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1，はじめに

北ノ俣岳は、岐阜県の最北端に位置し、富山県と接し

た標高2，661mの山である。この地区の植物相については、

堀ら（1972）による古い調査報告があるが、証拠標本に

基づく調査は未だなされていない。また、岐阜県博物館

が所蔵する植物標本を調べると、この山が所在する飛騨

市神岡町地内の高山、亜高山帯の植物標本は全く無く、

調査の空白地帯であることがわかった。

そこで、北ノ俣岳周辺の植物相について、証拠標本を

もとにした植物相調査を岐阜県植物誌調査会と合同で行

なった。

2．調査方法

調査は、飛越トンネルから、飛越新道を経て神岡新道

に入り、鏡池平、寺地山、北ノ俣避難小屋に至るルート

上で行なった。なお、北ノ俣岳稜線は標高2，300m以下の

部分で行なった。期間は2005年7月24日から26日で、標

本採集は7月25日、26日に行なった。

3，調査地の概要

飛越トンネルから飛越新道に入ったあたりは低山帯で、

ブナが優占している。標高が高くなるとクロベが目立つ

ようになる。

神岡新道に合流するあたりになると、コメツガやシラ

ピソが目立つようになり、湿原も現れ始める。神岡新道

にはいると林床にミズバショウやゼンテイカが生えた湿

地があるシラピソ、オオンラピソ、コメソガなどの針葉

樹林となる。稜線上で水分の条件は決してよくないのに

湿原が点在するのは、多雪地帯で、雪が遅くまで残って

いるためと思われる。針葉樹林は、標高が高くなるにつ

れてオオンラピソが目立つようになる。鏡池平では発達

した池涯が出現する。ここではエゾシオガマ、キソチド
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U、モウセンゴケなどが見られる。

寺地山は山頂まで針葉樹林で覆われているが、避難小

屋付近にくると、池涯が点在した広い湿原が出現する。

ここには、ワタスゲやキソチドリ、ムシトリスミレなど

が見られる。

避難小屋から稜線を上がると、湿原からハイマツ帯に

変わる。ここでは、ハクサンシヤクナゲ、ミヤマダイコ

ンソウ、コメバツガザクラ、スギカズラなどの高山植物

が見られる。

4．結　果

採集できた植物は、合計で42科122種だった。それぞ

れの内訳は下記のとおりである。

シダ植物　　　　　：7科　18種

裸子植物　　　　　：2科　6種

双子葉植物　離弁花類：14科　26種

′′　　　合弁花類：13科　35種

単子葉植物　　　　　：6科　37種

合　　計　　　：42科122種

＊：岐阜県植物誌調査会　＊＊：岐阜大学大学院教育専攻科　＊＊＊：生科学総研（株）
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植物目録（学名、和名、標本番号、採集地の順に表記）

