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新　刊　紹　介

□「ネイチャーガイド　日本の水草」. 角野

康郎著 . A5版 . 326頁 . 2014年 9月 30日

発行 . 文一総合出版 . 3,500円＋税

　著者には「日本水草図鑑」（1994年）が

あり、我が国の水草の標準的な図鑑とし

て定評のある書籍です。出版後 20年を経

過して、当初から載せていなかった種や

新たな種を追加すること、また前著は大

判で重いため携帯に便利な図鑑が求めら

れていました。本書はこれらのニーズに

合わせ、A5版の体裁で最新の APGⅢの

分類体系で配列されています。

　河川、湖沼、湧水、そして水田や水路

など、私たちの生活と結びついた空間に

生育している水草を約 280種掲載してい

ます。水辺の環境が開発で消失して、在

来水草の 40％が絶滅危惧種となり、一方

で野生化している外来種が急増している

現状があります。文頭の水草の分類、生

育環境、人間との係わり、水草の現状の

総説は必読です。1ぺージ 1種に写真 3－

5枚と解説文も分かりやすく、水草に興味

のある方、これからという人にもお薦め

の 1冊です。

□「ヴィジュアル版　植物ラテン語事典」. 

ロレイン・ハリソン著　上原ゆう子訳 . 

C5版 . 223頁 . 2014年 9月 20日発行 . 原

書房 . 2,800円＋税

　本書を開いてみて先ず目に入るのは各

ページに載せられた植物画です。これら

は英国王立園芸協会（RHS）付属のリン

ドレー図書館が所蔵する約 2万点以上の

植物画の中から 100点以上の図版を掲載

しています。本書はラテン語の二名法で

表記される植物の学名のうちの形容語・

種小名の解説書でアルファベット順で平

易に書かれています。園芸家への啓蒙書

的な面もありますが、随所にプラントハ

ンターや植物の解説にページを割いてい

て読み物としても楽しめます。ボタニカ

ルアートやラテン語に興味のある方にお

勧めです。

□「図説　花と庭園の文化史事典」. ガブリ

エル・ターギット著　遠山茂樹訳 . A5版 . 

330頁 . 2014年 5月 15日発行 . 八坂書房 . 

3,500＋税

　著者のターギットはドイツの女性作家・

ジャーナリストです。本書のあとがきか

ら引用すると「本書はヨーロッパのみな

らず、アジア、アフリカ、中近東、東欧、

南北アメリカといった多様な地域を視野

に入れた空間軸と、古代エジプトから現

代に至る時間軸に沿って、植物や庭園に

秘められた歴史の数々をたどる。花の文

化史であると同時に、文化誌でもある」

とあり、32ページに及ぶカラーグラビア

と 50編の挿話を古代から時代順に配置し

ています。挿話の一部をご紹介すると、「中

編 集 委 員 会
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国のボタンとエジプトの睡蓮」「中東にお

ける古代の庭園」「ルネサンス庭園」「三

大植物学者 ( ドドエンス、レクリューズ、

ローベル )」「リンネの植物学」「花卉栽培

者としての労働者」「多年草の到来」「変

わりゆく庭園」など、挿図も多彩でどこ

からでも読める読物となっています。

□「カヤツリグサ科　ハンドブック」. 勝山輝

男・北川淑子著 . 新書版 . 88頁 . 2014年 6

月 10日発行 . 文一出版 . 1,250円＋税

　この本のシリーズにシダ (2007年 )、ス

ミレ科 (2010 年 )、イネ科 (2011 年 ) な

どが出版されています。いずれも新書版

なので携帯に便利です。中でもスミレ科

は日本に自生する全種の写真を載せ分布

図も多く出ていてコンパクトで充実して

います。今回出版されたカヤツリグサ科

はシダやイネ科と同じく実物の植物をス

キャンして画像に取り込んで載せていま

す。小型本であるため多くの種を含む科

を採り上げる場合は掲載する種数に制約

があるので簡易なハンディ図鑑とならざ

るを得ません。その科の主要なものを覚

えるための入門的な図鑑という位置づけ

でしょう。

□「湿地の博物誌」.  高田雅之　責任編集

　辻井達一・岡田　操・高田雅之著 . A5

版 352頁 . 2014年 12月 10日発行 . 北海道

大学出版会 . 3,400円＋税

　当会顧問もされた辻井達一先生は遺稿

「湿原力」を私たちに残して永眠されま

した。生前に、高田雅之先生と岡田操先

生を加えた「湿地 3賢人」が「北方林業」

誌に掲載した連載を高田雅之先生が編集

して出版されました。

　湿地をめぐる自然と地理、暮らしと産

業、歴史と社会、地域の文化という 4部

構成で、各章は「湿地○○学」などと読

み切りでどこからでも湿地の奥義に触れ

られます。シャーロキアンの辻井先生は

「湿地の犯罪学」の章で、舞台が英国の泥

炭荒野となっている ｢バスカヴィル家の

犬｣ を紹介しています。内容は道内はも

とより国内、さらに世界中の湿原・湿地

に関わり、地形学、植物学、農村学、医

療学、戦史学、建築学、人類学、民俗学、

美術史学など、46章の博物誌です。湿地

を再認識するためにも推薦する 1冊です。

□「千島列島の植物」. 高橋英樹著 . B5版 . 

