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各務原市及び御岳山における帰化植物の生態

小野木　三郎

1．はじめに

戦後の日本経済の高度成長，工業化・都市化にともない帰化植物は急激に種類数・勢力範囲を広

げている。奥山春季著「日本植物ハンドブック」日本産植物のリスト表からひろい出すと，55科，

541種であるが　本書にもれたものや栽培種の逸出を含めると700－800種にも及ぶと言われている。

しかし，岐阜県内における帰化植物の生態はもとより，帰化植物相すら調査されておらず全く空白

の状態である。そこで　岐阜県内にみられる帰化植物のリストアップ・資料収集・特定種の全県的

な分析調査を進める中で　美濃平野部では各務原市，飛騨山間部では御岳山を調査地に選び，帰化

植物の生態調査を行ったので　その実態を報告する。

なお，本研究調査は，昭和54年度文部省科学研究補助金（奨励研究B）を得て行ったものである。

植物の同定には，井波植物研究所長井波一雄氏の御指導を賜あり，野外調査には藍川中学校教諭安

藤志郎氏の御協力を得た。心から厚くお礼申し上げる。

2．調査地の概況

（1）各務原市……帰化植物の侵入口である名古屋港・

空港をもつ濃尾平野の北端に位置し，南に木曽川が県

境となって東西に流れ，北部・東部は標高200－300m

のアカマツーモチッヅジ群集を主とした豊山地域であ

る。総面積79．52k叶　昭和48年度の環境庁による自然

環境保全調査によれば　平均自然度2．97，畑地水田等

の自然度2の地域が50％に達し，山間部（二次自然林）

は12．8％，植生のほとんどない市街地造成地は9．9％

であった。ところが中京圏のベッドタウンとしての宅

地造成化はすさまじく，生産緑地の宅地化・工場用地

への転用、里山の宅地造成化が著しく，都市化の波及

図1　各務原市と御岳山の位置　　　　で緑地は急激に減少している。人口は，昭和35年56，7

19人，45年78，109人，55年115，340人という急増振りである。しかも，現在の航空自衛隊基地は，

終戦後アメリカ進駐軍の基地として永く存続したところで，キダチコンギク・アレチハナガサなど，

朝鮮動乱時に軍需物資とともに日本に帰化したと考えられるごく新しい帰化種が大群生し，勢力を

広げつつあるなど，一次帰化地の条件下にもあり，この面でも注目される典型的な新興都市である。

（2）御岳山……岐阜・長野県境にそびえる標高3，063mの独立峰で，昭和54年10月28日に有史以

来初めて噴火した。日本列島のほぼ中央に位置し，そのゆるやかな斜面にみられる植物の垂直分布

は最も典型的である。しかし，森林の代採・人工林化が極めて広範囲に進められ，岐阜県側千間樽

国有林・胡桃島国有林では，標高2，000m近い亜高山帯針葉樹林まで皆伐が進み，幾筋もの林道が

入り込んでいる。一方信仰の山として登山客も多く，飛騨側溝河温泉（標高1，800m）までは朝日

村・小坂町から舗装道路が通じ，小坂町からは年間を通じて定期バスが通っている。
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3．調査方法

どこにどれだけの帰化植物が生育しているかを定量的に把握するために，環境条件の違う草本群

落（森林内の場合は林床草本層）を調査地とした。各調査地で1×1m2の方形区を5－10か所設

け，出現植物の被度（C）高さ（H）を測定した。被度は沼田の被度階級値を用い，平均値算出に

は1′＝0．2＋＝0．04を用いた。おく数が10か所以内であるため，積算優占度は，頻度を除いて被度

・高さから算出した。調査地点ごとに，種類数及び優占度による帰化率を算出した。野外調査は，

御岳山では7月23日～8月1日間に，各務原市内では8月20日～9月18日間に行われた。

ここでは狭義の帰化植物を対象とし，江戸末期から現代にかけて入ってきたいわゆる新帰化植物

といおれるものを帰化率算出に用いた。帰化種とは，長田武正著「原色日本帰化植物図鑑」（保育社）

同著「日本帰化植物図鑑」（北隆館）に掲載のものをよりどころとした。調査結果の表中，和名の頭に

●印のあるものが帰化種である。

4．調査結果

（1）各務原市内の場合：第1表　休耕畑（那加巾下町）9月17日10か所

植　　物　　名 兌ﾘ��ｼ��儻�7��相対値 剽D占度 

高さ 儂ﾙ7��俘(+2�被度 ��ｩ��&ﾂ�,ﾉ����"�

●ヒメムカシヨモギ ��SX�CR�2．70 �����100 �����100 

●オオアレチノギク ��C8�C��1．10 �����92．0 鼎��Cr�66．4 

ヨ　　　モ　　　ギ 鉄8�CR�0．62 田��34．4 �#8�C��28．7 

●ヒ　メ　ジ　ョ　オ　ン ��h�CB�0．07 鉄��10．5 �(�Cb�6．6 

カ　　タ　バ 嶋�CB�0．13 鼎��5．4 滴�C��5．1 

サ　サ　属lsp． 滴�C��0．10 ����2．6 �8�Cr�3．2 

イ　　ヌ　タ　デ 度�C2�0．03 �3��4．7 ���C��2．9 

エ　ノ　キ　グ　サ �(�Cr�0．04 鉄��1．7 ���CR�1．6 

コ　ミ　カ　ン　ソ　ウ ���Cb�0．01 �3��1．0 ���CB�0．7 

ウ　シ　ハ　コ　ベ ���C��0．004 ����1．2 ���C��0．7 

出現種10種のうち帰化種は3種で，桂瀬数に

よる帰化率は30％と低いが，ヒメムカシヨモギ，

優占度100，才オアレチノギク66．4で，この二

種が圧倒的に優占する空地である。市内のいたるところにみられる空地の植物景観で　優占度によ

る帰化率は80．1％という高率であった。

第2表　土砂採掘空地（三井町）8月20日　　　第3表　同左8月25日　両地点とも10か所

第2表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第3表

植　　物　　名 兌ﾘ��ｼ��儻�7��相対値 剽D占度 

高さ 儂)7��俘(+2�被度 ��ｩ��49+ﾂ�,ﾉ����"�

●アレチハナガサ ��ド�C��3．40 �����100 �����100 

●ケアリ　タ　ソ　ウ 都H�C��0．72 田��39．8 �#��C"�30．5 

●オオアレチノギク 鉄��Cr�0．32 鼎��31．6 祷�CB�20．4 

●メリケンカルカヤ �3(�CR�0．62 田��17．5 ����C"�17．9 

ヤ　ハ　ズ　ソ　ウ ��h�CR�0．78 塔��8．9 �#(�Cr�15．9 

メ　ド　ハ　ギ �3h�C2�0．22 �3��19．5 塗�CB�13．0 

ス　　　ス　　　キ �#��C��0．24 鼎��15．6 度�C��11．4 

植　　物　　名 兌ﾘ��ｼ��儻�7��相対値 剽Dし与度 

高さ　被虐 劍ﾘ(+2�被度 ��ｩ��49+ﾂ�,ﾉ����"�

●ヒメムカシヨモギ ��#8�C��1．32 �����100 �����100 

●オオアレチノギク �����C��0．44 �����81．9 �38�C2�57．6 

ヤ　ハ　ズ　ゾ　ウ ��x�C��0．86 塔��13．8 田X�C"�39．5 

キンエノコログサ �3x�C��0．34 涛��30．7 �#X�C��28．3 

●アレチマツヨイグサ �#��CR�0．12 �#��24．0 祷�C��16．6 

●アメリカセンダンクサ ��X�CR�0．24 �3��12．6 ����C��15．4 

●アレチヌスビトハギ 祷�C��0．20 ����7．3 ��X�C"�11．3 
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第2表（続）

●セイタカアワダチソウ �#x�C2�0．22 �#��14．7 塗�CR�10．6 

●アレチヌスビトハギ ����Cb�0．22 �#��10．5 塗�CR�8．5 

●ヒメムカシヨモギ �#��Cb�0．18 鉄��11．1 店�C2�8．2 

ヌ　　　ル　　　デ ��(�C"�0．14 �3��6．6 滴�C��5．4 

ツ　　ル　　マ　　メ ��8�CR�0．12 �#��7．3 �8�CR�5．4 

●アレチマツヨイグサ 祷�CR�0．10 ����5．1 �(�C��4．0 

●ヒロハギンギン 祷�C��0．10 ����4．8 �(�C��3．9 

●オオ二シキソウ 店�C��0．14 鼎��3．1 滴�C��3．6 

●シマスズメノヒエ 祷�C��0．02 ����5．3 ���Cb�3．0 

ナワシロイチゴ 度�C��0．04 �#��4．2 ���C"�2．7 

●シ　ロ　ツ　メ　グサ 滴�Cb�0．09 田��2．5 �(�Cb�2．6 

ヨ　　　　　　　　シ 滴�C��0．10 ����2．1 �(�C��2．5 

アキノ工ノコログサ 滴�C��0．02 ����2．1 ���Cb�1．4 

ツ　　エ　ク　サ �8�Cb�0．02 �#��1．9 ���Cb�1．3 

ア　カ　メ　ガ　ン　ワ �8�C��0．02 ����1．6 ���Cb�1，1 

ネ　ム　ノ　キ �(�C��0．01 �#��1．6 ���C2�1．0 

イ　　タ　ド　リ �(�CR�0．02 ����1．3 ���Cb�1．0 

カ　　タ　バ ���Cr�0．02 �#��0．9 ���Cb�0．8 

●マ　ツ　バ　ゼi） �(�Cb�0．004 ����1．4 ���C��0．8 

●ヒ　メ　ジ　ョ　オ　ン ���CB�0．02 �#��0．8 ���Cb�0．7 

CarexIsp． ���C��0．02 ����0．4 ���Cb�0．5 

オヘビ　イ　チ　ゴ ���Cb�0．004 ����0．3 ���C��0．2 

灘 ��h4898�ﾂ���-�R�
鱗を護憲 事－ く／i縄‾－雛 ∴ 詫 駕 ��∴　∴ 劔��≒自国；； 

∴、、－＼　言 

予，因 
滋 �� 凵^； ����∴ 
i縞千人¢ � � ������������侏靈������∴告示÷「 

第3表（続）

●ケアI）タ　ソ　ウ ��8�CB�0．10 �#��10．9 度�Cb�9．3 

●アレチハナガザ ��X�CR�0．04 �#��12．6 �8�C��7．8 

エ　ノ　コ　ロ　グサ ��8�C��0．06 鼎��10．6 滴�CR�7．6 

●ヒロハポウキギク ��X�CB�0．02 �#��12．5 ���CR�7．0 

ツ　　ル　　マ　　メ 度�CR�0．10 ����6．1 度�Cb�6．9 

メ　　ヒ　　シ　　バ ����CB�0．06 田��8．4 滴�CR�6．5 

●ヒ　メ　ジ　ョ　オ　ン 嶋�C��0．04 �#��7．1 �8�C��5．1 

ク　　　　　　　ズ ���CR�0．10 ����1．2 度�Cb�4．4 

●シ　ロ　ツ　メ　グサ ���C��0．10 ����0．8 度�Cb�4．2 

ヨ　　　モ　　　ギ 店�C��0．02 ����4．1 ���CR�2．8 

●オオニシキソウ �(�C��0．02 ����1．6 ���CR�1．6 

スカシタゴボウ �(�CB�0．004 ����1．9 ���C��0．8 

オ　　オ　　バ　　コ ���CR�0．004 ����1．2 ���C��0．6 

カ　　タ　バ　　ミ ���CR�0．004 ����0．4 ���C��0．2 

第2表・第3表の地点は，アカマツ林の里山を

削り取った空地で，昭和50年当時は下の写真のよ

うな景観であった。

亀　＿＿ 

L∴∵深紫－1－㌔ ���ｸﾈ)w�ﾄ��h�X��ﾇ����Hﾙ渥Hﾄi68���
、＼　　　＼－単三∴∵謀畿 剪� 剏寫ﾕ三割 

漢章一、〉＼。翻一、－、－－＼墨壷這連発 劔 ��

4年経過後，空地の西半分はアレチハナガサが使古（表2）東半分はヒメムカシヨモギ一才オア

レチノギグが優占（3表）し，帰化率は種類数で48．3％・52．4％であるが使古度では77．2％・70．7

％という高率であった。

第4表　木曽川の川原（中屋町）8月20日

ここでは水辺から提防に重商に，1×1m2の方形区を1m間隔に10か所帯状に設けて測定した。
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植　　物　　名 兌ﾘ��ｼ��儻�7��相対値 剽D占値 
高さ 儂ﾙ7��俘(+2�被度 ��ｩ��49=B�,ﾉ����"�

●ヒメムカシヨモギ 鼎��C��0．58 涛��100 �����100 

●ケアリ　タ　ソ　ウ ��(�C��0．37 田��25．9 田8�C��44．9 

●オオニシキソウ ��8�C2�0．36 田��26．7 田(�C��44．4 

ヤ　ハ　ズ　ソ　ウ ��H�C2�0．28 田��28．7 鼎��C2�38．5 

●オオアレチノギク �#X�Cr�0．14 鼎��51．5 �#H�C��37．8 

●アレチマツヨイグサ ��x�Cr�0．22 �3��35．4 �3x�C��36．7 

メ　ド　ハ　ギ ��8�C"�0．20 ����26．5 �3H�CR�30．5 

●メl）ケンカルカヤ 嶋�C2�0．08 鉄��16．6 ��8�C��15．2 

イ　　タ　ド　I） 滴�CR�0．10 ����9．0 ��x�C"�13．1 

●マメグンバイナズナ 嶋�Cr�0．05 鉄��17．4 嶋�Cb�13．0 

アキノエノコログサ 塗�C��0．02 末��13．6 �8�CB�8．5 

メ　　ヒ　　シ　バ �8�CB�0．04 �#��6．8 塗�C��6．9 

ムラサキエノコロクサ �(�CB�0．04 �#��4．8 塗�C��5．9 

ヤ　ナ　ギ　タ　デ �(�C��0．04 �#��4．0 塗�C��5．5 

カ　ワ　ラ　ハハ　コ ���C"�0．01 �#��2．4 ����r�2．1 

●アメリカセンダンクサ ���C��0．004 ����2．2 ���Cr�1．5 

イ　　ヌ　ビ　エ ���CB�0．004 ����0．8 ���Cr�0．8 

水辺にはヤナギタデが生育しているだけであった

が，離れるに従いヤハズゾウ・カワラハハコ・イ

タドリ等川原に在来のものもみられたが，17種中

帰化種は8種で種類的にも多かった。それでも帰

化率は種類数では47．1％であったが，優占度では

72．4％の高率であった。

この地一帯の川原にはヒメムカシヨモギ・ケア

リタソウ・オオニシキソウ・オオアレチノギク・

アレチマツヨイグサ・メリケンカルカヤ・マメグ

ンバイナズナ†どがごく普通であるが，オオキンケイギク・ムシ下りナデシコ・マツバウンラン・

アレチハナガザの群生地もみられ，シュッコンパーベナも生育していた。

植　　物　　名 兌ﾘ��ｼ��儻�7��相対値 剽D占地 
高さ 儂ﾙ7��俘(+2�被度 ��ｩ��&ﾂ�,ﾉ����"�

●メリケンカルカヤ �����C��2．4 �����100 �����100 

ヤ　ハ　ズ　ソ　ウ ��(�C��0．74 田��11．1 �3��C��21．0 

ス　　　ス　　　キ ��H�C��0．30 �#��13．0 ��(�CR�12．8 

●オオアレチノギク ����C��0．10 ����17．6 滴�C"�10．9 

イ　チ　ゴツナギ ����C��0．11 都��16．7 滴�CR�10．6 

マ　ル　パ　ハ　ギ ��(�C��0．20 ����11．1 嶋�C2�9．7 

ネ　コ　ハ　ギ 店�Cr�0．15 鉄��5．3 塗�C2�5．8 

ア　カ　マ　ツ 嶋�C��0．04 �#��7．4 ���Cr�4．6 

●アレチヌスビトハギ 塗�C��0．02 ����5．6 ���C��3．2 

●シロ　ツ　メクサ ���C��0．004 ����0．7 ���C"�0．5 

第5表　宅地造成地の空地（松ヶ丘5）9月17日

10か所

∴ニーア∴一∴∴ 一∴ 

「 ��く〇人‾摺 

‾　声望琴「∴膏 凅��hv�� 

詰，壷緒 ��ﾘ��?ｨｶxｬ��

書　目i ������

豊山を削り取った宅地造成地内で　周辺に家が

立ち並んでいる未建築空地で，ススキ・マルバハギなどの山地性の植物もみられたが，メリケンカ

ルカヤが優占度100，帰化率は種類数で40％，優占度で64％であった。最近目立つようになったア

レチヌスビトハギも生育し，周辺部にはシナダレスズメガヤも群生していた。

第6表　飛行場東端沿いの草地（鵜沼三ツ池町）9月17日10か所

航空自衛隊岐阜基地の東端棚沿いの簡易舗装道路わきの草地で　キダチコンギク・セイタカアワ

ダチソウが目立って多いところである。優占度はキダチコンギク100，セイタカアワダチソウ22．6

ー　48　－



岐阜県博物館調査研究報告　第2号1981年3月

植　物　名 兌ﾘ��ｼ��儻�7��相対値 剽D占度 
高さ 儂ﾙ7��俘(+2�被度 ��ｩ�苹+ﾂ�,ﾉ����"�

●キダチコンギク ��#H�C��4．00 �����100 �����100 

●セイタカアワタチソウ 鼎h�C��0．32 鼎��37．1 嶋�C��22．6 

ツ　　ル　　マ　　メ �3h�C��0．50 鼎��29．0 ��(�CR�20．8 

ノ　ブ　ド　ウ �3X�C��0．50 鉄��28．2 ��(�CR�20．4 

ヨ　　　モ　　　ギ �3��C��0．40 鼎��30．6 ����C��20．3 

●アレチハナガサ �#h�C��0．12 �#��21．0 �8�C��12．0 

●アレチヌスビトハギ ��H�CR�0．20 �#��11．7 店�C��8．4 

ヤ　ブ　ガ　ラ　シ ��H�C��0．20 �#��11．3 店�C��8．2 

ヤ　ハ　ズ　ソ　ウ 祷�Cr�0．23 鉄��7．8 店�Cr�6．8 

カ　ゼ　グ　サ ����C��0．14 �3��8．8 �8�CR�6．2 

キン工ノコログサ ��(�Cr�0．06 鼎��10．2 ���CR�5．9 

アキ工ノコログサ ��(�C��0．02 ����9．7 ���CR�5．1 

メ　　ヒ　　シ　バ 祷�C��0．10 �#��7．3 �(�CR�4．9 

●セイバンモロコシ ����C��0．02 ����8．8 ���CR�4．7 

アオツゾラフジ 店�CR�0．02 ����4．4 ���CR�2．5 

●ヒメムカシヨモギ 滴�C��0．02 ����3．2 ���CR�1．9 

●ブ　タ　ク　サ �8�CR�0．02 �#��2．8 ���CR�1．7 

●ヒ　メ　ジ　ョ　オ　ン �(�CR�0．04 �#��2．0 ���C��1．5 

エ　ノ　コ　ロ　グサ �(�C��0．02 ����1．6 ���CR�1．1 

メヒシバ優占度80．2，ヨモギ71．2，チカラシバ

15．9，才ヒシバ12．8で　いわゆる田園地帯の路傍

群落要素がかなり残されていた。しかし，帰化種

のアレチハナガサの優占度は90．5，これにナガバ

キンギシ30．0．才オアレチノギク20．0，シマスズ

メノヒエ18．1，それにとロハキンギシ・アガサ・

オオクサキビ，ヘラオオバコなど帰化種は12種を

教え，種類数で60．0％の高い帰化率を示し，優占

度では48．0％の帰化率であった。

i ！ 劔剪��� 
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で，これにツルマメ・ノブドウ・ヨモギの在来種

が続き，他にアレチハナガサ・アレチヌスビトハ

ギ・セイバンモロコシ・ヒメムカシヨモギなどの

帰化種が目立ち，19種中帰化8種と多く，種類数

で42．1％，優占度で59．9％の帰化率であった。

第7表　飛行場西側用水路わき草地（那加町）

8月20日　10か所

第7表

植　　物　　名 兌ﾘ��ｼ��儻�7��相対値 剽D占値 

高さ 儂ﾙ7��俘(+2�被度 ��ｩ��49+ﾂ�,ﾉ����"�

●アレチハナガサ �����C"�1．64 涛��100 塔��C"�90．5 

メ　　ヒ　　シ　　バ 田X�CB�2．02 �����60．4 �����80．2 

ヨ　　　モ　　　ギ 塔x�CR�1．24 涛��80．9 田��CB�71．2 

●ナガバギンギン 鼎��C"�0．44 田��38．1 �#��C��30．0 

アキノ工ノコログサ �#x�C��0．40 鼎��25．0 ����C��22．4 

●オオアレチノギク �3��CR�0．22 �3��29．1 ����C��20．0 

●シマスズメノヒ工 �#x�CB�0．22 �3��25．3 ����C��18．1 

●ヒロハギシキン ����CR�0．30 �3��18．0 ��H�C��16．5 

チ　カ　ラ　シ　バ ��x�C"�0．32 �3��15．9 ��X�C��15．9 

オ　　ヒ　　シ　バ ����C"�0．16 鼎��17．7 度�C��12．8 

イ　　ヌ　ビ　工 ��8�C2�0．12 �#��12．3 店�C��9．1 

●ア　　ガ　　　サ ��8�C��0．10 �#��12．8 店�C��8．9 

●オオクサキ　ビ ��X�C��0．04 �3��14．6 �(�C��8．3 

カ　モ　ジ　グ　サ 祷�CR�0．01 �#��8．8 ���CR�4．7 

●オオニシキソウ 度�C��0．04 �#��6．6 �(�C��4．3 

ミ　チ　ヤ　ナ　ギ �8�Cb�0．10 �#��3．3 店�C��4．2 

●ホ　ソ　ム　ギ 滴�C��0．02 ����4．4 ���C��2．7 

●へラ　オ　オバコ 滴�CR�0．02 ����4．2 ���C��2．6 

●マ　ツ　バ　ゼリ �(�C��0．004 ����1．8 ���C"�1．0 

●アレチヌスビトハギ �(�C��0．004 ����1．8 ���C"�1．0 
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第8表　山間部の埋立て畑（会本町）8月23日　10か所

第8表

植　　物　　名 兌ﾘ��ｼ��儻�7��相対値 剽D占度 

高さ 儂ﾙ7��俘(+2�被度 ��ｩ��49+ﾂ�,ﾉ����"�

●オオアレチノギク ��CX�CR�1．20 �����100 �����100 

●ヒメムカシヨモギ ��#��C��0．96 �����83．7 塔��C��81．5 

●ヒ　メ　ジ　ョ　オ　ン 鉄(�C��0．68 塔��35．7 鉄h�Cr�68．4 

ヤ　ナ　ギ　タ　デ 鼎8�C��1．15 �����29．6 涛X�C��62．7 

メ　　ヒ　　シ　バ �3��CR�0．65 都��21．6 鉄H�C��62．0 

オヘビ　イ　チ　ゴ 祷�C��0．46 田��6．8 �3��C2�22．6 

キ　ン　工　ノ　コ　ロ �3(�Cb�0．22 都��22．4 ����C2�20．4 

●オオニシキソウ ��x�C��0．26 鼎��11．7 �#��Cr�16．7 

チ　ゴ　ザ　サ ��h�CR�0．18 鉄��11．3 ��X�C��13．2 

カ　モ　ジ　グ　サ ����C��0．16 鉄��12．4 ��8�C2�12．9 

工　ノ　コ　ロ　グサ 度�C��0．10 ����4．8 嶋�C2�6．6 

ヨ　　　モ　　　ギ ��8�CR�0．04 �#��9．3 �8�C2�6．3 

カ　　タ　バ 塗�C��0．09 田��4．7 度�CR�6．1 

●シ　　ロ　　ザ 滴�CR�0．10 ����3．1 嶋�C2�5．7 

ツ　ユ　ク　サ 度�C��0．06 �3��4．8 店�C��4．9 

●ケアリ　タ　ソ　ウ 祷�C��0．02 ����6．2 ���Cr�4．0 

スガンタゴボウ 店�C��0．04 �#��3．4 �8�C2�3．4 

●イ　　ヌ　ビ　ユ 店�C��0．02 ����3．4 ���Cr�2．6 

エ　ノ　キ　グ　サ 滴�CR�0．02 �#��3．1 ���Cr�2．4 

シソバケツナミソウ �8�C��0．03 �3��2．1 �(�CR�2．3 

ニ　　　ガ　　　ナ ���CR�0．02 ����1．0 ���Cr�1．4 

イ　　ヌ　タ　デ ���C��0．02 ����0．7 ���Cr�1．2 

コ　　ナ　ス　ビ ���Cb�0．004 ����0．4 ���C2�0．4 

ムラサキサギゴケ ���CR�0．004 ����0．3 ���C2�0．3 

、ii吏膏 、－ �����甁�ｬx�H�i|�����/�������ﾂ�秦蔓 ��） ∴ 1－消， 「 
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∴∴一一∴ 
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東海自然歩道に沿った里山地内の畑を埋立てて

放置された空地で，オオアレチノギク・ヒメムカ

シヨモギが使古し，景観的には平野部の休耕畑・

空地等と類似している。24種中帰化7種で　帰化

率は種類数では29．2％と低かったが，優占度では

54．9％の高率であった。1年革の占める割合が，

87．1％と高く埋立てが新しいことが読みとれた。

第9表　休耕畑（蘇原東栄町）9月17日　10か所

第9表

植　　物　　名 兌ﾘ��ｼ��儻�7��相対値 剽D占度 

高さ 儂ﾙ7��俘(+2�被度 ��ｩ��49+ﾂ�,ﾉ���������

●セイタカアワダチソウ �#SX�C��4．0 �����100 �����100 

へク　ソ　カ　ズラ ���x�C��0．84 �����42．0 �#��C��31．5 

ツ　　ル　　マ　　メ 塔��C��0．74 塔��34．9 ����CR�26．7 

ツ　ユ　ク　サ 鼎X�C��0．94 塔��18．0 �#8�CR�20．8 

ヨ　　　モ　　　ギ �3H�C��0．40 鼎��13．3 ����C��11．7 

エ　ノ　コ　ロ　グサ ��X�CR�0．22 �3��6．1 店�C��5．8 

コ　メ　ヒ　シ　バ 祷�C��0．16 鼎��3．6 滴�C��3．8 

●アレチヌスビトハギ ��8�C��0．04 �#��5．1 ���C��3．1 

アオツゾラフジ 祷�CR�0．02 ����3．7 ���CR�2．1 

イ　　ヌ　タ　デ 店�CR�0．02 ����2．2 ���CR�1．4 

チ　カ　ラ　ン　バ 店�C��0．02 ����2．0 ���CR�1．3 

イ　シ　ミ　カ　ワ �8�C��0．02 ����1．2 ���CR�0．9 

サ　サ　ガ　ヤ ���CR�0．02 ����0．6 ���CR�0．6 

この休耕畑は，景観的にはいたるところに見ら

れる空地のセイタカアワダチソウ群生地である。周囲の畑は，芝生の栽培地として管理されている。

セイタカアワダチソウの優占度100に対して，他にアレチヌスビトハギがわずかに現われるだけで，

（頻度20％）種類数による帰化率は15．4％に過ぎなかったが，優占度では49．2％の帰化率であった。

ー　50　－



岐阜県博物館調査研究報告　第2号1981年3月

それでも景観から受ける帰化種セイタカアワダチソウの繁殖振りを過少表現していると思われた。

第10表　堤防上の道路わき草地（蘇原宮塚町）　第11表　同左　9月8日　いずれも10か所
第10表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第11表

植　　物　　名 兌ﾘ��ｼ��儻�7��相対値 剽D占度 ��ﾂ��ﾂ��ﾂ��ﾂ��ﾂ��ﾂ�植　　物　　名 劔平均　頻 高さ被度 劔7����ｩ��&ﾂ�優占度 
高さ 僥ｩ7��俘(+2�被度 ��ｩ��&ﾂ�,ﾉ����"�劔劔又　高さ　披度 ��ｩ��49+ﾂ�,ﾉ����"�

●アレチマツヨイグサ ��Sx�C2�2．10 �����100 �����100 刄N　　　　　　　ズ 劔91．4　4．00　100 剴���������100 

