
苅安の茅場が残る福島県南会津町高清水自然公園ひめさゆり群生地の植物相と植生 （8605）

―　　―

福島大学地域創造
第29巻 第１号 81～102ページ
2017年９月

Journal of Center for Regional 
Affairs, Fukushima University 
29 (1):81-102, Sep 2017

資 料

摘　　　要

　福島県南会津町の高清水自然公園ひめさゆり群生地
の保全計画の策定の基礎とすることを目的として植物
相調査および植生調査を行った。植物相調査により，
112種類の維管束植物が確認された。このうち，保護
上重要な植物としてヒメサユリ，ギンラン，ヤマトキ
ソウ，キキョウ，ヤナギタンポポの５種が含まれてい
た。植生調査により，オオヒゲナガカリヤスモドキが
優占する草地であることが明らかとなった。高清水自
然公園ひめさゆり群生地は，ヒメサユリ以外の草地生
の希少植物の生育地として地域の生物多様性保全上重
要であるほか，全国的にも少ない苅安の茅場が現存す
る貴重な環境であることが明らかとなった。また，木
本の侵入が目立ち，森林への遷移が進行し始めている
と考えられることが明らかになった。これらの結果か
ら，高清水自然公園ひめさゆり群生地の保護上重要な
植物の生育地としての重要性，現在の植生と成り立ち，
苅安の茅場としての価値について議論した。これらに
基づき，⑴ヒメサユリをはじめとする草地生植物を保
全し，森林への遷移を抑制するために，火入れ，草刈
りの管理を再開する必要があること，⑵苅安の茅場で

あることを活かした運営や広報を行うことが望ましい
ことの２点を提言した。

は じ め に

　火入れ，放牧，刈り取りといった人間活動によっ
て維持される草原を「半自然草地」という（須賀 
2012）。半自然草地は1960年代以降急速に生産的価値
が失われ，開発や放棄後の遷移により減少している
（大窪 2002）。20世紀初めには日本の国土の１割ほど
を占めていた草地面積が，近年では３％程度あるいは
１％程度になっているとされる（氷見山他 1995, 小
椋 2006）。このような全国規模の植生の変化は草地生
草本植物の減少を招いており，残された半自然草地を
含む草地環境には多くの絶滅危惧植物が生育すること
が指摘されている（藤井 1999, 兼子他 2009）。福島県
でも，かつて宇津峰山や仙台平の草原に保護上重要な
草地生植物がそれぞれ６種類以上生育していたこと
が，過去に採集された標本から指摘されている（黒沢
他 2013）。喜多方市に位置するヒメサユリ自生地「ひ
めさゆりの丘」では，現在も維持されている草地環境
に４種の絶滅危惧植物の生育が確認されている（猪瀬
他 2015）。このように，半自然草地は日本の生物多様
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性を保全する上で重要な場所である。
　高清水自然公園ひめさゆり群生地は，福島県南会
津郡南会津町に位置する面積約4.5haの草地である
（図１）。ユリ科ユリ属の多年草のヒメサユリLilium 
rubellum Bakerが多数生育しており，南会津町の著
名な観光地の１つとなっている。ヒメサユリは日本
固有の植物であり（加藤・海老原 2011, 田村・高
橋 2015），山形県・福島県・新潟県・宮城県の県境
付近にのみ生育している（高原他 2012, 田村・高橋 
2015）。別名オトメユリと言われ（清水 2002），会津
地域では単にサユリ，または茅場に多く見られたこと
からカッチキユリとも呼ばれる（福島県1967）。ヒメ
サユリは，山地や深山の草地に生育するとされ（田
村・高橋 2015），生育地の詳細な環境は雪田草原，尾
根沿いのガレ場，雪崩地形の岩場，刈り払い草地で
（高原他 2012，大曽根他 2013），開けた明るい環境を
好み，乾燥や標高に対して適応性を持つとされる（大
曽根他 2014）。園芸採集や管理放棄，自然遷移，ダム
建設により減少が進行しており（環境庁自然保護局野
生生物課 2000，福島県生活環境部環境政策課 2002），
環境省レッドリスト2017（http://www.env.go.jp/
press/103881.html，2017年８月１日確認，以下環境
省RL）およびふくしまレッドリスト（植物）見直し
中間案（福島県HP　http://www.pref.fukushima.
lg.jp/，2017年８月１日確認，ただしカテゴリーは未
公表，以下福島県2016RL）で準絶滅危惧に指定され
ている。福島県内ではかつて県北地域や会津地方に
広く分布していたことが知られている（福島県 1967, 
昭和村役場教育委員会 1973）。現在では，県北の半田
山周辺や会津地方で生育が確認されている（福島県植
物誌編さん委員会 1987, 福島県生活環境部環境政策
課 2002, 高原他 2012）。しかし，福島県内のヒメサユ
リは，只見町のような深山の生育地では生育状況が良
好なものの（高原他 2012），人里の生育地では保護活
動をしている場所を除いて減少していることが指摘さ
れている（高原他 2012, 小林 2014）。
　ヒメサユリの群生地として知られる場所の一部で
は，福島市土湯の堤ヶ平などのように，ヒメサユリ
の植栽を行うことで群生地を創出した場所もあるが
（http://hana-fukushima.jp/news/016，2017年８月15

日確認），高清水自然公園ひめさゆり群生地は，喜多
方市のひめさゆりの丘同様（猪瀬他 2015），ヒメサユ
リが元々生育していた自生地である。この場所はかつ
ての茅場であり，定期的な火入れや草刈りを行うこと
で自生のヒメサユリ個体群を維持してきた（表１）。

1991年からはヒメサユリの観光地として管理・運営さ
れており，近年はヒメサユリの開花期間には毎年１万
人ほどの観光客が訪れ，付近に住む福島県もりの案内
人の会会員がボランティアガイドを行っている。しか
し，後述のように近年では火入れ，草刈りによる管理
が休止された。そして，（実際に減少しているかは不
明であるが）観光客の一部からヒメサユリの減少が指
摘されることがあった。また，ボランティアガイドは
クロヅルの繁茂が気にかかるようになった。2016年に
管理・運営が町直営となったことを契機に，南会津町
は，南郷総合支所振興課を事務局として，南郷地域の
観光資源として最も大きな位置づけである「ひめさゆ
り」と高清水自然公園が抱える課題を整理し，継続的
な復興の基礎を固めるための具体的な施策の指針とな
る実行計画である「ひめさゆり物語」策定事業を開始
した。この中で，ヒメサユリの群生地の計画的整備な
ども想定された。希少植物の生育地を観光地として管
理する場合，適切な管理を行うことができれば地域の
生物多様性保全と観光資源の両立が可能となる。一方
で，観光のみを重要視した管理が行われ，従来の自然
環境が失われてしまう場合もある（杉村 2002，井鷲 
2012）。そのため，観光利用されている希少植物の生
育地では，生物相や自然環境を正確に把握し，適切な
管理策を決める必要がある。高清水自然公園ひめさゆ
り群生地は火入れ，草刈りにより草地環境を維持して
きた場所であり、ヒメサユリの他にも希少な植物が生
育していることが予想される。しかし，生育している
植物については，これまで学術調査が行われておらず，
パンフレットで紹介される程度しか知られていない。
　本研究は，この南会津町による「ひめさゆり物語」
策定事業の一環として，高清水自然公園ひめさゆり群
生地の保全計画の策定の基礎とすることを目的として
植物相調査および植生調査を行った。得られた結果か
ら適切と考えられる管理策を提言した。

調 査 方 法

１．調査地概要
　高清水自然公園ひめさゆり群生地は，福島県南会
津町にある北緯37度16分59秒から17分06秒，東経
139度34分41秒から54秒，標高約900ｍに位置する草
地面積約4.5haの草地である（図１Ａ，Ｂ）。周辺
にはブナやミズナラが優占する森林が広がっている
（図１）。高清水自然公園ひめさゆり群生地の北側上
部の山の斜面にはガレ場が確認でき，その周辺の森

82



苅安の茅場が残る福島県南会津町高清水自然公園ひめさゆり群生地の植物相と植生 （8607）

―　　―

図１．本研究の調査地である福島県南会津町の高清水自然公園ひめさゆり群生地とその周辺．
Ａ：調査地とその周辺の航空写真（Google Earthから配信された2015年11月５日撮影の衛星写真を
使用した）．
Ｂ：調査地の範囲（赤色実線），木道（緑色の実線），調査区内の区分と電気柵（黄色実線），2004年
伐採地の範囲（青色実線）およびコドラートの設置場所（黒色数字）．地形図は南郷総合支所作成
の測量図を使用した．
Ｃ：高清水自然公園ひめさゆり群生地上部のガレ場（黒色実線内側，写真はDJI Phantom 3 
Professionalを用いて2017年６月23日増井太樹氏撮影）．
Ｄ：ガレ場周辺の矮小の木本（写真はDJI Phantom 3 Professionalを用いて2017年６月23日増井太
樹氏撮影）．
Ｅ：2015年の高清水自然公園ひめさゆり群生地とその周辺（Google Earthから配信された2015年11

月５日撮影の衛星写真を使用した）．
Ｆ：1964年の後の高清水自然公園ひめさゆり群生地とその周辺（1964年11月12日国土地理院撮影の
TO644Y-C6B-6を使用した）．
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Ｅ

