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Prof. SttONEN MATSUMURA, 

(With 1 pla鈎）．

・日本産跡議亜科の新種 f~就て
理皐博士、松村松年

new Si1_lce .l have published the Aphididae of Japan "'), I have found 22 

与peciesand 5 Q~W genera belonging句 thesubfamily Aphidinae, and I shall desc_ribe 

them in the present p;i.per;. I shall also enumerate in this oq:a.:;ion some speci匂

which were not known to our faunal region, 

Metaphis n. g. 

Allied to Yamataphis MATS., but di佐 rsfrom the latter as followョ：

_Anterhinari~L of the antennae scarcely shorter than the 4th joint, the 3rd 

joint much longer, nearly as long as the 4th and 5th taken together. Media of 

1. 

the fore-wing al ways 2 branched. Cauda large, much broade1・ than the cornicles, 

lo1Jger than wide. Cornicles longer and larger, near the _apex more dilated. 

Genotype.-Metaphis an_gelicae MATS. 
-’・＇・＇＂

～1, '・Jletaphia:: angelicae: n. sp. (Fl. J. f. ;, a, ・b; c.) 

Winged vivipai'ous feri1ale-Bocly oblo11g, head and 'thorax browiifsh, the 

rest greenish yellow. Antem e somewhat infu凶scated’the3rd joint 'with numer-

ous granuious sensot1a; anterhinarial nearly 9 times as long as the postrhinarial. 

Wings hyaline, veins and stigma pale testaceous, :!nd furcal nearly at the two-

thirds part of the first near the apex. Cornicles clavate, at the base much con-

stricted, cauda nearly twice as broad as the base of the c-ornicle, with short hairs 

on the sides near the apex. 

Journal of the College of AgricultureャTohokuImperial University, Sappom,Japnn, Vol. VII, Pt. 

6, p. 351「414(1917). ' : , . ::: ' •閑 f

・'.> . "('fr凶 s.。fSapporo 'Natur冨lHistory.Soc. Vol'.-VII; l'art・ 1. 19'8.l・ 、ー

＝処
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Lengthー 1.8mm.; exp. 6 mm.; cornicles o. 1 5 mm.; cauda 0.08 mm. 

Hab.-Hokkaido (Kushiro); in the early part oi June, 1917, collected by 

the author. 

F. P.-Angelica ursina, sucking the juices of the自owers. 

N. J.-Yezontt・abura.

2, Macrosiphum cercidiphylli 11. sp. 

Winged viviparous female-Pale yellowish. The 3rd antenna! joint with 

about 1 2 roundish sensoria on the outer side, the other joints lacking sensoria ; 

anterhinarial about 5 times as long as the postrhinarial; apices of the 3rd to 5th 

somewhat infuscated, Wings hyaline, stigma and veins pale testaceous, 2nd furcal 

near tf1e middle of the行rst. Cornicles nearly as broad as the tibia, nearly one~ 

half the length of the posterior femur and somewhat curved near the base. Caud 

conical, nearly as broad as the femur. Apices of the femora and tibiae, as well as 

the tarsi, fuscous. 

Lengthー1.8・ mm.; exp. 7・2mm.; cornicles o・5mm.; cauda 0.1.5 mm,; a1ト

tennae 2.8 mm. 

Apterous viviparous female. Di佐 rsfrom the winged viviparous female as 

follows: 

The 3rd antennal joint with a row of indistinct sensoria, 2 or 3 at the base 

being distinct; apices of the a川ennaljoints and femora at the apices are not irト

f-usc亀ted. Tibiae at the apices, and the tan,i, fuscous. 

Length-2. r mm・； antennae 2.8 mm.; cornicles 0・5mm.; cauda 0.2 mm. 

Hab.-Hokkaido (Sapporo); on the 2nd, July, 1917, collected by the author 

at Maruyama-Park. 

E. P.-Cercidiphyl!ttmJ》・onicum，・ onthe under surface of the leaf. 

をえom,Ja1ゃ.－Katsura-hige問 iaαburα．

3, Macrosiphum giganteum n. sr、．

Winged viviparous female-Much resembles M. go初出 MATS.,but differs 

from the latter as follows : 

Body much larger. The 3rd antennal joint on the outer side with about 32 

sensoria in a row. Wings more yellowish, stigma infuscated, veins more robust 

~五函色M ：必J
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and distinct, the inner margin, where the first oblique opens, som巴whatinfuscated. 

Legs entirely black, only the femora at the extreme bases fulvous. 

Length-5 mm.; antennae I I mm.; exp. 23 mm.; cornicles I・3mm.; cauda 

0.5 mm. 

Hab.一－Hokkaido(Sapporo); on the 28th, June, 1917, collected by the 

author, in the Botanical Garden of the Imperial Agricultural College. 

F, P.-Ci幻ium司P・p・suckingthe juices of the shoot. 

Norn. Jap.-Azami-lt伊11agaa仰 ra.

4. Macrosiphum adenophorae n. sp. 

Winged viviparous female-Dark brown, fr0nt, thot'aX, and abdomen on the 

sides, pale brow仏 A川 ennaeblack, the 3rd joint at the base fulvous, on the 

outer side with about 32, on the inner side with about 25 sensoria, being provided 

with a few ri.gid hairs. The 4th and 5th joints lacking sensoria, with a.few rigid 

hairs; anterhinarial nearly 5 tim己sas long as the postrhinarial. Wings hyaline, 

costa, cubitus and stigma testaceous, costal cell pale testaceous, veins nearly con-

colorous with the wing, 2nd furcal rather nearer to the apex than to the middle of 

the first. Cornicles straight, at the base broader, as broad as the femora, distinctly 

longer than one-half the length of the hind femur. Cauda brownish, long, as 

broad as the femora, at the apex conical, near the base somewhat constricted, with 

a few long hairs on the sides and apex. Legs fuscous, femora and tibia at the 

basis pale brownish. 

Length-2・5mm. (excl. cauda); antennae 3・7mm.; exp. r 3 mm.; cornicles 

o.6 mm.; caada 0・3m111. 

Apterous viviparous female-Di仔巴rsfrom the winged viviparous female as 

follows: 

The 3rd antenna! joint on the outer side with about 22, on the inner side with 

about 9 sensoria. Femora and tibiae at the basal halves testaceous. 

Length-3・7mm.; antennae 4・omm.; cornicles o.8 mm.; cauda 0・4mm.

Hab.-Hokkaido (Kushiro); on the I 1th, August, 1917, collected by the 

author. 

F. P.-Adenophora verticillata, sucking the juices of the petiole, 

Nom. Jap.-Slta11切i-ltige比唱ω向日．
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5. Ila位＇OSiphumsyringae n. sp. 

Winged viviparous female-Dirty yellow, antennae, except the basal 2、joints,

and posterior half of the abdomen, fuscous. Antennae slender, the yd joint, with 

about 8 sensoria, at the base fol vous, the 4th distinct! y longer than the 5th; an・

terhinarial about 3占timesas long as the postrhinarial. Wings hyaline, with a 

light fulvous tinge, veins, except cubitus, fuscous, costa and stigma pale fulvous, 

2nd furcal nearly at the middle of the first. Cornicles dirty yellow, at the apices 

infuscated, as broad as the posterior tibia at the base; cauda short, conica.'I, much 

longer than wide. Legs fuscous, coxae, trochanter and femora, except the apices, 

yellowish. 

Length-2・5mm.; antennae 3・5mm.; exp. 8.5 mm.; 'comides 0・5mm.; 

cauda 0.2 mm. 

Apterous viviparous female-Differs from the winged viviparous female as . 

follows: 

Tht: 31・danteunal joint lacks. seusoria, the 4th subequal to the. 5th;.: ante-

rhina.rial about 4 times as long as the postrhinarial. Legs fulvous, femora at the 

extren:ie apices, both ends of the tibia, nnd the tarsi, fuscous. 

Length--2・3mm.; antennae 3 mm.; cornicles 0・5mm.; cauda 0.2 01m. 

Hab.-Hokkaido (Sapporo); on the 18th, June, 1917; collected by the 

author. 

F: P.一命＇ringaamurensis，・ gatheringon the under surface of the: leave昌．

Nom. J時・－Hashido.凶 igenagaabura.

6. Macrosiphum sorbi n. sp. 

Dirty yellow, abdomen on the sides somewhat infuscated. The 3rd antenna! 

joint on the outer side with about 14 sensoria, the 4th and 5th subequal;lacking 

sensoria; anterhinarial about 3をtimesas long as the postrhinar~al ; ba組 l、＇2joints 

and extreme apices of the other joints, except the 6th, somewhat infuscatじd.

Wings-hyaline, wi-th a pale fulvous tinge, veins brownish, stigma. grayish, 2nd 

furcal nearly at the middle of the first. Cornicles fuscρus, at the apices paler' at 

the bases somewhat broader, nearly as broad as the tibiae. Cauda slender, some-

what broader than the comicles. Fetnora at the apices, tibiae on botli ends, and 

the tarsi, fuscous. 
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Length-"-2・5mm~; -antennae 4-7 mm.; exp・9・5mm.; cornicles 1.0 mm.; 

cauda 0.2., mm. 

Apterous viviparous female-Di佐 rsfrom the winged viviparous female in 

the. following points：‘ 

Body yellowish green. The 3rd antennaljoint with 4 sensoria. on the outer 

side near the base, the 5th somewhat shorter than the 4th, anterhinarial about 5 

times as long as the postrhinarial. Cornicles much longer, cauda broader, conical. 

Le昭 th-3mm. (excl. cauda); antenae 5 mn川 con山lesi・z・mm.；平auda

0.25 mm. 

Hab,-Hokkaido (Sapporo); on the 18th, June, 19171 collected by the 

author in the Botanical Garden of the Imperial Agricultural College •. 

F. ・P.-Sorbus；ψomen; on the under surface of the kaves. 

Nom. Jap.-Nanak側 ，ado・higcn略的bura. 

7. ・ Siphoooryne cacaliae n・sp.

Winged viviparous temale-Dat'k grc:c:nish fulvous, head and,tltorax fuscous. 

Anten1】aemuch shorter than the body, the 3rd joint with about ・30 granulous 

sensoria, the 4th with about 8, the 5th much shorter than the 4th, anterhinarial 

nearly 3 times as long as the postrhinadal. 

tinge, stigma light grayi日h,veins fulvous, 2nd furcal near the middle of the first. 

Abdomen spotless; cornicles short, in the middle scarcely mflated; cauda broader 

than the cornicles, broad-conical, at the base paler in color. Legs concolorous 

with the body，’femora and tibia at the apices, and the・ tarsi, fuscous. 

Lengthー I・4mm.; exp. 5 mm.; antennae I mm.; Cornicles 0.2 mm.；」 cauda

0.07 mm. 

Apterous viviparous female-Di仔ersfroni the winged viviparous female as 

follows: 

Body paler, oval. Antennae shorter, the 3rd joi川 wantsdistinct・ sensoria, as 

long as the 4th and 5th taken together ; anferhinarial -about 3きtimesas long ;., 

the postrhinarial, much dilated at the rhinarium. Cornicles gradually becoming 

broader towards the bases. Cauda broader, semiglobular. 'Legs concolorous with 

the body, shorter and robuster. 

Lengthー I・7mm.; antennae 0・7mm・； cornides 0.1 mm.; cauda o.oグmm,
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Hab.-Hokkaido (Sapporo); in the early part of July, 1917, collected by 

the author, i_n the Botanical Garden of the Imperial Agricultural 

College. 

F. P.-Caca!ia hastata; attacking the under surface of the leaves. 

N om. Jap.-Yobusuma-kubireabura. 

8, Siphocoryne cornicolum n. sp. 

Wing・ed vi¥匂arousfemale-Dark brown, oblong. Antennae at the apical 

halves fulvous, somewhat shorter ti削 1the body, the 3rd joint at the base paler, 

with about 1 8 sensoria in a double row, all the joints strongly imbricated, the 5th 

somewhat shorter than the 4th; anterhinarial nearly 2きtimesas lo暗 asthe post-; 

rhinar匂 I,at the rhina1 ium strongly dilated. Wings hyaline, with a light fulvous 

tinge, stigma and veins fulvous, 2nd furcal near the apex of the first. Cornicles 

short, in the middle somewht inflated, as broad as the hiiid tibia at the base. Cauda 

small and of a conical shape. The last abdominal segment with numerous curved 

hairs. Legs fulvous, femora and tibia at the apices, and th己 tarsi,fuscous. 

Lengthー 1,8 mm.; antennae i・5mm.; exp. 6.6 mm.; conicles 0.22 mm.; 

cauda o. I mm. 

Apterous viviparous female-Di仔ersfrom the winged viviparous female as 

follows: 

Body somewhat shorter. The 3rd antenna! joint with one or 2 sensoria, the 

5th and postrhinarial at the apices somewhat infuscated. Cornicles .in the middle 

scarcely inflated and somewhat e:x:curved. Cauda larger, distinctly broader than 

the cornicles. Legs entirely pale brown. 

． 

Length-r.6 mm.; antennae I・5mm.; cornicles 0.2 5 mm.; ca11da o. 12 mm. 

Hab.-Hokkaido (Sapporo); on the 28th, June, 197 ,, collected by the author 

in the Botanical Garden of the Imperial Agricultural College. 

F. P.-Cornus controversa; on the under surface of the leaves. 

Nom. Jap.-Mizuがわ・，bireabura.

9. Siphocoryne don町 iumn. sp. 

Closely allied to S. avenae F., but differs from the latter as follows: 

Antennae much longer, the 3rd antennal joint with about 25 and _the 4th with 
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about 8 small sensoria on the upper surface, the 4th and 5th subequal, the 3rd 

somewhat longer than the 4th and 5th taken together; anterhinarial about 4 times 

as long:as the postrhinarial. Stigma at the posterior margin some_what infuscated, 

radial ,vein arising exactly at the midde of the stigma, 2nd仇II'℃c1.lquite near the 

apex. Cauda small. 

Length-I.ト2・5mm.; exp. 7-9 mm.; antennae I・5mm.; cornicles 0.25 mm. 

cauda 0.09 mm. 

Apterous viviparous female-Di佐 rsfrom the winged viviparous female as 

follows: 

Body much broader. Antennae shorter than the body, the 3rd antenna! joint 

somewhat lo11ger than the 4th and 5th taken together, lacking distinct sensoria, 

the 4th somewhat longer than the 5th; anterhinarial nearly 31 times as long as 

the postrhinarial. Cornicles near the apices scarcely inflated. Cauda broad, 

conical, distinctly longer than wide. 

Lengthー2-3mm.; antennae 1・5mm.; cornicles 0.3 mm.; cauda 0.08守 mm.

Hab.-:-Ho~kaido (Sapporo); on the. 1st of Au忠則， 1917, collected by the 

author in the Botanical Garden of the Imperial Agricultural Colleεe. 

F. P .. ー丹抑制 donariumand P. americana; when the leaves are attacked 

by this三Aphis,they curl downwards, changing the colour often to 

crimson帽 red.

2. Yezosiphum n. g. 

So mewl凶.tresembles Siphocoryne PAss., but di釘ersfrom the latter as follows: 

The 3rd antenna! joint very long, distinctly longer than the following 3 joints 

taken ogethe乃 withnumerous gran叫otissensoria all over the surface, the 4th an 

5th joints short and subequal; anterhinarial somewhat longer than the postrhin】a-

rial, the latter somewhat shorter than the 5th. Cornicles short, somewhat in日ated

in the middle. Cauda longer and broader than the cornicles, long-conical. 

Genotype-Yezosiphum thalictri MATS. 

10, Yezosiphum thalictri n. sp. (Pl. I. f. 4, a, b, c). 

Winged viviparous female-Body dark greenish brown, oblong i11 shape. 

Antennae as long as the body, the 3rd joint with about 55 gは nulous sensoria; 
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anterhinqrial nearly iをtimesas long as the postrhinariat. Wing with a pale 

fulvous tinge, stigma pale grayish, at the hind margin somewhat infuscated, veins 

fulvo川．’ Corniclesdark fulvot1s, somewhat broader than the hind tibia, ~ long 

a<i the吉ame.tarsus. Cauda fulvou月， withvery fine grayish hairs, nearly tをtimes

as long as the cornicles, and nearly as broad as the postrior femur at the apex. 

Leg自 fulvous,femora and tibiae atまheapices, and the tarsi, fuscous. 

Length一1.5mm. (excl. cauda); exp. 5.5 nm川.； antennae 1. s mn 

ides 0.18 mm.; cauda 0.22 mm. 

Hab.-Hokl王aido(Sapporo); in the early part of June, 1917, collected by 

the author in the Botanical Garden of the Imperial Agt;icultural College. 

F. P.-Thalictnun aquilegifolium ,-attacking th.e upper part of the shoot. 

N om. Ja.p._;_Karrnnaisuso・品ura.

11. Rhopalosiphum hydrangeae n. sp. 

Winged viviparous female-13ody dark brow'n, head, pronoturi1 and the basal 

one-half of the abdomen, fulvous. Antennae foscous, distinctly‘longer than the 

body, the 31・djoint at the base pale fulvous, with about 21 sensorta on the outer 

side; the 4th with about 3 sensoria near the base, somewhat shorter than the 3rd, 

and much longer than the・ 5th; anterhinarial only 2きth巴1巴11gthof°the 5th; anten・

nal-process as long as the 2nd joint, but much broader than the fiist. も,Ying月 with

a light fulvous tinge, veins fulvous, 2nd furcal nearly at the middle of the日rst,

stigma pale grayish. Abdomen on the side日fuscousspotted. Corr 

I6rig~ much dilated near the middle. Cauda fulvous, conical, abolit 1/3叫た＇le<',gj:h

o子t--iiecor.nicles. Legs fulvous, the apical halves of the fei"nora, apicei; of the 

tibiae;'and the tarsi, fuscous. 

-Length-2 mm.; exp. 7 mm.; antennae 3 i:nin.; cbrnicles o・5mrilイeatida

0.2 trim. 

Apterotis viviparousたma

follows: i 

Bo_dy broader, brownish yellow. Aotennae fuscous, at the basal l /3 pale 

fulvous, the yd joint with 2 01・ 3 sensoria, 4th much shorter than the 3rd, the 5th 

somewhat shorter than the 4th; anterhinarial nearly 4 times as 1011g as the post-

rhinarial. Legs pale fol vous. 
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Length-2.2 mm.; antennae 3.2 111m.; cornicles 0・5mm.; cauda 0.15 mm. 

Hab.-Hokkaido (Sapporo); in the latter part of June, 1917, collected by 

the author in the Botanical Garden of the Imperial Agricultural Col-

lege. 

F. P.ー砂drangeapaniculata; attacking the under surface of the leaves 

Nom. Jaゃ.－S.αbita，・to劫uriaburα．

12. Rhoparosiphum sambuci n. sp. 

Winged viviparous female-Body ditty yellow, abdomen in the middle with 

a large whitish spot. Antennae fuscous, at the base of each joint somewhat paler, 

the 3rd joint with about 2οlarge and small sensoria on the outer side, subequal 

either to the 4th or 5th; anterhinat'ial about 5 times as long as the postrhinarial. 

Wings with a light fulvous ting勺 stigmaand veins fulvous, 2nd furcal neady at 

the middle of the first. Cornicles long, in the middle somewhat dilated, and at 

the apices somewhat infuscated. Cauda broad-conical, nearly twice as broad a!-l 

the cauda. Legs fulvous, femora at the apical halv，巴s,tibiae at the apices, and the 

tarsi, fu坦cous.

Length-2・7mm.; exp. I,. mm.; antennae 3・5mm.; cornicles 0・7mm., cauda 

0.25 mm. 

Pupa-Differs from the winged viviparous female as follows: 

Antennae at the apex of each joint infuscated, the 3rd somewhat longer than 

the 5th. ＼九Ting-sheathreaches to the one-third part of the abdomen. C礼uda

broader. 

Length-3 mm.; antennae 3 mm.; cornicles 0・5mm.; cauda 0.25 mm. 

Hab.-Hokkaido (Sapporo); in the latter part of June, 1917, collected by 

the author in the Botanical Garden of the Imperial Agricultural Col-

lege. 

F. P.-Sambucus racemosa; attacking the under surface of the leaves. 

Norn. Jap.-Niwatoko吻 ・kkuriabura.

13. Rhop：伽iphum凶 lacisn.叩

Winged viviparo出先叫le-Dirtyyellow, Antennae fuscous, the first 2 joints 

and the base of the 3rd fulvousパhe3rd joint with about 17 large and small sen，・

ー
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soria on the outer side, th己 yd,4th and 5th only a little decreasing the lengths 

gradually, with short rigid hairs; anterhinarial about 4きtimesas long as the post-

rhinarial. Wings scarcely with a fulvous tinge, veins and stigma fulvous, 2nd 

furcal nearly in the n】idclleof the first. Abdomen with an indistinct, o丘eninter-

ruptend fuscous band and the same colored spots on the sides. Cornicles long, 

slender, near the middle somewhat in日ated,and at the apex infuscated. Cauda 

long, conical, constricted in the middle, nearly twice as broad as the cornicles. 

Legs fuscous, coxae, trochanter and bases of the femora, fulvous, the middle of 

the tibiae being somewhat paler. 

Length-3 mm.; exp. IO m n.; antennae 4 mm.; cornicles 0・7mm.; cauda 

0.3 mm. 

Apternus viviparous female-Di昨日 fromthe winged viviparous female as 

follows: 

Antennae shorter, the 3rd joint wants sensor九， distinctlylonger than the 4th, 

anterhinarial about 5 times as long as the postrhinarial. 

Length-3 mm.; antennae 4 mm.; cornicles o・5mm.; cauda 0・3mm. 

Hab.-Hokkaido (Sapporo); in the latter part of the June, 1917, collected 

by the author in the Botanical Garden of the Imperial Agricultural 

College. 

F. P.ー－Smilaxαina,Vi仰 ruumsp.; attacking the upper part of the shoots. 

Norn. Jap.-Sarutori-tol:kuriabura. 

14'. Rhopalosiphum viciae Kalt. var. japonicum var. n. 

Di任ヒrsfrom the type in the following points: 

Winged viviparous female-Head yellowish green, in the middle and on the 

side fuscous spotted. Abdomen on the basal part lacks black bands. Cauda dark 

green, somewhat shorter than the corniclcs. Wings with a light fulvous ting匂

stigma and veins ful vous. 

Length-2・5mm.-3・5mm.; antennae 3-5 1nm.; exp. 11 mm.; cornicles o.6 

mm.; cauda 0-4 mm, 

Apterous vivir泊 rousfemale-Differs from the type as follows: 

H己adgreenish yellow, pronotum brownish, thorax paler, cauda dark green, 

at the base・yellowish. 
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T.ength-4 mm. (excl. ca吋 a);antennae 6 mm.; cornicles 0.7 mm,; cauda 

0.6mm. 

Hab.-Hokkaido (Sapporo); on the 19th, June, 1917, collected by the 

author at Maruyama-Park. 

:F. P.-Vicia uniJi1g・a; gathering on the. upper part of the shoot. 

No1札 Jap・－Taniwatashi-tok初出品urq.

15, Rhopalosiphum tiliae n. sp. 

Winged vivipar《msfemale一一Darkbrown, thor 

low. Antennae somewhat shorter than the body, the 3rd joint with numerous 

(about 60) large sensoria all over the upper surface, provided with a few rigid, 

short hairs, the 4th with about r 5 sensoria, the 3rd as long as the 4th and 5th 

taken togeth巴r,the 5th much shorter than the 4th; anterhinarial about 4 times as 

long as the postrhinarial. Wings with very light fulvous tinge, veins fulvous, 

stigma fuscous, 2nd furcal nearly at the middle of the first. Abdomen greenish 

fulvous, much broader than the thorax, with fuscous bands and spots. Cornicles 

fusiform, much dilated at the middle. Cauda greenish fulvous, conical, at the base 

as broad as the broadest part of the cor・nicles. Legs fuscous, coxae, trochat1ter 

and the basal halves of the femora, fol vous. 

Length-3・5mm.; exp. r 2 mm; antennae 3・4mm.; cornides 0:5 mm.; cauda 

0.2 mm. 

Apterous viviparous female-Di佐rsfrom the winged viviparous femele as 

follows: 

Antennae greenish fulvous, the 3rd antenna! joint with about 17 sensoria, the 

~4th wants sensoria; anterhinarial about 7 times as long as the postrhinarial. 

Abdominal bands indistinct. Legs greenish fulvous, femora and tibiae at apices, 

and the tarsi, fuscous. 

Hab.-Hold叩 do(Sapporo) ; in the白川 partof July, t917, collected by 

the author; very common. 

F. P.一刀liay；ψonica;attacking the under surface of the leaves. 

Nom. Jap.-Shina-to 
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16. Rho1凶舗ipumm泊踊純血 n.sp. 

Winged viviparous female-Body orange yellow. Antennae dirty yellow, 

the 3rd joint fuscous, at the base伊 lefulvous, with about 40 sensoria on the o叫er

side, the 4th with about 8 sensoria n巴arthe middle on the outer side, somewhat 

longer than the 5th, anterhinarial about 4 times as long as the postrhinarial. 

¥Vings with a light fulvous tinge, veins and stiεma brownish戸 llow,2nd furcal 

rather nearer to the apex of the first, cornicles fusc0us, at the middle distinctly 

dilated and with a whitish band. Cauda small, constricted at t}総 middle. Legs 

fuscous, coxae, trochanter and the extreme base of the femora, fulvous. 

Length-4・3mm.; exp, 14 mm.; antennae 4・5mm.; cornicles o.8 mm., cauda 

0.25 mm. 

Apterous viviparous female-Di佐 rsfrom the winged vi＼匂arousfemale as 

follows: 

Body covered with white meally岨 substances. Antennae broader, shorter, the 

3rd and 4th joints want sensoria; anterhi旧 rialabo叫 6ti；ほsas lo時 asthe post-

rhinarial. Cornicles shorter, want whitish b礼nd; cauda broad-conical, short, 

broader tha11 long. Legs; especially the femora, much broadじr. Head, antennae, 

rostrum and cornicles entirely fuscous. 

Length-4 mm.; antennae 3 mm.; cornicles o・4mm.; cauda 0.2 mm. 

Hab.-Hokkaido (Sai中oro) ; in the middle part of June, 1917, collected 

by the author in the Botanical Garden of the Imperial Agricultural 

College. 

F. P.--Staphylea Bu川 alda;very injurious, often causing the death of the 

branches. 

Nom. Jap.-llゑtsubauts噌i・tokkuriabttra.

17. Rhopalosiphum hemerocallidis n. sp. 

Much rese山 blesR. miniatum MATS., but differs from the latter as follows : 

1札Tingedviviparous female -Body much narrower. Antennae entirely fuscous, 

the 3rd joint with some mo児 sensoria,outer ones bei咋 arrnngedin a 悶 gular

row, the 4th wants sensoria. Veins of the wings distinctly narrower. Abdo;nen on 

the sides fuscous spotted, clothed with som巴m己allysubstances. Cornicles entirely 

fuscous, near the apices much constricted. Cauda much longer, conical, 2/3 the 

』 h
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Ieng主hof the cornides. 

Length-4 mm., exp. 12 mm.; antennae 4・3mm.; cornicles o.8 mm.; cauda 

5. mm. 

Apterous viviparous female一Di能 rsfrom the winged viviparous female as 

follows: 

The 3rd antenna! joint near the b-dse with about 12 small sensoria, about 6 

times as long as the postrhinarial. Abdomen on the sides wants fuscous spots; 

cauda cylindrical, at the apex conical. Tibiae somewhat paler in color, 

Length-3 mm. (excl. cauda); antennae 4 mm.; cornicles o・7mm., cauda 

0.4mm. 

Hab.-Hokkaido (Teshikaga in Kushiro); in the middle part of August, 

I 9 r 7, collected by the author. 

F. P.-Hemero'cat.んsmzddendoグii，・ attackingthe upper part of the flower-

stem. 

Nom. Jap.-Kwanzo・tokkuriabura.

18, Rhopalosiphum ribis L. 

Aphis ribis.L. Faun, S田 c.p. 258,975 (1761）・

Rho円 losiphumribis Koch., Aph. p. 39, f. 50, 5 1 ( 1857). 

Hab.← Hokkaido (Sappoao); Europe, N, America. 

F. P.--Ribes n1brmn; attacking the under. surface of the leaves, causing 

roundish tubercles. 

Nom. Jap.-Sugun劫 kkuriabura.

I have ca暗htat白川 thewinged viviparous species in the latter part of June, 

1917, in the Botanical Garden of our Imperial Agaicultural College. Its habit日

and struoture do not di任erpractically白・omthose of the European sp巳cies.

19. Megoura dryopteridis 11. sp. 

Winged viviparous female-Body oblong, yellowish. Antennae much longer 

than the body, the 3吋 joi川 withabout 40 sensoria on the outer side, provided 

with a few short rigid hairs, the 4th scarcely shorter than the 3rd, the 5th dis-

tinctly shorter, anterhinarial about 6 times as long as the postr!tinarial, the 6!h 

nearly回 longas the 4th aud 5th joints combined, very slender, on each apex of 

the joints somewhat infuscated. Wings hyaline, vdns and stig」1aful vous, the 
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latter at the l山 dmargin so附 whtinfuscated, the 211d furcal at the middle:or the 

first. Abdomen much longer than the head and thorax coml:>ined; cornicles long, 

strongly dilated in the middle, fuscous, at the basal half paler; cauda paler, about 

, /3 the length of the cornicle. Legs greenish, femora and tibiae at __ the1apices and 

the tarsi, fuscous. 

Length-5・5mm.; exp. 15 mm.; antennae 7 mm.; cornicles o.8_mm.; cauda 

0.3 mm. 

Apterous viviparous female一Di佐rsfrom the winged viviparous female as 

follows: 

Body oval, at both ends acuminated. The 3rd antennal joint with about 6 

sensoria on the outer side. Cornicles narrower in the middle, at the _apices fuscous; 

cauda somewhat broader and shorter. Apices of the tibiae and the tarsi, fuscous. 

Length-4・5mm.; antennae 6 mm.; cornicles 0・5mm.; cauda 0.25 mm. 

Hab.-Hokkaido (Kushiro); collected by Mr. T. 0KUNI. 

F.P.-Dヴゆterisdilata; on the under side of the leaves. 

Nom. Jap.-Warabi二tokkureabura.

20, Phorodon viburni n. sp. 

Winged viviparous female-Body brownish, oval. Antennae somewhat longer 

the body, the antennal-process ?n the inn.erside with a large wart」ikeprojection, 

the 3rd joint with about 12 small sensoria on the outer side, the 4th and・ 5th 

subequal to the 3rd and 4th taken together. Wings with a light fulvous tinge, 

veins brownish, stigma grayish, 2nd furcal rather nearer to the apex of the first. 

Cornicles long, nearly as long as the middle femur. Cauda conical, at th心 ba月己

somewhat as broad as the cornicles. Legs concolorous with the body, femora at 

the apices somewhat infuscated. 

Length－，・5mm.; exp. 5・5mm.; antennae I .8 mm.; cornicles o.4 mm.; cauda 

0.12 mm. 

Pu~a-Di佐rs from the winged viviparous female as follows: 

The tubercles of the antenna！・processand the first joint more conspicuous, 

the 3rd joint with a会w indistinct sensoria on the outer side, the 4th somewhat 

shorter than the 5th, the 6th nearly as long as the other joints combined; ante-

rhinarial about 7 times as long as the postrhinarial. Wing-sheath reaches not to 

，＆』
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the middle part of the posterior femur. Cauda broad-conical, short. 

Length-I .4 mm.; anteQ.nae I・5mm.; cornicles 0.25 mm.; cauda 0.08 mm’ 
Hab.-Hokkaido (Sapporo); in the early part of July, 1917, collected by 

the author in the Botanical Garden of our Imperial Agricultural・ 

College. 

F. P.-Viburnttm sp.; infecting the under surface of the leaves. 

N om. Jap.-Gamazumi-iboabura. 

21. Ph町 odongaleopsidis KALT・

Aphis-galeopsidis KALT. Monog. Aph. p. 35 (1843), 

Phorodon galeopsidis PAss. Gli Afid. p. (186'.J); Buck. ~fonog. Vol. 

p. 171 Pl. XXXII, (1875). 

Hab.-Hokkaido (Sapporo), Honshu, Formosa; Europe. 

