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萎湾及印度産水牛の睦尺に就きて

農皐士 柳川秀典

MEASUREMENT OF THE Z,EBU 

OF FORMOSA AND INDIA. 

By 

H. YANAGAWA, Nogαkushi. 

Go,・ernment Stock-Farm, Koshun, Formosa. 

一－抽ー，F ー『

In India many breeds of Zebu are known to exist, while in Formo鍋 only

a single breed as yet has been found. As the thorough measurement of the Indian 

breC'ds and especially of the Formosan seems never to have beE)n taken, I tried to 

fill up this gap in our knowledge of tl巾 <lomesticaもedanin叫， arnili暗 myselfof 

the excellent opportunity which I have had. 

The work was attmdcd with considerable difficulty and often performed at a 

risk of danger，拙， theFormosan Zebu is still semi-wild and gives a very hard 

kick, which in many instanc哩8has proved to be fatal. 

Them朗 自urementwas taken during the month of August in 1911 on thirty 

head of the Formosan Zebu-cows, and also on one head of the bull of the same 

breed. The measurement on the Indian Zebu wa:r. performed at about the same 

time; the individuals examined were nine in all, of which six were cows and three 

bulls. The Indian breed introduced to our Stock-Farm is one乱ndthe same breed, 

which附 ms加 corr四pondto Bos Zebu indicus major Fitzinger. 

The measusement w’as taken after the method described by Werner ll. 

1〕. H. Werner, Die Rinderzucht. Zweite Aull. S. 144. 

、、’
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2 柳川一重程普及印度水干の盟尺に就きて

ZEBU-COWS 

Name Katsu’ Katsu・ III Katsu- Katsu- K乱tsu- Katsu-Katsu-
tsubaki fu抽 aya den koto 1zum1 yanag1 

Years old 7 11 7 8 12 9 10 10 

Date of measurement Aug.7, AuJ"{' Au芦.S, ~i'f°f' 11~1.8, Afrfjy Af~it' A~lii0' 
1911 191 1911 1 

Height at withers 111 114.2 103 110.8 109 106.5 108 114 

Height at chine 110.3 109.0 98.5 106.2 104 104 105.5 109 

E王eightat croup 110.8 112.5 103.5 110 108 104.2 108.8 112.5 

Height at setting of tail 114.7 113.7 105.2 115 110 106 106 112.5 

Depth of chest 65 66 57 57 62 61 61 63 

Heighむatknee 31.3 33 29 32.8 30 285 30.3 33.5 

Height at hock 43.2 42 39.3 39.5 41 41 39.5 44.5 

Height at elbow 60 63 57 61 58 59 57 61.5 

Height at thigh-joint 97.7 98 90.5 99.,5 94 90 92 97.2 

Length合ompoll to tail 163.2 152.5 135.0 163.0 146 14l 148 147 
Leng:t fi・ompoint of 12± 124.5 114.5 123.0 1:22 116 120 120.5 

oulder to dtubone 
Length of戸houl 47 43 39 43 44 44 43.5 43 

Length of pelvis 42 41 3:j 38 41 36.5 35 ::rn 
Length of loin 29 30 28 27 25 29 31 29 

Breadth of forechest δ7.8 36.2 27 32.5 29 30 31 33 

Breadth of hindchest 42 38.5 23 38 32 29 34 32 

Girth of hindchesむ 161 155 1:31 14) 149 141 150 150 

Breadth of pelvis 38 36 ;34 39 36 31 37 36 

Breadth b2tween hips 42 38 :36 42 38 34 34 39 

Breadth between pinbones 20 22.5 15.5 17 16 15 15 18 

Girth of shank 17 15 12.5 15 14 15 14 15 

Length of head 43 40 39 44 42 4丸 41 44 

Length of forehead 19 18.5 18 19 18 19.5 20 19 

Breadth of upper forehead 18 16 15.5 16 14 16 14 15 

Breadth of lower forehead 19 17 17.:3 19 18 18 19 18.5 

Narrowest breadth of forehead 16 15 16 14 14 15 15 14 

Length of horn 12 18 9.5 18 18 19 16 13 

Length of neck 5:3 60 48 63 51 55 60 59 

Live weight in kilogramms 320.6 309.4 202 285.8 248 208.7 238.1 255.8 
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OF FORMOSA 

Katsu- Bo- Bo- Bo- Katsu- Akiu- Kei- K" U-se・ Ten U k an kawa tsuki hikari haru XVI ichi 8且ふun 1-san 1 -wa n・pn u 

7 。 5 9 10 5 6 7 8 8 6 9 

A~1ifi1°, Afffil1' Ar!N' Ar~i\1' A時rnd1'Aflii2' 1ifl2' "\~git2' A~g1i2' A1~1.°i4' A~1.i4' Al~gii4' 

111.5 107.6 110.8 110 114 108.3 107.5 113;2 108 108.5 109 111 

111 105.5 109.5 106.5 112.5 105.5 1.04 108.8 108.2 106.5 109.5 106.5 

114 106.5 113 108.5 110.2 110 107.3 109 108.~ 109.6 112.5 110 

111.2 105 11:1.6 107.4 108.5 102 3 104.5 109 109.1 108.5 112・2 105 . .5 

61 60 65 50 59 58 .58 65 61 60 59 60 

!34.5 28 30 ;30 30 ;30 30 30 30 . .5 ;33 31 30.5 

42 :38.5 40.2 :37.5 37 39.5 :38.8 44 40 38.5 43 42 

62 。7 65 57 60 54.8 58 59 58 64 58 [J9 

99 90 99 90 94 97 91 97 90.8 96.5 95.6 93 

136 143.6 144.3 148 3 152.8 143.8 136 142.5 136 138 1.50.8 151.5 

120 123.,j 128 123.5 127.5 127 1・26 120 117 . .':i 115 119.2 120 

44 4:2.8 4.5 40 46 41 43.5 46 40 42 43 41 

37.5 37 33.5 34 35.5 3,i.5 34 35 34.5 36.5 36.:'3 えら

25.5 27.2 26 29.δ 31.5 30 2δ 23 31.2 3:3 28 :30 

29 29.4 30.8 29 31 32.8 29.5 35 29 26.5 29 30 

31 27.8 27.3 28.5 28 34 27.5 35 27.2 24 28 26.5 

148 141 liH 152 146 146 141 160 150 139 145 141 

34 2 33.5 34 2 32 34 7 30 30 31.5 31.5 30.5 33.5 30 

37 37 40 35.5 40 37 ;3;j 38.3・ 34 35 36.5 40 

16 18 19.8 17 17 16.5 15 19 16 15 13.5 14.5 

15 15 16 14 15 13.5 14 15 14. 14 14 14 

43 40 44 42.2 43 38.5 40 40 40 44 42.5 41.5 

17 17.5 20 20 18.5 18 20 rn.5 19 19 17.5 18 

16 15 14.5 15 13.5 14.5 14 14.5 14.5 14.5 15 14 

18 18.5 21 17.5 17.8 17 17 18.5 17 16.5 17.5 16 

16 14 rn 14.5 13.8 14 13 13.5 12 13 14.5 13 

14 16 13 16 8 10 ら 12 15 14 20 Broken 

46 44 50 ・ 52 60 61 48 51 52.5 52 61 60 

242.3 219.4 279.0 261.4 275.8 263.6 217.5 285.6 241.4 195.9 230.1 2-18.1 
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ZEBU-CO羽TS

Name Kwaku・Chin- A-h"ch" K" . K" Katsu-Katsu-
to koku 1 1 1-1u i-mu kernliri rai 

Years.old 8 7 9 4 7 7 8 

Date of measurement Aug.14, Aug.14, Aug.15, Aug.15, Aug.15, Au宮.16,Aug.16, 
Hill l!:Hl 1911 1911 1911 1911 1911 

Height at withers 100.9 106.2 111 106 112.ヨ 106.3 103.5 

Height at chine 97.8 104 114.5 103.5 108.2 109.2 103.6 

Height at croup 100.5 106.7 113 105.5 109 109.2 108 

Height at setting of tail 95.5 103 108.5 104 103 106.4 107 

Depth of chest 57 56 51 55.5 56 59.5 fiO 

Height at knee 2H.7 28 30 29.5 30 30 29 

Height at hock 37,4 42 43 38 42 46 45 

Height at elbow 57 58 61.5 61 6fl 6宮 60 

Height at thigh-joint 90 90.5 97.5 93 9B 90 91.5 

i.e::r.t from.［出~v色~~：：！
131 136.3 156.3 126 139 142 138 

Lengt from 113 118 127.5 111 111 117 121 
shoulder 

Length of sh 41 43.5 43.5 39 41 41 40 

Length of pelvis 31.5 36 34.5 32.5 32.5 33.5 34 

Length of loin 27.5 32 28 25 30.5 26.4 26 

Breadth of ゐrechest 30 31 29 29 28.5 27.5 34 

Breadth of hindchest 30 24 32.5 30.8 30 26 H2 

Girth of hindche再t 137 133 156 141 140 141 150 

Breadth of pelvis 32.5 30- 31.5 28.5 il2.5 30.5 32 

Breadth between hips 37 3;3 34.5 30 32 35.5 39 

Breadth between pinbones 
、

• 15.5 16.5 17 13.5 14 13.3 14.5 

Girth of shank 1生 14 15 13 13 13 15 

Length of head 42.5 40.5 42.8 40.5 41 41 38.5 

Length of forehead 20 17 18 18 17 18 18 

Breadth of upper forehead 16.5 13.5 14 12.5 11.5 14 15 

Br朗 dthof lower forehead 18.5 17 17.8 15 17 1G 17.5 

Narrowest breadth of forehead 14.5 13.5 14.5 13.5 13.5 H 145 

Length of horn 14 15.5 6 7 5 10 17 

Length of neck 58 46 54 45 54 43 50.5 

Live weight in kilogramms 219.2 207.8 249.0、 H.l0.9 200.6 210.9 252.3 

Length of ear 
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OF FORMOSA 

Tot 1 A Percent戸 Percent 
a verage Max. Mm. 

Bo- K乱tsu- Ka臼u- age 
~~{ao-

age 

1zum1 tomi midori 

5 6 9 2 . .5 

Aug.16,Aug.16, Aug.16, Aug.17, 
1911 l!Jll 1911 1!:111 

10.5 . .5 1m 108 . .5 3268.0 108.9 100.00 114.2 100.9 119 100.00 

107 112 lQ,j 3205.'.1 106.8 98.07 114.5 97.8 11.5 96.64 

108.5 111 108 3268.5 109 100.09 114.0 100.5 117.3 98.57 

105.6 108.8 101.3 3226 107.5 98.71 115 95.5 109 91.60 

60 62 58 1783 59‘4 54.55 66 fiO 61 51.26 

28 30 28.3 908.4 30.3 27.82 34.5 28 32.5 27.:31 

壬2 43 41 1230.4 41.0 37.65 45.0 37.0 45 37.82 

56 61 59.5 1784・3 59.5 54.64 6壬 54.8 64 5:3.78 

HO 98 88.9 2820.2 94 86.32 99.5 88.9 101..5 85.29 

151 148 139 4325.9 144.2 132.42 163.2 126 145 121.85 

122 124 120 3616.2 120.5 110.65 128 128 124.5 104.62 

43 4-1.5 40.2 1277.5 42.6 39.12 47 39 43 35.13 

35.5 3凶.5 34.5 1080 36 33.05 42 :n.5 38.5 32.35 

26.5 23 33.5 846 3 28.2 25.90 33.5 23 25.2 21.18 

27 34.5 32 920 30.7 28.19 37.8 26.5 32.:3 27.14 

27 33 30 908.6 30.3 27.82 42 23 29 24.37 

14G 158 145 4389.0 1壬6.3 134.34 161 131 1壬9 125.21 

31 30 27 928.1 30.9 28.37 39 27 34.6 29.08 

33.5 37 ;35.5 1095.3 36.5 :33.52 42 30 37 31.01 

14.3 18.2 13.5 486.6 16.2 14.88 22.5 13.3 15.5 13.03 

14.5 17 13 4:32.5 14.4 13.22 17 12.5 18 15.13 

38.4 41 41 1241.9 41.4 38.02 44 38.4 43.5 36.55 

16.7 18 16.5 552.2 18.4 16.89 20 16.5 19.[i 16.39 

14 16 13 439.5 14.7 13.50 18 11.5 17 14.29 

17.5 17.5 17 528.9 17.6 Hi.16 21 15 19 1.5.97 

13.4 15 13 425.7 14.2 13.04 16 12 16.5 1:rn1 

10 16 ヒ5 372 12.8 11.75 20 5 15 12.61 

49 56 62 160壬 53.5 49.13 62 43 45.5 ?.8.2生

225.0 292.5 2壬6.87323.5 244.1 320.6 190.9 277.5 

18 15.13 
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ZEBU-CO羽TSOF INDIA ( Perhaps Bos Zebu indicus m吋orFitzinger ) 

Total 

Name or No. 178 182 181 177 17H 180 

Years old 6 6 6 5 6 5 

Date of measurement Aug.22, Aug.22, Aug.22, Aug.22,Aug.23, Aug.23, 
Hill 1911 1ν11 1911 1911 Hill 

Height at withers 126 130.6 129 127 136.9 130.1 77H.6 

Height at chine 125 129.6 127 127 1:33.3 128.6 770.5 

Height at croup 129.3 135.9 133.4 129.8 1生1.2 133.5 803.1 

Height at setting of tail 126.0 131.5 129.0 129.0 135.9 128.0 779.4 

Depth of' chest 64 63.5 59 67 62.2 62 377.7 

Height at knee 35 38 35 36 40 39 223 

Height at hock 48 49 50 50 49 43 289 

Height at elbow 7L 74 75 70 76 74.5 440.5 

Height at tl均h-;joint 112.5 115 111 114 119.3 110.0 U81.8 

t:~~];~l 合ompoll to t乱il
147.2 155.5 149 158.5 155.5 155.8 922.5 

from point of' 
122.4 132.2 1 ：~o・2 120 133.6 123 761.4 

der to iilinbone 
Length of' sho der 46 45 49 48 40.5 47 284.5 

Length of pelvis 37.5 44 40 4ヨ 41.5 38.5 2壬3.5

Length of loin 81.5 31 32 29 34 29.5 187 

Breadth of forechest 35 41 37 35.4 35 34.5 217.9 

Breadth of hindchest 37 :32 35 39 .38 34 215 

Girth of' hindchest 162 166 163 175 170 168 1004 

Breadth of pelvis 35 38 38.3 38 38 39 226.3 

Breadth betw明 nhips 45 43.5 43 45.5 46.3 46 269.3 

Breadth between pinbones 18 20 21 18.5 19.5 乞1 118 

Girth of shank 18 16 16 17.5 17 17 101.5 

Length of head 46.5 48.5 45 51.5 44 45 280.5 

Length of forehead 20 20 20 23 21 20.5 124.5 

Breadth of' upper forehead 17.5 17.5 19.5 19.5 19.5 18.5 112 

Breadth of lower forehead 18.2 20.2 20 20 18 19 115.4 

Narrowest breadth of forehead 15 15.5 17.5 17.5 15.5 16.5 97.5 

Length of horn 43 40 '18 38 30 36 235 

Length of neck 51 62 56 62 66 68 36.5 

Live weight in kilogramms 337.5 351.2 3壬8 363.3 361.7 347.3 2109 

Length of ear 38 32 37 33 32 28 200 
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ZEBU-BULL OF INDIA ( Pe出apsBos Zebu indicus m司orFitzi時 or)

Average Max. Min. 
Per四 nt- T al Percen-

age ot Average tage 

17壬 175 173 

6 6 6 

AW/7, Aug.I 7, A~\ 171 
l 1911 1 1 

129.9 136.9 126.0 100.00 133.生 13.5.8 140.6 409.8 136.6 100.00 

123.4 Ul3.3 125.0 98.84 130.0 133.4 140.8 404.2 ]34.7 98.61 

133.9 141.2 129.3 103.08 136.3 137.8 146.6 420.7 140.2 lOR.07 

129.9 135.9 125.0 100.00 13壬.2 137.5 145.2 4Hi.9 139.0 101.7.5 

63 67 .59 48.5 74 65 75.5 214.5 71.5 52.34 

37.2 40 35 28.64 38 41 39 118 39.3 28.77 

壬8.2 50 43 37.11 49.5 51 .53 1535 51.17 37.46 

73.壬 76 71 56.51 77 76 79 232 77.3 5G.59 

113.6 119.3 110 87.45 120 121 125.7 366.7 122.2 89.46 

153.8 158.5 147.2 118.壬5 163.3 160.8 182.5 506.6 168.87 123.62 

126.9 133.6 120 97.69 155 141.8 ].54.5 451.3 150.4 110.1 

47.4 49.5 45 36.47 54.5 55 56.5 166 55.3 40.48 

40.6 44 37.5 31.28 46 4壬.3 49.5 139.8 生6.6 34.11 

31.2 3壬 29 24.02 31 32.5 33 !lu.5 32.2 23.57 

36.3 41 3壬.fi 27.9壬 42.5 39 52 133.5 44.5 32.58 

3.5.8 39 32 27 . .56 4壬・5 壬ヨ 41 127.5 42.5 31.11 

167.3 175 162 128.79 185 180 194 559 186.3 133.38 

:37.7 39 35 29.02 43 壬2 生9 13生 44.7 32・72 

4壬.9 46.3 43 34.56 4-5.5 45.5 47.5 138・5 46.2 33.82 

19.7 21 18 15.17 24 21 22 67 22.3 16.32 

16.9 18 16 13.01 20.5 19 20. 59.ri ']9.8 14.49 

46.8 δ1.5 44 36.03 46 48 5生 148 49.3 36.09 

20.8 23 20 16.01 23 22 25.5 70.5 23.5 17.20 

18.7 19.5 17.5 14.40 22 23 23 68 22.7 16.62 

19.2 20.2 18 14.79 2壬 21.5 25 70 . .5 23.5 17.20 

16.3 17.5 15 12.55 20 20.5 19.8 60.3 20.1 14.71 

39.2 48 30 30.18 49 48・5 .54 151.5 50.5 3f::.97 

60.8 68 51 46.81 57 60 6,5 182 60.7 44.44 

351.5 363.3 :337.5 487.5 487.5 544.5 1519.5 506.5 

33.3 38 28 25.6壬 qリー') 31 33.5 96.5 32.2 23.57 



ながいもの新病害

農皐士 伊藤誠哉

A NEW FUNGUS DISEASE 

OF THE YAM. 

By 

SEIYA !To, Nogakushi. 

』－ーーー尚訴ーーーーー－ー

In the vicinity of Sapporo, the leaves and vines of the cultivl'tted yam ( Dias-

CO'l'eαBatatαs) are yearly more or less affected by a fungus, belonging to the genu河

Cylindro呂poriu凹II

po鈍icα）.

The disease of the wild yam was first noticed in 1889 by Prof. Dr. K. 

MrYABE in Tokyo, and after that time, many specimens of the diseased yam both 

culti＂アatedand wild were collected in V乱riousplaces of our counもryby him and 

others. In 1902, Mr. TOKUBUCHI collected the same fungus on the wild yam in the 

Island Oki in Kiushil. During my botanical excursion in the Province Echigo 

in the summer of 1908, I harl collected the diseased leaves of Dioscoreαjαrponicα， 
and an examination showed that it was also due to the same fungus. Recently, I 

obtained the same dise乱sedspecimen of the cultivated yam from Morioka in North-

ern Honshu through the kindness of Prof. G. YAMADA. These facts show that 

thc disease is very common aud very widely disもributedthroughout our country. 

In the last f札11,the present disease seyerely threatened the yam. which was 

cultivated in the experimental plo臼 ofour college and in the adjoini昭島ld白・ At 

that tin;e, I had乱11 opportunity of examining the symptoms of this disease as well 

as the nature of its causal fungus by the fresh materials; and I have b2en able 

to recognize that the fungus in question is new to science and the disease itself to 

ha,・e passed unrecorded up to the present time. Thi~ short paper is intended to 

report upon some re,;ults of my studぅア on this new di白easeof the yam. 
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I wish to express here my heartiest thanks to Prof. Dr. K. MIYABE, who has 

kindly placed at my hand all the materials he had collected for my study. 

Symptoms of the Disease. 

In the middle part of Septem bヨ1・， many自mallyellowish unbordered specks 

appear on both呂田仏cesof the leaf of the yam. In the central portion of the 

discolored area, numerous yellowish-brown pustules are usually tu be observed. 

Under a magnifyi昭 glass,these pustules are seen to be slightly rai自edancl covered 

by， 乱 membrane. The color of the pu雪tulesgradually turns into brown and finally 

into dark brown・ Ator preYious to this period, the membrane ruptures and the 

hymenium of the fungus i円 exposedpresenting the appearance of a small white 

point to the n口kedeye. When the surrounding conditions are favourable to the 

growth of the fungus, conidia oo7e out very abundantly in a flesh-colored or pinky 

white mass. 

During the development of the pu月tules,the color of the specks also turns 

gradually from yellow to brown and finally to blackish brown, and a distinct dark-

er colored border appears along their margin. Such discolored spots are roundish, 

polygonal or irregular in shape, and are scattered or gregarious, often confluent 

forming a large irregular spot. The symptoms are most conspicuous when乱 young

leaf has b~en attaeked by the fungus. In that case, the entire leaf becomes affected 

making it dry and shrink up. When badly attacked, no green leaves can be ob-

scrwd on a young shoot. 

The fungus oftm attacks also the young vines and petioles of the yam. The 

pustules appear mostly in rows along their ridges, and their shape is longer than 

those on the leaf-blade. All the leaves on such affもctedvines are almost always 

attacked and killed by the same fungus; and in severe cases, the pustul<'s also appear 

along the veins on the undersurface of the leaf. Snch affected vines may be recog-

nized at a glance by the pr明 enceof many dead black leaves on them as well as 

by the fact, that the vines are more or lesR hypertrophied, and lighter colored. 

Nature of the Causal Fungus. 

A section through a pustule _shows that the hymenium of the fungus is formed 

under the cuticular layer. The stroma penetrates between the epidermal cells 



10 伊藤ーながいもの新病害

reaching to pallisade cells, whose chloroplastids are destroyed. The conidiophores 

are thickly arranged parallel to each other and at right angles to a cushion of 

stroma, from which they arise. They are simple, straight or slightly curved, 

hyaline, smooth and unseptated, with granular contents. They measure 18-25 

(rarely 30）×3-3.5 P.・ 

A conidium is produced on the apex of the conidiophore. The spore is filiゐrm

or clavate-cylindrical in shape, straight or mostly curved on one side, and rounded 

at both ends. They are smooth, hyaline and guttulate. When the conidi乱 are

自tainedwith iodine solution or other coloring solutions, it will be clearly observed 

that the majority of them consist of one to three, rarely four cells. When it is 

mounted in water or potash, these問 ptamay often be overlooked. They measure 

26-67.5×2-3.5 p.. 

Placed in a drop of water or the decoction of the host-plant, the spores germi-

nate within 24-50 hours, throwing out one or two germ-tubes at or near the ends. 

The germinating hyphae are hyaline, about 2μ in width and occasionally swollen 

in irregular shape. 

Nomenclature of this Fungus. 

From the morphological characters of the spore and hymenium, we may eaιly 

recognize our present fungus to be乱自pcciesof Cylindrosporium・ Up to the present 

time, I have not yet been a b1e to obtain the ascosporous stage of the fungus both 

in its natural state as well as in it自 pureculture. 

No species of Cylindrosporium parasitic on the specie白 ofDioscorea has yet 

been recorded in mycological literatures. Considering the fungus酪 anew species, 

the allowing diagnosis is given. 

Cylindrosporium Dioscoreae Miyabe et S. Ito. 

Spots amphigenous, at fh叫 unbordered,small, yellowish, at last bordered, brown 

or blackish brown, scattered or gregarious, roundish, polygonal or irregular夕、。氏自l

confluent. 

Acervuli mostly epiphyllous or hypophyllous, also on vines and petioles, minute, 

関川teredor gregarious, roundish, somewhat elongated on vines, slighty raised, at 

first covered by the cuticle, brownish or dark brown, finally erumpent abo,・e, then 

whitish, fleshy-colored or pinky white. 

Conidiophores simple, straight or slightly curved, smooth, unseptated, granul川町
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hyaline, 18・30×3・3.5μ. 

