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雨龍演習林植物調査(第一報)

舘 脇 操

The Forest-Associλtions ancl the Ligneous Flora 

in the Uryu University Experimental Forest. (1) 

vd 
B
 

Misao Tatewaki 

緒 苧一一日

群落生態ヨ 9見タノV 森林型

樹種目録

命者 一一コ口

北海道帝岡 大 串 雨 龍 演 習 林 J、石狩園雨龍郡幌加内村ニ在1)，束径142
0

1'

-142
0
20'，北緯 44

0
3'-44029'ニ位 V，面積約 25.0つo町歩，石狩園北部ガ天盤閤ニ

深グ凹入セノV 雨龍川上流ニ介在寺内狭長ナノV ソノ束宇部ヲ占ム。

本報 J、1931年 10月 5日ヨ1)ro月 17日迄，下記ノ如キ日程ヲ以7'，本演習

林，添牛内，太釜，母子里各事務所ヲ中心ト寺内材料ヲ蒐集セノV 結果ニジア，雨
Yへ ウV ナ 4 プト11'マ唱 F

龍演習林植物調査第一報トナス。

著者 J、宮部y伊藤雨博士ノ御助言，新島博士ノ御助カニ深厚ナ }V謝意ヲ

表スノV ト共ニ調査ノ際砂ナカラヌ便宜ヲ輿へラ V ジ宇野徹治氏並ピエ

雨龍演習林各事務所各位ユ深謝ス。

調査日程(X， 1931.) 

X. 5. 八競ノ津附近。

?<. 6. ー競，二競ノ揮。
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X. 7・ 二競，四競ノ揮。

X. 8. 入競，四競ノ揮。

X. 9. 士別峠及八競ノ葎υ

X. 10. 三股附近。

X. 1 I. 太釜附近。

X. 12. 泥川林道。

X. 13・ 太釜ヨ 9ム 441m.ヲ探 9母子里。

X. 14・ 母子里ヨ 9太釜。

X. 15・ 太釜ヨ 9母子里。

X. 16. 母子里附近及ピモシ 9 '7ンナイ。

X. 17・ 母子里ヨ 9美 深2

群落生態ヨり見タル森林型 (山岳地帯ヲ除ク;。

1. 針葉樹林。

a. あかえぞまつ林。

あか乏ぞまつ 林 J、山岳下部ノ低源地若ク J、緩傾斜ニ基ク毛ノト，蛇紋

岩地帯ヲ基因トセノV モノトア 9。前者 J、太釜事業直ユ，稜者 J、幌加内事業

医ニ其女子例ア丸太釜事業医内ノあかえぞまつ林 J、典型的ナノV 毛ノユジ

テ，土壌的安定直型ト考察スι最モ安定ユ近キ J、林型上，あかえぞまつ-~

3 ノ形態ヲト 9 ，~ ~類 J、下草ノ濁占種トナ 9 ア，他ノモノノ存在ヲ許サ

ズ。~~類トジア J、ねまが 1) 1言、け，う bうぎ 3多キモ，時ニ忘くやまさfさヲ

混ズ。

純林型ヲ除ケバ一般エ

あかとど まっ しらかんば

在、かまど 乙しあよJら

1iけかんば

せんの主等

ヲ混滑れ濯木唐 J、むしか bヲ主木トシア，

の bのき 乙まゆみ みねかへて

みづなら

をがらば在
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乙ょうら〈つつじ まトほぼすのき さはふたぎ

等ヲ交へ，低性小潅木トジア，

つるしきみ は払いねつげ つるつげ いはつつじ

等ア 9。羊歯草本トシア J、y笹類少キ 所 ユ 屡 や し ら ね わ ら ぴ 優 勢 ト ナ JV

屯，:t>-ほまぴづる 3 ラコ V ニ実ギ，次ノ種類ヲ生ズ。

うちはまんねんすぎ つばめあもと つくばね~う

全んれい 3う 乙いち tムらん うすば 3いしん

あか.みのるゐ tよ、せうま ひろは 以め いち げ づ1?ゃくしゅ

ごぜんたちば在 や まいちゃ<~う たにぎきゃう

倒木上エ J、，ごぜんたちば在ノ他，うちはまんねんすぎ，つるしさみ，つる

つげ等ア 9ア，あか乏ぞまつノ幼木生ズ。

多少濃潤ノ所ユ J、下生植物トジア，やまど bぜんまい優勢ノコトア 9
0

ヵ、 lV所ニ於アノ、屠""多クノみづはせをヲ混ズ。叉，林内線原ユ J、きたよ

し沼野ア 9o1Tろは Eぜうつ在ぎ，:15-ほかさす.げ，泌氏なる乙すげ，1?ちぎば

ラしゅ，しろわれもかう，:15-ほばたちっぽすみれ，えぞのま忌ほばせんさう等

ヲ混ズ。而シテ潟原周遺ニ ρ けやまはんのさ，やちだもヲ生ズ。

b. とどまっ林。

と ど ま っ 林はあかとどまっヲ主木トジアあをとどまっヲ混ム一般エ

山岳中腹附近ョリ以下ユ生ズ。時ニ純林ヲ形成れねまが 9nけ，う bうぎ

~，おくやまざ 3 ヲ件フモ，普通若干ノ究ノ如キ澗葉樹種ヲ混ズ。

あん之 しらかんば nけかんば みづ在ら

ほ¥の 3 あづきなし いたやかへて しな

乙しあぶら 等。

濯木層 J、(*川下部=多ジ。)時=小喬木ヲ交へ次ノ種類ヨ 9成 lV。

*つのはしばみ*やまうるし キ乙まゆみ みねかへて'

乙全うらく あほばすのき 乏ぞくろうすご等。

低 性 小 護 木トジア J、p以めど tムいちと、，つるしさみ，は以いねつげ，つる

つげ等ア 9。一般=叉，つるあぢ 3ゐ多ジ。羊歯草本トジア笹類少キ所ニ'，.t、
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実ノ種類ヲ生ズ。

しらねわらび、

ししがしら

日め い もげ

bょうめん しだ

おほまひづ る 3 ラ

づ 12ゃくしゅ

やまいちゃく 3 う ほそばつる bんだう

たにぎ Bゃう等。

C. とどまっーあかえぞまつ林。

うさぎしだ

っばめるもと

うめ泊~ ~ ~う

乏ぞのょっぱ{JC'ら

と Eまつーあか乏ぞまつ林 J、山岳地下部=見 Jν 毛ノニ V アz屡々と E

まつ 優 勢 ノ コトア 9。下生群落 J、前二者ト酷似る〆，1iけかんば?ほほのき，在

なかまど，いたやかへで等ヲ混ズノV コトア 9。プトガマペツ川トモジ 9 ク

ンナイ川合流勲東部，ム441m.ノ下部エ〈笹類生ゼズ，濯木層ノ接逮セノV 本

林型ノ特殊地黙ア 9。濯木層 J、みねかへで，をがらば在ヲ主木トジ，z.えふ

ら しあほぼすの 3ヲ混ジp其下部ニ

ぴめと、 zよ、いちと、

は以いね つげ

いはつつじ等ア 90

草 本羊歯類トジテ J
、

しらねわらび

うちはまんねんすぎ

芯ほばのょっぱむぐら

2. 針潤混涌林。

つるし 3み

つるつげ

ならゐし 7さ

立与ほま以づる 3 う

たにぎ 3ゃう等。

からふとし 3み

はな [A 1)のき

ほそばのたうげしば

やまいちゃく 3 う

針澗混靖林ノ混靖形態，、ソノ地勢，土壌等ニ依 9一様ナラズ。林地安定

型へノ移行途上ノモノアム叉，渓谷=於ア J、ソノ形態ヲ保チア他ノ形態

ニ移行セザ JVモノア 9。今主ナノV 樹種ヲアグムニ，針葉樹 F シア川

あかと Eまつ あをとどまっ

(えぞまつ J、本演習林ユ J、極メア少シ。)

澗葉樹ト V アノ、

うだいかんば しらかんば

あかえぞまつ

だけかんば



(103) 

