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Karyomorphology in Strobihzluhes gLandullfera and
s. tashiroi (Acanthaceae) of the Ryukyu Islands
Tadashi Kanemoto
BotanlC Gardens of Toyama.

42 Kamlkutsuwada, Fuchu‑mach, Ne1‑gun, Toyama 939‑2713, Japan

Abstract : KaryomorphologlCal studleS Were Carrled out on Strob.l〟nThe‑ gktndultferEL

and S Ta†Ju,0, 0fthe Ryukyu Isls. Chromosome numbers of both species were observed

to be 2n‑30 for the first time They had similar Karyomorphological features : the
interphase nuclel Of the slmple chromocenter type･ mitotic prophase chromosomes

of the proxlmal type and a gradualsize variation ranging O･2‑0･6pm ln mltOtlC
metaphase with a pall Of satellite chromosomes of O･ 8pm long･

Key words. Chromosome number･ karyotype･ the Ryukyu lslands･ SlrobLlELnThe‑

slrobilanlhes, a large genus belonging to the Acanthaceae, comprises about 200 spe‑
cies (Engler 1964). Most species of the genus are distributed in tropical and subtropi‑
cal Asia with range extension to Madagascar. Three species of the genus. S･ glandu‑
['fera, S. lashE'roi and S. cusLa. are known from the Ryukyu Islands (Hatusima 1975 :

walker 1976). While S. cusia is regarded to have been introduced from China. both
s. glandultfera and S. tash'roi are native to the Ryukyu IslandsI S･ glandul'fera growl
ing mainly on calcareous grounds on the northern part of Okinawa Island and S･ task,‑

oi is distributed widely throughthe Ryukyu Islands as weu as Taiwan (Hatusima
1956, 1975). There are several reports on chromosomeswith regard to SlrobilanlheLtl
(Takizawa 1957 : cf. Fedorov 1974 : Iwatsubo el al. 1993). However. chromosomes of
s. glandullfera and S. lashiro''of the Ryukyu Islands remain unexamined. In the present

study, cytological features of s. gLandullfera and S･ tashlroi win be reported ･

Materials and Methods
chromosomes were observed in two species of STrobilanlhes showninthe Table i,
where names follow the taxonomic treatments by Hatusima (1975) ･ Two individuals
collected at the different localities in Okinawa lsland were used for the present study･
They were cultivated in pods in the Botanic Gardens of Toyama Somatic chromosomes

were observedinmeristematic cells of root tips･ Fresh root tips of 5 mm long were

fixed in a 3. i mixture of 99. 5% ethanol andglacialacetic acid for one night after prc‑
treating in 0.002 M8‑hydroxyquinoline solution for 8 hr at 20℃ ･ The root tips were

macerated in 1 N HCl at 60oC for 10 see, and the meristematie region of root tip was
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stained with 1 % acet0‑orcein. The chromosome preparation was made by squashing
methods. Chromosome features in the interphase and the mitotic prophase were de･
scribed following Tanaka (1971, 1977). Voucher specimens were deposited in the

herbarium of the Botanic Gardens of Toyama (TYM).

Res111ts

Chromosome number 2n‑30 was observed in both S. glandullfera and S. tashiroi,
This is the first report of chromosome number for these two species. KaryomorphoL
ogy of s. glandullfera and S. tashirot'were basically similar (Figs･ 1A & D)･ Interphase
nuclei varied from 5.0 to 7.0llm in diameter and had

7 ‑ 9 heteropycnotic bodies

which varied in size from 0.2 to 1.OLIm in major axis, Thus. the interphase nuclei

were considered to be of the simple chromocenter type (Tanaka 1971). At mitotic

prophase. the early condensed segments were confined to the proximalregions of both
arms (Figs, 1 B & E). Thus. the prophase chromosomes were regarded to be of the
proximal type (Tanaka 1977). At mitotic metaphase. the 2m‑30 chromosomes of 5'.

g/andullfenl and S. tasht'roi showed gradualsize variation ranging 0. 2‑0.6pm with
a pair of the longest chromosome about 0.叫m long (Fig. 2). Amongthe 2m‑30chr0‑

mosomes, the largest chromosome pair had satellites on short arms (Figs. 1C & F).
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Flg. 2. Explanatory sketches of somatic metaphase chromosomes of strobLlanthel.

A: S.glandullfera (2n‑30). B: S. lashLrOl (2m‑30) Scale bars indicate 1 LLm.

Discussion
Iwatsubo et al.(1993) reported the chromosomes of four Japanese species of Stro‑
bilanthes : S.japomca (2n‑30) and S. ollgantha (2n‑60) had satellites on the short
arms of the largest two chromosomes, whereas S. cuSla (2n‑32) and S. wakasana

(2n‑30) had satellites on the short arms of the largest four chromosomes. Thus. S.
gLandullfera and S. tashiroi cytologically most closely resemble S. japonLCa, However
these two species are clearly separated from S. japonLCa by the morphology, Since
they have glabrous lanceolate or pilose lanceolate leaves.

On the other hand. Hayata (1915, 1920) and Walker (1976) considered that S.
glandullfera was conspecific to S. jlext'caulis of Taiwan. whereas Hatusima(1956, 1975)

and Satake (1982) treated S. glandultfera to be an endemic to the Ryukyu Islands, sepa‑
rated from the latter by hairs of calyces and leaf shape. Recently. Yamazaki(1991) and
Shimabuku (1997) treated S. glandul'fera as synonym of S.jrexicaulis and S. (ashlrOi
as a variety of S. jlexicaults. Unfortunately, however, karyomorphological features of
S. jlexL'caulis have not been studied before. Thus, the taxonomic relationship of these

three taxa could be clarified when s. j7exicaulis was karyomorphologically studied.
I wish to express my gratitude to Dr. Naohiro Naruhashi, Depatment of Biology,

Faculty of Science. Toyama University. Dr. Syo Kurokawa. the director. Botanic Gar‑

dens of Toyama. and Dr. Masashi Nakata, Botanic Gardens of Toyama. for their kind
and valuable advices.
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兼本 正:琉球列島産セイタカスズムシソウ

れら以外の地域に生育している｡これら2種

とオキナワスズムシソウの核形態

について染色体を観察し､染色体数2n‑30を

琉球列島にはスズムシソウ属(Strobtlan‑

算定した｡両種とも代謝期核は単純染色中央

Thes)のセイタカススムシソウ(S,glanduli‑

粒型､体細胞分裂期前期染色体は基部型､中

fera)､オキナワスズムシソウ(S lashtro.)と

期染色体は両種ともに最大長0.8pm､別､長

1)ユウキュウアイ(S.cusla)の3種が知ら

0.2Llmであり､最大染色体対に付随体が認め

れ､リュウキュウアイは中国から藍の染色材

られた｡セイタカスズムシソウとオキナワス

料として持ち込まれ､栽培されていたものが

ズムシソウは生育地が異なり､形態的には葉

逸脱し野生化したものである(初島1975)｡

裏の毛の有無により区別されているが､欄胞

セイタカスズムシソウは主に沖縄島北部の石

学的な違いは認められなかったC

灰岩地帯に限り､オキナワススムシソウはそ
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Cytological Studies on 31 Alpine Plants Collected in

Murodou‑daira, Mts. Tateyama, Central Japan
Masashi Nakatalノ, Kazuomi Takahashil) & Haruyoshi Katohl')

1 'Botanic Gardens of Toyama,
42 Kamlkutsuwada. Fuchu‑machi, Nei一gun, Toyama 939‑2713, Japan

2)Tateyama Center. Murodou‑daira. AshikuraJi, Tateyama‑cho.
Nakanilkawa‑gun, Toyama 930‑ 1406, Japan
Abstract : CytologlCal studies were carried out on 31 taxa of alpine plants collected

ln Murodou‑daira. Mts. Tateyama, centralJapan. The chromosome numbers were
reported here for the first tlme for following flVe taXa : Juncus berlngenW (2n‑ 126) ,
Nepela川bsell'lLt (2n‑18), SaSa Cernua (2n‑48), Coptts trtfo/EOlala (2n‑18) and

pedECularLS ChamES50ntS Var. JaPOntCa (2n‑ 14). In other 26 taxa. earlier chromosome
reports were confirmed

Key words･alplne Plants. chromosome number, karyotype. Mts. Tateyama. Murodou
‑dalra,

The Murodou‑daira lS a lava plateau formed by volcanic activities of Mts. Tateyama
about 50, 000 years ago (Saeki 1994) and is located in the southwestern part of Toyama
Prefecture (around 35034′30"N, 137036′ E). It has an altitude of about 2, 450m, and.
alpine vegetations represented by Ptnus pumt'la. Geum pentapetalum. Ph.I.I/〃doce aleutica ,

etc.. are observedJn 1999 and 2000, field surveys were carried out ln Murodou‑daira
by the Botanic Gardens of Toyama and the Tateyama Center (formerly the Tateyama
Nature ConservatlOn Center) as a joint work in order to clarify the present flora of
the areas.

Although a number of alpine plants of Japan have been studied cytologically as docu‑
mented by ShimlZu (1982, 1983) , the chromosome numbers in many of them are still

unknown. The present paper aims to report the chromosome numbers and cytologi‑

Calfeatures in 31 taxa of alpine plants collected in Murodou‑daira. Mts. Tateyama.
Toyama Pref,. Central Japan.

Materials and Methods
The plant materials used in this study are listed in Table 1. Only one individual of
each taxon has been used as the material for the present cytological observation ex‑

cept for ct'rsLum babanum var. olayae in which two plants have been examined.
Pretreatments for chromosome observation were carried out in the field (cf. Nakata

1989) : the root tips of the digged plants were cut and immediately soaked in 8 mM
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Table 1. Chromosome numbers and collection data of the taxa studied
Chromosome C ollection
number(2m)

S(L∫fL Lピrnua

Anemone debE'ltT

FrELgtErLa tLnLLmae

81

PamasStu PulultrL ‑

1

Saxifragace ae

2

GeLLm Ca/1hLfoILum Var nipponl(um

44

R osaceae

1

C. Tnj(Jlll)/ula

8

CopltLY lrTj(,IEa

81

A narcEMj7()rll

41

A( omtLLm !enanenSe

61

Ran unc ulaceae

321

C TaChalLnenSE‑

P pEElu〜trl† Var. JenulT

8

Scrophuraliaceae

1

PL'(ILCLJl"rL , (h̀LmtS‑01uS VarノELPOTLECa

9

CEllamagr(,†tLS longLSeta

9

Gymnadenlu COnOPSea
Poaceae

285648

Orchidace ae

40

FaLLrLa (‑rElta‑galIL'

7

M enyanthace ae

68

VerELlrum stamLneum

3011

Tl)jieldEa Okubot

2

Slrept()pu "1replopoEdes

3436323032

lJel()nLOP.†LS (,rTenfallS

M(tLELnThemum dLlalalum

0
0
0

8

Nepett1 9ub〜essLIts

Liliaceae

2

1

J JilLfonnn
Lamiace ae

26朗

June us berEngenSES

36

Juncaceae

2

GenlEana nLPPOnECa

1

ShorTLa SOldanelloLdes f. aZplnuS

Gen tianaceae

8

Diapensiace ae

0
0
0

S(JlL'dag(‑trgaurea var. /eiocarpa

1401

SenecEO ttLnnabEfolzus

1

2

lxerE† dentallL Var. kEmurana

9
9
9

868

CLr†Eum bubanum var. otayae

056棚眺棚03 1他州 030 053 は037 029 02805 103406 1鵬 050 棚 039032038 ㈱02602 7032036 040062 03 5036 脱

Armcu unlLlascensIS Var TschonoSk).l
ArTemt ua †LnanenSIS

381

Asteraceae

number

2000. 9. 1
2000. 9. 1
2000. 9. 1
1999. 7. 8

1999. 7.30
2000. 9. 1
2000. 9. 1
2000. 9. 1

1999. 7. 8
1999. 7.30
1999. 7. 8

1999. 7.30
1999. 7.30
1999. 7.30
2000. 9. 1
2000. 9. 1
2000. 9. 1
2000. 9. 1
2000. 9
1999. 7
1999. 7
1999. 7
1999. 7

1999. 7. 8
1999. 7.30
2000. 9. 1
2000. 9. 1

1999. 7.30
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200l

h'akata

el
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Chromosomes

of

alplne

Plants

aqueous hydroxyquinollne SOlution at 13‑ 17oC for 7‑9hr･ The root tips were fixed
with a

3: 1(V/′V) mixture ofethanol and acetic acidat5℃ br20hrormore. Chro‑

mosome preparations were made by ordinary squashing method using acid macera‑
tion and aceto10l‑Celn Staining. and. enzyme maceration‑flame drying methods were

also applied for JLLnHLS berEnge'ut‑ and J. jilLfor'niLt. The plant materlals were identified

following Ohwi & Kitagawa (1983). Voucher specimens were kept in the Botanic Gar‑

dens ofToyama (TYM).

Results and Discussion
The chromosome numbers of almost all the plants collected were successfully
counted through the present study. It is noteworthy that the pretreatment carried out

in the field has been useful for hardly cultivable plants such as alpine plants. The re‑
sults of chromosome counts are shown in Table 1. Chromosome information of 31 taxa
are summarized below under entry arranged in alphabetical order of the family and
genus.

Asteraceae
1. ArnL'ca unalascensIS Less. var. tschonosk).E (Iljin) Kitam. et H, Hard. 2n‑38. (Fig.

1A)
As Arnt'ca unalascensES. the chromosome number has been reported to be 2n‑38 by
Sokolovskaya (1968) and Nishikawa (1986) for the plants from Isls Komandorskii

and Mt. Taisetsu, respectively. Arano (1963a) also reported 2n‑38 for Arnica unalaSl
censLS from Mt. Norikura. Nagano Pref.. however, the plant name should be corrected
as A. unalascelLu's var. lSChonoskyi. According to Shimizu (1996). Arnt'C̀…nalascenst's

var. unalascensIS does not occur in Nagano Pref. but var. tSChonoskyt occurs. Therefore,
this is the second record of chromosome number for the variety confirming the pre‑

vious report by Arano (1963a).
2. ArTeml'Lua SinanensL‑s Yabe, 2n‑ 18. (Fig. lB)

The present result confirmed the previous counts by Matsuura and Suto (1935),
Arano (1963b) and Kawatani & Ohno (1964) on the plants from Mt. Gassan. Mts.
Tateyama and Mt. Kitadake. respectively. According to Aramo (1963b), two pairs
of small chromosomes have centromeres in the subterminal position and one palr Of

them have satellites on short arms. We confirmed the karyotype features with respect
to the centromeric position, however, the number of satellite chromosomes observed
in this study was different, not two but six.

3. CLrSEum babanum Koidz. var. otayae (Kitam.) Kitam., 2n‑68. (Fig. lC)

Mts. Tateyama is the type locality of this taxon (Kitamura 1931. as C. olayCLe Kitam.).
Kadota (1991) observed 2m‑4Ⅹ‑68 chromosomes ln the plants from Mts, Hakusan

and Mt. Shiroumadake, and he considered that the variety should be treated as an in‑
dependent species, C ofayae Kitam., to be separated from C. babanLLm Koidz. which
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has 2n=2Ⅹ‑34 chromosomes. The present observation on the plants from type lo‑

cality supports Kadota's taxonomic treatment (1991).

4. IxerL's denl̀LttL (Thumb.) Nakaivar. k'murana (Kitam,) Ohwi. 2n‑21. (Fig, lD)
Three chromosome races:2n‑2Ⅹ‑14, 2n‑3Ⅹ‑21 and 2n‑4Ⅹ‑28 have been known

in this taxon or as ssp. kimurana (Kitam.)Kitam. (cf. Pak & Kawano1990). The 2n
=21 chromosome complement observed in this study are composed of triple set of
seven chromosomes. thus. the present result confirmed the previous count of 2m‑3Ⅹ

‑21 (as ssp. ktnuLrana) by Pak & Kawano (1990) on the plant from Mts. Tateyama.
5. Sene(･E‑() CanntLbtfoITuS Less., 2n‑40. (Fig. lE)
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Fig･ 1 SomZltlC Chromosomes atprometaphase (I &J) and metaphase. A ArnE(uLm(LkL.㍗
(E･n､ VとIr t化honrノ巾,I, 2n‑38

B･ ArlemtuE"EnELneJ7STS. 2n‑18

C･ ctr†Eum babELIHm

vElr ∫,lE,TtLLL,･ 2n=68･ D : hertS denllLl(I Var人Lm〟ranu. 2m‑21. E: SenecE〃CEEf7nabtfo/tu.〜.

2n=40

F ‑ SnlLE/lLgO HrgaL'rea Var. leE''CltrJWt. 2n‑18

/川ZEEt･ 2n‑12

G I ShorTEl"0lElEE'7ell〃fdel f. ̀L/‑

H･ GenTtlJn,I ntl,P("7ECtt. 2n‑36 I. JLL17CLl､ bermge′M, 211‑126. J:

JLIJ,i.LLt lil,I,mftL,･ 2n‑84

K : NelwtEL ､〟blentlL5, 2n‑18

Bar lndleateSIOLlm
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The present count agreed with the previous reports by Arano (1962) and Nishikaw;1
(19糾) for the plants from Mt. Buko and Hokkaido. respectively.

6･ SolL'dago vErgaurrea L･ var. /el'ocarpa (Benth.) Miq.. 2n‑18. (Fig. 1F)
Nishikawa (1979. 1988) and Nakamura etal. (1997) observed 2n‑18 chromosomes

containing two ehromosomes with satellites in the materials from Hokkaido and Mts
Hakusan･ The present report well agreed with the previous reports,
Diapensiaceae

7･ Sh"rtttL SOldane/(,"'de･, (Siebold et Zucc.) Makino f. alptnus (Maxim.) MaklnO. 2n
‑12. (Fig. 1G)
The chromosome number of this taxon has been reported to be 2n‑12 by Miyamoto
el ELl･ (1997) on the plant from Mts･ Hakusan (as sciu'zocodon soldanelloLdei f. ̀′ll"''uL.I).

Of the 12 chromosomes, a pair of them have secondary constrictions, or satelllteS (Mi‑
yamoto et all 1997). The present observation confirmed the earlier report, Also on
Schizocodon soldanelloE'des (f. soldane/loL'des). the 2n ‑ 12 chromosomes have been re̲

ported by Baldwin (1939).
Gentianaceae

8･ Gentlana nipponica Maxim.. 2n‑36. (Fig. lH)
The chromosome number of this species has been reported to be 2n‑36 by

Shigenobu(1982) on the materials from Mt. Iide. The present count confirmed the
previous report.
Juncaceae

9･ Juncuj beringe'LSES Buchen.. 2n‑126. (Fig lI)

This is the first report of chromosome number for the species distributed in north‑
ern Japan･ Kamtschatka and Bering Sea shores. The chromosomes are small. being
less than 1 pm long at mitotic prometaphase.

10. JuncLLSjilLformES L.. 2n‑84. (Fig. 1J)
This species is widely distributed in boreal zone of the northern hemisphere. Ac‑
cording to Fedorov (1974) and a series of ●̀Index to Plant Chromosome Numbers

(inthefollowing abbreviated as IPCN) for 196511995, the chromosome numbers of
2n=40. 70. 80. and 84 have been reported from outside of Japan. This is the first re‑

port of chromosome number for Japanese materials, confirming the previous reports
of Druskovic (1984), LOve & L6ve (1981) and Micieta (1980) on the foreign mate‑
rials･ The chromosomes are similarly small as in the previous species.
Lamiaceae

ll･ Nepeta subsessilES Maxim.. 2m‑18. (Fig. lK)
The chromosome number of N ‑ubsessL･lzs var･ yesoensts has been reported to be 2m
=18 0n the material collected in Hokkaido (Nishikawa 1989). The same chromosome
number was observed here for var. subsessL.lLIs for the first time.
Liliaceae

12･ HelonLOPSE's orL'enTal,5 (Thumb.) C.Tanaka, 2n‑34. (Fig. 2A)
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･hELlLnen肌2n=56
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The chromosome number of this species has been reported to be 2n‑34 by Naka‑
Jima (1933), Sato (1942), Nakamura (1967) and Nishikawa (1989)･ The present

count agreed with the previous counts･ According to Nakamura (1967), the 2n‑34
chromosome compliment contains three chromc.somes with secondary constrlCt10n･ In
this study. also three chromosomes were found to have secondary constrictions･

13. MaIlJnlhemufn dLlEJtalLm7 (Wood) Nets. et Macbr.. 2n‑36. (Fig. 2B)
The chromosome number of this species has been proved to be 2n‑36 by Kawall｡
i,T CL/. (1967) using the materials from 21 localities in Japan. They also reported k<lry‑
Otype features lnVOIvlng a palr Of chromosomes with secondary constrictions in the

proximal region of the short arms. The present observation gives an additional exam‑
ple of the chromosome number and karyotype to them･

14. Slreplopus streplopoL'des (Ledeb ) Frye et Rigg. 2n‑321 (Fig･ 2C)
Two chromosome numbers, 2n‑32 and 2n‑54 are known in thlS taXOn Of Japan.

Those races differ each other in external morphology and in geographical distribution
(Takahashi 1983 : as S. SlreptopoL'des (Ledeb,) Frye et Rigg subsp･ bre"I,eS (Baker)

calder et Taylor). Morphological features of the material used in this study well agreed
with that of 2n‑32 races described in Takahashi (1983). On the other hand, much

smaller plant which shows morphological features of the 2n‑54 races described in
Takahashi (1983) has been couected at Mt. Sogatake (specimen in TOYA). It is as‑
sumed that the both 2n‑32 and 2n‑54 races are present ln Toyama Prefecture. as

in the case of Mts. Hakusan (Takahashi 1983).
15. T''j7eldLa OklLbot Makino. 2n‑30. (Fig. 2D)
The chromosome number of this species has been proved to be 2n‑30 by Tanaka

& Tanaka (1975) using materials from Mt. Myoko, Mt. Gassan and Mts. Daisetsu･
We confirmed the previous report.
16. VerlLlrum SlamE'nelLm Maxim., 2n‑32. (Figs. 2E & 3)
Matsuura & Suto (1935) counted 2m‑32 chromosomes on the plant from Mt. Za°.
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Fig. 3. SomatlC metaPhase chromosomes of verEEtnEJH.ulLmmeum. 2n‑32. Arrowheads
show secondary constrictions in the long arms. Bar indlCateS 5 Llm
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H()wever. they also observed two fragments in addition to the normal complement in

;I few cases. Figure 3 shows the chromosome complement of v. slamL'neum atmitotic
metaphase. The 2n‑32 chromosomes are medium in size showing gradual size vari‑
ation from 2 to 5 Llm, and have centromeres at median or submedian positions, It is
∫‑0ted that a pair of medium‑sized chromosomes of the complement have secondary
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C()nstricti()ns (arrowheads) in the interstitial region of the long arms. thus, the distal
segments separated by the secondary constriction look llke "two fragments''as stated

by Matsuura & Suto (1935).
Menyanthaceae
17. FuLErLEL CmlEL‑gallE (Menzies) Makino. 2n‑68. (Fig. 2F)

We confirmed the chromosome number 2m‑68 reported by Matsuura & Suto(1935).
Wada (1966) and Shigenobu (1984) for the Japanese plants. however. differed from
2n‑102 reported by Mulligan (1965) for the plant from Canada.
Orchidaceae
18. G.tymnELdenEEt COnOPSea (し.) R. Br‥ 2n‑40. (Fig. 2G)

This species IS Widely distributed in boreal or alpine reg10nS in Asia and Europe and
a number of reports on the chromosome numbers have been presented. I‑. e. 2n‑20,

40. 80. ca. 97. ca. 117 and ca. 119 (cf Yokota 1990). Mostofthe reports.including

some Japanese Works (Mutsuura & Nakahira 1958 :Yokota 1987),have showed 2n
‑40 to be a common chromosome number for this species. The present study con‑
firmed previous reports.
Poaceae
19. CとL/amagro311S longlSeta Hack‥ 2n‑28. (Fig. 2H)

A good polyploid series are present ln the genus CalELmagmSlts in Japan and the

tetraploid with 2n‑28 and hexaploid with 2n‑42 have beenknown in C. I(NZgtSettL
(Tateoka 1976). The plant observed in this study showed a 2n‑28 cytotype as pre‑

vl0uSly reported by Tateoka (1976) from Mts. Tateyama.
20. Cat(unagrlJTltt ‡uL･hEIlLnenSLS Fr. Schm., 2n‑56. (Fig. 2Ⅰ)

Three cytotypes. 2n‑4X‑28. 2n‑6X‑42 and 2n‑8X‑56. have beenknown in c.
.‑dCha/I'nensts (Tateoka 1974) in Japan. From Mts. Tateyama. 2n‑28 and 2n‑56 cy‑
totypes are reported (Tateoka 1974). The plant observed in this study was an octaploid
with 2n‑56.

