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演習林研究報告第五巻

天腫演習林 植物目録

(第一報〉

館 脇

A List of Plants collected in the Teshio 

Universityt Experimental Forest.く1)

By 

Misao Tatewaki. 

操

本目録内ニ 納 ム ノV..>，1926年 7月中旬並ピニ 1927年 7月中旬，天盟諸習

林皐生賞習ノ際蒐集セ }V モノヲ骨子ト仏三三二ロマ V ポ竺，~三三空j二ヨノ

採集品ヲ加へ， 1928年 6月ノプカナイ，ヌプロマ V ポロ，天幕ノ漂，1928年 7

月バンケ山等ノ観察ヲ附加 v，向，天盟演習林掛藤助教授ノ採集セラ V ジ

モ ノ ヲ 採 録 V ア，設ニ第一報ヲ:草ス。向便宜ノタメ筒草ナノV 植物景観ヲ附

ジアp参考ノ資ニ供セントス。

著者 J、宮部博士，伊藤博士ノ御助言並ピニ新島博士ノ御助力=深甚ナ

}V謝意ヲ表的調査ノ際ニ砂カラヌ 便 宜 ヲ 奥 へ ラ レ シ 癒 藤 助 教 授 並 ピ ニ

天盤清習林振出 所 各 位 ニ 深 謝 ス 。

植物景之観察

1. 物満内山 (404・3m.)

本演習林事務所(背後)西部ノ山稜ヲ探ラントセ...T... "，.:::f:ノマナイ山ヲ選定

スベジ。登路ーヅ J、，熊ノ津南尾根ノ竺'J竺」乞ユヨノV。本地黙 J、概ネ針澗 j昆
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靖樹林ニミノア，モノマナイ山南北ノ稜 J、，尾根 1'<-ホジ針葉樹ノ混靖度少九

鞍部様ノ所ユ於ア殊ユ著ジ。

主ナノV 針葉樹 J、えぞまつ，あをと立まつpあかえぞpあ か と もi昆靖潤葉樹

種 J、 pけやまはんの~，ほ\のき，しなのき，みづなら，かつら，しらかんば，うだ

いかんば，z.しあぶら，在、かま ë，あづ~ .;t;(し，しう 9 ，えぞやまさ~ <らpしろ

さfくら，u¥，ろはのきは fl，ぺにいたや(いたや J、上部ニ少シ)等ニジア，樹下ユ

の b のき，ú\，ろはつ b ばな，~はム 1è ぎ，:15-ほかめのき，えぞゆづr "は，いねつ

げ，つるつげ等生育ス。

上部下層群落 J、，大部分ねまが bナ 9.3oom前後ニジアd ぞのょっぱ

U ぐら，<るまばつ〈ばね古う，と、ぜんたちばな，やまいちゃく 3 う，みやま

わらび，ながばのしらねわらび，L-¥.がしらpつるあ bどほしづたや〈しゅ，

あす以かづら等ヲ見，下層潜木トシア pるほばすの~，は在日 b の~，いそっ

つじ等ヲ見，いねつげ等毛多ジ。雪量縁植物トジア J、，いはがらみ，~はあじさ

い，ったうるしやまぶだう普通ナ人

林道路謹ニ J、，ゃなぎらん，うまのみつば，えぞいちご， <るまばきう，u¥，め

しらすげ，しろつめく苫等生ズ。

渓昨寄 9ノ蔭地lニJ、，あきたぶき，乏ぞうばゆ 9，ぎぜんヨラゐ tこしもつ

け，~ほよぶすまさう，えぞまるばあぎみ等ノ大型宿根草ヲ生ジグク丈徐

ニ達スノV コトア人

山頂付近鞍部ニ澗葉樹多ク生ぁ主ナノνモノヲ，し者のき，1ざけかんば，ラ

7ざいかんば，けやまはんの~，みづなら等トス。課地円みづばせあ乏ぞ b ゅ

うきんくわpえぞ.ò~ぴノ生ズノV トコロア人

2. よ音威子府一小頓別

本行程ノ大部分 J、Seminaturalvegetationノ観察地黙ユジア，殊=伐木開拓，

道路開豊富ニイ宇 y 雑草観察ノ好地熱トス。向随時きぴ，ぢ、よちゅうぎく，そば

等ノ岡場町二究雑草ヲ考究スノV コトヲ得，叉路建狭少乍ラ屡今潟潤地ア

yァ，沼津植物ヲ尋ヌノV コトヲ得ペジ。
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諜 1問地ニ生ズノレ主.ナノV モノ J、，きたよし，乏ぞ bゅう 3んくわ，みづばせ

う，は以さん lまうげ，1ftろはのどぜうつなぎ，:tyほか~すげ，ぉほかはずすげ，

まぜん 3 う，がま等ナ人

路 i昼草本ノ主ナ lv モノ J、，:t;.ほいたど9，はんどんさう，:t>-ほばいらく~，

えぞあぎみ，まるば以れあき、み，:1与にしもつけ，全ぞよもぎ等ニジア，は在ラ

"f，あきたぶき少ナカラズ。叉，しろつめく~，あかつめく~，かもがや，すぎな，

< ~ふち、，~ほば乙ア人所ニヨ1) ，1ftめしらすげ，とく~，芯ほだい之ん 3 う，

ゃなぎらん，へらむほばしちもし~いけま，~つ b よ、ね等生ズ。何 v モ普通

ノ毛ノナ 9。

音威子府川ニ iO'フアノ、，きぬゃなぎ，在がぼや在ぎ等最モ多ク生ジ，ばっ

之混ズ。やも rも，芯にぐるみ，いたや等モ本流ニ沿フア多ク生ズ。伐木俊=

J、J しらかんば，いた~，みづなら，けやまはんの主普通ニジア，叉，L.ぶの~，え

ぞいぽた，まゆみ等ア Y。

囲境附近ユ J、，あかえぞ，乏ぞまつpあをと立まつ並ピニ，忘ぴょう，みづな

ら，いたや，べ tζ ¥f.kや，しま等ア 9。

3. 実幕津一歳島

天幕津ノ漂泊ヒハ深沿ヒニ構成セラノv 、澗葉樹林ノ好観察地黙ユジ

ァ，同時エ渓昨肥沃地ノ大型多年生草本ノ生態ヲタヅヌノV ニ埴V'，併セア3

t まが bゴ3群落トノ接黙，並ピユソノ群落構成ノ差異ヲ考察スノV コト

仰ヲ得@

天幕ノ漂 泊ヒニ最モ多キ J、pけやまはんのさユジア，ながばゃなぎ，-，?ち

tl も 3かつら，みづなら，みづ~，いたや，みやまぎくら等生ジ，上部ニfJJ v ~'''，渓

昨ニモ，あをと~まつ，えぞまつ，あか乏ぞ等ア人樹上ニ J、時トジア，みやま

の 5しのぶ，:t>-しゃぐじてんだ等着生ス。

肥沃ナノV 斜面地ユ J、，むほいたど b最屯多ク，まるばの以れあぎみ，:t;.~こ

しもつけ，之=次ギ，うらげよぶすま 3 う，zぞむほばせんさう普通ユミノア，

叉ョク，はまうど，えぞうばゆ b等ヲ i見ズ。
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路傍林内植物トジア J、， <まいぎ~，ねまが Þ tl.け最モ優勢ナノV ::f:，下記

，ノ毛ノア 9D 

とらのをし 7乙

L-¥.がしら，

之めがや，

くじゃ〈し 7乙

う 3ぎし 7乙

浴 lまば 7ざけしまらん，

ねかぽし 3う， 以ろは以めいもげ，

るゐえよ、 t1.'1cIし もしまようろ。

bょうめんし 7乙

ごぜんたちばな，

うすば 3いしん，

3んかえム，

笈島へ下 }V路建上部ニ於テ J、，針葉樹林並ピニ林内局部ユ存在ス }V濯

木暦ヲ見.トンペヅノ津ニ於アハ天幕ノ淳ニ!日ア潤葉樹ニ宮ムヲ知 }Vベ

ジ。鞍部ヨ 9 ーノ浮上部ニ見 JV~、，えぞまつ，あかえぞまつ，あをと E まつ，あ

かとど ま っ ニ ジアpべにいたや，みづなら，し攻のき，な Lかま r等i昆ジ，樹下

ニむほかめのさアリ。向下生濯木トジア，、，みやましさみ，乏ぞゆづ bは，つ

るつげ，えぞくろうすご，乙ゃうらく等アリ。

並ピニ羊歯草本トジア J、，ならゐL-1t，L-¥.がしら，ながばしらねわらび，

ほそばのたうげしば，うちはまんねんすぎ，づ 7さや〈しゅ，乙みやまかたば

み，ごぜんたちばな，1c~こぎきょう等ヲ産ス。

4. ヌボロマッボ ロ

三えポロマゆポロノ下流昨 J、，きたよしソノ大部長子ヲ占メ，少ジク乾燥セ

}V所ニ J、，いはのが bやす生ジ，所謂下位泥茨ノ相ヲ示セ 9。而ジア"'J1cよ

しニ附随ジア J、 ，;â~ うそ，カミはずすげ，みづぎばうしゅ，しろばなわれもかう，

えぞの芯ほばせんさう等生ズ。叉少ジク小高キトコロニ J、，いはのが bや

す優勢ナノV ::f:，ねまが Ttl.け，くまいぎさノ杢ク之ニ代 }V トコロア人

河床中，屡 φあかえぞノ林ヲ見，林地観察ニ好資料ヲ呈ス。叉あか乏ぞ林

焼失綾，しらかんばノ車純林ガ下層群落トジアねまが 9tl.けノ軍一ナ }V

楼 達 ヲ件フヲ見 }V.

