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図1 調査地域略図 0 1 : 200000 29皿
Fig. 1. Map of the Shirouma-Ushirotateyama Range and Its Eastern Piedomont Districts 



白馬・後立山連峰とその東方山麓のフロラ

高橋秀男 中村武久 平林国男

The Vegetation of Shirouma Ushirotateyama Range and 

Its Eastern Piedomont Districts, Central Honshu (Japan) 

＆ 3ドキ *** 
Hideo TAKAHASHI, Takehisa NAKAMURA, Kunio HrRABAYASHI, 

I はじめに

白馬 ・後立山連峰はアルペン的な風彩をそなえた山で、植物の種類は誠に豊富であり 、古く

から植物研究者がこの地を訪れ、採集調査を試み、多くの記録を残している。

フロラについては河野齢蔵氏が1900年白馬岳に登り、その採集記を植物学雑誌に発表したの

が最初である。これにより白馬岳が高山植物の宝庫として世に知られ、一躍注目されるところ

となった。

次いで、矢部吉禎氏は1900年から1903年にかけて白馬岳のフロラ調査を行ない、山麓帯25種

亜高山帯48種、高山帯127種の目録を植物学雑誌に掲げ、新種5種を記載した。

1920年小泉源一氏は内務省の命を受けて白馬連峰の横物調査を行なったが、1922年に国はそ

の結果に基づいて、白馬連峰の高山植物帯を天然記念物に指定した。また本田正次、竹中要氏

は指定後の高山植物の保護状況を調査するため、 1928年岡山におもむき、シダ植物以上の高山

植物282種を「白馬連山高山植物帯植物調査報告」 (1930年〉として発表した。

そのほか白馬 ・後立山連峰のフロラについては、断片的なものを含めて次の諸氏の研究があ

る。竹中要（1903、1930、1934年〉、田中貢ー (1903-1904年〕、吉沢庄作（1908年〉、小川楽

魚史（1908年〕、沼尻好 (1909年〉、志村烏嶺 (1909年〉、市村塘 (1914年〉、 矢沢米三郎 ・河野

齢蔵 (1917年〕、佐竹義輔（1935年〕、 大阪営林局 (1937年〉、田辺和雄 (1937年〉、横内 斎

(1952、1963年〕、奥山春季 (1955年〕、 中村武久 ・高橋秀男 ・丸山 晃 (1960年〉、杉本順一

(1963 1966年〉、佐久間瑛二他 (1966年〉など。

中でも杉本順一氏は長野県植物目録を著わし、その中で白馬 ・後立山連峰およびその東方山
きた あ ず み

麓にあたる北安曇郡や大町市のフロラの概要を明らかにした。

このように古くからかなり多くの報告があるにもかかわらず、その大部分は白馬岳に関する

もので、 ~I 1麓や周辺部の山岳については未調査の地域が多く 、また報告も少ない。

著者の一人高橋は1967年から本館の研究事業として「フォッサ・マグナ要素植物の研究」を

行なっている。ブ オツサ ・マグナ地域は糸魚川一静岡地質構造線を境として西縁をなし、白馬

ネ神奈川県立博物館 Kanagawa Prefectural Museum. 

料東京農業大学植物学研究室 Botanical Laboratory, Tokyo University of Agriculture. 

料米長野県大町山岳博物館 OhmachiAlpine Museum, Nagano Pref巴cture.
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・後立山連峰とその東方山麓は北部にあたる。そこで著者らは研究事業に関連してこの地域の

フロラの解明を企画し、1958年から1968年まで継続して調査を行なってきた。その中で中村は

シダ植物を、平林は種子植物全般を担当 した。

その結果、ここに調査地域の概要を知ることができたので、先学諸氏の報告も総合し、ひと

まず取りまとめを終わ り、 本館研究事業の一部として発表する次第である。しかし、何分にも

調査地域が広大な上、大部分が山岳地帯であるため、気象や地理的条件に左右されることが多

く、一部の地域すなわち風吹大池以北の山地や白馬 ・後立山連峰の黒部側などで調査不十分な

ところもあり 、必ずしも満足なものとは言えなL、。これらは今後に充実を期したいと思ってい

る。

本調査研究にあたり 、学名は横浜国立大学生物学教室北川政夫博士が一々校訂の労を取られ

た。一部の標本は国立科学博物館大井次三郎博士、奥山春季技官、小山｜導滋技官、東京大学農

学部森林植物学教室倉田悟博土、玉川大学教養部生物学教室鈴木貞雄博士、大阪大学教養部生

物学教室田村道夫博士、杉本植物研究所杉本順一氏、本館犬場達之氏の手によって同定され

た。分布については古瀬義氏、横内斎氏、大原準之助氏に種々ご教示を得た。調査及び纏めに

あたり 、本館堀江澄男、小林峯生、中村一恵、大町山岳博物館海川庄一、千葉彬司、東京農業

大学植物研究室の桝田信弥の諸氏並びに特別天然記念物指定地域内の調査に入林許可の便宜を

与えて下さった大町営林署の各位にあわせて深甚なる謝意を表する次第である。

また日頃指導を賜わっている信州大学教育学部生物学教室羽田健三博士、東京農業犬学植物

研究室常谷幸夫博士、横浜国立大学生物学教室宮脇昭博士、大町山岳博物館において開館当時

の資料収集にあたられた東京大学応用微生物研究所丸山晃氏に 厚くお礼申し上げるものであ

る。

E 位置

調査地域は飛騨山脈の北東部にあた り、 長野県が新潟、富山の二県に接する県境一帯の山岳

地域、すなわち雪倉 ・朝日連峰、 白馬 ・後立山連峰、 烏帽子連峰の北部および常念 ・燕連峰の

北部を含む山岳地帯とその東方山麓一帯の地域である。

なお、当地域の隣接地にあたる妙高・火打山などを含むいわゆる鎖城連峰のうち西部の天狗

原山、 金山、雨飾山の一帯は、地理的、気候的に当地域と5齢 、関連が見られる区域であるため

調査地域へ加えて取扱った〔図1〕。

行政区画の上では、長野県北安曇郡および大町市を主体とし、新潟県糸魚川市南部の山岳地

帯、富山県東部の下新川郡、中新川郡の県境山岳地帯が含まれる。調査地域北方は姫川流域を

中心に新潟平野の西部に接し、西方は黒部渓谷並びに叙 ・立山連峰に接し、南方は烏帽子連峰

並びに上高地を中心とした槍 ・穂高連峰、常念 ・燕連峰および松本盆地の平野部に接し、東方

は犀川や裾花川を中心とした中 ・低山性の山地群に接している。

E 地形

木地域の地形的特徴はほぼ南北性をもって配列した地塊によって 大き く3地域に区分でき

る。まず飛騨山脈北東部を占める山71Jで形成された西部山岳地域。雨飾山を主｜峰として南に延

び、小谷山脈、中山山脈（平林1952年〉と称される丘陵性の山列で形成された東部山地、およ

びこれら両山列にはさまれ、ブォッサ ・マグナ西部の糸魚川一静岡地質構造線に沿った地構
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状の盆地列で形成された中央低地である。

西部山岳地域は北から朝日岳 （2418m）、 雪倉岳 （261lm）、 乗鞍岳 （2437m）、白馬岳 （29

33m）、杓子岳（2820m）、白馬鎚ガ岳（2903m）、 唐松岳（2696m）、五竜岳（2814m）、 鹿島

槍ガ岳（2890m）、爺ガ岳（2670m）、針／木岳 （2820m）、蓮華岳 （2799m）、 北葛岳（2551

m）、船窪岳 （2300m）、不動岳（2595m）、南沢岳（2625m）、烏帽子岳（2627m〕、餓鬼岳（26

47m）、唐沢岳（2632m）など2500m以上の高山が塗立している。

山頂稜線の東側すなわち中央低地の盆地列に面して大規模な断層地形で形成された斜面は平

均勾配約11度以上と なり 、最大勾配70度に近い絶壁をならべ、高瀬JI!、中房川、題）11、鹿島川

平）ii、松）11、浦川、大所川などの深い渓谷が各所に見られる。 山頂稜線の西側は比較的緩斜面

となって黒部渓谷に落ち込み、東西両面の勾配が著し く変った非対称山稜地形となっている。

東部山地は北から雨飾山 (1963m）、 金山（2220m）、天狗原山（2197m）、薬師岳 (1802m)

堂津岳（1927m）など 2000mに近い山岳もあるが、南へ進むにつれて高度が低下し、奥西山

Cl616m ）、 東~l1 (1849m）、八方山 (1662m）、 物見山（1441m）、権現山（1223m）、 霊松寺

山（1138m）、鷹狩山（1166m）、大峰山（1015m〕など起伏の激しい中・低山性の山地が南北

に並び、地構状金地列に面した西斜面の平均勾配は約6度以下となる。

中央低地の金地床高度は平均700m前後で、松本平の北部を占める安曇平、木崎 ・中綱 ・青

木湖を含む仁科三湖盆地、白馬連峰山麓の四ケ庄金地および姫川中 ・下流域平地の4地域に大

別できる。地域のほぼ中央部に佐野坂｜｜点があって、これより北に姫川が北流し四カ庄盆地 ・姫

川流域平地を流下して日本海に入る。南は高瀬川が南流し仁科三湖盆 ・安曇平の水を合流して

犀川に入る。

W 地質

本地域の地質的特徴は地形的特徴と並行して、西部山岳地域、中央低地、東部山地のそれぞ

れに特異性が見られる。

西部山岳地域の南部は花開岩類を主体と して構成され、一部分に扮岩、石英斑岩などが見ら

れる。北部の白馬連峰以北ては古生層 ・中生層や花闘岩の基盤へ第四紀洪積世の噴出といわれ

る新期火山岩類をもった火山群が見られ、またジュラ系後第三系堆積前の併入と考えられてい

る蛇紋岩地域（平林1955年〉が広がる。この地域の地構状盆地列に面した東斜面には階段状の

旧侵触面があり 、風吹大池 (1860m）、白馬大池（2420m）、八方池（2120m）などはその上に

存在する湖沼と言われ （亀井1955年〉、 その周辺は湿性植物の豊庫となっている。

東部山地は大部分が第三紀層で構成され、北部の雨飾山、 天狗原山一帯には新旧の火山岩類

で構成された高峰が純水成岩の山地を凌駕している。中 ・南部では広い面積を占める第三紀層

の一部に、第三紀層堆積時の海底火山の産物といわれる （小林ほか1952年〉流紋岩 ・石英安山

岩などの火成岩が残丘状に高峰を形成し、旧侵蝕面と言われる平坦化された地形が広く 存在し

とくに800～lOOOmの面が良く発達している。

中央低地は第四紀洪積世の初期には存在せず、飛騨山脈と東部山地は地形的に連続し、 その

後中央低地の陥没によって断ち切られたと考えられ、上部洪積世頃には決定的な形体を備えた

ものと言われる（平林1952年〉。

中央低地南部の安曇平の主体部は高瀬川の沖積層で構成される。西部山岳地域の急斜面から

運搬される砂礁は安曇平に出て急激に勾配の変化をきたすために堆積作用が旺盛で、各支流の

3 
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運搬作用と相まって見事な複合扇状地を形成している。また東部山地沿いには段丘や崩土産錐

層で形成された平坦面が見られるが、西部山岳地域沿いは土佐積作用による複合扇状地が発達し

地形的に非対称となっている。

中失低地中央の四カ庄盆地も平）I[、松川などによって形成された沖積援合扇状地であるが、

北部の姫川中 ・下流部にあたる姫川流域の平地には沖積平地が発達せず、むしろ姫川の旺盛な

下刻作用による河岸段丘状の商が沢山残されている。親ノ原、落倉原、土倉原など 700～1000

mの高度には各所に洪積世の段丘面と言われる〔平林1955年〉信州ローム層に被覆された広い

王子坦面が残存し、 ミツガシワ、 ミズバショウなどが生育する湿原を形成している。

V 気候

福井 (1939年〉は中部地方の気候区について、赤石山脈、飛騨山脈などの山岳地帯を気候界

として東海 ・東山 ・北陸の3地域に区分している。

東海地方は大平洋に面する地域で高温多湿な小笠原気回に強く影響され、夏季に雨量多く冬

季は3地域中最も寡雨であり、東山地方は中央部に位置し内陸性の気候を示し、気温較差が大

きく 、西方と南方に山岳地帯をめぐらすため夏冬と もに寡雨傾向で、北陸地方は日本海に面す

る地域で、冬季は日本海上で変質したシベリア気回の影響により降水量が多く 、豪雪地域と な

り、夏季の降水量は東海地方に比してやや少ないと言う。

当地域はこの気候区に従えば東山地方と北陸地方の気候界にあたる地域と言える。しかも飛

騨山脈の北東部山列を背に した南北性の地形的傾向をもつため、西方の山岳地域は北陸気候に

影響された山岳気候をもち、中央低地は佐野坂峠を境として北陸気候の傾向となり 、さらに北

に進んで姫川流域平地になると北陸の平地気候と変らない気候特徴をもつようになる。佐野坂

峠南方の安曇平や東部山地になると内陸性気候傾向が強くなり 、北陸気候と東山気候は当地域

で移行的な傾向を示しながらそれぞれ分離して行く。

表 l 天気日数と天気現象日数 (1967.10～1968.9〕

月 1 I 2 I 3 I 4 I s I 6 I 7 I s I 9 I 10 I 11 I 12 

快 晴 。11 10 13 10 13 7 2 5 6 8 4 

日数 曇 天 9 15 15 12 16 13 12 22 16 18 15 25 

南 小 谷 l天気現象 霜 8 6 8 6 2 12 9 

日 数 結氷 28 27 13 2 8 25 

気 快 晴 5 5 11 12 8 5 2 2 3 4 7 5 

信 数 曇 天 22 19 18 14 18 19 21 22 24 24 16 23 

霜 8 9 13 8 2 3 12 12 

日数 結氷 25 28 18 5 2 1 13 28 

快晴 8 l〔） 6 6 4 5 3 3 1 2 9 7 

大
日数 曇天 18 9 18 12 15 13 15 12 20 16 14 13 

霜 13 21 13 10 2 4 14 20 

日数 結 氷 30 27 14 6 1 1 12 28 

快晴 9 10 6 9 7 4 4 3 5 8 

池
日数 曇 天 21 14 21 17 17 19 21 24 23 25 19 20 

回 天気現象 霜 15 20 11 11 2 1 13 1包

回数 結氷 29 29 15 ？ 2 11 26 
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表2 月平均最高 ・最低気温 〔累年平均〉
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表3 夏季の白馬岳の気温

．間

1957. 7. 22～ 8. 18 

1958. 7. 20～8. 17 

1959. 7. 19～8. 15 

平均

平均日最高気温

14. 4 c -13. 6〕

13. 9〔－13.8〕

16. 2 c -12. 4) 

14. 8 (-13. 3) 

平均日最低気温

7.8〔－10.4) 

7.0 (-ll.4) 

6. 8 (- 9. 7) 

7.2 (-10.5〕

平 均

11.1 c -12. 0〕

10.5〔－10.7〕

n.s c-1i.u 
11.0 (-ll.9) 

〔 〉内は四ツ谷との気温差（榛葉成彦氏 “白馬の気候”による〕

表 4 積雪 量 (1967.10～1968.9)
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／新 （最 深〔cm〕

信 濃 l積 ｛ 起日 CB〕

四 ツ 谷 1雪 l合 計（c摺〉

l積 雪量極値 （cm)

南小 谷

大

（新 （最 深（c加〉

J （ 積 i起日（日）
） 雪 （合計〔cm)
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池
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田 J雲1起日〔日〕

l ""' l合 計〔c叫
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長野県気象月報をもとに中央低地の北部、中部、南部の温雨図を描くと前述の気候の移り変

りが明瞭にわかる〔図2〕。南小谷は北部の姫川流域の平地を代表し、四ツ谷は中部の四ケ庄

金地に所在する。南部の安曇平では北方よりの大町と東南端に近い池田およ び西部山岳地域の

山沿いにある笹平の3地点を選んだ。

これらの地域の月別の平均気温は最高気温15.3°C～16. 7°C、最低気温3.9°C～6.1°Cであ

り、 最高最低の平均は9.6°C～11.4°Cの範囲となっている〔表2〕。なお、白馬岳山頂の夏季

の気温は最高気温14.8°C、最低気温7.2°C、平均11.0。C前後である〔表3〕。

降雪量は北陸気候の傾向が強L、北部で多く 、 積雪量極値においても、南小谷256Cm、四ッ谷

l49cm、大町72Cm、池田32C加と北部に進むほど大きくなる〔表4〕。 この反面天気現象日数の う

ち箱 ・結氷日数は南部に多い傾向が見られ内陸的な気候特性が現われている〔表 1〕。

VI 植生の概要

糸魚川一静岡地質構造線の一部を構成する大断層線を中心に形成された本調査地域は、断層

線に沿って南北に走る中央低地（姫）I[流域地域 ・安曇平〉を狭んで西側に白馬 ・後立山連峰の

山列が、東側は中 ・低山性の山列（小谷山脈 ・中山山脈〉が走っている。

中央低地のうち調査地域の最北端にあたる平岩はほぼ北緯36°25＇に位置し、日本海海岸 （糸

魚、Jll〕から中央低地沿いに約l9km。最南端の松川村は北緯36°54＇にあって日本海海岸から約68

kmの距離にある。この両地点の直線距離は50km前後て、ある。

調査地域一帯は冬期日本海を渡ってくる季節風に対して飛騨山脈 （北アルプス〕を障壁とし

ながら影響を受ける地域である。海岸線に対して斜交する地形傾向をもち、さらに中央低地が

海岸沿いの平野部に向って開放しているため、調査地域の北部あるいは北東部に進むほど季節

風の影響が強くなり 、積雪量が多く 、佐野坂峠を境に北陸型気候を示すようになる。南部ある

L、は南東部は内陸型気候に漸移するが、植物分布上はこの傾向があまり顕著に現われず、大部

分が裏日本の多雪地に適応したと考えられる植物で占められ、内陸型分布の種類は少なし、。本

調査地域は植物区系上裏日本区に含めて考えることができる。

海岸線からの距離がある程度保たれ、しかも海岸線とほぼ並行して配列する背稜山脈をもつ

よ信越国境や東北地方の一部の山岳では、山脈によって表日本と裏日本の気象条件が明瞭に分

けられ、植物の分布境界線はかなりはっきりした形で現われてくる。しかし本調査地域は、 海

岸線と斜交して南北部に走る飛騨山脈が海岸線に接近する最北東部にあたるため植物の分布境

界線は明瞭な型で現われず、 若干の表日本要素や中央低地の河川沿いに侵入してきたと考えら

れる暖地性要素の植物が見られる。

調査地域の標高は最低部の盆地 （中央低地〉北部の平岩で標高263m、 最高部の白馬岳は

2933mである。 南北に広がる中央低地の範囲では、北部の平岩から次第に標高が高く なり、中

央部にあたる佐野坂峠が890mで最高を示し、ここから再び標高が低下して南端の松川村（616

m）へ低下する。垂直的にみた場合、本調査地域は夏緑広葉樹林帯以上の植生域が大部分を占

めている。

姫川流域の平岩から中土附近には標高50Qm以下の地域が河川に沿って侠形に入り、標高の

面では常緑広葉樹林帯に含まれる地域と考えることもできる。しかし、この一帯には典型的な

常緑広葉樹林域の植生が見られず、狭あいな姫川谷が平岩の北方で平野部に出るあたりから常

緑広葉樹林域の植物が現われ始める。したがって平岩から中土の一帯は落葉広葉樹林城と常緑

7 



s 高橋 ・中村 ・平林 ：白馬・後立山連峰と東方山麓のフロラ

広葉樹林域の推移帯と見られるが、河川の激しい下刻作用によって狭いV字谷となり 、その谷

間に人家が散在して自然植生は完全に破壊されているため明確な結論は下しがたL、。

夏緑広葉樹林域は標高500c～600) m前後から1500c～1600) m前後の範囲に含まれる。本

稿ではこれをブナ帯として扱った。 このうち約1200m以下の林域は栗田 (1933年〉、 中野 (19

42年〉らのクリ帯に相当するものと思われるが、人間の影響によって大きく変形され耕作地、

市街地、二次林地、植林地などになって本来の自然植生は殆んど見られない。ク リ帯から上方

の国立公園指定区域内には自然植生が残存しているが、林道のつけ易い斜面は森林の伐採が進

んで植林地に置き変えられている。

亜高山帯針葉樹林域は標高 1500c～1600)mから2400c～2500)mおよ び高山帯は 2400c～ 

2500) m以上を各々シラビソ帯、ハイマツ帯として扱った。亜高山針葉樹林域の低標高地は一

部分に伐採の見られる地域もあるが全般的に自然植生の保存が良好である。

以下各々の林域の植生の概要を述べるが、代償植生については主要な もののみを記述する。

A ブナ帯（夏緑広葉樹林帯〉の植物

1 代償植生

① 植林地

東方の低111性の山列には、尾根筋にツガ、モミ が稀に残存しているが、大部分はスギ、ヒノ

キ、サワラ、アカマツ、カラマツの植林地となっている。

① 二次林地

植林地を除いた地域は雑木林で占められている。クヌギ〈少なLつ、コナラ、クリ、 エゴノキ

などの樹種が見られ、コナラが一番多い。薪炭の供給のため10数年から20年に一回位の割合で

伐採を繰り返している、クリ 、コナラ、アカマツ、シラカパなどの二次林が主である。

① 人為草原

スキー場や採草地は毎年伐採、採草、山焼等の入手が入るため、森林の成立は見られず、ス

スキ、ワラビ、シバ等の草原が発達している。

栂池高原、八方尾根、遠見尾根などに大規模なス キー場が開発されている。

① 市街地

沖積層で被覆された中央低地の平坦音J:Iは高瀬川や姫川及びその支流の河川敷を除くと殆んど

が開拓され耕作地となっている。森林は未開拓地の一部に残された二次林や小規模な社寺林が

散在するほかは、人工的に栽植されている公園、庭園、屋敷林、街路樹などの樹木が見られる

だけである。

路傍、空地、広場など市街地特有の立地にはヒメジョオン、ヒメムカシヨモギ、シロツメ

クサ、カズザキヨモギ、エノコロ グサ、 ミチヤナギ、シロザ、アメリカセンダングサ、カモジ

グサ、 カゼクサ、 オオイヌタデ、 コニシキソウ、 エゾノギシギシ、オオバコなどの雑草が生

じ、帰化植物を多く 混じえている。

⑤ 耕作地

西方の白馬 ・後立山連峰の山あいから流出する水量は豊富であ り、中央低地は大部分が水団

地帯である。扇状地で形成される大町市 （平 ・大町 ・常盤〉や松川村は土壌と気候がリンゴの

栽培に適し、盛んである。水利の便が悪い東方山地や丘陵地は畑地や桑園が見られる。

オt田はタネツネパナ、 タガラシ、 チョウジタデ、 ムラサキサギゴケ、マツバイ 、 ミズオオ
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パコ、スズメノテッポウ、アギナシ、ヒデリコ、ヒメクグ、タイヌビエ、タマガヤツリなど、

畑地はザクロソウ、ヒメミカンソウ、スベリヒユ、シロザ、カラスピシャク、ノミノフスマ、

ノミノツヅリ、ホトケノザ、ミミナグサ、オランダミミナグサ、イヌガラシなど雑草の種類も

多い。

2 自然植生

① 湿原、湖沼
い や り からけみ

居谷里、八坂村相｝I［、唐花見などは洪積世末期に堆積したローム層の上にできた湿原で泥炭
およみ

や黒泥土を堆積している。神城佐野の親海の湿原は青木湖の漏水によってできている湿原で、

イヒ石湖といわれている。

泥湿地はヤチスギラン（居谷里〉、モウセンゴケ、 ムラサキミミカキグサ、 ミミカキグサ、

ホザキノミミカキグサ、ヒメタヌキモ（居谷里〉、ホロムイソウ（親海〉 などが見られる。

湿原とその周辺の草原はヤマドリゼンマイ、タニヘゴ、ノダイオウ、ヤノネグサ、ツルコケ

モモ（親海〕、ミソハギ、エソミソハギ、エンコウソウ、コケオトギリ、クサレダマ、ヒメナミ

キ、サワギキョウ、ホソバノヨツパムグラ、サワオクルマ、タウコギ、ノハラアザミ、ミカズ

キグサ、コマツカサススキ、 オオイヌノハナヒゲ、 ホソパノドジョウツナギ（居谷里〉、アブ

ラガヤ、アイパソウ、サヤヌカグサ、コフナグサ、カリマタガヤ、ヒロハノドジョウツナギ、

チゴザサ、ゴウソ、アオゴウソ、 オニナルコスゲ、 ヒメホタルイ、マルホハリイ（居谷里〉、

ホタルイ、サギスゲ、オオカサスゲ、コパギボウシ、ミズノtショウ、ザゼンソウ、ミズトンボ

ミズチドリ、カキラン、トキソウなど構成する種類が多い。これらのうち、ヤチスギラン、ホ

ロムイソウ、ツルコケモモ、 ミツガシワ、サギスゲ、 ミズノくショウなどは氷河期の気候が寒冷

であった時代に日本に広く分布していたものが他の植物が入りにくい湿地に遺存したと考えら

れる種類で、北周極地方に分布が及んでいる。

湿原中の池や流水中はヒツジグサ、ジ ュンサイ、ミツガシワ、 ドクゼリ、ガマ、コガマ、オ

ヒルムシロ、ヒルムシロ、ヒメミクリ、カンガレイ、サンカクイ、フトイ、ヨシ、ツルヨシ、

へラオモダカ、アギナシ、ノハナショウブ、カキツパタなどが生ずる。

湿原中や周辺部の林はサワラ、シロヤナギ、タチヤナギ（神城〉、ハルニレ、ミヤマキハダ、

ヤチダモ（神城〕、サクラパハンノキ（居谷里〉、ハンノキ、ハイイヌツゲ、イソノキ、ミヤマ

ウメモドキ、ハナノキ（居谷里〉、 カラコギカエデ、 ウワミズザクラ、ズミ、レンゲツツジ、

アグ シパ、ムラサキシキブ、ノリウツギ、ケカンボクなどで構成されている。

山麓の中心部に青木湖、中綱湖、木崎湖がある。糸魚川一静岡地質構造線に沿ってできた断

層湖と言われている。最近木崎湖は護岸工事のため、青木湖は冬期、湖水の水を利用するため

減水により湖底が現われ、＊生積物は著しく減少した。

中綱湖、木崎湖に生ずる主な植物はは、ヒメミズニラ（木崎湖〉、ヒツジグサ、ジュンサイ、

コウホネ、アサザ、ヒメピシ、ホザキノフサモ、ミツガシワ、スブ夕、タマミクリ、イトモ、

センニンモ、ササエビモ、ホッスモ、イバラモ、 ヒメイハラモ（木崎湖〉、クロモ、 ミズオオ

バコ、セキショウモ、ヒロハ ノエピモ、 ヒルムシロ、 コパノヒルムシ口、 フトイ 、 ウキヤガ

ラ、ヨシ、ツルヨシ、マコモな どがある。

岸にはヨシ、 ツルヨシ、 マコモなどの水沢植物が群落をなし、沖に向ってハス、 ジュンサ

イ、ヒルムシロ、ヒメピシ、コオホネなどの浮葉植物、セキショウモ、ヒメミズニラ、センニ

ンモ、ササエビモ、ホッスモなどの沈水植物の群落が発達している。

9 
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①河原

姫）1 f、松川、 平）1 f、寵Ji[、鹿島）If、高瀬川などの河）1 fは白馬 ・後立山連峰から流出している。

雨期にはしばしば氾濫があるため河川敷の植生は不安定で、常に更新が行なわれている。

大部分の木本は低木でアカマツ、ヤマナラシ、オノエヤナギ、シロヤナギ、イヌコリヤナギ、

パッコヤナギ、イヌザンショウ、ナワシロイチゴ、 スミ、 コマツナギ、 メドハギ、 ドクウツ

ギ、ヌルデ、アキグミ、カラアキグミ、タラノキ、ヒョウタンボグなどにヤマブドウ、エビズ

ル、クマヤナギ、イヌツルウメモドキなどのつる植物が見られる。

草本にはトクサ、ツメレンゲ、カナビキソウ、オキナクサ、カワラサイコ、ミヤコグサ、オ

オマツヨイグサ、メマツヨイグサ、イブキジャコウソウ、カワラマツバ、カワラヨモギ、オト

コヨモギ、カワラニガナ、アキノキリンソウ、カワラハハコ、ススキ、シパ、チガヤ、ホッス

ガヤなど向陽性の植物が多L、。

① ブナ林

標高1200～l600mの聞に発達し、全地域に分布する。日本海側にいくにしたがってブナ林の

下限は低下する傾向にある。

烏帽子岳ブナ立尾根、爺ガ岳東尾根、白沢天狗山、鹿島槍ガ岳赤岩尾根・東尾根・天狗尾根

白馬猿倉周辺、乗鞍岳御殿場一親ノ原、風吹大池周辺、大所川入、鎌池←雨飾山、天狗原山、

乙見山峠などによく発達したブナ林が見られる。

ミズナラ、オオカメノキ、エソユズリノ＼ヒメモチ、ウワミズザクラ、コシアブラ、ハイイ

ヌガヤ、ザリコミ、エゾアジサイ、ミネカエデ、ハウチワカエデ、アサノハカエデ、ヒトツパ

カエデ、コヨウラクツツジ、 ムラサキヤシオツツジ、 オオパクロモジ、 ハイイヌツゲ、 ユキ

ツバキ（南小谷以北日本海側〉、マルパマンサク、サワダツ、 ムラサキツリバナ、カラスシキ

ヒメアオキ、チシ マザサ、チマキザサなどの木本やササによって特徴づけられる。一般に

低木が多く、冬期は積雪に埋れL、全体が保護されて冬を越すのに適した形態を備えてし唱。

草本はシノフカグマ、シラネワラビ、ナライシダ、ミヤマシシガシラ、ヤマソテツ、シラネ

アオイ、ズタヤクシュ、ヤグルマソウ、ミチノクサイシン（鹿島川入以北〉、コシノカンアオイ

（中土以北〕、ウスゲレイジンソウ、 オチクラブシ、 トリアシショウマ、ミヤマカタバミ、ア

カモノ、イワナシ、オオイワカガミ、クロハナヒキオコシ、テンニンソウ、コキンレイカ、ホ

ソバカンスゲ、ミヤマカンスゲ、オクノカンスゲ、コシノホンモンジスゲ、マイズルソウ、オ

オウパユリ、ホウチャクソウ、タケシマラン、クルマバックパネソウなどで構成されている。

この中には裏日本要素といわれる種類が多い。

針ノ木岳大沢小屋付近、遠見尾根、白馬岳猿倉一白馬尻、猿倉鑓温泉、乗鞍岳御殿場一栂

池、蓮華温泉 雪倉岳聞などに2～3mのブナが低木林を形成している、樹令は若く密生し、

みな根元から斜立している、低木林の成立がし、ずれも深雪地帯の沢筋に発達しているところか

ら、成因には雪圧の影響が考えられよう。

① 河辺と湿生林

大所川、浦）If、中谷川、楠川、松川、平川、 鹿島川、 寵川、高瀬川lなどのフナ林域の河辺に

はブナ、ケトチノキ、サワグルミ、オノエヤナギ、オオパヤナギ、パッコヤナギなどのヤナギ

生買、ヤマハンノキ、タニガワハンノキ、フサザクラ、ヤマグルマ、 ミヤマヤシャプシ、ハルニ

レ、オヒョウ、ミズキ、ミヤマザクラ、ウワミズザ クラなどの湿生林が発達している。高瀬川

入に低山性のヤマグルマが多産するのは珍らしい。
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そのほかヒメヤシャブシ、ヒロハカツラ、エゾアジサイ、ハイイヌガヤ、テツカエデ、ホン

シャクナゲ、コパノトネリコ、ミヤマアオダモ、サワフタギ、オオカメノキ、ケナシヤプデマ

リなどの木本に、ジュウモンジシダ、 ミヤマベニシダ、サカゲイノデ、ハクモウイノデ、オオ

メシダ、クサソテツ、ミ ゾシダ、オオイタドリ 、ムカゴイラクサ、ウ ワパミソウ、オオサワハ

コベ、オオケタネツケバナ、コミヤマカタノ〈ミ 、タニギキ ョウ、フキ、イヌドウナ、オオバコ

ウモリ、ミヤマカンスゲなどの革本が見られる。中でも林床にはオシダ、ジュウモンジシダな

どシダ植物が優占し、向陽地の草原にはオオイタドリが群落を成している。

水湿のある所は、 トガクシショウマ（白馬岳北股入〉、ミズノ〈ショウ、 ザゼンソウ、 ニッコ

ウシダ、オオメシダ、リュ ウキンカなどの群落が拡がっている。トガクシシ ョウ マは本邦にー

属一種の稀品で、本州の中部地方以北の裏日本の深雪地帯に特有な種類であ り、白馬岳北股入

が分布の南限である。シラネアオイやキヌガサソウとともに起源の古い植物が多雪地に遺存し

た著しい例としてあげる こと ができょう。

B シラビソ帯（SI高山帯〉の値物

① 亜高山針葉樹林

11 

ブナ林の上部に接し、l600mから2500mの尾根筋に発達し、餓鬼岳、唐沢岳、烏帽子岳一蓮

華岳、爺ガ岳、鹿島槍ガ岳及び白馬 ・後立山連峰の黒部側斜面などの主に尾根筋に立派な針葉

樹林が見られる。

餓鬼岳、唐沢岳周辺や白馬 ・後立山連峰の黒部側などでは、オオシラピソが純林を成してい

る。一般にはオオシラピソにコメツガ、クロベ、キタゴヨウなどが混交し、稀にトウヒ、シラ

ピソ、チョウセンゴヨウ を混生する。 シラビソは遠見尾根以北の日本海側では殆んど見られ

ず、高瀬川入ではクロベは少ないようである。ときにネコシデ、ダケカンパ、 ミズナラなどの

広葉樹を混生する。

林床はホンシャクナゲ、ツルツゲ、アカミノイヌツゲ、クロウスゴ、ハリプキ、コヨウラク

ツツジ、 ミネカエデなどの低木やハリガネカズラ、ウスノキなどの震性低木が見られる。草本

はカニコウモリ 、オオカニコウモリ、コフタパラン、シラ不ワラビ、ゴゼンタチノくナ、オサノミ

グサ〈餓鬼岳〉、ホソパノキソチドリ 、 イチョウラン、 ミツバオオレン、マイズルソウ、タ ケ

シマラン、 ミヤマカンスゲ、コミヤマカタバミなど構成種は少ない。オサパグサは本邦にー属

一種の特異な種類で、本州中部以北の針葉樹林下に生ずる遺存植物である。

ツガは高瀬川入葛温泉付近に稀に見出されるに過ぎず森林を形成しない。朝日岳の一部黒部

渓谷の黒薙川入にツ ガ林が見られるが調査地域に含まれない。

スギ林は雨飾山、 風吹山、黒部川流域など主として日本海側寄りに偏して分布する。

① 亜高山落葉針葉樹林

夏緑針葉樹林であるカラマツ林は高瀬川入に大規模な純林が見られたが、 伐採により著し

く減少し、植林によるものが大部分を占めてL喝。垂直的な分布範囲は広く 、l400m以上から
みなみまさご

26'30m （餓鬼岳山頂付近） まで生育する。高瀬川入南真砂尾根、不動岳一七倉岳などに発達良

好なカラ マツ林を見ることができる。

蓮華岳 北葛岳間（2300～2400m）、餓鬼岳山頂付近、天狗の庭（2000～2200m）などには

風雪の影響と思われる綾曲したカラマツが特異な景観を呈している。
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① ダケカンパ ・ミヤマハンノキ林

ダケカンパ林の垂直的分布は地形的条件によって異なるが、2400～2500mの森林限界線付近

に優勢であり 、沢筋では1500～1600m付近まで下降する。融雪の遅い雪渓周辺はダケカンパに

代ってミヤマハンノキや ヒロ ハカツラの林となっている。大部分は雪庄のため樹幹が根元から

倭曲している。

ミネサ・クラ、オオヒョウ タンポク、ベニバナイチゴ、 ミネカエデ、 ミヤマホツツジ、オガラ

パナ、クロツ リパナ、ウラジロナナカマドなどの低木を混じえ、林床はシラネワラビ、カラク

サイノデ、 ミヤマメシダ、オオパショ リマ、ミヤマウ ド、オ オパタケシマ ラン、ミド リユキザ

サ、ヒメタケシマラン、イプキゼリ 、モミジカラマツ、キヌガサソウ、マルバダケプキ、タカ

ネコウボウ、タ カネノガリヤス、 ミヤマチドリ、グロクモソウ、ズダヤクシュ、オオレイ ジン

ソウ、オオパノヨツパムグラ、オオカサモチ、ハグサントリカフト 、ホソバ トリカ ヲト、ツマ

トリソウ、サンカヨウなどの高茎草原となっている。

①高茎草原

シラピソ帯からハイマツ帯にかけて発達する草原で、一般に “お花畑”と呼ばれ、雪崩によ

り森林の形成できない沢筋、広い尾根の平坦面や緩斜面、雪渓の周辺部、ダケカンパの林床な

どに発達している。白馬岳以北に大規模な高茎草原が広がっているが、五竜岳以南では少 な

く、ダケカンパ、 ミヤマハンノキの林床やハイマツ林の間隙に斑紋状に広がっているに過ぎな

。、L 朝日岳、雪倉岳、白馬大池、白馬岳、旭岳、 清水岳、白馬鎚ガ岳、八方尾根、針ノ木岳など

には高茎草原が広大な面積を占めている。

オオパシ ョリマ、 ミヤマメシダ、カラクサイノデ、イ ブキ トラノオ、タカネスイバ、ホソパ

ミミナグサ、 ミヤマキンポウゲ、シナノキンパイ 、ハクサントリカブト、ハクサンイチゲ、カ

ラマツソウ、イワハタザオ、 ミヤマダイ モンジソウ、アラシグサ、イワベンケイ、ハクサン フ

ウロ、 グン ナイフウロ、 タイツリ オオギ、 シロウマオオギ、 カライ トソウ、タカネ トウチソ

ウ、 ハゴロ モグサ（白馬岳、白馬鑓ガ岳〉、イワオトギリ、 ミヤマオ トギリ 、 キパナノコマノ

ツメ 、 ハクサンボウ フウ、 ミヤマセン キュウ、オオカサモチ、 オオハナウド、ミヤマシ シウ

ド、 ハグサ ンサイコ、 ミヤマハナシ ノブ（清水岳〉、オノエ リンドウ、エゾシオガマ、ヨツパ

シオガマ、 ミソガワソウ、ハクサンシャジン、キパナノカワ ラマツバ、タカネマツム シソウ 、ミ

ヤマアキノキ リンソウ、タカネ コウリンカ、クロト ウヒレン、ハクサンアザミ 、タカネコウゾ

リナ、キオン、 ヒトツパヨモギ、エソムカシヨモギ、チシマヨモギ、アシボソスゲ、 ミヤマド

ジョウツナギ、ハクサンイチゴツナギ、 ミヤマアワガエリ 、 ミヤマチドリ 、ハクサンチドリ、

テガタチド リ、ノピネチドリ 、クロユリ、 クルマユ リなど種類は頗る豊富である。

c ハイマツ帯 （高山帯〉の植物

① ハイマツ林

ダケカンパやオオ シラビソ林の上部（2300～2500m以上〉の比較的安定した斜面に発達して

し、る。白馬 ・後立山連峰では一般に稜線を境界として黒部側の綾斜面に広大な面積を占め、全

地域に分布しているが、白馬岳頂上などのように登山者の踏み荒しによ って既に消滅した所も

ある。
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林床はミツバオオレン、コガネイチゴ、ゴゼンタチノ4ナ、コケモモ、 リンネソウ、タケシマ

ランなど種類は少なく 、ホンドミヤマネズ、タカネイバラ、タカネナナカマド、キノ〈ナシャク

ナゲ、ハグサンシャクナゲ、ミヤマホツツジ、クロウスゴなどの低木を混生することがある。

白馬鑓ガ岳ではハイマツ林内の一部に稀品レンゲイワヤナギを混じえている。

① 風衝倭性低木林

冬期偏西風をまともに受ける黒部側の稜線付近の西又は北斜面にハイマツ林に続いて発達 し

ている。通年風当りが強く 、冬期も風衝低木林は露出し、風雪にさらされている。

小蓮華山、朝日岳、白馬岳、白馬鎚ガ岳、不帰岳、唐松岳、五竜岳、鹿島槍ガ岳、爺ガ岳、

針ノ木岳、蓮華岳、七倉岳、北葛岳、不動岳、烏帽子岳などの全地域に分布するが、頂上や稜

線付近の小範囲に限られてL唱。

ミネズオウ、ツガザクラ、ガンコウラン、コメパツガザクラ、ウ ラシマツツジ、コバノクロ

マメノキ、イワウメ など ツツジ科の倭性低木が優占している。種類構成は単純であり、タカネ

ツメクサ、 ミヤマダイコンソウ、 ミヤマコゴメグサ、 チシマギキ ョウ、 イワスゲ、 コメスス

キ、ミヤマウシノケグサ、 ミヤマコウボウなどの革本がわずかに混生している。

① 高山風衝草原

風衛低木林と同様に風当りの強L、稜線に見られるが、それよりやや不安定な場所で砂礁が移

動するような所に発達する草原である。

白馬岳頂上及び丸山の西斜面に広い草原があるほか、雪倉岳、小蓮華山、 白馬鑓ガ岳、針ノ

木岳に小規模なものがある。この草原はオヤマノエンドウ、チョウノスケソウなどの綾性低木

とヒゲハ リスゲ、オノエスゲ、ミ ヤマノガリヤスなどイネ科 ・カヤツリグ科を主とした乾燥に

5齢、革本で特徴づけられる。

ヒメハナワラビ、ムカゴトラノオ、ヒメカラマツ、ホ ソパツメクサ、タカネツメクサ、ツク

モグサ、クモイハタザオ、シロウマナズナ、オヤマノエンドウ、ウラジロキンパイ 、チョ ウノ

スケソウ（白馬鑓ガ岳〉、 ミヤマウイキョウ、 トウヤクリンドウ、 ミヤマシオガマ、タカネシ

オガマ、ミヤマコゴメグサ、タカネニガナ、 ミヤマノカ、リヤス、コメススキ、ヒゲナガコメス

スキ（白馬鎚ガ岳〉、リシリカニツリ 、 ミヤマウシノケグサ、タカネシパスゲ、ヒゲハリスゲ、

オノエスゲ、イ ワスゲ、チシマゼキショウ、ヒメイワショウブ、チシマアマナなどの草本で構

成されている。

これらの中には極地に起源をもっ北周極要素といわれる種類が多く含まれている。

① 高山荒原（際原 ・岩壁〉

砂礁の移動するような所や岩壁は耐乾性の5郎 、種類が多L、。高山荒原は全地域に分布するが

中でも蓮華岳は全山磯原で、コ マクサ、タカネスミレの群落が壮観である。そのほか朝日岳、

雪倉岳、鉢ガ岳、小蓮華山、三国境、白馬鑓ガ岳、天狗尾根、唐松岳一八方尾根などに礁原が

あり、一部は超塩基性岩が露出し、特有の植物群落が見られる。

l~襲原はミヤマビャクシン、 タカネナデシコ、 ミヤママンネン グサ、 コマクサ、 タカネスミ

レ、 ミヤマキスミレ、 ミヤマタネツケパナ、イワオオギ、タカネツメクサ、イワツメクサ、コ

パノツメクサ、イワベンケイ、シコタンソウ、ウラジロタデ、オヤマソパ、ジンヨウスイ バ

ミヤマウイキョウ、イワテトウキ、 ミヤマゼンゴ、ウラシマツツジ、 ミヤマムラサキ、イワギ

キョウ、 ミヤマクワガ夕、 ミネウスユキソウ、 ミヤマオトコヨモギ、クモマスズメノヒエ、シ
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ロウマアサツキ、キクパジシパリなどや湿った際原にはウルップソウ、ミヤマクロスゲ、タカ