F. P.-1 have found this species on the under surface of the leaves of 

Elaeagnus sp. at the Okada-garden in the Nakajin恥 Park. In Europe 

this species attacks Galeopsis Tetrahit, Lamium album, Stachys sylva・

tica and Polygonum persicaria. 

Norn. Jap.-Gmni-iboabura. 

8. Acanthaphis n. g. 

Near Fうもorodonof Pa&sarini. 

Apterous viviparous female一Hairsof the body mostly capitate. Antennae 

much shorter than the body, antennal-process nearly as long and broad as the first 

joint, with・ 2 capitate hairs on the inner side, the first joint with a long cylindrical 

process; which being longer but slenderer than the 2nd joint, the 3rd the longest, 

the 4th and 5th subequal, postrhinarial somewhat shorter than the 5th, anterhina-

rial short. Rostrum moderately long. Thorax and abdomen on the sides with 

a row of capitate hairs, in the middle of each thoracic and abdominal segment 

with"a pair of tuberculous projections, the penulimate pair being very long. Cor-

nicles long, cylindrical, somewhat incurved. Cauda conical, longer than broad. 

Legs moderately long. 

Genotype-Acantkap紛 rubt・MATS,
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22, Acanthaphis rubi n. sp. (Pl. I. f. 3, a, b, c, 'd）・

Apterous viviparous female-Body oblong, dark brown. Anknnae at the 

basal one-third paler, with a few hairs, the branch-like process of the first joint at 

the apex blunt, with 2 capitate hairs on the inner side, the 3rd joint somewhat 

shorter than the 4th and 5th combined, wants distmct sensoria; anterhinarial about 

2f times as long as and a little.slenderer than the p::,strhinarial. Dorsal projections 

each with one or 2 capitate hairs. Cornicles nearly reach to the tip of the cauda, 

at the apices somewhat infuscated. Cauda conical, near the base with a few fine 

hairs. Legs concolorous with the body, some hairs being capitate. 

・Length-I・3mm.; antennae I mm.; cormcles o. 5 mm.; cauda o. r; mm. 

Hab.ァ Hokkaido(Sapporo); in the latter part of July, 1917, collected by 

the author in the Botanical Garden of the Imperial Agricultural Col-

lege. 

F. P.-Rubus sp. 

Nom. Jap.ー/chigo・togeabura.

23, Myzus malisuctus n. sp. 

Winged viviparous female-Body oblong, brownish, head and thorax fuscous. 

Antennae distinctly longer than the body, the ante1】nal司 processsom巴whatshorter 

but bt ader tha1 he first joint, the first joint with a roundish protuberance, tりe3rd 

joint with about 15, the 4th with about 7, the 5th with about 4 s己nsoria,the 5th 

much shorter i:han the 4th; anterhinarial about 5 tim巴sas long as the postrhinarial. 

1礼Tingswith a very pale fulvous tinge, veins fulvous, stigma pale grayish, 2nd 

furcal rather near to the apex. Abdomen on the side fuscous spotted. Cornicles 

about 3をtimesas long as the tarsi; cauda short, conical, somewhat shorter than 

the tarsi. Femora, except the bases, and the apices of the tarsi, fuscous. 

Length-1.1 mm.; exp. 4.4 mm.; antennae I・2mm.; cornicles 0・25mm.; 

cauda 0・09mm.

Apterous viviparous female-Differs from the winged viviparous ぬmale回

follows: 

Body green, longer. Antennae much shorter than the body, tubercles of the 

antenna！・processand first joint more conspicuous, the 3rd joint wants distinct 

sensoria; anterhinarial about 6 times as long as the postrhinarial. Abdomen with 
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z deep colored longitudinal stripes. Cornicles broader and longer. Cauda at the 

base broader than the conicles, larger. 

LengthーーI ・3mm.; antennae ・I mm.; cornicles o・3mm.; cauda o. I mm. 

Hab.-Hokkaido (Sapporo); in the early part of July, 1917, collected by 

the author in the Botanical Garden of the Imperial Agricultural Col-

lege. 

F. P.-Pirus malus; causing the leaves to roll in, very injurious. 

Norn. Jap 

24, Arimakia taranbo1tis MATs. 

Arimakia taranbonis MATS., Journ. Coll. Agdc. Vol. VII, p. 

407 ( 1917 ), (apterous viviparous female only desc巾 ed.)

Winged viviparous female-Much resembles A. ara!iae MATS., but di仔ers

from the latter as foliows : 

Antennae, except the base of the 3rd joint, fuscous, the 4th joint with about 

8 sensoria, the 5th joint somewhat longer than the anterhinarial; anterhinarial 

about 2} times as long as the postrhinarial. Legs black, femora at the bases and 

tibiae, except both ends, fol vous. 

Length-2.2 mm.; exp. 8.o mm.; antennae I・5mm;; corniclus o. 1 5 mm. 

Hab.-Hokkaido (Sapporo); in the middle part of July, 1917, collected 

by the author in the Botanical Garden of the Imper匂iAgricultura・l 

College. 

F. P.-Arali，αsi悦 nsis,Kalopanax ricinifo!ium, K. divaricα：tum and Vibur-

nmn di!atatum; attacking the under surface of the leaves. 

Norn. Jap.-Taranbo-abura. 

25, Yezabura photiniae n. sp. 

Much resembles Y. sasae MATS., but di佐 rsfrom the latter in the following 

points: 

Winged viviparous female-Antennae dirty yellow, antennal-process and the 

first 2 joints fuscous, the 3rd joint broad, fusifor町 withabout 12 sensoria, the 4th 

and 5th want distinct sensoria. The space between the media (with furcaりand

stigmatic vein nearly parallel throughout, while in sasae much broader near the 
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base (at the base of stigma). Cornicles so附 whatlonger. Cauda m山 hslenderタr

than the cornicles, nearly as long as the tarsi. Legs fol vous, femora, apices of 

the tibiae, and the tarsi, infuscated. 

Length-1・3mm.;e_xp・5・2mm.; antennae l・5111111.; cornicles 0・2mm.; cauda 

0.09 mm. 

Pupa--Differs from the winged viviparous female as follows: 

Antennae broader, the 3rd, 4th and 5th joints subequal, the 6th somewhat in-

fuscated, the 3rd with a few indistinct sensoria. Wing-sheath pale brov.・nish, with 

2 fuscous stripes. Cornicles and cauda shorter, the l辻tterbeing much broader. 

Legs shorte11 and broader. 

Length-I -4 mm・； antennae 1.2 mm.; cornicles 0.1 mm.; cauda 0.07 mm. 

Hab.-Hokkaido (Sapporo); in the latter part of June, 1917, collected by 

the author in the Botanical Garden of our College. 

F. P-Pltotinia villo』、d; attacking the under surface of the leaves. 

No瓜

4, Sappaphis n. g. 

Somewhat allied to Ap々isL., but di仔ersfrom the latter as follows: 

Winged viviparous female-Body with woolly secrection. Antennae broad, 

with many minute hairs, the 3rd joint sulx:qual to the 4th and 5th combined; an-

terhinarial scarcely I k times as long as th己 postrhinarial. First furcal arises from 

onじ thirdpart near the base of media, th己 spacebetween the 2nd oblique and 

media broader than the space between the first and 2nd oblique; stigma shorter 

and in a shaμe of fusiform. Cornicles short, cylindrical, somewhat longer than 

the tarsi, cauda short and broad. 

Genotype-Sap pap/tis piri MATS. 

26, Sappaphis piri n. sp. (Pl. I. f. r, a, b, c). 

Winged vivi1川 rousfemale-Body fuscous, abdomen fulvous. Antennae much 

shorter than the body, the 3吋 joi川 withabout 23 sensoria all over the upper sur-

face, the 4th with about 5 small scnsoria on the outer side. ¥Vings with a very 

light fulvous tinge, veins and stigma fuscous, :rnd furcal at the middle of tht> first. 

Abdomen on the sidt:s fuscous spotkd, with about 5 fuscous bands at tbt: apical half 
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of the abdomen. Cornicles near th己 bases,)mcwhat incurved, distinctly broader 

and longer than the tarsi. Cauda nearly as lけngas wide, rounded. Legs concolo-

rous with the abdomen. 

Length--1・7mm.; exp. 6 mm.; antennae I・3mm.; cornicles 2・4mm.

Apterous viviparous たmale-Di佐 rsfrom the winged viviparous female as 

follows: 

Body broad oval, browr 

few in正1istincts己nsoriaon the outじrsiclじ，日horterthan the 4th and 5th combined, 

the 5th distinctly longer than the 4th, the 6th somewhat infuscatcd. Abdomen 

wants foscous spotsλnd bands. Cauda much broader, broader than long. 

Length-2・4nun.; antennae 1.2 mm.; cornicles 2・5mm. 

Hab.-Hokkaido (Sapporo); in the latter part of June, 1917, collected by 

the author in the Okada-garden at Nak司jima-Park.

F. P.-Pirus co11zmu11is; attacking th巴 undersu・r仏ceof the leaves, coverd 

with white woolly sじcretion.

Nom. Jap,-Naslti-,naruabura. 

5, Myzopsis n. g. 

Muιh resembles lvly,,:;us PAss., but differs from the latter as follows: 

Antennae n.rnch longer than the body, the antennal-process only one-half the 

length of the fir叫 witha large ＼日l・t・likepr吋ectionon the inner side~, the yd 

some叫•hat shorter than the 6th, the 4th and 5th gradually dじscreasingtheir lengths; 

anterhinarial aboutヰ timesas long as the postrhinarial. Wings broad and long, 

first oblique nearly in the right angles to the cubitus, much s巴paratedfrom the 

2nd oblique than the media is separated. Cornicles slender, very long,.. cylindri-

cal. Cauda long, about twice as broad as the cornicles, conical, in the ~nicldle 

somewhat constricted. 

Genotype-Myzopsis diervillae MATS. 

27. Myzopsis diervillae n. sp. (Pl. I. f. 2, a, b, c). 

Winged viviparous female-Body broad fusiform, dark yellowish brown, with 

agree凶shtinge. Antennae so mew hat long己rthan the body, the 3rd joint with 

about 20 sensoria, the 4th a吋 5thjoi川swa川 sensoria;a叫erhi旧 rialsorn己what
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slenderer than the postrhinarial. Wings with very light fulvous tinge, veins 

fuscous, stigma pale grayish, 2nd furcal about at the middle of the first. Abdo-

men wants any spot. Cornicles very long and slender, at the apices somewhat 

infuscated. Cauda long conical, at the apex infuscated. Legs fulvous, femora 

and tibiae at the apices, and the tarsi, fuscous. 

Lengthー I・7mm.; exp. 6 mm.; antennae 3・2mm.; cornicles 0・4mm.; 

cauda 0.2 mm. 

Pupa-Differs from the winged viviparous female as follows: 

Antennae broader, at the apices infuscated, antennaレprocesswith much larger 

projection on the inner side, 3rd a川ennal’jointwa川ssensoria; anterhinarial 3 

times as long as the postrhinarial. vVing-sheath short, reaches to the base of the 

abdomen. Cauda very short and broad. 

Length-1・9mm.; antennae I・7mm.; cornicles 0.4 111111, 

Hab.-Hokkaido (Sapporo); in the middle part of June, 1917, collected 

by the author in the Botanical Garden of our College . 

. F. P.-Diervilla japonica; attacking the under surface of the leaves. 

Nom. Jap.-Utsugi-abura. 
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摘 要

余は曇tζ東北帝園大串紀要第七巻第六撹Ii:於て日本産甥晶科の目録及び新

種を畿表したるが今又二十二の新種並比五の新属を接見したれば越に義表せん

とす、序に従来本邦民知れ居らぎbし！跡患をも併記する乙と、せれ今下に列

言己す，、ミし。

I, Metaphis （新麗） angelicae Mats. （新種） (Pl, I. f. 5, a, b, c). 

ゑ g'にラ ，，ぶ f,

2. Macrosipht』m cercid iphyUii Ma匂．（新種）

か0 ら°O'げながるぷら

3・ M. giganteum Mats. （新種）

，，ざ ~v- げながるぶら

4. M. advenophorae Mats. （新種）

しやじんひげながあぶら

5・ M. syring.鵠 Mats.（新種）

はしどいひげ訟が，，ぶら

6. M. sorbi Mats. （新種）

ななかまどひげながあぶら

7・ Siphocoryne cacaliae Mats. （新種）

よぶすま《 V'れあぶら

8. s. cornicolum Mats. （新種）

みづ t-《V'ii，あぶら

9・s. donarium Mats. （新種）

さ《 f,《'(JCii，あぶら

IO, Yezosiphum （新属） thalictri Mats. （新種） (Pl. I. f. 4, a, b, c). 

からまて2 き~ ，，ぶら

I I, Rhopalosiphum hydrangeae Mats. （新種）

さびたと q < ' I>ぶら

12, R. sambuci Mats. （新種）

には＆包＆ヲ《， I>ぷ＆

13・ R. smilacis Mats. （新種）

きると’とヲ < 9 ，，ぷ f,

14・ R. viciae Kalt. var. japanicuril Mats. （新鍵種）

たにはた l,c!: ヲ《’あぶら

唾

． 
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I 5. Rhopalosiphum tiliae Mats. （新種）

Lなと守《明あぶら

16. R. miniatum Mats. （新種）

うつぎと ヮ〈りあぶら

17・ R. her恥 rocallidisMats. （新積）

《わんすうとっ《 Hbぶら

18. R. ribis L. 

す rlJとっ《事あぶら

19・ Megoura dryopte1・idisMats. （新種）

わら '(fとヮ《 lJbぶ ら

20. Phorodon viburni Mats. （新種）

がまづみい lまあぶら

2!. P. galじopsidisKalt. 

ぐみい iまあぶら

22. Acantl叫）his（新属） rubi Mats, （新種） (Pl. I. f. 3, a, b, c, d). 

いちごと げ あ ぶ ら

23. Myzus malisuctus Mats, （新種）

事ん ζζ ぶあぶら

24・ Arimakiataranbonis Mats. 

たらん iまあぶら（従来有麹ノ雌知v居ヲザリ γ チ以テ詑裁セ
〉レ屯ノナリ）

25. Yezabura photiniae Mats. （新種）

かまワか〈ろみや《あぶら

26. Sappaphis （新届） piri Mats. （新種） (Pl. I.仁 1,a, b, c). 

なしま 9あぶら

27. Myzopsis （新属） diervillae Mats. （新種） (Pl. I. f. 2, a, b, c). 

ラワぎあぶら

‘角川．台、，...旬、’~........ , ... ...，、、，w、・析、，‘.......》 ......... ，＿.、．，



Pia旬瓦

I, Sap伊phis(n. g.) piri n. sp. 

I a. Antenna. 

I b. Cornicle. 

t c. Wingless viviparous female. 

2. Myzopsis (n. g.) diervillae n. sp. 

2 a. Pupa. 

2 ・b. Cornicle. 

2 c. Antenna, 

3. Ac副 thap}邸（n.g.) rubi n. sp. 

3 a. Head. 

3 b. Antenna. 

3 c.℃ornicle. 

3 d, A tubercular projection with a capi回tehair. 

4. Yezo均hum(n. g.) thalictri n. sp. 

4 a. Wingless viviparous female. 

4 b. Antenna. 

4 c. Cornicle. 

5. Metaphi宇(n. g.) angelicae n. sp. 

5 a. Wingless viviparous female. 

S b. Antenna. 

S c. Cornicle. 
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MATERIALS FOR A FLORA OF HOKKAIDO. VIII. 

By 

KINGO MIYABE 

and 

YusHUN Kuoo. 

jヒ海 道 植 物 τ，t 、 料－ VIII. 

宮 部 金 吾

ヱ 藤 紡 舜

101. Dryopteris crenulato・serrulataC. Chr., Ind Fil. p. :!59・

AthリIJ'l・umcrenuJato-serrulatum Makino, Bot. Mag. Tokyo XIII. p. 26; Matsu:n. 

Ind. Pl. Jap. I. p. 293・

Pんαψterβ crenu!ato-serrulataMakino, Bot. Mag. Tokyo XVII. p. 78. 

A毛pん/l/1

NoM. }AP.ο・miyama-inuzι’arabi.

HAn. Ho止止aido.Pr戸ov.ず Iburi: Mt. Tarumai (Y. ・1、alぽ nouchi! 1’Jut 30, 1912) 

near the source of River Azuma (C. Yendδ！幻 Julyto, 1895); Mt. Mal王kari-npu 

； 

(Y. Takeno山 hi!Aug. 1, 1912).-Prov. Kitarni: Shari-sandδ （K. Miyabe ! July 23, 

1884). 

DISTRfB. Hokkaido and Honshu. -・ 
New to the Flora of Hokkaidる．

102. Dryopteris (Eudryopteris) okushirensis Miyabe et Ku仏 sp.nov. 

Rhizoma abbr・eviatum,dense caespitosum. Stipites 27 cm longi, multi-sulcati, 

parte inferiore nigri, paleisque castaneis ovato-lanceolatis vel late ovato-lanceo-

latis dense obtecti, parte superiore straminei, paleisque pallide castaneis lineari-

lanceolatis parce vestiti. Frondes herbacea1:, oblongo”lane己olatae,abrupte acumi-

natae, 65 cm longae, basi 4 cm, medio 21 cm latae, simpliciter pinnatae : rachis 

straminea, striata, castaneo・punctata,paleis pallide castan己issubulatis vel lineari 

I）竹内叔推 2） 遠藤 千尋

[Trans. of Sapporo Natural History Soc. Vol. VII. Part I. Feb. 1918.) 
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bus dense vel par℃e obtecta : pinnae sessiles, utrinsecus usque 23 a rnchi liberae, 

sup1'emae tantum coalitae, oblongo・lanceolatae,basi truncatae vel oblique trun-

ca旬、 rachisub-alato-decurrentes apice sensim acuminatae, 6-1 i cm fongae, supra 

glabrae, subtus praeter nervas paleaceae, margine aequaliter serrato・crenatae;

venae pinnatae. Sori parvi, numerosi,・ plerumque 3 utnnsecus venas, prope mar-

gines despositi. Ii1dusium orbiculari・cordatum,maturum contractum, margine 

mtegrum. 

NoM. }AP・ Okushiri-・iwak怨0・（nov.).

RAB, .lゐ•kkaiao. Prov. Shiribeshi : Isl. Okushiri : by the source of a stream, 

between Tsurikake and Poronai (Y. Kudδ！ n. 2178, Aug. 4, 1816). 

DISTRIB, Endemic plant! 

This species is nearly related to Dヴザ•teri's り，cad初。 C. Chr.出 wellas to 

D勿1opterishirtipes 0. Ktze. But it is easily distinguished from both of them by 

its smaller sori, which are arranged near the margins of pinnae, as well as by its 

brown scales. 

103, Athyrium crenatum Rupr., Nyland. Spicil. Pl. Fenn. II. (1844) p・

14; Fr. Schm. Fl. Sachal. (Russian edition) p. 225; H. Chr. Fernk. d. Erde p. 

225; Diels, in Engl. Nat. Pfl.-Fam. I. 4・p.224; Korn. Fl. Mansh. I. p. 135; C. 

Chr. Ind. Fil. p. 140; Miyabe & Miyake, Fl. Saghal. p. 63 r. 

Aspidi"um crenatum Sommerf., Veg. Ak. Hand. (1834) p. 104・

Asplenium crena.加mFries, Summa Veg, I. p. 253; Hook. et Bak. Syn. l!'il. p. 

224; Ledeb. Fl. Ross. IV. p・5r 8; Rgl. et Til. Fl. Ajan, p. 1 28; Maxin 

Fl. Amur. p. 340; Fr. Schm. Fl. Amg. p・74;Korsh. Acta Hort, Peterop. XII. 

p. 427・

Athyrium mite H. Chr., Bull. Acad. Geogr. Bot. Mans. (1909) p・36;C. Chr. 

Ind. Fil. Suplement. p・15・

NoM. }At>. Mi.yamasltida. 

HAB, Hok拘 i必. Prov. Ishikari: Garugawa (Y. Takenouchi ! June 26, 1912). 

Sagkalin. 。domari-district:Kimonai (U. Faurie, n. 317 I Sept. 1908).-

Shikka-district: Higashiyama (T. Miyake! Aug. 28, 19o6); Buriu (T. Miyake! 

Aug. 24, 1906). 

DrsTRJB, Saghalin, Hokkaidδ，Honshu, Manchuria, Amurland, Dahuria, 

Siberia, Kamtschatca and Europe. 
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We have a coty戸 specimenof this interesting fern collected at Ki111onai, 

Saghalin by Faurie, which was described by H. Chr‘ist as a new species under the 

name“Ath r m mi 

Rupr. by any constant characters. 

104. Anogramma斑akinoiH. Christ, in C. Chr. Ind. Fil. p. 58; Nakai, 

Bot. Mag. Tokyo XXVIII. p. 89・

G_ymnogr仰 仰 MakinθiMaxim., in lit/. 1争udMakino, Bot. Mag. Tokyo VIII. 

p. 481, t. 9, et ibidem IX. p. ( 246); H. Christ, Bull. Herb. Boiss. ( 1896) p. 647 ; 

Matsun 

NoM. JAP. Kara丘町a-slzida.

HAB. 品物ido. Prov. Ishikari : Jるzankei(Seiya Itδ！ 0 Oct. 10, 1905); Mt. 

Teine, at Takinosawa (M. Takenouchi ！町 Sept.7, 1917); Kamuikotan (Faurie). 

DISTRIB, Hokkaido, Honsh忌， Shikoku,Hallaisan (Korea). 

105. Selaginella involvens Spring., Monogr. II. p. 63; Milde, Fil. Europ. 

et Atl. p. 268; Miq. Prol. FI. Jap. p・349;Fr. et Sav. Enum.•Pl. Jap. II. p. 200; 

Korsh. Acta Hort. Peterop. XII. p. 425; Korn. Fl. Mansh. I. p. 165; Diels, Fl. 
が

C. China p. 21 I ; Palib. Consp. Fl. Korea. III. p・39;Hieron., in Engl. Nat Pfl.-

Fam. I. 4. p. 676; Yabe, Bot. Mag. Tokyo XVII. p. 69; Matsum. Ind. Pl. Jap. I. 

p・361;Nakai, Fl. Korea. II. p. 424・

Lycopodium circinaんThunb.Fl. Jap. p・341(non L.). 

Selaginella pulvinata Maxim. Prim. Fl. Amur. p. 335; Rgl. Tent. Fl. Ussuri. 

p. 175• 

form. minor Milde, l. c. p. 269・

NoM. ]AP. lwa-hiba, lwa-matsu, lwa-goke. 

HAE. Hokkaido. Prov. Shiribeshi : Isl. Okushiri, Mt. Kamui (Y. Kudo! n. 

2289, Aug. 5, 1916). ,, 

D1sTRIB. Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kiushii, Formosa, Korea, Manchuria, 

Amurland, Ussuri-region, Eastern Mongolia, North and Central China, Himalaya, 

Philippin and Java. 

It was quite unexpected to find this Selaginella in Hokka.idふ 1twas found 

I）伊蕗誠哉 2） 竹 内 亮
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on the rocky summit of Mt. Kamui, in the Island of Okushiri, growing together 

with lichens and mosses. The plant is said to grow also on the rocky cli能 near

Tsurikake and some other places in the same island. 

The Island Okushiri, bathed by a warm bra,nch current of the Kuroshiwo, has 

a mild climate. As a consequence, among its flora, we find many interesting 

southern elements, wnich are either very rare or entirely unknown in the main-

land of Hokkaidふ Asexamples, we may cite。1mbidiumvirens Lindiリ Lonicera

striψ，hiψlzora Franch., Dη・opteris lai:era 0. K. var. subtripaげitaMiyabe & Kudる，

and Ardi・siaJ》onicaBI. 

106, Cyperus difformis L. Spec. Pl. ed. 2. p. 61 ; Kunth, Enum. PI. II. p. 

38; Ledeb. Fl. Ross. IV. p. 242; Maxim. Prim. Fl. p. 297; Rgl. Tent. Fl. Ussur. 

p. 159; Miq. Pro!. Fi. Jap. p・73;Fr. et Sav. Enum. PI. Jap. II. p. 104; Clarke, 

in Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI. p. 599 et Forb. et Hems!. Ind. FL Sin. III. p. 2 1 o; 

Kom. Fl. Mansh. I. p. 33 I ; Matsum. Ind. Pl. Jap. II. 1. p. 140; Nakai, FI. Korea. 

II, p. 286 et Bot. Mag. Tokyo XXVI. p. 19つ．

Cyperus Goeringii Steud. Syn. II. p. 24・

NoM. ]AP. Tamaす砂，atsuri.

HAB. Hol.;kazdo. Prov. Ishikari : Teine (K. Kon品！.1) Sept. 26, I 906) ; Has-

sabu fM. Takenouchi ! June 7, 1917). 

DISTRIB. Hokkaidふ Honshふ Kiushii,Formosa, Korea anti widely dis-

tributed throughout tropical and temperate regions of Asia, Europe and A仕ica.

107, Juncellus serotinus C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI. p. 

594 et Forb. & Hems!. Ind. Fl. Sin. III. p. 208; Matsum. Ind. Pl. Jap. II. I. p. 

I 54; Nakai, Fl. Korea. II. p. 286 et Bot. Mag. Tokyo XX  VI. p. 199・

Cがerusserotinus Rottb. Desc. et le. Gram. p. 31 ; Kunth, Enum. II. p. 19; 

Di els，ドI.C. China. p. 227; Kom. Fl. Mansh. I. p. 332. 

Q少erusfaponicus Miq. Pro!. Fl. Jap. p・72;Fr. et Sav.五num.Pl. Jap. II. 103・

C伊＇erussero抑制 Rottb.var.のdψrataFr. et Sav. l. c. p. 102. 

NoM. ]AP. Mizu-g.のほtsuri,Ushi-gayatsuri. 

HAB. Hokkai泊. Prov. Shiribeshi : Yoichi (Y. Tokubuchi ! Aug. 7, 1894); 

Zenibako (Y. Tok山uchi! Sept. 15, I 869).-Prov. Ishikari : Sapporo (S. Tanotト

1）泣蟻金膏
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chi! n Aug. 1878); Gar暗 awa(G. Yamada！の A暗・ 12,1896); Bannaguro (K. Mi-

yabe! Aug. 23, 1885).-Prov. Hidaka: Shimokebo(Y. Tokゆuchi!Aug. 24, 1890). 

D1sTRIB, Hokkaidδ，Honshu, Shikoku, Kiushii, Formosa, Korea, Manchuria, 
China, India and "f,urope. 

108, Pycreus sanguinolentus Nees, in Linnaea IX. p. 283; C. B. Clarke, 

in Hook. f. Fl. Brit. ind. VI. p・590et Forb. et Hems!. Ind. Fl. Sin. III. p・2o6;

Matsum. et Hayata, Enum. Pl. Formos. p・469;Matsum. Ind. Pl, Jap. II. I. p. 

158; Nakai, Fl. 'Korea. II. p. 285 et Bot. Mag. Tokyo XXVI. p. 202. 

の,perussanguinolentus Vahl, Enum. II. p. 322; Kunth, Fnum. II. p. 7 ; Fr. 

et Sav. Enum. Pl. Jap. II. p. 102; Korn. Fl. Mansh. I. p・334・

cν附 S・ /!avescens L. /3 rufo-marginata Schrenk, Enum. I. p・3;Rgl. Tent. 

Fl. Ussur. p. I 58. 

じ汐・er弘ssanguinolentus Vahl, var. spectabilis Makino, Bot. Mag. Tokyo XIX. 

p. 144. 

の,pemsEragrostis Vahl, var. spectabilis Makino, Bot. Mag. Tokyo VI. p. 47・

NoM. ]AP. Kawara-sugana, Sk幼ずの倒的．

HAB. Hokkai，必. Prov. Oshima: Between Kobui & Todohokke (K. Miyabe I 

Aug. 25, 1890).-Prov. Iburi: Chitose (K. Miyabe! Aug. 11, 189:>).-Prov. Ishi-

kari : Sapporo (K. Miyabe ! Sept. 1894).-Prov. Tokachi : Birる（M.Nakamura！釣

A唱・ 5,1889). 

D1sTRIB, Hokkaidる， Honshu,Shikoku, Kiushii,. Korea, Tropical and Tern-' 

perate Asia, Abyssinia, Australia. 

109. Scirpus muぽ onatusL., Spec. Pl. ed. , . p. 50; Kunth, Enum. III. p. 

161; Ledeb. FL Ross. IV. p. 247; Miq. Prol. Fl. Jap. p・75 ; Clarke, in Hook.ι 

Fl. Brit. Ind. VI. p. 657:et Forb. et Hemsl. Ind. Fl. Sin. Ill. p. 252; Diel.s, Fl. C. 

China p. 228; Matsum. Ind. Pl. Jap. II. p. 163; Matsum. et Hayata, Enum. Pl. 

Formos. p・489・

Sciψ前 例ucronatusL. var. sub!eiocaψ•a Fr. et Sav. En um. Pl. Jap. II. p. Ir 2. 

NoM. ]AP. K.仰「.garei.

HAB, Hokkaido. Prov. Oshima: Junsainmna (K. Miyabe ! Aug. 9, 1881 & 

Sept. 27, 1899; Y. Tokubuchi I Aug. 17, 1888).-Prov. Shiribeshi: Yoichi (Y. 

I）関内拾プミ 2)Jll Ill玄太郎 3）中村守一
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Tokubuchi ! Aug. 7, 1894).-Prov. Ishikari : Horomui (G. Yamada! Sept. 11, 

1899); Sapporo (K. Miyabe ! A唱・ 25,1885; Shirnishi (Y. Tokubuchi ! Aug. 20, 

1894）・－Prov.lburi: Usu (K. Miyabe ! Aug. 15, 189つ）．

DISTRIB. Hokl王aidδ，Honsh凪 Shikoku,Kiushu, Formosa, Korea, China, 

India, warmer part of Asia, Madagascar, Europe and Australia. 

110, Scirpua erectua Poir., in Lamb. Encycl. VI. p・761; Clarke, in Hook. 

f. Fl. Brit. lnd. VI. p. 656 et Forb. et Hems!. Ind. Fl. Sin. III. p. 248 et Bull. 11ト

tern. Geogr. Bot. ( 1904) p. 2ot; Diels, Fl. C. China p. 228; Korn. Fl. Mansh. I. 

p. 344; Matsum. Ind. Pl. Jap. II. I. p. r6t ; Mats um. ct Hayata, Enum. Pl. For-

mos. p・488;Nakai, Fl. Korea. II. p. 292. 

Sci1ザ創設。＇ilisPursh, Fl. Am. Sept. I. p, 55; Kunth, Enum. Pl. II. p. I 59; 

Britt. & Brown, Ill. Fl. I. p. 264・

Sc，り勿'1-SjuncoidesRoxb. Fl. Ind. p. 216; Kunth，よ c.p. 160. 

NoM. ]AP. Hotarui. 

HAB, Hokkaido. Prov. Iburi : Oshar陥 mbe(Y. Tok~1buchi ! Aug. 19’1888). 

一－Prov.Kusl山iro:Shal王ubetsu(M. Nak 別 ra!Aug. 16, 1886). 

DtSTRlB. Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kiushii, Liukiu, Formosa, Korea, 

Manchuria, China, Tropical Asia, India, Madagascar, Australia, North America. 

111. Care玄 :flaccidior(Fr. Schm.) 

Carex eleusino.絞 ら var.jlaccidior Fr. Schm. Fl. S』cha!.p. 196. ( 1868). 

Carex A1.t,g-ustinowz・cziiMeisn. apud Korsh., Acta Hort. Peterop. XII. p・41I 

(1892) et XVIII. p・345;Franch. Car. As. p. r 32; Kom. Fl.. Mansh. I. p・370;

Matsum. Ind. Pl. Jap. II. I. p. roo; Ki.ik. Cyp.-Car. p. 389; Nakai, Fl. Korea. II. 

p・313;Miyabe et Miyake, Fl. Saghal. p・540.

Carex bid長1dataFranch. in Bull. Soc. Phil. Paris 8 Ser. VII. p. 41 et Car. As. 

p. 132; Forb. et Hemsl. Ind. Fl. Sin. III. p. 275; Matsum. Ind. Pl. Jap. II. I. p. 

100. 

NoM. }AP, Hiragishi・suge,Yezo-azesuge, Yac!tibozu. 

