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緒 言

本学構内の湿地に，サギソウ等の湿地に生

育する絶滅危惧植物の群落を自然状態に近い

景観で復元することを目的に研究を進めてい

る１）２）。

これまで，湿地に植え付けたサギソウの生

育や環境要因の１つである水質の調査結果に

ついて報告したが，今回は本学構内の湿地に

生育する植物種について報告する。

材料および方法

調査は１９９９年４月より１０月まで，調査対象

地域内を踏破しながら，目視観察して植物種

をリストアップした。種名のわからない植物

については研究室に持ち帰り，植物図鑑な

ど３－１６）で同定した。そして写真撮影を行った。

２０００年，２００１年にもリストにもれたものにつ

いて同様に調査した。調査地域は，図１に示

すように，元湿地で現在乾燥しているイ地

区，１９９８年の水路工事の土を盛った水路脇の

ロ地区，現在の湿地内のハ地区，の３地区に

分けて比較した。

分類および種名，学名は平凡社「日本の野

生植物」１０－１５）に従った。

結果および考察

シダ植物，種子植物のリストを後に掲げる。

３７科９５種の植物を記載した。まだ，同定でき

ていない種もいくつか存在する。科ではイネ

図１ 植物採取地区
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科，キク科のものが多かった。また，キノコ

