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和歌山演習林植物目録

(第一 報)

舘 脇 操

A List of Plants col1eted in the Wakayama 

U niversity Experimental Fosest. (1) 

By 

Misao Tatewaki 

本研究 J、1930年 8月 4 日ョ ') 8月 12日迄和歌山腕古座川上流卒井北

大演習林ニ滞在，植物採集ヲナシフ鴎皐後検定セノV 毛ノニ v 7"，標品川北大

農皐部脂葉庫ト和歌山腕東牟婁郡七川村平井北大積習林事務所=保存

3え。

著者ノ探査セノ'V..T、，平井川，成井川，権水谷p秀穴谷，流坂谷，窪谷，霜谷，八落谷，

大森山ヨ 9展望牽山稜，十五林班界等ナ 9。

本資料ノ蒐 集ユ際仏新島敬授並ピニ和歌山牒北大演習林佐藤嘉三郎

氏ノ御助力及ピ助言ヲ賜..T'')シ宮部博士，伊藤博士，牧野博士=深厚ナ y

謝意ヲ表ス。

概 観

和歌山演習林 Jρ、東牟婁郡七川村，卒井ノ字成井谷ユア 9久。北緯 3臼3
0

4伊0'30♂" 

東径 13訂5
0

3臼9'ヨ')13日5
0

4糾0'3〆Oぴ"ノ間エ位ジ料'面積43伊O町 8段 5畝 15歩ヲ占ム。

林内エ於ア地形的ェ最モ低キハ樺水谷ト成井川ノ合流地黙ユジア， 200

m.鈴，最モ高キ J、甫部ノ大森山エジアフ標高841m.ナ丸谷ノ主ナノV モノノ、権

水谷，窪谷，霜谷，瀧谷，秀穴谷，涜坂谷等ナ JV"1::，窪谷，霜谷，瀧谷，秀穴谷，流坂谷等



(132) 

J、樺水谷ノ枝谷ニシアタ前二者 J、北向ジ綾二者 J、南向ス。而ジア権水谷 J、

成井川ト曾ジア平井川ヲ形成ス。山稜 J、一般ニ念、 i竣，成井川沿ヒヨリ南西

ニ登 ;v境界線ニ於ア J、60度，南東ノ境界ニ於ア J、約 50度内外p南西陥ノ大

森山之ニ亜グ。

林 本日

和歌山演習林 J、全部二究林ノ形態ヲ有三/，ーヅ J、伐採林，ーツ J、人工植

林ナ?。此地ノ森林ノ異ノ原始型ヲ誇 yv ~、明治四，五年ノ頃ナ 9 。其時代

ニアリア J、林型 ρ もみーとが林ユジア殊ニ八落附近ニノ、 28c.m.乃至 1m.

ノ角材ノト νvE:木林立寺内ソノ欝関川下草ノ生成ヲ許ナズ3欝蒼タノV 森

林ヲ構成 ν 居タム尾根ユ J、以の~，山稜山腹ニ J、以め之まつ，すぎ?とが:;'s

はら，よぐそみねば1)，やまぎくら，ぃぬまくら等混乱渓沿ヒニ J、潤葉樹多

クいねして，あかして，とちのさ，けや~， <は，もみぢ，いたやかへで等生育的

流昨近クニ J、まるばうつぎ，乙んて hぎ，うつぎ，z..あぢ 3ゐ等生ズ。高慮ユ

J、1m.除ノすずだけ群叢セ 9。かうやまさ J、今日ト同ジク霜谷ノマキヲ

(横尾根)ニノミ生ジヰタ 9キト云フ。

林業的伐採ノ開始セラ V ジ J、明治二十六七年ニジア，二十九年ニ J、窪

谷p櫨水谷ノ角材伐採終 y，爾来大正ノ始メマデ二十四ヶ年間平井川沿岸

ノ製板事業 ρ ツグケラ V，後最焼ガ替マ ν ア今日ニ及ペ 9。カカノV 朕態ノ

モトニ残す vv林地故，典型的ナ ;v二次林ニジア，ーツ ρ 皆伐綾ノ林地構

成考究ノ好資料トナ y，ーヅ J、植林綾 ノ 下 草 問 題 ニ 各 種 ノ 階 程 ヲ 示 れ 研

究資料ヲ奥へヅ、ア 9。

北海道地方ト同ジク，本地方ニ於アモ，伐採林綾ノ林型 J、原始型ユ劃ジ

ア極メア複雑トナ y，樹 種 ノ 如 キ J、反ツア増加ノ傾向ヲ有川ソノ樹種ノ

混靖度，下草 1・ノ結合度 J、顔ノV 煩雑ヲ極メ，而モ生態上=興深キ地勲ヲ残

セ 9。
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現在の植物景

現今演習林大部ノ植物景ヲ左右スノ'V~勺常線澗葉樹類ニシア，特ニ一定

セ }V群落型ナシ。生ズ )V主ナノV 樹 種 J、，あらかし，うらじろかしあかがしっ

〈ばねがし，しさみ，(Aさか~，~か~，あせび等ナ 903V ニ混ぜ )V .t、やまも

も，すだじぴ，つぶらじ(A，くすのき，やぶに〈けい，ば bば bのき，やぶつばさ，

やまヤるま，j;.， なくぎのきぺろがねもち，をよご，かくれみの，ゆづ bは等ナ

9。針葉樹ヲ見ノV ニ峰叉尾根ニ J、以のき，かラやまき，(Aめ乙まつ，あかまっ，

もみ，つが等生ジ，時ユとがきはら散生ジ，./J.， や，すぎ等 J 、山腹ヨ 9谷ニ多シ。

落葉i閤葉樹 J、常緑樹ノ中ニ散生ス。山中ヲ通ジア多キ J、よぐそみ但ば

9，(Aめしやら， 9ょうぶ，えごのき等ニジアあかめがしは3とものき J、特ユ

渓近クニ多シ。中腹ョ 9 山脊ニカケア見出サノv 、 J、，ほほの~，1e.むしば，い

ねぎ〈ら，乏ど以がん，やまうるし等ニジア山腹以下ヨ 9渓谷ニカケアさ

はヤるみ，けやき，えのき，くろもち、，あぶらちゃん，さんせ払いねぎん 3 う，い

たや，もみぢ，う b はだかへて，ごんずい，い日ぎ 9 ，みづ~，くまのみづ 3 等ヲ

生ゼ 9。渓近クニ J、あかして，いねして，いねびは，やまヤは等ア?。流昨ニ沿

ヒア，まるばうつぎ，乙あぢ 3 ゐ，è.がくうつぎ，うつぎ，~こはと乙等生ズ。叉林

内 J、石楠科植物ユ富もほんしゃくなげ J、峰頭尾根=頗ノV 多ク，すのき毛

見出サ v，(Aかげつつじモ産ス。渓側岩上ニ J、，うんぜんつつじ，いはなんて

λ普通ナノV モ，時ニさっきヲ生ズ。其他，やまつつじ，e.ばのみつばつつじ，も

ちつつじ等 J、山腹ョ 9渓面エカケア普通ニ見出ジ得ベジ。

下生植物 J、二次林ト云フ事費ヨ 9ジア複雑ナノV モフ渓昨ヲ惇ヒアユケ

.J>......，種令面白キモノア 9。岩石上エ J、以とつば，( 9はらん，へらしだ，あをね

かづら，をきしだ，やのねしだ，みってうらぼし，(Aめの主しのぶ，まめづた，し

のぶ，e.けしのぶ類等生 v，{j'ぎらん，みやまむぎらんヲ着生スノV コト毛ア

9 。以めいたび，~づた，いはたばと等モ普通ュ見出サノ'V)V モノユジア，蔭地

ニ J、いはへと、，じゅうもんじしだ，さかげゐのてうよ、もとしだ，いたちしだ，あ
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まく 3 しだ，li>-ほばのあま〈きし t[，ほらしのぶ，たちしのぶ，~ほばのはち

ぢょうし tl，くまわらび，いはがね遣う，ほうびし陀等生約乾燥気味ノ所ユ

J、，うらじろ，z.し 7さ多ク，折ニわらびヲモ生ズ。

樹蔭エ J、〈もさ bきう，じんばいさう，とんぼ遣う，っちあけぴpほくろ，か

んらん，なつえぴね等ノ蘭科植物ヲ始メやぶめうが，~もと?ム tz ~しづか，

かんあふ1'fi.，みづ1'fi.~，みやまし 3 み，ムゆいちご3みやますみれ，1.とにたて，1忌

ほばち E め，みやま tz ごばう，つる b んだう，やまとうばな，しそばラ~ <さ，

むら 3 きにがな，~じがん〈ぴさラ，もみぢがさ，きっかうはぐま，ていしよ

うさう等アム

樹上着生植物トシア J、まめづtz最モ普通ニシア，みやまのさしのぶ，1'fi.

めのきしのぶ，しのぶ等屡々見出す V，時ユむぎらんy稀エかやらん，ムラら

ん，をさらん等ノ蘭科植物ヲ見，まつばらん，すぎらんノ如キヲ見ノV。時ニ叉

ゃしゃびしゃ〈ヲ産ス。寄生植物トジア J、まつぐみ，以のきばや e~ぎヲ

見 )V=f:，備演習林附近ユ J、あほばやど bぎヲ産スノV 所ア 9。

蔓草類 J、種類ニ富ミソノ主ナノV モノニあけぴ，みつばあけび，{j'べ，はす

のはかづら，~ると b いばら，やまのいも，以めどとろ?かへて、、 ë z.ろ，:!ã-ほつ

づらムぢ，まつぶさ，いはがらみ，ごとうづる♂つムぢ¥ほ e，さんかくづる等

ア 9。
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植物目録(1930年 8月調査)

Pteridoph)札 羊薗部。

HYMENOPHYLLACEAE. コケシ)7'科。

Hymenopbyllum barbatum Bak. 

