
日本産樹木新報知 (2)

林 ?爾 ~~(l) 

Ya:~aka H.¥ Y.¥f'IIT: Noter on J apaneFe trees anc1 Ehrubs. 

1l. ホソ芝ノアオ号リトドマツ (新:ffJ;)

Abies Mariesii Mast. 

form. hayachinensﾍs Hayashi , form. nov. 

Fo1ia linearia 0.5~ 1. 5 cm longa , strobill1s oblongo・cylindriclls 6. 5~8 cm longus 1. 6~ 

1.9 cm latlls , sql1ama lunulata 1. 0~ 1. 3 cm longa 1. 3~ 1. 5 cm lata, bract四 4~5 mm longa. 

Nom. ]ap. Hcsom;.no.AomoritodOJ河.7tSzt (nov.) 

Hab. in Hondo. Prov. Rikuchu; Mt. Hayachine (Yasaka Hayashi , Sept. 7, 1952, typus 

in Herb. Gov. For. Exp. Sta.). 

常総針:Wli青木，誌は線形 f:方に前jって問かにrrJl去し先端円閉または凹形，毛E呆を有しない葉は長さ 0.5

~1. 5 cm , &lS5Kを有する誌では1.0~ 1. 8 cm. 往来:は長楕円状円筒形で先端漸尖して尖り， 長さ 6.5~

8cm. 巾1. 6~ 1. 9 cm ばかり，種鱗長さ 1.0~1.3 cm，巾1. 3~1. 5 cm，萄鱗長さ 4~5mm.

産地 岩手県新也峯山(筆者保集〕

場手u誌の早池峯山て‘!保集してきたもので， 11.;本種アオモリトトマヅにlt し業は一般に小さし毛k果は帝国

長く巾が著しく狭L 、 忍i鱗や萄鱗の形もまた小さ L 、ご税関の日寺の契は特に小さく '見コメヅガと見あやま

るはどであるさ普通引のアオモリトドマヴ林rlo に数本の大木があったコ

12. ミドリイラ毛ミ (新羽;)

Picea bicolor (MAxnr.) Mayr 

form. chlorocarpa Hayashi , form. nov. 

Strobill1s cylindricus viridulus 4-6 cm longus 1. 6~2.5 cm latus. 

Nom ]ap. 11，1 ・dori.lramomi (ロov.)

Hab. in Hondo. Prov. Tらt(，mi; !VIt. Tochu (Yasaka Hayashi , Aug. 20, 1950, typl1S in 

Herb. Gov. For. Exp. St日正).

常緑針変:高木，珪果i土橋円状:弓筒形で長さ 4~6cm，径1. 6~2.5 cm，若いときから紫色を全く常びず

緑色であるの

産地 静岡J美容田郡水準可戸rþ山(筆者採集〕

静岡呆瞥[日君ßjJ\I茎~nrの戸中山で、筆者が床集してきたもので，基本種イラモミに比し法呆の形11、さし若

いときから緑色で全く紫色をJJYびない シラネマッハダvこもやや似るが，種鱗は反転しなし、。

(1) 造1ヰ;丹青霞科!古生研究室長
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13. ビロウドサワシパ ((.Jﾎ';.f8;) 

Carpinus erosa Blume 

var. velutina Hayashi , var. nov. 

Ramuli fuscati albilanati , folia alterna petiolata elliptica, acuminata basi cordata , exiliter 

duplicato.serrata , 5~ 11 cm longa 3. O~6. 5 cm lata , nervis lateralibus 9.20-jugis, supra hirsllta , 

s¥lbtus dense brunneoべrellltina ， strobillls pendullls 7~8 cm longus, bracteola foliace旦 ovata

vel elliptica serrata basi setosa 2. 5~3. 0 cm longa 1. 2~ 1. 5 cm lata, nucula elliptica 4~5 111m 

longa. 

N0111. Jap. Bircdo-Saωas，'ba (nov.) 

Hab. in Hondo. Prov. RikllChill; Yamagata in Kuji. (Noboru Karizllmi , Allg. 15, 1952, 

typus in Herb. Gov. For. Exp. Staふ

This variety can be distingllished very cl巴arly from the original form by its velvety 

hairs 0ロ the back of leaves. 

