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内外主要図書館における

P・、F・ヤ・Siebold著作の所在一覧稿

沢一西　良　子

今 回　章

　　L・1はじ・めに

　　当館所蔵の日本関係欧文図書には，旧上野図書館時代の蒐集による通称目本甲のものとジ

　戦後の当館開館以来引続ぎ蒐集を継続して来ている資料営門あり，これらの中に当然シーボ

　ルト著作も含まれている。また，当館はその立場から，国内外の主要図書館の蔵書目録を含

　む書誌類。蒐集につとめており，’これらのツールの利用も比較的容易である。

　　このような状況のところへ，緒方富雄氏からシーボルト著作1こ関するご依頼をうけ，さき

　に所在一覧を早急に作成した。

　　着目，シーボルト研究はますます興隆を極め∫個別研究はかなり深められているかと思わ，

　「れるが，シーボ～レトの業績の臓大さの故にか，包括的ないわゆるシーボルト書誌に該当する

、ピ 烽ﾟは未だに見当らないようである。

　　本稿はこの所在一覧に若干の増補訂正を加えたものである潮　もともと既成のツールに依

　存して作成Uたもあ故，当館以外のシ←ボルト著作を実見していなめという限界から，調整一

　にかなワの困難があったとと曝否めfSい事実である。』しかし本稿力S，現時京においてシーボ

　ルト研究のA助に，あるし〉は将来のシーボル5書誌作成の一資料にならばとここに紹介する

　ことにした。　　パ

　　本稿作成に当り，索引課長石山洋三等の助言をいただき，原稿作成については，’人文課

　露木絹子氏の援助をうけた。

　　なお，本稿に対してお気づきの点が昂ればご教示を賜わりたく切望する次第である。

IIごr内外主要図書館所蔵のP・F・V．　Siebold著作」の所在一覧稿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　凡　　　例

1・．欧文図書は海外図書館5館　ならびに函内図書館に所蔵されているシーボルト著作を収

　録した。

　　邦tt図書は当館所蔵分に限り収録》た。

’2．依拠したツールは》づぎのと事りである。，　　　　・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一16一
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　　、B・・k・Shi・k・k・i…q・i・ed中・i・g中・．y・a・串1935－1962・．．．『．．一■－一’

㌔罷職翻弄驚青懸章陛耀部ゴ〔1！1∵脚∵2珊∫（珊

1’

@，7．　．’ C　Toyo’　Bunko：　’，　’　’　’
C．・

@，．，　．．’・，　’
@一　・．　’・　・．　・ D　，’

’Ctitalogqe　pf’　the・　Asiqtic　Library”・ttf　一Drl　G．E．’　Morris6n　；　n6w’　a　・part　’of　the，　Orientai

　　　　　Ubraryi　Pt．／’　2：　Books　i’n　other　langUag，es　than　English．・　1924・　．
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8．長騨賄囎齢噸料目録．瑠和rg年3．月3f瞬1脚40．阯．1’増加
　　補遺の蔀（1）昭和48年3．月31日現在　昭和50．
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i．n．　the　Libr．ary of，，　Kygto’Uniyersity　of　Foreigo・　Studies．　197，2，・・　’

1ユ・・広島大学限属二野館・全国国君大学所蔵貴重書目録．昭和48・．・・　　「．1．冠

12．　’KyusYU　Teikoku　Daigakd・　Huzoku　Tbsyokan．　ICatalogue　，of　’the　Kyushu　lmperial’

　　Upiversity，・Library．　1932－33．　2　y．　・：・　Sup，plemqht．　19．35－40・・3V・
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　　　　Japan－institut，　Berlin所蔵），ならびにBiblibgfaphischet・Alt：JqPan・Kqtalog　1542一’

　　　　1853（ja画。、tit。t　ih　B・tlih・nd　D・μt・ch・n　F6rschung・i・・titut．i血丁・ky・）．掲載．
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　　シーボルb著作は本稿への繰入れを省略した。．．

3．，肉入は便宜的に前掲の各ツールの記載を踏襲した。そして，圃各著作の旧版のうち一二の

版と購畔蜥できるものは一タイトル毎に一括したが，記入額鱗で露易セ調一版

　と確認Pがたいものは；例え同一の版との推定が可能であっても個別に採録した。

4．排列kつい’〈は，欧文図書ぽ原則としてタイトルのアルファベット1虞邦訳図書は刊年

　順とした。「

5．　’

