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Introduction

　Pythium graminicola Subramaniam is patho-
genic to many gramineous plants (van der Plaats-
Niterink 1981) and is best known as the most 
common pathogen of rice (Oryza sativa L.) 
seedling blight in Japan (Endo and Ibaraki, 
1986; Kato et al., 1985; Ogawa et al., 1983; Oga-
wa, 1984; Umehara et al., 1983) and Korea (Sung 
et al., 1983). Despite its economical importance, 
description of the pathogen has been poorly pro-
vided except for Kato et al. (1985) and Kato 
(1987). In addition, no material of rice-origin 
P. graminicola has been available in public cul-
ture collections including National Institute of 
Technology and Evaluation Biological Resources 
Center (NBRC), Ministry of Agriculture, For-
estry and Fisheries (MAFF) Genebank, Cen-
traalbureau voor Schimmelcultures (CBS) and 
American Type Culture Collection (ATCC).  We 
describe here its morphology, sequences of the 
rDNA internal transcribed spacer (ITS) gene 
and pathogenicity to provide material for the 
pathogen.

Morphology and growth temperature

　Two Pythium isolates, OPU480 (=NBRC 
33286, MAFF 238432) and OPU481(=NBRC 
33287, MAFF 238433), were obtained from rice 
seedlings (cv. Nipponbare) in a nursery bed at 

Shiraoka-cho, Saitama in April 2001 by using 
Pythium selective medium (Ali-Shtayeh et al., 
1986) at 25℃. They were maintained on corn-
meal agar (CMA) slants at 20℃ until use. For 
morphological analysis, the isolates were grown 
on grass leaf culture (Martin, 1992) and CMA. 
Thirty each of morphological criteria listed in 
the keys of van der Plaats-Niterink (1981) 
were examined under a light microscope for 
identification. The two isolates were morpho-
logically the same and identified as P. gramini-

cola according to the following features. Main 
hyphae were up to 5.8 µm wide. Sporangia were 
terminal or intercalary, lobate and irregular 
complex (Fig. 1 A and B, Fig. 2 A-C). Zoospores 
formed at 25℃. Oogonia were terminal or inter-
calary, globose, smooth-walled, 17-31 µm (mean 
24.3 µm) diameter (Fig. 1 C-E, Fig. 2 D-H). 
Antheridia were terminal, 1-5 (mean 2.5) per 
oogonium, clavate, 5.6 µm wide, branched, rarely 
with simple stalks, monoclinous or diclinous. 
Oospores were simple, plerotic and globose, 
14.9-29.9 µm diameter (mean 22.5 µm). The 
thickness of the oospore wall was up to 2.9 µm. 
Appressoria were subspherial or irregular in 
shape. Hyphal swellings were globose, terminal 
or intercalary, up to 30.8 µm in diameter (Fig. 1 
F). Colonies on potato-carrot agar (PCA) and 
CMA showed a radiate pattern without aerial 
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Abstract

　Rice-origin Pythium graminicola has not been available despite its economical importance. 
The morphology, sequence of the rDNA internal transcribed spacer (ITS) gene and pathogenic-
ity of isolates of P. graminicola causing seedling blight in rice are described.
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mycelium (Fig. 3). The optimal growth of myce-
lia occurred at 31℃, with the minimum growth 
temperature at 5℃, and the maximum at 37℃ 
(Fig. 4). The daily growth rate was 37.5 mm at 
31℃. 

rDNA internal transcribed spacer (ITS) 

gene sequences

　Genomic DNA of isolates OPU480 and 481 
was isolated by using Puregene Yeast and Gram-
positive Bacteria Kits (Gentra Systems, MN), 
and sequences of the ITS regions including 
5.8S rDNA were determined by the method 
described elsewhere (Tojo et al., 2001). The 
sequences of the ITS regions of isolates OPU480 
and 481 were the same with each other and 
identical to those of P. graminicola from sugar 
cane in Kagoshima (Matsumoto et al., 1999). 
The sequences have been deposited in GenBank 
as AY099310.

Pathogenicity

　Pathogenicity of isolates OPU480 and 481 to 
rice seedlings (cv. Koshihikari) was examined 
by the following procedure. The fungal isolates 

were inoculated on 5 cm3 of autoclaved bent-
grass seeds (Tojo et al., 1993) in a 300-ml Erlen-
meyer flask and incubated at 25℃ for 6 days. 
The mycelial mat with the medium seeds was 
homogenized in 200 ml of 0.08% water agar for 
a few seconds. Germinated rice seeds (3.2 g) 
were sown in a plastic pot (7 cm diameter, 9.5 
cm depth) containing a nursery medium for rice 
(Kumiai Ube Ryujo-baido 2, Zen-noh, Tokyo). 
Six ml of mycelial suspension were spread over 
the surface of rice seeds in the pot. The seeds 
were irrigated with tap water and covered by a 
thin layer of nursery medium. Six pots were 
used for each isolate. Six pots inoculated with 
the autoclaved inoculum acted as control. The 
pots were incubated in a growth chamber at 28
℃ with continuous light (52 µmol m-2 s-1).  Eight 
days after inoculation, the level of virulence of 
the isolates was expressed as disease severity 
based on the percentage of seedlings wilted or 
with root discoloration. Length of roots and 
leaves of surviving plants were measured at the 
same time. Values of the disease severity were 
analyzed by analysis of variance (Kruskal-Wallis 
test) and significant differences detected by 
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 Sexual and asexual organs of isolate OPU480 (=NBRC 33286, MAFF 238432) of P. gramini-

cola from rice seedlings. Lobate sporangia (A and B). Terminal oogonium and plerotic 

oospores with monoclinous antheridia (C and D).  Oogonium and plerotic oospore with 

antheridia (E). Terminal and globose hyphal swelling (F). Bar, 10 µm.

