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富山県中火植物園研究辛Ei‑Lil

氷見市朝日社叢における
主要高木性樹種の実生･椎幼樹の齢･サイズ構造
山下寿之
'LFn｣雌中央植物園

〒93912713

富山県婦負郡婦中町L野rT142

Population Structure of Dominant Evergreen
Broadleaved Tree Species of the Asahi Shrine Forest
in Himi City. Toyama Prefecture, in Special Reference

to Age and Size of Seedlings and Saplings
Toshiyukl Yamashlta
BotanlC Gardens of Toyama,
42 Kamlkutsuwada, Fuchu‑machl, Neュ‑gun, Toyama 939‑2713, Japan

Abstract: PopulatlOn Structure Of the evergreen broadleaved tree specleS Of Asahl
Shrlne Forest ln Hlml Clty･ Toyama Pl･efecture was surveyed. This forest was
domlnated by c0‑fa,7,,I,SES SLeboLdLL (MaklnO) Hatus. ex Yamazakl et Mashlba and pe,†紺

'hunbergtt (Slebold et Zucc･) Kosterm･ and lS located near the northernmost range of
such forest ln the Japan Sea slde･ The helght of saplings Of these two specleS Were
measured ln a quadrat of 20mx20m set ln the forest･ FIVe Saplings Of c webo/du and
seven saplings C.f p Th,lnbergt, were found ln a quadrat. Saplings Of the former we,e

below 2m ln helght and seemed to have been repeatlng Wltherlng and sproutlng Of
twigs for years･ In contrast, sapllngS Of the lattel･ were O･8‑3rn ln helght. In

subquadrat of lOmx20m･ on the other hand. 193 seedlings Of c IJeboldu and 122 ofp

'hL"7bergtt were found･ Under the present condltlOn On the forest floor, therefo,e, the
seedling bank would have been malntalned by current seedlings Orlglnated from the
acorns ln the mast )Tear and some of the seedlings COuld survIVe and grow Into
saplings When the comfortable condltlOn WOuld be formed ln the forest.

Key words C…/ul"I"I"leb()Idlt forest･ pmea I/""I,ergll, Sapllng, Seedllng bank

tE:I.'‖雌はスダシイcELTtEL"OIMt∫ "eb,,ld,I
LMaklnO) Hatus. ex Yamazakl et Mashlbaやカ

シ類が子.BI‑JZ..1る常鰍iこ柴樹林の分布北限域に

るが､残存面積がきわめて狭く､林Jif1.‑を鰍戊
するスダジイやタブノキpピ′･〜eEl I/7Hnl'erRH,

(Slebold et Zucc.) Kosterm.などの樹木の老齢

あたり､人為の影欝の比較的小さい林分がF]

化が進んでいるため､今後このようなI'】.%11

;M＼域'i境保全地域､あるいは天然LT己念物に指定

のr‑L,',',JL一杯分の存続が危供されるところであ

されている⊂ このような林分のほとんどが社

る｡近年郁市近郊に分布する森林は､ ′卜物の
′巨台できる空間としてあるいは身近なFI慨と

I‑i‑林として‑fT‑くから保護されてきたものであ

Bull BoL Card. Toyama

No g

して虞要祝され(飯ロトそi本1992)､その群

評の齢･サイス構造についてrTjJらかにしたも

落構造や種多様性を調杏した研究もしばしば

のである｡

発表されてきている(/ト舘ほか2001;石田

本研究をすすめるにあたり､氷見rTJ一致ff委

ほか2001, 2002;小南ほか20031｡ ･方､孤

員会小谷超氏には調査を子Jう際に便'Jlr̲をはか

1̲7̲林化したこのような林分には､周辺部から

っていただいたo

の移人種あるいは園芸椎の侵入によって自然

たっては､富山大学挺束地域研究センター助

度の低卜も見られ､林分をどのように管裡す

教授和田直也博1:ならびに富LllLE.]<中央榊物【村

るかという問題も指摘されている(服部ほか

顧問黒川

2002)｡したがって､県内に残存する常緑広

重な助言をいただいたC

盛樹林の高木性樹木の個体群構造を把握する
ことは､今後林分を維持管理していく上で重

し上げる｡

また､ .論文をまとめるにあ

道博士, JF,胴長内相悦三r･1日:に岩主

要である｡

ここに心よりお礼小

調査地および方法

本研究で調査対象とした氷見市小境の朝日
社叢については､山下(1998)が富山県氷見

調査地の氷見市朝日社叢は北緯36度55分､東

iTJJの常緑広葉樹林の群落組成について報告し

経136度1分の標高およそ40mの′トU･̲陵地に

ているほか､佐藤(1990)が群落構造､特に

位置し(Flg. 1)､スダシイの優.li林分は傾斜

高木および亜高木の材積や林床植生について

40度の南西斜面に分布する｡誹椛は2003勺:･12

報告しているが､群落の史新を目的とした高

月から2∝姓年1月にかけて行った｡この林分

木性樹種の個体群に関する調査は行われてい

内に20mX20mの調査[東を設fFl'̲し(Fig. 2)､

ない｡本研究は,氷見市朝日社叢(約3.7ha)

高木層(12‑24m)および亜島木闘(3‑12

のうち､スダジイが優占する自然性の高い部

m)を構成する樹木の位置を記録した｡また､

分を調査対象として､スダシイ林の群落維持

主要高木樹種であるスダシィ､タフノキ､ヤ

機構を解明することを臼的とし､スダジイお

ブニノケイclnnamOmum Jay(NZE(um Slebold ex

よびタブノキの個体群構造､特に椎幼樹個体

Nakalの低木層(0.6‑ 3m)に出硯する幼樹

Fig. 1. LocatlOn Of study slte.
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Flg. 2. Spatlal dlStrlbutlOn Of canopy and sub‑canopy trees and saplings ln a quadrat (20mX
20m).

の位ILlを記録し､樹高を測定した｡ただし･

pveudowsa JalMl7L'a (Slebold et Zucc･) MaklnO

rrL'.･,‑木の根元から発生しているひこぼえは除外

が侵入しているo草本剛二はベニシダDn,〃‑

したoさらに､この調査区内の斜面上部側の

F)(erLS erylhr',wu (D･ C･ Eaton) 0･ Kuntze､ヤ

10mX20mに生育するこれらの椎樹の樹高を

フランLLrLOPeI'latJ.Ph.vlLa Wang et Tang､シャ

測定したoスダシイとタフノキについては､

ノヒゲophI''lng'"7JtLIW7,(a (L･ f･) Ker{;awl･な

井鱗艇と葺の色から当年生実生を識別したLl

どが出現するが､急傾斜地であるためにE3‑.J一本

なお､本論丈においては､樹高60cm未満の

層全体の植被率は低い｡

個体を椎樹､樹高60cm以上3m未満の個体

を幼樹､椎樹のうち発芽後1年以内の個体を
･r仲′ト,)三生として走去して用いたo
調査し*.内では高木層にイヌシデCarpEnLLt†

結果および考察
調査区の10mX20m内の申:本闇に出現する

1.,(hun,"k/I Maxlm..タフノキ､スダジイが優

スダジィ､タブノキおよびヤブニッケイの和

.F.･1るほか､調査L*̲gtの斜面上部に位置する

樹は､それぞれ､ 193個体､ 122個体および15

ェドヒカンPrLLnE/r Pendula Maxlm･ forma

個体であった.これらの樹r別皆をFlg･3に示

u5｡enden(e (MaklnO) Owhlの枝が調査区内を

す｡スダジイの椎樹は､樹高10cm以下の個

被っているo

また､タフノキ(胸高直径

体が90個体と最も多く､次いで10‑20cmが

74cm)が1本̲;1..ち枯れ状態であったQ亜高

85個体であり､これらは全個体数の約900/oを

木JかこはモチノキIler Lnlegra Thunb･ ex

占めていた｡タフノキでは､樹高10‑20cm

Murrey､ヤフツハキCamellEaJaI"A,Ca L･､シ

が79個体と鼓も多く､ 10cm以卜は24個体で

ログモNe･()lETSeEJ SenCea (Blume) Koldz.などが

あ8),これらは仝個体数の840/oを占めたo

徽t.･し､低木層にはこれらの幼樹やアオキ

j1‑,ヤ7ニノケイは出現個体数が少なく､各

AuH′bELJalWnLLa Thunb･.ヒサカキEurya

樹高階クラスに分散していた｡スダジイおよ

Jalm'uCaThunb.などの常緑樹のほか､ヤタケ

びタブノキの齢構成(Tablel)は､スタシ

N(). 9
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FIE. 3, HIStgram Of seedllng height classes of Castal70PStS Slebl,ldLL･ Pew‑EEL ThunbergEt and
cLnnamnmumJulWnLCum ln a Sub‑quadrat (10mX 20m)･

が少ないか､あるいは移動したL嬢が溜まる

イのtl,lir‑/l瑞LL:が73個体でスタシイ椎樹全体

ことによって堅巣が集中したか､地衣に落下

のおよそ38%､タフノキの､■'Til‑‑′卜.'R生は60個

した堅某を野ネスミが貯蔵した後に捕食され

体で49o/.をrliめたo

^FtrA̲B･は2002年秋に多数のスタシイの堅采が

ず残ったとも考えられる｡掛二根元の斜面卜

.k卜しているのを確認しており､今回の調査

側には表層土壌およびスタジイの堅某が溜ま
るとは考え難く､野ネスミによって災められ

でのスダシイの､rlfr=jr‑J克′t:.はそれらに由来す

た叶能性が高いと思われる｡

るものとifr察される｡また､スタシイの実生

一方､タブノキは鳥散布耶屯イであり､そ

の碓′l‑̲場1.JT‑は､ Flg. 4に示したように林冠構

の椎樹は調封左内でも分散して′1滴してい

成木の根JL1､j近に賑LL'しており､柑二根J己の

た｡タフノキも当年生'Jfflが多数Ilh規してい

斜Irl日､僻目二多く比られたCこのことはまずス

たことから､ 2003年夏には多数皐Zfi‑')三していた

タジイの,)三′Fが発/I‑̲する以前の幣果散イrげ,ErZ

ことが推察される｡

でIFしていると!且われる｡イこl弼糾也のような急

調査rj(A̲内のスダジイおよびタフノキの11t木

斜伽では､樹木の根)亡ィ.j近は)<tr:/.1.卜蟻の移動

Table 1. Age strLlCtLlre Of the seedlings Of tree species Of the Asahl
shr111e Forest lII Hlml Clty, Toyama Prefecture･
ca

'′anopLm
〜

∫

Pe

eb(JldtL

Th

r､ビrt
LLn

berg

Ctm7an7√Wn
t

i

Jar()T7

E(

um
ufT7

S

ﾓc

Mal･eh ZOO 1

Hけ:氷見Jlq.J=榊,仁の成木脚本肝

FIE. 5. Persea lhLE77bergLL Saplings.
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I.FH二.Lrl.別する幼樹の個体数はそれぞれ5本､
7本で,ヤプニソケイはuJ,現しなかった｡ス

カマソ林へ退行運移した後にスダジイ林へ巾
･1‑･されない危険性を指摘している｡本研究の

タジイ;7JJ樹のtlLJ.税数は少ないが､樹高80cm

調査林分のスダジイは老齢化してか)､今後

から250cmぐらいまでの個体が見られたのに

衰退して枯死する個体も多くなることが稚l

ょ=ノ､タフノキは樹高2CK)cm未満の個体だけ

される｡このような状況で､現存する椎樹個

であ‑,た､さらにFlg.5の写共に見られるよ

体群あるいは幼樹個体群が如何に成技して世

うに､タフノキの幼樹は100cmくらいで‑ 旦

代交代するか､また成長を促進するためにど
のような管稗を行えばよいかについて､ノ｢後

柚化してから萌芽再生を繰り返していたo上
惟･ 13;Y.1こH1993)は､タフノキとスタジイの

･JJl/Liと週移系列の関係を明らかにしているo

検討する必要がある｡今【p】の調査では､林内
の環境測定が実施されておらず､椎樹個体群

それによると､タブノキは火山島では遷移初

の調査も部分的なものに留まっており､これ

期に優り1‑し､時間が経つとともに土壌が肥沃

らの調査を追加するとともに現存する当年Er=一

になるとスダジイに挺き換わるとされてい

実生の動態などの調査および角獅斤を行うこと

るC仰純林分では､海岸に面した部分では

が今後の課題であるo

タフノキが優占し､その内側でスダジイが優
.E.していた｡スダシイ優占林分内にはタフノ
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吉岡邦二･斉藤員郎･ lJ,]藤俊彦･樺柑利払

におけるタブノキ純林と混交林の林分

1968.スダジイ林北限城の

構造と更新.植生学会誌17: 23‑30･

然保護.文部省科学研究費判定研究

日1 1.jj之. 1994.分布北限域のスダジイ林内

｢一次勺:̲産の場となる柄物群艇の比較研

における棟f一散布と実生および椎樹の
分イlf.日生態会誌44. 9‑19.

̲次週移とl′1

究｣昭和42年度報告. pp. 96‑105.
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Micropropagation and Characterization of the
Regenerated Plants of Triploid Lychnis senno

siebold et Zucc., a Valuable and Rare Ornamental Plant
Toshinari Godol'. Takayoshi Oku2'& Masahiro Mii2)
1 ■ BotanlC Gardens of Toyama,

42 Kamlkutsuwada, Fuchu‑machl, Nel‑gun, Toyama 939‑2713, Japan
2, Laboratory of Plant Cell Technology, Faculty of HortlCulture,

chlba UnlVerSlty, 648 Matsudo, Matsudo, Chlba 271 8510, Japan
Abstract A protocol for the mlCrOPrOpagatlOn Of trlPloid Ly(J7nLS ‑ennl) Slebold et

zucc. was establlShed by the axlllary bud method･ MS medlum Supplemented wlth 10
mg/I BA induced an average of eight shoots per node and they were successfully
grown ln the glasshouse after ln VltrO rOOtlng･ Ploldy stablllty Of these I‑egenerantS
was confirmed by flow cytometrlC analysIS･ The regenerants showed uniform flower
characters such as color, shape and sIZe, WhlCh were also the same as thnse of the

orlglnal plant. However, they had taller plant helght and flowered earlier than the
orlginal plant.

Key words: L̲Y｡hnL‑ ∫enn'ZO, mlCrOPrOpagat10n･ Senno, trlPlold

L.ychru･日enno Siebold et Zucc･ Uapanese name lS Senno) is a specleS belonging to

caryophyllaceae and native to Chlna･ This spec.es has been cultivated ln Japan

because of the high ornamental value with large bright crimson flower since the flrSt
introduction recorded abclut 600 years ago. However, L･ senno is now cultivated only in
several private gardens and faclng tO the crisis of extinction, although commerclal

cultlVatlOn Of this plant has recently been initiated by a farmer (Godo et al･ 2000).
Lychn,S senno remaining ln Japan has been maintained by only vegetative propagation
methods, divISIOn and cuttlng, because of the trlplold nature and consequently no

viable seed production. As these conventional propagat10n methods have some
problems such as low propagation rate, Seasonal llmit and dlfficulty ln avoiding
disease lnfection, it is now required to establlSh the method for ln VltrO mass

propagation. However, our previous tralal to regenerate L･ senna plants through callus
culture was unsuccessful due to the loss of plant regeneration ability wlth Increased

ploidy level (Godo et al. 2000)･ Consequently, We established a protocol for ln VltrO
propagation and preservation Of L･ senno plants utllizlng the single node method

although propagation rate Of this method was low (Godo el all 2000)･ Invitro shoot
multlPllCat10n has previously been reported in the other LychnLIs specLeS･ l･ e･, L

c"Onala Thumb., I.. kiusiana MaklnO and L･ sE.eboldE･E Van Houtte (Furuya 1997)･
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However, studies On eStabllShment of effectlVe micropropagatlOn method of L･ selmO
have not yet been reported.

In this report, We descrlbe lnvitro propagation Of trlPlold L･ senno･ a valuable and
rare ornamental plant, by the axlllary bud method, which was proved to be a simple
and relatively fast method for the product10n Of true‑to‑type plants･

Materials and Methods
Plant mater･ial

In vlt,0 Plants of i, senna were maLntalned on 1/2 MS (Murashige and Skoog 1962)
medium Which consisted of half strength MS mineral salts･ full strength MS organic
const.tuents, 20 g/l sucrose and 2 g/l gellan gum (Phytagel; Sigma ChemlCal Col, St･

Louis, USA) without any phytohormones, for two years by transferrlng every 2
months and used as the materlal for this Study･ The orlginal plant ofL･ senna has been
malntalned by dlVISIOn Or Cuttlng after lntrOductlOn from Kashlma‑Cho･ Shlmane
p,efecture, Japan on October, 1997 (Godo et al･ 2000)･

MicropropagaEion
Node segments of ca･ 5 mm long'each havlng a Palr Of axillary buds, Were excISed
from stems of ln Vitro plants, and placed on MS medium COntalnlng 30 冒/1 sucrose･ 2

g/1 gellan gum, and 6‑benzylamlnOpurine (BA; 0･ 0･1, 1, 10･ 20 or 50 mg/1) or
thldlaZur.ne (TDZ: 0.01, 0.i, i or 10 mg/1) as plant growth regulator (PGR) in a glass
tube (20 × 100 mm). The pH of medlum used ln thlS Study was adjusted t0 5･8before

autoclavlng. At least 20 nodes were examined in eacl‑ concentration of PGR･ These
cultures were Incubated at 25℃ under 16 hr light at 40 /i mOl m‑2S‑l･ After two months

of culture, number of shoots regenerated from each node was counted･

sIXty‑eight shoots Induced on the medium COntalning 10 mg/I BA were indlVldually
excised at the base and each ten shoots were transferred onto fresh 1/2 MS medlum
wlthout phytohormones ln a glass bottle (500 ml) for shoot elongat10n and rootlng･ The

rest of the explants with regeneratlng Small shoots on medium conta.nlng 10 mg/l BA
were cut into four pieces and transferred to fresh same medlum for further

prollferation of shoots･ One month after transfer of the shoots to 1/2 MS medlum
without any phytohormones, rooted plantlets were potted in 6 cm pots with
vermlCulite and kept ln the room controlled at 25℃ to acclimatlZe for one month･

After accllmatlZatlOn, regenerated plants were transplanted to new pots (12 cm
dlameter) fllled wlth compost and kept ln the glasshouse without any temperature
control.

Flow cytomeEric analysis

Just before transferring tO the glasshouse, a leaf of each regenerant was excised and

used for analysis Of nuclear DNA content by flow cytometry. Mother plant cultured on
1/2 MS medlum Without phytohormones was used as a controL The leaf tlSSueS Were

ll

MaICh 2O()JI Godo eT tL/･ MICrOPrOPagatlOn Of Ll(hlZl"(,7日〃

chopped with a scalpel ln a plastlC Petrl dlSh contalning 1 ml solutlOn A of High

Res｡Iut.on DNAIStainlng kit type P (Partec GmbH, Monster, Germany), to which DAPI
stalning solution (2 mg/I DAPI (4■, 6‑dlamidin0‑2‑phenyllndole), 10 mM TrlS‑ HCl, 50

mM sodium Cltrate, 2 mM MgC12, 10/o (W/V) PVP K‑30 (Polyvlnylpyrrolldone K‑30),
0.1% (V/V) Triton X‑100, pH 7.5) was added after 5 mln Of lnCubatlOn･ The nuclear

suspension was flltered througha 40 I,,m nylon mesh to remove tlSSue Segments and
incubated for 10 mュn at 25℃. All samples were analyzed with a Partec PA (Partec) flow

cytOmeter.
Chaf･aCEeTistic analysIS

one year after transfer to the glasshouse･ all of the regenerants were transplanted
to large pots (18 cm dlameter) and kept 帆 the same condltion･ Several characters such

as date of flrSt flowering, plant height, nower color, flower shape and flower size of
sixty‑seven regenerated plants and one orlglnal plant were examlned in the second
summer after accllmatizatlOn,

Results and Discussion
After two months of node culture, either one of the two buds located at a node

usually tended to grow on most of the medium containlng 1 mg/1 or less BA, whereas
approximately elght shoots were regenerated from a node after two months of culture

｡n medium containlng 10 or 20 mg/l BA (Table 1). Pierik (1997) also descrlbed that
hlgh cytokinln COnCentration stops the apical domlnanCe and allows axlllary buds to

develop. However, TDZ showed different effect from BA and was effective for shoot

regeneration of i. senno at low concentrations (0･1‑1 mg/1) but harmiul at 10 mg/l･

Table 1, Effect of concentration of plant growth regulators on shoot regeneratlOn from node
explants of trlPlold LychFZis sennno Slebold et Zucc.

plant

Growth

Reglator

BA

BA
BA
BA
BA
TDZ

TDZ
TDZ

〃mOl/1

)

oo･ 111020500･o lo･ 111 0

Cont rot

Concentration
(

TDZ

All data were measured after 2 months of culture.

