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群馬県浅間山北麓における植物分布の新知見

一長野県中信及び束信地域の高原と関連して

大森威宏

群馬県立自然史博物館エ〒370-2345群馬県富岡市上黒岩1674-1
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Abstract : Fourplantspecies,Q"でxps""Cyp〃妬L,Q"担虻ﾉ""J･9Ⅳα"le"Kom.,C"℃x"1EII'E"α"q

Kunth,andPc""10gero〃α〃"蝉Balb.,werenewlyrecordedonthenorthemfbotofMt~Asama,

GunmaPrefThreeplantspecieswhichwerenotcollectedrecently,α"矧er/"AOp"/α鮨Iilrcz-,Q"巴x"dtJ

Maxim.,andSc坤加sAqﾉ-"jzqwEJTsIsMakino,werefbundinthearea.Thedismbutionsofthesespecies
inChubuDistrictarerestrictedonthefbotofMt.Yatsugatake,Chushin-kogenHighlandxKirigamineto

Utsukushigahara,andonthefbotofMt.Asama~
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生育が確認された|司様な分布パターンを示す植物について

も現状を報告する．
はじめに

浅間山周辺は北方系のカラフトイバラ(R"α,"α"""H.

Lev.)や大陸系のシャジクソウ(乃鍋”""/""""･L.)など

の著しい隔離分布をする植物が自生することで知られてい

る(原ほか． 1974;戸部ほか, 1987) ~ これらの多くは本州

中部では，長野県中信及び東信地域に位置する浅間1l1から

八ヶ岳山麓・霧ヶ峰にかけての高原に特異的に分布するこ

とが知られている(原ほか, 1974) ~ この地域の北端に位置

する浅間山周辺において，長野県側の軽井沢などでは古く

から植物相について調査研究がなされてきた(原ばか，

1974) .一方，浅間山の北面にあたる群馬県側での植物の

分布情報は必ずしも十分とは言い難く ， 目につく一部の種

を除き詳細な分布調査も行われなかった． さらに本地域は

国内有数のリゾート地である軽井沢を控え，観光開発が著

しいため，種の保全の上からも植物相の解明や代表的な種

の生育状況に関する調査を行うことが急務であると思われ

る．

調査地域及び調査方法

調査地域

現地調査の範囲は群馬県吾妻郡嬬恋村及び長野原町の吾

妻川以南の地域のうち，海抜1200m未満の部分である．調

査範囲は主に浅間山火ll1砕屑流台地からなり（群馬県

1998) ， これを開析する谷(以下開析谷と呼ぶ)が発達して

いる． この谷は一般に，谷壁が急崖をなしその脚部には湧

水がみられ，底面の横断面は平坦であることが多い． この

ため開析谷底面はしばしば湿地となり水田が耕作される．

台地上の非固結性の火山噴出物が薄い場所や凹地にはハル

ニレ林や湿生の草本群落が分布し， それ以外の場所ではミ

ズナラ林やアカマツ林が卓越する． ただし，海抜1100m未

満の場所では大半が開拓されて耕作地や牧草地になり，高

海抜地の森林についても大半はすでに別荘地として区画化

されている．調査範囲には気象観測宮署はないが北軽井沢

から西にlOkm離れた群馬県嬬恋村田代(海抜1230m)の気

象観測システム(アメダス)の平年の年平均気温は7.1℃、 8

月平均気温は19.4℃、年降水量は1482.7nm](気象庁のホー

本報では群馬県に属する浅間山北麓地域において新たに

分布が確認された植物のうち、 中・東信地域の高原と共通

して分布する隔離分布種の生育状況を報告する． また，過

去に記録があるものの，長らく現状不明であったが，今回
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2002年6月現准，洲査地域の2地点から生育が確認され，

