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資 料

四国・九州に広く分布し，五倍体は本州中部から四国，
六倍体は本州東北地方から九州まで分布していることを

日本産カキドオシ（シソ科）の

明らかにした。分布調査の結果，五倍体は四倍体および

全国倍数体分布調査産地記録

六倍体の分布が重なる地域にあることから四倍体と六倍

三浦憲人')，岩坪美兼2）

体の交配によって生じたと推定された。また，核型分析
の結果も，五倍体が，四倍体と六倍体の交配によって生
じたことを支持した（Miuraandlwatsubo2010)。

l)富山市科学博物館富山市西中野町1‑8‑31

我々が行った調査（Miuraandlwatsubo2010）で
用いた46都道府県945カ所1030個体の産地記録を載せる

2)富山大学理学部生物学科富山市五福3190

とともに，各県で観察された倍数体の個体数をまとめた

Distributiondataofthreechromosome

(Tablel)。46都道府県の中で四倍体のみが分布してい

formsofGIe omahemeraceasubsp．
gγα"d庵（Labiatae）inJapan

るのは1都l道1府16県（北海道・青森県・岩手県・山形
県・福島県・茨城県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川
県・大阪府・奈良県・烏取県・島根県・広島県・山口県・
福岡県・佐賀県・熊本県）であった。一方，3種類の倍
数体が観察されたのは12県（富山県・石川県・福井県・
長野県・岐阜県・愛知県・三重県・滋賀県・兵庫県・香
川県・愛媛県・鹿児島県）であった。田中（1953）およ
びHaraetaL(1954）によって四倍体が報告されてい
た長野県，京都府，長崎県では倍数体が存在することが
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明らかになった。

カキドオシGﾉ 〃O脚α〃e虚惣 Lsubsp、9m〃as
(A，Gray）HHaraは，ヨーロッパ産のGルαﾉe〃 α
subsPル 9m αと比較して紫色の濃い長い花，茎お

よび葉柄に長い毛を持ち，雲裂片が細長く，全体に大き
いという特徴から，東アジアに分布する亜種として扱わ
れた（Haraetal、1954)。日本国内では北海道・本州・
四国・九州に広く分布し，田中（1953)，HaraetaL
(1954)，西川（1985）によって，染色体数2,＝36が各
地（北海道，埼玉，東京，長野，京都，長崎）で報告さ
れた。しかし，IwatsuboetaL（2004）は，富山県に
おいて3種類の倍数体（2,＝36，45，54）の存在を初め
て明らかにし，それぞれを基本数x＝9の四,五,六倍体
とした。その後，石川県能登島においても，3種類の倍
数体が確認され（白山ら2005)，宮城県では四倍体およ
び六倍体の2種類の倍数体のみが観察された（Miura

倍数体の割合は，各府県でそれぞれ異なっているが，
四倍体の割合がほとんどの府県で最も高かった（Table
l)。白山ら（2005）は，石川県七尾市能登島で47個体に
ついて観察を行い，四倍体が29個体（61.7％)，五倍体
が5個体（10．6％)，六倍体が13個体（27.7％）である
ことを報告した。石川県で観察された38個体のうち四倍
体31個体（8L6％)，五倍体が3個体（79％)，六倍体が
4個体（105％）であり，白山ら（2005）と同様に四倍
体の割合が最も高く，五倍体の割合が最も低かった。富
山県での調査結果は，Iwatsuboetal．（2004）による
157個体の調査で四倍体が95個体（60.5％)，五倍体が20
個体（12.7％)，六倍体が42個体（26.8％）であり，我々
の調査した191個体の結果（四倍体109個体57.1％，五倍体
21個体11.0％，六倍体61個体319％）と同様に四倍体の割
合が最も高く，五倍体の割合は最も低く，一致していた。
Miuraandlwatsubo（2008）は，宮城県の調査で四

唆された。我々は，北海道・本州・四国・九州46都道府

倍体および六倍体の2種類のみを観察した。そして，五
倍体が観察されなかった理由として，六倍体の割合が極
端に低く（86個体中6個体70％)，四倍体との交配機会
が少ないためではないかと考えた。しかし，全国調査に

県945カ所1030個体を用いて倍数体の分布調査を行い

おいて，六倍体の割合が極端に低くても五倍体が生じて

(Miuraandlwatsubo2010)，四倍体は北海道・本州．

いる県（三重県・兵庫県）が存在することが明らかになっ

andlwatsubo2008）ことから，日本産カキドオシの

倍数体は，それぞれ分布の状態が異なっていることが示
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Table1．Observednumberofpolyploidsof
G/echomahederaceasubsp･grand/sinJapan
Observednumbe:．

PrefectureTetraploi3‑：

Hokkaido
Aomorl
lwate

Miya9i
Akita

Yamagata
Fukushima
lbaraki

Tochigi
Gunma
Saitama

Chiba

Tokyo

Toyama
lshikawa
Fukui

Yamanashi

Nagano
Gifu

Shiga

Kyoto
Osaka

Hyogo
Nara

Wakavama
TottorI

Shimane

Okayama
Hiroshima

ことが示唆された。

これまで，倍数体が報告されていた宮城県，富山県，
石川県のいずれの県においても，五倍体の割合が最も低
かった（Iwatsuboetal、2004；白山ら2005;Miura
andlwatsubo2008)。しかし，五倍体が分布する府県

