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富山県上市町大岩千巌渓の蘇苔類寒

坂井奈緒子
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BryophyteS0fOoiwaSengankei，Toyamaprefecture，Japan
NaokoSAKAI
TovamaScienceMuseum

l‑8‑31Nishimakano‑machi，Toyama‑shi939‑8084，JAPAN

38speclesofmosses,23speclesofliveIwortsand2speclesofhomwortswererecorded廿om
95speclmentscollectedfi･omOoiwaSengankeiシKamiichi‑machi，ToyamaPrefecture，Taxaof

phytogeographicinterestincludeD"/h花//α¥7 / / /"7α，CyarﾙOpﾙo7e//αルCoke･』α"α，
澱α"?"oかw"〃p"c "/z""，

Gw"" /O脚""7花c"ハノ"･ 〃""7，

Mｾ/zge〃α／ /o"ez〃α，

Ra仇"αo6r "o6αα PC'e"α /""/ α、
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調査地の概況

はじめに

る標高985mの

大岩付近の地質は，南東に位置する高峰山から流

高峰山の麓を源にする河川で，白岩川に合流し富山

れてきた火山噴出物の安山岩と凝灰岩に，砂層が露

大岩川は富山県の南東部に位置す

湾に注ぐ。上流の上市町大岩付近は急峻な渓谷で地

出してきている（市川1935)。そのため，浸食が大

名のように大きな岩や滝が多くある（図1）。渓谷の

きく生じて，峡谷や滝がつくられている。標高160m

崖の上には大岩山日石寺があり，夏は涼を求めて訪

にある東西約200mの狭い流域は大岩千巌渓と呼ば

れる人が多い。大岩付近の植物については，金木

れ，川底や両岸は安山岩あるいは凝灰岩の大岩でつ

(1962）がその概要を調査している。その後，同地区

くられている。大岩から東北東方向約3kmに位置す

で，暖地性のシダ植物のタキミシダ別""叩勿,z",，

る気象観測地点（上市東種標高296m）での年平均

o加v""脚が発見され（里見1961），黒,￨,奇．里見

気温（1979年〜2000年）は11.5.C，年間降水量は

(1968）によって，シダ植物および種子植物の目録が

3,01()mmである。積雪の深さは測定されていないが，

発表されている。しかし，これらの調査に蘇苔類は

冬季12月から2月までの降水量が7768mm，平均気

含まれていない。大岩川の渓谷

は岩

温が13℃であることから数mの積雪があると推定さ

が多く，着生↓性のシダ植物や蘇苔類が豊富に生育し

れる。風向は南西，南，北西が多く，東西方向に刻

大岩千巌渓

ている。大岩付近のシダ植物の種類が豊富であるこ

まれた狭い谷の大岩千巌渓には，風は吹き込みにく

とから，蘇苔類の種類についても期待される。また，

いと思われる。

富山県の蘇苔類相は解明されてなく，今回の調査が

両岸の植生は，高木層にウラジロガシ，イタヤカ

富山県の低地の渓谷内のフロラの初めての報告とな

エデ，フサザクラ，スギなどとそれらに巻きつくフ

る。

ジがあり，岩の裂け目や薄い土壌の上に生育してい
る。狭い谷である上に高木の陰となるため全体に暗
く，大きな岩によってさらに被陰される所もある。
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図1．調査地。楕円内が大岩千厳渓。国土地理院発行1：25，000地形図，「大岩」を使用
水量は年中豊富で湿潤な環境が保たれている。岩や

エビゴケβ砂o 〃z" 〃orvegIc"畑subsp､ノ o"jc""7や

樹幹は蘇苔類やシダ植物によって被われている。

暖地性のキダチヒダゴケ耐α脚"O6ryZ"" c""/""7も
確認された。湿岩には苔類の多くの種が生育し，水

蘇苔類相の概観
調査は，1996年4月24日，2002年5月21上'