Coninia filiform or c1avate-cylindrical, mostly curved or straight, rounded at 

both ends, smooth, guttulate, ob~curely septated, 1-4 celled, hyaline, 26・67.5×2-3.511,

H ab. On Dioscore，αBaiαtαs Dene. 

Honshu: -Prov. Riknch百， Morioka〔Sept.1911. G. YAMADA). 

Hokkaido: -Prov. Ishikari, Sapporo (Sept. 14, 1895. K. MIYAB1' & J. HANZAWA; Oct. 24, 19叫．

T. MIYAKE; Oct. 1906; Sept. 1907; Sept. Oct. 1911. S. Iro)-Shiroishi (Sept. 1907. S. !To〕．

Prov. Oshima, Kitamura (Sept. 1, 1905. K. MIYABE) -Yamanaka ( ~pt. 2, 1905. K . .MlYAHE). 

On DioscoreαjαponicαThunb. 

Kinshii: Prov. Oki, Na胃u,Togo (Ang. 1902. E. TOKUBFCHI). 

Hon~h邑：－Tokyo 〔Sept. 1889. K. MrYABE〕．

Prov. Echigo, :'.¥-ft. Gom制lo(Ang. 20, 1908. S. !To〕．
M
h
 

I々b: 1912. 

Phytopathological Laboratory, 

College of Agriculture, 

Tohoku Imperial University, 

Sapporo, Japan. 

ーー開園周囲割・e,’ー一－

摘 要

札幌地方に於ける攻がいもの葉室年 φCylindrosporium k属する

一 種の寄生菌の侵害を受け昨秋殊 K其害の甚しか bしを認め之れ

を調査せるに金〈未だ世代紹介せられざりし病害菌たるを確むる

を得たるによ b新 lこ CylindrosporiumDioscoreae Miyabe et S. Itoなる串名

を附した上本病菌は只在がいもを侵すのみならずやまのいもに

も寄生し得るものにして初めて宮部博士が全－~三立ともの病害標本

を東京に於て採集せられしは明治二 十二年の乙とな 9其後徳淵氏

の隠岐島に於て山回数授の盛岡に於て予の越後に於てやまのいも

或は竺ー坦竺－主の病害標本を得たるによ bて其分布匝域の虞汎在る

を知 る に 足 る、本菌の形態及び性質等は暫く措 5其病肢を略記す



12 伊藤ーながい も の 二 新 病 害

れほ次の如 L0 

初め葉 の表面に黄色にして限界不明在る小病班を生じ来 b漸

次i虞犬し多数の病班あるときは互民盛合して一大病班を作 h褐色

に務じ還に乾枯す、診；病班中を精査すれば小在る褐色の小癌の存

するを見る、之れ病菌の菌棒にして綾表皮破れて無数の胞子を露

出す此胞子多数堆積せるときは肉色又は白肉色i智呈す、向本菌は

窒及び葉柄をも侵すものにして被 害 草 上 の 撤 去 は 初 め 掛 虫 の 被 害

を受けたるが虫I) き視を呈し裏面に菌権主生じ還に枯損して黒禍色

を呈す、女日斯枯損葉ー窒上に多数並列し且つ其被害窒は多少肥大

するを以て瞥 見 直 ち に 本 病 の 存 在を知るを得べし、本病諜防法と

してはポノV ドー合帯！の濯注並に病葉の摘去及び牧穫後に於ける獲

撃の焼却等を可とす。



本邦産草崎蛤科の一新種に就きて

農 皐 士 岡本字究郎

EINE NEUE CHRYSOPIDEN-ART JAPANS. 

Von 

H. OKAMOTO, Nogakushi 

(Mit 1 Textfigt的

ーーー『ーーー描函詰ーー一一

Apochrys乱 matsumuraenov. spec. 

Korper mit den Anhange gelb-weisslich; Fiihler etwas verdunkelt, das 1. Basal-

glied au野enbreit purpurrot gestreift und das 2. Basalglied aussen-dunkelbraun 

markiert. Clypeus an den Seitcn je mit einem purpurroten Fiecke. Pronotum 

an den Seiten je mit einem purpurroten Streifen gerandet. Hinter 

der Spitze breit dunl王elbraungeringelt. Jedes Tarsenglied an dゼrSpitz巴 hell-

braunlich behaart. Klauen an der Spitze braun. ,Jedes Abdominalsegment an den 

Seiten purpurrot gestreift. 

Fi.ihler lang, Hinger als die Vorderfli.ig巴1，伺.30mm. Pronotum hinger als 

breit. Fli.igel breit uud lang, hyalin; Fliigelfleck wie beim Textfignr I, dunkel-

Fig. 1. 

grau. Nervatur fast farblos, hellgelb bis 

dunkelgrau behaart; im Vorderflii.gel stark, 

im Hinterfliigel schwach netzartig nerviert. 

Venulae缶ectorisradii im Vorderf:liigel 

22-26. .Venillas gradiformis im Vorder-

fli.igel drei, nicht parallel; im Hinterfli.igel 

zwei, fast parallel. Fli.igelrand sehr dicht 

kurz behaart. Membran der beiden Fli.igel 

ziemlich stark gri.in bis rot irisierend. 

Ki:irperliinge 12-13 mm. 

Vorderfli.igellange 22-24 mm. 

Grosste V orderfliigelbreite 9-10 mm. 

Kagoshima: 2o, 7/X, 1905, gesammelt von Herrn Prof. S. Matsumura. 

Diese Art benenne ich zum Andenken am Sammler. 



14 岡本一本邦彦草崎鈴科の一新種iこ就寺て

摘 要

本邦産草鯖蛤科 の一新種 lζ 就きて

Apochrys乱 matsumuraenov. spec. 

毒みt母 4きかげろ 5 （新稽）

僅杢体黄白にして、鯛角は少 し 〈 暗 色 を 帯 ぶ 。 鯛 角 の 第 一 基

簡はその外側に赤紫色のー縦線を有し‘第二節の外側は暗褐色を

呈す。額片は南側に赤紫色の一斑 紋 を 有 し ． 前 胸 の 側 縁 は 赤 紫 色

に「C彩らるO 綾 腿 節 は 其 尖 端 tζ 近く暗掲の一環を具よ、、時節の各

節はヲの尖端』ζ淡褐毛を生じ．爪の尖端褐色なれ腹部の各節は

爾側代赤紫色の一線を有す。

鱗i角は前趨よ b長〈、約三十粍あ 9. 麹は幅贋〈且つ長〈し

て、透明O J週の斑紋の位置は闘の如し、 II音灰色な b。麹脈 iJ.殆ん

ど無色にし℃．淡黄と陪友色の短毛を密生し。前麹の臓は強〈、後

麹のものは弱〈網目状を呈すO 前麹の径小服技（Venul目前日初risradii) 

は二十二万至二十六を算すO Venill乱sgr吋 iゐrmisは前麹に於τ三蓮．綾

麹 tζ 於て二連あ上而して前者の併行せざるに民し‘綾者のもの

は併行せ bo 麹縁に短 S密毛あ h。遡 lユ紅緑：色を精強〈放射す。

体長 12 -13粍

前越の長 3 22 -24粍

前週の幅（最も蔵主慮） 9 -10粍

採集地及び採集者一一鹿児島 2合，（松村博士）



本邦産積麹日の一新属及び一新種に就きて

農串士 岡本竿突郎

EINE NEUE CATTUNG UNO EINE NEUE ART 

DER JAPANISCHEN PERLIDEN. 

Von 

H. OKA:¥fOTO, Nogαk附 hi

(Mit 2 T昭 tfiguren)

ー，－静剛、~明

Matsumuria nov. gen. 

(Typus : Matsumuria sapporensis nov. spec.) 

Beide Geschlechter vollfl.iiglig. Sector radii im Vorderflugel zweigt sich etwa 

am Ende des ersten Drittels der Fliigellange ab. Anastomose unterbrochen. Die 

Fliigelspitze zwischen dem Radius und der Media mit mehr oder weniger un-

regelmassiger Adernetze. Im iiusseren Ko咽taHeldenur wenige Queriidern vorhanhen. 

Der Vorderast der 2A im Hinterfliigel entsendet drei akzessorische Aetse nach hinten・

Beim 令derIX. Ring auf der Bauchseite verliingert und durch zwei L品ngsfalten

in drei Feldern geteilt, von Jiesen das mittlere die Subgenitalplatte bildend; der 

Ring auf dem Riicken nicht geschlitzt und in der Mitte des Hinterrandes sich 

riicl刊，ij,山抗日kgebogen・ DerX. Ri時 aufdem Riicken geschlitzt und auf jedem 

Ab3chnitte mit einem hornartigen Fortsatze Yersehen. Die Su'canalklappen flach, 

schn叫 drei凹 kig. Beim die平 Subgenitalplattek町 z,bogenartig,. am Hinterande 

in der Mitte fast viercckig tief ausgebuchtet. 

1ζopf relativ gross und samt den Augen ein wenig breiter als das Pronotum. 

Punktaugen klein, in ein stumpfwinkliges Dreieck ge白tellt. M”Linie nicht gleich-

mas坦igdeutlich，向。nderu in ihren Seitm etwas deutlich・ Stirnschwielenklein und 

deutlich. Pronotum breiter als lung, parallelseitig, an den hinteren Ecken etwas 

abgcrundet; seine Mittelfurcbe breit, vorne und hinten st乱rkerweitert. 

Diese Gattung stebt nahe Gattung Arcynopteryx Kip., abl'r hauptsiichlieh in 

den Gcnitalien ganz ande1・8・

Die Gattung widme ich zum Andenken an Herrn Prof. S. Matsumura. 



rn 岡本一本邦底積趨目の一新居及ぴ－1刑事lこ就きて

Mats:umuria sapporeusis no¥・, spec. 

Kopf oben matt, gelbbraun bis schmutziggelbbraun, Unterseite gelb; vor der 

M-Linie etwas heller, Stirn dunkler. Fiihler im ersteren Drittcl gelb, g'pgen die 

Spitze hin duukelbraun, zwei Basalglieder dunkcl. Maxillar-und Labialtaster hell圃

gelbraun, jedes iius舵 rstesGlied und jede加飴ersteSpitze schwarz. Kopfschild am 

Hinterrande in der Mitte mit einer ziemlich breitcn und tiefen kurzen Langsfurche; 

Hinterhauptschwielen stark vortretend. 

Pronotum dunkler als der Kopf, mit einem breiten gelben Mittelstr止ifen;

,vurm舵hwiel日ndunkelbraun bis pechschwarz; das Mittelfeld am ersten Dl'ittel etwa 

A B 

Fig., 1. A d凶 t"Hinterleib配ndevon oben, 

1／δder ganzen Breite ein-

nehmend. Meso-und Meta-

thorは gliinzendsch warz, 

Priiscutum des ersteren 

gelb; Unterseite des Pro-

l¥feso・undl¥fetathorax gelじ，
Meso-und Metathorax・je 

in der Mitte dunkelbrauu. 

Circi liinger als das Abdo-

men, ini unteren Drittel 

gelbbraun, gegen die Spitze B d弘明lbevon der Seite. 

Fig. 2. D回手 Hinterleibsendevon 

unten. 

hin dunkelbraun, kurz, dich色behaart. B巴ine

hellgelbbraun, Schienen an der B:1sis und 

2. Tarsenglied dunkelbruun・Fliigelhellgelb. 

Nervatur hellgelbbrauu. Im Kostalfelde 

amserhalb der Subcosta mit 3-4 Q即時，dern.

合 平
Koi:perliinge (Trocknen) 16 16-l9mm. 

Vorderfliigelliinge （”） 16 l9-22mm. 

Gross旬 Vorderfl i.igelbreite 

（”） 4,5 5.-6 mm. 

Gri:isste Prothorakalbreite 

（”） ca.3 3-4 mm. 

Sapporo ( 1合）, und Sapporodake, ( 12平）， gesammelt von. Herrn Prof. 

S. MATSUMURA und dem Autor. 
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摘要

本邦産費趨目の一新底及び一新種に就きて
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模範種 Matsumuria sapporensis nov. spec. 

雌雄： 2：も有麹 tとして、前麹に於ける径脈技（Sec土orradii）は趨長の

約三牙のー（基部よ b）の蕗に起る.Anastomoseなし麹の尖端（径脈と

中脈との間He多少不規則なる網賦脈を有し．前縁室 R極めて僅か

在る縦臓を具よ、。綾麹！（於ける第二轡脈の前小技は稜方比三小脈

を放設せ bη 雄にあ bては、第九腹節は腹面に於て延長し．二縦

摺によ b 三部 lζ 牙匡~る．其中央のものがSubgenitalplat加を形成す、

背面に於ては乙の第九節は裂目を有せぎるのみならず、後維の中

央に於て強〈背i固に曲れ b。第十！鹿節は背面に於て裂け、其の裂

け たる各部身代ーの角賦突起を有せ bO Subanalklappen は扇卒にして．

ヲの尖端三角形を呈す。雌にあ bては， Subgenitalplatteは短〈して．

弦形な 9＇その綾端の中央は．稿四角形に深く間入せらる。

頭部智iや大、後頭（複眼を合む）は前胸よ b多少巾虞しO・軍眼は

小にして、鋭三角’形民位置す。 M線の膨出は同ーならずして． 事

の雨側は幾好明瞭なれ額朕（Stirn鉛 hwielen）は小なれども明かな b。

鯛角鞭状。前胸は常 R.幅よ bも 長し平行四遺形、中央にある陥

入部は積庚くして． ヲの前後は一層贋 I，。

本属 l二 Arcynopteryx 属に近似するも．その主要なる異黙は生

殖 器 及 び ち の補助器の形状な b。本局の模範種あみめかあげらは

最初に松村博士の採集にか、るものなれば特に同博士の名を冠し

て記念と錦す。
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Matsumuria sapporensis nov. spec. 

あみ母かめ wら

頭部の背面は黄禍乃至暗寅褐色にして、腹面は黄色な K M-

線の前部は稿淡〈、額は暗色を呈す。鯛角の基部に近~ 1/3は黄色

（但し基節は暗色）なれども、残部は尖端に至るに従 CA盆令黒褐な h。

雨髪淡黄褐、各末端節及び各節の尖端黒色な bO 後頭の中央は短

太』として梢深草縦溝あ b。綾頭餅（Hinterhauptschwielen)tま強〈突出す。

前胸は頭部よ b暗色を帯び、黄色の虞 5ー中央縦線を有す0中

央にある陥入部（Mittelfeld）は三牙のーの慮に於て前胸幅の1/5を占U'o

中胸と綾胸とは黒色にして、中央胸の前膨部（Praescutum）は黄色在

b。腹部黒色、第十及び第十一節は黄褐。尾毛は腹部よ b長く、基

部氏近~ 1/3は黄禍にして、建部 は黒禍なれ脚淡黄褐、腔節の慕

部及び第二時節は暗褐な b。遡 は i炎黄、麹！眠淡黄禍万至黄禍、前

線室（亜縁服の外側，cHζ三乃至四の縦小脈を有すO

ノ。ト、 平

体長 16粍 lG-19粍

前 週 の 長 3 16粍 19-22粍

前週の巾（最も庚 3慮） 4.5粍 5-6 粍

前胸の巾（ 同 3 粍 3-4 粍

採集地及び採集者一札幌1合，（松村博士）．札幌獄・12平， f岡本）



石狩煤田地質

理串士 大井上義近

ーーーー百昌・... ー－－－－

On the Geology of the Ishikari Coal-ieFld. ・ 

By 

YosHICHIKA OINOUYE., Rigakushi. 

・ーーーーーーーー‘’ーー－・ーーー・

本道には幾多の 煤 田 あ れ ど も 恐 ら く石狩煤田の如く撲大なる匝域

を占むるものなかるべし東西四里乃至十里氏 E b南北二十余里に

達し面積約八十平方里を占む之れ濁 b本道の主煤固なるのみなら

ず本多！） k於ける最大媒田といよ、べし、予は去る三十九年以来三夏

間官命を帯びて親しく本媒田を踏査したれば左に其概要を摘記せ

んとすO

地質

甲 水 成岩

イ 古生来日暦

ロ 中生紀暦

J、．第三紀層

ニ 第四来日層

乙火成岩

,t ＇古期火成岩

ロ 新期火成岩

丙地質構造

一 石表層一
甲 炭層分布

乙 表質

丙 炭 量

丁 石茨成生

一地質

爽煤層は第三紀唐代限るといムて可な b然 れ ど も 第 三 紀 屠 と 他 の

地層との関係を知らんが矯め順究諸来日層を略記せんとすQ
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甲 水成岩

古生4日時は煤田の東遷 lζ 按遣し空知郡及夕張郡の基盤を成せるも

のな？上川郡 tとて石狩川沿岸紳居古揮よ b南方に突起する一山脈

（紳屑山脈と眼精す）は古色蒼然樹木欝 φ として繁茂し空知川 It向

）－ て艇 φたるもの是れ古生紀暦よ b成れるものな b叉十勝線路途

次山部．金山諸轄の西側に常 b説然舵立するもの之れ叉古生来日層

よ b成れる夕張山脈な b「アジベヅヌプヲ」及夕張岳は所謂犬牙肢

を呈し山骨稜令裸出して異様の地形を示せ上古生紀層を構成せ

る岩石は紘泥石墨片岩．石墨片岩司続泥片岩、石灰岩、輝線凝灰岩、角

砦 ． 苗 岩 及び粘板岩等にして石墨片岩は就中厚層を成し殆ど最下

部代位するもの L如し而して上部には輝総凝友岩そ頂 3其中聞に

其他の諸岩累層せ仁之れを秩父系に比較せばf恰も中部及上部氏

相常するもの＼如 LO 紳居山脈にては諸層整然成層し走向略南北

・R近〈東 lと念科すれ c・ も夕張岳附近にては混乱甚しく走向殆んど

一定する所在し．元と紳居山！蹴諸層と夕張岳諸層とは~績せしも

のなるも地殻牧縮の際幾多の鍛曲を生じ空知川上流地方 lこ於ては

其上部に中生来日層を JI!2s ~めに謹績して露出せぎるな b 0 

主主主屋は古生紀層を不整合 lζ 蔽ぴ空知川上流及美唄山脈以南夕

張川上流 tz:亘 bて脅迭し其匝域潰し、紳居山臓の西側に接し正地

を形成して空知川の南岸 lと達し「アジペツヌプ＇） J附近 lこ及ぶもの

及 C＇－ 美唄山服よ b幾春別地方を粧て夕張川上流を南行するものも

皆同組の地層 tとして砂岩．磯岩及頁岩の互層な上空知川を上 b

宇野花甫よ b字瀧の上の上流 lこ至るまで河岸に成層するもの之れ

皆中生舵層な b、叉岩見津町よ b砂川騨までの東方｛（常 b℃南北

に横はる美現山脈の頂部は同和層のものな i又「アンモナイト」の

採集地として著名なる幾春別川上流地方及夕張川上流地方は皆其

蓮績な久本道の中生組屠は既に 諸皐者の研究によ b白霊紀層な
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る乙と明にして地層の厚さは随所異にするも最も著しき務化ある

は上部白望組層に見る所在 b空知郡 北部にては数千尺の厚層を成

せしが幾春別川流域地にては僅かに数百尺に減じ白霊来日層と第三

和層との境界線を~せる礁岩厚層の如きも北部にては百有余尺に

達 せ ん か 美 唄川以南幌向川に至るまで殆ど該層の接達を見ず、然

れども夕張川上 流 に 於 て 再 び 十 尺 乃至三十尺の厚 3 を有するに至

る‘此の如く地層の厚薄定吐 bな く叉岩種の差異あるは諸岩成層

常時の沈澱物量、種類及海水若〈は河流等の動揺に基くものにし

て数十丁或は 故 里 に 亘 bて轡イとまさは甚だ稀在 bとす、白望組層

よ b採集せし化石教は左の如しO

海謄類 一種

腕足類 二 種

瞬鯨類 十二種程

腹足類 五種程

頭足類（アンモナイト額） 二十種程

脊椎動物の脊椎 一 種

其他植物化石は理科大串藤井教授及ストープス博士の研究によ b

礎表せられたるのも十八種あ ！，. 化 石 の 卦 布 を 見 る に 夕 張 郡 及 空

知郡南部にては「アシモナイト」の大 3もE大にして直径二尺五寸

に達するものあ b叉其量も北部空知郡代比して多し北部にては瞬

偲類中の「イノセラムス」及「トリゴユア」多産するも其形小なるも

の L みな b。
差二主賓は自室来日層上に成層するも丞知．夕張雨郡にては殆んど

整 合に成層し走向傾斜相一致せれ故 に 白 望 来 日 層 と の 境 界 剣 然 せ

ぎるも白星和層の最上部に嘗 b磯岩厚層を頂き其磯岩の上層中に

存在 す る 化 石と白喜和居中 lζ 存する 化石とは全く趣きを異 ttし且

つ磯岩層の成生は多く海岸若くは河口に於ける砂礁の集合せるも
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の在れば頁岩の如き細微なる沈澱物と其沈澱位置を異にす、即ち

地形の費動を想像するを得べし．故に此二黙よ b余は白霊来日層と

第三和層とを！重別するに礎岩層を以てせ b。

第三来日層は石狩園にては探大なる地域を占め多数の石茨を埋戒す

る を 以 て 世人の注目する所となれ b今第三和層を大別して上部、下

部と在す、上部及下部は何れも整合 t成し南郡内にて正確なる不

整合を見ず之れ中空和時代よ b第三来日終期比至るまで極めて静穏

なる昇降あ bしのみにて著しき地殻の費動なきを聾するものな b

：；.＼れほ第三和層 li精細在る化石上 の 類 別 比 四 ら ず ん ば 時 代 に 従 日

之れを細別する能はず愛に上部下部と )JI｝ちたるは主として岩種を

基としたるもの在れ即ち下部第三和層は砂岩、頁岩．泥灰岩、磯岩

友石表層よ b成 b上部は凝友岩及凝灰質頁岩よ h成れるものな h

下部第三和層は砂岩．頁岩、泥B"c岩及石表層の互層にして最上部 R

磯岩及砂岩の厚 3互層をmけ上此磯岩及砂岩の互暦を以て第三

和層の上下 部 の 境 界 と 在 せ b而して其分布を見るに下部第三紀暦

は白霊紀唐に接近して成唐し上部第 三 和 層 は 最 も 外 側 に 配 列 せ h

今第三紀層中 J:IJ産する化石を大別せば左の如し

下部

！鹿足類 七種程

購館、類

植物化石

上部

腹足類

鱒鯨類

十五種蒋

六七種

一 種

八種程

化石中最も多産するは牡瞬介にして下部第三和磨の下位に営 b鍍

集し て 一 地層を形成し厚当官尺比重んとするものあ上此の牡鱗

介層は美唄山臓の東側即も芦別川流域よ h空知川氏及んで著し〈
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費達するも該山臓の西側には斯かる厚層を成 3ず且つ蛤介を混じ