椛?ﾙ名，ならびにその略記号はつぎのとおりである。
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　　註：「新収洋書総合目録」（当館編）より採録した大学所蔵分については，それぞれの大

　　　　学における所在箇所が明記されていないため，大学名を記入するにとどめた。

6・参考資料
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「シーボルト先生渡来百年記念論文集」・シ」ボル．b先生渡来百年記念会　大回13

「シーボルト資料展覧会出品目録」　目独文化協会　昭和10
tt

O三二化協会「シーボルト研究」岩波書店・昭和17

板沢武雄「シ「ボルト」吉川弘文館　昭和35’

呉秀三「シーギル院牛そ唯涯と蝶」1平凡社昭和42～43全3三三文庫）

ハンス・ケルナー1「シーボぞレト父子伝」竹内精一訳　創造社　昭和49

日蘭学会誌　「ジーボル｝と目本rr日本』復刻版刊行記念資料展目録」三三：昭和50、

　　A．・欧文図書
　　1．．　Annales　d’horticulture’　et　de　botapique’，　oU　Flore　des　jardins　du　Royaume　d．es　Pays－

　　　Bas，　et　histoire　d，es　pla4teS　cultiv6es　et　ornementales　les　plus’　int6ressantes　des　pbs－

　　　s’essions　4eerlandaises’aux　lndes　orieptales，　en　Am6rique　et　du　Japon．　Publi6e　par

　　　la　S．o，ci6te　royale　d’hogticul，ture　des・Pays－Bas，・・；　5v．　Leide，　’18’58－62．

u，，　（A）　（C）　．，．”・　，　’・　．　，　’ 　，（1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　18　一　．　’　”



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し

2．Atlas　von　Land－und　Seekarten　vom　Japahischen　Reiche　Dai－Nip－pon　und　dessen
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　’　　　　　　～

　　　Neben一・und　Schutzlandern　Jezo　mit　den　sUdlichen　Kurilen，　Krafto，　K6rai　und　Liu．’

　　　Kiu昌lnseln　nach　O、riginalkarten　und　astr6nomischen　Beobachtungen　der　Japaher　mit

　　　Hinweisung、auf　die　Entde¢kuhg年n　in琶1terer　und　neuer　Zeit．　Nebst　einer　Seekarte

　　von　der　Ktiste　von　China　und　der　lnSe1　Formosa　nach　unausgegebenen　Hollandischen

　　　Seekarten　vom　17．　Jahrhundert．　Bearbeitet　und　herausgegeben　von　Ph．　Fr．’von

　　　Sieboldi　　Berli．n’，　S．　Schropp，1851．　　　　　　　　、　　　　　　　　・　　　．　・　　　　、

　　　　（B）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　ヒ　’・　　　1．、　　　　　　　　　’　　　　　（2）

：3．，Baie’　de　Nangasaki．　CQpiざdu　Plan　de　S．1860　　　　㌦

　　　　（A）、、　　　　　’　・　・　　一’　，　　’・（3）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し
4．Beantwoording　van，　benige　Vragen　over　de　japansche　vroedkunde，　door　Mima

　　　Zunzo，，met　eenige　aanmerkingen，　aangeboden　aan　het　Bataviaasch　genootschap『van
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

　　　kunsten　en　wetenschappen，』door　den　med．　dr．　von　Siebold．　．〔Bataマia，ユ825〕

　　　P・194－208・23・rP・〔V・・h・・d・v・h・B・1・・G…∀・k・ep・W・t・n・・dee110〕．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　　（0）　．　　　　’　　　　、’　　　　　・　　　　　　　し．　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　（4）

5．Bibliotheca　jap6nica，　sive　Selecta　quqedam　opera　sinicoづaponica　in　usum　ebrum，

　　　qui　Iiteris　japonicis・vacant　in　lapide　exarata　a…K：o　TSching　Dschang　et　edita　curan－

　　　tibus　Ph．　Fr．　de　Siebold　et’J．　HofEman。　Libri　sex（annexo　sYstematae　scriptqtae・

　　japonicae　et　K6raianae　ac　librorum．catalogo）．　．：Lugduni　Batavorum，　ex　o蚤cina

　　　editQris．6v．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　、

お一1．曜1．Sin　200麗lin　8フめん，ben，’ 獅盾魔浮刀@et　auctus　literqrum　ideggraphicarum　thesaurus，

　　　sive　Collectio　omnium　literarum　sinensium　secundum　radiges　’disposita一，　pronunti3tione