みづなら l3-(Aゃう やまく、、は

ほほのき ななかまど 乏ぞな在かまど

あづ 3攻し しろぎくら 乏ぞやまぎくら

しう b めいげつかへで いたやかへで

しなの主 Z しあぶら せんのき

みづき等。

下生、謹木トシア J、，下部ニ J、つのはしばみ，乙まゆみ多ク，上部ユ J、みや

まがまづみ多ジ。其他小喬木，濯木トジア主ナノV モノニ次ノ種類ア人

の b の~ やまあち、活ゐ しろぎくら

乏ぞゆづ bは やまうるし えぞまゆみ

日ろはつ bばな ま与がらばな みねかへで

と乏よ、らく むらさきやしほ るほぼすの 5

えを〈ろうすご さはよ、 kぎ えぞいほ~k 等。

向，羊歯草本低濃木ヲアグンユ次ノ如ジ。

をしだ 在らゐし 1i しらねわらび

bょうめんしだ うさぎしだ みぞし 1i

みやまわらび 3かげゐのて" ほそゐのて、

やまいねわらび るほみやまいぬわらび やまかもぢ〈・ 3

すげ類 ゆきぎ 3 ぎやうぢゃにんに〈

むほま(Aづる 3う ちと、ゆ b るほばたけしまらん

えぞすずらん うすば遣いしん むかどいら〈さ

乏ぞせうま るゐ乏ムせうま るほれいじんさう

る ゐ えムぼたん づたや〈しゅ 之みやまかたばみ

みやますみれ あふ叫すみれ えぞいちゃくさう

ぉほ~ <らさラ つまと bさう ~ぞ k つなみさう

あきのき 9 Æ..~ ラ つるあ bどほし ゃまにがな

蔓窒類トジア J、，つるあぢ~ l;J，いはがらみ，ったうるしやまぶ 1iう，けな

しやまぶ 1iラ，つるまさき，z.くは，またたびpみやままたたび等ア 90 
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3. 潤葉樹林。

a. ゃなぎ林iけやまはんのきーやちだも-~At林。

や 在 ぎ 林 J、河流=沿ヒア義違約下部ュ於ア J、，たちゃなぎ，えぞやなぎ，

Sぬゃなぎ々がばゃなぎ等主木トナ 9，三股上流ニ於ア J、蹴ネ攻がばゃ

なぎニ依 9代表セラノVoeろゃなぎ J、砂ク添牛内ヨ 9下 流 河 昨 = 認 ム )V

ノミ。下層群落 J、大睡=於ア三大別セラ )V

i ) いはのが hやす下層群落。

ii) きたよし下層群落。

iii) むにしもつけ-:t;-ほい neTーはんどん 3 うーあきたぶ主群落。

i )及ピ ii)ρ 林地下層型トジア初期ノモノユジア，多クノ、や在ぎ純林ト

結合 v，混 生 要素トシア次ノモノア人

ぬま芝< ~ がま

乏ぞぎぢょうつ在ぎ 以らぎしすげ

おほかさすげ 乏ぞか~すげ

みぞそば は日 3ん lまうげ

乏ぞあぷらがや

か 3すげ

みづばせを

乏ぞのあほばせんきラ等。

ii i) ノ下層群落出現 J、ゃなぎ類ノ他ニけやまはんの~，やち 7さも等ノ混

入ヲ件丸主成要素及ピ前二種ノ下層群落要素ノ他下記ノモノア 9。

tぞムゅのはなわらび 〈さそてつ かうやわらび

と<~ρぬぴゆ すげ類

乏ぞうばゅう 乏ぞぎしぎし あかそ

去とぞいらく 3 るほばたねつけばな ね乙のめさう

きつ bよ、ね :t;-ほばたちっぽすみれ うe

しゃく しろね類 乏ぞくがい 3ラ

ょっぱ以よ e1)ばな ごまな あぎみ類。

や在ぎ林 71'いたやーにれーし在のき株ニ移行ス )V途上，けやまはんの

き林ヲ経ア，けやまはんのさーやも 7さもーにれ林ヲ見， iii)ト結合ス。ヨノ場

合品川主木ノ他ニるにぐるみ，やまぐは，(Aろはのきはだ，やちだも等普通

=生ズ。
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b，) い?とやーしなーに点林。

本林型ノ形態ヲ有ス )V林地 J、y添牛内南方ー競，二競附近ニノミ見 )Vモ

ノニジアフ時ニ上流母子里附近=於アフ本林型=近キ林地ヲ見 JV=E:，樹種ユ

富ム 河昨 沃地及ピ丘陵地帯潤葉樹林ハ本演習林トジア ρ 南部ニ之ヲ見

)Vノミナ 9。今，本林内ニ生ズノV 主ナ )V樹種ヲ皐グンユ

ばつ之や在ぎ

けやまはんのき

まるぴょう

あづきなし

し在のき

おにぐるみ

みづなら

やまくやは

乏ぞやまぎくら

るほばぼ tl、いじゅ

しらかんば

にれ

きた乙ぶし

日ろはの 3はだ

みづき

等ニジア是等喬木ノ下ニ J、次ノ如キ小喬木，潅木ア 9。

~ぞいねがや

やまあち、 3ゐ

えぞっ1:>if!在

つのはし ばみ

ゑぞまゆみ

之まゆみ

の bの主

主忌ほっ bばな

かんぼ〈等。

下 生 群 落 J、屡ベトねまが1:>tlけ，う bうぎさニ左右セラ )V)V=E:，羊歯草本

等 J、種類ニ富ミ持主ナノV 毛ノ次ノ如ジ。

〈さそてつ いねがんそく bょうめんしだ

みぞした じうもんじしだ みやましけし芦

めしだ やまいねわ ら び 1 z.n.にわた b

ししがしら いはがねぜんまい くじゃくしだ

すげ類 はうちゃく 3 う るほあまど乙ろ

乏んれいきう あけぼのしゅすらん きいはいらん

以と bしづか むかどいらくさ あかそ

あ 3からまっ 乙んろんさう 忘とぎ b芯ラ

く3のすみれ うし 7之ささう うど

うまのみつば あまにう えを~ ~乙う

つる bんだう いけま 去とぞ 7とつなみさう

みやまたうばな 〈るまばきう あまちゃづる
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つるにんじん

みみかうも b

あきのき bんさラ 之んぎ〈

叉上記ノ他，所ニ依1) 7" ~、あほいた ë 9，うらげよぶすまさう，えぞよも

ぎ，は λどん 3ラ等相待チア大型草本下層群落ヲ形成シ，ょっぱ以よ eT 

ば;I'J:，乏ぞいらくさ，えぞあぎみ，15-ほぶ 3等混生ス。

向本潤葉樹林内ノ所令エ岩壁ア lV札所生種類少九

えぞいはてんだ みやまわらび 乙めがや

みっぱいは ベ ん け い やまは在遣う やまぶきせうま

まるば 3ん れ い 〈 わ

等ヲ着生スノV ニ過ギズ。

C. みづなら林。

本林 J、40001.前後ノ山背地ニ多ク，時ニし志の主ヲ混靖ス lVコトアリ。向

混生樹種トジア J、，1ざけかんば多キモ，少ジク下方ニア 9ア J、

とぎまつ しらかんば ほほのき

ななかまど べ に い たや いたやかへで

乙しあぶら せんの 3等ア 9。

下生群落 J川、概ネ笹類，:1怠与〈やまぎ~，し』やや乙たんち cねまが 9 1ださけ，ラ b

ゆうぎ~ノ占ム JV 所トナノlV。小喬木

へ dててCピ主芯忌ほばすのき等ア 1)0/1、瀧木ト V ア J川、つるし 3み'は以いねつけげ唄，つる

つげ，は在以 bの 3等ア 9久。

4. 山火後 J=次林。

本演習林，、山火ニ遭遇セノV 所極メア砂ナク，僅カニ添牛内事業医ニ存

， 

e民

• 

叫

4砂

‘ 

スノV モノト，太釜事業匝泥川流域ユ疑問ヲ附セラノ'VlV所r存スノV ノミナ1)0 • 

山火 後 二 次林ニ著ジキ要素 J、下部ニ於ア J、しらかんばニジア，コ V ニ

うだいかんば，1iけかんばヲ交へ品=んば林ノ一書林ナラザ JV時 J、，けやま

はんのき，CAろはのきはだ，やまうるしヲ混 v叉あづきなしいたやかへでp

し在のきヲ毛生ズ。

山火後二究株下層群落 J、概ネ笹類=占メラ V，ねまが 91iけ，めくまい
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~~ ~，う b ゅうぎ 3 等くま 1ρ ぎ 3 型::2 V ヲ代表ス。おくやまぎ~~、之ヲ見