21. Sasa cemELa Makino, 2n‑48. (Fig. 4A)
Among 35 species of the genus Sasa in Japan, only 14 taxa in 10 species have been

studied cytologically and all have been known to be 2n‑48 (Namlkawa & Imakita
1992). The chromosome number for S. cemua is determined here for the first time.
though 2n‑48 for I. nebulosa has been reported (Uchikawa 1935).
Ranunculaceae
22. ActN7Elum senanenw Nakai. 2n‑32. (Fig. 4B)
The chromosome number of this species has been reported to be 21‑‑4Ⅹ‑32 by
Kurita (1955b) and Kadota (1981). Kadota (1981) also observed 2n‑2Ⅹ‑16 and
2n=6Ⅹ‑48 in the materials collected on the Akaishi mountain range and recognized

the presence of intraspecific polyploidy in thlS Species. The plant collected in Mts.
Tateyama in thlS Study was a tetraploid with 2m‑32.
23･ Af7emOne debL'lis Fisch., 2n‑16. (Fig. 4C)
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As reported from the Russian Far East (Starodubtsev 1983). 2m‑16 chromosomes
are observed by Kurita (1956b. 1961) and Nishikawa (1979) on the plants collected

in NaganoI Tochigi and Hokkaldo Prefs. Karyotype features obtained throughthe pre‑
sent study are similar to those presented by Kurita (1961) and the satellites were

｡bscrvcd only in one pair of the small chromosomes with terminalccntromere as de̲
scribed by Kurita (1956).
24･ A〃em',ne nar'zs5tfTora L‥ 2n‑14. (Flg. 4D)

A number of chromosome reports countlng 2m‑14 have been presented for this
wldely distributed alpine plants (cf. Fedorov 1974 :IPCN 196511995). InJapan. Sakai

(1934) and Kurita (1955a) reported the same number. Nishikawa (1988) also ｡b̲

served 2n=14 for A ･ ntLr(t'SSLjlora L var. sachalLnenSLIs Miyabe et Miyake on the mate‑
rials from Hokkaido･ The metaphase chromosomes of this species are particularly large.

(}ver 20um in length･ and the karyotype is similar to that of presented by Kurita (1955
a).

25･ C,,plES trtf"lElL (L.) Salisb.. 2n‑18. (Fig. 4E)

This plant is widely distributed ln the subarctic regions in the northern hemisphere.

The chromosome number 2n‑18 has been reported from Asia, Europe and North
America (cf･ Fedorov 1974 :IPCN 1965‑1995) In Japan, 2m‑18 has been also re̲
ported by Kurita (1956a) and Nishikawa (1982) on the plants from Tochigi and Hok‑
kaldo･ Our result agreed with those of previous reports.

26･ C,,ptl'､, trLfollt,kLllL (Makino) Makino. 2n‑18 (Fig. 4F)

This is an endemic plant oHapan occurring in mountains in the Japan Sea side of
northern Honshu･ Langlet (1932) observed the chromosome number2n‑18on ‑C(,P‑

TEL, lr(I,,ltELT̀Lp･ Based on his report･ Fedorov (1974) considered C, tnj('lL･0/CJlE, Makino
has 2n=18･ However, the name ●'coplLS lrtfoILaTa''could be erroneously used fo, C.

Trt'f,'lu/, because his material was derived from the seeds provided by l･Berlin‑Dahlem･･.
Thus･ chromosome number 2m‑18 reported by Fedorov (1974) should be considered

for c trLf,,lEl, rather than c TrTfolL･okua of Japan･ Therefore. the present observation
lS the first report of chromosome number for c. [rtfollolata.

Rosaceae

27･ FrELgEtr,̀L IL'tuLm(Le Makino, 2n‑14. (Fig 4G)
The present observation Confirmed the chromosome number 2n‑ 14 previously re‑

ported by Oda & Nisitani (1989) and lwatsubo & Naruhashi (1989). in which the
materlals were obtained from seven localities in Gifu. Yamagata. Aomori and Hokkaido
l'refs･ ln the former and from Ishikawa and Akita Prefs, in the latter.
28･ GL,L"71 CEllthlf,,lLum Smith var･ nt･l,I"nLLum (F･ Bolle) Ohwi, 2n‑42. (Fig. 3H)
The chromosome number 2n‑42 has been reported on the plants from Jyodosan.
Mts･ Tと‑teyama･ by lwatsubo & Naruhashi (1993)･ The present count agreed with it.

Saxifragaceite
29･ pELmtLL,L､′̀L I,(LluilrE.〜 L.. 2n‑ 18 (Fig. 4Il

＼Ⅰ三IrCh二三0()1

hvakこIta (Jl LL/ ChronlOSOmeS Of ;llplne Plants

Z.i

′
二.

∫

.J

:̲f ::,̲i:i‑っ
■

→‑←一一.

A

‑

B

cm日印暮挿'!l
2

4

Fig･ 5･ Chromosomes of pedtcLLlarES Cham'ssonLi Var･ノlLPOnLCa. A : Inter‑

phase nucleus B SomatlC prOphase chromosomes C･ Somatic
metaphase chromosomes. Arrowheads indicate small satellites.
Bar Indicates 5 Llm.

Previous reports suggest that intraspecific polyploidy with 2n‑2X‑ 18. 2n‑4X‑36
and 2n=6Ⅹ‑54 may present in this widely distributed species (cf. Fedorov1974 : lIJCN

1965‑1995). However. in Japan, only 2m‑18 has been known (Wada 1958 : Funamot()
19861includlng Var･ mulTLSela : Nishikawa 1985)with one exeept10nal example ()f 2n
=36 from Hiroshlma Pref The present count agreed with them.

30･ purnELSljE'lL Paluslrts L. var. tenuE's Wahlenb , 2n‑18. (Fig. 3J)
This variety is an alpine and dwarf form of the species. The 2m‑18 chromosomes

has been reported by Funamoto (1986) on the materials from Mt･ Amigasa The pre‑
sent result confirmed his count.
Sc roph ulariace ae

311 PedEIcu/arts ChamL,･,(,a,'s Stev. var,J'EPO77tC'[ (Miq.) Maxim" 2n‑14, (Figs. 4K & 5)

Although n=8 has been reported by Matsuura and Suto (1935) for p.jalwntcu Miq..
a synonym of pedLIcul,Lrt's chamtssont'.〜 Var.JaPOIu'ca , COllected in Mts. Daisetu in Hokkaid().

2n=14 is observed in the materialcollected at Murodou‑daira, Mts. Tateyama The
preset‑t number 2n=14 is extremely unusual in the genus peElL･'･ula77･5. Since 2n‑16
and 2n‑32 are predominant and 2n‑12 for p vel‑tL･cL･[lala and 2n‑14 for p ILLdulitqlt

are known only as exceptions (ef. Fedorov 1974:IPCN 1965‑1995) Further obser̲
vations on chromosome number for p. chamtSSOnLS and its allied taxa are desirable

Karyomorphological features of the present taxon is given as follows. Interphase nu‑
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cleus (Fig.4A) iscategorizedin the diffuse type (Tanaka 1971) and the chromosomes
at prophase (Fig. 4B) shows the continuous type ofTanaka (1977). At metaphase,
chromosomes are relatlVely large, 3 ‑ 6 um, including two large chromosomes with

sLlbmedian centromere. eight medium with subterminal centromere and four small

with terminal centromere. Thus. the karyotype shows trimodal feature (Fig. 4C).
Small satellites (arrowheads) are observed in the short arms of a pair of small telo‑
centric chromosomes.

We are grateful to the administrative agencies to whom eoncerninggiVing permiS･
sions for collecting materials in the national park areas. We thank Dr. T. Shimizu and
Dr･ S･ Kurokawa for their critical reading of the manuscript. We also indebted to Dr.
Y･ Kadota for giving Information on cTrSL'um, tO Dr. T. Nishikawa for kindly providing

literatures and to the dlreCtOr and curator of TOYA for giving permission of observ‑
ing specimens for reference.

中田政司･高橋一臣･加藤治好:立山室堂平
鹿高山植物31分類群の細胞学的研究

n‑8が報告されているが､シオカマ1tjl;とし
ては異質の2n‑14を今回初めて辞',i:したo

. llllj,ト■/J̲lJl三三堂平の植物榔調査の過程で採

LiiされたrL::JL=榊物31分類許の染色体を､根端

コ

バイケイソウVe)TElf･LJm lT(LmL17eu177 (2n‑32)

にはしばしば2個の過剰な染色体附'(.が純祭

の現地処矧二よるオルセイン染色一押しつぶ

されているが(Matsuura & Sakai 1935)､

し法で別宅亨し､以卜の知見を得たニ

柁型分析の結果､これはーJ̲次狭窄によって,JTI

ミヤマイ

J〟m(a.〜 berLngL,nuSの染色体数2m‑ 126はこれ

き離された1対の染色体の上壬脱の 一部である

までに報う■;‑がなく､今rilが初算定である｡エ

ことが明かになった｡タテヤマアザミCLruLLm

ゾホソィ./un'ELりi/Ef'H･mLS (2n‑84)も､日本

babanum var. o叫ueは白lJrとr'Ll引f;の何体で

I,lrのものについては初算',iZである､ミソガワ

2n‑68が算定されていたが(Kadota 1991)､

ソウNt,IWlL'､√lJme･ssEIEY (2n‑18)とオクヤマ

今回タイプ産地である立LLlからも2m‑68が号予

ササsmfHeJ･]7LIEI (2n‑48)の染色体数は､そ

定されたことから､ 2n‑34のタイニナアザミ

れぞれ変Wr工ゾミソカワソウvar lew,enslS､

var babEtn‑Lmとは別種とする見解(Kadota

シャコタンテクvar /7ebLEl〃〜rLに関する既報と

1991)が支持される｡ヒメタケシマラン

放した

ミツハノハイカオウレン

ColuLS

Stl'el,I,,PEt=trePTol,のtde､には2n‑32と2n‑54

TrL/I)/L''/LLT(IはFedorov (1974)に2n‑16 (Lan̲

の個体群があり(高橋19831､ /,1r･1採集され

grlet 1932)の.･己録があるが､これはC lrLfo一

た2n‑32の個体は外部形態でも2n‑32個体群

lLl'とすべきMrγ.を誤rJHltJしたもので､ C 1,,̲

の特徴と一一致した｡しかし､ I.1こLrlZJ,1Jr.1/lケif.I)rl三

/I,/trノlELTELについては//H,.1が初i予定であるC

の標本(TOYA)に外部形態で2n‑ふ′1と比ら

ヨ

ツハシオカ∵ pt,(/I(EllEllLl rhELmJtlnITtS Var.

/ELl"JLIH,はシノニムのP /('IWtKtlで過去に

れる個体があることから､ 'rT=iJ.lll｣県l)｣にrEllJ)J'の

細胞型が生育している可能性がある
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吉山県中央榊物r抑1杵究Tu;1

富山県内のコナラ二次林の種類組成と遷移
山下寿之
富山県中央植物園

〒939‑2713

富山県婦負郡婦中町卜轡u]42

Species Composition and Community Succession of

Quercus serrata Secondary Forests in Toyama Prefecture
Toshiyuki Yamashita
Botanle Gardens of Toyama.

42 Kamlkutsuwada. Fuchu‑machi, Nei‑gun, Toyama 939‑2713, Japan
Abstract. Oak forests were surveyed at 26 stands ln Toyama prefectLlre by the
phytosociologlCal methods. Three communlty types Were recognized for them.
In the first type, QLLer(LE〜.〜err(LltL Was dominated in tree layer involving Q. (rEY‑
pLLla var. grt'me〜err(LT(I and PEnu､ denuj7ora. The stands of this type were dlStrlb‑

uted in heigher elevatlOn than that of the other community type. Type 2 and

3 Were considered to belong to the Pruno pilosae‑Quercetum serratae ilSSOSla‑
t10n. In these secondary oak forests. the seedlings of evergreen oaks werLe f()und

ln Shrub and herb layers. Therefore. if these forests are abandoned. it seerns
that these stands will become to the climax community such as C(Z.ttELn(Jl川1 (ul‑
pLdul(I Var. ∫JeboldLt forest or Que･rcus salicEna forest. excepting in the rldge. The for‑

ests must be constantly managed to keep their typICal high diversity. otherwise
the dlVerSlty Will be reduced ln the future.

Key words. QIEerCLL‑ †erl･alEl. Secondary forest. species composition. succession

いわゆる｢里ILJ｣あるいは｢雑木林｣と呼

周辺に残された雑木林は環境保/E>地域に指'iこ

ばれるアカマツエ次林やコナラ二次林など

され､維持管理方法についての研究や市比参

は､ ‑一般に農用林や薪炭林として古くから利

加型の管理も盛んに行われるようになってき

川され､維持されてきた｡雑木林には下刈り

た(重松1991, 1993;服部ほか1995; ｢†川1

など定期的に管理されてはじめて､そこに生

1996 ;鷺谷1999;倉本1996)∩

存が吋能となる植物がある=近年の雑木林の

富山県内の雑木林のうち､コナラ

二次杯は

lJ‑IL澱や開先行三割ま､これらの植物たけでな

約470knl'分布すると推定されており(イ川T

く､ここを拠一軒二生息する動物をも絶滅させ

1990)､また県内においてコナラは拭きl■t'IJ100m

る危険性を高めている｡しかし､雑木林はこ

から700mにかけて垂直的に分布することが知

れまで人為の加わっていることで自然性の低

られている(長谷川1985)｡ Llを内のI‑TT.陵地に

い森林と位置付けされ､開発されてきた｡そ

分布するコナラ二次林について椀物社会学的

の･)Jで､開発のすすんだ首都圏なと大都市

には､大野(1977)がコナラーサイコクミツ

22

Bull Dot Card. Toyama

N(). 6

ハツツジ群落として記載し､その後鈴木

亜高木層､低木層､草本層)に分けて､それ

(1985)によってコナラーオクチョウシサク

ぞれの階層に出現するシダ植物1リ､卜の緋行火

ラ群集にまとめられている｡

植物の種類をリストアノブした｡糾糾うこと

コナラ ‑.次林の種類組成や群落構造を把握

に出現する種類の優占度(被覆)をEl仙二よ

することは､林分がどのような種類組成をも

り推定し記載した｡植生調査で得られたテ一

ち､維持されているかが解るだけでなく､今

夕は東京農工大学助教授星野誠延氏作成の炎

後放置された場合にどのように群落が遷移し

操作プログラム(TABCOS)を川いて糾成i<

ていくかを‑Y,JfujL､どのように森林を管理す

を作成した｡

ればよいかを考えるうえで重要である｡そこ

気温のデータは岡村ら(1989)の考案Lた

で本研究は富山県内のコナラ二次杯の植生調

メノシュデータの作成法に基づきイ汗IH1991)

査を子1‑か､､今後のコナラ二次林の群落遷移

が作成した富山県の気候価メノシュファイル

について検討した〕

を利用し､調査区の緯度､経度､軌L.ir,から､

各調査区の気温を推定したC

調査地および調査方法
'tf,''日]矧JlJの標'TLT;およそ300m以卜に分布する

結

コナラー一次林26カ桝(ミスナラ優rti林2カ

果

組成表を作成した結果, 26調剤メ‑を3肝満

所､イヌシデ優【トf林2カ所を含む)を調査対

に類別することができた

象とし(Flg. 1)､各鋼索地の概要をTable

LTable2)J

群落タイプ1は､種群aのミスナラ､マル

lに示した｡

バマンサク､エソユズ1)ハ､ク')を｡穂別郁お

各..IftJ敵地で柑物社会学的手法に基づきおこ

よび区分種として識別された｡このタイプに

なった｡各凋榊本分で称一･と思われる場所を

識別された9カ所の調査liJま､標高140mから

選'JiIL､林を剛lJ的に4つの階層(高木層､

320mの低山地の上部斜面に分布し､ 17J･1′JV,L
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山F : iT川jl,i.ミのコナラ林
＼Iこtr( h 2()()1

tE"'L lMT)は1;‑均12.3oC (1l.6‑13.0℃)､吉

構造は､高木層にコナラまたはミスナラが優
1rと(1948)の暖かさの指数(WI)は平均

rLI‑し､取高木屑にマルハマンサケ､リョウ
96.6℃. Jlであった(Table3)｡この群落の

7､ソヨゴ､ネシキなとtを伴い､低木桐には
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No (5

TZlble 2 ･ Species composition of secondary oak forests ln Toyama Prefecture.
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ミヤマカマスミ､ユキダニミツハツツシ､ユ

ラ､ツルアリトオシ､クルマハハグマ､オク

キハクノハキ､オオハクロモジ､ヤマツツ

ノカンスゲなどによって栴成されていた｡ま

シ､ヒサカキ､ソヨゴなどが､草本層にはチ

た､常緑カシ類ではアカガシの郁樹が飢MT1‑

マキササ､チコユ1)､シュンラン､シシガシ

城山､大沢野町寺家､伽抑‑:T‑IjJlLJの3カ
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lrrで低木岡や中本軌二.lFJ.現した(Table4 )｡

ド(). 6

も高い情であった(Table3)o強度の卜軒刈

群落タイプ2は､種群Cのコハノガマスミ､

りなとの管理が17'ゎれている.馴hT)‑叡砧､1

ハナヒリノキ､キノコウハグマ､へこシダ､

野､砺波市振成山､福野町安居･寺の3朋耐火

タカノツメ､アカシデ､ヤマモミジ､トウゲ

はこの群落に識別され､低木層の柵被率が

シハを識別裡および区分種として識別され

200/.以下でその他の調査区よりも低か‑,たr

た｡この群落タイプに識別された13カ所の調

この群落は高木層にコナラ､アカマツ､恥[::,

作rメ̲は群落タイプ1よりも低い､標高100m

木層にはリョウ7､マルノ､アオダモ､アカシ

から200mを中心に280mまで分布していた｡

テ､アスキナシ､カスミサクラなどを伴い､

また､これらの年平均気温は平均13.0℃

低木層はヒサカキ､ヤマツツジ､ソヨゴなと

(12,3‑13.3℃)､暖かさの指数は平均

が優占するほかコハノガマスミ､ナツハ七､

1()2.7℃･ JJで､いずれも群落タイプ1より

ハナヒリノキなどがJll規する｡草本矧土子コ

Table 3 ･ CllmZltic data from the presumed meteorological data files (Ishlda 1991).
N

o

MA

1

96

2

228

10
5
11
12
13

98

11

207

131

119
140

102.8

128

1023

13.3

140

1051

13.1

67
89

1027

128

123

2621

109

2626

101

2576

77

‑101

2924

102

.66

2652

103

̲66

2652

103

‑79

2675

118

̲81

2675

118

‑55

2925

99

‑60

2925

99

‑75

2559

94

2838

1032

‑75

2686

72

2686

72

20

81

130
133

91

144

̲5̲4
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71

‑99

2973

1046

81

22

1007

‑81

2744

63

133

19

21

1039

103.9

12.9

15

18

975

13.1

108
119

931

123

108

2924

‑107

86

3212

‑101

1010

9

3280

2637

‑12.8

928

MSD

‑72

‑111

915

127

154

17

965

118

14

16

975

121
116

152

‑75
‑79

1027

123

308

1

970

AP

2

9

130

207

8

97

CI

0

7

5

124

178

6

r

1

4

12

71

W

1

3

MT

1032

1058

134

1062

‑75
‑64
‑53

2682
2943

64

92
75

‑■llll.･.一一一一･････.■一一一■一･･････一.一･･一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一叫.

23

24
25
26

16

13.6

16
97
96

134

108.6

1062

135
132

1068
1038

‑52

･57
‑46
･53

2528

2528
2624
2601

74

74
64
52

Abbrev‑at■ons are No Stand numbe,. MA Mean alt'tude (m).
MT Meantemperature (℃), wr･warmth Index (℃ I month).
CI Coldness ‑ndex (℃ ･ month), AP Annual precIP'tal10n (mm).

MSD AnnuaJ rnaxlmum Snow depth ln nOrmals
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ユリ､シュンラン､シシカシラ､ツルアリト

オシのほか､キノコウハクマ､へこシタ､ト

考

ウケシハなとが偶成する(また､草本IF所にク

富山県内のコナラ二次林の群落区分

マイササが優rlける林分もあったl常練カシ

北陸地方のコナラ

察

二次林はツルアリトオ

禁llではウラシロカシの椎樹が栃波Hf頼成rh､

シ､ヒメアオキ､アクシハ､ユキク二ミソハ

krFirFlWJ T･Eti､細野町'i'‑FfI寸の3調査区で.LH.覗

ツツジ､ホツツジ､トキワイか]ソウ､ショ

し､シラカシが梢JlhfJJ脚韻寺野で出現した

ウショウハカマ､タムシハ､キンキてメサク

(Table,1 );

ラ､マルハマンサクを標徽Wrおよび..rl.捌相と

群落タイプ3は､椀評bのアクシハ､ユキ

するコナラーオクチョウシサクラ押掛二まと

ダニミノハツツジ､ウリカエテ､シュンラ

められ､その下位単位としてウラシUカシーIll

ン､ミヤマナルコユリ､クルマハハクマ､シ

群集とヤマツツジ聴許射二Ji附く分されている

ョウショウハカマ､ナゴユリ､サワ7タキ､

(鈴木1985)｡本研究では3‑)の附存タイプ

アカマツ､ミツハアケビ､カスミサクラ､ア

に識別された｡種群aによってr.L■桃りされた7.r1‑

スキナシ､ホツツシをクこくことで識別され

滴タイプ1は標高200mから300mにかけて分

た｡この群落に識別された4調査区は､呉羽

布し､コナラ二次林とミスナラ

Jt陵のコナラ林および氷見市のイヌシデ優占

錯し､さらに尾根筋などではアカマツが劇.‑

林で､いずれも標高100m以下に分布してい

̲次林とが交

する林分も含まれていた｡しかし､.I,r.I,.心付r･.;の

たGこれらの調封メこの年一平均気温は平均

優占種はことなるものの､ qF.,I.'.･,仙川卜のI桁

13･4℃ (13.2‑13.6℃)､暖かさの指数は

層では基本的な椎頒組成はほとんどr..Jじであ

､Ii･均106.3℃.月で､ 3つの群落のなかでも

った｡これは日本海側でのフナ林の榔lI分/I,

つともrL･J1.ll‑い値を示したtTable3 )｡氷見市の

の下限が標高200mにまで卜が一'ており

rLIFg餐林分では高木屑でイヌシテが優占し､粛

1976) ､常緑広葉樹林や夏緑止､難樹林の桃成

rL,rI;棚引二はアワ7キ､コシアフラなどを伴っ

種で重複する桂が多いことによるものであ

ていた｡ ‑‑方､訊lJrr]Al,Lu:]丘陵の調査林分で

る〇本研究の群落タイプ1は仰秤aから判断

りHLJ1

は高木層はコナラが優.1けるものの､低木層

すると､ミズナラ‑オオ′くクロモジ群範かア

でクマイザサが優rLfしていた｡また､出現し

カマツ‑ユキグニミツハツソシ群集のいずれ

た常糸/<カシ類は氷比ri1‑森寺城跡の調査区での

かが対応するものと思われるし

ウラジロカシだけであったー

らの群集のどちらが対応するかIjl‑I,iiするには

しかし､これ

至らなかった｡この点についてはこれらの群

集の上級単位であるコナラーイヌシテ群川あ

Table 4 ･ Number of stands with QLLerCLIS Species in shrub (S) and

herb (HHayer･ Numbers in parentheses are total stands in
each community

s,ec.es comsmunlty tyPeHl '9'Com;un'ty.ype 2H(13'Comsmun'‑y typeH3'4'
0

serrata

1

4

1

8

0 acut/ssJma
0

acuta

1

3

0 sa/ICJna
0

myrsJnaef0/Ja

3

l

2
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るいはアカマツ粁IIJJもfA,Tめて､調査点数を増