HAB. Hakkai必. Prov. Shiribeshi: Otaru (Faurie ! July 27, 1888).-Prov. 

Ishikari : Hiragishi，間arSapporo (K. Miyabe!); Ishiyama (Y. Tokubuchi! June, 

1895); Hassabu (M. Yamamoto！り May21, 1911; Y. Hashitani ！幻 May15, 1911); 

Maruyama (Y. Tokubuchi ! May 22, I 891) ; Zるzankei(Sadaharu Aoyagi ！め June

1）山本亮 z）繍谷議孝 3）背柳定治
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6, 1895); Moiwadake (K. Miya.be! June 15, 1885); Mt. Ashiupetnupuri (S. Ni-

shida & H. Yanagisawa ! Aug. 4, 1913); Yamahana (H. Kuroda! 1l 1910).-Prov. 

Iburi : Tomakomai (Y. Kudδ ＆ T. Yoshimi ! June 25, 1915).-Prov. Tokachi: 

Mt. Memoro (S. Nishida! July 22, 1914).-Prov. Kushiro: Sempるji(K. Miyabe ! 

Jt々あ 1884);Mt. Meakan (T. Kawakami! Aug. 1897) . 

. Kun仇 Isl.Etorofu: Mt. Atoiya (T. Kawakami! Aug. Ir, 1898); Porosu (T. 

Kawakami! Aug. 7, 1898). 

Saghalin. Maul砕 district:Tokotan (T. Miyake! June 22, 19つ7);Notasan (T. 

Miyake! June 30, 1907); Tobutsu (T. Miyake! June 2九 19-:>7).-0domaルdist噌

rict : Mt. Omanbetsu (T. Miyake! July 15, 1908); Cheppopo (T. Miyake! July 8, 

1908).-Shikka-district : Shik旬、（K.Miyabe & T. Miyagiリuly23, I伊 6).

D1sTRIB, Saghalin, Kuriles, HoTckaido, Korea, Manchuria, Amurland. 

112, Care玄 I鍋 folepisFranch. in Bull. Soc. Phil. Paris 8 Ser. VII. p・415et 

Carex As. p. I 73 ; Lev. Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. ( 1903) p. 504; Ma tum. Ind. 

Pl. Jap. II. 1. p. 1 I 7; Ki.ik. Cyp.-Car. p. 486; Nakai, Fl. Korea. II. p. 320・

Carex adumana Makino, Bot. Mag. Tokyo IX. p. 258: 

NoM. JAP. Azuma・suge.

HAB. Hokkaitto. Prov .. Hidaka : Mukawa (M. Adachi！の April,1884). 

D1sTRJB. Hokkaido, Honshu and Korea. 

New to the :Flora of Hokkaidる．

, 113, Care玄 rotundataWahlenb. in Vet.-Akad. Hand!. XXIV. p. 1 53; 

Kunth, Enum. II. p. 451 ; Ledeb. Fl. Ross. IV. p・300;Trautv. et Mey. Fl. Ochot. 

p・99;Fr. Schm. Fl. Sachal. p. 197; F. Kurtz, Fl. Tschkt. in Engl. Bot. Jahrb. 

XIX. p・479・

Carex rostrata Stokes, subsp. rotund.αta Ki.ik. in Cyp.-Car. p・723;Miyabe & 

勤Hyake,Fl. Saghal. p. 5 5 1. 

NoM. ]AP. Karafuto-kasasuge. 

HAB. Ho是正ai協． Prov, Ishikari: Horomui (K. Miyabe ! July 13, 1885); 

Sapporo (Y. Tokubuchi ! June 6, 1891).-Prov. Kushiro: Mt. Meakan (T. Ka，＼恥

kami ! Aug. 1897). 

DISTRtB. Saghalin, Hold王aidδ，Siberia,North Europe and Arctic North A司

1) J黒岡秀博 2）足立元太郎
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rnenc司．

New to the Flora of Hokkaidδ． 

114. Polygonatum involucratum Maxim. Mel. Biol. XI. p. 844・

Pen万α！！allthusi1mo!ucrat11s Fr. et Sav. Enum. Pl. Jap. II. p. 524・

P{)/ygonatum 丹 riba!/ant/msMal巾 o,Bot. Mag. Tokyo XII. p. (228) et ibidem 

XV. p. I 50; Mats um. Ind. Pl. Jap. II. 1. p. 2 r I. 

NoM. }AP. Wamiuchiso. 

ffAB. Hokkaid.δ. Prov. Oshima: Yachi, Hakod日te(F. C. Greatrexリune

r S, 1917); Larch plantation 2 1;2 miles from Yunoka1礼

1917); Vicinity of Nanae (F. C. Greatrex ! A暗.30, 1917). 

DrsrRrn. Hokkaidδ，Honshu, Shikokt1, Kiushii and Manchuria. 
New to the Flora of Hokkaidる．

115. Cocculus Thunbergii DC., Prodr. I. p・98; Maxim. Mel. Biol. XI. 

p. 65 I; Fr. et Sav. Enum. Pl. Jap. I. p. 19; Matsum. et Hayata, En um. Pl. Formos. 

p. 14; Nakai, Fl Korea. I. p・39;Matsum. Ind. Pl. Jap. II. 2. p. r 32. 

ル nisper.mumorbiculatu.m Thunb. Fl. Jap. p.ゆ4;Miq. Prol. Fl. Jap. p. 198. 

form. trilobus Miq. l. c. 

Menispermum trilobu.m Thunb.よc.

Cocculu.s tri!obu.s DC. Prodr. I. p・98.

Cebatha orbiculata C. K. Schn. var. triloba C. K. Sch. Handb. Laubholzl王.I. p. 

327, f. 265 n. 

NoM. }AP, Mitsumata-tsuzura.fu.fi. 

HAB. Hokkaid.δ. Prov. Oshima: Hakodate, at the top of East Point Cl i仔

(F. C. Greatrex ! A暗・ 12& 23, 1917). 

DrsTRIB. (Sp.) Hokl也 idδ，Honshu,Shikoku, Kiushii, Formosa, Korea and 

China. 

New to the Flora of Hokkaidδ． 

116. Ranunculus trichophyllus Chaix, in Vil!. Hist. Pl. Danch. I. p・335;

Huth, in Bull. Herb. Boiss. ( 1897) p. 1078; kor孔 FI.Mansh. II. p. 292; Koidz. 

PI. Sacha!. p. 64; Matsum. Incl. Pl. Jap. II. 2. p. 12 I ; Miyabe & Miyake, Fl. 

Saghal. p. I 2. 
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form. nemorensis nobis. 

Foliorum laciniis brevioribus nee penciliato・coactisa typo diagnoscitur. 

NoM. ]AP, N.emuro仰 ebachimo(nov.). 

HAB. Hokkaido. Prov. Kushiro : Lake Tるro(S Nozawa ! 0 Aug. 1 Iパ887).

-Prov. Nemuro: Tomoshiri (K. Miyabe ! Aug. 2, 1894; M. Na】camu旧！ June 29, 

1885; D. Hoshi ！の Aug.21, 1912). 

The general character of this form is somewhat near to that of RanuncuJus 

uシ・cinatus,but it is easily distinguished from the latter by its βmaller flower and 

shorter leaf-lobes. 

form; kushiren胸 nobis.

Flores magni. Petala circiter 9 mm longa. Cetera ut typo. 

NoM, }AP. Kusltiro・umebachimo(nov.). 

HAB. Ho.Haido. Prov. Kushiro: River Akan (T. Kawakamiリuly27, 1891); 

'Lake Akan (T. Kawai但 mi!Aug. 24, 1897); Teshikaka (K. Miyabe ! Aug. 17, 

1917); Shitakara, River Setchiri (T. Obauawa!: Ju肘 1895).

D1sTRIB, (Sp.) Widely distributじdthr ughout Eur pc:, Asia and North Ame-

rtca. 

117. Myriophyllum spicatum L., Spec. PL ed. 1. p・992;P. DC. in Dじ．

Prodr. Ill. p. 6&; Ledeb. H. Ross. IL p. I 18; Maxim. Ind. Fl. Pek. in Prim. Fl. 

Amur. p・471;Fr. et Sav. Enum. Pl. Jap. I. p. 165; Britt. & Brown, Ill. Fl. II. 

p. 503；、Vatson,Bot. Calif. I. p. 21 5; Clarke, in Hook.仁Fl.Brit. Ind. IL p. 433; 

Ito et Matsum，’fent. Fl. Lutch. p・471; Matsum, et Hayata, Enum. Pl. Formos. 

p. 138; Hayata, Fl. Mont. Formοs. p. 95; Schlinder, in Engl. Pfl.-Reich. IV. 

225・p・90;Matsum. Ind. Pl. Jap. II. 2. p・415・

ふfyriψめ，，ttumspicatum L. var. muricatum Maxim. Mel. Biol.-IX. p. 133; 

Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. II. p・433;Matsum. Ind. /, c. 

NoM. ]AP. Hozakino-fusamo. 

HAB. Hokkaz：必. Prov. Iburi : Lake Osatsu (Y. Tokubuhhi ! Aug. I 893); 

Chitose (K. Miyabe & S. Arimoto¥ 4> Aug. 8, I9'.J2); Mombetsu (M. Date! 61 July 

13, 1895); Usumura, Nakanuma (K. Miyabe! Sept. 23, 1893).-Prov. Kushiro: 

Lake Toro (S. Nozawa! Aug. 16, 1887); Lake Harutori (Kwanjiro Nishikawa！め

1）野津俊衣耶 2）星大吉 3）小花和太郎 4）有元新太郎 S）伊諸宗経

6）関 Jll冠次郎
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1914); Lake Akan (T. Kawakami! Aug, 23, 1897).-Prov. Nemuro: Tomoshiri 

(K. Miyabe ! Aug. 2, I 894). 

Kuriles. IτI. Etorofu : Naibo (T. Kawakami! Sept. z, 1898). 

DisTRIB. Cosmopolitic species, 

118. Myriophyllum verticillatum L. Spec. Pl. ed. 1. p・992;P. DC. in 

DC. Prodr. III. p. 68; Ledeb. Fl. Ross. II. p. 118; Maxim. Prim. Fl. pp. 107 et 

471 et Mel. Biol. IX. p. 183; Miq. I》rol.Fl. Jap. p. 264; Fr. et Sav. Enum. FI. 

Jap. I. p. 164; Britt. & Brown, Ill. Fl. II. p. 503; Clarke, in Hook.ιFl. Brit. Ind. 

II. p. 433-; Kom. Fl. Man sh. III. p. 1 r 2; Schlinder, in Engl. Pfl.-Reich. IV. 22 5・

p. 87; Matsum. Ind. Pl. Jap. II. 2. p・416.

NoM. ]AP, Fusa川 ｛）.

HAB. Hokkaido. Prov. Oshima : Lake Onuma (Y. Tokubuchi ! Aug. 19, 

I 888), 

D1sTRIB. HokkaidふHonsh弘Korea,Manchuria, China (Peking), Dahuria, 

North Asia, Kashmir, Persia, Algier, Asia Minor, Europe and North America. 

119, Myriophyllum ussurie.nse Maxim. in Mel. Biol. IX. p. 183; Fr, et 

Sav. Enum. Pl. Jap. II. p・369;Korn. Fl. Mansh. III. p. I 13; Schlind巴r,in Engl. 

Pfl.-Reich. IV. 225. p. 86; Matsum. Ind. Pl. Jap. II. 2. p. 416. 

λ。仰のρhyllumverticillatmn L. var. ussuriense Rgl. Tent. Fl. Ussur. p. 60. 

NoM. ]AP. Tachimo. 

HAn. Holr:kαid，δ. Prov. Iburi : Yubt出 u(Y. Tokubuchi ! Aug. 25, 1892). 

DrsTRIB. Hokkail王ふ Honshu, Manchuria, Ussuri and Dahuria. 

120. Cnidium Tachiroei Makino, Bot. Mag. Tokyo XX. p・94;Matsum. 

Ind. Pl. Jap. II. 2. p・433・

Seseli TacんiroeiFr. et Sav. Enurn. Pl. Jap. II. p. 373; Yabe, Rev. Umbel!. 

Jap. p・59・

NoM, ]AP. lwa哨主同， Zめ1ama-uikyδ，Yama-uikワノδ，S!tirayama-nilグ・i・n,Asama-

nit?,ρ2勾H白oba

HAB. Hokkai，：あ. Prov. Shiribeshi : Isl. 01王ushiri,Mt. Kamui (Y. Kudる！ n. 

2370, Aug. 5, 1916）・－Prov.Hidaka : Sa1同叫 Mt.Apoi (K. Ko吋 o! Atゆり，

1912). 
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D1sTRIB. Mountains of Hokkaiι:lo, Honshu and Shikoku. 

New to the Flora of Hokkaidる．
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1倉1. Arnica sachalinensis A. Gray, in Proc. Am. Acad. XIX. (1883) p. 

55; Miyabe & Miyake, Fl. Saghal. p. 262. 

Arnica Chamissonz・5Fr. Schm. Fl. Sachal. p. r 5 r ; Koidzumi, Pl. Sachal. p. 

120. (non Less.). 

112, 

Arnie a C初 mz"ssonisLess. (i sachali~仰sis Rgl. in Herder, Pl. Radd. III. z. p. 

NoM. ]AP. 0”usagigiku, Karajuto・kiペiguruma.

HAB. Hokkaido. Prov. Ishikari : Mt. Pinneshiri (S. Hoshino！ηSept. 1917). 

Saghalin Isl. Todomoshiri: Shimizutani (T. Miyake! July 26，ゆっ6);Tomari-

zawa (T. Miyake! July 23, 1906).-0domari-district : Odomari (Miyabe & Miya-

gi ! Aug. 4, 1906); Chipisani (Miyabe, Miyagi & Miyake! July 15, 1905); Airop 

(T. Miyake! July 31, 1906); Notoro (Miyabe & Miyagi! July r9, 1906).-Maul王a-

di凶 ・ict:Wendgishi (Miyabe & Miyagi! Aug. 18, r.906).-Ushoro-district: Soko-

惜（Miyabe& Miyagi! Ang. I 3, 1906).-Toyohara-district: Shiraraka (T. Miya-

ke ! Aug. 9, 1906).-Shikka-district : Soya (T. Miyake! Sept. r 5, 1906); Nayoro 

(T. Miyake! Sept. 6, 19つ6);Lake Solenuiya (Miyabe & Miyagi! July 26, 19o6); 

Vicinity of R. Remrem (T. Miyake! Aug. 22, 1906).-Russian Saghalin : Pilewo 

(Miyabe & Miyagi! Aug. I 3, I 906). 

D1sTRIB. Saghalin and Hokkaidる．

New to the Flora of Hokkaido. 

1）星野三郎



34 宮部、工蟻ー北海道植物志特 VIII.

摘 要

101. Dryopteris crenulato-serrulata C. Chr.おほみや怠いぬあらr.t。
本道lこ於てl"t耀振回樽前山、羊蹄山．厚民川上流及北見園斜里山道等の各地に於て採集ぜられれ明。

本道1－於てIt新設見とす。筒本1iiに分布す。

102. Dryopteris okushfr.ensis Miyabe et Kudる．をζLPいはへど（新構）

本種Itいはへごに類似すと離も嚢堆It小形iこして業庁の線透iこ散在し、其霊上lこめる鎌片It褐色や曇

ずるi二ιり容易に匝別し得ぺしb後志掴奥尻島に於て議見ぜらる。新種なり。

103, Athyrium crenatum Rupr.みやまLだ。

石狩園施Jlll二産す。珍種なり。叉樺太1：産す。而してグリスト氏の新種 Athyri，脚•， mite It本種と分ち

難L。
104, Anogramma Makinoi H. Christ. から~きしだ。

石狩樹定山演、手稲山及神居古津等に生ず。

105, Selaginella involvens Spring. form. minor Milde.いは以按。 い

は怠つ。いはどけ。

後志橿奥尻島神威山岩上i：生ず。本道l二於げる珍種のーとす。奥尻島l:t諜潮のー支諸にιり捻：Zれ、

集候温暖なり。依りて暖地産の種類iこして該島1：主義し金〈北海道本島lこ及ばざるか叉It及ぶも腐る稀な

るものなしとぜず。例へItしゅんらん、あらげへラたんiましれほ《まわらが、や』誌かラじ等の如L。

106, Cyperus difl'ormis L.たまがやっp。
石狩周手稲及畿寒等lこ産す。

107, Juncellus serotinus C. B. Clarke.みがやっ9o；しがやっp。

本道lこ於てIt後志、石狩及H高等の諸国i二分布す。

108. Pycreus sanguinolentus Nees.かはらずがな。してがやっp。

渡島、腸様、石狩及十勝の諸園l二度す。

109, Scirpus mucronatus L.かんが成い。

渡島、後志、石狩及膿援の諸国に産す。

110, ・ Scirpus erectus Pair. ほ~~品。

膿振周及釧路固に産す。

111. C町偲盟accidiorMi yabe et K udδ．以らぎしすWuえぞあぜずw。

ゃち怯ラず。

本選及樺太各地に生ず。

112, Carex lasiolepis Franch.あづます断。

日高画越川1：産す、珍品とす。

113. C町e玄 rotundataWahlenb.からふとかさずザ。

石狩圃幌向、釧路圃峰阿覇軍山等l二産す。
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114. Polygonatum involucratum. Maxim.めにとちさラ。

渡島圃函館湯の川、七自民階主主に産す。

115. Coco叫usThunbergii DC. form. trilobus Miq.みつま党つづらふぢ。

渡島園函館l二産す。

116, •anunculus trichophyllus Chaix. 
form. nemo開幽抱 Miyabeet Kudδ. lilむ，； ラ母陰ちも（新稀〉

業の裂片鰭〈して＊ιり摘出ぜしむるも笛隼様に集合ぜざるや鯵長とす。根室園及釧路圃l二産す。

form. kushrensis Miyabe et Kudδ－去しろラ砂按ちも（新橋）

本種の花lt多めはちもlこ比して麟」ご1.,大形なり。花携の長さ約九九人i二議す。釧路園iこ産す。

117, :Myriophyllum spicatum L.ほぎきのふさも。

腸識調‘術開鱒‘棋窪田、千島画俸提島に産すo

118, Myriophyllum verticillatum L.ふさも。

渡島鴎大沼に費す。

119. Kyriophyllum. u蝿urienseMaxim.たちも0

5・猿田勇梯に産す。

120. Cnidium Tachiroei Makino.いは5ぬきやラ。みやSo;ぬきや；o

号車，a竃キラoL6_,.S.院んじん。あき車にんじん。隠そ踏しらや..~んじ

Ao 
後志歯奥尻島神威山及日高風様似Z主i山に産す。

121, Amica sachalinensis A. Gray.おほラさぎぎ4。からふと竃んと

お車。

本種｛t樺太各地に於て採集ぜちる。本選lこ於てlt昨年十月始めて星野三郎氏石狩国竺三空三1山lこ於

て採集-ctられ7こり。

、，U肉M、，M、，h’W旬以、d、......、例M内凶、，如、内ν、..，、例旬、，旬、＇＂匂・．，
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栽培蓄議＝寄生スル一新鋳菌

津田粂吉

A NEW RUST-FUNGUS PARASITIC ON THE CULTIVATED ROSE. 

By 

KANEYOSHI SA w ADA, 

大正六年二月接行早田博士著蓋糟植物総目録によるに蔓濁産蓄積層植物と

して十種を皐ぐ然れEも在住民の噌好に件以て其他R種令の栽培品の轍移入せ

られたるものあるは明かなる事賞な b、是等の内最も古よ b栽培せられしもの

は一種か5しん降ら（Rosaindica L. var. formosana Hay.）あるのみな上花は

蓄積色tとして比較的小形（直径五分セ、メ、）なれども四季花を着〈るを以t普

〈庭園に栽培せらる士民之れを綱審花といふ。

此蓄積氏一種の鏡菌接生し北部牽穏に於ては冬春季即ち十月末頃よ b五月

初旬に至る聞に甚しく害せられ美観を損する乙と屡φ在れ鰍芽、葉、葉柄、

托葉、果賞、事等殆んど侵されぎる在〈亦撹色の胞子堆を生じ葉柄、撤檎は屈

折し鰍芽は崎形を呈し葉は定縮し一見恰も叢に朱を撒布したる如主観を呈し侵

遣れたる部分は漸次枯死し全く荒れ果てて惨肢を呈するに至る。

此赤樫色在る胞子堆は大小不同にして葉片に生ずる場合は慨して小形にし

℃直径 0,I :l ，メ、に過ぎざるものあ b大なるは lt .メ.,r遣するものあ b而

し℃一小葉片上に数十を生ずる乙とあ b闘践にして隆起す、葉柄、梢、果賞、

事等に生じたる場合は梢令大形にして長志 5t ，メ．又は 10ミ、 1‘に達す、葉

の雨面に生ずるも裏面に生ずる乙と比較的多く初め表皮下に生ずるも忽ち表皮

破れて外面に表はれ薦肢に隆起し表面鷲紙様を呈し鮮かなる亦嵯色なれ

之れを取 b来 bて顕微鏡下It検するに金＜ Caeoma, Aecidium又は夏胞子

時代を認め得ず又 Pycnidia 時代をも欠き常に各胞子時代のみ在れ而して常

に其場所に於て成熟せるものよ b迫次接芽して小生子を形成するを見るな b。

胞子堆の生ずる寄主組織は稿令膨大して糾胞間空隙に菌糸存在し菌糸は隔膜を

有し卦枝し無色にして燈色の頼柱体を合み直径 I・5-5μ あb、其菌糸は寄主組

織の外面に近づけば太さを増し直径 7-9μ とな b急に二三叉は四五の短3卦岐

を出し各其頂端よ b分裂して連鎖肢にー列代密着せる胞子列を形成す（Fig.r) 
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此胞子の蓮鎖は普通三箇万至五簡にして稀に二箇に止まる之とあ bPhragmi弓

dium属の種類が有する如5外被を被る乙となく叉頴著在る胞子柄を有する乙

と在〈薄膜にして各細施の連鎖、黙は著しく経をなす

cl 

ZeiH 
+ ,c .... 

其ー細胞の形は柏、令不定にして長椀闘朕、短視棒状

間柱朕、不正卵賦、倒卵賦長棺園等にして屡φ一方

の肩に於て張れれ内に峰色の頼位体又は油球を充

質す、胞子の一連鎖、の大さは 96ー160><"18-2 μ.あ

k 叉ー胞子の大さは I5--52×14-2811.あ島 (Fig. 

2・） 胞子の膜壁l;i頗る薄くして厚お IーI・5/I. に過

ぎず、平滑にして接芽孔は認め難〈仮令苛性加里溶

液vt℃煮℃内容を泊、減せしめ猶染色するも接芽孔の

有無を知るに由意し然れども必ず胞子の肩の張れる

部分よ b接芽管を生ずるを以てー筒を宿するものな

bと思考するの外在し、連鎖胞子の頂端のものよ F

稜芽し始め漸究下方の細胞に及（Ifす、一細胞よ bは

必ず一本の前菌糸を生じ其長苫 14011. vt達するもの

あb其頂端部は前捨子嚢となる。

前橋子嚢は大さ 44-84×8ー13/I.あb普通三箇

の隔膜を形成し時に二箇又は稀にー箇の隔膜を有す

るものあ b是等は胞子の大小に従ムものな 9.柄は

短くし℃殆11..ど無柄又Ii長さ 8-;),5 /J.民連し幅は前

捨子嚢と殆んど等し．前捨子嚢の各細胞よ bー箇宛

の小梗を抽出す、小梗はm端 vt向って漸細し大S

IOー24×4-5/I.あk 其頂に各一箇の小生子を形成

す、小生子は球形にし℃一小突起を具へ直径8ー14p

あb内に醗色丹頼位体を充賓す、小生子iユ接芽管tζ

て礎芽し稜芽管は直経 3μ あ b、此小生子氏よらて

偉婚し直ちに再び多胞子時代を形成するもの、女nL。

此鋳菌は何れの麗に納むべきものなるやを調ぶ、

るに Kuehneola又は Chrysomyxa麗に隷せしめざ

るべからぎるものな b。

Kuehneola属は元 Kuehn氏が命名及記載せし

Chrysomyxa albidaよb西暦一八九八年 P.Magnus 
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民~t よ b て設けられたるものにして其後 P. Dietel氏（Ann.Myc. Vol. X. p. 205, 

1912.）も之れを論ずる所あ b、其特徴とする所は

“Teleutosporen von Kuehneola sind vielmehr Reihen einzelligen Einzel-

sporen, welche sul王zessivenacheinancler am Scheitel einer gemeinsamen 

Hyphe abgegliedert werden und fest miteinander verbunden bleiben.” 
とあ b Pucciniaceae ~t納めらる。

3(, Chrysomyxa属の特徴は

“Teleutosporen in Sammetartigen Polstern, aus einfachen oder verzweig-

tel1 Zellreihe11 bestehend, von St-erilen Tragzellen gestiitzt." 

左あ b Mefa.mpsoraceae (E時 ler）に納めらる、是等爾麗の種類の胞子列は

Phragmidium麗の種類が在す和喜多胞よ b成れるー・箇の胞子氏あらずし℃草胞

施子の鎖生によるもの在 b0 E. J. Butler氏は西暦一九一四年 Sydow氏の意見

を傘照して KuehneolaFici (C矧．〉払川．在る一種（An札 Myc.XU. No. 1. p. 

79・｝を公にせ b其記する所を見るに

"Teleutospores, when ripe, the chain have a tendency to break up into 

their separate spores.” 
と記し猶第二圃（P.78.）に之れを現賓せ上我菌を生標本氏よ bて検する場合

は観令胞子成熟L鞭芽Ll鯵b叉t:l小生子飛散しi鯵bたる後と離も各細胞の升離

を認Uる之と在主も帯性加里般民て煮たる棲 ・coverglassの上よ b轄＜ fllJ ＜時

n,3. 

は胞子列の頂端氏近3各細胞は箇令に牙離し

てButler氏の緒に見る如き肢を呈す．之れ明

かに輩胞胞子の錆生するを謹するもの意 9(l 

Chrysδmyxa麗の各胞子列は互に側方に

緩く叉は稿、φ密に附着するとはい～草JIJ叉は

分散せる列~ft鎖生し Kuehneola 属に於ては各

胞子は草J時代鎖生するの差あ b。

然れば我薗は Kuehneola嵐のもの L如〈

思はる kも我菌の各胞子を多数に検すれば草

列 7)逗鎖胞子のみならず時に基方に於て分岐

するものあ bて恰も Engler及 Gilg雨氏共著

Syllabus der Pflanzenfamilien. 1912. p・57・に掲

げられたる Chrysomyxaabietis の緒の一部

K酷似し叉稀氏一列民連鎖せる施子列の側方
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t乙ー細胞を附着するものあ bてChrysomyxa属It返さ関係を有す、又我菌の胞

子列の基部は迫次小形在る細胞は蓮績し夫等小形なる細胞は稜茅せずして絡る

此事寅は Chrysomyxa麗に普通に見らる、所にして頗る近似の黙存す（Fig.3・）

斯く調べ来れば Chrysomyxa麗と Kuehneola麗との差違は何れにあ bや

君る疑問を起さ立るを得ぎれども先づ梢令不分明なる境界を有する親近なる二

属在 bと見るにしくはなかるべLj 

我菌の胞子列は大多数草列なるを以て先づKuehneola属に納めぎるべから

ぎるものな b。

文献によ bて蓄積麗』t寄生する既知誘菌類を調ぶるに Caeoma三種（北米、

支那．欧洲） U1・omyces一種（北米） Puccinia一種（敏洲、亜細亜） Phragmidium 

二十種 Kuehneola一種（日本）是攻上銃知の Kuehneola一種即ち Kuehlleola

japonica Diet.は日本に於てのいほら（Rosamulti日ora）てPはのい按ら（Rosa

Wichuriana）及はいいほら（RosaLuciae）に寄生し各胞子堆は葉にあ bて；ま小

形にし℃藍にあ bては大な b、鷲紙肢にして堅〈樺色を在す、各胞子は 2-4

箇の細胞よ b成 b柄は短〈又は基部細胞に績け b聞して｜涌膜に於℃経をなし膜

壁は無色平滑にし℃薄〈大3 50-1 IO×15-22 μ あb成熟すれば直ちに碕惑

すO

之れを我菌に比較するに Kuehneolajaponicaの各胞子は 2-4簡鎖生する

も我菌に於℃は普通 3-5箇鎖生す、胞子列の大活iまK.japonica tζ於て50-

110×15-22 /I.なれfも我菌にあ bては 96-160×18-28μあb℃著し〈大形

な b、叉笠井氏（Trans.of Sapporo Nat. Hist. Soc. Vol. III. p. 27. Pl. I. 19ro.）が

Phragmidium jar則 1icaDiet.なる名の下氏 Kuehneolajoponicaを表はせる婚を

見るに其賦態我菌に似たるも各細胞短〈して我菌の萎縮せる如き状主呈す．余

は我菌は之れと金〈異れる穏額な bと思考す。

更に Kuehneola麗の銑知種類を調ぶるに蕃穣科及桑科を寄主植物とし℃五

種接表せらる即ち

I. Kuehneola albida Magn. on Rubus. 

2. K. Tormentillae Arthur. on Potentilla. 

3. K. Fici (Cast.) Butl. on Ficus. 

4. K. andicola (Diet. et Neg.) Diet. on Rubus. 

5. K. japonica Diet. on Rosa. 

然れEも我菌は是等の何れにも符合せず更に Chrysomyxa又は Phragmidium

属ろ菌類中に捜索するも亦金〈符合すべきものを見出し得ず、又嘗τ我寄主植



40. 津田一栽培蓄積＝寄生スルー新鋳菌

物'kる Rosaindica L. var. formosana Hay. R.寄生する鋳菌の鞍表せられたる

ととな〈又 Rosaindica L. (Rosa semperflorens Curt. Rosa Sieboldi Crep.）に

寄生する誘菌の接表せられ売る記録を見ず、 依って余は之れを新種と認め

Kuehneola Rosae Sa wad aと命名せ払其記相丈次の如し。

Kuehneola Ro銅 eSAWADA・sp.nov. 

Teleutospore sori amphigenous, scattered, first borne under th巴 epidermis,

soon nacked, roundish, cushion-lil同 pulvinate, reddish orange, o. 1-1 mm. in 

diameter; larger on veins, stipules and young twigs as well as on fruits, until 10 

mm. in length. Teleutospores one-celled, with reddish orange granular contents, 

oblong or obovate oblong or oqliquely ovate or short clavate cylindrical, smooth, 

thin walled, 15-52×14-28,u, 2-5 spores forming a chain 96-160μ in length 

and 18-28 ,u in width, germinate in situ; pedicel wanting. Protobasidia cilin・

drical, orange-colored, 3-septate (rarely 1-2-septate), 44-84×8-13 μ; sterig-

mata tapering to a sharp point, 10-24×4-5 11.; sporidia, roundish, orange-

colored, apiculate, 8ー r4 ,r1. in diameter. 

Hab. On the living leaves, stipules, young twigs, fruit害， etc. of Rosa indz診d

L. var. formosaua Hay. 

Taihoku, Formosa. Feb. 2 I, r 917・ Y.Fujiku1・o.;April 3, 1917. K. 

Sawada; Nov. 5, 1917. K. Sawada. 

Remark. This fungus is clos巴lyallied to Kuehneola japonica Diet., but is 

distinguished from it by the number of the larger sized teleutospores in a chain 

as mentioned above. 



】、緒 言

二、病 吠

植物農症病に関する知見 （第二報告）＊

カラデュウムの炭痘病に就て

逸見武雄

ON THE・GLOEOSPORIOSE OF CALADIUM. 