ネイ（白馬岳〉などが生じている。

岩壁はトガクシデンダ、ヤツガタケシノブ、ヒモカズラ、ナヨシダ、アオチャセンシダ、ム

カゴユキノシ夕、シコタンハコベ、クモイハタザオ、クモマナズナ、シロウマナズナ、 ミヤマ

ダイモンジソウ、ヒメクモマグサ（天狗原山〉、ミヤマダイコンソウ、ツガザクラ、イワヒゲ、

チョウジコメツツジ、ヒメシャジン、チシマギキョウなどが着生している。

⑤ 雪国植物

雪渓や雪田が遅く まで残る凹地や谷筋には特有の植生が発達する。ここでいう雪田植物は雪

渓や雪国の跡地に群落を構成する種類で、比較的乾性の植物群落である。こう Lづ環境に生育

する種類は短い生育期間に耐えていかねばならない。

タカネヒカゲノカズラ、チシマヒカゲノカズラ（白馬岳〉、ミヤマヒカゲノカズラ、 コケス

ギラン、オクヤマワラビ、タカネキンポウゲ、クモマキンポウゲ、チングルマ、ヒメウメ パチ

ソウ、クモマグサ、タテヤマキンパイ、ハクサンボウフウ、シラネニンジン、アシボソアカ パ

ナ、シロウマアカバナ、 ミヤマアカパナ、ツガザクラ、アオノツガザクラ、コイワカガミ、ヒ

メクワガ夕、 ミヤマリンドウ、ミヤマアスマギク、タカネヤハスハハコ、 ミヤマタンポポ、ウ

サギギク、ヒロハコメススキ、 キンスゲ、 イトキンスゲ、 タカネヤガミスゲなどが生じてい

る。

＠ 高山池糖 ・湿原

雪田植物に含めて考えられる群落で、この方は更に女子湿性の植物で構成れている。

朝日岳アヤメ平 （2080m），八平衛平（225Qm）、小桜ガ原（204Qm）、平馬ノ平（1740m）、

小日向山（1700～lSOOm）、八方尾根（1700～1900m）、遠見尾根地蔵岳 (1600m）などの浸蝕

平坦面や風吹大池付近 (lSOOm〕、 白馬大池（2400m）、 天狗原（2100～2200m）、栂池 (1900

m）、神ノ田園 (1720m）の熔岩台地は大小無数の池糖、湿原が点在し湿性草原が見られる。

このよう な池糖、湿原ができる平坦面や緩斜面は排水不良で：あり 、風雪によって吹溜りとな

り積雪量も一段と多く、母岩は千枚岩や安山岩、ローム層の堆積などにより地下水の浸透が不

十分な地形に発達したもので、裏日本の日本海に面した斜面に分布している。

池中にはホソバタ マミグリ 、ミツガシワ、 ミネハリイ、エゾホソイ、ダケスゲ、ヤチスゲ、

ミヤマホタルイなどが生じ、湿原や周辺部にはコシジオオレン、ミヤマツボスミレ、シラネニ

ンジン、ハクサンコサ、クラ、オニシオガマ、ムシトリスミレ、オオノくミゾホウズキ、モウセン

ゴケ、タテヤマリンドウ、ミヤマイヌノハナヒゲ、ハクサンオオノtコ、イワイチョウ、オ オタ

ヌキラン、タテヤマスゲ、タカネグロスゲ、ワタスゲ、ナガミノショウジョウスゲ、ヌマガヤ、

イワノガリヤス、ニッコウキスゲ、コバイケイソウ、ウラゲコバイケイ、キンコウカ、イ ワシ

ョウブ、ヒオウギアヤメ、ヤマトキソウ、アサヒラン、キリガミネアサヒラン（遠見尾根〉、シ

ロウマチドリなどが群生している。中でもハクサンコザクラ、イワイチョウ、ワタスゲ、 ニッ

コウキスゲ、コパイ ケイ 、ヒオウギアヤメな どの花期は頗る美観を呈する。

また周辺部は湿原に接して、ミヤマナラ、オオコメツツジ、クロウスゴ、マルパウスゴ、 ク

ロマメノキ、オオバツツジ、ウラジロハナヒリノキなど裏 日本の多雪地帯にのみ分布する種類

で構成された低木林が見られる。



神奈川県立博物館研究報 告 第l巻第3号 1969年8月 15 

⑦ 超塩基性岩地植生 （蛇紋岩地植生〉

超場基性岩地帯に侵入し、永い聞に超；境基性岩のもつ化学的な性質や乾燥、貧常養などの影

響を受け、超塩基性岩地に適応変型したと考えられる植物を超塩基性岩植物と呼んでいる。

朝日岳、雪倉岳、鉢ガ岳、小蓮華山、 白馬岳、杓子岳、白馬鑓ガ岳、天狗尾根、八方尾根、
しようづ

遠見尾綬、清水岳などに超境基性岩が露出している。

風化が著しく崩れ易い岩質となっている所や安定して周囲から植生が入り込んでいる地域が

ある。

これらの超塩基性岩地帯に特生または偏在分布するものにイワウサギシダ、イ ワシモツケ、

マルパメギ、ホタルサイコ、ウメハタザオ、クモイナデシコ、 グモマミミナグサ、シロウマオ

トギリ 、チャボヤハズトウヒレン シロ パナクモマ ニガナ、タカネシパスゲ、オオヒゲガリヤ

ス、タカ ネグロスゲ、シロウマアサツキ、トウギボウシなどがある。

八方尾根八方池付近（2140m）～黒菱平 (1650m）、 遠見尾根地蔵岳（1400～1680m）は、本

来ブナもしくは針葉樹で形成される所であるが、超i集基性岩が露出しているため、森林の成立

ができない地域となっている。ここには高茎草原や際原などと置換っていて高山植物の下降が

見られる。 一部にハクサンシャクナゲ、オオコメツツジ、ホンドミヤマネズなどに低綾なクロ

ベ、コ メツガ、ハッコウダゴヨウ、ブナなどが混生 している。

八方尾根は2140～2300m付近にダケカンパ林があり 、その上部はハイ マツ林に変 り、 黒菱平

から下部がプナ林で形成されている。

四分布上の特徴

白馬 ・後立山連峰と その東方山麓のフロラは次の要素で構成されている。

1 固有要素

白馬 ・後立山連峰とその東方山麓に分布し他の地域に及ばない。

〔ブナ帯〕 ヒロハカラ クサ イヌワ ラビ、オチ クラブシ、 オオハナクサガク、オオマチキイ

チゴ、 トガリパハクサンタイゲキ、オオシナノオトギリ 、 ミヤマサワオ トギリ、ホソハノハナ

イカダなどカEある。

〔シラビソ ・ハイ マツ帯〕 クモマミ ミナグサ、キ クザキタカネミミナグサ、クモイナデ シ

コ、ハクパブシ、 タカネキンポウゲ、 ヒナナスナ、 ハッポウワレモコウ、 ユキクラト ウチソ

ウ、シロウマオトギリ 、オ クヤマ キン パイ 、シ ロパナミヤマサクラソウ、シロウマリンドウ、

ダイニチアザミ 、チャボヤハズトウヒレン、カッ タスゲなどがある。

2 本州中部固有要素

本州、｜中部に分布の本拠があるもの。大陸要素 （内陸要素〉と明らかでない種類もある。原寛

・金井弘夫 （1959年〉の DistributionType IV-Cに相当する。

〔プナ千w〕 コマイワヤナギ、ハルユキノシ夕、ウラジロフサザクラ、 ミヤマウド、 ノジ リ

ボダ イジュ、コキンレイカ、 クルマパハグマ、カリヤス、コシノ コパイモなどがある。

〔シラビソ ・ハイ マツ帯〕 ホンドミヤマネズ、レ ンゲイワヤナギ、ホソパミミナグサ、

マミミナグサ、イワツメクサ、 ミヤマツメク サ、ホ ソパトリカブト 、ウメハタザオ、シロヤウ

マナズナ、 クモマナズナ、クモイハタザオ、 ミヤマナズナ、クモマグサ、シロウマオオ ギ、 オ

ヤマ ノエンドウ、 ミヤマオトギリ 、 ミヤマゼンゴ、コツガザクラ、チョ ウジ コメツツジ、 ヒメ
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ウスノキ、 オヤマリンドウ、 ミヤマハナシノブ、 オオヒョウタンボク、 シロバナクモマニガ

ナ、キクパジシパリ、ミネウスユキソウ、 ミヤマオトコヨモギ、タカネコウリンカ、シロウマ

タンポポ、タカネウシノケグサ、ミヤマカ ニツリ などがある。

3 不連続要素

白馬 ・後立山連峰とその東方山麓に不連続的な分布をするもので、チシマ ヒカゲノカズラ 、

オオクボシダ、ハイツメクサ、クモマキンポウゲ、ヒメカラマツ、ツクモグサ、オサパグサ、

ミギワガラシ、リシリオオギ、ハゴロモグサ、ハナノキ、ホロムイソウ、エゾホ シクサ、タカ

ネイ 、ヒ ゲナガコメススキ 、ホソバドジョウツナギ、ウルップソウなどがある。

4 裏日本要素

裏日本の多雪地域に分布領域を持っか、または分布の中心があるものを裏日本要素と呼び、

本報では204種をあげた。全種類の約11%に当り 、 高山性要素に次きや種類が多く 、 裏日本に面

する調査地域を大きく特徴づけている。

一概に裏目木要素と言っても暖帯系から寒帯系まで「jJ広い種類が含まれていて、分布様式は

極めて変化が多く 、例外的な分布を示すものも多く 、明確な判定の困難な種類も見られる。

またこの要素の成立の由来は複雑で地形、地史、気候、海流など様々な自然条件を反映して

今日の分布を見たものであるが、広域的に見ると気象条件、とりわけ積雪が最も重要な要因と

して考えられ、多雪地に適応したものが裏日本要素の特徴と言えよう。

この要素の分布の概要を知るために分布様式を類型化した。

北陸の狭い地域に分布するもので、 福岡誠行 (1966年〉のノリクラアザミ型分布に相当す

る。

〔ブナ帯〕 シナノヤマオ トギリ 、ハクサンカメパソウ、オオアキギリ、タイミンガサ、ノ

リクラアザミ 、マルパノリクラアザミ 、ハクサンアザミ 、スギモトアザミ 、ユキ グラヌカボ、

コシノネズミガヤなどがある。

〔シラピソ ・ハイマツ帯〕 ハクサントリカブト 、ヤチトリカブト 、シナノサイコ、ト ガク

シオ トギリ、トガ クシコ コメグサ、オニオオノアザミ、タテヤマアザミ、ミヤマタンポポ、ク

ロトウヒレン、タカネソモソモ、タテヤマアザミ など。

本州中部 ・東北地方の裏日本側または北海道西南部に分布するもので、一部は東北地方で表

日本側に現われるものが含まれている。福岡誠行 (1966年〉のサワアザミ型、 ミヤマカワラハ

ンノキ型分布に相当する。

〔プナ帯〕 シロウマイタチシダ、シロウマイノデ、 ミヤマシシガシラ、ミ ヤマカワラハン

ノキ、コ シノカンアオイ 、オオサワハコベ、キノくナイカリソウ、 トガクシシ ョウマ、オオケ タ

ネツケバナ、フキユキノシ夕、オクチ ョウジザクラ 、コシジシモツケ、エチゴキジムシロ、オ

クノフウリンウメモドキ、ヤマモミジ、ハクサンタイゲキ、ナガハ シスミレ、ケアブラチャン

トウグミ 、セリモドキ、オオノ〈クロモジ、オオコメツツジ、マルパ ウスゴ、ウスユキハナヒリ

ノキ、オオイワカガミ 、ト クワカソウ、コシジタビラコ、タイリンヤマハッカ、ヤマクワガ

夕、ヒロ ハゴマキ、ケナシヤブデマリ 、イヌドウナ、タチアザミ 、サ ワアザミ 、ナンフアザ

オオヒゲナガカリヤスモドキ、ミ ヤマアプラススキ、オオタヌキラン、コシノホンモンジ

スゲなどがある。

〔シラピソ ・ハイマツ帯〕 福岡誠行 (1966年〉のハクサンオオノくコ型分布に相当する。ハ

ツコウダゴヨウ、オヤマソパ、 ミツバノパイカオオレン、ヒメクモマグサ、ヒ メウメバチソ
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ウ、ベニバナイチゴ、 ミヤマツボスミレ、イプキゼリ、ミヤマトウキ、ハクサンサイコ、オオ

バツツジ、ハリガネカズラ、ハクサンコザクラ、オオサクラソウ、 ミヤマクルマパナ、タテヤ

マウツボグサ、 ミヤマコゴメグサ、ヒメクワガ夕、オニシオガマ、タカネセンブリ、オニアザ

ミ、クモマニガナ、オオヒゲガリヤス、アイヌソモソモ、タテヤマスゲ、ホスゲ、アシボソス

ゲ、ナガボノコジュズスゲ、 ミヤマホタルイ、コパイケイ 、ウラゲコパイケイ、キヌガサソウ

などがある。

17 

本州、｜中部以北の裏日本側から北海道全域またはさらに北方へ分布の拡がるもの。福岡誠行

(1966年〉のオオノミミゾホウズキ型分布に相当する。

〔プナ帯〕 オオメシダ、ヤチスギラン、シロヤナギ、 ケイタドリ、オオイタドリ、エゾエ

ンゴサク 、シラオイハコベ、チシマネコノメ 、 トリアシ ショウマ、シラネアオイ、オニシモツ

ケ、アカミノイヌツゲ、オオツルツゲ、ハイイヌツゲ、オオバボダイジュ、ツルコケモモ、ム

ラサキヤ シオ、オオパスノキ、ヤチダモ、アサギリソウ、ホロムイソウ、コミヤマヌカボ、グ

ロアブラガヤ、ホソパドジョウツナギ、ワタスゲ、グレーンスゲ、ハクサンスゲ、スイオスゲ、

オオカサスゲ、オノエスゲ、エゾホソイ、ミヤマイ、オオウパユリ、ミズノくショウ などがある。

〔シラビソ ・ハイマツ帯〉 コケスギラン、ウラジロタデ、コマクサ、タカネ トウチソウ、

アシポソアカパナ、タカネスミレ、オオパキスミレ 、ハグサンボウフウ、ジムカデ、イワイチ

ョウ、 ミヤマリンドウ、オオパミゾホウズキ、テングクワガ夕、ハクサンシャジン、イワギキ

ョウ、ミヤマアズマギク、ミヤマホソコウガイゼキショウ、 ミネノ、リイ 、 ミヤマクロスゲ、ワ

タスゲ、キンチャクスゲ、タカネクロスゲ、ヒオウギアヤメなどがある。

本州中国から中部、東北地方の裏日本側または北海道酋南部に分布するもので、一部は東北

地方で表日本側に現われるものが含まれている。福岡誠行 (1966年） の ヒメモチ型分布、原寛

・金井弘夫 (1959年〉の DistributionType VIに相当する。

〔ブナ帯〉 チャボガヤ、 ミヤマイラクサ、オオシラヒゲソウ、エゾアジサイ 、マルバマン

サク 、 ミヤギノハギ、ヒメモチ、ユキツバキ、アカイタヤ、スミレサイシン、ヤマルリトラノ

オ、クロバナヒキオコシ、オオカニコウモリ、チョウジギク 、チマキザサ、オニノガリヤス、

ホソバカンスゲ、サドスゲなどがある。

本州中国から中音［） ・東北地方の裏日本側から北海道全域またはさらに北方へ拡がるもの。

〔プナ帯〕 ヒメヤシャブシ、ハイイヌガヤ、エゾユズリハ、ノウゴイチゴ、ヒメアオキ、

カラスシキミ 、アカモノ 、ニシキゴロモ、 ミヤマトウパナ、タニウツギ、クルマバソウ、オオ

カワズスゲ、チシマザサ、ザゼンソウなどがある。

〔シラビソ ・ハイマツ帯） キャラボク 、 ミヤマナラ、ウラジロハナヒリノキ、ヒトツパヨ

モギ、ヤチスゲ、ダイセンオトギリ 、 ミヤマイヌノハナヒゲなどがある。

本州の裏日本側に分布の中心があるが、中部地方の一部で表日本側に現われ、往々四国、九

州にも分布するもので、福岡誠行 (1966年〕のイワショウブ型分布、 原寛 ・金井弘夫 (1956

年〉の DistributionType II B に相当する。

タムシバ、ムラサキマユミ 、クロスル、オオタチツボスミレ、サイコクミツバツツ ジ、ササ

ユリ、イワショウブなどがある。

5 高山性要素

ハイマツ帯又はシラピソ帯に分布の本拠を持つ植物で一般に高山植物と言われている。種類
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または生育環境によ ってはブナ帯まで下降することもあるが、本来の生育地がシラビソ帯以上

にあるものをLづ 。しかし、寒地性要素と明らかでない種類も多い。

白馬 ・後立山連峰は海抜の高い山岳地帯にあるため、種類も多く 、著者らは 393種をこの要

素と認めた。この中には裏日本側に偏在分布し、裏日本要素と重複する高山性要素も合まれて

いるが、構成種の約21%に当り 、調査地域で最高の割合を占めている。

高山性要素の分布をみると約509ぢは本州中 ・北部 ・北海道など日本列島の高山に固有な種類

である。かつて氷河期に南下したものが、日本の高山に遺存したものと考えられよう。

この他北周J陸地域（62種〉、 東アジ ア （33種〉、 ベーリング海峡を囲む地域 （33種〉、オホー

ツク海を囲む地域（28種〉などと共通の穫が見られる。

6 表日本要素

裏日本要素に対応する種類で雨量が冬期に少なく、夏期に多い表日本に分布の本拠を持つi値

物である。本調査地域に及んでいるものをあげると 、ウチワダイモン ジソウ、ツルキンパイ 、

ザイフリボク、アカノ4ナシモツケ、イタチササゲ、イカリソウ、ヒナスミレ 、ネジキ、エイザ

ンスミレ、ハルリンドウ、カメパヒキオコシ、コカモメズル、ヤマタイミンガサ、アズ7 ヤマ

アザミ、タイアザミ 、フク オウソウ、オオイトスゲ、ススタケ、センダイザサ、ムラサキマム

シグサ、ユモトマムシグサ、オオバギボウシなどがある。

7 暖地性要素

西南日本を中心とした｜暖地に分布の本拠を持つ植物である。しかし、表 日本要素との区別が

明きらかでない種類もある。原寛 ・金井弘夫 （1959年〉の DistributionType II-Aに相当す

る。本調査地域への分布経路は天竜川 ・木曽川→安曇平の河川沿いに侵入してきたものと対島

海流の影響を受けて日本海側を北上してきたものが姫川流域を遡ぼって本調査地域に及んて前い

るものがある。一部は本州北部あるいは北海道西南部まで達している。

ホソ パコケシノブ、ヒメコケシノブ、ハコネシダ、オオノくノイノ モト ソウ、フジシダ、ウス

ヒメワラビ、ヌリワラビ、 ミサキカグマ、オオクジャグシ 夕、 オオ イタチシダ、オニヒカゲ ワ

ラビ、オオキヨズミシダ、 ヒメカナワラビ、 ゲジゲジシダ、 ツヤナシイノデ、 ミツデ ウラボ

シ、チャセンシダ、オオクボシグ、ヒメサジラン、ノキシノブ、ツガ、モミ 、ネズ、ダンコ ウ

バイ 、エノキ、ウスハサイシン、 ミヤマタニソパ、 クリンユキフデ、フシグロ センノウ、ヤマ

グルマ、フサザクラ、ウラジロ フサザクラ、コカヨウオオレン 、ボタンズル、メギ、オオヤマ

レン ゲ、クサアジサイ 、チダケサシ、イワボタン 、イヌザクラ、ナンキンナナカマド、エピラ

フジ、フジキ、ネムノキ、シラキ、ウ リハダカ エデ、メグスリノキ、ウラゲエ ンコウカ エデ、

ヒナウチワカエデ、アサノハカエデ、チドリノキ、ソヨゴ、ツリパナ、イソノキ、ケンポナシ

フモトスミレ 、キズ夕 、イワセントウソウ、クマノミズキ、ホツツジ、ネジキ、ヒカゲツツジ

コケリンドウ、オ トコヨウゾメ 、コハノガマズ ミ、 ガマズミ 、スズメウリ、ハナニガナ、コウ

リンカ、 ミノボロスゲ、ホソパテンナンシ ョウ、ウチ ョウラン などがある。

8 大陸要素（内陸要素〉

甲信を中心とした中部地方の内陸部は、夏 ・冬の温度較差が著しく 、雨量ーが少ない大陸的気

候を示している。

山崎敬の「甲信亜区」に相当し、この地域に特有又は分布の中心があるものを内陸要素と呼

んでいる。
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一方、中国、満州、朝鮮大陸と共通な温帯構物もかなり多く 、朝鮮と本州との陸続きの時代

に南方から渡来したもの、 また沿海州から~太 ・ 北海道を経て北方からこの地域に入ってきた

ものなどがある。

ここでは渡来してきたものとこの地域で分化したと考えられる固有のものを総括して大陸要

素（内陸要素〉とした。

比較的耐乾性の5郎、種類が特徴的である。

イッポンワラビ、 ミヤマシダ、ミ ヤマベニシダ、イワシロノイデ、イ ワイタチシダ、オクマ

ワラビ、ツルデンダ、 カラマツ、ネズ、チョウセンゴヨウ、 ドロノキ、 シラカパ、 オヒ ョウ

ハシバミ、クリンユキフデ、 lレイヨウショウマ、フクジュソウ、スハマソウ、 リュウキンカ、

エンコウソウ、ベニバナヤマシャクヤク 、オキナグサ、ヤマエンゴサク 、シナノナデシコ、イ

ワガラミ、ザリコミ、 ミツハッチグリ 、カライトソウ、オオカマツカ、クサイチゴ、ウラジロ

イチコ、アイズシモツケ、イ タチササゲ、フジカンゾウ、ネコハギ、 ミツバフウロ、イ ヌザン

ショウ、サンショウ、キハダ、アオハダ、 ミツバウツギ、カラコギカエデ、 ミズオトギリ 、エ

ゾノタチツボスミレ、サ クラスミ レ、 アケボノスミレ、イブキス ミレ、ス ミレ、オオヤマカタ

バミ 、カラアキグミ 、ウリノキ、タラノキ、ハシドイ 、シラネセンキュウ、サクラソウ、ハク

ウンボク、ホタノレカズラ 、セ ンブリ 、スズサイコ、ムラサキ、キランソウ、ムシャリンドウ、

オドリコソウ、キセワ夕 、ヒメシロネ、コシロネ、ヤマハッカ、ヒ メナミキ、イプキジャ コウ

ソウ、イガホウズキ、タチコゴメグサ、オオアカネ、キパナノカワラマツバ、ケカンボク 、レ

ンプクソウ 、ナベナ、ホタルプクロ、ツルニンジン、パアソプ、ソ パナ、シオガマギク 、カ ノ

コソウ、ノブキ、カセンソウ、オタカラコウ、ヒメヨモギ、オケラ、タムラソウ、 ミヤコアザ

ミ、キクアザミ 、オオイワインチン、アギナシ、カモジグサ、タツノヒゲ、 ドジョウツナギ、

ウシノシッ ペイ、サヤヌカグサ、ヒ ゲナガコメススキ、オオアプラススキ、コハリスゲ、ヒゴ

クサ、ヒカゲスゲ、ビロードスゲ、タガネソウ、サノレマメ、サルトリイバラ、シオデ、ヤマカ

シュウ 、シロウマアサツキ、ユウスゲ、 ウチワドコロ 、 カキツパ夕 、 ノハナショウブ、 アヤ

メ、スズラン 、ギンラン、キンラン、ササパギンラン、シュンラン、ヒメ ニラ、カタクリなど

がある。

9 フォッサ・マグナ要素

姫川谷、安曇平は糸魚川一静岡地質構造線 （フォッサ ・マグナ〉の東側にあって、かつては

海没し、第三紀の始め火山活動により陸化した地域である。 この火山裸地に適応した植物群を

ブオツサ ・マグナ要素と呼んでいる。

ハナチダケサシ、コウグ イス カグラ、ヤ マホタルブクロ 、フジアザミ 、ヒトツパテンナンシ

ョウ、キ リガミネサワランなどがある。

10 帰化要素

人間の活動にともなって本来の自生地から分布を他の地域へ広げている植物を渡来地で帰化

要素、一般に帰化植物と呼んでいる。渡来経路は様々で、その一つに栽植を目的として移入し

たものが逸出した種類もある。

調査地域内に見られるこの要素は約74種類で、耕作地や市街地に見られるが、登山者の増加

とともにシラビソ帯にまで及んでいる種類もある。

アレチギシギシ、ナガパギシギシ、 エソノギシギシ、 シロザ、 コアカザ、 ホソアオゲイト

ウ、イヌビユ、ホナガイヌビユ、ヤマゴボウ、オランダミミナグサ、ムシトリナデシ コ、ハス
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（木崎湖〉、クジラグサ、オランダガラシ、グンパイナズナ、ノモモ、スモモ、ソメイヨシノ、

ゲンゲ、ハリエンジュ、 ムラサキウマゴヤシ、 タチオラングゲンゲ、アカツメクサ、 シロパ

ナアカツメクサ、シロツメクサ、シラゲクサフジ、オオニシキソウ、メマツヨイグサ、オオマ

ツヨイ グサ、アレチマツヨイグサ、ワスレナグサ、ホウズキ、ヨ ウシュチョ ウセンアサガオ、

タチイヌノフグリ、オオイヌノフグリ、へラオオノ4コ、ノジシャ、アレチウリ、プタクサ、ア

メリカセ ンダングサ、ダンド ボロギク、ヒメジョ オン、ヒメムカシヨモギ、アレチ ノギク 、ヤ

ナギパヒメジョオン、キツネアザミ、トゲチシャ、オオハンゴンソウ、オニノゲシ、オオアワ

ダチソウ、セイヨウタン ポポ、 クサイ 、 コヌカグサ、オオスズメノテッポウ、 ハルガヤ、カ

ラスムギ、カモガヤ、 ヒエ、 オオニワホコリ 、 オニウシノケクサ、 ヒロハウシノケグサ、シ

ラゲガヤ、ホソムギ、 ドクムギ、 ノゲナシドクムギ、 オオアワガエリ、アワガエリなどがあ

る。

このほか、帰化の明らかな記録はないが、古い時代の渡来植物、こ とに稲作の伝播とともに

渡来したと考えられる「史前帰化植物」も豊富である。

カラムシ、サナエタデ、オオイヌタデ、ハルタデ、イヌタデ、ニワヤナギ、スイバ、スベリ

ヒユ、ノ ミノ ツヅリ、 ウシハ コベ、 ミミナグサ、ハコベ、グンパイ ナズナ、ハタザオ、タネツ

ケパナ、ミヤコグサ、カタバミ、コミカンソウ、チョウ ジタ デ、チドメグサ、キウリグサ、ホ

トケノザ、ミゾコウ ジュ、ムラサキサギゴケ、 トキ ワハゼ、サギシパ、アゼトウガラシ、ムシ

クサ、オオバコ、ヤエムグラ、ト キンソウ、タウ コギ、ハハコグサ、 ノニガナ、ジシパリ 、ア

キノ ノゲシ、メ ナモミ 、オナモミ 、オニタビラコ、チカラシパ、ハイヌメリ 、イヌピエ、タイ

ヌピエ、スズメノテッポウ、ススメノチャヒキ、アキメヒシパ、カゼクサ、カリマタ ガヤ、ス

ズメノヒエ、スズメノカタピラ、アキノエノコログサ、エノコログサ、キンエノコロ、カワラ

スガナ、タマガヤツリ、カヤツリグサ、 ヒメクグ、 ヒデリコ、 アゼテンツキ、 カラスビシャ

ク、ウキクサ、アオウキクサ、ツユクサ、イボクサ、コウガイゼキショウなどがある。

四 分類・地理学上注目される種類

1 オオクボシダ Grammitis okuboi CHING 

関東 ・東海 ・近畿南部、四国、九州、｜なと主に暖帯の岩上や樹幹に着生する小形のシダであ

る。下伊那、木曽谷、恵那山など信濃南部からとび離れた餓鬼岳山麓の白沢入（1500m）と 高

瀬川入滝ノ沢（llOOm）で本種を得たが北限と思われる。

2 ヤツガタケシノブ Cryptogramma stelleri PRANTL 

本州では南アルプス、八ガ岳、十文字峠などに知られていたが、北アルプスには今まで記録

がなかった。 1964年夏、白馬岳と旭岳聞の鞍部の岩壁に少数個体が生育しているのを見た。

3 ヒロハカラクサイヌワラビ Atyriumclivicola TAGAWA  var. moticola T. NAKAMURA 

et H. TAKAHASHI var. nov. 

著者の一人中村が1953年白馬岳北股入猿倉で採集し、当時ヒロハイヌワラビの中に入れてお

いたものであるが、今回のリ スト作製にあたり詳細な検討を加えた結果、カラ クサイヌワラビ

の広葉形と言えるタイプであるとの結論に達したので、とりあえずその変種として上記学名を

与えることにした。

調査地域に見られるこの類はヤマイヌワラビとカラクサイヌワラビの2種が産するのみで、
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ヒロハイヌワラビは産しない。したがヮてヒロハイヌワラビとは全く関係のないものである。

葉は広卵形で、ときに巾と長さが同じくらいとなる。先端は急に狭まって尖り、下方の長い

羽片は4～ 5対である。小羽片は羽軸に割合密に並び、耳の部分が隣り合う小羽片と重なり合

うようになる。羽軸にわずかに微毛があり 、この点はトガクシイ ヌワラビに似ている。 葉柄基

部の鱗片も比較的長く 15棚に達する。

この類の分類は極めて難しく、あるいはカラクサイヌワラビとヤマイヌワピ（トガクシイヌ

ワラビ〉 との雑種と言う考え方もできぬことはないが、ヤマイヌワラどそれ自体かなり多形で

あり 、雑種とするにはその根拠となる点がつかめないので、最も近いカラクサ イヌワラビの変

種とした。

今回研究に用いた標本産地は白馬岳猿倉（中村1953年九 八方尾根（中村1950年〉であるが、

他にも多雪地の母種の分布域内、白馬南股入、龍川入、針ノ木谷、高瀬川｜入に混生している。

4 タカネメンマ Dryopteris×Sp. 

カラフトメンマとミヤマベニシダとの雑種と考えられるもので、カラフトメンマより葉の切

れ込みが深く 、鱗片はミヤマベニシダのようで黒味があり 、やや硬い。針ノ木岳で最初に発見

したが、近年両種の混生する地域内に見つかっているようである。

5 シロウマ イタチシダ Dryoρteris shz・roumensisKURATA et NAKAMURA 

概形はシラネワラビのようだが、葉の裂片の先が尖らず、柄の鱗片は淡褐色で、ど ちらかと

言えばミヤマイタチシダに近縁の種である。

著者の一人中村が1955年白馬岳南股入 （1500m）で発見したもので、その後裏日本の羽前、

越後、信濃西北部に分布が知られた。今回の調査では雨飾山でも採集した。

標高850～2000mのミヤマハンノキ、ダケカンパ、ブナなどの林縁、疎林内、草原や岩壁に

群生又は単生する。北アルプスの生育地ではいずれも多雪地帯で、急勾配の岩壁に見られ、、

ヤマイタチシダやシラネワラビとは明らかに生育環境を異にしている。

6 ヒメミズニラ Isoetes asiatz'ca M AKINO 

木崎湖に産することは知られていたが、東南へ約2初離れた居谷里貯水池で採集した。この

貯水池は1925年大町上水道工事の際、余水のj留池と して造られた人造池であり 、木崎湖とは水

系が異なる。木崎湖に近い関係から雁鴨科鳥類の往来もあり 、ヒメミズニラの散布が鳥類によ

って行なわれた一例として興味深い。

7 ハッコ ウダゴヨウ Pin us hαkkodensis M AKINO 

八方尾根の黒菱小屋下方（1400～1500m）と遠見尾根の地蔵岳 (1678m）に産するものは、

今までキタゴヨ ウの伏形とされていた。

1968年夏、球果を得たので検した結果、キタゴヨウとハイマツの雑種であるハツコウダゴヨ

ウであることを確認した。

本種は北海道アポイ 山、 蔵王山、苗場111、至仏山、立山などに知られている。

8 ヒナナズナ Draba okamotoi 0HWI 

異属間雑種でシロウマナズナ Drabashiroumanaとクモイハタザオ Arabistanakanaが

混生しているところに稀に見出される。清水岳が typelocality。

9 ムラサキボタンズル Clematis takedana M AKINO 

ボタンズノレ ClematisaJりiz/oliαとクサボタン C.stansの雑種であり 、両種が生育する川原

などの向陽地に稀に見出される。 白馬村北城の二股が typelocalityで、この他龍川入、白馬
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村落倉などでも採集されている。本州中部から東北地方に分布する。

10 オチ クラブシ Aconitum otikurense NAKAI 

大形で茎は長く弓状に伸び、分校多く 、花梗の毛は圧着し反曲する。花総は無歯、長毛があ

る。心皮は 3、無毛。 朝 日岳、雪倉岳、蓮華温泉、白馬村落倉、細野などシラピソ帯やブナ帯

の山足に散在する。白馬村落倉が typelocality。

11 ハクパブシ Aconitum kishidae NAKAI 

花梗は無毛、葉は 3全裂又は3深裂、花絡は有毛、心皮は3、細毛がある。白馬岳が type

locality、高山帯に稀である。

12 クモマキン ポウゲ Ranunculusρ＇Ygmaeus w AHLENB. 
千島、カムチャツカ、北ア メリカ、ヨーロッパなどの周極地方に分布し、本邦では白馬連峰

に隔離分布する。

13 タカネキンポウゲ Ranunculus shinano・a!pinus0Hwr. 

白馬岳、白馬鑓ガ岳の高山帯に固有である。雪渓が遅くまで残る崩壊地に生じ、近 くにはク

モマキン ポウゲも見られ、両種の生育環境は極めてよく似ている。

近縁種であるチシマ ヒキノカサ Ranuncu!usaltaz・GUSLAXIM. は千島列島に分布し、 本種

は氷期遺存種と考えられる。

14 ハイツメクサ Minuartia bzf!ora ScHINZ et THELL. 

大井次三郎氏は1936年、小泉源一氏が白馬鑓ガ岳で採集した標本にもとづき、植物分類地理

に日本新産を報じた。

タカネツメクサに似るが、それより葉は締｜く 、 下部に叢生し、むしろコパノツメ クサに 近

い。花茎は分校少なく 、コノミノツメクサのように高くならない。最近大場達之氏は朝日岳で本

種を得た。 Huiten著 “Floraof Alaska，，に図があり 、分布図の日本の部分には ？が附され

ている。

15 ハナノキ Acer lうycnanthumK. Korn 

美濃、三河北部、信濃南部の小区域に分布が知られていたが、1962年とび離れた居谷里湿原

に見出された。湿原中や周囲の地下水のある所に、ハンノキ、サワラ、ウワミズザクラ、ミヤ

マウメモドキなどに混生し、直径socm位の高木から芽生えまで見られ、約70株が生育してい

る。

16 シナノサイコ Bup!eurum mρ1ponicum Koso-POLJANSKY f. steno!e1りisKITAGAWA 

茎高60cmに達し、葉の巾も広く 、概形はホタルサイコに似るけれども、小菅は長く 6～ 7mm 

て・ハクサンサイコ的である。 しかし、ハクサンサイコの小在は4～7が普通で卵形～楕円形鋭

～急鋭先頭、総在片は c0) 1～3、広卵形、微突頭であるのに対し、 本品の小査は狭長楕円

形～線形、5～10、尾～漸鋭先頭、総在片は 9、披針形～長楕円状披針形、鋭尖頭である。

著者らが白馬村八方尾根で採集したものを typeとして、北川政夫氏によりハクサンサイコ

の一品種とされた。このほか小谷村金山てーも採集している。

17 ミヤマハナシノブ Potamonz・umnipponicum KITAM. 

アラスカ、カムチャッカ、千島、サハリン、シベリア、欧州北部などの周極地方に分布する

キョクチハナシノブ Potamoniumacutzflorum WrLLD. ex ROEM. et SCHULTZに近縁の種で

ある。白馬連峰の清水岳と南アルプス北岳、北荒川岳 （？〉に産する。
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18 シロウマリン ドウ Gentianoρsis yabei M A 

花冠は白色で裂片の喉部に碧紫色の環があり 、辺縁基部は髭毛状切れ込みがある。花柄は伸

長する。白馬連峰の2500～2800mのやや礁質の風衝又は高茎草原に生育し、固有である。白馬

岳が typelocality。

19 オオイワインチン Chrysanthemum ρallasianum KoMAROV 

ウスリ ー、 アムール、サハリン、満州、支那、朝鮮北部に産し、本邦てψは戸隠山、 黒部11侠谷

別山沢、丸山、妙義山、荒船111、上野横川に分布が知られていた。爺ガ岳、岩小屋沢岳、針ノ

木岳のイワイ ンチンとされていたものは本種である。

20 ホロムイソウ Scheuchzeria Palustris LINN. 

神域佐野の親海湿原に産することが水島正美氏によって報告された。分布の南限は飛騨天生

峠である。

21 エゾホシクサ Eriocaulon monococcon NAKAI 

北海道からとび離れて本州大和に知られていたが、今回その間にある居谷里湿原で見 出し

た。佐竹義輔、小山鉄夫両氏が三河作手金地で記載したミカワイヌノヒゲ Eriocaulonmika一

wana SATAKE et T. KOYAMAに似て花托にわずかに長毛があるが、総在片は 5.5～7棚、雌

花の花弁が苓片より短かいか同長である点で異なり 、本種と同定した。コイヌノヒゲと混生し

ている。

22 センダイザサ Sasa sendaica M AKINO 

調査地域はチシマザサ節の分布範囲に入るが、大町市平野口神社の境内にミヤコザサ節のセ

ンダイザサを見出した。積雪量の多い地域にとび離れて分布していることは興味深い。

スズタケ Sasa borealis M AKINO もミヤコザサ節と同じく表日本に分布する ものである

が、木崎湖畔夏季大学周辺に小群落が見られる。

23 ヒゲナガコメススキ Ptilagrostis mongholz"ca GRISEB 

長でにある白い羽毛状の毛が特徴的であり 、小穂がないとヒゲハリスゲやコメススキに紛ら

わしい。

1967年大場達之氏が白馬鑓ガ岳で発見し、翌年南アルプス北岳でも発見された。アルタイ 、

外蒙古、バイカル、東シベリア、中国北部、北朝鮮（白頭山、冠帽峯、遮日峯〉の高山帯に稀

産する。 白馬鑓ガ岳の頂上付近にチシマゼキシ ョウ、チョウノスケソウ、ムカゴ トラノオ、

ヤマノガリヤスなどが生ずる風衝草原に生じている。

24 ホソパドジョウツナギ Torreyochola natans CHURCH 

北海道、サハリン、カムチャッカ、ウスリーなど北方の池畔や湿地に生ずるか、本州では上

高地にのみ分布が知られていた。居谷里水源池として保護している柵内と貯水池の周辺で採集

した。

25 超塩基性岩植物

クモイナデシコ Dianthus superbus LINN. var. amoenus NAKAI は周辺山地に生ずる

タカネナデシコの生態型とも言えるもので、全体の小形で倒伏し、白紛著しく 、苓下のをは

2ケである。

グモマミミナ グサ Cerastz・uinschizoρetalum MAXIM. var. bifidum TAKEDA は南アル

プスや北アルプス南部に産するミヤマミミナグサの変型と考えられる。ミヤマミミナグサの

花弁は4裂であるが本種は単純に 2裂する。クモイナデシコとともに白馬連峰の超境基性岩



24 高橋 ・中村・平林 ：白馬 ・後立山連峰と東方山麓のフロラ

地帯に特有である。

ウメハタザオ Arabisserrata FRANCH. et SA VAT. var.jaρonica OHWI f. grandi刀oraOHWI 

はイワハタザオの変型と考えられる。白馬連峰、針ノ木岳、 至仏山など主に超塩基性岩地に偏

在分布する。花は大型で全体倒伏している。

ユキクラトウチソウ Sanguisorba kishinαmii HONDA は周辺草原 ・磯原に生ずるカラ イ

トソウが祖型と考えられる。形態の差異は見られず、カライ トソウが有限花序であるのに対し

ユキクラトウチソウは無限花序である点で別種としている。 雪倉岳周辺の超塩基性岩地に特有

である。

チャボヤハズ トウヒレン Saussurea sagitta FRANCH. var. yoshizawae KIT AM.はヤハズト

ウヒ レンが超塩基性岩地に適応した型と考えられる。安委性小形で頭花の数は少なく 、葉裏に毛

が多く、葉は狭長となる。朝日岳、雪倉岳、白馬鑓ガ岳などの超塩基性岩地や針ノ木岳の際原

に生ずるが稀である。

シロウマオ トギリ Hypericum asahinae MAKINO var. siroumense Y. KIMURA は伯番大

山、立山、朝日岳などに分布するダイセンオトギリの変型と考えられる。白馬岳、小蓮華山、

白馬鑓ガ岳などに稀である。

区維管束植物目録

1 目録は原則として採集品の同定により作製した。しかし今回の調査で確認はできなかっ

たが、既発表の目録に記載されていて確実と思われるものは引用した6 その場合は産地のあと

に括弧を符して出典を明らかにした。採集品は神奈川県立博物館に保管されているが、調査地

域の一部が特別天然記念物に指定されているため、採集できなかった白馬岳周辺のものについ

ては、大町山岳博物館、東京農業大学、国立科学博物館、東京大学理学部、京都大学理学部の

収蔵標本によった。

2 学名は主として大井次三郎著「改訂新版日本植物誌」 、田川基二著「原色日本羊歯植物

図鑑」および行方沼東 ・倉田悟著「日本産シダ植物総目録」によったが、一部は北村四郎他著

「原色日本植物図鑑」 （上 ・中 ・下〉、 本田正次著「改訂日本植物名良」 、杉本順一著「増補

改訂版日本樹木検索誌」「 日本革本植物総検索誌」 （双子葉篇〉などによった。各種類の学名

はアルファベット順に配列した。

3 生育士山は環境により池沼、湖沼、 湿地、湖畔、水辺、草地、草原、原野、路傍、荒地、

畑、水田、回畦、山野、疎地、岩壁、林下、林縁などとごく概念的な類別をしたが例外はある

4 出現頻度の記録は最も多く見かけるものを普通とし大部分は産地を省略、比較的見かけ

るものを散生、量が少なく稀にしか見かけないものを稀とした。
おたり きたおザニり なかっら みなみおたり ほぐげ 向 J ドヤ‘

5 プナ帯の産地は旧市町村名を用いた。小谷村（北小谷、中土、南小谷〉 、面馬村 σtij
かみしろ みあき たいらおおまちゃしろ ときわ やさか まっかわ

神城）、美麻村、大町市 （平、大fHJ、社、常盤〉 、八坂村、松川村。

6 目録中和名の右肩につけた キ印は帰化植物（逸出値物〉である。このほかに史前帰化植

物と考えられる種類もあるが、ここでは一応自生種の中に含めて考えてある。
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7 種類の統計

白馬 ・後立山連!11嘩とその東方山麓に自生する維管束植物を分類学上の区分によって示せば表

5のようである。ゴシック gothic体は帰化植物 naturalizationplantである。

表5
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A List of Vascular Plants of Shirouma-Ushirota-

teyama Range and Its Eastern Piedomont Districts 

PTERIDOPHYTA 羊歯植物門

L YCOPODIACEA E ヒカゲノカズラ科

Lycoρodium alρinum LINN. チシマヒカゲノカズラ

ハイマツ帯の草原．稀．白馬岳

var.ρ・laniramulosum TAKEDA ミヤマヒカゲノカ

スフ

ハイマツ帯の草原．稀．雪倉岳．白馬大池．白馬岳．

白馬鑓ガ岳．針ノ木岳

L. annotinu1丹 LINN. スギカズラ

シラビソ帯，ハイマツ帯の草原，林下．稀．白馬岳

f. latぴoliumT AGAWA ヒロハスギカズラ

母種に混生するが識別は難しし、

var. pungens DEsv. タカネスギカズラ

ハイマツ帯の草原，林縁．普通

L. clavatum LINN・ 

var. ni>•Ponicum NAKAI ヒカゲノカズラ

ブナ帯，シラ ビソ帯の休下，草原．普通

var. robustius NAKAI エゾノ ヒカゲノカズラ

プナ帯，シラ ビソ帯の林下，草原．稀．針ノ木岳

L. comρlanatum LINN. アス ヒカズラ

ブナ帝， シラ ビソ帯の林下．散生． 白馬岳．八方尾板

遠見尾根．箆川入．大町

L. inundatum LINN・ ヤチスギラン

馬岳．遠見尾根

S. ni1ゆonicaFRANCH・ et SAVAT・ タチクラマゴケ

ブナ帯の林下．稀．居谷里

S. selaginoides LINK コケスギラン

ハイマツ帯の草原．散生．朝日岳． 雪倉岳． 白馬大池

白馬岳．八方尾根．主十ノ木岳

S. shakotanensis MIY ABE et K uno ヒモカズラ

プナ帯，シラピソ帯，ハイマツ帯の岩壁．稀．平岩．

白馬岳．白沢天狗山． 針ノ木岳

S. tamariscina SPRING イワ ヒノ〈

プナ帯の岩壁．散生．箆川入．高瀬川入．清音の滝

EQUISET ACEAE トクサ科a

Equisetum aruense LINN. スギナ

ブナ帯．普通．稀に亜高山帯（白馬鑓ガ岳 2,000m付近）

f. camρestre KLING ミモチスギナ

母種に混生．稀．朝日岳．白馬鑓ガ岳

E. hyemale LINN・ トクサ

ブナ帯の川原，湿地，砂地，散生田中 土 姫川． 鹿島

JIJ入．箆川入．高瀬川入

E. palustre LINN・ イヌスギナ

ブナ帯の湿地，沼沢地．稀．中土．鹿島川入

E. ramosissimum DEsF. 

var. japonicum M1LDE イヌドクサ

プナ帯の川原，湿地，草原，北小谷．中土．南小谷．

北城．神城．平．大町．高瀬川入

プナ帯，シラピソ帯の湿地．稀．八方尾根．居谷里 ISOETACEAE ミス．ニラ科

L. obscurum LINN田 マンネンスギ lsoetes asiatica MAKINO ヒメミズニラ

f. flab3llatum TAKEDA ウチワマンネンスギ プナ帯の池沼． 散生．青木湖 （絶滅〉．木崎湖．居谷里

f. strictum NAKAI タチマンネンスギの両型が混 貯水池

生．プナ帯の林下，草原．普通

L. selago LrnN. BOTRYCHIACEAE ハナワラビ手ヰ

var. aJうρressumDEsv. コスギラン Botrychium lanceolatum ANGSTR・ ミヤマハナワラビ

ハイマツ帯の草原．散生．朝日岳．雪倉岳．白馬岳． ハイマツ帯の草原，低木林内．稀． 雪倉岳．白馬岳．

白馬鑓ガ岳．鹿島槍ガ岳．針ノ木岳 針ノ木岳

var. miyoshianum MAKINO ヒメスギラン B. lunaria Sw. ヒメハナワラビ

プナ帯，シラ ビソ帯の岩壁 ・朽腐木などに着生．普通 ハイマツ帯の草原．稀．白馬岳．針ノ木岳

L. serratum THUNB・ トウゲシパ B. robustum UNn. ヤマハナワラビ，エゾフユノハナ

プナ帯の林下．稀． 黒部JIJ.神城佐野坂峠 ワラ ビ

var. thunbergii MAKINO ホソパ トウゲシパ ハイマツ帯の林下．散生．雨飾山． 雪倉岳．赤男山．

プナ帯，シラ ピソ帯の休下．普通 白馬岳．鹿島槍ガ岳．針ノ木岳

L. sitchense R uPR・ B. ternatum Sw. フユノハナワラビ

var. nikoense TAKEDA タカネヒカゲノカズラ ブナ帯， シラビソ帯の林下．散生．北小谷．中土．南

ハイマツ；貯の草原，林下．普通 小谷．北城．神城．平．大町．社

B. strictum UNn. ナガポノナツノハナワラビ

SELAGINELLACEAE イワヒパ科 ブナ帯の林下．散生．北城．青木湖畔．清音の滝．筏

Selaginella helvetica LINK エゾ ノヒメク ラマゴケ JIJ入

シラピソ’貯上部，ハイマツ帯の岩壁．稀．雨飾山．白 B. virginianum Sw. ナツノハナワラビ
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プナ帯の林下．散生．北小谷．南小谷．高瀬川入．大 D. wiljordii Kornz. オウレンシダ

町居谷里．龍川入 プナ帯，シラピソ帯， ハイ マツ帯（稀）の岩壁．普通

Pleurosorioρsis makinoi FoMIN カラクサシダ

OPHIOGLOSSACEAE ハナヤスリ科 ブナ帯．シラ ピソ帯下部の林下，岩上． 稀．白馬北股

oρ＇hiog/ossum vulgatum LINN・ ヒロハハナヤスリ， 入．白沢天狗山

オオハナヤスリ． プナ帯の林下．散生．南小谷．神城 Pteridium aquilinum KuHN 

権現山． 中綱．稲尾．大町．居谷里 var. latiusculum UND・ ワラビ

プナ帯の山野．普通

OSMUNDACEAE ゼンマイ平ヰ Pteris cretica LrnN. オオノ4ノイノモトソ ウ

Osmunda japonica THUNE・ ゼンマイ ブナ帯の岩壁．稀．日本海側に限られる．小滝．平岩

プナ帯，シラ ビソ帯の林下，草原．普通 北小谷．中土．南小谷

0. lancea THuNB・ ヤシャゼンマイ Ptiloρleris maximowiczit・HANCE フジシダ

プナ帯の川辺．稀．中土．南小谷 プナ帯の林下，岩石地．稀．高瀬川入滝ノ：沢

Osmundastrum cinnamomeum PR. 

var. fokiensis TAGAWA ヤマドリゼンマ イ DAV ALLIACEAE シノブ手ヰ

プナ帯，シラ ビソ帯の湿地．普通 Davallia mariesii MooRE シノブ

0. claytonianum TAGAWA オニゼンマイ プナ帯の樹幹．稀．八坂

ブナ帯の湿地．稀．黒沢高原．騰狩山．八坂

HYMENOPHYLLACEAE コケシノブヰヰ

Gonocon向usminutus v. d. BoscH ウチワゴケ

ブナ帝の岩壁．散生．白沢天狗111.清音の滝

PLAGIOGYRIACEAE キジノオシダ手ヰ

Plagiogyria matsmureana MAKINO ヤマソテツ

ブナ帯上部，シラ ピソ帯の林下． 普通

Mecodiui刊 ρaniculiflorumCOPEL. ヒメコケシノ ブ ASPIDIACEAE オシダ科

ブナ帯の岩壁，樹幹．普通．白馬岳．高瀬川入．針ノ Acystoρteris jaj>onica NAKAI ウス ヒメワラビ

木谷．餓鬼岳．清音の滝 プナ帯の林下．稀．高瀬川入滝ノ沢．常盤白沢

M. ρolyanthos COPEL. ホソパコケシノブ Arachniodes maximowiczii 0Hwr ナンタ イシダ

ブナ帯の林下，岩屋．稀．南小谷．白馬北股入．高瀬 ブナ帯の林下．散生．乙見山峠．白馬北股入．餓鬼岳

川入．餓鬼岳 高瀬川入

』d. wrightii c OPEL・ コケシノブ A. mutica 0Hwr シノ ブカグマ

ブナ帯の岩壁，樹幹．散生．白馬岳．高瀬川入．針ノ ブナ’貯，シラ ビソ帯の林下． 普通

木岳 A. standishii Omvr リョウメンシダ

ブナ帯，シラビソ帯の林下． 普通

PTERIDACEAE ウラボシ科－ Athyrium alρestre RYLANDS オクヤマワラ ビ

Adiantum monochlamys EATON ハコネシダ ハイマツ帯の草原．散生．朝日岳．雪倉岳．白馬大池

ブナ帯の岩壁．稀．中土以北日本海側に限られる． 平 白馬岳．唐松岳．五竜岳．鹿島槍．爺ガ岳．針ノ木岳

岩．北小谷．中土 A. atkinsonii BEDD・ テノくコワ ラビ

A. pedatum LINN. クジャクシダ ブナ帯上部．稀．栂池．白馬南股入．遠見尾根

ブナ帯，シラ ピソ帯の沢筋．普ー通 A. clivicola TAGAWA カラクサイヌ ワラビ

Coniogramme intermedia HIERON f. intermediaイワ ブナ帯の林下． 普通

ガネゼンマイ var. moticola T. NAKAMURA et H. TAKAHASHI var. 

