
　てから30年以上経っており、高さ約7．5m、根本周り

　60cIn・30cm（二本の幹が合体している）となっている。

　　何れも約30年程経過する内に、この園の中で根本周

　りが60cm以上に育った幾っかの種類を取り上げて、現

　況を解説した。

　　此の地に野生種で、ウラジロイタヤ、オニイタヤ、テ

　ツカエデ、ヤマシバカエデ、カジカエデ、ミツデカエデ・

　メグスリノキ、ハナノキ、セメノヴカエデ、サトウカエ

　で等があり、また園芸品種もミノヤツブサ、マイクジャ

　ク、ネグンドカエデ、オオイサミ、シシガシラ、オクシ

　モ、オウシュウシダレ、ベニシダレ、キヨヒメその他数

　種がある。虫害や密植の害等が見られるが、何れも概ね

　生育は良好である。

　　最近は各個体が生育が良すぎてお互いにぶっかりあ

　り、密植の状態が過ぎて枯れるものが出始めている。こ

　れも自然の中の競争の現象によるものと考えられる。

　自宅の栽培環境

土質は海岸性の完全な砂質土壌であること。緩傾斜地で

もあるため非常に排水がよく、モミジ類の生育に適する。

反面真夏の地下水位が低くなり易く、猛暑の年は地下水の

不足を起こし、生育が衰え易い。この事はある程度予想さ

れたので、粘質の土壌を僅かではあったが客上した。しか

しこれの効果はあまり認められなかったようである。今年

のような猛暑には灌水もあまり効果がなく、大分心配させ

られたが、何とか危機を越えられたようである。乾燥に対

する抵抗性はモミジ類はかなり強いものと言ってよい。こ

れは自然状態での状況を観察すればすぐ納得できる。しか

し湿地性のカラコギカエデのような種類が案外乾燥に強い

のには驚かされた。

　風は海から吹いてくる塩分を含んだ西風が直接あたるた

め、特に秋の末の紅葉の発色が一般に悪い。これは種類に

もまた年にも気象条件にもよる。新潟市で色の出方で最も

問題となるのは空中湿度で、これについては半ば諦めの状

態である。発色する以前に葉が乾燥と塩分を含んだ風によ

って最適期の11月巾旬頃に縮んでしまうようである。ま

た発色しても何れもくすんだ色にしかならない。また雪は

新潟であるから毎年降る量は知れたものである。今年の猛

暑は特別であうたが、例年でもやはり35℃近くまでは何度

か上昇する。

新潟県におけるカエデ属の絶滅危惧種とユキツバキとの共存関係

〔新潟県植物保護　第30号（2001年10月）の復刻〕

石沢進

1，新潟県におけるカエデ属の絶滅危惧種

　　カエデ属の植物が絶滅、絶滅危恨1類、絶滅危慎11類に

　ランクされた国および新潟県の種はない。しかし、すべ

　ての種が絶滅の心配がないわけではない。

　　新潟県（20G1年）の「レッドデータブックにいがた」

　でカエデ属の絶滅危惧種には、次のような種が対象にな

　っている。

準絶滅危惧種（NT）：チドリノキ（ヤマシバカエデ）

地域個体群（LP）：アサノハカエデ、ホソエカエデ、

　　　　　　　　　ウリカエデ、カジカエデ、

　　　　　　　　　ウラゲエンコウカエデ

地域個体群（LP）

　アサノハカエデ：県南部の中頸城郡妙高高原町、南魚

沼郡湯沢町、中魚沼郡津南町などに分布している。それ

らの町に接する長野県や群馬県などでは各地に多くの個

体がみられるが、県内の生育地では、燗体数が少ない

（写真3．4）o

　ホソエカエデ：申頸城郡妙高高原町の他、上越市白河

内沢に記録がある｛丸山吉夫（1982）新潟県生態研究誌

第2号51］。（写真7のホソエカエデは葉裏の基部葉脈の

分かれ目の膜がほとんどないので、別の変異体の可能性

もある）。

　準絶滅危惧種（NT）

　チ罫リノキ：本種は県内では、南西部にやや広く分布

し、北では県申部の三島郡出雲崎町や中蒲原郡村松Mllに

隔離している。・いずれの生育地も低海抜に限れている。

fi本海側の北限は村松町であり、ここでの生育状況は良