Fig. 1.
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Characterization of rice-origin Pythium graminicola

 Sporangia and sexual organs of isolate OPU480 (=NBRC 33286, MAFF 238432) of P. 

graminicola from rice seedlings. A, terminal complex; B, irregular complex; C, intercalary 

sporangia; D, terminal oogonium and plerotic oospores with monoclinous antheridium, E 

and F,terminal oogonium with diclinous antheridia; G, terminal oogonium with diclinous and 

monoclinous antheridia; H, terminal oogonium and plerotic oospore with diclinous and 

monoclinous antheridia. Bar, 20 µm.

Fig. 2.

 Colony morphology of isolate OPU480 

of P. graminicola 1 day after inocula-

tion on Bacto-CMA (A) and PCA (B) 

media at 31℃.

Fig. 3.  Growth-temperature relationships of 

isolate OPU480 of P. graminicola on 

PCA medium. Bar represents standard 

deviation of 4 replications.

Fig. 4.



multiple range test (Fisher’s PLSD-test). Values 
of the length of root and leaves were analyzed 
by the Bartlett test and statistically analyzed by 
analysis of variance (ANOVA). The two isolates 
of P. graminicola caused wilt and root discol-
oration (Fig. 5, Table 1). Roots and leaves were 
significantly shorter in the inoculated plants 
than in control plants (P≤0.05).  Infection of the 
pathogen to damaged plants was confirmed by 

reisolation of the fungus on the Pythium selec-
tive medium (Ali-Shtayeh et al., 1986).

Discussion

　Morphological description of rice-origin P. 

graminicola has been limited, although the 
descriptions of the species from other gramine-
ous plants have been provided (Ichitani and 
Kinoshita, 1991; Subramaniam, 1928; van der 
Plaats-Niterink, 1981). Morphological character-
istics of P. graminicola are overlapping to its 
related species such as P. arrhenomanes Dre-
chsler and P. aristosporum Vanterpool (van 
der Plaats-Niterink, 1981; Kajihara et al., 2002). 
Therefore morphological observation combined 
with molecular analysis should be provided for 
more reliable description of this species. In this 
report, we described isolates of the rice-origin 
P. graminicola by morphological observation 
along with rDNA analysis. Morphology of the iso-
lates corresponded to the former descriptions of 
P. graminicola (Kato et al., 1985; Ichitani and 
Kinoshita, 1991; Subramaniam, 1928; van der 
Plaats-Niterink, 1981), and their sequences of 
rDNA ITS region were identical to those of 
sugar cane isolates (Matsumoto et al., 1999). 
These results show that the present isolates can 
be used as materials for taxonomic study of 
rice-origin P. graminicola. The isolates readily 
cause seedling blight on rice seedlings by artifi-
cial inoculation. An accurately identified mate-
rial of rice-pathogenic P. graminicola has been 
required for development of new chemicals and 
biocontrol agents to control the disease. The 
present isolates will also be useful for testing 
these control agents.  
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 Growth of leaves (A) and roots (B) of 

rice seedlings 8 days after inoculation 

with P. graminicola. Uninoculated con-

trol plants (1), and plants inoculated 

with isolates OPU480 (2) and OPU481 

(3).

Fig. 5.

 Virulence of Pythium graminicola isolates from 

rice seedlings*.

Table 1. 

 OPU480 38.33b 8.10b 22.11b

 OPU481 18.33c 8.83b 23.28b

 Control 0a 10.31a 26.98a

　　Isolates　　Diseased plants (%) 　　Length of roots　　Length of leaves 

   (cm) 　(cm)　

*, Disease severity was recorded as percentage of seedlings showing wilt or with 
root discoloration. Measurements were made 8-days after inoculation. Values 
of disease severity followed by different letters are significantly different 
(P≤0.05) according to Fisher’s PLSD-test (n=6). Values of the length of root 
and leaves followed by different letters are significantly different (P≤0.05) 
according to analysis of variance (ANOVA).



References

Ali-Shtayeh, M. S., Len, L.-H. C., and Dick, M. 
W. 1986. An improved method and medium 
for quantitative estimates of populations of 
Pythium species from soil.  Trans. Br. Mycol. 
Soc. 86, 39-47.

Endo, Y. and Ibaraki, T. 1986. Association of 
some fungal species to damping-off of aged 
seedlings of rice in nursery containers.  Ann. 
Rept. Pl. Prot. North. Japan 37, 189. (in Japa-
nese)

Ichitani, T. and Kinoshita, T. 1991. Materials 
for Pythium Flora of Japan (IV) Pythium 

graminicola from rhizosphere soil of zoysia 
green. Bull. Univ. Osaka Pref. Ser. B43, 1-9.