シダ植物

ヒカゲノカズラ科

Huperzia selago

コスギラン　57避難小屋付近

HuperZia serrata

トウゲシバ154寺地山一鏡池

Lyc（ゆOdium annotinum

スギカズラ　39北ノ俣岳稜線、56避難小屋付近

155北ノ俣岳稜線

Lycopodium dendrOideum

マンネンスギ151寺地山一鏡池

ゼンマイ科

Osmunda cinnamomea var．jt）kiensis

ヤマドリゼンマイ112避難小屋一寺地山

キジノオシダ科

Plag10gyria matsumureana

ヤマソテツ109避難小屋一寺地山

コケシノブ科

Hymenqt）hyllum wrightii

コケシノブ　90避難小屋一寺地山

オシダ科

Amchniodes mutica

シノブカグマ114避難小屋一寺地山

DryOpteγiscrassirhizoma

オンダ152寺地山一鏡池

ヒメシダ科

DryOpteris e功ansa

シラネワラビ149寺地山一鏡池

Thelupteγis n砂onica

ニッコウシダ110避難小屋一寺地山

0reQpteris queめaertenSis

オオバショリマ111避難小屋一寺地山

148寺地山一鏡池

Pheg（ゆteris connectilis

ミヤマワラビ150寺地山一鏡池

イワデンダ科

Athyrium deltoidq布ns

サトメシダ113避難小屋一寺地山、

153寺地山一鏡池

Athyrium pinetorum

タカネサトメシダ　93避難小屋一寺地山

Athyrium uidalii

ヤマイヌワラビ122寺地山一鏡池

Athyrium u）ardii

ヒロハイヌワラビ115避難小屋一寺地山

Athyrium yokoscense

ヘビノネゴザ123寺地山一鏡池

裸子植物

マツ科

Abies mariesii

オオンラビソ　37　北ノ俣岳稜線、102避難小屋一寺地

山、158鏡平一飛越トンネル

Abies yeitchii

シラビソ　86避難小屋一寺地山

PirlmS pumila

38ハイマツ　38北ノ俣岳稜線、66避難小屋付近

160鏡平一飛越トンネル

Tsuga diversifblia

コメツガ104避難小屋一寺地山、139寺地山一鏡池、

58避難小屋付近、159鏡平一飛越トンネル

ヒノキ科

JuniperuS COmmunis var．hondoensis

ホンドミヤマネズ　41北ノ俣岳稜線

Thuja standishii

ネズコ135寺地山一鏡池、157鏡平一飛越トンネル



被子植物双子葉合弁花類

カバノキ科

Alnus cγispa subsp．ma五mou）iczii

ミヤマハンノキ　52北ノ俣岳稜線

Betula corylift）lia

ネコシデ　81避難小屋一寺地山

フナ科

Fagus crenata

ブナ156飛越トンネル上

タデ科

FtzllQpia japonica

イタドリ　40北ノ俣岳稜線

モクレン科

Mdgnolia salicifblia

タムシバ126寺地山一鏡池

キンポウゲ科

Anemone debilis

ヒメイチゲ19北ノ俣岳稜線

Coptis quinqueft）lia

バイカオウレン　22北ノ俣岳稜線

Cqptis trifolia

ミツバオウレン　8　北ノ俣岳稜線

モウセンゴケ科

Drosera rOtundifblia

モウセンゴケ119寺地山一鏡池

ユキノシタ科

Hydrangea paniculata

ノリウツギ　88避難小屋一寺地山

Tiaγella polyphylla

ズダヤクシュ146寺地山一鏡池

バラ科

Geum calthaeわIium var．nipponicum

ミヤマダイコンソウ　35北ノ俣岳稜線

飛越新道から北ノ俣岳の植物相

Sorbus sambucdblia

タカネナナカマド15北ノ俣岳稜線

SieuerSia pentapetala

チングルマ　21北ノ俣岳稜線

Ibdus grayana

ウワミズザクラ　91避難小屋一寺地山

ウルシ科

Rhus ambigua

ツタウルシ138寺地山一鏡池

Rhus trichocarpa

ヤマウルシ140寺地山一鏡池

力工デ科

Acer micγanthum

コミネカエデ　53北ノ俣岳稜線
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Acer tSChonoskii