一部分は杢〈蛤介に℃置き換へられたる慮あ h。

第四組屠は石狩川、空知川．幾春別川、暁向川及夕張JI）の如主大川沿

岸氏堆積せる最新地屠にして主として砂及嘘栂よ b成 b厚志一二

尺よ b三十尺の聞にあ b而し℃右諸川爾岸を熟視するに多〈一段

若〈は二段の階段地あ bて幌向川下誌に τは三段をも成せる段丘

地あ b、是れ第四組成生物にして河涜が上流よ b運下せる洗積物

を其雨岸若〈は片岸に堆積し JII流は究第にJll床を浸刻し斯〈して

段丘地を形成せるものな !Jo

乙火成岩

古生層よ b第三紀層までの問に遊殺せし火成岩は其類甚7さ少な〈

叉其直域極めて小な b今火成岩を第三和以前に成生せるものと以

機とのものに直別し業種類を皐げん。

古期火成岩とは第三来日以前民遊稜せるものにして其種類僅かに三

種に過ぎず蛇紋岩、輝緑岩、及角閃岩之れ在 b蛇紋岩は紳居山臓の

西側及夕張昏附近 lζ露はれ榊居山脈のものは古生層と白霊紀唐と

の境界に接し、夕張岳のものは古生麿を賞きて建費せるものな L其

性質問榛 lとして暗線色万至黄色を呈し多〈は塊獄在るも亦紳居由

服の一部にては片肢を成せるものあ !J. 此の蛇紋岩は恐らく自彊

舵時代のものなるべ LO 輝線砦は夕張岳の古生層を貫ける線色の

岩石にして，1、直域を占め角関砦は紳唐山腺の一小部好に小塊肢を

量し τ古生唐を貫けるものな払此等は古生舵時代の建接物在る

山ミし。

新期火成岩左は所調火山岩にして第三来日以稜即も現今目撃する所

の多〈の諸地居生成機噴出したるものにし℃其種類は石英粗面岩

安山岩及玄武岩君れ石英粗面岩は煤田中唯一ケ所空知Jll下流甫

岸字下赤卒に於て一小塊艇を呈して噴出せるもの、み．安山砦は
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或は熔岩として火口よ b流出せるものあ b或は岩脈肢を在せるあ

b或は暦紋を呈するものあ b空知川北岸氏扇平．周錐肢を在せる

「イノV ムゲヅプ」岳は元とー火山にして殆ど会部安山岩（安山岩にも

数種あ !J）を以て蔽はれ遠〈裾野を四周に曳け L又夕張郡内「エキ

モモアン y 、」川中琉及夕張川支流「Jぐンケ毛ユーバ官」川上流民岩

脈肢を在せる安山岩は第三和暦を貫主て噴出し幌向川中流南岸 tと

ても小局部にー小塊と理tbて露出せるものあ b又夕張郡紅葉山騨

隆道側には頁岩中に暦肢を呈し て挿入せるものあ上空知川南停

に二個の園錐形火山あ b東方のものを紳戚岳と唱へ西方のものを

小神威岳と呼ぶ此等は玄武岩熔岩を流出したるも其匝域狭小なる

ものと宅EL以上「イ Y ムゲヅプ」岳を除き其他は皆ー小局部氏止ま

b空知．夕張二郡煤回の贋地域に於ては火山岩乏しく寂審たる観あ

b然れども石茨鋸業者に取 bては買に幸運といムベし九州諸煤固

に見る如く火山岩・の突出は屡茨質を鍾じ又附近地層をi見詰Lせしめ

茨業 者の 大社る障害物として雄ム蕗のものなれ

丙地質構造

古生層成生後一度地殻に務動あ bて古生舵暦は敏曲を生じ綾中生

組層は古生来日層上氏不整合を成して沈澱し中生来日の末期よ b第三

紀に移る時期には地表には著し主餐動なく唯徐今と隆起し又は降

下したるに過ぎず績いて第三和層形成せられ特さに第四和に轄せ

んとするに常 b激烈寝る地鑓起 b地皮に横魅力を生じ矯めに地層

は幾多の鍛を作るに至 b且つ無数の断層之れに件以痛く地層を擾

鼠せしむ而して其鑓動最も烈しき地方には火山を生じ熔岩を噴出

せしめたれ彼の夕張山脈の如き或は美唄山脈の如きは皆常時の

遺物にして就中美現山脈は鍛曲山脈の好例を示し南北に通ずるー

背剥軸の雨側に於て地層は背剥屠を作 b東側は東に傾剥し西側は

西に傾 3北端は鞍肢を呈せ上叉夕張川上流にては地層の顕倒せ
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るあ hて白望来日層が第三和層上に成層せるが如主観あ b之れ横魅

力の矯めに上下相願覆し椴想的』t.古期水成岩が新期水成岩上に成

層せるが如く見ゆるもの在上而して 今 美 唄 山 臓 の 東 西 雨 翼 の 地

麿を比較するに束翼は整然成層し殆んどーの敏曲を存せゴるに反

し其西翼にては鍛曲に敏曲を重ね断層叉断層の構造を有する所砂

なからず就中其著名なるものは歌志内炭山附近にして犬敏曲中に

小鍛曲を件以断層屡之れを横ぎ b地層の走向傾斜甚 7さ不規則を極

む蓋し強大なる暦力を受けたる地は著しく混乱し底力大在らぎる

地は比較的整然たるべく即ち美唄出版の西翼は東翼に比し強烈な

る魅力を受けたるものなるべし．蓋し本邦地形が東方に膨れて弧

獄を成せるは向調に源開するものといふへし。空知 Jlj沿岸に鼎立

する「イノV ムケツフコ岳．紳威岳‘及小紳威岳等は地層撹乱し地皮脆弱

な bし地勲 J: 9岩奨噴出して熔岩とな b火山を形成せるな 9.此

くして此等諸 rlJ服蛇立し其後第四紀代は本道諸火山の活動織な b

しもの L女n＜其噴出物は諸地方に散在せ 9. 爾来風水の浸蝕作用

盛んに行はれ山服の頂部は皆崩壊せられ河流の 1Siめに運下せられ

て主主形を失ふに至る、想、ふに山脈成生常時美唄岳頂上の高芯は現

今の三倍あ IJtz hし在らん、斯くの如く一方に浸蝕作用行はる、

と同時に叉崩壊物は河流に運ばれ其雨岸又は河口に堆積し以て今

日の第四紀層を組成せるなれ

二石表層

白霊舵層中にも少数の炭層を介在せぎるに非らざるも厚 3甚 'fl薄

〈且つ表質粗悪なるものなれば之れを省略し主として第三紀層中

の石農民就て迅んとすO

甲 表層分布賦態

第三紀屠中にても下部第三和層は炎表層と稽すべく幾多の茨層を

挟在せ b今芦 別川沿岸の整然 1Zる地層に爽まる、表層を算するに
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二寸以上のものを通計すれば百五十を超ゆ然れども表層は数百尺

乃至数千尺に亘 bて同厚同質在るもの甚 7さ少な〈従って表層の教

は場所を異にするに従以其数に差異あ b。 茨層を埋設する地層は

地形上海按二千尺以下にして空知‘夕張二郡にては稿高正性をな

せる地な bとす‘即ち美唄山服、夕張山脈等の高嶺よ b其雨側に

常 h段肢をなして低下せる第三来日層中に存在す。今其分布を見る

に芦別川南岸よ h空知川南岸に及び南折して美現山脈の雨認を南

下し奈江川．奈井江川及美唄川を横断して幾春別川に及び小鍛曲

を錯しっ、幌向川に到 b遂に夕張郡に入 bて夕張諸表坑所在地を

経て図境を過ぎ十勝民連絡す。

表 層 教 は 百五十余を算すれども現今採堀に堪ゆるものは其数甚少

なし空知郡歌志内表山近傍は其数最多在れ cも約三十を超むず而

して三十層と雄とも必ずしも歌志内媒田中何E患にも連績接達する

にあらず其中には小局部氏止まるもの亦其竿ばを占 {f. 而して漸

〈南下するに従以来層激減じ美現川以南夕張郡南部氏至るまで約

六七層に過ぎず而して窓知郡内には茨層最厚六十尺に遣するもの

あれども爽雑物を存するを常とし普通二尺五寸以上十尺内外のも

のを多しとす．夕張郡に於ける厚浅二十四尺の如 3は本邦中にも

稀に見る良表層 tとして其質又石狩煤田中の首位を占むるものな b0 

乙 茨質

問一層中にても上部．中部．下部に於て就に各其性質を異にす．即

ち光淳、色．硬度、比重．害，1目等物理的性質に差違あるのみならず化

皐的成長子に於ても著しく異なるものあ上而かも上部は強粘結性

にして下部は殆ど不粘結性なるととあ b是れ植物の種類及び之れ

に混入せる不純物の差異等によって斯かる獲化あるものなるべし

故に数百間以上も距つる地にては甚だしく其性質を餐ずる乙とあ

上空知郡及夕張郡の如主義層数多喜 慮にては屠厚常ならずして
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且つ上下磐及爽雑物の種類等一定せざるものに於ては確賞に各表

層を遠距離に蓮績せしむるととは容易在るととにあらず．然れど

も岩石の種類、特徴ある一二の茨屠或は化石層等を標準とし略ぽ

各層 を 連 絡 せしめたれ而して石狩煤 田 の 南 北 に 於 て 表 質 に 大 な

る差異を見るは粘結性ならぎると粘結性なるとにあ b 乃ち~知郡

のものは概して微粘結性若〈は不粘結性のもの多けれ芝も夕張郡

の如 3は殆 c全部強粘結性のもの在 b故に其性質に従って其用迭

を異にす元来石茨は色漆黒にして尭津強く質硬〈して比重小なる

ものを稽賛すれ cも叉化串的に固形決素量大なるものを望むもの

あ b或は揮稜物に富めるを欲するものあ b而して其粘結性と不粘

結性とは骸来製造用 re遇 するものと通せぎるとに匪別せらる．故

に其用途よ b慨別せば左の女aL-o 

空知郡芦別川西岸の表層と空知晴神威坑の茨居中には粘結性に℃

骸 茨用に適するものあ b又奔別表礎及幾春別表積の石茨の如主は

揮 穀物 i乙宮み克期用に適するものあ b、叉幌内、幌向表確の石茨は

比較的 R煤少なく且つ火気激烈ならずして永〈火気を存する黙は

家庭の駿燭用に供して可な b而して空知郡中其他諸煤田の石哉は

多く鼠車．汽船其他工場用に適するものな上夕張郡の石哉は前

述せし如く強粘結性のもの多けれども又骸茨用に通せざるものあ

b表破汽船曾祉所属の石炭は多く骸茨用に供せらる、も猶ほ克期

用にも汽加、 J気事．其他諸機関代用ゐても虞〈縛賛せらる、ものな

れ又石狩石炭曾祉の石茨は揮穀物 に 豊 富 に し て 骸 茨 用 よ bは寧

ろ克期用に最も通常するものなるべ L0 

試みに粘結性哉と不粘結性哉とを燃焼し其萩を取 bて分析せしに

左の 結果を得た b0 （装置不充分攻 bし矯め多少の誤差あれども其

大約を知るを得べし〉
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｜粘結性最 不粘結性茨

成 牙夕張｜紳威 幌 内｜幾春別

Si02 担 481 13.47 32.48 ,55.29 

Al,0:1 13.7 24.97 34.65 31.62 

Fe,03 14.G 30.06 5.75 3.06 

CaO 23.63 13.25 10.3~) 3.09 

:!~ 11.06 3.2~ 1.03 0.57 

.5.50 1.90 2.40 2.00 
K20. 
S03 8.80 7.92 5.54 1.26 

右表の如く雨種の石裁に於℃著し 3差異を見るは粘結牲のものは

醍 i慢と禁士に乏しく却って第三酸化銀、石灰及酸化苦土等 l乙富め

るを見る、従来粘結性のものは酸素の量若くは揮穀物量に関係あ

るが如く唱導せられたるも石茨の灰分の性質に密接なる関係ある

とと以上の如し、右は試験材料甚芦乏しか bしが猶ほ多数の材料

を得て之れが研究を重ねんと欲すc

丙茨量

表層の厚苫.茨質、運搬便否．採掘難易等によ bて同一茨層にても採

掘し得べ き茨量に差異ある乙と は論なさ乙となれ然れば将来採

掘法進歩し運搬法改良せられ経済的に操業し得る時機に於ては水

準以下は現今般定線よ bも蓬かに掘下するを待べしコ石狩煤固に

於ては随所表質．炭層厚を異にするを以て諸所水準以下線の位置を

異にせ k 然れども空知郡にては南部幌内及高字決坑附近は水準

下七百尺乃至千尺までを計上せ 9. 又夕張郡にては表層厚〈且つ

茨質良好なるもの多きを以て水準以下千尺まで現今採取し得べ〈

以上の女11＜場所を異にするに従ひ水準以下線を異にするも茨屠の

摩~は皆二尺五寸以上のもの L みを選ぴ且つ小局部に限 b 礎達せ

る表層を除き諸表層の総量を計算せしに左の櫛教を得tc1J 

空知郡 五億六千万噸
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夕張郡 二億千万噸

此の噸数は茨層が杢部地層中に埋伏せるものとして計算せるもの

なれば就に各表礎にて採取せしものを引去れば

空知郡 五億五千万噸

夕張郡 二信；万噸

の残量数を得．今般 lJIこ将来諸炭積勃興接展し約三倍の産額（一ヶ

年四百五十万晦）を見んか積百二十余年の事業 12るべし．而かも緯

来採掘運搬法 進歩し作業容易なる暁に は 水 準 下 線 を 延 長 し 更 に 倍

数 の産額を得 る 乙 と あ る べ L0 

丁石炭生成

石狩煤田中には上記せし如く磐多の石炭成層し第三和層中に介在

すO 石炭成生の材料とな bたるものは何ぞやとは直に吾人の接す

る疑問のーな h 石炭生成に関して従来諸説あ上或は水草詑あ

b或は流水設あ lJ.然れども本問題は場慮を異にするに従ぴ生成

も亦差あるべし．陸地の分布及地丈皐的朕態は必ずしも本邦の如

き南北に長さ閣に於て一様なる能はず、故に 7J（草堆積して茨化し

石哉と翁れるものあるべし、或は喬木若くは潅木の茨化せるもの

あるぺ LO 石 狩煤田中の石茨層の上下磐に存在する植物化石を見

るに松柏類水松科のもの就中多量にして其他棒、構．械等混在し潤

葉樹類砂なからず故に水草類が生長原地に堆積したるものに非ら

ぎる を 詮 す 而 かも表層厚 3一定なく甚 7さしさに至 hては三十尺の

厚暦が数百尺を距て、僅かに五六尺に減ずるが如き例あ bτ 数百

尺乃至数千尺に亘 bて同厚を有する乙とは石狩媒固には稀なるも

のとす、而して炭層上下磐も頁岩よ b砂岩に接移するあ b或は磯岩

に務ずる乙とあるのみならず多くの場合 t乙表層の附近に砂岩を伶

ム之とあるは静止の位置に堆積し℃表化したるものと説明するよ

b寧ろ動揺ある地に於て流木の如き物が泥土．砂礁に蔽はれ以て
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石東に化したるものと説明する之と穏常在るべしと信ずo 又空知

郡歌意内媒聞には一二層の石茨中には麗。畦化木塊を存在する乙

とあ i 恰 も 筑 豊 長 田 に 於 け る 栓岩 ξ等しく業・層面に平行して伏

在iするが如きあるも亦重直在る之ともあ h其形不規則 iとして小は

き害大 J: 9大は径三尺に達するものあ bて其種類は末7さ充舟在る研

究意けれども松柏類に似たるもの多し．此醍化木は如何にして生

成せられたるもの在るか．者て筑豊長田調査に際し木戸、松田雨理

皐士が論逮せられたる如〈既 Gt珪化せし樹木片が流木 $.？： 混ピて堆

積し来化せられたる石最中氏ー佳化木として存在するものなるべし

該 E主化木が表層中氏存在する賦揺を見るに珪化木の周謹は明瞭な

る輪廓をを有し石表との匿別剣然アzk 之れ異種櫨物が堆積の際

或 る 種 類 のみ酸化し fl_ ！）. とするは化事成卦相類せる植物が同ーの

膜惑に於 て ー は 堤 叱 し ー は 珪fとするの理を解するに苦しむものな

量。

－ーー・ー・・E’一一



":t,{ lkfi ')' Vゆe:'tやで宇l 

.jct,語事事「

仁コ焼事生t$ ~ ~ 

3殴盟 苛始者吉弱者y'ヨ控申書F

重量寵盟 i録者~..－~抑悲惨司F

Eヨ区図 停委減量f務苦手.f

医~·匿盈 筆者減量f~軍需f時匂書f

回皿｜盤
ザνt¥ir 



.・ 4‘・•.1・，，.，＿＿， ι 

' 

-



後方羊蹄山（－..クカ 9ヌプ 9）の植物分布朕態に就きて

西国彰 一

ー－曹関ーー一一

On the Distribution of Plants 

on Mt. Makkarinupuri. 

By 

Snδzo NISHIDA.. 

一ー哩時哩 』ーー

緒
...=. 
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後方羊蹄山 は本道史上の名山左上 而 も 所 産 植 物 の 豊 富 な る と 交

通の｛更に擦るとと金道諸高山に 冠たれ従て有志の本曲に植物採

集を試 U 忍もの頗る多しo’も余は明治三十九年八月故恩師荘司高六

氏に従って初 て 本 山 に 整 上 葉 植 物卦布扶態の特異なるに注意し、

爾来乙れが調査を在 3む ととを企て、明治四十一牛宮部博士に従

つτ再び整山し．以て第二岡の調査を遂げ、l 路実要を得たれ

明治四十四益事八月大野博士に従って三 1?.ぴ本山主擁上ゃ、其植

物砕布股態を詳にするを得1?.9 o 却も録して間婦の牽考 R供せん

とす。然ども．本山由域の慶大にして妻子布区域の多様在る、調査の

完壁は本日比得て望むべからず。須〈後日の探険調査を待ちて修

補するととろあるぺしO

本篇題して綾方羊蹄山植、物喜子布駅態と在す。由来本曲名の和解~

闘 し て は 匡 ゃの1論議あ b。臼《、羊蹄山、異狩岳‘稜方羊蹄山、蝦夷富

士 と 其 何 れ を是と L..何れを非とすべきかは識に評論するの傍白

を有せず。余は只而かく信ずるが設に鶏《題せるのみ、 Zれが理

由と論評とは綾日の畿衰を待つべし。

本 山 の 高 度 亦毘や n＂。健司：垂直接事民於ける高度の標準を定む
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る乙と頗る難事な 90 依℃本編は北海道聴最近の調査にか Lる19

4~ 米突（6470尺〕を取 b‘中間高度は前後三同に渡る宰金晴雨計によ

る測定を基礎として推算せ b0 

余は本編を草するに営 b懇殺を辱ムせる、宮部博士．大野博士．竿器－

串士、伊藤皐士、並に皐友近藤金吾君 F：.謹謝し、叉諸般の便宜と助言

とを奥へられたる蝦夷富士登山曾幹事高山高次郎氏並に小樽巨星

野三郎氏に謝意を表すO

設に悲むべきは恩師荘司高六大人の今や幽明境を異にし．本篇成

るの喜を共にし．戚謝の意を表する機曾をし τ．永遠に有せしめま

る乙とを、只ゃ謹て霊前に呈すO

地理

後方羊蹄山．ー名蝦夷富士は土人の所謂マグカリヌプヲ（海抜19生3

米突）』こして、北緯42度 50 3} 東経 140 度 4~q子臆振園此田郡に在上本

道西南部に於ける最高峯在 b。山容端正なる快頂園錐形にして、裾

を四方に引き、北は傾勃38度にして倶知安高原に蓮札束は 32度に

して目名原野に接し、南は 30度にしてマクカリペヲ原野とな仁西

は傾斜－ゃ、綾にし℃ 28度、比羅夫牽地に向ムコ山麓は東北西の三方

ジザペヲ河環闘し、南西マ Pカヲペツ河流れ．二水合し℃西流し山

峡を破 bて、後志穂に入るO 故に山域自然に雨流によ b℃限界せら

るO

比羅夫口（西口）山麓にー小湖あ b形竿月肢をなす、乙れを竿月湖と

ます。湖の周瞳傾斜35度周国一里除倒固錐形肢をなす、乙れ即ち太

古に於て爆裂せる寄生火山口在 b。絶頂に三個の奮噴火口あ b6 

大噴火口は周園約 1里 18町、直径約 1000問、深苫 10 0問、東南のニ面

は峨令たる安山岩質熔岩よ b左上其傾斜30-38度、下るを得べく

して上るに容易ならず。北は30度西は更に緩にして 26度、北及西

の内壁に岩石の露出少なく粉砕岩よ bなるを以 τ、昇降容易な h。
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口底は固形に して直癌約 70間．八月初旬迄は結水あるも中旬蒸稜

し去 bて犬磐需＋たるの上僅に御手洗的持者＊を見るのみ。更に口

壁の頂上を一周せんか。西壁頂上ーのん、饗の抗；原あれとれを中震

牽となす心蝦夷富士山頂、噴火口内部の妊観をー i障に集め．中、小の

火口も亦指呼 の聞にあ bo 中霊牽よ b右姻 b西 南 に 向 っ て 建 ま ん

か..＼号背を上 bて南門牽あ b。東南壁上は寄峰乱出し石曾昔、天狗岳．

鎗が岳、或は剣峯をなす、此間或は岩を挑ね、或は怪岩の聞を通じて、

遂 に東北方陸 地測量部三角標に達すO 乙れを越て蝦夷富士頂上最

高峯北銭岳 194;3米突に達す。更に北に下らんか望旭査と左上遂に

中噴火口上の北門牽 K遣すベ L0 

中噴火口は、其口壁周闇凡4町 30問、底面閏形にして其周園約 10間．

中央に安山岩質熔岩の大塊第令た上岩脚瀦水を見る。

小噴火口は、口壁周園約 3町 30問にして、甚 7さ浅しコ下底に緒水あ上

多く （2 ぞほちゐ、を産す．乙れをゐぐさが池と在すO

本山は其外壁 lこ於て数多の穴津を有し、其走向によ bて各特異の植

物匡景をさEす。海抜約 1800米突にして一大緩傾斜地あち、初夏の候

百花欄慢黄紅白紫を競ム、乙れを御花畑となすO 中に小湖あ b.不断

の水を瀦ム、雲泉湖と云ムコ湖畔の E岩謡令 12る間続るに珍花をも

ってし、自ら小公園をなすO西円蓋下一小浜あち、御花畑入口よち右

折しが；＿］ 9町 Iとして遣すべし‘探聞の小流緒して長池をなす、池中に

ほし み Eろを産す、星が池と稀せらる、も奇な k i由昨亦燭特攻る

植物景視を見る。南門牽下‘下る乙と約300尺にして叉津あ b.分れ

て三小津を在す。八月中旬向；残雪を見多くみつはわラれえを産す、

乙れを薬草が原と名づく。三角標よ b第二番擦を下る乙と約 1000尺

にして一大緩傾斜地あ上本山中第ーの御花畑た b乙れを霊岩公

国と云ム。
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植物敷及び植物帯

後方主蹄山は交通の便に操る乙 と金道諸高山中第ーに位すO 従て

本山 ι植 物採集を試むるもの最も 多 し 設 に 奉 る の 除 柿 を 有 せ ずO

只本山所産の植物にして既に記録せられたるもの

明治二十八年マ沙カリヌプ W集象観ifflj言E ヨ呈f干

明治三十八年植物皐雑誌第十九巻第二百二十七競T グカ」三~－植物
組科

周年本舎舎報第一巻第一宮君、マグカ甲ヌデ可山項植物 3'if!ト

明治四十五年宮部博士就職二十五年記念論文集 同日銭の補遺

明治四十二年高山植物探集及培養法、中にマグカリヌプ甲山植物日銭
＝－ーで＝＝＝＝ 28科

明治四十四年文武曾雄誌第六十四競蝦夷富士め花 42科

47干遺

96干遺

77荷

24干重

日主種

109趨

明治四十五年宮部博士就職二十五年記念論文集蝦夷富士山頂に於げろ山火後殺生
ぜる植均に就て 7科 14穏

71'科七三百！stモ
戸常高知氏

架野宗太郎氏

宇津 ill]氏

悶 氏

志村烏嶺氏

近藤金吾氏

同 氏

本篇に記載せる綾方羊蹄山所産の植物教は頴花植物66科 230種隠

花植物8類 35積線計 265種を計せれ

植物帯マクカリヌフ・ 9山麓ジリベツ河マグカヲペヲ河界限は、マ

イ JV氏の所謂第三帯（落葉澗葉樹帯、山毛棒帯）に麗し、1200尺の駒返

附近に及び。1200尺以上は、第四帯（針葉樹帯、憎栓帯）に属すべ 3も

のにして、中！度以上壬00 0尺に遣し。其主木はね今立つ、とぎ会つにし

て、在 Lかまど、うだいかんば、むしか b、等の潤葉樹種を混ぜ b04400 

尺以上頂上迄は、第五帯（恒松帯）にして t壬400尺の峰背及び 5000尺

迄の渓谷は上方潤葉樹林（樺木帯主木 0.今のだけかんば）を現はし、

以上は純然恒松帯にして頂上に及ぺ hO純然たる草本帯 i工、本山に

於て、とれを見る能はすと躍も、6000尺以上 6470尺の山頂に達する

聞に於て恒松帯に交雑するもの を 見 る を 得 べ L0 

植 物配布の賦態

本山の植物配布賦態を見るには．現今唯一の登山口たる比羅犬口

（宇月湖畔）よ bするを可とすO往時 登 山 道 の 開 撃 今 日 の 如 く な ら ぎ

bし際は．登山者の多くは目名口（日名原野）カジユプナイ川上流た

るー僚の穴揮を利用せ bO されど其傾斜買に 30度 I比羅夫口 25度乃
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至28度に比しゃ、念峻をきはU。而して函樽錨道の開通と、蝦夷富

士登山曾の登山道開撃とは、此比較的緩怠る斜面利用をし℃復活せ

しめ．遂に今日．の盛況を見るに至れるもの意 bO以下比羅夫口よ b

観察したる本山植物の垂直分布を越ん。

竿月湖畔（80 0尺）よ b駒返し（1200尺）に至る沿道。

あお 7さも、いたや、う 7ざいかんば．おほなら、芯ほばほ.1ざい t：：ゆ、くは‘

あへ弓 7さホ.J》にく切るみ、乙よごし、 3 はしば．し方の~.しう上 きは 7さ．

しらかんば、せんのき、とものき在、かま E、ほ Lのき－みづき‘ U し

か~.めいげつかへで、やまはんの3、等の澗葉喬木の欝蒼 tz る聞と

互主2 の混生するあ b。樹下に見る撞木の重なるもの、三－~工主..tt.