ヤ　ハ　ズ　ソ　ウ �3��C��1．62 涛��19．1 都x�C��48．1 刄J　ゼ　ク　サ 劔51．6　0．42　　90 剴Sh�CX�����CR�33．5 

カ　ゼ　ク　サ 鼎H�CR�0．86・ 涛��28．3 鼎��C��34．7 刄Aキノエノコログサ 劔41．2　0．64　　70 剴CX�C��h�C��30．6 

●オオアレチノギク 鉄��Cr�0．12 田��32．9 店�Cr�19．3 刄�@　　モ　　　ギ 劔43．5　0．46　　60 剴Cx�Cc���CR�29．6 

カ　ナ　ム　グ　ラ �#X�C2�0．42 鼎��16．1 �#��C��18．1 刄п@ハ　ズ　ソ　ウ 劔28．51．06　100 剴3��C(��#h�CR�28．9 

ヨ　　　モ　　　ギ �38�C��0．30 田��21．6 ��H�C2�18．0 刄qメムカシヨモギ 劔35．9　0．10　　60 剴3��C8��(�CR�20．9 

ツ　　ル　マ　　メ �38�Cr�0．14 塔��21．4 塗�Cr�14．1 刄Iオアレチノギク 劔20．3　0．06　　40 剴#(�C(����CR�11．9 

アキノエノコログサ �#H�C��0．16 鉄��15．8 度�Cb�11．7 刄}マコノシリヌグイ 劔15．8　0．20　　20 剴�x�C8��X�C��11．2 

ス　　　ギ　　ナ ��x�CR�0．18 鉄��11．1 嶋�Cb�9．9 刄I　オク　サキ　ビ 劔13．0　0．02　　20 剴�H�C(����CR�7．4 

●ヒメムカシヨモギ �#h�CB�0．04 鉄��16．8 ���C��9．4 刄＝@　ヒ　　シ　　バ 劔11．2　0．04　　30 剴�(�C8����C��6．7 

ツ　ク　シ　ハ　ギ ��(�CR�0．22 �#��7．9 ����CR�9．2 刄＝@ド　ハ　ギ 劔7．5　0．20　　20 剴��C(��X�C��6．6 

●セイタカアワダチソウ ����C��0．02 ����12．1 ���C��6．6 刄I　　ヒ　　シ　バ 劔10．6　0．05　　40 剴���Ch����C2�6．5 

●ヒ　メ　ジ　ョ　オ　ン 塗�C��0．13 田��4．3 塗�C"�5．3 刄Aレチハナガザ 劔10．5　0．02　10 剴���CX����CR�6．0 

ク　　　　　　　ズ 塗�C��0．10 ����4．3 滴�C��4．6 刄iワシロイチゴ 劔9．0　0．06　　30 剴��C�����CR�5．7 

ア　キ　ノ　ノ　ゲシ 嶋�C"�0．02 ����5．2 ���C��3．1 刄J　ナ　ム　グ　ラ 劔7．5　0．02　10 剴��C(����CR�4．4 

ス　ズ　メ　ノ　ヒ　エ 店�C��0．04 �#��3．7 ���C��2．8 刄m　　ア　ズ　キ 劔5．0　0．12　　20 剴X�CX��8�C��4．3 

サ　サ　ガ　ヤ 店�C��0．03 鼎��3．8 ���CB�2．6 刄P　アリ　タ　ソ　ウ 劔7．0　0．02　10 剴x�Cx����CR�4．1 

カ　　タ　　バ 塗�C��0．20 �3��3．8 ���C��2．4 刄Aレチマツヨイグサ 劔6．0　0．02　10 剴h�Ch����CR�3．6 

ギ　ョ　ウ　キ　シバ 滴�CR�0．04 �#��2．9 ���C��2．4 �������械����,��イ　シ　ミ　カ　ワ 劔5．8　0．02　10 剴h�C8����CR�3．4 

ネ　　コ　ハ　ギ �8�C2�0．20 �#��2．1 ���C��1．6 刄J　　タ　バ 劔3．5　0．02　　20 剴8�C�����CR�2．2 

ツ　　エ　ク　サ 滴�C��0．01 �3��2．5 ���CR�1．5 刄V　ロ　ツ　メク　サ 劔1．5　0．004　10 剴��Ch����C��0．9 

イ　シ　ミ　カ　ワ �8�C2�0．01 �#��2．1 ���CR�1．3 刹＝P‾＝‾幽軸瀧 

ス　　　イ　　　バ �(�C��0．02 ����1．3 ���C��1．2 

オヘビ　イ　チ　ゴ ��R�0004 ����10 ��"�06 
8m漢書は漢音回国88megggg回書回田 劔��凵Fヤー後：∴∴ � 仂iTﾈﾄ�����(蕀D����iiｨ����粂�����

888mm． ��R� ��ヽ： ��∴∴節 享＼＼ � �� 剴���-X�����予想 
∴∴∴∴ �� 凵_＼譲蝶 � 

三寒i‾烹 ＼〕iSミ‾ 高藤 劔劔 剏O染詰i潮 � �����������ﾏ��ﾈ�H�亦������ ��

∴∴ 剪��� � ����h�������

帰 って 劍�X�X����� 劍���掩"�＼報i ��端 l ����∴：さ∴∴∴ たる、 しぞれl 剪�方最上 帯状に 劔��べ＼ ��

瞭∴滴顎謡’ わきの草地に，適 所の方形区を設け 

た。第10表の地は，アレチマツヨイグサの使古度100，24種中帰化5種，帰化率は種類数で20．8％

優占度で42．8％であった。第11表は，それに接したクズの優占する群落で　21種中帰化7種で　帰

化率は種類数で33．3％，優占度では16．7％と低く，カゼクサ・アキノ工ノコログサ・ヨモギ・ヤハ
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ズソウなどの優占度が高かった。

第12表　舗装農道あき草地（西市場町）

9月9日　10か所

第12表．

植　　物　　名 兌ﾘ��ｼ��儻�7��相対値 剽D占地 
高さ 儂ﾙ7��俘(+2�披度 ��ｩ��&ﾂ�,ﾉ����"�

アキノエノコログサ 都X�C��1．12 塔��79．8 �����89．9 

ヨ　　　モ　　　ギ 都8�C��1．02 塔��77．7 涛��C��84．4 

●ヒメムカシヨモギ 涛H�C��0．74 都��100 田h�C��83．1 

メ　　ヒ　　シ　バ 田8�C��0．84 塔��67．0 都X�C��71．0 

ツ　エ　ク　サ 鉄h�C��0．78 �����59．6 田��Cb�64．6 

●セイバンモロコシ 鉄��CR�0．70 鉄��62．2 田(�CR�62．4 

ド　ク　ダ　ミ ��X�Cb�0．66 塔��16．6 鉄��C��37．8 

●オオアレチノギク �3X�C��0．14 �3��37．2 ��(�CR�24．9 

チ　カ　ラ　シ　バ ��h�CR�0．30 �3��17．6 �#h�C��22．2 

ヨ　　　メ　　　ナ �3��C��0．10 鉄��31．9 嶋�C��20．4 

●キダチコンギク ��(�C��0．30 ����12．8 �#h�C��19．8 

ア　キ　ノ　ノ　ゲシ �#��CR�0．12 �#��21．8 ����Cr�16．3 

ギ　ョ　ウ　キシバ 塗�C2�0．22 �3��6．7 ����Cb�13．2 

エ　ノ　キ　グ　サ ��x�CR�0．06 �3��18．6 店�CB�12．0 

●ヨウシュヤマゴボウ 度�C��0．10 ����7．4 嶋�C��8．2 

カ　ニ　ク　サ 滴�C��0．10 ����4．3 嶋�C��6．6 

●ホナガイヌビユ 店�C��0．02 ����5．3 ���C��3．6 

ヒナタイノコズチ 滴�C��0．02 ����4．3 ���C��3．1 

イ　　ヌ　タ　デ 滴�C��0．02 ����4．3 ���C��3．1 

●ホ　ソバシ　ロザ �8�CR�0．02 ����3．7 ���C��2．8 

∴∴ ∴∴ ����������fY:��ｧｲ���hｴX�����蔗������警 �� �� ��

●「 ま、撼態 �ｨ�H耳耳耳耳耳耳�"�

「／∴∴∴ ∴ 迄6yzf��2�ﾘ���育�������

，＿i懸 

アキノエノコロクサ・ヨモギの優占度が高く田園

路傍群落の要素が強く見られたが帰化率は種類

数で35．0％，優占度で31．1％であった。ヒメムカ

シヨモギに次いで帰化種ではススキに類似したセイ

バンモロコシ、それにキダチコンギクが注目された。

第13表　山間道路わきススキ辞落（各務寒洞池北）

9月9日　10か所

第13表

植　　物　　名 兌ﾘ��ｼ��儻�7��相対値 剽D占度 
高さ 儂ﾙ7��俘(+2�被度 ��ｩ�飃ﾈ�B�,ﾉ����"�

ス　　ス　　　キ ��s��C��3．60 �����100 �����100 

●オオアレチノギク 都H�C��0．24 塔��43．5 塗�Cr�25．1 

●ヒメムカシヨモギ 都��C��0．23 涛��41．2 塗�CB�23．8 

ヤ　ハ　ズ　ソ　ウ �#(�CR�0．16 涛��13．2 滴�CB�8．8 

●ダンドポロギク �#��Cb�0．12 �3��12．1 �8�C2�7．7 

ヨ　　　モ　　　ギ �#��C��0．11 都��11．8 �8�C��7．5 

カ　　タ　バ　ミ ��X�C��0．19 塔��8．9 店�C2�7．1 

キ　ツネ　ノ　マゴ ��H�C��0．16 塔��8．7 滴�CB�6．6 

ア　キ　ノ　ノ　ゲシ ��8�C��0．10 �#��7．6 �(�C��5．2 

ノ　　イ　バ　ラ 度�C��0．02 ����4．1 ���Cb�2．4 

●ヒ　メ　ジ　ョ　オ　ン 滴�C��0．07 鉄��2．8 ���C��2．4 

メ　　ヒ　　シ　バ 塗�C��0．04 �#��3．5 ���C��2．3 

へク　ソ　カ　ズラ 塗�C��0．02 ����3．5 ���Cb�2．1 

ハ　ン　ノ　キ 滴�C��0．02 ����2．4 ���Cb�1．5 

ツ　　ユ　ク　サ 滴�C��0．02 ����2．4 ���Cb�1．5 

イ　　ヌ　タ　デ 滴�C��0．004 ����2．4 ���C��1．3 

ス　　　　　　　　　レ �8�C��0．01 �#��1．8 ���C2�1．1 

ン　　ン　ハ　リ ���Cr�0．04 �#��0．4 ���C��0．8 

エ　ノ　キ　グ　サ ���C��0．004 ����0．6 ���C��0．4 

ススキが優占する里山地内，東海自然歩道沿

いの草地であるが　帰化4種が混生していた。

帰化率は，種類数で21．0％，優占度で28．5％で

あった。周辺部の道路ざれには，セイタカアワ

ダチソウ2株，メリケンカルカヤ数珠が認めら

れた。
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第14表　休耕畑（西市場町）9月18日　10か所