際や水L￨｣には蘇類のジョウレンホウオウゴケ

l科2種が確認された。流域約200mという狭い調査

F姉/北"sgepp〃やアツバチョウチンゴケP/αg "7"/"〃
"/e"/""'，アオハイゴヶノbﾉ"cﾙ ragz""," ﾉ｡j火s，
苔類のフジウロコゴケcﾙ" c",伽sp｡"α"r力 やジャ
バウルシゴケル /αルzｨ/cﾙj"s/αesubsp・ノα "jcaがよ
く着生していた。土上にはヤマスギゴケPog｡"α""
"'"Ige'"版やハリガネゴケB'T"",c叩"/ eなどが生

地にも関わらず種類数は多く，特に苔類が多かった

育し，岩の陰になり一層暗いところにはアナナシツ

のは，薄暗く湿潤で湿岩の多い調査地の環境を反映

ノゴケMｾgace" ルzge"α"sの群落が見られた。
木の根元にはオオサナダゴケモドキP/蝦/･/ﾙecI""，
e"収p"y""脚，幹にはチャボヒラゴケノvEckeraル"鯛"応
やネズミノオゴケ必 "oc/α血〃'αxj"'owcz〃などが着

2004年10月11日の3回行い，持ち帰った試料は実

体顕微鏡および生物顕微鏡下で同定をおこなった。
合計95試料を検討した結果，蘇類20科36種l亜種
l変種，苔類13科19種3亜種l変種，ツノゴケ類

していると考えられる。さらに，暖地性の種類やふ
つうブナ帯に生育する種類が記録されたことから，
大変興1床深いエリアであるといえる。

渓谷の岩壁には，マツムラゴケD"""e"α

生し，木によってはニスビキカヤゴケPOre"α

specI j jma，オオトラノオゴケ"α"加o6〃"胴
6se〃 ""'，タニゴケB'αc/り"方ec/"" 〃ん"/are，コハ
ネゴケP/αgioc〃/αsaopﾙ"α，ケゼニゴケD"" r"〃α

ve'"ICCSαが幹をびっしりと被っていた。2002年に幹

Qﾉα/ﾙop方oreﾉﾉα加oke"α"αを確認したが，その後見つ

ﾙﾉ応"/α，アズマゼニゴケ〃j "e7e"α火""此"αなどが

けられずにいる。スギでは，根元から幹を被うよう

大きな群落をつくっていた。火山性の岩に生育する

にホソバオキナゴケL co6〃"脚ノ卿"やe〃｡』昨"版と力

にわずかに着生する暖地性のコキジノオゴケ
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ガミゴケ8，℃rﾙe'で"αルe"o"〃が大きな群落をつくって

岩壁上の壌土,Br2208

Pogo"αr"'〃 ""唇erz "'（Hedw.）P､Beauv・ヤマコスギ

いた．

車道沿いは渓谷内に比べて受光量が多く，湿った

ゴケ岩壁上の壌土，Br217L

所にはカマサワゴケPﾙﾉo/o"0噸/h/c αやジャゴケ

CO"ocepﾙα/"脚CO"zc"碗，ヒメジャゴケCO"ocepﾙα加打
ﾉ叩o" α""，乾いた所にはホソギボウシゴケ
S℃ﾙ/ 戒"",s"IC"""が生育していた。

FisSidentaceaeホウオウゴケ科

Fなsj火"sα火/bﾙ加"sBeschコホウオウゴケ岩壁，
Br2631．

Fj /Cた"s 6〃sP・Beauv・トサカホウオウゴケ

岩壁，Br2211；湿岩壁，Br214L

分布上注目すべき種

富山県での初記録となる種は＊を付けた。

ケ（絶滅危｣倶I類）湿岩壁，Br2140ラコンクリート，

暖地'性の種
マッムラゴケDz"〃e"α

Fjss/火"Jgepp〃M，Fleischジヨウレンホウオウゴ
Br21475水際の転石，Br3109.

