
リアルタイムでの帰化植物の情報交換
帰化植物メーリングリストの紹介一

はじめに

日本全体や地域での植物相を語る上で、

帰化植物を避けて通る乙とができなくなっ

ています。帰化植物の侵入や発生は在来楠

物の分布のような規則性がなく、またその

知見が地域の1漬物誌などに収録されるとと

が多いために、乙れらに係わる情報は断片

的で、組織的に扱われることが非常に困難

でした。そうした条件下でも全国で報告さ

れた帰化植物情報を取りまとめる努力がな

されて来て、「帰化植物便覧太刀掛優比

婆科学教育振興会 1998Jや北海道での

f北海道帰化植物便覧-2000年版一 五卜

嵐博北海道野生植物研究所 2001Jなど

の形で出版されてきました。

筆者もかつて北海道での帰化

植物情報のとりまとめを試み

たことがありました(北海道

における帰化雑草の特徴と防

除上の問題点森田弘彦雑

草研究26 (3)・200-214，

1981)。

国立科学博物館の故奥山春

季先牛eは、植物の専門家とア

マチユアの全国的なネットワ

ークを組織し、「植物採集ニ

新潟県上越市森田弘彦

日本の植物 (1979年日月 ~1992年 12 月)J 

を刊行して口本各地ににおける植物の情報

全般を交換できるシステムを構築しました

(図1)。このシステムはもっぱら奥山先生

の儲人的な努力によって運営されましたが、

帰化植物を含めて非常に多くの情報が交

換・蓄積され、地域の情報を全図的に共有

することができるようになりました。

さらに、 2005年6月1日に「特定外来生

物による生態系等に係る被害の防止に関す

る法律(略称:外来生物法) (平成16年法

律第78号)が施行された乙とからも、帰化

植物の問題は近年益々重要になり、関心も

高まっています。

ユース (1962年5月 ~1978

年11月)Jおよび、「レポート

図I 柄物採集ニュ ス(左)とレポート日本の根物(右)の最終号
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帰化植物メーリングリストの設立

筆者は2001年に、「日本帰化植物写真図

鑑清水矩宏・森岡弘彦・虞田仲七全国

農村教育協会 2001Jを出版する機会を得

ました。出版社の全国農村教育協会は同書

の読者カードをもとに「帰化縞物友の会J

を組織し、年数号の会報を発行してきまし

た。そこで、電子メール・アドレスを持っ

ておられる読者を中心に、リアルタイムで

の帰化植物の情報交換を目的に、「帰化植物

メーリングリスト (naturplant@ml.affrc.go.

jp以下MLと略称)J を、農林水産技術会議

事務局計算センターのサーバ上に2002年 1

月に開設しました。参加者はその後増加し

て、「帰化植物友の会j のメンバーを含め、

雑草科学、植物分類学、植物生態学などの

専門研究者・学生、植生調査や緑化にかか

わる環境産業の研究者・従事者、学校の教

員、植物愛好家など、きわめて多様で、

2006年11月末の段階で約500人が参加して

います。同時点で投稿数はが~2880通に達し

3000 

2500 

事百 2000

惇
郭 1500

4車
日曜 1口∞

500 

図2 帰化植物11Lの投稿数の推移

ました。開設から約 5年でこれだけの投稿

があったということは、帰化植物の迅速な

情報交換が強く望まれていたこと、 MLとい

う手段がそれに合致していたこと、を示し

ていると考えています。木MLは今や、日本

における帰化植物情報交換の中心的役割を

果たしている、と言えましょう。

MLの運営にあたっての決まり事などは以

下の通りです。

ー帰化植物メーリング・リストのご案内

(抜粋)

帰化植物のメーリング・リスト (natul

plant@ml.affrc.go.jp)は、農業や都市生

活、景観などに大きな影響を与えている帰

化植物に関する全図的な情報交換の場とし

て、農林水産技術会議事務局農林水産研究

センターに2002年1月に開設されたもので

す。植物学、雑草学などの専門の方から趣

味でかかわっておられる方まで幅広い方が

含まれており、電子メールを媒体にリアル

タイムで全国的な情報交換が出

来れば有益なととと考えます。

帰化植物について、地域での状

況・防除・利用、質問事項、催

し物・出版情報など積極的に投

稿して下さい。

概要

1目メーリングリスト (ML)