雨岸ノ林地ユ J、pべにいたや，V・1cや，みづなら(多量)Iiるにれ，やちだも，等

ヲ交へp折ニ pしう 9，みやまぎくら，:13-ひょうヲ i昆ズ }V針澗i昆靖林ナ 9D;a、っ
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ら J、中川郡方面:..~、屡 φ 見 Y 毛本流域:..~、稀ナタ。中ノ津附近ヨ 9 ...、，針

葉樹其量ヲ士宮れ向，みづなら，な Lかまど，ほ、のき，Tρ たやp及ピあをと Eま

つヲ混ズJV=E:，上部エ妻:IJV ..T'.，あかゑぞまつ金ク優勢種トナ 9.，天臨演習林

中部ノ林地安定型ェ準ムヲ示ス。

本流域ニ J、，は以まつノ外，1ftろはのへびのぼらず， 9し bびゃくしんpみ

やまはんの~，:t;.ほたかねばふたかねな Lかまど，まるばしもつけ，zぞし

もつけ，えをくろうすご，むほばすのき，ながばのいそっ L じえぞいそっ、

じ等ノ樫木ヲ産ス ω河原ノ草本トジ アへ

しろうまあきっき， ほそばのきそもど 9， あきからまっ，

まうせんごけ，

乏7さうもあとぎ 9~う，

もしませんぶ 9，

よ、き等。

うめばち 3 う，

てしほ乙ぎくら，

~ <ば〈はがた，

あかばなしもつけ，

主ぞきねたきう，

えぞたかねにがな，

樹林内風倒木腐朽附近エ於ア J、改以づるさう，ごぜんたちば在最毛普

通ニジア，しんのすぎかづら，[;1.かげのかづら，ひろは以めいもげ等生 v，附

近，つるつげ，えぞいそっ、じ，乙ゃうらく等生ズ。

以上列記ノ内，1ftろはのへぴのぼらずヌ{，はひまつ，あかみのいね 0 げ， 9

L-9ぴや〈しん等ト混生スノV コト，並ピニフ河岸ニ，ちしませんよ:!J，しろう

まあ 3っき，えぞたかねにがな，てしほ乙ぎ〈ら等ノ分布ス JV~、注目ニ慣

スノV コトナ 9。

5. バンケ J 津

メシケナ イ下流河床 J、，多クきたよしノ占ム JV トコロニジア，地勢和今

高マ ν"，，"，いはのが bや す 之 ニ 代 9，叉むほぶ 5ノ畿蓮極メア良好ナノV ト

コロア人屡ゃあにしもつけ，えぞおほばせんさうヲ混ズ。

friJ岸岩上エ J、，乏ぞいはてんだ，とらのをし 7乙くじゃ《しだ，やまはな 3

う，まるばの 5んれいくわ，しろばなにがな等ア人

下流ニ於ア J、，屡令なかばゃなぎ群生シ，河岸ニ J、，はるにれ，やも 7さも，ぃ
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1?-や，ベにいたや，は bぎ9，かっち，し在，し之ろ，みづき等ノ楠葉樹種多キ毛，

ニ股附近ヨ 9.T、，天盤演習林中部ニ安定型ナノ'V，あかえぞまつ多キ林地=

代 9，若干ノみづ在ら，しらかんば，tlけかんばヲ交フ。

〔天躍演習林内は以まつ下降地無ニ就キアハ北海道林業曾報，昭和二年

十二月競(通君主三 00競)参照セラ v タ v.J

6. l' . 
J ケ 山

三三三二':r 山 J、標高僅カニ 63 1m• ニ過ギザ }V モ，ペエィ~ ':r山ト共三，天盤演習林
ポプゼラ

中部ノ主要ナ }V山岳=ジア，天盤北見園境線上ニ聾立セ 9。著者 J、春卒ペ

シケナイョ 9北見ピンネミ/9道路ノ小径ヲト 9，隙ノ国ョヲ，図境線ノ警

戒刈分ヲッタヒ，山頂=蓮 V，開i路ヲペンケノ洋ニトレ 9〆 νヶ山ノ上部

。J、，';1ノ植物景観高山相ヲ帯ピ，はひまつ牙布ジ，薩木林出現セ y。ソノ主ナ

JV.T、rけかんばナノV モ，山稜近クニ於ア J、，みtJ.ゃなぎ，みやまは λのき，ラ

らじろ在、かまど，もしまざ〈ら等相寄ヲ，叉山稜ニ J、はひまつ群落セ }V

所ア 9。もしまぎ、ノ群落ヨク殺達れ山稜トイへドモ鞍部ニ於ア J、ッノ

高ず 2 m. ュ達ジ?他 J、概ネ rmーI ・ sm. ナ 9 。北見仰IJ~、和、令御花畑ノ形朕ヲ帯

~次ノ積額 J、(北見仰い、泊習林所属ユアラザノ'V ~，便宜上コ、ニ採録メペ

事〆)ソノ主ナ Y モノナ人

みやまわらび， むほばしょ bま， bし bしのぶ，

ぴめのが bやす， まじAづるさう， えぞかん 3 う，

はく 3んもどり， 5そもど1)， みねゃなぎ，

みやまをだま~， zぞのき bんきう， ながばのいはベんけい，

えぞせうま， まるばしもつけ， もしまやまぶきせうま，

いはさんばい， ちしまよ、うろ， ちしまにんじん，

5ばなしゃ〈なぎ， はな CA 1)のき， しろばなにが攻，

きたあぎみ等。



( 7 ) 

Pteridophyta. 羊歯部

POLYPODIACEAE. ウラボシ科。

Woodsia polystichoides Eat. var. nudiuscula Hook. 

和名 J えぞいはてん tl，

産地， 岩上ニ生ズ。ポンピラ，ヌフ・ロマ V ポロユ産スa

Matteuccia Struthiopteris Todal・o.

和名。<.きそてつ。

産地2 樹蔭ニ生ズ。物満内山ュ産ス。

Onoclea sensibilis L. 

和名， かラやあらぴ。

産地3 潟地ニ生ズ。問寒別ニ産ス。

Dryopteris oreopteris Maxon. var. Fauriei Miyabe et Kudo. 

和名s おほほーしより ま。

産地3 岩 I二ニ生ズ。バンケ山ニ産ス。

Dryopteris crassirhizoma Nakai. 

和名。 をしだ。

産地a 樹蔭ニ生ズ。天幕ノ津ニ産ス。

Dryopteris monticola c. Chr. 

和名。 みやまベに Lだ。

産 地 樹蔭ニ生ズ。天幕/浮及ど三三ノ津ニ産ス。

Dryopter匂 Miquelianac. Chr. 

和名 3 ならぬしだ。

産地s 樹 i蓬ニ生ズb上昔威子府，物満内山，天幕ノ漂，ヌプロマ少ー主J17，

バシケノ背z等ニ産ス。

Dryopteris d.iIatata A. Gray， var. oblonga Takeda. 

和名。 ながほのしら抱あらぴ。

産地3 針葉樹林内ニ生ズ。物満内山エ産ス。
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Dryopteris viridescens OK. 

和名 3 りやラめん Lだ。 之がねわらび。

産地， 樹蔭ニ生ズ。天幕ノ津ュ産ス。

Dryopteris Linnaeana C. Chr. 

和名;きぎ Lだ。

産地a 針葉樹林内ニ生ズ。ヌプロマ少ポロニ産ス.

Dryopteris africana C. Chr. 

和名。 しげしだa

産地。 樹蔭ニ生ズ。天幕ノ岸ユ産ス。

Phegopteris polypodioides Metten. 

和名。 みやまあらび。

産地a 針葉樹林内ニ生ズ。物満内山ニ産ス。

Polystichum craspedosorum Diels・

和名。 つおでんだ。

産地B 岩上ニ生ズ。ノプカナイユ産ス。

Polystichum tripteron Pr. 

和名。 じゅラもんじしだ。

産地a 樹蔭ニ生ズ。天幕ノ津，物満内山〆シケノ津ニ産ス。

Polystichum aculeatum Schott， var. retro-paleaceum Kodama. 

和名。 きかげぬので。

産地， 樹蔭ニ生ズ〆マ y ケノ揮ユ産ス。

Polystichum Braunii Fee. 

和名。 ほそぬので。

産地， ー針葉樹林内ニ生ズ。天幕ノ津，問寒別ニ産ス。

Athyrium crenulato・serrulatumMakino. 

和名。 おほみやまいぬめらび。

産地， 樹蔭ニ生ズ。天幕ノ惇ニ産ス b

Athyrium Filix-femina Roth， var. melanolepis Makino. 
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和名。 め Lだ。

産地， 樹蔭ニ生ズ。物満内山ユ産ス。

Spicanta nipponica Hayata. 

和名。 L~ がしら。

産地s 樹蔭ニ生ズ。天幕ノ津ニ産ス。

Phyllitis Scolopendrium Newm. 

和名ョ とたにあたり。

産地3 樹蔭ユ生ズ

Aspが，leniumi泊ncis閲umThu山I日I巾.

和名。 とらのをだ。

産地3 岩上ユ生ズ。天幕ノ漂ニ産ス。

Coniogramme fra玄ineaFee. 

和名。 いはが抱ぜんまい。

産地3 樹蔭ニ生ズ。天幕ノ津ユ産ス。

Cryptogramme crispa R. Er. 

和名。 りしり Lのぶ。

産地3 岩壁ニ生ズ

Ad剖ian凶tump戸eda抗，tumL. . 

和名。~じゃ 4 しだ。

産地， 樹蔭ニ生ズ。上音威子府，天幕ノ津，バシケノ津ユ産ス。

Pteridium aquiIinum Kuhn， var. japonicum Nakai. 

和名。 あらび。

産地J 路建陽地ニ多ジ.

Polypodium Fauriei Christ. 

和名。 おしゃとじてんだ。

産地3 樹幹上ニ生ズ。天幕ノ漂ニ産ス。

Polypodium ussuriense Regel. 

和名。 みやまのきしのぶ。
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産地。 樹幹上ニ生ズ。天幕ノ津ニ産へ

OSMUNDACEAE. ゼンマイ科。

Osmunda cinnamomea L. 