、japonica　adscripta，　opus　japoni6um　in　lapide〒εxaratum　a’・∴Ko　Tsching　Dschang　et

　　　redditum　curante．　Ph．　Fr．　de　Siebold．1834．

　　　　，（B）（D）くF）．（G）（1）（Y）’　，・　　・　　”（5）
5－2・II・’ hsagoge　in　bibliothecam　japo塾ipam　et　studium　literarun：｝　japonicarum・auctorミ

　　　Ph．　Fr．　de層Siebold．「Wα・kαn　won　seki．　Sio　gen’　2i　ko，　Thesaurus　linguae　japonica6，

　　　・i・・lll・・t・ati・・m・i・皿φae　lib・is　recept・・u・t…b・・u・n・・di・tignu血19qu・1・さ

　　　tam　japonicae　quam　sinensis…opus　japolliρhm　in　lapide　exaratum　q…Ko　Tsching

　　　Dschang，　editu皿curante　Ph．　Fr．　de　Siebold．1835－1841．

　　　　（B）（C1，835　ed．）（D，the　sam6）（F　the　sa皿e）σthe　sa皿6）（Y　the　same）　（6）

5i3T　III．7回忌4s4’漉η，．sive　Mille　literae　ideogXaphicae，　opus　sinicum　origine　gum

・・
堰E…p・et・・i…K…ai・…i・p・・i・・“ユ・KQI・・ai　imp・essum・i・＝1・pide　ex・・a・・m・…

　　　Ko　．　Tsching　Dschang　et　redditum　curante　Ph．　Fr．　de　Siebold…1833．　Tab16au．．’

　　　　　（B）（C）（1）　：・　　　　r　’一い，　＼㌧（7）
5－4・IV・『 k・i・L［…i・・V・・ab・1・・i・m・i・…ei・k6・a・・num・・nvgrs・m・・P・S・i・i6・m

　　　originale　in　peninsula　K6rai　i　mpressum　iri　lapide　exaratum　a…Ko　Tsching　Dschang

　　　et　redditum　curan毛e　Ph．　Fr．．　de　Siebold：（A皿exa　．appendi6e　vocabulorum　Kbraiano－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　k

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－19一　　　　『　　　　　　　　　　　　　　・　　　、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら　～　F　，　　　　’　　　　　，　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　・　　　　　．　〆　　　　　　　　　一　’　　　　一　　　　　　v

　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t



　　　「

　　　　　rUm「JapOniCOrUm　et’SinenSiUm　COmparatiVa）．1838．　’　　　　、一r

　　　　　　　ヒ（B）、「（C）（G）（1）　．　　　　　　　　　’『　　　・　　　、　　　’　　　　1　　　　　（8）

　　　5－5・．V・1・・ul・・u卿p・ni・a・um　t・b・1・r　9弓。9・aphi・ae・ecun．d・m・P…Nipp・・ブ・t・i・r・

　　　　　tei　sen　tsu．　Tab．171V．（S．d．），　atlas．　　　　　・　，

　　　　　　　（B）　　　　・　　　　　　　　　’　　　（9＞
　　　5－6・VI・・VVa　nenん鉱．siv6　Sucdncti　annales　japonici，　auctore　Asija　Jamabito，　edi牟io

　　　　　i・i・　1・pide　ex・・ata　a’”．　K・T・chi49　D・ρh・ng・・u・a・t・Ph・E・・d・Si・b・1d・・834・

　　　』（A2P・・1834（1842））（B）』q．2・・25P・；・iii・80　P・）　　　1　・（10）

　　　5－7ピUn、．aUtre　ex．　du　T．　VI，　portant，　au　dos　de　la　rel．，．le　titre：Asija　Jamabito．　An－

　　　　　nale・4諺ゆ・・．　L・yd・，1834－1842．

　　　　　　　（B＞馳’　　．’　・　　．，，・．　（・・）
　　　5－8二．Blbli・・h・・a　J・p・・i・a．，・i…elec・・quaed・皿・pe・a　Si・i・・一J・p・ni・a∵・i・1・pid・

