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愛知万博尾張旭駐車場跡地に帰化した中国産メドハギ類 (大橋広好a, 村松正雄b)
Hiroyoshi OHASHIa and Masao MURAMATSUb : Chinese Lespedeza (Leguminosae) Intro-

duced at the Site of Owariasahi Parking Area of the 2005 World Exposition in Aichi
Prefecture, Japan
Summary: The following seven species of
Lespedeza (Leguminosae), L. caraganae (Fig.
1A), L. cuneata, L. davurica (Fig. 2A–B), L.
floribunda (Fig. 1B), L. inschanica (Fig. 1C), L.
juncea, and L. lichiyuniae (Fig. 1D), are found at
the site of Owariasahi Parking area of the 2005
World Exposition in Aichi Prefecture, Japan
(EXPO 2005 Aichi Japan). These alien species
are already reported from Shikoku, but are the
first records from Honshu. Among the species
five are distributed in China but not in Japan including three endemic to China. The remaining
two are distributed in both China and Japan. The
greening of the site was treated by a Japanese
company after EXPO 2005 was closed. Seeds of
these species used for the greening were imported
by a company from China or Korea to Japan. We
judged the seeds originated in China because all
the species inhabit China.
愛知万博の尾張旭駐車場跡地 (この場所は
愛知万博会場から10 km 以上離れており, お


よそ北緯35°13 , 東経137°03 にあり, 海抜55
m) で村松は2006年 7 – 9 月および2007年10
月に多数の外来のメドハギ類, ヨモギ類など
が生育していることに気付いた. この場所は
水田を臨時に駐車場とした跡地で, 現在は元
の水田に戻されている. 以前は帰化植物の目
立たなかった水田脇の法面に, 復旧工事によっ
て多くの帰化植物が現れた. そこでこれらの
メドハギ類の標本を大橋に送り, 同定を求め
た. 調べてみるとこれらは中国固有種と日本
中国共通種であり, 7 種を識別できた. いず
れも中国から移入された種子 (後述) から生
育したと考えられるものであった. その中の
4 種はすでに四国で帰化が発見されていて,
日本への新帰化植物として記録されており
(大橋他2003, 2004, 大橋2003), 1 種は新種
として報告された (Nemoto et al. 2007). し
かし, いずれも本州からは初めての報告であ

