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一、 阿 寒 植 物 景観(第一報〉

館 脇

The Vegetation of the District of Akan. 

緒論

植物景観

M. Tate¥耳raki.

白 衣

1.針葉樹林

I.原生林J

2・二次林へノ鑓選。

II. 針澗混靖林

III.澗葉樹林並ピニ高原

I.澗葉樹林 J

2. 高原 性 草原

IV. 阿寒湖並ピエ湖岸植物

I.水生植物

2. 湖 岸 植 物

3・特 殊 砂 潰

4・島唄 J

V. 高 山帯

1. 濯 木 林

2・特ニ J、ヒマツ群落ニツ-i7
0 

3・草本小濯木群落。
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4・雄阿寒山最山火後p第一年目，第二年目

ニ於ケ y 観察。

阿寒植物目録

(99 ) 



(LOO) 

緒 論

本研究 J、阿寒湖ヲ中心トセノV モノニジア北緯 4320':1 9 43030'.東経 144。

ヨ 9 14ギ15'ニ亙 V JV匪域トジ雌阿寒岳，雄阿寒岳ヲフクミ，パ y ヶ，ぺ〆ケ ら

ノ湖 畔 ヲ モ 捜入セ久阿寒湖 J、周閏六十八粁，中ニ四島ア 9。雌阿寒岳 J、千

五百三米，調査ニ J、郡境東部ヲ合ミ，白水川ヲ入 V，便 宜 上，JVペジぺ附近ノ

観察ヲモ採録セ 9雄阿寒岳 J、千三自七 1-ー米，目下 J、ソノ南西ノ登路ニ

依 JVノミナ V バ，は以まつ帯ノ考察 J、pバンケpぺンケ面ョ 9ノ観察ヲ附足

シア記録セ 9北 見 面 ハ 釧 北 図 境 道 路ヲ以テ境トスJ可流 J、南下スノV ~IJ 路

川ヲ主トジ3束流ス JV白水川，西流スノV オク JVV ベゾ、ンラヨロジユ津p湖昨

ニ注グモノトジア J、オタクンナイ，オシネサノV ンペツヲト V 9。

著者 J、千九百二十一年七月初メア 阿寒ヲ歴訪ジ，JVペジペ，七曲 9 ヲ経

アフ湖昨，ポヅケ，雌阿寒岳pポンモジ P，パ y ケトー等ノ採集ヲナジ，千九百二

十五年九月 3再ピ，雄J.lIJ，Jvぺ三三ヲ経ア，阿寒湖昨ニ来 9雌阿寒岳，湖昨道，大

坂，七曲 9，大罪新道等ヲ探 9，雄阿寒岳焼跡調査ヲ開始，fl;1諜ノ口，ボツヶ，湖

昨ヨ 9~II 北園境ノ研究ヲナシフ千九百二十六年八月，三度p北見相生ヨ 9 阿

寒ニ出デ，雌阿寒p雄阿寒，t胡内四島，大岬，ポヅケ，湖昨，バンケ，ペンケノ考察ヲ

ナセ j カクア三度阿寒ニ在 9v日ノ記録ヲ基トジア，コ、ユ阿寒ノ諜報

ヲ草ス。

著者 J、宮部博士，工藤博士ノ御指導，伊藤博士3栴内博士ノ御助言ヲ深謝

シy再 度 ノ 行 ヲ共ニセ JV平塚直秀氏，並ピニ調査ユ少カラヌ便宜ヲアタへ

ラ V シ阿寒森林主事安部奥一氏ニ戚謝ス。最後ニ著者 ρ 新 島 博 士 並 ピ ニ

林地ノ観察ニツキ数ヲタマへ JV武田博士ニ深甚ノ謝意ヲ表ス。
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植物
且
口
小 観

l 針葉樹・林

3 
1.原生林

、阿寒針葉樹林形成ュ闘争勺最毛主要ナノV 樹種 J、必ぞまつ，となまつ，あか

， v2ぞまつ，あかとどナ人中エアモ主要ナノV.->_v2ぞまつ之ピまつ z ジア，ぁ

か bぞまつ J、混靖ノ度，前二種ユ比ジア少ナジ。

阿寒針葉樹林 J、，雄阿寒，雌阿寒南山ェ於ア共=コ ν ヲ観察手〆得ペジジ

カ h雨 者 ト モ美林ト構ジ得ペキモノア 9今湖昨ヨ 9上部，雨者エツキア

ノ考察ヲノプベジ。

「雄阿寒岳河寒湖面ョ 9雄阿寒岳ノ西部ヲ見 lVトキ，何人モソノ針葉

樹林ノ良好ナノV 接達ヲ会UlVベシc東部メシケ，^!.:/ケ面モ然 9サ V ド阿寒

湖昨道新道，大葎附近ョ') ::r V ヲ望メバグノ山麓面ノ著ジク j間葉樹ニ占

ムラ lV 、ヲ望見スベジコレ俊章ユ述プ lV二弐林ナ 9" 

雄阿寒岳樹林ニツイア考フ lV==-，針葉樹林ノ純林的経達 J、500米前後

ヨリ起')， 1000米前後ュア止 ""7 1V モノナリ ι樹種的ェ見 V バ，勿論地勢ュ依

IV所少カラザ lVモフあをと'.:.->、下部ニ'V2ぞまつ J、上部 h 而ジア?あか bぞ

J、8oo米附近ヨ 9i県清ノ度多久然モ針葉喬木種ノ上昇限度迄達ス lVヲ

見ノγ混靖i関葉樹種 J、比較的少ナク，渓面ヲ除ケバ， 800米前後三ア，喬木種

J、殆トツノ綾ヲタヅペジ下層群落ユヲイアミノV ==-，最モ純群落ヲ形成ジ

易キ J、ねまが bニ v5"，林下コノねまが bニテ

r: 観察道路 J、南面ノ比較的狭キ尾根トア，樹下蔭草ノ数少ナジυ

潤葉喬木並ピニ濯木トジア j昆情ス JνJ、

うだいかんば， しらかんば，

在、かまど， みやまざ〈ら，

だけかんば，

しう~~くら，
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以ろはのつ bばな， めいげっかへで， 乏しあぶら。

以上ノ内，うだいかんば J、700米下部=多九11.けかんば J、上部ニ多クp

在、かまぎ J、風倒木ノ多キ附近内著ジク観察セラ v タ 90

向濯木トジア J、

をがらば在，

くろうすご，

みねかへて，

b ほばすのき。

乙 bふらし

みねかへてう、謹木林近クェア生め杢林ヲ通ジア J、々がらば君多ジu

樹蔭植物トジア J、突ノ如キ毛ノア 90

みやまわらび， しのよかじま， 在がばのしらねわらび，

たちまんねんすぎ， ま以づる 3 ラ， たけ Lまらん，

みつぱわうれん， 日めいもげ， みやまはんせうづる，

つるつげ， ムい bみやますみれ，みやまたにたぐ，

ごぜんたちばな， 乙けも、， つまと 9~ラ，

ょっぱ{J{'、らc

r雄阿寒昔」雌阿寒岳阿寒湖昨面下部ニヅキア J、，伐木ノタメ原始的林

相ナクグノ真相ヲ論ズ Y コト難キモ，純林的接達 J、恐フク 600米(所=依

1} 500米)前後ヨ 9ナノV ペジ即チ阿寒湖面登路ュツイア ρ クグヒ川(陸地

測量昔I~ 五高分ノーェ従フ)書道路 h現今山岳曾道路トノ交叉黙ヨリ上部，

叉ピリカネツプ面ェ於ア J、大坂上ノ議原附近ヨタ上部，而シア現存樹林

ノ上昇限度...~ 900米乃至 rooo米ナ Jl/ ==r:，遺存林木ヨリ推ス時 ρ1000米ヲ

超ユ JVモノア 9Q 

針葉樹林ニア 9ア J、，0ぞまつ，と℃まつ雨種ノ優勢，並ピユあかむぞま

つノ i昆情スノV ヨト J、雄阿寒ト同様，叉ソノ分布モ似タ v l'~，唯異ナノv..、あ

かと立まつ林ノ存在スノV コトナリ r阿寒湖面道路ニツイアコ ν ヲ見 JVユ，

850 米前後ヨタ現 v来 9，は以まつ下降限度トノ接鯛黙ユ達人而ジアコ

ノ面， 9 00米ヨ 9 シア，~ぞまつノ大樹著ジク滅ああかと立林出現ジ下層

も

e 

3 
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=於7"~'，あかと立並ピエあか b ぞノ若木多ジ」叉ピ 9 カネツフ・面エア J、，

840米附近=於ア，0ぞまつ減少ジ，あか bぞまつノ渓面ニ著ジク生ゼ }V

所ア 9。混清瀬葉樹種ハ阿寒湖面登路ニ多キ毛(殊エ中部迄)湖昨ヨ 9 ノ道

路ヌf渓泊ナ JVh林地ニ多少ノ荒藤ア }V~、注目スベキコトナ 9 。而ジア典

，型的ノ針葉樹林接達~'.湖畔面ョ 9 ノ登路ョ 9 モ，ムジ民ピ 9 カネヅプノ

芸書路ユヅイア観察ス }Vヨトヲ得。下層群落も湖畔道路面ノ方，ピダカネヅ

プ墾路面ヨ 9複雑ニジア，ピ 9カネツプ斜面=於ア J、雄阿寒=於ア観察

セ )Vヨ 9=r:，軍ーナ y ねまが !J1ざけノ群叢ノ夏=純一ナ }V接違ヲ見 }Vベ

る〆。

今混情樹種ヲアグシエ，

ラ7ざいかんば， しらかえば，

しろさずくら，

せんのき。

しう 9，

在、かまど，

はうちはかへでいたや，

等 7vド，林内上部，渓谷附近ユ樺木属ノ殆トナキ J、注意スベキコトナ

9。在、かまど，、最モ多ク，雄阿寒ト同様，枯損木地ニ J、殊ニ著ジキヲ観タ

9。

撞木トv'7" ~、，

をがらば在，

乙ゃうらし

芯ほかめのさ Q

等ァ y

みねかへで(少)，

芯ほばすのき，

蔭地，羊歯，草本，/1、濯木 1・ジアハ

しのぶかぐま， ながばのしらねわらび，

じうもんじしだ， ひめすぎらん，

あす以かづら まじAづるきラフ

.1とけしまらん， 3そも e9， 

あをふたばらん， みやまよ、たぽらん，

みつばわうれん， あかみのるい0)、せうま，

しろぱなしゃく在ぎ，

うすのき，

みやまわらび，

うちわまんねんすぎ，

るほばたけしまらん，

あをもど 9，

乙いち bふらん，

以めいちげ，
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みやまはλせうづる，づ 12や〈しゅ，

みやますみれ， ごぜんたちばな，

乙けも、， いはつ、じ，

3 くら 3うも e~. 

之みやまか 12ばみ，

じA0)、いちゃく 3 う，

つまと b~ラ，

樹林密=シア樹木腐朽後，附近，草本ノ生存ヲ許ス範閏=於ア J、，ごぜん、

たちばな最毛多ク，在がばのしらねわらびコ V.:::.究ギ，しのよかじま，たけ

しまら A，乙いち bよ、らん，とみやまかたばみヲ見，倒木或 J、蘇苔ノ多キ個

所ユ J、，しんのすぎかづら，あすひかづら，みつばわうれん，ごぜんたちば君，

いはつ、じ多ジ。

向下層群落ト V アねまが b ノ生~.ズ，低濃木唐ノ見ラ ;v 、所ア 9.潅木

種トジア J、，をがらば在，しろば在しゃく在ぎ，z.ゃうらくっ、じヲ載フノV

毛，しろぱなしゃく在ぎ最モ優勢ナ 9。草本トジア J、之、ぜんたちばな著ジ

ク，まひづるさうコ V エ次ギ，しのよかじま，ほそばのたうげしば，たちまん

ねんすぎ，1...-んのすぎかづらpつばめおもと，12けしまら/しみやまふたばら

ん，みやまはんせうづる等ヲ産ス。

次ユピ 9カネヅフ・面ユツイア見 }vニ900米下昔1)迄 J、殆トねまが bノ

純群落ト稽スベキ毛ノニシア，高サ I 米ヲ出デズ。時ニ路傍ニ若干ノ芳子

ヲ生ズノv-1::，杢群落トジアノ、，草純ナノV ねまが b群叢ノ占ムノV モノナ 9。大

坂上部迄ノ林中ニ於ア見 }v ベキ~，， 

濯木トジア，(低ゾi、トモ)

つるつげ，

之ゃうらし

bぞいそっ L じ

浴、ほぼすのき，

羊歯類トミ/アノ、石松科ノモノ多ク，

しろぱなしゃくなぎ，

やはっ、じ。

しのよかく、、ま， ほそばのたうげし~:f'， うちわまんね Aすぎ，

たもまんねんすぎ， しんのすぎかづら， あす以かづら，

ヲ産科又ヨクごぜんたちばなヲ生ズ。

*路議伐木稜トミトムペキ所ユ J、ふんみづ CA~，みやまたムばな，しほが

まぎしむほば乙，やまは、z.，のぶき，~2 ぞよもぎヲ生ズ。

‘ 
e 

. 、

ラ
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〔萄1)北閤境，相生道〕 湖昨側ニツイア見 V Jh雄阿寒p雌阿寒ノ樹林=比ス

ベクモナケ v J'~，ョ、ニ通過地黙ナノV 閤境附近=闘争勺略記スペジ。最モ樹

林ヨf整然タノV 林相ヲ有ス JV~、園境標存立地黙附近エジア高度 600 米ノ

箇所ナ人本林 J、北見相生へヅ V ク樹林ニジア，0ぞまつヲ主木トジ，と三， まつヲ混めあか bぞまつ J、小量ナ 9。樹幹，みやままたたびヲメグラ V，林

内みやまざくら，I:Aろはのつ bば在等アノiV=t:，潤葉樹 J、杢林:.~}シア微量

ト言フベジ。樹下ねまが bノ叢クスキ箇所品川どぜんたちばな最毛多ク

下 記ノ種類ヲ見 Y ベシ。

' ながばのしらねわらび， うもわまんねんすぎ， しんのすぎかづら，

くるまゆ札 くるまばつくばね3ラ，みやま bんれい注う，

あかみのるゐbふせうま， ひめいもげ， 乙みやまかたばみ，

よ、っき 3ラ， みやますみれ， みやまたにたてp

bぞ の ょっぱU ぐら。

概種類ヲ見ノV ニフ純針葉樹林下植物多ム現在~'，ソノ有スノV 群落朕態毛

ヨク原始型ヲ保ア 9"サ V J:新進開撃ニヨ 9，樹林ノククダ影響ト共ニp路

傍ヨ 9雑草ノ混入，並ピニ路謹枯木損傷ニヨ 9アp現在ノ群落モpヤガアニ

襲動ヲククベ シQ

*みづなら J、本国域ニハ園墳ヨ 9，2粁ノ箇所ニ，/]、医劃存在スノV ノミ。

2. =衣林へ J鑓遷

「雄阿寒岳」登磐路中， 690米附近ヨ 9以下ノ東斜面ニ於アバ v ヲ見ノV

ベジ。本絹面 J、伐木後y山火ニ依ノV ニ究林ニジア，残存樹 p 白骨ノ女日ク，現今

ねまが bざ 志最モ優勢ユシ 7，概斜面ヲ埋メ p約 600米前後マデニ，下記ノ

p 樹種ヲ生え

ばつ乙ゃなぎP

1iけかんば，

日ろはのきは 1i，

うだいかんば，

3ぴた，

はうちはかへで3

しらかんば，

在、かまど，

しなのき，
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乙しあぶら， せんの~， めだか

Zぷのき 3

ねまが b品交 9，路傍下記ノ種類ヲ見 )Vυ

さつ bよ、ね， ゃなぎらん， くるまば以よど bばな，

はんどん 3 ラ。

bぞいちご J、，針葉樹林ト異ナ 9，著ジク路謹=生ズ。 600米以下ニ下 v

.，Þ'~ ，上述ノ外ニ，0ぞゃなぎ，うだいかんば，(前ヨリ多シjみづなら，)忌以ょう等

ヲ敷へ3向 bぞやまぎくら，しう bヲ生ズ。叉 bぞいちごノ外，なはしろいち

ごヲ産ジ，0ぞせうま，かうぞ b在，ゃまにがな，下 9ア J、bぞよもぎ，あきた

ぶき等 ア 90

以上ノ樹種ヲ 考 '7)Vニ，種類ノ多キコトフ雑然トジア，ソ v等ガ混入ジア

へノV コ 1-，vカモ樹齢ノ若丸針葉樹 J、根跡トモ言フペジ。1:'・1且，草本ノ種類

ヲ見ノV ニ，針葉樹林蔭地性ノモノト認ムペキモノ少ナム本道ュ於ア川共

通普遍ナノV 雑草的芳子多ジ。

「雌阿寒岳大坂」大坂上 J、混靖林上昇ノ限度ニジ九針葉樹林下降ノ限

度，即チ雨者ノ境トミノV ベキも周闇ノ朕況ニヨ 9ア，針葉樹林享中ニ諭ズ

~る〆。

本地黙ニ於ア 観察スベキ J、3米除ノ潤葉樹ニジア，殊ニ大坂谷地附近

トスむ今ソノ樹種ヲアグ V バ次ノ如意/。

ばっ zゃなぎ， ながぼやなぎ， うだいかんば，

しらかんば， 乙ばのしら か ん ば 1iけかんば，

けやまはんのき，

しう bぎくら，

としあぶら等。

ぉ μ ょう，

をがらば君，

在、かま e，

しなのき，

中ニア毛本地勲 J、樺木!品ヲ最多トス向ねまが~，0 ぞいちご多グ3二次

林ノ相歴然タ人

‘ 
e 

3 
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11. 針 滴混渚林

阿寒山葉=於ア，巌密ナ lV意味ヨ 9ノ混靖林ヲ求ム JVヨト J、極メア難

キコトナ 9。如何ナ v ~~.，コ vY ノ多ク J、伐木(時=山火)::.依ヲ九観察路謹

書 ヨク奮態ヲ存セズ，原生ノ意義極メア弱ケ V バナ人阿寒ニ於ア溝橋林ノ

ヨ

n 

好観察地黙 J、，阿寒川沿岸並ピニ湖昨南岸樹林ナリ。而シア湖昨樹林一部

ノ如も昔時或 J、針葉樹林ヲ以ア諭ズノV ガ可ナ 9vナフンモ現在ニ律事〆

ア J、，混靖林ト稀ス lVヌf妥常ナ人コ、ニ阿寒川沿岸ニヅイア先グ記述 v，

究ユ湖昨樹林エツイア記述ス~ V'" 

「阿寒川沿岸樹林」 阿寒 ~II$告道エツイアハ飽別阿寒橋上部ヨれサイヤ

ナィ ，1Vベジペ，ピ 9 カネツフV大津新進附近ニ到 lV河岸沿ヒ，阿寒川一支流，

並ピユ雌阿寒 ピ 9カネヅプ道ノ樹林ニ闘ジア述プペシ。

阿寒橋ヨ 9サイヤナイ迄ニ多ク観 察 セ ラ lV 、J、pけやまはんのさ，がづ

なら，あか r もかつら，しなの~，やち r も等ニジア，サイヤナイ附 ilê -vデ J、

現今澗葉樹多ク，Jvベジベ鐸涯附近ニ到 9ア，と立ノ残木ヲ見 lV ::J V 針葉

樹少ナキタム 伐木ヲマヌカ V ジモノナ 9.1V ベジペ鐸遮附近ユ川ばっし

おにぐるみ，~ r.Aょう，r.Aろはのきは 1i，いたや等アノV 毛フあかだも多ジω今 該

地勲樹種ニヅキ，1900年前綾，伐木常時ユ於ケ Y 樹 幹ヲ質セジモノヲ塞考

ユマデ記スベジ"(径 J、I・5米ノ高サ)

と留まっ. 平l均1.0米。

bぞまつ. 1/ I・3米.

ばつ乙ゃなぎ. p 0.6米，又 I米ニ及ベ lV屯ノア 9 ト。

おにじるみ. 11 0.6米迄，

みづまら. 1/ 0・55米，時ユ 0.6米以上ユ達セジ毛ノア 90

あか 1iも. グ 0.6米.

かつら. 1/ 0.6米。

しなの~. p 0.6-1米，ヨク叉 I米以上ニ達セ 9 ト言フ。
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戸〆ペミ/ベ，ピリカネヅフ・間ノ i閣葉樹種"E:，前述ノ毛ノト大差ナシ。折令稜

述スノレ澗葉樹種ノ純群生ア見 ;vコトア人重複ノ恐ア ;v毛持残存喬木ヲ

事グベ ν。

ばつ乙ゃなぎ，

げやまはんのき，

おじiょう，

U ろはのさ 11tl， 

やちだも。

ながばなやぎ，

みづなら，

かつら(多シ)，

いたや9

しらかんば，

あかだも，

bぞやまぎくら，

みづ~，

ピ 9カネヅプヨ 9七曲 9下迄 J勺針葉樹多キ混情林ナ 9ジト言アモ，一

歩関所有地ニア皆伐ュ遇ヒジ毛ノユシア，現今ユア J、針葉樹稀ニ澗葉樹

毛日 fAit造キ媛性ノモノ多 γ サ V 1，+奮道七曲 9ニ沿へ ;v西部ノ探谷ニ J、

昔 時 ノ 悌 ヲトザム Y 所ア 90

針葉樹種，、むぞまつ，と立まつ主ユ V れ針葉樹i昆措ノ密度ハ?壬竺竺

イ以下 J、薄ク，Jvペジペ鐸遅=至 97"密度ヲ士宮手/タ Y 毛ノ、如シ。むぞま

つ J、Fレペミ/竺時遮f約三百米)上部=多ジレサ V ド現今ユア 9ア J、若木F蔑木，

方人ノ言ニ 依 9ア，::2V ヲ推ジ待ノV ノミ。

ョ、ニ本混靖樹林中，下層植物ヲ示スペジ。

漉 木 : の bうつぎ bぞほざきな Lかまど， をがらばな， 乙ぶのき u

b ぞほぎさな、かま~...、伐木地ユ多ク生ジ，むをいちご J、路傍ユ多 ν。

樹上羊歯:いはま与も rか bぞぐんだ， みやまの主しのぶ， ほてい

しだ。

樹蔭，羊歯，草本: みやまわらび， bぞめんま，

じラもんし tl， ぎようじゃにんにしむぞうばゆ 9，

むかどいらくさ， bぞせうま， むほれいじん~う，

bぞと bかぶと， ~ <ら 3うも Eき3 みやま U ぐら，

bぞのょっぱむぐら， のぶ~， あきたぶ~，

立与ほよぶすまきう， はんごん~ラ。

路傍ユ J、ゐほばいらくさ，~ほ 7さいとん 3 ラ，~んみづ(A ~， Iま攻うどpを

‘ 
a 

o 
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と之へし，ょっぱ以よ e~ば在等著ジ。

「甲F阿I寒川上部林地」 ピ 9.カネヅフプ.藻ノ口間毛亦原晃生:林ト言フヲ得ズ。往

時ユ於ア Jρ、P本流ヨ 9遠キ Jρ、行 00米，正(高度毛 600米)叉近キ J川、 200米ノ f地世黙

造針?澗閤i混昆情林存在セ 9 ト言ヒム'現時 ι ア毛注意ス V ノバず其其.ノ痕E跡亦ヲ認ムベ

辛γ/。主ナ )V .Þ川、と立まつ，~ぞまつニ ν ア，あか b ぞ J川、少ナ辛ジ〆

恐芯、以よう，品方か3つら，し在のき，やち 7芦さも等ヲ主ナ )Vモノトス。ョ、=伐木常時

ノ林木幹径概略ヲ記二本ベジ。

と立まつ-

bぞまつ.

