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短 報

太田道人・松久卓採集Sp58859,58860
次のヌマイチゴツナギと共に，1999年の緑化復元地

富山県新記録の植物16＊

(立山ルート緑化研究委員会専門委員会，2000,2001〉

太田道人

芽による一次帰化の段階ではあるが，既に果実が大量

富山市科学文化センター

に実り風で散布され，別の場所でも芽生える可能性が

に生育していた。ピートモスに埋もれていた種子の発

あることから記録しておくことにした。なお，現地の
株および種子は，松久と筆者により，可能な限り除去

Addition我lR OrdStothem0

OfTOyamaPrefecturel6

された

MichihitoOhta

ヌマイチゴツナギ（イネ科）

TovamaScienceMuseum

Poapα/"s〃jsLinn，

富山県立山町弥陀ケ原六甲学院小屋前緑化地

次の42種の植物を富山県のフロラに追加する。証拠

（ピートモス施与地上）2001年9月24日

標本はすべて富山市科学文化センター(TOYA)に収蔵

太田道人・松久卓採集Sp58861

されている。

標本同定は次の方のお世話になった。マルミノミヤ

イトイチゴツナギ（イネ科）

マカンスゲ，オオチャガヤツリ，ハタベカンガレイは

PCα〃7α/s""7" eHack，

東洋実業株式会社野口達也氏に，イトイチゴツナギIま
白井伸和氏に同定していただいた。厚くお礼申し上げ

富山県朝日町境大平川1959年7月10日

ます。

（白井伸和同定19950712）

大田弘採集Sp46153,46158

標本を寄贈して下さいました，大島哲夫氏，川原捷
彰氏，中川定一氏，長井幸雄氏，野口達也氏，小路登

ヒメモロコシ（イネ科）

一氏，堀与治氏，堀井良郁氏，山元睦子氏には，厚く

Sb堰ﾙ"" ルα/ e" Pers，メ〃'""c"" Hubb

お礼申し上げます。

｡富山県高岡市伏木湊町庄川河口左岸

データ末尾のPtまたはSpに続く5桁の数値は，TOY

1999年8月29日長井幸雄採集Sp55729

A標本番号である。筆者の同定に依らないものは，同

｡富山県新湊市庄西町庄川河口左岸

定者名を（）内に記した。

1999年10月10日太田道人採集Sp58417

コヒロハハナヤスリ（ハナヤスリ科）

マルミノミヤマカンスゲ（カヤツリグサ科）

Qpﾙﾉog/ s"" pe"o/αm"'Hook
富山県小杉町山本新1985年7月19日

富山県大山町折立〜有峰1989年6月22日

木我栄一採集PtO1518

太田道人採集Sp21268（野口達也同定20
Sp21268（野口達也同定20010719》
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セフリイノモトソウ（イノモトソウ科手

オオチャガヤツリ（カヤツリグサ科）
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富山県氷見市泊2000年02月27日

f〆e,弧go〃方αc"s（Clarke）

川原捷彰採集Pt57210

・富山県富山市大島大日橋1984年9月25日

太田道人Sp50419
ホソノゲムギ（イネ科）

o富山県立山町ニツ屋常願寺川河川敷

HbF生""zノ"6α加加L

1994年9月26日太田道人採集Sp45421‑45423（野

富山県立山町弥陀ヶ原六甲学院小屋前緑化地

口達也同定19940926）

（ピートモス施与地上）2001年9月24日
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太田道人

Gy脚"α火加αc"c"""a（Linn）LC､Rich
富山県利賀村大勘場〜水無ダム

メリケンガヤツリ（カヤツリグサ科）
Qf〕er"seragr "sLam

1983年8月27日太田道人採集SplOl87

・富山県氷見市清水氷見市ふれあいの森

1996年10月25日泉治夫Sp53062,53063
ハシナガヤマサギソウ（ラン科）

・富山県氷見市朝日山公園親水池

P/ α〃ﾙ〃α版α"ぬ〃"o7"ﾉ Reichb・剛．

1996年11月6日太田道人採集Sp53262
泉（1996）は，タコノアシ群落の植生記述の中で本

富山県魚津市僧ケ岳東俣尾根2000年7月19日

太田道人。石須秀知採集Sp57652

種をメモしている。今回，標本を指定して再記録した。

モンゴリナラ（ブナ科）

ハタベカンガレイ（カヤツリグサ科）
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富山県大門町浅井鴨川鷲尾橋1993年8月30日