プナ帯，シラビソ帯の林下．散生．中土．権現山．高 nov. ヒロハカラグサイヌワラビ

瀬川入．鷹狩山．餓鬼岳 母種に混生．稀．白馬北股入． 南股入． 八方尾根馬止

f. nosei KuRATA チチブイワガネ 箆川入．針ノ木谷．高瀬川入

平．青木湖畔．大町．鷹狩山

f. villosa KURATA ウラゲイワガネ 八坂

Cryptogramma stelleri PRANTL ヤツガタケシ ノブ

高山帯の岩壁．稀．白馬岳

Dennstaedtia hirsuta METT・ イヌシダ

ブナ帯の岩壁．普通

A. deltoidofrons MAKINO サト メシダ

ブナ帯の湿地，川｜辺．散生

f. acutissimum KuRATA トガリパサト メシダ

母種に混生． 北城．神城．平．大町．居谷里

f. ohmurae KuRATA オゼサト メシダ

北城．神城
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A. melanole1うisCHRIST ミヤマメシダ

シラビソ帯，ハイマツ帯の草原．普通

xA. mentiens K uRATA へピヤマイヌワラビ

ヤマイヌワラビとへピノネゴザの雑種．ブナ帯の林下

稀．小谷金山

A. mesosorum MAKINO ヌリワラビ

ブナ帯．稀．平岩．北小谷

A. multifidum Ros. オオサトメシダ

ブナ帯の林下，湿地普通

f. sakuraii KuRA'rA オゼオオサトメシダ

高瀬｝I／入

A. nikkoensi MAKINO イワイヌワラビ

プナ帯の岩壁．稀．高瀬川入．餓鬼岳

A. nipρonicum H AN口E イヌワラビ

ブナ帯の路傍，草原．普通

A. okuboanum MAKINO オオヒメワラビ

ブナ帯の林下，湿地．稀．北小谷

A. ρinetorum TAGAWA タカネサトメシダ

シラビソ帯の林下，湿地．散生． 雪倉岳．白馬大池．

白馬岳．爺ガ岳．童十ノ木岳

A. ρ'ferorachis CHRIST オオメシダ

プナ帯上部，シラビソ帯の湿地．白馬岳．針ノ木岳

A. ruρestre KODAMA ミヤマヘビノネゴザ

ブナ帯の林下．稀．天狗原山．乙見山峠

A. vidalii NAKAI ヤマイヌワラビ

プナ帯，シラビソ帯の林下．普通

f.が1lvigerumKuRATA ケヤマイヌワラビ

母種に混生．稀．蓮華温泉．鹿島川入

f. yamadae KuRATA エゾイヌワラビ

大町．餓鬼岳

A. yokoscense CnmS'r へピノネゴザ

ブナ帯，シラビソ帯の林下，岩壁，草原．普通

var. alρicola HIYAMA タカネへピノネゴザ

シラピソ帯の岩石地．散生．乙見山峠．白馬大池．高

瀬川入．箆川入．宕小屋沢岳．針ノ木谷．餓鬼岳

Co夕刊OJう•teris crenulatoserrulata NAKAI イッポンワラビ

ブナ帯，シラビソ帯の林下．普通

f. coreana H. I TO コウライイッポンワラビ

白馬北股入

Cyrtomium fortunei J. SMITH 

var. clivicola TAGAWA ヤマヤブソテツ

プナ帯の林下．散生．北小谷．中土．南小谷．北城．

神城.Jiit狩山

Cystoρteris fragilz・s BERNH. ナヨシタ’

シラビソ帯，ハイマツ帯の岩壁．稀 白馬岳

Diplazinm nipρonicnm T AGAWA オニヒカゲワラビ

ブナ帯．稀．平岩

D. sibiricum Ku RATA 

var. glabrum K uRATA ミヤマシダ

プナ帯，シラビソ帯の林下．普通

D. squamigerum MATSUM. キヨタキシダ

ブナ帯の林下．散生．白馬山麓． 遠見尾根．高瀬川入

j古音の滝．居谷里．餓鬼岳

Dr yoρterz・s austrica WoYNAR ex ScmNz et THELL・ 

シラネワラビ

プナ帯，シラピソ帯の林下．普通

var. oblonga TAKEDA ナガノfノシラネワラビ

シラビソ帯の林下．稀． 雨飾山．白馬岳.sfr十／木岳

D. chinensis Kornz. ミサキカグマ

プナ帯．稀．箆川入．常盤

D. coreano・montanaNAKAI カラフトメンマ

シラビソ帯の川辺，草原．散生．雪倉岳．白馬岳．白

馬鑓ガ岳．鹿島川入箆川 入 高瀬川入．爺ガ岳. ~十

ノ木岳

D. crassirhizoma NAKAI オシダ

ブナ帯，シラピソ帯の林下．普通

D. dickinsii C. CnR. オオクジャクシダ

プナ帯の川辺．稀．青木湖畔．木崎湖畔

D. kominatoensis TAGAWA タニヘゴモドキ

ブナ帯の林下．稀木崎湖畔山崎．稲尾

D. lacera O. KuNTZE クマワラビ

ブナ帯の林下，林縁．散生.;jt小谷．中土．南小谷．

大町．八坂

D. monticola C. CHR・ ミヤマベニシダ

ブナ帯，シラビソ帯の林下，草原．普通

D. ρacifica TAGAWA オオイタチシダ

ブナ帯の林下．稀．平岩

D. Polylepis C. Cr叩・ ミヤマグマワラビ

プナ帯の林下．散生

D. sabaei C. CHR・ ミヤマイタチシダ

ブナ帯，シラビソ帯の林下．普通

D. saxifraga H. lT6 イワイタチシダ

プナ帯，シラピソ帯の岩壁，林下．散生．白馬北股入

鹿島川入．鐙川入．高瀬川入．鷹狩山．清音の滝

D. shiroumensis K uRATA et NAKAMURA シロウマイ

タチシダ

シラピソ帯の草原．稀．雨飾山田白馬南股入．扇沢．

高瀬川入（北鎌尾根〉．針ノ；木谷．黒部川

x D. tokndai SUGIMOTO グマオシダ

ブナ帯の林下．稀．白馬山麓．箆川入

D. tokyoensis C. C1rn. タニヘゴ

フボナ帯の湿地．散生．神城．木崎湖畔．美麻居谷里．八坂

D. × sp. タカネメンマ

白馬岳針ノ木岳

Gymnocarjうiumdryoρ＇！eris N EwM・ ウサギシダ

ブナ帯，シラピソ帯の林下，草原．散生．雨飾山 天

狗原山．白馬岳．高瀬川入．黒部川

G. jessoense Kornz. イワウサギシダ
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プナ帯の蛇紋岩地．稀．白馬花股入．八方尾根．遠見尾根

LePtogramma mollz・.ssimaCmNG’ ミゾシダ

ブナ帯の林下普通

Leρtorumohra miqueliana H. ho ナライシダ

プナ帯の林下．普通

Lunathyriu1河 coniUiKuRATA ホソパシケシダ

ブナ帯の田畦，路傍，林下． 普通

L. jaρonicu1舟 KuRATA シケシダ

ブナ帯の田畦，路傍，林下． 普通

L. pyc河osorumKornz. ハクモウイノデ

プナ帯の林下，川辺．普通

var. vegetius KuRATA ミヤマシケシダ，オオハクモ

ウイノデ

ブナ帯の林下，JI/辺．母種に混生

Mattenccia orientalis TREV- イヌガンソク

ブナ帯の川辺．普通

M. struthioPteris TonARO クサソテツ

ブナ帯，シラピソ帯の川辺．普通

Onoclea sensibilis LrnN. 

var. interrupta MAXIM. コウヤワラピ

ブナ帯の回陛，草原．普通

Ph egoρteris bukoensis TAG AWA タチヒメワラビ

ブナ帯のJ休下散生．乙見山峠． 神城．権現山．木崎

湖畔．居谷里

P. decursive－ρiπnata FEE ゲジゲジシダ

プナ帯の山野．稀．北小谷．中土

P. Polypodioides FEE ミヤマワ ラビ

ブナ帯，シラピソ帯，ハイマツ帯の岩石地．林下．普通

Polystichu1舟 brauniiFEE ホソイノデ

プナ帯，シラピソ帯の林下．散生

P. crasPedosorum D rnLs ツルデンダ

ブナ帯の岩壁．散生．高瀬川入．白沢天狗山－i背音の滝

P. microchlamys MATSUM・ カラクサイノデ

ブナ帯，シラピソ帯の草原．林下． 普通

P. retroso-Paleaceu1刊 TAGAWA サカゲイノデ

ブナ帯，シラピソ帯の林下． 普通

var. coraiense TAGAWA イワシロイノデ

プナ帯，シラビソ帯の林下．散生．南小谷．青木湖畔

木崎湖畔．鷹狩山．八坂

var. ovato少。leaceu1刊 TAGAWA ツヤナシイノデ

プナ帯の林下．数生．木崎湖畔．高瀬川入

x P. shin-tashiroi KuRATA シロウマイノデ

カラクサイノデ×サカゲイノデ又はカラクサイノデ×

イワシロイノデ．雨飾山．白馬南股入

P. tsus-simense J. SMITH・ ヒメカナワラビ

ブナ帯．稀．平岩

var. mayebarae KuRaTA オオキヨズミシダ

プナ帯の林下．稀．日本海側に限られる．北小谷

P. tripteron PR. ジュ ウモンジシダ

ブナ帯，シラピソ帯の林下．普通

Tyelypteris jaρonica CmNG ハリガネワラ ビ

ブナ帯，シラピソ帯の林下．普通

var. glabrata CHING イワハリガネワラビ

母種に混生．稀．北城．木崎湖畔．能川入

T. niρρonica CHING ニッコウシダ

プナ帯，シラピソ帯の林下，湿地．散生．中土．白馬

岳．遠見尾根．籍川入．居谷里

T. ρalustris SCHOTT ヒメシダ

プナ帯の草原，湿地．普通

T. quelpaertensis CHING オオパショリマ

シラピソ帯，ハイマツ帯の林下， 草原．普通．稀にブ

ナ帯（居谷塁．木崎湖．中綱湖畔権現山．鷹狩山）

T. torresiana ALSTON 

var. elegans K. IwaTSUKI ヒメワラビ

ブナ帯の林下，林縁．稀．平岩．南小谷．八坂

Woodsia glabella R.BR ex RICHARDS トガクシデンダ

ハイマツ帯の岩壁．稀．白馬岳．針ノ木峠

W. macγochlaena METT・ コガネシダ

プナ帯の岩壁．稀．白馬猿倉ー白馬尻．今まで一株し

かみていない

W. manchurz・ensisHooK. ブクロシダ

ブナ帯，シラピソ帯の岩壁．散生

防1. Polystichoides Ea'roN イワデンダ

ブナ帯，シラビソ帯の岩:fil:：普通． 無毛の一品エゾイ

ワデンダも混生するが区別しない

BLECHNACEAE シシガシラ手ヰ

Struthioρ・teris ai四abz・tisCHING オサシダ

ブナ帯，シラピソ帯の岩壁．散生

S. castanea N AKAi ミヤマシシガシラ

シラピソ帯の林下．稀．蓮華温泉 雨飾山．中土．白

馬大池．猿倉．清水岳．爺ガ岳．針ノ；木岳

f. viridiρes TAGAWA アオジクミヤマシシガシラ

雨飾山

S. niρonica NAKAI シシガシラ

ブナ帯，シラピソ帯の林下．普通

ASPLENIACEAE チャセンシダ科

Asρlenium caρillipes MAKINO ヒメイワトラノオ

プナ帯の岩壁．稀．白沢天狗山

A. incisum THUNE- トラノオシダ

ブナ帯．普通

A. ruta-muraria LINN. イチョウシダ

ブナ帯の岩壁．稀．雨飾山． 天狗原山

A. trichomanes LINN- チャセンシダ

ブナ帯．稀．葛葉峠．北小谷

A. varians WALL・ ex HooK. et GREV.イワ トラノオ

ブナ帯の岩壁．稀．清音の滝
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A. viride Huns. アオチャ セン シダ

シラピソ帯，ハイ マツ帯の岩壁．稀．白馬岳． 高瀬川

入．針ノ：木岳

CamPtosorus sibiricus R UPR・ クモノスシダ

ブナ帯の岩壁．稀．北小谷．清音の滝．白沢天狗山

Phyllitis scoloρendrium NEWM・ コタニワタ リ

プナ帯の林下． 散 生 北小谷．中土．南小谷．北城．

神城．高瀬川入．鷹狩山． 八坂

POL YPODIACEAE ウラボシ干ヰ

Cryρsinus hastatus COPEL・ ミツデウラボシ

プナ帯の岩壁．散生．北小谷．箆川入．白沢天狗山．

高瀬川入．餓鬼岳．清音の滝

c. veitchii COPEL・ ミヤマウ ラポシ

シラピソ帯，ハイマツ帯の岩壁．高瀬川入．針ノ木岳

烏帽子岳．餓鬼岳

Grammitis okuboi CHING オオクポシダ

プナ帯の岩壁．稀．餓鬼岳

Leρisorus annuifrons CHING ホテイシダ

ブナ帯の樹幹．稀．乙見山峠．箆川入

L. onoei CmNG  ヒメノキシノ 7・

プナ帯の岩上，樹幹．稀．北小谷

L. thunbergia昨usCHINO ノキシノブ

ブナ帯の樹幹，岩§'f.普通

Loxogra1削 刊e gram押iitoidesc. CHR・ ヒメサジラン

プナ帯の岩壁．稀．雨飾は｜（佐久間瑛二氏他〉

Polyρodium fauriei CHRIS'!' オシャグジデンダ

プナ帯の樹幹．普通

P. virginianum LINN- エゾデンダ

ブナ帯の岩盤．稀．北小谷．中士．南小谷．白馬北股

入．黒沢高原高瀬川入

P. vulgare LINN. オオエゾデンダ

ブナ帯の岩壁．稀．北小谷

SAL VINIACEAE サンショウモ科

Salvinia natans A LL. サンショウモ

フ．ナ帯の水田，沼．普通

SPERMATOPHYTA 種子植物門

GYMNOSPERMAE 裸子植物亜門

TAXACEAE イチイ平ヰ

Taxus cuspidata Srnn. et Zucc. イチイ

ブナ帯．散生．箆川入．高瀬川入

var. nana R EED・ キャラボク 針ノ木峠

Torreya nucifera Srnn. et Zucc. 

var. radicans NAKAI チャボガヤ

CEPHALOTAXACEAE イヌガヤ干ヰ

Ceρhalotaxus haγringtonia K.KocH 

var. nana REHDER ハイイ ヌガヤ

プナ帯の林下． 普通

PINACEAE マツ手ヰ

Abies firma Srnn. et Zucc. モミ

ブナ帯．稀．美麻

A. homolePis Srnn・ ウラジロモミ

ブナ帯． 白馬岳．八方山．神城白川入．箆川入．高瀬

川入

A. mariesii M ASTERS オオシラピソ，アオモリトドマ

ツ

シラピソ帯．普通

A. veitchii LINDL・ シラピソ，シラベ

シラピソ帯．散生

Larix leptoleρis GounoN カラマツ

シラピソ帯．特に高瀬川入に多い

Picea jezoensis CARR・

var. hondoe問sisREHDER トウ ヒ

シラピソ帯．散生．乗鞍岳．爺ガ岳．餓鬼岳

Pinus densiflora Srnn. et Zucc. アカマッ

プナ帯．普通

x P. hakkodensis M AKINO ハツコウダゴヨワ

シラピソ帯．稀．八方尾根（1400～1500m）遠見尾根

〔1678m）キタゴヨウとハイマツの雑種

P. koraiensis Srnn. et Zucc. チョウセンゴヨウ

ブナ帯上部，シラピソ帯．散生．針ノ木岳．’北葛岳．

烏帽子岳．餓鬼岳

P. pentaphylla H ENRY キタゴヨウ

ブナ帯，シラピソ帯．普通

P. pu1舟ilaREGEL ハイマッ

ハイマツ帯，シラピソ帯上部．普通．爺ガ岳扇沢18CO

m，赤岩尾根2000m，遠見尾根19COm，八方尾根1700

mから出現する

Tsuga diversijolia M ASTERS コメツガ

シラピソ帯．普通

T. sieboldii CARR. ツガ

ブナ帯．権現山． 鷹狩山．常盤．高瀬川入葛温泉付近

にはコメツガと混生している

T AXODIACEAE スギ科

Cryptomeria jaρo持icaD.DoN スギ

ブナ帯上部，シラピソ帯．雨飾山． 風吹山 黒部川流

域．本種の自生は北部のみで，風吹大池以南の信州側

にはみない

プナ帯．北小谷．中土．南小谷．北城．神城．高瀬Jll CUPRESSACEAE ヒノキ科

入．佐野坂峠以北に多い Chamaecyρaris obtusa Srnn. et Zucc. ヒノキ
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ブナ帯，シラビソ帯．高瀬川入

f. takeuchii HAYASHI ツノミヒノキ

プナ帯．稀．高瀬川入

c.ρisifera S1EB. et Zucc. サワラ

ブナ帯，シラビソ帝．高瀬川入．爺ガ岳．松川村．餓

鬼岳

Thuja standishiz・CARR・ グロベ，ネズコ

ブナ帯，シラビソ帯．普通

]uniρerus communis LINN・ 
var. hondoensis SA'l'AKE ホンドミヤマネズ

ハイマツ帯．朝日岳． 雪倉岳乗鞍岳．白馬岳．白馬

鑓ガ岳．八方尾根．五竜岳．鹿島槍ガ岳．爺ガ岳．針

ノ木岳

]. chinensis LINN. 

var. sargentii HENRY ミヤマビャクシン

ハイマツ帯の磯地．朝日岳 白馬岳．乗鞍岳．爺ガ岳

針ノ木谷

]. rigida SrnB. et Zucc・ ネズ，ネズミサシ

プナ帯．散生．平．大町

ANGIOSPERMAE 被子植物亜門

DICOTYLEDONEAE 双子葉植物綱

ARCHICHLAMYDEAE 古生花被植物亜綱

SAURURACEAE ドクダミ平斗

Houttuynia cordata THUNE. ドクダミ

S. gracilistyla MIQ・ ネコヤナギ

ナ帯の川辺．普通

×S. ikenoana KIMURA イケノヤナギ

ブナ帯．高瀬川入． 箆川入

s. integra THUNB0 イヌコリヤナギ

プナ帯の川辺 普通

S. jessoensis SEE日EN シロヤナギ

ブナ有j，の川原，JI[辺． 普通．平岩．乙見山峠．北城．

神城．平．大町．常盤．社

S. nakamurana Kornz. レンゲイワヤナギ

ハイマツ帯の草原，林内．稀．白馬岳．白馬鑓ガ岳．

針ノ木岳

S. reinii FRANCH. et SAVAT・ ミネヤナギ

シラピソ帯，ハイマツ帯の疎地．普通．稀にブナ帯

（大谷原〉にも下降する

S. ruρifraga Kornz. コマイワヤナギ

ブナ帯の岩壁．稀．天狗原山

S. sachalinensis Fu. Scmr. オノエヤナギ

ブナ帯，シラビソ帯の沢筋．普通

s. subfragilis ANDERS・ タチヤナギ

ブナ帯．散生．木崎湖畔．姫川流域

S. vu！ρina ANDERS. キツネヤナギ

ブナ帯，シラピソ帯，ハイマツ帯の岩壁．林内 散生

雪倉岳．白馬岳．白馬鑓ガ岳．高瀬川入

var. tomentosa Kornz. オニキツネヤナギ

ブナ帯．稀．居谷皇

Toisusu urbaniana KrnuRA オオパヤナギ

ブナ帯の林下， 草原．普通 プナ帯，シラピソ帯の沢筋普通

Saururus chinensis BAILON ハンゲショウ

ブナ帯の湿地．木崎湖畔 JUGLANDACEAE クルミ科

CHLORANTHACEAE センリョウ手ヰ

Chloranthus jaρonicus SrnB. ヒトリシズカ

ブナ帯の林下普通

]uglans ailanthifolia CARR・ オニグルミ

プナ帯の川辺．普通

var. cordiformis REHDER ヒメグルミ

プナ帯．散生．社

C. serratus Rom1. et SCHULT. フタリシズカ Pterocarya rhoifolia SrnB.巴tZucc. サワ グノレミ

フナ帯の林下．散生．中土．南小谷．北城．神城． 美 フ’ナ帯，シラビソ帯の沢筋．普通

麻．平．大町．鷹狩山．社

BETULACEAE カバノキ平ヰ

SALICACEAE ヤナギ干ヰ Alnus fauriei LEVEILLE ミヤマカワラハン ノキ

Po戸ulusmaximowiczii HENRY ドロヤナギ，ドロノキ ブナ骨子の川辺．散生．朝日岳．北小谷．中土．雨飾山

ブナ帯，シラビソ帯．高瀬川入．黒部川． 居谷里 南小谷．北城．遠見尾根．美麻

P. sieboldii MIQ・ ヤマナラシ A. firma SrnB. et Zucc. 

フナ帯．普通．中土北城神城．鹿島川入． 箆川入 var. hirtella FRANCH. et SA v A'l'. ミヤマヤシ ャブシ

高瀬川入．居谷里．常盤 ブナ帯，シラピソ帯の川辺．普通

Salix bakko KrnuRA パツコヤナギ，ヤマネコヤナギ A. hirsuta TuRcz. ケヤマハンノキ

ブナ帯．普通

s. gilgiana SEEMEN カワヤナギ

ブナ帯の川辺．稀 中土．南小谷．北城．神城．平．

大町

ブナ帯，シラビソ帯の川辺．散生

var. microρhylla KuSAKA タニガワハンノキ

ブナ帯，シラビソ帯の川辺．散生．鹿島川入．箆川入

高瀬川入
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var. sibirica C. K. Scm;. ヤマハン ／キ

母種に混生．普通

A. japonica STEun. ハンノキ

プナ有l＇の湿地 ，川辺．普通

プナ骨子の山野．普通

Fagus crenata BLUME ブナ

プナ干！？．普通

Quercus acutissime CARRUTH・ クヌギ

A. matsmurae CALL. ヤハズハンノキ プナ帯．散生．大町.t土
シラピソ帯の沢筋．散生．白馬岳．針ノ木岳．高瀬｝I/ Q. dentata THUNE. カシワ

入．餓鬼岳 ブナ千ff・普通

A. maximo却 icziiCALL・ ミヤマハンノキ Q. mongolica FrncHER 

シラ ピソ帯，ハイマツ帯の疎地，沢筋． 普通

A. ρendula MATSUMURA ヒメヤシャプシ

プナ帯，シラピソ帯の磯地，沢筋．普通

A. traveculosa HANn.-MAzz. サクラパハンノキ

フ’ナ帯の湿地稀．美麻． 居谷里湿原 八坂

Betula corylifolia REGEL et MAxnr.ウラジロカンノ〈

シラピソ帯．普通

B. en丹aniiCHAM- ダケカンパ

var. grosseserate REHD-et WrLs. ミズナラ

プナ帯，シラピソ帯下部．普通

var. undulatifolia KrTAM・ et HoarnAWA ミヤマナ

ラ 朝日岳． 雪倉岳．乗鞍岳．白馬鑓ガ岳．八方尾根

遠見尾根．爺ガ岳．針ノ木岳

Q. Serrata THUNB- コナラ

．ブナ帯．普通

シラピソ帯上部，ハイマツ帯下部．普通 ULMACEAE ニレ科

B. grossa SrnB. et Zucc・ ヨグソミネノ＇ ＇｝，アズサ Celtis sinensis PERS・ 

プナ帯，シラピソ帯．散生ー中土．乗鞍岳．白馬岳． var. jaρonica NAKAI エノキ

神 城鹿島川入．箆川入．高瀬JI/入．針ノ木岳. i!}g狩山 プナ帯散生．中土．南小谷．常盤

B. maximowicziana REGEL ウダイカンパ

プナ；骨子，シラピソ；帯．普通

B. ρlatyρhylla SuKAT口HEV

var. jaρonica HARA シラカンパ

ブナ帯，シラビソ帯下部．普通

B. schmidtii REGEL オノオレカンパ，アズサミネパリ

ブナ祁’上部，シ ラピソ帯．散生．高瀬戸｜入

.Carpinus cordata BL百盟E サワシノ〈

ブナ骨子，シラ ピソ帝下部の沢筋．散生．中土．権現山

筒JI/入．餓鬼岳

C. jaρonica BLUME クマシデ

ブナ者J＇.普通

C. laxiflora BLUME アカシデ

ブナ'if,＇.散生．中土．北城． 清音の沌．常盤

C. tschonoskii MAxrn. イヌシデ

ブナ帯．稀．大所川入

Cory/us heteroρ＇hy/la FISCHER オヒョウハシバミ ，

オオハシバミ

ブナ帯．稀.｝苦谷里．鷹狩山

var. thunbergii BLUME ハシノくミ

Ulmus davidiana PLANCH-

var. jaPonica NAKAI ハノレニレ

ブナ帯の沢筋4 散生．北小谷．中土．北城；神城．高

瀬川入．鷹狩山

f. suberosa NAKAI コブニレ

木崎湖畔．八方尾根

U. laciniata MAYR オヒョウ，オヒョウニレ

プナ帯，シラピソ帯’下部．散生．中土．乗鞍岳．木崎

湖畔．高瀬川入

Zelkova serrata MAKINO ケヤキ

プナ帯の川辺．普通

MORACEAE クワ手ヰ

Broussonetia kazinoki SrnB・ コウゾ

ブナ帝．中土．大町．八坂

Fatousa villosa NAKAI クワクサ

畑，路傍の雑草

Humulus luPulus LrnN. 

var. cordifolius MAxrn・ カラハナソウ

プナ帯の山野．普通

ブナ帯．普通．南小谷．北城． 神城．筏川入．総狩山 Morus bombycis Kornz. ヤマグワ

C. sieboldiana BLUME ツノハシバミ

ブナ帯．普通 中土．南小谷．北城 ．神城.if~川入 ．

11'.i狩山．常盤

Ostrya jaρonica SARG・ アサダ

ブナ帯．稀．木崎湖畔

FAGACEAE ブナ平ヰ

Castana crenata SrnB. et Zucc. クリ

プナ'/f,＇.普通

URTICACEAE イラクサヰヰ

Boehmeria mρonoπivea Kornz・ カラムシ，クサマオ

プナ帯の路傍，田陛．平岩．北小谷．中土．南小谷

B. tricusρis MAKINO アカソ

プナ帯の川辺．普通

var. unicusρis MAKINO クサコアカソ
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プナヰw.散生．葛葉峠．北小谷．高瀬川入．鷹狩山

Elatostema laeteiireπs MAKINO ヤマトキホコリ

P. caesρitosum BLUME 

var. laxiflorum MmsN・ ハナタデ

33 

プナ’貯の湿地．稀．北城．神城 プナ帯の林下． 普通． 平岩．北小谷．南小谷．北城．

E. umbellatum BLUME 神城．平．大町

var. majus MAxrn. ウワパミソウ P. cusρidatu1刊 SrnB.et Zucc. イタドリ

ブナ帯の林下，川辺．普通 ブナ帯．散生．大間］．常盤．社

Laρartea bulbifera WEDD・ ムカゴイラクサ var. uzenensis HONDA ケイタドリ

プナ’貯，シラ ピソ帯の林下． 普通 プナ帯，シラピソ帯の草原，礁地．普通．北小谷．中

L. macrostachya Onwr ミヤマイラクサ 土．北城．神城飽川入．大町

ブナ帯の林下.／，放生．中土．南小谷．能川入．餓鬼岳 P. debit Mi;;1sN. ミヤマタ ニソパ

Pilea ha1仰 oiMAKINO ミズ プナ帯，シラピソ惜の林下ー散生．白馬北股入．箆川

プナ’＇f¥J'の湿地．蓮華温泉．中土．北城．神城 入．高瀬川入

Urtz・caPlatyρhlla WEDD・ エゾイ ラクサ P. dentato-alatum FR. Scmr. オオツノレイタドリ

フ働ナ＇＃1'，シラビソ帯の林下稀．中土．乙見山峠 プナイザの林縁，草原．散生．落倉．大町．鷹狩山．常盤

P. filz・j勺n河ETHUNB・ ミズ ヒキ

SANTALACEAE ビャクダン科 ブナ帯の林下．普通

Thesium chinense TuRcz. カナピキソウ var. neo-filiゲormeOawr シンミズヒキ

プナ帯の原野．普通 プナ帯の林下．散生．大町

P. hydropjρer LINN- ヤナギタデ

LORANTHACEAE ヤドリギ科 プナ帯の水辺．普通

Viscu1刊 albumLINN. P. jaρonicum MmsN・ シロパナサクラタデ

subsp. coloratum KoMAR・ ヤドリギ プナ帯の水辺．稀．北城．木崎湖畔

プナ有j，， シラピソ帯下部の夏緑広葉樹に着生．普通 P. 1ゆathifoliumLrnN. オオイヌタデ

ブナ帯の路傍，荒地，原野．普通

ARISTOLOCHIACEAE ウマノスズクサ手ヰ P. longisetu1河 DEBRUYN イヌタデ

Asarum sieboldii F.MAEKAWA ウスパサイシン プナ帯の原野，路傍．普通

ブナ帯の林下．散生．北小谷．中土．南小谷．北城．神城 P. nakaii 0Hwr オヤマソパ

鹿島川入．能川入．高瀬）If入．大町．鷹狩山．餓鬼岳 シラピソ有j：上部，ハイマツ帯の草原，疎地．普 通 朝

A. fauriei F.MAEKAWA ミチノクサイシン 日岳． 白馬岳．白馬鎚ガ岳八方尾根．五竜岳．鹿島

ブナ4W’の林下．散生．南小谷．白馬北股入．神城．鹿 槍ガ岳．爺ガ岳．岩小屋沢岳．針ノ木岳

島川入 P. nePalense MmsN. タニソパ

var. nakaii F.MAEKAWA ミヤマアオイ プナ帯，シラピソ骨子の林下，草原．散生．針ノ；木岳

シラピソ帯の林下．稀．八方尾根．遠見尾根．黒沢高原 P. niρρonense MAKINO ヤノネグサ

A. megalocalyx F.MAEKAWA コシノカンアオイ ブナ祁’の湿地．散生．居谷里湿原

プナ帯の林下．稀．朝日岳．小谷温泉ー乙見山峠 P. orientate LrnN. オオケタデ4

中土．木l崎湖畔

BALANOPHORACEAE ツチトリ モチ平ヰ P. ρerfoliatum LINN- イシ ミカワ

Bala noρhara niρρonica MAKINO ミヤマッチトリモチ プナ干！？の川辺，原 野 普 通

プナに寄生．稀．高瀬川入 P. Persicaria LrnN. ハノレタデ

POLYGONACEAE タデ平二十

Oxyria digyna HILL ジンヨウスイバ，マノレパギシギシ

ハイ マツ帯，シラ ピソ帯の疎地．普通

Polygonum aviculare LrnN. ミチヤナギ

ブナ惜の草原．普通

P. bistorta LINN・ イブキトラノオ

シラピソ帯，ハイマツ帯の草原．普通

var. ovata HARA eエゾイプキト ラノオ

母種に混生．散生清水岳．小谷金山．白馬岳

田畑，草地．普通

P. scabrum MOENCH サナエタデ

畑．路傍の雑草

var. salicifolia MrYABE ウラ ジロサナエタデ

母種に混生．中土

P. sachalinense Fn・Scmr. オオイタドリ

プナ帯，シラピソ情の草原．普通

P. senticosum FRANCH. et SA v AT. ＂＜コノシリヌグイ

プナ帯の川辺，原野．普通

P. sieboldii MErsN・ アキノウナギズカミ



34 高橋 ・ 中村 ・ 平林 ： 白馬 ・ 後立山連~争と東方山麓のフロラ

ブナ帯の｝II辺，湿地．普通

var. aestivum Owm  ウナギズカミ

ブナ帯の川辺，湿地．普通

P. SUρ＇ultum MAXIM・ クリンユキフデ

ブナ帯，シラピソ帯の林下，JIJ辺．稀．餓鬼岳．高瀬川入

P. thunbergii SrnB. et Zucc. ミゾソノ〈

ブナ帯の山野，水辺．普通

var. stoloniferum MAKINO オオミゾソノ〈

母種に混生．中土．大町．社

P. i・iscoferum MAKINO ネノ4リタデ

田畑，路傍，荒地，普通

var. robustum MAKINO オオネパリタデ

母種に混生．普通

P. viviρarum LINN- ムカゴト ラノオ

ハイ マツ帯の草原．普通

P. weyrichii FR. Scmr. ウラジロタデ

AMARANTHACEAE ヒユ不十

Achyranthes fauriei L立v.et VAN・ ヒナタイノ コズチ

路傍，林内．普通

A. jaρo河icaNAKAI イノコズチ， ヒカゲイノ コズチ

プナ帯の林下普通

A. Patulus BERTOLONI ホソアオゲイトウ＊

大町

Euxolus lividus LINN・ イヌ ピユキ

宇和城

E. viridis MoQ. ホナガイヌ ピユ＊

普通

PHYTOLACCACEAE ヤマゴボウ科

Phytolacca esculenta VAN HouTTE ヤマゴボウ

神城

シラピソ帯，ハイマツ帯の草原，磯地．普通稀にブ AIZOACEAE ツルナ科

ナ帯（鹿島川入 960m）まで下降する Mollugoρentaphylla LrNN- ザク ロソウ

var. alPicolum Kornz. タカネウラジ ロイタドリ 畑の雑草

母種に混生．白馬岳

白馬岳に var.alpjnum MAXIM・ オンタデの報告があ PORTULACEAE スベリヒユ科

るが著者らは採集していない．恐らく本種の葉哀薄毛 Portulaca oleraceae LINN- スベ リヒユ

のー型（前変種〉ではないかとも思われるので今後さ 畑の雑草

らに検討を加えたし 、

Rumex acetosa LrnN. スイノ4

回畦，路傍，原野．普通

R. acetosella LINN. ヒメスイバ＊

路傍，原野．普通

R. conglomeratus MuRR・ アレチギシギシホ

荒廃地

R. crisPus LINN- ナガノ〈ギシギシ唱

荒廃地

R. jaρonicus ROUTT・ ギシギシ

畑，路傍，原野の雑草

R. longifolius CD. ノダイオウ

プナ帯の水辺．散生． 中土．南小谷．北城．神城． 美

麻．中綱．居谷里．大町

R. montanus DESF・ タカネスイバ

シラピソ帯，ハイマツ帯の草原．普通

R. obtusifolius LINN- エゾノギシギシ

路傍，山野．普通

CHENOPODIACEAE アカザ科

Che noρodiu1河 albumLINN. シロザキ

荒地，畑，原野の雑草

var. centrorubrum MAKINO アカザ語

畑の雑草

C. ficifolium SMITH コアカザ持

畑，荒地，路傍，普通

CARYOPHYLLACEAE ナデシコ科－

Are珂ariaserρ•yllifolia LINN- ノミノツヅリ

回畑の雑草

Cerastiu1河 holosteoidesFRIES 

var. hallaisanense MrzusnrnA ミミナグサ

国畑の雑草

C. rubescens M ATTF. 

var. ovatum MrzuSHIMA ;t.ソパミミナグサ，タカネ

ミミナグサ

ハイマツ帯の草原，疎地．散生．朝日岳．白馬岳．白

馬鑓ガ岳．鹿島槍ガ岳．針ノ木岳．稀lニ河JIJ〔鹿島川

入西俣出合1300m〕にそって下降する

f. tetraschitum MrzusmMAキクザキタカネミミナ

グサ．白馬岳

C. schi・zoρetalumMAXIM- ミヤマミミナグサ

ハイマツ帯の礁士山．稀．針ノ木岳．船筏岳ー不動岳

var. bifi dum TAKEDA クモマミミナグサ

ハイマツ帯の磯地（！蛇紋岩地） ．朝日岳．雪倉岳．白馬

大池．小蓮華山． 白馬岳．白馬鑓ガ岳．八方尾根．清

水岳．天狗尾根

C. glomeratu1河 THUILL・ オランダミミナグサネ

畑．荒地．普通

Cucubalus baccijer LrNN-

var. jaρonicus MIQ・ ナンパンハコベ

プナヰザの原野．中土 北城．神城．大町
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Dianthus shinanensis MAKINO シナノナデシコ var. undulata 0Hwr ノミノフスマ

ブナ帯，シラピソ帯の疎地， 岩壁．散生．北小谷．中 田畑，原野の雑草．白馬鑓ガ岳では鑓温泉付近（2500

土．南小谷．北城．白馬岳．白馬鎚ガ岳．八方尾根． m）の登山路沿いで見た

神城．爺ガ岳．針ノ木岳． 舟窪岳．高瀬川入 S. aquatz・caMOENCH ウシハコベ

D. SUρerbus LINN・ エゾカワラナデシコ 荒地，田畑の雑草

プナ帯の草原．稀．北小谷．平．居谷里 s. calycantha BONGARD カンチヤチハコベ

var. amoenus NAKAI クモイナデシコ ハイマツ帯の湿地稀白馬岳

シラピソ，ハイマツ帯の磯地（蛇紋岩地）． 朝日岳． 雪 S. diversiflora MAXIM・ 

倉岳．鉢ガ岳．小蓮華山．白馬鑓ガ岳．八方尾根 var. robust a 0KUY AMA オオサワハコベ

var. longicalycinus WILLIAMS カワラナデシコ プナ帯の林下． 散生．朝日岳．北小谷．中土．南小谷

ブナ帯の川原，草原．普通 北城．神城鹿島川入．餓鬼岳

var. speciosus REICHE・ タカネナデシコ S. fenzlii REGEL シラオイハコベ

シラピソ帯，ハイマツ帯の草原．普通 シラビソ帯の林下．稀．白馬大池一蓮華温泉．白馬岳

Lychnis gracillima MAKINO センジュガンピ s. media VILLARS コハコベ

シラピソ帯の林下．散生．白馬鎚ガ岳．高瀬川入．船 田畑，人家付近の雑草

窪岳．烏帽子岳 S. monosρerma HAMILT・ 

L. miqueliana RoHRB・ フシグロセンノウ var. jaρo担icaMAXIM・ オオヤマハコベ

ブナ帯の草原．散生．中土． 箆川入．居谷里．鷹狩山 プナ帯の林下．稀．餓鬼岳

Melandryum firmum RoHRB・ フシグロ S. negelecta WEIHE ハコベ

プナ干h~の草原， ） if原 ． 散生．鹿島川入． 居谷里 田畑，人家付近の雑草

f. pubescens MAKINO ケフシグロ S. niρρonica OHwI イワツメクサ

母種に混生．普通．中土． 南小谷.iiili瀬川入．松川 シラピソ帯，ハイマツ帯の磯地普通．稀に河Ji[c鹿
Minuartia bi/Zora SoHINZ et THELL・ ハイツメグサ 島川入西俣出合1300m）にそ って下降する

ハイマツ惜の磯地．稀朝日岳（大詰J達之氏）．白馬鑓 S. ruseグoliaWrLLD・ シコタ ンハコベ

ガ岳 ハイマツ帯の疎地，岩壁．散生．小蓮華山． 白馬岳．

M. hondoensis OmvI タカネツメクサ 白馬鑓ガ岳．鹿島槍ガ岳．針／木岳

ハイマツ叩’の1疎地J，散生．朝日岳．雪倉岳．小蓮華山 S. sessiliflora Y ABE ミヤマハコベ

白馬岳．白馬鎚ガ岳．八方尾根．天狗尾根 プナ帯の林下，沢筋．散生．鹿島川入．神城

M. macrocarρS 0STENF. 

var. jooi HARA ミヤマツメ 7サ NYMPHAEACEAE スイレン科

ハイマツ帯の磯地．稀．白馬岳．白馬鑓ガ岳 B叩 seniaschreberi G回 L・ ジュンサイ

M. verna HrnRN 青木湖（絶滅） ．中綱湖．木崎湖

var. jaρonica HARA コパ ノツメクサ，ホソパツメク Nuρ・har jaPonicum DC. コウホネ

サ 北城．神城． 青木湖（絶滅〉．中綱湖．木崎湖

ハイマツ帯の疎地． 朝日岳 雪倉岳．小芸E華11!.白馬 Nelu1河bomucifera GAERTN・ ハス＊

岳．白馬鑓ガ岳．八方尾根．天狗尾根．鹿島槍ガ岳． 木崎湖北岸

針／；木岳 N ymphaea tetragona GEORGI 

Moehringia lateriflora FENZL オオヤマフスマ var. angusta CAsr. ヒツジグサ

プナ帯の林下，原野．散生． 居谷里.｝.（~g狩山．常盤 ブナ帯の池沼．散生．青木湖．中綱湖．木崎湖．居谷

Pseudostella門 ・aheteroρhylla RAX ワダソウ 里湿原．農具川

プナ帯の林下．散生．鷹狩山

Sangina jaρonica 0Hwr ツメクサ CERATOPHYLLACEAE マツモ手ヰ

路傍，庭，田畑の雑草 Ce問toρ•hyllum demersum LINN・ マツモ，キンギョモ

s. saginoides KARSTEN チシマツメクサ プナ帯の湖沼．散生．青木湖．中綱湖．木崎湖

ハイマツ帯の草原．稀．朝日岳．白馬大雪渓 白馬鑓

ガ岳 鹿島槍ガ岳 TROCHODENDRACEAE ヤマクソレマ科

Silene armeria LINN・ ムシトリナデシコ＊ Trochodendron aralioides SrnB・etZucc.ヤマグルマ

荒地，路傍．普通 プナ帯， シラピソ帯．白馬岳．赤岩尾根．籍川入．高

Stellaria alisine GRIMM 瀬川入．餓鬼岳
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EUPTELEACEAE フサザクラ手二十

EuPtelae polyandra SrnB. et Zuoo. フサザクラ

プナ帯の沢筋．普通．中土．北城．高瀬川入． 鷹狩山

f. hyρoleuca MrzuSHIMA et YOKOUOHI ウラジロ

フサザクラ

稀．八坂相川

var. jaρonica 0Hwr 

f. variegata HARA スハマソウ

プナ帯の林下．稀．葛葉峠．北小谷．北城

A. narcissグZoraLINN・ ハクサンイチゲ

ハイマツ帯の磯地．普通

f. infravz・olaceaHONDA ムラサキハクサンイチゲ

白馬岳．白馬大池

CERCIDIPHYLLACEAE カツラ手ヰ A. pseudo-altaica HARム キクザキイチゲ

Cercidiρhyllum jaρonicum SrnB. et Zuoo. カツラ ブナ帯の川辺． 散生白馬北股入．神城．居谷里．稲

プナ帯．散生ー中土 南小谷．源汲．高瀬川入 尾社．餓鬼岳

c. n包agnぴicumNAKAI ヒロハカツラ A. raddeana REGEL アズマイチゲ

プナ帯，シラピソ帯の沢筋普通 ブナ帯の川辺散生．社松崎．鷹狩山

A. stolonifera MAXIM・ サンリンソウ

RANUNCULACEAE キンポウゲ科 シラピソ帯の草原．稀．白馬岳

Aconitum gigas L立v.et VAN・ Aquil egia buergerz・anaSrnB・ et Zuoo・ヤマオダマキ

var. hondoense TAMURA オオレ イジンソウ プナ帯の林下， 草原．緒川入．高瀬川入． 鹿島川入

シラピソ帯，ハイマツ帯の林下．散生．朝日岳．赤男 f. flavescens MAKINO キノ〈ナヤマオダマキ

山．白馬岳．白馬鑓ガ岳．唐松岳．遠見尾根．鹿島槍 母種に混生するが本種の方が普通．北城神城．権

ガ岳．爺ガ岳針ノ；木岳 現山．高瀬川入．常盤．鷹狩山

A. hakusanense NAKAI ハグサン トリカブト ，イヌオ A. flabellata Srnu. et Zuoo. 

ンタケブシ， ミヤマトリカブト var. JうumilaTAKEDA ミヤマオダマキ

シラピソ帯，ハイ マツ帯の草原．雪倉岳．雨飾山． 白 ハイマツ帯の疎地． 岩盤．普通

馬岳． 唐松岳． 五竜岳．鹿島槍ガ岳.＆十ノ；木岳 Calthaρal ustris LrnN. 