和名。 かラやと Wしのぶ。

産地大森山 (VIII.7・):.産ス。

Hymenopnyllum integrum v. d. Bosch. 

和名。 ほそ怯Z:lttしのぶ。

産地。 成井川 (VIII.5・);中室 (VIII.6.)ェ産ス。

Hymenophyllum Wrightii V. d. Bosch. 

和名。 とけしのぶ。

産地。 権水谷ー窪谷 (VIlI.6.)ュ産ス。

Trichomanes auriculatum B1ume. 

和名。 つQほらどけ， 之がねほらどけ。

産地。 権水谷 (VIII.8.)ュ産ス。

Trichomanes parvulum Poir. 

和名。 ラちはど ltt， まるばほらどけ。

産地。 成井川 (VIII.5・)ユ産ス。

POLYPODIACEAE. ウラボシ科。

Adiantum monochlamys Eat. 

和名。 はと砲しだタ は乙ね 3う。

産地。 擢水谷ー窪谷 (VIII.6.)ニ産ス。

Asplenium achilleifolium C. Chr. 

和名o lAのきしだ。

産地。平井川 (VIII.4・):=.産ス。

Asplenium incisum Thunb. 
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和名。 とらのを Lだ。

産地。平井 JIJ(VIII. 4.)ェ産ス。

Asplenium normale Don. 

和名。 ぬりとらのを， ね Pわらび。

産地3 成井川 (VIII.5・);擢水谷及窪谷 (VIII.6.) ~産ス。

Asplenium unilaterale Lamb. 

和名。 ほラび Lだ， ぴめ〈じゃくしだ。

産地3 成井川 (VIII.5・)ェ産ス。

Asplenium varians Wall. 

和名。 いはとらのを， 以めとらのをしだ。

産地。涜坂谷 (VIII.1 0.) ~産ス。

Asplenium Wilfordii Mett. 

和名。 あをが抱 Lだ。

産地。 平井川 (VIII.4・)ユ産ス。

Asplenium Wrightii Eat. 

和名。~忍ま L だ< 9ゅうしだ。

産地。成井川 (VIII.5・)ニ産ス。

Asplenium Yoshinagae Makino. 

和名。 ときはしだ。

産地。 中室 (VIlI.6.);涜坂谷 (VIII.10.)ニ産ス O

Athyrium Goeringianum Moore. 

和名。 ほそほ・いぬbらv:。
産地。成井川 (VIII.5・)~産ス。

Athyrium nipponicum Hance. 

和名。 いぬあらび。

産地平井川 (VIII.5・)ニ産ス。

Athyrium rigescens Makino. 

和名。'"こにいぬbらぴ。



産地。 平井川 (VIII.10.)ニ産ス。

Athyrium Vidalii Nakai. 

和名。 やまいぬbらび。

産地。 窪谷 (VIII.6.)ユ産ス。

Blechnum amabile Makino. 

和名。 をさしだ。

産地3 成井川 (VIII.5・)ニ産ス。

Blechnum Spicant Wither. var.、nipponicumMiyabe et Kudo 

和名。 ししがしら。

産地。 成井川 (VIII.5・)ュ産ス。

Coniogramme japonica Diels. 

和名。 いはがおきラ。

産地。擢水谷一窪谷 (VIII.6.)ュ産ス。

Cyclophorus lingua Desv. 

和名。rl¥とつ峰。

産地3 成井川 (VIII.5・)ニ産ス。

Cystopteris japonica Luerss. 

和名。 ラすrl¥め bらび。

産地コ 権 水谷ー窪谷 (VIII.6.)ニ産ス。

Davallia Mariesii Moore. 

和名。 しのぶ。

産地。 成井川 (VIII.5・);擢水谷 (VIII.8.);抗坂谷(VIII.10・)ニ産ス。

Denstaedtia scabra Moore. 

和名。 乙訟のいしかと意。

産地3 霜谷(VIII.8.)ニ産ス。

Diplazium Conilii Makino. 

和名。 ほそほしげしだ。

産地a 成井川 (VIII.5・)ニ産ス。

(137) 
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Diplazium japonicum Bedd. 

和名。 Ltrしだ。

産地。 成井川 (VIII.5・)ニ産ス。

Diplazium lanceum Presl. 

和名。へらしだ。

産地。 成井川 (VIII.5・);擢水谷 (VIII.8.)ニ産ス。

Diplazium squamigerum Christ. 

和名。 きょ?ときしだ。

産地権水谷 (VIII.8.)ニ産ス。

Diplazium te玄toriMakino. 

和名。みやまのとぎりしだ。

産地。 櫨水谷一窪谷 (VIII.6.);樺水谷 (VIII.8.);霜谷 (VIII.8.);平井川

(VIII. 11・)ユ産ス。

Diplazium Wichurae Diels. 

和名。 のとぎ Pしだ。

産地。 成井川 (VIII.5・)ニ産ス。

Drymoglossum microphyllum C. Chr. 

和名。 まめづte。

産地。 成井川 (VIII.5・);櫨水谷ー窪谷 (VIII.6.)ニ産ス。

Dryopteris acuminata N akai. 

和名。ほしだ。

産地。成井川 (VIII.5・)ュ産ス。

Dryopteris africana c. Chr. 

和名。みぞ Lだ。

産地。 纏水谷ー窪谷 (VIII.6.)ニ産ス。

Dryopteris decursivo・pinnataKuntze. 

和名。 wじザじ L花。

産地a 成井川 (VIII.5・):.産ス 3



Dryopteris erythrosora Kuntze. 

和名。ベに Lだ。

産地。権水谷ー窪谷 (VIII.6.) ~産ス。

Dryopteris hirtipes Kuntze. 

和名。いはへど。

産地。 成井JIJ(VIII. 5.);樺水谷一窪谷 (VIII.6.) ~産ス。

Dryopteris japonica Chr. 

和名。 はりがねbらぴ。

産地3 八落谷 (VIII.7・);15林班 (VIII.10.) ~産ス。

Dryopteris laxa c. Chr. 

和名。やはらしだ。

産地。 擢水谷一窪谷 (VIII.6.);八落谷 (VIII.7・)ェ産ス。

Dryopteris ochthodes C. Chr. 

和名。いぶきしだ。

産地。成井 }II(VIII. 5.) ~産ス。

Dryopteris oligophlebia c. Chr. 

和名。rAめbらv:。
産地。 成井川 (VIII.5・)ニ産ス。

Dryopteris sparsa Kuntze. 

和名。 ながはーのいたちしだ。

産地。平井 (vnI.1 1.) ~産ス。

Dryopteris uniformis Makino. 

和名。を 4まbらv:。
産地。権水谷ー窪谷 (VIII.6.) =産ス@

Dryopteris viridescens Kuntze. 

和名9 りやラ@んした， 之がtl.わらび。

産地。 成井川 (VIII.5・)~産ス。

Elaphoglossum tosaense Makino. 

(139) 
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和名。rAろはあついた， あついた。

産地。 卒 井 }11o

Matteucia orientalis Trev. 

和名。 いぬがんそ 4。

産地。 中 室 (VIII.6.)ユ産ス。

Microlepia marginata C. Chr. 

和名。ふもと Lだ。

産地。 成 井川 (VIIL5・);擢水谷 (VIII.8.);平井 (VIII.11.)エ産ス。

Microlepia pilosella Moore. 

和名。 いぬしだ。

産地。 成井川 (VIII.5・)='-産ス Q

Microlepia strigosa Presl. 

和名。い Lかとま。

産地。平井川 (VlIL4・)='-産ス。

Odontosoria chinensis J. Sm. var. tenuifolia Maldno. 

和名。 ほらしのぶ。

産地。 成井川 (VIII.5.)ニ産ス。

Onychium japonicum Km巾 e.

和名。 t~ ち L のぶ。

産地。 成井川 (VIII.5・);擢水谷 (VIIL8.) ~産ス。

Plagiogyria euphlebia Mett. 

和名。 おほきじのを。

産地。 成井川 (VIII.5・)ュ産ス o

Plagiogyria japonica Nakai. 

和;名。 きじのをしだ。

産地成井川 (VIII.5・)='-産スo

Polypodium Engleri Luerss. 

和名。たかのはラらほし。



産地。 成井戸1(VIII. 5.)ニ産ス.

Polypodium ensatum Thunb. 

和名。~ yはらん。

農地。 成井)IJ(VIII. 5・);棒水谷 (VIII.6.)ニ産ス。

Polypodium hastatum Thunb. 

和名。みってラらほし。

産地。 権水谷 (VIII.8.)ニ産ス。

form. pygmaea Maxim. 

和名。 ちやほみってラらほし

産地ο 権水谷 (VIII.8.) :.産ス。

Polypodium lineare Thunb. 

和名。 のきしのぶ。

産地。 平井 (VIlI.4・);成井川 (VIII.5・)ニ産ス。

Polypodium Makinoi c. Chr. 

和名。 いはやなぎ Lだ。

産地。 成井川 (VIII.5・);擢水谷ー窪谷 (VIII.6.) .:=.産スo

Polypodium Onoei Fr. et Sav. 

和名。tAめのきしのぶ。

(141) 

産地。成井川 (VIII.5・);大森山 (VIII.7・);疏坂谷 (VIII.r 0.) ;平井 (VIII.11.) 

=産ス。

Polypodium nipponicum Mett. 

