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Notes

シソ科コナミキの北限 (大橋広好a, 佐々木豊b, 大橋一晶c, ＊)
Hiroyoshi OHASHIa, Yutaka SASAKIb and Kazuaki OHASHIc, ＊: The Northernmost Distribution of Scutellaria guilielmii A. Gray (Lamiaceae) in Japan
Summary: Scutellaria guilielmii A. Gray is
distributed in Japan and China. The species has
been recorded in southern Japan westwards from
Chiba and Saitama Prefectures in Kanto district
and southwards from Noto peninsula in Ishikawa
Prefecture, central Honshu. Recently, we found
new populations of the species in northern
Honshu: Miyagi and Iwate Prefectures, far north
of the known areas. The northernmost distribution is Shimokuriyagawa in northern Morioka-shi
of Iwate Prefecture (about 39º46´N, 141º08´E).
Voucher specimens of the species from the new
localities are listed and their localities are
mapped with related known habitats.
コナミキは日本と中国 (湖南省, 山西省,
浙江省) に分布する. 日本では環境庁編のレッ
ドデータブック2000において絶滅危惧 IB 類
EN (近い将来における絶滅の危険性が高い
種) として記載されており, また, 環境省生
物多様性センター (2007年10月改訂) のウエ
ブサイトでは絶滅危惧 II 類 VU (絶滅の危険
が増大している種) と評価されている. 植物
レッドデータブック COMPLETE (http://rdb
plants.jp/indexRDBhtm) と野生生物調査協会
の関連のウエブサイトとを併せてみると, 生
育地は埼玉, 石川, 静岡, 愛知, 三重, 和歌
山, 兵庫, 岡山, 広島, 山口, 島根, 徳島,
高知, 福岡, 長崎, 熊本, 大分, 宮崎, 鹿児
島, 沖縄の各県で確認されており, 各地で絶
滅危惧種とみなされている. また, 千葉県で
不明, 長野, 愛媛両県で絶滅とされる.
1998年版埼玉県植物誌 (伊藤1998) ではコ
ナミキは絶滅危惧植物であり, その保護のた
め採集地も分布図も同書には示されていない.
千葉県では1938年に和田町で採集されて以来
採集記録がなく, 1965年には千葉県の生育地
ではほとんど絶滅したと記録されている (城
川2003). 一方, 日本海側では石川県能登半
島に三ヶ所の生育地があると記録された (志

内・兼本1999). この生育地の詳しい場所は
保護のため公表されていない. これまで分かっ
ているコナミキの日本の分布地を比べると,
和田町がコナミキの東限であり, 能登半島が
北限となる.
一方, われわれはコナミキが宮城県で採集
されていたことに気付き, 現地を再調査中で
あった. ところが, さらに岩手県でコナミキ
の生育地を発見した. いずれも本種の新産地
であり, 能登半島よりも北に位置している.
佐々木は1988年 8 月に河北町尾ノ崎走ヶ崎
の海岸 (北緯38度34分, 東経141度29分. な
お, 本文の緯度, 経度は国土地理院地図閲覧
サービスに基づく. 数値は分までの単位とし
30秒以上を分に切り上げてある), 1989年 7
月に宮城県石巻市小竹浜と折浜の間の海岸地
(北緯38度24分, 東経141度24分), および
1995年 8 月に宮城県南三陸町田束山の山頂海
抜約500 m (北緯38度45分, 東経141度28分)
とで不明のタツナミソウ属植物を採集した.
これらの標本を2006年に大橋が調べ, コナミ
キであることが明らかになった (Figs. 1, 2).
しかし, 2007年の佐々木の調査では河北町
走ヶ崎も石巻市小竹浜と折浜の間の産地でも
コナミキは再発見できなかった. また, 田束
山でも再発見できなかった. とくに田束山の
生育地は既知の生育地に比べずっと寒冷地で
あり, 山頂である. このため, 2006年 8 月に
大橋と佐々木で, 2007年 8 月に大橋, 佐々木,
大橋一晶で現地を念入りに探し回ったがコナ
ミキの生育地を確認できなかった. 田束山は
ヤマツツジの群生地として近年観光地化した
ため, 1995年当時コナミキの生育地として広
がっていた山頂の草地は著しく狭まってしまっ
ている. このため, コナミキの往年の生育地
は失われて再発見できなかったと考えられる.
田束山を探した直後に, 2007年 8 月に佐々
木は岩手県盛岡市の北下厨川の独立行政法人
家畜改良センター岩手牧場, 国道 4 号線に面
した入り口付近 (北緯39度46分, 東経141度
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Fig. 2. Scutellaria guilielmii collected at Tatsugane-san in Miyagi Prefecture.
Sasaki 95-396 (TUS).
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Fig. 1. Scutellaria guilielmii collected at Hashirigasaki in Miyagi
Prefecture. Sasaki 88-0341 (TUS).
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Fig. 3. Scutellaria guilielmii growing at Shimokuriyagawa in Iwate Prefecture
(Photo by K. Ohashi, 14 Aug. 2007).