する落葉広幸樹林の.次林にJ';riき換わるとさ

ヤしてから杓検討する必要があるc

れている(吉岡1973)｡富山柑まスダシイや

1,rf'(祐タイ702および3は､コナラーオクチ

カシ類が優占する常緑広葉樹杯の日本摘側で

ョウシサクラ群鮭に対LLJLするものと考えられ

の分布北限城にあたるが､花粉分析の紙某か

る｡咋如二群落タイプ3の調杏L3(:は人為の影響

らこれらの樹種が大面積の森林を形成するに

を強くL乏けていたり､ササ類が繁茂していた

至っていないことが指摘されており(安川

ことも粋'おの識別柿酢を持たなかったものと

1982)､常緑広葉樹林からコナラ̲二次林へ退

LiJhれる｡箆原ら(1986)は広島県で松枯れ

行遷移した可能性は低いものと考えられる｡

により休床に生育するコシダやウラジロが寡

むしろ､本研究では13カ所の調査rtで.L.).I,‑1本qF.1r

rLけることで､ ilLl判変群集が増加することを

や亜高木層にアカマツがLLH現､あるいは:/̲ち

榊向しており､本研究ではクマイザサなどの

枯れた個体がみられたことから､附自(1987)

ササ煩が繁茂した調教は二では')こ洛する種が多

やFujihara (1995)は｢不1'淵言it｣によってア

かったことから､群落タイプ3で特定の識別

カマツ林からコナラ林へ遷移すると予測して

柿を持たなかったことの要内の

いるように､本研究の調剤ズにおいてもアカ

つと考えら

れる〕

マツ林であったところから､松枯jlの,[.:三竿を

鈴木(1985)や辻(19911のコナラ林の群
ILk‖己椛では､ヒメアオキ､ハイイヌツゲ､ユ

うけて遷移が進み､コナラ林に代わった調査
F.があるものと思われる二

キツハキなとが群集あるいは唖群集の識別種

宮脇ら(1985)は､規榊糾:に対して人為

としてあげられている｡しかし､本研究では

の影響が停止した状態ではとのような柿和群

明らかに細旬し､柴が小形であるヒメアオキ

落が成立するかを予測した潜榊糾‑̲凶を作成

は4調肘メにしか州税しておらず,その他の

しているoそれによれば'.LilrLII県のコナラ

調肘ズではアオキであった｡また､ハイイヌ

林の分布域のうち､本研究で調餐対象とした

ツケは細:LL,,)せずにlrF.":/J̲することから､イヌツ

標高300m以下の地域をスダシイーヤブコウシ

ゲとした′

ユキツハキについては､桐野

群集とウラジロカシーヒメアオキ肝炎および

(196()) ･人目(1985)によってユキハクツハ

シラカシ群集になると推完している｡これら

キの分イFi域がLL.し内の低山地からfT‑.陸地に､ユ

のうち､スタジイーヤブコウシ群集はr別句Fri

キツハキがさらに,EI,A標高域に分frJすることを

から氷見市にかけてのit‑T岸誹とされている

榊繭しており､本矧先ではユキハクツハキと

が､本研究ではこの地域のコナラ

し､ユキツハキに対止､する棟であると思われ

査を行っていないので､今後調査したうえで

る､,このように種をrnj'/iZすることで識別種が

再検討したい｡現存植生のウラシロカシーヒ

少なく/なり､種のまとまりが弱くなるので､

メアオキ群集はウラシロカシ､ヒメアオキ,

コナラー一寸クチョウシサクラ群集についても

ハイイヌカヤ､チャボカヤ､トキワイカリソ

日比横目すされるべきであると思われるC

な

ウをタブノキーイノデ酔態､スダシイ‑ヤフ

Jj.ヒメアオキやハイイヌノケについては検

コウシ群集､モミーシキミ群射二刈する【メ̲/Jl

Ij:I;,.L･が小lJJJFl,TJであることから､分規子的な検

二次

̲次林の調

種としているが､富山県内ではウラシロカシ

.｣が必F淡である､

ャヒメアオキ以外の種が欠恭し,ソヨコ､ウ

コナラ二次林からの遷移

リカエデ､ヤマツツシなどの鋒栄苑地にHJ.税

/･･抽拡獅川本の/JlhイI川二rfi域では､常緑広葉

する樵によって特徴づけられることが才糾rL,1さ

樹林をl'liLn返し代探した場ITに甘.‑緑広契樹林

れている(藤T,京1985)｡また､ JuH r1983)

がILJ′Fするのではなく､コナラなとをrT7心と

はLt.JH勺のウラシロカシ林の'Jlhイ[;を標.F.̀川)m

2!)

lLl下''k川JL,IT1,‑のコナラ林

＼l;lrCll 2()()I

から320m､スタシイ林が標l∈:;10mから70m

研究ではクマイササ､チマキサす､ナシマサ

であることをl〃jらかにしており､これらの標

サが低木桝および草本Wlで繁茂している朋作

[(.I,JJJTi生では卜降して分祁する可能性を示唆して

rメ二が10カ所あり､ササ類に繁茂は帆ィ､叶'ujよ

いる′

び草本層の種類数を減少させ､木本和樹の/r‑.

f引Llミなと地形ではウラシロカシに代わ

ってコナラやアカシテが優占することも考え

帝を杜l告するrBIE)Jとなる.れ松

られるが､ ̀E‑･;JJilJ,ら(1985)が低山地の斜面や

畿地)Jおよび関束地JJの雑木林のネササヤア

IT‑.陸地でウラシロカシ‑ヒメアオキ群集をこ

スマネササの刈り取り試験を子｣ない､刈り取

の地域の新在I'l?輔El生としたのは妥当である

り時期やLR]数によってササfilの艶文を抑制す

とjiltわれる､

)j､シラカシ群集はシラカ

ることを証明しているrj雑木林の性の多様･I'l

シ､シュロ,ナヤノキ､ナンテンを標教程お

を考えるうえでは､すす類の刈り取りによる

よび識別印としている(藤原1985)｡しか

管理は不可欠なものとなるであろう｡

り98H)は近

し､現在水Hはして利用されている地域の大

本研究をまとめるにあたり, /jt候仙メソシ

.■粥分は以r机二氾l監原や潟であったところで､

ュテ一夕ファイルの使用にイ酎工をトズ】っていた

ここの潜在Irl.'*柵年をシラカシ群集としてい

だいたほか､論文を査読Lていたたいた県林

ることについてはrlf考する必要があると思わ

業試験場のイIJ円

れるノ

上ける｡

なぜならば､このような場所でのシラ

仁博士には心より1'5EJ礼小し

カシの分JrJ'がJ汚‡敷林や公園などに植栽された

ものがほとんとで､温度環境は充分であるが
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Plamt Regeneration from Calli of Lilies
Preserved at Low Temperature
Toshinari Godo
Botanic Gardens of Toyama,
L) Kamikutsuwad<l. Fuehu‑machl. Ne1‑gun. To〉･ama 939‑2713. Japan

Abstract The calli of eight taxa of LtltLL7" Cultured on gelt(ln gum‑SOlidifled MS
medlum COntalnlng 1 mg′l plCloram and 30g′/1 sucrose at low temperZIture ( 5()r

l()℃J for6months were transferred to phytohormone‑free 1 2 MS medium COlト
ta‖1111g 5g′1 sucrose and cultured at 25℃ for plant regeneratlOn Althougll gr()Wth

of eZllll Was Suppressed during the culture at low temperature. calli ()f seven ()Llt

of elght taxa showed highplant regeneration abilitv after the transfer These re‑
sults lndicate that low temperature storage of calli with hlgh plant regeneratLOn
･lbillty lS useful for long‑term preservation of llly germplasm

Key words LL/LLLm. low temperature, shoot regeneration

The genus Ll'lL'L仰belonging to the Liliaceae consists of about 130 species Includ‑

ing many beautiful ornamentalspecies. which are widly cultivated in the w()rid.
Since most lilies are susceptible to infection with fungal diseases (Imle 1942), it

is difficult to conserve them for long term in the field For overcoming this prob‑
lem･ it is desired to establish an in vitro method for long‑term preservation. Mとト

tsumoto e･l t//I (1995) reported that cryopreservatlOn Of lily meristems c()uld be
achieved by vitrification method: however it requires a skillful technique t() exI

cise the small explantsI In Contrast, Godo et aI･ (1996) failed to induce regrowth

of cryopreserved calli of LXj'mnolongE after transferring onto growth medium.

More("er. invilro callus culture for long‑term preservation has several problems
such as chromosome unstability. reduction of shoot regeneration ability and high

hbour fc" periodic subculturing･ Recently. Godo & Mii (2001) reported that the
calli of lilies cultured for more than 18 months at 25℃ kept chromosome stability

and plant regeneration ability. and that growth of those were suppressed by low
temperature culture (5or ュo℃).
工n this report. I describe that callus of lily which had been cultured at low ten̲

perature for 6 months showed plant regeneration ability.

Materials and Methods
Plant materials and low temperature culture

The calli of elght taxa of LL'/t'um, L･ conco/or Salisb･ var･ 'L'"･tElL'"7. i. ftNIH"Wnunt
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A. Wallace var. prL'cet hort., i. lanctfoIL'um Thunb. var. fTavLjZorum Makin0. L. /elLLlun‑
lhum (Bak,) Bak. var. cenllfblHm (Stapt) Stearn. i monadelphum Bieb.. i phtllLdel‑
I'/〟(Bum i. var. a17dLnum (Nutt )Ker‑Gawl. i sargenftlLe E H. Wils. and L.け(〟lE'(h‑

EEtnLLm Schult. et SchultL were used in this study These calli had been Induced
from bulb scales of invitro plants and subcultured on2 g/I gellan gum‑solidified
MS (Murashige & Skoog 1962) medium containlng 1 mg/1 picloram (4‑amin0‑3.
5.6‑trichloropicolinic acid) and 30 g/1 sucrose for more than 18 months at 25℃

under 16 hr photoperiod condition at 44 pmol m ‑'S 1 (Godo & Mii 2001).
The calli of

2 g fresh weight were transferred onto the same fresh medium in

a plastic Petri dish (90mmX20mm) and cultured at different temperatures (5.
10 or 25℃) under 16 hr photoperiod condition at 40‑60 LLmOl mAuS 1. After

6

months of culture. fresh weight of the calli was measured. The experiment on
L. wrLl/tchitLnLLm Was repeated twice,

Shoot regeneration
F()r shoot regeneration, nine or ten calli of about

5mm in dlameter Were COl‑

lected from those cultured at 5 or 上o℃ for 6 months, transferred onto phytohormone‑
free 1 ′2 MS medlum COntaining5g′/1 sucrose ln a Petri dish (90mmX20mm), and
cultured at 25℃ under 16 hr photoperiod conditioll at 44 umol m 1'S 1, More than
three Petri dishes were examined in each experiment. and the data of shoot re一

generation frequency were recorded after 2 months of culture. After 3 to 4 months
()I culture. plantlets were transferred into glass bottles with 2 gl gellan gum‑solidified
phytohormone‑free l′′2 MS medium containing 20 g′′′l sucrose. and cultured under

the same environmental conditions for further growth.

Results and Discussion
The color of the calli turned purple from green or yellow as a result ()f antho‑
cyZlnin production during 6months of low temperature culture in all lily taxa ex‑

ilmllled except for i, lanctfoILum Var. j7avLj7orLLm and i. wal/EChianum (Flg. 1a) EsI
pecially calli of L･ concolor var. C(md'on and i. fnrmo†anum var. prECet (Fig. lb)

tLIrned deep purple. Although the weight or the calli Increased during

6m()nths

of low temperature culture. the growth was suppressed in comparison to the c()n‑
tr()1 c.ulture at 25℃ (data not shown) These results suggest that low temperature

L･ulture Can reduce the investments of labour for periodic subculturlng in a wide

rZlnge Of lllies･ The calli of all taxa except for i. /ELn'Lf''lEu"7 Var. j7twl'fT(wum cultured
ill 5℃ grew more slowly than those cultured at io℃ (Tablel ). It lS Suggest
thZlt the cLllture at

5℃ is suitable for long‑term preservation of wide range of

lilleS These calli also showed high shoot regeneration ability after 6 months of low
lemperaturc culture. irrespecvive of anthocyanin production (Table 1. FIE. 2)
Il‑ Lけ̀L//I(/",mLLm･ the weight of ealli decreased and plant regeneration frequency

March ̲)()()1

Godo LLly preser＼′atlOn

･一一一‑‑ I

Fig･ 1･ Calli of LLlELLm mOnadelphum (a) and i. for'nosanum Uar. Iu･L'et. (b) cultured for
6months at low temperature (5 ℃) Bars‑ 2cm.
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F.g 2. Shoot regeneration from calli I.. LeucanlhL"n Var･ CentLfolLum (a) and LI CnnC,,/〃r

var ("Idton (b) cultured for 6 months at low temperature (5 Dc). Bars‑ 2cm.
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was low (25%) at
2

No.6

5℃ in experiment 1 in comparison with that in experiment

which showed lOO%

regeneration frequency (Table 1 ). This result suggest

that success in low temperature preservation depends on the state of the calli

before low temperature culture. Although fresh weight of the calli in L lancLfolt'um
var. JTatujllwum slightly increased after low temperature culture, the calli were ex‑
tremely hyperhydrated without producing shoots (Table 1 ). Moreover they did
not show further growth after transfer to the normal culture condition at 25℃,

suggesting that they already died during low temperature culture,

Almost all the calli have kept their regeneration ability for more than 2 years.
including those culture for 6 months at low temperature, after callus initiation.
The regenerants from calli preserved at low temperature were successfully accli一

matized at room temperature. Therefore, the low temperature culture system de‑
scribed in this report will be utilized as a convenient method for long‑term pre‑
servation of lilies.

I thank Prof. Masahiro Mii of Chiba University for his critical reading of this
manuscript and Dr. Masaru Nakano of Niigata University for his kind gift of in
vitro plants of lilies. This study was supported by the Sasakawa Scientific Research

Grant from The Japan Science Society.

神戸敏成:低温保存したユリのカルスからの

のため､シュークロース5g/1を添加し､シェ

植物体再生

ランガムで固化したレ2MSホルモンフリー培

カルスを川いたユリの低温保存についての

地へ移植し､ 25℃で培蓬を行ったoユT)のカ

検‖寸を子Jつたr,粁̲LL稗8種のカルスをピタロ

ルスは低温によりLf:長が抑制されたものの､

ラム1mg/1とシュークロース30 gAを添加し､

8種中7種のカルスが高い楠物体再生能を保

ジェランガムで附化したMS培地上に置床

持しており､カルスを用いた低温培養はユリ

し､ 5または10℃の低温卜で培養を行った｡

の長期保存に有効であることが示された｡

6ケl川Jl､低温培養したカルスを植物体再生
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Bull But Gard T()ỳ1Zll̀L () 37 ,ll(2り()1)

.1川I I,L.ll‑ l lりt帥物IitH1才l究i附

ヤマボウシの実生形態の比較一氷見と箱根の種子からの一
高橋‑臣･志内利明
･ES.'lLl県中央植物園

〒939‑2713

富山県婦負郡婦中町卜轡‖42

MorphologlCalDifferences in Seedlings of Cornus kousa
Derived from Seeds Collected in Himi and Hakone
Kazuomi Takahashi & Toshiaki Shiuchi
Botanic Gardens of Toyama,
42 Kamikutsuwada. Fuchu一machi. Nei‑gun. Toyama 939‑2713. Japan

Abstract. Seedlings of Comus koLLSa FI Buerger ex Miq･ Were derived from seeds
collected at Himi in Toyama Prefecture in the Japan‑Sea slde and those at Hak‑

one in the Pacific side of CentralJapan. MorphologlCalfeatures shown by these
seedlings were observed. Significant dlfferences were found in leaf‑width. leaf In‑
dex and leaf area in2‑year‑old as well as in5‑year‑old seedlings ln ̀Hlmi'and
̀Hakone'The average leaf area in seedlings of ̀Himl'was about l･ 5 times larger

than that of ̀Hakone' In contrast, no slgnificant difference was found ln the to‑

tal dry weight of leaves produced by them. althoughthe numbers of leaves and
sh()ots of ̀Himi'Were slgnificantly smaller than those of ̀Hakone'
Key words : CorfZuj kousa, Japan‑Sea slde. leaf sIZe. PaclfLC Slde, seedlings

日本列砧にJi.'く分Jll'する落葉樹や草本で

しかしながら､このような変異が遺伝的に

は､ LJuJ南日本から束北日本あるいは太平洋側

L4,起しているのか､それとも環境条件の違い

からlH;掛別にかけて葉が大型.広葉化する

に応じて171塑的に変化した結氷であるのかに

傾向があることが､カワラハンノキとミヤマ

ついては､必ずしもすべての例について明ら

カワラハンノキ､マンサクとマルハマンサ

かにされているわけではない｡八田(1995)

ク､イヌヤマハノカ類､マイスルソウ､ツク

は芽生えからの生長の初期段階では本来各棟

ハネソウ(堀Il1 1974)､ブナ(萩蝶1977)､

が持つ遺伝的性質をそのまま把握できるnJL能

フササクラ(池上二･沖津1993, 1995)な

性が高いことから､樹形の研究において実JJ二

とさまざまな植物群で知られている｡本川,

の観察が重要であることを指摘している｡今

lJLl川､九州に分布するヤマホウシCornus

回の研究では､ヤマホウシの 柴のサイズにみ

A()ul(∫ ド Buerger ex Miq. (‑BenlhamEdLa

られる変異が遺伝的に榊(,iZしていることを確

J'IP…化･tL (Slebold et Zucc.) H. Hara)におい

かめるために､本州q咽;の2庇地

ても､柴および竜の大きさに同様な地理的変
リ.三が認められることが報告J‑されている(八
日

L吊J 1987)o

目I本海側

と太平洋側)から得たヤマホウシの棟千を同
一の条件卜で播種･栽培し､ノ夫/i:̲における佃

葉のサイスと個体あたりの葉束および柴致､
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シュート数なとを比較した｡
結

材料と方法

果

2年姓の実牡における柴の形態の測',LZ純米
をTablelに示した｡楽長､葉幅､袋形指数

19951卜の9Jlと10日に､氷見(Himl) :富

(葉幅/柴長)､葉面積の値にはいずれも産地

LlH.).‑氷見rh )tHlケ峰(標高400m)､箱根

間で有意な違いがみられたo太平洋側の綿根

(flak()ne) :静岡県裾野市三EE]LLr (標高1000

に比べて日本海側の氷見の個体の力が人刑で

m)の2地∴■1からそれぞれヤマボウシの果実

広い葉をもつ傾向が認められ､賂面柘の平均

を採Jjtした丁.米尖は富山県中央植物園に持ち

値では氷見が箱根の約1.5倍の大きさであっ

･JJ.I川､輔/をlrRり出して水洗いしたあとビニ

た｡ 5年生の実生の場合にも､柴艮以外の形

ールポノトに才緋EL､定期には寒冷紗を張っ
た棚で裁上..ll;したo

その後2000年6月に苗を圃

質で有意な差がみられた(Table2)o
方､各産地内での2年Ll.と5年生の実LI‑̲の間

堤(遮光なし)に約0.5m間隔でそれぞれ1

には､各形質とも有意な違いは認められなか

列に移植した｡

った(p>0.05 ; Mann‑Whitney u‑test)o

1 llllHの測J,とは播種後2年日にあたる1997

個体あたりの仝柴毛には､産地間で有,r迄,:な

ll 7日に行った｡氷見は36個体､箱根は42個

違いは認められなかった(Table2)｡個体

体について､ IT達人の柴を1枚採集し､葉長､

あたりの乗数は箱根の方が明らかに多く､ 1̀･

馴JzL!..射FTTJ積を測'起し､また葉形指数(菜幅

均値で比較すると箱根が氷見の約2倍の数の

/柴上去)を求めた｡ 2回目の測定は接種後5

葉をつけていた(Table3)｡全柴重と葉数

イHlにあたる2000年10月に行ったo氷見は10

の関係をFig lにホしたoそれぞれの産地内

個体､箱根は8個体について､幹の高さ､地

では葉数の多い個体ほど全章重が大きくなる

面から5cmにおける幹の直径を測定し､シュ
ート牧の指標とするために冬芽(頂芽)の数

傾向がわずかに認められるものの､ {1号体とし

を払えた｡)なお､ヤマボウシでは1対の鱗片

いないことがわかる｡また､全棄重と柴数が

射二/止まれた柴芽から1本のシュートが出る

滋も‑lf':均値に近かった各1個体(氷5JJ:全葉

場介と3本のシュートが出る場合があるが

重14.20g,菓致305

(八日[ 1980)､今Ltj̲】は区別しなかったo次

g､乗数617)について､すべての個葉の重さ

に､糾同体に付いていた全ての葉を採集して

を測定し､確度分布を調べた結果をFig.2に

枚数を放え､ 80℃で24時間乾燥させたあと全

ホしたo氷見の個体では0.03‑0.04gの葉

だ1‑rT･を測',上した｡また､各個体の菓から等面

が虫も高い確度であったのに対し､荊根の個

fiLiが上泣‑人のものを10枚選び､ 1回目の測'定と

体では0 01g以下の紫が穀もrE;I.‑い線度であっ

I･･H兼の形'Fiについて測定し､個体ごとの平均

た｡

仲を求めてその個体の値とした｡ただし､一
r'.にの個体の徒長枝に付いていた異様に大きな

ては黄数の増加に全集垂の増加がともなって

精根:仝柴窮:ll.65

幹の高さは箱根のほうがやや高かったが､
直律には有意な差は認められなかった(Ta‑

射ま測',iIの対象から除外した｡さらに､それ

ble2)｡個体あたりの冬芽の数は箱根のほう

ぞれのl′(地において葉数と全案重が最も平均

が明らかに多く(Table3)､よりたくさん

Il/rIにiitかつたみ1個体について､すべての個

のシュートを持つ傾向がみられたC

13:‑のE;TZ耐L:を測定したo

M̀lrC1‑ 20()1

3iI

.t:,if.TG ･志E人J :ヤてホウシのJjf′HF主管

Table 1. MorphologlCこll varlat10nS ln 21year‑()ld seedlings Of Ct"I"Ln人lJLI"I
̀Himl'(n‑36)

[mean±sd ]

LeとIf

lellgth(rnm)

LeとIf

width(mm)

55.61±6.

33.

Leaf lndex(LcLlf wldth/Leaf length)

Leaf

areatmmJ)

92±4.

̀lIakone'(n‑42)

[mean±sd.]

19

47･81±6･38

78

26.23±4.64

0.61±0.06

1184.9±290.2

0.55±0.07

777.0±234.

7

'signlfie;tnt dlfferences between LHlml'and ̀Hakone'were found ln all ch…lr乙IeterS (P<()･01 ; Mann‑

WhLtney Ul(､st).

Table 2. M()rphologlCal varlatlOnS ln 5‑year‑old seedlings of C〃川〟i A"u〜a･

character

̀篭meiiこnt:.ld?])

̀ T:ke':ei STd3 8)

Leaf length(mm)

54.95±7.05

49.96±5.96

lJeaf width(mm)''

32.70±3.83

25, 5()±3. 82

0.60±0.06

0.51±0.07

Leとlf Lndex(Leaf wldth/Leaf length)●

1227. 1±258.2

817.()±217.3

Total dry welght of lea＼,es(ど)

12. 79±2.91

ll.93±4.25

Stem helght(mm)̀

710.5±119.3

881.9±173.5

Stem dlameter(mm)

10,89±1.26

10.48±0.97

Le;lf area(mmコ)事●

◆.Hslgnlfl｡ilnt dlHerences between ̀Himl◆ and lHakone'were found (■p<O･()5,暮'/'<0･01 ; Mann‑
Whl【ney U‑test)

Table3. Numbers of leaves and winter buds in

5‑year‑old seedllngS Of CrJrnu､ A(,u9a
̀Himl'(n‑10)

[mean±S.d.]

