
文献紹介

7号より新設の文献紹介の古11ですが、各

方面から好評を得ましたので今後も、本会

が続く限り各種の文献を紹介したいと思い

ます。入手される方、探究している方々の

ために、最近の価格も努めて示すようにし

ておきました。

価格については標準を示したちのに過ぎ

ませんし、文献の保作状態によってもかな

り異なることがあります。{凶格につきまし

ては、たいへん流動的なもので常に変動す

るものであることをおふくみおきください。

需要と供給の関係での急上昇や再版され

たために価格が恭決することもあります。

列、どもの立場からすれば安価であればよい

編集部

いため高価。

35，000円jIIj後(新書変形版です)

e 3)千島列島植物図鑑北部軍管区司令

部 この本のどこを見ても著者の名前

が見当たりませんが、古市HM最先弓の者

主主です。 jjIj者が本格的な高山植物閃鐙

であるに対して、このほうは千島列島

の有用・有毒原色柄物図鑑としての内

容をそなえた出版物です。!虫色図鑑と

しては、もちろん千島列島の"ft のも

のです。前者よりもはるかに入手凶難

なLのです。 '15，000I'J前後

のですが、ほしいと思ったものは多少尚価 ① 4 )原色図譜薬草満洲 東丈夫著 来弛

でL入子されたほうがよいと思います。 旅行社発行 l昭和17年flJ

× × × 

① 1 )植物学用語新辞典英和・独和対訳

三有J~1I縫・ l也問康JI~著 昭和17年flJ太

陽堂 少し古い文献でーすが、あるとた

いへん役に立つ本です。古書府でたま

に兄られます。 4，000円位

e 2) 図説樺太の高山植物 上巻(樺太叢

書 5 )船崎光治郎著 H日;f1Jl6年・樺

太庁で発行。本書は樺太の唯一の高山

柄物図鑑で F巻はどうした訳か未flJの

ままとなった。需要が多く現物が少な

124 

千島列島純物関鐙に類似した書物です

が、もっぱら薬草のみをJ{Z扱ったもの

です。5，000部の発行てが価格も高価では

ありません。 6，0001'J前後。図版70図を

JI)(載しています。

<<iI 5 )食虫植物ふしぎな魅力 食虫純物

研究会民修 誠文'平'新光社 H百平115'1年

flJ 1，400rQ定価

・安価で、 しかも多数のh;{色図版入りの

本で、培養等についてもたいへん親切

に解説されています。入門書:として日

本で作られたものとしては最兵の案内

書です。
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-内零は専門分野ごとに分担執筆されて

います。

・索引は見聞き左右 2pで調べようとす

るものが全部引き出せます。

① 6 )釧路湿原 その過去と現在そして将

来一釧E各自然保護協会 1976年flJ内家

は目次を追って紹介しますと、釧路iE

原 その自然と文化財 (I，地形・

地質 II，槌物 IIl，動物 N，先史

文化)釧路湿原開発の現況(1，開発

の歴史 1I，士地利用の概況 IIl，今

後の開発と自然保護に関する基本1)，(JIIJ)、

釧路湿原の保全に向けて(1，基本h

策 1I，当面の諸方策)、むすびとなっ

ています。 (同格 1，500fIH立

ゆえ、今後この文献は市場に現われる

ことはほとんど望めません。 10部本

故、生まれながらにして「まぼろしの

書物」となっています。

・一見すると「東北海道の植物J と|可ー

の本のように見えますが、それと本書

を比較してみますと、図版、解説も同

ーではありません。「東北海道の植物J

を編纂するに際 ll5iJ版も全部かきi直さ

れたことがわかりますロもちろん、収

載されているデータも別のものが収録

されています。

1UJよりも特徴的なことは、「釧路柄物

誌J には「東北海道の柄物J には無い

「コケ植物門」が収載されていること

で、ミズゴケの部を見ると東北海道良

のミズコεケ23極の検索表や精紺!な閃版

① 7 )割11路湿原 釧路白然保護協会 1981 が付されています。 10部木入手価格

年iリ。本書は前記文献の改訂版という 85，000円

ことになっていますが、内家のほとん

どが川版と同じです。特に植物の部に .9)樺太南半植物概況 '片原繁蔵著 棒

ついては何の改訂 Lなされておりませ 大文献叢書(2) 樺太郷土会昭和 6年刊

ん。 {而倍 1，5001' J1す

.8)甜11路植物誌形態論.コケ植物門

シダ植物門ー離弁花類:合弁花類 単

子葉植物流田謙譲者(私flJ本)