Ｂ

Ｄ

Ｆ
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林は木が矮小である（図１Ｃ，Ｄ）。
　高清水自然公園ひめさゆり群生地は，大部分が草
地状である（図２Ａ）。草地内には草本や低木の他
に切り残された数本のアカマツ，ミズナラ，ダケカ
ンバなどの高木が生育しており（図２Ａ），南側は
一部アカマツの疎林になっている（図２Ｂ）。高清
水自然公園ひめさゆり群生地では，毎年春季の火入
れ，夏季以降の草刈りを行うことで草地環境を維持
してきた。しかし，2008年以降は火入れ草刈りの頻
度が低下しており，火入れは2014年に完全に休止さ
れた（表１）。草刈りについても正確な時期は確認
できなかったが未実施の年が続いていたようであ
る。2014年には草刈りと茅の搬出が再開されたが，
その規模はごく一部のみであった。
　そのほか，高清水自然公園ひめさゆり群生地では
ヒメサユリを保全するために様々な取り組みが行わ
れている。高清水自然公園ひめさゆり群生地の道路
に面した入り口の周囲に木柵を設け，ヒメサユリが
咲いている時期に設定した開放期間以外の人の立ち
入りや盗掘を防止している。また，草地内には木道
を設け（図２Ｃ），観光客などによる踏みつけを防
止している。草地の周囲には電気柵を設け（図２Ｄ），
イノシシなどの野生動物による食害被害を防止して
いる。開放期間中は，外からの植物や菌の持ち込み

を予防する目的で入り口に消毒マットを設置してい
る。
　高清水自然公園ひめさゆり群生地の北側は急勾配
な斜面で（図２Ｅ），定期的に草刈りされ草地になっ
ているが，人があまり立ち入らないため，木道や電
気柵は設置されていない。高清水自然公園ひめさゆ
り群生地の北東側には，ヒメサユリの生育地を拡大
する目的で2004年に森林を伐採して草地にした場所
がある（図１Ｂ，以下2004年伐採地）。しかし，伐
採後は草刈りや火入れは行われておらず，2016年現
在は高茎草本やワラビ，低木により多少とも鬱蒼と
している（図２Ｆ）。この場所も木道や電気柵は設
置されていない。
　1964年の航空写真（1964年11月12日国土地理院撮
影のTO644Y-C6B-6）から，南会津町南郷地域の
山中に広大な草地が広がっていて，現在の高清水自
然公園ひめさゆり群生地もその草地の一部であった
ことが確認できる（図１Ｅ，Ｆ）。草地は伊南川に
隣接する集落から離れた山地に広がっており，伝上
山の山頂や宮床湿原の周囲も草地となっている。こ
のように広大な草地が広がっているのはかつて茅場
として利用されていたからであると考えられる。こ
の草地環境は1947年の航空写真（1947年11月４日米
軍撮影のUSA-M627-365）からも確認することが

表１．福島県南会津町南郷地域および高清水自然公園ひめさゆり群生地とその周辺の主な出来事．

南会津町南郷地域 高清水自然公園ひめさゆり群生地とその周辺

1947年 一帯に茅場が見られる（図３） 一帯に茅場が見られる（図３）
1964年 一帯に茅場が見られる（図３） 一帯に茅場が見られる（図３）
1970年 南郷村界に温泉が湧く（南郷村教育委員会 1987）
1971年 さゆり荘旧館完成（南郷村教育委員会 1987）
1975年 宮床湿原が福島県の自然環境保全地域に指定される

（南郷村教育委員会 1987）
1976年 藪地，森林の面積が増加する（図３） 草地環境に樹木が点在する（図３）

南郷スキー場が開設される（南郷村教育委員会 1987）
1978年 宮床湿原が南郷村の天然記念物に指定される ヒメサユリが群生，道中は藪地的な環境であった（菅

野 1978）
1982年 山部がミズナラ群落，ブナ群落とされる（馬場 1987） 周囲がミズナラ群落とされる（馬場 1987）
1980年代後半 南郷スキー場でヒメサユリの播種が行われ始める
1991年 ひめさゆり群生地が観光地として公開
2004年 群生地奥で伐採が行われる（2004年伐採地）
2008年 このころまで定期的に草刈りや火入れが行われていた

以降管理頻度が低下する
2014年 火入れが休止される

一部で茅の刈り取りと搬出を開始
2015年 南郷うた＊たねフェス実行委員会によってスキー場ゲ

レンデにヒメサユリを播種し，増加させる活動が開始
される

2016年 南会津町により「ひめさゆり物語」事業が開始される 管理・運営が南会津町直営となる
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図２．福島県南会津町の高清水自然公園ひめさゆり群生地の景観，植生とイノシシよけに
設置した電気柵．
Ａ：木道周辺と切り残された高木（2016年８月10日撮影）．
Ｂ：南部のアカマツ疎林とアカマツ林縁（2016年８月10日撮影）．
Ｃ：木道周辺西部のミズナラ林縁:（2016年８月10日撮影）．
Ｄ：草地の周囲に設置された電気柵（2016年10月17日撮影）．
Ｅ：北側斜面（写真奥, 2016年10月18日撮影）．
Ｆ：2004年伐採地（2016年８月10日撮影）．

でき（図３），これらの時代は茅場が維持されてい
たことが分かる。1976年の航空写真（1976年10月18

日国土地理院撮影のCTO7627-C3A-9）から，その
頃までに周囲の草地が藪地化し，現在の高清水自然

公園ひめさゆり群生地内にも樹木が点々と生育して
いることが確認できる（図３）。また、菅野（1978）
によると，当時の南郷地域の集落からヒメサユリの
群生地までの道のりは森林や藪地的な環境であった

Ａ

Ｃ

Ｅ

Ｂ

Ｄ
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図３．福島県南会津町の高清水自然公園ひめさゆり群生地の植生および土地
利用の変遷（航空写真および衛星写真は，それぞれ1947年11月４日米
軍撮影のUSA-M627-365，1964年11月12日国土地理院撮影のTO644Y-
C6B-6，1976年10月18日国土地理院撮影のCTO7627-C3A-9，Google 
Earthから配信された2015年11月５日撮影のものを使用した）．
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と記録されている。これらから，1970年代には茅場
の管理が放棄され森林への遷移が進行したと考えら
れる。一般に日本の茅場は1960年代以降，産業的価
値が低下し，管理放棄によって減少していることが
知られており（大窪 2002），南郷地域でも同様に茅
場が放棄されていったものと思われる。ちょうどこ
の頃から，南会津南郷地域ではヒメサユリの保護活
動がなされるようになった（福島県 1971）。詳細な
時期は特定できなかったが，その後間もなく高清水
自然公園ひめさゆり群生地でも保護活動が始まった
ようである。1982年の南郷村の植生図では，高清水
自然公園ひめさゆり群生地を含む一帯がミズナラ群
落，またはブナ群落とされている（馬場 1987）。そ
のため，1980年代までにすでに大部分が森林へ遷移
していたと考えられる。一方で，現在の高清水自然
公園ひめさゆり群生地では保護活動が継続されてヒ
メサユリが多数みられるようになり，1991年から観
光地として一般に公開されるようになった。2015年
の衛星写真から，現在では高清水自然公園ひめさゆ
り群生地と一部の湿地が草地状の環境として確認で
きるのみで，周囲は森林であることが確認できる（図
３）。現在，高清水自然公園ひめさゆり群生地は南
会津町により管理されており，毎年ヒメサユリの開
花時期である６月から７月に公開されている。

２．植物相調査
　高清水自然公園ひめさゆり群生地に生育している
維管束植物を明らかにするために植物相調査を行っ
た。調査範囲は木道周辺，北側斜面，2004年伐採地
とした（図１Ｂ）。調査は，2016年７月10日から10

月17日にかけてほぼ月１回の頻度で行い，さらに
2017年５月31日と６月23日の計６回行った。調査
では，生育を確認した維管束植物を全種類採集し
た。正確な同定を行うため，シダ植物では胞子嚢を
持つ個体，種子植物では花や果実などの繁殖器官を
持つ個体を採集するよう心掛けた。幼樹しかない木
本など，繁殖器官を持つ個体がないと判断した種類
については，その状態で採集した。同定には基本的
に大橋他（2015，2016ａ，2016ｂ），佐竹他（1981，
1982ａ，1982ｂ，1989ａ，1989ｂ），岩槻（1992）
の検索表や記載を用い，イネ科植物は長田（1989），
カヤツリグサ科スゲ属植物は勝山（2005）も参考に
した。同定後，採集した植物でさく葉標本を作製し，
証拠標本として福島大学共生システム理工学類生物
標本室（FKSE）に収めた。

　本研究では，環境省RL，福島県レッドデータブッ
ク（福島県生活環境部環境生活課 2002，以下福島
県RDB），福島県2016RLに掲載されている植物を
保護上重要な植物とした。また，環境省および農林
水産省が作成した「我が国の生態系等に被害を及ぼ
すおそれのある外来種リスト」（環境省HP　http://
www.env.go.jp/press/100775.html，2017年８月
17日確認，以下生態系被害防止外来種リスト）に掲
載されている植物を侵略的外来植物とした。

３．植 生 調 査
　高清水自然公園ひめさゆり群生地で，植生の特徴
を把握するために2016年８月11日にコドラート調査
を行った。木道沿いと2004年伐採地でそれぞれ１ｍ
×１ｍのコドラートを12個設置した（図１Ｂ）。コ
ドラート番号は，木道周辺に設置したものを１～６，
2004年伐採地に設置したものを７～12とした。コド
ラートのサイズはヒメサユリの生育地で植生調査を
した大曽根ら（2013）に合わせた。調査では，コド
ラートの経緯度，植生高，全体の被度を記録し，コ
ドラート内に生育する種類ごとの被度を百分率で記
録した。その際，０％を「・」，１％以下を「＋」
とし，５％未満を１％刻み，５％以上を５％刻みで
記録した。