和名。 あを抱かづら。

産地。 擢水谷ー窪谷 (VIII.6.);霜谷 (VIII.8.) :.産ス。

Polypodium subhastatum Bak. var. longi世onsTakeda. 

和名。やの抱しだ。

産地3 擢水谷一窪谷 (VIII.6.)ニ産ス。

Polypodium yakushimae Christ. 

和名o tAめさじらん。
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産地。 権水谷ー窪谷 (VIII.6.) ==-産ス。

Polystichum aculeatum S州 t，var. japonicum Ch出 t.

和名。 ぬので。

産地。 成 井 ]IJ(VIII. 5・)ユ産ス。

var. retroso・paleaceumKodama. 

和名。 つゃな Lぬので。

産地。 成井川 (VIII.5.)ュ産ス。

Polystichum amabile J. Sm. 

和名。かな bら'(J¥。

産地。 成井 ]IJ(VIII. 5・);擢水谷一窪谷 (VIII.6.) =:.産ス。

Polystichum aristatum Presl. 

和名。 ほそほ・かなbらぴ。

産地。 成井 ]IJ(VIII. 5.) ==-産ス。

Polystichum Braunii Fee. 

和名。{'まそぬのでの

産地。 成 井川 (VIII.5・)ユ産ス。

Polystichum falcatum Diels， var. Fortunei Matsum・

和名。 やぶそでつ。

産地権水谷一窪谷 (VIII.6.)ニ産ス。

Polystichum tripteron Presl. 

和名。 じふもんじ Lだ， しゅも〈し死。

産地。 成井川 (VIII.5・)ニ産ス。

Polystichum varium PresI. 

和名。，い?とちしだ。

産地。 成井戸J(VIII. 5・)ニ産ス o

Pteris cretica L. 

和名。おほ陰ぬのもときラ。

産地。成 井川 (VIII.5・)==-産ス。



Ptesis longipinnula ¥九1all.

和名。 おほ訟のはちぢやラしだ。

産地。成 井川 (VIII.5.);権水谷ー窪谷 (VIII.6.)ニ産ス。

form. inaequalis Makino. 

和名。 おほ陰のあま 4きしだ。

産地。流坂谷 (VIlI.IO・)ニ産ス。

Pteris quadriaurita Retz. 

和名。 あま 4さしだ。

産地。 平井 (VIII.9・)ニ産ス。

Pteris Wallichiana Ag. 

和名。 なちしだ。

産地。 櫨水谷一窪谷 (VIII.6.); 1 5林班 (VIII.10.)ニ産ス。

Vittaria japonica Miq. 

和名。 ししらん。

産地。 成井川 (VIII.5.)ニ産ス。

GLEICHENIACEAE. ウラジロ科。

Dicranopteris dichotoma Bernh. 

和名。 としだ。

産地。権水谷ー窪谷 (VIII.6.);平井川 (VIlI.8.)ユ産ス。

Dicranopteris glauca Nakai. 

和名。 ラらじろ。

産地3 成井川 (VIII.5・)ニ産ス。

OSMUNDACEAE. ゼンマイ科。

OSIQunda regalis L. var. japonica Milde. 

和名。ぜんまい。

産地。 平 井 (VIII.10.)ニ産ス。

EQISETACEAE. トクサ科。

Equisetum arvense L. 
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和名。すぎな。

産地。 霜谷 (VIII.8.)ニ産ス。

LYCOPODIACEAE. ヒカゲ Jカヴラ科。

Lycopodium clavatum L. 

和名。rAかげのかづら。

産地。佐田 (VIII.4・);成井川 (VIII.5・)ニ産ス。

Lycopodium cryptomerianum Maxim. 

和名。 すぎらん。

産地3 卒井 (VIII.10.)ニ産ス。

Lycopodium serratum Thunb. var. intermedium Miyabe et Kudo. 

和名。 t~; W L院。

産地。 成井川 (VIII.5・);平井 (VIII.9・);樺水谷及窪谷 (VIII.6.)ニ産ス。

var. Thunbergii Makino. 

和名。 ほそ陰の t~ ;げし隊。

産地。 成 井 )11(VIII. 5・);平井 (VIII.9・);櫨水谷及窪谷 (VIII.6.)ニ産

3屯。

SELAGINELLACEAE. イハヒバ科。

Selaginella caulescens Spring. 

和名。 か?とU怯， ひめ以ば。

産地。 成井)1¥(VIII. 5・);櫨水谷一窪谷 (yIII.6.)ニ産へ

Selaginella integerrima Spring. 

和名。rA母 4らまどけ。

産地。 平井 )11(VIII. 4・)ニ産ス。

Selaginella involvens Spring. 

和名。いはa怯， いはまっ。

産地。 平井 }I¥(VIII. 4・)ニ産へ

PSILOTACEAE. マヴバラン科。

Psilotum nudum Beauv. 



和名。 まつ降らん， ははさらん。

産地。涜坂谷 (VIII.10.);平 井 (VIII.9・)ニ産ス。

Phanerogamae. 顕花植物。

Gymnospermae. 裸子部。

TA玄ACEAE. J(チ井科。

Torreya nucifera Sieb. et Zucc. 

和名。かや， かやのき。

産地入落谷 (VIII.7・);権水谷 (VIII.8.)ニ産ス。

PINACEAE. マヴ科。

Abies firma Sieb. et Zucc. 

和名。 もみ。

産地。 八落谷 (VIII.7.)ニ産ス。

Cryptomeria japonica D. Don. 

和名。すぎ。

産地。 窪谷ニ産ス。

Pinus densiflora Sieb. et Zucc. 

和名。 急かまっ。

産地大森山 (VIII.7・)ニ産ス。

Pinus Himekomatsu Miyabe et Kudo. 

和名。tAめとまっ， まるみのごえム。

産地。 展望蚕 (VIII.7・)ニ産ス。

Pseudotsuga japonica Beissn. 

和名。 とがきはら。方言， かはさとが。

産地。 霜谷 (VIII.8.)ニ産ス。

Sciadopitys verticillata Sieb. ct Zucc. 

和名。かラやまき。方言， まさ。
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産地。 霜谷 (VIII.8.)ニ産ス。

Tsuga Sieboldii Carr. 

和名。 つが。

産地八落谷 (VIII.7.);霜谷 (VIII.8.)ニ産ス。

CUPRESSACEAE. ヒJキ科。

Chamaecyparis obtusa Sieb. et Zucc. 

和名。tAのき。

産地3 八落谷(VIII.7・)ニ産ス。

Angiospermae. 被.子部。

Monocotyledoneae. 草子葉門。

POACEAE. クワホン科a

Lophatherum gracile Brong. var. elatum Hack. 

和名。 さき 4さ。

産地。 成井川 (VIII.5・)ニ産ス。

Pseudosasa japonica Makino. 

和名。やだけ。(方言， かはたけ)

産地。 平井 (VIII.10. n. J 8076.)ニ産ス。

Pseudosasa borealis Makino. 

和名。すずだW。

産地3 展望牽 (VIII.7・)ニ産ス。

Syntherisma sanguinalis Dulac， var. ciliaris Honda. 

和名。めtAL隊。

産地権水谷一窪谷 (VIII.6.)ニ産ス。

CYPERACEAE. カヤヴリグサ科。

Carex gibba Wahl. 

和名。 ます 4さ。



産地。 霜谷 (VIII.8.)ェ産ス。

Cari玄 PrescottianaBoott， var. kiotoensis Kuek. 

和名。 てきりすザ。

産地。 成井川 (VIII.5・)ユ産ス。

Care玄 ReiniiFranch. et Sav. 

和名。 とかんすげ。

産地;権水谷一窪谷 (VIII.6.);::.産ス。

Kyllingia brevifolia Rottb. 

和名o ~め 4 と。

産地。 成井川 (VIII.5・)ユ産ス。

COMMELINACEAE. ヴユクサ科。

Commelina communis L. 

和名。つゆ 4き。

産地。樺水谷一窪谷 (VIII.6.) ;::.産ス。

PoIlia japonica Thunb. 

和名。やぶ砂ラが。

産地。纏水谷ー窪谷 (VIII.6.) ;::.産ス。

LILIACEAE. ユリ科。

Cardiocrium cordatum Makino. 

和名。 ラ怯ゆり。

産地。纏水谷 (VIII.8.)ユ産ス。

Disporum smilacinum A. Gray. 

和名。 ちごゆり。

産地。 大森山 (VIII.7・)ユ産ス。

Lilium Makinoi Koidz. 

和名。 きさゆり。(方言。 てんぐゆ 9)。

産地。 平井 (VIII.10.)ニ産ス。

Rhodea japonica Roth 
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和名。おもと。

産地。 窪谷 (VIII.8.) =-産ス。

Smilax China L. 

和名。 きおとりい怯ら~んきらい。(方言。 いびついばら)。

産地。 成井川 (VIII.5・);15林 涯 (VIII.10.)ユ産ス。

Tricyrtis macropoda Miq. form. glabrescens Masamune. 

和名。 やまほととぎず。

産地大森 山 (VIII.7・)ニ産ス。

DIOSCOREACEAE. ヤマ Jイモ科。

Dioscorea japonicaτhu巾.

和名。やまのいも。

産地a 平井川 (VIII.11.)ニ産ス。

Dioscorea septemloba Thunb. 

和名。 もみぢ Eとろ， きくば ez.ろ。(方言。 はぴ ez.ろ)。

産地。 権水谷 (VIII.8.)ニ産ス。

Dioscorea teuuipes Franch et Sav. 

和名o rAめどと弓。

産地。 展望牽 (VIII.7・)ュ産ス。

Dioscorea Tokoro Makino. 

