
エゾヤマアザミとエゾノサワアザミ

北海道は附積が広いためまだまだ、未知の

部分が残されているようだ (Kaclota

2007a， 2007c)。また、問題となる植物が

本州以西にも分布する場合、道産の植物と

本州以西に分布する植物の比較検討が充分

になされていないケースもあると考えられ

る。本稿で取り上げるエゾヤマアザミもそ

の一つである

エゾヤマアザミは別名をトオノアザミと

もされるが両者は別のものである。すなわ

ち、エゾヤマアザミは北海道の、 トオノア

ザミは東北地方の特産植物である。この二

稀が別の実体をもつものであれば当然それ

ぞれが異なる学名をもっ乙とになる。ここ

では問題の二穏がどのように異なっている

かという点をみていきたい。

ヱゾノサワアザミについては、著者は未

だ充分に理解していない。ここでは基礎的

な情報を提供して、読者の方々からの情報

を待ちたいと考えている。

つくば市門田裕一

エゾヤマアザミとトオノアザミ

エゾヤマアザミとトオノアザミは表 Iの

ような形態的特徴で区別される。いくつか

の形態的形質をもう少し詳しくみていくこ

とにしよう。

1)総沓片のヂrJ数

キク科植物の小花は総奮と呼ばれる構造

に包まれている。総蒼の構成単イすが総菅片

である。コウモリソウ属やアキノキリンソ

ウ属のように総萄片は1~2ヂrJで敷石状に並

ぶ時には列数のカウントは容易である。し

かし、アザミ属やトウヒレン属のように数

多くの総萄片が覆瓦状に並ぶ時は数えにく

いことがある。覆瓦状に並ぶ時は最外側の

総萄片を基点にして螺旋状に数えていくの

が正しい方法である。しかし、この数え方

は標本台紙に貼られたものには適用できな

い。そ乙で総萄片の列数が多い植物での数

え方を次のように提案したい。

表 1 エゾヤマアザミとトオノアザミにおける形態的形質の比較

エゾヤマアザミ トオノアザミ

総笥片の~J数 11，12flJ 8.9列

総琶外片の形 長卵形 卵形

腺体 総盤中片と内片にあり。狭間卯状妓針 内片にのみあり，伎針形であまり発達

形でよく発達する しない

茎葉の切れ込み 全縁~鋸歯縁~羽状中裂 全縁~鋸歯緑

茎業の基部 祭柄で!飽茎する 短い柄があり，抱茎しない

茎葉の下両 多少なりともクモ毛がある 祭毛
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図1にアザミ属における総萄片の列数の

数え方を示した。①~⑭は列数を示してい

る。まず、最も外側に位置する総哲最外片

を基点(①)に決める。この時、総奮を抱く

萄葉を除外しなくてはならない。沓楽は一

目でそれと分かる大津!のものが多いが、総

省外片と混同するような小型のものもある。

多くの場合、色が異なっていたり、先端の

トゲが総菅片のものよりも太くかっ長い点

で区別できる。

基点の総萄最外片を決めたら、次に隣り

合っていてかつ明らかに内側に位置する総

菅片を二列目(②)とする。乙のようにして

以下順番に数えていく。内片や最内片は紫

色を帯びていて小花と区別しにくいことも

あるが、乙ちらも数に入れて考えなくては

ならない。結局、図1に示したアザミでは

計14列となる。しかし、基点の選び方によ

って多少のばらつきがあり、また個体変異

もあるので、少し幅をもたせて13.14，，1)な

どと表現する。表 1のデ タはこのように

して得たものである。葬者はこのような総

議片の列数の数え方を提案するが，北海道

産のアザミ属でもチシマアザミやヱゾノサ

ワアザミのように総菅内片が絡み合ってい

て生品でないと算定が困難なものもある。

肉11&で総萄を観察すると別穏の間では総

哲片の並び方に差が認められることがある

(図2)。総萄片の列数における違いとは、

この差を客観的な数値に讃き換えたもので

ある。この数え方によると従来記載されて

きた列数よりも者干多くなることがあるが、

総菅片の列数はアザミ属における種の認識

に有効な指標となる。
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図l 総芭片の列数回数え方

基点(①)を決め，内側に隣り合っている総昔片を②

とし1 順止とれを繰り返す t このアザミでは14列が

教えられる リョウノウアザミ(長野県南木曽町)

