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はじめに

　2012 年度は道内各地で国内初や道内初の

新外来植物が数多く確認された。苫小牧市

内で確認された 4 種は苫小牧市博物館館報

告に投稿したが他にもあるので確認順に報

告する。新外来植物は学会誌などに報告さ

れることもあるが、新しい図鑑への掲載がな

い場合もあるため文献確認及び識者への確

認も並行して行ってみた。

①ツルヘビイチゴ

　バラ科キジムシロ属 ： Potentilla reptans  

を苫小牧市晴海町空地で 2012 年 6 月 24 日

に確認した。昨年、ハイコウリンタンポポを

確認していた空地である。ヨーロッパ原産の

多年草で、草丈は 5 ～ 10cm、匍匐性で有

毛、細く長い匍匐枝の節から発根し拡がる。

葉は 5 枚、花弁は 5 枚で直径 20mm 内外

の黄色。本種は国内初確認と思われる。葉

がオオヘビイチゴに類似し、匍匐性なため「ツ

ルヘビイチゴ」を和名とした。

本種は M.Blamey,R.Fitter,A.Fitter（2003）

の図で同定を行った。

②オオバイヌゴマ

　シソ科イヌゴマ属 ： Stachys sylvatica は、

以前に札幌市博物館活動センターの山埼真

実氏より標本の同定依頼を頼まれていた種で

ある。 2012 年 7 月17 日に札幌市北海道大

学構内の大野池周辺に大量に生育しているの

を現地確認した。本種は国内初確認と思わ

れる。

　 本 種は M.Blamey,R .Fit te r ,A.Fit te r

（2003）の図などで同定し、葉がイヌゴマな

どと比べ幅広く大きいことから「オオバイヌ

ゴマ」を和名とした。

③コガネクサレダマ

　サクラソウ科クサレダマ属：Lysimachia 

punctata を苫小牧市有明町海岸 2 ヵ所で

2012 年 7 月 2 日に確認した。情報によりハ

イコウリンタンポポを有明町で探している際
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に確認した。本種は庭などに植えられる園

芸種で種小名のプンクタータで流通してい

るが和名報告は確認できなかった。英名に

Golden が確認できたので「コガネクサレダ

マ」を和名とした。同属ではセイヨウクサレ

ダマ、アメリカクサレダマなどが報告されて

いる。

　本種は国内初報告と思われる。本種は

M.Blamey,R.Fitter,A.Fitter (2003) の図で

同定を行った。

④ナツズイセン

　 ヒガンバナ 科ヒガンバナ属 ： Lycoris 

squamigera を奥尻町青苗空港周辺のフット

パスで 2012 年 8 月 22 日に確認した。過去

に人家があったような形跡から逸出種と判断

した。道内では初報告の気がする。

⑤シマスズメノヒエ

　イネ科スズメノヒエ属 ： Paspalum dila-

tatum を 2012 年 8 月 31 日、共和町小沢駅

前で確認した。本種は 2001 年 9 月 6 日に

確認していたが、スズメノヒエで同定してい

た。この秋は各地でスズメノヒエを採集して

おり、過去の記憶で現地を訪れたところ在

来種ではなく外来種と判明した。知る限りで

は道内報告に関して未確認である。

　本種は木場ほか (2011) イネ科ハンドブッ

クなどで同定した。

⑥エゾギク

　キク科：エゾギク属 ： Callistephus chi-
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ennsis  を千歳市流通の雪捨て場空き地で

2012 年 9 月 8 日に確認した。庭などに植え

られたものが逸出したものであろう。園芸図

鑑が出てこず、笠康三郎氏に画像を送り同

定してもらった。その後出てきた園芸図鑑に

は多くの品種が報告されていた。本種の国

内報告は見当たらない。

⑦マルバクマツヅラ

　クマツヅラ科：クマツヅラ属 ： Verbena 

stricta を苫小牧市晴海町の前記とは別の空

地で 2012 年 9 月 8 日に確認した。本種は

紫花であり、白花品種は 1975 年東京都で

確認報告があるものの、今回が国内初報告

と思われる。北米原産で草丈 130cm、長い

花穂が複数立ち上がるのと葉が他の同属に

比べ広卵形であることが特徴である。和名

は前記した東京都での確認時に命名されて

いる。

　本種は Noel H.Holmgren (1998) の図で

同定を行った。

⑧シロモウズイカ

　ゴマノハグサ科モウズイカ属 ：  Verbas-

cum lychnitis をウトナイ湖道の駅裏のアロニ

ア植栽地で 2012 年 9 月16 日に確認した。

英名 White Mullein を直訳し、「シロモウズ

イカ」を和名とした。国内初報告と思われる。

草丈は 1 ～ 1.5m の二年草で葉の形態が長

楕円形～卵形、花も房状に付くため、シロバ

ナモウズイカとは一目で違いが判る。同属に

は多くの種が近年のガーデニングにより植栽

されている。アロニアなどの植栽地での生育

のため、移入種と判断した。

　本種は M.Blamey,R.Fitter,A.Fitter (2003)

の図で同定を行った。

　今回は上記の 8 種を報告するが、見落と

しも多くあると思われる。

　以上の新外来植物に関しては太刀掛

(1998)、太刀掛・中村 (2007)、植村ほか

(2010) を確認し、掲載がないことが判明し

たが、大阪府の植村修二氏にもその後の報

告記録を確認したが国内報告はなかった。

また、園芸植物に詳しい札幌市の笠康三郎

氏からもコガネクサレダマ、エゾギクに関し

ての助言を頂いた。 （北海道野生植物研究所）
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