　　　’幽．・x・・ata　a．Si・…iK・一tS・hi・g－d・φ・ng・t・dit・・u・antib・・’P・T・d・Si・b・ld＆」・

　　　　・耳of［ma皿・Libri　sex．（lsagoge　in　Bibli6thecam　Japanicam）．2v．　Lugとuni　Batavorum，

　　　　　）833－34r　『　　　　　　　　　　　　　　　、，　’　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　　　　　　　　　　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　ア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ

　　　ド「（A）　・　　　　　・　　．　・　　　∫・（12）
　　　6．　Briefe．

，　6二1．エBriefe〕No．1・一11，13，15－21，24－29，31－33，35－36，38－39，41－42，44－48，50－52．．

ジ層〔n．　p．〕1859－1910．、41V．31－40・血．

・　　　　　　（L）　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　’　　　　　　、’　　　　　　　　　　　「　　．　（13）

　　　6」2・／t〔Thi・tee・1・tt・F・，182手一1＄65〕一13・heet・・H・1・9・aph・・ig・・d，　i・i・k・C・nt・・t・・

　　　　（1）．

　　　（2）

　　　．（3）

　　　一（4）

　　　（，5）

　　　（6）

．　（7）

　　　（8）

　　　・（9）

　　　（10）

．　・ i11）

　　一．　・（i2）

　　　（13．）

　　　．’　（D）

　7．

’

　　　　　’To　Kretzschmar，　Frankfurt：　Heydingsfeld，　27・．　Dez：　1821．

　　　　　ditto．　，　，　’．　4．　Marz，　1822．’
　　　　　To　Susanna．　Leydeni　27．　Aug．　1833．　26×21cm．

　　　　　ditto．．Leyden，　6．　Juny，　1838．　26×43．5cm．，

　　　　　’ditto．　Leyden，’8．　Maart，　1839：　26×43cm．

　　　　　（Addressee　unknown）　3．　Oct．　1839．　26×43．5cm．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t

　　　　　dittoT　Leiden，　8．　Juniup，　1846．　26i5×21．5cm．

　　　　　To　Thiele，　Copenhagen．　’Leydeh，’41　Oct．　18sl．　27×38cmL

　　　　　To　Buschmann，．Berlin．　，　Bonn，　271　Oct．　1854．　21×28．5cm．

　　　　　（Addresses　unknown）　’　Wttrzburg，　10．　Nbv．　1864．　22×14cm．

　　　　　伽・Wtirzb・・g，乎8・0・t・・865・∫20．5×26．5・m．

　　　　　To　Susanna，　Leide．　Leide，　n．　d．　22×27cm．　X　．

　　　　　（Addressee　unknown）　n．　p．，　n，．　d．　22x14c’m．’

　Carte　g6n6rqle　de　1’Empire　JaPonais．　1　map．　34．3×22．5cm．

ca　1840．

　一（F）

　　　　　　　し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一20層L　　　　。

22　×　35cm．

25　×　38cm．

t　　　　　　　　　　t

（14）

（15＞



’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ば

8．Cafalogue　d61a’bibliothさque，　apport6e　au　Japon　pa茗Mr．　Ph．　F．　de　Siebold，　pour

・ei・i・al・et・d・des　sci・n・e・phySip…，96・9・aphiq…，・・h・・1・giq…e・、　P・li・iq・・P・・

de　9・id・d…1es　recherch・・e・d6r・uv…9・　・ci・nti丘qす・・dζ阜・ce・’Empi・e・D・・im・l

　　Irnpr．11｛与erlandaise，1862．．　　　　　　　　　　　　　「　　　‘　，　．　　ヌ　　　　　　　　　　’

　　　　（C　Reprint，　Tokyo，　Ikubund6，1936．）（D　the　same．）（E　the　same・）1

　　　　（Yth・・am・．）（G　R・ゴ・inti，　T・ky・，1937．）α・・igi・・1・d・）（T・he・ame・）（16）

9．Catalogus　librorum　et　manuscriptorum　japonicorum、a　Ph．　Fr．　de　Siebold　col－

　　lectorum，　annexa　enumerati6ne　illorum，　qui　in　Museo　regio　hagano　servantur，　Libros

　　descripsit　J．噛Hoflmann．　しぬgduni－Batavorum，　apud　auctorem，’1845．

　　　　（A）（B）（C）（G）（K）（L）　　　　　　　　’　　　　　，’

