2013年四川省合同調査旅行の植物リスト
学名
分類（旧分類）
6月28日 午前 西昌（シーチャン）／チョンハイ湖 標高 1600m
Trapa sp.
ヒシ科ヒシ属

メモ
湖面

6月28日 夕方 バイバイディン村 標高 2550m
Fagopyrum tataricum
タデ科ソバ属
Pedicularis limprichtiana
ゴマノハグサ科シオガマギク属

ダッタンソバ
低茎、花淡紅色

6月29日 午前 螺髻山（ルオジーシャン)／バイバイディンの上部 標高 3000～3400m
Silene muliensis
ナデシコ科マンテマ属
高茎、花小
Impatiens arguta
ツリフネソウ科ツリフネソウ属
花大・淡紅色
Stellaria aff. dichotoma
ナデシコ科ハコベ属
花弁中裂
Stellaria aff. dichotoma
ナデシコ科ハコベ属
花弁深裂
Gentiana panthaica
リンドウ科リンドウ属
花冠の副裂片糸裂
6月29日 午後 螺髻山／アーンズツァウタ周辺 標高 3500～3600m
Rhododendron souliei
ツツジ科ツツジ属シャクナゲ類 花淡紅色
Roscoea tibetica
ショウガ科ロスコエア属
花淡色
Cotoneaster microphyllus
バラ科コトネアスター属
匍匐性小低木
Campanula aristata
キキョウ科ホタルブクロ属
花小・萼細長
Corydalis humicola
ケマンソウ科キケマン属
花淡紅色・距長
Erigeron patentisquamus
キク科アズマギク属
高茎、舌状花淡紅色・短
Parnassia delavayi
ウメバチソウ科ウメバチソウ属
花弁基部に緑色筋斑
花大・ピンク、葉楕円形
Incarvillea grandiflora
ノウゼンカズラ科インカルヴィレア属
Primula blinii
サクラソウ科サクラソウ属
葉にくしの歯状鋸歯
Spiraea japonica var. ovalifolia
バラ科シモツケ属
シモツケに近縁
Arenaria trichophora
ナデシコ科ノミノツヅリ属
花弁先細裂
6月30日 午前 螺髻山／アーンズツァウタの上部 標高 3700～3800m
Rhododendron souliei
ツツジ科ツツジ属シャクナゲ類
Rhododendron souliei
ツツジ科ツツジ属シャクナゲ類
Rheum acuminatum
タデ科ダイオウ属
Tiarella polyphylla
ユキノシタ科ズダヤクシュ属
Leontopodium haplophylloides
キク科ウスユキソウ属
Allium wallichii
ユリ科ネギ属
Geranium refractoides
フウロソウ科フウロソウ属
Berberis yunnanensis
メギ科メギ属
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花淡紅色
花白色
果実紅色、葉先突出
ズダヤクシュ
葉の基部苞茎
花紅紫色
花弁淡紅色・反転
花数個束生、葉楕円形

6月30日 昼から夕方 螺髻山／駱駝峰（ロトフォン）キャンプへ 標高 3900～3950m
Sorbus vilmorinii
バラ科ナナカマド属
花白色、葉軸に狭い翼
Corydalis feddeana
ケマンソウ科キケマン属
葉2回掌状分裂、花黄色
Bistorta vivipara
タデ科イブキトラノオ属
ムカゴトラノオ
Meconopsis luojiensis （未発表新種）
ケシ科メコノプシス属
花淡紫色、鐘形
Meconopsis aff. integrifolia
ケシ科メコノプシス属
花淡黄色、無花柱
Rhododendron telmateium
ツツジ科ツツジ属シャクナゲ類 矮性低木、花紅色
Rhododendron atrovinosa （未発表新種） ケシ科メコノプシス属
花暗紅色
Paraquilegia microphylla
キンポウゲ科パラキレギア属
花淡紫色、岩に着生
7月1日 午前 螺髻山／駱駝峰から干海子（カンハイツ）へ 標高 3950～3900m
Rhododendron atrovinosa （未発表新種） ケシ科メコノプシス属
花暗紅色
Meconopsis luojiensis （未発表新種）
ケシ科メコノプシス属
花淡紫色、鐘形
7月2日 午前 螺髻山／干海子から下る 標高 3750～3900m
Rhododendron atrovinosa （未発表新種） ケシ科メコノプシス属

