
は じ め に

愛媛県内の河口域や塩湿地を対象とした植生・植物相

の報告は少ない．建設省が重信川中下流域で実施した報

告（リバーフロント整備センター，１９９５），南予（県南

部）地方での報告（橋越，１９９９），及び教育活動で行わ

れた報告（新居浜青少年科学活動クラブ，１９８７；松山青

少年科学活動クラブ，１９９４）が挙げられる．また，宮脇

（１９９３）では，四国地方植生誌の一部に群落データが記

載されている．筆者の１人は，かつて加茂川において塩

生植物群落の立地に関する報告を行った（小林，１９９６）

が，当該地域内の全出現種リストは作成していない．

本調査は，愛媛県内の自然環境に関する基礎資料とし

て活用することを目的として，１９９７年から３カ年にわた

り実施された．植物分野は全出現種リストを作成し，加

茂川河口域の植物相について報告する．

調査地域及び調査方法

小林（１９９６）では，「典型的な塩生植物群落の出現範

囲」として，河口から古川橋までを研究対象地域とした．

しかし，その後の調査で古川橋より上流でも断片的に塩

生植物であるフクド及びハマサジの生育が見られ，さら

に上流の水都橋付近まで両種の生育が確認できた．この

ことから，水都橋付近までは多少なりとも塩水遡上の影

響下にあると判断し，河口から水都橋までの間の堤内地

を，今回の植物相調査対象地域とした．

調査対象は，シダ植物以上の高等植物のみとし，蘚苔

類は除外した．また，藻類，菌類についても本調査では

詳細な記録は実施していない（注１）．記録の過程で植

栽や逸出園芸種と明らかに判断できた種は，リストに掲

載しなかった．調査期間は１９９７年５月から１９９９年１２月に

かけて下記の日程で対象地域を踏査し，出現種を採集及

び記録した．また，基本的に標本の収集を前提としたが，

筆者らによる植生調査記録及び写真記録から引用したも

のもリストに含めた．

なお，本調査によって得られた標本は，全て愛媛県総

合科学博物館にて収蔵している．

現地調査

１９９７年：５／２０，９／１８

１９９８年：４／１０，６／１，６／１２，６／２６，７／１０，８／２７

１９９９年：１０／２，１１／１８

結 果

本調査において記録された種は，３７科１２８種にのぼっ

た．当地域の植物相は，汽水域で典型的に出現する塩生

植物群や海浜性の砂地を好む砂浜植物群，河川中流～下

流の河原を好む植物群，平野部において普遍的に出現す

る植物群で構成されている．

塩生植物では，特にハマサジとフクドの個体数が多か

った．両種は，河口に最も近い場所から水都橋付近まで

断続的に出現するのに対し，ハママツナ，ナガミノオニ

シバ，シオクグなどの他の塩生植物は局地的な分布を示

した．ハママツナ，ナガミノオニシバの２種は河口に最

も近い砂礫堆を中心に生育していた．ホソバハマアカザ，

シオクグは調査地域内の広い範囲で観察されたが，それ

らは点在～小パッチ状で個体数はハマサジ，フクドほど

は多くない．

砂浜植物のうちハマヒルガオは，河口に近い砂礫堆

（新加茂川大橋付近）の砂地や古川橋下流部の砂礫堆内

陸部で観察された．普通砂浜で見られるような葡匐性の

生活型ではなく，他の植物に巻き付く形で生活している

個体が多い．ハマエンドウは古川橋下流の砂礫堆内陸部

でのみ観察された．
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は，特に古川橋周辺の砂礫堆を中心に出現した．この砂