和名。 やまどりぜんまい。

産地 ~r 林野ユ生ズs物満内山ニ産ス。

Osmunda japonica Thunb. 

和名。 ぜんまい。

産地， 路遺蕗令ユ生ズ。

EQUISETACEAE. トクサ科u

Equisetum arvense L. 

和名。 ずぎな。

産地3 路傍ニ生ズ。各所ニ産ス。

Equisetum palustre L. 

和名。 いぬど 4さ。

産地コ 沼地ニ生ズ。ノプカナイニ産ス。

Equisetum hyemale L. 

和名。 と4き。

産地a 河岸ニ生ズ。天幕ノ津ニ産ス。

Equisetum Heleocharis Ehrh. 

和名。 みづすぎな。

産地3 潟潤地ニ生ズ。上音威子府ュ産ス。

LYCOPODIACEAE. ヒカゲ Jカヅラ科。

Lycopodium serrulatum Thunb. var. Thunbergii Makino. 

和名。 ほそ訟の t~; Wしは。

産地3 樹蔭=生ズ。天幕ノ淳，ヌプロマ V ポロニ産ス。

Lycopodium obscurum L. form. juniperoideum Takeda. 

和名。 たちまんおんすぎ。

産地a 林地ニ生ズ。物商内山ニ産ス。



form. flabellatum Takeda. 

和名。 ラちはまんおんすぎ。

産地J 林地ニ生ズ。天幕ノ淳・ニ産ス。

Lycopodium annotinmn L. var. angustatum Takeda. 

和名。 しんのすぎかづら。

産地コ 針葉樹林ニ産ス。ヌプロマッポロニ産ス。

Lycopodium clavatum L. 

和名。tAかげのかづら。

産地3 樹蔭ユ生ズ。物商内山=産ス。

Lycopodium complanatum L. 

和名。 あすaかづら。

産地3 針葉樹林=生ズ。物満内山約 300米ノ地黙ュ産ス。

SELAGINELLACEAE. イハヒバ科。

Selaginella rupestris Spr. var. shakotanensis Franch. 

和名。tAめ Uもかづら。

産地3 岩壁ユ生ズ

Spermatophyta. 額花植物。

Gymnospermae. 裸子音¥)0

TAXACEAE. 'Iチ井科。

Taxus cuspidata Sieb. et Zucc. 

和名。 いちぬp おんと， あら h ぎ。

産地コ 樹林地ニ生ズ。物部内山ニ産ス。

PINACEAE. マヴ科。

Abies sachalinensis Fr. Schm. 

和名。 あかとさf。

産地2 樹林中ニ生ズ。所々=産ス。

-
E
I
 

--，
，
z

‘、



-
E
J
 

今“I
 

，，E
、、

Abies Mayriana Miyabe et Kudo. 

和名。 あをとピまつ。

産地。 樹林中ユ生ズ。所バトェ産ス。

Picea Glehni Master. 

和名。 あかえぞ。

産地。 樹林中ユ生ズ。所今ニ産ス

Picea jezoensis Carr. 

和名。 えぞまつ。

産地。 樹林中エ生ズ。所令=産ス。

Pinus pumila Rcge1. 

和名。 はUまつ。

産地3 林内ニ散生スノV カ叉 J、高麗ユ生ズ。ヌプロマ V ポロ及三三

ケノ津

CUPRESSACEAE. ヒJキ科。

Juniperus communis L. var. montana Ait. 

和名。 りしりびや~ Lん。

産地a 河岸崩壊地ニ生ズ。ヌプ官マ V ポロ及三二三三ノ津ユ産ス。

Angiospermae. 被子部。

Dicotyledones. 隻-子葉門。

Archichla町 rdeae. 原生花被亜門。

CHLORANTHACEAE. チヤラン科。

Chloranthus serratus Roem. et Schl. 

和名。 ふたり Lづか。

産地a 林地ニ生ズ。天幕ノ罷ニ産ス。

Chloranthus japonicus Sieb. 
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和名。tAとり Lづか。

産地。 樹蔭ユ生ズ。ノプカナペュ産ス。

SALICACEAE. ヤナギ科。

Populus Ma玄imowicziiA. Hel1lγ. 

和名。 さろのき。

産地a 河岸ユ生ズ。上音威子府=産ス

Salix jessoensis Seem. 

和名。 しろやなぎ。

産地a 流昨=生ズ。音威子府附近=産ス。

Sali玄 ReiniiFr. et Sav. 

和名。 み鼠ゃなぎ。

産地a 高地ニ生ズ

Salix 玄 Ca勾.pr陀eaL. 

和名。 按っとやなぎ。

産地。 河岸叉 J、林地ユ生ズ。上音威子府，物部内山，問事別ュ産ス。

Sali玄 viminalisL. var. yezoensis c. K. Schn. 

和名。 きぬゃなぎ。

産地。 河岸ニ生ズ。上音威子府ニ産ニぇ。

Sali玄 sachalinensisF r・.Schm. 

和産。 たが拡ゃなぎ。

産地a 河岸ニ生ズ。上音威子府ュ産ス。

JUGLANDACEAE ウルミ科。

Juglans Sieboldiana Maxim. 

和名。<~み:t;.~とぐ‘るみ。

産地a 河岸ユ生ズ。上音威子府ユ産ス。

BETULACEAE. カバ Jキ科。

Corylus heterophylla Fisch. var. yezoensis Koidz. 

和名。 之ぞはし除み。
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産地。 林地ユ生ズ。物満内山ニ産ス。

Betula Ma玄imowiczianaRegeI. 

和地3 ラだいかん怯， ~いは r かん (rf。

産名。 林地ニ生ズ。物i前内山，ノプカナイ等ュ産ス。

Betula japonica Sieb. 

和名。 Lらかん陰。

産地コ 下部林地=生 v，UJ火後ノ二究林地ニ特ニ多ジ。物満内山，ヌ

プロマ少ポロニ産ス。

Betula Ermani Cha m. 

和名。 だけかん陰。

産地3 中部以上ノ林地ニ多ジ。各所ニ産ス。

Alnus japonica Sieb. et Zucc. var arguta C. K. Schn. 

和名。 やちはんのき。

産地コ 混潤ナノV 下部林地=生ズ。ヌプロマツポロユ産ス。

Alnus hirsuta Turcz. 

和名。 けやまはんのき。

産地コ 林地ユ生ズ。物商内山，天幕ノ津，ノプカナイ等ニ産ス。

Alnus pendula Matsum. 

和名。tAめゃしゃぶし。

産地a ベシケノ潔上流ニ産ス。

Alnus班aximozicziiCall. 

和名。 みやまはんのき。

産地3 河岸叉 J、高地ニ生ズ。ヌプロマツポロ，ノプカナイニ産スo

FAGACEAE. 7'十科。

Quercus crispula 131. 

和名。 みづなら。

産地ぶ 林地ニ生ズ。各所ニ産ス 0

ULMACEAE. .:.レ科。
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UIDlus japonica Sarg. 

和名。~l4t， あかだも。

産地。 下部樹林ニ生ズ。各所ニ産ス。

UIDlus laciniata Mayr. 

和名。 おUよラ。 芯びようにれ。

産地3 樹林ニ生ズ。物i前内山ニ産ス。

MORACEAE. ウハ科。

.Morus bombycis Koidz. 

和名。 やまとは。

産地3 樹林ュ生ズ。物満内山，音威子府ユ産ス。

Humulus Lupulus L. var. cordifolius Maxim. 

和名。 からはなさラ。

産地3 林野ニ生ズ。問寒別ユ産ス。

URTICACEAE イラクサ科。

Urtica platyphylla Wedd. 

和名。 え ぞ い ら 4き:t:;.ほばいらく 3。

産地3 下部渓昨蔭地，叉 J、路傍ユ生ズ。主音威子府，天幕ノ津，問寒別

ニ産ス。

ElatosteDlDla sessile Forst. var. cuspidatum Makino. 

和名。 ときほとり。

産地J 蔭地ニ生ズ。天幕ノ津ニ産ス。

Boehmeria tricuspis Makino・

和名。 あかそ。

産地コ 路建ニ生ズ。天幕ノ津，審平ュ産ス O

LORANTHACEAE. ヤドリギ科。

Viscum album L. 

和名。 やどりさ。

産地3 べにいたやュ寄生セ 9。主音威子府・ニ産ス。
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ARISTOLOCHIACEAE. ウマ Jスぐクサ科。

Asarum Sieboldii Miq. 

和名。 ラすほきい Lん。

産地。 樹蔭ニ生ズ。天幕ノ淳?，ノプカナイ，ヌプロマツポロニ産ス。

POLYGONACEAE. タデ科。

Rume玄 domesticaHartm. 

和名。 のだいあラ。

産地。 路傍ユ生ズ。上音威子府，問寒別ユ産ス。

Rumex Acetosella L. 

和名。 v.めずい勝。

産地。 路傍ユ生ズ。上音威子府，春卒ユ産ス。

Polygonum Thunbergii Sieb. et Zucc. var. hastato・trilobumMaxim. 

和名。 おほみぞそ訟。

産地。 潟地ユ生ズ。問寒別ユ産ス。

Polygonum sachalinense Fr. Schm. 

和名。 おほいたどり。

産地j.告遜ェ多ジ。物商内山，上音威子府，問寒別ュ産ス。

DIANTHACEAE. ナデシコ科。

Stellaria media Villars. 

和名。 はとベ。

産地3 路傍ユ生ズ。上音威子府ユ産ス。

Moehringia lateriflora FenzI. 

和名。 おほやまふすま。

産地3 林野ユ生ズ。ヌプロマ少ポロユ産ス。

CERCIDIPHYLLACEAE. カツラ科。

Cercidiphollum japonicum Sieb.et Zucc. 

和名。 かつら。

産地3 樹林ニ生ズ。物満内山ニ産ス。
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RANUNCULACEAE. ウマ Jアシガタ科。

Caltha palustris L. form. gigas Levl. 

