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1.まえがき

昭和 28 ~I'. 6 !J 25~28 11 にゐけるた昨ノ'Jzに起|人l し， 28 1 f 1 ")ílJdi一帯にわたりん水守が之、と

ったの 向。材、北;'ì)::lb~l:J/)では弁1''<1\1'') から研究，iJ，'，j杢1'IIEを I泣け，そのiJ;(1 九1;~I ， I ，j査ならび、に対筑を巧究す

るため， ;;'J I,[', 9 JJ 11 11 から川 1411 まで J l..:I，~で、現地利杢がiÎわれたっ i1.t林郁1") からは.rJ，( il 勝美

と林州J誌がとれに参画した。 との復旧主!Jイネ対況には， 多分に社会経済的な ri'l j， 国土保全の)1'IÎ

等，経営・防災・:f:壌の各部1")との関辿にあるが，他部1") で詳報されている範阿はつとめて市

復をさけ古林部門の範刷にゐいて検，iすを iÎった。またとの;J<'ð査にJI:::立って同時にむこった九州

阿蘇~[ 1:;与の水管制査がnわh， 同時に報告がださiしたの巳全く日ーの記述にとどまるもの

は，阿蘇の項を参考にしーていただくととにしたととをた断。して必く。

本訓査にあたり御指導と伺l助言をいただいた荻原貞夫/1.\lJ: ，ノト Ip番組;経営部長，イ iJ i 11il';庶治休

部長4なよび梨111 語tJ)ï守種科長に 11/ <会礼をr! 1 しあげたい。また熊本営林J~J ， 耐1>司県 Fj'， たよび1")

(1) 造林部造林科長 (2) 造林部植生研究室長
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可 11山hりi1役支U戸所j江庁j'のブj 々にはイ本》ヰ山ω川4ぷ州品J計司')，'，j杏にあた り多/ん'((のハ{伊例仰j川仰[1{仰則貯.υγ，

との日訓訓押払均TJj杢、j以民一:円口切‘竹カがilド門1刊"1íl汗司)1山!Ufの緑化ならぴび.に i災j足ミぷ;冗h芹f守ヲ予三可防;Jnに亡終う分子でで、も役立てば苛i.:X' らのさいわいとする

ととろvである。

2. 門司地方の水害対策遁林に関連する各種因子

A. 群集

(1) 十IIU1:_の単位と{向娃相

lド川Iηつ'J'r司可地方の村航[~外生1-:.土をカか為つて熊本賞林目日1古jの4村机11'山f日ι1'['=1巳ぱ'=1生j:_う勺叫叫叫， û ，'訓j品訓川"ぱ'，jヨ歪堅に於て分1美剣;担災j月1 したJよiJU!

山山!脈j氏辰束4宇主古部|日\J地也 j方Ij l殴段"貯1特F ド 1-，佼V立t柏布杭立生であるカシ主刻豹刻J'[， シイ実JL タブノキ， アカマツi:下系に包合しうると

jι ぅ。本群系は lí-_陵地， 111 日地帯の山麓{;-[)を， Ii めるものが普泊であるが時IC険IHUlJ!.，l' t干 ÎJ'l~， ;lj~1社

社叢，ノk源副主林等として存在している。兄来北九州は地支的にみても千肝 lí:陵地のイ/-Aがえ部

分を， 'i め，人うえ:ÎI'~にも古くから開発されたととろであるから人類生日ーのために 3 まや苛n に佼壊

の対象となれいちじるしく頻繁に暗，T，-Lされて1'I1'[生)Æ続を ßflIJ-_ してきた。それi'iíc とのi:下系で現

在桜盛相をしめすようなん回世の森林はほとんど残がしていない。残存している小j(rj杭の森林

は人為的な);0~，QJ~を州説にとうむらなかったというイ立世(1'')条1[1二によって破壊的な二十二沙を免れえた

と同時に -1M人数!がそのイ子 (1:の必要を問、め立税ÎI句に寸二;J};せや，場合によってはかえって保護し

てきたとし、うととの IJ.jfif[ ~ß!の条1'1'を根拠としてJ，.j部ÎIりに存布しえているというととができる。

さ て叩lドい川Ifつ']r í

シ，スグジイ，タプ，イス P シキミ，ク 11 -.:ツ(アカマツ)昨集i乙包合しうると，lι ぅ。本群集

はカシ矧，シイ主J'L タプ，アカマツTt'(ô系 11 1枇も一般的な形i:1lを呈している。すなわち，俊雨水

階を砧，JJ主するものはウラジロガシ， スダジイ， ツプラジイ， ダブなどが Ì:であるが， これら

の常緑広葉樹11' に 11年々ムクノキ p ヱノキ， イヌシデ， チシャノキ p クマノミズキなどのん木

をみるととができ，かつ広葉結Jrlq乙アカマツ，あるいはクロマツの挺HHJl'i を合んでいるもので

ある。従高木町れこはアヵヵーシ， アラカシ， ウラジロガシ p ス夕、ジイ，ツプラジイ，ツクパネ

ガシ， タプ，カゴノキ，ヤプユクケイ，イス， ヒサカキ，ヤブツノごキ，モ 1こノキ，クロカ守ネモ

チ，コバンモヂ，モクコク，ヒメユズリハ，ヤマモモ，シキミ，アオカ、シ，シロダモ，クマノ

ミヅキ，ネズミモチ，サンゴジュなど主として常緑広葉樹を生じ.幾分若いtill分や岩石の多い

ために問問の遅いととろではリヨウプ， ネヂキ， カヱデヲ~fL ウラジロノキタコナラ，エゴノ

キ，ザイフリボクなどが，r.'，i，~1ミしている。濯木陪にはヒサカキ，スダジイ，ツブラジイ，イス P

アオキ，クロキ， コパンニEチ， コノごノミ、ソノごツツジ P ヤマピワ， ヒメユズリハ， i7ラジロカ。

シ，シヤシャンポなどカマlミじ，イ三イヰ'1"1:つる布立!f7JJI亡はテイカカヅラ，キズタ，ムベ，ハマニンド

ウ，サカキカヅラ p サルトリイパラなどがみられる。実際にはとのような森林は去側の1 "Jlîl港

'I\'ïllでは市役所の宴の清誌作などの 1 J"J i"，:jll乙残存しているのみである。 I"]ìi]港の裏側の地区で
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は市iJ牡，仏閣の境内件や特;然民家の

I引吹t，j;などにとのような森林がみら

れる。そして現在日然的ならびに人

為的f~t ，r， L により以 l二のような常緑を

主とするとのi也方r;r，jJ;の1木相が汗jjl+X

しN(~kiJ; 1 歩も 2):レも後退してササ

聞や法定:広葉樹をギーとする低木林あ

るいはクロマツ F スギ，ヒノキなど

の村[栽林等と化しているととろが多

いが，とれらの林のrtffi.!]J;~相は当然ー卜.

1I日のような群集であるべきはす、であ

る。

写真 1 門司-m清滝谷附近における北九州国有の林中日

Phot. 1 Forest view characteristic to the northern 

KYl'SIIr districts in Kr�"OTAKI valley of 

MOJJ city. 

