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来島演1習林樹木誌
沖　村　義 人⑧成 田　恒　美

Yosh1to　OKIMURA　and　Tsme㎜1NARITA

T1he　Forest　F1ora　of　t1he“K亙JI班A，，Umv‘ers1亡y　Forest

　　　　　　　I1緒　　　　言

　来島演習林は本県林業の振興上特に重要な位置を占め

ているgみならず，学生，生徒の指導実習上欠くことの

でぎないものである。従つて当演習林の樹木誌作成は緊

急を要するので昭和26年度より調査ビ着手し現在までに

整理したものを一応取纏めて報告し，更に今後の調査に

より補足して行きたいと思う。

　尚本調査は天然生のもののみに限定し，学名は主とし

て大井次三郎著　日本檀物誌によつた。

　この調査を行うに当り笹類，木本植物について御指導

を仰いだ農学博士内田繁太郎氏，京都大学農学部岡本省

吾氏並びに御鞭鍵いただいた本学歴代演習林長の各氏に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ立　　　　置

　　　　　　　　〃

心から深謝の意を表する。

　　　　　　　皿．纈1　　　況

1　位　置　　島根県飯石郡来島村大字小田　東経132．

48’⑧北緯35叩附近の中国山脈山陰側

2．面積　153ha．
3．海抜高　　最高　904．5m　　最低　540．6㎜

4．地質　石英斑岩
5．森林の歴史　　本林は往昔より砂鉄採集事業のため

　の鐘山と‘して製錬用炭原料木の利用に供されていた

が，明治の初期一時放置され，明治36年5月島根県立

松江農林学校演習林となり，更に昭和26年4月島根農

科大学に移管された。

　　　図

！療演習赫戸斤在地

8　本海
　　　　　　　　　　　　○
　　　　　　　　　　　　出
　　　　　　　　　　　　西
　　　　　　　　　　島薫

○　　　槻
紬　県　　　嶺

松
江　　　　米　亀
　　　子
　　　　　　　　　　．取
　　　　　　　　　　　　　県

岩團

三〇　　広
択

広畠
　　　　　　　　黒

　　　　　　　　尾痘
呉　　　　　O

　　　　　　　　　　　　　　　　瀬声内海

　　　　　皿　科⑧層竃種数一覧表

　　　科　　名　　　　　　　　属　　’　　種

／．Taxaceae…………………………1………………2

2．Cepha1otaxaceae　　　　　　　　　　1　　　　　　　　1

3．Pinaceae　・・…川…川・……・…　…・・1………………1

4．

5．

6．

7．

8．

山

Gra㎜1neae

L111aceae

岡、山

Sa1icaceae…

Jug1and＝aceae

Betu1aceae

・ろ・・…　　　　　　　12

…1…　　　　一・1

・2・・・　　　　　…　3

・3・・…　　　　　　ろ

・・4・・・　　　　・…　7
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g．　Fagaceae　・・・・・…　…・・…　　　　　　　　ろ・・・…　　　　　　　10