By 

ーTAKEWO HEMMI, 

七、病原菌の華道育に及 lます温度の彰曹

入、讃育の高浪極限度に就て本病骨原

病原菌の形態 奮と類縁諸菌 ιの比較

問、病原菌胞子の懸滴培養 九 、 病原菌の分類事上の位置並に名補

五、病原菌の培養試験 十、病原菌の接種試験

六、病原菌の車寧酸に望号する抵抗カ 主、摘 要

ー、緒雷

Caladium は天南星科に麗する植物にして、本邦に於ては観賞植物として

近時諸所の温室に培養せられ、世人の愛翫を受けっ、ある種類あ b。本年三月

皐友農皐士菅谷忠次郎君偶令札幌農科大事植物園に遊び温室内に於て本病に揺

れるものを撃を見し、直に標本を予に分輿し之れが研究を懲思せらる．予は久し〈

各種植物の農症病研究に従事するが故に欣躍其厚意に従以、先づ病原菌を卦離

し次ぐ幸氏其生理皐的性質の一端を窺知し併せて其の寄生性を詮明するを得た

Vo文献に徴するに本捕令原菌Ii彼の西暦一千九百年PuTTEMANs氏托よ b南米

プラジJV園 SaoPaulo，州に於て採集せられ、一千九百O二年 P.HENNINGS氏∞

によ b始めて GloeosporiumAracearum P. HENN. と命名せられし菌』t該営する

を知れ b、故に此病原菌は串界に於て未知の種類に弗ぎれ芝も、従来車に菌の

分類皐的記載の公表を見るに過ぎずして之れが病肢を畿通し更に菌の生理皐的

性質に就て報告せしものあるを聞かぎるを以τ裁に珊か予が観察研究に係る業

揮を接表せんとすO

後第一報告、 Vorl如figeMitteilung iiber eine neue Anthraknose von Evonymus japonica. 

〈日本植物病瑳拳曾報第一巻第一誠印刷中〉．

主

、
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＝、病‘献

本病は Ca!adiumの葉R号費生す、菅谷皐士採集の標本に依るに病理は葉の

尖端若くは遁縁lζ始ま b葉片の内部に向て同心回状に嬢大するもの最も多し、

故に斑紋の形状は字国形なるを普通とし時代不規形を成すものあi 病斑の大

3・ュ園の直径に採算して五卦乃至七、八分な b、最初褐色叉は友褐色なれども古

3ものは稿令帯黒乾燥肢を詩す、．健病境界Ii葉の上高に於て碕令明瞭なるもの

あれども劃然たる分界線を錦さず多くは褐色青［I次第に淡とな bτ自然に健全緑

色部に移る、葉の下面に於ては上面に於けるよ b 込一層不分明 fl·~ 。病瑳の表

面を精検するに葉の上面に微細なる黒黙多〈は不規則に散生し稀』r同心闘肢に

配列す、是れ即ち病原菌胞子堆な b。本病害の費生時期に就τは調査未tl充分

ならず、予の接種試験によるに接病は葉：の幼老に闘せずと離も、成熟せる葉は

最も容易に侵害を受〈るが如し、菅谷皐士の採集せしは三月にして前年生じた

る葉在 b又 PUTTEMANS 氏の採集せしは十二月なれ Caladiumは元来熱帯地若

〈は祖室内の植物なるが故に其葉の成熟時期を一定する乙と能はずと雄も、常

に成熟せる葉侵襲せられ枯死に至らんか｛院令直接被害を戚ずるとと少しとする

も、其同化作用の阻害に基因する間接の被害決して軽視すべきものにあらざる

べし、又 αladiumの如Si立美葉種の圏雲品種を合有し専ら葉を賞離せらるる

植物なるを以て園塞的見地よ bも寒氏注意すべ3病害な 9o

三、病原菌の形態

病原菌の胞子堆は葉の表面病班土民生じ．多くは不規則氏散生し、稀l乙同

心園肢を成して並列す、且つ胞子堆は最初J表皮下にレンズ1がの黒褐色子座とな

bて接生し表皮を稿令高〈押上ぐるに過ぎぎれども、成熟するに及び之を破 b

℃外界に露出す、故に成熟せしもの、断耳を頴倣鏡下iζ按せんか黒色若〈は栂

憤色を帯びたる淡黒褐色の稿ゃ厚－忌盤！民子座を作 b子座の上部氏耀子麗を旗生

し；其上tζ多数の胞子着生するを見るべし、子座底部の直径約 164-205μを算

す、時に子座の下底稿令固くして上部弐第に狭〈一見子殻乃如き形状を示す乙

とあ b。捨子梗は無色透明にして其大込千二定なれ胞子は無色透明なれども培

養基上tζ生じたる場合の如〈多観衆積する時はま；色を呈す、長暗闇勝者〈は園

筒形なるを普通とし時代は短i昆棒形を成し、雨端硝合園〈且つ殆ど異直、稀

lt徴1＇＇ζ響曲するものあ b、寄主植防上l乙生じたる胞子は長径 IOー 16μ 短径

3.6-4・zμ C最も普通在るは長径 14μ 短形 4μ なb）にして其内容は桂肢を呈

す、培養基上に生じたる胞子は常に其大3及び内容の賦態に多少の襲動を見る、

， 
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例之澱粉培養液上に生じたる胞子を培養約三ヶ月自に鏡検せしに最も多数民存

在す右は長径 12-15μ短形 4・4-5μ のものにして稀少に存在する胞子氏は

16×4・4μ,13×5・4μ,8.-4×4μ, 9×4μ, 8 × 3.8-4µ 等の大~，： るものあ上故

に一般に之を綜合せば長径 8-16μ 短径 3・8ー・5・4μ と在 b寄主植物上の胞子と

大差なさが如し、然も最も普通なるもの L大3を比較せは・後者は短径に於τ著

し〈大なるを知るべし、而し℃内容も亦粧肢を呈せず反1:大なるこ個の丞胞を

具有せb。
決痘病菌中従来。ルtotrichumと稽せられたるものは主として施子堆の周

囲に刺毛を具ふる乙とを以て Gloeosporium属と匝別せられしが、輔近二三事

者の研究によ b前者も培養に依て剃毛を訣〈ととあ b綾者も時tζ刺毛の偶華をす

る乙とあるを龍明せられ．爾麗は会〈医卦すべからまるものとの説重きをなす

に重れ b、予も亦幾多の貰例を有し該設の至常なるを確信するものにして近〈

公表せんと欲する論文中に詳述すべし、本病φ原菌に在ては寄主植物上院も勝， ，．  
亦培養基上にも未tt期の刺毛を接見せず。

菌綜は多枝』t分岐し其幅一様ならず、多数の横隔膜及び空胞を具宵す、額

微鏡下に在℃最初は多〈は無色に見ゆれども培養基の種類に困 b熟楼究第に暗

色を呈するもの少からず、而して其呈色一定せずと雄も肉眼に℃見℃稿今濃く

着色せる菌締は額徴鏡下に於て多〈は友褐色若くは撤撹掲色な b。

本病＋原菌の菌訴は培養中往令摩膜胞子を形成す、予の所見に操れば本病

や原菌の厚膜胞子に種＋の型あ bて其形股並』t・I主質一定せずと躍も、愛t乙知 b

得'kる一二例代就て略述せば突の！wし。

〈ー）、麹浸出液寒天斜面培養の栴φ陳九のものを選以菌綜のー塊を取出し

て之を鏡検せしに友褐色万至慨関褐色に麓じたる菌締の所今に横隔膜を密生し

内容粒肢を錯し又往令室胞を有したれ而して斯のまnき部分lj迭に個φの細胞

甚だし〈膨大し且つ次第に濃色となる。其最も成熟したるものは厚膜胞子にし

吃明瞭に他よ b匝別せらる、此厚膜胞子は形状不定にして大草約 7-18x6-

I J μを算し黒褐色を呈す、多くは菌絡の中聞に生ずれ芝も稀には其尖端氏生ず

る之とあ b、而して唯一個孤生する場合もあれども多くはこ個万至数個稀には

与数個相蓮結す。（第 3圏）

（二＼．（ー〉と同じ麹浸出液寒天満面培養の陳久のものを取 b之に義生した

各菌綜を鏡検するに前燥に於て解説せし厚膜胞子と稿 φ形趣を異tとするものあ

るを知れれ即ち彼の厚膜胞子と相混じて生ずれども愛民謡ぶるは愛かに大形

にして殆ど園球に近き形肢を有し願徴鏡下にて容易に直別し得るもの是な島；
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此厚膜胞子は多くは普通の透明菌綜叉は着色菌緑の中聞に生ず．最初菌縁の所

φ膨大して准球形と在 b淡色にして菌綿と其色を同ムし、究第に暗色とな b絡

に撤憤褐色或は淡黒褐色となる、常に混生し、其大詰直径約 14-16μ なb。

（第 4圃）

（三）、車寧酸加用の培養液並に拘構酸加用の培養液に在ては加酸分量多き

に過ヤるものは本病φ原菌の費育不良にして僅に粉肢とな bて液底に沈澱す、

此粉朕物は病原菌の胞子並に彼の接芽に由 bて生じたる短か3菌訴が一種の厚

膜細胞を作 b互に相癒合して不規則なる小集塊とな L 沈澱肢を成したるもの

注ム此厚膜細施は培養液が菌締成育に劃して有毒作用を具ふる場合に生ずる

ものにして胞子移植後二三日を経過せば既に其形成を始む、此細胞は自槽保護

作用を有する之と其成因によ bて明か左上彼の性朕並に形態が前俸の厚膜胞

子と其趣を異にする之と怪しむに足らず。斯の如B溶液中に於ける接育朕態を

見るに胞子は普通の接芽法によ bて穀芽管を抽出する乙となく其債不規形に膨

大しl享膜とな b℃互に相憲着し或は此厚膜細胞よ b太主菌綿を生じ、此菌綿が

叉再び膨大して厚膜不規形の細胞ξ在る等其牒必ずしもーならず．叉胞子が不

規に膨大し｜事j膜を生じ次ぐ接芽管を出すものあれども充分菌耕、とな bて生長す

るに至らず、接芽管は次第F:.癌肢をなして終iこ不規形厚膜細胞に襲ず。此等の

厚膜細胞同業後内容収縮し：或は多くの空胞を有するに至るものあ L 而して個

令の厚膜細胞は色極めて淡〈多〈は淡黄尚色な上形は種φtとして球状．楕周

航、卵状．紡錐服、瓢状等を呈す、叉往令轡曲するものあ b、大3も亦不同に

して小在るは直径 6μ 位大なるは 17μ乃至 18μを算す。此等の細胞は果して

厚膜胞子と稽すべきものな bや否や疑問を懐く者あるべし、然も予は彼の細胞

が再び好適培養基中に於て普通の菌訴を生じて接育する之とを知るが故に姑〈

厚膜胞予の名稽を以て取扱ム乙と、せ b。（第 5圃）

（四〉、西瓜煎汁及び麹浸出液の五ヶ月徐に亘れる陳久培養よ b菌叢の一片

を取 bて顕微鏡下に按せしに一種の厚膜胞子多角形、卵形、球形等種φの形肢を

まして多数に形成せられ居たれ更に此厚膜胞子を精検するに其形態が植物農

痘病菌類接芽試験の際に殆ど常に認めらる、物体と少しも異在る所無主を知 b

1c. 9 ＇本病令原菌の接芽掠態に就ては後節記載すべ L、但接芽試験に際し認め

らる、此細胞に就て或皐者は之を厚膜胞子又は第二次胞子と稽し或皐者は之を

附着器忍 bと唱へ其異性質は未究会〈解決せられぎるものなb、予は弦に記載

しっ、ある培養液上にて接現せし細胞を見其形態よ b推して之れを接芽試験に

於℃認めらる、所謂附着器と同一性質のものなるを信ず．予は培養基の中央に
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3lr~ 昔］5舟換言せば硝子壁よ b 甚だ遠 5部分に於て向且つ無敢に形成せられたる

を目撃し培養基には培養液’向礎存せるを知るが故に此試験に於ては彼を以て附

着器の性質を有すと思惟するを得ぎ白 き、培養液中氏生じたるものは黒褐色に

して大苫 6-17×φ－8μ なbo C第 6圃）

回、病原菌胞干の懸滴培養

本病争原菌の胞子を取b蒸溜水並に培養液（本試験に於て使用せし1授は蒸

溜水 100c.c.に劃して酸性燐酸加里 0・5g.硫酸マグネジュクム 0.25g.硝、酸アム

毛エ ヤ 1,0g. 塩化繊痕跡、 17• 9セ 9ン約 5%を加へたるものな !J）を以て懸滴

培養を錯したるに多数の胞子は稜芽前中央に一個の横隔を生じ、掻氏二十五度

の定温器中保持する事一章夜にして接芽管の長さ 150μ乃歪 200μ 以上に逮せ

しもの少からず、但蒸溜水re.在ては培養液に比し接芽歩合、議芽管の生長力共

に極めて微弱左上礎芽管の幅は I・5ー3.6μ なれ接芽管は其頂端往φ膨大し

て略φ球形とな b遂には批物の基部に隔膜を形成して接芽管叉は菌赫よ b区劃

せられ、次て次第に厚膜とな b、暗色となれ次て球形、多角形、楕固形、長楕

固形、卵形等種φの形肢を在して黒褐色と在 b、其中央に一個の明るさ小球黙

を有する細胞と君る、此細胞に就ては丈献に見はれたる記事極めて多〈、植物

農症病菌費芽の通有性とも解すべきもの在 L FRANK (9¥ BURRILLくわ， HASSEL-

BRING (1?.), T AUBENHAUS に22),KRUGER (19）の諸氏其他二三先輩は之を附着器と解した

れ芝も多くの他の串者は之を厚膜胞子又は第二夜胞子と精し叉 KooRDERS(IS）氏

は之を厚膜附着器（Cl巾 mydo-Appressorien）と稽せ b。予の試験に在ては最初

此細施の形成極めて鈍く播種後ニ十四時間を過ぎ向ーも之を認むる能はず僅に

接芽管の尖端膨大して球形とな bしもの所令に散在するに過ぎま bしが二三日

経過後菌綜の成長漸く著し〈黙滴中に菌叢を見るに及て殊に多数形成せらる、

を知 bた b、但L蒸溜水中氏在ては二十四時間乃至三十時間tとして金〈礎育力

を失日菌訴は全く成長を止めた~ o HASSELBRING (12), SHEAR並に Woonm の諸

氏及び其他の皐者は前記厚膜胞子様細胞が多〈替養繰乏の際に形成せらる、之

とを記し予も亦 Gloeosporiumevonrmicolum HEMMI側及び他の二三種に在ては

蒸溜水中に播種せしもの培養液中の夫れよ bも多〈形成せらる、事賞を認めた

れ 然れEも最初二十四時間内tζ之が形成極めて不良在 bし本病争原菌に住て

は如斯関係を誼明する之と能はぎ bi 反之培養液黙滴中にては菌株が晴子面

に衝突する所t乙於℃最も多数形成せらる、を見だれ加之在らず此物再び穀芽

し℃菌総を出7ざすを普通とすO 然れども就に前節論越したる如〈形態に於f此． 
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物と金然相一致するもの液体培養中民生じ殊：E積子壁土 b甚tE還さ部分にも多

重責形成せられし事費あるに擦上之を按ずる時は彼物は果してF付着iiなbや未

tE容易に断定する能はぎるな仁其異相に就ては他日機曾を見更に卑見を陳述

せんとす、接芽試験中に生じたる此細胞の大3は 6.4』ーr6 × 6,4~10.・4µ な b 。

玉、病原菌の‘培養試験

植物茨症病φ原菌乃舟離に大なる難易あ札予w従来の賓験に徴するに主と

して殺育を防止するは培養基の腰度比原由するが如し、故に各菌各 φ特殊の卦

離接tζ依らざるべからず、例之乾杏浸出液寒天培養基の如主は細菌の混生を防

止し得てー般に極めて良好なる結果を賞ふるもの在れtも西瓜．菜百等の茨症

病菌R.利用するを得ぎ忍が如LO 本病φ原菌iま酸性反磨、間令高S培養基に能〈

謙育するを以て予は突の方法に依 b容易に純将培養lζ成功せれ即ち乾杏浸出

椛寒天培養基並に乾杏浸出液加玉謁黍粉践汁寒天培養基を加祖液化し之をペト

9皿に注入し別に殺菌＊』乙て能く洗樵したる葉よ b病理を切取して清潔なる紙

上に置3殺菌針にて之を粉砕し培養液固結前に之を皿内に投じ、静Iζ振渥した

る楼撮氏二十五度の定温器中lこ放置し四、五日を経‘基上lζ稜育せる本菌の胞

子を．撰取して他の試験管に移植するに由て之を純粋ならしむるを得t?..b 。

予は本菌接育の肢態を知らA，が詩め夏tζ各種乃培長基を造 b純梓培養にて

得たる胞子を移植せ b、予三う試舗に供したるものは即ち液体培養基として「プ

イヨン」、西瓜煎汁、柿果煎汁、妻芽浸出液、麹浸出液及Q:－－二合剤、固形体培

養基として乾杏度出被寒天．玉萄黍粉煎汁寒天、葡萄糖加肉汁ゲラチン、麹浸

出液寒天、西瓜煎汁寒天是な b。グラチンを合まぎるものは皆夏季室温若くは

揖氏二十五度前後の定温器中氏置て培養せ上故に温度の鑓動tこ由る影響は極

めて少5も培養基濃度常に一定を快くと菌自身の盤化性とに基因して彼の鞍育

獄態同一培養基』t在ても培養毎に多少の麗具あるを克かれず、予の得たる多数

試験の結果を綜合せば大体次の如し．但し液体培養試験に在℃はぺプトン培養

液を除主総て 250c.c・入エJVνンマイエノレ鰻に各 50C・C・を計入し、固形培養

に在てはI櫨て試験管斜面培養を用日た b。

一、プイヨン、三三二馬肉汁にぺフ・トン及び食堕を加ヘたる細菌培養基にし

て表酸曹遣を以て中和せぎる弱酸性被It在ては菌の帯育は中等主 b、移植後三

四日を過ぎ液中lζ僅微力綿状菌綜浮遊し六、七日自に液中に薄5菌膜を遺 L
液面tζ白色菌糸僅lζ浮遊し、十五、六日自に灰白色の菌赫被面に出て．空中菌総費

育す、且つ施子己に形成せられ胞子の集塊は俳肉色を呈す．三十日蝕に到れば． 
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空中菌訴の肢を呈するもの極めて少〈薄3汚灰白色菌膜を以℃液面覆はるに至

る。

二、西瓜煎汁、二二西瓜果皮 50つg. を蒸溜，］（ 500 c.c. 』とて煮凋し能〈絞

bて更にi車過し、蒸溜 1j（を加へて 1000C・c.よなせしものにし℃菌乃襲育は稿

φ良好なれ移植後三、四日にして液底i'C薄3菌肢を形成し次第に其厚さを増

す、十五、六日自には菌綿の生育盆令旺曜とな b波面に灰白色カ菌綜を露出し、

突で白色綿状の空：11菌総を殺生す、且巴lζ多量の胞子を形成し胞子の集塊は鮭

肉色を呈す、三十日訟に到れば反色菌膜を以て波面全く覆はれ空中菌訴も亦友

色となる。

三、村J果想汁、二二稿令硬3字熟柿果の切片 5?0g. を蒸溜水 500C・c.宛

に℃雨同知！lし憾液を合し℃ !000c.c・となせしものにしτ菌の費育は中等を

示し胞子の形成を認めず、菌総l立移植後三、四日にして被底』（接現し五、六日を

過ぎ極めて僅に液面に露出すれEも其骨量多からず、十五、六日自に到れば液中

氏於ける菌膜甚だ厚且綾密となれ三十日以上lこ到て杢然液Iドに沈降するを普

通とす、而し℃液は濃厚．黒褐色に盤ず。

四、乾燥~芽浸出液、て二二乾燥琴芽砕粉 250 g.を水 1000Cふに入れ蟻氏

六十度乃至六十五度の温を保持せしめつ」五、六時間放置し次て一時間煮沸し

究てi慮過したる液にして菌の接育／j甚だ良好な k 移植後三、四日比し℃液中

に薄主菌膜を形成し．五、六日目に純白色綿状菌叢を以て彼面全〈覆はれ、十五、

六日自民f:l菌叢盆＋厚〈且灰白色となれ三十日後Itは柏、＋淡主桃色を帯exた

る白色菌赫叢灰色菌綜叢の相混在する状態となれ其生育語だ旺盛なれEも胞

子は迭に形成せられず。

五．麹浸出液込二二麹 zoog.を水 IOOOCι に入れ揺氏六十度乃至六十五

度の温を保持せしめっ、数時間糖化せしめ、更に翌日迄室温中に放置したる後

i慮過せしものにして菌の讃育I二甚だ良好な bo移植後二、三日自に液中就に薄

き菌膜を形成し五、六日目 iζ披面ぷ純白色の菌赫叢緊落肢を成し、十五、六日自

に液中の部分淡桃色を帯び液珂 iこ出てたる部分黒友色と在ちて厚き菌膜を作 b

且つ綿状空中菌叢み礎育良好なるを見る、三十日後Ii~芽汁に就℃見たる所と

殆ど匝｝JI］君：〈白色空中菌訴の竿育i圧fJ［なれども胞子は復途に形成せられず。

六、澱粉培養液、二＝段性燐目安加里 5g.硫酸マグネジクム 2.5g.硝捜ア

ムモ ニ タ ム 10g. 5%.1:¥量化鈍製i商、議溜＊・ 100:) C・c.の液i己最素源として馬鈴薯

澱粉 50g. を加へしものにして菌の襲育は稿や良好な 9o移植後一週日にして

白色若くは淡撒憤反色の露疎なる菌叢を以τ液詞漸く覆はれ、菌議次第に轍密
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と在 b約三十日にして厚き菌膜を形成し；灰黒色と攻 b多数の胞子を生成す、二

ヶ月僚に遺せば菌膜は被中lζ沈降し液面に露出する部分僅少に過ぎず、而して

胞子の形成は至て良好な b、此液は菌の議育後金〈沃度の反醸を呈せず。

七、葡萄糖加「グラチン」培養基．二二普通細菌の培養に使用せらる L肉糞

汁．ぺプトン．食盤及びグラチン板を混和して製したるものにし℃・（但亜爾加

里液を以て中和する之とな〈酸性液を其憧使用し、葡萄糖の添加量 0・Si%とし

て試識せ !J）菌の接育稿令良好な b。移植後四、五日tとして白色空中薗斡盛氏

生育し三十日後に至 b淡黄撤暁色に麓じたれEも胞子は遂に形成ぜられず、勝

質は溶解せられたるも最初極め℃徐φにして移植後七、八日間之を認むるとと

能はず、然も次第に溶解せられ終に褐色に襲化す、此試験，1五月の室温下に行

以しものにして嘗時札幌の策温は未7言、腰質の溶解を来すに至らぎる程度のもの

在 b。
八、麹浸出液寒天培養基、二＝第五に示したる麹浸出液 1000C心に寒天

I 5 g.を加へて固結せしめたるものにして菌の接育は甚だ良好在れ移植後三．

四日自民白色菌綜基面に密生して薄き菌締層を形成L約十日を過ぎ菌綜層は淡

桃色若〈は淡黄色を帯び十二、三日を経．菌層は稿φ厚〈且淡灰白色乃至淡黄

色を呈し（但管壁lこ近主部分は淡桃色な b）、三十日後に到れば菌唐の上部友白

色万至白色とな b菌訴集合は極め℃繊密、最下部にては稿ゃ桃色を帯びた b而

して胞子は遂に形成せられず。

九、玉萄黍粉煎汁寒天培養基、二二玉萄黍粉 I5 g.を一時間以上 500cι 

の水にて煮沸し別に寒天 15g・を水 500c.c.に溶解せしめしものを遁 b之を合

し、且つ十分に櫨過せしものにして菌の稜育は肉眼的に鈴b良好意らず、菌綜

iま大部分培養基中に生育し外部に僅か白色乃至友白色の菌締を殺生するも其量

微にして基面を覆ムに至らず、基面には胞子堆黒黙肢をなして散生し主主慮に胞

子の集合塊を抽出せしむ、胞子の集塊は最初粘質且鮭肉色なれEも究第に黒費

す、又胞子の集塊は爾他一般炭症病菌と異な bて次第に稿φ硬さ朕態をなすO

十、西瓜熊汁寒天培養基、二二第二に示したる西瓜熊汁を I・5%寒天にて

固結せしめたるものにして白色菌締綾密に基面を知旬するも其接育程度は鈴 b

良好まらず（中等位）、且つ培養三十日除に至るも胞子の形成を認めず。

十一、乾杏浸出液寒天培養基、＝二三乾杏 350g・を roooCふのノ仰と入れ時

φ振量しー壷夜浸出せしめて櫨過し、又は一時間煮沸せしめて櫨過し、 4%の

寒天にて困結せしめたるものにして菌緑の接育は極めて良好意 L 黄色菌緋友

色菌訴と相混じτ厚密綿肢の菌綿屠を造れ胞子は時に形成せられ又時に形成
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せられず（本培養基は酸性甚tl強し）。

十二、三~ど培養液．二二ペプトン（Witte) 10g.藤糖 IOg.を 1000c.c・

の蒸溜水＆t溶解せしめたる綾試験管比約 IOcι 宛入れて殺菌せしものにしτ．

穆植後三、幽日を過ぎ白色綿扶の菌綜液中氏浮瀞し次ぐ厳面にも磁育すれども

胞子は形成せられず．空中薗総の謙育は極めτ貧弱な b•. 波面tζ出てたる菌叢

は槙＆？：.lit白色tζ錘じ遂に濃疏色に擾ずるものあ b又長〈白色沼至友白色のもの

あれ培養液はニヶ月に及ぶも麓色する乙となか b忌。

十三、苦拘様酸培養液、二ご再蒸溜水 1000C心中に酸性燐酸加里 Ig.硝

酸アム毛ユア Ig.硫酸マグネジ品クム 0・4g.藤糖 50g.ペプト！＂ 20 g. を投入

溶解せしめ裁酸曹達液を以℃中性となし（ラクムス試験紙に劃し）たる原液と

拘構酸規定液とを賞量に混合して遁 bたるものにして播種後一週間内には僅か

に薗按育の痕跡を認めしめ一ヶ月を経向且つ僅に液底に沈澱する淡褐色の菌稜

宵を見るに過ぎず、之y鏡検するに菌綜の接育Ii極めて不良にして一種の厚膜

胞子様細胞の集合意るを知る（病原菌形態に関する項盛照）。培養液は本菌の義

育によ b＂（精 φ褐色を帯びた払此濃度の拘機酸加用培養液に在℃は同属諦薗

中金〈横育能力を有せぎる種類少なからず。

穴、病原菌の車寧駿に欝す .ii抵拡力

多量tの寄生菌が自然界＆t於て或る限られたる植物にのみ寄生するは人三部

知する所比し吃其理由を間明するは病理皐上甚だ重要且興味ある問題と錯す、

従来寄生菌と寄主植物細施合有質との関係を追究して之が解決を在3んとせし

皐者少からず、或者fま虞〈植物細胞内に合有せらる、車寧（又品車寧酸と解す〉

が寄生菌に望悲し：或る程度の抵抗力を具ふるに困る場合在 bと錯し、更に進んで

植物の異色たる種、獲種或は個体聞に病害tζ劃する抵抗力の差異あるは寄主植

物体中の草寧量に関係する所ある可きを論ぜk然も植物が寄生菌に抵抗し得

器原因を究むるは甚1i複雑なる問題にして決しt極 φ論定し得るものならず。

坊聞に貰質せらる、－草寧酸の菌額接育に聾する影響を按ずるに二様の別あ

b、’即ち車寧酸極めて稀薄なる時は菌は之を利用して盆φ其生育を可良ならし

め‘車寧酸纏厚在る時t1ji&C毒作用を及ぼす是在札故に蝦令草寧なるもの、

性質甚7さ匝々にして其影響程度に高低あ bと蜂も、植物瞳内に於ける軍寧も亦

薗績に劃して如斯二様の闘係を有すと思惟し得べし。従来人工培養基に依b菌

類に劃する草寧酸の影響に就：℃考究せし者少からず‘親近 CooK,T AUBENHAUS加

二氏 WEHMER叩氏 CLINTON(f）氏 CooK,W1r.soN c5酌ニ氏の諸著あるの外予も



50 選見ーカラデ且守 Aの炭症病に就て

亦Valsa麗菌R就て研究したる所を公表せ b。く13，仏 15）就中 CooK,WILSON二氏

（一千九百十五年）の論文は最も重要にして菌類に及ぼす軍軍の蹴係配研究せん

ヒ怯守る惹の持賓格nb、晴氏l:lEndothiαparasitica, Endothi，αradicalis, Endothia 

radicalis mississippiensis の三菌に劃する草寧の影響を闇明せんと試みた L 即

ち市場に貰買せらる L草寧は決して純粋在るものにあらず岡子曾祉供給の品と

雄も其包装によ bて多少性質を異にし菌類培養の結果ー在らまるを知b特に化

皐者 KERR氏に依頼して植物よ b四種の異在る草寧浸出液（1ー×，2ー×，3ー×，

A.）を製せしめ此浸出液と三笠竺製車寧とを以て前記諸菌に劃する影響を研究

せ b。其結果を見るに各被皆特異の作用を表はし、 KERR氏浸出液中 Iー×は

純粋草寧に最も近きものにして商品草寧程の有毒作用主主のみならず反℃刺戟

作用強大社る傾向あ bし／j注目に値す、 2..：.＿＿×は Iー火に及ばぎれども向促進

作用を示し、 3-x は元来樹皮の着色質にして普通の分析1去に於ては草寧とし

て取扱はれ草寧反臆を呈するもの在れ芝も果して異の草寧な bや明か在らず

且菌類に劃して強き有毒作用を有し；其程度商品軍寧よ bも甚だしさは復注目に

盤以す、而して Iー×及び 3ー×雨被を混合せば Iー×の刺戟作用は 3一×

の有毒作用よ bも取防当強さy示し、 A液は種φの草寧と他の物質との復合質に

し℃四液中最も有毒な b~ 。 CooK 氏等の詑〈所に擦れば元来商品車寧も浸出

液乎共に植物中に存する草寧とは同性質のものならず、又之を培養基中に加ふ

れば其襲性iま固よ b見かれぎる所なれ従℃培養基中に於ける草寧の異の分量

は何縄民相賞するや容易に明白にする事能はざるべく、叉草寧が多〈の寄生菌

に聾し有毒作用を具有する之と疑在しとするも毎に爾他有毒物質をも伴仏、其

有毒物質中には普通の草寧試薬に劃して反醸を有し、舗に全然草寧と見倣遣る

、誤もあるべきに由 b草寧の異作用が那謹にあ bやを知る事容易ならぎるべ

しoKERR氏浸出液の賓職に徴するに一般に草寧と稽せられつ、あるもの、有

毒作用は主として樹皮の着色質中氏在るもの、如し、故に植物の寄生物侵襲に

抵抗し得る複雑なる原因の解決は細胞に闘する化事と生理皐との研究に侯たぎ

るべからぎるなφ。

如上の設に接b市場に責買せらる、草寧酸を用r.A』て行へる賓験は唯此種問

題研究の一助とならしむるに過ぎず又同一菌に事｝する草寧酸影響と躍も其寅醸

の場所方法を異にし、従℃使用車寧の包装を異にする場合の結果は之を比較論

議すべきものならぎるを知る、下記賓験i主主とし℃本病令原菌の分類串的ー表

徴を得んと L併て如上問題の研究に資せんと欲するに外ならず故に刺戟促進
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の作用に就ては之を他日に期Lままには菌の抵抗力を知らん事に努めたれ而し

て類縁諸菌＊に劃する研究も都て同一包装の草寧酸を使用して以℃互に相比較

し侍る様にせ b。

。賞駿の方法＝＝培養原被として予は次の鹿方lt依擦し二種の異なるも

のを調製す、雨液共江本病令原菌をして能〈稜育せしめ得るものなれども窒素

源として A液には「アメメラギシユを N液には舶、酸「アム毛＝ア」を使用せ

b .其結果 A鍛iま菌の礎育甚だ佳良友れども N液は左程良好ならず．但し酸

性燐酸加里、硫酸マグネジュクムの二盤類も亦 A はN ，乙比し濃厚と錯したれ

叉茨素跡、として共に嘗量の薦糖を加用せ b、是れ試験せんと欲する軍寧酸の影

響は其使用する原被の種類tこ従仏大なる差違あ bと思惟せしに由る1.tb o予の

試験に使用したる草寧酸は日本薬局方規定品にして横潰鳥居の商標を附せられ

たるものな b。

A 波z • I N 波：

敵性燐険加里............s g. I 酸性燐酸加盟............0.5 g. 

硫酸T グネヤュ守ム・ ・ .... 2.s g. I 硫酸T グネV品すム......o.2g. 