JVヨト稀ナ1}，山火後初生二次林下ニえぞいちご屡ベト生ム下部ニ於ア J、，

在はしろいちご，ゑぴがらいちごヲモ生ズ。羊歯草本トジア J、わらび，や在

ぎらん著シキ二次要素ニジア，~んみづ μ~，ょっぱ乙A よ ë Tば私以め U

かしよもぎ，やまはは乙，のぼろぎしはんごんさう，かうぞ bな，12んほ。ほ。類

等宅生ズ。

5. はtAまつ J下降地貼 Z 就キ子。

本道ニ於'}"は日まつ J、高山ェ純群落ヲ展開スノV も屡々特殊地黙ニ下

降ス。添牛内事業医ニモソノ好例ア 9。概ネ蛇紋岩崩壊地黙ニジア層やコ

V ヨ 9 渓沿ヒニ下降ス。著者ノ観察セノV~、，

a.) 第四林班ロ競附近。

1'1.) 第五林 班 J、競附近。

7・) 第十四林班ロ競附近。

ニジア β)ノ下方ユ於ア J、深昨ノねまが T1ざけ中ユ生ゼノV モノア1}，::2

v等ノ崩壊地ヲ遁ジア興味深キ J、はぴまつト共ュ 9L-Tびゃくしん，(A

めゃしゃぶし，μβ はへぴのぼらず，ヱーほ tè. かねばらあ &~O いしもつけヲ件

へノV コトニシア，向つのはしばみ，えぞしもつけ，ちしまざくら，まるほばすの

~，乏ぞいほ.た等ノ濯木ヲ生ズ。

草本トジアハ

むら~ ~すすき

せうぜう すげ

あ 5からまつ

うめばもさう

以めなっとうだい

乙めがや

せうぜうばかま

乙からまつ

やまぶきせうま

立与とぎ 9~う

あほうしのけぐ 3

くるまゆ b

いはは te.ぎほ

っるきじ U しろ

もしまふうろ

あいねたちっぽ.すみれ まるばさい之 いぶきぢや乙う 3う

さばなのかはらまつば z ぞきね tè.~ う あ Bのき bんさう

。等ア 9 。叉錨道沿線附近崩壊地ニ~'，はまえの Z ろ，rAめいずゐ，ほそば〈

3ムぢ，をと乙よもぎ，ほそばをと乙よもぎヲ前述ノ諸種ノ間ニ混生セノV
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所ア 9。

向崩壊地=接ジアフ附近ニ J、概ネあか乏ぞまつノ純林ア 9。林型 J、あか

:r.ぞまつ-~~ニジア~~類 J、ねまが 9 1i け及ピラ b ゅうぎ~，時ニ b

くやまざ 3 ヲ混ズ。

6. 農耕 地 J雑草。

本演習林農耕地 J、 添 午 内 事 業 恒 ニハ稲作ヲ見 lV ;e:，概ネ畑作 9ユジア，

ばれいしよヲ主トジア，V、在主ぴ，乏んぱく，は 7さかむぎ，そば，1ざい之ん，~や

ベーぢ，在類，大小豆，にんじん，とまと等ノ作ヲモ見ノV。コノ農耕地ニ普通ナ

lV 雑草究ノ如ジ。

わらび るほあはがへ b きたよし

すずめのかたびら ながはぐ 3 :r.ぞぬかぽ

ねかきぴ かもがや 乙ねかぐさ

め以ぢ、は まからすむぎ いねびゆ

きん交の之ろ きつ胞のを るほあはがへ h

つゆく 3 ゐ 以 め す い ば

のrいわう みちゃ攻ぎ -いねたて

ぁほいね たて ゃなぎたて 11、之 4、こ

あほつめく 3 は CAきんは。うげ b ほば1zおつけば在

しろつめ〈苫 あかつめく 3 たちっぽすみれ

つ ぽ す みれ あほば乙 へら b ほば之

乙Aぎく どまな ぴめむかしよもぎ

や ま は は乙 :r. ~'よもぎ あほぶ、き

きくいも のぼろぎく か う ぞ b在

乏ぞの 3つねあさずみ ごぼう たんぽぽ類

あきのげし むにのげし のげし

.はちぢやうな
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雨龍演習林樹種目録

(高地帯除去)

Cymnospermae. 裸子部。

TA玄ACEAE. イチ井科。

Taxus L. いもゐ属。

Ta玄uscuspidata Sieb. et Zucc. Fl. Jap. Fam. Nat. II. (1846)， P・108.

和名。 いちぬ ~Æ.z. 。

産地，多ク針澗混靖林ユ生ズ。各所ニ産ス@

CEPHALOTAXACEAE. 1ヌガヤ科。

Cephalotaxus Sieb. et Zucc. いねがや属。

Cephalota玄usnana Nakai， in Tokyo Rot. Mag. XXXIII. ([919)， p. 193・

和名。 えぞかぬがや。

産地。澗葉樹林?若ジク J川、針潤混靖林内ニ生ズ

PINACEAE. マヴ科。

Abies Juss. もみ麗。

あかと、1;まつ@
lCt仁r一寸…干十ノ叶葱一鱗トU一戸バ寸手穏仲毒

毛鐙主果ノ葱鱗 P戸、穏鱗百リ長グ'/ /先先『可端l品Jノ戸、著 γ グ脊反 ス̂o'. ーー あかと V まつ。

Abies sachalinensis Fr. Schm. Fl. Sachal. (1868)， pp. 85， 8o. 

和名。 あかとどまっ。

産地。 時ニ小純群落ヲ形成ス。

Abies Mayriana Miyabe et Kudo， 1co札 Ess.For. Trees Hokkaido， (1920)， P・9，t. 3・

和名。 あをとどまっ。

産地。 あかとどまっニ混ジア散生ス。

Picea A. Dietr. 去とぞまつ属。

r樹皮戸赤褐色。一年生枝 ρ 赤褐色，同色ノ疎毛チ特生ス。葉ノ長サ 6- 12粍，横断面戸

1菱形。褐鱗 ρ 殆ト闘形。・ ・・ ・ ・ー ーー ー・ ー ーー ー・ ・2

l樹皮 ρ 帯黒褐色。一年生.枝戸淡責特旨色叉戸黄褐色，平滑。葉ノ長サ 18- 23粍，主主ノ横断

1商戸線朕楕関形。積鱗 ρfflJ卵 形 若 γ グ/'ff'J卵朕模形。 ・ ー・えぞまつ。
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{毛主果 F 暗紫色。・・・・・ ー・・ ・・ーー ・・・ ・・・・・・ あかえぞまつ.
2 < 

1重量果 ρ 緑色叉戸黄緑色。 ・・ ・ ・ ー・ ・・・ ・・・・・あかみのあかえぞ.

Picea Glehni Mast. in Gard. Chron. n. ser. XIII. ([ 880)， p. 300・

和名。 あかえぞまつ。

産地a 屡々純林ヲ形成ス。太釜事業直附近ニ最モ多ジ。

form. chlorocarpa Miyabe et Kudo， Icon. Ess. For. Trees Hokkaido， ([ 920)， p. 16. 

和名。 あをみのあかえぞ。

産地a あか乏ぞまつ林中ニ混ズ。

備考。 本品種 J、綾志間ニ産スノV ヨトノミ報ゼラ V ジタt，本林ユモ

所令ニ生ズ。

Piceajezoensis Carr. Trait. Conif. (1855)， p. 255・

和名。 えぞまつ。

産地。林中ニ散生ス。母子里事業同ニ多ジ。

備考。 えぞまつノ極メア勘キ J、?林地考究上・注目スベキ事ナ 90

Pinus L. まつ属。

Pinus pumila Regel， in Cat. Sem. Hort. Petrop. (1859)， p. 23・

和名。 はaまつゆ

産地。 高地ニ普通ナノV モ，蛇紋岩崩壊地ニ生ズ。諜牛内事業国ニ産ス。

CUPRESSACEAE. ヒJキ科。

]uniperus L. ねず属。

Juniperus communis L. var. montana Ait. Hort. Ke札 III.(1788)， P・4[4

和名。 りL9びや 4しん。

産地。 蛇紋岩崩壊地エ生ズ
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Angiospermae. 被子植物。

υi c 0 t y 1 e d 0 n e a e. 隻子葉類。

Archichlamydeae. 古生花被匝。

SALICACEAE. ヤナギ科。

Populus L. は乙ゃなぎ属。

Populus Ma玄imowic~ii A. Henry， in Gard. ChrOll. ser. 3， LIII. (1913)， p. 189・

和名。 ど 8ゃなぎ。

産地。 下流ノ河昨ニ生ズ

Sa札liはxLし~やP 在ぎ属。

線b
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1:[つ二 0 なぎ。

2 

3 

4 

さね?なぎ。

なが 1:[-?なぎ。

{雌花ノ萄ニヌ、 y ノ線設多数ノ並列jセル線黙チ有ス。..