A. jaρonicum TnuNB var. m白 河branaceaTuuoz. リュウキンカ

var. montanum NAKAI ヤマトリ カプト プナ帯の池畔，湿地．散生蓮華温泉．乗鞍岳．白馬

プナ’貯の林下．普通．北城． 能川入．居谷里 北股入白馬鑓ガ岳．中綱湖．木崎湖

A. kishidae NAKAI ハクパプシ f. decumbens MAKINO エンコウソウ

シラピソ帯，ハイマツ干昔の草原．稀．白馬岳 神城．居谷里

A. otz・＇kurenseNAKAI オチクラブシ Cimicijuga simplex WoRMSK・ サラシナショワマ

ブナ帯，シラビソ帯の林下， 草原．散生朝日岳． 雪 ブナ帯，シラビソ帯の林下．普通

倉岳．蓮華温泉．落倉．細野 var. tschonoskii MATSUMURA et NAKAI ミヤマショ

A. ρterocaulo Kornz・ ウマ

var. glabrescens TAMURA ウスゲレイジンソウ，シ ハイマツ帯の草原．稀ー雪倉岳

ロウマレイジンソウ Clematis dρiifolia DC. ボタンズル

ブナ帯，シラビソ帯の林下．散生．猿倉一白馬尻ー箆 ブナ帯の林縁，林下．普通

川入．餓鬼岳 C. ochotensis Porn. ミヤマハンシ ョウズル

A. senanense NAKAI ホソパトリカプト シラピン帯，ハイマツ；貯の草原．散生．雪倉岳．白馬

シラピソ帯，ハイマツ帯の草原．普通 岳．白馬鑓ガ岳．針ノ木岳

var.ρaludicola TAMURA ヤチトリカブト C. jaρonica THUNE・ ハンシ ョウズノレ

シラピソ帯．稀．針ノ木岳．餓鬼岳 プナ帯の林下．稀．白馬大池一蓮華温泉

Actaea asz・aticaHARA ノレイヨウショウマ C. stans SrnB・ et Zuoc. グサボタン

ブナ帯，シラピソ帯の林下．散生 ブナ帯の林下．林縁．普通

Adonis a1 

ブナ帯；，の草原．稀．神城 プナ帯の川原．稀．落倉．北j成二股．籍川入大沢ノJ、屋
Anemone debilis FrscHER ヒメイチゲ 付近

シラピソ帯，ハイマツ帯の林下．普通 Coptis jaρonica MAKINO 

A. flaccida Fu. SOHM・ ニリンソウ var. dissecta NAKAI セリパオオレ ン

ブナ帯のやj(下．普通 ブナ帯，シラビソ帯の林下．散生．八方尾根．居谷里

A. heρa ti ca LINN. )(;g狩山．王子神社目餓鬼岳
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C. quinquefolia MrQ. ゴカヨウオオレン

シラピソ幣の林下．散生．雪倉岳．白，腎岳．白馬鎚ガ

岳．八方尾根．餓鬼岳

C. trifolia SALISB・ ミツバオオレン

シラピソ帯，ハイマツ帯の林下．散生朝日岳 雪倉

岳．白馬岳．爺ガ岳．針ノ木岳．餓鬼岳

C. trifoliolata M AKINO ミツノ〈パイカオオレン，コシ

ジオオレン

シラピソ帯の湿地．稀．朝日岳． 金山．神ノ田岡

Glaucidiumρalmatu1四 SrnB.et Zucc. シラネアオイ

ブナ帯，シラピソ帯の林下， 草原．普通

f. leucauthum M AKINO シロパナシラネアオイ

ハイマツ帯の岩壁，草原．白馬岳．白馬鑓ガ岳．不帰岳

T. aquilegifolium LINN. カラマツソウ

プナ帯，シラピソ帯の草原．普通

var. sz・'biricumREGEL et TILING. マンセンカラマッ

プナ帯の草原．散生．北城ー神城．平．能川入

T. tubeァグerumMAXIM・ ミヤマカラマツ

シラピソ帯， ハイマツ帯．稀にプナ帯の川辺．普通

Thalictrum jaρoncium M A1'SUM・ et NAKAI は本種の

一型と思われる

T. minus LINN・ 

var. hypoleucum M rQ・ アキカラマッ

プナ帯の山野．普通

母種にi混生．稀．神城． 爺ガ岳 var. stiρellatum TAMURA オオカラマツ

Paeonia japonica MrYABE et TAKEDA ヤマシャクヤク シラピソ帯，ハイマツ帯の草原．散生．白馬岳．八方

ブナ干trの林下，草原．散生．中土．南小谷．北城．神 尾根．針ノ木岳

城．平木崎湖畔．高瀬川入．居谷里．府狩111 T. rochebrunianum FRANCH・ et SAVAT・ シキンカラ

P. ovobata M Axrn. ベニバナヤマシャクヤク マツ

プナ帯の林下．稀．湾狩山 プナ帯．稀．北城．音量川入．高瀬川入

Pulsatz・Ilacernua SPRENG・ オキナグサ Trautvetteria japonica SrnB・ et Zucc.モミ ジカラマツ

プナ晴子のJll原，草原，林下．普通．北城．神城．平． シラピソ帯，ハイマツ帯の草原．普通

大町．居谷里 Trollius riederianus FISCHER et M EYER シナノキン

P. ni.ρonica 0Hwr ツクモグサ ノ〈イ

ハイマツ帯の草原．稀．雪倉岳．白馬岳 ハイマツ帯の草原．普通

Ranunculus acris LINN・ 

var. 持iAρonicusHARA ミヤマキンポウゲ

シラピソ帯，ハイマツ帯の草原．普通

f.ρle開USHONDA ヤエミヤマキンポウゲ

白馬岳

R. cantoniensis DC. ケキツネノボタン

水田，川辺．散生．南小谷．美麻

R. japonicus THUNB・ キン ポウゲ，ウマノアシガタ

プナ帯の川l辺，草原．普通

R. niρρonicus NAKAI 

var. 問。jorHARA パイカモ， ウメパチモ

ブナ骨子の河川，池．鎌池北城神城．平.i民具川

R. pygmaeus羽TAHLENS. クモマキン ポウゲ

ハイマツ帯の1疎地．稀．白馬岳．白馬鎚ガ岳

R. quelpaertenis NAKAI ヤマキツネノ ボタン

プナ帯の林下， 湿地．散生．中土．鹿島川入

var. glaber HARA キツネ ノボタン

田陛，湿地，Jll辺．普通

R. sceleratus LINN・ タガラシ

水田，川辺．散生．広津

R. shinano-alρinus 0Hwr タカネキンポウゲ

ハイマツ帯の磯地．稀 白馬岳．白馬鑓ガ岳

R. tachiroei FRANCH・ et SAvAT・ オトコゼリ

プナ帯の草原，L湿地．散生．居谷里湿原

Thalictrum alpinu1πLINN・ 

var. stz》itatumYABE ヒメカラマツ

LARDIZABALACEAE アケビ科－

Akebiaρentaρ＇hylla M AKINO ゴヨウアケビ

プナ帯の山野．稀

A. q削 ＂nataDECAISNE アケビ

プナ帯の山野．普通

A. trifoliata Kornz. ミツバアケビ

プナ帯の山野．普通

BERBERIDACEAE メギ科

Berberis a1刊urensisRuPR・

var. brevifolia NAKAI 7 ノレパメギ

シラピソ帯の蛇紋岩地稀．八方尾根

var. jaρonica REHD・ ヒロハノヘピノポラス

プナ帯，シラピソ帯の岩壁．疎地．散生．白沢天狗山

高瀬川入常盤

B. thunbergii DC. メギ

プナ帯の草原，林下． 散生．青木湖畔．能川入．高瀬

川入．大町．居谷里

Cauloρhyllum robustu1叩 M AXIM・ ルイ ヨウボタン

プナ帯，シラピソ帯の林下．中土．白馬北股入．鰭川

入．鹿島川入居谷里．鷹狩山

DiJうhylleiagrayi FR. SOHM・ サンカヨウ

シラピソ帯の林下．普通

f. incisa TAKEDA キレパサンカヨウ

母種に混生
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Eρimedium cremeum NAKAI キパナイカリソ ウ Dicentraρeregrina MAKINO コマクサ

ブナ帯の林下．散生． 北城．神城．青木湖 ・中綱湖畔 ハイマツ帯の疎地．散生．朝日岳．雪倉岳小蓮華山

E. grandiflorum MORR 白馬大池．白馬岳． 白馬鑓ガ岳．唐松岳．五竜岳．

var. thunbergianum N AKAr イカリソウ スパリ岳．蓮華岳七倉岳．不動岳．烏帽子岳．餓鬼

プナ帯の林下，草原．散生． 北小谷（葛葉峠が北限〉 岳．唐沢岳

中土．南小谷．平．大町．居谷里．鷹狩山．常盤 f. alba TAKEDA シロパナ コマクサ

Ranzania jaPonica T.ITO トガグシショウマ 白馬岳．蓮華岳

プナ帯の川辺．稀．白馬北股入 Macleaya cordata R. BR・ タケニグサ

M ENISPERMACEAE ツヅラフジ科

Cocsulus t門 ・zobusDC. アオツヅラフジ，カミエピ

7・ナ帯の山野．普通

MAGNOLIACEAE モクレン不十

Magnolia kobus DC. コブシ

プナ帯．散生

M. obovata THUNB・ ホウノ キ

プナ帯．普通

M. salicifotia MAXIM・ タムシパ

プナ帯．普通

M. sieboldii K. Kocu オオヤマレンゲ

プナ帯の磯地．普通

Pteridoρhyllu1刊 racemosumSrns. et Zucc. オサノ〈

グサ

シラピソ帯の林下．稀 餓 鬼 岳

CRUCIFERAE アブラナ科

Arabi doρsis thaliana HEYNH・ シロイヌナズナ

路傍，畑． 稀．佐野坂峠．大町．八坂

Arabis gem1河iferaMAKINO ハクサン ハタザオ

ブナ帯のl疎地．稀． 中土．白馬北股入．箆川入．高瀬川入

A. glabra BERNH・ ハタザオ

プナ帯の草原，川原．普通

A. hirsuta Scop. 

ブナ帯．稀． 箆川入 subsp. niρρonica KrTAM・ ヤマハタザオ

プナ帯の草原．散主主．北I成．神城 筏川入．高瀬川入

LAURACEAE クスノキ科 居谷里．常盤

Lindera umbellata THUNB・ A.lyrata LINN・ 

var. membranacea MmnYAMA オオノ〈クロ モジ var. kamtschatica FrSCHEH ミヤマハタザオ

プナ帯．普通 ブナ帯，シラピソ帯，ハイマツ帯の疎地．普通 北小

Parabenzoin JうraecoxNAKAI アプラチャン 谷．白馬岳．高瀬川入．針ノ木岳．餓鬼岳

プナ帯．普通 A. serrata FHANCH・ et SA VAT・ 

f.ρubescens SUGIMOTO ケアプラチャン var. jaρonica Onw1 イワハタザオ

母種に混生．稀． 中土．南小谷．鷹狩山 プナ帯，シラピソ帯の岩壁，疎地．普通

f. grandiflora Ouw1 ウメハタザオ，ショウズハ

PAPAVERACEAE ケシ手ヰ タザオ

Chelidonz・ummajus LINN・ ハイ マツ帯の練士山，主に蛇紋岩士山．朝日岳．雪倉岳

var. asiaticum OHWI クサ ノオウ 小蓮華山．白馬岳．白馬鑓ガ岳．八方 尾 綬 清 水岳

路傍，人家付近．普通 天狗尾根遠見尾根．針 ノ木岳

Corydalis incisa PERS・ ムラサキケマン A. tanakae MAKINO クモイナズナ，クモイハタザオ

プナ帯の林下，草原．普通 ハイマツ帯の岩壁，E整地．稀． 雪倉岳．白馬岳．白馬

C. lineariloda SrnB・ et Zucc. ササパエンゴサク，ヤ 鑓ガ岳.t青＊－岳．針ノ木岳．蓮華岳

マエンゴサク Barbarea orthoceras LEDEB・ヤマガラシ，ミヤマガラシ

ブナ帯の林下．散生．北小谷．中土．南小谷．北城ー プナ帯，シラピソ帯，ハイマツ帯の磯地．普通

神城．平．大町J.社 Capsella bursa－ρastoris MEDTK・ ナズナ

C. ochoteπsis Tuncz. ツノレキケマン 田畑，人童文付近．普通

プナ帯の草原．散生．北城．神城 Cardamine aρρendiculata FRANCH・ et SA VAT・ ヒロ

C. pallida PERT・ ハコ ンロンソ ウ

var. tenuis Y ATABE ミヤマキケマン ブナ帯の水辺． 散生．北1成箆川入．高瀬川入 居谷

プナ帯の林下．草原．北小谷．中土．南小谷 里．餓鬼岳

C. a1刊biguaCHAM・ et SCHLECHT・ エゾエンゴサク C. dentかeta/aMATSUM・ オオケタネツケパナ

プナ帯上部の林下， 稀．白馬北股入．徳川入．高瀬川入 プナ帯の川辺，湿地．散生．北小谷．神城．鹿島川入
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箆川入．高瀬川入．居谷里．常盤白沢

C. flexusa W1TH・ タネツケパナ

田畑の雑草

C. impatiens LINN・ ジャニンジン，キタ ノジャニンジン

DROSERACEAE モウセンゴケ手ヰ

Drosera r.otundi/olia L1NN・ モウセンゴケ

プナ帯，シラピ ソ帯の湿地．普通

プナ帯の林下， 路傍．散生．北小谷．中土．南小谷． CRASSULACEAE ベンケイソ ウ科

北城．神城．鹿島川入．箆川入.mu守山 Sedum erubescens 0Hw1 ツメレンゲ

39 

C. niρρonica FRANCH・ et SA VAT・ミヤマタネツケノ〈ナ ブナ帯の川原，岩壁．散生．天狗原山．平JI[. 松川

シラピソ帯，ハイマツ帯のl疎地．普通 （北城）．高瀬川入常総

C. scutata TnuNB・ オオパタ ネツケパナ，ヤマタ ネツ S. japonicnm 0Hw1 

ケパナ var. senanense MAKINO ミヤママンネン グサ

プナ帯の水辺，湿地．中土．南小谷村E現山． 筒川入 ブナ帯，シラ ビソ常，ハイマツ祁’の岩壁，磯地．普通

大町．社 S. kamtschatz・cumFISCHER キリンソウ

C. yezoensis MAXIM・ ・ プナ帯，シラビソ帯の岩盤，疎地．北小谷． 平岩．雨

var. torrentis 0Hw1 オクヤマガラシ %11山 中土天狗原111.南小谷．北城．八坂

ブナ帯，シラピソ帯の水辺．稀．白馬岳．鹿島川入． S. rosea Scop. イワベンケイ

籍川入 ハイマツ帯の岩壁，疎地散生白馬岳．白馬鑓ガ岳

Descurainia soρhia PRAN'l'L・ クジラグサk 唐松岳．五竜岳．鹿島鎗ガ岳．針ノ木岳

南小谷 S. subfile MiQ・ ヒメレンゲ

Draba nemorosa LINN・ プナ帯の7J<辺．稀．南小谷ー居谷里水源地

var. hebecarPa LINDEL・会イヌナズナ S. verticillatum LINN・ ミツバベンケイソウ

田畑，路傍，荒地の雑草 ブナ帯，シラピソ帯の岩壁，水辺．北小谷．中土．南

D. sakuraii MAKINO ミセマナズナ，トガクシナズナ 小谷．白馬北股入．八方尾根．鹿島川入．箆川入高

ハイマツ帯，シラピソ帯の岩盤．稀．白馬岳．北鎌尾根 瀬川入ー常銚

var. nかρonicaTAKEDA クモマナズナ S. VI・rideMAJ(INO アオベンケイ

ハイマツ帯の岩壁， E署地．稀．白馬岳．白馬鑓ガ岳． ブナ帯の樹幹．稀．小谷温泉ー乙見山峠

針ノ木岳

x D. okamotoi 0Hwr ヒナナズナ

ハイマツ帯の岩壁.j，綾地．稀．白馬鑓ガ岳 清水岳

D. shiroumana MAKINO シロウマナズナ

ハイマツ帯の岩壁，f深地 稀．白馬岳．白馬鑓ガ岳

Leρididum viγginicum LINN・ マメグンノ〈イナズナ：

荒地．普通

Nasturium officinale R. BR・ オランダガラシ

水辺．中土．北城．神i成

Roriρρa dubia HARA ミチノくタガラシ

路傍，人家付近．散生

R. indica HrnRN イヌガラシ

原野，路傍，田畑の雑草

R. islandica BORBAS スカシタゴボウ

路傍，田畑，＊・辺の雑草

R. nikkoensis HARA ミギワガラシ

ブナ帯の湿地稀．居谷監貯水池

Th/asρi arcense LINN・ グンパイナズナキ

稀．八坂

Wasabia jaJうonicaM.usm1. ワサビ

ブナ帯の水辺．散生．北小谷．中綱．木崎湖畔海の口

鹿島川入．高瀬川入

SAXIFRAGACEAE ユキ ノシタヰヰ

Astlibe thunbergii MIQ・ 

var. congesta H. BolSs トリアシショウマ

ブナ帯，シラピソ帯の草原，林下． 普通

var. fon刊osaOmv1 ハナチダケサシ

プナ帯．シラピソ帯の草原．散生赤男山． 乗鞍岳ー

高瀬川入． 針ノ木岳 餓鬼岳

A. microρhylla KNOLL チダケサシ

回陛，川辺．草原．普通

Boykinia lycoctonifolia ENGLER アラシグサ

シラビソ帯，ハイマツ帯の草原 普通

Caγdianadra alternifolia Srnu. et Zucc. クサアジ

サイ

ブナ帯の林下 稀．朝日岳．北小谷．中土． 白馬岳

f. mirabilis (TAKEDA) オオノ〈ナ ノクサガク

ブナ帯の林下.f:ll；・白馬山麓

Chrysosρlenium flagelliferum FR・ Scm.1・ツノレネコノ

メソウ

ブナ帯の川辺，岩壁．散生 中土．白馬北投入．中綱

鹿島川入． 能川入． 高瀬川入．常盤白沢．清音の滝

C. grayanum MAXIM・ ネコノメソウ

ブナ帯のJi!辺，混士山．普通．乙見山｜峠．神城 居谷里

餓鬼岳
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C. jaρonicum MAKINO ヤマネコノメソウ

ブナ帯の田陛，林下．普通． 笥川入．居谷里．清音のi竜
.C. kamtschatz・cumFISCHER チシマネコノメ

ブナ帯．シラピソ帯の林下．散生．神城．黒沢高原．

鹿島川入．黒部川．餓鬼岳

C. macrosctemon MAXIM・ イワボタン

プナ帯の川辺．稀．黒沢高原

C. ramosum MAXIM・ 7；レパネコノメソウ

プナ帯の湿地．稀．白馬岳

Dentzia crenata SrnB・ et Zucc. ウツギ

プナ帯の山野．普通

f. candidissima HARA シロパナヤエウツギ

葛葉山者．中土

Hydrangea involucrata SrnB・ タマアジサイ

プナ帯．散生．中士．北i}j¥i.神城．美麻．鹿烏川入．

箆川入．高瀬川入．鷹狩山．居谷里．清音の滝

正｛. Paniculata SrnB・ ノリウツギ

プナ帯，シラ ピソ帯．普通

f. rosea MAKINO ベニノリウツギ

母種に混生．爺ガ岳

正｛. ρetiolaris SrnB・ et Zucc. ゴトウズノレ，ツノレアジ

サイ

ブナ帯，シラピソ帯．普通

H. macroρhylla SER・ 
var. megacarpa Omvr エゾアジサイ

ブナ帯 シラピソ帯．普通

βlfitella pauciflora RosEND・ コチャノレメノレソウ

プナ干ifの川辺．稀．朝日岳．乗鞍岳ー蓮華温泉．白馬

北股入．常盤白沢

Parnassia alρicola MAKINO ヒメウメパチソウ

ハイマツ帯の草原．散生．朝日岳．雪倉岳．白馬大池

白馬岳．白馬鑓ガ岳．五竜岳．鹿島槍ガ岳．岩小屋沢

岳．爺ガ岳．針ノ木岳．蓮華岳

P. ρalustris LINN・ ウメ パチソウ

ブナ帯，シラ ビソ帯，ハイマツ帯の草原

var. tenuis WAHLENB・ コウメパチソウ

ハイマツ帯の草原．稀．白馬岳針ノ木岳

P. foliosa HoOK・ fil. et THOMS・ 

var. jaρonica 0Hwr オオシラヒゲソウ

ブナ帯の岩壁，草原．散生．権現111. 居谷里．鷹狩山

餓鬼岳

Philadelphus satsumi SrnB・ ex LINDL・etPAXT・ パ

イカウツギ

ブナ7貯．散生．中土．鎌池 南小谷．美麻．鹿島川入

籍川入．高瀬川入．常盤

var. nikoensis NEMOTO ニツコウウツギ，ケノくイ カ

ウツギ

ブナ帯．稀．鹿島川入

Ribes a1河biguumMAXIM・ ヤシャピシャク

プナに着生．稀．蓮華温泉．北小谷．中土．八方尾綬

黒部

R. japonicum MAXIM・ コマガタケスグリ

シラピソ帯の林下，低木林内．普通．雪倉岳．白馬岳

白馬鑓ガ岳．針ノ木岳

R. maximowiczianum KOMAR・ ザリコミ

プナ帯上部，シラピソ帯の林下．稀．天狗原山．白馬岳

R. sachalinense NAKAI 

var. hondoense SUGIMOTO ホンドトガスグ リ

シラピソ帯の林下．稀．白馬岳

Rodgersia podoρ＇hYlla A・ GRAY ヤグノレマソウ

ブナ帯の川辺，林下．普通

Saxifraga crenua LINN・ ムカゴユキ ノシダ

ハイマツ帯の岩壁，磯地．稀．白馬岳

S. cherle1’ioides D. DoN 

var. rebunshirensis HARA シコタンソウ

ハイマツ帯の磯地，岩壁．稀に沢沿い（箆川入 1700

m〕に下降する．雪倉岳．白馬大池．白馬岳．八方尾

根．五竜岳．鹿島槍ガ岳．針ノ木岳蓮華岳．舟窪岳

f. togakushensis 0Hwr ヒメクモマグサ

シラピソ帯の岩壁．稀．雨飾山．天狗原山

S. fortunei HooK. fil. 

var. alρina NAKAI ミヤマダイモン ジソ ウ

シラピソ帯，ハイマツ帯の岩壁．草原．普通

f. rosea NEMOTO アカパナミヤマダイ モンジソウ

ハイマツ帯の草原．稀．白馬大池．白馬岳

var. i持cisolobataNAKAI ダイ モンジソウ

プナ帯の岩壁．普通

var. obtusocuneata NAKAI ウチワダイモンジソウ

黒部コスパリ沢出合〈清水大典 Aug. 29. '48-TNS 

80200) 

S. fusca MAXIM・

var. kikubuki 0Hwr クログモソウ， キクフ。キ

シラピソ帯の草原，林下．普通

S. jaρonica H. Bo!SS・ フキユキ ノシタ

プナ帯，シラピソ帯，ハイ マツ帯の水辺．散生．雪倉

岳．乗鞍岳．白馬岳．針ノ木谷

s. merkii FISCH・

var. idsuroei ENGLER クモマグサ

ハイマツ帯の磯地．散生．小蓮華山 白馬岳．白馬鑓

ガ岳．高瀬川入千丈沢

S. niρρonica MAKINO ハノレユキ ノシタ

ブナ帯の磯地，岩壁．稀． 葛葉峠

Schizoρhragma hydrangeoides SrnB. et Zucc. イワ

ガラ ミ

ブナ帯，シラピソ帯の岩壁，林下． 普通

Tiarellaρolyρhylla D. DoN ズダヤクシュ
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プナ；111. シラピソ帯の林下.JI/辺． 普通 ブナ帯，シラピソ帯の林下．散生．中土．乗鞍岳．白

馬岳．白馬鑓ガ岳．鹿島川入．高瀬川入

HAMAMELIDACEAE マンサク手4
Hamamelz・sjaPonca SrnB・etZucc. 

var. obtusata MA'l'SUM・ マノレパマンサク

ブナ帯．普通

ROSACEAE パラ干ヰ

Agrimonia jaρonica Komz. キンミズヒキ

G. calthaefolium SMITH 

var. ni.ρρonicum Omvr ミヤマダイコンソウ

シラピソ帯，ハイマツ帯の岩壁．普通

G. jaρonicum THUNE・ ダイコンソウ

ブナ帯の林下．普通

f. yokouchi MIZUSHIMA クビキダイコンソウ

中土

フ．ナ帯の山野．普通 G. 1うentaρetaiumMAKINO チングノレマ

A. nipβonica Kornz. ヒメキンミズヒキ シラピソ帯上部，ハイマツ帯の草原．普通．稀にプナ

ブナ都：のJ休下稀．居谷里 帯（常盤白沢12COm）に下降する

Alchemilla jaρonica NAKAI巴tHARA ハゴロモグサ fρZena (M1YABE et TATEWAKI) ヤエチングノレマ

ハイマツ帯の草原．稀．白馬岳．白馬鑓ガ岳．唐松岳 清水岳〔1木弥栄氏〉

Amelanchier asiatica ENDL.ザイフリボク，シデザクラ Kerria jaJうO押icaDC. ヤマブキ

ブナ帯．散生．居谷里．鷹狩山 ブナ帯の山地．普通

Aruncus dioicus FERN・ Matus sieboldii REHDER ズミ

var ka1河tschaticusHARA ヤマブキショウマ プナ帯． 普通

プナ骨子，シラピソ帯，ハイマツ帯の磯地，草原．普通 M. tschonoskii c.K. SCHN・ オオウラジロノキ

Dγyas octoPetala LINN・ プナ帯．稀．鷹狩山

subsp. asiatica HULTEN チョウノスケソウ Potentilla centigrana MAXIM・ ヒメヘビイチゴ

ハイマツ帯の草原．稀．白馬鑓ガ岳．鹿島槍ガ岳．針 ブナ帯の休下， 草原．普通

ノ木岳 P. chinensis SER・ カワラサイコ

Duchesnea chrysantha M1Q・ヘビイチゴ プナ帯の川原．原野．普通

ブナ帯の山野．普通．中土．簡川入．高瀬川入 P. cryptotaeniae MAXIM・ 

D. indica FooKE ヤブヘピイチゴ var. insnlaris KITAGAWA ミツモトソウ

ブナ帯．散生．南小谷 ブナ帯の草原，路傍．稀．木崎湖畔．鹿島川入． 高瀬

Filiρendula auriculata KI!I'AM. コシジシモツケソウ 川入．居谷里

ブナ帯の川辺，草原．散生．雨飾山．中土．乗鞍岳．北城 P. dickinsii FRANCH・ et SAvAT・ イワキンパイ

F. kamtschatica M叫 IM・ ブナ帯，シラピソ帯の岩屋．普通

f. pilosa Kornz. ウスゲオニシモツケ P. fragarioides LINN・ 

ブナ帯，シラビソ帯の川辺．草原．普通 var. major MAXIM・ キジムシロ

F. multijuga MAXIM・ シモツケソウ 路傍，回目圭．原野．普通

ブナ帯，シラビソ帯の草原．普通．朝日岳． 雪倉岳 P. freyniana BoRNM・ ミツバッチグリ

中土．神城．針ノ木岳．餓鬼岳 田畑，人家付近．普通

var. ciliata Komz. アカパナシモツケソウ P. kleiniana WIGHT et ARN・ オヘビイチゴ

シラピソ帯，ハイマツ帯の草原．普通．乗鞍岳．八方 田畑，路傍．散生．大町．社

尾根．遠見尾根．餓鬼岳 P. matsumurae Tn. WOLF ミヤマキンパイ

Fragaria iinumae MAKINO ノウゴイチゴ ハイマツ帯の草原．普通

シラビソ帯，ハイマツ帯の草原．散生．雪倉岳．天狗 f.ρaucidentata HARA オクミヤマキンパイ

原山．白馬鑓ガ岳．白馬岳．八方尾根．爺ガ岳．針ノ 白馬岳

木岳 P. nivea LINN・ ウラジロキンパイ

F. 河幼＇PonicaMAKINO シロパナノヘビイチゴ ハイマツ帯の草原．稀．白馬岳．白馬鑓ガ岳.if十ノ木岳

ブナ帯，シラビソ帯の草原．散生．白馬北投入．高瀬 P. stolonifera LEHM・ ツルキジムシロ

川｜入．常盤白沢 ブナ帯．シラピソ帝’の草原．散生．白馬岳白馬鑓ガ岳

Geum aleρρicu1π｝AOQ・ オオダイコンソウ P. togasii Orrw1 エチゴキジムシロ

プナ帯，シラビソ帯の林下．稀．中土．箆川入．高瀬川入 プナ帯，シラピソ帯の草原，棟地．普通

G. macroρhyllum羽T1LLD・ P. yokusaiana MAKINO ツルキンパイ

var. sachalinense HARA カラフトダイコンソウ プナ帯の林下．稀．龍川入．高瀬川入
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Pourthiaea villosa DECNE・ オオカマツカ，ワタゲカマ

ツカ

プナ秒．稀．高瀬川入．常盤白沢

var. leavis STAPF カマツカ

プナ’＇f/l'.普通

Pru nus aρetale FRANCH・ et SAVAT・ 

var.ρilosa羽TrLSON オクチョウジザクラ

プナ；府散生．葛葉峠．中土．北城．神城．鹿島川入

徳川入．高瀬川入．鷹狩山．餓鬼岳

P. buerge円・anaM1Q・ イヌザクラ

ブナ帯散生． 美麻． 大町． 居谷~－

P. grayana MAXIM・ ウワミズザクラ

ブナ帯普通

P. maximowiczii RUPR・ ミヤマザクラ

ブナ帯．稀．高瀬川入

P. mρρonica MA1'SUM・ タカネザグラ， ミネザクラ

シラピソ帯，ハイマツ帯．普通

P. Persica STOKES ノモモ＊

野生化

P. salicina LINDL・ スモモネ

野生化．南小谷．大町

P. sargentii REHDER オオヤマザクラ

プナ帯．普通．中土．南小谷 北城．神城．美麻．青

木湖畔．高瀬川入．居谷里．鷹狩山

f.ρubescens 0Hw1 ケ1エゾヤマザクラ

母種に混生．美麻．箆川入

P. ssiori FR・ Se mi. シウリ ザクラ，ミヤマイ ヌザク ラ

ブナ帯．稀中土

P. verecunda KOEHNE ケヤマザクラ，カスミザクラ

プナ’＇Mf.普通

x P. yedoensis MATSUM・ ソメイヨシノ＊

栽植

Pyrus ρ•yrifolia NAKAI ヤマナシ

プナ帯．中土．南小谷．北城．神城．美麻．平．穴町

宇土．常盤

Rosa acicularia LINDL・ オオタ カネ イバラ

シラピソ帝，ハイマツ帯．稀．白馬岳．八方尾根

var. niρρonensis KOEHNE タカネイバラ

シラピソ帯，ハイ マツ帯の草原，低木林内．散生．雪

倉岳．雨飾山．白馬大池．白馬岳．来鞍岳唐松岳．

五竜岳 爺ガ岳．針ノ木岳

R. multi/Lora THUNB・ ノイ バラ

プナ帯普通

Rubus crataegifolius BuNGE クマイチゴ

プナ帯の荒地．普通

R. hirsutus THUNB・ クサイチゴ

プナ惜の林下．散生．北小谷．中土．南ノj、谷．大町

R. ilwnoensis L立y.etVAN・ ゴヨウイチゴ

シラピソ帯の林下．普通．白馬岳．白馬鎚ガ岳．鹿島

槍ガ岳．爺ガ岳針／木岳．烏帽子岳餓鬼岳

R. mesogaeus FOCKE クロイチゴ

プナ帯，シラピソ帯．普通

R. microρhyllus LINN・ fil. ニガイチゴ

プナ帯の荒地．散生．大町．府狩山

var目 snbcrataegifoliusOmv1 ミヤマニガイチゴ

プナ帯，シラピソ帯の林下．普通

R. ohmatiensis NAKAI オオマチキ イチゴ

ブナ帯．稀． 大町（林弥栄.June 1949-Typus TN  

s 81065）.著者らは採集していない

R. ρalmatus THUNB・

var. coρ＇tophyllus 0. KuNTZE モミ ジイチゴ

プナ千！？．普通

R. Parvifolius LINN・ ナワシロ イチゴ

プナ帯の川原，原野．普通

R. ρectinellus MAxrn・ コパノ フユイチゴ

プナ帯，シラピソ帯の林下数生．白馬岳．針ノ木岳

餓鬼岳

R.ρedatus SMITH コガネイチゴ

シラピソ帯，ハイマツ帯の林 f".普通

R. ρ•hoenicol asi uぷ MAXIM・ウラジロイチゴ，エピガラ

イチゴ

ブナ帯．散生．中土．北城．神城周E品川入．箆川入

高瀬川入．鷹狩山

R. ρseudo-jaρonicus Kornz. ヒメゴヨウ イチゴ

シラピソ帯の林下．散生．高瀬川入．針ノ；木岳

R. vernus FOCKE ベニバナイ チゴ

シラピソ帯，ハイ 7 ツ帯．普通

R. yabei L:Ev. et VAN・ ミヤマウラジロイチゴ

シラピソ帯．散生．白馬岳．針ノ；木岳．高瀬川入．餓鬼岳

var. man刊oratus0Hwr シナノキイチゴ

母種に混生．稀．餓鬼岳．高瀬Jll入
Sanguisorba hakusanensis MAKINO カライ トソ ウ

シラピソ帯，ハイマツ帯の草原．散生．朝 日岳．雪倉岳

白馬岳．白馬鑓ガ岳．八方尾綬．爺ガ岳．岩小屋沢岳

xS. hakus仰 ensisMAKINO x S. officinalis LINN・ 

ハツポウワレモコ ウ（奥山〉．カ ライ トソ ウとワ レモ

コウの雑種．八方尾線

s. ki・shinamiiHONDA ユキグラト ウチソ ウ

ハイマツ帯の疎地．草原，稀. I初日岳 雪倉岳

S. officinalis LINN- ワレモコ ウ

プナ帯の山野，田陛，川辺．普通．八方尾根では21CO

m.遠見尾根では1680m付近までみられる

S. stiρulata RAFIN・ タカネトウチソウ

シラ ピソ帯，ハイマツ帯の疎地，草 原 散 生．雪倉岳

白馬大池．小遼華山．白馬岳．朝日岳

Sibbaldiaρrocu1河bensLINN- タテヤマキンパイ

ハイマツ帯の草原，傑士也・ー散生．朝日岳．雪倉岳．白

馬大池．白馬岳．白馬鑓ガ岳．鹿島槍ガ岳．爺ガ岳
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針ノ木岳 Desmodiu1河 fallaxScmNDL・ ヤプハギ

Sorbus alnifo!ia C. KocH ・ プナ帯の林下．散生

var. submollis REHDER オクシモアズキナシ D. oldh仰向ii0LIV・ フジカンゾウ

ブナ帯．散生．北小谷．中土． 乙見山峠．白馬北股入 ブナ帯のJ休下．稀．神城

針ノ木岳 D. oxyphyllu1刊 DC. ヌスピト ハギ

S. commixta HEDL・ ナナカマド プナ帯の林下，草原．普通

プナ帯，シラピソ帯．普通 Dunbaria villosa MAKINO ノアズキ

var. rufo・ferrugineaC.K.ScHN・ サビバナナカマド

母種に混生高瀬川入．針ノ；木岳

S. gracilis C. KocH・ナンキンナナカマド

ブナ帯の原野稀．平

Glycine soja Srnn. et Zucc. ツノレマメ

ブナ帯の原野．散生．中土

Hedysarum vicioides TuRcz. イワオオギ
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プナ千H'.散生箆川入．高瀬川入．居谷里鷹狩山．常盤

S. jaρonica HEDL・ ウラジロノキ

ブナ帯．散生．高瀬川入.ff~i狩山

シラピソ帯，ハイマツ帯の磯地．普通．稀に河川に沿

ってブナ帯に下降する

S. matsmurana KOEHNE ウラジロナナカマド

シラビソ物，ハイマツ帯．普通

S. sai舟bucifoliaRoEM・ タカネナナカマド

ハイマツ帯．普通

sρiraea chamaedryfolia LINN・ アイズシモツケ

プナ帯．散生．中土．南小谷．箆JI／入．高瀬川入

Indigo/era Pseudo-tinctoria MATSUM・ コマツナギ

プナ干！？の原野．普通

Kummerovia striata ScHINDL・ ヤハズソウ

プナ帯の草原．普通

Lathyrus davidii HANCE イタチササゲ

ブナ帯の草原．普通

S. niρρonica MAXIM・ イワシモツケ Lesρedeza bicolor TuRcz. 

プナ帯，シラビソ帯，ハイマツ帯の岩屋， 疎地．普通 f. acutifo・liaMATSUM・ ヤマハギ

Wdldsteinia ternata FRITSCH コキンパイ プナ帯の林下，草原．普通

ブナ有？の林下．散生．南小谷．白馬北股入．八方尾根 L. cuneata G. DON・ メドハギ

11£品川入．徳川入．高瀬川入．黒部川／.餓鬼岳 ブナ帯の原野．普通

L. crytobotrya MrQ- 7 ノレパハギ

LEGUMINOSAE マメ科 ブナ帯の原野．普通

Albizia julibrissin DuRAZZ・ ネムノキ L. thunbergii NA]{AJ ミヤギノハギ

プナ帯 普通 プナ幣の原野．稀．中土．平

Amorρ＇ha fruticosa LINN・ グロパナエンジュ － var. obtusifolia Omvr ケハギ

大町 ブナ帯朝日岳北股谷．平岩．中土ー箆川入

Amρ＇hi carρaea edegeworthii BENTH f. Pilosella 0Hw1 ウワゲケハギ

var. trisρerma 0Hw1 ウスパヤブマメ 母種に混生．平岩

路1%；，原!llJ.普通 L. ρilosa Srnn・巴tZucc. ネヨハギ

Aρios fortunli MAXIM・ ホドイモ ブナ帯の草原 稀． 北城．美麻．居谷里

プナイザの林下，草原稀南小谷．平．葛温泉．大町 L. tomentosa Srnn・exMAXIM・ イヌハギ

Astragalus membranaceus BUNCE プナ帯の川原．稀．高瀬川入．大町．社．常盤

var. obtusus MAKINO タイツリオオギ Lotus corniculatus LINN・ 

シラピソ帯，ハイマツ帯の事者地，草原．普通 var. jaρonica REGEL ミヤコグサ

A. reflexistiρulus MIQ・ モメンズノレ 路傍．草原．普通

プナ帯．稀．中土． 北城二股 Maackia amurensis RuPR・ et MAXIill・ 

A. secundus DC. リシ リオオギ var. buergeタiC.K.SCHN・ イヌエンジュ

ハイマツ帯の草原．稀白馬岳．白馬鑓ガ岳 プナ帯の山野．散生．中土．落倉．権現111.木崎湖畔

A. shiroumensis MAKINO シロウマオオギ 鷹狩山．常椴

ハイマツ岳の草原，l疎地．散生．白馬岳．白馬鑓ガ岳 Medicago saliva LlNN・ ムラサキウマゴヤシi

針ノ木岳 回畦，草原

A. si托icusLINN・ ゲンゲ京

国陛，原野

Cladrastis Platycar1うG MAKINO フジキー

プナ：貯稀．中土．乙見山峠．箆Ji／入．鷹狩山

Oxytroρis japonica MAXIM・ オヤマノエンドウ

ハイマツ帯の草原．散生．雪倉岳．白馬岳．白崎鑓力

岳．針ノ木岳

f. albiflora-MAKINO シロパナオヤマノエンドウ
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白馬岳

Pueraria lobata 0Hw1 クズ

プナ帯の山野．普通

Robiniaρseudo・acacia LINN・ ハリエンジュ，ニセア

カシヤ持

河畔，路傍

ガ岳．八方尾根．五竜岳．鹿島槍ガ岳．爺ガ岳．針ノ

木岳．船主E岳．鷹狩山 f.onoei HARAタカネグンナ

イフウロも報告されているが，その区別は明瞭でない

G. thunbergii SrnB・ et Zucc. 

f.ρallidum MURA'l'A シロパナゲンノ ショウコ

フ’ナ骨子の山野．普通

SoPhora flavescens ArroN クララ G. wilfordii・MAXIM・ ミツバフウロ

プナ帯の原野．散生 ブナ帯の山野．散生．中土．南小谷．北城．神城．鷹狩山

Trifolium hybridum LINN・ タチオランダゲンゲネ G. yezoe舟seFRANCH・ et SAVAT. エゾフウ ロ

（杉本順一氏〉 シラピソ帯，ハイマツ帯の草原．散生．白馬岳．白馬

T. pratense LINN・ アカツメクサ＊ 鑓ガ岳．針ノ木谷

回目圭，草原，路傍 var. niρ＇Ponicum NAKAI ハクサンフウロ

f. albiflorum ALEF. シロパナアカツメクサ＊ シラピソ帯，ハイマツ骨子の草原．普通

母種に混生．大町 f. albiflorum HONDA シロパナハクサンフウロ

T. reρens LINN・ シロツメクサキ 白馬鑓ガ岳

回陛，草原，路傍．普通

Vicia amoena FrncH・ ツノレフジバカマ OXALIDACEAE カタバミ科

ブナ帯の原野．普通 Oxalis acetosella LINN・ コミヤマカタバミ

v. G舟gustぴoliaLINN・ シラピソ帯の林下．普通

var. segetalis KoCH・ ヤハズエンドウ 本種の花の色は白花品（f.albiflora NAKAI一林弥栄

路傍，田陛，原野．普通 Jul.’49, Typus T N S  81067）が普通であるが，とき

v. c何 ccaLINN・ クサフジ に赤紫花品 (f.ionantha NAKAI一林弥栄，Jul.’49,

原野，路傍，田畦．普通 Typus TN  S 81066）を混ずる

V. hirsuta S.F. GRAY スズメノエンドウ Type locarityは白馬大池である

路傍，田畑．普通 0. grz刀z・thiiEnoEW・ et HooK.負l ミヤマカタバミ

V. niρρonica MATSUM・ ヨツパハギ ブナ帯の林下．散生．葛葉山幸．北小谷．中土．鎌池．

ブナ幣の原野．普通 鹿島入．高瀬川入

V. pseudo・orobus Frnmr. et MEY・ オオノ〈クサフジ 0. corniculata LINN・ カタバミ

プナ帯の原野．普通 路傍，人家付近．普通

V. tetrasρ＇erma MOENCH・ カスマグサ 0. obtriangulata MAxrn. オオヤマカタバミ

路傍，回陛，原野．普通 ブナ帯の林下．稀．中土．北城

V. unijuga A. BR・ ナンテンハギ 0. stricta LINN・ エゾタチカタバミ

プナ帯の林下，草原．普通． 中土．天狗原山．大町． ブナ帯の林下．散生．中土．北城．神城．居谷里

鷹狩／l!.干上

V. venosa MAXIM・ RUT ACEAE ミカン科

var. CUSJうidataMAXIM・ エピラフジ Phellodendron amurense RuPR・ キハダ

ブナ千！？の原野．普通 プナ帯散生．南小谷．神城．鹿島川入． 箆川入．高

V. villosa RorH シラゲクサフジ，ビロー ドクサフジネ 瀬川入

神城．大町．干上 var. lavallei SPRAGUE ミヤマキハダ

Wisteria floribunda DC. フジ プナ帯．散生．朝日岳．白馬大池．鹿島川入．高瀬川

プナ帯の山野．普通 入．居谷里

f. alba REHDER et WrLSON シロパナフジ

鷹狩山

GERANIACEAE フウロ ウソウ科

Geranium eriostemon FrncH・

var. reinii・MAXIM・ グンナイフウロ

プナ帯上部，シラピソ帯，ハイマツ帯の草原，林下．

散生．天狗原山．南小谷．白馬大池．白馬岳．白馬鑓

Skimmia jaρonica THUNE・

var. intermedia KOMATSU ウチコミツJレミヤマシキ

ミ，カラフトシキミ

ブナ帯の林下．稀．餓鬼岳

f. reρens HARA ツルシキミ

プナ帯の林下．普通．中土．白馬大池．白馬北股入

針ノ木岳．高瀬川入

Zanthoxylum pjperitum DC. サンショウ
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ブナ帯．散生

f. brevisPinosum MAKINOヤマアサクラザンショウ

中土．南小谷

Z. schinifolium SrnB・ et Zuoc. イヌザン iィョウ

プナ帯．普通

SIMAROUBACEAE ニガキ科

Picrasma quassioides BENN・ニガキ

var. jaρonicum K. KooH. ガンコウラン

ハイマツ帯の草原．普通

CORIARIACEAE ドクウツギ科

Coriaria japonica A. GRAY ドクウツギ

ブナ帯’の川原，山野．普通

ANACARDIACEAE ウルシ干ヰ
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ブナ帯．散生．中土．南小谷 Rhus ambz・guaLA VALLEE ex DIPPEL ツタウルシ

ブナ帯，シラビソ帯．普通

POLYGALACEAE ヒメハギ科

Polygala jaρonica ROUTT・ ヒメハギ

ブナ帯の草原，林下．散生

EUPHORBIACEAE トウダイグサ1ヰ

R. jaρonica LINN・ ヌルデ

フーナ帯の山野．普通

R. trichocarρo MrQ・ ヤマウノレシ

プナ帯，シラピソ帯下部．普通

Acalyρha australis LINN・ エノキグサ AQUIFOLIACEAE モチノキ科

畑， 荒地の雑草．普通 !lex crenata_ THUNE・

Daρ＇hniJう＇hyllummacr0Podiu1押 MIQ・ var.ραludosa HARA ハイイヌツゲ

var. humile ROSENTHAL エゾユズリハ プナ帯の湿原，林下．普通

プナ帯の林下．普通 よ geniculataMAxrn. 