和名。 おにぎと弓， なが ez.ろ。

産地平井川 (VIII.10.) .:::.産ス。

ORCHIDACEAE. ラン科。

Angraecum falcatum Benth. et Hook. f. 

和名。 ふラらん。

産地。卒井川 (VIII.9.);硫坂谷 (VIII.10.) =-産ス。

Bulbophyllum inconspicuum Maxim. 

和名。 むぎらん。

産地。権水谷 (VIII.8.);展望墓 (VIIII.7・)=-産ス。



Bulbophyllum japonicum Makino. 

和名。みやまむぎらん。

産地。 成井戸1(VIII. 5・);擢水谷(VIII.8.) .=.産ス

Calanthe reB.e玄aMaxim. 

和名。 なつえび砲。

産地。 中室 (VIII.6.);平井 (VIII.9・)ニ産ス

Cymbidium Kanran Makino. 

和名。かんらん。

産地。 八落谷ニ産ス。

Cymbidium virescens Lindl. 

和名。 ほ 4ろ， しゅんらん。

産地。 八落谷ユ産ス。

Eria reptans恥'Iakino.

和名。 をさらん，ばつ乙〈らん。

産地霜谷 (VIII.8.)ニ産ス。

Galeola septentrionalis Reichb.正

和名。っちあWび， やまたうがらし， やましゃくじゃう。

産地。 樺水谷ニ産ス。

Platanthera Florenti Franch. ct Sav. 

和名。 じん惨いきラ。

産地a 展望牽 (VIII.7・);霜谷 (VIII.8.)ニ産ス。

Platanthera interrupta Maxim. 

和名。 おほほ‘のとんぼきラ。

産地。 八落谷 (VIII.7・)ニ産ス。

Platanthera mandarinorum Reichb. f. var. oreades Koidz. 

和名。やまさぎきラ。

産地霜谷 (VIII.8.)ユ産ス。

Platanthera ussuriensis Maxim. 
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和名。 とんぼきラ。

産地。 樺水谷 (VIII.8.)ニ産ス

Thri玄spermumjaponicum Reichb. f. 

和名。かやらん。

産地a 平井川 (VIII.11.)ニ産ス。

Dicoty ledoneae. 双子葉門。

Archichlamydeae. 原生花被亜門。

CHLORANTHACEAE. チヤラシ科。

Chloranthus japonicus Sieb. 

和名。 aとり Lづか。

産地③流 坂谷 (VIII.10.) :=.産ス。

SALICACEAE. ヤナギ科。

Populus Sieboldii Miq. 

和名， はとやなぎ， やま在らし。(方言， やまなし)。

産地権水谷 (VIII.8.) ~産ス。

MYRICACEAE. ヤマモモ科。

班yricarubra Sieb. et Zucc. 

和名。やまもも。

産地3 展望事 (VIII.7・)ュ産ス。

JUGLANDACEAE. クルミ科。

Pterocarya rhoifolia Sieb. et Zucc. 

和名。 きはとおみ。(方言， むくろじゅ?)。

産地コ権水谷 (VIII.8.);霜谷 (VIII.8.)ニ産ス。

BETULACEAE. カバ Jキ科。

Betula ulmぜoliaSieb. et Zucc. 

和名。 よとそみおほり。(方言， はづきL
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産地八落谷 (VIII.7・)ニ産ス。

Carpinus laxisora BI. 

和名。 あか Lで。(方言p しらして)。

産地大森山 (VIII.7.);霜 谷 (VIII.8.)ニ産ス。

Carpinus yedoensis Maxim. 

和名。 いぬ Lで。(方言， あをして)。

産地展望牽 (VIII.7・);涜坂谷 (VIII.8.)ニ産ス。

FAGACEAE. 7' ナ科。

Castanea crenata Sieb. et Zucc. 

和名。<9。

産地平井川 (VIII.9・)ニ産ス。

Lithocarpus edulis Rehd. 

和名。 までほ~ L tA。

産地。 涜坂谷 (VIII.10.)ニ産ス。

Quercus acuta Thullb. 

和名。~うかがし(方言，おほかし)，

産地s 礎水谷ー窪谷 (VIII.6.);八落谷 (VIII.7・);展望牽 (VIII.7・)ニ産スo

Quercus crispula Bl. 

和名。みづなら。

産地。 八落谷 (VIII.7・);平井 (VIII.9・)ニ産ス。

Quercus giIva BI. 

和名。 いちぬがし。(方言，ほそばがし)。

産地， 展望牽 (VIII.7.)ニ産ス。

Quercus glauca Thunb. 

和名。あ ら が し < ろ が し な らばがし。

産地。 成井川 (VIII.5・);大森山 (VIII.7・)ユ産ス。

Quercus paucidentata Franch. 

和名。つ 4陰ねがし。
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産地。権水谷ー窪谷 (VIII.6. n. 17740.) ;産ス。

Quercus salicina Bl. 

和名。 ゃなぎがし ほそばうら・じろがし。

産地3 涜坂 谷 (VIII.10.)ニ産ス。

Quercus serrata Thunb. 

和名。 となら。(方言， なら)。

産地。 八落谷。 (VIII.7・);平井 (VIII.9・)ニ産スo

Quercus stenophylla Makino. 

和名。 ラらじろがし。

産地。大森山 (VIII.7・)ニ産ス。

Shiia cuspiadata Makino. 

和名。 つぶらじ v.， l.じ以。(方言， 乙じ以)。

産地a 櫨 水谷 (VIII.8.)ュ産ス。

Shiia Sieboldi Makino. 

和名。 Lv.， すだじ以。

産地。 成井川 (VIII.5・);展望肇 (VIII.7・)ュ産ス.

ULMACEAE. =レ科。

Celtis sinensis Pers. var. japonica Nakai. 

和名。えのき。

産地。 平井 (VIII.11.)ニ産ス。

Zelkowa serrata Makino. 

和名。 けやき。

産地八 落谷 (VIII.7・)ニ産ス。

MORACEAE. クハ科。

Broussonetia Kazinoki Sieb. 

和名。 かぢのき。(方言， のそ)。

産地3 平井 (VIII.10. n. 18071.) ;産ス。

Ficus erecta ThL!nb. 
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和名。 いぬびは。(方言， やたび)。

産地， 平井 (VIII.10.)ニ産ス。

Ficus nipponica Fr. et Sav. 

和名。 い?とびかづら。

産地。 成井川 (VIII.5.)ニ産スo

Ficus Thunbergii Maxim. 

和名。tA母い?とび， 以めびたい(Aごづた。

産地。 成井 }I¥(VIII. 5.)ニ産ス。

班orusbombycis Koidz. 

和名。やまとは， くは。

産地。 成井川 (VIII.5・);平井 (VIII.1 1.)ニ産ス。

URTICACEAE. イラクサ科。

Boehmeria企utescensThunb. var. concolor Nakai. 

和名。~さまを， あをから U し。(方言， まをばL

産地。 平井川 (VIII.8.)ニ産ス。

Boehmeria spicata Thunb. 

和名。 とあかそ~あかを。

産地. 成井川 (VIII.5・)ニ産ス。

Pellionia minima Makino. 

和名。 さんせラきラ。

産地。 権水谷一窪谷 (VIII.6.)ニ産ス。

Pilea Hamaoi Makino. 

和名。みづ。

産地υ 櫨水谷一窪谷 (VIII.6.)ニ産ス。

LORANTHACEAE. ヤドリギ科。

Loranthus Kaempferi Maxim. 

和名。 まつとみ。

産地展望 圭 (VIII.7・);15林 班 (VIII.10・)ニ産ス。
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Loranthus Yadoriki Sieb. 

和名。 おほほ-やどりぎ。

産地。 平井 (VIII.9・)ニ産スo

Pseudi玄usOpuntia Tanaka. 

和名。 uのきほ・やど Pぎ。

産地展望牽 (VIII.7・);流坂谷 (VIII.10.)ニ産へ

ARISTOLOCHIACEAE. ~ゥマ J スズク，サ科。

Asarum Blumei Duch. 

和名。かんあふ以。

産地。大森山 (VIII.7・);平井 (VIII.9・)ニ産ス。

POLYGONACEAE. タデ科。

Persicaria Posumbu Nakai， var. ternata Ohki. 

和名s はなたで。

産地a 擢水谷ー窪谷 (VIII.6.);流 坂谷 (VIII.10.)ニ産ス。

Persicaria Sieboldi Ohki. 

和名。 あきのラなさづかみ。(方言， は在す~)。

産地a 窪谷 (VIII.8.)ニ産ス。

Reynoutria japoI山aHoutt. 

和名。 い?とど'9。

産地J 擢水谷ー窪谷 (VIII.6.)ニ産ス。

Tovara fi.liformis Nakai. 

和名。みづ Uき。

産地3 成井川 (VIII.5・)ニ産ス。

AMARANTHACEAE. ヒユ科。

Achyranthes japonica Nakai. 

和名。 ぬのとづち。

産地q 纏水谷一窪谷 (VIII.6.)ニ産ス。

CARYOPHYLLACEAE. ナデシコ科。
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Cerastium caesp抗osumGilib. var. glandulosum Kudo. 

和名。みみなとき。

産地。 15林 班 (VIII.10・).:=.産ス。

TROCHODENDRACEAE. ヤマタルマ科。

Trochodendron aralioides Sieb. et Zucc. 

和名。やまとおま。(方言， もものき。)

産地。 霜 谷 (VIII.8.)ニ産ス。

CERCIDIPHYLLACEAE. カツラ科。

Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zuec. 

和名。かつら。

産地。 窪谷 (VIII.8.) .:=.産ス。

RANUNCULACEAE. ウマ )7シガタ科。

Clematis brevicaudata DC. 