あかだも.

::t;.(.Aょう.

しなのき.

4やちだも.

平 均 0・3米ョ 90.6米=及ベ 90

F F 

0・5米，叉 0・75米ニ及ぺ 90

0.6米。

0・3米ョ"0・5米ニ及ペタ。

0.5米ヲ1)0・7米 ι 及ペヲ

f測量 J、地上約 I・5米)

向現時3渓沿ヒ ユ大樹残 v )v.T'，軸木利用機械ノ都合上p流主主不可能ノタ

メナヲジト言フ。

「二三例外地黙J (はぎの坂) 俗稽ニジアノV ペジペ近キ阿寒川iユ泊へ )V

地黙ナ 9.ー小Mk域みづならヲ主トジpばつ乙ゃなぎ，ながばゃなぎ，けやま

はんのき，にれ，ひろはのきは tl等ヲ交フ。附;あわらび，いはのが hやす，さん

みづ以~，つるうめもどき，をと乙へし，くるまば以よど b ばな，あきたぶ~，

をと之よもぎヲ生三九名ノ示ス如クやまはぎ多ジL草本ヲ更ュ見 )V ニタ針潤

樹 蔭固有ノモノヨ 9寧ロ草原芳子ヲ合ム。

(はんのさ坂) 俗解ユジアバ主ぎノ坂ヨ 9近距離ユアリ。けやまはんのき

。 ノ純生セノV 所ナ 9 。下草トジテ，~ぞめんま，~ぞうばゆ~，U'かごいらくさp

あ 5 からまっ，~ A.みづ(.A~，うまのみつば，芯ほよぶすま 3 う，はんどんヨ

ラ等ア 9。概ジア蔭諜性ノ種類ニ富ム。

(七曲 9 下)七曲 Y 下品川，~ぞやまならししらかんば等ヨf 夫ゃ純小林
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ヲ形成セノV 所ア 9 。而ジア附近，tl けかんば，けやまはんの~，みづなら等生

ジ，樹下やまど b ぜんまい，ねまが 9 ，0 ぞす、~，~みかげさう，あやめ，やま

はぎ，のぶ~，たからかう等ヲ産ス。概ネ乾草原ノ芳子ナ 9 本地黙 J、針澗混・

靖林ト言 J、ンヨ 9，1閤葉樹林=移 9行ク地黙ニジア，ツノ樹下草本ノ如キ

札注目ユ債スベキモノナ 9。 ‘ 
「阿寒湖昨i昆滑林」 ヨ、ェ湖昨ト稽ス JV.T、湖畔阿寒川右岸ヨ 9 ジヲヨ

マペヅニ習I}JVノ地黙ナ 9。毛V'~Il 北関境ョヲ見 v ~"，.，湖岸一帯潤葉樹林ノ

観アラン。サ V ド巌密ユ湖昨道路ユヨ 9，叉雌阿寒道路ニョ 9，之ヲ観察ス

V """.，明=針潤混靖林ナノV コトヲ肯定スペジ。即チ澗葉樹林中ノ残木並ピ

ェ雅木 J、剣然::%V ヲ立詮ス V バナ 90針澗林本斜面ノ上昇 J、500-600米

ニジア，雄阿寒エ比約這ニ宏大ノ地域ヲ領セ人

湖面ョ 9南岸，西岸ヲ注意、シ行カバ，しらかんば，あかだも，:t:;.rAょう，かつ

ら(多)いたや，し志のき，やち tlも等ヲ見 lVペジ。

備本樹林ヲ探 lVベクpジヲヨ?ペツヨ 9湖畔遺ヲ辿 V バ，下ユアグノV 如

キ主ナノV 樹種ヲ 見 lVペジ。

ばつ之や在ぎ，

Z診にぐるみ，

けやきは λのき，

かつら，

をがらばな，

Z しあぷら，

あをと¥:，

きぬや在ぎ，

う7ざいかんば，

あか tlも，

在、かまぎ，

いたやかへで，

め7さら，

bぞまつ J

在がばや在ぎ，

しらかんば，

:Ja.(Aょう，

いね bんじゅ，

し在のき，

あん乙，

ツノ内大樹トシア殊=著ジキ .T'，::t;.にく、、るみ，かつら，いたや，しな，やち 7さ

。

も等ノ残存~V'ア，しらかんば，めだらハ伐木，野火ュヵ、 V lV所ユ多クp針 o 
葉樹種ノ如キ，、，山火後直チユ生ズノV ヨトナク，犬樹間伐綾，放棄自然ノ扶

態=残サ V V'地=多ク認メタ 9。下層群落 ρ 針葉樹林ト大差ナク，混 f問地

ニ於ア J、pやまど bぜんまい，r.Aらぎしすげ，あかんか 3すげ，みづばせを，::t;.



、、2
J

'z---va ，z
‘、

にしもつげ，~つ b よ、ね等=テ群落川水窪.::.~、がま，みのごめ，0 ぞ ë ぢや

うつなぎ，l5-ほかはづすげ，ゐ，みぞそぱ，ちしまね乙のめ 3 う，0ぞむほばせ

んさラ，せ b等ヲ産ス樹蔭植物トシア J、タ

< ~そでつP 在がばのしらねわらび， みやまめし 7乙

e いはがt.;>.ぜんまい， くるまゆ 9， つばめおもと，

ゆきぎ~， ま以づる 3う， ちどゆ 9，

bぞと bかぶと， ~ <ら 3うも e~， bぞ'kつまみ 3う，

まるほよぷすま 3 う， は.んど Æ-~ ラ。
ち

本 樹林ガカク荒康ヲ呈セ lV~、，明治四十年ヨ"9，大正十一年=至 lV 一歩

園牧場ノ針葉樹伐採ユヨノV モノナ 9。而ジアバノ伐採 J、湖畔ヨ 9 300-

1400 間ノ距離ニ於アナセ lV毛ノナ 9 ト言フ。伐木樹種 ρ と立まつ，あか b

ぞまっ'V2ぞまつニシア，湖岸ヨ 9ρ，みづなら，かつら，し攻，せんのき，阿寒川

ニ沿ヒア J、あか 7さも，r，!ろはのきはだ，やちだも等ニシア，楊柳類，l5-に rる

み，しらかんば，0ぞやまざ〈ら，いたやかへて等 J、残セ 9 ト言フモ，方人ユ

ジア，いたや，しらかんば等ヲ伐木セ lV毛ノア 9 ト聞ク。故=今湖岸ノ植物

観ヲ考フノV ェ常 9 ア~~，ヨ V ラノ僚件ヲ附帯ジアp考察スベキナ 9 0

*一歩関所有地エ J、，せん，かつら多キモ，:/"9ヨマペヅユ沿ヒア J、，埼玉つら，

みづ在ら少ナキヲ附記ス。

「雌阿寒岳針澗混靖林」湖昨面ト同様ノ景観樹種ナ v }"，高度エヅイア

研 究 ト 残 木 多キトユヨ 9通過スペキ地黙ナ Y今主ナ Jν樹種ョ 9アグ ν

Jず，

あをと留まつ， あか bぞまつ， bぞまつ，

どろのき， ばつ之や在ぎ， 在がぼや在ぎ，

町 しらかんば， けやまはんのき， あか 7さも，

浴、 μ ょう， あづきまし， しう 9，
九月

以ろはのきは 1i， はうちはかへで， いたやかへで，

しなのき， せんのさ， め 1iら，



(II 2) 

みづ ~o

等ニジア，残留木ニ J 、大関ア 9。且ヅヨノ面，UJ火ニ過へ JV所少ナク，針葉

樹ノ稚樹ニヅキ留意スベキ所少カラズ。あか bぞまつ J、，低混地ニ多ク目

撃ス。

低潅木トジアハ

の bうつぎ oぞすぐ7)， ほ~. ~しもつけ，

ほぎきな、かまど， しろぱなしゃくなぎz.ゃうら<， 

bぞにはと乙:t;..ほかめのき。

草本トジア J、，混潤地引いはのが bやす，0ぞあぷらがや，は〈さんすげ，

b ほか 3すげpゐ，z.ばぎばうし等ア人樹下ユ J、，

bぞめんま， 在がばのしらねわらび，みやまめし 1i.，

〈じゃくし 1i.，

bぞせうま，

bぞ bんだう，

あ 3たよ、主。

むかどいらく~，

bぞと bかぶと，

みやま{j("ら，

〈しろわちが(J，

ごぜんたちばな，

のぶき，

以上ノ外雑草的舟子ト寺内路傍ヨ 9繁茂セノV .T、，

かもがや，

3んみづ CA~， 

b ほば乙

志、ほばいらくさ，

しろつめく~，

o k;:'よもぎο

おほ 7ざい乙ん 3 う，

ゃなぎらん，

「白水川樹林」 大坂谷地下ヨ 9雌 阿寒登路ヲ下 9ア，ピリカネヅプニ到

)V間，白水川沿ヒノ地黙 J、恐ラク，昔時，針澗混清林地ナ 9 ジナノV ペジ。而ミ/

ア現時 J、潤葉樹ユ宮ム h 針葉樹ノ折 φ残存ス y 地ア j サ v ド大間伐採

ノ筏ナ V J，"，:2 V ヲ原始林中エ J、論ジ難事/。一方考フ ;V:.，山火=週目ず v

‘ 
~ 

バ 9蔭地 J、蔭地トジア存在 V渓沿ヒノ下層群落川原始型ト見ア，差支へナ ρ 

キ所ア 9。

かつら，しなノ如キ，、本整路ユ於テ J、大坂下(約 550米)ユア出デ来 ;Vモ

ノ多クグ V ペヅニ到 ;V迄 = 著 ジ キ J、，本山中，同朕態ユ於ケ ;V所ユ比ジア，



日ろはのきはだ 少 ナ キ コ ト ナ Y今主ナノV 樹種ヲアグ V バ9

けやまはんの~，

:t，.1:Aょう，

せんのき，

みづなら，

をがらばな，

め だ ら

あかだも，

いたや，

やちだも。

(113) 

， 伐採地品川pねまが bヨク 2 米=蓮寺内叉やまぶ 1iう盛=生ジフ怠ほいた

~ 1)ノ群生セ JV所ア 90

ー

~ 

白水川沿ヒノ線地並ピニ蔭地ニ見 得 ベ キ ..T'， 

b ぞたがね~う， むかごいらく~， みやまはA..せラづる，

bぞやまぶ 3せうま，ふっき苫う， きつ!>)、ね，

みぞほ、づ~~< 1)ん 3 う， みやまとうばな，

樹種トシア J、大差ナケ V ドタばつ乙ゃなぎyげやまはんの~ ..t、殊ニ多九

あかだも高慮ヨ 9 多ク，~はしばヲ混ズ。下唐毛ピ 9 カネヅフ1 ニ近グケバ

漸時y凱雑トナ 9，究ノ種類ヲ見 JVベジ。

おほばいらく~，

~Æ. みづ以~，

むほばz.，

bぞま与ほやまは乙べ， いねたで，

や在ぎらん， やぶじらみp

つ b がねにんじん~ぞよもぎ。

又路議麗令 b ぞほぎ 3 しもつけヲ見pの b うつぎ，~ぞすぐ þ ，~ ぞう乙

ぎア 9。

「ジ 9 ::2 ""7ペツ附近二次林J v' Pコマベヅ河口附近ョ 9，園境本道へノ

間道 J、二次林ノ好観察地黙ニシ九高度 500米附近ニ於ア考察シ得ベジ。

本地黙 J
、19[3年，並ピニ '924年=伐採，又 '9IO年代ニ焼失セノV 所混ぜ 9。今

樹種ヲ奉グ JV:.，けやまはんのさ殊ニ湖畔寄 9ニ最毛多れしらかんばコ

ν ュ次ギ，下記ノ毛ノヲ所今ニ交フ。

bぞやまならし， ばつ乙ゃなぎ， ラ7さいかんば，

あかだも， :t3-1:Aょう， むぞほぎ Sな、かまど，

をがらばな， いたや， しなの~，

めだか やらだも， bぞにはととp
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ねむろぶし7ざま。

以ろはの~ 11 te. .T、少ナグpめte.らJ、小ナ v ドモグノ量大，而ジア場柳科y

樺木科木本，叉ソノ高サ低クケ V ド，数 J、多久備な、かまど少ナキコトヲ

記ス。

草本トシア J、，雑草性ノわらび，ゃなぎらえ，U2ぞよもぎ等生ジ，向蔭地性 ‘ 
ノムつ~ ~う， <るまばさう p混地ユ J、，いはのが bやす，:t>-ほかはずすげ，:la・

ほか苫すげ，みづばせを等ア 9。

図境ヨ 9 ジ 9::2マペツコタ y ュ下ノV 路建も伐採綾?再度ノ山火ニ遇へ

lV所ア 9ア，前記ト大差ナケ v I-.，C!ろはの Bは1i，るに〈、、るみ等ノ生ズノV

所ア人本斜面一区域ヲ限 lVu2ぞやま在らし林 J、，山火後 1916年頃ヨ 9生

ゼノV 毛ノナ人又山腹陽地ユ J、，しらかんばノ小林ヲ形成セ y 所ア 9 ア，や

在ぎらん著ジ。一般ユ山火後，三土竺三三竺附近ニアヨク殺生スノ'V.t、'U2ぞ

やまならし，ばつ乙ゃなぎ，しらかんば，けやまはんのさ，めだら等ニジア'U2

ぞいちご，ゃなぎらん等コ V ト平行ス。

叉新道開霊長ユ伴ヒ生ゼ y 新道路謹種類夜ノ如ジ。

ながはぐさ， 以めすいば， 立与ほいねたで，

あさからまっ， おほ rぃ乙んさう， 主んみづ CA~， 

ゃなぎらん， うど， あほば乙，

あきのき bん 3 う， やまは、乙， bぞよもぎ，

ょ、~， bぞやまあざみ， bぞのきつねあざみ，

かうぞ b君。

「雄阿寒岳・麓」 議ノ口甫部ョ 9，雄阿寒整山小屋ユ到 lV路傍 J、，オグ Y ジ

三=沿へノV 二弐林観察ノ好地黙ナ 9。本地黙毛，伐木，山火ノ影響ヲ受ケジ

毛ノナ 9。今主ナノV 樹種ヲ事グ v..，，"'，

ばつ乙ゃなぎ，

うだいかんば，

みづなら，

Û2~、ゃなぎ，

しらかんば，

あかだも，

さはしば，

けやまはんのき，

の bうつぎ，

噌

。
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在、かまど oぞやまざくら， しう 9，

をがらばな， いたや， 以ろはのきはだ，

しなのき， せ Aのきp めだら，

あをだも， やち rも oぞにはと乙。

F 以上 記 述 ノ樹種中ニア 9アモ，しらかんば，けやまはんのさ J、最毛多ジ。

ー

草本トジア J川、'あきからまつ，よム、き，ヱb示ほよ Jぶ:すま 3 う，iJ泊か冶うぞ bな等普通

ニジアPねまが bノ優勢ヲ保チ-1-，0ぞいちごノ多キヨト依然タ 9

沿ヒア Jρ、けやまは tえtのき多クP又ながばやなぎ生ミジF九'流中〈しろばい<t> 

もヲ産ス。

途上，，}、区域ナガラ，残存林ア 9 と立まつ多ク，l3-rAょう，かつら，やまもみ

ぢ，いたやかへで，し君，せんのさヲ混乱樹下をがらばなノ如キ瀧木，並ピユ

ながばのしらおわらぴ，~ぞせうま，はへどくさう. <るまば 3 乱のぶき等

ヲ産ス。

111. 澗葉樹林並ビエ高原=就キテ

阿寒ノ潤葉樹林 J、特別型ノモノニジア，而モ簡草=纏アヲ二次ノ言葉

ヲ用フベキユアラズト信ズ。今概地黙存在ヲ尋ヌ JV:" ピリカネツプ上部，

七曲 9附近ヨ ヲ展 開サ ν，阿寒川右岸ヲ南北ニ走 JV尾根ョ 9，東西山腹ニ

カケ JV所ナ 9
0

同地ニヅイアソノ林相ヲ見ノV :.，南北ニ走 JV尾根附近ヨれソノ西面 J、，

針葉樹林(むぞまつ之宮まつヲ主ト寺内しらかんば，みづなら，:1与ひょう，いた

や，あを 1iも等ヲ交フ)ユシア，束面 300-400米ヨ 9600-700米ノ間ニ，澗葉樹

林存在的以下阿寒川ニカケア針湘林トナノV。新道大津川本斜面ェツイア，

q 最毛深ク針葉樹ノノポ }V地黙ナ 90

通観スノV ニ，澗葉樹林ト針潤 j昆靖林トハ全クソノ位置ヲ顛倒シ，且又 JV

三三二三ヨ 9概地黙ユ至 JVノ林相ヲ考フノV 時，ョ v叉顕倒ノ観アヲ。即チ山

集下部ニ於九針潤林存在ジ?時ニ J、針葉樹林出デジヲ 3山腹ニ到 9九澗葉
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樹キ本出デク Y ノ)伏ナヲ。

而ジア，本澗葉樹林ト合セ考 Y ベキ毛ノトシ(但ジ七曲 'J .t、例外)コ、ニ

叉本林ト併行事/出デキタ ;V高原性草原ユツイア一言セントス。

1.滴葉樹林

潤葉 樹 林 ニツイア J、下ノ l四種ヲ認、ムベジ叫

a)みづなら林。

b)けやまはんの S林。

c)しらかんば林トやまならし林。

d)楊柳林a

最モ多キ J、みづなら林Pけやはんのさ林ニジア，著ジキ J、みづなら林ナ

9。しらかんば林，並ピニやまならし林 J、少ナク，楊柳林 J、特殊地黙ユ限ノV。

a)みづなら林v

澗葉樹林トシア最モ良好ナノV 接達ヲナセノ'V.T、みづならニジア，阿寒郵I1

路面新進ョ 9 ジアモp奮道七曲 9道ヲト Y モグノ純林ヲ通過 ν得ベジ。み

づなら J、p純林ヲ形成スノV 外，新進ニ於ア J、屡 φ けやまはんのき，あかだも，

かつら，な、かま ë ，μ ろはのきは ji，いたやかへで，しなの~，やちだも等ト

混生ス。渓ニヨ 9ア，と uまつ，0ぞまつヲト V ムノV コ l、アノV モ，コ V .7 .t、一

面針澗樹林ノ 上部ト認ムノV コトヲ得3

最モ典型的ナ ;V.t、奮道大津附近ヨ 'J，湖昨両ニ寄 VJV箇所ユジア，I!:木

ト稀シ得ベキモノ多令アリ。而シア新道ヨリ奮道ニ於ア，ョリ多クーノ純株

ヲ見ノV ベシ。備，林下，前述ノ樹種ヲ混ズ ;V;e;，新道面ヨ 9 ソノ量少ナジ。途上

ノ林中ニ於久せんのきノ小木多キ所モ観察ジ，しらかんばノ混生ス ;V毛

見タ 9，時ニい泊 bん じ ゆ ノ 小 量 ヲ 交フ )Vレヨトア 9

』やヤま iは主ぎ多ク，時ニ』ややまど bぜんまいヲ生ズ。 '917ー 1918年ニ間伐セノV 箇

所並ピニ伐木地品川ふみかげ 3 う，0ぞと bかぶと，造、ほ 7ざい乙ん 3う3の

ぶ、~， l忌ほよぶすま 3 う，はんごん B う等生ズ。

も

ぜそ



b)げ や ま は んのき林J

けやまはんの 5林ノ生ズ JY地黙ヲ見 JY.::.，主ナノV モノ次ノ批ジ。

ii)混…原

ii)渓制面ラ

iii)耕作放棄後。
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i )奮大津上部ニヨグヨ V ヲ見 JVペジゐ樹下，草本濯木ノ扶 J、綾述ノ毛ノ

ト間三人

事 ii )渓寄 9ノ林地毛前ト務ラザ JYヌt，樹種トジアハばつ之ゃなぎ，在がば

。

~注ぎ等ヲ交フ。奮道大津附近=見 Y ペジ。

iii)七曲 9奮道，並ピニ新進=沿ヒ湖昨附近=認ム。

。)湖昨附近，雄阿寒道ト萄11路道近クュ，けやまはんのさノ純林ア 9o:r v 

1909年開墾，一度牧草畑トセ JYヲ放棄セノV 後，生ゼノV モノナ P該純林下，< 

3 そてつ，わらび，ねまが b ぎ~，~じかくし，~みかげきう，~ほばいら〈ヨ，

うまのみつば，のよ~，ム 5 等生 v ，V> 1.とやかへでノ芽繭ア 1以上ノ草本ヲ

見 JV.::.，樹蔭，草原芳子ノ混入 1・考へラ V，ソノ群落服態もソノ構成ノ日ノ

新ジキヲ律セ 9。

戸)蓄道七曲 9ノ渓ノ東側エモ亦けやまはんのきノ純林アヲ、ヨ V 一歩

園ユア農耕ヲオコセ V 際，プラクニア耕寺内牧草地トナセノ'vJ1Jfト聞ク‘幹径

約0.1米ノ毛ノ揃へ Y下層ニヱーほねずみがや，ねまが1)1lけ，ぁ 3からまっ，

うまのみつば，やまは L しのぶき.:Ia-ほぷき等生 :A'"

