
－ 134－　

新　刊　紹　介

□『植物生態学』. 大原雅著.  A5版.  352頁.  
2015年 3月 25日 . 海游舎 . 3,800円＋税 .
　本書は、著者自身が自らの専門分野に
対して「植物生態学とは？」という自問
から始まった。はじめの中で著者は次の
ように述べている。「我々の科学的認識の
前進は、必ずしも限定された特定分野内
の知識の蓄積と新しい理論の展開のみに
よっているとは限らない。むしろ、多く
の場合、一見関連がないと思われる分野
や複数の分野の境界領域の開拓が新しい
研究の発展につながることがある。植物
生態学は、まさにその「多彩な学問の融
合の場」であろう。植物には大きな特徴
が二つある。「動物のような移動能力がな
いこと」と「無機物から生物のエネルギー
源となる有機物を合成すること」である。
この特徴を背景として、植物たちは地球
上の多様な環境に適応し、生態系の基礎
を作り上げている。」
　各章のタイトルと概要を挙げると
1章　生態学と生物の分布：「生態学」と
いう学問の成り立ちと背景、そして地球
上で作られる多様な環境と植物の分布と
の関係。
2章　生命誕生の歴史：46億年の地球の
歴史のなかで、生命の誕生から、植物は
いつどのように誕生し多様化したのか。
3章　生態学における種の概念：生物を
「種」としてまとめる基礎概念や、その分

類群の体系化をめぐる議論と、そこで行
われた種の統一性と変異性に関する検証
実験を紹介。
4章　種の分化と適応：植物で特徴的な種
間交雑と倍数化を伴った種分化の事例を
含む、さまざまな種分化の過程を紹介。
5章　植物の構造と機能：植物の繁殖様式
や、物質生産の背景となる植物の構造と
機能を整理。
6章　植物の繁殖様式（1）有性生殖と無
性生殖：生物における有性生殖と無性生
殖の比較を行い、遺伝子の組換えが生じ
ることが生物の適応進化における重要性
の紹介。
7章　植物の繁殖様式（2）多様な有性繁
殖システム：植物における有性繁殖の多
様性を、花粉媒介者との相互作用を含め
て紹介。
8章　植物の物質生産：地球上の生物を支
える植物たちの物質生産の仕組み、つま
り光合成のメカニズムを紹介。
9章　植物の個体群構造：植物個体群がど
のように構成され，またその個体群構造
が生態学的または進化学的にどのように
変化するかのまとめ。
10章　生態学における集団遺伝学の役割：
植物個体群の遺伝構造や、遺伝子流動の
解析における集団遺伝学的解析法の役割
を紹介。
11章　繁殖様式と個体群の遺伝構造の解
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析：さまざまな林床植物個体群を対象に、
私の研究室で行ってきた研究例を示す。
12章　植物群集のダイナミクス：群集の
概念を整理するとともに、生物間の相互
作用の重要性をまとめる。
13章　生物多様性：「生物多様性」はなぜ
維持されなくはいけないのか？　守る必
要性がどこにあるのか？　を整理すると
ともに、生物多様性の減少が引き起こす
問題点を紹介。
14章　保全生態学：環境保全の難しさと、
私の研究室で長年実施している環境教育
の現場を紹介。
なお、巻末に本文中で使われた語句の追
加解説がある。

□『日本のランハンドブック①低地・低山編』. 
遊川知久・中山博史・鷹野正次・松岡裕
史著 . 新書判 . 136頁 .　2015年 5月 1日 . 
文一総合出版 . 1,600円＋税 .
　日本に自生するラン科植物約 300種全
種を網羅したハンディ写真図鑑で、生育
環境別に 3分冊して刊行予定のうち、今
回はその第 1巻であり、低地・低山で見
られる 95種とその亜種・変種・品種・雑
種などが取り上げられている。第 2巻は
深山 ･ 高山編、第 3巻は南方島嶼編で順
次刊行される。
　新種や新産地、DNAによる研究の進歩、
分類体系の変更など、最新の成果が取り
込まれ、また適切な解説が記述されてい
る。巻末に日本産ラン科植物分類表付き。
3分冊にしての刊行だが、1・2巻の生育
環境は明確には区分できないため結局 2