(2) 人為的影響(火入れ，搾 !?l;，乱伐等)

/"J司港背山一帯は数十年前までは山のmーにまで常緑広葉樹を-ì:とする欝蒼たる森林をなして

いたという。それがïJíS引で、も i主べたように繰り返しての乱伐や火入れなどを:f jった結果現布み

るようなスギ，ヒノキ，クロマツなどの有用樹の;jt材、もできえないように地味の}&~し、併記地と

化しゴキグケ，ネザサにススキ， トダシパ，ハギなどを交えた防出fや，ゴキダケ p メダケとヌ

;J...デ，ハゼノキ，ネムノキ，アカメカ司シハ 3 ハコネウツギ，エノキ，ニソトコなど、の必j?，':iの低い詐

:~~広 ji!;位Jと混生する員長林などと化しているととろが多い。 しかし料品111 に観察してみると落葉広

葉位J J! IK シイ類，ヤプツパキ，シログモ，クロキ，タブなどのdji?緑広葉樹の姿もみられ，との

地方川有の林相への復帰のきざしがみられる。 /"J I.'J地の背山の:lf[{!lIJの白野江，大杭，黒川，奥

fFI, -'F.IJI等の部議[lHJ止の山は乱伐さ

れてはいるが表[11 のように著しい相

生の後退はみられや多くスギp ヒノ

キ，クロマツ等の込:.tÆ.μι アカマツ，

クロマツの天然生林，あるいはつí;;緑

と落葉を交えた疎林などが多い。そ

してシイ類の幼令木がほ己の土;!;林地

などに一斉に位入してとのまま放任

してむけば近い将来シイ類の純林と

なってしまうというようなととろも

各地にみられる。とれは乱伐などに

より植生が一歩後退したものが再び

写真 2 清流谷上 f'ilíにおける古L伐跡地のササ生地

Phot. 2 Bamboo-grass bush after destructive felling 

in the upper part of KIYO'I'AKI valley. 
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との地[，li11îの林利 l に [I'J ってifH多をすすめてし、るためである。

B. 地形(主として傾斜と方向)および海抜高からみた植生の状態

( i) '，;;~緑広史枯'1を二Ì: とする残({林

1 "JftJ港の背山で説作との地jj川刊の材、十11 をと 保っている請を+.j，はがi沌谷の公開附近海抜ゐゐよそ

50~80 m II\J にあるものがその代夫nりなものである。日本階はタプ，コジイ p スダジイ，クス

ノヤ，ヤブニクケイ， クロキ，ホソパウラジロカーシ，ウラジロガシ，ヤブツパキ，ヒメユスリ

ハ，カゴノキ，イスノキ，ヤマモモ，アカガシなどの常緑広 li!;樹とチシャノキ，ヱノキ，ノグ

ルミ，クヌギなどの lf千主主広'~+tJから成り立ち，従高木階はサンゴジユ，シログモ，モクコク，タ

イミンタチパナ，シキミ，ネズミモチ， トベラなど、の市緑広:~~tJi'J とハゼ、ノキ，ヱゴノキ，コナ

ラなどのlf{.:民広 ~~fffjが出交している。脱水附にはネズミモヂ，ヤブニクケイ， トベラ，クロキ

など、が小量生じている。地炎Yic本附も訓合貧弱で，フキ，ダイコンソウ p イノコスチ，イヌタ

デ，ウマノミツパ，オニタピラコ p ナカーパヤプマオ，オウパノイノモトソウ p ヤブソテツなど

がみられるのみである。今二えの ;J('，r，:に|校してとの林がイ;[[当ー[:1i'þ)jiji哀を食いとめるのに役立って

L 、るとと乞会11った。

実I"JdJ小川にある [i イヤ1\'1 '社社設(海抜ゐゐよそ 40m) もとの地1"げfの林.1'11を呈しー口、る。

r:-:1判併にはコジイカト・許多く少数のタプ，アカガシ，クスノニ干，ヤマモモ， クロキ，ヒメユズ

リハ，クロマツなどカ1 こ J しと iI{~1ミしている。従前木件?には γ プツパキ，モクコク，サカキ，タ

イミンタチパナなどが生じ ， dU本附にはカクレミノ，タイミンタチパナ，サカキ，クサギ，ハ

ゼノキなどが少しくみらALる。士也炎 Iliイ三件?にはコシグ，ウラジロカ~~終生しととろどころにベニ

シグp オオカグマ等のノj 、 ii下決がみられる，

(ii) 洛:民広:;lli樹と 1廿緑広:1~i針の iWl三議材、

との服の林は I"JI 司の7T山たとえば/\iIJ[j ， 1(V平iJU 1, }.!l(lJ':i1i [[ 1 ，クと告:1[1 ， )寸ー r'.UI などの'11)1\1にみ

ら ~L タプ，ネズミモチ，シログモ，ヒサカキ，マサキ，ナナメノキ，アカカc シ，クスドイヂ，

コジイ，スグジイ，ヤプユクケイ，クロキ，ヤプツパキ，モチノキ，マテパシイ，アオキなど

の常緑広葉功!とエノキ，コナラ，ヌルデ\ネムノキ，ユソトコ，イヌピソ，イヌザンショウ，

ノグルミ p イボタ，ゴンズイ，イソノキ，アカメカ、シソ，ザイプリ ;J~' ク，タラノキ，メダラ，

カンコノキ p ハゼノキ，ハコネウツギ，アキグミ，ハマクサギ，コパノチョウセンエノキ p ヱ

ノキ， ムクノキ， カラスザンショウなどの部葉広葉樹のまじった雑木の叢林で， それにメダ

ケ P ゴキグケなどのタヶ矧がm当多く混生している。との林も当地同千Jの常緑広葉樹を主とす

る林相が乱伐の結果後退した型で， f午び十~盛11'1 1 こ I ，';J い中Ir[生辿続がfWi市進行のきざしのみられる

ところもある。

Ciii) メダケ p ゴキダケを主とする原野

!っr:TJ背山の八tìf L1 17 砂利L!r， J主tlli1î山，ク主ff:山，戸 UII などの'1 1 nrr以上iこみられる抗生で i主主
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して苅緑色をと呈し Ijíj ， 1己の法:民I.K応耐と 7;?緑広:~S+:uJvill-~ b?iÆ'l:の ;x~n~~あ乙緑色と -JJA を回l して|リj

l僚に区別できる。 メグケとゴキグケが優， 'î:H:で‘との上也J}.'~J; 十II(!I三を:主主:同日し， メダケはド刊;ではえ;