この文献は同著のr東北海道の植物J

の暫定版で、著者白らタイプ打ちした

ものを10部のみコピーをとり 950ページ

r， '下 2巻に分けて本式製本したもの

です。 1980年11丹印刷。

・出11路市立北中学校で印刷され、研究機

関・谷大学凶書館等に配布されたもの

125 

行。報告書判。

， 1920年から1931年までの樺大南半納物

調査結*を集約されたもので紙数10p， 

に調査結果が濃縮されています。この

文献が、後の著書 f樺太の植物」編纂

の礎石となったものです。

・目次によって内等を示すと次のようで

す。 1，位置 2，面積 3， J也勢

1，地質 5，気象 6，毎流 7， 

人口 8，都邑 9，林野 10，樺太

植物探検略史 11，樺大南半植物之総

指 12，樺太南半柄物分布の概要 13， 
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樺太南半植物目録 14.棒大固有種(世

界特産 15. 領土内の特産 16.樺

太南半北朝鮮共通特産 17.樺大南半

千島共通特産 18.樺太南半北海道共

通特産 19.樺太南半北朝鮮千島北海

道ttrlii {I同格 6.000円前f走

用し易いように作られています。数少

ない植物誌のー・つです。入手は閑難で

すが必備の文献です。 12，000円前後

812)北海道機太植物誌宮部金否・仁藤

祐舜共著 北海道大学農学部紀要一26

の 1-4 内家は全て英文です。

810)高山花譜武田久吉・船崎光治虫11共 倒格 40，0001'1

著富岳本社昭和22年 9月15日fll。

総和紙袋とじ本72p.当11寺の定価で220

円。

-敗戦後の物のない時代にはめずらしい

和紙本で、船崎光治郎附イ自の33枚の白

主11自刷版画を収めた尚i11:fE譜て。すo 解

説は武出久吉先生が書かれたもので学

術的にやや詳細に示されています。

-本書の真価lは‘般に見られる柄物凶譜

とは違っていて芸術性と科学性がみご

とに合体して独自の凶諮を自11リ出され

た点にあります。

・原画)の多くは船崎光治虫11著の「閃説樺

太の高山植物JJ-.の図版を碁にされた

ことは、両者を対比することにより明

らかです。

《こ注意〉

価格約80，000円

・入干される場合は、カバーの有無・保

存状態を十分確認する必要があります。

それらがどうかによって価格に相当の

聞きがありますし、カパーが無ければ

40，0001'1ほどで購入できるはずです。

811) +勝植物誌舘脇操校閲・横111春男

著 帯広常林局 1951年刊168p .報tt

書判。各属ごとに検索表も付され、手11
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813)北海道主要樹木図譜 宮部金吾・工

藤祐舜共著f・須崎忠IりJ同

・日本を代表する世界的に著名な阿議で

す。復製版も含めるとこの図譜には 5

種類もあるので購入の場合は十分注意

されるべきです。

〈その 1>未製本のもの"....大きな袋に分

けて図譜専用の袋入保存版となってい

ます。 86図版あれば完品です。

・この袋入保存版は最もi高価で完品とい

うLのがほとんどありません。 1点で

も欠けている場合は、そろえることは

不可能と思ってドさいロ北海道庁刊

完品 250，OOOi'I前後くらい。

〈その2) 1冊製本版 製本の折裁断され

ますから袋入本にはかないません。

• 3冊本をさらに 11111本にf十立てたニセ

1冊製本にご注意…ぃ裁断が 2皮に及

んでいますから小さい感じがします。

北海道庁fll 120，000円前後くらい。

〈その 3> 3f11r製本版 北海道主要樹木図

講では最も普通に見られるものです。

北海道庁'flJ 120， OOOl'j前後くらい。

《その4)北海道大学図書刊行会刊の復製

版 1984年刊B4版 ちつ入 I冊と図
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版 45，000円前後(但し、古書価で)