10．U1皿aceae……　，　　　　　　…・3…・　　　　　・4

11．　Moraceae・・・・・…　　　　　　　　　　　　’2・・…　　　　　　　　3

12．Cerc1d．1phy11aceae　　　　　　　　・1・・・…　　　　　　1－

13　Lard．1zaba1aceae　　　　　　　　・・…　2　・…　　　　　　　ろ

14　Berber工daceae　　　　　　　　　・1・・・・　　　　…　1

15　Magno11aceae　　　　　　　…・2・…　　　　・3

16．Lauraceae・・………・　　　　　　　・5・一　　　　　　・9

17　Sax1fragaceae　　　　　　　　・3・…　　　　　一・4

18　Ha㎜ame11daceae　　　　　　　　・／…・　　　　・1

19．Rosaceae　・・…　　　　　　　　　　　・8一∵・…　　　　　20

20　Legum1nosae　　　　　　　　　　　　・7・・…　　　　　　　9

21　Rutaceae　　　　　　　　　　　　　　・3・・…　　　　　　4

22．Euphorbiaceae……　　　　　　　　　3・・…　　　　　　4

23　Anacard1aceae　　　　　　　　　・1∴・…・・…　　・4

24　Aqu1fo11aceae　　　　　　　　　・1…・　　　　・4

25．Ce1astraceae・・一・　　　　　　　　　・2・・…　　　　　　6

26．　Staphy1eaceae・・・・・・…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

27．Ace蝸ceae……一……　　　　　　　　　　　　　　9

28．HipPocastanaceae…　　　　　　1…・　　　　　・1

29　　Sab1aceae　　　　　　　　　　　　　　　　　・1・・…　　　　　　　　2

30．Rha㎜naceae”・“・……　　　　　　　2・・…　　　　　　ろ

31．Vitaceae…　　　　　　　　　　　　・3・・…　　　　　　4

32　T111aceae　　　　　　　　　　　　・・1・・…　　　“・”・1

33　Act1㎜d．1aceae　　　　　　　　　・1・…　　　　　2

34　Theaceae　　　　　　　　　　　　．ろ＿。　　　　　．3

35．　Stachyuraceae・い…　・…・…・…　　…・1・・“　　　　　　　・・1

36　E1aeagnaceae　　　　　　　　　・…　1・…　　　　　　　ろ

37　Apocynaceae　　　　　　　　　　・1……　　　　　1
≧8．Ara1iaceae＿一．．　　　　　　　　．5＿　　　　　　．5

る9　A1ang1aceae　　　　　　　　　　・1…・　　　　…1

40．Cor皿aceae・………・川　　　　　　　・・ろ…・　　　　　・5

41．C1ethraceae・・・・・・・・・・・　　　　　…　1．．．　　　　　　．1

42　ET1caceae　　　　　　　　　　　　　　　・7・・・　　　　　…　12

43．Myrsi丘aceae・………　　　　…・1・…　　　　　1

44・’S・m・1・・・・……・・…　…二・1…・　・亨

45．Styracaceae・二・・…　　　　　　“…　2・…　　　　　　5

46．01eaceae　・…・…　　　　　　　　　　2・…　　　　　　4

47．Yerbenaceae　…　　　　　　　　　2・…　　　　　　3

48．Rub1aceae　　　　　　　　　　　　　・1・…　　　　　　　1

49　Caprlfo11aceae　　　　　　　　　　・5・・・…　　　　　　16

50　Co皿pos1tae　　　　　　　　　　　　　・1・…　　　　　　　2

　合計　　11ろ　210

　　　　　　㎜．植物’目録
　GYlMNOSPERMAE　　　課子植物
　　　（／）TAXACEAE　　　　イチヰ科

　TOR昆EYAA昆NOTT　　　カヤ属
丁．nuc1fefa　S1eb　et　Zucc

カ・　・　　ヤ　　　　分布　本州⑧由国⑧九州

丁．nuc1fera　S1eb．et　Zucc．マar．rad五cans　Naka1

チヤボガヤ　　　　分布　本州

　　　（2）　CE亜豆ALOTAXAC囲ム囲　イヌ宥ヤ科

　CE戸亙ALOTAXUS　SIE風㊧辻冨UCC．イ’ヌガヤ属

C．Harr1ngto皿1a　K．Koch

イ　ヌ　ガ　ヤ　　　　分布　目本⑧朝鮮⑧支那北部

　　　（3）P聰ACEAE　　　マツ科
　P亙NUS　LINN㌧　　　　　　マツ　痘圭

P㌻d£皿s1f1ora　S1eb．et　Zucc．

ア　カ．マ　ヅ　　　　分布　日本⑧朝鮮

　　ANGIOSPERMAE一　　　被子檀物
　　　（4）　（G・RA皿征亙NEAE　　　　　イネ雰梨

　SASAEL工A班A亙INO　　　　　　フ矛ヌζマ｛ヂサ雇麸

S．b1tchuens1s1MuroI

ジヨウボウザナ　　　　分布　本州

S．g1abra　Nakai

γイヤザサ　　　　分布　本州

　亜LE亙OBLASTUS　NAKA皿　　　　　メダケ属

P．sb1buya皿us　lM1ak1皿o

シブヤザナ　　　　分布　本州一

P．yosh1dake　Naka1

一ネ　　ザ　　ナ　　　　分布　本州⑤四国⑧九州

P．co㎜皿un1s　Naka1

ゴ　キ　ダ　ケ　　　　分布　本州⑧四国⑧九州

　SASA班AKI酉O銚S互I遍ATA　　　クマザサ属
S．tector1us　Mak1no

ヤネフキザナ　　　　分布　本州
＆皿。d。。。bi1i．K．id．1

カオチザナ　　　　分布　本州

S．kohzegawana　Koid－z．

ヨソノナンブスズ　　　分布　本州

S．tyuhgokens1s　Makmo

チウゴクザサ　　　　分布　本州

S　ta軸baens1s　M1ak1no　et　K01dz

タン／バザナ　　　　分布本州

S．fukuch1ya皿ユens1s　Mak1no

アラグクンバザサ　　分布本州

S．Maruya血ana　K01虹

ナガバザナ　　　　分布　本州
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　　　　（5）　LILIACEAE　　　　　ユ　リ科