ミネカエデ　97避難小屋一寺地山、101避難小屋一寺

地山、143寺地山一鏡池

Aceγukurunduense

オガラバナ137寺地山一鏡池

モチノキ科

Ileェcrenata

124イヌツゲ　寺地山一鏡池

IleェsugeγOkii var．brwiPedunculata

アカミノイヌツゲ　67避難小屋付近、84避難小屋一寺

地山、144寺地山一鏡池

ミズキ科

Chamaepericlymenum canadense

ゴゼンタチバナ　1北ノ俣岳稜線　2005．7．26

ウコギ科

Eleutherococcus sciadqphylloides

コシアブラ　83避難小屋一寺地山

OPlのanarjaponicus

ハリブキ　48北ノ俣岳稜線
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セリ科

1：わucedanum multiuittatum

ハクサンボウフウ17北ノ俣岳稜線

被子植物双子葉合弁花類

イワウメ科

Schizocodon soldanelloides f．alpinus

コイワカガミ　3　北ノ俣岳稜線、61避難小屋付近

リョウブ科

Clethra barbinerVis

リョウブ129寺地山一鏡池

イチヤクソウ科

MmotrOpaStrum humile

ギンリョウゾウ　98避難小屋一寺地山

ツツジ科

AγCterica nana

コメバツガザクラ　4　北ノ俣岳稜線

Cladothamnus bmctealus

ミヤマホツツジ　54北ノ俣岳稜線

Elliottia paniculata

ホツツジ145寺地山一鏡池

Epigaea asiatica

イワナシ　89避難小屋一寺地山

Gaultheria adenothrir

アカモノ　96避難小屋一寺地山

GaultheγiajaPonica

ハリガネカズラ125寺地山一鏡池

Leucothoe grlayana Var．glabra

エゾウラジロハナヒリノキ　63避難小屋付近

Menziesia mult妨0ra

ウラジロコウラク108避難小屋一寺地山

MenZiesia pentandγa

ココウラクツツジ107避難小屋一寺地山

Phyllodoce n砂onica

ツガザクラ10北ノ俣岳稜線

RhododendγOn brachycarPum

ハクサンシヤクナゲ　9　北ノ俣岳稜線

RhododendrOn tSChonoskii subsp．trinerye

オオコメッツジ　65避難小屋付近

lhccinium oualifblium

クロウスゴ132寺地山一鏡池、142寺地山一鏡池

lhccinium smallii var．glabrum

スノキ100避難小屋一寺地山、

133寺地山一鏡池

l佃ccinium smallii var．smallii

オオバスノキ18北ノ俣岳稜線

Vaccinium u男ginosum var．japonicum

クロマメノキ　71避難小屋付近

t／五ccinium yitis－idaea

コケモモ　6　北ノ俣岳稜線

ガンコウラン科

Empetγum nigrum Var．japonicum

ガンコウラン　50北ノ俣岳稜線

サクラソウ科

Trientalis eur（ゆaea

ツマトリゾウ16北ノ俣岳稜線

リンドウ科

Gentiana algida

トウヤクリンドウ　32北ノ俣岳稜線

Gentiana nipponica

ミヤマリンドウ　23北ノ俣岳稜線

Gentiana thunbergu var．minor

タテヤマリンドウ11避難小屋付近



アカネ科

脇tchella undulata

ツルアリドオン134寺地山一鏡池

飛越新道から北ノ俣岳の植物相

Clintonia udensis

ツバメオモト118寺地山一鏡池

ミツガシワ科

NephrQphyllidium crista一galli subsp．jaPonica

イワイチョウ　94避難小屋一寺地山

ゴマノハグサ科

1セdicularis yezoensis

エゾシオガマ　26北ノ俣岳稜線、120鏡池

ルnlampyrumlaTum Var．nikkoense

ミヤマママコナ　76避難小屋付近、

95避難小屋一寺地山

タヌキモ科

Pinguicula vulgaris var．macrOCemS

ムシトリスミレ　33北ノ俣岳稜線

スイカズラ科

Vibumum jiirCatum

オオカメノキ　85避難小屋一寺地山

キキョウ科

Carrゆanula punctata var．hondoensis

ヤマホタルブクロ128寺地山一鏡池

キク科

Amica unalaschcensis uar．tSChonoskyi

ウサギギク　27北ノ俣岳稜線

HemerOCallis middendorfii var．esculenta

ゼンテイカ　64避難小屋付近

13eridium aめicola

タカネニガナ　29北ノ俣岳稜線、60避難小屋付近

Solidago virgaurea Subsp，leiocarpa

ミヤマアキノキリンソウ12北ノ俣岳稜線

被子植物単子葉類

ユリ科

Aletris jbliata

ネバリノギラン　20北ノ俣岳稜線

脇ianthemum dilatatum