Kajihara, Y., Nakashima, A., Suga, H., and 
Kageyama, K. 2002. Classification of Pythium 

graminicola and related species based on 
polymorphisms of rDNA-ITS region and cyto-
chrome oxidase II gene and morphology. Ann. 
Phytopath. Soc. Japan 69, 63. (in Japanese)

Kato, S. 1987. Studies on Pythium damping-off 
of rice seedlings in nursery flats. Ph. D. Thesis 
of Kyoto University, 178pp. (in Japanese)

Kato, S., Nakanishi, T., Takahi, Y, Nakagami, K., 
and Ogawa, M. 1985. Studies on Pythium 
damping-off of rice seedlings (2) Pythium 
species associated with damping-off at the 
middle and latter growth stages of rice seed-
lings in nursery flats. Ann. Phytopath. Soc. 
Japan 51, 168-175. (in Japanese with English 
summary)

Martin, F. N. 1992. Pythium. In “Methods for 
research on soilborne phytopathogenic fungi” 
(eds. Singleton, L. L., Mihail, J. D., & Rush, C. 
M.) APS Press, St. Paul, 39-49.

Matsumoto, C., Kageyama, K., Suga, H., and 
Hyakumachi, M. 1999. Phylogenetic relation-

ships of Pythium species based on ITS and 
5.8S sequences of the ribosomal DNA. Myco-
science 40, 321-331.

Ogawa, K. 1984.  Diseases of rice seedlings in 
nursery flat caused by Pythium sp. Sho-
kubutu boeki (Plant Protection) 38, 218-221. 
(in Japanese)

Ogawa, K., Kageyama, K., and Suwa, M. 1983. 
Occurrence of seedling blight of rice caused 
by Pythium graminicolum in Japan. Ann. 
Phytopath. Soc. Japan 49, 389. (in Japanese)

Subramaniam, L. S. 1928. Root rot and sclerotial 
diseases of wheat. Bull. Agric. Res. Inst. Pusa 
177, 1-17. 

Sung, J. M., Jin, K. S., Lee, S. C., and Park, J. 
S. 1983. Identification and pathogenicity of 
Pythium spp. associated with seedling damp-
ing off of rice.  Kor. J. Mycol. 11, 27-32.

Tojo, M., Fujita, Y., Awad, H. M., and Ichitani, T. 
1993. Preparation of Pythium inocula using 
bentgrass seeds for glasshouse studies. Proc. 
Kansai Pl. Prot. 35, 1-5. (in Japanese with 
English summary)

Tojo, M., Hoshino, T., Herrero, M. L., Klemsdal, 
S. S., and Tronsmo, A. M. 2001. Occurrence of 
Pythium ultimum var. ultimum in a green-
house on Spitsbergen Island, Svalbard. Eur. J. 
Pl. Path. 107, 761-765.

Umehara, Y., Sakui, H., and Nakagawa, T. 1983. 
Environmental effects on the development of 
seedling wilt of rice caused by Pythium spp. 
Ann. Phytopath. Soc. Japan 49, 389. (in Japa-
nese)

Van der Plaats-Niterink, A. J. 1981. Monograph 
of the genus Pythium. Stud. Mycol. 21, 1-242.

(Received Dec. 1, 2003; Accepted Dec. 26, 2003)

－５－

Characterization of rice-origin Pythium graminicola





Introduction

　Cicer L. (Fabaceae) consists of about 43 spe-
cies which are distributed in central and west-
ern Asia, Europe, and isolated areas of north, 
northwest Africa (Van der Maesen, 1987). The 
annual chickpea, C. arietinum L., is a well-
known cultivated species and is the third most 
important legume crop. Other species are impor-
tant sources of animal feed and traditional 
human usage as well as agents of soil fertility. 
Conventionally, cultivated chickpea is divided 
into two types, ‘Kabuli’ and ‘Desi.’ ‘Kabuli’ is pre-
dominantly distributed in Mediterranean coun-
tries and the Near East. ‘Desi’ prevails in the 
eastern and southern parts of the distribution 
area of the crop (Van der Maesen, 1972; Zohary 
and Hoph, 1993). Phylogenetic analysis on wild 
relatives of crops is fundamental for understand-
ing of their systematic usage as well as plant 
genetic resources of crop improvement.  
　The genus has been traditionally classified into 
four sections: Cicer (=Monocicer M.G. Popov), 
Chamaecicer, Polycicer, and Acanthocicer 

(Van der Maesen, 1972, 1987). However, there 
are discrepancies on the intraspecific classifica-
tion of the genus Cicer (Javadi and Yamaguchi, 
2004a). In order to resolve phylogenetic rela-
tionship of the genus Cicer at intra- and inter-
specific relationship, deep evaluation of suffi-
cient traits is necessary.
　The importance of ultrastructural pattern 
analysis of the seed coat observed under the 
scanning electron microscope (SEM) and visi-
ble morphological comparison of seed plumule 
features at dormant stage has been well recog-
nized as a reliable approach for assessing phe-
netic relationship and identification of species 
or taxa (Heywood, 1971; Barthlott, 1981; Tobe 
et al., 1987; Yoshizaki, 2003). The SEM studies 
of the seed coat in the Brassica, Linaria and 
Cyanea assist to resolve phylogenetic relation-
ship obtained by the other methods (Koul et 
al., 2000; Buss et al., 2001; Sergarra and Mateu, 
2001). In the genus Cicer, although the seed 
features have been studied for transferring 
Cicer from the tribe Vicieae to the monogeneric 

－７－

Sci. Rep. Grad. Sch. Agric. & Biol. Sci., Osaka Pref. Univ. 56 : 7-16 (2004). Original

Abstract

　Seed coat morphology and plumule shape of dormant stage in Cicer species, involving wild 
annuals and perennials, were studied using scanning electron and stereoscopic microscopy. 
Three types of basic ornamentation patterns in seed coat surface, reticulate, tuberculate and 
granulate-papillate, were recognized in 13 species of Cicer. Six plumular types, PI, PII, PIII, 
PIV, PV and PVI, were determined among 17 species of Cicer. Character state analysis on 
molecular tree provides not clear-cut relationship among species for two traits, however, com-
monly sharing character states were partly found. Seed coat and plumular features were sug-
gested to have taxonomic value for this genus. These analyses provide information for 
understanding of the close relationship among particular species of the genus Cicer.