の中で，四倍体および六倍体のいずれかよりも五倍体の
割合が高い，つまり，最も割合の低い倍数体が，五倍体
ではない地域がl府8県（福井県・三重県・京都府・兵庫
県・和歌山県・岡山県・徳島県・香川県・高知県）あっ
た。この中で，京都府・和歌山県・岡山県では，六倍体
が観察されなかった。また，徳島県では五倍体の割合が
最も高く，四倍体は観察されなかった。これら府県にお
いては，五倍体が生じた後，四倍体もしくは六倍体が減
少，消失したと推測される。それから，五倍体の割合か
高い府県において，福井県の五倍体の割合が，四倍体の
約1.5倍であり，他の府県と較べ極端に高かった。福井
県において生じた五倍体は，大きく個体数を増加させた
か，生育地域を拡大させたと推測される。
引用文献

２

Mie

(2，＝54》

であり，宮城県の報告（Miuraandlwatsubo2008）
とほぼ同じ割合であった。三重県および兵庫県の2県で
は五倍体が観察されたことから，六倍体の個体数は極端
に少ない場合であっても，五倍体が生じる可能性がある

Ⅲ．

Shizuoka
Aichi

（2，＝45）

廼３Ｚ

Niigata

Hexaploに

３６４﹃．．ｊ２５−藍
１４４

Kanagawa

相加抑杷亜７Ｍ９７４加柘８４岬畑訓柘訓謁刷諏妬幅偲泌３弱９５幅加耐加相

（2，＝36；

Pentaploid

た。三重県では四倍体15個体に対して六倍体が1個体，
そして兵庫県では四倍体39個体に対して六倍体は2個体

Hara，H､，Tanaka，N，andKurosawa，S・ 954．

CvtotaxonomyofGJ 〃0郷α〃 emc L・in
JapanBot・MagTokyo67：15−22
1watsuboY．，Souma，Y，，MiuraN．，and
Naruhashi，N、2004．PolyploidyofGI ﾙ0畑α

ル c αsubsp．g〃"〃s（Labiatae)．J・
Phytogeogr、Taxon、52：67−71．
Miura，N・andlwatsubo，Y、2008．Polyploidyof
G/ 加桝α〃 gγαc subsp．g 邦成s(Labiatae）

inMiyagiPrefecture，northeastemJapan・J
Phytogeogr，Taxon，56：13−16．
Miura，N・andlwatsubo，Y、2010．Cytogeography

Yamaguchi

Kagawa
Ehime
Kochi

Fukuoka

Saga

Nagasaki
Kumamoto
Oita

Miyazaki

１８９極５２窪１
２４２
１１

Tokushima

ofG/ 加郷αル e

αsubsp．g妬" js

（Labiatae）inJapan・Cytologia75:255‑260．

西川恒彦．1985．北海道産植物の染色体数（9）．北海道
教育大学紀要（第二部B）36:25‑40．

白山理恵，砂子田真菜，高見もも子，高柳智子，漬屋宏
衣・匿本祥子，村上真里奈，佐藤杏子，山崎貴博，
岩坪美兼．2005．能登島産カキドオシの倍数性富
山の生物（44)：23−25．

Kagoshima

130

日本産カキドオシの全国倍数体分布調査産地記録
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倍数体分布調査産地記録および個体数

