
北千島植 物 紀 行

本会会誌 r北方山草」第 8号にはl玩に中

部千島Hii't禰古丹の植物(r中部千島i且禰古丹

烏fi((秒Hj誌)J を執筆 したところであるが、

今回はそのさらに北方の北千ねの植物につ

いて当n~，の日誌や採集標本を碁に L ながら

報告してみたい。

干l、が北千島の 1t~:j 内守向(シムシュね)

で植物を観察したのは昭和19年 6月10目前

後からのことである。しかし、実際に上陸

したのは、それよりもさらに 1か月程前に

さかのぼった。島内はまた13Eい雪て守宜われ

ていて柄物を観察することは不可能でトあっ

f去卦t獄(l798m) (北千島 I~見逃烏)

~/16 

札幌市 吉 野 博 吉

た。その問、植物逮が姿を見せてくれる H

をどんなにか待ち続けたことかノ

融雪却lを迎えるやいなや、この島での採

集をrm始、数々の珍地物に遭遇することが

できた。

和、の調交した tiのうち、 iRL耐~Ii'，汁品(中

部千島)についてはi慌に報背i斉みで、 H百平日

19年8月31円、 i且耐iI古丹およリ腕遺品へ卜

陸し、 10月中旬までこの島の植物を鋭察し

n百布120if.4月に同島を後にし小樽J甚に入っ

た。

加藤哲郎氏禄影 1990， 6， 
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(1) 北千島のこ島についての概要

長谷川伝次郎・ IMll日喜一・木場 夫の諸

氏は昭和 61f-7月、 sllに既lこ北千島を調

育され、 n本生物地理!学会報・第 4巻に北

千島概観についてかなり詳細に報告された

Lのがあるのでこれらを参考にして 2島に

ついての1概要をまとめておきたい。

A)北千島市守お概説

。由形・地質〉

市守烏は千島列島のfIK北京端にあって、

腕慈島とカムチャッカ半島との間に位置し

ている。お形は飽弾形をなし、北京同端清

から南西市守埼まで約39km、阪は広いとこ

ろが今月 鴻から;JRf，/ir，合間で27kmにj主する。

(也の烏般!とは!Ii)ってI明らかな火山Mt:I土認め

られないという o

本J烏の毒事部は!手い緒石安111岩質集塊岩で

I~.方に jtJ鬼<'Ht;.疑灰おに移行するものと推

定されている。

烏内のlIi，ujj也l-Xはニ塚山(189m)で北部

に問嶺山、中央部に犬神山等の150m内外の

丘陵山地があり、これらの丘陵の聞に湿地

があり、特に中央部には大小の沼や池が数

多く散在している。また、河川の多くは、

この中央i尿地'H}から派出している。

〈シムシュ向史〉

烏史については元録郷帳・間妬使版の北

海道誌・石川氏，s見記・昆友蔵著「千烏列

島史」などにつまぴらかにされている。

日)北千島幌雄鳥概説

。也形・地質〉

申見詰E島は市守烏の南西部に位置する北千
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島の 1烏で、島軸はほぼ北京 市内方向で、

長さが}130km、耐.，は最も1ムいところで36kmlこ

i主している。

本島は、火山11手で形成されていて1000m 

を越える尚111が 7つもある。 北古部1Iには現

在なおi泊古重到動J)中の硫黄u山1-(l134m) があつ

て、その東)jに寓土

山の北方には 一文字主設徽7買i-(引10ω88m)等がi述皇

統する。硫寅山の雨F附可1方Jには袴!腰i接要五獄士一(什115ω0 

m汁)、ひぴ事よう風扶 (什11日54れm川1汁)、大j正E山 (1188 

m汁)、』株f花「大山 (ω97η21ηm汁)、荒川議 (l053m)、

高平獄 (896m)、駒ヶ様 (819m)等の

山岳がある o それ等の西方は轟JiI・西川の

谷を|涌てて、 北部より千倉獄 (l815m)、

大硫黄111-(1ω3m)、村上山 (l380m)、

冠供 (l68111l)、赤il{-(l46411l)を経て

[1煙iJJ (l34411l)に101うほぼ南北に走る火

山Jf峯がある。 T倉織の南西には姿の最も

美しいコニーデ後卦対話--(l798m)がある。

本ぬの基底となっている地質は安山岩質

ィ江1火持と L、われている。

(2) 北千島二島の植生

A) 市守I~IIIの岩盤と白地・草原の梢生

(日i守お)