和名。 えぞのりゆ 5きん 4勤。

産地a 潟潤地ニ生ズレ物満内山，上音威子府，ノプカナイ ニ産ス。

Cimicifuga yezoensis Kudo. 

和名。 えぞ Lよ5ま。

産地。 樹蔭ユ生;;<'。物滞内山ニ産ス。

Coptis trifo1ia Salisb. 

和名。 みつ ~~，Al. ん。

産地3 針葉樹林内ニ生ズ。ノプカナイ ニ産ス。

Aconitum umbrosum Kom. 

和名。 おほJ4tいじんさラ。

産地3 樹 i密ユ生ズ。上音威子府ニ産ス。

Aconitum yezoense Nakai. 

和名。 えぞとりかぶと。

産地3 樹監ニ生ズ。問寒別ニ産ス。

Anemone graci1is Fr. Schm. 

和名。 aめいちW'，。

産地3 樹蔭ユ生ズ.，ノプカナイェ産ス。

var. yezoensis Kuclo. 

和名。 tA;;ほのtAめいちげ。

産地3 樹蔭ユ生ズ。ノプカナイ，物満内山ニ産ス。

Clematis fusca Turcz. var. mandshurica Takeda. 

和名。 えぞはんせ 5づる。 くろばなはんせうづるョ

産地3 議室地ニ生ズ。ヌプ官マ少ポロニ産ス。

Clematis alpina Mill. va. ochotensis Makino. 

和名。 みや玄はんせ 5づ港。

産地a 樹林ニ生ズ。物商内山エ産ス。
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Ranunculus Francheti Boiss. 

和名。 え ぞ き ん ぼ ;W.。

産地a 沼地ニ生ズ。ノプカナイニ産ス。

Ranunculus Vernyi Fr. et Sav. 

和名。 きつ棋のほ?とん。

産地。 路遁ニ生ズ。上音威子府パンケノ津ユ産ス。

Ranunculus repens L. var. major Nakai. 

和名。 は引きんほラげ。

産地3 潟地ユ生ズ。上音威子府，宇土内ユ産ス。

Thalictrum sachalinense Lecoy. 

和名。 之ぞからまつ。

産地コ 疏昨=生ズ。上音威子府・，天幕ノ津，春卒凋寒別ュ産ス。

Thalictrum Thunbergii A. P. DC. 

和名。 あきからまつ。

産地3 所今ニ生ズ。

Adonis amurensis Rgl. et Til. 

和名。 ふ 4じゆきラ。

産地3 樹蔭ニ生ズ。物満内山ニ産ス。

BERBERIDACEAE. メ ギ 科 。

Diphylleia Grayi Fr. Schm. 

和名。 さんかえラ。

産地3 針葉樹蔭ニ生ズ。天幕ノ淳ニ産ス。

Achys japonica Maxim. 

和名。 なんぶさラ。

産地コ 樹蔭ニ生ズc笈島越，ノプカナイユ産ス。

本種 J、本道=於アハ渡島，謄振、後志y石狩，十勝地方二見出サノv、種

類ナノV ヌi'，ヌプロマ少ポロニ沿ヒ，多数自生セ 9。

Caulophyllum robustum Maxim. 



和名。‘渇いえ 3ぼたんy ほ:t?ん 3 土

産地コ 林地ユ生ズ。物満内山ェ産ス。

Berberis Regeliana Kuhn. 

和名。 uろはのぺびの tまらず。

産地コ ヌプ官マ v ポ官ニ産ス。

MAGNOLIACEAE. モクレシ科e

Magnolia obovata Sieb. et Zucc. 

和名。 ほ h のき。

産地3 樹林=生ズプ。物漏内山=産ス。

Magnolia Kobus DC. var. borealis Sarg. 

和名。 きたとぶ LD

産地コ 林地=生ズ。上脅威子府以北ェ生ズト言フ J

PAPAVERACEAE. ケシ科s

Chelidonium majus L. 

和名。~さのあラ。

産地3 樹蔭ニ生ズ。閉塞別ェ産ス。

Corydalis Ma玄imowiczianaNakai. 

和名。 えぞきげまん。

産地ョ 林野ニ生ズ。問寒別ニ産ス。

( 19 ) 

Corydalis ambigua Cham. ct Schl. var. glabra Takeda， forl11. genuina Takeda. 

和名。 えぞえんどき 4。

産地3 林野ニ生ズ。上菅威子府ニ産ス。

var. glabra Takeda， form. lineariloba Takeda. 

和名。 ほそ訟のえぞのえんどき 4。

産地3 林野ニ生ズ。熊ノ津ェ産ス。

BRASSICACEAE. ナタネ科。

Cardamine leucantha Schulz. 

和名。 とんろんさラ。
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産地a 課地=生ズ。天幕ノ漂，開票別ュ産ス。

Cardamine Fauriei Franch. 

和名。 えぞあきびs

産地a 渓昨=生ズ。天幕ノ津ュ産ス。

form. geifolia Koidz. 

和名。 一みつ怯?とおっ町訟な。

産地a 渓昨ニ生ズ。問寒別ニ産ス。

Cardamine Regeliana M iq. 

和名。 おほ?と:4aっけ訟な。

産地a 混 j閑地ニ生ズ。間寒別，上音威子府=産ス。

CRASSULACEAE. ベンケイサウ科。

Sedum Rhodiola DC. var. elongatmn Ma:xim. 

和名。 ながほ-のいはベんげ。

産地3 岩岩司壁ニ生ズ

Sedum ve町rt討iciIat旬umL. ~ . . 

和名。 みつほ・ベんけいさ 3。

産地， 流昨ニ生ズJマンケノ津=産ス。

Se.dum kamtschaticum Fisch. 

和名。 えぞきりんさラ。

産地ョ 岩上 ニ 生 ズJマシケノ津，パシケ山=産ス。

SAXIFRAGACEAE. ユキノシタ科。

Chrysosplenium f1agelliferum Fr. Schm. 

和名。 つお抱とのめさラ。

産地3 流昨=生ズ。天幕ノ浮 Z 産ス。

Chrysosplenium kamtschaticum Fisch. 

和名。 ちLまおとの母きラ。

産地a 流昨ニ生ズ。ヌプロマ少ポロユ産ス。

Parnassia palustris L. 
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和名。 ラめはーちきラ。

産地a 流昨ェー生ズ。ヌプロマ少ポロエ産ス。

Tiarellea polyphylla Don. 

和名。 づたや ~L ゆ。

産地。 樹蔭ニ生ズ。物満内山，天幕ノ津=産ス。

Sa玄i仕ag-yezoendsEngi-

和名。 やまはなさラ。

産地a 渓昨岩上ニ生ズ。ノプカナイ，バンケノ津ユ産ス。

Saxifraga cortusaeおliaSiecl. et Zucc. 

和名。 だいもんじさラ。

産地a 渓昨ユ生ズJぐシケノ津ニ産ス。

Hydrangea paniculata Sieb. var. 1loribunda Regel. 

和名。 のりのき:::'¥ぴた。

産地a 林地ニ生ズ。物商内山、ヌプロマ V ポロ，バンケノ津ニ産ス。

Hydrangea acuminata Siecl. et Zucc. 

和名。 やまあぢきい。

産地3 林地ユ生ズ。天幕ノ津ユ産ス。

Hydrangea petiolぽ isSieb. et Zucc. 

和名。 つ渇あぢさい。

産地。 林地ニ生ズ。物商内山エ産ス。

Schizophragma hydrangeoides Sieb. et Zucc. 

和名。 いはがらみ。

産地3 林地ニ生ズ。物稲内山ェ産ス。

ROSACEAE. バラ科。

Spiraea betulaefolia Pal1. 

和名。 まる股 Lもつけ。

産地a ヌフ・官マツポロニ産ス。

Spiraea media Schm. var. sericea Regel. 
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和名。 えぞしもつけ。

産地。 流昨ニ 生 ズQヌプロマ沙ポロ ユ 産 ス

Aruncus sylvester Kost. var. americanus Maxim. 

和名。 やまぶきせラま。

産地。 渓昨樹蔭ニ生ズ。上音威子府・9天幕ノ惇ニ産ス。

Sorbaria sorbifolia A. Br. var. glabra Maxim. 

和名。 えぞほざきのな h かまど。

産地3 渓昨ニ生ズ。ヌプ官マゅポロニ産ス。

var. stellipila Maxim. 

和名。 ほざきなーかまど。

産地3 渓昨叉 J、路透ニ生ズ。ヌプロマ V ポロニ産ス。

Sorbus sitchensis Roem. 

和名。 ラらじろなーかまど。

産地3 メ y ゲ山ニ産ス o

Sorbus sambucifolia Roem. 

和名。 たかおな h かまど。

産地 z実昨叉 J、高地ユ生ズ。ヌプロマ少ポロニ産ス。

Sorbus commixta Hcdl. 

和名。 な h かまど.

産地a 林地ニ生ズ。物満内山間寒別ユ産ス。

Micromeles alnifolia Koehn. 

和名。 あづきなし。

産地3 林地ニ生ズ。物満内山，ヌプロマゅポロニ産ス。

Rubus pseudojaponicus Koidz. 

和名。 どげな Lどえラいちご。 日めごえういちご。

産地J 針葉樹林内ニ生ズ。天幕ノ漂ニ産ス。

Rubus idaeus L. var. aculeatissimus Rgl. 

和名。 えぞいちご。
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産地J 路遁ニ多ジ。物満内山，天幕ノ津ニ産ス。

Potentilla Dickensii Fr. et Sav. 

和名。 いはきんほい。

産地3 岩上ニ生ズ

Potenti1la f1企ragar吋ioidesL. var. stolonifera Maxim. 

和名。 つるきじむしろ。

産地a ヌプロマ V ポロ=産ス。

Geum Fauriei L巴v'l.

和名。 からふとたいとんさラ。

産地a 林野路遺ユ生ズ。天幕ノ揮pペンケノ津ニ産ス。

Geum Allepicum Jacq. 