礫堆は調査地域内で最も規模が大きく，その内陸部は典

型的な丸石河原の様相を呈している．ここではカワラヨ

モギ，カワラマツバが多く生育し，水辺に近い部分を帯

状にヨシが取り巻いている．水都橋下流付近の砂礫堆で

は，ツルヨシの勢力が強く，純群落に近い景観となって

いる．また，古川橋上流の中州の砂礫堆は，他に比べ不

安定な状況にあることから植被が極端に少ない．しかし

その中でも比較的安定しているとみられる微高地では，

チガヤがカーペット状に生育していた．

平野部で普遍的に出現する種では，特にアメリカセン

ダングサ，コセンダングサ，シナダレスズメガヤなどの

帰化種が多い．これらの種は，水都橋下流砂礫堆，古川

橋下流砂礫堆の内陸部を中心に分布していた．木本種の

出現は古川橋下流砂礫堆および水都橋下流砂礫堆の内陸

部に限定された．主な種はジャヤナギ，ハリエンジュ，

アキグミ等であり，各種は散在せず，比較的まとまった

範囲に生育していた．これら木本種にはスイカズラやア

ケビなどつる性の植物がからみつき，小規模なマントを

形成していた．

当地域において出現したレッドリスト記載種は以下の

３種類であった．

・ハマサジ（ＶＵ；絶滅危惧�類）
古川橋上流砂礫堆から新加茂川大橋下流の砂礫堆まで，

加茂川河口域の広い範囲に分布し，個体数も多い．特に

新加茂川大橋付近の砂礫堆では本種が優占種となる群落

が形成されている．

・カワヂシャ（ＮＴ；準絶滅危惧）

水都橋下流左岸の水路の流れ込み付近に分布は限定さ

れる．当調査地域内での個体数は少ないが，水路の上流

地域一体においても生育が確認されている．

・ウラギク（ＶＵ；絶滅危惧�類）
古川橋付近でわずかにウラギクが生育していた．調査

開始前年には約２０個体を確認していたが，調査開始年次

の発生数は１０個体を下回った．その後の３年間に生育地

から完全に姿を消してしまい，以後，生育は確認できて

いない．調査開始時の個体数が非常に少なかったため採

集をせず，本報告では写真資料の情報から引用している．

おわりに

調査期間中の１９９９年は，特に上流山間地の降水量が多

かったため，加茂川の中下流域一帯では数日間にわたり

高水敷まで冠水することが度々あった．一般的に，この

ような攪乱が起きることによって，河川中下流域では攪

乱を好む特有の種の生育に適した場所が生み出される．

加茂川は平野部の距離が極端に短いため，河口域までこ

の攪乱の影響を強く受ける．平時でも汽水の影響を直接

受けない程度に規模の大きな砂礫堆では，塩生植物種と

他種がモザイク状に入り組んだ複雑な景観を示しており，

当地域の植物相の特徴となっている．

現在のところ，加茂川河口域の植物をとりまく環境は，

比較的良好に保たれている．しかし，ウラギクの消滅を

目の当たりにし，塩生地植生，河川植生の不安定さを再

認識した．加茂川河口域の植物相調査もこれで終わりに

なるのではなく，本報告でやっと出発点に立ったという

認識の元，継続調査を行う必要があると考えられる．
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注 釈

注１ 藻類では，緑藻のスジアオノリ Enteromorpha
prolifera （Muller）J. Agardh，及び紅藻のオゴノリ
Gracilaria vermiculophylla （Ohmi）Papenfuss の２種，菌
類では地上生の大型担子菌類１種（未同定）を調査地域