くs開花・結実している。尾碕富衛。瞬　繁雄両氏の調査

した生育地の植生は次のようである（写莫1・2）。

　ウリカエデ：現在、中頸城郡妙高高原町に確認しただ

けである。生育地に近接してゴルフ場が開設されてい

る。ゴルフ場の朋設前の調査でその生育が確認されたの

で、ゴルフコースに計画予定地であったが、コースを変

更してウリカエデの生育地は辛うじて避けて守られてい

る（写真5・6）。
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チドリノキ生育地の植生調査票

（群落名）ケンポナシーアカシデ群落（チドリノキを含む）　1981年

調査地：新潟県中蒲原郡村松村桑沢

（地形）斜面、谷　　（風当）弱　　（土壌）褐森　　（日当）中1陰

6月20　調査者　尾聴富衛、関繁雄

（土湿）適

（階層） （優占種） （高さm） （植被率％） （胸径crn） （種類）

1　高木層 ケンポナシ 25～20 70 ．40

∬　亜高木層 アカシデ 7～4 90

皿低木層 ハイイヌツゲ 5～1 15

キブシ ～2 10

IV草木層 クジャクシダ 25

V　コケ層

S D・S V S　P　P S D・S V S　P　P S D・S V S　P　P

1 2・2 ケンポナシ 十 ウリノキ 十 トリアシショウマ

1・1 ケヤキ 十 チシマザサ 十 オオバギボウシ

十 タニウツギ 十 イヌワラビ

∬ 3・3 アカシデ 十 ヤマウルシ 十 キバナアキギリ

1・2 フジ 十 エゾツリバナ 十 リョウメンシダ

2・2 ヤマモミジ 十 エゾアジサイ 十 イワガラミ

1、・1 アワブキ 十 チドリノキ 十 ユウガギク

1・1 チドリノキ 十 ウゴツクバネウツギ 十 コシノチャルメルソウ

十十 ミズナラ 3・3 クジャクシダ 十 オクモミジパグマ

十 アブラチャン 2・3 ウワバミソウ 十 トボシガラ

十 マルバマンサク 1・1 カメバヒキオコシ 十 オオバコ

十 エゴノキ 1・1 クサァジサイ 十 オオバナニガナ

十 ッルウメモドキ 1・1 ダイモンジソウ 十 アカソ

十 コシジシモッケ 十 セキショウ

皿 1・1 ハイイヌヌッゲ 十 カラマツソウ 十 シシガシラ

十 キブシ 十 フキ 十 ジュウモンジシダ

十 カマズミ 十 ゼンマイ 十 クルマバナ

十 モミジイチゴ 十 クサボタン 十 オオバギボウシ

十 ユキツバキ 十 ユキノシダ 十 イヌワラビ

十 一フジ 十 ミゾシダ 十 キバナァキギリ

十 スギ 十 カニツリグサ ÷ リョウメンシダ

十 ムラサキシキブ 十 ショウジョウバカマ 十

十 ヒメアオキ 十 チョウジギク

　カジカエデ：東頸城郡松之山町や糸魚川市来海沢（写

真8）の他、糸魚川市頭山に記録がある［丸山吉夫

（1982）新潟県生態研究誌　第2号49］。

　ウラゲエンコウカエデ：県内では糸魚川市小滝明星山

（山頂）に記録があるだけである。

　以上の地域個体群（LP）として類型してカエデの種は

生育地が限られ、また生育する個体もそれほど多くない

ので、土地の改変が行われれば消滅してしまう可能性が

大きい。それらの生育地は大切に保護しておくことが切

望されるe

2．新潟県における力エデ属の分布とユキツバキの分布圏

　（共存関係）

　　新潟県におけるユキツバキの分布圏とカエデ属の分布

上の相関を大局的にまとめると、次のように区分でき

　る。

水平分布

　ユキツバキ分布圏内に分布する種：

　　　ヤマモミジ（写真8）、ウラジロイタヤ

　ユキツバキ分布圏外に分布する種：，

　　　カラコギカエデ、オニイタヤ、メグスリノキ、エ

　　　ゾイタヤ（写真11）
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1．新潟県におけるカエデ属の絶滅危惧種

