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ヤマトリカプト (撮影大場達之}

ヤマト リカブ トと

ハコネ トリカブ ト

10月10日K行なわれた県民アカデ ミーの野外観察は、

箱根駒ヶ岳ー神山コースを歩主、大阪大の田村道夫先

生と共K参加者60名がトリカプトを中心K観察K励み

ました。変異が多〈穫の境界が不明瞭であるが故K分

類が困難であるといわれているトリカ フ トKアプロー

チしてみた訳ですが、花期をやや少し過ぎていたKも

かかわらず、ササ草原や林縁部 ・林内などで、fEをつ

けた個体を多数みるととができた 1臼でした。今回の

観察の結果、確認できたトリカプ ト類は、 ササ草原や

林縁部ではハ コヰトリカブト 、 それK混じって一部で
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ハコネトリカブ卜 (撤影高橋秀男)

イヌハコヰトリカアト 、 林内では ヤ マトリカプト 、 ど

く一部でスパ γ リトリカ 7 トが羅認されました。 全般

Kササ草原の個体は茎が直立し、林内のものは茎が曲

がっていた よ うK思われました。

写真のハコヰトリカプ ト ーヤマトリカプトはとも K

花使K屈曲毛があ b、主主質は簿〈柔かくて中裂~深裂、

卵形~披針形の鋸歯があ b、E韮蕊Kは毛があ bます。

が、 ハコネトリカブトの方は茎が直立し、 ヤマトリヵ

プトは曲がっています。イヌハコヰトリカプ ト・スパ

γ リトリカ プ トはとも K花梗K開出毛があ Dますが、

前者は茎が直立 し、雌蕊Uて毛があるのに対し、後 者 は

茎が曲が bふつ雪 雌 蕊 K毛は あタません。

(森本七子 )



レイジンソクの学名の命名者

先日神奈川県立博物館で大阪大学田村道夫先生の県

内トリカブト属植物についての講義が行なわれた。

田村先生は用意されたテキ スト中， レイジンソウの

学名 Aconi tum loczyanumの命名者が RAPAJCSとなっ

ていたので 3 乙れを R必YMUNDと訂正するよ うに と申さ

れた。それは彼の原報文ICRAPAICS RAYMUNDと署名さ

れているためである。また東欧の人らしいが，そのは

っきりとした国名は不明であるとと，時として RAPAJCS

が用いられているとも述べられた。

わが国の植物誌，図書監， 目録，報文などでは多くの

場合 RAYMUNDが用いられている が，ヨーロッパ槌物誌

やソ連邦植物誌では RAPAICSを採用しているの

外国で RAYMUNDを採らないのには，それ相当の理由

がある訳で， ζの点について少し調べてみたo

先ず， RAPAICSがト リカブ卜属の報文を発表してい

るNovenytaniKozlemnyek はハンガリーのブダペス

トで発行されていた研究誌であるととが判明した。ま

た彼は DebrecenFloraja(1912)をハンガリ一語で若

わしている。従って s 彼はハンガリ 一人と考えられる。

ヨーロッパ人は名を前IC姓を後iζ書くと一般に言わ

れているがハンガリ 一人では大部分苗字が前Icくる。

ハンガリ一人で もドイ ツ系やギリシア系では名を前Ic

記すととがある。

例えば同国の音楽家ノりレトークは BARTOKBELA，ま

たシャンソン「枯葉」を作曲したコスマは KOSMA

JOSEPHと書く。

作曲家リストは永〈外国で活動していたので FRANZ

VON LISZTとなっているし，森鴎外が作家モノレナーノレ

(MOLNAR FERENC)の作品を邦訳した際にはドイツ語

版を用いたので FRANZ M OLNARとドイ ツ風に書き改め

ている。

そんな訳で， レイジンソウの学名命名者としては

RAPAICSを採る方がよい。

なお，最近出版された平凡社干ljr日本の野生植物sJ
では正しく RAPAICSとなっている。

自然科学を研究して行く場合にも，人文科学の知識

を疎かにはできないし，またその逆も 言える。

(小原 敬)

サドスグ 箱根に産す

昭和57年 5月 6， 7日3 友人の招きで箱根強緩附近

の「子供の村」周辺をあるく機会を得ました。村の中

にはそれ程とりたてて見るべきものもないようでした

が，村の北境Icは，早雲山の東面を深くえぐ って流れ

落ちる須沢のあばれ谷があり，途中いく つもの砂防寝

堤が流れを仕切っています。 ζ の沢IC沿って登ってい

た時，ある寝堤の上の泥湿地の中Ic，たたみ 3畳ほど

に群生しているスゲの仲間をみつけました。その時は

それ程気にも止めず，花茎を 2本ほど折り取り手帳に

狭んできました。帰宅後調べてみましたが，どうもサ

ドスゲとしか思われません。なぜ，もっとしっかりと

aA宅q
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標本なり写真なりとって ζ なかったのかと悔まれてな