　S班ILAX　HNN　　　　シ赤デ属
S．Ch1na　L1n叫

サノレトリイバラ　　　　分布　日未⑧朝鮮竃支那

　　　　（6）　SALICACEAE　　　　ヤナギ科

　POPULUS　HN肌　　　　ハ＝1ヤナギ属

1P．Siebo1di　Miq．

ヤ々ナラシ　　　　分布　北海道⑧本州⑧四国⑧九州

　SALIX　L胴帆　　　　ヤナギ属

S．a1opechroa　K1mura

ナイコクキヅネヤナギ　分布’本州⑧四国⑤九州

S．9raci1isさy1a　Miq’　．

ネ．コヤナギ　分布北海道⑧“本州⑧四国州

　　　　（7）　JUGLAN皿ACEAE　　　クルミ科

　P見ATYCA昆YA　S嘔B　e亡2UCC．　ノグルミ握1
Rst、。bi1ac、、lSiよe．Z．cα

ノ　グ　ノレ　ミ　　　分布本州⑧四国㊧九州⑱朝鮮

　P亙E昆OCA冠YA　KUNT亙．　　　サハグルミ属

P．rhoifo1ia　Sieb．et　Zucc．

ナハグノレミ　　　分布　北海道⑧本州奮四国⑧九州

　JU侵LANS見亙NN　　　　　クルミ属

J　a11anth1foha　Carr．

オニグノレミ　　　分布　北海道⑧本州⑧四国⑧九州

　　　　（8）　BEでULACEAE　　　　ハンノキ科

　CA毘里脳US　HN氏　　　　クマシデ属

C．Tschonoskii　MaΣi］m．

イヌ．ソデ　分布本州⑧四国⑱九州⑧朝鮮
C．1ax1f1ora　B1u皿e

ア　カ　シ　デ　　　　分布　日本⑧朝鮮

CcordataB1ume

サ．．ワニバ　分布、日本嚇⑧支那
C．japomca　B1u皿e

ク　マ　シ　デ　　　　分布本州⑧四国⑧九州

　OST昆YA　SCOP　　　　アサダ属

O．japonica　Sarg

アサダ　分布、日本⑱辮⑧支那
　CO昆YLUS　L脳X　　　　㍗シバミ属

C　S1ebo岨1ana　B1u㎜e

ヅノハシバミ　　　分布　目本⑳朝鮮

　BETU工1A阯NN　　　　カバノキ属
B．9rossa　Sieb．et　Zucα

ミ　　ズ　　メ　　　　分布’本州⑧四国⑧九州

　　　　（g）FAGACEAE　　ブナ斜

　FAGUSL脳帆　　　ブナ属
F．crenata　B1ume

矛4号　　（1956）

ブ．．ナ．分布北誰劫⑧眼九州
F．工apon1ca　Max1皿1．

イ　ヌ　ブ　ナ　　　　分布　本州⑧四国㊥九州

　⑬UERCUS　L醐N　　　　コナラ属

Qg1aucaThunb

アヲ．戸シ　争布本州⑧四国0九州⑧台湾
Q．sa11cma　B1ume

ウラジロガシ　　　　分布　本州⑱四国⑧本州⑧朝畔

Q　serrata　Thunb
コ　　ナ　　ラ　．　　分布　五海道ポ本州轡四国⑧九州．

Q．dentata　Thunb
カ　　シ　　ハ　　　．分布’日本⑧朝鮮⑧支那⑤千島

Q，variabi1is　B1u血e

アベ．ニキ　分布本州⑧四国⑧九州⑧南鮮
Q．acut1ss1m＝a　Carruthers

ク　　ヌ　　ギ　　　　分布　本州⑧四国⑧九州⑧由鮮

Q・m・・g・1i・・Fi・・h・い子・g・・・・…mt・R・h吐・t

Wi1s．

ミ　ズ　ナ　ラ　　　　分布．日本⑧樺太㊧千亭

　CASTANEA盟ILL　　クリ属
C・・・…t千Si・h・tZ・・α

ク　、リ　分布日本1辮⑧支那
　　　　（／0）1σL斑ACEAE　　　ニレ科

　UL班USL亙NN．　　ニレ属
U㌧Parvifo1ia〕一acq．

ア　キ　ニ　レ　　　分布　本州⑱四国㊧九州⑧支那

U．David1iana　P1anch．var．japonica　Nakai

ハ　ノレ　ニ　レ　　　　分布’北海道。本州⑱四国⑬九州

　尼ELKOyA　SPAC豆　　　　ケヤキ属

Z．serrata　Mak1no

ケ　　ヤ　　キ　　　　分布　本州⑤四国⑱九州

C㍗、SL蝋．干ノキ属
C　s1nens1s　Per㌦∀ar．〕apon1ca　Naka1

ユノ、キ　分布本州蟻噌＠九州⑧支那
　　　　（11）斑O昆ACEAE　　　クハ科

　班O昆USL五NN　　　クハ属
皿。。。。。ci、。。iと、。・

ヤマグハ　如r本爾朝鮮㊥樺太③千島
　B冠⑰USSONE頸A平ENT　　　カウゾ属

BKazmok1S1eb．
カ．ウ．ゾ　分布本州轡四国・九州⑫台湾

Bpapyr1feraVent

カ　ヂ　ノ　キ　　　　分布　本州・四国⑤九州⑧台湾

　　　　（／2）　CE昆C臓眠豆YLLACEAE　カツラ料

　CERCI醐P豆YLLU盟S嘔B亀竜呂UCC．カツラ属
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C．japonicu肌Sieh　et乞ucα

カ　　ヅ　　ラ　　　分布北海道⑧本州⑧四国⑧九州

　　　　（13）LA昆皿晒ABALACEAE　　アケビ科

　AKE醐A　DECA亙SN且　　　　アケビ属

A．qumata　Deca1sne

ア　．ケ　　ビ　　　　分布本州る四国③九州⑧朝鮮

A．tr1fo1エata　K01dz．

ミツバアケビ　　　　分布　目本⑧支那

　STAUNTONIADC　　ム’べ属
S．hexaphy11a　Deca1sne

ム　　　　　ベ　　　　分布本州⑧四国⑧九州⑧琉球

　　　　（／4）BERBER晒ACEAE　　　メギ熱

　BE昆BE則SHNN　　　メギ属
B．Thunberg11DC

メ　　　　　ギ　　　分布本州⑧四国⑧九州

　　　　（15）斑AGNOHACEAE　　　モクレン科

　班AGNOHA阯NN　　　　モクレン属

此、obo▽ataTh㎜h

ホ　ホ　ノ　キ。　　分布　日本⑧卒那

M　　sa11c1fo11a　Mlax1m。

タ　ム　シ　バ　　　　分布　本州⑧九州

　KADSU昆A　JUS凱　　　　サネあヅラ属

K，j三ponica　Duna1

サ．．ネカヅヲ　　　　分布本州⑧四国⑧九州⑱支那

　　　　（16）LAU昆ACEAE　　　　クスノキ熱

　CINNA盟O班U班BLU斑且　　　　クスノキ属
C．japonicu正n　Sieb一

ヤブニツケイ　　　分布本州⑧四国⑱九州⑧束那

　班AC剛LUS　NEES．　　　タブノキ属

M．Thunbergii　Sieb．et　Zucc．

タ　ブ　ノ　キ　　　　分布本州蜜四国轡九州⑧朝鮮

　L醐皿E昆A　T亙UNB　　　　クロモジ属

L．obtus11oba　B1u血e

ダンカウバイ　’　・分布本州⑧四国㊧九州⑱朝鮮

L．g1auca　B工ume

ヤマカウバシ　　　分布　本州⑧四国幅九州優朝鮮

L．u皿beuata　Thunb。

ク　ロ　モIジ　　　　分布　本州⑧四国⑧九州⑧支那

L．mernbranacea　N征ax1nユ

オホバクロモジ　　　　分布北海道⑧本州

L．ser1cea　B1uIneマar．tenu1s　Mo皿1ya㎜a

ウスグタロモジ、　岬本州⑧四国⑧九州

　里A昆A聾EN逐O亙N　NAKAI　　　シ回モジ属

P．Praecox　Nakai

アブヲチヤソ　　．　分布本州魯四国㊧九州
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　　NEO聰TSEA皿ER醐LL　　　シロダモ属
　N．seriαea　Koidz。