j jssj"7α

関東以西〜九州

＊コキジノオゴケqarhopﾙore"αルCoke"α"α
中部地方以西〜琉球
＊キダチヒダゴケ耐α脚"06ﾊﾉ"加城cα/"/""7

近畿地方以西〜琉球

Bryoxiphiaceaeエビゴケ科
βγyo ﾙﾉ"耐〃orvegIc " （Brid）Mitt･subsp
ノ o"IC"ﾉ （Berggr.）Love＆DL6veエビゴケ
岩壁,Br4706

＊カギフタマタゴケMｾZzge α/epro"ez"α
埼玉県以南〜九州

LeucobrVaCeaeシラガゴケ科
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ブナ帯以上に生育する種

Mnll・Hal．ホソ

バオキナゴケ高木幹，Br2169房 スギ幹、Br215L

＊工ゾノヶビラゴヶRa醜ｲﾉao6〃s"o6α

ブナ帯以上
＊トケクラマゴケモドキPCﾉで"α切加"/ α

主にブナ帯

石灰岩に主に生育する種

Pottiaceaeセンボンゴケ科

GV版" /O脚z" r "ﾊﾉ〃 〃""7Hedw・オゥムゴケ

岩壁，Br2224；岩壁裂目の壌土,Br2225.

＊オゥムゴヶGv脚"osro/""胴γec"rv〃 〃"脚

Grimmiaceaeギボウシゴケ科
絶滅危I倶種

環境庁（2000）の絶滅危倶I類に指定される蘇類2

Sc"s 〃'〃s"Iα"" （Tumer）Loeske ホ ソ バ ギ ボ ウ
シゴケ岩壁、Br221a

種が含まれた。

ジョウレンホウオウゴケFY /火"sgepp〃

Brvaceaeハリガネゴケ科

コキジノオゴケQ′"hQp〃ore"α加oke"α"a

B "" c j"αreHedw・ハリガネゴケ岩壁上の壌
土，Br2207.

大岩千巌渓の蘇苔類目録

科の配列，各属の所属する科，学名，和名は岩月
(2001）に従った。属名と種名はアルファベット順で
ある。学名，和名に続き，生育基物，標本登録番号
を示した。採取者は著者だけなので省略した。標本
はすべて富山市科学文化センター植物標本庫

Mniac eチョウチンゴケ科

〃αg/o"""""〃c"

〃（Hedw）T･』・Kopツボ

ゴケ岩壁,Br2222,Br2632

P/αgjo"'"加加s"cc"/e"加加（Mitt）T､J・Kopアッバ
チョウチンゴケ湿岩壁，Br2223,Br3107,Br3110.

(TOYA）に保管してある。同定には服部・岩月・水

谷（1972)，岩月（2001)，Noguchi（1987‑1994）を

Bartramiaceaeタマゴケ科

主に用いた。

βα'"αﾉ"Iapo"'jか脚jsHedw，オオタマゴケ岩壁，
Br2139,Br4707,

Bryo ｡a蘇類
PolVtrichaceaeスギゴケ科
A"jcﾙ""' " /α"" （Hedw.）P・Beauv・タチゴケ

P"o/o"o"S/21/c αMitt･カマサワゴケ湿った石垣，
Br2633.
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Trachypodaceaeムジナゴケ科

Brachytheciaceaeアオギヌゴケ科

Dz"力je/〃叩eα なsj碗aBroth，exCard･マツムラゴ

BracﾉiWﾙeci""'pQp"ﾉe"脚（Hedw.）Schimp，アオギヌ

ケ岩壁,Br2209,Br2634

ゴケｺﾝｸﾘｰﾄ，Br2148；岩壁,Br2205.