結　　　果

１．高清水自然公園ひめさゆり群生地の植物相
　高清水自然公園ひめさゆり群生地内の調査によ
り，112種類（111種１変種）の維管束植物を確認し
た（表２）。草地内にはオオナンバンギセルやカセン
ソウ，オミナエシなどの草地生植物が顕著であった。
　保護上重要な植物としては，ヒメサユリ，ギンラ
ン，ヤマトキソウ，キキョウ，ヤナギタンポポの５
種を確認した（図４Ａ～Ｄ，表３）。ヒメサユリは，
木道周辺の草地環境や木道沿いで数千個体，北側斜
面や2004年伐採地では数個体の生育を確認した。ギ
ンランは木道周辺のミズナラ林縁で１個体の生育を
確認した。ヤマトキソウは木道周辺のアカマツ疎林
縁で２個体の生育を確認した。キキョウは木道周辺
の草地内，木道沿い，北側斜面に隣接するイノシ
シ電気柵沿いで61個体，北側斜面では30個体以上，
2004年伐採地では数個体の生育を確認した。ヤナギ
タンポポは木道周辺の草地環境に11個体の生育を確
認した。
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図４．福島県南会津町の高清水自然公園ひめさゆり群生地で確認された保護上重要
な植物，木道周辺で多数確認された木本，木道周辺および2004年伐採地に設
置したコドラートの代表的な植生の状況．
Ａ：ヒメサユリ（2017年６月23日撮影）．　　Ｂ：ヤマトキソウ（2016年７月10日撮影）．
Ｃ：キキョウ（2016年８月10日撮影）．　　　Ｄ：ヤナギタンポポ（2016年８月10日撮影）．
Ｅ：先駆樹種であるシラカンバの幼樹（2016年10月17日撮影）
Ｆ：周囲の森林の優占樹種であるミズナラの幼樹（2016年10月18日撮影）．
Ｇ：オオヒゲナガカリヤスモドキが優占する木道周辺コドラート５（2016年８月10日撮影）．
Ｈ：ワラビが優占する2004年伐採地コドラート９（2016年８月10日撮影）.

Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ

Ｅ Ｆ

Ｇ Ｈ
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　帰化植物は，２種を確認した。確認した維管束植
物112種類のうち，帰化植物を２種確認したので帰
化率は1.8％となった。帰化植物のうち，侵略的外
来植物はアメリカセンダングサ１種のみであった。
アメリカセンダングサは木道周辺の木道沿いに６個
体の生育を確認し，調査の際に全て駆除した。
　今回の調査で確認された維管束植物112種類のう
ち，木本が35種含まれていた（表４）。このうち，
高木の先駆種として知られるアカマツ，シラカンバ
の幼樹や，周囲の森林の優占種であるブナ，ミズナ
ラの幼樹が草地内に多数確認された（図４Ｅ，Ｆ）。
そのほか，タニウツギやノリウツギなどの明るい環
境に生育する低木や，藤本のクロヅルが草地内で顕
著であった。

２．高清水自然公園ひめさゆり群生地の植生
　木道沿いに設置した６コドラートの群落高は125

～176㎝，被度は75～95％で，出現種類数は合計27

種であった（表５）。優占種はいずれもオオヒゲナ
ガカリヤスモドキであり，ワラビ，ヤマハギ，ヒメ
サユリ，オミナエシ，ススキ，オニアザミなどの草
地生の植物が顕著で，明るい環境を好むミツバツチ

グリ，低木のレンゲツツジやタニウツギ，藤本のク
ロヅルなどが確認された（図４Ｇ）。一部では高木
種のミズナラ，キツネヤナギ，アカイタヤや林床植
物のチゴユリ，ミヤマナルコユリが確認された。
　2004年伐採地に設置した６コドラートの群落高は
150～190㎝，被度は70～100％であった（表５）。出
現種類数は合計23種であった。優占種はワラビであ
り，オオヒゲナガカリヤスモドキが次いで多く見ら
れた（図４Ｈ）。オニアザミや林床植物のチゴユリ，
木本のレンゲツツジやハナヒリノキが確認された。
一部では保護上重要な植物であるヒメサユリやキ
キョウ，成長し大きく被覆しているタニウツギが確
認された。

考　　　察

１．保護上重要な植物から見た高清水自然公園ひめさ
ゆり群生地
　調査の結果、これまで生育が知られていたヒメサ
ユリの他に，ギンラン，ヤマトキソウ，キキョウ，
ヤナギタンポポの４種の生育が新たに確認された
（表３）。以下に植物ごとの詳細を記す。

表２．2016～2017年に福島県南会津町高清水自然公園ひめさゆり群生地で確認された自生維管束植物の種類数．
カッコ内はそのうちの帰化植物および逸出植物の種類数．

種 亜種 変種 品種 雑種 計

シダ植物 6（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 6（0）
種子植物
裸子植物 1（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（0）
被子植物
基部被子植物 2（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 2（0）
単子葉植物 21（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 21（0）
真正双子葉植物 81（2） 0（0） 1（0） 0（0） 0（0） 82（2）

計 111（2） 0（0） 1（0） 0（0） 0（0） 112（2）

表３．福島県南会津町高清水自然公園ひめさゆり群生地で2016～2017年に確認された保護上重要な植物，カ
テゴリー，調査地での生育環境．環境省RLは環境省版レッドリスト2017（http://www.env.go.jp/
press/103881.html，2017年８月１日確認），福島県RDBは福島県版レッドデータブック（福島県生活
環境部環境生活課 2002，以下福島県RDB），福島県2016RLはふくしまレッドリスト（植物）見直し
中間案（http://www.pref.fukushima.lg.jp/，2017年８月１日確認，ただしカテゴリーは未公表）を示す．

種名（科名） 環境省RL 福島県RDB 福島県2016RL 生育環境

ヒメサユリ（ユリ科） 準絶滅危惧 準絶滅危惧 準絶滅危惧 草地
ギンラン（ラン科） 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 ミズナラ林縁
ヤマトキソウ（ラン科） 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 アカマツ疎林縁
キキョウ（キキョウ科） 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 草地
ヤナギタンポポ（キク科） 絶滅危惧Ⅱ類 草地
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　ヒメサユリは，木道周辺で数万株が生育していた。
高清水自然公園ひめさゆり群生地は，かつて福島県
内各所でよく見られ，現在では減少してしまった人
里のヒメサユリ自生地（高原他 2012, 小林 2014），
特に茅場の自生地として良好に維持されている場所
であった。2004年伐採地ではヒメサユリは数株の開
花株の生育を確認したのみであった。2004年伐採地
は，高茎草本やワラビ，低木により植生高や被度が
高いため，ヒメサユリをはじめとする草地生植物の

多くが生育しにくい環境となっている可能性があ
る。
　ギンランはラン科キンラン属の多年草である。北
海道から九州の冷温帯から暖温帯の樹林下に生育す
る（遊川 2015）。福島県では県内各地で生育が確認
されている。森林伐採や園芸採集により減少してい
るとして（福島県生活環境部政策課 2002），福島県
RDBで絶滅危惧Ⅱ類，福島県2016RLで準絶滅危惧
に指定されている。今回の調査では木道周辺のミズ

表４．福島県南会津町の高清水自然公園ひめさゆり群生地で2016年～2017年に確認した木本，生育型，調査
地での生育場所．

種類名 生育型 確認場所

アカマツ（マツ科） 常緑の高木 木道周辺のアカマツ疎林
ホオノキ（モクレン科） 落葉低木 木道周辺のミズナラ林縁
クロモジ（クスノキ科） 落葉低木 木道周辺のアカマツ林縁
ノブドウ（ブドウ科） つる性の半低木 木道周辺のミズナラ林縁
ヤマハギ（マメ科） 半低木 木道周辺のオオヒゲナガカリヤスモドキ草地
オクチョウジザクラ（バラ科） 落葉小高木 木道周辺のミズナラ林縁
ウワミズザクラ（バラ科） 落葉高木 木道周辺のミズナラ林縁
ニガイチゴ（バラ科） 小低木 木道周辺のオオヒゲナガカリヤスモドキ草地
ミヤマニガイチゴ（バラ科） 小低木 木道周辺のミズナラ樹冠下
ブナ（ブナ科） 落葉高木 木道周辺のオオヒゲナガカリヤスモドキ草地
ミズナラ（ブナ科） 落葉高木 北側斜面のミズナラ林縁
コナラ（ブナ科） 落葉高木 2004年伐採地のミズナラ林縁
ミズメ（カバノキ科） 落葉高木 木道周辺のオオヒゲナガカリヤスモドキ草地
シラカンバ（カバノキ科） 落葉高木 木道周辺のオオヒゲナガカリヤスモドキ草地
クロヅル（ニシキギ科） 落葉藤本 北側斜面のオオヒゲナガカリヤスモドキ草地
キツネヤナギ（ヤナギ科） 低木 木道周辺のオオヒゲナガカリヤスモドキ草地
ヤマウルシ（ウルシ科） 落葉小高木 木道周辺のミズナラ林縁
ハウチワカエデ（ムクロジ科） 落葉高木 木道周辺のオオヒゲナガカリヤスモドキ草地
アカイタヤ（ムクロジ科） 落葉高木 北側斜面のオオヒゲナガカリヤスモドキ草地

