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三瓶演習林樹木誌
沖　　村 義　　人

　　　　　　　　Yosh1to　OKI皿URA

Trees　and　Shrubs　in　the’ミSambe’2Couege　Forest

　　　　　　　I．ま　え　が　き

　本学は昭和40年度より国立移管に着手したが，その数

年前より移管の準備にとりかかり，三瓶演習林もその一

部として昭和38139の両年度にわたり買収した。購入時

より土壊調査・蓄積調査と平行して樹木目録の作成を急

いできたが，入手後日なお浅く調査は十分とは’いえな

い。然し樹木誌の作成は各種調査の基礎となり事演習林

経営よ参考となることも多いので，現在までに整理した

ものを一応とりまとめて報告し，今後補足していきたい

と思う、

　この報告の作成に当り終始激励していただいた歴代各

演習林長に深謝の意を表する。

　　　　　　■．三瓶演習林の概況

1．位置及び地形

　本演習林は獅子谷・大谷・多根の三団地よりなり，そ

の大部を占める獅子谷・大谷団地は島根県飯石郡頓原町

角井にあり，国立公園三瓶山の北東部に位し，神戸川の

支流角井流域の一部を占めている。

　面積は264伽で，海抜高は300～624〃zである。

　獅子谷・大谷両団地の本流申下部および一部支流の申

下部には極端な受蝕岩石地があらわれ，急崖岩壁で滝が

多い曹山腹傾斜は急峻であり起伏量は比較的大きく重小

支谷の浅い谷頭に平垣ないし緩凹地形が残されている所

も多い。

2．地質及び土壊

　基岩は黒壷母花崩岩または閃緑岩バ分岩質の岩石であ

り，三瓶火山の影響を強くうけて緩斜面には火山灰・火

山砂。洋石等の堆積がみられ，山腹急斜面や突出した尾

根部では火山性物質は流脱して基岩風化物が土壌母材と

なっている。山腹下部二次堆積面では基岩物質と火山性
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物質の混合堆積物が母材となっている。

　土壌は上記母材の埴質壌土が多く，砂質壌土も全体の

払程度現われている。

3．気象
　本演習林は島根県のほぽ申央部に位し，年平均気温は

／3．1．C，降水量は約2，000倣刎で，積雪はやや多く平均74

6肋あり，県の平均よりやや低温多雨多雪である。

　本演習林に近い志学観測所における過去30ケ年の気象

状況は次の通りである。

松江地方気象台志学観測所における気象

　　　　　　　　　　　　（／926～／955）

月
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るのみで，大半はチュウゴクザサの繁茂した伐採跡地で

ある。

　尾根筋にはクマザサの外ソヨゴ・アセビ・リョウブ・

ネジキ・ナツハゼ・コナラ・イヌツゲ・ヒサカキ・タン

ナサワフタギ等の主として乾性の低木が多く，海抜600

〃z附近にはイヌブナ・ミズナラの温帯樹木がみられ，又

アカマツが多数侵入している。

　山腹面はほとんどどこにもヂュウゴクザサを主体とし

たクマザサがみられ，コナラ・イヌシデ・アカシデ。ク

リ・エゴノキ・ヤマボウシ・ウリハダカエデ。ノグルミ

等の落葉広葉樹が多い田

　沢筋にはミズキ。ニワトコ・カラスノサンショウ・ケ

ヤキ・クサギ。ヤマグワ・ゴマギ・イイギリ等の適湿性

地を好む樹木が多く，その外にフサザクラもみられる。

　なお本演習林の特色としてアカマツの外は針葉樹の高

木は出現しないが，これは人工の加えられた程度が高い

ととを示すものであろう曲

　また裏日本ブナ林の標徴種であるエゾユズリハ。ハイ

イヌカヤ等も600肋附近の落葉広葉樹林の低木層にみる

ことができる。

IV’．木本植物目録

　この目録には本演習林内に自生する木本植物について

のみ記載し，植栽木はすべて除外した。

　学名・和名は主として本田正次の日本植物名彙によっ

た。

　本目録で1属に2種以上出現するものには実用的な検

索表をつけた。

／995

　　　　　　　皿　木本植物の概要

　本演習林は北緯35。附近に位し，海抜高は低く（300～

624〃z），年平均気温は／3．1℃，暖かさの指数／03，寒さ

の指数6で，当然暖帯常緑広葉樹林帯に含まれると考え

られるが，常緑広葉樹は極めて少なく，ウラジロガシ・

アラカシ・シラカシが多少認められる程度で，クリ帯す

なわち暖帯落葉広葉樹林帯に入れるのが適当であろう。

　本演習林は往昔より出雲奥部地方で盛んに行われてい

た卸事業の精錬用木炭の生産に利用されていたが，明治

に入り炉事業の衰退とともに普通木炭の生産に切替えら

れ，昭和30年頃からは広葉樹パルプ用材の需要増大にと

もない，広葉樹の大部分は伐採された．従って本調査時

点における林況は若令の広葉樹林が約100肋程度残存す

　　　　　　　目　　　　録

　　　G・Y蛆NOSPERMAE　　（裸子植物）

　　T⑪肚ey鯛e劉e　　　　　（カヤノキ科）

　To町瑚αARN0TT．　　　カヤノキ属

（1）丁伽κψκαηαブ閉∂καη5NAKAI

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヂヤボガヤ

常緑低木　　　分布　本州

　　C㊧pha1o施鯛ceae　　　　（イヌガヤ科）

　　0即肋Zo施測8S　et　Z　　イヌガヤ属

（2）αHαブヅ加g工o〃｛αηαれ〃〃zαREHDER

　　　　　　　　　　　　　　　　　ハイイヌガヤ

常緑低木　　　分布　北海道・本州　四国・朝鮮

　　P五nace鯛　　　　（マツ科）

　　P加鵬LINN．　　　マツ属
（3）1〕1ゐ郷ゲZα・olS．etZ・　　　　　　アカマツ
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常緑高木　　　分布　本州ト四国・九州・朝鮮

　　ANGIOSPERMAE　　　（被子植物）

　　A班0NOCOTY1LE皿ONEAE　（単子葉植物）

　　B勘mb蝸跳e鎚　　　　　　　　（タケ科）

　　8㈱αMAKINO　et　SHIBATA　　クマザサ属

　　葉の下面に毛あり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・タンバザサl／

　　葉の下面に毛なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・2

　　桿の節に毛なし…・／　　　　　　　　　　　　　　　　　…ヤネフキザサ
　　桿の節に毛あり…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　・ヂュウゴクザサ

