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発菌類のように膨大なti買物群の国勢調査的。i究を行ちことは， たといそれが災い地方を対象とするも
のでありても ， ([H[人の力を以てしては容易ならぬ仕事である。 しかもこの難若手を 2 ， 3 年とゅう短

期間tこなし遂げられた故沢田兼吉氏の深く広い学識と寸暇も忽せにしない御努力に対しては， 今さ

らながらìl日j院の敬意を表せずにはいられない。
しかしながら，如何に沢田氏の八商六管の学才を以てしても， 細部の専門分野におL 、ては壊瑳な

きを期し難いであろう。 これまで発表された分は，どちらかとゆろと沢同氏をおいて他に適任の人
がない部門であったともいえるが，本篇即ち鋳菌類には斯界の権威平塚直秀博士が居られる。
私l土沢田氏の大部な原稿を初めて手にした時， 誘菌類i-:r是非一度平家博士に哀を通してほしいと

考えた。 それは沢田氏の研究に一層の権威をつけることになると思ったからである。偶々平塚博士
にこのことを御醸したところ，御快諾を得たのである。 しかし博士とても平素極めて御多用のこと

であり，簡単には出来ないものと思っていたところが， 1 ~手もたたない間に細部に渉って校i渇され，

しかも全文をすっかり浄書して御届けいた7乱、た。 この御好意に対してはすこ立感謝あるのみである
が，更に:専土の寛大にして純粋な学問愛に対しては心からの感激を禁じ得ないのである。
ごの御校閲によって沢田氏の研究は一層の光りを放ち，我菌学界， 農林病理学界に大きな貢献な
もたらすことな確信するものであり，沢田氏もまた地下にあってさぞ11町足されていることであろう。

本報上梓に当って一言rolt;!己して平塚博士に感謝の意を表する次第で・ある。
1952~V~21 保護tf.長今関六也
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緒 -Eヨ
銃菌類!は各種出作物，森林樹木知その他の有JIJ干IIC物の主としてその茎~廷をf乏していわゆる銃

病を惹起し大被fr!r:を与える航秒J寄生fiì王子jの u洋である。ととに|寸菌類は純i?W司j寄生l1\ì類に同す

るもので他の多くの主17物袋死物寄生菌類に較べてきわめて微妙な守主関係を千î t__，ーとの生前史

は複雑であれさらにその形態も多和多様であって幾多の学術上興味ある研究品f&1をわれわれ

に提供しー亡央れる。 したがって， I司菌類による植物鋳病治よび、その防除千「止などにも他の植物

寄生病には見られない特殊な事象が認められ，また多くの研究問題を合んでいる。

誘菌類は一般に分類学上鋳薗目 (Uredinales) として取扱われ，/司目は居生鋳菌科 (Melamp

soraceae) むよちて柄生誘菌科 (Pucciniaceae) に分類されているが，とくに菅生誘菌利ーには主

要森林樹木類を侵害する種類がきわめて多い。

わが国にむける鍔直類フロラの研究は伊藤誠 rtt，平塚直秀両博士らによって長年月にわたっ

てなされほとんど完成の域にまで達しているが，とくに東北地方鍔菌フロラについて公けにさ

れたものがない。
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本報文は者~.が約 50 年前盛岡高等農林学校に沿いて山聞こど太郎教疫のもとで研究中主と

して同教長とともに東北地方各地とくに岩手県下i亡命いて採集せる棋Iflti をもととしp さらに

その後加えられた多くの椋品にもとづいてまとめあげたものである。 本報文に列挙せる鍔薗

は失去に示せる主n <, Ti母生誘菌科 (Melampsοraceae) に属する 15 /，同 81 極， 柄生鋳菌科

CPucciniaceae) に Jf;;号する 12 属 172 種ゐよび不完全誘菌類 (Uredinales Imperfecti) に属

する 2 属 30 間，総計 29 属 283 種である。

東北地方所産鋳菌類の種類数

科名 属 名 i 橿類数
Uredinoρ的 5 I 
Milesina 3 

Hyalo戸sora 2 

Pucciniastrum 12 

Melampsoridi捌 4

Jl,felampsorella 1 

Jl,felampsora 14 

Chnoo�sora 1 

P加kopsora 3 

C仰向。rtiμ:m 3 

Chrysomyxa 4 

Colçosρorium 19 
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本稿を草するにあたり，絡kff多大の御助力を仰いだ林業i試験場保護部長今関六也氏，林業試

験場青森支場村井三郎氏，好陪分場長宮崎;jìjilí氏むよびγ;ー一子大学虫学部永井政次教授に対しW.心

より J感謝の意を表する。 (Feb. ， 1950) 
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銃菌目
UREDINALES 

居生録. r'ßî 科
MELAMPSORACEAE 

ブタキニアストラムE科 Pucciniastreae.

Uredinopsis MAu::-,'r;f'. 

1. クジャクシダ誘病菌

Uredinopsis Adianti K且lVIAIWV.

JAOZE \VSKT, KO:¥IAB.OV & TRAL,<ZSCTIEL , F四g. Ross. exョi::::c. no. 278. (1899); SACOAI.wOｭ

Syll. Fung. XVI. 271. (1902); SYDow-MoτlOgr. Ured. II. 492. (1915); HIRA'l'SUTC~-Mem. 

Tottori Agr. ColI. IV. 78. (1936); Melampsorac. Nippon. 138. (1944); ITO-Myc. FI. Jap 

(大日本菌顎誌). II. (2). 6. (1938). 

容主布I[物 クジャグシダ、 (Adi仰向附 ρedatum) の球に寄生。

'11"2 1.fミ地 志手日付。

分 布日本， !i\Hi訴， '(町、f'J， ~，~領沿海州。

2. ミヤマワラビ誘病菌

Uredinopsis filicina (NJESSJ~) MAGNUS 

MAι，}，'us-Attid. Congr. Bot. Int告rnat. Genova (1892). 167 & pI. JX. figs. 1-13. (1893); 

DIW1'EL-Ber. Del日tsch. Bot. G邑s. Xl[[. 330. (1895); SACC.ー1. c. Xl. 230. (1895) ; SYD.ー1. c. 

m. 484. (1915); HIHNrsuKA-!. c. (乱I[em.) IV. 50. (1936); I. c. (Melamp3or旦c.) 136 (1944) ; 

I'1'O -1. c. II. (2). 12. (1938). 

'主主植物 ミヤマワラピ (Phegoρteris ρolypodioides=Dryo戸teris Phegopterisl の奨Jこ寄主。

咋築地岩手山(エド笠)。

分 布日本，判鮮，満洲p 蘇令æ[沿海外]，西比利J川，欧EHo

3. ヒメシグ銃病菌

Uredinopsis hirosakiensis KAi¥IEf et HmATS (1KA , f. 

KA:~IEr-Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. XII. 164. (1932); HmA'rSDKA-!. c. (M号m.) IV. 84. 

(1936); 1. c. (Melampsorac.) 140. (1944); 1'1'0--1. c. II. (2). 15. (1938). 

寄主植物j ヒメシダ(Tldy戸teris μlustris var. pubescens=Dryopteris Thelyρteris) の葉に寄生3

採集地千厩;盛岡;台温泉;矢i隔。

分 布日本，朝鮮， r'd時洲，蘇領沿海州'1。

4. ワラビ鏡病菌

Uredinopsis Kameiana FATJLL 

FAuI，I，ーContrib. Arnold Arboretum, Harvard Univ. XI. 82 & pI. IV. fig. 20 (a-d). (1938); 

HIRATSTJKA-1. c. (Melampsorac.). 137. (1944); KAi¥1.cr-Jour. Facnl. Agr. Hokkaido Imp. 
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Univ. XLVII. 33. (1940). 

守主植物j ワラピ (Ptel'idiz仰何uilinum v訂 jaρonicum) の奨に寄生。

採集地弘前茨島野;滝沢村;寝間;岩木山。

分 ;{r� 臼木，朝鮮， 1削 1-1.北支那，蘇領沿海チl'lo

5. クサソテツ銃病菌

Uredinopsis Struthiopteridis ST�IER. 

S'J'ﾖRMElt-Bot. Notiser (1895). 18. (1895); S.Acc.-1. c. 文IV. 290. (1899); Sy]).ー1. c. 111. 

485. (1915); HmA'l'SUK.A-1. c. (Mem.) lV. 53. (1936); 1. c. (Melampsorac.). 136. (1944); 

I'J'o-1. c. ll. (2). 16. (1938). 

守主植物 グサソテツ (Matteuccia Stl'uthioρtel'is) の葉に寄生。

採集地滝沢村;志和村;須川岳。

分 ;:{ji 日本， {荷洲，蘇領沿海外1，西比利I!E，北米，欧洲。

お1:i1esina MMiXUS 

6. トラノオシダ銃病菌

Milesina Asplenii-incisi (F .AULL) HmNfRuKA , f. 

HIRA'l'SUK.A-1. c. (Mem.). lV. 144. (1936); し c. (Melampsorac.). 151. (1944); I'!'()ー1. c. 

H.. (2). 24. (1938). 

Syn. l".1ilesia Asρlenii-in口!si FAUJ,L. F.\UJ,f, -Contrib. Arnold Arboretum, Harvard Univ. JI. 

30. (1932). 

寄主杭物 トラノオシダ、 (Asþlenium incisum) の葉に寄生。

採集地指lif木村(胆沢郡)。

分 布日本，朝鮮。

7. イノデ銃病菌

Milesina exigua F APLL 

FAULI,-]our. Arnold Arboretum, XII. 219. (1931); HmA'l' f'.UKλー1. c. (Mem.). 1V. 104. 

(1936) ; 1. c. (Melampsorac.). 144. (1944); l'!'()ー1. c. 1I. (2). 40. (1938). 

'{fj主布{î物 イノヂ (Polystichzcm jaþonic間z=P. aculeatum val'. ja戸onicum) の奨に寄生。

採集地岩谷堂ο

分 布 日本，台湾，朝鮮，蘇領沿海l'トl，西上昨日亜，欧測。

8. ミゾシグ鋳病菌

Milesina microspora H lRA'l' SrKA, f. 

HIRATSUKA-Bot. Mag. Tokyo. XL V1IL 43. (1934) ; 1. c. (Melampsorac.). 148. (1944); ITo 

-]. c. 1I. (2). 32. (1938). 

寄主植物 ミゾシダ (Lゆtogramma totta=Dryo�teris afl'icana) の葉に寄生。

採集地弘前百沢;台温泉。

分 布日本，琉球列島。
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Hyalopsora MAn:KI!R 

9. シケシグ5奇病m

Hyalopsora Polypod� (DIE'I'.) M ,\GSUS 

MAGsus-Ber. Deutsch. Bot. Ges. XIX. 582. (1901); TOGASHT & OXUlIIA-BuII. Imp. CoII. 

Agr. & Forestr. Morioka. XVJI. 15. (1934); H WA'l'RUKA-]ap. ]our. Bot JlI. 311. (1927); 

1. c. (Mem.). 1V. 162. (1936); 1. c. (Melampsorac.). 156. (1944); hoー1. c. II. (2). 49. 

(1938) ; SYD.ー1. c. ]1[. 496. (1915). 

Syn. Pucciniastrum Polyρodii D[E'I'EL. DI.ETET,-Hedwigia. XXXVll[. (260). (1899). 

Pucciniastru:m (Thekopsora) Filiclt1河 Dw'rEL. DJE'I' EL-ExGf,. Bot. ]ahrb. XXVII. 567. (1899). 

Hyalopsora Filicum Dm'I'EI ,. DTE'I' Jo:L-ExGJ,. Bot. Jahrb. XXXV]T. 105. (1905); SYD. 

1. c. 111. 498. (1915). 

Hyalopsora AsPlenii.Wichuriae DI .E'l'EI ,. DJE'I'EL-Ann. Myc. VI. 228. (1908); SACC.-I. c. 

XXI. 599. (1912). 

!な七tJ!i物 シケシ〆 (Di戸laziz仰 japonicam) ， ホゾパシケシダ、 (D. Conilii) およびミゾシダ

(Lゅtogrm仰1a totta; の業に寄生。

採集地 Cシケシグ〕黒石野; i謂昌山. (ホゾバシケシダ〕黒石野;水沢町.ドヅシダ〕弘前

百沢;台温泉。

分 布 日本，台湾，印度， [可比利毘，北米， f次洲c

10. イワガネゼンマイ銃府立i

Hyalopsora Yamadana HmA刊

HIRA 'l'SUKλ& UE)IURA-Trans. Tottori Soc. Agr. Sci. 1V. 24. (1932); HIRA'l'SUKA ー1. c. 

(Mem.). IV. 177. (1936); 1. c. (Melampsorac.). 158. (1944); IToー1. c. H. (2). 51. (1938). 

寄主純物 イワガネゼンマイ (Coniogramme il出向的iia=C. fraxinea) の葉に寄生。

:/T: 焦土也 感同;南畠山。

う予 三m 日本。

Thekopsora MAGNCマR.

11. ウワミヅザ、クラ鍔約百i

Thekopsora areolata (Fn..) MAGNC昂.

M.WSUF.-Sitzungsber. d. Ges. Nat. Freunde z. Berlin. (1875) .58. (1875); Hedwigia. 玄IV.

123. (1875); SACC.-l. c. �'II. 764. (1888); S\'l).ー1. c. lli. 459. (1915); HIRAT8GKA-]O:Jr. 

Facul. Agr. Hokkaido Imp. Univ. XXI. 14. (1927); 1. c. (Mem.). 1V. 297. (1936); 1. c. 

(Melampsorac.). 183. (1944); I'l'oー1. c. II. (2). 59. (1938). 

Syn. Sclerotium areolatum FmEs. FRTE日-Syst. Myc. II. 263. (1823). 

Thekopsora Padi Kr,EBAHx. Kr， EBAII).--Jahrb. 羽Tiss. Bot. 玄XXIV. 378. (1900). 

Pucciniast打開 Padi DIETEJ,. DIE'l'EIJ-ExGLEIl-PRA_c,TL. Nat�!. PfIanzenfam. 1. (1). 47. 

(1897). 

寄主杭物 ウワミグザクラ (P仰仰はじ問ya向。)の実に寄生。
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咋 14ミ地 101岩{I市(岩手部)。

うト ギli 日本 i同日，北支那，カムチヤヅカ，西比利亜，欧洲，西印度訪足。

12. ヨヴベムグラ鍔病菌

'fhekopsora guttata (Sclmﾖ'I'.) SYl川\\'.

SY1).-1. c. Il[. 467. (1915); HmA'fRUI王A-1. c. (Mem.). IV. 320. (1936); 1. c. (Melamp. 

sorac.). 187. (1944); l'ro-l. c. 1I. (2). 69. (1938). 

Syn. Melamρsora guttata SCTTRﾖTElt. SCHRﾖ'l'ER-Abh. Schles. Ges. vat邑r1. Cult. Abt. f. 

Naturw. (1869/ 72). 26. (1872). 

T hekopsora Galii DE TO'.�:. SλιC.ー1. c. ¥1I. 765. (1888). 

Pucciniastrum Galii FrRCITIうR. FrsιHEB-Ured. Schw. 471. (1904). 

三市=主植物 ヨツバムグラ (Galil側 trachy~ρermICm) の葉に寄生。

採集地胤1"iL

分 イ/i 日本， f;îJ l鮮， ì高洲，若葉領沿海ナト]，西比利亜，欧洲a

13. ハナヒリノキ鍔抗菌

Thekopsora hakkodensis I'l'(l et HmA~'8UKA ， f. 

HmAnmKA-]our. Facul. Agr. Hokkaido Imp. Univ. XXI. 21. (1927); 1. c. (Mem.). IV. 

305. (1936); 1. c. (Melampsorac.). 184. (1944); TOGA呂田 & OXUMA-l. c. XYj[. 17. (1934) : 

I'i'o-l. c. rr. (2). 62. (1938). 

:;，j主f[在物 ノ\ナヒリノキ (Lellcothoe Grayana var. intermedia) の奨に寄生。

J来集地早池峯山。

分 イli 日本。

]4. ウラジロヨウラク鋳利:M

Thekopsora Menziesiae HUU'l'UKA , f. 

HIlは'l'WKA-1. c. (]our.). XXI. 22. (1927); 1. c. (Mem.). IV. 292. (1936); 1. c. (Melamp. 

sorac.). 182. (1944); TOCUSJlI & O);UMλー1. c. xy rr. 17. (1934); ITO ー1. c. 11. (2). 63. 

(1938) . 

df手主中[!c肋ry '7ラジロヨウラク (Menziesia cilicalyx var. 1nultiflora) の奨に寄生3

J求集地イII[岩陣(岩手郡)。

分 イli 日本。

15. アカネ鋳病菌

Thekopsora Rubiae KmIAROY. 

]ACZEWSKI, NOnIAROV & TRAXZSCHELー1. c. no. 328. (1899) ; Kけ}IARoV-Hedwigia， XX玄IX.

(128). (1900); SACC.ー1. c. xvr. 321(1902); SYD.-l. c. JTI. 465. (1915); Hu:λT6UKA-1. c. 

(Mem.). 1¥'. 317. (1936); 1. c. (Melampsorac.). 186. (1944); ITo-1. c. 1I. (2).70. (1938). 

Syn. Uredo Rubiae DIETEL. DIETEL-ExGL. Bot. Jahrb. XXV1II. 290. (1900). 

寄主杭物 アカネ (Rubia Akane=R. cordifolia var. Mungista) の葵に寄生。

探集地?tk問。
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分 布目木， J;OJf.@，削Ð+L こIヒ支部，蘇領沿海洲ο

16. クマコケモモff.ß高是正j

Thekopsora sparsa (Wn¥'l'.) MAl.:'¥us. 

MAGSFB-Dalla Torre & Sarnth. FI. Tirol. lTI. 118. (1905); SYD. -1. c. m. 464. (1915); 

HmATRuKA-1. c. (Jour.) XXI. 24. (1927); 1. c. (Mem.). IV. 286. (1936); し c. (Melampｭ

sorac.). 181. (1944); TO(lλ日HT & OxulIrλ 1. c. XVJI. 17. (1934); 1'1' 0 ー1. c. H. (2). 61. 

(1938). 

Syn. Melanψsora sρarsa 羽TIX~'E Il.. WT:'¥'l'lm-Pilze Deutsch1. 1. 245. (1881); SACG.-1. c. 

¥U. 593. (1888). 

Pucciniastrum s)うarsum FTRClIEI{. FXRCJlBR ー1. c. 469. (1904). 

工程主1'il'[物 クマゴケモモ (Arctous jaρoniws) の:Wlに寄生。

採集地早j自主芸山。

分 布日本，北米，氏、洲n

17. ホツツジ鋳病菌

Thekopsora Tripetaleiae HWA'!'SUK,\, f. 

HrRA'l'RUKAー]. c. (]our.). XXr. 23. (1927); 1. c. (Mem.). lV. 290. (1936); 1. c. (Melampｭ

sorac.). 181. (1944); TOG人呂田 & OXUlIL¥.-1. c. xvrr. 18. (1934); 1'1'0ー1. c. 11. (2). 64. 

1938. 

Syn. Uredo TriPetaleiae DU;'l'lèl~. DrE']'j<:r,-Ann. Myc. 刃]. 85. (1914); SACC.-l. c. XXI[[. 

926. (1925); SYD. 一一]. c. TV. 440. (1924). 

~/，f 主1'11'[物j モヤマホヅヅジ (Triρetaleia bracteata) ，ホツツジ (T. 仰向iculata) の葉に寄生p

採集地 〔ミヤマホツツジ〕早池峯山; i!ll岩~市岩手山，須川岳;岩木Ij~o Cホツツジ〕南昌山;

岩手山;合温泉;待浜付。

分布日本。

18. コケモモ銭的1'tî

Thekopsora VacciniorulU K.\B何'l' E::\.

KAH.I3'i'EK-Myc. Fenn. IV. 58. (1819); H mA'CSUKA-1. c. (1ollr.). XXL 20. (1927); 1. c. 

(Mem.). IV. 325. (1936); 1. c. (Melampsorac.). 184. (1944); 1'1'0-1. c. 11. (2). 67. (1938). 

宅if~ì:植物 コケモモ (Vaccinium Vitis-Idaea) の葉に寄生。

採集地八甲田山c

分 布 日本，朝鮮，カムチヤツカ，西比利亜，北米，欧洲。

Pucciniastrum ﾜTTH. 

19. キンミヅヒキ鍔病菌

PucdniastrulU _Agrimoniae (DrET.) THANZSCHE!,. 

TR.AKZSCHEL-Script. Bot. Hort. Univ. Petropol. IV. 301. (1895); SYD.-]. c. TII. 446. 

(1915); HmATsuKA-1. c. (Jour.). XXI. 86. (1927); 1. c. (lVIem.). lV. 231. (1936); ]. c. 
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(Melampsorac.). 167. (1944); I '1'o~ l. c. rr. (2).84. (1938). 

Syn. Thekoρsora Agrimoniae DJE'l'EL. Df1，'1'l汀，-Hedwigia， XXIX. 152. (1890). 

Pucciniastru1I'l Agri押wniae HIRA'L'Sl:KA. HmA'l'SUKA (Naoharu) -Bot. Mag. Tokyo. X1I. 30. 

(1896). 

~~J:主植物 キン君、グヒキ (Agrimonia 戸ilosa var. ja抑制'ca) の奨に寄生。

採集池 秋田市;飯岡村;盛岡;玉山村;志和村;煙山村;黒石野;滝沢村;青森県碇ケ関門

分 布 日本，朝鮮，台湾，満洲，北支那，印度，西比利亜，北米，欧洲，アフリカ，南米。

20. アカソ鍔約百j

Pucciniastrum Boehmeriae Sy])\)\\,. 

SYD.-Ann. Myc. 1. 19. (1903); 1. c. (Monogr.). ]1[. 450. (1915); HmA'J'suKA-J. c. 

(]our.). XXI. 94. (1927); 1. c. (Mem.). lV. 242. (1936); 1. c. (Melampsorac.). 170: (1944); 

ITo-1. c. lf. (2). 82. (1938). 

Syロ. Uredo (Pucciniastrum?) Boell1mriae DIE'1'EL. D[E'l'Ef,-ExGL Bot. Jahrb. XXVlIl. 290. 

(1900) 

:~)~セ植物 アカソ (Boehmeria tricus戸is) の業に寄生c

J宋 it 地釜石;玉山村;台温泉;志和村。

分 布 日本，フイリ γ ピン諸島，東印度諸島c

21. クリ銃病fiî

Pucciniastrllm Castaneae Dietel. 

DIE'I'U, -Hedwjgia. XLl. (178). (1902); SACG.ー1. c. xvrr. 401. (1905); SYD.-J. c. nr. 

453. (1915); Hm.\'l可SUKA-1. c. (]our.). XXI. 96. (1927); 1. c. (Mem.). lV. 273. (1936); 

1. c. (Melampsorac.). 176. (1944); 1'1'0ー1. c. 1I. (2).80. (1938). 

省主植物 クリ (Castanea crenata) の葉に寄生。

採集地滝沢村;築川村;姉体村。

分 布 日本，台湾，朝鮮，乏那大陸，フイリツピン諸島，印度。

22. ヤマボウシ鍔病立i

Pucciniastrum Corni DJ日EL.

DIE'rEl,-ExGL. Bot. Jahrb. XXXIV. 587. (1905); SAιC.- XXI. 733. (1912); SYn.-J. c. 

111. 451. (1915); HIRNJ'f'UKA-J. c. (]our.). XXI. 72. (1927); 1. c. (Mem.). IV. 266. (1936) ; 

1. c. (Melampsorac.). 173. (1944); 1'1'0-1. c. n. (2). 98. (1938). 

寄主布1'[物 ヤマボウシ (Cynoxylon ja戸onica=Cornus Kousa) の棄に寄生。

採集地滝沢村玉山村;久慈;湯本村。

分 布日本。

23. ハシパミ鋳病菌

Pucciniastrum Coryli KO)IAllOY. 

JACZEWSKI, KO~L担0γ & T1しむ，ZSCHELー1. c. no. 276. (1899); KmI皿ov-Hedwigia. X:玄XIX.

(125). (1900); SACC.-1. c. XVl. 320. (1902); SYD.-l. c. m. 454. (1915); HIRATSUKA-1. 
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c. (Jour.). XXI. 97. (1927); 1. c. (Mem.). IV. 240. (1936); 1. c. (Melampsorac.). 169.(1944); 

1To-1. c. n. (2). 79. (1938). 

ご主主植物 ノ、シバヨ (Corylus heterophylla var. ja仰向ica) およびY ノハシバミ (C. Sieboldiana) 

の主主に寄生。

J来集地 〔ハシバワ玉山村松屋敷;岩手山。〔ツノノ、シ，ペミ〕滝沢村;南畠山，箱ケ峯;盛岡，

玉山村;鶴音村。

分 イjî 日本，朝鮮，満洲，蘇領沿海外L ゴ{カサス， f'[l度。

24. イワアカパナ銃病菌

Pucciniastrum Epilobii O'l"l'll. 

O'l"l'H-Mitteil. Naturforsch. Ges. Bern. (1861). 72. (1861); SACじ.ー1. c. VU. 762. (1888); 

SYD. ー1. c. m. 444. (1915); HmA'1'SUKA-1. c. (Jour.). XXI. 76. (1927); 1. c. (Melampsorac.). 

176. (1944); 1'1' 0ー1. c. JI. (2). 95. (1938). 

1主主植物 イワアカパナ (Eρilobium ceρ加lostigJ仰)の業および茎に寄生。

咋集地甲子村(上閉伊郡)。

分 布 日本，朝鮮，樺太，千島列島，西比'flj l!li ，北米，欧骨H。

25. フぜナ鍔病菌

Pucciniastrum Fagi Y.A}[AUA 

HmA吐、日UKA-Bot. Mag. Tokyo. XLIV. 280. (1930); 1. c. (Mem.). lY. 242. (1936); 1. c. 

(Melampsorac.). 169. (1944); 1TOー1. c. 11. (2). 81. (1938). 

f公主植物 プナ (Fagus crenata) の葉に寄生。

搾~地雨畠山;箱ケ峯;台視泉。

分 布日本。

26. ツルアヂサイ銃病菌

Pucch'liastrum Hydrangeae-petiolaridis Hw  A'J'円UKA ， f. 

HmA'幻，ヨT自UKλ 1. c. (σJouぽr乙吋.)ト x叉I仁. 2幻7. (1凶92幻7) ; 1. c. (σM必巴m.)ト. 1百V. 245. (ο19邸36め) ; 1. c. (休M化elamp-

sorac.). 171. (1944); 1 

1官f主布杭f江[物 ヅルアヂサイ (Hy，μdr問G仰n昭』ぽ:ge叩a tμ昭tμiola昨f山iゐs va訂r. ovalifolia) の奨に寄生。

採集地感岡;八円1悶山;須川島。

分 布台湾，巨木，樺太。

27. リョウプ誘病菌

Pucciniastrum Kusanoi DIE'l'EL. 

DIETEL-ElìGr,. Bot. Jahrb. XX玄JI. 629. (1903); SACC.ー1. c. XVII. 401. (1905); Sìll.ー1.

c. JII. 450. (1915); HIRATSUKA-1. c. (Jour.). XXI. 72. (1927); 1. c. (Mem.). 1¥. 267. 