其ノ他，阿寒川奮道ノー峰ヨリ南方，並ピニ七曲 P尾根ノ上部局ニ下方

ニ及 y デ，耕作セ JVアト，ミナ相同ノ麓化ヲナセ 9
0

。)しらかんば林トやまならし林

しらかんば林 J、少ナキも新進大津下迄ノ路傍ニ屡今疎林ヲ見ノV ベジ。

ばつ之や在ぎ，けやまはんのき，しろさ~~ <ら，いね bんじゅノ小量ヲ交フノV

ヨトア j樹下，

やま e9ぜんまい， ねまが1)nけ， ばいけいさう，
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きみかげ 3う，

Bんみづひき，

のよ:き。

あやめ， あきからまっ，

つ bがねにんじん， あ 5のき bん 3 う，

等ア 9。七曲 9奮道上部ニしらかλば林ナキ J、グヌf針葉樹ヲ有セザ )Y

ヨトニ注意スベジ。

湖昨"9竺1ーヒL川ユ 近 ク 叉 白 樺 林 ア 人本林 J、1909年前迄耕作セ V ヲ放棄

セノV所ユジア，現今川純林ト稀スベク，地上 I米エジアp径 0.1米平均，僅カノ

@ 

ばつ zゃなぎヲ混入セ久下層群落 J、殆トねまが 91iけノ、占ム )Y所 :::'v ~ 

ア，わらび，やま~ 9 ぜん・まいふんみづ以~，~ぞいちご等生ゼ久

やま在らし林 J、七曲 9下ニ見 )Yノミユジア，湖畔商エ折々小林ヲ形成

スY ヨトア y 毛著ジカラズ。

d)楊柳林。

時ト V ア模潤地=認ム )Yヨトアア )Yモ著ジカラズ，湖昨ニ J、明瞭ナ )Y

ア 9 0ばつ乙や在ぎ，~ ~ミゃなぎ，ながばゃなぎ等主ナノV モノナ 9 0

2. 高原性 草原

前述潤葉樹林 1、平行 V ア草原生ズ七曲 9 ヲ除キア，標準二ケ所ヲ採 v

90 

i )七曲 9 上高原。高原 ρ 一般ニ乾性ノ草原=ジア，奮道モ新進毛同~

ク，中=一小沼ア久草原ユ生ズ JY..T、，

ひめし 7乙 や~ E 9ぜんまい， bぞす¥. ~， 

やまあは， ねまが 91iけ， きみかげ 3 う，

あきからまっP 在がぽのしろわれもかう， やまはぎ，

もしま~うろ， はな v.か 9， しほがまぎ<， 

〈るまば以よど bばな， ~ぞも、乙〈・~， やまは L 乙，

たからかう， ほそばのをと乙よもぎ，ゃなぎた λl官、。

♂ 



， 
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等ナ 9Jl、沼 J、湖昨=近キ筒所ユ生!/，沼津植物ノ接建良好ユジア，0.めみ

く 9 ，~じむも 1i か，0 どあぷらがや，ぬまは b ゐ必3 らよ、とか 3 すげ等生~~

P。

ii)湖昨 附 近。上述ト大差ナキ J、勿論ナ JV=t:，ョ、ュ主ナ y モノヲ列記

スペジ。

やまど bぜんまい， bぞす、き， ね ま が bだけ，

あやめ， あきからまっ， みつばっち r9， 

さんみづv.~， 攻がぽのしろわれもかう， しろつめく~，

あかつめくさ， やまはぎ， しろばますみれ，

はないか 9， b ぞうつほ.ぐ~， つ bがねにんじん，

あきのき 9Æ~ ラ， やまは、 z.， bぞよもぎ。

中ユアモねまが 9 1i け最毛多ク，0 ぞ~ ~す、~，やまはぎ，ヨ V 手次グ

優勢種ナ"90

ii i)七曲ヲ。

七曲 9 トJ、奮道，ピリカネタフ・ョ 9約二粁ノ地黙エジア，高度 400- 500 

米ノ間 ュ介 在ス lV商斜面ノ草原ユジア，けやまはんのき，みづ在ら等ノ媛

疎林 存 在 スω本地黙 J、本山葉区域中，他ノ箇所=産セザノν毛ノヲ産スu今 所

産植 物 ヲ 列記ス V バ，

以めし 7乙 bぞす、き， 以めすげ，

あやめ， bぞやまを 7ざまき， みやまをだまさ，

みつばっち c9， 在がぽのしろわれもかう， やまはぎ，

もしまよ、うろ， もしませんぶ 9， は在いか 9，

b ぞうつぼぐ~， b ぞ乙どめぐ~， しほがまぎ<， 

しらやまぎし やまは ¥z.， うらじろよもぎ，

せんほ.んや 9， ゃなぎたんぽ L

其ノ他，0ぞいそっ、じはなひ bのき，乙けも、等ヲ産ス。就中，みやまを

だま~，ちしませんぶ b ノ如も本山中他ノ地黙ユモ産セズ，0 ぞいそっ、

じ，乙けも、ノ如キも本山集ユ於ア，同高標度:::.:2 V ヲ求メ得ズ。叉同蕗附
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lli.砦塊::..~、 .0 ぞーいはぐん 7さ，へぴのねござ.(Åめのが b やす，0 ぞき~ A-~ 

う，いはきんばいJ らじろよもぎ等ア 90

IV.阿 寒 湖 並 ビ z湖岸植物 z就キテ

阿寒湖並ピニ湖畔植物 z ツイア門下ノ如キ植物群落ヲ考フ )Vヨトヲ

得。

1.水生植物.

2.湖岸植物。

3・特殊砂演。

4・島願。

1.水生植物

洋水植物，挺水植物，沈水植物ノ三種=分ヅヨトヲ得ペジ。而ジア他=於

ケ )Vjl如九夫令ノ群落ヲ軍一=替ムコト多る'九

i )浮水植物

bぞのみづたで oぞかはほねQ

ii)挺水植 物

ほぎ 3のよ、 3 も。

iii)沈水植物

bぞみづにら，

いとも，

oぞや在ぎも，

せきせうも等.

いばらも， ながばの bびも，

ひろはの 0 0\ も~うの以げも，

せ んにんも<ろも，

水生植物ノ群落生態ユ閲ジア川崎他日ノ研究ヲ待ツペキ毛ノア 9
0

2. 湖岸植物

i)岩上植物ω 湖岸岩上植物=ツキア J、東大岬ヲ基1-v謀ノ口ヲ探

a 

に

p 
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ν9  0サ v ド雨者トモ略ベト等ジキ毛ノナ V バス、ニ J、ソノ代表トナ y 大

岬ユツキア論ズペジ。

大岬附近ニ J、，と立まつ，あか bぞまつ，0ぞまつ等ノ針葉樹::.，湖岸近ク

J、しらかんば，在、かま lf，しなのき，其ノ他ノ潤葉樹i昆情スι湖昨近ク瀧木

3 屠ト V ア最毛ヨク接達ス )V~'，しろぱなしゃくなぎ，0 ぞむら~ ~っ、じ

噛

ぞ3

品名/ア，の b うつぎ，をがらばな，乙ゃうらしむら~ ~やしほJ らじろはな

~ ~のき等 1m ジフn・線近クユほざさしもつけ，ほぎ 3 な、かまどア 9 。草本

トシア J、，いはのが b やす，はまむぎ，みつばべんけい 3 う，0 ぞ~ [)ん 3う，

bぞやまぶさせうま，0ぞはくかpむをむかしよもぎ等ソノ主ナ JV毛ノナ

9。羊歯類トシア J、，岩上，樹上ニよ、くろし 1i，にほ以し 1i，ラ 3 ぎし 1i，0ぞて

ん 1i，:t与しやじじてん 1i，みやまの 5しのぶ等ノ外yしんのすぎかづら，あす

U かづら等生ズ。

ii)沼津並ピニ水汀群落。 阿寒ユ於ア最モ著ジキ沼津植物内よしユ

シれがまJ、とゐ，ぬまは bゐ，0ぞのみづたで等::rV ユ究グ。よしノ分布川

西岸，~t 岸，南岸ユヨム断崖ノ湖岸ユ泡 V)V 雄阿寒麓ハ水深，水底ニヨ 9 ，見

)Vベキ毛ノナシ。よし J、沼津植物群落ノ開拓トジア，湖而ュ線帯肱前進ヲ

ナジ，コ ν ニ前後ジア，がま，ムとゐ等前後ジア，水面ユ出ヅ。

前群落轄移ニヅキ下ノ三ヶ所ヲト 9考察セ 90

a)西大岬ーオタク yナイ川間， b)ポヅケ附近 c)オシネモ V 9撃す

岸。

a)西大岬ーオタウシナイ川問。先ヅ群落轄移ヲ闘指スベジ。

(Iし群落 ム¥ 、 ノかうカ吋3せ?-bをしろね群落
Consoe:ies of ¥¥ス (Subassοciesof]unc¥1s-Lycopus， 

Phragmites)¥‘ぐ ↑

I ，~内海\J~ (Con-socies ofSalix)";:と¥1
/~ 今 、ベミミJ

ゐーあぷちがや群落ミ ; けやまはんの 5群落
(SubassoCie.s o(] unc¥吋 cirpus)j(comECiesofAln吋

針滴混靖林.. J 

よし群落ユ J、がま，)、とゐヲ交 Y。
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ゐーあぷらがや群落ニ J、，いねすぎな，~じるも r か，ぬまは b ゐヲ混ズ。

かうがいせさせう -bぞしろね群落ニ J、ふじ浴もだか，ぬまは bゐ， < 

ヨれだま，しろね，z.ばのょっぱ{JCらヲ混ズ。

けやまはんのさ林 J、純株ナノV コト毛ア j サ v 1:しらかんば，みやまぎ

〈ら，V・ぬ b んんじゅ，をがらばな，いたやかへで，しなの~，やちだも等ヲ混 @ 

ズノ'V::lト稀ナラズ。

柳群落 J、ながばゃなぎノ優勢ナ )Vコトア 9，時ニきぬゃなぎカ..._)Vコ

ト毛ア 9，ヨク叉ばつ乙ゃなぎ混ズ。

b)ポ ア 土 附近 群落轄移ヲ圃指スベシ。

よし群落 (Consociesof Phragmites) 
↑ 

泊ま は bゐ一 馨 群 落 (βSu山l巾ba出ss印oCle白s0ぱfEle∞O凹cha旧凶町a訂ns一Polygon川 m刈) 
↑ 

湖 岸 樹 林3

よし群落ニ J、がまヲ交へ，ぬまは bゐー萎群落 J、所謂沼地植物ユジア，

3 じるもだか，ねまは bゐ，rAめかうがいぜ 3せう，ゃなぎたぐ，け 1iて，うな

ぎづる，b ぞみをはぎ，~ <ぜ 9，< ~れだま，b ぞは〈か，0 ぞたう乙ぎ等ヲ

交フ。汀線濯木トジ 7..>、，けやまは λ のき若キ群落ヲツク 9易れながばゃ

なぎ，さねゃなぎが先騒トナノV コトア 9。湖畔樹林周縁ニ叉ヨクほざきし

もつけ生ズ。

主三之 J、噴気孔ユ起因ス Y 特有ノ植物観ヲ有ス Y 所ニジア，0ぞす、

き，の bうつぎpいね bんlじゅ多ク，叉E木トシア J、くるみ，しなのき等ア 90

かたは bのとろ c~，をてんつ~，いたちじそ等 J、他ノ地黙ニ産セズ。附近

ながいもヲ産ス。

c)オンネモジ 9望号岸。

bぞみづnて群落 (Sociesof Polygonum amphibium) 
↑↓ f 

葦群落:I (Cοnsocies of Phrag凶 tes)
↑/  

ねまは bゐー妻群落 (Subassociesof 
Eleocharis-Polygollum)←湖岸樹林

むぞのみづたでト葦群落ト J、錯交スノ'V::lトア 90

も

p 



， 
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葦群落叉 J、bぞのみづnて=ヅゾキ，ょ、とゐ群生ス lVコ トア 9。ぬまは

b ゐー馨群落中::.~、，ヨク'V2ぞはくか'V2ぞたう乙ぎ生ズ湖岸樹林 J、夫{oo

車燭=車純林ヲ形成スノレコ ト毛ア 9。叉楊柳科植物3けや まは んの さ等i昆

生ス y ョ ト毛ア 9
0

3.特殊砂演エ就キテ

砂潰トジテ存在シ，殊ニ注意久ベキ J、タグヒ川ノ河口ユシア，~胡昨林地

ト接ス JV所ハ就ニ述ペタ lV場樺林ナノ'v=e:，砂演ノ群落杢ク異ナ v lVー匝

塾lア 9。即チ見 JV::.，湖岸ヨ 9 50-100米間ニ日めすげノ小叢，飛石扶ニ散

在主"-，内ニ乙めす、きヲ混ズ。叉めあかんふすまヲ産的折ニ乙まく きずへ

生ジ'V2ぞまるばしもつげヲ産ス。本地黙 J、本島=於 7，めあかんよ、すま及

ピ乙まく さノ最低産地タ lVペク高度約 400米ノ箇所ナ 9。而シア本匝域

ヲメク，.9 'J"~'， 

すぎな， bぞあぷらがや， ゐ，

bぞいちご， しろば怠心れもかう， うど，

bぞよもぎ， ふき。

等生仏中ニながばゃなぎ，けやまはんのさ散在ス lVヲ見タ 90

4.阿寒 J四畠=就キテ

阿寒湖ユノ、主三一才1竺争乙9，;1>":/竺 v， 9，土竺2二イー竺三乙土，土3ーとイ-1そ1

ノ凶島ア 9。汀線群落ノ務化並ピニ汀謹植物ノ種類 J、，ボツケ附近ニ類似

ス Y ヲ以ア，ョ 、ニ J、省略スペシ。

a)ヤイタイ毛ジヲつ 最小ナ y ー島エジア，91 2坪p現今，、殆 l、澗葉樹林

ト購ジ待ペグゾl、数ノとなまつヲ混ズ。澗葉樹ノ主ナ lVモノ J、，あか 7さも，い

たや，しなのき，せんのさ 3やちだもニジアしなのき最モ多ジ。在がばゃなぎ，

け や ま は んのき J、他島ト同ジク湖岸ニi1i:ク産ス。島内二三ノあん之ア 90

林下著ジクとくさヲ生ジp又ヨク'V2~'すぐ 1)，とがすぐ bヲ生ズリ
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b)チクノV イエ号ジ Y チヲ JVイモジ1}.T' 29' 5坪，主木 J、あをと立ユジア，

いたやyしなの 3ヲ混ジp其ノ他潤葉樹トシア J、'U2ぞやまならし，な、かま

ど，べに いたや，かつら，やちだも等ア 9。濯木小喬木トジア J、，l5-ん乙，ばつ乙

ゃなぎ，けやまはんの~，みづなら，の b うつぎ，しろぎ〈ら，しう þ ，いね b ん

じゅ，r.Aろはのつ bばな，をがらば攻，めだらのさ，U2ぞにはと乙等ア 9岩木 S 
トジア J、前種ノ外しらかえばア 9最モ多キノ、をがらばなニジア，汀線二

先駆ヲナス J、けやまはんのきナ久樹下=生ズ JV~、，

bぞめんま， ながばのしらねわらび， とくさ，

ぎやうじゃにえにしま以づる 3 う， るほばなbんれい 3ラ，

bぞと bかぶと， とげなしごbよ、いちごp 乙みやまかたばみ，

つまと~ ~う， るほよぶすま~う。

向林地周謹ニ J、 b ぞいもど，やまは、z.，ムトはんど Æ.~ う，かラぞ b な

等ヲ生ズ。

c)ポ yモ V 1}。 主三主三1}~、 3049 坪，針澗混情林ニジア，湖畔針澗林ト

大差ナ ジu今主ナノV 喬木，濯木種ヲアグ V ，，'\~， 

立与 J屯之， あをとなu2ぞまつ，

貯やまはんのさ， みづなら， にれ，

の bうつぎ， ほ~~攻、かまど， 在、かまど，

あづき在し， しろぎ〈ら， しう~， 

以ろはのつ bば在， をがらばな， いたやかへで，

しなのき， b ぞう乙ぎ， せんのき，

め 7さらのき， やちだも， bぞにはと乙っ

大樹ヲナス J、，あをとししなの~，せんのきニジア，みづなら毛間 φ ア1} o

やち 7さも J、径約0・7米ノ切株存在セ 9。樹蔭.=...T'， 

bぞめんま， 在がばのしらねわらび， ほそばのたうげしば，

bぞたがねヨラ， ぎようじゃにんにし くるまゆ~，

ま日づるさラ，

μめいちげ，

るほば~Û2んれいさう， u2ぞせうま，

乙みやまかたばみ，ふっき 3 ラ，

仁

内
旬、
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みやまたにたて， つまと b~う， み Lかうも b。

等ア 9。向本島ニ於ア，高サ約O.I米ノは以まつノ芽生，二本生-k'IVヲ目撃

セ 9
0

d)オシネ毛 v9。最大ナノV 島=ジア， 30371坪，林地 J、針澗混靖林，生ズ

JV樹種モ最モ多ク，列皐ス v.. ず，

あんZ" あをと Yまつ， あか bぞまつ，

bぞまつF しらかんば， ll;-~t rるみ，

みづなら， お以ょう， かつら，

在、かま~， しろぎくら， あを 7さも，

はうちはかへぐ， いたや， ベにいたや，

し在の~， Z しあぶら， せんのき，

やも 11.も。

以上ノ中ユア特=大樹ヲナス J、，針葉樹ノ外，しらかんば，かつら，し攻の

~，せんの 3 等ナ 9 0汀線近クニ J、，在がぼや在ぎ，けやまはんのき殊=多ジ。

林下 ::::~、とがすぐ b ，r.Aろはのまゆみ，をがらば在，しろぱなしゃく攻ぎ等

普通ユジ九外遠ニ J、の bのき'V2ぞにはと z多事/。又樹上エ J、pヨク bぞて

ん 1i，'i;-しゃぐじてん 7乙みやまのさしのぶア 9ア，殊=しなのきニ多ク着

生ス。樹下エ J、，

やま~ tぜんまい， 本がばのしらねわらとX， う3ぎし 7乙

しのぶかじま， うちはまんねんすぎ， 〈るまゆ b，

つばめむもと， bぞせうま， みやまはんせうづる，

づたゃくしゅ， みやますみれ， とみやまかたばみ，

よ、っきさう， みやまたにたて， ともばにんじん，

じんbよ、いちゃくさう， ヨ〈らさうも~ ~， み、かうも i

等ア 9。

::z V ヲ要スノνュ，諸島ノ林木 J、沿岸ノモノト麓 IVコトナク，林下ノ種類

ニ毛，特有ノ毛ノナキヌf如 γ
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V.高山帯z就キテ

ョ、=雄阿寒，雌阿寒ノ高山帯=ヲ色濃木林以上=関ジア諭~. y 1-ス。

而シア実ノ各項=卦チ，考察セントス。

1.濯木林

i) 1iけかんば林3

ii)みやまはんの 3林。

2.特ユはぴまつ群落=就キア

3・草本小潅木群落

i )雌阿寒岳

a)乾性原3

b)砂磯原

ii)雄:阿寒岳

a)御鉢卒附近

b)残存直域エヅイア。

4.雄阿寒山火後第一年目，第二年目ニ於ケノV 観察。

1.濯木 林

i) 1iけか λば林“

雄阿寒山腹，約 1100米ョ 9 1200米ユ及プ毛ノユジア，南面ノー匝域明瞭，

Rけかんばノ純 林 ヲ ナ セ )V~、ソノ一部ナ j林内濯木トジれだけかんば

ノ外次ノモノア 90

まるばしもつけ， bぞまるばしもつけ， 12かね在、かま e，

ちしまざ〈ら， あかみのいねつげ， を泊2 ら~i'な，

Zめっ、じ， みねかへてう 乙bうらく，

しろぱなしゃくなぎ， bぞ〈ろうすご， ヨ忌ほぼすのき，

くろみのうぐ叫すかぐら， ちしまへうたんぽし ラ乙んうつぎ。

自

仁

う
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上述ノ内':::7"毛 p多キ J、ちし i~( ち pをがらば宅じみねかへて・等ナ 9 。

草本羊歯類ノクチェア普遁ナ JV.. n， 

Lら相わらぴ， みやまわら CA， ぴめのが bやす，

ま以づる 3 う， ぴめいもげ~ぞやまよきせうま，

もしまにんじん， あきのき bんヨう， みみかうも 9，

ちしまあぎみコ

其ノ他，とげ怠しご bよ、いもど，z.けも、生ズ JV所ア 9仁はいまつ J、上部

百 9下降 v，1)んね 3 う又ヨ V ト平行事〆ア生ズ JVモ，一般=本林ヨ 9下降

セズレ在、かまど，しろば在しゃくなぎ J、，本林ノ終""yデ上昇 v，1ざけかん

ば林上部ユ於ア J、，在、かまど，をがらば在~， 2 米=過ギズ。而ジア倫，~ぞ

まつ，あか bぞまつ J、小木ヲナジア，ョノ林内ニ入"，あか bぞまつ J、更=

は以まつ帯ニ入 ν90

本樹林 J、頂上近キ南面山腹ュ於ケノV 観察ユジアp岡山他ノ地黙川崎ヨ

9望見セ JVも確費ヲ得ズナ V ド，雌阿寒エpヨν ヲ有セず JV..T、注目スペキ

ヨトナ'J"

i i )みやまはんのき林J

みやまはんのさ建株 J、，雌阿寒岳，はひまつ群落ト岡高度ノ(或 ρ ソ V ヨ

9和今低キ)渓谷ニソノ通例ヲ見 JVベジ雄阿寒ノ整路 J、尾根遁ジノコト

トア，或 J、東側高走ス JV渓谷ニ入ラ Jf，現，、 JV、ナランモ，現今ノ登路ニア

J、著ジキヲ見ズ。今雌阿寒岳清水川(約 1000米)ユヅキアコ V ヲ見 lV，:::" みや

まはんの 3ヲ主トジ，みねや在ぎ，たかねな、かま e，ラらじろはま以 bの

き等生ジ，ながばのしらねわらび，みやまわらび，みやまめしだ，いはのが b

やす，ま以づる 3う，うらじろたて，:t;-~まいたど 9 ，まるばしもつけ，みやます

みれ，~ぞのょっぱむぐら等アヲ。

2.特=はtAまつ群落z就キテ

i )は日まつノ牙布。 P 
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は以まつノ群落構成ヲ見 JVェ，雌阿寒岳=於ア J、宜チエ針葉樹林=接

ジ(渓谷上部ニ於ア J、前述みやまはんのき林ニ接ス)，高度 IOOO米(所=依 9

800米)ヨ"9 1200米迄ノ地黙ナ 9。然 JV.=. =E: V，雌阿寒岳湖畔道 IO∞ 米 ノ 箇

所=ア，附近ヲ見ノ~V .::.，残留針葉枯木ノヨク， 1100米除ユノボ y ヲ見 }Vペジ。

而 ジア向山頂附近 1503米ヨ 9下降 12∞米ノ裸地ェ，は μま つ ノ 黙 在 殖 民

兵 JVヲ見 }V。

一方雄阿寒岳ニヅイアヨ V ヲ見 JV.=.，ツノ群落 J、甫方=於ァ，、，1ざけか

んば林=接寺内杢山ヲ逼 t)ア J、J100米ヨ"9 1300米ノ地黙ユヨ JV:f:，卒均債

J、1200米ナ Y但ミ/だけかんば林存在斜面エツイア ρ ，は以まつ J、12∞米

徐エジア始メア純群落ヲ形成ス。

向雨山ノ群落ヲ見 }V.=.，雄阿寒岳ノ群落ヌn惟阿寒=比寺内安定型ヲ保持

セ 9。而ジア現在雌阿寒岳ノ裸地 J、グノはひまつ殖民ョ 9ジアモ明ナラ

シ:f:雄阿寒山頂ヲ考究ス }V時，現在ノ山頂裸地 J、，I;t.CAまつ帯ニ所属スペ

キ毛ノナ 9。又は以まつ群落ノ雌阿寒ユ於ケノV 下降 J、，ソノ残留木ヨ， V 

アモ，比較的近代ナ JVヲ知 }Vベク，向群落下降限度，、，附近ノ山岳ニ比ジア，

約 150米低キモノ、女UV。

ii)はびまつ群落ノ下降接嫡地黙=就キア。

は 以 ま つ 群落下降限度ノ観察ユヅ V キ，接鯛地黙ノ種類エヅキ，観察結

果ヲ述プペジ。

a)雌阿寒岳，湖昨ーピ 9カネヅプ岐黙附近。 a)地黙 J、900-1000米ノ間ユ

ジア，針葉樹林ノ上部ニアタ 9，林中は以まつヲ生ズ }V所ナ人ねまが bゴ

~..Þ、林中ノ主要種ナ }V :f:，ヨ V ユ伴ヒア，下記ノ種類ヲ見 }Vペジ吋

みねゃなぎ， みやまはんの~， まるばしもつけ，

在、かまどz.ゃうらし bぞいそっ、じ，

しろぱなしゃくなぎ， v2ぞくろうすご， むほぼすの~，

うすのき， う Zんうつぎ。

草本トシア J、，

e 

‘. ' 、.曽.咽. 