（4）＆z”〃ろα伽5｛5MAKIN0et　KoIDzUMI

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タンバザサ

笹類　分布本州
（5）8肋¢o〃鮒MAKIN0　　　　　ヤ不フキササ

笹類　分布本州
（6）且Vθ伽脇ηαブ．妙肋go尾伽∫｛5MUR0I

　　　　　　　　　　　　　　　　　チュウゴクザサ

笹類　分布本州
　　珊φ唆伽oo⑳肋腕晩NAKAIメダケ属

∫葉の下面に軟毛あり…一……・…・…………ケネザサ
1葉の下面に毛なし一……………・・…・……・・ゴキダケ

（7）1V：．〃9・〃zαω∫NAKAI　　　　　　　ケネザサ

笹類　分布本州・四国・九州
（8）Nαrgθ励ω5炉｛α切5ηαブ．あ∫此ん鮒NAKAI

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴキダケ

笹類　分布本州・四国・九州
　　S㎜地c塾㏄鯛　　　　　（サルトリイバラ科）

　　8醐〃鵬LINNl・　　　サルトリイパラ属

（9）且C〃〃αLINN．　　　　　　サルトリイバラ
　　　　　　　　　　　　　※
落葉蔓茎木本　　分布　日本。台湾・朝鮮・支那

　　B　n亙COTYLE皿ONEAE　（双子葉植物）

　　Sa此ace鯛　　　　　　　（ヤナギ科）

　　P卯〃蝸LINN．　　　　　ハコヤナギ属

（／0）R8如ろo〃〃MIq　　　　　　　　　ヤマナラシ

落葉局木　　　分布　北海道。本州・四国・九州

　　8αZ虹LINN．　　　　　ヤナギ属
5葉は倒披針形～線状長楕円形……一…・ネコヤナギ
1葉は橋円形…・…………・……・サイコクキツネヤナギ

（／／）∫g7伽〃め11αMIQ．　　　　　　ネコヤナギ

落葉低木　　　分布　日本・朝鮮・申国・満州

（／2）且αZoクκ加oαKIMURA　サイコクキツネヤナギ

落葉低木　　　分布　本州（近畿以西）・四国・九州

　　J藺g皿狐曲c鋤e　　　　　　　（クルミ科）

　　肋か卿”Zo”鮒S．etZ．　　ノグルミ属

（／3）R5炉o〃αoωREID　et　CHANDL．　　ノグルミ

落葉局木　　　分布　本州・四国・九州・朝鮮。申国

※　日本は北海道・本州・四国・九州に分布することを示す。

　　珊卯oo鮒卿KUNTH　　　サワグルミ属

（14）Rブんoがo伽S．etZ．　　　　　　サワグルミ

落葉局木　　　分布　北海道・本州・四国・九州

　　1Be紬皿跳鋤e　　　　　　　　（カバノキ科）

　　届g肋肋LINN．　　　　　　カバノキ属

（15）且gγo∬αS．etZ．　　　　　ヨグソミネバリ

落葉局木　　　分布　本州・四国・九州

　　C⑰ryla㏄鎚　　　　　　　　（ハシバミ科）

　　0鮒ρ加蝸LINN．　　　　　　クマシデ属

　　葉の基部は通例心形をなすl／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・クマシデ
　　葉の基部は通例円形又は模形をなす　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・2

・／麟辮誰酷しllllllllllllllllll’1κ事

（／6）αゴ砂o〃売αBLUME　　　　　　　クマシデ

落葉高木　　　分布　本少ト四国・九州

（／7）C－Z伽ゲ1oヅαBLUME　　　　　　アカシデ

落葉高木　　　分布　日本・朝鮮・申国

（18）αTκ加〃05脇MAxIM．　　　　　イヌシデ

落葉高木　　　分布　本州・四国。九州・朝鮮・申国

　　0o醐肋8LINN．　　　　　ハシバミ属
（／9）C．8｛θろo〃｛伽αBLUME　　　　　ツノハシバミ

落葉低木　　　分布　日本・朝鮮

　　胸gac鋼⑬　　　　　　　　（ブ　ナ　科）

　　肋α鵬LINN．　　　ブナ属
（20）夙ゴψo〃｛6αMAxIM．　　　　　　　イヌブナ

落葉高木　　　分布　本州。四国・九州

　　0ψcZo6αZα醐理馳80ERST　カシ属

1礒鰯牒畿鰯憾篶！5111二篶
　申肋は殆ど凹入せず，葉は無毛　　　　ソラカソ
・
／
　申肋は上面凹入す，葉は幼時下面に淡黄褐色の毛
　　を有す　　　　　　　　　　　　　ウラソロカソ

（21）α9ZακαOERsT．　　　　　　　　アラカシ

常緑高木　　　分布　本州・四国・九州・台湾・申国

（22）α刎ツr5伽αφo〃αOERsT．　　　　　シラカシ

常緑高木　　　分布　本州・四国・九州

（23）α5α屹伽αη〃．5姥〃oクんツZZαH0NDA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウラジロガシ

常緑高木　　　分布　本州・四国・九州ト朝鮮

　　⑭鵬陀蝸LINN．　　　　コナラ属
　　葉は披針形，果実は2年目に熟す一…・・……・2／｛

　　葉は倒卵形，果実は／年目に熟す…一・………・3

・／麟評離童縫艦手：：1．．．．．．．．：多㍗

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・ミズナラ　　葉は殆ど葉柄なし…………・…・・｛
　　葉には明かに葉柄あり………………　　　　・4

　　葉は下面に伏軟毛を疎生し，質薄し　　コナラ
・
／
　　葉は下面に星状毛を密生して灰白色を呈し，葉質
　　はやや厚し　　　　　　　　　　　ナラカソワ
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（24）Qα6〃桃5伽αCARR．　　　　クヌギ
落葉高木　　　分布　本州・四国・九州