ｲ|~之育環境はIM析谷の谷鞭から湧水がみられる場所であっ

た． そのうちl地点はカラマツ杣林がなされ，残る地点も

隣接する川がﾙIIり下げられたため，乾燥化によって低木や

型植物が侵入している~ このためいずれの地点でも早急に

対簸を誰じないと||尚|休群が衰退する可能'性があると考えら

れる．

ムページによる)で，洲汽地域における気候もこれに蚊す

ると考えられる．すなわち本州' |:!部としては年間を通して

低淵iが続き夏季冷涼で, lll地のわりに降水城が少なく、気

象胤測の､Iz年lll!iはいずれも北海通苫小牧の平年価(年平均

気洲7.5℃‘ 8月平均気洲20.3℃，年降水趣1227mm:気象庁

のホームページによる）に|ﾉﾛ撤する．

現地調査

l999年～2003年にかけて，洲厳範IMIの公道渦いを踏汽

し, ill'{地や水l l lがある場所においては膿道やあぜ道を歩行

しながら出現:砿を記録した． また別1i地等においては，公

道から湿地や水草が生育する水而が碓認できた場合，許可

を得て立ち入り調査を行った場所もある．なお，本洲汽の

iill拠標本は群馬県立11然史|#物館(GMNH)に収蔵した．

1-2ヌマクロボスゲ(α"唾x〃r砂eﾉ｡/α"qKunth Fig.2)

ヌマクロボスゲは11本では本州中北部と九州I:|:!部に分布

する湿原生のスケで(大j1:, 1983 :野口．安IIM;,1994) ,関

東地方と南東北の低地を除けばハタベスゲに類似した分布

を示す． このスゲは群馬県では南東部の低地にある館林地

域から知られていた(戸部ほか, 1987)が現在絶滅したと考

えられ(群馬県, 2001) .長野県では'･l･' ・來偏の商原地帯に

あるi経井沢，瀞ヶlllf,八ヶ研ll l雌に分布する(木下, 1997)

洲汽地域からは|刑析谷にみられる小湿地l地点に|弧めて

少数の株が碓認されたのみである生育地点に隣接して水

111が耕作され，水II Iに接する水路は改修された形跡があ

る． このことから、かつて現在の水I11に至る範|＃|までこの

スゲの株が点ｲ1;していたが，開墾により湿地が破壊され，

さらに水路改修による乾燥化によって残る株も糞退し，現

在の生育地点の状態に蕊ったと考えられる

結果と考察

洲街地域において新たに記録した仰子柚物のうち，カヤ

ツリグサ科(CyPeraccae)のクグスケ，ハタベスゲ，ヌマク

ロボスケの3種とヒルムシロ科(Polamogetonaceae)のホソバ

ヒルムシロが中・来信地域の尚原との共通する|澗離分布雌

であった〃llえて，訓街地域からは過去の文献や櫟本によ

る記録のみで近年現状不Iﾘlであったカヤツリグサ科のアサ

マスケ､エゾハリスケ，ヒメマツカサススキの3,陳の生育状

況がIIlらかになった各純のﾉ|を育状況を以一ﾄに示す~な

おいずれの極も分ｲly地点やllll休数が少なく，保謹上爪要

な砿であると考えられるため，分:{li地点についての詳胤|llは

公表を搾える．

1．新たに分布が確認された種

1-Iハタベスゲ(α"垣JY/"/""f"""KomFigl)

ハタベスゲは日本では北海道，東北地方北部，健野県，

九州'~|~'部に|墹離分ｲIjする榊山生のスゲである(大井, 1983#

"1 l ･安II,), 1994) ~ハタベスゲは長野県では美ヶ原A'il辺や

南アルプス北端などから知られる(木下. 1997)
Fi9.2 [加画『ﾉ"ど)，e"α"a

1-3クグスゲ(Caﾉ画〃se"ft)q)w""sL Fig.3)

クグスケはIE1本では北海瞳と青森，岩手、長野県の各県

から知られ(大井, 1983 ;野口・安烏, 1994) ,長野県では

浅間山麓地域に分ｲliするのみである(木下, 1997)