内で確認している．
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凡 例

１．科種の配列は基本的に環境庁自然保護局（１９８７）に

準拠した．未記載種については，属名以下のａｂｃ順

に配列した．

２．学名は基本的に佐竹ほか（１９８１，１９８２ａ，１９８２ｂ，１９８９

ａ，１９８９ｂ）に準拠した他，イネ科植物は長田（１９９３），

帰化植物は長田（１９７６），シダ植物は中池（１９９２）に

拠った．

３．環境庁植物版レッドリスト（環境庁自然保護局，

１９９７）掲載種は，学名の後にＲを記し，カテゴリーを

付記した．

４．標本に基づかない情報（筆者らによる植生調査記録

及び写真記録）から引用した種の記録には，以下の記

号を標本番号の変わりに付した．

調：調査記録から引用した標本未採集種

写：写真記録のある標本未採集種

５．種ごとの記録を下記の順に記した．

環境庁コード番号，和名，学名，命名者／レッドデ

ータ属性

［採集日／採集地点／本調査採集標本を示す一連番

号または引用情報記号］

シダ植物（PTERIDOPHYTA）

トクサ科 Equisetaceae

００４６０ スギナ Equisetum arvense L.
［１９９８．４．１０／水都橋下流左岸／調］

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／調］

［１９９９．１１．１８／古川橋上流中州／調］

種 子 植 物 （SPERMATOPHYTA）

被 子 植 物 （ANGIOSPERMAE）

双子葉植物 （DICOTYLEDONEAE）

離 弁 花 類 （CHOLIPETALAE）

ヤナギ科 Salicaceae

０９７５０ ジャヤナギ Salix eriocarpa Franch. et Savat.
［１９９７．５．２０／水都橋下流左岸／００１］

［１９９９．１１．１８／古川橋下流左岸／２０４］

タデ科 Polygonaceae

１３９８０ オオイヌタデ Persicaria Iapathifolia（L.）S. F. Gray
［１９９８．６．１２／水都橋下流左岸／０８８，０９６］

［１９９８．７．１０／水都橋下流左岸／１６１］

１３９９０ イヌタデ Persicaria longiseta（De Bruyn）Kitag.
［１９９７．５．２０／水都橋下流左岸／０１４］

［１９９７．６．１２／水都橋下流左岸／０９１］

［１９９７．１１．１８／古川橋下流左岸／調］

１４１２０ サナエタデ Persicaria scabra（Moench）Mold.
［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／１３０］

［１９９８．７．１０／水都橋下流左岸／１５３］

１４１３０ ママコノシリヌグイ Persicaria senticosa
（Franch.et Savat.）H. Gross

［１９９８．６．１２／水都橋下流左岸／０８３］

［１９９８．７．１０／水都橋下流左岸／１６０］

１４１７０ ミゾソバ Persicaria thunbergii（Sieb. et Zucc）
H. Gross

［１９９８．７．１０／古川橋下流左岸／１６２］

１４２９０ アキノミチヤナギ Polygonum polyneuron Freach.
et Savat.

［１９９７．９．１８／新加茂川大橋上流右岸／０５３］

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／調］

［１９９９．１０．２／新加茂川大橋下流中州／１９４，１９５，１９６］

［１９９９．１１．１８／古川橋下流左岸／調］

１４３２０ イタドリ Reynoutria japonica Houtt.
［１９９８．４．１０／水都橋下流左岸／調］

［１９９９．１１．１８／古川橋下流左岸／調］

１４３７０ スイバ Rumex acetosa L.
［１９９８．４．１０／水都橋下流左岸／調］

１４４４０ ギシギシ Rumex japonicus Houtt.
［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／１４３］

ナデシコ科 Caryophyllaceae

１４８５０ カワラナデシコ Dianthus superbus L. var
longicalycinus（Maxim.）Willams
［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／１２７，１２９］

［１９９９．１１．１８／古川橋下流左岸／調］

１５２００ ムシトリナデシコ Silene armeria L.
［１９９７．５．２０／水都橋下流左岸／００８，００９，０１７］

［１９９８．６．１２／古川橋上流左岸／０８１，０８７］

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／１２８］

１５２５０ マンテマ Silene gallica L. var. quinquevulnera
（L.）Koch

［１９９７．５．２０／水都橋下流左岸／００５，００６，００７］

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／調］

［１９９８．７．１０／古川橋下流左岸／調］

付表１
Appendix１
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１５４１０ ノミノフスマ Stellaria alsine Grimm var.
undulata（Thunb.）Ohwi