う
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みやまわらび， ぴめすげ， ま以づる 3 う，

ちしまにんじん， ごぜんたちばな等u

街路傍ュばつ Z 少ジク生~，うど，芯ほばしあきのき b ん 3 ラ，やまは、

之等生育スノV .，、二次的ノ因子 =ν れ恐ラク人矯ノ結果ナラン.

) b)雄阿寒岳 I叫米峰ト山頂斜面ノ鞍部附i!Lb)地黙 J、1200米前後ノ箇

所ニミ/ア，雌阿寒岳ョ 9毛，一層顕著ナ Y 接鰯地勲ノ群落相ヲ有セ Y主ナ

)V樹積(小喬木濯木ヲ台ム).，、次ノ如 ν。

*あか bぞまつ，

tlけかんば，

*0ぞまつ，

*な、かま e，

は日まつ，

ちしまざ〈ら，

*をがらばな， みねかへて， みやまほっ、じ，

*乙 bムら し *0ぞくろうすご*るほばすのき，

ちしまヘラ ñ Æ.~ <， う乙んうつぎ。

{* .，、針葉樹林分子ノ上昇)

(み但ゃなぎ，みやまはんの~ .，、少ナシ)

以上川イグ V 毛高サ 2 米前後ナ人草本としては，ながばのしらねわら

び，みやまわらび，(Aめのが bやす，ま以づる 3う，いは b とぎ 9，ちしまあぎ

み等生ズ。

3.草本，小濯木群落=就キテ

雌阿寒岳ユヅキアモp雄阿寒岳ユヅキア毛 3植物種類 J、大差ナク，群落モ

大部分乾性ノ毛ノナ v F'，ョ、ニ若干ノ差ア V バ，雨者ヲ記述セント欲ス。

i )雌阿寒岳ェ就キア。 雌阿寒岳ノ 御花 畑 ρ1000米ョ 9，山頂=至 lV

ノ黙ユシア，殊ニ 1200米以上ノ裸地円未ダはひまつ群落ヲ構成ス )Vユ至

の ラズ。随所ニ草本d、濃木，群落黙在的は以まつ黙緩ス Y ニ過ギズ。

a)乾性原。 綾傾斜ノ斜面=多九いはのが bやす，す立 tlけ，0ぞまるば

しもつ廿，ちしまにんじ λ， 0 ぞいそっ L ヒ，しらたまの~，乙けも、ヲ交フ。

叉ヨクあほたかねばらがんかうらん，どぜんたちばな，しろぱなしゃく在
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ぎ，乙めばつがぎくら，む を〈ろうすご等ヲ混ズQ

場所ニ依 9 ア J、，うらじろたて群生ジ，~ぞす\ ~小群ス IV 所アヲ。

b)砂磯原。 雌阿寒ノ御花畑 J、大部川本群落型ニ属スノV モノナ 9c而ジ

ア下ノ I}、群落ュ分ツヨトヲ得ベジ。

α)之まく 3群落。

s)めあかんムすまー乙いはたて群落。

r)みねずはうーがんかうらん群落。

ρ)たるま日ヨラーいはぎきょう群落コ

乙まくさ群落 J、雌阿寒山脊磯原ニ多カ 9 ~〆毛 ，i監獲ノタメ激減セ 9 。乙

ま< ~...、軍濁ニ，密度 J、疎ナガフ，地積虞ク群落ヲツク 9 ヤスク p現今ニア

J、阿寒富士，槍ヶ岳=見 Y。

めあかんふす ま ー 乙 い は た で 群 落 J、，雌阿寒山頂下部附近ュ多九飛石

朕=群落 v，めあかん 5んばい，がんかうらん，みねずはう，いはうめヲ混ズ。

みねずはうー が ん か う ら ん 群 落 J、硫気孔附近ニ多ク，z.いはたでpめあ

かんふすま，乙めばつがぎ〈ら，いはうめヲ混ム三 φ五 φ マット扶ヲナジ，

Cladoniaノ生ズ Y所ア人

いはぎきょうーたるまv.~う群落 J、前種ノ間ニ生孔折ニちしまにん

じんヲ混乱現今ニア J、いはぎきょう著ジク減ぜ 9。めあかんさんばい，み

やまきんばいノ小群落 J、，コノクチニ存 v，めあかんさんばいノ方優勢ニ

V 久時トジア J、ッガ草濁ニ小叢 (socies)ヲ形成スノV コトア 90 

以上ノ外，乙めす、 ~，v. めすげ等ノ小叢生ズノV 三トア') 0 

i i )雄阿寒岳

雄阿寒岳ノ小港木，草本群落 J、1iけかんば林上部，は以まつ群落中二二生

@ 

E 
-同

ズノν毛ノニシア， 1300米前後ニ存在セ人御鉢平ヲ除キア J、，多ク乾性群落 タ

ニシア，今此蕗ニニツュ卦チア論ゼントス。

a)御鉢平。まifr.阿寒岳三角黙ノ下方，奮爆裂口ニシア 3口底ニ御花畑ヲ有

ス。而シア 1924年ノ山火ーも其ノ害ヲ兎カ ν ミノ所ユジアp周閏ユ J、多大ノ
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被害ヲヲケミ/所アノV 毛底 J、原始型ノマ、ナ 9
0

御鉢卒ノ最底 J、みおやなぎ'U2ぞまるば・しもつけ，がんかうらんみしま

にんじん，乙けもいいはうめ，をやま bん1iう，ちしまヘラたんぽしいはぎ

きょう，ちしまあざみ，たかねにがな等生ふ所々ニ Claιlonia存れ附近ニ前

記ノ外，究ノ種類ヲ認ム。以めのが 1)~す，つまと 1) ~ラ，あ主のき b ん 3 ラ，

小濯木トジア J、，みねずはう，乙めばつがぎくら'U2ぞいそっ、じを交フ。

岩上，岩壁画ニ J、'U2ぞまるばしもつけ，がんかうら/しみねずはう，z.めば

つがぎくら，z.けもいいはうめア 9、叉束面ノ岩壁ニジア，被害ヲ受ケザ )V

所，いはのが bやす，みやまはんのさ，まるばしもつけ，ちしまにんじん，いは

ラめ，たるま CÁ~ う等ヲ産ス。

御鉢平ニヅ V キ，は日まつ残存凹地ァ y。ヅキア見ノ'V==-，は日まつ下，ま以

づるさう，ご、ぜんたちばな，むをいそっ、じ，乙けも L ヲ産的あか bぞまつ

ノ芽生ヲ見タ 9キ。

b)乾性群落。 乾性群落 J、次ノ如ク四別ス y コトヲ得。

引いはのが bやす群落J

ln乙けも、ーがんかうらん群落。

r)岩壁 群 落J

いは の が bやす群落 J、，1主以まつ枯損地ニ多ク，叉路蓬ユヨク生ズ Y 毛

ノナ 9。

Zけも、ーがんかうらん群落 J、3雌阿寒ノ硫気孔附近 z 見 )V毛ノト同

ジクp大差ナケ v F')雄阿寒岳山火以前 J、頗 /V良好ノ接達ヲセ /V毛ノニジ

ア，雌阿寒ノ比ニアラザリジ毛ノ、如ジ。

岩壁面ュ於ケ )V群落構成種ハ御鉢卒ノ項ユ記セジ毛ノト大差ナジ。

c)頂上。頂上，三角黙附近ニ J、究ノ種類ア 9。

ひめのが bやす，

(しろつめく~)，

いは‘うめ，

まるばしもつけ，

ゃなぎらん，

あきのき bんさう。

bぞいちご，

乙けも¥.， 
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4.雄阿寒山崩山火後p第一年目 第 = 年 目 z於ケル観察

雄阿寒ノ山頂 J、パ924年夏，登山者ノ不注意ニヨ 9アグノ山上，西面は以

まつ群落ノ大部分，面積約 200町歩ノ植物ヲ焼失事/，過日ノ植物景観ヲ金

グ失フユ至 v 久 1925年 9 月 11日登山， 1926年 8月 2 0日再登山，調査ノ結果

ヲョ、ェ述ベン。

i )は日まつ群落J

雄阿寒山頂附近ュ最モ良好ナ y 稜達ヲナセ }V毛ノニア，中=あか bぞ，

bぞまつ小量(高サ 2 米ニ満タズ)ヲ混ぜジ所ア 9。サ v ド現在ユア 9 7""、

大部卦焼失(寓異参照)而ジア下層群落モ亦大部長子滅セ 9 ::2 v -jl原因 J、下

層群落ノ地下 主要部川地下0・3米内ユ存在的火災ユヨ 9ア全滅セ JV毛ノ

ナ 9‘然毛は以まつ下部ノ種類 h 宿根性草本並ピユ小潅木多ヶ V .T"¥.，其ノ

奮態へノ復活毛容易ナラズ。残遺部分並ピニ被害少ナキ部舟ユツイア見

}Vュ，/}、濯木ノ内，最モ泊 i失ジ易カ 9V"、がんかうらん，z.げも、 J、コ V ユ

次ギp而ジア'V2ぞいそっ、じ丹後=残 JV傾向アタ。二年目，山上ノ観察ユ際

V'V2ぞいそっ、じ J、最モ早ク快復ノ傾向ヲ見セ，カノ泥表地改良=際的

野火ノ綾ニ生ズ }V傾向ニ努髭タ }V毛ノア 9
0

最モ被害匝域甚大ナノV地黙ヲ通過スノν路蓬，第二年目 (1925)ユJ、.r，Aめす

いば，しろつめくさ，ゃなぎら λ，r，Aめむかしよもぎp点、~(稀)，ちしまあぎみ(稀)

ノ山火後生ぜ }V幼植物ヲ見タ人イグ v ;e，分播分散ミ/易キ種類ナ 9o(しろ

つめく~~、登路ニ沿 hソノ閲盤常時播種セジモノナ 9 ト言フ)第三年目

(1926)ニ於ア J、，上記ノ内，ゃなぎらん開花セ久更ニ新ジク生ゼジ J、，つまと

b きう.tまんどんさうナ P 。夏=注目スベ~ "'， Salix sp. v2右まるばしもつ

け(的?幻)、もらしまへうたんほ~ <ノ接生セジコトニシア

。

，~ 

-

γ ナ 9。タ

いは の が bやす J、，はひまつ群落中，ョク枯損木ノ後エ生ズ }V毛ノナ 9.

山火後，二年目ニ於ア，下宇部所々ユ観察セジ J、本種=v:1，三年目ニ開花

結賞セ 9.本種 J、山火後 z 生-t'}V最モ著シキモノナ 90
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ii)御鉢卒ユヅイア。御.鉢卒ノ周議ハペグ V 毛山火ノ害ヲ被 v 9 c今

部砂ユツイア之ヲ見 ν。岩壁，岩塊=火ヲ受ケジ毛，根ノ損傷ヲ来サズ，慨燈

中，ヨク bぞいそっ L じノ新芽及ピ戴葉ヲ見タタに而ジア，三年目ユ J、夏ユ

フノヨキ復活ヲ目撃セ 9，細根ヨク岩静:ヲェラプみねずはう，いはうめノ

如も叉他種ュア 9 ア J、如何ト J~~、 lV 、地黙ニ残存セ 9 。ちしまにんじん，

たるまr.A~うノ如キモ同様ノ結果ヲ見受ケタ y被害地外線ユアタム以

めのが iやす，z..けも、ノ残存匡域ア 9タ v ¥-.，火熱著ジカラザ lVニヨ lV

~ミシ'。

iii)中ノ卒附近。 中ノ卒附近，がんかうらん-z..けも、ノ部分""，一臣

域残遺セラ vタヲ。サ v ド火熱ヲ受ケジ大部 J、lfc燈ユジア僅カュ Cladonia

上，0ぞいそっ、じ，z.けも、ヲ残存セノV ニ留 lV。残留地黙エ J、，以めすげ，が

んかうら λ，0ぞいそっ、じ，z..けも L等生 v，中ユ小ナノV は以まつア 9附

近被害ノ最モ 犬ナ 11/... 、，がんかうらんニ V ア，復活ノ先堀川 bぞいそっ、

じ=貴台マ v 90 

*以上記セジ如ク纏木ノ陵復=伴ヒフ植物群落快復ノ徴，上述ノ如グナ人

而ジア蝦夷富士山火ユ比較ジア，新生種類ノ少ナキ J、，誠=注目スペキヨ

トナ 9.

殊=新幼植 物 = 閲 ジ アp特=ニ究的芳子多ク，在来種ハ地下部残存ノ種

類ユ多ク，三年目ニ殺生セノV 濯木町種類毛少ナク 3極メア小数ナ人

幸 =:.Vア，残存部牙ト川上瀧哉氏ノ記録 J、，奮態ヲ語ノV 毛，カノ雌阿寒ト

誼民既ニ論ゼシヌf如 キ 高 山 帯 観 察比較ノ好地黙ヲ失へ lV...、遺 l践ノコト

ナタ。
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阿寒植物目録

Ptcridophyta. 羊均部。

Hymenophy llaceae. 持 1a 科。 @ 

Hymenophyllum Wrighiii V. D. Bosch. 

和名 Z:L1'Lのぶ

産地 a 制ドIIf:広町i・ュ産ス(JJ1上)

Polypodiaceae. * 龍 fT科。

Woodsia polystichoides E<1't. VM. nudiuscula Houk. 

和名 えぞてんた¥

産地， 升上ニ手1:ズ。lVペジベーゼリカネヅフ・.七 tlll'Jニ虎スd

Woodsia manchuriensis Houk. 

和名。 ふ《ろ Lだn

産地3 阿京湖東大岬=産スじ

Matteuccia Struthiopteris Todaro. 

和名。<きそてつ，

産地 11調昨林 j也ニ産ス。

Matteuccia orientalis Tre¥'. 

和名。 おほ 4きそでつ。 いねがんそ〈。

産地 i見i肴林ニ生ズ。とこと三ーピヲカホヅフ・ュ産ス。

Onoclea sensibilis L. 

和名， かちゃあらび

産地忍i問j也=生ス'''ilIJ宗湖昨=産ス.

Dryopteris Thelypteris A. Gray. 今

和名。rAめしだ。 しよ bま。

産地， 樹 l蛮叉 J、草原ユ生ズ。七 1111'J附近ユ産ス。

訟 yopteris企agransSchott. 
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和名。 にほuしだ。

産地。 岩壁=生ズ。東大岬ニ産ス。

Dryopteris，!setosa Kudo. 

和名。 之ぞ母んま。

産地a 林地=生ズ。阿寒河岸，11胡昨3雌阿寒岳等ユ産ス。

Dryopteris mutica C. .Chr. 

和名。 しのぶかとま。 みやまか在わらび。

産地 林地ニ生ズ。阿寒河岸，オぞター予三 9，雌阿寒岳雄阿寒岳エ産

ス。

Dryopteris Miqueliana C. Chr. 

和名。 ならぬ L1i'。

産地3 林地ニ生ズ。雌阿寒岳ニ産ス。

Dryopteris amurensis H. Chr. 

和名。 お 4やましだ。

産地a 針葉樹林内ニ生又雌阿寒岳並1::.~雄阿寒岳ユ産ス。

Dryopteris dilatata A. Gray， var. deltoidea Takeda. 

和名。 しらおめらび。

産地a 樹蔭ユ生ズ。阿寒河岸，雌阿寒岳，園境等ニ産ス。

var. oblonga Takeda. 

和名コ なが怯の Lら租あらび。

産地3 針葉樹林ニ生ズ。雌阿寒岳ニ産ス。

Dryopteris Phegopteris C. Chr. 

和名。 みやまあらび》

産地3 樹蔭エ生ズ。阿寒河岸?雌阿寒岳，雄阿寒岳，図境等ュ産ス。

Dryopteris Linnaea C. Chr. 

向 和名。 ラさぎ Lだ。

産地a 樹蔭ニ生ズ。)Vペジペ，北見峠，チク }Vイモジ 9ユ産ス。

Polystichum tripteron Presl. 

和名。 じゅ 5もんじしだ。 しゅもくし売。
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産地3 樹蔭=生ズ。阿寒河岸y雌阿寒岳=産ス.

Polystichum Braunii Fec. 

和名。 ほそぬので。

産地。 樹 I答ニ生ズ刈{:阿寒岳=産ス。

Microlepia Wilfordii Moore. 

‘ 和名。 あラ lit~L だ。

産地， 樹i箆=生ズ。白水川=産ス。

Athyrium yokoscense Chr. 

和名a へびのねござ。 乙いねわらび。

産地。 岩壁ユ生ズ。七曲 9ユ産ス。

Athyrium Fillx-femina Roth・var.nigropaleaceum Makino. 

和名. みやまめしだ。

産地@ 樹蔭ニ生ズ。雄阿寒岳ユ産ス.

var. melanolepis Makino. 

和名。 め L だ:l忌ほいねわら~.

産地。 樹蔭ニ生ズ。~IJ 寒河岸ニ産ス。

Asplenium incisum Thunb. 

和名a とらのをしだ。

産地。 岩上ニ生ズ。

Coniogamme企a玄ineaFce. 

和名， いはが鼠ぜんまい。

産地3 樹蔭ニ生ズ。湖昨ニ産ス.

Adiantum pedatum L. 

和名~じゃ ~L だ。

産地3 林蔭ニ生ズoJVペジペーピヲカネヅプ，雌阿寒舟=産ス. 「

Pteridium aquilinum Kuhn. 

和名。 あらび。

産地。 澗葉樹林及ピ草原ユ生ズ。阿寒河岸，ジヲヨマペヅエ産ス.
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Polypodium vulgare L. 

和名。 えぞてんだ。

産 地 樹上ニ生ズと竺竺竺，生三空豆三三l}，竺三三土竺畔=産ス。

Polypodium Fauriei H. Chr. 

E 和名。 おしゃとじてんだ。

自‘

産地。 樹上ニ生ズY ペジペーピヲカネヲフ・1 シネモジヲエ産ス。

Polypodium ussuriense Rgl. 

和名。 みやまのきしのぶa

産地a 樹上=生ズ。睦阿寒岳，ポシモ v9，オシネモジヲ等ュ産ス。

Cyclophorus hastatus C. Chr. 

和名。 いはおもたか。

産地. 樹上エ生ズ。阿寒河岸，雌阿寒岳ニ産ス。

OSInundaceae. 蕨 黍 科 。

Osmunda cinnamomea L. 

和名a やまどりぜんまい。

産地3 林地並ピュ高原ユ生ズ。七曲 9附近新道ニ産ス。

Osmunda regalis L. var. japonica Miq. 

和名。 ぜんまい。

産地a 林地ニ生ズ。雌阿寒岳=産ス。

Ophioglossaceae. 瓶爾草科。

Botrychium Lunaria Sw. 

和名。 uめはなめらひ二へぴのした。

産地。 雄阿寒岳エ生ズ(新島，工藤博士)。

Equisetaceae. 木跡、科。

Equisetum arvense L. 

和名。 すぎな。

産地3 路違 3話芸地ニ生ズ湖昨p白水川ニ産ス。

Equisetum palustre L. 



(138) 

和名. いぬすぎな。

産地， 潟地ニ生ズ.大庇谷地ニ産ス。

Equisetum Heleocharisヒhrh.form. fluviatile八日hじrら

和名3 みづすぎな。

産地， 沼 ff ニ生ズ。I~IJ 京湖昨ニ産ス。

‘ form. limosum Aschcrs. 

和名， みづ e~ さ.

産地， 林地ユ生ス¥jiilJ京川 iiiJj手，チユウノVイモジリニ産ス。

Equisetum hyemale L. 

和名。 と4さ.

産地， 林地ユ生ズ.~，if 宗河 I'，~: ，チユウ )'Vイモジリニ産ス。

Equisteum scirpoides Michx. 

和名 u母ど 4さ。

産地3 流昨ニ生ズ。山 1党ニ産ス。

Lycopodiaceae. 石 松 科 。

Lycopodium chinense H. Christ. 