No.

of

explants

No･

shoots

of
±

SD
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whlCh caused death of all node explants (Table 1). Ezura (1990) and Mlller eT Etl. (1991)
reported that combinatlOn Of BA and low concentration of NAA was effectlVe for
propagatlOn from axillary buds ln Dt･anlhus chtnenSES and carnation (DL CELryOPh･vILus

cultlVarS), respectively, both of which also belong to Caryophyllaceae･ Although the

effect of NAA was not examined ln the present study, additlOn Of 10 mg/1 BA alone to
medlum resulted ln SufflClent number of shoot regenerat10n･ In the genus i.V(■hntj, L･

cE,,onatEL, L A,･u〜Jana and L. u･eboldtt, however, no benefic.aleffects of NAA have been

reported on shoot multlPllCation (Furuya 1997)･ Contrary to the shoot format10n･ nO
roots were formed from the node explants at hlgh concentration Of BA (10 mg/1 or
more), whereas roots were successfully induced in most of the lower concentrations of

BA tested ln this study (data not shown). Desplte Of the inhibitory effect of hlgh
concentratlOn Of BA on rootlng, Shoots regenerated on medlum COntaining 10 mg/1 BA

FIE. 1 Effects of BA on contlnuOuS mtlltlPllCatlOn Of shoots Induced on MS medlum
contalnlng 1() mg/1 BA. Each shoot Induced on the lnltlal medlum Was excised and
cultured on the same fI･eSh medium Or medium without any phytohormones for one
ml)nth, Left. MS medlum W】thout any phytohormones. Rlght : MS medlum COntalnlng

lO mg/1 BA.

∴∴

March 200 1
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!aPttu10･13qLLTLtZ

つi

o
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Rehtive DNA content
Fig, 2. Frequency dlStrlbut10n Of relative nuclear DNA contents of Lv'･luuHem7,･ Slebold et
Zucc. by flow cytometrlC analysis. a) The orlglnal plant cultured ln VltrO used as contr()1･

b) Regenerated plant on medlum COntalnlng 10 mg/1 BA.

rooted easlly after transferring to 1/2 MS medlum Wlthout addlng any auXln. Shoots
induced on medium contalnlng 10 mg/1 BA were contlnuOuSly multlPlled after
transferrlng tO the fresh same medium (Flg. 1).

Although callus and cell suspension culture has been utllized for mass propagation
of plants in various ornamental plants such as lily (Prlyadashl and Sen 1992, Godo ef Et/.

1998) and cyclamen (Hvoslef‑Eide and Munster 1998), we found lt dlfflCult to
regenerate plants from callus cultures of LJe/川0, and, consequently, We adopted the

slngle node method although the propagat10n efficlenCy Was low (Godo et EL/. 2000). In
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lUt!ldhosJaqunN
Flowering date (in July)

･
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遡
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FL富. 3. FlrSt flowerlng date of i̲ychnL‑ennO plants which were propagated on medlum

contalnlng 10 mg/1 BA･ ●: MICrOPrOpagated plants uslng 10 mg/1 BA･ ○: Orlglnal plant
asc｡ntrol.

TuEqdJosJqaquTtN

30 40 50 60 70 8090100110
Plant height (cm)

F上ll. 4. Height ()f regenerated plants of LyLhnE5 ‑ennO at first flowerlng･ ●･ MICrOprOPagated

plants using 10 mg/1 BA. 0: Orlglnal plant as controL

tlュe present study, We succeeded to improve the shoot regeneration efflCiency by uslng

10 mg/1 BA. Since We found the increase in ploldy level ln the calli Induced from leaf
segments of L. senn,'(Godo eT al･ 2000), We examined the nuclear DNA contents of 68
plants regenerated from the axillary bud culture in the presence of 10 mg/1 BA, and
found no change ln the ploldy level ln all of the regenerants (Flg･ 2)･ This result
confirmed that ploldy level of tnploid L sent" regenerated on medium containlng high

c()ncentration of BA was stable during ln VltrO Culture･
Although one regenerant dled durlng CultlVatlOn･ remainlng 67 regenerants from

the cultul･e Wlth 10 mg/1 BA grew well ln the glasshouse･ and showed vlgOrOuS growth
日日he second year. They恥Wered about two weeks earlier than the orlginal plant ln

the glasshouse (Flg. 3), and exhlblted taller plant he.ght than the orlginal plant at the
f.,st flowe,ing season (Fig. 4)A Although the reason for the changes observed ln the
I･egenerantS are not Clear, Plerlk (1997) described tl,at the growth of the plants

Mar(･L1

20()/1

Godo

(Jl

tL/.

･

MICrOprOPagatlOn

Ot

L､(小目､

lLJnn()

Flg. 5. ComparlSOn Of Rower morphology ln regerlerated plants of LychnL‑enn〃 On medlum

contalnlng 10 mg/I BA. Each flower was collected from the different regenerants･

propagated by axillary bud method lS usually better than that of the orlginal plant,
probably due to the rejuvenation and/or the lack of infect10nS Wlth various Pathogens･

Rejuvenation manifested by both morpholgical traltS Of leaf and improved efficlenCy in
the rootlng Was reported ln the tissue culture‑derlVed plants ln many WOOdy plants

such as MyriL･a (Katoh and OoIShi 2002), SequoE'adendron gLganTeum (MonteuulS 1991),

persimmon (Tao et al. 1994), and root stock apple (Webster and Jones 1989)･ However,
only few report concernlng With reJuVenat10n Was publlShed on herbaceous plants
because of the difficulty ln dlSCrlminatlng juvenile phase from mature phase･

Uniformlty Of the Important flower traltS Such as color, shape and sIZe Were Shown

ln all regenerants (Flg. 5). Despite of the hlgh ornamental value, commercial
productlOn Of thlS trlploid L. senna has not yet been initlaled ln Japan due to the

dlfficultleS ln mass PrOpagatlOn and breeding of new cultivars. This IS the first report
for mass propagation Of trlPloid L. senna, and the protocol of the axillary bud method
establlShed in the present study may be useful not only for propagation but also for
inducing mutat10n ln VltrO by utllizlng Chemical and physICal methods to produce new
cultivar of L. sefmO.
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神戸敏成･奥 隆善･三位正洋:3倍体セン
ノウの微細繁殖及び繁殖個体の特徴
3倍体センノウの微細繁殖方法を確:!二し
た0 10mg/ 1のBAを添加したMS培地で

対

の駿芽を持つ節を培養したところ､ ‑一つの節
あたりiI,‑一均約8本のシュ‑トが形成されたo

これらのシュートは試験管内で発根後､順化

L､ガラス室で栽培を行った｡フローサイト

メトリーを用いたDNA含量の解析の結果､

これらの繁殖個体は全て3倍体で倍数性は女
定していた｡繁殖個体の色､形､大きさなど

花の形質は均一であったが､元の個体と比
較すると草丈は高く､開花時期が早まって
いた｡
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沖縄島に導入されたハンノキの現状
兼本
･富tll県｢中央植物園

正1‑･兼本正人2‑

〒939‑2713

I,･沖縄巾迂所企画部こども未来課

富山県婦負郡婦中町上二轡m42

〒9()4‑8501沖縄抗い中絶市仲宗根26‑1

The state ofAlnusjaponica (Thunb･) Steud.

(Betulaceae) in Okinawa Island
Tadashi Kanemotol ,'& Masato Kanemoto2)
1 ■ BotanlC Gardens of Toyama,

42 Kamlkutsuwada, Fuchu‑machl. Ne上‑gun, Toyama 939‑2713, Japan
｣･ chlldren■s Future SectlOn, DIVIS10n Of Plannlng, OklnaWa Clty OfflCe,

26‑1 Nakasone, OklrlaWa Clty. OklnaWa 904‑8501, Japan

沖縄島に生育しているカハノキ科(Betula‑

が知られている(鈴木1976, 1978;'Tlz'r城

ceae)のハンノキ(AltuJりaPOnlCa (Thumb.)

1990)｡ハンノキとりュウキュウマツはどち

steud.)は(初島1975 ;大野1989)､ 1910年に

らも遷移の初期相において俊占する先駆的な

fr<,A)から沖縄島に導入されたものである(高

樹種であることから､沖縄島において2椎は

1■i･大野1977)｡導入されたハンノキは主に

生育地を共有している｡ハンノキの分布拡大

崩壊地復旧林や防風林として植林され(天野

により沖縄島における 二次林は在来種のリュ

1989)､初島(1975)と天野(1989)は植林

ウキュウマツ林に加えて(Flg.2A)､リュウ

地から逸出したハンノキが河川､裸地などで

キュウマツとハンノキの混生林(FI芭.2B)､ハ

繁FLl]し分布を拡大していると報告している｡

ンノキ林(Flg.2C)の3タイプの林分が認め

これまでハンノキ林の報告としては名護市羽

られた｡混生林とハンノキ林はリュウキュウ

他人川(沖縄県1979)､大宜味村白浜と名護

マツが生育していた場所にハンノキが侵入し

rけ世富魯(宮脇1989)の3カ所のみである

た結果形成された林分であi)､ハンノキは1)

が､これらの報告以降ハンノキ林の分布は報

ユウキュウマソの生育地を侵略し分布を拡大

;E.'されていないo今回沖縄島におけるハンノ

しているoハンノキ林の分布拡大の‑安国と

キ林の分布を把握したので報告する｡

して､近年増加したダム建設や畑地造成,柿

逸rHしたハンノキが優占する林分が60ヶ所

道拡張などがあげられ､それらの地域に柿林

確.放され､沖縄島北部全域に分布を拡大して

された林分から逸出し､分和を拡大したもの

いた(Fig.1)｡特に裸地､崩壊地､林道法面

と考えられる｡リュウキュウマツ林の大部分

など森林が撹乱された立地へ侵入が著しい

は植林されたものであるが(宮城1970)､リ

(FIE. 2B, C)｡琉球列島の裸地などでは在来

ュウキュウマツは琉球列島固有の唯一‑マツ朴

梢のリュウキュウマソ

植物であり(初島1975)､ 7)ユウキュウマツ

tPLnLES lluChLLenSLS

Mayr)が優占する 二次林が形成されること

が優占する二次林は琉球列島を特徴づける帥

･卜の
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FIR,. 1. DISLrlbutlOn map Of A/mlりttl""I(̀I forests ln OklnaWa Island Arrowllead and arrows

lndlC乙Ite afforested areas whlCh were reportted by OklnaWa Pref･ (1979) and MlyaWak)
( 1989 ㌧ respectively.
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北本･版本:沖縄島のタイワンハンノキ

Fig. 2. PhyslOgnOmy Of secondaly forest ln OklnaWa lsland･ A: PE77uS /a(hue,75LJ forest ち

MIXed forest of pLmE､ /LLLhue'7m and AlnLlSJaPOIZLCa. C: A/'Lui JEEPO,HHL forest･
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立山室堂平におけるライチョウの営巣地の植生
LiT:凹めぐみ1) ･古口1稔L''

1 . rrLlげ.川.央帥物LiLl

〒939‑2713 1富山LrT11ほほ郡掛f]Pr L掛け42

･LL;LHl収農菜技術センター

〒939‑8153

富川IzflJ .1.:hlL111124‑1

vegetations as Nests of Japanese Ptarmigan, LagoJ"L‑uLlLl･‑

jalWnicus, at Murododaira on the Tateyama Mountains
Meguml Yoshldal & Minoru Yoshlda2､
1 BotanlC Gardens ofToyama,
42 Kamlkutsuwada, Fuchu‑machl. Net‑gun, Toyama 939‑2713, Japan
‑'Toyarna AgrlCultural Research Center,
1124‑ 1, YoshlOka, Toyama City, Toyama 939‑8153, Japan

Abstract Murododalra On Tateyama MountalnS IS famous for habitat Of Japanestl
ptarmlgan, Lag叩ln 〃7utLEりELIM77LCLL,. The vegetatlOnS around of their nests W(▲rP

analyzed by the Braun‑Blanquet method･ Among s上x Surveyed plots･ three plots were
vaccln10‑Plnetum Pumllae typICal subassoclat10n, and two plots were Vaeclnl(ド

plnetum Pumllae subassoclatlOn Of Rhod''de'7dr'MZ brach̲V｡arl‑l･ The Importance ()I
vaccln10‑Plnetum Pumllae was recognized as the vegetation Suitable fol‑ neStlng ｡f
Japanese ptarmlgan. It lS noteworthy that Japanese ptarmlgan nests even ln Van EnLLLn
''L,allft'lLum ‑ GaLLllhena p.trol"EE/ev var. mtqLLe/Eana community Were Observed ln One PIot･

Key words LrLgnlmY mLLlLLS /aJWN7LLLLi, Tateyama Mountains, VegetatlOn

ライチョウLLEgnIMHnLLTLIりal'('nLCu､ Clarkは

イチョウのなわばiJは高Lll胤衝ハイチにみら

北アル70ス､南アルプスおよび頚城山系に生

れる背の低い(40cm以下)ハイマツの/JJlイtJJと

.Iユしており､その総数は約3000羽と推'起され

密接に関係し､常巣場所も1号て廿のIltいハイ

ている｡このうち､J!lJJ一倍では特に生息数が

マツ中であるとされている(羽｢‖他19朗),

多く､ 2003年には225′】;｣の生息が確認されて
いる(吉川IUT.‑‖然似,獲課による)｡

立山室生平における初期のライチョウの調
査では､ライチョウは常巣場所として融̀■丁が

ライチョウの行動と植生の関係については

早く､二Jjは30cm以卜のハイマソなとの肘

爺ケLli;‑ (;j;日日他1964)､火fTLn (;]相1他

物群落でL相まれ､一)jEま放cmのE';.地あるい

1967)､ lzLllさ連峰(,HH‑=也19糾)なとで調査

は裸地という場所を選んでいる(紘)ト靴Hl

されており､ハイマツ群落がなわぼり､営巣､

1972)C

また浄1二山においては紫姉に過した

才と州寸､休.Lil/.字トLZiな'f二活場所であることがわ

場所は凧衝部のハイマツ群落であるとされて

かっているc l'TJ.1)連峰における調杏では､ラ

いる(湯浅1972)｡ 'j;''/ri･':li･では197211:‑より継

Bull. Bot. Card. T(つyama

2Ll

N(). 9

#･,lLしてライチョウの観察･調食が行われてお

ドミヤマネズ群落などの､肝湘蒙か榊′t構造

り､ 5Hから7JJのなわぼり形成から抱卵に

の不連続城が営巣場所として選択されている

いたるLIJJ=ltJjにはハイマツを中心とした植被の

ことが明らかになった(.川‑..LLIJ野2002)｡

ある地域がなわぼり形成地一【1(として利用され
ている('tl;J.‑lll･乱即升究会19931｡

州某他(2(¶1)は北アルプス爺ケ岳におい
てライチョウの′:,こ.I.･巣環境に関わる植生を調香

このようにライチョウの営巣地の植生につ

いてはハイマツ群落の奄要件が指摘されてい
るが､その植生を植物社会御/Jに調査したも
のはほとんど無い｡

し､ I.(:,I:注と1卵子はハイマツIl判という植生高40‑

筆者はこれまで立LLl室卦J':において､ライ

7u:mの211,tィ.からなる群落rj,Jに常まれることを

チョウが冬期に集団で雛祭される通称｢丸Lh｣

明らかにした,3また室甘l'Jでは､富1日雷鳥研

と(吉田･吉田狐)､冬期および滋期の恥場と

究会の調布から､ハイマツ群落あるいはホン

して利Ff]されている地,･.I!､ ( 吉HJ .1.日1 2COl)

FIE, 1. Study areaand point Ofeach plot

Ll;HLlh20()′l

I.llr

I
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･川:ライチョウの一･LJ'･n地のfLH/I‑

の伸′l‑.調イt'を才Jい､その肝zrkを明らかにした｡

またコドラーTJ.モ体のflniJl･‑;, ､脚.･にとの肘

/11'llは､''JLJ'J;'‑Ji:.ll,‑におけるライチョウの営巣

稀の.Ll:,;さ､けJ.税棟数を,,Li録した

地の仙′トを､植桝1会;‑lL:的L二評恥名等をrli碇

との..Ia]舟純米は掛JR衣にまとめ､炎操rlを子l

することを目的としてflh/r:.調査を行ったo

い群落単位̲を川HJ.した｡なおjJ<■lrの'?''^/rはJl;I:

糾｣川lX:こ

別とLてEt,rL̲q (1988)に従一)た

調査地および方法
結果および考察
調肘土'.･:r.TllJ･tL泊研究会による200141増の立
ILlライチョウ/1･̲態調査において2001年6月か
ら7)JにqA,.JL).されたライチョウの巣(富山雷

各調査区の群落の分類
胡麻地の終調利束の地LIXlをFlg. 1に､調イた

私1,TT')とそのIFJl相の地点で行ったC

rメの地勢概安をTable lに､終..J'Mflメ二で柵.L思

たf=し,第,,;.':剛uir封2調査区は2(X氾年度の調査

された巣の概要をTable2に,帥′l'̲調査の結

で確.認された巣である｡調奔臼は2001年8月

果をTable 3に示したL,また各朋.肘メ̲の'/プl'も

23日にみくり7手綱餐【*.､ 9月6日に室堂山調

をFlg. 2‑Fig. 7に､各.弼何^Jで帆.iJ･された火

肘*̲､ IJ;:,,7･'･障】地南調香｢束､室生園地南2調査

の写真をFlg.8‑Flg. 12に′Jくしたo

.L.'5IlJr究会

rメ▲､ 9 JJ 8 lHニ乗越調査区と雷鳥南尾根調査

柄!t:̲調杏の結果よりまとめた制止衣は､炎

lメ二であった｡みくり谷調査区はみくりが池よ

操作により群掛単位をnrLl=/､以卜に述べる

り地紋行へ卜りる登山道の北側の斜面の上部

群集を分現した,

に位抑している｡斜面は南南西に面し､調査
L*̲の標.t'.I;は2390mであるC妄堂山調査区は喜
･;･':lLJ展守!.ITより北西方向の尾根部に位置し､

･iL音盤l対地向調査lxI ､ IiiIrii'[対地l,LJ 2..JIMた[k. ､

乗越調在rj̲､ I.蒲.‑.烏南f毛榔川村メは低小.1でハ
イマツが優JI‑し､ L‑.1,I.本剛二はコケモモ､カン

斜IfIIJのlfTJきは北北西で標高は2610mである｡

コウランがみられ､ハイマツとコケモモを群

脊LltEもl地F舶司査抑ま室堂山山腹の北北西向き

集の標微積とするコケモモーハイマツ畔態

斜仙二f:/'lFll̲し､標,糾ま2510mである｡重宝園

vacclnlO‑Plnetum pumllae Maeda et Shlma‑

地南2調布E*は室生園地南調査区より約30m

zakl 1951に分煩した(Table3)o

州別にあり､ 2cmlFに営巣が確認された地点

堂園地南調矧メ:､ rl:推岡地南2.刑とlメ̲､東越

で標.氏;は2500mであるo乗越調査区はみくり

調査[{では低棚引まはとんとハイマツのみに

が池よi川qAJi向へ伸びる尾根の先端の西南西

覆われ､柏被率が100%近く､ lJl]̲粁ij<のLj(.分

rr'りき斜面に位置し､標高は2360mであるo雷

種が認められないため､コケモモーハイマツ

鳥南尾根調査区はりんとう池北側の南西向き

群集典型亜群集VacclnlO‑ Plnetum pumilae

斜的=‑.部に(;rlrFJl L､標.部ま2370mであるC各

typical subassoclat10nに/JjL較した｡これらの

調餐12(この位置をFlg. 1に示した｡

調査rxIでは低木層および草本ll.削二ナシマザサ

このうち1''

各々の調創メ̲で確認された巣を中心に2 ×

が被度1 ‑3でH1硯するが､これは日本海側

2m二のコトラ‑トをとり､巣のある群落の関

の多雪地のコケモモーハイマツ群11三脚抄附群

目部に対して､ィ.lPLTjと左側にそれぞれ連続し

集に多くみられる特徴(宮脇1985)とされ

て2×2m のコトラ‑トを設置した｡調査は

ている.