和名。 とほ?とんづ Q。

産地。 成井川 (VIII.5・)ニ産ス。

Clematis paniculata Thunb. 

和名。せんにんさラ。

産地流坂 谷 (VIII.10.) .:=.産ス。

Coptis quinquefoila Miq. 

和名。 どかえふあラ点ん， ばい〈わわうれん。

産地。 八落谷 (VIII.7・)ニ産ス。

Ranunculus Vernyii Fr. et Sav. 

和名。 きつ鼠のほ?とん。

産地。 成井川 (VIII.5・)ニ産ス。

LARDIZABALACEAE. 7ケビ科。

Akebia quinata Decne. 

和名ο あけび。

産地。 成井川 (VIII.5・);樺水谷一窪谷 (VIII.6・)ニ産ス。
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Akebia trifoliata Koidz. 

和名。みつ蛤あげび。

産地。 成井JI¥(VUI. 5・);権水谷ー窪谷 (VIU.6.)ニ産ス。

Stauntonia he玄aphyllaDecne. 

和名c むベ， ときはあけぴ， (方言，かうぢかづら¥

産地平井 (VUI.9・)ユ産ス。

MENISPERMACEAE. ヴヅヲ 7ヂ科。

Cocculus trilobus DC. 

和名。 つづらふぢ， あをつづらよ、ぢ。

産地ョ成井)1¥(VUI. 5・);涜坂谷 (VUI.[0.) -""-産ス。

Sinomenium acutum Rehd. et WiIs. 

和名。 おほつづらふぢ。

産地。 卒 井 (VUI.10.)ニ産ス。

Stepha叫ajaponica IvIie此

和名。 はすのはかづら， いねかづら。

産地権水谷ー窪谷 (VUI.6.);流坂谷 (VUI.10.)ニ産へ

MAGNOLIACEAE. モクレシ科。

Dlicium religiosum Sieb. et Zucc. 

和名。 Lきみ。(方言， かうのきL

産地権水谷一窪谷 (VIU.6.);八落谷 (VUI.7・)ユ産ス。

Kadsura japoI巾 aDun. 

和名。びなんかづら。(方言，とろろかづらL

産地権水谷一窪谷 (VUI.6.);涜坂谷 (VIU.10.);平井 (VUI.10・)ェ産スo

Magnolia obovata Thunb. 

和名。 ほほのき。

産地。 八 落谷 (VUI.7・)ニ産スo

Magnolia salicifolia Maxim. 

和名。'tiとむし隊。



産 地 入落谷 (VIII.7・);大森山 (VIII.7・)ユ産ス。

Schizandra nigra Maxim. 

和名。 まつぶさ， うしぶ 7さう。(方言，わたかづら。

産地。 大森山 (VIII.7・);霜谷 (VIII.8.)ニ産ス。

LAURACEAE. ウス Jキ科。

Actinodaphne lancifolia Meisn. 

和名。かごのき。(方言， 乙がのき)。

産地。 平井 (VIII.10・)=-産ス。

Actinodaphne longifolia Nakai. 

和名。 あをかごのき， ば bば bのき。(方言， はぽそ)。

産地。成井川 (VIII.5・);霜谷 (VIII.8.); 15株班 (VIII.10.) =-産ス。

Benzoin Thunbergii Sieb. et Zucc. 

和名。か な 4ぎのき。(方言，いもぎ)。

産地。八落谷 (VIII.7・);涜坂谷 (VIII.10.)ュ産ス。

Benzoin umbellata OK. 

和名。~ろもぢ。

産地3 成井川 (VIII.5・);権水谷一窪谷 (VIII.6.) =-産ス。

Cinnamomum Camphora Nees et Eberm. 

和名。~ずのき。

産地a 平井 (VIII.10.) =-産ス。

。innamomumjaponicum Sieb. 
和名。やぶに 4けい。{方言， ゃまにくけい)。

産地。 八落谷 (VIII.7・)ユ産ス。

M:achilus Thunbergii Sieb. et Zucc. 

和名。 teぶのき， やま「す。

産地。 展望牽 (VIII.7・)ユ産ス。

Neolistea sericea Koidz. 

和名。 L.";teも。
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産地a 八落谷 (VIII.7・)，:::.産ス。

Parabenzoin praeco玄 Nakai.

和名。 あぶらちゃん。(方言{Jら 1iち)。

産地成井)1¥(VIII. 5・);擢水谷一語谷 (VIII.6.) :=.産ス。

PAPAVERACEAE. ケシ科。

Macleaya cordata R. Br. 

和名。 たけにとき。

産地権水谷一窪谷 (VIII.6.)ニ産ス。

BRASSICACEAE. ナタネ科。

Cardamine Regeliana Miq. 

和名。 おほ怯?とおっけ惨な。

産地。 成井川 (VIII.5・)ニ産ス。

. CRASSULACEAE. ベシケイサウ科。

Sedum Makinoi Maxim. 

和名。 ま Q陰まんねんとき。

産地。 霜谷 (VIII.8.)エ産ス。

SA玄IFRAGACEAE. ユキ Jシヲ科。

Astilbejaponica A. Gray. 

和名。あはもり Lよラま， あはも 9~う。

産地。 卒井川 (VIII.8.)ェ産ス。

Cardiandra alternifolia Sieb. et Zucc. 

和名o ~きあぢきぬ< ~が〈。

産地。t 成井川 (VIII.5・);擢水谷一窪谷 (VIII.6.);権水谷 (VIII.8.);平井

(VIII. 10・)ニ産ス。

Deutzia scabra Thunb. 

和名。 ラつぎ， うのは在。

産地。 成井 )1¥(VIII. 5・)ユ産ス。

Deutzia Sieboldii Koern. 



和名。 ま Qほ・ 5つぎ。

産地3 成井川 (VIII.5・)ニ産へ

Hydrangea hirta Sieb. et Zucc. 

和名。 とあぢきぬ， しばあぢ、 3ゐ。

産地s 大森山 (VIII.7・)~産ス。

Hydrangea luteo・venosaKoidz. 

和名。2:が~ ;つぎ。
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産地。 成井川 (VIII.5・);霜谷 (VIII.8.); 15林鹿 (VIII.10.);平井 (VIII.11.) 

ニ産ス。

Hydrangea opuloides Steud. var. Thunbergii Makino. 

和名。 あまちゃ。

産地。 成井川 (VIII.5・);櫨水谷ー窪谷 (VIII.6.);擢水谷(VIII.8.)ユ産ス。

Hydrangea paniculata Sieb. et Zucc. 

和名。のりのき。

産地。 成井川 (VIII.5・)ニ産ス。

Hydrangea petiolaris Sieb. et Zucc. 

和名。つるあぢさぬ， ごとうづるP がくうつぎ。

産地。擢水谷 (VIII.8.)ニ産ス。

Hydrangea sikokiana Maxim. 

和名。やはずあぢきぬ。

産地。 涜坂谷 (VIII.10.)ニ産ス。

Itea japonica Oliv. 

和名。 ずいな， よめなのき。

産地。 成井川 (VIII.5・);霜谷 (VIII.8.)ニ産ス。

Platycrater serrata Makino. 

和名。 ほ・い 4ああまちゃ。

産地。 樺水谷ー窪谷 (VIII.6.)ニ産ス。

Ribes ambiguum Maxim. 
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和名。ゃしゃぴ Lや 4。

産地大森山 (VIII.7・).=.産ス。

Schizophragma hydrangeoides Sieb. et Zucc. 

和名a いはがらみ。

産地。纏水谷一窪谷 (VIII.6.)ユ産ス。

ROSACEAE. バラ科。

Agrimonia pilosa Ledeb. 

戸和名。 きんみづaき。

産地。 成井川 (VIII.5・)ェ産ス。

Geum japonicum Thunb. 

和名。たいとんさ 5。

産地。 成井川 (VIII.5・)ニ産ス。

Photinia glabra Maxim. 

和名。かなめもち。(そばのきL

産地a 流坂谷 (VIII.[0.)ニ産ス。

Poulthiaea laevis Koidz. 

和名。かまっか。(方言，かまつぶし)。

産地。流坂谷 (VIII.10・)ニ産ス。

Prunus Buergeriana Miq. 

和名。 いぬぎ<.ら。

産地a 権水谷ー窪谷 (VIII.6.) ~産ス。

Prunus donarium Sieb. 

和名。やまざ 4ら0

・産地3 大森山 (VIII.7・)ニ産ス。

Prunus Itosakura Sieb. var. ascendens Makino. 

和名。えどaがん， あづま以がん。

産地。 窪谷 (VIII.6.)ニ産ス。

Prunus spinulosa Sieb. et Zucc. 



和名o Y んほ~. たてぎ。(方言， たんがら)。

産地。 成井川 (VIII.5・);展望牽 (VIII.7・);涜坂谷 (VIII.10・)ニ産ス。

Rosa Onoei Makino 

和名。やぶい降ら， にほ以ばら。

産地。 中室 (VIII.6.);流 坂 谷 (VIII.10.); 15林班 (VIII.10・)ニ産ス。

Rubus Buergeri Miq. 

和名。 ふゆいちご， かんいちご。

産地3 成井川 (VIII.5・);平井 (VIII.9・)ニ産ス。

Rubus coptophyllus A. Gray. 

和名。 もみぢいちご。

産地。涜坂谷 (VIII.10.)ニ産ス

Rubus palmatus Thunb. var. palmatus Kuntze. 

和名。 なが訟のもみぢいちご， きいもど， あはいちご。

産地。 成井川 (VIII.5・)ニ産ス。

Rubus phoenicolasius Maxi m. 