和名 uめすぎらん。

産地。 針葉樹林ニ生ズ‘阿tIIIIJ ~日・ニ産ス。

Lycopodium serrulatum Thunb. var. Thunbergii Ma¥.:illo. 

和名a ほそは-のとろげしはad

産 地 拍j-i笹ユ生ズ。I~IJ 寒河 j~~ ，~ヒ見附，il:jí: I;IIJ窓 Ii}，j，fu1;lIf ~京 Iti. ，三三一主主三

リニ産ス

Lycopodium obscurum L. forlll. flabellatum Takeua. 

和名 ;ちはまんおんすぎ。

産地 f付l告ニ生ズ刈:~lIj 窓 ih.北見峠ュ産ス。
'‘ 

fりrm.juniperoideum Takct.la. 

和名。 t，とちまん~ It，すぎ。

産地。 Ht蔭ユ生ズ。削tI~IJ ~ま Úi. ，~正 pllJ 寒岳，北見峠ユ産ス。
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Lycopodium annotinum L. var. angustatum Takeda. 

和名。 しんのすぎかづら。

産地s 針葉樹林ニ生ズ。雌阿寒岳，雄阿寒岳3北見峠p湖 岸 東 大 岬 ユ 産

ス。

， var. pungens Desv. 

和名。~とか鼠すぎかづら。

産 t也 針葉樹林上部ニ生ズ。雄阿寒岳ニ産ス。

Lycopodium clavatum L. 

和名rAかげのかづら。

産地3 林地エ生ズ。雌阿寒岳ニ産ス。

Lycopodium complanatum L. var. anceps Milde. 

和名。 あすaかづら。

産地】 針葉樹林ュ生ズ。雌阿寒岳，雄阿寒岳p湖岸大岬ニ産ス。

Isoetaceae. 水 韮 科 。

Isoetes echinosporum Durieu. 

和名。 之ぞのみづにら。

産地コ 阿寒湖ニ産ス(川上)，

Phanerogamae. 顕花植物。

Gymnospermae. 裸子部。

Taxaceae. 一位科。

Taxus cuspidata Sieb. et Zucc. 

和名。 いちぬ。 あららぎ。 あん乙。

岨

Pinaceae. 松科。

Abies sachalinensis Fr. Schm. 

和名。 あかとlo:'~つ。 相むろと立まつ。 あか、と丸
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産地。 雌阿寒岳。

Abies Mayriana Miyabe et Kudo. 

和名。 あをとばまつ。 あをとに

産地3 各所。

Picea Glehni Mast. ‘J 和名s あかえぞまつ。 やもしん乙。

産地3 各所。

Picea jezoensis Carr. 

和名， 之ぞまつ。

産地， 各所

Pinus pumila Rgl. 

和名。 はaまつ。

産地。 高山帯ニ生ズ。時ニ下降。雌阿寒岳p雄阿寒昏〆 y ケトー附近

ニ産ス。

Angiospermae. 被子部。

Monocoty ledones. 車子葉門。

Typhaceae. 香蒲科。

Typha latifolia L. 

和名。 がま。 以らがま内

産地! 水遁ニ生ズ。阿寒河岸，湖岸ニ産ス。

Sparganiaceae. 黒三稜科。

Sparganium glomeratum Laestand. 

和名。 とみ~ 9。たまみ< 9 。 111 

産地a 沼津地ニ生ズ。ピヲカネツプ-il胡昨ニ産ス.

Potamogetonaceae. 眼子菜科。

Potamogeton gramineus L. proles heterophyllus Fries. 
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和名。 えぞのa渇む L';。

産地。 阿寒湖ユ産ス(田中館氏L

Potamogeton perfoliatus L. 

和名。 u.;はのえ'(J¥も。

ー

産地〉 阿寒湖.

Potamogeton praelongus Wulf. 

和名@ ながは。えびも。

産地。 阿寒湖。

Potamogeton compressus L. 

和名。 之ぞやなぎも

産地a 阿寒湖。

Potamogeton pus日lusL. 

和名。 いとも。

産地。 阿寒湖=産ス(川上氏L

Potamogeton pectinatus L. 

和名。 りゆラのuwも。

産地3 阿寒湖ニ産ス(川上氏L

Potamogeton Maackiauus A. Benn. 

和名。 せんにんも。

産地。 阿寒湖ュ産ス(川上氏)。

N司jadaceae. 茨藻科G

Najas marina L. 

和名。 いほ-らも。

産地3 阿寒湖ニ産ス(川上，宇淳氏)。

‘ 
Alismataceae. 主事潟科。

Alisma Plantago L. var. parviflorum Torr. 

和名。 さじおもだか。

産地3 潟地=生ズ。湖岸ユ産ス。
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Hydrocharitaceae. *笹科。

Hydrilla verticillata Royle. var. Ro玄burghiiCasp. 

和名。~ろも。

産地。 阿寒i胡ニ産ユ(川上，宇津氏)、

Vallisneria spiralis L. 

和名。 いとも。せきしゃうも。 へらも。

産地。 阿寒湖ユ産ス(川上，宇津氏)。

Gramineae. 

班iscanthussinensis Anders. 

var. decompositus Nakai. form. rubescens Nakai. 

和名， えぞす晶き。

産地。 草原ニ生ズ

Spodiopogon sibiricus Trin. 

和名。 おほあぶらず h き。

産地3 雌阿寒岳ユ産ス(川上氏)。

Arundinella anomala Steud. 

和名J とだ Lほω

産地。 雌阿寒岳ニ産ス(川上氏)。

Isachne austra1is R. Br. 

和名。 ちござさ。

産地。 ポツケ附近=産ス。

Echinochloa Crus-galli L. 

subsp. genuia Honda， var. echinata Honda. 

和名。 みづびえ。

産地2 濃 1同地ニ生ズ。クグヒ川=産ス。

Panicum acroanthum Steud. 

和名， ぬかきび.

産地。 雌阿寒岳=産ス(川上氏)。

‘J 

、
吋

/111 
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Chaetochloa viridis Scrib. var. japonica Koidz. 

和名。 か?とはえのとろとさ.

産地。 ポヅケニ産ス。

班'uehlenbergiahakonensis Makino. 

3 
和名。't;とちねずみがや。

産地3 路傍蔭地ニ生ズ湖昨=産ス。

Alopecurus fulvus Sm. 

和名。 ずぽめのてっほラ。 す立めのや b。

産地a ポヅケニ産ス。

Phleum pratense L. 

和名。 おほあはがへり。

産地a 路傍ニ生ズ。ジリコマペヅニ産ス。

Agrostis hiemaIis B. S. P. 

和名。 えぞぬかほ。

産地3 所今ユ生ズ。

Agrostis perennans Tuck. 

和名。 ぬかほ。 やまぬかぽ。

産地a 雌阿寒岳=産ス。

Calamagrostis Epigejos Roth. 

和名。 やまあは。

産地。 草原ユ生ズ。七曲 9高原ニ産ス。

Calamagrostis Langsdorffii Trin. 

和名。 いほのがりやす。 ねむろが bやす。

産地3 所やユ生ズ。阿寒河岸，大坂谷地，雌阿寒岳，雄阿寒岳等ェ産ス。

r. CaIamagrostis sachaIinensis Fr. Schm. 

和名。't;とかねのがりやす。

産地2 濯木林ニ生ズ。雄阿寒岳=産ス。

CaIamagrostis hakonensis Fr. et Sav. 
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和名。 ほとおのが Pやす。

産地。 濯木林ニ生ズ。雌阿寒岳=産ス(川上氏)。

Deschampsia fle玄uosaTrin. 

和名a と砂ず島き。

産地。 高山帯ニ生ズ。雌阿寒岳=産ス。

Avena sativa L. 

和名。 まからすむぎ。

産地。 路傍ユ生ズ.v9コマペヅユ産ス。

Cynodon Dactylon Pers. 

和名。 ぎやラぎし陰。

産地a ポツケニ産ス。

:Beckmannia erucaeformis Host. 

和名。 みのど母。

摩地， 潟地ュ生ズ。ジ 9::rマペヲニ産ス。

Phragmites communis Trin. 

和名。 き?とよし。

産地3 各所ニ生ズ。

Eragrostis pilosa P. Beauv. 

和名~はほとり。

産地a ポツケユ産ス。

Brylkinia caudata Fr. Schm. 

和名。 ほがへりがや。 はじがへり。

産地。 樹林=生ズ。雌阿寒岳，雄阿寒岳ユ産スe

Dactylis glomerata L. 

和名。 かもがや。

産地』 草原ニ生ズ。湖昨高原ニ産ス。

Poa pratensis L. 

和名。 ながはとき。

‘J 

.1 ..， 
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産地a 所。ニ産ス。

Poa nemoralis L. 

和名。 たちいちごつなぎ。

産地3 東大岬ニ産ス。

-a Glyceria aquatica Wahlb. 

和名。tAろはのどぢや 5つなぎ。

産地， 水建ニ生ズι湖昨ユ産ス。

Glyceria remota Fries. var. japonica Hack. 

和名。 みやまいちごつなぎ。

産地3 雌阿寒岳ニ産ス(川上氏)。

Glycera pa1lida Trin. 

和名。 えぞのどぢや 5つなぎ。

産地3 流水中，又 J、流昨ニ生ズ。ウグヒ川品産ス。

Festuca subulata Bong. var. japonica Hack. 

和名。 おほとほしがら。

産地3 ペ y ケトーュ産ス。

Bromus ciliatus L. 

和名。~しろちゃa き。

産地コ 林地路傍ニ生ズ、雌阿寒岳ニ産ス。

Bracbypodium miserum Koidz. 

和名。 やまかもぢとき。

産地， 湖畔=産ス。

Elymus dahuricus Turcz. 

和名。 はまむぎ。

な 産地3 湖昨ユ生ズ。東大岬エ産ス。

Sasa paniculata Makino et Shibata. 

和名。 おまが'だけ。

産地a 各所ニ生ズ。
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Sasa borealis Makino et Shibata. 

和名。 ずぽだW。

産地。 高山帯ニ生ズ。雌阿寒岳=産ス。

Cyperaceae. 事 草 稿 。

Cyperus truncatus Turcz. ‘t 
和名。 ラL~ ~'。

産地。 湖畔ニ生ズ。

Scirpus triqueter L. 

和名。 さんか 4ぬ。

産地。 潟地=生ズ。クグヒ川ニ産ス。

Scirpus Tabernae-montani Gmel. 

和名。 ふとぬ。

産地。 招揮ニ生ズ。湖昨，オンネモジリエ産ス。

Scirpus mぽ itimusL. 

和名。 ラきやがら。

産地。 湖昨ユ産ス。

var. compactus G. F. W. Meyer. 

和名。 之ぞラきやがら。

産地。 湖昨ユ産ス。

Scirpus EriophoruDl Michx. 

和名。 えそ'あぷらがや。

産地。 潟潤地ニ生ズ。雌阿寒岳，クグヒ川ニ産ス。

Scirpus radicans Schkuhr. 

和名。~~あぷらがや。 けなしあぷらがや。

産地。 湖昨=生ズ。オンネモジリユモ産ス。 ~J 

Eleocharis palustris R. Br. 

和名。 ぬまはりぬ。

産地。 潟潤地ニ生ズ。湖略オンネモジリニ産ス。
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Eleocharis acicularis R. Br. 

和名。 まつ按ぬ。 をどけ。

産地。 湖畔ニ生ズ。

Fimbristylis diphylla Vahl. 

， 和名。 をてんっき。

産地。 ポヅケニ生ズ。

Carex Onoei Fr. et Sav. 

和名。 はりすげ。

産地。 雌阿寒山麓ニ産ス(川上氏)。

Care玄 udaMaxim. var. sachalinensis Fr. Schm. 

和名。 えぞまつほ・すげ。

産地。 雌阿寒山麓ユ産ス(]I!上氏)。

Carex nubigena D. Don. var. albata Kuek. 

和名。 みのほ忍すげ。

産地。 雌阿寒岳ニ産ス。

Carex stipata Muhl. 

和名。 おほかはずすげ。

産地。 潟 I問地=生ズ。湖昨流昨ニ産ス。

Carex cyperoiodes L. • 

和名。 かやつりすげ。

産地。 湖昨=生ズ。チクノV イモジリニ産ニz。

Care玄 canescensL. 

和名。 は 4さんすげ。

産地。 混 1問地ユ産ス。雌阿寒山麓ユ産ス。

') Care玄 loliaceaL. 

和名。 温うかんすげ。

産地a 雌阿寒岳ニ産ス(川上氏)。

Care玄 remotaL. var. remotaeformis Kuek. 
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和名。 いとaきすげ。

産地。 樹蔭ー生ズ。雌阿寒岳，北見峠=産ス。

Carex incisa Boot. 

和名。 かはらすw。 たにすげ。

産地。 混地ユ生ズo~'Y カネ竺21 一湖昨，/V ペジペー竺竺ーヵー主竺 7'， ‘t 

雌阿寒岳エ産ス。

Care玄 LyngbyeiHornem. 

和名。 やらめずげ。えぞすげ。

産地。 沼穆ニ生ズ。大坂谷地ュ産ス。
」

Carex flaccidior Miyabe et Kudo. 

和名。 えぞあぜず w。 ひらぎしすげ。 やちばうず。

産地。 混地ニ生ズ。 雌阿寒山麓ユ産ス。

C町 exMertensii Prescott. var. urostachys Kuek. 

和名。 きんちゃ 4すげ。 いはきすげ。

産地。 雌阿寒昏ユ産ス。

Carex Wrightii Franch. 

和名。 白砂すげ。

産地。 高山帯，時ニ下降 νア生ズ。雌阿寒岳p雄阿寒岳，湖昨ユ産ス。

Care玄 breviculmisR. Br. 

subsp. Royleana Kuek. form. Wardiana Kuek. 

和名。tA母あをすげ。

産地。 雌阿寒岳ニ産ス(川上氏)。

Care玄 pisiformisBoot. var. sachalinensis Kuek. 

和名。 どんザんすげ。

産地。 樹蔭=生ズ。雌阿寒岳(川上氏)オ y ネモジヲニ産ス。 U 
Care玄 siderostictaHance. var. bracteosa Franch. 

和名。 えぞたがd之さラ。

産地。 樹蔭ニ生ズY ペジベ-~.I竺一生竺 7'，オンネモジヲ，雌阿寒

-
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岳等=産ス。

Care玄 dispalataBoot. 

和名。 かさずw。

産地。 潟潤地=生ズ。雌阿寒岳山麓ュ産ス。

' 
Care玄 japonicaThunb. 

和名。tAど 4き。

産地。 雌阿寒岳，ピタカネヲプ附近=産ス。

Care玄 aphanolepisFr. et. Sav. 

和名。 きはすげ。

産地。 潟地=生ズc湖昨ェ産ス。

Carex pilosa Scop. 

和名。 fttすげ。

産地。 雌阿寒岳=産ス。

Care玄 parcifloraBoot. 

和名。 とれーんすけ。

産地。 樹蔭ユ生ズ。オンネモジリユ産ス。

Care玄 rotundataWahlb. 

和名。 からふとかさずげ。

産地。 雌阿寒岳ニ生ス.'(川上氏)。

Care玄 laevirostrisBlytt. 

和名。 おほかさずげ。

産地。 帯電潤地=生ズ。湖昨

Carex vesicaria L. 

和名。 おになおとすげ。

3 
産地。 沼津ユ生ズ。ピ 9カネツプ -11胡昨=産ス。

var. monile Dew. 

和名 じゅずな忍とすげ。

産地。 潟地ニ生ズ。主之才竺三 9ユ産へ
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Care玄 drymophilaTurcz. var. akanensis Kuek. 

和名。 島かんかさすげ。

産地。 混 i問地ニ生ズ。湖昨ニ産ス。

Araceae. 天 南 星 科O

Lysichiton camtschatcense Schott. 
‘『

和名。 みづ訟せを。

産地a 混潤地ニ生ズ。ジヲコマペヅニ産ス。

Arisaema japonicum Bl. 

和名。 てんなんせラ。
ミー

産地。 樹蔭ユ生ズ。雌阿寒岳ユ産ス。

Commelinaceae. 鴨路草科。

Commelina communis L. 

和名。 つゆ 4き。

産地。 ヤイタイモジヲェ産ス。

Juncaceae. 燈心草科。

Luzula plumosa E. Mey. 

和名。 ぬかほしきラ。

産地。 樹蔭ニ生ズ。雌阿寒岳，推阿寒岳=産ス。

Luzula campestris DC. var. pauciflora Buch. 

和名。 たかt.すピめのa之。

産地。 雄阿寒岳=産ス(川上氏)。

var. sudetica Celak. 

和名。 みやますピめのaえ。

農地。 雄阿寒岳品産ス。

Juncus bufonius L. £ 
和名。t;¥めかラがaぜきしゃラ。

産地。 潟潤地ユ生ズ。湖昨y雌阿寒山麓ュ産ス。

Juncus effusus L. var. decipiens Buch. 
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和名。 品。 ゐ〈・:o'to

産地。 混地ユ生ズ。雌阿寒山麓，湖昨ユ産 ;;l:.

Juncus prismatocarpus R. Br. 

var. Leschenaulti Buch. subv. pluritubulosus Buch. 

和名。 かラ泊1)V.ぜきせラ。

産地。 源地ニ生ズ。湖昨ユ産ス。

var. Leschenaulti Buch. subvar. unitubulosus Buch. 

和名。 はりか;'$ V.ぜきせラ。

産地。 湖岸ニ生ズ。

Juncus papillosus Fr. et Sav. 

和名。 ほそ球・のかラがaぜきせラ。

産地。 11胡昨ュ産ス。

Juncus Krameri Fr. et Sav. 

和名。 たちかラがaぜきせラ。

産地。 湖岸ニ産スO

Liliaceae. 百合科。

Veratrum album L. var. 0玄ysepalumMiyabe et Kudo. 

和名。 えぞ惨いけいさラ。

産地。 樹蔭ニ生ズ。ピリカネツプ附近，雌阿寒岳=産;;l:。

Hosta japonica Aschers 

和名。 ぎは~ ; L。

産地。 潟地=生ズ。雌阿寒岳麓=産ス。

[or01. lancifoIia Kudo. 

3 

和名。 みづぎほt;L。

産地。 混地=生ズ。雌阿寒昔麓ユ産ス。

Hemerocallis Middendorffii Trautv. et Mey. 

和名。 えそ・ 4あんざラ。 ぜんてい〈わ。

産地。 草原ユ生ズ。七曲ヲ上=産メ。

‘‘.， I
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Gagea lutea Ker-GawI. 

和名。 き惨なのあ翠な。

産地。 草原=生ズ。

Allium Victorialis L. 

和名。 ぎやラじゃにんに ζ。 きとぴる。 e 
産地。 樹蔭=生ズ。オ y ネモ V ') ，雌阿寒岳麓ユ産ス。

Lilium Glehni Fr. Schm. 

和名。 おほラ陪ゆり。u2ぞうばゆ b。

産地。 蔭混地ユ生ズ。雌阿寒岳，阿寒河岸，白水河岸=産ス。
、、，

Lilium medeoloides A. Gray. 

和名。~渇まゆり o 

産地。 樹蔭ユ生ズ。雌阿寒岳北見峠，才シネモジヲ等ニ産スo

Fritillaria camtschatcensis Ker-Gawl. 

和名。~~ゆ P 。

産地。 阿寒川河岸=産ス。

Asparagus schoberioides Kunth. 

和名。 きじか.?， L。

産地3 草原ユ生ズ。七曲 9高原=産ス。

Clintonia udensis Trautv. et Mey. 

和名。 つ陪めおもと。~ ~ ~とん r う。

産地。 樹蔭品生ズ。オシネモジヲ，雌阿寒岳・エ産ス。

Smilacina japonica A. Gray. 

和名。 ゆきざさ。

産地。 樹蔭ユ生ズ。雌阿寒岳=産ス。

M吋anthemumdilatatum Nels. et Macbr・- c 
和名。 まaづるさラ。

産地。 樹蔭ニ生ズ。雌阿寒岳タオシオ毛 γ ヲ等ユ産スO

Disporum smilacinum A. Gray. 
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和名。 ちごゆり。

産地。 樹蔭ニ生ズ。七曲 9，雌阿寒岳=産ス。

Disporum sessile Don. 

和名。 はラちゃ 4きラ。

， 産地。 樹蔭ユ生ズ。主土カネヲプ -)Vペジペニ産ス。

Streptopus amplexifolius DC. 

和名。 おほほたけしまらん。

産地。 樹蔭ニ生ズ。雌阿寒岳ユ産ス。
、九

Streptopus司janensisTil. var. japonica Maxim. 

和名。1';とけしまらん。

産地。 樹蔭ニ生ズ。雌阿寒岳ニ産ス。

Polygonatum japonicum Morr. et Dec比 var.Maximowiczii Nakai. 

和名。 おほあまどと与。

産地。 樹蔭ユ生ズ。オシネモジリ，雌阿寒岳ニ産ス。

Conval1aria maja1is L. var. japonica Miyabe. 

和名。 きみかげさラ。 すずら λ。

産地。 草原ニ生ズ。七曲 9高原，ピリカネヲプー湖畔=産ス。

Paris tetraphyl1a A. Gray. 

.. 和名。 つ 4怯扱きラ。

産地。 樹蔭ニ生ズ。FVベジベ附近エ産スo

Paris quadrifo1ia L. var. obovata Rgl. et Til. 

和名。 ~Q ま陪つ 4 ほおきラ。

産地。 鉢葉樹林内ニ生ズ北見峠雌阿寒岳等ニ産ス。

Trillium kamtscbaticum Pall. 

。 和名。 おほほなのえんil.いきラ。

産地。 樹蔭ニ生ズ。雌阿寒岳，オンネモジ 9ニ産ス。

Trillium Tschonoskii Maxim. 

和名。 みやまえん点いさ ;0
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産地。 針葉樹林ニ生ズ。北見峠，雌阿寒岳ニ産ス。

Dioscoreaceaふ薯詣科。

Dioscorea Batatas Decne. form. typica Makino. 

和名。 ながいも。

産地。 ポヅケユ産ス。

Iridaceae. 鳶 尾 科 。

Iris sibirica L. var. orientalis Maxim. 

和名。 あや母。

産地。 草原ニ生ズ。七曲 9附近ユ産ス。

Orchidaceae. 蘭 科。

Orchis aristata Fisch. 

和名。 は4きんちどり。

産地。 雌阿寒岳=産ス(川上氏)。

Coeoglossum viride Hortm. var. bracteatum Richter. 

