
様式G：森林総合調査結果（下層植生調査表）
調査地点名：中部山岳国立公園
調査実施日：2020年08月17日
調査実施機関：富山県農林水産総合技術センター森林研究所
調査実施者：大宮　徹、中島　春樹　　
植物種の数：32

優占度
学名 和名

Viburnum furcatum オオカメノキ 3
Lindera umbellata var. membranacea オオバクロモジ 2
Arachniodes mutica シノブカグマ 2
Sasa kurilensis チシマザサ 2
Plagiogyria matsumureana ヤマソテツ 2
Maianthemum japonicum ユキザサ 2
Shortia uniflora var. kantoensis イワウチワ 1
Acer rufinerve ウリハダカエデ 1
Padus grayana ウワミズザクラ 1
Daphniphyllum macropodum ssp. humile エゾユズリハ 1
Ainsliaea acerifolia var. subapoda オクモミジハグマ 1
Chengiopanax sciadophylloides コシアブラ 1
Dryopteris expansa シラネワラビ 1
Magnolia salicifolia タムシバ 1
Disporum smilacinum チゴユリ 1
Toxicodendron orientale ツタウルシ 1
Mitchella undulata ツルアリドオシ 1
Hydrangea paniculata ノリウツギ 1
Aucuba japonica var. borealis ヒメアオキ 1
Ilex leucoclada ヒメモチ 1
Clethra barbinervis リョウブ 1
Thelypteris musashiensis イワハリガネワラビ +
Athyrium clivicola カラクサイヌワラビ +
Symplocos sawafutagi サワフタギ +
Paris tetraphylla ツクバネソウ +
Sorbus commixta ナナカマド +
Ilex crenata var. radicans ハイイヌツゲ +
Fagus crenata ブナ +
Carex multifolia var. multifolia ミヤマカンスゲ +
Athyrium vidalii ヤマイヌワラビ +
Toxicodendron trichocarpum ヤマウルシ +
Acer amoenum var. matsumurae ヤマモミジ +

植物名



様式G：森林総合調査結果（下層植生調査表）
調査地点名：石動山
調査実施日：2020年8月31日
調査実施機関：石川県農林総合研究センター林業試験場
調査実施者：千木　容、小谷　二郎、岩本　華奈
植物種の数：25

優占度
学名 和名

Sasa kurilensis チシマザサ 4
Daphniphyllum macropodum ssp. humile エゾユズリハ 3
Viburnum furcatum オオカメノキ 1
Aucuba japonica var. borealis ヒメアオキ 1
Cephalotaxus harringtonia var. nana ハイイヌガヤ +
Carex conica var. conica ヒメカンスゲ +
Acer japonicum ハウチワカエデ +
Torreya nucifera var. radicans チャボガヤ +
Euonymus alatus var. alatus ニシキギ +
Cryptomeria japonica スギ +
Ilex crenata var. radicans ハイイヌツゲ +
Struthiopteris niponica シシガシラ +
Schizophragma hydrangeoides イワガラミ +
Camellia japonica ヤブツバキ +
Coptis japonica var. anemonifolia キクバオウレン +
Ardisia japonica ヤブコウジ +
Goodyera foliosa var. laevis アケボノシュスラン +
Acer distylum ヒトツバカエデ +
Carex morrowii カンスゲ +
Dioscorea tokoro オニドコロ +
Mitchella undulata ツルアリドオシ +
Kadsura japonica サネカズラ +
Dumasia truncata ノササゲ +
Lindera umbellata  var. membranacea オオバクロモジ +
Castanea crenata クリ +

植物名



様式G：森林総合調査結果（下層植生調査表）
調査地点名：宝立山
調査実施日：2020年9月10日
調査実施機関：石川県農林総合研究センター林業試験場
調査実施者：千木　容、小谷　二郎、岩本　華菜　　
植物種の数：37

優占度
学名 和名

Ilex leucoclada ヒメモチ 2
Ilex crenata var. radicans ハイイヌツゲ 2
Rhododendron lagopus var. niphophilum ユキグニミツバツツジ 2
Elliottia paniculata ホツツジ 2
Shortia uniflora var. kantoensis イワウチワ 2
Viburnum furcatum オオカメノキ 1
Symplocos sawafutagi サワフタギ 1
Acer japonicum ハウチワカエデ +
Magnolia salicifolia タムシバ +
Rhododendron kaempferi var. kaempferi ヤマツツジ +
Eurya japonica var. japonica ヒサカキ +
Aucuba japonica var. borealis ヒメアオキ +
Struthiopteris niponica シシガシラ +
Padus grayana ウワミズザクラ +
Cornus kousa  ssp. kousa ヤマボウシ +
Lindera umbellata  var. membranacea オオバクロモジ +
Acer amoenum var. matsumurae ヤマモミジ +
Acer rufinerve ウリハダカエデ +
Sasa palmata チマキザサ +
Daphniphyllum macropodum ssp. humile エゾユズリハ +
Skimmia japonica  var. intermedia ツルシキミ +
Cerasus incisa var. kinkiensis キンキマメザクラ +
Chengiopanax sciadophylloides コシアブラ +
Carex morrowii カンスゲ +
Mitchella undulata ツルアリドオシ +
Acer pictum イタヤカエデ +
Hamamelis japonica var. discolor マルバマンサク +
Toxicodendron trichocarpum ヤマウルシ +
Fagus crenata ブナ +
Callicarpa japonica ムラサキシキブ +
Clethra barbinervis リョウブ +
Disporum smilacinum チゴユリ +
Ardisia japonica ヤブコウジ +
Cephalotaxus harringtonia var. nana ハイイヌガヤ +
Heloniopsis orientalis ショウジョウバカマ +
Euonymus alatus var. alatus ニシキギ +
Smilax China サルトリイバラ +

植物名