る. 他の 2 種は日本中国共通種であるが, 中
国原産と思われるので一緒に取り上げておき
たい.
以下にこれら 7 種のメドハギ類をあげる.
種名, 和名, 採集地, 採集年月日, 採集者と
採集番号を示す. 証拠標本は全て東北大学植
物園津田記念館 (植物標本館) TUS に保存
しておく.
1. Lespedeza caraganae Bunge ナガバメドハ
ギ (Fig. 1A)
尾張旭市北山町六反田, 万博駐車場跡地.
16 Sept. 2006. Muramatsu 23339, 23344, 23348.
ナガバメドハギは中国の固有種で, 甘粛省,
河北省, 河南省, 遼寧省, 内蒙古自治区, 陝
西省, 山東省に分布する. 日本では2002年に
愛媛県, 2004年に徳島県で採集され, ナガバ
メドハギと名付けられた (大橋他2004). 一
見メドハギに似ているが, 小葉が細長く, 狭
卵形から線形となり, 長さと幅の比は 6：1
以上となる. 小花柄は長さ 1–2 mm, 花は白
から黄色. 萼の側裂片は狭三角形で, 萼筒よ
りも 3 倍ほど長い.
2. Lespedeza cuneata (Dum. Cours.) G. Don
メドハギ
尾張旭市北山町六反田, 万博駐車場跡地.
16 Sept. 2006. Muramatsu 23332-a, 23342.
メドハギは中国では広く分布し, 日本でも
ふつうに見られる種類であるが, この尾張旭
万博駐車場跡地で採集されたものは中国固有
のメドハギ類と同じ集団に生育する状態から
見て, 中国からの移入と考えられる. 形態的
には日本に自生する個体と区別できない. 形
態上の変異が多く, カラメドハギ, シベリア
メドハギに酷似するが, 萼裂片に脈の目立た
ないことと小葉の裏面に網目状脈の目立たな
いことでこれらからは識別できる. しかし,
アカバナメドハギと花期以外の時期には識別
しにくい.
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Fig. 1. Specimens of naturalized Lespedeza at the site of Owariasahi Parking area of the 2005 World
Exposition in Aichi Prefecture. A. Lespedeza caraganae Bunge, Muramatsu 23348. B. L. floribunda
Bunge, Muramatsu 23404. C. L. inschanica (Maxim.) Schindl., Muramatsu 23351. D. L. lichiyuniae T.
Nemoto, H. Ohashi & T. Itoh, Muramatsu 24041. All kept in TUS.
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3. Lespedeza davurica (Laxm.) Schindl. オオ
バメドハギ (Fig. 2)
尾張旭市北山町六反田, 万博駐車場跡地.
30 July 2006. Muramatsu 23169; 12 Aug. 2006.
Muramatsu 23206; 16 Sept. 2006. Muramatsu
23329, 23331, 23335, 23337, 23338, 23340,
23345, 23349, 23352, 23355.
オオバメドハギは中国に広く分布し, 安徽,
甘粛, 貴州, 河北, 黒竜江, 河南, 江蘇, 吉
林, 遼寧, 内蒙古自治区, 寧夏回族自治区,
山西, 山東, 陝西, 四川, 雲南の各省に記録
されている. 本種の日本への帰化は愛媛県で
初めて確認された (大橋他2003).
本種は萼裂片の長く鋭い点がよい特徴であ
る (Fig. 2B). メドハギ類の中では和名が示
すごとく, 小葉は長卵形から楕円形でありな

361

がら他種に比べて大きいことも本種の特徴を
示している. しかし, 種としては小葉の形と
大きさには大幅な変異がある. 中国植物志
(Li and Chen 1995) などでは茎が匍匐して小
形の小葉をもつ形は分布域北方の乾燥地に広
く 分 布 し , 別 種 と し て L. potaninii V. N.
Vassil. としているが, 同一種の生態型である.
このような形は今回の採集品に含まれていな
いので, 尾張旭万博駐車場跡地に散布された
本種の原産地は北方の乾燥地ではないと思わ
れる.
4. Lespedeza floribunda Bunge トウクサハギ
(Fig. 1B)
尾張旭市北山町六反田, 万博駐車場跡地.
16 Sept. 2006. Muramatsu 23357; 7 Oct. 2006.