Key Words: Cicer L., Fabaceae, morphology, plumule, seed coat.

A note on seed coat and plumule morphological variation in the 
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tribe Cicereae (Kupicha, 1977; Lersten and 
Gunn, 1981, 1982) and for understanding the 
interspecific relationship among wild species 
and cultivars (De Leonardis et al., 1996; Javadi 
and Yamaguchi, 2004a), very few annual and 
perennial species have been examined in such 
studies. On the other hand, morphological stud-
ies of plumule feature, which may provides 
information for understanding species relation-
ship, have not been studied in the genus Cicer. 
　This work was initiated with the objectives of 
using seed coat pattern and plumule feature to 
identify taxa and to resolve their phylogenetic 
relationship. 

Materials and Methods

　Seed samples from a total of thirteen and sev-
enteen species belonging to four sections were 
examined in seed coat pattern and plumule varia-
tion, respectively (Table 1). Since very few seeds 
were available for some species, they examined 

just for scanning electron microscopy. All the 
examined seeds were harvested from plants 
which were grown in a green house, the intro-
duced materials from the international gene 
banks or herbarium specimens (Table 1) 
　For SEM studies, dry mature seeds were 
mounted on aluminum stubs using silver paste 
and coated with Pt-Pd using a sputter coater 
(Hitachi E102 Ion Sputter). Morphological 
observations were carried out using a scanning 
electron microscope (Hitachi S-800) and photo-
graphed at different magnifications. For evalua-
tion of uniformity, the ventral and dorsal sides 
of seed were scanned. Each side of two seeds 
was examined in species and cultivars. 
　For observation of plumule features, seeds 
were scarified and soaked in water for about 3 
hours at room temperature, the seed coat were 
removed, and then two cotyledons were sepa-
rated carefully. Morphological features of undam-
aged complete plumule were examined under 
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 List of taxa examined. Table 1. 

RemarksOriginAccession No.Life cycleSectionTaxon / cultivar group

PAfghanistanICC 11234AnnualCicerC. arietinum/Kabuli *

PTurkeyICC 10350

PTurkeyPI 595983AnnualCicerC. arietinum/ Desi*

PIndiaPI 315796

PTurkeyPI 572537AnnualCicerC. reticulatum*

PTurkeyPI 527930AnnualCicerC. echinospermum

P,STurkeyPI 599109AnnualCicerC. pinnatifidum

P,SLebanonPI 599104AnnualCicerC. judaicum*

PSyriaPI 599037AnnualCicerC. bijugum

P,SAfghanistanPI 510664AnnualCicerC. yamashitae

P,SEthiopiaPI 458554AnnualCicerC. cuneatum*

PAfghanistanPI 458553AnnualChamaecicerC. chorassanicum

P,SIranNPGBIPerennialPolycicerC. kermanense

PTurkeyPI 561103PerennialPolycicerC. oxyodon

SIranTARIPerennialPolycicerC. subaphyllum

PTurkeyPI 563626PerennialPolycicerC. anatolicum

P,SUzbekistanPI 599035PerennialPolycicerC. songaricum

SPakistanPI 604497PerennialPolycicerC. nuristanicum

PSpain (Canary Island)PI 557453PerennialPolycicerC. canariense

P,SIndiaPI 599093PerennialPolycicerC. microphyllum

P,SPakistanPI 532928

P,SUzbekistanPI 599085PerennialPolycicerC. multijugum

PTurkeyPI 599091PerennialPolycicerC. montbretii

STurkeyPI 599090

SIranTN 41-5261PerennialAcanthocicerC. tragacanthoides

SIranTARIPerennialAcanthocicerC. stapfianum

ICC, Internaional Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT), India; PI, United States Department of Agricul-
ture (USDA), Plant Introduction Station, USA;TARI, Central Herbarium of IRAN. TN, National Plant Genebank (NPGBI), Iran.
*, Harvested seeds were used in analyses. P, Specimen used for plumule features; S, Specimens used for scanning electron 
microscopy.



photo stereoscope (Nikon SMZ1500). The termi-
nology of seed-coat surface sculpturing and mor-
phological features of seed plumule in the 
present study follows Murley (1951) (Table 2), 
Jackson (1971), Barthlott (1981), and Stearn 
(1983). 