2~3m にもなっているが， 卜~1tI)に j;JjるにしたがってjtuiJく支がやt くなり ， 111 ，J)Jl1_ 1古付近で1主メ

グケより一般に丈の1}~\' 、ゴキダ、ケの方が多くなっている。メダケ，ゴキグケのほかネムノキ，

カラスザンショウ， ハゼノキ， ハマクサギ， ヌルデ， アカメガシノりハコネウツギ，ムクノ

キ，ヱノキ，エゴノキ，カマツカ，ヤマザクラ，ゴンズイ， ノグルミ，イボタなどのIH:~広'~

樹やクロキ， トペラ，マサキ，ヤプニクケイ，ヒサカキなど‘の常キ;長広!!ts樹が l;i~ 々 i昆~j:_してい

る。 ulmでは風当リ強くタケ長J! もil'U本主f! も丈11~ くな ì) ，ととろどとろにヒヨドリパナ，ホソペ

オトコヨモギ\オトギリソウ，ナワシロイチゴ，サソヒヨドリ，ヒメヒゴタイ，ヤマアザミ，

ユシヨモギ，ツリカネニンジン， チョウセンガリヤス， ト夕、シノ仁 ススキ， ノカリヤス，オ

ミナヱシ，ヤクシソウ， ミシマサイコ--与の r'，":i，;'tmが ilelミしている。

Civ) アカマツ，クロマツノ〈然生材、

l時々夫I"J ，司にもみられるが七 i こ:;J-fI"JdJJ; 山山以 Fにみられ，ー卜.本はアカマツ時にクロマツ Ji

M生した幼壮令休で休ドにはコジイが一斉に位入してきたところが多く， '1'に，1，1人々ク 1) ，ネヂ

キ，コナラなどの活:民広;葉樹もみられる。そして地支にはコシグ，ウラジロが多い。ととろに

よってはク口マツのみの林もみられるつ

(v) スギ，ヒノキ， クロマヴペ;~の制裁材、

東1'']'，，']1こ多いが夫I"J ，，']にもととろどころにみられる。呉川可ではスギ，ヒノキが)"j部(1'') によ

い成育のととろもあるが，夫I"J"IJではよい成 147のととろはほとんどない。総:t，WI"Jにいってあま

りよい1点結とはいえない。

(vi) 竹林

七I己主I"Jir]の氏支ド(.J近や山の待合などにみられマダケ休が多いが，またモウソウチク +1; もみ

られる。成育は rjr くらいで・ある。

I"J;司港J)-I'[山は以上のようにみN(Jコ航生からなり __\l(っているが，令市立のノk特に際して一般的

にみて森林のあるととろは Jn~\' 、と三ろよ 1) J:砂崩壊防止に役立っているというととがL 山、うる

と，巴う。

C. 地質および土性と樹木根来との関係12)

1'1r司Tliの J也貨は大部分がタいわゆる輝禄凝欠岩j;-よびそのホルンブエルスであるが，関1"]海

峡に而した部分はX-i1r ・砂岩・傑7f，時計台よび閃緑円安nがある。とのìPJi禄i涜欠岩の風化.:1:が

今次崩壊の母材となっているようである。

との風化ニl:は p 徐々に湿めるときは，きわめて合水しやすい土壊で、あって，かつ過飽和に合

水すると，きわめて可動性で到きやすい土壊となる。崩壊継の発捕をうかがうと p つぎのよう

なものがあげらオLる。
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!写真 3 山麓に間集した人家と月七凶悶

Phot. 3 Thickly habitations and orchards aro:md 

the foot of hills. 

(イ) 地夫流ド lj，の集積してくる

土也}A

f ロ) 土也下ノ'l'\のそJ~院してくる地点

(ハ) 粗放な県樹凶の経営や関税

がその起点をとなしているもの

( =) 当持!日JI'r:~:J2材、;子もしばしば脳

壌の 1'，1 をなして L 、る

ひとたび、崩壊の L 、とぐちができる

と，，ZI:奈l とあし、まって ðdl~烈なイ:tiiric 

を去とす例は，キヨタキの崩壊によ

って十うトうかがわALる。とのばあ L 、

森林が崩壊拡んの防，uこ役立っている例は， しばしばみられる。

また，この:f:出は---[1.乾燥すると，きわめて岐< 1，'i1 まって， tJl'I物に対して水分の欠乏をむと

させやすい。したがって乱伐をかさねた山は位性p 防性J)t，i'[.~J:.がむゐ c 林水の成育は全般的

lこみで良好で、なし、。既往に 1')' 火をと家むった)川市J地帯(風j':，/i"I ml!f.J近)は p サザーの単純柏~I:.をな

している。したがって， iF~MjでもスギのhH:(U士山してよくない。

とのように，夫情が脆弱イヒする二f:壌で、あるから，浅tIH'I:の樹H[はもちろん，単純林をο くる

ことはきわめて危険でp この土也什?の傾斜地で竹林のとって L 、るのも p ととに起1';1するものと J目、

われるので，との地区で、は森J・4の施~~'U:の川!wが豆裂となってくる。

3. 門司地方の水害対策造林2)

A. 造林樹種ならびに謹林計画

写真 4 山麓における人家

Phot. 4 Dwellings at the foot of hills. 

豊，1刷、合格時代の林j(主史11) I乙よれ

ば， I "J 司附完工の山材、はうっそうとし

ifワていたととがうかがえるのに，

どうして今 1/ みるような粗H[~Æ，ねてな

ったのか。また海岸にぴょうぶのよ

うにひろげられた危険な炎I"J司の地

司?に， thÞ);切迫ら次第に山11tH:むかつ

て人家が~!\Il !lS し， しかもその山側に

組放な県相I~\jゃNJ墾がifわれるにい

たった社会経済事情については，経

常告別 "JH)IC沿いて詳迷されるので，
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とこにはふれない。

I"Jíヴ地区のiit林の一般的対策とし

てはつぎのとゐりである。

山側はすべて広史伝!とし，とのよ也

みの天然生林である i架1於I''I:Jヲコジ

イ，アカガシ，ヤブツパご干，シヤシ

ャンボ，ヤマモモ，タブノキ，ヤプ

ニッケイ等の1l~交林必よびクスを対

象とする。地味の比較的.J: ~、ととろ

は p クヌギJ) :wr決*I~をfL立て， !f'，~:: こ

11~林は択(町内 JI止り J及 L 、を }J;[J!I]とす

る。

写真 5 山麓における人家

Phot. 5 Dwellings at the foot of hills , 
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山Yi， 料品り，ゐよびその町、H11:はアカマツ・クロマツ JJiU:交林とする。かつ初UJI肥料~(の ilt

Ni を J号える。

その他国数林， ;\Tf);~林を市川 L ， tf:U士な傾斜地J) !l:J棋や弘樹r~~1 を{l;Ij IU~ないし改良し，崩壊の

糸~I人l となさしめない。

B. 各論

(1) 1肥料水41のJ件前

九州地区に泊する!肥料水fJi: としては，ニセアカシア， トゲナシニセγ カシア，ハギ，イタチ

ハギ，ヤシヤブシ p オオパヤシヤプシ，アキグミ p クズ p γ マモモがある。 州立にこJ:叩訪q巴i天:

でないので， とれらの仙:小jーにはます下施肥を i jい，すみやかにと i しら IJ山i千本の 1川本当ごはかつて林

地を IJ出i?するととが}n-~~で、ある。

(2 ) アカマツとクロマツのjii林

一般にほ作治林にはクロマツが!iJ~ 、られる。クロマツがほ);-:にあるのはシオ瓜につ本、いとと

がその 1 つのW，\[\にあげら Ü.てし、るが l 、わゆる (H沙j:ÚI.~~?で、ないこu唆で、は *>1ヒの火砕日のよう

にアカマツが恥);-:近くまで J&:立しているところがすくなくない。との土壊は IjÎjJJiで、 illべたよう

に，土性きわめて級空白でp 子L隙量に乏しいので，特に通気性を必要とするクロマツには p あま

り好ましくないのでないかと忠われる。したがって，表I"J司ではアカマツ・クロマツ・肥料木

の混値，宴I"J司方図はアカマツと肥料木のi昆航をすすめる。

(3) クヌギその他の薪茨材、1) ") .j) 5) 川町山

クヌギは，肥沃地を好むが，スギ， ヒノキの岩手本困難な強 L 斗百貨土壊のととろにもよく生育

する。土展は深いととが)Jf立与で，十i出・j'JJ 当初l土成長がj&いが， 5f~ 1 回の伐+12f乏の f:fうがから成

長がとくによくなる。杭1>1';土 1 回!末替 2 年生前を fIJV' ， 1 反あたり 300~4CO 本の訓りに植付
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ける。