ウリハダカエデ（ムクロジ科） 落葉小高木ないし高木 木道周辺のオオヒゲナガカリヤスモドキ草地，
北側斜面のオオヒゲナガカリヤスモドキ草地

コハウチワカエデ（ムクロジ科） 落葉高木 2004年伐採地のミズナラ林縁
ヤドリギ（ビャクダン科） 常緑低木寄生 木道周辺のシラカンバに着生
ヤマボウシ（ミズキ科） 落葉高木 木道周辺のミズナラ林縁
ノリウツギ（アジサイ科） 落葉小高木あるいは低木 木道周辺のオオヒゲナガカリヤスモドキ草地
リョウブ（リョウブ科） 落葉小高木 木道周辺のオオヒゲナガカリヤスモドキ草地
ハナヒリノキ（ツツジ科） 落葉低木 木道周辺のオオヒゲナガカリヤスモドキ草地
アカモノ（ツツジ科） 小低木 木道周辺のアカマツ林縁
レンゲツツジ（ツツジ科） 落葉低木 北側斜面のオオヒゲナガカリヤスモドキ草地
コウスノキ（ツツジ科） 落葉低木 木道周辺の木道沿い
アクシバ（ツツジ科） 落葉低木 木道周辺のアカマツ林縁
ムラサキシキブ（シソ科） 落葉低木 北側斜面のオオヒゲナガカリヤスモドキ草地
オオカメノキ（レンプクソウ科） 落葉小高木ないし高木 木道周辺のミズナラ林縁
タニウツギ（スイカズラ科） 落葉小高木 北側斜面のオオヒゲナガカリヤスモドキ草地
タラノキ（ウコギ科） 落葉低木 木道周辺の木道沿い
コシアブラ（ウコギ科） 落葉高木 木道周辺のアカマツ林床
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表５．福島県南会津町高清水自然公園ひめさゆり群生地の木道周辺および2004年伐採地に設置したコドラート
の素表．調査日はいずれも2016年８月11日．

調査区 木道周辺 2004年伐採地
コドラート番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

緯度（N37°17'） 01.28" 01.82" 02.06" 02.43" 01.23" 00.31" 03.94" 03.91" 04.50" 05.13" 05.04" 04.86"
経度（E139°34'） 42.62" 43.67" 43.94" 43.72" 44.93" 43.17" 49.93" 50.15" 50.80" 50.53" 49.82" 49,38"
群落高（㎝） 125 140 150 156 176 146 160 150 190 172 185 178

植被率（%） 75 95 95 70 95 90 95 95 100 95 70 100

コドラート（ｍ） 1ｍ×1ｍ 1ｍ×1ｍ 1ｍ×1ｍ 1ｍ×1ｍ 1ｍ×1ｍ 1ｍ×1ｍ 1ｍ×1ｍ 1ｍ×1ｍ 1ｍ×1ｍ 1ｍ×1ｍ 1ｍ×1ｍ 1ｍ×1ｍ

種名
オオヒゲナガカリヤスモドキ 35 90 65 60 80 55 20 3 3 40 30 1

ワラビ 10 5 20 1 10 20 70 40 90 50 15 80

ヤマハギ 5 ・ + 10 ・ 1 3 + ・ 1 + +
オカトラノオ 5 ・ 1 ・ + ・ ・ 1 3 + ・ +
ミツバツチグリ 5 + + + + + 1 + ・ + + ・
ヒメサユリ 3 1 + + 1 1 ・ ・ + ・ ・ ・
レンゲツツジ + + ・ 1 1 1 + 1 + ・ ・ 5

センボンヤリ + + ・ ・ ・ ・ 1 ・ ・ ・ ・ ・
ハナニガナ ・ + + + ・ ・ + + + ・ + +
マキノスミレ ・ + ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ + ・ ・
ミズナラ ・ ・ + + ・ ・ + 3 ・ ・ ・ ・
オニアザミ ・ ・ + ・ + + + + + ・ 20 +
チゴユリ ・ ・ ・ ・ + 10 + 3 5 2 + +
ハナヒリノキ ・ ・ ・ ・ 1 + + ・ + ・ + 3

ミヤマナルコユリ ・ ・ ・ ・ ・ + + ・ + ・ + 1

クロヅル 5 1 + 5 ・ + ・ ・ ・ ・ ・ ・
ホソバヒカゲスゲ 3 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
ヒヨドリバナ + ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
ウリカエデ ・ + ・ ・ ・ + ・ ・ ・ ・ ・ ・
オミナエシ ・ ・ 5 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
キツネヤナギ ・ ・ 2 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
トダシバ ・ ・ + ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
ススキ ・ ・ ・ + ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
アカイタヤ ・ ・ ・ ・ + + ・ ・ ・ ・ ・ ・
ヤマドリゼンマイ ・ ・ ・ ・ ・ + ・ ・ ・ ・ ・ ・
ノギラン ・ ・ ・ ・ 1 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
トリアシショウマ ・ ・ ・ ・ 1 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
タニウツギ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 40 ・ ・ ・ 10

ヒメハギ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ + ・ ・ ・ ・
ジガバチソウ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ + ・ ・ ・ +
アカシデ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ + ・ ・ ・ ・
ツノハシバミ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 3

コナラ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ +
リンドウ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ +
キキョウ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ +
種類数 11 10 13 10 12 14 12 14 10 7 9 16

ナラ林縁で１株の開花個体のみを確認した。林床生
の植物であることから，主に周囲のミズナラ林やブ
ナ林に生育していると思われる。
　ヤマトキソウはラン科トキソウ属の多年草であ
る。北海道から九州までの冷温帯の日当たりのよい
草地に生育する（遊川 2015）。福島県では中通りと
会津地方で生育が確認されている（福島県植物誌編
さん委員会 1987）。遷移進行により減少していると
して（福島県生活環境部環境政策課 2002），福島県

RDBおよび福島県2016RLで絶滅危惧Ⅱ類に指定さ
れている。今回の調査では木道周辺のアカマツ疎林
縁に２個体のみ生育を確認した。しかし，草地内の
他の場所にも生育している可能性がある。
　キキョウはキキョウ科キキョウ属の多年草であ
る。北海道から九州，奄美諸島に分布し，山野の
山地に生育する（佐竹 1981）。園芸採集，自然遷
移，草地開発により減少しており（環境庁自然保護
局野生生物課 2000），環境省RLで絶滅危惧Ⅱ類に
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指定されている。福島県内では各地で報告が確認さ
れており（福島県植物誌編さん委員会 1987），福島
県RDBには掲載されていない。しかし，近年，福
島県内各地で急激に個体数が減少していることが指
摘されおり（黒沢他 2013），福島県2016RLでは絶
滅危惧Ⅱ類に指定されている。今回の調査では，高
清水自然公園ひめさゆり群生地内は合計100個体弱
の開花個体が確認された。黒沢他（2013）では，当
時福島県内で知られていた118ヶ所のキキョウ個体
群のうち95ヶ所の株数を調査し，開花株が100～999

株の個体群が２ヶ所あることが報告されている。そ
の後，猪瀬他（2015）が喜多方市ひめさゆりの丘で
615開花株のキキョウが生育していることを報告し
ている。高清水自然公園ひめさゆり群生地は，福島
県内においてこれらに次ぐ，キキョウの大きな個体
群であると考えられる。
　ヤナギタンポポは，キク科ヤナギタンポポ属の
多年草である。北海道から九州，千島列島に分布
し，日のあたる草原や河川の草地に生育する（奥
田 1997）。福島県内では各地で報告が確認されてお
り（福島県植物誌編さん委員会 1987），福島県RDB
には掲載されていない。福島県の隣県の茨城県版の
レッドデータブックでは河川の開発が主な減少要因
として，絶滅危惧ⅠＢ類に指定されている（茨城県
生活環境部環境政策課 2013）。福島県2016RLでも
絶滅危惧Ⅱ類に指定されている。他の草地生の絶滅
危惧植物と同様，自然遷移や草地開発による生育環
境の消失が主な減少要因であると思われる。
　今回の調査により高清水自然公園ひめさゆり群生
地で５種の保護上重要な植物の生育が確認され，ギ
ンランを除く４種はいずれも草地生の種類であっ
た。そのうちヒメサユリ，ヤマトキソウ，キキョウ
は福島県喜多方市「ひめさゆりの丘」でも生育が確
認されている（猪瀬他 2015）。これらの保護上重要
な植物は，ヒメサユリが生育するような会津地方に
残る良好な草原を特徴付ける植物なのかもしれな
い。しかし，これまで会津地域の草原の植物相はほ
とんど調査されておらず，保護上重要な植物の状況
もあまり知られていない。今後より多くの場所を調
査し，情報を蓄積していく必要がある。
　高清水自然公園ひめさゆり群生地では２種の帰化
植物が確認され，帰化率は1.8％と極めて低い結果
となった。高清水自然公園ひめさゆり群生地は森林
の中に位置し，道路との間も森林に隔てられている。
また，観光シーズン以外は基本的に人の出入りが制

限されている。これらにより，種子散布や人による
持ち込みによって外来種が侵入する機会が少なく，
帰化率が低く抑えられている可能性がある。帰化植
物のうち，侵略的外来植物としてアメリカセンダン
グサを確認した。アメリカセンダングサはキク科セ
ンダングサ属で，北アメリカ原産の一年草で，日本
では1920年頃に琵琶湖畔で確認され，現在では全国
に定着している（自然環境研究センター 2008）。生
態系被害防止外来種リストに付された説明（環境省
HP　http://www.env.go.jp/press/100775.html ，
2017年８月17日確認）によると，湿った草地，水田，
水路，休耕田，牧草地，樹園地，路傍，荒地と様々
な環境に生育するとされている。付着混入により散
布され，他の植物と競合し生態系被害が起こるとさ
れ，生態系被害防止外来種リストで総合対策外来種
のその他の総合対策外来種に指定されている。今回
の調査では，木道周辺のエリアの木道沿いに６個体
の生育を確認した。草刈りや火入れのような人為的
な攪乱が起こる場所であるものの，草地内への侵入
は確認されず，在来植物の被度が高いため，高清水
自然公園ひめさゆり群生地への影響は小さいと思わ
れる。