リョウノウアザミは道産のものとは関係がないが!写

真が比較的鮮明でI 総芭片の列散が数えやすく，線体

が明瞭なのでとこに用いた

2) I保{本

アザミ属の検索表では『総葱が粘るかど

うか』という形質が用いられる。総萄が高~

るのは総在片の背紺i面中)幼に腺体が存在す

ることによる。『腺体』という術昔話は『改訂

増補牧野日本植物園鑑』で著者が初めて

アザミ属に用いたものだが、英語でしばし

ば使われる glandularbodyを日本語に

直訳したものである。腺体という構造物に

着目すると、同じように著しく総奮が粘る

穏であっても、例えばノアザミの腺体が}t;

線形オニアザミのそれが狭長卵形であるよ

うに種によって概形が異なることが分かる。

また、検索表で『総奮が粘る』という方向に

進んでも種によって『やや粘る』とか『わず

かに粘る』あるいは逆に『著しく粘る』とい
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凶2 エゾヤマアザミとトオノアザミの総苗

八工ゾヤマアザミ(広尾町)総苗片は11，12列内片と
中片に狭倒卵状肢針形の腺体(白い構造物)が目立つ

った主観的な表現にでくわす乙ともある。

これは①腺体そのものがよく発達する場合

と、)肢体が存在するものの痕跡的になる場

合があること、そして②腺体が総菅内片、

中}十、外Jtのうちのどこに分布するかとい

うことと深く関係している。

例えば図Iに示したアザミでは、狭楕円

形でよく発達した腺体が全ての総菅Hに認

められるので、との総萄は著しく粘着する

ことが分かる。実際このアザミは押葉標本

にするために新聞紙に挟むと剥がせないほ

どである。梅沢 俊氏の『新北海道の花』

210ペ ジのチシマアザミの項に、変種コ

パナアザミとして掲載された写真には総哲

片の中肋にくっきりと白い腺体が写ってい

る。腺体が白いというととはそれが痕跡的

B トオノアザミ(岩手県遠野市) 総苗片は8.9:;11腺体

は挟披軒肝で内片に認められるが!あまり目立たない

であることを示している。実際、コバナア

ザミの総哉は粘らない。腺体の有無、痕跡

的かどうか、存在する場合はその形状と分

布もアザミ属における種の認識に有効な指

標となる。腺体は押葉標本になった場合で

も識iJIJが可能である。

『アザミの花のファウナ(動物相)~という

言葉があるほど、アザミの頭花にはいろい

ろなハチやハエの仲間が侵入して産卵し鮮

化した幼虫が頭花の中で生i舌している。頭

花にクモ毛を生やしたり、総菅片を反曲さ

せたり、腺体から粘液を分泌して成虫を捕

獲したりする(ハエ取りリボンの要領)のは

全てこうした草食性昆虫に対する防御とみ

なすととができる。北海道産のアザミに線

体が発達するものがほとんどないというこ
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とは頭花を摂食する昆虫が多くないことを

意味しているのだろうか?

図2ではエゾヤマアザミとトオノアザミ

の総奮の違いを示した。エゾヤマアザミの

方が総沓片がよりぎっしりと並んでいるこ

とが分かる。さらに，エゾヤマアザミでは

総菅中片と内片に白い腺体がはっきりと認

められる (A)。白い線体は痕跡的であるこ

とは先にも述べたが、総萄内片の腺体は黒

紫色で粘着する。この部分に指を触れれば

総査は粘ることになる。したがって、エソ

ヤマアザミの総菅は『わずかに粘る』とい

うカテゴリ に入ることになる。

3)茎楽の切れ込み

アザミ属のうちで花期に根生葉が生存し

ないグル プでは茎葉の切れ込みに着目す

ることになる。どのような個体でも下部か

ら上部に行くにつれて茎葉の切れ込みは次

第に浅くなる。比較を行う時は対象を決め

る必要があるので、切れ込みの比較は中部

の茎葉で行う。

表1に示したように、 I山I種ともに切れ込

みのない全縁的な茎葉をつけるのが普通だ

が、エゾヤマアザミは粗い鋸前縁からさら

に深く切れ込んで半j状中裂する個体もしば

しば見られる。このことは、このー種は似

たような茎葉の切れ込みの変異を示すが、

変異の傾向は全く同じではないということ

を示している。こうしたことは標本を比較

するだけでは見えて乙ない。野外での自然

集団(群落)の変異の傾向を把握して初めて

分かることである。野外での観察結果にも

とづくと、アザミにおける茎葉の切れ込み
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の程度は環境条件によって決まるものでは

