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̀南 アル プス 南部 の お花 畑飛地 の 植 物

「

A Note on an lsolated Community of Alpine Plants
Found at Misakubo, Shizuoka Prefecture
・
・

大庭 俊司*・ 谷 関俊男 **

Shunji 6LA,*and Toshio TANIZEKI**

ι
筆者 らは1971年 夏 ,水 窪 国 有林 白倉事務所 管内 の急斜面 の岩場 (標 高約2,200″ 付近 )に お いて ,高 山性
″
″
植物が いわ ゆる お花畑 ″ を形 成 しているの を発見 した。現在 までに発見 された お花畑 ″は光岳 を南限 と
″
してお り,こ の発見 は お花畑 ″ の南限 を新 たにす る もの と見 な され る。

〃
筆者らは1971年 b月 21日 以来1974年 11月 3日 までに15回 にわたる実地調査を行い,こ の お花畑″に生育す

る 直 物 の種類 を調査 した。以下はそ の報告 である。

￨

I.お 花畑 とその付近 の地勢及び植生の概況

￨

中ノ尾根山 (2,296″ の から北 に のびる稜線部 に岩石の露出 した一角があ り水窪側へ急峻な勾配 で切 り立
,総 面積約 2滋 に
つている。この岩場 と,こ こか ら発する西俣沢 の源流部 の斜面,高 度2,100,′ ,か ら2,240″ ι
″
わた りいわ ゆる お花畑″が展開す る。この附近すなわち白倉川上流一帯 の森林は伐採が進み,そ のためブ

広が る亜高山帯には トウヒ,コ メ ツガ,′ ヽリモ ミ等
を主体 とした針葉樹林が稜線部 にかけ残存 し,大 井
川側の広大 な針葉樹林帯に連続 している。この地域
ハ リモ ミ、ツガ
に普通 に見 られ る樹種 は, トウヒ、
,

コメツガ,ウ ラジ ロモ ミ,サ ワラ,ダ ケカ ンバ,ネ
コシデ, ミズナラ,ナ ナカマ ,ド などである。

I.お 花畑 で採集同定 された種
図1

この地域か ら採集同定 された種 はシダ植物 を除き
すべ て本誌 中の福井 による「 佐久問,水 窪 の種子植

″
中 ノ尾根山から見た お花畑″

物 日録」 中に採集記録が示 されているため,本 稿 では種名 のみを列挙 した。なお従来南アルプスでは光岳以
*印 で示 した。
北 の高峰等 が南限 とされていた植物 で,本 調査によ り当地 が南限 となつたものについては
ヒカゲノカズラ門 ,LYCOPHYTA:ヒ モ カズラ Selaginella shakotanensis(Fr.)Miyabe et Kudo*,
｀おOdsia
シダ
『l PTEROPⅡ YTA: ミヤマ フラビ Phegopteris p。 lypOdiOides Fee,ィ ヮデンダ
pOlystichoides EatOn, ミヤマウラボシ Crypsinus veitchii(Bak.)Copel. 毬果植物門 CONIFER―
OPHYTA: トウヒ PiCea ieZOensis Carr.subsp.hOndOensis Suginloto, ゴョゥマ ツ Pinus par‐
vif10ra Sieb.et Zucc., コメ ツガ TSuga diversif。 lia Mast.被 子植物
『 l ANGIOSPERMAE:
ヮノガリヤス Calamagrostis
ミヤマヌカボ Agrostis bOrealis Hartm.var.flaccida T.KOyama*,ィ
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ヒメノガリヤス C.hakonensis Fr.et Sav.,コ ハ リスゲ
ヒメスゲ C.OXyandra KudO*,ニ ッコ′
ウ
Carex onoei Fr.et Sav.subsp.Rrameri T:KOyama,
Liliuln
mede010ides
ルマュ
,ク
リ
HemerOcalis
dumortieri
Morr.var.esculenta
Kitam.ホ
スゲ
キ
A.Gray,マ イズル ソウ Maianthemum dilatatum(WOod.)Nels.et MaCbr.,チ ヤボゼキシヨウ
canadensis NuttⅢ var.langsdOrffii lnman,