島内の植斗:は後性i龍木類の共通殺が多く

これは、出守角が山岳なき地形の関係かと

忠、う。 t日名をあIt'てみると、カ'ンコウラン

・キパナシャクナゲ・コケモモ・ハ7 ナシ

.ミヤ7 ハンノキ・エゾツガザクラ・ジム

カデ・エゾツツジ・ウラシ7 ツツジ等で草

原にはゴゼンタチバナ・チシマイチゴ・キ

パナノコ7 ノッメ・ミヤマアキノキリンソ

ウ・コウゾリナ sp ・イワギキョウ・ 7 イヅ
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ノレソウ・チシ7 フウロ・チシマタチツボス

ミレ・シロイヌナズナ・ハマハタザオが見

られる。また、珍しいものではシュムシュ

クワ方タ・サ7 ニヨモギ・トウヒレン sp，. 

タカオカソウカ￡等';~，昆F主している。

草民lより岩壁地帯に，'Hると、チシ7 コハ

7 ギク・イワヒゲ・チシ7 キンノ〈イ・チシ

マゲンゲ・シコタンハコベ・チシマイワブ

キ・トモシリソウ・キヨシソウ・ヒメクモ

7 グサが見られる。

障害地にはエソソハクサンイチゲ・ジンヨ

ウスイノ〈・エゾコザクラ・タカネスミレ・

ミミナグサ sp，チシ7 イチゴ・コウゾリナな

どのほか特にチシ7 ゲンゲの多いことは注

t-I される。

海岸線までドると、ハ7 ナシ・センダイ

ハギ・ハマエンドウ等の北海道との共通し

ている{毎}浜+直す却が目につく

B) g'/品Ji寄附近と郡可ヶ伺の植生(市守烏)

楼生涯木知は共通種が多〈、特に円につ

くAA干重はキノ、ナシャクナケず.カ自ンコウラン

・エゾツ'/J'ザクラ・ハイヤナギ等が豊富に

君/1斗ーしている。君/;万j ヶ /~iJの市原にはグンジ

ソウ・シロノ〈ナグンジソウ・エゾノハクサ

ンイチゲ・チシマイワブキ・ミヤマダイコ

ンソウ・シュムシュクワカ。タ・エソーエンコ

サク・チシマタチツボスミレ・イワハタザ

オ・エゾノコゼンタチパナ・キパナノア7

ナ・キノてナノコ7 ノッメ・チシ7 フウロ・

タカオカソウ・ツ7 トリソウ・ヒオウギア

ヤメ・ムカゴトラノオ・オトギリソウ sp

サマニヨモギ等が群生している。

/111 t也の湿原地帯には、ミツバオウレン・
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チングノレマ・ツノレコケモモ・エゾコザクラ

・クロマメノキ・キンロウハイ等があり、

特にキンロウバイは葉が中fIIくて小葉となっ

ている。全体的に小形で、南千島躍のヒメ

キンロウノ〈イによく似ている。

台地上のi毘!ポには、ムシトリスミレ・エ

ソソハクサンイチゲ・ウズラノ〈ハクサンチ

ドリ・ハクサンチドリ・チシ7 ア7 ナ・ミ

ネハリイ・チシ7 ハマカンザシ・チシ7 ヒ

カゲノカズラ・キバナシオガ7 ・チシ7 セ

ンブ 1) ・タネツケパナ spヨツパシオガ7 ・

ヒメシャクナゲ・ウメパチソウ等が見られ

る。

エンドウコザクラの生育地まで行ってい

ながら見落としたことは、今思いW，すと残

念なことである。

占守烏は滞在期間もあまりなく、部分的

な地域しか絢交ができず、これによってお

全体の植生を判断することはできないが、

島全体に大きなIlJもなく丘陵地帯が多いの

で、植生が平均化している感がする。

特殊弘j素の品格や珍しい品碕については

別記とすることにした。

C) 西川上流附近j当地の祈生(幌葱烏)