416頁 . 2015年 3月発行 . 北海道大学出版

会 . 12,500円＋税

　本会会長の高橋英樹教授の長年の研究

の成果が出版の運びとなります。配本は

未だされていませんが、出版社からの紹

介文です。

　千島列島は、全長 1,200kmにも及び、

全体の面積はハワイ諸島よりやや小さく、

琉球諸島の 7倍以上である。北日本の植

物相成立を解明する上で重要な 2つの移

動ルートとしてサハリン島と千島列島が

あるが、本書はこの重要なルートのひと

つである千島列島を取り上げる。千島列

島域に生育する植物学名の確定、地理分

布パターンや種分化、種内変異の解明は

北海道や日本の植物相を理解する上で欠

かせない研究テーマである。第二次世界

大戦終了まで、該当地域での植物相調査
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は札幌農学校や北大の研究者を中心に活

発に進められ、多量の植物証拠標本が北

大に蓄積されている。戦後はソ連人研究

者による調査が継続され島ごとの植物相

調査がさらに進められた。1990年代から

千島列島地域での国際共同調査も進展し

ている。

　筆者は、戦前の植物標本の整理を進め

るとともに国際共同調査に参加し、植物

調査を行った。ロシア人研究者 Barkalov 

も 20年以上にわたって調査を進め、2009

年にロシア語による “Flora of the Kuril Is-

lands” を刊行し 1,400種あまりの維管束植

物を報告した。しかし日本では通常使わ

れない学名が頻繁に出てくるため、分類

学専門家以外の生態・環境保全関係の研

究者にとって利用するのは難しい。本書

は、この Barkalov『千島列島植物誌』に

対する高橋英樹『千島列島植物誌』であ

る。北大植物研究者 ( 宮部金吾，舘脇操 )

による『千島列島植物誌』の現代改訂版

でもある。Barkalov 版にない特徴とし

ては、①日ロ間で一致せず対応関係が不

明な植物学名を整理・対応させ、現時点

で最良と考えられる学名を採用・提示し

た。これにより日ロの植物分類学、生態

学、環境学関係の研究者間での相互理解

が進むと期待される。②戦前・戦後の日

本人研究者による証拠標本や最近の調査

による外来種新分布記録などに基づいて、

Barkalovが報告した千島列島各島分布を

追加・補正し、新たな千島列島分布表を

作成した。これは将来の「北方四島」を

含む千島列島全体の環境保全対策の基礎

情報となる。③分類の難しいグループに

おいては分類学的コメントを付し、学名

採用の根拠を示した。日本の植物相の中

でも特に北方系植物の学名について新し

い見解を紹介している。④千島列島の景

観写真、植物生態写真・植物線画、植物

標本写真、主要な地名の日ロ対照表、引

用文献などにより、「北方四島」を含む千

島列島全体の自然を理解する上での基本

資料となる。⑤コラム記事を添えること

で、より多面的な千島列島理解が進むよ

うに構成を工夫した。

□「新版　北海道の山の花図鑑　利尻島・

礼文島」. 梅沢俊著. B6版変型. 232頁. 2,000

円＋税　2014年 6月 5日　北海道新聞社

　北海道の山の花の本のバイブル、「うめ

しゅん　山の花図鑑」シリーズの利尻島・

礼文島が、全面改訂され出版されました。

花の色別とポケットサイズは踏襲してい

ますが、APG Ⅲ分類の科別となりました。

新たな工夫として植物の識別ポイントを

引き出し線を利用し、例えば梅沢氏が発

見したリシリアザミなどは「総苞外片が

反り返る」と分かりやすく解説している

ほか、両島の分布が地図で示されるなど

の配慮がされています。利尻・礼文島以

外にも活用できる花図鑑で、初心者から

ベテランまで必携の 1冊です。

□「湿地への招待　ウェットランド北海道」

　北海道ラムサールネットワーク編 . B6

版 . 272頁 . 2014年 9月 6日発行 .　北海

道新聞社 . 1,389円＋税

　湿原・湿地の宝庫、北海道。道内のラ

ムサール条約湿地で活動する人たちが執
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筆、編集した、まさに「湿地への招待」

となる 1冊です。2014年夏公開のスタジ

オジプリ制作「思い出のマーニー」は、

厚岸と周辺湿地が舞台でした。

　湿地とアイヌ文化や人々の暮らし、イ

トウ、エトピリカ、ほろむい七草など、

湿地の生き物たちとの関わりも紹介しま

す。エッセイでは、NHK-TVの ｢マッサ

ン｣ のウィスキー秘話、ピート ( 泥炭 )

で大麦をいぶす独特のスモーキーフレー

バーの香り付けや、渡辺淳一郎氏の「リ

ラ冷えの街」の主人公は辻井達一先生だっ

た話など。そして 13ヶ所のラムサール湿

地紹介の中の「私たちしか知らないこと

を紹介」で雨竜沼湿原を本会会員佐々木

純一氏が担当しています。