和名。 ラらじろいちご， 乏ぴがらいちご。

産地J 平井 (VIII.10.)ニ産ス。

Rubus Wrightii A. Gray. 

和名。~まいちご。

産地。 八落谷 (VIII.7・)ニ産へ

Sorbus gracilis C. Koch. 

和名。 なんきんななかまど。

産地。 15林 斑 (VIII.10.)ニ産ス。

FABACEAE. マメ科。

Albizzia Julibrissin Durazz. 

和名。おむのき。

産地J 櫨水谷一窪谷 (VIII.6.)ニ産ス。

Apios Fortunei Maxim. 
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和名。 ほどいも。

産地。 成 井川 (VIII.5・);権水谷一窪谷 (VIII.6.);平井 (VIII.11.)ニ産ス。

Caesalpinia japonica Sieb. et Zucc. 

和名。 じゃ Wついほら。(方言~るかきいばら)。

産地。権水 谷 一 窪 谷 (VIII.6.);流坂谷 (VIII.10.) ~産ス。

Desmodium racemosum A. P. DC. 

和名。 ぬすびとはぎ。

産地ι 成井川 (VIII.5・)ニ産ス。

Duma瓜atruncata Sieb. et Zucc. 

和名。 のささげ。

産地。 15林 班 (VIII.10.)ニ産ス。

Euchresta japonica Benth. 

和名。みやまとベら。

産地。 流坂谷 (VIII.10.);平井 (VIII.10.)ニ産ス

Lespedeza bicolor Turcz. var. japonica Nakai. 

和名。やまはさ。

産地J 成井川 (VIII.5・)ニ産ス。

Microlespedeza Makinoi Tanaka. 

和名。やはずさラ。

産地a 平井 (VIII.11.)ェ産ス。

Millettia japonica A. Gray. 

和名。 なつふち。

産地権水谷 (VIII.8.);平井川 (VIII.10.)ニ産ス。

GERANIACEAE. 7ウロサウ科‘

Geranium nepalense Sweet. var. Thuubergii Kudo. 

和名。 ふラろさラ。

産地コ 成井戸I(VIII. 5・);櫨水谷ー窪谷 (VIII.6.)ニ産ス。

OXALIDACEAE. カタバミ科ω



。玄alisrepens Thunb. 

和名。 か?と怯み。

産地。涜坂谷 (vnI.10・)ニ産ス。

form. erecta Masamune. 

和名。たちかた怯み。

産地。 権水谷一窪谷 (vnI.6.);涜坂谷 (VIII.10.)ニ産へ

RUTACEAE. へシルウタ科。

Boenninghausenia japonica Nakai. 

和名。 まっかぜき;， まっかぜるう 7さ。

産地。 成 井 }I¥(VIII. 5・);平井 (VIII.10・)ニ産ス。

Fagara schiniifolia Engl. 

和名。いぬきfんせラ。

産地a 成 井川 (VIII.5・);平井 (VIII.9・);::.産ス。

Phellodendron amurense Rupr. 

和名。 きはだQ

産地。 15林 班 (VIII.10.) ;::.産ス o

Skimmia japonica Thunb. 

和名。 みやましきみ。(方言， しきみ¥

産地。八落谷 (VIII.7・);流坂谷 (VIII.10.) ;::.産ス。

玄antho玄yllumPiperitum A. P. DC. 

和名。さんせラ。

産地。卒井川エ産ス。

EUPHORBIACEAE. ~"カトウタイ科。

Daphniphyllum glaucescens Bl. 

和名。tA砂ゆづりは，

産地。 権水谷ー窪谷 (VIII.6.);展望牽 (VIII.7・)ニ産ス。

Daphniphyllum macropodum Miq. 

和名。 ゆづりは。(方言， わかば;。
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産・地。 入落谷 (VIII.7・);::産ス O

Mallotus japonicus Mucll.-Arg. 

和名。 あかめがしは。

産地3 平井戸1(VIII. 8.) ~産ス。

Phyllanthus flexuosus Muell.-Arg. 

和名。 とほ・んのき。

産地。 成井戸1(VnI. 5・);霜谷 (VIII.R.)ニ産ス。

Sapium japonicum Pax et K. Ho仔m.

和名。たまみづき。(方言， しらさ)。

産地。 大森山 (VIII.7・);霜谷 (VIII.8.)ニ産ス。

ANACARDIACEAE. ウルシ科。

Rhus semialata M urr. var. Osbeckii DC. 

和名。 ふ Lのき， ねるで。

産地。 成井 JI¥(VIII. 5・)ェ産ス。

Rhus succedanea L. 

和名。 はぜのき， らうのき。

産地。和田 (VIII.9・)=-産ス O

Rhus trichocarpa Miq. 

和名。やまラ忍 L。

産地。 成井 J¥¥(VIII. 5.);平井 (VIIl.9・)ユ産ス。

AQUn・OLIACEAE. リヨ耳科}

Ile玄 crenataThunb. 

和名。 いぬつげ。(方言， ねづみもち)。

産地。成井川 (VIII.5');入落谷 (VIII.7・);大森山 (VIII.7・);::産ス。

IIex macropoda Miq. 

和名。 あをはだ。(方言， と bあしぎ¥

産地。 大森山 (VIII.7・)ユ産ス。

IIe玄 micrococcaMaxim. 



和名。'"とまみづき， あかみづき。(方言， みづき)。

産地。涜坂谷 (VIII.10.)ニ産ス。

Ile玄 pedunculosaMiq. 

和名。 そよど。(方言， よ、くらしば)。

産地。 八落谷 (vrrI.7・)ユ産ス。

Ilex rotunda Thunb. 

和名。~ろが鼠もち。(方言、 あをぎ)。

産地。 展望事 (vnI.7・);大森山 (vrrI.7・);平井 (vnI.9・)ニ産ス。

De玄 SugerokiMaxim. subsp. longipedunculata Makino. 

和名o ~;;そよご。(方言， しゃしゃんぽL

産地a 大森山 (vnI.7・)ニ産ス。

CELASTRACEAE. :.シキギ科。

Evonymus 0玄yphyllaMiq. 

和名。 つりほ・な。

産地。 権水谷一窪谷 (vnI.6.);涜坂谷 (vrrI.10.)ニ産ス。

STAPHYLLEACEAE. ミヴバウヴギ科。

Euscaphis j aponica Pax. 

和名。 ごんずい。(方言， くろく 3ぎ)。

産地八落谷 (VIJI.7・)ニ産ス。

ACERACEAE. 力へデ科。

Acer palmatum Thunb. subsp. genuinum Koidz. 

和名。 もみぢz.ばもみぢ" いろはもみぢ。

産地3 成井川 (vnI.5・)ニ産ス。

subsp. Matsumurae Koidz. 

和名。 やまもみぢ。

産地。 八落谷 (VIII.7・)ニ産ス。

Acer mono Maxim. 

和名り いたやかへで。
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産地。八落谷 (VIII.7・);権水谷一窪谷 (VIII.8.)ニ産ス。

var. dissectum (Wesmael.) 

和名。えんかラかへで。

産地。 八落谷 (VIII.7・)ニ産ス。

Acer rufinerve Sieb. et Zucc. 

和名。 ラりはだか与で。(方言， かへてん)。

産地a 八落谷 (VIII.7・)ニ産ス。

AcerSieboldiauum Miq. 

和名。 い?とやめいげつ， きば在はうちはかへで。

産地。 大森山 (VIII.7・)エ産ス。

HIPPOCASTAN ACEAE. トチ Jキ科。

Aesculus turbinata Bl. 

和名。 とちのき。

産地。 成井川 (VIII.5・)ニ産ス。

SAPINDACEAE. ムクロジ科υ

Sapindus Mukurossi Gacrtn. 

和名。む 4ろじ。

産地。 構水谷一律谷 (VIII.6.)ニ産ス。

SABIACEAE. 7ヲカヅラ科。

Meliosma rigida Sieb. et Zucc. 

和名。やまびは。

産地。 平井 (VIII.10.) :.産ス。

RHAMNACEAE. ウロウメモドキ科u

Berchemia magna Koidz. 

和名。 おほ 4まやなぎ。(方言<ろがねかづら)。

産地。 抗坂 谷 (VIII.10.)ニ産ス。

Hovenia dulcis Thunb. var. tomentella Makino. 

和名。 けけんほなし。
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産地。 平井川 (VIII.8.)ニ産ス。

VITACEAE. 7'ダウ科。

Ampelopsis heterophylla Sieb. et Zucc. 

和名。 のぶだラ。(方言， いね乏ベつしよかづら)。

産地。 櫨水谷ー窪谷 (VIII.6.);擢水谷 (VIII.8.);平井 (VIII.10・)ェ産ス。

AmpelopSIllIleeoides Planch. 

和名。 ラどかづら。(方言， ねあが bかづら)ο

産地。 涜 坂谷 (VIII.10.)ニ産ス。

Parthenocissus Thunbergii Nakai. 

和名。 つ?と， なつづたυ

産地。 成井川 (VIII.5・)ェ産ス。

Vitis d.exuosa Thunb. 

和名。 さんか 4づる。(方言， 乏べつしよかづらi。

産地コ 流坂谷 (VIII.10.)ニ産ス。

Vitis saccharifera Makino. 

和名。 あまづ Q， をと之ぶ 7さう。

産地3 八落谷 (VIII.7・)ニ産ス。

ELAEOCARPACEAE. ホルト Jキ科。

Elaeocarpus japonicus Sieb. et Zucc. 