(1936); 1. c. (Melampsorac.). 173. (1944); ITO-1. c. JI. (2).98. (1938). 

寄主植物 リヨウプ (Clethra barbinervis) の葉に寄生。

採集地南昌山n
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分 布日本。

28. キジムシロ鍔病菌

Pucciniastrum Potentillae KOMAHOV. 

]ACZ巴W円In， KOl¥1AROV & TR日ZSCHELー1. c. no. 327. (1899); Ko丸山ov-Hedwigia.

XXXIX. (129). (1900); SACC.-1. c. 玄V1. 319. (1902); SYD. -1. C. J1I. 449. (1915); HTRA' 

TSUKA-1. c. (Jour.). XXI. 91. (1927); 1. c. (Mem.). JV. 240. (1936); 1. c. (M丑lampsorac.) . 

168. (1944); IToー1. c. rr. (2). 87. (1938). 

寄主;j'i[I物 キジムシロ (Potentilla fragarioides var. Sprengeliana) , ミツバヅチグリ (P. 

F何yniana) ，ヒメヘピイチプ (P. centigrana) の葉に寄生。

J弔 uミ地 〔キジムシロ〕小野怒。〔さ Y バッチグリ〉盛岡;大迫;煙山村;茨島野;南昌山;早

池峯山。〔ヒメヘピイチヲ〕姉休付;盛岡。

分 布 日本，樺太，朝鮮，満百IL カムチヤヅカ，北米，東印度諸島。

29. マルパノイチヤクソウ鋳病菌

Pucciniastrum Pyrolae (KA RI'T.) SCImδTER. 

SCHRﾖTER-]ahresber. Schles. Ges. f. vaterl. Kult. LVTII. 167. (1880); SyナD. ー1. c. llI. 455. 

(1915) ; HmNr問KAー1. c. (Jo日r.). XXI. 28. (1927); 1. c. (Mem.). lV. 219. (1936); 1. c. 

(Melampsorac.). 166. (1944); ITo-1. c. II. (2). 100. (1938). 

Syn. ThellOpsora Pyrolae KAR胃TEX， KARS'l'Ex-Myc. Fenn. JV. 59. (1879); SACC. ー1. c. ¥1T. 

866. (1888). 

寄主杭物 マルパノイチヤクゾウ (Pirola media) の奨に寄生。

採集地岩手山。

分 布 日本，樺太，千島列岳，台湾，朝鮮，蘇領t合海チ1'1，西比利亜，カムチヤツカ，北米，

欧V+I，グリ{シランド。

30. エゴノキ銃病菌

Pucciniastrum Styracinum HmA'l'RuKA. 

HmATSUKA (Naoharu)-Bot. Mag. Tokyo. XII. 31. (1898); SACC.-1. c. XVI. 319. (1902); 

SYD.-1. c. J1I. 451. (1915); HmλT胃UKA-1. c. (Jour.). 叉XI. 67. (1927); 1. c. (Mem.). lV. 

269. (1935); 1. c. (Melampsorac.). 174. (194'0; ITo-1. c. rr. (2). 101. (1938). 

守主布1'(物 エプノキ (Styrax japonicum) ，ハグウンボク (S. Obassia) の葉に寄生。

採集地 〔エプノキ〕花巻;盛岡;湯本村;滝沢村のひ、グウシボグ〉滝沢村;厨川村;南昌山。

分 :;(f� 白木，台湾、。

Melampsoridium KLEBAID二

31. ヒメヤシヤプシ鋳病菌

Melampsaridium Alni (TuU)[.) DmTEL. 

DIETEL-EXGI，.，PRA~->j'r.. Nat�l. Pflanzenfam. 1. (1). 551. (1900); SACO. ー1. c. XXI. 

605. (1912); SYD.-1. c. 1lI. 430. (1915); HlRATSUKAー1. c. (Jour.). XXI. 7. (1927); 1. c. 
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(Mem.) IV. 181. (1936); 1. c. (Melampsorac.). 160. (1944); 1'1' 0 ー1. c. IL (2). 106. (1938) . 

Syn. Melm坤sOra Alni TnulImx. TllUiVIEN-Bull. Soc. 1mp. Nat. Moscou. Lm. 226. (1878). 

Melmゆsoridit開 Alni-pendulae Hm川、日UKA ， f. HmATf'UKA-1. c. (lour.). XX1. 8. (1927). 

守主植物 ヒメヤシャプシ (Alnus 仰zdula) ， ミヤマハンノキ (A. Maximowiczii) の葉に寄生。

採集地 〔ヒメヤシャプシ〕南畠山;岩手山;箱ケ峯;台温泉;志和村;西山村。 c ミヤマ円ン

ノキ〕場木山。

分 布日本，樺太，朝鮮，西Jt利亜。

32. グケカンパ銃約i~î

Melampsoridium betulinum (DESi¥I.) KL゚ IlAlJ);. 

KIﾆDAHK-Zeits. f. PfIanzenkr. lX. 22. (1899); SACC.-l. c. XVJ[. 464. (1905); SYD.-

1. c. J[[. 425. (1915); HmA'1'sUKA-1. c. (Mem.). lV. 185. (1936); 1. c. (Melampsorac.). 161. 

(1944); 1'1'0ー1. c. II. (2). 110. (1938). 

Syn. MelamρsOra betulina D゚s�Azmn゚s. Drès~IAzmREs-PI. Crypt. no. 2047. (1850). 

Mela例ρsoridium Betulae AR'l'IlUl!. AR'l'HUH-N. Amer. Fl. �'Il. 110. (1907); TOGASHI & 

OXD:¥IA-Bull. Imp. Coll. Agr. & Forestr. Morioka. XVII. 16. (1934). 

寄主布![物 グケカンバ (Betnla E門即日ii var. communis) ，ウグイカンバ (B. Maximowiczii) , 

シラカンパ (B. Tauschii) の禁に寄生。

咋集地 〔グケカシバ〕岩手山;五紫山。〔ウダ、イカンバ〕感岡。〔シラカンバJ lW\米村。

分 布 日本，樺太，千Ef列店i，カムチヤヅカ，西比利照，欧掛f.I，北米

33. アカシデ鍔病的

Melampsoridium Carpini (FUUK.) Dr凹EL.

DIPl'EL-EXGI.. , PARXTL. Natlirl. Pflanzenfam. 1. (1). 551. (1900); SACC.-l. c. XXI. 

605. (1912); SYD.-l. c. lli. 428. (1915); H四日間IC\-l. c. (Mem.). JV. 192. (1936); 1. c. 

(Melampsorac.). 162. (1944); 1'1' 0ー1. c. 11. (2). 111. (1938). 

Syn. Melam�sora Car，戸ini FUCKßf,. FUCKEI,-Symb. Myc. 44. (1869); SACC.ー1. c. Vll. 593. 

(1888). 

マ:f:=tN[物 アカシデ (Carρinus laxiflora) の奨に寄生。

探集地早池峯山。

分 布日本，台湾， ßk掛1-1.北米。

34. ケヤマハンノキ鋳病菌

Melampsoridium Hirati'mka'l1um lTo. 

HmATsuKA-1. c. (Jour.). X玄1. 9. (1927); 1. c. (Mem.). IV. 194. (1936); 1. c. (Melampｭ

sorac.). 159. (1944); IToー1. c. 1I. (2). 108. (1938). 

Syn. Melam�sora Al臼i (non THUl¥IEX). HmATsUKA (Naoharu)-Bot. Mag. Tokyo. Xl. 46. 

(1897). 

寄主植物 ケヤマハンノキ (Alnus tinctoria var. velutina) の葉に寄生。

採集地鷲宿。
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分 布 日本，樺太，千島列島，朝鮮， ì削+\，蘇領沿海洲，西比利_iffi，欧VH，北米。

乱1:elampsorella Schr�tr. 

35. モミヲく狗巣病WA

MelampsoreUa Caryophyllacearum SCHI{ﾖ'l'Ell. 

SCrIHﾖTEB.-Hedwigia. X1IL 85. (1874); SYD. -]. c. lIL 433. (ο191日5); Hm民t

仰f白色m.). I百V. 20泥2. (1936); し c. (Melampsorac.). 162.(1944); ho-1. c. rr. (2).74. (1938). 

Syn. Aecidium elatinurn ALDElt'rrl¥I et SCHWEIXITZ. Ar，BEwrr文1 & SCHwm::..l'1' z ーConsp.

Fung. Nisk. 121. (1805). 

lVfelam}うsorella Cerωtii 羽T(X'l' EK WC，~1'EH-Hedwigia. XIX. 56. (1880). 

守主航物 モさ (Abies firma) の楽に寄生。

採集地平泉中尊寺。

分 布日本，樺太，朝鮮，西比利jjji_ ，欧洲，北米。

メラムブソラEお Melampsoreae.

Melampsora CAS'J'AGXE. 

30. ミヤマヤナギ誘病菌

Melampsora arctica Ros'l'){[;]'. 

ROS'l'RUP-Medd. Gr�land. 1ll. 535. (1888); SACC.-1. c. Yll. 595. (1888); SYD.-1. c. 11[. 

367. (1914); HmA'1'SUKA-1. c. (Melampsorac.). 198. (19-!4); 1'1'0'-]. c. II. (2) .123. (1938). 

寄主植物 ミヤマヤナギ (Salix Reinii) の集に寄生。

持:1)ミ地岩手山。

分 布 日本，千島列島，刀ムチヤツカ，欧洲，北米 y リ{ンランド。

37. タチヤナギ銭病菌

Melampsora Chelidonii-Pierotii MA'1'Smro'l'o. 

MATSUi¥W 'l'O -Bot. Mag. To:-cyo. XL. 46. (1926); Hm.¥'J'suKA -1. c. (Melampsorac.). 195. 

(1944) ; 1'1' 0ー1. c. J[. (2). 118. (1938). 

守主杭物 タチ"7ナギ (Salix triandra var. ni仲onica) の葉に寄生。

J弔集地川叉;盛岡。

分 布日本c

38. シダレヤナギ鋳病菌

Melampsora coleosporioides DrW1'EL. 

DIETEL-EXGL. Bot. Jahrb. XXXlI. 50. (1902); S.WC.-1. c. XV江. 265. (1905); SYD.-1. c. 

11[, 367. (1914); HIRATSUKA-l. c. (Melampsorac.). 198. (19,14); 1'1'0-]. c. J[. (2). 198. 

(1938) . 

寄主植物 シダレヤナギ (Salix babylonica) の葉に寄生。
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採集地盛岡;黒沢尻。

分 布日本，台湾，北支那。

39. タカトウグイ鋳病問

Melampsora Ellphorbiae-dulcis OT'l'Il. 

O'l'TIl-Mitteil. Naturforsch. Ges. Bern. (1868). 70. (1869); HWATsuKA-l. c. (Melamp. 

sorac.). 191. (1944) i SACC.ー1. c. JX. 296. (1891); SYD.-1. c. JI[. 380. (1914); ITOー1. c. 

II. (2). 130. (1938). 

寄主柏物 タカトウダイ (EuPllOrbia 戸ekinensis var. Onoei) ，ナットウ〆イ (E. Sieboldiana) 

の奨に寄生。

掠:築地 〔タカトウ〆イ〕盛岡(上国) ;浅岸付，千百ヶ峯;柳沢村。〔ナットウグイ〕黒石野;~

神山;待浜村;鮫;南畠山。

分 布 白木，朝鮮，満洲，北支那，西比利珂，欧掛H。

40. イヌコリヤナギ銭的菌

Melampsora humilis D IE'l'EI,. 

DIEn;I~-ENGJ，. Bot. Jahrb. XXXII. 50. (1902); SACC.--l. c. XVJI. 265. (1905); SYD.ー1.

c. J[[. 368. (1914); H mA'1'SUYA-1. c. (Melampsorac.). 199. (1944); I'l'oー1. c. II. (2). 1922. 

(1938). 

守主植物 イヌコリヤナギ (Salix integra) の葉に寄生。

採集地盛岡;茨島野;黒石野;煙山村。

分 布日本。

41. オトギリソウ鋳的立i

Melampsora Hypericorum SCJIltﾖ'l'Elt. 

SCHUﾖTElt-Abh. Schles. Ges. vaterl. Cult. Abt. f. Naturw. Med. (1869-72). 26. (1872); 

HmATsuKA-1. c. (Melampsorac.). 192. (1944); h' oー1. c. II. (2). 132. (1938); SλCC.ー1. c. 

1宜. 591. (1888). 

Syn. Melamρsora Hypericorum WIN'l'ER. W町山H-Pilze Deutschl. 1. 241. (1884); SYD.-

1. c. JT[. 384. (1914). 

こよ7主植物 オトギリソウ (Hypericum erecf抑n var. typicum) の業に寄生。

採集地盛岡;箱ケ峯;八甲田山;甲子村(上閉伊郡)

分 ギri 日木，台湾、，樺太，千島列島，朝鮮，満洲，印度，欧洲。

42. トモヱソウ鍔病菌

Melampsora 区usanoi DrETEI,. 

DEITEL-ENGI,. Bot. Jahrb. xx玄VII. 104. (1905); SACC.-l. c. XXI. 601. (1912); SYD. 

1. c. ill. 386. (1914); HmA'1'SUKA-1. c. (Melampsorac.). 193. (1944); 1'1' 0ー1. c. II. (2). 

134. (1938). 

守主植物 トモエソウ (Hypericl仰 Ascyron) の葉に寄生。
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採集地築)11~;;Jo 

分 布 日本，樺太，千島列島，台湾，執鮮， 11抑H，西比利車。

43. ヤマネコヤナギ鋳病的

Melampsora Larici-Capraearum KLEIl.AJl1¥. 

Kr"EBAHN-Forstl. Naturw. Zeitschr. VI. 467. (1897); SYD.-1. c. 11I. 353. (1915); HmA'f日UKA

-1. c. (Melampsorac.). 196. (1944); l'foー1. c. II. (2). 120. (1938). 

寄主植物 ヤマネコヤナギ (Salix Bakko) の葉に寄生。

採集地滝沢村;築川村;浅岸村;鉛温泉;台温泉。

分 布日木，樺太，朝鮮，ヒマラヤ，欧洲。

44. ヱゾカワヤナギ鋳病菌

Melampsora Larici-epitea Kr,EBAlIx. 

Kr,EBAH]','-Zeits. f. Pflanzenkr. lX. 88. (1899); SYD.-1. c. 11[, 355. (1914); HIRATSUKA 

---1. c. (Melampsorac.). 197. (1944); 1TOー1. c. 江. (2). 124. (1938). 

Syn. Melamρsora Larici-Miyabeana MTYλHE et MA'l'SUi.¥IO'1'O. MA'I明U}W'1'O-Trans. Sapporo 

Nat. Hist. Soc. VI. 31. (1915). 

=-tf主杭物 エヅカワヤナギ (Salix Miyabea仰)の葉に寄生。

持集地滝沢村平笹;盛岡。

分 布 日本，樺太，台湾，朝鮮， i商洲，西比利iffi ，カムチヤヅカ， r灯 H。

45. セイヨウハコヤナギ鋳病菌

Melampsora Larici-populina KLEBAlIX.-

KLEDAI-IX-Zeits. f. Pflanzenkr. XII. 43. (1902); SYb.-1. c. m. 346. (1914); HW.A'fSUKA 

-1. c. (Melampsorac.). 201. (1944); 1'1'0 ー1. c. n. (2). 116. (1938). 

:主主布{(物 セイヨウハコヤナギ (Populus nigra var. italica) の葉に寄生。

搾集地盛岡(岩山)。

分 布 日本，樺太，朝鮮， 1可洲，北支那，西比利用f，欧訓.10

46. オオパヤナギ鋳病菌

Melampsora Larici-Urbaniana MATsmroTo. 

MA'1'SUMO'fo-Ann. Missouri Bot. Gard. ¥1. 311. (1919); Hm川下UKA-1. c. (Melampsorac.). 

194. (1944); 1 '1' 0 ー1. c. II. (2). 126. (1938). 

寄主植物 オオバヤナギ (Toisusu Urbania担。)の葉に寄生。

採集地鷺宿;盛岡。

分 布日本。

47. アマ鋳病菌

Melampsora Lini (EJ-IHEKB.) LEYElI"LE. 

LEVEII,LE-Ann. Sci Nat. (11[). 国. 376. (1847); SYb.-l. c. m. 381. (1914); 1'1'0-1. c. 
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(11elall1psorac.). 190. (1944). 

Syn. 1凡Mゐelμα仰ηm叩O何sO由P叩.官a lμf抑仰1)μう勾er，灯どdι PAr，i\I孔L PAl 

c. XXTI川11. 8回33. (ο19但25め) ; f町Ill~ A'1'S飢町UK玉A 一Tran田s. Sa叩pp卯oro Nat. Hist. Soc. X. 12. (1928); 1'1'0 -1. c. 

][. (2). 128. (1938). 

得主植物 アマ (Linum usitatissil抑制官)の茎薬に寄生。

J宋築地廃岡(八幡森)。

うト 布全世界む

48. ハコヤナギ鍔抗菌

Melampsora Magnusiana WAl:XEIL 

WAUKJm-Oesterr. Bot. Zeit. XLn. 273. (1896); SVJ). -]. C. 11[. 341. (口19旧14針); Hm比t

一1. c. (似11e制elam百lp戸S口訂ra氏c.ω.). 20ωO. (ο19叫44剣) ;パI'I'、0-1. c. J江1.(∞2幻). 11お5. (ο19回38め).

~~f主植物 ハゴヤナギ (POρulus Sieboldii) の葉に寄生。

J宗 J集地 黒石野，感岡; ~奈川村;南昌山;浅岸村;山岸付;待浜村;福岡町;滝沢村。

分 布 日本，朝鮮，カムチヤツカ，満洲，欧がH。

49. タチヤナギ鋳病正i

Melampsora microsora Dm'l'Ef" 

DT1ô'l']<)],-ENGI" Bot. ]ahrb. XXXll. 50. (1903); SACC. ー1. c. XVII. 265. (19り5); SYJJ. ー1. c. 

111. 368. (1914); Hn印刷KA-l. c. (11elampsorac.). 196. (1944); ，1'1'0 ー1. c. ll. (2). 121. 

(1938). 

~Zf ~ì~植物 タチヤナギ• (Salix triandra var. ni仲onica) の奨に寄生。

J宋築地 盛岡(岩山) ;本宮村;中野村;浅岸付;徳田村;米内村;久慈。

分 布日本。

Chnoopsora Dr町EL.

50. ミヤマカタパミ録的菌

Chnoopsora Itoana HmA叩UKA ， f. 

HTltNJ'WKA-]ap. Jo~r. Bot. ]1[, 297. (1927). 

Syn. Melampsorella Itoana 1'1'0 et HO~rl\IA. 1'1'0 & HOllIlIIAーTrans. Sapporo Nat. Hist. Soc. 

XV. 116. (1938); HmATsuKAー1. c. (Melampsorac.). 164. (1944); I'l'o ー1. c. JI. (2). 77. 

(1938) . 

寄主植物 ミヤマカタバミ (Oxalis acetosella var. ja.ρonica) の葉に寄生。

採集地仙岩11醇(岩手郡) ;国見峠;橋場;羽黒山。

分 布 日本，台湾，樺太，支那大陸，蘇領沿海州。
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フアコプソラE科 Phakopsoreae. 

Phakop8ora Dn三~'EL.

51. ツタ銃病菌

Phakopsora Ampelopsidis DIETEL et SYlJow. 

DIETEL -Hedwigia. XXXvlI. 217. (1898); Hnu'fsUKA (Naoharu) ~Bot. Mag. Tokyo. XIV. 

89. (1900); SλιC.~1. c. XlV. 289. (1899); SY]).~1. c. m. 412. (1914); Hm，\'l'SUKA~Bot. 

Mag. Tokyo. XLlX. 857. (1935); 1. c. (Melampsorac.). 2J5. (1944); 1'1'0 ー1. c. JI. (2). 144. 

(1938). 

Syn. Phako�sora Vitis SYDOW. SYD.-H邑dwigia. XXX�ll. (141). (1899); 1. c. (Monogr.). 

1l1. 410. (1914); SACC.~1. c. XVI. 271. (1902). 

寄主植物 ノプドウ (Ameloρsis breviρedunculata var. Maximowiczii=A. heteroþhylla) ， ツタ

(Parthenocissus Thunbergii) ， ヤマブドウ (Vitis am陀nsis var. Coignetii) および

プドウ (V. vinifera) の業に寄生。

採集地 〔ノブドウ〕弘前，盛岡。〔ツタ J; 雌両;平泉;黒石野;茨島野。〔ヤマプドウ〕弘前。

〔プドウ〕中野村;盛岡。

分 布 日本，台湾，朝鮮，支那大陸，ブイリツピン諸島p 北米，南米，沼印度諸島。

52. ヨモギ銃病菌

Phakopsora Artemisiae HmATSUKA , f. 

HIRA'fSUKA~Jap. JO:Jr. Bot. m. 298. (1927); Bot. Mag. Tokyo. XLIX. 854. (1935); 1. c 

(Melampsorac.). 207. (1944); 1TO~1. c. JT. (2). 146. (1938). 

Syn. Phalco�rora circumvallata SAWADA. SλWADA-D号script. Cat. Formosan Fung. V. 49. 

(1931) . 

Phakopsora Artemisiae-jaρonicae TRASZSCHEL. TR心，ZSCHEJJ~Conspêct. U訶. URSS. 380. 

(1939) . 

寄主*íI(物 ヨモギ (Artemisia dubia) の葉に寄生。

採集地擁岡。

分 布 日本，朝鮮，台湾，支那大陸，満古川。

53. アワプキ鋳病菌

Phakopsora Meliosmae Ku日ANO.

KUSASO~Bot. Mag. Tokyo. Xvill. 148. (1904); SACC.~1. c. XXI. 408. (1912); Sy寸).，-1. c. 

JlI. 414. (1914); HmA'fSUKA~Bot. Mag. Tokyo. XLIX. 857. (1935); 1. c. (Melampsorac.). 

205. (1944); 1TOー1. c. 1[. (2). 143. (1938). 

寄主植物 アワプキ (Meliosma myriantha) の葉に寄生。

J来集地滝沢村;滝沢山。

分 .布 日木，台椅，フイリ Y ヒ・ン諸島，支那犬陸。
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タロナムテイムE科 Cronartieae.

Cronartium FRlE日.

54. シャクヤク鋳病菌

Cronartium f1accidum (Arﾆ. et Schw.) Wn¥"1'ER. 

WI.KT.ER-Pilze Deutschl. 1. 236. (1881); SACC.-l. c. Vll. 598. (1888); S，，"Tl.ー1. c. Jll.. 

560. (1915); HlRAT日UKA-l. c. (Melampsorac.). 213. (1944); h'oー1. c. n. (2). 154. (1938). 

Syn. Sρhaeria flaccida ALBERTINJ et SCHWEINITZ. 

Ar.BERTlSI & ScrnvEINI~.'Z一Consp. Fung. Nisk. 31. (1805). 

寄主植物 シヤグヤグ (Paeonia albiflora var. trichocarpa) およびボタン (Paeonia suffru-

ticosa) の葉に寄生。

採集地 〔シャクヤク〕中野村，盛岡。〔ボタン) I，i~岡。

分 布日本，朝鮮， 11高l測し西比利亜，欧洲。

55. シオカ、、マギク鍔病菌

Cronartium kamtschaticum JR.日AD.

JR.STAD-Skrift. utgitt av Det Norske Vid巴nskaps-Akad. i Oslo. I. M抗告m.-Naturv. KI. 

lX. 27. (1934); HmATsuKAー1. c. (Melampsorac.). 214_ (1944); 1TO-1. c_ 11. (2). 158. 

(1938). 

Syn. Periden叩ium kurilense DIETEI.. DIETEI.-HNGL. Bot. Jahrb. xxvrr. 107_ (1905); SACC. 

1. c. XX1. 749. (1912). S):J).ー1. c. 1V. 7. (1923). 

寄主植物 シオガマギク (Pedicularis resupinata) の葉に寄生。

採集地西山村。

分 布 日木，樺太，千島列島，カムチヤツカ， IIJi比利ill\o

56. コナラ鋳病菌(アカマツ癖病菌)

Cronartium Quercuum MIYABE. 

MrYABE-Bot. Mag. Tokyo. ¥111. 74. (1899); SVD.ー1. c. JI[. 573. (1915); HmATsuKA -1. c. 

(Melampsorac.). 212. (1944); 1'1'0-1. c. 11. (2). 152. (1938). 

Syn. Peridermium giganteum TUBEUF. TUBEUF-Pflanzenkrankh. 429. (1895); SACC.-1. c. 

X'lI. 750. (1902). 

ヨ子主植物 アカマヅ (Pinus densiflora) の校幹，ミヅナラ (Quercus crispula) ， カシワ (Q

dentata) およびコナラ (Q. serrata) の葉に寄生。

採集地 〔アカマツコ盛岡;米内村;煙山村。〔ミヅナラ〕弘前;南畠山;滝沢村;箱ケ峯;浅

岸村;台、温泉;姫神山 ;j誌石野;盛岡。〔カシワ〕滝沢村;よ忌石野;宇部(久慈) ;盛

岡;有戸村(青森県) 0 C コナラ〕弘前;盛岡;多々良山; }~t~石野;佐比内;仙台青葉

山;南昌山;柳沢村;築川村;山岸村，茨島野;玉山付;湯本村;雫石村;有戸村

(青森県)。

分 ギri 日木，台湾，朝鮮，支那大陸。
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クリソミタサE科 ChrysomY2王eae.

Chrysomyxa U1¥GEg 

57. カ、、ンコウラン鋳病菌

Chrysomyxa Empetri (PER~..) SCHltﾖ'l'EB. 

SCHRﾖTER-Pilze Schles. 1. 372. (1887); SYD. -1. c. 111. 515. (1915); HmATsuKAー1. c. 

(Melampsorac.). 217. (1944); Bot. Mag. Tokyo. XLlII. 475. (1929); ITO-1. c. II. (2). 163. 

(1938). 

Syn. Uredo E附ρetri PERSOOX. PERSOOx-MoUGEO'f & NESTJ,ER. Stirp. Crypt. Vog邑So・Rhen.

no. 391. (1812). 

寄主植物 ガンゴウラン (Empetrzcm nigrum) の葉に寄生。

採集地早池峯山。

分 布 日本，樺太，西比利亜，欧洲，北米，南米，グリーンランド。

58. イソツツジ鋳病菌

Chrysomyxa Ledi DE BARY. 

DE BARy-Bot. Zeitg. X玄XVII. 809. (1879); SACC.-1. c. VIl. 760. (1888); SYD.-1. c. 1II. 

504. (1915); HmA'l'suKA-1. c. (Melampsoracふ 218. (1944); 勘仁 Mag. Tokyo. XLm. 468. 

(1929) ; ITo-1. c. 1I. (2). 168. (1938). 

寄主植物 イソツツジ (Ledum palust問 var. nipponi印刷の葉に寄生。

採集地岩手山。

分 布 日本，樺太，千島列島，西比利亜，欧洲，北米。

59. イチヤクソウ鍔病菌

Chrysomyxa Pirolae ROSTRUl'. 

ROSTRUP-Bot. Centralbl. V. 127. (1881); SACC.-1. c. VII. 761 (1888); SYD.-1. c. m. 