(1)；南会津郡只見町塩沢（1）；南会津郡南会津町糸沢

四倍体（2,=36）

（1）；南相馬市小高区片草（1）．茨城県：かすみがう

北海道：旭川市神居町（1）；石狩郡当別町金沢（2）；恵

ら市西野寺（1）；笠間市稲田（1）；久慈郡大子町上金沢

庭市春日（1）；江別市西野幌(1)；奥尻郡奥尻町稲穂（1）；

(1)；高萩市高戸（1）；東茨城郡茨城町烏羽田（1）；常

奥尻郡奥尻町奥尻（1）；樺戸郡月形町麻生（1）；上磯郡

陸太田市小妻町（1）；常陸大宮市鷲子（1）；常陸大宮市

木古内町（1）；北見市公園町（1）；空知郡上富良野町本

照山（1）；鉾田市子生(1)．栃木県：大田原市下石上

町（1）；苫前郡羽幌町（1）；函館市尻岸内（1）；函館市

(1)；小山市押切（1）；塩谷郡高根沢町宝積寺（1）；栃

戸倉町（1）；函館市見晴町（1）；桧山郡江差町（1）；富

木市藤岡町太田（1）；那須烏山市熊田（1）；那須塩原市

良野市麓郷（1）；増毛郡増毛町南暑寒町（1）；夕張郡長

大原間（1）；矢板市片岡(1)．群馬県：高崎市新後閑

沼町22区(1)．青森県：青森市浪岡下十川（1）;青森

町（1）；高崎市吉井町小串（1）；利根郡みなかみ町下津

市本町（1）；北津軽郡中泊町小泊（1）；三戸郡三戸町豊

（1）；藤岡市根岸(1)．埼玉県：久喜市伊坂（1）；児玉

川（1）；三戸郡田子町夏坂（1）；津軽郡外ケ浜町蟹田石

郡神川町八日市（1）；児玉郡美里町円良田（1）ラ秩父郡

浜塩越（1）うつがる市木造館岡（1）；平川市矢立峠（1）；

長瀞町矢那瀬（1）；秩父郡皆野町下田野（1）；秩父市大

弘前市国吉（1）；南津軽郡大鰐町（1）．岩手県：一関

塚（1）；日高市女影（1）；本庄市児玉町吉田林（1）；和

市中条（1）；岩手郡雫石町滝沢（1）；奥州市水沢区堤尻

光市本町(2)．千葉県：市原市牛久（1）；印膳郡栄町

（1）ラ久慈市国丹（1）；下閉伊郡岩泉町安家（1）；下閉

安食（1）；柏市船戸（1）；鴨川市内浦（1）；鴨川市金束

伊郡岩泉町尼額（1）；下閉伊郡岩泉町宇津野（1）；遠野

（1）；君津市久留里（1）；匝瑳市安久山（1）；館山市佐

市土淵町(1)；二戸市大子(1)；花巻市石烏谷町好地(1)；

野（1）；長生郡白子町中里（1）；富里市中沢（1）；成田

花巻市白土（1）；花巻市山の神（1）；宮古市茂市（1）；

市山口（1）；野田市大殿井（1）；富津市上後（1）；南房

盛岡市碇（1）．宮城県：気仙沼市本吉町日門（1）；栗

総市神滝田（1）；八千代市上高野(1)．東京都：昭島

原市一迫鹿込（1）；栗原市金成姉歯（1）；黒川郡大和町

市拝島町（1）；あきる野市戸倉（1）；青梅市長淵（2）；

舞野（1）；柴田郡川崎町大森山（1）；柴田郡村田町沼辺

西多摩郡日の出町大久野（1）；八王子市元八王子町（2）；

(1)；白石市福岡深谷（2）；仙台市青葉区川内（1）；仙

武蔵村山市三ツ木(1)．神奈川県：足柄上郡松田町寄

台市太白区秋保町境野(2)；仙台市太白区秋保町馬場(2)；

（1）；足柄上郡山北町川西（1）；伊勢原市子易（1）；横

仙台市太白区富沢（1）；遠田郡涌谷町小里（1）；登米市

浜市栄区東上郷町(1)．新潟県：糸魚川市小滝（1）；

中田町上沼（1）；名取市愛島小豆島（1）；亘理郡山元町

糸魚川市山本（1）；岩船郡関川村片貝（1）；魚沼市田戸

浅生原(1)．秋田県：秋田市上北手（1）；秋田市河辺

（1）；柏崎市上輪新田（1）；柏崎市荒屋敷（1）；柏崎市

松測（1）；秋田市下北手（1）；秋田市濁川（1）；大館市

加納（1）；柏崎市鯨波（1）；柏崎市地蔵峠（1）；柏崎市

岩野目（1）；大館市大巻（1）；鹿角市大湯（1）；北秋田

野田（1）；柏崎市薬師堂（1）；柏崎市安田（1）；柏崎市

郡上小阿仁村杉花（1）；北秋田市五味堀（1）；仙北市潟

米山（1）；刈羽郡刈羽村一日市（1）；刈羽郡刈羽村寺尾

野（1）；仙北市田沢湖生保内（1）；大仙市協和船岡（1）；

(1)；新発田市東宮内（1）；上越市有間川（1）；上越市

にかほ市金浦（1）；能代市羽立（1）；能代市河戸川（2）ラ

浦川原区虫川（1）；上越市春日（1）；上越市頚城区榎井

能代市末広町（1）；能代市竹生（1）；能代市鶴形（2）；

（1）；上越市五智（2）；上越市三和区末野新田（1）；上

能代市常盤（1）；南秋田郡八郎潟町浦大町（1）；山本郡

越市谷浜（1）；上越市名立区車路（1）；上越市名立区名

八峰町八森滝ノ間（1）；山本郡八峰町八森古屋敷（1）；

立大町（1）；上越市本城町（1）；胎内市坂井（1）；南蒲

山本郡三種町（1）；山本郡三種町天瀬川（1）；山本郡三

原郡田上町湯田上（1）；南魚沼郡湯沢町神立（1）；南魚

種町神馬沢（1）；山本郡三種町豊岡金田石持（1）；山本

沼市川窪（1）；妙高市長沢（1）；妙高市長沢原（1）；妙

郡三種町山谷（1）；由利本荘市出戸町（1）；由利本荘市

高市除戸（1）；村上市上野（1）；村上市府屋（1）；長岡

矢島町城内(2)．山形県：尾花沢市木友（1）；鶴岡市

市大積熊上町（1）；長岡市大積善間町（1）；長岡市高寺

由良峠（1）；南陽市赤湯（1）；西置賜郡飯豊町落合（1）；

町（1）；長岡市寺泊下桐（1）；長岡市寺泊万善寺（1）；

村山市金谷（1）；最上郡最上町鵜杉（1）；山形市方谷地

長岡市宮本（1）；長岡市両高（1）；三島郡出雲崎町赤坂

(1)．福島県：会津若松市神指町高久（1）；会津若松

山（1）；三島郡出雲崎町市野坪（1）；三島郡出雲崎町稲

市原（1）；大沼郡金山町水沼（1）う河沼郡会津坂下町青

川（1）；三島郡出雲崎町松本(1)．富山県：射水市市
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井（1）；射水市黒河（1）；射水市坂東（1）；魚津市小川

