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富山県中央植物園研究雑告

cytological Studies on Chinese Begonia (Begonia.ceae) I･

Chromosome Numbers of 17 Taxa of Begonta

Collected in 2001 Field Studies in Yunnan

Masashl Nakatal), Kaiyun Guan2), Toshinarl Godol),

Yuanxue Lu2) & JlngXlu Li2)

1) BotanlC Gardens of Toyama,

42 Kamlkutsuwada, Fuchu-machl, Ne上-gun, Toyama 939-2713, Japan

2) Kunmlng BotanlCal Gardens,

Kunmlng Institute of Botany, The ChlneSe Academy of SclenCeS,

Hellongtan, Kunmlng, Yunnan 650204, P. R. Chlna

Abstract : The chromosome numbers of 17 taxa (lnCludlng unldentlfled three) of

BegonLa COllected ln Yunnan Province, China ln 2001 are reported as follows: Begonia

cras.u.rostrlS Irmsch. (2n-22), B labordei Levl. (2n-24), B. henyyt'Hemsl. (2n-30), B. tet-

ragona lrmsch. (2n-22), B. sL'llelensis C.B.Clarke subsp. mengyangenslS MIC･Tebbltt et

K.Y.Guam (2n-22), B handelEE Irmsch. (2n-66), B. ps'lophyLLa lrmsch. (2m-23), B.

cathayana Hemsl. (2n-20), B palmala D.Don (2n-24), B. (runcat,loba Irmsch･ (2n-22),

B. d'yad's lrmsch. (2n-22), B. cucurbt'tLfoILa C.Y.Wu (2n-44), B･ lam,narLae lrmsch･

(2n-22), B. hemsleyana Hook.i. (2n-22), B. aft. dfyad's lrmsch. (2n-24), B･ cf･

purpweofoL'a H.Huang et Sul (2n-ca. 14) and B･ sp. (2n-22)A The chromosome num-

bers in ten specleS are reported here for the flrSt tlme･ Polyplold serleS Of 2m-22,

44 and 66 are found ln the genus BegonLa Of Yunnan.

Key words : BegonLa, Begoniaceae, Chlna, Chromosome number, cytotaxonomy,

Yunnan

Begonia L. (Begoniaceae) lS a PantrOPical genus with a few specleS eXtendlng

ranges to warm temperate zones and contains about 1400 species Classified lntO 63

sectl｡nS (D｡｡renb｡s el al. 1998). In China more than 130 species are distributed

mostly ln SOuth of the Yangtze River, especially in southeastern Yunnan and south-

western G｡a｡gxi Provinces (Ku 1999). Since the publication of "Index Flora:e
l

Yunnanensis" (Kunming Institute of Botany 1984), in which 50 taxa of the genus were

recorded in Yunnan, about 40 new taxa have been added from Yunnan (Huang & Sdi
1

1994; Wu & Ku 1995, 1997; Sui & Huang 1999; Guam & Tian 2000; Qlan 2001. Tebbitt &
l

Guam 2002). A numb｡, ｡f new taxa is yet to be added and some of them are ln Cultivキー

tion ln the experlmental greenhouse of the Kunming Botanical Garden･

The chromosome numbers of the genus BegonL･a have been reported for more than

200 species (Fedorov 1974; Ornduff 1967: Moore 1973, 1977; Goldblatt 1981, 1984, 1985;
l
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Goldblatt & Johnson 1991, 1994, 1996, 2000). However, with regard to Chines卓

BegonE･a, ｡yt｡1｡gi｡al knowledge is very limlted except for Taiwanese taxa, all of which
I

have been studled ln detail (Peng e'al･ 1988･ Peng & Chen 1991, Peng & Sue 2000ト

oginuma & Peng 2002). Recently chromosome numbers of elght taxa of Begom'a frorri
l

Yunnan were reported, of those five were determined there for the first time (T,an eT

aI･ 2002). Thus, cytological studies on Begonia of the Chinese mainland are desirable

especially for understanding thelr taXOnOmlC relationships.
1

Under a joint study between the Kunming lnstltute Of Botany, the ChlneSe Acad十

emy of Sciences, China and the Botanic Gardens of Toyama, Japan, field surveys ih

Yunnan province Were Carrled out ln June and July in 2001 by Godo, Lu and Tlad
l

(Godo eT a/. 2002). Throughthe surveys, 32 dry specimens and 25 living plants of
l

Beg,,nLa involving 19 taxa and unidentlfled elght In°.vlduals were collected叫

Xishuangbanna, Wenshan and Honghe Autonomous Prefectures, Simao Region and

Kunming City (G.d. et al. 2002). The living plants have been cultlVated in experiment

tal garden in Kunmlng BotanlCal Garden, Kunming lnstitute of Botany. In 2002L

Nakata stayed.n Kunming BotanlCal Garden and made cytological studies on themL
I

The present report deals with the results of chromosome observation of Begonid
l

collected in 2001 field suⅣeys.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　:

l

Materials and Methods I

Twen叶three individuals used ln thlS Study belong to 17 taxa (Table 1 and Figs･ 1｢

3) 1nCluding four unldentlfled materlalS; Nos･ 16145 & 16152 (Begonia aff･ dryadi･f
l

lrmsch･), No･ 16027 (BI Cf. purpureofolta H･Huang et Suュ) and No･ 16137 (B･ sp･)･ Liv叫

materlals were ldentlfled by Guam and Ll following the taxonomlC treatments Of Ktl
l

(1999)･ Voucher speclmenS made from fleld collectlOnS are preserved in Kunmln卓

Instltute Of Botany (KUN) and dupllCateS (as photographs ln part) are in the Bota叫

Gardens of Toyama (TYM).

ar三t iミ震1 sktna?nwend ta:tthC h.rroc:iOnSOa:deS,冒:a;leVge芸'as :aelldllごl:luZli i(:f?bLSeeg?.e '£e C,a.u.Sree三hbe.i

1969, Sarkar 1989). We tried to staln for longer time with selected chemlCal product去
1

of orceln dye after rather hard macerat10n. The procedures are as follows : fresh root

tips ｡f 5 mm I.ng were cut offf,.m p.tted plants, ,retreated wlth 2 mM 8L

llydroxyqulnOlin aqueous solutlOn at 12- 14℃ for 8 h, and flXed with Farmer■s fixatlVe

l

(99.5 % ethanol :glaclal acetlC aCld - 3ニ1) at 5℃ for 20 h. The fixed root tips were
1

111aCerated ln 1 N hydrochloric acld at 60℃ for 5 min, 1mmedlately rlnSed with wこIter

at r()｡m temperature for 1-5 mュn and stained wlth 1 % acetic orceln

T()ky() Kasel Kogyo, Co.) at room temperature (20-25℃) for 15-20 h ln a is:cn,t.hteutbiS.I
MerlStematlC reglOnS Of 1 mm long cut off from the stalned root tips were placed ontd)

a sllde glass･ dropped wlth 1% acetic OrCeln, COVered with a cover glass, then sllghtly
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FIピ. 1. Plant materlals. A Beg()nLa ('･a川r''TtrEj Irmsch. B B. ltLbl'rdeE Levl. C B. J7ピ肌,t

IIemsl. D B Te･TrELg'N7EL Irmsch. E B SLl/elef7SEY C. B. Clarke subsp･ meng_vungP,Z､∫､

M. C. Tebbltt et K. Y. Guam. F B. hul7delLL Irmsch.
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Fig. 2. Plant materials. A Be･gonEa P∫Eloph.tlltL Irmsch. B B. cELIhuJ.un(I HemsL C B

pELlmaTa D. Don. D B. lruncalil')ba lrmsch. E B. dryadES Irmsch. F B. (.LLCLLrluTt

j(JlLEL C. Y. Wu.
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I:lH,∴3. PkInt nlaterlals. A Beg'NLtEl lELmtf7arLELe Irmsch. B B hemJerana Hook. f･ C & D

Ii乙lfl. lh･､･uElL､ Irmsch. E B cf.InLrIMeOj('lt`L H. Huanget Shul･ F B sp･
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heated by an alcohol lamp for a few seconds before squashlng.

Results and Discussion　　　　　　　　　　　;

l

The chromosome numbers of the 17 taxa are presented ln Table 1. Except for
l

BegtJnLa Cf. purpureofoIL'a, Which has relatively large chromosomes of 2.0-3.6 /Lm lorlg,

all of the Beg,,nta taxa had small chr0-oso-es of. rTstly O･61･0 ,1- long, rardly
about 2.0 /,m long (Figs. 4-6). CentromerlC COnStrlCtlOnS Were Observed mostly wlth

l

difficulty. Secondary constrict10nS and satellites were found in some taxa. Cytologl-

saelc?.oieesga.rneiaglVen for each taxon wlth brlef notes on growing SlteS aS fouows ‥ l

1 ･.Bnefo,7ahntcrwaasssi:0.;.ten:teIdr:tSCthh･; ;anc-e2.2i aFlrg.SaSde&S7.Age in M｡ngla, XlShuang｡anJa

Pref. The chromosome number 2n-22 was determlned ln flVe Cells of the plant. THIS

is the first report of chromosome number for the species. Larger chromosomes hよd

;7nBter;?neiraeShabto:deedilaLnbvPl?SZtnl:214, F.gs. 1 B & 4B.　　!

One plant was collected on a roadslde rock ln Shilin, Kunming City. The chromo-

some number 2n-24 was determined ln four cells of the p.ant･ This is the flrSt repdrt

;e;th;g:a:;ioeh:eh:eI;miabee: :e=S3P.7C≡S. 1｡ & ｡C.　:

Two ｡.ants ｡｡11｡｡t｡｡ ｡n roadside rocks in Shilln, Kun…lng ｡.ty and in Mi.｡, H｡ngL｡

I

Pref. were studled. The chromosome number 2n-30 was determlned in three cells叩

I

the former and ln five cells ln the latter. ThlS IS the first report Of chromosome num-

ber for the species. Small sat｡11.tes were ｡bseⅣed i｡ m｡dl｡m-S.Zed two ｡hr｡｡｣｡一

s｡mes.                         1

㍗;tigsopn:･:n,:?,tahgeornaa Irmsch" 2n=22, Figs. lD & 4D.　　;

one plant was c.llected at m.lSt g,.und (S.ll pH - 7.i) near roadside stream Iln

Mengla･ Xishuangbanna Pref. The chromosome number 2n-22 -as determlned ;in

flVe Cells of the plant. ThlS is the first report of chromosome number for the specleS.

5. Begonia silleEensis C.B.Cla,k｡ subsp. mcngyangensis M.C.Tebbitt et K.Y.Gudn,

2n-22, Figs･ 1E & 4E･　　　　　　　　　　;

This subspecies was recently descrlbed because ChlneSe POPulation of B. Lull/elen.7Lil

differs from Indlan pOPulatLOnS (subsp. S,lletenL"S) by havlng larger leaves and uJe-
l

qually ridged fruit (Tebbltt & Guam 2002). One plant (sexuallty unknown) was collecttLd

at roadslde slope (soll pH - 6.3) ln Mengla, ⅩlShuangbanna Pref., near the type

lty. The chromosome number 2n-22 was determined ln three cells of the plant. ∴∴
mosomes are variable ln SIZe; the largest two chromosomes of the complement a■re
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Flg. 4. MltOtlC metaphase chromosomes of Begon'a A B. cra∫si'ostrlS (2n-22). ち : B. labor-

EleL (2n-24). C B. henryE (2n-30). D B. tetragona (2n-22). E ･B. SiLletensLS Subsp.

mengJangenSIS (2n-22). F B handelzE (2n-66). Bar lndlCateS 5pm for A-F.

over twICe aS large as the smallest ones. The results agreed with the previous obser-

vation by Tlan et al. (2002) for female plant of the taxon.

6. Begonia handelii Irmsch" 2n-66, Figs. lF & 4F.

One plant was collected in Mengla, ⅩlShuangbanna Pref. The chromosome number

2n-66 was determlned ln four cells of the plant. This is the first report of chromo-

some number for the species, 2n-66 having been not known before ln the genus Bego-

nLu. As being based on the polyplold serleS Of 2n-22 (2X) and 2n-44 (4X) which is
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Flg. 5. MltOtlC metaphase chromosomes of Begon'a A.B. ps'loph_vlla (2n-23). B:A

ca'hayana (2n-20). C : B. paLmata (2n-24). D B truncal'loba (2n-22)･ E : B･ dn,ad'J,

(2n-22)･ F B･ cucurbit,folio (2n-44)･ Bar Indicates 5pm for A-F･　　i

l

l

known to the Asiatic Begonia species (Legro & Doorenbos 1969, 1971), thlS Spec.eS is a

…?ex;taipgiil:adiycpes31torpuh-,Eh Irmsch., 2n=23, Figs. 2A & 5A.　　書

one plant was collected at sloplng forest noor near a road in Malipo, Wenshan PLef.

The chromosome number 2n-23 was determined in four cells of the plant as the first

report of chromosome number for the species. However, we need detailed karyotype

1
一
-
.
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Flg. 6. MltOtlC metaPhase chromosomes of BegonLa. A B lamLnarLae (2n-22). B B

hピ'nJel,rLt!〟 (2n-22). C & D B. aft. drvadLS (2m-24). E B. cf. purpuret)fL･lta (2n-ca. 14).

F　β　sp. (2n-22). Arrowheads show the smallest ■'chromosomes■'(see text). Bar

lndlCateS5′∠　mforA - F.

studleS and observatlOnS On more numbers of lndivlduals because the odd number lS

unusual as a chromosome number of w上ld specleS. Chromosome fragment(S), B-chr0-

nlOSOme(S) ()r large satelllte(S) parted by secondary constrlCtlOn(S) mlght exISt. Hybrld

orlgln Of the lndlVldual lS also thlnkable.

8. Begonia cathayana Hemslリ2n-20, FlgS. 2B & 5B･

One plant was collected at gradually sloplng forest floor ln Plngblan, Honghe Pref･

議
事
登
り
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The chromosome number Zn-20 was determined ln three cells of the plant. Tlvo

chromosomes had satelllteS. Legro & Doorenbos (1969) counted both 2n-20 alnd

2n-22 chromosomes for thlS taXOn. They showed good photograph of the 2n-20

1nCludlng One Satelllte Chromosome, however, they described that "the most c()m

number for thlS SpeCleS IS 22''(Legro & Doorenbos 1969). According to "Chromosohe

number ｡f n.W｡rlng plants,- by Fed.r｡V (1974), H｡.tz (1927) als. ｡｡unt｡d 2n-20 aid

2n-24 chr0-oso-es for this species･ However, Legro & Doorenbos (1969).gno桓

HeltZ■s counts because of "h.gh lnCldence of Incorrect reSults''･　　　　;

9. Begonia palmata I).Don, 2n-24, Figs. 2C & 5C.　　　　　　　　　　　　l

one plant was Collected ｡t sl.ping f｡rrest edge (SOIL pH - 6.0) ln M｡Iipo. W｡nsd｡n

pref･ The chr0-oso-e number 2n-24 -as deter-lned ln four cells of the p.ant･ the
l

following Chromosome numbers were reported for this Species under B･ luL･EnEiLl,I

Roxb. ex Wall., a synonym of β. 〝｡Jm｡∫｡ (cf. Ku 1999, Golding & Wasshause 20d2):

2n-20, 22 (Sharma & Bhattacharyya 1961, Legro & Doorenbos 1969), 2n-22 (Legrq &

Doorenbos 1973), 2n-32 (Sharma & Bhattacharyya 1957) and 2n-46 (Sarkar 1974,

1989), The chromosome numbers n-ll and 2n-22 are also reported ln

TalWan (Peng & Chen 1991, Oglnuma & Peng 2002), although Taiwanese

B,.i aPiLtlTs?lcFL(にf

Sl.dKearreedgt?Kbue llO9n9g9 ,t.0 gil:: reeln三′丁;2rbe.t2y,･ aV.asr.I.bbO:Vcr:≡:a';an e2h2a:nP.t heeX sBae::hJaJr'l::idtnu告:
1

1ndlVldual from Yunnan. The present result did not agree wlth them, h()wever,

thr｡｡ghthe ｡yt｡l｡gl｡al studl｡S ｡n BegonLa Sect.｡n Pl｡ty｡｡nt,｡m w｡ have C｡unJed

both 2n-22 and 2n-24 in in°.V.duals from dlff｡r｡nt six l｡｡alit.es in Yunnan (Nakatd &

Guam, u｡publish｡d data). These results lndl｡at｡ that varl｡uS Chromosome ｡umb占rs

l

have been reported for the present specleS. On the other hand, B. palmaltL IS COm-
l

mon上y recognlZed to show rather great diversity in morphology and flVe Var'letleS

have been pr.posed (K｡ 1999). Thus, lt lS hoped to study whether varlations ln ChLo-

-oso-e nu-ber are related t0 -orpholog.ca. diverslty Or nOt･　　;

10. Begonia EruncatiLoba lrmsch., 2n-22, FlgS. 2D & 5D.　　　　　　　　　l

Two plants were collected at roadside slopes (soil pH - 8.1) in MallpO, WensHan

pref. The chromosome number 2n-22 was determlned ln two Cells of the one plネnt

and ln four cells of the other. ThlS IS the first report of chromosome number for

specleS. SatelllteS Were ObseⅣed ln three chromosomes of the complement.

ll. Begonia dryadz's lrmsch., 2n-22, Figs. 2E & 5E.

Three plants were collected at roadside slopes (dlfferent place, soil pH - 7.2 (

or moISt ground (soil pH - 6.0) near roadslde stream in Mengla, ⅩlShuangbanna

The chromosome number 2n-22 was determlned in flVe Cells ln three p一ants.

the flrSt report Of chromosome number for the specleS. Satellites were obse

two chromosomes of the complement･　　　　　　　　　　　　　　　　　;

121 Begonia cucurbii'folia CIYIWu, 2n=44, FlgS･ 2F & 5F･　　　　　　l

One plant was collected at a small cavlty in roadside slope ln Maguan, WensHan
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Pref. The chromosome number 2n-44 was determined ln four cells (Some chromo-

Somes ln Flg. 5E are overlapped each other) of the plant. ThlS IS the flrSt report Of

chromosome number for the species. As mentlOned before the polyploid serleS Of

2n-22 and 2n-44 is present ln Asian species Of Begonia (Legro & Doorenbos 1969,

1971). ThlS IS the flfth example of the tetraploid species.

13. Begonia lamt'tZaT･iae Irmsch., 2n-22, FlgS. 3A & 6A.

Two plants were collected at roadside slope ln Maguan and MallPO, both Wenshan

Pref. The chromosome number 2m-22 was determined in three cells of the former

and in flVe Cells of the latter. This IS the flrSt report Of chromosome number for the

specleS. Satellites Were ObseⅣed ln two Chromosomes of the complement.

14, Begonia hemsleyana Hook.f,, 2n-22, FlgS. 3B a 6B.

One plant was collected at slope (soll pH - 7.2) faclng a Stream near road ln Ping-

blan, Honghe Pref. The chromosome number 2n-22 was determlned ln SIX Cells of

the plant. One chromosome had satelllte. Our result conflrmed the previous reports

by Legro & Doorenbos (1971) and Tlan et al. (2002).

Unidenti丘ed taxa

15. Begonia afr. dTyadis Irmsch., 2n-24, Figs. 3C, 3D, 6C & 6D.

Two plants were collected at roadside slopes (different places, soll pH - 7.6 & 7.9)

in Mengla, XIShuangbanna Pref., where B. dり,adlS Was COllected ln this field surveys.

The chromosome number 2n-24 was counted ln four cells ln both plants. The results

dlffer from that of B. dfTadis (2n-22).

16. Begonia cf.purpureofolia H.Huang et Shui, 2n-ca. 14., FlgS. 3E & 6E.

One plant was collected at roadslde slope in Pingblan, Honghe PrefH where the type

specimen Of B. purpweofolLa Was COllected nearby (cf. Huang & Shu1 1994). As men-

tioned before, the chromosome morphology of this taxon lS qulte dlfferent from the

others; the chromosomes are larger both ln length (1.6-3.6 ′am) and wldth (ca. 1.0

'Jm) Compared wlth the other taxa studied, the chromosomes vary in sIZe between

chromosomes of the complement, large chromosomes have segmental structures, etc.

In some cells of the plant the chromosome number 2n-14 could be counted, however

in another cells problems remalned. As shown ln Flg. 6E, the smallest two
hchromosomesH frequently closely situated, moreover, falnt Chromatln thread lS SOme-

tlmeS VISlble between the two. It lS Probable that the two "chromosomes" are prac-

tically two chromosome segments of a chromosome separated by secondary constrlC-

tlOn Or nuCleolus organlZer reglOn (NOR). In order to determine exact chromosome

number of this taXOn, differ･ent methods, such as enzymatlC maceration -flame dry

method for chromosome preparation, fluorescence chromosome bandlng for detecting

heterochromatln and in sltu Chromosome hybrldizatlOn for detectlng NORs are deslr-

able.