一型アオジクエゾユズリハ も母種に混生．中土．北城 var. glabra 0KUYAMA オクノフウリンウメモドヰ

EuPhorbia adenochlora MORR・ et DEONE・ ノウルシ ブナ帯．稀．中土．高瀬川入．籍川入．鷹狩山．餓鬼岳

プナ帝の川辺，草原．散生．遠見尾根．籍川入． 高瀬 I. leucoclada MAKINO ヒメモチ

川入． 居谷里 ブナ帯の林下．散生．朝日岳．乙見山峠．南小谷．；寵

E. helioscoPoia LINN・ トウダイグサ 川入．高瀬川入

ブナ帯の川辺， 草原．稀．高瀬川入 I. macroρoda MIQ・ アオハダ

E. maculata LrnN. オオニシキソウ ブナ帯．普通

大町 I. makinoz・HARA オオツルツゲ

E. ρseudo-chamaesyce FrscH, MAY・, et LALLEN・ニ ブナ帯の林下．稀．白馬岳

シキソウ畑，路傍の雑草．普通 よ niPPonicaMAKINO ミヤマウメモドキ

E. siboldiana MoRR・ et DEONE・ ナットウダイ ブナ帯の湿地．散生．神城．美麻．木崎湖畔．居谷里八坂

ブナ帯の林下．散生．白馬北股入．居谷里 I. ρedunculosa MrQ・ ソヨゴ

E. szゆinaRAFIN・ コニシキソウ ブナ帯．普通

畑，原野の雑草 よ問gosaFR. Scm1. ツルツゲ

E. togakusensis HAYATA ハクサンタイゲキ ンラピソ帯の林下．普通

ブナ帯，シラピソ帯の草原．普通 よ sugerokiiMAXIM・ 

f. acuta HURUSAWA トガリハハクサンタイゲキ var. breviJうedunculataS. Y. Hu アカミノイヌツゲ

白馬岳 ブナ帯上部，シラピソ帯の林下．普通

Phyllanthus ussuriensis RUPP. et MAxrn. ヒメミカ

ンソウ 畑，路傍の雑草．普通 CELASTRACEAE ニシキギ科

Saρium jaPonicum PAX et HoFFM・ シラキ Celastrus orbiculatus THUNE・ 

ブナ帯の岩屋．散生．白沢天狗山．針ノ木岳 var. strigillosus MAKINO オニツノレウメモドキ

ブナ帯の川原，山野．普通

BUXACEAE ツゲ平ヰ

Pachysandra ten河inalisSrnB・ et Zucc. フッキソウ

ブナ帯の林下．普通

EMPETRACEAE ガンコウラン平ヰ

Empetrum nigrum LrNN・ 

Euonymus alatus SmB・ ニシキギ

ブナ帯．普通

f. ciliato-dentatus HrYAMA コマユミ

ブナ帯．普通

E. fortunei HAND・ MAzz. 

var. radicans REHD・ ツノレマサキ
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プナ帯の樹幹，岩壁．数生．南小谷中綱鹿島川入 フ’ナ千円，＇.散生．中土．南小谷.:it城．美麻．簸川入．

高瀬川入．鷹狩山 高瀬川入

E. lanceolatus Y ATABE ムラサキマユミ var. mayrii Kornz. ex NEMOTO アカイタヤ

プナ帯. ~有1・小谷温泉乙見山峠 ブナ’：w.普通

E. macroρterus RuPR・ ヒロ ハツリパナ A. nikoense MAxrn. メグス リノキ

プナ帯，シラピソ帯の沢筋．散生．中土．南小谷．白 ブナ11干の沢筋．散生．中土．南小谷．箆川入

馬北股入．鹿島川｜入．箆川入．高瀬川入 A. Mρρonicum HARA テツカエデ

E. melananthus FR企NCH・ et SAVAT・ サワダツ

プナ帯．普通

プナ帯，シラピソ帯下部．散生．朝 日 岳 乙 見山峠．

八方尾綬．遠見尾根．針ノ木岳．乗鞍岳

E. oxyρ1hyllus M1Q・ ツリパナ A. ρalmatum THUNE・ 

プナ帯．普通 var. mats抑制＇raeMAKINO ヤマモミジ

f. magnus HARA エゾツリパナ フeナ帯の山野．普通

乙見山ih十白馬南股入． 高瀬川入 A. pycnanthum K. KocH ハナノキ

E. p!aniPes KOEHNE オオツリパナ ブナ惜の湿地．稀．居谷里湿原

プナ干~：・． 散生． 中土． 高瀬川入．餓鬼岳 A. rufinerve SIEB・巴tZucc. ウリハダカエデ

E. sz・eboldianusBLUME プナ市，シラピツ帯下部の沢筋．普通

var.河ikoensis0Hw1ユモトマユミ，カントウマユミ A. shirasawanum Kornz. オオイタヤメイゲツ

プナ帯．普通 プナ帯．稀．朝日岳

E. tricarρus Kornz. クロツリパナ A. siboldianum M1Q・ コハウチワカエデ

シラピツ帯，ハイマツ帯普通 プナ帯．普通

Triρterygiu押zregelii SPARAGUE et TAKEDA クロズノレ A. tenuifoliu1刊 Kornz・ ヒナウチワカエデ

ブナ帯，シラピソ帯．普通．雨i!flil心．中土．天狗原山 プナ叩：普通

乙見111111r-.風吹大池． 白馬岳．鹿鳥槍ガ岳 赤沢岳 A. tschonoskii MAXIM・ ミネカエデ

鳴沢岳 ， ， ブナ＇f背， シラピソ帯，ハイマツ帯．普通

A. ukurunduense TRAUTV・巴tMEY・ オガ ラパナ

ST APHYLEACEAE ミツバウツギ科 シラピソヰザ．普通

StaJう1hyleabumalda DC. ミツバウツギ var.ρilosum NAKAI ウスゲオガラパナ

ブナ帯の湿地．沢筋．普通 シラビソ帯．白馬大池．白馬岳針ノ木岳

ACERACEAE カエデ苧｝ HIPPOCAST AN ACEA E トチ ノキ科

Acer argutum MAXIM・ アサノハカエデ

プナ帯．普通

A. car1うinifoliumSrnB・ et Zucc. ヤマシパカエデ

ブナ帯の沢筋．稀．鹿島川入 高瀬川入

A. turbinata BLUME 

f. pubescens Omv1 ウラゲトチノキ

プナ千/l'.普通

A. cissifoliu1河 K.KocH ミツデ，カエデ SABIACEAE アワブキ干ヰ

ブナ稲・の山野．散生．南小谷．美麻.ff＇~狩 JlJ. 高瀬川入 Meli・osmamyriantha SrnB. et Zucc. アワプキ

A. crataegifolium SIEB・ et Zucc. ウリカエデ ブナ：貯の沢筋．散生中土．南小谷．鹿島）Ii入．箆川

ブナ千if.普通 入．高瀬川入

A. distylum SIEB・ et Zucc. ヒト ツパカエデ M. tenuis MAXIM・ ミヤマハハソ

プナ帯．普通．中土 プナ帯．散生．中土．乙見山峠．南小谷．北城．神城

A. ginnala MAXIM・カラコギカエデ 鹿島川入． 能川入．高瀬川入

プナ帯の湿地，Jil辺．普通

A. jaρonicum THUNE・ ハウチワカエデ BALSA MIN ACEAE ツリフネソウ手ヰ

ブナ帯の沢筋．普通 Imρatiens noli-tangere L1NN・ キツ リフネ

A. micranthum SrnB・巴tZucc. コミネカエデ プナ怖の林下，Jil辺．普通

ブナ帯．散生．乗鞍岳． 白馬岳．遠見尾根．鹿島川入 I. texoη・M1Q・ ツリフネソウ

箆川入． 高瀬川入．餓鬼岳 フ’ナ帯の林下，川｜辺．普通

A. mono MAXIM・ f.ρ。llescensHARA シロツリフネ

var. connivens HARA ウラゲエンコウカエデ 北小谷．朝日岳プナ平
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RHAMNACEAE クロウメモドキ不十 GUTTIFERAE オトギリソウ科

Berchemia racemosa Srnn. et Zucc. クマヤナギ Hyρericum asahinae MAKJNO ダイセンオ ↑ギリ

フ叩ナ帯の山野．普通 ハイマツ帯の磯地．稀．朝日岳．八兵衛平

Hovenia dulcis THUNE・ ケンポナシ var. siroum印 seY.KrMURA シロウマオ トギリ

プナ帯．散生．中土．南小谷． 北城神城平．大fllJ ハイマツ惜の疎地．稀．小蓮華山．白馬岳．白馬鑓ガ岳

鷹狩山 社．常総 H. ascyron LJNN・ トモエソウ

Rhamnus crenata SrEB・ et Zucc. イソノ キ ブナ F貯の草原．普通．中土．南小谷．北城．神城．美

ブナ帯の湿地，川辺．散生．神城.;m川入ー居谷忠ー 麻．平．大町？土

高瀬川入．社．八坂 H. erectum THUNE・ オトギリソウ

R. Davurica PALL・ プナ'if,＇の草原 ．普通

var. ni1ゆonicaM心 '1M・ グロツパラ var. longistylu1刊 Y-KIMUHA オグヤマオ トギリ

プナ帯の湿地．原野 川辺.r.jコ土．神城．居谷盟ー常総 ブナイザ，シラピソ r貯の疎地．草原．稀箆川入．針／

f.戸ubescensHARA ケクロツパラ 水谷．餓見岳

ブナ帯．稀．鹿島川入 var. subalρinum Y. KIMURA シナノヤマオトギリ

シラピソ惜の磯地．草原．稀．針ノ木岳

VITACEAE ブド ウ干ヰ

Amρelopis breviρendunculata TRAUTV・ ノブ ドウ

ブナ帯の山野． 普通

Vitis_ coigtetiae PuLLIAT ヤマブドウ

プナ帯の山野．普通

H. kamtschaticu1河 LEDEB・ イワオトギリ

シラピソ帯，ハイマツ帯の燦地．普通

var. senanense Y. KIMURA ミヤマオトギリ

シラピソ帯，ハイ マツ帯の疎地．散生．雪倉岳 雨ifrfl

山． 白馬岳．針ノ；木岳．餓鬼岳

v. j白cifoliaBUNGE H. laxum Kornz・ コケオトギリ

var. lobata NAKAI エビズノレ プナ干！？の水田，湿地．普通

フ．ナ骨子の山野． 普通 H. oliganthum FRANCH・ et SAVAT・ アゼオトギリ

V. flexuosa TnuNB・サンカク ズノレ，ギョウジャノミズ ブナ帯の水辺.f，放生．箆Jlj入．居谷虫．常盤

7・ナ帯の山野．普通 H. ovaliofolium Kowz. 

var. ovalijolium オオシナ ノオトギリ

TILIACEAE シナノ キ科 シラピソ帯の疎地稀．白馬岳

Tilia jaβonica SurnNKAI シナノキ var. hisauchii Y目 KrMUHA トガク シオトギリ

プナ帯普通 天狗原山

T. maximowicziana SHmASAWA オオパボダイ ジュ H. pseudo・ petiolatum p: KELLER サワオトギリ

プナ帯散生．北小谷．中土．南小谷．北城．神城． プナ帯，シラピソ’貯の＊辺．普通

鹿島川入ー能川入． 高瀬川入．唐谷里 針／；木岳て、コオトギリとしたものは本種の誤認であっ

T. noziricola HISAUTI ノジリボダイジュ たので訂正 し，本地方のフ ロラから除外する

ブナ帯稀．中土．南小谷租子山．白馬南l投入 f. montanum Y. KIMURA ミヤマサワオトギリ

シラ ピソ帯の水辺．散生 白馬岳．白馬鑓ガ岳．針

ACTINIDIACEAE マタタビ科 ノ木岳

Actinidia arguta PLANCH・ ex MrQ- サノレナシ Triadenum jaρonica MAKINO ミズオ トギリ

ブナ帯．普通 プナ帯の湿地，池沼．散生．神城．筒川入．居谷里総狩山

A. kolomikta MAXIM・ ミヤママタタど

ブナ帯．普通 VIOLACEAE スミレ科

A. ρolygama MAXI M・ マタタピ

プナ帯．普通

Viola acuminata L1>DEB・ エゾノタチツボスミレ

ブナ惜の草原普通．中土．神城．中綿.i箆川入．大

f!IJ.居谷盟．府狩111

THEACEAE ツバキ科 f. shikokuensis F-MAEKAWA ケナシエゾノタチツ

Camellia rusticana HONDA ユキツバキ ポスミレ母種に混生．稀．居谷盟

ブナ祁の林下．南小谷以北．日本海側に限られる 大 V. biflora LINN・ キパナノコマノツメ

所川入 糸魚川市．北小谷．中土．南小谷 シラ ピソ帯，ハイマツ帯の草原． 普通

f.ρZena HARA ノザワツバキ 南小谷真木 V. brevistipulata w. BECKER オオパキスミレ
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プナ帯，シラピソ帯，ハイマツ帯の草原林下．朝日岳

白馬岳．八方尾根．清水岳．南小谷真木．遠見尾根．

背骨ガ岳．針ノ木岳

-var. acuminata NAKAI ミヤマキスミレ

シラピソ帯の磯地 白馬大雪渓．白馬鎚ガ岳．唐松岳

五竜岳．鹿島槍ガ岳．爺ガ岳．針ノ木岳．餓鬼岳

f. pubescens F. M AEKAWA アラゲキスミレ

母種に混生．稀．白馬岳．八方尾根

Y. crassa M AKINO タカネスミレ

ハイマツ惜の疎地．散生．朝日岳．雪倉岳．鉢ガ岳．

小蓮華山．天狗の庭．白馬岳．白馬鎚ガ岳．唐松岳．

鹿島槍ガ岳．爺ガ岳．針ノ木岳．天狗の庭（2100m)

ではカラマツ林下の疎地やハイマツ林内．草原などの

特異な環境にみられる

Y. eizanensis M AKINO エイザンスミレ

プナ帯の林下，草原．散生．中土．南小谷．北1成．中

綱．居谷里．鷹狩山

Y. grypoceras A. GRA v タチツボスミレ

ブナ帯の磯地，草原．普通

f. albiflora M AKINO シロパナタチツボスミレ

母種に混生．稀．宇土神明宮

f.ρubescens M rzuSHIMA ケタチツボスミレ

母種に混生．普通

Y. hirtipes s. M OORE サクラスミレ

ブナ帯の林下．散生．権現山. IJ:tK狩山．居谷里

Y. hondoensis W -BECKER et H-Bo1ss. アオイスミレ

ブナ帯の林下，草原．普通．中土．南小谷．北城．神

城．大町．居谷里．社

V. keiskei M 1Q. マノレパスミレ

ブナ帯の林下．稀．居谷里

f. okuboi F. M AEKA w A ケマノレパスミレ

プナ帯の林下．普通

V. kusanoana M AKINO オオタチツボスミレ

ブナ惜の林下草原．普通

f. alba .M ASAMUNE シロパナオオタチツボスミレ

神城．鷹狩山

f. rosea NAGASAWA モモイロオオタチツボスミレ

南小谷

f. pubescens M IZUSHIMA ケオオタチツボスミレ

北小谷．神城．箆川入

V. mandshurica w. BECKER スミレ

プナ帯の草原，路傍．普通

f. ciliata F. M AEKAWA ケスミレ

母種に混生するが本種の方が多い

v. minor M AKINO ヒメスミ レ

ブナ帯．稀．葛温泉〔盆栽の植木鉢で採集〕

V. mirabilis LINN・ 

var. subglabra LEDEE・ イプキスミレ

ブナ帯の林下．稀．鷹狩山．八坂矢下

v. obtusa M AKINO ニオイタチツボスミレ

プナ宇野の林下，草原．普通．北小谷．中土．南小谷ー

北城．神城．鹿島川入．高瀬川入．鷹狩山

V. phalacrocarρa M AXIM・ アカネスミレ

ブナ帯の草原，林下．散生．中土南小谷．佐野坂峠

黒沢高原．大町．居谷里.JJ:g狩山

f. subρubescens F-MAEKAWA ウスゲオカスミレ

母穫に混生．南小谷．大町．居谷里

v. pumilio w. BECKER フモ トスミレ

ブナ帯の林下，草原．散生．居谷里．鷹狩山

v. rossi HEMSL・ アケポノスミレ

ブナ帯のや1ご下散生．神城．木崎湖畔．鹿島川入.mi狩111

V. rostrata M uHL・

var. jaρonica Ornv1 ナガハシスミレ，テングスミレ

ブナ帯の林下，草原.／，技生．葛葉l峠． 北小谷．中土．

南小谷．北城．神城

V. sachalinensis Borss. アイヌタチツボスミレ

ハイマツ帯の草原稀．白馬f白白馬鑓ガ岳．針ノ木岳

V. selkirkii PuRSH ミヤマスミレ

ブナ帯，シラピソ帯の林下．散生．乙見山峠．乗鞍岳

白馬大池．白馬岳．鹿島槍ガ岳．爺ガ岳．針ノ木岳．

高瀬川入．餓鬼岳

V. takedana M AKINO ヒナスミレ

ブナ帯の林下．稀高瀬川入

V. vaginata M AXIM・ スミレサイシン

ブナ帯の林下．普通．北小谷 中土．南小谷．北城．

神城．美麻．中綱．鷹狩山

f. albiflora HONDA シロパナスミレサイシン

白馬北股入

V. variegata FrscH・ ゲンジスミレ

ブナ帯の林下．稀．居谷里

V. verecunda A. GRAY ツボスミレ

ブナ帯の林下，草原，回国主．普通

var. fibrillosa Onw1 ミヤマツボスミレ

ハイ マツ帯の林下，湿生草原．散生．朝日岳．鉢ガ岳

雨飾山．天狗原山．風吹大池．乗鞍岳．白馬岳．遠見

尾根．爺ガ岳．白沢天狗111.針ノ木岳

var. semilunais M AXIM・ アギスミレ

プナ帯の湿原．神城．居谷里

V. violacea M AKINO シハイスミレ

ブナ帯の林下．散生．木崎湖畔

var. makinoi HIYAMA マキノスミレ

プナ帯の林下，草原稀．居谷里．八坂石原

V. yedoensis M AKINO ノジスミレ

ブナ帯の草原．散生．居谷里

STACHYURACEAE キブシ手ヰ

Stachyurusρreacox SrnB・巴tZucc. キプシ

プナ帯．普通
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f. leucotrichus HARA ケキブシ

母穫に混生．稀．箆川入

居谷里．餓鬼岳

E. ceρhalostigma HAUSSKN・ イワアカパナ

プナヰザの川辺，草原．普通

THYIMELAEACEAE ジンチョ ウゲ科 E. di・elsiiLEVEILLE アシボソアカパナ

Daρhne miyabeana MAKINO カラスシキミ ハイマツ帯の草原．稀．雪倉岳．金山．白馬岳．針ノ木岳

プナ帯の林下．散生．蓮華混泉．小谷温泉．乗鞍岳． 白 E. fauriei L企VEILLE ヒメアカパナ

馬岳．八方尾根．遠見尾根．徳川入．針ノ木谷．高瀬Jli入 プナ帯，シラ ピソ’貯の疎地．雪倉岳蓮華温泉．雨宮前

111. 白馬岳．鹿島川入． 高瀬川入．総川入

ELAEAGNACEAE グミ手ヰ E. foucaudianum L立VEILLE ミヤマアカパナ

Elaeagnus mutt右floraTBUNB・ ハイマツ惜の磯地．常通

var. hortensis SERV・ トウグミ E. ρ＇Yrricholoρhum FRANCH・ et SAVAT・ 

プナ帯．散生．中土 北城 神 城．鷹狩山 var.ρyrricholophum Onw1 アカパナ

E. umbellata TBUNB・アキグミ プナ骨子の湿地．散生．中土．神城

ブナ帯の川原．山野．普通 E. shiroumense MATSUM・ et NAKAI シロウマアカパナ

var. coreana L立v. カラアキグミ ハイマツ帯の｛疎地．稀．朝日岳．雪倉岳白馬岳

プナ帯の山野．散生．中土．南小谷． 北城．神城．鷹 Ludui・giaρrostrataRoxn・ チョウ ジタデ

狩山．居谷里 水田，湿地の雑草

LYTHRACEAE ミソハギ平ヰ

Lythum anceρs MAKINO ミソハギ

プナ帯の水辺．散生．神城．落倉．神城

L. salicaria LINN・ エゾミソハギ

ブナ帯の水辺．散生．中土．居谷里

Rot ala indica KOEE NE キカシグサ

プナ帯の湿地，水田 中土

ALANGIACEAE ウリノキ平ヰ

Alangiu1担 ρlatanijoliumHARMS 

var. trilobum 0Hwr ウリノキ

ブ ナ 帯稀．中土．南小谷． 常盤．八坂

ONAGRACEAE アカパナ平ヰ

Circaea alρi河aLINN・ ミヤマタニタデ

ブナ帯，シラピソ帯の林下．普通．雪倉岳 乗鞍岳．

白馬岳．北城．針ノ木谷．高瀬川入

C. cordata ROYLE ウシタキソウ

ブナ帯の林下．稀．北小谷． 北城

C. erbescens FRANCH・ et SA VAT・ タニタデ

プナ1背の林下．散生．朝日岳．白馬南股入．平．針ノ

木岳．大町．餓鬼岳

C. mollis Srns. et Zucc. ミズタマソウ

プナ帯の林下．散生．中土．木崎湖畔．高瀬川入

Eρilobium angustifoliu1叩 LINN・

var. pubescens HASSK・ ウスゲヤナギラン

プナ幣，シラピソ帯の草原．散生．北小谷．中土．南

小谷． 北城．八方尾根．神城．鹿島川入．箆川入．高

瀬川入．居谷里

E. amurense HAUSSKN・ ケゴンアカパナ

プナ骨子，シラピソ帯の水辺．蓮華温泉．白馬北股入．

Oenothera biennis LINN・ メマツヨイグサ＊

川原，路傍，原野．景通

0. erythrosepala BORDAS オオマツヨイグサ不

川原，路傍，原野．普通

0. pa1’viflora LINN・ アレチマツヨイグサ＊

Jli原，路傍，原野．中土

Traρa incisa SrEB. et Zucc. ヒメピシ，コオニピシ

木崎湖．中網湖．青木湖（絶滅）T. jaρom・caは本地

方には産しない

HALORAGACEAE アリノトウグサ科

Haloragis micrantha R. Bn. アリノトウグサ

ブナ帯の原野．普通

Myrioρhyllum sρicatum LINN・ ホザキノ フサモ

木崎湖．中網湖．青木湖

ARALIACEAE ウコギ平ヰ

Acanthoρanax divaricatus SEEMANN ケヤマ ウコギ

プナ帯．散生．中土． 神城．権現山． 木崎湖畔

A. sciadoρhylloides FRANCH・ et SAVA'f・コシア ブラ

プナ帯．普通

A. sρinosus MrQ・ ヤマウコギ

プナ帯．普通

Aralia cordata TnuNB・ ウド

ブナ帯の棟地．普通

A. elata SEEMANN・ タラノキ

プナ帯の磯地．普通

var. subinen河is0Hwc メダラ

母種に混生．稀

A. glabra MATSUM・ ミヤマウド

ブナ帯，シラピソ帯の林下．散生．白馬岳． 高瀬川入

餓鬼岳
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Evodioρanax innovans NAKAI タカノツメ，イモノキ subsp. aem河laKrTAM・ シャク

ブナ刊＇＇.散生．八方尾根. 1結現山鹿島川入.fl白川l入 ブナ1Jrの草原普通．北小谷． 中土．南小谷

Hedera rhombea BEAN キズタ Buρleurum niρρonicum Koso-POLJANSKY ハクサンサ

ゾナ干l'.稀.:It小谷．中土 イコ

Ka loρanaxρictus NAKAI シラピソ帯，ハイマツ帯の草原．散生．雪倉岳目白馬

var. magnificus NAKAI ケハリギリ，ケセンノキ 犬池白馬岳．八方尾根．遠見尾根．鹿島槍ガ岳．爺

プナ帯．普通 ガ缶．針ノ木岳．餓鬼岳

f. maxima山icziiHARA キレハケハ リギり f. steno! eρis KITAGAWA シナノサイコ

母種に混生．北小谷．中土 母種に混生．稀 金 山．八方尾根。ρ・oβanaxjaρonicus NAKAI ハリブキ Cicuta virosa LIINN・ ドクゼリ

シラビソ ＇I~＇·散生． 赤男 111 . 白馬大池． 白馬岳． 白馬 ブナ叩・の川辺，湿原．普通．南小谷．北城神城．木

鑓ガ岳 鹿島槍ガ岳．爺ガ岳針ノ木岳 崎湖畔．居谷里．農具川

f. subine抑制・sTAKEDA トゲナシハリブキ Coelorleurum multisectu1刊 KITAGAWA ミヤマゼンゴ

母種に混生．散 生 乗 鞍岳．白馬岳．白馬鑓ガ岳 シラピソ帯，ハイマツ帯の疎地．普通

Panax jaρonicus C. A-MEYER トチノくニンジン Conioselium filicinum HARA ミヤマセンキュウ

ブナ帯，シラビソ帯の林下．散生．中土釆鞍岳．針 ウハイマツ帯の草原．普ー通

ノ木岳．餓鬼岳 Crytotaenia jaρonica HASSK・ ミツノく

f. xanthocarpus NAKAI キミノチクセツ ブナ帯の林下．散生．中土．南小谷．北城．神城．鹿

白馬岳 烏川l入 j(¥g狩山． 高瀬川入

UMBELLIFERAE セリ 科

Aegoρdium alρestre LEDEB・ エゾボウフウ

ブナ帯，シラピソ帯下部の草原.ii女生．中土．乗鞍岳

白馬岳

Angelica acutiloba KITAGAWA 

var. iwatensis M AKINO ミヤマ トウキ，イワテトウキ

シラビソ帯，ハイマツ相の｛疎地散生．雪倉岳．雨飾

山 天狗原山．乗鞍岳．白馬岳．白馬鑓ガ岳．八方尾

根．遠見尾根．針 ／；木岳

A. decursiιG FRANCH・ et SA VA'l'・ ノグケ

ブナ帯の水辺．散生．南小谷．北1戚．神城．美麻．箆

川入．大 町 居 谷 盟.J（（~狩山

A. edulis MIYABE ex y ABE アマニュウ

ブナ帯，シラピソ；貯の草原．散生乗鞍岳 白馬南股

入． 針／；木岳．黒部；11.居谷里ーIm守山

A. genuflexa Nu'l'T・ オオパセンキ ュウ

ブナ帯，シラビソ惜の草原．散生．雪倉岳．仁jJ土．北

城．平．居谷里. J);1:i:J守山

A. ρolymorρha M Axrn. シラネセンキュウ

ブナ骨子，シラビソ骨子の草原．普通 雪倉岳．小谷温泉

白馬大池．白馬岳．八方尾根．遠見尾根．鹿島川入．

能川入． 高瀬川入．脱狩山．餓鬼岳

A. ρubescens M AXIM・ シシウド

ブeナ帯の草原、．散生．北城．高瀬川入

var. matsumurae Omvr ミヤマシシウド

ンラピソ帯，ハイマツ千古の草原．赤男111. 雪倉岳．白

馬岳．白馬鑓ガ岳．唐松岳．五竜岳．鹿島槍ガ岳． 爺

ガ缶．金卜ノ木母

Anthriscus sylvestris HoFFM・ 

Dystaenia ibukiensis KITAGAWA セリモドキ

ブナ千世の林下．散生．鎌池．中土．北城．八方尾根．神城

Heraclem dulce FrscH・ オオハナウド

ブナ帯，シラピソ帯の草原．普 通 雪 倉 岳．赤男山

乙見山11時．乗鞍岳．北城 白馬岳．神城．針ノ木岳

Hydrocotyle maritima HONDA ノチドメ

プナ帯の山野．普通

H. ramiflora M AXI国・ オオチドメ

プナ帯の山野．普通

H. sibthorpioides LAM・ テトメ グサ

人家付近の雑草

Oe舟anthejavanica DC. セリ

ブナ帯の湿地．水田．普通

Osmorhiza aristata M AKINO et Y ABE ヤブニン ジン

ブナ帯の林下．散生．北城．鹿島川入．高瀬川入．大

町居谷里

var. montana M AKINO ミヤマヤブニンジン

ブナ帯，シラ ピソ千Ii'’の林下．散生乗鞍岳．白馬岳．

八方尾根．遠見尾根．鹿島川入．高瀬川入

Ostericum sieboldii NAKAI ヤマゼリ

ブナ帯の林下．散生．北城． 神城．平．大町

Peuedanum multivittatum M AXIN・ハクサンボウフウ

シラビソ帯上部，ハイマツ帯の疎地 普通

f. dissectum MAKINO キレハハクサンボウフウ

母種に混生．白馬大池．白馬岳．爺ガ岳．針／；木岳

Pleurosρermu1叩 austriacu1河 HOFFM・

subsp. uralense SoMM・ オオカサモチ

ブナ帯．シラビソ帯の草原散生．白馬岳．鹿島川入

爺ガ岳．針ノ木岳

PternPetalum tanakae HAND・-MAzz.イワセントウソウ
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シラピソ帯の林下．散生乗鞍岳．白馬岳．八方尾根

鹿島槍ガ岳．爺ガ岳．針ノ木岳．船窪岳．餓鬼岳

Sanicula chinensis BUNGE ウマノミツノく

ブナ帯の林下．普通

Seseli libanotis KocH 

var jaPonica HARA イプキボウフウ

ブナ帯の草原．普通．高瀬川入 能川入．居谷里

f. alρicola 0KUY AMA タカネイプキボウフウ

シラビソ帯，ハイマツ帯の磯地．朝日岳 雪倉岳．

白馬岳．八方尾根．唐松岳．針ノ木岳

Sium serra KrTAGAWA タニミツノ〈

ブナ帯の林下．稀．大町三日町

Spuri。ρimρinellacalycina KITAGAWA ダケゼリ

ブナ帝の林下．居谷呈．木崎湖畔.m狩山

Tilngia ajanensis REGEL シラネニンジン

シラピソ帯，ハイマツ帯の草原．普通

T. holoJう＜.ta/aKITAGAWA イプキゼリ

シラピソ帯，ハイマツ帯の草原．普通

T. tachiroei KITAGAWA ミヤマウイキョウ

シラビソ帯，ハイマツ帯の磯地．岩壁 普通

Torilis scabra DC. オヤブジラミ

ブナ帯の林下．散生中土．八坂

T. jaρonica DC. ヤブジラミ

ブナ帯の林下．普通

CORNACEAE ミズキ平ヰ

Aucuba japonica THUNE・ 

var. borealis MrYABE et Kuno ヒメアオキ

ブナ帯の林下．散生． 北小谷．中土．南ノj、谷

Cornus kousa BUERGER et HANCE ヤマボウシ

プナ帯．散生．中土天狗原山． 美麻．鷹狩山

c.ιanadensis LINN・ ゴゼンタチノ4ナ

シラ ビソ帯の林下普通

C. controversa HEMSLEY ミズキ

ブナ帯，シラピソ帯．普通 シラピソ帯のものは積雪

により，大低く， ミヤマミズキ， ミズブサの名がある

C. brachyJうodaC.A.MEY・ クマノミズキ

ブナ帯．散生．中土．南 小谷北城．権現111.平 高

瀬川入．大町鷹狩山

Helwin~ ia japonica F. G. DrnTR・ ハナイカダ

ブナ帯ー散生．北小谷．中土 南小谷.;ft城．神城．

平能川入高瀬川入

f. lancifolia HAYASHI ホソパノハナイカダ

北城東山（北沢清氏〉

MET ACHLAMYDEAE 後生花被植物亜綱

DIAPENSIACEAE イワウメ手ヰ

Diaρensia laρρonica LINN・ 

subsp. obovata HULT企N イワウメ

ハイマツ骨子の岩壁．普通

Shortia soldanelloides MAKINO イワカガミ

シラピソ帯，ハイ マツ帯の草原，岩壁．普通

f. alρina MAKINO コイワカガミ

ハイマツ帯の草原，岩壁．普通

var. magna MAKINO オオイワカガミ

ブナ帯，シラビソ帯の林下．普通

針ノ木岳に報告したヒメイ ワカガミは誤認であったの

で本地方のフロラから除外する

S. uniゲ"foraMAXIM・ 

var. orbicularis HONDA トクワカソウ

ブナ帯，シラピソ帯の林下．岩壁．散生．朝日岳．白

馬岳．遠見尾根．鹿島槍ガ岳．爺ガ岳．針ノ；木岳．餓

鬼岳．高瀬川入

CLETHRACEAE リョウブ科

Clethγa baγbi叫EγvisSrnn・ 1〕ョウブ

プナ帯の山野． 普通

PYROLACEAE イチヤクソウ干ヰ

Chimaphila jaρonica MrQ・ ウメガサソウ

ブナ帯の林下．稀．乙見山峠．鎌池．神城

MonotroPa hyρ。ρithysLINN・ シャク ジョウ ソウ

プナ帯，シラビソ林の林下．散生．高瀬川 入 針ノ木

岳．唐沢岳．餓魅岳

Monotropastrum globosum H.ANDR・ギンリョウソウ

マノレミノギンリョウソウ

プナ帯，シラ ピソ帯の林下．散生 中土．白馬大池．

鹿島川入．金十ノ木岳．鍬ノ峯

Pyrola alρina H.ANDR・ コノ王ノイチヤクソウ

プナ帯，シラビソ帯の林下．散生．雪倉岳．乗鞍岳．

白馬岳．針ノ木岳． 舟窪岳．餓鬼岳

P. incarnata FrscH・ ベニバナイチヤクソウ

プナ帯，シラビソ帯の林下．普通

P. jaρonica KLENZE イチヤクソウ

プナ帯の林下．散生．乙見山峠

P. nePhroρhylla H. ANDR・ マルパノイチヤクソウ

プナ'1#'，シラビソ帯林下．散生．雪倉岳．中土．乙見

山1lrf-・.南小谷．北城．神城．権現山．鷹狩山．常盤

ERICACEAE ツツジ平ヰ

Arcterica nana MAKINO コメハツガザクラ

ハイマツ帯の草原．普通

Arctos alpinus NIEDENZU 

var. jaρonicus 0Hwr ウラシマツツジ

ハイマツ帯の草原．普通

Cassiope lycoPodioides D. DoN イワヒゲ

ハイマツ帯の岩壁．普通
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Chiogenes jaρonica A. GRAY ハリガネカズラ ハイマツ帯の草原，ハイマツ林内．普通

シラピソ帯の林下．稀．白馬岳．針ノ木谷 f. senanense HARA ヤエキパナシャクナゲ

Enkianthus camρanulatus NICHOLS・ サラサドウダン 母種に混生．稀白馬岳．清水岳．八方尾根．餓鬼岳

ブナ帯．散生．白馬岳．八方尾根．遠見尾根．権現山 R. brachycarpum D. DoN 

高瀬川入．鹿島槍ガ岳．爺ガ岳．針ノ木岳 var. roseum Kornz・ シロパナシャクナゲ，ウラゲハ

Eρigaea asiatica MAXIM・イワナシ クサンシャクナゲ

ハイマツ帯の林下．普通 シラピソ帯，ハイマツ帯の林下． 散生．白馬大池．小

Gautheria adenothrix MAxrn. アカモノ 蓮華山．白馬岳．八方尾根．遠見尾根．高瀬川入．鹿

プナ帯，シラピソ帯，ハイマツ帯の草原．普通 島槍ガ岳．爺ガ岳．岩小屋沢岳．針ノ木岳．餓鬼岳

G. miqueliana TAKEDA シラタマノキ R. jaρonicum SURINGER レンゲツツジ

シラピソ帯，Eハイ マツ帯の草原．普通 プナ帯の山野．普通

Harrimanella stelleriana Cov1LLE ジムカデ

ハイマツ帯の岩壁．普通

Leucothoe grayana MAXIM・

var. oblongぴ'oliaOmv1 ハナヒリノキ

プナ帯．普通

var. Pruinosa Omv1 ウスユキハナヒリ ノキ

プナ骨子の林下．散生．中土．神城．鑓川入

var. glaucina Kornz. ウラ ジロハナヒリノキ

シラ ピソ帯の林下，低木林内，散生．雪倉岳．赤男山．風

吹大池．乗車安岳．天狗原．白馬岳．小日向山． 八方尾根

高瀬）1／入．遠見尾根．赤岩尾根．爺ガ岳．針ノ；木岳

Loiseleuriaρrocumbens DEsv. ミネズオウ

ハ寸マツ帯の草原．普通

Lynia ovaliゲoliaDRUDE 

var. elliρtica HANn.-MAzz. ネジキ

プナ帯．普通

Menziesia multiflora MAXIM・ ウラジ ロヨウ ラク

シラピソ帯．普通．朝日岳．雨飾山．乙見山Jh手．白馬

大池．白馬岳．白馬鑓ガ岳．八方尾根．遠見尾根．爺

ガ岳．針ノ木岳．餓鬼岳

f. virescens (NAKAI) キパナツリガネツツジ

母種に混生．稀．神城. jf十ノ木岳

M.ρentandra MAXIM・ コヨウラクツツジ

プナ帯，シラビソ帯．普通

Phyllodoce aleutica A. HELLER アオノ ツガザクラ

ハイマツ帯の草原．普通

P. alρina Kornz. コツガザグラ，オオツガザクラ，シ

ロウマツガザクラ

ハイマツ帯の草原．散生．朝日岳．雪倉岳．鉢ガ岳．

白馬大池．白馬岳．爺ガ岳．針ノ木岳

P. niPPonica MAKINO ツガサ’クラ

ハイマツ骨子の岩壁．普通

Rhododendron albrechtii MAXIM・ ムラサキヤシオ，

ミヤマツツジ

ブナ帯，シラピソ帯．普通

f .. hypoleucum HARA ウラジロミヤマツツジ

母種に混生 中土．鹿島川入．遠見尾根．針ノ木岳

R. au何 umGEORGI キパナシャクナゲ

R. kaemρiferi PLANCH・ ヤマツツジ

プナ帯．普通

R. keiskei M1Q・ ヒ方ゲツツジ

プナ帯の岩壁．散生．鹿島川入．箆川入．高瀬川入．

餓鬼岳

R. metternichii SIER・ et Zucc. 

var. hondoense NAKAI ホンシャクナゲ

プナ帯，シラピソ帯の林下．普通．白馬岳．五竜岳．

鹿島JI/入．高瀬川入．簸川入．餓鬼岳． 餓鬼岳山麓に

は花冠の5裂するものを混える

R. niρρonicum MATSUM・ オオノ4ツツジ

シラピソ帯の低木林内，湿地．散生．雨飾山． 乗鞍岳

白馬岳．小日向山．八方尾根．遠見尾根．爺ガ岳．針

ノ；木岳

R. nudiρes NAKAI サイコクミツバツツジ

プナ帯．普通．朝日岳．雨飾山．北小谷．中土．南小

谷．北城．神城．平．大町．社．常盤

R. tri持erveFRANCH・ ex H. Borns. オオコメ ツツジ

シラピソ帯の低木林内，湿地，岩壁．普通．朝日岳．

雪倉岳．風l次大池．天狗原山．乗鞍岳．白馬大池．白

馬岳．白馬鑓ガ岳．八方尾根．遠見尾根．赤岩尾根．

爺ガ岳．針ノ木岳．餓鬼缶

R. tschonoskii MAXIM・ 

var. tetramerum KOMATSU チョウジコメツツジ

ハイマツ帯，シラピソ帯の岩壁．稀．白沢天狗山．餓

鬼岳．高瀬川入．白馬岳の記録はオオコメ ツツジでは

ないかと思、われる

TriPetvleia bracteata MAXIM・ ミヤマホツツジ

シラピソ帯，ハイマツ帯．普通

T. Paniculata SIEB・ et Zucc. ホツツジ

ブナ帯．普通

Vaccinium hirtum THUNE・ ウスノキ，カク ミスノキ

ブナ帯，シラビソ帯．普通

V. jaρonicum MrQ・ アクシパ

ブナ帯の林下．普通

V. oldhamii MrQ・ ナツハゼ

ブナ帯の山野．普通

V. oval抑 liumJ.E. SMITH クロウスゴ
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シラピソ帯上部，ハイマツ帯の低木林内．普通

V. oxcyoccus LINN・ ツノレコケモモ

プナ帯，シラピソ帯の湿原．稀 栂池．天狗原．神城佐野

V. shikokianum NAKAI マルパウスゴ

シラピソ帯の湿原，低木林内．散生．朝 日岳．雪倉岳

小日向山

V. smallii A. GRAY オオノくスノキ

ブナ帯，シラピソ帯，ハイマツ帯．普通．朝日岳．雪

倉岳．鎌池．天狗原山．乗鞍岳． 白馬岳．八方尾根．

遠見尾根．爺ガ岳．針ノ；木岳．餓鬼岳

V. uliginosum LINN・ クロマメノキ

シラビソ帯，ハイマツ帯の岩壁，低木林内， 普通． 針

ノ；木岳．高瀬川入湯俣にはー型ナガパクロマメノキが

見られる

var. alPinum BLGELOW コパノクロマメ ノキ

ハイ マツ帯の草原．朝日岳．雪倉岳． 白馬大池．白馬

岳． 白馬鑓ガ岳．八方尾根．五竜岳．鹿島槍ガ岳． 爺

ガ岳．針ノ；木岳．蓮華岳．唐沢岳

V. vitis-idaea LrNN・ 

var. minus LODD・ コケモモ

シラビソ帯，ハイ マツ帯の林下．普通

V. yatabei MAKINO アオジクスノキ，ヒメウスノキ

シラビソ帯の林下．散生．赤男山． 雪倉岳．風吹大池

乗鞍岳．白馬岳．鹿島槍ガ岳．爺ガ岳．針ノ；木岳．餓

鬼岳．高瀬川入

PRIMULACEAE サクラソウ科ー

Lysimachia clethroides DUBY オカ トラノオ

ブナ帯の草原．普通

L. jaρonica THUNE・ ナガエコナスビ

ブナ帯の林下，JI[辺．普通．蓮華温泉．中土． 北城．

高瀬川入．箆川入 居谷里．鷹狩山

L. vulgaris LINN・ 

subsp. davurica T ATEW・ クサレダマ

ブナ帯の湿地，川辺．普通

Primura cuneijolia LEDEE・

subsp. hakusanensis KrTAM・ ハクサンコザクラ

ハイマツ帯の湿地．普通．朝日岳．雪倉岳．鉢ガ岳．

白馬大池．白馬岳．八方尾根

f. alba HARA シロパナハクサンコザクラ

白馬岳．白馬大池

P. jaρonica A. GRAY クリンソウ

プナ帯の林下，＊辺．北城．神城〔絶滅〉黒沢高原．

各地に栽培は見るが，乱獲のため自生品は見られない

P. jesoana M IQ・ オオサクラソウ，ミヤマサク ラソウ

シラピソ帯の水辺．雪倉岳．赤男山．白馬大池 白馬

岳．白馬鑓ガ岳．八方尾根．爺ガ岳．高瀬川入

f. leuιantha (HARA) シロパナミヤマサク ラソ ウ

西鎌尾根 （原寛氏〉

P. modesta BISSET et MooRE ユキワリソウ

ブナ帯，シラビソ千台の岩壁，疎地．散生．雨飾叫l・天

狗の庭．白馬岳．白馬鑓ガ岳．八方尾根． 遠見尾根．

針ノ木岳．高瀬川入

P. sieboldii E.MoRREN サクラソワ

ブナ帯の湿生草原．散生．神城． 居谷里．鷹狩山

T打・entaliseuroρaea LINN・ ツマトリソウ

プナ帯，シラビソ帯，ハイマツ帯の林下．普通

EBENACEAE カキノキ手ヰ

Dios1うyroslotu LINN. マメガキ半 中綱

SYMPLOCACEAE J、イノキ平ヰ

Symρlocos chinensis DRUCE 

var. leucocarρa 0HWI 

f. Pilosa 0Hwr サワフタギ

プナ帯．普通

STYRACACEAE エコノキ科

Styrax jaρonica SrnB et Zucc. エゴノキ

ブナ帯．普通．北城．常盤．社

S. obassia SrnB・etZucc・ ハクウンボク

ブナ帯．散生・中土・南小谷．能川入．鷹狩I.Li・常盤．社

OLEACEAE モクセイ手ヰ

Fraxinus Gρertisqua1河iferaHARA ミヤマアオダモ

ブナ帯，シラビソ帯．普通

F. lanuginosa Kornz. アラゲアオダモ

ブナ帯．散生．鹿島川入．爺ガ岳．箆川入

var. serrata HARA コノくノトネリコ

ブナ帯．普通

F. mandshuica RuPR 

var・jaρonicaMAXIM・ ヤチダモ

フナ帯の湿地．散生．平岩．北小谷．中土．乙見山峠

北城．神城

F. sieboldiana BLUME 7ノレバアオダモ

ブナ帯．普通．神城．鹿島川入． 緒川入．鷹狩山．常盤

Ligustrum obtusifolz・umSrnB・etZucc. 

var. leiocalyx HARA オニイボタ

ブナ帯の山野．普通．中土． 北城．神城．権現山． 鷹

狩山．居谷里

L. tschonoskii DECAISNE ミヤマイボタ

プナ帯の山野．散生．乙見山峠．北城．神城．乙見山

峠．箆川入

Syringa reticulata HARA ハシドイ

プナ帯の湿地．稀．中土．南小谷．北域峯方．美麻

LOGANIACEAE フジウツギ平ヰ

Buddleja jaρonica HEMSL・ フジウツギ
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プナ帯の川原．疎地．稀．高瀬川入

GENT IAN ACEAE リンド ウ平ヰ

Fau門・acrista-galli MAKINO イワイチョウ

シラピソ；骨子，ハイマツ帯の湿地 普通．朝日岳．雪倉

岳．白馬大池．栂池．白馬岳．八方尾根．遠見尾根．

爺ガ岳．針ノ；木岳

Gentiana algida PALL・ トウヤクリンドウ

ハイマツ帯の草原．普通 雪倉岳．白馬大池．白馬岳

白馬鑓ガ岳.｝吾松岳．五竜岳．鹿島槍ガ岳．爺ガ岳．

針ノ木岳．蓮華岳

G. makinoi KusNEZ・ オヤマリンドウ

シラビソ帯の草原．普通

f. albiflora NAKAI シロパナオヤマリンドウ

八方尾根

G.・nipponicaMAxl!11. ミヤマリンドウ

シラピソ帯，ハイマツ帯の草原．普通．朝日岳．雪倉

岳 白馬大池．白馬岳．白馬鎚ガ岳． 唐松岳．五竜岳

鹿島槍ガ岳．爺ガ岳．針ノ；木岳

G. scabγa BUNGE 

var. buergeri MAXIM・ リンド ウ

プナ帯の草原．普通

ブナ帯の林下．稀．中土（大原準之助氏〉

Swertia bimaculata HoOK・ et Tno~rs アケポ ノソウ

ブナ帯の水辺，草原．普通

S. japonica MAKINO センブリ

ブナ帯の草原．散生． 美麻．居谷里

s.ρrennis LINN・ 

subsp. cusPidata HARA ミヤマアケポ ノソウ

ハイマツ帯の草原．普通

f. leucantha HARA シロパナミヤマアケポノソ ウ

白馬岳

S. tetrapetala PALL・ 

subsp. micrantha K1TAM・ タカネセンブリ

ハイマツ帯の草原．散生．白馬大池．白馬岳．八方尾根

唐松岳．清水岳．遠見尾根 鹿島槍ガ岳．針ノ木岳

T円・pterosJうermumjajうonicumMAXIM・ツノレ リンドウ

ブナ帯の林下．普通

£. albzflorum HONDA シロパナツノレリ ンド ウ

船窪岳

ASCLEPIADACEAE カガイ モ干ヰ

Cynanchum caudatum MAXIM・ イケマ

ブナ帯の山野普通

G. squarrosa LEDEE・ コケリンドゥ C. Paniculatum KITAGAWA スズサイコ

ブナ帯の草原．稀．北城 ブナ帯の草原．散生．南小谷．青木湖畔 居谷里

G. thunbergii GRISEB・ ハノレリンドウ Meta；うtaxisjaponica MAKINO ガガイモ

プナ帯の草原，林下．散生．北城八方尾般．白馬北 プナ帯の路傍，原野．普通

股入．神城．遠見尾根．箆川入． 高瀬川入 TyloPhora aristolochioides M1Q・ オオカモメズノレ

var. minor MAxrn. タテヤマリンドウ プナ帯の林下，草原．散生．中土．南小谷．神城．総狩山

シラ ピソ帯の湿地．散生 朝日岳． 風吹大池．白馬大 T. nikoensis MATSUM・ コカモメズノレ

池．栂池．白馬岳．小日向山 八方尾根．遠見尾根 プナ帯の原野．散生．神城．権見山．居谷里

G. zollingeri FAWCETT フデリンドウ

プナ帯の山野．普通 CONVOLVULACEAE ヒルガオ科

Gentianella yuρarensis SATAKE Calystegia jaρonica CHOISY ヒノレガオ

subsp. takedae TOYOKUNr オノエリンドウ ブナ帯の山野．普通

ハイマツ；IWの草原．稀ー白馬岳．白馬鎚ガ岳．針ノ木岳 C. soldanella ROEM・ et Srmu日・ ハマヒノレガオ

f. leucantha〔HAYASHI) シロパナオノエリンドウ ブナ帯の路傍，鉄道沿線．稀．平岩．北小谷

白馬鑓ガ岳

GentianoPsis yabei MA シロウマリン ドウ

ハイマツ帯の草原．稀．白馬岳 白馬鑓ガ岳． 清水岳

Halenia corniculata CoRNAZ ハナイカリ

プナ帯，シラピソ骨子，ハイマツ帯の疎地．普通 雪倉岳

白馬岳 唐松岳．爺ガ岳．針／木岳．船窪岳． 高瀬川入

M enyanthes trifolz・ataLINN・ ミツガシワ

ブナ帯，シラピソ帯の湿地，池沼ー散生．南小谷．白

馬大池．栂池．神ノ田岡．北城．存111成中綱湖．木l崎

湖．居谷里

Nymρhoidesρeltata o. KUNTZE アサザ

プナ帯の湖沼 中綱湖． 木崎湖

Pterygocalyx volubilis MAxrn. ホソパツノレリンドウ

Cuscuta japonica CnorsY ネナシカズラ

プナ骨子の原野．普通

POLEMONIACEAE ハナシノブ科

Polemam・umniρρonicum Omv1 ミヤマハナシノ ブ

シラピソ帯の草原．稀． 清水岳

BORAGINACEAE ムラサキ手ヰ

Bothriosρen舟umtenellum FISCH・ et M1w・ハナイ パナ

プナ帯の草原，路傍．普通

Buglossoides zollingeri JoHNSTON ホタノレカズラ

ブナ帯の林下， 草原．散生．中土．北城 居谷里.ft.'苦
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狩山．社 プナ帯の林下．普通