冊は持ち歩くことになりそうで、やや利

便性に欠けるのは否めない。

□『園芸植物学百科』. ジェフ・ホッジ著 . 
上原ゆうこ訳 . 菊版 . 224頁 . 2015年 6月
10日．原書房 . 2,800円＋税 .
　著者のジェフ・ホッジはガーデニング
と園芸を専門とするライター・編集者で
あり、王立園芸協会のウェブ編集者のほ
か､ イギリス屈指の週刊ガーデニング誌
「ガーデン ･ ニュース」のガーデニング担
当編集者。訳者上原ゆうこは神戸大学農
学部卒業、農業関係の研究員をへて翻訳
家。
　本書は園芸に関する事項の説明にとど
まらず、植物学用語と植物学の基本的な
事項について、一般読者向けに平明に解
説されている。各ページには解説に関連
するボタニカルイラストや説明図が掲載
され、見ても楽しめる配慮がなされてい
る。
第 1章：藻類から各維管束植物までの植
物界と命名法、科 ･ 属・種・雑種と栽培
品種
第 2章：植物の成長・形態・機能　
第 3章：細胞・光合成・栄養・植物ホル
モン
第 4章：栄養生殖・有性生殖・育種と交
配
第 5章：種子の発芽・成長・休眠、種子
の保存
第 6章：土壌・栄養素・環境と反応
第 7章：剪定の植物学的側面
第 8章：植物と感覚、光・香り・音
第 9章：有害生物・病気・障害
　各章は独立したひとつのテーマを扱っ
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ているので、どこからでも入って行け
る。また歴史上著名な植物学者、植物画
家、プラントハンターなど 15人の生涯と
業績が個別に解説されていて興味深い読
み物となっている。植物学ではメンデル、
バーバラ・マクリントック、プロスペロ・
アルピーニ、サージェント。植物画家で
はバウアー兄弟、マチルダ・スミス、マ
リアン ・ ノース、 ルドゥーテ、サワビー、
ヴェラ・ルーカス＝ジョンソンなど、植
物採集家ではフォーチュン、スプルース
など、そのほかルーサー・バーバンクや
ジョン・リンドリーも紹介されている。
　本書のような本が英国から出版されて
いる背景には、プラントハンターたちに
より本国に持ち込まれる未知の植物を記
載するとともに栽培出来るようすること
が重要であり、二つの分野が両輪のよう
に発展してきた歴史的な経緯があるよう
である。
　なお、各ページに豊富に掲載されてい
る植物画の殆どは RHS（王立園芸協会）
のリンドリー・ライブラリからのもので
ある。

□『キューガーデンの植物誌』. キャシィ・
ウイリス , キャロリン・フライ著 , 川口健
夫訳 .　B6版 . 309頁 . 2015年 6月 30日 . 
原書房 . 3,500円＋税 .
　著者の一人のキャシィ・ウイリスはイ
ギリスのキューガーデンの科学部長、共
著者のキャロリン・フライは科学ライター
で王立地理学会誌 (Geographical) の前編集
者であり、また本書の内容は英国放送協
会 (BBC) から 25回のシリーズで放送され

たものである。訳者は北海道大学薬学部
卒で現在城西国際大学教授の川口健夫氏。
　キューガーデンはご存知のとおり長い
歴史のなかで植物学上の多くの成果がな
され、世界にその影響力を与えながら有
用な情報を発信し続けている存在。現在
のキューでは、植物に学名を与える分類
学者、植物の比較検討を行う体系学者、
自然保護学者、植物の健康に関する専門
家など、300名を超す科学者が、政治、経
済から土地利用、植物の経済的価値から
食料資源に至るまで、広範囲の研究を行っ
ているといわれる。
　本書は、植物学の学術的発展過程を、
その創成期から現代に至るまで、テーマ
ごとに過去 200年間に見出された植物学
上の重要な発見に注目し、キュー王立植
物園との関わりの中で 25章に分けて述べ
られている。
　登場人物は、古代ギリシアのアリスト
テレスから、リンネ、ダーウィン、メン
デル、ヴァヴァイロフなどの有名な学者
に加え、コンスタブルなどの画家、ヤナー
チェクなどの音楽家、クック、コロン
ブスらの探検家、さらに、キュー植物園
の発展に欠かすことのできなかったフッ
カー親子など、多彩な分野の人々の活躍
も描かれている。
　時代背景もさまざまで、フランス革命、
第一次世界大戦、世界恐慌、第二次世界
大戦、EUの発足から、環境問題が深刻さ
を増す現代まで、植物と人間の営みの関
係がシェクスピアの文学作品などの挿話
を交え語られている。
　舞台となる地域も、大英帝国の植民地
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であった東南アジア、英領ギニア、オー
ストラリアをはじめ、中国、日本、南北
アメリカ、ヒマラヤ、アマゾン、タンザ
ニア、マダガスカル、カメルーン、南ア
フリカ、ラップランドから南極にまで及
んでいる。
　本書のテーマのひとつを挙げると、19
世紀にアイルランドで起きたジャガイモ
の枯れ病による飢餓の蔓延を例示し、単
一の栽培品種のみに農業が依存する危険
性は現代の農業生産にも存在すると警告
しており、被害を軽減するには野生近縁
種の遺伝子の活用が有効であるとしてそ
の重要性を挙げており、これに関連して
キューではミレニアム紀シードバンク計
画が実施され、2020年までに固有種を優
先して世界の植物種子の 25％を収集する
計画である。
　その他の章のテーマを列挙すると、リ
ンネとその分類法、バンクスの業績、
キューの植物標本の歴史、フッカーと分
類の問題、外国産植物の栽培、大英帝国
と天然ゴム開発、ラン蒐集熱、外来種の
生態系への影響、メンデルの業績と継承、
光合成の研究史、倍数体の研究史、セイ
ヨウハルニレの感染枯死、ヴァヴィロフ
の種子標本と同僚の悲劇、医薬品として
の植物、植物ホルモンの発見と利用、植
物誌の製作と重要性、風倒被害とその効
用、モデル生物シロイヌナズナ、植物分
類法の変遷 APGへ、ヤシの新種とキュー、
レッドリストから生態系評価へ、植物園
の現代的な役割、生態系サービスの科学
的・経済的評価などである。このように
歴史的なイベントから現代の最新のテー