　　　　（DR・p・，T・ky・rlk・bund6・1937）（G　th・・am・）（N　th・・am・・）

　　　　（Y’the　same．）　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　（17）

10．De　historiae　naturalis　in　Japonia　statu，　nec　non’de　augmento　emolumentisque　in

　　decursll　persctuptationem　exspectandis　dissertatio，　cui　accedullt　spicilegia　faunae

　　Japonicae，　Auctgre　Ph．　F．　de　Siebold，　Med．　doc．　complurium．　societatu叫membro．、’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　Bataviae，1824．

　　（1’）　Bataviae，1824．　　　魑　　　　　　　．，

　　　　（B）（D　Rep．　Tokシ。，1937）（G　the　same．）（Y　the　same・）（D，Rep・Tokyb・1941）

　　（2）Wirceburgi，ユ826．　　　’　　　　　　　　・　　　　　　・
　　　　（D　Rep．　Tokyo，1937）（G．the　same）．（D　Rep．　Tokyo，1941）　　　　　　1『（18）

11．Ei。ig。　W。，t。廿b・・d・n　Z・・t・耳dd・・B・t・nik・亡fJ・p・・ih・i孕・m　S・h・eib・n　a・d・・

P・ae・id・ri・ei・d・・Akad・mi・…b・ゆ・・M・n・9・aphi・d・・G・tt・・g　H・d・a・弓ea　und

　　einigen　Proben　japanischer　Litteratロr　Uber　die　Krautegkupde．　Datirt　Dezima　den　18．

Dec．幽 P82S．．（…A・qd・Cae・・L・・P・N・v・A・…B・n・・ユ829・N・・XIV・S．．　679－696）

　　　　（DR・p・T・ky・，　Sh・kゆ・t・u－Bunk・n－K・nk・一k・i・ユ938）（G　th・・am・）

　　　　（lth・．・・am・）（L　th・・am・）（Y・h・・am・・）（0〔・・P・・1826？〕674－696P・）（19）

・・2．Epi・・血・li・guae」・p・・i・a・a…6・e　Ph・F・，　d・Si．・b・1d・M・d・D・…∴・C・m・・b・1i・

　　　1文・y1・9・aphi・i・，　i・ip・a　J・p・・i・i・・i・i・・V・・h・nd・v．・h．　B・t・v・G・n・・t・Kun・t・・en

　　Wetenschappen．，　XI，1826，　pp．63－136，10　tables．

　　　（ABatavia，ユ826）（O　the　sa皿e．）　　　　　　　　　　　「　　　　　’　　　　　　　（20）

・ユ3．　Fauna　japonica．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ユ3－1・F・un・J・p・ni・a・i・・d・・c・ipti・anim・li・m・qUae　in・itin・・e　p・・J・p・ni・m贈annls

　　　・825－1830℃・11・gi・，　h・・i・・b・e・va・ig・ib・・e・・d・mb・a・i・・ib・・ill・…avi・Ph・F・・d・

　　　Siebold　conjunctis．昌tudiis　cJ．　Temminck　et　H・schlegel　pr6　vertebratis・atque　Wボ

　　「De　Haan　Pto　invertebratis．　elaborata．4pts．　Lugduni　Batavorum，1833－50・，　fol・

　　　　　（Aン　　　　「　　　‘　　．　t　・tt　　．（21）
13－2．Faqna　japonica，　sive　Desctiptio　animalium　．quae，　in　itinere　per　Japo旦iam　suS¢eやto

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　・nni・・S23τ・83・…11・9i・・…i・……d・mb・a・i・・ib・・、　i119…a∀i・ph・F・・dg・Siebold・“．．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　　　　　ド
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一21一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　　　　　　　　　　　　圏　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　1



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　「　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　5　　・　　　　　　・

　　　．St・dii・C・J・T・mmi・・k　bt　H・S・h1・g・l　p・・v・・t・b・qtisi・tq・・W・d・Haan　p・・i・ver－

　　　　t・b・ati・61・b・・at・・…L・gdti・i　B・ta…um．5・．　i・πf61．，　PL　e・n．　et幽en・・gl．，　ca・t・．

　　　　（L・tit・eg6…ald・・T．－1・tllp・・㌻・1・d・t・・1833）　’