すくw b、あがらば君、いねがや、いねつげ、るほぼすのき、の bのき、等に

して、樹聞を縫よ、てやまぶ 7さう、乙 ＜.o、等の磐綾するあ b。樹幹に極

続すもるもの。

ったうるし、つるあぢぎゐあ bc樹下に見る草本の重なるもの。

あ豆二戸、~、むぞにう、む守の 3 つねあぎみ、ゑんれい 3 う、主丘一ば竺

皇_sj芝、主今のょっばU ヤら、るほばうばゆ~ . l;-- ほばい 1~c1J~ 重工三

守 b君、きつ bJ、ね、〈 至主皇主、iー芝生エ2、i互全一庄三三一些且竺ユ、

くされだま、土豆一丈広三三、＿Z: んろん 3 う、主土佐らーι 豆ム主主主~

工主、 3 はあち、さゐ、とちばにんじん、在つゆ~ ~1-－~がじらみ、1主ι

うど、ひよど b ば攻、世主 b しづか、~_&k_主主、並立主、

みやまとうば在、むかどいら＜ ~、みやまたにたぐ、全

ぶたば乙、ゆきぎ~、よぶすまさラ、れんよ＜ ~今、ゃなぎらん、 _23>_!_

&.J三三、つくばね 3 久おほうめが~~う、三二主のみづは、よ生－~等黄

紅 白紫樹下岩際を飾るを見るべしね ま が 91iけ、路傍を埋むるの

聞を縫ムて進む。

盟主ム（120 0尺）、急坂とれよ b起る、崎幅たる岩際を縫メ、て、羊鴎十
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八曲折、蘇苔滑なる慮既に針葉喬木林裡に入る。

とどまっ、乏ぞまつを主とし、澗葉樹の其聞に混生するもの、いたや、

う7ざいかんば、主与がらば君、忘ほばゃなぎ、しう bぎくら、君、かまど、

みねかへて？、むしか IJ.Ctろはにはとと等の喬木、小喬木を見るべく

草木及濯：木の岩際 tこ立つもの、のちのき、あかみのいねつげ、乙まが

7ざけすヤ b、むら苫 ~やしほっつ I.:, 等にして、いはがらみ、つるあぢ

3ゐの樹閣岩角に磐j諒するを見るべ LO草本の重なるものO

ラど、むほばたけしまら花、るほばいらくさ、 bぞにう、ぎよぢじゃに

k~とく、 3 はあぢきゐ、~らしなしようま、しらねあふ仏、 tc. 付しまら

ん、てんなんザう、止ちばにんじん、なつゆ主 注ラ、ま日づるさう、むか

ど、出らく京、よぶすま 3 今、るゐ 0｝、ほ・n IL、るゐむ よ、しようま、やま

ぶ旦しょぢ堂、あまちゃづる、にして、岩際の陰地に生ずるもの、みや

ま！々にたで、みや吐かたばみ、れんよく芯ラ、づ 7さやくしゅ等紅白の

小布を縁るの外、多く羊歯類を産すO

じうもんじしだ、とらのをしだ、くじゃくし充、いわがね 3う

間合目溺仙閉（23 0 0尺〉、に遣すれば樹陸も其教を減じ包囲の乏ぞま

つ、天に柱するの聞いたや、う 1f.いかんば、乏今のだけかんば、たがら

也生、な Lかまど、等の潤葉喬木小喬木其聞に黙綴し、ねまが日臼

の下交ふるに、あかみのいねつげ、あほばすのき、つるつげ、みや吐し

主主等を以てし草本の種類甚 7さ多からず。

あ~の主 9 ん~う、b lまば之、みやまたにたで、以と bしづか、ゃなぎ

らん、

みかへ b松（4000尺）Iζ 達す。但し蝦夷松の E木にして崎態他に述む

べからず。此遺喬木帯の柊黙と思はる。針葉喬木漸弐其高志と太苫

とを減し乏干の 7ざけかんば代 bて勢力を得延今大蛇の伏せるが如

3を見る、即ち上方調葉林（雁皮帯〉とす。急坂直上天を臨んで登るの
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問、あくしば、竺：＿~＿豆、（~） 5 主生三2豆、 b ぞのたけかんば、主主

五盟主、るほぼすのき、乏しあぶら、あかみのいねつげ、ちしまぎく ら、つ

互主豆一塁、主主豆工生豆、三笠lU三立金、みねかへて、D'己~ ~＿＇つ b ば在、

主ιし豆~等の小喬木濯木を見るべく樹下に綴る草本に！：lo むサす

支ムゴ生、あきの主 9ん 3ラ、と」さつつじ、ラすばさいじん、むぞ Jふすま、

支テのよつはむぐら、たにささやラ J土うちゃく~う、ま以づるさう、

みやま乏んれい~ラ等を主とし時にしゃく じゃラさうを見る乙と

あるべしO

車盆j警（14U 0尺）、 えサのたけかんばの老幹延令峻坂に横はれ蛸雁

皮、腰掛雁皮、或は鳥居雁皮の崎態百出するの迭、就に恒松帯に移るO

とれよ b七合目、胸突参丁（50 0 0尺）に至る問、樹本の重なるもの、あく

しば、 今之 h,うつぎ、むがらば在、 ぉほばすのき、 b守の 7ざけかんは輔、

らしまぎくら、はとλまつ、みねかへて、みやまななかまど、みねゃなぎ、

むしか h等にして、樹下の草本には、

企む日＿9~三三、いはつつじ、うすば浅いし ι~ ~，，のょっぱむぐ

阜、主区立たけしまらん、からまっさ久三主主一良i皇、乙けもも、三主主

いもど、とラげしば、なつゆき~う、みやまたにたて、みやまかたばみ、

電光坂（53 0υ尺〉、再び羊腸曲折五十三岡の峻坂、所謂電光坂に出づ

れは、渓谷分布の景観を見るを得べ〈。

ラ乙んうつぎ、むぞのだけかんば、ちしまざくら、は日立つ、ほざ主な

なかま芝、みねかへて’等の樹下、あ事のき h ん~う、いはべんけいさ

今、b ほか 3もち、あわも bしようま、きぱなしゃ〈なげ、ぎよう じゃ

にんにく、乙けもも、いはつつじ、ごむよ、いちご、ちしまムうろ、まるば

の仏れあぎみ、よぶすま~う、からまっさう、

等美なる高山植物寅紅白紫を競ムを見る。急坂毒くるととろ、

御花畑入口（58 0 0尺）、に達すo旦旦ま二2密生する間金三二まな在かま
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ぜ、うとん弓つぎ、きば在しゃく在げ、はな以 bのき、皇しまさf5＿一色、圭

ほばすの白、等を混生すべく、＼：草本の重なるもの、

あきの主 9 んさ号、あわも b し主三主、竺＿..f_~し笠l_、主~三、主盟主う

さも丸、からまっ 3ラ、きょうじゃにんにく、注んかえ人全三笠_QQ

れあぎみ、まひづるさう、~主全企一竺__Q，~ま」主庄三、

御花畑（6心00尺）所謂神苑に還すれば、雲泉湖昨百花繍蔓の湛観に接

すべく。

あきのさむ λ 苫う、あらしく＂~、いはべんけい 3 ラ、いはあとぎ主、と：

よ：~ きぜ b 、う ι じろ 1Z て、う乙んうつぎ、きーとのつがぎくら、 ~J町三Iま

よ、すま、からまっきう、きば在しゃくぎげ、どぜんたちば在、ご？？ムい

玉三、~をによもぎ、しらねあ 1' V.、竺ま ξ lJ ~ う、在つゆ~ さ乞竺並

ど-2_笠、ひろはの以めいちげιちしまムラろ、まるばのしホつけ、主三~

5えばい、みやまななかまど．みやまが hやす、うめばちコ今、まる庄

の以れあぎみ、乙けもも、

等賞紅白紫翠緑を黙緩して；告角を飾る。更に山頂宿泊所雲表閣背

後の斜面を探らんか、

あらしく＂き、いは zーとぎ b、いはべんけい 3 ラ、いぶきぬかt宏、うめば

もきう、う乙んうつぎ、うらピろ 12て？、芯やま lJft_ 1さう、くるまゆ b、・

~まによもぎ、ちしまムラろ、しらねあふ仏、は＜ 苫んち flJ＇まるば

の日れあぎみ、やまははと、あわも bしようま、るだまさ、みやま Eλ か

げのかづら等を見るべし。雲泉湖よ久頂上噴火口氏達する念坂、左

に恒松の焼跡を登る乙と 2丁の間岩際氏、

v2ぞのょっぱ U ヤら、12R ~ きゃう、どぜんたちば君、ごむムいちご、

を見るべく O路傍の樹下に、あわも bしようま、いは芯とぎれう乙ん

うつぎ、乏サふすま、~まによもぎ、ちしまよ、うろ、なつゆき~う、まる

ばのとλれあゴみ、みやま以かげのかづち、みやま在なかまど、みやま
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主主主民主主、れんよく 3ムまるばしもつけ、あ 5のき bん3ラ等美花

を付〈 るあ ！， ',{rfi松 の焼 跡 iこは、

みやま君在かま芝、ゃなぎらん、あきのき bんさう、 ごぜ λn.ちt-f君、

等の既代接生せるを見、ぜにどげ、ほそすぎどけ、の群落所ベト K黙存すO

更に未焼区域よ b焼跡に浸入するもの、之けもも、きば在のしゃ〈

立土芝、う之んうつぎ、等あるを見るべし。選議きて、

盟主選民出づ、E岩黙在するの潟地あきのき bんさう、いぶ 3ぜれ

bん7さ今、るほや竺1主~~＿c＿芝-2_ ＇ う乙んうつぎ、必いらんたい、芯やま

まふすま、がん之今らん、くるまゆ b、乙けもも、 ご乏よ、いもご、 3ま

~主主主、；乞しまよ、うろ、は在どけ、つめごけ、主~ばしもつけ、三並~

＿；宣之、みやま事ん立王士、みやますずめの ζAゑ、みやまびかげのかづ

阜、せんほ．んやち等主得べ〈、恒松の樹下愛らし 3、bんね 3う、 a:見

るととあるべ L0 

大噴火口（62 0 0尺）、紳笛漢土 b中霊牽に登れば大、中、小の火口並列

して、指呼の聞にあ bo即ち大噴火口よ b漸次採集を試みんか、中霊

憂の附近藤砂推積する慮、

いはぶ〈ろ、いはぎきゃう、うらピろたで、ほそばあんたぐ、き ＜ばく

』~丘、みやま主益ぷ工、等の乾性高山植物景観を現出すべく、中霊

蓄量よ h右姻 b、馬脊を登 b南門牽に至る聞の大噴火口壁上、あきの

き ちんさう、いはあとぎ上いはささやう、いはべんけい 3ラ、いはは

乏ぞつがぎく

ら、あやま bん7さう、おほか 3もち、がん乙うらえ、くろ今すご、日立主

~今、ラめばちさ今、う乙んうっき、たぎほ、いちゃ〈

主主、とすぎらん、三笠一主＿＿！＇さまによもぎ、たかね肉泊三医、主 J_,_x_,b之

主、1主ーくさんもど b、みやますずめの以ゑ、主yJu.かげのかづら、 Ii::_

やまたねつけば君、みやまく λすげ、 bんね 3う、きんすげ等を産し、

就中 1cかねとんぼを珍とすべく、岩頭砦角を鼎緩するもの、いはう
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め、いは以げ、いわ弓すげ（新橋）3-－－＇位ば主主；竺さー〈一皇、『 7ざいもんじ 3今、

みやまいちごっ攻雪、くろうすご、れよ A..＜λすげ（宮部博士新橋）

等あ h。
とれよ b南壁、熊峰群立するととろの、岩角佐藤るものには、竺］主ぷ

くろ、いはうめ、 1／、は υげ、いぢつつじ、之けもも、みやまはんせラづる、

7ざいもんじ~う、〈ろうすご、等を見るベ L0 

夏日中震牽よ h左廻 9.,flf松の焼残する聞を登仁三角標に達する

の問、

あ 3の芦 b A..苫 う、いはラめ、いは以げ、いはおとぎ b、全今つがぎく

ち、みやまむ 7ざま 2、が /l,之今 t、，f、5んすげ、〈ろすげ、 Zめすすき、

芯古代よもぎ、ちしま J、うろう、たかねすみれ、はくさんもど bJま b

すげ、みやまくろすげ、みやまはんせうづる、みやまいちごっなぎ｝

b んねさう、 V• ぷ主ぬかぽ等を見るべく。E巌謡々たる間し乙 1? ん

は之ぺ、だかねあまみ、（0マムじあぎみ）（新稽）等の珍品を得べ〈。砦

陰や L潟性の黙，＿2_主主せきせ久ちしまらつ Bゃうを得ぺ L0 

大噴火口底、直下 1000尺大噴火ヨ底に下ら A..か、 E巌の下あらしヤ

志、いははたぎほ、うめばちミミラ、みやまあだま主 '1?かねすみれ、ちし

ませきしゃう、しとたんは乙べ、日めみやますみれ、みやまだねつ付、

ば在、ちしませ主しやラ、みやまくろすげ、おのへ bんだ今、うつほ.(" 

3等を見るべく。南壁岩下陰擦の地多く地衣類を産し、ちしま主ん

れいくわを産する乙と多し。

小噴火口、小噴火口は大、中、噴火口の中聞に座すO面積甚だ小なれど

も、珍品に富 Uo口底一小池あ b、全守ほちゐを産すO 12かねむみなへ

し、（ちしまさんれいくわ）を珍とすべし

あ 3 のき b ん~う、い l主主与とぎ b 、いはぶくろ、いはは 12~ ほ、 b のへ

bんだう、みやまる 7さ主主、くじゃくどけ、乙めすすき、さまによもぎ、
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ほそすきどけ、低ちば忌んたて、ちしまムラろ.iまラらいきう‘みやま

すずめのとλゑ．めあかん主 A.ばい、みやまさんばい、やぞほ号ゐ等密

生すO

中噴火円、小噴火口の北に接して存す、口底不断の水あれ水底多〈

の蘇類及むサほ毛 lゐを産す.7](謹 E岩謡 φたる岩角いはうめの家生

するを以て特異とす、其他岩角を飾るもの、

全ラケのつがぎくら、とけもも、とめばつがぎくら、みやまさんばい等

あ事O口壁にいはぶくろ、あのへ bんだう、きばなしゃ〈なげ、ごぜん

主五世主、さまによもぎ、ちしまムラろ、以めからげ、ほそば~ んた-c.
まるばのしもつけ、等を産し特に蘇類を産する乙と他 K冠たれ

薬草が原． 薬草が原は明治四十一年八月蝦夷寓士高山植物講習曾

開設に際し‘会等曾員の探鹸接見すると乙ろな b。所謂商門牽下よ

長恒松林を直下する乙と 400尺乃至500尺滋谷卦かれて三俸をな

す、みづばわうれんを産す、薬草原の名乙れよ b起るO

第一漢、あらしヤ芸、いぶ含ぜれうめばち~ラ、主るほかきもち、きば在

しゃくなげ、くろうすご、乙いち bムらん、しろば在 It.が君、 うつ~－ (" 

~、ちし吐よ、うろ、ちしまさん段。うげ、みやま主んばい、みやまや t! ぎ

等の珍品を見るぺ〈。第二渓収入れば八月中旬向残雪を見る、流れ

lこ？合ムて下らんか、いはいて今、みつばわうれん、最も多〈、

あらしく蜘 ~、うめばち芯う、きぱなしゃし在げ、さんすげ、みやまや在

ぎ、みやまくろすげ、しろば在にが在、はくさんちぎ b、乙いち b｝、ら

ん、ちしまさん ff" うげ等黒.~ ，｛，－岩際を飾上第三演に達すれば、あ阜の

き b ~ 注 今、う乙えうつぎ、きば在しゃくなげ、くろ今すご、ちしまム

うろ、しらねあよ、 υ、はく ~~ち f b，を産すO

震砦公園、三角測量標よ b第二番演を下る乙と、 約9町の地黙にあ

L 出口理皐士の接見にか、る。本医域｛立山中最も大在る御花畑な
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れども、同氏以来未だ乙れを探除せるものあるを聞かず。

ちんぐるま、を産するとと、出口皐士の採集によ hて知らるO

基ど油、御花畑入口よ b下るとと約 9町にして星が池に遣すO 池中

ほしみどろ k産するも寄とすべし、 地迭の植物景観も亦自ら濁特

のものあ b、いはいてム、たかねすみれを珍とすべく、

あらしぐ 3、いはぺんけい~う、いぶきぜ b 、いぶきぬか t1＇、うすば~

と主主、きめばちろ三、ラ之んうつ 3、えをほそゐ、むいらんたい、三五

じろたで、むのへ bんだう ＇＇／）， うぞ b在、みやまるだまき、 しらたまの

主、昼豆三生一色、さんすげ、主ばなのじゃくなげ、くろうすご、ご乏ふつつ

じ、 :;'Sまによもぎ、ちしまムうろ、みやまくろすげ、しらねあよ、以、は在

どけ、はく さん 'hc K日めくわん守う、みやますずめのびゑ、みやま

全j生一ぎ、企三やまびかげのかづら等其周壁に叢生するを見るべく、岩

角の聞いはぶくろ、乙めばつがぎくら、 7ざいもんじ~うの綴るを見

るべ L0 

本山植物目録は紙面の都合あれば次暁に譲る。

村. 



園後揮捉の建標に闘ナる断案

河野常吉

’一『哩曙e，ーー

Decisive View on the Frontier Post in 

Kunashiri and Etrofu. 

By 

TsuNEKICHI KoNo. 

ーーーー当面ー＂＂扇面ーーー『

本年一月の歴史地理第十九窓第妻競に、丈皐士重固定一氏は、贈

正五位木村謙突の停を書き、主と して撞捉建標の件に闘して述へ

られた hO 其建標に関する大要は突の如し。

「大日本地アトイヤ」といよ、木標（画館中華校所識）は固よ b図後の

東北岬に建 ちたるものにして近藤 重臓の之を建てたる詮な L-o

J捧捉に建たる第一標柱 l立、寛政十年七月二十八日夕ンネ毛イ附

近のリョツフに建てたるもりにして、謙突をして「大日本憲土呂府」

云今 J：書せしめた bO' 

捧捉島カム 4 ワツカヲイに建てたる標柱は、或は寛政十二年の

事にして、績蝦夷草紙の記するか如く、「天長地久大日本因」と記した

るならんっ但し同書に謙突の害した bとあるは、蓋し誤聞なるへし。

此設に事｝し其後志賀重昂氏、及以小林房太郎氏の高説あ b。其設

は何れも有益なるも、遺』賊なから材料の乏し 3潟め、未た全部に亘

bて十分の解決を奥ムる之と能はす因℃予はままに予の研究を述へ

て断案を下さんと欲すO

地理に関する誤謬

建標地の内、 タンネ毛 4及 CJ,. 'jJ ムイヲヲカオイに闘しォこは別 tこ
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言ムへきとと在しと雄も、アトイヤに就ては、重田皐士は大なる誤

解を在し居るものの如しc 即ちアトイヤを以て園後の東北端なる

ー笛所代限るとなせるものにし℃、此設 bは蓋し村尾元長氏か、

「アトイヤは園綾 tとして捧捉にあちす」と記したるよ h起 bしもの

在ら A.o 然れともアトイヤと云ふ蝦夷語は日和待又は渡海場と詳

し舶を接すへ主露にし τ此名は志賀氏、小林氏等の云よ、如く園後

の外、揮捉島のタンネモ 4附近．及以同島のカムイヲツカヲイ附近

にあ bo 向ほ，予の記憶する所によれば、得撫島にも同し地名あれ

凡て蝦夷語の地名には、同名又は類似のもの少在からされは、誤解

を生し易し。今参考の矯め園綾の東北部と捧捉の東北部とに於て、

甚だ類似せる地名あるの例を暴けん。

揚梶北東部 罰綾北東部

ジベト官 ジペトロ（又ジペトロペヅ）

カムイヲツカヲイ｛叉カムイヲヲカ）ヲツカヲイ

アトイヤ アトイヤ

但し闘後の地名は、丈化元年閣後場所大櫛書 l乙擦るO

前の地名は、何れも西方よ b東方へ！願を逐仏て記したるものな

るが、地名と共に位置の順序まて相似たるは、偶然とは云へ.J)p面白

しと云はぷるへけんや。

志賀氏 Ii捧梶カムイヲツカヲイ即ちアトイヤな bと錯し、此雨

地を混同したるが、是れ妥常の設にあらす。之に闘し℃ i立、向ほ後伝

記する所ある～し。

闘綾のアトイヤの槙柱に就て

此標柱に就ては．志賀、小林二氏は共に言はB す。唯重田皐士か、「大

日本地名アトイヤ」と剥せる標柱を以て此躍に建 1こたるものと錯

し、近藤重臓の之を建てたる設なしと言はれたるのみ、然れとも是

れ大なる設な ！， 0 此標柱に閲しては．嘉永二年松浦武四郎の三航蝦
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夷日記 It録する所、最も明瞭な bc即ち突の如lL-o 

品串山 アトイヤ旅宿所の上にあ b。高七八尺、 周箇同十二三

問、砂山 Kし芯此上に遠見山といよ、木表を建た b。召 i呈夷人に、此

山 lま如何なる山毛と云しかは、江戸殿の建たる木を取て、近頃叉

島殿（ムジリ トノ〉か建た bo此庭前かた三日計に此山を築かれし

と話しけるO僅 か の 高 在 れ と も 海上の舶を見るに便なれ右古木

表の丈 i立、

寛政十年戊午七月

久奈尻遠見山 近藤重撮建之

乃ち此標柱は、寛政十年七月近藤重識か、此鹿 K至 b揮提渡航の

日和を待ちつつある聞に、 遠見’の錦め小砂丘を築かしめて其上に

建てたるものにして、其後蚊十年を癌℃、栓前藩 R於て建換へたる

乙と明かな b。而して標柱の丈宇は「久奈尻遠見山」在 b。重田皐士

の記する月！？の加 5は、全然設れるものと知るへし。

揮捉のタンネモイの標柱に就て

此標柱は、寛政十年七月二十八日近藤重識か、闘綾よ h揮捉のタ

ンネモ -1 』ζ渡 bて建てたるものにして、木村謙突か盟 l撤して、本閤

re向日、伊勢紳宮並に天子を拝し、次代鹿島紳枇、江戸将軍、水戸中納

言を拝し、三退して立原先生（謙突の恩師）を拝し、都合七拝して、謹ん

て書きたるととは、謙次の日記に明かにして、重田皐士の記する所

の女nL-C標柱の丈字は

大日本恵登日府翼手tl近藤重臓最上徳患者下野説得J)
備考 下野源助と It木村謙次の襲名なり。謙次（t近藤重臓の従僕とな。

て来り 7これ l工、樺ろ所ありて費名ル用ひ 7こるなり。

捧捉のカムイ ワヅカヲイの標柱に就て

此標柱は、疑問の中心として最も重要なるものな ho近藤重臓の

績蝦夷草紙、 建要舟界園考及以其石像に闘し寺枇奉行代差出した
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る始末書によれは、此標柱は重藤か二度自民揮提 K渡 fJtcる時、即