tfFll

=[1川1 (2001)と同様にフラウンーブラ

雷鳥南尾根調査lx.においても低木).:L'.1.はハイ

ンケ法に従い､各調査lZf̲の各コトラ‑ト内に

マツが優先するが､ハクサンシヤクナケがハ

/i‑̲育する植物の種名とその被度を+から5の

イマツとともに低木闇に.EIJ.i)iする｡よってハ

6fitr僻､肝度を1から5の5段階で記録した｡

クサンシヤクナゲを亜群集のい.分柏とするコ

2(1

N(). 9

BL111. Bo†. Gal d. Toyama

ナゲ唖群鰍二近い柏分であると考えられる｡

ケモモー′､イマツ群111‑ハクサンシヤクナゲ亜
l汀iJJVこICClnl｡ ‑ Plnetum Pumllae subassoclat10n

肴i:･.zl朋付八はftt木桝にハイマツ､草本吋':.

of ∫?/打′̀/〝̀/(,11̀Irult lull(hTICE'llMnと分煩した｡

にコケモモがみられるものの､低1､Jr.111の植被

ハクサンシヤクナゲIu,.群集はコケモモーハイ

率が低く､ハイマツの経度も1から+と低く,

‑/ツ群iJーのlいてはイこ州の低海抜土釦二みられ

コケモモーハイマツ押掛二は分野享できなかっ

川LH 1990(i)､シラピソ､オオシラヒソ林や

た｡ Z,三本rrltH二はガンコウラン､シラクマノキ

タケカンハ林なと･HL':,ll'日日1‑の森附二近いハイ

などの接/ド̲低木が岳被度でみられるのでカン

マツ林とされている('.r:fW, 1985)し

コウランーシラクマノキ附存EmpelrLLmnLgnL17l
‑GELu/Tht･r'u fmqLLL,lIEL)7̀1 COmmunltyとした｡

みくり'lF,那.1付メはハクサンシヤクナゲ､ク
ロ｢ンスコ､コセンタチハナなとコケモモーハ

以卜のとおりf糾･̲.洞瀬の純米からみくり'f‡

イてノInlJJハクサンシヤクナケ亜群集のlk.分

調倒メはクロウスコーシラクマノキ群満､ 'S̲

印が.･.■lJA被)土でふられるが､ハイマツはlLl',現し

菅IrI調布Lメ̲はカンコウランーシラクマノキ群

ないため､肘ijーのlLJ1/iiLまできず､よって被覆

括､ '寄食除目也向調剤*.. 'iミ堂同地rF] 2調村木､

の.I:,I)いクロウスコとシラクマノキに注t=jL､

乗越調査し*はコケモモーハイマツ群集典判亜

クUウスコーシラクマノキ群落vEtLLtnLLLn

群集､ '息烏rptJl宅根調.料;(二はコケモモーハイマツ

(JL ･ELILfl)/IEIllr G川llI/1tJrlu I,m,/()Ede ‑ var. flu(llLelLanEL

群集ハクサンシヤクナゲqi.群集と分好!された｡

commLnltTとした

ライチョウの営巣地の植生

この調倒メ.の斜面の約5m

I̲:,,l;にはハイてノ休がみられ､よってこの調

はじめに述べたとおl)ライチョウの1111'.'拐ll

州メはコケモモーハイマツ群1]5ハクサンシヤク

場所はハイマツと深い関係があることが指

TとIble 1. SLLmmary Of sulVeyed plots.
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川:ライチョウのJl･:剃也のlll''E

:r.紺地南.洞イた[ヰ)が89cm､コトラ‑ト1()

摘されているー/lhLU】 I̲i,̲lLl'jI,･;･':tl'1才rった植

′相可か糸1.某では､ 6調査[丈のうち宅′立凶地

(毒.li･̲潤地Ii,I 1') ,a.MFlメ1が97cm､コドラー

ト13

内調肘メ､ 1= ･:i‑閑地r有2..‑I;]射*̲､乗越調杏

し乗越調肘JJ】が70clllと爺ケ汀.i他の

'i̲:･･:】'平での例(lLf)l

JJ(二の3‑)がコケモモーハイマノ群集肘tIl亜

河ulJ'･ 20()2)に比べて

併iJtであり､ /,‑までの爺ケEf;等での報告例

やや高い地∴■げ･.lr.川主に仙われている.r.Jlで111三

(LJL川引出

なっていた

2001)と

一致したJ

しかし巣のあ

I.1打,烏棒JH己根.洞瀬lメはコケモモーハイマツ

るコトラ‑トの柑′I三.I:,･日まコトラ‑ト7 (峯

Table 3. Vegetation table of surveyed plots.
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打TpliSハクサンシヤクナケ仙群iJ三であり､こ

以卜のとおり今回調擬した.:Lr敷地では､

れはIluLl尉tu t2()Ol)のハイマソI JFl̲Jに相当

3調査[X‑̲がコケモモーハイマツ粁1Jultf)ullE･.

するもので､ .lu;'説き鞘境とはされていない

群集､ 1調杏[束がコケモモ‑ハイてツ群袈

(州傑他2001)､､ただし'雷鳥摘尾根調査区は

ハクサンシヤクナゲ収群範であり､ ,L･[:鵜環

この.洞肘八をlJTんだハイマツ群落の林緑部

境としてコケモモ‑ハイマツ群態の･fT̲二資性

に11‑,1Fli,i L､ Lul JTJllIJなコケモモーハイマツ群

が確認された｡しかし､ 1つはクロウス

1jsハクサンシ1･クナゲ亜群鮭の相生高が

ゴーシラクマノキ評r'kでハイマツの旧税し

1.7mである

HEr‑･.'脇1985)のに比べると､

ない調劇束であったG他の日rh7;一城ではほほ

コトラ‑ト16の帥′事lL:右は84cmでかなり低い

ハイマツ群落のみが営巣環境に使われてい

粁rrifが選択されていると考えられる‑

るのに対し､なぜ立山室堂､1'･のみがさまざ

みくり行調イ仁Jメは､ハイマツがtLli硯しな

まな植生が営巣環境として使われているか

い朋肘メ であり､クロウスゴーシラクマノ

は明らかではない｡恐らく'iZ;ミIil;:､1'‑の地形や

キ肝満とLJ♪lItLl=

稗組成としてはコケモ

ライチョウの年息密度などがl対連している

モーハイマツ附iJーハクサンシヤクナゲ赦群

と考えられるが､これを検証するにはより

恥のfF.lfl'E柵が多く､この群娘に近い群落と

多くの観察事例が必安と考えられる

考えられる｢鵜はクロウスゴで覆われ､低
木Jr:'Iは他にハクサンシヤクナゲとタカネナ

ナカマトで構成されていた)ハイマツの関
lJ･しない1.iE,I:iii地∴■りよこれまでにもIl;I,EE平に

本稿の作成にあたり､富llJLL,i.‑ :/̲ F.rlJ..1,.iA‑lJt

学校教諭佐藤

卓博Lには､賢屯なこ助.

をいただきましたo厚くお礼申しL‑̲けますJ

おいてホントミヤマネス群落なと､が使われ

また､私信として観察記録の･jHFほ許叶さ

た批1,'がある

れた富山雷鳥研究会に感謝いたします､

し'.L JJìE汀.L洲l究会2002)｡

FIE. 2. Mlkurldalnl plot.

lIhr( h 2()()1

l,‑rH

1.‑tLr.ライ+ヨウCT)′.Lp,,LL地のfEIl'l
..)り

Flg. 3. Murodouyama plot

Flg. 4. Murodouenchlmlnaml Plot

:い

Bull. Bot. Card. Toyama

Flg. 5. Murodouenchlmlnam1 2 plot.

Flg. 6. Nokkoslll plot

No.9

1日

1.日:ラ1'チョウのIi･.'火地の柚l

MこIrLh ̲)0(日

Flg. 7. RalChomlnamlOne Plot.

Fl常. 8. Nest of Japanese ptarmlgan ln Mlkurldanl.

∴
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FIE. 9. Nest oりapanese ptarmlgan ln Murodouyama.

FIE. 1(). Nest of Japanese ptarmlgan ln Murodouenchlmlnaml.

N(). 9

】,E= J H｣ライチョウの′.･,,搬地の1lLfl̲/l
＼lZlrCh 2川) 1

Flg. 1 1. Nest nりapanese ptarmlgan ln Nokkoshl･

FIピ. 12. Nest of Japanese ptarmlgan ln RalChomlnamlOne.

iH

N(I 9

BulL Bo†. Card Toyama

:121日

引用文献
;i.JIH他

落の役割.環境技術30･ 454‑459.

‑.･.l′林川リl･il‖17

胤1964.爺ケ

汀.におけるライチョウのFt:.活場所と柏
‑‑‑‑･帥木久米雄･､】′林国男･中山
測. 1967.火打IJEのライチョウ.志賀自

49‑60.

‑‑‑‑‑‑ ･中村批L:.1小岩T･井彰･飯沢
r川LT,E5

におけるライチョウ(Lagl'puyt7日ITu､
JalmntCuS Clark)個体群について. ､IF̲‖l

/lとのr対連.長野林友10.2‑20.

然数何軒究施設業績6

桜沖信夫･鶴田総一郎. 1972. ､tHJ室堂地域

隆･

‑ll.YT, 1984. LLl馬連峰におけるライ

チョウのなわぼり分布と個体数.信州

の雷鳥. pp. 184‑215.富山県教育委員
会.

富山雷鳥研究会. 1993.ライチョウ調査稚;Li
吉

立山ライチョウ生態調杏198717‑

1992年‑標識個体の総括‑. 'EnJl肘:I̲EJl

町.

監拘秀夫. 1988.日本の高山植物. rErと渓谷

人･?I:喋境利)､f:論iji1 6･ 71‑76.

LJ.11日日日伸･浜H Jllき. 2COl.乗粍岳,LEE:平r#l辺

のライチョウの勺:̲息状況.長野県の多
様なl 1然環境にIXJする調香研究 高山
･.ri'[の多様な日然環境の現状把握.長野
Ll.川然保護研究所紀LBt第4巻､別冊2

社.

湯浅純孝. 1972.浄上山におけるライチョウ

の繁殖行動を中心とした生態学的研究.
)2IIJlの雷鳥. pp, 164‑183.訊1収教育

委員会.
i.:井亮･ ･河野昭･. 2002. ､11LJJ地域におけ

･15‑50.
川il, lJ(i l編2,‑). 1985.日本植生誌

中部.

るライチョウの′上態､個体群動態と/L̲
活史特性. 6‑3).室堂平のライチョウ

‑'rミjL'L:,I.

一一一一一1奥日1両俊･望n昨夫, 1983.改訂

営巣環境(桐生) ‑1993‑2001咋のまと

め.筈lll雷鳥研究会編.北アルプスに

版ilイこ植/l'̲便托.モ文堂.
中日1‑‑人. 199()a. ,IT･J.;軌ll引栄樹低木林.宮

脇Irl卜lJllltLTr俊編著.円本植物群落

おけるニホンライチョウの生態調査‑

生活史相性､生息環境と保護･保/1号を
めくる問題1. pp.81‑93.富山県､l/二LJl

図.,ia. pp. 346‑349. ̲･字文,'i･∴

一一一一一･ 1990b.高lJ｣凧衝低木群落.宮脇

Lrli ･則‑r絹俊編貨. 11本柄物群落図説.

町.
七円めくみ･ll･Jm

稔. 2(X氾.ライチョウの

棲息環境としての､l!'LLl室党11'.A ｢丸IJJ｣
pp. 442‑443.やA.文JLこ,':.

)くけ.Jキ

‑. 1977.胤衝低木群L‑A.宮脇

昭

の植生.富山県中央植物園研究把;7,‑‑ 5
65‑ 78.

(WITl満). I.･;･.'lllL,Lil.‑の帥JE̲. pp. 201‑203.
'.･;川lLE.㌔.

川恨/xl姐･.I.:JFJ‑亮.北Jl;.:lJ‑/I'T. 2(刀1.ライ

チョウの11才史環境としてのハイマツ評

‑m一一一一･

. 2001. :/111｣宴党､r′にお

けるライチョウの棲息地の植/l･̲ 1,;･川1
県中央植物園研究報'lj.‑‑ 6: 53‑65.

Bul1 Bot Card To)̀HllこI i) Ljr)‑17(200Il)

'Ll･.'LLJN川'火帥物IiilIJ)r究枇ハ

ライチョウの生息環境としての立山室堂平｢双子山｣の柄生
吉口7めぐみ
'E;.川雌【11央植物園

〒939‑2713

富山県婦負郡如rf,町t二神目142

The Vegetation of Futagoyama as a Habitat of the
Japanese Ptarmigan, Lagopus mutus japontlcus,

at Murododaira on the Tateyama Mountains
Megumi Yoshida
BotanlC Gardens of Toyama,
42 KamlkutsLlWada, Fuchu‑machl, Nel‑gun, Toyama 939‑2713, Japan

Abstract Futagoyama, a small hlH of Murododalra On the Tateyama MoLlntalnS has
been consldered to be one of the habitat Of Japanese ptarmlgan, L̀′R,''l川t mutLJ､

JaPnm(u･1･ The vegetat10n Of Futagoyama was analayzed by the BraL】n‑BEanquet

method. VacclnlO‑Plnetum Pumllae Maeda et ShlmaZak1 1951 was observed on rhC}
hlH tops and the vIClnltleS but sorbL'‑ mal†〟murana‑Ptnuり州InE/ae communlty Was

partly dlStrlbLttled on the south‑western slopes. Lower parts ()f the hllJ Fau1‑1｡‑
CarlCetum blepharlCarPae Suz.ノrok.1964 Were mainly founded and there were

considered to be good place which fledgling birds ofptarmlgan feed ln SLlmmer.
Key w()rds : LlJgOl,Ll1 uuLlusJaIW′〝CEE.〜, Tateyama MountalnS, Vegetation

;/.lFl一倍は附の特別人外記念物であるライ

山頂部を持つことから､ )朗lJ､ ｢収(.‖lJ

と呼

チョウLLLg''PLiH〃"lLLI JtJIWnL'･EL.1の′1:.息地とし

ばれている(Flg. 1)o北LJqJ.!'.I;の山頂の襟.I:古は

て知られており､ 200311二度の､川1ライチョウ

2389.5mである｡ Ih‑1村斜rluはふなくぼとIILJJは

生息放申開調査によると2255J;)が'1=.息してい

れる谷筋を挟んでミドリJt川壬に､北ik余lrrHは

ると推定されている(lLi川J県F燃保護課によ

浄卜沢へと続いているL rJtl糾仙ま低いJd根状

る).この･17T,･では:IJ̲=l,FIE.郎アルペンルート

となり､登山道のあるリントウIt;根へと縦い

1WlTJ凋通直後の1972句:‑よりライチョウの勺二

ている｡

息･生態調査が行われている｡調杏を行って

この双子山では繁殖itJJの5)jから7Jjにか

いる㍑lll'糾.3研究会により､ 'J;言,=r;:Lr,:でライチ

けて､ 1990年から2(X)21lAまでの調イ甜】火かLL,

ョウの/i:71t‑史の糾.HtJJにおける卜地利FfJの状

は､ 1992年から19971l:‑､ 20()0隼から2(X)2イJに

況の 一部が解明されつつあるー

なわはりが形成されている(11介.河Pj'･

立‖J甘iI.:1'･の北山.Jl‑IH二付.lFFJ'し､北柏一南如

2002)｡なわぼりは双(=rとそのllJJE州別のふ

ノJr･'りに210m､南西一北舟方向に150mに渡る

なくぼにかけての狭いなわはl)の場介と収(

小さな‖｣は､山体の北内部と南東部に2つの

山から血の池I毛根､ Iti=;..托佃Jt;根､リントウ池

∴い

FIピ. 1 VleW OfFutagoyama. (Sept. 16, 2003)

までを合むJlこいなわぼりの場ITがある(肴

調査地および方法

tT･.･･IM･ 2〔X)21 711から9日にかけての育
排期には杖J'一山の北斜IEllて､ 1999勺‑‑､ 2001牛

調肘ま2Ⅸ)31t'･9JJ8日､ 9)j1611の2日hlu

ilに恕tr ,iT‑ lnLた雌が帆.'LJ.さjLている(I.Lir.'L汁.1!,

子Jつた‑収j1日の植物群,■蕗をFJTl'Iリjするために､

鳥JlJf')'LEiミ仏ィ..)また秋1()JJころには飾､雌､

InThJ斜rFl)､北如釧白IA､ 2つの[=JH,rl粥､ IILl斜lrrl

幼).さのl比さつた1JllJlが桃子7,号され､冬,lUJには111

で､それそれ特徴的なjFF'‑1答をl'ItjklTJr'するように

けり'.Gの

‑.I.liが糾1兆とLて別Jljされることがあ

る(iHT･松川2(I)21

(†目し13佃の舶肘丈を..lL',上Lた'ti･..I.1.11rEメでそ

れぞれの群('#のlL:.iさに応じて【(H‑fi‑i 1 × 1 mあ

1'一打JJはこれまで甘･ Ⅰ'二二おいて､ライチ

るいは2×2mのコドラートZhM.･JELして3佃l

J rlJが冬川JからltE /Tt(二肘jl‑ごfruy,亨される辿称

l,Lilt;rlll̲したこ

FjL州｣と

に7ラウン17ランケはに従い､木調肘メの

弓Er.‑rlI･.i川1 20()()ノ､その周辺で

I+川けiよひ以IIJJの糾Jiyjとして中日Hされている
地JI,i ( r.= ･.‑.‖

2(X)1ll､ 2川)ilE CJ.‑llL ll'‑で

帆.JL'.された′.･7'. LllJ也. ,rTIl卜lFEHr

2()Oil)のil/I

/l調イ仁を子Jい､ライチョウが利川する群満の
帥′rをFリ]!,かにLてきた

/,‑回はIJllJ生のよう

調収ま,l川1 .J.rH (2(X)1)と同様

終コトラ‑トIJIJに/1:fJするflf1物の帥机とその

flil生を十から5の6段桝､ Inl土をlから5の

5段附で,,止:描した)また終コトラ‑トの帥被
･ハ

した

脚:･にとの肝('#のl,:,lJさ､ .■t川ユ仰敗を..Ll鎚

終調査し(二二との調イ消,1ILl1‑は紬JEJ､にま

tl I C二LillJlに別川されることが多い｢AIJ'‑rlrJ

とめ､ J<操1′Lを子Jい肝掛IiflJ′ J''r川.11日ノf=

c/)帥′lをruJ,かここし､ I/イチョ･tJの利川する

おノく小のJi'/.はIL;洲として:.'!.I̲ill (19搬;)に従

1州勿In ll如)f･糾J ,'rl‑川rE(JLI.rJ.I.捕‑を子1 ‑'/J'=

った

な

＼1̀ll･ch 1,りり1

r川Ⅰ

山‑;: lH′蚊[一山の相川

JJ

Tabltさ1. SLlnlnlZll y ()f surveyed plots.
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が被度4から5と使lJ)‑するが､ハクサンシヤ
クナケ､クロrljスコがTi占きり､ r'.り､叶',;はハ'/

各調査区の群落の分類と双子山の植生の概要

サンシヤクナケの稚樹が被比1から2で侶J11

行調査Eメの地勢概算､調査日､調査伯i積を

したCよってこれら2つの朋食rメ̲はコケモモ､

Table lに､調査地の地llXlをFlg. 2､植′ト.洞命

ハイマツを群ijtの標徴柿､ハクサンシヤクナ

の結｣とをTable 2‑Table 7に'T(した｡また終

ケ､クロウスゴを亜畔1j三のlk̲分榊とするコケ

朋付メのILj'/JtをFlg. 3 ‑Flg. 15に示した,;

モモーハイマツ群1jSハクサンシヤクナケ･HFI.1r'

調4Ttlj̲1, 5, 6, 10, 11の柿Ll三調査結571‑

をTable2に示した,Jそのうち調企lメ二1, 5,

架VaccmlO‑Plnetum Pumllae subassoclati()∩
of Rhl)d')delulrun lwtL〔/汁(叩LI'Hに/)jh鮒した

ハ

6は低木桝でハイマソが優lLl L､雅群1艇のrズ

クサンシヤクナケIHT̲粁111はコケモモーハイマ

分椎の被性が低いことから､コケモモ､ハイ

ソ評躯のなかでは本川の低海抜域にLLられ

マツを群鮭の標徴稗とするコケモモーハイマ

(中村1990a)､ 1 ‑1.7mと['::;UNr/r:.I･.I.･;をもつ

ツ群鮭典型亜群集VacclnlO ‑ Plnetum Pumllae

植分が多く､シラヒソ､オオシラピソ林やタ

Maeda et ShlmaZak1 1951に分煉したっ

そのう

ケカンハ林なと帆L::IA日日'[の森林に近いハイマ

ち､.洞査L*̲ 1は秋で･山の北西斜厄日二部に位EFl'

ツ林とされている('Z.:.rj脇1985)C /｢回朋付し

し､典掛け･J.群射二してはハイマツの樹岳がや

た調査区10, 11は柑/ll.‑:tlAが1.4‑ 1.9mとlL:古い

やlr:古く､

附二ハクサンシヤクナゲ､クロウ

林分であったー

スコなとが比られ､ハクサンシヤクナケqI.秤

調杏区2は低JJ･..I.11でハイマツがHllLするも

iJ三に近い肝llkであると考えられる｡調矧;(I 6

ののその繊度は1から2とIltく､ウラシロナ

は2つのH=Lr!:I.ll;llSJの韓部にf:,.lL打し､やや凧､Ⅰ'1

ナカマドが被度2から3と優‑lfした

たりがま3ilL､ため､ Jt;帆■'粥であるが､樹高が姑

め詳解の恥定はできず､被JLlの.I.r.liいウラシll

.L:,',Jで152cmとやや,･Llr,Jくなっていた｡こjLらに

ナナカマドとハイマソにIfHL､ウラシロナナ

対して.判例メ二10, 11では低木F新二はハイマノ

カマドーハイマツHr'l祐S()rI)LlHnfEt.W77lLrt/lltJ‑

そのた

.ミト
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FI貿. 2. Studyareaandpolnt Ofeach plot

No. 9

MLlrLh

2()()/1

lHlI

:

･7Lh'‑15'′Lf】

1':枚J'[日の植′[

iリ

Table 1). VegetatlOn table of plots 1, 5, 6, 10 &11.
｢
1
‑)

日

1｢

lTA)

｢

3
13
131州
03

l3

17

3n

六一

rIlr

‑川r

11 I‑l lh
17
1ト
̲)バ
リO H il
llrT Ill I‑LJ lごl liト1J)し) lL)1 lュわ

l二J)

1日

LJ

1̲J

15

1日

り1川) 1(Xl l川) 1(A) 1州1川) 1川) 1r)ll lりり1糾

I)L

3

し)う

rHr

l仙l,>1

J)̲J

〜

lh

りIl l川) Hn

三上1‑,':, Il一 1.1 :,ラ :,'.川l:,.:, :,一二二三二,
1

1
‑

1
;

Jtl‑言

I
.