クグスゲは調査地域において|司一水系に胴する2地点か

ら確認された．浅llll l l l周辺地域のクグスゲは，長野県側を

含めて池の111,ﾄに生え，湿地のみならず土手や石垣の水際に

もみられ，特殊な雌境を要求するようには思えないま

た, ILI生地は生活域や観光施設に隣接した場所に|製られ，

クグスゲ自体が雑草的な瓜貌をしていることとｲ;|:|まって，

保謹が難しい唾の1つであると考えられる．Fi9.1 α"種r/t""""ﾉ"“
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1997) . ,11代地域の|｢1－水系にI功する2地点において1999年

に本極の|‘1生が確認された． アサマスゲは， いずれの地点

でも素州l1りの農業用水路沿いに生育し， 伽制する根茎に

よってクローンを形成していた． これらの| ' lll三地はいずれ

も水路改修や竹理放莱によって容易に絶滅する状態にある．

2-2エゾハリスゲ(C",ex""Maxim.）

エゾハリスゲは本州では|､N東北と八ヶ岳111"･霧ヶl朧を

中心とした地域に分布する(野l]･安島, 1994;木下。 1997) .

エゾハリスゲは今同のj,il介地域から1971(fに沌沢敦男氏に

よって採集されている(GMNH,BS-70022)が， 発表はなさ

れていない．

2001{|26jl,調査地域の水路1本に沿って本仰が確認され

た． この|'l /1ﾐ地の一部は櫛f' |!放棄が著しく 、すでにエゾハ

リスゲが被陰を受けて#i'j失した部分もある． また、すぐ脇

まで川>ii地が迫っており，今後水路改修も予想される． な

お，調査地域には外形が狐似するヒカケハリスゲ(Cαﾉ鋼ex

o"oe/FranCh. etSav.) ,ニッコウハリスケ(C"ex/i///q

Franch.) , コハリスゲ(C"rexルα加刀e"郷FranCh. etSav.) ,ハ

リガネスゲ(Cf"･exc""/"ceqBoott.)も分ｲ|fしている． この

ため，水地域においては，過去の記録の再検,i,lを含めてこ

れら神の分ｲijの実態を把惟する必要がある~

Fi9,3 Caノゼxp.Ye""c"eﾉ･"』

1-4ホソバヒルムシロ(P()""1oger(ﾉ〃αｹ〕/""~yBalb.)

ホソバヒルムシロはl l本では東北地方以北と長野ﾘ｢4に分

ｲﾛする北方系の杣物(角野, 1994)で，長野県からは佐久地

方と木曽地方に分布することが知られていた(今北

1997) .

,1'1盃地域の洲幣池において筆背が係柴した植物が、今| ' '|

mlf康郎氏によって本糠と|11定された． ホソバヒルムシロ

は洲査地域ではルJ在までに， この洲終池1カ所で確認した

のみである．本祁は南堀井沢では股業川水路から採柴され

ていることから(1%〔ばか, 1974) ,洲介地域においても，下

流城の水路などにも分布している可能｣|ｿliがある．

2-3ヒメマヅカサススキ(Sc//Y)"sAaﾉw/zaweﾉﾊﾊMakino)

ヒメマツカサススキは｢liくから軽井沢に分ｲliすることが

知られ(ﾉﾙ(ほか, 1974) 、群1ルリ,L{1!ﾘの北軽井沢からも記録が

ある(戸部ほか, 1987)が，近ｲﾄ群馬県においては情報不足

とされていた(環境庁自然保謹局野生生物課, 2000)