17. Begonia sp" 2n-22, Figs. 3F & 6F.

The plant was collected at roadslde slope (solュ pH - 7.9) in Puwen, ⅩlShuangbanna
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Pref. The chromosome number 2n-22 was counted in two cells of the plant.　l

l

1

In this study the following chromosome numbers were found in the 17 taxa (the

number of obseⅣed taxa are given ln parenthesIS): 2n-ca. 14 (1), 2m-20 (1), 2n-22 (8),

2n-23 (1), 2n-24 (3), 2n-30 (1), 2n-44 (1) and 2n-66 (1). Legro & Doorenbos (1969,

1971) counted chromosomes ln 190 taxa of Begonia ln Which 40Asian taxa are in-

cluded. The chromosome number 2n-22 and Its POlyplold 2n-44 are predominant (24

taxa, 60%) ln the 40 taxa, especially in sections Sphenanthera and Platycentrum

(100%). The same aspect was shown in the present results. Findings of the hexapldid

species (2n-66 in B. handeliL) ln Our Study may Indicate that polyploidlZat10n have

played an Important rule ln the speciatlOn Of ChlneSe Begon'a. In contrast, Taiwandse

BegonLa Showed different aspects ln both chromosome number and morphology.
1

Among the 14 taxa studied only two (belongi咽tO Sects･ Sphenanthera and Platyc?n-

trum) have 2m-22 chromosomes (Oginuma & Peng 2002). The other 12 taxa show rela-

tlVely hlgh and wide range of chromosome numbers, 2n- 26, 36, 38, 52, 60, 64 and 82

(Oginuma & Peng 2002). AddltlOnally, except two taxa, the chromosomes of the Tai-

wanese BegL)nia are large enoughto be analyzed karyotypically (Oglnuma & Peng

2002). Thus, the taxa of Begonta in Taiwan mlght have evolved from the ancestor(S)

whlCh were cytologlCal1y related to BegonLa Cf. purpureofolia of Yunnan by polyploldl去a-

tion and hybrldlZation.

Legro & Doorenbos (1971) observed 2n-16 chromosomes ln Begon'a gLgantea wall.

as the smallest number of chromosomes of the all 190 taxa of BegonL'a studled. Fur-

thermore, they mentioned that the specleS is only one in whlCh the lndlVldual chronio-

Somes of the genome can be recognlZed. It lS Very Interesting that B. cf. purpureofo/t'a

in the present study has a similar cytologlCal characteristics as B. gL'gELnlea. although

the exact chromosome number could not be determlned.　　　　　　　　　　　　　　■
l

In 2002 We made another fleld surveys on Begonia in Yunnan ProvlnCe. Over loo

dry speclmenS Were made and about 80 llVing plants were collected and have been c山一

tlVated ln Kunming Botanical Garden･ Also we are doing chromosome observatioヮs

on Chinese Begonia conserved ln Kunming BotanicalGarden, firstly concentrating

into the largest section, Sect. Platycentrum. The present and coming results wlll give

us an Important informations on the prlnClpal features and the taxonomic relatlCin-

ships of the taxa of BegonL'a･　　　　　　　　　　　　　　;
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李　景秀:中国産シュウカイドウ属(シュウ

カイドウ科)の細胞学的研究Ⅰ. 2001年雲南

省野外調査で採集されたシュウカイドウ属17

タクサの染色体数

2()()lll--の6 ･ 7 )j JE,fLL収Ltl央植物園と中LE]

'];南'rr昆明帥物LljL究所昆明植物園との共同研

究として､ 'Jl,'ltJ省rhA.邪でシュウカイトウ属

(Begonla)の野外調査が実施されたD　この過

Fl'で採ijさされ､ itUj植物園で栽培されていた

17/JJL好捕( (七I.り'Jiiの3lJJL類群を含む)について､

以卜のとおり'jLL色体数を算定した｡粗啄秋海

北β(,R･(""(I mL､mr'tlrEj Irmsch. (2n-22) ､心

葉秋海瀬B I(LI)()J･(/eE L占vl. (2n-24)､柔毛秋

和某B hLJJ〃-lI Hemsl. (2n-30)､四角果秋海

菜B tetrEt.q'NZ`L Irmsch. (2n-22)､厚壁秋海業

β　▲lJJleIt,tHL､ C.B.Clarke subsp. meng-

vELngenm M.C.Tebbltt et K.Y.Guam (2n-22) ､

人杏秋海業B handelEt lrmsch. (2n-66)､光

滑秋海某B p.､′loph_vIIt'Irmsch. (2n-23)､小

輩秋海業B calhaTlana Hemsl. (2n-20)､裂

葉秋海某B. lmlmaTa D.Don (2n-24) ､故柴秋

海業B Tru17(.alt/L7bEL Irmsch, (2n-22) ､ fLj柴

秋海某B a′l(Jdtl lrmsch. (2n-22)､爪柴秋

海某B cucurbLTLf(I/la C.Y.Wu (2n-44)､帆趨

秋海某B IrLmtnrLnae Irmsch. (2n-22)､掌葉

秋海業B. he''7.Ylevana Hook.f. (2n-22)､厚柴

秋油菜に似た･種　B. aff.dり･adtvlrmsch.

(2n-24)､紫柴秋海某かもしれない･種　B.

cf. I)urpure('f(I/ta H.Huang et Shut(2n=ca.

14)､不明の　一椎B sp. (2n-22)o　このうち

10種の染色体数は今【!-1が初算定である｡ IITlJ･1

産シュウカイドウ鵜には､2n-22(二倍体)､44

日ig倍体)､ 66(六倍体)の倍数系列があること

が明らかになった｡
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wu, C,Y. a Ku, T,C. 1995. New taxa of the BegonLa L･ (Begoniaceae) from Chlna･ Acta

Phytotax. SlnlCa 33. 2511280.

&　　　. 1997. New taxa c'f the Begon'a L. (BegonlaCeae) from China (cont･).

Acta Phytotax. SlnlCa 35. 43-56.
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副慣中央植物園研究榔tr l
l

l

l

日本産タツナミソウ属の果実の表面形態　　　　　l
l

l

沢之向隆1,･橋屋誠2)･鳴橋直弘1,　　　!

l

.‥ ..･ ‥･･∴∴∴言..  !

l

E,pad,earn?sag TcoufepIPao,llPaTLaOIIarcuitase)i n　　!

l

Tak?,S,hel,;ratWmae:tO:uB:三三':Faakcoutl芸Sshcil:2C'e:yaaomh::nTvaerr:ya.shl 1) l

3190 Gofuku, Toyama Clty, Toyama 930-8555, Japan l

2)BotanlC Gardens of Toya-a,　　　　:

42 Kamlkutsuwada. Fuchu-machl, Ne.-gun, Toyama 939-2713, Japan ≡

I

Abstract.The epldermal morphology of fruits of elghteen taxa ln Japanese l

完:te,I:a.rc'eas;asslZenv.efS :pgpa:enddl慧:cdaFhn:sgueiZ: :ropnatTeircnro.sncotphee 'pSrE.Te';sTvhae,?ehdaPeeveOnf喜

:::negv｡ :?espemc:emsbbeer:.nOgf.nag ;崇iemesesruibeS llI:idi':asetfPtrheeSesnetreides blyndYcaaTawzearki s'll:?13a'日

1n epldermal morphology, which lS related to gross morphology, such as that of the l

;iimo蔓';gf=:gZ:tsadoun,d!n萎rifs:es:rot:dicsnhaecee:arEipafdz欝lilhna:rtEhctaeo:tsfhLuanTd;coeZSC:rE;･epdTLS:=eF73lera!喜

Key words : epldermal m.,,h.1.gy, f,ultS, Scu,eLLa,,a, SEM　　　　　!

日本に生育するシソ科タツナミソウ属

(sculellarLa L.)は､これまで牧野･根本(1931)

が12種2変種､北村他(1957)が14種5変種､

村田(1981)が15種6変種､大井(1983)が

17種7変種､ Yamazakl (1993)が18種6変種

として報告してきた｡また､詳細な分類学的

研究として､原(1936, 1937, 1938, 1958, 1984)

の･連の報告やNakal (1929)の報告が挙げ

られる｡しかし､それらの報告は､日本産タ

ツナミソウ属を十分に解明したといえるもの

ではなく､原(1984)も､さらなる検討の必

要性を述べている｡ Yamazakl (1993)は1!っ

の新節と2つの新列を設け日本産タツナミレ

ウ属の分類体系を初めて示した｡  l

種子の形態研究は植物分類学において兎安

であり､ E]本でも種子のみを扱ったL対鑑が血

版されてきた(石川1994;浅野1995;中IllJ

他2000)｡中でも笠原(1976)は走査AlJ.

顕微鏡Scannlng Electron MICrOSCOpe (

SEMとする)を用いた種子の図鑑を出版
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いる,J　これまでSEMを用いたミクロレベル

の軌矧ま､ ′文体hlti微抗レベルにおいて同属の

椎rluで鮒以した形態を′jこした種子でも､その

走向形態の違いを明らかにし､それが有効な

分野亘形質となり得ることを示してきたo　ネコ

ノメソウrrf,では､樺/.表面の突起の有無､形､

配列によって7刊の種｣'ザ識別され､これらは

属内の節､列の分類iとほほ一･致することが確

かめられている　日JH佑･清水1989)｡タツナ

ミソウI,.jf,においても､ Hsleh & Huang (1995,

1997)がfTt湾権のものについて研究し､果実

の表面形態を弔二安な分類形質の1つとして取

り扱っている｡しかし､日本産タツナミソウ

鵜の果実については､卯状形でへその部分以

外の夫1帥ま′｣､'突起で粒われ､コナミキのみが

不整鋭牙術絹の-粥を持つことしか知られてい

ない(柑lH 1981 :大井1983;Yamazakl

1993)｡そこでノHllL Yamazakl (1993)の分類

体系を湛fl.I-=にして､日本産タツナミソウ属15

椎Z変稗(帰化柑1椎を含む)と､硯在未記載

の1校を含めた計18分頬群の果実の表面形態

について､ SEMを川いて観察を行った｡

Table 1. Collection Sites Of Japanese Scule//arEa

N(). H

材料と方法

果実表面形態の観察のために用いた'JJk鮒Itll

とその採集地はTablelに示す｡ヒメタツナ

ミソウ(ScuTellarLa kLkaLltnSu/ans Hatus.)､ヤ

ク　シマナ　ミ　キ(s kuromLdake17.-nrYahara)

T.Yamaz.)､ムこンタツナミソウ(S. l''f7.tHILLIM

Koidz.)､エゾクッナミソウ(s lWkL'7(,n.M

Maxim. Var. a-surLenSL† Hand:Mazz.)､ヒ　メ

アカボシタツナミソウ(S.nLbfT'Pun(IELf(I

Hayatavar. mtntmaT.Yamaz.)､アマミタツ

ナ　ミ　ソ　ウ(S. nLbnt)pu'7CtataHayatavar.

naseanaT.Yamaz.)､ケ　ミ　ヤマナ　ミ　キ(S

-htkokLana MaklnO Var. PubltaulLt (Ohwl)

Kltam.)､及びエゾナミキ(S..veこ('enSE† Kudo)

の果実は入手できなかったので､今細目ま使川

できなかった｡採集した生植物を'EF;1,'‖J人,;''に

て栽培し､開花後結実した果実を川いた､た

だし､ナミキソウとハナタツナミソウは/E･_ff

地で採集した果実を用いた｡果実はイオンコ

一夕ーUEOLJFC-1100E)でAu十をコ-チ

インクしたものを資料とし､SEM UEOL

～　r lJ/JIlr li Halrl ･lr､′/ノウ　ノイ　こ　ノrl) ■

～　hrJr/JEJr 1J I) 1･1_1'ケ11十ミキノrl) l

～ /,rrL(/Fl､J･IHJ N.lk`lHt li H.i j j)タノ+ー　ノEIJ

～ EI',/･(,''LIL･'Z､ ＼1⊂lXlrll L_メI　ミIi ･

～ L･ILI/I'･lmll l (,rLt＼　　　三　十

～ IIlE/〟一日, ㌔(u nL/IH　'/ノー!ー　ノ?

～　LJZ(Il,uL`lr I･Ll HJ〝l'(I llrlklm一･LI`lklnりrコ′､ノダノ十三

㌧　nI'EJIlM ～(LkLll■　ト　ケ/ J-ミ　ノ.■/

1人IIL H FJ J　　ノ'//I/ノト､ノrLJ

～ I 1  I LE,LJ八川(レ＼`l I I EL　/ノ′､タ　ノト三

～ lLJl/i IrJ/(LL LIL,llLu I IT II II`1rR 1 l　やウ　ノ+ミ　ノ〉

～ mlIrLLIr ll lI　　　7　rJノダ　ノト　ミ　ノr7

～ /,(八川(　　　　　lurrLJ･ヽ[(lklrl川トI Zlarく1ヤ1′9 /丁ー　ノT7

㌧　r,I/川,/･L･･ II H･[､.Lt lI rELJ"ulw`JLJrL' 71J Lノダノナ　ノL7

～ JIIi''lI'L71'I ＼Ⅰ▲Lklll(l ㌔(L　/rLAり人lLJI　　　ヤ~,,十三I

t ､JJJL･I/l''　H 】11㌔1 I ､1ノrJ

＼　　　　　　lI JJ p'ノ′､// /-r　ー/rl/

＼‖ 'l/Llr''J叩･ 4'E.L}枝村

Jvo-yama T()vama shl, T('Yanla-kL>n

Edzu-ko. Edzu Kumamotn-shL. Kunlam0m-kLjn

Hansel Jl fTansp) Obama Shヨ Fukul ken

Shlrt)daJll. Tokuヽama-shュ ～ am{lHuL hL-kt･n

Kamlkutsuv,ada Fu(hu m.ll hl ＼日L,Ltn r｡＼Lu11a kL･n LLJLI

Eng)o Jl. Kl'rhl-S山. K()Ch. kLITI

Kusube-cho. Ise-shl. MLLA-kL ∩

TiTakazuklta, Tokuvanla Sh). ～ Llmagut hl-kL,Il

lllSUml lanla, Hag】 shュ. lam`lRLILhl kt▲n

tlcISen-Jl, Katsu)am註-shh.ドL山LH-kHl

l＼ヽagomorl 一ama I( hH1aShE rmlluL,a I,hh Tluk川kt〉ll

KLLnlanO Un(ld2rukl 111llChl ShJmE)nllkaヽ＼ rl LrLLll. Ⅰ ()㌔.1m,I k川

Zuka≠ a. Takaoka-shュ. Ⅰ (l＼am(l kH1

0hura ∴ag()-shI Oklna＼liJ kL▲n

Shln汀l Chunan-Lhり＼`lk(ll`ldりL･Un l＼(LLl{miL kLn

Togashl()ham(I. ()Ll(I Shュ lkll,1 kHl

IzumL IくanlltSUSl川11a Ch(). Knl11】LIL,Lltt1 Lrurl. ＼LILT-lh(lkl k( ‖

Sash llsahl-Ch｡ ＼ヽugunトuk川ktn
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JSmトT20)卜で観察を行った〔果')三はへその

あるlllTAを1-..ll.II; (upper part)とした1

結果と考察

//1日1糾察した日本耗タツナミソウ拭18分粒

群のうち17分析群(15種2変種)の果'尖は1号て

卵形をしており､へそ以外の女郎は′ト突起で

粒われ､ただ1梓コナミキのみが不整鋭牙歯緑

の紫を持っていたくFlgS. lA- D)｡

Lrl崎(Yamazakl 1993)の分類体系(以卜､分

准【体系は山崎のものを示すこととする)では

日本I;'(:タツナミソウ),r覇を2亜属3節5列に分頬

している(Table2)｡今lnj扱ったタツナミソウ

),.i.;18分焔群のうち末記載種1種､及び帰化種1

仲の2分煩群を除く16分類群の果実はその中

の2llbJ_拭3節3列のものであるo　以下､分類体系

に従って､タツナミソウ属果実の表面形態に

ついての観察結果を述べるo

I. Subgen. SL ELlellELrLOP-n

H本荘タツナミソウ域でこの亜桟に属する

ものはコナミキのみである｡コナミキ(FlgS.

1A& 1I)の小突起形状はll指別犬であり,小突

起先端には､ LTtlみが見られなかったoその夫

ifu.は､ fi:方形に近い形をした規則正しい網目

模様で字Iilわれていた｡

II. Subgen. S( LLtelltLrta

1. Sect. MEnlJrel

本節に械するE]本庄タツナミソウtLi.はヒメ

ナミキのみである｡ヒメナミキ(Flg.1H)の′ト

Jj:-起形状は半球状であり､小突超先端には【lJT

みが見られた｡その表面はしわ状模様で覆わ

れていた｡

2. Sect. GELlentularL'(1

本節に),rjSする日本産タツナミソウ掛まナミ

キソウとエゾナミキであるC本節で､今回扱

った果')三はナミキソウのみである｡ナミキソ

ウ(FlgS. 1D & 2G)の′ト突起形状は半球状で

あり､小突起先端にはLllJみが見られたoその

太llHJは網目模様で覆われており､その各網目

いl

には乳頭実起が比られた｡巳

3. Sect. sla(･h,.m" ′., ､　　　　巳

(1) Se,. Sh,k"kta,,ILL,　　　　:

本列の該当椎はミヤマナミキである′1ミP'

マナミキ(FIE.2F)の小突起形状はIlはi状｣亡

あり､′ト突起先端にはl"]みが比られた｡まjL

その表面はサイスが不規則な約17校様でtilわ

れ､各網目には乳頭突起が比らjtたo l

'2意npei芸L:;e;7蒜;ヤマタツナミソウである｣,

ヤマタツナミソウ(Flg.2D)の小突起捌鳥

低い円錐状であり､小突超先端にはEl■lみが}L

られたC　その女rAIJはサイスが不規則な網目縦

様で希われ､各ネ剛丁には乳頭突起が見られた､
l

また､小突起先端周辺には､孔煎突起が伸1ミ

したと思われる付械物(Flg.2D.矢じりでrlt

(3L,ts:e'r?;霊芝とていたo　　;
l

本列の該当分類群の【勺､ /Tll]=まヤマシノ!タ

ッナミソウ(Flg.1E)､オカタツナミソウ(Fig.

1G)､タツナミソウ(FlgS.1B&1J)､コハノ:夕
l

ッナミ(Fig. 1K)､ハナタツナミソウ(Fig.lti)､

ックシタツナミソウ(Flg.1M)､シソハクツ!ナ

ミ(Figs.lC&2A)､ホナガクッナミソウ(Fig.

2B)､デワノダツナミソウ(Flg･2C)､アカポiシ

タツナミソウ(FI菖.2E),及びアツハタツナ;ミ

ソウ(Flg. 2H)の11分煉群の米']三を糾'6号Lji,

これらの小突起形状は､ rlJ錐状-半王刺人で.そ

の変異は連続していた｡また､その衣rn'は:し

わ状模様や不規則な網目模様が見られた{,小
l

突起先端には､本列に該､Liする分狩糊令てに
l

凹みが見られた｡また､オカタツナミソウ･､
l

タツナミソウ､コハノタツナミ,デワノタトノ

三三㌦三三㌢三三工芸,主;/t孟;...這;/: 'iL;i,
l

臼模様の乳頭突起が伸長したと,li7.われるイJ I.tJl･:

物が見られた(FlgS. 1G, 1J, 1K, 2C,2E & 211.

喜美三'J;志(Ls慧′a,.a sp. )  l

末記載種の果実は卵形をしており､へそ■以
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＼l(llLh i)川l:う　　　　　iJLと州Ui :タツナミソウIEEf,ul-Jl三の榊形態

T乙Ible 2. Taxa Investigated ln the present study and cLasslflCatlOn (based on YamazakL･ 1993)

Japanese S( LLTL,lkL-I

Genus SLLbgenus SectlOn

S( LLIt,lI(LrLLL S川tL,lltLr,()IJul

s( LLTLJll(LrllL MLnl)rel

GCL le rEL ula rL(l

serleS Taxon

S. gLLLIEL,lmll

S Ele･[)(,77(lel7､

S urLLYtll()wL

sla(hvmacrL† ShLkl)kt`mae S u7LkrノkE("7EL Var. ～/"A"kLtLnEL

pE･ktnell†e†　　S /,ekLflelL†LLI Var･ IrtLnuTrEL

lndE(･(Le S tLmtLhEIL i

S nr)e/ZHI

S m〟ramEETsuL

s EndLHL Var. If7dlLEL

s EndEHt Var. Pan,Ef()ltu

s rELbr')pun'ttLTEL Var･ f･ubrt'l'un( (LLttL

S T～〟ume･lZIJ†

S bra(･h1..tPLCtL

s laetet･L(JlaL･ピu VarJuetevL(JlacLJLI

s. laele･u()lace･El Uar. m(LekrLWLLe

S kLLLMLllfl

外の部分は小突起で考覧われていたCこの分類

群の灯jf表LfLl (FIE. 21)は､先端がlPlんだ円錐

I)､の′ト突起を持ち､その表耐ま不規則な網日

脚,1f(でrilわれ､祁酬lには乳頭突起が見られ

た　また小突起先端),1抱には､乳頭突起が伸

1主したと.lLl､われる付),Lf,物が見られた(Flg･ 21.

I)､じりて示したしその米尖表面形態は､オカ

タツナミソウ､タツナミソウ､コハノタツナ

ミ､テ｢ノノタツナミソウ､アカホシタツナミ

ソウ､及びアツハタツナミソウと類似してい

た

〇･JJ..Hヒ種セイタカナミキソウ(S burbaTa)

セイタカナミキソウは､アジア原産(Ll&

Hedge 1994)で200111A･(二熊本県H二律湖にて帰

化が確認された(佐藤他2001)｡紋に･本

1993年の分税体系では扱われていない⊂)

タ　カナ　ミ　キソウ(Fl藍.1F)の果'火

S'ulelk,,,a亜鴇の果'JfとIL･l様､卵形をし

り､梁はなく､ -そ以外の部分は小突起

われていた〇その小突起形状は糊紙で､ l)t

端=二はIu】みが妃られた｡また如1は網Ll桝末

で符われでおり､その糾司日に

見られかゝ｡孔蛸突起が比られないとい

を除いて､セイタカナミキソウの果'ju

キソウの果実と鮒比していたし

粁臭表面の′ト突起形状､ J<tlJi校軌及

突起先端周辺の付Ir･jf.物の光速度などで(.残

れる表面形態は､タツナミソウ城では卯

Fig 1. SEM mlCrOgraphs of frultS･ A-D Upper part, E-J ･ Process on surface.