B,αc/りﾉr〃ecj"碗〃ん"mreSchimpタニゴケ岩壁，
Neckeraceaeヒラゴケ科

Hb"'α"α〃jc〃o"，α"oj火s（Hedw.）SchimPvar，
ノ o"jca（Besch）SHeヤマトヒラゴケ岩壁，
Br2202；ｺﾝｸﾘｰﾄおよび倒木樹皮,Br2175．

駁〕碗α"o火" o〃βa6e"""碗（Sm）M・Fleischキダ
チヒラゴケ湿岩壁,Br2217．
ﾉVｾcke,αル" "sMitt･チヤボヒラゴケ高木幹，
Br4708；フジつる、Br4705,Br4704.

Br2216，Br2206.

B〃ﾙ"jα〃ovae‑α"g"ae（Sull＆Lesq.）Groutヤノ
ネゴケ岩壁,Br2219．
助ﾉ""oc/α 碗αx/耐oWcz〃（Borcz）Steere＆WB

Schofieldネズミノオゴケ岩壁あるいは高木幹，
Br2146.

尺y"c〃osregl"'〃′やα"oj昨s（Hedw.）Cardアオハイ
ゴケ岩壁，Br4181,Br2199ラ水中のコンクリート，
Br3471,Br3113．

Thamnobryaceaeオオトラノオゴケ科

α脚"06〃"脚 cα〃/"脚（SandeLac.）ZIwats・キ
ダチヒダゴケ岩壁，Br2204
剛α"'"o "碗s"6se"""" （MittexSandeLac.）B
CTanオオトラノオゴケ岩壁,Br2218,Br2154

Plagiotheciaceaeサナダゴケ科
P/ orﾙec/"脚e"､fﾌﾉIy""碗（Card＆Th6r.）ZIwats
オオサナダゴケモドキスギ幹,Br2150；高木根元≦
Br2220.

Hookeriaceaeアブラゴケ科

SematophyⅡaceaeナガハシゴケ科

Djs"c力Qp〃""加加αめaraeBeschツガゴケ湿岩壁

Br"ﾙe『e"αルe"o"〃（Duby）M・Fleischカガミゴケ
スギ幹，Br2149.

Br2221．

HyPopterygiaCeaeクジャクゴケ科
qﾉαrﾙQp〃o,で"α〃COんe"α"a（Griff）M・Fleischコキ
ジノオゴケ（絶滅危倶I類）高木幹､Br4708

Hypnaceaeハイゴケ科
7℃ pﾉZy"""，αO脚or,e"Je（Besch）ZIwats・アオモ

Thuidiaceaeシノブゴケ科

Hylocomiaceaeイワダレゴケ科

aaQpo戒"耐pe""c加eﾊ'e（Mitt）Bestフトハリゴケ
岩壁，Br2200．

R"W域α昨わ力"sノ o"IC"s（Reimers）T･』・KOPコ

リサナダゴケコンクリート，Br2198

フサゴケ岩壁,Br2210.

"tIp/oc/α"/"脚α"g"s/加加加（Hampe＆MUlLHaL）
Brothノミハニワゴケ転石,Br220a

HZIp/oc/α或"碗 crQp/りﾉ""" （Hedw.）Brothコメバ
キヌゴケ岩壁,Br2155,Br220L

H",/oﾉり′脚e"j"胴pse" ‑"航e（MijllHal）Brothコ
バノイトゴケｺﾝｸﾘｰﾄ，Br2147．

"αp/ohy碗e"加加sje6o/ （Dozy＆Molk）Dozv＆
Molkイワイトゴケモドキ高木幹,Br2197．
""〃jz" Cy碗6施""腕（Dozv＆Molk）Dozv＆
Molkヒメシノブゴケ岩壁，Br2188；湿岩壁，
Br2172,Br2153ﾗｺﾝｸﾘｰﾄ，Br2174；湿ったコンクリート，
Br3108．

剛加成"加えα"e

GVmnomitriaceaeミゾゴケ科

MtI応"e/わe脚α電'" "α（Ehrh）Dumortsubsp．
〃6"/ a（Steph.）NKitagタカネミゾゴケ岩
壁の壌土,Br4694
Scapaniaceae ヒシャクゴケ科

D鞭/ ﾉりﾉ""碗 o6伽施""" （Hook）Dumort，マルパ
コオイゴケ

岩壁,Br4698.