Results and Discussion

　The salient features of the ventral features 
and testa topographies of seed in Cicer species 
examined are presented in Tables 3 and 4. 
Among the thirteen species of Cicer investigat-
ed, seeds were triangular, ovate, heart-shaped, 
globular and cordate in outline. The seed size 
varied from 1.19 mm in C. montbretii to 6.19 
mm in C. songaricum. The lack of seed beak 
was only observed in C. cuneatum which is not 
common in the genus Cicer. The variation in 
shape of hilum and lens was observed among 
Cicer species, i.e. the shape of lens is cordate, 
circular, subcircular and subovoid. (Fig. 1, Table 
3).  
　The seed surface sculpture could be divided 
into three different patterns: reticulate, tuber-
culate, and granulate-papillate (Fig. 2, Tables 4, 
5). Most species represented the reticulate 
type, five species tuberculate, and two species 
granulate-papillate (Tables 4, 5). The twelve 
taxa with the two basic types, i.e. reticulate 
and tuberculate types, were further character-
ized and distinguished by the generally species-
specific variation in microsculpturing features 
(Tables 4, 5). A network of raised lines was a 
common feature in the reticulate type, however, 

the species varied with regard to the alignment 
and shape of network, and the architecture of 
interspace enclosed by raised lines (Fig. 2, Table 
4). For instance, among the species with reticu-
late pattern, C. subaphyllum indicated spiny 
junction of cell wall (Fig. 2 d); C. kermanense 
with tubercle or flat junction (Fig. 2 f). Further-
more, distinct differences were existed in the 
nature of undulation on the seed coats of C. 

stapfianum and C. kermanense. Unlike C. 
stapfianum, the undulations in C. kermanense 
appeared in much elevated (Fig. 2 e, f). On the 
other hand, C. judaicum has foveate secondary 
sculpture of cell walls which is distinctly differ-
ent from other species with reticulate testa 
pattern (Fig. 2 b). Similarly, in the species rep-
resenting tuberculated, species-specific varia-
tion existed in density and type of projections, 
i.e., C. songaricum has high density of acumi-
nate projections, while C. nursitanicum indi-
cated low density of acuminate projections (Fig. 
2 i, j). C. cuneatum showed density of conical 
projections which has different pattern among 
the tubercualted species (Fig. 2 h, Table 5). C.  

montbretii indicated a garnulate-papillate pat-
tern (Fig. 2 m). 
　The plumule variation among the seventeen 
examined species could be divided into six major 
types (Fig. 3, Table 6). Type PI has widely spiral 
form of compound leaf and two adnate or sepa-
rated stipular parts in plumule. Type PII, nar-
rowly spiral form of compound leaf and two 
relatively close stipular parts in plumule. Type 
PIII, short dentate form of compound leaf and 
two adnate stipular parts in plumule. Type PIV, 
long dentate form of compound leaf and two 
adnate stipular parts in plumule. Type PV, bit-
ten form of compound leaf and two adnate stipu-
lar parts in plumule. Type PVI, two short stipular 
parts surrounded the compound leaf in plumule.  
　Three different types of seed coat patterns 
and seven types of plumule feature were observed 
for 21 species (13 and 17 species, respectively) 
as well as seed coat texture of 9 examined spe-
cies from previous study (Javadi and Yama-
guchi, 2004a). The species included under a 
particular seed coat group or plumule type 
shared the same basic pattern. However, most 
could be distinguished easily on the basis of 
variation in microsculpturing and feature details. 

－９－

Seed-coat and plumule variation in Cicer

 Terminology in order to describe the 

seed surfcae  patterns (after Murley 

1951).

Table 2. 

DescriptionTerm

Having a raised network of narrow and 

sharply angled lines frequently presenting a 

geometric appearance, each area outlined 

by a reticulum being an interspace

Reticulate

With small smooth rounded projections or 

knobs

Tuberculate

Bristly with small pointed projectionsAculeate

Knob-like elevations on the surface, grain-

like in appearence

Granulate



Plumule type (PVI) of C. bijugum not share by 
the other taxa. Such species-specific pattern 
helped their identification. 
　The character state of seed coat pattern and 
plumule features present on phylogenetic tree 
of cpDNA trnT-F sequences (Javadi and Yama-
guchi, 2004b) provides evolutionary implications 
(Fig. 4). Although present materials included 
restricted number of species, character state of 
plumule features reveals a specific pattern on 
the phylogenetic tree. For example, Type PIV 
and Type PV are synapomorphy among the 
members of the African clade and among the 
members of the annual and perennial clade, 
respectively. Type PI is in common among the 
subclade II (C. arietinum, C. reticulatum and 
C. echinospermum) and Type PIII in two mem-
bers of subclade I (C. pinnatifidum and C. 

judaicum) (Fig. 4) 
　The two types of domesticated species, ‘Desi’ 
and ‘Kabuli,’ share the plumule Type PI, how-
ever they indicated different texture patterns of 
the seeds (Javadi and Yamaguchi, 2004a). Since 
trnT-F sequences data revealed no variation 
between ‘Desi’ and ‘Kabuli’ types (Javadi and 
Yamaguchi, 2004b), it seems that plastome 
evolves too slowly to expect any divergence 
over the time frame of domestication. 
　Among the wild species, C. reticulatum and 
C. echinospermum indicated similar plumule 
type with cultivated species, C. arietinum. Our 
data support the previous hypothesis (i.e. 
Ladizinsky and Adler, 1975; Tayyar and Waines, 
1996; Sudupak et al., 2002; Javadi and Yama-
guchi, 2004a) in which C. reticulatum and C. 