落葉の高木p 幼条は褐色で， 白~次毛を布く。 奨は有附で宝生し， l'J IJ形または楕円形で鋭尖lTJ{，心臓氏

をなし，辺縁に細小なる京銀閣を有し，長さ 5~1l cm, rlJ 3.0~6.5 cm，支flIKは 9~20 対， 業主足国有

毛， 奨裏一面に薄初巴のピロードょうの毛を密生する :51~胞は附を有し IJ、 1安端にド垂し良さ大凡 7~8

cm，小宮は葉状で卵形または惰円形鋭耳買をなし，辺縁に鋸闘を有し， 長さ ?'.5~3.0 cm , rrJ 1. 2~1. 5 

cm ばかり，基部に毛あり，小堅架:をいだき耳垂自1\がある l ノj、 ~t:5l~は楕円形で 4~5mm ば虫、りである

産地 岩手果ド問。明山形村(苅住昇採集)

岩手県下閉伊郡山形村℃休業試験場造林部の苅住昇氏が採集してきたものである 1 年主1交f~f土白íl'J(毛

を布くがp葉柄には毛がない。そして葉の表面に毛を生じ，喋哀一回に部褐色のピロ{ドょうの毛を椀生す

るつ中華民国に生ずるさ主種 var. chinensis Franch. と var. mollis Cheng の両植物jに類似しているが，

l)Îj者は東大所蔵の中華民国産の標本および託載によると，業は細長く果穏が短く細く，業裏のニEの性質も

巡ってし、るつ後者は標本は見ていないが記載によると 1 半生伎や集約に紋毛を密生し，葉裏に毛があると

ある。さて以上類似の 2 Hti物jに比し本植物は 1 年生校い印泊、に白軟毛を布くが，葉柄には'Eがない 奨の

衰の毛の性質も同植物と巡っているように思われる。また，中華民国産の 2 類似植物はサワシパに比し業，

来穂，査などが小さいがp 本l1 i'(4'市jは L 、ずれの iir; も小さくない むしろ果穂、，琶などは大きい方であるご別

受種と思う。

14. オオアカガシ (JJí-,{1J;) 

Cyclobalanopsis acuta (Thllnb.) Oerst. 

var. megaphylla Hayashi, var. nov. 
Arbor sempervirens, ca. 25 m alt. RamllS nigrofllscuS, jllveロtllte cum foliis dense rllfoｭ

brunneo-pllbescens, folia ovata vel ovato-olコlong旦 cori呂cea 17~23 cm longa G~ll cm lata, 

nervis lateralibus 8-14-jugis, caudato-acllminata, integra, Sllpra lllcidllscllla, sllbtus viridnla, 

tenuia, faci巴 convexa， petioli supra snlcati 3~4 cm longi , peduncnllls masclllus 10~ 18 cm 

longlls 1. 5~2. 5 mm  latus, bractea scariosa l. O~ 1. 5 cm longa, floris mascnli stamina 14~ 

23 , flores feminei 3~G， cupula depresse cupuliformis, adpr巴sse pilosa , glans elliptica 2~ 

2. 5 cm longa. 



日本産倒木新報知 (2) (林) - 27 ー

Nom. Jap. 0 

I-Iab. Ho口do. Prov. Musashi; Meguro (Yasaka Hayashi , Jlme 20 , 1953 , typus in Herb. 

Gov. For. Exp. Stat.), T�omi; Kega , (Yasaka Hayashi , Dec. 13 , 1954). 

This variety can be distingllished very clE'arly from the typical form by its largεr and 

thinner leaves with convex sllrface, its bigger and longer inflorescences and bracts, and its 

l旦rger fruits. 