和名。 とはーんもち。(方言， 乙ばもち)。

産地。擢水谷 (VIII.10.);平井 (VIII.10.) ;.産ス。

ACTINIDIACEAE. サルナシ科。

Actinidia arguta Planch. 

和名。 きおなし， しらくもづる。

産地涜坂谷 (VIII.10.)ニ産ス。

Actinidia polygama Planch. 

和名。 またたび。(方言， またたびかづら)。

産地涜坂谷 (VIII.10.)ニ産ス。
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CAMELLIACEAE. ヴバキ科。

Camellia japonica L. var. spontanea Makino. 

和名。 やぶつは引き。

産地。 窪谷 (VIII.6.)ェ産スo

Eurya japonica Thunb. 

和名。rAきかき。(方言， ぴしゃっ之、

産地。 成井川 (VIII.5・)ニ産ス。

Sakakia ochnacea Nakai. 

和名。 きかき。

産地。 成井川 (VIII.5・);擢水谷 (VIII.8.);平井 (VIII.10.)ニ産ス。

Stewartia monadelpha Sieb. et Zucc. 

和名。rA母しやら。(方言， さるたL

産地。 大森山 (VIII.7・)ニ産ス。

Ternstroemia Mokof Nakai. 

和名。 も~ 2:. ~o 

産地。 展望牽 (VIII.7・)ニ産ス。

HYPERICACEAE. 方トギリサウ科。

Hypericum erectum Thunb. 

和名。 おとぎりさ ;0
産地a 中室 (VIII.6.);平井 (VIII.10.)ニ産ス。

Hypericum hakonense Fr. et Sav. 

和名。 とおとぎり。

産地。権水谷一窪谷 (VIII.6.); 15林班 (VIII.10.)ニ産ス。

VIOLACEAE. スミレ科。

Viola grypoceras A. Gray. 

和名。たちっぽずみ点。

産地c 成井川 (VIII.5・);櫨水谷 (VIII.6.);大森山 (VIII.7・);15林班 (VIII.

10.)ニ産ス。



Viola Ma玄imowiczianaMakino. 

和名。 とみやまずみ点。

産地。 窪 谷(VIII.8.)ニ産スo

Viola violacea Makino. 

和名。 Lはいずみ点。

産地。 15林班 (VIII.ro・)ニ産ス。

FLACOURTIACEAE. ~ヒギリ科。

Idesia polycarpa Maxim. 

和名。 いUぎり。(方言， あづきぢんだ)，

産地。 流坂谷 (VIII.10.)ニ産ス。

STACHYURACEAE. キ?シ科。

Stachyurus praecox Sieb. et Zucc. 

和名。 きぶ L， まめぶし。(方言， たにはぎ)。

産地。成井川 (VIII.5・);大森山 (VIII.7・)ュ産ス。

THYMELAEACEAE. ヂンチヤウゲ科。

Wikstroemia trichotoma Makino. 

和名。 きがんぴ。

産地。 大森山 (VIII.7・)ニ産ス。

ELAEAGNACEAE. ?ミ科。

Elaeagnus glabra Thunb.‘ 

和名。 つおとみ。

産地。 成井川 (VIII.5・)ニ産ス。

OENOTHERACEAE. 7カバナ科。

Circaea erubescens Fr. et Sav. 

和名。 tiとに?とで。

(169) 

産地権水谷一窪谷 (VIII.6.);窪谷 (VIII.6.);大森山 (VIII.7・)ユ産ス。

ARALIACEAE. ウコギ科。

Acanthopanax sciadophylloides Fr. ct Sav. 
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和名。 と Lあぶら，いもぎ。

産地。樺水谷ー窪谷 (VIII.6.)ニ産ス。

Aralia cordata Thunb. 

和名。 ラど。

産地。 平井 (VIII.9・)ニ産ス。

Aralia elata Seem. 

和名。'tiとらのき。

産地 15株 班 (VIII.10・)ュ産ス。

Gilibertia trifida Makino. 

和名。 か~Atみの。

産地。 展望牽 (VIII.7・);大森山 (VIII.7・)ニ産スo

Hedera Tobleri Nakai. 

和名。 きづ?と， ょ、ゆづた。

産地a 成 井川 (VIII.5・);櫨水谷一窪谷 (VIII.6.)ニ産スo

Kalopana玄 innovansMiq. 

和名。たかのつめ， いもの主。

産地。 展望肇 (VIII.7・)ニ産ス。

Kalopanax pictulll Nakai. 

和名。 はりさ~， せんのき。

産地。 15林 涯 (VIII.10.)ニ産ス。

Pana玄 japonicumc. A. Mey. 

和名。 とち訟にんじん。

産地。 樺水谷ー窪谷 (VIII.6.)ニ産ス。

APIACEAE. サンケイ科。

Chamaele decumbens Makino. 

和名。せんとラきラ。ー

産地。擢水谷 (VIII.8.)ニ産ス。

Cryptotaenia japonica Hassk・



和名。みつ按ぜ!)， みつば。

産地。成井川 (VIII.5・);卒井 (VIII.10.)ニ産ス。

Hydrocotyle javanica Thunb. 

和名。 おほ陰ちどめとさ。

産地。涜坂谷 (VIII.10.)ニ産ス。

Sanicula chinensis Bunge. 

和名。 おにみつ陰， うまのみつば， やまみつば。

産地。 成井川 (VIII.5・)=-産ス。

CORNACEAE. ミヴキ科。

Aucuba japonica Thunb. 

和名。 あをき。

産地。 卒井川 (VIII.8.);平 井 (VIII.10・)エ産ス。

Cornus brachypoda C. A. Mey. 

和名。~まのみづき。

産地樺水谷ー窪谷 (VIII.6.) =-産ス。

Cornus controversa Hemsl. 

和名。みづき。(方言， かたばしか)。

産地。 成井川 (VIII.5・);八落谷 (VIII.7・)エ産ス。

Metachlamydeae. 後世花被亜門。

CLETHRACEAE. リヨウ?科。

Clethca barbinervis Sieb. et Zucc. 

和名。 りよラぶ。

産地。 権水谷一窪谷 (VIII.6.).:=.産ス。

RHODORACEAE. シャクナゲ科。

Leucothoe Keiskei Miq. 

和名。 いはなんてん。

産地。成井川 (VIII.5・)ユ産ス。

(17' ) 



(172) 

Meisteria campanulata Nakai. 

和名。 さらさどラだん。

産地。 大森山 (VIII.7・);展望牽 (VIII.7・)ニ産ス。

Meisteria nudipes Honda. 

和名。 とあぶらつつじ。

産地。 霜谷 (VIII.8.);樺水谷 (VIII.8.)ニ産ス o

Pieris japonica D. Don. 

和名。 あせび。(方言， はもろ)。

産地。 成井川 (VIII.5・);展望牽 (VIII.7・)=-産ス。

Rhododondron Kaempferi Planch. 

和名。やまつつじ。

産地3 卒井川 (VIII.11.)ェ産ス。

Rhododendron Keiskei Miq. 

和名。 ひかげつつじ

産地。 成井川 (VIII.5・);霜谷 (VIII.8.)ニ産ス。

Rhododendron lateritium Planch. 

和名。 さっき。

産地3 権水谷一窪谷 (VIII.6.) =-産ス。

Rhododendron linearifolium Sieb. et Zucc. 

和名。 もちつつじ。(方言， 浴ほかめつつじ)。

産地。 大森山 (VIII.7・);平井川 (VIII.11.)ニ産ス。

Rhododendron Metternichii Sieb. et ZUCC. var. hondoense Nakai. 

和名。 ほんしゃ 4なげ。

産地J 大森山，展望蚕 (VIII.7・)=-産ス。

Rhododendron reticulatum D. Don. 

和名。 と訟のみつほ司つつじ。

産地。 成井川 (VIII.5・);霜谷 (VIII.8.)ニ産ス O

Rhododendron serpyllifolium Miq. 



和名。 ラんぜんつつじ。(方言z.めつつじ)。

産地。権水谷ー窪谷 (VIII.6.)ニ産ス。

Vaccinium Smallii A. Gray， var. minus Nakai. 

和名。ずのき。(方言，乙うめL

産地ョ 展望牽 (VIII.7.)ニ産ス o

Xolisma elliptica Nakai. 

和名。ねぢき。(方言，をぢ Zろし)。

産地。 成井JI¥(VIII. 5・);八落谷 (VIII.7・)ニ産ス。

MYRSINACEAE. ヤ?カウジ科。

Bladhia crispa Thunb. 

和名。 から?とち蹴・な。(方言， からたち)。

産地。樺水谷 (VIII.8.);平 井 (VIII.10・)ユ産ス。

Bladhia japonica ThuI也

和名。やぶかラじ。(方言， ふきあげ)。

産地3 樺水谷一窪谷 (VIII.6.);展望 牽 (VIII.7・)ュ産ス

Bladhia lentigi:nosa Nakai. 

和名。 まんりや B。

産地。入落谷 (VIII.7・)ェ産ス。

Bladhia vi1losa Thunb. 

和名。つるかラじ。

産地。 成井 }I¥(VIII. 5・);標水谷一窪谷 (VIII.6.)エ産ス。

Maesa japonica Moritz. et Zoll. 

和名。いづせんりよラ。(方言， かしかづら)，
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産地。 成井川 (VIII.5・);権水谷一窪谷 (VIII.6.);平井 (VIII.9・)ニ産ス。

Raphanea neriifolia Mez. 

和名。'tiといみんたち惨なo (方言， ぴちの~， v¥.いも)。

産地。 成 井川 (VIII.5・);権水谷ー窪谷 (VIII.8.) ~産ス。

PRIMULACEAE. サクラサウ科.
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Lysimachia acroadenia Maxim. 