チドリ Platanthera Ophrydioides Fr. Schm.,
TOfieldia coccinea Rich. var. kondOi Hara, キソ考
ニヨホ ウチ ドリ POneOrchis ioo― iOkiana(Makin。 )Nakai*,ミ ヤマヤナギ SaliX reinii Fr.et Sav.,
ヽンノキ A.matsumurae
ミヤマハ ンノキ AInus crispa Pursh subsP.五 aximowiczii Hult.,ヤ ハ ズン
Call.,ダ ケカンバ Betula ermani Cham。 ,ク リンユキ フデ Bistorta suffulta Greene,オ オビランジ

Melandryum Keiskei ohwi,ヤ マ トリカブ ト AcOnitum iaponicum Thunb.var.五 〇ntanum Nakai,
バイカオ ウレン COptis quinquef。 lia Miq.,ミ ヤマカラマツ Thalictrum filamentosum Maxim.var.
glabrescens Tamura, ハ クサンイチゲ AnemOne narcissif10ra L.var.japOnica Tamura*,キ ンバ
イ ソウ Tr011ius hondoensis Nakai*,ォ サバ グサ Pteridophyllum racemosum Sieb.et Zucc.,
ミヤマハ タザオ Arabis lyrata L.var.kamtschatica Fisher,ィ ヮハ タザ オ A.serrata Fr.et Sav.
var.japOnica(H.Boiss)Ohwi*, ウメノ｀タザオ A serrata Fr.et Sav.var.grandif10ra Ohwi*,
ハ クサンハ タザオ A.gemmifera Mak.,ヶ ナシクモナズナ Draba nippOnica Mak.var.linearis
Astilbe
(Satake)Kitam.*,イ ヮ バ ン ケ イ Rl■ OdiOla rosea L.var.tachirOei Hara*,ハ
ナ チ ダケサ シ
,ダ イ モ ン ジ ソ ウ SaXifraga fOrtunei
fOrmOsa Nakai,ザ リ コ ミ Ribes maximOwiczianum KOm。
Hook.f.var.incisolobota Nakai,ク ロクモソウ S.fuSCa N/1axim.var kikubuki Ohwi,ミ ヤマダ
イ コンソウ AcOmastylis calthifolia B01le var.nippOnica Hara*,シ モ ツケソウ Filipendula mul

tluga Maxim.,シ ロバ ナヘ ビイチ ゴ Fragaria nipponica Mak.*,ィ ヮキンバイPotentilla

dickinsii

Fr.et Sav.,ミ ヤマキンバイ P.matSumurae Wolf.*,夕 ヵネバ ラ ROsa nippOnensis Crep.*,
シモツケ SPiraea iaponica L.f.,ィ フオウギ Hedysarum ussuriense SChischk.et KOm.*,グ ンナ
ィ フゥロ Geranium eriostemon Fisch.var.onoei Nakai*,シ コクフウロ Go shikOkianum

Matsum.*,コ ミヤマカタバ ミ OXalis acetosella L.,オ ガラバ ナ Acer caudatum Wall.var.
ukurunduense(Trautv.et Mey.)Rehd.*,ミ ネカエデ A.tscllOnOskli Maxim., シナノオ トギ リ
Hypericum kamtschaticum Ledeb.var.senanense Y.Kim.,キ バ ナ コマノ ツメ Vi01a biflora

L.*,ミ ヤマスミレ V.selkilkii Pursh.,ィ フアカバナ Epi10bium cephalostigma Hausskn.,

ヒ

メアカバナ E.fauriei Lev.,ハ リブキ Oplopanax hOrridus Miq.var.japonicus Hara,ノ ダケ
,ホ タルサイ コ BuPleurum 10ngeradiatum Turcz.,夕 ヵネイ ブキボ