りませんでした。そ ζ で 5月17日，思い切って日帰り

で現地を再訪し， 写真撮影と標本を採集してきた後，

神奈川県立博物館の高橋秀男先生に御鑑定頂いたと ζ

ろ，まちがいなくサドスゲ Carex sadoensis Fr.で

あり ，神奈川県新産である ζ とを御教示頂きました。

現在，神奈川県の植物調査を実施中との乙とで，僅か

ですがお役に立てたのは本当 iζ幸運でした。

御指導頂きました高橋秀男先生，標本を御屈け下さ

った東京都立高尾自然科学博物館の新井二郎先生に厚

〈御礼申し上げます。

(八王子畔上能力 )

丹 沢 の 調 査

責任分担区域である緑 1と鶴見をほぼ済ませ，その

後，川崎市と横浜北部の全地域Ic足を延ばし，横浜南

部を含めたおよそ 7500点の標本の記録と整理を終えた

私達は，今春から ほとんど調査の進んでいなかった山

北地区や手薄な相模湖方面にも出かけると と忙しまし

た。二人の行動記録は次の通りで，高いところは山号

部顧問である若い元気な勝山が寝袋を持って歩いてい

ます。

3月30日サ 5月 9日ヤ 6 6月 6日 サ・フ 2

4 11 1111 ヤー5 5111611 サ 6 11 1211 フー2

4 11 18" フー 1 5，， 2211 6"15，， ヤー6

4 1/ 25/f サ
〕ヤ 3，5，6

5112311マ 6 ，/19"、)ヤー3

4 11 29 1/ ヤ-8，マ 5 "田町) 6 /1 20/f マ
ヤー1，2，5

511 211 7-2 51130" 6 11 26" 、}ヤー2・5

6 11 2:7"フー1・2サ

その結果，ほぽ 3ヶ月で確認できた種類は

(1)フー 250 (5)ヤー 200 (9)ャ・ 300

(2)フー2 240 (6)ヤー 80 印ヤー 300

(3)サ 330 (7)ヤ 150 U1)ヤー8 100 

(4)ヤー 70 (8)ヤー 300 U2)マ 300 

となりました。ただし，フは藤野， サは相模湖，ヤ

は山北<'は松田の略で，山北 一7の標本中 9割は

内藤美知子さんがお採りになったものです。全地域の

通算種類は 550種類で， 今年中には1000穫になるかも

しれません。

今回， 自分の居住地，勤務地から速く離れた地で採

集した結果，①あって当然の植物を採り忘れる。②地

域が広すぎて綿密な採集ができなb、。③往復に多くの

時間を費し，採集のための時間が短くなる。④少なく

とも今後 4年の歳月が欲し b、。⑤街の植物と違った難

しさがある。⑤交通貨が馬鹿にならない。(ロ 7 ンス

カーや高速ノイスで新宿まで坐って帰れるのは立っ て帰

る電車よりも快適です〕という ζ とがわかりました。

それにも拘らず，今後も休日どとに出かけるつもりな

のは，木や草を見るのが楽しいからとそ出来るのでし

ょっ。
しかし，私逮が月月火水木金金で頑張っても限界が

あります。同定しにくい植物もだんだん増えてきまし

た。今後，どのような方法をとるのが最善か，私達Ic



は判断できません。

(萄見高校 森茂弥・勝山輝男 )