516. (1915); HmA'fSUKAー1. c. (Melampsorac.). 220. (1944); Bot. Mag. Tokyo. XLm. 474. 

(1929); h'oー1. c. JI. (2). 165. (1938). 

寄主植物 イチヤグソウ (Pirola inearnata var. jaρ0持ica) の業に寄生。

採集地浅岸村;南昌山。

分 布 白木，樺太，千島列島，満洲p 西比利亜，欧洲，北米。

60. ヤマツツジ鋳病菌

Chrysomyxa Rhododendri DE BARY. 

DE BARy-Bot. Zeitg. X玄Xvl[' 809. (1879); SACC'.-1. c. ¥'1[. 760. (1888); S1'1).-1. c , m. 

508. (1915); HmATsuKA-1. c. (Melampsorac.). 219. (1944); Bot. Mag. Tokyo. XLlI[. 470. 

(1929); ITo-1. c. ]1. (2). 171. (1938). 

~{1f主植物 ヤマ γ ツジ (RllOdodendron Kaempferi) およびサツキ (Ph. lateritium) の奨に寄

生。
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採集地 C-ì'マツザジ〉仙岩l峠， ，岩手山;浅岸村;台温泉。〔サツキ〕箱ケ峯。

分 布 日本，台湾，朝鮮， 11前洲，西比利亜，北支那，欧洲，ニユ{ジ{ランド。

コレオスポリウムE科 Coleosporieae. 

Coleosporium Lm'mLLJ 

61. シラヤマギク鋳病菌

Coleosporium Asterum (DIE'l'.) SYDO¥V. 

SYD.-Ann. Myc. XlI. 108. (1914); 1. c. (Monogr.). 1lI. 600. (1915); HIRA'l'日UKAー1. c. 

(Melampsorac.). 240. (1944); I'l'o-1. c. II. (2). 210. (1938). 

Syn. Stichoρso何 Astenen'l DIE'I'EL. DIETEL-ENGL. Bot. lahrb. XXVll. 566. (1902); SACC.-

I. c. 玄Vl. 318. (1902). 

Coleosporiu1但 Pini

寄主植物 ノコンギク (Aster ageratoides subsp. ovatus) ，シロヨメナ (A. ageratoides subsp. 

leioPhyllus) • プマナ (A. Glehni var. hondoensis). シラヤマギグ (A. scaber) およ

びサヅマギ、ク(エヅギ、グ) (Callistゅhus chinensis) の葉に寄生。

採集地 〔ノコンギク〕岩木山;茨島野;浅岸村; !!百川村;玉山村.盛岡;黒石野;間山村;碇

ケ関(青森県) 0 Cシロヨメナ〕黒石野;岩手山;硫問;箱ケ峯;玉山村;滝沢村;宮

守付;商品山;志和村;沼田 (山形県) 0 C ゴ、マナ〕椛河;台l品泉，岩手山;碇ケ|鶏

(青森県L Cシラヤマギ、グ〉黒石野;鬼峰;靖子山;依岡; i竜沢村;六j京;千厩;茨

長野;黒沢尻;岳有戸村(青森県) ;姉f木村。〔サツマギグ〕厨川村;中野村;硲問。

分 布 日本， 8f~r求列島，台湾，支那大陸，朝鮮， <1荷骨H。

62 圃 カエコウモリ鍔病菌

Coleosporium Cacaliae ﾛTTH. 

OT'l'H-Mitt告il. Naturf. Gぉ. Bern (1865). 179. (1866); SYD.-1. c. 1lI. 601. (1915) ;HmAｭ

'l'SUKA-1. c. (Mdampsorac.). 242. (1944); 1'1' 0ー1. c. n. (2). 212. (1938). 

Syη. Coleosβoriu別 Gacaliae FUCKEL. FUcKEL-Symb. Myc. 43. (1869). 

寄主植物 刀ニコウモリ (Cacalia adenostyloiàes) およびそミヂガサ (C. delfinijolia) の葉

に寄生。

採集地 〔右ニコウモリ〕雌岡;早池峯山;五葉山;八甲田山c Cモミヂガサ〕浅岸付;一之渡

(青森県)。

分 布日本，樺太，千島列島p 朝鮮， 1市j洲，西比fUmL 欧州。

63. ツリガネニンジン銃病菌

Coleosporium CampamIla世 Ll<;\'E(LT.E.

LEVEJL1-.E-Ann. Sci. Nat. (1lI). VIU. 373. (1847); SACC.-1. c. VlI. 753. (1888); SYD.ー1.

c. :m. 628. (1915); H1RATSUKA-1. c. (Melampsorac.). 238. (1944); h'oー1. c. II. (2). 206. 

(1938) 

寄主植物 ツリガネニンジン (Ade仰帥Ora verticillata var. ty.ρica) • シラゲシヤジン (A. 

verticillata form. hirsuta) :t~よびゾバナ (A. remotiflora) の葉に寄生。
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採集地 〔ツリガネニン・ジン〕一之渡(青森県) ;黒石野;岩手山; w[r沢村;多々良山;千百ケ峯;

早池峯山;盛岡;築川村;明神村;網張，志和!寸;須川岳; 'J、:清井;姉休村;有戸村

(青森県)0 (シラゲシヤジン〕早池峯山;宮守村;千厩。〔ゾバナ〕築川村; {il i岩峠;

八甲田山;台温泉;箱ケ峯。

分 布 日木，千島列島，朝鮮 1満前削討掛訓訓i十札i'

6臼4. クサボタン鋳病菌

Coleosporium Clematidis BAJ:CLXY. 

BARCI,AY-]OUr. Asiatic Soc. Bengal. LIX. (2). 89. (1890); SACC.ー1. c. IX. 317. (1891); 

SYD.-1. c. Jl[. 653. (1915); HmA'l'SUKAー1. c. (Melampsorac.). 230. (1944); I'foー1. c. 11. 

(2). 191. (1938). 

:主主植物 クサボタン (Clematis stans=C. lwracleifolia var. stans) ，カザグルマ (C. μtens)

およびセンニンゾウ (C. terniflora=C. 仰niculata) の奨に寄生c

採集地 〔クサボタン〕岩手山;南昌山; f山岩峠;八甲岡山;箱ケ峯;滝沢村;果、沢尻;煙山村;

侍浜村;盛岡;篤宿;黒石野;好摩。〔カザグルマ〕厨川村;中尊寺;黒沢尻;椛岡e

〔センニンソウ〕野田村;種市村;沼田(山形県) ; :釜石。

分 布 日本，琉球列島，台湾，朝鮮， 1商洲，フイリツピン諸島，支那大陸，ヒマラヤ，印度，

西比利亜，阿弗利加。

65. ボタンヅル銭的菌

Coleosporium Clematidis-apiifoliae DlE'1'BL. 

DIE '1'EL-EXGI,. Bot. ]ahrb XX¥ill. 287. (1901); SACC. -1. c. 316. (1902); SYD.-1. c. JI�. 

563. (1915) ;HmA'fsuKA-1. c. (Melampsorac.). 231. (1944); I'fo-1. c. II. (2). 192. (1938). 

寄主植物 ボタン、':f lレ (Clematis aがifolia) の葉に寄生。

採集地 一之渡(青森県) ;厩川村;盛岡;佐比内;南昌山;平泉;黒石野，米内村;好摩。

分 布北支那， ï;Ol鮮，千百J百+1，日本。

66. クサギ鋳病菌

Coleospo町ri知um Cαle町rodendri Dr阻E'1'lι1よ:

Dn担I町E司I一ENGr.. Bo叫t. ]ah耐1立rb. XX¥l[. 566. (1900); SACC.ー1. c. XVI. 317. (1902); SYD.-l. c. 

m. 642. (1915) ; HIHA'fSUKA-1. c. (Melampsorac.). 234. (1944); h' oー1. c. n. (2). 199. (1938). 

寄主植物 クサギ (Clerodend仰z trichoto'1l1um) の奨に寄生。

採集地米内村;黒石野;盛岡。

分 布東印度諸島，台湾，支那大陸，琉球列島，日本。

67. ヒヨドリパナ鍔病菌

Coleosporium Eupatorii ARTHUR. 

AR'1'HUR-Bull. Torr. Bot. Club. 玄豆XlII. 31. (1906); SYll.-1. c. m. 607. (1915); HmA' 

TSUKA-l. c. (Melampsorac.). 244. (1944); 1'1'0-1. c. n. (2). 216. (1938). 

寄主植物 ヒヨ r りバナ (Eupatorium Fortunei var. simPlicifolium) の葉に寄生。

採集地葛根回。
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分 布台湾，事iI!鮮，日本，西印度諸島，北米，南米。

68. イワイチョウ鋳病lïî

Coleosporium Fauriae SYlJow. 

SYD.-Ann. Myc. XII. 160. (1914); 1. c. (Monogr.) m. 649. (1915); SACC.ー1. c. XXllI. 

861. (1925); HmATsuKA-1. c. (Melampsorac.). 234. (1944); 1'1'0 -1. c. II. (2). 198. (1938). 

寄主植物 イワイチョウ (Fauria Crista-ga!li) の獲に寄生。

採集地駒ヶ岳(岩手山) ;須川岳;八甲田山。

分 布日木，千島列島。

69. ツルニンジン鋳約国

Coleosporium Horianum Hennings. 

HE?-.'NTNGS-Hedwigia. XL. (25) . (1901); SACC.ー1. c. XV1. 318. (1902); SYD.-1. c. m. 

634. (1915); HmA'1'SUKA-1. c. (Mel旦mpsorac.). 240. (1944); 1'1'0 -1. c. II. (2). 209. (1938). 

寄主植物 γルニンジン(じodonoρsis lanceolata) の葉に寄生。

採集地岩手山;御明仲村;仙崇峠。

分 イrî 日本，朝鮮。

70. オタカラコウ鋳病IÏJ

Coleosporium Lig~lariae TUu::¥IEx. 

TIIUM:EN-Bllll. Soc. Imp. Nat. MOSCOll. Lrr. 140 (18'7'7); SYD.ー1. c. m. 612. (1915); 

HmATSUKA-1. c. (Melampsorac.). 244. (1944); lToー1. c. 1I. (2). 217. (1938). 

寄主植物 オタカラコウ (Ligularia Fischeri) の奨に寄生。

採集地岩手山。

分 子{rî 日本，朝鮮p 千島列島，樺太，台湾，西Jt利illL 欧VH。

71. -<<コナ鋳病菌

Coleosporium Melampyri TULASXE. 

TULA日間-Ann. Sci. Nat. (LV). n. 136. (1854); SYD.ー1. c. :m. 639. (1915); HIR.¥ｭ

'.rSUKk-1. c. (Melampsorac.). 237. (1944); 1TOー1. c. rr. (2). 203. (1938). 

寄主植物 ママコナ (Melamρyrum ciliare=111. jaρonicum var. genuinum) の葉お土び琶に寄

生。

採集地滝沢村;盛岡;六原;千厩;箱ケ峯。

分 布日本，朝鮮，満洲，西比利亜，欧洲。

72. シソ鐸病菌

Coleosporium Per担la号 SYDOW.

SYD.-Hedwigia. 玄XX四. 141. (1899); 1. c. (Monogr.) m. 641. (1915); SAGC.-1. c. X旺.

317. (1902); HmATsuKA-l, c. (Mel釘立psorac.). 236. (1944); 1TO-L c. (2). 202. 1I. (1938). 

寄主植物シゾ (Perilla frutescens var. crisμform. purpurea) ，エプマ (P. frute即時S
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var. tyがca) およびヒメジソ (Orthodon grosseserratum=Mosla grosseserrata) の奨

に寄生。

採集地 〔シソ〕花巻。〔エゴマ〉平泉;盛岡;黒石野;好摩。〔ヒメジソ〕佐比内;盛岡。

分 布 目本，朝鮮，満洲，支那大陸，台湾，印度。

73. フキ拐病菌

Colensporium Petasitis LEVE:J.I,E. 

LE\アEILLE-Ann. Sci. Nat. (m). 国. 373. (1847); SYD.-1. c. 1II. 613. (1915); HmATsuKA 

-1. c. (Melampsorac.). 245. (1944); I'roー1. c. n. (2). 218. (1938). 

寄主植物 ブキ (Petasites japonicus) の葉に寄生。

採集地御所村;佐比内;見前村;茨島野;戚岡;箱ケ峯;山岸村;厨川村;煙山村;好摩。

分 布日本，台湾，西比利亜，欧洲。

74. キハグ鋳病菌

Coleosporium Phellodendri KO)IAROV. 

JACZEWSJG, KO:;¥IAHOV & TRA5ZSCHEL--Fung. Ross. exsicc. (274). (1899); SλCC.ー1. c. 

XVI. 317. (1902); SYD.ー1. c. 1II. 648. (1914); HIRA'J'SUKA--l. c. (Melampsorac.). 233. 

(1944) ; 1TOー1. c. rr. (2). 196. (1938). 

Syn. Coleos戸orium Phellodendri DrE'l'EL. Dm'l'BL-EsGL. Bot. Jahrb. 玄x~m. (287). (1900). 

寄主植物 キハダ (Phellodendron Lavallei) の業に寄生。

採集地盛岡;区界峠;八甲回山， ，岩手山;F8代村;碇ケ関;十和田蔦。

分 布白木，台湾，朝鮮， 11両首札

75. ヤマハクカ誘病菌

Coleosprium Plectranthi RmCLAY. 

BARCLAY-Jour. Asiatic Soc. Bengal. LIX. 89. (1890); SACC-1. c. lX. 317. (1891); SYD. 

-1. c. 1II. 641. (1915); I-lrRAT間KA-1. c. (Melampsorac.). 235. (1944); 1'1'0-1. c. rr. (2). 

200. (1938). 

寄主植物 ヤマ八クカ (Amethystanthus inflexω) およびヒキオコシ (A， ja戸onicus) の業に

寄生ーの

採集地 〔ヤずパクカ〕佐比内， ，鹿山付;南昌山;黒石野;盛岡;姉体村;御阪神村。〔ヒキオ

コシ〕践岡;仙岩峠;滝沢村;黒石野;茨島野;五葉山;台、温泉;待浜付;好摩。

分 布 日本，朝鮮，満洲，支那大陸，蘇領沿海チ[，しブイリツヒ・ン諸島，印度，ヒマラヤ。

76. オキナグサ赤鋳病菌

Coleospol'ﾏum  Pulsatillae LEVErLLE. 

LEVEILIﾆ-Ann. Sci. Nat. (110. ¥nI. 373. (1847); SYD.ー1. c. 651. (1915); HIRA刊UJC\-

1. c. (Melampsorac.). 232. (1944); l'ro-l. c. rr. (2). 194. (1938). 

'{，f主植物 オキナグサ (Pulsatilla cernua) の葉に寄生n

採集地 岩永山;煙山村;小里子医;厨))1付;岩手山;滝沢村;茨島野;飯岡村:姫神山;椛岡;
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大更村; ド米内村;大迫。

分 布 日本，朝鮮， iWj~j洲，蘇領沿海チ1'1，支那大陸，回比利11E，欧掛[01"

77. ヒメヒゴタイ鋳病昆i

Coleosporium Sa'llssureae Tnu1IEx. 

TlJU�IEX-Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou. LIl. 212. (1880); SACC.ー1. c. VlI. 757. (1888): 

SYD.-1. c. JII. 614. (1915); HII~N.rSUKA -1. c. (Melampsorac.). 245. (1944); ITOーI. c.JT.

(2). 219. (1938). 

寄主値物 ヒメヒプタイ (Saussurea jaþonica) ， ナンプトウヒレシ (8. Sugimurai) およびヤハ

ズトウヒレン (S. sagitta) の葉に寄生。

保集地 〔ヒメヒコ、、タイ〕茨I!~';j野;符ケ峯;jJS山本、L Cナンプトウヒレン〕岩手山;福岡町。〔ヤ

ノ、ズトウヒレン〕是;ー手山。

分 布 日本，朝鮮，満州，支那大陸，カムチヤヅカ，西比利I匹。

78. ハンゴンソウ鋳病jjiì

Coleosporium Senecionis FRIEic:. 

FRIES-Summa Veg. Scand. 512. (1849); SACO.-l. c. VJ. 751. (1888); SYD.ー1. c. m. 

615. (1915); HIRA'.rSUKA-1. c. (Melampsorac.). 247. (1944); h'o-l. c. Il. (2). 221. (1938) . 

寄主植物 ハンプンソウ (Senecio eannabif olius'=S. 仰lmata) お土びキオン (S. nemorensis) 

の葉に寄生。

派集地 〔ハンプンソウ J l'奈川村~回代村;岩手山;浅岸村; 1日代村。〔キオシ〕碇ケ関(青森

県)。

分 布 日本，樺太，千島列島p 台湾，朝鮮 y前洲，西比利直，カムチヤヲカ，印度，欧VH ，

アフリカ，北米，南米。

79. ヤマアサクラザンショウ銃病菌

Coleosporﾌllm Xanthoxyli DrE'fEL et SYJJ�. 

DIETELー立edwigia. XXXVlf. 217. (1899). SACC.ー1. c. XN. 362. (1902); SYD.-l. c. ]1[. 64必8.

(刊19引15町); HI印E

:寄奇主植1物拘 ヤマアサクラサ、 y シヨウ (Xa仰珂nth加1ωox勾ylル叫mρμiρμerげritれlt仰mv叩ar. b伽F問官ωvisψpi初抑仰u仰附附) の奨に寄生。

採集地山岸付;盛岡;厨川村。

分 布日本，台湾，朝鮮，支那大陸，印度。

オクロプソラE科 Ochropsoreae.

Ochropsora D lETEf,. 

80. ヤマブキショウマ鋳病菌

Oclrtropsora Ariae (FUOl;:') SYllけW.

SYD.ー1. c. JIT. 661. (1915); HIH.A'fSUKA-1. c. (Melampsorac.). 250. (1944); ITO-l. c. 

Il. 224. (1938). 
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Syロ. lVIelamρsora Ariae FCCK.EL. FuCJ王EL-Symb. Myc. 45. (1869). 

Ochro戸sora Sorbi DTE'l'.ET,. DTE'I'J<;r,-Ber. Deutsch. Bot. Ges. Xllf. 401. (1895). 

1主主;f'J{(物 ヤマブキショウマ (Aruncω vulgaris var. a宵zericanus) の奨に寄生。

;j~-: Uミ地平泉。

分 干li 日本，台湾，蘇筏沿海外r.ヒマラヤ，欧百H

ブクキニオジラE科 Pucciniosireae.

Pucciniostele THAXZ,'CJJEL et KO::.rAHOI". 

81. トリアシショウマ鋳病菌

Puucciniostele Clarkiana (BARCr..) ﾐU:'l'.EJ .. 

DTE'l'EJ，ー1. c. (EXGL. Bot. ]ahrb.). XX¥lI. 564. (1899); HmA'l'SUKλ ー1. c. (Melampsorac.). 

227. (1944); 1<1'0ー1. c. JI. (2). 184. (1938); SYD.-l. c. m. 327. (1914). 

Syn. Xenodochus Clarkiana BAHCl,AY. BARCLAY-]our. Asiatic Soc. Bengal LX. (2). 222. 

(1891) . 

守主tp'[物 トリアショウマ (Astilbe odontophylla var. congesta) の茎葉に寄生。

採集地 宮古.雌岡;岩手山;南昌山;鬼越山;姫神山;綱取山;早池峯山;築)1 1村;浅岸村;

橋場;黒石野柳沢村;七時雨山;好摩;御明神村;内)I! 日村;台温泉;須川岳;仙

宕11片手:碇ケ関(青森県); ;有戸村(青森県) ;雫石村;滝沢村ゎ

分 布 日本，台湾，芝大那陸，フイリツピン高宮川ヒマラヤr

柄生銭高f .科
PUCCINIACEAE 

Xenodochus SCl JLECJ l'J' EXlはL・

82. ワレモコウ鍔病立i

Xenodochus carbonarius SCJILECJJ'J' Eλ 1>.\1.・

SιIll，m'lI'I'EXJJM，-Linnaea. ]. 237. (1826); SACι.-1. c. ¥'11. 751. (1888); I~'()ー1. c. 11. 

(3). 23. (1950). 

Syn. Phragmidium carbonariuril WIX'l'EH. WIX'l'ER-Pilze Deusch. 1. 227. (884); SYD.-l. 

c. m. 157 (1912); KARAI-Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. 11[, 42. (1910). 

寄主植物j シロバナトウチゾウ (Sanguisorba albiflora) ， ワレモコウ (S. officinalis) および

ナガボノシロワレモコウ (S. te仰ifolia var. alba) の茎葉に寄生δ

採集地 〔シロバナトウチソウ〕岩手山;早池峯山;須川岳。 cワレモコウコ小岩井村;有戸村

(青森県lo Cナガボノシロワレモコウ〕八甲田山。

分 布 日本，千島列島，樺太，朝鮮， 1削H，支那大陸，西比利毘， ßJ~~H。
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Phragmidium LrNK. 

83. オヘビイチゴ鋳病菌

Phragmidium brevipedicellatum HIHA'l'関KA. f. 

HIRATSUKA-Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. 玄百[. 135. (1934); Jap. Jour. Bot. VII. 265. 

1935 (Phragmidium of Japan) ; 1'1' 0ー1. c. ll. (3). 27. (1950). 

=-/.:r主植物 オヘピイチプ (Potentilla Kleiniana) の茎奨に寄生。

採集地姉休付(胆沢郡)。

分 布日本，朝鮮，満洲。

84. クマイチゴ鋳病m

Phragmidium griseum DfE'l'm，・

Dr回目L-ENGL. Bnt. Jahrb. XXXIL 49. (1902); SACC.-l. c. XV!I. 399. (1905); SYD.ー1. c. 

J1[. 135. (1912); HIRATSUKAー1. c. (Phragmidium). 277. (1935); 1To-1. c. 1I. 42. (1950). 

Syn. Phragmidium Yoshinagai DIE'rEL. DrE'rEL-ExGT,. Bot. Jahrb. XXXIV. 586. (1905); 

SACC.ー1. c. XXI. 729. (1912); SYD.ー]. c. JII. 137. (1912). 

Phra.♂notelium griseurn SYDOW. SYD.-Ann. Myc. XIX. 167. (1921). 

1tr主杭物 クマイチプ (Rz必us Wrightii) の葉に寄生。

採集地盛岡;よ~~;;石野;厨J1 j村;滝沢村;米内村;侍浜村;福岡H可。

分 布 日本，台湾、，朝鮮， tl陥 j，支那大陸，蘇領沿海州、I。

85. ミツモトソウ鋳病菌

Phragmidium papillatum DIE'l'EL. 

DIE'l'EL-Hedwigia. XXJX. 25. (1890); SAω.-]. c. JX. 315. (1891); SYD.-l. c. JII. 99. 

(1912); HIRATSUKA-]. c. (Phragmidium). 268. (1935); 1To-]. c. H. (3).27. (1950). 

'{，f主植物 ミツモトソウ (Potentilla cryρtotaeniae) の奨に寄生。

採集地滝沢村;綱張;国代付;門馬村。

分 布日本， JjiJ J鮮，淵洲，西比利TIIT。

86. ナワシロイチゴ銃病Ijli

Phragmidium pauciloculare (DIET.) Sydow. 

SYD.-1. c. JII. 138. (1912); HTRATSUKA-]. c. (Phragmidium). 282. (1935); ITOー1. c. 

n. (3).43. (1950). 

Syn. Phragmidium Barnardi POWRIGH'l'. et WINTER var.ρ'auciloculare DIETEL. DIETELｭ

ENGL. Bot. Jahrb. xxxn. 49. (1902); SACι.-1. c. XVII. 399. (1905). 

寄主植物 ナワシロイチプ (Rz必us ρarvifolius=R. triPhyllus) およびウラジロイチプ (R.

戸hoenicolasius) に寄生。

採集地 〔ナワシロイチプ〕浅虫(青森県) ;五所原;鹿間;黒石野;茨島野;厨川村;滝沢村;

築川村;浅岸村;大更村;米内村;軽米1寸;煙山村;好摩;姫神山。(ウラジロイチ

プ〕南昌山;築川村;浅岸付;待浜村。
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分 布 日本，千島列島，台湾，朝鮮， 1削It 支那大陸。

87. カワラサイコ銃病菌

Phragmidium Potentillae (PEHf'.) KAH悶EX.

KAHSTEK-Myc. Fenn. :rv. 49. (1878); SACC.-1. c. ¥11. 743. (1888); SYD.-1. c. ]([. 97. 

(1912) ; HmA'.rSUKA-1. c. (Phragmidium). 259. (1935); I'.r oー1. c. 1I. (3). 25. (1950). 

Syn. Puccinia Potentillae PER800X. PEHBoox-Syn. Fung. 229. (1801). 

寄主植物 カワラサイコ (Potentilla chinensis) , ミヤマキンパイ (P. Matsu例urae) およびヒ

ロノ、ノカワラサイコ (P. ni仲onica) の茎葉に寄生。

採集地 〔カワラサイコ〕石巻. c ミヤマキンバイ〕岩木山;早池峯山. cヒロハノカワラサイ

コ〕初IJ沢村;滝沢村;姫神山;御明神村;姥屋敷;野田村。

分 布 日本，朝鮮， i削1-[，蒙古，ヒマラヤ，支那大陸，西比利亜，北米，欧洲。

88. ノイパラ鋳病菌

Phragmidium Rosae-multiflorae ÐIE'.ru,. 

DIETEL-Hedwigia. XL:rv. 132. (1905); SACC.-1. c. XXI. 727. (1912); SYD.-1. c. lli. 

123. (1912); HlH.A世間](A-1. c. (Phragmidium). 244. (1935); ITOー1. c. 1I. (3). 29. (1950). 

守主植物 ノイバラ (Rosa polyantha var. genuina) に寄生。

採集地盛岡;雨昌山;黒石野;雫石村;川叉村， ，本宮村;米内村;小野村;飯岡村;太田村;

鬼越;滝沢村;岩谷堂;御明神村， ，岩手山;姫神山;福岡町;中野村;厨)J1Ho

分 子{fj 日本，朝鮮，台湾，満世H，支那大陸。

89. ハマナス鋳病菌

Phragmidium Rosae-rugosae KASAr. 

KASAI-Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. Jl[. 33. (1910); SACC.-1. c. XXJH. 821. (1925); 

SYD.-1. c. J[[. 123. (1912); HIRA'.rSUKA-1. c. (Phragmidium). 256. (1935); l'l:0-1. c. 1I. 

(3). 34. (1950). 

寄主植物 ハマナス (Rosa rugosa) の奨に寄生。

採集地浅虫(青森奈) ;野田村;鮫。

分 コ{fj 日本，千日夕IJ ，!lI， ，朝鮮， 満洲，芝那大陸。

90. ヒメゴヨウイチゴ鋳病菌

Phragmidium Rubi-japonici KAS.~I. 

K.¥FAI-Trans. Sapporo Nat. Hi ,;t. Soc. m. 40. (1910); SACC.ー1. c. XXlli. 824. (1925); 

SYD.ー1. c. JlI. 148. (1912); HiRA'l'8CKA-1. c. (Phragmidillm). 231. (U�35); 1Toー1. c. 1I. 

(3). 36. (1950). 

寄キ

採集地岩手山。

分 布日本c

91 サナギイチゴ銭病菌
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Phragmidium Rudi-Oldhami TOGAfHl et MAK1. 

