
B本産と判断されては困る植物

はじめに

わが国の高等縞物は「戸籍調べJという

点ではあらかたわかってきた。だからそう

いう観点からは、外来植物や稀産植物の発

見記録に注意が集中し勝ちのように思う

金井弘夫先生の書評より。

今回の原稿を書き終えようとしている時、

ハッとするこの文章が目にとまった。

帰化植物を調べるごとが私のテーマで、

始めてからもう30年以上となる。休日とも

なれば貿易港や紡績工場、造成地、養鶏場

などを見つけては採集に出向き、 喜一憂

するのが常であった。採集した横物はいき

なり標本にはせず、観察を兼ねて自宅で育

てるのが私流のやり方で、今もこれを実行

大阪府箕面市櫨村修一

している。

1960から1970年代あたりまでは欧米原

産の帰化縞物が多く見つかり、イネ科・カ

ヤツリグサ科・イグサ科などを除けば採集

時点で明らかに外国産と思えるような植物

が採集品の大半を占めていた。と乙ろが最

近では、うっかりすると日本産と判断され

やすい東アジア産の植物も次々と見つかっ

ている。このような“珍しい帰化植物"に

目を奪われがちな私であったが、同じルー

トで侵入したと考えられるイワヨモギ(図

2) ・オオイタドリなどの在来種が自生の

ない地域で実際に目にするに至り、必ずし

も喜んでばかりはいられないと思うように

なった。

図1 外国産ヨモギが揃って生育している法面(大阪府大京市深北緑地)
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図2 外国産ヨモギに随伴するイワヨモギとヒメヨモギ
(深北緑地)

「郷土種」は偽装された緑

高度経済成長期以降、日本各地で開発が

進み、シナダレスズメガヤ・オニウシノケ

グサ・ベントグラス(コヌカグサの仲間)

といった外来牧草類が緑化目的で多量に使

用されてきた。しかし、近ごろ自然派志向

の高まりとともに外国産に低抗があるとの

理由で国産種子を用いるととがことさら強

i持されてきた。そして、ヨモギ・ハギ類・

コマツナギ? (以下、同定に自信ない場

合?を付す.)などの種子が「郷土種j と呼

ばれ、保護すべき環境や生態系が数多く存

夜する自然豊かな山岳地域の林道などの吹

きつけに積極的に用いられてきた。

新しく道路整備した付近の法面において、

1990ifあたりからヨモギがやたらと多くそ

の生育も揃っている“不自然な群落"に

度々出くわした(植村 2002a)。この群落中

に限って見慣れないヨモギ属が発見される

状況から、このヨモギは外国産ではないか

と判断し、部分帰化と考えられる種のリス

トに含めた(植村 1994)。日本に自生する

ものと種は同じである外来系統を部分帰化

と定義されている。つい最近までよくマス

コミで盛んに使われた言葉を使えば、この

ヨモギは「郷土種Jとは名ばかりで、中身

は“偽装された緑"なのである。外国産ヨ

モギは在来のヨモギからは、分校した側枝

はあまり開かず全体的にスマートな感じを

受け、開花枝の枯死時期が少し早くなる点

でかろうじて見分けられる(凶 3)。ただ、

個体変異、生育環境、株の齢などの要素も

加わり必ずしもそうなるとは限らない。

ニセ物の「郷土種Jとともに侵入した

外来種たち

1991年から始まった近畿嫡物同好会主催

の襟本同定会では、帰化植物・闘芸植物が

図3 深北緑地で見られた外国産ヨモギ(左)、右は大阪府堺市美原区で撮影したYE来のヨモギ
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私の担当であった。西川一郎氏は大阪府高

槻市のフロラに詳しく、初回より疑問のあ

る帰化植物に加え、オトコヨモギ・キクタ

ニギクなどの襟本を多数持って来られ、「キ

クタニギクは前から少しはあった。今盛ん

に増えているのは自生種の復活なんかじゃ

ない」と力説されていた。同氏採集のキク

タニギクは後に外来と考えられる111口県産

のものと共通のDNAパターンを持つ乙とが

証明された(i架井・宮武 2005)。西川氏が

フィールドで植物を見る|浪)Jの鋭さが科学

的に証明されたのである。今では帰化植物

に外来種という言葉をあてるようになって

いるが、乙の当時種は同じだが自生でない

とのことで“外来"という言葉を使ってお

られたのをよく憶えている。

導入当初の中国産ヨモギ穏子は爽雑物が

多くて「どこにヨモギがあるのだ」という

程度で、あったらしいが、最近は種子が重く

なり風選もやりやすくなって純度が高くな

ってきたようである(山田 2002)。これを

裏付ける観察例がある。

田中光彦氏は深北緑地(大阪府大東市)

における外来ヨモギ類の消長を数年観察し

ておられる。造成を始めた段階では、モリ

ヨモギ、Artemisiasylvatica Maxim目?