'~~./FJ~の高木， ;1交は太く， ，\\H局色で，幼H年は葉とともに赤褐色の長軟毛を密生する 奨は有柄互生し，

卵状，卵状楕円形，広楕円形または楕円形で革質無毛，長さ 17~23 cm , rrJ 6~11 cm あり， 急長鋭尖

lTfL 企辺で鋸留を全くかく。上面やや光沢あり，下回はiあま色を呈する 1廷は基本種より?奇心表面全体

力:下回に[出る特徴がある 1ITlj脈は 8~14 対，奨附はやや滞をなし長さ 3~4cm， 雄花;積、の花軸は基本種

より太く径1.5~2.5mm，長さも長く 10~18cm ある。 乾1実質の萄あり長さ1.0~1. 5 cm , I4t花には

14~23 個の雄茸がある、雌花隠は数花，殻斗は浅洋盃状で密に短い1K毛におおわれている 堅架:は楕円

形で長さ約 2.0~2.5 cm ばかり 翌年の秋堅呆成熟するご

産地 東京都庁黒区大鳥羽jl社境内〔筆者探集〕および 113r岡県引佐郡気賀町，斎藤千別氏邸(筆者採集〉

基本種アカガシより葉が非常に大きし質薄く，いずれの葉も，奨の表面が下面に曲り，全体の感じが

北米産のタイザンボクの誕のようである O また雄花穂の花軸はアカガシより太く長く，萄もまた大きく長

い。 果実も一般に基本種より大形であるが， i;14数体て、はなかった 開花が1;付近のアカガシより 10 日以上

も遅い。 1"1 ，'!-~大鳥有Ii U:境内のほかi)'ff岡県引イtl:郡気J'i /TIJの斎藤i千53UJえの邸内にも大木が l 木あることを発見

した{九州の古処山の標本で中列二t~~Î土が命名された QuercllS (Cyclobalanopsis) acutaeformis Nakai ア

ッパアカガシは京大のタイプ標本によると葉は比私11'[句小さく厚質で丸く，光沢があり，業先があまりとぎ

れないアカガシのー型で F 本z2種とは全く似ていなし、。このオオアカガシは1泌物川究学雑誌第 29 巻第 5

号(昭和 29 年 5 月) 149 頁で発表ずみのものである

ー15. コパノイスノキ (新称)

Distylium racemosum Siめ. et Zucc. 

var. microphyUum Hayashi , var. nov. 

Frutices ca 2~3 m alti , folia alt巴rna petiolata lineari-lanceolata, crassa glabra integra :2 

~6 cm longa 3~12 m m  lata. 

Nom. Jap. Koba-no・Isunoki (nov.) 

I-Iab. Cult. (Yasaka Hayashi , Nov. 10, 1953 , typus i口 Herb. Gov. For. Exp. Sta.). 

治緑小i濯木， 奨は狭披全I-:Jr;， 線;払全Jflにして光情波状をなし， 1'，[厚くJ!!li毛で長さ 2~6cm， r� 3~ 

12mm ばかりである。

産地 埼玉県北足立郡安庁村中田億右衛門氏邸賠栽(筆者採集)

これは基本種イスノキに比し葉は著しく澗長く，かつ小形で濯木性である二一見イスノキの斐りものと

ほ思われないようであるコまた斑入のものもある c 屋久島にあるホゾバイス var. angustifolium Masam. 

とは別のものである

16. ハゴロ毛カナメ毛チ

Photinia glabra (Thunb.) Maxim. 

var. minutula Hayasbi, var. nov. 



- 28 ー 林業向技場研究報告第 77 号

Frl1tices exiles ca 1O~30 C111 alti , folia 日lterna petiolata crassa glabra lanceolata vel 

lincari.1anc巴olata grosseserrata, O. 4~5 C111 longa 2~7 111111 1ata. 

Non'. ]3p. Hagor01110.Kanamemocht , (nov.) 

Hab. Cult. (Yasaka Hayashi , Nov. 10, 1953 , typus in Herb. Gov. FOL Exp. Sta.). 

結緑小1fl1木， 媛生，高さ 10~30 C111 , 業は質!手く Z皮針形または紙状披針・形で犬小の奨を交え生じ，長

さ O.4~5 C111, riJ 2~7 111111 j(~iなる欠刻状J'!i:間牙をそなえ， filJH羽はかいわ若1安，喋ともに;fTII、毛.まだ開

花したことはない。

産地 時玉県北足立郡安行村中阿倍右衛門氏邸liï古栽(筆者収集〕

この;ff種は張本極カナメモチに比較して媛LJ:で，奨が披針形または線状披針形をなし小形でp 一見カナ

メモチの&i りものとは思われないようである 草木錦奨~にノコギリバカナメモチとして出ているもの

と同じものと思われる c 和名ハプロモカ十メモチは rl， nl位右衛門氏のl呼称にしたがったもので， (花戸名

としてはすでにあるが〉筆者は最初]チャボカナメモチとしたが栽培者の呼称によることとしたっ

ノコギリバカナメモ千は小泉加一博士が命名された別主主種があるので和名として採別できない 石井勇

表編悶京大，WßQ.1 にはノゴギリバカナメモチ var. 111icrophylla Koidz. (本当は 111acrophylla) として

草木剣葉集にあるノゴギリパカナメモチを同一制してあてはめてあるが凱りと思う

17. ナガパアズキナタ (新祢〉

Sorbus alnﾍfolia (SXED. et Zucc.) C. Koch. 

for111. longifolia Hayashi , for111. nov. 