上野（1）；福井市大森町（1）；吉井郡永平寺町栃原(1)．

寺（1）ラ魚津市観音堂（1）；魚津市坪野（1）；小矢部市

山梨県：上野原市金山峠（1）；上野原市鶴島（1）；大月

森屋（1）；小矢部市了輪（1）；黒部市阿古屋野（1）；黒
部市宇奈月町熊野（2）；黒部市吉城寺（1）；下新川郡朝

市富浜町（1）；大月市初狩町（1）；都留市井倉（1）；都

日町境（1）；下新川郡朝日町宮崎（1）ラ下新川郡朝日町

留市田野倉（1）；都留市田原（1）；都留市古川渡（1）；
韮崎市円野町（1）；笛吹市一宮町竹原田（1）；笛吹町御

山崎（2）；下新川郡入善町桐山（1）；下新川郡入善町下

坂町上黒駒（1）；富士吉田市新倉（1）；北杜市須玉町若

山（1）ラ高岡市東海老坂（2）ラ高岡市下麻生（1）；高岡

神子（1）；北杜市高根町五町田（1）；北杜市高野（1）；

市福岡町五位（1）；高岡市福岡町小野（1）；高岡市福岡

北杜市長坂町中丸（1）；北杜市西和田（1）；南アルプス
市柿平（1）；南巨摩郡南部町馬込（1）；南巨摩郡南部町

町栃丘（1）；高岡市伏木一宮（1）；砺波市宮森新（1）；
砺波市庄川町庄（1）；砺波市庄川町三谷（1）；中新川郡

塩沢（1）；南巨摩郡南部町万沢（1）；南巨摩郡早川町千

須和（1）；南巨摩郡身延町相又（1）；南巨摩郡身延町大
野（1）；南巨摩郡身延町亀久保（1）；南巨摩郡身延町塩
之沢（1）ラ南巨摩郡身延町常葉（1）；南巨摩郡身延町船
原（1）；南都留郡富士河口湖町大石（1）；南都留郡富士
河口湖町河口（1）．長野県：飯田市梅平（1）；飯田市

上市町湯神子（1）；中新川郡立山町芦'1併寺（1）；中新川

郡立山町岩'1沸寺（1）；中新川郡立山町日置（1）；南砺市
新屋（1）；南砺市大鋸屋（1）；南砺市綱掛（1）；南砺市
利賀村阿別当（1）；南砺市栃尾(1)；南砺市西赤尾町(2)；
南砺市東中江（1）；南砺市太美（1）ラ南砺市法林寺（1）；
氷見市阿尾（1）；氷見市国見（1）ラ氷見市桑院（2）う氷
見市泊（1）；氷見市堀田（1）；氷見市宮田（1）；氷見市
森寺（1）；氷見市吉滝（1）；富山市有沢（2）；富山市安
養坊（2）；富山市石洲（1）；富山市牛ケ増（2）；富山市

上村（1）；飯田市川路（1）；飯田市山本（1）う飯山市伍
位野（1）；飯山市中谷（1）；飯山市山口（1）；伊那市中
村（1）ラ上田市宮ノ上（1）；大町市大町（1）；大町市小
藤（1）；大町市栃沢（1）；上伊那郡中川村大草（1）；上
伊那郡中川村下平（1）；上伊那郡箕輪町福与（1）；上水
内郡飯綱町普光寺（1）；北安曇郡小谷村合子（1）；北安

牛島本町（1）；富山市金屋（1）；富山市北代（2）；富山
市五膿（1）；富山市五福(4)；富山市桜谷みどり町（1）；
富山市寺町（1）；富山市長岡新（1）ラ富山市中番（1）；

曇郡小谷村千国乙（1）；北安曇郡小谷村湯原（1）；北安
曇郡白馬村南谷地（1）；木曽郡上松町小川（1）；塩尻市

富山市西小俣（1）；富山市西笹津(1)；富山市東猪谷(2)；

宗賀（1）；塩尻市平沢（1）；下伊那郡喬木村氏乗（1）；

富山市東小俣（1）；富山市東黒牧（1）；富山市鴨島（1）；

茅野市西茅野（1）；中津川市山口（1）；長野市大岡村平

富山市婦中町河原町（1）ラ富山市婦中町下瀬（2）；富山

(1)；長野市信州新町水内（1）；東筑摩郡朝日村針尾（1）；

市婦中町高塚（4）；富山市婦中町高山（1）；富山市古沢

松本市測東（1）；北佐久郡軽井沢町軽井沢（1）；松本市

(1)；富山市水須（2）ラ富山市八尾町下ノ名（1）；富山

梓川上野（2）；松本市安塚（1）；南佐久郡南牧村野辺山

市八尾町平林（1）；富山市山岸（1）；富山市吉作（10)