なく、遺伝的に決定されているらしい。

表Iに挙げた識別点のうち、 トオノアザミ

の総在外片の形態には変異が多く、中には

狭長卵形となってエゾヤマアザミとは灰別

できないものも出現する。

この二種は生態的にも遠いがある。ヱゾ

ヤマアザミは平地の原野的な潔境、具体的

には道路沿いに見られることが多い。乙れ

に対して、 トオノアザミは山地に生え、夏

緑樹林の林縁に生育する。

以上のようにエゾヤマアザミとトオノア

ザミは種のレベルで区別するのが適当と考

えられるが、両者はよく似た変異の傾向を

示す。エゾヤマアザミは普通茎が中部以上

でよく分枝し、枝は鋭角的に斜上する。し

かし、群落によっては茎は分枝するものの

校はほとんど伸びず、穂状花序のようにな

る(図3)。トオノアザミも全く同じような

変異が見られる(図4)。分枝した枝の伸長

の程度における変異は他の多くのアザミ属

で観察されるが、ととで問題にしている二

種が無柄かあるいはほとんど無柄の頭花を

つけるためにより一層際立ったものに見え

るのだろう。なお、との二種は染色体数も

2n=2x=34であり、別種ではあるが近縁な

関係にあると考えられる。

エゾヤマアザミの学名

以上のようにヱゾヤマアザミとトオノア

ザミは別種であるので、エLヤマアザミの

学名には、 トオノアザミの学名 Cirsium

heiian um Koiclzは使用できない。独立

種としてのエゾヤマアザミの学名は
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図3 工ゾヤマアザミ

八大樹町尾同校が伸長するi 典型的な形茎 B 広尾町上豊似枝が仲ぴず， f車状になる克
菜は全縁 茎菜は羽状に中裂エゾヤマアザミは草葉が切

れ込む形が多い 茎葉の基部は抱茎していると

とが分かる

図4 トオノアザミ

A 荒川高原枝が伸長する，典明的な形芸葉は全 E 物見山技が伸びず，穂状になる形芸葉は粗い
結 鋸歯緑トオノアザミにも茎輩が羽状に切れ込むも

のがあるがどちらかというと桶

共に岩手県遠野市
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Cirsiulll albrechtii (Maxi1ll.) Kudoと

いう乙とになるが、ととにも問題がある。

Kudo (工藤祐舜， 1925)は The

vegeta-tion of Yezo [蝦夷地の植生]で

北海道産植物をリストアップし，そこに

Cirsiulll Albrechtii Kudoの名前を挙げ

た。この名前はロシア入植物学者マキシモ

ヴィッチが記載した，Cnicus buergeri 

(MiQ.) Maxim日 albrechtiMaxim， 

(1874)にもとづくものである (albrechti

は正しくは albrechtii)。国際植物命名規

約によると、既に発表された学名のランク

を替えたり、新しい組み合わせを行う時に

はバシオニム(基礎異名)を引用しなくて

はならない、とされている。工藤はマキシ

モヴィッチが発表した学名を引用していな

いので、工藤の学名は裸名となり、正式に

発表されたものとはみなされない。次に

Cirsiulll Albrechtii Kudoという学名を

用いたのは館脇操 (1929)である。館脇

もバシオニムを引用していないのでとち

らも襖名である。最も新しく Cirsiulll

Albrechtii Kudoという学名に触れたの

は北村四郎 (1931)である。北村はエゾヤ

マアザミとアオモリアザミの雑種として発

表したマヨワセアザミの記載にとの学名を

用いているが、やはりバシオニムを引用し

ていない。したがって、CirsiulllAlbrechtii 

Kudoという学名は現在でも依然として裸

名のままである。著者はエゾヤマアザミを

実在する独立種と考えているので、適当な

手続きを行った tで近い将来に正式に発表

する予定である。

なお、マキシモヴィッチの Cnicus

buergeri (MiQ，) Maxim， s， albrechti 

lvlaxiIn を初めてアザミ属に組み換えたの

は Nakai(1912)であるが、母種とされた

Cirsiwη buergeri MiQ ヒメアザミは西

日本の植物でエゾヤマアザミとは直接的な

関係はない。

ヱゾヤマアザミの分布

和名のヱゾヤマアザミは川上瀧弥 (1895)