Angelica decursiva Fr.et Sav。

フセン トウソウ PternOptelum
ゥフゥ Libanotis cOreana Kitagawa var.alpiocla Kitagawa*,ィ
tanakae Hand.‐ Mazz.,ミ ヤ マ ウイキ ヨウ Tilingia tachiroei Kitagawa*, ゴゼンタチバナ Cha‐
maepericlimenum canadense Ash.et Grebn., ノ｀リーヒリノキ EubotryOides grayana Hara, コヨウラ
フツツジ Menziesia pentandra Maxim.,チ ヨウジコメ ツツジ RhOdOdendron tschonoskii Maxim.

var.tetrarnerum Komatsu,ホ ツツジ Tripetaleia paniculata Sieb.et Zucc.var.latifolia Maxim.,
チチブ ドウダン Tritomodon cernuus Honda var.matsudai Sugimoto,ク モィ コザクラ Primula
reinii Fr.et Sav.var.kitadakensis Ohwi*, ハ ナイカリ Halenia corniculata Cornaz., ヨツバ シオ
ガマ PediCularis chamissonis Stev.var.japonica Maxim.,セ リバ シオガマ P.keiskei Fr.et Sav.,
アラゲ ヒヨウタンボク Lonicera strophiOphora Fr.ネ ,タ カネマツムシ ソゥ ScabiOsa iaponiCa Miq.
var.alPina Takeda*,キ ンレイカ Patrinia triloba 1/1iq.var palmata Hara*, ミヤマシヤジン
ハ コ Anaphalis sinica
ソバ ナ A.remotiflora Miq., ャノ｀ズ′｀
Hance,シ ロヨメナ Aster trinervius DOn.subsp.leiophyllus Kitam.,ハ コネギク A.viscidulus
Mak.,ィ フィ ンチ ン Chrysanthemum rupeStreヽ 4atsum.et KOidz.*,ハ コネ ヒヨ ドリ Eupatorium

Adenophora nipponica Kitam.*,

chinense L.subsP.sachalinense Kitam,var.hakonense Kitam.,タ カネニガナ IXeris dentata
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RObinson subsp.alpicola Kitam.=,ゥ スユキソウ Leontopodium japonicum Miq., トゲキクァザ ミ
Saussurea spinulifera Fr。

,夕 ヵネ コウリンカ Senecio takedanus Kitam.*,ァ キノキ リンソウ

Solidago virgaurea L. subSp. asiatica Hult.
I。

このお花畑 を分布の南限 とす る植物

このお花畑 を分布の南限 とする寒地系の植物 には次 のようなものがある。
ニッ コウキスゲ HemerOcalis dumortieri Morr.var.esCulenta Kitam.,ニ ヨホ ウチ ドリ POneorchis
]oo‐
iokiana tMakino)Nakai, ミヤマハ ンノキ Alnus crispa Pursh subsP,maximowiczil Hult.,キ
ンバ イソウ Trollius hondoensis Nakai,ハ クサ ンイチゲ Anemone narCissiflora L.var.japOnica
Tamura,,ヶ ナシクモ マナズナ Draba nipponica Mak.var.linearis(Satake)Kitam.,シ ロバ ナヘ ビ
イチゴ Fragaria nipponica Mak.,ミ ヤマキンバイ Potentilla matsumurae W01f.,ィ フオ ウギ
Hedysarum ussuriense Schischk.et KOm.,グ ンナイフウロ Geranium eriostemon Fisch.var.onoei

Nakai,ク

モ イ コザ ク ラ Primula reinii Fr.et Sav.var.kitadakensis ohwi,ア ラゲ ヒヨウタンボ

ク Lonicera strOphiOphora Fr.,イ フインチン Chrysanthemum rupestre Matsum.et Koidz.,タ
カネ コ ウ リンカ Senecio takedanus Kitam.
末文ではあるが,調 査 にあた り終始便宜 を与えられた水窪営林署 の方々 と,標 本 の一部 を同定 して頂いた
杉本順一先生 ,資 料発表 に際 し懇切な御指導 を賜 った静岡大学 の斉藤全生先生 ,近 田文弘 先生に厚 く謝意 を
表す る。

Sunlnary
This is a report of an isolated community Of alpine plants recently found at Misakubo, Sh̲
izuoka Prefecture. Eighty five species of fIOwering plants and four species of ferns compos̲
ing this comlnunity are listed.