（25）9．ηαブづαろ肱BLUME　　　　　　　アベマキ

落葉高木　　　分布本州・四国。九州・朝鮮・申国

（26）9．刎o〃goZ北α　ηαブ．gブ055θ5θげ砿α　REHD　et

　　　W1Ls．　　　　　　　　　　　ミズナラ

落葉高木　　　分布　樺太。千島・日本

（27）α舳γα肱THUNB。　　　　　コナラ
落葉小高木　　　分布　北海遣・本州・四国・九州

（28）9．α〃6伽BLUME　　　　　　　ナラガシワ

落葉高木　　分布　本州・四国・九州・朝鮮。申国

　　○棚肋脇αMILL　　　　　　ク　リ　属

（29）α6ブθ〃α肋S．etZ．　　クリ
落葉高木　　　分布北海遭・本州・四国。九州

　　Ulm盟㏄鎚　　　　　　　　　（ニ　レ　科）

　　0θ熾8LINN．　　　　　エノキ属
　果は黒執，葉の上面に少しく毛あり…　エソェノキ

｛　果は熟せぱ褐色となり，葉の両面に伏毛あり
　　　　　　　　　　　　　コハノチョウセンエノキ

（30）C．加∬oθ郷｛5KOIDz。　　　　　　エゾェノキ

落葉高木　　　分布　日本。朝鮮

（31）αムαη6〃θ｛NAKAI

　　　　　　　　　　　　　コバノチョウセンエノキ

落葉小高木　　　分布　本州（近畿以西）・九州・朝鮮

　　娩脇ooαSPACH　　　　ケヤキ属
（32）Z．5κ閉肋MlAKIN0　　　　　ケヤキ
落葉高木　　　分布　本州・四国・九州

　　雌⑰胸c脇⑧　　　　　　　　（ク　ワ　科）

　　肋or蝸LINN．　　　クワ属
（ろ3）〃一ろo刎ろツ6づ5KoIDZ　　　　　　　ヤマグワ

落葉高木　　　分布　樺太・干島・日本。朝鮮

　　扮o蝸80脇碗αVENT．　　　コウゾ属

（34）EK脇加o肋SIEB．　　　　　コウゾ
落葉低木　　　分布　本州ポ四国。九州・朝鮮・台湾

　　珊ω8LINN．　　　　　　　イチジク属

（35）且κκ肋THUNB．　　　　　　　　　　イヌビワ

落葉低木　　　分布　本州・四国・九州・朝鮮。台湾

　　Ur枇雛鋤e　　　　　　　　（イラクサ科）

　　逓o幽醐鮒加JAcQ．　　　　カラムシ属

（36）且砂た励αTHUNB．　　　　　　　　コアカソ

落葉低木　　　分布　本州・四国・九州・申国

　　趾皿加皿脇鵬鵬　　　　　　（フサザクラ科）

　　亙哩加Z粥S．et　Z．　　　　フサザクラ属

（37）且クoZツ伽みαS．et　Z．　　　　　フサザクラ

落葉局木　　　分布本州・四国・九州

　　Ce醐紬凶yu乱ce鎚　　　　（カツラ科）

　　0鮒0滅あ伽”α卿S－etZ．　カツラ属

（38）αプαクo〃α〃1S．etZ．　　　　カツラ

落葉高木　　　分布　北海道・本州・四国・九州

　　Ra醐皿c凹1跳e鯛　　　　　（キンポウゲ科）

　　α8醐α眺LINN．　　　センニンソウ属

（3g）C．α加ψoZづαDC．　　　　　　　　ボタンヅル

落葉蔓茎木本　　　分布　本州・四国・九州・台湾

（40）αノ砂o〃｛6αTHUNB．一　　　ハンショウヅル

落葉蔓茎木本　　　分布　本州・四国・九州

　　：L雛砒醜b釧跳e鎚　　　　　（アケビ科）

　　λ加肋αDECNE．　　　　アケビ属

／難§膿議縁㌘離灘隻．．ぷμ

（41）A．卯加α肋DEcNE．　　　　　アケビ

落葉蔓茎木本　　　分布　本州・四国1九州1朝鮮

（42）A．炉ψo〃α肱KoIDz．　　　　　　ミツバアケビ

落葉蔓茎木本　　　分布　日本・申国

　　戯αω械o醐αDC　　　ムペ属

（43）＆加伽ク伽11αDEcNE．　　ムベ
常緑蔓茎木本　　　分布　本州・四国・九州・朝鮮

　　B鮒b班孟曲c鋤e　　　　　　（メ　ギ　科）

　　勘油θr油LINN．　　　メギ属

（44）且丁肋〃ろぴφDC一　　メギ
落葉低木　　　分布　本州・四国・九州

　　班㊧皿蝸p班㎜肌e鵬　　　　（ツヅラフジ科）

　　8加o醐8胸加醐DIELS．　　　ツヅラフジ属

（45）8αω肋πREHD　et　WILs　　　ソツラフソ

落葉蔓茎藤本　　　分布　本州・四国・九州・申国

　　0㏄c〃蝸DC．　　　アオツヅラフジ属

（46）α炉三Zoろ〃5Dα　　　　　　　アオツヅラフジ

落葉蔓茎木本　　　分布　本州・四国・九州卜申国

　　班a駆⑪胸c鋤㊥　　　　　　（モクレン科）

　　脳α卿o肋LINN、　　　　　モクレン属

　葉は大形，倒卵形～倒卵状楕円形｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一ホオノキ
　葉は細長く橋円状披針形一……・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・タムシバ

（4ア）五五〇ろoω肋THUNB．　　　　　　ホオノキ

落葉高木　　分布　日本。中国

（48）〃．3αZ｛oφo1｛αMAxIM．　　　　　　　タムシバ

落葉小高木　　　分布　本州・九州

　　S6脳脇皿d醐鵬鯛　　　　　　（マツブサ科）

　　8幽囎鰍伽αMICHX　　　　マツブサ属

（49）＆〃gブαMAx工M．　　　　　　　　　マツブサ

落葉蔓茎木本　　　分布　日本・朝鮮
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　　K幽醐醐JUss　　　　　サネカヅラ属

（50）Kゴψo加6αJUss、　　　　　　　サネカヅラ

常緑蔓茎木本　　　分布　本州・四国・九州・台湾。

　　　　　　　　　　　　申国

　　L鋤醐oe鵬　　　　　　　　　（クスノキ科）

　　Φ棚α醐o醐砒榊BLUME　　　クスノキ属

（5／）C．ノ砂oπ｛o〃πSIEB．　　　　　　ヤブニッケイ

常緑高木　　分布　本州・四国・九州・申国

　　五胴幽閉THUNB　　　　　クロモジ属

1鶴擦謝燃鰐：1：lll：：㍗二篶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ろ　　小枝は帯黄褐色，枝葉に芳香なし・／
　　小枝は暗縁色，枝葉に芳番あり…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・クロモジ

3傑は革質で楕円形・果は黒熟………ヤマコウバシ
　　、葉は紙質で倒披針形，果は赤熟……カナクギノキ

（52）L．oろ肋5〃oろαBLUME　　　　　ダンコウバイ

落葉大形低木　　　分布　本州・四国・九州・朝鮮。

　　　　　　　　　　　　申国

（53）ム．〃肋6〃励αTHUNB．　　　　　　クロモジ

落葉低木　　　分布　本州・四国・九州・中国

（54）ム．9Z伽6αBLUME　　　　　　　　ヤマコウバシ

落葉大形低木　　　分布　本州・四国・九州・朝鮮・

　　　　　　　　　　　　申国

（55）Lぴツ左1πoω1切MAKINo　　　カナクギノキ

落葉中高木　　　分布　本州・四国・九州・朝鮮。

　　　　　　　　申国

　　地o肋駝αMERR　　　　　シロタモ属
（56）N．5κ三〇ωKoIDz．　　　　　　　　　シロダモ

常縁高木　　　分布　本州・四国。九州ト朝鮮・中国

　　皿y虹鯛g餓㏄鯛　　　　　　（アジサイ科）

　　跳絨z0四伽αα醐αS．etZ．　イワガラミ属

（5ア）8．伽み伽g60”65S－etZ．　　　　イワガラミ

落葉蔓茎木本　　　分布　日本・朝鮮

　　助伽α胞解αLINN　　　　　アジサイ属

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・ゴトウツル　　蔓茎木本，雄芯は約20ケ………1｛

　　直立性木本，雄芯は8～／0ケ…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　花序は円錐状……・………・……・　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・ノリウツギ・／
　　花序は集散状で上面は平である　　　　　　　3

　　　　　　　　　　　　　基部は細くならない

・1藤ε髄降幽τllllllllllllll1三芽㌶‡

（58）H．μ｛oZα｛ωブ．oo〃ゲoZ三αNAKAI

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴトウヅル

落葉蔓茎木本　　　分布　樺太。千島・日本・朝鮮

（59）Hクα湖α4Z砿αSIEB　　　　　　　ノリウノギ

落葉低木　　　分布　樺太。千島。日本。申国

（60）H伽αぴoクんツZZα∫oブ〃zω功〃励αHARA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤマアジサイ

落葉低木　　　分布　日本。朝鮮

（6／）H1．ん伽αS．etZ．　　　　　　　コアジサイ

落葉低木　　　分布　本州（関東以西）。四国

（62）H．Z〃肋一η例o∫αKoIDz．　　　コガクウツギ

落葉低木　　　分布　本州・四国・九州

　　P血11a細1皿虹＆c脇e　　　　（ウツギ科）

　　〃ω肋αTHUNB　　　　ウツギ属
（63）D．α・伽励αS．etZ．　　　　　ウッギ

落葉低木　　　分布　日本・申国

　　臨㎜a醐㊧胴a㏄鯛　　　　　（マンサク科）

　　朋α醐α脇脆LINN　　　　　マンサク属

（64）H．ゴ砂o〃たαS．etZ．　　　　　　　マンサク

落葉低木　　　分布　北海道・本州・四国・九州

　　R⑪醐㏄鵬　　　　　　　　　（バ　ラ　科）

　　K鮒rεαDC．　　　　　　　ヤマブキ属

（65）K．ノψ01庇αDC．　　　　　　　　　ヤマブキ

落葉低木　　　分布　日本。申国

　　亙泌蝸LINN．　　　　　　　キイチゴ属

1蹴驚鰐瞭機撚1…徹：1：姜
・／諜雛蟻綜享1．．搬竺11111：1：1：：：：1：葦

　　茎葉に毛少なく，葉の先端尖るミヤマフユイチコ
・
／
　　茎葉に細毛密生し，葉の先端は円形又は鈍形
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フユイチコ

4傑裏は粉白色　　　　　　　　　　　ニカイヂコ
　／葉裏は粉白ならず緑色～淡縁色　　　　　　　5

5　花は1ケ・芽鱗は脱落し易いナガバモミジイヂゴ
　花は数ケで小形，芽鱗は宿存す………クマイヂゴ

　花は1ケで大形・・…　　　　　　　　　　　　　　　　　　・クサイチゴ6／

　花は数ケで小形・………・　　　　　　　　　7

　茎は蔓状にして腺毛なし　　　　ナワソロイヂコ
・
／
　茎は蔓状ならず，赤褐色刺状毛を密生す
　　　　　　　　　　　　　　　　エヒカライチコ

（66）R．肋尾oη肋5ムFR．etSAv．ミヤマフユイヂゴ

常緑蔓性木本　　　分布　本州ガ四国。九州・申国

（67）R．B雌rgw｛MIQ．　　　　　　　フユイチゴ

常緑蔓性木本　　　分布　本州・四国・朝鮮・台湾・

　　　　　　　　　申国

（68）R．〃zづぴo助ツZ1145LINN・f．　　　　ニガイチゴ

落葉低木　　　分布　本州・四国・九州・中国

（69）RμZ〃zα切3THUNB　　ナカバモミソイヂコ

落葉低木　　　分布　本州・四国・九州・朝鮮・申国

（70）R．W〃9・1z励A．GRAY　　　　　クマイヂゴ

落葉低木　　　分布　日本・申国

（71）Rん㈹肋狐THUNB　　　　　　　クサイヂコ

落葉半低木　　　分布　本州・四国・九州・朝鮮。申国
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（72）R．クαmφoZ加5LINN．　　　　ナワシロイチゴ