第14表

植　　物　　名 兌ﾘ��ｼ��儻�7��相対値 剽D占度 

高さ 儂ﾙ7��俘(+2�被度 ��ｩ��49+ﾂ�,ﾉ����"�

メ　　ヒ　　シ　　バ �����CR�3．80 �����100 �����100 

●ヒメムカシヨモギ 鉄��C2�0．38 都��53．1 ����C��31．6 

●オオアレチノギク 田��C��0．16 塔��53．8 滴�C"�29．0 

ツ　ユ　ク　サ �3(�C��0．58 都��28．7 ��X�C2�21．9 

イ　　ヌ　タ　デ �3X�C��0．28 田��31．4 度�CB�19．4 

ア　キ　ノ　ノ　ゲシ �38�CR�0．30 �3��30．0 度�C��19．0 

コ　ミ　カ　ン　ソ　ウ �#(�C2�0．28 都��20．0 度�CB�13．7 

キ　ン　エ　ノ　コ　ロ �#(�C��0．12 �3��19．7 �8�C"�11．5 

コ　ゴメ　ガヤツリ ��H�CR�0．16 鼎��13．0 滴�C"�8．6 

ク　　ワ　ク　サ ����C��0．20 �3��9．0 店�C2�7．2 

オ　　ヒ　　シ　バ ��(�C��0．12 �#��10．8 �8�C"�7．0 

イ　　ヌ　ビ　エ ��H�C��0．04 �#��12．6 ���C��6．9 

イ　ン　ミ　カ　ワ ����C��0．12 �#��9．0 �8�C"�6．1 

ス　　　ギ　　ナ 塗�C��0．22 �3��5．4 店�C��5．6 

●アメリカセンダンクサ 嶋�CR�0．10 ����7．6 �(�Cb�5．1 

エ　ノ　キ　グ　サ ����C��0．02 ����9．0 ���CR�4．8 

オ　ニ　ノ　ゲ　シ 祷�C��0．02 ����8．1 ���CR�4．3 

●セイタカアワダチソウ 度�C��0．02 ����6．3 ���CR�3．4 

コ　ニ　シ　キ　ソ　ウ 店�C��0．06 鼎��4．6 ���Cb�3．1 

ウ　シ　ハ　コ　ベ 店�CR�0．04 �#��4．9 ���C��3．0 

カ　　タ　バ　　ミ ���C��0．10 ����1．6 �(�Cb�2．1 

●ナガイモ（栽培種） �8�C��0．04 �#��2．8 ���C��2．0 

タ　ネ　ツ　ケバナ �8�CR�0．02 �#��3．1 ���CR�1．8 

チ　ョ　ウ　ジ　タ　デ �8�C��0．004 ����2．7 ���C��1．4 

スズメノエンドウ �(�CR�0．01 �#��2．2 ���C2�1．3 

ノキ・ネムノキ・コナラ・アカマツなどの高木，

藍熊灘－i‾漆‾1人 ：∴ �� 迄��ｶ������dH･騁鮎��

様子享楽‾ 凵^一言一因9、1－ ���ｨｹ8�h����

龍田 �� ��

／選1．、 劍�伊v��喜　　一　一一　度顕 

栽培種のナガイモが生育しており，l年生草本

の占める割合が95％の高率であることから，休耕

間もない畑であることが読みとれる。

メヒシバが優占度100，これに帰化種ヒメムカ

シヨモギ31．6，才オアレチノギク29．0が続き，他

にツユクサ・イヌタデ・アキノノゲシ・コミカン

ソウ・キン工ノコロなどが目立っていた。帰化率は，

種類数で20．0％，優占度で21．6％といずれも低い

が，この後1－2年で　表lの休耕畑のようなヒ

メムカシヨモギ・オオアレチノギクの優占する休

耕畑へと移行していく　ものと考えられる。

第15表　山間道路わきソデ群落（那加北洞町）

8月25日　10か所

市営の火葬場

墓地へ通ずる舗

装道路沿いのソ

デ群落である。

背後にはハン

ヌルデ・ヒサカ

キ・ツツジ類の低木がみられ，アカマツの優占した斜面へと続い

ている。もともとは，豊山へ入る山ざれの道路で，ヒヨドリバナ

・ノブドウ・チゴザサ・カミュビ・ヤマノイモ・ニガイチゴ・サ

ルトリイバラ，ノコンギク・オカトラノオなど山地性草本が目立

つところで　かっては日当りの草地にオミナエシ・キキョウ・リ

ンドウなども生育していた。

出現種数も46種と多様な群落組成であるが，セイタカアワダチ

ソウ優占度63．4，才オアレチノギク37．3，ヒメムカシヨモギ16．4

キダチコンギク13．6と，帰化種の侵出がみられ，帰化率は種類数

／譲 ���ｭ����耳�����x���������

∴：∴：「∴∴ 「∴∴子 �����������畏"�

霧 譜綱田98懸雰 

、 �� 

上聞 �� ��∴ 

豪華 ��／′ 

一∴亨 

、∴† 響i 刎i4ﾒ��ｸ自Jﾘ�R����ﾂ�

∴∴ 剌宙� 估I;iwr� 

顕 澱 的輯町野一一七一那 剽� �� 

で15．2％，優占度で23．4％であった。墓地内の土盛地にはツボミオオバコが群生し，道路下の裸地

にはカナリークサヨシが認められた。
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植　　物　　名 兌ﾘ��ｼ��儻�7��相川直 剪瘢ｓx 
高さ 儂ﾘｷ2�俘(+2�線度 ��ｩ��&ﾂ�,ﾉ��6ﾘ��"�

ヒ　ヨドリ　バナ �����C��2．40 塔��100 �����100 

●セイタカアワダチソウ ���X�CR�0．72 都��96．8 �3��C��63．4 

ノ　ブ　ド　ウ 鉄8�CR�1．00 塔��49．1 鼎��Cr�45．4 

チ　　ゴ　ザ　サ 鼎��C��1．08 涛��36．7 鼎X�C��40．9 

●オオアレチノギク 田��C��0．27 都��63．3 ����C2�37．3 

カ　　ミ　　ュ　　ビ 鉄8�CR�0．24 涛��49．1 ����C��30．0 

ヤ　マ　ノ　イ　モ 鼎h�C��0．38 都��42．2 ��X�C��29．0 

二　ガ　イ　チ　ゴ �#��CR�0．44 鉄��26．1 ����C2�22．2 

アキノウナギツカミ �38�C��0．12 田��30．3 店�C��17．7 

ス　　　ス　　　キ �#H�C��0．32 �3��22．0 ��8�C2�17．7 

ノ　ア　ズ　キ ����C��0．60 �3��10．1 �#X�C��17．6 

●ヒメムカシヨモギ �38�CR�0．05 鼎��30．7 �(�C��16．4 

●キダチコンギク ��h�C��0．30 �#��14．7 ��(�CR�13．6 

ク　　　　　　　　ス ����C��0．40 �#��10．1 ��h�Cr�13．4 

ヘク　ソ　カ　ズラ ����C��0．22 �3��17．4 祷�C"�13．3 

コ　チ　ヂ　ミ　ササ ��X�CR�0．28 田��14．2 ����Cr�13．0 

コバノカモノズル �#H�C��0．06 鼎��22．0 �(�CR�12．3 

●ケアリ　タ　ソ　ウ �#8�C2�0．06 �3��21．4 �(�CR�12．0 

ツ　　ユ　ク　サ �#��C��0．10 鉄��18．3 滴�C"�11．3 

ツ　　ル　　マ　　メ ��X�C��0．14 �3��13．8 店�C��9．8 

ヌ　ス　ビト　ハ　ギ ����CR�0．20 �#��10．6 嶋�C2�9．5 

ス　イ　カ　ズ　ラ ��(�CR�0．16 鼎��11．5 塗�Cr�9．1 

ノ　ア　ザ　ミ ��x�C��0．06 �3��15．6 �(�CR�9．1 

サルトリイバラ ��X�C��0．10 ����13．8 滴�C"�9．0 

ツ　　　　　　　タ 祷�C��0．22 都��8．3 祷�C"�8　8 

●アメリカセンダンクサ ��X�C��0．08 鼎��13．8 �8�C2�8．6 

ノ　コ　ン　ギ　ク ��8�C��0．12 �#��11．9 店�C��8，5 

ヨ　　　　　　　　シ ��8�CR�0．10 ����12．4 滴�C"�8．3 

ヤ　ハ　ズ　ソ　ウ 祷�CR�0．14 �3��8．7 店�C��7．3 

ヌ　　カ　キ　ビ ����C��0．10 ����9．2 滴�C"�6．7 

ヤ　ノ　ネ　グ　サ ����C��0．07 鉄��9．2 �(�C��6．1 

ノ　リ　ウ　ツ　ギ 滴�C��0．20 ����3．7 嶋�C2�6．0 

ハダカホウズキ 嶋�C��0．10 ����7．3 滴�C"�5．8 

ムラサキシキブ 嶋�C��0．10 ����7．3 滴�C"�5．8 

●ジ　ュ　ズ　ダ　マ ����C��0．02 ����9．2 ���C��5．0 

ヤ　マ　ウ　ル　シ 嶋�C��0．02 ����7．3 ���C��4．1 

ノ　　イ　バ　ラ 店�3��0．02 ����4．6 ���C��2．7 

マ　ル　バ　ハ　ギ 滴�C��0．02 ����3．7 ���C��2．3 

オ　カト　ラ　ノ　オ �8�C��0．02 ����2．8 ���C��1．8 

イ　　ヌ　　タ　デ �8�C"�0．01 �#��2．9 ���CB�1．7 

ヤ　ハ　ズ　ソ　ウ �(�CR�0．02 ����2．3 ���C��1．6 

カ　　タ　バ ���CR�0．02 ����1．4 ���C��1．1 

ネ　　　ザ　　サ ���CR�0．04 �#��0．5 ���Cr�1．1 

ヤ　ナ　ギ　タ　デ ���CR�0．02 ����0．5 ���C��0．7 

ウ　シ　ハ　コ　へ ���C2�0．02 ����0．3 ���C��0．6 

コ　　ナ　　ス　　ビ ���CB�0．004 ����0．4 ���C"�0．3 

第16表　木曽Iii河川敷松林内（下中屋町）

8月20日　　5か所

第16表

植　　物　　名 兌ﾘ��ｼ��儻�7��相対値 剋g古度 
高さ 儂ﾘｷ2�俘(+2�被度 ��ｩ�賈+ﾂ�,ﾉ����"�

タ　マ　ア　ジ　サ　イ �#8�C��1．40 鼎��100 �����100 

ゾ　　シ　　ダ �#(�C��0．84 塔��95．7 田��C��77．9 

チ　ヂ　ミ　サ　サ ����Cb�0．48 塔��80．9 �3H�C2�57．6 

ヤ　マ　ア　ジ　サ　イ ��h�C��0．60 �#��69．6 鼎(�C��56．3 

リ　ョ　ウ　メ　ン　シ　ダ ����C��0．80 �#��43．5 鉄x�C��50．3 

ド　　ク　　ダ　　ミ ��X�CB�0．16 塔��67．0 ����CB�39．2 

コ　ヤ　ブ　タ　バ　コ ��h�3��0．04 �#��69．6 �(�C��36．3 

ヤ　マ　ノ　イ　モ ��H�CB�0．12 田��62．6 嶋�Cb�35．6 

ハ　エ　ド　ク　ソ　ウ ��(�Cb�0．05 鼎��54．8 �8�Cb�29．2 

ノ　　ブ　ド　　ウ ����C��0．20 �#��43．5 ��H�C2�28．3 

シ　　ラ　　カ　　シ ��(�C��0．04 �#��52．2 �(�C��27．6 

ク　　　サ　　　ギ 祷�C��0．20 �#��39．1 ��H�C2�26．7 

ネ　　　ザ　　　サ 塗�C��0．24 鼎��26．1 ��x�C��21．6 

エ　　ゴ　　ノ　　キ 嶋�C��0．04 �#��34．8 �(�C��18．9 

ミ　　ズ　　ヒ　　キ 嶋�C��0．04 �#��34．8 �(�C��18．9 

ヤ　ブ　ガ　ラ　シ 店�C��0．12 田��25．2 嶋�Cb�17．1 

ヒロハイヌワラビ 度�C"�0．04 �#��31．3 �(�C��17．1 

ヒ　メ　ヤ　ブ　ラ　ン 塗�CB�0．02 鼎��27．8 ���CB�14．6 

シ　　　ャ　　　　ガ 塗�C��0．04 �#��26．1 �(�C��14．5 

エ　　　ノ　　　キ 塗�C��0．04 �#��26．1 �(�C��14．5 

ヒ　メ　ワ　ラ　ビ 塗�C��0．04 �#��26．1 �(�C��14．5 

ア　　ラ　　カ　　シ 店�Cb�0．04 �#��24．3 �(�C��13．6 

ヤ　マ　ウ　ル　シ 塗�C��0．01 �#��26．1 ���Cr�13．4 

イ　ロ　ハ　モ　ミ　ジ 滴�CB�0．02 鼎��19．1 ���CB�10．3 

サ　ネ　カ　ズ　ラ �8�Cb�0．04 �#��15．7 �(�C��9．3 

ヤ　ブ　ケ　マ　ン �8�CB�0．04 �#��14．8 �(�C��8．6 

ク　ラ　マ　ゴ　ケ �(�C��0．10 塔��8．7 度�C��7．9 

カ　　ラ　　ム　　シ �(�CB�0．01 �#��10．4 ���Cr�5．6 

マ　ン　リ　ョ　ウ ���Cb�0．01 �#��7．0 ���Cr�3．9 
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第17表　アカマツ枠内（会本町）9月9日10か所

第17表

柿　　物　　を 兌ﾘ��ｼ��儻�7��相対値 剋g古度 

高さ　破度 劍ﾘ(+2�被度 ��ｩ��49+ﾂ�,ﾉ������"�

ヤ　マ　ウ　ル　シ 鉄(�CB�1．04 �����87．6 �����93．8 

サ　　サ　　ク　　サ 鉄��C��0．60 �����100 鉄x�Cr�78．9 

ヤ　マ　ツ　ツ　ジ �#8�C��0．96 �����40．0 涛(�C2�66．2 

シ　シ　ガ　ン　ラ �#H�Cr�0．90 田��41．3 塔h�CR�63．9 

サルトリ　イ　バラ �#x�CB�0．62 涛��45．8 鉄��Cb�52．7 

コ　バ　ノ　ガマ　ズ　ミ �38�C��0．40 涛��55．2 �3��CR�46．9 

ワ　　　　ラ　　　　ビ �#(�C��0．54 鉄��36．8 鉄��C��44．4 

ヒ　　サ　　カ　　キ �#X�C��0．36 �����41．8 �3H�Cb�38．2 

モ　チ　ッ　ヅ　ジ �#H�CB�0．14 都��40．8 ��8�CR�27．2 

コバノミツバツツジ ��(�C��0．32 鉄��21．4 �3��C��26．1 

ヤ　マ　サ　ク　ラ ����C��0．06 �3��30．1 店�C��18．0 

ア　カ　メ　ガ　ン　ワ ��(�C��0．14 �3��21．4 ��8�CR�17．5 

コ　ウ　ヤ　ボ　ウ　キ ��8�C��0．10 鉄��21．9 祷�Cb�15．8 

フ　　　　　　　　　　ジ 塗�Cb�0．20 �#��11．0 ����C"�15．1 

ク　　チ　　ナ　　シ 滴�C��0．20 ����6．7 ����C"�13．0 

イ　　ヌ　　ツ　　ゲ 店�C��0．16 鼎��9．9 ��X�CB�12．7 

ノ　　ブ　ド　　ウ 祷�C��0．08 鼎��16．4 度�Cr�12．1 

マ　ル　バア　オ　ダモ 度�CR�0．10 ����12．5 祷�Cb�11．1 

エ　　　ノ　　　キ ����CR�0．04 �#��17．6 �8�C��10．7 

テ　イ　カ　カ　ズ　ラ �(�CR�0．16 塔��4．2 ��X�CB�9．8 

イ　　ソ　　ノ　　キ 祷�CB�0．04 �#��15．7 �8�C��9．8 

ヤ　ブ　コ　ウ　ジ 店�CR�0．09 都��9．2 嶋�Cr�9．0 

ア　　ラ　　カ　　シ 滴�CR�0．10 ����7．5 祷�Cb�8．6 

コ　　　　ナ　　　　ラ 滴�C��0．10 ����6．7 祷�Cb�8．2 

ナンキンナナカマド 滴�C��0．10 ����6．7 祷�Cb�8．2 

ガ　　　　ン　　　　ピ 滴�C��0．10 ����6．7 祷�Cb�8．2 

ス∴∴∴∴ス　　　キ 度�C��0．02 ����11．7 ���C��6．81 

ウ　シ　コ　ロ　ン 塗�C��0．02 ����10．0 ���C��6．0 

千　千　ミ　サ　サ 塗�C��0．02 鼎��10．0 ���C��6．0 

ア　　カ　　マ　　ツ 滴�C��0．03 塔��8．2 �(�C��5．6 

オオバノトンボソウ 店�CR�0．01 �3��9＿・2 ���C��5．1 

ネ　　　ジ　　　キ �8�CB�0．04 �#��5．7 �8�C��4．8 

サ　ワ　フ　タ　ギ �(�C��0．04 �#��4．8 �8�C��4．3 

タ　　ラ　　ノ　　キ 滴�C��0．02 ����6．7 ���C��4．3 

ソ　　　　ヨ　　　　ゴ �(�CR�0．04 �#��4．2 �8�C��4．0 

CareX　Isp �8�CR�0．02 ����5．9 ���C��3．9 

ツ　　　　　　　　　タ �(�CB�0．04 �#��4．0 �8�C��3．9 

サ　　　カ　　　キ �8�C"�0．02 ����5．4 ���C��3．7 

ヤ　マ　ノ　イ　モ �(�C��0．04 �#��3．3 �8�C��3．6 

ノ　　イ　　バ　　ラ �8�C��0．02 ����5．0 ���C��3．5 

ヒ　　　　ノ　　　キ �(�Cb�0．01 �3��4．3 ���C��2．7 

シ　ハ　イ　ス　ミ　レ ���C2�0．01 �#��2．2 ���C��1．6 

ジ　ガ　バ　チ　ゾ　ウ ���C2�0．004 ����2．2 ���CB�1．3 

∴ ��∴∴ 灘、i ：∴∴ il一語 ：／一 く＿＝琳ii ����ﾔｸ爾���ｴB�*ｲ��+2�Mb�ﾉﾈ+��（ ����∴i； ＼綴 ��ｸ��c���ﾈ2��h�R���������R����������4��."����

：十一一 �� �� ��、‾星i《 � �������������?��耳�h������r�

∴「∴ ���ｶ�菱ｶ2���������鴻 末倬��∴享∵：「 

一∴擬∴∴ 處���侭Di�����H��剋D 剪�

図2に示したアカマツ林内では，全く帰化種は

認められなかった。東海自然歩道（自動車通行可）

沿いには，オオアレチノギク・ヒメムカシヨモギ

・ダンドポロギク等の帰化種が散在していた。

二つ ）レ ‾フ 場 �+(ﾛ�� ��

邦Z 

歩道 

図2　アカマツ林の位置
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第18表　シデコブシ林内（稲田国東）8月23日10か所　第19表　雑木林内（須衛）8月24日10か所

植　　物　　名 兌ﾘ��ｼ��儻�7��相対値 剽D占度 

高さ 儂ﾙ7��俘(+2�被度 ��ｩ��49=B�,ﾉ����"�

サ　ワ　シ　ロ　ギク 鉄H�C��1．64 �����100 �����100 

イ　　ヌ　　ツ　　ゲ 鉄��CB�1．40 �����92．0 塔X�CB�88．7 

サ　ワ　ア　ザ　ミ �#��C��1．24 �����51．1 都X�Cb�63．4 

サ　ワ　フ　タ　ギ ��X�C��0．13 塔��28．8 都��C2�54．1 

シ　ナ　コ　ブ　シ �38�Cb�0．44 塔��61．3 �#h�C��44．1 

ヒ　メ　シ　ロ　ネ 鼎8�C��0．13 塔��78．5 度�C��43．2 

ヌ　　マ　　ガ　　ヤ �3��C��0．20 �����71．2 ��(�C"�41．7 

カ　　キ　　ラ　　ン �#��Cb�0．12 田��37．6 度�C2�22．5 

ア　キ　ス　ミ　レ 祷�CB�0．36 �����17．2 �#(�C��19．6 

ニッポンイヌノヒゲ ��X�Cb�0．08 鼎��28．5 滴�C��16．7 

ミ　ズ　ギ　ボ　ウ　シ ��H�C��0．12 田��25．5 度�C2�16．4 

ノ　リ　ウ　ツ　ギ ��H�C��0．08 鼎��25．5 滴�C��15．2 

ヤ　ブ　コ　ウ　ジ ����CB�0．14 �����19．0 嶋�CR�13．8 

ヤ　マ　ウ　ル　シ ��8�C��0．05 鼎��23．7 �8�C��13．4 

ヘ　ビ　ノ　ボ　ラ　ズ ��(�C��0．04 �#��21．9 �(�CB�12．2 

イ　　ソ　　ノ　　キ ����C��0．04 �#��18．2 �(�CB�10．3 

チ　ヂ　ミ　サ　サ 滴�C��0．08 鼎��8．8 滴�C��6．9 

ヌ　マト　ラ　ノ　オ 塗�C��0．04 �#��10．9 �(�CB�6．7 

ショウジョウバカマ 滴�C��0．08 鼎��7．3 滴�C��6．1 

ヤ　マ　ツ　ツ　ジ 滴�Cb�0．04 �#��8．4 �(�CB�5．4 

ア　オ　ツゾラフ　ジ 滴�C��0．04 �#��7．3 �(�CB�4．9 

サルトリ　イバラ �8�CB�0．04 �#��6．2 �(�CB�4．3 

ノ　　イ　　バ　　ラ �8�Cb�0．02 鼎��6．6 ���C"�3．9 

ミ　ツ　バ　ア　ケ　ビ �(�CB�0．04 �#��4．4 �(�CB�3．4 

キ　ッ　コウハ　グマ ���C"�0．04 �#��2．2 �(�CB�2．3 

ツ　ルリ　ン　ド　ウ ���C"�0．01 �#��2．2 ���Cb�1．4 

ミ　　ズ　　ゴ　　ケ ��ﾂ�2．60 �����－ ��ﾂ�－ 

植　　物　　名 兌ﾘ��ｼ��儻�7��相対値 剏註闢x 

高さ 儂ﾙ7��俘(+2�被度 ��ｩ��49�2�,ﾉ����"�

ヤ　マ　ウ　ル　シ �3��C��0．54 �����100 都��CB�89．7 

コ　ウ　ヤ　ボ　ウ　キ �#��C��0．68 塔��64．7 �����82．4 

マ　　ン　　サ　　ク �#H�CR�0．34 涛��79．3 鉄��C��64．7 

イ　　ヌ　　ツ　　ゲ ��x�CB�0．46 田��56．3 田x�Cb�62．0 

ウ　　ス　　ノ　　キ ��x�C"�0．38 田��55．7 鉄X�C��55．8 

シ　　　キ ����Cb�0．52 鉄��34．3 都h�CR�55．4 

コ　バ　ノ　ガマズ　ミ ��8�CR�0．24 鼎��43．7 �3X�C2�39．5 

サ　　サ　ク　　サ ��8�C��0．09 田��44．7 ��8�C"�29．0 

タ　チ　ド　コ　ロ 祷�C"�0．12 田��29．8 ��x�Cb�23．7 

ヤ　マ　サ　ク　ラ 祷�CR�0．06 �3��30．7 嶋�C��19．8 

ソ　　　　ヨ　　　　ゴ 店�C"�0．11 �3��16．8 ��h�C��16．5 

ツ　　　　　　　タ 塗�CR�0．05 鉄��21．0 度�CB�14．2 

ヤ　　ブ　　ラ　　ン 塗�CR�0．04 �#��21．0 店�C��13．5 

ヤ　ブ　コ　ウ　ジ 滴�C��0．（購 鼎��15．5 嶋�C��12．2 

ヒ　　サ　　カ　　キ �(�CR�0．10 ����8．1 ��H�Cr�11．4 

ジ　ャ　ノ　ヒ　ゲ 店�C��0．04 �#������16．2 店�C��11．1 

ミ　ツ　バ　ア　ケ　ビ 滴�Cb�0．03 �3��14．9 滴�CB�9．7 

テ　イ　カ　カ　ズ　ラ �8�C��0．03 鼎��10．0 滴�CB�7．2 

ムラサキン　キ　ブ �8�CR�0．02 ����11．3 �(�C��7．1 

ヤ　マ　ツ　ツ　ジ �(�C"�0．04 �#��7．1 店�C��6．5 

サ　ワ　フ　タ　ギ �8�C��0．02 ����9．7 �8�C��6．4 

イ　　タ　ド　リ �8�C��0．02 ����9．7 �8�C��6．4 

サルトリ　イ　バラ �(�C"�0．01 �#��7．1 ���CR�4．3 

ラ　ン　科lsp． ���CB�0．01 �#��4．5 ���CR�3．0 

蔑i 鰯 �-X�h6ﾘ���������傚}��� 剿�>ｸｵｲ�����耳�����r�

∴　　、／ � � ��i態 ��f����ﾈ自x2�����甁������ﾈ���冑���ｨ耳爾�｛ ��員ﾈ���b�ｮﾉ7ｲ�

1．新一 

／義久－i 

○○長編 ���� 

饗続鷲 

鮮／i／啓一／＝驚榛訪i／－／i／－‥i 
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以上第16－19表の