２．高清水自然公園ひめさゆり群生地の現在の植生と
成り立ち
　調査の結果，高清水自然公園ひめさゆり群生地は，
大部分がオオヒゲナガカリヤスモドキの優占する草
原であることが明らかとなった。草原内にはワラビ，
ヤマハギ，ヒメサユリ，オミナエシ，ススキ，オニ
アザミといった草地生の植物が多く見られた。一方
で，先駆樹種とされるアカマツ（石田 1996）やシ
ラカンバ（石田他 1991，石田 1992，櫻井他 1994，
笹岡他 2000）の幼樹や，タニウツギなどの低木，
藤本のクロヅル，周囲の森林の優占種であるブナや
ミズナラの陽樹も多く見られた。これらは，高清水
自然公園ひめさゆり群生地が草地環境であるもの
の，一部では低木の藪や陽樹林への遷移が進み始め
ていることを示していると思われる。高清水自然公
園ひめさゆり群生地は，周囲を森林に囲まれている
ため木本種の種子供給が多い。近年の火入れや草刈
りなどの管理頻度の低下により，木本が成長できる
環境となり，急速に成長しているものと考えられる。
このまま管理休止が続いた場合，木本の侵入や成長
がさらに進行し，藪地化，陽樹林化し，森林への遷
移が進行していくと思われる。
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　2004年伐採地は，大部分がワラビ群落であった。
ワラビは日当たりのよい原野に生育する植物であり
（岩槻 1992），植林地や山火事跡のような，大きな
攪乱が生じた場所で先駆種的に優占することが知ら
れている（樋口他 1975，深山・後藤 2000）。2004

年伐採地では，森林の伐採により日当たりが良く
なったことでワラビが一斉に繁茂したと思われる。
ワラビ群落では植生高や全体の被度が高く，林床生
の植物であるチゴユリやミヤマナルコユリが多く出
現した。また，2004年伐採地ではタニウツギが大き
く成長し藪を作っている場所もあった。今後も管理
せずに放置した場合，急速に藪的な環境から陽樹林
への遷移が進行すると思われる。
　南会津南郷地域では1960年代に広大な草原が広
がっており，高清水自然公園ひめさゆり群生地もそ
の一部であった（図１Ｅ，Ｆ）。当時は茅葺屋根の
材料や家畜の飼料を得るための茅場として利用され
ていたと考えられる。高清水自然公園ひめさゆり群
生地を含めた茅場は，茅葺屋根の衰退や飼料価値の
低下に伴い1970年代には大部分が放棄され，その後，
森林へと遷移したと考えられる。しかし，高清水自
然公園ひめさゆり群生地は1976年の航空写真からも
草地状の植生が維持されていることが確認できた
（図３）。航空写真や現地調査から，高清水自然公園
ひめさゆり群生地の北側斜面の上部にガレ場が確認
でき，その周囲の森林内に矮小の木本が確認できる
（図１Ｃ，Ｄ）。上部にガレ場があるため，現在の高
清水自然公園ひめさゆり群生地にあたる場所では，
土壌が十分に発達しなかった可能性がある。そのた
め，高木が十分に育つことができずに草地状の植生
が維持され，ヒメサユリをはじめとする草地生植物
が残ったのかもしれない。1970年代後半にはヒメサ
ユリの群生地であることが知られるようになり（菅
野 1978），詳細な時期は特定できなかったが，やが
てヒメサユリの保全のために火入れや草刈りが行わ
れるようになったようである。このようにして，高
清水自然公園ひめさゆり群生地は草地環境が維持さ
れ，それによりヒメサユリの大規模な個体群が残さ
れたものと思われる。

３．苅安の茅場としての高清水自然公園ひめさゆり群
生地の価値
　今回の調査で，高清水自然公園ひめさゆり群生地
は，オオヒゲナガカリヤスモドキという苅安（スス
キ属カリヤス節植物）の一種の茅場であることが明

らかとなった。オオヒゲナガカリヤスモドキは日
本海側の秋田県から富山県に分布する（Ibaragi & 
Ohashi 2004）。苅安は，中部地域などではススキに
替わる屋根材や飼料として利用されていたことが知
られている（原田 2004）。茅場について良く研究が
なされている岐阜県では，1970年代に苅安が優占す
る茅場が７ヶ所あったことが知られているが（松村・
岩田 1977，1978）。それらのほとんどは人工的に造
成された草地か，それに由来するものであると言わ
れている（岩田 1976）。長野県では，ススキより良
質な屋根材であるとして江戸時代から苅安が重宝さ
れており，現在も小谷村で苅安の茅場が維持されて
いる（池田・井田 2008）。福島県の会津地域におい
ても苅安は「コガヤ」と呼ばれ，「ボーガヤ」と呼
ばれたススキと区別して，利用されていたことが知
られている（菅家 2011, 2015）。福島県昭和村の伝
統工芸「からむし織」において，カラムシ畑の畑焼
きの際の焼き草として，火力が比較的弱く，カラム
シの地下の芽を痛めにくいことや，茎が細く燃えや
すいことから苅安が重宝されている（菅家 2011）。
カラムシの栽培は1887年までは会津地域や山形県米
沢及び置賜地域で行われていたことが知られており
（平田 2011），南会津南郷地域でもかつて麻ととも
にカラムシが換金作物の中心であったと言われてい
る（五十嵐 1971）。会津地域では屋根材としては苅
安をあまり使用せず，馬の飼料や家屋の冬囲いとし
てススキと使い分けて利用していたようである（菅
家 2011）。
　現在では，苅安が優占する茅場はほとんど知られ
ておらず，文献やインターネットで確認できる苅安
の茅場は，石川県金沢市の「金沢湯涌茅場」，長野
県北安曇郡小谷村の「牧の入茅場」，富山県南砺市
の「五箇山上平茅場」と「五箇山相倉茅場」の４ヶ
所のみであり，いずれも文化庁の「ふるさと文化
財の森」に指定されている（http://www.bunka.
go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/furusato_mori/
furusato_settei_ichiran.html。2017年８月17日確
認）。これに，筆者らが把握しているものを合わせ
ると十数ヶ所になる。この他にも苅安の茅場は存在
すると思われるが，数はそれほど多くはないものと
思われる。そのため，高清水自然公園ひめさゆり群
生地は，苅安の茅場という点で，全国的にも貴重で
あると思われる。
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４．高清水自然公園ひめさゆり群生地の管理方法の 
提言
　今回の調査により，高清水自然公園ひめさゆり群
生地は，⑴希少な草地生植物の生育地として機能し
ていたこと，⑵オオヒゲナガカリヤスモドキという
苅安が優占する草地であったこと，⑶木本の侵入が
目立ち，森林への遷移が進行し始めていると考えら
れることが明らかになった。これらに基づき，管理
方法を以下のような提言を行う。

ヒメサユリをはじめとする草地生植物を保全し，森
林への遷移を抑制するために，火入れ，草刈りの管
理を再開する必要がある。
　今回の調査で確認されたヒメサユリを含む５種の
保護上重要な植物の内，ギンラン以外はすべて草地
生であり，その他にも多くの草地生植物が生育して
いた。そのため，高清水自然公園ひめさゆり群生地
は草地生の希少植物の生育地としても機能してお
り，地域の生物多様性を保全する上で重要な場所で
あることが明らかとなった。そのため，管理する際
は，観光地としてだけではなくヒメサユリを含むそ
れらの植物の生態に配慮することが望ましい。また，
今回の調査により，高清水自然公園ひめさゆり群生
地は，オオヒゲナガカリヤスモドキという苅安の草
地であることが明らかとなった。苅安の茅場は，福
島県においてはかつて南会津の地域で見られたが近
年は消失しつつあり（菅家 2015），全国的にもあま
り残っていない。そのため，高清水自然公園ひめさ
ゆり群生地は，オオヒゲナガカリヤスモドキの茅場
が残存する場所としても貴重な場所である。そのた
め，管理の際はオオヒゲナガカリヤスモドキの茅場
としても良好に維持することも考慮すべきと考えら
れる。確認された保護上重要な植物５種の内，ギン
ランを除く４種は草地生の植物であり，園芸目的の
盗掘や，管理放棄による遷移進行が主な減少要因と
して挙げられている。オオヒゲナガカリヤスモドキ
の茅場として良好に維持されることは，ヒメサユリ
を含む草地生４種の保護上重要な植物の保全にもつ
ながる。
　茅場の維持には，定期的な管理により遷移進行を
抑え草地を維持することが大切である。高清水自然
公園ひめさゆり群生地は，観光地として組織的な管
理が行えるため，継続的な管理を行うことができれ
ば草地からの遷移進行も防げると思われる。しか
し，近年は管理頻度が減少しており，今回の調査に