4イF晶棄戸二個。托葉戸屡骨綴者。ー・ ・・ ー・ ・・ ・ー ・・ ・・えぞ弓コなさ。

!雌花ノ葱ユヌ、 y ノ線透腺黙チ有セズJ往来 ρ 三倒。 ・・ ・ ・・ ・・ ・・ 7こち唱なぎ。

Sali玄 triandraL. var. discolor Anders. in DC. Prodr. X1I. 2. ([ 868)， p. 203・

和名。t;ごちゃなぎ。

産地a 河昨ニ生ズ。添牛内事業匝ニ多ジ。

Sali玄 BakkoKimura， in Tolザ oBot. Mag. XLII. ([928)， p・568.

和名。 ほ ・ っ と や な ぎ 。

産地3 林野ニ生ズ。

Sali玄 LackschewitzianaToepぽU，in 0白 terr.Bot. Zeits. LXVI. (1916)， P・402.

和名。之ぞゃなさ。

産地a 河昨ニ生ズ。

Sali玄 yezoensisKimura; in Sc. Rep. Tohoku 1mp. Univ. Biol. VI. 2・(1931)，p. 191・
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和名。 きぬゃなぎ。

産地3 河昨ニ生ズ。

Ssali玄 sachalinensisFr. Schm. FI. Sachal. (1868)， p. li3・

JUGLANDACEAE. クルミ科。

Juglans し くるみ属。

Juglans Sieboldiana Maxim. in BulI. Acad. St. Pd己rsb.XVIII. (1873)， p. 60・

和名。~忍み~にくるみ。

産地。 多ク津沿ヒニ生ズ。下部ニ多ジ。

BETULACEAE. カバ Jキ科。

'Coryius L. つのはしばみ属。

Corylus Sieboldiana BI. in Muss. Bot. Lugd. Bat. 1・(1850)，p. 310. 

和名。つのは L陰み6

産地3 澗葉樹林下叉 J、針澗i昆靖林下ニ多 v。

Betula L. かばのき属。

(葉戸深ゆ長サ 9一 明。 うにいかん rr.。
葉 p 図 l肉J，裁脚，時=或戸タジグ心、脚。

J果序 y、直立。
2 < 

1果序丹下重。.‘

i老樹ノ樹皮戸縦裂ス。
3 1 

1樹皮戸厚グ堅グ剥グ。

2 

3 

4 

えぞの gげかん!1'。

..1)つ l工gかん !f。

i樹皮 P 薄グ.帯黄白色 =γ テ光 f事チ有 V，務暦チナ γ テ剥離ス。" ・・ ・・しらかん!1'。

4 1樹皮 ρ 帯灰色，皮自著 γ グ，?tごいかん !fニ似，柏、々厚潜チナ V テ剥離 λ。

1・ ・ ・ ・・・・・・・・・ ・・・ ・・・ さくらかん !f。

Betula Ma玄imowicwiczianaRegel， in DC. Prodr. XVI. 2. (1864)， p. 180. 

和名。;1さいかん陰。

産地コ 針?闇混靖林，時ニ針葉樹林ニ生ズ。

Betula Tauschii Koidz. Fl. Sym. Or.-As. (1930)， p. 35・

和名。 しらかんほJ

産地a 各所ニ生ズ。

var. Unoi Tatewaki， n. v. 

Cortex hujus va巾 tatIsEetulae Maxiωz防
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和名。 き4らかん勝。

産地。 多ク針澗混靖林エ生ズ。

Betula Ermani Cham. in Linnaea VI. (1831)， p. 537・

和名。 だけかん隊。

産地。 各所ニ生ズノV モフ針滴混靖林内ユ多ク散生丸山岳地帯=於7"

J、純林ヲ形成スノ'v::zトア 9。

var. corticosa Nakai， Rep. Veg. Mt. Daisetsu， ([930)， p. 12. 

和名。 あつはだかんほ。

産地3 針澗混靖林ニ生ズ。

Alnus L. はんのさ属。

1 1葉 p、卵扶披針形叉 ρ 披針 形。 -

1葉戸卵!伏精固形乃至図形。..

2 

3 

{側脈，..10割以下。葉柄 ρ 約 4税。 ー .. ・ ・・ ・・ えぞ Itんのき。
2 ， 

(側脈戸 12望者以上。葉柄戸短 V。托葉戸大二;y7'，長篇厨形叉 y、銭形。・・ひめ『コし~ぷし。

{葉裏有毛。葉線 y、浸裂若グ ρ 不済鋸歯。 ・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ 4
3 1 

1葉裏平滑。葉線 p、鋭吠重細鋸歯， )1ノ尖端 ρ 硬化ス。・・ ・・ ・・ ・・ ・・み。まはんの告。

{葉，、卵吠楕固形叉 ρ 農務固形，不発銀歯縁。・・ ・・ ー・ ・・ ・・ ・・ ・・ひろははんのき。
4 1 

1業 ρ 図形叉戸康卵形，羽扶=浅裂 γ，裂片 P 不斉重鋭小牙歯チ有 λ。t1~まはんのき。

Alnus japonica Sieb. et Z山 c.var. arguta Call. in Fedde Repert. Spec. Nov. X. ([91 [)， 

p.228. 

和名。 えそーはんのき， やもはんの主。

産地。 潟 i閏ナノV 低地ニ生ズ。

Alnus borealis Koidz. in Tokyo Bot. Mag. XXVII. ([913)， p. 145・

和名。tAろははんのき。

産地3 潟潤地ニ生ズ。母子里事業匝ニ産ス。

Alnus hirsuta Turcz. Cat. 1'1. Baical. ([ 838)， p. IOI. 

和名品 けやまはんのき。

産地コ混性地ニ生ズ。

Alnus fruticosa Rupr. Beitr. Plianzenk. Russ. Reich. II. (1845)， p. 53・

和名。 みやまはんのき。
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産地。 高地ニ多キモ?時トシア針澗混靖林内ノ渓昨ユ生ズc

Alnus pendula Matsum. Revis. Alni Spec. Jap. ([902)， p. 6. 

和名。tAめゃしゃぶし。

産地。 崩壊地ニ生ズ

FAGACEAE. 7'ナ科@

Quercus L. かし属。

Quercus crispula BI. in Mus. Bot. Lugd. Bat. I. (1850)， p. 298. 

和名。みづなら。

産地a 各所ニ生ズ。

ULMACEAE. :.レ科。

Ulmus L. にれ属。

)葉市内…………ー麹果項
端ユア人・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ .. .. .， 1は工るにれ。

葉ノ先端".、通常三乃至七浸裂

下部ユアリ九。 ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・おひ ιう。

Ulmus propinqua Koidz. in Tukyo Bot. Mag. XLIV. (1930)， P・95・

和名。~Jtt， あか 1i"1b 0 

産地a 多ク肥沃ナノV 津沿ニ生ズ。

Ulmus laciniata Mayr， Frem. Wald. u. Prakb. ([906)， p・523・

和名。 おaょ，， :t;.. v¥.ようにれョ

産地a 揮沿叉 J、山腹ニ多ジ。

MORACEAE. クハ科。

Morus L. くは属。

Morus bombycis Koidz. in Tokyo Bot. Mag. XXIX. (1915)， p・313・

和名。やまとは。

産地3 澗葉樹林ニ多シ。

LORANTHACEAE. ヤドリギ科。

Viscum L. やど bぎ属。

，~どりさ。(果貨黄色。

果賞燈赤色。 めかみの。どりさ
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Viscum album L. var. lutescens Makino， in Tokyo Bot. Mag. XXV. (1911)， p. 17・

和名。 やどりぎ。

産地3 みづならニ寄生ス。

var. rubro・aurantiacumMakinoパ.c. 