Cynoglossum asρerrimum NAKAr オニル リソウ var. multicaule Omvr ヤマトウパナ

ブナ千世の疎地． 稀．乙見山1h！~＇. 筒川入． 高瀬川入 フ．ナザfの山地． 散生．中土．北城．神城

Eritrichium niρρonicum MAKINO ミヤマムラサキ C. macranthum HARA ミヤマグノレマバナ

シラビソイ前九ハイマツ帯の岩壁，J疎地．散生．朝日岳 シラビソ’併の際士山．稀．雨飾山

雪倉岳．雨飾山． 天狗原山．小蓮華111. 天狗の庭．佐I C. micranthum HARA イヌトウパナ

馬岳．白馬鎚ガ岳八方尾根．唐松岳．五議岳．鹿島 プナ帯の山野．普通

槍ガ岳．白沢天狗山．爺ガ岳．針ノ木岳．蓮華岳 C. sachalinense KoLDz・ ミヤマトウパナ

Lit hosρermum oグz・cinaleLINN・ ブナ’m’， シラピソ帯の林下，水辺普通．中土 乙見

subsp. erythrorhizon HAND・ MAzz. ムラサキ 山1/ij；.雪倉岳．雨飾山．乗鞍岳．白馬岳．鹿島槍ガ岳

プナ帯の草原．稀北城．居谷盟 針ノ木岳．餓鬼岳

Myosotis scorρioides LTN百・ ワスレナ グサ吋

木Iii均湖畔．大UIJ.社．；常盤．松川

Trigonotis breviρens MAXIM・ 

var. coronata Omv1 コシジタビラコ

ブナ帯の川辺．稀．中土 乙見山山本1

T. guilielmii A. GRAY ex GuRCKE タチカメパソ ウ

プナ帯の川辺，林下．普通

T. ρeduncularis BENTH・ キュウリグサ

路傍，畑．普通

VERBENACEAE クマツツラ平ヰ

Callicarpa jaρonica TIIuNB・ ムラサキ シキブ

ブナ'Ill＇，の山野．普通
Caryoρteris divaricata MAXIM・ カリガネソウ

ブナ輔の川辺．稀．白馬鑓ガ岳（本田正次氏〉

Clerodendron trichotomum TnuNB・ クサギ

プナ帯の山野．普ー通

Dracoceρ＇halum argunense FrscH. ex LINK・ ムシャ

リンドウ

プナ帯の草原 材；.北城．神城．居谷里

Elshaltzia ciliata RYLANDER ナギナタコウ ジュ

荒地，路傍．畑の雑草

Glechoma hederacea LtNN・ 

subsp. graπdis HARA カキドウシ

プナ帯の林下．普通

lsodon inflexus Kuno・ ヤマハッカ

ブナ帯のや~下， 草原． 普通． 平岩．北城． 神城． 居谷

里．常盤

[. jaρoni us HAnA ヒキオコシ

ブナ帯の林下，草原．普通．中土．北城． 縫川入．居

谷里. ll＇~狩山

[. kai刊eba0KUYAMA カメパヒキオコシ

プナ帯，シラピソ帯の林下．稀．白馬鑓ガ岳

var. excisinflexus 0KUYAM企 タイリンヤマハッカ

プナ千背の休下．稀．北城

LABIATAE シソ科 var. hakusanensis・ 0KUYAilIA ハクサンカメパソ ウ

Agastache rugosa o. KuNTZE カワミドリ プナ帯，シラビソ帯の林下散生．高瀬Jll入．針ノ木

プナ帯の草原．散生．平岩．北小谷．中土．北城 高 谷．餓鬼岳

瀬川入 よ trichocarρusKuno グロパナヒキオコ シ

Ajuga decumbens TnuNB・ キランソウ ブナ帯，シラビソ晴子の草原．普通

ブナ帯の山野．普通．北小谷．中土.j有小谷 ． 北±J~ . Lamium barbatum SrnB・巴tZucc. オドリコソウ

鹿島川入．箆川入．常盤 ブナ骨子，シラ ピソヰIY，の林下．草原．普通

f. albiflora HONDA シロパナキランソウ L. amρlexicaule LINN- ホトケノザ

鎌池（横内斎氏〕 畑，路傍の雑草

A. niρ＇Ponensis MAKINO ジュウニヒトエ L. Purρureum LcNN- ヒメオドリコ ソウ＊

プナ帯の山野散生．居谷里 wi狩111 神城．黒沢高原高瀬川入

A. yezoensis MAXIM・ ニシキゴロモ Leonurus macranthus MAxrn. キセワタ

ブナ惜の林下．散生．中土.tr~川入． 高瀬川入 プナ帯の草原.i放生．北城．神城．高瀬川入．居谷里

Chelonoρsis moschata MIQ・ ジャコウソウ L. sibiricus L1NN・ メハジキ

ブナヰザ，シラピソ帯の林下． 普通 フ拘ナ帯の荒地，川原．普通

ClinoPodium chinense O. KuN'l'ZE Leucosceρtrum japonicum KrTAM・ et MunATA・ テン

subsp. grandiflorum HAnA ニンソワ

var.ρarviflorum HARA クノレマパナ プナ帯の林下，草原．普通

プナ帯の林下，草原．普通 f. barbinerve KrTAM・etMuaA'rA フジテンニンソウ

C. gracile o. KuNTZE トウパナ 母種に混生．白馬岳．針ノ木岳
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Lycoρus maackianus MAKINO ヒメシロネ

プナザの湿地．散生．木崎湖畔 居谷皇

L. ramosissimus MAKINO 

var. jaρonicus KTTAM・ コシロネ

フ持ナ者iの湿地．散生．鎌池事I＇城居谷里

var. ramosissimus ヒメサノレダ ヒコ

プナ郁の湿地．田畦．散生 神城居谷里．常盤．松JI/

L. unザtorusMwax・エゾシロネ

ブナ帯，シラピソ帝の湿地．散生．天狗原山．乗鞍岳

神城．居谷里

Meehania urtic( olia M AKINO ラショウモンカズラ

プナ干1¥の林下，草原．北小谷中土南小谷．北城．

神城．鹿島川入．高瀬川入．大町餓鬼岳

Mentha arvensis LINN・ 

subsp. haplocalyx BRIQ・ 

var. Piρeras・ens M 一生LINV・ ハッカ

ブナ’；：wの湿地，水辺．普通．北小谷．南小谷．北城

神城．木崎湖畔居谷里．農具川． 常盤 ．八坂

Teucriu1河 japoni二umROUTT・ ニガクサ

ブナ’！世の湿地．散生．北城

Thymus quinquecostatus CELAK・イプキジャコウソウ

ブナザんシラビソ砂，ハイマツ帯の疎地，岩壁．普通

var. canes;ens c. A.MEY・ ヒメヒャクリコウ

シラピソ帯の疎地．稀．針ノ；木岳．船窪岳

SOLANACEAE ナス手ヰ

Datura straminum LINN・ 

var. chalybea Kocu ヨウシュチ ョウセンアサガオ市

大町

Lycium chinmse MtLL・ クコ

ブナ情：の川辺，荒地．散生

Physaliastrum jaPonicum HONDA イガホオズキ

ブナ帯の水辺．散生．神城．木ill奇湖畔．寵川入ー大町 プナ帯の林下．稀．鹿島川入

農具）I/ Physalis alkekengi LINK・ 

Mosla dianthera M AXIM・ ヒメジソ var. franchetii HonT・ ホオズキ＊

プナ帯の湿地．普通 畑，原野

M.ρuncticulata NAKAI イヌコウジュ Seoρolia jaρonica M AXI現・ ハシリドコロ

プナ帯の湿地，水辺．普通 プナ幣のや~下， 草原．散生． 北小谷． 中土南小谷．
Nepeta subsessilis MAXIM・ ミソガワソウ 北城事｜嚇．鹿島川入．箆川入． 鷹狩山

ハイマツ帯の疎地．普通 Solanum carolinense LINN・ ワルナスビ＊

Prunellaρrunellifon河isM AKINO タテヤマウツボグサ 大fflJ

シラピソ帯，ハイマツ帯の草原．普通 S. jaρonense NAKAI ヤマホロシ，ホソパノホロシ

L albiflora MrzusHIMA シロパナタテヤマウツボグサ プナ帯の林下．稀．北城

八方尾根

f. lilacina HONDA ウスイロ タテヤマウツボグサ

八方尾根．雨飾山

P. vulga門・sLrNN・ 

subsp. asiatica HARA ウツボグサ

プナ惜の回目圭，草原．普通

Salvia glabrescens MAKINO 

f. robusta M URATA オオアキギリ

プナ帯の林下．稀．朝日岳プナ平

S. lutescens Kornz. 

var. crenata M uRATA ミヤマタムラソウ

ブナ千1¥，シラ ピソ帝の草原，林下．普通． 乙見山峠．

白馬岳ー針ノ；木岳．居谷里．常盤．餓鬼岳

Scutellaria deρendens M AXIM・ ヒメナミキ

プナ市の湿地，E水辺．神城．居谷里

s. ）台eki「ne1包sisM AXIM 

var. transitra HARA ヤマ夕ツナミソウ

ブナ帯の林下．稀大町竃神社境内

Stachus jaρonica MIQ・ 

var. inten河edia0HWI イヌゴマ

プナ帯の湿地．稀．居谷里

var. villosa Oaw1 エゾイ ヌゴマ

S. maximowi ・zii Kornz. マノレパノホロ シ，オオマノレパ

ノホロシ

ブナ千ifの川原，林下．稀．高瀬）If入

SCROPHULARIACEAE コeマノハグサ手ヰ

Doρatorium junceum HAMILT・ アプノメ

ブナ’貯の水辺，水田，湿地．散生．中土．南小谷．北城

やjl城．青木湖．中綱湖．木崎湖

Euρhrasia insignis羽TET'l'ST・ ミヤマコゴメグサ

シラピソ叩’上部，ハイマツ帯の草原，疎地．普透朝

日岳．雪倉岳．白馬大池．白馬岳．白馬鑓ガ岳．八方

尾狼．蔚松岳．遠見尾根．鹿島槍ガ岳．爺ガ岳．岩小

屋沢岳．針ノ木岳

E. yabeana NAKAI ヒナコゴメグサ が白馬岳で報告

されているが， ミヤマコゴメグサの貧弱な型であると

の見解に従い区別しなかった．この型は白馬岳を中心

とした風衡草原に多い

var. togakusiensis Y. KIMURA トガク シコゴメグサ

シラピソ帯の疎地．稀．雪倉岳． 天狗原山．天狗の庭

白馬岳．白沢天狗山

E. maximowiczii W ETTST・ タチコゴメグサ

プナ帯の草原．散生．北城．権現山． 鷹狩山
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Lagotis glauca GAERTN・ ウノレツプソウ

ハイマツ帯の疎地．散生．朝日岳．雪倉岳．白馬大池

小蓮華山 白馬岳．白馬鑓ガ岳.｝音松岳．五竜岳

f. albiflora HONDA シロパナウルツプソウ

白馬岳

Linderniaρro "Umbens PHILCOX アゼナ

水田，湿地の雑草

Mazus jaρoni ・us o. KuNTZE トキワハゼ

田畑，路傍の雑草

f. senanensis As . .u シロパナトキワハゼ

母種に混生

M. miquelii M AKINO ムラサキサギゴケ

畑，田畑，路傍の雑草

f. albぴ'torusM AKINO サギシパ，サギゴケ

母種に混生

Melw河pyrumlaxu1河 MIQ・

var. nikkoense BEAUVERD ミヤ777コナ

プナ帯，シラピソ帯の林下，草原．普通

M. roseum M AXIM・ var. roseum. ツシマママコナ

プナ帯の林下，草原普通．北城．神城. n.~z狩 111. 鹿

島｝If入． 音量川入．高瀬川入． 常盤

f. gfabrescens TuYAMA ケナシツシ777コナ

北城（本田正次氏〉．鷹狩山

Mimulus neρalensis BENTH・

var. jaρonica MIQ・ ミゾホウズキ

フ’ナ帯の水辺．散生．中土．居谷里 餓鬼岳

M. sessilifolis M AXIM・ オオノ〈ミゾホウズキ

プナ帯，シラピソ帯の水辺．散生．雪倉昏．中土．乗

鞍岳．白馬岳．箆川入

Pedicularis Gρodochila M AXIM・ ミヤマシオガマ

ハイマツ帯の草原．散生．白馬岳．白馬鑓ガ岳．針ノ木岳

P. chamissonis STEV・ 

var. jaρonica M Axrn・ ヨツパシオガマ

シラビソ帯，ハイマツ帯の草原．普通

P. ni1ψ onica M AKINO オニシオガマ

シラピソ帯の湿地．蓮華温泉．朝日岳．雪倉岳．雨飾

山．風吹大池．中土栂池．神ノ田岡

P. oederi V AHL キパナシオガマ

1字国松若氏が 1916年白馬鑓ガ岳で採集した報告があ

る．しかしその後の採集記録もなく量的に少ないため

絶滅したものと考えられる

P. resuρinata LINN・ シオガマギク

プナ帯の川辺．散生．北城．神城．箆川入

var. caesρitosa Kornz. トモエシオガマ

シラビソ帯の草原．散生．白馬岳．針／木岳

P. verticillata LINN・ タカネシオガマ

シラピソ帯の草原．散生．朝日岳．雪倉岳．白馬岳．

白馬鑓ガ岳．八方尾根．鹿島槍ガ岳．針ノ；木岳

P. yezoensis M AXIM・ エゾシオガマ

シラピソ骨子．ハイマツ帯の草原．普通

Phtheirosρermum jaρonicum KANITZ コシオガマ

ブナ帯の草原．散生．北城．箆川入．居谷里．鷹狩山

Vandellia angustifolia BENTH・ アゼトウガラシ

田陛，湿地．普通

V. crustacea BENTH・ ウリクサ

畑，路傍．中土．南小谷

Veronica arvensis LINN・ タチイヌノフグリ斗

路傍，畑，田畦．普通

V. jaPonensis M AKINO ヤマクワガタ

シラピソ帯の林下． 稀．乙見山峠．餓鬼岳

V. kiusiana FuRUMI 

var. jaρonica y AMA ZAKI ヤマノレリトラノオ

プナ帯，シラビソ帯の草原．散生．細野．白馬南股入

白馬鑓ガ岳．八方尾根．神城．鹿鳥川入

V. laxa BENTE・ ヒヨクソウ

プナ帯の草原．散生．中土．南小谷．青木湖畔．黒沢

高原．鹿島川入

V. niρρonica MAKINO ヒメクワガタ

シラピソ帯，ハイマツ帯の疎地 草原．普通

v. 1うeregrinaLINN・ ムシクサ

回目圭．湿地の雑草． 神城

v.ρeresica Porn・ オオイヌノアグリ＊

路傍，畑，回畦 普通

V. sehmidtiana REGEL 

subsp. senanensis K1TAM・ et M URATA ミヤマクワガタ

シラピソ帯，ハイマツ干！？の疎地．普通

V. serρhyllifolia LINN・ 

subsp. humifusa PENN・ テングクワガタ

ブナ帯の湿地．普通北城．神城八方尾根．中綱．

居谷里

Veronicastrum sibiricum PENN・

var. jaρonicum HARA クガイソウ

ブナ帯，シ ラピソ帯の草原．普通

OROBANCHACEAE ハマウツボ干ヰ

Boschniakia rossica FEDTSCH・ et FLEROV オニク

ミヤマハンノキに寄生．稀．白馬岳．針ノ木岳

Phacellanthus tubiflorus SrnB. et Zucc. キヨスミウ

ツボ

プナ帯の林下稀．中土（横内斎氏が1938年に小谷温

泉付近のブナ林で採集したが今は伐採のため見られな

Lつ．南小谷真木

LENTIBULARIACEAE タヌキモ干ヰ

Pinguicula vulgaris LINN・ 

var. macroceras HERD・ ムシトリスミレ

シラピソ帯，ハイマツ帯の湿地．散生．風吹大池．白

馬大池栂池．白馬岳 白馬鑓ガ岳．八方尾根．遠見
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尾根．鹿！品鎗ガ岳．爺ガ岳．針ノ；木岳．餓鬼岳．北鎌尾根

f. albiflora M uRor シロパナムシトリスミレ

直ー削川入北lllft尾根

Utric Zaria bifida L1NN・ ミミカキグサ

プナ＇i告の湿地．稀．居谷里

U. japonica M AKINO タヌキモ

ブナ情の池沼，＊田．普通

プナ千哲人 シラピソ惜の疎地．草原．稀．猿倉一白馬尻

白馬鑓ガ岳．権現山

G. Pseudo-asρrellu1舟 M AKINO オオノfノヤエムグラ

ブナ帯の原野．普通

G. sPuriu1河 LTNN・

var. echinosρermom H AYEK ヤエムグラ

ブナ帯の原野．普通

U. multisPinosa M rn1 ヒメタヌキモ G. trachysρermum A. GnAY ヨツパムグラ

プナ併の湿地．稀 居谷里 プナ帯の林下，草原．普通

U. racemosa W ALL・ ex W ALP・ ホザキノミミカキグサ G. trifloriforme KOMAR・ オククノレマムグラ

ブナ；1Wの湿地．稀．居谷里 プナ帯，シラピソ帯の林下普通乙見山峠．乗鞍岳

U. yak!tsimensis M ASAM・ ムラサキミミカキグサ 白馬大池．白馬岳金｜ノ木岳．餓鬼岳

プナ帯の湿地．稀居谷里 G. trifidum L1NN・ 

PYRYMACEAE J、ェ ドクソウヰヰ

Phryma leρtostachya LINN・ 

var. asiatica H ARA ハエドクソウ

プナ’市：のや~下． 普通

PLANTAGINACEAE オオバコ手ヰ

Plantago asiatica LINN・ オオノ〈コ

プナ'iii'の路傍，荒地．普通．登山路に沿ってシラピソ

ヰw，ハイマツ'itl＇までみられる
P. hakusanensis Kornz. ハクサンオオノ4コ

シラピソ叩；，ハイマツ帯の湿地．散生．朝日岳．金山

白馬大池．白馬岳．八方尾根

f. viridesens H ARA シロパナハクサンオオノ〈コ

白馬大池．白馬岳

P. lanceolata LTNN・ へラオオパコ＊

大町

var. breviρedunculatum REGEL ホソパノヨツパムグラ

プナ宇佐の湿地．稀．神城佐野ー居谷里

G. verum LTNN・ 

var. asiaticu1刊 NAKAI キパナノカワラマツバ

プナ帯，シラピソ帯，ハイマツ帯の草原．普通

f. luteolu1河 MAKINO ウスイロカワラマツノ〈

プナ帯，シラビソ帯の草原．北城．神城

f. nikkoense Omvr カワラマツバ

プナ帯の原野，川原． 平．穴町

var. trachycarρUI河 DC. エゾノカワラマツバ

ブナ帯の草原‘Ji／原．北城．神城．平．大町

f. album N AKAr チョウセンカワラマツバ

北城． 平大町

f. inte1 mediu1刊 NAKAI ウスギカワラマツバ

北1成．神城

Hedyotis lindleyana Ho01(. 

var. hirsuta H AHA ハシカグサ

P. major LINN・ フ’ナ帯の7)<.辺．稀木崎湖畔

var. jaρonica M1YABE トウオオノ〈コ Mitchella undulata SIEB・ et Zucc. ツノレアリドウシ

プナ哨’のJi／原．稀．松Ji/（北城）姫川．高瀬川 ブナ帯，シラピソ併の林下．散生蓮華温泉．朝日岳

中土．北城．遠見尾根．高ll賀川入．針ノ木岳．常盤．

RUBIACEAE アカネ科 船窪岳．餓鬼岳

Asρerula odorata LrnN・ クノレマパソウ Paederia scandeus M EHR!LL 

プナ帯の林下．普通 var. mairei H ARA へクソカズラ

Galium jaρonicum M AKINO クノレマム グラ ブナ帯の山野．普通

プナ帯の林下．普通 Rubia akane NAKAI アカネ

G. kamtschatiettm STELLER ex ROEM・ et SCHULT プナ帯の山野．普通

エゾ ノヨツパムグラ R. hexaphylla M AKJ:-10 オオアカネ

シラピソ’府，ハイマツ帯の林下．散生．雪倉岳．白馬 フ・ナ帯の山野．散生乙見山峠．中土．南小谷．白馬

大池. fl馬岳爺ガ岳．針／木岳．餓鬼岳 岳ー遠見尾相針ノ；木谷．高瀬川入

f. inte円刊ediumTAKEDA ミヤマヨツパムグラ

白馬大池蓮華温泉針 ／；木谷

var. acutifolium H ARA オオノく／ヨツパムグラ

シラピソ帯，ハイマツ帯の林下．普通

G. kinuta NAKAI et HARA 

f. viridescens H ARA アオキヌタソウ

CAPRIFOLIACEAE スイカズラ干ヰ

Abelia sρathulata Srns. et Zucc. ツクパネウツギ

フ’ナ；111'’の山lli}. 普通

Lin舟aeaborealis LINN・ リンネソ ウ

シラピソ’札ハイマツ＇ifl：の;pf下．乙見山峠．乗鞍岳．
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白馬大池ー白馬岳．白馬鑓ガ岳 針ノ；木岳．船窪岳． プナ帯の山野，＊辺．普通

烏帽子岳

Lonicera chamissoz・BUNGE チシマヒョウタンポク ADOXACEAE レンプクソウ科

シラビソ帯，ハイマツ帯．稀．乗鞍岳．白馬岳．烏1/1国 Adoxa moschatellina LrnN. レン プクソウ

子岳 プナ帯の林下．稀．簸川入

L. g円zcilzρesMtQ・ 

var. glandulosa MAXIM・ ミヤマウグイスカグラ VALERIANACEAE オミナエシ手ヰ

ブナ帯の山野．普通 Patrinia scabiosafolia FrscH・ オミナエシ

L. morrowii A. GRAY ヒョウ タンボク ブナ惜の草原．普通

ブナ帯の山野，JI/原．普通 P. triloba MrQ・ ハクサンオ ミナエシ，コキンレイカ

L. ramosissima FRANCH・ et SA VAT・ コウグイスカグラ ブナ帯，シラピソ帯の林下，岩壁．散生．中土．白馬

プナ帯．稀．白馬Jt股入 鑓ガ岳．八方尾根．針ノ木岳

L. strophioρhora FRANCH・ アラゲヒョウ タンポク P. villosa Juss. オトコエシ

ブナ帯ー稀．能川入．高瀬川入 ブナ惜の草原．普通

Sam' ucus microsperma NAKAT Valeriana fauriei BRIQ・ カノ コソ ウ

var. longiPes SUGIMOTO ナガエニワ トコ シラピソ帯の林下．稀．船窪岳

プナ帯， シラピソ帯の林下．普通 Valerianella olitoria POLL・ ノジシ ャネ

S. sieboldiana BLUME・ ex GRAEBN・ ニワト コ 高瀬川入

ブナ帝の山野．普通．南小谷．北城．神城．木崎湖畔

大町．居谷里 DIPSACACEAE マツムシソウ科

Viburnum dilatatu1但 THUNE・ ガマズ ミ Scabiosa jaρonica MrQ・ マツムシソウ

ブナ帯の山野．散生．大町社 プナ帯の草原．普通

V. erosum TrruNB・ コパノガマズミ var. al Pina TAKEDA タカネマツムシソウ

ブナ帯の山野．普通 シラピソ帯，ハイマツ帯の草原．普通．朝日岳．鉢ガ

V. furcatum BLUME オオカメノキ，ムシカリ 岳 雪倉岳．白馬大池．白馬岳、八方尾根．遠見尾根

ブナ帯上部，シラビソ帯の林下．普通 針ノ木谷．舟径岳

v. oρulus LINN・ Dipsacus jaPonz・cusMIQ・ ナベナ

subsp. calvescens SUGIMOTO ブナ骨子の林下，草原．稀．南小谷．北城．高瀬川入

f. puberulum SUGIMOTO ケカンボク

プナ帯の沢）＇fj]，湿地．散生．南小谷 北城．神」戒． CUCURBIT ACEAE ウリ 科

美麻．木崎湖畔．箆川入．居谷里．常盤 Gynostemmaρentaphyllum MAKINO アマチャズノレ

v. 1うhlebot門chumSIEB・ et Zucc. オトコヨウゾメ

ブナ帯の林下．普通

フ’ナ帯の山野．普通．中土．天狗原 山 針／；木岳．高

瀬川入．餓鬼岳

v.ρlicatum THUNB・ Melothria jaρo向icaMAxrn・スズメウリ

var. glabrum HARA ケナシヤプデマ リ プナ幣の林下．稀 高瀬川入滝ノ；沢

ブナ帯．散生．朝日岳．中土 南小谷．北城．神城． Schizo Peρon bryoniaefolius MAXIM・ ミヤマニガウリ

美麻．平．居谷里.i'土 プナ帯，シラピソ帯の林下，草原．普通

V. sieboldii MIQ・ Sicyos angulatus LINN・ アレチウリ＊

var. obovatぴoliumSUGIMOTO ヒロハコeマキ 社

プナ帯の山野．散生．鎌池 中土．北城．神城．美麻 Trichosanthes kirilowii MAxrn. 

青木湖畔 鷹狩111 var. jaρonica KITAM. キカラスウ リ

V. urc8olatum S1EB・ et Zucc. プナ帯の山野．散生．中土．北城．神城．平．木崎湖畔

var.ρrocumbens NAKAI ミヤマシグレ

ブナ帯上部，シラピソ千昔の林下．営通 CAMP ANULACEAE キキョウ科

V. wrightii MtQ・ ミヤマガマズミ Adenophora nikoensis FRANCH・ et SRVAT・ ヒメシャ

ブナ帯の山野，普通 ジン ハイマツ帯の磯地．散生．雨飾山．乗鞍岳．

f. sylvestre HrYAMA オオミヤマガマズ ミ，ケミヤ 白馬岳．八方尾根

マガマズミ ．母種に混生 f. linearifolia TAKEDA ホソパヒメシャジン

Weigela hortensis K. Koen タニウツギ 雨飾山．天狗原山．乗鞍岳．白馬岳
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var. stenoρ＇hylla 0Hw1 ミヤマシャジン COMPOSITAE キク干ヰ

ハイマツ帯の磯地．稀．朝日岳．天狗の庭 Achillea sibiri・caLEDEE・

A. remotがZoraMIQ・ ソパナ var. sibirica LEDEE・

プナ帯の林下，草原．普通 f. discoidea REGEL・ ヤマノコギリソウ

A. triρhylla A. DC. プナ帯の草原．散生．南小谷．北城．神城．徳川入

var. jaρonica HARA ツリガネニン ジン 居谷里．鷹狩山．常盤

ブナ骨子の草原．普通 Adenocaulon himalaicum En日EW・ ノプキ

f. leucantha HARA シロパナツリガネニンジン プナ帯の林下．普通

母種に混生． 南小谷．居谷里 Ainsliaea aceriJ切iaSCHVLTZ BIPONT・ 

f. canoscens K1TAM・ シラゲシャジン var. subaρoda NAKAI オクモミ ジハグマ

母種に混生 平．大町． 居谷里 プナ帯，シラピソ帯の林下．普通．乙見山峠．白馬大

var. hakusanensis KITAM・ ハクサンシャジン 池．白馬岳．鹿島川入．箆川入．高瀬川入．居谷里

シラピソ帯の磯地，草原．普通． 朝日岳．雪倉岳．白 Ambrosia artemisiぴoliaLINN・ 

馬大池．白馬岳．八方尾根．遠見尾根. ＆十ノ木岳 var. e latior DESCOURTILS プタクサ＊

f. chionantha MIZUSHTMA シロパナハグサンシャ

ンン

雪倉岳．白馬岳．八方尾根

Camρanula chai刊issonisFEDOROV・ チシマギキョウ

ハイマツ帯の磯地．普通

原野，Jlj畔．大町

Anaphalis alρicola M AKINO タカネヤハズハハコ，タ

カネウスユキソ ウ

ハイマツ帯の草原．普通

A. margaritacea BENTH・ et HOOK・ fil. 

C. lasiocarρa CHAM・ イワギキョウ var. angustior NAKAI ヤマハハコ

ハイマツ帯の磯地．普通 ブナ帯，シラピソ帯の草原．疎地．普通

f. albぴ1oraTATEWAK! シロパナイワギキョ ウ var. intercedens HARA エゾカワ ラハノ、コ

白馬岳 ブナ帯の川原．散生．北小谷．中土．南小谷

c. ρunctata LAM・ ホタノレプクロ var. yedoensis 0HwI カワ ラハハコ

プナ帯の磯地．散生．小日向山．神城．箆川入 プナ'If,＇の川原，E整地．普通

f. rubrzflora M AKINO ムラサキホタルブク ロ A門叫・caunallotoρUS M AKINO チョウジギク

母種に混生．中土．南小谷．鹿島川入・＊町．高瀬川入 プナ帯，シラピソ帯の水辺．散生．蓮華温泉．乗鞍岳

var. hondoensis 0Hw1 ヤマホタJレプクロ 細 野 白 馬 岳．白馬鑓ガ岳．箆川入．餓鬼岳

プナ帯，シラピソ帯の疎地．散生．雪倉岳．中土．白 A. unalascensis LESS・ 

馬．大池．白馬鑓ガ岳．針ノ木岳．居谷里．ー型シ ロ var. tschonoskyi KITAM・ et HARA ウサギギク

パナヤマホタルブクロを混える シラピソ帯上部，ハイ マツ帯の疎地． 普通

CodonoPsis lanceolata TRAUTV・ ツノレニンジン Artemisia capillaris THUNE・ カワラヨモギ

プナ帯，シラピソ帯の林下．散生．雪倉岳．中土．乙 プナ帯の川原．普通

見山峠．乗鞍岳．白馬鑓ガ岳．権現111.箆Ji／入．常盤 A. feddei LEV・ et VAN・ ヒメヨモギ

c. ussu円・ensisHEMSL・ パアソ ブ ブナ帯の草原，田畦． 稀．南小谷．平．大町

プナ帯の草原．散生．居谷里．鷹狩山 A. jaρonica THuNB・ オトコ ヨモギ

Lobelia chinensis LOUR・ アゼムシロ， ミゾカクシ プナ帯の岩壁，Ji／原． 普通 中土．南小谷．北城．平

田畦，湿地．散生．神城．木崎湖畔．居谷里 筏川入

L. sessilijolia LAMB・ サワギキ ョウ A. kei・skeanaM1Q・ イヌヨモギ

プナ帯の湿地．水辺．普通 プナ帯の岩壁．散生．中土．南小谷．北城．神城．美

Platycodon grandiflorum A.DC. キキ ョウ 麻平大町．社．常盤

プナ帯の草原．普通 A. montana PAMPAN・ オオヨモギ，ヤマヨモギ

Peracaゆa carnosa HooK創 .et THOMS・ プナ帯，シラ ビソ帯の草原．普通

var circaeoz・desMAKINO タニギキ ョウ A. monoρhylla K1TAM・ ヒトツノ〈ヨモギ

ブナ帯，シラビソ帯の林下． 普通 シラピソ帯の草原．普通．雪倉岳．白馬大池．白馬岳

Phyteuma jaρonicum M1Q・ シデシャジン 八方尾綬．唐松岳．五竜岳．鹿島槍ガ岳．爺ガ岳．針

ブナ帯の草原 散生．平．大町．居谷里 ノ木岳

A. ρedunculosa MIQ・ ミヤマオト コヨモギ

シラ ピソ帯，ハイマツ帯の様地．普通
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A. ρrinceps PAMPAN- ヨモギ，カズザキヨモギ

フ’ナ帯の山野．普通

Caγduus cγisPus LINN・ ヒレアザミネ

回陛，路傍．普通

A. schmidtiana MAxrn・ アサギリソウ Carρesiu1刊 abrotanoidesLINN- ヤブタバコ

シラピソ帯の岩盤．金1.LJ.天狗原山．雨飾山．白馬岳 ブナ帯の林下．微 生 常 盤

主｜ノ木谷 C. cernuum LINN・ コヤプタバコ

A. sinanensis Y ABE タカネヨモギ プナ帯の林下．散生．中土．大町

ハイマツ帯のJ疎地．普通．白馬大池．白馬岳．白馬鑓 C. divaricatum SmB. et Zucc. 

ガ岳． 八方尾根．唐松岳．五箆岳．鹿島槍ガ岳．爺ガ var. matsuei KITAM・ ノツポロガンクピソウ
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岳． 岩小屋沢岳．針ノ木岳 ブナ帯の林下．散生．朝日岳．大所川入．雨飾山．中

A. unalaskensis RYDE・ チシマヨモギ 土．北城．猿念．箆川入

シラピソ帯，ハイマツ帯の草原．散生． 雪倉岳．白馬 C. glossoρhyllum MAXIM・ サジガンクピソウ

大池．白馬岳.Ji十ノ；木岳 プナ帯の林下．散生．居谷毘．鷹狩山

Aster ageratoides TuRcz. C. triste M,1.xrn. ミヤマヤブタノくコ

subsp. ovatus KrrAM・ ノコンギク

プナ帯，シラピソ帯の草原．普通

ブナ帯の林下．散生．高瀬川入j竜ノ沢

CentiPeda mi刀imaA. BRAUN et ASCHERS・ トキンソ ウ

A. fastigiatus FISCH・ ヒメシオン 畑，裸地の雑草

ブナ帯i’の草原，川辺．散生北城．箆川入．高瀬川l入 Chrysanthemum makinoi MATSUN・ et NAKAI リュウ

A. glehnii FR・ Scm11. ノウギク

var. hondoensis KrTAM・ ゴマナ プナ帯の山野．普通

プナ帯，シラピソ帯の草原．普通 c.ρallasianum KOMAR・ オオイワインチン

A. scaber THUNE・ シラヤマギク シラピソ帯の岩壁．稀．爺ガ岳．白沢天狗山．岩小屋

プナ帯）＇の草原．普通 沢岳．針ノ木岳

Atractylodes japo向icaKornz. オケラ Cirsium babanum Kornz・ ダイニチアザミ

ブナ帯の草原，林下．散生 ハイマツ帯の草原．稀．白馬大池．小蓮華山． 白馬岳

Bidens frondosa LINN・ アメ リカセンダングサ＊ var. otayae KrTAM・ タテヤマアザミ

田陛， Jlfn~~ ， 溝． 普通 ハイマツ帯の草原．白馬岳.Ji・十ノ木岳

B. triJうartitaLINN. タウコギ C. diabolicu1冗 KITAM・ オニオオノアザミ

ブナ帯の湿地，池畔．散生．神城．美麻．居谷里．常盤 シラピソ帯，ハイマツ帯の草原．稀．白馬岳頂上付近

Cacalia adenostyloides MATSUM・ カニコウモ リ 清水岳

プナ帯，シラピソ帯の林下．普通 C. dzρsacolePis MATSUM・ モリアザミ

C. delρhiniifolia Smu. et Zucc. モミジガサ プナ帯の草原．散生． 北城．居谷里．鷹狩山

ブナ帯の林下散生．乙見山峠．鹿島川入．箆川入． C. inundatum MAKINO タチアザミ

高瀬川入 ブナ帯の林下．普通．雪倉岳．中土．乗鞍山． 白馬沢

C. farfaraefolia SIEB・ et Zucc. ウスゲタマブキ 筋．南股入．落倉

プナ帯の林下．稀．鎌？也．餓鬼岳 C. jaρonicum DC. ／アザミ

C. hastata LINN・ ブナ帯，シラピン帯の草原．普通

var. ramosa KrTAM・ オオノ〈コウモリ f. leucanthum NAKAI シロパナノアザミ

ブナ帯，シラピソ帯の沢筋．普通．大所川入．北小谷 母種に混生．稀．高瀬川入

南小谷．北城．神城．鹿島川入．箆川入．高瀬川入． C. matsumurae NAKAI ハクサンアザミ

餓鬼岳 プナ帯の沢筋．白馬岳．八方山．白馬尻ー猿倉

var. tanakae KITAM・ イヌドウナ C. microsρicatum NAKAI アズマヤマアザミ

前変種に混生するが少ない．中土．北城．神城．高瀬 プナ帯の林下．稀．高瀬川入滝ノ沢

川入．餓鬼岳 C. mρρonense Kornz. オニノアザミ ，オニアザミ

C. nikomontana MATSUM・ オオカニコウモ リ ブナ帯上部，シラピソ帯，ハイマツ帯の疎地．普通．

プナ帯，シラピソ帯の林下．散生．朝日岳．雪倉岳． 雪倉岳．雨飾山． 白馬岳 白馬鎚ガ岳．八方尾板．遠

鎌池．乗鞍岳白馬大池．白馬岳．鹿島川入．箆川入 見尾根． 黒部川

高瀬川入 C. niρρonicu1河 MAKINO ナンブアザミ ，ヒメアザミ

c.ρeltifolia MAKINO タイミンガサ ブナ帯，シラピソ干Itの沢筋．普通．中土．白馬岳．筏

プナ帯の林下．稀．大所川入 川入．高瀬川入.11.!Z狩山
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var. incomρtum KrTAM・ タイアザミ

ブナ帯の草原．稀中土 神城佐野

f. trisectum HIYAMA ミツザケヒヨドリ

居谷里

C. norikurense NAKAI ノリク ラアザ ミ，ウラジ ロア E. glehni F. Scmr・ ヨツパヒ ヨドリ

ザ ミ ブナ帯，シ ラピソ帯の草原，林下．普通

プナ帯，シラ ビソ帯の沢筋．普通 E. lindleyanum DC. サワ ヒヨ ドリ

var. integrifolz・umKrTAM・ マノレバノリクラアザミ ブナ帯の湿地，草原．散生．神城．居谷里

白馬大池． 筋川入． 高瀬川入．餓鬼岳．針ノ木岳 Gnaβhalium a刀0ineD. DON ハハコグサ

c.ρurpuratum M ATSUM・フジアザミ ブナ帯の畑，路傍．普通

ブナ帯の疎地．散生．北小谷．中土 南小谷． 高瀬川 G. jaρonicum THuNB・ チチコグサ

入湯俣 山野，人家付近．普通

f. albiJペ'lorumKITAM・ シロパナフジアザ ミ Hemisteρta lyrata BUNGE キツネアザミ。

中土 田畑，路傍．散生．大町．社

C. sieboldi M IQ・ キセノレアザミ ，マアザ ミ Hieracium jaρonicum FRANCH・ et SAVAT・ ミヤマコ

ブナ帯の湿地．稀．蓮華温泉付近．居谷里 ウゾリ ナ

C. sugimotoi KITAM・ スギモ トアザミ シラピソ帯，ハイマツ’貯の1疎地． 普通

ブナ帯，シラピソ帯の沢筋．稀． 白馬岳 黒部川平小 H. umbellatum LINN・ 

尾付近 var. japonicum HARA ヤナギタンポポ

C. tanakae M ATSU＂＇・ノ ハラアザ ミ フナ帯の草原，林下 普通

ブナ帯の湿地．散生．平．大町．居谷里 !nu/a salicina LINN・ 

C. yezoense M AKINO サワアザ ミ var. asiatica KrTAM・ カセンソウ

ブナ帯の沢筋．稀．白馬南股入．朝日岳北叉谷 フナ帯の草原．普通

Erechitites hieracifolia RAF・ ダンドボロ ギク

伐採地．普通

lxeris chinensis NAKAI 

subsp. strigosa KrTAM. タカサゴソウ

Erigeron acris LINN・ エゾムカシヨモギ フーナ骨子の山野．普通

シラピソ帯，ハイマツ帯の裸地．散生．雪倉岳．白馬 よ雪 dentataNAKAI ニガナ

岳 針ノ木岳．船窪岳 ブナ帯の山野普通

var. kamtschaticus HERDER ムカシ ヨモギ

ブナ帯，シラピソ布の川原，岩壁．稀．大所川入 北

城．餓鬼岳． 高瀬川入

subsp. albiflora KrTAM・ シロハナニガナ，シロパナ

ハナニガナ

ブナ帯の山野普通

E. annuus Pmis. ヒメジョオン火 f. amρlifolia HIYAMA オオニガナ，ハナニガナ

畑，原野，路傍普通．最近登山者の激増とともにシ ブナ帯の山野．普通

ラピソ1rr-c八方尾根〉まで分布を広めている var. alρicola KrTAliJ. タカネニガナ

E. bonariensis LINN・ アレチノギク訪 ハイマツ帯の疎地，草原．普通．雪倉岳．白馬大？也

畑．，原野，路傍 散生 白馬岳．爺ガ岳．針ノ；木岳．餓鬼岳．船窪岳

E. canadensis LINN・ ヒメムカシヨモギ4 subsp. ki押iuranaKITAM・ クモマニガナ

畑， 原野，路傍普通 シラピソ帯，ハイマツ帯の草原．普通

E. strigosus M uHL・ ヤナギパヒ メジョオンホ f. albescens KrTAM・ シロパナクモマニガア

畑，原里子，路傍， 散 生中土．北城．大町 シラビソ千1¥，ハイマツ帯の草原．普通．雪倉岳．白

E. thunbergii A. GRA y アズマギク 馬岳．白馬大池．白馬鑓ガ岳．八方尾根．遠見尾根

プナ帯の草原．散生鷹狩111. 居谷里 よ jaρonicaNAKAI オオジシパリ ，ツノレニガナ

var. glabratus A. GRAY ミヤマアズマギク ブナ帯の路傍，磯地．散生鷹狩山．八坂

シラビン帯，ハイマツ帯の磯地．雪倉岳．小蓮華山 !. ρolyceρha/a CASS・ ノニガナ

白馬大池．白鳥岳白馬鑓ガ岳．八方尾根．遠見尾根 ブナ帯の林下， 草 原 散生．大町．居谷里鷹狩山

針ノ木岳 !. stolonifera A. GRAY イワニガナ，ジシパリ

f. a/bus HARA シロハナミヤマアズマギク ブナ帯の磯地．散生．南小谷．北城． 大田T 居谷里

白馬岳．白馬鑓ガ岳 f. sinuata Onwr キクパジシパ リ

Eupatoγium chi抗enseLn叩 ・

v;;tr. simρlicifolium KrTAM・ ヒヨドリノ4ナ

プナ帯の草原．普通

シラビソ帯の疎地．散生．雪倉岳．白馬大地．針ノ

木岳．針／；木谷

!. tamagawaensis K1 TA ~1 . カワラニガナ
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ブナ帯の川原．散生．白馬南股入．高瀬川入．箆川入 Prenanthes acerifolia M ATSUM・ フクオウソウ

居谷里 プナ帯のi休下．散生.j有小谷．足l馬筒股入．餓鬼岳．

Kalimeris pinnatifida KITAM・ ユウガギク 常盤．高瀬川入

ブナ帯の山野，田陛，路傍 普通 Rudbeckia laciniata LINN・ オオハンゴンソウ巧

Lactuca indica LINN・ 平．大田］．社

var. laciniata HARA アキノノゲシ Saussurea maximowiczii HERDER ミヤコアザミ

プナ帯の山野．普通 プナヰ！？の草原．普通．南小谷．筒川入．高瀬川入．居

f. indivisa HARA ホソパアキノノゲシ 谷里．？削¥i.居谷盟産には根菜，茎葉とも全縁のもの

母種に混生．小谷．北城 がある

L. raddeana M AXIM・ S. nikoensis FRANCH・ et SAVAT・ 

var. elata KrTAM・ ヤマニガナ var. sessiliflora Kr1'AM・ クロトウヒレン

プナ帯の林下．散生．高瀬川入．箆川入大町．居谷 シラピソ帯，ハイマツ帯の草原．普通

里．鷹狩山 s. sagitta FRANCH ヤハズトウヒレン

L. scaliola LINN・ トゲチシャ，アレチジシャミ シラピソ帯j，ハイマツ帯の草原，岩壁．散生．雪倉岳

回目圭，畑，E原野．平大 町 居谷里宇土．常盤 白馬大池．雨飾山白馬岳．爺ガ岳．黒部ノj、スパリ沢

L. triangulata MAXlM・ ミヤ7 アキ ノノゲシ 針ノ木岳．蓮華岳

プナ帯の林下．散生．白馬岳．針ノ木岳 var. yoshizawae K1’tA>l・チャ ボヤノ、ズ トウヒ レン

Laρsana apogonoides乱／［Axnr. コオニタビラコ， タピ

フコ

プナ帯の林下．普通

Leibnitzia anandria NAKAI センボンヤリ

プナ帯の林下． 普通

Leontoρodium jaρonicum恥frQ・ ウスユキソウ

ブナ帯，シラピソ帯の岩壁， 林下．散生．乗鞍岳ー白

馬岳．鷹狩山餓鬼岳

f. shiroumense OH押 I シロウマウスユキソウ， 、

ネウスユキソウ

シラピソ帯，ハイマツ帯の疎地．散生雪倉岳 雨

創Ji山．白馬岳．八方尾根．針ノ木岳．餓鬼岳

Ligularia dentata HARA マルパダケブキ

シラビソ帯の草原．散生．白馬岳． 岩小屋沢岳．針ノ

木谷．船窪岳

L. fischeri Tuncz. オタ カラコウ

プナ持，シラピソ帯の沢筋，湿地．散生天狗原山

白馬大池．神城．針ノ；木岳

L. stenocephala M ATSUM・ et Kornz. メタカラコウ

プナ帯の沢筋，湿地．散生．北城．神城．権現山．箆

川入．高瀬川入．居谷里

Pertya rigidula M AKINO クルマノくハグマ

プナ帯の林下．稀．大所川入．朝日岳プナ平．雨f(rμ山

Petasites jaρonicus M AXIM・ フキ

プナ帯の沢筋．普通

Picris hieracioides LINN・ 

subsp. jaρonica KRYLV・ コウゾリナ

ブナ帯の原野，JIJ原． 普通

雪倉岳．白罵鎚ガ面．白馬岳葱平

S. ussuriensis M Axr M・ キクアザミ

ブナ帯の草原．散生．居谷里

Senecio cannabifolius Lrrss. ハンゴンソウ

プナ帯の草原．普通．北城神城．緒川入．高瀬川入

居谷里．餓.Yfl,岳

S. flammeus Tu iw~・

subsp. glabrifo・liusK1TAM・ コウリンカ

プナ帯の草原．普通．北小谷．中土．南小谷．北i成．

神城．中綱. 1沿川入．大開J.居谷盟．常盤

S. nemorensis L1NN・ キオン

プナ帯，シラビソ帯の草 原 普通

s. 問ikoensisMiQ・ サワギク，ポロギク

プナ帯の林下 蓮華温泉．乗鞍岳．自局岳．鹿島川入

能川入．高瀬川入

S. pierotii MIQ・ サワオグルマ

プナ帯の湿地．散生．南小谷ー北城神城．居谷里

鷹狩山

S. takedanus KITA日・ タカネコウリンカ

ハイマツ’mの草原.I放生．雪倉岳．白馬岳．白馬鑓ガ

岳．針ノ木岳

S. vulgaris LINN・ ノポロギク

路傍，人家付近．普通

Serratula coronata L1NN・

subsp. insularis K1'<A"1・ タムラソウ

ブナ帯， シラビソ~~干の草原． 普通

Siegesbeckia pubescens M AKINO メナモミ

プナ帯の原野，荒 地 普 通

subsp. alρina Kornz. カンチコウゾリナ Solidago giga河teaAr1•. 