アスパラギY .. .••••.• ・ •• 5 g. I 繍駿アム毛＝ァ..........o.5g. 

煎 糖・・・・・・・・・・・・・・・・sog. I 薦 糖...............:,5og. 

再議溜7Jt...•.....•...... 1000 c.c. 1. 再蒸溜水................1000 c.c. 

此原液は草寧酸添加前一同加温殺菌し添加後瀦過して透明ならしめ強め堕

酸、水道水、蒸溜水の！順序にて清洗し綿栓を施して乾熱殺菌せる 250cι エノV

V ンマイエノV憶に各 30cι 宛入れヨツホ蒸嵐殺菌器にて約四十分間殺菌せれ

而して各茨痘病菌の純粋培養基に生じたる胞子を取 bて之れに移植し：最初二週

間輝氏二十五度の定温器中民放置し観察時を除くの外金〈暗黒裏に保存し、其

綾は室温tζ放置せ b。

。賓醸の結果二二寅験の結果は突の諸表に示すが如し。

表中符披一一0 ・・・・・・・・・不後育

I一一VI......軍基育程度（監の大なる程真野）

B .........・・・培養液黒褐色 lこ艶~し事（数字l:t襲撃色程度にして般の大な S程濃厚）

備比較に供したる他植物表症病令原菌に就℃は従来公表せられたる名橋氏

劃し疑問少からまるもあ b又茨症病中未だ何人の研究をも鰹ぎるものあ L 姑

く被害植物の名稽其他を以て表示するとと、し詳細は他日に譲らんとす。

ー 0 賓験第一、
貧験期日ーー自大正六年四月二十五日至同年五月二十一日

培養液一－N波 1000c.c. Iこ皐寧酸 zg.加用

（勺誌怠：本報交lこ於て類縁諸菌と稽するIt植物炭庇病骨原菌類.RPちGloeospori伽嵐（Colletotriclt糊

た含む）並l二分生胞子時代が GloeosporiumIこ属する菌類なり。
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第一表、賞駿第一結果

観察ぜる日 ｜菌の齢程度 培養液慶色程度 胞子資育程度 薗の護育状態

四月二十七日 I Bs 。 白色宙線波底iこ僅か軍基育す

五月二日 III B3 。 白色商事車液面にも僅か畿育す

五月八日 III Ba 。 同 上

五月二十一日 Ill Ba 。 波面に所骨灰白色省高患の察署喜
1J.-生ず

本試験に於てカラデュクム炭症病や原菌は強3接育能力を有しだれEも同

時に比較培養せる近縁種中菜豆及びヒヨタタン最症病菌は全く楼育せず、西瓜、

桐〈天狗巣病）農症病菌は肉眼的に金く議育せぎ bしも培養液僅re襲色し、梅葉

農痕病菌は肉眼的tζ議育痕跡を示したるのみ、而し℃培養液は本病々原菌の盛

育に由 b℃甚だしく黒褐色に襲せ b。今類縁諸菌の接育比較を表示せば究表の

如し。

第二表、 類縁語菌と本菌との比較に就τ賓層住第一の結呆

本表所示は五月二十一日の観察な b

繍 ｜等制物名！寄生部位｜摩地盤に採集者巴竺土i制程度！．

カラデ，，＿ fJJ,, I 業 l札幌温室L菅谷氏 i遜 見 ！ 日I

2 桃 果 賞｜静 岡 膝 （ 岡 田 氏 〉 ｜ 遁 見 II 

3 Iまさき 葉 静岡賂（鶴岡氏〉｜ 遜 見 I 

4 怖と i二 If tt. E玄 札幌（遜見〉 渇 見 II 

5 F守 ナ ナ 果 賞 東京市場（遁見〕 渇 見 II 

6 甘 薦 一 蚤湾 三宅氏 I 

7 
、

〈 ('t 呆 貧 札幌（遜見〕 逸 見 II 、．

8 "" y ,,. tJ 果 寅 東京市場L菅谷氏〉 活 見 III 

茶 業 茨城焼く菅谷氏Y 遜 見 Ill 

10 I槌 桃 果 賓 札幌（遜見〉 遜 見 III 

栂 可 葉 柄 朝鮮 :l!j 見 。
12 和 F梨 果 質 静岡県草 〈織田氏〉 型車 見・ II 

13 I南 瓜｜腐敗果！札幌（遁見〕 i遜え II 

14 I商 瓜！果賓 l札幌（逸見〕 l想見 。
,~- 

日~ぶ ~I~ l；浦行
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梅 業 東京（菅谷氏〉 遜 見 痕 跡

同一泉 呆 賞 静岡膝（遁見〉 遜 見 I 

楽豆 爽 札幌（遜見〕 遜 見 。
樟（第一誠菌〕 枝 熊本県草 （八谷氏〉 ~ 見 II 

22 ト T ト守 果 貧 札幌（渇見〉 遜 見 II 

23 棉 朝鮮 中田氏 l[ • 

24 大 豆 爽 調鮮（瀧元氏〉 調元氏 II 

25 李 幼 果 静岡燦 （岡田氏〉 渇 見 III 

此外二三植物よ b予の舟離せしもの、他よ b分譲せられしものにして試験

に供Lたるものあれども備疑勲ある露め都て此所に省略す

0 質験第二、

寅験期日一一自大正大年四月二十六日歪同年五月二十一日

培養液一一A 波 Ioooc.c.に皐寧酸 Eg，加用

第三表、賓験第二結果

観察ぜろ日 ！簡の滋育程度｜：培養液慶色程度｜胞子軍基育程度！ 菌の後育状態 I 

両豆元－1 I I Bs 1 。 ｜白色の麟桝lこ生ずるのみ｜

百二日「V I Ba 寸 0 市耳目苅議扇町
VI I Ba 寸 。 11~白石日琢板可否玄首冨

一一一一J ） ｜戸以て波面や覆ふ
VI I Bs I 0 ｜淡嗣至灰製色の首：臨瓦で

窃 I l波面会て覆ふ

本試験に在ては本病令原菌の接育極め℃良好な bしが絡に胞子の形成を認

めず、而して比較培養せる諸菌中菜豆茨症病菌は金〈按育能力を快き且つ培養

液に何等の襲化を輿へず、スイクヲ、ヒヨクタン等の農症病菌は接育極めて微

にして痕跡を認むるに過ぎず、．叉表痘病菌額中には本試験にi於て胞子の形成を

見たるもの少からぎれども本菌tζ在ては全く之が形成を認むる能はぎ ！＞ き、叉

培養液は本菌の接育によ b甚7さしく黒褐色に鍵ぜb。類縁菌との比鞍は究表の

如し。

第四表、 i 類縁諾菌と本薗との比較に就て賓験第二の結果

本表所示は五月二子一日の観察在 b。

) 

‘へ
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ーと｜ま さ き｜ 葉 ｜『静岡賂嶋田氏〕｜遜 見 L竺

÷｜ベすなIず柄 1-;-=（遜見）：I; i I ~ 

一一一一一一一－
J
川
一
出
川
口

札 幌〈遜見）

札幌（遜見〕

~見

渇見

痕跡

痕跡

背it騒 （三浦氏〕

札幌〈宮部氏〕

三浦氏 I VI 

~見 I VI 

東京〈菅谷氏3 ~－見 I IV・ 
トー一一一ー？ー一一一一一一一一一一一一一

II 楽 豆 爽 札幌〈遜見〉｜遜見 。
12 棉 朝 鮮 中 田 氏 IV 

I 13 I 李 ｜幼 呆｜静岡膝〈岡岡氏〉｜渇 見 l
I 14 I温撲？欄）｜ 業 ｜静岡燦（嶋田氏〕｜ 治 見 r 

15 I 書 架｜呆 賞｜静岡膝（鶴岡氏〉｜遜 見｜

｜ 和 梨 ｜ 葉 ｜静岡熔（賞品開氏〉｜ 遜． 見 ｜ 
トー一ー一＿，

17 枇杷 果 賓 11静岡際（倒田氏〉｜遜 見 VI 

此外二三植物よ b舟離せし；炭疫病菌にして試験を鰹たるものあれEも向多

少疑勲ある錦め設には省略す。

0 賓“験第三、

質験耳目日一一自大正六年五月八日室同年六月九日

培養液一－N液 1000c.c. I二単寧践 5g.加用

第五表、賓験第三結果

観察白日｜積の鮪程度｜培養液鐙色程度 胞子護育程度 菌の喜美育状態

五月十一日 I B2 。 ヂiこ粉状ゃなして僅地生

五月十五日 I B2 。 同 上

五月二十四日 II Bs 。 波底菌に粉総僅肢かすよすタト波面iこ灰
白色 か浮〈

六月九 日 II B2 。 同 ...r. 

本試験に在ては本病φ原菌fま筒菌綜の礎育能力ある Zととを示したれども

同時に培養せる類縁諸菌中には~~t按育力の快如せるもの少からず之を表示せ

ば賓の如し。

第六表、 類縁諸菌と本菌との比較に就て賓駿第三の結果
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本表所示は六月九日の観察在b

番糠 寄主植物名 寄生部位 農地盤l二採集者 分様者 軍養育程度

I カラテ’ュtJA 業 札幌温室〔菅谷氏〉 ~·見 II 

:i 彬h 呆 賞 静岡蟻（岡田氏〉 話車 見 I 

3 ま さ ~ 業 静岡藤（織田氏〉 渇 見 。
←一一一－ー 一 一

｜札幌（遜見〕4 ぺに I＇！な 霊 渇 見 I 

s 月 ナ づF 呆 賓 東京市場（遜見〉 ~ 見 。
、
6 甘 if. 一 蜜湾 三 宅 氏 。
7 

、 < It 呆 賞 札幌（~·＇！＇見〉 遁 見 I 、

8 .... ;v ::,' tJ 呆 寅 東京市場（菅谷氏〉 渇 見 III 

9 茶 葉 茨城縁（菅谷氏〉 遁見 III 

10 様 桃 呆 貧 札幌〈渇見） ま盤 見 痕 跡

一II 桐 業 柄 朝鮮 渇 見 。
12 和 梨 呆 貧 静岡騒（鶴岡氏】 渇 見 I 

13 四 瓜 呆 賞 札幌（遁え〉 渇 見a
。

14 び Lうすこん 果 冒E 札幌（渇見〉 遁 見 。
一

－寧寧4為果費4三里薗買》》
15 果 質 青森際（三浦氏〕 三浦氏 I 

16 呆 寅 札幌〈宮部氏〉 渇 見 I 

17 梅 業 東京 t菅谷氏） ま盤 見 。
18 編 花 呆 果 重E 静岡県草（渇見〉 ~ 見 r 

19 楽 豆 爽 札幌（渇見〉 遁 見 。
20 樟（第一続賞〉 技 熊2伝競 （八谷氏〉 治 見 II 

21 ト守ト 'f/ 呆 望E 札幌（遡見〉 渇 見 I 

22 梅 一 朝鮮 中岡氏 痕 島事

23 大 豆 爽 朝鮮〈溜元氏〕 灘元氏 II 

一
24 李 ．幼 果 静岡静〈岡田氏〉 渇 見 I 

25 和 梨 業 静岡綴 L鵠岡氏〉 遜 見 I 
トー明白ーーーーーー

26 

1有温冨lf:J《舟州t轟第第a曙蜜匹一ニ三柑柑聾筆健薗璽薗》: 

S良質 一 姻 氏 痕 跡
． 

•27 業 静岡麟 （嶋田氏〉 泡 見 痕跡－II

28 業． 静岡蟻（樋田氏〉 渇 見 痕跡－I

一一
29 枇 相 呆 笈 静岡賂〈岡田氏〉 遜 見 I 

ひらさなんて30 灘 東京（渇見〉 ま急 見 I 
,(, ． 31 ． 3誕 J畏 ヨE 静岡隠（鶴岡氏〉 渇 見 I 

32 南 瓜 腐敗呆 札幌〈泡見〉 渇 見 I 

． 
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此外二三植物よ b分離せしもの、他よ b牙譲せられしものにして試験を鰹

たるものあれども向疑黙ある錦都τ此所に省略す。

0賞験第四、

貧験期日ー－白犬正大年五月九日至同年六月十二日

培養液一一A波 1000c.c. Iこ皐寧酸 5g.加用

第七表、寅駿第四結果

観察ぜる日 萄の事費育程度 培養波援色程度 胞子華道育程度 菌の後背紋態

五月十一日 。 。 。 一一
五月十六日 0-II 0-Bs 。 ー畿育ぜし方l:t液底l二粉状ゃなして白

色菌練、私生す

五月二十五日 II-V , Bs 。 波l:t面綿に白色菌色韓民重の量費に量落ル生ず覆βか叉
状灰白菌 て波面か』、

六月十二日 VI Bs 。 綿菌妖議の空盤機中慌薗糸灰叢色か以てi夜面や覆ふ
ほ か呈す

本試蟻tζ在ては本病令原菌は初め稜育極めて不良にして肉眼にて認知し得

るに歪 bしは播種後五、六日目在 bしが、突で漸く勢力k得、絡には草寧酸の

影響を受けぎるが如昌良好の接育を示し、培養液は菌の接育と共に次第に黒褐

色に費ぜbo然るに同時に培養せる類縁語菌中には金〈稜育せぎるもの並に撃を

育不良のものあ b之を表示せば次の如しO

第八表、 類縁諸菌と本菌との比較に就て寅験第四の結果

本表所示は六月十二日の観察な b

番競 寄主；植物名 寄生部位 ；鑓育程度

I カヲテ。ュfJ.A 薬 札幌温室（菅谷氏〕 ~ 見 VI 

2 桃 果 貧 静岡鯨（岡田氏） 遜 見 V ， 

3 ま さ き‘ 業 静岡膝（鵠田氏〉 ま急 免 痕 跡

4 ベに Iffよ Z髭 札幌（議見） 泡 見 V 

5 『 Vτf 苛 果 賃 東京市場〔菅谷氏〕 鶏 見 V 

傘 果6 
L第一披菌） 来 賞 青森県華 （三浦氏〕 三浦氏 VI 

7 司匡果〈第二貌菌） 果 賞 札幌（宮部氏〉 渇 見 V 

8 梅 業 東京（菅谷氏〉 まj・ 見 。
9 無 花 来 果 貧 静岡賂（~見） 主邑 見 V 

I? 大 豆 1誕 朝鮮（瀧元兵〉、 瀧元氏 V 

II 李 幼 果 静岡軍事 （岡田氏〕 話基 見 III 

12 和 梨 業 静岡懸（鑓田氏〉・ ま2 見 IV 
ト→一一ー一一『ー

温fl第1蜜一柑波菌〕13 も紫 静岡鯨（鶴留氏〕 ~ 見 V 

14 枇 杷 呆 賞 静岡鯨（岡同氏） ~ 見 V 

15 密 薬 来 賞 静岡鯨（鶴岡氏〉 ま2 見 V 

． 

． 
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此外二三植物の表症病菌に就て試験せしものあれEも向疑黙あるを以℃主主

に省略すO

0 寅 J蝶 第五、

貧験期日一一白犬正六年五月二十六日至同年六月二十五日

培養液一－N波 1000c.c. Iこ車電罪被 IO,Og，加用

． 第 九 表 、 寅 験 第五結果

観察ぜる日 菌の俊育程度 培養液境色濃度 胞子議育程度’

五月二十八日 。 。 。
， 

菌の縫育！伏際

六月二日 痕 跡 B1 。 ~k：液り誠駄底τ元塊僅I ：こ洗務主l二主塁漉院愛潤育ぜ主色喜す首の直粉面放物五aとfな,;-一一一一

六月十七日 I B2 。
｜大口五日 I B2 。 同 上

本試験t乙在℃I！本病 φ原菌は向稜育能力を有す、然れども其程度は極めて

徹弱にして液底に沈むに渇ず、此液底』c沈澱斌をなしたるは、主として一種の

厚膜胞子にして菌訴の接背甚だ不良なむ （第三節病原菌の形態中厚膜胞子の記

事第三項参照）。培養液は本菌の鞍育と共に黒褐色に麓ず、但第一…・・・第四寅織

に於ける如〈濃厚ならずc本菌と頼縁諸菌との比較は究表の如し。

第十表． 類扇i諸菌と本菌との比較に就て質論第五の結果

本表所示は六月二十五日の親察な b

’番披｜寄主植物名｜寄生部位｜産地及び採集者｜分離者｜設育混皮

カラテ’ュ fJA 業 札幌温室L菅谷氏〉 遜 見 I 

占長 賞 静関脇 （岡田氏〉 主2 見 I 

3 " Iこ 1:rft. 窪 札幌（遜見） 主主 見 I 4こ〈は
呆 寅 札幌（遜見〕 遜 見 0-1 

-.r y :,+ fJ 果 賞 東京市場（菅谷氏〉 渇 え I 

茶 業 茨城県事 （菅谷氏〕 ま急 見 1-11 

7 榎 がh 果 貧 札幌（渇見〉 ま2 見 。ー痕跡
8 和 梨 呆 貧 静岡県華 〔鶴岡氏〕 遜 見 I 

9 南 瓜 腐敗呆 札幌〔泡見〕 泡 見 0ー痕跡

14 I樟（第二競薗〉 枝 熊本鯨〈中野氏〉｜ 遜 見 I-II 
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15 1・T ト 1/ ．果 賞 札 幌 t遜見〉 ~ 見 I 

16 棉 一 朝鮮 中田氏 痕 ’跡

[7 犬 豆 爽 朝鮮〔瀧元氏〉 瀧元氏 I 

18 李 幼 果 自害時賂 （岡田氏〕 ~ 見 、I

19 和 梨 業 静岡螺（鶴岡氏j 泡 見 I 

1寧i,1¥1.《果〈州第第蜜三一柑着波陸留貰〉) 

20 呆質 一 期 氏 。ー痕跡

21 葉 静岡賂 〈富島田氏〉 治 見 II 
，－ーーーー

22 枇 杷 果 賓 静岡鯨（岡田氏〉 治 見 痕跡－I

一
量3 んひらさなんて 業 東京〈遜見〉 泡 見 I 

24 担 粟 果 賃 静岡厩（筒田氏〉 渇 見 痕 跡

一一
25 温州L第蜜三柑主税萄〉 葉 静岡懸（嶋田氏〉 ~ 見 痕 跡

爾他二三植物よ b?1-離せし：農症病菌に就て試験せしものあれEも倫疑勲あ

るを以て他日の反覆を期しままには省略す。

＠寅験結果tζ就§ての論定二二賓験民基Sτ得たる所を論定する乙と突

の如し。

一、 N.A 南培養液共に車寧酸を加用せるものは菌の費育に lb℃黒褐色

に麓ず、其遜色程度は大韓民於℃菌の接育程度に平行す。

二、第一表と第三表との比較並に第五表と第七表との比較に由品τ本病争

原菌の接育程度は同一量の草寧酸加用bものに在℃も培長原液の異るに随℃甚

だしさ相違ある乙とを認U、同様の関係は第二表と第四表との比較並に第六表

・と第八表との比較に由 bて類縁諸菌に於ても之を認むるを得．此閥係は培養原

被の普養債の差異に依接するものにして草寧醜の有毒作用は其際使用せる他の

替養物に依bt多少左右せらる、ものなる事を示す。

三．本病々原菌及び多数類縁諸菌共』ζ草寧酸の分量増加するに従以費育程

度及び費背速度を漸減す、車寧酸巳に有毒作用を呈し℃菌の接育不良就態に隠

るや一種の厚膜胞子を形成して向能〈之に抵抗する性質あるが試に、加用酸が

菌の礎育不良蹴態を呈せしむる濃度民連し℃よ b其接育を全然防止し若〈は死

滅せしむる濃度に遣する迄に著し3差異あ b0 

四、本病φ原菌、類縁諸菌共氏本試験に於ける如き車寧酸量tとては刺戟作

用を蒙る事在〈、 N.A雨原液使用の際共有毒作用を蒙，， .菌の接曹は加用せま

るもの．よ bも不良な b、而しτ本病令原菌iま本試験に在℃は何れの場合にも施

子を形成せず。
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玉、本病争原菌と類縁諾菌との比較表を通覧するに同一菌に在ても其寄主、

採集期、産生地及び培養原被の異るに従以其抵抗力に多少の差異あれども、抵白

抗力の甚大なる差異に由 b幾群かの種類に大別するを得パし、即ち菌は同一属

のものと雄も、其種類によ 9-c:自ら抵抗力会異にするが故に予は類縁菌中抵抗

力の差異著大なるものは其現象を以て分類皐的ー標徴と設す乙とを得べきを信

ず。例之桐（ー名天絢巣病〉、スイクヲ、ヒヨヲタン、菜豆、梅、マサキ、バナナ等の

茨痘病菌は抵抗力比較的弱〈、其抵抗力弱きもの、内にも復自ら相容れざる差

異あ会て菜豆、西瓜、ヒヨタタン等の茨症病菌は最も弱5種類なるを知る、反之 l

本病φ原菌i立予の寅験範圏内にては類縁菌中最強種類に属すO

六、上記五項 11:. 於て論じたる如~草寧酸に謝して抵抗力比較的弱き種額は

他の有機酸例之ば拘構酸、林檎円安等に劃しても亦抵抗力比較的弱3種類なるを

知るが故氏本質験に於て示されたる有毒作用を以て直に軍寧の作用な bと即定

すべからず、如何となれば斯の如き現象は或は培養液酸度如何に由bて生じた

るものなるや未7枚目るべからざればな b。

士、 病 原 菌 の 霞 育 に 友 隠す温度の影響

植物の病害中には或一定冨域に限られて殺生するものあ b、叉同一地域に

於ても或病害程度年代よ ・bて大なる差異あるは世人の熟知する所在 L 植物病

害の停播範圏、被害の強弱等を左右する原因を明かにして強め其殺と的E備ふる

所あれば農業上梓益するとと少からぎるのみならず、又植物病理皐上の重要事

業たるを疑はずと雄も、其原因は複雑にして之れが断定は容易ならず、然れど

も病害と気候との関係甚tl大にして時として気温之を支配するにあらずやと思

惟せらる、場合あbo温度の菌類生育代影響する事大在るは固よ b論を竣t2ず、

故に従来此方面の研究を試みたる皐者甚だ多〈其所設亦匝φにして且多岐な b

之をーφ紹介するは聯か煩に失するを以て省略す、要するに溢度の影響は濁 b

菌の種類によ bて異なるのみならず同一種類の菌と蜂も菌綜の成長、施子の生

成、菌綜若くは胞子の高視に劃する抵抗力等菌曜の部分及び作用の異るによむ

温の影響必ずしも一志らず、又或種の菌に於て或作用に劃する最高、最適、最低

の温度は研究に使用せる培養基の種類によ bて或は其他の外国以態等によ bτ

多少の相違あるを免れず。

植物炭症病菌類に在ても従来或一二の種類に劃し研究中此問題に接燭せし

皐者少からず、暁近予の注意を惹きしは SCHNEIDER-0RELLI ,20¥ KRUGER (l~)' 

AMES (ti, EDGERTON円 BROOKS並RCooLEY ∞等諸氏の或種類或作用に事せする
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温度の関係を迫究して待たる報告と錯す．就中 EDGERTON氏は拾数種の農痘病

菌に就て温度の影響を比較研究せ上然れども本病争原菌に就τは未tl培養試

験を賓行したる者窓く従吃温度の関係fj全然不明1,J:h 何て予は突の試験を行

μ主として祖の菌赫按育tζ及ぼす埼響を明かにせんと努めた ~o 予の得t2 る所

は未tl病理事上の重要問題を解決するに充分な bと云以難きも大体tζ於て議期

の結果に到達し．自然界に於砂る本病害の闘係を想像し得ると共に本菌と類維

諸菌との異同を明かにすべき分類畢上のー標徴をも捕捉し得た b。寅撤上の成

績突の如し。

。賓験第一、

賞験期日＝＝大軍六年三月．．五月、十一月．．十二月、

培養液慮方＝＝酸性燐融加里......0,5 g., E宵醜アム唱ユァ..0.5 g, 

硫酸T グネo/＂－守 A 0,2 g., 1.f.糖＂ " " " " " 50 g. 

盟量化餓 2%波．．．．．．費量滴， 蒸潟水・・・・・・・ e・.1αヨDc.c. 

賓職方法ニニ盤酸、水道水、蒸溜水の順序tζ乞充舟情洗したる 250cι 且

fl"VYマイエfr鵠を規定の女II（綿栓し輯熱殺菌したる稜、前記培養液 50cι 宛

を入れt更にヨヅホ蒸気殺菌器民て四十分間殺菌し1：るものを使用せれ各憶

に播下する病原菌胞子の癒を可及的同ーに近からしめん矯め諌め試轍管に IO

C心の蒸溜水を入れて殺菌し、之に純粋培養上に育生せられたる菌の胞子塊を

白金線比て移入し、充舟振麗して混濁の液と－錯し、之を各舗に！三白金耳宛接種

せ i 而しτ之を直に所要温度の定温器中.，乙置5検査時を除〈の外金〈暗黒裏

に保存せ島 .但低温試験に在ては定温器を寒冷在る室1且中民放置し自記事駿計

を以て培養中の祖度を測定し、若くは低温度冷蔵函内R放置して漸〈目的を遺

ll鰐t2~ o培養日数は十一日間と定め最後に此期聞に按育Lたる薗締を諌め秤

量せる穂紙tとて蒐取L；蒸溜水にて十分洗樵したる綾蒸旗乾燥器Kて乾燥せしめ、

常旬齢硫酸乾燥器に入れて保存せb、斯の如くにして得たる菌締の乾蝿重量を

秤 k l之を以て各温度に於ける接育程度を比較し第十一表の結果を得た b。

培養中接育賦態の観察二二

揖氏四十度内外： 金〈接育せず、

蟻氏三十四度万至三十五度： 二日自には糠底に白色の菌線僅に按生し、五日

自には披面にも白色万至淡褐色の菌綜粉塊とな bて浮遊し、七日自民

β焼肉色の粉朕菌耕、塊液底に沈｜砕したるものと、液商tζ多撒接育して

之を被覆Lたるものとあ b、或揖に在ては胞子の形成を鶴めt2b。此

朕態は十一日目迄極績せ b。

場氏三十度内外： 菌綜の畿育極めて良好にして二日目には就に友白色の菌
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叢被面を覆仏、五日自には菌叢灰色R襲じ、七日自には灰色乃至黒色

と在 bて接育盆φ良主主を示し、十一日自には反黒色乃至黒褐色の厚き

菌紙層を以て杢〈液面を覆ぴ胞子を形成す。

蟻氏二十八度内外： 菌綜の，鞍育甚だ良好にして最初は三十度のものと大差

在し、五日目には菌叢灰色乃至友黒色の縞をなし、七日自には帯繰疏

黒色となる、此賦態は十一日目迄繕績し、胞子の形成は極めて良好な

b。
揖氏二十五度内外： ユ日自には白色菌綜薄唐をなして液商を覆仏、五日目に

lま菌齢層の義育盆φ良好にして友白色とな上七H目には友黒色tζ捷

じ其上tζ友白色の空中薗綜叢鞍育す、此賦態は十一日目迄雛績し、胞

子の形成不良在 b。

揖氏二十度乃至二十一度： 二日自には白色の菌締生じ℃披面に薬務を形成

L，五日目には白色の欝暦を造 bて披面を被覆L、七日目には反色万歪

友黒色に襲じ、議育盆φ良好な b、而して十一日自民軍るも此朕態と

大差なく、胞子を形成せず。

嶺氏十三度宇乃歪十五度宇： 菌訴の接育良好ならず、五日目に至るも液面に

号量生を見ず、七日自民初めて波面tζ灰白色菓落を形成し、其後は各織

とも梢φ著しく稜育し衆落は絡に友黒色t乙襲ず。

揖氏八度乃至十一度：液底tζ極めて僅に肉眼に℃認め得らる、費育をなし・

たるに過ぎずc

揖氏O度乃至三度竿：金〈接育せず。

賓験第一結果二二上記の方法~t. ＂（十一日間培養して得たる菌総の乾燥重量

突の如L0 

第十一表、 賞験第一結果（数字は克を草位とす）

温 度 第一極 第 二 糧 第三繕 合 計 l:zis. 均
一一一一，

Ca.4o。C. 。 。 O' 。 。
一一一一一『

34。－35。C. d、 量 量 量 0.758 0.253 

Ca.Jo。c. 0.799 0.775 0.619 2.193 0.731 

C8.28・C. 1.048 I.012 I C泊E 3.061 I.020 

Ca.2S°C. 0.981 o.98o 0,961 2.922 0.974 

20°-21• C. 0.795 o.66o 0.574 2.029 0,676 

13・・s-1s:sc. 量 小 量 量 0.787 0.262 

－・一一一一一
8・－11。C. 痕 跡 痕 跡 痕 跡 秤量し得ず 痕 跡

0°-3,.05 C. 。 。 。 。 。
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上記の結果を曲線にて示せば与党の如し。

。賓験第二二、

賞験期日＝＝白犬E大年五月二十一日至周年大月十四日

培養液慮方二＝酸性燐酸加盟..5 g., 硫酸守グネγ3・守 .A•• 2.5 g. 

アスパラギy"5 g,, 車空機..............50 g. 

檎線／:t温度（掻氏〕や示し縦線

/:t薗級乾燥重量の平均〈単位

＝麗） 1e表（:tす

暖化繊2%波．．厳滴， 蒸溜水.., , . , . , .. , , . , 1000 c.c. 

宮験方桧及び結果二二二賓験第ーと同一方法下に準備せるェyV y マイエ/Y

慢に培養液 50c.c.宛を注入し、ヨヅホ蒸混殺菌器にて約四十分間殺菌し、賓験

第一と同一方法にて病原菌抱子を移植し揺氏三十五度遣に四十度の定温器に入

れ十一日開会〈暗黒裏lζ保持して培養し次の結果を得たれ但本質醸の目的は

病原菌の稜育を全く防止する高温度が培養液の種類によ bて多少異なる所在き

かを知，， .以て質輪第ーに依bて得'Rる結果を確かめんとするにあ b。

場氏三十五度内外： 菌綜の接育極めて良好にし℃帯挑紅;I}(色の菌叢を以て
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被面会〈覆はれ7；れども胞子の形成を認めず、然れども十一日間経過

後宰温に移したるものは其後一週間自に盛に胞子を形成せ~ 0 . 

