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クiiス �ヒ �胆ノ景 � �と �士 

∴　∴ � � � �、1○○ �蚤墜 蔓＿j 
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‡i‾漣織繕漠 ��ごく近い将来に絶滅の危 � � �て高い種 � 塵． IA類詰 ����性が極め 

露翳，麗‾‾‾ミ選ミニ＝二軍 　、「∴∴ 　磐i ��競い将来に織の危険性 �勤 �が高騒叢 �》 �慾＼／ 
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軽輩誠危操霊 　　i � �I類ほどではないが、絶滅の危 現時点で絶滅の危険性は低い 移行する可能性がある種 �カ �陰性が増大し く、「絶滅危惧 �ている種 種」に � 

惇絶滅危椀－ ������ 
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3　調査ポイント ���� 
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三宅そ：∴ 　1 �掌 池の茶屋愛車揖 lilヽ 、1㌧で111 ．1番＝＿ 二宮；年 ��ー＿“▲ 講電 離諾 
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幾滋滋綴ふ／灘 �変化 �� � 醒露悪 �i誌1－｛璃 �A i● �誤聞認諾国語 
＋30cmニー �二　11／亭 �� �∴∴∴ 

＋20cm～ �21‾演 ��� 

＋‾10cm～　　　　3∴専お ����「 

OGm一　　　　十高言子牛華 
ー10cm、 －20cm～ � �� �★青書∴：∴∴ ∴∴∴ 懸綬マイナス虎露 

1：∴ 

＼　＼　　＼ �－ヨOc輿二 一30cm以下＿ �／1　＊ 

㊦不明となった個体は 廷述一勲砿帽駆剥関器擢 �ま・7個体“23％ 　強尋（．‥ 　！ �� 

（5）枝の長さについて 報議n壇信長案88回臓聯“ � 

25cm一ノ 

20cm～　＼3＼無事＊ 

15cm∴‾　3　諜＊ 

10cm～　　8　蕪車重 

隷m一千、－＿、∴∵七∴亨誓＼＊諜 

∴5cm　　　3　＊請 

劉囲閣国璽圏1g－g蘭閥〃 （②昨年度マークした枝を測定 � 
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、、高浜の状議諒を円実 ����� � � 
舐、獄鰍頴 ��� � �欒国＼＼＼＼ 

：∴業∴が多い �� �∴10：辛軍書軍書軍事軍書 � ��＼i　　　＼ 

：∴棄：∴ �が少なし � �：調∴辛軍隊…冊 �鼠　l �∴ ）を 

強漆 �画すでいる：∴2∴「†∴∴ 

食痕は、ほとんどの個体で見られます。 エ ������聞＼ 
，“．iE個6 ���個体は駄蒸恕駄鮎m 

＼＼＼（＼、＼iS、蕊〉＼i＼韻＄＼ヾ蕊＼＼＼＼＼　i　　＼＼　　薄く＼／国蕊悠涼寒／※ヾ※、諒闇1＼」蕊＼（ 



2017／2／17

届　書田園 で、1　1ズー　　ム ���謙螢※諒／－ プ下せ � � 

い／／、£：2　　　争　　点：　∵士 ���重賞 
池の茶屋駐車場 ＼11 1 ㌧∴譲即畦 　∴千 �薩A‥西南西斜 個体 B‥西北西 個体 西南西 �．II 獲i �語iiI 

中震 北畠誓　言登∴　戴‘ 

一、∴∴　∴一 �C2　　　　　　　　　　　1■振読点言上 ��進 

＼一塁数十誇畿 �矧圏1 ．iui ●憫陥 �狙詫 �董 
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（9）C2地域の状況 

蘭画聞開聞認諾画題mg闇　温闇醒語間圃醒配 ‾‾‾「：“‾‾‾‾‾‾‾丁‾‾‾－一筆が重点† 、cr17　＿＼37　　　　3、 �� 

、c雪18　　　3年 �＼：華＼　∴葉が多い � 

＼c－19∴　－4卒　　　一重∴＼＼葉が多い： �� 

ニーC－20＼∴　　3評言　　　　　諒＼　一　葉が多い二 �� 

c－2品　＼35‾‾＼予言享子子守0　　、葉が多い �� 
ic－22＼‾　　54∴　　　＼1‾生　　二葉が多い 

③北畠展望台髄の軸＼体は沖美て元気＼！ 

禦高鷲圏cm・琴平誓書m＼＼、＼ 

調査結果（まとめ） 難園田“面談＿l郎悶閣臨． ②多くの個体に食痕カ 

“「“：′ ③北岳展望台付近に元気な個体群を確 

＼＼／＼＼＼＼＼言、 
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