こなった後に、撮影 。現像 してもらった。その結果、種

の同定までも十分に可能な高精度の画像が得られたので

ある。

このような高品質の画像の提供は、たんに研究の便の

みならず、教育的にもおおきな効果を生むものと期待で

きる。自然界の驚異と美の発見は、学習のなによりもお

おきなインセンティブになるからである。

さらに「斎木植物標本コレクション・データベース」

の特徴としてあげなければならないのは、シンプルな操

作
′
隆を特徴としたグラフイカル・インターフェースのよ

さである。本稿の末尾に付録 として、「斎木植物標本コ

レクション Wcbデ ータベース 利用の手引き」を収

録 しておいた。それによって明らかなように、初学者お

A

…=…虚―・・・―Cos↓

図 4 同一植物の画像比較

(A)ミ ズーリ植物園 W3TROPICOS画像

(B)斎木植物標本コレクション画像

よびコンピュータに不慣れな人であつても容易にさまざ

まな検索が可能であり、各種のすばらしい画像を閲覧で

きるようになっている。

5.今後の課題

まだ撮影のすんでいない未登録標本が 2500点あまり

ある。これを順次撮影 し、データベースの充実を図る必

要がある。また、本学人文学部の標本室には、植物脂葉

標本のみならず斎木名誉教授自身が撮影 した 1万点をこ

える植物生態写真がある。それらをデジタル化 して、現

在の植物標本を中′亡、としたデータベースと連結すること

・̈̈一一̈̈̈
一一一̈



も重要なポイントである。それによって、植物の賠葉標

本画像と生態画像が一度に閲覧できることになる。さら

に、各種の植物学的情報のほかに、各地方における方名

や利用などの民族植物学的情報を加えると、ここに「標

本画像」「生態画像」「文字情報」の 3つ を結合した、他

に類を見ない高機能 。高品質・高情報密度のデータベー

スができる。これによって貴重な財産である斎木植物標

本コレクションのいっそうの有効活用が可能となり、各

種の教育ならびに学術研究に大きく貢献できるものと期

待できる。

また、利用者からフイー ドバックされた意見をもと

に、ユーザーインターフェースのさらなる改良やバージ

ョンアップを随時継続 し、利用者の便を図つていきた

い。
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斎木植物標本コレクション

Webデータベース

利用の手引
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斎木コレクション Web データベース 利用の手引き

目

斎木植物標本コレクション

Webデータベース

本学には,斎木保久名誉教授 (植物分類学 。薬学部)が多年にわたって収集した 2万点に

およぶさく葉 (押 し葉)標本が保管されています。それらの標本は,斎木先生ご自身,国内

国外の調査地を広くお歩きになり,精力的に採集されたものですが, また,世界各地の研

究者との交換によって入手されたさまざまな地域の希少な標本も数多く含まれています。中

国,台湾をはじめ, ジャワ, コスタリカ,メ キシコなど世界各地の標本があります。

しかしながら,その貴重なコレクションも従来のように保管ケースに収納されているだけ

ではその十分な活用は困難です。このたび 現在ある斎木コレクションを 1種ずつ高品質な

デジタル画像データとして保存し,それをもちいて Web上での共同利用可能なデータベー

スを構築し,教育ならびに研究において広範な活用をはかることにしました。

なお,今後,斎木先生ご自身が撮影された植物生態写真や関連した民族植物学的データ

なども追加 し,それぞれの植物種について, さく葉標本写真,生態写真,民族植物学的

データという3種類の情報を総合的に提供できるようにする計画です。

特徴
現在,イ ンターネット上で閲覧できる植物データベースはいろいろありますが,本データ

ベースの特徴は,(1)正確な同定のなされたさく葉標本を用いていること,(2)きわめて高

解像度 。高品位の画像を使用 していること,(3)わかりやすいユーザーインターフェースの

採用,な どがあげられます。一見されれば明らかですが,本データベースでは,す ぐれたさ

く葉標本を用いた高解像度の画像撮影により,毛の一本一本までの植物の細かな情報が,

肉眼で実際の標本を見る以上にリアルにわかります。このようなすぐれた画像を使用した本

格的データベースは国内,国外に例を見ず きわめて独創的なものです。

利用
これまでに5500点 の植物標本の写真をデジタル化し,順次アップロー ドしてきました。ま

だすべての作業が終わったわけではありませんが,本年度から大学のホームページ (教材

データベース)において, どこからでもアクセスできるデータベースとして公開しました。

本学の学生,教職員のみならず 全世界の植物標本に関心のある人々の利用が可能です。本

データベースを用いた授業や研究は,植物学関係,薬学関係, 自然環境学,植物生態学,民
族学・民俗学関係,文化人類学関係などで多いに活用されることでしょう。さまざまな授