も寛政十二年代、先に露西亜人 ,r~ユヨ等か薬取のジヤ wν ヤム

に建てたる所の十字柱を訂倒し、進んてカムイヲ＇；／ ，骨ヲペの高慮

R至上建てたる著名のものな bo而して績蝦夷草紙によれは、標柱

の筆者は木村謙ヨ健在るか、一方代謙次の履歴を調査すれは、議突の

近藤重蔵 tと従日て蝦夷地 』c.至 bしは、寛政十年にして翌十一年時

間し、十二年代は蝦夷地に在ら :::'Sれは、技に年代の翻蹄を来したれ

即ち十二年に至らさる謙突か、如何にして、十二年代建てたる標柱

に揮牽せしゃとの疑問を生し、多くの人をして判断に苦ましむる

に至 fJtc 9 。室田皐士は此建標を「或は十二の年事」在らんと漠然記

載し、且つ謙突の揮憂せる之とを断然否定し、志賀重昂氏は此標柱

と間島アトイヤの標柱とを混同し、小株氏は、「前以て其標柱を用意

せしと見る も差支在〈、或は績蝦夷草紙の木村議云 φの記事を近

藤の誤記と見るも何の非かある」と言はれた b。

予も此判断に就ては久しく迷ぴアc9 。予か所蔵の謙次の日記も、北

海道鴎所臓の議夜の日記も、共に脱落あ bて、此件に闘し何等の材

料を接見するとと能は注 hしが、明治三十九年木村家の一族なる

木村勲氏代問合せの結果、同氏よ b贈られた、る謙突の日記中に、確

賞なる材料を得た ho即ち寛政十年八月十七日（困後の泊代滞在中）

の記事中に日〈、

昨日余書す、大日本嘉登月府云 φ。ヲノV ツプ渡ロモイ vマト、カ

モイヲツカの聞の高みに立つ。

大日本選登呂府 江戸近藤重蔵建

金書すっ夷人刻字｝

是れによ b之を観れは、此標h柱を作 hたるは寛政十年』として、其筆

者の議実たるとと篭も疑ムへ 5にあらず。蓋し重蔵の一行は、首：iJt乙

記したる女II＜、十年七月揮捉のタン予毛イに渡 bしも、北 tζ 進ます
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して園接民蹄上暫く泊に滞在しっ、あ bしが、軍撤は揮棋のカ＂＇イ

ヲツカ遣に建つるの目的を以て、其 λ 月十大田に謙攻をして標柱

に揮壷せしめたるもの君tb Ila 而して重臓が賓際之を揮視の目的

地に建てたるは、翌令十二年在 bしと騎定するを得へし。而して世

人か此事賓を知ら志 bしは、相ふに世，t停よ、あ謙攻の時記 I！誤翠

l段落あ bしは困るなるへ〈、戒は然ちきれは此標桂左タシネ '1l .,t 

の標柱とを i昆同して聴や看過せしに困る在るへしの兎 lC角事賓は

弦に明瞭とな hn. れは、軍団事 ~I： の所謂、長鳳一過濃霧閤散の思ぴ

は、始めて之を得られし意 b。

此標柱の文字はタ y ;.;: 't; イの標柱と同しく「大日本選塾呂府」在

lるが、従来諸書記する所異問多〈、Eつ重田串士は「天畏地久大日本

岡」ならんと云仏、小林氏は「天長地久大日本Jなるへし ξ錯し、志

賀氏はアトイヤの標技と混同し売れば、獅か戒に解明する所あら

A。
(1）天長地久大日本間 是れは績蝦夷草紙の一書』t標柱の醐左

共に記載あ bて、精確なるか念日し k麟も．他の繍蝦夷草紙 ftは全

く此記事を見~れ j;t. ~又大 It 疑」ふへ車所あ b。更に休明 -1(:, 記によ

れは、享和元年富山元十郎、深山宇平太の二人か、得撫 R櫨 b間島

のオカ 4 ワグラ氏、「叉昆地久大 [J本麗島」と記したる標柱を建て

たる事あ bて、其丈句彼是相似た bO蓋し綾人か誤 b侍へて、繍蝦

夷草紙に書阜加へたるに非るか。綾人か前人の著書 I（、書急加へ

附け加へを錦して、絡に其れか異の立II＜在 b免る例は．問。ある

乙とな ho

(2）叉長地久大日本 前の文字に比する主 Siま、閣の問。宇を欠

く。栗本強蓄の久那志利悪士月府組行によ昔涯藤重臓建柱標天長

地久大日本之蕗畠jとあるも、是れ亦侍閣の誤 bflらん。

（乃）従是大日本 是 iま北海道志、村尾元長氏の近藤守重事蹟考、
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北海道教育舎の北海道地・理等代記する所在るか、期かる不見識

在る丈宇を志士の記すへき筈なさは常識の到断によ bて明か在

b O村 尾氏は綾に至 b心附きて、正藤杢書tζ 於ける重臓の傍記に

は「大日本恵土呂府」と改めた b。

( 4）大日本地名アトイヤ 是は近年多くの人か諜 b倖 J、る所に

して、函館中皐校にあるアトイヤの木標を誤認せるよ b起 bし

もの＼如し。岡本柳之助氏の北海道史稿によ大日本領あといや，！と

記したるなとは、一層甚しき書き達へな bと知るへ LC 

(5）大日本悪登呂府 藤田東湖の同天詩史民日〈、守重命議、按

十字柱、易以木標、謙執筆、大書大日本悪登呂府」とι謙 t亡命して十字

柱を抜くと云ふは誤謬な hと離も、「大日本，喜登呂府」と大書すと

云へるは正確本 b。

揮捉のアトイヤの標柱に就て

前 に 記 したる加し重田皐士は一意図後のアト 4ヤに傾注して、

l 揮捉のアトイヤを忘れた bo小林氏ほ函館中事校の「大日本地名ア

トイヤ」の標柱を以て揮捉に於けるものにあらすやと言はれたる

のみにして、明瞭に断言せすO志賀重昂氏は、極力重田皐士の此に闘

する誤謬を駁したるも、惜い哉、カムイヲツカヲイ即ちアトイヤ在

bと云ぴ、ー従℃此標柱を寛政十二年近藤重l蔵の建てたるもの在 h

と断定した b。
樺挺のアトイヤとカムイヲツカヲイ と は 相 接 近 す る も 、 其 別 令 の

地なるととは、数多の蓄記並民地圃の誼明する所にして、位置よ‘ b

言へはカムイヲツカヲイか西方代あ bて、アトイヤは東方にあ b0 

即 ち 志 賀 氏の言ム如〈其同地異名にあらさる乙と明かな bo叉其地

名の意義よ b言ふも、ーは紳水の義、ーは渡海場の義な b0 E つカム

イヲツカヲイの標柱は、前代設けるか如〈「大日本恵登呂府」と記せ

るにアトイヤの標柱は「大日本地名アトイヤ」な hO 而して此アトイ
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ヤの標柱は、何年何月代如何在る人か之を建℃たるや、是れ亦奮記

F：絶むて見る所なけれは、重識の建てたるものな bと云ムの確詮

は牽もある乙とな LO 蓋し或は重臓の建てたるものなるやも知る

べからすと離も、之を重臓な bと断定する乙と能はきるもの在 b0 

此 標柱 K闘する、安政以後の志賀氏の記事 l工、有盆なるものにて、大

体代於℃正確な bとすべ LO向ほ予の調査したる所によれは、高延

．文久の頃、仙牽藩士の揮捉 R在勤するもの此標柱の丈字の風雨に

曝~れて減損せるを見て、建換へたるか其丈句等は蓄に依 b た b

と云J、。明治八年開拓使人を遺 b標柱を根際よ b切取らしめて之

を牧め、明治十二年函館博物館開設の綾之を同舘に陳列し、同二十

五年函館商業串校の管理に臨し、同二十八年函館中皐校を創立し、

商業皐枝を慶止せる時、之を該中皐枝氏移し、爾後同校に保管して

今日 K至れれ現在の柱の長さ六尺七寸五身、幅六寸二身、厚三寸四

分にして、土中氏埋 bし分は、持来る際切 b去 bたるを以 τ其長さ

を知らずO材質は針葉樹に属す、蓋し捧捉産のものならん。此標柱は

明治時代とな bτ、持来 bたるものにて、業揮捉のアトイヤ Kあ b

し事 R就き℃は、今宵ほ知る人少なからされは、喋今説明の必要な

きものとす。

結論

以上詑〈所によれは、本年一月以来歴史地理紙上に論議する所

の園‘後捧捉の建標は左の如〈決定すへし

建標 地 建標年月 建標者

園綾のアトイヤ 寛政十年七月 近藤重蔵

揮捉のタ Y 予毛イ 同 十年七月 同

揮捉カムイヲヅカヲイ 同 十 二年 同

捧捉のアトイヤ 'J つ

備考 カムイ F ！）＞カチイの標柱 It、 寛 政十年八月作り置きれるものなり
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予は以上の如く断定して疑はすO 若し強て此上に研究せんと在

らは、木村謙次の後育か所蔵せる謙次の遺書を 1Mほ精細に調査す

る事、並に績蝦夷草紙中建標に関する記事の異同に就き、今一暦の

研究をなす事にあらん。
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THE FLOWERING PERIOD OF THE PLANTS 
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札幌及び 其の附近代於ける野生 植物の開花期と花期の長短とを

詳細民知ちんと欲し千九百九年以 来殆左二年有除調査したるも如

何せ 11,地勢 の異在るに従以植物の種類を異にし植物の種類異在る

に従以其の開花期と花期の長短同じからざるが故に申慮に於て観

察を潟しつ＼ある問に乙慮に於ける植物は巳に花期を終るが如き

場合砂からず或はまた天候其の他の~め永く同一慮に於ける植物

に就て競察 を績くる乙とを得ざる場合志亦な 3にあらず斯る聞に

在 bて完杢に之を調査せんとするは賓に至難にして能く短日月聞

に錯し得べ主之とにあらずきれば今弦に其の一端を事げ詳細なる

研究に至らては他日更に記すると乙ろあらんと彼す

該言I』］千tを1詰さんが'1tめ；:JL旺察を 1毒し 7之る主在る慮を奉〈、

三角、手稲のi諸山、豊卒、月寒、山鼻、八重別、異駒内、石山、平岸、簾舞：、

定 tll渓、篠路、封｝匹、茨戸．花 l昨、石狩、白石、江別、苗穂．雁来の諸地方又

は吉野雁、幌向の泥表地、石狩、銭函、張碓、朝里の海岸及び、東北帝聞大

串農科大串附麗植物園等にして特に高山植物の比較調査に際し℃

は同閣内培養の高山植物によ hて盆する所甚大なるものあ h而し

て 之 等 の 諸 地方 it於て錯したる親察は三月下旬よ b九月下旬に及

ぶ其の間決して短少ならずと雄左 も親察したる植物は其数僅に百
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七十四種にして六十三科百三十九属に過ぎず賓に札幌及び其の附

近に於ける植物のー小部局、に過ぎぎるな b今之等少数の植物を以

て其の全般を律せんとするは賓代早計に失するの観な 5にあらぎ

れ ど も 之 等植物の開花期を遁覧するに三月下旬に在 bては？シサ

ク或はヤチ ρ ンノキ等の数種に過ぎざるも漸次逓増し五月中旬に

至 bて大に 其 の 教 を 増 加 し 其 後 遁滅するも七月上旬に至 bて再び

其の教を増加し 其 の 綾 漸 攻 遮 減 し九月下旬に至 bては新に開花す

るもの殆どな~ ＇ζ至る斯く植物の開花期を異にするは気温の影響

亦砂 か ら ざるべしと思考したるが故に試に蝦夷宮士山頂よ b移植

しアとるミヤマヲダマキ、キクバク J、ガタサヲ、，｛ 」、キンバイ、イ J、ぺ

ンケイサ夕、マ JVノ，・ V モツケ、ミヤマオンタデ等に就て其の開花期

を 観察 したる日元来之等植物は岡山頂上に在 b℃は何れも七月下

旬よ b八月上旬に E bて開花するものなるに拘らずミヤマヲダマ

キ、キクバク ρ ガタサ夕、イ J、ペンケイサ夕、イ J、キンバイ等は平地

に在 bては五月中旬開花しマ JVバジモヅケ、 ミヤマオンタデ等は

六月中旬其の花を聞け b又普通平 地 に 於 て 見 る 乙 と を 得 る オ ホ カ

サモチ、メクバチサ夕、イソヲツジカラマヅサ夕、 J、クサンチ 1:＇） 等

も蝦夷富士山頂に在 bては八月上旬満開するも今平地に移植し若

し〈は平地氏自生するものに就て説察するに ρ クサンチド 9、 カ

ラマヅサヲ等は五月中旬開花しイジツツジ、 オホカサモチの如 3

は六月中旬 其の花を開け bよ bて明治二十八年七月蝦夷富士山頂

に於て鵡したるマツカ 9ヌプリ気象観測記及び明治二十二牛よ b

四十三年比至る迄札幌測候所に於て在したる累年比駿統計表とに

よ bて岡山頂上に於ける気温と札幌に於ける其とを比較したるに

彼に在 bては七月中卒均気温撮氏十度六牙之氏在 bては五月中平

均気温構氏十度五牙にして其の問僅 R：一分の差あるのみ殆ど何等

の差なしと云ムも敢℃過言にあらぎる乙とを知る．
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之によ hて之を見れば植物の開花期を異にするは幾多外界の影

響 によるは勿論社るべしと雄！？も気温の務化も亦其の一因なると

と明在ると共に五月中旬に於て植物開花教の増加するは常時の気

祖其等植物の開花代最も能く適合し たるものにして七月上旬再び

其の数を増加するは夏草未だ全く格 ちぎるに秋草漸く其の花を着

〈るによる在るべし正雄ども其等植物と其の気1且最も能く適合せ

るに土るな 5か換言すれば札幌附近 IZ:於ける植物は楊氏十度内外

の 温度に於て能 く 開 花 す る も の と 之よ b柏、高温度即ち嬬氏十七八

度の温度を待ちて開花するものとに匝別するととを得るものにあ

らぎるか

終に臨み該 調 査 を 錦 す に 常 b懇篤なる指導を賜 bたる乙とを宮

部、大野雨博士及び竿揮、伊藤雨皐士に深謝す、又該調査を~すの

動機を輿へられ tzる之とを遠藤理事博士に深謝す、

視察鈴録 トマサヲ 五月｛，末には平地 tこ於て見る乙とを得ぎ

れ？：も山地に在 b℃は蕗令に黙在す、 アカグモ 五月中旬果賓

漸〈成熟し六月上旬飛散し始む、 ニリンサク 五月 φ末には平

地に於℃見る乙とを得ぎれども山地に在 bては蕗ゃに黙在す六

月中旬 ~c 至 b ては山地に於ても見る乙とを得ざるに至る、タン

ポポ 六月中旬一度殆 C:全 く 其 の花を終るも其稜再 CX.開花し勲

＋九月の終に及ぶ、ク JVマバサク 普通平地に在るものは六月

中旬其の花を見る乙とを得ぎるも山 地 代 在 る も の は 向 ほ 花 を 見

る乙と容易なるのみならず七月中旬に至らて其花漸〈凋落すO



,54 主主義一札幌及び其の附廷に於げる植物の関信期

III 

31 

IV 

10 20 30 

グ千

”M
V
 

，nl 

サ

『

一

シ
一

h
守

一

ミ

T

一
ノ
一
＝
7

一

Y

一

申

四
一
チ
一

m

町
一
ヤ
一
川
市

伊
一
円
抽

－
mr
－
U

創

－

m
一
則

R

，H
i
u
a
e
 

m
．り

m

剛

一

ー

川

削

円
四
一
一
刻
お

1
一
2
一3 ー
4. Adonis amurn1sisァグタェサ守 I"'" 

5. Plant!lgo kamtschatica x yオホパヨ

6. Petasites japonica 7キ

7. Corydalis am biguaトマザ守

8. Gagea lutea キパナノアマナ

9. Aj昭 aye附 usis =-vキプロ宅

10. Salix Caprea パゆコヤナギ

11. Salix Miyabeana .:r: yノカ戸ヤナV

12. Ulm us camp田trisv.japonicu ；；~，向

13. Lysich'iton kamtschatenseミr点セテ

1_!1:,-___Ery坐恒型空白8-C礼nisカタグ甲

15. Chloranthus serratus 7 !al 1Jγ グカ

一

ー←一世E 一一一・－I

16. Corydalis speciosa :eグキケ T :Y 

17. Yi tis <Joigneti田ヤマアダ守

18. Stellaria media ρ ヨベ

19. Pachysandra terminalis 7タキサ V

20. Trillium Smallii :e v v イザ申

21. Anemone debilis bメイチグ

22.Taraxacum officinale v. glauscens ;t 
卜一一一←一 二下

23. Adoxa Moschatellina v v プグサ申

24. Anemone flaccid乱ユ唱 y サ守

25. Chamaele tenera セy ト守ザウ

1~－~」句~alotax竺坐F抑制イヌグヤ
27. Cer<'idiphyllum japonicumカ少守

28. Taxus cuspidataイチキ‘オY づ

29. Trillium k乱mtschaticum己：：:r:;:;"'
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V 

10 20 30 

6. p（寸a円itesjaponica 7~ ・．． 

I 7. C01刊ali司 ambigua ト吋申 ．． ．． 

8 Gag<'a lut<'a キバテノア -,r,- 一

9. Aiu宗ayPsoPmiis :-: $／キプロ唱 一 川町帽剛

I 12. Ulmns camp側 ris v. japoni佃 －v ．．．．． 

) 1:t I ,y;;ichiton kamt ミグパセ申
．．．．． ..... 

i 14. Erythronium dens-canis －／］ 勾 I/司 一

i 22. Tur11xacum officinale v. glaus，併usタY ポ対 一

I 24 An<・mone flaccid品 『 .1Jvサウ ........ 

f 25. Cham肘 I肝 tf'nera セ y ト fJザウ ・・・・l

f 28. Taxus Cl叩 idata イ千ヰ、昔 Y づ
．．．．， 

29 Trillium kamtschaticum v ロパ十ノ且ンレ4サ申

芯0.I )raba sach乱lirwnsis 弔イ・、十グ十

31. Viola hirta v. collina T ルパケえミ V

32. Gentiana Zollin号eri 7デ，， ：，， ダウ
．．． ．． 

3:t Diphylleia Gruyi 喝•y カェ 7 ー
j 34 .. M昭 叫 ヨプジ ー
¥ 35. A肘 rjaponicu メイゲV力A デ

I 36 Pop山 suave伽 lS ドロ

I 37 Gi,ntiana Th川町宮iana 戸川バ申

I 38. Spiraea Thunbergii づプメバナ
←←一一← i 

139. ω仙伽伽ωω山a叩肌州auci<l吋耐ci副仙山i<l凶尚d心仙it V ラネア 71:;

40. Acer pictum イタヤ
...・1

l岨仙川回出……， ー

42. Asperula odorata ゲpレマパサウ

43. Ulm11s montnna v. laciniata ォbヤウ ー
一一一一一一

44. Chloranth山 japonica b ト甲ジグカ ー

45. Viburnum furcatum .t. $／力 IJ 一
46. Lindera sericea JJロモミP

47. M ミザ台 VF、
48.古川lisja ponica ヤアクラミ

四・・白

49. Andromeda polifolia b メVヤ IJナゲ

50. Viola verecunda 守合ぎスミ V

51. Prunus communis ス宅唱

52. Lonicera coerul伺 v.villo随 司ノミ ー
一一一一一

53. Acer palmatum ヤ守宅ミヂ 一
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10 

V 

56 

54. Rhododendron indicnm v. Kaemeferi ；；ヲ！

竺.Leucothoe G門型竺二土日乙士一一一斗一一一斗三 一一十一一一竺
56. V accinium Buergeri ォホパスノキ

57. Betula alba γ ラカ yパ

一一十一一ー←一一 一十一 一一一一一

58. Pirola renifolia c〆エブイチヤグ

59. Capsell乱 Bursapastoris ナヅナ

｜亙雨戸示~亘二二J土二仁二← 一－
61. Hydrangea scan<lens γbアヂサヰ ' 四・・

62. Quercus gros回 rrata モザナラ、升ホナヲ ！ ｜ 
← 一 一一－一一一一一一一一一一ト →一 十一一一一← 

63. Dentar 

64. Chclidonium majus グ骨ノ γ0 ' 守岨・岡町民

65. Potentilla fragarioides キミむこと旦一一 」 」 竺 一一一一

66. Orchis latifolia v. angustataρ ゲサ Y チド，， I~ J 一I一一一一＋ー

ート甲－一一一・…へ

一

67. Lamium album ォド 1）ョサウ ; 

68. Paris q uadrifolia グルマパ少グパネサゥ ！ 
69. Paris tetraphylla 少グパネサウ

一一一一一一一
一
t-70. Peracarpa circaeoides タコギキサ申

！－一一一一一
72. Sambucus racemosa v. :eubescensオホメエ，， ~"' 

I~P!n:円坐竺je~ip~ll仁三ザ＇－＊i:J':__里一一」一一一一 L ー し竺竺竺竺
_74~~c竺d11竺性里l~s哩壬坐1塑竺－~竺竺ム一一一

71. Prunus Maximowicziiジ日ザグ守、ミヤマザゲ守
一一一一一←一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一ー一一一一一一←一一一一一一十一一 ＋ 

75. Fraxinus longicusEis アチダモ

76. Majanthemum bifolium ...,.1::グ U サウ
一一寸一一一一一一一一一一一一一

77. Viola verecunda v. 尽emilunaris アギスミ ν
一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一 一一一一→一一一一 ← 

78. Viola Langsdorffi すホバタチツ昔スミ V

79. Menziesia pentandra づヤ 0ラグツ v,.;, 

80. Viola acuminata ェゾタチ＇）＞ ~,· 7,, ミ V

－~~二竪l竺ち恒三P坦坦竺と二三竺土竺ウバカマ
三五竺空g，吐空P＿（＞む主子一三竺一色壬 ー ト ' 一

8九.Saxifraga reflexa ヤ＇° ＞＇十ザ申

84. Cremastra羽Tallichiana サイ戸イ守 Y

…一
チ一附

一
附
一

m
一
同
一

川両一

肱－

m
wO
一戸。一 ユキザサ
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10 20 30 

9. Ajug乱アcsoensis :-. ；，，キプロモ

13. Lysichiton kamtschatense ミヅパセウ

一 一
22. Taraxacum officinale v. glau関ensタ y ポホ・ 4・

32. Gentiana Zollingeri ブデリ y?I＂ウ

37. Genti乱naThunbergian乱 内申可 y 択す

38. Spiraea Thunbergii ヨプメパ十

~o」竺P塑里山:__j~~
42. A叩erulaodorata グ，レマバサ守

48. Torilis japonica ヤプクヲョ

53. Acer palmatum ヤマ屯ミヂ

54. Rhododendron indicmn v. Kaempferi勺叩

55. Leucothoe Grayana p ナヒリノキ

56. Va凹 iniumBuergeri 昔ホパスノ尋

61. Hydrangea scandem Vルアヂサヰ

62. Quercn同 groRserrata ミヅ十ヲ！古ホ十勺

63. Denta1匂 m加 rophyll乱ゴ y ロy サ守

64. Chelidoninm majus グサノ Fウ

67. Lamium albnm すド可コサ守

lun’ーー－・E・回開

..... ＿ーー’一一回←－一一

ー．一

一一
一

71. Prunus Maximowiczii yロザグラ主ヤマヂグラ 伸一

72.仇 mbucnsracemosa v. pubeRCens オホ月＝川 コ

73. Platanthera decipiens ノぜ不チド甲

76. Majanthemum bifolium .... t ヅtレサす , ..... ＿←  
77. Viol乱vere叩 ndav. s巴milunaris

82. Syringa japoni伺 ＇＇￥ ドイ

83. Saxifraga refl円X乱 ヤマ ρ ナサウ

84. Cremastra Walliehiana サイ F 守イ Y

85. Dispormn使 館ile ，、ウチヤグサ V

86. Smilacina japonica z 者ザサ

87. Rhamnus japonica グロウプモドキ

88. Heneleum lanatum 戸ナウド

89. Ranunculus repens ,, b キV バ申ゲ

90. Sene】iovulg乱ris ノ：，P-ロキグ

91. Allium Victorialis ギヤウタヤ τyユグ

92. Picrasm品 qua関ioiヨes ：：： γキ

93. Staphylea Bumalda ミ Vパウ少ギ

94. Geum strictum オホバダイヨ y サウ

アギスミ V ....・

．
 
．
 
．
 

・
白昼
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VI 

10 20 30 
9.5. Dianthu符 superbm -tJ，、『十手轟V ヨ ー
96. Convallaria maialis 年＝カゲサ申 ー
97. Cornns <'ontrovnsa v. Hamiltoniana言ずキ 四

l:18. Euonyrnus europaea マユミ 一
99. Polemonium c伺 ruleum p、ナV ノ 7• 甲

100. StyrH玄 Oba節i乱 ァ、事可 y *-" ?! 

101. Polygonatum giganteum す市十 pレヨ：，.,, ー
102. Lactuca <lehilis ヂ y ，守司 一
103. Aiuga ciliata 肯ぜ至，.＞，ダ守

104・ Schizandra chinensis 宇申セ y ずさ V
．．． ， 

105. Symplocos crataegoides サ，－ 7 o!'"" ．． 

106. Celastrus articulatus .,. 訓νfJ 升唱トキ ー

107. Potentilla Freyniana ミV ，マ沙チ＂ " ー

108. Lysimachia japonica ヨナスぜ
，明

109. Prunella vulgaris 台呼告le？！サ
戸

ー
110. Vicia un~juga +:v予 y:7'竿

111. Viburnum Wrightii 主 JヤT首・可 τ疋三 ー

112. l¥foehrin宮ialateriflora 宮市ヤマス 7 ス T
－・...