写真1・2　チドリノキ（ヤマシバカエデ）中蒲原郡村松町桑沢［May　17，1981］

溢・蔑∫

写真3　アサノハカエデ
中頸城郡妙高高原町杉野沢苗名滝道［May 11，1994］

写真5　ウリカエデ 中頸城郡妙高高原町関

　　　　　　　［Ocし　19，1993］

綴瓢耀

写真7　ホソエカエデ　中頸城郡妙高高原町関川産
　　　　　　　　　　（出雲崎町栽培）［Aug．19，2001］

写真4　アサノハカエデ南魚沼郡湯沢町浅貝三国峠道
　　　　　　　　　　　　　　　　　［Oct　11，1981］

写真6　ウリカエデ 中頸城郡妙高高原町関川薩
（出雲崎町栽培）［Aug　19，2001］

写真8　カジカエデ 糸魚川市来海沢（海谷渓谷）

　　　　　　　　［July　8，2000］
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2．ユキツバキの分布圏とカエデ属の分布

写真8ヤマモミジ・ユキツバキ共存 山北町日本国
［July　5，2001］

写真9　コハウチワカエデ・ユキツバキ共存
　　　　山北町日本国　　　　　　　　［July　5，2001］

写真11 エゾイタヤ　山北町寒川狐崎［May　5，1979］

ユキッバキ分布圏外で主に海岸沿いに分布

写真13　ナンゴクミネカエデ　飯豊連峰（七森）［JUIy　19，1988］

　　　　ユキツパキ分布圏外で主に亜高山帯に分布

写真10 ハウチワカエデ・ユキツバキ共存
山北町日本国　　　　　　　［July　5，2001］

写真12　テツカエデ　黒川村頼母木山［Aug．28，1986］

　　　　ユキツバキ分布圏内にも稀に分布

写真14　ミネカエデ　妙高高原町高谷池火打山［July　17，1979］

ユキッバキ分布の上限で接するように分布

一145一



中蒲原郡村松町桑沢のチドリノキ目生地

ユキツバキ分布圏に接在する種：

　　ウリカエデ、アサノハカエデ、ウラゲエンコ（ユ・

　　キツバキの分布限界地に分布）ウリカエデ、チド

　　リノキ、ホソエカエデ、カジカエデ

ユキツバキ分布圏に広く分布する種：

　　ウリハダカエデ、アカイタヤ、ヒトツバカエデ、

　　コハウチワカエデ（写真9）、ハウチワカエデ（写

　　真10）

垂直分布（主に高所に分布している種）

　ユキツバキ分布圏外に分布する種：

　　　オガラバナ、ナンゴクミネカエデ（写真13）

　ユキツバキ分布圏に接在する種：

　　　ミネカエデ（写真14）

　ユキツバキ分布圏にも分布する種：

　　　コミネカエデ、テツカエデ（写真12）

　水平分布からみた類型

1）ユキツバキ分布圏内に分布する種

　水平分布からみてヤマモミジ、ウラジロイタヤ、アカ

　イタヤの3種が該当する。ヤマモミジ、アカイタヤは日

本海要素の植物であり、垂直分布もほぼユキツバキ圏内

　にある。ウラジロイタヤは中部日本に分布している種

で、県内では下越と県南西部に分布し、中越では分布を

欠くので、ユキツバキの分布とは異なっている。しか

し、ウラジロイタヤの生育地はユキツバキの分布圏内に

ある。

2）　ユキツバキ分布圏外に分布する種

　　水平分布から大局的にみてカラコギカエデ、オニイタ

　ヤ、メグスリノキ、ミツデカエデ、エゾイタヤはユキツ

　バキの分布圏外に分布している。カラコギカエデはユキ

　ツバキと共存しているところは見ていない。オニイタ

　ヤ、メグスリノキ、ミツデカエデはユキツバキと共存し

　ていることもあるので、全くユキツバキの分布圏外に分

　布する種ではない。エゾイタヤは主に海岸沿いに分布

　し、内陸に分布していないので、ユキツバキとの共存し

　ていることは少ない。

3）ユキツバキ分布圏に接在する種

　　ウリカエデ、アサノハカエデ、ウラゲエンコウカエデ、

　チドリノキ、ホソエカエデ、カジカエデをユキツバキの

　分布圏に接在する種と類型したが、チドリノキ、カジカ

　エデを除くウリカエデ、アサノハカエデ、ウラゲエンコ

　ウカエデ、ホソエカエデは新潟県内では分布地点が稀で

　あり、主に太平側に分布しているユキツキバキの分布限

　界地付近に分布している。

　　チドリノキは県の南西部には多産するが、中部では出
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雲崎町、加茂市、村松町などに隔離して分布し、ユキツ