《その 5)北海道大学図書刊行会刊の復製

版 1冊の中に図版も収載されたもの

です。 古書価 4，000門前後。

①14)知床の高山植物 郷土学習シリーズ

第 4集 1982年干rJ 斜里町立知床博

物館(斜里郡斜里町本町41番地)小型

の変形版(16.7x 17 .3cm) 

・内容は初心者や子ども達を対象にして

知床のおもな高山植物をごく平易に解

説したもので、美しいカラー写真て

されています。 古書{面 1，500円

015)道立公閣総合調査報告書，()芋岸道立

公園)北海道白然保護協会昭和61年

frJ 

・北海道の委託によってまとめられた

もので昭和60年-61年にかけて厚岸

霧多布に及ぶ!字岸道立公周とその周辺

地域の動植物を精細にまとめられたも

のです。厚岸道立自然公闘員h~或現存植

生図が l枚(着色図)が附せられてい

ます。 占書f凶 2，000円位

016)北海道自然環境情報 自然保護年報

昭和60'f3月刊北海道自然保護協

メλ
Zミ

・内容は北海道の社会環境の状況、気象

環境の状況、陸域の自然環境(J也形・

地質・自然現象)の状況、陸域の自然

環境(柄物)の状況、陸域の自然環境

(動物)の状況、降水域の白然環境の

境保全等の状況、関係団体等の状況に

およぴ総合的にまとられたものです。

北海道の自然環境の現状を知るための

必須の文献です。 263p . 

古書価 2，500円位

.自然保護協会に残部があるかも?

017)釧路湿原保全対策緊急調査報告書

環境庁干rJ、昭和59年 252 p目

・環境庁の請負調査に基づき北海道自然

保護協会が調査したものです。

・内容は第 I章調賓の概要、第 2章

湿原をとりまく社会環境、第 3章釧

路i毘)民地形・地質、第 4章釧路湿原

の水文・気象、第 5章釧路湿原の械

物相、第 6章釧路湿原の動物相、第

7章釧路湿原周辺の埋蔵文化財、第

8章釧路湿1Jl(の景観第 9章地元

意向調査、第10章保全方策と提言に

分けて詳細に解説されています。

古書価 2，OOOJIJ位

①18) 日高山脈の高山植物 高橋誼著。第

一法規昭和56年刊、絶版。

・日高ーの出'jlll植物を紹介した最もまとま

ったカラ-jj:?JJ坂本と思います。巻末に

「日高111脈の高山植物目録J がF甘され

214種が示されています。

・あとがきに「日高山脈の高山柄物J 私

刊本(昭和54年)を作られたことが書

かれていますが見たことがありません。

古書{而 3，000l1J位

状況、海域の自然環境の状況、自然環 ①19)当麻町野性植物図鑑 当麻田nrJ行松
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尾栄・佐々木太一・野呂 a犬・兼重一

男・波多野守編昭和60年刊総ペー

ジ226p目

• 38p.に示されているヒツジグサは別な

もの(スイレン科の同芸穂? 交配

種かも? 古書1師 2，000円位

①20) 国立固定公園特別地域内指定績物図

鑑北海道編環境庁自然保護局編大

蔵省印刷局 467 p . B 6 'j1J 1980年刊

.カラープリント写真で製版されたため

に写真の色調があまりよくないと思い

ます。 古書価 12，000PJ佼

021)阿寒・摩周の植物辻)1'達ゐ監修

紺i川音治幸子 北海道新聞社1990年

・この地域ものとしては最初のカラー写

真岡鑑です。巻末に登山案内と索引が

附せられています。 定価 2，060円

022) 日本産アヤメ科植物 いずれアヤメ

かカキツノミタ・グリーンブックスー 139

p 大im末男著 ニューサイエンス社

1989年 5月frJ

-札幌同iI111¥身の横物学者大i屯末男先生

からいただいた文献のー 1111で、 125Pに

及んで日本産のアヤメ科植物について

詳細に記録されています。

定価 930l'J

.23) コマロフ原著満洲植物誌大阪毎日

新聞相 PJ 雨i拘iHl鉄道株式会相経済調

査会訳全 9ilサ

報告書:r満治|植物誌」のわが同11ft.の

完訳本です。原書は 3冊ですが411訳本

では全 9冊に分けられています。

• I昭和 2年一 7年にかけて出版されまし

たが、訳出には11年を要したものとい

います。

・第 1巻 292p .第 2巻 538p .第 3巻 1:

編 256p.第3巻下編 273p.第4巻 393

p 第5巻 420p.第 6巻土編 316p 首5

6巻下編 268p .第 7巻 368p . 

J:J. r. 9 illlでこのほかに第 1岡円前洲植

物分布反域全図」 ・第 2凶「奇八九五

年度 原著者旅行区域紺It2il j ・第 3関

「一八九六・ 八九七年度原著者旅

行区域細凶」の 3対がfせいて完全本と

なるわけですが、この文献の完全なそ

ろいは、ほとんどないようです。

-私の持っているものが4巻を欠いてお

り、東京都の小宵定志先生の調査では、

東京大学・国立科学植物館・凶立国会

凶書館にも、あっても数iIIlの不ぞろい

のみとのこと。

ド甘図f、i完本が出ると 20万円伐

@24)顔色日本のスミレ浜栄sJJ著誠

文'主新光社 1975年frJ

. /j本を代表するスミレ図識の労作でス

ミレ愛好者には必須の文献です。現;庄

絶版になっており価格は尚倒。

• 1種ごとについて精細な分布図が付い

ており解説も詳細です。

古書Ir11i 80，0001'J位。

・本書は露国ベテノレスブルク帝同植物園 @25) 日本スミレ図諮 升i皮一雄.Jiij川文
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夫校関 六月中十 19661f.fl) 

. liij文献とともに日本の代表的なスミレ

凶譜です。 山書価 80.00011 Hi/.。

。26) ヒ7ラヤの花中尾佐助著毎日新

聞社 1964年刊

・若者はヒマラヤの花を多年にわたって

観察された方です。内容は英・和両文

古書{而 50，000円位

27)花の歳時記昭和57年より 58年にか

けて小学館から刊行された優れた花の

シリーズです。引在入手できるかどう

かわかりませんので譜号を省略しであ

ります。

・第 l巻早春の花、第 2巻陽春の花

第 3巻初夏の花、第 4巻一盛夏の花

第 5巻秋冬の花、第 6巻 1I1と高原

の花、第 7巻 i，-寺名問の花(東H本)

第8巻古寺名園の花

・以上ですが、このシリーズの別巻とし

て世界の花(別巻 1 ヨーロッパ・ア

フリカ )jlj券 2 アメリカ・アジア・

オセアニア)が出版されています。定

価ち各巻1，300円という安価で、1nfとい

ってもカラー凶版がすばらしい。

-別巻 1・2巻の末尾には横Jj政人氏が

世界の植物腿についての紹介記事を書

かれています。

028)大雪山文献書誌第 3巻清水敏一

著 自費出版限定500音11・クロス装・

ダンボーノレケース入り。

・本書の 1・2巻については既に北方山
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草 第8号に紹介ずみでしたが、 3巻

は定価3，000円です。第 4巻の出版が計

画されているかどうかは、この本のど

こからも読みとることができません。

古書応でお求めください。

1i:ji29)根室の風土と自然 北構{呆男・小松

昭男・ i島問勝・三浦二郎編 フイ-}レ

ドガイド線室作製委員会昭和50年1'1)

根宰の野生鳥・獣・草花を紹介した

もので、この地方のカラーブックスと

しては最初のものです。 132P 

-発行年が古いのです，書信でなければ入

手できません。 内書簡 1，500円位。

1i:ji30)根室の草花 小松11ft男・尚削除・千

葉勝i専・CC:jill二郎編昭和51年fl)。

・前文献にひき続いて刊行されたもで野

生植物のみのカラーブソクスですロ

古書価 1，500円位。

031)大雪山の花永田芳男花紀行 7

文化的版局昭和58年 fl)