8 分) でコナミキを発見し, 大橋一晶も確認
した (Figs. 3, 4). この生育地は田束山より
も著しく北上しており, さらに牧場の平地で
もある. このため移入牧草に混じって散布さ
れたというような人による移植や国内帰化の
可能性も疑ったが, コナミキの生育地は限ら
れていてそこでの個体数も多くはないことか
ら, 国内からも中国からも移入されたとは考
えにくい. ここでは下厨川の生育地はコナミ
キの自生地とみなしたいと思う.

下厨川のコナミキ生育地は国道 4 号線・
282号線にそったアカマツとカラマツの並木
で, ｢巣子の松街道｣ と呼ばれる街道の一部
にある. コナミキの生育場所は家畜改良セン
ター岩手牧場の入り口付近で, 同牧場と国道
にそって100 m ほど, 奥行き10 m ほどの草
地で, エノコログサ, ゲンノショウコ, ヘラ
オオバコが多く, ここは腐食質のやや湿った
土壌である. コナミキは特に国道 4 号線側に
おいて多数の個体が観察された. 草地は岩手
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Fig. 4. Scutellaria guilielmii collected at Shimokuriyagawa in Iwate Prefecture. K. Ohashi
78131 (TUS).
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カスミザクラ, エドヒガン, イヌザクラ, ウ
ワミズザクラ, ハリギリ, ミズキなどが混生
し, 林床にはヤマウグイスカグラ, アズマザ
サが観察された. この植生は宮城県の中間温
帯的な構成に似ていると思われる.
岩手県植物誌 (岩手植物の会1970) の区系
要素別の地理区分図 (p. 75) をみると, 下厨
川のコナミキ生育地は岩手県植物誌でいう太
平洋沿岸要素の内陸部での北限地帯に含まれ
ている. この太平洋沿岸要素の区系範囲は同
県南部とそこから突出して旧盛岡市と旧玉山
村の境界くらいまでの北上川両岸の平低地に
沿った内陸部地域と三陸海岸沿岸部全体のか
なり幅広い地域となっている. 岩手県南部や
内陸部は日本海区系とみなされることが多い
が (大橋1987), イヌシデ, カスミザクラ,
エドヒガンの見られた点は太平洋要素あるい
は関東要素が岩手県内陸部にも分布すること
を示している. コナミキは能登半島からも報
告されているので太平洋要素というよりも暖
地系の植物であると思われる. コナミキ分布
の北限地として下厨川地域が暖地系植物の分
布できる地域であることを示していると思わ
れる.

Fig. 5. New localities of Scutellaria guilielmii in
Miyagi and Iwate Prefectures with related areas.
1. Kotakehama Orinohama. 2. Hashirigasaki. 3.
Tatsugane-san. 4. Shimokuriyagawa. 5. probable
locality in “east coast of Noto peninsula” (Shiuchi
and Kanemoto 1999) of which the exact localities
are not published, a previous northernmost locality. 6. probable locality in Saitama Prefecture. 7.
Wada-machi in Chiba Prefecture, the previous
easternmost locality. 8. Shimoda (= Simoda), the
locality of this species first collected by S. W.
Williams in 1854.