和名。 おほだいとんきラ。

産地a 路傍ニ生ズ。物満内山=産ス。

Fi日li坦pendu叫uakamt旬scha'叫.ti匂ca1¥恥Max討1m

和名。 おにしもつけ。

産地3 渓昨叉 J、豊能ナ )V下部林地ユ生ズ。物商内山，上音威子府，天

幕ノ津，バシケノ葎ニ産ス。

Filipendula ciliata Miyabc et Kudo. 

和名。 あかほ・なしもつげ。

産地。 流昨ニ生ズ。天幕ノ漂，ヌプロ -..r ~ポロユ産スo

Agrimonia pilosa Led巴b.

和名。 きんみづaき。

産地 lt路告傍ユ生ズ

Rosa aci旬cu叫Ila町ri担sLind剖l.va訂r.Gmelini Schn. 

和名。 おほ?こか拠降ら。

産地a 林地ユ生ズ。物i前内山 300米附近ユ産ス。

Prunus Mほ lmowicziiRupr. 

和名。 みやまざ 4ら。
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産地a 林地ユ生ズ。物満内山，問寒別ニ産ス。

Frunus Sargentii Rehd. 

和名。 えぞやまざ 4ら。

産地。 林地ユ生ズ。物満内山ュ産ス。

Prunus nipponica Matsum. var. kurilensis Wils. 

和名。 ちしまざ 4ら。

産地。 上部林地ニ生ズ。ヌプロマ沙ポロ，バンケノ山ュ産ス。

Prunus Ssiori Fr. Schm. 

和名。 L; !J。 みやまいねぎ〈ら。

産地。 林地ユ生ズ。物満内山ュ産ス。

Waldsteinia sibirica Tratt. 

和名。 乙きんほい。 えぞきんばい。

産地。 針葉樹林内ユ生ズ。アユマナィ，ノプカナイュ産ス。

PHASEOLACEAE. マメ科。

Maackia am.urensis Rupr. var. Buergerii C. K. Schn. 

和名。 いぬえんじゅ。

産地a 樹林ユ生ズ。笈島附近=産ス。

Vicia Cracca L. var. japonica Miq 

和名。~さふぢ。

産地。 路傍ニ生ズ。上昔威子府ュ産ス。

Trifolium repens L. 

和名。 しろつめ 4き。

産地。 路傍ニ生ふ上音威子府，問寒別=産ス、

Trifolium pratense L. 

和名。 あかつめ 4き。

産地。 路傍ニ生ズ。上音威子府ニ産ス。

GERANIACEAE. 7ウロサウ科。

Geranium erianthum DC. 
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和名。 ちしまふ;.;。

産地。 山腹叉 J、渓昨=生ズ。物部内山，天幕ノ津，ヌプロマツポロ，ノ

プカナイ，バシケ山=産ス。

0玄ALIDACEAE. カタバミ科:

O玄allisAcetosella L. 

和名。 みやまかた按み。

産地。 樹蔭ユ生ズ。ノプカナイニ産ス。

O玄:aIiscorniculata L. 

和名。 か?と陰み。

産地。 路傍ニ生ズ。上昔威子府ェ産へ

RUTACEAE. へンルウタ科。

Phellodron sachalinense Sarg. 

和名。tAろはのきはだ。

産地。 林地ユ生ズ。物満内山ェ産ス。

Skimmia japonica Thunb 

和名。 みやましきみ。

産地。 樹 j藍ユ生ズc物満内山，ヌプロマ少ポロニ産ス。

SIMARUBACEAE. .:ガキ科。

Picrasma quassioides Benn. 

和名。 院がき。

産地a 林地ニ生ズ。上音威子府附近ニ産スト云フ。

EUPHORBIACEAE. トウダイダサ科。

Daphniphyllum humile Maxim. 

和名。 えぞゆづりは。

産地。 針葉樹林内ニ生ズ。天幕ノ惇ニ産ス。

Euphorbia Sieboldiana Morr. et Decne. 

和名。 なっと 3だい。

産地。 流昨岩礁地=生ズ。ノプカナベタプロマ V ポロユ産ス。
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ANACARDIACEAE. ウルシ科

Rhus trichocarpa Miq. 担

和名。 やま， Q L。

産地。 林地ェ生ズ。上音威子府ュ産ス。

var. serrulata El1g1. 

和名。 とほ・のやま， Q し。

産地。 樹林下部ニ生ズ。上昔威子府ニ産ス。

Rhus ambigua Lavall. 

和名。 つ t~ ， Q L。

産地。 林地ニ生ズ。物商内山ニ産ス。

ILICACEAE. モチ Jキ科。

Ile玄 crenataThunb. 

和名。 いぬつザ。

産地。 樹蔭ニ生ズ。物満内山ユ産ス。

Ile玄 SugerokiMaxim. subsp. brevipedunculata Makino. 

和名。 あかみのいぬつげ。

産地a 針葉樹林内ニ生ズ。ヌプロ-c"~ポロ，ノプカナイニ産ス。

De玄 rugosaFr. Schm. 

和名。 つ渇つげ。

産地3 針葉樹林内ユ生ズ。物商内山ニ産ス。

CELASTRACECE. ヴルウメモ Fキ科。

Evonymus Vidali Fr. Schm. 

和名。~ゆみ。

産地。 林地ニ生ズ。上音威子府ニ産ス。

Evonymus planipes Koehne・

和名。 おほつりほ-な。

産地a 林地ニ生ズu物商内山，バンケノ津ニ産ス。

Evonymus闘 .chalinesisMaxi m. 
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和名。 むらさきつり惨な。

産地a 針葉樹林内ユ生ズ。天幕ノ津ユ産ス。

Evonymus alata Sieb. var. striatus Makino. 

和名。 とまゆみ。

産地。 下部林地=生ズ。上音威子府，天幕ノ津ニ産ス。

Evonymus japonicus Thu仏 var.radians Miq. 

和名。 つおまさき。

産地。 林地ユ生ズ。物満内山ユ産ス。

ACERACEAE. カへ子科。

Acer pictum Thnub. 

和名。 いたやかへで。

産地。 林地ニ生ズ。上音威子府，ノプカナイニ産ス。

Acer Mayri Gr. v. Schw. 

和名a べにいたや， あかいたや。

産地。 林地ニ生ズι物満内山=産ス。

BALSAMIACEAE. ホウセンウワ科。

Impatiens Noli-tangere 1 .. 

和名。 きつりふ拠。

産地。 諜地ニ生ズ。上音威子府=産ス。

VITACEAE. 7'ダウ科。

Vitis Coignetiae Pulliat. 

和名。 やまぶだラ。

産地。 林地ユ生ズ。物商内山ユ産ス。

var. glabrescens Nakai. 

和名。 t~ Ltしまやまぶたラ。

産地。 林地ニ生ズ。天幕ノ津=産ス。

TILIACEAE. シナ Jキ科。

Tilia japonica Simk. 
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和名。 しなのき。

産地。 林地=生ズ。物満内山ユ産ス。

THEACEAE. ヴバキ科。

Actinidia arguta Planch. 

和名。 と 4 ぁ~るなし。

産地。 樹林ニ生ズ。問寒別ニ産ス。

Actinidia polygama Planch. 

和名。 ま?とたび。

産地。 林地ユ生ズ。物満内山ュ産ス。

Actinidia Xolomikta Maxim. 

和名。 みやま..~と h び。

産地。 林地ニ生ズ。物満内山，天幕ノ漂ェ産ス。

HYPERICACEAE. オトギリサウ科。

Hypericum Ascyron L. 

和名。 ともゑさラ。

産地。 混 1問地ニ生ズ。問寒別ニ産ス。

Hypericum erectum Thunb. var. axillare Lev. 

和名。 えだラちおとぎりさラ。

産地3 渓昨ニ生ズ。天幕ノ淳ユ産ス。

VIOLACEAE. スミレ科。

Viola Selkirkii Pursh. 

和名。 みやまずみ点。

産地。 針葉樹林内ニ生ズ。ヌプロマ V ポロユ産ス凶

Viola sachalinensis P. d. Boiss. 

和名ゅ あいぬ?とちっぽずみ点。

産地， 林野ニ生ズ。物満内山ュ産スj中井博士検定)

Viola Langsdorffh Fisch. var. caulescens Nakai. 

和名。 おほ惨たちっぽずみ点。
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産地。 摂?問地エ生ズ。熊ノ津，三 7"竺三二とポ 12，三プカナイ等ニ産ス.

Viola Kusanoana Makino， var. pubescens Nakai. 

和名。 げおほ?とちっぽずみ点。

産地。 林野ニ生ズ。宇土内ニ産ス。

Viola verecunda A. Gray. 

和名。 つほずみ点。

産地。 潟潤地ユ生ズ。上音威子府ユ産ス。

OENOTHERACEAE. 7カバナ科。

Epilobium angustuolium L 

和名。 ゃなぎらん。

産地。 路遺揚地並ピニ山火綾ノ林地ユ多ジ。上音威子府，天幕ノ津

エ産ス。

Epilobium cephalostigma Hauskn. 

和名。 いはあか訟な。

産地。 渓昨ニ生ズ。天幕ノ津凋寒別=産ス。

Circaea quadrisulcata Fr. et Sav. 

和名。 みづ?とまさラ。

産地。 混地ユ生ズ。問寒別=産ス。

ARALIACFAE. ~ラノキ科。

Acanthopana玄 sciadophylloidesFr. et Sav. 

和名。 としあぶら。

産地。 林地ニ生ズ。物満内 IU，問寒別=産ス。

Kalopana:玄 septemlobusKoidz. 

和名。 はりぎり。

産地。 林地ニ生ズ。物満内山=産ス。

Aralia elata Seem. 

和名。 めだら。

産地。 下部陽向地ニ多ジ。物満内山ュ産ス。
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Aralia cordata Thunh. 