和名。 あかみのやどりぎ。

産地3 みづ在らニ寄生ス。

BERBERIDACEAE. メギ科。

Berberis L. めぎ属。

Berb匂risRegeliana Koehne， ex C. K. Schn. Ill. HancIb. Laubholzk. 1. (1906)， P・315・

和名。 uろはのへびのほらず。

産地3 蛇紋岩崩壊地ニ生ズ

班AGNOLIACEAE. モクレン科o

Magnolia L. もくれん属。

(葉戸倒卵形乃至倒卵駅長橋固形，長サ 18ー州側戸ト 24封。 liliのさ。

葉戸慶倒卵形，長サ 6-16枇側脈戸 10-12調。・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ きたこぶし。

Magnolia obovata Thuub. in Trans. Linn. Soc. 11. (1794)， P・336.

和名。 ほほのき。

産地3 各所ニ散生ス。

Ma伊loliaKobus DC. var. borealis Sarg. Tr. & Shr. II. (~908)， p・57・

和名。 き?ごと必ミ L。

産地， r.間葉樹林ニ生ズノV モ其ノ量砂ナシ c添牛内事業匝ユ生ズ。

SAXIFRAGACEAE. ユキ Jシタ科。

HycIrangea L. あち、 3ゐ属。

r藤本。葉 ρ 虜卵形，上面脈1:，殊=主脈上=毛茸者・ 5〆。葉柄戸来身ト同長，或 ρyv ヨ明

|長 γ。花位二。推奨十五。・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・ー ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ つるわずさゐ。

l滋木。葉 P 楕図形乃至卵扶披針形，上面軟毛散在，葉柄 ρ 葉身=比 V 者ジグ短 V。花性

l三。雄喋十。 ・・ ・・ ・・ ・・ ・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ 2

i葉 ρ 楕固形乃至卵朕椅闘形，鋸歯縁。花序 ρ 厨錐駅.不性花ノ苓片戸白色。のりうつぎ。

2 i 葉，、卵朕 f皮針形，粗鋸歯緩Jt~ 序 ρ 徽房状。不性布ノ苓片 ρ 碧色戎戸帯赤色。

¥.. .. •. •. .. .. .• •• .. ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 0 まあぢさゐ。
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Hydrangea paniculata Sicb. in Nov. Act. Acad. Leop. Carol. XIV. 2・(1829)，p. 690・

和名。 のりのき~ぴ 120

産地。各所=生ズ。

Hydrangea acuminata Sieb. et Zucc.刊.Jap. Fam. Nat. I. (1835)， p.l06. 

和名。やまあぢきぬ。

産地。津沿ヒニ生ズ。潤葉樹林下ニ多ジ。

Hydrangea petiolaris Sieb. et Zucc. FI. Jap. Fam. Nat. 1. (1835)， p. 106. 

和名。 つおあぢきぬ。

産地。 各所=生ズ。

Schizophragma Sieb. et Zucc. いはがらみ属。

Schizophragma hydrangeoides Sieb. et Zucc. Fl. Jap. Fam. Nat.1. (1835)， p. 58. 

和名。 いはがらみ。

産地。各所ニ生ズ。

ROSACEAE. バラ科。

Spiraea L. (sensu Maximふ しもつけ属っ

(葉 戸叶叩層卵舵H引!糊伏

葉 P戸、 J長毛楕闘 H朕犬，鋭E頭頁，全線叉 P戸、先端二三歯縁，下商葉柄ト共コ毛茸符、 j生牛生.。 えぞしもつtr。

I 葉 P 小形，長サ 3-4t~。ー・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・ ・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ まる 11しもつ tro
2 0/ 

1 業戸大形，長サ 5-7~事，鋸歯大キグ丸 V。・・・ ・・・ ・ ・・・・t)ぽいしもつげ。

Spiraea betulaefolia Pall. Fl. Ross. 1. (1784)， P・33・

和名。 まる蛤しもつけ。

産地3 崩壊地ニ生ズω

var. grandifolia [Nakai， Rep. Veg. Mt. Apoi， (1930)， p・29']

和名。 あほい Lもつけ。

産地3 崩壊地ニ生ズ。

Spiraea media Schm. in Oestrr. AlIgcm. Baumz. 1. (1792)， P・53・

和名。えぞしもつ rtt，

産地J 河岸岩地，崩壊地ユ生ズ。

Sorbaria A1. Br. ほぎ 5在なかまど属。
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(葉裏無毛。 えぞの lまざさなな古まど。

葉裏有毛0 ・. .. .. .• •• .• •• .. •• " .. .• .. •. Iまざきななかまど。

Sorbaria stellipila C. K. Schn. III. Handb. Laubholzk. I. (1906)， P・489・

和名。 えぞほざき Lもつけ。

産地。 河岸ニ生ズ。

var. incerta C. K. Schn. 1. c. p. 490. 

和名。 ほざきななかまど。

産地。 河岸ニ生ズ。

Sorbus L. 在意かま E属。

(潅木深叶々 革 質 ， 表 面 暗 線 色 =-y テ清潔ア川、葉片戸 9-1I。 川ねななかまム

祷木。業 ρ 膜質，表面鮮緑色，小業片戸 11-170.. ・・ ・・ ・・ ・ ・・ ・・ ・・ ・・ 2

i葉 ρ 一般=小型A、業片 ρ 楕聞紙披針形叉戸披針形。 ・・ ・・ななかまど@
2 -i 

1葉 P 一般 Z 大明。小業片 ρfflj卵!伏f皮針形，鈍脚，縁漫ノ鋸歯犬。一 えぞななかまム

Sorbus sambucifolia Roem. Fam. Nat. Syll. Fasc. III. (1847)， p. 139・

和名。たか鼠ななかまど。

産地a 時ニ渓昨ニ生ズ。

Sorbus commixta Hedl. Monogr. Sorb. (1901)， p. 38. 

和名。 ななかまど。

産地。針葉樹林若ク J、針澗混靖林ニ生ズ。

Sorbus macrophylla Koidz. Fl. Sym. Or. -As. (1930)， P・55・

和名 2 えぞななかまど。

産地3 針葉樹林若ク J、針澗混靖林ニ生ズ。

Micromeles Decne. あづきなし属。

Micromeles alnifolia Koehne， in Gatt. Pornac. in Wissen. Beil. Falk. Realg. Berl， 

(1890)， p. 20. 

和名， あづきなし。

産地3 林地各所ニ生ズ。

Crataegus L. ~んざし属。

Crataegus chlorosarca Maxim. in Bull. Soc. Nat. Mosc. LIV. (1879)， p. 20. 
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和名。~ろみのさんざし。

産地。澗葉樹林若グ J、針澗混靖林ニ生ズ。母子里附近=多ジ。

Rubus L. ~いちご属。

(金 繰 務 色 腺 質開。毛密税引ニ王手島色腺毛密生ス。

全 株禍色腺毛符生セズ。芳片ユ宅褐色腺毛テ γ。

i業戸 三中 裂宥グ戸時=車一。
2 < 

!業，、烏足}伏五出，若グ ρ 三出。

I 葉ヌ、鳥足~長五: al. .. 
3 -{ 

(葉 P 三 出 叉 ρ 五出葉片(二重苦小葉)チ有 λ。

えぴがちいちご.

2 

( <まいちこす

3 

ひめごえふいちご。

4 

I葉ノ先端 ρ 一般=固形=-.0/テ不斉叉 p 侠刻朕歯牙草案。花鱗内曲ス。・・ ・・ ・・ ・・ 5 
41 

f葉ノ先端銭尖顕叉 ρ 鈍顔。花郷戸直生，叉 y、開由。.. .• .• 6 

i葉 y、三出。

5イ
1長枝ノ葉 p、五出，小葉片 p、腕狭 V。

6 J葉 裏 白 色 宥 軟毛チ有ス。

1禁裏白色密軟毛チ有セズ。..

TょItし Jちいちご。

-えぞ 11.Itしろいちご。

ーうちじ J， えぞいちご。

えぞいちご。

R由 uspseudojaponicus Koidz. in Tokyo Bot. Mag. XXV. (1911)， p. 74・

和名。~母ごえふいちご， とげなしご乏よ、いちご。

産地3 針澗混靖林1針葉樹林下=生ズ。

Rubus parvifolius L. Sp. Pl. ed. 1， (1753)， p. 1197・

和名。 なはしろいちご。

産地3 澗葉樹林ユ生ズ。

var. subpinnatus Nakai， Rep. Veg. Apoi， (1930)， p. 11・

和名。えぞなは L';いちご。

産地主澗葉樹林内ニ生ズ。

Rubus phoenicolasius Maxim. in B¥Jll. Ac. St. Petersb. XVII. (1872)， p. 160. 