至る所の磯地にはE草地特布のタノレ7 イソ

ウが豊富で、アライトツメクサ・コウノソ

ウ・ハハコヨモギ sp，?ノレノ〈ンモツケ・ガン

コウランが混生している。

少し高台に登ると、アライトヒナゲシ・

チシ??ンテマ・チシ7 ギキョウ・イワギ

キョウ・チシ7 ア7 ナ・ミヤ7 ダイコンソ

ウ等が多く、ヰ寺にアライトッメクサ・アラ

イトヒナゲシの大株には驚く。
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コウノソウは海岸近くの台地や岩壁に見

られるが、奥地の山岳地併では見ることが

できなかった。

D)西川附近の海岸壁と台地・時岳の抗生

(幌蓮烏)

西川附近の海岸岩壁にはエゾイヌナズナ

.シコタンハコベ・ヒメクモ7 グサ・チシ

7 コハマギク・キヨシソウ・トモシリソウ

・ムラサキイワベンケイ・チシマギキョウ

.ミヤマダイコンソウ・ 7ノレパトウキ・タ

ンポポ spガンコウラン等が植生し、精岳の

111麓より上部にかけては、コケモモ・イワ

ヒゲ・ツ7 トリソウ・イワウメ・トウヒレ

ンsp.クロ7 )1ノキ・キパナシャクナゲ、中

間点の i~:j.t由にmると、チシ7 セeキショウ・

グンジソウ・ムシトリスミレ・チシ7 ギキ

ョウ・ハイヤナギ・ミネズオウ・チシマニ

ンジン・ジンヨウスイノぐ・チシマセンブリ

・キパナシオガ7 ・アイザワソウ・イワブ

クロ・コダ7 ソウ・チシマゲンゲが見られ

る。この中で注目したい品種はアイザワソ

ウ・グンジソウ・ギパナシオガ7 ・ムシト

リスミレ・コダ7 ソウ等である。

ロ・シロイヌナズナ・シコタンハコベ・ム

カゴトラノオ・タカネスミレ・チシ7 ラッ

キョウ・アライトツメクサ・オトギリソウ

spヒメクワガタ・チシ7 イチゴ・ミヤ7 ダ

イコンソウ・ヨツパシオガマ・アキノキリ

ンソウ・エゾツツジ・クロマメノキ・ミネ

ズオウ・キパナシャクナケ・ハイヤナギ・

エゾセンコウソウ・ウラシマツツジ・キノて

ナシオ方7 ・イワウメ等であるロ

帰路丸山より大後崎ド付近までの植物とし

ては、チシマゲンゲ・エソコゼンタチバナ

.コケモモ・エソやムカシヨモギ・ヒオウギ

アヤメ・グンジソウ・コダ7 ソウ・ウラシ

7 ツツジ・ミヤマダイコンソウ・チシ7 セ

ンブリ・ハハコヨモギ sp.シコタンハコベ・

イワギキョウ・チシ7 フウロ・キノてナシオ

ガマ・ミネズオウが、海岸近くには、ハ7

エンドウ・センダイハギ・シロヨモギ・ 7

イヅノレソウ等カ当見られる。

今日のコースで特筆すべきものは、三戸

山のIIITf"付近でのコダ7ソウの群落と媛性

I草木のヒース状の'1'にムシトリスミレが群

生していたことである。

F) T倉岳とl情岳の山麓附近の植牛

E)三戸山・丸山・大後崎の納生(腕悲島幌慈島)

三戸111の岩盤上の崩壊地には、コダ7 ソ 熊襲出{の磯地にはガンコウラン・クロ7

ウ・イワギキョウ・チシマキンパイ・チシ メノキ・ハイヤナギ・ミヤ7ハンノキ・ハ

7 コゴメグサ・イワブクロ・サ7 ニヨモギ ハコヨモギ・ spイワウメ・イワギキョウ等

・ジンヨウスイバ・チシ7 ギキョウ・ミヤ が見られ、千倉岳の山麓にはアオノツガザ

マハタザオ・チシ7 センブ 1) ・トウヒレン クラ・コメパツガザクラ・ミネズオウ・カ

spアライトヒナゲシ等か十R生し、頃!二まで ンコウラン・クロマメノキが多くれ九生して

の途中日についた植物をあげると、チシ7 いた。

ノコギリソウ・シコタンソウ・チシ7 フウ 五合目イすまで登ると兄事なお信州iが展望
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できる。特に目についたものは、アライト