　ソ．ロダモ　分布本州⑧四国⑧九州噌鮮
　　　　　（17）SAX眠RAGACEAE　　ユキノシタ科

　　SC亘IZO里亘昆AG班A　SIEB　et蝪UCC．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イハガラミ属

　S．hydrangeoides　S二eb．et　Zucc．　　　　　輯

　イハガラミ　．　分布　日本㌣朝鮮

　　豆YD昆ANGEA　HNN　　　　アヂサイ属

　H．macrophy11a　Sermge　var．acu㎜mata　Mak蛆o
　ヤマナヂナイ　　　　分布　日本⑧朝鮮

　H．hirta　Sieb．

　コアヂサイ　　　　分布　本州⑧四国

　　皿EUTZIA　T亘UN昆．　　　ウツギ属

　D．scabra　Thunb。

　ウ　　ッ　　ギ　　　　分布　日本⑤支那

　　　　　（／8）　亘A斑A盟週L亙皿ACEAE　　マンサク料

　　豆A斑A盟EHS　L亙N“　　　　　マンサク属

　H．japonica　Sieb．et　Zucc。

　マ　ソ　サ1ク　　　　分布　北海道⑧本州⑧四国⑧九州

　　　　　（／9）ROSACEAE　　　バラ科
　　KER醐A皿C。　　　ヤマブキ属

　K．japonica　DC。

　ヤ　マ　ブ　キ　　　　分布　日本⑤支那

　　RU昆US阯N“　　　　キイチゴ属

　R．pectme11us　Max1m

　コバノフユイチゴ　　　分市　本州⑧四国禽九州

　R．crataeg三fo1ius　Bunge

　クマイチゴ　　　　分布　日本⑧支那

　R　pa1血atus　Thunb．

　ナガバモミヂイチゴ　　分布　本州⑧四国⑧九州⑧支那

　R．hirsutus　Thunb．

　クナイチゴ　　　　分布　本州⑧四国⑧九州⑧朝鮮

　R．parv1fo11us　L1n叫

　ナハシロイチゴ　　　分布　目本③支那⑧台湾’