和名。 みやま?とど按ラ， ぎんれい 3 う。

産地3 権水谷一窪谷 (VIII.5・);1 5林班 (VIII.10.)ユ産スO

Lysimachia clethroides Duby. 

和名。 をかとらのを。

産地。 平井川 (VIII.9・)ユ産ス O

Lysimachia japonica Thunb. 

和名。 となすび。

産地2 権水谷一窪谷 (VIII.5・)ェ産ス。

SYMPLOCACEAE. ハヒ Jキ科。

Bobua glauca Nakai. 

和名。 み h つほ司t}.， み、ずば以。

産地。 樺水谷 (VIII.8.)ニ産ス.

Bobua prunifolia Sieb. et Zucc. 

和名。~.;陪い。(方言， は以のきL

産地。 大森山 (VIII.7・)ニ産ス。

Palura argutidens Nakai. 

和名。t.こんなさはふたぎ。(方言， やまつげ凡

産地。 入 落谷 (VIII.7・)=-産ス。

STYRACACEAE. x :1 Jキ科。

Styrax japonica Sieb. et Zucc. 

和名。えごのき。(方言， ちょうめんのきL

産地。 成井川 (VIII.5・);展望牽 (VIII.7・)ニ産ス

OLEACEAE. ヒヒラギ科。

Ligustrum japonicum Thunb. 

和名。抱づみもち，たまつばさ。(方言， つるぐ、す)。

産地。権水谷ー窪谷 (VIlI.6.);抗 坂谷 (VIII.10.)ニ産ス。

Osmunthus ilicifolius Stand. 
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和名。 uuらぎ。

産地a 展望牽 (VIII.7・)ニ産ス。

GENTIANACEAE. リンダウ科。

Crawfurdia japonica Sieb. et Zucc. 

和名。 つおりんだ B。

産地。 成井川 (VIII.5・)ニ産ス。

Gentiana sikokiana Maxim. 

和名。あさまりんだラ。

産地。 大森山 (VIII.7・)ニ産ス。

Swertia bimaculata Hook et Thoms. 

和名。・あけぼのきラ。

産地。 擢 水谷ー窪谷 (VIII.6.);窪谷 (VIII.8.)ュ産へ

APOCYNACEAE. ケ 7チクタウ科。

Tra 

和名。 ていかかづら。

産地。 樺水谷一窪谷 (VIII.6.)ニ産ス。

ASCLEPIADACEAE. .，ウワタ科。

Tylophora sublanceolata Miq. 

和名。 乙訟のかもめづ Q。

産地。 成井川 (VIII.5・)ニ産ス。

HELIOTR(lPIACEAE. ムラサキ科。

Cynoglossum asperrimum Nakai. 

和名。おばるりさラ。

産地。 涜 坂 谷 (VIII.10・)ニ産ス。

Cynoglossum villosulum Nakai. 

和名。おほおりさラ。

産地a 擢水谷一窪谷 (VIII.6.)ニ産ス。

VERBENACEAE. クマヴヅラ科。
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Callicarpa japonica Thu由.

和名。むらさき Lきぶ。(方言， ごめどめ)。

産地八落谷 (VIII.7・);涜坂谷 (VIII.IO.)ェ産ス。

val'. Taquetii Nakai. 

和名。 とほ-むらさき Lきぶ。

産地。 八落谷 (VIII.7・);涜坂谷 (VIII.10・)ニ産ス。

Cleroderidron trichotomum Thunh. 

和名。~さぎ。

産地。 成井川 (VIII.5・)ニ産ス。

Premna ja'ponica Miq. 

和名。はま 4さぎ。(方言 !Jんのか。

産地。平井 (VIII.9・).:::.産ス。

LAMIACEAE. ヲドリコサウ科。

Salvia chinsis Benth. 

和名。 あきのたむらさラ。

産地。 成井川 (VIII.5・)ニ産ス。

Satureia multicaulis Nakai. 

和名2 やま?とふ訟な。

産地霜谷 (VIII.6.)ニ産ス。

Teucrium Miquelianum Kudo. 

和名。つ~ ~1J\ ~き。

産地a 櫨水谷ー窪谷 (VIII.6.);権 水谷 (VIII.8.)ニ産ス。

RHINANTACEAE. コeマJハグサ科。

Torenia setulosa Maxim. 

和名。 しそほ・;y ~さ。

産地。八落谷 (VIII.7・);15林 蛙 (VIII.10.)ェ産ス。

GESNERIACEAE. ~ハタバコ科。

Conandron ramondioides Sieb. et Zucc. 



和名。 いは?と訟と。(方言， いはもしや)。

産地。 成井川 (VIII.5・);窪谷 (VIII.8.)ニ産ス。

RUBIACEAE. 7カネ科。

Damnacanthus indicus Gaertn. f. var. genuinus Makino. 

和名。ありc!:';し(方言，ねづみ 3 し)。

産地。 成井川 (VIII.5・)ニ産ス。

Galium pseudo-aspellum Makino. 

和名 3 おほほ‘のやへむとら。

産地。 窪谷 (VIII.6.); 15林 蛙 (VIII.10.)ニ産ス。

Oldenlandia hirsuta L. f. 

和名。 はしかとさ。

産地a 権水谷 (VIII.8.); 15林班 (VIII.10・)ユ産ス。

Ouroup町 iarhynchophylla Matsum. 

和名。かぎかづら， かぎづら。〈ちょうとくかづら)。

産地3 展望牽 (VIII.10.)ニ産ス。

Paederia chinensis Hance. 

和名。へ 4そかづら， ゃいとば攻。

産地3 平井川 (VIII.7・)ニ産ス。

CAPRIFOLIACEAE. スヒカヅラ科。

Lonicera japonica Thunb. 

和名。'1''().かづらこん Eう。(方言， にんどうかづら)。

産地流坂谷 (VIII.10.)ニ産ス。

Sambucus Sieboldiana BI. var. typi伺 Nakai.

和名。 にはとと。

産地。 権水谷 (VIII.8.)ニ産ス。

Viburnum erosum Thunb. var. punctataum Fr. et Sav. 

和名。 iとほ・のがまずみ。(方言， しんぶ 9)。

産地J 八落谷 (VIlI.7・)ニ産ス。

(177) 
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Viburnum tomentosum Thunb.var. cuspidatum Maxim. 

和名。 とやぶでまり， ほそばのやぶてま b。

産地。 成井 }IJ(VIII. 5・);権水谷ー窪谷 (VIII.6.)ニ産ス。

VALERIANACEAE. ヲミナへシ科。

Patrinia scabiosaefolia Link. 

和名。 をみなへし

産地。 平井 (VIII.10.)ニ産ス。

CUCURBITACEAE. ウリ科。

Trichosanthes multiloba Miq. 

和名。 もみちからす;9。

産地権水谷一窪谷 (VIII.6.); 15林班 (VIII.10.);平井 (VIII.10.)ニ産ス。

ASTERACEAE. キク科。

Adeuocaulon adhaeresens Maxim. 

和名。 のぶき。

産地a 櫨 水谷 (VIII.8.)ェ産ス。

Ainsliaea apiculata Schultz. 

和名。 きっかふはとま。

産地a 櫨水谷一窪谷 (VIII.6.);涜坂谷 (VIII.10・)ニ産ス。

Ainsliaea cordifolia Fr. et Sav. 

和名。 ていしゃ Bさラ。

産地。大森山 (VIII.7.)ニ産ス。

Aster pinnatifi.dus Makino. 

和名ョ ゆラがぎ 4。

産地 17班 (VIII.5・)ユ産ス。

Cacalia delphinifoila Sieb. et Zucc. 

和名。 もみぢがき， もみち、 3う。

産地。 17林直 (VIII.5・)エ産ス。

Carpesium cernuum L 
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和名。 さじがん~t(きラ。

産地。 大森山 (VIII.5・)ニ産ス。

Carpesium rosulatum Miq. 

和名。 aめがん 4びきラ。

産 地 17林 班 (VIII.5・);樺水谷一窪谷 (VIIT.6.);大森山 (VIII.7・);霜谷

(VIII. 8.)ニ産ス。

Conyza japonica Less. 

和名。 いづは島と， やまぢわうぎ〈。

産地。 15林班 (VIII.10.)ニ産ス。

Crepis japonica Ben此

和名 3 おに?とびらと。

産地コ 成井川 (VIII.5・);権水谷ー窪谷 (VIII.6.) .:::.産ス。

Erigeron canadensis L. 

和名。 thめむか Lよもぎ。

産地平井 (VIII.10.)ニ産ス。

Eupatrium japonicum Thunb. 

和名。 thよどり訟な。

産地大森山 (VIII.7・)ニ産ス。

Gnaphalium multiceps Wall. 

和名。 はーととき， どぎよう。

産地。 成井川 (VIII.5・)ニ産ス。

Lactuca denticulata Maxim. nr. typica Maxim. 

和名。や 4しきラ。

産地。擢 水谷一窪谷 (VIII.6.)ニ産ス。

Lactuca Raddeana Maxim. 

和名。ゃまにがな。

産地 15林班 (VIII.10.)ニ産ス。

Lactuca sororia M i q. 
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和名。むらさきにがな。

産地υ 樺水谷一窪谷 (VIII.6.);八落谷 (VIII.7・)ニ産ス。

Petasites japonicus Miq. var. typicus Makino. 

和名。ふき。

産地。涜坂谷 (VIII.10.)ュ産スo

Rhynchospermum verticillatum Reinw. 

和名。 L;ぶんさラ。

産地匂涜坂谷 (VIII.10.)ニ産ス Q


