THE NORIKURA WONDER MAP

「乗鞍岳」の辿るを楽しむために

artist／フィスコ和田

絵は上に高山市一宮から見た乗鞍岳の峰々、下には頂上小屋登り口から見た主峰剣ヶ峰、
ライチョウのツガイをとりかこむ花は左よりイワギキョウ、ハクサンイチゲ、
コマクサ、
ミヤマクロユリ Atmosphere of Norikura

乗鞍岳マイカー規制に関するお知らせ

Information on the restriction of private vehicles in the Norikura area:

乗鞍岳では平成 15 年度より自然保護を目的にマイカー規制
が行われています。乗鞍スカイライン（5 月 15 日〜10 月末）
乗鞍エコーライン（7 月 1 日〜10 月末）ともに山頂方面に
向かわれるマイカーの方は、ほおのき平駐車場、アカンダ
ナ駐車場、乗鞍高原鈴蘭地区でシャトルバスにお乗換えくだ
さい。大型バス、マイクロバス、タクシー等は畳平駐車場
に有料にて駐車、乗り入れることができます。

Since 2003, private vehicles have been subject to restrictions in Norikura in order to preserve the natural
environment. If you drive on either the Norikura Skyline (May 15 to late October) or Norikura Echoline
(July to late October) to reach Norikura, you will need to park your vehicle in one of the designated parking lots in Hoonokidaira, Akandana or the Norikurakogen Suzuran area. There is also a pay parking lot in
Tatamidaira for large buses, microbuses and taxis. From the parking lots you will need to take shuttle bus
to proceed further into the Norikura area.

乗鞍岳を楽しんでいただくために

Enjoying Mt. Norikura:

乗鞍岳では決められた道を歩いてください。グリーンのロー
プや立ち入り禁止の案内が出ている先には入らないようにお
願いします。高山植物や地質の保護等や危険回避を目的に
設置されていることをご理解ください。また、あらゆるペット
の持ち込みはご遠慮ください。焚き火、野営は禁止されてい
ます。自転車で来られる方は畳平の駐輪指定場所に駐輪さ
れ登山道には乗り入れ、持ち込みしないようにお願いします。

While visiting Mt. Norikura, please stay on the designated walking trails. Please do not cross any green
ropes or enter areas where a no entry sign is posted. We want to protect the alpine plants and natural
terrain and keep visitors safe from harm. Pets are not allowed on Mt. Norikura and camping and bonﬁres
are prohibited. If you ride a bicycle to reach the Norikura area, please park it in the designated parking lot
at Tatamidaira. Please do not ride your bicycle on the mountain trails.
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乗鞍自然まめ知識
mini Encyclopeldia ①

1. Norikura Skyline: Alpine vegetation and volcanoes

Mt. Norikura is located at the southern end of the Hida mountain range. It is a volcanic mountain and is the third highest active volcano in Japan after Mt. Fuji and Mt. Ontake. It is a very
乗鞍スカイライン終点 big, composite volcanic mountain and one of ﬁve major volcanoes found in the Hida range,
each having its own period of eruptive activity. Mt. Norikura, however, consists of a group of
畳平 2,702m
peaks that are not all volcanic.
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植物の垂直分布図
Vetical Distribution

There are 16 diﬀerent species of ptarmigan in the world and they populate the regions
surrounding the North Pole. The Nihonraicho, which is widespread in the world's southernmost habitats of the ptarmigan, is a survivor from the ice age. It has feathers on its legs and
feet that help protect it from the harsh conditions. The Nihonraicho has been designated as a
Japanese natural treasure but at the same time it is also designated as “vulnerable” on the Japanese Ministry of the Environment's list of endangered species. It is listed as “critically endangered” in the prefectures of Gifu, Toyama, Yamanashi, and Niigata, and as “vulnerable” in those
of Nagano and Shizuoka. In Japan, where the Nihonraicho is carefully protected, we can
observe them at very close proximity as they don't seem to mind our human presence. In
other countries, ptarmigan species are considered game birds and, for this reason, they ﬂee at
the sight of man. Predators of the ptarmigan include martens, foxes, raptors such as the Inuwashi (golden eagle) and the Kumataka (mountain hawk-eagle), and weasels, which like to
steal chicks and eggs. To protect themselves from these predators, ptarmigans are seasonally
camouﬂaged; their feathers moult from white in winter to brown in summer. As a result, they
are very diﬃcult to see if they sit still in the Haimatsu forest and mountain scree or the snow in
winter.

