
主催／北海道大学総合博物館　　　　　　共催／北方山草会　　　　　　協力／すみれ会、 観知草クラブ
後援／北海道教育委員会、 札幌市 ・札幌市教育委員会、 北海道テレビ放送、 北海道放送、 北海道新聞、 朝日新聞北海道支社

北
の
す
み
れ

入場無料

4月16日　火　～ 5月12日　日　

平成 25年

北海道大学総合博物館　　1階　知の統合コーナー

開館時間／10 ： 00 ～ 16 ： 00　　　休館日／月曜日　※4月29日（月）、5月6日（月） は開館、4月30日（火）、5月7日（火）は休館　
　



　「菫（スミレ）」は、桜や菊とともに日本人に最も愛された野生植物のひとつであり、ビオラ・パンジーと呼ばれる栽培植物もこの中に

含まれる。スミレ属 Viola 植物は世界の温帯に約 400 種生育し、北海道にはおよそ 80 種類が自生しており、今回はこれら北海道の

主要な種類の植物画を展示し、その多様性を紹介する。併せてこれらの種類の植物標本や研究雑誌、図譜、最近の植物学研究のトピックに

ついて紹介する。植物画は本博物館植物ボランティア船迫吉江氏による。

【展示内容】

北海道産スミレ属植物約50種類の植物画（下表）／ すみれ属植物標本・カラ―生態写真・北海道分布図 ／ スミレ研究トピック（スミレ属の

系統、シレトコスミレの DNA 研究、エゾシカによるシレトコスミレ食害問題、すみれの語源）／ すみれ研究書籍・図譜

問い合わせ先

北海道大学総合博物館
〒060-0810 札幌市北区北 10 条西 8 丁目
TEL  011-706-2658　　　　FAX　 011-706-4029　　　　E-mail　　museum-jimu@museum.hokudai.ac.jp 

北 の す み れ
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環境省(2012)：EN, VU, NT　  北海道(2001)：Cr, En, Vu, R

北海道産スミレ属植物約 50 種類の植物画　出品リスト
Violaceaeスミレ科Violaスミレ属  

出品番号 学名はYListに準拠 備　考

A

B

C

D

E

F

G

H

        キスミレ類
 　 1　ジンヨウキスミレ
 　 2　オオバキスミレ
 　 3　フチゲオオバキスミレ
 　 4　フギレオオバキスミレ 
 　 5　エゾキスミレ 
 　 6　ケエゾキスミレ
 　 7　シソバキスミレ

        キバナノコマノツメ類
 　 8　キバナノコマノツメ 
　  9　エゾタカネスミレ 
　 10 カラフトタカネスミレ
　 11 オオタカネスミレ

       シレトコスミレ類
　 12 シレトコスミレ

        ツボスミレ(ニョイスミレ)類
　 13 ツボスミレ(ニョイスミレ)類
14-1 ミヤマツボスミレ
14-2 アギスミレ

        オオバタチツボスミレ類
　 15 オオバタチツボスミレ
　 16 ケオオバタチツボスミレ
　 17 　　　　　　〃

        タチツボスミレ類
　 18  エゾノタチツボスミレ
　 19 イソスミレ
　 20 　　〃
　 21 タチツボスミレ　　
　 22 ケタチツボスミレ
　 23 オオタチツボスミレ
　 24 ニオイタチツボス
　 25 ナガハシスミレ
　 26 アイヌタチツボスミレ
　 27アポイタチツボスミレ
　 28 イワマタチツボスミレ

        イブキスミレ類　　　　
　 29 イブキスミレ

        ニオイスミレ類
14-3 エゾノアオイスミレ
　 30 アオイスミレ
　 31 ニオイスミレ

        スミレサイシン類
　 32 アケボノスミレ
　 33 スミレサイシン

        ウスバスミレ類
　 34 ウスバスミレ
　 35 タニマスレミレ
　 36 チシマウスバスミレ

        ミヤマスミレ類
　 37 ヒゴスミレ
　 38 サクラスミレ
　 39 マルバスミレ
　 40 スミレ
　 41 　〃
　 42 アナマスミレ
　 43 シロスミレ
　 44 アカネスミレ
　 45 ミヤマスミレ
　 46 フイリミヤマスミレ
　 47 ヒナスミレ
　 48 フイリゲンジスミレ
　 49 ヒカゲスミレ

Viola  all iariif olia
Viola  brevistipulata
Viola  brevistipulata  ssp. brevistipulata  var. ciliata
Viola  brevistipulata  ssp. brevistipulata  var. laciniata
Viola  brevistipulata  ssp. hidakana  var. hidakana 
Viola  brevistipulata  ssp. hidakana  var. yezoana
Viola  yubariana

Viola  bif lora 
Viola  crassa  ssp. borealis
Viola  crassa  var. shikkensis
Viola  crassa  var. vegeta

Viola  kitamiana

Viola  verecunda 
Viola  verecunda  var. f ibril losa
Viola  verecunda  var. semilunaris 

Viola  langsdorf ii  ssp. sachalinensis
Viola  langsdorf ii  ssp. sachalinensis  f. pubescens 
　　　　　　　　　　　　　　〃 

Viola  acuminata 
Viola  grayi
　　　〃
Viola  grypoceras
Viola  grypoceras  f. pubescens
Viola  kusanoana
Viola  obtusa
Viola  rostrata
Viola  sacchalinensis
Viola  sacchalinensis  f. alpina
Viola  sacchalinensis  var. miyakei

Viola  mirabilis var. subglabra

Viola  collina
Viola  hondoensis
Viola  odorata

Viola  rossii
Viola  vaginata

Viola  blandiformis 
Viola  epipsiloides 
Viola  hultenii

Viola  chaerophylloides  var. sieboldiana
Viola  hirtipes
Viola  keiskei 
Viola  mandshurica 
　　　　　〃
Viola  mandshurica  f. crassa
Viola  patrinii
Viola  phalacrocarpa
Viola  selkirkii
Viola  selkirkii  f. variegata
Viola  tokubuchiana var. takedana
Viola  variegata
Viola  yezoensis           

固有種、絶滅危惧ⅠB類(EN)、絶滅危急種(Vu)
固有種
固有種
固有種
固有種
固有種
固有種、絶滅危惧Ⅱ類(VU)、絶滅危惧種(En)

準絶滅危惧（NT)
樺太TYPUS
千島TYPUS

固有種、絶滅危急種(Vu)

準絶滅危惧（NT)
千島TYPUS
　　　　〃

固有種、絶滅危惧Ⅱ類(VU)、希少種(R)

希少種(R)

絶滅危惧Ⅱ類（VU)
樺太TYPUS

外来種(北大構内産)

固有種

絶滅危惧ⅠB類(EN)、絶滅危機種(Cr)
絶滅危惧Ⅱ類(VU)、希少種(R)

固有種、園芸逸出？

園芸逸出