HIRATSUKA-Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. xm. 138. (1934); 1. c. (Phragmidium). 236. 

(1935) ; I'1'0-1. c. JI. (3). 38. (1950). 

寄主植物 サナギイチゴ (Rubus Oldhami=R. μngens var. Oldhami) の葉に寄生。

採集地盛岡(ニ|じ山)。

分 布日本。

92. ゴヨウイヂゴ鍔病菌

Phragmidium Yamada:num Hm.A'l'SUKA , f. 

HmA~司自UKA-1. c. (Phragmidium). 242. (1935); 1'1' 0ー1. c. n. (3). 40. (1950). 

寄主植物 ゴヨウイチゴ (Rubus I"enoensis=R. japonieus) の葉に寄生。

採集地国見[llt (濡手県)0

分 布日本。

Triphragmium Lr}.'K. 

93. オニシモツケ録的薗

Triphragmium Ulmariae LE¥I(. 

LIYK-Sp. PI. v[. (2). 84. (1825); SACC.-1. c. VIl. 768. (1888); SYD.ー1. c. 1�. 171. 

(1912); 1TO-J. c. 11. (3). 47. (1950). 

寄主植物j オニシモツケ (FiliPendula "側tschatica) の奨に寄生。

採集地岩手~LI ;駒ヶ岳(岩手県) ;仙岩i峠;鉛i品泉;久怒中野有戸村(青森県)。

分 布 日本，千島列日，樽太， /，出j洲，西比利f日f，欧洲，北米。

Nyssopsora AWI'TTlJB. 

94. コシアブラ鋳病菌

Nyssopsora asiatica LU'J'JEl-IA IDlf. 

LUTJET-L\.R~Is-Blumea. Suppl. 1. (29). VI. 153. (1937); I'I'o-1. c. 1I. (3). 51. (1950). 

寄主植物 コシアプラ (Acanthopanax sxiadoρhylloi冶s) の奨に寄生。

採集地 駒ヶ岳(岩手郡);:岩手山;入甲田山;早池峯山;須川岳。綱張。

分 布日本，千島列島，満洲。

95. チャンチン鋳病菌

Nyssopsora Cedrelae (Hom) TJ:心，ZRCJl ETJ.

TH.AXZf'CHEL-]our. Soc. Bot. Russie. VIll. 132. (1925); Lm'JEHAHMS-J. c. V1. 161. (1937); 

1'1' 0ー1. c. rr. (3). 49. (1950). 

Syn. Triph叩gmium Cedrelae HOUf. HOn.I-Y.ATAIlEーIcon. FJ. ]ap. 1. (2). 150. (1892); 

SAιC.-1. c. XI. 209. (1895); SYD.-J. c. ]1[. 180. (1912). 

~:主植物 チヤジチン (Cedrela chinensis) の葉に寄生。
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採集地盛岡;根子村(花巻) ;筒井(青森県)。

分 布日本，朝鮮，支郡大陸。

96. モクゲンジ鋳約琵j

Nyssopsora Koelreuteriae (SYD.) TnλXZSCllEL. 

TnAXZSCTlièr,-]our. Soc. Bot. Russie. vm. 132. (1925); LUTJEIIAR沼田ー!. c. Vl. 159. (1937) ; 

1'1'0ー!. c. J[. (3). 50. (1950). 

Syn. Triρhragmium Koel何uteriae SYIlOW. SYD.-Ann. Myc. Xl. 55. (1913); SACι.-1. c. 

XXlII. 828. (1925). 

寄主布r(物 モクゲンジ (Koelreuteria μnicltlata) の奨に寄生。

保集地盛岡。

分 布日本，支那大陸。

Pileolaria CAS'l'AUXE. 

97. フシノキ鋳病iliî

Pileolaria Klugkistiana (DLE'l'.) DI五TEL.

DIETEJ, -Ann. Myc. XIX. 301. (1921); l'1'()-!. c. 1[. (3). 10. (1950). 

Syn. U romyces Klugkistianus DrE'l'EL. Drwrm, -EXGL. Bot. Jahrb. X叉\11. 570. (1900); 

S,\CC.-1. c. X¥I. 257. (1902); SYD.ー1. C.][. 150. (1910). 

守主M:秒J フジノキ (Rhus javanica) の奨に寄生。

探築地権問;浅岸村;待浜村;黒石野;好摩。

分 イiî 日本，台湾， !Wi鮮，支那大陸。

98. ヤマウルシ誘病菌

Pileolaria Shiraiana (DfE'J'. et SYll.) !<r(). 

I'1'o-Jol1r. Col1. Agr. Hokkkaido Imp. Univ. Xl. 273. (1922); 1. c. JI. (3). 8. (1950). 

Syn. Uromyces Shiraianus DIE'1'm , et SYDOW. DrW1'EL-Hedwigia. XXX�lI. 213. (1898); 

SACC.-l. c. XIV. 274. (1899); SYD.ー1. c. Jl. 145. (1910). 

~f主:tJf(ψJ ヤマウノL シ (Rhus trichocm'仰)の奨に寄生。

採集地 i却別ì-rlH寸;黒石野;玉山村;台前泉;滝沢村;康問;好摩。

分 イ11 日本，琉球列島，台湾、，朝鮮，支那大陸。

99. ツタウルシ銭的l~i

Pileolaria Toxicodendri (BEltK. et RAY.) AWl'lWlt. 

AHTIfUIt-N. Amer. FI. VJl. 147. (ο19ω07η) ; l' 

Syn. Uromyces Toxiιodendri BEltKELEY 巴t RA¥'ESEL. BEltKEJ,EY & RAVESEL-Grevi1lea. 

J1[. 56. (1874); SACC.-l. c. XXI. 531. (1912); SYD.-l. c. JI. 146. (1910). 

f主主植物 ツタウルシ (Rhus Toxieodendron var. radicans) の楽に寄生。

J示集地盛岡本宮村。
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分 :;(fj 巨木，台湾，北米。

Ravenelia BElUmLj.;y. 

100. ネムノキ銃病菌

Ravenelia japonica DlE'J'EL et SYDOW. 

Dr:E'l'EL-Hedwigia. XXXVII. 216. (1898); SACC.ー]. c. XIV. 366. (1899); SYD.ー1. c. TIf. 

246. (1914). 

Syn. Haploravenelia japonica SYDOW. SYTJ.-Ann. Myc. XIX. 165. (1921); 1'1'0-1. c. n. 

(3). 53. (1950). 

寄主植物 ネムノキ (Albizzia Julibrissin var. speciosa) に寄生。

採集地秋岡;花巻;感岡;志和。

分 布白木，支那大陸。

Gymnosporangium HEIl\\'IG , f. 

101. ナシタ'f'.星病菌

Gymnosporangiu.m Haraeanu.m SYDOW. 

SYD.-Ann. Myc. X. 405. (1912); 1. c. TIf. 21. (1912); SACC.-]. c. XXTIf. 814. (1925); 

HrK¥TSUKA-Bot. Mag. Tokyo. L. 482. (1936) (Gymnosporangium of ]apan) ; IToー]. c. Jl. 

(3). 60. (1950). 

Syn. Roestelia 如何aenssis HE}'~LKGS. HE).~LXGS-Monsunia. 1. 5. (1899); SACι.-]. c. 

XVl. 348. (1902). 

Gp叩nosporangium asiaticU1河 MIYMlE. MIYABE-Bot. Mag. Tokyo. XVII. 34. (1903) (nom. 

nud.) ; TANAKA-Mycologia. XIV. 282. (1922). 

寄主植物 マルメロ (Cydonia vulgaris) ，セイヨウナシ (Pirω communis) およびナシ (Pirus

serotina) の奨， ピヤクシン (JuniPe仰s chinensis) およびハイピヤグシン (J.

chinensis var. procumbens) の葉に寄生。

採集地 〔マルメロ〕弘前;盛岡。〔セイヨウナシ〕盛岡。〔ナシ〕弘前;盛岡;黒沢尻;花巻;

酒田(山形県) ;仙台;石巻;御胡神村。〔ピヤグシン〕盛岡;飯岡村;沼田(山形県) ; 

松島。〔ハイピヤグシン〕盛岡， .米内村;上米内村。

分 布日本，朝鮮，満洲，支那大陸，北米。

102. カマツカ赤星病瑳î (ピヤクシン茎録的菌)

Gymnosporangium japonicum Synow. 

SYD.-Hedwigia. XXX匀lI. (141). (1899); 1. c. J][. 50. (1912) , p. p.; SAC(.-]. c. XVI. 

314. (1902); HIRA~'SUKA-]. c. (Gymnosporangium). L. 593. (1936); ITOー]. c. ]J. (3). 65. 

(1950). 

Syn. Roestelia Photiniae HEKl¥"IXGS. HE}，~JXGs-Hedwigia. xxxm. 231. (1894); SACC. ]. c. 

Xl. 222. (1895). 

寄主1'11'[!jVJJ カマツカ (Pourthiaea villosa=Photinia laevis var. villosa) の葉およびピヤグシシ

(Juniρerus chinensis) およびμイピヤグシン (J. chinensis var. procumbens) の校
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幹に寄生。

J宋 1宅地 〔カマツカ〕盛岡;御明神村。 c ピヤクシン)盛岡，岩手山;六原;松島;青森。 cハ

イピクシン〕盛岡。

分 布日本，支那大陸，北米。

103. ナナカマド赤星病菌

Gymnosporangium J uniperi LI~K. 

LINKーObserv. 工. 7. (1809); Sp. P1. n. (2). 127. (1825); SYD.ー1. c. 1II. 27. (1912); 

HTRATSUKA-1. c. (Gymnosporangium). L. 551. (1936); ITOー1. c. 11. (3). 63. (1950). 

~)~主1'I{[!j0J ナナカマド (Sorbus Aucu�aria) およびミヤマネズ (juniρerus communis var. 

が仲間ica) の葉に寄生。

採集地 〔ナナカマド〕岩手山;早池峯山。〔ミヤマネスコ早池峯山。

分 市 日本，樺太，朝鮮，カムチヤツカ，西比利亜，北米，欧掛H。

104. アズキナシ赤星病菌(サワラ校赤木耳病菌)

Gymnosporangium Miyabei YA)IADA et 1. MJYAKE. 

YAMADλ& MIYAKE-Eot. Mag. Tokyo. XXII. 23. (1908); SACC.-1. c. 玄玄1. 641. (1912) ; 

SYD.-1. c. m. 36. (1912); HmATsuKA-1. c. (Gymnosporangium). L. 661. (1936); ITO-1. 

c. II. (3).59. (1950). 

Syn. Roestelia solenoides DTE'l'EL. DTETEr~-ENGT~. Bot. Jahrb. XXXII. 631. (1903); SAOC. 

-1. c. XVIl. 409. (1905). 

う守主植物 アズキ十シ (Micromeles alnifolia) およびウラジロノキ (M. jaþonica) の奨必よ

びサワラ (Clumωecyþari ρisifera) ， シノブヒパ (Ch. ρisifera vむ.ρ11仰osa) およ

びヒムロ (Ch. �isifera var. squarrosa) の枝幹に寄生。

採集地 〔アズキナシ〉中野(南津軽郡) ;岩木山;盛岡;早池峯山;滝沢村;宮古。(ウラジ

ロノキ〕鉛温泉;台温泉。〔サワラ〕路岡。〔シノプヒパ〕諸問。〔ヒムロ〕盛岡。

分 布日本，朝鮮。

105. ミヤマピヤクシン鍔病菌

Gymnosporangium nipponicum YA~IA])A. 

HmATSUKA-Mem. Totlori Agr. Coll. m. 143. (1935); 1. c. (Gymnosporangium). L. 549. 

(1936) ; 1 TOー1. c. rr. (3). 62. (1950). 

寄主植物 ナナカマド (Sorbus Aucuþaria) およびミヤマピヤグシン (juniþerus chinensis var. 

Sargentii) の葉に寄生。

採集地 〔ナナカマド〕盛岡。〔ミヤマピヤクシン〕岩手山;早池峰山。

分 布日本。

106. セイヨウリンゴ赤星病菌

Gymnosporangium Yamadae MIY ADE. 

MIYABE-Bot. Mag. Tokyo. X¥ll. (34). (1903); SACC.-1. c. XXlII. 818. (1925); S¥"'D.-1. 

c. 1II. 64. (1912) ; HIR~.\.TSUKA-l. c. (Gymnosporangium). L. 664. (1950); TASAKA-Mycologia. 
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玄IV. 285. (1922); 1引)ー1. c. 1[. (3).68. (1950). 

省主村[物 カイドウ (Malus Halliana) ，セイヨウリンプ (M. pumila var. d01僻stica) および

ズミ (M. Sieboldii) の葉，およびピヤクシン (]uni戸川s chi nensis) およびハイピ

ヤクシン(]. chinensis var. procz附bens) の葉に寄生。

採集地 〔カイドウ〕弘前夜岡。〔セイヨウリンゴ〕尽石 t青森以) ;弘前;百沢村 ; .'d~岡;仙

合;澗rl[ (山形県) ;中野村;太田村;厨川村。〔ズリ好)墾;弘前;康問。 cピヤグ

シンコ青森;弘前;路岡;黒石(青森県)0 C ハイピヤグシン〉弘前。

分 布日本，朝鮮， r前洲，支那大陸。

Blastospora DU}J'EI.. 

107. タチシオデ銃病菌

Blastospora Itoana TOGARIU et OXU}IA. 

TOGASllI & OxnrA-Bot. Mag. Tokyo. XLV. 6. (1931); MAIxs-Amer. ]our. Bot. XXV. 

678. (1938); ITOー1. c. JT. (3). 5. (1950). 

ニft主布I'{物 タチシオヂ (Smilax Old加制i) の葉に寄生。

採集地早池峯山。

分 布日本，事!騨，台湾、。

108. ヤマカシュウ鍔病薗

Blastospora Smilacis D:E'l' .E r.・

DJE'J'EI.-Anu. Myc. Vl. 222. (1908); SACC.-l. c. X玄[. 596. (1912); SYD.ー1. c. 111. 163. 

(1912) ; MATSS-l. c. XXV. 678. (1938); ITO ー1. c. JI. (3). 5. (1950). 

~(I七ì:Nr:物 ヤマカシュウ (Smilax Sieboldi) の奨に寄生。

採集地岩山ゎ

ラト 平rî 日本。

Tranz>�chelia AWI'JTUH. 

109. モモ糾色鋭的立ì (モモ;応決1rÁj菌)

Tranzschelia discolor (FUCK.) TRANZSCll 1DJ, et Ll'l'¥VlNOW. 
THλSZSCHEJ. & Lr'l'wrxow-]o:Jr. Bot. xxr;. 248. (1939). 

Syn. Puccinia discolor FUUKι1.. FUCKEI.-Symb. Myc. 50. (1869). 

寄主十I[物 モモ (Prunus Persiωvar. vulgaris) の葉に寄生。

採集士山康問。

分 布日本，支那大陸。

110. キクザキイチリソウ誘病菌

Tranzschelia fusca (P mls.) DJE'l'l<;I.. 

DJETEI.-Ann. Myc. XX. 31. (1922). 

Syn. Aecidiz仰 /ωcum Pm1fwox. G}lEr..-Syst. Nat. 11. 1473. (1791). 
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Pllccinia fusca Wrl¥'J'Elt. W�TEH.-Pilze Deutschl. 1. 199. (1881). 

4奇主十11'刊をj キクザキイチリンゾウ (Anemone altaicà) の奨に寄生。

採集地 ft1呂山;岩手山;台温泉。

分 布日本，西比利面，欧掛Fc

111. ウメ~-J$府立;

Tranzschelia japonica TH AXZi"ClIE !, et Lしi川'l'\\" J 主3、川wγ.. 

TRAXZ8CH[èl~ & Ll'rwnw\Vー1. c. XX1V. 251. (1939). 

寄主十p'(ゆj ウメ (PrztnUS Mume) の奨に寄生。

1* J)i 1:1[1, 椛|司;中野村。

分 布日本η

112. オキナグサ黒鍔病菌

Tranzschelia Pulsat臼lae (OI'lZ) Dn:'J'EL. 

DI.ETETr-Ann. Myc. XX. (99). (1905); 1 '1'0ー1. c. n. (3). 14. (1950). 

寄主杭物 オキナ Fサ (Pulsatilla cernua) の葉に寄生。

- 39-

採集地 1，1時間;黒石野;雫石村，箱ケ峯;米内村;柳沢村;姫神山;好摩;花沢村;田沢湖

(秋I 日』誌)。

分 {j� Fl 本， !:YJ鮮， 11市j掛iL 西比利団\， r次洲。

Uromyces L1XK. 

113. ススメノテツポウ鍔病菌

Uromyces Aiopecuri SEY:llOUH. 

SEnIOLTH.-ProC. Boston Soc. Nat. Hist. XXI¥". 186. (1889); SACC.-l. c. JX. 295. (1891); 

SYTl.-1. c. Jl. 318. (1910); ITOー1. c. rr. (3). 70. (1950). 

Syn. Uromyces Alopecuri SEYl¥fOUH. var. ja初日ica ITO. I'.ro-]our. Col. Agr. Toh円l王u Imp. 

Univ. TII. 183. (1909). 

寄~ì:中p'[q勾 スズメノテヅポウ (Alo戸ecurus geniculatus) の茎葉;こ寄生。

;J!f: J)i J也 l保問。

分 布 日本，台湾p 朝鮮，消却H，支那大陸，北米。

114. イヌヱンジユ鋳病菌

U romyces amurensis Kり)[AJWV.

Jλι'ZEWSI王1 ， K()3IAH仙. & TILlXZSCJ-lELーl. c. nos. 157 & 158. (1898); SACり.ー1. c. X¥l. 

261. (1902); XXI. 543. (1912); SY1).ー1. c. n. 86. (1909); I'l'りーI. c. lI. (3).98. (1950). 

~~)~主植物 イヌエンジユ (M即dûa amurensis var. Buergeri) の葉に寄生。

昨集地岩手山。

分 布日木，朝鮮，満洲，支部大陸。
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115. インヂンマメ鍔病菌

Uromyces appendiculatus LlNK. 

LIXJ(-Observ. 1I. 28. (1816); SAGC.-1. c. VJ[. 535. (1888); SYD.-1. c. 1I. 120. (1909); 

ITOーl. c. 1I. (3). 100. (1950). 

守主布'r:物 インゲンマメ (Phaseolus vulgaris) の奨に寄生。

探築地盛岡， i~~石野。

分 布世界各地。

116. アズキ鋳病菌

Uromyces azukicola S. Hr日1日T山川A'川'1川l

HIRATA一A礼mη. Pht匂opath. So∞c. Japan. XV1. 18. (1952). 

~~)-主布((物 アズキ (Phaseolus angularis) およびツノレアズキ (Ph. ρendulω) の葉に寄生。

探築地 〔アズキ〕黒石野;姉休付; :g~岡。〔ツルアズキ〕盛岡。

分 布日本，朝鮮，満VHo

117. カワラナデシコ誘病ÊÎ

Uromyces caryophyllhms (SUlfRANK) Wn"J'EH. 

WrX'I'EH-Pilze Deutsch1. 1. 149. (1884); SACC.-1. c. vrr. 545. (1888); SyJ).ー1. c. 1I. 

210. (1910); ITO-1. c. J1. (3). 86. (1950). 

Syn. Lycoperdon caryoρhyllinum SιHnA~l-::. SCHllASl王一-Baier. FI. H. 668. (1789). 

寄主布I'i物 オランダ、ナデシコ (Dianthus Caryo帥yllus) およびカワラナデシコ (D. superbus 

V訂. longicalycina) の茎奨に寄生。

採 141: :t也 〔オランダナデシコ〕盛岡。〔カワヲナデシコ〕厨川村，有戸村(青森果)。

分 布世界各地。

118. ツユクサ鋳病菌

Uromyces Commelinae COOKE. 

COOJ;:E-Trans. Roy. Soc. Edinb. XXXI. 342. (1888); SACC.-1. c. vn. 573. (1888); SYD. 

~1. c. II. 292. (1910); 1TO-1. c. JI. (3). 77. (1950). 

省主植物 ヅユグサ (Commelina commu削s) の芸奨に寄生。

採集地盛岡。

分 布 日本，台湾，朝鮮， i両日 íL 支那大陸，フイリツピン諸島，印度，北米，南米，アフリ

カ。

119. ホド鋳病菌

Uromyces disper呂田 H: II，A'J' SUIC~ ， f. 

1TO & MURAYAl¥IA-Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. XVII. 167. (1943); 1'1'0 -1. C. 1I. (3). 

89. (1950). 

Syn. Aecidium dispersum DIE'l'EL. DIE'l'm，-Anロ. Myc. X1I. 85. (1914); SACC.-1. c. XXJll. 

900. (1925). 
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Uromyces AJりios.Fortunei SAWADA in sched. 

1おt主布([物 ホド(ホドイモ) (Aρios Fortunei) の奨に寄生。

採集地箱ケ峯。

分 布日本。

120. ヤハズヱンドウ鋳病菌

Uromyces Ervi W.E:''I'EXIJORI'. 

WESTEKDOHP-Bu!1. Acad. Roy. Sci. Be!g, XXI. (2). 246. (1854); SA('O.-1. c. XX1. 537. 

(1912); !::y竺D.ー1. c. 96. (1909); HlRATsuKA-]ap. ]OUT. Bot. ¥'1. 372. (1933); 1TOーI. c. II. 

(3). 106. (1950). 

寄主布!(物 ヤノ、ズエンドウ (Vicia sativa) の茎業に寄生。

採集地有戸村(青森県)。

分 布日本，台湾，支那大陸，欧洲。

121. カククリ誘約百J

U romyces Erythronii P AFP.l♂ RIXf. 

PASSE lUXI ーCOffiffi. Soc. Critt. Ital. IL 452. (1867); SACC.-1. c. Vlf. 564. (1888) (p. p.) ; 

SYD.-1. c. 11. 269. (1910); I'fO ーI. c. (3). 79. (1950). 

Syn. Uromyces Tuliρae DrETFL. DrETEL-EKGL. Bot. ]ahrb. XX四. 282. (1901); SACC. 

ーI. c. 引!. 266. (1902); SYD.-1. c. JI. 284. (1910). 

iえj: 主布!(物 カタクリ (Erythronium japonicum) の業に寄生。

採集地盛岡;綱取;南昌山;橋場。

分 干li 日本，支那大陸，西比利亜，欧洲。

122. ソラマメ銃病Ë\i

Uromyces Fabae DE BARY. 

DE B.AuY-Ann. Sci. Nat. 4. S�r. XX. 72. (1863); S.\cc.ーI. c. VII. 531. (1888); SYD.-I. 

c. II. 103. (1909); HmNrsUKA-]ap. ]our. Bot. V1. 365. (1933); 1TOーI. c. II. (3). 107. 

(1950). 

1守主拙物 ソラマメ (Vicia Faba) およびオオパグサブヂ (V. Tanakae) の葉に寄生。

採集地 〔ソラマメ〕盛岡。〔オオパクサフヂJ .\&両。

分 布世界各地。

123. アカツメクサ鋳病菌

Uromyces fallens KEHX. 

KERN-Phytopatho!ogy. 1. 6. (1911); ITOーI. c. II. (3). 104. (1950). 

Syn. Uromyces~Trifolii.fallens ARTHUR. Ar:THUR-Manua! of Rusts. 305. (1934). 

寄主植物 アカツメクサ (Trifolium 戸ratensis var. sativa) の葉に寄生。

採集地寸!a~岡;ご黒石野。

分 布世界各地。
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124. チシマフウロ鍔柏市

Uromyces Ger.anii FRIEP,. 

FRIES-SUmma Veg. Scand. 514. (1849); I'l'oー1. c. JI. (3). 111. (1950). 

Syn. Uromyces Geranii O~"1'1I et WAR'l'ユ1. SACC.-1. c. YU. 535. (1888); SYb.-1. c. J[. 190. 

(1910). 

fJチ=主中1([物 チシマブウロ (Geranium erianthum) の奨に寄生。

;j:R集士出版石岳。

分 11i 日本，樺太，千島列島，台湾、 ì'j前洲， 交那大陸， ヒマラヤ，西比利直， カムチヤツ

カ，北米，欧洲，南米。

125. アプラガヤ単胞鍔病j~j

Uromyces Haraeanus Sy])()\\,. 

Sy)). -Ann. Myc. X. 405. (1912); SACU. ー1. c. XXIII. 641. (1925); 1'1'0 -1. c. Jl. (3). 76. 

(1950). 

3主布1'[物 エヅアプラガヤ (Sciroρus Wichurai var. borealis) およびアプラガヤ (S. vVichurai 

var. concolor) の楽に寄生。

J主 .US J也 〔ェヅアプラガヤ〕碇ケ関(青森県)0 (アプラガヤ〕笈川付。

分 布日本，満洲。

126. オユユリ主号売なYú

Uromyces Holwayi LAUElnIJ<;DI. 

LAUESHEf�-Hedwigia. XX¥nI. 108. (1889); SAιC. -1. c. JX. 194. (1891); SVD. -1. C. J[. 

276. (1910); 1'1' 0 ー1. c. JL. (3). 82. (1950). 

Syn. Uromyces jゆonicus SYbO¥¥'. SYD. -Mem. Herb. Boiss. lV. 3. (1900); Sλιc. -1. c. 

xvr. 267. (1902); SYD.ー1. c. JI. 276. (1910). 

，守主干If[物 オニユリ (Lilium lancifolium) の奨に脊It。

J探采集地雄岡。

う分計 4布; 日木， 樺太， 朝鮮， 1刈;~1~必川1崎附i以百訓，1十札|ト1

1ロ27. ミズオトギリ鍔病治

Uromyces Hyperici CGI~'1' ;P. 

CURTIs-Geol. Survey N. Carol. m. 123. (1867); SACC.-1. c. vll. 539. (1888); 1'1' 0ー1. c. 

rr. (3). 114. (1950). 

Syn. Uromyces Hyperici-frondosi ARTHGR. ARTHUR-Bul1. Minn. Acad. Nat. Sci. Xl. 15. 

(1883) ; SYD.ー1. c. II. 57. (1909). 

寄主植物 ミズオトギリ (Elodes japonica) の茎葉に寄生。

採集地八甲田山。

分 布 日本，台湾，支那大陸，北米，南米，アフリカ。

12泡. ヤハズソウ鋳病菌
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Uromyces Itoanus HmA'l'p,CK,\, f. 

HIRA'J'SUKA & TOBIKAGA -Ann. Phytopath. Soc. Japan. W. 161. (1935); h、0-1. c. II. 

(3). 96. (1950). 

:~;主M物 ヤハズソウ (Kzmmzerowia stηata) の奨に寄生。

tf~ 1)ミ地椛同;湯本村;好摩。

分 イji 日本，台湾、，朝鮮，渦~+I ，支那大陸。

129. ギヨウジヤニンニク5奇病[，c，j

Uromyces japonicus BEHKELEY et C t:RTI,'. 

BERKELEY & CURTtS-Proc. Amer. Acad. Arts & Sci. IY. 126. (1858); !<J'oー1. c. II. 

(3). 78. (1950). 