4地点は，自然度区

分7に相当する二次

自然林で，市内では

最も自然度の高い地

域である。これらの

鮮落組成種は一般的

に多種で　しかも帰

化種は全く侵入して

いなかった。
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（2）御岳山の場合

第20表　休耕畑，小坂町夏鳥標高680m　　　　　舗装道路に沿

7月28日　5か所

第20表

植　　物　　名 兌ﾒ�均 儻�7��相対値 剽D占度 

高さ 儂ﾙ7��俘(+2�被度 ��ｩ��&ﾈ�b�,ﾉ����"�

●ヒ　メ　ジ　ョ　オ　ン ��3x�C��2．40 �����100 �����100 

●ヒメムカシヨモギ ��38�Cb�1．60 �����97．5 田h�Cr�82．1 

ヤ　マ　ヨ　モ　ギ 都(�C��1．40 塔��52．6 鉄��C2�55．5 

ク　　　　　　　ズ ��x�Cb�1．00 田��12．8 鼎��Cr�27．3 

イ　ネ　科lsp． �#��C��0．84 �����15．3 �3X�C��25．2 

ゲンノショウコ �#8�C"�0．64 塔��16．9 �#h�Cr�21．8 

ヤ　ブ　マ　メ ��H�C"�0．68 �����10．4 �#��C2�19、4 

ツ　ユ　ク　サ ��X�C��0．29 塔��10．9 ��(�C��11．5 

ク　　ワ　ク　サ ����C��0．26 塔��7．3 ����C��9．1 

サ　サ　ガ　ヤ 塗�CB�0．25 田��4．7 ����CB�7、6 

オ　カト　ラ　ノ　オ 塗�C��0．20 �#��4．4 嶋�C2�6．4 

ミ　ツバッチダリ �8�C"�0．24 鼎��2．3 ����C��6．2 

ア　　　ケ　　　ビ �8�C��0．20 �#��2．2 嶋�C2�5．3 

ツリ　フ　ネ　ソ　ウ 嶋�C��0．02 鼎��5．8 ���C��3．3 

ス　　　イ　　　ハ �8�C��0．05 鼎��2．8 �(�C��2．5 

ったもと桑畑跡

の空地である。

周辺はヒノキの

人工林で，林床

には，ヤマアジ

サイ・オオバギ

ボウシ・イタド

i）・ツリフネソ

ウ・ヌスビトハ

ギ・ナガバモミ

ヂイチゴ・ミズ

ヒキ・アカソな

どが多く，路傍

にはシロツメクサ・ムラサキツメの帰化種も普通

に見られた。帰化率は，種類数では13．3％の低率

であったが，ヒメジョオン・ヒメムカシヨモギが

優占し，優占度では47．5％であった。

第21表　休耕畑，朝日村胡桃島標高1，080m7月23日10か所

植　　物　　名 兌ﾘ��ｼ��儻�7��相対値 剽D占度 

高さ 儂ﾙ7��俘(+2�被度 ��ｩ��&ﾈ�b�,ﾉ����"�

●ヒ　メ　ジ　ョ　オ　ン ��#��CR�1．90 �����100 塔h�CB�93．2 

●アレチマツヨイグサ ���(�CR�1．30 �����79．8 鉄��C��69．5 

ス　　　ギ　　ナ 鼎��CR�2．20 �����32．3 �����66．2 

●シ　ロ　ツ　メクサ �#X�C��2．02 �����20．1 涛��C��56．0 

●ムラサキツメクサ 鉄(�CR�1．44 �����40．9 田X��R�53．2 

ヨ　　　モ　　　ギ 鉄��CR�0．90 塔��40．1 鼎��C��40．5 

●オオアワガエI） 鉄8�C��0．52 鉄��41．2 �#8�Cb�32．4 

ゲンノショウコ �3X�CR�0．58 �����27．6 �#h�CB�27．0 

オ　カト　ラ　ノ　オ �3��C��0．52 鼎��23．3 �#8�Cb�23．5 

ワ　　　ラ　　　ビ �3��C��0．40 �3��24．1 ����C��21．1 

●カ　モ　ガ　ヤ �#X�C��0．12 �#��19．5 店�CR�12．5 

ス　　　イ　　　バ ��8�C��0．03 �3��10．1 ���CB�5．8 

ク　　　　　　　リ 度�CR�0．10 ����5．8 滴�CR�5．2 

イ 度�C��0．10 �#��5、4 滴�CR�5．0 

ヤマハ　ン　ノ　キ 塗�CR�0．10 ����5．1 滴�CR�4．8 

ヨ　　　メ　　　ナ 度�CR�0．04 �3��5．8 ���C��3．8 

フシグロセンノウ 祷�C��0．01 �#��7．0 ���CR�3．8 

クリ・ミズナ

ラ・カエデ類の

二次林に囲まれ

た空地で，植林

されたカラマツ

の低木が散在す

る草地である。

畝の凹凸が残っ

ていることかち，

3年ほど前まで

は畑であったと

考えられる。ヨ

モギ・ゲンノシ

ョウコ・オカト

S衰′一一 �������m��假Ykﾒ�豊藷　絶 壱∵え轡 ��

∴子∴ 「∴ ′ し一葉1－＿－ ’、′徴rti ∴ 11着gSg �� �� 

∴一 儉�����-ﾈｻ��ｨｨB� ������������

誓書　－ ��

ラノオ・ワラビ・フシグロセンノウなどの山地性

草本，ミズナラ・クリ・シラカンパの幼木が見ら

れるが，ヒメジョオン・アレチマツヨイグサが優

占し，帰化率は種類数で27．6％，優占度で58．9％

であった。
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第21表（続）

コ　ウ　ゾリ　ナ 嶋�CR�0．02 ����6．6 ���C��可 

ミ　ツバッチグi） 度�C��0．02 鼎��5．4 ���C��3．2 

ツ　エ　ク　サ 店�C2�0．02 �#��4．1 ���C��2．5 

シ　ラ　カ　ン　パ 店�C��0．004 ����3．9 ���C"�2．1 

●ヒメムカシヨモギ 滴�C��0．02 ����3．1 ���C��2．0 

ス　ゲ　属lsp． 滴�C��0．01 �#��3．1 ���CR�1．8 

●栽培菊の一品種 �(�CR�0．02 ����1．9 ���C��1．4 

ミ　　ズ　ナ　ラ �(�C��0．02 ����1．6 ���C��1．3 

ミ　ミ　ナ　グ　サ �(�C��0．004 ����1．6 ���C"�0．9 

コ　　ナ　ス　ビ ���C��0．004 ����0．8 ���C"�0．5 

イ　　ヌ　タ　デ ���CR�0．004 ����0．4 ���C"�0．3 

カ　　タ　バ ���CR�0．004 ����0．4 ���C"�0．3 

第22表　休耕畑，21表の隣接地

第22表

植　　物　　名 兌ﾘ��ｼ������b�相対値 剋g占度 
高さ 儂ﾙ7��俘(+2�披度 ��ｩ��49�2�,ﾉ���8��"�

ス　　　ス　　　キ 涛��C��2．90 �����100 �����100 

●ヒ　メ　ジ　ョ　オ　ン 涛��C��1．22 涛��99．0 鼎(�C��70．5 

●アレチマツヨイグサ 都X�C��0．80 塔��75．8 �#x�Cb�51．7 

ヤ　マ　ヨ　モ　ギ 鉄��C��0．72 田��58．6 �#H�C��41．7 

ノ　ア　ザ　ミ 鉄��C��0．52 鉄��51．5 ��x�C��34．7 

●ムラサキツメクサ �3h�CR�0．54 塔��36．9 ����Cb�27．8 

ゲンノシ　ョウコ �#��C��0．48 涛��29．3 ��h�Cb�23．0 

ア　イ　ズ　ス　ゲ �3X�CR�0．25 田��35．9 嶋�Cb�22．3 

ク　ル　マ　バ　ナ ��X�CR�0．23 鉄��15．7 度�C��11．8 

ガ　　　ナ �#��CR�0．06 鼎��20．7 �(�C��11．4 

ケ　　　ス　　　ゲ ����C��0．12 都��18．2 滴�C��11．2 

●カ　モ　ガ　ヤ �#��C��0．04 �#��20．2 ���CB�10．8 

ワ　　　ラ　　　ビ ��x�C��0．12 �3��17．2 滴�C��10．7 

ミ　ツバッチグリ ��H�C2�0．16 涛��14．4 店�CR�10．0 

ヨ　　　モ　　　ギ ��(�C��0．20 �#��12．1 塗�C��9．5 

ス　　　ギ　　　ナ ��H�C��0．11 鼎��14．1 �8�C��9．0 

ノ　コ　ン　ギ　ク ��X�C��0．05 鼎��16．0 ���Cr�8．9 

オオヤマフスマ ��8�C��0．13 涛��13．1 滴�CR�8．8 

ヤマスズメノヒ工 ��H�C��0．02 鉄��14．1 ���Cr�7．4 

ウ　ツ　ボ　グ　サ 店�C��0．20 ����5．1 塗�C��6．0 

ア　キ　カ　ラマツ ����C��0．02 ����11．1 ���Cr�5．9 

オ　オ　チ　ド　メ 嶋�C��0．07 田��8．1 �(�CB�5．3 

リ　　ン　ド　ウ 祷�C��0．01 �#��9．0 ���C2�4．7 

ハクサンアザミ 度�C��0．02 �#��7．1 ���Cr�3．9 

イ　　タ　ド　リ 度�C��0．02 ����7．1 ���Cr�3．9 

ワシグロセンノウ 塗�C��0．02 ����6．1 ���Cr�3，4 

ヨ　　　メ　　　ナ 店�C��0．02 ����5．1 ���Cr�2．9 

カ　　タ　バ 店�C��0．01 �3��5．1 ���C2�2．7 

ウマ　ノアシ　ガタ 店�C��0．004 ����5．1 ���C��2．6 

コ　　メ　　ガ　ヤ 店�C��0．004 ����5．1 ���C��2．6 

ア　　　ケ　　　ビ 滴�CR�0．004 ����4．5 ���C��2．3 

ア　マ　ド　コ　ロ 滴�C��0．004 ����4．0 ���C��2．1 

ミ　ツ　モト　ソ　ウ 滴�C��0．004 ����4．0 ���C��2．1 

オ　ト　コ　へ　シ �8�C��0．02 ����3．0 ���Cr�1，9 

チ　ダ　ケ　サ　ン �8�C��0．02 ����3．0 ���Cr�1．9 

ノ　　イ　バ　ラ �8�C��0．004 ����3．0 ���C��1．6 

ツリガネニンジン �8�C��0．004 ����3．0 ���C��1．6 

十ワシロイチゴ �(�CR�0．004 ����2．5 ���C��1．3 

ヒ　メ　イ　ズ　イ �(�C��0．004 ����2．0 ���C��1．1 

コ　　ナ　　ス　　ビ ���CR�0．004 ����1．5 ���C��0．8 

ツ　ユ　ク　サ ���C��0．004 ����1．0 ���3��0．6 

第21表調査地

に接する休耕畑

で，10年ほど前

までは桑畑であ

ったところが放

置された草地で

ある。ほぼ毎年

草刈りが行われ

ている。ススキ

が優占し，出現

積数も41と多い。

ススキ型の山地

草原の組成であ

るが，ヒメジョ

オン優占度70．5

、蔦蕊 　∴∴ ∴∵： 估h��耳耳�"�享 ∴●一 ��

享∴∴ ∴∴ ∴ �� ��D����:����畿 凵F子 翠 

醸態 俐r��b� 

騨 ∴∴ ����

∴千∴ 湾 劍ﾋ����

戦 き 

（ 剪�●、 ヽ † 凩���"�

アレチマツヨイグサ51．7で，帰化率は，種類数で

9．8％，優占度で29．6％であった。

第23表　車道わきソデ群落　朝日村胡桃島

標高1，080m　8月27日　8か所

第23表

植　物　　名 兌ﾘ��ｼ��儻�7��相対伯 剋g古度 

高さ 儂ﾘｷ2�俘(+8��Fy7����ｩ��&ﾂ�,ﾈ蠇X��"�

テ　キ　リ　ス　ケ 鼎��CB�1．63 �����78．8 �����89．4 
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第23表（続）

ナ　ン　ブアザ　ミ 鉄��C2�0．78 塔��100 鼎x�3��74．0 

キ　ン　ミ　ズ　ヒ　キ �3h�CB�0．55 都R�71．0 �38�Cr�52．4 

オ　　オ　　バ　コ �#x�C��0．80 �����52．8 鼎��C��51．0 

ユ　ウ　ガ　ギ　ク �3x�C��0．46 都R�73．7 �#��C"�510 

サ　サ　ガ　ヤ �#X�Cb�0．70 塔��49．9 鼎(�C��46．4 

●ヒ　メ　ジ　ョ　オ　ン �3(�C��0．43 鉄��62．6 �#h�CB�44．5 

ケン　ノシ　ョウコ �#h�C��0．48 塔��50．7 �#��CB�40．1 

ミ　ズタ　マ　ソ　ウ �#��C��0．33 田2�54．6 �#��C"�37．4 

ア　キ　カ　ラマ　ツ �#h�C��0．28 �3��52．4 ��x�C"�34．8 

ソIlフ　ネ　ゾ　ウ �#(�CB�0．40 �3��43．7 �#H�CR�34．1 

キ　ツ　リ　フ　ネ �#��C��0．20 鉄��54．6 ��(�C2�33．5 

ノ　コ　ン　ギ　ク �#h�CB�0．20 鉄��51．5 ��(�C2�31．9 

ヌ　ス　ビト　ハ　ギ �#8�CB�0．28 �3��45．6 ��x�C��31．4 

ク　ル　マ　バ　ナ �#H�C��0．15 都R�47，0 祷�C"�28．1 

アキノウナギツカミ �#H�C��0．10 鉄��48．4 塗�C��27．3 

ア　　オ　　ミ　　ズ �#��C��0．23 田2�39．0 ��H�C��26．6 

●ムラサキツメクサ �#��C��0．18 �3��39．0 ����C��25．0 

ア　　　カ　　　ネ ��X�C��0．30 鉄��30．8 �����B�24、6 

ウマノアシガタ ��X�CB�0．25 都R�30．0 ��X�C2�22．7 

カ　ラハナ　ゾ　ウ ��h�C2�0．20 鉄��31．8 ��(�C2�22．1 

シ　　シ　ウ　ド ��8�C2�0．25 �#R�25．9 ��X�C2�20．6 

ア　　　カ　　　ソ ��X�C��0．15 �#R�30．8 祷�C"�20．0 

カ　　タ　バ ��8�C��0．23 田2�25．3 ��H�C��19．7 

ヤ　7●　ジ　ラ　ミ ��X�C��0．11 田2�30．8 塗�Cr�18．8 

ア　　　ケ　　　ビ ����C��0．21 田2�19．7 ��(�C��16．3 

●シ　ロ　ツ　メクサ ��(�C��0．13 都R�23．4 嶋�C��15．7 

ツ　　ユ　ク　サ ��8�C��0“06 �3��27．1 �8�Cr�15．4 

イ　　タ　ド　I） 度�C��0．25 �#R�15．2 ��X�C2�15，3 

タチッボスミレ 塗�CB�0．28 �3��12．5 ��x�C"�14．9 

ヤ　マ　ヨ　モ　ギ ��(�CR�0．05 �#R�24．4 �8�C��13．8 

フ　　　　　　　キ 度�C��0．15 �#R�13．8 祷�C"�11．5 

ン　ナ　ン　ヤ　ン　／ 度�CR�0．13 ��2�14．6 嶋�C��11．3 

ヨ　　　モ　　　ギ 祷�3b�0．05 �#R�18．7 �8�C��10．9 

ミ　ツバッチダリ 店�C2�0．15 �#R�10．3 祷�C"�9．8 

ヒ　ヨ　ク　ソ　ウ 祷�C��0．03 �#R�17．7 ���C��9．8 

チ　ダ　ケ　サ　ン 嶋�C��0．05 �#R�15．8 �8�C��9．5 

ウ　　　ツ　　　ギ 度�CR�0．05 �#R�14．6 �8�C��8．9 

ボ　タ　ン　ズ　ル 塗�CR�0．05 �#R�12．7 �8�C��7．9 

●オオアワガエリ 塗�C2�0．03 ��2�12．3 ���C��7．1 

ノ　　　ブ　　　キ 店�C��0．03 ��2�11．3 ���C��6．6 

ヤ　マ　ブド　ウ 店�C��0．03 ��2�9．7 ���C��5．8 

ツリガネニンジン 店�C��0．03 ��2�9．7 ���C��5．8 

ト　モ　エ　ソ　ウ 滴�CB�0．03 ��2�8．6 ���C��5．2 

ミ　ツ　モト　ソ　ウ �8�C��0．03 ��2�7．4 ���C��4．6 

すすヤマフスマ �8�C��0．01 �#R�6．0 ���Cb�3．3 

チリハノイバラ �(�C2�0．03 ��2�4．5 ���C��3．2 

第21・22表の調査地のわきを通る舗装自動車道

沿いの山ざれのソデ群落で，背後の斜面はシラカ

ンパの自然林及びカラマツの人工林となっている

使古度がテキリスゲ89．4　ナンブアザミ74．0　キ

ンミズヒキ52．4　オオバコ51．0　ユウガギク51．0

と在来種が高い。出現種数も47と多く，帰化種は

4，帰化率は種類数で8．5％　優占度で8．2％で

あった。

第24表　カラマツ人工林内，朝日村胡桃島

標高1．090m　7月29日　5か所

第24表

植　物　　名 兌ﾘ��ｼ��儻�7��相対値 剽D占度 

高さ 儂ﾘｷ2�俘(+2�被度 ��ｩ��49+ﾂ�,ﾉ����"�

トリアシショウマ ��38�C��4．00 �����100 �����100 

オ　オバギボウシ �3x�Cb�0．80 塔��28．3 �#��C��24．2 

ア　　　　ケ　　　　ビ �#��C��1．00 �����15．0 �#X�C��20．0 

オ　オ　ヤマフ　スマ ��H�C��0．88 �����11．1 �#(�C��16．6 

ウ　　　ツ　　　ギ �3��C��0．40 鼎��22．6 ����C��16．3 

アキノキリンゾウ �3��C��0．24 鼎��22．6 塗�C��14．3 

オ　ヤ　マ　ボク　チ �#8�C��0．40 鼎��17．3 ����C��13．7 

シ　ラ　ヤ　マ　キク �#x�C��0．24 鼎��20．3 塗�C��13．2 

ヌ　ス　ビト　ハ　ギ �#x�C��0．24 鼎��20．3 塗�C��13．2 

ク　ル　マ　バ　ナ �#8�Cb�0．32 塔��17．7 嶋�C��12．9 

ガ　　　ナ ����C��0．40 鼎��14．3 ����C��12．2 

フ　タ　リ　ン　ズ　カ ��X�Cb�0．40 鼎��11．7 ����C��10．9 

ズ　　ナ　　ラ ��X�C��0．40 鼎��11．3 ����C��10．7 

シ　　シ　　ウ　　ド ����C��0．20 �#��13．5 店�C��9．3 

ツ　ボ　ス　ミ　レ ����Cb�0．41 田��8．0 ����C2�9．2 

ヤ　マ　ウ　ル　シ ��H�C��0．24 鼎��10、5 塗�C��8．3 

ヨツバヒヨドI）バナ ��8�Cb�0．20 �#��10．2 店�C��7．6 

ツリ　フ　ネ　ソ　ウ ����C��0．04 �#��13．5 ���C��7．3 

キ　ク　ム　グ　ラ ����C"�0．25 田��7．7 塗�C2�7．0 

シ　シ　ガ　ン　ラ 祷�C��0．20 �#��6．8 店�C��5．9 

シ　　　オ　　　デ 度�C��0．20 �#��5．3 店�3��5．2 

ス　ミ　レ　属Isp． 店�C��0．04 �#��3．8 ���C��2．4 
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第24表（続）