Number oHeaves

Number of winter buds

295.0±105.8

94.8±39.3

̀Hak()ne'(∩‑8)

[mean±s d.]

616.6±160.0

218.6±57.7

'sLL,nLficant dlfferenees between ̀Hlml'and ̀Hakone'were found ln both ch21raetL,rS (/'<().(Jl ; Mann‑
WhltneV U‑test)

M
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ったが､逆に個体あたりの葉数は氷見のJjが
考

察

少なく､個体あたりの全柴垂には産地Flりでイf

八日･ iFru (1987)はH本および韓国の27

意な違いがみられなかった｡萩l,67: (1977)

鮫川から探Jk‑したヤマボウシの柴と竜の形態

は､ブナの個喪の菓面積に著しい地理的クラ

を解析した結果､束北日本と西南日本の2つ

インがあるにもかかわらず､菜面積指数(早

の人きなクラスターにわかれることを報告し

位土地面積あたりの全柴面積)には地域,羊が

ているoそこでは富zL｣県やflJJlE県の集団は拭

ないことから､葉数が葉面積とは逆比例のF廷j

われていないが､滋賀県比良山のものが東北

係､つまり丙南日本には面積の小さい葉を多

日本のクラスターに含まれていることから､

数つける集団が､束北日本には大栗を少数つ

/,lUl､種+を採集した氷見と箱根はそれぞれ

ける集団が存在することになると述べてい

束北日本と押南日本のクラスターに含まれる

る｡今回の結果は､ブナでみられた柴数と紫

と考えられるo同一条件で栽培した実生にお

面積の関係が､ヤマポウシにおいても少なく

いて柴のサイズに有意な違いがみられたこと

とも椎樹の場合にはあてはまることを示して

は､ヤマボウシにみられる葉の大きさの地理

いる｡

(r()変異が遺伝的に閲'JEされたものであること
を′J､している0

なお､氷見の5年Jt'̲の実牡では葉数が少な

2年牡と5年̲Lf:̲の実生の間で

かっただけでなく､シュート数も少なかっ

も･質した傾向がみられたことから､葉のサ

たo個乗の葉面積の増大にともなう物質総柄

イズの違いはかなり安',主しているとみること

的な理由からの葉数の減少は､シュート数の

ができる｡

減少をともなっていることがうかがえる｡

柴のサイズは日本海側の氷見の方が大きか

方､シュート数の減少が集散の減少をもたら
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Fig･ 1･ Scattered diagram Of total dry welgh1 0f leaves/number oHeaves ln

year‑()1d seedllngS Of Cl)rnus kousa
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Frequency distributlOn Of dry welght of single leaf ln 51year‑Old seedlings of C('mLH

Ar)ul(I The frequency was calculated ln One individual each in ̀Himi';111d ̀H̀lkon(t'.
which shows closest ＼′alues to the a＼･erages of total dry weight of leaves and ()f leとIf

number."n" Indicates number of leaves of each individual

し､ひいては禁面樵の増大につながっている

ラインについて.桂生物学研究1･39‑51.

と考えることもできるe シュート数の違いが
I+別のi;‑雪立に影禦することがT･測されたた

八円洋章. 1980.ヤマホウシの樹冠形IJkに関

する研究Ⅰ.分枝様式と新梢の伸k.州
立科学博物館研究報告 B架巧(植物一1:I)

め､前上｣から降雪があり約2Ck:mの積雪がみら
れた2000年12日27日の午前10時頃に､任意に

選んだそれぞれ10個体について積雪面よりj二
の.!'(持分に付着していた雪の重量を測定したと
ころ､平均値は氷見が64,5g,箱根が138.4

6

65‑76.

･山口秀和.1987.ヤマホウシC川一‑
'luS k''LLS〃 Buerg.の変共と生態n'.地

理的変異の研究.植物研究雑誌62

2′1/1

‑256.

3号であった(p<0.Ol ;Mann‑Whitney U‑

. 1995.樹形はどのようにつくC,礼

test)｡シュート数の減少は多雪環境に対し

るか一樹形形成過程の認識‑.筑波')r三快

て何らかの適応的.,崇苑をもっているのかもし

植物園研報14: 1‑33.

れない,,しかしながら､着雪量の違いが椎樹
の/I‑̲存糾二との程度影響するかは'定かでない

ため､今後の史なる,調査が必要である｡

堀田

満. 1974.植物の分布と分化. ･省

堂,東京.
池上宙志･沖津

進. 1993. 7ササクラ

(EupTe/elL l70/̲tElf7drtt Sleb. et Zucc )にお

本報の作成にあたり賀̲蘇.̲[なこ肋書を頂いた
rl l :/J̲科学博物館筑波実験榊物凶主任研究官の

八m洋御車‑Lならびに富山県中央植物園園長
の一lJ.'.JH

迎博L･に感謝の昔を表LますC

ける葉面積と葉形の地理変界.榔物地
理･分類研究41:77‑84.
･

. 1995. 7ササク

ラ

(EupTelea p(Jl̲1.fL17dra Sleb. et Zucc )にお

ける菓面積および柴形の大竹羊側とLHく

引用文献
萩Ji;rH.:.介. 1977.フナにみられる葉面積のク

海側の比較.植物地理･分類研究j2･
125‑131.
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'[･三川Llfl.いJ)t帥物件=抑妃棚;I.

富山県におけるホクリクムヨウランの自生地
中田政司
'L;川収LT'火植物[茄1 〒939‑2713

詫山県析貝郡榔｢11町L矧Il42

Localities of Lecanorchis hokurt‑kuensis Masam. (Orchidaceae)
in Toyama Prefecture
Masashi Nakata
Botanic Gardens of Toyama.

42 Kamlkutsuwada, Fuchu‑machi. Nei‑gun, Toyama 939‑2713. Japan
Abstraet. Thirteen localitleS in Toyama Prefecture Can be clted for Le(lLITm･(hLl
h(JkurEkuピJ川l Masam.. a saprophytic orchids. on the basis of llteratureS. hcrbarium

specimens (TOYA. KANA) and field surveys of the author. Among them, nlnC
l()calltleS. Including the type locallty, have been Investigated by the author LL,‑
㍑Lnl)r(･hEH7()kurlkuenn.〜 mainly lnhabit a shrine woods, where evergreen oaks such

as QILPJ‑(ELl EIぐLITEL Or Q. 〜alECLna are predomlnant

Key words : distrlbutlOn. LecanorchL† hokurEkuefln‑. OrChld, saprophyte, Toyam21

prefecture

ホクリクムヨウランL.ecanorchEShokurLkuen‑

m Masam H･xll )は富山県上市町大岩不動

あることが観察されている(t州1 2000)a

本種は本州(東北南部以南)､四川､ JL川

イ･｣近で採集されたものをタイプとして正宗
(1963)が｢北陸の柄物｣に記載発表した種
であるJムヨウランL. JELPOnLCa B1,との区別

.,lLとして､花や釆'臭に突起があること(前川

1971)､花が紫色で花やf･房に短い突起があ
ること(里見1982)なとが挙げられている
が､津山(1982)はホクリクムヨウランの分

ヲ'fI的な位岩引二ついて再検討が必要と指摘し
たJ Hashimoto r1990)はホクリクムヨウラ
ンをムヨウランの変稗

var hokLLrLkLLeF7m

(Masam )Hashimotoとし､蕊柱の翼の形態

に違いがあるとしている,J細胞学的には､ホ
クリクムヨウランの炎色体数はn‑18､ 2n
‑36で､ムヨウランの雑it,‑ (Aoyama el lEl.

1987)と

一致するが､花粉形成過程に違いが

図1.ホクリクムヨウラン(卜市町人松､
2000年6 T122日撮影)
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ll

に分LTfL､ムヨウラン属では最も北に分布す

と子房との角度が大きく､花は卜垂してあま

る排とされている(里見1982)｡富山県産の

り開かないなど､タイプ蘇地のもの(L3(ll)

標本では'.Tj.'日IIh一科学文化センター(TOYA)

と同じ特徴が見られるo花は草色味が強い

に7枚の標本があり､うち4枚は基準標本の

が､これもホクリクムヨウランと考えられ

TL'(‑̲地､伐りはし市町早目尾根､朝E]町宮崎､

る｡

小/jJl/llLrrl倶利加羅峠猿ケ馬場の標本であるD

以上のように､各地から断片的な記録はあ

金汁Jt入学理学部(KANA)にはタイプを含む

るものの､県内のホクリクムヨウランの分イEj'

9枚の富山県産標本があるが､産地は大岩と

の実態は不明である｡著者は1999年と2000年

二ヶ所だけであるC文献では『富山県

にホクリクムヨウランの自姓̲地について調̲llT:

榊物誌』 (大凹他1983)にホクリクムヨウラ

したので､その結果を報告する｡なお､ラン

ンのL;'F地として朝E]町宮崎､上市町大岩の2

箇所が‖己乾され｢低山の常緑広葉樹の老木下

科植物の多くは花が美しく稀少性があること
から園芸目的で採集され､個体数減少の大き

にこくまれに/+育｣とあるo

また『富山の植

な要因となっているoそのため自生地の調教

捌(jfii町1973)に｢黒褐色のムヨウランを

などが行われても具体的な地名は伏せられる

人∵;∴E.;;山,1jで比たJ

とあるのは､富山市科学

ことが多い｡ホクリクムヨウランの場合､稀

文化センターに進野氏採集の両産地の標本が

少性はともかく､ ▲股には栽培が不可能で鑑

あることから､ホクリクムヨウランのことで

賞の対象となり得ないことや､自生地が保護

あるL Jli近,LIL.版された『氷見市史第9巻資料

されていることもあって､具体的な場所を公

糾7日'!)Tt環境』の植物リストでは､ムヨウラ

開した｡

御者の

ンとして申Jd､口が峰が産地として挙げられ

調査は開花期の6小い旬から7月初帥二､

ているが川川1 1999)､写真で見る限り花茎

県内のシイ･カシ林を小心に才Jったo結果は

ノ､1.文献､標本､観察に基づく富山県内のホク1)クムヨウランのE'Ⅰ生地

),F

地

標高(m)

植1:

LLLL

拠

組'T,i

ウラシロカシ林

LILJ r.i

標本

ti主事11996)

一

コナラ･フナ林

川川11999)

一

アカカシ林

6
"

fET‑'本(進野1958他)

4

シイ･アカカシ林

標本(進野1956)

一

5

糾l =trr.(,川T

文献

3

I FEjllrJ LfLりFt根

2

小ク､.lll川J fii利加羅

040り

水ルlJ指崎
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ワ ｣
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一

ワ
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2

FJ ･･L.上

一
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中田.ホクリクムヨウランのL'Hl地

1.I)

なり密度が高い亡lxj3は常楽十の

‑,!･,I;におけ

る個体の配置を示したもので､ 10m川方に4()

本以f二観察される場所もあるし')†散は均 ▲で
はない｡大きな株では1個体から5､ 6本の

花茎を卜けていたr

詞餐した9抑fJfで確認L

た総個体数は327であった｡ホクリクムヨウ
ランはシイ･カシ林たけでなくコナラ林なと
にも生育することから､調査すればさらにrll
生地が増えると予想され､推'/iflLl']体数は少な
く見積もっても500‑1000に逆すると,J上IJ)礼

る｡このように､決して柿ではない帥物がな
聖ユー.mi)

ぜあまり幸臆されてなか‑,たか､それはl糾ヒ

期を除くと柑蓋期ヤ果実期では仙九校としか
J父12

富山I,L,1Jこおけるホクリクムヨウランの

見えないような色､形をしていること､糊花

円/卜地,J O

期自体が1 ‑2週間と極めて東,rいことなとが

文献､標本に基づく｡ ●･

/fHiJJの観察による,J ㊥

文献､標本お

理由として挙げられる｡

よび/rLELlの観察に基づく｡

ここで注目したいのは､ LL育地としての社

叢である｡高い密度で生育が確認された助i)i
これか

は､タイプ産地であるL市FrJ人松の神明社ウ

らわかるように,県内では半月尾根産(標高

ラジロガシ林をはじめ､大然記念物として保

イこL!)1)という標本を除き､標高約25〔)m以卜の

護されている宮崎鹿島樹花のアカカシ林な

ウラシロカシヤアカカシからなる社叢や常緑

ど､すべて社叢であったo

樹の混じるコナラ林に/‑l÷育している｡個体数

川県でも同根で､金沢入学坪学部の標本庫に

は多い所では100個体を超え､生育地ではか

は石川県西部の加賀市.小松寸JlJ近や能祭Y‑A

未1､ L･刈2にまとめたとおi)であるこ

このことは隣の‡]J

∫ 一∴二二一

曾ウラジロガシU
･yC3)

道

甘.○アカガシ②恩,/27h
/.:/'I:2月T:苫篭.lnlm
i/止ノ(よ.

i‑対3.相川｣J常楽寺の一部におけるホクr)クムヨウランの配置凶｡数字は1株､Ⅰ'Tたり

の花業の数を表す｡
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E∴さ北部の.J;JrjJF l7汁.J近の社苑で採集されたホク

コメントをいただいた長非矧鞍上七､人｢J]道人

リクムヨウランの標本が多数入っている｡腐
′Hl叫勿としてシイ･カシ林の林味に生活する

氏､弔川

避博士にお礼申し1‑̲けます｡

ムヨウラン軌ま,伐採などで環境が変化する
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chromosome Numbers of Plants Cultivated
in the liotanic Gardens of Toyama (2)
Toshiaki Shiuchi & Tadashi Kanemoto
BotanlC Gardens of Toyama,

42 Kamlkutsuwada. Fuchu‑machl. Nei‑gun. Toyama 939‑2713, Jap2111
Abstract : The chromosome numbers of flVe taXa are reported as fouowsl2n=3()
for lITVdrELngè‑/nY,lil(lultL Var･ tOkare‑S ･ 2n‑24 for L･V"na(hEu lEukEuピW､ , 2n ‑24

for L. Phs,.m,e〝.M , 2n‑34 for P†eudol.vSLmaChLOn WboldLanum and 2n‑ 16 for SEE/一

､1'lL PTygmae(I Var "mPIE((,"

Key words : chromosome number･ fl̲tdrangea ･ L･.ysEm̀化/UEL I Pveud,'[･'1･W7̀′(/M"7 I St'l‑
l'ltl

This is a second report of chromosome counts in plants cultivated at the Botanic
Gardens of Toyama. Chromosome numbers of the following five taxa are reported

in the present paper : H̲1･drangetL t'ntducrata var･ lokarensES･ LvslmaclMt /LukLuL'17StLS I
L. 〃h.†〟mL.enSL.'. PseLLdolyst･machE('n.ueboldI'a,uLm and SalvEa Pygmaea Var "mP/((･EOr･

These plants were collected orlglnally ln SOuthern part of Kagoshima Pref ･ K}7u‑
shu.

Materials and Methods
All plants investigated through the present study were collected originally in
southern part of Kagoshima Pref･ and have been cultivated in pods in a green
house ｡f the BotanlC Gardens of Toyama. Fresh root tips were cut and pretreated
with 2 mM8‑hydroxyquinollne SOlution at 15℃ for certain hours as shown in the

Table 1. The root tips were fixedwith Farmer's mid (1 :3miⅩture of acetic acid
and ethanol) for more thanlhr at 5℃ and macerated with 1:2 mixture of lN
HCl and 45% acetic acid for about

5‑15 sec at 60℃, and the meristematic re‑

gion of the root was stained with 1 % acet0‑orcein for 20‑60min･ The chromosome
preparation was made by squashing method･

The identification of plants was made following Iwatsuki el aI. (1993) and Hotta

& Shiuchi (1996).

Observations and Discussion

Taxa lnVeStlgated through the present study are shown in the TableL in which
chromosome numbers and the original localities. where the plants were collected.
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Table 1. Chr()mosome numbers. orlglnal localities and the pretreatment times of the flVe
l;tx;I StUdled

TとlX()∩

免躔ﾖ&W"

帆(/r(JILJItJLLinlY)lLI(.rlIl(I

l

Originallocality

撞&簽3

2n‑2Ll

ﾖ

2Ⅰー‑21

2n‑34

TokaraⅠslands.KagoshimaPref.

尾

ﾖ

Vﾖ

FRﾖｦ蒙

S'L/I.ill/,̲1‑.i,77LtL'JLI ヽ■;lr.L＼イmI,li(.i,)I‑

簽

b

G6ﾆ

V譁

薹ｦ

襭荼

Vﾆ

G6ﾆ

荼

v

6

r

蒙

v

6

蒙

襾2荼

v

6

&Vb

&Vb

蒙

AmamiⅠslands.Kagt)shimaPref,

pl

&Vb

･1

【

(〜

ﾂ

are ills() presented. The results of observations are recorded below,
1. Hydrangea involucrata Siebold var. tokarensis M.Hotta

&

Shiuchi (Saxifra‑

gaceae).

Chromosome number was proved to be 2m‑30 (Fig. 1a). This IS the first re‑
p()rt ()f chromosome number for present the variety. H.1･dI･angea LnV()luLrtlT(I Var, Tl'‑

l･tLre･n.1ll. Zln endangered plant (Environment Agency of Japan (EAJ) 2000). is knc'wn
at severとll localities of three islands (Kuroshima Island, Kuchinosima lsland and

SuwanoseJima Island) 1n Kagoshima Prei (Hotta & Shiuchi 1996). The chromosome
number 2n‑30 agreed with that of var. E'nvoILLCrtLTa reported by Funamoto & Tanakとl

(1988). Acc()rding to Fedorov (1974). Goldblatt (1981‑1988) and Goldblatt & J()1111SOn
(1990‑1994). the basic chromosome number of other taxa of H̲vd'･(Lngeu is presumed
to be x‑12 or x‑18. However, the basic chromosome number of two varleties

of H. Ent･()ILL(rELlrL. Var, I()klLrenu's and var. tnt,OILLCrala. Seems tO be x‑15. Therefore.

further studies on the basIC numbersinthis genus are required.
2. Lysimaehia liukiuensis Hatus. and L. ohsumiensis H. Hara (Prlmulaceae).
Chromosolne number 2n‑24 was observed (Figs. 1b, 1C) in these two species.
This is the first report of Chromosome numbers for the both species, I.ll川…htlL
IL'LLAILLenn1.とlIl endemic species to Amaml Island. 1S CritlCally endangered

とInd i.

()hlMHIt,/nt't isと=′ulnerable species known only from Ohsumi Peninsula ln KagoshimこI

Pref. (EAJ 2()00). These two species belong to the section Nummularia of the ge‑
nus The chr()m()some numbers of some other species of section Nummulari之I h.lVe
been repc･rted as follows:2n‑18. 2n‑20 and 2n‑22 for i JtLlnnECtL (Har之l 良 KuroI
sこIWと1 1959:K() (,I ∫ll. 1986:Sarkar 1988:Nishikawa 1989J and 2n‑24 for L. ttI〃rIkEIL,
こInd L. ttLl/tt/･(JI (Hara 良 Kurosawa 1959:Tanaka & Hizume 1978). It is ∩()tew()r･‑
thy tll之lt b()lh L IIILkLLLL,nlJ〜

and L ()hsELmEellLIJ5

have the same chr()mosome llum‑

berとIS L. llHtELk〟', and i. lu､hlruL and all of these species have creeping stemsとInd

1hlでh

lJ()()1

ShluChl

良

Kanemoto

Chromosome

llし1mber

report

(21

19

翠;I:I‑巷'iIf
C

a

.阜= '‑:t!:･'･･:I:'‑･;･ ̲
bJ, i.Ill‑〜 e.･一時‑･ i
Flg i SomatlC metaphase chromosomes. a HlldrlEl7ge･EL L77‑,(,ILICr̀LTtl Var lOktlr州‑
＼日, 2n‑30. b L̲vmna(hEa IL･ukrLuen叫2n‑24･ c L̲Ysu,7EL(･hEEt OhA,L′men‑, 2n‑2J4･ d

f,le･ELd''lrstmELChLOn lJeboldTlL'7um, 2n‑34. e SalHo plgmat･EE Var ､Lml)lE'･IW, 2n=16.
Årrows Indicate chromosomes wlth satellites Scale bar ‑ 3トIm

rooting at nodes,

3. Pseudolysimachion sieboldianum (Miq.) Holub (Scrophulariaceae)･
chromosome number 2n‑34 was observed (Fig. 1d) This is the first report
of Chromosome number for the present species. which has been known only from
a f帥･ 1()calities in southern Kyushu to Ryukyu (Shimabuku 1990). According to

Graze (1935). the basic chromosome number for Pyeudol̲1･SEmlLChL‑'m is x‑17 and
the present species is regarded as diploid. The same chromosome number 2n=34
has been reported in p. rolELndum var. subL'ntegrLLm (as V. sluLrt'a var..mlw7legrEL)

(Yamazaki & Tateoka 1958: Yamazaki 1968) of the section Sanjanensis. in which

51)
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P. ‑tL,IJ(JlE/t'(mLLm is included.

4. Salvia pygmaea Matsum. var. simplicior Hatus. (Lamiaceae).
Chr()mos()me llumber 2n‑16 was observed (Fig. le). This is the first report
of chromosome number for this variety. Funamoto el al. (2000) reported the chro‑

mosome number 2n=16 in ll taxa of the genus sa/u'a in Japan. They are s. ko,1･amae,
S･ ltI'pp(wltCtL, S glabrescens. S plebeia. S. japontca, S. lufe汀e71S f. lobatE)‑crenatEJ. S.
IL､tmSl･t I S･ rttnこ(川E'̀tǹt･ S pJ.gmlLea. S･ omerocalyx var･ omeTT)Calyx and S. (Nnerl)Car,VIX

var･ I",,vl,･ufr′･ Satellites were observed on two large chromosomes in the present

variety as well as in s･ glabrescens. S･ ranzantana and S p.1･gmaea Var. l'ygmlLea.

We express our sincere thanks to Prof. Mitsuru Hotta of the Kagoshima Uni‑
versity. Dr Masashl Nakata of the Botanic Gardens of Toyama for their useful
suggestlOnSとInd to Prof, Naohiro Naruhashi of the Toyama University. Dr. Syo
Kurokawa ()∫ the director of the Botanic Gardens of Toyama for critical reading

()f this malluSCrlpt.