Syn. Uromyces reticulatus BUHAK. BUHAK-Sitz. K�igl. Bδhm. Ges. Wiss. 22. (1902); 

SACC.-l. c. xvn. 259. (1905); SYD.-1. c. lI. 261. (1910). 

i主主1'[1'(物 ギヨウジヤニンニク (Allill:m latissimz仰=A. Victorialis) の葉に寄生。

採集地悦石J主。

分 イli 日本，千島列島，樺太，西比利illL カムチヤツカ，欧ÐH

130. ハギ鍔病菌

Uromyccs Lespedezae-procumbentis (SCJI¥¥".) Cl1H'1'!~. 

CUR'J'IS-Geol. Survey N. Carol. 1lI. 123. (1867); HIRA'i'SDKA & TOJlTK.¥GA-Ann. Phytoｭ

path. Soc. Japan. lV. 145. (1935). 

Syロ. Uromyces Les�edezae PECK. ELLIS-N. Amer. Fung. no. 245. (1879); SACC.-'1. c. ¥11. 

549. (1888). 

Uromyces Lesρedezaeψroclcmbentis L.AGEI:H.EIM. LλGERHEDI-Tromsö Mus. Aarsh. X¥ll. 38. 

(1895) . 

谷主中r{(物 ヤマハギ (Lesþedeza bicolor v訂・ )aρonica) およびメドハギ (L. cuneata) の葉に寄

_L1 ô 。

採 I集地 〔ヤマノ\ギ]岩木山;好摩。〔メ F'>、ギ)盛岡;千厩。

分 布日本，台湾，朝鮮， il制仏

13l. オオヤマフスマ鍔病菌

Uromyces Moehridgiae h-� et HmA 'l'SUKA , f. 

ITO-Bot. Mag. Tokyo. XL. 279. (1926); 1. c. (Myc. Fl. Jap.). II. (3). 87. (1950). 

寄主杭物 オオヤマフスマ (Moehringia lateriflo5a) の葉に寄生。

採集地八甲田山。

分 布日本。

132. シロツメクサ茎鋳病菌

Uromyces nerviphilus (GIWGSOT) HOTSOS. 

HOTSON-Publ. Puget Sd. Biol. Station. lV. 368. (1925); ITo ー1. c. II. (3). 104. (1950). 
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Syn. Puccinia nerviρhila GROGN"O'l'. GROGN"O'l'-PI. Crypt. Saon巴巴t Loire. 154. (1863). 

Uromyces flectens LAGERHEIJlf. LAG固RHEIM-Svensk. Bot. Tidskr. J1I. 36. (1909); SACG. 

-1. c. XXI. 541. (1912); SYD.ー1. c. ll. 360. (1910). 

寄主植物 シロヅメクサ (Trifoli問時間pens) の茎葉に寄生。

採集地盛岡;米内村。

分 布世界各地。

133. イタチササヂ鋳病菌

Uromyces Orobi LEvmLLE. 

LEYEILJ,E-Ann. Sci. Nat. 3. S駻. \唖. 371 & 376. (1847); SArJO.-1. c. XXI. 546. (1912); 

SYb.-l. c. ll. 106. (1909); ITo-1. c. ll. (3). 108. (1950). 

寄主植物 イタチササゲ (Lathyrus Davidii) の葉に寄生。

採集地厨川村;椛岡。

分 布 日本，朝鮮，満洲，支那大陸， ji:百比利亜，欧洲。

143. ミチヤナギ鋳病菌

Uromyces Polygoni (PEl\日.) FUCKEL・

FUCKEL-Symb. Myc. 64. (1869); SACC.-1. c. VII. 533. (1888); SYb.-1. c. ll. 236. 

(1910) ; I'fO-1. c. ll. (3). 84. (1950). 

Syn. Puccinia Polygoni PERSOON. PERSOON-Disp. Meth. Fung. 39. (1797). 

1主主植物 ミチヤナギ (Polygonum aviculare) の茎奨に寄生。

採集地古田村;太田村;盛岡。

分 布世界各地。

135. アキノキリンソウ単胞鋳病菌

Uromyces Rudbeckiae AWfrIDR et HOLWAY. 

ARTHUR-Bull. Iowa Agr. Coll. Dept. Bot. (1884). 154. (1884); SACC.-1. c. VII. 581. 

(1888) ; SYb.-1. c. ll. 7. (1909); ITC-1. c. ll. (3). 121. (1950). 

Syn. Uromyces Komarovii BUBAIC BUBAK-Sitz. K�ig1. Bδhm. Ges. Wiss. 13. (1902); 

SACC.ー1. c. XVII. 245. (1905); SYb.-1. c. rr. 11. (1909). 

寄主植物 アキノキリンソウ (Solidago Virgaurea) の茎葉に寄生。

採集地岩手山;早池峯山;入甲田山;盛岡。

分 布 日本，千島列島，樺太，朝鮮，澗W+L 台湾，支那犬陸，北米。

136. アワ多照菌

Uromyces Setariae・italicae YDSIJfNO. 

YOSHINO-Bot. Mag. Tokyo. XX. 247. (1906); SYD.-1. c. ll. 339. (1910); l'l'o ー1. c. ll. 

(3). 73. (1950). 

Syn. Uredo Setariae-italicae DIETEL. DrETEL-ENGL. Bot. Jahrb. X文XJT. 632. (1903); 

SACC.-1. c. XVJ[. 457. (1905). 
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，守主航!f:\ll アワ (Setaria italica var. ge灯時anica) ， キシエノコロ (S. lutescens var. genuina) 

およびエノコログサ (S. viridis var. genuina) の葉および葉翰に寄生。

J牢集地 〔アワ3 盛岡;下田村(青森県)0 Cキンエノコロ〕盛岡。〔エノゴログサ)中野村。

分 布 日本，朝鮮，台湾，満洲，支那大陸，プイリヲピン諸島，印度。

137. アキノキリンソウ黒銃病菌

U romyces Solidaginis (SO~l i\!ERFEL'l') Nmc'sl,. 

NIESSL-Verh. Naturf. ver. Br�n. X. 163. (1872); SACC.-1. c. VII. 566. (1888); SYb.-

1. c. II. 10. (1909). 

Syn. Caeoma Solidaginis So班MEIn'ELT. SOMl¥fERFELT-Supplem. F1. Lappon. 234. (1826). 

守主布1'(物 アキノキリンゾウ (Solidago Virg仰向。)の茎葉に寄生。

採集地岩手山;八甲田山。

う分ト イ有!ばf 日本，千島列L島7も';. j樺筆太，朝鮮， (満筒0糾I札l

米。

138. クララ5寿11当高i

Uromyces Sophorae-flavescentis KU8AXO. 

KUSANO -Bot. Mag. Tokyo. 叉1m. 4. (1904); SACC.-l. c. xvrr. 254. (1905); SYb.-1. c. rr. 
129. (1909); ITO ー1. c. II. (3). 102. (1950). 

fS主fì江物 グララ (Sρhora angustijolia) の奨に寄生。

採集地茨島野;盛岡;厨川村。

分 不li 日本，朝鮮. '/商品1-1.支那大陸。

139. シロツメクサ鋳病菌

Uromyces Trifol日 (HEDW. f.) LEVEILLE. 

LEVEIUE-Ann. Sd. Nat. 3. S駻. 11lI. 371. (1847); SACC.-1. c. VII. 534. (1888) , p. p.; 

I~'oー1. c. 1[, (3). 103. (1950). 

Syn. Puccinia T円folii HEDWIG , f. HEDWIG , f.-Fung. ined. tab. 18. ; DE CλNboLLE-FI. 

Fr. 11. 225. (1805) , p. p. 

Uromycαes Tr幻ifoliμi

1日5. (ο19卯06め); SλGC.--1. c. XXI. 542. (1912); SYb.-1. c. II. 131. (1909). 

~6r主植物J シロヅメクサ (Trifoliu神宮間戸ens) の茎葉に寄生。

採集地盛岡;有戸村(青森県)。

分 布世界各地。

140. コパイケイ鋳病菌

Uromyces Veratri SCHl{ﾖTER. 

SCHll.�ER-Abh. Schles. Ges. VaterI Kult. XL�Il. 10. (1872); SACG.-1. c. vrr. (1888); 

SYb.-1. c. II. 284. (1910); ITO-1. c. II. (3). 82. (1950). 

寄主植物 コパイケイ (Veratn捌 stamineum) の葉に寄生。
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J宋.1)!， :l也八甲閏山。

分 布 日本，千日J列島，樺太， j:ïJJ昨 ， y制札商比利回，カムチヤヅカ， r刻[。

141. ナンテンハギ鋳病l~H

U romyces Viciae・.unijugae 1'1'0. 

1TO-Ann. Myc. XX. 82. (1922); Jour. Coll. Agr. Hokkaido 1mp. Univ. Xl. 243. (1922); 

1. c. (Myc. Fl. Jap.). rr. (3). 109. (1950). 

~~f主航物 ナンテンハギ、 (Vicia u日ijuga) の葉に寄生。

I来集地盛岡;滝沢村;茨島野ρ

分 布日本，淵百十1，支那大陸。

142. ササゲ鋳病lliî

Uromyces Vignae BAROLAY. 

BλRcr.AY-Jour. Asiatic Soc. Bengal. LX. 211. (1891); SACC.-l. c. XXI. 540. (1912); 

SYD.-l. c. II. 124. (1909); ITO-1. c. ][. (3). 110. (1950). 

守主植物 ササゲ‘ (Vigna sinensis) の奨に寄生。

持 uミ地盛岡;千厩;姉体村。

介 布世界各地。

Puccinia PEn ト'，()o:K_

142.. ヨモギ児鍔病菌

Puccinia Absinthii HJw\\':(; , f. 

DE CX:,boLLE-Encyc1. ¥111. 245. (1808); Fl. Fr. VJ. 56. (1815); SAιC.ー1. c. XX1. 645. 

(1912); SAD.-1. c. 11. (1902); 1'1'0ーl. c. II. (3). 311. (1950). 

';;f=ì=:品fl[キ勿 オオヨモギ、 (Artemisia gigantea) お上びキレハオトゴヨモギ (A. japonica var 

lacinifolia) の葉に寄生。

咋集地 〔オオヨモギJ ~奈川村。〔キレハオトコヨモギ〕築川村。

分 布‘日本，樺太，朝鮮， ÝI日i洲，支那大陸，印度，西叱利亜，欧洲，北米，アフリカ。

144. スイパ録的薗

Puccinia Acetosae KönNluKIつ.

KﾖRSICKE-Hedwigia. XV. 184. (1876); SAιC.-l. c. vrr. 638. (1888); SYD.ーl. c. 1. 581. 

(1903) ; 1To-l. c. II. (3). 239. (1950). 

寄主植物 スイバ (Rumex Acetosa) およびヒメスイバ (R. Acetosel!a) の茎葉に寄生。

採集地 〔スイバ〕康問;内)11 日村;好摩;区界|峠;七戸町(青森県) 0 C ヒメスイバ〕盛岡;煙

山村。

分 前f 日本，樺太s 台湾，朝鮮，支部大陸，欧測し北米。

145. カモジグサ赤鋳約l1i

Puccinia Agropyri Er,I.Is et EvrmrrAIt'J'. 
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Er,r.IS & EVER.n,\RT-]our. Myc. ¥11. 131. (1892); SACC.-1. c. X1. 201. (1895); SYD.-1. 

c. 1. 823. (1904); ITO-1. c. 11. (3). 136. (1950). 

Syn. Aecidiurn Clematidis DE CAXDOLLE. DE CAKDor,LE-FI. Fr. JI. 243. (1805); SAGC.ー

1. c. VII. 774. (1888). 

:~f主純物 セシニンゾウ (Cl捌atis terniflora) およびカモジグサ (Agropyron sernicostatum) 

の英に寄生。

採集地 〔センニンゾウ〕唐丹村(気仙郡L Cカモジグサ〕擁岡;弘前(青森県) ;水沢村;滝沢

村。

分 イli 臼木，支那大陸，西上E利回，北米，欧創刊。

146. ネギ鋳病菌

Puccinia All臼 (DC.) RVDOf.PIII. 

R'1'COLl'fII-Linnaea. lV. 392. (1892); SλCC.-l， c. ¥'11. 655. (1888); SYD.ー1. c. J. 614. 

(1903) ; I~'oー1. c. 1[, (3). 214. (1950). 

Syn. Xylorna? Allii DE C¥l'.1)Or.fﾆ. DE CAXDOLTﾆ-FI. Fr. ¥1. 15日. (1815). 

:'I~:ý::t干11'(物 t-ギ‘ (Allium f istulosuml お土びニンニタ (A. Scorodoρ叩Sl仰 var. vivi仰印刷の

葉に等生。

1T: w:土也 〔ネギ〕盛岡;滝沢村。〔ニンニク J qR;岡。

分 4有f 日木， 樺太， 台湾， ý消商削官骨訓'1札|

147. スミレサイシン鍔病毘i

Puccinia alpina FUl'KEI.. 

FUCl王EL-Fung. Rhen. no. 2420. (1872); Symb. Myc. 1"achtr. II. 13. (1873); SACC.-1. c. 

VU. 693. (1888); SYI.-l. c. 444. (1903); h'o-l. c. n. (3). 268. (1950). 

ニ古主植物 スきレサイシン (Violα vaginata) の葉に容子生ペ

J弔集地:I3'ê石岳r

づト ギli 日本，カムチヤツカ，西比利回，区;:訓c

148. オオパセンキユウ~~病毘j

Puccinia Angelicae FUOKEJ" 

FUCKEL-Fung. RhGn. 110. 358. (18(33); Symb. Myc. 52. (1869); SYD. -1. C. 1. 356. (1902). 

:~1~j:杭物 オオパセンキユウ (Angelica Yab仰向。)およびエゾオオパセンキユウ (A. refracta) 

の集に寄生。

採集地 〔オオバセンキユウコ早池峯山。〔エゾオオバセンキユウ〉盛岡岩木山;十和田湖。

分 イlî 白木，樺太，千島列島，西比利亜，欧~+I。

149. アブラガヤ鋳病菌

Puccinia angustata PECK. 

PEιK-Bull. Buffalo Soc. Nat. ~ci. 1. 67. (1873); SACC.-1. c. VII. 655. (1888); S):1).-1. 

c. 1. 690. (1903); 1'1'0-1. c. II. (3). 208. (1950). 

SYI1. Aecidiu明 Lycoþi W. GERλ1m. GERARD-Bull. Buffalo Soc. Nat. Sci. 1. 68. (1873). 
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寄主布{(物 シロネ (Lycoρus lucidus var. genuinus) およびアプラガヤ (Scirþus Wichurai var. 

concolor) の奨に寄生。

採集地 CシロネJ j恥問。〔アプラガヤ)戚岡。

分 布日本，千島列島，朝鮮，北米。

150. ヒカヂスゲ鍔府高:Î (オケラ鍔病菌)

Puccinia aomoriensis SYDOW. 

SYD.-Ann. Myc. XI. 104. (1913); SACC.ー1. c. XXllr. 716. (1925); ITOー1. c. JI. (3). 

1う8. (1950). 

Syn. Aecidium Atractylidis DrETEI,. DIE'l'司L-Hedwigia. XXXVlf. 212. (1898); SλCC.-l. c. 

XIV. 377. (1899); SYD.ー1. c. lV. 26. (1923). 

寄主布r[物 オケラ (Atractylis lyrata) ，マルバオケラ (A. ovata) およびヒガゲカズラ (Carex

lanceolata) の葉に寄生。

採集地 〔オケラ〕宮古;盛岡;古田村;黒石野;鬼泣;滝沢村;早池峯山;姫神山;御倒神付;

岩手山;ノト岩井村;千厩。〔マルバオケラ〕椛問。〔ヒカゲスグ〕盛岡。

分 布日本，朝鮮， ù~j ì:JH ，支那大陸。

151. イヌヨモギ銃f，訂正i

Puccinia Artemisiae-Keiskeanae MrunA. 

S''TI.-Ann. Myc. X[. 95. (1913); SACC.-1. c. XXIII. 675. (1925); 1町)ー1. c. IT. (3).313. 

(1950). 

l寄主杭物 イヌヨモギ、 (Artemisia Keiskeana) の奨に寄生。

採集地御所村;黒石野。

分 午布lぱi 日本， !判:0初0引i鮮 i渦I尚可附附v掛訓訓，1十札|卜i

152. トグシパ2加!な立、i

Puccinia Arundinellae-anomalae DmTEr,. 

DrETEL-EKGL. Bot. }ahrb. XXXVII. 100. (1905); SACC.ー1. c. XX1. 691. (1912); 1'1'0-1. 

c. IL (3). 142. (1950). 

寄主植物 トダ、シパ (A円mdineZZa hirta var. ciliata) の茎奨に寄生。

採集地真城村(胆沢君i仏

分 布日本，朝鮮， 1削十1，支那大陸。

153. ウスパサイシン銭的正i

Puccinia asarina KUl¥ZE. 

Kmm-Mykol. Hefte. 1. 70. (1817); SACC.ー1. c. ¥1[. 678. (1888); SYn. --[. c. 1. 583. 

(1903); I'ro-1. c. II. (3).229. 

守主fp'(4勾 ウスペサイシン (Asarzon Sieboldii) の葉に寄生。

11~ ぜIS Þ也八甲田山。

分 ギlî 白木，千島列島，樺太，西lt利llJî，北米。
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154. ズタヤクシユ鋳病菌

Puccinia asiatica (Lmr.) SYD()W. 

SYD.-1. c. 1. 499. (1903); I::.'o ー1. c. 11. (3). 260. (1950). 

Syn. Puccinia Heucherae DIE'l'EI" var. asiatica KO}UROV. lAczEwsKT, KO}L¥BOV & TltASZｭ

sct-IEr"-Fung. Ross. exs. no. 163. (1898); SAιι.-1. c. X¥1. 286. (1902). 

11子主1'11(物 ズタヤグシユ (Tiarella ρolYPhylla) の葉に寄生。

採集地崇手山。

分 ギíi 日本，樺太，西lt利E孔

155. キジカクシ銭病菌

Puccinia Asparagi-Iucidi DI五rl'EL~

DmTEL-El'\GT,. Bot. lahrb. XXXII. 625. (1903); SAcc.ー1. c. XVll. 365. (1905); SYD.-1. 

c. 1. 613. (1903); ITo-1. c , 11. (3). 215. (1950). 

:A)~主;j:p'[41!J キジカグシ (Asparagus scllObe打。ides) の茎奨に寄生。

咋集地 ~f~岡;山岸1寸。

分 イlî 日木，台湾，支那大陸。

156. クルマパゾウ銃病立i

Puccinia Asperulae-odoratae W U!t'J'II. 

WUll'l'Il-C巴ntralbl. Bakt. 1I. Abt. XIV. 314. (1905); SACC.-1. c. XVH. 389. (1905); 1'1'0 

-1. c. H. (3).303. (1950). 

市主布I(物 クルマパソウ (Asρerllla odorata) の茎業に寄生。

採集地焼石岳;築川村。

分 布日木，千島列島，俸太，欧日H。

157. ヱゾボウフウ鋳病菌

Puccinia baicalensis Tn.A::\zp,UlTEL. 

THASZSιr-mL-Acta Inst. BDt. Aca土 Sci. URSS. S色r. ll. Fasc. 1. 269. (1933); 1TI)ー1. c. 

II. (3). 273. (1950). 

~~f主植物j エヅボウフウ (Aegoρodium alpestreì の奨に寄生ハ

採集地岳ー(七折沌) ;甲子村z

分 布日本，西比利亜。

158. ヤマカモジグサ鍔病菌

P司ccinia Baryﾏ (BEHK. et BR.) WI);'fER. 

、

WIN'rJm-Pilze Deutschl. 1. 178. (1884); SACC.-l. c. V1I. 660. (1888); SYD.-l. c. 1. 

737. (1903); ITOー1. c. 1I. (3). 143. (1950). 

寄主植物 ヤマカモジグサ (Brachypodium sylvaticum var. mise打開)の葉に寄生。

採集地黒石野;早f也峯山;有戸村(青森県)。
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分 布目本，合問L 支那大陸，欧ìHI ，北米。

159. ヒオウギ~1S病.l'tJ

Puccinia. Belamcandae Dm'I'ET.. 

DIETEI,-Ann. Myc. V. 71. (1907); SACCー1. c. XX1. 672. (1912); 1'1' 0ー1. c. II. (3). 

225. (1950). 

Syn. Uredo Belamcandae HENNINGS. HENNINGs-ElS"GL. Bot. lahrb. XXX¥1l. 158. (1905). 

寄主植物 ヒオウギ (Belamcanga chinensis) の1廷に寄生。

採集地花巻;盛岡。

分 布日本，支那大陸，台湾，印度ι

160. ぺンケイソウ銃約菌

Puccinia Benkei KUSA):;O. 

KUSANo-Bot. Mag. To!,yo. X¥Ill. 147. (1904); SACC.ー1. c. XXI. 624. (1912); ITO-l. c. 

n. (3). 255. (1950). 

寄主植物 ペシケイゾム (Sedum alborose聞包)の環に寄生。

採集地花巻;関市村; 1校。

分 布日本。

161. ムカゴトラノオ鍔病菌

Puccinia Bistortae DB CXNDOf,J, E. 

DE C\J'mor，I， E一一F l. Fr. 、1. 61. (1815). SACC. 一ー1. c. ¥11. 638. (1888); SYD.ーー1. c. 1. 571. 

(1903) ; 1'1'0ー1. c. JI. (3).229. (1950). 

寄主植物 ムカプトラノオ (Bistorta vivi如何)の漢に寄生。

採集地焼石岳。

分 子M 日本，千叫列島，樺太， iliJJ鮮，支那大陸，印皮，回比利lIT\， カムチヤ Y カ，欧洲，北米。

162. エンコウゾウ鋳病ï'tiî

pnccinia calthaecola SCHRﾖ'1'ER. 

SGHROTER-COHN'S Bei廿. ill. 61. (1879); 1'1'0ー1. c. II. (3). 248. (1950). 

Syn. Puccinia Zoρ'fii WrN'I'ER. WINTER-Hedwigia. XIX. 39. (1880); SACG.-l. c. VJI. 624. 

(1888) ; SYD.-l. c. 1. 542. (1903). 

者?主植物 エンコウゾウ (Caltha membranacea f. decz仰bens) の奨に寄生。

採集士山岩手山。

分 イjj 日本，樺太p 朝鮮，刑洲， [!~比利耳石[， I次骨11.北米。

163. ウラジロタデ鋳病菌

Puccinia calumnata SYDOW. 

SYDow-Ann. Myc. XJ. 102. (1913); SACC.-I. c. XXlli. 766. (1925); ITo-I. c. II. (3). 

236. (190). 
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!f;J~ 主中ì{(物 ウラジロタデ (Pleuroρtcropyru:，n Wり richii) の葉に寄生。

採集地岩木山。

介 干[î 日本，千島列島，樺太， 11前V，II ，支那大陸。

164. イワギキヨウ鍔病菌

Puccinia Campanulae C.Ut>IIC1LIEL. 

BERKELY-S;I!ITU-Engl. FI. v. 365. (1836); SAιc. -1. c. ¥1[. 677. (1888); S)"D. ー1. c. 

1. 196. (1902); 1TOー1. c. n. (3). 310. (1950). 

:!Jj主植物 イワギキヨウ (Cam抑制la lasiocar仰)の茎葉に寄生。

保集地告子山。

介 イlî 日本，西比利班，欧洲，北米。

165. サルトワイパラ [HI誘11諸国

Puocinia Caricis-blepharicarpae HmA'l'i'UKA , f. 

1'1'0 & MURAY 

~-:ir主植物 サルトリイバラ (Smilax Chim) の葉に寄生。

持集地 盛岡;厨川村 ; 1)、湊(青森県) ;鬼越， ，岩手山;有声村(青森県)。

分 .{j� 日本。

166. タガネソウ黒鍔病菌

Puccinia Caricis-siderostictae DlE'l'EL. 

DIE'l'Er,-Ann. Myc. V. 72. (1907); SACC. -1. c. XXI. 680. (1912); 1 'l' o ー1. c. II. (3). 

189. (1950). 

Syn. U redo Caricis.siderost ictae HEX苫I古川. HEXXC'GB-ExGf,. B::Jt. Iahrb. XXXI¥". 598. 

(1905). 

寄主fIf[物 三号コウモリ (Cacalia aIげiculata var. kamtschatic) ，ヨブ'スマゾウ (C. hastata var. 

glabra) およびタガネゾウ (Zarex siderosticta) の業に寄生。

+T2 集地 ドモコウモリ〕岩手山。〔ヨプスマゾウ〕橋場岩手山;姫祈l山c C タガネゾウ〕南昌

山;平泉;滝沢村;山岸村;接岡;台温泉;松屋敷。

分 イiî 日本， ):(1]鮮， ?商洲，支那大陸。

167. ベニパナ鋳病菌

Puccinia Carthami (Hr、'l'ZEL>I.) CORDA. 

CmmAー1con. Fung. lV. 15. (1840); SACC.-1. c. ¥11. 646. (1888); SYD.ー1. c. 1. 35. 

(1902) ; 1TOー1. c. n. (3). 317. (1950). 

寄主杭物 ベニバナ (Carthamus tinctorius) の葉に寄生。

採集地弘前。

分 布 日本，支那大陸，欧洲，印度，北米，阿弗利加。

168. キク黒鋳病菌
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Puccinia Chrysanthemi ROZ;J,. 

T<oZE-Bull. Soc. Myc. Fr. XVll. 92. (1900); SACC.ー1. c. XVI. 296. (1902) ;SYD.-l. c. 1. 

46. (1902); ITO-l. c. 1[, (3). 319. (1950). 

Syn. Puccinia ChrysantheJ珂i.chinensis HESNISGS. HENKINGS-H巴dwigia. XL. (26). (1901). 

'主主制[物 キグ (Chrysanthemurl' morifoliu畑)の1廷に寄生。

採集地花巻; rl:t野村;大船渡;胤向。

分 布日本，台湾，朝鮮，消洲，支那大陸，阿j度，欧~+I，北米n

169. ネコノメゾウ鋳病菌

Puccinia Chrysosplen� GHJ何 UJLE.

GREnr,LE-Engl. Fl. v. 367. (1836); SACC. ー1. c. "11. 685. (1888); S,1).-1. c. 1. 493. 

(1903) ; ITo-1. c. It. (3). 256. (1950). 

111t主他物 マルバネコノメゾウ (ChrysosPlenium ramosum var. atrodiscl開=Ch. yesoense) の

葉に寄生。

n: ~在地台温泉。

分 布 日本，樺太，朝鮮，満洲，支那大陸， f百j七利!ffi，欧洲。

170. ドクゼリ鋳病菌

P�cinia Cicutae LASCH. 

Kr,O'rZSCH. Herb. Myc. no. 787. (1845); SACC.-1. c. \1[, 647. (1888); SYD.ー1. c. 1. 372. 

(1902) ; ITo-1. c. It. (3). 280. (1950). 

iAT主布([物 ドクゼリ (Cicuta virosa) の茎菜に寄生。

J宅 ü三地飯間;荷巻;浅岸村。

う分.}布f昨市!ばJ 日本， 樽太， 朝鮮， 11満荷削四訓，1ιl

1η71. ミヤマタェタデ銃:h治省

Puccinia Circaeae PEH i",OON. 

PEf,SOON-Disp. Meth. Fung. 39. (1797); Syn. Meth. Fung. 228. (1&01); SACC.-1. c. Vll. 