丹沢の採集記

未調査のまま残されていた丹沢山塊(山北町)の調

査を 4月から 行なっているが，その採集行の一端を紹

介する。

7月28-29日， 大室山南面手沢へ入る。イワタバコ

が満開である。花茎iζ毛のあるケイワ タバコ と無毛の

ものが混生している。オオヤマハコベ，ヤ 7 ホロシ，

ミヤ 7 ヤブタバ コ， タチネズミカポヤ， オニノレリソウな

どを採集しながら上流へ向かう。乙の沢で唯一の滝ら

ー しい滝を Iつ越える。壁にクモキリソウが 2株，先日，

西沢の前権現山で採集しているのでそっとしておく。

源流が近づくと，テパコモミジガサ，イワギボウシ，

タ7 ガワホトトギスなどが目につく。沢のつめは下が

えぐれた澗滝で登れないので，右但Jjの小尾根に逃げた

が，途中から ハ コネコメ ツツジがびっしり生えた壁に

なり苦労する。ふと足元を見るとオノエラン。残念な

がら花は終わり笑がついている。 ミヤマカラ 7 ツ，シ

モツケソウ，オオノ、Jギボウ シ，ヤ7 -9イミンカ'サ， 7 

7 ニュウ などが見られるようになると楽になり，縦走

路Ic出た。大室山頂のオオモ ミジガサ， レンゲショウ

7 はまだつぼみだ。フジチドリがなb、かとブナの大木

を見上げるが，見つからなb、o 7)レパダケブキ， タテ

ヤ7 ギク ，ハ コネギク， ミヤ 7 ベニシダなどを採って

行く。

翌日，加入道山でエソスズランを採取。白石峠~陛

ケ丸へ向かう。ミヤ 7 イタチシダ， ミヤ 7 ニンジン，

パイカ ツツジを探りながら畦ケ丸へ。大滝峠への下り

では木11':登ってイワオモダカを採る。大滝沢ではヒナ

ノウスツボ，ケゴンアカパナなどが得られた。中川付

近ではチダケサシ， フジカ ンゾウ など里の植物を採集

して帰路Icつく。

8月 5- 6日，幽神から熊木沢を経て鍍ケ岳へ登る。

玄倉林道の岩壁 Kはハナゼキ、ショウが多b、。もう開

花しているものもある。熊木沢へ入ると林道のガレ場

ICピランジの赤い花が見られる。先日の台風で大木が

折れたり ，校が落ちたりしている。道が荒れていて歩

きにくいが，木や着生植物の採取には都合が良b、。鐙

ケ岳が近づくとウスユキソウ，シモツケソウ，マノレパ

ダケブキ， ゾパナ，キンレイカなどの花が見られるよ

うになる。蛭ケ岳で泊まって翌日は，自ケ信~金山谷

の頭~中尾根を経て幽神へもどる。途中，シュロソウ，

ジンノぜイソウ ，ナガパfノキソチドリ ， ヒメイワカガミ，

イケ 7 などを採る。

8月1l-12日，山中湖から菰釣山を経て中川まで東

海自然歩道を歩いた。高指山付近の草原では，コ パギ

ポウシ，ヒメトラ ノオなどがきれいに咲いている。ま

だ花ICは早いが，セイタカトウヒレ ンもたくさんある。

大械の頭手前から樹林に入り，モミジガサ，ヤ7 ゼ 1)， 

コウモリソウ， 7 )レパダケプキ， レンゲショウ 7 など

が採れる o タカネ コウボウ， ツレサギ ソウ，ヒトツパ

カエデを採りながら進む。菰釣山が近づくとスズタケ
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が多くなり，林床は単調になって〈るo それでもオオ

カモメヅノレ， ミヤ 7 ベニシダ，ヤマタイミンガサ， ブ

ナlζ着生した 7 ツノハマンネングサなどが採れ る。城

ケ尾~大滝峠聞の沢ではギンパイソウ，大木Icはイワ

オモダカが多b、。大滝沢は台風ですっかり洗われてし

まい見るべきものはない。

(勝山絹男 )

神奈川のフロラ短報 1 

神奈川県の植物調査がはじまって以来，県民の積物

IC対する関心も高まり ， さまぎまな情報が博物館へ寄

せられるととが多くなった。その確認のために出かけ

るζ とも多く，また直接惇物館へ標本を持参され同定

を求められる ζ ともあり， ζれらの貴重な情報を今後

の植物誌のまとめにあたって活用してゆきたい と恩っ

ている。そ乙でとのような資料を表題のもとに遂次発

表してゆき，情報提供者のど好意にとたえるとともに，

メァシュ担当者への情報源にもしたいと考え本欄を設

けた。担当のメッシュ以外の地域で気付いた ζ とがあ

りましたら，との欄を通 して紹介していただきたいと

思っている。なお産地の公表は一部絶滅の恐れのある

ものや貴重な種類については，メッシュの No.だけに

とどめる ζ とにしたb、。

(1) キノイナノショウキラン Yoania amagiensis 

Nakai et F. Maekawa 

採集地 滑川村 (KI-3 ) 

採集者 清川村緑小学校吉田文雄

採集年月日 1982. 7. 2. 

備考 花期の個体で全体がややピン クを帯びる。

(2) 7 ヤラン Cymbidium nipponicum (Fr. el Sav.) 

Makino 

採集地 厚木市飯山観音付近 (AT-3)

発見者 川崎市博松久子

採集年月日 1981. 8. 29. 

備考 朝日カノレチャーセンターの講師でもある・内田藤

吉氏が採集し，平塚市立博物館の浜口哲一氏の協力で

液浸標本にしてとどけて下さ った。新聞記事にもなり

ど存知の方も多いと思う。

(3) シロノマナシ モツケ Spiraea japonica Linn. 

fi 1. form. albiflora Ki lamura 

採集地 鎌倉市鎌倉湖 (KA-1) 

採集者 天野幸治

採集年月日 1982. 7. 1 

(4) ウチワゴケ Gonocormus minutus (BI.) v. d. B. 

採集地 厚木市七沢 (AT-4 ) 

採集者 平塚市桜ケ丘 5-12 滑子忠治

事長集年月日 1982. 5. 11. 

(5) オオノ、タウンラン Vexillabium fissum F 

Maekawa 

発見場所 箱根(HAJ(-4 ) 

発見者 秦野市今泉 588-3 賓森叉太郎

発見年月日 1981. 8. 27. 

備考 上記内田藤吉氏Ic随行中発見。

(6) オオノぐノノ、チゾョウシダ P teris inaequal is 



Bak. var. aequata Tagawa 

採集地 山北町酒水の滝 (YA-8) 

採集者 増子忠治

採集年月日 1981. 9. 10. 

(7) /コギ リシダ Diplaziwn wichurae Diels 

上に同じ

(8) ハカタシダ A悶 C加 l恒lessimpl icior Ohw i 

採集地 厚木市七沢 (AT-4)

採集者 噌子忠治

採集年月日 1981. 10. 1. 