1999年から2002年の|lllにル1行地域の5地点において水邨

のI÷|生がlill認された．浅|IWI I I 11'1辺地域のヒメマツカサスス

キは長野ﾘ,4{11lを含めて、休耕・耕作放棄川や水| 1111冊の湿地

に|÷|生することが多く ，耕作停止から3～10年後に旺盛に

繁茂し， 多くの場合''11叫のアブラガヤ(Sc'"p"3W/cﾙ"rae

Boeck.)やエゾアブラガヤ(Sc/ﾉ""sq"α"c"~fBeetlc)と同所|'11

に生育していた．軽井沢においては過去に記妹された本征

の分ｲ|j地ﾉ､'､((ﾙ1(ほか、 1974)と現在の分布地点(2002年現地

調査)は一致しておらず， このJA(も本種が遷移途中相に出

現する枕であることを支持している．長野雌側を含む浅間

l l 1鮭地域では，休耕ll lに酢ﾉkする場所があるほど11任本種

の佃体数は多い． これは減I又や観光地化に伴う胆業従事帝

の減少に伴って休耕[Ⅱが州"l lしたことと|仏|係すると考えら

れる． しかし、休耕田が放棄され， ヨシ群落やヤナギ林，

ハンノキ林に遷移すれば， ヒメマツカサススキは一気に絶

滅する! '1能性がある．

Fi9,4 C"Ex/"ﾙ叩/7"〔』

2．今回分布詳細が確認された種

2-1アサマスケ(α"ex/"ﾙ叩ﾙ"αTLll℃z: Fig.4)

アサマスゲは洲尚地域からは過去に浅間山から記録があ

る(戸部ほか, 1987)が， その詳細は不|ﾘIで，長野県|!!llにお

いても浅間l 1 lとllif井沢から知られるのみである(木ド，



ﾉ<森威宏122

謝 辞

本洲査の一部は群jル県レヅドデータブヅク洲査及び良好

な、然環境を有する地域学術調査として行われた．データ

の発表について群!､!j県l' |然環境課自然保護係の皆様のご理

解を得た．神戸大学|'il際文化学部・角野康郎教授にはホソ

バヒルムシロの標本の|'fl定をいただいた． また，私有地の

'1ﾉ童ち入りについてプリンスランド興産株式会社の方には便

’|，〔を図っていただいた． ここに感謝する次鯆である．

引用文献

IIW|!iu｢L( 1998) : |地分弧j【L水洲itr ｢jl碓井沢(群蝸県|ﾉ1)」群馬ﾘ｢儂政

部|地改良郡, IWi,f. 48p.+6pls.

"!ilil!L(2001) : l#｣,!il,Lの絶滅のおそれのある野'M乳物 |;llii物編群

馬県畷境生活部|'|然蝋境課、前橋153p.

I1（ 寛．佐藤邦III: ･ j､|､↓沢幸子(1974) :軽井沢の柵物井上書店，

東京． 307p.

今jl雄樹( 1997) : 135. ヒルムシロ科「長Mfli↓ｲllli物誌｣ ，信濃毎日新

｜鮴|: ， 長野: p･ ’ '87-1 192.

/rll!"IIMII( 1994) :日本水!,,|(M鵬又一総合lll版,"i( . 179p.

雌境ハ:自然保護ﾙj野生ﾉ'2物iM!(20001 :改訂･H水の絶滅のおそれの

ある野生生物一レッドデータブック 8 1:|I'1物I (維管束植

物) , 660pp., l1ｲ. l ､11法人 |21然環境研究センター．

水ﾄ栄一郎(1997) : 145. カヤツリグサ科「長野ﾘ,WI1'i物誌｣ ，信濃fIf

l |新聞社，長野: p. 1223-1284.

l1; | |進山･nfl1鳴降(1994) :北本州産カヤツリグサ科チェヅクリス

|､(I)スケ届．すげの会会fM， 5:31-38~

人ル次三郎(1983) :Will4M;li'i物誌顕花編至文'ilt. IUi(. 716p.

j r部正久．里見桝火． ,'約野好次．松沢篤郎・弧膝志成幸(1987) :群

馬県自生高等ｲll!i物||",群馬県植物誌改訂･版． p・ l53-393. 群

賜県．