［１９９８．４．１０／水都橋下流左岸／調］

１５４２０ ウシハコベ Myosoton aquaticum（L.）Moench
［１９９７．５．２０／水都橋下流左岸／０１８］

［１９９８．４．１０／水都橋下流左岸／調］

［１９９８．７．１０／古川橋下流左岸／１６５］

１５５３０ ハコベ Stellaria media（L.）Villars
［１９９８．４．１０／水都橋下流左岸／調］

アカザ科 Chenopodiaceae

１５６４０ ホソバハマアカザ Atriplex gmelinii C. A. Meyer
［１９９７．９．１８／新加茂川大橋上流右岸／０５９］

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／調］

［１９９８．７．１０／古川橋下流左岸／調］

［１９９９．１０．２／古川橋下流左岸／１８５，１８６，１８７］

［１９９９．１０．２／新加茂川大橋上流中州／２０２］

［１９９９．１１．１８／古川橋下流左岸／調］

１５６５０ ホコガタアカザ Atriplex hasata L.
［１９９９．１０．２／新加茂川大橋上流中州／調］

１５６８０ シロザ Chenopodium album L.
［１９９８．７．１０／古川橋下流左岸／１６７］

１５６９０ アカザ Chenopodium centrorubrum（Makino）
Nakai

［１９９８．６．１／古川橋上流左岸／調］

１５７１０ アリタソウ Ambrina ambroisiodes（L.）Spach
［１９９９．１０．２／新加茂川大橋上流中州／１９７，１９８，

１９９］

［１９９９．１１．１８／古川橋上流中州／調］

１５８００ カワラアカザ Chenopodium virgatum Thunb.
［１９９８．６．１２／水都橋下流左岸／０９２］

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／１３２，１３３］

１５８９０ ハママツナ Suaeda maritima（L.）Dumort
［１９９５．５．４／新加茂川大橋上流右岸／写］

キンポウゲ科 Ranunculaceae

１７６２０ ヒメウズ Semiaquilegia adoxoides（DC.）Makino
［１９９８．４．１０／水都橋下流左岸／調］

アケビ科 Lardizabalaceae

１９２１０ アケビ Akebia quenata incisa（Thunb.）Decaisne
［１９９９．１１．１８／古川橋下流左岸／２１２，２１３］

ケシ科 Papaveraceae

２１３８０ ムラサキケマン Corydalisa（Thunb.）Pers.
［１９９８．４．１０／水都橋下流左岸／調］

アブラナ科 Cruciferae

セイヨウアブラナ Brassica napus L.
［１９９８．４．１０／水都橋下流左岸／調］

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／調］

２１８９０ タネツケバナ Cardamine flexuosa With.
［１９９８．４．１０／水都橋下流左岸／調］

２２３００ マメグンバイナズナ Lepicium virginicum L.
［１９９８．６．１２／水都橋下流左岸／０８２，０８４］

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／１２６］

［１９９８．７．１０／古川橋下流左岸／調］

２２３９０ スカシタゴボウ Rorippa islandica（Oeder）Borbás
［１９９７．６．１２／水都橋下流左岸／０９４］

ベンケイソウ科 Crassulaceae

２２９２０ コモチマンネングサ Sedum bulbiferum Makino
［１９９８．７．１０／水都橋下流左岸／１５６］

バラ科 Rosaceae

２５８３０ オヘビイチゴ Potentilla sundaica（Bl.）O.
Kuntze var. robusta（Franch. et Savat.）Kitag.

［１９９７．５．２０／水都橋下流岸／０１３］

２６５６０ ノイバラ Rosa multiflora Thunb.
［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／調］

［１９９８．７．１０／古川橋下流左岸／調］

［１９９９．１１．１８／古川橋下流左岸／２０７，２０８］

２６６５０ テリハノイバラ Rosa wichuraiana Crépin
［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／１２０］

［１９９９．１０．２／新加茂川大橋上流中州／調］

マメ科 Leguminosae

２８２２０ ネムノキ Albizia julibrissin Durazz.
［１９９８．７．１０／古川橋下流左岸／調］

［１９９９．１１．１８／古川橋下流左岸／調］

２８２７０ ヤブマメ Amphicarpaea bracteata（L.）Fernald
subsp. edgeworthii（Benth.）Ohashi var. japonica
（Oliver）Ohashi

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／調］

２８３８０ ゲンゲ Astragalus sinicus L.
［１９９８．４．１０／水都橋下流左岸／調］

２９０５０ ハマエンドウ Lathyrus japonicus Willd. subsp.
japonicus

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／調］

［１９９９．１１．１８／古川橋下流左岸／調］

２９１４０ メドハギ Lespedeza juncea（L. fil.）Pers. var.
subsessiles MIq.

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／調］

［１９９９．１１．１８／古川橋下流左岸／調］

２９３９０ ミヤコグサ Lotus corniculatus L. var. japonicus
Regel

［１９９７．５．２０／水都橋下流左岸／０１０，０１１，０１２］

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／１３５，１３６］

［１９９８．７．１０／古川橋下流左岸／１６８］

２９６８０ クズ Pueraria lobata （Willd.）Ohwi
［１９９８．４．１０／水都橋下流左岸／調］

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／調］

［１９９９．１１．１８／古川橋下流左岸／調］

２９７４０ ハリエンジュ Robinia pseudoacadia L.

