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櫛形　山　の　環　境調　査
櫛形山トレッキングコース沿いの種子植物およびカニコウモリとマンネンスギのモニタリング調査
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（Abst．a。t）W。investigatedtheenvironmentaroundthetrekkingcourseofMt・Kushigata・

Makingeightinvestigationplots（ofland）alongthetrekkingcourse，We meaSuredthe

populationofplantsandcanopyopennessofeachinvestigationplot・Fromtheresearch，We

R）undthatpopulationofplantsincreasedintheplotswherethecanopyopennesswaslarger・

1．はじめに

平成25年7月に櫛形山に新たなトレッキングコースが

開設された。池の茶屋駐車場からアヤメ平までの全長約6
血、徒歩で約2時間半のルートである。このルート開設に

伴い、切り開いたルート沿いでは、林床への照度変化、人
や他の動植物の出入りが変化する。そうした環境の改変が、
植生にどのような影響を与えるか、モニタリング調査を行
いたいと考えた。

また平成26年6月12日に、南アルプスがユネスコエ
コパーク（生物圏保存地域）に登録された。櫛形山や巨摩

高校は、エコパークの緩衝地域にあたり、自然の保全・特
続可能な活用への理解が望まれる。この私たちの調査が櫛

形山の豊かな自然環境を見守り、保護する一助となれば幸
いである。

2．研究の目的

①トレッキングコース沿いの6地点における種子植物を
モニタリング調査する。

②北岳展望台付近において、カニコウモリ及びマンネンス
ギをモニタリング詞査する。

③上記調査結果を櫛形山の植生保全に役立てる。

3．研究の仮説

トレッキングコース開設により日照量が増加する。その

影響で、コース沿いの植物の個体数は増加する。

4．調査の方法と結果

台までの地点Pl～P8とした。種子植物の調査の様子
（P6）

ラインセンサス法（ルートセン

サス法）により、ルートを固定

し、同地点の植物相の経年変化

（H25から実施）を比較する。

調査区域は、全長約6kmの
トレッキングコースのうち、

池の茶屋駐車場から北岳展望

①　種子櫓物の調査方法と結果（Pl～P6）
ルート沿いを歩きながら、目視により花をつけている種

子植物が諾生している6地点（Pl～P6）を定め、コドラ
ート調査を行った。コドラート（方形区）の大きさは、2

mx4mとし、内部を2m四方の左右の方形区に分けて数

え、種子植物の総数を集計した。

確認された種子植物

確認された花をつけている種子植物は下表に示すキオ
ン、バイケイソウ、サンヨウブシ、マルバタケブキの4種

であった。4種とも、環境省によるレッドリストには載っ

ていないが、キオン、バイケイソウ、サンヨウブシの3種

は、他県の基準によるレッドリストには記載されている

（山梨では対象外）。 

キオン（S．hemorensisキオン属） �競議離 � 

特徴山地の草／地に生える高さ0・5 
～1mになる多年草。‘葉は互生し 

長さ5－15cmの広披針形で分裂 

しない。ふちに不揃いな鋸粟があ 

る。茎の上部で枝分かれし、多数 
の頭花を散房状につける。花期：i 

8－9月 

バイケイソウ �圏囲 　蟹，／＼郊 ：∴∴ 　∴言古二言 
（Valbumssp．0ⅩySePalum 

シュロソウ属） 

特徴：山地の林内や湿った草原な 
どに生える多年草。茎は高さiO・6 �煎 
～1．5m。葉は互生‘し、広楕円形で 

長ざ20－30cm、基部は茎を抱く。 

有毒。花期：7－8月 

サンヨウブシ �∴∴ 　∴∴ 　∴∴∴ ∴∴∴∴∴ ∴∴ 　猶予潰 � 

（A．japonicumSSp．japonicum 

トリカブト属） 

特徴：山陽地方（岡山県）で発見 
されたが、実際にはむしろ山陰地 
方に多い。有毒手がふつうのトリ 
カブト類のなかで数少ない無毒の 

種のひとつ。茎は高さ2mにも達 

する大型の植物で、山地帯（ブナ 