和名。之びがらいちご。

産地J 澗葉樹林内ニ生ズ。

Rubus strigosus Michx. Fl. Bor. Amer. 1. (1803)， p. 297・

和名。 ラらじろえぞいちご。

産地3 各地路建ニ生ズ。

var. kanayamensis Koidz. Fl. Sym. Or. -As. (1930)， p. 56. 
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和名。えぞいちご。

産地， 時ニ路遺ニ生ズ。

Rosa L. ぃばら麗。

Rosa acicularis Lind1. var. Gmelini c. K. Schn. II1. Handb. Laubholzk. 1. (1906)， p. 

582. 

和名。 おほたか鼠降ら。

産地。 蛇紋岩崩壊地ニ生ズ。

Prunus し さくら届。

i葉戸必脚。 ーしうゆ。

葉 p、心、脚チテサメ。 2 

{葉戸小型，粗大重鋸歯縁。縦房様花序。花 P 小型，径1.8糎。 ・・ ・ー ・ー ・・ しろざくら。
2 ~ 

1業戸大型，長田重鋸歯縁。織形花序。花 P 径約4・5糎。・・ ・・ ・・ ・ ー・ ・・ ・・ ・・ ・・ 3 

{喬木。葉戸乎滑，概ネ鋸歯縁，時二重鋸歯縁。核果戸球形，叉 ρ 卵朕球形。・・えぞ『コまざ〈ら。

3イ小喬木叉戸港木。葉裏及ピ苓ユ細毛チ生ズ，二重鋸歯叉 ρ 三重鋸歯縁。花戸稿、々小型。

1核果 y、卵形。 ・ ・ ・・ ・・ ー・ ・ ・・ ・・ ・・ ちしまざ〈ら。

Prunus班a玄imowicziiRupr. in Bull. Acad. Phys. Math. St. Petersb.XV.(1856)，p. 131. 

和名。 しろぎ 4ら， みやまざくら。

産地。 針澗混靖林ニ生ズ。

Prunus Sangentii Rehd. in Mitt. Deutsch. Dendr. Ges. XVII. (1908)， p. 159・

和名。えぞやまぎ 4ら。

産地2 澗葉樹林?針潤i昆靖林ニ生ズ。

Prunus kurilensis Miyabe， ex Take白， in Tokyo Bot. Mag. XXIV. (1910)， p. 11. 

和名o' ちしまざ 4ら。

産地3 崩壊地附近及ピ針葉樹林 内 ユ 生 ズ 。

Prunus Ssiori Fr. Schm. F1. Sachal. (1868)， p. 124・

和名。 L; 9， しう hぎくら。

産地3 針澗i昆滑林ニ生ズ。

RUTACEAE. へンルウタ科。

Phelloder凶・onRupr. ~は11.属。

Phellodendron sachalinense Sarg. Tr. & Shr. 1. (1905)， p. 199・
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和名。 u.;はのきはだ。

産地a 調葉樹林3若グ J、針澗混靖林ニ生ズ。

Skimmia Thunb. みやましさみ属。

Skimmia repens Nakai， in Tokyo Bot. Mag. XLJ. (1927)， P・505・

和名。 つおしきみ。

産地。 樹 蔭ニ生ズ。

EUPHORBIACEAE. タカトウダイ科。

DaphniphyIlum Bl. ゆづ bは属。

Daphniphyllum humi1e Maxim. apud Fr. et Sav. Enum. 1'1. Jap. II. ([ 879)， p・488.

和名。えぞゆづりは。

産地2 針葉樹林，若グ J、針澗混靖 林 下 ニ 生 ズ 。

ANACARDIACEAE. ウルシ科。

Rhus L. うるし属。

(気根性藤乳業 P 長柄三由。

小喬木型。葉丹羽朕複葉。-

Rhus trichocarpa Miq. in Ann. Mus. Lugd. Bat. II. ([ 866)， p. 84. 

和名。やま ;sし。

産地。 各所=生ズ。

Rhus ambigua Laval. apud Dipp. Laubholzk. II. (1892)， p. 378. 

和名。ったラ港し。

産地。 各所ニ生ズ。

IRICACEAE. 毛チ Jキ科。

IIex L. ももの 3属。

i低小断。わ雛 賞 。 花 戸 数 個 集 。 テ 二 年生枝=刷iス。

小濯木。葉 p、革質.雌花，、皐立。

ったうるし。

やまうろし。

つるつげ.

2 

i葉戸倒卵形乃至侠倒卵形，戎戸慶靖国形。核果 ρ 黒熟。・ ー・ ー. " I"!ひいぬつげ。

2 i葉 ρ 先端精々鋭形，項目形乃至椅園駅披針形，葉ノ表面ニ中除著ジ。核果戸赤熱。-

1 ・ ・・・ ・ ・ ・・・ ‘ ・ ・ - わかみのいぬっげ.

I1e玄 radicansNakai， Rep. Veg. Mt. Apoi， (1930)， p・37・

和名。 はUいぬつげ。
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産地。 主ニ針澗混靖林ニ生ズ。

Ile玄 SugerokiMaxim. in Mem. Acad. St. Petersb. ser 7. XXIX. (1881)， p. 35・

和名。 あかみのいぬつげ。

産地。針葉樹蔭，若シグ J、渓昨ニ生ズ。

Ilex rugosa Fr. Schm. Fl. Sachal. (1868)， p. 122. 

和名。つおつげ。

産地。 多ク針葉樹蔭ニ生ズ。

CELASTRACEAE. ヴルウメ毛ドキ科。

EvonyアmusL. にし 3ぎ属。

(藤本。業戸常縁。

喬木叉戸港木，落葉性。

つるまさき。

2 

t葉 p、小形，長サ 3-5糎。務 y、基部迄I列裂。
2 ~ 

1葉 ρ6- 12糠。務戸深グ中裂ス。

i花 序戸 葉ョ甲屯短 γ。。

3 1 
1花序 y、業ョ 1] 毛長 γ。

-こまゆみ。

・・ 3 

4 

戸、J

i冬芽戸小型，囲錘形， 5粍チ過キズ。花戸帯緑色。果貰無麹。・・
4 ~ 

1冬芽戸伸長 γ ，1粧前後。花 p、m紫色ω果賞有麹。

{葉戸卵吠乃至倒卵形，園脚，花線 5 。果賓~麹。-
5 1 

1葉?'f:flJ卵!伏梼図形，模 1向。花郷4。果賓有翼。・・

えぞまゆみ3

むちさきつり Ifな。

6 

ひろはのつり If1"。

6 J果貧戸稜線隆起セズ。・ー
d 

|果賓 p、五稜ユ V テ稜線隆起人

えぞつり Ifな。

お lまつり Ifな。

Evonymus alata Sieb. var. subtri畳oraFr. et Sav. Enum. Pl. Jap. 11. (1879)， p. 311・

和名。 とまゆみ。

産地a 多ク澗葉樹林，若ク J、針澗混治林下ニ生ズ。

Evonymus hians Koehne， in Gartenfl. LIIl. ([904)， p. 33・

和名。 えぞまゆみ。

産地a 澗葉樹林，若クノ、針澗i昆靖林ニ生ズ。

Evonymus planipes Koehne， in Mitt. Deut. Dend. Ges. (1906)， p. 62・

和名。 おほつりは・な1:うちんまゆみ。

産地a 澗葉樹林，若ク J、針?闇i見靖林ニ生ズ。

Evonymus yesoensis Koidz.日.Sym. Or. -As・(1'930)，p. 13・
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和名。 えぞっ pほ・な。

産地。 潤葉樹林，若グ J、針澗混靖林ニ生ズ。

Evonymus macroptera Rupr. in Bull. Acad. St. P己tersb.XV. (1857)， p・359・

和名。 u;;はつり惨な。

産地。針潤混靖林，若ク J、針葉樹林=生ズ。

Evonymus sacha1inensis Maxim. in Mel. Biol. XI. (1881)， p. 185・

和名。 むらさきつり惨な。

産地。 針葉樹林，若グ J、針澗i昆靖林ニ生ズ。

Evonymus japonica Thunb. var. radicans Miq. in Ann. Mus. Lugd. Bat. II. (1866)， 

p.86. 