(図4a.) ・オオニシヨモギArtemisia

princes Pam]).?など 2mを超えるジャン

ボサイズのヨモギ類、が目立ち、ヨモギその

ものは割と少なかったようである。シロヒ

メイワヨモギArtemisiavestita Wall. ex 

DC. var. cliscoJor (Kom.) Kitag.? (図

4b.)など最近和名が与えられた東アジア原

産のヨモギ属植物(初島 1999，初島 2002，

北方山草 24(2007) 

荒木 2006)はこの時期に採集されたもの

が多い。その後、両地のジャンボサイズの

ヨモギ類は長続きせず数年で次々消えてい

ったそうで、 2006年田中氏の案内で訪れた

際には栄養状態のよくない数個体しか残っ

ていなかった。ケショウヨモギ?やイヌヨ

モギに類似した未同定のヨモギ属はいずれ

も定着して繁殖を始めていた。

乙れとは対照的に、ごく最近、同じ緑地

同4a.2mを超えるモリヨモギ?(山口県産の栽培品)

図4b シ口ヒメイワヨモギ?(深北緑地産の栽培品)
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これも同種であろう(植村 2002c)。また、

トウコマツナギIncligoferabungcana 

Walpersとする見解(初島 2002) もあり

種の扱いは未だ混乱している。

とのコマツナギ?に随伴する帰化植物は

ツル性なのが特徴的で、フウリンユキアサ

ガオPorana1ヨC日 llOS8Roxb. .アオイカ

ズラ・クルマパアカネの記録がある(荒木

2006，植村ら 2006)。

外国産ハギ属は花のきれいなハギ類と花

が目立たないメドハギ類(図5)とに分ける

因企 ハイイ口ヨモギ(深北緑地産の栽培品) ことができ、雨グループとも吹きつけで外

内で新たに外国産ヨモギ種子が吹きつられ 国産が主として使用されている。

た斜面(図1) においては、イワヨモギ・ 橋種目的のメドハギ?は、それに爽雑し

ヒメヨモギ・ハマヨモギ・ハイイロヨモギ てくるオオバメドハギLespecleza cla VU1 

(図4c) ・キレハヨモギ~ Artemisia roxbur- ica (Laxm.) Schincll.・カラメドハギ

ghiana Besser (田中 2005) ・ヤブヨモ Lespccleza inschanica (Maxim，) 

ギ?ほか不明のヨモギ属数種が僅かに見ら Schincll.などの種と酷似し、私は今の段階

れたに過ぎ、なかった。 では自信もって同定できないものをよく見

ハギ属・コマツナギ?などの低木の吹き かける。

つけも乙のところ目立つてきた(図 5)。 ハギ類も同様で、イヌハギ(田中 2004)・

コマツナギ?は夜来のコマツナギとは明

らかに性質が異なるようで，スタンダード

形に大きく成長する。タイワンコマツナギ

Inclig口feratinctoria L.の報告もあるが、

図5 外凶産の吹き付け用マメ科植物左 メドハギ(深北緑地)右 i コマツナギ?(大阪府枚方r!i[lll]山)
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大きな葉で楽裏が白くて目立つオクシモハ

ギ LesJ]eclezaclaviclii Franch.は間違い

なく同定できたが、それ以外にエゾヤマハ

ギ・カラヤマハギ IAsJ]eclezaviatol"um 

Champ目 exBenth.などの報告(初島

1999，初島 2002)があり、これまた今の

私の知識ではお手上げ状態である。

日本産と判断されては困る植物

外来の「郷土種j が使われて困るもう I

つの事例は、乙れと一緒に各地で今さかん

に編纂されているレッドデータブックに載

るような植物が混ざってくることである。

これまでの文中で議場した植物では、アオ

イカズラ・イヌハギなどがその例である。

このため、保護すべき植物が実際は除去す

べき植物といった矛盾した現象を生み、報

告者によって、保護すべきとなったり、そ

うでなかったりするからである。

漢;忘薬の白 l市1:(カンゾウ)は初め木の幹だ

と思っていたが、後にこれが直根だ、と知っ

た。厳しい潔境に生きる多年生ゲンゲ属の

種も、か細い草姿からは想像しがたい立派

な直線を地中深く伸ばしているものがある。

北方山草 24(2007) 

