
火口湖がはぐくむ豊かな自然
Natural surroundings fostered by crater lakes

　一碧湖と沼池は約 10 万年前の噴火でできたふた
ごの火口湖です。火口湖をつくった噴火は水とマグ
マが触れ合って生じた爆発的なものでした。その結
果、火口内にも細かな火山灰がたくさん降りつもっ
たため、水が抜けにくい環境が成立し、湖となりま
した。そのようにしてできた、湖と湿気による独特
の自然環境の中で、多くの樹木や野草が育まれてい
ます。沼地にはアシやフトイなどが群落を形成し、
静岡県内ではここにだけ自生しているといわれる
チョウジソウの群生も見られます。

Lakes Ippekiko and Numaike are 
twin craters resulting from an erup-
tion that occurred approximately 
100,000 years ago. The area 
around the lakes boasts a unique 
and natural environment created 
with crater depressions and poor 
permeability, allowing many trees 
and wild grass to flourish. In 
marshes, there is a natural commu-
nity of reed grass and scirpus la-
custris, as well as a community of 
Japanese Blue Star that is said to 
be the only place where it grows 
naturally in Shizuoka Prefecture.
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チョウジソウ（キョウチクトウ科） 【花季】5月中旬
Flowering season: Mid May

Flowering season: June to August
【花季】6～ 8月ヌマトラノオ（サクラソウ科）

Amsonia elliptica（Apocynaceae）

Lysimachia fortunei （Primulaceae）
湿地、沢沿いで見られる多年草。
花穂がオカトラノオに似ているこ
とからこの名が付けられましたが、
花穂は垂れずに直立します。
小さな花ですが良く見ると純白の
五弁花が連なりシベの中心部は赤
みを帯び美しい花です。葉は細く
先端がとがり、葉の基部も赤みが
かっているのが観察されます。

Herbaceous perennial are often seen along 
marshes and swamps.
Amsonia elliptica is a herbaceous perennial 
grown by the side of a river and damp grass 
field. However, it has been designated as an 
endangered species because its habitat dis-
appeared due to the development of 
marshes. Lake Ippekiko is the only habitat 
of Amsonia elliptica in Shizuoka Prefecture. 
It features lovely bluish purple flowers and 
forms a two-pronged nail shape after pro-
ducing fruit.

Lysimachia fortunei has small but beautiful 
flowers bearing five pure white petals over-
lapped together around the reddish center. 
You can also see that it has narrow and 
pointy leaves with a reddish base.

川岸や湿った草地に生える多年草
ですが、湿地の開発などで、自生
地が消滅し絶滅危惧種に指定され
ています。静岡県内での自生地は
ここ一碧湖のみです。青紫の清楚
な花を付け、結実すると二又に分
かれた釘状になります。釘は昔
チョウジと言われ、花名もそこか
ら由来したのでしょう。

Lake Ippekiko
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地形データ提供：国土交通省中部地方整備局沼津河川国道事務所

約 4000 年前の大室山の噴火で流れ出した溶岩の分布範囲
Lava flows from Omuroyama Volcano
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