のアドレスはnaturplan t@ 

ml.aff rc.go.jpです。

2 とのMLは完全非公開、す

なわち登録された参加者のみ
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が投稿し、自己{言を受けられます。

3.新規に加入または脱退を希望される方

は管理斉 (naturplant-admin@ml.aff

rc.go.jp)までおま11らせ下さい。

4. naturplant@ml.affrc.go.jpにあてた

メールは全参加者に配信されます。乙の

内容は、参加者とはいえ、「公開されたj

ことになりますので、学会などへの発表

や特許など知的所有権にかかわる問題を

お持ちのβは留意して下さい。「配信され

たメール」に I返信」とすると、参加者

全員に戻ります(すなわち「投稿記事j

となります)。投稿者に直接、個人的に返

信する場合には個人のアドレスあてに送

信して下さい。投稿記事をもとに個人的

な情報交換をした場合には、やりとりが

一定程度まとまりましたらMLに投稿し

て内容を皆さんに知らせるようにして下

さい。

5 投稿メールにはその内容を明確に表現

したSubject名(題名)を記入して下さい。

6. ファイルの添付はしないで Fさい。 H↑

ML形式のメールと添付ファイル付きの

凶3 ツキミマンテマ
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メールを受け付けないように設定

されています。投稿する際には、書式な

しのプレーン・テキストを使用して下さ

い。メールのサイズは64KB以下に設定

されています。

帰化植物MLの内容

新しい帰化植物の紹介については、ツキ

ミマンテマ (Silcncnocturna L. 図 3)、

ハリゲナタネ (Brassica tornef口rtii

Gouan 図4)、ミズヒマワリ (GYl11no

coronis spilanthoic1es DC. 図5)、ア

フリカフウチョウソウ(Cleomerutic1osper-

ma DCよハナヌスビトハギ (Desl11ocli

Ulll clegans DC.)、アメリカウンランモ

ドキ (Agalinisheterophylla (Nut仁)