和名。;l!。

産地。 路謹ユ生ズ。物満内山，上音威子府・ニ産ス Q

APIACEAE マヴバウド科。

Sanicula chinensis Bunge. 

和名。 ラまのみつ陰。

産地。 樹蔭ユ生ズ。物満内山，天幕ノ漂，パ y ケノ津ニ産ス。

Anthriscus sylvestris Ho日m.

和名。 しゃ ι
産地。 樹蔭ユ生ズ。物満内山，問寒別ニ産ス。

var. nemorosa Kudo. 

和名。 おにじゃ ι
産地。 樹蔭=生ズ。天幕ノ津ニ産ス。

Osmorhiza amurensis Fr. Schrn. 

和名。 をながやぶにんじん。

産地， 樹蔭ニ生ズ。渡島建ニ産ス。

Cicuta virosa L. 

和名C!:~ぜり。

産地。 混 1問地ユ生ズ。問寒別ニ産ス。

Cnidium ajanense Drude. 

和名。 ちしまにんじん。

産地。 高地=生ズJすンケノ津ユ産ス。

Heracleum lanatum Michx. 

和名。 はな， c!:。

産地。 路建並ピニ樹i蜜ユ生ズ。上音威子府，問寒別ニ産ス。

Conioselinum univittatum Turcz. 

和名。 みやませんきラ。

産地。 渓昨ニ生ズ。ヌプロマ少ポロェ産ス。
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Angelica ursina Benth. 

和名。 えぞ~;。

産地。 林野ニ生ズ。上音威子府附近ユ産ス。

Angelica re企actaFr. Schm. 

和名。 えぞおほほせんき ;0
産地a 流昨ニ生ズ。上音威子府，春卒ニ産ス。

CORNACEAE. ミヅキ科。

Cornus controversa HemsI. 

和名。 みづき。

産地。 林地ニ生ズ。天幕ノ津，バ y ケノ漂ニ産ス。

Cornus canadensis L. 

和名a どぜんたちほ・な。

産地。 針葉樹林内ニ生ズ。天幕ノ惇，閉塞別ニ産ス。

Metachlamydeae. 後生花被~門。

PYROLACEAE. イチヤクサウ科。

Chimaphila japonica Miq. 

和名。 おほラめがささラ。

産地。 林地ニ生ズ。ノプカナイユ産ス。

Pyrola secunda L. var. vulgaris Herd. 

和名。 といちゃ 4さラ。 やまいちゃく 3う。

産地。 樹蔭ニ生ズ。物満内山ニ産ス。

RHODORACEAE. シヤウナギ科。

Ledum palustre L' ¥'ar. yezoense Nakai. 

和名。 えぞいそっ h じ。

産地。 針葉樹林内ニ生ズ。物満内山ニ産ス。

var. longifolium Freyn. 

和名。 なが訟のいそっ h じ。
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産地。 針葉樹林内ユ生ズ。ヌプ官マ少ポロニ産ス。

var. nipponicum Nakai. 

和名。 いそっ h じ。

産地3 針葉樹林内ニ生ス二ヌプロマ沙ポロユ産ス。

Menziesia pentandra Maxim. 

和名。 とえラら ~o

産地a 針葉樹林内ユ生ズ。天幕ノ津，ヌプロマ少ポロニ産ス。

Rhododendron chrysanthum Pall. 

和名。 き惨な Lや 4なぎ。

産地3 山頂ニ生ズ

Leucothoe Grayana Maxim. 

和名。 はなtA9のき。

産地3 林地ニ生ズc上音威子府ユ産ス。

Vaccinium Vitis-idaea L. 

和名。 乙Wも品。

産地 針葉樹林山頂ニ生ズ。ノプカナィ，三三土ノ津，二三三山ユ産

ス。

Vaccinium Smallii A. Gray. 

和名。 おほ陰ずのき。

産地a 針葉樹林内ユ生ズ。物満内山ニ産ス。

Vaccinium Usunok.i Nakai. 

和名。 ラすのき。

産地a 樹蔭ニ生ズ。物満内山ユ産ス。

Vaccinium Chamissonis BOllg. 

和名。 えぞ 4ろラすご。

産地3 針葉樹林内ユ生ズ。天幕ノ漂，-ネプロマ?ポ官ユ産ス。

PRIMULACEAE. サクラサウ科。

Primula Takedana Takewaki. 

和名。 てしほとぎ 4ら， (新稽)
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産地J 渓昨蔭地ニ生ズ。ヌプロマ少ポ官ユ産ス。

本種 J、 ヌプロマ少ポロ上流ニ於ア一九二七年七月著者ノ創見セ

ノV 毛ノニシア一九二八年五月下旬再ピ開花期ニ概地ヲ精査セ 9。

本種 J、あほさくら 3 ラニ類似セノV モ会ク異ナ V lV一種ナ人即チ

花色ノ白キコト花型ノ狭少ナノνコト一花序ユ於ケ iV花 J、概ネ 2-

3，成葉 J、和革質ニシア裏面ニ褐色毛ヲ混ズ )VモノアノV コト並ピ

ニ鰍葉 J、始メ白色密軟毛ヲ密生スノV コト等ユ依 9匿別スノV コト

ヲ得ペジ。著者 J、本邦捜草属ノ権威武田博士ノ名ヲ其種名トセ人

Cortusa Matthioli L. 

和名。 き 4らさラもどき。

産地a 渓昨ニ生ズ

Lys:説unachiavulgaris L. var. typica Kunth. 

和名。v.~はの 4 吉元t だま。

産地コ 浪地ニ生ズ。問寒別ニ産ス。

Tri6ntalis europaea L. 

和名。 つまとりさラ。

産地a 樹蔭ニ生ズ。ヌプロマ少ポ官ユ産ス。

SYMPLOCACEAE. ハヒ Jキ科。

Parula paniculata Nakai. 

和名。 きはふ?とぎ。

産地。 林地ニ生ズ。天幕ノ津，ペンケノ漂ニ生ズ。

OLEACEAE. モクセイ科。

Fraxinus mandshurica Rupr. 

和名。 やちだも。

産地J 渓谷面ユ多シ。物満内山，上音威子府ニ産ス。

Ligustrum yezoense Nakai. 

和名。 之ぞいほ?と。

産地。 林地ニ生ズ。上音威子府p天幕ノ揮・ニ産ス。
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Syringa amurensis Rupr. var. macrophylla Nakai. 

和名。 おほ訟はしどrA。

産地3 林地ニ生ズc策島附近ニ産ス。

GENTJANACEAE. リンダウ科。

Gentiana Makinoi Kusnez. ? 

和名。 おやまりんだラ。

産地3 ヌプ官?少ポロニ産ス。

Gentiana axillariflora Lev'l. et Vnt. 

和名。 えぞりんだラ。

産地a 樹蔭ニ生ズ潤寒別ニ産ス。

Gentiana Zollingeri Fawc. 

和名。 とけりんだラ。

産地a 林野ニ生ズ。ヌプロマゅポロニ産ス。

Swertia tetrapetala Pall. 

和名。 ちしませんぶり。

産地。 河岸草地ニ生ズ。ヌプロマタポロニ産ス。

ASCLEPIADACEAE. ガガイモ科。

Cynanchum volubile Hemsl. 

和名。 おほ惨なかも母づ Qo

産地a 林野ニ生ズ。問寒別ニ産ス。

Cynanchum caudatum Maxim. 

和名。 いけま。

産地3 伐木地ニ生ズ。上音威子府ニ産ス。

LAMIACEACE. ヲドリコサウ科。

Scutellaria ussuriensis Kudo. 

和名。 えぞ?とつなみさ '0
産地3 樹蔭ニ生ズ。上音威子府ニ産ス。

Nepeta subsessilis Maxim. 
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和名。 みぞがはさラ。

産地。 渓昨ニ生ズ。バンケノ惇ニ産ス O

Lamium album L. var. barbatum Fr. et Sav. 

和名。 をどりとさラ。

産地a 林野ェ生ズ。春卒，上音威子府ニ産ス。

Prunella vulgaris L. var. japonica K吋 0・

和名。 えそ:;つほとき。

産地3 林野ニ生ズ。問寒別ユ産ス。

Stachys japonica Miq. form. viIlosa K吋 o.

和名。 Lらげいぬどま。

産地。 草原ニ生ズ。ヌプロマ V ポロニ産ス。

Satureia chinensis Briq. 

和名。 とラほ・な。

産地3 林野ュ生ズ。琴平ニ産ス。

Thymus serpyllum L. var. ibukiense Kudo. 

和名。 いぶきじゃかラさラ。

産地3 岩上ニ生ズ

SOIA貰ACEAE. ナス科。

Solanum Dulcamara L. var. macrocarpum Maxim. 

和名。 ま Qほ-のほ.i5L。

産地3 流昨 ニ 生 ズ

RHINANTHACEAE. 耳マ Jハクダeサ科。

Veronica sibirica L. 

和名。 之ぞの 4がいきラ。

産地a 林野ニ生ズ。ヌプロマ少ポロニ産ス。

Veronica americana Schw. 

和名。 えぞのかはじさ。

産地a 流昨ニ生ズc上音威子府・9問寒別ユ産ス。
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Veronica Schmidtiana Regel. 

和名。 き4ほ・ 4はが?と。

産地3 河岸ニ生ズ。ヌプロマ vポロニ産ス

PLANTAGINACEAE. オホバコ科。

Plantago major L. var. asiatica Dec. 

和名。 おほ訟と。

産地J 路傍ユ生ズ。上音威子府ニ産ス。

Plantago lanceolata I J. 

和名。 へらおほほ:~。

産地J 路傍=生ズ。上音威子府ニ産ス。

RUBIACEAE. 7カネ科a

Mitchella repens L. var. undulata Makino 

和名。 つおありどほし。

産地。 樹蔭ニ生ズ。物満内山ユ産ス。

Asperula odorata L. 

和名。<.るま訟さラ。

産地3 樹蔭ニ生ズ。物満内山，~ij 寒別ニ産ス。

Galium verum L. 