大山ザクラは 1 1， 1~生 ilk- を川い， fp'(1・j 本数は ， lli あたけ 480 本とする。

ヤシヤプシは 1 1"11ぷ特 2 1， 1~~h"'i 乞 IIJlυ Í'[([小j 本数は 530 本くら L 、を泊当とする。ヤシヤブシ

はぼうが.[，'1:がなし、ので ， rU:Rの出!支i!Jí't[i'(せねばならぬ。

とれらの耕民材、はもちろん， G1;イjえの←k?{('["I:広!}IltM+i:の f!(:.j引主すべて低林の択f1i:作業を J主川す

るととをすすめる。 l己林で低林の択伐を行ってし、るのは，現実には，[，村の伽i人経営では相当の

i白川iを IWイT し，かつ地利にも lJX まれたJ斗イトが多いようであるが，んきな視貯にたってみれば1")

司地区のt臨床で，う:lHl(lPjで林地&-丸判!にする作業はI也 }J f~と全 Jì点からみてさけなければ、ならな

し、。

紡.;~i'本択伐のー・市町内~Jt }Ëはへ fJi炭材ょが適当な f1i: HJjに出した時， IJ附';jj山径1. 3 寸lソ'，J:のもの

だけを抜き切 1) して，それ以ドのものは )J;\Jl[j として残すとととする。どのくらい残すかは，そ

のf[，~本の状況や)íJî'千f.?i' J)経済状態す当然見なるが， 1 Ji J)) lfiO 本内外を残す。また1. 3 寸以

ドのものでも， '1Jr /~~(~引イーとしてイミ:泊当なおJIÆは， とのIt~伐i:f( して， /ま‘うがが衰えるような処世

をと り , 樹間改良lこつとめる。 と Jの1 は、あい， イ不;1良足~t枯枝樹I位位出』I封今.fj:卜何何，riiJゆカが:斗十初悩掛占仇恥肘仙4νμ仙、J九哨ih!

掲げた樹舵のみでで、は ， i，:木本数に片:しく不j止を生十るばあ L 、は， j長此位j陀をJ本内にまきつけ，

または1'[I'r:付けて必JH:改良の W[句を j止するようにする。またまff決資材ーとして優良樹間でも，もし

1 株から多数にぼうがが族生しているものは p この際一卜.辿dコヂ入を行い， 1:1'うがの f \i:除棋王I[! を

ゐとなう。

(4) 居敷 fi!I 林

1<1"Jí l)の 11~îij(の J ，I;W!jにはクロマツ， クス，シイ p カシ fj'j，モヂノ Y' ， クロガネニとチ，イヌマ

写真 6 ムグノキが土石流を阻止している例

Phot , 6 Oriental elm (Aρhananthe asμra) as an 

exarnple of hardwood preventing an 

avalanche of sand and stoneョ.

特明永久二郎による。

キ，チャボヒ'九イブキ，サ JL-スベ

リなどをNr:栽した家がととろどとろ

にみられる。とのたびの山ilt波を庭

木でくし、とめー lご )jの人々から ~I" ，;;~に

感謝されたという葛集合:I\~与のある尾

敷林をみるにクロマツ，シイ，クロ

ガネモチ， ヒメユズ 1) ノ\モチノ

キ，ヤプニケケイ，ムクノキなどか

らなる樹林をなし，根系が頑強に発

;主しとれにより土砂の流:Hl をよく防

I[二してし、た。事1 1IJ司の屋敷林を構成

している松JHiはクロマツ，スギ，ヒ
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ノキ p ヤマモモ，クスノキ，シイ ßJ'L タプ，マダケ，モウソウチケなどが多い。 :W"JíiJ の刈1]";1;

活の旧家らしいある民放林を，IMj査してみた。このh~敷林は jtZJi凶，Hcかi'iI(栽+ûJj" [Cかはっき 1) わか

らな L 、ものがあったが， dj!?緑の広葉+ìYj;j:1:をどなしょくとの地 )jの特色ある犀放林畑、li;tをなしてい

た。すなわち j~量 ?":j本にはコジイ，タプ，ヤマモモ，クスノキ，ウラジロカ'シ，クロガネモチ，

マグケなど，従1.':j""汚ケにはヒメユズリハ，クロト，モケコク，ヤブニクケイ，タイミンタチパ

ナ，アラカシ，シヤシャンポ，ハゼ‘ノキなど， il'it木!併にはカクレミノ，ナナメノキ，タイミン

タチパナ p マサキ，ヤプツパキなど， J血友平本件?にはヤプラン， リユウノヒヂ， ?}L-パベニシ

ダ，ホシダ，イタチシダ，オモトなどがみら 4Lた。

( 5) �'r)¥o: (渓urド) 一出村、

タケ・ケヤキ・ムクノキ・ヱノキがillf) ~-:lli林とし工きわめて効I_jYI"Jなととは ， [\i%Ï-地区のiJE

林対策J)引に述べてとゐりで， I "J げ]地区jl!f沌の ì'りいて、ムクノキ・ヱノキがノ']\Jj)jの役制を県して

いるのは写真 6 にぷすとたりである。またカラスザンショウがきわめてよく繁茂して，ノ]，pJjの

{支持IJ をはたしているのがは'乏けら4Lた。
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附録 門司市背山植物目録

まえカ〉き

1. 本 11 j ,k l:t ~.Í': ~'Jト・人林が実士山 ;1)，'，)杏に上り J幸司ょしたものまたは記l医したものを 1Ji録したも

のであるが;;1，'，)杢lUJii\1 が1:1 1.;0 通〈不完全なものである。

1. 学名はキジノオシグ朴よりミズキf'Iまでとイネ科よリラン科まではた令官分担II_学 !'H:イ斗 11

II':-)O:\;'の il j イ吋1/l!/'7I);rlなど」により， リヨウプ利ーよりキク利までは刈!学 1(¥H:)J; (宜l':;J) l' ff 

本州 f千1((物.1)i覧J 2:{� l lJ/Jと沼 2 1J/Jとによった。-'{'lIíJIjI_学 1'.ï':-1 :);_ :Jl-'Í(三 üiíl\:の i f-lイ~M物

;山」そのf也によったととろもある。

1. 恥lじ大学教授旦j!学 l咋 1:+~1・.)千{作itにはヤナギ利， L=q り:1学 l'問責iÎ!Î\1う'1;))のよ1jI.学 I'.~~:I :んヲ I:.J(