・写真家が作った美しいカラーブックス

です。 定価 1，500PJ 

032)礼文・手1)尻の花永岡芳男者花紀

行 6 文化出版局 11['1和58年刊

定価 1，5001') 

上記 2書:とも、あるいは絶版になって

いるかも知lれません。いずれも優れた

写真集です。

033) アポイ岳の高山植物 H百和48年fl)
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様似町文化協会北方植物研究会

-本舎は絶版になっていたものですが、

各方而からの求めにより再版されまし

た。 古書価 1，500円前後

034)北海道自然100選紀行朝H新開北海

道支省報道部編 北海道大学図書刊行

会発行1987年刊

・楽しいフィールドワークのための案内

書です。 定側 1，800円

• 1部カラー関}坂あり。各地ごとに案内

図がそえられていて至極便利な本です。

(Qi35)ナヨロの植物一名寄議書 1 鶴合

博著市立名寄図書館郷土資料室昭

和47年刊 絶版 7，000円前後

36) 日本のユリ 清水基夫幸子 誠文堂新

光社 376 p 昭和46年刊

・著者の多年にわたる研究から生まれた

文献で日本のユリについてのすべてが

詳細にまとめられています。愛培家必

読の書ですが絶版となっています。

・内外のユリの会・ユリの球根や種子の

入手方法、ユリ文献多数が紹介されて

います。 古書倒 25，0001'1 

.37)原色日本のラン前川文犬著誠

文堂新光社 1980年刊

・日本のランの全種を集めた千がきの原

色版図譜で、ラン医!譜の最もまとまっ

たものです。

-現在は絶版のため入手はたいへん困難

となりました。

-130 

古書価 40，000-50，000111 

038)東日本の高山植物と山草鈴木呂友

著誠文堂新光社 1983年刊

「北海道の高山植物と山草J と阿形式

で編集された文献です。

4，800PI 

-北海道との関連がi菜〈、必備の文献です。

39)ふるさとの自然季刊北方自然保

護研究所

. i上別市野幌中央公民館で市民に無料配

布されています。カラーページあり。

40)北海アルプス写真帖大雪山調査会

昭和 3年[11

-人ー雪111系のアノレパムで、L11lf.-写真と尚

111柄物群落を収め解説が加えられてい

ます。 古書価 5，000PJ{Jl: 

(Qi41)美唄湿原の花草野貞弘著 l昭和56

年刊 古書{面 2，500円位

.今は見られなくなったかつての美唄湿

原の植物たちの貴重な記録です。

-特にi昆1);(や花たちの消滅についての歴

史的記録が重視されています。

・カラー写真多数入り

(Qi42)北大恵磁寮歌植物考森岡弘彦者(C植

物と文イヒ」ー第18号所収昭和52年)

.者有は農林省北海道農業試験場勤務

・とりあげられている植物は、ハルニレ

・ポフ。ラ・ハリエンジュ(ニセアカシ

ア) ・コブシ・サクラ・スズラン・オ
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オバナノエンレイソウ・キャベツとタ

7 ネギ

・係史的な記録が多く、柄物文化史とし

てすこぶる興味深い Lのです。

(¥"jI43)北海道大学植物園草本植物目録

1979年刊北海道大学

古書{岡不 明

(¥"jI44)北海道大学植物画「北方民族植物標

本回目録J 1982年刊北海道大学

-'!J書filli 不 明

045)英文北海道・千島・樺太産ハナシノ

ブ属植物伊藤浩司者北大大学院環

境科学研究紀要 6巻 2号

1983年刊 古書価 2， ooOf!Hf!: 