Geocalycaceaeウロコゴケ科
eSakurai卜ヤマシノブゴケフジ

つる，Br2189；転石上の壌土，Br2176ラ岩壁，
Br2637.

Hepatico ｡a苔類

Cﾙ"o "spo"α"/方 （L）Cordaフジウロコゴ
ケ水中あるいは水際の岩壁，Br4700,Br2153ラ水
中あるいは水際の転石,Br4702．
"α C)fﾌﾙ"sp/α""s（Mitt.）Schiffh・ツクシウロコ
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ゴケ岩壁，Br4690．

PIagiochilaceaeハネゴケ科
P/αgiocﾙ"αovα/加"αMitt・マルバハネゴケ湿岩壁‐

Conocephalaceaeジヤゴケ科
CO"ocepﾙα/"'〃CO"IC"碗（L）Dumortジャゴケ湿
岩壁,Br4678．

CO"ocepﾙα/""'ノ o"'α"〃（Thunb.）Grolleヒメジャ

Br4688．

P/堰jocﾙ"α jQpﾙ"αNeesexLindenb，コハネゴケ

ゴケ湿石垣，Br2635.

フジつる樹皮,Br4686；岩壁,Br4687.
WieSnereⅡaCeaeアズマゼニゴケ科

D""IC『"e,"αル "ra（Sw）Neesケゼニゴケ岩壁

Radulaceaeケビラゴケ科

Ra /αo〃"s"o6aStephエゾノケビラゴケ湿岩

上の湿った壌土,Br4675；水際の岩壁,Br4676

脈es"e,e"α火"" ra（Mitt.）Stephアズマゼニゴヶ

壁，Br4693.

岩壁の壌土,Br4682；湿岩壁，Br4680.
Porellaceaeクラマゴケモドキ科

PC,で"αcaeSp"α"s（Steph）SHattvar・CO,/加"α
（Steph）SHatt・ヒメクラマゴケモドキフジ

AVtoniaCeaeジンガサゴケ科

Re6o""αルe"' ﾙαe"Ca（L）Raddisubspo"e"rα"sR
M､Schustジンガサゴケ湿岩壁、Br468L

つる，Br4703．

PC『e"αノ叩o版Ca（SandeLac）Mitt・ヤマトクラマ
AnthocerotopSidaツノゴケ網

ゴケモドキ岩壁,Br4689．

Pore"αpe"o"e"α"a（Mont）Trevis・クラマゴケモ
ドキ湿岩壁,Br4685,Br469L

Pore"αSp/""/ a（Steph）S，Hatt・トゲクラマゴケ
モドキ湿岩壁,Br4690．
Pore"αVer" c αLindhニスビキカヤゴケ高木幹

Anthocerotaceaeツノゴケ科

Megacgr 池ge"α"s（Mitt.）Stephアナナシツノ
ゴケ水際あるいは湿岩壁,Br4684
Pﾙaeoceros／αeWs（L）ProSkミヤケツノゴケ水
際のｺﾝｸﾘｰﾄ，Br311L

Br4674.

謝辞

JUbulaCeaeヒメウルシゴケ科

ん"/αル"rcﾙ加sjae（Hook）Dumoltsubspノαvα" cα

本報告にあたり，ジョウレンホウオウゴケ

（Steph）Verdジャバウルシゴケ水際あるいは

(Br3109）は岡山理科大学西村直樹博士，ナミガタス

湿岩壁，Br4695,Br4700,Br4701う水際の転石。

ジゴケ（Br3112）は千葉県立博物館古木達郎博士に

Br4702；湿った樹皮,Br4699.

同定をしていただきました。心から感謝いたします。
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