和名。 あをちどり。tol.U'ろもど b。

産地。 樹蔭=生ズ。雌阿寒岳ニ産ス。

Platanthera ophrydioides Fr. Schm. 

和名。 きそちどり。

産地。 針葉樹林ユ生ズ。雌阿寒岳，雄阿寒岳ニ産ス。

Platanthera Chorisiana Reichb. f. var. elata A. Finet. 

和名。 みやWらん。

産地。 針葉樹林=生ズ。雌阿寒岳，雄阿寒岳ニ産ス。

Epipactis latifolia All. var. papillosa Maxim. 

和名。 えぞすずらん。

産地。 針葉樹林ニ生ズ。雌阿寒岳ニ産ス。

Gastrodia elata Bl. 

和名。 おにのやから。 ぬすびとのあし。

産地。 雌阿寒岳エ産ス。

~ 

、
、，

」
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Spiranthes australis LindI. 

和名。 抱じ按な。 もぢず b。

産地。 ポヅケニ産ス。

Listera cordata R. Br. 

@ 和名。 ふたほらん。

産地。 針葉樹林ユ生ズ。雌阿寒岳雄阿寒岳ニ産ス。

Listera nipponica Makino. 

和名。 みやまふ?とはーらん。

産地。 針葉樹林ニ生ズ。雌阿寒岳ユ産ス。

Goodyera repens R. Br. 

和名。 uめみやまラづら。

産地。 針葉樹林ニ生ズ。ぺ y ケトー附近ニ産スo

Myrmechis gracilis Bl. 

和名。 ありどほしらん。

産地。 針葉樹林ニ生ズ。雌阿寒岳，雄阿寒岳ニ産スo

MiQrostylis monophyllos Lindl. 

和名。 ほざきいちゃ 5らん。

産地。 針葉樹林=生ズ

.' 
form. diphyllos Makino et Nemo~o. 

和名。 ほざきふた降らん。

産地。 樹蔭ユ生ズ。}Vペジペーピ 9 カ求ヅプエ産ス。

Ephippianthus Schmidtii Reichb.ι 

和名。 といちえふらん。

産地。 針葉樹林ニ生ズ。雌阿寒岳，雄阿寒岳ニ産ス。

。 LiparisKrameri Fr. et Sav. 

和名。 じがほ・ち吉弘

産地3 針葉樹林ニ生ズ。雌阿寒昔ニ産ス。

Calantha nipponica Makino. 



(156) 

和名。 きんせいらん。~んせい b ぴね。

産地。 針葉樹林ユ生ズ。雌阿寒昏ユ産ス。

Dacty lostali玄 ringensReichb.五

和名。tAめいちえふらん。

産地a 針葉樹林ニ生ズ。雄阿寒岳ユ産ス。

Dicotyledones. 隻子葉門。

Archichla町

Salicaceae. 楊柳科。

Populus班a玄imowicziiA. Henry. 

和名。 占:'5のき。 どろゃなぎ。

産地。 雌阿寒山麓ニ産ス。

Popu1us trem叫aL. var. jessoensis Kudo. 

和名。 えぞやまならし

産地。 二次林ニ多ク生ズ。七曲 9附近，V'1)::rマペヲ，雌阿寒岳麓=

産ス。

Salix Urbaniana Seem. var. Schneiderii Miyabe et Kudo. 

和名。 とかちゃなぎ。 浴ほばゃなぎ。

産地3 湖畔ユ産ス。

Sali玄 ReiniiFr. et Sav. 

和名。 みやまやなぎ。 み但や在ぎ。.

産地。 高山帯ニ生ズ。雌阿寒岳，雄阿寒岳ニ産ス。

Sali玄 CapreaL. 

和名。 鼠とやなぎ。ばつ之や在ぎ。

産地。 所令=産ス。

Salix rorida Lacks. 

和名。 えぞやなぎ。

.. 
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霊地。 湖畔=産ス。

Salix viminalis L. ? 

和名。 ほそ陪きぬゃなぎ。

産地。 水建=生ズ。湖昨，阿寒河岸等=産ス。

var. yezoensis Schneid. 

和名。 きぬゃなぎ。

産地。 水遁=生ズoJVペジペー湖畔，並ピ=湖岸ユ産ス。

Sali玄 sachalinensisFr. Schm. 

和名。 ながはーやなぎ。 をの bゃなぎ。

産地。 所今ニ生ズ。

Sali玄 integraThunb. 

和名。 いぬとりゃなぎ。 乙ぷゃなぎ。

産地。 湖畔附近=産ス。

Juglandaceae. 胡桃科。

Juglans Sieboldiana Maxim. 

和名。 おにとおみ。 くるみ。

産地。 t.昆靖林ニ生ズ。ポヅケ，阿寒河岸等=産スO

Betulaceae. 樺 木 科 。

Carpinus erosa L. 

和名。 きは L勝。 苫はして。

産地。 混滑林下部=生ズoJVペジペーピヲカネヅプ，白水川，オク y

ジペ等=産ス。

Betula Ma玄imowiczianaRgl. 

和名;だいかん法。~いはだかんば。

産地。 t昆靖林，叉 J、針葉樹林下部ニ生ズ。雄阿寒岳，雌阿寒岳，三工三

マペヅ，大坂湖畔等ニ産ス。

Betula japonica Sieb. 

和名。 しらかん隊。 しらかば。
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産地。 所今ユ生コマ。

Betula Ermani Cham. 

和名。 だけかんは・。 ゑぞの 7ざけかんば。~うしか λ ば。

産地。 所やニ生ズ。

var. subcordata Koidz. 

和名。 あかかん隊。

産地。 ノマ y ケトー附近=産スo

var. parvifolia Koidz. 

和名ω とほ・のだけかん隊。

産地。 大坂ニ産ス。

Alnus japonica Sieb. et Zucc. var. arg叫aCalI. 

和名。 えぞほんのき。 やもはんのき@

産地。 11胡昨ニ生ズ。

Alnus hirsuta Turcz. 

和名。 けやまはんのき。

農地。 所々ニ生ズ。

Alnus Maximowiczii Call. 

和名。 みやまはんのき。

産地。 高山帯=生ズ。雌阿寒岳，雄阿寒岳=産ス。

Fagaceae. 山毛樺科。

Quercus crispula Bl. 

和名。 みづなら。 おほなら。

産地。 澗葉樹林ヲ構成ス。又針葉林樹下部=混靖ス。雄阿寒岳，雄阿

寒岳，白水川'阿寒河岸

Uln宜ma】lac閃ea加e. ~檎食 科。

Ulmus japnica Sarg. 

和名。 はおに点。 あかだも。 乙ぷにれ。

産地。 所令エ生ズ。

‘ル
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Ulmus laciniata Mayr. 

和名。 おaょラ。 あっし:t;.以ようにれ。

産地。 所 Aシェ生ズ。

Moracae. 桑科。

1・ Humulus Lupulus L. var. cordifolius Maxim. 

和名。 からはなさラ。

産地。 昨阿寒山麓=産ス。

Urticaceae. 事麻科0

Urtica platyphylla Wedd. 

和名。 おほ暗いら 4き。

産地コ 路傍ニ生ズ。雌阿寒岳，白水川，ジヲョマペヅ等=産ス。

Laportea bulbifera Wedd. 

和名。 むかどいら 4き。

産地。 樹蔭ニ生ズ。湖昨，雌阿寒岳，阿寒河岸等=産ス。

Pilea viridissima Makino. 

和名。 あをみづ。

産地。 蔭混地ユ生ズ。白水川=産ス。

Boehmeria tricuspis Makino. 

和名。 あかそ。
，. 

産地。 白水川=産ス。

Santalaceae. 檀 香 科 。

Thesium chinense Turcz. 

和名。 かなきびきラ。

産地コ 草原ュ生ズ。七曲.， :.産ス。

の
Polygonaceae. 萎科。

Rume玄 aquaticaL. 

和名。 ぬまだいあラ。

産地。 潟地ユ生ズ。ピリカネツプ附近ュ産ス。
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Rume玄 domesticusHartm. 

和名。 のだいあラ。

産地。 雌阿寒山麓=産ス。

Rumex Acetosella L. 

和名。 以めずい陰。

産地。 路傍ニ生ズ。雄阿寒岳=産ス。

Polygonum aviculare L. 

和名。 みちゃなぎ。 にはや在ぎ。

産地。 路傍ユ生ズoV9ヨマペヅニ産ス

Polygonum amphibium L. 

和名。 えぞのみづたで。

産地。 阿寒湖ニ産ス。

Polygonum viscoferum Makino. 

和名。 G除!J1tで。

産地。 湖昨=産ス。

Polygonum Hydropiper L. var. vulgare Meisn. 

和名。 ゃなぎたで。

産地3 潟地ニ生ズ。湖畔ニ産ス。

Polygonum lapathifolium L. var. incanum Ledeb. 

和名。 げだてo 0ぞいねたぐ。

産地。 潟 1問地=生ズ。湖昨，チユク JVイ毛ジヲュ産ス。

Polygonum nodosum Pers. 

和名。 おほいぬたで。

産地。 雌阿寒岳麓ェ産ス。

Polygonum Blumei Meisn. 

和名。 いぬたで。

産地。 路傍ユ生ズ湖畔，V9::rマペヲ，白水川等=産ス。

Polygonum virginianum L. 

，、... 
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和名。 みづ引き。

産地。 樹蔭ニ生ズ。湖畔=産ス。

PolygonulIl alatum Hamilt. var. adenothrix Nakai. 

和名。't;とにそ陰。

産地。 混地品生ズ。湖畔，白水Jl1==-産ス。

Polygonum Thunbergii Sieb. et Zucc. 

和名。 みぞそ院。たそば。

産地。 潟地エ生ズ。湖昨クグヒ川エ産スo

var. hastato-trilobUlIl Maxim. 

和名。 おほみぞそ除。

産地。 混地ニ生ズ。湖昨=産ス。

PolygonulIl sagittatum L. var. sibiricum Meisl1. 

和名。 ろなぎづかみ。 うなぎづる。

産地。 海地ユ生ズ湖畔ニ産二え。

Polygonum perfoliatum L. 

和名。 いしみかは。

産地。 湖畔ュ産ス。

Polygonum Weyrichii Fr. Schm. 

和名。 ラらじろ?とで。 うらじろいた e9。

産地。 高山帯ニ生ズ。雌阿寒岳ユ産ス。

PolygonulIl polymorphum Ledeb. var. ajanense Rgl. et Til. 

form. glaberrima Takeda. 

和名。 といはたで。

産地a 高山帯砂磯地ニ生ズ。雌阿寒岳ュ産スo

f.¥ Polygonum Convolvulus L. 

和名。 そ球、かづら。

産地。 路傍ニ生ズ。湖昨ニ産スo

Polygonum sachalinense Fr. Schm. 

(161) 
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和名。 おほい?ととり。

産地。 所令ヨユ生ズ。

Chenopodiaceae. 薬

ChenopodiuDl albuDl L. 

科。

和名。 あかさf。

産地。 路傍ニ生ズ。ジ1}::2マペヅユ産ス。

Portulacaceae. 馬歯莞科。

Montia rivularis c. C. Gmel. 

和名。 ぬまはとベ。 はなみづはとべ。

産地。 諜 1閏地ユ生ズ。白水川，雌阿寒岳ニ産ス。

Caryophyllaceae. 石竹科。

Stellaria radians L. 

和名。 えぞおほやまはとベ。

産地。 路傍ユ生ズ。ピ 9カネツプ附近ユ産ス。

Stellaria yezoensis Maxim. 

和名。 しらおいはとベ。~ぞふすま。

産地。 樹蔭ニ生ズ。雌阿寒岳，雄阿寒昔，北見峠，オンネモジリニ産ス

Krascheninikovia sylvatica Maxim. 

和名。 ほそ惨めちがaさラ。<しろわちが以。

産地。 樹蔭=生ズJVペジペーピ 9カネツプ，北見峠，雌阿寒岳ニ産

.A 。

Arenaria serpyllifolia L. var. leptoclaq，us Haussk・

和名。 のみのっぽり。

産地。 路傍=生ズ。ピ1}.;カネヅプ附近ニ産ス。

Arenaria merckioides Maxirn. 

和名。 母あかんふすま。

産地。 高山帯砂疎地ニ生ズ。雌阿寒岳ニ産ス。

Moehringia lateriflora F enzl. 

，・
巳・4
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和名。 おほやまふすま。

産地。 樹蔭ニ生ズ。Y ペジベーピ 9カネツプユ産ス。

Spergula arvensis L. 

和名。 おほつめ 4さ。

産地。 路傍ニ生ズ。湖昨ニ産ス。

Cucubalus baccifer L. var. japonica Miq. 

和名。 なんほんはとベ。 つるせんのう。

産地。 雌阿寒岳ュ産ス(川上氏L

Dianthus superbus L. 

和名。 かはらなて LZ:。

産地。 草原ニ生ズ。七曲 9附近ュ産スo

Nymphaeaceae. 睦蓮科。

Brasenia Schreberi Gmel. 

和名。 じゅんさい。

産地。 ジユ y サイ沼ニ産ス。

Nuphar pumilum Sm. 

和名。 鼠むろかはほお。~ぞかはほね。

産地。 阿寒湖ユ産ス(川上氏L

Cercidiphy llaceae. 嘉津良科。

Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc. 

和名。 かつら。

産地。 所今ユ生ズ。サ V ド針葉樹林上部エ J、産セズ。

Ranunculaceae. 毛英科。

Caltha palustris L. form. gigas Levl. 

和名。 えそ:!J;きん~め。 やちよさ。

産地。 混潤地ニ生ズ。雄阿寒岳ニ産ス。

form. sibirica Rgl. 

和名。 からふとりラきん 4あ。
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産地。 潟潤地ユ生ズ。雌阿寒岳麓ニ産ス。

Coptis trifolia Salisb. 

和名。 みつほ・あラ点ん。

産地。 針葉樹林=生ズ。雌阿寒岳p雄阿寒昔=産ス。

Actaea spicata L. var. erythrocarpa Turcz. 

和名。 あかみのおぬえふせラま。

産地。 針葉樹林ニ生ズ。雄阿寒岳，北見峠ニ産ス。

Cimicifuga yezoensis Kudo. 

和名。 えぞせラま。

産地3 樹蔭=生ズ。雌阿寒岳，雄阿寒岳，阿寒河岸，クグヒ川等ニ:産ス。

Aquilegia 0玄ysepalaTrautv. et Mey. 

和名。 えぞやまをだまき。

産地。 草原ユ生ズ。ピリカネツプー湖昨，七曲れ北見峠等ユ産ス。

Aquilegia flabellata Sieb. et Zucc. for111. pumila Kudo. 

和名。 みやまをだまき。

産地。 草原=生ズ。七曲 9ニ産ス。

Aconitum um brosum Kom. 

和名。 おほ点いじんさラ。

産地。 樹蔭ニ生ズoYペジペーピ 9カネヅフコ雄阿寒岳=産ス。

Aconitum sachalinense Fr. Schm. 

和名。 からふとぶし

産地。 濯木林ユ生ズ。雄阿寒岳ニ産ス。

Aconitum I yezoense N akai. 

和名。 えぞとりかぶと。

産地。 樹蔭ニ生ズ。雄阿寒岳，雌阿寒岳，白水川附近=産ス。

Aconitum corymbiferum Nakai. 

和名。 ラす践とりかぶと。

産地。 樹蔭ニ生ズ。湖昨ニ産7-。

噌

-， 

-・

" 



偽

， 

号、

(165) 

Aconitum lusidusculum Nakai. 

和名。 てりはぶし。

産地。 路傍=生ズ。湖昨=産ス。

Anemone gracilis Fr. Schm. 

和名。~母い~~.。

産地。 樹蔭ニ生ズ。雌阿寒岳，雄阿寒岳北見峠，オシネモジヲ等エ産

ス。

Clematis fusca Turcz. var. mandshurica Takeda. 

和名。 え ぞはんせラづ Qo

産地。 JV ペジペ附近=産ス。

Clematis alpina Mill. var. ochotensis Makino. 

和名。 みや~はんせラづ忍。

産地。 樹蔭ユ生ズ。雌阿寒岳雄阿寒岳，白水'11，バ y ケトー附近=産

ス。

Ranunculus trichophyllus Chaix. form. kushirensis Miyabe. et Kudo. 

和名。 ~L;;; 砂ほ・~も。

産地。 清水川，白水川ユ産ス。

Ranunculus Langsdorfii Spr. 

和名。 きつおのぼたん。

産地。 湖畔=産ス。

Ranunculus repens L. 

和名。 はaきんほラザ。

産地。 湖畔ニ産ス。

Thalictrum sachalinense Lecoy. 

和名。 えぞからまつ。

産地。 蔭地ニ生ズ。雌阿寒岳，ォ y ネモジヲ=産ス。

Thalictrum minus L. var. elatum Lεcoy. 

和名。 あきからまつ9
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産地。 所令ニ生コマ。

Adonis amurensis Rgl. et Radd. 

和名。 ふ 4じゆきラ o

産地。 樹蔭ニ生ズ。湖昨ニ産ス.

Berberidaceae. 小葉科。

Caulophyllum robustum Maxim. 

和名。 Qぬえふぼたん。

産地。 雌阿寒岳ユ生ズo

Magnoliaceae. 木 蘭 科 。

Magnolia Kobus DC. var. boreaIis Sarg. 

和名。 きたとぶ L。

産地。 湖畔ユ産ス。

Schizandra chinensis Baill. 

和名。 てラせんごみし。

産地。 雌阿寒岳，雄阿寒岳(川上氏):.産ス

Papaveraceae. 嬰 粟 科 。

Chelidonium majus L. 

和名。~さのあラ。

産地。 路傍ニ生ズ。湖昨=産ス。

Dicentra peregrina Makino， var. pusila Makino. 

和名。 と~~き。

産地。 高山帯砂磯地ニ生ズ。雌阿寒岳ユ産ス。

Corydalis ochotensis Turcz. 

和名。 つおきけまん。

産地a 雌阿寒岳ニ産ス(川上氏)。

Cruciferae. 十字花科。

Nasturtium palustre DC. 

和名。 ずかしたど陰弘

<.-
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産地。 潟地=生ズ。チク JV"f宅事/ヲ，'"Fイタ 4 毛 v9.::.産ス Q

Cardamine leucantha Schulz. 

和名。 とん忍んさ.;0 

産地。 潟地=生ズ。雌阿寒岳麓ニ産ス。

Cardamine Fauriei Franch. 

和名。 えぞめきび。

産地。 湖昨ニ生ズ。JVペ V ペ湖畔ェ産ス。

Cardamine Regeliana Miq. 

和名。 おほ按t~G つげ惨な。

産地。 混地=生ズ。雌阿寒岳湖昨，ポヅケ等ニ産ス.

Arabis pendula L. 

和名。 えぞはたぎほ。

産地。 JV ペジペ附近ユ産ス。

Crassulaceae. 景天科。

Sedum verticiIlatum L. 

和名。 みつほベんけいさラ。

産地a 岩上叉 J、i胡昨汀線近クニ生ズ。オシネモジヲ，犬岬，雄阿寒岳，

阿寒河岸ニ産ス。

Sedum Aizoon L. 

和名。 ほそほのき習んきラ。 在がばの~ þ ん~う。

産地。 岩上ニ生ズ。阿寒山麓ニ産ス。

Sedum kamtschaticum Fisch. 

和名。 之ぞきりんさラ。

産地。 岩上ニ生ズ。七曲 9，東大岬，竺竺一?ーぞ竺竺←γ1等=産ス。

切 Sa玄i企εgaceae. 虎耳草科。

Sa玄ifragayezoensis Engl. 

和名。 やまはなさラ。 いはゆき 3う。

産地。 岩上=生ズoYぺ V ペーピ 9カネグプユ産ス。
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Sa玄i世agajaponica Boi田

和名。 ふきゆきのした。

産地。 潟潤地ユ生ズo~、シラヨ官事/ユエ産ス。

Sa玄ifraga負lScaMaxim. 

和名。~ろ 4 もさラ。

産地。 潟 潤ナ y 岩上ニ生ズ。Y ペジペーピヲカネヅプ，雌阿寒岳ユ

産ス。

Saxi仕agacortusaefolia Sieb. et Zucc. 

和名。 だいもんじさラ。 ι 

産地。 諜 潤ナ )V岩上ニ生ズ。Y ペ V ペーピヲカネヅプユ産ス。

TiarelIa polyphylIa Don. 

和名。 づたや 4しゅ。

産地。 樹蔭ユ生ズ。雌阿寒岳=産ス。

Chrysosplenium flagelli島rumFr. Schm. 

和名。 つ Qねとのめさ B。

産地。 雌阿寒岳ニ産ス(川上氏)。

Chrysosplenium kamtschaticum Fisch. 

和名。 ちしまねとの母。

産地。 雌阿寒岳エ産ス(川上氏)。

Hydrangea paniculata Sieb. var. floribunda Rgl. 

和名。 のりラつぎ。 の b の ~o ~ぴ no

産地。 所今ユ生ズ。

Hydrangea petiolaris Sieb. et Zucc. 

和名。 つ渇~ぢさい。

産地。 雌阿寒岳ユ産ス。
の

Schizophragma hydrangeoides Sieb. ct Zucc. 

和名。 いはがらみ。

産地。 雌阿寒岳喬木林=生ズ(新島，工藤博士L
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Ribes triste Pall. 

和名。 とかちすとり。

産地。 樹蔭=生ズ。バシケトーニ産ス。

Ribes latifoliUlll ]ancz. 

「守
和名。 えぞすとり。

産地。 樹蔭ニ生ズ湖昨，雌阿寒岳，白水川附近=産ス。

Ribes sachalinenSe Nakai. 

和名。 とがすと p。

ミ，

産地。 樹蔭ニ生ズ。北見峠，オユイネ竺三 9，チユク JVイ毛ジ 9 ;:::.産ス。

Rosaceae. 蕃萩科。

Spiraea salicifolia L. var. lanceolata Torr. et Gray. 

和名。 ほざきしもっI/to 0ぞはぎ。

産地。 湖昨ユ産ス。

Spiraea betulaefolia Pall. 

和名。 ま Q陰しもつけ。

産地。 高山帯ニ生ズ。雌阿寒岳，雄阿寒岳=産ス。

var. Aemiliana Koidz. 

和名。 えそ:~ Q蛤 Lもつけ。

産地。 高山帯ニ生ズ。雌阿寒岳p雄阿寒岳=産 ~~o

Aruncus sylvester Kostel. var. vulgaris Maxim. 