Sma11 ex Britton)、アメリカシラネワラビ

(Dryopteris intcrmec1ia (Muhl.ex 

Willcl.)人 Gray)などが取り上げられて

います。 土記の「ご案内j にあるように、

ファイルの添付を禁止しているために画像

情報の交換ができませんが、各人のホーム

ページなどに掲載して相互に見られるよう

図S ミズヒマワリ



表1 帰化植物i¥'lL投稿記事からみた分布地の例

種名

マツパウンラン

フラサノTソウ

ミズヒマワリ

ナガエツルノゲイトウ

:-'lL記事による産地

札柑市豊平区、北海道千歳市、新問県西山町、福井県美浜

町、盛岡市、宮域県仙台市 古川市・百理町・ )L#討r，!r 
馬県館休市東京部八1子市、筋玉県富代町神奈川県全

域静岡県俸原町、利''''山県串本町、奈良県新庄町含勲

市川西 岐阜県平野部、愛知県平野部重県二見?鼠京

鶴府宮持市、大阪府羽曳野市河内長野市柏原市・大

阪 市 炊 方Ifj・高石市池田ifi 笑而市・交野市四条昭

Ili・大京市奈良県朱良市・す寺町 詩芝rli・大和高田

市 領原市、 Jl~烏市、兵庫県伊丹市、岡山市、福岡県福岡
市筑後市、長崎市、宮崎県各地

群馬県、千葉県千葉市・関宿町 東京都八 E子市多!手

市 ι 町田市、静I~~宇浜怯市、愛知県東三戸I地方大国府箕

面市・堺市 枚ノヲ市 大東i!f'交野市、和歌山県下津町、

兵庫県伊丹市 神戸市、同山市徳島県、福岡市、長時市、

熊本市

群馬県藤岡市・境町大泉町、主城県牛久市 東京都邸飾

区、愛知県暖橋市 田原町大阪府高槻市、福岡県筑後ilf

子葉県市川市・司i鷹町・八千代市、兵律県伊丹市・尼崎市、

熊本l/i

表2，'tンナリホオズキ類。片帯化種への検索表

に参加者で工夫をしてい

ます。

帰化植物の分布情報に

ついては本MLの機能が

活用されています。たと

えば、マツバウンランの

分布情報は、ある大学院

のML参加者が研究の材

料としてMLを使って提

供を呼びかけたものです。

フラサバソウのようにか

なり広い範聞に分布して

いるものから、ミズヒマ

123 Aug 2002 Shuji l!yemura [naturplant:399] Rcヒロハフウリンホオズキにつ

いて御教示下さいJの記事から

A 花冠は小さく、長さ 8mm以下。初は長さ 1'"'-'2mm。

B 全体無毛~わずかな毛がある。菜はとがったきょ歯があり、花冠の中央1:顕著な濃紫色の斑

がない。

C 葉は卵形、花冠は長さ 6"-'8111mo花時のがくは長さ 3"'41111110がく裂片は長さ 2から

2，5111m。

ヒロハフウリンホオズキ p，angulata L var. angul11ta 

C 葉は卯状披針形、花冠は長さ 6'"'-'8mm。花時のがくは長さ 4'"5mnl，がく裂片は長さ

約1mm。

アイフウリンホオズキ p，angul11ta L var. J]endula (Rydb.) Waterfall 

C 葉はJ皮針形、花冠は長さ 4"-'5mmo花時のがくは長さ 3"'4mm。がく裂片は長さは約

1 mnl， 

ホソパフウリンホオズキ P.anguhlta L var. lanceifoJia (Nees) vVaterfall 

B 全体に多毛。葉は全縁または鈍いきょ歯があり、花冠の中央に濃紫色の斑がある。

C，植物体に腺毛がほとんどない。葉は全縁または数個の鈍きょ歯がある。

センナリホオズキ P. J]ubesccns L var. pubcscens 

C 楠物体に密に白色の立毛と腺毛がある。葉には不揃いな大きなきょ歯がある。

ショクヨウホオズキ P.pubescens L. var. grisea Waterfall 

注)木村陽子・勝山輝男 2000 千葉県のホオズキ属(ナス科)について 千葉県植物誌資料15・

113-116 から投稿者が抜粋。
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ワリなど侵入初期のものまで情報が得られ

ています(表1)。日本雑草学会がショクヨ

ウガヤツリのモノグラフ(雑草モノグラフ

3:ショクヨウガヤツリ (CYDerUSesculen 

tus L.)漉谷知子・森田弘彦雑草研究50

(1): 30-41， 2005)を作成した際には、本

lvlLにも分布情報の提供依頼がありました

し、 TV番組用にレタスの原種としてのト

ゲチシャを急速入手したいとの依頼もあり

ました。

正確な同定のための情報を日本では得に

くい帰化植物について、 lvlL参加者の観察

情報などに基づいて専門家が向定の鍵を再

構築することもあります。オオオナモミの

仲間 (Xanthium)、バラモンギクの仲間

( TragoDogon)、イヌホオズキの仲間

(Solan UIl1)、センナリホオズキの仲間

(Physalis， 表2)、クリノイガの仲間

(Cenchrus)、アレチハナガサの仲間

(vθrbena)などで検索形質が整理され、

lvlL参加者の理解に役立っています。

この他、観察会や凶書資料の紹介、疑

問・質問とその回答、帰化植

物・外来種に関する意見や見解

北方山草 24(2007) 

報「蝦夷雑記(第1号 1938、第2号

1941) Jが出版されました。近年では故原

松次先生のご尽力で1985年6月に北海道植

物友の会が結成され、会誌「菩多尼詞(ボ

タニカ)J を発行して活動を展開してきまし

た。北海道旭川市では旭川帰化植物研究会

が1975年から30If令以上にわたって帰化植

物の消長を観察・記録して「旭川の帰化純

物」として刊行しています。本託北方山

草Jにもしばしば帰化植物情報が含まれて

います。

帰化縞物lvlLには北海道にお住まいの点に

も既に参加していただいておりますが、さ

らに多くの方にご参加いただき、北海道の

帰化植物情報を全国に向けて発信して欲し

いと考えています。途中から参加した場合

でも過去の記事を取りIHすととができます。

新規に登録を希望される方は管理者(nat

urplant-aclmin@ml.affrc.go.jp)まで電

子メールでご連絡いただくよう、ご案内い

たします。

(中央農業総合研究センター北陸研究センター)

2手こ徒など、投稿の中味は非常に多岐

にわたっています。 . 蝦実Jii記
手jU1bf

北海道からも多数の参加を

はじめに述べたように、帰化

植物の動態を把握する上では地

域からの情報発信が極めて重姿

となります。北海道では1937年

に故舘脇操先生を中心に「北海

道植物研究会Jが組織され、会

lt亙.l'..lr.. u'r 
非主長姐均"弘.

図6 北海道植物研究会の会誌「蝦夷雑記j
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