三民líl\: Iとはイネ朴， カヤツリグリ刊， <' t f卜iS4，京大教J迂土!jl_学 !'!}:U じゃj"/ll]Ülíl\: にはキク

干:1'，シモツケ件等，同 \'1: f'I学 1'.\lW9Jíf'rl(1 :Jhの.!jHfl春季氏には顕花1'[1'(物全般の姑川村(W'I) をそ

れぞれ31;?1ii していただいた。ととにiお ，IL:なる謝立をJぐする。

PTERIDOPHYT A 羊歯植物門

Pla豆iogyriaceae キジノオシダ刊

Plagiogyria euphebia Mettεuius オオキジノオシグ

P. iaponica N akai キジノオシダ

Polypocliaceae ウラヰ、シヂl

Asplenium incisum Thunberg トラノオシダ

Athyrium japonicum Copelancl シケシダ

A. niponicum Hance イヌワラビ

Coniogramme intermedia Hieron イソカ、ネゼンマイ

Cyclosorus acuminatus Nakai ホシダ

Cyrtomium faIcatum Presl オニヤブソテツ

C. Fortunei J. Smith ヤブソテツ

Diplazium Wichurae Diels ノコギリシダ

D. erythrosora O. Kuntze ベユシダ

D. lacera O. Kuntze クマワラビ

D. lacera O. Kuntze var. subtripaltita Miyabe et Kudo オク?ワラビ

D. Makinoi Koidz. マルパベニシダ
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Diplazium varia O. Kuntze イタチシダ

Fuziifilix pilosella Nakai et Momose イヌシグ

Lemmaphyllum microphyllum Presl マメヅタ

Lepisorus Thunbergianus Ching ノキシノブ

Leptogramma totta J. Smith ミゾシダ

Notogramme japonica Presl イワガネソウ

Onychium japonicum Kuntze タチシノブ

Pteridium aquilinum Kuhn var. iaponicum Nakai ワラピ

Pteris cretica Linnaeus オオノごノイノーモトゾウ

Spicantopsis niponica Nakai var. japonica Nakai シシ;ゲシラ

Stenoloma chusanum Ching ホラシノブ

Wood丸、rardia japonica Swartz オオカグマ

W. orientalis Swartz コモチシダ

Gleicheniaceae ウラジロ利

Dicranopteris dichotoma Bernhardt コシダ

D. glauca Bobinson ウラジロ

Lygodiaceae カニクザーや卜

Lygodium japonicum Swartz ツルシノブ

Osmundaceae ゼンマイ科

Osmunda japonica Thunberg セ、ンマイ

SPERMATOPHYTA 種子植物門

GYMNOSPERMAE 裸子植物E門

Taxaceae イチイ科

Torreya nucifera Sieb. et Zucc. カヤ

Cephalotaxaceae イヌガヤ存1.

Cephalotaxus drupacea Sieb. et Zucc. イヌガヤ

Pinaceae マツ科

Pinus densiflora Sieb. et Zucc. アカマツ

P. Thunbergii Parlatore クロマツ

Cryptomeriaceae スギT:+

Crypromeria japonica D. Don スギ(fiiO 
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Cupressaceae ヒノキ利，

Chamaecyparis obtusa Endl. ヒノキ (tli'()

Juniperaceae イブキヂ1-

Juniperus rigida Sieb. et Zucc. ネスミサシ

ANGIOSPERMAE 被子植物亜門

DICOTYLEDONEAE 双子葉植物網

ARCHICHLAMYDEAE 古生花被植物E綱

Saururaceae ハンヂショウf'I-

Polypara cordata Bueck ドクダミ

Chloranthaceae チヤラン利

Chloranthus serratus Roemer et SchuItes フタリシズカ

Salicaceae ヤナギ科

Salix alopochroa Kimura キツネヤナギ

S. Sieboldiana Blume ヤマヤナギ

S. triandra L. var. nipponica Seemen タチヤナギ

Myricaceae ヤマモモ科

Myrica rubra Sieb. et Zucc. ヤマモモ

J uglandaceae クルミヂl

Petrophiloides strobilacea Reid et Chancller ノグルミ

Betulaceae カバノキ利，

Carpinus IaxifIora Blume アカシデ

C. Tschonoskii Maxim. イヌシデ、

Fagaceae ブナ科

Castanea crenata Sieb. et Zucc. クリ

CycIobalanopsis acuta Oersted アカカ、シ

C. gIauca Oersted アラカシ

C. pancidentata Kudo et Masamune ツクパネカP シ

C. stenophyIIa Schottky ウラジロガシ

C. stenophyIIa Schottky var. angustata Sugimoto ホソパウラジロヵーシ

Pasania edulis Makino '7テパシイ

Quercus acutidentata Koidzumi ツクシオオナラ
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Qu巴rcus acutissima Carruthers クヌギ

Q. donarium Nakai テリハコナラ

Q. serrata Thunberg コナラ

Shiia cuspidata 孔1akino ツプラジイ

S. Sieboldi Makino スダP ジイ

Ulamaceae ニレ引，

Aphanathe asp巴ra Planchon ムクノキ

Celiis Leveillei Nakai コパノチョウセンヱノキ

C. sinensis Persoon var. japonica Nakai エノキ

Zelko,va serrata Makino ケヤキ

Moraceae クソ f+

Broussonetia Kazinつki Sieb. コウゾ

Fatoua villosa Nakai クワクサ

Ficus 巴recta Thunberg イヌ\:.ワ

F. 巴recta Thunberg var. Sieboldii King ホソパイヌピワ

F. foveolata Wallich イタピカヅラ

F. stipulata Thunh. ヒメイタピ

Urticaceae イラクサ存ト

Boehmeria frutescens Thunb. カラムシ

B. holosericea Blume オニヤブマオ

B. Sieboldiana BIume ナガパヤプ、マオ

Polygonaceae タデ科

Persicaria Blumei gross イヌタデ

P. conspicua Nakai サクラタデ

P. tenuif10ra Hara オオイヌタデ

P. Thunbergii Gross ミゾソ yご

Polygonum aviculare L. ユワヤナギ

Reynoutria japonica Houttuyn イタドリ

Rumex Acetosa L. スイパ

Tovara filiformis Nakai ミズヒキ

Amarantaceae ヒユ利

Achyranthes japonica Nakai イノコズチ
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Phyto Iaccaceae ヤマゴボウ利

Phytolacca decanclra L. ヨウシユヤマゴボウ

P. japonica 恥1akino "7 71.-ミノヤマゴ.' ，J" ウ

Portulacaceae スベリヒュ戸l

Portulaca oleracea L. スベリヒユ

Caryophy Ilaceae ナデ、シコ {;;I・

Cerastium caespitosum Gilibert var. gIanclulosum Wirtgen ミミナグサ

Dianthus superbus L. var. logicalycina WilIiams カワラナデシコ

Melandryum firmum Rohrbach フシグロ

Sagina japonica Ohwi ヴメクサ

Ranunculaceae キンポウヂ利

Clematis temiflora A. P. De CanclolIe センユンソウ

Ranunculus acris L. form. vuIgaris Makino ウマノアシカータ

Thalictrum Thunbergii A. P. De CanclolIe var. hypoleucum Nakai アキカラマツ

Lardizabalaceae アケ 1::" f'1

Akebia quinata Decaisne アケビ

A. trifoliata Koidz. ミツベアケピ

Stauntonia hexaphylIa Decaisne ムベ

Menispermaceae ツヅラフジ件

Cocculus trilobus A. P. De DandoIle カミエピ

Sinomenium acutum Rehcler et WiIson var. cinereum Rehcler et Wilson 

ウラジロオオツヅラフヂ

Magnoliaceae モクレン干 1.