牧場の柵の奥へと広がっているので, そちら
でもコナミキは生育すると思われるが, 未確
認である. コナミキ生育地の周辺はアカマツ
林で, ここにはカラマツは混生せず, コナラ,
イヌシデ, ケヤキ, ホウノキ, キタコブシ,

Scutellaria guilielmii A. Gray, Amer. Assoc.
Advancem. Sci. 21: 25 (1873), ut guilielmi;
Murata & T. Yamaz. in K. Iwats. & al., Fl. Jap.
IIIa: 315 (1993).
Voucher specimens for new distribution: Miyagi
Prefecture. Monou-gun, Kahoku-cho, Onosaki,
Hashirigasaki, alt. 2 m. 8 Aug. 1988. Y. Sasaki 880341 (TUS); Ishinomaki-shi, Kotakehama Orinohama.
11 July 1989. Y. Sasaki 89-0435 (TUS); Motoyoshigun, Utatsu-cho, Tatsugane-san. In dry grassland
around the top of the mountain, alt. ca. 500 m. 17 Aug.
1995. Y. Sasaki 95-396 (TUS). Iwate Prefecture.
Morioka-shi, Shimo-Kuriyagawa, Sugonomatsu. 8
Aug. 2007. Y. Sasaki & S. Yoshida 07-0111 (TUS);
Morioka. Shimokuriyagawa, Anaguchi 72-21. 13 Aug.
2007. K. Ohashi 78131 (TUS).
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□浅野一男 (著), 伊知地国夫 (分布図作成)：
阿智村の植物・レッドデータブック阿智 (維
管束植物編). A4. 426 pp. 2005. ￥5,250＋
600 (送料). 阿智村. ISBN: No number.
阿智村は長野県南端の下伊那郡に属し, 恵
那山の東側に当たる. 2000年から 6 年間にわ
たる村民の参加した現地調査に加えて, 各地
の標本室の所蔵標本の調査結果をまとめたも
のである. 阿智村の植物相, 身近な植物, 阿
智村版レッドデータブック, 調査研究者一覧,
阿智村産維管束植物目録の 5 章より成る.
身近な植物の章では, 130頁にわたって470
種類がカラー写真つきで解説されている. レッ
ドデータブックの章では, 小地域といえども
きめ細かな保護対策が必要として, 国および
長野県, 愛知県と対比しつつ484種類が選定・
解説されている, たとえば絶滅種としてミゾ
シダ, ウサギシダ, ノキシノブ, ビロードシ
ダ, フタバアオイ, オサバグサ, カシワ, ヒ
サカキ, イヌザクラ, ミヤコグサ, ハシリド
コロ, ジャコウソウ, チシマザサ, ツバメオ
モト, ユウスゲなどがあり, 調査範囲の取り
方によって自然の動きの見え方が違うことを
暗示している.
阿智村産維管束植物調査研究者一覧では,
氏名のみならず, 調査年月, 地名および標本

所蔵場所が一々記録されている. 植物目録は,
自身の採集標本引用を主体として, 産地, 日
付, 標本室記号などが記されている.
本書の別な特色は, 身近な植物とレッドデー
タ植物の計1052種類について, 阿智村および
それを含む下伊那郡内の分布図が描かれてい
ることで, 用いたデータは約21万件, そのう
ち半数が標本, 他は文献, 野帳などのデータ
である. 表示メッシュは 1 分. この分布図は
伊知地氏の作ったプログラムによるもので,
その解説が述べられている.
一つの村の植物誌としては異色の大冊で,
かつデータ性に富んだ内容で, 著者の浅野氏
の努力と行政側の協力に敬意を表したい. 注
文をつけるとすれば, 全編アート紙のたいへ
ん重たい (1.75 kg) 本で, くるみ製本で表紙
が弱いので, 立てておくと自重でヘタってし
まい, 保存という面では扱いがむつかしそう
である. アート紙は口絵 8 頁とカラー写真の
ある 9 〜137頁にとどめ, 他は普通紙にした
方が, 長期的にみた書籍としてはよかったの
ではあるまいか. 入手については阿智村
(Fax 0265–43–2350 または Tel 0265–43–2220)
へ申し込めば, 請求書つきで送付してくれる
とのこと.
(金井弘夫)