志内利明･兼本

正:富山県中央植物園に栽

培されている植物の染色体数(2)
:･['ll1LF.HIr)t柑l物LJミrで即諾･保存されている
トカラクマアシサイ

FJ̲1drELngea Lfn,ulucnLItL

島のトカラクマアシサイの染色体数は2n‑30

で､鹿児島県奄美大出のヒメミヤマコナスヒ

L̲tSL‑

は2n‑24､鹿児出県大隅半島のヘツカコナス

L I)h̲

ビは2n‑24､鹿リLli.?,県′i:Jf,.群島家JL{,のハマト

pseudol̲TStmaChE〃′7

ラノオは2n‑3‑,1､奄美大島のアマミタムラソ

vこIr I,,AE"(,′川､､ヒメミヤマコナスビ
l71ll(hLtL llLLAJII(ノI川.ト
･L"",e･lm､ハマトラノオ

染色体数の調査を子Jった｡これらの染色体数
の報告は全て初第㍍であり､トカラ列島Li之

へソカコナスビ

〜"ノ(,,,lE/I(mL仰､アマミタムラソウSa/ua p,1g‑

ウは2m‑16であ‑)た′

nMt,('ヽilr ullt/'l"''H‑の5分類群について､
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立山室堂平におけるライチョウの棲息地の植生
吉Luめぐみl ･吉田
1 1吉山県中央柑物[封

〒939‑2713

1"i:‑1;l=LL.TJl篭業技術センター

稔‑'

富r川見婦負郡婦中叫rl.矧H/12
〒93918153

富山市吉岡1124‑1

Vegetations?s Habitats of Japanese Ptarmigan･ Lag,'pLLS

mulus japontcus. at Murodou‑daira on Mts. Tateyama
Meguml Yoshldal & MlnOru Yoshida2.
1 BotanlC Gardens of Toyama,
42 Kamlkutsuwada. Fuchu‑machi. Nei‑gun, Toyama 939‑2713. Japan
J Toyama Agricultural Research Center.
1124‑ 1 YoshlOka. Toyama Clty. T(〕yama 939‑8153, Japall

Abstract : More than three hundred indlViduals of Japanese ptarmlL,an, LJIR,'Jl)ul
I7uLTlES JaI'〃17′(附. inhabit at Murodou‑dalra On Mts Tateyama The vegel之Itl()nS ()f

their habitats were analyzed by the Braun‑Blanquet method V之lCeinlO‑Pinetum
pumllae is found at plots of Maruyama and Aburaone. where ptarmigとtnS Were
observed to feed ln Winter. There were various kinds of vegetatlOnS ln Marul一一

()rldanl. WhlCh lS known as a summer feedlng ground. They are FaurlO‑CarlCetum
blepharicarpae. Juncetum flliformis. Phyllodocetum alpinae and.lnaphalido‑PhyL
lodocetum aleutlCae COmmunlty

Key words : LEEgOlm‑ 〃7ulLLuEEPOfuCuS. Mts Tateyama. Vegetation

ライチョウLEEgOl'ul ''t〃TLLl JlIIWllLLLL† Clark

ていくとされている｡また､雌はff雛期に1′

は北アルプス､南アルプスおよび頚城山系に

オノツガサクラーナングルマ群llJi､カンコウ

拙息しており､その総数は約3000.I;)と推定さ

ランーコメバツカサクラ群落を利川している

れているっ

とされている(羽｢11他1964)

このうち斗lh ･帯では特に棲息数

が多く､ 1996年には334,),Jの棲息が確認され
ている('li･.'lll′乱島研究会

私信)｡

室生平では1972年‑より宴JJ;･̲:､l'‑のライチョ,Z/

の観察･調査が行われており､ 7日申ilJから

ライチョウの行動と植生の関係については

9月上旬までの育雛期には､九乗谷から水水

爺ケ持(;I;Jm他1964)､火打rlJ (羽田他

谷､乗越尾根上.部､炎l軌Ll束l占根卜部の斜lrlr

1967)､ FJ1馬岳(羽田他1984)なとで調査さ

などで観察されることが多い(I(,THJ'讃.,糊ljI究

れておr)､ハイマツ群落が縄張り､営巣､抱

会1993)｡また冬期には丸山が利川されてお

卵､休息等 ト安な生活場所であることがわか

り(富山雷鳥研究会1993)､九日目HJfl:Lr;I;のハ

一ノている二

5月から7Hまでのつがい

イマソ群落とその周r#lのカンコウランなとの

!lJ=二利tHする群落は融雪とともに移り変わっ

接生低木群落が抹餌地点として利川されてい

･ノ∴

.ll

Bull Boも Card T｡)rama

る(‑r,rl】 rrT:Hr 20()0卜

'T･満は20001 3日に子jわれた冬期雷鳥調査

においてノいll北川斜川と川雌根の2ヶ所でラ
イチョウが採糾していることを観察した(Fig
1)t LIE,)地点とも北LltJの季節風に強くさらさ

れ､手打■.が少なく仰/卜が詣出することが多い
城所である

そこで//1.lrは冬期の活動が観察

されているjL‖l北lJLl斜山と一郎毛根､夏期の活
動がTflryJ亨されているJL束子iを選び､それぞれ
の地!'･.の帥物附LlkをlJJJらかにすることを目的
Fig 1. I,agL717LL† ′m'Tl't JEIIWIL川l Observed

として帥/ト調介を子)つた

at Maruyama plot at M<lrCh 18,
2000.

調査地および方法

は少ない(rh:uト.i.:= 2000トlrILf毛根はみく

調付ま2O()OていHJll日に丸山北西斜面と油

ど)が池温泉の北側より地獄fi側へ張り.LIL.した

Jt根､ 9JJfHr､ 9rJlE1日にjL栗谷で行っ

急傾斜の尾根で､ IjL山北凸斜lJ'u‑とIr･J棟に冬期

た

丸L吊j:みくりが池より佃側にのぴる尾根

には強い季節風が吹き付ける妙fJl'と考えられ

の九;/iF.;にT.rl;㍗.'する小さなピークで標高は

る｡丸山北幽斜血と.LLい朗iでは20()()lLA3日に

2376,山11である'+川Jには北LLq側の天狗平ji

日印につけた1+U'[札を恥だし､その紬'l'rの肝子一存

H'lrより･]かい季節風がLl)､き付けるため､積雪量

全体を招うように､ julJ..),I.JllWでは3mX3

6了
I‑ ‑ ㌔‑/‑矛

･‑

∴二三＼き＼

＼

､レ

Maruyamal

′

＼

1‑ン

LJ7
I17r. ㌔

M aru.T30.n dlaD･

r:lLir

2

StLLd) ;ll･e三日11‑d polnt Of each plot

;斧警誓

lI{lrLthコ()り1

上汁トTifH.ライチ三7ウのf:LHJ地C')榊′1

Tilble i. Summary of surveyed plots
topog｢aphy

slopefacing to N

a一titude

㍗̲̲T=･̲.

plot

Maruyama

date

2370m

2000 8 ll

2410m

20008 ll

saddle

2360m

2000

Marunorldanl 2

saddle

2360m

Marunorldan1 3

saddle

2360m

Ma｢unorldan1 4

saddle

2360m

2000 9.8

Marunorldan1 5

slope facing to N

2370m

2000 9.8

Marunorldanl 6

sadd】e

2360m

Marunorldanl 7

saddle

2365m

Marunondam 8

saddIe

2365m

Maruno｢ldan1 9

slope facing to N

2360m

98

20009

20009

･.

2000 9.8
8

14

2000.9 14
20009

14

,.

rLdge extending to NW

･.....･,

Aburaone
MarunOrldam 1

2000.9 14

mの)J形Lメ̲を..二とてFiJ̲し､ 1mX lmことに9つ

た各調剤*̲の̀′f上lL‑をFlg

のコトラートにわけた一泊尾枇調査Ixiでは2

た〉 各調査l<の詳細を以卜に述へる｡

mx3mのノJJ形Lx̲を設置し､面横lmJの6つ

1)丸山調査区(Table2､ド1g.3)

3‑IIlg 13に′Jこし

のコトラートにわけた/丸薬2°1は丸山とその

3mX3mのr<側に設けた1mXlmO)9

r削"の乗越尾根に挟まれた鞍部で､北西から

つのコトラ‑トのうち､斜血L)Jのコトラ‑

rtJ Alに的LIOm､北東から南西に約20mに広が

ト(2､ 3､ 5､ 6､ 9)はハイマツからな

っていて､その

‑;1‑E;で7rl中旬頃まで残雪が

認められることがある‑

jL東谷では2mx2

る低木闇と草本Fl,lI.1,の2 I.Ill.1,からなっていたが､
他のコドラートはF‑l一(本II,‑)I,;のみでカンコウラン

mのノ川之【メを9ケFiJf設置し､おのおの1In

およびコケモモが人きな被度をrL1‑めていた,

xlmことに4つのコドラートに分けた｡各

2)油尾根調査区(Table3､ Fig ′1)

.朴仙J(.のT:r;i′r'.%Fig. 2に示した｡丸乗谷では

9 /)の調倒メ̲の1:,̲粒を敬′子二で示した｡

コトラ‑ト1､ 2, 6は低木桝とLr.‑･本l･,Y,I,o')

2層からなり､低木Ii判3:ハイマソとハクサン

朴仙ま.F.:Hl ,L川1 (20OO)と同様にフラウ

シヤクナケ(コトラ‑ト2)で構成されてい

ン:/ランケ法に/TJtい､各調剤iの各コトラ

たr r71:杏ll;L子ではコケモモの被度が一･:.rJ‑く､マキ

ート内に′ト育する帥物の種名とその被度を+

ハエイランタイがそれに次いでいたC

から5の6段階､脚立を1から5の5段階で
.Li録したJまたコトラ‑ト全体の植被率､群
̀■如).∴■∫さ､出現柿枚を.,己録Lた｡各調査区こ

との朋件結果は紳戊衣にまとめ､表操作を行
い粁淋Iifllrを柚JIJ, Ll=こ

なお表中の学名は原

則として粍Ill (19881に従った｡

結

果

"IM‑Lメの地勢概'22‑をTable lに､各調査い.
の調件糸zT米をTable2 ‑Table6に示した｡ま

Fig. 3

Maruyama pl()I

コトラ
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.1l I ll
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T;lble2. SpecleS ()CCurred in each quadrat and cover degree. sociablllty at

MZlrLlVanla
Quadral nulmbOr
Hetght of vegetaLIOn (cm)

Cr)ver of vegelaILOn (%)
Number of specleS
Character specleS Of assoslatlOn and
specleS ()f Phraqmltetea
P/mJS PumI/a
Vacc/nlum VJlI5‑1daea var mlnLIS

Compamons
Empelrum nlgrLIm ∀ar JaPOnICurr7
Deschampsl∂ CaeSPIlOSa SSP Orlenta/(S

DE,SChampsla flexuosa
CoptlS lr/fo/la
Ch amaepe,IC/ymenum canadense
PlnuS Puml/a
C/adonla Vu/CanJ
F7hododendron brachycarpum
F7hododendron aureum
JunlPeluS COmmunlS Var hondoensIS
SchlZOCOdon so/dane//oldes

T乙Ible3. SpecleS occurred ln each quadrat and cover degree ㌔()elabllity at

Aburaone
Ouadrat number
HelghTof vegetat10n (cm)
Cover o† vegetatl0∩ (%)

Number of specleS

Character specleS Of assoclatJOn and

つJ

3

つ L

2

3

2

3

2

Vacc/n/um v/I/S‑/daea var mJnuS

1

PInLJS pun//a

r
N
3

specleS Of the Phragmitetea

DIflerentlal specres of subassoclatIOn
Cetrarla erlCelOrum

Compan10nS
+

+

+

+

+
2

l

2
+

･
†

ー

丁

･ ｢ ･

DeschampsJa CaeSP/losa ssp orlenla//S

DeschampsJa I/exuosa

+

+

十

ー

1

2

+

EmpelrL/m n/grum Var JaPOnlCUm
SchIZOCO don so/dane//o/dos

P/nus pumI/a

C/adonla Vu/CanI
Rhacom/trJ Um /anug/n OSUm
Rh odo dendron bra chycarpum

一卜3､ 1､ :)､ 6の帥被･‑Jトは30‑70%で､

}トラ‑一卜1､ i)より小さな仲であったし

3)丸乗谷調査区

九来7nlでは北州HJH二1ケ1LJl (JL沖三才il ､2､
3､ Il )､乗越I毛根側のl‑:.ll‑f].に1ヶ所(jL水

子i5)､申ほどの′J､さな.lHlFいに2ヶ所(jL
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Marunoridan1 4 plot

なっていた｡コドラート1‑1､

1‑3､

1‑

4はイワイチョウが被度3と大部分をlLlめ､
ショウジョウスゲが被度2であった′

コトラ

‑ト1‑2ではナンクJL,マが被雌4とほとん
どをLll‑めており､アオノソカサクラが(昆きっ

ていたこ
②丸東谷2調査区(TEtble,1 ､ Fig

丸薬IF 1調剤j(二の仙川の調肘Xで･1.L･ 1J･.､】ウの

汁,.. ‑崩三F A..･ I ‑ '･汁.i̲F.1､＼㌫

Flg

6

6)

みからなっていた､: !fざコトラ‑トを通してイ

Marunorldan1 2 pl()I

･7イチョウが被度4とはとんとをrll'め､ヒu

ハノコメススキ､シラネニンシンが祐也+か
水Ti6､ 7)､向山Z'.rH二2ヶ所

りL乗芥8､

9 )とIT..1 〔)ヶ所の調肘<をnJ)LLiPr.7 L/た(FIE

他にキンス

ゲ､ミヤ71)ンドゥ.サワコケなとがみL‑'れ
たこ

i))

し1＼丸乗谷l調査区(TzlbleLl､ fJlg

ら1とわずかにI托きっていた

5)

北州川にとった調査lメで､ r事.一･本ItL･.;のみから

･3)丸乗谷3調査区(Table･1 ､ Flg

7)

JL乗7i2調肘ズの北山側にと‑'たF.JFE.〟.〜

M.trchl)()()1

rl.[･r

で､草JJEli.のみであった

I

LrI

:ライチョr)のf:LHJ地のfr糾

I)!J

エソホソイとサワ

コケがそれぞれ被度2から3とll:.11く､シラネ

ニンシンが帖度1から2であった

jL来'Til

朋利j(､丸乗手ト2.渦凧メと牲な:)､イワイチ

ョウはわずかにしかみられなかった
④丸乗谷4調査区(TableL主､ Fig. 8)
丸山のrlJ紬帥二【三郎'1した,,1ntl肘メ二でr+;,ー本間の

みであった

ヌマカヤが‑tl.'1位哩でみられ､イ

'7イチョウがその://(にIL:.'JL‑被丁空であった,̲

トラート

コ

ト2ではイリイチヨウは少なく､

FIE. 9

Marunorldani 5 pl()I

いたL

コトラート5‑3､ 5‑1‑L‑はコメスス

ナシマササが子Jif空2と乍⊃1⊃lt,lJかつた､コドラ

ート4‑,1ではヌマカヤは少なく.チンクル

7､イワイチョウがそれぞれ被度3､被度Z

キが被覆1であった̲

と多く､ ,･.I;にミネ′､1)ィ､エソホソイがみ

⑥丸乗谷6調査区(TablLi6 , IT151 1())

られた､､

丸乗谷のほぼ中央部にとった.,)/EJ肘<でr■:‑イこ

rl9丸乗谷5調査区(TとIbLe5､ Flg 9)

闇のみであった〔 {1号コトラートでハクサンボ

乗越J引馴IuのlL,'IJAiL了にとった調査区で草本層

ウフウが被覆2から3と損もI.:.rJAく､ヨソハシ

のみで､ナンダルマ､オ寸ツカサクラ､アオ

オカマが被覆1とその次に多くみJ'iLた,コ

ノツカサクラの壌'+̲flt木でLLT'められていた=

ドラート6‑1､ 6‑4ではキンスケがハクサ

コトラ‑ト5‑1ではカンコウランが被度2

ンボウ7ウと同じ被覆でみらゴした

と.L,I.JJく､イr7カカミ1〕キンスゲなと､を伴‑)て

ト6‑2ではミヤマキンハイ､コトラ‑ト()

コトラ一一

Tables. SpecleS OCCurred ln each quadrat and cover degree. soclablllty ilt Milru‑
norldanl plots 5, 8.
Quadrat number
He19ht of vegetatl0n tCm)
Cover of vegelatl0n 【oo)

Number of specleS occurred
Character specleS Of assoclatlDn
PhyJ/odoce

ン( a/P/na

DIffelentIal specleS Of subassoclatIOn
Empelrum nlgrum Var Japan/Gum

2

2

2

3

2

2

1

1

4

3

2

1

SpecleS Of the hlgher unltS
S/eversla Pen tapeta/a

1

Phy//odoce a/eulICa

1

TIIIngla a/anenSIS

SchlZOCOdon so/daI7eIJoJdes

Gentlana nIPPOnICa
Carex pyre17aICa
Compan10nS

Deschampsla flexuosa
Vacclnlum VIE/5‑(daea vat mlnuS
So/ldago vlrga aurea SSP /eJOCarPa I /apona/peslrlS

CoplJS trJfo/la
A gloslIS lateyamens/S

Lo/se/Cur/a procumbens

Carex b/ephar,carpa

1

1

2

1

2

1

1

十

1

2

2

十

2

1

1

1
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L
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〜

+

+

L

+

+

L

N

T

寸

+

十

L

十

+

十

十

t

i

7

L

L

の

十

〜
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〜

〜
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〜
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ドL男 lり11<lrLunOrldan1 6 plot

Fig 13

M(lrunOrldan1 9 plot

ロタテからなる背の.TLAいl‑.1本1･.,I,I.と､すすヒゲ

ガリヤス､コメススキなとからなる作の11tい
Ei,:本鞘の2 I.粥.のET,:本憎が認められた

よ‑)て

前者を埠本J百1 ､後者を草本1.L‑ィ2とし､ N･IY:[

で被度､鮮度を測定したu
コトラ‑ト7‑1､ 7‑2は･一一一りこl】l■･ilをr‑;,人

が1mほとのウラシロタテが被l'i;3をll】めて
いた̲

LJ,.･本JE,y:･2ではコメススキ､すすヒゲカ

リヤス､ミヤマアキノキリンソウが枇度1か
ITlg. ll ＼IとtrunOridan1 7 plot

ら3と多くみられた〉

コドラート7‑3､ 7

‑4はl l】.一･子の,l7,本I./.;のみであったが､その如
成はコトラ‑ト7‑l､ 7‑2のL';r本Il.･7.2とは

とんとr口lじであった｡
耳丸東谷8調査区(Table5､ r･11g. 12)

丸来待南東部にとった調耐火で,■.'一本八(.;のみ
であった̲

カンコウランとコメススキが(.r.･,?支

度を占め､ナンクルマがそれに;//こいでいた(,
耳丸乗谷9調査区(Table6､ Fig 13)

丸薬>ri8調査Ⅰズ̲の射剛の小さなTiにとった
調射̲互である̲
FIR, 12

Marunorldan1 8 plot

jL衆7.17調撫lズと1,･Jl肘二21･,l',I.

の草本lrty.1TがみられたⅠ■..r.本J･:･'i lは,I;r丈8(ト1()0

cmに及ぶコハイケイソウ､カラクサイノテ､

‑3ではイrJイチョウがそれぞれ被度1とヤ

ウラシロタテからなる1,1'L子であ‑'た､コトラ‑

i,多くみ),iL/た

他にはミヤマリンドウ､シ

ト9‑1はウランロタテ､コトラート9‑1で

ラネニンシンがLi,)のコトラートともにみら

はカラクサイノデが11之も多かつたが､ :1ドラ

れた

ート9‑2, 9‑3ではコハイケイソウが最も

7丸東谷7調査区

tTable6､ Fig ll)

九死fF申lJt.瑞の′トさなlIIにみられる調査rズ
である

コトラート7‑1と7‑2にはウラシ

多くなり､コトラ‑卜9‑2はコハイケイソ
ウの被度が4とはと,'LとをIZlAd)てい/= ･一.'･イゝ
llB2はショウショウスケがll:7JAL､被度でみLt,

62

N().6

Bull Bot Card To)′ama

れ､イrJイ+ヨrl)､ハクサンイチゴツナギが

典型申群集においてハイマツの村一牝により?.Tf

://こいで多かつJj= llLr.JA舛数はコトラ‑ト9‑

間の空いた‑■/地に初],tjJlHとして出現する('rr:,

2が日印と多く､ミヤマアキノキリンソウ､
ミヤマタイモンシソウ､ミヤマキンハイ､シ

ラネこンシンなどがみられた=

脇1985)群集である
丸乗谷1､ 2､ 4調査Iメではいずれもイワ
イチョウが高被度をlJl.めており､イr7イチョ

ウ､ショウショウスケを標散村とするイワイ
チョウーショウジョウスゲ群鮭と推<,Liした
考

察

(Table41｡イワイチョウ‑ショウショウス

各調査区の群落の分類

ゲ群集は東IJ lLFl,lJ.山帯から.L,I,lJl l備にかけた積やか

帥/+I.渦作の*.1.ILK‑よりまとめた組成表は表操

な斜面で､融雪が遅く,拭いスゲ泥朕を形成

作により群掛rLl:,を抽出し､以Fに述べる群

する:/‑̲地に.L日.硯する粁√茶('F･'.rl協1985 ;藤原

Ji主をJ)/智旦した

1990)とされていて.日本海側の多̀=rI地に広

九両..朴肘メはf毛根状となった丸山北西斜面

く分AJ'し､ ､Jl.JIJにおいては弥陀ケ丁,UTtから室堂

のr‑lr,11に(:IーHfHJ､絃性的な立地条件と考えら

まで広い範囲にみられるものである｡ :/A.地に

れる

この調付火では低木頓でハイマツが優

よりヌてカヤあるいはショウショウスゲが傑

llIL､ EL.11<l.:･',;にはコケモモ､カンコウランが

占し､さらにイワイチョウ､ナンクルマ､シ

兄L‑'iL､ ′､イてツ､コケモモを標徴種とする

ョウショウハカマ､タテヤマリンドウ､ミヤ

コケモモーハイマツ群集に分類できた(Ta‑

マ1)ントウ､キンコウカなどがIlLと/1:する(藤

blL､2'コケモモーハイ7ツ群集は日本の高

原1977, 1990)′

llliIlFl/J H';を代人する群落であり(宮脇他

2r手の北四部の凹地で融I‑i‑;が遅く..LIJト,た､■IJ.地と

19とミ3 ;申fJ IL)9();11､柵叶,､即勺には亜高Llr針

みなされるが､丸乗谷1朋創*ではイワイチ

央It樹林であるコケモモ‑トウヒクラスに入れ

ョウが優一tiするもののナンクルマ､アオノツ

られている

り､野1977e)｡丸山調査し束は低

ガサクラ､キンスケがl湖攻度で分イIJするのに

1､1】.､･1.1が2(卜5:X･mと樹lrLZ.,JAが低いハイマツのみに

対し､九乗谷2調ノ糾メではほとんどがイワイ

きちわれ､植帖･‑;,が1000,0近くで､耽群集の区

チョウによってlllAめられ､よりtt.llJ'･つた:/I.地と

/Jli.T,がHijめL‑,iLないことから､コケモモーハ

イマツ1,RlJtの舛竹rH潤一集と考えられるこ

考えられるっ

丸乗子羊1､ 2調査L*̲は丸薬

これらにkJして丸乗谷′l E.朋]ilメ

典型

ではヌマカヤが;:.L】披IiLをしめ､ヌマカヤに昭

･附Fl lJJは柁拙日)Ltの風的地に成立する群落

われていない挑分はイワイチョウ､シラネニ
ンジンがみられ､

(ll:'U,払1985 :中日1990a)である,J

これに刈し,lhj亡帆洞耐メ̲より急傾斜の尾根
1に(lllii■■=ノ､ jLLrr.洞創六とriijじく低木層はハ

部にはナシマササも1L1人

しているので､丸乗7.11､ 2.洞糾メに比べる

と乾いた､J/̲地であると考えられる

イマソがf凱I一一/rいるが､草本闇でコケモモ

これらの調査lメにr刺'i'Lているが､ JL乗fi

にニ//こいで‑､′キハエイランタイに花われてお

3調査Liはエゾホソイが人.F･,EこLJlhをllT‑め､エゾ

り､他にシモソ1)コケ､ユオウゴケなどがみ

ホソイを標徴確とするエソホソイ群集と考え

L‑'れtJ

られたITable二日

よ‑'てハイマツ､コケモモを榛敬

エソホソイ群tjーは['.■川子

川,､てキ′LLイランタイをLll傭態のLメ分樺と

.tEI7･l京に虹ti/̲し､ r雑巾f:rが｣ヾJl!,izの粁範であ

するコケモ‑T=‑ハイてツ群集のマキハエイラ

る(宮脇19851 1L来fi3朋付火は高Ir.･jt.1日l･li;.;

ンタイrHLJFJlJーヒllf‑I,Liした(TとIble3)〉

マキハ

とは考えられないが､ ;Tf/J=地形でjL乗fi2

エイランタイ帖rn lJtは凪衝､ r;rZ.倣､低JIVLの厳

.ijEJ創*よりもf.lJll=潤で､土†之も迎くまでr;が残っ

しい'lr;(.'日出やJl】lJ.いに,ILL.現し()こ野1990C)､

て..Ldl針二似た粂什であるため､融Ifl.後は･IrZ燥

＼t̀"･(h̲,Hul

【 lH･.上川l

する､■/地に成､■/するイワイチョウーショウシ
I ,1/スナ約lJJに杵わつてHJ.土光していると考え
:.JL

ti :i

ライチョウの帆J地のlM〝

ヤマアキノキリンソウ､コハイケイソウ､シ
ナノオトキ1)なと'が出fILLた

しT(lble61r,

このうちヨノハシオカマ､シナノ寸トキりは

二

jL爪アキ5調付l<はオすツカサクラ(コツカ

･抄̲.T.),･]山広葉.I.■･二原のクチャてアサミーホソハト

サクラ)の被性がIt.':]くみられ､コツガサクラ

リカフト群範の識別柿であり､ハクサンボrLJ

を怖附tT･とするコツカサクラ肝[]tと推定した

フウ､ウラシロタテ､コハイケイソウはタテ

(′1､;lblc5 )コノカサクラ肝範は融I‑ill.'時期が

ヤマアサミーホソハト1)カフト/rIILの1‑搬iil‑

JIiく′E f川川E,)を畑して‑泌E芸】な‑:lL̲地にみられる

f:Iーであるシナノキンハイーミヤマキンホウケ

梓川lT (脇1985)で､ノr.'｢il稜′ト低木群落を

秤目)の構成稗である(Table6､タテヤマ

代ノ､するタカネヤハスハハコーアオノソカサ

アサミーホソハトリカブト作r肘土中.■'.ELlH.lf.の

クラ1.q'肘二種紬戊が鮒以しているノ

この調査

11本海側の標一台J2350m‑2日2()mのJ/ケカンハ

ⅠメはjL恥fiの南側で乗越尾根の風背脚Jの斜面

域からノ､イてノ低木林土如) E川H Jllr:､ ■川EJ.'.]