小林真吾・川又明徳
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［１９９７．５．２０／水都橋下流左岸／００２，００３］

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／調］

［１９９８．１１．１８／古川橋下流左岸／調］

コメツブツメクサ Trifolium dubium Sibth.
［１９９８．６．１２／古川橋上流左岸／０８５，０８６］

２９８６０ シロツメクサ Trifolium repens L.
［１９９８．４．１０／水都橋下流左岸／調］

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／調］

［１９９９．１１．１８／古川橋上流中州／調］

３００３０ ヤハズエンドウ Vecia angustifolia L.
［１９９８．４．１０／水都橋下流左岸／調］

２９９８０ スズメノエンドウ Vicia hirsuta（L.）S. F. Gray
［１９９８．４．１０／水都橋下流左岸／調］

カタバミ科 Oxalidaceae

３０３７０ カタバミ Oxalis corniculata L.
［１９９８．４．１０／水都橋下流左岸／調］

［１９９９．１１．１８／古川橋下流左岸／調］

フウロソウ科 Geraniaceae

３０４６０ アメリカフウロ Geranium carolinianum L.
［１９９８．６．２６／古川橋左岸／調］

トウダイグサ科 Euphorbiaceae

３１０８０ オオニシキソウ Euphorbia maculata L.
［１９９８．７．１０／水都橋下流左岸／１５４］

３１３５０ アカメガシワ Mallotus japonicus（Thunb. ex
Murray）Muell. Arg.

［１９９９．１１．１８／古川橋上流中州／調］

ミカン科 Rutaceae

３１９５０ イヌザンショウ Zanthoxylum schinifolim Sieb.
et Zucc.

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／１２１，１２２］

ブドウ科 Vitaceae

３４８３０ ノブドウ Ampelopsis brevipedunculata（Maxim.）
Trautv. var. heterophylla（Thunb.）Hara

［１９９８．７．１０／古川橋下流左岸／１６４］

３４８５０ ヤブガラシ Cayratia japonica（Thunb.）Gagn．
［１９９８．７．１０／水都橋下流左岸／１７０］

グミ科 Elaeagnaceae

３６０８０ アキグミ Elaeagnus umbellata Thunb.
［１９９７．５．２０／水都橋下流左岸／００４］

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／１１８，１１９］

［１９９９．１１．１８／古川橋下流左岸／２０５，２０６］

スミレ科 Violaceae

３７０８０ ノジスミレ Viola yedoensis Makino
［１９９８．４．１０／水都橋下流左岸／調］

アカバナ科 Onagraceae

３８１５０ メマツヨイグサ Oenothera biennis agg.
［１９９８．６．１／古川橋上流左岸／調］

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／調］

［１９９８．７．１０／古川橋下流左岸／調］

３８１７０ コマツヨイグサ Oenothera lacineata Hill
［１９９８．６．１／古川橋上流左岸／調］

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／１３１，１４２］

［１９９８．７．１０／古川橋下流左岸／調］

［１９９９．１１．１８／古川橋上流中州／調］

セリ科 Umbelliferae

３９３７０ ハマゼリ Cnidium Japonicum Miq.
［１９９８．６．１２／水都橋下流左岸／０９０］

３９４５０ ミツバ Cryptotaenea japonica Hassk.
［１９９８．７．１０／古川橋下流左岸／１７１］

３９９７０ ヤブジラミ Torilis japonica （Houtt.）DC.
［１９９７．５．２０／水都橋下流左岸／０１９］

［１９９８．６．１２／水都橋下流左岸／０９３］

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／調］

［１９９８．７．１０／古川橋下流左岸／調］

合弁花類（SYMPETALAE）

イソマツ科 Plumbaginaceae

４３３００ ハマサジ Limonium tetragonum（Thunb.）A.
A. Bullocd／R（VU）

［１９９７．５．２０／古川橋上流左岸／０１６］

［１９９７．９．１８／新加茂川大橋上流右岸／０６９，０７０，

０７１］

［１９９８．６．１／古川橋上流左岸／調］

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／調］

［１９９８．７．１０／古川橋下流左岸／調］

［１９９９．１０．２／古川橋下流左岸／１８３，１８４］

［１９９９．１０．２／新加茂川大橋上流中州／調］

［１９９９．１１．１８／古川橋下流左岸／調］

アカネ科 Rubiaceae

４６１８０ ヤエムグラ Galium spurium L. var. echinospermon
（Wallr.）Hayek

［１９９８．４．１０／水都橋下流左岸／調］

４６２７０ カワラマツバ Galium verum L. var. asiaticum
Nakai forma nikkoense Ohwi

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／１２５］

［１９９８．７．１０／水都橋下流左岸／１５５，１６９］

［１９９９．１１．１８／古川橋下流左岸／調］

ヒルガオ科 Convolvulaceae

４７０６０ ヒルガオ Calystegia japonica Choisy
［１９９８．７．１０／古川橋下流左岸／１５９，１６３］

４７０８０ ハマヒルガオ Calystegia soldanella（L.）Roem.
et Schult.

