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新　刊　紹　介

編　集　部

□『マキシモヴィチ・長之助・宮部』．北海道

大学総合博物館企画展示「花の日露交流史

─幕末の箱館山を見た男」図録．総頁数61．

編集：高橋英樹．2010 年 3月31日発行．定

価1,000円．発行所 ： 北海道大学総合博物館. 

　北海道大学総合博物館10周年記念展示

として2010 年 3月14日～ 5月9日の期間、

上記図録のタイトルで企画展示がありまし

た。何故このテーマになったかは、「東亜植

物学の父」マキシモヴィッチ（以降、マ先生）

が箱館に入港したのは1860 年、宮部金吾の

誕生は同じ年の1860 年、数えて今年が150

年目にあたるのです。須川長之助はマ先生の

従僕として植物採集の助手を努め、やがて

マ先生が帰国した後もプラントハンターとして

標本を送り続けました。

　北海道の近代植物分類学は南端の箱館山

から始まった、と言われているのでマ先生と

宮部金吾先生の交流は「北海道の植物史」

を考えるときには大変興味深いです。

□『書簡集からみた宮部金吾』─ある植物学

者の生涯．秋月俊幸（編）．総頁数 310．2010

年 9月10日発行．定価 4,700円＋税．発行所 

：北海道大学出版会 . 

　明治初年～昭和 20 年代の著名な植物学

者宮部金吾博士（1860-1951）が生涯にわた

り大切に保管されていた約 3,000 通（800人）

の書簡を発信ごとに配列し、それらの内容の

ごく一部を要約した目録です。

　それは主として宮部博士に宛てられた書簡

で、博士自身が書かれたものではないにせよ、

間接的に博士の人柄や生涯における仕事を如

実に物語っている貴重な資料と、書かれてい

ます。

□『夏山 2010』山の専門誌岳人7月号別冊 . 

2010 年 5月29日発行．定価1,100円（税込）. 

発行所：東京新聞．

　山のガイドブックですが、特別企画「日本

の山岳環境を考える」に北海道夕張山地の

崕山に対して執られた「植生保護回復を目指

した入山制限／10 年間の成果とこれから」

のタイトルで記事があります。

　新井一也のルポに加え、次の三人のイン

タビューの記事があります。Interview 1 佐

藤謙（北海学園大学教授）さんに聞く「一度

失われた希少植物の回復は簡単ではない」、

Interview 2 梅沢俊（植物写真家）さんに聞

く「貴重な植物だと分かっていながら何故…」、

Interview 3 山岡桂司（崕山自然保護協議会

会長）さんに聞く「自然交配に対して各地で

一矢を報いたい」。

　崕山の高山植物は盗掘や踏み荒らしなど

で荒廃を招いてきた。これらに加え近年シカ

がキリギシソウなどを食べていることが分か

り、シカ対策をとることになります。
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□『モーリNo.22』北海道ネイチャーマガジ