(9) フモ トシダ Microlepia marginata C. Chr 

採集地 大磁町高藤山 (018)

採集者 増子忠治

採集年月日 1981. 10. 10 

箱根駒ク岳一神山 (Oct.1O .1~2) の記録

去る 10月10日，県民アカ デミ ーの トリ カプ 卜を見る

野外調査は箱根駒ヶ岳ー神山のコ ースで行なわれま し

'・

~。
多加者は60名，講師は阪大の田村道夫先生で，分類

の難しい トリカブ トを中心に観察してきました。トリ

カブ卜 は花は少 し過ぎていた ようで したが，;a期の個

体 も多く， .全部で 4種類が確認でき ま した。

その時1<:フロラ調査もあわせて実施 してきましたの

で収録しておきま す。記録は長谷川義人氏が担当され，

ほかに参加者か らの メモも加えて まとめました。

キク科 ーハコネギク ，キオン?ノレパダケブキ，ハ

コネアザミ， リュウノウギク ， タテヤ 7 ギク ， ホソエ

/アザミ (8)， メタカラコウ，キントキシロヨメナ，ハ

コ不ヒヨドリ，ニガナ，シロヨメナ(8). フクオウソウ，

テノぐコモミジガサ， コウモリソウ，ミヤ 7 ヤブタノ《コ。

キキョウ科ータ ニギキ ョウ。

ヴリ科 ーア7 チャヅノレ(8)。

オミナエシ科 ーキンレ イカ，オ トコエシ。

スイカズラ科 ーニシキウツギ， コウグイスカクラ，

ベニパナツクパ不ウツギ，ツクパネウツギ，ニワトコ，

ガ7 ズミ ， コ?ギ，ヤブデ 7 リ。

アカネ科ーキクムグラ ， ウスユキムクラ。

オオバコ科 ーオオバコ。

ゴマ/ハグサ科 ーヒナノウスツボ(8)，ハンカイシオ

カ;'7， クワカザタソウ。

ナス科ーアオホウズキ。

ゾソ科ーイヌヤ 7 ハッカ(81，テンニンソウ，ヤ 7 卜

ウノゼナ，ナギナタコウジュ ，イヌトウノイナ(8)。

ク7 ツヅラ科ームラサキゾキブ。

ガガイモ科ーオオカモメヅノレ。

リンドウ科 ー リンドウ， ツノレリン ドウ。

モクセイ科ー ミヤ 7 イボタ，アラゲアオダモ，コパ

ノ トネ リコ(8)。

エゴノキ科 ーエコー/キ。

ハイノキ科 ータンナ サワフタギ。

ツツジ科ーハ コネ ハナヒ リノキ， アtピ，サラサド

ウダン， スノ キ， トウゴクミツノイツツジ， ネジキ，ノ、

コネコメツツジ。

一76

リョウプ科 ー リョウブ。

イワウメ科 ーヒメイワカガミ。

ミズキ科 ーヤマボウシ。

セリ科ー イワニンジン， ミヤ 7 ニンジン， セン トウ

ソウ。

ウコギ科ーコシアブラ ， トチノイニンジン。

アカパナ科 ータニタデ， ミヤ 7 タニタデ。

夕、ミ科ー マメグミ。

スミレ科 ヒメミヤマスミレ。

オトギ リソウ科 ーコオ トギワ。

ツバキ科 ーヒコサンヒメシャラ。

7 タタピ科ーサルナシ。

クロウメモ ドキ科 ーコパノク ロウメモドキ。

カエデ科ーオオ イ タヤメイ ゲツ，チドリノキ，カジ

カエデ， コミネカエデ， コハウ チワカ エデ。

ニシ キギ科ーオニツノレウメモドキ， ツノレ 7 サキ?