686. (1888); SYD.-1. c. 1. 422. (1903); ITO-l. c. Jl. (3). 270. (1950). 

守主植物 ミヤマタニタデ (Circaea caulescens var. glab叩)の奨に寄生。

採集地早池峯山。

分 布 日本，樺太，千島列島，朝鮮，満測し支那大陸，印度，ヒマラヤ，カムチヤツカ，西

上E利E主，欧洲，北米。

172. アザミ鋳病車i

Puccinia Cirsii LASC11. 

RmEl¥lIORS'f. Fung. Eur. no. 89. (1859); SYD.-l. c. 1. 55. (1902); I'foー1. c. II. (3). 

322. (1950). 

:(5主植物 アオモリアザミ (Cirsium aomorense) およびヒメアザミ (C. niPponicum) の業に

寄生。
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採 !fi 地 〔アヲモリアザ汀有戸村(青森県入〔ヒメアザミ〕姉体村m

分 布 日本F 台湾，千mj71j ~1i ， 樺太， lliJj鮮， i削+1 ，フイリ γ ヒ'ン諸島，支那大陸，同比利亜，

欧VH ，北米。

173. ヒルカ、オ諒病Wî

Puccinia Convolvuli CA同rAG~E.

CASTAGNEーObserv. 1. 16. (1843); SACC.-l. c. W. 610. (1888); 5YIλ l. c. 1. 319. 

(1902); ITo-l. c. n. (3). 292. (1950). 

寄主中I{(物 ヒルガオ (Calystegia jaþo河ica) の業に寄生c

採1_fJ.: J 也 峨阿;玉山村;入甲田山。

分 布 日本，台湾，朝鮮， i筒洲，西比利!ffi，支那大陸， フイリ Y ピン諸島， 阿弗利力目，北

米，南米，欧掛H。

174. オニタビラコ鍔病菌

Puccinia Crepidis-japonicae DlE'l'EL. 

DIE'.rEL-Ann. Myc. Yl. 226. (1908); SACC.ーl. c. XX1. 652. (1912); ITo-1. c. 1l. (3). 

324. (1950). 

Syn. Uredo C仰がdis-jaþonicae LrNDHO'l'lJ. LU;nIW'l'H-Acta Soc. pro Fauna et Flora Fenn. 

XXIL no. 3. 11. (1902). 

寄主1'íi'(物 オニタビラコ (Creρis ja戸onica) の襲に寄生c

採集土也布|件付;盛岡;好摩。

分 布 日本，台湾，支那大陸，セイロン島。

175. タツノヒゲ鋳病菌

Puccinia Diarrhenae MIY ABE et 1引).

ITO-Jour. Coll. Agr. Tohol日 Imp. Univ. ]1[. 190. (1909); SACC.-l. c. XXI. 705. (1912); 

ITOー1. c. ][. (3). 151. (1950). 

寄主ネI{(物 タツノヒゲ (Diarrhena jaþonica) の葉に寄生。

採焦土也 市tÍ(1山;浅岸村玉山村;盛岡。

分 ギji 日本 i高測。

176. オカトラノオ鍔病菌

Puccinia Dieteliana SYDOW. 

DIETEL-Hedwigia. XXXVIr. 215. (1898); SAιC.ー1. c. XlV. 332. (1899); SYD.ー1. c. 1. 

347. (1902); l'l'o-l. c. ]l. (3). 289. (1950). 

:~y主植物 オカトラノオ (Lysimachia clethroides) の奨に寄生。

採集地 岩木山;岡子山;煙山村;茨島野;黒石野;盛岡;滝沢村;山岸村;台温泉;姉体村;

湯本村。

分 布日本，台湾，朝鮮，満洲，支那大陸。

177. キクパドコロ録病白.
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Puccinia Dioscoreae KOJ¥IAIWV. 

]ACZEWSKI, KOl¥IAROV & TluNzscIIm, -Frmg. Ross. exs. no. 269. (1899). 

Syn. Rostru�ia Dioscoreae SYDOW. SYb.-1. c. m. 166. (1912); SACO.-l. c.. X¥1. 315. 

(1902) ; ITOー1. c. II. (3). 346. (1950). 

寄主植物 キクバドコロ (Dioscorea quinqueloba) の奨に寄生。

探集地雁部(田代村)。

分 布日本，胡鮮 1前~+I，来那大陸。

178. ライムギ招鋳病l'tî

Puccinia dispersa EmK!'.sly.¥. 

FltIKSSO)l'-Ann. Sci. Nat. (8). IX. 268. (1899); IToー1. c. rr. (3). 133. (1950). 

宿主十If[物 ライムギ (Secale cereale) の主主奨に寄生。

採集地山岸村;大沢村;雄岡。

分 布世界各地。

. 179. ハマユンユク(テンキグサ)鋳f~~菌

Puccinia Elymi W ER'I'EXj)Om'. 

WES'['ENbORl'-Bull. Acad. Roy. Belg. X日[.408. (1851). Syn. Rostrtψia Elymi LAliERHEDr. 

L.Ilam日EIM-]our. de Bot. 11 [, 188. (1889); SACC.-l. c. lX. 316. (1891); SYJl.ー1. c. 11[, 

168. (1912); ITO-l. c. 11. (3). 345. (1950). 

Rostru�ia Elymi.mollis S.\Wλ]は in sched. 

主主nl江物 ノ、マニンニク(テンキグサ) (Elymus 問ollis) の茎業に寄生。

咋築地中野(久慈町) ;鮫。

分 イri 日本，千島列島，樺太，朝鮮， i荷洲，支那大陸，欧洲，北米。

180. ススキ長柄鋳病的

Puccinia erythropus Dllヨrl'BL.

DIE'I'EI.-ENm. Bot. ]ahrb. XXXVlI. 101. (1905); SACC. ー1. c. XXJ. 694. (1912); ITO-1. 

c. J[. (3). 161. (1950). 

~M :ì:1iI'[物 ススキ (Miscanthus sinensis) の葉に寄生。

採集地川井村;志和;盛岡。

分 布日本，支那大陸。

181. クサボタン褐銃病菌

Puccinia exhausta DrE'fET .. 

DIETEf,-ENGL. Bot. ]ahrb. XX¥l[. 283. (1900); SACC.-l. c. xn. 274. (1902); SYD.-L 

c. 1. 544. (1903); ITOー1. c. II. (3).249. (1950). 

寄主植物 グサボタン (Clematis sta日s=C. heracleifolia var. stans) の葉に寄生。

採集地東摂山。
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介 首[ 日本，台湾、，ブイリツピン諸島。

]82. ミヤマスミレ鋳病菌

Puccinia Fergassoni BEI1KELEY et BIU)())IE. 

BERKELEY & BROO~U; -Ann. Nat. Hist. XV. 35. (1875); S.¥cc. -1. c. ¥11. 682. (1888); 

SV1>.ー1. c. 1.444. (1903); 1'J'()ー1. c. IT.. (3). 265. (1950). 

ニ~):主中!I'(物 5 ヤマスさレ (Viola Selkirkii) の茎葉に寄生e

咋集地八甲間山。

分 布 日本，樺太，カムチヤツカ，西.比利国，欧洲，北米。

18可. ヨモギ鍔病正j

Puccinia ferruginosa SV]Jり\1'.

Syυ. ー1. c. J. 13. (1902); SACC.ー1. c. X ¥11. 280. (1905); I'l'o ー1. c. ]1. (3). 313. (195J). 

~rs:'主布1(4'角j ヨモギ (Arlemisia dubia) およびオトコヨモギ (A. ja戸onica) の葉に寄生。

.J~~ ~在地 C ヨモギ〕岩手山;椛問;茨島野 ;i奈川村;雫石村;姉休付;松島(宮以I}P:) ;有戸付

Ci'T森県L Cオトゴヨモギユ姥屋敷;有戸村(青森県)。

分 ギli 日本，樺太，台湾，朝鮮， r削H，支那大陸，カムチヤツカ。

184. ギボウシ鋳病菌

Puccinia F出lkiae DU;'I' EI ，・

DTE'rEI,-Hedwigia. XX;(¥ll. 214. (1393); S.\cc. ー1. c. XlV. 333. (1899); SY]).-1. c. 1. 

622. (1903); 1'1'0ー1. c. rr. (3). 219. (1950). 

守主柄拘 キボウシ (Hosla jaρonica var. coe仰lea) お上:J-イワギボウシ (H. longi戸es) の業

に寄生。

咋:tj~ J也 〔ギボウシ〉中野村;御明神村;宥木山;時間。 cイワギボウシ〕岩手山;早池峯山;

門馬付;南畠山;依岡;合温泉。

元、 介f 日本，朝鮮，支那大陸。

185. カキ r ウシ鋳病J\\i

Puccinia Glechomatis DE CAXVOLLl-;. 

DE C 

(ο19卯02わ) ; 1 '1'引《り)-1. c. 江. (3め). 297. (ο1950的) . 

寄主植物 カキドウシ (Gleclwma hederacea var. grandis) およびラショウモンカズラ (Meehania

urlicij olia) の葉に寄生。

採集地 〔カキドウシ〕盛岡;南邑山;久慈。〔ラショウモンカズラコ盛岡;姫神山;御明神付;

厨川村。

分 布 日本，台湾，朝鮮， 1認洲，支部大陸，欧洲。

186. ムギ類黄鋳病菌

Puccinia glumarum ERlKSOOS et HE,,:;-rXG. 

ERIKSSON & HEK~I~l;-Zeits. f. Pflanze叫cr. Iτ. 197. (1894); SACι.一1. c. XYJI. 380. 
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(1905) ; Sy)). -1. c. 1.. 706. (1903); hり1. c. Jl. (3). 130. (1950). 

守守主植物 コムギ (Triticum sativum var. vulgare) の芸奨に寄生。

採集地本宮盛岡r

分 布世界各地。

187. ドジョウツナギ鍔病I;M

Puccinia Glyceriae ITo. 

ITO-]OUr. Coll. Agr. Tohoku Imp. Univ. m. 200. (1909); SACC.-I. c. XXJ. 703. (1912); 

ITOー1. c. .IT. (3). 155. (1950). 

ó!，Y:=Ìô:JTrI物 ドジョウマ「ギ (Glyceria tonglensis) の茎実に寄生。

採集地姉体村。

ノナ ギli 日本。

188. ムギ類恐鋳病菌

Puccinia graminis PERSOOX. 

PERSoox-Disp. Meth. Fung. 39. (1897); Syn. Meth. Flmg. 228. (1801); SACC.ー1. c. vlr. 

622. (1888); SYD.-I. c. l. 692. (1903). 

ャ'，f主植物 コムギ (Triticu;n sativUl河 var. vulgare) の菜業に寄生。

J宋 uミ地盛岡。

分 布世界各地。

189. ツパメオモト銭的正i

Puccinia hakkodensis HlRA'l'SUKλ ， f. 

HmATSCKA-Trans. Tottori Soc. Agr. Sci. 111. 241. (1931); 1To -1. c. n. (3). 216. (1950). 

笥主植物 ツノミメオモト (Clintonia udensis) の葉に寄生。

tR !兵士ill 八甲田山。

分 布日本p 千島列島，樺太。

190. アリノトウグサ鋳病l j!，j

Puccinia Halorrhagidis SYllOW. 

SYD.-Ann. Myc. 11. 98. (1913); SACC.ー1. c. XXill. 747. (1925); 1'1'0-1. c. II. (3).273. 

(1950) . 

寄主布r(物 アリノトウグサ (Halorrhagis micrantha) の葉に寄生。

採集地盛岡(愛宕山) ;柳沢村;御明神村; -(1[1場峠;有戸村(青森県) ;八甲南山p

分 布日本，支那大陸。

191. ヒマワリ鍔病蕗j

Pucci.nia Helianthi SCl fW mNl'I'Z. 

SCIHV.EINITZ-Schr. Nat. Ges. Leipzig. 1. 73. (1822); SACC.-1. c. VIf. 603. (1888); SYD. 

--1. c. r. 92. (1904); ITOー1. c. n. (3). 325. (1950). 
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寄主村[物 ヒマワリ (Helianthus annuus) およびヒメヒマワリ (H. debilis) の葉に智子生。

採集地 〔ヒマワリ〕感河。〔ヒメヒマワリコ盛岡。

分 布 日本，朝鮮 ， i高野トJ，支那大陸 p 欧掛1-1.北米。

192. ヤブカンゾウ鋳病菌

Puccinia Hemerocallidis THm口氏

Ti-IUMEl¥-Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou. LV. 81. (1880); Hedwigia. XXI. 15!J. (1882); 

SACC.ー1. c. Vll. 728. (1888); SYD.-l. c. I. 624. (1903); ITOー1. c. II. (3).218. (1950). 

Syn. Aecidium Patriniae HENNrNGs. HENNJNGs-Hedwlgia. XLI. (21). (1902); SACG.-l. 

c. Xv1I. 413. (1905) ;SYD.-1. c. 1V. 308. (1923). 

寄主中11'[秒j オミナエシ (Patri四ia scabiosaef olia) およびゼンテイグワ (Hemerocallis Midendoｭ

げii) ， ヤブカンゾウ (H. disticha var. Kwanso) の葉に寄生。

咋 11ミ地 〔オミナエシJ ~乏川村;姫神山。〔ゼンテイ F ワ〕岩手山。〔ヤブカンゾウ〕築川村;盛

岡;早池峯山;黒石野。

分 イlî 日本，台湾，千島列島，朝鮮，支那大陸，満EH，西比利亜。

193. コウゾリナ鋳病菌

Puccinia Hierac� MARTlUS. 

MAH.'J'WS-Prodr. Fl. Mosq. 2. ed. 226. (1817); SAO仁.-1. c. VII. 633. (1888). p. p.: SYD. 

1. c. 1. 95. (1902); I'fO-1. c. II. (3). 326. (1950). 

Syn. Puccinia Picridis ]AOKy. ]acky-Zeits. P匀anzenkr. IX. 339. (1899). 

Puccinia Picridis HAZSL. R¥ZSL.-Brand.u. Rostpilze. Ungarns. 81. (1877); SACO.-1. c. 

VII. 652. (1888); SYD.-1. c. 1. 130. (1902). 

守主布f(物 コウゾリナ (Picris jゆonica) の奨に寄生。

採集地弘前;滝沢村;米内村;駒ヶ岳(崇手郡) ; ;有戸村(青森県)。

分 布lU:界各地。

194. コウボウ鋳病菌

Puccinia Hierochloae lTo. 

ITo-]our. Col1. Agr. Tohol王u Imp. U ni v. J1I. 193. (1909); 1. c. (Myc. F1. ]ap. II. (3). 

156. (1950); SAOO.-1. c. 玄XI. 703. (1912). 

寄主植物 コウボウ (Hierochloe bo問alis) およびハネガヤ (Stipa effusa) の葉に寄生。

咋集地 〔ゴウボウ〕築川村。〔ハネガヤ〕滝沢村;感問。

分 布 日本，千島列島，樺太，朝鮮p 満到し

195. ヤマカモジグサ冠鍔病菌

Puccinia himalensis (BARCL.) DmTEL. 

DmTEL-EKGL.-PllAS'fL-Nat�1. Pflanzenfam. 1. 1.州 63. (1900); SAOι.-1. c. XVII. 

386. (1905); SYD.-1. c. I. 738. (1903); ITOー1. c. 且. (3). 144. (1950). 

Syロ. Puccinia coronata var. himalensis BARCLAY. BARιLAY-Trans. Linn. Soc. London. J1[. 

227. (1891). 
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寄主植物 ヤマカモジグサ (Brachypodittm sylvatic即日 var. miser附日)の葉に寄生。

採集地築川村;早池峯山。

分 布 白木，台湾，交那大陸，ヒマラヤ。

196. オオムギノj鍬柚

Puccinia Hordei Q'J:'J:H. 

OTTH-Mitth. Nat. Ges. B号rn. (1870). 144. (1870). 

Syn. Puccinia anomala ROS'rHUP. THUlIIEN-Elora. LXI. 92. (1878); IToー1. c. II. (3). 

133. (1950). 

Puccinia simplex EnrK呂田ON et HENNING. EmKssoN & HENNrNG-Z色its. Pflanzenkr. IV. 

260. (1894). 

寄主植物 オオムギ (Hordeum sativum var. hexastichon) およびハダカムギ (H. sativum var. 

vttlgare) の芸業に寄生。

採集地盛岡;浅岸村;本宮村;厨川村;鮫。心、ダカムギ〕雌岡。

分 布世界各地。

197. キク白鋳病的(キク白渋病菌)

Puccinia Horiana HE}'"NINGS. 

HEl¥NTNGS-Hedwigia. XL. 25. (1901); SACC.ー1. c. XVl. 296. (1902); SYD.ー1. c. 1. 48. 

(1902) ; 1'1'0-1. c. 1I. (3). 320. (1950). 

:三子主植物 キク (Chr;仰向themum morifolium) の葉に寄生。

採集地主主岡。

分 布日本， .\!乙那大陸， 1出:jVH。

198. オヤマゾパ銃約Wì

Puccinia iwateyamensis HmA '1'SUKA, f. 

HIRATSUKA-Mem. Tottori Agr. Col1. m. 140. (1935); 1'1'0-1. c. II. (3). 235. (1950). 

寄主植物 オヤマゾバ (Pleuro仲仰向f捌 Nakaii) の諜に寄生。

採集地岩手山(七合目) ;駒ヶ岳(岩手郡)。

分 旧日本。

199. ニ lj ンソウ館内白.

Puccinia japonica DIE'rEL. 

DIET}~l，-ENGL. Bot. Jahrb. XX¥1Il. 283. (1900); SAGC.ー1. c. XVl. 274. (1902); SYD.-1. c. 

1. 528. (1903); 1To-1. c. II. (3). 245. (1950). 

f主主植物 ニリシゾウ (A日開one flaccida) の茎奨に寄生。

探 1ß 地南昌山;米内村;盛岡(北山)。

分 布日本，西比利亜。

200. ササ誘病菌
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Puccinia Kusanoi DIE'l'EL. 

DIETEr,-ENGL. Bot. Jahrb. XXVIl. 568. (1900); SAOC.-1. c. XVI. 309. (1902); SYD.ー1.

c. 1. 732. (1903); ITOー1. c. rr. (3). 124. (1950). 

Syη. Aecidium Deutziae DrETEL. DrETEL -Hedwigia. XXXvlI. 212. (1898); Sλ00.-1. c. 

XIV. 376. (1899); SYD.ー1. c. IV. 227. (1924). 

寄主布I'i物 ウツギ (Deutzia crenata) およびアズマザサ (Arundinaria 問問osa) の袈に寄生。

採集地 Cウツギ〕盛岡;黒石野;厨)i I村;橋場;多々良山。〔アズマーザサ〕盛岡。

分 布日本，台湾，支部大陸。

201. ユガナ鍔病菌

Puccinia Lactucae-debilis Dm'l'、 EL.

DrE'I.'El;-Ann. Myc. u. 235. (1908); SAιO. ー1. c. 玄XI. 653. (1912); ITOー1. c. TI. (3). 

328. (1950). 

寄主杭物 ニガナ (Ixeris dentata=Lactuca dentata) の茎葉に寄生。

採集地 時間;茨島野;湯本村;玉山村;綱張有戸村(青森県)。

分 布日本，台湾，満洲，支那大陸。

202. ヤクシソウ鍔病菌

Puccinia Lactucae-denticulatae DrETl�L. 

DIE'r.I鎰-ENGL. Bot. Jahrb. XXXVIl. 103. (1905); S.¥co.-1. c. XXI. 654. (1912); ITOー1.

c. rr. (3). 330. (1950). 

寄主布I'i物 ヤクシソウ (Ixeris denticulata=Lactuca denticulata) の葉に寄生。

採集地黒石野;好摩。

分 ギjî 日本，千島列島 1街ìJH ， ，Wl鮮，支那大陸。

203. ハマニカナ鍔病菌

Puccinia Lactucae-repentis 乱I[ [YADE et MrYAKE. 

SYD.-Ann. Myc. XI. 96. (1913); Sλ00.ー1. c. XXill. 692. (1925); 1'1' 0ー1. c. rr. (3). 

330. (1950). 

寄主植物 ノ、マニガナ (Ixeris repensニLactuca repens) の茎葉に寄生。

J雫集地宮古;種市村;野田村。

分 布 日本，樺太，千島列島，朝鮮，満洲，支那大陸。

204. ヒライ鍔病i岩

Puccinia littoralis Ro品i1'RUl'.

TrIUMEx-Myc. univ. no. 327. (1876); Flora. XX玄v. 171. (1877); ITO-1. c. rr. (3). 210. 

(1950). 

Syn. Puccinia Junci WrNTER. WINTlm-Hedwigia. XIX. 28. (1880); SAOO.-l. c. Vlr. 658. 

(1888) ; SYD.-1. c. I. 642. (1903). 

守主植物 ヒライ (Juncus Fauriei) の葉に寄生。



- 60 ー 林業試験場研究報;今第 57 母

J宗集地!dB!岡。

分 布 日本，樺太，千島列日， i向洲，支那大陸，カムチヤツカ，同比利m\，欧掛Ho

205. "7カラスムギ冠状跨的立i

Puccinia Lolii NrET,FE::\. 

NIELSEN"-Ugeskr. Landm. 1. 549. (1875); SAOC.-l. c. XI. 203. (1895); SYD.-1. c. !. 

704. (1903); 1TO-1. c. rr. (3). 134. (1950). 

1.:y主布{(物 マカラスムギ (Avena sativa) およびカラスムギ (A. jatua) の奨に寄生C

;j1~ 1)~土也 〔マカラスムギ〕黒沢尻;帰問。〔カラスムギJ 'dB:向。

分 ギ/î 世界各地ο

206. ササ角鍔病l~i

Pu.ccinia longicornis P A'1'OUTJ ,r,AH Il et HAIU01'. 

HAltIO'J'-Bull. Soc. Myc. Fr. V[[. 143. (1891); SACC.-1. c. XI. 200. (1895); SYD.-1. c. 

1. 734. (1903); 1'1'0 -1. C. J[. (3). 126. (1950). 

守主植物 ネマガリダケ (Sasa 仰向iculata) の葉に寄生。

探集地硲向。

分 ;{f� 白木，支那大陸。

207. キツネノカミゾリ 55品川~M

Puccinia lycoridicola HmA'l' RUKA , f. et HAHA. 

HAH.A-Trans. Agr. Soc. ShizlIoka Pref. XXXV. 72. (1931) (nom. seminud.) ; 1TO & MUl~且

YAMA-Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. 叉\~[. 168. (1943); 1TO ー1. c. 11. (3). 224. (1950). 

f芯主植物 ヒガンバナ (Lycoris radiata) ，キツネノカミソリ (L. sanguinea) およびナツズイ

セン (L. squamigera) の漢に寄生。

;j:京1)~土也 〔ヒガンバナ〕厨川村。 cキツネノカさゾ\) J 滝沢村;康問;姫有11山。

うト ギlî 日本。

208. ヨシ小銃病立i

Puccinia Magnusiana KﾖH1>'rKCE. 

K�n.NrOKE-Hedwigia. XV. 179. (1876); SACC.-1. c. ¥11. 631. (1888); SYD.-1. c. 1. 785. 

(1904); 1TO-1. c. II. (3). 168. (1950). 

寄主植物 ヨシ (Phragmites longiωlvi・s) の葉および葉轄に寄生。

採集地盛岡。

分 布 日本，樺太，千島列島，朝鮮 1雨前L 支部大陸，欧洲，北米，阿弗利力日σ

209. "7イズルソウ鋳病菌

Puccinia Majanthemi DIE'J' Er,. 

DIETEL-El'¥GL. Bot. Jahrb. XX¥Ill. 285. (1901); SACC.ー1. c. XVl. 307. (1902); SYb.-l. 

c. 1. 625. (1903); 1TOー1. c. II. (3). 217. (1950). 
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'j子主布{(物ry 1 ワギボウシ (Hosta longiρes) およびマイズルゾウ (Majanthenzum bifolium) の

現;に寄生。

採集地 〔イワギボウシ〕岩手山o Cマイズルソウ〕岩手山;早池峯山;須川岳，仙岩II'f~ ;国見

温泉;駒ヶ岳(岩手郡) ;八甲田山p

分 布 日本，千!flj列島，樺太，カムチヤヅカ。

210. マルパキンレイクワ鍔約立i

Puccinia melanoplaca Syj)O¥1'. 

Syrλ-Ann. Myc. �[. 168. (1909); S,\Gc. -1. c. xxt. 657. (1912); 1'1'0 -1. c. 11. (3).308. 

(1950) . 

Syn. Puccinia Patriniae.gibbosae MIUJ比 SYD. -Ann. Myc. Xl. 100. (1913); SACC.-1. c. 

xxrrT. 782. (1925). 

::/f主布{[物 マルパキンレ f クヮ (Patrinia gibbosa) の奨に寄生。

探築地沼手山;岩木山; {j[j岩峠;駒ヶ岳(岩手郡)。

分 布日本。

211. ハクカ鍔病凶

Puccinia :M:enthae PEl~SllけX.

PEHSOllY-Syn. Meth. Fllng. 227. (1801); Sλcc.ー1. c. YlI. 617. (1888); SYD. ー1. c. 1. 282. 

(1902); ITO-1. c. rr. (3). 295. (1950). 

f穿主中jI'[物 クルマバナ (Clinoρodium chinellse) およびノ、クカ (Mentha ni仲oncnsis) の茎業に

寄生わ

~~ w 地 【クルマパナ〕岩手山;早池峯山;確岡;山R}付; )到 11 付。 cノ\グカ〕平泉 ; Ji:~岡;厨

)Ij村;滝沢村;黒石野。

分 {jj 日本， 1筆太，千島列島，台湾， iWJ鮮，凶J七利iffi ， i制札支那大陸， r{í~がIL 北米。

212. ノギラン鍔病菌

Puccinia Metanarthedi PA'l'OUlLLAHD. 

P 

626. (ο19ω03め) ;パ1'1'ω'(沿o一lし. c. J[. (3).213. (1950). 

宿主布{[物 ネバリノギラン (Aletris foliata) およびノギラン (Metanarthecium luteo.viride) の

奨に寄生。

採集地 〔ネパリノギラン〕岩子山;入甲田山o C ノギラン〕御羽神j寸;湯本村。

分 布日本c

213. アキノノグシ誘病菌

Puccinia minussensis TnmIEs. 

THUMES-Bllll. Soc. Imp. N旦.t. Moscoロ. LJlI. 214. (1878); SACC.ー1. c. ¥11. 712. (1888); 

SYD. ー1. c. 1. 124. (1902); 1'1'0-]. c. II. (3). 329. (1950). 

Syn. Puccinia lactuclcola MrUltA. SYD.-Ann. Myc. �1. 96. (1913); SACC.-1. c. 玄X [l[ .693.
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(1925). 

寄主植物 アキノノゲシ (Lactl仰 laciniata) およびヤマニガナ (L. Radde仰日)の茎契に寄生。

J来集地 〔アキノノゲシ〕米内村;岩手山;盛岡。〔ヤマニガナ〕様岡;雫石村。

分 布 日本，樺太，千島列，r:-if ， 台湾p 朝鮮. l'抑制，支那大陸，カム千ヤ V カ，目上ヒ利TIIi.欧

洲，北米。

214. ススキ鋳病記i

Puccinia Miscanthi MnJltA. 