ツメクサ・アライトヒナゲシ・チシマクモ

7 グサ・チシマギキョウ・シコタンハコベ

アライトヨモギ・イワフクロ・ハハコヨモ

ギ sp.等で1作法も見事であった。

j賀行して暗岳 (418m) の項 i二にmると、

柄物も変わって、チシ7 ゲンゲ・アイザワ

ソウ・キパナシオガ7 ・チシ7 センノウソ

ウ・ミヤマダイコンソウ・ムカゴトラノオ

.チシ7 キキョウ等が兄られる。

屋根続きであるが、 F直斗ーも可成の変化が

見られる。 途中桐i尺に出てドるとウメパチ

ソウ(幌蓬島にては初めて見る)を発見す

る。途中の湿地帯にはムシトリスミレ・モ

ウセンゴケ・キンロウバイ等がf，F'loしてい

た。タテヤ7キンパイはi昆禰I'i汁t.-hにでも

採集するが、斗e育地も狭〈発見しずらい討

手有稲iJ(ていある。

幌1(g島での調査JUI聞は 8月より 9月下旬

まで、 2ヶ月の鋭い期間で、加熊別を中心

に、千台岳・ l府岳・二)3111・丸山・阿川の

j証作壁・人一時岬とオホーツク海fI刊の極く一

吉1Iしか調査できませんでした。調査したな

かで特E主要素を合む品械と分布上珍しき栂

については別記しておくことにしました。

(3) 北千島(占守島・幌延島)に於ける

注目すべき植物

1. グンジソウ

Parrya macrocarpa R. Browl1 

('ゲ真 1I当)

片岡湾の郁可丘附近に特に多く、大群落

をなしている。花盛りのl時期lには人工的な

花I買を.1]，1.わせる程の美しさで実に見事であ
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るo 分布は島内全島にある o 申見蓮烏・アラ

イド島の海岸台地トにち広く分布している。

シロパナグンジソウも所々にi昆生している。

2 .シュムシュクワガタ

Vel'onica grandiflora GAERTN.， Ve 

l'onica aphylla var. grandiflora BENTH.， 

Veronica camtschatica L. f. (写真 2図)

品初は長崎で見mしたが、形態はヱゾヒ

メクワガデに似ている。葉両に毛が多く、

花色も紫色で丈も低い。分布範阿も広〈北

千烏全島に生育している。 i尉沼市汁烏にで

も採集する。

3 .チシマタチツボスミレ

(写真 3閃)

海岸の台地上の:l{(f也に生育していてアポ

イタチツボスミレを小形にした感じである。

分布は杭蓮烏・ ~Î 守島の至る所で兄られ、

Uf'主している。

4 .エゾノハクサンイチゲ(カラフトセン

コウソウ)

Anemone narcissiflora var. sachali-

nensis L. Miyabe et Miyake (写真4図)

分布は海岸の台地上に$く、占守島て"は

至る所で見られる。花期には真白になる程

の大群落をなし、郡江IJ壬のグンジソウのピ

ンクとのコントラストが見事であった。

5 .チシ7イワブキ

Saxifraga reniformis Ohwi 

{主流の岩j-JJ.;や海岸の岩壁に多く全島に分

布している。北方要素を合む柄物で、本邦

の|垢離分布に注目したい。分布は本州中部

と北海道の中央高地，ii? と利尻・礼文~I，î島で

ある。
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6 .チシマクモ7 グサ

S. Merl口iFischer var. robusta Takada 

分布範開の広い柄物で、幌慈烏では至る

fifrに'1:育している。 i柔流の中洲に君下落をつ

くっているのは珍しい現象である。阿頼度

品.l~j 守島にも分イfi している。

7 .ムシ卜リスミレ

Pinguicula vulagaris L 

全島のl~ fì>j湿原J也fii- に分布しているが、

分布域ち狭く所々に見られるくらいである。

長的にも少ない。

8 .チシマイチゴ

Rubus arcticus L 

市守烏・腕慈島の全島に分布していて、

特に台地上の草原から岩壁にかけて広〈生

育している。北方要素の植物で、カムチャ

ツカ・沿海i川・アリューシャン列島にち分

布している。

9 .エゾイヌナズナ

Draba borealis A.P. DE CANDOLLE 

vm二kurilensisFR. SCMIDT 

シロイヌナズナともいい島内五る所で分

宿している。特に海岸の持墜に多く、花盛

りには岩が向くなっている。この光景は北

海道のlJi岳地方にも見られる o

10.タカオカソウ

Mertensia kerntschatica A.P. DE CA-

NDOLLE分布も狭く、海岸の台地 kの古J)