帯）に生える。花期：9－11月 

マルバタケブキ �‘／／章圏 

（L．dentat，aメタカラコウ属） �∴　ヽ 

特徴：深山のやや湿り気のある草 �∴∴∴∴∴㍉ 

地や林縁に生える多年草。茎は晶 �∴∴ �∴∴！ 、／ノ／d 象l l 

さ0．8－1．2m、基部は太さ約3cm 

にもなる。一花期：7－8月 



種子植物の調査結果（下表）

Pl　キオン　　　　15∴i∴28　　　66　　　55

PZ　バイケイソウ　14　　23　　　23　　23

Ps　キオン　　　　19　　28　　　55　　　55

P4　サンヨウブシ　　23　　47　　55　　44

P5　キオン　　　　34　　29　　15　　16

マル′くタケブキ　1　　　0　　　1　　1

Pe　キオン　　　　　29　　54　　　69　　　91

バイケイソウ　　1　　　0　　　4　　　4

H27年からH28年の各地点での変化は次の通りである。

Plはキオン1種が観察され、個体数は1年間で66個体→

55個体と減少していた。

P2ではバイケイソウは23個体→23個体と変わらず、

表以外にマルバタケブキ1個体が観察された。
P3では、キオンが55個体→55個体と変わらなかった。

P4ではサンヨウブシ1種類のみ確認され、個体数が55

個体→44個体と減少していた。
P5ではキオンの個体数はほぼ変わらず、H25に1個体

観察されたマルバタケブキは変わらず1個体であった。
P6では、キオン69個体→91個体に増加しており、H25

年に1個体観察されたバイケイソウは4個体に増加した。
全体として6地点で見つかった種子植物4種のH25年

度～H28年度の合計数はキオン97個体→217個体、バ

イケイソウ15個体→27個体、サンヨウブシ23個体→44

個体、マルバタケブキ1個体→1個体となった。

②　カニコウモリの調査方法と結果（P7）

カニコウモリ �、／蟹／苅田監襲寮 ∴∴∴∴∴∴： ） ㌢∴湧酷繭塾 

（Cacaliaadenostyloidesコウモー 

リンウ属）特徴：亜高山の針葉樹 
林内などに群生する多年草。葉は 
カニの甲羅に似る。花期：8－9 

月。茎の高さは30－60cm。 

カニコウモリが多くの個体が密生していたため、2mX

2mのコドラートの内部をさらにlmXlmの4区画に分

けて数え、個体数の総数を集計した。

カニコウモリの調査結果（下表）
調査を開始したH25年にシカの食害が確認された。翌年

H26年の6月に食害防止用の保護ネットを設置してから

はH27，H28年にかけ、花有（つぼみ有りまたは花が咲いて
いる）個体と花無（つぼみ無しまたは花のない）個体の総数

は140個体、152個体と増加してきた。

花有　24　13　22　58

花祭107　93118　94

③　マンネンス羊の調査方法と結果（P8）

マンネンスギ（Lycopodium � 購な0000鴫ンi－1－．‾ ∴寧∴∴∴∴∴∴∴ ∴∴ 

ObscurumL．ヒカゲノカズラ属） 

特徴：シダ植物の仲間。和名の由 
来は常緑で杉に似ていることか 
らついた。茎は主軸と側枝がある。 
主軸は地中を何句し、側枝はまば“ 
らに地上に直立し、樹木状に分枝 

する。茎の高さは10cm～30cm。 

北岳展望台付近のルート沿いの一定区画P8に、3mX
5m（その内部をlmXlmの15区画に分けた）のコドラ
ートを設定し（下図）、マンネンスギを指標植物としてそ

の個体数を計測する。マンネンスギは地下茎で繋がってい

る場合もあるが、陸上に出ている個体数を数える。

マンネンス羊の調査結果（下図）

下図は調査地点をlmXlmの15区画に分け、その中
のマンネンスギの個体数の変化を、H25年～H28年まで追

った図である。（図中の3Cの位置に切り株がある。）

個体数　　0－3

［25　　　　　　　　　　　　　］27

A B C D E A B c D E

［26　　　　　　　　　　　　　H28

A B C D E A B C D E

4年間でコドラート全体の、個体数はH25年からH28

年まで74→62→65→71個体とほぼ増減は無かった。また

年によってマンネンスギが多い場所と少ない場所が変化
することがわかった。
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④　関空度の測定方法と測定結果