シラピソ帯，ハイマツ帯の磯地．散生．白馬岳．白馬 var. leioρhylla FERN・ オオアワダチソウr

鑓ガ岳．唐松岳 五竜岳．鹿島槍ガ岳．岩小屋沢岳． 大町．． 常事罪

針ノ木岳 S. virga-aurea LINN・ 
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subsp. asiatica KrTAM・ アキノキリンソウ プナ帯の池沼．稀．中土．木Iii奇湖

プナ干！？の草原．普通

subsp. sigantea HULTEN ミヤマアキノキリンソウ POTAMOGETONACEAE ヒルムシロ科

シラビソ秒，ハイマツ晴子の草原 普通 Potamogeton berchtoldii FrnBER イトモ

Sonchus asρer HILL・ オニノゲシヰ プナ帯の池．稀．神城．木Iii奇淘j

荒地，路傍，畑．普通 P. erisρus LINN・ エピモ

S. oleraceus L1NN・ ハノレノノゲシ，ノゲシ ブナ帯の池沼，河川．普通

田陛，人家付近．普通 P. cristatus REGEL et MAACK コパノヒノレムシロ

Syneilesisρalmata MAXIM・ ヤプレガサ プナ帯の湖沼．稀．中綱湖．木崎湖

プナ帯の林下．散生．中土 P. distinclus A. BENN・ ヒノレムシロ

Synurusρungens K1TAM・ オヤマポクチ 水田，湖沼，河川． 普通

ブナ帯，シラ ピソ帯の草原，磯地．散生 鹿島川入． P. hetero pyllus SCHREBER エゾノヒノレムシロ

針ノ木岳高瀬川入 居谷里鷹狩山 プナ帯の沼沢地．稀ー神城

Taraxacum alρicola KrTAM・ タテヤマタ ンポポ，ミヤ P. maackianus A. BENN・ センニンモ

マタンポポ ブナ帯の湖沼．稀．木崎11.i!J

ハイマツ帯の疎地．普通．朝日岳．雪倉岳．白馬大池 P. natans LINN・ オヒノレムシロ，オオヒノレムシロ

白馬 岳 白馬鑓ガ岳．唐松岳．五竜岳．鹿島槍ガ岳． プナ帯の池沼．散生．中土．居谷里

爺ガ岳．針ノ木岳 P. octand問 S POlR・ 

var. shiroumense KrTA国・ シロウマタンポポ var. miduhikimo HARA ミズヒキモ

ハイ マツ帯．稀．白馬岳 ブナ帯の湖沼．散生．中綱湖木崎湖

T. hondoense NAKAI ex H. Kornz. エゾタンポポ P. oxyρhyllus Mrq. ヤナギモ

プナ惜の山野，田畦，畑，路傍．普通 ブナ帯の湖沼，河）I/.散生．中綱湖．木崎湖

T. ojアicinaleWEBER セイヨウタンポポ大 P. ρerfoliatus L1NN・ ヒロハノエピモ

人家イ寸近，原野．普通．大町 プナ帯の湖沼．散生．中綱湖．木崎淘j

Youngia denliculata KITAM・ ヤクシソウ

路傍，f疎地．普通 NAJADACEAE イバラモ科

Y. jaρonica DC. オニタビラコ Najas graminea DEL・ ホツスモ

プナ111'の林下，原野．普通 プナ帯の池沼.~放生木1/1奇湖

Xanthium strumarium LINN・ オナモミ

路傍，荒地．普通

MONOCOTYLEDONEAE 単子葉植物綱

TYPHACEAE ガマ平ヰ

Thρha latifolia LINN・ ガマ

ブナ帯の池沼．散生．中土．北城．神城．居谷里

T. orientalis PaESL コガマ

プナ帯の池沼．散生ー中土．青木湖．中綿湖

N. marina LINN・ イバラモ

プナ帯の湖沼，池普通．中綱湖．木崎湖

N. minor ALL・ トリゲモ

ブナ帯の湖沼． 初l• 木崎抑］

N. tenuicaulis MIKI ヒメイバラモ

ブナ帯の湖沼．木崎湖 (1934年川尻氏〉

SCHEUCHZERIACEAE ホロムイソウ手ヰ

Scheuchzeriaρalustris LINN・ ホロムイソウ

プナ帯の湿地．稀神1成佐野

ALISMA T ACEAE オモダカ干ヰ

Alisma canaliculalum A・Bn.et BOUCHEへラオモダ

SPARGANIACEAE ミクリ 科 カ

sρarganium glomeratum LAEST・ タマミクリ，コ ミクリ プナ帯の池沼，水田．散生．居谷里

プナ帯の池沼．散生．鎌池．木崎湖．八方尾根 A. plantago-aquatica LINN・ 

var. angustifolium GRAEBN・ ホソパタ マミ クリ subsp. orientate SAMUELS・ サジオモダカ

シラピソ帯の池沼 雪倉岳．天狗原．栂池．神ノ田園 プナ帯の池沼，湿地．散生．木11時湖

S. stenoρhyllum MAXIM・ ヒメミクリ Sagittaria aginashi MAKINO アギナシ

ブナ幣の池沼神城佐野．居谷里 ブナ帯の池沼，湖畔．散 生 神 城．木崎湖．居谷里

S. stoloniferum BuCH・-HAM・ ミクリ S. trifolia LINN・ オモダカ
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ブナ惜の池沼，＊回．普通 Arundinella hirta C. TAN AKA アラゲトダシノ〈

ブナ帯の原野，路傍．普通

HYDROCHARIT ACEAE トチカガミ干ヰ f. glauca SUGIMOTO シロトダシノ〈

Blyxa ceratosPenne MAXIM・ スプタ ブナ帯の原野，路傍．普通

プナ有j’の池沼，河川．普通．神城．美麻．木l崎湖．居谷盟 Avena fatua LINN・ カラスムギド

Hydrilla varticillata CASP・ クロモ 回畦，原野．散生

ブナ惜の池沼散生．中綱湖．木1奇湖

Ottelia alismoides PERS・ ミズオオバコ

Brachyρodium sylvatic仰向 BEAUV・ ヤマカモジグサ

プナ帯の材、下．普通

ブナ "rW’の水圧l ， 池沼． 散生． 神城． 木~I奇湖． 居谷里．

常盤．松川

Vallisneria asiatica MrKr セキショウモ

ブナ帯の池沼，＊田．普通

GRAMINEAE イネ科

Achnatherumρekinense 0Hwr ハネガヤ

フ’ナ帯の山野普通

Agropyron ciliare FRANCH・ 

var. minus Oawr アオカモジグサ

Bromus jaρonicus THUNE・ スズメノチャヒキ

路傍，原野，畑． 普通

B. remotiflorus Omvr キツネガヤ

ブナ帯の林下，草原，普通

Brylkinia caudata FR-Scm.1. ホガエリガヤ

ブナ帯の林下普通

Calmagrostis arundinacea RO'rH 

var. brachytricha HACK・ ノガリヤス，サイトウガヤ

ブナ帯の草原．普通

C. deschampsioides TRIN・ ヒナガリヤス， ミネノガ

路傍，荒地．普通 リヤス

A. tsukushiense 0Hwr ハイマツ帯の磯地．稀．雪倉岳．白馬岳． 白馬鑓ガ岳

var. transiens 0Hwr カモジグサ 八方尾根．針ノ木岳

路傍，荒地．普通 c. eρigeios ROTH ヤマアワ

A. yezoense HONDA エゾカモジグサ プナ帯の川原，草原． 普通

高瀬川入 c. gigas TAK EDA オニノガリ ヤス， オクヤマガヤ

Agrostis alba LINN・ コヌカグサ・ シラピソ帯の草原，林下．散生．白馬大池．白馬岳．

路傍，原野.IJ.li狩山 白馬鑓ガ岳

A. borealis HARnr・ コミヤマヌカポ C. hakonensis FRANCH・ et SA VAT・ ヒメ ノガリヤス

ハイマツ帯の磯地．散生．朝日岳．雪倉岳．白馬大池 プナ帯の林下，岩壁．普通

白馬岳．八方尾板．餓鬼岳 C. langsdorfii TRIN・ イワノガリヤス

A. clavata T且IN ヤマ ヌカポ シラピソ帯，ハイマツ帯の草原．普通

ブナ帯，シラビソ帯の林下．普通 C. longiseta HACK・ ヒゲノガリヤス

var. nukabo Omvr ヌカポ シラピソ帯の岩壁，E整地．普通．朝日岳．雨飾山．雪

ブナ帯の林下．普通 倉岳．乗鞍岳．白馬岳．八方尾根．遠見尾根．針ノ木

A. flaccida HACK・ ミヤマヌカポ 岳目餓鬼岳

ハイマツ帯の疎地．普通 var. longe-aristata Omvr オオヒゲノガリヤス

A. hideoi Omvr ユキ クラヌカポ 赤男山．小蓮華山．白馬岳．爺ガ岳．針ノ木岳

ブナ帯，シラピソ帯の岩壁．雪倉岳．蓮華温泉．雨飾 c. ρseudo-phragmites KOELE・ ホツスガヤ

山．小谷温泉．乙見山峠． 天狗原山 プナ帯の川原．普通

Aloρecurus aequalis SOBOL・ c. ρurρurascens R. BR・ ミヤマノガ リヤス

var. amurensis Omvr スズメノテッポウ ハイマツ帯の磯地．稀．白馬大池．白馬岳．針ノ木岳

水田，畑の雑草 C. sachalinensis FR・ SCHM・オノエノガリ ヤス，タカ

A. ρratersis LINN・ アオスズメノテッポウ＊ ネノガリヤス

田畑， 原野平．大町 シラピソ帯，ハイ マツ部’の林下．散生．乗鞍岳．白馬

Anthoxanthum jaρonicum HACK・ タカネ コウボウ 岳．針ノ木岳針／木谷．黒部川

ブナ干1J'，シラビソ’恥 ハイ マツ帯の草原，l疎地．普通 Cinna latぴoliaGRISEB・ フサガヤ

A. odoratum LINN・ ハルガヤj シラ ピソ干！？の林下，林縁．散生．高瀬川入

田畦，路傍．松川． 常盤 Cymboρogon tortilis HrTCHC・

Arthraxon his1うidusMAKINO 3ブナグサ

プナ帯の川辺，林下.r野ー原．普通

var. goeringii HAND・－加iAzz. オガノレカヤ，スズメカ

ノレカヤ
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ブナ帯の回畦，草原．常盤．松川村 ハイ マツ帯の草原．稀． 小蓮華山．白馬岳．八方尾根

Dactylis glomerata LrnN. カモガヤホ F. ρarvigluma STEUD・ トポシガラ

田陛，路傍，原野．普通 ブナ帯の林下．普通

Deschai舟psiacaesρitosa BEAUV・ F. rubra LINN- オオウシノケグサ

var. festucaefolia HONDA ヒロハコメススキ，ミ ヤ ハイマツ帯の草原．稀．小蓮華山． 白馬岳．針ノ；木岳

マコメススキ F. takedana OHWI タカネソモソモ

ハイマツ千！？の磯地．草原．普通 ハイマツ帯の草原．稀．白馬岳．白馬鑓ガ岳

D. flexuosa TRIN・ コメススキ Glyceria alnasteretum KOMAR・ミヤマドジョ ウツナギ

シラピソ骨子，ハイマツ帯の岩壁，1疎地．普通．稀にプ シラピソ帯，ハイマツ帯の湿地，草原．普通

ナ帯 （常盤白沢l200m，葛葉峠SCJm〕に下降する G. ischyroneura S・mun. ドジョウツナギ

Diarrhena jaρonica FRANCH・ et SA VAT・ タツノヒゲ ブナ帯の湿地．散生．中土．南小谷．美麻．居谷里．

ブナ帯の林下．散生．木崎湖畔．竃神社．居谷里 高瀬川入．鷹狩山．社．常盤

Digitaria adscendes HENR・ メヒシパ G. leptoleρis 0Hwr ヒロハノドジョウツナギ

畑，荒地の雑草 プナ帝の湿地．散生．中土．北城．鹿島川入．居谷里

D. timorensis BALANSA コメヒシパ G. lithuanica LINDM・ カラフ トドジョウツナギ

畑， 荒地の雑草 シラピソ布’の川辺，湿地．稀．遠見尾根．黒部JI/

D. violascens L£NK・ アキ メヒシパ Hemarthria sibirica Omv1 ウシノシッペイ

畑， 荒地の雑草 田隆，水辺．普通

Dimeria ornithopoda TRIN・ f五erochloealpina ROEM・ et SCHULT ミヤマコウボウ

var. tenera HACK・ カリマタガヤ ハイマツ帯の草原．稀．白馬大池．白馬岳．白馬鑓ガ岳

ブナ帯の湿地．散生．居谷里 H. odorata P. BEAUV・ 

Eccoiloρus cotulifei’A CACl11JS アプラススキ

プナ帯の山野．普通

Echinochloa crus-galli BEAUV・ 

var. crus galli イヌビエ

路傍，荒地の雑草

var. oryzicola OHWI タイヌビエ

水田，湿地の雑草

E. utilis 0Hw1 et Y ABUNO ヒエ＊

畑，原野

Eleusine indica GAERTN・ テカラシノら オヒシパ

路傍，荒地の雑草

Eragrostis ferruginea BEAUY・ カゼグサ

路傍，畑荒地の雑草

E. multicaulis SrEUD・ ニワホコ リ

畑，荒地の雑草

E. ρilosa BEAUY・ オオニワ ホコリ

畑，草原．高瀬川入．社

Eriochloa villosa KuNTH・ ナノレコビエ

プナ帯の原野．散生．中土

Festuca arundinacea ScHREB・ オニウシノケグサィ

畑， 原野．木崎湖畔

F. elatior LINN・ ヒロハウシノケグサ＊

畑，原野．社

F. ovi托G var. ovina ウシノ ケグサ

プナ帯，シラピソ帝’の草原，岩壁．普通

var. alpina GREN・ et GORD・ ミヤマウシ ノケグサ

シラ ピソ骨子，ハイ マツ帯の草原，棟地．普通

var. ta teyamensi~ Oaw1 タカネウシ ノケグサ

var.ρubesce押SKRYLOV コウボウ

プナ帯の原野，田畦．普通

Holcus lanatus LINN・ シラゲガヤ＊

田畦，原野．普通

Imρerata cylindrica BEAuv. 

var. koenigii DURAND et ScmNz チガヤ

プナ帯の原野，）I／原．普通

lsachne glabosa o. KuNTZE チゴザサ

ブナ帝の湿地， 水辺．普通

Koeleria cristata PERS・ ミノポロ

シラビソ帯の際地．散生．天狗原山． 針／木谷

Leersia sayanuka 0HwI サヤヌカグサ

ブナ帯の湿地，水辺．散生．箆川入．居谷里

Loliun perenne LINN・ ホソ ムギ＊

畑，原野．木崎湖畔．縫川入．ナ土

L. temulentu1河 LINN・ ドクムギネ

畑，原野

var. arvense Wrrrr ノゲナシドクムギ＊

箆川入

Melica nutans LINN・ コメガヤ

ブナ帯の林下． 普通

Microstigium japonicum Kornz. 

var. boreale 0Hw£ キタササガヤ

プナ帯の林下． 散生．大所川入．鎌池

M. vimineum A. CAMUS 

var. polystachyum Omvr アシポソ

プナ帯の林下．普通

Milium effusum LINN・ イブキヌカボ
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ブナ帯，シラビソ帯の林下，草原．散生．乗鞍岳．白

馬岳．遠見尾根．鹿島川入．針ノ木岳．高瀬川入

Miscanthus intermedius HONDA オオヒゲナガカリヤ

スモド キ

プナ帯の草原．散生．北小谷．中土．南小谷

M. oligostachyus STAPF カリヤスモドキ

ブナ帯の草原，1木下．散生.n..~~狩山

M. sinensis ANDEHSS・ ススキ

プナ帯の山野．普通

M. tinctorius HACK・ カリヤス

ブナ帝，シオピソ帯の草原．散生．雪量T岳．白馬岳．

小日向山．源汲．府狩山

Molinioρsis jaρonica HAYA'l'A ヌマガヤ

シラピソ帯の湿地．普通．朝日岳．雪倉岳．栂池．小

日向山．八方尾根．遠見尾娘．爺ガ岳

Muhlenbergia curviaristata Omv1 コシノネズ ミガヤ

プナ帯の休下．荷j. 蓮華i温泉付近． 梶山温泉

var. niρρonica Omvr ミヤマネズミガヤ

プナ帯，yラピソ帝’の林下．普通．針ノ木岳．餓鬼岳

鷹狩山

M. jaρonica STEUD・ ネズ ミガヤ

プナ帯の草原．普通。ρlismenusundulatifolius RoEMEU et SCHULTES 

ケチデミザサ

ブナ帯の林下．普通

var. jaρonicus Kornz・ コチデミザサ

ブナ千fl'’の林下．普通

Panicum bisulcatum THUNB・ ヌカキピ

水田，湿地，路傍の雑草

Pasρalum thunbergii・KUN'J'H スズメノ ヒエ

ブナ千有の草原．普通

Pennisetu1刊 aloρecuroidesSPRENG・ チカラシノく

路傍，原野の雑草

Phalaris arundinacea L1NN・ クサヨシ

ブナ帯の湿地，水辺．散生．中土．権現山．中綱湖畔

木崎湖畔

Phleu1冗 al1うinumLINN・ ミヤマアワガエリ

シラ ビソ帯．ハイマツ帯の草原．普通

P. ρratense LINN・ オオアワガエリ六

回目主，原野，路傍．普通

P. pa1包iculatumHun. アワガエリ h

田娃，原野，路傍．普通

Phragmites communis TRIN・ ヨシ

ブナ帯の湖畔，｝I／辺．普通

f.ρilifera Oawr ケヨシ

母種に混生

中土．宇土

Pleioblastus virens MAKINO アオネザサ

プナ；lザ． 散生．大町．鷹狩山．社

Poa acroleuca STEUD・ ミゾイ チコ．ツナギ

原野，路傍の雑草

P. annua LINN・ スズメノカタピラ

原野，路傍，人家付近の雑草

P. fauriei HACK・ アイヌソモソモ， タテヤマイチゴ

ツナギ

ハイマツ帯の草原．椀．白馬岳

P. glauca VAHL タカネタチイ チゴツナギ

ハイマツ帯のJ疎地．稀．白馬岳．八方尾根

P. hakusanensis HACK・ ハクサンイチゴツナギ

ハイマツ帯の草原．散生．白馬岳．白馬鑓ガ岳．唐松

岳．爺ガ岳．鹿島槍ガ岳．船窪岳

P. malacantha Kmr企R・

var. shinanoana Omvr ミヤマイチゴツナギ，タカ

ネイチコ．ツナギ

ハイマツ帯の1疎地．稀．白馬岳．白馬鑓ガ岳

f. vivzρara 0Hwr コモチタカネイチゴツナギ

母極に混生．稀．白馬岳

P. matsumurae HACK・ イトイチゴツナギ

プナ千wの草原．稀．南小谷

P.ρratensis L1NN・ ナガハグサ

路傍． 原野には帰化品が普通 山地には自生品もある

P. sρhondylodes TRIN・ イチゴツナギ，ザラツキイチ

ゴツナギ

ブナ情の川原，原野．普通

P. viridula PALIB・ アオイチゴツナギ

シラビソ帯，ハイマツ帯の磯地．稀．白馬岳．黒部川

Poly pagon fugax STEUD・ ヒエガエリ

プナヰザの湿地，水田．普通

Ptilagrostis mongholica GRrSEB ヒゲナガコメススキ

ハイマツ帯の草原．稀．白馬鑓ガ岳

Sacciolepis indica 0HASE ハイ ヌメリ

プナ帯の湿地，水辺．普通．北城．神城．美麻．居谷

里．八坂

Sasa brachyρhy/la NAKAI タテヤマザサ

鹿島槍ガ岳（林弥栄氏〉

S. borealis MAKINO スズタケ

プナ’H干の林下．稀．木崎湖畔夏季大学

S. ku門＇lensisMAKINO et SHIBATA チシマザサ，ネマ

ガリダケ

プナ帯，シラピソ干！？の草原．林下．普通

S. megaloρhylla MAKINO et UCHIDA オオパザサ

プナ帯の草原，林下．散生．北城．落倉．鷹狩山．居谷里

P. japonica STEUD・ ツノレヨシ s. ρalmata NAKAI チマキザサ

ブナ帯の湖畔， 川辺．普通 プナ帯の林下．普通

Phyllostachys bai叩busoidesSrns. et Zucc. マダケ汽 S. senaneπsis REHDEU グマイザサ，シナノザサ
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プナ帯，シラピソ帯の林下，草原．散生．平常盤

S. sendaica MAKINO センダイザサ

プナ帯の林下．稀．平（野口神社〕

Sasaella santanensis Kornz. サンタンシノ

ブナ帯．大町．寵神社．天正寺．節が無毛のー型

Setaria faberi HERR・ アキノエノコログサ

畑， 荒地，原野，路傍．普通

s. glauca BEAUV・ キンエノコロ

畑，原野．普通

S. pycnocoma HENR・ ex .NAKAI オオエノコログサ

畑， 原野．稀．大町

s. viridis BEAUV・ エノコ ログサ

畑，原野，荒地．普通

f.ρurρurascens MAXI斑・ ムラサキエノコログサ

母種にi混生

sρodioρogo持 deρanρeratusHACK・ ミヤマアプラス

スキ

プナ帯，シラピソ帯の草原．散生．雪倉岳．天狗原山

白馬岳．八方尾根．遠見尾根．針ノ木谷

S. sibiricus Tarn. オオアプラススキ

プナ帯の草原．普通

Torreyochloa natans C1rnacH ホソバ ドジョウ ツナギ

ブナ骨子の湿地．稀．居谷里貯水池

Trisetu1河 bifidum0Hwr カニツリグサ

ブナ帯の路傍，草原．普通

T. koidzu1河ianum 0HwI ミヤマカニツリ

ハイ マツ帯の草原．稀． 白馬岳．白馬鑓ガ岳

T. sibiricum RvPR・チシマカニツリ

ハイマツ帯の草原．稀．白馬岳

T. sρicatum R1CHT・ リシリカニツリ

ハイマツ帯の磯地，草原．散生．白馬岳．針ノ；木岳．

船窪岳

Zizania latifolia TuRcz. マコモ

ブナ帯の湖畔．散生．青木湖．中綱湖．木崎湖

Zoysia jaρonica STEUD・ シノ〈

プナ帯の山野．普通

CYPERACEAE カヤツリグサ科

Bulbostylis densa HAND・ -MAzz. イトハナピテンツキ

田畑， 原野．普通

Carex albata BooTT ミノボロスゲ

ブナ帯，シラピソ帯の草原，路傍．普通

c. 0ρhanolepis FRANCH・ et S.HAT・ エナシヒゴクサ

プナ帯の林下．稀．中土．大町utt神社

C. aρhylloρus KOKENTH・ タテヤマスゲ

シラピソ帯の湿地，沢筋．普通．朝日岳．白馬岳 白

馬鑓ガ岳．八方尾根． 遠見尾根．爺ガ岳．針ノ木谷

C. atrata LINN・ 

subsp. jaρoπalρina T-KOYAMA クロポスゲ

ハイマツ帯の草原．散生．白馬大池．白馬岳．針ノ木岳

C. augustinowiczii MEINSH・ ヒラギシスゲ

シラピソ帯，ハイマツ帯の水辺，湿地．稀．蓮華温泉

白馬大池．白馬岳

c. biρartita ALL・ タカネヤガミスゲ

ハイマツ帯の棟地，草原．稀．朝日岳．小蓮華山．白馬岳

c. biwensis FRANCH・ マツバスゲ

プナ帯の湿地，回畦．普通

C. bleρharicarpa FRANCH- ショウジョウスゲ

ブナ惜の回畦，草原，岩壁．普通

var. dueensis AKIYAMA タカネショウジョウスゲ

シラピソ帯，ハイマツ千r,：の草原．稀．雪倉岳

var. stenocarρa OHWI ナガミノショウジョウスゲ

ハイマツ帯の草原．普通． 朝日岳．雪倉岳．白馬大池

白馬岳．八方尾根．爺ガ岳．針ノ木岳

C. breviculmis R. BR・ アオスゲ

ブナ帯の山野普通

C. brunnescens Porn. ヒメカワズスゲ

シラピソ帯，ハイマツ帯の湿地．稀．朝日岳．雨飾山

白馬岳．爺ガ岳

C. caρillacea BooTT ハリガネスゲ，エゾマツパスゲ

ブナ帯．シラ ピソ帯の湿地．普通．北城．神城大田T

社

var. sachalinensis 0Hwr ミチノクハリスゲ

母種に混生.f.有l・針ノ木岳

C. caρillaris LINN・ タカネシパスゲ

ハイマツ帯の疎地ー稀． 雪倉岳．小蓮華岳．白馬鑓ガ岳

C. caryoρhyllea LA・rouR 

var. microtricha KDKENTH・ チャシパスゲ

ブナ帯の林下．散生．平．大町．常盤

c. curta GOODE!¥. ハクサンスゲ

シラピソ帯，ハイ マツ帯の湿地．稀．白馬大池．白馬

岳．爺ガ岳

C. curvicollis FRANCH・ et SAVAT・ ナノレコスゲ

ブナ帯の川辺． 普通

C. deweyana SCHWEIN 

subsp. senane向sisT-KovAMA ホスゲ

ハイマツ帯の草原．稀．雨飾山．白馬大池．白馬岳

C. dimoγpholeρis. STEUD・ アゼナノレコスゲ

フ’ナ；，wの水辺．普通

C. dispalata BOOTT カサスゲ

ブナ千il＇の湿地 ，沼地．散生．中土．乙見山｜峠．餓鬼岳

大町．社

c. dissitiflora FRANCH・ ミヤマジュズスゲ

フナ帯，シラビソ帯の林下．稀． 雨飾山

C. dolichostachya HAYATA 

subsp. multifolia T. KOYAMA ミヤマカンスゲ

ブナ帯，シラ ピソ帯の林下．普通

C. doenitzii BOCKLR コタヌキラン
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シラピソ帯，ハイマツヰザの1疎地，岩盤．普通．小立1:1::!il' subsp. urostachys T. KOYAMA et CALDER キンチャ

山．白馬岳．八方尾根．鹿島川入．高瀬川入．針／木岳 クスゲ

c. fedia NEES ハイマツ帯の疎地．稀．白馬大池一蓮華温泉．白鳥岳

subsp. miyabei T. KOYAMA ビロードスゲ 白馬鑓ガ岳．八方尾根

プナ；併の湿地，草原普通 C. mollicula BOOT'l' ヒメシラスゲ

C. fernaldiana L立V 巴tVAN・ イトスゲ プナ帯の林下．普通． 朝日岳．中土．神城．箆川入．

ブナ帯の林下．散生居谷里．鷹狩山 居谷里．常盤

C. flabellata L丘y，巴tVAN・ ヤマテキリスゲ C. morrowii BooTT 

プナ帯の川原，＊辺．散生．居谷里．高瀬川入．餓鬼 var. temnoleρis 0Hwr ホソバカンスゲ

岳白沢 ブナ帯，シラピソ帯の林下．普通

C. flavocusρis FRANCH・ et SAVA'l" ミヤマクロスゲ C. olivacea BooTT 

ハイマツ帯の草原，磯地．散生．雪倉岳．白馬岳．白 var. angustior KDKENTH ミヤマシラスゲ

馬鑓ガ岳 プナ帯の沼沢地．散生．大所川入 乙見山峠

C. foliosissima FR・ Scrrn. オクノカンスゲ C. omiana FRANCH・ et SAvAT・ 

プナ帯，シラビソ帯の林下．普通 var. monticola 011wr カワズスゲ

C. forficula FRANCII・ et SAVAT・ タニガワスゲ シラ ピソ帯，ハイマツ帯の湿地．散生．朝日岳．雪倉

プナ帯の水辺．普通．中土．中綱．木崎湖畔．居谷盟 岳．白馬大池．白馬岳．八方尾根．遠見尾根．爺ガ岳

C. grallatoria M AXIM・ ヒナスゲ 針／；木谷

プナ帯の岩壁．稀．高瀬川入．餓鬼岳 c. onoei FRANCH・ et SAVAT ヒカゲノ、リスゲ，ハリス

C. hakkodensis FRANCH・ イトキンスゲ ゲ

シラピソ帯，ハイマツ帯の草原．普通 シラピソ帯の湿地．散生．雨飾山．天狗の庭．蓮華温

c. hakonensis FRANCII・ et SAVAT・ コハリスゲ 泉．栂池．白馬岳．爺ガ岳

プナ帯の林下，湿地．散生．白馬大池．八方尾根．遠 C. oxyandra Kuno ヒメスゲ

見尾根．針ノ木岳．船窪岳．餓鬼岳 ブナ帯，シラピソヰザ．ハイマツ帯の磯地．普通

C. heteroleρis BUNGE ヤマアゼスゲ C. Parciflora BoOT1' グレーンスゲ

ブナ帯の湿地．散生．居谷里 ブナ帯の水辺．散生．居谷里

C. incisa BooTT タニスゲ，カワラスゲ var. macroglossa OIIwr コジュズスゲ

プナ帯の水辺．南小谷．白馬北股入．神城．針ノ木岳 プナ帯の湿地散生．大町．鷹狩山．社

鷹狩山 var. vaniotii Omvr ナガポノコジュズスゲ

C. jacens C. B. CLARKE ハガクレスゲ シラビソ帯の林下．稀 朝 日 岳．雪倉岳．雨飾山．栂

シラピソ帯の林下，磯地．普通．雨飾山．白馬大池． 池．唐松岳

白馬岳．白馬鑓ガ岳．主十ノ木岳．餓鬼岳 c. ρauρercula M 1CHX・ ダケスゲ

C. jaρonica T HUNE・ヒゴクサ ハイマツ帯の湿地．稀．白馬大池．白馬岳．爺ガ岳

プナ帯の林下．普通 C. phacota SPRENG・ アオゴウソ

C. kiotensis FRANCH・ et SA VAT・ テキリスゲ プナ帯の湿地．散生．居谷里．常盤

プナ帯の川原，磯地．普通 C. planiculmis KOMAR・ ヒカゲシラスゲ

C. lanceolata BOO'l'l＇ ヒカゲスゲ シラビソ帯の林下． 散生．餓鬼岳

プナ帯の林下．普通 c. podogyna FRANCII・ et SAVAT・ タヌキラン

C. limosa LINN・ ヤチスゲ ブナ帯，シラピソ千wの岩壁．礁地．数生．北小谷．中

シラピソ帯，ハイマツ帯の湿地．散生．天狗原．神ノ田岡 土．白馬岳．白馬鑓ガ岳

C. longerostrata c. A. M EY・ 7 ツマエスゲ c. ρ＇Jrenaica W AHLENB・ キンスゲ

シラピソ帯の草原，林内．稀．雨飾山 シラピソ帯，ハイマツ帯の草原．普通

C. maximowiczii MIQ・ ゴウソ C. rhynchoρhysa C. A. M EY・ オオカサスゲ

ブナ帯の湿地．普通 ブナ；貯の湿地．散生．南小谷．大所川入．白池．神城．居谷里

C. michauxiana BOECKEL・ C. rochebruni FRANCH・ et SA VAT・ ヤプスゲ

subsp. asiatica HULTEN ミタケスゲ プナ帯の林下．稀．北城．大町宮神社

シラピソ帯，ハイマツ’常の湿地．散生．朝日岳．雪合 C. sachalinensis FR・ Seim. 

岳．風吹大池．天狗原．神の田園 var. longiuscula 0HwI ミヤマアオスゲ

C. mertensii PRESC・ シラピソ帯の林下．稀．針ノ木岳
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var. alterniflora Omvr オオイトスゲ

プナ帯の林下．稀．高瀬川入

var. fulva OHWI キイトス ゲ

ハイマツ帯の草原．稀．雨飾山．白馬岳

C. sadoensis FR企NCH・ サドスゲ

ブナ帯の湿地，水辺．普通．中土．黒沢高原．大lllJ

居谷fil.社

C. satzumensis FRANCH. et SA v AT・ アブラシパ

ブナ惜の川原， J疎地．散生．中土．高瀬川｜入．在韓｝＼；岳

C. scita MAxrn. 

var. brevisqua1河GOmv1 アシボソスゲ，シロウマスゲ

ハイ7 ツ帯の草原．普通．朝日岳．雪倉岳 雨飾111.

白馬岳．八方尾根．唐松岳．五箆岳．鹿島槍ガ岳.1綜

ガ岳．金｜ーノ木岳

C. scitaefon河内 KDKENTH・ オオタヌキラン

シラピソ帯の疎地．稀．白馬鑓ガ岳．赤男1.L1. 雨企11i111 

C. shakushizawae悶sisAKIYAMA カツタスゲ

シラピソ11l'の磯地．稀．白馬大雪渓．鎚温泉

C. shimidzensis FRANCH・ミヤマナルコ，アズマナルコ

プナ帯，シラピソ帯の湿地．普通．白馬鑓ガ岳．高瀬

川入．黒部川．餓鬼岳

C. siroumensis Kornz. タカネナノレコスゲ

ハイマツ帯の草原．稀．白馬岳．白馬鎚ガ岳

C. siderostita H企NCE タガネソウ

ブナ干il'の林下．草原．普通

C. stenantha FRANCH・ et SAVAT・ イワスゲ

ハイマツ帯の草原，事告地．普通

C. stenostachys FRANCH・ et SA VAT・

var. ikegamiana T-KOYAMA コシノホンモンジスゲ

ブナ千tt'の林下．普通

C. stipata MuBHLENE・ オオカワ ズスゲ

ブナ帯の湿地・＊辺．普通．中土．乙見山曲者．黒沢高

原．筒川入

C. subumbellata MErNSH・

var. verecunda 0Hwr クモマシパスゲ

ハイマツ帯の礁地．稀．雪倉岳．小蓮華JJ.1. 雨鋭ti1l1.

白馬鑓ガ岳．針ノ木岳

C. tenuiformis LEV・ オノエスゲ

ハイマツ帯の磯地，草原．普通．雪倉岳．小蓮華111.

白馬面．白馬鑓ガ岳

C. thunbergii STEUD・ アゼスゲ

ブナ骨子の湿地，回畦．普通

var.αρρendiculata Omv1 オオアゼスゲ，エゾアゼ

スゲ

プナ帯の湿地，Ji／辺．稀；.鷹狩山

C. vanheurckii ］.乱'10LL・ ヌイオスゲ，シロウマヒメ

スゲ

ハイマツ帯の磯地．散生．朝 日岳．小蓮華山．白馬岳

白馬鑓ガ岳

C. vesicaria LINN・ オニナノレコスゲ

プナ帯の沼沢地．散生．美麻．大町．居谷里

Cyρerus ai河uricusMAxrn. チャガヤツリ

畑.j定地の雑草

c. bγ叩 ifoliusHASSK・

subsp. leioleρis T-KovAMA ヒメクグ

回目圭，湿地，原野の雑草

c. diグormisLINN・ タマガヤツリ

回畦．湿地の雑草

C. flaccidus R. BR・ ヒナガヤツリ

プナ帯の湿地．居谷里．社

C. globosus ALL・ アゼガヤツリ

水田，湿地．普通

C. glomeratus LINN・ ヌマガヤツリ

プナ帯の湿地，湖畔．散生．木l崎湖

C. microria STEUD・ カヤツリグサ

路傍，荒地.~悶 ． 普通

C. niρρonicus FRANCH・巴tSA VAT・ アオガヤツリ

プナ骨子の湿地．散生．中土．符Ii戒

C. orthostachyus FRANCH・ et SAVAT・ ウシクグ

プナ帯の湿地．普通．中土．大町

C. sanguinolentus VAHL カワラスガナ

ブナ帯の湿地，水田．普通

Eleocharis acicularis RoEM・ et ScHALT・ 

var. longiseta SVENSON マツバイ

プナ帝の水団，湿地．普通

E. congesta D. DoN 

subsp. jaρonica T.KovAMA ハリイ

プナ帝の水田．湿地．散生．神城．中綱湖． 居谷里．社

E. kuroguwai Omvr クログワ イ

プナ帯の池沼．稀．神城．木崎泌j

E. mai河millat a L INDB・ fil. 

var. cyclocarρG KITAGAWA ヌマハリ イ

プナ？fl-の池沼．散 生 中 土．鎌池フミ崎湖 居谷里

E. ovata ROEM・ et SCHULT・ マルホハリイ

プナ帯の湿地．稀居谷里

E. wichurai BOCKL・ シカクイ

プナ帯の湿地，湖沼．散生．青木湖．居谷里

Erioρhorum gracile KocJ-I 

subsp. coreana T-KovAMA サギスゲ

プナ帯の湿地．稀．神城． 黒沢高原．居谷里

E. vaginat仰向 L r~N・

subsp. fauriei T-KOYAMA ワタスゲ

シラピソ帯，ハイマツ帯の湿地．普通．栂池神ノ田

園．風吹大池． 小日向山．八方尾根．遠見尾根

Fimbristlis comρlanata LINK ノテンツキ

プナ干r,：の草原．普通．中土．黒沢高原．居谷里
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F. miliacea V AHL ヒデリコ

ブナ帯の回陛，湿地．普通．大町

F. squarrosa V AHL アゼテンツキ

プナ帯の水田，湿地．普通

F. subbisρicata NEES et MEYEN ヤマイ

プナ帯の原野，湿地．普通．北城．神城． 平． 大町

Kobresia bellardii DEGLAND ヒゲハ リスゲ

シラピソ帯の草原．散生． 白馬岳．白馬鑓ガ岳

Rhynchospora alba VAHL ミカズキグサ

プナ帯の湿地．散生居谷里

R. fauriae FRANCH・ オオイヌノハナヒゲ

プナ帯の湿地．普通．青木湖．中綱湖居谷里

R. yasudana MAKINO ミヤマイヌノ ハナヒゲ

シラピソ帯の湿地．散生．神ノ田園．遠見尾根

Scirρus caesρitosus LINN・ ミネハリ イ

ハイマツ帯の湿地．散生．白馬大池．栂池． 白馬岳．

白馬鑓ガ岳．八方尾根．遠見尾根

S. fuirenoides MAXI日・ コマツカサススキ

ブナ帯の湿地．普通．北城．神城．居谷里

S. fluviatilis A. GRAY ウキヤガラ

ブナ帯の水辺．稀．青木湖．中綱湖．木崎湖

S. hondoensis 0Hwr ミヤマホ タルイ

シラピソ帯，ハイマツ帯の湿地．散生 白馬大池．白

馬岳．八方尾根

S. juncoides RoxB・

subsp. hotarui T.KoYAMA ホタルイ

ブナ帯の湿地，池沼．普通．北城．神城．大町．居谷里．社

subsp. juncoides イヌホタノレイ

プナ帯の湿地，池沼．稀．落倉．神城．佐野

S. lacustris LINN・ 

subsp. creber T-KOYAMA フトイ

プナ骨子の湖沼 散生．青木湖．中綱湖．木崎湖

s. lineolatus FRANCH・ et SAVAT・ ヒメホタノレイ

プナ帯の湿地．散生 八方尾根．青木湖．木崎湖．居谷里

S. maximowiczii c. B. CLARKE タカネク ロスゲ

ハイマツ帯の湿地．散生．朝日岳．雪倉岳．白馬岳．

八方尾根．遠見尾根

S. sylvaticus Ln国 ・

subsp. maximowiczii T-KOYAMA クロアプラガヤ

ブナ帯の湿地，川辺． 稀．中土．乙見山峠．木崎湖畔

海の口

S. triangulatus RoXB・ カンガレイ

プナ帯の池沼．散生．神城．木崎湖．居谷里

S. wrchurai BOCKLR f. wichurai アイパソ ウ

プナ帯の草原．湿地． 普通

f. concolor T.KoYAMA アプラガヤ

プナ帯の草原，湿地．母穏に混生するが少ない

Scleria parvula Srnun・ コシンジュガヤ

プナ帯の湿地．稀．常盤．松川

ARACEAE サトイモ科

Acorus calamus LINN・ 

var. angustatus BESS・ ショウプ

プナ帯の池沼．散生．中土．北城．神城．美麻．平．

大町．栽培もある

Arisaema angustatum FRANCH・et SAVA'r. ホソパテ

ンナンショウ プナ帯の林下． 稀．高瀬川入

A. monoρhyllum NAKAI ヒトツパテンナンショウ

プナ帯の林下．稀．高瀬川入

A. nikoense NAKAI ユモトマムシグサ

プナ晴子の林下．散生．中土．白馬岳 白馬鎚ガ岳 針

ノ木岳．高瀬川入

A. 1うeninsulaeNAKAI コウライテンナンショウ

プナ有j’の林下．散生．北小谷．中土．神城

A. robustu1河 NAKAI ヒロハテンナンショウ

プナ骨子，シラピソ帯の林下． 普通．赤男山． 天狗原山

神城．鹿島槍ガ岳．針ノ木岳6 餓鬼岳

A. serratum SCHOTT ムラサキマムシグサ，カントウ

マムシグサ

ブナ帯の林下．散生．中土．居谷里．鷹狩山

A. takedai MAKINO オオマムシグサ

プナ帯の林下．散生．鹿島川入．籍川入． 高瀬川入

Lysichiton camtschatce問seSCHOTT ミズノ〈ショウ

プナ111'，シラピソ帯の湿地．散生．朝日岳． 雪倉岳．

雨飾山．中土．乙見山峠．白馬大池．白馬北股入．小

日向山． 居谷里

Pinellia ternata BREITENB・ カラスピシャク

畑の雑草

Symplocarρus niρρonicus MAKINO ヒメザゼンソウ

プナ祁’の湿地．稀．居谷里

S. foetidus NUTT・

var. latissimus HARA ザゼンソウ

プナ帯， シラピソ骨子の湿地．散生．白馬大池一赤板．

白馬北股入．北城．神城．居谷里．千土

LEMNACEAE ウキクサ科，

Lemnaρaucicostata HEGEIM・ アオウキクサ

水田，池． 散生．中土．美麻

Sρirodelaρolyrhiza SoHLED・ ウキクサ

水田，池．普通

ERIOCA ULACEAE ホシクサ科

Eriocaulon decemflorum MAXIM・ コイヌノヒゲ

プナ帯の湿地．普通．神城．青木湖． 大町．居谷里

松川村

E. miquelianum KoERN・ イヌ ノヒゲ

ブナヰザの湿地．普通．木崎．居谷里
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E. monococcon NAKAI エゾホシクサ