落葉蔓性木本　　　分布　日本・琉球・台湾・朝鮮・

　　　　　　　　　　　　申国

（73）R助02舳oZα舳∫MAxIM　　エヒカライチコ

落葉低木　　　分布　日本・朝鮮・申国

　　凋08αLINN．　　　パラ属
　托葉は櫛歯状に分裂し，葉裏に毛あり　ノイハラl／

　托葉は少数の牙歯あり，小葉は通常無毛　　　2

　小葉は多くは同大で鈍頭又は円頭，光沢あり
・
／
　　　　　　　　　　　　　　　　テリハノイハラ
　頂小葉はやや大，鋭頭～尾状鋭尖頭　モリイハラ

（ア4）R．クoZツα励んαS．etZ．　　　　　　　　ノイノマラ

落葉低木　　　分布　北海道・本州・四国・九州

（75）R．W北ん鮒α｛α〃αCR宣P．　　　テリハノイバラ

落葉低木　　　分布　本州・四国。九州・朝鮮・申国

（76）R．工〃6加θηαれんα尾o〃θ郷｛5FR．et　SAv．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モリイバラ

落葉低木　　　分布　本州（関東以西）・四国

　　Amygd．a1a㏄鵬　　　　　　（サクラ科）

　　戸剛醐蝸LINN　　　　　サクラ属
　花序は東状一…………・…一・＿．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21
／　花序は多数花よりなる総状花序……　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

　薯は壷状鐘形，蜜腺は葉の基部にあり…エドヒガン・
／　薯は円筒形，蜜腺は葉柄の上部にあり…ヤマザクラ

　薯は宿存，樹皮は暗灰色一………・…・イヌザクラ・
｛　薯は花後脱落す，樹皮は紫褐色…ウワミズザクラ

（7ア）Rク例あZα！or刎．伽o例ゐ〃50HwI

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エドヒガン

落葉高木　　　分布　本州・四国。九州

（78）R〃例α5α肋閉SIEB．　　　　　ヤマザクラ

落葉高木　　　分布　本州・四国・九州

（79）R肋ぴg・θブ｛α〃αMIQ．　　　　　　イヌザクラ

落葉局木　　　分布　本州・四国・九州

（80）P　Grα〃伽MAxIM　　　　ウワミスザクラ

落葉高木　　　分布　北海道・本州・四国・九州

　　班釧跳㈱e　　　　　　　　　（ナ　シ　科）

　　〃αZ鵬1MILL．　　　　　リンゴ属

（81）〃．T56乃o〃05脇C．K．ScHN．　オオウラジロノキ

落葉高木　　　分布　本州・四国・九州

　　λ醐Zα肌肋鮒1MEDIK　ザイフリポク属

（82）A．伽づα地αENDL　　　　　　ザイフリボク

落葉小高木　　　分布　本州・四国・九州・朝鮮・申国

　　P側r肋加ωDECNE　　　　カマツカ属

　葉に白軟毛を生じ，葉裏の毛は秋まで残る……
　
｛
　　　　　　　　　　　　　　　　・ワタゲカマツカ
　幼時のみ葉に毛あり，後無毛となる………カマツカ

（83）Pη〃o∫αDEcNE　　　　　　ワタゲカマツカ

落葉低木　　　分布　日本・朝鮮・申国

（84）Rη〃05αηαブ．Zαω｛3STAPF　　　　カマツカ

落葉低木　　　分布　本州・四国・九州・朝鮮・申国

　　p卵蝸LINN・　　　　ナシ属
（85）PカツブφolzαNAKAI　　　　　　　ヤマナソ

落葉高木　　　分布　本州・四国・九州・朝鮮・申国

　　So曲蝸LINN．　　　　　ナナカマド属

　　葉は単一で薯は花後脱落す
／
／

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
　　葉は奇数羽状複葉で薯は落ちず
　　　　　　　　　　　　　　　ナンキノナナカマト

　　葉は無毛か又は殆ど無呑……………・・アズキナシ・／
　　葉裏に白色の綿毛を密生……………ウラジロノキ

（86）＆9rκ棚3C．KocH　　　ナンキンナナカマド

落葉低木　　　分布　本州・四国・九州

（8ア）ふαZ〃φo伽αKocH　　　　　　アズキナシ

落葉高木　　　分布　日本・朝鮮・満州・申国

（88）＆ゴαクo〃cαSIEB．　　　　　　ウラジロノキ

落葉高木　　　分布　本ハゾ四国・九州

　　盟f㎜⑪s鋤鍋e　　　　　　　（ネムノキ科）

　　λ肋脇吻DURAZZ　　　　　ネムノキ属

（89）A．〃肋〃∬伽DURAz乙　　　　　　ネムノキ

落葉高木　　　分布　本州・四国。九州・南アジア

　　F亀bace鯛　　　　　　　　　　（マ　メ　科）

　　αα加α8眺RAF帆　　　　フジキ属

（90）C．5ん扱o肋α〃αMAKIN0　　　　　　ユクノキ

落葉高木　　　分布　本州（関東以西）・四国・九州

　　〃ααc肋αRUPR　et　MAxIM

　　　　　　　　　　　　　　イヌエンジュ属

（91）〃！Z〃必α〃ゐTAKEDA　ハ不ミイヌェノソユ

落葉高木　　　分布　本州・四国。九州1台湾。申国

　　加理ε伽醐MICHX　　　　　ハ　ギ　属

　　葉はやや模形………………・・一…………メドハギl／

　　葉は広楕円形～卵形又は倒卵形……………・・…2

　　薯歯の先は硬化して針状…一・………・マルバハギ・／
　　薯歯の先は鈍頭～鋭頭で針状でない……ヤマハギ

（92）L．o舳θ磁αG．DoN　　　　　　　メドハギ

落葉亜低木　　　分布　日本・琉球・台湾・朝鮮。申国

（g3）L．6ツ肋ろoかツαMIQ．　　　　　　マルバハギ

落葉低木　　　分布　本州・四国・九州ト朝鮮・申国

（94）L．ろあoZor！or刎．α6砿ψoZ｛αlMATsUMURA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤマハギ

落葉低木　　　分布　本州・四国・九州

　　Pω鮒鮒加DC．　　　クズ属
（95）R肋砿αOHwI　　　　　　　　　　　ク　　ズ

落葉蔓性木本　　　分布　日本・朝鮮・満州・申国

　　肋倣卿地rαL1NN．　　　　コマツナギ属

（％）エク蜘∂o一ガ伽o〃αMATsUMURA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コマツナギ
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落葉亜低木　　　分布　本州（申部以西）・四国・九州