にしか見ることのできない珍草で詳しいこ

とは「北方山草」の第 8号に筆者特集の標

本を写真で示しておいたので参照していた

だきたい。

11.ヒメクモマダサ(ヒメシコタンソウ)

frorn. f1ava (KOIDZUMI) HONDA co 
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rnb. nov. var. togakushensis HARA 

シコタンソウ類では A 番小形と思われる

品種である o アドIf占(;j:、北海道のみならず、

本州にも分布するもので、学名の 1部分 val

togakushensisは戸問、111応:の基司叶栗本によっ

て命名されたものである。@寛先生は1937

年、それを独、7変種とみなしたものである

が盟国秀夫先生はそれを 1種類とみなして

f. togakushensisとしてJfzり扱っている。

山1晃カラー名鑑「日本の，~d lJ柄物J (特に401

pのシコタンソウの仲間の分類史はこの方

面iでの貴重な資料である)沿海洲・カムチ

ヤツカ・アリューシャン列島にも分布する。

北千島では台地上の草原の岩場に広く生育

している。

12. コダマソウ

Oxytropis hetusa MA TSUMURA 

分布はi初予の台地上岩場と 111岳地415に多

く見られ、 T倉fiiの山政には見事に群生し

ている。シロパナコダマソウも発見されて

いる。

13. アイザワソウ

Oxytropis nigrescens FISCH. 

幌遺品の台地上のU型地の所々で見られる

が、あまり多くない。珍草として知られる

もので筆者採集の原本写真は「北方111草」

第8号に示しておいたので参1mしていただ

きたい。

14. コウノソウ

Oxtropis karntschatica HUL T 

分布も狭〈時ij日己のアイザワソウと共にIJI

に);jlられた珍草で、筆符採集の標本合ゲ真は

「北方山草」第 8号に収載されているので

参照していただきたい。シロナパナノコウ
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ノソウがアライド島で発見されている。 千島だけに分布する品種で生育地は台地上

15.チシマヒナゲシ の苧h;iである。カムチャッカ・沿海淵!・ア

Papaver Miyabeanum T A TEW AKI リューシャン列島・アラスカにも分布して

凶川海岸の台地土砂聖書地(幌慈烏)で初 いる。

めて発見するが、他ではあまり見られなか

った。分布も限られた所以外は見ることが

できなかった。北千島では稀序:種てもある。

16. アライトヒナゲシ

Papaver alborosel1m HULTEN var. 

elongatl1m HUL TEN 

腕悲島では全島王る所で見られ、特に111

H;.Jt也帯の罪者地には大きなltl"l'専をつくってい

る。

17.アライ卜ツメクサ

Sagina procl1mhens L 

全島に広〈分布していて、特に111岳J也fi?

の山麓には豊富に群生している。

18. タテヤマキンパイ

Sibbaldia procl1mbens L. 

隔離分布で有名な植物で、幌遺品では1I古

岳のi岡沢のー古liで採取しただけで他では見

られなかった。日本では本州中部・北海道

中央高地帯?と分布が隔離的て'iHiしたい品

隆である。

19. ヒメ J、ナシノブ

Polemonil1m hl1mile WILLDNOW 

形態は今まで見たハナシノブ属では 答

小形で草丈も 5~ 6 cmf立で花色も紫色に近

い。分布ち狭く稀産種で4:育地は台地上の

市原の一部にある。

20.チシ7ハ7 カンザシ

Armeria vulgaris Willd var. arctica 

Komm 

アノレメリヤ属の中Eで本邦では搾太と北

53 

(4) 北千島の植物生態写真

ここに収載された北千島の貴重な植物生

態写真は戦後日本人と Lて初めてパラムシ

ノレ島・アライド島へのスキー登山を来たし

た111スキー北大隊の 1人」加藤有虫liさんよ

り北方山草会へ提供されたものである。

植物名等は次ページに記しておいたので

参照していただきたい。
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A:アライトヒナゲシ

Papaver alboroseum Hult. 