【測定方法】関空度とはその地点から空が見えている割合
のことである（下写真）。観測方法は一眼レフカメラに魚

参考資料：H28天空写真

（対象区：林内）関空度11．7％　　08－1）関空度30・6％

眼レンズを取り付けたものを、観測地点の中央に設置し写
真を撮り、全体に対する空の割合をデジタル処理して計測
した。P1－7についてはコドラートの中央に、P8（マ

ンネンスギ）については、

3mX5mのコドラー

ト四隅（1一命と中央（5）

の1カ所の合計5カ所

について測定した。表中
「林内」は対象区として

測定した。

【測定結果】（右表）
関空度はH27年か

らH28年にかけてP

4とP5ではそれぞれ

約5％増加した。それ
以外の地点でもP3、
マンネンスギ5の2カ

所を除いて増加した。

H27 �H28 

Pl �15．5 �16．1 

P2 �－11．1 �11．6 

Ps �14．5 �14．2 

P4 �8．31 �13．3 

P5 �9．4） �14．2 

Pe �1、2．9 �14 

P7 �16．5 �18．5 

マンネンスギ1 �32．6 �30．6 

マンネンスギ2 �25．9 �28．2 

マンネンスギ3 �26．7 �30．3 

マンネンスギ4 �23，8 �28．4 

マンネンスギ5 �30．5 �28．5 

構内 �9．1 �11．7 

5．考察

①種子植物調査について
H25年からH28年にかけ、種子植物全体の総数は、増

加している。H25年に林を切り開いたことにより日照量

も増え光合成も盛んになり、増加に転じたものと思われる。
種子植物の種数はほぼ変化は無かった。また、P4、P5地

点での関空度の増減と、個体数の関係性は現時点では判断
できなかった。

②カニコウモリの調査について
調査を始めた2年目のH26年にはシカの食害と思われ

る、カニコウモリの地表部分の葉と茎の途中までが残り、

花やつぼみがあるはずの部分が切断された個体が大多数
を占めた。これはトレッキングコースの開設に伴って木々

が伐採されて、日当たりや見通しも良くなり、カニコウモ

リの白い花は目立つため、大型のシカも行き来しやすく、
かつ発見しやすくなったものと推察される。またカニコウ
モリの丈の高さはシカの摂食し易い高さでもある。櫛形山

全体でもアヤメ等の花や木々の樹皮がむしられるなどと

同様にカニコウモリも食害の影響が出ていると考える。
そこでH26年の調査でシカなどの食害の影響がある

のか調べるため、コドラートを囲んで縦横2mX2m、高
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さ2mの保護ネットを設置した。その結果H27年には、
H26年の106個体から34個体増加し140個体となり、

食害の痕跡も見られなかった。またH28年も152個体へ
と増加した。このことからシカの食害がカニコウモリの個

体数減少の原因であることが推測される。
保護ネット設置以降、カニコウモリは年々増加傾向には

ある。しかし保護ネットにより生育面積は限定されており、
やがて一定の数以上には増加しなくなると考えられる。
このP7はH27年からH28年にかけて関空度は＋2％

と微増しているが、保護ネット設置による食害を防げたこ
とが個体数増加の要因だと考えられる。

③マンネンスギの調査結果について
マンネンスギの株数はH25年～H28年にかけて74→

62→65→71個体と変化してきた。本調査地点は、トレッ

キングコースを歩き始めて最初の広い休憩場所である（展

望台あり）。このコースは家族連れも多数訪れる。そのた
め、P8を斜めに横切って通行したり、休憩中に子供たち
が本調査地点で遊んだりするなどの、人為的な踏圧の影響
を受けている可能性が考えられ、日照量と個体数増加の関

係について判断することはできない。保護柵の設置も検討
していきたい。またマンネンスギは地下茎でつながってい

ることもあるため、地上で生育している株のみの調査方法
で判断できるのかということも考慮していかなくてはな

らない。

6．今後の課題，
種子植物（Pl～P6）については、今後も継続して調査

を行っていく。特にP4とP5地点の関空度と個体数の関

係性を明らかにする。また日照量以外の要因、例えば年に
ょり、虫食いの多少、つぼみの状態か花を咲かせている状

態か、またその年の平均気温や気象条件等の要因も次年度

以降調査していきたい。
p7（カニコウモリ）、P8（マンネンスギ）の個体数の増

減には複数の要因が関係していることが考えられる。その

原因を明らかにする。
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山梨県内のゲンジボタルの分子系統学的解析～新たな種内郷
TheMolecularPhylogenyAnalysISOfLuciolainYamanashi