プナ帯の湿地．稀．居谷里湿原

E. robustius MAKINO ヒロハイヌノヒ ゲ

ブナ帯の湿地普通． 北城．木崎湖居谷盟

COMMELINACEAE ツユクサ平ヰ

Aneilema keisak HASSK・ イボクサ

水田，湿地．普通

Commelina communis LINN・ ツユクサ

7・ナ帯の山野．普通．萄の外面に長白毛のあるー型ヒ

メオニツユクサも散生する

PONTEDERIACEAE ミズアオイ科

Monochoria vagina/is PRESL 

var.ρlantaginea Sou1s-LAUB・ コナギ

水田，沼地．普通

JUNCACEAE イグサ科

]uncus alatus FRANCH・ et SA VAT・ ハナピゼキショウ

プナ帯の湿地． 散生． 木lb制~J

]. beringensis BucnEN- ミヤマイ ，タテヤマイ

ハイマツ帯の湿地．散生． 雪倉岳．風吹大池．白馬大

池．白馬岳．八方尾根．遠見尾探

]. diastroρhanthus BucrIEN・ ヒロハノコウガイゼキ

ショウ

ブナ帯の湿地．散生．雨飾山 中土．北城．木11埼湖畔

]. effusus LINN・ 

var. deciρiens BucnEN・ イ， トウシンソウ

プナ帯，シラピソ帯の湿地．普通

]. ensifolius W1KSTR・ ミクリゼキ ショウ

シラピソ帯の湿地．散生．雪倉岳．白馬岳．白馬鎚ガ

岳．清水岳．針ノ木谷

]. filiformis LINN・ エゾホソイ

シラピソ帯の池沼散生．朝日岳． 雪倉岳．白馬岳．

八方尾根．遠見尾根

]. km河tschatcensisK uno ミヤマホソコウガイゼキシ

ョウ

ハイマツ常の湿地．稀．針ノ木岳

]. leschenaultii GAY コウガイゼキショウ

プナ帯の湿地，国畦．普通

]. maximowiczii BuCHEN・ イトイ

プナ骨子，シラピソ帯の岩壁．普通

J・ 1うaρillosusFRANCH・巴t SAVA'I'・ アオコウガイゼキ

ショウ

ブナ帯の湿地，散生．居谷里

]. tenuis WILLD・ クサイ

原野．路傍．普通

]. triglumis LINN・ タカネイ，シロウマゼキショウ

ハイマツ帯の湿地．稀．雪倉岳．白馬岳

]. wallichianus LAHARPE ハリコウガイゼキショウ

プナ幣の湿地．散生．落倉．神城佐野．居谷里

Luzula caρitata Miq. スズメノヤリ，スズメノヒエ

フーナ帯の山野．普通

L. multiflora LEJEUNE ヤマスズメノヒエ

フeナ帯の山野，普通

L. oligantha G. SAM・ タカネスズメノヒエ，ミヤマス

スメノヒエ

ハイマツ帯の草原，疎地．普通

L. ρlu1河osaE. MEYER 

var. macrocarpa Onw1ヌカボシソウ，クロボシソウ

ブナ帯の林下．普通

L. rostrata BucHEN・ ミヤマヌカボシソウ

シラピソ幣，ハイマツ帯の林下， 草原．普通．白馬大

池．白馬北股入．爺ガ岳．針ノ木岳

L. wahlenbergii RuPR・ クモマスズメノヒエ

ハイマツftfの1疎地．普通

LILIACEAE ュリ 干ヰ

Aletris foliata BUREAU et FRANCH・ ネノ〈リノギラン

シラピソ帯の草原．普通．朝日岳．雪倉岳．白馬大池

乗鞍岳．白馬岳．八方尾根．爺ガ岳．針ノ木岳．船窪

岳．餓鬼岳

Alliu1河 grayiREGEL ノビノレ

回陛，路傍．普通

A. maximowiczi REGEL シロウマアサツキ

シラビソ帯，ハイマツ帯の疎地．散生．朝日岳．雪倉

岳．雨飾山．白馬岳．白馬鑓ガ岳．八方尾根．針ノ木岳

A. monanthum MAXIM・ ヒメニラ

プナ帯の草原．稀神城

A. schoenoρrasum LINN・ 

var. foliosum REGEL アサツキ

ブナ帯の草原．散生．鷹狩山．八坂曽山

A. tuberosu1河 ROTTL・ ニラ市

路傍．中土

A. victorialis LINN・ 

subsp.ρlatyρhyllu1河 HULTEN ギョウジャ ニンニク

プナ帯，シラピソ帯の林下．散生．金山．中土．北城

神城．高瀬川入．針ノ木谷

Asρaragus schoberioides KuNTH キジカクシ

ブナ帯の草原．散生． 北城神城．平． 居谷里．常盤

Cli河toniaudensis TRAUTV・ et MEY・ ツバメオモト

ブナ；rfl'，シラピソ帯の林下．普通

Convallaria keiskei MIQ・ スズラン，キミカゲソワ

ブナ惜の林下．稀．鷹狩山

DisJうorumsessile D. DoN ホウチャクソウ

プナ帯の林下．普通

D. smilacinum A. GRA y チゴユリ

ブナ帯の林下．普通



神奈川県立博物館研究報告第 1巻第3号 1969年B月 73 

D. viridescens NAKAI オオチゴユリ

プナ帯の林下．稀．朝日岳．中土

Erythronium jaρonicum DECNE カタクリ

ブナ帯，シラビソ帯〔八方尾担〕の草原，林下．普通

Fritillaria camtschatcensis KER・-GAWL クロユリ

ハイマツ帯の草原．散生・白馬大池．白馬岳．白馬鑓

ガ岳．唐松岳．五竜岳．鹿島槍ガ岳．爺ガ岳．岩小屋

沢岳．針ノ木岳．針ノ：木谷

F. jaρonica Mr.;;. 

var. koidzumiana HARA et KANAI コシノコパイモ

フナ帯の林下．稀大峰峠

Gagea lutea KER-GAWL・ キノtナノアマナ

プナ帯の草原．稀．佐野坂峠

Helonioρsis oriental is c. TAN AKA ショウジョウパカマ

ブナ帯，シラビソ帯， ハイ マツ帯の林下，＊辺，草原

普通

Hemerocallis fulva LLNN・

var. kwanso REGEb ヤブカンゾウ

田畦，原野．普通

H. middendorffii TRAUTV・ et M EY・

var. esculenta 0Hwr ニッコウキスゲ，ゼンテイカ

シラビソ帯，ハイマツ帯の湿地．普通

H. thunbergii BAKER キスゲ，ユウスグ

ブナ帯の山野，田畦，普通

Hosta alba margi仰 taOmvr コパギボウシ

ブナ帯の田畦，湿地．林下．普通

H. decorata L.H. BAILEY 

f. non刊alisSTEARN ミドリオタフクギボウシ

ブナ帯の草原，田陛．稀．北城．神城． 青木湖畔

f. albiflora OHARA シロハナオタフクギボウシ

北城四ツ谷（大原準之助氏〉

H. montana F. MAEKAWA オオハギボウシ

ブナ帯の草原，林下．普通

H. sieboldiana ENGLER トウギボウシ

シラピソ帯，ハイマツ帯の草原．稀．雪倉岳．雨飾山

白馬岳．白馬鑓ガ岳．八方尾根．遠見尾根

Lilium cordatum Kornz. 

var. glehnii W ooncocK オオウパユリ

ブナ帯の林下．普通

L. jaρonicum T HUNE・ササユリ

ブナ帯の草原．稀．権現山．居谷旦．鷹狩山．常盤．

乱獲により減少した

L. lancifoliu1河 THUNE・ オニユリ

人家付近．散生

L. leichtlinii H ooK-fil. 

var. tigrinum NICHOLS・ コオニユリ

ブナ帯の湿地，草原．普通

f. tenuグoliumM rzusHIMA ホソパコオニユリ

ブナ帯，シラビソ帯の岩屋，草原．散生．乙見山峠

白馬岳．八方尾根．遠見尾根．爺ガ岳．針ノ木岳

L. maculatum TnuNB・

var. monticola HARA ヤマスカシユリ

ブナ帯の岩屋稀姫JI/i合
L. medeoloides A. GaAY グノレマユリ

シラビソ帯，ハイマツ帯の草原．普通

f. atroρurpu何 um0KUYAMA クロハナ クノレマユリ

白馬岳（丸山氏〉

f. ascendens NAKAI タチクノレマユリ

白馬岳〔岸田松若氏〕

Lloydia seroti問。 REICHENB・ チタマアマナ

ハイマツ帯の岩壁，草原．散生．白馬岳．白馬鑓ガ岳

唐松岳．五竜岳．鹿島槍ガ岳．針ノ木岳．蓮華岳

Maianthemum bifolium F羽人 SCHMIDT ヒメマイズノレ

ソウ

フ、ナ帯の林下．稀．葛温泉一七倉鍬ノ峯社宮本

M. dilatatum NELS・ 巴tM ACE・ マイズルソウ

ブナ帯，シラピソ帯，ハイマツ帯の林下，草原．普通

Metanarthecium luteo-viride MAXI M・ ノギラン

フーナ帯の山野．普通

Narthecium asiaticu1刊 MAXIM・ キンコウカ

シラピソ帯，ハイマツ帯の岩壁，湿地．普通．朝日岳

雪倉岳．雨飾山．白馬大池．栂池．神ノ田園．白馬昔

白馬鑓ガ岳．八方尾根．遠見尾tl¥!.鹿島槍ガ岳．爺ガ

岳．針ノ木岳餓鬼岳．北鎌尾根

Paris jaρonica FRANCH・ キヌガサソウ

シラビソ帯，ハイマツ帯の林下．普通

P. tetra1うhyllaA. GRA v ツグハネソウ

ブナ帯の林下．普通

P. verticillata M. v. BrnB・ クノレマパックパネ ソウ

フナ帯，シラビソ帯の林下 普通．中土．白馬岳．針

ノ木岳餓鬼苦

Poly go向。tumfalcatum A. GRA v ナルコユリ

ブナ帯の林下．普通

P. humile Frscn・ ヒメイズイ

ブナ帯の草原， JI!原．普通．鹿島川入．高瀬JI［入大

町居谷里

P. lasianthum MAXIM・ ミヤマナルコユリ

ブナ帯，シラピソ帯の林下．岩壁．普通

P. macranthum Kornz. オオナノレコユリ，ヤマナノレコ

ユリ

フナ帯の林下．散生．中主．北城．神城．美麻．鹿島

川入． 箆川入．高瀬戸！入．居谷里．常盤

P. odoratum DRucE 

var. p!uriflorum Onwr アマドコロ

ブナ帯の林下．普通

var. thunbergii HARA ヤマアマドコロ

ブナ帯の林下．散生．北小谷．神城．高瀬川入．居谷

里 鷹狩山
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Sci/la scilloides DRUCE ツノレポ

フeア帯の回陛，草原．普通

Smilacina hondoensis Omvr オオパユキザサ，ヤマト

ユキザサ

シラビソ＊，ハイマツ帯の林下．普通

S. jaρonica A. GRAY ユキザサ

プナ帯の林下普通．中土 北城．神城．平．大町．

常盤

S. yesoensis FnANCH・ et SA VA ~＇ · ミドリユキザサ，ヒ

ロハユキザサ

シラ ビソ帯の林下．普通

Smilax biflora SrnB・exMIQ・ 

var. trinervula HATUS・ サノレマメ

フナ帯の林下．普通

S. chi昨GLINN・ サノレトリイバラ

ブナ帯の山野．普通

S. niρρonica MIQ・ タチシオデ

プナ帯の林下．普通

S. riρaria A. DC. 

var. ussuriensis HARA et T.KoYAMA シオデ

プナ帯の山野．普通

S. sieboldii MrQ・ ヤマカシュウ

ブナ帯の山野．散生．中土．北城神城．平．常盤

St reρtoρus amρlexifolius DC. 

var.ρGρillutus 0HWI オオパタケシマラン

シラビソ帯の林下．普通

S. streρtoρaides FnYE et R100 ヒメタケシマラン

シラピソ帯，ハイマツ帯の林下．散生 白馬大池．白

馬岳．唐松岳．五竜岳. ii店ガ岳．針ノ木岳．餓鬼岳

var. japonicus FASSETT タケシマラン

シラビソ帯の林下．普通

Tofieldia cocci問eaRICHAHDS チシマゼキショウ

ハイマツ帯の岩壁，草原．散生．朝日岳．雪倉岳．雨

飾山．白馬大池．白馬岳．八方尾根．五竜岳．針ノ木岳

var. fusca HARA クロミノイワゼキショウ

白馬岳．白馬鑓ガ岳

var. gracilis 0Hwr チャ ボゼキショウ

プナ帯，シラピソ帯の岩壁．散生．雪倉岳．雨flfriill. 

天狗原山．八方山．高瀬川入．餓鬼岳

T. jaρonica MIQ・イワシ ョウプ，ムシトリ ゼキショウ

シラビソ帝の湿地．普通．雪倉岳．白馬大池一神ノ田

園．白馬岳．白馬鑓ガ岳．八方尾根．遠見尾根．鹿島

循ガ岳．爺ガ岳．針ノ；木岳

T. okuboi MAKINO ヒメ イワショウブ

ハイマツ帯の草原．普通

Tricyrtis latぴ0・liaMASAM・ タマガワホト トギス

ブナ帯，シラピソ帯の林下．普通

Trillium smallii MAXIM・ 

f. atropurρureocarρum HONDAクロミノエンレイソウ

プナ~i#＇， シラ ピソ帯の林下，草原．普通

f. viridicarρum MAKINO アオ ミノエンレイソウ

稀に混生する

T. tschonoskii MAxrn. シロ パナエンレイ ソウ，ミヤ

マエンレイソワ

プナ’市，シラピソ帯の林下．散生．中土．白馬北股入

箔川入．鷹狩山．社

Veratrum grandiflorum LOES・ fil. パイケ イソウ

ブナ帯，シラビソι貯の草原，林下．散生．白馬岳．神

城．権現山．鹿島川入．籍川入 高瀬川入．爺ガ岳．

針ノ木岳．鷹狩山．常盤

V. maackii REGEL 

var. jaρonicum T. SmM1zu シュロソウ．オオシュ

ロソウ

プナ帯ーの林下．普通．落倉．北城．神城．鷹狩山．居

谷盟

V. longebracteat抑冗 TAKEDA タカネアオヤギソウ

シラピソ帯，ハイ 7ツ千！？の草原．普通．鉢ガ岳．白馬

岳．八方尾根．遠見尾根．針ノ木岳

var. atro purρureum HONDA ムラサキタカネアオヤ

ギソウ

シラビソ帯，ハイマツ帯の草原．普通．朝日岳．雪倉

岳 白馬岳．遠見尾根．八方尾根．爺ガ岳．針ノ木岳

船窪岳

V. stamineum MAXIM・ コパイケイソウ

シラピソイ札 ハイマツ帯の湿地．普通

var. lasiophyllum NAKAI ウラゲコパイケイ

母種に混生．風吹大池．白馬岳餓鬼岳

AMARYLLIDACEAE ヒガンバナ科

Lycoris squamigera MAXIM・ ナツズイセン

人家付近．稀．木崎湖畔稲尾 大町三日町

DIOSCOREACEAE ヤマノイモ科

Dioscorea gracillima M1Q・ タチドコロ

プナ帯の山野．散生

D. japonica THUNE・ ヤマノイモ

ブナ帯の山野．普通

D. ni1うρonicaMAKINOウチワ ドコ ロ，コウモリドコロ

ブナ併の山野．普通．鎌池．神」戒．箆川入．鹿島川入

居谷里

D. seρtemloba THUNE・ キクパドコ ロ，モミ ジド コロ

プナ’＇Ml＇の林下 ．大所川入．鎌池．乙見山峠

D. tokoro MAKINO トコロ，オニドコロ

ブナ帯の山野．普通．中土．北城．居谷盟

IRIDACEAE アヤメ科

Iris ensata THUNE・

var. sρontanea NA KA r ノハナショウプ
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ブナ帯の湿地．稀．小谷温泉．居谷里

よ graciliρes A. GRAY ヒメシャガ

ブナ帯の岩壁．稀． 中土．南小谷

正 laevigata Frscn・ カキツハタ

ブナ帯の池沼．稀． 居谷里

I. sanguinea H oRNEM アヤメ

ブナ帯の山野．普通

I. setosa PALL・ ヒオウギアヤメ

プナ帯，シラビソ帯の湿原，水辺．稀．朝日岳八兵衛平．

風吹大池．白馬大池栂池．青木湖．木崎湖

ORCHIDACEAE ラン科 ．

Calanthe discolor LINDL・ エビネ

ブナ帯の林下．稀． 中土．神城

Ceρha la問theraerecta BLUME ギンラン

ブナ帯の林下．散生．高瀬川入．鷹狩111. 常盤

c. falcata BLUME キンラン

プナ帯の林下．稀．佐野坂峠

C. longibracteata BLUME ササバギンラン

ブナ帯の林下．散生．鎌池．権現山．箆川入．白沢天

狗山．鷹狩山

Coeloglossum viride H oRTM・

var. bracteatum RICHTER アオチドリ

ブナ帯の林下．乙見山峠．乗鞍岳．箆川入．高瀬川入

Cremastra Gρρendiculata M AKINO サイハイラン

ブナ帯の林下．散生．中土．南小谷．神城．箆川入

Cymbidium goeringii REICHB・ fil. シュンラン

プナ帯の林下．普通

Cypriρedium macranthum Sw. ホテイアツモリ

シラビソ帯，ハイ マツ帯の草原．稀．白馬岳

C. yatabeanum M AKINO キノ〈ナアツモリソウ

シラビソ帯の林下．稀．雨飾山．餓鬼岳

Dactylostalix ringens REICHB・五1. イチョウラン

シラピソ帯の林下． 稀．風吹大池．餓鬼岳

Eleorchis japonica F.乱'1AEKAWA アサヒラン

シラピソ帯の湿地．稀．栂池．遠見尾根地蔵岳

var. co丹fori刊isF. M AEKAWA キリ ガミネアサヒ ラン

母種に混生．稀．遠見尾根地蔵岳

Eρhiρpianthus schmidtii REICHB・ fil.コイチョウラン

シラピソ帯の林下．散生．白馬大池一神ノ田園．白馬

岳． 針ノ木岳．七倉岳．餓鬼岳

EρiρactisρGρillosa FRANCH・ et. SAVAT・エゾスズラ

ン，アオスズラン

E. thunbergii A. GRAY カキラン

プナ帯の湿地．散生.i緒川入． 居谷里

プナ帯の林下．稀．乙見山峠．遠見尾根

Gastrodia elata BLUME オニノヤガラ

プナ帯の林下．散生．北小谷：中土．北城．神城．鹿

島川入． 箆川入．高瀬川入

Goodyera maximowicziana MAKINO アケボノシュス

フン

ブナ帯の林下．稀．神城佐野．常盤

G. repens R. BR・ ヒメミヤマウズラ ！

シラピソ千？？の林下．稀．針ノ木岳．高瀬川入

Gymnadenia camtschatica MrvABE et Kuno ノビネ

チにリ

ブナイザ，シラピソ帯の草原，林下．普通．中土．南小

谷．白馬l岳．白馬鑓ガ岳．鹿島川入．箆川入．高瀬川

入．針ノ木岳

G. conoρsea R. Bn. テガタチドリ

シラピソ帯， ハイマツ帯の草原．普通．雪倉岳．白馬

大池． 白馬岳．白馬鑓ガ岳．唐松岳．五竜岳．鹿島槍

ガ岳．爺ガ岳．針ノ木岳

Habenaria sagittifera. REICHB・ 臼． ミズトンボ

ブナ帯の湿地．散生．居谷里．神城佐野

Liparis. kra1河eriFRANCH・ et SA vA1・. ジガバチソウ

ブナ帯の林下．稀．鷹狩山

L. kumokiri F・M AEKAWA クモキリソウ

プナ帯の林下．散生．乙見山峠．南小谷．北城・神城

鍬ノ峯．餓鬼岳

Listera cordata R. BR・ フタバラン，コフタパラン

シラピソ骨子の林下．普通．白馬大池．白馬岳． 針ノ木

岳．船窪岳．餓鬼岳

L. niρρonica M AKINO ミヤマフタパラン

シラビソ帯の林下．稀．餓鬼岳．爺ガ岳

Microstyli・s monophyllos LrnnL・ホザキイチョウラン

ブナ帯，シラピソ帯の草原．林下．散生．天狗原山．

赤男山．白馬岳

Neottianthe cucullata ScnLTR・ ミヤマモジズリ

フナ帯の林下．稀高瀬川入．餓鬼岳

Orchis aristata Frscn・ ハクサンチドリ

ハイマツ帯の草原．普通

0. grm押inifo・liaTANG et羽TANG ウチョウラン

ブナ帯の岩壁．稀．白沢天狗山

Oreorchisρatens LrnnL・ コケイラン

プナ帯の林下．散生．北小谷．中土．南小谷．北城．

神城．鹿島川入．箆川入．高瀬川入

Platanthera chorisiana REICHE・ 創． タカネトンボ

ハイマツ千百：の草原．稀．朝日岳．雪倉岳．白馬大池．

白馬岳．爺ガ岳

P. florentii FRANCH・ et SA VAT・ ジンパイソウ

プナ帯の林下．稀．鷹狩山

P. hologlottis M Axrn. ミズチドリ

ブナ帯の湿地．稀．神城．居谷里

P. hyρerborea LrnnL・ シロウマチドリ

ハイマツ帯の湿地．稀．白馬岳

P. mandarinorum REICHE・ f江

var. brachycentron Kornz. ヤマサギソウ
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ブナ帯の湿地．林下．稀．鑓川入．木崎湖畔

var. maximowicziana 0Hwr タカネサギソウ

ハイマツ帯の草原．稀．白馬大池．白馬岳

P. 。ρhrydioidesFR・ ScHM・ キソチドリ

シラピソ帯の林下．普通

var. takedae 0Hwr ミヤマチドリ

シラ ピソ帯，ハイマツ帯の草原．普通．赤男山．雪倉

岳．白馬大池．白馬岳．唐松岳．五竜岳．爺ガ岳．針

ノ木岳

P. sachalinensis FR・ ScHM・ オオヤマサギソウ

ブナ帯，シラ ピソ帯の林下．雪倉岳．北小谷．中土．

南小谷．白馬大池． 白馬岳．針ノ木岳

P. tiρuloides LINDL・ ホソパノキソチドリ

ブナ帯，シラピソ帯の林下．散生．朝日岳．乙見山峠

風吹大池． 小蓮華山．乗鞍岳．八方尾根．遠見尾根

var. niρJう0悶ica0HWI コノ4メトンボソウ

プナ帯，シラピソ帯の湿地．散生．風吹大池．白馬大

池一神ノ田園．八方尾根．遠見尾根．居谷里

Pogonia jaρonica REICHE・ 五L トキソ ウ

プブて帯の湿地．散生．居谷里

P. minor M AKINO ヤマ トキソウ

シラピソ帯の湿地．稀．風吹大池． 白馬大池一神ノ田

岡．八方尾根．遠見尾根

sρiranthes lanceais BACKER・R.C.BAKH・et.v. 

STEEN IS モジズリ

ブナ帯の山野，川原．普通

Tulotis ussuriensis H ARA トンボソウ

プナ帯の林下． 稀．居谷里水源池

Yoania jaρonica M AXIM・ ショウキラン

プナ帯の林下，川辺．稀． 乙見山峠．南小谷．白馬大

池．白馬岳．鹿島川入．箆川入．高瀬川入

補 遺
Isaρyrum niρρonicum FRANCH・ 

var. sa灯時entosu1刊 OHWI サンインシロカネソウ

プナ帯の林下．稀．小谷温泉一雨飾山．寺島虎男氏が

採集し，栽植した結果による

Potentilla palustris ScOPOLI クロパナロウゲ

シラピソ帯の湿地．稀．栂池
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The Vegetation of Shirouma-Ushirotateyama Range and Its Eastern Piedomonts Districts, 

Central Honshu (Japan) 

Hideo TAKAHASHI. Take]lisa NAKAMURA, Kunio H IRABAYASHI 

(Abstract) 

The Shirouma-Ushirotateyama region that composes the northeast part of the Hida range, is situated 

in the northern part of central Honshu, that is, in lat. 36°25' N to 36°54' N and Ion. 137°40’E to 138。01'

E. These areas ar巴 mainlysubject to the Japan Sea climatic type which is characterized by the in-

世uenceof seasonal wind with heavy snowfall. 

The present list is primarilly based upon the materials which the authors had collected from 1958 

to 1968 in the area mapped out in Fig. 1.. 

The total number of vascular plants attained 1761 species consisting of 606 genus of 140 families, in 

addition to this, 74 species of the naturalized plants which consists of 53 genus of 21 families, were 

also recorded. 

The physiognomy of vegetation in this area is divided into following types. 

A Deciduous broadleaved forest zone (Fagus crenata zone) 

1 Secondary vegetation 

1) Planted forest 

Pinus densi）円lora,Cryρtomeria jaρonica, Chamaecyρaris obtusa, C.ρisifera, Larix leρtole pis, etc. 

2) Secondary forest 

Castanea crenata, Quercus mongolica var. grosseserrata, Q. serrata, Betulaρlatyρhylla var. jaρonica, 
Pinus densiflora, etc. 

3) Secondary grass land 

』1iscanthussinensis, Zoysia ja戸onica,Pterz・diumaquilinum var. latiusculum, etc. 

4) Towns envirous;Vacant land, Roadside. 

Rumex obtusifolius, Polygonu1河 aviculare,Trifolium reρens, Euρhorbia suρina, Artemisiaρrinceps, 

Erigeron annuus, Agroρ・yron tsukushiense, Pennisetum aloρecuroides, Eragrostis ferruginea, etc. 

5) Cultivated field 

Paddy field, Mulberry field, Apple plantation 

2 Natural vegetation 

1) Lake, Pond and Moor 

Lycoρodium inundatum, lsoetes asiatica, Nuρhar jaρonicum, Nymphoidesρeltata, Nymphaea tetra-

gona, Brasenia schァeberi,Drosera rotundザolia, Trapa incisa, Vaccinium oxycoccus, Menyanthes 

trifoliata, Utricularia yaksusimensis, U. bifida, U. racemosa, U. multisρinosa, Phragmites communis, 

Zizania latijolia, Lysichiton ca1河tschatcense,Symρlocarρus renifolius, etc. 

2) River bed vegetation 

Equisetum hyemale, Salix iπtegra, S. jessoensis, S. sachalinensis, S. bakko, Pulsatilla cernua, Sedu1四

erubescens, Matus sieboldii, Indigo/era Iうseudo-tinctoria, Coriaria jaρonica, Elaeag四US U1刊bellata,

Arte1刊isiajaρonica, A. caρill a門S,A昨日ρhalismargaritacea var. yedoensis, lxeris tamagawaensis, 

Imρerata cylindrica, Zoysia ja1う0河ica,Sρiranthes sinensz・s,etc. 

3) Fagus crenata forest 

Dr yoρteris aust門aca, Plagiogyria matsu1河ureana, Ceρhalotaxus harringtonia var. nana, Asarum 

fauriei, Astlibe thunbergii var. congesta, Lindera umbellata var. membranacea, Hamamelis jaρonica 

var. obtusata, Camellia rusticana, Daρhniρhyllum macroρodum var. humile, flex leucoclada, Aucuba 

jaρonica var. borealis, Rhododendron albrechtii, Plectranthus trichocarρus, Sasa kurilensis, Carex 

dolichostachya var. glaberrima, Carex morrowii var. temnolepis, Lilium cordatum var. glehnii, etc. 
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4) Alluvial forest 

Polystichum triρeteron, Athyriumρterorachis, Matteuccia struthioρteris, Salix sachali持ensis,Ptero-

carya rhoifolia, Alnus hirsuta var. sibirica, A. jaρonica, Ulmus davidiana var. jaρonica, U. laciniata, 

Poly gonum sachalinense, Eu pteleaρolyandra, Trochodendron aralioides, Cercidiρhyllu1河 jaρonicum,

Ranzania japonica, Aesculus turbinata f.ρubescens, Rhododendアon metternichii var. hondoense, 

Fraxinus mandshurica var. japonica, Peracarρa carnosa, Cacalia hastata var. ramosa, etc. 

B Subalpine zone (Abies veitchii zone) 

1) Subalpine coniferous forest 

Abies mariesii, A. veitchii, Picea jezoensis var. hondoensis, Tsuga diversifolia, Pinus koraiensis, 

parbiflora var.ρentaρhylla, Thuja standishii, Pteridoρhyllu1河 racemosum, Oxalis acetosella, !lex 

rugosa, I. sugerokii var. brevi；うedurculata,Oploρanax jaρonicus, Listera coァdata,etc. 

2) Deciduous coniferous forest 

Laris le pt aleρis 

3) Subalpine deciduous forest 

Polystichum microchlamys, Thelyρteris quelpaertensis, Glaucidiumρalmatum, Diρhylleia grayi, Sa-

xi/raga fusca var. kikubuki, Rubu svernus, Pr抑制sniρρonica Sorbus matsumurana, Acer tschonoskii, 

Euonymus tricarρus, Triρetaleius bracteata, Lonicera chamissoi, Ligularia dentata, Athoxanthu1珂

jaρonicum, Paris jaρonica, etc. 

4) Subalpine altherbosa and meadow 

Athyrium mdanoleρis, Polygonum bistorta, Rumex montanus, Trollius riederianus var. jaρo日icus,

Aconitum hakusanense, Geranium yesoense var. niρρonicum, G. eriostemon var. reinii, Astragalus 

shげoumensis, Sanguisorba hakusanensis, Viola bi/Lora, Conioselinum filicinum, Heracleum dulce, 

Angelicaρubescens var. matsumurae, Polemonium acutiflorum var. ni；ゆonicum,Pedicularis yezoensts, 

Nepeta subsessilis, Ade河口ρhoratriρhylla var. hakusanensis, Galium verum var. 。siaticu1河， Scabiosa 

jaρonica var. alρina, Solidago virga aurea var. gigantea, Saussurea nikoensis var. sessiliflora, Cirsiu1刊

matsumurae, C. diabolieum, Artemisia monoρhylla, A.ρedunculosa, Glyceria alnasteretum, Phleum 

alρinum, Veratru1刊 longebracteatum,Fritillaria camtschatcensis, Lilium medeoloides, etc. 

C Alpine z口口e(Pi nusρumila zone) 

1) Pinus pumila community 

Pi nusρumila, Salix nakamurana, Rubusρedatus, Vaccinium vitis-idaea, Linnaea borealis, etc. 

2) Wind exposed dwarf shrub heath 

Loiseleuriaργocumbe昨s, Phyllodoce niρρonica, Arcterica nana, Arctous alρi持usvar. jaρonicus, 

Vaccinuim uliginosum var. alρinum, Diaρensia laρρonica subsp. obovata, Emρetrum nigrum var. 

}aρonicum, etc. 

3) Alpine wind-exposed grass land 

Polygonnm vivtρarum, Thalictrum alρinum var. stiρitatum, Mi nuartia verna var・jaρonica, Arabis 

tanakae, Oxytropis jaρonica, Potentilla nivea, Dryas octoρetala subsp. asiatica, Gentiana algida, Pedt・－

cularis aρodochila, P. verticillata, Euρhrasia insignis, lxeris dentata var. alρicola, Calamagrostis 

ρurρurascens, Deschampsia flexuosa, Trisetum sρicatum, Carex subumbellata var. ve何 cunda, C. 

tenuifo抑制s,C, stenaotha, Kobresia bellardii, Tofieldia coccinea, T. okuboi, etc. 

4) Alpine deserts 

Woodsia glabella, Cryρtogramma stelleri, Selaginella shakotanensis, Asple問iumviride, funi1うerus 

chinensis var. sargentii, Polygonum weyrichii, P. nakaii, Oxysia digyna, Dianthus suρerbus var. sρ－ 

ciousus, Minuartia hondonensis, M. verna, Stellaria niρρonica, Cerastium schizopetalum, Dicentra 

ρeregrina, Carda1舟ineniρρonica, Draba shiroumana, Sedum jaρonicum var. senanense, Saxifraga 

cernua, Hedysaurm vicioides, Viola crassa, Tilingia tachiroei, Cassioρe !yea；うodioides, Eritrichium 

mρρonicum, Veroηica senane問sis,Ixeris stolonifera f. sinuata, Luzula oligantha, Allium maximowiczii, 

etc. 

5) Snow patch community 
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LycoJうodiumsitchese var. nikoense, Selaginella selagionoides, Athyrium alρestre, Geum ρentapetalum, 

Parnassia alρicola, Sibbaldiaρrocumbens, Peucedanum multivittatu1刊， Tilingiaajanensis, Eρilobiu1舟

foucaudianum, Phyllodoce aleutica, Shortia soldanelloides f. alρi刀a, Veronica niρρonica, Gentiana 

niρponica, Anaρhalis alρicola, Taraxacu1河 alρicola, A門官ca unalascensis var. tschonoskyi, Caγex 

ρyrenaica, C. hakkodensis, C. vanheurckii, etc. 

6) Alpine bog, Pond, Flushes and Moor 

Primura cuneijolia subsp. hakusanensis, Gentiana thunbergii var. minor, Fauria crista-galli, Pedi・

cularis niρJう0持ica,Plantago hakusanensis, Sρarganium glomeratum var. angustifolium, Carexρauρercula, 

C. limosa, Eriophorum vaginatum, Scirρus caesρitosus, S. hondoensis, Rhynchosρora yasudana, ]uncus 

filiformis, Iris setosa, Narthecium asiaticu1但， Tofieldiajaρonica, Veratrum stamineum var. lasioρhyllum, 

etc. 

7) Ser pen tine-rock deserts 

Gymnocarρium jessoensis, Dianthus suρerbus var. amoemts, Cerastium schizoρetalum var. bifidu1河，

Berberis amurensis var. brevifolia, .Arabis serrata var. jaρoπica f. grandiflora, Sρiraea niJゆonica,

Hyρericum asahinae var. sirou押iense,Ixeris dentata subsp. kimurana f. albescens, Carex capillaris, etc. 

The Phytogeographical elements of these Plants are as follow, 

1) Endemic element 

Cerastium schizoρetalu1河 var.bifidu1舟，C. rubescens var. ovatum f. tetraschitum, Dianthus superbus 

var. amoenus, Aconitum otikurense, A. kishinan叫ん Ranunculusshinano-alpinus, Draba okamotoi, Ru-

bus ohmatiensis, Sanguisorba kishinamii, Hypericum asahinae var. siroumense, H. ovalifolium, Centi-

anoρsis yabei, Cirsiu1冗 babanum,Saussurea sagitta var. yoshizawae, Carex shakushizawaensis, etc. 

2) Central H 口nshuDistricts endemic element 

]uniperus communis var. hondoensis, Salix nakm河urana, Cerastium rubescens var. ovatum, C. 

schizo）うetalum,Stellaria ni1ゆonica,Minuartia macrocarρa, Aconitum sena昨ense,Arabis stelleri var. 

jaρonica f. grandij円'Zora, A. tanakana, Draba shiroumana, D. sakuraii var. niρρonica, Saxifraga 

merkii var. idsuroei, S. niρρonica, Astragalus shiroumensis, Tilia no?iricola, Hy）うericumkamtschatic-

um, Coe/01うleurum multisectum, Aralia glabra, Phyllodoce alρiπa, Vaccinium yatabei, Gentia昨a

makinoi. Polemoniun包 niρρo悶icum,Lonicera tschonoskii, Patrinia triloba var. triloba, Ixeris stoloπif era 

f. sinuata, Artemisiaρeduncitlosa, Senecio takedanus, Taraxacum alρicola, Festuca var. tateyamaensis, 

T門setu1叩 koidzumianum,Miscanthus tinctorius, Fritillaria jaρonica var. koidzu1叩iana,etc. 

3) Discontinuous element 

Lyco1うodiumalρinum, Ranunculusρyga1旬aeus,Thalictru1刊 alpinumvar. stipitatum, Pulsatilla nippo・

nica, Pte円＇doρhyllumracemosu1河， Roriρpa nikkoensis, Astragalus secundus, Alchemilla jaρonica, 

Acer pyc向日間thum,Scheuchzeria palustris, Eriocaulon monococcon, ]uncus triglumis, Torreyochola na・

tans, Lagotis glauca, etc. 

4) Japan Sea side element 

The vegetation consists of plants adapted to the Japan Sea climatic type, which is distributed in the 

heavy snowfall districts of the Japan Sea side. The vascular plants of 204 species which account for 

11 96 of the whole species, were here listed. 

Dryo1うterisshiroumensis, Struthioρteris castanea, Ceρhalotaxus harringto問iavar. nana, Taxus cus-

ρidata var. na問。， Torreyanucifera var. radicans, A/nus fauriei, Asarum megacalyx, Stellaria 

diversiflora var. robusta, Aconitu1河 hakusanense, Coρits trifo・liolata,Eρimedium cremeum, Ranzania 

jaρonica, Lind era umbellata var. me，刊branacea,Cardamine dentiρetala, Saxifraga jaρonica, Filρendula 

au門culata,Potentilla togasii, Sanguisorba hakusanensis, Euρhorbia togakusensis, Da1うhniρhyllum
macropodium, var. humile, !lex geniculata var. glabra, I. leucoclada, I. crenata var.ρaludosa, 

Camellia rusticana, Voita vaginata, V. rostrata var. jaρonica, Da1うhnemiyabeana, Aucuba jaρonica 

var. borealis, Shortia soldanelloides var. magna, Rhododendront rinerve, R. niρρonicum, Primura 

cuneifolia subsp. hakusanensis, Swertia tetraρeta/a subsp. micrantha Prunella ρrunelliform1s, 

Euρhrasia insignis var. togakussensis, Veronica niρρonica, Pedincularis niρρonica, Viburnum sieboldii 
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var. obovatifolium, V.ρlicatum var. glabrum, Plantago hakusanensis, Cacalia Jうeltifolia,Cirisium 

norikurense, C. matsumurae, C. baba問umvar. otayae, C. jaρonicum var. diabolicum, C. nzρρonense, 

Saussurea 向ikoensis var. sessiliflora, Arnica mallotopus, Carex aρhylloρus, c.ρarciflora var. 

vaniotii, C. scitaeformz・s,Scirρus hondoensis, Sasa kurilensis, Agrostis hideoi, etc. 

5) Alpine element 

As the greater part of the Shirouma-Ushirotateyama Range belongs to the high altitude of alpine 

zone, this elements have the richest alpine flora, consisting of 393 species which accounts for about 

21 % of the whole species though som巴 plantsgrowing in the Japan Sea side elements are containd 

in the elem巴nts.

The vegetation of about 50 % of the region ar巴巴ndemicto Japan Island, and almost all these plants 

which had advanced south in the ice-age are considered to have been relict in the high mountams. 

The distribution of the remanings, which is 15 %, are extending into the circumpolar arctic regions. 

Lycoρodium selago var. aρpressum, Botrychium lanceolatum, Cryptogramma stelleri, Atyrium 

alpestre, Woodsia glabella, Pinusρumila, ]uniρerus communis var. hondoensis, Salix 悶akamuγana,

Oxyria digyna, Polygonum viviρarum, Dianthus suρerbus var. sρeciosus, Minuartia hondoensis, 

Sagi向。 saginoides,Stellaria ruscifolia, Anemone narcissiflora, Aquilegia flabellata, Pulsatilla nzρρo-

nica, Ra抑制culusacris var. niρponica, Trollius riederianus var. jaρonicus, Dicentraρaregrina, Sedum 

jaρonicum var. senanense, Saxifraga cernua, S. cherlerioides var. rebunshireπsis, Dryas octoρet ala 

subsp. asiatica, Geum calthaefoliu1刊 var.niρpoπicum, G.ρentaρetalum, Potentilla matsumurae, Astra 

gal us secundus, A. shiroumensis, Oxtro 1うis jaρonica, Hyρericum kamtschaticum, Viola crassa, 

Epilobium shirou1舟ense,Buρleurum niρponicum, Tilngia ajanensis, T. tachiroei, Diaρensia laρρonica 

var. obovata, Shortia soldanelloides, Arctericanana, Phyllodoce alρina, Gentiana algida, Gentianella 

takedae, Swertia tetraρetale subsp. micrantha, Pedicularis Gρodochila, P. verticillata, Veronica niρρo-

πica, Camρanula cha;河issonis,C. lasiocar1うa,Artemisia sinanensis, Erigero河 thunbergiivar. glabratus, 

Ixeris dentata var. alρicola, Calamagrostis deschamρsioides, C.ρurρuracens, C. schalinensis, Festuca 

ovina var. tateyamensis, F. takedana, Phleum alρinum, Paa glauca, Trisetum sρicatum, Carex 

ρyrenaica, C. siroumensis, C. vanheurckii, Kobresa bellardii, Scirρus caes1うitosus,]uncus beringensis, 

Luzula oliga悶tha, Llo ydia serotina, Tofieldia coccinea, Veratrum longebracteatum, Platanthera 

chorisiana, P. hyρerborea, P.。ρhrydoidesvar. takedae, etc. 

6) Pacific Sea side element 

Eρimedium gra河diflorumvar. thunbe, gianum, Amelanchier asiatica, Filρendula multijuga var. 

ciliata, Lathyrus davidii, Viola takedana, V. eizanensis, Lynia ovalifo・liavar. elliρtica, Gentiana 

thunbergii, Tyloρhora aristlochioides, Cacalia yatabei, Cirsz・ummicrosρicatum, C. niρρonicum var. 

incom戸tum,Sasa bo向 。tis,S. sendaica, Arisaema serratum, A. kishidae, Hosta montana, etc. 

7) Southern element; plants found mainly in the south of Japan. 

Mecodz・附nρolyanthus, Adiantum monochlamys, Pteris cretica, Ptiloρteris maximowiczii, Acysto pt eris 

jaJうonica,Atyrium mesosorum, Dりoρterisvaria, Diρlazium niρρonicum, Polystichum tsus-simense, 

Asρlenium trichomanes, ~Grammitis okuboi, Loxogram1河egrammitoides, Tsuga sieboldii, Abeis firma, 

]uniρerus rigida, Celtis sinensis, Polygonum debile, P. suffultum, Trochodendron aralioides, Euρtel ea 
ρolyandra, Berberis thunbergii, Magnoria sieboldii, Li問deraobtusiloba, Sedu1河 erubescens,Cardiandra 

alternifolia, Chrysosρlenium macrostemon, Sorubus gracilis, Cladrastisρlat yearρa, !lexρedunculosa, 

Sapium jaρonicum, Acer nikoense, Hovenia dulcis, Rhai 

ρa1包iculata,Ly持iaovalifolia var. elliρtica, Rhododendron keiskei, Gentiana squarrosa, Viburnum phle-

botrichum, Melothria jaρonica, Pre向日開thesacerifolia, Arisaema angustatum, Smilax biflora, 。ァchz・s

graminifolia, etc. 

8) Continental element. plants which are common to Northeastern China and endemic to the inland 

of Central Honshu. 

Pinus koraiensis, Larix leρtoleρis, Poρulus maximowiczii, Dianthus shiπanensis, Ribes maximo-

wiczianum, Viola acuminata, V. mirabilis var. subglabra, Euρhrasia maximowiczii, Rubia jezoensis, 
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Chrisanthemum pallasianum, Ptilagrostis mongholica, etc. 

9) Fossa Magna element; plants which ar巴 endemicto Fuji-Hakone volcanic r巴gion.

Astilbe thunbergii var. formosa, Lonicera ramosissima, Campanula ρunctata var. hondoensis, 

Cirsiumρurρuratum, Arisaema monophyllum，巴tc.

10) Naturalization plant element 

Rumex acetosella, R. conglomeratus, ~Chenoρodium album, Silene armeria, Leρidium virginicum, 
Trifolium repens, Vicia villosa, Oenothera erythroseρala, Myosotis scorρioides, Lamium purρM何 um,

Veronicaρersica, Ambrosia artemisiaefolia var. elatior, Bidens frondosa, Carduus erisρus, Erigeron 

canadensis, Anthoxanthum odoratum, Festuca arundinacea, etc. 



Pl. 1 

。目。
UM
言。
E
いら

O
与
国
『
。
三
ヘ戸時
『U
Eお
こ
と
守
、

川

以

小

b

k

T
中
k
m
h
m
R
く
口
以
＠

1969年8月第3号第 l巻神奈川県立博物館研究報告

ミ。
U
二
言
WE
－－
R
H
O
目。

uzこ
U
E
ヨト
h
H

刊、

’U
爪

b
k
γ
令
、
小
沢
く
ロ
叶
｝
（
り

側



2
2
h
ES
S
E
～4
同

町

吋
λ

ど
色
。
hh
Q

包弘、叶’
h
’km
干

p
b
口、
川
⑤

高橋 ・中村 ・平林 ．白馬 ・後立山連峰とその東方山麓のフロラPl. 2 

。
切
0
・く＝
H
Sト

H
ミ
s
m
w

’什
f

下
令
h
』
干

p
h
⑤



Pl. 3 

白
句

HER
－S
4吋
旬

。

E

ぉコ
HhouF刊

A
h
h
m
h
Jト
T

＠

1969年8月第 3号第 1巻神奈川県立IW物館研究報告

白
司
自
同
時

4

2

4

E

ロコ足。
u
て

（

M

甘
饗
uhい
」＼
h
m
Q
鑓
定
己
申
糾
酎
料

K
W開
帳
）
＼
f
hい
て
れ
く
＠

内



望
S明
uhwu
『ミ
2
3
E
2
υ

ム
ヘ
い
代
入
、
協
社
会
h
h
m
4

＠

高橋・中村 ・平林 ：白馬 ・後立山連峰とその東方山麓のフ ロラPl. 4 

2
H
g同
且
日
号
．
。
民
自
民
W
4同
町

s

－auaお
民
国
民

’ト
h
－
モ
入
什
J
咋
h
h

除
＠



Pl. 5 

2
5
0富
岡
ha
的

お
『

sua司
斜
里
巴
匂

ト
ひ
和
市
ハ
入
什
件γ

山町
、
＠

1969年 8月第3号第 l巻神奈川県立博物館研究報告

嶋

崎

4
U
S
6
2
4

．LGら
g
sミ
ミ
ミ
es
。ssuzmwth司

一 一一~

「－’社ム

ヤ

A
k
m
h
ム
（⑪

れ必
玄
ト



高橋・ 中村・平林 ：白馬 ・後立山連峰とその東方山麓のフロラPl. 6 

め
同
且

ω目
。
ど
と
で
し
九
宮
お

U
E。且内
H
w
a
Eお
い
お
と

asm叫

円
ヤ
中
＼
’
ホ
＼
川
②
③



神奈川県立博物館研究報告第l巻 第3号 1969年ち月 Pl. 7 

E
5
5
4
2
4
0
4
ド
。
2
S
E
N
h
e
m－

hr
メ
か
む
よ
小
、
骨
ぺ
②

吋

hW4司
、H

h
－K
入

岡
崎
町
内
品
。

R
O
W
H
Rω
O

F
p

h
－
ロ
ふ
③



H
R
S
U
こ
。
品
。
弓

E
3
z
h
Mハ）

ゲ
ヤ
ト
＼
対
廿
川
和
⑧

高橋 ・中村 ・平林 ：白馬 ・後立山連峰とその東方山麓のフロ ラPl. 8 

S
『。富吋匂司
E
E
S喝
均
！
こ

υ

川
ヤ
ト

ム
ι

印
M
T
M

ヘ⑫

悩
旬
以
電
吸
不

J

湖、

' ,, 



Pl. 9 1969年8月第3号第 l巻神奈川県立博物館研究報告

一口出
出
コ
正

弘

ESNたち
4
E
S
Z
こ
ハ）

川
河
中
ド
J

小
川
干
名
、

⑤

言
SNhogeミ
o
a
E
a
g
m
W
4
H
S
E
E－
hN1υ

入

小

入

γ
h』

γ
背

骨

⑨



日 ） ］
・ H O 副 議 － h 寸 主 ・ 雨 雲 一 匹 、 羽 ・ 添 削 同一 と 悔 辱 作 市 q u w 向 U 叶 壬 澱 匂 〉 け 川 口 W

”f狩
自

A
R
I
U
M

O
F
 

K
A
N
A
G
A
W
A
 P
R
E
F
~
C
T
U
R
A
し

⑬
チ

ャ
ボ

ヤ
ハ

ズ
ト

ウ
ヒ

レ
ン

（京
都

大
学
理

学
部

所
蔵
の
タ
イ
プ
標
本
）

S
a
u
s
s
u
r
e
a
 
sa
gi
tt
a 

va
r.
 
y
o
s
h
i
z
a
w
a
e
 

A
級
事
.
.
旬

⑮
セ

ン
ダ
イ
ザ
サ

S
 as
a 

se
n
d
a
ic
α
 



神奈川県立博物館研究報告第1巻第3号 1969年8月 Pl. 11 

縁
組
w
am

‘・

同
足
。
『
司
足
也
。
『
4
u
。
h
hwト
軒
。

E
門

社
ト
ヘ
’

h
r
m
h
L
V
＼＼’
vhh

＠

司

UX目
。
ぐ
旬
足
。
同
公
的
同
叫
句
。

RS～
ミ
ハ
『

ル
引
ば
円
ば
円

Y
「

n
b
R
Iホト
U
J

⑧



"' ，入ー主

主＇ ;: 
V 宅、
寸マ 。
？とミ
「＼ミ塁、2

11マE
当 匂
' －ー、才一 、：3

~ CL_ ミ
'"' "' i③毛

高橋・ 中村・平林：白馬・後立山連峰とその東方山麓のフロラPl. 12 

5
u
u
。u
。吏
v
g
a
。3
5
2ド
匂

中
k
m
A
v
h
h
h
H
⑧

J 

,-/ ， 