ユミ ， ツ リパナ。

モチノキ科 ーアオハタ ，イ ヌツゲ。

ウノレシ科ーツタウルシ。

ミカン科一7 ツカゼソウ， ミヤ 7 シキミ。

カタバミ科一コミヤ 7 カィPパミ。

フウロソウ科 ーコフウ ロ，ゲンノショウコ。

パラ科一フジイパラ，サンシ ョウバラ， 7 メザクラ，

ノぜライチコ ， カ7 ツカ， ココ'メウツギ， ミツノぐツチク

リ，ダイコンソウ，モミジイチコ¥ナナカマド，ヒメ

ヘビイチゴ，フジアカシ ョウ7 ， シモツケソウ，オヤ

7 シモツケ， ヤ7 テリハノイノイラ。

ユキノゾタ科ーヤ 7 アジサイ ，イワガラミ，ヒメウ

ツギ， ツノレアジサイ， コアジサイ， ノリウツギ， ウツ

ギ。

ベンケイソウ科 -7ツノハ 7 ン不ングサ。

クスノキ科ークロモジ，アブラチャン。

モクレン科ーコブゾ。

メギ科 ーメギ。

キンポワゲ科ーハコネトリカブト (8)，ヤマト リカブ

ト(8J，イヌハコ不トリカブト (8J， スノマシリトリカブト

(8J，ハンショウゾノレ。

ヤ7 グノレ 7 科ーヤ 7 グノレ 7 0

ナデシコ科ー ミド リハコベ。

タデ科 ータニメノゼ， ミヤ 7 タニソノマ，イタドリ。

イラクサ科ーコアカソ， ミズ， ヒメウワパミソウ。

プナ科ーブナ，コナラ。

カバノキ科 ーツノハシバミ ，ケヤマハンノキ。

ヤナギ科 ノイッコヤナギ。

センリ ョウ科一フタリシズカ。

ラン科ークモキ リソウ，ア リドオシラン，ハコネラ

ン(y)，フタノ〈ラン(y)。

ユリ科ーノギラン， ナノレコユリ。

サトイモ科ー ミミカザタテンナンショウ，ハウチワテ

ンナンショウ。

カヤツ リグサ科ーイ トスゲ， ミヤ 7 カンスゲ， コnン

ゲンスケ¥ ヒメスケー

イネ科ーヒメノガリヤス， ミヤ マク7 ザサ(8)，ハコ

不メダケ(8)， トクガワザサ(8)，スズタケ。

ヒカゲノカズラ科ーホソパトウゲシパ。



イワヒパ科 ークラ 7 ゴケ(8)。

オシダ科ーへピ/不コeザ(8)，ジュウモンジシダ(8)，

ハリガネワラビ，イヌワラビ， ミヤ 7 シケシダ(8)。

シシガシラ科ーシシガシラ (8)。

ウラボシ科ー ミヤマノキシノフe。

厚木地区 (AT-4Jの記録

1982年 6月から 8月にかけて厚木地区の調査を実施

しましたので報告いたします。 (AT-4)

調査地と調査日は広沢寺~七沢 (Jun.13) ，広沢寺

~不動尻 (Jul.29)，鐘ケ昏 (Aug.12) ，大山~不動

尻~煤ヶ谷 (Aug.19)，七沢~広沢寺~土谷戸 (Aug.

28)です。 9月 l日現在で整理できた証拠標本は次の

通りです。

F 10 カニクサ科ーカニクサ。

F 13 イノモト ソウ科ーオウレ ンシダ，イ ワガネソ

ウ。

F 18 オシダ科ー ヒメカナワラビ，イノデモドキ，

ハカタシダ，ベニシダ，エ ピラシダ，へビノネゴザ，

ヤマ イヌワラビ， シケシダ，セイタカシケシダ，オ

オヒメワラビ。

F20 チャセンシダ革ヰー トラノオシダ。

F 102イチイ科ーカヤ。

F 105 7 ツ科一ツガ。

F 106 スギ科 一スギ。

F 107 ヒノキ科 ーヒ ノキ。

F20 イネ科 ーキツネガヤ，ヤマカモジグサ， トボ

シガラ ，ホ ガエリガヤ，オヒシノ心カニツリグサ，ヤ

マヌカボ， トダシノ内オオクサキピ，イヌピエ，キン

エノコロ ， コップキン エノコ ロ，チカラシノむチヂミ

サーサ， スズメノヒ エ， メヒシノぜ， ススキ。

F‘210 カヤツリグサ手4ーカヤツリグサ。

F215 ツユクサ科ーヤブミョウガ，ツユ クサ。

F220 ユ ')科 ーシオデ，サノレトリイバラ，ヤマカシ

ュウデヤプラン，ホウチャクソウ， ツノレボ，ヤ 7 ホト

トギス，オオパジャノヒゲ。

F222 ヤマノイモf4ーヤ7 ノイモ，オニドコロo

F226 ラン科一トンボソウ ，ハタウンラン。

F300 ドクダミ科 ード クダミ。

F303 ヤナギ科 ーシノてヤナギ。

F306 カノゼノキ科ーヤ マハンノキ，ヤシャプシ，サ

ワシパ， ク7 シデ，イヌシデ。

F307 ブナ科ーミズナラ ， アラカシ，スダジイ。

F308ニレ科 ーケヤキ。

F309 クワ科ーカナムグラ，イタピカズラ，コウゾ，

ヤ7 グワ。

F 310 イラクサ科ームカゴイラ クサ，アオミズ，ア

オカラムシ，カラムシ，コアカソ，ナガノゼヤブマオ，

メヤフ 7 オ。

.F 316 ウ7 ノスズク サ科 ーフタ パアオイ。

F 319 タデ科ーエゾノギシギシ， ギγ ギシ ズ ヒ

キ， シンミズ ヒキ， ミテヤナギ，ォオイヌタデ，イヌ

タデ，ヌカポタデ， イタドリ。

F 321 ヒユ科ー イノ コブチ。
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F322 ヤ7 ゴボウ科 ーヨ ウシュヤ 7 ゴボウ。