　　　　　（B）、一　　，　　．』畠　＼　1　　　．　　（22＞
　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

　　13－3．　Fauna　japonica，『auctore　Ph：Fr．　d6　Siebgld．　Reptilia，　elaborantibus　C．J．　Te血一

　　　馳Ininck　eゼH：．　Schlegel．　CuInエnappa　geographico．zoqlogica　et　tabulis　Iithogr．　XXVIII．

、・
k・gduni　B…v・・uni，・x・缶・i・・li・h・9r．　au・…i・et　tyゆi・エG．　L・1・u，1838．3P．1．．

　　　kxi，144P．27P1．（2　fold．）．fold．　map．37×29．5cm．　　‘

　　　　　（C）　　…　　　　　　　　　　　　　　　　．　魑　　（23）
13－4・亘・9・・j・p6・i・q・、L・gduni・B…b・・um・・838－5・・5・・

　　　　　（D）　　　　．：　　　．、　　，　　　　’　　　　　　　　　　、　　　　　幽　　　　　　（24＞

㌧・3－5・、F・u・a」・伽i・a・iVe『D・・crip・・，　an吻li・m…q・i・i・i…ep・・J・p・・igm，　jussu－

　　　et　auSpiciis　Superioruml　qui　summum　in　Inditi　Batava　I±nperium　tenent，　susceptoシ

　　　母nnis’1823－1830　col16git，　no㌻is，　observationibus　et　adumbratiohibus　illustravit　Ph．　Fr．

　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

　　　de　Siebgld．　Conlunctis　studiis　C．J．　Temminck　et　H．　Schlegel　pro　vertebratis　atque

　　　W・de耳q・n　P・・i・v・ゆ・ati・ei・b・・at・R・gis　au・pi・h・edit・・L・gd・・i　B・t・マ・・um・

　　　18ら0・Ap・d、Am・etトS・・i…2・・　，・

　　　　「（F）　　’，噛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　・（2ら）

　　13－6・Eauna　japonica　sive　descriptio　animaliurρ・quae　in・itinere　per　Japoniam・’…

　　　C・・」・ゆsst・dii・C・J・T・mゆ・k・t　H・・S・hl・g・l　p・・v・・t・b・ati・atq・・W・de’・Hq・n、

　　　P・・inv・・t・b・atiS・1・b・・at・∴、L・gd・i－B・t・v・・u㎡・1833－50：5ヤ・（i・・4）

　　　　　（G）　．　　　　・　一　、 　「　・（26）・

　13－7・Fauna　Japonica　sive　Desρriptio　anin：｝alium・quae　in　itinere　per　Japoniam，』jussu

　　　・t．au・pi・ii・Sμ・p・・i・t・m・q・i・um・nu皿ih　l・dia・B・tava　lmp・・i・m・te・・ht・・只・cept・．

　　、annisユ823－1830　collegit，　notis，　observatibnibus　et　adu皿brationibus　illustravit　Ph．　Fr．’

　　　Si・b・1d・’C・hj・n6as　s・・dii・ρ・」・．　T・面・・k・・HI　S・h！・g・王…v・…b・a・i・’・t…W・

1．d・Haa・p・・i・v・t・・b・a・i・e1・b・・r・a・．R・gi・a・・pi・ii・eρi・・1・P・gd・・il　B・・avu・um；

　　　1833．Apud　au¢torem．　Amstelodami　Apud　J．　Mif116r　et　Coゼxxi，144P．　illus．37cm．

　　　C・・t・nt・．：R・画1i・．．’　L’・　　　’　　　9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し

　　　（1）、・　　　、　，　　・　’、、　　　　・（27）
13L8．　Fauna　Japonica　actore　ph．’Fr．、de　siebold．　cruもtacea　elaborante・w．　De　Haan．