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／調］

［１９９８．７．１０／古川橋下流左岸／調］

［１９９９．１０．２／新加茂川大橋上流中州／１８８，１９３］

［１９９９．１１．１８／古川橋下流左岸／調］
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アメリカネナシカズラ Cuscuta pentagona Engelm.
［１９９８．６．１２／古川橋下流左岸／０８９］

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／１２３，１２４］

［１９９８．７．１０／古川橋下流左岸／調］

［１９９９．１０．２／新加茂川大橋上流中州／調］

［１９９９．１１．１８／古川橋下流左岸／調］

ムラサキ科 Boraginaceae

４７５９０ キュウリグサ Trigonotis peduncularis（Trevir.）
Benth.

［１９９８．４．１０／水都橋下流左岸／調］

シソ科 Labiatae

４８０８０ キランソウ Ajuga decumbens Thunb.
［１９９８．４．１０／水都橋下流左岸／調］

ナス科 Solanaceae

４９６４０ ワルナスビ Solanum carolinense L.
［１９９８．７．１０／古川橋下流左岸／調］

［１９９９．１１．１８／古川橋上流中州／調］

ゴマノハグサ科 Scrophulariaceae

５１４２０ オオイヌノフグリ Veronica persica Poir.
［１９９８．４．１０／水都橋下流左岸／調］

５１４７０ カワヂシャ Veronica undulata Wall／R（NT）
［１９９８．６．１２／水都橋下流左岸／０８０，０９５］

スイカズラ科 Caprifoliaceae

５２７２０ スイカズラ Lonicera japonica Thunb.

［１９９９．１１．１８／古川橋下流左岸／２１０，２１１］

キキョウ科 Campanulaceae

キキョウソウ Specularia perfoliata（L.）A. DC.
［１９９７．５．２０／水都橋下流左岸／０１５］

［１９９８．７．１０／水都橋下流左岸／１５７，１５８］

キク科 Compositae

５４７９０ カワラヨモギ Artemisia capillaris Thunb.
［１９９７．９．１８／新加茂川大橋上流右岸／０４８，５０］

［１９９８．４．１０／水都橋下流左岸／調］

［１９９８．６．１／古川橋上流左岸／調］

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／調］

［１９９８．７．１０／古川橋下流左岸／調］

［１９９９．１１．１８／古川橋下流左岸／２０９，２１４，２１５，

２１６］

５４８３０ フクド Artemisia fukudo Makino
［１９９８．６．１／古川橋上流左岸／調］

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／調］

［１９９８．７．１０／古川橋下流左岸／調］

［１９９９．１０．２／新加茂川大橋上流右岸／１８９，１９０，

１９１，１９２］

［１９９９．１０．２／新加茂川大橋上流中州／１８８，１９３］

［１９９９．１１．１８／古川橋下流左岸／調］

５５０１０ ヨモギ Artemisia princeps Pamp.
［１９９８．４．１０／水都橋下流左岸／調］

［１９９８．６．１／古川橋上流左岸／調］

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／調］

［１９９９．１１．１８／古川橋下流左岸／調］

５５２２０ ノコンギク Aster ageratoides Turcz. subsp.
ovatus（Franch.et Savat.）Kitam.

［１９９９．１１．１８／古川橋下流左岸／調］

ホウキギク Aster subulatus Michx.
［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／１３４］

［１９９９．１０．２／新加茂川大橋上流中州／調］

［１９９９．１１．１８／古川橋下流左岸／調］

５５４９０ ウラギク Aster tripolium L.／R（VU）
［１９９７．１０．２０／古川橋上流左岸／写］

５５５７０ アメリカセンダングサ Bidens frondosa L.
［１９９８．６．１２／水都橋下流左岸／０７９］

［１９９９．１１．１８／古川橋下流左岸／調］

５５５９０ コセンダングサ Bidens pilosa L.
［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／調］

［１９９８．７．１０／古川橋下流左岸／１７２］

５６４６０ ケショウアザミ Cirsium japonicum DC. var.
vestitum

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／１３９，１４０，１４１］

５７０８０ オオアレチノギク Erigeron sumatrensis Retz.
［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／調］

［１９９８．８．２７／古川橋下流左岸／１７５］

［１９９９．１０．２／新加茂川大橋上流中州／調］

［１９９９．１１．１８／古川橋下流左岸／調］

５７６２０ ヒメムカシヨモギ Erigeron canadensis L.
［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／調］

［１９９８．８．２７／古川橋下流左岸／１７６］

［１９９９．１０．２／新加茂川大橋上流中州／調］

［１９９９．１１．１８／古川橋上流中州／調］

５７６４０ ハルジオン Erigeron philadelphicus L.
［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／１３７］

５７８７０ ハハコグサ Gnaphalium affine D. Don
［１９９８．４．１０／水都橋下流左岸／調

５７９１０ チチコグサモドキ Gnaphalium pensylvanicum
Willd.