富山県利賀村豆谷ダム右岸上方

太田道人採集Sp45826‑45833

1994年9月27日太田道人採集Sp46689,46690

（野口達也同定19930830）
ミヤマミズ（イラクサ科）

P"eape"o/α"s（Sieb，etZucc.）Blume

ヒゲァブラガヤ（カヤツリグサ科）

富山県氷見市泊泊神社北側の暗い谷

Scjゆ"swIcﾙz"αeBocklr、

1999年12月10日中川定一採集Sp56332

var． jα"c"s（Beetl）T・Koyama

富山県上平村草谷〜ブナオ峠1983年8月6日
ヌカボタデ（タデ科）

太田道人SplO193
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本種は，環境庁編（2000）に富山県に存在する旨か
示されているが，生育地は示されていなかった。ここ

クロイヌノヒゲ（ホシクサ科）
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に標本を指定して生育地とともに記録する。

o富山県小矢部市道坪野外池10m

・富山県高岡市西田1982年11月18日

1993年9月13日依田清胤採集Sp24843,24859
・富山県上市町正源寺1983年11月3日

太田道人採集Sp57078,57079
・富山県高岡市太田赤尾谷ため池

太田道人採集Spl5612

2001年11月8日中川定一採集Sp､58910

・富山県砺波市頼成の森ひよどりの谷

1993年10月1日太田道人採集Sp42022
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富山県氷見市朝日山公園親水池帰化

富山県富山市八ケ山帰化1983年6月3日

1996年11月6日太田道人採集Sp53263

北代十三子採集splOlll
タチスベリヒユ（スベリヒユ科）
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タカサゴユリ（ユリ科）
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富山県大山町大川寺常願寺川帰化

富山県小杉町上野神社左手の休耕湿田
1994年9月26日太田道人採集Sp45458

1989年11月5日

太田道人採集Sp40646
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富山県上市町1988年5月29日

富山県氷見市角間朝日山1995年4月15日

山元睦子採集Spl7151

中川定一採集Sp50157

ミヤマモジズリ（ラン科）
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ウスユキツメレンゲ（ベンケイソウ科）

・富山県福岡町五位ダム1999年5月15日
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太田道人。坂井奈緒子採集Sp56006
・富山県利賀村楢尾峠小中学校の裏山

fg/α"c"sSugimoto
富山県宇奈月町宇奈月

2000年6月14日小路登一採集Sp57367

1995年10月19日野口達也採集Sp5206；

本種は太田ほか(2001)で仮報告されていたが

今回

証拠標本がそろったので記録する。
ベンケイソウ（ベンケイソウ科）

ホシアサガオ（ヒルガオ科）
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環境庁編（2000）には，本種が県内に存在すること

〃oノガo 〃"o6aL

が示されているが，生育地及び生育根拠となる標本が

富山県富山市四ッ屋橋いたち川沿い帰化

示されていなかったので，ここに記録する。ただし，

1998年9月5日太田道人．坂井奈緒子採集

標本には花がついていないので，同定に問題が残る。

Sp58125

富山県八尾町桐谷湿原
アレチハナガサ（クマツヅラ科）

1983年8月26日太田道人採集SplO699
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・富山県富山市東富山駅帰化

セイカクロクモソウ（ユキノシタ科）

1988年11月11日太田道人採集Spl8169‑l8172
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．富山県富山市峠茶屋〜城山〜吉作帰化
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1981年10月6日数井教隆採集Spl8221,18222
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富山県富山市有沢橋神通川右岸高水敷帰化
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富山県富山市蓮町馬場記念公園帰化

富山県高岡市高岡広域林道帰化

1981年10月13日数井教隆採集Sp586完
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富山県砺波市頼成の森
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富山県城端町縄ヶ池
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富山県利賀村豆谷ダム下流
アオヤマボウシ（ミズキ科）
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富山県大山町馬瀬口常願寺川河川敷帰化
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1997年5月31日太田道人採集Sp57346

太田(1995)では，標本No.Sp41401にもとづき分布
が記録されていたが，これを再同定した結果，才オイ

ヌノフグリであることが判明した。従い，次の中川氏
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