揖氏四十度内外：ー全く菌の接育を、見ず。十一日間経過後室温に移したるも

のも亦金〈菌の接育在し、是l乙於て揺氏四十度の潟熱lま本菌胞子の生

活力をむ失する温度と認定するを得た f> C但胞子活力をむ先せしむる

に要する時聞は尚未定な 9）。

。 寅 験 結 果 tζ 就ての論定

第一及び第二寅識の結果を見るに本病令原菌の畿育に劃する最高極度は揺

氏三十五度以上四十度以下に在る乙と明かにし℃且つ三十五度に℃費育比較的

良好なる乙とよ b推察するに最高温度は恐ら〈三十七、八度に在るべし、又最

低温度は拘然を繰くも揺氏六、七度、最適温度は揺氏二十七、八度の蓮に在 bと

見倣すも不可なからん。然れrも是等は培養基中に於ける稜育朕態にして普養

等の関係同じからまる天然状態とは其趣を異にするは論を侯たず、従ふて本菌

が自然界tζ於て寄生能力を鞍揮し侍る極度は本質J験の結果と多少差異あるもlの

と見｛故事ぎるべからず．即ち仮令最適温度は雨者聞に著しS相違あらずとする

も最低温度は自然界に於て彼よ b重かに高慮に在るものならぎるべからず、何

－となれば寄主植物の寄生菌に劃するや皆或抵抗力を有し菌の之に寄生するは其

抵抗力に打勝つべき良好なる費育力を有する場合なればなれ例之Jま最近 Tis-

DALE氏側が亜麻立枯病菌丹'lsariumLini BoLL. の成長と寄生力とに及ぼす極

度の関係に杭て研究せし；業積を見るに成長に劃する最低温度は揺氏十度乃至十

一度、最適温度は二十六度乃至二十八度、最高温度は三十四度乃至三十七度な

bと雄も、該菌が亜B誌に霊まし℃寄生力を接揮し得る最低温度は成長の場合よ b

も貨かに高〈揺氏十四度乃至十六度の間tζあb。是よ b先BGILMAN氏川町の

試験に昂tsariumconglutinans WoLLENW.が揺氏十四度乃至十七度の温度に保た

れたる時甘藍を侵襲する力無く十七度沼歪二十二度の高温に保たれたる時始め

℃之を侵したる事賓あ b。故に予は本病＋原菌が其菌続殺育に闘する最低調度

は揖氏十度以下六、七度なれども期かる低温度に℃は決して寄生力を具ふるも

の在らずと思惟す。

八、設宵の高温極限度~就て本病 11. 原菌と額縁諸菌との比按

第一及び第二寅験と同一方法に依 b賓験せる爾他植物茨症病菌に劃する温

度の影響を通費するに各菌皆高温度に於ける接育状態を異にし且つ全然襲育を

防止する温度に踊しては生態皐上意義ある結果を得た b、予は之を以℃類縁諸

も
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〈誌意〉表中の符競i！第一表一一第十表iこ示し7こるものと同一なVJ，.但し設育の程度I！肉眼l二て観

鍵しれる結果lごして時として菌総乾燥重量にて示し1:る鶴来と相違する湯合あり。

い p菌類の稜育、生殖作用等収聾する温度の極限度は常民一定不獲のもの怠巴

ずL普養股態に由て多少費動ある事は既に先輩諸串者の説〈所にして、予の研究

に於ても前記第十二表中第一．第二賓験結果を比綾するに第一賓輸に於t鞍育

せぎるも巧第三賞輸に於て同一温度下tt鞍育せるあb叉第三賞績に於て接育せ

まるもの第一賞駿に於て援宵せしものあるは由て寵明せられた払然れど事比・

較に際し稜宵カ等を考察ft入与れば繭賞験結果は大体』t於て相類似する慮ある

べL。健て高温度に劃す一る按育力の如何比依b植物農症病菌類を耐熱種．不耐熱

種並比中間種とに三大別するととを得ると共氏、同一培養基比依忍按育有無を。

以て類酋鑑別の一助たらしむる上得ぺL。但是亦絶望号本轡のものにあちず同一

植物lb分離し且同一菌と断定すぺきものにして同一培養液中ーは金｛接宵せ

ずーは痕跡の讃育を在したる質例あ b（第十二表第一賞駿桃農症病菌馨照）．而

して議宵せぎbしは好離稜鰹久のもの＆tして稜育痕跡のものは穿離後日備洩ぎ

培養な夕、是培養久しきに亙れば接育力自然衰弱せるに由る敵。

既に菌類に多少の襲化性あbi稜育程度a:}t綬するに嘗 b按育繰加も接育

寵跡も大差窓しと見て不可意かるべし、・・先輩諸事者中にも温度の影響を以て菌

のJ}類を在したる者あ b.予は此性質を以壬植物農症病菌按類主のー標徴主主

ーし得るを信ず．而して本病φ原菌の高溢tζ劃する積宵カが予の賓験に供じ12"t,' 

爾他額縁詣菌中最大1.tbしは注目lt値す、備高温tt劃する抵抗力強S種類緋謂
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耐熱種を見るにマンゴ夕、棉、蜜柑、バナナ、甘薦等熱帯地に適する植物の茨症病

菌t乙多きは生態皐上寒に興＇＊ある事にして、本病害の礎生と稜生地の気温は互

に闘聯する所あるを想はしむ。

丸、病原菌の分類串上の位置並~名穂

本病 φ原菌は不安全菌類黒粉菌科 （Melanconiaceae）中の Gloeosporium麗に

隷入すべきものにして予は Caladi・umに寄生する該麗菌を文献に索め唯一種を

待先b、即ち GloeosporiumAracearum P. HENN.仰と縛するもの是在七其原

龍載突の如し。

アMaculisfuscis vel paUidis, exaridis, zona brunne。lacircumdatis, rotundatis vel iπegularite雪
effusis ; acervulis epiphyllis, sparse gregariis, punctiformilms, atrofuscis, pulvinatis; conidiis 

cylindracco・oblongisvel clavatis, rectis vel curvulis, utrinque rotundatis, hyalinis, inttis granulo-

sis, continuis, 10-14 Y. 4-S μ.” 

“Sao Pa叫o,Hort. botan., in lehenden Bl邑tternvon Ca/adium sp, et Philode'na.，抑b伊，,matふ
メ＇dum.”

由是観之病班の股態が予の見たる蕗と稿φ其趣を異托すれども如斯は寄主

植物、気候其他外国賦態の異なるによ bて差異あるべきによ b病原菌分類上に

重Sを錦苫ず、爾他諸性質大同小異にして天然寄主植物に生じたる胞子の幅が

予の見たる所僅IC3.6-4・2μ なるは P.HENNINGS氏の夫よ b狭しと雄も、培養

基に生じたるもの L幅は 3.8-5・4μ にして最も普通なるものも 4・4-5.0μ なる

に由b爾菌の胞子が匝別を錯すぺSものならぎるを知るべし。

植物表痘病菌の牙類法に就℃は寄主植物の異同若〈は寄主植物が類縁な b

や否やの勲氏依 bて決定し得べSや種φの議論ある蕗tこして未だ櫨定せずと雄

も、予は本病φ原菌が其温度の影響に於℃、加酸培養の影響に於℃、；情亦培養

上の性質等に於て能〈他菌と匝別し得るを知 b、本菌／j.金〈他の農症病菌類と

一致せぎるものにし℃ P.HENNINGS氏の定め1?.る名稽を採用する乙とを至賞と

錯す、而しτP.HENNINGS氏tζ榛れば本菌は掲 bCaladi m のみならず Pゑiゐ． 

a必ndシonbipinnat.夕'idumt乙も寄生すと云ム‘此二植物iユ質t乙同科近縁乃ものな b0 

十、病原 菌 の 接 種 試 験

Gloeosporium Aracearum P. HENN.菌が本病φ原菌なる事は其病肢を観察し

たるのみにて殆X疑ふの鈴地主しと離も、賞験上其寄生力を誼明せんと欲し接

種試験を行へb、供試植物は東京某商店にて購求せし塊根を賞敬室附属祖室内

に培養して畿育せしめたる美薬種カフダュクムにしτ震に菅谷皐士が本病害r
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接見したる寄主植物とは聯か異在るもの1!"f> 0 

第一周試験＝＝大正六年七月十四日供試植物の新葉繁生して盛に成長しつ

つある際純粋培養基lf>得nる本菌胞子を殺菌7.f<lt混じ噴霧器を以て葉華民撒

布し．三日間破璃鐘下に置て乾燥を防ぎたれぎも成績陰性比絡 f>n L 蓋し

Caladium の葉は多大の7.f<3tを附着せしむる乙左難〈、水諦十分民葉片を潤3

Tして樽φ其上を停はb、極微の振動あるも容易に地上に落下する性質あるを

以て此失敗を招ぎたるものと思．惟す。

第二同試験二二大正六年九月十八日；培養基上に生じたる施子塊を白金線描

にて取 h供試植物の葉上所φ』t之を附着せしめ稜噴霧器に℃7Jt.ij-を撒帯し境璃

鐘下に撞〈事三日間次て室内re.放置する乙と約一週間托して彼の葉線接種部教

ケ所に褐色瑳黙を酸現し、其斑勲攻第tζ葉片の内部に向て績大ーするを認めた b0 

然も十月中旬に至る迄新胞子を形成する之となし襲色部の載片を鏡検し僅民

組織間を迷走する多載の薗綜を認めたるに過ぎず、予は此現象を気温の関係に

因ると思惟し直ちに温室に移して施子堆の形成を期待したれども、設備不備夜

間冷気』t接する乙と属＋な bし詰め吾が目的を遣するに軍らず会葉萎凋枯死の

，運命に藤 bt?. b。此試験に依 6－：－－旦陽慢の結果を得たるに喜ぶべきも胞子堆の

形成を認めぎ bしは惜むベLO 抑も供試植物左して撰ぴたる此種額が胞子形成

に不良の物理tbや勝亦外園駅態良好在る時は胞子を其綾に見るべきもの意 bし

ゃ断定に苦しむ所なれば夏氏擁曾を待て反復研究すべし。

十－.摘要

以上載節に亙 bて論述せる所を纏括すれば突の如しυ

一、ネ病害は Caladz"umの葉に褐色の大在る斑黙を形成し；次第に植物を衰

枯tζ陥らしむるものにし℃、本邦』t於ては本年三月札幌農科大串植物園附属温

室内K義見したるを晴矢とす。

二、本病争原菌は GloeosporiumAracearum P. HENN. と稀し：本邦の外曾℃

南米プラジノ•V 』乙於て採集せられたるものな b 。

三、本病φ原菌は培養基上若くは接育tζ有害在る物質を合有する寝中に在

て往々厚膜胞子を形成す、但し厚膜胞子には会〈異る敷種の型あ b。

四、本病｛，原菌の胞子は接芽前ニ室に分劃せられ又懸滴培養中稜芽管又は

菌綜の尖端に厚膜施子若〈は附着器と稀せらる、暗色摩膜のー細胞を形成する

乙と一般植物農痘病菌の性質と一致すO

五．本病φ原菌は各種の培養基上に能〈接育するを得、予の試験中薗綜の
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接育最も良好意 bしは乾燥褒芽浸出液．麹浸出液、麹提出糠寒天培養基、’乾杏浸

出液寒天培養基等にLて胸子の形成を見'kるはプイ 9 ：，＇.西瓜県汁．澱粉培養

液、玉萄黍粉煎汁寒天培養基‘乾杏浸出液寒天培養基等な b。
＇・，六、本病争原菌は酸性反慮稿令高き培養基にも横育し得るものにして、例

之ば約雪拘融酸培養液re在ても備接育能力を具有す、故に乾杏浸出液寒天培養，

基の却さ酸性の培養基を利用して容易に之を分離するを得。

七、本病ゃ原菌の哉育によ h'1.「グラチシJは液化せらる‘但し漉化カは最

初極めて徐,v.・在会：。

八4・車寧酸加用の培養液は本病φ原葡の礎育によ bτ黒褐色tζ麺ず。

民、l丸、車寧酸加周の既行培養競輪範圏内re在ては本病φ原菌は額縁諸薗中之

』と劃する抵抗力議・も強3種類氏周す。

.: ＇／十、十本病＋原菌 φ締の接育tと及ほ・す最高温度lま揖民三十七．八度、最適温

度1：擾氏‘二十七－A度‘最低壇度は揖氏六ー七度前後民在るべし0

' ＇寸・手持ず本病 φ原菌は予の比駿蹴臓に供Lたる類縁諸蔵中高.度に望せする費

育方最も強大な bo・’

－本究は予が東北帝国大事農科大事植物事敬室κ於て碗究中なる植物農疫病

に闘する業績の一部芳氏ιτ他日更に補足接表する期あるべしダ格 b＇ζ臨み此

研究中種φの示殺を輿へられたる宮部教授．伊蕗助教授並氏本病害研究材料を

輿せられたる菅谷農皐士に劃t，深層なる謝意を表す。街研究に必要なる標本来

l:l培養を分典し或は直接に或は間接に少からぎる援助を典へられたる諸氏に劃

し特に記して感謝の意を表す占

／ 

ぬ‘ ー’‘令民 ι 切、
札

、，..，.，、例l

大正六年十二月二十日，稿

“倫.，... 輔、，d
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／／  夕張山脈植物 分布論

西田彰一

QN THE DISTRIBUTION OF' PLANTS IN THE YUBARI 

MOUNTAIN RANGE. 

主HるzoN悶

垣、、俗、

ーー縄 雷 •• , 

h 夕張山臓は北海道の中央に位する古生層山臓にして．其所産植物の豊富在

るとと金遁に冠flb、従て其植物が如何在る要素よ b成立するかを調査研究す

るは北海道の植物分布系統を究Uるに於て重要在る地勲意 bとす。

予は明治三十八年（1905）下富良野に遊び其後方に聾立する富良野岳、1差

別岳の採集を計劃したれども嘗時未tl登山道なく遺域主がら是を中止し十勝岳

民整bて蹄札せb。大正元年（1912〕初夏柳津秀雄氏潰名有華氏、予民間ふに

大雪山整山を以てせらる、予は大雲山よ bも．夕張岳の古生屠にして、其所産

植物の採集は興味あるものなるべきを告げb。常年爾氏の夕張岳に於ける採集

の結果は牌して極めて興味あるものlとして、幾多の珍種を驚せ b。設に於て予5

iま岡山臓の精査を試んと欲し、翌大正E二年（1913）柳津氏、足立啓次氏と共に

先づ産別岳よ b初め夕張岳を採集し更に大正三年（1914）には産別岳を再び探

L 超て大正五年（191 5）本山服の縦断族行を計劃し、1富良野岳よ b初め産別

岳、問中岳、南峰よ b鉢盛山氏出て、更に夕張岳、鉢盛山中聞のホロカトナシ

sベヲ水源の卦水嶺及（！.夕張岳、小夕張岳聞を精査し、略本山脈高地植物の大

要を窺ふを得た b。然れども本山臓の山域は頗る鷹太にして特に西列扉風岳、

鋸岳、黒蘇山、三角山等向未踏の匝域あ b、調査の完壁は望み難しと量産も、孝氏

下記諸氏の採集あ b.設に予の得たる結果と合せて本山服所産植物 85科 274

属 504種民就て調査したる結果によ bて植物卦布上の事項を少し〈研究推論せ

んとす。

本山臓に於ける最初の植物採集者は石川貞治氏にして、明治二十九年

(1896）地質探検の傍 21種の所産植物を採集せ b。同氏の標本には夕張岳と記

載すれども、考シグシaママエ川を経て登 bしと云よ、に見るもJ採集植物の性

質によ b℃見るも産別前岳なるべしと信ず。究τ明治三十二年（1899）遠藤博

， 
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士は夕張川上流に於て其白亜紀層ib化石植物を得られ本山脈は化石研究上好

適地たるを同好者に紹介せらるO 是に於て明治三十七年（1904）藤井博士の化

石植物採集あ b。次て明治四十年再び遠藤博士は英閤植物皐者ストーフ・ス嬢と

共に夕張川上流パシタ毛品目パロ川ベシタモ品目バロ川に入れ大に化石植物

の採集を試みられ、備ほ Cladophoraの一新種を得らる。明治三十九年1(1906)

大井上義近氏は地質調査のため夕張岳に登b三角山（シユ歩パロ山）を経て夕

張岳頂上に達せらるO 本山登山者は以上の外山根理事士、陸地測量部員帝室林

野管理局員等あ bと雄も‘純然たる顕花植物採集の目的を以℃登山せるも6、

蓋し柳津、潰名雨氏の大正元年（1912）夕張頂上に於ける採集を以℃鴨矢すと

べし。産別岳は予及び柳淳、足立覇氏の考玉三年（1913）に於ける採集は其頂上

を窮めたる最初のものなるべく。富良野岳、鉢盛岳の如きは大正五年（1916）予

及ぴ属国八十楠氏の採集あ 9o特に其鉢盛山の如きは重別岳方面よき強行整山

せるものにし℃、大なる準備と綿密在る計事！の下に初めτ達し得〈忌地織な b

とすQ績吃周年、郡場博士．本原均氏、石田文二郎氏を加へたる夕張岳幕整山

あL，予等の下山と前後して小泉博士は小泉秀雄氏と共に登山採集せ 9o最後

K昨大正六年（1917）星野三郎氏栽培用高山植物採集の目的を以℃．秩季の悪天

、候を犯し℃華山せbo麗別岳方面にあ b℃は、大正三年（19r4）予皮ぴ宮川直

衛氏の再度登山あ bo翌大正四年（1915）小泉秀雄氏の採集を鰹〈大正五年

C 1916）予と福田氏の中岳南峰よ b鉢盛岳に越むし強行採集あ bτ、周年雄季星

野氏の登山i>!, .本山脈の植物採集地bしての名聾漸く高さ~加へた 9o・

ι 本山版植物乃文献に表はれたるは、武田博士（l’？の Noteson the },aI)anese. 

Primufas (19,15・）中氏於ける Primula yupariensis Takeda k崩する記載及(f.

5?即時wP!ants from Japanese Mountai.ns ( 1915・）に於ける 49種の本向麟所産

櫨物の記載を以て鳴矢とすt"'I，蓋し此の記載は 1913年予及び柳津氏．，足立氏＠

夕張昏産別母4ζ於H-る採集植物の一部主柳捧氏の主主附したるによるものにしτ
中氏六種の新種 .Aconitumyuparense Takeda, Gentiana Y':lparensis Take_da, Saus7 

SU閃 achionophylla Takeda, Sa!Jssurea yanagisawae Takeda, Sax~ft:aga lacini尚一

Nakai et Takeda及び Trisetum!eve Takeda.を記載せ b。次て宮部博士、工藤

皐士くめの共著』.：成る Materialsfor a Flora of Hokkaido ( 19 I 5-16）に於ける三

新種 Carexponmoshiriensis Miyabe et Kudo, Saxifraga N)shidae Miyabe et Ku-

do及び Corydaliscurvicalcarata Miyabe et Kudoの費表あ 9,o向同論文並に［樺

太植物誌］ (3) (1915・）に於て十一種の本山服所…産植物の記載あ 9,0究て小泉博

士一は Contributionesad Floram Asiae Orientalis (1917.）に於τ本山j振植物五
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種の記載お b。中井博士（8，めは Notulaead Plant部 Japonicaeet Coreae. (1917・）

4及、ぴ Aconitumof Yezo, Saghali.n and the Kuriles. (1917・）に於τ本山脈所産の

ムc0nitum4種の記載あ bo其他武田博士著［高山植物］比四種。河野齢寂氏著

［高山植物の研究］に十四種伝記載せ bo以上は本論に於ける目録の各項に引用

せb。
本研究の接表に嘗 b常R懇篤なる指導を賜 bたる思師宮部博士、郡場博士．

伊藤皐士、工藤皐士、大井上畢士に深厚の謝意を表すO 備本山服植物調査に賞

b苦難を共にしたる柳淳氏、足立氏、木原氏、宮川氏、頑固氏、石田氏等の厚

、情を鳴謝す。終Bt乙常 b星野三郎氏、下富良野村長三土常和氏、第八農場監督

r鈴木武良氏、i久慈市太氏、芽室村牧入役大村壬作氏‘l議名有葺氏等の好意を戚

謝すJ

＝、地形

夕張山脈は石狩岡空知、夕張雨郡の聞に縦走し北緯 43度よ !J43度 23分

に草 b、東経 143度 15舟に位置すO 本山，臓は本道の脊稜をなす日高山脈と共

其北海道の基礎をなすものにして、日高山脈が南襟裳岬に起b北走しτ狩勝蝿

境附；まに濯するや、西氏一号脈を分出するもの即ち本山服にして、日高山臓と

相劃して約十里を距てとれと併走し、北上して空知川氏横断せられ、更に北上

して紳居山脈と在 b榊居古揮に於て石狩川本流tζ横断せられ向北進しτ雨龍方

面に入れ b。山域広東側に浅くしで西側に深し、即ち東は丞知川其の束麓敷里

の聞に泡bて北流し之を限界すれども、西側は中央山臓紅葉山服、美唄山臓等

童文列の本山脈よ b分出する小山脈を隔て、石狩川、夕張川に限界せらる、匝域

如期慶大な bと雄も、本論に於ては狭義に於ける夕張山臓を収上高金山 φ道

つまb夕張岳、産別岳を経富良野岳並tこ空知川沿岸に達する南北及び空知川、麗

別川、夕張川上流地域を包括する東西の範圏内とす。其間南北賞に十三里民連

亙し高苫 IOOO m 乃至 1900m tこ出入し、日高山脈と共に本道の古成屠よ b成

る山岳中主要なるものを座せb0 

a. 富夏野岳

宮夏野岳l:t本山服中最北に位置するものにして、下宮真野緑の西方二里ヌプバオマナ4河水源にあ

り。海抜 1504m峯競馬背紋にして南北に長〈東四lご狭〈、図面i主催松あ密生し東商l:t断昼ゃなぜり。

b. 董別岳群

、、富頁野搭の南間二塁i二Lて、山部擦の四方i二釜立するもの則ち麓別岳l二して、山骨稜々環上ιり大

なる露渓降下し富夏野原頭lこ於げる一億観なり。海抜 1920m 山越亦雄大l二して戴個の峰頭i二分つゐ得ぺ
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しn頂上It露岩義付こる、岩角にして、北面働嵯らなして地獄谷に望めり。本山頂It十勝土人の，田ア，

pプ9と帯するものにしてoアシユペヅトヌプリIt石狩土人の簿するところ、現上の四方僅少の商にあり、

峰E賀美なる同錐吠かなし低き111訟や密生ぜり、海抜 1890mル算す。

本山It更にー南方ドヲ！て、脊稜状の山埠か起し其中岳 188om It間百億松や覆ひ東薗御宿畑や形成ぜ

り。之れιり更に 1870m の南峰か起して念暢 1200mの低地黙迄綾傾斜か以て下れり。此の問地’It

シユーパロv,Jの水源にして東側It石英岩ιり成ろ 1300m級の岩壊の蓮立饗量状山峰にして、関側It極め

て綾漫なる一種の高原ゃなし蜂姶沼主主他の沼津私有し逗〈遠山ル望みて風光明頻なり。

c. 酉並走山峰群

管支野岳遭別岳等の主阪の両側に営ゆ之と極めて主主接して、脱走するー遣の小山沸jあり。

I. 扉風岳。富夏野岳問南iこ高原や隔てて僅舎の距車産i二於て、馬脊状の一山あり、葉山容富真野積

l：類似し、東側断崖の連立して扉風朕かなぜるか以て、扉風岳となす海抜 1500mあり。

量． 黒森情。重別岳It其登山道、夫婦岩と項上関に於て、四方Iζーの分限ゐ出し同錐朕の高峰 1700

抑 1J..起ぜり、英周国針葉喬木にして主主翠黒色なるi二ιり、黒森山となす。

3. 館岳。黒森山ιり北方、扉風岳との間l二於て。鋸歯状峯の漣根ιり成島南北に縦走す8機略あ

り東面断崖灰白色なり、これら鋸岳 1500mとなす。

4. 裏重別岳。中岳It叉西方約一塁か隔てー支駆ら出し、主脈と平行して南下ぜゆ。之奇襲...岳

k云Itんと欲す。

d. 鋒盛山

鉢盛山It目重別岳南峰i二南援する 1649，，.の鈍同紋の山蜂lこして、環上It老大なるf匪松や密生し東北

面It荷下ゆて政個の.回あり。

e. 三角山

鉢盛叫！、夕張岳関It約3皇に亘S脊稜紋の漣峰にして凡そ 1300mの高度会保ち.Bf軍事と夕張軍事とや

遺書きするものにして、地形極めて平凡なゆと議も、殆と英中間ιり僅1：鉢盛山lこ近〈函館iこ此の分水舗や

少しく脆してーの用維状山峰あり、これや三角山となす高度 1533m ~有し、針葉喬木te密生ぜり。

£ 夕張岳

本山脹の最南に位し、而して金山腹中の最高黙考F有する夕張岳 1933m It主阪の走向lご聾して問;ft:

に 8o度の角度や以て展開し東南ιゆ商北1：約 I里l：亘れゆ。其開南なるは首峰6こtて、山積tt:i王英若

者し Ut碇岩の如き竪綾なろ岩石にして南北iこ長〈脊稜扶teなし、東西iこ狭し。

東北l：鋒立すろ二個の峻峻It小夕張と稽するものlこして、何れも E釦Om山骨稜々東南E耳目優訟や

轡生し商側It断崖般十史学里に綬き以て瀧のj翠並，：シユウバロ川の:iti原ゃなぜり。

南北爾峰問It康天なる蛇紋岩地帯i二して地勢千亘東北ιゆ西南i：民潟し、務次綾傾舗やなして、バ

シゲモユウバロ川の水源、ゃなぜり。

本地帯l:t中間鍛個の噴出岩ιり成る小主主や有ぜり。頂上附近に於げる大峰It鐘岩及び熊嘩とすa此

のご峰と項上関It蛇紋岩の大崩壊にしてエバナオマントナシユペヅ川の水源ゃなすや以て雨水の風化浸

蝕最も激甚なり。鐙岩、熊峰以北It東北に函する鷹犬な千原にして犬花畑るなぜり。郎ち蛇紋岩着手懸の設

建しれるものなり。而して大花畑北方It蝦暮岩、五創器等の輝総岩噴出あり、大岩渓や迂同して小夕張岳

l二議すべL-o

夕張岳以南i工走向精々束に偏し西北ιり東南の方向や取り、二三の小突起る起1tども、著しき高婦

なく育漸衣降下し金山道i二於て 488m fe致へ夏i二重主略式F越して狩勝圃境l二議官まり。
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与 水莱
駒治療置綾の河流It石狩JIJ支静ft1:る空知川東北与野百し、タ霊長Jf!Jt;同補~包む。本幽棋に燈す·＆灘慣

の小支統I主各分流して此の二支流i二流入す。地磁の地勢既に東側に狭〈関側に康告ら以て凋.｝LJt亦阿iこ

長大なるか見る。 l!Pち東側の河流11ヤマベ川！トナシユベヅ川か最とすペ〈前者It）！重別岳前岳に設しこれ

ιり東に分自すS支阪か迫ふて空知川に泣入すo＇後者 lt:Jt水源少張岳の南側jに殺し安施エバナオマシト

サシユペヨ’J•J.0:r貰土に讃源し来志キ軍事れ!I!Iこ麓跡長Lり来ろ第一、第ご、交流か入れ量陸illにて愛知川に合

す。本山厳ゆ北方l:t草創JIJ長大に！ιザ滅私遭別岳i二議，し山際le北に遁ふて察知)lJlこ合す。夕張水系将司

It芦別岳i二軍基源し南間流ずるものにして、夕張岳に綾滅するペシケモユウバロ）iii寵のi翠等の水か合ぜシ

.s.,>oバロ川となりて、業夕張岳南方に革連源し北西流し来るバシケモユ汐バロ川主合し夕張川本流1ヒ？よる。

室、地質

夕張由膿1主主をLて古成層及び之れを貫きて遊殺せる蛇紋砦、輝石撤習砦実

輝総岩、務岩等の古岩を初めとし、夏にとれに伴へる中生層並に第三純漕等工

事政志ものにして、特に其西側第三紀暦は丞知、夕張繭農田の根充にして賞t乙

本遣の賀庫と解すペ草地質を有せ bo本山臓の東側拡大井上氏側代よ bて其

地質を調査せられ、西側ママベ川トタ・~.：＆ベヅ川流域は山根氏 00 R. l ？＞て調

査せられたるものあれば予は是等を資料とし夏に予の卦水嶺縦断肱行の観察調

査によ bて本山脈高地帯の地質を考究せんと欲すO

I.’古生贋本山臓の高地域即も甫夕張岳よ b北宮良野岳民連する拾錯里の

約ち∞ー1000m 以上あ地域は古生層の占Uると Zろにして、庇直域は地形概し

て念陵lζし℃、特rt産別語、夕張岳雨高峰附近re.於f及び之れと卒行する西側

曲嶺、扉鼠昔、鋸岳等に於て山骨稜争犬牙股起伏を1/tせ IJ0 

夕張岳頂上の古生暦は雑色石英岩及び板状輝総凝茨岩よち形戒せられ、其

他珪岩、石i反岩等をも堆積し出骨稜令た b。頂上附近iま夏に古生暦を貫主’f避

義せる輝石撤携岩、輝線岩、蛇紋岩等大地積を占め母岩毒欄し℃地形卒坦と怠

島、£｝.て山嶺を南北』こ卦割せ b。

・麓別岳頂上の古生唐は板状輝線凝灰岩、珪．岩、石英岩等によ bて構成せら

れ‘噴出砦穆少君れども地動の襲化を受け売る之と甚七〈、断層、摺曲を有し’t輔鯛蝕して懸崖絶壁を意すとと薯Lo

鉢盛山は其頂部醍昔、石英砦等よ b戒 b、雨岩帯の聞に於て務長在る問地

容を有せ争。

富良野骨、鼻風岳、鋸岳lま芦i稜質石袈岩にして崩壊し易〈南北に縦造する

曲嶺を有する此等山峰は其東側即ち夏季常風の方向に於てI喋斜面を有せ告。

n. 中生唐本山臓の東西雨側約 1000m 以下R鞭達する中学暦i土、西は

夕張用上棟宮1.:t.歩バロ川及びバシタ毛畠＇！，バllJlt 南川の流域及~麗別川上棟地
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域空知川中流地帯に亙る属大なる匝域を占め東はトナシユベヲ川、ママベ川及

び空知川上流地域一帯を占むるものにして、古生層と第三組層との中聞に位す

るもの在 b。而して中生層を貫主て現出せる輝総岩、動岩、蛇紋砦、，地帯は特

殊の地形をなし、植物卦布上亦注目すべき結果を来せし

本層は諸皐者の研究せられたる所にして、其白望組層たるや何人も疑を容

れぎるととろ攻れども、其上、中、下の匝別は今向専門家の攻究中に属すると乙

ろなb。
III. 第三絶混び第四紀居 山麓、特に西側は慶大在る第三紀層よ b成 b、

豊富在る表聞を撮すれども、東側は第三和の礎違極めて不良にし℃、中生層tζ

狭小なる匝域を占むるのみ．北部麗別川流域に於て、稲本暦の大臣域を有せる

産別炭田あ b0 'c 

第四紀屠 は空知川上流地方所謂富良野原野、並広岡川中流産別川落合附

近及び夕張川中流清水津附還に脅達するのみo東方建に石狩平原の第四組層に

接績せん

困、集候

I. 気温本山服に於げる高山気象は正確に観測せられたるものなし只僅

に山麓基底の気温と他の本邦諸高山氏於ける観測の結果を綜合して明か推定~＇
試みんと欲すO 而して基底束西雨側に於ける気温は究の如しO

商 3逮8o布m 
芦別 漉川

月 350m 300 m 400m 117m 37m 20m 30m 
Eヶ年 2ヶ年 21'"年 9ク・年 Eク年 9ヶ年 51'年 2ヶ年

V-VIII 
19,4 19.0 19.7 20,0 20.4 19.8 17.3 18,7. 