　　　　　ト
　　　Cuhl　tabulis・1i重hographici島LXX．　Lugduni－Batavorum，　Ex　o伍cin．1ithogr，　au6toris　et

　　　typis　J．G．．La　Lau，1850．　xxxi，xvi，／243p．層illus．39cm．．－　　　　　　』，

　　・・（1），、　　　　　『、’　II　　．，．、　・¢8）
・3－9・F・u・・J・P・ni・a・i∀6　D・・crip・i・anim・li・m・quae　i・i・i…ep・・」・p・・i・m，」ussu

　　　，・t・u・pi・iisβgP・・i…m・q・i・umm・m　i・王・di・B…va　lmp・・i・m・・・…，・u・cep・・，

　　　apnis．1823－1880　cdlegiちnotis，・observationibus　et　adumbrationibus、“illustravit　Ph．　FrJ

　　　de・si・b61d・c・・jun・・i・’・st・dii・c」・T・噸・・k・・n．　s・h1・g・1　P・・’・・…b・a・i・a・que

　　　　　　・・：　．，　’、　　　「一22－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



t　・F’

ドW・d・Haan　p・q　i・Y・…b・a・i・el・b・・a…R・gi・’ ＝E・pi・iir　6di…L・gduni・Ba・・v・…・

，》 A1．850・Ap・d　A・n・e・S・・i…59・26P・i11…40・m・ρ・蜘t・・M・mmalia

　　　　　（1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『　　　．　　　　　　　（29）

　13－10．Fauna　Japghica・SiVe　DeSCriptio　animalium，　quae　in　itinere　per　JapOniam，．ju『su

．　et　auspiciid　Superiorum，　qui　summum　in工ndia　Batava　Imp6rium　tenent，　suscepto，・

　　　annis　1823－1830　collegit，　notis，　dbservationibus　et　adu：mbrationibus　illustravit　Ph．　Fr．
　　　カ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ

　　　de　Siebold．　Conjunctis　studiis　C．　J．　Temminck　et　H．　Schlegel　pro・vertebratis　atque

　　　W・d・、Haan　p・・〕i・v・rt・b・ati・e1・b・・at・・R・gi・q・・pitii・edit…L・gduni・B・t・v・岬・

　　　1833．Apud　a旦ctorem．　Amstelodami　Apud　J．　M廿11er　et　Co．323　p，　illus．39cm．

　　　Contents：Pisces．　，　，　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　℃

　　　，（1）・　・　　　　　　　　幽　．　’　　　　、（30）
　．；3＝11．1Fauna　JapQnica、　sive　Descriptio　animalium，　quae　in　itinere　per　Japoniam，　jussu

　　　6t　auspiciis　Superiorum，　qui　suinmum　iロIndia　Batava　l　Imperium　tenent，　suscepto，

　　　・nni・’・’18・串．・83b・・耳・gi・，…i・，・b・e・va・i・・ib・・et馳ad・mb・4・i・nib・・i11・…avi・Ph・F・・r

．　de　Siebold．　Conjunctis　studiis　C．　J．　Temminck　et　H．　Schlegel　pro、　vertebratis　atque

　　　W．de　H：aan　pro　invertebrati＄elaborata．　Regis　auミpitiis　edita■Lugduni，　Batavorum，

　　へ1850．Aqud　Arnz　e亡．Socios．141p．　illus．41cm．　Contents：、Aves．’　　　　・　　，
　　ボ　　　　　　　　　　　　　ぼ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　’「　（1）　　　　　　『　　　　　・　　　1　　　・　　　　　　　．　　’　　、　，（31）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ

ユ3一・2・F・un・J・p・ni…iy・D・・c・i・ti・l　anim・1i・m・quae　i・i・ipe・e　p・・J・P・・i・m，　lussu’

　　　　et　auspiciis　Superiorum，　quiミummum　in　India　Batava　Imperium　tellent，　s翼scepto・

　　　　annis　1825－1830　collegit　notis，』obervationibus　et，　adumbrationibus　illustravit　Ph．　Fr．

ンd・Si，b・1d．、C・・jti・・ti・　s・ddii・CJ．　T・mmi・k・・耳S・hl・g・1…v・…b・a・i・a・q・・W・

脚、d・Haan　p・・inv・…b・a・i・e1・b・・晦R・gi・aurpi・ii・edi…L・g・uni　B・⑳…・・833

、Σ、ぐ．一1850・Ap・d…t・f・m・，Am・t・．・1833」50・5・・　　　　　　　．

：1／∫ごr（L）・　　，　　・・　　　．　　　　・．　　．（32）
し∴　．・〔「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　〆　　　　　　　　・　　　　’