和名。 つるまさき。

産地a 各所ニ生ズ。

ACERACEAE. カヘデ科。

Acer L. かへぐ属。

(花戸総状花序o葉ノ裏面 ρ 葉柄 l共=紘毛チ布グ。 おがら It11.0 

花序 p、総駅ナヲメ。葉ノ裏面一帯ニ縫毛ヂ布カズ。ー-

i業ノ裂片 ρ 全線。
2 -1 

1業ノ裂片戸鋸歯縁叉 ρ 重鋸歯縁。

2 

3 

4 

I葉 p、概ネ 5中 裂。果麹戸鈍角・ ・ ・べにいれ 0。
3 i 

1葉 p、概ネ 7中裂。果麹ノ、鋭角 0 ・ー ・・・・・・・ ・・・ ・ えぞもみぢ7 ぃ Tこ~。

t葉 y、概ネ 5中裂。秋ニ黄葉ス。花序 y、完全花ヨリナル。雄褒 ρ 花盤ノタi、方ユ着生。

，.. ..・ みねかへぐ。
4 i 
l葉 p、7乃至 II中裂秋=紅葉ス。花序戸雄性雑居花3雄薬 ρ 花盤ノ内方=着生。・

¥ •• ー・ ・ ・ ・ ・めいげつかへぐ。

Acer ukurunduense Trautv. et Mey. Fl. Ochot. (1856)， p. 24・

和名。 おがらほ-な， ほざさかへで。

産 地 。 針澗i見靖林叉 J、針葉樹林ェ生ズ。

Acer japonicum Thunb. Fl. Jap. (r784)， p. r6r. 

和名。 はラちはかへで， め い げつかへで。

産地3 多ク針潤混靖林ニ生ズ。



Acer mono Maxim. var. acutissimum Nakai， Rep. Veg. Apoi， (1930)， p. 22. 

和名。えぞもみぢいたや。

産地。澗葉樹林，針潤混靖樹林=生ズ。

Acer Mayri Schw. in Mitt. Deutsch. Dendr. Ges. (1901)， p. 58. 

和名。ベにいたや， あかいたや。

産地。澗葉樹林，針澗混靖林ニ生ズ。

Acer Tschonoskii Maxim. in RuIl. Acad. St. Petersb. XXXI. ([886)， p. 24・

和名。 みIdaかへで。

産地。針澗混靖林，針葉樹林下=普通=生ズ。

VITACEAE. 7'ダウ科。

Vitis L. ぶ7さう属。

(123) 

(葉戸下面赤禍色綿毛問。 。まぶ 1ごう。

葉 p、下商綿毛疎ニ戎 p、除=沿 7 テ 散 生 ス

Vitis Kaempferi Koch， Hort. Denclr. (1853). p・47・

和名。やまぶだラ。

産地。各所ユ生ズG

t:げしま『コまぶ fごうの

ver. glabrescens Rehd. in Journ. Arn. Arb. VII. ([926)， p・31.

和名。?とけしまやまぶだラ， けなしやまぶだう。

産地。針澗混靖林ユ生ズ。太釜事業医ニ産ス。

TILIACEAE. シナ Jキ科。

Tilia L. し在のき属。

/葉丹精骨思形，長サ 5 乃至 8f~，概ネ念遠鏡尖顕，必脚，下面:zp. ì'骨，花序 ρ 房 ~I先様。

1 ・・・・・ ・ ・・・ ・ ー ・ ・・・ ーしなのき。

I ~葉 ρ 問状卵形，長サ 8- 14 糎，不斉心、脚，下商工灰色ノ密軟毛チ有ス。花序戸繁織状。

¥ .. .. .. .. .. .. .. " .. .. .. ・ お lまIflまだいじゅ。

Ti1ia japonica Simk. in Math. KoezI. XXII. (1888)， p. 326. 

和名。 しなのき。

産地3 澗葉樹林，若ク J、針澗混清林ニ生ズ。

Ti1ia Maximowicziana Shirasawa， in RuII. CoII. Agr. Univ. Tokyo， IV. 2. (19∞)， p. 

158. 
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和名。 おほ蛤tまだいじゅ。

産地。澗葉樹林中ニ生ズ。

ACTINIDIACEAE. -tt Jレナシ科。

Actinidia Lindl. またたび属。

I菊戸紫色。葉 ρ 暗緑色=ジテ光津ア l}，婿閲扶，慨ネ図・脚，刻尖鋸歯縁。 ー・ こくわ。

1 -{蔚戸黄色。葉 ρ 緑色，康卵朕，花候~ .7、枯葉部分的=廃色スルヨトア~ ，岡脚或戸心、脚，

{微凸尖鋸歯縁0 ・ a ・ ・ ・・ ・ ・・ ・・ ・ ・・ ーー ・・ 2

{葉 ρ 部分的ユ白色，叉戸黄色，概ネ国脚，阪上嘉毛手数生ス。 ー・ ・ ーー まれたぴ"
2 < 

1葉ハ部分的ニ白色，叉戸桃色，織ネ心脚，阪上鹿毛チ布キ，花序繊細ナザ。みやままれ1:ぴυ

Actinidia arguta Planch・:Miq. Pro1. Fl. Jap. (r867)， p. 203・

和名。 と ~;b， ~る在し。

産地二 多ク澗葉樹林，若ク J 、針澗混靖林ニ生ズ。

Actinidia Kolomikta Rupr. et Maxim. Prirn. Fl. Arnur. (r859)， p. 63・

和名。 みやままた?とぴ。

産地。 各所ニ生ズ。

Actinidia polygama Planch. : Miq. 1. c. 

和名。 またたび。

産地。 多ク?闇葉樹林，針澗混靖林ニ生ズ。

ALANGIACEAE. ウリ Jキ科。

Marlea Roxb. ラ bの 3属。

Marlea macrophylla Sieb. et Zucc. var. trilobata Nakai， F1. Sylv. Korea. XVII. (1928)， 

p.26. 

和名。 おほ踏ラりのき。

産地。澗葉樹林ニ生ズ

ARALIACEAE. ウコギ科O

Aca凶 10panaxMiq. う乙ぎ属。

Acanthopana玄 sciadophylloidesFr. et Sav. Enum. P1. Jap. II. (1879)， p. 378. 

和名。 としあぶら， あぶらと。

産地。 多ク針澗混靖林，若ク J、針葉樹林ニ生ズ。
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Kalopanax Miq. は bぎ b属Q

Kalopana玄 pictumNakai， Fl. Sylv. Korea. (1927)， p・34・

和名。 はりぎり。

産地3 各所ニ生ズ。

Aralia L. 1zらのき属。

Aralia elata Seem. in Journ. Bot. VI. (1868)， p. 134・

和名。たらのき。

産地9 燥世二次林ユ生ズ。

CORNACEAE. ミヅキ科。

Cornus HiIl みづ主属。

Cornus controversa Hemsl. eχPrain， in Bot. Mag. CXXXV. (1909) t. 8261. 

和名。みづき。

産地ゆ 各所ユ生ズ。

Chamaepericlymenum Hill ごぜんたちばな属。

Chamaepericlymenum canadense Aschers. et Graebn. Fl. Nordost Flachl. (1879)， p. 

539. 

和名。 ごぜんたちほ司な。

産地。針葉樹林下ニ生ズ。太釜事業直ユ多ジ。

Metachlamydeae. 後世花被亜門。

RHODORACEAE. シャクナゲ科。

Tripetaleia Sieb. et Zucc. ほっつじ属。

Tripetaleia bracteata Maxim. in BuII. Acad. Sc. St. P己tersb.XI. (1867)， p・433・

和名。みやまほっつじ。

産地。 針澗混靖林中ノ渓昨ユ生ズ 。

Rhododendron L. しや〈在げ属。

Rhododendron Albrechtii Maxim. in Bull. Acad. Sc. St. P己tersb.XV. (1870)， p. 227・

和名。 むらさきや Lほっつじ。
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産地3 針澗混靖林下ニ生ズ。

Menziesia Smith ゃうらくっつじ属。

Menziesia pentandra Maxim. in Bull. Acad. Imp. Sc. St. Petersb. XI. (1867)， p・433・

和名。 とやラら 4。

産地。 針葉樹林y若ク J、針澗 i毘靖林下ユ生ズ。

Leucothoe D. Don いは攻んてん属。

Leucothoe Grayana Max:im. in Bull. ACdd. Imp. Sc. St. Petersb. XVIII. (1873)， p. 46. 