の仲間やコケ植物も見られたが，まだ，同定

が正確にできないため，今回はリストよりは

ずした。今後補充していく予定である。

地区別では，元湿地のイ地区で，リストアッ

プした種の半数以上の５７種が見つかった。湿

地の植物から，普通の草原に生育する植物ま

で多様な種が存在した。この地区は，湿地か

らだんだん乾燥化してきたので，多様な種が

存在していると考えられる。１９９８年に掘り返

したロ地区では，帰化植物が多く，種数は２７

であった。現在湿地であるハ地区は，面積は

最も広いが，種数は２７と少なかった。湿地に

生えるものが多かったが，木本類もかなり侵

入している。３地域に同時に生育していた植

物はセイタカアワダチソウだけで，環境に

よって生育する植物種は異なっていた。

保護上重要な植物としては，カキツバタ（図

２）が環境庁レッドデーターリストの絶滅危

惧Ⅱ類としてあげられている。岐阜市でも北

東部の休耕田湿田で１ヶ所確認されているの

みである１７）。本研究室でも，本年度より詳し

い調査を行っている。今後，生態調査を進め，

保護を図って行きたい。また，開花が見られ

ないので，まだ，種の同定はできていないが，

ミクリ科の植物が湿地南西部に群落を作って

いる（図３）。ミクリ科の植物も多くのもの

が，絶滅の危険があるとされている。今後，

詳しい調査が必要である。

また，湿地とはやや距離が離れるが，構内

の水路にヒメコウホネ（図４）が自生してい

る。ヒメコウホネも絶滅危惧Ⅱ類にリスト

アップされている植物で，今後保護が必要で

ある。

今回は植物種を調査したが，湿地内の植物

種の分布についても調査中である。

図２ カキツバタ

図３ ミクリ科の植物群落

図４ ヒメコウホネ
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植物目録

生育場所 採取地

１．シダ植物

トクサ科

１スギナ Equisetum arvense L. 山野，路傍 イ

ヒメシダ科

２ヤワラシダ Thelypteris laxa（Fr. et Sav.）Ching 山野路傍 ハ

２．種子植物－双子葉植物

タデ科

３ギシギシ Rumex japonicus Houtt. 原野，湿地 イ

４アキノウナギツカミ Persicaria sieboldi（Meisn.）Ohki 水辺，溝 イ ハ

５ボントクタデ Persicaria pubescens（Blume）Hara 水辺，湿地 イ ハ

６オオイヌタデ Persicaria lapathifolia（L.）S.F.Grey イロ

７イタドリ Reynoutria japonica Houtt. 荒地，斜面 イ

キンポウゲ科

８タガラシ Ranunculus sceleratus L. 田，溝の縁 ロ

ツヅラフジ科

９アオツヅラフジ Cocculus trilobus（Thunb.）DC. ハ

ケシ科

１０ムラサキケマン Corydalis incisa（Thunb.）Pers. 低地の林縁 ロ

アブラナ科

１１タネツケバナ Cardamine flexuosa With. 荒地，道端 ロ

１２イヌガラシ Rorippa indica（L.）Hiern 原野，道端 ロ

１３スカシタゴボウ Rorippa islandica（Oeder）Borbás 水田 イ

ベンケイソウ科

１４コモチマンネングサ Sedum bulbiferum Makino 畑の縁，路傍 ロ

ユキノシタ科

１５ノリウツギ Hydrangea paniculata Sieb. et Zucc． 伐採跡地 ハ

バラ科

１６オヘビイチゴ Potentilla sundaica（Bl.）O.Kuntze var. やや湿った所 イ

robusta（Franch. et Savat.）Kitag.

１７ワレモコウ Sanguisorba officinalis L. 丘，山地の草原 イ

１８アズマイバラ Rosa luciae Franch. et Rochebr. 丘陵地，低山地 ハ

マメ科

１９コメツブツメクサ Trifolium dubium Sibth． 帰化植物 イロ

２０カラスノエンドウ Vicia angustifolia L. var. segetalis 道端，野原 イロ
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（ヤハズエンドウ） （Thuill．）Koch

２１カスマグサ Vicia tetrasperma（L.）Schreb. 乾いた場所 ロ

２２クズ Pueraria lobata（Willd.）Ohwi 山野 ハ

２３クロバナエンジュ Amorpba fruticosa 帰化植物（北米） ハ

（イタチハギ）

カタバミ科

２４カタバミ Oxalis corniculata L. 道端，耕地 イ

フウロソウ科

２５アメリカフウロ Geranium carolinianum L. 帰化植物（北米）イ

トウダイグサ科

２６ヒメミカンソウ Phyllanthus matsumurae Hayata 路傍，畑地 イ

ミカン科

２７イヌザンショウ Zanthoxylum schinifolium Sieb. et Zucc. 低地の林内 ハ

モチノキ科

２８イヌツゲ Ilex crenata Thunb. 林縁，草地 ハ

クロウメモドキ科

２９イソノキ Rhamnus crenata Sieb. et Zucc. 湿地 ハ

スミレ科

３０ツボスミレ Viola verecunda A. Gray 湿った所 ハ

アカバナ科

３１アカバナ Epilobium pyrricholophum Franch. et Savat.水湿地 ロ

３２メマツヨイグサ Oenothera biennis L. 道端，荒地 イ

セリ科

３３オオチドメ Hydrocotyle ramiflora Maxim. 野山 イ

３４オヤブジラミ Torilis scabra（Thunb．）DC. イロ

サクラソウ科

３５コナスビ Lysimachia japonica Thunb. 道端，草原 イ

３６ヌマトラノオ Lysimachia fortunei Maxim. 湿地 ハ

３７オカトラノオ Lysimachia clethroides Duby 草原 イ

アカネ科

３８ヘクソカズラ Paederia scandens（Lour.）Merrill 薮，草地 ハ

（ヤイトバナ）

３９ヤエムグラ Galium spurium L. var. echinospermon 薮，荒地 イ

４０ホソバノヨツバムグラ Galium trifidum L. var. brevipedunculatum 湿地 ハ

ヒルガオ科

４１アメリカネナシカズラ Cuscuta pentagona Engelm. 帰化植物（北米） ハ

ムラサキ科

４２ハナイバナ Bothriospermum tenellum（Hornem.） 道端，畑 ロ
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Fisch. et C.A.Mey.