Fig. 2. Lespedeza davurica (Laxm.) Schindl. collected at the same locality, with the specimens in Fig.
1. A–B. Muramatsu 23329.
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Muramatsu 23404; 13 Oct. 2007. Muramatsu
24039, 24040.
本種は中国固有種である. 日本への帰化は
愛媛, 香川両県から初めて報告された (大橋
他2003). 赤紫色のやや大形の花をつけ, メ
ドハギ類としてはヤマハギに似る点もある.
5. Lespedeza inschanica (Maxim.) Schindl. カ
ラメドハギ (Fig. 1C)
尾張旭市北山町六反田, 万博駐車場跡地.
16 Sept. 2006. Muramatsu 23336, 23347-a,
23347-b, 23350, 23351.
本種の和名の由来と学名との関連および形
態的特徴については大橋他 (2003) を参照さ
れたい.
6. Lespedeza juncea (L. f.) Pers. シベリアメ
ドハギ
尾張旭市北山町六反田, 万博駐車場跡地.
16 Sept. 2006. Muramatsu 23332-b, 23356.
本種は中国北部と東北部に比較的広く分布
する. 日本にも自生し, さらにアフガニスタ
ン, アゼルバイジャン, グルジア, インド西
北部, ネパール, ブータン, 朝鮮半島, モン
ゴル, ロシア (シベリア, 極東ロシア) に分
布する.
本種の和名については上のカラメドハギの
和名に関連して大橋他 (2003) に述べた.
7. Lespedeza lichiyuniae T. Nemoto, H. Ohashi
& T. Itoh アカバナメドハギ (Fig. 1D)
尾張旭市北山町六反田, 万博駐車場跡地.
16 Sept. 2006. Muramatsu 23333, 23334, 23341,
23405; 13 Oct. 2007. Muramatsu 24041, 24042,
24043, 24044, 24045.
本種は中国中部に広く分布する (分布図は
Nemoto et al. (2007) 参照). メドハギと混同
され, あるいはアカバナを付ける品種とされ
てきたが, 萼の側裂片は狭卵形であり, 狭三
角形のメドハギから区別できる. シベリアメ
ドハギに比べると, 小花柄が短い (本種では
長さ 1 – 2 mm, シベリアメドハギでは長さ約
3 mm). 尾張旭万博駐車場跡地からの標本は
いずれも花つきのよい個体であり, 赤紫色の
花が群がって咲く状態は黄白色の花が一般で
あるメドハギ類に比べて非常に派手である.
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以上にあげた中国産メドハギ類の起源を知
るために, 村松は尾張旭万博駐車場跡地の法
面の緑化工事について関係者に問い合わせて
みた. まず, 土木用緑化植物を扱うある民間
業者が ｢在来草｣ の一種として中国や韓国か
ら ｢メドハギ｣ と称する種子を輸入した. こ
の緑化業者はこの ｢メドハギ｣ と同じく中国
や韓国から輸入の ｢ヨモギ｣, ｢ヤマハンノキ｣,
｢イタチハギ｣ と称する種子とアメリカから
輸入のオーチャードグラスなどの種子とを混
合して ｢人工芝｣ という商品を作り, これを
尾張旭万博駐車場跡地の整備を行う土木業者
に販売した. この ｢人工芝｣ には15,000粒／
m2 の種子が含まれ, そのうち8.9が ｢メド
ハギ｣ となっている. この ｢人工芝｣ が駐車
場跡地で実際に使用されたようである. ここ
に混ぜられていた ｢メドハギ｣ の種子から成
長した植物が中国産のメドハギ類であると思
われる.
緑化業者によれば, ｢人工芝｣ の ｢メドハ
ギ｣ は中国や韓国からの輸入種子とのことで
あった. しかし, 尾張旭万博駐車場跡地のメ
ドハギ類種類組成から見ると韓国には分布し
ないナガバメドハギ, トウクサハギ, アカバ
ナメドハギが含まれていて, これらはすべて
中国特産種である. 中国からの輸入が今日の
ようにふつうに行われるようになる前には,
韓国からメドハギの輸入が行われていたらし
い. しかし, 韓国に分布するオオバメドハギ
やカラメドハギは大橋他 (2003) の報告まで
日本での帰化は見つかっていなかった. 尾張
旭万博駐車場跡地ではオオバメドハギは最も
多く見つかった種であり, カラメドハギも多
い. これらの点から見ても, ｢メドハギ｣ と
称する種子は中国産起源と見てよいと思われ
る.
日本各地の道路工事や土木工事に際し, 工
事跡地の緑化のため多くの外国産植物種子が
輸入され散布されて, それから生育した個体
が定着している場所も多い. イネ科, キク科,
マメ科などが特に目立つ. この帰化植物と日
本の在来種との間で交雑し, 遺伝子汚染をお
こす危険性がすでに多く指摘されている. 大
橋 (2002) は種の識別の難しいメドハギ類に
ついても同様の可能性を指摘した. 尾張旭万
博駐車場跡地では 7 種の中国産メドハギ類が
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見出された. 今後この場所での中国産メドハ
ギ類の生育変化を継続的に調査する必要があ
ると思われる.
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