046)北海道の自然と生物・ 1号 1989年、

主担当;市松ケ枝問r1ー 10

定価 1，500円

〈関係記事〉

俵著:北海道の自然保護を考える 1 

-同立公悶の保護と利}刊の161点を探

るという副題がついている。

原松次:栂物にとりつかれてー自然観

察の子引として

-著者のおいたちから現在までの歩みま

でを書きつつずつた貴重な資料。

伊藤浩司:植物の名前の理解のために

佐々木太一:ナンジャモンジヤゴケ北

海道発見てんまつ記

伊藤浩司:館脇操 ーーその業績と人と

なり

131 

om北海道の自然と生物・ 2号

1，500円

〈関係記事》

伊藤浩司:北海道の植物(1) ミチヤナ

ギとその仲間

原松次:札幌市北東部低地帯の積物

-札幌市北東部低地帯の柄物を水生捕物

・湿原植物・防風保安林捕物・荒野柄

物の 4昔日に分けて調査結果をまとめら

れたものです。

・特にノド生物についても詳細に調査され、

タヌキモ類(タヌキモ・コタヌキモ)

・ヒンジモの記録は貴章 札幌市で採

集の水生植物のうちヒンジモは札幌市

からの新記録で、道l'、!分布はこれで、

釧路・札幌・十勝(外山) ・空知(外

山)が明らかになったのはうれいし限

りです。またタヌキモ類はもうキし幌に

はないと考えていたものです。

俵著:国際的に通用する国立公爵への道

知床の自然保護に寄せて

新庄久志:自然に楽 Lむ

伊藤浩胃:館nl~係 その業績と人とな

048)北海道の自然と生物・ 3~ 1990年

1，500Pl 

〈関係記事》

右)11幸男:野幌の森林・北海道の森林

西川i恒彦:縞物の分布と染色体 フク

ジュソウを伊jとして

伊藤浩司:北海道の植物(2トハナシノ

フ

佐々木太一:旭川の植物

北方山草 9 (1990)



-旭川市の植物を文献のみによってまと

られた資料です。

俵著:すぐれた自然と身近な自然

外山雅寛:食虫植物の分布から見た勇

払原野の学術的な価値

-原稿に子が加えられたため数か所の誤

報あり。ー著者の責任ではありません。

桑原義晴・野草の自然観察

・自然観察の目的・自然観察の仕方につ

いて平易な内容で記述されたものです。

原松次.北海道産植物で rs本の野生

植物J にその分布が認められていない

種類

スライド会記録

編集部

1989年(平成元年) 3月 5日(日)

札幌の空は晴れていた。本日のスライド

会には伊達・大滝地区から出席される方も

多いので、中山峠附近の天候が心配になっ

ていたが、この分では大丈夫のようでほっ

とする。

121侍から北海道厚生年金会館すずらんの

問で開催される。

今回で 5何 Rになり、最初のうちは拙宅

に栃〈近い寿し1古の二階をよく利用してい

たものだが、年とともに会員の輪が広がり、

いまでは同会館のすずらんの間でも狭くな

ってきた。これも北方lli京会をささえてく

ださる多くの方々のご協力によるものと深

〈感謝している次第である o

開会のあいさつ(高野英三)に続いて111

132 

-著者の多年にわたる調査活動から明ら

かにされた北海道産植物のうち「日本

の野生植物J(平凡社刊)に米裁の植物

につき34種を報告されたものです。大

変貴重な報告です。

※文献紹介について、それ等を求められる

人々のために、文献の頗に記号をf、jしま

した。

0-書応、古書底等で求められるもの。

①~古書庖で入手可能なもの。

。~古書:1古で入手むずかしいもの。

G-古書!万で入干の非常にむずかしいもの。

(文責外山雅寛)

谷古蔵さんより野生ギクの有効形質を導入

したスプレーギクの新品種について興味あ

るお員言をしていただ「いた。

次に大宮不二雄さんから種子の配布につ

いての説明があった。吉本明さんはか数名

の方々から沢山の種子をいただいたので、

配布リストを作り希烹のものを申し込んで

いただくことにした。

続いて外山11g寛さんから中111湿原の植物

調査についての説明があった。 Hド年、秋も

終わりに初めて調査に入ったが、北海道と

しても貴重な高層湿原なので、顧問の辻井

j圭一先生のご指導のもとに、地泊喜茂別問j

抜ぴに関係諸機関とも連絡をとりながら慎

重に調資していきたい旨のお話があった。

さらに、高野英こからは「北方山草J 第

8号の発行と北海道自然保護協会加入につ

いての説明があった。
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