♂

④

chick

♂

①／ツガイ（春）②／母鳥とヒナ（夏）③／成長したヒナと母鳥（秋）④／白毛になったオス（冬）
①Spring（May）②Summer（July）Mother bring up its chick ③Fall（September）④Winter（January）

ホシガラスの食樹とハイマツ

3. Unique feeding habits of the Hoshigarasu ( spotted nutcracker)

ハイマツ帯でよく見かけるホシガラスの食
料は、ほとんどがハイマツの実です。ホシガ
ラスには、餌を蓄えて食べる貯食の習性があ
り、この蓄えたハイマツの実は、雪におおわ
れる晩秋や早春の繁殖期の食料にもなります。
しかし食べ残しの実は、
そこで発芽します。ヨー
ロッパアルプスでは、人間が伐採したスイス
松の林が、ホシガラスの貯食で再生されたと
いう報告があります。日本でも、ハイマツが
数本ずつ束生している例が多く見られ、これも
ホシガラスの貯食によるもののようです。
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The main food sources for Hoshigarasu are the seeds of the Haimatsu (dwarf pine). Hoshigarasu have a habit of storing these seeds for later use. The surplus Haimatsu seed is left in a cache
and serves as an important food source in the late fall when the mountain is covered in snow
or during the breeding season early in the spring. The leftover seeds then sprout new trees. It
has been reported that in the European Alps this feeding habit of the Hoshigarasu saved the
Swiss pine forests, which had once been cut down by humans. In Japan we often see a few
Haimatsu trees growing in a bunch and this is likely a result of the hoarding of seeds by Hoshigarasu.
ハイマツの実を食べようとしているホシガラス
Spotted nutcracker is dinning dwarf pine nut.

よく似た花の見分け方は？…

高山植物には、よく似て見分けが困難な花
がいくつかあります。ミヤマキンバイとミヤマ
ダイコンソウは、どちらもバラ科で、直径２
cm 程度の黄色い５弁花です。分布もほとん
ど重なり花期も７〜８月と同じです。これを見
分けるには、葉を見て下さい。ミヤマキンバ
イは、三小葉なのに対して、ミヤマダイコンソ
ウの葉は、実は羽状複葉なのですが、一見丸
い単葉に見えます。
イワギキョウとチシマギキョウを見分けにく
い方も多いでしょう。花の中を覗き込む事が
できれば簡単で、イワギキョウの花は無毛で
すが、チシマギキョウの花には白い毛が密生
しています。葉や額でも見分けは簡単で、イ
ワギキョウでは鋭い鋸歯があるのに対し、チ
シマギキョウではほとんど鋸歯は目立ちませ
ん。慣れてくると同じように見える花の色でも、
区別が出来るようになります。イワギキョウが
青紫系の色合いなのに対し、チシマギキョウ
では赤紫系の色合いです。花色で見分けられ
ると、離れた場所に咲いていても、見分けら
れるようになります。

Plants and trees in the subalpine zone at 1,500-2,500m above sea level, consist of communities
of Dakekanba (birch) and clusters of evergreen trees, such as Oshirabiso(pine),Shirabiso,(pine),
Kometsuga (hemlock),and Touhi(pine). Also typical in the subalpine zone is a mix of maple
trees such as Ogarabana, and a family of Nishikigi (burningbush) such as Kurotsuiribana . Along
the road, Tegatachidori and Miyamakouzorina, which are types of wild orchids, can be spotted.

2. Camouﬂaged Nihonraicho (Japanese ptarmigan)

②

♀

Passengers travelling on the Skyline can enjoy the scenery as a variety of alpine vegetation can
be observed at diﬀerent altitudes on the gentle slopes of Mt. Norikura. In the montane zone at
about 1,500m above sea level, clusters of trees such as Buna (beech), Mizunara (oak) and Shirakanba (birch) can be found. There are also Kaede (Japanese maple), deciduous broad-leaved
trees such as Tochi (Japanese horse-chestnut) and Uwazumizakura (Japanese bird-cherry) and
evergreen trees such as Nezuko (cedar), Sawara (cypress) and Ichii (yew).

The area above the tree line (about 2,500 m altitude) is characterized by a vast stretch of
Haimatsu (dwarf pine) forest. In addition, Tsutsuji shrubs(azalea) and various herbaceous
alpine species are found in the hollows where snow melts very slowly.