ン. 特集水辺に生きる虫たち－水陸両用の不

思議をひも解く．総頁数 104．2010 年 7月

17日発行．定価700円（税込）．発行：財団法

人北海道新聞社野生生物基金．

　連載ヴィジュアル【生物学者小伝】⑯に神

谷忠孝（文芸評論家）が「在野で樺太植物

探求に尽力／菅原繁蔵先生」および高橋英

樹（北大総合博物館教授）が「菅原繁蔵（1876

～1967）の植物学的業績」と題した2編が

あります。

　菅原が採取した標本に基づいて新種記載

されたオロチョンミミナグサ、新品種記載

のスガワラノガリヤス、日本新産（当時）と

して報告されたスガワラビランジ、さらに菅

原に献名されたススヤヤナギSalix suga- 

warana、カシポオキナグサPulsatilla suga- 

warana などの植物が紹介されています。

□『日本帰化植物写真図鑑第 2巻』－Plant 

invader 500 種－． 編・著者：植村修二 , 勝

山輝男 , 清水矩宏 , 水田光男 , 森田弘彦 , 廣

田伸七 , 池原直樹 . 総頁数 579. 2010 年12

月24日発行．定価 5,000 円＋（税）．発行所 

： 全国農村教育協会．

　前編（第1巻）に相当するのが『日本帰化

植物図鑑－Plant invader 600 種』で 2001

年7月に刊行されています。この出版後、帰

化植物に関する情報交換を行う二つの全国

的な組織が出来ました。そのひとつは、出

版元である全国農村教育協会が組織した「全

農協　日本帰化植物友の会」と、他のひと

つは 2002 年1月に「友の会」とは別に発足

した「帰化植物メーリングリスト」です。

　二つの組織体の活動を通じて、未掲載の

種をとりまとめたのが続編（第 2 巻）です。

第1巻の編著者 3人に加え、新たに4人が

加わって記載内容の正確度の向上をはかっ

た、とあります。帰化植物数は 2009 年現在

で1,300 種と捉えていて、第1巻の 600 余

種とあわせると約1,100 種収録したことにな

ります。

　第2巻に写真・資料提供された人に、本

会員者がいますので氏名のみ紹介します。

五十嵐博、内田暁友、梅沢俊、塩田惇、丹

羽真一、笠康三郎。

　千葉市会員の小暮翠氏より2010 年10月

22日着で以下のような内容のハガキが事務

局にきましたので紹介します。

□Флора Курильские острова『千島列島

の植物相』. Баркалов В. Ю バルカロフ

著. 定価 3,360円 . 総頁数467. 発行所：Вл-

адивостокウラジオストック．のДаль Нау-

ка 極東科学 . 

　取り扱い書店は下記です。

ナウカ・ジャパン合同会社 . 

〒101-0051　東京都千代田区神田神保町１-34. 

三村ビル1F.

Tel. 03-3219-0155、Fax. 03-3219-0158.

　発行所がウラジオストックなので、在庫が

なければ取り寄せるのに時間がかかります。

さらにサハリンの地図も扱っています。

（松井　洋）

□『原色植物分類図鑑・日本のテンナンショ

ウ』． 著者：邑田　仁．総頁数 265．2011

年 1月20日発行．定価16,800 円（税込）．
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発行：北隆館．

　邑田　仁（ムラタ ジン）先生は東京大学

大学院理学系研究科の教授で、テンナンショ

ウ属研究の第一人者です。本誌の「はじめに」

によれば、「1983 年にテンナンショウ属の分

類をテーマとする論文を完成して博士の学位

を取得した。」とあります。

　サトイモ科テンナンショウ属をまとめた厚

さ2.5cmの写真図鑑です。厚さの割には高

い値段ですが購入しました。

　困ったことに、「マムシグサ」が「コウライ

テンナンショウ」にまた戻ってしまいました。

北海道に分布するテンナンショウ属は５種で、

学名の一部に変更がありましたので以下に整

理しました。

　本誌によると、マムシグサの分布は、九州、

四国との記述でした。

　１．ヒロハテンナンショウ

　　Arisaema ovale

    　分布：南部

  ２．コウライテンナンショウ

　　A. peninsulae

　　　分布：全道

  ３．カラフトヒロハテンナンショウ

　　A.  sachalinense

　　　分布：利尻島・礼文島

  ４．オオマムシグサ

　　A.  takedae

　　　分布：南部

  ５．ウラシマソウ

　　A.  thunbergii ssp. urashima

　　　分布：南部

　性格の悪い五十嵐は間違い探しが大好き

で、本誌のカントウマムシグサの分布記載に

北海道と入っていたので、早速、邑田先生に

メールを送ったところ、p.195の分布の記述

「北海道」は間違いですとの返事が２時間後

に届きました。

　本誌の分布図で興味の深い種は、オオマ

ムシグサ、ウラシマソウの２種です。文中に

は前記したように「南部」とありますが、オ

オマムシグサは函館市付近に２点、ウラシマ

ソウは様似町付近１点、函館市付近に２点、

乙部町付近１点、松前町付近２点の合計６点

が図示されていました。

　2010 年 6月の松前町松前公園奥の観察会

ではウラシマソウに最後のお地蔵様前で出

会えたのを思い出しました。

　新刊紹介は、毎号、松井洋氏の担当です

が、今後の観察会などでマムシグサの和名を

コウライテンナンショウに変更することを周

知しなければならない状態になりましたので

本誌を追加しました。　　　　（五十嵐　博）