４３キウリグサ Trigonotis peduncularis（Trevir.）Benth. 畑，道端 イロ

クマツヅラ科

４４アレチハナガサ Verbena brasiliensis L. 帰化植物（南米） ロ

シソ科

４５キランソウ Ajuga decumbens Thunb. 路傍，山麓 イ

４６ヒメジソ Mosla dianthera（Hamilt.）Maxim. 林縁，道端 イ

４７イヌトウバナ Clinopodium micranthum（Regel）Hara 山間の木陰 イ

４８ホトケノザ Lamium amplexicaule L. 畑，道端 ロ

ゴマノハグサ科

４９マツバウンラン Linaria canadensis（L.）Dum. 帰化植物（北米） ロ

５０トキワハゼ Mazus pumilus（Burm. fil.）van Steenis 路傍，畑 ロ

５１ムシクサ Veronica peregrina L. やや湿った所 ロ

キツネノマゴ科

５２キツネノマゴ Justicia procumbens L. 路傍，林縁 イ

キキョウ科

５３キキョウソウ Specularia perfoliata（L.）A. DC. 帰化植物（北米）イ

キク科

５４ヨモギ Artemisia princeps Pamp. 山野 ロ

５５アメリカセンダングサ Bidens frondosa L. 湿った荒地，溝 ロハ

５６タウコギ Bidens tripartita L. あぜ道，湿地 ロ

５７オオアレチノギク Conyza sumatrensis（Retz．）Walker 道端，荒地 イロ

５８ヒメムカシヨモギ Erigeron canadensis L. 道端，荒地 イロ

５９ヒメジョオン Stenactis annuus（L.）Cass. 道端，荒地 イ

６０セイタカアワダチソウ Solidago altissima L. 帰化植物（北米）イロハ

６１ハハコグサ Gnaphalium affine D. Don 道端，畑 ロ

６２キツネアザミ Hemistepta lyrata Bunge 道端，田畑 イ

６３ノゲシ Sonchus oleraceus L. 道端，畑 イ

６４オニノゲシ Sonchus asper（L.）Hill. 道端，荒地 イ

６５アキノノゲシ Lactuca indica L. 荒地，草原 イ

６６オオジシバリ Ixeris debilis A. Gray 路傍 イ

６７ニガナ Ixeris dentata（Thunb.）Nakai 山野の草原 イ

６８スイラン Hololeion krameri（Franch. et Savat.） 水辺，湿地 イ

Kitam.

３．種子植物－単子葉植物

ヤマノイモ科

６９ヒメドコロ Dioscorea tenuipes Franch. et Savat. 山野 ハ
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アヤメ科

７０カキツバタ Iris laevigata Fisch. 水湿地 イ ハ

７１キショウブ Iris pseudacorus L. 水辺 イ

７２ニワゼキショウ Sisyrinchium atlanticum Bicknell 道端，芝生 イ

イグサ科

７３イグサ Juncus effusus L. var. decipiens 湿地 イ ハ

７４ハリコウガイゼキショウ Juncus wallichianus Laharpe 湿地 ハ

７５スズメノヤリ Luzula capitata（Miq.）Miq. 山野の草地 イ

ツユクサ科

７６ツユクサ Commelina communis L. いたる所 イ

イネ科

７７コブナグサ Arthraxon hispidus（Thunb.）Makino あぜ，野原 イ

７８ススキ Miscanthus sinensis Anderss. 陽地 イ ハ

７９チゴザサ Isachne globosa（Thunb.）O. Kuntze 湿地，水辺 ハ

８０ナルコビエ Eriochloa villosa（Thunb.）Kunth 草地 イ

８１メヒシバ Digitaria ciliaris（Retz.）Koel. 畑地 イ

８２ヌカキビ Panicum bisulcatum Thunb. 湿った草原，薮 イ

８３アキノエノコログサ Setaria faberi Herrm. 半日陰 イ

８４キンエノコロ Setaria glauca（L.）Beauv. 草地 イ

８５アゼガヤ Leptochloa chinensis（L.）Nees 湿地 イ

８６ヌマガヤ Moliniopsis japonica（Hack.）Hayata 湿地 ハ

８７ヒメコバンソウ Briza minor L. 帰化植物（欧州）イ

８８ウキガヤ Glyceria depauperata Ohwi 水辺 イ

８９カモジグサ Agropyron tsukushiense（Honda）Ohwi 草原，道端 ロ

var. transiens

９０カニツリグサ Trisetum bifidum（Thunb.）Ohwi 草原 イ

９１スズメノテッポウ Alopecurus aequalis Sobol. 平地 イロ

カヤツリグサ科

９２ゴウソ Carex maximowiczii Miq. 湿った所 ハ

９３アゼスゲ Carex thunbergii Steud. 湿地 ハ

９４ヒメクグ Cyperus brevifolius（Rottb.）Hassk. var. 路傍，畑地 イ

leiolepis

ラン科

９５ネジバナ Spiranthes sinensis（Pers．）Ames var. 草地 イ

amoena
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