業においても,オンラインでこのデータベースを活用することができます。携帯電話による

通信の可能なところならば, フィール ドにでも携帯電話と携帯パソコンを利用した利用が

できます。各種の野外授業においてきわめて有力な武器となるでしょう。



斎木植物標本コレクション・データベースの概要とその利用

斎木コレクション Web データベース 利用の手引き

データベースにアクセス

まず 神戸学院大学ホームページからアクセスします。

(httpブ/WWW.kObegakuin,acjp/)

「学習支援」→「教材データベース」を選択

一ｒ‐‐‐

一̈一『̈̈
榊〔〕珈］

地域とともに   1文 献検緊(学 内アクセスのみ) :ス で開催 します 1入学事務室]

す。 伝 学綱

071102興 ポーアイ図書館の 「SeaScar。 (展 示会通信)J

を更新しました。口 書鋼

071102回 第 2回神戸海洋博物館資料展を開催 していま

す。図 書的

071101暉 2008年度公募制推薦入試出願状況 (最終)を
アップしました 広 学事務室〕

ボートアイランドキャンバス :手6503586神 戸市中央区港島卜1‐3 Td 078(97411551(0

長田キヤンバス{法科大学院卜〒653-0862神戸市長田区西山町203 Te1078(∞ 1,4888(代 )

事務興付時間 i平 日(月 晴～金田 0:00～ :ス OO

● サイトボリシー ● フライバンーポリシー ●教凛員の方へ 0ユ 議員蜘

"`こ

ついて 06年螢の自分へのチ6

COPVRICHT ICl κOBE CAKUIN UNIVERS TY ALL RIGHTS RESERVED

Iill[ilii:|[iil:ラ

神
屋案墜ぁ藤響習充ズ
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斎木コレクション Web データベース 利用の手引き

『教材デ…

タベース』から

『植物標本デー

タベースJを選

択

植物標本データベースにアクセス

シラバスデータベース

人類学的資料データベース

紀要・論集等 目次情報データベース

経済・経営情報データベース

マクロ経済データベース

化学教材データベース

医療藁学のための
マルチメデイアデータベース

藁学教育のための
マルチメディア教育データベース

人文字部卒綸データベース

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

植物標本データベー

『植物標本デ…タベ…スJ先頭ページ

|ホ
ームベージヘ

1

Z

4

教材 データベース

1檀詢さく葉標本餞 等ス4
Database of 3otanlcal Specirnens in Salki Col ection

本学には、斎木保久名誉教授 (植物分類学 薬学部)が多年にわたって収集 した 2万点

におよぶさく葉標本が保管されています。それらの標本は、先生 こ自身、国内国外の調査

地を広 くお歩きにな り、精力的に採集 されたものですが、また、世界各地の研究者 との交

換によって入手されたさまざまな地域の希少な標本も数多く含まれています。

しかしながら、その貴重なコレクションも従来のように保管ケースに収納されているだけ

ではその十分な活用は困難です。このたび、現在ある斎木コレクションを 1種ずつ高品質

なデジタル画像データとして保存し、それをもちいて Web上での共同利用可能なデータ

ベースを構築し、教育ならびに研究において広範な活用をはかることにしました。

なお、今後、斎木先生こ自身が撮影された植物生態写真や関連した民族植物学的データな

ども追加し、それぞれの植物種について、さく葉標本写真、生態写真、民族植物学的デー

夕という 3種類の情報を総合的に提供できるようにする計画です。

高画質の画像を希望される方はメールでこ連絡ください。

申  1 蓼

Copyrcht(c)Kobe Gakun un～ ers"yA‖ 「●ht reseⅣ ed 1著作権 について |
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斎木コレクション Web データベース                      利用の手引き

検索画面

1機構さく繁標本麟 二ちλ級
Database of Botanical Specimens in Salki Co‖ ection

キーワード検索もしくは全文検索が可能です。必要項目を選択または入力して、それぞれの表示もしくは検索のボ

タンをクリックしてください。該当するデータの一覧が次画面に表示されます。 検索方法によっては時間がかか

る場合がありますので、しばらくお待ちください。表示された内容が意図したところと異なる場合はしたの

「BACK」 ボタンで検索画面に戻り、検索方法を変えてみてください。

▼科名、国名で検索

■科 名 ゥラジロ科    :1

▼ 料名―質

■国 名 `日本    :| 国 語

2

■
１
１ＤＡ

０

年
）
（
）

②
①

⑭
③

④
②

②
①

①
①

①
②
①

０
０
０

０
０
０

０
０
Ｃ

②
Ｏ
Ｏ

④
①
Ｏ

Ｏ
Ｏ
④

Ｏ
②
①

０
０
Ｃ

⑦
Ｃ
ｅ

▼ あいまい検索

3

o全ての文字列を含む (and条 件)

o一つ以上の文字列を含む (or条件)