　　噺滅卯乏αNUTT．　　　フジ属
（97）W一．！Zoブ必z仰∂αDC．　　　　　　　　　　フ　　　ジ

落葉蔓性木本　　　分布　本州・四国・九州

　　届赫αcθ脇　　　　　　　　　（ミカン科）

　　”α械尻o潮肋醐LINN．　　サンショウ属

（98）Zクψκ伽刎DC．　　　　　　　サンショウ

落葉低木　　　分布　北海道・本州・四国・九州

　　万α四鮒αLINN　　カラスノサンショウ属

　低木，葉に殆ど腺点なし　　　　　　　　　　　　　　　　　・イヌザンショウ
　
｛

　高木，葉に腺点を疎生す　　　　　　　　　　　　　　…カラスノサンショウ

（gg）且舳α枕6肋ブ三6αHONDA　　　イヌザンショウ

落葉低木　　　分布　本州・四国・九州・朝鮮・満州

（／00）且αづZσ枕ん♂ゐ5ENGLER　カラスノサンショウ

落葉高木　　　分布　本州・四国・九州・台湾・中国

　　P加〃o加醐かo珊RUPR．　　キハダ属

（10／）Rα伽㈹郷θRUPR．　　　　　キハダ
落葉高木　　　分布　日本・朝鮮。満州・申国

　　8肋腕醐αTHUNB　　　ミヤマシキミ属

（／02）且加クo〃如α！o〃〃．ブψθη5HARA　ツルシキミ

常緑低木　　　分布　樺太・北海道・本州・四国・九州

　　眺凶⑪曲五a㏄鵬　　　　（トウダイグサ科）

　　〃；α〃o肋8LOUR．　　　アカメガシワ属

（103）〃．ノψo庇〃5MUELL．ARG．　　アカメガシワ

落葉小高木　　　分布　本州・四国・九外卜台湾・朝鮮

　　D理h醐哩血yn跳e鯛　　　　　（ユスリハ科）

　　皿卯尻醐加伽〃班醐BLUME　　ユズリハ属

　J高　　木・……一一・・………………………・ユズリハ
　低木で基部は這う一・……・……………エゾユズリハ

（／04）D．伽αぴoクo伽舳MIQ．　　　　　　　ユズリハ

常緑高木　　　分布　本州・四国・九州

（／05）D．〃zαぴoクo伽刎∫z必3か伽刎伽HURUsAwA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　エゾユズリハ

常緑低木　　分布　北海道・本州（北申部・山陰）

　　A蛆軸d鍋ma佃c㈱e　　（コミカンソウ科）

　　P伽〃α弼肋鵬LINN．　　コミカンソウ属

（／06）P∫1ω〃o舳5MUELL　ARG　　　　　コハンノキ

落葉低木　　　分布　本州・四国・九州・申国

　　A醐c鮒ぷa鵬鵬　　　　　　（ウルシ科）

　　届尻蝸LINN．　　　　　　ウルシ属

　　蔓性木本，葉は3小葉よりなる／／　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・ツタウルシ
　　小高木～高木，葉は奇数羽状複葉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

2唾序は頂生・葉の申軸に翼あり　　　　　ヌルデ
　　1化序は腋生，葉の申軸に翼なし　　　　　　　3

・偉灘讐ぎlllll：ll：：：：：1：：ll：1：ll：1：：：：1ニマ㍑

（／07）．R．α刎〃9伽LAY．　　　　　　　　ツタウルシ

落葉蔓茎木本　　　分布　樺太・千島。日本・申国

（108）R．ノ〃舳｛6αLINN．　　　　　ヌルデ

落葉小高木　　　分布　日本・台湾・朝鮮・申国・印度

（／09）R．炉｛oん06αゆαMIQ．　　　　　　ヤマウルシ

落葉小高木　　　分布　干島・日本・朝鮮・申国

（1／0）R．∫ツZ閉炉｛5S．etZ．　　　　　　ヤマハゼ

落葉高木　　　分布　本州・四国・九州・台湾・申国

　　A岬雌⑪1胴㏄鵬　　　　　　　（モチノキ科）

　　五Z脇LINN．　　　　　　　　モチノキ属

　　葉は膜質にして落葉すl／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・アオハダ
　　葉は革質にして常緑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

2J果は黒熟す・多枝の低木…・……・…・・・…イヌツゲ
　　喋は赤熟す，小高木～低木………………ソヨゴ

（111）11刎αぴoクoゐMIq　　　　　　　　アオハダ

落葉小高木　　　分布　北海道・本州・四国。九州

（112）1or舳α肋THUNB　　　　　　　　イヌソゲ

常緑低木　　　分布　北海道。本州・四国・九州

（113）工加6〃κ〃Zo卿MIQ。　　　　．ソヨゴ

常緑小高木　　　分布　本州・四国。九州・台湾・

　　　　　　　　　　　申国

　　C㊧1鯛桁a㏄鵬　　　　　　　（ニシキギ科）

　　αZα3か蝸LINN．　　ツルウメモドキ属

枝，花序及び葉は無毛　　　　　・ソルウメモドキ

｛若枝，花序及び葉の下面脈上に短剛毛あり
　　　　　　　　　　　　　　オオソルウメモドキ

（／14）C－oブ肋o〃Zα肋∫THUNB．　　　ツルウメモドキ

落葉蔓茎木本　　　分布　日本・琉球・朝鮮・満州・

　　　　　　　　　　　　申国

（l15）C3妙ん伽o蜥oZ伽MAKIN0

　　　　　　　　　　　　　　　オオツルウメモドキ

落蔓葉茎木本　　　分布　本州・四国・朝鮮

　　亙ωo犯ψ醐鵬LINN　　　　　　ニシキギ属

／儀鰯鐙撫；三暴銚手三二士二、

　　高さ2刎内外の低木，葉は狭小・／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コマユく
　　高さ3刎以上の低木～小高木，葉は幅広し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

・鶴ま稔秤鶴星准元㌶lll：ll㍗言

（116）且Z伽6θoZα脇YATABE　　　ムラサキマユミ

落葉～常縁低木　　　分布　本州（北陸・近畿・山陰）

（／17）E．αZ肋45∫脈刎．6〃励o一ゐ〃肱切5HIYAMA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コマユミ

落葉低木　　　分布　干島・日本・朝鮮

（／18）且oエ〃伽ZZ鮒MIQ．　　　　　　　ツリバナ

落葉低木　　　分布　千島・日本・朝鮮・中国

（119）且8泌o脇α舳5BLUME　　　　マユミ
落葉低木　　　分布　日本・朝鱒・満州・申国・樺太

　　S細曲y1e跳鋤e　　　　（ミツパウツギ科）
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　　戯卿伽ZθαLINN．　　　ミツパウツギ属

（120）＆肋刎α〃αDC．　　　　　　ミツバウツギ

落葉低木　　　分布　日本・朝鮮・満州・申国

　　Ica醐醐£鋤e　　　　（クロタキカズラ科）

　　思o幽αHEMSL．etE．H．WILS．クロタキカズラ属

（／21）H．ノψo〃｛6αMAKIN0　　　　クロタキカズラ

落葉菖茎木本　　　分布　本州（近畿以西）・四国・

　　　　　　　　　　　　九州

　　Ac⑧胸c㈱㊥　　　　　　（カエデ科）

　　五c〃LINN．　　　　　　カエデ属
／糠鰯欄讐鷲：：lllll：llll：ll：llll．1：．：．．．．．貴

　　葉は掌状にして細鋸歯あり一・…………・………3・／

　　葉の裂片は全辺又は少数の牙歯ありイタヤカエデ

　　葉は5～ア裂し，裂片はやや著しき重複鋸歯あり

・
／

　　　　　　　　　　　　　　　　　　イロハモミソ
　　葉はやや大形にして7裂し，裂片はやや整正の細
　　鋸歯あり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オオモミソ

　　葉は単純にして、側脈は20対内外……チドリノキ・｛
　　葉は分裂又は単純にして，側脈は10対内外・一5

・騒瑞吻欄樽ふ1：ll：llll〃㌶＝享

（／22）A．Mo〃oMAxIM．　　　　　　イタヤカェデ

落葉高木　　　分布　樺太・日本・朝鮮。満州・申国

（123）AクαZ刎o肋刎THUNB一　　　　イロハモミジ

落葉高木　　　分布　本州・四国・九州

（124）A抑肋α肋η3z必5声．α刎oθ舳肌OHwI

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オオモミジ

落葉高木　　　分布　北海道・本州・四国・九州

（125）A．6”が1ψo肋伽S．etZ．　　　チドリノキ

落葉高木　　　分布　本州・四国。九州

（126）A6閉肱θg一φoZ〃刎S　etZ　　　　ウリカエテ

落葉大形低木　　　分布　本州ト四国・九州

（127）λ．ブzψηκ肋S．etZ．　　　ウリハダカエデ

落葉高木　　　分布　本ハゾ四国・九州

　　S北油鵬鵬　　　　　　　　　（アワブキ科）

　　蜥ε〃蝸醐αBLUME　　　　　アワブキ属

鰯ま墨浪雛ミ嘉概ヒ1：1ぷ㌶ウ
（128）〃．刎γ｛α械んαS．et　Z．　　　　　　アワブキ

落葉高木　　　分布　本州・四国・九州・朝鮮

（129）M姥〃肌5MAxIM　　　　　　　　ミヤマホウソ

落葉大形低木　　　分布　本州・四国・九州

　　Rha醐醐㏄鵬　　　　（クロウメ毛ドキ科）

　　届伽腕肌㏄魯LINN　　　クロウメモドキ属

麟㌍さ鷲と鷲禦撚揃〉暫今繁
樽少鷲と珊㌃鷲1．蛾粥”二三’㍍
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　　　（130）Rノψo〃づoαη肌∂κφ｛αz5MAxIM．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クロウメモドキ