よって，先駆樹種であるアカマツやシラカンバ，周
囲の森林を代表するようなブナやミズナラなどの幼
樹が多数確認された。南会津の地域では火入れをす
ることで苅安の草地を維持していたと言われており
（菅家 2011），高清水自然公園ひめさゆり群生地で
も，いままでの火入れや草刈りといった管理により
オオヒゲナガカリヤスモドキ草地が維持されてきた
と思われる。以上のことから，高清水自然公園ひめ
さゆり群生地に生育する保護上重要な植物や生態系
を適切に保全していくためには，年に一度，春の火
入れと秋の草刈りによる定期的な管理を再開し，継
続していく必要があると考えられる。火入れを行う
と，ワラビが今以上に繁茂するかもしれない。ワラ
ビは被覆により他の植物の生長を阻害することが知
られており（深山・後藤 2000），必要に応じでワラ
ビの選択的な刈り取りを行う必要が生じるかもしれ
ない。これらの管理を継続して行うことができれば，
ヒメサユリの群生地としてだけでなく，生物多様性
保全の場，苅安の茅場としても良好な環境が維持さ
れていくと思われる。
　2004年伐採地は，ワラビ群落となっており，ヒメ
サユリがほとんど見られないことが明らかとなっ
た。ワラビ群落となっている伐採地の現在の環境は，
開放的な草地を好むとされているヒメサユリや（大
曽根他 2013），草地生植物の生育環境としてはあま
り好ましくないようである。そのため，もしヒメサ
ユリの群生地を拡張するのであれば，2004年伐採地
でも火入れや草刈りによる管理を行うことが必要で
ある。

苅安の茅場であることを活かした運営や広報を行っ
て行くことが望ましい
　今回の調査により，高清水自然公園ひめさゆり群
生地は，オオヒゲナガカリヤスモドキという苅安の
一種の茅場であることが明らかとなった。苅安の茅
場は全国的にも貴重で，そこで生産される苅安は伝
統建築物の修理などに必要であるため，４ヶ所が文
化庁の「ふるさと文化財の森」に指定されている。
苅安の茅場の価値を正しく理解し，ヒメサユリの群
生地であることに加えて良好に維持されているオオ
ヒゲナガカリヤスモドキの茅場という全国的な希少
性をもつという固有の価値を活かした広報，火入れ
や苅安の収穫の観光への利用，収穫した苅安の地元
の伝統建造物や伝統工芸の材料としての利用など，
苅安の茅場であることを活用していくことが望まし
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い。そのような苅安の茅場の価値の正しい理解と活
用は，人の管理がないと良好に維持できない，苅安
の茅場とヒメサユリの群生地の長期間の安定した保
全に貢献するであろう。

　なお，これらの提言は「ひめさゆり物語」策定事
業の一環である「高清水自然公園ひめさゆり群生地・
会津高原南郷スキー場ゲレンデ調査事業」の報告書
として，平成28年度内に事務局である南会津町南郷
総合支所振興課に伝えられた。それを受け，2017年
より高清水自然公園ひめさゆり群生地の火入れが再
開されている。
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付録１．福島県南会津町高清水自然公園ひめさ
ゆり群生地で2016～2017年に確認された
維管束植物の目録

　目録中の科名および学名はYList（米倉・梶田. 2003. BG Plants 
和名-学名インデックス http://bean.bio.chiba-u.jp/bgplants/ylist_
main.html）に従った．科の学名と科の配列はChristenhuszらの体系
（シダ類 Christenhusz et al. 2011a, 2011b；裸子植物 Christenhusz 
et al. 2011c）とAPGIII体系（被子植物 Haston et al. 2009）に従っ
た．科内の属および種の配列は，学名のアルファベット順である．
本来の自生以外の植物の和名の前にアステリスクを付し，学名の後
に帰化と記し，環境省および農林水産省による「我が国の生態系に
被害を及ぼすおそれのある外来種リスト（生態系被害防止外来種
リスト）」（https://www.env.go.jp/nature/intro/1outline/list.html，
2017年８月18日確認）に掲載されている植物はそのカテゴリーを記
した．また，環境省版レッドリスト2017（http://www.env.go.jp/
press/103881.html，2017年８月１日確認），あるいは福島県レッ
ドデータブック（福島県生活環境部環境生活課 2002，以下福島県
RDB）またはふくしまレッドリスト（植物）見直し中間案（https://
www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16035b/hukusimareddorisutomina
osityousa.html，2017年８月13日確認，ただし，カテゴリーは未公
表である．以下福島県2016RL）に掲載されている場合は，学名の
後にカテゴリーを示した．カテゴリーは以下のように略記した：Ⅰ
類，絶滅危惧Ⅰ類；ⅠＢ類，絶滅危惧ⅠＢ類；Ⅱ類，絶滅危惧Ⅱ類；準，
準絶滅危惧．生育場所，生育環境，証拠標本の採集者，番号，採集
日，福島大学共生システム理工学類生物標本室FKSEのシート番号，
採集した際の植物のステージを記した．ステージは以下のように略
記した．fl. 花やつぼみがある，fr. 果実がある，spr. 胞子嚢がある．
v. 生殖器官，胞子嚢がない．

シダ植物 RTERIDOPHYTA
ハナヤスリ科　Ophioglossaceae
フユノハナワラビ　Botrychium ternatum （Thunb.） Sw.
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
96, Oct. 17, 2016, FKSE94038, spr.）

ゼンマイ科　Osmundaceae
ゼンマイ　Osmunda japonica Thunb.
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui & M. 
Endo 65, Sep. 12, 2016, FKSE94046, v.）

ヤマドリゼンマイ　Osmundastrum cinnamomeum （L.） C.Presl var. 
fokiense （Copel.） Tagawa
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui & M. 
Endo 117, Sep. 12, 2016, FKSE94052, v.）

コバノイシカグマ科　Dennstaedtiaceae
ワラビ　Pteridium aquilinum （L.） Kuhn subsp. japonicum （Nakai） Á. 
et D.Löve

木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui & M. 
Endo 127, Sep. 12, 2016, FKSE94054, v.）

ヒメシダ科　Thelypteridaceae
ヒメシダ　Thelypteris palustris （Salisb.） Schott
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
90, Oct. 17, 2016, FKSE94037, spr.）

シシガシラ科　Blechnaceae
シシガシラ　Blechnum niponicum （Kunze） Makino
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地ミズナラ林縁（S. 
Usui et al. 57, July 10, 2016, FKSE94022, spr.）

種子植物 SPERMATOPHYTA
裸子植物 GYMNOSPERMAE

マツ科　Pinaceae
アカマツ　Pinus densiflora Siebold et Zucc.
木道周辺，アカマツ疎林（S. Usui et al. 8, Aug. 10, 2016, FKSE 
94107, fr.）

被子植物 ANGIOSPERMAE
基部被子植物 BASAL GROUP

モクレン科　Magnoliaceae
ホオノキ　Magnolia obovata Thunb.
木道周辺，ミズナラ林縁（S. Usui & M. Endo 97, Sep. 12, 2016, 
FKSE94121, v.）

クスノキ科　Lauraceae
クロモジ　Lindera umbellata Thunb.
木道周辺，アカマツ林縁（S. Usui et al. 46, Oct. 17, 2016, FKSE 
94110, v.）

単子葉植物 MONOCOTS
キンコウカ科　Nartheciaceae
ノギラン　Metanarthecium luteoviride Maxim.
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
81, July 10, 2016, FKSE94072, fl.; S. Usui et al. 80, Aug. 10, 
2016, FKSE94075, fr.）

シュロソウ科　Melanthiaceae
ツクバネソウ　Paris tetraphylla A.Gray
木道周辺，ミズナラ樹冠下（S. Usui et al. 128, June 23, 2017, 
FKSE95110, fl.）

イヌサフラン科　Colchicaceae
チゴユリ　Disporum smilacinum A.Gray
北側斜面，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
129, May 31, 2017, FKSE95111, fl.）；木道周辺，アカマツ疎林
縁（S. Usui et al. 70, July 10, 2016, FKSE94112, fr.）

ユリ科　Liliaceae
ヒメサユリ　Lilium rubellum Baker　環境省準 福島県準 福島県2016

準
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
89, July 10, 2016, FKSE94024, yfr.）

ラン科　Orchidaceae
ギンラン　Cephalanthera erecta （Thunb.） Blume var. erecta　福島
県Ⅱ類 福島県2016準
木道周辺，木道沿い（S. Usui et al. 130, June 23, 2017, FKSE 
95112, fl.）

ササバギンラン　Cephalanthera longibracteata Blume
木道周辺，ミズナラ樹冠下（S. Usui et al. 52, July 10, 2016, 
FKSE94129, yfr.）

カキラン　Epipactis thunbergii A.Gray
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
39, July 10, 2016, FKSE94102, fl.）

ジガバチソウ　Liparis krameri Franch. et Sav.
木道周辺，ミズメ樹冠下（S. Usui et al. 56, July 10, 2016, 
FKSE94128, fl.）

ヤマトキソウ　Pogonia minor （Makino） Makino　福島県Ⅱ類 福島
県2016Ⅱ類
木道周辺，アカマツ林縁（S. Usui et al. 116, July 10, 2016, 
FKSE94109, fr.）
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ネジバナ　Spiranthes sinensis （Pers.） Ames var. amoena （M.Bieb.） 
H.Hara
木道周辺，（S. Usui et al. 79, Aug. 10, 2016, FKSE94016, fl.）

キジカクシ科　Asparagaceae
ミヤマナルコユリ　Polygonatum lasianthum Maxim.
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
110, July 10, 2016, FKSE94056, fr.），ミズナラ林縁（S. Usui et 
al. 109, Aug. 10, 2016, FKSE94127, fr.）

アマドコロ　Polygonatum odoratum （Mill.） Druce var. pluriflorum 
（Miq.） Ohwi

木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
13, July 10, 2016, FKSE94089, fr.）