花暗紅色

7月2日 昼ごろ 螺髻山／バイバイディンの上部 標高 3050～3000m
Pedicularis smithiana
ゴマノハグサ科シオガマギク属
Arisaema erubescens
サトイモ科テンナンショウ属
Hydrangea sungpanensis
アジサイ科アジサイ属

下唇黄色、上唇紅紫色
葉掌状細裂
花序周囲の飾り花紅色

7月4日 午後 冶勒（ヤレ）自然保護区／キャンプ地周辺 標高 2800m
Oreorchis fargesii
ラン科コケイラン属
Iris wilsonii
アヤメ科アヤメ属
Juncus kingii
イグサ科イグサ属
Meconopsis (Cathcartia) chelidonifolia
ケシ科メコノプシス属
Meconopsis wilsonii subsp. wilsonii
ケシ科メコノプシス属
Pedicularis rex subsp. lipskyana
ゴマノハグサ科シオガマギク属

唇弁白色・紅色斑点
花黄色
高さ20～30cm
花黄色
高茎、花淡藤色
葉輪生、花紅色

7月5日 午後 冶勒自然保護区／キャンプ地周辺 標高 2800m
Hydrangea heteromalla
アジサイ科アジサイ属
Meconopsis wilsonii subsp. wilsonii
ケシ科メコノプシス属
Primula kialensis
サクラソウ科サクラソウ属
Meconopsis (Cathcartia) chelidonifolia
ケシ科メコノプシス属

飾り花白色
高茎、花淡藤色
矮小、岩壁に着生
花黄色

7月6日 終日 冶勒自然保護区／キャンプ地から鉱山の中腹まで往復 標高 2900～3300m
Meconopsis wilsonii subsp. wilsonii
ケシ科メコノプシス属
高茎、花淡藤色
Rosa moyesii
バラ科バラ属
高さ2～4mの低木、花紅色
Cirsium eriophoroides
キク科アザミ属
綿毛に包まれた巨大頭花
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Meconopsis (Cathcartia) chelidonifolia
Deutzia purpurascens
Actinidia sp.
Pedicularis superba
Aquilegia ecalcarata f. semicalcarata
Fragaria moupinensis
Hemiphragma heterophyllum
Epilobium sikkimense
Rosa sp.
Rhodiola yunnanensis
Senecio pteridophyllus
Platanthera finetiana
Aster veitchianus
Ligularia fischeri

ケシ科メコノプシス属
アジサイ科ウツギ属
マタタビ科マタタビ属
ゴマノハグサ科シオガマギク属
キンポウゲ科オダマキ属
バラ科オランダイチゴ属
ゴマノハグサ科ヘミフラグマ属
アカバナ科アカバナ属
バラ科バラ属
ベンケイソウ科イワベンケイ属
キク科キオン属
ラン科ツレサギゾウ属
キク科シオン属
キク科メタカラコウ属

花黄色
花弁白色、外側淡紅色
サルナシに近い
「マリリンモンロー」
距ごく短い
花と果実
つる性、匍匐
花大、淡紅色
花後、花5弁、花柄赤色
葉３輪生
葉は羽状に細裂
ツレサギソウに近い
葉の基部半抱茎
オタカラコウ

7月7日 午前 冶勒自然保護区 標高 2900～3200m
Meconopsis wilsonii subsp. wilsonii
ケシ科メコノプシス属
Persicaria sp.
タデ科イヌタデ属