和名。 は な VdJのき Q

産地3 各所樹蔭ユ生ズ。

Vaccinium L. Z.げもも属。

(低小液木高サ約明葉戸固形叉戸慶卵形。

潔木。葉 p、卵朕披針形乃至卵形。

i 葉 p、卵形，叉~， ff1J 卵形。蔚 y、無~，花総 ρ 有毛。"
2 ~ 

1葉 ρ 卵欣披針形。蔚 Jf' 有せ，花総 ρ 無毛。

いはつつじ。

2 

お 1111すのき。

えぞくろうすご。

Vaccinium Chamissonis Bo昭・ inMem. Acacl. Imp. $c. St. Petersb. 6. ser. IL (1 R33)， p. 

和名3 之ぞ 4ろラすご。

産地3 針葉樹林ニ生ズ。太釜事業庖ニ生ズ。

Vaecinium Smallii A. Gray， in Mem. Acad. Art. & Sc. New Ser. VI. (1856)， P・368.

和名。 おほ依すのき。

産地。 針澗混靖林，針葉樹林下ニ生ズ。

Vaccinium praestans Lamb. in Trans. Linn. Soc. X. (1810)， p. 268. 

和名。 いはつつじ。

産地。針葉樹林エ生ズ。太釜事業医ニ生ズ。

SYMPLOCACEAE. ハヒ Jキ科。

Palura Hamilt. ~はふたぎ属。

Palura paniculata Nakai， var. pilosa Nakai， Tr. & Shr. Jap. ecl・3，(1927)， P・309・

和名。 きはふ?とぎ。

産地。 澗葉樹林若ク J、針澗 i見靖林ニ産ス。



OLEACEAE. ヒヒラギ科。

Fraxinus L. とね b乙属。

Fraxinus mandshurica Rupr. in 13ul1. Phys. -Math. Ac. Petl二XV.(1857). p・371.

和名。やちだも。

産地。 葎沿ヒエ多ジ。

Ligustrumし いぼたのき属。

Ligustrum yesoense Nakai， Tr. & Shr. Jap. ed. 1， (1922)， p. 278. 

和名。えぞいほ t~。

産地。 各所ニ生ズ。

CAPRIFOLIACEAE. :.ンダウ科。

Sambucus L. にはと乙属。

(127) 

Sambucus Buergeriana 131. var.班iqueliNakai， in Tokyo 13ot. Mag. XL. (1929)， p. 474・

和名。えぞにほとと， 乙ぶのき。

産地コ澗葉樹林若ク J、針澗混靖林ュ生ズ。

Viburnum し がまずみ属。

11、図形，深波様三中裂。 古んぼく。

葉戸楕図形， 園卵形叉 ρ 卵形，中裂セえ・・ ・・ ・・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・・ ・ー ・・ 2 

i葉 ρ 短柄，楕固形叉戸卵形，鈴蘭，鈍脚叉 ρ 銑脚，銑歯牙縁。核果戸赤熱。・・み~まがまずみ。
2 < 
!葉 ρ 長柄，園卵形，~長心、脚，重番目鋸歯縁。核果 ρ 累熟 ・・ ・・むしかり。

Viburnum Wrightii Miq. in Ann. Mus. 13ot. Lugd. 13at. 1I. (1866)， p. 265・

和名。みやまがまずみ。

産地。 針澗混靖林ニ生ズ。

Viburnum furcatum 131. ex Miq. 1. c・P.265・

和名。むしかり。

産地3 各所=生ズ。

Viburnum pubinerve 131. var. calvescens Nakai， in Tokyo 13ot. Mag. XXXIII. (1919)， 

p.213・

和名。 ltt なしかんほ ~o

産地。澗葉樹林若ク J、針澗混靖林ニ生ズ。



(128) 

Diervilla L. nにうつぎ属。

Diervilla hortensis Sieb. et Zucc. Fl. Jap. Fam. Nat. I. (1837)，70・

和名。 t~~ ;つぎ。

産地。 河岸ニ生ズ。添牛内事業医ニ多ジ。

M 0 n 0 C 0 t y 1 e d 0 n e s. 草子葉類.

POACEAE. ~チコe ヴナギ科。

(梓太九笥ハ食用ユ供ス。1 、披針札業翰口ノ刺毛戸銑如。 2

梓細グ，笥戸食用=供セズ.葉戸椅園朕p腕務 γ ヤスキ屯葉鞘口ノ刺毛チ有ス。 4

{梓 ρ 緑色。・
2 ， 

1梓 ρ 斑黙チ有ス。..

i葉 ρ 披針形。
3 i 

(葉戸披針形乃ヨ至王狭披針形

{稗戸線色。
4 1 

1手早 ρ 斑黙チ 有ス

{葉輸有毛。..

5 i 
1葉鞘無毛。"

i葉 p、有毛。・・
6 ~ 

1葉，、無毛。

3 

{し 0 こ7こんちく)

・おく『コまざき。

なが If ねまがり t~ げ。

5 

L-cこれんちく。

うりゅうざさ。

5 

.れまがり t:げ。

め〈まいざさ。

Sasa kurilensis Makino et Shibata， var. cernua Nakai， in Miyabe & Kudo， Fl. Hokka-

ido & Saghal. 1I. (1931)， p. 182. 

和名。 お 4 や~ざさ。

産地a 針 潤 i昆靖林叉 p、針葉樹林内ニ生ズ。

var. Uchidai Makino， in Journ. Bot. V. (1928)， 41・

和名。 ながほ・血まがりだけ。

産地。 時ニ針澗混靖林内ニ生ズ。

Sasa paniculata Makino et Shibata， var. paniculata Nakai， in Miyabe & Kudo， Fl. 

Hokkaido & Sagha1. II. (1931)， p. 193・

和名。おまがりだけ， ねまが bぎ注。

産地a 各所=最毛普通ニ生ズ。

var. ontakeensis Camus， Manogr. Bamb. (1913)， p. 24・



和名。 砂 4まいぎき。

産地。各所ニ生ズ。

form. nebulosa Makino et Shibata， in Tokyo Rot. Mag. XV. p. 27・

和名。 しやとたんち ~o

産地。 所ベトユ散生ス。

Sasa sylvatica Tatewaki， 11・sp.

Specks Sasa palliculatae var. palliculatσe affinis， sed vaginis hispidulis. 

和名。;!Jゆラざさ。

産地。針潤混靖林，針葉樹林下ニ生ズ。

(129) 
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園 服

第 園、

第 田川

第 圃け

圃 版

第 四 圃}

第 五 圃勺

第 六 因。

第 七 岡、

園 版

第 1¥ 町f

第 丸 聞の

第 十 問。

四 圃 版

第十四聞

わかえぞ林。五競附近。

(一九三一年一 O月八日撮影)

あかえぞーとゼ林。 太釜附近。

しらかん 11，t:りかん 11チ浪ズ。

{一九三一年一 O月一二日撮彰)

とどまっ林 1・濯木暦。 五競之薄。

下磨灘木戸みれかへぐ，お lまかめの寺，のりのき，

つろしきみ，つるつげ等。

(一九三一年一 O月八日撮影)

みづ 1.;."0 太主要松ケ丘。

(一九三一年一 O 月一三日撮影)

あっ (1.f::かん (1" 太釜附近。

(一九三一年一 O月一ご日撮影)

めかえぞまつ。 太釜附近。

(一九三一年一 O月一三日撮影)

あかえぞ林下ノしられわらび。 太釜附近。

(一九三一年一 O月一二日撮影)

i閣葉樹林。 大 波之 f翠附近。

tJ -cまはんのさ，おひ L う，みづ 1.;.ち千混ズ。

(一九三一年一 O 月八日撮影)

み・づなら林。 神居時。

t:りかん 11，いた『コかへぐチ混ズ。

(一九三一年一 O月七日撮影)

幌加内附近ユ於ケル純澗葉樹称。

(一九三一年一 O月六日撮影)

崩壊斜面ノ草原。 二披之薄。

同草原ユ 11.ひまつ.りしりぴ-c<しん，ひめ 0 し伊ぷし，

ひろはのへぴの lまらず等生ズ。

(一九三一年一 O月六日撮影)

第十=圃;崩壊斜面附主主コ於b')レわかえぞ純林。 ニ披之 i事。

{一九三一年一 O月六日撮彰)

第十三回 (1.ひまつノ下降。 。

(一九三一年
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