Kadsura japonica Dunal ビナンカヅラ

Lauraceae クスノキ [;;1

Actinodaphne lancifolia Meissner カゴノキ

Cinnamommn Comphora Siebolcl クスノキ

C. japonicum Siebolcl ヤブユクケイ

I叫achilus Thunbergii Sieb. et Zucc. タプノキ

Neolitsea Sieboldii Nakai シロ夕、、モ

Cruciferae アブラナf斗

Arabis glabra Bernhardi ハタザオ



V[ 造林関係 (坂口・林)

Arabis nipp:mica Boissieu ヤマハタザオ

Cardamine flexuosa Withering タネツケパナ

Sa xi fragaceae ユキノシタ H

Astilbe congesta N akai トリアシショウ 7

Deutzia crenata Sieb. et ZllCC. form. angustifolia Regel ウツギ

D. Sieboldii Koermicke ?;L ベウツギ

Pittosporaceae トベラ利

Pittosporum Tobira Aiton トベラ

Hamamelidaceae マンサク科

Distylium racemosum Sieb. et ZllCC. イスノキ

Malaceae ナシ利

Amelanchier asiatica Endl. ーザイフリボク

Pourthiaea laevis Koidz. カマツカ

Rhaphiolepis 11mbellata Makino シヤワンベイ

Rosaceae パラ科

Agrimonia nipponica Koidz. ヒメキシミヅヒキ

A. pibsa Ledebour var. japonica Nakai キンミツヒキ

Duchemea Wallichiana Nakai へピイチゴ

Gellm japonicum Thllnberg ダイコンソウ

Rosa polyantha Sieb. et Zucc. ノイパラ

R. Wichuraiana Crepin テリハノイベラ

Rubus Bu巴rgeri Miquel フユイチゴ

R. coptophylllls A. Gray モミヂイチゴ

R. palmatus Thunb. ナガパノモミヂイチゴ

R. hirsutus Thllnb. クサイチゴ

R. parvifolillS L. var. triphyllus Nakai ナワシロイチゴ

R. Sieboldi Blume ホウロクイチゴ

R. Wrightii A. Gray クマイチゴ

Sanguisorba carnea Fischer ソレモコウ

Amygdalaceae サクラヂ|ー

Prunus serrulata Lindley var. spontanea Makino ヤマザクラ

Leguminosae マメ科

Albizzia Jlllibrissin Durazini var. speciosa Koidz. ネムノキ
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Amphicarpaea trisperma Baker ヤプマメ

Apios Fortunei Maxim. ホド

Cassia nomame Honda カワラケツメイ

D巴smodium caudatum A. P. De CandolIe ミソナオシ

D. faIlax Schindler var. dilatatum Nakai ヤブハギ

D. podocarpum A. P. De Candle var. inc1.icwn Maxim マルパヌスピトハギ

D. racemosum A. P. De CaIU1dlle ヌスピトハギ

Dunbaria villosa 乱1akino ノアヅキ

GJycine Soja Sieb. et Zucc. ツルマメ

Indigofera pseudo-tinctoria Matsumura コマツナギ

Kummerowia striata Schindler ヤノ、ズゾウ

Lespedeza bicolor Turczaninow var. japonica Nakai ヤマハギ

L. cyrtobotrya Miquel "7ルパハギ

L. pilosa Sieb. et Zucc. ネコノ、ギ

L. retusa N akai ツクシハギ、

Lotus corniclllatu L. var. japonicus Regel ミヤコグサ

Maackia floribunda Takeda ハネミイヌエンジユ

MilIettia japonica A. Gray ナツフヂ

Pueraria Thunbergiana Bentham クズ

Sophora angustifolia Sieb. et Zucc. クララ

Wistaria brachybotrys Sieb. et Zucc. ヤマフヂ

羽T. f10ribunda A. P. De Candlle フヂ

Geraniaceae フウロソウ科，

Geranium Thunbergii Sieb. et Zucc. ゲンノショウコ

Oxalidaceae カタパミ利

Xanthoxalis corniculata SmalI カタパミ

Rutaceae ミカン干ヰ

Fagara ailanthoides Engler カラスザンショウ

F. mantchurica Honda イヌサ、ンショウ

Zanthoxylwn piperitum A. P. De Candolle サンショウ

Simaroubaceae ユガキ科

Picrasma ailanthoides Planchon ユガキ



¥'1 造林関係 (坂口・林)

Meliaceae センダンや1.

Melia Azedarach L. var. japonica Makino センダン

Polygalaceae ヒメハギ利

Polygala japonica Houttuyn ヒメハギ

Euphorbiaceae トウグイグサj件

Acalypha australis L. エノキグサ

Daphniphyllum glaucescens Blume ヒメユズリハ

Galarhoeus helioscopius Haworth トウダ、イグサ

Glochidion obovatum Siev. et Zucc. カンコノキ

Mallotus japonicus Mueller Arg アカメヵーシワ

M. japonicus Mueller Arg va. angustata Koidz. ナガパアカメガシヲ

Rhus javanica L. ヌルデ

R. succedanea L. ハゼ、ノキ

Anacardiaceae ウルシ利'

R. trichocarpa Miquel ヤマウルシ

Aquifoliaceae モチノキ科

Ilex crenata Thtmberg イヌツゲ、

1. integra Thunberg モチノキ

1. Oldhami Miquel ナナメノキ.

I. rotunda Thunberg クロガネモチ

Celastraceae ニシキギ:件

Celastrus orbiculatus Thunberg ツルウメモドキ

Euonymus alatus Sieb. ニシキギ

E. alat.us Sieb. var. subtriflorus Franch. et Sav. コマユミ

E. japonicus Thunb. マサキ

E. japonicus Thunb. var. macrophyllus Andre オオパマサキ

E. Sieboldianus Blume マユミ

Staphy leaceae ミツパウツギや1・

Euscaphis japonica Kanitz ゴンズイ

Rhamnaceae クロウメモドキ手;1.

Berchemia racemosa Sieb. et Zucc. クマヤナギ

Frangula crenata Miq. イソノキ
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RhamnelIa franguloides Weberbauer ネコノチチ

Vitaceae プドウ科p

Ampelopsis brevipedunculata Trautventter var. Maximowiczi Rehder ノブドウ

Parthenocissus Thunbergii Nakai ツタ

Vitis fIexuosa Thunberg サンカクヅル

V. Thunbergii Sieb. et Zucc. エ\:"ヅ}L-

Theaceae ツパキ利，

Camellia japonica L. var. spontanea お1:akino ヤフツパキ

Eurya japonica Thunb. var. montana Blume ヒサカキ

Ternstroemia Mokof Nakai モクコク

Guttiferae オトギリソウやl

Hypericum erectum Thunb. オトギリソウ

Violaceae スミレ T;.;l.

Viola grypoceras A. Gray タチツボスミレ

V. mandshurica W. Becker var. ciliata Nakai スミレ

V. meta-japonica Nakai コスミレ

V. verecunda A. Gray ツボスミレ

V. violacea 乱1akino シハイスミレ

Flacourtiaceae イイギリ科

Xylosma Apactis Koidz. クスドイケ、

Stachyuraceae キブシ:ji'l.