和名。 えぞやまぶきせラま。

産地。 大岬ニ産ス。

var. americanus Maxim. 

和名。 やまぶきせラま。

ー-

産地。 雄阿寒昔=産ス。

Sorbaria sorbifolia A. Br. var. glabra Maxim. 

和名。 えぞほぎきななかまど。

産地。 聞出林地ユ多 volV ベジ ペ ー 竺 97J主竺三雌阿寒岳，雄阿寒
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岳j，湖昨等=産ス。

var. stellipila Maxim. 

和名。 ほざきななかま ε。

産地。 )Vペジペーピヲカネヅプ，湖昨p雌阿寒岳下部ニ産ス。

Sorbus sambucifolia Roem. 
b宅

和名。 たかおななかまど:t;.ほみやまななかまど。

産地。 雄阿寒岳ェ産ス。

Sorbus commixta Hedl. 

和名。 ななかまど。
L 

産地。 多ク針葉樹林=混靖ス。雌阿寒昔，雄阿寒岳，オシネモジ 9等

ユ産ス。

Micromeles alnifolia Koehne. 

和名。 あづきなし。

産地。 針葉樹林中部迄生ズ。雄阿寒岳ニ産ス。

Crataegus jozana C. K. Schn. 

和名。 えぞきんざし。

産地。 雌阿寒昔(JI)上氏)雄阿寒岳(新島7工藤博士)ニ産ス。

Rubus pedatus Sm. 

和名。 とがねいちご。

産地。 雄阿寒岳ュ産ス。

Rubus pseudoサaponicusKoidz. 

和名。 とw、なしごえふいちご。

産地。 樹蔭エ生ズ。雌阿寒岳，雄阿寒岳，北見峠ュ産ス。

Rubus crataegifolius Bunge. 

和名。~翠いちご。:;.'sんざしばのいちご。 e予
産地。 路傍ニ多ジo)Vペジペーピリカネツプ，雌阿寒山麓ニ産ス O

Rubus Kinashii Levl. et Vnt. 

和名。~ろいちご。
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産地3 雌阿寒岳ニ産ス(川上氏L

Rubus parvifolius L. 

和名。 なはしろいちご。

産地。 二次林ユ生ズ。推阿寒岳ニ産ス。

?、
Rubus idaeus L. var. aculeatissimus Rgl. 

和名。 えぞいちご。

産地。 二究林地，殊ニ山火後多ク生ズ。所やニ産ス。

E・ragariaIinumae Makino. 

和名。 の5ごいちご。

産地。 草原ニ生ズ。七曲 9高原ユ産ス。

Fragaria neglecta Lindem. 

和名。 えぞ 4きいちご。

産地。 草原ユ生ズ。七曲 9高原ユ産ス。

Potenti11a Dickinsii Franch. et Sav. 

和名。 いはきん陰い。

産地。 岩上ュ生ズ。七曲 9:.産ス。

Potenti11a Miyabei Makino. 

和名。 めあかんきん惨いo 0ぞみやまさんばい。

産地。 高山帯砂磯地エ生ズ。雌阿寒岳ニ産ス。

Potenti11a fragarioides L. var. stolonifera Maxim. 

和名。 つるきじむしろ。

産地3 雌阿寒岳麓ニ産久(川上氏)。

Potenti11a Freyniana Borum. 

和名。 みつ怯っちとり。

ぞ・
産地。 草原ニ生ズ。高原ニ産スo

Potentilla cryptotaeniae Maxim. 

和名。 みつもときラ。 みなもとさう。

産地。 路傍ニ生ズ湖昨ニ産ス。
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Waldsteinia sibirica Tratt. 

和名。 ときん陰い。~ぞきんばい。

産地。 樹蔭ユ生ズ。ベ y ケトー附近ニ産ス。

Geum Aleppicum Jaεq. 

和名。 おほだいとんさ ;0
r 

産地。 路傍エ生ズ。阿寒河岸高原ュ産ス。

Filipendula kamtschatica Maxim. 

和名。 おにしもつけ。

産地。 柏、々潟地ニ生ズ。雌阿寒岳，ピリカネツプー湖畔ニ産ス。
ι 

Filipendula ciliata Miyabe et Kudo. 

和名。 あか院なしもつけ。

産地。 JVペジペーピ q カネヲプニ産ス。

Agrimonia pilosa Ledeb. 

和名。 きんみづtAき。

産地。 路傍ニ生ズ。所今ニ産ス。

Sanguisorba tenuifolia Fisch. var. albiflora Trautv. et Mey. 

和名。 L';惨なあ点もかラ。

産地。 草原ニ生ズ。七曲 9高原ニ産ス。

B.osa acicularis LindI. var. Gmelini C. K. Schn. 

和名。 おほ?とかお怯ら。

産地。 草原叉 ρ 樹蔭=生ズ。七曲 9高原，雌阿寒昏ユ産ス。

var. nipponensis Koch. 

和名。 たか鼠降ら。 みやまはまなす。

産地。 草原ユ生ズ。七曲 9高原=産ス。

Rosa Marretii LevI. の

和名。 からふとはーら。

産地。 草原ニ生ズ。ピ 9カネヅプー湖昨ュ産ス。

Prunus Ma玄imowicziiRupr. 
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和名。 みや怠ぎ~~。 しろさ~ <色。

産地。 七曲 9，湖畔，雌阿寒岳，雄阿寒岳ユ産ス。

Prunus Sargentii Wils. 

和名。 えぞやまざ~ ~o 

ーぜ

産地。 推阿寒岳，オク Y ジペ=産スo

Prunus kurilensis Miyabe. 

和名。 ちしまざ去ら。

産地。 濯木林=生ズ。雄阿寒岳=産ス Q

Prunus Ssiori Fr. Schm. 

和名。 L; 9。 しを b。

産地。 所々=生ズ。

Leguminosae. 宣科。

班aackiaamurensis Rupr. var. Duergeri Schneid. 

和名。 いぬえんじゅ。

産地。 所令ユ生ズ Y 毛針葉樹林中部=達セズ。

Thermopsis fabacea DC. 

和名。 せんだいはぎ。

産地。 路傍ユ生ズ。大坂=産ス。

Trifolium repens L. 

和名。 Lろつめ 4き。

産地。 草原=生ズ。湖昨，高原=産ス。

Trifolium pratense L. 

和名。 あかつ母 4 き。むら~ ~つめくさ。

産地。 草原ニ生ズ湖昨高原=産ス。

ーー

Desmodium japonicum Miq. 

和名。 ぬずびとはぎ。やぷはぎ。

産地3 樹蔭ニ生ズ。オ y ネモジヲュ産ス。

Lespedeza bicolor Turcz. 
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和名。 やまはぎ。 はぎ。

産地。 草原澗葉樹林=生ズ。ピ 9カネヅプー湖畔ュ産スO

Vicia japoniωA. Gray， form. sylvatica Kom. 

和名。 ひろは 4きふじ。

産地。 草原ニ生ズ。高原ユ産ス。

Vicia unijuga A. Br. 

和名。'fiとにあたし。 在んてんはぎ。 ムt?ぱはぎ。

産地。 草原ニ生ズ。高原ニ産ス。

Falcata japonica Kom. t:. 

和名。 やぶまめ。 ぎんまめ。

産地。 樹蔭ユ生ズ。湖昨=産ス。

Geraniaceae. 姥牛児科。

Geranium erianthum DC. 

和名。 ~L まふ，;;。

産地。 草原ニ生ズ。七曲 9:::.産ス。

Geranium sibiricum L. 

和名。 いちザふ;;;。

産地。 山麓エ産ス。

O玄alidaceae. 酢柴草科。

O玄alisAcetosella L. 

和名。 とみやまかた按み。

産地。 樹蔭ニ生ズ。旦人べーγ竺 -~.1カネ竺Z北見隙等=産ス。

Rutaceae. 芸 香 科 。

Phellodendron amurense Rupr. var. sachalinense Fr. Schm. 

和名。rA~はのきはだ。 しとろ。
fI'J 

産地。 針葉樹林中部以上ニ及バズ。所今ニ産ス。

Skimmia japonica Thunb. 

和名。 みや悲しきみ。
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産地。 樹蔭=生コマ。え竺ーネ竺竺竺=産ス。

Simaru baceae. 苦木科。

Picrasma quassioides Benn. 

和名。 にがき。

産地。 雄阿寒岳=生ズ(新島，工藤博士L

Buxaceae. 黄 楊 科 。

Pachysandra terminalis Sieb. et Zucc. 

和名。 ふっきさラ。

産地。 樹蔭ユ生ズ。七曲 9奮遺，白水 }11，v yヨマペヅ，北見峠=産ス。

Empetraceae. 岩高蘭科。

lanpetrum nigrUln L. 

和名。 がんかラらん。 之けのみ。

産地。 高山帯砂磯ニ生ズ。雌阿寒岳，雌阿寒岳=産ス。

Anacardiaceae. 漆樹科O

Rhus trichocarpa Miq. 

和名。 やまラ Q し。

産地。 雄阿寒岳下部ユ生スマ新島，工藤博士L

Rbus ambigua Lavallee. 

和名。 ったラおし。

産地。 JVペジペーピ 9 カネツプユ産ス。

Aquuoliaceae. 各青科。

De玄 SugerokiMaxim. subsp. brevipedunculata Makino. 

和名。 あかみのいぬつげ。 あかつげ。

産地。 濯木林=生ズ。雄阿寒岳ユ産ス。

De玄 rugosaFr. Schm. 

和名。 つ Qつ砂。

産地。 針葉樹蔭=生ズ。雌阿寒岳，雄阿寒岳=産ス。

Cel鵠，traceae. 街矛科。
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Celastrus articulatus Thunb. 

和名。 つ s;めも ε巻。

産地。~、ギノ坂=産ス。

Evonymus striata Loesn. 

和名。 とまゆみ。

産地。 湖畔ユ産ス。

Evonymus 0玄yphyllaMiq. 

和名。 つり訟な。

産地。 湖昨=生ズ。

Evonymus macroptera Rupr. 

和名。 uろはのつ'訟な。

産地3 樹蔭ニ生ズ。湖昨，チユク Y イモv'"，オンネ毛ジヲ，雄阿寒岳

等=産ス。

Evonymus japonicus Thunb. var. radicans Miq. 

和名。 つおまさき。

産地。 雄阿寒岳ニ生ズ(新島，工藤博士L

Staphyleaceae. 省活油科。

Staphylea Bumalda DC. 

和名。 みつほラつぎ。

産地。 針葉樹林迄違セズJVペジペーピヲカネヅプニ産ス。

Aceraceae. 械樹科。

Acer ukurundense Trautv. et Mey. 

和名。 おがらほ-な。.ほぎきかヘゼ。

産地。 針葉樹林ニ多ジ。雌阿寒岳，雄阿寒岳等ニ産ス。

Acer japonicum Thunb. 

和名。 はろちはかへで。 めいげっかへぐ。

産地。 針葉樹林産ス。

Acer palmatum Thunb. 

む

同，

。
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和名。 か内て。 もみぢ。

産地。 針葉樹林中部品及バズ。湖昨，オンネ毛 V9ニ産ス。

Acer pictum Thunb. 

和名。 いたやかへて。

産地。 所今ニ産ス。

Acer Mayri Gr. v. Schw. 

和名。 ベにいたや。

産地。 湖畔ユ産ス。

Acer Tschonoskii Maxim. 

和名。 みねかへで。

産地。 針葉樹林上部叉 J、濯木林ニ多ク生ズ。雌阿寒岳，雄阿寒岳ニ

産ス。

Balsaminaceae. 鳳仙花科。

Impatiens Noli-tangere L. 

和名。 きつりふね。

産地。 混地ニ生ズ〆マンケトー，阿寒河岸，湖昨等ニ産ス。

Impatiens Textori Miq. 

和名。 つりふ鼠きラ。

産地。 湖昨ニ産ス。
f.:". 

Rhamnaceae. 鼠李科。

Rhamnus japonica Maxim. 

和名。~ろラめもどき。

産地。 樹蔭ニ生ズ。i胡昨ニ産ス。

Vitaceae. 葡萄科。

ft 
Vitis Coignetiae Pulliat. 

和名。 やまぶどラ。

産地。 所令ニ生ズ。

Tiliaceae. 田臨科。
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T出ajaponica Simk. 

和名。 しなのき。

産地。 所令ニ生ズ JV"l:，針葉樹林中部以上ニ及バズ。

Theaceae. 山茶科。

Actinidia arguta Planch. 

和名。 き Qなし。 乙〈わ。

産地。 山麓ニ産ス。

Actinidia Kolomikta Maxim. 

和名。 みやまま?とたび。
む

産地。 大坂，雄阿寒岳ニ産ス。

Guttiferae. 金線桃科。

Hypericum crassifolium Nakai. 

和名。 みづおとぎ P。

産地。 海地ニ生ズ。湖昨ニ産ス。

Hypericum Ascyron L. 

和名。 ともゑきラ。

産地。 樹蔭，路傍ニ生ズo，vペジペーピ 9カネヲプ，阿寒河岸，雌阿寒

昏，オ yネ"l:v9ユ産ス。

宜ypericumkamtschaticum Ledeb. 
4 

和名。 いはおとぎり。

産地。 瀧木林ニ生ズ。雄阿寒岳ユ産ス。

Hypericum erectum Thunb. var. axillare Lev. form. debile Kell. 

和名。 とえだラちおとぎ Pさラ。

産地。 草原ニ生ズ。湖昨附近ニ産ス。

Violaceae. 蓋.{-菜科。
~ 

Viola Patrini DC. var. typica Rgl. 

和名。 しろ陪なすみ点。

産地。 草原ユ生ズ。湖昨，高原ニ産ス。
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Viola phalacrocarpa Maxim. 

和名。 あかおすみ点。

産地。 草原ニ生ズ。七曲 9ニ産ス。

Viola Selkirkii Pursh. 

和名。 みやまずみ点。

産地。 樹蔭ニ生ズ。Y ペジペーピ 9カネヅプ，オンネモジ 9，雌阿寒

岳ニ産ス。

var. variegata Nakai. 

和名。 ふいりみやまずみ点。

産地。 樹蔭ニ生ズ

Viola collina Bess. 

和名。 ま s陵町ずみ点。 えぞあよ、以すみれ。

産地。 潤葉樹林ニ生ズoYベジペー湖昨ニ産ス。

Viola silvestriformis W. Beck. 

和名。 あいぬ?とちっぽずみ点。

産地。 草原ニ生ズ。七曲 9高原=産ス。

Viola micrantha Turcz. 

和名。 えぞのたちつ隠すみ点。

産地。 草原=生ズ。ピヲカネヅプー湖昨ニ産ス。

Lythraceae. 千屈菜科。

Lythrum. Sa1ica:ria L. 

和名。 えぞみそはさ。

産地。 摂潤地ニ生ズ。湖畔ニ産ス。

Oenotheraceae. 柳葉菜科。

Epilobium angustifolium L. 

和名。 ゃなぎらん。

産地。 二次林，路傍ニ生ズ。各所ニ産.;;(.。

Epilobium cephalostigma Hausskn. 
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和名。 いはあか訟な。

産地。 潟潤地ニ生ズ。白水川ニ産ス。

form. minor Nakai. 

和名。v.めいはあか按な。 乙いはあかばな。

産地。 混潤地ニ生ズ。Y ペジペーピ 9カネヅプユ産ス。

Epilobium glandulosum Lehm. 

和名。 からふとあか惨な。

産地。 模地 = 生 ズy ぺジベーピヲカネツプユ産ス。

Circaea alpina L. 

和名。 みやまたにたて。

産地。 樹蔭=生ズ。大津，雌阿寒岳，北見峠pオンネモジ 9等=産ス。

Circaea lutetiana L. 

和名。 やまたにたで。

産地。 樹蔭ユ生ズ。雌阿寒岳，ヤイタイモジ，ェ産ス。

Cir伺，eaerubescens Fr. et Sav. 

和名。 たにたて。

産地3 樹蔭=生ズ。FVペジペーピ 9カネヅプ=産ス。

Araliaceae. 五加科。

Eleutherococcus senticosus Nakai. 

和名。 えぞ;z:.ぎ。 は bラ乙ぎ。

産地。 混靖林=生ズと竺三三ペーピヲカネグプ，湖昨ユ産ス。

Acanthopana玄関iadophylloidesFr. et Sav. 

和名。z:.Lあぶら。 あぶら乙 0・

産地。 混靖林並ピユ針葉樹林ユ散見スミ雄阿寒岳雌阿寒岳，大坂，湖

昨=産スo

Kalopana玄 ricinifo1iumMiq. 

和名。 はりぎり。せんのさ。

産地。 所令ニ生ズ。

必

， 
可

噌
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Aralia elata Seem. 

和名。 めだら。

産地。 多ク二究林=生ズ。湖昨，V'ヲヨマペヅ，白水川等=産ス。

Aralia cordata Thunb. 

和名。;l!。

産地。 路傍ユ生ズ。雌阿寒岳=産ス。

Umbelli島rae. 撒 形 科 。

Sanicula elata Hamilt. 

和名。 ラまのみつ隊。 むにみつば。

産地。 樹蔭=生ズ。雌阿寒岳，ォ y ネモジタュ産ス。

Anthriscus sylvestris Hoffm. 

和名。 しゃ 4。 之じゃく。

産地。 樹 i寄ニ生ズ。オシネモジ 9，阿寒川河岸=産ス。

Osmorhiza amurensis Fr. Schm. 

和名。 おなかやぶにんじん。

産地。 樹蔭=生ズ。雌阿寒岳=産ス。

Torilis Anthriscus Bernh. 

和名。 やぶじらみ。

産地。 路傍=生ズoV'9 ::rマペヲニ産ス。

Pleurospermum austriacum Hoffm. 

和名。 おにかきもち。

産地。 JVペジベ附近=産ヌ。

Bupleurum longiradiatum Turcz. var. breviradiatum Fr. Schm. 

和名。 ほte渇きいと。 まるば 3い之。

... 産地。 雌阿寒岳=産ス。

Cicuta virosa L. 

和名。 ど4ぜり。

産地。 議潤地又 J、流昨ユ生ズ。湖畔ニ産ス，
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Pimpinella calycina Maxim. 

和名。 だけぜり。 かのつめきう。

産地。 雌阿寒岳=産ス。

Oenanthe stolonifera DC. 

和名。 せり。

産地。 潟潤地?殊ュ流昨ニ生ズ。クグヒ川=産ス。

Cnidium ajanense Drude. 

和名。 ちしまにんじん。 しらねにんじ λ。

産地。 高山帯ユ生ズ。雌阿寒岳j，雄阿寒岳ニ産ス。

Angelica re企actaFr. Schm. 

和名。 えぞおほ陰せんきラ。

産地。 潟潤地ユ生ズ。湖昨ニ産ス。

Heracleum lanatum M ichx. 

和名。 はな ;e。

産地。 路傍ニ生ズ。阿寒河岸，雌阿寒岳ニ産ス。

Cornaceae. 四照花科。

Cornus controversa Hemsl. 

和名。 みづき。

産地 i昆情林，針葉樹林ニ生ズ。雌阿寒岳，阿寒河岸=産ス.

Cornus canadensis L 

和名。 どぜんたち惨な。

産地。 針葉樹林ニ生ズ。雌阿寒岳，雄阿寒岳=産ス。

Metaclemydeae. 後世花亜門。

Pirolaceae. 鹿蹄草科。

Pirola renifolia Maxim. 

和名。 じんえふいちゃ 4きラ。

産地。 樹蔭ニ生ズ。雌阿寒岳，オシネ毛 γ9，:::.産ス。

'. 

.陶
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Pirola minor L. 

和名。 之ぞいちゃ 4きラ。

産地。 穫木林，針葉樹林=生ズ。雄阿寒岳，オシネ毛 V '9 :::.産ス。

Pirola secunda L. 

和名。 といちゃ<.きラ。やまいちゃく 3う。

産地。 針葉樹林ニ生ズ。雄阿寒岳，.Þ~:，I'ケトー附近ユ産ス.

Monotropa uniflora L. 

和名。 ぎんりやラきラ。 ゅうれいたけ。

産地。 樹蔭=生ズ。雌阿寒岳品産ス。

Ericaceae. 石宙科。

Tripetaleia bracteata Maxim. 

和名。 みやまほっ晶じ。

産地。 濯 木 林 z 生ズ。雄阿寒岳ユ産スe

Ledum palustre L. var. yesoense Nakai. 

和名。 えぞいそっ晶じ。

産地。 濯木林以上ユ生ズ }V~，時=針葉樹林=生ズ。雌阿寒岳，推阿

寒岳ニ産ス。

Rhododendron dahuricum Maxim. 

和名。 えぞむらさきつ h じ。

産地。 湖岸，叉 J、針葉樹林中ユ生ズ。雌阿寒岳，雄寒阿岳，バシケトー，

大岬，瀧ノ口等=産ス。

Rbododendron chrysantbum Pall. 

和名。 き除なしゃ 4なさ。

産地。 雄阿寒岳高山帯ユ生珂新島，工藤博士L

Rhododendron Fauriae Franch . 

和名。 L';訟な Lや 4なぎ。

産地。 針葉樹林以上ユ生ズ。湖畔，雌阿寒岳，雄阿寒岳ニ産ス。

Rhododendron kamtschaticum. Pall. 
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和名。 之ぞっ&じ。

産地。 雄阿寒岳(川上氏)雌阿寒岳(工藤博士)"，，-産ス。

Rhododendron Tschonoskii Maxim. var. typicum Makino. 

和名。 L-;訟なのとめつ品じ。 乙めつ L じ。

農地。 雄阿寒岳，雌阿寒昔=産ス。

Menziesia pentandra Maxim. 

和名。 とやラら ζ

産地。 濯木林迄生ズ。雌阿寒岳，雄阿寒岳p東大岬等=産ス。

Loiseleuria procumbens Desv. G 

和名。 みねずあラ。

産地。 高山帯乾燥地ユ生ズ。雌阿寒岳，推阿寒岳ユ産ス。

Leucothoe Grayana Maxim. var. glaucina Koidz. 

和名。;~じろはな U!) のき。

産地。 針葉樹林ニ生ズ。雌阿寒岳，雄阿寒岳，大岬ユ産ス。

Arcteria nana Makino. 

和名。 とめ陰つが iざ 4ら。

産地。 高山帯乾燥地=生ズ。雄阿寒岳，雌阿寒岳=産ス。

Gaultheria Miqueliana Takeda. 

和名。 しらたまのき。 .. 
産地。 高山帯=生ズ。雌阿寒岳=産ス。

Vaccinium Vitis-idaea L. 