和名。 かはらまつ球。

産地J 草原ニ生ズ。ヌプロマ沙ポロ，春卒=産ス。

Galium boreale L. var. kamtschaticum Maxim. 

和名。 えぞきぬたさ '0
産地。 草原ニ生ズ。ヌプロマ少ポロニ産ス。

Galium kamtschaticum Stell. var. hirsutum Takeda. 

和名。 えぞのょっほ司むとら。

産地。 針葉樹林内ニ生ズ。物満内山ニ産ス。

CAPRIFOLIACEAE. :.ンダウ科。

Sambucus Buergeriana Bl. var. Miquelii Nakai. 



(37 ) 

和名。 えぞにほとと。

産地。 伐木地ユ多ジ。上昔威子府，閉塞別=産ス。

Viburnum furcatum Bl. 

和名。 むしかり。 芯ほかめのさ。

産地。 林地ニ生ズ。物満内山，ヌプロマ少ポロ pノプカナイ等=産ス

Viburnum Wrightii Miq. 

和名。 みやまがまずみ。

産地3 林地ユ生 f。バシケノ漂，バシケ山ニ産スO

Diervilla japonica DC. 

和名。~とにラつぎ。

産地。 流昨ニ生ズ。問寒別ニ産ス。

ADO玄ACEAE. レシブクサウ科。

Ado玄aMoschatellina L. 

和名。~んぶ 4 きラ。

産地。 樹蔭ニ生ズ

VALERIAl首iACEAE. ヲミナへシ科@

Patrinia gibbosa Maxim. 

和名。 ま Q訟のきん点い 4あ。

産地。 流 昨 岩 上 ニ 生 ズ 〆 ン ケノ津ニ産ス

CUCURBITACEAE. ウリ科。

Schizopepon bryoniaefolius Maxim. 

和名。 みやまにか， !J。

産地。 樹蔭ニ生ズ。天幕ノ津ニ産ス。

Gymnostemma pedatum Bl. 

和名。 あまちゃづお。

産地。 樹蔭=生ズ。天幕ノ津=産ス。

CAMPANULACEAE キキヤウ科。

Peracarpa circaeoides F ee. 



(38 ) 

和名。 たにぎきやラ。

産地。 樹i杏ニ生ズ。物漏内山ニ産ス。

Codonopsis lanceolata Renth. et Hook. 

和名。 つおにんじん。

産地3 林野ニ生ズ。上音威子府ニ産ス。

Codonopsis ussuriensis Hemsl. 

和名。 ほ-あそぶ。

産地B 林 地 ニ 生 ズo!lt!li高内山，上音威子府ェ産スO

LobelIia sessilifolia Lamb. 

和名。 さはぎきやラ。

産地。 潟地=生ズ。問寒別ュ産ス O

ASTERACEAE. キ ク 科 。

Eupatrium sachalinense Makino. 

和名。 ょっほ~Ü\よどり雄、な。 くるまば日よ~ 1)ば君。

産地。 伐 木 地 叉 ρ 路傍ニ生ズ。上音威子府，天幕ノ i宰，問寒別ニ産ス。

Aster trinervius Roxb. var. congestus Fr. et Sav. 

和名。 とんぎ 4。

産地3 林野ニ生ズ。春卒ニ産ス。

Aster Glehni Fr. Schm. 

和名。 どまな。

産地3 流昨草生地ニ生ズ。上音威子府，春卒，問寒別ニ産ス。

Erigeron glabratus Hopp. et Hornsch. 

和名ふ みやまあづまぎ 4。

産地。 草原ニ生ズ。バンケ山ニ産ス。

var. albus Nakai. 

和名。 L';惨なみやまあづまぎ 4。

産地3 ノマンケ山ニ生三'/，みやまあづ合ぎ〈中ュ混ぜ.， 0 

Erigeron kamtschaticum DC. var. hirsutum Fr. Schrn. 
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和名。 えぞむか Lよもぎ。

産地。 流昨エ生ズ。ヌプロマ?ポロニ産ス。

Erigeron canadensis L. 

和名。tA母むかしよもぎ。

産地3 路傍ニ生ズ。問寒別ニ産ス。

Anaphalis margaritacea Benth. et Hook 

和名。 やまはーと。

産地。 路傍ニ生ズ。上音威子府凋寒別ニ産ス。

Achi1lea Ptarmica L. var. speciosa Herd. 

和名。 之ぞのとぎりさ ;0
産地， 草原ニ生ズ〆シケノ津ニ産ス。

Artemisia vulgaris L. var. kamtschatica Bess. 

和名。 えぞよもぎ。

産地J 路遺ニ生ズ。上音威子府，問寒別=産ス。

Petasites japonicus Miq. var. giganteus Makino. 

和名。 おほぶき。

産地a 各所ニ生ズ。物満内山，上音威子府ニ産ス。

Cacalia kamtschatica Kudo. 

和名。 みみか 3もり。

産地。 樹蔭ニ生ズ

Cacalia hastata L. var. pubescens Ledeb. 

和名。 おほよぶすまさラ。

産地a 渓谷面樹蔭ニ生ズ。物満内山，上音威子府ニ産ス。

Senecio vulgaris L. 

和名。 のほろぎ 4。

産地a 路傍ニ生ズ。春卒ニ産ス。

Senecio palmatus Pall. 

和名。 はんどんさ ;0
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産地。 樹蔭ニ生ズ

Circium Grayanum Nakai. 

和名。 ま~訟の m 点あざみ。

産地ョ 各所ニ生ズ。物満内山，上音威子府，天幕ノ津ニ産ス。

Saussurea Riederi Herd. 

和名。 き?とあぎみ。

産地a 草原ユ生ズ

Picri担sjaponica Thunb. 

和名。 かラぞりな。

産地。 路傍ニ生ズ。上音威子府ニ産ス。

Crepis gymnopus Koidz. 

和名。 えぞのたかt.にがな。

産地J 流昨磯地ニ生ズ。ヌプロマ少ポロユ産ス。

本種 J、始メ夕張岳ニ接見セラ v最近著者 J、日高ず$'-1 ~ 7. 9 .::. 

本種ノ産ス )Vコトヲ知 9叉コ、ュ天瞳ニ迄ツノ分布ノ及プコト

ヲ検出セ 9。コ V ニヨノV ニ本種ハ恐ラク本道蛇紋岩地帯ユ分布セ

ノV モノナノV ベジ。

Tara玄acUlllplatycarpum Dahlst. 

和名。 たんぽ品。

産地a 路傍=生ズ。上音威子府ユ産ス。

Lactuca dentata Makino， var. albiflora Makino. 

和名。 しろ惨なにがな。

産地J 流昨蔭地ニ生ズ。バンケ山，バシケノ諜ニ産ス。

Sonchus asper HilI. 

和名。 おにのげし

産地a 路傍=生ズ。問寒別ニ産ス@

Sonchus arvensis L. var. uliginosus Trautv. 

和名。 はちじよラな。 かまどがへし。
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産地a 路傍=生ズ。春卒ニ産ス。

Monccotyledones 草子葉門。

TYPHACEAE. ガマ科。

Typha latifolia L. 

和名。 がま。

産地3 上音威子府ニ産ス。

POACEAE. ~チゴヴナギ科。

Miscanthus sinensis Anders. var. decompositus Nakai， form. purpurascens Nakai. 

和名。 えぞす h き。

産地3 各所ニ生ズ。

Milium effusum L. 

和名。 いぶきぬかぼ。

産地3 林野ニ生ズ。ペ y ケノ津，問寒別ニ産ス。

Phleum pratense L. 

和名。 おほあはがへり。

産地， 路傍ニ生ズc上音威子府ニ産ス。

Alopecurus fulvus L. 

和名a す Yめのてっばラ。

産地3 路傍ニ生ズ。上音威子府ュ産ス。

Calamagrostis Langsdorffii Trin. 

和名。 いはのがりやす。

産地s 草原ェ生ズ。ヌプロマ?ポロニ産ス。

Calamagrostis sachalinensis Fr. Schm. 

和名。'().めのがりやす。

産地a 渓昨岩上ニ生ズ0/-: y ケノ津ニ産ス。

Brachypodium sylvaticum Beauv. 

和名。 やまかもじとさ。
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産地。 林地ニ生ズ。天幕ノ漂ニ産ス。

Melica nutans L. 

和名。 とめがや。

産地J 林地ニ生ズ。物満内山，天幕ノ津，ヌプロマツポロ等ニ産ス。

Glyceria aquatica Wahlb. 

和名。 uろはのさぜラつなぎ。

産地3 潟 i閏地ニ生ズ。上昔威子府，問寒別ニ産スc

Brylkinia caudata Fr. Schm. 

和名。 ほがり へがや。

産地a 林野ニ生ズ.問寒別ニ産ス。

Phragmites communis Trin. 

和名。 きたよし。

産地3 混潤地ニ生ズ。上音威子府ニ産ス。

Poa annua L. 

和名。 す Yめのかたびら。

産地 路傍ニ生ズ。各所ニ産スo

Poa pratensis L. 

和名。 ながはとき。

産地。 路傍ユ生ズ。各所ニ産ス。

Elymus dahuricus Turcz. 

和名。 はまむぎ。

産地3 渓昨ニ生ズ〆シケノ淳ニ産ス。

Sasa paniculata Makino et Shibata. 

和名。~まいざさ。

産地3 下部林地ニ生ズ。物満内山ュ産ス。

Sasa kurilensis Makiao et Shibata. 

和名 2 ちし怠ざさ， ねまが 91iけ。

産地a 所令ニ生ズ。バンケノ惇pヌプロ"7~ポロニ産ス。
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CYPERACEAE. カヤヴリグサ科。

Scirpus Eriophorum 1¥1ichx. 

和名。 えを‘あぷらがや。

産地」 潟 i同地ニ生ズ。ヌプロマ少ポ官ニ産ス。

Care玄 stipata1¥1 ueI. 