･ソ
J

十

り/

//1

1 1 ｣ノ

コ

/

/

7

‑

+

J

1
一+

+

‑

I

ノ

ノ

ウ//ノ

/ノ9

十

I

/J1 1' T I
ノ

T

'/

I

/

l /IL

ト

/

/ ㌢ / ′＼ l

ノ/

ノ＼

1 /‑JpJJ
ノ/､イ/し/
】ノ

1HrIY
l

/

llJ〟/

EJllJJ
LJdII

1

｣̲J

ノ/

(1J l

1

i

l

十

イ1) 】
｣寸

rノノ

】

/I//

91J l I 1,
'ノノ11

L/

I

ノ1

)

//

,I

1
1Jr

T

L)

P'nuりフLLmLlEL COmmunltyとした(Table 3) ｡

なとの優【11拙分が見られる('[;..'脇他1985)

調査Lメ̲3は低木層のない草本層のみの群落

という｡今rijl調査した群集はコハイケイソウ､

で､コハイケイソウ､オオヒゲカリヤス､ハ

オオヒケガT)ヤスが被度1 ‑2で見られる仔lr

クサンホウフウなとシナノキンハイーミヤマ

集であった｡

キンポウゲ群llilの椎が出現し､シナノオトキ

調査区4, 7, 8, 13は･‑.ち 本屑のみの肝t■拓

リ､ミヤマセンキュウ､クルマユリが見られ

でイワイチョウおよびショウショウスケが俊

る〕よってシナノオトギリ､ミヤマセンキュ

占し､他にシラネニンジン､ミヤマキンハイ､

ウ､ケルマユリを標徴種に､コハイケイソウ､

ミヤマリンドウなと'が山規した｡ノ

オオヒゲガリヤス､ハクサンボウ7ウ､オヤ

イチョウ､ショウショウスゲを椎徴和とする

マリンドウのシナノキンハイーミヤマキンポ

イワイチョウーショウショウスケ粁Tj三

rLJケ群LIIの椎をr*.分種としてタテヤマアザ

よってイ｢ノ

Faur10‑CarlCetum blepharlCarPae SLlZ.‑

ミーホソハトリカフト群集典型亜群集ClrSIO

Tok. 1964 em. MlyaWakl et K. FuJlWara 197()に

｡tayae‑Aconltetum SenanenSIS Suz.‑Tok. et

分類した(Tables)｡イワイチョウーショウ

Nakano 1965と分類J:した(Table4)｡この群

ジョウスケ群範は:r山を含む北アルプス北lr1.‑I;

射よいわゆるお花畑と呼ばれる高茎草本群落

の多雪地にTiこく分布しており(',[,L･:fJあ他1985､

であり

川JH 1990b)､群落高が0.3‑1.4mで

藤原1990)､争iJl,̲沖でもriこ純【州こ比られる群

植妙手't‑はr':.'JJく90%以1‑̲を占め､一一志した俊[t.‑

集である｡調査r*̲4, 7, 8, 13はいずれも

種はなく､ ′J:̲f],一環境の点巽によってシナノキ

淑子山の斜面卜部の積やかな場Inで､析E.'が

ンハイ､ミヤマキンポウゲ､コハイケイソウ

遅くまで残るためI糾問な環境であるため､イ
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FIHIS･ 3‑ 1()･ Pl‑｡t()i,raPhs of the plots studled l】‑ FLltagOyama, Murododalra On tlle Mts. Tateyama.
3

Pl｡tl･ /1 Pl(,t2･ 5

PIot3. 6.Plot‑i. 7

Plot5. 8

Plot6. 9

Plot7. 10

Plot8.

M<11し､h̲)(1(ll

J

Hr

:,rh'‑;='E･

､ii以(‑‖Jの帥′1

FlgS･ ll‑15･ Photographs of the plots studled ln Futagoyama, Murododalr乙川n the Mts.
Tateyama. ll Plot9. 12: Plot 10. 13

Plotll. 14･ Plot12. 15: Plot13.

ワイチョウ‑ショウショウスケ群集が山塊す

ハイマツ群trkll'･豪の陀性的な:′地によく比ら

るものと考えられるo

れ､筆者が以前調査した｢jLllHの日lJirHL,.AlSに

調倒;i‑̲ 9は収rlJ｣の北州側LJHL'if.I;に位lF呈

し､低木脚よ

も見られる(.1,‑日卜.1E川r 2(XX))

‑.{1.‑riにハイマツが出現するのみ

調食Iz(I.12はL.;J̲本l･,,jrのみのlm蕗で+ンクルマ

で1､本伸二カンコウラン､シラクマノキが俊

が被度3から4と優.liL､アオノツかTクラ､

.rfした〕よってカンコウランーシラクマノキ

イワカカミなとが川.現した.よってアオノツ

群満Eml,elr〃′7'〃′grM" ‑ GuLLIT/7e/･EtL mEquelLL"7tI

カサクラを標徴秤に､ナンクルマ､イ｢ノカカ

communltyとした

LTable 6)｡この群1‑gはハ

ミ､キンスケの1･̲級llil:/であるアオノツガサ

イマツのソテ群1第で､ rlIiJrt'̲:､E;.の他の場所でも

クラ群rl̲rlの椎をト(一分椎に､タカネ1,ハスハハ

!12
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Table 3. VegetatlOn table of plot 2.
Plりt numbt･r

Hllll‑革‑

QuLldl Elt numbt J‑
11日ght ('f shrub J̀tWrl( m

HLJJLrllt ｡f herb laver.Lm･
Ll八er i)I Veget,ltlりn･1㌧,

＼umbビr Of sptゝcLPS

i

l･

,L

180 17() 1H5
35

50

55

1〔叶) lrn
15

3

PIltIL Y l･lLmL/'l

80

1｣

15

22

+

1 ̲)2

JtLrr仙I LEJdLl

1

A( (】r ImJllJnlハALl

1

1

ウラ/Uナナカマト

22

ハイ 7ノ

22

ミ才力エテ

1 22 1 1

ミ不カエテ

+

クリウスコ′

1 I 1
1

←

十

十1 1
ー

+

‑

+

タロウスコ

十

ミ

十

ノハオウレン

イリカカミ

+

j I/ノウ/スケ
タケンてラ/

†

⊥

｢ノイ

+

+

+

十

オオヒョウタンポク

十

+

ノルノウ

ミヤ7トノノ/

+

カラクサイノデ
コーピ/夕子ハナ

ミヤ7‑ヒンキュウ
1 1

ウラ/tjナナカ 7ト

十

コガ不イナLJ

Table ∠1. VegetatlOn table of plot 3.
｢

3

7

朗

｢

とi

50

q

56

1(n lrN) 1(X)
18

18

Fll/)(･I I17I JLlLmtl̀hLllIL /Jハar ､

⊥

十

(〟/

+

16

Sl九･m.S "日hL r'llrLl即11tetea ZJnd dllfT亡〉nlahpPUtjS ‖t ass()Clat()】n

/

JJりJ/k

ノナノ1トキリ
ミヤ7セ/キュrL/

LJ/lII II(,(/Fr'il'IJldL l

+

クル｢ノユリ

hpt〉LltSりt tnt h】L,hぐr LlnltS

VlrLLI7LI

1 1 1 1 1ユ

コハイケイ/r】7

( 〟/･,川叫,,, h lHT'rH爪Lヽar Iり′ZL･̀･〝lV'(

1 1 22

1オヒケカリJTス

+

‑
+

ハクーけ/‑J IJJ7ウ

十

1

1

1ヤ‑t'l)/トウ

+

+

+

+

十

+

+

+

十

+

･i‑

十
+
十

十

+

+

十

+

†

+

ミ

‑+

ノ/＼ナr')レ/

ミJr/午/′､イ
三十一､'ダイモ/ノ
ノ:/イ̲ノ//

+

ミヤー､′7'1‑/キリノ

+

+

ミ

タテヤてスカナ

+

+

ノノカサクラ

イrJl]カ

+

T
十

カラグサイ/チ
アづ

イrJイー1ヨrl)

〜

+

ノヨウ/｣ウスウ

】 1

､ヤマリ/ rr)
+

十

+

/ヨ'LJ/‑7

′､クーけ/イ

+

LJ‥JJ‑.

+/プルて

クリウスコ

7‑チ

LI‖ : ､hlJ'宗生.l'J蚊(一山のfLFl'‑I:

Mar( h 2()(ll

･1.'i

TZlble 5. Vegetation table ofplots 4, 7, 8 & 13.
｢

1

lり

｢

11

lil

u)i)

Lrl

)0

暮】

3

lq

21
05

3

1

1

21

J

1

7

̲7日

‑

1

1

+

】

q5

1川)

3

う1)2

L

1

1

‑ト

ト

丁

十

+

l

う丁

｣〔)

i)2

1

jh

21

L仙lrXJ

+

川
i()0

̲)̲7

1

i

‑'l
1川

1

I

†

+

1

r

rl'!

1

1

/ハ(

十

/

I

1

◆

十

i

l

I

十

J

㌔

/ノ′J

i ll Hノlノノ

̲)

十
1

十

ノ1

‑▲

1ノ/J

･

r

1 JJ./

‑+

1

/イ

十

十

+

･

̲)l

36

1

+

+

i

Zi

5‑)

1Ln

̲).)

｢‑ポr r Ⅰir

二Z̲J

31

L)I)

l

｢

̲)1

̲)5

1()

̲)J

十

十

｢

1こZ

十

｢

//

十

＼

H

//

スノJ

′

I

.
l

十

I/汁/

+

1

.

‑t

1

｣

,

‑

】

I

I

/ノJ

1ノ十

Jll

FI

l

rJ

/ノ

ノ

ノ

I I IJ/
■

l

Table 6. VegetatlOn table of plot 9.
｢

ll T nUmbt･r
QuadrElt ll川nbt▲r

J

()
･

｢

Jh

̲■丁

Heldlt ｡f shrub lil什ZrL E
Ht lL,hl Uf llビrb l̀l＼′ぐ【｣‖11
L tNt▲r l)F vL,だL,tatJOrl U(,

NLLnlbt.r ul spFLIPゝ

｢

キ

ア

ノ

Plot nunlbt･r

‑1̲7‑i
31

HビLgll【 uf hL､rb如tjllLm

̲)1

LりヽL･r LJf ヽL･get【L日｡rlEt‑i,

95 len l川J

NLLmber L)I srjLlClぐS

lユ

35

〜)3

9

十

I

1

+
+

36

2̲)

1O

十1 I 771ノノガサクラ

i

1

33

‑
‑

‑

十

1‑/グルマ

‑

イ｢)カヤミ

+

1

1

1

/スケ

イ｢ノイナヨ,JJ

一

クu 7メ

‑

+

+

/‑/クマノキ

J1

7､′､リノギ://

十

/i

ノキ

T

rJJ/ヨTIJスケ

ヒLIハ/コメススキ

ミヤ7ホノ
十

コハイケイ

ノ/
ノウ

ノ

i

Table 7. VegetatlOn table of plot 12.

CJLladraT numbpz

4

キ

ノ

ノ

ノ

T,I,

+

.

ヒ

ハ

/

ハ ､

̲

ライヤ

ノl

/

ナ

ロ

キ

キ

/

モス

/

モス

ウ

.

+

十

マ

:

+

1

メ

コ

.

十

十

r

タ

A

コ

ウ ノ

ラケ

コ

I

+

L

ウ

/

/

.

(̲u/)'Jln(JIdt･1 1･ItJ l̀ハar dlLt

リーノー十+

I

VrJH LnTulrH EIIlJd(JL,a ＼ ilr /7

I)LJ w hu(7JlJt ILJ flt,

カ

L

リ ー ー 十

i+

.

rJTl/lL'lrLLr1…I L'J E r1ハLl l ∫(IPll
GrLLJlrhPrE･･ (,､r｡l,,),Iハ＼.‑I M/L'd

レJ

//＼'/H/

l

/ノ/
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Table 8. TlleとISS‖ClZlt10n Or Plant c(Jmmunlty Of each plot.

pl()I

1
2

3

Nt).

Assoclat10n

Or

Plant

communlty

1㌧lCClnlO‑ Plnetum pumllae typlCal subassoclatlnn
5√)I lメm mfLlw77LLrunEL ‑ PlnエバJ)tLmLla communlty

し､Lt･S10 0tayae‑Aconltetum SenanenSIS

･l Fと1LlrlO ‑ CarlCetum blepharlCarpae
5
6
/

VilCClnl(｢PlnetLtm Pumllae typical subassoclat10n
VとtCClnl()‑ Plnetum pumllae typical subassoclatlOn
FこIurl｡ ‑ CarlCetum blepharlCarPae

H il'こlLlrl() ‑ Cal lCelum blepharlCarpae
9

l='nI,(,(,･tI川IL,LYrLLm

G̀LLl/TherL̀L mtEILLelLEtǹl COmrnunlty

1()

VとIC ClnlO ‑ Plnetum pumllae subassoclat10n Of lu7,,d"(/(,Tld,.,"z br̀化h" EL,I"m

1 l

＼'acc I nlO ‑ Plnetum Pumllae subassoclatlOn Of Rhndl,d(,fLdJ."〟 brEL( /汀CLLrI,Hm

12
13

Anaphalldo‑ Phyllodocetum aleutlCae typlCal subassoclatlOn
F;lL1rl() ‑ CarlCetum blepharlCarpae

コ‑アオノツカサクラ耶災典判批群集

れは油西斜IrtlとlfLl‑釧lrlの卜恥よ蚊[‑llJと1)ン

Anaphと11】d()‑ Phyll()d(JcetLLm aleutlCae Ohba

ドゥJi根に挟まれた'li筋であること､北LJVl;I

1967に/JJh糾したITable 7)J調何メ12は叔r

府‖ま浄f二LJ1‑と続く斜面でいずれも柑llがJLri

IlrLJLl斜l(日の卜.'･.I;て冬季の1iilrTJJ札にさらされる

くまで残る場Tl)1であり､空117:,;な'‑rllJ,'L'け水が供

ノJrl'lH二[(HL､調佃J(13のイワイチョウ‑ショ

給されるためと考えられる｡

以[‑̲の通り

またコケモモ‑ハイマツ肝ijlからイ｢ノ1'チ

'Jlj,(tされた行調肘J(の肘物件tJJ､群落を

ョウーショウショウスケ桝iJ三への移子]桃には

ウンヨウスケ[lrB'‑肘二1/;していた

Tilble Hに小した

部､コハイケイソウを怯.Jiした.t:.･J第･r:11ゝ[rr

柚/卜朋1T･の1'.I.Htから放｣'一山の概略の植Ll三凶

落であるタテヤマアサミーホソハトリカブト

を作成し､ Flti,. 16に小した. lii‑もJl､綻[相を[ト.‑

群集やナンダルマ､アオノツカサクラが似IEl‑

めるのはコケモモ‑ハイてソI,trtRで､ 2つの

するタカネヤハスハハコーアオノツカサクラ!,rr

LJlJlt:I,に､斜Ir'lIのLLl絹から小'.E;にかけてコケモ

1Jこなと'T.'lllll.｣辺にjliれるfll■物粁/+kがLJ.C,れた

モー′､イてノ(,rHftが分イ=している｡北l)̲LlJl則Ill

ライチョウの生息環境としてみた双子山の

JH.･l'.E;か),EJhlT?lLfllではハイマノの倒高が縞く､

植生

ハ'/サンシャ'/ナケが1比じるコケモモーハイ
‑,'ノ(,lHJーハクサンシヤクナケLH珊‑ij三となるこ
またI;,川Lr:TmlH0)申Lr,Tiの

一',i;ではウラシロナナ

枚(‑LElでははじめに述べたとおり､ライチ
ョウは5Jlの*'i榔LJ=二なわはりを)13成し､ Ll

のff排期を経て､秋1(川ころまでのlく期IE"llに

カ‑(トがハイ‑(ノよ.)も優lllAする林/)ナがあ

わたって利IIlしているノ

る

わはり卜勺にJ｢Z成され､以J′‑rlJとl‖l

北州側山頂:.にには

‑E‑1',i;ハイてツのキヤノ

ライチョウのHiはな
のなわは

ブにカンコウラン､シラクてノキなとの媛/上

りである血の池Fi根(2COl隼)やミドリLl■川繁

代1､がハイマノ0)ソテml'tlとしてTi二がる

(20〔)2叫

で巣が確..iJ.されているが､ JJ川ま

これに刈L､ mllLIA斜IrH､ lILl糾r'日の卜.■',I;や北

でに蚊J'‑lllには浪iが帆,JL).されてはいない(El.

EILl右目rHの申EE'.じか‑,卜はイ｢ノイチョウーーショウ

井Il.]野2(I)2)ライチョウの′.1ミ湖｣uiL二/)い

ショrL/スケ什川ーが広くlErHfi'lJiy‑lLlめているし

ては北アルプス爺ケ汀.において'きりりぶli境を,Ill

こ

＼hlLLh2()()l

川:,仙'J::I‑

しく調イたした州射出(2001)､甘･:･''平では'.r'Ll.'

HJ･.ド.lrl研究会による19931T:‑から2001IFに発見
されたiiiの1,･.日川の柚隼を朋査したデータ( rZ,:

)I‑

州･J'･ 2()()2)がある

い

1′以lLLJCr)附

た肘[‑rL:.A,'40‑70cmの2 ll.11からなるハイマノ

伏木肝満である

また'(.･.rl1'El■川,)l究公による

と'l:.I/･ミ7 ･1'J･の,mi‑環境は､粧卜仙′E rl':'Aが3(卜

州鷹他(2001)に

よると蚊が肋戊されるのはハイマツⅢJiEととし

60cmの場所を卜附二'捌くされている(,I.