Folia e10ngata ob10nga 8~ 10 cm 10nga 3~4 C111 1旦ta ， nervis 1ateraliblls 10.13.j l1gis , 

dllplicato・serrata ， subtus pilosa, f10res albi , frllctlls oblongus 8~1O 111111 10nglls 4~6 m111 latus. 

1¥om .Tap. Nagaba.Azukinashi (nov.) 

日日 b. in Hondo. Prov. Shinano; Mt. Yatllgatake (Yasaka Hayashi , Sept. 25 , 1950, typus 

in Herb. Gov. FOL Exp. Sta.). 

五年葉小高木p 校は紫Jn色， 冬芽は紅色，光沢あり，英は互主二，長精円形， 長さ 8~10 cm, 巾 3~4

cn1，側lfK 1O~13 対，斜土J ドITri海起する。先郊'鋭尖，辺縁に重鋸歯あり，質ややlilli く，葉柄約 2cm，長

宅を生ずる。奨の r.T国に長毛を生ずる。花は白色，果実は長楕円形，長さ約 8~10 111111，巾 4~6m1110

産地 長野県利{訪郡本郷村八ヶ岳(築者l宗公})

:W本極アズキナうより葉長く， 3)[巾狭く， 1f!iJlJ'Kの数多く，葉ilりや奨の上下回に毛が多い。果実もまた幾

分長い

18. オネヤマザタラ (新羽;)

PrmmG oneyamensis Hayashi , hybr. nov. (P. SargentiixP. alうeta!a)

.Arl:or ca. 15 m 日 lta. ， r2.mus hornotinus fu1vo.to l11entosus, folia ObOV2.t旦 ve1 obovato. 

elliptica cr3.SS2. 1uciduscu1a, 5~ 13 cm 10口ga 3~6 cm 1ata, caudato.acuminata duplicato.sεrrata 

5~ 13 cm lor:ga 3~6 cm lata , sUbtllS fllscato ve1utina , pttioli 1. 0~1. 5 cm 10ngi, stipu1is non 

fo1 i;.!ceis, f1orfs , gemini , pedicelli penduli 1. O~ 1.5 cm longi hirsuti , bracteae virides vel 

apice parce fuscescentes O. 7 ~ 1.0 cm 10口gae， cupula 6~ 10 mm  10nga sllperne paulIo dilatata 

rubro.fusca hir.s江ta ， sepala bnceolata 4~5 mm  longa 2~3 mm  lata hirsuta , petala 5 all::a vel 
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dilute lilacina latis:sim色 ovata vel rotundate-ovata apice emarginato・bifida 9~ 11 m:n longa 

7~9mm lat九 stamina inaepualia 27~32 ， filamentis primo albis demum rubescentibus, 

antheris flavis rotundatis sublaterali-introrsis , ovarium ellipsDid己um v1r日issimum lucidum 

1. 5~1. 7 mm  longum , styli 12~13 mm  longi hirsuti , stigma viridiflav叩1， drupa sphaerico・

ovoidea vel globosa nigra dulcis 5~6 mm  long江 4~6 mm lata_ 

Nom_ Jap_ Oneyama-ZakurJ. 

Hab. Hondo. Prov. Kδzul叩; Mt. Oneyama (Yasaka Hayashi , May 10, 1953 , typus in 

Herb. Gov. For. Exp. Stat.) 

This plant app己ars to be a hybrid betweeη Prunus S:Jrgentii R..hder and P円tnZtS ap8tal a 

(Sieb. 6t Zucc.) Maxim_ It is most closely relat巴d to Prunus aρ~talα(Sieb_εt Zucc.) Maxim_ 

which has hairs on p邑duncle， calyx-tube and style_ At the same time it is most clos己 ly

related to Prunus S:Jrgentii Rehder in the form of l白ves ， larger calyx-tub己 and petals. 