F 323 ツルナ科ーザクロソウ。

F325ナデシコ科ーツメクサ， ミミナグサ， ウシハ

コベ， コハコベ，サワハコベ。

F328 ヤ7 グノレマ科ーヤ7 グノレマ。

F331キンポウゲ科ークサボタン， コボタンヅノレ，

センニンソウ ，アキカラマツ，キツネノボタン。

F 333 メギ科ーメギ。

F334 ツヅラフジ科ーアオツヅラフジ。

F336 クスノ ヰ科ー ダンコウバイ， クロモジ，アブ

ラチャン。

F 337 ケシ科ータケニグサ。

F339 アブラナ科ーヤマハタザオ，イヌカ'ラシ。

F 341ベンケイソウ科 ーコモチ 7 ンネングサ。

F 343ユキノシタ科 イワボタン，アカショウ 7 ，

イワガラミ，タマアジサイ，ヤマアジサイ，コアジサ

イ，ガクウツギ，ノリウツギ。

F344 7 ンサク科一 7 ンサク。

F 345ノマラ科 ーヤ7 ブキショウマ， キンミズヒ キ，

ダイコンソヴ， ヤブヘビイチゴ， ウラジロノキ，オオ

フクイノぐラ ，テ リハノイバラ ，ニガイチゴ， ク7 イチ

コ¥モミクイチゴ，フユイチゴ，ヤ7 プキ。

F346 7 メ科 ヤハズソウ，メドハギ，キハギ，マ

ノレパハギ， フヅカンゾウ ， ヌスピ トハギ， ヤプハギ，

ケヤブハギ， コマ ツナギ， クズ， ツノレ 7 j，フク。

F347 フウ ロソウ科ーゲンノシ ョウコ。

F348 カタバミ科ーカタパミ ， ミヤマカタバミ。

F 351 ミカン科-7ツカゼソウ，イヌザンシ g ウ，

サンショウ ，フユザンショウ。

F355 トウダイグサ科ーエノキグサ，コニ γ キソウ，

アカメガ「シワ。

F 360 ウルシ科ー ヌノレデ。

F 361モチノキ科ーアオハダ。

F362ニシキギ科 一 ;J}レウメモ ドキヤィヌ Yノレウメ

モドキ。

F365 カエデマヰーコノ、ウチワカエテコオオモミヅ，

イタヤカエテ¥エンコヴカエテ ウラケ'エンコウカエ

o
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F370 クロウメモドキ科ー ク7 ヤナギ。

F371 ブドウ科 ーヤブガラシ)ブドウ， エピヅノレ，

ツタ。

F376 マタタ ピ科ーサノレナ シ。

F 377 ツノぐキ;f4ーヤブツノイキ。

F378オトギリソウ科 ーコオトギリ宍オトギリソ

ウ。

F 380 スミレ科ータチ ツボスミ レ， マノレパスミレo

F382キプシ手ヰーキブ、ン。

F387 ウリノキ科 ウリ ノキ。

F390 アカパナ科ー ミズタ 7 ソウ。

F 394 ウコギ科 タラノキ，キヅタ，ハリギリ，オ

カウコギ，ヤ 7 ウコギ。

F395 セリ科ーノチドメ ， ミヤマ子ドメ ， ヒメ子ド

メ， ウ7 ノミツノわ ミツノ汽カノツメソウ ，ヤマゼ

リ。

F396 ミズキ科 アオキ， ミズキ， ク7)ミズキ，



ヤ7 ボウシ。

F401 リョウブf4- 1)ョウフ'。

F 403 ツツジfヰーサラサ ドウタン， アセビ。

F405サクラソウ手十ー ミヤマタゴオ、ウ， オカトラノ

オ。

F408ハイノキ科 ーサワフタギ。

F 409 エゴノキ手4ーエゴノキ。

F410 モクセイ幸二↓ ーイ ボタノキ， ミヤ 7 イボタ ， 7

ノレパアオタモ。

F411 フクウツギ手ヰーフジウ Yギ。

F413キョウチクトウ華4-テイカカズラ。

F418 ク7 ツヅラ科 ムラサキシキブ， クサギ。

F419 シソ科 ーアキノヲムラゾウ ，フヅテンニンソ

ウ， トウノ¥ナ， イヌ卜ウノゼナ， ウツボクサ，オカタツ

ナミ 1ウ， ツノレニガクサ。

F420 ナス手ヰーノ、ダカホウズキ。

F426キツネノ 7 コー科ーキツ不 J7コ。

F428ハエ トクゾウf4 ハエドクメウ。

F429 オオノぐコ科 ーオオノ〈コ。

F430 T力不幸ヰ ハシカグサ，ヘクソカズラ，アカ

不， ヤマムクラ ， ヨツノミムクラ。

F431スイカズラ科 ーウグイスカグラ ， ニワトコ。

F433オミナ エシf4ーオトコエゾo

F435 ウ リ草ヰーア7 チャヅノレ。

F436 キキョ ウ科- :;J リガ ネニンジン ，ホタルプクロ。

F438 キク Fヰーノケーシ， オニタビラコ，フクオウ 1

ウ， ヤ7 ニガナ，ナ ガノ{Jコウヤボウキ， カシワノイハ

グ7 ， トネアザミ ， ノボロギク ， ヤブレガサ， ヨモギ，

センダンク サ， ノブキ， ヤブタノミコ ，サヅガンクピゾ

ウ， ヒメガ ンクビソ ウ， ミヤ 7 ヤブタノぐコ ， ホソノミカザ

ンク ビソウ ，ハキタメギク ， ヤハズハハコ ， ヒメジョ

オン， オオアレ チノギク ， タテヤ 7 ギク ，ユウガギク ，

ヒヨ ドリ ノマナ， ヨツノミヒヨドリ。

* 1卜ゲナシの型

持 2キミツノレウメモドキの型

* 3クロテンコオ トギ リの裂

( Sep. 3 山本 明 )