Copyr ght(c)Kobe Gakuin Un versity A‖ right reserved

国
鍮

検索メニュー・・ 03つの検索方法から, 1つ選択します

1.科名,国名での検索

2.科名一覧から検索 000科名の最初の文字を選択

3.あいまい検索・・・学名や和名,国名,など,任意のキ…

ワードで検索

5



斎木コレクション Web データベース 利用の手引き

画像を

クリック

すると,

その画像

が拡大し

ます

検索の結果画面

植犠さく葉標本鶴 ■ζス輩
Database of Botanlcal Specirnens in Salki co‖ ection

表示された内容が意図したところと異なる場合はしたの 「戻る」ボタンで検索画面に戻 り、検索方法を変えてみてください。

画像をクリックすると拡大画面が表示されます。 (番 号〕をクリックすると選択 した標本の詳しい情報を確認できます。

==ウ ラジロ科 and dl  で検索== 結果:  33 件

範 訴

科 名 :ウ ラジロ科

目 名 :真正シダロ

学 名 :Stcherus
pallescens Vareschi(=

Gleichenia pa‖escens

Mett)

採取国 :コ スタリカ

①

科 名 :ウ ラジロ科

目 名 :真正シダロ

学  名 : Sticherus

cunningham‖ Ching(=

Gleichenia cunningham‖

Hook)

採取国 :ニ ュージーランド

①

科 名 :ウラジロ科

目 名 :真正シダロ

学 名 i Cleichenia

bifida(ヽ ハ′‖ld)Spreng

採取国 :メ キシヨ

①

科 名 :ウ ラジロ科

目 名 :真正シダロ

学  名 : Diplopterygium

laevissimum Nakai(=

Gleichenia laevissima

Christl

採取国 :日 本

①
科 名 :ウラジロ科

目 名 :真正シダロ

学 名 :Gleichenb

microphylla R Br

採取国 :ニ ュージーラン ド

②

科 名 :ウ ラジロ科

目 名 :真正シダロ

学 名 :Gleichenia palmata(Undem)

C Chr

メキシヨ

科 名 :ウ ラジロ科

目 名 :真正 シダ ロ

学  名 : Sticherus furcata ching(=

Gleichenia furcata Spreng)

採取国 :メ キシヨ

①

科 名 :ウラジロ科

目 名 :真正シダロ

学 名 : DicranopteHs costa“ c

UNDERW
採取国 :コ スタリカ

②

科 名 :

目 名 :

学 名 :

採取国 :

①

ウラジロ科

真正シダロ

Hicriopteris pinnata

アメリカ

科 名 :ウ ラジロ科

目 名 :真正シダロ

学 名 :Diplopterygium volub‖ e

Gleichnia vulubi「 s」ungh)

採取国 :イ ン ドネシア

①

6

番号をクリックすると次の詳細画面に移動
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羊細表示画面

1植悔さく薫標本麟 二じλ4
Database of Botanical Specimens in Sall(iCo:lectio降

真正シダロウラジロ科

話 it鼎震離圏
bm he宙 SЫmum NakJト Gleichenia

・ ☆ 各画像をクリックすると拡大表示されます。

科名 (和):ウ ラジロ科

科名 :Gに にhenaceae

目名 (和):真 正シダロ

目名  :F‖ ica:es

学名  :D plopterygium aev ss mum Naka(=

C e chenia aevissima ChHst)

一般名 :

和名 :Kaneko― sh da

採取国 :日 本

採取地 :Tengu iwa,Satsuma― Fuke

採取日 :3/18/1983

採取者 :Y Saki

同定者 :Y Saki

生育環境 :700 m aL Rocky place n naturJ fo「 est,

ha f― shaded,very rare`but ioca‖ y abundant

標本NO:2471
他 :Herbattum Universtals Academ cis Kobeensis

(神戸学院大学標本室 )

各画像をク

リックすると,

その画像がさら

に拡大されます

7
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斎木コレクション Web データベース                      利用の手引き

拡大画像のサンプル