がつけたものという (Hara1952)。著者は

川上の原典を見ていないので詳細は不明だ

が、四国と九州に分布するヤマアザミに似

て、北海道に分布するからと思われる。ヤマ

アザミとは凶3と図4のBに当たるものであ

り、 Aに当たる Jr~はヤマアザミでも極く稀

に見られる。ヤマアザミも同じく染色体数

が2n三 2x=34の二倍休種であり、エゾヤマ

アザミやトオノアザミと同じグル プに所

属すると考えられる。ヤマアザミは九lHで

はほぼ全域に分布し、四国では阿部(四国

カルストなど)に限られ、比較的珍しい。

ζの群(ナンブアザミ節ヤマアザミ亜節、日

本国有)は九州と四国に分布し、挑んで東北

地方北部、そして北海道というように、ち

ょっと変わった分布パターンになる。中医

地方から東北地方南部にかけての地域は実

際には宅白という訳ではなく、アズマヤマ

アザミ(カズサヤマアザミは異名)、オハラ

メアザミ、エチゼンアザミという近縁なアザ

ミが分布している。乙のアズマヤマアザミ群

も染色体数が2n二 2x=34であるが、総萄)¥-

が圧着する点でエゾヤマアザミやトオノア

ザミとは異なる別のグループのものである。

エゾヤマアザミの分布を図5に示した。

ハUに
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北海道
"乙700.'償却。

ド主宇芸事ヰ胴

問5 ヱゾヤマアザミの分布

国立科学博物館所薗の標本にもとづく 女はタイプ標本の産地

女は Cnicusbuergeri (MiQ.) Maxim 

s. albrechti Maxim.のタイプ産地であ

り、函館である。道南から道東まで太平i干ー

側に偏った分布パタ ンとなる。日本産の

アザミ属に関して先駆的な研究を行った

Nakai (1912)はヱゾヤマアザミとして名寄

産の標本を引用している。また，ウエブ版

の分布図 (WilcllifcResearch Institute 

2007)では道北地方の数ヶ所や北見地方の

記録が伺載されている。しかし、西川恒彦

氏(私信)によると旭川以北ではエゾヤマ

アザミは見られないという。エゾヤマアザ

ミの分布についてはさらに探索が必要と思

われる。

エゾノサワアザミとマミヤアザミ

著者が日本産アザミ属の分類に取り組ん

で既に20年以上が経過したが、依然として

実体がよく分からないものがいくつかあ

る。北海道産のアザ、ミではエゾノサワアザ

ミCirsiu11lpectincllum A. Grayがそ

の一つである。

i主16はエゾノサワアザミのタイプ線本の

画像である。種形容語(~重小名) Wpectine-

lIum~ が示すように茎葉が櫛の荷状に細く

切れ込むのが特徴である。頭:fEは椀形の大

きなもので、チシマアザミによく似ている。

総萄片はチシマアザミと同じく 7列だが、

総在外片が扇平で基部が広卵形であると乙

ろが違っている(チシマアザミは狭長卵状

披剣形でやや肉厚)0Bをさらに拡大して見

ると、総省外片と中片の中肋に線形の痕跡

的な腺体が認められるようにも見える。こ

の点は基準産地と考えられる函館で確かめ

1
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図6 エゾノサワアザミ乙irsItlmpectinellll1H A Grayのタイプ標本(ハ パ ド大学グレイ標本館蔵)