マイヅルソウ　31北ノ俣岳稜線、

77避難小屋一寺地山

Ndrthecium asiaticum

キンコウカ　75避難小屋付近

mris tet71ゆhylla

ツクバネソウ141寺地山一鏡池

Smilacina yesoensis

ヒロハエギザサ　78避難小屋一寺地山、

121寺地山一鏡池

Strゆtqt）uS StreptQpOides subsp．japonicus

タケンマラン13北ノ俣岳稜線、

82避難小屋一寺地山

StrePtopus strゆtopoides subsp．streptQpOides

ヒメタケシマラン　92避難小屋一寺地山

Tqfieldia glutinosa subsp．japonica

イワショウブ　59避難小屋付近

7切eldia okuboi

ヒメイワショウブ　24北ノ俣岳稜線

Tγillium apetalon

エンレイソウ　87避難小屋一寺地山

Vemtrum Stamineum

コバイケイソウ　2　北ノ俣岳稜線

イグサ科

Luzula oligantha

タカネスズメノヒエ14北ノ俣岳稜線

Luzula plumosa subsp．dilatata

クロボシソウ　30北ノ俣岳稜線

59
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イネ科

CalamagrOStislongiseta

ヒゲノガリヤス　44北ノ俣岳稜線、68避難小屋付近、

103避難小屋一寺地山

CalamagrOStis nana subsp．nana

ヒナガリヤス　45北ノ俣岳稜線

Calamagrvstis purpurea subsp．langsdomi

イワノガリヤス　5　北ノ俣岳稜線

Deschampsia jleTuOSa

コメススキ　25北ノ俣岳稜線

Festuca ovina

ウシノケグサ　51北ノ俣岳稜線

Festuca ouina var．tateyamensis

タカネウシノケグサ　34北ノ俣岳稜線

It）a matSumuγae

イトイチゴツナギ130寺地山一鏡池

Sasa spp．

ササ類　28北ノ俣岳稜線、42北ノ俣岳稜線、

43北ノ俣岳稜線、55北ノ俣岳稜線、

79避難小屋一寺地山、161飛越トンネル上、

70避難小屋付近、131寺地山一鏡池

サトイモ科

Lysichiton camtschatcense

ミズバショウ　99避難小屋一寺地山

カヤツリグサ科

BaeothryOn CeSpitosum

ミネハリイ　47北ノ俣岳稜線

Care：r blepharicarpa

ショウジョウスゲ　49北ノ俣岳稜線、72避難小屋付近、

106避難小屋一寺地山

Care鱒：bγunneSCenS Subsp．pac姉Ca

ヒメカワズスゲ　7　北ノ俣岳稜線

Carer hakonensis

コハリスゲ　46北ノ俣岳稜線

CareエIimosa

ヤチスゲ147寺地山一鏡池

Care鱒：michaul：iana subsp．asiatica

ミタケスゲ116寺地山一鏡池

Caref Omiana var．monticola

カワズスゲ　69避難小屋付近、105避難小屋一寺地山

Caler OL・yandra

ヒメスゲ　36北ノ俣岳稜線、80避難小屋一寺地山

Eγiophorum yaginatum subsp．fduriei

ワタスゲ　74避難小屋付近

Rhynchosporla yaSudana

ミヤマイヌノハナヒゲ117寺地山一鏡池

Schoenoplectus hondoensis

ミヤマホタルイ　73避難小屋付近

ラン科

MyrmeChis japonica

アリドオシラン136寺地山一鏡池

Platanthera Ophγydioides var．monophylla

キソチドリ　127寺地山一鏡池

Hatanthera姫）uloides

ホソバノキソチドリ　62避難小屋付近

4．まとめ

今回の調査で、今まで空白だった岐阜県最北端の亜高

山帯の植物相が明らかになってきた。今後は、高山帯の

植物相も明らかにしていきたい。
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図2　鏡池平付近の針葉樹林とゼンテイカ
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図3　寺地山付近から見た北ノ俣岳

．∴ 劔劔霜田ふ＿i 剪�議∴∴樹上∴壱 凵�ﾘ言∴「．：∴∴言ふ∴∵ 　∴ ����ﾈ�����������h����+R�綾 ��◆ ������

田園臆易国際 劔����珊 劔垣 佶ﾈ栗���������∴ii 
声 剪� � � ��X��������������爾�言」　∴　粛「： 劔詳繋鸞翠誓iニー 

結露 ����剪�・　二二 �� � 

澱1－11－一葦 � � �1　　－11◆－ �+2� �� � �� �1－　　　　　　　－1－　　　　　　　　　　　　　　ヽ 

∴「． 佗��緩 劔 佶｢�璽�����ﾂ�癖 剪ｳ豊謙譲1－羅議 　澄 　　諜 冓∴気 泡 刳{ 

÷ �� �� �� 佶ﾂ�劔剋O業∴諒ii寺 

図4　避難小屋付近の湿地のワタスゲ
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