和名。 おほかはずすげ。

産地3 潟 i問地ニ生ズ。上音威子府=産ス。

Carex Augustinowiczii 1¥1einsh. 

和名v .らぎ Lす W， えぞあぜすげ。

産地a 混潤地ニ生ズ。上音威子府=産ス。

Care玄 blephalicarpaFranch. 

和名。 せラぜ 3すげ。

産地a 渓昨林野ニ生ズ。ノプカナイユ産ス。

Carex sachalinensis Fr. Schm. 

和名。 どんげんすげ。 立与ほいとすげ。

産地J 樹蔭ニ生ズ。問寒別ニ産ス。

Cぽ e玄 olivaceaBoott. 

和名， みやましらすげ。

産地3 潟地ニ生ズ。問寒別ユ産ス。

Carex mollicula Boott. 

和名v.めしらすげ。

産地2 路傍ニ生ズ。物満内山ニ産ス。

Care玄 MorrowiiBoott. 

和名。 かさずげ。

産地a 林地ユ生ズ。熊ノ漂，ノプカナイュ産ス。

Cぽ e玄 parcifloraBoott. 

和名。 と~ーんすげ。

産地。 樹蔭ニ生ズ。銭島越ニ産ス。
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Care玄 laevirostrisslytt. 

和名。 おほかさずげ。

産地， 拐さ i問地ニ生ズ。上ニ音威子府ニ産ス。

ARACEAE. テンナンセウ科。

Lysichtion camtschatcense Schott. 

和名。 みづはせを。

産地， 潟地ニ生ズ。上音威子府，物商内山ニ産ス6

Symplocarpus foetidus Salisb. 

和名 ぎぜんさ， ， 

産地3 潟地エ生ズ。上音威子府，物満内山ニ産ス。

Arisaema japonicum 131. 

和名B てんなんせラ。

産地a 樹蔭=生ズ。熊ノ搾ニ産ス Q

Arisaema amurense Maxim. 

和名。l.hろはのてんなんせラ。

産地， 樹蔭ニ生ズ。簸島越ニ産ス。

JUNCACEAE. 井科。

Luzula plumosa E. Mey. 

和名。 ぬかほしき 5。

産地3 樹蔭ニ生ズ。天幕ノ津ニ産ス。

Juncus e1fusus L. var. decipiens Buch. 

和名。 ぬとき。

産地コ 混 i問地ニ生ズ。上音威子府，問寒別ニ産スo

LILIACEAE. ユ リ 科 。

Heloniopsis pauciflora A. Gray. 

和名。 えぞのせラぜ 3ほ!かま。

産地， 渓昨ユ生ズ。ノプカナイニ産ス。

Veratrum album L. var. 0玄ysepalumMiyabe et Kudo. 
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和名。 えそ'惨いけいさ ;0
産地3 林野ニ生ズ。物満内山，問寒別ニ産ス。

Hosta japonica Aschers. form. lancifolia Kudo. 

和名ー みづぎほ・ 3しゅ。

産地3 潟地ニ生ズι問寒別ニ産ス。

Hemerocallis Middendorffi.i Trautv. ct Mey. 

和名。 えぞかんさラ。

産地a 草原ニ生ズ

Gagea lutea Ke訂r-Ga凱w叫1.

和名。 き院なのあまな。

産地3 春卒ニ産ス。

Allium Victorialis L. var. asiaticum Nakai. 

和名。 ぎよラじゃにんに ι
産地J 樹蔭ユ生ズ。物商内山相寒別ユ産ス。

Allium Schoenoplasum L. var. orientale Regel. 

和名。 L~; まあさっき。

産地a ヌブプ.官マツポ官ニ産スへ。

Ery戸th耐ro叩nh旬umja:勾.po阻nicumM川h削1al北k王山山11山11町1町O

和名a か?こ~ y。

産地。 林野ニ生ズ

Clintonia udensis Trautv. et Mey. 

和名。 つほ!めおもと。

産地a 樹蔭ニ生ズ。ノプカナイニ産ス。

Lilium medeoloides A. Gray. 

和名。<.~まゆり。

産地コ 桔'Ii¥tニ生ズ。ノプカナイ，三三三土ノ惇ニ産ス。

Lilium Glehni Fr. Schm. 

和名。 おほラほゆり。
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産地a 蔭地ニ生ズ。物i箭内山=産ス。

Smilacina japonica A. Gray 

和名。 ゆきざさ。

産地a 樹蔭ニ生ズ。問寒別ュ産ス ι

班ajanthemumdilatatum Nels. et Macbr. 

和名ョ おほま aづQき;.

産地， 樹蔭ユ生ズ。物部内山ェ産ス。

Disporum sessile DOI1. 

和名。 はラちゃ 4き;.

産地， 樹蔭ニ生ズ阿寒別=産ス。

Streptopus amplexifolius DC. 

和名。 おほほ‘ tt~ しまらん。

産地a 針葉樹林内ニ生ズ。天幕ノ津ユ産ス。

Polygonatum japonicum Morr. et Dec此 var.Ma'玄imowicziiN孔!日i.

和名a おほあまどとろ。

産地3 樹蔭ニ生ズ。物満内山，問寒別ニ産ス。

Paris he玄aphyllaCham. 

和名。 ~Q ま怯つ 4 怯抱さラ。

産地A 樹蔭ニ生ズ。物満内山，ノプカナイニ産ス。

Trilli um Pallasii H u 1 t. 

和名。 おほ惨なのえん~いきラ。

産地a 樹蔭ニ生ズー物商内山ニ産ス。

Trillium Smallii Maxim. 

和名。 えんれいきラ。

産地3 樹蔭ニ生ズ白宣言ノ津ユ産ス。

Smilax herbacea L. var. nipponica Maxim. 

和名 3 しほて。

産地J 林野ニ生ズ。箆島道 z 産スa
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ORCHIDACEAE. ラン科。

Orchis aristata Fisch. 

和名。 は 4きんちどり。

産地a 渓昨ニ生ズ。ヌ 7・ロマ少ポロ，ノプカナイ，バ y ヶ山ニ産スo

Platanthera Chorisiana Reichb. var. elata Finet. 

和名。 みやけらん。

産地J 針葉樹林内ニ生ズ。天幕ノ惇ニ産ス。

Platanthera ophrydioides Fr. S己hm.

和名。 きそちどり。

産地3 ノマ y ケ山ニ産ス。

Platanthera tipuloides Lindl. 

和名。 ほそ訟のきそちどり。

産地主 渓昨蔭地ニ生ズ。ヌプロマ少ポロニ産ス。

Epipactis papillosa Fr. et Sav. 

和名。 えぞすばらん。

産地J 樹 蔭 ニ 生 ズ

Gastrodia elata Bl. 

和名a おにのやがら。 回すびとのあし。

産地a 林野ニ生ズ。上音威子府，ヌプロマ少ポロ，春平等ニ産スe

Goodyera Ma玄imowiczianaMakino. 

和名3 あけぼのしゅずらん。

産地コ 樹 i藍ニ生ズ。熊ノ津ニ産ス。

Liparis auriculata Bl. 

和名~もきりさラ。

産地コ 樹蔭ニ生ズ

Clemastra appendiculata Makino. 

和名。 きいはいらん。

産地a 樹林ニ生ズ。ノプカティ，天幕ノ津ニ産ス。
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圃版説明

第一回版。

第 一 間 。 天曜 i演習林物 i滴内山針葉樹林。

一九二六年 七 月 一 三 日 撮 彰 。

第二闘。 河 岸 コ 於 ク ル ひ ろ は の へ ぴの lまらず。背景戸 l:tひまつトめかI'2ぞまつ。

天 E鍾i演習林ヌプロ T ヲポロ。一九二七年七月一六日撮彰。

第三園。 河岸あかI'2ぞま勺林下周縁ノ!工ひまつa

天塩演習林ヌプロマザポロ。一九二七年七月一七日撮 ~v

第 四 闘 。 河床=下降セル l:tびまつ。

天堕 i演習林ヌプロ T ヲ ポ ロ 二 s¥l:附況。一九二七年七月一六日撮影。

第二圃版。

第 五 闘 。 ノプカテイ i悶葉樹林。m~ まはんのさチ主木ト 'V，1: ;:'，1これチ混ズ。下生

y、くまいざ¥.)一九二八年六月三日娠彰。

第六闘。 天幕ノ海上部炭島越附近樹林。(おひ ι ぅ，ぺにいれ~，うにいかん If.)

一九二八 年 六 月 六 日 撮 影 。

第 七 園 。 熊ノ i翠渓畔 i闇葉樹林。(tl~まはんのきず主木トジ，しうり，かっち，ゃち 1~

もチ i昆ズ。)一九二八年六月一日撮影。

第八闘. ヌプロマ ψ ポロ上流=於ケルてし l王こぎくら。

一九二八 年 六 月 問 日 撮 彰 。

第 三園版。

第九闘。 天幕ノ海道附近ニ於ケ 111I'2ぞまつ林。一九二八年六月六日撮影。

第十図。 天幕ノ?翠樹林。-.7L二八年六月六日撮彰。

第十一題。 熊ノ im一天幕ノ湾問山稜ニ於ケルとどまっ -cヨぞまつ林。

一九二八年六月一日撮影。

第十二闘。 熊ノ 浮遊 コ於 ケル bぞまつ，とどまっ"、 7こや。

一九二八年六月一日撮影。

第四国版2

第十三闘。 熊ノ i翠ユ於ケルあかと rまつa 一九三八年六月一日撮診。

第十四闘。 熊ノ?翠ニ於ケII'I'2ぞまつ。一九二八年六月一日撮診。

第十五調。 乙竺旦土1渓田干樹林。(匂ぞまつ"、 TこRがひ ιぅ，tjやまはんのさチ混ズ。)

一九二八年六月四日撮診。

第十六回。 ヌプロ~ .，ポ口上流コ於ケルわかぬぞ林。一九二八年六月四日撮影。
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