113. Calystegia sepium v. japonica b 申台市
。．． ・＂＇

114. Rhu吟 Toxicodendronv. radican白砂タ守脚V 一
115. Prunu円 Ssiori y fJ 唱

】

116. Magnolia hypoleuca ,1,:,1マノキ
国

117. Ledum palustre v. dilatatumィYl.l''Y汐
． 

118. Evonymus alata ージキギ 一
119. Vaccinium ciliatum 国

ナ vp、ぜ
， 

120. Lotus corniculatus v.japonicus ミヤヨゲサ ・・・・・・・圃・圃・・・・・・・‘

121. Cicuta viloiaa Vグセ 1)
四

1 当2.Cirsium pectinellum サ F アザミ 一
123. A<'onitum pallidum エア Jv1 苧＂＂ サ守

岬

124. Acer Tschono企ii ミネカ A デ ー

125. Filipendula kamtchatica ナ＇.）＞＂＂キサ fJ 一
126. Tournefortia sibirica ス十ピキサ fJ

．． 

127. Calystegia Soldanella ;r,-Vピ)1.11J",I<
. 
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VII 

10 20 30 

37. Gentiana Thunbergiana ~~;v v，，.ダ守 ・．．

61. Hydrangea scandens ψ pレアヂサヰ
・．圃

64. Chelidonium mnjus q 苛 J 17 iJ 
・．．． 司圃岡.....

67. Lamium album すド、！ヲサ守
.... ”E・珂・・・圃a

77. Viola verecunda v. semilunarisアギスミ V
・．．． 

88. Heracleum lanatum p、十 'IJド
凶圃・．

91. Allium Victorialis ギヤウョPヤ ＝.，，－ ＝・ グ
．．．． 

94. Geum strictum オホバダイョ y サ守
・．．． ．．．．．． ．． 

98. Euonymus europaea 『司，.，，ミ 一
102. Lactuca debilis ヂγ パリ

・．．．

104. Schizandra chinensis テウセシF ゴミジ
・．． 

105. Symplocos crataegoides サ戸ブタキ
・．．

106. Celastrus articulatus 咋，ν守 ;,I司Eドキ 由 一

112. Moehringia lateriflora オホヤマフスマ
．副・．

113. Calystegea Sepium v. japonica b '"' t,・ホ ’R，岡”i
．．．．．．，， 

114. Rhus Toxicodendron v. radicans vタ申ルシ 一一
118. Euonymus alata ヱジキギ 剛一
120. Lotus corniculatus v. japonicusミヤヨ Fサ 一
122. Cirsium pectinellum サヌ、アサミ

・．．． 

125. Filipendula kamtschatica サザ .c,.，＼＇サ V 一
128. Urtica platyphyll乱 すホバイラ lJ<r 

・田岡・R”掴，

129. Rosa multiflora ノイバラ
’........ 

1:30. Ligustrmn acuminatum オホパイオヂタ
ー‘

131. Styrax japonica エプノキ
同・・・・・・・圃．． 

132. Hypericum Ascyron ト宅エサウ
司・・・・E・・E・

133・ Hemerocallis Dumortieri b メlJl7 y サウ 戸’

134. Utricnlaria vulgaris タヌキ弔

135. Utricularia minor ヨタヌキ唱

136. Picris l出racioidesv. j乱ponicaカ申 Y甲ナ

137. Veratrum album v. grandiflorumM判判 ー

138. Actinidia arguta ヨ lJV ー
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VII 

139. Ilex cren乱ta イヌツゲ

140. Ros乱 rugosa 戸 T ナス

1空ι！！JT<!竺ng竺空竺鈴nsiav. acu凶 nataτセキ

1竺二些坦り喧旦坦土hydrangeoid田 j 戸 町三

14:3. Helwingea rusci臼ora ρ ナイカダ

1竺L竺笠！竺坦旦 japonica アグジバ

145. Mimulus sessiliゐlius オホパミ Yホホヅキ

146. Epilobium angustifolium ヤナギラ Y

147. Samolus floribundus r-t p、＇＜ ;p.少ス

148. S乱nicnlasinensis 守マノミゆパ

149. Hosta coerulea ギポ申γ

1竺：＿＿1~：x竺phae乱 tetr塑型 v. angust乱 b ザヂ9":'!:

－~里二~g竺恒型型（）gl_o己日oid干s_ _I竺土土－

152. Hydrangea paniculat乱 ノ，，ノキ、サピタ

153. Castanea pubinervi;; V パグリ

J竺ニ竺型空恒竺ー。主主竺凹ω 伊 pレゴケモ宅

一一：1J竺：＿＿Gera山 1111nepalen同 7守口サす

_1~堕二塁空patorium japonicum bヨド qパナ

_1_5主主型恒竺~Pi恒空ーキY ミグ b キ
158.℃ladrastis amurensis v. Buergeriヌ々＂＇＂＂＇＝

159. Lysimachia vulgaris グサνダ T

10 20 30 

一一
一 一一一→一一 一十一一一一一一一一一
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VIII 

10 20 30 

. 64. Chelidonium majus グサノ )7tJ ． 一
67. Lamimn album オドリコサ守 －・・・・・，胸事

94. Genm strictum オホパダイヨ y ザす 一 一
113. Calystegia Sepium v. japonica 1:: U カホ 咽剛山・・・

128. Urtica platyphylla 71"ホ＇＂＇1ラ I/サ
........ 

124 Rosa multiflora ノイバラ ・－－－－－－ー

132. Hypericnm Ascyron トモエサ tJ 回一
140. Rosa rugosa ＂＇＂＇予. ,:, 

・田....固・・

141. Hydrangea Hortensia v. acu血inat乱；；；日 ，．．．．． 

143. Mimulus sessilifolius すホバミグホホグキ 司圃・・・・・・ －ー

148. Sanicula sinensi自 t7 ..，，ノ呈 ψパ 一一 一
155 Geranium nepalense 7 tJロサ tJ

・・・・・岡圃剖・ 一
156 Eupatorium japonicum b ヨド甲パナ 由一 一
157. Agrimonia pilosa キ:y三 ＇.グ I::~ 一 一
160. Myrmechis gracilis ア唱ドホV ラy 一
161. Polygonum Thunbergii ョyy パ ・．．．

162. Solidago Virga-aurea アキノキ唱 y サ tJ ー

163.Desmodium podocarpum v.japonicum x;-.,;:; ー

164. Lobelia sessilifoliaサ戸ギキヤウ ー

165. Aster rugulosus サ ，，v-ロキゲ ー

166. Senecio palmatus >' Y ゴ y サ守 一
167. Aster Glehni ゴマナ

168. Sonchus arvensis F チヤヂヤウナ

169. Aconitum Fischeri 1• ，カプト

170. Lespedeza bicolor ，，学 ー

171. Catalpa Kaempferi キササゲ ー

172. Oen乱nthestolonifera セ甲 ー

173. Ct即 utajaponica ーネナジカヅラ
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IX 

10 20 30 

64. Chelidonium majns グサノ ]7fJ ・・・・・・・・ー

94. Genm strictum 井ホパダイゴ y サウ

145. Mimulus sessilifolius す＋.パミグホホヅキ

148. Sanicula sinensis fJ.，，.ノーグバ 一一
155. Geranium ne:ealense プウロサ fJ

．．．．． 

156. Eupatorinm japo吋 um b ヨド可パナ
........ 

一一←

157. Agrimonia pilosa 占磨 ;yミグ b キ
一回

161. Polygonum Thunbergii ミ ；）＂yパ
........ー

166. Senecio palm乱tus ,, y =,• y サ fJ 一
．．．．冒．．．167. Aster Glehni ゴF..-,J-

168. Sonchus arvensis ヌ、チ子、ヤ fJナ
．．．．．．． 

169. Aconitum Fischeri ト IJカプト
・・・・・・個圃島 －・・ー

174. Utriculari乱乱ffinis ムヲサキミミカキグサ

索 ヲI

ア ェyノレイ 1"vサ fJ 123 

ア グ V パ 144 
エプノ キ 1:n 

アキノ寺市 y サす 162 
エ Y V ,f サ iJ 言。

アチ タ 司己 75 
エYノ 9fJ "" y グ F 11 

ア苧スミシ 77 
エYタチ＇.）＞ポス君 V 8) 

アリドホジラ y 160 ::,;yノジヤ守，，，ヤウパカマ Hl 

守 :r. yノカ F ヤナギ 11 

イ ヌ 世ゲ 139 エY キ~ .... ，〆 rn 
イ y ~ ＇）＞ γ 117 才
1 ,, 11・ ヲミ 1長2 *.I<バタチ '.l>，！ずスミ v 78 

イ ヌカ’ヤ 2G 
オホヤ －..： 7スマ 112 

イ チ キ 28 
オホパイホ・タ 130 
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グエ Jレ ソシ 昆晶の血寄中に存ナる腺細胞に就いて

Verson, E. Zur Kenntnis der Driisenzellen welche in den Blutlacune 

der Insekten vorkom間 n. Zool. Anz. 38, 1911 (295-301 ). 

昆 議体殊に家輩に於て所謂内分泌を 潟すと考へらる、腺細胞を大

別して下の四種と錯す

1）気門下腺細胞（Hypostigmatische Driisenzellen）腹部気門の柏、後方に位

し砂岐せる気管の周閣に葡萄房肢を錯して懸垂す此の腺細胞は匹

子時代に於て既に判然匝別せられ僻叱 後 は 著 し き 務 化 な く 唯 細 施

各 個 の 大 芯 のみは成品時代に至るまで断乏ず増大す又時ャ其の表

面 に特殊の物質を升泌するを見る乙とあ b此の場合に於ては核の

形 又は大 3に多少の接化を現はす細胞核は往々樹枝肢に分裂す

2）幼最後接生腺細胞（PostlarvaleDriisenzellen）前項のものと同じく金

（表皮細胞よ b化成するものにして化踊後初めでC接現し踊期を経

過 せぎる種類に在 9.亡は幼最期の末に至 bて生ずるものな b最初

は草j自民存すれども直接分裂によ b甚しく其教を増加して板状に

排 列し腹環節の皮膚の内面の一部を 薄 層 肢 を 錯 し て 被 ぴ 稀 に 胸 部

に遣する乙とあ h是亦麗。表面に分泌物を排出するを見る然れ c
も細胞核は常に球形にし℃分岐する乙となし

3）気管表面腺及び背脈管表面腺細胞 (Peritracheale und pericardiale 

Driisenzellen）此の二種の組織は常に相伴よ、のみならず幼議時代代在

bては殊に相酷似し共に概ね黄緑色を呈す之を υnocyten と解する

は趨 稽 に あ らず雨者は共に頼柱質の原形質を有し細胞は相連な b

て細 3 帯肢を~し此の帯が網肢に連結す核は多〈長形なれ f も定
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ま bたる形状在〈直接分裂によ bて増殖す此の分裂は脱皮前代於

て殊に活綾な b 細胞聞の境界は劃然 R ら~れども幼晶、期を通じて

常＆（増大す化輔氏方 bては気管表面腺は著しく退化して再び活糧費

小形とな b還に消失すれ Eも背脈管表面腺は一旦，］、形となれども

再び分裂作用を替み之よ bf既教の成品構成細胞を生ず

4）第一胸節の前端に存する帯状腺（Driisenzellenstrangam V orderrande 

des 1. Thoracalsegments）他の腺組織よ b書I］然直別し得ぺき組織にして

1899年著者 の 始 め て 記 載 し た るものな b而して外山氏は 1902年

に自ら接見したるー器官として著者が1891年に他の腺組織に適用

せる「気門下腺」の名を以て此帯状腺に命名せ b此の腺組織は第三

項のものに比すれば園筒形の管にして且つ更に輩間なる皮膜を被

るもの L如〈横断商代於ては 4-5の互に密接せる細胞を児る此の

管は頭部と第一胸節との聞を連結するクチクラの鍛裳謹よ b殺し

初め闘錐肢を呈し後太き闘筒形とな h℃梢遠〈走 b後二安全して外

枝は第一胸節の気門』t達し内枝は食道の側壁に？昔日℃走 b先端細

ま hて終る元来此の腺組繊は最初Jよ b第三項のものよ.9も大形に

して核は初め褒肢を呈すれども後稜形するが如し此の腺は其構造

位置等よ b考ふるに蓋し副唾腺として作らる L ものなるべ L0 

（田中）

グ、、ツデ、一 ）レ 家鴨の雑種の研究

Goodale. H. D. Studies on Hybrid Ducks. Journ. Exp. Zool. 10, 

1911. (241-254) 

未 7さメンデ 9ズムの見地よ h家！鳴のまIE種に就きて研究したるもの

有るを聞かぎるを以て著者は昨年及一昨年の雨午に於て此が研究

を試みた b試験に供したるはペキン（Pekin）及びノV ーヱン（Rouen）の

ご品種』として草花れも飼育の結果其の純粋なることを詮せられたる
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もの在 bペキンは全体白色にし℃雛毛は全部黄色 JV－エンに在 h

ては推は頭部光輝ある深線色にして頚に白環を有し背は黒色、胸

は赤〈腹は灰色を呈せ b噴は淡黄線色雌は全体淡寅 tとして黒線朕

紋を有し頭には前後に走る二僚の黒躍を有し頭輸を有する乙とな

し雛は雌雄説れも鈍黒色にして頭の左右に二僚の鈍黄線あ b又体

の慮。に鈍黄色の駐車1を散在す

F1雑交の方法は若干のペキンの雌の中に JV ーエンの雄一羽を混じ

ノV ーエンの雌の一 群 中 に ペ キ ン の 雄一視を入れたればF1各個体の

母親は之を知るに由なし向僻化の際の不注意に由 b前記二種の F1

を互に混合し了れるもの 1ダースあ b

F1の雛の一部は JV- ..r.・ン型な bしも他は雨親の事揺れにも似ず金体鈍

黄に し て 羽 毛の下部は鈍黒な b此外混合同よ b黒色のもの二初出

てた bF，の成長したるものは大体代於℃ JV ーエン型に近似すれど

も多少之と異なる黙な 3にあらず即ち雑種の雄は頭部を除くの外

一般に JVーエンよ bは淡色にして頚輸はノV I エンに比して著しく

太〈其他澗毛の色も亦慮ペシ之と異なる所あ bff!しJV－エ Y K甚 近

主もの唯一籾あ IJ 主1町〈雑種のまttは大体之を一群中 re編入するを

得るに反し雑種の雌は自ら二組に分る即ち頚輸を有するものと有

せさるもの。頭部の黒伐班を有するものと有せざるもの等是な bF住

金体の澗毛ノV - ＝ン lこ比し℃淡色在る乙とは雄に於けると同じ叉

全体緑黒色 lこして i腹部及胸部白色在るもの二あ b

F2は甚種令の澗色を呈せしが不幸にして其足に附したる記競を失

仏たる錦め其雨親を精確に知る能はぎるに至れ b唯雛 毛 は 前 記 の

；品設以前に記載したるも雛毛と成長後の羽色との闘係は黄色の雛

毛が成長後白色＼（麺ずと云ムの外何等知る所なし而し℃ R-o・ ×P+
(Rはノ・V - .：，；，ン、Pはペキンの略）の F1を相互に交配せしめて得たる F2

の雛は有色素のもの 6，黄色のもの 3な bぎ叉 P合×R平の F1礁を其姉
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妹及び F1の 黒 色 雌 と 交 配 せ し め たるに前者よ bは有色素 5，黄色 4,

綾者よ hは 有 色 素 7，黄色 3の雛を得た b斯くして有色素と黄色と

の比は諜期の 3:1に反して 2:1の比を現はせ b

成長したる F2中白色のものは杢〈ペキンに同じ〈有色型のものは

種 φ にして其の中二雌とー推は Fiの黒色雌に I百］じく而も頭頚等に

白色班を具へ殊に其推の頚輸を欠けるは最著しき特徴な bとす他

の18視は大体 JVーエン積に近似し唯一規のみは胸の赤色を失以一

面に餓友色と在れ b頭輸の幅は甚積令 lとして一定せず叉二羽の雌

は白色部比較的に多〈且つ幅虞くして殆 E頚の大半を占むる頭輸

を有せ b

甥論 上に述べたる如く l!'iの離はダ＇f；と凡べて一様在るに反し雌は

二型を現はすを以て見れば此等の形質は之を！ゐl性形質 (S巴xlimited

character）と見倣すを得ぺし今ペーツソン（Bateson）の限設に従ひて性

に闘して合を純粋、宇を雑種と考ムるに Sを或閥性形質とし其不在

性をsとすれば8と平とが相反性を有するものと見倣し得べきが故

にF1の推は S合S合又は 8ぢso、とな bF1の雌はS合s平又は8合自平と

なるべし然るに之と反主習に合を性に閲して雑種と見倣し♀を純粋

とす るも 亦説明し得られぎるにあらず此椴定に擦ればF1の推は S

合 8宇又はSos平とな b雌は日平 8平或はs平S＋と在る即ち sと0との

聞に相反 •f'l：が作られしと考よ、るものにしてF，の黒色雄が顎輸を欠け

るが如主事貫よ b見 れば却って綾者の説明の方事買に近きが加し

備前記の公式に於て著者は雨親共に或性質に関しては雑種性なる

ととを蝦定せ b而して此椴定も亦異に近 3が如し唯其の確謹に至

つては更に他日の賓験に待つべきのみ。 （田中）
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クリシトシ 馬鈴薯疫病菌の卵胞子

Clinton, G. P. Oi:ispores of Potato Blight, Phytophthora infestans. 

Rep. Conn・Agric.Exp. St. 1909-1910. Pt. 10, 1911(753-774）・

植物病害中最も恐るべく惨害を迭しくせる歴史を有ーするものは

J馬鈴薯疫病の右に出づるものなかるべし、従って本菌の生活史に

就きての研究極めて多 L、就中三三二三（Sqiith）巳三三リー＿（DeBary）雨氏

は本菌卵胞子の存否に就きての論争 L:t.大に串者の注意を惹きつ＼

あ 上 蓋 し 前 者は被害せられたる馬鈴薯の老葉及び塊茎中に卵胞

子を見出したるを主張し後者は其存 在を疑日たるなり、著者は再

び本問題を解決せんとし人工培養基上に純粋培養を試みたれ本

菌の 人謁培養は巳に備人 1¥!Iatruchot及 び MoIlia rd氏等の行以たる乙と

あ b℃其結果は千九百年及び千九百三年比報告し 1Z！＞. 但し同氏

等は卵胞子を接 見 す る 乙 と を 得 ぎ h主、千九百四年北米ベ JVモント

(Vermont）大皐のジヨーンス（Jones）氏は其助手等と共に培養試験の

結果疎卵器様 の 物 を 見 出 し た る を 報ぜ b、而して現著者は本菌に

多〈の畿性形（Strain）ある乙とを認め多数の培養基に就き℃賞験の

結果燕憂汁寒天．培養基上に最も善〈卵胞子を生ずる之とを確めた

上燕萎汁寒天培養基を作るには燕委粧50克を取 b30 0乃至 350掲

の水を加へ境伴の末高陸蒸気殺菌器よ b30分間蒸気を通じ後細き

金網を以℃漉過し櫨液に 10克 の 寒 天を入れ再び半時間蒸気を通じ

て；寒天を溶解せしめ金量を五百詫 lこ至る迄水を入れ充分混合せる

綾試験管に分ち高睦蒸l気殺菌器中に入れ 7乃至 10気魅となして 15 

分間殺菌し冷却出結せしむるな‘k 此の如くして得たる培養基に

培養せるに菌糸の先端膨大し其基部 に隔膜を生じ漸次球形とな b

先端特に濃色セ 呈し来 b其膜 厚 〈 濃色を呈するに至れ上時に濃

色 l乙し℃不透明となる、之れ即ち本菌の臓卵器にして直径34乃至
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50ミユーあ bて：18乃 至 42ミユーなるもの最も多し、識精器の生成

余 b に良好在らずして其初期を確知する乙とを得~ b主、其形不

規則在る卵形：として長さ 14乃至 25ミユー巾 12乃至 18ミユーあ k

其着生せる菌糸をも確認するととを得ぎるのみならず其受精作用

の経過をも迫 究 す る と と を 得 ぎ bしも識卵器中の原形質は i肱縮し

来 b初め薄膜 配 以 て 蔽 は れ あ る も稜漸次其厚さを増し卵胞子とな

る、其膜卒滑にして無色或は少しく色を帯び直径 24乃至 35ミユー

あ b、但し著者は此卵胞子の礎芽試験を完了せざ 9~ 、街此卵胞子

形成に聾する外界の状態につきての観察を記せ 9.最稜 lこ本菌と

Phytophthora Phaseoliとを同一試験管内に培養し雨者の間種を生ぜし

めた上聞積 の 卵 胞 子 は 疫 病 菌 の形に類似すれ共其生成極めて軍

備 培 養 に 比して多数在る乙と及び容易に充芳生熟せる卵施子を生

ずる 乙 と 並に色の少しく淡くして Ph.Phaseoli lζ 類似しあるを以て

匝別する乙 とを得臓卵器は直径34ミユーと 47ミユーの聞に上下し

平均 29ミユーあ 9.卵胞子の大ぷは 2;j l:i至:35ミユー平均 30ミユー

左上向著者 は Phytophthoracactorumと共に培養せるに前記の場合に

比すると 3は其間種を生ずるとと 少 数 な れ 共 同 じ く 生 ず る 乙 と を

知れ上而して其間種臓卵器の性質 は 同 じ く 疫 病 菌 の も の に 額 似

しあ bて前記の間種よ b込更に淡色在 L 而して Ph.cactorumの識

卵器は 20乃至 35ミユー卵胞子は 1815至 28ミユーの寵径を有する

も間 種 の 臓卵器は 35乃 至40ミユー卵胞子は 25乃至 35ミユーある

乙 とを認めた上

著者の考察する所に依れば疫病菌の有性生錨カ著しく滅殺せら

れたるものにて殊に雄性の欠損せ ち れ あ 上 之 れ が 鋳 に Ph.Phaseoli 

の女n＜極めて善〈臓精器を作るものと j昆合培養をなす ξ ろは容易

に間種を生ずるものと在せ上

要するに著者の本研究は近時に於ける植物病珂！皐研究中注意す
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ベく Eつ 慣値あるもの、一左上若し此卵胞子の接芽の股態及び

受精作用等の研 究 結 果 を 得 ば 更 に 貢献一層大在るべく殊に間種に

就 3ては後来の研究を待つぺ主事費極めて多主を信ず。（伊藤〕

〆 Jレウス 卵菌類の胞子設芽及び、接種に就きての賓験

Melhus, I. E. Experiments on Spore Germination and Infection in 

Certain Sp刊 iesof Oomycetes. Univ. ,visconsin Agric. Exp. St, 

Bull. 15, 1911 (25-84) 

著者は重にだい乙えに寄生せる白鏡菌 Cystopus伺 ndidusを用ゐて芳

生胞子の礎芽に関する傑件、接種』t関 す る 外 界 の 事 情 並 に 本 菌 の

種 φ在る十字科植物に事｝する生理的種類（physiologicalspeci凹）の研究

をなせ b。

舟生胞子を水 中 K播下せるときは高 f阜の際 Ibも著しく低祖在

るときに善〈礎芽す、其最適度は断定するに至らぎ bしも多くの

結果よ b綜合するときは撮氏 10度 にして礎芽最低祖度は零度に近

して帯芽せしめんと役すると 3は常に水を用ゆるを可とし種 φ な

る培養液土用ゆるも按芽せず、播下後瀞走子を生ずるに至る迄の

時間は 2時間乃至 10時聞にして最も速 か な る も の は 4fi身 代 て 起 れ

るを認めた上此按芽所要時間は外閣の事情、季節及主人’寄主の生活

力等代関係を千1ーするものなるが如く春夏の候に於ては晩秋及び多

季に比すれば短時間にて行ム、恒し降霜後葉上よ b取ちたる胞子

も礎芽カを有するもの攻上明隔によ bて礎芽時間及び歩合に差

を来す乙止在く叉播下せる水滴の蒸号妻、表面張力及 ex分散等も歩

合 R影響を興へず然 L飽和空気中に於ては然らぎるものよ b考委芽
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宜しからずっ

攻に接種の傍伴につきての試験に依れば寄主植物を寒気に遭遇

せしむると きに容易に侵害せらる即ち妊寒子苗の 95,toは被害せら

れた るも 任寒せぎるものは普通 iH五被害に止ま b決して 15併を超

過するととなか h 主、之れ胞子の礎芽力の寒気の~めに増大する

に依るもの在るべきも寄主植物も戚受れを増加するには非ら~る

か宋 7さ充分明かならず、但し此の事費は本菌の繁殖上極めて好適

在るものにして F＇、バザー氏が巴に認めたるが如く本菌の瀞走 fは

早朝植物葉上の露滴中に盛に瀞泳しつ＼あるもの在争、故に若し

低溢度に於て接芽し得ぎらんには如 期 制 露 を 利 用 す る と と 能 は ず

して大に其繁殖を制限せらる、に至るべ予なり、向著者の得力る

結果よ b見るときは寄主植物の病的なる不定なふものよ bも去llっ

て健全なるものが被害せちる、向成葉と子葉とは其戚受性に於て

著しき差遣 を認めざ 9当c

最綾に所謂生問的種類の決定』乙つ B℃大根 l乙寄宅せる本菌を他

の十字科植物 tζ 接積し戚受するや否や就きて賓験せる Iζ 大根の二

十二品種は凡て戚受し向同麗攻る R乱phanus伺 udatu臼 t乙も接種するを

得アと b、大＊llと属を異 tζ するもの lζ 接種し得7ごるものは白か ιL

及とX甘藍にして l塗

之せう 3 う、みづたがちし、にほぴあらせいとう、 Si白：ymbriumofdcinale, 

S. altissimum, Lepidium Yirginicmn，及びIberisumbellataな h~ 。（伊藤）
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ローソシ 細胞核分裂に於ける核膜穆透作用に就て

Lawson, A. Am,iruther, Nukleare Osm曲目als Faktor bei derKernteilung. 