カヤツリグサ科　Cyperaceae
ショウジョウスゲ　Carex blepharicarpa Franch.
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
131, May 31, 2017, FKSE95113, fl.）

ホソバヒカゲスゲ　Carex humilis Leyss. var. nana （H.Lév. et Vaniot） 
Ohwi

木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
98, July 10, 2016, FKSE94055, fr.）

アオスゲ　Carex leucochlora Bunge
木道周辺 ，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 6, 
July 10, 2016, FKSE94021, fr.）

ナガエスゲ　Carex otayae Ohwi
北側斜面，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
75, Aug. 10, 2016, FKSE94031, fr.）

イネ科　Poaceae
ヤマヌカボ　Agrostis clavata Trin. var. clavata
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
119, July 10, 2016, FKSE94027, fr.）

トダシバ（広義）　Arundinella hirta （Thunb.） Tanaka
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
72, Aug. 10, 2016, FKSE94030, fl.; S. Usui & M. Endo 73, Sep. 
12, 2016, FKSE94047, fr.）

オオヒゲナガカリヤスモドキ　Miscanthus intermedius （Honda） Honda
2004年伐採地，ワラビ群落（S. Usui et al. 26, Aug. 10, 2016, 
FKSE94103, fr.）
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
27, Aug. 10, 2016, FKSE94028, fr.; S. Usui et al. 28, Oct. 17, 
2016, FKSE94091, fr.）

ススキ　Miscanthus sinensis Andersson
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
62, Aug. 10, 2016, FKSE94029, fr.; S. Usui & M. Endo 61, Sep. 
12, 2016, FKSE94045, fr.）

ミヤマアブラススキ　Spodiopogon depauperatus Hack.
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
108, Aug. 10, 2016, FKSE94033, fr.）

真正双子葉植物 EUDICOTS
キンポウゲ科　Ranunculaceae
アキカラマツ　Thalictrum minus L. var. hypoleucum （Siebold et Zucc.） 
Miq.

木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
10, Aug. 10, 2016, FKSE94094, fl.）

ユキノシタ科　Saxifragaceae
トリアシショウマ　Astilbe odontophylla Miq.
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 

74, July 10, 2016, FKSE94071, fl.）

アリノトウグサ科　Haloragaceae
アリノトウグサ　Gonocarpus micranthus Thunb.
木道周辺，木道沿い（S. Usui et al. 15, July 10, 2016, FKSE 
94008, fl.）

ブドウ科　Vitaceae
ノブドウ　Ampelopsis glandulosa （Wall.） Momiy. var. heterophylla 
（Thunb.） Momiy.

木道周辺，ミズナラ林縁（S. Usui & M. Endo 83, Sep. 12, 
2016, FKSE94120, v.）

マメ科　Fabaceae
ヌスビトハギ　Hylodesmum podocarpum （DC.） H.Ohashi & R.R.Mill  
subsp. oxyphyllum （DC.） H.Ohashi & R.R.Mill var. japonicum （Miq.） 
H.Ohashi
木道周辺，木道沿い（S. Usui et al. 78, Aug. 10, 2016, FKSE 
94017, fl. & fr.）

ヤマハギ　Lespedeza bicolor Turcz.
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
120, Aug. 10, 2016, FKSE94069, fl.）

ヒメハギ科　Polygalaceae
ヒメハギ　Polygala japonica Houtt.
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
91, July 10, 2016, FKSE94025, fr.; S. Usui & M. Endo 92, Sep. 
12, 2016, FKSE94049, fr.）

バラ科　Rosaceae
オクチョウジザクラ　Cerasus apetala （Siebold et Zucc.） Ohle ex 
H.Ohba var. pilosa （Koidz.） H.Ohba
木道周辺，ミズナラ林縁（S. Usui et al. 32, Oct. 17, 2016, 
FKSE94117, v.）

ウワミズザクラ　Padus grayana （Maxim.） C.K.Schneid.
木道周辺，ミズナラ林縁（S. Usui & M. Endo 22, Sep. 12, 
2016, FKSE94118, v.）

ミツバツチグリ　Potentilla freyniana Bornm.
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
106, July 10, 2016, FKSE94026, fr.; S. Usui et al. 107, Oct. 17, 
2016, FKSE94087, fl.）

ニガイチゴ　Rubus microphyllus L.f.
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
76, July 10, 2016, FKSE94090, fr.）

ミヤマニガイチゴ　Rubus subcrataegifolius （H.Lév. et Vaniot） H.Lév.
木道周辺，ミズナラ樹冠下（S. Usui et al. 111, July 10, 2016, 
FKSE94132, fr.）

ブナ科　Fagaceae
ブナ　Fagus crenata Blume
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui & M. 
Endo 95, Sep. 12, 2016, FKSE94050, v.）

ミズナラ　Quercus crispula Blume
北側斜面，ミズナラ林縁（S. Usui et al. 104, Aug. 10, 2016, 
FKSE94126, v.）

コナラ　Quercus serrata Murray
2004年伐採地，ミズナラ林縁（S. Usui et al. 132, May 31, 2017, 
FKSE95114, v.）
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カバノキ科　Betulaceae
ミズメ　Betula grossa Siebold et Zucc.
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
105, July 10, 2016, FKSE94101, v.）

シラカンバ　Betula platyphylla Sukaczev var. japonica （Miq.） H.Hara
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui & M. 
Endo 59, Sep. 12, 2016, FKSE94100, v.）

ニシキギ科　Celastraceae
ウメバチソウ　Parnassia palustris L. var. palustris
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui & M. 
Endo 19, Sep. 12, 2016, FKSE94076, fl.）

クロヅル　Tripterygium regelii Sprague et Takeda
北側斜面，ミズナラ林縁（S. Usui et al. 45, Aug. 10, 2016, 
FKSE94116, fr.）

ヤナギ科　Salicaceae
キツネヤナギ　Salix vulpina Andersson subsp. vulpina
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
42, Aug. 11, 2016, FKSE94035, v.）

スミレ科　Violaceae
スミレ　Viola mandshurica W.Becker
木道周辺，木道沿い（S. Usui et al. 63, Oct. 17, 2016, FKSE 
94011, fr.）

ナガハシスミレ　Viola rostrata Pursh
木道周辺，ミズナラ樹冠下（S. Usui et al. 133, May 31, 2017, 
FKSE95115, fl.）

マキノスミレ　Viola violacea Makino var. makinoi （H.Boissieu） 
Hiyama ex F.Maek.
木道周辺，ミズナラ樹林下（S. Usui et al. 99, July 10, 2016, 
FKSE94131, fr.），オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui 
et al. 100, Oct. 17, 2016, FKSE94039, fr.）

オトギリソウ科　Hypericaceae
オトギリソウ　Hypericum erectum Thunb.
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
34, July 10, 2016, FKSE94078, fl.; S. Usui et al. 35, Aug. 10, 
2016, FKSE94081, fl.）

ウルシ科　Anacardiaceae
ヤマウルシ　Toxicodendron trichocarpum （Miq.） Kuntze
木道周辺，ミズナラ林縁（S. Usui & M. Endo 115, Sep. 12, 
2016, FKSE94125, v.）

ムクロジ科　Sapindaceae
ハウチワカエデ　Acer japonicum Thunb.
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui & M. 
Endo 85, Sep. 12, 2016, FKSE94048, v.）

アカイタヤ　Acer pictum Thunb. subsp. mayrii （Schwer.） H.Ohashi
北側斜面，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui & M. 
Endo 7, Sep. 12, 2016, FKSE94040, v.）

ウリハダカエデ　Acer rufinerve Siebold et Zucc.
北側斜面，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui & M. 
Endo 20, Sep. 12, 2016, FKSE94041, v.）；木道周辺，オオヒ
ゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui & M. Endo 21, Sep. 12, 
2016, FKSE94042, v.）

コハウチワカエデ　Acer sieboldianum Miq.
2004年伐採地，ミズナラ林縁（S. Usui et al. 134, May 31, 2017, 
FKSE95116, fl.）

ビャクダン科　Santalaceae
ヤドリギ　Viscum album L. subsp. coloratum Kom.