Stachyurus praecox Sieb. et Zucc. ニ干ブシ

Elaeagnaceae グミ存l

Elaeagnus crispa Thunb. アキグミ

E. gIabra Thunb. ツルグ?ミ

E. pungens Thunb. ナワシログミ

Oenotheraceae アカパナ科

Circaea molIis Sieb, et Zucc. ミヅタマソウ

Oenothera Lamarkiana Seringe オオマツヨイグサ

Haloragaceae アリノトウグサ苧ト

Halorrhagis micrantha R. Brown アリノトウグサ



¥'1 造林関係 (坂口・林)

Araliaceae ウコギ科

Acanthopanax spinosum Miquel ウコギ

Aralia cordata Thunb. ウド

A. elata Seemann タラノキ

Hedera Tobleri Nal<i 干ヅタ

Kalopanax pictum Nakai ハリギリ

Textoria trifida Nakai ヵクレミノ

Umbelliferae セリやl

Angelica decursiva Franch. et Sav. ノダ、ケ

Bupleurum scorzoneraefolium Willd. var. stenophyllum Nakai ミシマサイコ

Chamaele decumbens 乱1:akino セントウソウ

Cryptotaemia japonica Hasskari ミツベ

Hydrocotyle sibthorpioides Lamarck チドメグサ

Sanicula chinensis Bunge ウマノミツパ

Cornaceae ミヅキ利

Aucuba japonica Thunb. アオキ

Cornus brachypoda C. A. Meyer クマノミズキ

Cynoxylon japonica Nakai ヤマボウシ

METACHLAMYDEAE 後世花被植物E綱

Clethraceae リヨウプヂl

Clethra barbinervis Sieb. et Zucc. リョウブ

Ericaceae ツツジ利-

Lyonia Neziki Nakai ネヂキ

Rhodョdendron Kaempferi Planch. ヤマツツジ

Vaccinium bracteatum Thunberg シヤシャンポ

Myrsinaceae ヤプコウジ科

Bladhia crenata Hara var. Taquetii Hara オウノfマンリヨウ

B. japonica Thunb. var. typica Nakai ヤブコウジ

Rapanaea neriifolia Mez タイミンタチパナ

Primulaceae サクラソウ科

Lysimachia chlethroides Duby オカトラノオ
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Ebenaceae カキノキ科

Diospyros Kaki Thunb. var. silvestris 1¥1akino ヤマガキ

Symplocaceae ハイノキ存1，

Dicalix lucida Hara クロキ

Styracaceae エゴノキ f斗

Styrax japonica Sieb. et Zucc. ヱゴノキ

Oleaceae モクセイ H

Ligustrum japonicum Thunb. ネズミモチ

L. obtusifolium Sieb. et Zucc. イボタノキ

L�aniaceae フジウヴギ干+

Garc1neria nutans Sieb. et Zucc. ホウライカ‘ブラ

Gentianaceae リンドウや|

Gentiana scabra Bunge var. orientalis Hara リンドウ

Tripterospermum japonicum Muxim. ツルリンドウ

Ap�ynaceae キョウチケトウ宇|

Trachelospermum asiaticum Nakai var. intermec1ium Nakai テイカカヅラ

Asclepiad<,'_ceae カガ、イモド!

Cynanchum cauc1atum Maxim. イケマ

C�vo lvulaceae ヒルガオ干;卜

Calystegia japonica Choisy form. vulgaris Hara ヒルガオ

Boragimlceae ムラサキ刊，

Cynoglossum zeylanicum Thunberg オオルリソウ

Ehretia ovalifolia Hasskar1 チシャノキ

Verbenaceae クマツヅラ存1，

Callicarpa japonica Thunberg ムラサキシキプ

C. japonca Thunberg var. Taquetii Nakai コパムラサキシキブ

C. mollis Sieb. et Zucc. ヤプムラサキ

C. mollis Sieb. et Zucc. var. ramosi>:sima Nakai コノごノヤブムラサキ

Clerodenc1rum trichotomum Thunb. クサギ

Premna japonica Miquel ハマクサギ

Verbena afficina1is L. クマツヅラ



¥'l 造林関係 (坂口・林)

Labiatae シソ干'1-

A}uga dec�bens Thunb. キラシソウ

Amethystanthus japonicus N al<ai ヒキオコシ

Elscholizia Patrini Garcke ナギナタコウジユ

Glechoma hederacea L. var. grandis Kudo カキドウシ

Isodo inf1巴xus Kudo ヤマハクカ

Mentha Canadensis L. var. pïperas町田 Hara ハッカ

Prunella Vulgaris L. var. lilacina Nal<ai ウツボグサ

Salvia japonica Thunb. アキノタムラソウ

Scutellaria laeteviolacea Koidz. シソパタツナミソウ

S. parvifolia Koidz. var. vulgaris Hara ビロウドナミキ

Solanaceae ナス干+

Solanum nigrum L. イヌホウヅキ

Scrophulariac己ae ゴマノハグサ科

Mazus japonicus O. Kuntze トキワハゼ

M. Miquelii Mabno form. vulgaris Hara サギゴケ

Acantnaceae キツネノマゴ利'

Justica procumbens L. form. japonica Hara キツネノマゴ

Plantaginaceae オオパコ科

Plantago asiatica L. var. densiuscula Pilger オオパコ

Rubiaceae アカネド|

Galium pogo口anthum Franch. et Sav. var. s巴tulif10rum Hara ヤマムグラ

G. trachyspermum A. Gray ョツパムグラ

G. verum L. var. lacteum Maxim. カワラマツパ

Gardenia jasminoides Ellis var. gcandiflora Nakai クシナシ

Hedyotis japonica お1asamune ハシカグサ

H. bngitulコa Nal<ai ツツナガヤイトパナ

H. longituba Nal<ai var. angus'cifolia Nal<ai ホソベヘクソカヅラ

Rubia Al<c.ne N al<ai アカネ

Caprifoliaceae スイカヅラ利，

L甁icera hypoglanca Miqu1. キダチユンドウ

Sambucus Sieboldiana Blume ニワトコ
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Viburnum Awabucki K. Koch サンゴジユ

V. dilatatum Thunb. form hispidum Nakai アラゲガ'マスミ

V. dilatatum Tnunb. fonn pilsulum Nakai カ、マスミ

V. erosum Thunb. var. punctatum Franch. et Sav. コパノガマズミ

V. tomentosum Thunberg ヤプテ‘マリ

Weigela grandiflora K. Koc'h ノ、コネウツギ

Valerianaceae オミナヱシ科

Patrinia scabiosaefolia Fischer オミナヱシ

P. vil10sa J ussieu オトコヘシ

Cucurbitaceae ウリ利，

Trichosanthes cucumeroides Maxim カラスウリ

Campanulaceae キキョウ利

Adenophora triphylla A. DC. var. japonica Hara ツリ力、ネニンジン

Campanula punctata Lamarck *タルプクロ

Platyc�on grandiflorum A. DC. キニトヨウ

Compositae キク科ー

Ainsliaea apiculata Schultz-Bip�tinus キツコウハグマ

Artemisia dubia wall ニシヨモギ

A. japonica Thunb. オトコヨモギ

A. japonica Thunb. form. resedifJlia Takeda ホゾパオトコヨモギ

A. Keiskeana Miquel イヌヨモギ

Aster ageratoides Turcz subsp. amplexifolius Kitamura ヤマシロギク

A. ageratoides Turcz subsp. ovatu8 Kitamm・a ノコンギク

A. scaber Thunberg シラヤマギク

Bidens chinensis Willdenow センダングサ

Carpesium abrotanoides L. ヤプタパコ

Chrysanthemum indicum L. シマカンギク

Cirsium spicatum Matsumura ヤマアザミ

C. suffultum Matsumura ツクシアーザミ

Eclipta alba Hasskar1 タカサブロウ

Erigeron linifolius Willdenow アレチノギク

E. canadensis L. ヒメムカシヨモギ

Eupatorium japonicum Thunberg ヒヨドリパナ



¥'l ;;;c林iお係 (坂口・林)