､∴　∴･一､･‥∴∴∴｣‥●‥∴∴､∴∴･-､l
ElKIEL K S mE/,"I Var. PtEn･Lj')ltd L S･ I.t',enSLI M S kMuana Arrowheads lndlCate

｡n process. Bars Indicate 500 √lm ln A-D, 100.Lm ln E-M･
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FIE. 2. SEM mlCrOgraPhs of process on fruits Surface, A ScutellarEa laeletw)I"eEL Var･ laete-

､仰IaceEl B SJELeTevL''lELCetL Var. maekat-ae C s I,7uramatSuE･ D S pekLnen､′Y Var･ TruWt''tL

E. S rubrl,I,u17CtE"a Var･ rLIbrl)I"n(tELta･ F S shLk()ktl"7" Var･ ShlkokLanu G S ul･1gLlI(,VL･ H S･

(川川nen.uLl. I SL･LLtellurl(I SP. Arrowheads lndlCate aPPendlX On PrOCeSS･ Bars Indicate loo

･.･ll1.

'J:H=lri体系との州関は比られなかったo lndL(I(Ee

列の11分煉郡でも､果ノ臭は均･の表laJJ形態を

小さなかったo LかLJIZdTClLe列で､原(1984)

がシソハタツナミ規としたツクシタツナミソ

ウ､シソハタツナミ､及びホナカタツナミソ

ウの米･)三t<nIAの小突起は､しわ状模様で､先

端=二川･1.;ryJが先述しないという,{上しで矧lJ､して

いた.1また､オカタノナミソウ(FIE.1G)､タ

ツナミソウ(FIピ.1J)､コハノタツナミ(Flg･

1K)､デリノタツナミソウ(Fig.2C)､アカホシ

タツナミソウ(FIE.2E)､及びアツハタツナミ

ソ,lJ (Fl常. 2H)の米')三J<Il)iの小突起は､イこ規則

な網目模様で､先端に川,jf,物が発達するとい

う.巾で類似していた｡これらの帥物は非'.rJ..;に

架朗読の近いものと考えられるHj上之向･竹橋

未発表)｡末記載種の呆']≦衣[Tlけri態はJndlHLL,

列の　一群のものと類似しており､特にデrJノ

ダツナミソウのそれと鮒以していた(J人,iLi椀

種は､花､柴､及び峯の形態でもテワノクツ

ナミソウに近縁なものである川上之r･'り･ (1,['壬柿

未発表)｡これらのことより､lHiJ)lFタツナミ

ソウ鴇の場合列よりも卜1:I_のランクで米リ三女

了白1の形態が分頒形f7irとしてイ】効であると考え

られる｡



Marct1 2()():ミ　　　　　　化と州也･タノナミソウ属果実の獅i形態

TalWanla 42 109-116.

帥物の採取二悩して兼本iL F111Ll傾雄､

久米　修､ LLIV,Jh肘変､附す朴iA=､佐藤丁-Jjl=､

i:J)｣利一リj､ 11帖　rrIJ､ i.i-帖　久･及び岩-1'材:

LLの..紙におiIi_"(,になりましたoまた､杉本

I:J=Ltには文献の人T--でお世話になり､原稿を

読んで紫衣なコメントを傾きました｡記して

感謝申し卜けます〉
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諾LllLJTlI申･)と植矧榊Jf先那Il

ミクラザサの葉の表皮微細構造(予報)

高橋一一臣

富山県中央植物固　〒939-2713　富山県婦負那婦中町1億m42

preliminary Study on the EpidermalMicrostructure of

the Leaf of Sasa jotanii (Poaceae; Bambusoideae)

Kazuoml Takahashl

BotanlC Gardens of Toyama,

42 Kamlkutsuwada, Fuchu-machl, Net-gun, Toyama 939-2713･ Japan

Abstract ･ The abaxlal leaf surface of Saga jOtanLL･ LKe･ Inoue et TanlmOtO) M･ K()bay･

collected ln Mlkurajlma Island, Izu lslands･ Japan was observed by a scannlnL'

electron mlCrOSCOPe (SEM). The epldermal microstructure was compared with tl-at

of S. ku,.lensIS (Rupr.) MaklnO et Shlbata I S havatae MaklnO･ S '(,kugawana Makln｡

and S Esubo.ann MaklnO. In the specleS Of Sect･ MonlLICladae (S･ ha-vat`EL'･ S

TokLLgaWana and S Tsub("tina), StOmata are overarched wlth 4-6 rod-shaped

proJectlOnS (paplllae- of cutlCle･ In S JotantE and S･ん〃r〃en"L～ (Sect･ Macrochlamys),

stomata are sllghtly overarched wlth 4 proJeCtlOnS that are less elongated than

those of Sect. MonlllCladae･ Although the abaxlalleaf epldermal structure of S

J("anLE IS Slmllar to that of S ku"lenslS･ the proJectLOnS Of s J()TanLL are SOmeWhat

thlCker than those of S. kurElensL5･ Furthermore･ the density Of prickles on the abaxlal

leaf surface of S.JOtanll lS much higher than that ofs kurLlensE'S

Key words epldermal mlCrOStruCture, leaf, Mlkurallma lsland･ SasaJE,TanLt

元金沢大学理学部教授で､昨年6月に亡く

なった里見信生先生は､生前､あわせて

3,500点あまりのおしば標本を富山県中央植

物園に寄贈された｡そのうち､タケ･ササ規

の標本48点を整理していたところ､伊豆諸島

の御蔵島で採集されたものが8点あり､その

なかに､ミクラザサSaSujOTaruE(Ke. Inoue et

TanlmOtO) M. Kobay.と同定される標本が1

点含まれていた｡

ミクラササは､はじめ常谷幸雄が御蔵島で

採集した標本をもとに､中井猛之進によって

sasa mlku,eflSES Nakalと命名されたが､

には発表されなかったC後にこのササは

島にも生育することが明らかにされ､ )I

谷本(1985)によって､ナシマザサの糾

s kurLlensLS (Rupr. ) MaklnO et Shlbata

jOtan'E Ke･ Inoue et TanlmOtOとし

記載された｡ミクラササはナシ

sect. Macrochlamysに含まれ､ナシr

似るが､葉が厚く､梓の益邦が人き<

ない点が異なるという｡ ･Jj､鈴木

は､ミクラササはイ7､キザ

如
意
専
課
柵
恵
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M()nlllCladae　のイフキザサ　s tsuboLana

Makln()とl■■jじものであり､ナシマササ節の

ものではない､としている｡

19971l-には,御蔵島でミクラザサの一斉開

花が起こり(行本.小林1998)､花や果実の

形態を拙宅モしたKobayashl (2000)は､チシ

マササの射屯から狐､乙種s jOfEL'uL (Ke. Inoue

etTanlmOtO)M.Kobay.にランクを変更し

た.しかし､節(せつ)のレヘルではナシマ

ササ節に:ITめている｡

チシマザサは､ Tl.'七.仲人､北海道､本州

に',Jk布し､本州では刺ヒ地))と鳥取県大山ま

での日本i'nf側に分布する(鈴木1996)｡典型

rrは11本妙技某1'の　一つであるナシマザサ

に近純なササが､伊は諸島に分イけしていると

すれば､帥物地jlP_学的にたいへん興味深いo

川川日.L:.･1倍2002)で築芥は､ I.17_山産ササ

附し什物の柴の)とI立構造をJE査_Jf,t･L電f･顕微鏡

(SEM)で組'Y,そし､ナシマササは､チマキザ

サ節Sect.Sasaのチマキササs palmata

(MZlrl.)hTakalと葉身卜面のクチクラ小突起

の形態が)■はることを報'rt]--した｡ミクラザサ

がナシてササに近接であるとすれば､ナシマ

N() 8

ササに似た表皮構造を持つことが3'･想され

るCそこで､里見先叶が御蔵島で採粧された

標本を用いて､ミクラザサの柴の衣皮構造に

関する予備的な観察を行い､ナシマザサおよ

びイブキザサ節のササと比較したL

材料と方法

観察に用いた植物材料をTable lに′j汁｡こ

れらの標本は富山県申l)t植物lkrlH票本樺

(TYM)に収蔵されているC　ミクラザサstLIEL

JOta'Zt'(Ke. Inoue et TanlmOtO) M･ Kobay.と

同定した標本(Flg.1)は､梓は川;で分枝

し､無毛で光沢があり､梓鞘は.柳毛で､柴fl

は突出し(Flg.1の矢印)､ J【托はなく､柴は

披針形で革質､無毛で､下lblの脈に光沢があ

る｡このほか､里見先生の御蔵出での採ijS'h'j

を含むイブキササ節のササ(ミヤマクマザサ

sha_vataeMaklnO､トク　カ　ワ　サ　サs

tokugawana MaklnO､イブキザサs I,ub"tuna

MaklnO)､および富山県蕗のナシマザサs

hurt/enSLt (Rupr. ) MaklnO et Shlbataを観察

した｡

Table 1. SpecleS and voucher speclmenS･ All speclmenS are deposlted ln TYM･

SL,Ct. iMacmchlamys

s〝､`L J〝/`m't ㌧KE lllOue et TanlmOtO) M･ Kobay

T｡k)｡ Pref.. MlkuraJlma lsLand, Suzuhara, Oct 6, 1963, N SuT,,n･= ′7

.～`川L kEuT/川､J､ ･ RtLPr J Makln() et Shlbata

Tl))2"lla Pre1., Asah1-maChl, Mt Joyama. alt･ ca 240m, Aug･ 24. 2002, K TELAlLhu,hL 020824- ∫

T''yElmとI Prel.. 0)ama-machl, Awasuno. alt･ 800- 1,000m, Oct･ 28, 1997, K Takahu,/〟 97I()2･Y~ Jb

T()〉ramtl Prer , Mts. Tateyama, Murodo-dalra, all 2･420m, Augl 8･ 2()O(), M Y(,u7Ld,I & K TuAlLノ…/'L ～ ''

Sect MonlHCLad(1(I

1〃vl /7LnLIT(LtJ Makln(∫

T｡k)0 PrPf.. Mlkura)lma Island, Mt Oyama, Jul･ 23, 1962, N SlELT,""= n

Su m I',iu.i,(IH UHEL llakl110

K`111Ll抑VZI Pref., Yugawala-maChl, all ca. 890m, Nov･22. 1997, K Tuluha､/7, 97JJ22~ 12

～(ハIL IuL/)(JlEmEI IIakln()

TりkyりPIeL. lllkLLl-ajlma Island, Mt. Oyama, JuL 23, 1962, N SlJT"m'､ n

sh)糾I)I-ef. ′ GlhLl Pref･. Mt. R),()zeI-yama, alt･ ca･ 940m, Oct 5･ 1999･ K TukELJ"､hE的l()()5~-I()



.･.r.I;橋:ミクラササの葉の炎Ir11恥左

FIE. 1. Sa'(り'MEJnLL COllected by N･ Satoml ln Mlkurajlma Island. Arrows Indicate llgules･

これらの標本から当年生と思われる葉を選

び､柴身中央部の､ ,rl肋の内側(展開前に葉

が巻かれていたとき内側になっていた方の

側)付近を切り取った｡前回の観察(高橋

20O2)では､特にナシマザサでクチクラを覆

う鱗片状のろう物質scale-llke eplCutlCular

waxの発達が著しく､気孔やクテクラ′ト突起

が州1糾二雛祭できなかった｡そこで今回は､

すへての七)JiJ取った葉片の下面(背軸面)に､

アルコ-ルランプの炎を瞬間的に当て､ろう

物賃/iを溶かした｡その後､イオンコ-夕-

(JEOLJFC -1100E)で金を約0.02 ′′`mの厚

さにコーティングし､ SEM (JEOLJSM-T

20)で卜lrt14ミI土の微細構造を観察したo

結果と考察

Flg.2は､ミクラザサ､ナシマササ､イ

キザサの菓身卜面の表皮を比較したもの

る｡ FlgS.ZA､ C､ Eは､それぞれ小脈ve

(Ⅴ)から気孔(矢印)がみられる部/JJlを糸

小脈間の中央にかけて(左からイ1Aに)の

を示す｡ FlgS.2B､ D､ Fは､試料hをHifノj

600傾けて観察した､気孔(矢El日　の周州

示す｡いずれの種にも､表皮には多数のク

クラ′ト突起flne PrOJeCt10nS Of cutlCle

突起papl11ae)が存在する｡

ナシマザサtFlgS.2C､ D)では､ 'jt孔(

印)の周囲に気孔に向かって斜めに､■/二つ4佃

短いクテクラ小突起がみられる｡突起は長

5-8/Lm､径4-6/1mで､わずかに'^1Lを
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ド1H,. 2　jlbzIXla日eafsLlrfaces and flne PrOJeCtlOnS OfcutlCle around stomata. A & B sM`り√,TEl,HL

tN luI(J川I ～ nノ. C 良 D s kLlrLlt,nlLl (K. TtLkah(LJ7LO20824-I). E& F s I.nLI?(JlEInfl(N 5ELl(〃111

… , EplCLLtlCulとtr Wax Was melted ln a flame before observatlOn. Al-r()Wheads lndlCとlte

st｡mとItこ1. ＼' Velnlets. ScEllebar- 100′Lmln九C&E.and lO′LmlnB,D& F.



EE:,.,佗.ミタラ｣fサのださC7)山川H左

TE,iL,hL,YIN 02()824-/). V Velnlets. Pr Prickle. Scalebar - 100.Lm･

-,ている　　-ノj､イブキササ　LFlg.2E､ F)

では､ I.^uLの).I.IlJflのクテクラ小'/)u;槌ははさ9

-15/Lrrl､維5-7/Lmの刷人で､ト6佃(多

くは6僻目が/.I-(孔にrl･jかって斜めに､■′二ち､ほぼ

I;t'.,に1-(孔を粘っている､ミヤマクマササお

よびトクカrJザサでは上壬いl網L=rdtがみられ

る.L.Jげイフキササと粍なるが､クチクラ小突

起の形態はイフキササと同様であるCササ鳩

の葉身卜rr'llAの'.,-(1Lが棒状の突槌でtilわjLてい

ることは以r-liJJから知られておりIrL‖1 1929,

附皮I Jjq 1982)､ ′1･三月がHTJfL･1脱毛享L'+=チマキ

ササにも'.Xも孔を粒う棒状突起がみられた(■-j

橋20()2)′　しかし､ I河匝=まクチクラI-_の鱗片

状ろう物官'tに粒われた状態で組実子したため､

ろう物門の発達が特に哉しかったナシマササ

では､ I.h'LILl.]囲の突起は全体が旨馴J. Lていな

かった(.I.I.･,J橋2002)〉　ろう物田を柄かしたう

えで71 -,lJ/卜【‖1の組If,享では､ナシマササにも

I,I-(jLを粒うJ突起がflJ/I:することが確...JLJ.され

た,ただし､ナシマザサの突起はイ7キササ

やナてキササのものに比べてJir.)く､ I,■こ/r号には

'JtJ'Lを粘っていない(Fig.2DJ

ミ'/ラザサ(FI拝S.2A､ Blでは､ /'LJLの).I,ll

ヨリ

[榔二は4個の触いクチクラ小突起がみられる､
l

突起は1壬さ5-9/Lm､行5-H,,LmでJtILl,を
l

わずかに粒うか､ほとんど粘-)ていか-㌔ lこ

のように､ミクラザサの如U･一洞の鵬はト

イフキササよりもナシマザサに鮒比てlい

るc Lかし､ナシマザサに比べ､ミクラサ｢ト

の/I-tl'LFH]岡の突起はやや太く､九Ll7rlJLIlil排よ!｡

膨らむ傾向がある(Flg.2B),　　　l

気孔と,如LのHiH二は､気JU,･州よりも人血
l

の突起がみられるこ　ミクラササ(FIR,.213) lお
1

よびナシマササ(F･g･2D)では∴㌧孔の岬二

言.":三豊た三g慧;亡誓ir崇,I;蒜,芋
.i:.rJ-さが巾行を上回るものが多い

I

Flg.3は､やや倍率を下げて組'Y,亨したミ'/r/
l

ザサとナシマササの柴の卜llIIAJくl土である, !ミ
l

クラササでは､小脈上(V)や脈l･"rllIIL)i,!'･Li(二

刺状突起prlCkles (Pr)が糾す,享される(FTILl･

3A)二　一ノJ､チシマササでは､州状突起

とんと糾笥享されない　tFlg.3B){　ササJt.).:

身1､価の刺状突起は､外側AI1-q''ir:Ill;日付州fに

葉が巻かれていたとき外側=こな-'ていた)ju)
l

矧に,A:,I;#･'J空で糾し､州,を附'叫く
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紬附二Ir'･jかうにつれ減少することが知られて

いる(,附皮･JILt 1982,高橋2002)o特にナ

シマササでは､ IIlu力と内側柴縁部の問には刺

状突起がまったく分布しないという(難波.
JJIt 1982)､ /卜回観察した部分は､中肋から内

側葉級ril;のI.ll.7のうち､申肋に近い部分である

が､ミ//ラザサではナシマザサと異なり､こ

の[.rl.rS/JJl;も比較的多くの刺状突起が存在す

るo　なお､アマギザサ節の種でも､今回観察

した部分に刺状突起がみられる｡

ミクラザサは､一郎に異論があるものの(鈴

木1996) ､ ･末起語(LrE'･,'の外部形態の特徴からナ

シマササ節に:JTまれると考えられてきた(井

r_･ケi本1985,小林1985)｡今回の観察で

も､ミクラササの葉身下血のクチクラ′ト突起

は'.八才Lをほとんど孝貰わず､イブキザサよりも

ナシマササに匁川ユしていたo　ミクラザサとナ

シマサすが)止縁であることは､DNAの

RAPD分析による系統解析からも支持され

ている(小林2()01)o

ミクラササの花や神栄の形態を観察した

K()bayashl (ZOO())は､小穂､鱗被､屯頴､

外等fL　称X･がノ(形であることなどから､ミク

ラササをナシマザサ節に含めながらも､ナシ

マザサとはiLL!､r/の秤であるとしている｡ミク

ラササの葉身卜伽の衣J立構造はナシマザサに

懲りlj.するものの､クチクラ小突起がやや太く､

刺状突起が多いなと､いくつかの.(.亡でナシマ

ザサと㌧L,lなる帆(.)が認められたoこのように､

葉の炎皮構)韮からも､ミクラザサとナシマサ

叶はある柑h;/)♪化していることが示唆され

るL,たf=し､ノト回桃察された構造がミクラサ

サを判徴,)ける形'Llrであると断定するために

は､八丈)..川のものをlJTむ多くのミクラササ

を糾'Y,号するとともに､ナシマササについても

'J)kJri域1＼体からの朋やlを組'f三尊し､変異を調査

したうえで結∫論を目す必柴があるo

No.8

電f-顕微妄削こよる試料の観察にlあノJしてい

ただいた富l日掛I】央柄物脚の横丁十‡誠氏､文献

の収集にこ協ノ)を賜ったtf崎Ll･.雄柑L-､ IliT:flT':]-

を査読していただいた富111県中央植物尉関長

の黒川逓博士に感謝しますC　また､富山県EJT

央植物園標本庫に多数のi._i亜な標本を'.tJ贈さ

れた故里見イ話生先生に感謝しますo
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Cytological Notes on Yunnanese Plants I.

Chamaegastrodia shikokiana (Orchidaceae) ,

a Saprophyte New to Yunnan

Masashl NakatalJ, Zhonglang Wang2'& Kaiyun Guan2)

1) BotanlC Gardens of Toyama,

42 Kamlkutsuwada, Fuchu-machl, Ne1-gun, Toyama 939-2713, Japan

21 Kunmlng BotanlCal Gardens,

Kunmlng lnstltute Of Botany, The ChlneSe Academy of SclenCeS,

Hellongtan, Kunmlng, Yunnan 650204, P. R. Chlna

Abstract A saprophytlC OrChld, chamaegaTJrodt〟 shLkoktana was newly recorded ln

Yunnan ProvlnCe. The chromosome number 2n-42 was counted conflrming the

prev10uS report On a Japanese plant. The mltOtlC Cell dlVISIOn Was aSynChronous

wlthln the mlCrOSPOre tetrad. In the flrSt gametOphytlC Cell dlVISIOn, n-21

chromosomes was observed.

Key words chamLJegaSlnodE'a shlkokLana, Chromosome number, Orchldaceae, sapro-

phytlC OrChld, Yunnan

ChamtLegaSlf10dL'a MaklnO et F.Maekawa la a SaPrOPhytic orchid genus, whlCh co

of flVe SPeCleS dlStrlbuting from Khasla (Meghalaya)

latl 30oN., with range extension southwards to Vietnam and northern Thailanb

(Seldenfaden 1994). In China, four species are known from Hubei, Yunnan, SIChuah

and Tibet (Lang 1999). Among them, c tnt,erta (W.W.Smlth) Seidenf. and C. lmL-lanii

(Gagnep･) Seidenfnave beeT recorded ln Yunnan ProvlnCe･ in Tengchong･ Kunmin*,

Tengsun Xian (error ln Writlng?) and Zhongtian for the former and ln Hekou for th■e
l

latter (Seldenfaden 1994: Wang & Wu 1994 , under HeTaerta; Lang 1999).