Brit. A邸.， Ports-mouth 1911. Sek. K. abs. Nat. Rds. 26, 1911 (656) 

著者はDisporum,Gladiolus, Yucca, Hederaの花粉の細胞核及びAlliumの

根の先端に於ける体細胞核を研究して核紡健体の接育を観察せ b

紡緯体は凡て核板形成の直前に於て現はれ核膜の消失と相作ムも

のとす氏の観察によれば紡維体の接育中核膜は消失せずして穆法

性原形質膜の女11＜其の穆透作用を接更するものな bと、叉著者は

複染色体形成に至 る ま で 核 の 容 積 が漸次減少するを接見した b之

れ核液は透出して細胞質中に到るによるものにし℃遂叫に核腔愈

小と在 b核膜染色体に密着するに至 る 乙 の 核 の 縮 小 K件ムて細施

質は以前よ b大 な る 容 積 を 占 む べ く且其緊張大とな b細施質の構

遺 Ki;o;plぷふの形を取る
キノゾラ式マ

多〈の植物を研究したる結果によればとの Kiuoplasmaは最初種々
キノブヲズマ

異 なれる集合をなす例へばKinoplasmaが核を園続し或は放射線肢を

在し或は細毛の闘錐形束をなすが如し、五品よトfぷ~a が如何なる形態
を呈するも常に緊張の方向と合するものな b即 ち 若 し 或 紡 錘 線 の

一定方向を取 bしもの緊張弛緩すれば更に新たなる緊張方向に泊

ムて新形態を取るかくして草ーなる紡繕総のみならず葉集合等も

種 φ なる形肢を現はすな b。

従来紡錘線は核中 R浸入して染色体に附着すと信ぜられたるも

其確誼を欠く．著者の意見によれば各複染色体は牧飲し来れる核

膜民間続せらる、な bと、附着せる 紡 錘 線 が 染 色 体 を 雨 極 に 牽 引

する現象は未 tl著者の観察によ bて説明する乙とを得ず。（仲尾）
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ヂイグゼー雑種 PrimulaKewensisの染色体

DigbyラL. Die Ohromosomt'n de向 BastardsPrimula Kewensis. Brit. Ass. 

Po的ーmouth1911 Sek. K. abs. Nat. RdR. 26. Hll]. (668・669)

P. floribund乱と P.verticillataとの雑種は P.Kcwensisと し て 知 ら れ 不 結

賓 にして花柱短し然るに Vtitch氏の育種闘にー倒の長 3花柱を有

する花を接見したるに此花は受精して種子を F主せ bとの種子よ b

生 じたる植物は花柱の短 3花と花 性 の 長 さ 花 と を 有 し 結 質 せ k

Veitch氏は是よ h一重量積P.K. farinosaを淘汰したれ

染 色 体 数 は P.Kewensisの雨親は同ーにして不結費雑種に於ても亦

之等と同数左上即ち 18 (2X）と H(X）なれ然るに結貫性の P.K.Iとあ

bては 36 (2X）と 18 (X）とな上との ご倍となれる染色体教は世代を

重ねるも保績し又 P.K. farinosa 』こ於ても同様其特宥性となれ h0 

之の染色体の増加は Apogamieによ bても解、稗－する乙とを得ずラ

は臨嚢母細胞に於ては上記の何れの種類に於ても正規の分裂を在

すを以てな b。
1910年 Kewk於て P.verticillata及 P.floribunda var. ieabellinaの雑種形成

せられたるが其外観 P.K. farinosaに近似し叉 36 (2X) 1 8 (X）の染色体

教を有すO

染色体数の偶然倍加は Oenotheralこ於て之を見る OenotheraLamarcki-

ana は 14(2X）の染色体を有するに之よ b偶然議異によ bて生じた

る 0.gigas ／乙於ては 28 (2玄） 1 4 (X）の染色体教を有す Primulatこ於ては

不結貫性よ b結貫性に趣化したる過渡期に倍加したるものな h。
他の有益なる現象は P.floribunda var. isabellin札止 P.Ke＂明白の結質

形との雑種 に於て洩察せらる、前者中 18 (2X) f走者は 36 (2X）の染色

体教を有するに之等よ b生じたる 雑種が外形及染色体数共に P.f. 

var. is. 1ζ 類 す或る一種の調節作用によ bて H(X）と 18(X）の和よ b
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1 8 (2X）を生じたるものと考へらる乙れ Oenotheraの雑種の染色体の

現象と比岐して甚芦興味ある問題 1:rb止す。（札幌農林皐合報第十

二挽七十八頁参照）（仲尾）

チケス 酵母菌の回定並に染色i去に就て

Zikes, H. Die Fixierung u. Farbung d. Hefen. ・ Central bl. Bakt. u Par., 

Jena, ii, 31. Hlll. (507-534). 

著者は従来多くの人 φ が細菌叉は、植物細胞の固定並に染色用とし

て採用せし数十種の方法を撰み之を酵母菌に臆用して以℃其適否

を試験せ h今其概要を記載すぺし

第一固定法 酵母菌は他の細菌類に比 し て 空 胞 に 富 む が 故 に 同 定

操作中常に乾燥祖度に間；立せぎるべからず而して著者の試験結

果に依れば揺氏40度にて乾燥するも向ほ空胞の大さを竿滅する

ものな b然れば該操作の際は 20-30度の聞に於 τ慮理するを可

とす又固定期として最も有効なるはアアイフアー（Pfri晶 r）氏溶液

及び濃厚なる昇求液の二種とす其他穂、今良好な bと認むるもの

は酷酸、オスミヲク酸、ピク 9 y 酸等の混合波及び之に盤化白金

液を加へたる も の な bと言ム

第二細胞膜の 染 色 訟 と し て 良 好 在 るはフリード v Y グー（FriedIan・

drr）氏 f去にして材料を 1 冗の酷酸披 ~C:. 1-2分間琵し乾燥したる後

ゲンチアナピオ V ヅト、アニリン；］（ にて染色する 20-25秒間にし

て終る叉ョー子（Jolme）氏法に依るも同様にして初め 2刊のメチ

ーノレピオ V ツト水溶液.~l I Iこ浸し加自主して着色せしめ次に水中に

2秒間 :2s1o酷円安液に 6-1。秒間最後に水洗すべし叉貯蔵標本を作

るには先づ試乾材料をフ v ミング（Flemming）氏液に一時間浸して
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水洗乾燥す、次に 2分 1o/oの酷酸にて 3-4分間慮珂したる綾再び

水洗乾燥しサツラユンを用ゐてお 分 間 染 色 を 行 ム ベ しO

第三細胞内容物の染色怯

一、グリヨーゲンの染色法中沃度法 l乙夜 hては濃淡の度の過ぎた

るものは何れも良結果を奏し難し而して最も良好在るは JVゴー

;v (Lugol）氏液 tとして 1分の沃度 2野の沃度加盟；30牙の水の混合液

な h叉メ JV v ;v (Moller）氏の l~lo の沃度加里液に沃度を飽和せる

ものも同様の効力を有す、更に弐の如き着色剤も亦グリコーゲ

ン染色用として使用し得るもの在 b0 

’第一波はカーミン 1.0臨化アンモニューム 2.0炭円安リチユーム 0.5

を 50.0の冷水 K混合して一度加熱したる後 20.0の水酸化アンモ

ニュームを加へて混合すべし第二液（ヰテP ラアヰ JV ド（Delafield）氏

のへマトキジリン液にして初め 周波にて充砂着色せしめ突に第

一液の 2分アンモニア液3分メチ－ JV アJVコーノレ 6分の混合液に

一時間浸演すぺし更に 2舟のメチー JV、ア JVョ－ JV 4牙の純酒精5

3予の水の i見合液或は一分のアンモニア 2亦の純酒精の混合液を

用ゐて十分間股色すべし然るとき細胞核は赤色グヲョーゲンは

藍紫色となるO

二．空胞内に多少の替養升の存庄する事は悦代議せられし事宵な

h今！日j胞の染色に闘し著者の試験結果に依ればレヴア ν；v(Loffl-

er）氏のア JV カ 9 性メチ ν ンプラウ液は原形質を帯藍線色、~胞

を淡菩鼓色 tζ 染 U叉メチー ；v ピオ v ツト及びチオニンは原形質

を紫色、空胞を淡蕎諺色に着色せし む殊に空胞内の浮遊体

(Tan zkorperchen）染色骨！と Lてはメチー JVピオ v ヅトを可とす＇）

三、細胞内の位子中には脂油質物を混合せる蛋白質様の物質よ b

なる脂油桂子（Olki>rperchen）及び会〈脂 iibのみよ bなる脂油滴（ω－

tri:ipfchen） の 二 種 を 合 む 此 等 の 粒子を原形質上 b匝号I］するには z
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JV y スト（Ern鈍）氏並に 2-2-_土（Raum）氏の採用せる方法に依るを

最良とす即ち少し〈加漉せる ν ヲフ νy氏メチ F Y藍色液にて虞

理し水洗したる稜ピスマーク褐色素 tとて染色すべし斯〈すると

きi主原形質は褐色とな b粒子は黒色 re麓ず、叉越子の脂油部は 1

q1aオスミヅク酸液 K依 bて褐色又は黒色を呈す、 アY カン’ナ丁

幾は 70%の酒精代溶解するもの最も有効にしてスクダン第三の

0.5-1.0 %液を使用する場合に在 bては溶剤として酒精を用ゐる

よ与もグ’セ 9：，の遁に勝れるを知るO

岡、細胞核の染色法中最も良好なるはク V ヲケ ,v(Klock目）氏の賞用

せし J、イデン J、ィ Y (Heidenhain）氏法にして賓の操作を要す、材料

をア＝ 9ン油0.3ゲンチアナピオ V ~ ト 1 克 i酉精の 15詑を水 100

尭に溶解したる液にて染色す突に酒精にで洗以沃度 1£＂沃度加

里 2舟を 300鍔！の水に溶解せるものに浸潰す最後に酒精にて慮

現すべし向ほ該法の染色素とし℃へマトキジ 9ンを用ゐ℃更に

佳良の結果を得た bと調ふ

五、胞子染法中良好意 bしはヲグネ JV (Wagner）ホヲフマイステ JV

(Hoffmei枇世）バイヱ 9ング（Beijerink）等の諸氏に依 bて報告せられ

しもの在 b著者か此等の法を掛酌して考案せるものあ h気乾態

の材料を更に 80度にて乾燥し 1-2分間濃厚グ 9セ 9;.." kて煮沸

し突に水洗したるものを 1.5-5 %のクロム酸にて慮理したる綾 1

升間チヱ－ J'l,,-(Ziehl）氏の溶液にて沸煮し過余の色素を洗慌し去 b

5%硫酸に漬け 1-2分聞にし τ水洗鏡検すべし。

第四グラム染色法並に生活細胞及死細胞のl亘別に闘する染色法

著者は酵母菌に劃するグラム染色法として究の虞作を取れ b材

料をゲンチアナピオ ν~ トアュ 9 ン水 re 2-3分間浸漬し次に JVゴ

ニ竺氏（Lugo！）の沃度液にて振蓋する事 1牙聞にしぐ純酒精民て

洗日過余の色素を除去すべし斯の如くして蕗理したる細胞は膜
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IC於て何等の費化なきも原形質は濃禍色に着色す。

二．生死雨細胞を匝別すべき趨常の方法を見出し能はぎ bしも従

来用ゐられたる色素中梢ベト趨常在るはインデゴカーミンの 30倍

稀約液にし t細胞の稀薄度は一括中 40.000個に在るものを可と

す同液 lζ 依 b死細施は容易，c.着色するも生活細胞は二四時間後

にあらざれば着色せず叉前者はアンモ品ア銀液にて黄色となる

も綾者は着色する之となしと謂ふ。

第五封塞帯！として従来用ゐ n~ しカナタバノV サム、ダ "'7" JV臓及び

グ子チアシア v ピン油等は着色標本に使用するには不通賞主 b

とす、之れ其爽雑物たる酸は股色を催すが故意 b此等の代とし

て良好意るは酷酸加里及び合利別にし τ僅少のグロ、フオ，，.，ム、

チ毛－ JV等を混合すべし叉濃厚在るグ・ 9 セ 9 y も代用品 12る乙

とを得るものな bと謂ふにあ b。（田所）
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蟻と他昆識との共棲

共棲一現今蟻と共棲する見識は約六百種計 h知れあ b其内くろあ

bと共棲するもの約百五十種、主あ bと共槙するもの百除種あ上

元来共棲と縛するものは相互に利盆があ bて同居するものを云ム
枠ザ＂＂ウ

のぞ一方のみに利あ bて！i草 に 寄 生的ぐ居候てある、勿論此六百

種の 内 て も 其性質の剣然せないものが多い故に今共棲するものを

左の四種に分 って説明せん

蟻に食物を奥へて蟻に保護せらる、もの

二、蟻に食物を奥へ同時に蟻よ b食物を受 tるもの

一 蟻の集を借 bて同居するもの

四、蟻に寄食するもの

（ー）蟻に食物を典へ蟻に保護せらる、もの一一熊蟻は樹梢に虫干虫、を

保護し、てえとうむし、＜ 苫かげろう、以らたあぶ等の外患に反抗し

て蹄虫の分泌液を吸牧するのて前ある或は同時に其幼最を近樹に移

して其蕃殖を計 b各時は己れが巣に携へ来 h℃之れを安杢に保護

し翌春になれば再び之れを樹上に運び行くのである、本多ISあかあ

ちの巣には一種淡緑色の防虫があって草根の液汁を吸牧し其胃腸

内にて糖化せる牙逃液を蟻に供給して居る是れ恰も吾人が牝牛を

養 υ；其乳汁を得るに異.1tらない、其糖蜜を得んと欲せば己れが嫡

角 を以 τ其腹部 iこ嫡.fl若しくは口を以て軽〈喰へる左ちば虫干虫 iよ

弧壌を戚する故月1門よ b蜜を穆出するのである、今迄は蜜槽と解

して腹上にある角；肢の間属物よ b蜜を出すものと思ひしに此もの

には蜜を分泌する装置が在いのである、 あ hっかうえかも亦蟻の巣
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に居 hて其生する糖液を蟻』z:供給する．此ユム豆、の食物は定めて

其巣に来 b居る草根被であるが、時に杢〈草の君主小正の砂地に

ある之ともあ bて如何に其食物を得るやの知れぎるものがある、此

他に木識と云ふものがある此は木の枝に恰も識の撲に附着しある

もので其尾端よ b分泌する糖液を 蟻が吸i投するのて’ある是亦蟻に

保護せられある一見識である或は介殻虫の如主、角館ヨう加さ、或は

叉う1:j正義幼識の如〈其糖蜜を牙挫するものは総て蟻に保護せられ

て居る．介殻虫の共棲』t就て面白主事賓が印度にあるはまきあ b

は介穀虫、のある慮に其幼虫の分越せる絹糸を以、C被 蓋 を 遣 b彼等

を保護しながら同時に其蜜液を吸欣す、之れも亦吾人が牝牛に撃す

する戚がある、

（二）蟻に食物を輿へ同時に蟻よ b食物主得るもの一一一比内には甲虫

類が多い、彼の｜怠趨 J瓦科に属するミノV メドニア及ぴロメクーサ．蟻

塚虫科に属するプセタフス及びクラピゲ JV等は其重なるものであ

って其相互の関係（（至 bては未 7さ卦明ならぎるものあるが I世7さク

ラピゲ／V の経過が稿、や剣然して居るから少しく述て見ょう、此甲

虫は常にまあ b の巣中に住し其大 3 蟻よ b も這に小~である蟻は

此甲虫が麹輸の外側にある粗毛よ b牙泌する液汁を吸食するもの

であっ τ其分泌液は未 1i愛に剣然せないが一種犠の噌好する糖液

なる様である此は如何に食物を典るも自ら之れを採 b・c食する乙

とが怠い、必ず践の口よ b之れを吸食するのて’ある蟻は彼を愛護

すると同時に甲虫、も亦彼等に服従し其大形の鰯角を以て蟻に附着

せる塵挨を掃除する等質に驚嘆の外ないのてある此甲虫は眼（複眼

軍眼共）並 lζ 後麹を欠き蟻義外にあ b℃は到底安全の生活が出来な

いのである故に彼等は蟻と運命を共にし愛 IC生れ変に死 L相互の

利益を計 b相輔け相愛し共棲するのも亦又自然の妙用てはあるま

いか、
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l三j蟻の巣を借 bて同 居す るも の一一共棲する大概の昆虫は此部類
コホロギ

に属するものであるが彼の総蜂科に属－するものであ bっか乙ほろぎ

と稽する小形の昆虫がある此ものは本邦に稀ならぎる種類であっ

て常に立五土と共梼して居る故に其色漂も三室-2同様 t己責掃であ

る、此は決して蟻の菓外に接見せられない彼等は果して蟻と如何

なる関係を有 し て 居 る や は 未 だ に 知れない別に糖液を分泌すると

も思はれない或は吾人人類が猫犬を 養日居るが如く一種の玩弄用

のものでないかとも云ムて居る．然し犬は盗の用心とな b、猫は鼠

を捕ふる技のある如くに之れも亦何にか役目を持て居るのであろ

うが 拙 者 に 分らない、又あ bっ か 乏んまむしの如く蟻と同居する

ものがある此等は如何なる関係を以て居るやら知れない、愛に一

つ面白主ものがある此はひげぷとを~むしと解するものであっ τ

頗 る 大 な る 嫡角を持て居る小形の甲虫ぐある．此は蟻よ b食物を

供給せられある代 R其巣の危険に泡 bたるときは其尾端に装置せ

るn工門腺よ b一種の克斯を稜砲するの目的を有するものである如

斯前昆虫の共棲目的も亦何か用があるらしい

（四）蟻に寄食するもの一一此は蟻に用は在いが又別に害もないやっ

てある、若し蟻に大害があるものなれば同居する乙とは勿論ない蟻

民放逐せらる、は常然てある．伊iJ令 ば農蟻の巣域に他の小蟻が義を

遺るととがある、傍 b大にあらずして邪魔にならない内は黙許し置

くが其大義とな b℃邪魔になる様になれば其巣の上に色 φと己れ

が食以残したる不用の甲虫の麹とか脚とかを積み墨ねて彼等が其

煩に絶むないて逃け行く様になすと云 ］，..乙とである、叉蟻の巣 tζ
コjf~ムy

は金亀子の幼虫が居る乙とがある此目的も何てあるやは知れ左い

が軍民宿をf昔 b居るものらしい東印度にジマと稽する蟻がある此

者己れと能く似たる蜘妹及び土蜂の一種と共棲するものであっ℃

其 閥係は除 b剣然せんが兎に角仲好く宇・闘をせないで共棲し吃居
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ると日ふととである、愛に面白きは若し蟻が移住する場合には此等

客も亦共に移住する乙とである向此外共棲するものには嘩足額、ごさ

にri、わらじむし等がある此等に蟻が食物を輿へる乙とがある、此他

蟻巣若しく は蟻の体内に寄生する蝿若くは寄生蜂があるが此等は

共棲でなくして寧 λ蟻の外散と稽す可きものである向此他共援に

就き面白 3事賓は植物と蟻の関係である此はプスートミノV マと稽

する蟻て南米に居る、アケシヤの一種と共捜して居る、此木は一種

の糖液を升説itするのであるが故に蟻は此木の内氏同居して居る、其

巣はアケシヤの糠の内にある、其末端に小孔を穿ち之れよら出入

して居る、元来植物は其械に孔を穿たる、も共生活機能に何等の

関係がな 1ぃ蟻は此木氏栖息し居 bて其木の葉の根本よ b子l:する蜜

液を吸食するが故に其植物に害あるはき bあ bやら 1主主_l__昭二五其

他の外患に反抗して其宿主党る木を保護する、愛 tζ 叉企1の木と

稽して一種奇態なる植物が爪睦に生長し τ居る此植物には大なる

球が出来る之れを切って見れば其内 は 蟻 の 有 無 に 闘 は ら ず 一 種 蟻

の巣の様になって居る即ち之れは蟻に宿を貸して蟻に保護して貰

よ、様になって居る叉南米にあるセクロピヤと云よ、植物にも蟻が居

る之れには一種介殻虫があ bて其分泌する糖液を輿へ三者共・同し

て栖息して居る、女王の周固には特別介殻虫の群かあって糖液を

供給して居る以上何れも生存競争の烈しき錦め皆共棲する様にな

ったのである。（理皐博士松村松年）

地 理 話 （ー）

(1） 北 海 道 地名の文字

北海道の地名は．大抵アイヌ語で、むづかしいのが多いのに、之

に漢字などをあてはめると．盆今むづかしく在つ τ、議むに困難て’
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ある。 昔新井白石は．蝦夷志を著はしたが．其丈は漢文で書いたに