　R“phoenlcoヱas1us　lMlax1nユ

　ェビガライチゴ　　　　分布　日本⑱朝鮮⑧支那

　　昆OSAL亙N帆　　　バラ属

　R　皿u1t1f1ora　Thunb。

　ノ　イ　バ　ラ　　　　分布　北海道⑧本州魯四国箇九州

　R．W1chura1ana　Crep。

　テリハノイバラ　　　　分布　本州⑧四国亀九州鱈朝鮮

　　里RUNUS阯NK　　　　サタラ属

　P．Jamasakura　S工eb，ex　K01dム

　ヤマザクラ　　　　分布　本州⑧四国⑧九州



　一176一　　　　　　　　　　島根農科大学研究報告

P，Pud1bunda　K01dz㌧

ケヤマザクラ　　　　分布北海道③本州⑧九州⑧朝鮮

P．Grayana　Mla亙i㎜．

ウハミズザクラ　　　　分布　北海道⑧本州⑧四国⑧九州

1P．Buerger1ana　M1q。

イヌザクラ　　鞠分布本州⑧四国⑧九州
　〕岨A］1二1U’S抽ヱ岨ILL．　　　　　　リン＝r属

1M．Siebo1d．ii　Re11der

ズ　　　　　ミ　　　分布　日本⑧朝鮮

：M1．Tschonoskii　C．K．Schn．

去ホウラジロノキ　　　分布　本州

　A皿ELANC亙IER巫E巫亙K　　　　ザイフ’リボク属

A．asiatica　E皿d1。

ザイフリボク　　　　分布　本州戸四国⑧九州⑧朝鮮

　POURT亘IAEA　DECNE　　　　　　カマッカ属

P．viuosa　Decne．マar．1aeYis　Stapf．

カ　マ　ソ　カ　　　　分布本州惑四国繭九州

　SORB1US　L聰臥　　　　ナナカマド属

S．co皿三皿nxta　Hed．1。

ナナカ÷ド．　　分布北海道亀本州あ四国⑧九州

S．ahif⑨1ia　C．Koch．

アズキナシ　　　　分布　目本⑧朝鮮⑧支那紬満州

S．jap6nica　HedL

ウラジロノキ　　　分希本州㌧四国⑱九州一

　　　　（20）　L珊GU班I将ΦSAE　　　　マメ科

　ALB咽別A皿URA贋Z1　　　ネムノキ属
A．Ju11br1ss1n　Durazz。

ネ、ム　ノ　キ　　　分布本州⑧四国⑧九州⑧南亜

　皿AACK瓦A昆U正R耐盟AXI肌イヌエンジュ属
M軸f1or1bunda　Takeda

ハネミイヌェンジュ　　分布、本州⑧四国・九州竃支那

　CLA⑰RASTIS　RAF帆　　　　フヂキ属

C．s1kok1ana　Mak1no

ユ　ク　ノ　キ　　　分布本州・四国・九州

　LESPE皿EZA班IC亘瓦　　　ハギ属
L．Bu．ergeri1Mliq。

キ　　ハ　　ギ　　　分布本州⑧四国⑧九州

L．cyrtobotrya　M1q。

マノレバハギ　　　分布本州⑧四国⑧九州⑧朝鮮

1L田b1co1or　Turcz．for血a　acut1fo11a　Matsum、

ヤ　マ　ハ　ギ　　　分布　本州⑧四国⑧九州

　PUERA盈亙ADC　　　クズ属
P．1obata　Ohw手

ク　　　．ズ　　　分布　日本⑧朝鮮④支那

　醐班GOF亙RA　L脳N　　　　コマツナギ属

　矛4号　　（1956）

L　pseudo・tinctoria　Matsu軌

コマヅナ．ギ　　　．分布　本州⑧牛州⑧中支那

　WISTERIANUT皿、　　フヂ属
W．f1or1bu皿da　DC

フ　ヂ　分布本州咋⑧九州
　　　　（21）　RUTACEAE　　　　　ミカン科徽

　ZANT亘OXYLU班LINN　　　　　甘ンセウ属

Z．P1per1tum　DC。

サ　ン［セ　ウ　　　分布　北海道⑧本州⑧四国⑧九州

Z．sch1n1fo111ユm　S1eb．et　Zucc

イヌザンセウ　．　分布　本州⑧月国⑧九州⑧朝鮮

　P亙ELLODEN皿RON毘UP盈　　　　キハダ属
P　a1murense　Rupr、

キ　　ハ　　ダ　　　分布　目本⑧朝鮮⑧油州⑧北支那

　SKI盟班IA　T亙UN鼠　　　　ミヤマシキミ属

S、〕apomca　Thunb

ミヤマシキミ　　　分布本州⑧由国⑧九州

　　　　（22）　EUP亘OR醐ACEAE　トウダイグサ斜

　皿AP亘N服1匝YLLU雌毘LU皿且　　　ユヅリハ属

D　macropod－um　M1ψ

ユ　ヅ　リ　ハ　　　　分布　本州⑧四国⑧九州

D．macropodu一㎜lM11q　vaL　hu皿11e　Rose血tha1

エゾユヅリハ　　　　分布　北海道⑧本州

　正亘YLLANT亙US　L亙NN　　　　コミカンサウ属

巴f1ex1ユos1ユs　Mue1L　Ar島

コバソノキ　　　　分布　本州⑧四国⑧九州⑧支那

　皿ALLOTUS　LOU見　　　　アガメガシハ属

1M二japo皿ic鵬1Mue此Arg

アカメガシハ　　　　分希本州⑧四国⑧九州

　　　　（23）　ANACA昆醐ACEAE　　　　ウルシ科

　R亘US　L咽肌　　　　ウルシ属

R　amb1gua　La∀a11ee，ex　D1lPPe1

ツタウノレシ　　　分布　日本⑧樺太⑧南千島

R’sy1▽estr1s　S1eb．et　Zucc

ヤ　マ　ハ　ゼ　　　分布本州⑧四国紬九州⑧支那

R　tnchocarpa　lM11q“

ヤマ．ウざレニ　　　　分布　日本魯朝鮮⑧支那⑧千島

R　chlnes1s　M111ef

ヌ　　ノレ　デ　　　分布　『本⑧朝鮮⑧台湾魯印度

　　　　（24）A⑬U眠O阯ACEAE　　　モチノキ科

　ILEx阯Nx　　　　モチノキ属

I．㎜acropoda　Miq．

ア　ヲ　ハ　ダ　　　　分布　北海道⑧本州⑧四国⑧九州

L　c蛇nata　Thunし

イ　ヌ　ヅ　グ　　　分布北海道⑧本州⑧四国・九州
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工Pedm㎝1osaM1ψ
ソ　　ヨ　　ゴ　　　　分布本州⑧四国・九州