echinospermum were thought to be  the clos-
est wild annual species to C. arietinum. 
　It is noteworthy that the papillate pattern of 
seed texture which is not common in the genus 
Cicer apparently occurs in C. montbretii. Papi-
late pattern of seed coat is typical in Vicieae. It 
is therefore thought that there is linkage rela-
tionship between the members of the genus 
Cicer and Vicieae. On the other hand, beakless 
seed was observed in C. cuneatum. However, 
the prominent beak is one of the characteristics 
of the genus Cicer (Lersten and Gunn, 1981). 
Therefore, we suggest that reconsideration of 
morphological features and taxonomical classifi-
cation is necessary in the genus Cicer. 
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　The present study supports the use of seed 
coat patterns and plumule features as parame-
ters for species identification and resolution of 
species-relationship. Therefore, this kind of study 
with more species may help to open a frame-
work of our knowledge about interspecific rela-
tionship in the genus Cicer. 
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Seed-coat and plumule variation in Cicer

 Character state on the strict consensus phylogenetic tree of trnT-F sequences (Javadi and 

Yamaguchi, 2004b). Numbers above branch indicate bootstrap value (%). A, seed coat pat-

tern (partly included in Javadi and Yamaguchi, 2004a):  , reticulate;  , tuberculate;  , 

granulate-papillate;  , mammelonate-plate.  , plumule type:  , PI;  , PII;  , PIII;  , PIV; 

 , PV;  , PVI.

Fig. 4.

 Distribution of different plumule features in Cicer species.Table 6. 

Type

PVIPVPIVPIIIPIIPI

C. bijugumC. anatolicumC. cuneatumC. pinnatifidumC. yamashitaeC. arietinum 

C. kermanenseC. canarienseC. judaicumC.chorassanicumC. reticulatum

C. oxyodonC. echinospermum

C. microphyllum

C. multijugum

C. songaricum

C. montbretii
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Introduction

　The genus Lycoris is a bulbous flower com-
monly cultivated in Japan, China, and the United 
States (Hsu et al., 1994).  Twenty Lycoris spe-
cies preserved by clonal propagation have been 
noted. Each species consists of one cultivar 
with a specific karyotype except for L. aurea 
(L’Herit) Herb. and L. sanguinea Maxim. which 
contain a few subspecies showing different 
ploidy or aneuploidy (Hsu et al., 1994). 
Although the origin and its relationship of Lyco-

ris species are not clear, seven diploid species 
among them were considered to be progenitors 
of the other species on the basis of cytological 
studies and hybridization results (Hsu et al., 
1994; Kurita and Hsu, 1998). For these diploid 
progenitor species, although homokaryotypical 
origins were postulated from intermediate karyo-
types and characteristics of F1 hybrids in L. 

sprengeri Comes ex Bak.×L. radiata (L’Herit) 
var. pumila, L. sanguinea×L. sprengeri and 
L. aurea×L. radiata var. pumila (Takemura, 
1962a,b), they were partly assumed to be het-
erozygous from genetic segregation of some 
morphological characters in interspecific hybrids 
between L. sprengeri and L. radiata var. 
pumila (Caldwell, 1964).  However, direct evi-

dence is required to prove conclusively the het-
erozygous nature. The knowledge on genetic 
background such as heterozygous nature and 
heterozygosity degree of species is important for 
evolutionary studies and breeding in Lycoris. 
However, such studies are not advancing due to 
the following difficulties existing in Lycoris.
　Genetic variation is usually estimated with 
morphological, physiological and agronomic 
traits in segregated and/or crossed populations. 
 But preparation of such genetic populations is 
generally difficult in bulbous plants owning to 
their poor capability for seed-set (Le Nard and 
De Hertogh, 1993), and there is much more 
difficulty for preparing genetic population in 
Lycoris species due to there extremely low 
capacity for fertilization and seed propagation 
(Ma, 2001).  However, by using ovule culture 
technique (Ma et al., 2001a), we produced a 
large number of selfed plants from five diploid 
Lycoris species, L. aurea, L. traubii Hayw., L. 

sprengeri, L. sanguinea and L. radiata var. 
pumila, and these selfed progenies were 
expected to be useful and sufficient material for 
the genetic studies (Ma et al., 2001b).  The sec-
ond problem in Lycoris is the long juvenile 
period (6-8 years), so it is necessary to grow the 
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Abstract

　Seven diploid species of Lycoris have been considered to be progenitors of other species.  In 
order to clarify the zygotic background of the diploid species, allozyme variations in selfed 
progenies of five species were investigated.  Seven polymorphic loci of APT, GOT and EST 
were detected.  Allozyme segregations were observed in all five species, suggesting that each 
of the five diploid species is heterozygous. This study demonstrates for the first time that five 
progenitor species of Lycoris are originally heterozygous.
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prepared genetic material for more than six 
years to begin any search for the variation in dis-
tinctive traits expressed at flowering time.  Iso-
zyme and DNA markers have been commonly 
applied to detect genetic variation in many 
plant species (Moore and Collins, 1983; Williams 
et al., 1990).  In Lycoris, isozyme markers have 
been successfully used to detect genetic varia-
tions (Chung, 1999a, b; Lee et al., 2001).  There-
fore, we take advantage of isozyme analysis to 
do the genetic study of Lycoris at seedling 
and/or juvenile stage (Ma et al., 2001b).
　In this study, isozyme analysis of selfed plants 
was carried out with the five diploid Lycoris 
species.  The heterozygous nature of these spe-
cies was ascertained with allozyme variation in 
selfed progenies.