　　　落葉低木　　　分布　北海道・本州ト四国・九州

　　　（131）Rノ砂o〃καη〃　刎zぴoク伽1ZαHARA

　　　　　　　　　　　　　　　　　コバノクロウメモドキ

　　　落葉低木　　　分布　本州・四国・九州

　　　　　外α硲卿ZαTOURN　　　　　イソノキ属

　　　（132）τぴ伽α肱MIQ．　　　　　　　　イソノキ

　　　落葉低木　　　分布　本外い四国・九州

　　　　　V並ac脇e　　　　　　　　　（ブドウ科）

　　　　　弼眺LINN．　　　　　ブドウ属
　　　　　葉の下面脈腋に毛あり…一……・…・サンカクヅル　　　l／
　　　　　葉の下面に赤褐色綿毛を密生す…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　・儀鰹1灘しチ鼻狼篤．｝㍗
　　　（1ろ3）γ！Zθ〃05αTHUNB．　　　　　サンカクヅル

　　　落葉蔓茎木本　　　分布　本州・四国・九州・朝鮮・

　　　　　　　　　　　　　　　申国

　　　（154）γ戸oがoZ｛αηαブ．Zoろ励αNAKAI　　エビヅル

　　　落葉蔓茎木本　　　分布　本州・四国。九州・朝鮮。

　　　　　　　　　　　　　　　申国

　　　（135）γCあg〃θ加θPULL．　　　　　ヤマブドウ

　　　落葉蔓茎木本　　　分布　樺太・北海道。本州・四国。

　　　　　　　　　　　　　　　朝鮮

　　　　　λ醐脾Z〇四㈱MICHX　　　　ノブドウ属

　　　（136）A伽ωψ6∂z〃o〃1α肱ηαブ．加姥ブoクんツ〃αHARA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノブドウ

　　　落葉蔓茎木本　　　分布　北海道・本州・四国・九州

　　　　　Pαr肋8胸06油8〃8PLANCH．　ツタ属

　　　（13ア）P．炉づω功〃α肱PLANcH．　　ツタ

　　　落葉蔓茎木本　　　分布　日本・朝鮮・満州ゾ申国

　　　　　A嚇皿id．i泓蝸鵬　　　　　　　（マタタビ科）

　　　　　五碗醐戯αLINDL　　　　　マタタビ属

　　　∫葉の基部は円形～心形，果は球形…………サルナシ
　　　嘆の基部は円形～撰形，果は長楕円形……マタタビ

　　（／38）λ．〃g砿αPLANcH．　　　　　　　サルナシ

　　　落葉蔓茎木本　　　分布　北海道・本州・四国・九州

　　（／39）A．クoZツ9α刎αPLANc旺　　　　　　マタタビ

　　　落葉蔓茎木本　　　分布　樺太・千島・日本・朝鮮。

　　　　　　　　　　　　　　　申国

　　　　　Thea6㊧鎚　　　　　　　（ツバキ科）

　　　　　oα腕θ峨αLINN．　　　　ツパキ属

　　（／40）αゴψ㎝｛ωLINN．　　　　　　　ヤブツバキ

　　　常緑高木　　　分布　本州・四国・九州・琉球・朝鮮

　　　　　α靱卯αTHUNB　　　　サカキ属

　　（141）αゴ砂o加oαTHUNB．　　　　サカキ
　　　常緑小高木　　　分布　本州・四国・九州・台降朝鮮
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　　亙脈卿THUNB．　　　　　　ヒサカキ属

（／42）且ノψo加6αTHUNB．　　　　　　　ヒサカキ

常緑低木　　　分布　本州・四国・九州・台湾・申国

　　醐ac⑪鮒抽跳e鵬　　　　　　（イイギリ科）

　　〃卿αMAXIM　　　　　　イイギリ属
（／43）エクoZツ6αゆo：lMAxIM．　　　　　　イイギリ

落葉高木　　　分布　本州　四国・九州・台湾・申国

　　S細曲y阻㈹ce鵬　　　　　　　（キブシ科）

　　戯αc伽ωr蝸S．etZ．　　　キブシ属

（144）且かακoエS．etZ．　　　　　キブシ

落葉低木　　　分布　北海道・本州・四国・九州

　　Thy醐e1鯛眺e鵬　　　　（ジンチョウゲ科）

　　〃加Zo醐o㎎肋MEISSNER　　ガンピ属

（145）D．3鳩o肋伽αH0NDA　　　　　ガンピ
落葉低木　　　分布　本州・四国。九州

　　E胞鯛g醐ce鎚　　　　　　　（グ　ミ　科）

　　捌αθα卿蝸THUNB．　　グミ属
　　常緑で葉は厚く革質，秋～冬に開花一………2／／

　　落葉で葉は薄く，春～夏に開花…………アキグミ

・鷲；簑1㌘燃篶烹旨祭祭

（／46）且〃泌θZZα肱THUNB．　　　　　　アキグミ

落葉低木　　　分布　日本・琉球・朝鮮・満州・申国

（／47）E．ク脇gθ郷THUNB．　　　　　　　ナワシログミ

常緑低木　　　分布　本州（申部以西）・四国・九州

（／48）＾且gZαろ閉THUNB．　　　　　　　ツルグミ

常緑蔓性低木　　　分布　本州・四国・九州・台湾・

　　　　　　　　　　　朝鮮

　　A1鯛gi鋤鋤e　　　　　　　（ウリノキ科）

　　脳鮒Z召αROXB．　　　　　　ウリノキ属

　葉は3～5浅裂し，裂片は3角形
　
｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウリノキ
　葉は3～5（～7）申裂又はやや深裂し，裂片は卵
　形～狭卵形　　　　　　　　　　　　　　　　モミソウリノキ

（149）M．クZατα〃ぴoZづαη〃．炉｛ZoろαMIQ．　ウリノキ

落葉低木　　　分布　日本・朝鮮・満州

（150）。M．μ励伽φoZ｛αS．etZ．　　モミジウリノキ

落葉低木　　　分布　本州・四国。九州・台湾・朝鮮

　　A蝸晦c鋼e　　　　　　　　（ウコギ科）

　　五閉καLINN．　　　　　　　タラノキ属

緩1贈奈㍑1’鬼墨募｛ム墓しlll㍗言

（15／）λ．6Z励αSEEMANN　　　　　　　　　　タラノヰ

落葉大形低木　　　分布　樺太・日本・琉球・朝鮮・

（、52）。㎞＿＿肌A，AIメダラ

落葉大形低木　　　分布　棒太・日本・琉球・朝鮮・

　　　　　　　　　　　満州

　　朋θ幽閉LINN．　　　　　キヅタ属

（／53）H．肋o刎ろωS．etZ　　　　　キヅタ

常緑蔓茎木本　　　分布　本州ゾ四国・九州ト琉球・

　　　　　　　　　　　　朝鮮

　　KαZ理α湖鵬MIQ．　　　　ハリギリ属

（／54）Kμo肋3NAKAI　　　　　　　ハリギリ

落葉高木　　　分布　樺太・干島・日本・朝鮮・満州

　　んα椛肋o脾犯鮒MIQ　　　　ウコギ属

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、、　一　葉は5小葉よりなる
　
｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　・コシアフフ
　葉は3小葉よりなる　　　　　　　　　　　　　　　　　・・タカノツメ

