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〇黄朝慶•李松柏著『台湾珍稀水生植物』（清水 

鎮牛罵頭文化協進会発行，1999年 8 月，203p.)
数年前に台湾を訪れたとき，水生植物の状況は 

日本以上に危機的であるという印象を受けた.本 

書に目を通せば，その実態がよくわかる.標題の 

とおり台湾の絶滅危惧水生植物を写真を主にして 

一般向けに紹介した本である.

簡単に水生植物の生態と消滅の原因について概 

説したあと，危険性の程度を5段階にわけて台湾 

から絶滅の危機にある水生植物（湿地植物含む） 

が紹介される.各器官のクローズアップや生育地 

の生態写真をおり混ぜて，見栄えのする編集になっ 

ている.取り上げられている種には，タイワンコ 

ウホネやタイワンミズニラのようにもともと生育 

地が限られていた種も少なくないが，ジュンサイ， 

ヒシ，マツモ，クロモ，ウリカワなども含まれ，

あらためて台湾における水生植物の現状の深刻さ 

がわかる.後半には水草の「伴生動物」というこ 

とで，代表的なトンボや水鳥なども紹介されてい 

る （これは絶滅危惧種というわけではないようだ).

( 角 野 康 郎 ）

〇 「ヨシの遺伝的多様性，生理生態，成長のダイ 

ナミクス (On genetic diversity, ecophysiology 
and growth dynamics of the common reed 
(Phragmites australis)\ Aquatic Botany, Vol. 
64 Nos. 3 - 4 ,1999 (Special Issue)

Aquatic Botanyの近刊にヨシに関する標記の 

特集が組まれた.染色体数や遺伝的変異の世界レ 

ベルでのレビュ_,栄養生理やエコタイプの特'性 

に関する研究など16編の論文が収録されている.

— 12 —