イ　　タ　　ド　リ 塗�C��0．01 �#��4．5 ���C2�2．4 

エ　ン　コ　ウ　カエデ 滴�C��0．01 �#��3．0 ���C2�1．7 

ヤマホタルブクロ �8�Cb�0．01 �#��2．7 ���C2�1．5 

チ　　ゴ　ユ　リ �(�C��0．01 �#��1．5 ���C2�0．9 

第23表調査地

のソデ群落に続

く北東向傾斜角

20。の斜面のカラ

マツ人工林内で

ある。下りアシショウマの優占する林床で　帰化種は全く認めら

れなかった。表に出なかった林床植物としては，ヤマヨモギ・ア

キカラマツ・アマドコロ・ノアザミ・ウツボグサ・ツl）ガネニン

ジン・センマイ・オトコヘシ・キンミズヒキ・オカトラノオ・ノ

コンギク・ヤマガンュウなどが認められた。植林後20年ほど経過

している林床である。

表25表　スキー場内の草地，小坂町濁河　標高1，690m　7月27

日　5か所

第25表

植　　物　　名 兌ﾘ��ｼ��儻�7��相対値 剽D占度 

高さ 儂ﾙ7��俘(+2�被度 ��ｩ��&ﾂ�,ﾉ����"�

ヤ　ナ　ギ　ラ　ン ���X�C��3．00 �����100 �����100 

●ヒ　メ　ジ　ョ　オ　ン �����Cb�1．01 �����96．1 �38�Cr�64．9 

ゴ　　　マ　　　ナ 涛(�C"�0．64 塔��80．2 �#��C2�50．8 

ニ　ワ　ト　　コ 田��C��1．40 塔��52．2 鼎h�Cr�49．5 

ツ　ボ　ス　ミ　レ �#��C"�2．40 �����17．6 塔��C��48．8 

サ　ワ　ギ　ク 鉄H�C��0．48 塔��47．0 ��h�C��31．5 

シナノキイチゴ �#H�C"�0．80 塔��21．0 �#h�Cr�23．9 

ヤ　マ　ハ　ハ　コ �#8�C��0．61 田��20．0 �#��C2�20．2 

ヘビ　ノ　ネ　ゴザ ��8�CB�0．40 鼎��11．7 ��8�C2�12．5 

タ　ラ　ノ　キ ��(�Cb�0．46 鼎��11．0 ��8�C2�12．2 

サ　サ　属Isp． ����C��0．40 鼎��8．7 ��8�C2�11．0 

シ　　シ　ウ　ド ��(�C��0．20 �#��10．4 塗�Cr�8．6 

ミ　ヤマ　ワ　ラ　ビ ����Cb�0．08 鼎��9．2 �(�Cr�6．0 

タカネマスクサ ����C��0．04 �#��8．7 ���C2�5．0 

ミ　　ゾ　ソ　バ 塗�C��0．01 �#��5．2 ���C2�2．8 
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亜高山帯の針葉樹林伐採跡地に作られた国設の

スキー場である。夏の間はヨツバヒヨドリバナ・

ゴマナ・ハンゴンソウ・キオン・ノアザミ・ヤマ

ハハコ・ニガナ（白花・黄花）等が咲き乱れる高

茎草原のお花畑で，他にフキ・テキリスゲ・クサ

イ・フサガヤ・イタドリが目立って多い。このス

キー場内に，北方寒地性植物のヤナギランの騨生地が散在しているので，本測定はそのヤナギラン

群落内に設けた。出現種15種のうち帰化はヒメジョオン1種（優占度64．9）で　帰化率は，種類数

で6．7％，優占度で14．5％であった。スキー場内で認められた帰化種は，この他ではムラサキツメ

クサ・カモガヤがあり計3種であった。

第26表　舗装道路わき草地　小坂町濁河温泉　標高1，760m，7月27日　5か所

亜高山帯針葉樹林内に開けた温泉地で，旅館前を通る車道舗装道路沿いの草地である。ほぼ車道

の終点に近く，背後は，天然更新中のシラビソ・アオモリトドマツ・コメツガ・ダケカンバ等の若

い森林（標高5m前後）である。
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植　　物　　名 兌ﾘ��ｼ��儻�7��相対値 剽D占度 

高さ 儂ﾙ7��俘(+2�被度 ��ｩ��49+ﾂ�,ﾉ����"�

ゴ　　　マ　　　ナ 都H�C��1．80 �����66．7 �����83．4 

●ヒ　メ　ジ　ョ　オ　ン �����C��1．00 �����100 鉄X�Cb�77．8 

ヨ　　　モ　　　ギ 田��C��1．60 �����55．0 塔��C��72．0 

オ　　オ　バ　コ �#x�C��1．80 �����24．3 �����62．2 

●シ　ロ　ツ　メクサ ����Cb�1．60 塔��16．8 塔��C��52．9 

キツネノボタン 鼎H�C��0．52 �����39．6 �#��C��34．3 

イ �3X�C��0．48 塔��31．5 �#h�Cr�29．1 

ヒロハコメススキ �#��C��0．48 �#��18．0 �#(�C"�20．1 

ク　ル　マ　バ　ナ ��h�C��0．24 鼎��14．4 ��8�C2�13．9 

ス　　　　　　　　　レ ����C��0．28 田��9．0 ��X�Cb�12．3 

●エゾノギシギシ ��X�C��0．20 �#��13．5 ����C��12．3 

テ　キ　リ　ス　ケ ����C��0．20 �#��9．0 ����C��10．1 

ク　　サ　　イ 嶋�C��0．04 �#��7．2 �(�C"�4．7 

ヤ　マ　ハ　ハ　コ 塗�C��0．04 �#��5．4 �(�C"�3．8 

イ　　タ　ド　リ 滴�C��0．04 �#��3．6 �(�C"�2．9 

ミツバッチグリ ���C��0．01 �#��0．9 ���Cb�0．8 

クサは，この濁河温泉まで登っている。

第27表　旅館跡地　小坂町濁河温泉

標高1，810m　7月26日5か所

明治期より続いていた岳の湯旅館が，下の車道

沿いの地へ移転した跡地で，現在はベンチが設け

られた登山者のための休憩広場となっている。車

道の終点から徒歩で約2分ほどの谷の対岸にあた

るところで，周辺にはシラピソの高さ2－3mの

若い木，ヤマハンノキ（高さ5－6m）がみられ

ノリクラアザミ・オニシモツケの群生地に囲まれ

れている。

この広場はシロツメクサ・オオバコの優占地で

帰化率は種類数で33．3％，優占度で41．7％であっ

た。この周辺部には他にカモガヤ・ヒメジョオン

が認められ，この2種の帰化種はこの地が飛騨側

登山道沿いの最高生育地であった。

第28表　キャンプ場草地　小坂町濁河温泉

標高1，830m　7月26日　5か所

周辺には，ノ

リクラアザミ・

オニシモツケな

どの大型草本，

コマガタケスダ

リ・ムシカリ，

などの低木類も

見られた。ゴマ

ナ83．4，ヨモギ

72．0と在来種の

優占度が高いが

帰化率は種類数

で18．8％，優占今

度で29．0％であ”

った。

小坂町・朝日村のどちらからも濁河温泉までは

車道が通じているが，道沿いにヒメジョオン，ア

レチマツヨイグサ，シロツメクサ，ムラサキツメ

第27表

植　　物　　名 兌ﾘ��ｼ��儻�7��相対値 剽D占度 

高さ 儂ﾙ7��俘(+2�被度 ��ｩ��48ﾘﾂ�,ﾉ����"�

●シ　ロ　ツ　メクサ ��(�C��3．40 �����100 �����100 

オ　　オ　バ　コ ��(�Cb�3．20 �����98．4 涛H�C��96．3 

スズメノカタビラ 嶋�C��1．20 �����62．5 �3X�C2�48．9 

●エゾノギシギシ 店�C��0．28 鼎��39．1 嶋�C"�23．7 

フ　　　　　　　キ 店�C"�0．08 鼎��40．6 �(�CB�21．5 

ク　マ　イ　チ　ゴ ���CB�0．04 �#��10．9 ���C"�6．1 

1－－撥藍軽輩蓋 

本絹感謎 � � �ｸ����ﾕ8ｨ)wB�蕊 ′： i翻、＝， 剏� ��ﾃ��������������X�����h�b�耳�����h���

徒歩登山道沿いに設けられた野営地で　天然更新中の若い針葉樹林に囲まれた平坦地である。周

辺部には，ノリクラアザミ・ヨツバヒヨドリバナ・ヤグルマソウ・モミジカラマツ・ゴセンタチバ

ナ・ミヤマングレ・ミヤマアキノキリンソウ・ヤマブキショウマなどが見られ，表以外ではムラサ

ー　61－



小野木三郎：各務原市及び御岳山における帰化植物の生態

植　　物　　名 兌ﾘ��ｼ��儻�7��相対値 剽D占度 

高さ 儂ﾙ7��俘(+2�被度 ��ｩ��&ﾈ�b�,ﾉ����"�

オ　　オ　バ　コ ����CB�3．80 �����63．4 �����81．7 

テングクワガタ 店�C��3．40 �����30．5 塔��CR�60．0 

ク　　サ　　イ ��h�CB�0．06 塔��100 ���Cb�50．5 

スズメノカタビラ 度�C��0．84 �����47．6 �#(�C��34．9 

●エゾノキンギシ 塗�C��0．60 田��36．6 ��X�C��26．2 

●シ　ロ　ツ　メ　タサ �(�C��0．20 �#��12．2 店�C2�8．8 

ヨ　　　モ　　　ギ ���CB�0．04 �#��8．5 ���C��4．8 

キツメクサの帰化が認められた。

なお，このキャンプ場より高所の徒歩登山道及びその周辺には，全く帰化種は認められなかった。

人里植物のオオバコは，標高1，900mまでは小群生で道路上に生育し，最高地点は，少し離れた標

高2，200mのl株であった。

［ 册9?��貳ﾈﾇh峪zb��ﾈ-9D阨�,ﾉ��-�.���X�｢�ﾆﾒ�

18 �� ��SSl ��

図3　各務原市内における場所ごとの帰化率

5．まとめと今後の課題

各務原市及び御岳山における草本群落（森林内の場合は林床草本層）の方形区調査を行った結果

から，次のようなことが明らかになった。

（1）各務原市の場合

①二次的な自然林であっても，里山のアカマツ林内・コナラ～アベマキを主とした雑木林内・シテ
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○ ��0　0　　　0 唐� �� ��

コブシの生える湿地・川原の松林など，在来

種による植物社会が残されている地域には，

帰化植物は全く生育していない。

（D里山の土砂採掘跡地・休耕畑・埋立て地・

宅地造成地の空地など，自然に手を加え一度

裸地にしたところは，帰化種が優占し，その

帰化率は種類数で50％前後，優占度で70％前

後の高率である。

（動来い範囲内での帰化率の算出は，種類数に

よるよりも優占度によった方が，場所ごとの

比較のためには有効である。

④優占度による帰化率は，人手のより多く加

わったところほど高率で　自然に対する人為

の影響度をうまく反映している。

（2）御岳山の場合
図4　御岳山における場所ごとの帰化率　　　　低山帯の人里地域では，帰化植物の種類は，

各務原市内よりも少ないが，休耕畑の優占度による帰化率は50－60％の高率で　各務原市内山間部

空地と変わりない帰化種の優占である。

（動帰化植物の生育地は，自然に一度人が加おったところだけに限られており，車道沿いに，ヒメジ

ョオン・アレチマツヨイグサ・シロツメクサ・ムラサキツメクサ・カモガヤは山を登り，飛騨側登

山道沿いでは，標高1．830mのキャンプ場が帰化種の最高生育地で　それより高い徒歩登山道路沿

いには全く生育していない。

③北に隣接する乗鞍岳は，高山帯（ハイマツ林地域）までスカイラインが開設され，法面に播種さ

れたイネ科の外来種・シロツメクサが生き残って生育し，亜高山帯針葉樹林内からハイマツ帯に致

るまで，スカイラインおきにはシロツメクサ・ムラサキツメクサ・アレチギシギシ・オオアワガエ

リ等が生育しているのに比べ，御岳山では車道終点に近い濁河キャンプ場までしか帰化種は生育し

ておらず，車道開設という人為によって，帰化種の生育地を作り出していることは明らかである。

（3）今後の課題

①岐阜県内産帰化植物の資料収集を進める中で　より完全な岐阜県産帰化植物目録づくりを行う。

②キダチコンギク・アレチハナガサ・ハルジョオン・マツバワンラン・アレチヌスビトハギその他，

少しでも多くの種の分布の変動を記録し，情報の収集・蓄積をする。

③生活型が類似していたり，分類学的に近縁な帰化種どおし，あるいは帰化種と在来種との分布の

変動・その生態的なしくみの違いなどを追求する。

参　　考　　文　　献

（D沼田真綿　植物生態の観察と研究　東海大学出版会　26－30　39－55

（②同　　上　植物生態野外観察の方法　築地書館　　　23－28　47－68

③水野端夫他　乗鞍スカイライン沿線植物群落の変遷学術調査報告書　岐阜県　昭和53年

一　63　－

％

　

　

5

0

使
古
度
に
よ
る
帰
化
率

一
、
八
三
〇
m

キ
　
ヤ
　
／
プ
　
場
第
　
2
8
表

二

　

八

一

〇

m

旅

　

館

　

跡

　

地

　

第

　

2

7

　

表

「
　
ヒ
六
〇
m

車

道

わ

き

草

地

第

2

6

表

二
　
六
九
〇
m

ス

キ

ー

場

内

第

　

2

5

表

一
、
〇
九
〇
m

カ
ラ
マ
ツ
人
工
林
内
第
2
4
表

二
　
〇
八
〇
m

車
道
わ
∵
き
草
地
第
2
3
麦

休
耕
畑
第
2
2
表
一
〇
八
c
m

休
耕
畑
第
2
1
表
一
〇
八
c
m

休
耕
畑
第
2
0
表
六
八
〇
m

50％

帰
化
率

種
類
数
に
よ
る
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★以下の分布図は，岐阜県内における，分布の変動しつつある帰化植物の1979年の時点での分布現