Materials and Methods

Plant material

　Five diploid species, L. aurea, L. traubii, L. 

sprengeri, L. sanguinea and L. radiata var. 
pumila, which we observed as typical karyo-
types of Lycoris, were used in this study. These 
species have karyotypes consisting of acrocen-

tric chromosomes (A-type) or metacentric and 
telocentric chromosomes (M+T type) as shown 
in Table 1, which were considered to be original 
karyotypes of Lycoris species (Kurita, 1988). 
The bulbs of these species were obtained from 
Germplasm Conservation Society of Lycoris 
(Japan) or Chiba University. The parental plants 
were grown in the field of Osaka Prefecture Uni-
versity, Sakai, Osaka.
　In order to obtain selfed progenies more effi-
ciently, scapes were cut just before anthesis and 
kept in flasks filled with tap water (Koyama, 
1959); artificial self-pollination was done using 
the pollen grains collected from the same plant, 
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 Karyotypes of parental bulbs of the 

species used in this study.

Table 1. 

Karyotype 1)Species

2n=8M+6TL. aurea

2n=10M+2TL. traubii

2n=22AL. sanguinea

2n=22AL. sprengeri

2n=22AL. pumila 2)

1)　M, metacentric chromosome; A, acrocentric chromosome; 
T, telocentric chromosome.

2)　L. radiata var. pumila.

 Allozyme variation in selfed progenies of several Lycoris species.Table 2. 

L. pumila3)L. sanguineaL. sprengeriL. traubiiL. aureaBand pattern 1)Locus

210302547PApt-1

064040A

1733182447PApt-2

4311250A

0640035FGot-2

0002912FS

2103000S

6‐0‐‐2)FGot-3

10‐0‐‐FS

5‐30‐‐S
‐2000FGot-4

‐42000FS
‐20302947S
‐1312‐‐FEst-1

‐3410‐‐FS
‐178‐‐S

1524000PEst-3

640302947A

2164302947No. of S1

516836No. of parental plant
1) P, presence; A, absence; F, fast migration; S, slow migration.
2) ‐, no band
3) L. radiata var. pumila



and immature seeds were collected 30 to 35 
days after pollination.  The selfed seeds were 
then cultured on 1/2 MS medium for germina-
tion, and the seedlings obtained were trans-
ferred onto MS medium for bulb development 
and maintenance (Ma et al., 2000, 2001a).
　After observing the chromosome number of 
these selfed plants, diploid individuals with the 
same chromosome complements as that of their 
corresponding parents were used for isozyme 
analysis, because rare production of triploid and 
tetraploid was reported in the same kind of in 

vitro culture (Ma and Tarumoto, 2002).

Electrophoresis

　Fresh leaves collected from in vitro plants 
were used for enzyme extraction.  About 0.5 g 
(3-5 cm in length) of leaf tissue per plant was 
crushed in 3 to 4 drops of extraction buffer (1 M 
Tris-HCl with 0.1% (v/v) 2-mercaptoethanol, pH 
7.2) at room temperature (Ma, 2001).  Paper 
wicks (10 mm ×5 mm, Advantec No. 526) were 
used to absorb the crude extracts and placed 
into the gel. Twenty one to sixty four selfed 
plants per each of five species were used to ana-
lyze (Table 2).
　Horizontal starch gel electrophoresis was 
used to examine variation in three enzyme 
systems: acid phosphatase (APT, EC 3.1.3.2.), 
glutamate-oxaloacetate transaminase (GOT, EC 
2.6.1.1.) and esterase (EST, EC 3.1.1.1.). For all 
systems 11% starch (Sigma) gel was used.  The 
gel buffer for APT and GOT consisted of nine 
parts of 0.05 M Tris-citrate (pH 8.3 with 1M cit-
ric acid•H2O) and one part of 0.2 M boric acid 
(pH 8.3 with 1M LiOH•H2O), and the gel buffer 
for EST consisted of nine parts of 0.066 M Tris-
citrate (pH 8.3) and one part of 0.3 M boric acid 
(pH 8.3).  The electrode buffer was 0.2 M boric 
acid (pH 8.3) for all the systems. Electrophore-
sis was conducted in a refrigerator (4 ℃) at 150 
V constant voltage for 20 min., after that the 
wicks were removed, and the electrophoresis 
was continued at 40 mA constant amperage for 
3 to 4 h until the front had migrated 8 cm from 
the origin.  The gels were sliced into 3 pieces 
and stained with the recipes described by Valle-
jos (1983).

Data analysis

　Since there are no variant band patterns 
within parental plants used in each species, allo-
zyme loci were tentatively determined by varia-
tion patterns different from the corresponding 
parental ones.  The putative loci were num-
bered sequentially from the cathode side, and 
alleles were designated as “F” (fast) or “S” 
(slow) according to their migration rate; in loci 
with a single band, the presence and absence of 
a band were denoted by “P” and “A”, respec-
tively (Figs. 1,2).  A locus was considered to 
be polymorphic if two or more alleles were 
detected. Segregations of alleles were tested 
against monogenic segregation of 1:2:1 or 3:1. 
The Chi-squire analysis of parental plants in 
each species was not performed because of 
their clonal origin.