什

州'JI, 2002)

1両 ｣
‑

vacemlO‑P･netum pumlLae typLCal suba‑etal1On

圏

vaccLnLO‑Plnetum Pumllae subassocLatlOn Of Rhododel‑dron brachycarpunl

ESS] sorbus rnatsumurana‑PlnuS PumLla comn.un･.y
[:コ

C･rs･um o‑ayae‑AconLtum Senanen､tS

匿∃

Anaphalld｡‑Phy"odocetum aEeutlCae tyPLCul "h'･‑,cILILIOn

[:コ

Faur.0‑Car･eetum blephar･earpile

医ヨ

Empetrun. n･grum‑Gaulrherla mlquellan乙I COmmun･･y

Flg. 16. Tlle VegetatlOn map Of Futagoyama.
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/｢回の朋侭純米からは叔(･山ではコケモモ

の季節風の影響を強く受けるために､防L川

…ハイマツ肝集が広く分布していることが明

が少なく､鰍巨が発達しにくいためと考えら

Lt,かになったが､その植生.‑議は概して高く,

れた(rlL'1Jl ･ lt川】 2(耕))｡またjLlllの南側の

Llil代で90cm (朋肘大.5‑コドラート13)で

｢丸薬谷｣は背離期に雄連れの雌が餌場とし

最.I:TJAは191cm (..JMたl*̲10‑コドラ‑ト30)で

て利用しているが､ここにはイワイチョウ

あり､ 1mを越える調奄区が多かった

ショウショウスケ群集やタテヤマアサミーホ

(Table2)よってライチョウの営巣環境と

ソバト.)カフト群集が見られた(.tim .lfH

しては､収1‑1日のハイマツ群落は植生高が高

2001) ｡

すきるものと考えられる｡

これに対し双rlllはくぼ地を挟んで附則､

一))､ f相伴別には､叔f･山の北斜面で1999

南西側に尾根を持つという地形的な影響によ

1l:‑L二郷を3 ;J:))生れた雌が､ 2001年夏にも雛連

り､冬期の季節帆の影饗をそれほど受けない,)

れの雌が価認されている(冨山雷鳥研究会

そのため積雪昌が多く､植件高の1知り､イマ

私1..‑) ,紳′卜調査の結果から､双子LIEの北将

ツ群落が発達するものと考えられる｡よって

帥tlrやrhLl帖hfllの申.rl粥からFはイワイチョ

なわぼりは形成されるがライチョウの̀,汀類と地

ウーショウショウスゲ群集が広く面積をT上T‑

としては適さないと考えられるo

め､またコケモモーハイマツ群集からイワイ

ら多量の積雪は､イワイチョウーショウジョ

ナヨウーショウショウスゲ群集への移行部に

ウスゲ群集など育雛期の餌場を広くもたら

は､

I,,lLIL.I,,JL i r'.Llイ川f‑満であるタテヤマアザ

し､また紗那半期の違いにより植物の4･▲育IyJ

ミ‑ホソハトリカフト群集が分イけしているこ

間がずれることにより､長期にわたって餅が

とがりjらかになった｡これらの群落の豊富な

供給される｡

しかしなが

EHqtlJけ水でfllった朱らかい葉は､雛の餌とし

今回の柏[‑I‑̲調査により双f･山では山頂臥

てLL左通であるはかりでなく､また草丈が高い

斜面の上部からLF偶にかけてコケモモーハイ

ことから大敵のLlから排が身を隠すのに都合

マツ群集､北西佃TlLhT,ET.部から西斜面ではコケ

がよいと考えられ､この時糊でIF:.にライチョ

モモ‑ハイマツ群集ハクサンシヤクナケ･lllA.群

ウが利JFける杵f糸である｡

集が分布し､南門斜Fr'りにはウラジロナナカマ

/,1日1の以川lの調査純某を室/iJI平の｢九LLl｣

ドの優JI‑する林'J;LがあったC北西側llH,Fj洋rH二

jLlllは'J;,:̲･軒l'‑のなかで冬期

は一部ハイマツのギヤノブにガンコウラン､

ユニライチョウが糾IF,尊される致少ない地点の一

シラクマノキなとの蟻′T:̲低イこ群落がみられ

つで､また3))には'ETl一番の群れ"が形成され

たこ

るrTl̲,故地!:･,である(ll;･:=J'.郎さ研究会1993 ;

斜曲の卜部はイワイチョウーショウショウス

と比較してみる̲

mT･松m 2(X)2)また､繁姉矧二はほぼJlLJ

ゲ群集がIlこく伯lfiliを.liめ､またコケモモーハ

llなわぼりが形成され､規在までに一一一度営巣

イマツ群集からイワイチョウーショウショウ

も確.辻Jtされている(.I.:JE‑ .L･.J町2002)｡ jLILJ

スゲ粁架への移イH輔には

のNl′lについては八['･̲ポ C,が=pIMEを11‑‑ってお

ウを優lLT‑した高第･1.11本群(.#であるタテヤ77

り､蚊J'll1とl■.Il,((ド/rモ体(TJ･)にハイマツ群満が

サミーホソハトリカフト附iJ,‑やナンダルマ､

一.L'粥.コハイケイソ

I)′イ1'しているが､丸Lllの日日ilJ:,告lほた北西斜rFrl

アオノノカサクラが優古するタカネヤハスハ

ではハイてノの'JHri怖f立および植/I:満が低

ハコーアオノツカサクラ肝11こなと.I‑TrHJ.L,]辺に

く､外相.･',.1;にはコケモモやカンコウランなと

規jtる植物群rl蕗が見られた‑

a)塘′l帆1､がTJ､がっていた(Lf.‑Ill IJi川

1甜i架とライチョウの′1態の槻't;亨結LIさから､

2()()()l

ライチョウは紫姉j,tJjにコケモモーハイマツIn'

これは丸山の:,地条什が冬IiJjに北西

これらのNl'ト.,)171

M(lrLh 2()()ノ1
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▲ll m :む1J'三三'糾三枚r L日のflh'+‑

ij一､ fi桃期にイrJイチョウ‑ショウショウス

るライチョウの/卜態､佃体n'動態と′lillTl

ケll(災なとと､その′hifI‑史にlふじて様々な植

史特性. 1.牒n.牧.,),‑.1査(ソEllWl')動態､佃

′1を1rkい')Jhけていることが1Jjちかになった､〕

体脚動態)とライチョウの′1 7.T.lJlのITj,'l'

/,‑往さらに調イ巨を進めることで､ ､1,.lrl与‑'ii主'1'‑

帆l,f≡r;Jl'EhT,L'Hl)｢究会鮎.北アルプスに

においてライチョウが利IHする植勺:が詳細に

jtJll吏柑H ､ ′Llユ残Ii境と仏土.撞･保1ゝをめ

おけるニホンライチョウの/ド̲悲.,).1']イ[‑

Fjtl'lUlきれていくと考えられる｡

くる問題‑. pp. 3‑18. I.I:,;‖川,lJ r川IFl'.

肴倉孝flJJ ･松111他. 2(I)2. ､■′‑lll地域におけ
本イlt.:)の作成にあたり､ 'lLij.'日lLr.し､[/̲ hrJ.高等学

校教諭佐藤

L;Fr･!=:には､ iilを車なこ助言をい

るライチョウの/1態､佃体那動態と′1.
ifT一史特性

3.ライチョウの冬刑'J･,悲

たたきました､1‑｣1くおiLtllL卜けます｡また､

調査. Jl;;:lrJ'｣. t'JJIlJl究;ミ糾.北アルプス

私す..としで秋祭日LlS,i(の･川1相計[‑,rされた富山

における二ホンライチョウの′卜̲悲..絹イ1h
一生.̲済む柑門̲､ ′1:息喋境と帆遊･仏土1＼

ET.｣L.'tJIJr究会に感謝いたします,J
をめくるFrlり題‑. pp. 29‑34. .:.‑r川lLl.トJ/

11岬†.

富Il店烏研究会. 1993.ライチョウ調イた;泣;1.A
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讃.'LJ雌婦負郡:l･,1;･rlr町卜矧日′11)

‑I 〒933‑0223 1r;･.'‖ILF.1;新榛IT]'粗目珂348‑10
号
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冶IHL,i.1,'畠THl rf]‑ ,I.:lil:4726

Materials for the Flora of Toyama ( 8 )
Takaaki Ooharal■, SueklChl Takagll') & KlyOmiYamamotoi‑

1 BotanlC Gaedens ofToyama,
42 Kamlkutsuwada, Fuchu‑machl, Neュ‑gun, Toyama 939‑2713, Japan

‑' 348‑ 1() Hol･10ka, ShlnmlnatO Clty, Toyama 933‑0223. Japan
i /1726 YoshlZukurl, Toyama Clty, Toyama 930‑0142, Japan

Abstract ThroLlgh our recent fleld and herbarlum Surveys, 12 tax(l are newly
recorded as members of the Flora of Toyama Prefecture. They are Bl.rru tLll',ml/〝IIu,
Care.r lrl UEL( hTtu, CTrPL,)̀LI Y glEJmeralLI i, EIel,L･harES eqLLESettformts, S( Ll'I,EEY X ( arEnlLTLl､, S( lrl,LI.〜

waf/EぐhEt, VLJIpEEL I)( ((,fl!("･a, P(,/̲1g("7um P(,lTlneur〃77, Fat/(,pEa de/7t̀Ll(,alulEL, Pl,]elllIIIEE

amLLrelM.i. Fl̲vpe･rL'.Lun Pert(,ratum and CLruu177 tLn,en､e. Adlt10nal localltleS ln ToyalTla
Prefecture are reported for s(JerEEL P̀ErHEIEL, NLLPhar 3LLbEntegL,I･rLmLLm and SuLL.Vn//てノ̀I

ma,rLm()H,I(=IT, Which have been known from only a few localltleS. Most specEmenS Clted
ln this Paper are Preserved ln the herbarlum Of BotanLC Gardens of T()yama (TYM) (H･
herbarlum Of Tnyama SclenCe Museum (TOYA).
Key words flora, new localltleS, new records, Toyama, vascular plants

これまで富山iE,I.‑r勺に知られていなかった植

Hook.､タイワンヤマイsH'･]7g!…･̀LI/((/ul Nets

物や, 'El;A.1日LE.l日ノ｣ではこれまでに僅かな記嘉哀し

はホタルイS.hl)ltmllOhw1､アキノミナヤナキ

か知られていなかった柄物の牛育を2003年度

Po/Jgonum IW/.tneLErHIZ Franch. et Sav.はミチ

の野外調査および標本調査により確認したの

ヤナギp.即E'cLL/aflf･し.とし‑r.r:川I Jh一柑;:'文化セ

で棚;Ii.する｡

ンタ‑標本]*‑̲ (TOYA)に上l丈rll逝きjtていた､

/卜回､ I.1訓日放新記S,('として附1;‑する12分類

‑)j､コシンシュカヤS(′でI'('pun,LLlE'Steud. ､

群は､いずれも富Elllj.ミにおける′1:満の記録が

ヒメコウホネNEEI'hEt=lI/m7T(,LL,errH7tEu77 (Cas°.)

『'rr:1rHJl,lrl.‑植物誌』 (人目ほか1983)等の文献

MaklnOおよび

に挙げL‑)れていないものである｡このうちの

17lELrtlnl)u,I(･こtl Hel･derの3 'J川川判ま､これまで

セトヤナキスフタBl̲ttt'EE/le川Jfo/EEL (Mlq.)

'tLJ山県での碓rjミな′卜̲帝記録がこく1rll'･かにしか

Den HartogはスフタB. e(hE/7('V'mnlL (Clarke)

ミヤコアザ

ミ

知られていなかったものである′

∫(川1川/nJ

ヒメコウホ

N(). 9

Bull. Dot. Gal d To)ama

.r‑)∩

ネは『堀境目レノドチークフノク2000』 (堤

trhu7｡.V'emla (Clarke) Hook.とrHJ'JiZされた根

JiEilrJ I′l:y棚と,.別州'′J 'L物叔2()00)で絶滅fむ

本[1,に本種と考えられる1 ∴【･J. (TOYA232261

EtitIlづH (VU)､コシンシュカヤおよびミヤコ

が含まれていることに/.式付いた｡この標本は

アザミは『',I;･rLllI,[.ItcT)絶滅のおそれのある野生

1991年に採集されたもので､長さ8cm以卜

′l物(レノドレークフノクとやま)』 (富山県

におよぶ良い葉が一見したところ束/E=̲するよ

′r i.T,環JlZ,'ITl;Epl然仇敵,黙

2002)でそれぞれ絶

うに見える点ではスフタ的な印象を受けるも

滅危111Hlおよび仏.'i･.frTrとされているものであ

のであったが､細いながらも明らかに業が伸

るが､本村,ll]仙二より̀[;川JLl.u)小二新たなFL酌也

長する点ではスフタとはTllなっていた｡また､

をll'lr',.だできた

この標本の椎子を観/gT;A要したところ両端にスフ

なお､イこ那II,てり日日したf;1‑:イ二は､富山LE,).‑lil

タのようなI引)t突,Bはなく､マルミス7タ

火柚llJ]l那T一本),iH TYM )およびJl･'.I. I lJ rfl一件学文

B. tLubellL'L RICh.やヤナキスフタB. /ELPnnLHL

化センター舵本1,). (TOYAlに1仙立されている0

(Mlq.) Maxim.に似たjlZ;iJ､であったが､夫IlLl

にごく少数(2‑8佃)の小魚』がある1JLで

1.富山県新記録種
1 ‑1.セトヤナギスフタ

はこれらのいずれとも皇',!なっていた｡､これら

の特徴はすべて浜島(1982)がホしたセトヤ

BIlーlrlEL/TL,nufolta

ナギスフタの特徴とよく

(Mlq.J I)enHart()gトチカカミ刑

一致していたため､

本村は火Ii17シアに/JJhイlJするとされていた

本種と同定した｡今iiミ9J】､卜述の仕本が了EJ

lr‑[':･で､ Ilィ､では愛kIIL,r.11蜘rrlfから初めて

られた場所と同じ地城(,)､似Lり1̲町)でフロ

日LTJ∴1 1982)〕富llr県

ラ調査を11'‑った際に､本種とr‖j',iiされる榊物

IJlではこれまで1＼く‖｣録はなかったが､昨年･

(FIE. 1)が上し育しているのを確".7Lけることが

1,:I.'‖仙朴7''文化センター腔本1･1･に収蔵されて

できた｡今回得られた帥物は角町(1994)に

いるス79f.lil;のIlir1本を,洞杏■ilに､ス7夕B.

掲載されたセトヤナキスフタのL/]'111と概形が

;pEi;!.された肘物である

｢州｢
0

■

E

F

■

F

■

■

■■r
】0

nLf. 1. HJ I lfHI//LJ/)1//('/I'/ Cr)lleeted ln Kosugl Town, Toyama Prefectul'e (TYM lr)001 ).

Mく11てIl20()i

JJ糾uL

:

r･;･,ll雌フロラ･i'川･H)

･放しており､稚J'･の形掛二ついてもr一述の

LI) I

ぼ矧IRであるとr"JllrJに北l''Jlにあたる■りi'iE作か

句.J徴を′Jけことを確認した｡この′Lffl也はイE実

■'.い､,〜 I.･'.J･;lhJ),しではこれまで′HJ,が知らdLてい

.L:絹′J40mのIT‑陵地の糾削二位lLlrf,'する､ I.;帖

なかったためにF'tL;I:州Ll.T.‑の純減のおそれのあ

2OcmFLJJ空のL甚水がある放棄水田で､ヤナキ

る野生:'l一物』には取りL‑̲けられていないが､

スフタやニノホンイヌノヒケ､コナギ､ホノ

丘陵地の水HfEui境の変化が進んでいることか

スモ'如ミl‖lrT)千的に′f=.育していた｡個体数は10

ら富山Ij.ミカテコ1)‑で危急仲とされているス

個体柑空しか確認できなかった｡本性はj三裳

フタやヤナキスフタとr･,j様に絶滅の危機にあ

なl対鑑類lで扱われておらず一一般の認識がL主FJい

る植物と推測されるしノ

ためか､各地の植物誌ではほとんtlTHTIがや

が必要であるが､過去にfuられた標本および

けられていない｡本楯を取り卜けているfl]野

既知′Ⅰ:̲和地がRしく少ないことから考えて

(1994)も｢本州小部以LJhHこ,軽々と推地が比

も､本椎は'.[;I.'rIJLl.1.カテコリーの純減危1H‑榊に

つかっている｣としながらも分/TJl叫を′Jくして
いないため､本柏のl七日勺での詳紺なう)HFJJ,1)､沢

はよくわからない｡ 『環境庁レノドテ‑タフ

今後の..T‑･棚な分ll'.,IM卜

該､l'lする‖rfJLE作が.LL';ト､ー

Hl]:拠標本:射/J川;小柳り卜野,人旧道人,
1992. 9. 2

LTOYA 23226) ;小柳り日rj･ (紺

ソク20OO』にも本種は取りLげられていな

打池の北如1LX)mに†､[,IEll･tける放射水日日, )J以

いが､都道府LL.し版のレノトデータ7ノクでは

降UJj (人Jl;I: 157()3), 20()3. 9. 22 (TYM

愛知LE,'日JrHJ上ほか2001)や穴碓LlrLrり叫L,L.T.

I㈹l).

JR境片紺然環境保諒壁課2003)にY.F揃が貼ら

1 ‑2.モ工ギスゲ

れる｡このうち前者には｢愛知県が分イ‥域の

カヤツリグサ利

C̀trt,,rfrLtl̀J〟ml TllL1nb.

肘掛二あたる｣の記述があり､愛知県とはほ

本椎はrEHJ,)では本川日朋とLJJlqL)から小目

同相I空にf､'/II'E31̲する本県はlEl内での分Jli城のほ

のIl｣地の乾いたL1.1‑地に′トfける多1E･‑･',̀･二で(人

Flg･ 2･ Inflorescences of two species Of c̀〃‑ collected ln Kosugl Town, Toyama Prefecture

A･ C･ trt,tEL(A̲t･EL. B c.pl'''lltfLm77E‑. Scales Indicate 1 cm.

Bull. Bot Card. T()yama

trjL!

N(). 9

)I 1982l､伏枝がなく株:rちとなる､菜鞘は

‑14911) , 2003. 5. 23 (TYM 10003‑

ft.i色でlllJくなると折しく繊維状に分解する､

10005) ;小杉町人閤山(菜勝.1三池北東l"TL‑),

Jl'!,)､他は止附JiでIErl̲ :/̲する､果儀は卵状紡錘形

大原隆明.山本清美(大枚15177), 2003.6.

でイJ‑tであるなとの特徴があるo本棟とよく

8 (TYMl(糊諮).

似たものに､変稗関係とされることもあるヒ

1 ‑3.ヌマガヤツリ

メモエキスゲC. /)√ノ'(//lfonm∫ Boott (Fl藍. 2B)

C̲tlPel･lL‑ glonleraILLS L.

カヤツリグサ科

があるが､ /,h･r=l比いTl1'.されたもの(Fig. 2A)

本椎は草丈が1mにおよぶ大型の一一年中̲

は脚小他の帖が約1mmと人いこと(ピメモ

で､今FnJ採取されたものは根葉がない､葺は

エキスケでは().5‑0.8mm)､雄小轍の鱗片の

太く損下部では南緯1cmにおよぶ､小穂は

).i"r',11は†T'r

しないこと(ヒメモエギスゲでは

花序軸が見えないほと弟‑しく熱二前く(Flg.

lT'r‑ Lf,:I:IJ､になる)を確認し､本種と同'iEし

3),小鰭の鱗片は鉄珪楕卜WfZで茶褐色である

た/卜【=lィ､fLflを確認した場所は3ヶ所であっ

等の特徴を確認し本種と(司'jiiしたo /Fk17本椎

たが､いずれも小柳ITrの丘陵地に位置するコ

の生育を確認した場所は茂りlrllJ北部の1ヶ所

ナラやアカマツIL･;をi一体とする 二次林緑で､

で､常願寺Irl西岸iRI;方のすぐ外側に位EITlたする

との場Ir)Tでも多数の個体がLt育していた｡富

休耕iJIの畔部分であったし

Illlrl‑秤;'丈化センター標本Trn二収蔵されてい

体ほどで､イヌタデやヒメシソ等とともに生

るスゲ1.,I:I;0)Illl…本をr朋鮎Jしたが､本種と同定

fJIJしていた/E吉日II汀什羊文化センター標本117..:

確認個体数は10何

す‑き11■り丈は兄い侶されなかった｡富山県の
近I刺山城では岐Ll:A,L,it

川支L;3̲LErL応等学校生物教

f川1̀先/,i? 1966)および細井‑LE,1,‑ (渡辺1989､

i.'.川Ll.川(拘Il)l究1ミ19981に記録があるが､

桝招川ULrヒのl Hく海側糾L.1.‑の植物誌頬には本
j･T･の/(.は/i､けちれておらず､側)11本野生生物
Il)lJ/'Eセンター(19921やl一灯(1991)にもこ

の地域には本楯は,.Ll録がないように扱われて
いる

こiLJ)かLJ uElJける限りでは､富山県

はJTこ帥C/)日本.J'州Iijにおける分イii域の北限に当
るLlJ能1/lが(,I:｣い

なお､卜述のヒメモエギス

ケは1叫い亡も.‑l■.■祁rZJおよび'li･;lllrFJJに記録があ

る

り＼= lot;31が､ノ,ll･Eの.洞食で小杉町に

も′lflすることがわかった｡しかし､モエギ
スケとヒメモエキスケが伸irr的に/1‑̲育してい
るJijllJTはLL廿.せなかった,J

ヒメモエギスゲも

モエキスJTとIU川三に新潟Lf.し以北の日本海側で
は′l i)'の.,Li如かないようであり､富山県が日
本JIEJJ側の''ナイル妃の北FIJiにりうるLり能性が拭い1
日lr拠lLlhlL :射水邦,J､杉叫1‑̲野(北陸lL]動中̲

iilから抑山地への途H, )く原r権桝(JJ,(t
1/ltWbJ. 2(≠):i. 5, 23 (TYTvI ICm2) ;小杉nJ
r M･ (j'.tlHJ.出火Ilt ) JJl那射Vl (人Jl;I: 1L1909

FI菖. 3. cIPerLIu,/′川7',l̀LTLI､ COllected Ln

Toyama Clty (TYM 10008). Scale
lndlCateS 5 cm.