マまで取り上げられていて、キューの底
力を垣間見ることが出来る。

□『北海道のシダ入門図鑑』. 梅沢　俊著 . 
B5版 . 148頁 . 2015年 7月 10日 . 北海道
大学出版会 . 3,400円＋税 .
　本書は当会会員で北海道内の野生植物
をよく知る梅沢俊氏の最新の出版である。
巻頭の「はじめに」に著者がよせている
記述を要約紹介する。
　これまで北海道のシダに関する本格的
な図鑑がなく、種名を調べるには全国の
シダを網羅した図鑑から北海道に分布す
る種を抜き出して調べなければならなく、
大変不便であった。この本は一般の植物
愛好家が北海道で見るであろう 130 種あ
まりのシダを紹介するものである。植物
愛好家といってもさまざまである。この
本は「シダの名前を覚えたいが似ている
ものが多くて諦めている」的な初心者を
主な対象とした。加えてその将来の “ シダ
愛好家 ”のため北海道内に記録された種を
できるだけ網羅した。
　初心者は解説文を読んでもすんなりと
理解できると思われないので、写真を多
用し，さらに引き出し線を用い視覚によっ
て理解できるように工夫した。いわゆる
“ 絵合わせ ” で種名にたどりつけるように
した。ページをめくって調べるシダと似
たものを探し出すのが “ 絵合わせ ” だが、
科名，種名の目次にその科に属する代表
的な種の姿を載せてあるのでそこで見当
をつけてもよい。
　シダ植物はよく雑種をつくることが知
られているが、この本では原則として雑
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種を扱っていない。愛好家にとっては面
白く奥深い世界であろうが、初心者にとっ
ては煩雑となって “ シダ嫌い ” になる恐れ
があるからである。
　和名や学名、科や種名などの配列は原
則として米倉浩司著・邑田仁監修「日本
維管束植物」に従ったが、似た植物を比
べやすいように並び替えた部分もある。
　種名見出しの右端に掲載した北海道に
おける分布図は五十嵐博氏制作の元図に
著者の情報を加えたものである。これに
より分布の特性などが分かり、見分けの
一助となるかと思う。
　種名見出しの下地の色は，著者の主観
により次の基準で色分けした。白色はご
く普通～割と普通に見られる種、黄色は
やや珍しい種や分布が限られている種、
赤色は極めて珍しい種である。

□『日本のスゲ　増補改訂』. 勝山輝男著 . 
A5判 . 392頁 . 2015年 8月 10日 . 文一総
合出版 .  3,000円＋税 .
　本書は 2005 年に出版された「日本のス
ゲ」の改訂版で、その後発見された新種
や新産種など 20種を加え、一部写真の修
正や果胞の拡大写真を大幅に追加してい
る。カヤツリグサ科スゲ属の絶滅種と帰
化種の一部を除いて日本産全種が掲載さ
れている。

□『改訂新版　日本の野生植物』. 全 5巻 . 
大橋広好・門田裕一・邑田仁・米倉浩司（監）,  
東浩司ほか 48名（著）. 四六倍版 . 704頁

(1巻 ), 640頁 (2巻 ), 640頁 (3巻 ), 640頁 (4
巻 ), 704頁 (5巻 ). 2015年 12月～ 2016年
8月刊予定 . 平凡社 .
　本書は同社の旧版「日本の野生植物 草
本編」3巻と旧版「日本の野生植物 木本編」
2巻の改訂新版である。旧版はこれまで日
本に生育する野生植物の標準的植物誌と
して評価されてきたが、刊行後草本編は
33年、木本編は 26年が経過し、その後の
研究成果を取り入れた改訂版の刊行が望
まれていた。
　刊行前の巻もあるのでカタログから要
約すると、今回の改訂では旧版を基礎と
しつつ、写真を更新し、草本編・本本編
の区分を廃止して、被子植物の新分類体
系 APGⅢで配列した。新科の追加、全面
改稿された科、属や種の学名と記述の修
正、新植物の追加、学名は主な異名 ( シ
ノニム ) もなるべく記載。旧版の分類と
の違いを明記し、検索表も新たに作りな
おした。南西諸島と小笠原諸島の種類の
充実など、大幅な更新と増補をおこなっ
た。2015年 12月に第 1巻から刊行を始め、
2016年の夏の第 5巻で完了予定である。
　各巻の構成は、第 1巻：ソテツ科～カ
ヤツリグサ科、第 2巻：イネ科～ヒメハ
ギ科、第 3巻：バラ科～センダン科、第 4

巻：アオイ科～キョウチクトウ科、第 5巻：
ヒルガオ科～スイカズラ科
　執筆陣は各分野の 49名の人材を起用し
ており、本道からは北大の高橋英樹教授
と佐藤広行氏、中井秀樹氏が執筆を分担
している。