窺1鵡k濫齢3騨均　　183　5α（Reprint：TokyP，　Shokubutsu’

、圏冷（C）（D）（F）（J）（L3・愉mm・1i・R・p・ili…n1・），（T）（y）「r，（r3＞、

1ぎ坤4・，：P…pec・…F・un・j・P・ヰ・a，・i・・D・・crip・i・a・’m・1’・m…’11・…av’・Ph・F・・

』・46・串iφ・ld・．C・nj・…is　s・・diis』C・J・・T・m皿i・・k』e・耳S・h1・g・1・・q・・W・d・Haan…

・“・1・亡A血・t・・d・皿，J．　Mtt11・・，〕1834・⊆4〕’P・2i11…一　　「㌃，

　　　　　　（0）　一’・　　　「∵　　　　．．・（34）
一14．F1・・a・j・p・ni・a 馳、，　’　　引　■、，　　　t
　　14」1．Flora　japonica；sive，・Plantae’，　quas　in”imperio　laponico　collegit，　descripsit∴ex．

　　　　『part6　in　ipsis　locis　Pingendas　curavit　dr．　Ph．　Fr．　de　Siebold…Sectio　prima　continens

　　　　plantas　or照tui　vel　usui　inservientes．　Digessit　dr．　J．G．　Zuccarini…　　　Lugduni

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ
　　　　B・㌻av・・um，・p・d・u・t・・em，1835－70・2…　’　　．、♂

　　　　　　（A1。．ユ835）（B2・．〔・．1〕・．P．，・．d．）（C’）①）（D1・．ユ835〔i．・．1870〕150P1・t…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一23L　　　　　　　　’



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　r

　　　　　　P…h・nd・・1・）（G）（1）（L）（Y．・…）・　　　　　．（＄5）『

．　14－2．Flora　japonica；sive，　Plantae，　quas　in　imperio　japonico　co耳egit，　descrips’it，　ex

　　　　P・・t・i・ip・i9・1・・i・pi・ge・d・・cu・avit　d・・Ph・F・・d・Si・b・1d…Secti・P・i，ma・g・ti・…

　　　　P1。nt。，’。，n。t。i・・1・・亘i‘i・・e・vi・nt・・．　Digessit　d・．　J．　G．　Zucca・i・i一・〕L・gduni

．B4・・Vg・u岬d・u・…ein・・835－7・・2・・（R・p・T・kY…Sh・k・b・t・・Bunk・n’K斧辞ko－

　　　　k群i，　ig32）　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　．

　　　　　　（D）（E＞．（1）（N！（P）’（X）（セ）　　・…　　　　（36）』

．　15．”　’Florae　Japonicae　familiaq孕aturalesヅadjectiS　generum　et　specierum　exemplis

　　　炉

　　　　selectis．　’　　　、　　　　　　’　　　　，　　　　　・、
　　15－1二「Flora6　Japonica6　fa士niliae　n、aturales，　adjectis　generum　et　specierum　exemplis

　　　　sとlectis．　Sectio　1：．Plantae　dicotyledoneae　bolypetalae．　By　Ph．　Fr．・de　Siebold　et　J．G．

　　　　Zuccar面．’M菰nchen，　Cl．　d，　k．　Ak．　d．　Wiss．，　n．d．，ユ11－204p．27cm．（Abhandl．　d．

　　　　II．　C1．　d．　k．　Ak．　d．、　Wiss．，　Mifncheh，　Bd。4，　Aわth．2．）

　　　　　　（E），（0）　t 　‘・　・　’t’t　　　　・　（37）
　　15－2．Florae　Japonicae　familiae　na㌻urales，　adjectis　generum　et　spegierum　ex6mplis

　　　　sel⑱ctis．　Sectio　altera：Plantae　dicotyledoneae（gam6petalae，　mollochlamydeae）et

　　　　…6・gty1・d・n・a・．　By　P車．　F・．　d・si・b・ld・e・エd・zucca・i・i・Mtt・・h・h・cl・d・k
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16．』 f・・6h’i・h・・d・・E・tdeckung・・im　Seeg・bi…v・n　J・p・n；・・b・t　E・kla・ung　d・・Atl・・
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