Mこ1rCtl ̲)()()1

.､.;

ノ､JL;ミ他: I.軌l｣県フロラIi+f刑(81

に上IiFl識されているカヤツリグサTrFi,の標本を仲

近隣地域では､ 1<u)川1.‑ (lirllHJ､J l9HLl)および

検事一･日ノたが､本純と回'Jiiされるへきl,E.7.‑内産の

新潟県(イ11)ユ1989)に‖Ll録がある

なお､

株本は比出せなかった｡富山県の近隣地城で

良い刺引状花掛Jlが4 ‑5ノトあるタイプのも

は､イlH川!, (小牧1987)､岐tlLHJ.J, (f主瀬

のをヒゲスシヌマハリイとしてJメ別すること

1987)､ 1誰I･I,(,I, (イこ卜1997)および新潟県

があり､新潟し【.1/L一比られるものはこのJl,l!のよ

(刈Jiこ198H, 1989)に記弄式があるLl刈屋

うであるが､ /jh･rll日.I;Jl;LlJLL.i,で711‑i,れたものは刺

(1988, 1989)は､新潟県では本種の大群落

針状花被†llがjti化した挟品のスシヌマハリイ

が突如.LIJ.11上した後に衰退したことを稚;li‑して

と同定される吋1のものであった′

おり､ LTl=L,L.ltでもI'tJl硯は

一時的なものであっ

境庁レソトデータフノク20()0』では絶滅危

たとされている(小牧1987)なと､本性の消

倶ⅠⅠ矩(VL:)とされており､外部)か1'川LJILIR

上之には9,1iLJJ､深い).Ji.が多い｡富Ll｣県の場合も､

のレソトデータフノクでも10以卜のL1.1で対象

/,llll比い出された/I三布地は昨年以前にも筆者

本仲は『端

種として取り卜けられている) I;:川JL,r,1.ではこ

らが帥物fHを槻Jf:;享していた場所であるが､こ

れまで生育が知られていなかったために『11;･,I

れまで本椎は仰記されておらず､ 2003年･にな

山県の絶滅のおそれのある111･'r:̲/1̲物』には取

って新たに出jJiしたものであるiTr能性が高

りトけられていないが､本秤の/E‑イり也は改公

を受けやすい低湖地であることを考慮すれ

る｡

ば､本棟は詰山(,(.r.カテゴリーの危.'1,､椎以l･.に

証拠標本: 11lT‖rJhJ横越(常願寺川西岸堤防
の外側の休耕‖),人肌,'星明

りく原15766),

2(れ3. i(). A (TYM 1(珊8).

1 ‑4.スジヌマハリイ

EleuthurE.",qLLLYet'‑

本椎は本州(Llr梨LZ.I:)や九州なと､の比較的砂
がちのtlhT,地に′t:.fJl'する(大井1982)とされ

ていた多1fJ1‑1であるが､近年になって日本各
地に′1:ffすることが明らかになり､ 『環境庁
レソトチークフノク2000』では青森LFも･から

艇児島県にIl'J̲る16県での生育の記録が記され

(Fig. 4)は､ 3g=が†鵬束色でやや硬質で筋がや

杏,指デびること､果'尖の柱基は先端がやや純頭
でl壬さは米̀夫本体の良さの約1/2であること
等を確認し､本棟とrr,l志した｡今回本種を確
.fLJ.した場IJrrは新湊市中部のヨシやウキヤカラ

が射光する.lf1H:.一原緑に位置する湿地で､約

¶川日日HHi

やH l'[̲つこと､貨の卜部の鞘状の葉は赤紫色

Ll

ている,J /HL】】､吉.,'山県で兄い出されたもの

.. ･,{･｣1=1トト.

fwmL.〜 B. Fedtsch.カヤツリグサ杵

･
@
'
'
.
.
i
:

い｡今後のけj上之を注意して観察する必要があ

15mlJLJjjC二100肘卜体以しの生育を確認した｡
I.･il.Lll｢市WlTJ'文化センタ‑標本俸に収蔵されて

FIE. 4. ScErPtLl eqLlEYt,lL/bI.mEI COllected ln

いるハリイJ戒,の標本を再検討したが､本種と

ShlnmlnatO Clty, Toyama PrefecruI e

l[‑促される標本は見出せなかった｡富山県の

(TYM 9895). Scale lndlCateS 5 mm.

No. 9

BulL Bo† Card Toyama

FYI

核､l'lするl.j脚′t̲が高い｡

‖11二拠標本:新湊IfH二美(ヨシ､ウキヤカラ

市科学文化センター標本恥二収蔵されている
ホタルイ属の標本を再検討したが､本棟に同

L,■.Jl;rJr.のILlhi.地),大原隆明1.EL･3木末吉(人

定すべき標本は見出せなかった0

Ii;I. 125(池), 2(I)2. 5. 6 (Tm9895) ;大原

びサンカクイは共にu本全国の･I湿地に分布し

隆fl)1 ･高木末f,: (大Ti;1: 13633), 2002. 7.

1 ‑5.コサンカクイ

Ⅰ)ruce

ており､コサンカクイも宮城県('IF3.‑城県植物

友の会･宮城県植物誌編集委且は

6 (TYM9894).
S(ErI)uLIXrLrnen▲‑

7トイおよ

2001)千

栃木県(栃木県自然環境調査研究会植物部会
20031など各地に記録があるが､ 'lLi'n県の近

カヤツ1)グサ朴

本仲は日本では束京都有楽町付近で初めて
ル､,L目された多年草で(牧野1934)､サンカク
イS･ lrLqLteTerL･とフトイS･ TabemaemonlanE C･

C.Gmel.の交雑品と推定されている(大井
1953)｡､今lLIL I.･;,.'Llj牡で得られたものの概形

隣地域からの報告は確認できなかった｡今回

本柿が兄いよりされた生育地は新湊市北附二位
iF7̲するLlT海蛇､l/二地で､フトイヤサンカタイが

l抑テ的に′I･̲育する中に致個体が叶.fiしていた
ことから､この場所での交雑により/i‑̲じたも

はフトイによく似たものであったが(FIE.

のである【IJ能件が高いoなお､フトイはF',Li‑.'

5)､勤まよく成長した個体の姑卜[!!,‑‑ET)でも直径

山県の絶滅のおそれのある野勺̲:.LL物』で危急

5‑7mmと細く､その断耐ま角の鈍い3稜

種として扱わjlているが､この場所では個体

形である点を稚..JL).し､本種と同定した｡富LLJ

数が比較的多く､良好な状態で'‑j‑jfしている
様f‑が確認できた｡

h 日 日

;i..i,イ

証拠標本:新湊市Ltlg=竜町,人原隆uJj ･ rL::]'水
莱,li (人原15691), 2003. 7. 15 (TYM

10009).
1 ‑6.タイワンヤマイ

Nees

S'trI〃〃=ル,̀LllL〔hLL

カヤツリグサ科

本棟は.t左[]･地や池畔に自生する草一本でH本で
は本州から九州に分和する(大井1982)0本
椎によく似たものにホタルイS.h〃TunLLOhwl
ヤイヌホタルイS.JunLOLdes Roxb.があるが､

今lL.l幸ri;i.‑するものは′ト穂が帽狭く先端が')こる

＼

. ‑ 摺

こと(FL富.6)､刺針状花被J‖ま某'犬よりも明

らかに上くく1.5倍以卜あることを確.治したL
で本楯とIuJ',iiした｡全体がやや小判であるこ

とや小穂が幅狭い点ではヒメホタルイ

∫.

/tne(,[̀1ILLt Franch. et Sav.にもやや似るが､ /㍗

LEl]得られたものはと述のように刺別がkいの

に加え､触祖根業が仲良しないために株:/ち
となる小で明らかにこれとはぎはるものであ
った{
Fli1,. 5. SL'rl'LI､ ×̀Lr′7e･n∫H COllected ln

今IL.l兄い.Lliされた自Fl:地は小杉町の17‑̲

陵部にf抑1'する排作中水旧で､ 100個体以1

ShlnmlnatO CITY, Toyama Prefecture

を確認することができた〔 I,･:nlJL,ll),[勺では本ml

(TYM 10009). Scale LndlCateS 10 cm.

のU‑Ll録は令くなかったが､ /,lI‑l'.･'.1111LllhA朴;''文

M'"Lh20()1
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1こ[,刑也:富し日照フロラ潰れ(呂)

が知られていなかったために｢.I:I.'=EL).しの純減

のおそれのある野′L′ヒ物』には1枚りlけられ

ていない｡しかし､本種は近1川淵捌H)なと
により環境変化が哉‑しい木目や1ff1め池の純な
とにfL育する植物であることから､本Ll.tでも
絶滅の危機にあるrlTfi巨作もあり､ tll一./i‑な分Jli

調査が要求される的物の

‑,)と考えられる′)

証拠標本:黒部Ii】柴､Ii, 1ミ)1‑州策. 1962.
9. 23 (TOYA 1703) ;射水脚,ト似lり､王7‑u)(I

(北陸Fl動車道桁いIh‑側の木目､,人脚糾J,
2003. ll. 2 (TYM IOOIOlこ小ク､仙EJ,品目1

(120m),依帥存胤, 1992. 1(). 12 (TOYA
25068) ; ′j､矢部HJ一論田(12()nl).依Hn■J胤.

1992. 10. 12 (TOYA 25CK)5, i)5(YX5).
1 ‑7.ムラサキナギナタガヤ

vLLllu〟''(.lrト

jTWtt (Walt.) Rydb.イネ杵

本種は北アメリカ原椛の移入純で日本では
本州(中部地方以西) ‑琉球に帰化している
FIE. 6. S'lrI川､ udIL',/ut collected ln Kosugl

T()wn, Toyama Prefecture (TYM
IOOIO). Scale lndlCateS 1 cm.

(白井

2003)｡今LL欄ま‑;1けるものは､化け;が

段上の柴鞘から高く超出すること､ :Xl一也if1
は第二屯顕の良さの2/汁 I/‑/:あること､
外穎のitは長さ3‑4mmであること̀J;の判
徴を確認して本棟と同定した′ I,･:･HlhlI柑;''丈

化センター標本庫に収蔵されているホタルイ

化センター標本庫に収蔵されているナギナタ

J試,の全標本を調査したところ､ホタルイとJriJ

カヤ属の仝標本を再検言､J Lたが､榊和二JLlJ',ii

走された標本･1日二本柿と同定すべきものが4

すべき標本は見,llr.せなかった/卜回. I.･:･,‑日日,I.I.

1:,J.TTまれていることがわかった｡これらのう

で本棟を確認した場所は新渉lh lll,JL.''.Eiの淋上モ

ち3.巾JJTOYA 250O5, 25006, 25068)は県

埋立地に位置する公【軌),)であり､ ../i/L̲中の1()

西部に位IrFT'こする小矢部市の1地域で近年採集

mx20 mほとの部分にのみ′l‑fHーていたこ

されたもので､残りのl I.'.rJま県東部の.‑聖河川了

とから､植栽されたシバまたは雌JJulT･;に1比人

で40年ほどr机二探ij三されたものであった‑符.'

して払丘侵入したものである･り稚l′l一が,■.小､′,

LlJLL.もの近隣地域ではItL.'一井Lt,1. (llk辺1989) ､艮

富山県の近隣地城からの雅言1.‑は/jh･0)とこ7'な

野県(木1､

いようである｡

1997)､新潟県

州別1本野生F1‑1物

研究センター1992)に記録がある,,本性は
『環境庁レソトチークフソク

2(W)』では取り

卜げられていないが､都道桁L,E,1<版のレソトテ
ータフノクではllll慨で絶滅危倶IA (CR)

に指'JiZされている

川H l県環境4..清郎自然保

証拠標本:新湊Tff海1A̲町(fbi I̲丸ハーク11LTL
側の芝生内),高木末,i,･, 2(X)3. 6. 2

LTYM

lα)ll).
1 18.オオツルイタドリ

FELl/I,I)′̀'(/LllT(,I

Jrノα加｡ (F.Schmldt) Holub

タテ刊

..埜課2002)のをはじめとして9仔紙で対象種

本椎は川岸や荒れ地に′1:̲市するつる性の･イF

に挙げられているく〕 I.･J.1日l県ではこれまで勺=̲育

草で､ ｢1本では本州および北淋亘に分イIfする

N(). 9
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(北川1982) I;:,;Lr川rIでは本絹の脚勿として

長野県(花【J! 1997)､新掛trJ.‑ ()HlJl 1986)

はツルトクタ

に記録がある｡本棟は本来のH/1ではなく外

ミ

r.n川/TLf/(〃Ⅵ (Thunb.)

TL1rCZ. (人111はか1983)およびソハカスラ

来のものとする見解(久PJ 1950)もあるが､

F. (I(,/11･(,h･LJ/EIl (し.) A. Love (人Ll1 1988)の

米倉(2CK)3)は｢分布や生育状況から考えて

i.LIE̲丘があるが､ /,lr.｣得られたものは前者とは

在来種の可能性が高い｣としている｡今回本

花序がILは附EIi･;とならない点で､後者とは花

県で確認された生育地も高剛TIL北西部の低山

被JJ.の紬が第一しい御大になる.r1..で明らかに識

地谷間に位置する湿地朋辺で､ rr.JJJTr的にタコ

別できるものであったJノMJ.r.‑で人,一己録のツル

ノアシやアケホノソウ等がL]=.育する比較的良

タテr. (IIImel()l･Ell11 (L.) Holubは非常によく

好な自然環境が残っている場所であったC本

似ているが､ /,hrL･相互‑;11T'するもの(Fig. 7)は

稗は『環境庁レッドテ‑タブノク

火叫の化被IE.はl主さ0.8‑1.1mmと大型で､

は取りLけらitていないが､都道Ii川lJtFiのレ

)去.I/flHよ7,'T;々に細くなり花柄に移hすることか

ノドデータフノクでは愛知県(l'TLJくほか

2OOO』で

ら本棟とrl'J'/ifした1 I,･'.rHhrhJ科学文化センター

2001)で絶滅危倶II煤(VU)に指J/ifされて

標本庫に収践されているソハカスラ桟の標本

いる｡富山県ではこれまで生育が知られてい

を仲検ir｣したが､本椎に同定すへき標本は見

なかったために『富山県の絶滅のおそれのあ

lLHせなかった/,E:7,'=l県の近隣地城ではhJlll県

る野生生物』には取り上げられていないが､

(小牧1987, Ltl比19831､岐tllELT]日長顧1987)､

本県でも個体数､産地致ともにr;liられたもの
であるIiT能性が高く､今後の分布.,]'M亡を安す
る植物の

つと考えられる｡

証拠標本:高岡市 托十里(県道irTいのij主務
北西部),人原隆明･高木末̀Jf‑A lrJ本日']丈
(大原15739), 2∝13. 10. 5 (TYM 1(X)12).
1 ‑9.アキノミチヤナギ

pl'/1.tqn'U'm I)√'ly‑

17el〃Tm Franch.et Sav.タデ科

本棟は北淋亘からノL川の淋zI三にE i/lする
年苧二で(北川1982)､本LLT3.‑で汗適に比られる
同桟のミナヤナギp. En･t(ulELr',し.に似ている

が､今川靴;lけるものは葉光がやや紬1,ll'Lであ
ること､ ll'一分以卜の噌某は花被JJlからr刑らか
に突きLJけこと(FL富.8)を確認して､本相
と同',tしたL /,hL,･1!ト̲fJ'を確認した1劾r)iは折を
市北西部のr川l州】lL.liと魚津山一北仙■'iE;の111･jJ

川抑｣部で､いずれも砂地小にハマヒルカオ
ヤハマ二カナ^:Li;の搬浜植物とIIL/lしていた′
富山県r)､)では4､椎の.i己宗剥ま1＼くなかつたが､
ノ,hLuJ'舟LJrTi什i:'丈化センタ一概ミ本JLi, L二lull=.kさ

れているミチヤナギ鵬の/[ミ標本を調イたしたと
FILl. 7. l'lIl/I,P/EI (/(,)7/EIll,EL/EITtL co一lected ln

ころ､ミチヤナキとIrTjl,iiされた標本l卜に氷比

TこIkこ1日ka LILty. T()yamとt Prefectu1‑e

市で約201lJ･前.に採取された本純と川',こすへき

LTYM 10012)). Sc｡11e lndlCateS 1 cm.

ものが1.r.JJl.(,Tまれていた.･;l'[=Ll.r.の近隣地域

MmCll i)()() 1

人肘uL ''F;i:山LL.lJ

､H

ロラ〜州'H

近),卜野末作美, 2003. ll. 23 (TYM
ICKXX))こ新湊11JlLI‖1本rlけ

川川火i'.̀州Ⅰかご'

10CImL流), )JL;]日雀明, 2OO3. 10. 26 (TVM

1(湘13) ;氷見IfJJ矢崎(I

町tu), JJll追人,

19&1. 10. 24 (TOYA 38555).
1 ‑10.コパナキジムシロ

Pl,lL,ntllluElIltIl‑

l･enlE.I Maxim.バラ科

本椎は享1;･地のLl.hT,地近くに隼える多1l:Jl̲の移
入椎で

川持倍2CK)3)､同属のオキジムシロF'.

"Llm'EE L.にやや似ているが､ /'日日川i:(.するも

のは茎の卜附二着く柴も

一比5小袋であるよ

うに見えるが3′ト柴であること､成熟したLlt
'夫には付蛸体がほとんどないこと̀:I,一の1')徴を

確認して本稗と同定したe

花弁が抜きImlll

程度と著しく小汚LJ.であることも本柿の斗lI徴で
あるが､ /TIL】1得られたものは刀と期のものであ

ったためこの特徴は確認できなかった,本秤
は11本では1930年代にfJJ‑1本(,L.1で,TLl録された後

FIE. 8. P(,lWNZum P(,I.1meEErOn COHected ln

1災】東地方を中心に確認されている LLl■】水はか

ShlnmlnatO City, Toyama Prefecture

2001)が､今のところ富IlJLL,1:の近隣地域から

(TYM 10013). Scale lndleateS 1 cm.

の鞘‑'rl,A‑はないようであるo T;J･,'LllLl;rL一晩】思され

た/仁育地は甜糾｢日と部に位Fl'こする11tl rlの行目ru

で､姑近東機を用いた托乱が1｣二われた侶跡が
ではイIJlHLLい′ト牧1987,石川植物の会1983)

残る11‑,E]lH閏な路傍であった｡冨rEl 11]一科,'7二文化セ

および細井LIT]. (渡j4 1989,福井県植物研究

ンターに収蔵されているキシムシロ),.Jl.;の標本

会1998)に記録があるが､ i川r県では能洋

を全て調奔したが､本棟と).･J',こすへき班本は

のLjl]LJLI1‑のみに少数の/上三育地が知られるのみの

見LLtr.せなかった｡今lり1確認された佃体紋はわ

ようである｡本性は『環境庁レノドデータフ

ずかであるが､成熟した米実が多放脱'fi尊さiL

ノク

たことから､ /lk後本県でもIi;がるfrl肘ゾトがあ

2000』では取り上げられていないが､

都迫府県版のレノドデータブノクでは福島県
(袖).I.5LF.1,･/1=.活環境部環境政策課

2002) ､安媛

る｡
証拠標本:.LlrI;rr一句市伏木

一

(JJlh1.‑日l r･.LJiE,

釈(愛媛県,Pほ̲:野生動植物検討委員会2003)

自llJ林道から分岐する迫路LllTい1,人肌:,U)I

および鹿児島lj県(鹿児島県環境生活部環境保

(大原15498). 2003. 7. 5 (TYM 1(X)14).