(1)．岐阜県：恵那市大井町（1）；恵那市川平（1）；大

石川県：加賀市百々町（1）；加賀市美岬町（1）；加賀市

垣市上石津町牧田（1）；大野郡白川村小白川（1）；各務

山中温泉九谷町（1）；加賀市山中温泉中田町（1）；加賀

原市鵜沼（1）；可児市古瀬（1）；賀茂郡川辺町比久見

市山中温泉南町（1）；鹿島郡中能登町久江（1）；鹿島郡

(1)；賀茂郡七宗町神測（1）；賀茂郡七宗町上麻生（3）；

中能登町曽祢（1）；鹿島郡中能登町能登部上（1）；金沢

賀茂郡七宗町中麻生（1）ラ郡上市正ケ洞（1）；郡上市八

市広坂（1）；金沢市丸の内（1）；金沢市薬師町（1）ラ河

幡町五町（1）；郡上市八幡町初納（1）；郡上市明宝畑佐

北郡津幡町大坪（1）；河北郡津幡町上大田（1）；河北郡

（1）；郡上市明宝二間手（1）；郡上市三日市（1）；郡上

津幡町菩提寺（1）；河北郡津幡町吉倉（1）；小松市ニツ

市大和町河辺（1）；郡上市和良町下沢（1）；郡上市和良

梨町（1）；珠洲市狼煙町（1）；七尾市百海町（1）ラ羽咋

町方須（1）；下呂市愛宕（1）；下呂市金山町金山（1）；

郡宝達志水町紺屋町（1）；羽咋郡宝達志水町子浦（1）；
羽咋郡宝達志水町竹生野（1）；羽咋市白石町（1）；白山

下呂市金山町戸部（1）；下呂市金山町中切（1）；下呂市
幸田（1）；下呂市三原（1）；下呂市下沓部（1）；下呂市

市河合町（1）；白山市斗功ﾛ町(5)；輪島市門前町是清(1)；

釣鐘（1）；下呂市茂谷（1）；高山市石浦町（1）；高山市

輪島市深見町（1）；輪島市二俣町(1)．福井県：今立

上岡本町(1)；高山市上宝町見座（1）；高山市川上川（1）；

郡池田町上荒谷（1）；今立郡池田町新保（1）；大井郡高

高山市清見町三日町（1）；高山市久々野町久々町（1）；

浜町蒜畠（1）；大野市上丁（1）；大野市城町（1）；小浜

高山市国府町三川（1）；高山市桜野（1）；高山市下切町

富山市直坂（1）；富山市専ノ沢（1）；富山市茶屋町(2)；

市上加斗（1）；小浜市三丁町（1）；勝山市北郷町（1）；

(1)；高山市下之切町（1）；高山市丹生川町板殿（1）；

勝山市長山町（1）；勝山市平泉寺町（1）；坂井市丸岡町

高山市丹生川町坊方（1）；多治見市池田町（1）；多治見

内田（1）；坂井市丸岡町上久米田（1）；南条郡南越前町

市市之倉町（1）；多治見市向島《1）；土岐市下石阿庄町
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（1）；土岐市駄知町（1）；飛 騨市古川町畦畑（1）；飛騨
市古川町数河（1）う飛,騨市古川町向町（1）；飛騨市宮川
町杉原（1）；不破郡関ヶ原町小関（1）；不破郡関ヶ原町
関ヶ原（1）；瑞浪市小田町（1）；瑞浪市土岐町（1）；美
濃加茂市蜂屋町上蜂屋（1）；本巣市根尾板所（1）；養老
郡養老町西小倉（1）；養老郡養老町橋爪（1）ラ養老郡養
老町養老（1）；養老郡養老町竜泉寺(1)．静岡県：伊
豆市徳永（1）；静岡市葵区相俣（1）；静岡市葵区有東木
（1）；静岡市葵区産女（1）；静岡市葵区梅ケ島（2）；静
岡市葵区大原（1）；静岡市葵区北沼上（1）；静岡市葵区

京都市左京区大布施町（1）；長岡京市下海印寺（1）；南
丹市園部町天引（2）；南丹市八木町神吉（1）；福知山市
大江町三河（1）；福知山市大江町萎原（1）；福知山市樽
水（1）；福知山市夜久野町日置（1）；船井郡瑞穂町井尻
（1）；舞鶴市丸田（1）；与謝郡与謝野町下山田（1）．
大阪府：和泉市九鬼町（1）；和泉市小野町（1）；豊能郡
豊能町（1）．兵庫県：朝来市土肥（1）；加東市岡本（1）；
加東市平木（1）；川辺郡猪名川町鎌倉（1）；神戸市北区
淡河町（1）；篠山市今田町釜屋（1）；佐用郡佐用町船越
（1）；宍粟市志引峠（1）；宍粟市波賀町斉木（1）；多可
郡多可町八千代区俵田（1）；宝塚市玉瀬（1）；丹波市青
垣町中佐治（1）；豊岡市玄武洞(1)；豊岡市竹野町裏（1）；
豊岡市竹野町浜須井（1）；豊岡市日高町庄境（1）；西宮
市塩瀬町（1）；西脇市塚口町（1）；姫路市御立（1）；美
方郡香美町香住区余部（2）；美方郡香美町香住区鎧（1）；
美方郡香美町村岡区市原（1）；美方郡香美町村岡区鹿田
（1）；美方郡香美町村岡区長板（1）；美方郡香美町村岡
区八井谷（3）；美方郡新温泉町歌長（1）ラ美方郡新温泉
町千谷（1）；美方郡新温泉町千原（1）；美方郡新温泉町
春来（1）；三木市口吉川町殿畑（1）；三木市吉川町奥谷
（1）；三田市波豆川（1）；養父市万久里（1）；養父市八
鹿町朝倉（1）；養父市八鹿町石原（1）；養父市八鹿町宿
南（1）．奈良県：五候市赤谷（1）；五峰市島野町（1）；
五峰市西吉野町川岸（1）；吉野郡大淀町馬佐（1）；吉野
郡下市町新住（1）；吉野郡十津川村桑畑（1）；吉野郡東

小布杉（1）；静岡市葵区瀬名（1）；静岡市葵区渡（1）；
静岡市葵区富沢（1）；静岡市葵区長尾（1）；静岡市葵区
中平（1）；静岡市葵区入島（1）；静岡県葵区平山（1）；