高茎、花淡藤色
ミゾソバに近い

7月13日 午前 折多山（ゼードーシャン） 標高 4150m
Meconopsis henrici
ケシ科メコノプシス属

花糸は幅広い

7月13日 午後 塔公（タンゴン）の北の道端 標高 3800m
Scutellaria hypericifolia
シソ科タツナミソウ属
Trigonotis delicatula
ムラサキ科キュウリグサ属
Hedysarum chinense
マメ科イワオウギ属
Ajuga ovalifolia var. calantha
シソ科キランソウ属
Aster souliei
キク科シオン属
Tibetia tongolensis
マメ科ティベティア属

花淡紫色、葉楕円形
匍散株と直立株
花淡紫色
無茎、花濃紫色
舌状花淡紅色
花淡黄色、舟弁極小

7月14日 午前 巴朗山（バーランシャン）の東側 標高 4300m
Meconopsis balangensis
ケシ科メコノプシス属
Corydalis pseudobarbisepala
ケマンソウ科キケマン属
Corydalis dajingensis
ケマンソウ科キケマン属
Pedicularis przewalskii var. cristata
ゴマノハグサ科シオガマギク属

内側の花糸は膨れる
花青色、大、美麗
低茎、長花柄、花淡紫色
花白色・上唇紫紅色

7月14日 午後 巴朗山の西側 標高 4250m
Meconopsis aff. lepida
ケシ科メコノプシス属

花紫色、総状に数花

7月15日 午前 小金（シャオジン）の北の道端 標高 3200m
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Pedicularis spicata

ゴマノハグサ科シオガマギク属

花淡紅色、穂状に密集

7月15日 正午ごろ 夢筆山（ムーピーシャン） 標高 4000m
Oxytropis yunnanensis
マメ科オヤマノエンドウ属

花紫色、舟弁先に突起

7月16日 午前 馬児康（マルカン）の北東 標高 3400m
Sorbaria arborea
バラ科ニワナナカマド属
Adenophora aurita
キキョウ科ツリガネニンジン属
Clematis tangutica
キンポウゲ科センニンソウ属
Leontopodium dedekensii
キク科ウスユキソウ属

ニワナナカマド
葉は狭披針形
花は淡黄色、鐘形
花序は分枝

7月16日 正午ごろ 羊拱山（ヤンゴンシャン） 標高 4200m
Meconopsis barbiseta
ケシ科メコノプシス属

花糸は濃紫色で細い

7月17日 午前 夢筆山の南の道端 標高 2700m
Arctium lappa
キク科ゴボウ属
Buddleja davidii
フジウツギ科フジウツギ属

ゴボウ
淡紅紫色のブッドレア

7月17日 午後 巴朗山の東側 標高 4300m
Meconopsis balangensis
ケシ科メコノプシス属
Corydalis dajingensis
ケマンソウ科キケマン属
Corydalis trachycarpa
ケマンソウ科キケマン属
Pedicularis davidii
ゴマノハグサ科シオガマギク属
Primula yargongensis
サクラソウ科サクラソウ属
Aster souliei
キク科シオン属

内側の花糸は膨れる
低茎、長花柄、花淡紫色
花は先だけ濃紫色、距長
花紅色、穂状に密集
花淡紅色、群生
舌状花は淡紅色

7月17日 午後から夕方 巴朗山の西側 標高 4250m
Meconopsis balangensis
ケシ科メコノプシス属
Meconopsis punicea
ケシ科メコノプシス属
Meconopsis aff. lepida
ケシ科メコノプシス属
Corydalis pseudocristata
ケマンソウ科キケマン属

内側の花糸は膨れる
花紅色
花紫色、総状に数花
花淡黄色・大・美麗

7月18日 午前 夾金山（ジアジンシャン）の東側 標高 4000m
Meconopsis balangensis var. atrata
ケシ科メコノプシス属

花は暗紅色

7月18日 午後 夾金山の西側 標高 3950m
Meconopsis aff. lepida
ケシ科メコノプシス属

花紫色、総状に数花

7月19日 午後 折多山 標高 4150m
Meconopsis henrici

花糸は幅広い

ケシ科メコノプシス属
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