照葉樹林（常緑広葉樹林）

カモフラージュするライチョウ

ライチョウの仲間は、北極を取り囲む地域に ①
世界で 16 種が居ます。世界で最も南に分布す
るニホンライチョウは、氷河期が終わると、寒
冷な山岳地帯に取り残された氷河期遺存種で、
足の指先まで暖かな羽毛におおわれています。
国の天然記念物に指定されていると共に、環境
省のレッドリストでは絶滅危惧Ⅱ類の指定です。
また県別のレッドデータブックでは、岐阜県、
富山県、山梨県、新潟県では絶滅危惧 I 類に、
長野県、静岡県では絶滅危惧 II 類に指定されて
います。諸外国では、ライチョウを狩猟鳥とし
ているため、人の姿を見ると逃げますが、保護 ③
の手厚い日本では、間近に姿を見せてくれます。
ライチョウの天敵として、イヌワシやクマタカ等
の猛禽類やテン、キツネ等の他、卵やヒナを狙
うオコジョも挙げられます。こうした天敵から身
を守るため、夏には暗褐色のまだら模様となり、
ハイマツの中や砂礫地でじっと動かないでいる
と見つけるのが困難です。また冬には真っ白な
冬羽に替わり、やはり雪の中で見つけるのは困
難です。
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日本文／大森清孝（自然環境アドバイザー） 英文／高田基、
ダフ・トリンプル

乗鞍スカイラインの植生、火山

飛騨山脈は、しゅう曲山脈です。その南端
に位置する乗鞍岳は、しゅう曲によりできた高
地の上に形成された火山です。富士山、御岳
山に次ぐ日本で三番目に高い活火山ですが、
山体全てが火山というわけではありません。乗
鞍岳はとても大きな山ですが、実は活動時期
の異なる五つの火山体が集まってできた複成
火山なのです。
なだらかな山容の乗鞍岳では、標高によっ
て植生が変わっていく垂直分布が、バスの車
窓から楽しめます。標高 1,500m 付近までの山
地帯では、ブナ、ミズナラ、シラカンバ等の群
落に、ハウチワカエデ等の多くのカエデ類やト
チ、
ウワミズザクラといった落葉広葉樹、
ネズコ、
サワラ、イチイ等の常緑針葉樹が混在します。
標高 1,500〜2,500m の亜高山帯では、ダケ
カンバ群落と常緑針葉樹のオオシラビソ、シラ
ビソ、コメツガ、トウヒ等の群落から構成され、
ここにカエデ科のオガラバナやニシキギ科のク
ロツリバナ等が混在します。また道路沿いには、
ミヤマコウゾリナや野生蘭のテガタチドリも見
られます。
標高約 2,500m の森林限界を過ぎるとハイマ
ツ群落が一面に広がります。また融雪の遅い
凹地地形では、ツツジ科の低木類や多くの草
本類等の高山植物で構成される雪田植生群落
が見られます。
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4. How do you identify alpine ﬂowers that are very similar?
Some alpine ﬂowers look very similar and it can be diﬃcult to tell one ﬂower from the other.
For example, Miyamakinbai and Miyamadaikonsou, both of which belong to the rose family,
are yellow, ﬁve-petaled ﬂowers about 2cm in diameter. They share very similar distribution
patterns and the same ﬂowering season (July and August). These species can be distinguished
by the shape of the leaves. Miyamakinbai has three-lobed leaves while Miyamadaikonsou has
pinnately compound leaves (leaves on both sides of a central stem).

F1

F3

F2

F4

Many people have diﬃculty distinguishing between the Iwagikyou and Chishimagikyou ﬂowers. (both are family of balloon ﬂower) If you can peek at the inside of these ﬂowers, however,
it is rather simple to tell Iwagikyou, which are glabrous (no hair), from Chishimagikyou, which
are covered with white hairs. It is also easy to distinguish them by their leaves and sepals. With
Iwagikyou you will notice sharp toothed leaves, whereas with Chishimagikyou such leaves are
barely noticeable. It may take some time but eventually you will also perceive subtle diﬀerences in colour. Iwagikyou have shades of bluish-purple while Chishimagikyou have shades of
reddish-purple. If you can distinguish them by their colour you will be able to identify them
even from far away.
左上／Miyamakinbai（F1）左下／Miyamadaikonsou（F2）右上／Iwagikyou（F3）右下／Chishimagikyou（F4）
内面の花和名・科名一覧にＦ１〜Ｆ４として記載