このような横物は発芽から成熟するまで数

年を要する。開花株に逮した時点では、周

囲の績生は一変して在来種的色彩が濃くな

ってくるため自生種と判断されやすくなる。

マンシュウモメンヅル Astragalusaclsur 

gens Pallはその l例になるかもしれなか

った植物である。高取(1970) には美しい

本種の彩色図が載せられている。乙の種は

日本にあるムラサキモメンヅルにきわめて

近い。

最近、大分県においてマンシュウモメン

ヅルが見つかった。しかし、この記録では

あえて新分布とはされず，帰化積物として

扱われている(荒金 2003)。ヒゴタイなどの

大陸系遺存縞物がある地域であるから新分

布と報告されても疑問は起こりにくいが、

そ乙がしっかり線引きされて書かれている

ことが将来重要な記録となる。大分での記

録が新分布、言葉を変えれば在来種と記録

されると、そのデータは後に厄介なことに

なるでしょう。

図6. 大阪府池田市側猪名川河川敷に見られる不自然なススキ大群落(左)と対岸のバイパス道路付近で採集し
て開花させたマンシュウモメンヅル(右)
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マンシユウモメンヅル(図6右)は1998

年 5月9日、 1株だけ猪名川の兵庫県111岡

市側の土手でも未開花株が見つかり，さし

芳:で殖やして種の確認をしたととがある(植

村2003)。この辺りはフランスギクを多く

含むワイルドフラワーのミックスシードも

矯かれていた。発見した株はその後掘り取

られてなくなり、自宅栽培の栄養繁殖株も

3月期の過湿に弱く、一度水やりに失敗し

絶やしてしまった。

マンシュウモメンヅル発見地点の対岸

(陸16左)では、 2002年8月10日、真夏真つ

盛りのとの時期に一斉にススキが開花して

いた(植村 2002b)。これも外来らしい

(水田私{言)。個々の株の境目がはっきりし

ないので、掘ってみると短い地下茎がある

(図7)。株立ちとなる在来のススキの地下

部が気になるところであるが、まだ掘り起

こしていない。

おわりに

図7 猪名川産ススキの地下部
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「自然が豊かな地域では外国産牧草類を

用いる方がましだ Jと述べれば、多くの反

論が待っている。有害な生物の輸入・栽培

などを禁止した特定外来生物法を意識して

か、あらゆる場而で国産種に切り替える意

見が続出している。我々日本人の日常生活

に深くかかわる縞物はほぼ全てが外国から

持ち込まれた植物なのにである。

私はむしろ国産種を他の場所に持ってい

って使用することに非常に抵抗を感じる。

まして、経費削減や供給量確保優先で安易

に外国産「郷土種Jを用いたのであれば、

その代償ははるかに大きく、計り知れない

ものと考える。

こうした行為は在来稲の地理的分布をか

き乱してしまい、それ自体隠ぺいされてし

まうととこそ深刻な大問題であるととらえ

ている。本文中で取り上げた高槻市のキク

タニギクのように、本来の白生が存在する

生態系に部分帰化、つまりその外来系統が

導入されると、 f可かが起こっても全く目に

みえてこないから何の対策も立てられない

のである。逆に、長年高槻市のフロラを見

てこられた西川氏が他界された今となって

は、「絶滅に瀕していたキクタニギクが復活

して最近捕えてきた.Jと間違って理解され

るととも当然ありうる。

DNA活用で外来種を見抜くことができる

時代となった。しかし、それに頼らなくと

も外周産牧草類だと、現場に行けば一目見

てすぐに分布状況が確認できるのである。

「ましJと表現した真意はそ乙にある。

目新しい植物を見つけてもすぐに新分布

と決めつけず、「もしかしたら外来かも.J 



と疑ってみることが大切である。その植物

が“危険なサイン"であることもあり得る

のである。
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キ 1帰化横物メーリングリスト

電子メールを利用したリアルタイムな帰

化植物の情報交換を目的に開設された。

本メーリングリストでは、メールのタイ

トル最初に[naturplantO(0は投稿の番

号)]をつける方式が採用され、参加者から

の投稿メールが他のメールと一日で区別で

きるようになっている。加入を希望される

方は管理者(naturplant-admin@ml.aff

rc.go.jp)へ直接申し込んでください。