On July 7th, 2002, 1n the suburbs of Kunming City, We found a specleS ¢f

ChELmaegEL～trudia on a slope in the evergreen forest･ After mlCrOSCOpic observatlOn OP

the flower, the plant was identified as C ShL'kokt-ana MaklnO et F.Maekawa, a new

member of the Yunnan nora･ Chromosome observatlOnS uS.ng mower buds were

successfully applled･ Here we report the results of observations on the ra咋

saprophytlC OrChld.

Material and Methods

The plants were found at near Qiongzhusl (a且t. 1900 m), Xishan dlStrict of Kunmi噌

eastwards to Japan, malnly ato咋
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Flg. 1. ChlLmEu,.叩ItW'dEtL u7LkukEana. A Plants ln habitat. B Flower. Sepals and lateral petals

have been rpm()ved to show labellum (1), column (C) and operculum (o). Arrowhead shows

fllament. Scale bar lndlCateS 2 mm.

City. They grew gregarlOuSly on the sloping floor under deep shade ln the evergreen

forest (FIE. lAL Some of them (only above the ground) Were collected and used for

speclmenS both drled and ln Spirits, and in part for chromosome obseⅣations.

Vouchers are deposlted at KUN and as photographs at TYM.

For chromosome observation young nOWer buds were used. The buds were sliced

lnt() 0.5 mm thlCk by hand with a blade and Immersed ln an aqueous 8mM 8-

hydr｡ⅩyqulnOllne SOlutlOn at 13℃ for 2 h at 4℃ for 20 h for pretreatment, then flXed

wlth the Farnler's flXatlVe (ethanol :glaclal acetlC aCld - 3 : 1) at 5℃ for 20h. The

flXed materlals were macerated by 1 N hydrochloric acld at 60℃ for 15 sec, stalned

wlth 1 % acetlC OrCeln On a glass slide at room temperature for 10 min, Covered wlth a

glass sllP and squashed between a folded fllter paper.

Observations and Discussion

As sh()wn ln Flg. 1B, tlle ()PerCulum Harrowed Into a fllament (arrowhead ln the

柏ure) and had no lateral slde lobule, both are dlStlngulShlng Character of

i.I.1 ,,:敬:A
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the Flg･ 1 in Tuyama (1948･ as Hetaeria shlkokiana) and the Flg･ 3 in Seldenfaden (1994)･

Thus, the plant was readily identifled as C shikokiana.　　　　　　　　　　　　:

ChamaegastrogL'a shtkoktana lS COnSidered to belong to the Sin°-Japanese Doris

element, and is known from the northern lndia, Chlna (Bomi county, 2500m, Tibet

Muli, 2800 m, Sichuan) and Japan (Kyushu, Shlkoku and Honshu; from upper warm■-

t｡mp｡rat｡ eve,green forest zone t｡ int｡rm｡d.at｡一t｡mp｡,ate f｡,｡st z.ne) (Seid｡nfad｡ム

1

1994, Tuyama 1948, Maekawa 1971)･ At present, consequently, Kunming is the

southernmost locality of the species.　　　　　　　　　　　　　　　　1

The chromosomes at resting stage formed remarkable chromatin blocks of round

shapes sometlmeS With protrudlng, 0･7-1･7 FLm in length, varying ln number 151

per nucleus (Flg. 2A). Many chromomerlC granules and flbrous threads were als

obseⅣed throughout the nucleus. The nucleus is considered to be an intermediat
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type between slmple- and complex chromocenter types prop()sed by Tanaka (1971).

The chromos()me number　2n-42　was counted ln mltOtlC PrOphase (Flg. 2B),

prometaphase (FIE. 2C) and metaphase (Fig. 2D). At prophase and prometaphase,

early condensed segments were observed malnly in the proxlmal regions of the

chromosomes. At metaphase, centromerlC COnStrlCtions were obseⅣed ln the median

positlOn Of many chromosomes, although could not be found ln all. The results of

our observations Well agreed with those of Sera (1990) on a Japanese plant descrlbed

under Fle･taerEEL Wkl'kElEna (MaklnO et F.Maekawa) Tuyama.

In orchlds, mltOtlC Cell dlVision wlthln the mlCrOSpOre Can be elther (1)

asynchronc'us, (2) synchronous within the tetrad, or (3) synchronouswithin and

between tetrads (Baker 1942; from Yeung 1987). In chafnueguSlr('dta shTk〃klELnu,

1nterphaSe nucleus and chromosomes at prophase stage were simultaneously

observed in a tetrad (Fig. 2E). In another case, a cell shows prophase, while the

()thers prometaphase to telophase (Fig. 2F). Thus, the mitotlC Cell dlVISIOn Was

asynchron()us wlthln the microspore tetrad. Asynchronous pollen mltOSIS IS also

reported ln another saprophytlC Orchids, LecanoTIChis hokurlkuen.ttS (Nakata 2000). At

prometaphase and metaphase ln the first gametophytlC Cell dlVISion, ∩-21

chromosomes were found (Fig. 2G).

The authors thank Dr. Masatsugu Yokota, Dr. Tetsuya Sera and Dr. Syo Kurokawa

f()r crltlCal readlng Of the manuscrlpt.

中田政司･王　仲朗･管　閑雲:雲南省産植

物に関する細胞学的知見l.雲南省初記寺の腐

生ラン､ヒメノヤカラ
'｣､l㌢J'Illi占明rrl-jii:,llliの(,,;.;緑樹林卜で､稀な騰

′Fランであるヒメノヤカラ(ChamaegaSTrodtal

I.lL;の榊と物を抹災したJ)三体抑微杭下で､荊帽

に'll.)い化糸があり側手当Illがないこと､韓弁は

T'j'形でlll.1',I;の紬に波状鋸Lilがあることなど

からヒメノヤカラ　rC J7Lk()kEEL17tL)と同'JiZされ

た｡雲南省からは初L.じ録であり､本校の分布

の南限となる｡ 1+.=い花.TlAで染色体を観察し､2n

-42を算定した｡これは日本F)Lf:の本軌二I対す

る報Fl].=と-一致する〔また､花粉形成過程の第

-/JjL裂で染色体放n -21をち1'/iZしたC　この分

裂はrQ･1分千の細胞間で非回.洞的であった｡
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ハナガガシQuercus hondae Makinoの堅果の発芽と

当年生実生の成長

山下寿之

:･;lhLL,1;LtT央植物園　〒939-2713　富山県婦負郡婦【岬J L轡川42

Seed Germination and Seedling Growth of

Quercus hondae Makino (Fagaceae)

Toshlyuki Yamashlta

BotanlC Gardens of Toyama,

42 Kamlkutsuwada, Fuchu-machl, Ne卜gun, Toyama 939-2713, Japan

Abstract The influence of varlOuS temperatures On germlnatlOn Was ObseⅣed ln

Quercus h(N7dtLe MaklnO, an endangered evergreen oak dlStrlbuted ln SOuth-eastern

Kyushu and southern Shlkoku. SlnCe the germlnatlOn COnSIStS Of stages, rootlng and

epICOtyl emergent, each stage was obseⅣed under 10, 15, 20, 25 and 30℃ for 55

days. The flnal ratlOS Of rootlng Were 70 % Or more under every temperature

conditions except for 30℃, the hlghest ratio (85%) belng Obtalned at 25℃. The result

was quite Slmllar to those ln Other evergreen oaks reported previously. On the other

hand, the flnal rat上('Of epicotyl emergent was also hlghest at 25℃ (78%), being

followed by 20℃ (63o/o) and 15℃ (59%). However, the rat10 Was extremely low (15`yo)

at lO℃　and decayed acorns were found at 30℃. Thus, lt lS COnCluded that

temperatures ranging 15℃ to 25℃ seem to be most favourable for germlnat10n Of Q

hondae In other words, the cumulative temperatures larger than 795℃.days may

be suggested as an Important Crlter10n (Or one of the most Important Crlterla) for the

colonlZat10n Of Q hl)ndae ln the fleld. Growth of current seedlings Was also

lnVeStlgated. The sIZe Of current seedllngS Was 8.1cm ln the mean shoot length, and

was 0.29cm ln the diameter at the stem base. Mean top/root ratio Of these seedllngS

were 0.93, 1ndlCatlng Slmllar allocatlOn pattern aS reported for the other evergreen

oaks.

Key words endangered specleS, Quercus hondae, seed germlnat10n, Seedllng gr'OWth,

temperature condltlOn

ハナガカシQuertuS A()ndaeMaklnOは九州　　　県内には多くの生育地が匁】られており､引LIJ

南部および東部とlT耶司南部にのみ分布する7　　　林のほかコジイなどの常緑広葉樹二次林州二

ナ科(Fagaceae)の希少種である｡特に宮崎　　　も生育している｡同種は分布域が非′削二r''llF,
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れていることや近年個体数が減少傾向にある

ことから､絶滅危供枯I Bに指定されている

(瑞岨1 2000, '[.;..lLEZfLF,i 2001)｡したがって､

)it急な保全策の確ilや､そのための生態的･

/E:.〕理的特性の解FyJが繋まれる｡これまで､ハ

ナカガシについては植物社会学的な記載(山

中1965,兵柴1973)や二次林における個体群

栴造に関する幸紺,A･(松田1998)が見られるが､

保全t二重要な情報となるハナカガシの生活史

柑l′卜や/I:_理生態的な特性については､ほとん

と､u)lらかにされていない｡

日日(ら(2002)は､九州南.東部における

既flIfLfiLF:/資料の解析を行い､同地域に生育す

るアカガシ唖属(C.Tlぐll)baIan()p～Jl) 7種の中で､

ハナガカシの分布が最も低標高側に限定され

ることを見LIJ.したG　このことは､温度要因が

ハナカガシのマクロな分布の重要な規制要因

であることを示唆しているが､具体的にその

安抑ま特定されていないD ･方､柏木(1986)

は､アカマツの分布規制要因として種子発芽

に関する温度(地温)の影響に着目し､積算

温度から樹木の分布を説明している｡そこで

本研究では､ハナカガシの生活史に関する基

礎的情報収集の　一環として､種子発芽に対す

るJLL度の影響をHJJらかにすることを目的とし

た｡また､同時に発芽した当年生実生の成長

および物'Ff分配についても調査を行った｡

No. ii

論文をまとめるにあたり､ 1,Al.'崎入学農学部

助教授伊藤哲博士ならびに冨LlI県中央柄物脚

長黒Jll避博士には賀重な助,了および査読して

いただいた｡心より御礼申し上げる｡

方　　法

(1 )発芽実験

ハナガガシの果実は2001年12月l tlに`[.,L･;山.II

県東諸県郡高岡町に位置する高岡国有林(I(,･1.,

崎森林管理所管内)228林班内のハナカカシ柑

樹から林道に落下した果実を採災したo採光

した果実は富山県中央植物園に持ち帰り､殺

虫のために3日間水にi針ナてから健全栗を選

別したo選別後約2カ月間冷蔵雄(樺内hLh1度4

℃)で保存し､発芽実験に絹いた0 2002年ZjJ

IOE]より発芽実験を開始し､同年41J611まで

の55日間の観察を行ったo発芽実験にF7Jいた

ハナガガシの堅果の生毛主副ま平均2.48g (抽入

2.93g､最小2.01g)であった｡

実験はろ紙を敷いた直径9cm高さ2cmの

ガラス製シャーレに健全果を10個ずつ入れ､

これを1つの設定温度について3セットつく

り､繰り返し実験とした｡これらを30℃､ 25

℃､ 20℃､ 15℃､ 10℃のそれぞれ5つの温度

条件を設定した5通宝の温度勾配恒温器(日本

医化器械製作所TG -100-ADCT)に入れて

Table 1. MeteologlCal data ln a green house where the seedllngS Of Q h'Jndae were grown.

Temperature (℃)

M上n Mean Max

10.2　　　　　　　　17.3　　　　　　　　26.8

12.1　　　　　　　19.1　　　　　　　　26.7

1 5.0　　　　　　　　20.3　　　　　　　　26.5

18.2　　　　　　　　22.7　　　　　　　　28.4

27.0　　　　　　　　32.4

27.5　　　　　　　　32.7

23.4　　　　　　　　28.3

19.5　　　　　　　　27.2
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発hf ')三験を1rい､米J)三の先非をほほ毎日拙宅亨

した

プEJ抑ま根とLlJ付1糾二分けて`.Lllf衣Lた　根と

F-Jli､軸のそれそれが幣米から1mm ,Ill.たf=三と肺

をう帥uうよひ11.M油Ilク己井として.il放Lた

(2)成長量

卜述の発井'見時舞で卜姓軸か発芽した佃体をシ

ャ-レから逐ljこ取IHtiL､鹿iZjl二:赤ト~ f-_:

悼.柴f--1 : 1 : 1のJfH_を入れたILll二律12cm､

(策さ10cmのプラスナノク鉢にiLtlえ1.1け､

Table lに示した環境条件の栽培溢'iIにlr削,

て′E_fTさせた｡ ′1:_育期間Lぎ】ははは毎日､卜が

蛇かないように耗水した,11月6日にこれらの
､Ⅰ伸′t_'尖′1:.のうち7個体について掘L)肘) ､各

個休のF-fl-r':lJA､柴放､根の良さ､柴榊Jliを測定

した-　さらに､回試*'1を期間別に分耕し､温

風陀燥機(旭朴`､i=SF-80())で40℃ 8日問乾

燥させて行箸li'(I;別に乾燥垂Fl壬:を測定した

結　　果

ll'

ハナカカシの別枠のJfl:4多をF▲g･1に′',Apj｢

ハナカカシのう巨根は25℃のJll】rLl生条什にJ3いfL-
1

もっとも■Fしく､ 'ji験開始枚51日から:X'ほ牛

以卜20℃､ 30℃､ 15℃･ 10℃の川ttに馴iL外

接終発鮒ま25ccでも-とも{･[.';(85(㌔,､卑

10℃で75%､ 20oCで710/0､ 15oCで680"､ 3()T

では1∩%であった(Table2)

ハナカカシの卜肺軸発井の抑移をFliI.2に

示す｡卜肘･軸の発芽も25℃でもっともL11く

実験閲始後18L川(発根してから1二川伸(:二

l灘軸が比られるようになり､次いでL,()て､｣

15℃､ 10℃の川副二発芽が始ま-,たが､ 3()℃七

は発根後衛敗したために卜肘潮の子Eiiまでi,

らなかった(Flg･2)o L肺軸の脚冬碓朋E;よ

25℃でもっともr･Lli･;く780,,0､以卜20oCで63(･(/)i

15℃で59%､ 10℃では150/.であった(Tabkl
l

2)｡10oCでは発根後およそlカ)j起れてl附Ih

発芽を開始した｡　　　　　　　　　　　l

ハナカカシのH拭.軸発芽やが5()`,I,日を越え
l

た25℃､ 20℃および15℃の各温度条什につい

て､実験開始から上肺軸発芽率が5O%にはす

るまでの積算温度を求めたところ､ 25℃七
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10　　　20 30
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40　　　50　　　60

Fig. 2. EplCOtyl emergent ratio Of QueflCuS. hondae Symbols are shown ln Fl藍.1

1000℃･day､ 20℃で960℃･day､ 15℃で795

℃･dayであったc

t 2 )当年生実生の成長

成良基の測定のために生育させたハナガ

ガシの当年生実生のうち､7個体の各器官の大

きさをTable3に示したC　シュート長は平均

8.1cm (妓大10.6cm､最小5.4cm)､平均根元

LFl_径はO.29cm (投大0.35cm､最′jlO.25cm) ､

根の良さは平均11.6cmであったC

糾固体の乗数は4-6枚､菓面積合計は平均

No. 8

51.8cnfであった｡冬芽の数は1-6と個体差が

あったが､他のカシ類と異なり当年生実生に

おいても頂点に複数の冬芽が認められ､八m

(2002)の報告と--致したo　また､柴のつき方

についても､岡本(1976)の指摘した形態(H

-2型)であったが､特にハナカカシの場合は

第1節と第2節の普通葉2枚ずつが近接してい

るために､輪生状に若葉しているように見え

る(FIE.3)｡

ハナガカシの1個体あたりの諾rnLl;別乾燥重

Table 21 Summary of germlnatlOn eXPenmentS Of Q hondae.

Temperature Final rootlng ratlO

(℃)　　　　　　(%)

Final eplCOtyl

emergent ratlO

(%)

CumulatlVe temperature at

50% of eplCOtyl emergent ratlO

(℃ ･ day)
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March 2()03　　　　　　　　　　　　山T( :ハナカカシの発芽と初期戊上主 ll

f:部比(TR比)は平均0.93であったo　　　　　　(1)ハナガガシ堅黒の発芽特性

カシ類の堅果発芽については､これまで符

Table 3. Growth of the current seedlings Of Q hondae.

Shoot Shoot

No. length dlameter

(cm)　(cm)

･Enogotth "lOeゝfOf fcLdq (aLcre:aa:等t -ReBo;tht憲r "i;dOf LW/TLA T/氏

(cm)

1　　7A6　　0.26　1O.48　　4　　37.58　9.40　0.158　0.458　0.303　1　0.0081 1.0066

2　10･63　0･32　12･08　　5　　58.06 1161 0310　0.611 0.404　　4　　0.0070 1.1686

3　　7･64　0･30　13157　　5　　4665　9.33　0.186　0.624　0350　　4　　0.0075　0.8590

4　　　540　0.25　15.75　　5　　40.84　8.17　0.137　0.556　0.293　　4　　0.0072　0.7734

5　　5.89　0.26　　9,95　　4　　44,80 ll.20　0.154　0532　0.320　　5　　0.OO71 0.8910

6　　9･20　0･28　1Ol33　6　88･17 14･70　01192　0864　0,684　2　　0.0078 1.0139

7　　1O.13　0.35　　9.25　　4　　46,65　11.66　0.248　0.701　0.332　　2　　0.0071 ().8274

Average　8･05　0.29　11.63　　4.7　51.82 10.87　0.198　0.621 0.384　　3.1　0.0074　0,9342

SD　　2.O2　0,04　　2.33　　0.8　17.25　2.15　0.061 0.132　0.137　15　0.0004　O.1362

TLA Total leaf area･ LW ･ Total leafwelght. T/氏 (Shoot weight+LW)/Root welght
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地で多くの研究が子rわれ(西EJz 1989, ､Ill花

19～う9なと)､いずれの樹樵とも㍍い発芽牛が報

:■.されている｡ /Hlllの実験でも､ハナカカシ

の戦火も30℃のLL1度条件を除けば70%程度

あるいはそれ以卜の高い発芽(発根)率を示

しており､他のカシ類に劣らない発芽能力を

イけるといえるG　なお､ 30℃において発芽率

が榔r芯に帆かったことは､ .A.li';温による堅朱の

似牧が多く党叶したことが原因と考えられ

る

Flト姓(1984)はハナカガシを:-[むコナラ属

L州に,)いて5℃から25℃までの5段階で発芽

I)三陳を子Tい､ 25℃でもっとも｢T'一く発根および

lりィ､Ehlが碓ij L､ 15℃以Lでは最終発芽率は

900/o以仁であるとしている｡また､ 10℃では

I)ミ矧lH始後およそ45t相に発枇し始め､卜.肱

軸は7()J=1以降に発芽すると報;t.-･している｡

榊jF'光でもiEl斐(1984)の結果と発芽のパタ

ーンはほぼ川雌の傾向がみられた｡

Llljl (1984)は､ハナガカシの発根とl二肱

棚づluLのLlilLtJj,1度(実験供試した堅采のうち

111†ltlllAlの先芽が認められた処坤の温度)がと

もに10℃であるとしている｡また､他種との

比較から､発根の投低湿度はzJ川7-城の7Lは環

境と対仏するが､ L淵二軸発芽の鼓低温度と分

イrlJi父の旧姓は認められないと述べている｡し

かし､ 'J;,'r)l')三根で11去られた発芽特件を､野外

粂ri卜で他紺との振!17の卜での個体の成､1/に

JkJ辿させて議論する場合は､発芽のイ[撫のみ

杏).lit.l一とせず､むしろ　-'Jifの発芽率の達成や

～己iiまでの期IE"lJなどを考燈した条件を重視す

-きてあろうし　榊)F先の結果では､馴冬発根

率は10℃から25℃までの温度条件でほほ同レ

ヘルであ-,たものの､始終卜附的発芽=糾ま､

1()uCでは15から25℃の条件と比較して苦しく

fit(､またl_り州n碓井の開始時潤もこれらの

粂†′‡よりノIiカ-Jた_　したがって､ [-.,.己の生態

ltt)fd-t机L･,からハナカカシ幣11-の発井に過した

It日日た条什を整j■l■すると､う帥iには10℃でも1-

'))kであるが､ 'l'一期にLJ)州frが伸1i L個体とし

No. i;

T'ri:全に成_1:llするための発井条作としては､

15℃が未111t条件であると考えられる｡今後は､

分イFJ'城と発芽特件との関連についても､川ィ､

軸発芽･発根の最低温度だけではなく上･.述の

ように生態的有効性を加味した発芽条件の比

較が必要であると考える｡

本研究の結果では､最終発根呼およびi朗冬

川車軸発芽率と同様に発根およびl二肺軸発芽

の開始時期も温度によって興なっており､低

温でそれぞれの発芽が遅れる傾rlりはEF)坐

(1984)の報告と一致した｡このことは､ハナ

カカシ堅采の発根および1二旺軸発芽に対し

て､単に実験で設'起された恒温ではなく､そ

の積算的な効果が関与することを示唆してい

る(cf.村木1986)C種ナ発芽のための概算.lLIl

度に関しては､樹木の分布制限安川の有効な

指標として他の樹種でも軸FLt,-されている(ql

木1986)∪本研究のハナガガシについて､卜肪

軸発芽率500/oを基準として得られた温Ih:お

よび横fl3:温度の最低条件は､ 15℃かつ795

℃･dayである｡これをハナカガシの発芽条件

として､宮崎地方気象fT (標;,.='1,.9m)の).礼i.LIIILの

1':牢値(!.式象庁2001)から､この条件に)堂す

るHを笛走すると､ E]平均気ILiが15℃を超え

るのは4月6日で､積算温度が795℃ ･dayに遥

するのは5Jj20日であるc Lたがって､ハナカ

カシの卜旺軸発芽tJは､5Jj20日前後とjff',上さ

れる_　ただし､実際にハナカカシが多く分Jり

する森林は標高100mから200mにかけて'JJh

布するので､多くのハナカカシが地卜.'ir;に.JH.