平均

VII VIII 23.5 23.1 23,4 23.6 24.6 23.2 22,2 22.5 
平均

年平均 8.6 7,4 7.8 8.6 8.7 8.6 8.2 9.9 

即ち、本山脈基底の気温は東側に於て、 VII.VIII.平均 23・3度西側は 22・3度

にして、東側は西側よ bI度の高温なるを示せ b。然るに海抜高に於℃は東側

基底は西側よ 9360 m 高~ ~＝以℃、彼れよ b も低温ならぎるべからまるに、乙

れに反するは、本山脈東側基底が地勢による幅射熱の影響大在るに起因するも

のにして、此の雨側に於ける気温の偏差は高度を増すに従t減少し山頂に於て

零と在るべし。故に本山脈の高度に聖せする気温遁械の割合は西側に准じて算出

するの安嘗なるべ3を信ず。即ち最高部夕張岳頂上に於て、．海按高 1984m.西

側基底、岩見揮に於τ 2 0m なるを以℃、今本山脈に於ける VII.VIII.の高度

正
副 ζE
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毎 100m ＆ζ劃する気温遮誠律を＊

山 麓 （2am）一一一中 腹（1000m）・・・・・・・・・・・・・・・ 6 ・・0,59。
中腹（1000m）一一八合目（1500m) .................. 0.46。
λ合目（1500m）一一環上（1984m) .................. 0.86° 

として山頂の VII.VUI.に於ける気温を算出するときは平均 Iα2度と在る。

是を東西雨側各高度K見るに、東側の VILVIII.に於げる毎 IOOm に於ける』

遮滅律を。

山麓（350m）一一←一中腹（I白河川................o.8・
中腹間合目（IOOOmト一七合目（1500m) .......... : ..... o均。

七合目（1500mト一一ー頂上（1984,,,) ................ 0,98° 

として計算すれときは賓の如L0, 

；－帽－国帽． ' 

高 度｜関側’｜東側

zαX> m I 16.6＇・.， 18.1° 

1500 m ! 14.3° I 14.7° 

1984m Z質上｜ 10.2。 I 10.2° 

H.Mayr氏に従へば．北竿球に於ける森林限界気温は、 v一vnrの四ヶ月

平均気温 IO 度を以て決するもの L 如し、而して本山臓に焚ける v~vrn.~均

’集湿は、基底東側に於て 19.・3度西側に於て 18.6度在 b。故に V-VIII.頂上

に於ける気温1.;t6.9度とな b。本山臓に於ける蘇林限界気温 JO度線 7，垂直高

度は 1500m前後にして同地黙に於ける VII.VIII.平均策温は 14・3度在品。是

を本山脈各高峰に見るに夕張岳、建別岳は同等温層を扱〈乙と JOOm-400例

以上に及ぴ、鉢盛山、三角山は僅にz(l.~t達 L、富良野岳．扉風岳等は其下に

あるべし。

II. 陣水量降水量、配付の関係が植物卦布に及ぼす影響の大なるは言を侯

たず。然るに従来本邦諸高山に於τ山岳気象、特に降水量配布に就き正確に

鋳山E舎に於げる、高度に撃すす S集湿の逓減律I！、本邦諸高~(JI二於て、正確なる観測に五れS測定の
錆呆なし。只優に利尻山、男笹山l二於けろ灘i則I！見るぺきものめり口故l二本山阪に於げる高度に費す

る遜減律l工、爾山のil!U~t.ie基礎として仮に測定ぜり。即毎 Ioom I二就て、

正 利尻山 tオヒ緯45.° 1729 m） κ明治三十二年 VII.VIII.北海道腿臨時気象観測員測定、

I買上 1.13° 中腹 0.46 ．山重量 o.57•

男鍵山｛北線36° 248o m) 大正三年 VIII-X大五四年 VII-X
森林測候所臨時男笹山気象観測所測定、

犬正三、 VHI. 大正問、 VII-X. 平均

中腹一一頂上 0.54 0,56 0,55 

山．麓トーー中 腹 0.50 0.39 0.45 

山麓Hー頂上 0.52 0-47 0.49 

畿日制尻山と男館山の爾測定の結果た平均すろときは

、 J 頂上 o.86 中腹 0.455 山麓 o.595

J但し男笹山山麓は， 1270,nl二して事寅山於て中腹なればこれや利尻山の中腹i二比し山麓φ、
対面滅律I！宇都宮一一山麓商の計算l二ιりて計上'ttゆo ， …『／
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観測せられたるもの少し只僅に筑波山、及び男体出に挽ける観測の結果t>a

のみ、而して此の結果を綜合するに、高由民於ける降水量，配布は、山麓よ b漸

次中腹』t:上るに従以降水量を増し、中腹に最多降雨帯あ b℃、之よ b漸次頂上

に向て減ずるも、面も山麓に；与をけるものよ b少在主 z.となきが却しO 身体山に

於げる観測の結果、夏季刀最多降雨替は I27G御前後を上下するもの、知〈、期

ち岡山の最高部 2480m R劃し約中腹に相官するを見るO 之を我夕張岳低律す

るに其基底に於て 400m 高部は 1984仰なるを以て本山p脹の最多降雨帯は海援

IOOOm附涯を上下するものなるべし。今本山臓に於ける夏季常風の聖母面たる東

側山麓托於ける降水量を見るに突の如し、

落 氏｜間違れ｜山 ゑ｜下管支払｜芦 払［三竺包
V-X I 899,0 I 642,1 I 651.3、I 561.9 I ss2.2 I 726-4 

年平均 l 1453・5 I II40.9 I 1042,1 I 923.1 I 886.2 I 1o62.7 

即ち、卒均 V-X降水量 672・2mmな b而し吃本邦山岳気象甑測の結果を綜合

する拡、由顕は山麓にJtL苧均 2倍、中鹿最多降雨帯は約 3繕理E｛，が如きを以

て、之を本山臓に律するに、

由麓 670mm. 中腹 20印刷丸 山頂 IJ40mm. と意志。

今本由服の産向を晶るに南北は延長十里に亙b其間 1984m. 万歪 1400nzの

高峰を聾立せb。加ふるに東方乙れと卒行せる旬高山脈 2000m級友ぴす勝曲

集との中期』乙於て狩勝園墳の低部 6oomの銅〈品会、夏季十勝方面主事来る温

風i:t~ 空知川上流横谷を商産して．本山臓に劃し殆んど直角庇突進し．成主其

山腹tt.多量の降水を致す。而して之が反望号の側は常に風背となる以て．降水量

遊底誠ずべしっ て

大正元年
V-X. 釧路｜帯虜｜落合｜岩見漂

降 水量 840 I s,“｜宮197 I 判4

此の結呆は本山脹の東西雨側に各水源を有する、空知m.夕張川の揖水量に影

響するによ bて著しき現象在るを認むぺしコ

軍基電水カ調査局調査

知 }II 系 タ 張 }II 系

329 ffl占土円出そ五ζ：吟t円＝；：
以上の影響は夕張山頂に於ける蛇紋岩地帯乃風化蒋震に於て著しさを認め．東

側面に於て所謂青崩の接達せるを見るべし向ほ本由艦各高峰托於サる草本画

J串棺
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の指に東側に謙蓮せる、及び西側降水量少き面tζ於て僅松の旺盛なる接宵を見

るが如き現象あ品。

豆、植物帯

I. 水平l¥:植物帯、本論に於ける夕張山臓は、税義に於ける範闘を取れる

之と、嚢R述ぶる所の蜘 l,O 故に其水平的植物帯域も亦狭義に於ける基底限界

を意味するものにして、西側は産別川及び夕張川上流の二支流、 ~.:I.歩バロ川

バシタ毛2ウバロ川雨流域以束、東側は空知川中流縦谷以西、北界は空知河差

別問二慌の挟域を以て限界とし、南は金山山道を以て、堺とす。今是等の流域

,r：特ける植物帯を見る氏、室長II川中流横谷、下富良野、奔茂尻、野花甫、島の下、

下査日I］は葦し本山臓に於ける最低部にして、其河段上に費生ずる森林樹種は、

かつら、ほほのき、とぶし等の揖帯林要素の外他の数種の澗葉樹種tb成る混

交林を見る乙とあれども、一歩を進めて爾岸t乙於ける山麓比入れば帰ん芝生部

とど怠つ、えぞ怠つを主要株とする、針澗混交林なるを見るべし。夏K山部、，

金山等空知川中涜縦谷域 300-400,nt乙於℃は、河段」二よ b既に針葉喬木の眠

盛~る議生を見るべし。鶴「C本山脈の西界即ち、夕張Jlt上流地域を見る民、構

援 32011lの河段にしてとどまっ．えぞ怠つを主要株木とする、針澗混交の原始

林を見る。

本山臓の東部二三流域、例へば山部Jll、トナシaベ汐JII第一支流．（＊ロ歳、

トナシニ怠バヅJII)、流域にあ bては混在調葉噂向多量なるを見る、是れ河段丘著

しくはU字谷底の如き、現在若しくは．過去に於℃数次i巳濫匝域と他せる民主

b、針葉樹の義生をして不良ならしめ、之れに反して、滴葉樹林の形成せられた

るものなるべしO 以上本山脈基底の範園内に於℃は．本山脈i主水平均帯域に於

℃第四帯、即ち寒帯林氏居るものにし℃、とどsつ、えぞまつを主要林本とす

る針葉毒本帯（軍高山帯）な bとす。

蓋し．腐義氏於ける本山服審林植物帯は宰却Jll流域民あ b-cは下蓮別以西

の沖積層．夕張JI¥にあ b℃は灘の上以西の沖積層に於℃．滴葉樹を主としたる

針湖混交林を見、漸究石狩原野に展開するに従仏、滴葉樹林t乙推移する込のと

す。

II. 垂直的植物帯

a. 山麓Jtぴ中腹の植物帯針葉喬木の旺盛在る接達を途「るは、官鹿野

岳中腹、産別昏出費、山部川上棟地黙の連曲、夕張山麓、金山山道、等凡そ 3SO

僻~mの縄民於t最も濃密なるを見る、而し℃、西傭夕張川流域並に重別
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川流域にあ bては．同じ＜ 300 m前後Ib最も旺盛なる礎遣を遂げ、 1200m・の

高地勲迄も盛なる稜生をなせるを見るq とど車つ、えぞまつの聞に介在する調

葉樹種7)主なるものは

ななかまε、Lf.tのき、はラちはあへて、いたや、やまもみぢ、ぜんのを、きはしば、るかだも、

え＇；＇のだけかんは、 .ftヘラti.も、みづなら、ほほのき、か。ら

等にして、就中かつらは最も低＜ 270 m 前後，t絡 b、之ぞのだWかん訟は最恵

高＜ 500 m以上，c於℃現ほれ高地帯に遣しm上に及ぺ b0 

針葉喬木も富良野岳頂上附近、産別岳、夕張岳中腹以上、 900m-1200仰

にあ bては漸次峰脊を占めて渓谷R.薄きを見るべく、且つ主本は之ぞまつにし

て、とどまっは漸究混交律を減ずるに至るべく、且つ介在潤葉樹種弘之ぞの

だWかん峰、みおかべて、みやまはんのき、等の高地要素を加ふるに至るべL・p 

b. 高地の植物帯

（イ1恒松直 Pinuspumila-formation. 裁に本山脈tζ於て高地櫨物帯とますは、

I相 0,-1500m以上の地黙にして、其気候要素tζ於τ、V-VU！＇気温平均 15度

以下の地黙を指すものにしてJ要するに針葉喬木の上部限界以上を指すものを

!> o而して、本山脈に於て此帯を代表するものは、僅栓及び之ぞのだけかん按株

；程5。今本山臓に於ける優松の配布股態を見るに．宮夏野岳 1620mtとあbて

は、其頂上よ b少し〈下れる 1400m以上の背脊民泊ムて密生し、麓別岳 1926

mにあ bて は 140::>mの夫婦岩附近に起上項上哨近今蘇原kk産別本岳の頂

主を密封せ b。更に産別南峰 1890m n：あbては、其頂上杢部はきはめ・て媛性在

る僅松に蔽はれ、西側は 1200m迄下降し、東側は 1400m lζ下 bて之ぞのだ

Wかん按株iζ交代せ90 I 

ι欝盛山 1650m は金頂部を鮭犬在る僅松によ bて密封せb。更に夕張山方

面を見る氏、頂上 1984m.k於ては岩角稜φ恒松を見るとと少S私 6西南の譜

面は密生せれ本山に於て恒松の最も旺盛なる重量遣を途ヤるは、南西の大斜面

及び．頂上、小夕張聞の団地帯にして、鐘岩、熊峰頂上は．嬢性の僅拾を密生せ

台。摘して本山tζ於ける僅松の下限界も亦 1400仰の下部蛇紋岩地附近在 b。

夕張由、鉢盛山聞に於ける骨水嶺は、平均 1350ー 1600mにして、其高地は僅

松の見士大なる群落他の撞木林と混交せb。 ～ピ

要する氏本山臓に於ける僅松匝は其西側に於℃接育旺盛にして、東側に於

主概 L·（不良に、往や之ぞのだけがん峰、 b~かべて、みやまはんのき等比浸
害断絶せらるo且つ長下限界も西側に於て 1200例迄下降すれども東側に於℃

i主J40Cl~どFらぎるべし。此の僅拾分布上。偏差i主主とし℃降水量配布に踊

a睦臨
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するものたる乙と、震に気候論に於て述ぷる慮の如し。

〈ロ）えぞのだけかんはー直 Betula Ermani-formation. 本山脈に於て高地 1200

-.-16oo m tζ於ける峰背並に斜面lこえぞのだけがんほ株の僅怯及び澗葉潜水と

現存するか、若し〈は局部的純株を形成するを見る。蓋し、本山臓に於ける、

えぞのだ甘かんは株は虞大在る純林を形成するものにあらず、主として七；A
合自に常る針葉喬木林の上部よれ頂上若〈は分水讃に亙る東南側面、．及び、

磯産地の下部を占むるものにし℃、只昔時の第一夜林相の面影を残存するもの

と云ムベし。而して、本林は通常み鼠かへて、たかねななか車ど、みや怠はん

のき等を混交するを常とす。

（ハ）草本臨 AlpinePlant”formation. 本山臓に於ける各頂部は金部僅松氏依

て占有せらる、乙と嚢tζ迅ぶると之ろの如LO而して、其草本の介在を見るは、

夕張岳tζ於ける主峰小夕張岳内R於ける蛇紋岩高原 17001n の地無最も旺盛に

して．大なる御花畑を形成せれ其他蝦基岩喋原、並に鐘岩岩原及び、一東北に面

せる各蛇紋岩礁地tとして、其最下限は 140ぴ仰の下部蛇紋岩崩壊地な b。麗別

岳民あ bτIi’F フP岳（頂上）アシユベヅ岳（本岳）下の大花畑にし℃.（1890

m）、此の地黙を中心として北i主夫婦岩稜方の斜面御花畑t乙毒する閥、南は甫

峰民連槙する峰背（1700m）κ；於で南北に延長する各岩原、並に斜面御花畑にす

於て、美なる乾燥性御花畑を形成せれ而して其下限は夫婦岩．岩脚の磯地に

して 1400m R下降せ bo次に霊堂盛山にあ b℃は、其頂上は健松の占むると乙

ろとな b・（、金然御花畑を見るな 4、反℃東側下 1500mの雪国、並に 1400仰の

凹地に接達せるを見る。富夏野岳は其頂上東側に小冨域の草本匿を見るのみ怠

b 。以上、本山阪に於ける各高峰頂は、何れも橿怯匿の占むる蕗にして純締ま

る草本直は唯草に其聞の露岩部、磯地、蘇原、渓谷並 fl沼野、峰背の床七不安定

なる部卦等に接遣したるに過ぎぎるを認むべく、若し’是等の地形、地質上の麓

異を起さぎ bしに於ては‘恐〈は金部僅松之ぞのだけかん法等を以τ蔽はれた

るものなるべきを想像するに難からず。此の闘係は本山脈に於けると同緯度に

あk 而も其高度に於てとれよ bも高主 2017 mを有する日高山阪の美生岳、

札内岳F:.於ても見るを得ベ〈、義生岳I立花両岩ょ b成 b、其頂部美在る園錐形

をなし、風化作用を受けたる乙と少主草純なる地形なるを以て、其頂部初め高

地一帯は恒松其他の濯木林之れを占め草本直は草IC頂上下の東側に小属域を

占めた b。札内岳は其頂部RE大なるえぞのだけかん訟の生育す』るを見た b。

其i血本道中部の諸高山氏於て．本山脈と同程度或は以上のものに於τ、活火山

を除外にしtは凡そ異の草本帯に達せるものあるを認Uる能はず。

、
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活火山、例へば十勝岳、大雪山等に於て其頂部に純粋の草本帯の如きもの

を横遣すれ目、其iま異の草本帯はせるt乙あらずp火山の破壊作用の結果第

輩衣相の絶滅したる後次て形成せられたる第二究的のもの在るペし。要するに

本由臓の高地帯は高山帯の下部即ち高山濯木啓を出てまるもの在るぺし。今夕

張山脈に於けるl目地植物帯及び櫨物群落を表示すれば突の如し。

L 山猫攻V'事援の錨吻

車車l』帯 Sub;upine-region, 

針葉醤帯 Conifer-region. 

A. 開墾地 Cultivated Land. 

B. 針葉樹林 Coniferous-forest・formation. 

c.針葉樹林内の河岸植物 Vegetation along a stream)n coniferous-forest; 

く甲） トナシユペ..YJII輝総岩犠

（乙〉 ヌプハオマナ4川中流蛇紋岩地

（丙〉空知川野花南水管放水口

D. 針葉繍帯の上苦官 Upper蜘Conifer-

II.高織の臨海

高山帯 Alpine-region. 

高山港本帯 Alpine-shrub-region. 

A タ揖智

A.；高山説潤岩生君事務 Alpine-wet-rock-formation. 

く甲〉 蛇紋岩帯

〈乙〉 石英岩帯

B. 高山斜面草本E Alpine-mat-herbage叩 ーthe-slope-formation.

C. 総紋岩磯崎 Alpine-serpentine-fragmentary-rock-ft。，rmation.

D. 高山語草原 Alpine-moss-field-for.回以ion.

E. 高 山 岩 原 Alpine-rock-formation.

〈甲〉 鎖岩及ぴ熊＆

〈乙〉蝦纂岩

（丙〉 Z買上に於りる岩原

B.麓 別 笹

A. 高山添潤岩生群落 Alpine‘wet-rock0formation. 

B. 下部岩原 Lower-rock-field-formation. 

C. えi＇のだけかんは林下草 ’fhe herhaceous undergrowth-in-Betula Enμani-fo町 st.

D. 高山斜面草本匝 Alpine-mat-herbage-on~the唱lope-formation.

E. 高山燦原 Alpine-Fragmentary-rock-formation. 

t甲〉 地獄谷日農地

く乙〕 芦別本岳南方の機原

（丙J頂上北側の大岩壁下藤原

F. 高山草原 Alpine mat-herbage. 

G. 高山蘇原 Alpine-moss-field司formation.

H.高山岩原 Alpine-rock-field-formati。n,

告白話ι
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〈申〉岩壁

〈乙〉岩ー瞭

（丙〉望号 角

a鉢置智

D，宮良野智

六．植物配布 駅 態

1 山麓震・'CJ中腹の植物、

軍高山帯． Subalpine-region.-. 

針葉樹帯、 Conifer-region. 

"/ 

A.. 開墾穂、 Cultinted Land; 本山際塞底地方の神積層は比較的土

地肥沃在るを以て、盛lt開墾せられ、今や原始的植物景観を見るとと困難民し

て値に某残存せる轟林it.l bて遁想し：得るのみ1J:骨o踊して、其匝域iま願贋大

にして．金山騨附近トテシaベザJ11下棟約一里、山郁川下流よ b宰鋤，，，常岸R

括ふて下宮良野tζ亙る農科大串第八農場地域及び産別騨附涯の肇地理Ebと，す。

此の聞に於砂る原始的林相は

か,of弘、 ζぶL、や官与はんf)骨れいたや、‘管んのを、みづ4量、しな、はラちはふへで、4・.もみ

払 L凶、はしどい、制まはや念払みづ姉、や前除、削減ぽ誕いじp、鼠鼠＠舎、

おかtt.も。

4事の調薬寄木や主とし、これに＆どま。、 1.1'$。俸の針策費E木やi昆棄し、斑望号木海水のこれ1；~1ta ‘

のl宜、ひるはに捻とζ、たらのを、。，のを、害容や見、此等喬木植木Iこ纏援するもの、

ぶ調！＇、 ζ （t,、またたが、ご.！ ！）づ,I、。~516L、.めり鴻？事1：めゆてIt、

え習いちご、《0いちご等調i:oltふ。

革本lこして＊Ill域の主唆分らなすものIt、

ふ舎、はんどんさ＇、』tぶすまさラ、 ~c、棋にし電量。け、＂憶はいb ~ 'I、 .t~•、ゃ＊•
らん、総』まいたど明、はなラど、 .J:つはひよど明、等にして面l成分としては、

をつ’ふ弘、むらさを。明ふね、音%1まはζ、。/6'6隊、はへE(S~、ふ.,o..さラ、 ate旗。守一：，
ぬす'CJC.！は菅、 4る.ほaラ、か！l'Ut、むかどいら（ 'I...とちはにんじん、がよJ（~ぷ

たはe.、わらTl、ともi.さラ、さは，，ぢさゐ、かeんさラ、もよる著書~t l.、み＜！：＞tloll'，、書Z

』ま/6 ，さ~、やぷじらみ、やまはは己、あかlj、て曹はぷL、。るにんじん、 tilまはtt.いζんさ

＇、多まのみ 9ぼ、みづ＂＇唱れすぎな、＆《さ、等 lこして、是等の聞にltl!B聾の結呆他孟ゆ愉

司書えられたりと見ちるペー

げんOL.t~ζ、あかぎ、《 'lt>:b 雪、 'l>るほの司n.奮し、むかしよもを、 Otjl,、 .. ‘や•It . 
e、t:/Jみづ'O'舎、え守DI:づおあさ星島、いぬ'CJCゆ、等や挟繕するや寵むべし。

.治若し（ ltll地lこIt

が＇$、けなしらぶらがや、...曹、へら量 Zもだか、 t-。おのぼたん、いLみかは、え珍ζl,，＆島、

み，t主ζベ、星島官級ll?t:、書fl玄ラL、さはあざみ、 tuま！＇：of:'ん..ラ、ど《ぜ曹、訟がはf),!!

じゃラヲかみ、毒事必見るや普混とす。
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B. 針葉樹林、 Coniferous-forest-formation. 本山阪に於ける東西

南側山麓 300m-400 m l  b山腹 1200仰 に遣する聞は、金部殆んど針葉喬木

の蔽ム慮にして、とどまっ、えぞまつを以て主木とせる、とどまっ、えぞまつ

混交林な b、而して其開に混交する澗葉樹は

Lなのを、せんのき、いたや、ほほのき、やまもみぢ、れへうだも、ななかまど、あきだ、や

まほんのき、はラちはかへで、あをたも、えすのだけかんは、やちだも、みづなら、しらかん

は、まかんは、きはしば、ラらじろななかまど、からζを、かへで。

容や主要素とすれども、河床の傾斜緩慢なるヤマエ川トナシユペヅ川第一支流森田港等lこめゆてIt涜域It

E骨汎法谷と場ずろか以て叉空知河筏谷、麓別、野花南、附近の沿岸にありて11.、前述の原因のタト渓谷に

ιる集温の高昇にιり、潤葉樹4,,主としTころ針潤混交称、若しくlJ局部的の濁葉樹林か見る而して如斯

’場合1：於てIt、
かつら、ほほのき、みづなら、あかたも、《除、やちたも、 ζぶし、 Lζl,、みづき、ぜんのを、

どるのを、れほほゃなぎ、ひろはζ 事ゃなぎ、まるはやなぎ、ながはやなぎ司、

等~主要なろ林木とす。是等と混交すろ亜祷木、濯木i こ It

れんと、いぬがや、むらさをつ事ば'I:.、しろはなLや《なげ、まゆみ、いぬっIt、おかみのいぬ

。げ、はなひnのを、すのを、れほぼすのを、 ζやラら《つつじ、 ftfまはいIまた、たかおはら、 f

しろはなζめつつじ、ほ。。じ、みやましをみ、むらさきゃしほっつじ、

等~重宝ふるタト、特に野花南、鳥ノ下、大夕張字二股i二於げる、は《ラんぼ《、さはふたぎ、ラ唖のを、等

It蓋し温帯要素の渓谷にιりて浸入ぜる形跡と見ろか得ベし。

以上針葉樹内に於げる、若しくは針滴？見交林内lこ於げる下草rとして、主要なる要素るなすIt、

あきのを明んさラ、J:ぶすまさラ、はんごんさラ、まQぼの功れあざ星島、れほほいら〈さ、 tzに

しもつけ、やまぶ脅しゃラま、さらしなしゃラま、ォtiまいたど明、さはあぢさゐ、ばいけいさ

ラ、あかはなしも。け、からまοさラ、てりはぶし、ふき、

毒事にして、往々純群落ゃなして他植物忌慶節］ずるか見るぺ〈、是等と混交するも其勢力微弱なるIt

Lろはなゑんれいさ多、 9ゐえふぼたん、 9ゐえふしゃうま、よ二、ちみみかラも曹、みやま4弘主

んれいさラ、ゑんれいさラ、れほうはゆ明、（，？＞まゆ曹、ぎゃうじゃにんに《、れほばたけし

まらん、つはめをもと、さんかえふ、じうもんじしだ、 ζたにわた噴、

等lこして、林間の檎乾地鍛えb白むるものは、

i.写のをぬたさラ、まひづQさラ、《 ,iまはさラ、やまははζ、ふっきさう、《るまむ＜・b、ど

やラいちご、え雪いちご、

等にして、主日新林内に於て樹幹に纏鋳する植物｛:t、

ぶだ5、ζ 《あ、またたが、みやままたたが、ごとラづ9、いはがらみ、等なり。

(t針葉樹紛内の河岸植物、 Vegetation along a stream i-n conifer-forest. 

腐植士に覆はれたる林内斜面、小撲の南岸等にあ bては普通上越の如S景観を

有すと錐も、河床及び河岸の露岸地黙は腐植士の少3と、流水の種子偉播の関

係友ぴ雲気の潟I関等、外界の気候的地質的要素の差によ bて是等針葉喬木帯に

あbても自ら．特殊の植物群落を形成せれ本山臓に於て渓流』C分布せる重寄

る種は体 A

もみぢあらま。、ふきゅ舎のした、《ろ《もさラ、いはあかはな、だい色んじさラ、え型，.)Jラき

ん《あ、 tzlまはみ9't：ま 1£づき、え9'！＇んはいさラ、指Zほほ金んを~

遁臨t
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等占として、空知川、エバナ才マシトナシaベサ川、トタ・3〆高ベサ川、ヌダハオ

マタ寸川、 lJ-iフザ川等河川の大小、局部的林間要素の混入によ bて多少景観

を異にすれども、要は以上敷要素の蓮立よ b成るものとすO 但し、トナシユベ

ザ川下流の輝線岩地帯ヌブハ才マタ寸川中流の蛇紋岩地、空知川横谷の野詑南

水電放水口附近等の大露岩地にあ bては、地質的地形的に大建fとを来せるによ

上自ら他と異在るー匝景を有せ b。

(1.) トナシ2ベヲj』l輝綜岩地帯、

ひめと《さ、ラヲIまぐさ、みやまたんぽぽ、だいちんじさラ、みやまたつなみ、必ほほζ、づ

たや《しゅ、え；・いはてんだ、き明んさラ、あきのき事んさラ、 tまざをのいちゃうらん。

。）．ーヌプバオマタ寸川中涜虫E紋砦地、

ながぼのしろわれもかラ、はひれと寄り、え守ふすま、あかはなしもつけ、たかねかはらなで

しζ、れほと 9とまらず、え；・のしゃラじゃうほかま、たうげしば、《るまむぐら、ふきゅをの

した、。ほめれもと、づたやCしゅ、やまぶきしゃうま。

(3・）空知川野花商水喧放水口、

’L習かにつ明、ちゃぼからまっ、えすしもヲけ、えぢいはてんだ、えすふすま、やまぶきし

ゃラ家、き明んさラ、ゆたゃぐしゅ、うつぼぐさ、あきのき明んさラ、たねつけはな。

d. 針葉樹帯のよ~Upper-Conifer-region.此地黙にあ bては針葉喬木林l主

主としてえぞまつよ b成上とどまつを混交するとと少し且其樹高も断次低

下し粗林となる。而して混交する澗葉樹種も漸〈高地性を有し来戸

みおかへで、れがらはな、えちーのたげかんは、みやまはんのを、ラζゐラっさ、たかねななか

まど、しろはなしゃ《なげ。

等や含み下草の種類も：羽衣高地性となろ。

え宮のりうきん《わ、えサきんばい、もみぢからまっ、ふをゆきのした、《ろ《もさう、書tfまは

のみすほほづき、等It屡々旺盛なる純群落か形成し、以て中腹Ill麓に於げる河F誌にf番布ぜろ、 i応聖書

軍事落の根元かなぜり、而して木地黙i二i工更に

をはなのごまのつめ、みやまたにたて、いはあかぼな、たにきをやラ、しiまがまぎ《、ごやう

いちご、 ζもちみみかラも明、なつゆきさラ、等其聞に混在也り。

II. 高地の植物

寓 山 帯 Alpineregion. 

高山濯木帯 Alpine-shrub-region. 本山阪に於ける ~j地 14qり 1n:·域主

の主要植物群落はは臼まつ及びえぞのだけかん按lb.成る高山濯木帯意高乙と

前章：U』乙油ぶる慮の如しO 而して之と混交し若iま接噛して純群落又u混交群落

を形成するものは

ず← ~ζんラヲぎ、たかねななかまど、ちしまざ《ら、みおかへで、みやまはんのを、ちLまへラ

たんぽ《 等~主要なるものとす。

はUまつは通常純群落を形成し、密民地表を隠蔽するを以て、其下草は岩

角を除くの外は通常ーて定にして、
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《ろ t もさラ、つまと 9さラ、事んおきう、ごぜんたちは~、みつはあラれん、どえふいちご、

え＇；＇のをぬたさラ、まひづるさラ、 Lらたまのを、あかもの、こけもも、

等の草本小濯木よ b成れども、えぞのだWかん訟は遁常疎林氏し℃、日売を通

過するとと比較的適良在れば、下草は比較的豊富なるぺ〈、期かる地黙及び草

本国高地に於ける配布状態は、地質地形の差異によ bτ著しき盤異を見れば、

以下主として本山阪に於ける各高峰の高地帯に就℃少し〈詳述すると乙ろある

，くL0 

A. タ 張 岳

夕張岳の高地帯は蛇紋岩の風化による特珠地帯を有するによれ其植物配

布蹴態も亦自ら特異なるものあ b。

a. 高山潔潤岩生群落、 Alpine-wet-rock-formation. 