山梨県立巨摩高校生物地学部：相川友紀石川梓小野玲音

alsoSuPpOrtedtheSamereSult・ThemtDNACOⅡanalysis
weana⊥yzedthegenes直DNAND5andmtDNACOHofLuciolainYamanashiandmadeagenealogicaltree・TheresultofmtDNAND5analysisprovedthereweretw。

kindsofinnergroups：theSouthernAlpsgroupandthegreupHinYamanashli

はじめに

H25ゲンジボタル再生にむけて“〃”河川の清掃、ホタル養殖
H26ホタルの放流“遺伝子解析““r新たな単系統群の発見

南アルプス集団の提唱“”…・調査地点が西にかたよっていた

①昨年までに調査した県内22地点に加え、
新たに10地点のゲンジボタルのmtDNAND5遺伝子の解析を行う

②県内13地点のmtDNACOH遺伝子の解析を行う

1つの遅佳子での解析のため信頼堰が優し）　∴③ゲンジボタル＿の新たな理由霊園の起源を探る 

擁護輩譲護謡豊雑読畢露議 ��－を用いてDNAシークエ！i得られた配列データを、MEGAGという遺伝子解析ソフトを用いて解析i 総遊説誤聾は輯琵護濃嘉討議謹諸宗論結録さi � 

開田SSSSSSS書証田 �� 

mtDNAND5遺伝子領域の系統樹 ��考禦①　結果③より、 

‡∴　綿I： ●‾′．一 三・ ��宙アルプス集団の存在について、億繍健が高まった 考束② 
山脇こ囲まれた山梨県内に、南アルプス集団と集団皿が混在する理由について 

仮説①i　　　　　’高察　／顕露醗醸霧　　／、／＼＼㊥龍粁 

∴∴∵∴∴　　∴∴一∴∴∴・菩品 　∴∴：∴； 

∴∴．　　　　　　　　　　　　　　　　∴子∴　　「∴ � 
＼へ、ノ ー蔓三 一∴　　　　集団I∴ 　　　　ノ） 　　　　∴ ��∴∴∴∴∴∴一∴十一　　　　　　　∴∴ 「∴∴　　　　　　　　∴∴ 

＼綾駿翳　　　　　＼／寧～　1、〉 i ∴∴ 

南アルプス等団と集団Ⅱの共通祖先が山梨県内に生息し・ 

諸！iミ ��地理的に隔離され、／それぞれが別の横内集団に進化した可能性 

，菓 �集団Ⅱ　　　　　涜主導戟∵， 　　　　∴　　　一∴＿∴一∴、 �　　　　　　　　▼ 告蔚五廉直市塙稿講話蔽確証疑謀霧読蓬花車諦繭諦予言 
∴；　∴舶一。：∴∴＼∴ 　　．∴∴ 　　し∴∴／i小一′ 　　ノノダ． ・・…； ＼∴二．子 ��仮説⑨∴∴　∴∴　　∴一 　　　　　　　∴∴ 　　　　　　∴∴ 

「∴主：言．∴　∴∴三∴ 
葦窟Ⅲ ��∴　∴・∴　　　　　　　　　　　　　　　　∴ ；、、 唇＼／＼ 

ご※※集団Ⅲ＼∴巻上 ∴∴．∴：∴　j ←・義、’ 謙＼＼ヾ〉 ∴∴：∴　　∴．∴∴：∴ ��∴「 
地理的隔離によって南アルプス集団が県内で進化し、 
その後、県外から集団虹が侵入した可能性 

仮説⑪　懸※　‾饗 ∴∴．：∴：∴「三 ／－／強く、／（手 ∴「∴∴　∴　∴一 

証DNACOⅡ遺伝子編隊の系統樹 

集団1 7●▲．●Oi［io●◆1●●l ��∴　　　　一恵∴∴∴∴ 　　　　∴ 

県内に集団皿が生息していたところに　　　　　　　　　　　　　、－ノ 

園田語轄　－‾‾　　純搬灘’ ��県外から南アルプス集団が侵入してきた可能性 告仮説②“③にづいて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葦 
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