静岡県葵区富厚里（1）；静岡市葵区横山（1）；静岡市葵
区蕨野（1）；静岡市清水区蒲原（1）；静岡市清水区宍原
（1）；静岡市駿河区恩田原（1）；島田市久野（1）；駿東
郡小山町滝ノ前（1）；駿東郡小山町向方（1）；榛原郡川
根本町塩郷（1）ラ榛原郡川根本町下泉（1）；浜松市天竜
区大川（1）；浜松市天竜区草木（1）；浜松市天竜区佐久
間町大井（1）；浜松市天竜区長尾（1）；富士市南松野（1）；
藤枝市岡部町玉取（1）；藤枝市岡部町宮島（1）；藤枝市
近又（1）；富士宮市長員（1）；富士宮市山宮（1）．
愛知県：犬山市今井（1）；岡崎市明大寺本町（1）；瀬戸
市片草町（1）；豊田市明川町（1）；豊田市足助町（1）；
豊田市稲橋(1)；豊田市大平町(1)；豊田市大多賀町(1)；
豊田市鍛冶町（1）；豊田市刈萱町（1）；豊田市川面町(1)；
豊田市古瀬間町（1）；豊田市撚田(1)；豊田市沢田町（1）；
豊田市志賀町（1）；豊田市千野町（1）；豊田市戸中町（1）；
豊田市西市野々町（1）；豊田市平瀬町（1）；豊田市万町
町（1）；豊田市余平町（1）；豊田市力石町（1）；豊田市
和合町（1）；名古屋市中区本丸（1）；名古屋市東区東外
堀町（1）；日進市米野木町(1)．三重県：伊賀市上野
丸之内（1）；伊賀市大野木（1）；伊賀市川西（1）；伊賀
市治田（1）；亀山市関町久我（1）；亀山市南在家（1）；
桑名市小谷（1）；桑名市多度町香取（1）；桑名市多度町
下野代（1）；鈴鹿市三畑町（1）；松坂市飯高町加波（1）；
松坂市六呂木町（1）；多気郡多気町下出江（1）；津市一
身田大古曽（1）；津市芸濃町楠原(1)．滋賀県：甲賀
市信楽町多羅尾(1)；彦根市金亀町③ラ米原市問田（1）；
米原市藤川（1）；米原市三島池（1）；高島市今津町弘川
（1）；高島市勝野（1）；高島市朽木（1）；高島市朽木荒
川（1）う高島市田谷（1）ラ高島市マキノ町海津(1)．
京都府：亀岡市旭町（1）；亀岡市畑野町千ケ畑（1）；乙
計￨￨郡大山崎町円明寺（2）；京丹後市峰山町長岡（1）；京
都市右京区京北中地町（1）；京都市上京区京都御苑（3）；
京都市左京区大原（1）；京都市左京区大原大見町（1）；

吉野村小栗栖（1）；吉野郡吉野町矢治（1）；吉野郡吉野
町吉野山(1)．和歌山県：6堵I郡かつらぎ町日高（1）；
新宮市熊野川町四滝（1）；新宮市熊野川町田長（1）；田
辺市本宮町本宮（1）；東牟婁郡北山村下尾井（1）．
鳥取県：岩美郡岩美町蒲生（1）；倉吉市関金町山口（1）；
倉吉市若土（1）；倉吉市和田(1)う回白郡大山町豊成（1）；
東伯郡三朝町木地山（1）；鳥取市上町（1）；烏取市河原
町稲常（1）；烏取市佐治町葛谷（1）；鳥取市佐治町栃原
(1)；日野郡江府町下蚊屋（1）；日野郡日南町丸山（1）；
日野郡日野町滝山神社（1）；日野郡日野町本郷（1）；米
子市愛宕町(1)．島根県：飯石郡飯南町佐見（1）；飯
石郡飯南町野萱（1）；出雲市恵堂（1）；出雲市湖陵町二
部（1）ラ出雲市大社町杵築東(1)；雲南市桂恰町多根(1)；
雲南市上刀根（1）；雲南市粟原（1）；雲南市五反田（1）；
大田市神畑（1）；大田市長久（1）；江津市後地町（1）ラ
浜田市後野町（1）；浜田市金城町小国（1）；益田市市原
町（1）；益田市笹山（1）；益田市匹見町紙祖（1）；松江
市坂口（1）；松江市馬潟町（1）；松江市東長江町(1)．
岡山県：浅口市鴨方町六条院中（1）；勝田郡勝央町植月
東（1）；高梁市出口（1）；津山市田熊（1）；苫田郡鏡野
町小林（1）；備前市三石（1）；真庭市下福田（1）；真庭
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市目木（1）う美作市青野（1）；美作市梶原（1）；美作市
馬形(1)．広島県：庄原市高取（1）；庄原市西城町三
坂（1）；世羅郡世羅町京丸（1）；廿日市市津田（1）；廿
日市市吉和（1）；東広島市助谷（1）；東広島市天神（1）；
広島市安佐北区可部町勝木（1）；広島市佐伯区志井（1）；
広島市南区元宇品町（3）；三原市大和町萩原（1）;三次
市奥ノ迫下（1）；三次市郷川（1）；三次市菅田（1）；山
県郡安芸太田町上筒賀（1）う山県郡安芸太田町津浪（1）ラ
山県郡北広島町峠が谷（1）；山県郡北広島町傍示峠（1）．
山口県：阿武郡阿武町奈古（1）；岩国市保木（1）；岩国
市常国（1）；岩国市夏宿（1）；岩国市谷津（1）；下関市
奥畑（1）；下関市菊川町楢崎（1）；周南市中須（1）；周
南市樋口（1）；萩市入屋（1）；萩市北谷（1）；萩市須佐
地（1）；萩市目代（1）；美祢市鍛冶屋（1）う美祢市秋芳
町岩永本郷（1）；美祢市桃ノ木（1）；山口市阿東生雲東
分（1）；山口市阿東地福下（1）；山口市阿東文殊(1)．
香川県：高松市塩江町安原上東(1)．愛媛県：今治市
神子ノ森（1）；大洲市黒木（1）；上浮穴郡久万高原町中
組（1）；上浮穴郡久万高原町東川（1）；西条市落合（1）ラ
西予市宇和町大江（1）；東温市徳吉（1）；東温市問屋（1）．