Aは全体， BはE浪花の拡大 1853fjから 1856年にかけて派遣された合東国北太平洋詞査隊 (u.S. North 

Pacific Exp!oring Exveditio叫に参加lしたライト(c.WrighOが係集したもの ラベルには詳しい路地が

記載されていないがl 同艦隊は箱館(現在の函館)に寄港して保革・調査を行っているのでこの標本は副

館で採集されたものと考えられる 大橋広好氏掲影

てみたい。茎葉の切れ込みにばかり目が行

ってしまい、乙うした違いが認識されてい

ないためにエゾノサワアザミと制定された

ものの多くはチシマアザミの紫の切れ込み

が深いものに過ぎない。ミヤマサワアザミ

とされているものもこれである。

ヱゾノサワアザミは湿地あるいはそれに

準ずる環境に生育することが多いので、花

期iには根生葉が生存するのが普通である。

しかし、乙のタイプ標本のように生存しな

いものもまた見られる

マミヤアザミ(ヱゾヒレアザミ 小泉自

身はこのアザミにとのように命名した門

間注)C. mamiyan日m Koidz.は尚サハ

リン・チペサニ(チビサニ)から記載さ

れたものである(図7A)，小泉自身の素晴

らしい線岡が原記載に添付されている

(Koidzllmi 1910， Platc III )。この凶で

は頭花が上向きに咲くように書かれている

が、記載文中には『頭花は単生し、球状で、

始めは点頭し、後直立する』とある。また、

『頭花の基部に葉はない』とあるが，図には

披針jr~でやや大型の強葉が描かれている。

マミヤアザミはエゾノサワアザミのシノ

ニムとされることが多い (Kitamllra

1937、大井・北)111992、Kadota1995)。

Nakai (1912)は応、ヱゾノサワアザミ

の存在を認めつつも、恐らくエゾノサワア

ザミの変種だろうとコメントしている。し

かし、その後考えが変わったらしく、

Nakai (1932)はヱゾノサワアザミの変種

としてヱゾマミヤアザミC.1Jectinellum 

var.向 llaxNakaiを記載した。 Nakai

(1932)は根窓納沙布岬のものをタイプに選
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定し、旭川のものも引用している。同時に

記載したホソパエゾマアザミvar.angus 

ti10bum Nakai (千歳がタイプーエゾノ

サワアザミとして良い、マアザミとは本州

と四国に分布するキセルアザミのこと、門

田注)と同じように茎葉が羽状に深裂し、

羽)'，が細く、基部が茎に延下してトゲがあ

ることを特徴とした。このような形が道北

の蛇紋岩地に生育する乙とは知っていた

が、 2007年6月に旭川市嵐1I1で詳しく観察

する機会を得た(図7B)。その結果、嵐山

のものは全ての総葱片に、白く痕跡的では

あるが狭f皮針形で長い(長さ10mm以上)

の腺体をつけるととが分かつた(残念なが

ら写真はない)。その後、国立科学博物館

所蔵の道北と根室の標本を調べた結果、ど

北方山草 25(2008) 