I．Sugerok1Max11m　vaL　1ong1pedu．ncu1ata　Mak1no

ウ　シ　カ　バ　　　　分布　本州⑧四国

　　　　（25）CELASTRACEAE　　　ニシキギ料

　CELASTRUS　LINX　　　　ツルウメモドキ属

C　orb1cu－1atus　Thunb．

ソノレウメモドキ　　　　分布　北海道⑧本州⑧四国⑧九州

　EyONY皿US　L醐N　　　　ニシキギ属

E．Fortunei　HandバM早zz，

ヅノレマナキ　　　分布　目本⑧朝鮮⑧支那

E．Slebo1d－1anus　B1u㎜e

マ　　ユ　　ミ　　　　分布　北海道爾本州剣四国⑧九州．

lE．三anceo1atus　Yatabe

ムラナキマユミ．　　　分布本州

E．oxyphy11us　Miq。

ヅ　リ　バナ　　　分布　目本⑧朝鮮⑧南千島

E　a1atu．s　S1eb　forma　su．b打1f1orus　Ohw1

コ　マ　ユ　ミ　　　分布　目本⑧朝鮮・千島

　　　　（26）　STAP亘YLEACEAEミツパウツギ科

　STAP亘YLEA　HN氏　　　　ミツパウツギ属
S　Buma1d－a　DC．

　ミツバウヅギ　　　　分布　目本⑱朝鮮雪支郡．

　　　　（27）ACERACEAE　　　　カヘデ科

　ACER阯NN　　　　カヘデ属
A　S1ebo1d1amm　M叫

コハウチハカヘデ　　　分布　北海道⑧本州亀四国⑧九州

A〕apomcum　Thunb
ハウテハカヘデ　　　　分布　北海道⑧本州

A，pa1㎜atum．Thunh

イロハモミヂ　　　　分布　本州⑧四国⑧九州

A，pa1㎜atu㎜Thunh　va二amoenum．Ohw1

オホモミ．ヂ　　　　分布北海道⑧本州⑧四国⑧九州

A．Mono　Maxi皿．

イタヤカヘデ　　　　分布　目本⑧朝鮮⑧支那⑧棒太

，A．carpinifo1iu．m　Sieb．et　Zucc．

チドリノキ　．　分布本州⑧四国⑧九州
A．crataegifo1ium　Sieh　et　Zucc。

一ウリカヘデ　　　　分布本州⑧四国⑧九州

A．ruflnerYe　Sleb　et　Zucc

ウリハダカヘデ　　　　分布本州⑧四国⑧九州

A．　cissifo1iunユ　lK．　1Koc止レ

ミヅデカヘデ　　　　分布北海道⑧本州⑳四国⑧九州

　　　　（28）　亘IPPOCASTANACEAEトチノキ熱

　AESCULUS　LINX　　　　トチノキ属

A．turbmata　B1u．me

ト　チ　ノ、キ　　　　分布北海道⑧本州⑧四国・九州

　　　　（29）SABIACEAE　　　アワブキ科

　班E班OS班A　BLU班且　　　　アワプキ属

M．tem1s　Ma叉m．

ミヤマハハソ　　　分布本州⑧四国⑧九州

M　m．yr1antha　S1eb．et　Zucc．

ア　ワ　ブ　キ　　　分布本州⑧四国タ九州㌧朝鮮

　　　　（30）毘亘A皿NACEAE　ク回ウメモドキ料

　昆亘A班NUS　L亙NN．　　　ク目ウメモドキ属

見japomca　Max1m．

クロウメモド・キ　　　　分布北海道⑧本州⑧四砕九州．

R．japomca　Maxm　v肌dec1p1ens　Max肌

ゴバノ・クロウメモドキ　　分布　本州⑧四国⑧九州

　昆亘A班NELLA班亙⑲　　　　ネコノチチ属

見frangu101aes　Weberbauer

ネコノチチ　　　　分布・本州⑧四国⑧九州⑧朝鮮

　　　　（ろ1）WTACEAE　　　　ブダウ科

　y咽IS　L醐N一　　　ブダウ属

V㌧C01gnet1ae　Plユu1at

ヤマブダウ　　　　分布北海道⑧本州⑧四国

V．Thunberg11S1eh　et　Zucc．

エ　ビ　ヅ　ノレ　　　分布　本州⑧四国⑧九州⑧朝鮮

　A班PELOPSIS斑IC1旺X．　　　ノブダウ属

Abre∀1peauncuIataTrau．t汎

ノ　プ　ダ　ウ　　　　分布北海道⑧本州⑧四国⑧九州

　PA昆丁豆ENOCISSUSPLANC亘　　ツタ属
P．tr1cusp1data　P1anch

ツ　　　　タ　　　分布　目本⑧朝鮮⑧支那

　　　　（32）　TI阯AC皿AE　　　　シナノキ料

　丁亙HA　L醐臥　　　　シナノキ属

丁コapon1caS1monka1

シ　ナ　ノ　キ　　　　分布　北海道⑧本州⑧四国棚九州．

　　　　（33）　AC凹NID亙ACEAE　　　マタタピ科

　ACTINI⑰IA　LIN⑰L．　　　サルナシ属

A．arguta　P1anch，ex　M1p．

サ　〃　ナ　シ　　　　分布北海道箇本州⑧四国⑧九州

A　po1ygama　Max1m

マ　タ　タ　ビ　　　　分布　日本⑧樺太⑧千島⑧朝鮮

　　　　（34）THEACEAE　　　ツバキ科

STEWARTIA阯N氏　　　ナツツバキ属
S－pseudo－Ca血一e111a　Maxmユ

ナヅヅバキ　　　分布本州⑧四国⑧九州

　CLEYE昆A　T亘UNB．　　　　サカキ属

C　〕apon1ca　Thun虹
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ナ　　カ　　キ　　　　分布　本州⑧四国・九州⑭朝鮮