護課)で唯絶滅危倶種(NT)に指定されて

1 ‑ll.セイヨウオトギリ

いる｡ rLl然海Jutr埠が低いうえに硯/i'.も海岸･の

rarLLmL

Fl̲tll'erT(tl171l'',rf"

オトギ')ソウ科

侵食が進行小である本県でも､本棟は絶滅の

本棟はヨ‑ロノバ瞭産の多irJ,■,■･で､ /沖HH

危機にあるrlJ‑能性があるが､分布情報が不足

E11県で得られたものは茎は高さ50‑70cmで

しているために判断できないのが現状であ

2校があること､葉の衣帆ま､仰jで多敗のrH

り､ Jlr･急な′1滴,洞査が望まれる｡

点が入る､柴基部は茎を抱かないこと､ I,'LjLJ■l

副E拠襟本:魚津｢けiケ(早FJIIJ東岸fH什1付

には明視があるが黙｡卓はほとんとないこと､
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花子l､は紘のみに肘.二が入ること､花柄は糾し

脂lo‑15mmと小型であること､総磁片は11三

すること､ ｣'一J)Jのiく面には明線と斜上する明
.Llげ入ること二･;の特徴が､ Robson (1968)

着すること､花冠は5深裂し淡紅紫色である
こと､起毛は汚白色で成熟するとfiさ25mm

の.,止述とよく

一光することから本種と同意し

前後となり花被より長いこと等の特徴が

た1,本iFTrの葉の人ききや形状には変異が多く､

werner (1976)の記述とよく一一致すること

近LH (2O()3)は日本外地の文献では柴幅が

から本種とl口碇した｡ Werner (1976)は本

2.5‑ 4mmと細いものにltl'lてられたコゴメハ

椎の葉の切れ込み方や裂片の大きさ､くも毛

オトキリの名前で宰相.J‑されている場合が多い

の量等に非常に変異が多いことを述べている

ことを述べているが､今【[硝艮吉するものは主

が､今luJ得られたものの柴の切れ込みは茎中

掛二1liく射よ帖が5 ‑10mmと広く､典型的

部に着く柴で良さ10‑22mmと比較的深く､

なセイヨウオトキリと見なされるものであっ

くも毛は茎下方に着く葉の虫加のみに捲く生

た(, HLlhri枠;''文化センタ‑標本唾には､本

じる型のものであったo乱しJrfJL科学文化セン

県にl捌'1する山jlFいLE,lHlp岡町で採集されたココ

タ‑に収蔵されているアザミ域の標本巾には

メハオトキリとrHJ'起された標本(TOYA

本種に同定すべき標本は見山せなかったo富

332(X3‑33208)があったが､富山県内で採集

山県の近隣地域からの報告‑‑は今のところない

された+,Lllt本は11丈成されていなかった｡コゴメ

ようであるo今｢口】本県で確認された′t蒲地は

ハオトキ.)と帖上されたものも含めると､本
椎は放球を除く1‑lklで比い,LIJ.されており(近

朝日町北東部に位LTiする払正造常された林道
の法面で､ 20個体前後が兄い出された｡道路

Ilr 2(X)3) ､ I.L:..‑llげ.しの近隣地城では上述の岐阜

二J二事の際の吹付け種+に11絶入して侵入した'1lJ

Li.I.‑のほか1.LTl, Jrl,L.(. (福井[,F.i,植物研究会1997)

能性が高いと思われる｡

ヤkml.㌔(尾E:r',. 1997)に記録がある｡今回

証拠標本: ｢新川郡朝日EHJ人､l'‑水l二711‑

本LF.㌔で17'[仁.‑'LJ.された′Lff地は砺波市北西部に位

烏帽子山(烏帽+11ト林道),大原降明(人原

;I‑)ける圧日日･L,ilo)LL.lHl敷であり､量接による

15681‑15683), 2CO3. 7. 14 (TYM l0016‑

拙乱の･lji跡が残る場所に致f‑個体が生育して

1α)18).

いた(ノ

本LJ.rL‑の十三人経路はイく明であるが､成

試製した帥/が多数観翳されたため今後生育地

2.富山県稀産種

がL;､がるLE川引′rがある

211.コシンジュガヤ

.lr拠七㌍本:仙)LJirFJ相城

Hi三川東岸河川敷),

ノUi;FJ:糾J (人)ll., 153i与()), 2(氾3. 6. 17 (m

Steud.カヤツリクサ杵

本棟は朗鮮､中田､イントネシ7､イント､
アフリカに分布する

1(≠)15).

1‑12.セイヨウトゲアザミ

cErl川mar一

什IJ､tJ (L.) Scop.キク科

ScrelLuPu'WuLa

‑牛tL:]‑で､日本では本州

から九州の汚さ地にft:青する(人州1982)｡) ErlJ
I,i,のミカワシンジュカヤS. mtkELWEL77ttMakln()

本棚は日本では北.EIJ道とE法】東地方で1970年

やケシンジュカヤS. rWハ̀LR.Br.は根叢の

代にほぼFL･川にLLい,lH.されたヨ‑ロノバ原産

ない･年草である点ではよく似ているが､ノ｢

a)多イl ･L,'して､現/卜では北I妊道lJL]Lxlで生育が

r.小択告するものは葉剛にIiこい3粥があること

fl'Ir"JLJ.されている

(FIE.9)からコシンジュガヤと卜.JJ'起した｡ 'Ll;う'

trJLjH 2CO3)｡今Trjl富山県で

fl.'C,iLたものは柑Lp1,.1け▲与件であること､茎葉は

山県における本梓の報/.liは人lll (1995)が叩

l､仙二1Jtlいすることはなく､仙由が線色では

一一一のものであり､諜L=lfJJ科'?'文化センタ‑に

'尖からLi･号注し､総に11;さ3mm以1二の刺があ
ること､総也はT.;lJiliでf柴本で良さ13‑17mm､

収蔵されている2点の標本の採ij三池である入
善町日川および架都市r11ILJ佃ミ本げ.l.における仰

lI'lLChL)()()1

人酎也:富IlrL,与ミ7ロラーL'f利

バ′

.r‑)〔)

･
T
;
;･
･
･‑
十
∵

ンシュカヤのj=lLli二が確り三な木リ.捕̲

一の城Jr)Tで

あり､何らかの1㍍.,酢'?･理をEJ古.Tする必̀Zitがあ
ろうし

証拠標本:卜析川郡人剃り=川,人目l仏,
1929. 9. 17

rTOYA

36281)こ,ZE)Z',‑川川Tliri,

長井真l筏, 1963. 8. 26 (TOYA

3(Hill) ;刺

･lIT︼

水郡′｣､杉町､I′uTI･ (小柳卜堤のlJLT斜面),ノJi;1:
rI,'f明

りJi;i 15718). 20()3. 9. 22 (TYM

10019).
2‑2.ヒメコウホネ

NLlPh'lr川lHTTe‑

gtJrrEmLLm (Casp.) Makln()スイレン村

本椎は本川､州Jl､ )L州の制ifi､ Lf.JIめ池､

河川の淀みなと'に椛する水小柄物で(TlJ野
1994) ､剛ri,のコウホネN./uI70luLLm DC.やオ

グラコウホネN.''gurae･〝.†rMlklに似るが､葉

柄の断耐三川｣'丈であること､柱頭板の什朗の
先は目頭であることを帆だしヒメコウホネと
同定したJ
Flき三. 9, 5日.(,lLtI Purl,EE/a collected ln Kosugl

しかし､角町(1994)の本場の検

紫衣ではヒノコウホネの細水肘まlム卵形‑llJ

T()wn, Toyama Prefecture (TYM

心形､沈水射土Ji;卵形とあるのに対し､ /IIIll

IO()19). Scale Indicates 1 cm.

関られたものは細水葉､沈/i(葉ともに卵)1‑;‑

fi卵形であり､コウホネを止しわせるものであ
ったため､神J f)(学J:nil;''部教授の1rJ野康郎博
'ji;な比j;Llの7′'F地であった｡これらの標本はそ

I:に同')としていただいたところ､ lJLI日本JFU̲の

れぞれ1929叶､ 1963叫二採集されたものであ

ヒメコウホネとの返芥を旧いたIJ /卜lHl'[:A,'[=LE,I.･

り､ /卜回の調査で40Lf=･振りに本県に現存する

で兄い出された生育地は小杉,lIrJJIll l:I.1;の凝勝!JJ.･

ことが帆.fL).されたこととなる｡ 『環境庁レソ

池の束北7li三であり､油北5m､仙IL115mほど

トテ‑タフノク

に渡って浮柴をIiこけていた(FIピ. 1())=

2000』には本種は取り上げ

この

られていないが､終都道府県版のレノドデー

他の抑LIJ‑にはハスが逸出して′l f]t Lている部

タフノクでは7;川】県のほか6都県で対象種と

分があるが､ iLtr範の仝Lt,l,から本村の枇IlJJ･があ

してリストアノブされているU

ることから考えると本Ll,1.のものもH'r=,■‖】,であ

今llf】本棟を確

‖思した場所は小柏町の丘陵部に位置する農業

るr‑･I能性がIT',JlL､と思われるL

IH溜め池のJRの斜面卜部であり､イトイヌノ

『富山県植物誌1,をはじめとする本Ll.七の帥物

ヒケやすオイヌノハナヒケ､後述するミヤコ

に関する文献には全く記録はないが､ ILJ野

アザミ^:;:とtii′l‑していたo

この堤の管理者に

(1994)に示されているヒメコウホネの分/(J

よれは､多人な労ノJを軟やして年数LE.̲tの草刈

Lxlには富山Ll.もに'F青を小す1つの.L.I..が′｣くされ

りが/1】われているとのことであり､これによ

ている｡角野嬢郎伸しによれば､これは1935

って榊′1が維持されているものと思われる｡

年に牧野富太郎により:IIIl町で掠粧された山

'iT)J化のためかIr';1辺には堤をコンクリートで

lLITlめているL留め池も多いが､本生育地はコシ

ヒメコウホネは

前irL;Ljこ学牧野標本館収蔵の標本に).l'くもの
であるとのことであるが､この標本のラベル

BuH BoL (;ar°. Tovama

川l

Nり. 9

213.ミヤコアザミ
nL〔=Lt Herder

saLハ川re･um̀Htm(,̲

キク村

本椎は朝鮮､ Lrllk陳北部､アムールに分lJJ

する多年草で､日本では本川､州El,ノL州に
HfF.1る

りと柑1981)o i‑1本には本IiJ言の多枚

のHlが加られるが､今Ll→JFRfrl.するものはE'...丈
はヨo‑80cmとIT■.'Jく､頭化の柄が上<いために
三ゞミニ

ー

こ＼

‑:
ヽ

花序はまばらな散Fjj,rjiとなること､給也)■lの

‑‑ 1二三1‑ ≡‑I

A;端には膜lT'irltJ').lil,;体はなく純淡で､ムiJjHlは
T

‑L‑

‑

‑

キt

●‑

+'71i
→◆
■マ ′

ー̲

‑｢･‑

L‑

̲̲

I‑さ=‑‑iGr

･

〜‑‑ニI

.
h

‑･一一 千･‑,ニー∴.̲̲

適意二

L一

F尋三二､一三

:.tfl形状で‡机､こと等の特徴を碓認し､不仲
と回',ifしたー雷IrJLL.],における本師の仰')三な7′r(

LI‑tLキ一･
･ト,ノー

地は'E汀‖llll科学文化センターに収蔵されてい

モ二漆‑訟ここ=ゝ ‑

る標本(TOYA

51069)の採集地である如lJ,

町l⊥川:̲ねいのti!が岬

一のものであi)､ /州Irの

調イTTで本Llri. 2ケl,i‑rHの産地が確認されたこと
となる二

本椎は北付(1981)には｢山のI;rJL;T.

にかなり普油にある｣とあり､ 『瑞相1‑レノ
ドデ‑夕7ノク
FILLY. 1(). Hab】tat of NEL/)hlLr SLLlmlTegerfEmLu77

1n Kosugl Town, T()yama Prefecture.

いかゝ

2000』にも1枚l)卜けられて

しかし､終都道咋jJLl.i;版のレソトテ‑

タフノクでは富山県のほか20都IT'lJE,r,l八一対象相
としてリストアノブされていることから､ ')三

E:Y,モには/I＼rB川tJにかなり危機的な状況にあると

iには‖F朝は抹iJヾ地は小されておらず､この
′f lJl地が現わ一しているかとうかはイ叩Jであ

推測される｡ /沖｣｣本棟を確認した場所は1̲逮
のコシンシュカヤと同じ小形MJのrtl凌.!'flH二f‑■′

る',･:rHlrL1.1.ではこれまで′1:i),1がfrTられていな

l'rVける農業用溜め池のJjl斜FfrTであり､放l佃

かったために『1･:･;‖rL,I.しの絶滅のおそれのある

体が良好な状態で′1:.育していたC

り■川′卜物』には取り

しけられていないが､

のうち柴が/Jl裂しないものをマルハミヤコア

川拙H i,ソトテータフノク2(搬)』では絶滅

ザミvar. /)lELnlJ/nl/EL MaklnOとしてEX̲L/]IJする

lL,HHI緋(Vu

とされており､終都道府Lr,1,

こともあるが､本/I:帯地では小.r',r;以卜の葉が

伽のレノトテ‑タフノクでも15Lリ､卜の県でよ]

/I＼て/J)L芽ELする脚体(FIE. ll‑A)や)は卜.'･,i;の

'裂相としてリストアノブされている｡ 'tF訓lLL,T.

なお､本やTr

葉のみが/))h裂する佃体(Fig. 1卜B)I /'モての

においても､ Illllのところ/,h･州'1日,LJ.された柴

柴が分与望しない個体(FIE.ll‑C)がrliきっ

り券.lJ池が11I'一のlJ'lr')ごな現/['L f日出であり､ヒ

て′r‑f†しており､明伸にJメ別することはでき

メ二J ｢rjJ‑Iてネは純減の危機にある帥物のひとっ

てあると考えられる

なかった(FIE.ll)J

..ll拠標本: :17lHn打相川IlTrJ.i.･什

ねいのり1

.ll拠fEilりゝ :射水川1,ト柳り人l六川l (剃券､ゝ:池

120m. JJlr道人. 1987. 10. 29 (TOYA

U)山北J'Jt11 , )Jl;T.掛りl l日本L.5丈()く原

51069｣こ射水郡小杉町､仰ナ(小柳卜堤のIJLT斜

ILr)1〜う1)). 2()()3. 6. 8

I仲

fTYM IOO201 :ノこ原

作IrJ) I)､Ji;し152)()2), 2003. 6. 9 (TYM

1()()21 ).

人原隆明

りJif. 15715‑15717), i)(X)3.

9. 21i) (TYM 10022‑1∝)24).

＼ⅠtH‑Lh ̲)川11

ノ､l州山: ;.川川トノL7 ‑‑/‑l''fH rホ1

廉
/

FJ.L'1 111 SELL,､川,(JEl川(LrLm'N'(二LL C()llected ln Kosugl Town, Toyama Prelp日日1で.A. TYM I()()22.

B TYM l0023

C TYM 10()24. ScaleslndlCate lOcm.

標本の槻LLt上に仙JIJほjlr!くとともにIl;･t稿を査

福[,'b県']二活環境部脚加太範,.｣と(那). 2()02.

‖･JILJl!いた'.I.川r111L朴,:文化センターHT学芸Li

レノドテ一夕7ノクふくしま‑iL'.J,,L∴)l,J.I.
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また､
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イrL:.rL‑1の便JHを‖'1‑rり卜きった'.,去'‖ rL,[,T川･央植物阿

友の会付1物...仁,Jl.I;会のl:付来l/[･ )三氏に感謝し

ます､
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Materials for the Fungus Flora of Toyama Prefecture ( 2 )
Makolo Hashiya
BotanlC Gal dens of ToyalTla,
12 KarmkLLrSuWada, Fuchu‑machl, Net‑gun, Toyama 939‑2713, JこIPとln

Abstract FIVe lal‑e fungi, ME(･Il)UnmfL 〃7(I( rl,177rJr'H･LL川(Y.Otalll 〕 Y.Haradzl & S.KLldo,
I)Lu7mnlHHll n'l)(,rl,Vl (Bull. ex Mirat) LM.Kohn, Xl/tLr''t ul'･/)叩/u/EL､ (Pet‑S. Fr.) Fr.,
IIL'KTViJ', rJLrELtu Takah.Kobay. & Nagas., AmELnEl(I Wllpt(I Corner & Bas wercゝ foLInd ln

Toyamとl PrelectLLre. They are new to the fungus flora of the Prefecture.

Key words fLLngLlS flora, new recol･ds, Toyama

これまでに'.I;川JLI.lJノ｣で,記録された比較的探

あることからIlJJtl約二Iズ̲別できる)

吊

見した｡翌15日にVl;‑森氏と橋JJ.1.‑が税地へ

か

坂にあるオニグルミの7昆きったマダケ林

分

;]iIl.7‑でFJlu Lたけ本は1.L.L川川1;[1T央植物園
(TYn/Ⅰ)に保･'Il7,･されているc

.]･(.FJ

20031T:･3月14H､丁場優位氏が八は町

･=3

附則の少ないとJiZ,われる5仲を報;Lける｡本

i,詫言三㌔3,;:'TciilLl',つlf莞■lJ.崇iE,舵
1.シロキツネノサカズキモドキ
Ml･ mu"mEL ITltL(･r〃tI,lH(,rLLlft (Y. Otanl) Y.

H;tr;lda&S.Kudo

へ二チヤワンクケ科

｣'J)三体は｢/イングラスの)l壬をしており､ Itr

ていたこ
本椎は､北的̲追(Otanl 1980)､
(Otan1 1980)､新if,lLr.i (I.･r'I勺1992)

仙二,'糾支卜に発/ト㌻る､ r一のうRrmqはロート形

日本で多く鞘IJ.‑があり､甜れて愛校r,L.1.

で,才子は8‑15mm､初め紬はつぼんでいる

1999)で糾;】.･されている

インタ=ネ

がJT'がてラノハ状にI利き､後は11;rj､に裂ける｡
紺二は(他の捌.1日七があり, zLJ側の子'jSJrE引ま
(･･1 ,J､色で･l'‑淋し､柄はi<さ12‑61mm､太さ2

‑ 3mm, I'1いfj､tがあるこ

柄の藩校にIi･い

ている卜.r'.1;はlく末七が比られるー
榊zr･はIlr I卜にづ己叶L I‑のう胞(･の上之行が5O

:hrif/A.Hl;ノ'J訓r火幻J虹マタケ林I人1,‑#桟

‑()5/州で､外比が似ているシロキツネノサ
橋lぅ三.誠, 2OO31l‑‑3日15日(M. rlこlSh

カズキ(M. fT'Jul'V')とは1ト‑初夏にLS/i:.す

ることと, (のう胞(の1壬行が23‑35′Lmで

3457).

姉ffi郡八帖町火L')坂,マタケ林山糾せ

(1日

＼日.し)

P,LLll r')()I (I.亡lrd Tり＼Lullこ1

肘‑･.二

誠, li)()():川:iJj29Fl lM.Hash]ya

与亡′E+る

J'のう伯は椀JlZからU‑トJlTL‑､

作は5 ‑1)Omnl､ El.:維i色J'‑r一.EItl･びる

3177)
hI:N;I,I.日lJ"/.Irl;小IllrFり小川探りr拐子羊,理も
れたJfi.Jl1､ l

沖ulHFJこ肌

2003イT‑‑･4日15日

(M.HZlShlya 3192).
2.アネモネクマチャワンタケ

f州ま1くさ

35‑103mm､人さユ‑ 2mmで'),iり)があり､

),川;には.ll■色で小規則な形をしたl糾女を｣うつ
2(汁)31I‑ ′日J lou ､ソ;顔優範ltが八岨lり一武l凸

DEI/〃'NTTlnItl

l!,1/+rL,iLれる川のI'TllrliでフtluLされたもの

‑!･,Ill

lIl/)(･rlJVI (Bull.exMLiratl L. M, K()hn

Hここr.･森氏と橋JJ.三がJ川也を‖JJれ､キクサキイ

キンカクキン4E

+ケ群満Ⅰ勺にイこ柿が施′卜しているのをlI'11..JL]

ィ､純は/FIIIく､ 1'+リンソ,i/1.FL71の(.rl l'kIノ､HI

し､伽,i,さ三と採恥を71‑〕た

またIJJ1511には

I:1.q'･ 1 Ⅰ:川‑LiT] rL(,しHld ln T叫‑:1111とI n‑eleclL11･e (1 I. :㌔ illld P, Ml,,,ハ/川,TE/ "I"),,V"lW,,", (Y. Ol:lnl)

Y IlmlZldとl& S.KLld() (TJ HこlSh)y乙13上57,. SしこIleb;ll‑!, ‖ldlLこItビ1 clll. C I)L'lH川tlmlEL T,I/'(ノ′''Vl
LHulL t､x ML'Ⅰこ1tJ L. lL Tくり11n /lI. Haslll)̀1 3̀1.171,, SC(llLJ b乙Ir lndlCalPS 2日11. i) X､/̀IJ'(I

HIII,〟/･/Il/LI (Pill‑S. I/I.I ITr. .'hl. H｡IShll′こ1 1005′. SLl(llebこu llldlCとIteS 1 cnl.