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／１４５］

セイタカアワダチソウ Solidago altissima L.
［１９９８．４．１０／水都橋下流左岸／調］

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／調］

［１９９９．１０．２／新加茂川大橋上流中州／調］

［１９９９．１１．１８／古川橋下流左岸／調］

５９８７０ ノゲシ Sonchus oleraceus L.
［１９９８．７．１０／古川橋下流左岸／調］

５９８８０ ヒメジョオン Eriheron annuus（L.）Pers.
［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／１３８］

［１９９８．７．１０／古川橋下流左岸／１６６］
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６０１７０ セイヨウタンポポ Taraxacum officinale Weber
［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／１４４］

単子葉類（MONOCOTYLEDONEAE）

ヒガンバナ科 Amaryllidaceae

６４１４０ ヒガンバナ Lycoris radiata Herb.
［１９９９．１１．１８／古川橋下流左岸／調］

アヤメ科 Iridaceae

６４５４０ ニワゼキショウ Sisyrinchium atlanticum Bickn.
［１９９７．５．２０／水都橋下流左岸／０４５］

［１９９８．６．１２／水都橋下流左岸／１１０］

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／調］

ツユクサ科 Commelinaceae

６５０９０ ツユクサ Commelina communis L.
［１９９８．６．１／古川橋上流左岸／調］

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／調］

［１９９８．７．１０／古川橋下流左岸／調］

［１９９９．１１．１８／古川橋下流左岸／調］

イネ科 Gramineae

６６１７０ ケトダシバ Arundinella hirta（Thunb.）C. Tanaka
var. hirta

［１９９７．９．１８／新加茂川大橋上流右岸／０７６］

６６１８０ ウスゲトダシバ Arundinella hirta（Thunb.）
C. Tanaka var. ciliata（Thunb.）Koidz.

［１９９９．１１．１８／古川橋下流左岸／２２１，２２２］

６６２１０ ダンチク Arundo donax L.
［１９９８．７．１０／古川橋下流左岸／調］

［１９９９．１０．２／新加茂川大橋上流中州／調］

［１９９９．１１．１８／古川橋下流左岸／調］

６６５６０ コバンソウ Briza maxima L.
［１９９７．５．２０／水都橋下流左岸／０３８，０３９］

６６５８０ ヒメコバンソウ Briza minor L.
［１９９７．５．２０／水都橋下流左岸／０４０，０４１，０４２］

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／調］

６６６５０ スズメノチャヒキ Bromus japonicus Thunb.
［１９９８．５．２０／水都橋下流左岸／０２６，０２７，０２８，

０２９，０３０，０３１］

６７７６０ ヒメイヌビエ Echinochloa crus-galli（L.）Beauv.
var. praticola Ohwi

［１９９８．６．１２／水都橋下流左岸／１１４］

６７７８０ オヒシバ Eleusine indica（L.）Gaertn.
［１９９８．６．１２／水都橋下流左岸／１１６，１１７］

６７９００ シナダレスズメガヤ Eragrostis curvula（Schrad.）
Nees

［１９９７．５．２０／水都橋下流左岸／０１５，０２０，０２１，

０２２，０２３，０２４］

［１９９７．９．１８／新加茂川大橋上流右岸／０７４，０７５］

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／１４９，１５０］

［１９９９．１１．１８／古川橋下流左岸／２１９，２２０］

６８０５０ オニウシノケグ Festuca arundinacea Schreb.
［１９９７．５．２０／水都橋下流左岸／０３３，０３４］

［１９９８，６．２６／古川橋下流左岸／１５１，１５２］

６８１５０ ヒロハウシノケグサ Festuca pratensis Huds.
［１９９９．１０．２／新加茂川大橋上流中州／２０３］

６８５１０ チガヤ Imperata cylindrica（L.）Beauv. var.
koenigii（Retz.）Pilger in Perk.