るのはこの発芽推定lはりも過れるものと.lil,

われる｡今後は､野外での発井時期の実測と

この推'Jif値を比較し､積算IL左度の考えノJが野

外における発芽条件の指標としてとの柑h:イJ

効であるかを検p-Jf.していくことが必L控であろ

つ

(2)ハナカガシ当年生実生の成長

小町　L'▲Hli (1991)はイチイカシ､アラカ

シ､シラカシの､L'T牛′f-/)三/I-.のE'E■ll･:1)Jかいすれの

樹種とも10cm前後と巨泣'Lr]-している　また､
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(1983)もシラカシおよびアラカシのノ夫FLtllll佃.;

をそれそれ､l'･均10cm､ 16cmとしている｡本

川究でのハナカカシの､【'1年/11実/1:の市島は他

のカシ矧の舶;i.A-と比較して同等か､やや小さ

いか-)たし　しかし､2003年1月12｢†に宮崎県西

都rl絹【;,ELF,,itIl引境l)Jのハナカカシ当年生実生を

測',tした射.栄(Llr卜　未発表)では､南島は平

均16.2cmり1主人20cm､駁小11cm､ 15個体)で

あり､ I-_述の他のカシ規とはぼ同様のHf高で

あった｡したがって､本研究で用いた実生は

子吉井')謂夷で使川した個体であるため､移植時

にストレスを12･けて成長が削限され､実際に

野外で/ド.fiするハナカカシの当年生実生に比

較してIrIt.I:.riが過小に評価された叶能性があ

る｡)

JlJl茄l･森(19861はシイ･カシ規の実生の

/L育IL1度別E:rt燥範宗比を明らかにし､ほとん

どの柚が.L::JAlllIU,戊で根の比率が増大するとして

いる,J　また､ l'主25℃､夜20℃の条件ではイチ

イカシヤシラカシなどは地上部･地下部比が

1に近い値を小すとしており､本研究の生育条

件でのハナカカシも同様の値が得られた｡上

述のように､ノ沖=則'起したハナカガシの当年

LJこ実Li-.は､ /i:育全体がやや抑削されたIHT能性

があるため､ fu,r-打･.'の酪燥重量の絶対値を他

椎と比較することはややL*]難と考えられる

が､地上部と地卜郡の分配については､イチ

イガシおよびシラカシとほほ同等の比率で分

配を子rっているとILlえる0

本研究では､絶滅危倶種であるハナガカシ

の生活史に関する基礎的情報を得ることを目

的として､ハナカガシの発根および上旺軸発

芽に関するJLL度条件の影響および当年生実生

の成l主を明らかにした｡ハナガガシの最終発

根率は1()℃から25℃のlLi度条件でほぼ700/.

以卜であり､他の常緑カシ類と同等の発根率

をイJJしていたこ　しかし､上肱軸発芽は､ 15℃

では著しく抑制された｡また､積算温度の概

1■i

念を導入してr-_肘･軸の発芽条目を検滋した希

果､上肘:軸発井が500/oにはするJIiTit条T1

795℃･dayであった-

ハナカカシの分布については､マクロな

度条件による姐削以外にも､微地形的な;I川

があること､特に渓芥の卜部'li嘩斜l帥こ'JJL

することがすでに報ILl,J-されており(松

1998) ､ L壌水分環境の強い影で'.r;が′J､唆され

いるC今後は､水分条什も考慮して/hl.TT-史

性の把握を進めていく必紫がある′
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富l川).1tJT1央怖物樹研究糾;(.-　　　　l

ウワバミソウは雌雄同株である

兼本　正

7割11県しい央脚勿li,:l　〒939-2713　富山県婦負郡婦中町L轡田42

Elatostema japonicum Wedd. var. majus (Maxim･) H･ Nakai

et H. Ohashi (Urticaceae) is monoecious

Tadashl Kanemoto

BotanlC Gardens of Toyama

42 Kamlkutsuwada, Fuchu-machl, Ne1-gun, Toyama 939-2713, Japan

ウワバミソウは中国と日本に分布し､主に

.tIl己った7,i,!fr;の林床に生育する多年草本である

(人井･北川1983)0

ウワハミソウはヒメウ｢7ハミソウと形態

的に規似するが､ヒメウワハミソウより葉が

大判_で､葉緑の鋸数が多いことから､

MaxlmOWICZ(1876)によってヒメウワバミソ

ウの変種(ELaloslema umbeLlaTum BL var.

maJu.- Maxlm.)として記載されたものである

が､彼は雌雄性に関しては記述しなかった｡

ウワハミソウの雌雄性については最初に記述

があるのは増訂草本図説(飯沼.牧野1911)

で､ E umbellattLm Bl. var. Lm･Olu(ratum

MaklnOの学名のもとに雌雄異抹もしくは同

株として記されている｡その後､『日本植物総

覧』 (牧野･根本1931)と『日本植物図譜』

(寺崎1933)では同じくE. umbellaEumBl.

var. LnV()lurralum MaklnOとして雌雄性の記

述はなく､日本植物誌(大井1953)と新E]本

植物誌Ul:花篇(大井.北川1983)てはE.

umbellatum Wedd. var. maJLLS Maxlm.として

雄花序の特徴について記述があるが､雌雄性

については示されていない｡雌雄異株とした

のは北村･柑tfJ (1961) F原色日本植物図鑑･

豪華菜tgt#芸TnlAil.9T;?:i,･･FE三三,9:I;,≡Lutl.TF:圭a至芸

71:gaaBn;C,hfiet,買]V/Ea芋l:/･Lt重器妄露蓋
生することが多い雌雄同株のヤマトキホコlリ

∴■■∴‥､ト∴- . ∴

うことをキーキャラクターの

上げているo

一方､中国においてはウワハ

植物志(1974)ではELal()jJemrL

つとして中

二,?,/;:l葦
var. maJuSMaxlm.として雌雄同株と..Llj也さ

l

∴: l'.I-い-~.. I ,

lYWOLucralum Franch. et Savat.にあ

が､福建植物志(1982)ではijLl述がな

江植物志(1992)では雌雄同株､中国

(1995)では雌雄異株もしくはI･臓とi】己述甲し

ているoこのようにウワバミソウの雌雄岬対
l

しては､一致した見解が得られておらず､卜文

献により記載がまちまちである｡

著者はウワハミソウを現地で観察･抹矧し､

て る
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I)三唱剛nl場で脚.･',:･して細胞分断即勺研究を行っ

ているが､その過料でウワハミソウの花序の

光必二E対する新い､知見を得､その結果ウワ

ハミソウが本附()に雌雄rTIJJl朱の柄物であるこ

とが1)jらかとな-｣たのでここに雑言1,Aする｡

なIj､ヒメウリハミソウとウrJハミソウの

ノ､('･//.については､ ■rリ1 1人橋(1996)によっ

てヒ　メ　ウリハ　ミ　ソウの.､デ:名であるE

umbt･l/EJIELmBl.のソ,1名　と　さ　れていたE.

J(LIW'"I"17 Wedd.のjJ-がIT法名であることが

ll)jかとなり､よ-〕てウワハミソウのJf_式名と

し　て　はE /ELINN7LHLm Wedd. var. maJuS

(Maxlm.) H. Nakal et H. Ohashlが硯在では

イ[効とされている一

No8

ウワハミソウは早春､地卜の根半から機敗

のシュ-ト(曲集)を仲良させるが､その茶々

のシュートには雄花序と雌花Jt;をつけるもの

と､雌花序たけをつけるものがある(Flg.1)o

つまり､一･つの根茎から形成されるシュート

に2型がある｡両性のシュートは人さ､高さと

もに大型であり､雌性のシュートは小JFtLj.であ

る｡両性の花序をつけるシュートにおいて花

序の形成時期は雌雄花序で与やなっている｡つ

まりo雄花序はシュートが地卜に税れ､柴が

展開する時期にほとんど同lI引二シュートの先

端附近の柴臓に完全な形で形成されるが､雌

花序は雄花序が脱落した後に形成され始める

ことが多い(FIE.2)｡よってl,叶l/[のシュートで

■

FlfiT. 1. A plallt Of ElELT'nT',mtL JlLl''""'um Var. maJILS (2n-26) whlCh beat- flVe Sho()ts from

rhlZOme　^rr｡Whead lndlCateS Shoot with male lnflorescences, while arrows show th()sd

w]th ()nly female lnflorescences. Photo ･ May 20, 2002, cultlValed ln Bot. Gard･ Toyam叫

S(二a】e bar lndlCateS 3cm.



＼I"し1､ 2()03　　　　　　　　　　兼イこ:ウrJ′､ミソウは雌JrTE仰木

/,'JHヒIi･;たけが帆Ⅰ思されるILl ],E11に:まdtTfE.fEJ_花序が

I'■川に組'Y,享されることは稀であl)､また雄花

序がりiLT-ltして雌花序たけが糾宅亨されることも

しはしはである_　このような域介には雌雄興

肘L-あると判断されたものと.llT.われるこ. :fJJ,

たまたま排花序･雌花けこともについた状態の

シ:i-トが探蝦･観察された場分には雌雄何

棟とlり即されたものと考えられる｡

帥物作の人ききと雌雄性についてはテン

ナンショウ).･L･;L二おいて)<rlられており､テンナ

ンショウ).tj:･:では雌雄性の転換は繁柵に分配さ

れ7m''tllfJlHlLの/7-A-_E二よるもであると考えられて

いる(r(.1日日出1994,菊LJ1 1995)｡ /沖lの観察

かL-,ウワハミソウはruJ　一個体で､ rLfJl性のシュ

ートと雌性のシュートがみられ､両者は大き

さがり.与なることからウワハミソウの場合も繁

17

恥二ZJ州止されるfilJ郎LIの'1.I_によってシ:i-卜

の大きさがbl抑),それがさL-,にr･仰rか申l-

･l　　-･l

は化糸が帳柑二肘ナて花粉を紋日ける叫化

であると縦;I.･している〔､ウrJハミソウによ葺い

ても花糸が帥ナて花被を押し山ずるようLiI;H

化し花粉を･,.b,=二If.i;lJ＼に散布する凪枇化やあ

ることが純毛享されている(鹿本　七号EJ<),ノけi

.･'･,-ESの抑^=で粁′卜するウワハミソウの場lT､ ■よ
l

り大きく､ ,llfの高い州′Lのシ:i-卜にだ甲ゞ

雄花序を形成することは､ j去粉効率をIL,I.lJdbる
1

1.でイ]効であると考えられる　ノ消､ rLIJ31'1化

序をつけるシュートが形成される条作や

史とのH別系についてさらに糾Jtl享を子)うT,

ある〔

FIR,･ ∠･ Male and female lnflorescences on a shoot of Flat,,"(,mtJjtLl"nLL'L"" Var･ mELJLJ､ AmPws

lndlCate Premature female lnflorescences and arrowhead lndlCateS mature m211e lnfloles-

cence, photo May 20, 2002, cultivated ln Bot. Card. Toyama, Scale bar Indicates Icm. ;
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富LLJ県L卜央柄物関研究紺;ri
l

l

l

中国雲両省における海莱花　　　　　　　.

(ottelia acuminata (Gagnep･) Dandy)の自生地調査　l

l

l

神戸敏成l'.魯　元学2)･管　閑雲2'　　　　　:
1

1)富山県rf,央植物園　〒939-2713富山県婦負郡婦小町L轡IIT42　　　1

2,-科学院昆明植物研究所昆明植物園650204中国雲南省馴･け･['l耀滞　;

present State.i 0"eLia acumina,a (Gagnep.) Dandy　!

(Hydrocharitaceae) in Yunnan Province, China l
l

Toshinari Godol), Yuanxue Lu2) & Kalyun Guan2)       :

42 Ka｡Ikuts｡wada,liBuocthauni:EcahrEeNn…i≡uTn?yTa.myaa･m｡ 939-2713. Japan i

Kunmlng lns"ut:':fu::tlanngy等thaen;C:llnGeas:d芸sa･demy of SclenCeS, !

Hell.ngtan, Kunmlng, Yunnan 650204, P.R. Chlna      :

3hbasrtlrtaaCcteae?El=iLa｡naS=ニE.neat?. (Gcah?nn='iaDv=gdyLeaenn ar:=.atldCedSPaetC LeYSunOia三㌢es lThyS:onI !

GulZhou and GuangxI ProvlnCeS･ It has been used as ornamental and edlble plants ln　■
l

Yunnan prov上nce. At present, lt lS COnSldered as one of the endangered plants　■

ma.｡1y due t｡ water p｡11｡tlOn at their habltatS. The present states of the species :

?herreee Sluo!ael≡…S?t I nnl nYeolnogcaa;1,tlenSeakrnoDWaIl ･tOsoPteeSesnttrま?nsYuonfnaOn Parcouvj;ncaeti o-uft hSu勘

showed that 0 atumLnala lS Stlll growlng ln flVe Of nlne localitleS, but not found at

productlVlty have been Introduced from other place and cultlVated･
l

Key w｡,ds ｡｡ns｡rvatlOn, endangered plant, Ottel,･a acum,naEa, Y｡nnan Provln｡e　;

雲南省は中国南西部に位置し､ベトナム､

ラオス､ミャンマーと国境を接し､海抜約70

mの熱.芹',:地域から6000mを越える高山帯ま

ですべての気候帯がある｡そのため､日本と

ほほ同じ面矧こもかかわらず､野生植物は日

本の約3倍の15000-16000種が自生すると言

われ､ ｢植物の宅庫｣と称されている｡植物地

秤_;邦勺にはそのほとんとが日本と同じ日華植

物区系に属し､日本の雑物を研究する

非常に重要な場所である｡

本調査の対象植物である海菜花

acum'naEa (Gagnep.)Dandy)はトチカ

.∴.　∴ 1㌦二
l

乱池､水田に生育しているo近縁種の千ズ

オオバコ(0 aLLS-Oides (L･) Pers･)は日本千は
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じめアジアの.iIIJLi;+Tから紗前､オーストラT)ア