rに(､■′｣iLll L､敵̲!｣'時期が適い立地と考えられ

辺草唱もなと､にはく/JJ(/rける(I.,r:JliJ', 1985､小

る

杵l,l'kfよオオノカサクラ(コツカサクラ)

利1990b)Jよってこれら3‑)の調肘メは群

を卜休にナンブルマ､アオノソカサクラが混

集標徴稗であるタテヤマアサミはrLl'.現しない

′r‑し､ショウショウスケ､ハクサンコサクラ

が､クテヤマアサミーホソハトl)カ‑/ト粁lL

なとがみられる()ヾ野1977b;宮陥1985)

と推rii三された｡

JL東谷5調査はではナンダル

以卜のとおり植ll:調査の締り土か仁,JLrH調1E

マにオオツカサクラとアオノツガサクラが混

lズ̲､油尉朋対査[メ̲はコケモモーハイマツ群

/l L､他にコメススキ,タテヤマヌカホなど

集､丸乗手.11､ jL乗fi2､九鵜7日朋何メ̲は

がみLl)れた

イワイチョウ‑ショウショウスケ群lJ､､丸爽
'f.13調査Lくはエソホソイ肝lR､ )L水fi5調作

とされている

JL束子i8朋111I才は九山南曲斜1机二引き続い
た附蕗で､ JL山で榊'J潤食を才】‑った.i.:田･吉

L*.はコツカサクラ群集と抑',Liされた

日(2OOOJの調417Zjl9とほほ同じ組成であ

8調脊lj(:はタカネヤハスハハコ‑アオノツガ

る.カンコウラン､コケモモなと群箔の高さ

サクラ群集カンコウランFll･肝IjBであると考え

が11tい竣′l快心が傑rlfしており､テンブル

られた｡九束子i6､ 7､ 9..j一帖トは｡HHlitJ葉

マ､シラネ二ンシン､イワカカミ､キンスゲ

trTll.原でタテヤマアサミーホソハトリカp/ト群

なとタカネJrハスハハコーアオノツガサクラ

集と考えられ/た,このようにJL水fFは狭い地

肝TJ三の…̀紺J純が現れた̲

よってこの調査区は

域でありながら､ 5校蚊の約‑1Jーが..ll.められ

カンコウランをIiLl潤一艇のlズー分稗とするタカネ

た｡これは丸来Tiが乗越拡1･11の帆l･側の門地

17ハスハハコーアオノソカサクラ群集カンコ

で‑I子が吹きだまる場所である

ウラン･Lllt.rl lJSと才ft',ELた(Table5)｡タカ不

四部の門地､ ･日はとのIJL南側の,I.I,lJfrなど微

ヤハスハハコーアオノツカサクラ群集カンコ

地形が異なることにより､ iとして敵f.'の速

ウランLllL群Ijtはlf,,‖矯4‑̲低木群落に属する

度に違いが生じることでこれらの押黙が成､'/こ

が､カンコウラン､ミネスオウなどが優占

するものと考えられるJ

し､よ:)[に燥した:IJ地であり､ 11円観的にコメ

ライチョウが利用する植生
1.夏期に利用する植生

ハツカサクラーミネスオウ群集の風衝填生低
木符l l行にJ,ll.似している(人野1977b)二

九範'li

そのなかで北

ライチョウは7JJ L旬から中仙二かけて紺

九耗TF6､ 7､ 9調射*.では､ノ､クサンボ

が鵬化し,火を邸れて縄r]1､りを附fi■jLて､雌

ウフウ､ヨツハシオカマ､ウラシロタテ､ミ

は雛を連れての遊動̲/1三活に入ることが加られ

No.6

Bu)I B()t Card Tor(1m(i

tH

ている

t1..川l̀.≡.川r)l究会1993し室廿1'では

吉田200O,,｡ ‑,1.JlU.浅川J l2000)は丸山の柳

7lJlllはハイ､'ノ林内なとに作られる巣に近

生調査を子Jい､ LJl偵部のハイマツ群l■#とその

い糾Lj｣､LP)であった地)I.し

ないしはその周辺に

同岡のカンコウランなどの楼/LlltイJFrl'#が冬

とどまっているが､雛が大きくなるにつれ遊

期の採糾地点として利用されているとLTIrJiiL

動抱囲が広がっていく｡室貴平では8Hには

たこ

斜rrlr卜,J'EF;に,‑;,地が11､がる地点で度々ライチョ

斜面に位帯し､冬期に北西の季L汀JJ札にrJjiくさ

･')が桃'祭されている(富山雷,t']J研究会

らされる場所である, 2000'il'13 Jlは'i=̲J･:; 1'‑は

1993) 1999ll‑のfl雛期には大谷左供､乗越

例年よりも積雪立】ガ多く､象いL'‑に..貨iFJ'され

は根l.I.Il, /J(水Tiで雛連れの雌が観察された

ている積I̲tjl観測日ポールによると3日1811の

('L:.;rlz'山.1湖11悦公私f【i)｡今回調査した九乗谷

桔胃は8.3mであった(富l日.ll.ruTJ｢究公私

は卜..Liの地JL･,とI'rlじく､台紙期によくライチ

信1〔九山北lTLIJ斜面ではrlJjじHに､ Tllりt;根で

ーJrl/が糾'祭される場所の

は‑.),,JJ9Uにそれぞれ露出した帥物粁T■蕗で､ラ

つで､調査を子Jつ

た2()()()1I･ 8日11日には九乗手i北酉部の丸乗Ti

l調かlメの日出で､恕臣3.J‑)を連れた雌が採糾

今回調査を行った丸山調剤メはjLrH北llLzJ

イチョウがカンコウランとコケモモを抹糾し
ていた

し',riJ‥l'EH'獅沖究会私信)｢これら九Irr

しているのが糾'mきれた｡この雌個体は標識

北lFq斜血と仙F毛根の2つの群落ともコケモモ

により個体.‑削りがLりfJEであり､それ以降も8

‑ハイてノ荊集で､油尾根調/約六ではより･:.i

日rいはE',)じ場所で放度確,,.ll)きれた(富山̀,打一rさ

燥Lた ､■/地にIEIJ,規するマキハエイランタイ亜

IlJl'/JtE三モ

群集であ‑｣た

仏イ‖ノ

よってこの個体は育雛期には

ライチョウの1.1一本純である

IIl'[; lrJJ(二jL束fi 1 ,IJMtlJ:̲1.j近を利用Lていた

LlLg''lW 〃MILnはアラスカでは､カハノキl,.j!.:千

と考えられる

また丸薬谷1調査Lヌと同じ榊

ヤナキ蛸の低ィ､の冬芽や枝､コケモモ).lIiやヒ

と考えレ)れるjL麻Ti2､ 4も利用している

メシヤクナケ),rL･;の柴を冬期の̲iA̲な糾としてい

と考えられた;),jHl他(1964)によると北ア

て(Johnsgard 1983)､室生､‡′のライチヨ,IJ

ルプスの爺ケLfEにおいて市雄柑jの雌はアオノ

はカンコウラン､アオノツカサクラ､コケモ

ノ1Jサクラーチンダルマ7.qp満とカンコウラン

モなとの′.r;.,q'.JL(接/r lltl､の枝紫をi一に掠糾して

一二JメハノカサクラlFFT裕を才宗糾､休息場所と

いることが純賀ミされている(I.F:川rL.Zl.I:ゝ研̀'JE三ミ

/F

して利川しているという

このアオノノカサ

1993l ‑ /,llりの調でたで九日IrIJIMTIL火ではカンコ

//ラ‑ナン'/ルて肝満はアすノソカサクラ､

ウラン､コケモモ､油尾根調′糾メではコケモ

+ン'/ル7､ミヤ､'キンハイなど雪目種牛11t

モが【'.'.11被l空で/fTイIiしていることがqlr..FLJさiL

イJnll蕗のタカネヤハスハハコーアオノツカサ
'/ I//,tH)ーの川hk印が廿日‡LL (:).jH1 1964)､タ

′二

ライチョrl)は季節や排の牡fT段r桝によって

11ネヤハスハハコーアオノノカサクラ群集に

柄/七を使い分けていて､ Flのff秋期にイリイ

州LFJlするものと考えられる､よって丸栗谷に

チ∃T))‑ンヨウショウスゲ群集､タカネヤ′､

わいてはJL束子i5調利くと丸束子.18調肘メ̲ち

スハハコーアナノツカサクラ嗣fji‑､コソカサ

利川されrIいるとJli',LiさiLる

クラ析ijくを､ 'imJにはコケモモ‑ハイ｢′ /lFl

2.冬期に利用される植生

集を/I̲Hrlの拠山として利川していることがI)1

'4‑川Jの'‑:､･:‑ 'I'のはとんとの地域は5 ‑ 6m

らかになった

/,､綬さらに調布をすすめるこ

u)多:E;のfiliJI,二二千1ぢわれているが､丸山､乗越

とでライチョウが/i HT.lil/1号椴に掩って利川す

l亡根､ /tFIJ引Liなと故地,E.Ll､では地形および帆の

る帖'+が解明されていくてあろう

:,:三三才■L'で'l‑が1糾)にくく､ fl1EI'Fが立話‖ける場所
とな‑)ている(,.rrlhH.1州'Jtiさ1993; EL.:lTJ ･

本村)のf'l戒に､L'T :) ､ hl]I‑(I,'Jl,･; JIJ･校数▲‑1抑】雌

【i冊卜にはJi.'JlE.ほ11‑.‑.)lLいただき､ i'いやなこ助

Ll;lrCh2()()1 1 Hl.吉日1 :ライチョウの棲息地の柄′1

日をいたたきましたIE,･lIくお礼申しL̲げま
す′

また､私ィ.‑.として観IiT,.き記録の引梢を許liT

版口本植[+二便弘.うf丈先.
中村幸JL 1990a.掛軸｣例ilt樹低木林. 'EL;,
脇

された怒,'山前烏研究会に感謝いたします｡

(;.I)

昭･奥Ffは俊

り禰親). H本桃物井r'

落図説. pp.3461349. 1さ丈茸'!.
. 1990b
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富山県フロラ資料(5)
大原隆明･橋屋
lJJI,rTT,‑,いIJt帥物園

〒939‑2713

誠

吉川ll,[.1,婦負郡村Il'lIrH一平日17,12

Materials for the Flora of Toyama (5)
Takaaki Oohara & Makoto Hashiya
BotanlC Gardens of Toyama.
42 Kamlkutsuwada. Fuchu‑mZlChl, Ne1‑gun. Toyama 939‑2713, Japan
Abstract Through our field and herbarlum Surveys. Six taxa are newly recorded
ZlS members of theflOra of Toyama Prefecture They are AperEL lnle･rnEIWL, AI(,(,nEL‑
rLE､ (,rtITe仰､. Le･pT('(hlntl (hlfL川帆Rhvn(‑hoslmr{I fabeE. LLLdu,LgEEl ePl/(,iu(Nd'ノ､ Subsp.
gre･fJtre･yrLL , P〃renTLLtelluL HSC''SEL. Although ELESlel･EElL "tellElla. ML( l･(,CLLrr,(JetL nunlmEL and

伽JJ7〃YTemEL ELdef7〃CtLulLim were reported from Toyama in llterature, none Of the

specimens on whlCh these reportsとIre based has been unfortunately extant at

present The occurrence nf them in Toyama is confirmed on the base ()f spec1‑
mens cited under entry of each taxon AddltlOnal localities are reported for Euph()r‑
/)LEI JtlluLne〝.M. and uTT7(･LLlEIrElE (･aerulelL. Which have been known from only a few

locallties and not collected for the last decades in Toyama Specimens clted in
this paper are preserved mainly in the herbaria of the BotanlC Gardens nf Toyama

(TYM) or Toyam(i SclenCe Museum (TOYA).
Key words : Flora. new localities. new records. Toyama. vascular plants

fXi粗目′[然保誰局野生生物課が今年度｢改

欠である｡富山県のフロラに側する基礎的な

E.i ･ H本の絶滅のおそjtのある野生生物植物

資料としては富山県植物誌(人目ほか1983)

8維竹山榊物｣ (以下､ ｢環境庁レノドチーク

があり､太田(1996)はそれtlr埠19951EIまで

フノク2000｣と省略)を刊行するなど､人間

に新たに県内に産することが判LlJJLた種相を

tlI動による生物種の急激な絶滅や生物多様性

挙げている｡さらに人｢rr (1997, 1999,

の保̲/Ltに対する関心が急速に高まりつつあ

2000)､イ1‑須(1999, 200O)､中川(1999)､

るJ地jiL'T治体レベルでも､ 15以上の都府県

大原ほか(1996)､大原･中日1 (1997)､人

で各地域ことのレソトデータフノクまたはこ

原(1998, 1999)なとが､ 1LJJl一次々と'l.二川zl,r.ll

れに緋する=版物が刊行されており,他の道

所産分類群を報告していて､ I.I;TrllLIE1.‑のフUラ

咋川T:でも発刊を予'jliしているところが多いC

の解明は途上にあるといえるし,

.lrlLL.iでもレノドチーク7､ノクの刊行を準備

今回は､ホソセイヨウヌカホAr,er̀L 'nT',r‑

中であるが､レノトテ‑タフノク作成のため

ruplE (L) Beauv.､オオススメノテノポウ

には地域のフロラに関する情報の収集が不可

All)pecuru5 PrtLlenM L ､アセカヤLepl〃(･hI''EL

Bull Bot Card Toyama

Lid

＼(). 6

(hlnt"1㌧Jl(L) I(ees､イトイヌノハナヒゲ

ものは､花序の枝が短く､‑[こち上がる､卜)jの

II/nJt(/MVẀL fELbel C B Clarke､ウスゲチ

屯頴は無菅である､約の長さが0.3‑0.4

l rLjジタテ

LJÌ/ulLtql(J叩JhbLOEdes Maxim,

mmであるといった,E'･.がTutin (198O)の

subsp LqrP̀Ll/(,lJJ LH Hara) P H Raven､

Apera LnternLlmの特徴とよく･致するもので

セイヨウヒキヨモギpltre,lZTIE亡ellEa 17.Scot(1(LJ

ある｡また､富山市科学丈化センター標本庫

cZIruelの6 /)r類約を/F詰り｣県所産植物として報

および金(l!)く学標本峠(KANA)､如L;捕;lll二

;■rする,このうち､イトイヌノハナヒケは既

人学牧野標本緒(MAKlには､ Iq内で織ら

に標本が採LJtされていたが､他種と同定され

れた本種の標本は収越されていなかったが､

ていたためにIbは;i‑がなかつたものである｡

金沢大学および東,liLt都:/̲人判二はヨ‑ロノバ

ミスネこ)ノオ

Mur;llil､

F̲lLVrJ▲fIlH .lJellala (Lour )

ススメノハコヘMLCrOCarPE7eEL

やロシア症の標本があり､ /沖E'EiL'Ll｣Lt.しで比い

出されたものとよく

汝するものであった′

I"llMHt (J K()enlg) Merr､マルハノサワト

今回見いたされた′けり山ま新湊巾Jの海浜のIlLi

･l/カラシDL,Ill()ttt･m(I Elf/enlJHLu/LJm (Maxlm )

め立て地で､外国紙の船舶のIlH入りが激しい

′1､ YilmaZ

は文献lの‖己録のみで､その根拠

富山新港に程近いヱl;分であった〕た,榊には宵

となる標本が柁されていない(ススメノハコ

山県内ではこの周辺にしか兄い出されていな

へばIJ'iL..が桝,7･三さjLてい/J':)が､今回確実な

いハナウシオツメクサ､ウラジロアカサとい

′r fj‑地を恥,LJ.Lf=Uつて糾;J.する｡また､富山

った外来の椀物も多く､海外からの貨物の移

Il.州では放F ll HTJに抹IJーされ､その後生育が

動に伴って偉人したのではないかと推測され

qlF,.思されていなかったシナノタイゲキEuphor‑

るC

/)/EL 〜/lmunL,711日

ホサキノミ

L

T. KurosaWa et H Ohashi､

ミカキクサ

uTrEtulfLnEE Caerulea

については､新たな白/ll‑地を確認した｡

ィ､附:I,で･川目した標本は､おもに富山県中
I)t付l矧･lil標本伸･:TY＼1㌧富山市科学文化セ
ンターーf別ilrlL LTOYAJ

に収蔵されているc

lリ､卜の‖己述の小で､各地のレノドチーク7

ただし､個体数はそれほど多くなく､本

年度同地を調査した時には碓認できなかった
ことから､一時帰化で終わった叶能性もあ
る,

参考標本:富山県新湊市il'1f ]A̲lfrJJ,人丁,GL,l逢
明, 1999.6.21 (TYヽⅠ4654)

2.オオスズメノテッポウ
IWlllenstS L

A/('I'e(urtL､

イネ科

富山県新記録｡本棟はヨ一口ノバからアジ

ノクがIJ=Hされているが､初.LtJ,以外は都府県
I(Iu)みを..Ll述L､削Y,井および発行年を省略

ア北部にFLLl二する多11=‑･':.で､ Fl4こでも如日

することとする.

本､北口本をrfl心とした路地に野/L化してい

1.ホソセイヨウヌカホ
(IJ Beauv

Apera Enterrupa

イネ科

ら(･Rl.[]本野̲4:ヰ二物Tln:究センター1992)｡ '.Lこ,.I

山県周辺地城では糾イfiJlJ.lI (池J ･石()i

:I.IIll).し新..雌JT(本柿はヨ一口ノバ中部から

1986)､長野県(L'j什1997,､岐(.ち‑Lt.1,‑ ((附1

一イl ･';re､岡山県(狩

本野Ji:.生物研究センター1992)に‖己錨があ

ITl ･ ′卜,L:‑I 1986)､ 1く灯Lt.1JlLl井1997)､神

るが､北陸地方ではまた知られていなかっ

!JH‖E),(.川糾い1992､への11:1人が報告されて

た

いるが､ Elヰこ終地のf桝勿.止+ir一にはほとんど取

がIl‑IlTT仏̲Ill.lJ‑‑で採集Ll･11')iiLf= Jで､li附に̀翁:

りlけLt)れてiうらす､作目ノ､)の既知1産地は少な

照された標本に基づくものである‑̲

いよ})である

利権としては日本にFi/tするセトカヤ

アシアJJLJ.肘二日'lする

イJ.FJこのものとしては､他にセ

今凶の戟打ま､水比市イHiの中川完

氏

本杭の人
A

イヨTIJヌかJてJ VME1‑1川TL (L) Beau＼′のり

J'LlWIMLL､ Steud.などがあるが. /IIHト山､f=さ

4､‑a)1,1人が加L‑,れているが､今回報告する

れたものは､屯頴は冒蔓がなく1くさ5mmHli

MとIrL･h 2()()1

人原･橋尿:富【LJ県フロラ資料･L‑1､

t
:
:
.
.
!
.
杏

後､先端は撫苦で聞出せず漸鋭頭である､竜

▲≠‑

骨と服し二に良さ1mmほとの柔絹毛がある､

細長い｢朋t状であるなどの点がClarke(1980)
のA I〝tLTenMの特徴とよく一一致するo

また､

.LL日脚学文化センタ‑標本庫および金沢大

学標本姉､東京都､L/.大学牧野標本館を調査し
たところ､いずれにも富山県内で得られた標
イ丈は収機されていなかったが､金沢大学およ
び如:l:那.li大学にはH本桓】内や海外の標本が

収成されており､これらは今回富山県で兄い
出されたものとよく一一一致するものであったo

申川代によれは､ /㌢同の探集地は数年前に完

=ルルwM附仇川

外掛ま卜緑郁1/3が合着する､花穂は密で

( /)I

成した舗装道の路傍で､数年前までは数キロ
離れたところに牧場があったとのことであ
る,J

本棟は英名では̀Meadow Foxtail'と

呼ばれ､日本でも明治初年に牧草として導入

il

I

されたものが連出した(久内1950)とのこ

とであるが､本県への侵入経路は不明であ
る｡本件は一一見したところ､富山県にも多く
野Jl一化しているオオアワガエリphleum

FIE. 1 Lepl(Jthl''tHhtJ7enSES COllected in Shin‑

minato City. Toyama Prefecture(TYM
4655). Scale indlCateS 5 cm

lWul('L､', IJにも概形が似ていることから､県

r^)の各地に侵入していても気付かれていない

どの特徴がアセガヤとよく

lll‑fllE性がある｡

ったため､本種と確認したC

参考標本:富山県氷見市化生寺繍越,中川
I,ii一, 2000 5.2

3.アゼガヤ

Nees

tTYM3394)

Lepl('chlòL ChLner7SIS (L.)

イネ科

一致するものであ
後H､高木氏の

案内により採集地を訪れたところ､現地は過
去に湿田が広がっていた住宅地で､水路にf行
った路傍に数株が/f:̲育していたo大井(1982

a)によれは､本棟は本川‑九州､中臥

イ

富山県新記録o新湊市在住で富山県中央植

ンド､オ‑ストラリア北弧二分布するが､本

物園友の会ボランティアの高木末吉氏が2000

州での分布は南に片寄るもののようで､卜粁

年の秋に自宅周辺で兄い出した植物をアゼカ

(1991)や㈲日本野/i:生物研究センター

ヤと同',EL､生植物を植物園に持ち込まれた

(1992)でも福島県一新潟県以北の地域には

(Fig.1)o

日本産のアゼカヤ環は､アゼガヤ

プロットがない｡富山県は本社の分布の北r''d卓

とイトアゼガヤL panLCer一(Retz) Ohwi､ハ

に近い地域に当ると考えられ､ [1‑JJr県(1;Jrr

マガヤL. m̀L/abarLC̀J Veldkamp､ニ7■イロア

県絶滅危倶植物調査会2000)､新潟県(([1J111

セカヤL ELnLnefVLtL (Presl) Hltehc (神奈川

本野生生物研究センター1992)､長野県日Ll

県に帰化)の4種が知られているが､今回持

井1997)､岐阜県(働日本町̲LJ:.生物研究セン

ち込まれたものは､葉鞘は熊毛､小穂は4‑

ター1992)に記録があるものの､石川県で

5佃の小花からなり帯赤紫色で長さ2.5‑3

は情報不足､新潟県では現状イく明とされ､長

mm､外頴は全線で先端は苦状とならないな

野県では過去に長野市の1カ所で採集された

No.6
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のみであるなと,､確実な情報の少ない植物で

参考標本:富山県新湊市堀岡,高木末

ある,J ff･日日市利学文化センタ‑標本庫､金沢

吉, 2000.10.ll (TYM4656) ;富山県新湊

大や標本蒔､束京都iL!‑Jt学牧野標本館にも､

市堀岡,高木末吉･大原隆明, 2000.10･13

..Ll悦雄の標本は全く収蔵されていなかったo

(TYM4655).