（／55）A．∫oづα∂o助ツZZo〃65FR．etSAY．　コシアブラ

落葉高木　　　分布　北海道・本州・四国・九州

（／56）A．伽〃oηα〃3FR．etSA▽．　　　　タカノツメ

落葉局木　　　分布　北海道・本州・四国・九州

　　CΦ亙醜c脇e　　　　　　　（ミズキ科）

　　0⑫閉蝸LINN．　　　　　ミズキ属

　　　　　　　　　　　　　　　　　・クマノミズキ　葉は対生す
　
｛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、、　葉は互生す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ミ　スキ

（／57）α肌鮒o助ツZZαWALL．　　　　クマノミズキ

落葉高木　　　分布　本州・四国。九州・朝鮮。申国

（黒㌫伽㌶鴛㌔湾．朝鮮。中畠ズキ

　　0螂㈱ψo胞RAF．　　　　ヤマポウシ属

（／59）Cμクo〃καNAKAI　　　　　　ヤマボウソ

落葉高木　　　分布　本州・四国・九州・朝鮮・申国

　　肋肋一π卯αWILLD　　　ハナイカタ属

（／60）HμクαzκαF　G　DIETR　　　　　　ハナイカタ

落葉低木　　　分布　北海道・本州・四国。九州

　　Cle倣胸ce鵬　　　　　　　　　（リョウブ科）

　　α8肋rαLINN．　　　　　　　リョウブ属

（／61）αろαブろ伽θ閉｛5S．etZ．　　　　　リョウブ

落葉黒㈱分布日本’㌻㌫）

　　Tr加θ伽峨αS．et　Z．　　　ホツツジ属

（162）T」クα〃α‘Zα肱ηαr．Z砿ψoZ｛αMAxIIM．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホツツジ
落葉低木　　分布　北海道・本州・四国

　　必θ脇麦鍋加J．E．SMITH　　ヨウラクツツジ属

（163）。M．o舳6αZμMAxM．　　　　ウスギョウラク

落葉低木　　　分布　本州（静岡県・福井県以西）

　　届ゐo伽加犯伽o犯LINN．　　ツツジ属

　　花は側芽に／ケずつ生ず………一・・バイカツツジl／

　　花は頂芽に／～多数ケを生ず一………………　2

　　花と幼枝とは同一芽申に存在す一・………一…3
・
／
　　花は頂芽より生じ，枝葉はその下部の側芽より生
　　ず……………・・……一…・……・……・レンゲツツジ

・鵬ま駿鰐驚璽軟毛を密差手ソソラ
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　葉柄は全体に毛有り……………・・・…一………・・5・／

　葉柄は少くとも下部無毛…サイゴクミツバツツジ

　葉裏中肋に密毛なし　　　　コハノミソハソソソ
・
／
　葉裏申肋の基部付近に長軟毛を密生す
　　　　　　　　　　　　　　タイセノミソハソソ：ノ

（164）R5θ舳ろαrろα肋刎M1AxIM　　　　ハイカソソソ

落葉低木　　　分布　本州・四国・九州

（165）R．ノ砂o”o肋SURINGAR　　　レンゲツツジ

落葉低木　　　分布　北海道・本州・四国・九州

（166）R．Kαθ伽がκ｛PLANcH．　　　　　ヤマツツジ

落葉低木　　　分布　北海道・本州ト四国・九州

（167）R舳6ψθ∫NAKAI　　サイコクミソハソソソ

落葉低木　　　分布　本州（新潟・長野以西）・九州

（168）R．陀此〃Zα切刎D．Don　　コバノミツバツツジ

落葉低木　　分布　本州（申部以西）・四国・九州

（／69）R　Zαgoク鮒NAKAI　　タイセノミソハソソソ

落葉低木　　　分布　本州（申部以西）・四国

　　肋卯油D．DON　　　　　アセビ属

（170）Rノ砂oη｛ωD．D0N　　　　　アセビ

常縁低木　　　分布　本州1四国。九州

　　ムψo犯加NUTT。　　　　ネジキ属
（／7／）Lθ〃ψ此α0KlUYAMA　　　　　　　　ネジキ

常縁大形低木　　　分布　本州・四国・九州

　　吻㏄加加醐LINN．　　　　スノキ属

　　　　　　　　　　　　　　　　　・・シャシャンポ　葉は厚く革質で，常緑
　
｛

　葉は薄く，落葉一一・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ナツハゼ

（172）γ伽κ柘α肋刎THUNB．　　　　シヤシヤンポ

常緑大形低木　　　分布　本州・四国・九州・琉球・

　　　　　　　　　　　　朝鮮

（17ろ）γ0〃肋刎｛MIQ．　　　　　　　　　ナツハゼ

落葉低木　　分布　日本。朝鮮・申国

　　班ωg鮒zαSMALL　　　　　　アクシバ属

｛難；綴麟訟　　　　．．㌶多ζll

（174）H二加クo加ωNAKAI　　　　　　　　　アクシバ

落葉低木　　　分布　日本・朝鮮

（／ア5）Hノαクo犯北αηαブ．o｛Z｛αブ｛3NAKAI

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケアクシバ

落葉低木　　分布　本州（近畿以西）・四国

　　皿y蝸i醐c脇e　　　　　　（ヤブコウジ科）

　　捌α脇加THUNB．　　　　ヤブコウジ属

（176）且ノ砂o〃6αH0RNsT．　　　　　　ヤブコウジ

常緑小低木　　　分布　日本。台湾・朝鮮・申国

　　Sy㎜p1⑪晩ce鯛　　　　　　　（ハイノキ科）

　　助醐μ0605JAcQ．　　　　　ハイノキ属

　　落葉低木，花序は円錐状　　　　　　　　　　21｛

　　常緑低木，花序は総状　　　　　　　・クロキ

　枝条は基部より多数分岐し主幹を有せず，果は藍

・
／

　　色　　　　　　　　　　　　　　　サワフタギ
　枝条は基部にて殆ど分岐せずして主幹を有す，果
　　は藍黒色　　　　　　　　　　タノナサワフタギ

（177）且Z㏄〃o＝S．etZ．　　　　　クロキ

常緑大形低木　　　分布　本州・四国。九州・琉球・

　　　　　　　　　　　　台湾
（／78）　8二6ん｛〃θ〃3｛3　ηα（　1θ〃606αrカα！oブ〃z．ク6Z05α

　　　OHWI　　　　　　　　　　　サワフタギ
落葉低木　　　分布　日本・朝鮮・満州・申国’

（179）ユ6076α伽OHwI　　　　タンナサワフタギ

落葉低木　　　分布　本州・四国・九州・済州島

　　S舌y胸c跳e㈱　　　　　　　　（エゴノキ科）

　　8勿r鯛LINN　　　　　　　エゴノキ属

　葉裏は星状毛密生し，白色を呈す…・ハクウンボク
　
｛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　葉裏は星状毛散生し，白色ならず　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・エコノキ

（180）且0ろα55加S．etZ．　　　　　ハクウンボク

落葉小高木　　　分布　日本・朝鮮・満州・申国

（／8／）且ノψo〃oαS．etZ．　　　　　　　エゴノキ

落葉小高木　　　分布　日本・琉球・朝鮮・申国

　　冴鮒03勿r鵬S．et　Z．　　　アサガラ属

　葉は下面淡縁色にして長毛を有せず，果実は5翼を
　
丁
　有す　　　　　　　　　　　　　　　　　………アサガラ
　葉は下面灰白色にして脈腋に白色長毛を有す，果実
　は10稜あり…………………一一…・オオバァサガラ