　EURYA　T亘UN凪　　　　ヒサカキ属

E．japo皿1ca　Thunb

ヒ　ナ　カ　キ　　　　分布本州⑧四国⑧九州⑧朝鮮

　　　　（35）　STAC亘YURACEAE　　　キブシ科

　STAC亘YURUS　SIEB　et　ZUCC．　　キブシ属

S．Praecox　Sieb．et　Zucc．

キ　　ブ　　シ　　　　分布　北海道⑧．本州⑧四国・九州

　　　　（36）ELAEAG・NACEAE　　グミ科

　ELAEAGNUST亘UNB　　グミ属
E．g1abra　Thunb
ツ　ノレ　グ　ミ．二　　分布　本州⑧四国⑧九州

E　u㎜be11ata　Thlユnb

ア　キ　グ　ミ　　　分布　日本⑧朝鮮⑧満州⑧支那

E．㎜u1tif1ora　Thunb．

ナ　ヅ　グ　ミ　　　分布　北海道。本州⑧四国⑧九州

　　　　（37）　APOCYNACEAE　　ケフチクタウ魁

　丁昆AC亘亙乳OSPER盟U班LE皿A亙昆E

　　　　　　　　　　　　　　　　　テイカカヅラ属

Taslatユcu肌Naka1

テイカカヅラ　　　　分布本州⑧四国⑧九州

　　　　（38）　A昆A阯ACEAE　　　　ウコギ科

　ARA班A阯NN．　　　タラノキ属

Ae1ataSee皿ann
ダ　ラ　ノ　キ　　　分布　日本⑧朝鮮⑧樺太⑧満州・

　AC盗NT夏OPA王；工支X班I⑲　　　　ウコギ属■

A．sciad－ophyuoides　Franc比et　Savat

ゴ　ソ　ゼ　ヅ　　　　分布北海道⑧本州⑧四国⑧九州

　亘E巫E盈A　L醐N　　　　キヅタ属

H　rho皿主bea　Bean

キ　　ヅ　　タ　　　　分布　本州⑧四国⑧九州㊥朝鮮

EyO眺O里ANAX　NムKA亙　　　　タカノツメ属

　E．1nno∀ans　Naka1

タカノヅメ　　　　分布　北海道樽本州⑧四国⑧九州

　KALOPANAX班瓦⑬　　　ハリギリ属
］≡⊂　septern1obus　Koidz㌧

ハ　リ　ギ　リ　　　　分布　日本⑧樺太⑧朝鮮⑧支那

　　　　（39）　ALANGIACEAE　　ウリノキ料

　ALAN釦U班LA盟．　　　ウリノキ属

A　p五atamfo11umHa伽svar㎜acrophyヱum　Wangem

ウ　リ　ノ　キ　　　　分布　目本⑧朝鮮⑧満州

　　　　（40）　CORNACEAE　　　　ミズキ料

　AUCUBA　T亙UN＆　　　　アヲキ属

A．〕apon1ca　Thunb

ア　　ヲ　　キ　　　　分布　本州⑧四国⑧九州

矛4号　　（1956）

　亙肌W脳G・IA　W亙肌皿　　　ハァイカダ属

H．japonica　F二G∵DietL

ハナイカダ　　　分布　日本⑧琉球

　CORNUS　LINN　　　　ミスキ属

αcontroversa亘e㎜s1ey

ミ　ズ　　キ　　　分布　日本⑧朝鮮⑧支那

C㌧　brachypod．a　C．ん　N征ey．

クマノミズキ　　　分布本州⑧四国③九州⑧支那1

C．Kousa　Buerger，ex　lM［iq．

ヤマボ1ウソ　　　　分布　本州⑧四国⑤九州⑧朝鮮

　　　　（4／）　CLET亙RACEAE　　　リヤウブ科

　CLET亘RA聰NN　　　　リヤウブ属
C．barbmer∀1s　Sエeb　et　Zucc　　　　　　　　鋸

リ　ヤ　ウ　ブ　　　分布　日本⑧済州島

　　　　（42）　E醐CACEAE　　　　ツツジ料

　丁醐P醐A胴亙A　S肥B－eせ匿UCC　　ホツツジ属

］∴pan1c1ユ1ata　S1eb　et　Zucc　▽ar　1at1fo11a　Maxu皿

ホ　ヅ　ソ　ジ　　．　分布　北海道⑧本州

　皿EN駆ES亙A　J　E　S班凹亘　　ヤウラクツツジ屋

Mc1111ca1yxMax王血

ウスギヤウラク　　　　分布　本州（遠江⑤越前以西）

　昆亙O皿O巫EN迎毘ON　LIN風　　　　ツツジ属

R．Kaempferi　P1anch．

ヤマソツジ　　　　分布　北海道⑧本州軽甲国⑱九州

R．reticu工at1ユ㎜D．Don．

コバノミヅバソヅジ　　分布本州⑱四国⑧九州

R．〕apon1c1ユm　Slユr1nger

レングツツジ　　　分布北海道⑧本州⑱、四国④九州、

　P胴醐S皿皿ON　　　　アセビ属

P．japonica　D－Do臥

ア　　セ　　ビ　　・　分布　本州㊧四国⑱九州

　LYO醐A　NUTT．　　　ネジキ属

Loマa11fo11a▽are111pt1caHand．一Mazz

ネ　　ジ　　キ　　　分布　本州⑧九州⑧台湾⑧支那

　亙UGE醐A　S盟ALL　　　　アクシバ属

正L　japonica　Nakai

ア　ク　シ　バ　　　　分布　日本蟻南朝鮮

H．iaponica　Nakai▽aL　ci1iaris　Nakai

ケアクシバ　　　　分布　本州⑲四国

　VACC胴酊盟牛醐N。　　　スノキ属

Y．bracteatum　Thunb

シヤンヤンーポ　　　分布　本州⑧四国⑧九州

VS皿a11nA．Grayvarg二abru皿K01d五

ス　　ノ　　キ　　　分布本州⑧四国

V．01dha㎜1Mユq．
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ナ　ヅハ　ゼ　　　分布　日本⑭南朝鮮⑧支那