宮ク 瀬 周辺目録

1. 仏果山 CK1-2J 
裸子植物

F 102 イチイ手十一カヤ。

F 105 7 ツ科 ーモ ミ。

単子葉値物

F209 イ不科 不ズミムギ， ミヤコザサ， アキメヒ

シパ，チヂミザサ， コヌカクサ，イ ヌピエ，オヒシパg

アプラススキ， ススキ， オオアフラススキ， エノコロ

グサ， キンエノコ ロ， スズタケ。

F210 カヤツリグサ科 ーカヤツ リグサ。

F220 ユ リ手ヰ ーサノレ トリイ ノぜラ ， ヤプラン， ツノレボ，

ヤ7 カシュウ ，オオノぐギボウシ。

F 222 ヤ7 ノイモ科 オニ ドコロ ， キクパ ドコロ ，

ヤ7 Jイモ。

双子葉植物 〔難弁花類 〕

F 303ヤナギ科ーヤナギ，シバヤナギ。
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F306 カノぐノキ手4 アカシデ，サワソノ心 ク7 シデ。

F 307 ブナf4 アラカシ， コナラ，ク，)， ウラジロ

ガシ。

F310 イラクサ科ーイラクサ， コアカソ。

F316 ウ7/スズクサ革4ーカンアオイ ， オオハ/ウ

7/スズクサ。

F 319 タデ科ーハナタデ， タニソノミ。

F 320 アカザ科 ーシロザ。

F 321 ヒユ科 ヒカゲイノコヅチ。

F325 ナデシコ科ー ミ ドリ ハコベ。

F331キンポウゲ科 クサボタン， イヌシ ョウ7 0

F 332 アケビ幸二十一ミツノイアケヒ、。

F 335モクレンf4ーホオノキ， シキミ。

F 336 クスノキ'1'4ータンコウノぐイ， クロモジ， アブ

ラチャン， ヤ7 コウノミシ。

F 342ユキノシタ科ーウツギ 7 ノレノミウツギ， タ7

アクサイ。

F 345バラ科 ニガイチゴ，ココメウ Yギ， ウラ‘/

ロノキ， ヤマブキ， ヘビイチココタイコンソウ Jイ

ノミ70

F346 7 メ科ーキハギ，ハリエンジ ュ，フ ジ。

F 347 フウロゾウ手4ーケ'ンノシ ョウコ。

F 351 ミカン科 ー コクサギ， マツカゼゾウ， イヌ ザ

ンショウ。

F355 卜ウダイクサ手4-シラキ， トウダイグサ。

F360 ウノレシ科ーヌノレデ。

F 361 モチノキ科 ーイ ヌツケ。

F362ニシキギ科 ツリノミナ， ツノレ 7 サキ。

F363 ミツバ ウツギ科ーゴンズイ 。

F365 カエデ科 ーエンコウカエデ。

F 370 クロウメ モド キ革4ーク7 ヤナギ。

F376 7 タタビ科 - 7 タタビ，サノレナシ， ミヤ 77

タタヒ戸。

F384 クミf4-ツノレグミ。

F 394 ウコギ科 ーハ リギリ 。

F395 セ リ科 一ウ7/ミツノ心ゾラ 不センキ ョウ。

F396 ミズキfヰ ヤ 7 ボウ γ ， アオキ。

〔合弁花類 〕

F 403 ツツジ科 ー ミツハツツシ，ヤマツツ ニノ，アセ ビ。

F404 ヤフ'コウシ幸二↓ーヤフ'コウジ。

F 410 モクセ イ'1'4ーコノぐ/ ト不リコ ， ミヤマイボタ。

F 418 ク7 ツヅラ 科 ー クサギ。

F419 ソ ソ手ヰーシモノミシラ ， アキ ノタ ム ラソ ウ， ナ

ツノタムラ 1ウ， イヌヤ 7 ノ、 ッカ， ミヤ 7 卜ウ ノイ?ナ。

F426 キ Y才、 J7コ科 ーキツ不 /7ゴ。

F 428ノ、エド クソ ウ革ヰ ハエ ドクメウ。

F429 オオパコ科 オオノ対コ。

F 430 アカネ科 アカネ。

F431 スイカズラ華ヰーツクノぐ不ウツ ギ， ガ7 ズ ミ，

ハコネウツギ， コノミ/ガ 7 ズミ 。

F433オミナエシ科 ーオミナ エゾ。

F436キキ ョウ華ヰ ーツ リガ不ニン ジン。

F438 キク手ヰーカソワ パハク 7 ，ガン クビソウ， ヒ

メジョオン ，ニガナ， ヤブタハ、コ ， コウヤボウキ， アキ

ノキ リンソウ ， ヤブレガサ， ノブキ， ゾラヤ 7 ギ ク，



モミ ジガサ， ノブキ，オ、 ソエノアザミ ， ヒヨ ドリパナ，

ノ、ハコグサ。

羊醤植物

F22 ウラボシ手ヰーゲグジケージシダ， ツノレデンダ， ワ

ラピ，ヤブソテツ。

2 金沢林道 (KI-2) 