五倍体（2,＝45）

富山県：射水市上野（1）；射水市三ケ（1）；射水市宿屋
(1)；射水市太閤山（1）；魚津市小川寺（1）；魚津市三ケ
(1)；魚津市平沢（1）；黒部市福平（1）；下新川郡朝日
町宮崎（1）；富山市牛ケ増（1）；富山市小谷（1）；富山
市中村（1）；富山市日尾（1）；富山市舟渡（1）；富山市
松木（1）；中新川郡上市町伊折（2）；中新川郡立山町岩
''併寺（1）；中新川郡立山町千垣（1）う中新川郡舟橋村竹
内（1）；滑川市上大浦(1)．石川県：七尾市能登島須
曽町（1）；羽咋郡志賀町舘（1）；白山市平加町(1)．
福井県：あわら市後山（1）；あわら市熊坂（1）；今立郡
池田町松ヶ谷（1）；今立郡池田町持越（1）；越前市大塩
町（1）；大飯郡高浜町吉坂峠（1）；大野市泉町（1）；坂
井市丸岡町山久保（1）；坂井市丸岡町山竹田（1）；敦賀
市江良(1)；敦賀市刀根(1)；南条郡南越前町上今庄(1)；
南条郡南越前町上別所（1）；南条郡南越前町孫谷（1）；
南条郡南越前町牧谷（1）；南条郡南越前町八飯（1）；南
条郡南越前町湯尾（1）；福井市安波賀町（1）；福井市中
手町（1）；福井市西河原町（1）；福井市南野津又町（1）；
福井市薬師町（1）；三方上中郡若狭町神谷(1)．
長野県：木曽郡南木曽町吾妻(1)．岐阜県：海津市南
濃町津屋(1)；郡上市八幡町有坂(1)；高山市新宮町(1)；
飛騨市神岡町牧（1）；山県市塩後(1)．愛知県：岡崎
市切山町(1)．三重県：亀山市向井（1）；度会郡大紀
町野添（1）；松坂市飯南町横野（1）；松坂市保津町(1)．
滋賀県：大津市伊香立途中町（1）；長浜市木之本町大音
(1)；長浜市余呉町坂口(1)．京都府：福知山市雲原(1)；
舞鶴市鹿原(1)．兵庫県：相生市矢野町（1）；神崎郡
神河町猪篠（1）；宍粟市一宮町西安積（1）；宍粟市千種
町室（1）；多可郡多可町加美区奥荒田（1）；多可郡多可
町加美区鳥羽(1)．和歌山県：和歌山市西田井(1)．
岡山県：真庭市横山(1)．徳島県：名西郡神山町入手
（1）；美馬郡つるぎ町猿飼（1）；美馬市大北（1）；美馬
市川上(1)；三好市池田町川崎(1)；吉野川市別枝山（、
香川県：木田郡三木町奥山(2)．愛媛県：新居浜市康
子山(1)．高知県：長岡郡大豊町大久保（1）；長岡郡
大豊町杉(1)．鹿児島県：:熊毛郡南種子町西之（n

高知県：吾川郡仁淀川町名野川（1）；高岡郡佐川町大和
田（1）；高岡郡四万十町秋丸（1）；高岡郡四万十町一斗
俵（1）；高岡郡四万十町大正北ノ川（1）；高岡郡四万十
町十和川口（1）；高岡郡四万十町屋敷峠（1）；高岡郡中
土佐町大野見野老野（1）；南国市成合(1)．福岡県：
飯塚市内住（1）；北九州市小倉南区沼本町（1）；太宰府
市国分（1）；築上郡築上町大ノ瀬（1）；築上郡築上町小
原（1）；深江糸島郡二丈町（1）；前原市高上（1）；八女
郡立花町田形（1）；八女郡矢部村椎葉（1）；八女郡矢部
村竹原(1)．佐賀県：伊万里市大川町川西（1）；伊万
里市松浦町山形（1）；嬉野市俵坂（1）；鹿島市平谷（2I
長崎県：西海市大瀬戸町雪浦下郷（1）ラ佐世保市指方町
(1)．熊本県：菊池市赤星（1）；菊池市西迫間（1）；球
磨郡あさぎり町免田西（1）；球磨郡湯前町中猪（1）；下
益城郡美里町中（1）；下益城郡美里町払川（1）ラ人吉市
古仏頂町（1）；八代市泉町下岳（1）；八代市差野（1）；
八代市早瀬（1）；八代郡氷川町宮原(1)．大分県：宇
佐市安心院町荘（1）；宇佐市院内町新洞（1）う宇佐市院
内町日岳（1）；臼杵市稲田（1）；臼杵市遠久原（1）；臼
杵市日原（1）；臼杵市望月（1）；佐伯市弥生尺間（1）；
佐伯市園（1）；日田市小鶴（1）；日田市中津江村（1）；
別府市天間(1)．宮崎県：児湯郡西米良村竹原（1）；
日向市沖ノ原（1）；都城市今町(1)；都城市関之尾町(1)．
鹿児島県：伊佐市大口大島（1）ラ鹿児島市城山町（1）；