にIlこく/JJiイr'-するJTJ･牛脚勿であるのに対し

て､和栗化は･j三滴箭及びlTLl川省､貴州省､広

Llu I_放mfilメに分布する中国L7iI有の多年生柏

物である｢)また､ミズオオバコは集団内に単

性花がイ√/けることも知られているが(角野

1987)､普j創ま　一芸　-花の両性花をつける｡ -

))､油菜花は･茎多化のiP-性花をつける雌雄

llP,株植物であり､ミスオオハコ属は植物の雌

排仰研究においても興味深い雑物である｡

油菜花は花が美しいために観賞剛二利用

されるほか､雲南省では1m以卜にもなる花茎

と花序が抄め物やス-プに利用されている｡

411-にIl抽省の少数民族である人理白族の伝統

ノし恥
t

l　　　　　　　　　＼

レ?当

●3

●9◎4
×5

■6
×7

No.8

食材として､今日でも人矧司辺ではEl'詩川()に

食べられている｡

しかし､水'JF耳の指標柄物にもなっているこ

の植物は1960年以降になると､ _/I:.育地の水Jlf'lT

汚染や魚の放流などにより､分布域が減少し､

現在では中LIJの絶滅危倶植物になっている

(sun 1992)D雲南省の省都である比rリ川丁でも

かつては雲両省最大の湖である浜池に/E-_fJtし

ていたが水質汚染により､ 1970年代初めには

絶滅してしまった(雲南柏物証),Jまた､Il油

省第2の湖である大坪の河海でもかつては俊

JI.一種であったが群落が減少していると手技'rl.A-さ

れている(浜端1991)｡我々はこのように絶

滅の危機にある梅岩花の遺伝資iJ,Fl米令を号rう

賞r

＼ノギ

｢ノW
~~~　　　　旧｣

0　　　100km

I;)LI. i. rlabltatS ('f ()T'(,lLEL u'LHnLnullL (Gagnep.) Dandy ln Yunnan ProvlnCe. ●　growlng ln 2OOIJ

fl‡ new tlabltat, ×　not found ln2001, Il slte OfcultlVatlOn, 0 1 not Surveyed ln 20011
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M'1,(h 2()().･i　　　　　　　　　　　神戸他　LFl国雲南省の海菜花

ために､ ,1,[1-7はl封省においてLLl,l=地調査を

71 -'た′, jRll1..形態によ-Jて海菜花tolle/ta

`′川′nL17`LlEL (Gagnep.) Dan°) )の其Lqi一変種のほ

かに､通海海業花(var. ((NlhtLLenSES H. Ll)､

披葉粕菜花(var. crL'ln (Hand/Mazz.) H. Ll) ､

旅南油菜花(var. lLLn'Lngenm H. Ll)の3変種が

!メ.別されているが(Ll 1981)､本報11,-では特に

‖Ll述がない限り､ tJも別せずに取り扱うことと

する,

はじめに海美化の/ド.育地を把握するため

に､申[Rl科学院1-と明植物研究所標本館(KUN)

に収蔵されている標本及び雲南柏物誌をもと

にこれまでに確認されている′t:_育地について

の朋イほてrったoその耗果､ 15ヶ所の生育地

を確,T.'LJ.した(Flg. 1)-

F'lLf:_地調査は2001年6月から10月にFlg. 1

に示した9ヶ所で行い､生育状況及び水質調

査を行い(Tablel)､同時に地元住民に海業

花についての聞き取り調査を行ったo

調査地の標高は1385m-2500mで､調査日

の人候はすべて晴れであった｡今回の調査地

及び調査地における海莱花の年育状況及び生

fJ'環境は次の通りであったc

1.石屑異能湖

イlATJ71･異能湖は雲南省の海菜花自生地とし

ては標高が低く､湧水池とは異なり水温は高

かった｡ /卜ll-]]の調査では海業花の生育を確認

することはできなかった(FL富.2A)o聞き取

り調査の結果では､かつては広い範囲に海業

花が生育していたが､允JIJのための抹ij

よって減少してしまったとのことであ-ノ/

しかし､海菜花は花某を利IIJすることが多

他にも減少の校閲があると考えられる

2.嵩明黒龍澤

高明異能滞では#r完l人JのfJl水池および

ができた(Fig. 2B)｡生育地が硝水油のため

にもかかわらず水温は1616QcであったL Ilk,Lr･三明Il笹

原に生育する海業花はこれまで才火il.,-[ Ⅰ川壬の班を

持つ､雄花の中の退化した排蕊が分枝し七い

る､子房と果実には鋸歯を持つ3つの細いii271)Fあ

ることなどで区別されている辿淋fLJ菜化〔()

acumlnata Var. ∫()nhatenyL～)とされているが､ ｣)i

在生育している海業花はいずれの変純にも.針Iつ

せず､分類学的再検討が必安であることがIl)JLt)

かになった｡

3.麗江黒龍薄

Ⅰ三泉公園内の池で良村な/T:.ffを仰.,.Ill/jTる

ことができた(Fig.2C)｡この池も.lJr川)jlLl.礼
l

将と同様に湧水池であり/A/I.Lは16.5oCであ-'

たo　さらに､池から流れ.LIJ.る川にも1-. 1やは

あるが生育していることを確認した｡ ′1 fF地

は今回の調査では最も.I.r古い標.･:..,125()()nit
l

あった｡

4.鶴慶新華

鶴慶新華は研究者のr川では知られてLPた

が､昆明植物研究所標本鰍二も松本が.1.1狭く､

これまで海菜花の報2.1がされていなかっ申iL

Table 1. Environmental condlt10n and state of oltelLa aCumlnala ln Yunnan Province at 2()()1

hp.,　LocaL･lleS a■11慧le dateofs- "eather -em弓等千【urete肯re pI-　sIJte"I-,wl,

ShLPLng YLl｡nghu

SonL'mLng lielL‖IlgL【ln

Ll】Lang HelLL)nglaJI

HeqLng XlnhLlll

Eryuan ClbLhu

Da】l Erhal

Eryuan ～ ongan

ShltLn L hank,llu

]larlChuan JlaLlhLl

3A5　　　2(二ol 6 21

17日　　　2rX)1 6 28

Sty)　　　2(～)i 7 ()

日()　　..7001 7 T

OTO　　　　2(カ1 7 7

935　　　　2fX)1 7 8

94日　　　　2(¶1 7とi

89日　　　　2001 82

100　　　2CK)1 1〔) 14

t f川lnd

LT川)d

L･ ･HU

Lrt nd

nl)I f川lnd

lt I rHllll(1

LllIヽ<ll　1

LL‖d(mL,H LtⅠ

>PrlI
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Flg. 2. VleW ()f surveyed slteS Of OllL,lEu a川mTnELT〟 (Gagnep,) Dandy ln Yunnan

prt)vlnCe at 2001. A) ShlPlng YllonghU, not found. B) Songmlng Hellongtan:

V付目gr()wn, C) LIjlang liellongtan, well grown. D) Htゝqlng Xlnhua, well

LH')＼川. E) EryLlan C]blhu, not found･ F) Dall Erhal, n(-t found･ G)Shllln

cllallL,hu, endangered HI OTrL,/LlL "川′"mELT'L (Gagnep.)工)andy observed at

JLtulChuとIn Jlanhu

No.8



March 2川):i　　　　　　　　　　　神川也　申Ihllj抽'lltの'転菜花

所である｡ノHL･lの.調布では湧水池で良好なLl:_

frを確,.FL).することができた(Flg.2D)｡聞き

取り調査の*,i,ill-,このあたりでは茎の部分も

氏JHにすることがljJかになった｡

5.浦源正碧湖

i耶原品f/.r湖では′t:満を確認することがで

きなかった(FL富.2E)｡近くのレストラン裏

の池で少Fl;粗上,,[,,'-されていたが､野生では絶滅

状態であり､保/rーのための早急な対策が必要

である　pHが/-,1日1の調食地の中では韓も高

い9.3であり(Tablel)､海業花の減少と何ら

かの関係があるl.川巨性もある｡

6.大理浦海
'lT‡南rl'約　二の湖である大理河海では海業

花のi:_要分JIJ域であった丙沙村から下末村に

かけて調すさを行ったが､生育を確認すること

ができなかった(Flg.2F)｡聞き取り調杏の

結果､養雑則1Jの餌としての利用により近年
/i..速に海菜花が減少したことが明らかになっ

た｡大群河海のpHは､ 1985年12月の測定で

は8.53であったが(芸南省林業規劃設計院

1989)､規仙ま河源荘碧掛二次ぐ9.2であった

(Table i)0

7.消源永安

i耶原永安はかつて海菜花の自生地であっ

たが､海菜花の栽培が始まり､自生のものと

｣紺(.11のものを[*_別することができなくなって

FIE. 3. 0lle/EEL aLLLmtltlLTEL (Gagnep.) Dandy

lntrOduced from other place was cult卜

vated at Eryuan Yongan, near Dalュ.

.I) :i

Fig. 4. 0lteltEL EL'Lu7m7(LtLL (Gagnep.) Dalldy

sold at market ln Dall.

いる　LFlg.3)｡拙作｣-kilr.JされているlilJ莱化は

大理i耶毎や剣川から,淫人した｢｣糾'.1LT･_｣ ZiLJl'-

ばれる岳収宗一の系統であったノ　このような放

培化によって､この地域にあったイ【-.メモのuJTr'l一

種は失われつつあるか､もしくはすでに')上わ

れてしまった可能性がある｡

ここで収穫されたものは仲rlJ人を適して人月l

にある市場で人道に一]とられていた(FI貿. 4)(ノ

8.石林長湖

石林長潮ではわずかな個体しか発比するこ

とができず､絶滅寸前であると考えられる

(FIE.2G)｡この場所の海紫花は仏焔屯IJn二

珠芽ができることで区別されている旅南嘩菜

花であり､保全のためE+急の対策が必安であ

ると思われる｡また､これまで路噺11)菜椎は

Flg. 5. Female plant ()f oTTelttL EL(.EE〝lt/lEElEL

(Gagnep ) Dandy var. IL〃MJlgen.M H. Ll

dlSCOVered at Shllln Cllanghu.
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雄株しか削Lされされていなかったが(L1

19吊1) ､/,lIllの調食で雌株を発見した(Flg. 5)｡

9.剣川剣湖

剣川剣湖では′1-ffを確認することができた

が(FIE.2H)､その数は少なく､早急に保全

のための対策が必要であると考えられるo

以卜のように､ /-lEl.｣の調査で海業花の生育

が確認できたのは汽明罪龍滞､麗江黒龍滞､

他慶新LII'[､イl一林Ii:湖､剣川剣湖の5ヶ所で､

∫)Al)日､117じ湖､川tl,iZ.荘熱鯛､大群7耶毎の3ヶ所

では′lffを確認することができなかった

(Table 1) ′l:.fJIA場所が小さな湧水池である嵩

LM.'!.■.龍.lTt'1'､施i L二,EIJ-瀧滞､大理州鶴慶新華では

l■tIllなFHHノ､態が保たれているが､石犀異龍

.純なとの湖では･附L;み減少していることが明

らかになったL⊃ 1970年代に絶滅してしまった

IL明1土■を池なとでは水宮守汚染がtな原因といわ

れているが､これらの場所では食用や食用魚

の荘gLLLiなと新たなLH凶によって海業花が減少

していることが/llrllの調査で明らかになっ

た､ irl一業のE,'･1,'Z',i.になるという理由から水草を

除よするl川'Jでソウキョを放流した結果､わ

ずか21lA-でほとんどの水草が壊滅してしまっ

た上主M･L,I.rHlJ'リノL湖の例もあl) (桜井1984)､自

:q1､..UH=おける魚懲iの放流には卜分な調査が必

Jllである

その)Jて､ lLr源永′左のように栽培桂と称

される′l I;L'_ll_が.i:.,JL､系統を他の地域から導入

した似lriが:jtTまっているケースも見られたo

j犬上[:r.化は野′トfEIrrvJの採射t:_を軽減する点では

Ill-まい､ことではあるが､仰寺に野生種の保

1丁を子Jわfd.Lいとm'･/卜JFT,を絶滅させてしまう恐

れもある,杏.欄イ亡の紙果､ rI｣凶雲両省の海菜

化は日'i地の減少や裁析化による遺伝的多様
一)′lのTilりヾが):Jiイ｣-しており､多様性の保全が急

掛L-あると増えられ､税在､孜々は種子の発

榊川u)附判二.;に取り1'tlL/i,でいる｡

なお､こU)仙究C/) .:･.EHよし抑ILl泊体匝l際化協

三さによる･l′成13小生L Hf.,1本的r祭協力似珪事業

No.8

(モデル事業) ;事業名｢申lf-ほ南省のfi-LT{_iLh一

物の保全事業｣の助成を受けて行ったもので

ある｡また､海業花の同'iをしていただいた

昆明植物研究所の李恒教授に深く感謝申し1..

げます｡
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追記

2002年9月に､花々は麗江払い紅で海菜花

が生育していることを確認した｡

また､昆明植物研究所の1三仲別副研究臼

によると2000年に石騨異能湖で海業花が生

育していることを昆明植物研究所のグルー

プが確認しており､森和男氏によると大fLfl_

掃海でも我々が調査できなかった場所で海

業花の生育を中【司の研究者が確認してい

る｡これらのことから我々の調査で生育が

確認できなかったこれらの地点では､海業

花は減少しているものの絶滅には至ってい

ないと考えられるー

これらの貴重な情報を1,Ei供していただい

た毘明植物研究所の1二伸朗副研究員ならび

に森和男氏に感謝の息を表しますこ
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.T.,rlhLj.1小火帥物LilHlJf先FLま;l,

富山県フロラ賃料(7)

大原隆明1'･中EE]政司1■ ･高木来.j.･ご

l/I.,ll.111即Ilr)t植物園　〒939-2713　富山県婦負舶･'THl町L二村=42

2p 〒933-0223　富山県新湊市城岡348-1()

Materials for the Flora of Toyama (7)

Takaaki Ooharal, , Masashi NakatalJ & SueklChl Takag12.

1)BotanlC Gardens of Toyama,

42 Kamlkutsuwada, Fuchu-machl, Net-gun, Toyama 939-2713, Japan

u',3481 10 Hor10ka, ShlnmlnatO City, Toyama 933-0223, Japan

Abstract Throughour recent field and herbarlum Surveys, 12 taxa are newly

recorded as members of the Flora of Toyama Prefecture They are Bl.r-r`L tLubr′-IL,.

lblELm''gel'"7 m`LlELE'-〃Edes. AgrostLS hvemalLS･ Arena ludoH-LnEl. GlLSr′･(,I/ttI I,ulultLJuELIlL･

vuccELrEEL i7EV,ELmCa, JhnLN7(･uluS jELPOnECLLS Var･ EbLLkEen" -, Geru,7Lul-･Ob〝lLEtlu"a. SlLlt･(`f

I'IebeLtL, L'nder′7′a EEnELgallLdea･ ErLgerOn karvLnSkLanuS and Gn,Ll,ha/Lum lutel,-tLlbum Even

thoughRume_r nEPPOnLCtES, EuphorbEa adenoch/OLJ, SwertEa d'lul(I Var. Tl''aPJM･l･ Were

reported from Toyama ln llteratureS, none Of the specimens, On Which these reports

are based, has been unfortunately located by now. The occurrence of them ln

Toyama, however, has been conflrmed through the present surveys･ SpeclmenS

clted ln thlS paper are preSeⅣed malnly ln the herbarlum Of BotanlC Gardens ()∫

Toyama (TYM) and the herbarlum Of Toyama SclenCe Museum (TOYA)･

Key words Flora, new localltleS, new reCOrds･ Toyama･ vascular plants

これまで笛日収l勺に知られていなかった植

物や､文献に1言Li録はあるもののその標本が兄

い出されていなかった植物の生育を2002年

度の野外調査および標本調査により確認した

ので糾;≡.する｡

/,､lI･Ⅰ､ I.約1lLE.i.新記録として報告する12分類

群は､いずれも冨Ll雌における生育の記録が

『',･;川l肘【汚物誌』 (人Hlほか1983)等の文献に

.-Ll録されていないものである｡この内の11分

煩群は'lhLtJl11,JIl)lFIの標本を多く収蔵する富山市

科学文化センタ-標本庫(TOYA)にも､そ

の富山県産の標本が保管されていなかつた

が､イブキキンポウケRanuncullLりuPrノnI(･LL†

Thumb. var. Ibuk,ensLI Tamuraは試Ir r IIJ一汁､二三二

文化センター標本庫に逝准変種(ウマノアシ

ガタ)と同定されて収蔵されていたものであ

る｡

また､富山県での碓')≦な/I-ff記事歳がなかっ

たコギシギシ､ノウルシ､イヌセン7リの3'JJL

類群は､文献卜は富L=県内からの軸TIfがある
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ものの､もとになった標本や写真が残ってお

らず､仰Jkにその分類群であると断定するこ

とができずにいたものである｡これらはいず

れも　F環境庁レソドデータブック2000』で絶

滅危.lV,Il蛾(VU)とされているものであって､

本調仙二より2002咋現在冨山県内に確実に

Il-_1Jtしていることを確認できたo

なお､本報'lEiで引川した標本は､富山県中

火植物陳】標本雄LTYM)および富山市科学文

化センタ-標本峠(TOYA)に収蔵されてい

るu

1.富山県新記録分類群

111.マルミスブタ　B/_1,,rELaubertttL.C.

RICh.トチカガミ科

本棟は'lt;Ll山県内にも生育が確認されている

州Fll;のスブタB eL･hLnOSPerma (Ciarke) Hook.

f.によく似た　一年草(FIE.1A)であるが､今

回代られたものは成熟した種子の両端に突起

がないことを確認した上で本社と同定した

(Fl藍. 1B)C生育を確認した場所は砺波市東部

のIT-.陸地(標高約100m)に位置する耕作中水

川とその相関の1如､水路中であ()､確認時に

No.H

はイネの収穫が終わっていたがftB水が′馴寺流

れ込んでいるために湛水状態にあった｡この

場所は道路との段差があるために機械を入れ

ることができないと思われる′トさな水汗｣で､

その下部にある械械耕作が可能な水田では本

種の生育は確認できなかった｡生育而掛ま狭

い(約10m四方)が個体数は比較的多く､ヤ

ナギスブタB aLl`,rnLfo/Ea (MlqJ Den Hartog

等と混生していたが､同所ではス7タは確認

できなかった｡角野(1994)によれば､本棟

はアジア東部､インド､スリランカ､オース

トラT)アに分布しており､国内分布陳=二はrEIJ

森県から沖縄県に至る広い地域に標本が得ら

れたことを示す点が打たれているc Lかし､

富山県の近隣地域(石川県､福井県､新潟敗､

長野県､岐阜県)では新潟LFT13.-北部に1つの点が

打たれているのみであり､本州の日本海側の

地域でもこの1点以外は青森県および秋川Llrl.

に各1点が示されているに過ぎない｡ 『環境庁

レノドデータフック2000』では本種は絶滅危

倶Ⅲ類(VU)とされているが､秋旧県と新†真3

県は現状不明として扱っており､本州以北の

日本海側に現存が確認できる/1･_育地はこく少

Fig. 1. B/ryEl ELLLI'ertEt COllected ln Tonaml Clty, Toyama Prefecture (TYM7262). A - Plant･

Scale lndlCateS 2cm. B Seeds. Scale lndlCateS lmm.



MaI〔1- 2()03　　　　　　　　　　人肘也: /tTl.Hは7ロラ脚l T

放となっている｡ 'fLHl雌ではこれまで′li膏が

知られていなかったために､『富山県の絶滅の

おそれのある町′l:_′L物』では取り上げられて

いないが､危.JLl.椎とされているスフタやヤナ

ギス7夕とlHH求､ 'Ll;-･,111県でも絶滅の危機にあ

る植物と考えられる｡なお､卜述のように本

柑土外妃がス7夕と酷似しており過去に混同

されてことも考えられるため､富山市科学文

化センター標本味(TOYA)に収蔵されてい

るスブタとHJ,正された標本仝11点(入善町､

小杉剛､氷見市､ ′ト矢部市で採集されたもの)

を確認したが､成熟した種子がある9.チ.･-.の中に

本椎とZi.lJ,とされるものは見い出されなかっ

rAth宙

:)7

た｡今後の詳細な調査が必L訟であるが∴地上

に得られた標本から判断する触りでは､ 1ifLTr

は富Lh県カテコリーの危急柁以卜のランクに

二L'Tるul能性がFl17lAい｡

証拠標本:砺波rlJ.東別所,人以lI,trlJ上　2()02.

ll. 10 (TYM 7262, 7263, 7264)

1-2.アイノコヒルムシロ　P''lt州')gt,ton

lnlLlaJn()Edes Mlkl　ヒルムシロ科

ヒルムシロP''tam')gel('n tlL'tE'u･Tu､ A･ BenI-1

とササバモl, malELtlLnLL～ Mlq.とのLLfuLr･として

三木(1934)が報告したもので､ヒルムシロ

に似た浮葉(Fig.2A)と､ササハモに似た沈水

薬を持つとされるが､ヒルムシロの沈水虫■卓も

B恕

-■一寸.. I.

TfL: ･

二己i.J
こ.

FIE. 2. p(MamOglon mEElaLnOLdes collected ln the KuroIShL RIVリOyabe Clty. A Fl()atlng lea､′es･

B Young fruits. C Cross section Ofthe stem ofa dried specimen Stained wlth Safranlne

dye. Arrows show vascular bundles ln the cortexI Scales Indicate 30mm (A)I 1()mm (B)

and 0.2mm (C), respectlVely.

∵
-
i
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ササハモに似ていることや､ササハモにも浮

葉を-)けるものがあるのでLメ二別が難い､ (狗

uIJ'･ 198Ll､ 1994)｡ lfl野　り984)によると､

ササハモとは雌しべが1-3佃(FIE.2B)であ

ることで(ササハモは4偶)､ヒルムシロとは

半の桝Llliを比るとl立間にも維管束が点在

(FltI.2C)することで(ヒルムシロは中心柱の

みに'JJkイHHJ(-.別がつく｡ Ji川l水系の用水路の

水L7;･調イth中に､これらの特徴をもつヒルムシ

uJ,,l･;がJl■ィllH i,)､矢部rT了､矧LltJlF町)およびT･

保川(TL::)[;(.川JH　で採集され､ ff]打棒L･によっ

て本楯と帆..i).されたC.r損イJ'川の場合､川幅8m､

水深1.2mの川で優占種となっており､他には

こ}カナクモ,クロモ､ナカエミク1) (沈水)､

ホソハミスヒキモ､エビモ､アイノコセンニ

ンモなとが糾'乾季された｡圭削川lが注き込む′ト