．（甲九蛇紋岩帯、夕張岳の高地帯に於ける諸水源は頂上附涯に殺するを以τ、l

該地黙を構成する蛇紋岩は其風化を受くる乙と甚し、特に東側エパテオマシト

ナ~.:a.ベヅ水源地勲 1400 m iよ葉風化最も著しく諸慮に青崩と講する崩壊地を

形成し掲特の植物群落をなせ b0 

ちんぐるま、むLと習すみれ、しろ多まあさっき、もラせんごけ、あかはなしもつけ、ラめぽ h

ちさラ、』まちはのいはてたラ.、

等の該青崩上比三φ五ペト群落を在し叢生し河岸の沃地にはやまぶきしゃラまv
aつゆきさラ、からまっきラ、等の群落を見河床の岩上に生ずるものは‘

たいもんじさラ、《ろ《もさラ、いはあかはな、みやまたにたで、 ttlまはみすほほづ舎、たに，

舎をやう等あり。

ー〈乙）‘石英岩帯、下部蛇紋岩青崩の上方は石英岩帯tとして（ 1500 m-r70':) m) 

海域狭小と在れ飛諜水霧を散じて地帯潟f間まれ

ま.gほのひれあざみ、なっゆをさラ、え'6'のきんはいさラ、えサれいじんさラ、ふまゆを＠した、

いはいてふ、たかねずみれ、みやまきんぼラげ、うめばちさラ、きはなの乙まのつめ、はいれ～γ

とぎり、しろはあさっき、等水温岩際iこ生じ、岩上最盛にほうさぎぎ《、ちしま吋ろ、き

たあさみ、なっとラだい、なが阪のLろあれもかラ、

等比較的乾性の草本を見る。

b. 高山斜面草本直、 Alpine-mat-herbageon the slope-formation. 本自の

高地帯 1700m・・－＇－ 1800mの聞は築事なる斜面草本匝を現はし、下屠の御革島を

形成すベL,.而して其主要素は、 ' 

舎はなしゃ《なげ、ラらしまっつむ、るをのつがぎ《ら、がんζラらん、ちんt・.ii..とけもも、

。がざ《ら。

噂の嬢小濯木群落及びとれと接鞠を傑もて、

え3・のよ。ほし』まがま、ラさぎ書f（、ちしまにんじん、はひ訟とを事、、え；，あづまを《、みや..< 

品医＆
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曹んだラ、いはいてふ、 1.,,1-,ラまあさつを、いは。め《さ、いぶをとらのも、むかど＆ちのを、

ひめいはしゃラ』戸、え智のをん《わさラ、 ζはのつめ《毒、か＆ラはとベ、むしと曹すみれ、

，きたあさみ、 Lilがま~（。

等各小群落混交して美事なる御花島を形成せ b。

., .c. 高山蛇紋岩疎地、 Alpine屯erpentine－合agmantary噌rockゐrmation.高地

1800m前後に於ける本山は、慶大なる蛇紋岩帯の磯地にして、東北に面し宅

トナヨ：.，.：；：＆ベザJI）水源氏四ヶ所。瀧J津川水源氏ーヶ所の蛇紋岩礁地を有せ ！， 0 

而Lて頂上直下のもの最 ti大にし℃、之れよ b北民、二番、三番、四番．の各磯原

あb、往少量華零を有す。是等磯原氏生ずる植物Ii自ら特殊のものた b。即ち、

ゆラほザ’んだラ、まるほのたかねるざみ、 V,.l>やまはたきラ、うQつぶさラ、ゆラほ， ζ ＇！＇

《ら、なんぶいぬなφ泳、むし＆事すみれ司《るみのいは骨量・舎しゃラ、し0ラまあき哩：）.、 'Cl'

l> Cんはい、みやま《わがた、て’はきずみれ、 ζほの,!jl'>（.、 1111:。It>（さ、か＆ラは

ζベ

等の主要素、各磯地に配布すれども自ら各地識に於て各特徴あるを見る。頂上

直下の大磯地は最も豊富にして金要素を包有し、．世親をきはむ。本匡域には以

上の主要素主混交して、次の副要素あ ~o

~I'«＞あづまぎ《、きたるさみ、多さ唱f~ （、さはttr.i.t、 ,ft'ttlば己、 l>t-«＞• ，ん..聾、

え；＇IDょっほし』まがま、 LIまがまぎ《、さまによも害、かぜんさラ、ちん（＇ Q'l、たかね..ん
おい《あ、みやまをんぼい、はひttc!:ぎ事、かるふ＆唱聖ん《わさラ、’んおきラ、ラ診はちさ

ラ、みやま事んだ＇、つがさ《ら、舎はたの ζまのつl>、，，舎のづがさtb、，L’たラちさ

ラ、いぶl'c!:らのを、 ζもちとらのを、ほぎをいちょラらん、かめいは....~』戸、ラゅは怠さ~、

きはなしゃ（~げ、がんかラらん、 ζ砂唱』も、え9'＂いちゃ《さラ、みねずゐラ、 ＜ oまl>«>1量、

等多数の副要素i主要するに此匝の周嵐広於ける耕面草本幅或は其上部氏於ける

藤原等よ 8接濁しτ浸入したるものと云ムペし。而して主要素の配布j牒強も事

各種に於τ夫φ特有の性質によ bて、各適良なる地勲を占有するを見る。即ち、

ラ－。ぷさラ、＊6ば＠たかおあさみ、ひめCんはい、 ζぼ＠。It>(,a、級事ほの-06（さ、

等は比較的乾燥せ，る離原の裏地上を占め．

なんぶいぬなづ泳、司Z事は..す宮島拠、ひl>やまはなさラ

等は青崩の最も不安定なる地勲氏能〈義生し、

ピゆラ｝ま”んだラ、ゆラは’Zざ《ら、 Loラまあきヲ.. 、むしと’すみれ、（ .＇！，易島＠いはぜ

..しゃラ、か」kラはζベ。

等は青崩の下部若し ti主演議等に於ける比較的課i闘の地黙を占めた b。
ι高山議属、 Alpine-moss-field-formation. 蛇紋岩帯の上部！立地形亘平氏

し℃、往＋滞水し慶大なる藤原を義違せるを見る。此の大蘇原は賞に慶大意る

御花畠にしτ、畏くは他民其比を見ぎるものなるべしO 所産植物の要素は、

丸型r≪＞ょっほしiまがま、事し’たラちさラ、みやまをんはい、ちしまにんじん、いほいてふ、

ζtが員E砂あけぼ≪＞＇！ラ、ちん E・6't、がんかラらん、舎はな＠しゃu注げ、（ l,~すと、弘、
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恥ずはラ、つがざ《ら

等にして、中央の沼地、若し〈は沼泥の乾地には、

ひめしゃ《なげ、ちしまっがざ〈ら、むしと唖すみれ、かわかみ事んだラ、。＇ ζけもも、も

ラせんどけ、みおは明ゐ、《ろみのいはぜをしゃう、みやまPんだラ、ちしまぎをやラ、 ζほ

のつめ〈さ、いぶきじゃか’ラさラ、うgつぶさラ、ちしまへうたんぽ《、 あかみのいぬっtf、

ちんぐるま、 iま1jIまれんたで等1e産ぜり。

e. 高山岩原、 Alpine＝幽rock-field-formation,

（甲）、鐘岩友熊が峰、高地 1700m-1800 m の！出勲にして頂上に接して二ケの

岩崖あ b、大蘇原頭に望めれ之れを釣鐘岩＆ex熊が峰とす。是等岩峰の頂部

は、所謂高山媛小瀧木林を形成し美事に蔽はれた b其主要素は、

れiまはの《 'lζけもも、がんかラらん、 ζけもも、 ζめはつがさtら、いはラめ、いはひげ、

。がさ《ら、あをのヲがざ《ら

等にして、其聞に混交するもの、

きはなしiまがま、え習のょっばしlまがま、ちしまにんじん、あきのき明んさう、 9んねさ7、

え守のきぬたさラ、みやま明んたう、さまによもぎ、は〈さんちど明、 ＜o《もさラ、つまと

’さラ、ラさき‘ぎ〈、ごえふいちご、れほほのよοばむぐら、えちのまるほLもつけ、え雪合

。じ、ラ~はちさ号、みやまだいζんさラ、貴tiまはずの4量、みやまはんのき、みやまななかまど

等左上岩崖の下、脚部には又自ら特別在る植物群落を見る。釣鐘岩下の

明し習しのぶ、みやまいはてんた、ひめtわがた、みやますずめのひえ、むしと習すみれ、すひ

ば、みやまきんぼうげ、れやま習んだ多、ひめいはえて、たかね。砂《さ。

（乙）、蝦義岩、大花畑の北端tζ常上敷町副知℃し輝総岩の噴出よ b成る蝦

基岩あ b。北方tζ面して大崩をなし、岩脚喋斜面をなすO此の磯掛面、は本山中

随一ゐi高山草本を有する地黙にして、百花珍草僅小の面積l乙集合しτ、美観云

はんかたな L0 

ラらじ0~んはい、習し習わラ~、みやまむらさを、たかお《もまぐさ、たてやまわラぎ、ゅ

うは理事んだラ、ひめやまはなさラ、なんぶいぬなづな、《るみのいはぜをしゃラ、さ訟をぐ

あま、たかおかはらなてしζ、ゅうは習うづ、ちしまきをやラ、みやまはたざほ、 ζまがだけ

あけぼのきう、たかねあざみ。 ， 
等珍奇なる種類を有する外に

事んおきラ、 iまたるさいご、ラヲlまぐさ、あかはなしもつけ、みやまをだまき、え雪ふすま、

ちゃiまからま。、ゆをあ曹こぎ《ら、ひめ｛あがた、みやまたにたて、をりんさラ、ひろはの

いほうゐをやラ、みやまかラサ習な、みやまきんはい、はひれとぎ曹、たかねぬかぼ、たかねす

ずめのひえあり。岩角乾原に（t、がんかうらん、いはかげ、いほうめ、 ζ もちとらのを、え

雪のるづまさ《、 ζめは。がざ〈ら、たいもんじさラ、みやまだいζんさラ、え習のJ;。ほし

tまがま。

等約四十種の高地植物を集会せ b0 

（丙〉．頂上院於げ~岩原．頂上 1900 m iム西側（J:.僅挫の密蔽すると乙ろとな

れ東北側に露岩を有せ!J0 

d畠るp
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い』誌を＆ちのを、 ζもち＆らのを、ラめぼちさラ、事んねさラ、さまにJ:もぎ、みやまたいと

んさラ、みやま咽んだラ、がんかうらん、いはぶ《 0、きぱなしゃ《なげ、 ζけもも、《o'l,
め＠金、ちしまにんじん、。まと明さラ、ラささぎ《、いはラ砂 等や産す。

B. 麗 sg岳

遭別岳の高地帯は地貌の襲化多様なるに Ib ‘c.其植物配布獄態も、局部

的民各特異の勲少からずo

a. 寓山灘潤岩生群落、 Alpine-wet-rock-formation. 差別岳群に於ける高

地の積水源は、河床頗る急峻にして河岸亦？土壌に乏しき・を~て、所産の櫨物豊

富ならず。

え9'0’ろをλ＞（ h、まるほのひれあさみ、《0《もさラ、調Eいもんじさラ、ふ.ゆを＠じた‘

＂＇墨はみすほほづき、いはるかはな、もみぢからま。、....ぶきしゃうま、 i.1JDよ'01ま1.,1患

が..。
等一般的渓流の要素を見る。

b. 下部岩原、 Lower-rod←field-formation. （夫婦岩諜地）、麓別岳、登山道

唯一の宿泊所'Rる夫婦岩 140m附近は、特殊なる植物最観を見るを侍ぺし。先

其岩脚磯地には

きんろラはい、｝ちしまげんげ

等本山脈中他に於て求め得ぎる種を有すペ〈。

ぬ」民事lまさ《、みやまたいζんさラ、 ζ＊がたけるけぼのさラ、ゆ多ば事ラづ、いはつ16＜さ、

れぶんさいi:、ちゃiまからまっ、むしと習すみれ、 t'はなのかはらまoぼ、いはぶ《 0、tcに
《、《るみのいはぜ会しゃラ、ちLまあまな、ちしまきをやラ。

等主要なる高地植物を待べ〈、更に岩脚には、

いはラめ、 ζl>Iま。がぎ《ら、ちしまにんじん‘たかかいはら、だいもんじさラ、え雪あづま

ぎ《、みやまをだまを、みやまはんLよラづる、え珍いはてんだ、え9•のJ:。ほしiまがま、を
ほ1'.t乙まのつめ、みやまをんはい、れやま事んだラ、等や得ペu勾主主岩援にIt、ζまが1fけあ

けぼのさラ、みやま《わがた、ちしまげんげ、ぬぷ別ま書ft、ちゃIf'からま。、《-D°lゆ事予
ζもちとらのを、いぶをとらのを、しろラまあさつを、みしまさいζ、かのζさラ、みやまし

やじん、ゆをあ事 ζざ《ら、ちしま舎をやラ、等る得ぺし。

c. えぞのだけかん按林下車、 Theherbaceous-undergrowth-Betula Ermani-

forest.夫婦岩附近に於f、宿泊地黙と岩脚との聞に於℃、えぞのだげかん按の

疎林草地あれ所産の種類亦数種あ bo

は4せんなづな、 Lゆるさ易、かのζさラ、

等珍とすべく。更に樹下の瀧木には、

ちしまへラたんぽ《、ラζんラっさ、いちゐ、はひまつ、ありD 下草の｝般的なるlt、《るま

ゆ事、..ひづるさラ、 •.1: ラ t;ゃ~んに《、《 l,(\l! ラ、みや＊はんしようづる、え9•（）き

ぬたさラ、 Lほおまを4、i.7JDl,-O怠ぎ毛、
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等あれ探頭沼水を瀦する模地には、

はいけいさラ、みづはせラ、と《さ、すぎな、ゑんζ うさラ、え写の明ラきん《わ、 i%』まはせ

んをラ、等4,見る。

d. F山斜面草本臣、 Alpine-mat-herbageon the slope-formation. 車別岳

群氏於ける、高地植物の主要在る／j高地』c.於ける耕面草本属の著しき稜注意上

とれ其地形の然らしむると Zろにして。山骨稜φtc.る問自然に趨嘗なる斜面を

有して、土壌の形成宜しさを得、豊富在る草本の礎遣を見る。即ち、夫婦岩と

頂上聞広於ける、連立宇里氏擁る、峰脊の耕面草本医及ex産別岳よ b中岳、南岳

民渡る同様なる峰脊、・特に其東t乙冒する斜面歎十町民渡る部卦等、英主要＇る

地勲在 bとす而して是等は、高度によ !J-c多少の差異を兎れずと離も、概観に

於て一致せるを見る、其主要素は、

あきのを’んさラ、みやまをぐQま、ラさぎぎ《、えすのあづまぎ《、 LIまがまを《、えすの

よ。ほしiまがま、みやま《わがた、れほほのみ方ほほづき、みやま事んたう、 ζまがたけあけ

慌のさラ、 ftやま事んだラ、《ろ《もさラ、ちしまふうる、むかごとらのを、は《さんちど’、

みやまをんぼラげ、みやまきんはい、もみぢからまワ、からふ＆ぜんか＂！ •. ~、。4 もぐさ‘ I>

脅からま。、ごぜんたちはな、いはftとぎ明、たてやまわラぎ、ずいほ、まひづ9さラ、’ L

’~ラちさラ、

等にして、向此聞に於て、局部的岩壁、岩頭、には多量の、ちゃラのすけさラを

産するを以て夕張岳と著しき差ある t見るO 更に、

がんかうらん、いはラ砂、 ζけもも、いはひげ、ちしまぎをやラ、みやまだい己んさラ、ぢむ

かで、ちしまあまな、《ろみのいはぜをしゃラ、みやまをだま舎、あをのつがざ＜・；、つがざ

《ら、《ろうすご、をほなしゃ《なげ、みねずはう、だいもんじさラ、いちつつじ、えすっ

。じ、取に《、つ《もCさ、たかねあさみ、

等乾燥せる岩壁岩頭を飾るを見るO

. e. 帯且！喋慮、 Alpin.e-Fragmentary-rock-formation.産別岳に於ける高地帯

磯地は、其義違著しからず。地獄谷撰顧の細礎地、 9-79岳即ち産別頂上下

の大礎地、並に産別本岳南方の小磯原と礼在 b。

（甲）、地獄谷線地、

みやまかうち’習な、たてやまわラぎ、ぬぶlJIまぎ《、ちしまg習さう、。《もCさ、たあおる

さみ、やまはなさラ、みやまをぐ9ま、うつぼCさ、事し明たラちさラ。

（乙）、車別本岳南方の小磯康、

みやまたねつけはな、え雪つがぎtら、ぢむかて、たかおすずめのひゐ、みおは事ゐ、あかも

の、きたあざみ、みやまぬかt宏、みやま事んたラ、ちんぐあま、からふとせん《わさラ、 ζま

がたけあけぼのさラ。

〈丙入頂上北側の大器壁下喋地、

Lとたんさラ、ちゃラのす砂さラ、 V,めいはたで、いはぶ《ろ、いは。め《さ、ぬぷ別まを《、

ちしまぎをやラ、みやまだいζんさう、れぶんさいご、ほ01ま4Z>i"，んさラ、たかおをみなへ

通晶＆
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L、いはひげ、だいもんじさラ、 ζめは。がざ《ら。

而して、是等の場合に於て、其周闘に供、ふ共通要素は、

ひめいはLやラぶ、みやま《あがた、え；•LIまがま、え写のよっほしiまがま、 はr>-tteぎ曹、
ちしまにんじん、《るみのいはぜをしゃラ、は《さんちど明、えぢのあづまさt、さまによも

さ、 ζもちとらのを、等なゆとす。

f. 寓山草原、 Alpine-mat-herbage. 車 ijl］昏の御花島1立、麓別本岳 1890仰

を中心として四方に接達するものにして、其方向は各異在れども、之れを形成

宇る主要素は、一致するを見る ・
さまによもぎ、ラさ著書f（、みやまかうち’習な、あ舎のを事んさラ、みやまをt・Qま、えすの

よワぼLIまがま、えち「Uまがま、みやま《わがた、みやま理んだラLたかおあさみ、たかia.を

みたへL、いはぶ《ろ、ちしまふうる、ちんr.a;ま、あをのつがざ(E；、ちしま忍事さラ、ゆ

多、Iま明ラづ、つ《もぐさ、いほれ＆ぎ明、れぶんさいご、ちしまにんじん、 ftlまはきずみれ、

りし明たうちさラ、は4きんちど明、からふ＆ぜん《わさラ、いぶをとらのを、 ζもちとらの

を、え写つつじ、つがざ《ら、たかねずみ私、〈ろみのいはぜをしゃラ、 '0''6いはしゃラぷo

g. 寓山！語原、 Alpine-moss-field-formation. 車別本語西側の凹地に於t、

本山中唯一の蘇原を接達せ 7JCl媛小恒松林の開に長〈南北に渡 bて義違せるも、

其匝域挟〈未1i幼稚なるものな b。該蘇原上には、－

もラぜんごけ、むしと明すみれ、 ~ia.はりゐ、ラめはちさラ、ひめいはしゃラ』戸、みやま明ん

だラ、《るみのいはぜをしゃラ、《ろまめのき、あをのヲがざ《ら、れぶんさいご、 ζけもも、

等水蘇－花苔の上lこ接育し夏候え方《あんさ多、うさぎをしの満開せる光景は美観な

b。
h. 宮山岩康、 Alpine-rock-field-formation. 頂上、即ち 9-79岳は北側

i立大岩壁をなして直下地獄谷K望み、北西側は岩壁轟やだれども傾斜ゃ、星空る

に足るべく、西南面は恒松を密蔽し、東側亦岩壁なれども比較的豊なる御花畠

〆を接蓮せb。
｛甲）、岩盤

ラさ著書F《、さまによもぎ、たかおすみれ、は《さんいちげ、からふとせん《あきラ、ちしま

にんじん、むかごとら＠を、ちL'lふラl>o

（乙）．岩隙

むし＆明すみれ、ちしまあまな、舎はなζまのつめ、 '0''6いはしゃラ」戸、たかおをみなへL、《

るみのいはぜをしゃラ、たかねあざ星島、れほほきすみれ、みやまきんぼうげ、だいもんじさラ。

（丙）.岩頭岩角

~げもも、いちつつじ、あをのつがざ《ち、つがぎ《ら、をほ1.£ l.,,f>《'fl.げ、 Lちたまのを、

みやまかうち，lJ 1.£、れぶんさいご、ちん（＂ 9ま、ちしまきをやラ。

C. 欝盛岳

鉢盛岳の高地帯は、地形の礎化比較的少〈珪岩よ b成る主峰は鈍関頭扶に
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し℃、是tと東接する石英岩帯との聞広於て、ーの留地帯を有せb。本山の頂部

1649 m は、如斯地形きはめて平凡在るによ上陸栓の老樹を密生し、殆ttc
他の草本の殺生を許3ず。唯車t乙下草として見るべきものに、

ζけもも、どえふいちご、え雪n..もつけ、ごぜんたちはな、あかみのいぬ。げ。

等を量生ふるのみ。然れども頂上よ b約 30m を下 bたる東北緋面は、四タの緩

斜岩壁原を接遣し雪国を見る。是等の匝域は残雲と冷水の停滞とによ b、岩壁

上ーの特殊なる匝景を現出し：抱候概して遅引するもの、如し。

え雪之ざ《ら、 I>をのつがさ《ら、みやま.んはい、ラさ~tt （、や主要とし、之れと浪費Eするもの

れやま事ん花ラ、えすしゃうじゃうはか事、ひ'6いはしゃうぶ、たがおすず砂＠ひえ、え理i'Iま

ちゐ、みやま事んだラ、は4＇！んちど曹、もみぢからま。、あらしCさ、~めはちさ，.

等在 b鉢盛山整山口に於て、頂上lb約 200併を下れる（1449m）大雪原には

其爾側代駐大在るあをの。がざ《ら群を撃を遣し、長3約 100m k達せb。零擦の

下部東北側には、え宮のζざ《らの純群落あ b。敷十坪tζ渡~ --c紅花t飾 b、美

観宅Eb。此の地黙に於ける他の高地植物11.

みやま金んはい、 tzやまPんだラ、ラさをさ《、ラめはちさラ、あらし＜＇ 'I、もみぢから..., 

ちしまふラ0、~治るかすみれ、えす級事ゐ、’ L事たうちさラ、なつゆきさラ。

D. 宮 麗野岳

富良野岳の高地帯頂上部iま謡φたる角稜質石灰岩よ b成 L ~ はめて乾燥

するを以℃、草本の接育不良な b。即ち、 制唱にがな、 ζ砂もも、るらし奪つつじ、た

あおたんぽぽ、等の草木と、みやまはんのを、え雪のだけかんは、僅松の短綾なるを見、岩脚

にしんはいを産せ b。地形、女日新を以℃、本山頂部氏於け7.>御詑畠はさはめ℃

貧弱にしτ、僅に頂上下東南面＂・於℃、小匝域の御花畠を見るのみ、某主要な

るものは、

たかおにがな、ラらしまっつじ、きはなしゃ（t.tげ、がんかラらん、 ζ砂もも、はζ。。じ、

いはひげ、ちんCるま、みつはあラれん、をたあざみ、いぶきじゃζラさラ、ごぜんたちはな、

え写のょっほし』まがま、乙けもも、やまはほと、ちしまふラろ、ほかまt~~ ，、え智《 bゐざラ＠

等主 b。頂上よ b約 2007仰を下 bて、登山道t乙嘗 b岩壁あ b北方に面して、陰

性の岩原をなす。

ラちしま。。じ、。がさ《ら、がんかうらん、いはラめ、いはひげ、みおずbラ、 ζ砂もも、

’ L’ 1J,や《しん、みやま挺いζんさラ、ラζんう。~、ちしまきをやラ、~習って2じ、

等を見るo

以下．植物目録及び分布論あれども紙面の都合によ b究競に譲る。

温L
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奥羽地方に於ける植物の分布

飯柴 永吉

ON THE DISTRIBUTION OF PLANTS .IN THE OU DISTRICTS. 

By 

NAGAKICHI hsHIBA. 

奥澗地方は本多博士の本邦植物帯匝分によれば大部砂温帯匝』t属すと雄も

地域庚〈其間多少の差異在しとせず。予此地にある之と十鞍年、今見る所によ

b植物語河の概要を述べ識者の批正を乞はんとす。

一．岩代園は天然の升布境界tl.~ 。殊に此傾向の薯し〈棲建せるは飯豊、

吾妻、尾瀬の方面理Eb。試に二三の詮をあげAか

~かねよもぎは飯豊山及朝日岳に撞S て以北』t及ば子。えそ電rらきき fJ 宿泊峠
民意きて以南に及ばず。とつまとりきちは尾瀬、ほろむいいちどは戸口原、ほ

暑が舎がいぜきせ事及みちのξz:ぎとらは飯豊山を最甫左し乏ぞぜきを，も亦

曾棒を限とするが加し。まQ陰きん点い4あは飯豊を限 bとし、しかも甚少〈

間山は却ては4さんおみなへL~t官官。吾妻山に於て本然事。
二、奥現地方を終端とする植物少からずO

とみやsPんだ事 は酢川岳以北tζ之を見ず。ほぎきのや，！！！）ぎは草地峰を北端

とす。

以なぎ4ら及ゆきめ！）z:ぎ4らは刈田岳を南端とす。めだきラは岩代を北端と

す。とが4ししよラまは甥後tζ塞き。は4さんをほ訟とは鳥海山を限 bとすO

めあかんふす，.も亦然 b。さま況よもぎは早池峰を南端とし以母つがぎ4らも

亦然 b。え与ら4 らんIi奥潤を北端としきぬ1J,l}~ ；は月山に及ぶ0 （忍びい

た守jj陸中を南端とし（ 1;1Pla，はは早地峰を北端とす。 ~•o院がなも亦此地

方に眠らる。とベらも恐ら〈控の波を北描とするならん0~でやま事つ躍は対

山を北織とす鼠車窓じは陸中に限らる。やまきぬ毒や5は早池峰を北措とする

~ま如し。

三、地方民主 ,, ＂＇（各特有の植物あ b。今之を撒小高に号ちて略記ぜんとすo

a.：酉郵山脹帯

奥覇地方を縦走す芯主主0山脈三僚あ b。其最西tと位するものを鳥海火山

、、、
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P底と在すO 鳥海山其盟主たれ越後山系其南にあ b。月山。朝日操。飯豊山等

之氏麗せ b。
此啓tζ特有在るはて5かいふすま t鳥海）は4さんをほ訟と（鳥海、月山、

飯豊）とが4ししよラま（秋田牒）たかおよもぎ（飯豊、朝日〉ながえあかほ・な

（飯豊〉たか拠つ母4き〈飯豊）きぬがささラ（月山）みやま5すゆきさ； （月、

飯豊、鳥海）いはつ晶じ（岩木）以者！） 去めが？と（飯豊、月）をほと母つ島じ（飯

豊、鳥海、庄内）等にして其本邦他地方に見ぎる特有のものはなが之あか惨な、

みちの4とぎ4ら其他数種の蘇類あ b。

b. 中央・w脹帯

此帯は尤も虞大在る地域を占め隠って植物に富む、若手山を盟主とし八甲

田‘栗駒、潟l岡、舶形．吾妻等諸山之に属す、

おもとしゃ4な班、（吾妻）あづまほし4き（吾妻）ゆきめPとぎ4ら（岩

手、船形、御前）いはては？とぎほ〈岩手）と怠4曾〈岩手、XIJ現主え寄っつl,i:｛岩

手〉号事らん（八甲田）之h・や・SYんだ.， （栗駒）たがおすみ庇（岩手｝ .（ろ

按なのはんせ5づQ等を特長Jとし其金〈特有なる他地方に敢て見ぎるが如きも

のは甚少在しと雄も隠花植物をもあぐれば必ずしも少さに，あらずO

西部山脈帯と共通なるものは臥なぎ4ら、ま昂按きんsitい4め、きんAt.い

4あ、みやまラすゆきさ；.みやまか 5 がいぜきし占弘いはぶ~o、みやまり
んだ弘をほしIまがま、みや~.Lほが車、をほ雄、きずみ必しは4さんほラふ5、
をほ按つ晶じ、~てや怠；つほ．。めきゅp、とあか訟な．。めあか惨な・‘等

頗る多し。

e，東部・山脹帯

1 早地峰主盟主とし地域贋からずと蜂も特有の植物に富むとと前者に勝れる

ものあ品。例ヘばほぎきのやどりま〈早池峰）以母とぎ4ら（詞）き去によも

ぎ王国）えぞのいはてんだ（早油、姫紳）なんぷとらのを（早池）匂母つがぎ.（

i... （阜地）な孔ぶいぬなヲな（同）きんろ5蛤い f同）按と主はz－＆..＜同〉、 Z

Wすぎらん（同）えぞラすゆきさ； （同）t，かおは hと（同）り しりしのぶ（同）

むらさきえ孔Alいきラ（同） ζろ按なのEまのみつ按（姫紳）tAなち若事（早

池）ちし車あ車な（同） 去ろかんはー (I司）やまラぬきやラ（同）＠やま畠づ怠

1~ζ （同）はなヘラ？とんぼ~ C岡） ζ8みのラと以ずかとら（姫紳）みやまや

まぶき Lよ 5 ま（早池）つおか母惨さき、みや豆島けほ＠き事〈悶）はやち~

' 

~丹念
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ノ

すWC同）等にして就中tAめとぎ4ら、なんぶとらのを、かとラはとベ、 4ろ

院なのラまのみつ峰、みや'Sやまぶきしよ5ま、はやちねずW,Lembophyllum 

japonica等は殆んど他地方に見ぎるの珍種た b。然れども亦前二帯と共通のも

のもなさにあらず。ま忍按きん点い4あ、みやましほがま、をほ陰きずみ点、

？とかおにがな、 Tこかおなでしと、 AnomodonUematui （共に早池〉ゆきめP乙

ぎ4ら（姫赫）等は其主なるもの在 b。

d. 中央平地帯

山阪と山阪の聞には平地少からず。其丘陵起伏の地には 4ものすし施、

~母とらのをLだィあかみのやどりき、みずみさラ、ふ4 じゆきふさぎき弘

みづとんぼ．みやまラづら、あけぼのLゆずらん、 tAめふた降らん、は4さん

？といげき、とがおしだ、ゃがみずげ、 tAめあ怠な、 tA母び語、き陰怠のあ＊な、

げんじろつほ．せPほ・や'Sぶきさ；，ほそ按やまぶきさ； .めだきBの一種、

さ』怯えんどき4、とラご4き訟のを．ま忍訟とんろんさ； . tAめはまほっす、

たちすみ点、いぶきずみ点、ご志のはとき、さ4ら吉弘てラじさ？ （薙麻科）

患っかぜ害予、 4めが？ときラ、ラすほきいしん等あ bPholia Uematui, Rhyncho,-

stegium Iishibae, $tereodon lishibae等は他に見ぎる珍品tz!J .又地域稿~t~t.偏

するを以℃平地又は丘陵み地就に高山性の植物に富U、之を例するに4：る怠ゆ
P、きみかげさふあつもP吉弘乙あつもPさ5、ずみ点さいしん、 ι いは5

ちは、しろ按なのえんiCtいき i じゃかラちどP 、の＇（；（ja~ どP 、ご之 5 つ与

じ等主 60

e. 藤原帯

山麓の地往φ慶大なる蘇原をなすの地少からず、其植物の分布北海道民於

砂るものに酷似す、業最もよく義違せるものは岩代園にあ bて尾輔、戸ノ口、，

赤井等の原野をなす、其主在る植物はいほみづどけ、せんだいみづごW、白砂

みづピW、ほそtA母みづごけ．はそ按みづどけ、ラろとみづごW、きだ1;みづ

ごけ、はりみづどけ、ゆがみみづどけ、をほみづどけ等の水蘇を始め附近江は・

とが｛ Lしょラま、をせぬますげ、びやっと晶、 4ろ按なろ；w.やちらん、

とあにちどり、之ぞむらさき、とみや怠Pんだ5、つsとけも晶、 tA砂しゃ4
なげ、とつまとりさ i ゃなぎとらのを、ほろむいいちど、之ぞぜきじよ弘

みかづきとさ．をほさ4らさふをほ按5母もEき等あ b。
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f. 東 部海岸帯

海岸の植物帯は陸奥よ b常陸に至るまで大差なきが如LO 若し！掴[,A1.境界

を附すれば予は暖流の北端なる金華山附涯を以てせんとす品目もえ； "6(6／，.向、

とベら、まめづtt.ともちしだ等の植物は此方面に来 bて絶滅し明なる境界線

を示せb。 、

海岸植物の主主るもの突の如し。

ε（；つぎ、は怠なす、えぞのきっ砲事ぎみ、はまぎ4、とはまぎ4、lrA 

砂きんほBw、あきのみちゃなぎ、まQ除やはずはぎ、 ttBをほ按己、ずなrt

審き事、をかrAじき、；A，らん、 rAしもどき、 rA母いず晶、はsほっす， Neckera 

Iishibae は怠だいと~－あかぬsきラ、はまにん比4、みみがきと宮、 Al"'W

つhじ、らぜいたきふはまさじ．しほな、しろ惨なの4らたで. &.ii 按’，~；
造、えぞをほ訟と、そな胤むとら等あb。

g. 北 部海揖帯

憧に青森聴の一部を占むるのみ忙し吃其前者と異在るは却って北海道の海

岸に似て、例へば高山の頂に普通なる植物が海岸にi/fき平地又は小正上に見出

~る kbとあ動とす、がんとラら孔、やちゃな室、やまがらL、ゃなまらん．ほ.ft

事曾いご、いそっ hじ、 Lろよも菅、やまは島と等之'.tK 橋西部海岸帯d多

少東部と理を異にする所あるも予の旗行せしは未tl一局部に過ぎぎるを以℃之

を他自民保留す〈し。

h. 奥現地方に未だ接見せらAtぎQ植物

以上甚組朱なる記載を試みたるが指北海道にも接見せられ叉既に信野地方

にも産するととの知られたる植物即ち嘗然奥甥地方に接見せらるペ＜＇して未だ

産否の知られぎるものをあrれば、たかねみhなとき‘ Lとたんはとベ、だい

つりあ事ぎ、り しりあラぎ、じんえラずぬ降、ラ港つぶさトふじはたぎほ、

をのへPんだB、ちしませんぶP、ちしまPんだふゆきは，き吾、之ぞのつ

・がぎ＂ I!,.き惨なしゃ4な断、ぢむかで等な b。
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本 曾 記 事

ーーー”咽’

定患 曾

大正七年二月十五日、札幌同窓倶楽部に於＂＇（本曾総曾を開催せb。先づ前

川幹事は廉務に闘い伊藤幹単は曾計に関L、新島幹事は器輯に闘し、本期間

に於ける曾務の報告あ bo宮部曾長の挨拶あ bて綾役員の改選を行以突の諸氏

鴬選せられた b。
本 a曾役 員

曾

曾長

康務幹事

同上

曾計幹事

編輯幹事

同上

員

新入曾員

宮部金吾

前川徳次郎

並河功

工藤 紡 舜

新島善寵

伊藤誠哉

内藤正雄 (JE)

安藤源之助（正）

小笠原金亮（正〉

木下柴次郎（正｝

I 石尾和作（正）

六鹿’一彦〈准）

現在曾員

賛助曾員

正曾員

在

地・

准 曾 員

在

地

苑む曾員

札

方

札

方

二名

八十八名

四 十五名

四十三名

五十九名

二十五名

三十四名

多年本曾の錦めに謹輝せられたる准曾員村田庄次郎君は大正六年九月

十四日に宮部憲究君は大正六年十二月十二日に長逝せられたれば虞〈

曾員諸賢に告知しτ以て深〈追悼の意を表す . 
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