［１９９８．６．１／古川橋上流左岸／調］

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／調］

［１９９８．７．１０／古川橋下流左岸／調］

［１９９９．１０．２／新加茂川大橋上流中州／調］

［１９９９．１１．１８／古川橋下流左岸／調］

ケナシチガヤ Imperata cylindrica（L.）Beauv.
var. cylindrica

［１９９９．１１．１８／古川橋上流中州／２２３，２２４］

６８６００ ケカモノハシ Ischaemum anthephoroides
（Steud.）Miq.

［１９９９．１１．１８／古川橋下流左岸／２２５，２２６，２２７］

６８６１０ ネズミムギ Lolium multiflorum Lam.
［１９９７．５．２０／水都橋下流左岸／０３５，０３６，０３７］

［１９９８．６．１２／水都橋下流左岸／１０３］

６８８４０ ホソムギ Lolium perenne L.
［１９９８．６．１２／水都橋下流左岸／１０５，１０６，１０７，

１０８，１０９］

６９０９０ ススキ Miscanthus sinensis Anderss.
［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／調］

［１９９９．１１．１８／古川橋下流左岸／調］

６９３３０ ヌカキビ Panicum bisulcatum Thunb.
［１９９９．１１．１８／古川橋下流左岸／調］

６９４２０ シマスズメノヒエ Paspalum dilatatum Poir. in
Lam.

［１９９８．６．１２／水都橋下流左岸／１１１，１１２，１１３］

６９４６０ アメリカスズメノヒエ Paspalum notatum Flügge
［１９９８．６．１２／水都橋下流左岸／１１５］

６９７１０ ヨシ Phragmites arstralis（Cav.）Trin. ex. Steud.
［１９９８．６．１／古川橋上流左岸／調］

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／調］

［１９９８．７．１０／古川橋下流左岸／調］

［１９９９．１０．２／新加茂川大橋上流中州／調］

６９７２０ ツルヨシ Phragmites japonica Steud.
［１９９８．４．１０／水都橋下流左岸／調］

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／調］

［１９９９．１０．１８／古川橋下流左岸／調］

７０４４０ イチゴツナギ Poa sphondylodes Trin. in Bunge.
［１９９７．５．２０／水都橋下流左岸／０３２］

７０４６０ オオスズメノカタビラ Poa trivialis L.
［１９９７．５．２０／水都橋下流左岸／０２５］
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［１９９８．４．１０／水都橋下流左岸／調］

７０５００ ヒエガエリ Polypohon fugax Nees ex Steud.
［１９９８．６．１２／水都橋下流左岸／１０４］

７０７００ アキノエコログサ Setaria faberi Herrm.
［１９９８．６．１２／水都橋下流左岸／１０２］

［１９９８．７．１０／古川橋下流左岸／１７３］

７２１００ コツブキンエノコロ Setaria pallide-fusca
（Schumach.）Stapf et Hubb.

［１９９８．８．２７／古川橋下流左岸／１７７，１７８，１７９］

［１９９９．１１．１８／古川橋下流左岸／調］

７２７００ ナガミノオニシバ Zoysia sinica Hance var.
niponica Ohwi

［１９９７．５．２０／古川橋上流左岸／０４３，０４４］

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／調］

［１９９８．７．１０／古川橋下流左岸／調］

［１９９９．１０．２／新加茂川大橋上流中州／調］

［１９９９．１１．１８／古川橋下流左岸／調］

カヤツリグサ科 Cyperaceae

７４３００ シラスゲ Carex doniana Spreng.
［１９９８．７．１０／古川橋下流左岸／１７４］

７５９７０ シオクグ Carex scabrifolia Steud.
［１９９８．６．１／古川橋上流左岸／調］

［１９９８．６．１２／水都橋下流左岸／０９９，１００］

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／調］

［１９９９．１０．２／新加茂川大橋上流中州／調］

［１９９９．１１．１８／古川橋下流左岸／調］

７６４５０ クグガヤツリ Cyperus compressus L.
［１９９８．６．１２／水都橋下流左岸／１０１］

７６６９０ ハマスゲ Cyperus rotundus L.
［１９９８．６．１２／水都橋下流左岸／０９７，０９８］

ラン科 Orchidaceae

８０９３０ ネジバナ Spiranthes sinensis（Pers.）Ames var.

amoena（M. Bieberson）Hara

［１９９８．６．２６／古川橋下流左岸／１４７，１４８］
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