落葉の高木 1 年生校には褐色の君主毛を密生する。 葉'1互生し倒卵形，倒卵状楕円形，あるいは倒卵

状広間円形にして尾:伏鋭尖!1l':lをなし辺縁に鋭い童館調を有し， 円高特に下回には禍色の聞出性の薮毛を密

生しピロ{ドょうのJ感がある。長さ 5~13 cm，巾 3r--r6 CD1，質厚くやや光沢がある。瑛附は長さ1.0~

1.5 cm で褐色の開出費毛を密生する υ 葉状菅を生じない)開業と同日寺に開花し，織形花序をなしやや下

垂する。花は織%状で 2 (問あて生ずる u1Ët更は長さ1.0~1. 5 cm，著しい毛があり基部に惰円形の閣ある小

琶を有する。喝筒は示品、筒状で長さ 6~lO mm，短毛主ど生ずるηE時片は毛あり 5 (困，長野j形を呈し稀に鋸

歯を有する。花婚は楕円形，凹頭をなし長さ 9~1l mm , rtJ 7~9 mm ばかり，一雄謹， 維産 27~32，

花糸はじめ白くのち紅色をJ，1jびるコ

;il0は黄色球形向側に縦に開く，花住は長さ 12~13mm，剛開出毛あれ柱1mは市緑黄色， 子房は楕円

形長1.5~1. 7 mm，核果 1~2 個を生じ，球形で長さ 5~6mm，巾 4~6mm。

産地 群馬県碓氷郡日井町/J、根山(筆者l采集〉

カスミザクラ p ケヤマザクラとチョウジザクラのキK種と思われるものはすでにー，二命名されている。

この桜をよく検討してみた結果，オオヤマザクラとチョウジザクラの雑種と思われる」花梗，宅筒，花柱な

どに毛のあることはチョウジザクラの方に似ているが，~筒大きく，花郷が大きい点、などはオオヤマザク

ラに似ている。業に毛の多いことはやはりチョウジザクラの方弘似ているが(毛の性質はチョウジザクラ

と少し違 1 が)，業の形質，鋸密の状怨，大きさ，表面にやや光沢のあること， また若校や樹皮などのよ

うすはオオヤマザクラに似てし、る J 花は白色かn~fに?t1j紅色で，開花期おそく 5 H 10 日前後である J

辛口名は地名の小根山に因んだ小娘山僚の;立である。 これはすでーに植物研究雑誌第 29 巻第 5 号(昭和

29 年 5 月) 150 頁で発炎ずみのものである。

19. ネパリハウチワカエデ (新称〉

Acer japonicum Thunb. 

form_ vﾎscosum Hayashi, form. nov_ 

R呂mus annotinus et hornotinus viscosissimus , folia opposita petiolata palmat旦 9-11-1obata

basi cordata, duplicato-serrata, samara obtusangula glabra. 

Nom. Jap_ Nebari-Hauch;ul.1-Kaede (nov.) 

H旦b. in Hoロdo. Prov_ Kozuke; Mt_ Naramata (Yasa'(3 Hayashi , Aug_ 20, 1951, typus in 

Herb_ Gov. For. Exp. Sta.)_ 
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話事業小高木 1 ， 2 ól日1:伎， 特に 1 年生校にあまい粘着I伎を多く山す 葉は対生して円形掌状をなし

て 9~11 片に浅裂する c J町市心臓形，裂片は卵形で鋭尖lttL m鋸歯紋，両面ほとんど無毛， 麹采は主屯角

に開き無毛。

産工也 群馬県手iJ俵q!，[j水上町例股〔筆者J采集〕

パウチワカエデの若1交から甘い付静/夜を多く n:すもので，ブュや小さいハエなどの小見虫がむらがり集

まり，それに附着し死んでいるのをこの地方いたるところで見ヵ、けた。このようなものは本州関東地方の

尾瀬附近，日光，上越水上，主) 11などから本州中部地方北部の戸Ilj}，白馬方面などに見られる わたくし

の知る範西内では本州中部地ブjの西部，南部，奥羽地方3 北海道などのハウチワカエデにはこうした現象

は見られないようである d

21. オオパリヨウブ (刻み)

Clethra barbinervis Sieb. et Zucc. 

form. g'randis Hayashi, form. nov. 
Folia obovato.elliptica 17~21 cm longa 9~1l cm lata papyracea, nervis lat巴ralibllS 20・

23.jugis. 

Nom Jap. Oba.Riy�u (nov.) 

Hab. in Hondo. Prov. Iwaki; Mt. Megane (Yasaka Hayashi , July 10, 1953, typlニs in 

Herb. Gov. For. Exp. Sta.). 