状である。資料不足でもれている分布地も多いと考えられるが　入手できた確実な分布地だけを記

してある。
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アレチハナガサ

マツバワンラン
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付　岐阜県産帰化植物日録

付　岐阜県産婦化植物目録

かっては「帰化植物は文明開化のバロメーター」と言われ，今では「帰化植物は自然破壊のバロ

メーターであるJ　とまで言われている。

しかし，岐阜県下における帰化植物の生態はもとより，帰化植物相すら全く調査されていない。

昭和54年度に，文部省科学研究費補助金を得て県下の帰化植物の生態調査を行った際に作成したも

ので　岐阜県産帰化植物仮目録といったものである。

◎昭和54年度（1979年）の時点で　岐阜県内に産することが知られている帰化植物のリストで　史

前・旧帰化植物は含まれず，狭義の帰化植物に限ってある。

◎目録作成に当たっては，山本保雄・香田寿男・森栄一郎・中村健治・拓植厚一・平林史孝・多賀中

主・伊佐治要衝・刈谷忠の各氏その他，県下の諸先生方の長年の観察記録による御協力を得た。

◎同定上疑問のある植物も含まれ，またもれた植物も多いと考えられる。今後より完全を目録を作

成するための基礎資料としたい。

◎学名・配列は，長田武正「原色日本帰化植物図鑑」（保育社）
一部は，長田武正「日本帰化植物図鑑」（北隆館）に従った。

◎これをチェックリストとして活用され，生育地の記録，生育の状態の記録，新しい帰化種の追加，

等々に役立ててほしい。

◎地方植物誌（植物相）の目録づくりには，標本が欠け保管されていないことが多く，科学上の基

本的な欠点とされている。標本を残され岐阜県博物館までおとどけいただきたい。

き　く科

Tbramcum搬inaleWEBER

laevigatum DC．

助ochoeris mdicaわし．

Sonchus olemceus L．

aspeγ（し．）HILL

Lactuca scariohl L．

cmduus chわus L．

Sib・bum mahanum GAERT．

Cenlaurea soktわIis L．

Chl笹anthemumleucanthemum L．

Achillea millehIium L．

Anthemts arUenjis L．

脇thcaγわinodon L．

AsteγnOOi－beをii L．

pilosus WILLD．

Subuhtus MICHX．

e諒IiS ELL

Sp．
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ブタナ

ノゲシ

オニノゲシ

トゲチシャ

ヒレアザミ

オオアザミ

イガヤグルマギク

フランスギク

セイヨウノコギリソウ

キゾメカミツレ

イヌカミツレ

ユウゼンギク

キグチコンギク

ホウキギク

オオホウキギク

ヒロハホウキギク
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El甚ewn bonaγiensis L．

sumatlenSおRETZ．

canadensis L．

pusillus NUTT．

annuus（し．）PERS．

phihldelphicus L．

Bidens pilosa L．

ua71minoγ（BLUME）SHERFF

biternata（LoUR）MEPR et SHERFF

bわinnaia L．

fnndosa L．

Solidtgo alttssima L．

uar：leiophylh FERN．

Helわnthus tuberosus L．

helhmthoides（し．）SwEET

Rudbeckわhiria L．

ncinあわし．

Uar：honensお

Co7BOpSおれnceoh寂し．

dmmmondii

tinctolid NUTT．

Gui20th abyssinica（し．f．）CASS．

Galins喝a Cilidh（RAF．）BLAKE

勿rU〝on CAV．

Grassocephalum cl¢idioides（BENTH）S．MooRE

EleChtites hierac的Ih（し．）RAF．

Senecio vu毎aris L．

EuLnto7iumjbrtuneiTURCZ．

Ttzgetes minuia L．

GnaDhalium purpuTeum L．

Va？：SZnthuhtum（LAM．）BAKER

AmbrvsわariemiSわehlわし．

uarehltior（L．）DESC

tr豹da L．

Xanthium stmmarium L．

Canadense MILL．

ilalicum MoRETTI

Cosmos sulphreus CAV．

bibinnatus CAV．

Gymum毎onica MAK
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ケナシヒメムカシヨモギ
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ハルジョオン

コセンダングサ

ンロノセンダングサ

センダングサ

コバノセンダングサ

アメリカセンダングサ

セイタカアワダチソウ

オオアワダチソウ

キクイモ

キクイモモドキ

キヌガサギク

オオハンゴンソウ

ハナガサキク

オオキンケイギク

キンケイギク

ハルシャギク

キバナタカサブロウ

ハキダメギク

コゴメギク

ベニバナポロギク

ダンドポロギク

ノポロギク

フジノヾカマ

ンオザキソウ

タチチチコグサ

チチコグサモドキ

ブタクサ

オオブタクサ

オナモミ

オオオナモミ

イガオナモミ

キバナコスモス

コスモス

サンシチソウ

glgantea AIT



付　岐阜県産帰化植物目録

キキョウ科

Specuhlγia peが）lhta（し．）A．DC．

ウ　リ科

Siの′OS anguhtus L．

オミナ工シ科

Ihhrわnelh101itorわ（し．）PoLL．

アカネ科

DiodわtereS WALT．

オオバコ科

PhnhZgOlanceohh L．

ひ2倍2nica L．

ゴマノハグサ科

Lindemわdubわーし．）PENNELL

Linarわcanadensis（し．）DUM

Uu毎a毒し．

Thγbascum thapsus L．

l　γOnica persial PoIR．

arUenSおし．

ナ　ス科

Datum stmmonium L．

Sohlnum pSeudo－CaPsicum L．

carolinense L．

n懲rum L．

americanum MILL．

photeinocarpum NAKAIet ODA

Iyvtsalk anguhia L．

Nicandm phJSalodes（し．）PERS

シ　ソ科

Lamium purpuleum L．

A／kmtha spicaia L．

uar．CriSpa BENTH．

キキョウソウ

アレチウリ

ノジシャ

オオフタバムグラ

ヘラオオバコ

ツボミオオバコ

アメリカアゼナ

マツバウンラン

ホソバウシラン

ビロードモウズイカ

オオイヌノフグリ

タチイヌノフグリ

シロバナチョウセンアサガオ

タマサンゴ

ワルナスビ

イヌホオズキ

アメリカイヌホオズキ

テリミノイヌホオズキ

センナリボオズキ

オオセンナリ

ヒメオドリコソウ

オランダハツカ
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クマツツラ科

レtZγbena bmsiliensis VELL．

7蜜ith SpRENG．

ムラサキ科

Lithospemum aγuenSeL．

均oso広sco7pioides L．

＄mphytum q輝inale L．

ヒルガオ科

Com）OIvulus arVenStS L．

1bomoea puTpu7ea（し．）RoTH

COCCinea L．

nil RoTH

セ　リ科

Apiumleptophyllum（PERS．）F．MUELL．

アカバナ科

Oenothere strich LEDEB．eX LINK

erythrOSel舶h BoRBAS

biennts agg．

hciniaia HILL

オトキリソウ科

助eγicum patulum THUNB．

アオイ科

MdluaッlUeStrk L．

ua71mau7itわna（し．）BoISS

moschata L．

neglecia WALLR．

ルnlUaStγum COrOmandelhnum（し．）GARCKE

Abutilon theophmstiMEDICUS

Sida spinosa L．

トウダイグサ科

Euphoγbid macuhh L．

Supina RAFIN．

アレチハナガサ

シュッコンパーベナ

イヌムラサキ

ワスレナグサ

ヒレハリソウ

セイヨウヒルガオ

アルバアサガオ

マルパルコウ

アサガオ

マツパセリ

マツヨイグサ

オオマツヨイグサ

アレチマツヨイグサ

コマツヨイグサ

キンシバイ

ゼニアオイ

ジャコウアオイ

セニバアオイ

エノキアオイ

イチビ

アメリカキンゴジカ

オオニシキソウ

コニシキソウ
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ア　マ科

Linum uuglnわnum L．

カタバミ科

Omlis co7mbosa DC．

a71icuhia SAVIGNY

bou）iei LINDL．

フウ日ソウ科

Geranium ca70Iinわnum L．

Erodium cicuiahum L HER．

bot7第（CAv．）BERTOL．

マ　メ科

Desmodiumlわnicuhtum（し．）DC．

rigidum（ELL．）DC．

Tr的Iium7ゆens L．

pratenSe L．

hirlum ALL．

hybridum L．

glomemtum L．

CampeStre ScHREB．

dubium SIBTH

九gelilotus sua2）eOlens LEDEB

alba MEDICUS

Medicago pobmorpha L．

lupulina L．

minima（し．）BARTAL．

ambitn（し．）HUDS

satiua L．

Vicid uillosa RoTH

AmorphafnLticosa L．

UlαeurOLnense L．

Robinia Dseudoacacわし．

ペンケイソウ科

Sedum mαicanum BRITT．

lineare THUNB．

キパナマツバニンジン

ムラサキカタバミ

イモカタバミ

ハナカタバミ

アメリカフウロ

オランダフウロ

ツノミオランダフウロ

アレチヌスビトハギ

アメリカヌスビトハギ

シロツメクサ

ムラサキツメクサ

ビロードツメクサ

タチオランダゲンゲ

ダンゴツメクサ

クスダマツメクサ

コメツブツメクサ

ンナガワハキ

ンロバナシナガワハギ

ウマゴヤシ

コメツブウマゴヤシ

コウマゴヤシ

モンツキウマゴヤシ

ムラサキウマゴヤシ

ビロードクサフジ

イタチハギ

ハi）ユニシダ

ハリエンジュ（ニセアカシア）

メキシコマンネングサ

オノマンネングサ
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アブラナ科

Raptstnim nigOSum（し．）ALL．

Sisjmbγium altissimum L．

0第cinale（し．）Scop．

Descurainia sophia（し．）WEBB eX PRANTL

Ndstuγtium qncinale R．BR．

LepidiumI）eタカIiatum L．

Ut働nわum L．

ThhspiaγVenSe L．

Bdrba7ea Vu毎lris R．BR，

キンポウゲ科

Anemone hupehensis LEM．

uaγ．j勿onica（THUNB．）BowLES et STEARN

ナデシコ科

Silene gallica L．

uar：quinqueuulnem（し．）KocH

ameγわし．

dichotoma EHRH．

Dわnthus ame7id L．

ミヤガラン

ハタザ才力ラシ

カキネガラシ

クジラグサ

オランダガラン

コシミノナズナ

マメグンバイナズナ

ダンパイナズナ

ハルザキヤマガラシ

シュウメイギク

シロパナマンテマ

マンナマ

ムシトリナテンコ

ホザキマンテマ

ノハラナデシコ

LセtタV7hagia nanteuilii（BURNAT）P．W．BALL et HEYWOOD

lhccarわDymmiddh MEDICUS

Sdponarわq筋cinalis L．

Stelhrh medわ（し．）VILLAVS

Cemstium glomemtum THUILL．

Spe7guhlrid rubm（し．）J．et C．PRESL．

Sperguh aryenSils L、

uar：Satizn（BoENN）KocH

スペリビユ科

fbrtuhlCa pilosa L．

ザク日ソウ科

Mollugo ueγticilhta L．

ヤマゴボウ科

PhytohlCCa eSCulenla VAN HoUTTE

americana L．
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イヌコモチナテンコ

ドゥカンソウ

サボンソウ

コノ＼コーミ

オランダミミナグサ

ウスへニッメクサ

オオツメクサ

ヒメマツバボタン

クルマバザクロソウ

ヤマゴボウ

アメリカヤマゴボウ



付　岐阜県産帰化柄物目録

オシロイパナ科

nnbi枕元揚卸し．

ヒ　ユ科

Celosわa？gentea L．

Amamnthus ret？物us L．

Patulus BERTOL

¢inosus L．

mangiOSianus L．

Palme／iWATS・

ひihdis L．

li2）idus L．

denu〟S L．

アカサ科

Atrit）leN hasiaia L．

Chenopodiumjic妙Iium SMITH

album L．

ambγOSioides L．

uar．anthelminticum（し．）A．GRAY

Kochid scoLnrわ（し．）ScHRAD．

タ　デ科

FtzgoIかmmのmOSum MEISN・

n）bgonum olieniale L．

multnonim THUNB．

con2）0hulus L．

RumαaCetOSelhl L．

C砿us L．

Obtus的Iius L．

CO？復lomemtus MURR．

ク　ワ科

Gmnabおsatit）a L．

アヤメ科

I諒9．がeudoacoms L．

S料′rinchium athmticum BICKN

gmminoides BICKN

Tritonid cγOCOSmaePom LEMOINE

オシロイバナ

ノゲイトウ

アオゲイトウ

ホソアオゲイトウ

ハI）ビユ

ヒユ

オオボナガアオゲイトウ

ボナガイヌビユ

イヌビユ

ハイビユ

ホコガタアカサ

コアカザ

シロサ

ケアリタソウ

アメリカアリタソウ

ホウキギ

シャクチI）ソパ

オオケタデ

ツルドクダミ

ソバカズラ

ヒメスイバ

ナガバキンギシ

工ゾノギシギシ

アレチギシキン

アサ

キショウブ

ニワゼキショウ

アイイロニワゼキショウ

ヒメヒオウキズイセン
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ヒガンバナ科

LJCOris squamlgem MAXIM

＾わrrおsus tazet寂し．

var：Chinensis RoEM．

Zephymnthesgmndnom LINDL

ユ　リ科

BrOdわea unかiom ENGLER

Orinithqgalum tenuifblium Guss．

ミズアオイ科

EichhoγnhlCraSSipes SoLMS－LAUB

イ　ネ科

SoTghum halepense PERS．

B？ka minoγし．

maxima L．

BrOmuS∴Catharticus VAHL

II7SLnlum dih舶tum PoIR

Phleum pmiense L．

Anthomnthum odomtum L．

ErZ rOStiS cuγuuhl（ScHRAD）NEES

Cilわnensts（ALL）V．LUT．

HoIcus hmatus L．

mnicum dichotomグlorum MICHX

AgrVStis alba L．

Dacめ，lts glomerala L．

Arrhenathemm elatius（し．）J．et C．PRESL

CoiA言hch7ma－jobiL．

AgTt）Dyron？¢ens（し．）P．BEAUV．

Avenafltua L．

AndrOp偲On諒なinicus L．

FbStuCa arundinacea ScHREB

ek7tior L．

mjmnS L．

LoliumDerenne L．

multiPomm LAM．

nah7料canaあnsis L．

minoγRETZ．

H）a pratenSis L．

ナツズイセン

スイセン

サフランモドキ

ハナニラ

ホソパオオアマナ

ホテイアオイ

セイバンモロコシ

ヒメコバンソウ

コバンソウ

イヌムキ

ンマスズメノヒエ

オオアワガエリ

ハルガヤ

シナダレスズメノヒエ

スズメガヤ

シラゲガヤ

オオクサキピ

コヌカグサ

カモガヤ

オ才力ニッリ

ジュズダマ

シバムギ

カラスムギ

メリケンカルカヤ

オニウシノケグサ

ヒロハノウシノケグサ

ナギナタガヤ

ホソムギ

＿ネズミムギ

ヒメカナリークサヨシ

ナガハグサ
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