ク､.11川lの本iJitにはササハモの人群落が見ら

礼,また､ Ir:.JJr.ll.Jrl】内の地久千川にはヒルムシ

ー｣も税'FJ享される｡

..Id拠作木: L叫伽波郡福岡町荒Iiを敷(畢IL川l),

LF川l政Flj ･上之井illJ･'Zi･砂[‖龍次･.Er11孝(中

日21〔)13､ト, 2001.8.26;回,中日政TfJ (中田

22()26), 2002. 1O.26;小矢部rTJJ石名Lt] (黒石

川), IIlHr政r'A] (lHr722027), 2002.10.26こ

.i:川川Jr勺免( T一保JIL),中川政F-卜高木末吉

川rH220()3), 2002. 9. 29.

1-3.フ　ユ　ヌ　カ　ポ　Agrl'肌†htyema/t∫

(Waltel･)BrlttOn, Sterns et Poggenb.イネ科

1く仲はEH;では木場(2001)により神奈川

I).r.から初めて串は;J(された北アメリカ原産の移

入HrであるL FrX糊する長い枝からなる｢1j錐花

Jトが判徴的で. I.･.HrJLLl1.でも大原(2001)によ

りHHl,されたナンカイヌカホA EけどJ!tJCeELJ.

F,(inlL･Lとよく似ているが､木場(2001)は

I/エスカ小の外諾=ま撫毛でとがないこと､内

抑ははとんとJFLiリ､していることを識別点とし

てJJ'･Lナている　また､ Mohlenbrock(2002)が

I仙Ujのイ1)ノイ川の研究才は本秤をエゾヌ

カホA HLLhrtLWlHd.から識別していなかっ

たLt,しい]と述へているようにエソヌカホと

No.8

も非常によく似ているが､同文献の検索表に

よれば､本種は柴幅が1-2mm (エゾヌカホ

では2-6mm)､小穂は良さ1.2-2mm (エソ

ヌカホでは2-3mm)､外頴は長さ0.5-1mm

(エゾヌカポでは1.3-2mm)であることで識

別ができるようである｡今【叫､ I.･.LmJ兜で得ら

れたものはこれらの点を確認し本棟とri7】'Jifし

たo　なお､大原(1999)がエゾヌカポとして

報告した富山県新湊市の沿海雌tIr.地で得られ

た標本(TYM4774)を再同定したところ､こ

れはフユヌカポであったことが判明したの

で､ここに訂正して報il;･する｡すなわち､富

山県ではエゾヌカポは確認されていないこと

になる｡ /｢回新たに本種の生育が兄い出され

たのは婦lTl町および新湊市の住宅地周辺と富

山市の丘陵地に位置する市営施設の路傍であ

るが､特に婦中町では本種が数十メ-トル川

方にわたり優占し､遠目にもその部分が花序

の紫色に染まって見えるようなLI:.ff状況を示

していた｡神奈川県以外の他県におけるLf-_缶

状況は明らかではないが､少なくとも笛山県

では急速に広がりつつあることが推測され

るC

証拠標本:富LIJ市lt.-潤,高木来.1.I, 2002.

5.29 (TYM 7266);婦負郡掛11町板fT,人原

隆明, 2002. 5. 29 (TYM 7265) ;新掛1滴脚rT,

大原降明, 1998.5.31 (TYM 4774);新湊rlJ

堀｢礼　高木来た　2002.6. 16 (TYM7267),

1 -4.オニカラスムギ　AventLILLdr八,l(LELIZ(I

Drleu　イネ朴

本種は日本では梅山(1958)により粁ItJLt.l.

から初めて報告された地中海地域Jli'J;'Fの移人

種である〕富山県では本属の植物としてはカ

ラスムギA FatLLaL. (コカラスムキvar.

glulNtL Peterm.を含む)が洋風二′F f]tしてお

り､今剛等られたものも第･位旨f]と:jhJ一也誹

がほほITI-J良でその先端がととならない山はカ

ラスムキと卜･-J様であったc Lかし､小粗の上之

さ3.5-4cm､外頴の上去さ2.5-3cm､ LIは),l'.lJ,I;

のrT]柱状部分が2cm ｢^J外､別状邦/I)kが5-6cm
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と化の界.■･.附がカラスムギに比して斉しく人

岬で､小化ri1.1にはr那石がない.rlf.(よ､附ora

Eur()pZIeとl』 fAfonso 1980)やFFlora of Turky』

(Do掛n1985)､ 『小Lkt的物志』 (郭1987)の

A I,,I/…･f川,,tuの‖Ll述によく　一致するため､本

柿と回,/こしたJ H本では1二速の群馬県以外に

は神f,:1日(,LIIJ IJ._Il泰2001)や1-lJ中県(藤本1995)

に.Ll録があるが1州的にはそれほどIi;がって

いか､もののようで､ '語,'L=県の近隣県からの

柑;1,Aは確..'LJできなかった.今lrlrF引1雌で兄い

.'Lr.された′Lff地は仲通Irl東岸の,,･Il lに位置'.す

るiluf)上の斜Irl】であり､本種とカラスムキが南

北約1kmに池-'て優T11-椎として′t二帝してい

たノこの城仰よ11InLJ港に憐接しており､周辺

には貯木域や介僻が､if,_んでいることから､船

即日二よる物i'l'の輸送に伴って侵入したITT能性

が[-:.])'いL

iLl拠標本:〟,I;7;‖J Iけ早島,大原隆明, 2002.5.26

(TYM 7268, 7269, 7270) ;詰山市半島, rlili本末

lt.: ･大原r･'宥州j, 2002. 5.27 (TYM 7271, 7272.

7273, 7274).

1-5.ク　ロ　ヤ　ツ　シ　ロ　ラ　ンGastTOdEa

Imb'kLbLlLtLL Sawa　ラン科

比較(lJJ新しく認識された腐生のランで､ア

キサキヤ　ノ　シ　ロ　ラ　ンGa†JrlJdErt(()nfLLS〟

HondaetTuyamaに似るが花茎がほとんど

伸上七しないこと､ II手弁の表曲に淡軌′]色の軟

毛を密_'卜することなとで区別される(揮

1980),,隣(,E.),のイ川ILr.1;にあることや生育に適し

た竹林があることから､記載者である滞　完

博t二によって県lJ,JにもnFf.1るだろうと予言

されていたこ帥物搾はの会の行事｢ヤツシロ

ラン探索会｣でイTJJHEl.i.･内の実物を緋察した後､

榊崩された′l ff条件のそろう竹林を調査して

いたところ､ 101126Hに県中部で発見した｡

果り淵であったため､滞博士に同定を依頼し

た結果､火-'犬がL.I.I-.つぼく､地上部での花茎の

仲l壬が"-.'L'.められないこと､根茎が横に細長く

伸びていること(樺　私信)なとから本桂と

確認された｡ FL性地はあま1)手入れされてな

.r)tl

いモウソウチク林で､スギが放1くrit/[してい

る｡ 10mlTuJiL二約30仲川ゝが/[_え､r-::)-さ5 -2()col

の花柄が1-2 (5)本IE'ト■/二し､光端にIl.いHL･り三

が着いていた(FIE. 3トllilr)､)では此リLlJ:占､ JL.'･J, )jlL､

徳島､ ･･菜胤､静岡､神奈川､火il･;､ T柴､ JJJ-J

木など-i-_に人･l;洋側でHL録され､日本油側で

は福岡､島根､砧JFJ-, 1lJlUから糾;irされてい

る｡これまでの分41JJヒEiliはiJJ-llJ).rt H rイこIfJ]:1日り

では石川県)だったので(仙lJ 1999)､ I.I:,.I.ll】

県が新北限地となる_喋租摘i (2()()0) Fレソ

トデータ7ノク2OOO (改[汀･ lH丈の絶滅のお

それのある野′l:.勺:_物8れ朋勿Ⅰ )』では､絶滅

危倶IB頼(EN)にランクされているが､

各県が定めている絶滅(む.l州汁物o)ランクで

は､高知県が｢絶滅危倶I A柑｣, JJ;:xl11flが

｢準絶滅危倶｣､島根県が　一度たけの剃L..d録

から｢要注意稗｣, T･柴県が｢一脚米.別物｣､

石H=具が｢絶滅fむ供Ⅰ頬｣なとl).TH二よ一,て扱

いがまちまちである, I.L;-･.'1llL,I.I,I)､IではIl.]桜の′ト

育環境を有する竹林が各地に比られるので､

生育地は限定されるものの個体敗はかなり多

いと思われる｡安調査ということで､ 1:川ll).～

版カテコ1) -では惜紬小)Ji柿に該､[ける

証拠標本: I.Lill収i･.ri･壬]]淵i:hl.Hl111J抑rJJ Hi'Ih･･J

50m),中門政ril trHH2203()), 20()2. 10.26.

116,ドゥカンソウ　vun･`IILELhL叩EJ′7,"I

(Mlll.)Rauschert　ナテシコ什

本種は日本ではiJJJ l'時代にLifは付物として

導入されたユーラシア大陸仙)'仁の移入純であ

るが､神奈川県(田中2001)なとから｣糾Tr'IrH

以外の生育がiri;lfされている　本柿は竹■.ll.1.LIT

毛で､柴は軽柄で心胴ト等筒には捌)､の5後が

あるなと独特の形状をしていることから他に

見間違う植物はか､｡今l‖L I,i;I.'‖JL,I.iで本村が

兄い出された場l･)JTは尉‖ l町如部の抑uLl,JJi蓬に

程近い傑海岸であり､数m lJLl))に水神0)みが

まばらに生育していた｡刷りにはl＼こ家がある

ものの本種の肘かま見られず､とのような経

路で侵入したのかは不lJ)jである　なお､ HrLll

県内で採集された本種の枠本としては人目
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Fig. 3. GEL.17′''dlEl I'LLbLllLbtaE`E at frultlng Stage ln a bamboo forest ln Fuchu Town, Toyama

Prefecture. Oct. 26, 2002.

(1995)に親2,.',.A-lE"■】の標本(TOYA 35634)が挙

げられているが､この標本を確認したところ､

これはヒロハノマンテマSElenedLt)ECLL(L.)

ClとllrV.であった

‖【王三拠舵1こ:卜新Jll邦朝日町J境,高木末吉･

l日本Ll■L )≡.人Jli(降明, 2002. 5. 19(TYM 7283).

1-7.イフキキンポウゲJhf7〟nCulus

/'lINNnLn Thumb. Uar. EhLIktenm Tamura　キ

ンホウケfL

イこ/)川r州は'.I:I.'l=Ll.Ll),)にもIiこく生台している

ウマノアシカタIutLl)(JllELLL- Var.juP()nl(EL†の

-,変相で､ IHfj L1970)が日本とそのtutJ辺の

キンホウケ机の分力!を検EHした際に｡Ll載した

ものである, /,hErlll.,;･.'=げ.i,-内から得られたもの

は､帥物日とZホランティアのIL._道夫｣'･氏が県内

ll1.1'.I;の/川71日lLbノJのHJrLり張rL}dで採集したもの

であるが､概形がウマノアシカタと全く同株

であるもo)の半が11Ertである(FIE.4)とい

I)1縄文がイフキキンホウケの,iLl機と　一致する

ため､イ丈,11印としてiru',1.する　同氏によれば

No.A

生育を確認した場所は岐阜県境から10kmあ

まりに位置する乎村栗栖(標lE.I;約400m)の取

落田辺の路傍であり､村落rllの至る所に巷が

有毛であるウマノ7シガタと混/上-_状態で/Lflt

していたとのことである｡田村(1970)は本

変種は近汲地方中部から叶増円地)jlJ_Li部に分布

するとしており､具体的な産地として伊吹日j

周辺や鈴鹿山地のほか岐阜県】′l島町糸徹r'1を

挙げている〔 /Th･rnlli吉日1県で兄いJl'.された附すl

は糸徹白から北北東に約50km練れた,JI-I;分に

当る｡本分類群はこの他に福井県にも‖Ll録が

ある(渡)41980)｡なお､卜述のようにイフ

キキンポウケは茎の毛以外の形態はウマノア

シガタとまったく同様であり､過去にILLlHjさ

れていた恐れがあるため､富山rTJJ科Jj':文化セ

ンター標本唾(TOYA)に収蔵されている'F;i

LIJ県産のキンポウJT-属の標本全点をチェノク

したところ､ウマノアシカタと同',iiされた/た

48点(/l＼W.-的な範LJilで採集されたもの)の標

本r†lに､本変椎と同定すべき標本1.･:･J. ( )､i朋1】r･
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FIE. 4, Stems ()f RununLLiluりaIWFuCu- CO1-

1ected ln Talra Vlllage, Toyama Prefec-

ture. Scale lndlCateS Icm. A var,

LbukLe･mn B var.JalJ()nt(LLl.

町′トケ肌ィ三:TOYA 16049)が含まれていたo

この紙本が抹ijsされた地域は､過去に岐阜県

飛騨地ノ)に多いマルハノキが採集された(盛

1985)地域であり､ I.涼rlll県内では特徴あるフ

ロラが比られる.刊i'J†である｡日本各地の地域

榊物誌^糾二ほとんどイフキキンポウケの記述

がみられないのは､実際にこの型が分布して

いないのか､分懲!群として認めてられていな

いためなのかば川らないが､本分頬群は既知

の/HJl地から推測する限りでは､岐q･一県飛騨

地ノJを中心にその周辺地域に生育しているミ

ヤマチョウシサクラやヒダボタン､ハクサン

カメハヒキオコシ':字とほぼ同様の地域に分布

している11｣能竹がある｡

証拠標本: J一新川郡入沢野町牛ケ増船蹄用

水. 170malt.,人Ill通人, 1984.5. 10 (TOYA

98081) ;如Ir:UJA波肘l'一柑柴柄,正道美+, 2001.

5.2 (TYM8701); lJ_道夫f-, 2002. 5. 13 (TYM

7284).

61

1 -8.ヒメフウEj Gt,nl/7JELm lTJht,rTtLLftLlllt

L.フウロソウ科

本棟は北半球のL.L"lLJH'Iに11;こく/)†イlける･小L..

または越勺iE..Tで､ Ⅰ日工では本州(滋乍■iFr,1.l. ･帖

FTjJLTl: ･ :_FTIJ.LL.).)およびlJL‖Ll (剣山)の付火lr;

地のみに生IfTJが知られている(Ill(水1982)が､

接近神奈川県(浜I l20Ol)なとのように抜上.I,FA一

品からの進出と推測されるものの′r:fl'が仰',-.JJ.

されている地域もある(㌔ /ilrlr/,,:I.'LlJl,I,).で本仲

を確認した場所は柳川qJ火.1'.lSの新tBjLL.I.境にFtJ

近い海岸の路傍で､ 1m lJLJ)jL相生の小山帖に

ツエクサやアメリカセンダンクサなとの人llZ.

柏物とともに′i:fJl-していtJL　株数は放株FIF_J史

であったが､かなりlH:_11削二/F_flAしており､多

数の花と果実が紋解された( llFH勺での｢燃分

布を考える限り､ /卜州;TlhLI.㌔で比いHJ,された

ものは神奈川県の場合と川様､逸‖r.lLHltにLlt来

するものと推測される0

611'.拠標本:卜新川郡軌川1け凪.-:.i本人.I, ･

山本清美.人l,qr:降明,2002. 5. 19(TYM 7285).

1 -9.ミゾコウジュ　St〟､,〃LI'IebeL'LR.Br.

シソ科

本棟は日本をlZTむ束アジア､マレーシア､

インド､オ-ストラ1)アに広く/JJkイけする　イIA

草(柑u日981)で､独特の形態から他に紛ら

わしい種矧i:ない｡ /卜回/1'_flをf'lL;n.Ill.したJ劾所

は新湊市中部の､l′野都をLJitれる新執日日の脚jj

上の路肩部分(株高約2m)であり､ 10､】リノm

程度の面相にチガヤやコメソフツメクサ､ナ

ワシロイチゴ等とともに致1個体がEJ-ffして

いた(Fig.5- B)｡この場所にはF),Jkイ｢が施さ

れた形跡があったが､相川の状況から判断す

る限りでは最近他所から移入したものではな

いと思われる｡富山県の近憐地域では岐l州～

(岐阜県高等学校生物数柳井究会1966) ､ Ii野

県長野市篠ノ井(井上1997)に.iJ録があるに

過ぎず､本州の日本海側の地域でも知川ilJ･る

限りではTU･相川り石地)i (i.I.1日'1(I) 1996)からの

報告があるのみである0　-)jJ､人､1'-(､川Uの地

域では富111Ll.1.-とほぼ同緯度(北緯36度45/JjYJlj
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後)に1､',-;;･1ける茨城払]. (鈴木ほか1981)､群

JIJL,I.J. Hfr'Jt,Ll.川i軌法舶纂委員会1968) ､栃木

Ll.[.- (1ミ芥川2001)以胤二記録があり､茨城県

と'.,;川Wrほil-.ぶ線が本棟の北限ラインと考え

られる『環境IJJレノドチークフノク2000』で

は本州はtt.f･.絶滅危･11,L(NT)とされているが､本

Ll.1.ではこれまで′Lffが知られていなかったた

め､ 『`t･;rHl州の絶滅のおそれのある野′卜′L-_物』

には取り卜_げられていないo Lかし､本県は

'JJkイlJ城のほぼ｣tlI;llに､Z'l WPli体敗もそれほど多

くはないこと､比知の/-i:育地点が1ヶ所しかな

く′IfJ日frl桜が小さいことを考慮すると､本稗

は.･;I.llrJl,ETuテコ1) -の絶滅危慎種相､l'Iである

と考えられるL

.-Ⅰ【三拠標本: I.･:川JLl.l,新湊rh一七美,大原隆明･

.L:古木人,L,-, 2()02. 5. 6 (TYM 7286) ;高木末IJi,

2()()2. 5. 17 (TYM 7287);入城l･'蚤ly-卜高木末

.F. ･ Lll本L..J丈, 2002.5.19 (TYM7288).

1-10.ヒメアメリカアゼナ　LLndt･mt(I

unELgullIl/e√一(MIChx.) Penne11コマノハク

サ柿

木椎は日本では日日崎(1988)により初めて

＼Ll. t<

報IHされた北アメリカ原産の移人種で､ 1933

午:.には既に瀬戸内海産の標本が子謀られてい

る｡富山県では形態がよく似たイ1三水杓のアセ

ナL pr{'LIJmbenr (Krock.) Borbasのほか､移

入種のアメリカアゼナL dubLEL(L.)Pennell

var.maJOrPennell ､タケトアゼナL dLIbTa

(し.) Pennell var. dLEbLaがごく普通に′l-.ff Lて

いるが､今LnJ得られたものにf対しては､葉縁

に鍬歯があること､種{は撫毛であること､

某の中[!).-r,以1､`に着く菜は去邪が]勢形でl主さ10

-14mm､業の中部以l-_の葉は北部がEリ形で

良さ6-10mmであること､ほとんどの花柄は

基部の柴の2倍以上の長さであることといっ

た特徴が上述の分類群との識別山を詳細に述

べた城川(2001) 7)記述とよく　一致すること

から本種と同定した｡本棟はl_述のIL川,7

t1988)の時点で京都府､丁▲葉Ll.とでも確認され

ており､現在では沼束地Jj以lJqJのJLTlJ廿牧や水

Ell畦畔なとの,1Ltl地に生育するとされている

(清水ほか2001)が､富山LL.1.-の近隣ij.l<からの

報iLiはない｡今【互,rEii},-llj県で確認された′l _fJl地

は富lllEFf北部に位uBT:する低地の水Ell地.;;''.で､

Fig. 5. i,.(∫/HEL P/i,/'',lEL In ShlnmlnatO City, Toyama Prefecture (May 19, 20()2)i A Upper parts

()rplants. B Habltat.
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･枚の休耕EHL二のみアメリカアセナやタケト

アセナと1比/LLていた'.･.川JlflJ科学文化セン

ター標本ILlH二仙lr,kされているアセナ属の標本

をFIif衆..Jしたが､本/)7滴l群にll･j',iすべき標本

は比い侶されなかったIE:丁目げ.ミ-の位入経路

はイ＼lHであるが､成耕した稚f-が観察された

ことから､ /卜77=1本Ll.TrL,ち/げ]'地がJi二がるr]T能

性があるっ

.引】-拠標本: I.L;J,川llh'(.rTMJ-,大原r獲明, 2002.

8. 20. (TYM 7289).

1111.ベ　ラ　ベ　ラ　ヨ　メ　ナ　ErLgerf'n

ArLrt･Inl人EELnu.～ DC.キク科

本楯は日本では北‡J (1962)により京郡市

から初めて敵7㌧された中火アメT)カ原産の移

入柚で､日本以外にもヨ一口ノバからヒマラ

ヤにiミる地域に帰化している(北村1978)｡

第が細flTJ L､上三い花巻の先に｢′]色から紅色に

変色する花が着く等の特徴的な形態から､日

本に侵入が報I'!,J･されている本属植物中には本

棟と比誤るものはない｡昂山県の近隣県では

北村(1962)が1952勺:-に金沢市で標本が得ら

れていることを報',-,-しており､全Ljijでは関東

以ITLlの.LLltJIiや道端のイ)はi]J.の間などに生育する

とされている(清水ほか2001)｡今回富山県

で確認されたf-I:.育地は冨山市中部の市街地内

に水lElが残存する地[メ.で､住宅地内を流れる

水路のイけL斜面に数個体がイノモトソウ等と

ともに生育

ことがあり

性が高い｡

ており'ii茄

ことから､

能性があり

此拠標本

2002. 7. 1.

していた0本種は稀に栽培される

､ '謹.'日収のものも逸出による可能

神奈川県では低地にかなり広がっ

している地域もある(大場2001a)

1割ll県でも今後生育地が広がる可

注.8:が必要であるo

:冨山市堀川小泉町.大原隆明,

(でYM 7290).

1112.セイタカハハコグサ　GnaphalLum

Luleo-album L.キク科

本椎はハハコグサG ELnE-ne D. Don.のユ-

ラシア中州部における対応椎とされ(北村

1981)形態も非′,i;.;によく似ているが､今回富

(I.i

LLJ県で兄い.llr.されたものはurl'i化がわずかにlFIZl

色味を帯びた淡軸色であることで､ r'.`･丈が3()

-50cmと高いことなとの利敵からヰこmlとFLl]

定した｡冨日川J一柑;''文化センター1:J:…イ叫に11丈

蔵されているハハコクサ),.Jl;の枕木1ゝ.r.Z∴を仰-,.JLJt

したが､本分類群とJ'･)I/こすへきたti三本は比い出

されなかった｡日本では人､l′LrA･側の布地に侵

入の記録があり､神f,fll川1.り＼場2OOlb)千

栃木県(艮芥川2001)なとでは'Lr速にナウ油な

ものになりつつあることが枇;Erされている

が､富Lh県の近隣地域ではまた兄い.Ill.されて

いないようである｡ /卜回比いHr.された′lイf地

は新湊市北部に位lrFI_するfITT的理め､]/て地で､

1個体程度のfl満を確.TJ.ILJ Lたノ　入場(20()1b)

は｢ハハコクサより乾燥した拙いlt削二日'uLJえ

る｣としているが､本敗での帆訟地は『Fl(汀a

Europaea』 (Holub 1976)が本種のトな′r.fi環

境として記述しているような.I.rllr･つた砂地であ

ったo ri'-]地は1車1内外の船肌の,ILL.入りが多いL貼

湾に隣接した地域であることから､港湖句.;lil

に伴って侵入した可能竹がrr:,r,い〕

証拠標本:新湊11]'海掛り, .･.■〝､人.i. ･人11;J;

隆明, 2002. 7.6. (TYM7291.7292).

2.富山県での確実な生育記壕がなかった分

類群

2-1.コ　ギ　シ　ギ　シIhm',r〃′l'[70nIrLLI

Franch.et Sav.タデ村

本種は日本(関束以西)､制附､ ･l申Llに分イrJ-

する草本(北川1982)で､某')三叫のlJ.J化被片

は中脈が病状に膨れ､紬に刺状突起があるな

どの特徴が同属のエソノギシギシR

obTuslfolHS L,に似ているが､ /H.･]'.i.,川rLr,).で兄

い出されたものは柴の出rF11に孔ilfl状突起がな

い(FIE.6-B)､呆実時のlJli-ヒ被)zl紬の抑人

突起はエゾノギシギシよりも上長くt,'川一帖毒の

2/3以上である(Fig.6-C)なとの判徴があ

ることから本種と同',iiしたっ　コギシギシは､

円本では北海道や本川北附二H/T L41Il公)‖Ll.).

に佳人が知られている(林2002)コカネギシ
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ギシ尺/"EIrlIJmul L.や､ヨ一口ノバT,GT:踵.で福

lLY.ll,E..;に侵入が知られている(柑riE]rrllri等学校′t:.

物桝究[,.-I;会1975)ヒョウタンギシギシR

IMl'helL.にもやT'似ているが､今回副1億で

比い.Lhされたものはこれらとは明らかに内花