これらの標本庫に収蔵されたアゼガヤの標本

4.イトイヌノハナヒゲ

のjJ

はた1′洋側のもので,日本海側で採集

ke, C B.Clarke

Rh).ncJ705P(Ira fa‑

カヤツリグサ科

されたものは富山市科学文化センターに保存

富山県新記録｡ 2000年の10月上旬に､中新

されている新潟市で1962年に採集された標本

川郡大山町の湿地で全体が小型で繊細なミカ

(池l義信55153, TOYA41576)が1点と､

ブキグサ属植物を兄い出した(Fig.2)｡この

会1)りく学および牧野標本館に保存されている

植物は､葉が幅1mm未満と著しく細く､イ

I.'上根

県

産

の2点(MAK239831,KANA

トイヌノハナヒゲまたはコイヌノハナヒゲR.

58792)だけである｡いずれにせよ､今回確

fELJtLana MaklnOと思われるものであったが､

認された本県の生育地は､日本海側に現存す
る放少ない産地のうちの北限域にあたるもの

/ト穂は長さ4.5mmほどであること､果実は

とJfえられる｡なお､本種は滋賀県(滋賀県

ること､刺針はやや太いことを確認し､本種

柁泣LNl環境部臼然保護課2000)では保護上

と同定した｡本種には刺針の形状が異なるい

市E実な杵､東京都(東京都環境局自然保護部

くつかの品種(ヒメイヌノハナヒゲf.ume‑

1998)では希少種としてリストアップされて

mu,EEe Ohwi et T Koyama､ネズミノハナ

広倒卵形で柱基を除いて長さ約1.5mmであ

ヒケf e.rLguEL Ohwi et T. Koyama)が知ら

いる

れている(北村ほか1992)が､今回兄い目

したものの刺針には細かい下向きの刺が鮒二
あり､狭義のイトイヌノハナヒゲf.fabei

にあたるD富山市科学文化センター標本庫に

は本棟と同定された標本は収蔵されていなか
ったが､コイヌノヒゲ(イトイヌノヒゲ)
E,,̀,(aulon decemj7orum Maximの名で整理

されていた標本の内の3点(TOYA45858,
45859, 45860)が本種と考えられるものであ

ったこ

これらの標本はすべて同一産地で同時

■■■一■l

に採集されたものであったが､ラベル上の若

き込みから推定すると､今回本種を採集した
場所とまったく同一地で採集されたと考えら

れる｡金沢大学標本庫および凍京都在大学牧
野標本鯖には､富山県産の標本は収蔵されて
いなかった｡大井(1982b)は､本棟は本州

‑九州､朝鮮半敵中臥

ウスリーの低湿地

に分布するとしており､ (Rl)日本野生̲Ef:̲物研究

FIX, L' RInv'hnvmrLL flLbL,1 COlleeted in
Ohyama Town. Toyama Prefecture

(TYML1659). Scale indlCateS 5cm.

センター(1992)も東京都､神奈川県など8

都府県以外には全国的に生育地があったよう
に記しているC富山県周辺地域では各県に■‑Ll

March2001
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録があるが､イ11日県では絶滅の危険がある植

であり､これらの乱獲による維滅を防ILする

物とされている｡本種は､環矧テレノドテ‑

理由で産地の詳細な記述を差し控えたい｡

タブソク2000には絶滅の危険がある植物とし

参考標本:富山県上新川郡大山町,大悦隆

てリストアノブされていないが､高知県(高

明･中EEl政司, 2000,10.6 (TYM4659) :

知県牧野記念財[41 20OO)で絶滅種とされて

富山県大山町,布村JJ

いるほか､茨城県(茨城県希少野生生物保護

(TOYA45858, 45859, 45890)

対策検討委員会1997)､埼玉県(埼玉県環境

5.シナノタイゲキ

, 1993.8.25

ELLl'h〃rbta JhLǹmenSL▲‑

生活部自然保護課1998)､千葉県(千葉県環

T. Kurosawa et H. Ohashl

境部自然保護課1999)､東京都､熊本県(熊

料

トウタイグサ

本県希少野生動柄物検討委員会1998)では

2000年の春に富山県婦負郡婦lH町のLj与′】;J丘

絶滅の恐れがある種または希少種として取り

陵で､タカトウダイE /a.u()cELulu BoISSに似

扱われている｡富山県の場合も､本種が確認

た植物を兄い出した(Flg.3)､､日本産の春咲

されているのはた[=1カ所のみであり､その

きのタカトウダイに似た植物としては､シナ

生育地が遷移の進みつつある小湿原であるこ

ノタイゲキ(Kurosawa & Ohashl 1994;1)､

とから､絶滅する危険性が高い植物の一つと

アソタイゲキE. pek'nensE､ Subsp. al''e'ZSt､

考えられるo

なお､今回採集した標本および

T. Kurosawa et H. Ohashi (Kurosawa &

富山市科学文化センター収蔵の標本の採集地

Ohash1 1994b)があるが､茎が無毛からイft

はfI述のホザキノミミカキグサと同一の場所

で草丈が低いこと､雌花の子房の突起は円錐

形ではないことを確認し､今回得た植物をシ
ナノタイゲキと同定した｡ Kurosawa

&

Ohashi (1994a)は､東北大学(TUS)､東

京大学(TI)､東京都立大学牧野標本館
(MAK)､国立科学博物館(TNS)､信州大
学(SHIN)､愛知教育大学(AICH)､京都

大学(KYO)に収蔵されている標本を調査
し､そこに含まれるシナノタイゲキの標本を
列挙しているが､富山県産の標本は1903年に

八尾町深谷で採集された採集者不明の標本
(MAK) 1点のみであるo

また､大高(1994)

は池上義信氏が富山県下新川郡宇奈月町で
1955年および1958年に採集した標本3点をシ
ナノタイゲキとして挙げているが､これらが

富山県産の本種に関する全情報であった｡す
なわち､富山県産の本種の標本は40年以上得
られていなかったことになる｡

ところで､本種の富山県産を確認した樺会

に､富山市科学文化センターに収蔵されてい
るトウダイグサ属の標本全点も再調査したと
Flg

3. EuphorbLa ShLnanenSLS co一lected in

Toyama City (TYM4658). Scale in‑
dlCateS

5cm.

ころ､タカトウダイと同定された標本の内の
1点(TOYA23307)およびナットウダイと

N(1. 6
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rl.∫,/iiされた標本の内の2点(TOYA

Kazui, 1979.5.10 (TOYA18421, 18422) ;

48307, 49812)が､本種と同定されるべきも

富山市呉羽山長春寺‑琴平社alt

のであることが糾明した｡また､本種は春咲

ohta,1984.5.17 (TOYA16072) ;富山市 :A

きであるためか富山県ではノウルシE. ade一

熊alt. loom, M. Ohta,1984.5.28 (TOYA

…(hl,,(, Morren et Decneと混同されていた

15924) ;富山県婦負郡婦中町高塚,大原隆

ようで､ノウルシと同定された標本の大半

明, 2000.5.7 (TYM4658) ;富山県婦負郡

(TOYA15924, 1仰72, 17292, 18421, 18422,細7,

婦中町猫坂峠‑平等,大田

34068, 35353, 35354)は本棟と同意される

(TOYA48307) ;富山県射水郡小杉町上野alt.

ものであった｡さらに､氷見市の中川定一氏

20‑40m,太田道人, 1991.5.18 (TOYA

からは同市内の低LLIで採集したトウダイグサ

23307) ;富山県氷見市堀EEl,中川定一,1997.

),.j7,の標本を寄贈頂いたが､これも本種と同定

5.24 (TYM4761,4762)

されるものであったC

これらの情報を総合し

6.ウスゲチョウジタデ

60m. M.

弘, 1976.4.29

LLidwLgla ePilobLOL‑

て推測すると､シナノタイゲキは冨山県内で

deS Maxim. subsp. grealrexLL (H. Hara)

は'[ナZ,[.1:のL‑Tl陵から低山を中心とした地域にか

p.H Raven

なり広く分布しているようである｡本種は､

アカバナ科

富山県新記録｡筆者らは1998年の秋に庄川

喋矧〕二レノドデータ7ノク2000には絶滅の危

以東の富山県内の水田に生育する草本の調査

I,'hがある柄物としてリストアノブされていな

を行ったが､その際に県内のチョウシタデに

いが､青森県(青森県環境生活部自然保護課
2000)､埼IE県､ †柴県,愛知県(愛知県植

物誌fi)El沓会1998)では絶滅の恐れがある種

または保謹上衷要な種として取り根われてい
る｡しかし現在のところ､本県では近い将来
に維減するHTf]l巨件はあまりないと思われる｡

なお､現在まで富山県からノウルシとして
撤'rl.一されている標本の大部分がシナノタイゲ

キであることが判明したため､確実にノウル
シとrFll'/iiされる標本は現時一占､では見つかって

いないことになる｡一方では､ノウルシは環
岨lJレソトデータフノク2000中で絶滅危倶E
鮒二指'‑,とされていることもあって､富山県に

おけるトウダイクサ桟植物の自制大枕を早急
に叫調査する必要があるo
参考標本: /.ti LL雌卜新川郡宇奈Fi町愛本,
人目･,lit, 1959.6.17 (TOYA49812) ;冨

llJZJ.lJ̲新川耶人山的

順記述大山村),吉沢

Ii一作, 1930.6.18 tTOYA17292) ,富11｣県

L一葉)川l耶大沢野剛舟倉用水,大Efl

弘,1982.
Fig, 4. LLLdwLgEa elul()bLl"debt Subsp･ greELT‑

6.6(TOYA34067,34068) :富山県上新川郡
大JJl野刑御IjT川けi間,大田

弘, 1979. 7.17

(TOYA35353,35354) ;富山市呉′]lHIl, K

re̲rlt in Shimo Vlllage. Toyama Prefec‑
ture(TYM4624). Scale indlCateS

cm

5

lltlrCl1 2()()l
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は2雅Jがあることが明らかになったー

ひとつ

は/1号体に毛が少なく赤紅色を帯び､雪片は大
Lf'.は4枚で短く卵形‑披計形となる型(タイ

数が多いに対し､ウスゲチョウシタテのイ;1りこ

は非常に数が少なく､チョウシタテ(狭並)

は普通的であるがウスゲチョウシタテはそれ

プA)で､もう一一‑ガは全体に有毛で赤味はほ

ほど普通なものではないことが伺われた)令

とんと､･;lT',;ひず､聾片は大半は5枚で三角状披

沢大学標本庫には石川県P粕紳J舷のウスケチ

針形なる7T.L日タイプB.Fig. 4)であった｡ま

ョウジタテと同定された標本(KANA

た､晩秋には前者は全体が赤紅色に色づく

191041)が収蔵されていたが､これはチョウ

が､後者は黄桜色になるため､遠目でも識別

シタデ(狭義)に当たるものであり､ウスケ

が吋能であった｡ Zardlnlら(19991は､日本

チョウシタデと同定される標本rllにはlり;(1'Lj

のチョウシタテに2亜種を認め､若紫はやや

側の地方で採集されたものは含まれていなか

鞭毛で､花盤は軽毛､種子の長さが1.1‑1.4

った｡富山県は日本海側としては和けTJZ1.㌧に次

mmであるものを狭義のチョウシタテsubsp.

いで二番Rの産地であり､現在知られている

epE/ob10Ldeh若葉はやや無毛で､花鰍ま有

日本海側で最北の生育地であるが､調介を子]

毛､種子の長さが0.7‑1mmであるものを

った127ヶ所の水田のうち12ヶ所で出11日/I

ウスゲチョウシタデsubsp. grelLtrelLE (H

個体数も決して少なくはなかった｡本州,純は

Hara) P H Ravenとしている｡今[BL

日本植物分類学会(1997)では純減危･r兆]

タイ

プA､タイプBと仮称したものについて､若

類､環境庁レノドデータブック200()では叩絶

紫の毛､花盤の毛､種子の長さについて調査

滅危供とされているが､分布域のjD紬に付.;lrt.'

したところ､タイプAはチョウジタテ(挟

すると考えられる埼玉県､長崎EITl< (上長崎Ll.lIIj.r,

先)､タイプBはウスケチョウジタデの記述

民生活環境部自然保護課2000)､沖粘り.㌔ (沖

によく一致した｡上述の調査範囲では､チョ

縄県環境保健部自然保護課1996)では絶滅

ウジタデ(狭義)はまんべんなく出現したの

の危険がある植物としてリストアノブされて

に対し､ウスゲチョウシタデは県西部に多

いる｡しかし､富山県では現在のJT:･業体肌が

く､海岸に近い地域ほど多く出現する傾向が

維持される限り､本分類群の絶滅の危険附ま

認められた｡ Zardini (1999)によれば､チョ

それほど高くはないと考えられる,J

ウシタデ(狭義)が国内では本州から九州に

参考標本:富山県黒部市生地神Lメ二,人Jiil:rI蒙

分布するのに対し､ウスゲチョウジタデは東

明･神戸敏成, 1998.10.6 (TYM4623)こ

京近辺の本州束岸､九州東岸に至る地域およ

山市海岸通i),橋屋

び琉球に分布するとのことであり､ウスゲチ

4631) ;富山市草島高砂,大原降明, 1998.

ョウシタデはより温暖な地域を好む傾向があ

10.3 (TYM4632) ;富山県村貝郡&.1日‑HrJ友

るように巴われる｡日本植物分類学会(1998)

坂,大原隆明, 1998.9.28 (TYM463()I : 】

は､埼玉県､千葉県､神奈川県､福井県､静

山県射水郡下村白石,大原l逢明,1998. 1().3

岡県､香川県､徳島県､長崎県､鹿児島県､

誠, 1998.10.12(TYM

LTYM4621) ;富山県射水郡小杉町川波,人

沖縄県にウスゲチョウジタデの記録があるこ

原隆明, 1998.10.4 (TYM4624) ;富山[,L.I.一

とを記しているが､その他に茨城県(鈴木ほ

新湊市沖塚原,大原隆明,1998.10.3(TYM

か1981)にも記録がある｡実地調査の他､

4625) ;富山県新湊市久々湊西乱

富山市科学文化センターおよび金沢大学､束

明, 1998.10.3 (TYM4626) ;富山県新湊巾

1‑if都立大学牧野標本館に収蔵されているミス

久々湊東部,大原隆明, 1998.10.3 (TYM

キンハイ属の標本も調査したところ､いずれ

4627) ;富山県射水郡大島町鳥恥,人以r;衣

の標本席でも狭義のチョウシタデの標本は点

明, 1998.10.4 (TYM4628) ;富山県枇波rfi

入悦lIJt
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安川,大原隆明, 1998.10.4 (TYM4629);

富山県高岡市牧野,大原隆明, 1998.10.3

(TYM4622).
7.ミズネコノオ

Murata

Eu‑teralES.〜tel/ala (Lour)

シソ科

本種は独特の花穂の形状から見間違うもの
がない‑一年草で,水田などに自生する｡富山
県植物誌､1983)は本性の自生地として富山
市西部の2カ所の産地を挙げ､ ｢水田にまれ
に生育｣するとしているが､その記録の元と

なった標本がなくこの報告を確認することが
できない｡また､近年にも確実な生育地が知
られていなかったことから､富山県水生植物
研究会(1995)は｢県内には現存しない｣と
結論づけている｡しかし､ウスゲチョウジタ

テの項で述べた1998年の水田調査の際に､冨

山市北部の浜黒崎地内の水皿に本種が自生し
ていることが明らかになった(Fig.5)o確認
Fig

5

Hablt OfEusleralTS FteILalainToyama

Clty tOct.14,1998)

Flfr 6

された生育地は海岸にほど近い耕作中の水田
で､耕作機の入りにくい水凹の隅の枠部分で

tI21blt Of MLCrl'CLul'aeYL ′〃"7Lma ln Namerlkawa Clty･ Toyama Prefecture.

(()(t. 1Ll, 1998)

＼Ⅰ̀LrCh i,()01

あった〉

大Jti,.橋屋:富tLJ県フロラ子守糾

このLf‑̲育地では個体数は少なくな

75

Lp,1

県､愛知県､滋賀県､近鮫地)) (L,ノドテ‑

その

タフノク近畿研究会1995)､日日｣県し山1̲ll,ITI<

後､ 1999年の秋にも生育を確認したが､本年

野生生物保全対策検討委員会1995),上illL缶

は水田の'7ゝlfI亨が緋起された後に硯地を訪れた

県､宮崎県(宮崎県版レノトテ‑タフノク作

ため′卜育を稚かめることはできなかった｡富

戒検討委員会2000)で絶滅0)恐れがあるか

山L,i,引E■.】辺地城では福井県(渡辺1989､福井

保護し重要な種とされている｡富山敗でも､

I).LH煎物研究1‑? 1998)､石Jrr県(小牧1987､

現存することが明らかになったとはいえ､確

11り1 19831に記録があるが､石川県では能

認された自生地は致十メートル四Jjの1カ所

発地方のみにまれに自生するとしている｡新

のみに過ぎず､絶滅の危機にさらされている

潟県比比には記録がなく､富山県は本種の生

状態であることは否めない｡

く､放Lr川､l̲の個体が自生していたe

別也としては日本海側の北東限に当ると考え
られる

環境庁レノドテ一夕フック2000は本

参考標本:富山市浜捌奇,矧窮

誠, 1998.

10.12 tTYM4633) ;富山El]一浜掛取

橋屋

校を純減魅恨ⅠⅠ吏削二指定し､現有するメノシ

誠, 1998.10.14 (TYM4635) :富tMf浜一｢提

ュ数は35､枚F7'個体以上が生育するメノシュ

崎,大原隆明, 1998.10. 14(TYM4631日

数は9としており､今回兄い出された富山県

8.スズメノハコベ

の射L11は税fIIする集Eflの中では大きな部類に

(J Koenig) Merr.コマノハクサ利

ML(･r()nLrl)ueu mmtmu

ま/た､地域別のレッドテ‑タブ

本種は東アシアからオ‑ストラリアにかけ

ノクでも､東‑,r,Li一都や神奈川県(神奈川県レッ

ての熱帯､暖温帯地域に//Jll'する小型の‑･'1:･

ドチーク′卜̲物調射+J 1995)で絶滅種とされ

革で､低地の水田や道脇の温即諾などにL'tLI'̲

ているほか,茨城県､埼玉県,千葉県､石川

する(Yamazakl 1993)｡本州では関東地力

入るようたL

Flg

7

Hablt Of DeLnO▲‑′ena adenocaLLlum ln Namerlkawa City. Toyama Prefecture

(Oct.6, 1998)
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以南に介jriするとされており(Yamazakl

川市̲L梅汎

19931､環境Iiレノドデータブノク2000で

(TYM46521

も､日本海側のいずれの県からも記録がな
い.しかしながら､大場達之氏が富山市向新

9.マルハノサワトウガラシDetnoslemaade‑
nocauIum (Maxlm.) T.Yamaz

Ii̲で19761FAに批影した写真があり､これに基

サ科

づいて山崎(198い

大原隆明･橋屋

誠, 1998.10.14

ゴマノハグ

が富山県産を報告してい

本種は水田に生育する一年草で､同属のサ

て､これが日本海側の唯一の記録となってい

ワトウカラシDetflOStema I,LO/aceum T.Yamaz.

る(､富Ll｣卿酎勿誌(1983)などの富山県の植

に似るが､葉が卵形または卵状楕円形で5 ‑

物を搬‑)た文献には本種は取り上げられてお

7眼があることではっきりと識別できる

C,ず､ l述の′FJ∵呉以外には富山県内および日

(yamazaki 1993)｡富山県植物誌(1983)

本liT]仰の地域での情報がまったくない｡しか

は｢乾燥水凹､畦畔などのアゼナ群田中にま

し､叩ポらの1998ff:･の水日]調査により､富山

れに生育｣するとした上で∴F新川郡入善町

県l人Jにも汁j･川lfJおよび下新川郡入善町の各1

人善および同町柳原を本棟の産地として挙げ

カIrrrT'l育を仰認し(Fig.6)､標本を得るこ

ている｡しかし､その証拠標本は残っておら

とができたこ 新たに兄い出された自生地はい
ずれも耕作rflの水和であり､ミズネコノオと

ず､現在では同地および県内では自生を確認
できないことから､富山県水生植物研究会

rl,]様､耕作機の入りにくい水田の隅の枠部分

(1995)は｢現在､県内にはどこにも生育し

のみに′E台していたo富山県周辺では長野県

ていない｣と結論づけている｡しかし､筆者

(Ir:.･3倍1997)および岐阜県(環境庁2000)

らは､上述3分類群の項で述べた水川調軌こ

に.己録があるが､長野県でも標本に基づく確

より､計13地点で本種の生育を確認した(Fig.

J丈な,‑Ll茅刺ま1か軒が知られるのみであるC環

7)｡生育地はほとんどが耕作中の水榊で､

矧1レノドテータフノク2000は､本種を絶滅

休耕田にはほとんど出現しなかった｡富山県

危倶Ⅲ軌二リストアノブしているが､現存す

の周辺では福井県､石川県(′ト牧1987)､長

ることを′J､しているのは､本州では栃木県､

野県(高橋1997)､新潟県(池上･石沢

岐‡IllJTt､静岡Ll.I,､愛知県､岡山県､山口県の

1983)に記録があるが､長野県では絶滅した

6L,LTとで､ 'L沖】でもわずか24メッシュに過ぎな

各地域のレノトデ‑タブノクでも､大阪

可能性があると述べている｡環境庁レノドデ
ータフノク2000は本種を絶滅危倶Ⅲ矧二リス

府()､阪111r杵の多様性調査委員会2000)で

トアノブしており､本川で確実に現存するの

維滅棟とされているほか､埼玉県､愛知県､

は宮城県､秋何県､山形県､福井県､愛知

iLf誰地ノ)､山HL,L,r.‑､高知県､長崎県､宮崎

県､滋賀県の6県としている｡各地域のレノ

いU

LJ,し､ (脚注県で本棟が絶滅の危機にあるかある

ドデータフノクでも､ :‑rt4‑森県､茨城県､埼｣三

いは絶滅したことを..己している｡富山県でも

県､神奈川県､愛知県､滋賀県､兵庫県(福

税/Jの仰'ji‑な11/l地は[･.述の2カ所のみであ

岡19961､近畿地jJ､高知県､ ',ll).‑崎県で小lllJ

り､それそれのLj三川ともL̲I̲育LEJ'積が狭く､個

種あるいは絶滅の危機にある桂としてリスト

体数も少ないことから､絶滅する恐れが高い

アノブされている｡富山県では､現在のとこ

植物U)つと考えられる,J

ろ確認地JL

個体数ともにそれほど少なくな

参考標本: '良川JtH.7 7{新川郡入善町園家山,

いことから､硯在の農業形態が維持されるⅠ;li

人Ji;=二第HJJ ･神JT敏成, 1998.10.6 (TYM

り､すぐに絶滅する可能性は高くはないと抑

･16531 , ,.川IL,I.WJHlllh l▲梅沢,人原降明.神

走されるが､止確に判断するためには/｢後の

I l敏IJk, 199〜う.1().6 (TYM4651) ;富山県滑

継続調査が')こかせない｡また､今Lplの.渦やトで

77

MとIrCh20Ol Jく)か･惜尾:富山県フロラ資料(51

/l‑育が確認されたのは調査範囲のrTl索郎のみ

生地神区,大原隆明･神Ji敏成, 1998.10.6

であり､西部(呉羽斤陵以西)からは見出せ

(TYM4640) ;富山県某消;市/ト地中T大,人JL;I:

なかったことは興味深い｡なお､今回確認さ

隆明･神戸敏軌1998.10.6 (TYM4641) ;

れた'.rif山県の本種の生育地は､富山県植物誌

富山県滑川市上島,人Ii;1日;:I:Il)卜神)..敏

(1983)の｢乾燥水川｣という記述とは異な

成, 1998. 10.6 (TYM4637) : i,fLIJ県で糾Ilrl]

り､稲刈り後もやや湿潤な状態にある水Hが

L烏,梅屋

誠,1998.10.12tTYM4638) ;