　　　　（43）斑YRS亙NACEAE　　　ヤブカウジ科

　A昆醐SIA　S秤ART逐　　　　ヤ7カウジ属

A〕apon1caB1岨エne

ヤブカウジ　　　分布　目本。朝鮮⑧支那⑧台湾

　　　　（44）SY皿肌OCACEAE　　　ハヒノキ科

　SY班PLOCOS　JAC⑭　　　　ハヒノキ属

S．coreana　Ohwi

タンナナハフタギ　　　分布本州⑧四国・九州魯済州島

S．chmens1s　DruceマaL1eucocarpa　forma　p11osaOhw1

ナハフタギ　　　　分布　北海道⑧本州⑧1四国⑧九州

S．1uc1d－a　S1eb．et　Zu．cc

ク　　ロ　　キ　　　　分布本州⑧四国⑧九州⑧台湾

　　　　（45）　STYRACACEAE　　　　エゴ／キ科

　STYRAX阯NN　　　　エゴノキ属
S．japonica　Sieb，et　Zlユcc．

エ　ゴ　ノ　キ　　　分布　日本紬朝鮮⑧支那
S．Oba；sia　Sieしet　Zu＝c㌫

ハクウンボク　　　　分布　日本⑧朝鮮⑧満州⑧亥那

S　Sh1ra1ana　Makmo

コハクウンボク　　　　分布　本州⑧四国⑧九州

　PTE昆OSTYRAX　SIEB　e也2UCC．　アサガラ属
P．corym．bosa　Sieb．et　Zucc

ア　ナ　ガ　ラ　　　　分布　本州⑧四国⑧九州

巴hi・pid・Si・し・t竿㏄α

オホバアナガラ　　　　分布本州⑱四国⑧九州

　　　　（46）　OLEムCEAE　　　　モクセイ科

　阯GUST昆U斑HNN　　　　イ余タノキ属
L．Tschonos左ii　Decaisne

ミヤマイボタ　　　　分布北海道⑱本州⑳四国6九州

L　obtusifo1ium　Sieb．et　Zucc．

イボタノキ　　　　分布北海道⑧未州⑧四酔九州
　FRA：夏INUS　亙JNNニ　　　　　　　トネリコム婁

F．1ongicuspis　Sieb．et　Zucc．

ヤマトアヲダモ　　　　分布本州㊥四国⑧九州
F．§iebb1diana　Bユu一エn⑱

コバノトネリコ　　　分布　日本⑬南千島⑧朝鮮

　　　　（47）　yE昆琶ENACEAE　　　クマツヅラ科

　CALL亙CARPA阯NN　　　　ムラサキシキブ属
C．コapon1ca　Thunし

ムラナキシキブ　　　　分布　北海道儘本牙トト四国⑧九柵

C」mo11is　Sieb．et　Zu．cc．

ヤナムラナキ　　　　分布本州絢四国⑧九州⑧朝鮮

　CLER0皿END鼠ON阯NN　　　　クサギ属
C　tr1choto㎜um　Thunb

ク　　ナ　　ギ　　　　分布北海道⑧本州⑧四国⑧九州

　　　　（48）昆UBIACEAE　　　　アカネ科

島演習林樹木誌　　　　一179－
　　PA亙巫E昆IA　HNN　　　　ヘクソカヅラ属

　P．scandens　Merriu

　ヘクソカヅラ　　　分布　日本⑧朝鮮⑧支那⑤琉球

　　　　　（49）CAPR服O阯ACEAE　スヒカヅラ科

　　SA班BUCUS　LINN　　　　ニハトコ属

　S　S1ebo1d1ana　Bhme，ex　Graebner

　ニ　ハ　ト　コ　　　　分布　本州⑧四国⑧九州

　　VIBU昆NU蛆LINN　　　　　ガマスミ属

　Y　furcatum－B1um．e

　ム　シ　カ　リ　　　分布　日本⑱樺太⑱済州島亀欝陵島

　Vp11ca．tu㎜Thunbマarto血entosu＝mlM1q．

　ヤブデマリ　　　分布李州⑧四国⑧九州
　Y．Siebo王d－i　Miq．

　ゴ　　マ　　キ　　　分布本州⑧四国⑧九州
　V．d．11atatu．m　Thunb．

　ガ　マ　ズ　ミ　　　分布北海道⑧本州⑧四国⑳九州

　γd－i1atatu皿Thunb．forma　hispidu㎜Nakai

　アラグガマズミ　　　分布　日本⑧朝鮮⑧支那

　γWrightii　Miq．

　ミ．ヤマガマズミ　　　分布　白本⑧樺太⑧朝鮮⑧支那

　Verosu二mThunb
　コバノガマズミ　・　　分布　本州⑧四国⑧九州

　V．ph1ebotr1chuエn　S1eb．et　Zucc

　ヲ、コヨウゾメ　　　分布本州⑧四国⑧九州

　Vurceo1atu㎜S1ebetZucc．varprocun1bensNaka1

　ミヤマシグレ　千布本州
　　A逓EHA風BR　　　　ツクバネウツギ属
　A　spathu1ata　S1eb　et　Zucα

　ソクバネウヅギ　　　分布　本州⑧四国⑱九州

　A．serrata　Sieb．et　Zucc．Yar．Buchwa1d－ii　Nakai

　キバナヅクバネウヅギ　　分布本州⑧四国⑧九州

　　暇醐GELA　T亙UNB　　　　タニウツギ属

　Whortens1sK．Koch。

　タニウソギ　　　分布北海道⑧本州
　　LON亙CE昆A　HN氏．　　スヒカヅラ属
　L．japonica　Thunb．

　スヒカヅラ　　　分布　日本⑧朝鮮⑧満州⑧支那
　L．graci1ipes　Miq一

　ヤマウグヒスカグラ　　分布北海道⑧本州鰯四国⑧九州

　L．graci1ipes　Miq．v肌g1abra　Miψ

　ウグヒスカグラ　　　分布北海道⑧本州翰四国⑱九州

　　　　　（50）CO皿ROS亙TAE　　　キク料
　　PE昆TYA　SC1旺ULTZ　BIR　　　カウヤボウキ属

　P．scandens　Scb　B1p．

　カウヤボウキ　　　分布　本州⑧四国⑧九州⑧支那
　P．g1abrescens　Sch．Bip．、

　ナガバカウヤボウキ　　分布本州⑧四国⑧九州