肘

＼l'LrLh lJ()H i

韓

"l日E.TH｣川1,l】Lr川･).

･轡‑

l､ト

BLllL BUT. Gald. T｡〉ama

hT(), ()

I:).Ll. :i. IIl‖lLrl f('Hnd ln T''＼̀1111乙l Prtlt.eCttlre (3). A〃mmT('､…/l'/('Corner & Bas. A Elnd P, FI‑し11tl叩

b()cly LM. lIこIShllこ13H31), ScilkbarslndlCate 5cnl.

＼Ⅰ'urh L'()()1 f糾三

L.).TlllI)山▲IJ八.l〉 l菜摘1‑i''I利､2】

(:.･Jl∴WJリl氏がJJ訓｣‑仁の51,でキクサキイチケ

･1067)

Ilr ,litl)､｣にうLl'rしている心神を椋ヤーされ､後日

この経本の̀.榊.I;lをL乏けた

肌liTいフナの;ll没LごトI

榊･Trは､ lrl耗LL,I, ( L二藤･他1998､､ i'rrLt‑ll,L,lt

( ;,rl人1 1992)で,.LIB,長がある

H25H (M. Hashlya4(姫8).

インターネノト

l1‑はiLL;,I∴ll,L.i,､栃木L,r,r.､ All;(郡､ I'(･川似､大

分Ll,tでも;･li;I.‑されているが')三体はイ叫である
参桝Illりこ

5
つ
山

記載文にはタイプロカリティーの

とは､鰍f:.する鵜物がllI.となること､ (‑J大体の

市と滋賀県､千葉県､茨城県があけ

人ききが小さいことにより'fi筋にr刈りできる｡

る｡また京都府(下野

2003)

=･+.⁚[7

に比られるホソツクシタケ(X. mLLRIJ7(,lLae)

川川〜

(剃｣ 2003'でも記録があるが､他の隼

のフナ林より探1jiLたきのこや落ち柴と混き

はこれまで掃告がない(二

っていたフナの殻トから発生していた｡

参考標本

2003)､イJJJH県(石川きのこ会

ナ

本種は､小林孝人氏と疑沢頒ulltによ
新種記載された(小林･良沢1993)

日本ではILl一森しても(Nagasawa 1988)､人阪

つ

でも本種を採取した｡

た(‑'臭体をつくる,.モクレンIFiの栴卜果実仁

2(氾3年･10月19日､柳沢和1‑氏が利賀付吸｣̲

榊

空港スポーツ緑地の植栽されたシラカシ

小紙. i;･帖

10mm､人さ約1mm､ ,JJ与Ilで.li互い棒状をし

げ

.f‑‑いフナの殻11‑より与皇′LL､上主さ5‑

け､また8j316日には富山市縦日にあ

る

(pel･S∴ FI‑.) Fl∴クロサイワイタケ科

あ

xTll'Lrt̀L utf7'OP/7LkL

仙 た ･ て

ラのエリアで問路Ll行いのコナラ樹

卜

37()5).

. : . , ; ) ･ . I :

り

いで8月15Hに吉山県中央植物lil]クリ

1

の

( ･ 八

し

に植栽されたシラカシの樹卜でヲ己比

lJIJ. JL:.lJArL'.さ利リ1, 2003咋4 ll 1引いM. Hashlya

府(iJr三久聞

2

2003年7日17日､涼.1日lrh'イIi瀬的

&･rrHnm;八Jt;Lul F･̲の9.,キクサキイチゲ群落

3.プナノホソツクシタケ

､ し ー

榔

(M, Hashlya 3487).

状突起が多く妃られるC

く

m

チケ仰栴r人J,倍Ilr:誠, 200311:14日11日

は

川1 (突起を含む)､衣ff1日二は約2

川LlTいU)キクサキイ

1

ぶん塊茎状になる｡胞(･は懲t球形､

い

Hashlya 3486) ,

∴

ll:濁した111い繊維模様が比J,れ､

作

満

ナケ肝栴lJlj:{'㌻森優範, 2003†ト1 1日(川(M.

:l･,1J.fn1Tl;JJt州'止し道帆

州 は

六

如け州;ノ'J訓1‑武道帆川TI†いのキクサキイ

富山市布顧町,シラカシ樹卜,橋1ぅ:̲
2(氾3年7月17日, (M,Hashlya 3618).

1999)､鳥取り?. (械11い[叫手井1972)､熊本
LL.I.‑ (河野

2002)の記録があるD

このまとめ

を讃▲く際に､杉山信夫氏より群馬県と愛知県
の標本寄贈を,受けたG

2003年8月16日, (M.Hashlya 3801).

参考標本
東砺波那利若Zi村坂卜,ブナ林r人Jの占いフナ

2003年8月16円, (M.Hashlya 38()3).

I,lfitll･ ll.,柳r)l和1‑, 2003年10月19日

(M.Hashlya 4005).

corner& Basテングタケ柑

l

群馬県1批Jrけ1ミ原高取古いフナの殻斗上

傘の径は14‑15cm､衣ll"'棚地色でイホ

申山治美, 1995年7月23[7 (M.Hashlya

状の突起に被われる｡ひだは淡TJ(色のちrrlf'r一糾

Bull. Bot. Card. Toyama

7()

No. 9

色{柄のJくlfllは粉状をしたささくれに被われ､

つばは粉状で【1)‑く満ちる､柄の鵜.恥ま塊茎状

引用文献
Corner, E. I. H. & Bas, C. 1962. The Genus

に膨れるノ

AmEInLTLL ln SlngaPC･re and Malaya.

2(n31r‑‑8月28日､申新吊郡hh‑uJ‑lL卜萩のア

Persoonla 2 (3) 24113O4.

カマツ.コナラ林で1本発'lしていたものを
■｣一林栄樹氏が探1jtされた｣同1Vよ9 j]22口に

遠藤正常. 2002.大分県J)U..‑(になるきのこ.

も少し抑れた卜巾町人T;のアカマツ･コナラ

吹春俊光

133pp.遠藤正喜.
他. 1995. T▲柴LL,).[那迂rlよ

り)

大雅L̲担f･菌類相. T柴･F'1)trLr,rn然ul研

林に1イ＼稚′lしていた本柿をち己兄､ jll'‑に寄贈

究枇Efi‑

を一三けた

特別弓一2･ 125‑155.

Harada,Y. and Kudo,S. 2()O(). MI( lJ川Jr〃lltJ

本楯は,シンカポールです采賀ーされた標本を
).1‑(二新種..LiLL.*された

mEL(rlJVJ()nLm S一at. nOV., a new taXOnOmlC

tCorner & Bas 1962)

treatment of a vernal dlSCOmyCete

仲緋で､ 'r咽では砧班･JiJ叫･海南(Mao.

(Sarcoscyphaceae, PezIZales). Mycc'‑

200())で見られ､ H本では大分県(遠藤
2()02)､熊本(,r,㌔(熊本きのこ会1992)､千乗

sclenCe 41. 275‑278.

本郷次雄. 1987.拐7:色日本新向好日文1鑑I

(Colored lllustratlOnS Of Mushrooms of

Ll.I. (吹/Fl受光他1995)で.註!録がある)イン

ターネノト1では福.[::j県でも本種が報告され

JapanVol.I ). 325pp.保育社,大阪.

井口

ているが災休はイく明であるフ

敵2003.川崎fTf̲Ll三田緑地のきのこ札
川崎Ir油然環境調査拒;11㌧ l' 98‑143.

参%f,LT;イ＼

TT.川きのこ会. 1999.イ['J=LL.しのキノコ

申抑lHTEil̲rhHH']萩,アカマノ･コナラ林
l)1, .Zj:什栄樹, 20031ト8 JJ28lr

爪′L Hashlya

189pp.そ川i県環境安'f号.A,,EL自然保請変乱
こい.llj.

Kobayashl, 1993. A new subgenus of J17''nbe,

3831).

申掛目州;hlJlHJ人ILL

アカマノ･コナラ林

r勺, ､IJ林栄臥2CO3年9JJ22H (M.Hashlya

LepT〃nbe from Japan. Mycotaxon 48

459 ‑ 469.

河野洋輔. 2(氾3.平成14年.]空熊木きのこ会で

3911).

採集されたきのこから.熊本きのこ会
年報

シロキツネノ叶かノキモトキと7才＼モネタ

̲1̲藤伸

‑･F;一成12年度:84.
▲･手塚

豊･米内川宏. 1998. ｢■】こ森

マナヤリンタケをいたたいたlLi森優範氏､愛

のきのこ(Fungl OfAomo1‑1). 288pp.

:lil(,LJ,のシUキツネノサかソキモトキ標本をい

･七･グラフ青森,市森.

たたいたlLlluLH,i丈雄氏､アネモネタマナヤワ

ンクケをいただいた高J浅利幻氏､ 7ナノホソ
ノクシタケをいただいた柳.11和｣'一氏､チャオ

ニテンクタケをいただいた!JJI林栄樹氏に感謝
いたします

またフナノホソツクシタケの乾

熊本きのこ会. 1992.熊本のきのこ. 251pp.

熊本f=1新聞社,熊本.
前出･射豪側一札1997.阿寒l lこトJl'T,:帖iのキノ

= (Mushrooms ofAkan National Park).
381pp.前川

一歩阿財川, Ply):Ft.

Mao, X,し, 20Ⅸ). The Macrofungl ln Chlna.

附則;をいたたいた46lJHH)二代､アンナカト

719pp,河南科学技術出版引, I,%･Ji･[

マヤタケの文献をいたたいた小林孝人氏､な

宮内信之助. 1992.新潟県のきのこ.糾招ほ
の二同好会会誌どうしん2 20.

らびに卜町J='k.人tL

チャオ二テンクタケの文

献をいたたいた1'Tl臆).IiJを氏に感謝します｡

Nagasawa, E. 1988. Notes on foul‑ SPeCleS

of XylarlaCeae. Rept. Tottorl MyCOlJnstl.
26

6‑14.

沖野号‑/q美肌1999.愛車宏のキノコItll鑑. 253

M̀11て11 ̲'川) 1

脚う三'1.･打LIILL山■,i等何軒i''ff卜1)I

pp.壕:uJ紺‖lHfr,松HL
OtとIm. Y. 19と的. Sarcoscyphlneae En Japan.
T1‑とInS. Mycol. Soc.Japan 21 149‑ 179.

I/.:久川ノ(棉. 2(¶3. irT災葛城lllでフナノホソ
ノクシタケを抹範. Natul･e StLldy49

(111 6.
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f与u11

1う()i

(;̀Lr(1

T()〜(=1̀L

I

ItJl,I,川■ L)tflll物IilHl)L )L‑L. ;,li ;E

I,,.i,,,(El,,I(, descl･lb｡d by Sat｡ ( 1940) lS P,/(,,,/ML,…g,"̀,(,/EV M.S｡t6, alth()し融J｡巌
LlSed lpI/''/I/MH…tLqrI(｡tule'ln hlS Publ.catlOnS both ln 1970 and 1981･ In the checkl
JとlPZlneSe llChens (Kul‑｡kawa 2003) , 'pE'lt,Ph"n,‑ 〃･grt",Elf,I (MISat()) Jahns

ヨ巨,3‑

LlSed. 11｡WeVer, Such a name was never published byJahns. In the C諾l:,: :,lB,t, :

:,I,/.;::;:ZL::,'E言e':こ11IllLil:3 b'yK:I:iko･kEwsah富usIE浩二. cKhT r語ら7&. ,S.h lEu.I;:teT,atshueSc?(7.1･': tpLi'iI:': /読(',
this llChen lS PL/('Ph〝rElH･LIrlLI/LI､ Kurok. & ShibulChl.

pilophOruS nigricaulis M.Sat6, J. Jpn. Bot. 16: 173. 1940 'lpEll,Ph"r,", 17LLqI･,"LL,/(Jl■･
T

L‑Ch 霊…㌍肘榊 ハ

p'/''p/t''rLlH叩rIHLLL/I.〜 (M.Sat百) Jahns in Kurokawa, CheckllSt Of Jap之IneSe LI〔

82. 2()O3.
;

pilophorus eurtulus Kurok. & ShlbulChl, J. Jpn. Bot. 45: 78. 1970 "pE/"),/7〝r,〃= LIrtL
･

plll'I'/toJE'､ (LlrtELILE.〜 (Kurok. & ShlbulChi) Kurok･ & ShlbulChl ln KLIr(

.

CheckllSt ｡りapanese LIChens: 82. 2003.

.

The aL1th()1‑ 1S gratefLll to Dr. Gol･an Thor, who gave ＼′aluable c()111mentS

‑

manuSCrlpt

‑

ll^卜:Ir LIheckllSt OfJapaneseLIChens H]本砿地衣蛸のチェノク1)スト)を充子jした際に､

7)コケ).lf･:2frrrの',:･//,について､弟界の,]I洞に誤りがあったので.汁rt:.する｢､すなわち､
=

(,,I"/'h"/I(,､ ( E)ll'l //.,"))とp'l''I'/…･√"1(L目性名詞)は､ LI小にorthographlC VarlantS川'j1‑)こ

化形) ‑i‑あるから､ I,I/"I'/wl川のもとで.言Ll接された地よく2椎は､桝二日llIt;杏,&えるだけで■

を変えずに仙川することができる:
Literature Cited
･

Jahns, fi.M. 197(). Remarks on the tax()nomy of the European and North Amc1‑1Cとln

Tll. Fl . LICllen()loglSt 4･ 199‑213.

KTLll;(,k‑a‑wtLl78sl.l I:de.号e2n;I.S371さ霊LILITs't"o;C,OatpaaXnOens三3i128hge;S?.30,'p. 1 28. Nat.｡nal Sc.｡｡｡e Musetl｡､,

T()ky｡
& shlbLllClll, H. 1970. Notes onJapanese specleS OfpLl',I･/""'"7. J.Jpn. 13(,I 15

Sat(). M. 19/i(). EastAslatlC llChens (Ⅲ).∫.Jpn.Bot. 16

(I.･;I.'HrlJ.HrL)t帥物L･1'{) 〒939‑2713
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72‑177.

7(;‑I.'HILL.i,一脈貝郡酔いI町E‑.鮒TTl42 : B｡tanlC Gal‑dens ()f T()料

42 KamlkutsuWada, FLlCllu‑maClll, Ne卜gun, Toyama 939‑2713, Japan)

Bull But (;乙lrd To),;1nl;1リ

7日17()日日

;J･川r県lFlクと帥物【抑1Jf究肘l,

Masashi Nakata: Chromosome Number of Gastrodiapubihzbiata (Orchidaceae)
中日枚Fll:クロヤツシロランの染色体数
A saprophytlC Orchid GulTr〃dT(I I)LLbElltbEELTEL Sawa (FIE. 1A) was recently added t() the

flora of Toyama Prefecture (Oohara eT ltl. 2003). CytologlCalobservatl｡nS Were made ln
a plant c()llected at Shln‑maChl, FLlChu‑machl, Ne上‑gun, Toyama Pref. Young flower

buds were used for the materials. The methods of chromosome preparation and
obsel̀vation wel e the same as those described in Nakata (2000). Voucher speclmen Was

deposited in tlle herbarlum, B()tanlC Gardens of Toyama (TYM).
Intel‑Phase nucleus (Flg. 1B) was the complex chromocenter type proposed by Tanaka
(1971). Chromosomes at prophase had early condensed segments ln the proxlmal reglOn

(Flg. 1C). At mltOtlC metaphase 2n‑22 cll1‑0mOSOmeS Were COunted (Fig. 1D). This IS tlle
fll‑St rePOll of chromosome number for the specleS. The chromosomes varied 3.5 ‑ 1.0 ′Lm

ln length and had centromeres at the median Or Submedlan POSltlOnS. Thus, the
chrom()some m()11⊃hology was slmllar to those of Gaslrl)dta colzfLLSe Honda et Tuyama. 2n‑22

(A()yama & Tanaka 1986).
ll′成151lA11(川11)Hにクロヤノシロランのrl'I:̲地で花を観察し(FIE.1 Aj i+,い..lf.を仙つてrJ三色
体の糾IF,亨を才jつた結ilt､ 2n‑22をrl̲'Jiしたー

1986)と

これはアキサキヤツシロランのjFrlHE. (['jHJ I ‖川■

一光Lており､代謝則柁(Flg.lB/ヤ体細胞分裂前期(FIピ.lC)､ I,llHllUJげlLr.1A)

のyjLt色休形態もアキサキヤツシロランとよく似ていたニ

〆ヽ■

一■

●ヽ
リ■

三･‑'･fii̲I:.･1.I/‑,;
J･711'L'?
L了. J
一一
̀二三B

一C

■

‑

D

Fill. 1. G(nJruE/ÌI Iu'lulEL/HLTt'Savv･a. A Fl｡wel･ B Interphase nL】Cleus. C･ MltC'tlC Chrom｡S｡m,SとIT
pr()phase. r) lIlt()llc chl･()m()ヨomes at metaPhase,2n‑22. Bars ln B‑D Indicate 5･Lm.

Literature Cited
A()yこlma, M. 良 Tと111ak(i, R. 1986. Karyomorph()luglCal studies ln G(′vr''dtu i,lt'TlL and G. 〟/1/L'VI.

しこt Kr〔)m()S｡‖1｡ rI ‑42 1336‑1340. ‡lnJapanese)
NとIkとItZl, M. 2()〔)(). C) I()10glCal notes ()n Leu'lMr'hL､ hL'kll'･TAtLPnSL､ Masam. J Phyt(Jge()fil . TとIX｡n.

1ti

97‑99. rlnJapanese)

()｡harZl, T., N之Ikata, M. & Takagl, S. 20O3. Materlals fol･ the flora of T())ama (7). BLlll. B〔)t.
Gとtrd. T()YとImと1 8

55‑69. (1nJapaneseノ

T;1ǹlka, 氏. 1971, Types ()frestlng nLLClel lll OICllldaceae. Bol. Mag. Toky() H,1 llH‑ 122.

(I.,.川lLI,川一火仙ry)卜;⊥J

〒939‑2713 JI;,. lJILj.JA,.lJ,川ll;:htl.･川‑ l･̲矧H42 ; BotanlC GこH‑dens ()fT('y乙ullZl.

J12 K2lmlkutsL1Wとldこ1, fJLLChL1‑mとIClll, Ne1‑gLln, TuIama 939‑2713, Japan)

附けることとし､ここでは近1LA･HJはましく剃卜拡大する省弧川rhAの近郷で比られた2f
l

ナツフシ).lI,;flt物のl′r′r地について批;■.Jするこ,

l

MlIl(,lIl̀I dle･/､〟JnEl Hal･mS (香花Il'zl I

近
l

るとかなりな,L.r州で･,'L･られていたLFlg.4)｡おそらく､中｢】ー]名のとおり､初Llからl兜Llに
一

･

l･

班

･

temple, Flg. 5)に隣接する才iの斜帆二日'1‑.していた(Flg. 6)｡この一一帯は昆El)はl;野']湖とし
)Lh･道や子羊を池る吊り橋なとがrt,.!怖li‑されている｡ Mt'lletlta ve/uTlnaは谷の上部にある珊1').■J‑のLJjlr

u

に,とる道路から15mほど1､につけられた子i底の遊射亘の反対側まで､目測で5mlifJf麦の放抹

叫 で 叫 を

‑)j､帖L:.i木のML/leTT,(, ､･elL,lL''̀′ Dunn (繊毛軌,.̲)が､ lit:lJJj市何方の馴/j ll; (Ql()∩‑Z

.

(xIShan)でもM,I/etttudLe･l､′̀LIMのL'l 'i:̲株を調査した｡

川 . ̲ ̲ 応 ̲ 追 ̲ い ̲ 什 ̲ 忙

川

†
よ

刀

桝のJJlrJ､が確､'FすればIiil1‑;‑的にt,IfTI‑及するHljnl巨性のrt:.Jい脚勿と思われる｡ l己1リ川lでは､

心に,おそらく椎j'･から発井したと!且われる幼荷に幸るまでこの一ヶ所に多敗の外.rl体が耶′r
∴るのがrEL笥号さオ1‑fT: (FlgS1. 76, 8'馴･紳あるll=珊jaィ.‑TJ‑iL‑･,･性であるが､ Mlllew,LE.Y/I,〝′継

lrT,l･地付近の夫卜はllh･,･良質に富み､地表に石灰岩は見られない.調恋に赴いた12日1611に(
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