落葉高木， 1樹皮平滑，ヲi号制色を241: ずる〔 若枝に微互状毛と聞出毛を生ずる 葉は有柄互生し倒卯状惰

円形で長さ 17~21 cm, rlJ 9~11 cm，質薄く紙質，急鋭尖jjj'j，喋縁に鋭鋸閣があり， 基m1限形， 築制

3cm iまかれ実上面徴昼状毛，奨 iご面には圧毛と星状毛を混じD二じ， illiU..には白色の圧毛が多い 葉J]IK 20 

~23 対，花序は総状花序をなし長さ 15~20 cm，花は白色，来は同球形にして上向し，考片より超出するの

産地 福島県石域1[[I)llì問、、I 目立 rt山(筆者採集〉

謀本種りヨウプに比し，撲が非常に大きく，業形は倒卵状栴円形をなし，葉脈の数も多いι また現:Wj，~

衰の毛も多い。アカマツ林中に大木が数本生じ，どれも葉大形で一見リヨウプとは思われないようである J

21. ウスパハタウンボク (;(Jr紘)

Styrax Obassia Sieb. et Zucc. 

form. leptophylla Hayashi , forrn. nov. 

Folia alterr,a tenuia ovata v巴1 elliptica, basi obtllsa , obtllse serrata, allpra in nervis 

hirsllta , Sll]:;tUS dense st巴llato.tomentosa ， 1O~20 cm longa 5~11 cm lata , nervis 13.19.jugis , 

petioli 15~30 rnm longi , flores racemosi albi, fructus 8~10 stellato.tome口tosus obloロgus vel 

ovatooblongus. 

Nom. Jap. Uswa.Hakuunb伀u (nov.) 

I-Iab. in Hondo. Prov. Mutsu; Mt. Ohata (Yasaka Hayashi , Aug. 22 , 1946, typllS in Herb. 

Gov. For. Exp. Sta.). 

落現;小高木， j支は暗紫福色， 主主:;t互生し膜nで "{"Ii く卵形または椅円形，忽till)~虫'[.上縁に微鋸歯を有す

るコ長さ1O~20cm，巾 5~11 cm，支iV~ 13~19，上国に微毛あり， ド固には足状毛主f草野生する。主脈，

3\:脈(，こ#if:Híモを生ずる c 芸部は鈍?ちまたは鋭形で多少歪形をなす。葉柄 15~30mm， 総状花序はやや多
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数花，釆は穏をなしてド重し 8~1O個，白R.毛を続生し，長卵形または長楕円形， 先端組まって突起し

ている c

産地 青森県下北'j.ìß大畑町(筆者採集)

基本種ノ、ダウンボクに比し，薬~\:年く細長く，支脈の数も多い。また果実もやや細長いc 稚樹でもよく区

別できる。ヒノキアスナロ林 rやその林縁に生じている c

本研究に理解ある御援助と御教示を得た造林部長石川健康氏，造材部育種科長栗田勲氏，直接種々御

;怨篤なる街i教導を賜わった国立科学博物館の理学博士大jj二次三郎氏，同館奥山春季氏，資源科学研究所の

水島正美氏，安行の中国低右衛門氏なと1二深甚なる謝意を哀ーする。
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11. ホゾきノアオモリトドマヅ

Abies IVlariesii Mast. form 目 hayachineてlsis

Havashi 

13. ピロウドーすワシ y て

Carpinus erosa Blurn色 var. velutina 

Hayashi 

12. ミドリイラモミ

Picea bico!or CMAXJ:M.) Mayr form. 

chlorocaTpa Hayashi 

14. オオアカガシ

仁:yclob旦lanopsis acuta (Thunb.) OeTst 

var. megaphylla Hay旦shi
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15. コパノイスノキ

Distylium racemosum Sieb. et Zucc. var. 

microphyllum I-Iayashi 

17. ナガバアズキナシ

Sorbus alnifolia (SrEB. et ZUCC.) C. Koch. 
rorm. longifoli司 Hayashi

16. 山プロモカナメモチ

Photinia glabra (Thunb.) Maxim. var. 

minutula H旦yashi

18. オネヤマ弓戸クラ

Prunus oneyamensis Hayashi 

33 -
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18. オネヤマ骨r グラ

Prunus oneyamensis Hayashi 

20. オオバリヨウプ

Clethra barbinervis Sieb. et Zucc. form. 

grandis Hayashi 

19. ネバリノ\ウチワカエデ

Acer japonicum Thunb. form. viscosum 

Hayashi 

21.ウスバハタウンボク

Styrax Obassia Sieb. 巴t Zucc. form. 

leptcphylla Hayashi 