の個体も先述の腺体をもつことが明らかに

なった。サハリンのマミヤアザミはこのよ

うな腺体は持たない。ヱゾマミヤアザミは

実在する分類群なのかもしれない。しかし、

エゾマミヤアザミに当たる個体が道北の蛇

紋岩地と綬室の沿海地に隔離的に分布する

ことは奇妙な感じもする。また、夕張岳

(非蛇紋岩地)や日高山脈の十勝側山麓部

でも得られている。ヱゾマミヤアザミに当

たる形はかなり広い範囲に波って分布して

いる可能性がある。いずれにせよ、国立科

学博物館にはサハリン産マミヤアザミの標

本は三業しかないのでもう少し材料を婚や

して検討したい。また、著者は線室で乙の

アザミを観察したことがないので現地調資

を実絡した上で結論を出したいと考えてい

図7 マミヤアザミのアイソタイプ標本(1¥)とエゾマミヤアザミに当たる個体 (8)，

A 南サハリンチピサニ (1906勾8月， '11原源治採 日旭川市嵐山 (2007年6月2m損臨) 根外葉その

集国立科学博物館蔵) ものは花期に生存しないが!某のド部に大型の茎葉

がつく
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る。

分類の世界では、分類が難しいグループ

において正体が不明だが名前がないと困る

ために仮に名前を当てておく、俗に『ゴミ

箱』と呼ばれる『穏』がある。北海道のア

ザミ属ではチシマアザミがこれに当たるよ

うだ。花期に級生葉が生存せず、大型の頭

花を点頭させるアザミは全てチシマアザミ

に当てられてきた。そうしたいわばチシマ

アザミ複合体を注意深く解析し、本当のチ

シマアザミから、リシリアザミ、ヒダカア

ザミ、コパナアザミを異なる積として分離

してきた。リシリアザミとヒダカアザミに

ついては梅沢氏に，コバナアザミについて

は宮誠而氏に負うところが大きい。そし

て今，道東の釧路から根室にかけて分布す

るアザミを別種として発表するべく準備中

である。このアザミは前掲の梅沢氏の『新

北海道の花~ 211ページに『エゾノサワア

ザミ』として掲載されているものである，

五十嵐博、梅沢俊の両氏にはエゾヤ

マアザミ他jt海道産のアザミについて標本

や写真、有益な情報をいただいた。楓江健

二氏には旭川市嵐山とその周辺などを案内

していただき，当地のヱゾノサワアザミに

ついてご教示いただいた。西川恒彦氏には

エゾマミヤアザミについての情報と示唆を

いただいた。宮 誠而氏にはコバナアザミ

に関する情報をお寄せいただき、著者にこ

のアザミに関する理解を深めさせていただ

いた。ことに記して感謝の意を表したい。

引用文献

Hara， H. 1952. Cirsilllll. Enumeration 

Spermatophytorum Japonicarum 

[日本種子植物集覧1. Pars sccuncla 

pp. 167-187.Iwanami Shoten， To 

kyo. 

門出裕一. 1989. アザミ属.小野幹雄，大

場秀章，凶田誠(編)，改訂増補牧野

新日本植物園鑑 pp.799-802.北隆館，

東京.

Kaclota， Y. 1995. Genus Cirsiull1 

(Asteraceae)目 In:Iwatsuki， K" 

Yamazaki， T.，Boufforcl， D. E. ancl 

Ohba， H. (ecls.)， Flora of Japan new 

English ecl.， 2ncl ecl. IIIb: 119-15l. 

Maruzen， Tokyo. 

Kaclota， Y. 2007a. Systemalic stuclies 

of Asian Aconitull1 (Ranunculaceae) 

XU Aconitwll soyaense， a ne、v
species of subgenus ycoctonlllη 

from Hokkaiclo， northern J apan. J. 

Jpn. Bot.82 (1): 41-44. 

Ka仁lota，Y. 2007b. Alヨbidopsis

ull1eza wana (Brassicaceae)， a new 

species from Mt. Rishirizan， Rishiri 

Islancl， Hokkaiclo， northern J apan 

J. Jpn. Bot. 82 (4): 232-237 

Kaclota， Y. 2007c. A new species of 

Ranunculus (Ranunculaceae) from 

Hokkaiclo， northern Japan. J. Jpn 

Bot. 82(6): 321-327. 

Kitamura， S.193l. Compositae novae 

Japonicae. 29 PP. Kyoto. [私費出版]

Kitamura， S. 1937. Cirsium. Mem. 

4
 

Rυ 



Coll. Sci.，Kyoto Imper. Univ" ser. B 

(ComPositae Japanicae Pars Prima) 

13・33←134

Koidzumi， G. 1910. Plantae Sachali 

nense Nakaharanae. J. Coll. Sci.， 

Imper. Univ.Tokyo 27・1-128(Cil's 

ium 1l1a1l1iyallu1l1 Koidz.， p. 124， t. 

IIl). 

Kudo， Y. 1925. The vegetation of 

Yezo. Jpn. J. Bot. 2(4): 209-292. 

[Cil'SIlI1l1 Albl'cchtii Kudo， p. 281J 

Nakai， T. 1912a. Notulae ad plantas 

Japoniae et Coreae VIII. Bot. Mag. 

(Tokyo) 26: 321-328. 

Nakai， T. 1912b. De Cirsio Japonico 

et Coreano・Tentamensystematis 

generis Cirsii praecipue in Japonia 

et in Corea crescentis. Bot. Mag 

hr.;:一一υυ 

(Tokyo) 26: 351-383 

Nakai， T. 1932. Notulae acl plantas 

Japoniae et Coreac XLlI. Bot. Mag. 

(Tokyo) 46・603-632

大井次三郎・北川政夫. 1992. アザミ属.

新日本植物誌顕花編改訂版 PP.

1518-1537烹文堂，東京.

館協操. 1929.札幌藻岩山植物(四)北海

道林業会会報. p. 634 (Cil'si日111Al 

bl'cchtii Kuclo和名・エゾヤマアザミ).

梅沢俊. 2007. 新北海道の花 462PP. 

北海道大学出版会，札幌，

Wilcllife Research Institute. 2007. 

“Cil'si1l1l1heiiall1l1l1" .Flora of Hokkai 

do. Distribution Maps of Vascular 

Plants in Hokkaiclo， Japan 

[access: 2007/11/2316・47J

(国立科学博物館植物研究部)