MWRA-Flora of Manchuria & E. Mongolia. lf[. 302. (1928). 

Syn. Puccinia Eulaliαe Auct. 

Puccinia 附iscanthicola TnANzs('[{EL. '1'RAXZ8CHE r，ーConsp. Ured. URSS. 93. (1939). 

寄主:布((物 オオバコ (Plantago asiaticaニP. major var. asiatica)) およびススキ (Miscanthus

sinensis) の葉に寄生。

探焦土l~ Cオオバコ〕賊岡;沌沢村米内村 ; h問中山;姥屋敷;早計11\峯山;橋場。〔ススキJ %i 

岡;浅岸H; 篤宿;西山村;黒石野;滝沢村;日詰;築川付;八甲凹山。

分 布 日本，千島列島p 台湾，朝鮮，満洲，支那大陸，ブイリサヒ・ン清宮'0

215. ヤマボクチ銃病}~\í

Puccinia Miurae SYlJO¥r. 

SYD.-Ann. Myc. XI. 97. (1913); SACC.-1. c. XXllf. 698. (1925); 1'1'0ー1. c. JT. (3). 339. 

(1950). 

~1=f;主布I(物 ヤマボクチ (Syマzurus deltoides) の嘆に寄生。

探集地姥畳敷; r有昌山。

分 布日本。

216. タガネソウ鍔病r'Gî

Puccinia Miyakei SYlJow. 

SYb.-Ann. Myc. 刊. 168. (1908); SAGC.-1. c. XX1. 680. (1912); 1'1'0-1. c. 1I. (3). 187. 

(1950). 

~{;)--:主植物J タガネゾウ (Carex siderosticta) の葉に寄生。

採集地甲子村。

分 干布i甘j E日1-木本， :>;車朝Ð羽JJ鮮， ì'満高削百掛訓.1札|

21口7. オオアプラススキ鋳病菌

Puccinia Miyoshiana Dm'l'EJ,. 

Dr町EL-ENGL. Bot. lahrb. XXVl!. 569. (1900); SACC.-l. c. X¥ I. 311. (1902); SYD.ー1.

c. 1. 809. (1904); ITo-1. c. II. (3). 152. (1950). 

寄主植物 オオアプラススキ (Sþodio戸ogon sibiricus) の葉に寄生。

採集地盛岡;甲子村。

分 布日本，朝鮮，満宮札支那大陸。
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218. ヨシ長制録的菌

Puccinia moriokaensis 1'[0. 

I'fO -]our. Coll. Agr. Tohoku Imp. Univ. lli. 224. (1909); SACC.-1. c. XXI. 687. (1912); 

I'fOー1. c. J[. (3).169. (1950). 

寄主桁「物 ヨシ (Ph何♂刊ites longivalvis) の奨に寄生。

採集地南畠山;笈川村;盛岡;厨川村;志和村;開山村;滝沢村e

分 布日本，支那大陸。

219. シシウ F鍔病菌

Puccinia Nanhuana HE::-."Xr~Gf. 

HENNrXGS-'Hedwigia. XL. (26). (1901); SAGC.-1. c. XVI. 283. (1902); SYb.-1. c. J. 

403. (1903); ITO ー1. c. II. (3). 275. (1950). 

Syn. Puccinia A珂gelicae-edulis MIYAKE. MIYAKE-]OUr. Sapporo Agr. Coll. 11. 111. (1906) ; 

SACC.ー1. c. X到. (629). (1912). 

寄主布!(物 アマニウ (A日gelica edulis) ，シシウド (A. schishiudo) , JO.グニ市 (A. ursi仰)およ

びノ !l''r (Peucedam仰 decursivum) の奨に寄生。

採集士I!! Cアマニウ〕早池主義山; Ú[J岩IIÞ~o Cシシウド〕崇手山;甲子村。〔ェグニウ7 岩木~lr ;早

池峯山，岩手山。〔ノダケ)滝沢村;黒石野;厨川村。

分 布 日本，干章太，千島列島，朝鮮 ì高百11，支那大陸。

220. アキギリ鍔病菌

Puccinia nipponica DlE~'EL. 

DIETEL-ENGL. Bot. ]ahrb. XX¥lIl. 284. (1901); SACC. -1. c. 玄\[. 302. (1902); SY]).-1. 

c. 295. (1902); ITo-1. c. J1. (3). 299. (1950). 

寄主布r(物 アキギ、 1) (Salvia ni仲onica) の葉に寄生。

採集地待浜村。

分 布日本。

221. ナンプアサ三鍔病菌

Puccinia Nishidana HE::¥X1NGS. 

HENXIKGS-Hedwigia. XL. (26). (1901); SACι.-1. c. xn. 298. (1902). SVD.ー1. c. J. 56. 

(1902) ; I'fOー1. c. II. (3). 321. (1950) 

f主主植物 ナンプアザミ (Cirsium ni仲onicum) お土ぴノアザさ (C. ja仰が印刷の瑛に寄生。

咋集地 〔ナシプアザミ〕岩手山。〔ノアザリ姉休村。

分 布日本，樺太，支那犬陸。

222. オヤマゾバ招鋳病J'tî

Puccinia nitidula TnA~z日CHEL.

TRAXZSGHEI, & SEREBRLぼ.-Myc. Ross. exs. no. 158-159. (1911); SACC.-1. c. X玄lli.

764. (1925); lTo-1. c. II. (3).237. (1950). 
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寄主植物 オヤマソパ (Pleuropteropyru附 Nakaii) の奨にお生n

採集地岩手山。

分 布日本，渦洲，西比利Ifl{，欧洲。

223. ツリフネソウ鋳病菌

Puccinia Nolitangeris CORDA. 

CORDAーIcon. Fung. lV. 16. (1840); IToー1. c. JI. (3). 263. (1950). 

Syn. Puccinia argentata WIN'l'.ER. WINTER-Pilze Deutschl. 1. 194. (1884); SACC.-1. c. 

YlI. 639. (1888); SYD.-1. c. 1. 450. (1903). 

寄主植物 ツリフネソウ (lmþatiens Textori) およびキツリブネ (I. Noli.tangere) の葉に寄

生。

採集地 〔クリフネソウ〕盛岡;築)i I村;八甲田山。〔キツリプネコ田代村;有戸村(青森県) e 

分 布 日本，樺太，千島列島，朝鮮， 1削札￡那大陸，同比利.illî. t次洲，北米。

224. セリ銭的立i

Puccinia Oenanthes-stoloniferae bo. 

TRANZSCHEL一Consp. Ured. URSS. 299. (1939); I'l'o--1. c. J[. (3).283. (1950). 

Syn. Uredo Oenanthes DIETEJ,. DrETEL-ENGL. Bot. Jahrb. XXvllJ. 290. (1900). 

Puccinia Oenanthes (non CAREs'rrA , 1876) MIYAKE. MrYAKE -Jour. Sapporo Agr.Coll. n. 
106. (1906); SAcc-1. c. XX1. 629. (1912). 

寄主植物 セリ (Oenanthe stolonifera) の茎葉に寄生。

採集地木宮村; '1長岡;姉{本村。

分 布日本，台湾，朝鮮， 11前洲，支那大陸。

225. キタヨシ葉干í'j鋳病菌

Puccinia okatamaengis lTo. 

ITo-Jour. Coll. Agr. Tohoku Imp. Univ. 1II. 226. (1909); 1. c. (Myc. FI. Jap.) ]l. (3). 

167. (1950); SACι.ー1. c. XX1. 687. (1912). 

寄主植物 キタヨシ (Phragmites vulgaris) の茎および奨鞘に寄生。

採集地康問。

分 布日本，支那大陸。

226. アオヤギソウ鋳病菌

Puccinia pachycephala DIE'I'l凶.

DIETEL-Aほ1. Myc. lV. 305. (1906); SACC'.-l. c. XX1. 673. (1912); 1'1'0-1. c. ll. (3). 

223. (1950). 

:主主植物 アオヤギソウ (Veratrzcm Maximowiczii) の葉に寄生。

将来一地 震手山;滝沢村;東根山;五奨山;田代村;上平(志和) ;須川岳。

分 布日本，朝鮮，支部大陸。
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227. オトコエシ鋳病菌

Puccinia Patriniae HEX'SI);GS. 

HENNINGS-ENGI.. Bot. lahrb. XX¥IiI. 261. (1901); SACC.-1. c. X¥I. 290. (1902); SYD.-

1. c. 1. 201. (1902). 

寄主布[[物 オトゴエシ (Patrinia villosa) の契に寄生。

1* 集地黒沢尻;台温泉;鷺宿;八甲田山。

分 布日本，台湾，朝鮮，支部大陸。

228. ヨシ銭病薗

Puccinia Phragmitis (SCI王IJ:\[.) KﾖllSICKJ-:. 

K�XICKE-Hedwigia. XV. 179. (1876); SACC.-1. c. '1I. 630. (1888); SYD.-1. c. 1. 787. 

(1904). 

Syn. Uredo Phragmitis SCHUMACHER. SCHmrAcHER~EロUffi. F 1. Sael1. n. 231. (1803). 

Puccinia arundinacea I-IEDWtG, f. DE CA~DOr.T， E ~Encycl. ¥m. 250. (1808); FI. Fr. ¥1. 59. 

(1815) ; ITO ~1. c. n. (3). 169. (1950). 

AecidiU1河 Rumicis PERSOO~. PERSoox-Syn. Meth. Fung. 207. (1801). 

'!.'i =t:fi[[物 ギシギシ (Rumex jaβoniClω) およびヨシ (Phragmites 10日givalvis) に寄生n

採集地 〔ギ、シギシ〕米内1寸;盛岡;好摩;国見温泉岩手山。〔ヨシ〕椛岡。

分 布 日本，樺太，支tJj;大陸， rv~洲，北米，南米，阿弗利力目。

229. グケゼリ鋳病菌

Puccinia Pimpinellae MART、rl'f\.

MAR'rrus-FI. Mosq. Jl. 226. (1817); SAιC.-1. c. ¥11. 616. (1888). p. p.; SYD. ー I c. 1. 

408. (1903); I'l'oー1. c. rr. (3). 285. (1950). 

fA子主植物 ダケゼリ (Pim戸inella cal ycina) の業に寄生。

J宋築地岩手山;早池峯山。

分 布日本，台湾，欧洲，北米。

230. スズメノカタピラ鍔約五i

Puccinia Poae-nemorensis OT'l'II. 

OTTn~Mitth. Naturf. Ges. Bern. (1870). 113. (1871). 

Syn. Puccinia Poae-sudeticae Jφ r:ST.\D. JφH i3TAb ~Mag. Naturv. Lx三. 325. 1932. 

寄主植物 スズメノカタピラ (Poa annua) およびナガバグ4サ (P. þratensis) の葉に寄生c

採集地 〔スズメノカタピラ〕盛岡;太田村。〔ナガパグ月盛岡。

分 布世界各地。

231. イタドリ誘病菌

Puccinia Polygoni・amphibü PERSOOS. 

PERSOOl¥-Syn. Meth. Fung. 227. (1801); SYナD.-1. c. 1. 569. (1903); IToー1. c. II. (3) 

231. (1950). 
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Syn. Puccinia Polygoni (non PEHS. 1794) ALBEJlTD.� & Scr-rWJ<JTNITZ一Consp. Fung. 132. 

(1805). 

f勿主ffl(物 フウロソウ (Geranium neρalense) . アキノウナギ、ズカミ (Persicaria Sieboldii) ，さ

ヅソバ (P. Thunbergii) ，イタドリ (Reynoulria jaρonica var. Iyþica) , オオイタ

ドリ (R. sachalinensis) およびミズヒキ (Tovara lililo仰zis) の奨に寄生。

咋1)二地 〔プウロソウ〕慮岡，姫神山;符ケ峯;鬼越，主主川村;寺川村;玉山村;姉体村;須

川岳;甲子村。(アキノウナギズカミ〕盛岡;築川村;有戸{寸(青森県) ;碇ケ関(青

森県) 0 (ミゾソパ〕築}JI村;盛岡。〔イタドリ〕築川村;平泉;治手山;回代村;盛

岡;鮫;庖市村;鴬宿;碇ケ関(青森県L (オオイタドリ〕花巻;峰岡;姥屋敷;玉

山村。〔ミズ、ヒキ〕岩手山;滝沢山:浅岸村;築川村;盛岡;弘前(青森泉)。

分 布 日本，樺太，千島列島，台湾，朝鮮， ì'i泊洲，支那大陸， r:1l皮，欧洲，北米，南米，阿

弗利加。

232. ゴゼンタチパナ~JS斉泊岩

Puccinia porphyrogenita CURTlf'. 

TnUl¥fEN-Myc. univ. no. 545. (1876); SACι.-1. c. Vll. 703. (1888); ITOー1. c. ll. (3). 

287. (1950). 

Syn. Puccinia acu問仇ala (non FUOKEJ" 1869) PECK. PEcK-Rept. N. Y. State Mus. XX]][. 

57. (1872); SYb.ー1. c. 1. 352. (1902). 

寄主植物 ゴゼンタチバナ(じhamaeρericlimenum canadense) の業に寄生。

J弔 11三土也 八甲岡山。

分 :{I� 日本，樺太，千島列島p 北米。

233. カワラマツバin病車i

Puccinia punctata Ln¥'K. 

LTNKーObserv. ll. 30. (1815); SYll.-1. c. J. 213. (1902); ITO-1. c.]1. (3).304. (1950). 

Syn. Puccinia Galii SCHWETNI'l'Z. SCIJWETXITZ-Schr. Nat. Ges. Leipzig. 1. 73. (1822). 

f荷主植物 ヨツバム rラ (Galium lrachysρe打倒的z) およびカワラマツパ (G. verum var. leio・

car�um f. lacteum) の茎楽に寄生。

J掠京 T集J長ミ地 〔ヨツパムググぜラ〕姉休1村=寸]0 (カワラマ γ

島野 ;J黒込石野。

分 才lî 白木， ~~ji太，千島列島，朝鮮 ， i前測しだ那犬陸，ヒマラヤ，欧洲，北米， 南米， 濠

訓[，ニユ{ジラシドc

234. サイトウガヤ冠鍔病菌

Puccinia rang�rrna r'ro. 

ITo-]our. Coll. Agr. Tohoku Imp. Univ. ill. 194. (1909); 1. c. ll. (3). 149. (1950); 

SAOO.-1. c. XXI. 689. (1921). 

寄主植物 サイトウガヤ (Calamagrostis arundinacea var. sciuroides) の葉および茎に寄生。

採集地盛岡;滝沢山;南昌山;太田村;煙山村;軽米村。

分 布日本， 11応ÐH，支芽巨大陸。
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235. ウマノミツパ鋳病菌

Puccinia Sanicalae GBEVILLE. 

GREVILLE-FI. Edinb. 431. (1824); SλCC. -]. c. ¥11. 618. (1888); S1'o. -1. c. 1. 413. 

(1903) ; I'J'Oー]. c. 11.. (3). 286. (1950). 

寄主植物 ウマノミツバ(オニミヲバ) (Sanicula elata var. japonica) の葉に寄主。

採集地崇手山。

分 布 日本，支那大陸，西比利耳!L 欧洲。

236. クロクモソウ鋳病菌

Puccinia Saxifragae SCHLECH'l'E"，， ])AJ~. 

SCHLECH'l'ESDAL-FI. Berol. ll. 134. (1824); SAιC.ー]. c. vlI. 678. (1888); S YD. -1. c. 1. 

500. (1903); ITO-1. c. ll. (3). 259. (1950). 

寄主1:1 1'[物 グロクモソウ (Saxifraga ftωca var. Kikubuki) の葉に寄生η

採集地早池峯山;須川岳焼石岳。

分 布 日木，樺太，千島列島，カムチヤツカ，西比利斑，欧洲，北米。

237. イワカガミ鋳病菌

Puccinia Scbizocodonis P A'r�ILLAlUJ. 

PATODrr'f, ARD-Bul l. Soc. Myc. Fr. m. 124. (1887); SACC.-l. c. IX. 301. (1891); SYJJ. 

-1. c. 1. 350. (1902); 1TO-1. c. ll. (3).288. (1950). 

寄主杭物 イワカガミ (Shortia soldanelloides var. ge仰ina) の葉に寄生。

J采 uミ地 八甲田山;駒ヶ岳(岩手郡) ;岩手山;須川岳。

分 イli 日本。

238. クサヨシ鍔病菌

Puccinia sessilis SCH);EIDEH.. 

SCHHδ'l'ER-Abh. Schles. Gω. XL匀ll. 19. (1870); SACC. ー1. c. VlI. 624. (1888) ; SYD. 1. c. 1. 

781. (1904); 1'1'0-1. c. ll. (3). 165. (1950). 

Syn. Aecidium Hostae DlETEI,. DrE'1'EI, -EsGL. Bot. Jahrb. XXXl'i. 588. (1905); SACC. 

]. c. XXI. 783. (1912); SYD.ー1. c. lV. 285. (1923); 1TOー1. c. ll. (3). 361. (1950). 

:(tj主植物 ミズギボウシ (Hosta longissima var. brevifolia) およびグサヨシ (Plwlaris arun. 

dinacea var. genuina) の葉に寄生。

採集地 〔ミズギボウシ〕厨川村;姉体村。〔クサヨシ〕権問。

分 布日本，樺太，千日f列島 j朝鮮， i'制札

239. ハチジヨウナ鋳病菌

Puccinia Sonchi Rommca;. 

DES:�¥ZTERES-Ann. Sci. Nat. 3. Sér.立. 274. (1849); SACC.-l. c. ¥11. 638. (1888); 

SYD.-1. c. 1. 154. (1902); 1TO-1. c. ll. (3). 338. (1950). 



68 - ;j水菜試験場研究報告第 57 母

寄主植物 ハチジヨウナ (Sonchus arvensis var. uliginosl日〕の奨に寄生。

採集地盛岡; mfll村。

分 布日本，梓太，朝鮮. I出j洲，支那大陸，欧洲の

240. タンポポ知銃病菌

Puccinia Taraxaci PLO¥l'lHGII'J'. 

PI.OWRIGHT-Monogr. Brit. Ured. & Ustil. 186. (1889); SACC.ー1. c. IX. 305. (1891); 

SYD.-l. c. r. 164. (1902); ITo-1. c. II. (3). 340. (1950). 

寄主植物 タンポポ (Taraxacum platycarpu間)およびトワダタンポポ (T. towad仰se) の斡こ

寄生。

採集地 〔タンポポコ盛岡。 C トワダタンポボ〕有戸付(青森県)。

分 布 日本，樺太，千島列島，朝鮮. i市WH. 西比利IDL ヒマラヤ，支那大陸，欧tlH. 北米。

241. カナピキソウ鍔病fM

Puccinia Thesii-decurrentis DIETEL. 

DIETET.-Ann. Myc. V1. 225. (1908); SACC.-l. c. XXI. 668. (1912); SYD. 一一l. c. lV. 592. 

(1924) ; 1吐、0-]. c. II. (3).228. (1950). 

Syn. Uredo Thesii-decurrentis HENNING日. HENYrNG日-Hedwigia. XL. (125). (1901); SACC. 

]. c. X¥1l. 451. (1905); S1'寸).-]. c. lV. 592. (1924). 

寄主植物 カナピキソウ (Thesiμ:m chinensis) の茎奨に寄生。

J采集地盛岡 ; n~~石野。

分 布白木， 朝鮮，支那犬陸。

242. タムラソウ銃病菌

Puccinia tinctoriicola MAGNUi'. 

MAG~US-Oesterr. Not. Zeits. (1902). 491. (1902); SYD.-1. c. r. 867. (1904); 1'1'0ーl. c. 

J[. (3). 336. (1950). 

寄主植物 タムラソウ (Ser

採集地中野村(岩手郡)。

分 布日本，支那大陸。

243. ミヤマカラマツ銃病菌

Puccinia Togashiana HmA'r日UKA ， f. 

HfRATSUKA-Mem. Tottori Agr. Coll. �![. 141. (1935); IToーl. c. ]l. (3). 252. (1950). 

寄主植物 ミヤマカラマツ (Thalictrum tuberiferum) の葉に寄生。

将 tt 地岩手山。

フト ギtî 日本。

244. ミツパゼワ銃病菌

Puccinia tokyensis SYDo¥Y. 
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SYD. ー1. c. 1. 377. (1902); SACC. -1. c. XVlI. 345. (1905); l'l'oー1. c. 11. (3). 281. (1950). 

Syn. Aecidium Cryρtotaeniae Dm叩r，. DT.E'1'Er,-EXGT,. Bot. Jahrb. XXvlll. 288. (1901); SACC. 

-1. c. 玄Vl. 335. (1902). 

u陀do Cryρtotaeniae SY]Jo¥r. SYIl.-Mem. Herb. Boiss. l¥-. 4. (1900). 

寄主植物 ミツバゼリ (Cryptotaenia japonica) の奨に寄生。

;Jf~ tI二地 鼠岡;六原;平泉;浅岸村;台侃泉;早池峯山;門潟村。

分 布日木，朝鮮， J商ひH，支部大陸。

245. モミヂカラマツ鋳病正i

Puccinia Trautvetteriae SYDO'," et HOLWAY. 

SYD.-1. c. 1. 552. (1903); SACC-1. c. XVlI. 357. (1905); 1 '1'0ー1. c. 1[, (3). 252. (1950). 

寄主杭物 モミヂカラマツ (T問utvettcr匂 jaρonica) の葉に寄生れ

J宋集地岩手山;牛形山(和賀郡)。

分 布日本，樺太，千島列島，北米。

246. コムギ赤銃病菌

Puccinia triticina EmKsRox. 

En.r収I

c. 1. 71凶6. (1903); 1TOー1. c. rr. (3). 131. (1950). 

守主杭物 コムギ (Triticum sativum var. vuZgare) の茎奨に寄生ο

持集地本宮村;飯岡村;臆岡;厨川村。

分 ギIÎ 世界各地。

247. スミレ類鍔病菌

Puccinia Violae DE CX~;1附r， r，F..

DE CANDOLLE-FI. Fr. n. 62. (1815); SACC.-1. c. VIl. 609. (1888); SYD.-1. c. 1. 439. 

(1903) ; 1Toー1. c. 11. (3). 266. (1950). 

守主布f[物 タチツボスミレ (VioZa grypoceras) およびアオイスミレ (V. ni仲onica) の奨に寄

生。

.jt J{ミ地 Cタチツボスミレ〕築川村;浅岸村;久慈i可;厨川町;姉体村;有戸村(青森県) 0 (ア

オイスミレ〕築)IIH; 浅岸付，硫問。

分 布 日本，樺太，千島列島，台湾，朝鮮， 7制札支那大陸，ヒマラヤ，西比利亜，欧洲，

北米，南米，ニュージーランド。

248. オオパキスミレ鋳病菌

Puccinia Violae-glabellae Mn:RA. 

SYD.-Ann. Myc. XI. 101. (1913); SACι 1. c. XXlII. 785. (1925); 1'1'0-1. c. rr. (3). 

268. (1950). 

寄主植物 オオバキスミレ (VioZa brevisti仰Zata) およびタカネスミレ (V. crassa) の葉に寄

生。
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採集地 〔オオバキスミレ〕岩手山;駒ヶ岳(岩手郡) ;八甲岡山;岩木山;似l岩峠;須川岳。

C 3t カネスミレ〕岩手山。

分 布白木， JjilJß館。

249. アキノキリンソウ鋳病菌

Puccinia Virgaureae LlBERT. 

LmEH.T-Crypt. P1. Arduenna. IV. no. 393. (1837); SAιC.ー1. c. YlI. 679. (1888); SY]).ー

1. c. 1. 151. (1902); I'1'0 ー1. c. 江. (3). 337. (1950). 

寄主植物 アキノキリンソウ (Solidago Virgaurea) の葉に寄生。

採集地岩手山。

分 布布. 日本，樺太，欧副訓，1ι|

25印o. コキンパイ鋳病菌

Puccinia Waldsteiniae CUR'rIS. 

PECK-Ann. Rept. N. Y. Statョ Mus. XXV. 120. (1873); SACC. ー1. c. y]. 699. (1888) ; SYD. 

ー1. c. 1. 490. (1903); ITO-l. c. 11. (3). 260. (1950). 

寄主植物 ゴキンバイ (Waldsteinia ternata) の渓に寄生。

採集地早池峯山。

分 子íî 日本，樽太， ìlí:î洲，北米。

251. オナモミ銭病}岩

Puccin� Xanth� SCHWEI)/l'rz. 

SCliWEINITz-Syn. Fung. Carol. 73. (1833;; SAω. ー1. c. VIl. 706. (1888); S)_J).ー1. c. 1. 

184. (1902); ITOー1. c. 1I. (3). 341. (1950). 

寄主植物 オナモミ (Xanthium Strumarium) の奨に寄生。

採集地岩手山。

分 布 日本，北米，四印度諸島，ハワイ諸島。

252. シパ銃約国

Puccinia Zoysiae Dm'l'EL. 

DIE'I官L-ENGI，. Bot. Jahrb. XXXJL 48. (1903); S‘\CC.ー1. c. XVlI. 375. (1905); SYD.-l. c. 

f. 833. (1904); ITOー1. c. l[. (3). 178. (1950). 

Syn. AecidiU1河 Paederiae DIETET,. DI.ETF]];-Hedwigia. XXXVI. 297. (1897); SACC.-l. c. 

XIV. 382. (1899); SYD.-l. c. IV. 81. (1923). 

託子主布在!VYJ ヤイトバナ(ヘグソカズラ ) (Paederia chinensis) およびシバ (Zoysia japonica) の

渓に寄生。

J咋宋 1集iた3 地 〔日刊ヤ?イトバナ〕盛岡。 C シ

う分ト 干布|げJ 日本 P 台湾， 朝鮮， j満F雨削üV'訓訓百掛訓洲t州Hし， 支那大陸， フイリヅピン諸諸.島。
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Miyagia MTYAllE. 

253. ヤマハハコ鋳病菌

Miyagia Anaphalidis MTYABJ<:. 

SYDoW-Ann. Myc. ¥1. 107. (1913); 1 '1'0ー1. c. IT. (3). 341. (1950). 

Syn. Puccinia AnaþA回lidis SACιAH.TJO et TrW'1''1'Eu. SAιι.ー1. c. XXJlL 673. (1925). 

1守主ネI{( !/'l!l ヤマハハコ (Ana戸加lis 押1肝garitacea) およびカワラハハゴ (A. yedoensis) の楽に

寄生。

搾集地 〔ヤマノ、ハコ J ;奈川村;岩手山;葛巻。〔カワラノ、ハゴ〕岩手山。

分 {jﾎ 日本，千島列島，樺太，支那大陸。

不完杢銭 W{ 類

UREDINALES IMPERFECTI 

Aecidium PEH�'OlL¥. 

254. ノプキ眼鏡府立j

Aecidium Adenocauli SYDOW. 

SYIJ.-Ann. Myc. Xl. 111. (1913); 1. c. 1". 22. (1923); SAιι. ー1. c. XXTI[. 875. (1925); 

I'I'()-1. c. Jl. (3). 381. (1950). 

宿主十I{[物 ノプキ (Adenocaulon bicolor ear. adhaerescens) の葉に寄生。

J宋集地八甲nJ山;区界峠;早ìÚ1峯山;策川村。

分 布日本，蘇領沿海州。

255. ウコギ!百!銃約正i

Aecidium Acanthopanacis DrE'1'Ec. 