木道周辺，シラカンバに着生（S. Usui et al. 113, Oct. 17, 2016, 
FKSE94020, fr.）

ナデシコ科　Caryophyllaceae
フシグロ　Silene firma Siebold et Zucc.
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
93, Aug. 10, 2016, FKSE94032, fr.）

ミズキ科　Cornaceae
ヤマボウシ　Cornus kousa Buerger ex Hance subsp. kousa
木道周辺，ミズナラ林縁（S. Usui & M. Endo 122, Sep. 12, 
2016, FKSE94124, fr.）

アジサイ科　Hydrangeaceae
ノリウツギ　Hydrangea paniculata Siebold
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
84, Aug. 10, 2016, FKSE94097, fr.）

サクラソウ科　Primulaceae
オカトラノオ　Lysimachia clethroides Duby
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
30, July 10, 2016, FKSE94070, fl.; S. Usui & M. Endo 31, Sep. 
12, 2016, FKSE94043, fr.）

コナスビ　Lysimachia japonica Thunb.
木道周辺，木道沿い（S. Usui et al. 51, July 10, 2016, FKSE 
94018, fl.）

イワウメ科　Diapensiaceae
イワカガミ　Schizocodon soldanelloides Siebold et Zucc. var. 
soldanelloides
木道周辺，アカマツ林縁（S. Usui et al. 16, July 10, 2016, FKSE 
94108, fr.），ミズナラ林縁（S. Usui et al. 17, Aug. 10, 2016, 
FKSE94115, fr.）

リョウブ科　Clethraceae
リョウブ　Clethra barbinervis Siebold et Zucc.
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
124, Aug. 10, 2016, FKSE94099, fl. & fr.）

ツツジ科　Ericaceae
ハナヒリノキ　Eubotryoides grayana （Maxim.） H.Hara var. grayana

木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
87, July 10, 2016, FKSE94023, yfr.）

アカモノ　Gaultheria adenothrix （Miq.） Maxim.
木道周辺，アカマツ林縁（S. Usui et al. 9, July 10, 2016, FKSE 
94113, fr.）

シャクジョウソウ　Monotropa hypopithys L.
木道周辺，ミズナラ林縁（S. Usui et al. 58, July 10, 2016, FKSE 
94122, fl.）

ギンリョウソウモドキ　Monotropa uniflora L.
木道周辺，ミズナラ林縁（S. Usui & M. Endo 43, Sep. 12, 2016,  
FKSE94123, fl.）

ギンリョウソウ　Monotropastrum humile （D.Don） H.Hara
木道周辺，アカマツ疎林（S. Usui et al. 135, June 23, 2017, 
FKSE95117, fl.）

マルバノイチヤクソウ　Pyrola nephrophylla （Andres） Andres
木道周辺，アカマツ疎林（S. Usui et al. 103, July 10, 2016, 
FKSE94105, yfr.）

レンゲツツジ　Rhododendron molle （Blume） G.Don subsp. japonicum 
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（A.Gray） K.Kron
北側斜面，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
126, Aug. 10, 2016, FKSE94034, fr.）；木道周辺，オオヒゲ
ナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 136, May 31, 2017, 
FKSE95118, fl.）

コウスノキ　Vaccinium hirtum Thunb. var. hirtum
木道周辺，アカマツ林縁（S. Usui et al. 47, July 10, 2016, 
FKSE94114, fr.），木道沿い（S. Usui & M. Endo 48, Sep. 12, 
2016, FKSE94014, fr.）

アクシバ　Vaccinium japonicum Miq.
木道周辺，アカマツ林縁（S. Usui et al. 12, July 10, 2016, FKSE 
94111, fl.）

リンドウ科　Gentianaceae
リンドウ　Gentiana scabra Bunge var. buergeri （Miq.） Maxim. ex 
Franch. et Sav.
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui & M. 
Endo 125, Sep. 12, 2016, FKSE94068, fl.）

フデリンドウ　Gentiana zollingeri Fawc.
木道周辺，ミズナラ樹冠下（S. Usui et al. 94, July 10, 2016, 
FKSE94130, fr.）

ツルリンドウ　Tripterospermum japonicum （Siebold et Zucc.） Maxim.
木道周辺，木道沿い（S. Usui & M. Endo 71, Sep. 12, 2016, 
FKSE94015, fl.）

オオバコ科　Plantaginaceae
オオバコ　Plantago asiatica L.
木道周辺，木道沿い（S. Usui et al. 25, Aug. 10, 2016, FKSE94010,  
fl. & fr.）

シソ科　Lamiaceae
ムラサキシキブ　Callicarpa japonica Thunb.
北側斜面，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui & M. 
Endo 112, Sep. 12, 2016, FKSE94051, v.）

ハマウツボ科　Orobanchaceae
オオナンバンギセル　Aeginetia sinensis G.Beck
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
24, Aug. 10, 2016, FKSE94063, fl.）

ママコナ　Melampyrum roseum Maxim. var. japonicum Franch. et 
Sav.
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
102, Aug. 10, 2016, FKSE94066, fl.），ミズメ樹冠下（S. Usui & 
M. Endo 101, Sep. 12, 2016, FKSE94067, fl.）

シオガマギク　Pedicularis resupinata L. subsp. oppositifolia （Miq.） 
T.Yamaz.
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
55, Aug. 10, 2016, FKSE94064, fl.; S. Usui & M. Endo 54, Sep. 
12, 2016, FKSE94065, fl.）

キキョウ科　Campanulaceae
キキョウ　Platycodon grandiflorus （Jacq.） A.DC．環境省Ⅱ類 福島
県2016Ⅱ類
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
41, Aug. 10, 2016, FKSE94057, fl.）

キク科　Asteraceae
ヤマハハコ　Anaphalis margaritacea （L.） Benth. et Hook.f. subsp. 
margaritacea
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui & M. 
Endo 121, Sep. 12, 2016, FKSE94053, fl.）

ノコンギク　Aster microcephalus （Miq.） Franch. et Sav. var. ovatus 
（Franch. et Sav.） Soejima et Mot.Ito

木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
82, Aug. 10, 2016, FKSE94095, fl.）

シラヤマギク　Aster scaber Thunb.
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
60, Aug. 10, 2016, FKSE94096, fl.）

オケラ　Atractylodes ovata （Thunb.） DC.
2004年伐採地，ワラビ群落（S. Usui et al. 33, Oct. 17, 2016, 
FKSE94104, fl.）

*アメリカセンダングサ　Bidens frondosa L. 帰化 総合対策外来種 そ
の他の総合対策外来種
木 道 周 辺， 木 道 沿 い（S. Usui et al. 14, Oct. 17, 2016, 
FKSE94019, fl.）

サジガンクビソウ　Carpesium glossophyllum Maxim.
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui & M. 
Endo 53, Sep. 12, 2016, FKSE94044, fl.）

オニアザミ　Cirsium borealinipponense Kitam.
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
36, July 10, 2016, FKSE94061, fl.; S. Usui et al. 36, July 10, 2016, 
FKSE94062, fl.）

*ダンドボロギク　Erechtites hieraciifolius （L.） Raf. ex DC. 帰化
木道周辺，木道沿い（S. Usui et al. 69, Oct. 17, 2016, FKSE94013,  
fl.）

ヨツバヒヨドリ　Eupatorium glehnii F.Schmidt ex Trautv.
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
123, July 10, 2016, FKSE94073, fl.）

オオヒヨドリバナ　Eupatorium makinoi T.Kawahara et Yahara var. 
oppositifolium （Koidz.） T.Kawahara et Yahara
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
29, Aug. 10, 2016, FKSE94074, fl.）

ヤナギタンポポ　Hieracium umbellatum L. 福島県2016Ⅱ類
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
114, Aug. 10, 2016, FKSE94085, fl.）

カセンソウ　Inula salicina L. var. asiatica Kitam.
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
40, Aug. 10, 2016, FKSE94083, fl.）

ニガナ　Ixeridium dentatum （Thunb.） Tzvelev subsp. dentatum
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
77, July 10, 2016, FKSE94079, fl.）

ハナニガナ　Ixeridium dentatum （Thunb.） Tzvelev subsp. nipponicum 
（Nakai） J.H.Pak et Kawano var. albiflorum （Makino） Tzvelev f. 

amplifolium （Kitam.） H.Nakai et H.Ohashi
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
86, July 10, 2016, FKSE94080, fl.）

センボンヤリ　Leibnitzia anandria （L.） Turcz.
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
64, Oct. 17, 2016, FKSE94036, fr.）

クルマバハグマ　Pertya rigidula （Miq.） Makino
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui & M. 
Endo 44, Sep. 12, 2016, FKSE94077, fl.）

コウゾリナ　Picris hieracioides L. subsp. japonica （Thunb.） Krylov
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
49, Aug. 10, 2016, FKSE94084, fl. & fr.）

ヤマニガナ　Pterocypsela elata （Hemsl.） C.Shih
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
118, Aug. 10, 2016, FKSE94086, fl.）

ハンゴンソウ　Senecio cannabifolius Less.
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
88, Aug. 10, 2016, FKSE94092, fl.; S. Usui et al. 88, Aug. 10, 
2016, FKSE94093, fl.）
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アキノキリンソウ　Solidago virgaurea L. subsp. asiatica （Nakai ex 
H.Hara） Kitam. ex H.Hara
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui & M. 
Endo 11, Sep. 12, 2016, FKSE94088, fl.）

オヤマボクチ　Synurus pungens （Franch. et Sav.） Kitam.
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui & M. 
Endo 38, Sep. 12, 2016, FKSE94058, fl.）

レンプクソウ科　Adoxaceae
オオカメノキ　Viburnum furcatum Blume ex Maxim.
木道周辺，ミズナラ林縁（S. Usui & M. Endo 23, Sep. 12, 
2016, FKSE94119, v.）

スイカズラ科　Caprifoliaceae
オミナエシ　Patrinia scabiosifolia Fisch. ex Trevir.
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
37, Aug. 10, 2016, FKSE94082, fl.）

タニウツギ　Weigela hortensis （Siebold et Zucc.） K.Koch
北側斜面，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
137, May 31, 2017, FKSE95119, fl.; S. Usui et al. 67, Aug. 10, 
2016, FKSE94098, fr.）

ウコギ科　Araliaceae
ウド　Aralia cordata Thunb.
木道周辺，オオヒゲナガカリヤスモドキ草地（S. Usui et al. 
18, Aug. 10, 2016, FKSE94059 & 94060, fl.）

タラノキ　Aralia elata （Miq.） Seem.
木 道 周 辺， 木 道 沿 い（S. Usui et al. 68, Oct. 17, 2016, 
FKSE94012, v.）

コシアブラ　Chengiopanax sciadophylloides （Franch. et Sav.） 
C.B.Shang et J.Y.Huang
木道周辺，アカマツ林床（S. Usui & M. Endo 50, Sep. 12, 
2016, FKSE94106, v.）
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