撮影年刀 :1990iド6))

続影付加藤背朗

阪影 I也:北 H!jアライド烏ft.古ill.にて

撮影

白'1'地の様子が子にとるようにわかる貴

重な'写真である。 H青色の砂障者I也と対比して

花の美しさがよく表現されている。

佐古i尺の地名は別所佐古の人名に由来す

る。

s:イワウメ

Diapensia lapponica 

僚影年月・ 199011'6月

撮 影者:加藤哲朗

撮影地:北千島パラムシlレ島冠岳520111

附i互にて撮影

北千島の厳しい環境の中て、際立って大き

な花を見せている o

55 

c:アイザワソウ

Oxytropis nigrescens Fisch 

f最影年月:1990年6月

f最影者・加l 藤 f守 i羽

f最影地.北千J烏アライドお佐市i尺にて

長長影

パラムシル烏では分布はすくないがアラ

イ}烏では、この写真を見るかぎりかなり

の大株が群生して分布区域も1よいようだ。

中部千島が南限でアリューシャン列島よ

りアラスカにかけて分布している。

D:アライトヒナゲダシ

Papavcr alboroseum Hult 

撮影年月:1990"同月

撮 影 将 : 加 藤 哲 防j

保影地:北千島アライド烏佐古i尺にて

撮影

アライトヒナゲシの縦のfiF状税務。雨水

の流れと 4昔に運ばれてきた種子が禿芽し

て形成された群溶と推定されるものである。
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(5) 北千島での採集の植物標本

解説は次ページを参照してください。
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A:クーンジソウ

Parrya macrocarpa R. Browl1 

日・シュムシュクワカP タ

Veronica grandiflora GAERTN.， Ver 

onica aphylla var. grandiflora BENTH.， 

採集符:筆者 Veronica camtschatica L.F 

J来集地:北千島占守島、片岡、郡司ヶ岡 採集者:挙者

にて

採集日:羽 5， 1944 (昭和19年)

c:チシ7 タチツボスミレ

採集者・準者

J来集地:北千島 市守島、長崎附近にて

採集日・羽 10， 1944 

1m集地:北千烏温雨前古fJ島、恨茂附近に

て

採集日:VII 1， 1944 

D:エソノハクサンイチゲ

Anemone narcissiflora var. sachali-

nensis L. MIY ABE et MIY AKE 

採集有:筆行

採集j也・北千島 市守島、片岡、 '11日戸lヶ向

にて

採集FI: VI 5， 1941 

E : ;1]'ンコウランの根部を材料として作った愛用のパイプ

材料としたカンコウランは引地で飛行場建設の折に1t!り

ll¥されたものである。
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北 Hものスケソチより

月.何..........-.... .~- ... 
. 

市守長崎よりカブト 111を望む S目 19.5.16.H. Y 

ー一一 一一

" 

4ν. '-~'ー
♂"."  ""'. 

'...: "'-'，"/'、h. 

西川河口より見たpll[頼度富士 S.19.9.4目 H.Y
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初雪の千倉岳を望む S .19. 9.26目 H.Y

あとが き 《参考文献・引用文献〉

私が千島の柄物調査に足跡、を残してより 官官脇操:北方の植物

およそ半世紀近くを経過しようとしている

が、その問、このような続物記をまとめて

公にする機会を逸してしまっていた。

Lかし、北千島で採集した植物標本と柄

物採集H誌が残っていたことが、今にして

みると、この報告をまとめるための、かけ

がえのない資料となっていたのであるロ

「ひとむかし」という言葉があるが、 i時

の移ろいの早いのには驚くばかりである。

北千烏の柄物相もその聞にかなりの変遷を

たどっているものと，思われ、帰化植物等の

移動があったものと推定される。

北.ht直秒Jについて興味をもたれている方々

に何らかの形でお役にたつことができるな

ら望外の喜びである。
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11 11 .北方植物の旅

11 11 植物誌北方編

北海道庁千島概誌

" "北千島調査報文

多羅尾忠、郎:千烏探検実紀

北部軍管区司令部:千烏列島柄物図鑑

総合北方文化研究会 千烏学術調査研究隊

幸日止三全
日目

伊藤成哉・千島植物研究総説

杉111吉良:北限の花アッツ島再訪

H本生物地理学会・北千島生物相

山と渓谷社:L1I i芙カラー名鑑… r日本の高

山柄物」県伺秀夫編

大井i}(三郎著・北川i政夫改訂:新日本納.物

誌顕花編

牧野・根本者 日本M物総覧

根本著:日本植物総覧補遺
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