バキとしばしば共存している。カジカエデは太平洋側に

分布しているが、県内では3地点ほど生育が確認されて

おり、2地点ではユキツバキと共存している。従ってチ

ドリノキ、カジカエデをこの類型とは別に区分する方が

妥当かもしれない。

4）ユキツバキ分布圏に広く分布する種

　　ユキツバキの分布圏に広くみられる種としてウリハダ

　カエデ、ヒトツバカエデ、コハウチワカエデ、ハウチワ

　カエデがあげられる。ヒトツバカエデは他の3種よりは

　分布地点が少ないが、広域に生育している。

垂直分布からみた類型（主に高所に分布している種）

1）ユキツバキ分布圏外に分布する種

　　オガラバナ、ナンゴクミネカエデは亜高山帯から高山

帯に分布しているので、低山帯に分布しているユキツバ

キとは分布域を異にしている。

2）ユキツバキ分布圏に接在する種

　　ミネカエデは亜高山帯から高山帯に分布しているが、

　しばしば低山帯上部にも生育しているので、ユキツバキ

　の上限付近で共存していることがある。

3）ユキツバキ分布圏にも分布する種

　　コミネカエデ、テツカエデは低山帯から亜高山帯にか

　けて分布しているので、ユキツバキとは共存しているこ

　とがある。しかし、広域にわたってユキツバキと共存し

　ていない。

本文の内容は、主に植物保護30号（2001）に掲載した

ものであるが、一部追加して再録したものである。

上越市浦川原区のカエデ
五百川 裕

　新潟県上越市浦川原区霧ヶ岳において、県内では稀産の

カジカエデAcer　diabolicum　Blume　ex　K．Koch（図1）の

生育を確認したので報告する。カジカエデは、日本固有種

で、本州、四国、九州に産し、関東西部及び東海地方の山

間部に最も分布密度が高く（尾崎2000）、太平洋側の北限

は宮城県である（Ogata　1999，宮城植物の会2001）。新

潟県においては、十日町市松之山兎口、および糸魚川市来

梅沢と頭山に分布が記録されているのみであり（丸山

1982，尾崎2000）、十日町の生育地が日本海側の北限とさ

れる（尾崎2000）。

　上越市浦川原区霧ヶ岳のカジカエデは、今年（2005年）

10月22日に同地において開催された理友会研修会（上越

地域の理科教員の研修会）の場で、同会会長の山本敬一氏

が発見されたものを、同行していた著者に質問されたこと

から確認されたものである。生育地は、霧ヶ岳北麓の温泉

施設裏にある北に開いた小谷の東側艇面の下部に位置す

る。この小谷には霧ヶ岳に登る遊歩道が作られており、そ

れに沿って谷底には植栽と思われるオニグルミの大木が数

本並んで生え、湿った林床には、ミゾソバ、ウワバミソウ、

アカソ、カメバヒキオコシ、サラシナショウマ、フッキソ

ウなどが群落をなして生育している。やや傾斜が急な東側

斜面は、ハイイヌガヤ、マルバマンサ久ユキツバキ、ヤ

マグワ、ミヤマホウソ、ケキブシなどの低木林となってい

るが、カジカエデは、それらの低木層から抜き出るように

高さ5m以上の成木が5本ほど生育しており、実生と思われ

る幼木も数本みられた。成木の幹基部の直径は15～20cm

あるが、いずれも幹基部が斜面下部方向に倒伏した後に立

ち上がって直立しており（図2）、倒伏部で分枝した複数の

幹が並立して樹冠を形成している。樹冠が絡み付いたクズ

によって被われた個体もあったが、生育状態は概ね良好の

ようであった。カジカエデは雌雄異株であり、今回の調査

では果実を付けた個体は見られなかったものの、実生とみ

られる幼木があったことから、成木の中には雌株、雄株と

もに含まれている可能性が筒いものと思われる。

この生育地は、松之山兎口の産地の北西約12㎞に位置

しており、共に日本海側の北限産地をなすものとして注目

される。周辺地域にはまだ他にも生育地がある可能性があ

り、県内稀産種であるカジカエデの分布制限要因を明らか

にする上でも、さらなる調査が期待される。この生育地も

山本敬一氏の指摘が無ければ見過ごされていたはずであ

り、山本氏の鋭敏な観察力に敬意を表する。

　この報告を記すにあたり、長年にわたって新潟県におけ

るカエデ属植物の分布と生態を調査された尾崎富衛先生の

情熱と多くの貴重な成果に敬意を表すると共に、慎んでご

冥福をお祈り申し上げます。
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