Eupatorium laciniatum Kitamura サケノ J ヒヨドリ

E. Lindleyanum A. P. De Candolle サソヒヨドリ

Farfugium tussilagineum Kitamura ツワブキ

Gnaphalium multiceps Wallich ハハコクサ

Heterpappus hispidus Lessing ヤマジノギク

Ixeris dentata Nakai エガナ

1. stol�ifera A. Gray ヂシパリ

Lactuca Raddeana Maxim. ヤーゾユガナ

L. squarrosa Miquel アキノノヂシ

L. squarrosa Miquel form indivisa Honda ホソパノアキノノゲシ

Leibnitzia Anandria Nakai センボンヤリ

Parix己ris denticulata Nakai ヤクシソウ

Ptasites japonicus Miquel フキ

Picris hieracioides L. subsp. japonica Handel-Mc:zzetti コウゾリナ

Saussurea pulchella Fischer ヒメヒゴタイ

Siegesbeckia glabrescens Makino コメナモミ

S. pubescens Makino メナモミ

Solidago japonica Kitamura アキノキリンゾウ

Stenactis annua Nees ヒメジョオン

Xanthium japonicum Wicl.der オナモミ

Youn日ia japonica A. P. De Candol1e オニタピタコ

MONOCOTYLEDONEAE 単子葉植物綱

Gramineae イネ科

Agropyron semicostatum Nees カモジグサ

Arthraxon hispidus Makino var. brevisetus Hara コプナグサ

Arundinella hirta Tanaka var. ciliata Koidz. トダシパ

Brachypodium miserum Koidz. ヤマカモジグサ

Calamagrostis aristata Ohwi var. bracﾏ1ytricha Hacke1 サイトウガヤ

Cleistogenes Hackelii Honda チョウセンガリヤス

Cymbopogon Goeringii Honda オガルカヤ

Digitaria Ischaemum Muehl アキメイジハ

D. sanguinalis Scopoli var. ciliaris Doel1 メイジノ、
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Eccoilopus cotulifer A. Camus アプラススキ

Echinつc'hloa crusgalli Beauv�s subsp. 己ubmutica Honda ノピエ

Eragrostis ferruginea Beauvois カゼクサ

E. multicalis Steudel ニワホコリ

lmperata cylindrica Beavois var. Koenigii Durand et Schinz チガヤ

Microstegium nudum A. Camus ササカヤ

M. Vimineum A. Camus var. imberbe Honda アシボソ

Miscanthus sinensis Anderson ススキ

Muehlenbergia iaponica Steude! ネズミカヂヤ

Oplismenus undulatifolius Roemer et Schut チヂミザザ

Paspalum Thunbergii Kunth スズメノヒヱ

Pennisetum alopecuroides Sprengel テカラシパ

Setaria lutescens Hubb;:;_rd キンヱノコロ

s. viridis Beauvois ヱノコログサ

Themeda japonica Tanal¥a メカールカヤ

Bambusaceae タケ:{;i卜

Nipponocalamus argnteostriatus Nal¥ai var. distichus Nal¥ai ゴ、キダケ

N. nagashima Nal¥ai ヒロフザサ

N. Simonii Nakai メダ、ケ

Pseudosasa japonica Makino ヤダケ

Cyperaceae ヵ γ ツリグサf，;i/

Carex breviculmis R. Brown アオスゲ

C. brunnea Thunberg var. Nal¥iri Ohwi ナキリスゲ

C. gibba Wahlenberg マスクサ

C. lanceolata Boott ヒカゲスゲ

Cyperus lria L. コゴメカずヤツリ

C. microiria Steudel カヤツリグサ

Fimbristy1is dichotoma Vahl form. annua Ohwi テンツキ

Fimbristylis dichotoma Vahl form. iloribunda Ohwi クグテンツキ

F. miliacea Vahl ヒデリコ

F. subb�:picata Nees et Meyen ヤマイ

Kyllingia brevifolia Rottoell var. leiolepis Hara ヒメクグ

Lip::Jcar下ha microcephala Kunth ヒンジカ、ヤツリ



YI 造林関係 (奴口・林)

Rhynchospora chinensis Nees et 乱1eyen イヌノハナヒヂ

Araceae サトイモ科

Arisaema japonicum Blume マムシグサ

A. ringens Schott var. praecox Engler ムサシアブミ

PinelIia ternata Breit var. viridis Makino ノ、ンヂ

Eriocaulaceae ホシクサ'f;.l

Eriocaulon sikokianum Maxim. シロイヌノヒヂ

Commelinaceae ツユクサ利

Aneilema Keisak Hasskar! イボクサ

Commelina communis L. ツユクサ

PoIlia iaponica Thunberg ヤプミョウガ

Li Iiaceae ュリ f斗

Disporum hallaisanense Ohwi ホウヂヤクソウ

Hemerocallis distica Don var. Kwanso Nakai ヤブカンゾウ

LiIIium pseuc10tigrinum CaH. コオニユリ

Liriope muscari Bailey var. communis N akai ヤプラン

Ophiopogon japonicus Ker-Gawler ジャノヒゲ

Rohaea japonica Roth オモト

ScilIa sciIloides Druce ツルボ

Smilax china L. サ Jt- 1、リイパラ

Tricyrtis hirta Hool{er ホトトギス

Amary IIidaceae ヒカ、ンベナ利

Lycoris radiata Herbert ヒガンパナ

Dioscoreaceae ヤマノイモ利

Dioscorea japonica Thunb. ヤマノイモ

D. quinqueloba Thunb. カヱデドコロ

D. Tol\01"o 乱1akino オニドコロ

Orchidaceae ラン科，

Calanthe discolor Lindley ヱピネ

Cymbidium vire宕cens Lidley ホクロ

Spiranthes sinensis Ames ネジパナ
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Katとumi SAKA e<l'CHT , Yasaka HAYARIlT: Silviculture. 

R駸lill1� 

The writer邑 investigate 0口 the silvicultural plan for a f1ood-disaster control 

at the MOJI district, as the members of the investigation committee on KYUSHU 

flooded districts which had occurred by extraordinary rainfall in June 25~28 ， 

1953. 

Then, the writers get recommendation on silvicultural plan of MOJI district 
upon the basis of the following contents. 
1. Factors upon the silvicultnral control plan of the MOJI flooded district. 

A. Associations. (Vegetational). 
( 1) Units of vegetation and climax community of plants. 
(2) Human influences: forest fire , recIamation, fruit-culture and deｭ

forestation. 
B. Vegetations by the differences of natural features and aItitudes. 
C. Relations between the soil nature to the root system of trees. 

Il. The silvicultur1 control plan of the MOJI flooded district. 

A. Trees for plantation and silvicultural plan. 
B. Details. 

( 1) Propagations of trees for improving soils. 
( 2) Plantations of pines (Pinus densifIora and P. Thunb町gii).

( 3) Coppice forest of Quercus Acutissima and others. 

( 4) Plantations around the residence. 
( 5) Plantations at a torrential river.町 side.

Appendix. 

The Iist of plants, indigeneous to the hilIs around MOJI city, collected by 
Yasaka Hayashi. 