も拘はらず．地名のみは悉く片般名を用日てゐる。蝦名交 bの摸丈

は、古来極めて稀れてあるが、此慮が白石の見識の勝れてゐた所ぐ

あらう。夫れから降って文化四年に．徳川幕府は箱館奉行に命して

蝦夷地の地名をば、般名ぐ書〈 之とにさせた。丙辰剰綴といよ、書中

t乙、

文化四年丁卯八月二日

蝦夷地の地名、 是 迄 3まぎまに．丈守宅を認候得とも、不宜候

間．椴名又は片般名にて認可申旨、 備前守殿被仰渡候段．揺津

守殿被仰間候。

右の通八月二日戸川筑前守殿（箱館奉行）御達被成候。

と記してあるが、誠氏注意の届いたものだと戚心するO 然るに明

治の代とならてから、漢字を嘗てはめるのが多くなって‘殊に近来

は小字に迄も、勝手に漢字を用ふる乙とが流行して． 吉永 ト元ミ ト閉口

するO 誰にても読める般名を拾℃い振仮名附きて在けれは護めね

やうな漢字を用ふる人の気は、 私 lこは何としても蝉轄する乙とが

出来ない。 ドクか今後は特殊の事情ある地名の外は、官私の丈書と

も総て蝦名て書いて貰いたい。 又是非とも漢字を用ひたい主云ム

場合があったならば、 平易て読みやす い や う に 宇 を 嘗 て は め て 貰

いたい。又は意洋などして‘議みやすい字を使って貰以たい。尤も

是れ迄使用して来た郡村名等は、其僅に据え置く よ b外に、良い方

法もないか、 其内最もむづかしい生顔常（ムイカオツ子イ又は圭ーラー

コヴ求イ）、蓋振（ケナシバ）、嫌侶（キロロ）など云ム村名は‘是非とも麓へ

τ貰はねばならぬ。

）予て引に言ムが、樺太麗ても、樺太のアイヌ語の地名に、 矢鱈 t乙漢

字をあ℃はめるが、其多くは振般名附 3て惨なければ、議む乙とが出

来まい、貫に愚の骨頂てはなからラカヨ。早〈注意し℃貰以たいもの
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である。

(2）内地 t.云よ、語

北海道の人の口癖氏、他道を呼んで内地と云ってゐるが、若し之

を適常とするときは、北海道は内地 ~Cit して外地と云はねばなら

ぬ誇だ。買に不都合千高てはなからうか。結局内地といふ語は、北

海道がまだ聞けない昔しの時代に．本洲から出稼に来た人ペト等が、

本掛！の方を指して呼んだ語 R過ぎねので、夫れが聞けた今日まで

残ってゐるの 7さ。開拓使では之に気が付いて下の通 b布達をなし

てゐる。

従前諸公文上、北海道を北地、他道を内地拐：と唱来候慮、向

後北海道又は他道及他の府・！院と唱よ、べしO

明治六年六月十九日

然るに此布達は其後忘れられて、今日ては殆んと之を知る人在

〈、官公文書にもl 内地と云よ、丈字が常 b まへの様に使用~れてゐ

るO 民間の口癖は容易に改め難いとしても、せめては官公文書 1iげ

には、共有かる不詳の丈宇を慶して貰ひたいo

(3）北海道と云ム名の起因

蝦夷地に道名を附けると云ム之とは、幕府直轄の時既に評議が

あったが、還に貫行芯れなかったコ明治二年七月蝦夷開拓御用係栓

浦武四郎が．命を奉し℃道名を撰ん 1i時代は、先づ日高見道、北加

伊道、海北道、海遺道、東北道、千島道の六名を撰んで申出し 1?.o日高

見の名は日本書紀よ h出て、北加伊の名は参考熱田大神様記頭書

に「夷人自呼其圏、日加夷、加夷蓋其地名、其地名加夷、其人髪長、故用蝦

夷字．其質非唯取蝦而名之也」とある其加夷の字 l己、北の一宇を附加

へたるもの、海北の名は宋書の倭園王武の上表に、「渡平海北九十五

闘」とあるによ b、海島の名は宋史に、「園之束境接海島、夷入所居、身

面皆有毛Jとあるに悶 b、東北の名は蝦夷志に、「蝦夷在東北大海中」
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とあるによ bたるものである。をとて評議の結果、北加伊の加伊を

海の字に改め℃命名する乙とに極つ℃．道名が出来たのである。

(4）北海道の 園 名

蝦夷地を教笛闘に！証書し τ．園名を 附 け ゃ う と い ふ 乙 と も 幕 府

直轄中、評議があったが．絡に其運以に至らなんだが、明治二年七月

松浦武四郎の撰定によ上評議の結果決 定 し た の で あ る 。 其 園 名 の

出慮は衣の通 bて．ある。

渡島 日本書紀代見むてゐる渡島蝦夷及び日本後紀、三代賓

録等の渡島の名代よって附けたのであるO 之をヲジ？と護ませ

たのは、南部津軽の入。が此地方を指して、斯く呼んで居たから

てある3

綾志 日本書来日の筏方羊蹄を採れ其丈宇を後志の二宇に改

めたのて、ある。

膳振 是れも日本書紀の臆振釦によったので、ユクプツ｛勇梯）

を膿振祖代常てたのである。尤も白石の蝦夷志にも「イプ夕、蓋閤

史所謂臆振姐即此」とあるが．勇梯の膳振釦たる乙と氏、就ては、牽

も其誼跡がないo

日高 是れも日本書来日の日高見閣の名によったのて’ある。其

土地南向にして暖気なれ漉霧も早く晴れ．天日を多〈仰〈から

日高と云ムが宜しからうとて、命名したに過ぎ自のて’ある。

十勝 トカチ川の名によったのだ。

釧路 越路（ク V JV）、久摺（クス 9).鎖l路（クジ官）の三名を撰んだが

釧路が採用 3れたのである。クジ官の昔は其他のグス 9 に似て

ゐるは勿論、アイヌは其手首にアキ JVY カユを簸め℃装飾とます

よ上高葉集の歌の「くしろつく」に思以合せて名としたのぞある。

根室 武四 郎 は 其 場 所 曾 所 元 の地名ネ宅官を其憧根諸とした

が、是は評議の結果、根室と改められた。
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石狩 4 シ カ リ Jllの名を採ったのてある。

天盤 アジヲ川の名を採ったのて．ある。

北見 此 地 方 は 従 来 北 海 岸 と解へたから、其北の宇を採上叉

晴天には樺太が見ゆるによれ見の字を添へて、北見と命名した

のて唖ある。

千島 古 歌に千島の文字が往 φ見へてゐるので、－之を採った

のである。尤も此時は園後揮捉の二島のみで、千島岡の名を附け

られたの究。

(5）北海道の 郡の撰定

北海道の郡も、道名園名と共に松浦武四郎の撰ん 7さので、其撰ん

7さ内、唯善報郡（セ Y ポージ郡）が採用せられず、大津郡を十勝川上流

とせるを、下流の地に移し、上流民上川郡を置v・た外は、悉〈武四

郎の撰定通 bてあった。郡名の起因 l立、渡島闘では亀田、上磯、茅部

編島は其郡内著名の地名を採 h津軽郡は図史の控轄津の名によ b

檎山郡は其地方に檎山あるによ 上爾志郡は俗に西入箇村と稽へ

し西の訓を爾志と二字に改め命名したものて明ある。稜志、臆振、日

高の三闘は何れも奮場所を其憧郡と~し、漢字をあてはめたので、

唯ヲタノV ナ 4のナイを省いて小樽とし、 ヤムクジナ 4のナイを省、

いて山越とし、勇梯よ b千歳を分離した外には、境界にも、名稽に

も襲った所がな V•o石狩園て”は石狩、厚田、潰盆の三郡は奮場所の名

を襲用し、更に石狩場所の奥に札幌外六郡を設けた、天E範囲は海岸

の四郡は奮場所の名を其佳代据置 3、天盤川の上流』ζ於て別に中

川、上川の二郡を設けた。北見園ては奮場所運上屋．及び大番屋の所

在地等によって宗谷外七郡の名を附け、到｜｜路閣では銀，，路、白糠、厚

岸の三郡は従来の名を襲用し、別に内部 l乙於て足寄外三郡を設け、

根室岡は奮根室場所を害1］いて根室外四郡を設け、千島図ては幽後

場は園棲君目、揮捉場所は樺捉外三君［Iに分害1]:;'Sれた。
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郡名は大体アイヌ語に、漢字を常てはめたのであるC 其和名に係

るものは、渡島国の亀岡、上磯、福島、津軽、槍山、爾志、後志図の高島

石狩閣の上川、天盛岡の中川、上川、十勝園の中川、河束、河西、上川、

釧路閣の川上合せ十五郡てあるO

(6）北海道の郡匝の異動

明治二年八月、始めて北海道に郡を置かれた時の郡教は、上に述

へた八十六郡てあったが、其綾異動があって、今ては入十七郡とな

b、外 R三個の匝が設けられてゐるO郡匿の異動は、

明治九年一月、前年樺太久里留交換によ b、此月久里留諸島を

千島闘に併せ、得撫、新知．占守の三郡を置く。

明治十二年七月、郡匝編制I去によれ 渡島に函館匿、石狩固に

札幌匿を置く。

明治十四年七月、渡島園津軽扇島二君，~を併せて松前郡とした

叉釧路園網尻郡を磨して、北見閤網走郡に合併した。

明治十八年一月、根室園ジコタン島を千島岡氏編入して色丹

郡とした。

明治三十二年九月、区制施行地を指定して、札幌函館二匝の外

新に小樽匿を置く。

明治三十九年二月、十勝間常縁郡を廃して、十勝虞尾の二郡代

合併し no
以上の外、郡匹の境域に費動があるが、｛公 b煩はしいかち、此慮

には記 3在ぃ。（河野常吉〉

北海道に於ける珪 藻土

到！皐士佐藤惇臓氏は、地質調査所報告告第三十一競に於て本邦珪

藻土一斑と題する報告を接表せられたれ就き℃本道の珪藻土の
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状態を見るに渡島岡亀田郡尻岸村字根田内の珪藻土は丈久年間米

人 Pampely氏の接見 tこ係 b本邦珪藻殺見の日高矢にて厚芯約三米種類

はCocconeis,Coscinodiscus, Epithemia, Eunotia, Stephanodiscus, Synedra等よ bな
アアラ ＋刀ウ勿点伺 11 ')' 

b後志園瀬棚郡蛇難、中歌、梅歌津、瀬棚地方のものは最厚四十尺に

達し多少粘土を混じ不純にて瀬 棚産のものを旬人 Dr,Josef Pantocsek 

氏の調査 せ る 慮 に よ れ ば Amphora,Coscinodiscus, Diatoma, Eunoti乱， Fragi司

laria(2), Melosira( 5), Navicula(5), Stylobiblium(6）の八属二十二種よ bな b渡

島 問 茅 部 郡血尻村大字熊泊のものは三ヶ所に露出しありて Synedra,

Pinnularia, Cyclotella, Coscinodiscus, Epithemia, Navicula等よ bな b天盤園天

臨郡遠別下流の石Jll貞治氏接見に係るものは Biddulphia,Ceratautus, 

Cocconeis, Coscinodiscus, Dycladi引 Grammatophora, N avicnla, Paralia, Synedra, 

Terpsinoe, Tric巳ratium等よ bな b天盤郡 産と して は Campylodiscus,Cosci-

nodiscus, Navicula, Rhabdonema, Rutilaria等あ b北見閤網走湖附近に於て

紳保小虎氏の採集せられたるものは℃l川匂ula,Coscinodiscus. N aviculaよ

bなるO天盤、北見の産は同じ＜ p氏の鑑定せるもの在 bと云ム．北

海道代於ては以上同氏の記せるもの L外石狩図上川郡東旭川村民

於て溢泉場 よ h約一里宇の斜面地代露出し白色純粋にし℃地下凡

三尺の慮 に二尺以上の暦をなしー里宇に慣がるものあれ

（伊肱誠故）
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（自明治四十三年二月至明治四十五年三月）

例曾

例曾に於て講演あリ 7：るもの L 内 未 t：・ 軍基表ぜられざるものは順次論説

雑縁 側 に 於 て 紹介すろこと＼， 1t. し其曾日及ぴ演暖か認すれば衣の如し。

。吉野百五 十 三 岡 明治同十三年二月二十六日本塁要経済皐講堂に於て

曾

家重量の絹線旅に就~て

稲の授芽 に伶ふご三の現象

。第百育ー十四同 同年三月十二日開曾

.,, /J) 主ん Ii"に就きて

農皐士回中義磨君

農準士高橋真直君

農事士 岡本学次郎君

北海道のつなみ及ぴつなみと地震との関係 河野常吉君

。第百五十五同 周年九月十七日関曾

松類の木擦 に 就 き て

有珠山の噴火に就寺て

。第百五 十大伺 悶 年十月八日開曾

持太の少 y ドラ J二就寺て

現今に於げる昆虫象の趨勢

。第古賀．十七向 周年十一月十ご日開曾

北日本 lこ於げる Jli主虫類及雨接類

木材の防腐 に 就 き て

。第百五十八向 周年十二月開舎

蓮葉内に於げる瓦斯の運動

現象博士

理 聖 皐 士

農拳士

理皐博士

農撃士

理 拳 博 士

。第百五十 -Jr.向 明治四十四年一月二十一日開曾

宮部金普君

犬弁上義近君

時任 彦君

松村松年君

橋本潤ー郎君

笠井幹夫君

大野直後活

本選昆布業め根本 河野常吉君

。第育大十周 同年二月十八日開舎
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。リ

Qυ 

己Y:君道i甫農 皐 士本邦 康 診：「立科植物に寄生する銭菌に説、与て

直君ll 橋官当「

'"' 農皐士犬小豆 に於げるととι竺竺氏遺博

同年三月十一日開舎。第百大 十 〆 一 同

暦君義中！
 

日
μてfてF事農家主主に於げる絹糸物質の成生に 就きて

岡本学次郎君L
L
 

Fも,-農土、き科も日本産かまき q

同年四月開合。第百六十二同

君宵ls士E畏農千里眼馬尾峰問題

年君干~村校理事博士F斤謂千里眼馬尾蜂問題の批評

周年六月間曾。第百六十三同

青島君誠藤伊士皐農柿の築班病に就寺て

1旬君i華1左手士皐農食物の貯犠

同年十月開舎。第百六十四同

浮君官E士戸L
すa農崎蛤の生 殖 器 及 び 生 殖 法

枝君i定堕f犬理主再博士浮生葉の葉柄の長さの調節

同年十一月間舎。第百六十五周

望君オミ々佐士準理後烏賊に就きて

i句君i事学士塁襲農玉港；の 腐 敗 病

同年十二月。第百大十六同

君一一
一昨 F

'" 寸ゾ回同.... ,Y 台 暗 ヌ プ 唱 の 植 物 分 布 に 就きて

年君キ＇，；村松理撃博士

明治四十五年二月三日開曾

日 光 昆虫採集旅行談

。第百六十七向

’砂ノコy刃ク

斜線眼類 及 ぴ 其 木 材 に 及 lます腐蝕作用 奇君金部宮理 皐 博 士

周年三月九日開曾。第百六十八周

犬井上義近君士撃王里主主知 、夕張二都に於げる石炭分布に就きて

吉君常野河北海道博 物年 表

曾総

明治四十四年一月廿一日開舎庶務、曾計報告ありて役員の攻。第二十周

還や行ふ、主主結果次の如 Lo

信

麿

中東

義

国

中

藤

回

通信書記

計合

膏

哉

金

誠

部

藤

官

伊

長

銭事書記

曾
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ヨえに曾長編輯 幹事か新島善直、佐々木主主爾氏に依燭す

。第二十一周 明治四 T 五年一月二十日閲曾庶務舎計の報告ありて後舎

務 務理案及ぴ規則の改 JF.や 行 ふ 、 改 正 規 則（1:別に之ら掲げたるに ιリ鐙 1:

略す、終って役員の改選 1.i,,行』、、実結果次の如しD

曾 長 宮 部 金 吾

合計幹事 問 中 義 麿

庶務幹 事

編輯幹事

伊藤誠哉

新島善直、犬野直枝

通俗講演曾

明治四十五年二 月 二 十 日 午 後 六 時 ιり銭道倶襲部楼上に於て通俗講演

曾 存関き衣の講演かなぜり。

雑種 lこ於げる這｛事現象

蟻の話

農拳 土星野勇三君

理皐博 士 松村松年君

~講者二百名に達し非常の盛舎なり与。

新入 曾員

（明治四十三年二月以降）

本同組ー（准）樺太民間郵便局

三浦勝太郎（准〉固山小皐校長

大野 直枝（正〕東北帝園大愚農科大~l護士授

大圏督（准〕東北帝園大事農科大事助手

鈴木簡一郎（准〉東北帝闘犬感度科大皐厚長生

飯塚直彦〔准〉東北常溺大祭)l1l:科大祭皐主

大石泰造（r：任〉東北’帝国大皐農科大祭祭主

中本保三（正〉新潟県系佐渡郡相川町

小泉秀雄（准）上川中感数議

小久保精治〔准〕束北帝岡大皐農科大事水産車科

井口 賢三（正）東北帝画大皐農科大王手助手

佐藤忠、勇（正〕北海道臆高島水産試験場

里 正義〔j£）黒北%＇ト同大祭農科大事助教授

弁狩 二 郎C,f.D東北滑園大愚農科大準水産準科

宮 脇 宮 （ 正7東北帝園大串農科大串

須田金之助（正〕東北帝園大皐農科大筆致授

三宅 ！誕次（正〉東北帝園大祭庭科大皐幼数授

f中尾政太郎（正〕東北帝園大拳農科大星雲助手

明峯正夫〈正〉東北帝岡大筆農科大串助教授

随所哲太耳~(JE）東北Wi園大皐農科大事助数授

落合法〔准〕東北帝園大皐農科大拳助手

宮本堕（准〕東北帝岡大皐農科犬皐助手

富岡永馬（j£）北海道師範拳校教議

太田潔（准〉創成小皐校訪II導；

宮部憲次（准〉東北帝岡大拳農科大主要撃生

加藤波雄〈准〉東北帝園大皐農科大拳畢生

金田 正吉(jft）東北帝園大皐農科大象事生
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死 r: 曾 員

明治四十三年二月以降死亡ぜられ S合員次の如し本舎は吊詞や嬰し哀

悼の意や表ぜり。

賛助舎員

准舎員

正倉員

向井嘉兵衛兵

三浦勝太郎氏

退

小川二郎氏

j£ 曾員

准 曾 員

曾

役 員

者

大 i龍圭之助氏

橋本潤一郎氏

〔白明治問十五年二月至犬正二年一月〕

曾 長 官 1司：金苔・

庶 務 幹 事 伊藤誠設 補助

曾計幹事 田中義麿 補助

編制幹事 新 島 善 直 補助

同 大野直枝

問問彰三

近藤金吾

富本 製
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札幌博物皐舎規則

（明治四十五年一月改正）

第畳章名 稽

第一f藤 本 曾ヲ札幌博物事曾ト稽ス

第武章目 的

第二僚 本曾 ノ 目 的 J、動物皐、植物皐．人類皐及ピ地皐ノ諸皐科ヲ

研究ス JVニア 9

第 三章 曾 員

第一俊 曾員ヲ分チテ名審曾員賛助曾員正曾員及ピ准曾員トス

第二傑 名 春曾員 ρ 第二章第一保ノ皐科ニ功績ア Y 皐者ョ，推薦

スルモノトス

第三徳 賛助曾員ノ、本曾ノ趣首ヲ賛成 v金品若ジグ J、其他ノ方法

ュ依 9其 事業ヲ援助セ Y モノヨ 9推 薦 ス JV毛ノトス

第四徳 正曾員及ピJ佳曾員 J、第二章第一徳ノ串科ヲ専攻 v若ジク

J、該皐科ニ篤志ノモノタ JVベジ

第五R是 正曾員 J、役員ノ選事被選皐及ピ曾務ヲ評議スノV ノ樺ヲ有

コえ

第六傑 准曾員 J、役員ノ選差是及ピ合務ヲ許議ス Y ノ擢ヲ有ス

第七f廃 合員 J、曾報ノ頒布ヲ受ヶ叉本曾所臓ノ国書ヲ借胃ス y ョ

トヲ得

第四章 入曾及ピ退曾

第一保 名審曾 員 J、組合ュ於ア出席曾員三舟ノ二以上ノ同意ヲ以

ア之 v ヲ推薦ス

第 二僚 賛助曾員 J、役員曾ノ決議ュ依 P推薦ス

第 三保 正曾員叉 J、准曾員トシア入曾セント欲スノνモノ J、正曾員
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一名ノ紹介ヲ以ア本曾ユ申込ムベジ 但ジ J佳曾員ニジア正曾員

タラント欲スノV モノ ρ 其旨本曾ュ 屑 ケ 出 グ ベ ジ

第四僚 入曾ノ申込ア 9 タ JV トキ J、役員合ノ決議ユ依 9其諾否ヲ

決スノV モノトス

第五傑 逗曾セント欲ス Y モノ J、其旨本曾ニ届ヶ出グペジ

第六f度 合員ニジテ本曾ノ名；警ヲ損スノV 行霜ア JVモノ叉 ρ 曾員タ

JVノ義務ヲ果サ V JVモノ J、総合出席曾員三卦ノ二以上ノ決議ヲ

以ア之 ν ヲ除名ス

第五章役 員

第一僚 本曾 J、役員トジテ曾長一名、鹿務幹事ー名、曾計幹事ー名

編輯幹事二名ヲ置キ更ニ幹事補助若干名ヲ置ク

第二傑 曾 長 J、本曾 f 事務ヲ総理ス

第三健 康務幹事 J、集曾記録曾報ノ礎主主及ピ園書ュ関ス Y 事務ヲ

掌 y

第四僚 曾計幹事 ρ 金銭ノ出納及ピ資産ノ保管ヲ掌 JV

第五傑 編 輯 幹 事 J、曾報ノ編纂及ピ費行ノ事務ヲ掌 JV

第六傍 役員ノ任期 ρ 満一ヶ年トジ一月総曾ニ於テ無記名投票ユ

ヨ 9之 v ヲ選皐ス

第七傍 役員事故アヲテ欝任ジタ JV トキ J、次勲者ヲ以ア之 V .，：.充

テ次勲者ナキトキ J、臨時線曾ヲ開キ之 v ヲ選準ス

第八傍 幹事補助 J、曾員中ヨリ舎長之v ヲ依蝿ス

第六章集 曾

第一傑 集曾ヲ牙チア総合、例曾、通俗講演曾及ピ役員曾トス

第二 f束 縛曾 ρ 毎年一月之 v ヲ開キ曾務ノ報告、評議及ピ役員ノ

選 畢 ヲ ナス 但 ν合長必要ア 9 ト認ム Y トキ叉 ρE曾員五名以

上ノ請求ア JV トキ ρ 臨時総曾ヲ 開グ ヨト ヲ得

第三僚 例曾 J、七、八雨月ヲ除キ毎月一同之ヲ開キ第二章第一保
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ュ掲グ y 諸串科品就キ談話、講演ヲナス毛ノトス

第四傑 通俗講演曾 J、毎年二同以上之 v ヲ開催ス

第五僚 役員曾 ρ 必要＝臆ジ曾長之 v ヲ召集ス

第七章曾 費

第一候 曾費 ρ 一ヶ年正曾員金奉周准曾員金萱周五拾銭トス

第 二保 正曾員ユジア一時＝金奉拾固ヲ即納ジタ JV毛ノ J、曾費ヲ

要セズ終身正曾員タ JVヨトヲ得

第八章曾 報

第一候 本曾 J、毎年二同皐術研究報丈．講話、抄録、雑報、新著紹介並

＝本曾記事等ヲ掲ゲタ JV曾報ヲ稜行ス

第二傑 曾報 ρ 邦丈若ジグ J、欧丈ヲ用ユ

第九章 資産及ピ樫費

第一保 本曾ノ資産 J、現在正曾員ノ共有トジ正曾員ノ費格泊、減ト

同時ュ其権利消滅ス

第二候 本曾ノ経費 ρ 曾費、基本財産ヨ 9生ジタ Y 利子及ピ華m牧

入ヲ以ア支排 v其剰除金 J、役員曾ノ決議ヲ経ア本曾ノ基本財産

品締入ス

第三傑 前僚ノ剰除金及ピ有志ノ指定ユ係 y 寄附金品ヲ以ア本曾

ノ基本財産トス

第四保 本曾基本財産ノ虞分方法 J、纏曾出席正曾員三身ノ二以上

ノ同意ヲ以ア之 vヲ蕗現ス

第十章雑 則

第一候 本曾規則＝闘ス JV細貝ljp 別品之 ν ヲ定ム

第二僚 本曾規則ノ改正 ρ 組合出席曾員三分ノ二以上ノ同意ヲ以

ア決ス
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