和名。 とlttも品。

産地。 高山帯ニ生ズノV も時エ針葉樹林ユモ生 f。雄阿寒岳雄阿寒

岳=産ス。

Vaccinium Chamissonis Bong. 
九曹

和名。 えぞ 4ろラすご。

産地。 針葉樹林上部ヨ 9擢木林ニ生ズ。雌阿寒岳，雄阿寒岳=産ス。

Vaccinium Smallii A. Gray. 
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和名。 おほ除ずのき。

産地。 多ク針葉樹林ニ生ズ。雌阿寒岳，雄阿寒岳ェ産ス。

Vaccinium Buergeri Miq. 

和名。 ろすのき。

産地。 針葉樹林ユ生ズ。雌阿寒岳，雄阿寒岳=産ス。

Vaccinium praestans Lamb. 

和名。 いはつ h じ。

産地。 針葉樹林ユ生ズ。雌阿寒岳，雄阿寒岳=産ス。

Diapensiaceae. 岩 梅 科 。

Diapensia lapponica L. var. obovata Fr. Schm. 

和名。 いはラめ。

産地。 高山帯=生ズ。雌阿寒岳，雄阿寒岳ニ産ス。

Primulaceae. 壊草科。

Primula jesoana Miq. 

和名。 おほき 4らさ B。

産地。 北見蹄附近ニ産ス。

Primula japonica A. Gray. 

和名~りんさ B。

産地。 潟潤地ユ生ズ

Cor抗tus脇aMa'叫.tt也hioliL . . 
和名。 さ 4らさラもどき。

産地。 樹蔭ニ生ズ。雌阿寒岳，湖畔，才ンネ屯ジヲニ産ス。

Lysimachia vulgaris L. var. davurica Kunth. 

和名。~き点l だま。 いわラヨラ。

産地。 混地ニ生メ湖畔エ産ス。

Trientalis europaea L. var. eurasiatica R. Knuth. 

和名。 つまとりさラ。

産地。 多ク針葉樹林蔭地ニ生ズ。雌阿寒岳，雄阿寒昏，チク )Vイモジ
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1) ，オンネモジタエ産ス。

01朗 ωae. 木 犀 科 。

Fraxinus longicuspis Sieb. et Zucc. 

和名。 あをだも。 之ばのと~ !J乙。

産地。 針葉樹林中部以上ュ及バズ。湖畔，雌阿寒岳，雄阿寒岳=産ス。

Fraxinus mandshurica Rupr. 

和名。 やちだも。

産地。 針葉樹林以下ニ多ジ。所令=産ス。

Syringa amurensis Rupr. var japonica Fr. et Sav. 

和名。 はしどい。 どすなら。

産地。 JVペジベ附近ニ産ス。

Gentianaceae. 龍臆科。

Gentiana a玄illarifloraLevl. et Vnt. 

和名。 えぞりんだラ。

産地 樹蔭ニ生ズ湖昨，白水川ュ産ス.

Gentiana Makinoi Kus問 Z.

和名。 おやまりんだラ。

産地。 雄阿寒岳御鉢卒=産ス。

Swertia tetrapetala Pall. 

和名。 ちLませんぶり。

産地。 草原=生ズ。七曲 9ニ産ス。

Halenia sibirica Borkh. 

和名。 はないかり。

産地。 草原ニ生ズ。七曲 9高原ュ産ス。

Asclepiadaceae. 羅摩科。

Cynanchum caudatum Maxim. 

和名。 いげま。

産地。 山麓ニ生ズ。

. w 

c.f 

.~ 
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Convolvulaceae. 旋 花 科 。

Calystegia Sepium R. Br. var. japonica Makino. 

和名。tAQがほ。

産地。'路傍ユ生ズ。湖昨=産ス。

Borraginaceae. 紫草科。

Cynoglossum asperrimum Nakai. 

和名。 おに Q~ さ ;0

産地。 路傍=生ズ。湖畔ユ産ス。

lVIyosotis intermedia Link. 

和名。 えぞむらさき。

産地。 蔭潟地ユ生ズ。J、シラヨロシユニ産スO

Mertensia rivularis DC. var. japonica Takeda. 

和名。 ち L ま Q~ さラ。

産地。 雌阿寒岳ニ産ス(川上氏)。
. 

Labiatae. 居 形 科 。

Scutellaria ussuriensis Kudo. 

和名。 之 ~'1Z つなみさラ。

産地。 樹蔭ユ生ズ。JVベジペーピリカネヲプ，東大岬p湖昨ニ産ス。

;; 
Scutellaria dependens Maxim. 

和名。tA母なみき。

産地3 所 φニ生ズ。バシケトー，東大岬，七曲 9，白水川等ュ産ス。

Scutellaria yezoensis Kudo. 

和名。 えぞなみき。 るほなみさ。

産地。 湖畔ユ産ス。

合、
Agastache rugosa OK. var. hypoleuca Kudo. 

和名。 きたかはみどり。

産地。 樹蔭ニ生ズ。JV ペジベ附近，~胡昨ユ産ス。

N epeta subsessilis Maxim. 
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和名。 みそがはさラ。

産地3 樹蔭ニ生ズ。FVペジぺ附近3湖昨 ι 産ス。

Prunella vulgaris L. var. japonica Kudo. 

和名。 え ぞ 5つほとさ。

産地コ 草原ニ生ズ。七曲 9高原ニ産ス。

Galeopis Tetrahit L. var. bifida Syme. 

和名。 ちL草をど Pとさラ。

産地3 湖岸ニ生ズ。湖昨，ヤイタイモジリニ産ス。

Stachys japonica Miq. form. villosa Kudo. ‘， 

和名。 Lらげいぬどま。

産地。 湖昨ュ産ス。

Satureia sachalinensis Kudo. var. japonica Kudo. 

和名。 みや怠とラほ-な。

産地。 樹蔭ニ生ズ。雌阿寒岳ユ産ス。

Satureia chinensis Briq. 

和名。 ~Q まほ-な。

産地a 草原，湖畔ニ生ズ。七曲 9高原，ポヅケニ産ス。

Lyむopusparviflorus Maxim. 

和名。 えぞ Lろ泊。 oぞ之しろね。
.; 

産地。 潟地=生ズ。湖昨，大坂，白水川ニ産ス。

Lycopus lucidus Turcz. var. genuinus Herd. 

和名。 L-;砲。

産地。 混潤地ユ生ズ。湖昨ユ産ス。

班enthasachalinensis Kudo. 

和名。 えぞは 4か。 -合

産地。 混地=生ズ。七曲 9下，il胡昨=産ス。

Mosla japonica Maxim. 

和名。 やまじそ。
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産地。 ポヲケエ産ス。

Solanaceae. 茄科 。

Solanum Dulcamara L. var. macro伺 rpumMaxim. 

和名。~~訟のほろし。

産地。 湖畔=産ス。

Scrophulariaceae. 玄参科。

Pentstemon仕utescensLamb. 

和名。 いはぶ ~.;o 12るま以 3ラ。

産地。 高山帯砂磯地=生ズ。雌阿寒岳，推阿寒岳=産ス。

Mimulus nepalensis Benth. var. japonica Miq. 

和名。 みぞほほづき。

産地。 源地エ生ズ。白水 }II，クグヒ川等=産ス。

Veronica americana Schw. 

和名。 えぞのかはぢき。

産地3 多ク流昨ユ生ズ

Euphrasi訪amo叫llis，九iVettst.

和名。 之ぞとと母とき。

産地。 草原ユ生ズ。七曲 9~産ス。

Pedicularis resupinata L. 
υ 

和名。 L ほがまぎ ~o

産地。 草原=生ズ。湖畔高原，七曲 9.:::.産ス。

Phrymaceae. 蝿 毒 草 科o

Phryma leptωos前ta

和名。 はへど 4さラ。

根回
産地。 樹蔭ニ生ズ。雌阿寒岳，オク }V ジペ ι 産ス。

Planta害inaceae. 事前蒋。

Plantago major L. var. asiatica Dcn 

和名。 おほほ:2:.0 
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産地。 路傍エ生ズ。ピヲカネヲフ・附近エ産ス。

Plantago kamtschatica Link. 

和名。 えぞおほほと。

産地。 草原ニ生ズ。湖畔高原=産スO

Rubiaceae. 茜草科。

Asperula odorata L. 

和名。~詰ま惨さラ。

産地。 樹蔭=生ズ。オ y ネモジ'9~産ス。

Galium trifidum L. 
ι 

和名。 ほそ訟のょっ怯むとら。

産地。 議地ニ生ズ。湖昨，ポツケユ産ス。

Galium pseudo-悶，pellumMakino. 

和名。 おほ訟のやへむとら。

産地。 蔭地ユ生ズ。白水JII.雌阿寒岳ュ産ス。

Galium paradoxum Maxim. 

和名。 みやまむとら。

産地。 樹蔭ニ生ズ。雌阿寒岳，雄阿寒岳=産ス。

Galium verum L. var. typicum Maxim. 

和名。 きは・なのかはらまつ勝。
屯品

産地。 草原ニ生ズ。七曲 9高原ニ産ス。

Galium kamtschaticum Stell. var. hirsutum Takeda. 

和名。 えぞのょっほ・むとら。

産地。 針葉樹林，濯木林エ生ズ。雄阿寒岳，雌阿寒岳，北見峠ニ産ス。

var. oreganum Piper. 

和名。 おほ訟のょっ怯むとら。
~ 

産地3 針葉樹林，濯木林エ生ズ。雌阿寒岳，雄阿寒岳ュ産 y・。

Caprifoliaceae. 怒 各 科 。

Sambucus Buergeriana BI. var.班ique1iiNakai. 
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和名。 えぞにほとと。

産地。 湖昨並ピニ樹蔭，二究林ユ生ズ湖昨，雌阿寒岳，阿寒河岸，ォ y

ネモジヲ，V'9:::rマペヅエ産ス。

Viburnum Wrightii Miq. 

和名。 みやまがまずみ。

震地。 雄阿寒岳ュ生ズ(新島，工藤博士)0

Viburnum furcatum Bl. 

和名。 むしかり。あほかめのき。

産地。 針葉樹林中部以下ユ生ズ。雌阿寒岳ユ産ス

Linnaea borealis L. form. arctica Wittrock. 

和名。 りんおきラ。 oぞあ 9eほし。

産地。 は以まつノ下=生ズ。雄阿寒岳=産ス。

Lonicera coerulea L. var. glabrescens Rupr. 

form. longibracteata c. K. Schn. 

和名。 ながuwょのみ。

産地。 雌阿寒岳ュ生ズ(川上氏)。

var. altaica Sweet. 

和名。~ろみのラと a ずかとら。

ー

産地。 雄阿寒岳ニ生ズ(新島，工藤博士)。

工oniceraGlehni Fr. Schm. 

和名。 えぞへ;tzんほ 4。

産地。 樹蔭ニ生ズ。オシネモ V9，雌阿寒岳，湖畔，V'9:::rマペツ=産

ス。

Lonicera Chamissoi Bunge. 

" 和名。 ちしまヘラ?とんぼ 4。

産地。 潅木林ニ生ズl住阿寒岳=産ス。

Diervilla Middendorffiana Carr. 

和名。 ラとんラつぎ。
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産地。 濯木林=生 f。雄阿寒岳ユ産ス。

Adoxaceae. 蓮踊草科。

Ado玄amoschatellina L. 

和名。.(tんぷ 4きラ。

産地。 樹蔭ユ生ズ。オシネモ V '9 ，:::.産ス。

Valerianaceae. 敗 醤 科 。

Patrinia villo脇 Juss.

和名。 をとと九し。

産地3 阿寒河岸ニ産ス。
、

Patrinia scabiosaefolia Link. 

和名。 をみなへし。

産地。 草原ニ生ズ。ピ 9カネヲプ附近=産ス。

Campanulaceae. 桔梗科。

Campanula lasiocarpa Cham. 

和名。 いはぎきょラ。

産地。 高山帯砂磯地エ生ズ。雌阿寒岳，雄阿寒岳ユ産ス。

Peracarpa circaeoides H. Feer. 

和名。'tiとにぎきょラ。

産地。 樹蔭ニ生ズ。雌阿寒岳=産ス。 q 

Adenophora Thunbergiana Kuclo. 

和名。 つりが抱にんじん。

産地。 草原ユ生ズ。雌阿寒岳，雄阿寒岳下=産ス。

Codonopsis ussuriensis Heml. 

和名。 按あそぶコ

産地 JVペジベーピリカネツプ=産ス。

ー-
Lobelia sessilifolia Lamb. 

和名。 さはぎきやラ。

産地。 議 i同地ユ生ズ。大坂ユ産ス。
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Compositae. 菊科。

Eupatorium japonicum Thunb. 

和名。tAょ εp惨な3

産地。 草原ニ生ズ湖昨p高原=産人

Eupatorium sachalinense Makino. 

和名。 ~Q ま陰a よぎり。

産地， 草原又 J、多少器地ニ生ズ。竺竺ージペーピ 9カネツプ，阿寒河

岸，七曲 9高原=産ス。

Solidago Virgausea L. 

和名。 あきのき1)""き ;0

産地3 所令ユ生ズ.

Aster Glehni Fr. Schm. 

和名。 どまな.

産地。 踏遺ニ生ズ湖昨ニ産ス。

Aster scaber Thunb. 

和名。 Lらやまさfι

産地3 草原ニ生ズ。七曲 9ユ産ス。

Erigeron acre L. 

p 和名。 を~むか L よもぎ。

産地a 雌阿寒岳，ボヅケユ産ス。

Erigeron kamtschaticum DC. var， hirsutum Fr， Schm. 

和名⑤ えぞむかしよもさf。

産地a 草原ユ生ズ。七曲 9，雌阿寒岳(川上氏):.産ス。

Erigeron canadensis L. 

使阜 和名。tA砂むかしよもぎ。

産地。 路傍又 J、焼跡ニ生ズ。湖昨p雄阿寒岳=産ス。

Antennaria dioica Gaertn. 

和名。 えぞのち晶ととき。
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産地a 草原ユ生ズ。七曲 9高原=産ス。

Anapha1is margaritacea Benth. et Hook. 

和名。 やまは晶と。

産地， 所令乾燥地=生ズ。

lnula britannica L. 

和名。 えぞをと Qまa

産地a 草原ユ生ズ。七曲 9ユ産ス。

Carpesium triste Maxim. 

和名。 みやまやぶ?とほ・と。
む

産地a 樹蔭ニ生ズ。湖昨ニ産ス。

Adenocaulon adhaerescens Maxim. 

和名a のぶき。

産地。 樹蔭ニ生ズ。白水川，雌阿寒岳ニ産ス。

Bidens radiata Thuill. 

和名。 えぞの t~ ; z:.ぎ。

産地。 潟 i閏地=生ズ。v ，ヨマペヅ"Vペジペ附近ュ産ス

Achillea sibirica Ledeb. 

和名. のとぎりさラ。

産地a 草原ユ生ズ。高原ニ産ス。
9 

Achillea Ptarmica L. var. speciosa Herd. 

和名。 えぞのとぎ Pさ;.

産地a 草原ユ生ズ。七 I出9高原ニ産ス。

Artemisia japoni侃 Thunb.

和名。 をととよもぎ.

産地a 草原ユ生ズ。Y ペジペ，七曲 9.:.産ス。
，.~・

var. recedifolia Takeda. 

和名。 ほそ隊司のをととよもぎ。

産地， 草原ニ生ズ。七曲 9高原=産ス。



ー

d・

Artemisia Xeiskeana Miq. 

和名、 いぬよもさ.

産地a 岩上エ生ズ。阿寒河岸ュ産ス.

Artemisia vulgaris L. var. latiloba Bess. 

和名。tI¥忍は 3らじ忍よもぎ. やまよもぎ.

産地3 草原ユ生ズ。七曲 9ユ産ス.

var. coarctata Bess. 

和名。 隠そ怯えぞよもぎ。

産地3 アクペツ附近ニ産ス。

var. kamtschatica Bess. 

和名. えぞよもぎ。

産地， 所今昌生ズ.

Fetasites japonicus Miq. var. giganteus Makino. 

和名。 あきたぶき.

産地3 所令エ生 i

Cacalia kamtschatica Kudo. 

和名。 みみか 5 もり。~ぞかうも b 。

産地a 樹蔭ユ生ズ、湖昨，雌阿寒岳雄阿寒岳，大坂ニ産ス。

Cacalia hastata L. var. pubescens Ledeb. 

和名。・ 5らげよぶすまさ弘

産地a 樹蔭ェ生ズ.各所=産ス。

var. glabra Led~b. 

和名。 よぶすまさ弘

産地a 樹蔭ー生ズ。ゼヲカネヅプー湖畔=産メ。

Senecio nikoense Miq. 

和名。 きはぎ~;ほろぎく。

産地 )Vベミ/ぺーピリカネツプユ産へ

Senecio p叫matusPall. 

((95) 
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和名。 はんどんさ弘

産地3 所ペトニ生ズ。

Ligularia Hodgsoni Hook. 

和名。't.とふげぶき.

産地a 雌阿寒岳=産ス(川上氏)。

Ligularia calthaefolia Maxim. 

和名。't.とからか弘

産地a 草原ニ生ズ。七曲 9 ニ産ス。

Cirsium Weyrichii Maxim. 

和名。 えそ'あざみ。

産地3 路傍ニ生ズ@雌阿寒岳ユ産ス。

Cirsium kamtschaticum Ledeb. 

和名。 ちしまあざみ。

産地a 港木林ニ生ズ。雌阿寒岳ニ産ス。

Cirsium Albrechtii Kudo. 

和名。 えぞやまあぎみa

産地。 針葉樹林路傍ニ生ズ

Saussurea japonica DC. var. lat“if4品oliaMax叩x討1m

和名。 uろはaめaごたい.

産地3 草原=生ズ。七曲 9高原ニ産ス.

Gerbera Anandria Schultz-Bip. 

和名。 せんほんやり。 むら~ ~たんぽし

産地。 草原ニ生ズ@湖昨高原ニ産ス.

Picr巾isjかapon凶i伺 Thl川1

和名@ かラぞりな。

産地s 草原並ピニ路傍=生ズ。七曲 9高原，11胡昨ニ産ス。

Hieracium umbellatum L. 

和名a ゃなさたんぽ品。

Q 

• "' 
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産地。 湖畔ユ産ス。

Taraxacum platycarpum DahIst. 

和名。 たんぽ品。

産地a 路傍ユ生ズ。v 9 :2マペヅユ産ス.

Lactuca Raddeana Maxim. 

和名。 ゃまにがな3

産地， 樹蔭ユ生ズωチク JVイ屯ジヲ，オシネモジ'ユ産ス.

Lactuca laciniata Makino. fOl"m. indivisa Makino. 

和名。 ほそ訟のあきのwし。

産地， 路傍ニ生ズ湖昨=産ス。

Lactuca denticulata Maxim. 

和名。 や ζ しき;.

産地3 白水川附近=産ス。

Lactuca dentata Makino， val". Thunbergii Makino. 

和名。 にがな。

産地， 白水川附近ニ産ス。

val". alpicola Makino. 

和名。'"とか鼠にがな。

産地3 高山帯ニ生ズ。雄阿寒岳ニ産ス.

Sonchus asper Hill. 

和名。 おにのげし。

産地。 路傍=生ズ。ジリヨマペヅユ産ス。

*本目録中ユ J、北海道帝図大串農皐部植物陪葉庫所蔵ノ川上瀧哉氏並

ピユ宇津博士等ノ採集品ヲ加へタ 9。而ジア(新島，工藤博士)トア ;v..、標本

ニヨラズ，天然記念物調査報告第五輯ユヨ 9ジ毛ノナ 9。叉千九百二十六

年八月採集禾本科植物 J、束大理事部植物皐数室本田正次氏ノ検定ユ依
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v 9。技ュ同氏ノ御厚意ヲ謝ス。

*産地 J、著者ノ採集セ Y ーニヲ示ジタ JV;:.ユ過ギズ。

Q 

• 2 
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版

九 闘。 bぞのみづれぞ。

阿寒湖オ y ネ弔 V 事事事岸。一九二五年九月一三日撮彩。

十 闘。 阿寒湖島序植物景。

古-r:v 唱 V 唱。一九ご六年八月 =0日撮影。

第十一闘。 阿寒湖島上ノ樹林。(めたと V まつ)。

チ守 pレイ宅 V l}o'一九二六年八月二 O 日撮影。

第十二闘。 阿寒湖島上ノ樹林。(しなのさ，げ 0 まはんのさ等)。

ヤイタイ宅 V l}o一九二六年八月二 O 日撮影。

圃 版

第十三園。 阿寒湖島岸。

dl<':v司己 γ 唱。一九二六年八月三 O日撮影。

第十四闘。 湖畔林地。くしらかん lむかがちばな，めかぬぞ，と Yまつ等λ

阿寒湖，東大仰9一 九二 六年 八月二 O 日撮影守

(f99) 



(200) 

第十宜主園。 めあかんふすま。

雌阿君事岳。栃内吉彦氏，一九二一年七万一九日撮診.

第十大問。 雄阿寒岳御鉢平，御:a畑。

雄阿寒岳。一九二六年八月二一日撮影。

第亙圃版

第十七闘。 雄阿寒長残存御花畑ノ一部。

御鉢平附近。一九二六年八月二一日撮影。

第十八画。 l:tびまつトあかとピノ接燭地黙。

町並阿寒岳登路千米附近。筋肉吉彦氏一九二一年七月一九日撮影。

第十九問。 焼跡中残存ノ l:tひまつ。

雄阿寒岳登路一三 00米附近。一九二宜年九月一 O日撮影。

第二十闘。 t~ げかん I! 林。(みやまはんの吾ノ混入)。

雄阿寒岳登路一二 00米。一九二六年八月二一日撮影。

第六圃旗

第二十一岡。 l:tひまつノ燐祉。(直生セ Jνy、あか b ぞまつ)。

雄阿寒岳一三 00米附近。一九二五年九月一 O 日撮影。

第二十二国。 l:tひまつノ焼祉.(草木戸い l:tのがりやす，三年目)。

雄阿 寒岳一三 00米附近。一九二六年八月二一日撮影。

第二十三圏内 小潜水草本群落ノ焼跡(三年目。

雄阿寒岳御鉢平附近。一九二五年九月一 O 日撮彩。

第二十四問。 いはのがり唱すo(三年目=テ初メテ閲花)。

雄阿寒岳焼祉，一三 00米附近。一九二六年八月二一日撮影。

~ 、

-J 
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