裸子植物

F 105 7 ツ科モミ。

F 106 スギ科ースギ。

単子葉植物

F 209 イ不科ーム ラサキエ ノコ ロ， コヌカグサ，イ

ヌピエ， コブナグサ。

F 210 カヤツリク サ科ーカヤツリ グサ。

F220ユリ科ーヤ 7 ホトト ギス。

F222 ヤマノイ モfヰーオニドコロ。

双子葉植物 〔離弁花類 〕

F302センリョウ手ヰ ーヒ トリ シズカ。

F 310イ ラクサ科 コアカソ， ヤブ7 オ， クサコア

カゾ。

F 319 タデ科 ー ミゾソノミ， ミズヒキ， ママコノγ リヌ

クイ。

F321 ヒユ科ーヒナタイノコヅチ

F325 ナデシコ科ーフシグロセ ンノ ウ。

F329 フサザ クラ科 7サザクラ。

F 331キンポヴケ子4ーイヌゾョウ 7 ，センニンソウ。

F336 クスノ キ科 ヤ7 コウパシ，アブ ラチ ャン。

F342ユキノシタ手ヰ ータマアクサイ ，ヤ7 アジサイ，

ウツギ。

F345ノぜラ手4ーキイチココキンミ ス.ヒキ，タ'イコン

ソウ， ヤ7 ブキ。

F346 7 メ科 一フジ，キハギ，コ 7 ツナギ。

F347 フウロ メウ科 ゲンノショウコ。

F 351 ミカン科 7 ツカゼソウ， コク サギ。

F362ニシキギ科 ツリパナ。

F365 カエテ'手ヰーイタヤカエデo

F: 371 ブドウ科ーノブドウ。

F390 アカノゼナ手'4-アレチ マツヨイグサ。

F 395 セ リ科 ーシラネセ ンキョウ。

F396 ミズキ科ーハナイカダ。

〔合弁花類 〕

F418 ク7 ツ‘ゾラf4ームラサキシキフ'。

F419 シソ科ーク ノレマパナ，ヤ 7 ハッカo

F426キツネノマ ゴ草4ーキツネ )7ゴ。

F428ハエ ドク 1ウ科ー ハエ ドクソウ。

F 430 アカネ手4 ヨツノイムグラ，ヘク ソカ ズラ。

F436キキョウ科 ツノレニンジン。

F438キク科 ーモミジガサ， ホソエノアザミ ，ユヴ

ガギタ，タイアザミ ， ノボ ロギク，オニタビラコ， ノ

ゲゾ，ヒ ヨドリバナ z ヒメムカシヨモギ，メタカラコ

ウ。

羊歯f置物

F 18 オシダ科 フクロ シダ。

F22 ウラポシ手4 シケシダ，ベニシダ。

(保土ヶ谷高校生物部 ・高 橋節郎 )
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逗子市 (ZUJ採集植物目録 (IJ

ハキダ メギク 〆j、坪 1981.6.20 

ハノレグョオン 久木 1981.6.20 

7 ツヨイグサ 小坪 1981.6.20

ムラサキツメクサ 新宿 1981.6.20 

ヒメジョオン 新宿 1981. 6. 20 

シマスズメノヒエ 小坪 198L 6. 20 

ヒノレザキツキミソウ 小土平 1981. 6. 20 

コ7 ツヨイグサ イ、坪 1981.6.20

ネズミムギ 逗子 7 リーナ 1981.6.27 

オオ イヌ ノフグリ 逗子 7 1)ーナ 1981.6.27 

7 ツパゼリ 逗子 7 リーナ 1981.6.27 

オランダミ ミナ グサ 逗子 7 リーナ 1981.6.27 

タチイヌ ノフグリ 逗子 7 リーナ 1981.6.27 

カモガヤ 小坪 1981.6. 20 

セイパンモロコシ 逗子 7 リーナ 1981. 6. 26 

へラオオバ コ 逗子 7 リーナ 1981.6.27 

アレチノギク 小坪 1981. 6. 27 

ハナクサキ ビ 桜山 1981.8.14 

ニワゼキショウ 逗子 7 リーナ 1981. 6. 27 

レモンエゴ7 d、坪 1981.6.27 

コアカザノl、坪 1981.6.27

ブタナ久木 1981.7.18 

ウラジロアカザ 小野 1981. 6. 27 

シナガワハギ桜山 1981.6.6 

コメツプウ 7 コヤゾ 桜山 1981.6.6，久木 1981.7.18 

カラクサナズナ 桜山(田越川辺)1981.6.6 

ヒメコパンソウ 桜山 1981.6.6 

ムギクサ新宿 1981.6. 6 

ハルザキヤマガラ γ 沼間 1982.5.9 

アキザキヤ:/-/ロラン六代御前墓袋山 1981.1.29

(山内 好孝)

県立博物館では積物誌のデータ を コy ピ弓ータlζ打 ち

込む時，以下のようにとり決めています (番号はその

優先順位在意味します)。

1979年 l月 1日以降のデ ータ

1 襟本によるもの(当調査会-s文字

2. 他館，個人など ) ー h !I 

3. 文献によるもの ー

4 メモ(野帳)ICよるもの - m 11 

1978年12月31日以前のデータ

5 標本によるもの - Y !I 

6 文献によるもの ー- X /1 

7 メモ ー伝聞などによるもの

(印刷 されていない乙と )- Z !I 

さらに， ζれらのデータをもって分布図を作成した

場合， コンピュ-l'には，それぞれ 1.. 2 0 

3. • 4. • 5 米 6.+ 7. V の記号が用いられ図

示される ζ とになっています。次頁に例を示 します。
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