人‑t'･‑であった｡迫tll (2000)は､兵庫県では

富山県滑川市上梅沢,橋解

こく力主近になって日本海側の1El̲.EE:J地方の湿潤

(TYM4639) ;富山県滑川市卜梅LJi,橋伝ミ

な状態にある水Fflで再確認されたことを記

誠, 1998.10.12 (TYM4636) ;富山市大附,

し､多雪環境による適湿条件が本種の生育に

大原隆明, 1998.10.12 (TYM4648) ;富山

関係があるかも知れないことを示唆してい

市天正寺,大原隆明, 199H.10.12(TYM

る｡富山県の中東部で比較的多く確認された

4649) ;富山市飯野水箔lI掴｣,人丁,qJ日掛粥,

ことも､この地域の気象条件と関係があるの

1998.9.21 (TYM4650) :富LIHflJ水橋開発,

かも知れない｡

橋屋

参考標本:富山県下新川郡入善町刑山口,

誠,1998.1CL12

誠, 1998.10.12 (TYM4647) ;富川l

県婦負郡婦中町下吉川r.rt]A乱

入原像

人l,Ef.r･'星明, 1998. 10.12 (TYM4643) ;富山

明, 1998.10.2 (TYM4644) ; /.sit;山県婦負郡

県一可美郡市浜石肌

婦中町上井沢,大原隆明, 1998.10.2(TYM

大原降明･神戸敏

成, 1998.10.6 (TYM4642) ;富山県里郡市

4645);富山県婦負郡婦中町1井札

橋屋

誠, 1998.10.10 (TYM4646)
10.セイヨウヒキヨモギ
coSa (L.) Caruel

pfErentEL(ellLu I,lト

ゴマノハクサ利

富山県新記録o新湊市在住で富山県中央植
物園友の会ボランティアの高木末吉氏が2000

年6月に同市堀岡地内で兄い出し､情報を植
物園に持ち込まれた｡後EL

銘木氏の案内に

より採集地を訪れ観察したところ､独特の形
状の黄色い花が開花中であったが､ 1ゝ体に脱
毛が多く､葉は楕円状披針形で､草の菌lA'･は
花筒とほぼ同長であるなどの特徴が
Tutln (1972)の記述とよく

T. G.

一致するもので

あったため､本種と同定したし

本椎はヨーロ

ッパ西南部原産の半寄生性の

▲咋草で､ 11本

への侵入は斉藤(1974)により初めて確認さ
れたが､その後､有賀本県(浜rHほか1978)､
神奈川県(勝山1992)､長野L,I.㌔ (高橋1997)､

京都府(乙訓の自然を守る会1999)などか
ら記録がある｡しかし､その他の地ノJJの柄物
Flg. 8. Habit of ulrE(lllarL'a cELeru/ea ln Oh‑

yama Town. Toyama Prefecture.
(Oct. 6, 2000)

誌などにはほとんど取り上げられておらず､
それほど普遍的なものではないようであるo

富山市科学文化センター標本庫および金iJl大
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学標本庫(KANA)､寓意都立大学牧野標本

標本と同じ産地〕および下新川郡朝日町の各

館(MAK)を調奔したが､前2者には国内

1カ所を本種の産地として挙げている｡さら

で得られた本緋の標本は収蔵されておらず､

に､長井(1992)は過去の産地として̀才招肺

東京都立大学には神奈川県産の標本が数点あ

の1カ所を挙げているが､ 1991年時点では/ト̲

るのみであった｡今回本県で生育が確認され

育状況は不明としているoこれらの川カ所に

た現場は､ 211程前に道路を建設するために

おける記録はいずれも30年あるいはそれ以上

客土が施された路傍であり､土砂の邦人に伴
って侵入した叫能性が高い｡生育数は十数個

の年も以前におけるものであり､富山県水LJ‑̲

植物研究会(1995)は上述の八尾町および大

体程度で､コメソフツメクサヤシロツメク

沢野町における本種の生育状況は不明とした

サ､ヨモギ､チガヤなどとともに生育してい

たが､定着するかどうかは今後の観察を要す

うえで｢本種は県内には現存しない｣と結論
づけている｡しかし､今回生育が確認された

る｡なお､富11何科学文化センター標本庫内

ことで､県内に1カ所だけではあるが確実な

のゴマノハグサ科の標本も調査したが､本種

自生地が現存することが明らかになった｡ Ka‑

の標本は収蔵されていなかった｡

dono (1993)は､本種は国内では北海道‑ノL

参考標本:富山県新湊市堀岡,高木末吉･

州の貧栄養の湿地に分布するとしておL)､り抑

大原隆明, 2000.6.10 (TYM4654)

日本野生生物研究センター(1992)も111森

ll.ホザキノミミカキグサ

県､東京都､山梨県の3都県以外の日本各地
に生育地があったことを示している｡富山県

uTrLCularLa

caeruLea L.タヌキモ科

イトイヌノハナヒゲの項で述べたように､

周辺地城でも各県に記録があるが､ IjAJllL,rrl.で

2000年10月上JtlJに中新川郡大山町の湿地の調

は絶滅の危険があるとされている(tJ川県

査を子JAつたが､この際に紫色の花が咲くミミ

2000)｡環境庁レノドデータブノク2000には

カキグサ属植物2種を兄い出した｡一方は花

絶滅の危機にある植物としてリストアノブさ
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の(分類群B, Fig

8)であったo田村(1981)
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はムラサキミミカキグサutrECularEa ulEgZ7705EE

の進みつつある小湿原であることから､絶滅

vahlに､分煩群BはホザキノミミカキグサU

する危険性が非常に高い植物の一つと考えら

(aeru/ea L.に各々の特徴がよく一致するた

れるo

め､分類群Aはムラサキミミカキグサ､分類

科学文化センター収蔵の標本の採集地につい

肝Bはホザキノミミカキグサに当ると考えら

ては､マニアに採取される危険性があるた

れる｡富山県JJ,J産のホサキノミミカキグサの
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町,進野久五郎, 1956.8.28 (TOYA3537,

る｡富山県植物誌

3538)
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March2001

大原

橋屋:富山県フロラ資料(5)

各種の標本の閲覧に便宜を頂いた富山市科
学文化センター主任学芸員の太田道人氏なら
びにi=博の坂井奈緒子氏､金沢大学理学部教
授柏ITI邦彦博士､ならびに東京都立大学牧野

標本館教授若林三千男博士に深く感謝いたし
ます｡また､シナノタイケキに関する御教示

出版社,東京
茨城県希少野生生物保護対策検討委員会(鰍
1997.茨城県における絶滅のおそれのあ
る野生生物(植物編) ‑茨城県版レソト
データ7ノク1. 253pp.茨城県環境保公

課

池上義信･石沢

進. 1983.新潟県植物分布

を頂いた福島大学教育学部助教授黒沢高秀博

資料(3).石沢

i.･,オオススメノテノポウの標本を寄贈頂く

図集4:405‑407.

･

とともにシナノタイゲキの氷見市での自生状

進(編),新潟県植物分布

. 1986.新潟県植物分布

況を御教示下さった中川定一氏､アゼカヤお

資料(6).石沢

よびセイヨウヒキヨモギの標本を寄贈下さっ

図集7:3971406.

た高木末吉氏にも深く感謝申し上げます｡さ

らに原稿を査読頂き有益な助言を頂いた金沢

大学名誉教授清水建美博士ならびに富山県中
央植物園園長黒川 造博士に深謝いたしま
す｡

進(編),新潟県相物分JTf

石川県絶滅危倶植物調査会. 2000.石目悦の

絶滅の恐れのある野生生物植物編‑いし
かわレノドデータブック‑.358ppイ川l

県環境安全部自然保護課
石須秀知. 1999.富山県フロラに追加される
植軌富山市科学文化センタ‑研究幸riil..
22･ 151‑152

. 2000.富山県フロラに追加される

引用文献

植物.富山市科学文化センター研究宰相;‑

愛知県植物誌調査会(棉). 1998.愛知県維管
束植物レッドリスト24pp愛知県植物誌

23･ 175

Kadono, Y. 1993 Lentlbulariaceae ln lw;1‑

tsuki. K. et al. (eds.). Flora of Japan

調査会.
青森県環境生活部自然保護課(編).2000.育

IIIa pp. 400‑404. Kodansha. Tokyo･

森県の希少な野生生物一青森県版レッド

神奈川県レノドデータ生物調査団(編), 1995.

データブノクー283pp青森県環境生活

神奈川県立博物館調査研究報告(F燃科

部自然保護課.

学)第7号一神奈川県レソトデ‑夕生物

T･菜県環境部自然保護課(編). 1999.千葉県

調査報告書‑ 257pp神奈川県立生命の

の保護上重要な野生生物一千葉県レソト

星･地球博物館.
環境庁自然保護局野生生物課(棉)2000.改
訂.日本の絶滅のおそれのある野生生物

テータフノクー植物編.435pp T葉県環

境部自然保護課.

8植物I (維管束植物), 660pp.財跡去

Clarke. G C S 1980. AlopecuruS ln Tutin,

T. G et al. (eds), Flora Europaea
5

人自然環境研究センター
狩山俊悟･ ,｣､畠裕子. 1986.岡山県帰化植物

241‑243.

目録.倉敷市自然史博物館研究報告1･

福井県植物研究会(編). 1998.福井県植物図鑑
Ⅲ.福井の野草(下).344pp

福井県

福岡誠行(編). 1996.ひょうごの野生生物

絶滅が心配されている植物たち

222pp

神戸新聞総合出版センター,神戸.

ト40

勝山輝男. 1992.帰化植物がゾロソロ. Flora
Kanagawa 34

北村四郎･相田

て.北陸の植物26:42‑46

久内清孝. 1950.帰化植物.272pp科学図書

源‑｣､山鉄夫. 1992.原色

日本植物園鑑.草本編ⅠⅠⅠ (改訂51刷).

浜田善利･改原由起子･古賀朋子, 1978.煤

化植物セイヨウヒキヨモギの宿主につい

368‑372

465pp.保育社,大阪.

小牧

桂. 1987.加賀能登の植物図譜273pp

加賀能登の植物図譜刊行会,七尾

Bull Bot Card Toyama

80

高知県牧野記念財は1日編). 2000.高知県レッ
トテ‑タフノク(植物編).高知県の保

謹上重安な野̲/L生物.高知県文化環境部

環境保全課

. 2000.富山県新記録の植物ⅩⅠⅠⅠ.

富山市科学文化センター研究報!FjJ‑ 23･
173‑174.

大高裕‑. 1994.シナノタイゲキ.イ｣.lli

熊本県希少町/I‑̲動植物検討委員会(編). 1998.

進

(編),新潟県植物分布図集15.51‑53.

熊本県の保護し重要な野生動植物‑レノ

大井次三郎. 1982a.イネ科.佐竹義輔他

ドテ‑タフソクくまもと‑ 381pp.熊本

(編),日本の野生植物草本Ⅰ. pp 85‑

126.平凡社,東京.

県環境/i‑三浦部自然保護課.

Kurosawa, T & Ohashl, H 1994a. Morph0‑
loglCal, phenologlCal and taxonomical
studies on EuphorbLa lasLOCaula and
E wna/7e〃tL∫

LEuphorblaCeae). J Jpn

Bot. 69. 1‑13.
一‑‑‑

･一一一1‑‑㌔

. 1982b.カヤツリグサ科∴

輔他(編),日本の野生植物草本Ⅰ. pp
145‑184.平凡社,東京.

沖縄県環境保健部自然保護課(編). 1996.沖
縄県の絶滅のおそれのある野LJ‑Li二物‑レ

1994b.

DIStlnCtions

between EuI)horbLa las10Caula Boiss

and E pekLnenuS Rupr. (Euphor‑

ッドデータおきなわ‑‑1 479pp. 1中絶県環

境保健部自然保護課.
大原隆明. 1999.富山県フロラ資料(3).富山

県中央植物園研究報告4･67‑78.

biaceae〕 J. Jpn Boモ.69:270‑281.

宮崎県版レノトデータフ､ノク作成検討委員会
(編). 200O.甫崎県版レノドデータ7ノ

.2000.富山県フロラ資利(4).富

山県中央植物園研究報告5:79‑91.
･中田政司. 1998.富山県フロラ;ff

ク'Lirul寿の保護上重要な野生生物. 384pp.

'.E榊脊県環境科学協会.

料(2).富山県中央植物園研究粕汁;‑ 3

長井其隆. 1992.窯郡市の水生植物目録.日

63‑73.
･

本架邦学会研究紀要黒部3: 17‑30.

長崎県県民牛泊環境部自然保護課
(編). 2000.長崎県希少野生動植物種リ
スト(レノドリスト). 68pp.長崎県県民

Ll‑hTJ環境部自然保護課

纂委員会(編),氷見市史9資料編7自
日本植物分類伴会絶滅危供植物問題専門第一
委員会(編). 1998.日本産野生維管束植

日本植物分類学会会報

弘‑J､跳6登一･長井兵隆. 1983.富山

人目迫人. 1996.富山県植物誌(1983)発行

以附二富t川崇のフロラに加わった植物
49‑52

大阪府種の多様性調査委員会(編). 2000.大
阪府レノドデータブノクー.442pp.大

阪府.
辺の植物日録.114pp.乙訓の自然を′tl'
る会.
レノドデータフノク近幾研究会(編). 1995.

. 1997.富山県新記録の植物XI.富
‑一一一一. 1999.富山県新記録の植物Xm

ータフ､ノク近幾‑.121pp.関西自然保

埼玉県環境生活部自然保護課(編), 1998.さ
いたまレノドチークブソクー埼上県希少
野生生物調餐報告書植物編‑.411pp.

11仲村学文化センター研究報告20:103.
富

山心粋羊丈化センター研究邦吉22 149
‑150

究報告2:67‑53.

護機構,大阪.

県柄物誌. 430pp構文堂,富山.

‑ ‑‑‑

県フロラ資料(1).富山県中央植物園研

近畿地方の保護上重要な植物‑レノドデ

13. 45‑80

'FliHJJの/I物35

誠. 1997,富山

乙訓の自然を守る会(梶). 1999. ,bL,潤;西山槻

然環境. pp 125‑208,氷見市.

人HL

･橋屋

阪府における保護上重要な野生生物‑人

lい川完∴ 1999.氷見市の植物.氷見市史編

物レノトリスト

佐竹義

埼玉県環境生満部自然保護岩架.
斉藤吉永. 1974.新帰化植物セイヨウヒキヨ
モギ.植物採集ニュース

75:34.

迫田昌宏. 1Fi̲馬でマルハノサワトウカラシを

確認.兵庫県植物誌研究会会､Fli41 I.

M乙IrCh 2()01

人原･橋尾: 'iiELll,PIフUラ怒料(5)

tit̲兄信′l:̲(Rh'['イ屠). 1983.石川県植物誌.227

T. G. el al(eds). Flora Europaea

pp.イ川l県.

滋JIJi'1,tlI琵琶湖環境部自然保護課(編). 2000.

滋賀県で大切にす‑き野生生物 2000年
版.176pp.滋賀県琵琶湖環境部自然保

‑‑‑.1980. Aper'L ln Tutln. T G. tJl
ELl.(eds.). Flora Europaea 5 1721173.

上野雄規(編). 1991.北本州産高等植物チェ
ノクリスト309pp.東北柵物研究会.

護課.
rEりf伸利. 1997.イネ科.長野県植物誌編纂
委員会(編),長野県植物詰. pp1284‑

修･安見珠子･安

渡辺走路.1989.福件県柄物誌. 416pp.1L'l'l
井.

山口県野生生物保全対策検討委ti会

1396.信野毎日新聞社,長野.
鈴木tLll,友･清水

3:

269.

昌美･

藤t77弘道･中崎保洋･和田尚幸･野口達
也. 1981.茨城県植物誌. 339pp茨城県

(編). 1995. 1hH県の駅東な野̲Ll:̲Ll:

物.136pp.山=県環境保健部自然保護
課.

山崎

植物誌刊行会.
.e;橋秀臥1997.ゴマノハグサ科.長野県植
物誌編纂委員会(編),長野県植物誌. pp
972‑1003.信野毎日新聞社,長野.

敬. 1981.ゴマノハグサ科.佐竹克榔

他(編),日本の野生植物早二本Ⅲ. pp.97‑
121.平凡社,東京,
yamazaki, T. 1993. ScrophularlaCeae J′T

川村道夫.1981.タヌキモ科.佐什義輔他

Iwatsukl, K. et EL/ (eds ). Flora of Ja‑

(編),日本の野生植物草本皿. pp 137‑

pan IIIa pp. 326‑374. Kodansha. To‑

139. ､ド凡社,東京.

kyo.

如丈郁環境局自然保護部(編). 1998.東京都
の保護上重要な野生生物種, 77pp.東京

都環境局自然保護部.
/,,;I.'Lht,P<水!H直物研究会(稀). 1995.富山県の

水生生物一追補版∴ pp. 189‑207.富山

保護を要する動植物の柾の選定調査のた
めの植物都道府県別分担表(担当者川).
zardinl. E M.. Peng, C.‑Ⅰ & Koch, P. C
1999

LudwlgLa. In lwatsuki. K･ el "∫

(eds), Flora oHapan IIc pp. 224‑228.

!Lll‥

Tutin. T. G. 1972

卿日本野生生物研究センター. 1992.緊急に

ParenlucellLa. In Tutin.

Kodansha. Tokyo.

富山県中央植物園研究報告投稿規定(平成13年2月10日改訂)
1.投稿資格
論文を投稿できる者は､原則として富山県中央植物園および富IIJL果細物公開ネノトワークを
構成する引1'I植物園の職員とするo ただし次の場合は職員外でも投稿することができる｡
1日･ (=県Iil央植物園の収集植物または標本を材料とした研究C
2)研究に用いた植物または標本を富山県中央植物園に寄贈する場合̲
3日,;I.lJJI,只の柄物に関する調査.研究の場合C

4)編集委員会が投稿を依頼した場合｡
2.原稿の種類
原稿は英文または和文で､原著(Article)､短報(Note)､資料(Miscellaneous)とするC

3.原稿の送付
I郎l,H.)は､ LxI､表､写真を含め2部(コピーでよい)を｢〒939‑2713

矧‖42 I.t lJJ県中央植物園

黒川

富山県婦負郡婦rl711rH

造｣宛送付する｡掲載が決定した原稿にはテキストセーフ

したフロノピィテイスクを涼付する｡原稿､プロノピィディスクは返却しない｡図､表､ IjjTfJ;

はあらかじめその旨明記してある場合に限り返却する｡
4.原稿の採否

投稿原稿の採付よ､査読者の意見を参照して編集委員会が決定すら,編集委員長が掲暇を認
めた[]をもって論文の受理日とする｡

5.著作権

掲載された論文の著作権は富山県中央植物園に帰属する｡
6.原稿の書き方
1)原稿用紙:原稿はワープロを用い､和文はA4判用紙に1行40字､ 1頁30行を標準とするo

英文原稿はA4利鞘紙に周囲3cmの余白を設け､ 1頁25行を標準とする｡
2)体裁:原著論文の構成は以下の通りとする｡ただし短報､資料はこのr掛〕ではない｡
a.表題､著者名､所属､住所:和文原稿の場合は､英文も記す｡英文原稿の場合､和文
は不要｡
b.英文要旨(Abstract)とキーワ‑ド(Key words) :英文要旨は200語以内､キーワー

ドは10語以内としアルファベット順に配列する｡
C,本文:序論､材料と方法(Materials and Methods)､結果(Results)､考察(DISCuS‑

slOn)､謝辞の順を標準とする｡序論､謝辞には見出しをつけない｡脚注は用いない｡

補助金関係は謝辞の中に記す｡
d.和文摘要:英文原稿の場合､表題､著者名､摘要本文､住所､所属の順で和文摘要を
つける｡
e.引用文献(References) :著者名のアルファベノト順に並べる｡

f.その他､体裁の詳細は最近号を参照する0
3)国表:図(写真を含む)表は刷り上がり130×180mm､または65×180mm以内とし､原匝j

のすイスは刷り上がりと同寸またはそれ以上とする｡図はA4版の堅い台紙に貼り付け､
余白または裏に天地､著者名､図表の番号を記入するo説明文は図表にイ小ナるほか､すべ
ての説明文をまとめて別紙に記す｡カラー図版は､編集委員会が特に必要と認めたもの以

外は実費著者負担とする｡区l表の挿入位置を原稿の右余白に指示する｡
4)単位の表示:国際単位系(SI)による｡単位の省略形は単数形とし､ピリオトをつけない｡
7.校正

著者校lF‑J.は初校のみとし､再校以降は編集委員会が行なう｡校正の段階での文帝等の変更は
認めない｡やむを得ず変更する場合は､経費を著者に求めることがある0
8.投稿票
投稿に際しては次の事項を記したA4判の投稿票を涜える(次頁を参照)｡
rll著者名､ er表題､官原稿の枚数(本文､囲､表､それぞれの枚数)､ qi/,ランニングタイトル

(著者名を含めて和文は25字､英文は50字以内)､ ⑤原稿に関する連絡先､ ⑥別刷希望数(50の
倍数とし､実費著者負担とする｡ただし部外投稿者には50部を無料進呈する)｡

富山県中央植物園研究報告
受

理

日

※

年

月

投稿票(A4)
日

原著･短報･資料･編集委員会に一任

種別(○で囲む)

図表返却希望:する･しない

著者名を含めて和文は25字,英文は50字以内

ランニングタイトル

連絡先

住所･氏名

(共著の場合は代表者)

別刷り希望部数
(50の倍数)

･B印の欄は編災委員会で記入します｡

部(うち50部までは無償)

Contents (日

次)

Articles (原著)

Tadashi Kanemoto : Karyomorphology in StrobiLanthes glandulEfera and S, tashtroi

(Acanthaceae) of the Ryukyu Islands

兼本

正:琉球列島産セイタカスズムシソウとオキナワスズムシソウ(キツネノ

マゴ科)の核形態

Masashi Nakata. KazuomiTakahashi & Haruyoshi Katoh : CytologiCalStudies on
31 Alpine Plants Collected in Murodou‑daira, Mts. Tateyama, Central Japan ･･‑‑‑‑‑･ 5

中日政司･高橋1壬･加藤治好:立LlJ室堂平産高山植物31分類群の細胞学的研
究

山下寿之:富山県内のコナラ

二次林の種類組成と遷移

Toshiyuki Yamashita: Species Composition and Community Succession of Quer‑
cus serraEa Secondary Forests in Toyama Prefecture
Toshinari Godo: Plant Regeneration from Calli of Lilies Preserved at Low Ten‑

神戸敏成:低温保存したユリのカルスからの植物体再生
Notes (短報)

高橋‑臣･志内利明:ヤマボウシの実生形態の比較一氷見と箱根の種子からの‑‑‑‑‑

‑‑‑3

Kazuomi Takahashi & Toshiaki Shiuchi: MorphologiCalDifferences in Seedlings
of Comus kousa DerlVed from Seeds CollectedinHimi and Hakone
Miscellaneous (資料)

中田政司:富山県におけるホクリクムヨウラン(ラン科)の自生地･‑‑･‑‑‑‑‑‑‑‑･‑･‑4

Masashi Nakata : Localities of Lecanorchis hokurLkuensis Masam. (Orchidaceae)
in Toyama Prefecture
Toshiakl

Shiuchi

&

Tadashi

Kanemoto

Chromosome

Numbers

of

Plants

cultivated in the Botanic Gardens of Toyama (2)

;i:,内利明･雅本lr :富Ll日展中央植物園に栽培されている植物の染色体数(2)
吉Hlめぐみ･吉日1稔: ､]/二日[室生If･におけるライチョウの棲息地の植生･‑‑‑‑
Megumi Yoshida & Minoru Yoshida : Vegetations as Habitats oりapanese Ptar‑

migan. Lag('PuS mulus JaPOnEku.S, at Murodou‑dalra On Mts･ Tateyama
大原隆明･橋崖

誠:富山県フロラ資料(5)

Takaaki Oohara & Makoto liashiya: Materials for the Flora of Toyama (5)

･･‑･‑･53

All inquiries concerning the Bulletin of the Botanic
Gardens of Toyama should be addressed to the Editor
Syo Kurokawa

Botanic Gardens of Toyama

42 Kamikutsuwada. Fuchu‑machi, Nei‑gun,
Toyama 939‑2713. JAPAN

富山県中央植物園研究報告
発

行

日

平成13年3月28日

編集兼発行

富山県中央植物園
〒939‑2713

発

行

所

刷

所

園長

黒川

道

富山県婦負郡婦中町上轡田42

財団法人花と緑の銀行
〒939‑2713

印

第6号

富山県婦負郡婦中町上轡田42

富山スガキ株式会社
〒939‑8585

富山市塚原23‑1