DfE'1'Ef.-ENGI.. Bot. Jahrb. XXXIV. 589. (1905); SACC.-1. c. XXI. 764. (1912); SYIJ-1. 

c. IV. 159. (1923); 1'1'0-1. c. IT. (3).374. (1950) , 

11主:tJ!i物 ウコギ (Acanthopanax sPinosum) の葉に寄生。

J午: Uミ地 J，&問。

分 干jÎ 日本。

256. モミヂハグマ睦鋳病菌

Aecidium Ainsliaeae DIE'l'EC ・

DIE '1'EL-ENGT,. Bot. Jahrb. XX¥ll. 571. (1900); SACG.ー1. c. XU. 338. (1902); SY Ilーし c. 

lV. 23. (1923); 1 '1'0ー1. c. n. (3). 381. (1950). 

寄主植物J モさヂノ、グマ (Ainsliaea ぽerifolia) の葉に寄生。

J采~地 早池峯山;宮古;御ßEl神村;台i温泉;須川岳。

分 布日本，朝鮮， i高官Ho
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257. ミズタマソウ眼鏡病的

Aecidium Circaeae CES. et Mo]'¥'l'. 

CES. & Mom.-~Syl1. Crypt. 312. (1856); SACC.-1. c. VlI. 791. (1888); SYD.--1. r. 1¥. 

161. (1923); 1'l'0-1. c. 11. (3). 373. (1950). 

={!iヨオ18Æ万 タニタヂ (Circaea erubescens) およびミズタマゾウ (C. mollis) の葉に寄生。

採 u.s地 〔タニタデ)八甲f[!山。〔きスヲマゾウコ大出村;区界1[，序;玉山村;台i源泉;築川村。

分 布日木， I次V+I。

258. ムラサキケマンlJif@~1fなRÎ

Aecidium corydalinum SyJ)o¥v. 

SYD.-1. c. IV. 235. (1923); SACC.-1. c. XXlIl. 905. (1925); lToー1. c. 1I. (3). 366. 

(1950) . 

寄主植物 ムラサキケマン (Corydalis inGisa) の奨に寄生。

採集地飯岡村;紫温泉;米内村;黒石野;感l司;回)1 1村; tì[f反村。

女士 五J 日本c

259. チゴ、ユリ H!ll銃病菌

Aecidium Dispori D m'l'EL. 

DIE'l'EL-EKGt. Bot. ]ahrb. XXV[[. 571. (1900); SACC.ー1. c. XVl. 347. (1902); SYD.-1. 

c. JV. 284. (1923); 1'J'o-1. c. rr. (3). 361. (1950). 

話if~ì:布。[~全j チゴユリ (Disρorum smilacinz捌)およびホウチヤクソウ (D. sessile) の奨に寄生。

採集地 〔チプユリ〕東根山; i有昌山;有戸村(青森県)。仁ボウチヤグソウ〕須川岳n

分 布日本，朝鮮， 1出i自札支那大陸。

260. アキグ ξ lJill鍔病菌

Aecidinm Elaeagni-umbellatae DIE'J'EL. 

DIE'rJôJ,-ENGI,. Bot. ]ahrb. XXXV![. lO7. (1905); SACC.ー1. c. XXI. 778. (1912); SYD.-1. 

c. IV. 165. (1923); 1 '1'0ー1. c. ll. (3). 372. (1950). 

守主植物 アキグミ (Elaeagnus crisρa) の葉に寄生れ

採集地稲)Ij\ (福島県)。

分 布日本。

261. イカリソウ腫鋳病菌

Aecidium Epimed� HE悶I]'\GS et SHIRAI. 

HENNINGS-ENGL. Bot. ]ahrb. XX四1. 264. (1900); SACC.-1. c. X'iI. 326. (1902); S).1).-

1. c. JV. 347. (1924); 1'1'0-1. c. rr. (3). 365. (1950). 

寄主植物 イカザゾウ (Eρimedium macranthum var. violaceum) の葉に寄生。

採集地南畠山;黒石野:柳沢村;滝沢村;姫神山;浅岸村。
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分 布日本.!:羽鮮。

262. タビラコ!日銭病:iliî

Aecidium Eritrich� HE~-srXGs. 

HEN:'¥TKGS-Hedwigia. XLI. (21). (1902); S，\cc.ー1. c. XW. 418. (1905); SYD.ー1. c. lV. 

121. (1923); 1'1'c-1. c. rr. (3). 376. (1950). 

Syn. AecidiuJn Trigollotis SYDOW. SYD.-Ann. Myc. VIl. 169. (1909); 1. c. J¥-. 121. (123) ; 

SACC.-1. c. XXI. 771. (1912). 

寄主私物 タビラコ (Trigonotis pedul1cularis) の事長に寄生。

'1:;:， 集地路岡。

ラト ギlî 日本， Aii汎|

263. サギゴケ陸銃病w

Aecidium foetidum DrE'I'EJ,. 

DIE'l'EL-ExUL. Bot. Jahrb. XX¥ill. 289. (1901); SA山.ー1. c. X¥l. 345. (1902); SYD.-1. 

c. I~. 104. (1923); 1'1'0-1. c. 1I. (3). 379. (1950). 

守主植物 サギゴケ (Mazus Miquelii var. stolonifer. f. violascens) の茎葉に寄生。

採集地取岡;区界峠;御明神村;湯本村。

分 千lî 臼木，台湾，支那大陸。

264. マンサク銃病菌

Aecidium Hamame1idis DmTEL. 

DTE '1'EJ,-ENGL. Bot. Jahrb. XXVll. 571. (1900); SACC.-1. c. XYI. 333. (1902); SYD.-1. 

c. rv. 226. (1923); 1 '1' 0ー1. c. II. (3). 368. (1950). 

今年主植物 マンサグ (Han似melis japonica) の奨に寄生。

J宋築地 新予山;南昌山;台視泉;駒ヶ岳(岩手郡) ; IJ、出村;橋場e

分 布日本，安那犬陸。

265. ノリウツギ眼鏡病菌

Aecidium Hydrangeae-paniculatae DTE'J'EL. 

DIE'1'EL-EXGL. Bot. Jahrb. XXXII. 630. (1903); SA(C.-J. c. X¥ll. 429. (1905); SYD.-1. 

c. N. 228. (1923); l'Io-J. c. 1[. (3). 367. (1950). 

寄主植物 ノリウヲギ (Hydrangea 仰niculata var. floribunda) の葉に寄生。

採集地 宮古;黒石野;早池峯山;須)1 [岳;築川村;八甲田山;雫石村;盛岡。

分 布日本。

266. ムカゴイラクサ腫鋳病菌

Aecidium Laporteae HENNU¥G:-. 

HEl¥NINGS-ENGL. Bot. Jahrb. XXX�1I. 159. (1905); SACC.-J. c. XXI. 782. (1912); SYD. 

ー1. c. I¥_ 272. (1923); 1'1' 0ー1. c. II. (3). 363. (1950). 
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寄主植物 ムカゴイラクサ (Lゆortea bulbifera) の奨に寄生。

採集地台温泉ー

分 布日本。

267. ウパユリ臨鋳病l1\î

Aecidium L臼日-cordifoliae DrETEr，・

DrETEL-FNGL. Bot. lahrb. XXXII. 629. (1903); SACι.ー1. c. XVlI. 435. (1905); SYD.ー1.

c. 1V. 285. (1923); h:oー1. c.π. (3). 361. (1950). 

寄主植物 ウバユリ (Cardiocrinz仰 cordatum=Lilium cordijolium) の葉に寄生。

採集地南昌山; 12百ケ峯;門馬村;滝沢村;八甲田山。

分、 有J 日本。

268. コナスビ!阻鋳病Jilii

Aecidium Lysimachiae-japonicae DIETEL・

DIETEI,-EXGI.. Bot. Iahrb. XXXIV. 590. (1905); SACU.-1. c. 玄X，I. 773. (1921); SY]).-1. 

c. IV. 150. (1923); I'fO-1. c. II. (3). 375. (1950). 

寄主植物 コナスピ (Lysi1nachia jaβonica) の葉に寄生。

採集地 弘前;七戸町(青森県) ;盛岡;南邑山;ノト本村;台前泉;黒石野;姫神山;岩手山。

分 布日木。

269. タプノキ IHi銃府高i

Aecidium Machili Hg:¥NrNGR. 

HENNINGS-Hedwigia. 叉LI. 21. (1902); SACι. ー1. c. XVlI. 430. (1905); SYD.ー1. c. rv. 

236. (1923); 1 TOー1. c. 1[. (3). 366. (1950). 

寄主植物 タプノキ (Machilus Thunbergii) の葉に寄生。

採集地大原(宮城県)。

分 布 日本，台湾，支那大陸，フイリツビジ諸島。

27. アワプキ IllTI~ß約 i'tî

Aecidium Meliosmae-myrianthae HEl\;NING出 et SJfTItAT. 

HENNINGS-ENGL. Bot. lahrb. XXVIIl. 264. (1901); SAω.-]. c. XVl. 333. (1902); SYD. 

1. c. lV. 178. (1923); ITO-]. c. 江. (3). 371. (1950). 

~{iY.主植物 アワプキ (Melio抑:a myriantha) の奨に寄生。

保築地岩手山;台温泉;御明柿村;甲子村。

分 1j� 日本，朝鮮，支那大陸。

271. クワ赤渋病菌

Aecidium Mori BARCLAY. 

BARCLAYーJour. Asiatic Soc. Bengal. LX. (2). 226. (1891); SACC.-1. c. Xl. 221. (1895); 

SYD.-l. c. lV. 275. (1923); ITOー1. c. TI. (3). 362. (1950). 
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工~f主植物 クワ (Morus bombycis) の葉に寄生。

搾 11-'.0地弘前;盛岡;雫石村;米内村;花巻c

分 布日本，朝鮮，支那大陸。

272. コウヤボウキ JJi[(銃病立j

Aecidium Pertyae HE);XIXG ,'. 
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HENNING円-Monsunia. 1. 4. (1899); SACC.ー1. c. X1V. 337. (1899); SYD.ーし c. IV. 51. 

(1923); h'oー1. c. II. (3). 384. (1950) 

~j:主植物 コウヤボウキ (Pertya scandens) の葉に寄生。

採集地荒城。

分 布日本。

273. パイクヮウツギ!日鍔病的

Aecidium Philadelphi DIE 'J' EI,. 

DIE'L'EL-Ann. Myc. xrr. 85. (1914); SAUι. -1. c. xxnr. 911. (1925); SYD.-1. c. lV. 229. 

(1923) ; h'o-l. c. rr. (3). 367. (1950). 

得主キIf(物 バイグヮウツギ (Philadelρhus Satsllmi) の葉に寄生c

限集地早i血峯山;黒石野;浅岸村;佐町村;甲子村。

分 ギIÎ 日本。

274. ヤマハクカ瞳鋳病菌

Aecidium Plectranthi B.uWLA Y. 

BAIWLAY-]OUr. Asiatic Soc. Benga1. LIX. 104. (1890); SAじC. ー1. c. IX. 321. (1891); 

SYD.ーI. c. IV. 113. (1923); 1 '1' 0ー1. c. 1[. (3).378. (1950). 

~;l):主fr!{物 ヤマノ、クカ (Amethystanthus inf lexlls) の葉に寄生。

J弔 ti~ 地牒岡;ノj、木村。

分 イiî 日本，支那大陸， I苛比利亜。

275. イタドリ HillJ$，AJYM

Aecidium Polygoni-cuspidati DLE'J'EL. 

DIE'l'EJ,-ENGL. Bot. ]ahrb. 叉XXl1. 629. (1903); SACι.ー1. c. X¥11. 434. (1905); S1']).ー1.

c. IV. 267. (1923); 1'1'0-1. c. II. (3). 363. (1950). 

寄主杭物 イタドリ (Reynoutγia japonica var. tyρica) の葉に寄生。

採集地築川村;南昌山;盛岡。

分 布日本，支那大陸。

276. オオカマツカ腫鋳病菌

Aecidium Pourthiaeae SYDO¥¥'. 

SYD.-Mem. Herb. Boiss. no. 4. 3. (1900); 1. c. (Monogr.). 1¥. 225. (1923); SACC.ー1.

c. XVI. 327. (1902); 1'1'0-]. c. rr. (3). 368. (1950). 
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~tr;主植物 オオカマヅカ (Pourthiaea villosa) の漢に寄生。

採集地盛岡。

分 布日本，支部大陸。

277. クマヤナギ腫多新号菌

Aecidium pulcherrimum RAVENEL. 

RA'VENEL-GrevilIea. TII. 61. (1874); S.ACc.-1. c. VII. 785. (1888); SYD.-1. c. JV. 176. 

(1923); 1TOー1. c. II. (3). 371. (1950). 

寄主植物 クマヤナギ‘ (Berchemia racemosa) の奨に寄生。

採集地弘前; j花沢村;多々良山;厨川村， ，岩手山;康問;黒石野;浅岸付。

分布白木。

278. アカネ fW鋳病Iïî

Aecidium Rubiae DYE'l'Er,. 

DIETEL-ENGI,. Bot. Jahrb. X'玄XIV. 590. (1905); SACC.-1. c. XXr. 768. (1921); SYD.-1. 

c. IV. 88. (1923); 1'1' 0ー1. c. ]1. (3). 380. (1950). 

寄主植物 アカネ (Ruhia Akane) の葉に寄生。

採集地盛岡;築川村;滝沢村;黒石野;姫神山;渋民村。

分 布日本， ):01鮮， 1附IL 支那大陸。

279. クガイソウ睦鋳病菌

Aecidium Veronicae唱ibiricae SYDOW. 

SYD.-1. c. IV. 105. (1923); S.Acc.ー1. c. XXllI. 911. (1925); 1Toー1. c. II. (3). 379. 

(1950). 

寄主植物 クガイソウ (Veronica virginiaca v紅. japo日ica) およびエヅグガイソウ (V. virginiaca 

var. sibirica) の奨に寄生。

採集地 uガイソウ〕玉山村;宮古。〔エヅクガイゾウ〕内川河村;姫神山;渋民村;神別峠

(附馬牛村)。

分 布日本，西i七利亜。

280. サンショウ眼鏡病菌

Aecidium Zanthoxyli-schinifol� DIETm,. 

DIE'1'EL-E~mL. Bot. Jahrb. XXXIV. 589. (1905); S.A('C ~1. c. XXl. 758. (1912); SYD.ー1.

c. JV. 202. (1923); 1'1'0-1. c. ]1. (3). 369. (1950). 

:~J:主植物 サシショウ (Xanthoxylz仰がρeritum) の奨に寄生。

持集地浅岸干、I。

分 布日本，支那大陸。



東北i也方菌類調査報告(血) (沢田) - 77 ー

Caeoma Lr::¥K. 

281. アスナロヒジキ菌

Caeoma deformans (BEnK. et Bn.) TUllEUF. 

TUDEUlc-Bot. Central�l. LXI. 48. (1895); Pflanzenkr. 432. (1895); SYD.ー1. c. IV. 375. 

(1924) ; I'rQ-l. c. ]1. (3). 359. (1950). 

Syn. Uromyces defon日!ans BERKELEY et BJ:omm. BERE:. & Bn. -Jour. Linn. Soc. XVI. 

52. (1878); SACOー1. c. ¥']. 585. (1888) 。

寄主ヰIf[物 クロベ (TJzuja Standishii) およびヒノキアスナロ (Thujo戸sis dolabrata) の枝葉

に寄生c

採集地 〔クロベ〕箱ケ峯。 c ヒノキアスナロ〕早池峯山。

分 ギlî 日本c

282. ウメ赤渋病菌

Caeoma Makinoi KUSA};'O. 

KUSANo-Bot. Mag. Tokyo. XVlI. 15. (1903); SACC.-1. c. XVII. 459. (1905); SYD.ー1. c. 

1V. 371. (1924); ITO-1. c. II. (3). 359. (1950). 

寄主中1 1'1物J ウメ (Prztnus Mu:me) の奨および花に寄生c

採集地廃問。

分 布日本，朝鮮， i前洲。

283. ヤマザクラ赤渋病菌

Caeoma radiatum SHIRAI. 

SHIRAI-Bot. Mag. Tokyo. JX. 243. (1895); SAιC. ー1. c. XIV. 408. (1899); SYD.-1. c. 

IV. 371. (1924); 1'1'0-1. c. II. (3). 359. (1950). 

各?主1十1 1'[ψ。 ぞヤマザ・クラ (Pruuus M aximowÎczii) およびヤマザクラ (P. serrulata var. sρon

tanca) の薬に寄生。

採集地 〔ミヤマザグラ〕姥屋敷。〔ヤマザクラ〕滝沢村;柳沢村。

分 布日本。
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菌 索 号|

(アルフアペヅト JI~l)

Aecidium Adenocauli SYDOW ............................................................ 71 

Ae. Acanthopanacis DIE 'l'Er,.... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ・・・ ・・ー・・・・・・ー・...... .71 

Ae. Ainsliae呂e DrE'l'EL ........ ・ ・・ ・ ・・ ・・ ・・・ ・・・ ・・・・ー ・・・・・・・・・・・・・・・・・.. .71 

Ae. Circaeae CES. et MOK'l'. ..........................................................ー .72

Ae. corydalinum SYllOW ..............................................................・ .72

Ae. Dispori Dr:ETEI, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 72 

Ae. Elaeagni-umbellatae DIETEL ......ー・・・・・ー・・・・・・・・・・・・・・・........................... .72 

Ae. Epimedii HENNIXGS et StUHAr ...................................................... 72 

Ae. Eritrichii HENXrXGS .............. ・・・ ・・ ・・・・・・ ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ー・ー・.. .73 

Ae. fOetidum Dm'l'EL ・・・・ ・・・ ・・・・ ・ ......................................... .73 

Ae. I-lamamelidis D1E'l'EL.. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . .. .. .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .73 

Ae. Hydrangeae-paniculata号 DIE'1'EI， • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .73 

Ae. Laport令ae HEK::>rXGS ...... ・・・・・ ・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・ ・ ・.................... .73 

Ae. Lilii-cordifoliae Dm'l'EL ...・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・田・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .......... .74 

Ae. Lysim司chiae-japonicae DIE 'l'Er, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 74 

A邑. Machili HENNINGS .................................................................. 74 

Ae. Meliosmae-myrianthae HENNrNGS et SlrIlLl r .. .. .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. .. . . . . .. .. . . .. ..74 

Ae. Mori BAHιI，AY ............................ ......................................... .74 

Ae. Pertyae HENNINGS .............................. ーー ・・・・・・・・・・ ・・・ー・ ...........75 

Ae. Philadelphi DIE 'l'EI,. ............................ー............................... .75 

Ae. Pledranthi BAllcru¥ Y ................................................. _ . . . . . . . . . . . . . .75 

Ae. Polygoni-cuspidati DIE'l'EL ......ー.............................................. .75 

Ae. Pourthiaeae SYDOW.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‘・ ・・ ・・ー・ ・・・ーー 目.......... .75 

Ae. pulcherrimum RA V j.:N'El, ............•.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 

Ae. Rubiae Dm'l'EL.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 

Ae. Veronicae-sibirica邑 SYDOW .........・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ー・・・・・・ー・ ......76 

Ae. Zanthoxyli-schinifolii DJET1U,.......... •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ..76 

Blastospora Itoana TOGASHL et OSUMA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ・・・・・・・・・・・・・・ー ...........38

B. Smilacis DIE'l'EI, ....••..••••..•.••.••••.••••••••.•....•.••.•..•.••..•••.•.••.•.•••• .38 

Caeoma deformans (BlmK. et Bll.) TUIlEUF.............................................. 77 

C. Makinoi KUSANO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ・・・・ ・・・・ ・・・・・・・・・園............. ..77 

C. radiatum Srnn.Aτ................................................................... 77 

Chnoopsora Itoana HIRATSUKA, f. •••• ・・ ・・・・ ・・・ーー・・・・ ・・・・ ・・・・・ ・・・ー ・・・・・・・.. .22 

Chrysomyxa Emp己tri (PERS.) SCHlwTEn ............ ・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ーー .... .25 

Ch. Ledi DE BARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .・・ーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ................. .25 

Ch. Pirolae ROSTIWP ・・・・...... ...... 0... .... ...... ー ーー ・・ ・・・・・・............. ..25 

Ch. Rhododendri DE BARY ............................................................ . .25 

Coleosporium Asterum (DIET.) SYDOW ................................................. .26 

C. Cacaliae O'l'TH ...... ・・・・・・・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・................ .26 

C. Campanulae LEVEILLE...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 

C. Cl邑matidis BARcr,A Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ・・・ ・・・・ ・・・・・・ー・ー・・・・ .... ....27 
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C. Clematidis-apiifoliae DIETEL . 

C. Clerod邑ndri Drm'EL .. 

C. Eupatorii AH.'l'ITtJI: • 

C. Fauriae SYDOW 

C. Horianum HENNTlS"G;; 

C. Ligulariae THUMEX 
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-・ ..27

.27 

.27 

.. ..28 

.28 

28 

C. Melampyri Turu¥SNE. . . . . . .・ ・ ー... • ・・ ・・・・・・・......................... .28 

C. Perillae SYDOW .....・ ー ー ーー ー ・・・・・・・・・ー・ーー・・・ ・・・・・・ー...... .28 

C. Petasitis LJョγEILLE ・ー .••.. --......・ ・・ ・. -• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .・・.......... .29 

C. Phellodendri K()~lAI:.OV ...... ・・・ ・ーー ・・ • • . . • . • • . . • . . . . . . . • . . . . • . . ーー・・・ ー ・・ 29 

C. Plectranthi BAHCr，λY ー 29

C. Pulsatillae LEγETLLE ...... ーー........ .ーー ーー ・・・・ ー. . . . . • . . . • . . . . .ーー・.... .29 

C. Saussureae Tt.ruMEx . ーー ・ ーー ー ・・・・・ ・・・・ーー・・・・・目白 ..•.... .30 

C. SeneGﾏonis FRIES .ー ・ーー ー・ ・ ーー ・ ・・ ーー ・ ・ ・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・.......... .30 

C. Xanthoxyli DIETEI, et SYDOW .. ・ー・ ・・・ ・ ・ ・ ・・・ ・ ・・・・・ーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ 6 ・ー・ 30

Cronartium flaccidum (ALn. et SιHW.) WTNT.E lt... ・・・・・・・・・ ・ ・・・ー・ ・ ・・ ・・ ・ ・・ ・ .24 

C. kamtschaticum J中HSrT.Al) . . . . . . . . ・・ ・・・・・ ・ー・・・・・・・・・ー.............................. .24 

C. Quercuum MIYABE ....ー・ー・・・・・・・・・ ・ ・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・....... .24 

Gymnosporangium Haraeanum SYDOW .......... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・・・・・・ ...... .36 

G. japonicum SYDOW. .. .. .. ..・ ・ ・ー・・・・・・・・・・・ ・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ー・ ・ ・・・・・..... .36 

G. Juじniperi LTNK... .. ... ......・ー・ ・・・ー・ー・・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・・・・・・・・・・ ・・・ ・ー.... .37 

G. Miyabei YAl¥L¥DA et I. MrYAKE . . . .ー・ ・ー・・・ 0 ・ー・・・ ・ ・ー・・ ・・・・・・・・・・・・・・ ・ ........ .37 

G. nipponicllm YλlIIADA .............. ・ ・ ・ ・ ・ ・・・ー・ー・ ・ ・ ・・・・・・・ ・ー・・・・・・・ ........ .37 

G. Yarnadae MrYABE. . . . ー・ ・ ・ ・・・ ・ ・ ・ー・ ・ ・・・・・ ・ ・ ・・・・・・ ・ ・ー・・・・・ ・・・ ・..... .37 

Hyalopsora Polypodii (DmT.) MλGNDS .・ ・ー・ ・ ・・・ ・ ・・・ー・・・ ・・・・・・・・・ー・ ー・・ ー .....12

H. Yamadana HIRA'l'SUKムf.ー・・・・・・・ー・・・ー・ ・ ・ e ・ ・ ・ ・ ・・・ ・ ・・・ー・・・ ・・・・・ ............ .12 

Melampsora arctica ROSTHUP ー・・・ ・ ・ー・ー・・・ ・ -ー・ ー ・ ・・・・・ー・ ・ ・・・ ・・・・・・・・・ー.... .19 
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後記

1I'(J1，林主ji.品~J斗ー今関保設部長から故沢田粂吉氏の遺稿「東北地方にネ、ける銃病j{，j主rLJ を近

く/l P日4する子店であるが，この原稿に一応日を泊してよTいたL 、との依頼があった。

小生は沢川氏から生前永い/'l~JJrM組分類学与攻の民輩の 1 人として柏々教示山芹を受け，云

たたびたびi't2Tc:なイ'iJF究資料の慈迭をうけ小生の研究に也接似j力していただいた関係もあり，同

氏の泣杭とあればイilIを措いても一応拝見し，副訂 1正I巨2 を要する点があjれ1.. 1ばま汀[[正E弓?利前ii山il肖三筆l在工しL- I，川liJ札i氏t生前のl厚t?早2Z ; 

"口1

沢川氏lはエ .f'汗千て応刷|川:'(1巾、:(，

千 Eをど?務ヲめて Jゐ予ら iれL，とくに菌類史T苦lj学にlli誌のj~てかった同教授とともに山ill}を抜iム各極I'ö類

の.n:-u~調査に従~ji されるととも多かったので、あるがp その当時の多数の士'tÆなJ科li は現在もな

ふれ子大場虫学1\1;1:11'[物学教~flJW民去に完全に保存されている。

沢DIL"\;が絵、段使台湾から帰国されて岩手大学に保存されていると jしらの千311111 に抜せられたと

きの感慨は [<11イIIJぱカ， 1) でるったろう。こと i二，山 IJ II'.~~土は菌類!分類学にjjt訪のiÅ~い jJ‘て、むった

関係上， 11':川も銃i百道Jjがきわめて多く，沢川氏もとれらのJ品川深い数々の秘jih にもとづいて一

気にまとめられたものがとの 1 :1;~iである。

山[1 1博士は大 lE 10 /'1'-盛 iif，j高等農林学校教長=から.L')取高等法主学校長(後のrWJ(_法林引 IIJ学

校)に転ぜられたが，小生は昭和14"1三春同校教疫に任ぜられ，それ以来Il日未11 11 "1'-11 If lj校長が

見匙されるまで約 7 ヶ年あま川liJF\C-::I:のもとで銃lZiu;の主として分類学的fiJI:究に従事するJ践会

を件た。この 11\1，ノj、生はH博士の好立により IIÎJ /，.\\士た上ぴ沢川氏の]J~北地方各地にむける多数

の-)1:':，'，を検:"J ずることができたが，とn らの採I日の大ノドi主本Â~~~にたいて取扱われているもので

ある。 このような関係もあって，ノj・生!土との報交!以前を乎にしてひとした感慨深いものがあ

る。

小生は;平行(沢111) の立見を/l\来件引U~ り診 'P:するようつとめ，とくに四五fiの列挙，文献引

川の形成ーなどについてはほとんと.')J;(稿のままであるが，種類の同店，分類学上の見解などにた

いて多少小生の立見で訂正した点のあることじ附記する。

東京教育大学長学部 千 環 也 秀