（／82）Rooび刎ろo醐5S．etZ．　　　　　　アサガラ

落葉高木　　　分布　本州（近畿以西）・四国・九州

（／83）Rん幼〃狐S．etZ．　　　　オオバアサガラ

落葉高木　　　分布　本州・四国・九州

　　O1eaceae　　　　　　　　　（モクセイ科）

　　ム螂蝸か砒腕LINN　　　　イボタノキ属

　葉はやや小にして鈍頭1葉はやや大にして鋭頭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・イボタノキ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ミヤマイボタ

（184）Lo肋ωゲoZ｛z伽S．etZ．　　　　イボタノキ

落葉低木　　　分布　北海道。本州・四国。九州

（／85）LT30んo〃05肋DEcNE．　　　　ミヤマイボタ

落葉低木　　　分布　北海道。本州・四国。九州

　　杵鵬加鵬LINN．　　　　　トネリコ属

　落葉小高木，樹皮は帯縁灰色，葉は小さく小葉は／

謙鰯興111季1匁壬紬紬
（186）F1α伽g伽05αηαプ　58げα肱HARA

　　　　　　　　　　　　　　　　　コバノトネリコ

落葉小高木　　　分布　千島・北海道・本州・四国・

　　　　　　　　　　　九州

（187）且Zoηgづα45加5S．et　Z．　　　　ヤマトアオダモ

落葉高木　　分布　本州・四国・九州

　　A理㏄y蝸ce鯛　　　　（キョウチクトウ科）

　　丁醐o加亙o鞭卯励〃醐LEMAIRE　テイカカズラ属
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（／88）τα5｛o1此z〃zNAKAI　　　　　テイカカズラ

落葉蔓茎木本　　　分布　本州　四国・九州・朝鮮

　　Ve曲e醐c鋤e　　　　　　（クマツヅラ科）

　　0α肋o鮒ραLINN．　　ムラサキシキブ属

∫枝，葉に毛少なし……………・・・……ムラサキシキプー

　1枝，葉に星毛多し一……………・一・・ヤブムラサキ

（／89）　C一ゴ砂oη｛oαTHUNB．　　　　ムラサキシキブ

落葉低木　　　分布　日本・琉球・台湾・満少1ト申国

（／90）C．刎oZ”∫ユetZ．　　　　　　ヤブムラサキ

落葉低木　　　分布　本州・四国・九州・朝鮮

　　α鮒o加肌ホ砒榊LINN．　　クサギ属

（191）α勿セんoヵo舳z〃ηTHUNB．　　　クサギ

落葉小高木　　　分布　日本・台湾・朝鮮・満州・申国

　　R曲湖鋤e　　　　　　　　（アカネ科）

　　Pα8幽r加LINN．　　　ヘクソカズラ属

（／92）P3001〃ゐ郷ηαブ　M伽κユHARA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘクソカズラ

落葉蔓茎木本　　　分布　日本1琉球・台湾1朝鮮1

　　　　　　　　　　　　申国

　　皿α腕醐ω就肋8GAERTN　f　アリドウシ属

（／93）D．加”〃3GAERTN．f、　　　　アリドウシ

常縁低木　　　分布　本州・四国・九州・琉球・中国

　　C鞭rif⑪胸㏄鵬　　　　　（スイカズラ科）

　　8α醐肋6鵬LINN．　　　　　ニワトコ属

（194）且ブκ肋z05α5z必班8如ろo〃｛”〃HARA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニワトコ
落葉大形低木　　　分布　本州・四国・九州

　　弼ゐ鮒舳醐LINN．　　　　　ガマズミ属

　　冬芽は鱗片を欠く……・…・　　　　　　　　　　　　　　　　　…オ才カメノキ／｛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　冬芽は鱗片を有す一・…・…一・

　　花序の外側に大形申性花を有す…　・・ヤブデマリ・｛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3　　花序に申性花なし…………一・・……・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ゴマギ　　生葉にゴマの如き香気あり…一・3｛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4　　葉にゴマの如き香気なし……………

　　花梗は細くやや垂下し，花数はやや少なく，わず
・
／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　　かに紅色をおぶ　　　　　　　　　　　　　　　　・オトコヨウソメ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5　　花序は上向し，花は白色

　　　　　　　　　　　　　　　　・コバノガマズミ　　葉に托葉あり…・………・・・｛
　　葉に托葉なし………・・…・・・…　　　　　　　　6

　　葉，若枝，花序に毛又は星毛多し…　　カマスミ
・
／
　　毛少なし，成葉は下面脈腋にのみ毛あり
　　　　　　　　　　　　　　　　　ミヤマカマスミ

（／95）γ力κω肋伽BLUME　　　　　オオカメノキ

落葉大形低木　　　分布　樺太・干島・日本・朝鮮

（／96）　V二μ｛6α切刎ηαれ玄o刎θク砿o∫z〃z　MIQ．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤブデマリ

落葉低木　　　分布　本州（関東以西）・四国・九州

（197）γ3泌o肋MIq　　　　　　ゴマギ
落葉大形低木　　分布　本州・四国・九州

（／98）γ助肋o加o加伽S．etZ．　　オトコヨウゾメ

落葉低木　　　．分布　本州・四国・九州

（199）γκo∫〃肌THUNB一　　　　　コバノガマズミ

落葉低木　　　分布　本州（関東以西）・四国・九州

（200）γ”肋α肋πTHUNB．　　　　　　ガマズミ

落葉低木　　　分布　北海道・本州・四国・九州

（201）γπ伽g脇づMIQ．　　　　　ミヤマガマズミ

落葉低木　　　分布　樺太・目本・朝鮮・中国

　　肌例解ZαTHUNB　　　　　タニウツギ属

（202）W．んoブ肋5｛∫K．KocH　　　　　タニウツギ

落葉低木　　　分布　北海道・本州

　　五加καR．Br．　　　ツクバネウツギ属

　　　　　　　　　花梗は／～2花を生ず

（203）A功砿肋Zα肋S．etZ．　　　ツクバネウツギ

落葉低木　　　分布　本州・四国・九州（東北端）

（204）λ．3κr砿αS．etZ．　　　コツクバネウツギ

落葉低木　　　分布　本州（申部以西）・四国・九州

　　Zo〃oθrαLINN．　　　　スイカズラ属

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　一　蔓性低木　　　　　　　　　　　　　　　　　　…スイカスフ
　
｛

　　　　　　　　　　　　　　・ヤマウグイスカグラ　蔓性ならず

（205）L．ノ砂o〃6αTHUNB．　　　　　　スイカズラ

常緑蔓性低木　　分布　日本・朝鮮。満州・申国

（206）L．9rαc｛妙ωMIQ．　　　ヤマウグイスカグラ

落葉低木　　　分布　北海道。本州・四国・九州

　　C鮒沮鵬c脇e　　　　　　　　（キ　ク　科）

　　P鮒勿αSC旺BIP．　・　コウヤボウキ属

　　　　　　　　　　　　　　　　　…コウヤボウキ　葉は卵形，短軟毛あり…
　
｛
　葉は長楕円形，やや無毛　…ナガバノコウヤボウキ

（207）R5ω〃伽5ScH．BIP．　　　　コウヤボウキ

落葉小低木　　　分布　本州・四国・九州・申国

（208）P．9Zαろ〃κθ郷ScH．BIP・

　　　　　　　　　　　　　　ナガバノコウヤボウキ

落葉小低木　　　分布　本州・四国・九州

s岨㎜㎜雛平

　The　Co11ege　Forest1n　Sambe1s　s1tuated．m　the　centra1part　of　the　Sh1mane　prefecture　and

occup1es　the　tota1area　of264ha　wh1ch1s　d1v1d．ed．mto　three　parts　of　Sh1sh1d・am，Ootan1

and　Tane　Forest．They　are300㎜to624m　above　the　sea1eye1・
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The features of the College Forest are as follows : 

l. The greater part of the forest is assumed to belong to the 

forest region. 

2. The forest consists of such deciduous broad-leaved trees as 

Tschonoskii, C. Iaxiflora and Quercus serrata. 

3. The majority of cleared area is dominated by Sasa spp 

4. The total number of native ligneous plants in the forest 

list of the plants is following 

warm temperate 

Castanea crenata 

is 208 m 

deciduous 

species 

Car pinus 

and the 