被片の刺状突起や柴の形状が異なっていた｡
/卜LLr1本純を碓‖思した場所は高I軒fJJ北i'1.:I;の1;-野

恥二位(''YけるtrT軸の低JILll地(標■lll,Jj糸山m)で､ウ

キヤカラやサンカクィ､コウカイセキショウ

T,･一からなるFl.L･_地･L,の放JrJJJ'mの部分に散個

体が/LfJt Lていた｡この場所は′トさな流れが

Hか二往き込む上l之卜(,iL部分で､すく東側には伏

木港があるものの1.1.日川の植Ft:_から判断する限

りではIl之近他所から移入したものではないと

rLl.われる｡ 『瑞岨)レソトデータフノク2000』

では本矧ま維減船は川填(VU)とされており､

過去の碓日.鑑を′J､す,.Ll;,]･ (現状不明)が本州L]

本掛川ではL唯　一:川lLL.Ztの欄に打たれている｡

これが､本棟が甘.LLILl.1.-に産するとした唯･の

HLl録であるが､ F'.･;･,lHLL.㌔植物DL-.』 (人EHほか

1983)を初めとするその他の県内のフロラを

I tP-::

No,バ

扱った文献には本椎は全く登場しない､ノ'.[;･.llJ

市科学文化センター標本韓に収蔵されている

ギシギシ属の仝標本を調査したが､その中に

も本棟の標本は兄い出されなかったo I.,',川Jl).I.

の近隣地城については､『環境庁レソトチーク

7ノク2000』には記録がないが､岐l州T, (岐

阜県高等学校生物教育研究会1966) ､長刑,㌔

(奥原1994)､ TIHl県(小牧1987､イ]'JLILJ.L･絶

滅危倶植物調査会2000)に本棟の㌢1前が取り

上げられている｡しかし､芹沢(1995)が指

摘しているように本種は『｢1本の野′1:.柑物』で

もエソノギシギシの写真を本棟のものとして

掲載しているなと､その実体があまりよく知

られていない植物の一つであり､各地のNl物

語やレッドデ-タフノクに取iJ Lげられてい

る本種の記録にはやや不安があるo r二速のイl

川県の場合も､ ′｣､牧(1987)に挙げられてい

る図は内花被片の形状が本棟とはかなり舛な

っており､石川県絶滅f巨:･択植物調査会(2CIOCI)

は果実時の内花被朋蒙の刺状突起を｢徴刺llJ i

表記している等､やや不安が残るCいずれに

rt･
i ,I

f;1g. 6. R,H,Jr=uIJl,(川,… COllected ln Takaoka City, Toyama Prefecture (TYM7293)･ A P一ant

scille lndlC;IteS 2cm. B Lower sLlrface ofa leaf. Scale lndlCateS lmm. C FrultS･ Scak

lndlCとIteS 5mm.

I
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･
･
 
1
･
ト
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せよ､今LuJ石川JLl.l.で兄いLll.された集団は､本

州の日本海側におけるこく限られた現存生育

地のひとつであるとl即寺に､全国的に見ても

ほぼ北限の矧.llであると考えられる0本種は

県l人Jでの碓'夫なJI満が知られていなかったた

めに､『'.L;7.'lE促の絶滅のおそれのある野生生物

(2002)』には取り卜けられていないが､分布

域のほぼ北限にりiり個体数も多くはないこ

と､比知の′ト育地一･∴げ1ヶ所しかなく生育面積

が′トさいこと､妓近fJtl輪駆動車の海岸への乗

り入れが行われていることを考慮すると､か

なり絶滅の危険度が高い植物のひとつ(富山

Lr.モカテコT)-の絶滅危倶穐相当)と考えられ

る｡

証拠標本:高岡市L]iト分2丁目,大原隆明,

2002. 6. 3 (TYM 7293).

2-2.ノ　ウルシ　EuphorblaadenochLoa

c.MorrenetDecne.トウタイグサ科

本稗は北海道から九州の湿地に分布する多

勺叩(.I.-揮1982)で､盃状花序の腺体は全線

の杓=形である､ f一房は無毛で外面に円錐状

の突起が軒l:_する､花時には竜葉が鮮やかな

紫色をL;F.;びる等の特徴があるo今回富山県で

l

Lコ

てJ.,I

■■-

. ･*t.,･･.こ

65

兄い出されたもの(Fig.71A)はこれらの!.Ir.

を確認し本種と同定したo今回本棟を確認し

た場所は小杉町,新湊市､ FfLjの311f町村にま

たがる新堀川F流(標高約2m)の堤防部分で

あり(Flg.7-B)､削ヒ約1kmに渡ってヨシ

ャヨモギ､エソノギシギシ等からなる駐地Ill

に比較的多数の個体が生育していたo　この槻

所は､過去に放生津潟という大きな潟湖の片

緑部に位置した部分であり､矧瑚にフジハカ

マやミクリなどの低湿地牲の柄物が多く/iiff

する等の状況から判断する限りでは､ 111地の

ものは最近他所から移入したものではないと

思われる｡ 『環境庁レソドデータプノク2000』

は本種を絶滅危倶Ⅲ類(VU)としており､ qII'

認記録を示す記号が富山県とその近隣県全て

の欄に打たれている｡富山県内のフロラを扱

った文献では､ 『富山県植物誌』 (大田ほか

1983)に複数の産地が取り卜げられているが

その標本は残されておらず､その産地も本杵

の生育には不適切と考えられる場所であるo

また､隠山市科学文化センター収蔵資料l鉢

1.進野久五郎植物コレクション』 (太凹1987)

および『同8.大田弘柄物コレクション』 (人LII

隅,B
: I.{～lT

｣ ,一瞥　~　ー

I r.

ヽ■世　　　　.i_

Flg. 7. Euph''rbLa adenochloa ln Kosugl Town, Toyama Prefecture (May 7･ 2002)I A A flower-

lngPlant. B. Habltat.
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1995)にも本椎とrL･j'起された標本チークが掲

械されているが､ /｢回これらの標本を見直し

たところ､そのうちの5.[.lJ. (TOYA5012,

33906,33907,34678.49792)はナットウダイ

I:. wtJb()ldianEL C. Morren et Decne. ､残り4.E.I.(.

(TOYA 34067, 34068, 34353, 34354)はシナノ

タ　イ　ゲキE thEnunenJL!T.Kurosawaet H.

OhashlとlllA)'jiiされるものであり､ノウルシの

標本は含まれていなかったo　このことから､

週lIの't右目ILE.lH),)におけるノウルシの記録は､

作咲き性のトウタイグサ拭柄物の誤認である

1Tl階件がIril;い｡さらに､富山市科学文化セン

ター標本岬に仙E'iされているトウタイグサ属

の1号標本を調食したがその中にも本種の標本

は比いlLhされなかったため､今回得られた標

本が了iA･川げ.7.-における本校の初めての確実な記

録であると一E且われる(､本種は確実な記録がこ

れまで2日られていなかったために､『富lll県の

絶滅のおそれのある野牛′ト_物』には取り1二げ

られていないが､規在kllられている唯一･の生

fJl地である新B,LLl,川卜LJit城では乾燥地化が進行

しつつあることを名鑑すると､富山県でも絶

滅の危機にある榊物のひとつ(富山県カテコ

リーの危急椎4日､l'T)と考えられる｡

..All拠標本:射水郡小杉町11帰.J;木,高木末吉･

)Jl;I:rJ'策印し2002. 5. 6 (TYM 7295, 7296, 7297) ,

新掛IJLL美,高木末.-∫ ･大原脚]j]･山本清美,

2002, 5. 19 (TYM 7298).

213.イヌセンブリ　swerTEudllutaBenth.

et H()()k. f. var. I()Ltuenu.～ (MaklnO) H. Hara

リンドウ杵

本榊は17本(本州-ノL州)､朝鮮､中国に分

イFjする･1F:一草_ HJ.-:I(I 1981)で､一一見したとこ

ろlLIHrjiのセ　ン　7 1) sJalmnLCa(Schult.)

MaklnOに似ているが､ /トI=l'Enl｣県で兄い出

されたものは､射ま帖がやや広く倒推算十形で
'JL端は漸'h好lにならない､雪裂片は披針形で

).JJ'.E;かやや細くなる､花弁)志郎の毛が長い

(FIHT. 8) ､ 1ナF'.Llにはとんと,■･'.FlJ､がない等の特徴

をll'lr..iJ.し本神と同定した(ノ11回本社を確認し

Nf). fi

た場所は小杉剛中東部の斤.r凌地(標試*')40m)

に位置する休耕田の畔部分であり､約15mに

渡ってリンドウやヒメシロネ､ヌマトラノオ

等とともに生育していたD個体数は比較的多

く数百個体と見積った｡この場所はすぐLjJ-

の溜め池から供給される水分で/.r;,,日時1.1Ilト,た状

態を保っており､適度に刈り払いが子】われる

ことで湿草地が維持されている様(▲が1['jわれ

たoF環境けレノドデータ7ノク2000』では本

種は絶滅危倶Il頬(VU)とされており∴･;,'Lll

県は現状不明として機われている- mL;･川lLl.I.-Nl

物誌』 (大田ほか1983)では/ilrl)の確...fL'.地と

ほぼ同地域と思われる小杉町のJ-r_陵地が哨　-

の産地として取り卜.けられているがその標本

が残されておらず､その後の篠目怒りLlf,ltがない

ために､『富山県の絶滅のおそれのある町/I /I

物』では本種は情報不)土師として拙われてい

る｡富山市科学史化センター標本JLt.:に仙E'iさ

れているセン7リ域の仝標本を調木したが､

その中にも本棟の標本は兄い出されず､ /,hl(TE

の確認地が富山県内における本棟の唯　▲の仰

実な生育地であると考えられる｡ 'tL;･;ihLETT.の近

隣地域では､ 『環境什レソトテータフノク

2000』では新潟県､ IJi野LL,]<､イ川は,1.1に‖じ録が

あるが､長野県とLl.日収では現状不明の扱い

になっている(石Jl低与については『いしかわ

レノドデータフノク』では絶滅危倶71蛾とな

っている)｡富山県の鮭川は本川Irl.!1.:r'の1 1本ttJj

側における限られた硯/(-/I-ff地のひとつであ

ると考えられるが､ /ト_ffLfJ捕iが狭いのに加え

て今後耕作の放棄等による帥_/I-_遷移のllJ tie,r'lA

もあり､富山県ではLF.1.カテゴリーの絶滅危棋

種相当とするのがをltijと考えられる｡

証拠標本:射水郡小杉町,EJ.I-;lL･1,人J那%Eyトr-J

木末lI.:, 2002. 10. 26(TYM 7299, 7300. 73()1 ).

各分類群の標本の閲ILt王に佃′EJtをrliくととも

に原稿を査読頂いたTL.川日け杵一ll'一文化センター

i二任′､デ'芸呈iの人目通人氏､ならびにi-_小の坂

井奈婿j'一氏､アイノコヒJL,ムシロを川',iiL,た
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FIE. 8. swerlEa dLluEa COllected ln Kosugl Town, Toyama Prefecture (TYM7299)I A Plant.

scale Indicates 5cm. ち Flowers. Scale lndlCateS Icrn.

f=いた神J IA大学理学部の角野廉郎博士､タロ

ヤツシロランについてご教示いただいた金沢

大,li'=F燃計測応開研究センターの木下栄一郎

博1∴クロヤツシロランの同定と文献のご教

示をいただいた揮　完博士にお礼申し上げま

す｡また､イフキキンポウゲの標本や情報を

提供頂き本稿での傾用を許可下さった正道美

(･氏､花々の調査に同行し御助力を頂いた富

11川=1火植物園ボランティアの山本清美氏に

感謝いたします｡
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':I:LIL県･T'J)t軸物持Ⅰ研究紺Il.

富山県高等菌類資料(1)

橋屋　誠

富山駄中央植物Ll　〒939-2713　富山県婦負郡村中町上轡E1142

Materials for the Fungus Flora of Toyama Prefecture (1)

Makoto Hashlya

BotanlC Gardens of Toyama,

42 Kamlkutsuwada, Fuchu-machl, Ne卜gun, Toyama 939-2713, Japan

Abstract SIX rare fungi, Including One undescrlbed specleS, C()Ildyceln Sp･,

squamanけa umbunattL (Sumst.) Bas, LeucopaxLILus sepEenlrLOnalES Singer et A･H･Sm･･

pe:L=a ammOPhtlEL Durleu & Montagne, Vo/varieLla bomb_V(I,na (Schaeff･ ･ Fr･) Slnger･

cyst,,derma nel'lLmtanthLnum Hongo, were found ln Toyama Prefecture･ They are new

to the fungus flora of the Prefecture.

Key words fungus flora, new records, Toyama

これまでに富山県内で記録された比較的採

取例の少ないと,E且われる6種を報告する｡本朝

;l,A-で･jifl=ノ/た標本は富山県中央植物園

(TYM)に保管されている｡

1.マイヅルナガエムシタケ　cord.yceps sp.

ハノカクキン科(Flg.1A)

マイヅルナカエムシタケは甲虫類の幼虫の

i,II'招E;から子吉′liする冬虫夏草で､ 1990年に京都

府舞鶴市で初めて採集されたものに対して､

17]-水(1994)が和名を与えたが､学名はLi-え

られていない｡ J'一実体は黄褐色で後に暗褐色

となり､ lit ･もしくは分枝が見られるC頭部

は日脚大のタンポ型で､柄とは明瞭に区別で

きる｡ +のうは190-230×7.5-10,′Jmで､二

次胞(･は2.0-2.8×1.4-1.7.･1mである｡

1992年8月31日にイiIIr県金沢市倉ケ岳のフ

ナ林で記録があり(才lJrrきのこ会1999)､本

報告が3番目の発生地となる,) 1998年7)日911

に中央植物園友の会が砺波市頼蚊の森での

｢きのこ観察会｣開催中に見つけた｡享邑比場桝

はやや湿りがちなスギ植林地内の遊少迫Ilrい

で､ゼンマイなど下草の刈込まれた部分であ

ったo発見時は暗い黄褐色をした粒棒状のj'･

実体5cm程が土から突き出た状態で､地■Flを

注意深く掘ったところ寄主であるコカネムシ

の幼虫が現れたo寄主は草食性のスシコカネ

類の幼虫と思われる｡頼成の森では､その後

森林管理のために付近の経木や下草を伐採し

たため､生育地はやや乾燥するようになり､

マイツルナガエムシタケの発生は見られな

い〇

参考標本

砺波市頼成字鶴頼成の森,スギ析林地l人Jの

遊歩道沿い,橋屋　誠, 1998年7JH9日(M.

Hashlya 2261).
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FIピ. 1. FL1ngl found lnToyama Prefecture(1). A Cord_yceps sp. (M.Hashlya 2261). Scalebar

lndlCateS Icm. B SquamanEla umbofWtEE (Sumst.)Bas (M.Hashlya2246). Scale bar lnd卜

eate lem. C Lewc''paxLllus JePTentrtOf7allS Singer et A.H.Sm. (M.Hashlya 2356). Scale bar

lndlCateS 1()cm.
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伽披rけ掛戎Ji二鴇相成の森,スキ植林地内の

遊)ll-道LllTい,橋fぅ三　成, 1998年7月24円(M.

Hashlya 2247).

2.カブラマックケ　squamtLnEtaumbon"Ja

(sumst.)Bas　ハラタケ科(Flg.1B)

本椎は胞f･がLl1く柄のl二部に菌根状の塊が

あるカフラマツタケ属の一種で､傘の径が6

-3cmの･1.-小型の了-実体を形成し､香りは

なく､傘や柄の表面には茶褐色のささくれが

あり､ひだには使腹形のシスナシアを持つC

本棟は本郷(1987)によれば北米東部と口

本に隔維分111-しており､ r]本では青森県(工

藤他1998)､庄野県(小山1994)､千葉県(千

柴県史料研究財川1998)､広島県(比婆科学

教育振興会･IiこF詰きのこ会1992)､熊本県(熊

本きのこ会･大分きのこ会1984)から記録さ

れている｡北陸地域では､石]1ほのこ会(1999)

がイ川[県で2FII､福井きのこ会(1995)が福井

県で1ll.ほ己録している｡

参考標本

砺波市税成′祁毎頼蚊の森,コナラを中心と

した雑木林の遊歩道沿い,橋犀乱1998年7

月24日(M. Hashlya2246).

富LIJ市･1熊占洞の森,アカマツ･コナラ林,

橋屋誠, 2002年7月20日(M. Hashlya3116)･

3.ムレオオイチョウタケ　Leucopa_rillus

叩fentn''nalEt SlngeretA･ H･ Sm･キシメシ

秤(Fig. lC)

本棟はコナラなどフナ杵の樹木と菌根を作

って生活する歯根歯で､肉質でかつ非常に大

きいr実体を作る｡今回立山町で採集された

/･実体には傘の行が28cmのものがあったO

l･JIS体にはヌカを思わせるような｢むっ｣と

する匂いがあり､胞了･はアミロイド反応を示

した｡

Blegelow (1982)は北米から本種を報告し

ているが､日本では宮城県(斎藤他1992)､

栃木LF.l< (WjlJL.I,･きのこ同好会1995) ､埼玉県･

群馬雛I f一袋県(埼玉県立自然史博物館

1999)､山[高取(比婆科学教育振興会･広島き

7ニi

のこ会1992)からの..Ll録があり､北附也城で

は石川県内で3例の記録がある(イ川lきのこ

会1999)o

参考標本

中新川郡I'ILlJ町~.1.:悼,コナラを中心とした

雑木林,中村安, 1999句:-7J12lHM.Hashlya

2356).

4.スナヤマチヤワンタケ　p'J二L=〟 (I"7m(,/Jht'lEL

Durieu& Montagne　チヤrJンタケ科(FlgS･

2A, B)

本種は晩秋に海岸の砂浜に先′【-する/▲のう

菌で､子実体は直往2-4cmで､ I-_にI Eが13り

いた茶色の茶碗型であるが､ I-.い時は丸いピ

ンポン玉状態であるC茶碗の州州で｢▲のう胞

子が作られる｡ J'-実体の外側は砂に被われ､
一一見すると砂川了･のように比える　[･'人体の

下部には菌糸によってl占】められた砂が柱状の

塊を作っている｡

2000年11月4日に植物同職日の人脚糾J氏

によって富tlj市早島神通川IJl:.j',T=.LuJl叶J近の砂

浜において富山｣県で初めて発見された.ここ

は波打ち際より5-10m矧勺側に入った場所

で､メヒシバなどが生えているものの帆によ

って砂が移動し､このため了･')三体が露出して

いる個体も見られた｡了･実体はi戸蝕で形成さ

れることもあるが致個体が近接して鮭川を11

っでいる場合もある｡

本種は1847年にアルジェリアからHLIFE･Xさ

れた種類で､スカンジナビアの砂に1.やシフラ

ルタルの砂丘にも分布するとされ､日本では

1981年に新潟県新潟市越前71毛と北L'lllli川5第

雲寺町での記録がある(Otan1 1982),鰍Ll

(1986)は1983年に愛知県豊橋rl]J小松J州Tの人

平洋側で初めて採集したことを枇Illしている

ので､富山県での記録は日本での4例日とな

るo　インタ-ネノト1二ではT▲鮒しや,bl(城Ll.i･の

太平洋側でも本性が報;-.Jされているが)三体は

不明である｡

参考標本

富山市草島神通川左i;1-･.LnT=付近, L71Jil.'の砂
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FIHl, 2. FLIngl f目し1nd ln Toyama Prefecture (2). A　伸二にEuJmm('PhE/a Durleu & Montagne (M.

flこISlllya 2585). Scale bar lndlCateS Icm. B PeこE=a `tlnm')Phtla Durleu & Montagne (M.

tIとIShlya 1)5バ51. showing h)phal bundle with sand gralnS formed on the base of cap. Scale

bとH lndlCZlt(､S Icm.



MとllCh J()():う　　　　　　　　　　　肘iユ　　LllLr.1,.T.'Ii等歯掛売糾l
T-､

Fig. 3. Fungi found in Toyama Prefecture (3). A volvunella b〃mLn'糊a (Schaeff･ Fr･1 Slnger

(M. Hashlya 3068). Scale bar Indicates 2cm. B C1.-1Oderm`L 12e,,amLlLnlF"zLLm Hong() (M･

Hashlya 3372). Scale bar lndlCate lcm.
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浜,人原掛リ1, 2000年11Fj4H, (M.Hashlya

25&日.

).I;rH l l ITJJ Ll,'T I.I,榊通川j,-:岸抑_ l付近,海岸の砂

Liモ,橋Jiさ　誠, 2000年11月6日, (M.Hashlya

2585).

I.I.L･.lI E l IIJ Fl.-r-):.榊通川ITJ.岸河日付近,海Jq･･の砂

浜,鰍il_　札2001年11月22日, (M.Hashlya

3051∴

5.キ　ヌ　オ　オ　フク　ロ　タ　ケ　vtJ/varLella

b'ノmbyLLnu (Schaeff. Fr.)Slnger　ウラベニ

カサ朴rFlg.3A)

本榊は朽ち木等に見られる大型のきのこ

で､ 2002年6月7日に中央植物園内のモミジハ

ススカケノキ幹しこに空いた穴から袋状に突き

LL目しているのを植物園職員の桐林浩二氏が発

比した〔〕 9日には袋状のつぼが破れ､特徴的な

尉卜状の毛が傘表rFzH二密生していることを確認

してから探粧した,i

本椎は汎世界的に分布すると言われ(本郷

1987)､日本では北海道(前田一歩園財団

1997)､ r'[森乾も( L藤他1998)､山梨県(埼玉

Fj.r. ､'/二｢l然史博物館1999)と石川県(石川きの

こ会1999)の4例の記録がある｡インターネ

ノトトでは栃木LJ,J<や長野県､神奈川県などで

も本作が枇;llされているが実体は不明であ

る｡

参考標本
:如LJi那W.'rlFuJ卜▲野田,植物園園内のモミシ

ハススカケノキ幹ン1∴　橋屋　誠, 2002年6月9

1 1 (M. Hashlya3068).

6.シワカラカサモドキ　C.vStOderma

Jl','Ku71EELnfhtlWm H()ngo　ハラタケ科(FIE

3B)

イこ柵はブナやミズナラなどの腐朽が進んf=

倒木のr▲に充′f-_し､シワカラカサタケ(c

EImIEL771hLmlm Fay()d)に似ている｡しかし､シ

リカラカサタケは､引柴樹林の地上に発/LL､

胞｣'が5-6×2.H-3.5′′Lmとされているのに

よJ L　りゝ郷19H7)､イこ柿で.rj:胞J'-が3.2-3.8×

2.(卜2,8,′川1と小さく､また地L/してはなくて

No.A

倒木上で発見されたことからシワカラカサモ

ドキC. neoamlanfhLnum Hongoとr･,All,iiした,/

大山町有峰の林道沿いにおいて2002勺:Ilo

月26日に中央植物園友の会きのこ部会の会員

寺林栄樹氏が発見したものである｡ Hongo

(1974)は奈良県で採れた標本に基づいて本性

を記載し､同時に兵庫県産標本も引川してい

る｡その後､青森県(上勝他1998)､山梨県

(埼玉県立自然史博物館1999)､愛媛県(沖野

1999)の3県で記録がある｡北陸地域では｢`川l

のチブリ尾根で採られた記録が1例あるだけ

である(石)lほのこ会1999)0

参考標本

上新川郡大山町有峰,腐朽が進んだフナの

倒木上,寺林栄樹, 2002年10F126口(M.

Hashiya 3372).
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