六倍体（2,＝54）

宮城県：宮城郡松島町検行(1)．秋田県：北秋田市阿
仁幸屋渡(1)．栃木県：日光市荊沢(1)．群馬県：利
根郡みなかみ町布施（1）；高崎市箕郷町善地(1)．
新潟県：柏崎市長崎（1）；柏崎市西山町二田（1）；妙高
市関見峠(1)．富山県：射水市北野（1）；射水市二口
（1）；小矢部市蓑輪（1）；黒部市宇奈月町明日（1）；黒
部市本野（1）；下新川郡朝日町大平（1）；下新川郡朝日
町山崎（1）；下新川郡入善町下飯野（2）；砺波市庄川町

霧島市福山町福山(1)．
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曇郡白馬村堀之内（1）；木曽郡上松町倉本（1）；木曽郡

牛ケ増（4）；富山市加賀沢（1）；富山市片掛（1）；富山

桑村須原（1）；木曽郡南木曽町読書（峰 ;下伊那郡阿

大智市野

金屋（2）ラ砺波市坪野（1）；富山市庵谷峠（1）；富山市

村寒原峠(1)．岐阜県：大野郡白川村牧（1）；郡上

市金屋（1）；富山市蟹寺（2）；富山市草島（1）；富山市

八幡町五町（1）；郡上市八幡町美山（1）；郡上市蛭

五膿（1）；富山市五福（1）；富山市須原（1）；富山市葛
原（1）；富山市畑中（1）；富山市東笹津（1）；富山市婦

(1)；郡上市明宝奥住（1）；高山市一宮町（1）；高 山

中町笹倉（1）ラ富山市婦中町高塚（1）；富山市婦中町羽

1府町宇津江（1）；高山市清美町牧ケ洞（2）ラ高山 巾
市国府町

根（1）；富山市舟渡（1）；富山市文珠寺（1）；富山市水

国府町上広瀬 （1）；高山市下切町（1）；高山市牧戸（1）

‑捨

高町漆

山市八日町（1）；飛騨市宮川町戸谷（1）；飛騨市神 岡

須(1)；富山市八尾町庵谷(1)；富山市八尾町上ノ名(1)；

中山（1）ラ飛騨市神岡町東茂住（1）；飛騨両了神岡町東

富山市八尾町大玉生（1）；富山市八尾町舘本郷（1）；富
山市八尾町栃折（1）；富山市八尾町平沢（1）；富山市八

)
山（1）；飛騨市宮川町小豆沢（1）；本巣市金原（1．

尾町細滝（1）；富山市八尾町三ツ松（1）；中新川郡上市

静岡県：静岡市葵区牛妻（1）；静岡市葵区門屋（1）；静

町柿沢（1）；中新川郡立山町池田（1）；中新川郡立山町

岡市駿河区中島（1）；島田市川根町笹間上（1）．

横江（2）；滑川市蓑輪（1）；南砺市川西（1）；南砺市小

愛知県：犬山市富岡（1）；犬山市善師野（1）；春日井市

来栖(1)；南砺市利賀村上畠(1)；南砺市利賀村高沼(1)；

坂下町（1）；豊田市下平町(1)．三重県：松坂氏美濃

南砺市見座（1）；南砺市宗守（1）；氷見市赤毛（1）；氷

田町（1）．滋賀県：大津市葛川細川町（1）；高島市新

見市飯久保（1）；氷見市上中（1）；氷見市惣領（1）；氷

旭町新庄(1)．兵庫県：朝来市山東町塩田（1）；豊岡

見市針木（1）；氷見市仏生寺（1）；氷見市見内(1)．

市日高町石井(1)．徳島県：三好市池田町白地(1)．

石川県：金沢市市瀬町（1）；金沢市滝下町（1）；小松市

香川県：東かがわ市原間(1)．愛媛県：伊予市犬寄峠

岩上町（1）；七尾市能登島南町(1)．福井県：今立郡

(1)．長崎県：大村市田下町（1）；東彼杵郡川棚町岩立

池田町魚見（1）；勝山市荒土町（1）；勝山市栃神谷（1）；

(1)；東彼杵郡東彼杵町菅無田郷(1)．大分県：佐伯市

勝山市野向町(1)；鯖江市石田下町(1)；敦賀市杉津(1)；

田原(1)．宮崎県：延岡市上赤(1)．鹿児島県：熊毛

吉田郡永平寺町鳴鹿山鹿（1）

郡南種子町西之本村（1）；熊毛郡南種子町本村（1）う曽

山梨県：南巨摩郡南部

於市末吉町深川（1）；曽於市棚木（：

町椿根（1）；南巨摩郡南部町内船(1)．長野県：北安
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