Results and Discussion

　Fourteen allozyme loci were resolved from 
the three enzyme systems.  Among them, seven 
loci were well stained, and isozyme polymor-
phism was detected.  The seven clear polymor-
phic loci were used for evaluation of population.
　Examples of allozyme segregation are given in 
Fig. 1, and the putative loci of each isozyme are 
shown in Fig. 2.  The variation of band patterns 
observed in selfed progenies of the five species 
are summarized in Table 2.  As shown in Figs. 1 
and 2, for Apt, polymorphism was detected in 
two loci (Apt-1 and Apt-2), and a single-banded 
phenotype was observed in each of the loci; for 
Got, polymorphism was detected in three loci 
(Got-2, Got-3 and Got-4), and two kinds of sin-
gle band (F and S) and a triple-banded one 
(FS) were observed in each of the loci; for Est, 
polymorphism was detected in two loci (Est-1 
and Est-3), two kinds of single band (F and S) 
and a double-banded one was observed in Est-1, 
and a single-banded phenotype was observed in 
Est-3.  The results suggest that Apt and Est are 
monomeric and Got is dimeric in structure. In 
addition, an invariant triple-banded phenotype 
for Got-2 locus was observed in all selfed proge-
nies of L. traubii.  This band pattern was inter-
preted as fixed heterozygote (FS) which may 
result from gene duplication.
　As shown in Table 2, allozyme segregations 
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were observed in all of the five species.  For L. 

aurea, all the loci are homozygous except for 
Got-2 in which segregation was observed; for L. 

traubii, segregations were observed in Apt-1 
and Apt-2, and the other loci are homozygous; 
for L. sprengeri, segregations were observed in 
Apt-2 and Est-1; for L. sanguinea, segregations 
were observed in Apt-2, Got-4, Est-1 and Est-3; 
and for L. radiata var. pumila, segregations 
were observed in Apt-2, Got-3 and Est-3.
　Chi-squire analysis showed that most of the 
segregation patterns fit the monogenic segrega-
tion of 3:1 or 1:2:1 except for the locus Got-2 
from L. aurea and the loci Apt-2, Est-1 and Est-

3 from L. sanguinea (Table 3).  The skewed 
segregations may be caused by an incompatible 
reaction or lethal reaction of the corresponding 
gametes (Kahler and Lay, 1985).
　Taken together, genetic segregation for sev-
eral allozyme loci in selfed progenies were 
observed in all of the five diploid progenitor 
species. From the results, it would be concluded 
that L. aurea, L. traubii, L. sprengeri, L. san-

guinea and L. radiata var. pumila are of a 
heterozygous nature.  A similar heterozygous 
nature revealed by molecular markers has been 
reported in a number of vegetatively propa-
gated plants such as potato (Hosaka and Hanne-
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 Isozyme band patterns and putative APT, GOT and EST loci assignments for selfed proge-

nies of Lycoris species.

Fig. 2.

 Samples of allozyme segregation 

detected in selfed progenies of Lycoris 

species.
A: zymogram of APT in L. sprengeri; zymogram of 
GOT in L. sanguinea; C: zymogram of EST in L. 

sprengeri.

Fig. 1.



man, 1988) and black currant (Lanham, 1996). 
　In Lycoris, hybridization has been proved to 
be one of important modes of speciation (Bose 
and Flory, 1963; Kurita, 1988; Kurita and Hsu, 
1996).  From the result in our study, it is thus 
supposed that the five diploid species may have 
hybrid origins, and their vegetative propagation 
habit should be responsible for maintaining the 
heterozygousity under natural conditions.
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要　　　旨

　一般に，園芸用などに用いられる温室は比較的軽量な構造物であり，基礎部分には自重による

押し込み荷重よりも風などによる引き抜きや水平方向への荷重が卓越する。このような場合，斜

杭を用いた基礎方式に大きな効果が期待できる。そのため，著者らは室内模型実験を行って斜杭

を用いた基礎の力学特性を検討してきたが，これまでの研究で，斜杭は直杭よりも遙かに大きな

引き抜き抵抗を有し，温室用の基礎として非常に有用であることが確認できている。従って，本

研究では，斜杭のもう一つの抵抗要因である水平抵抗について模型実験を行うことにより検討し

た。実験では，斜杭の打ち込み角度が異なる杭模型を複数設定し，水平荷重が載荷される方向の

違いによる影響を中心に，斜杭が２本の場合と４本の場合についてそれぞれ検討した。その結

果，水平抵抗は杭の先端がより深くまで達している傾斜角が小さいものの方が大きくなるが，そ

の影響は引き抜きの場合ほど顕著ではないことがわかった。また，特に２本の斜杭を用いる場

合，荷重の載荷方向は杭の並びと同じ場合の方が少ない変形量での抵抗力の発現が早くなること

もわかった。さらに，斜杭の打ち込み角度が小さいと斜杭の本数を増やしても水平抵抗力の増加

率は小さくなることもわかった。

キーワード：温室，基礎構造物，斜杭，水平載荷，模型実験

Abstract

　Takao KUWABARA, Takashi KIMATA, Yosuke KUDO, Toshihiko YAMAGATA* and 

Hironobu KITAJIMA* (Laboratory of Environmental development engineering, Graduate 
school of Agriculture and biological sciences, Osaka Prefecture University; *Green-tec Co. 
Ltd.): A Study on Horizontal Loading Characteristics of Batter Piles as a Greenhouse 
Foundation. Sci. Rep. Grad. Sch. Agric. & Biol. Sci., Osaka Pref. Univ. 56: 23-28 (2004).
　Generally, a greenhouse is a relatively lightweight structure, and the foundations are sub-
jected to a much larger wind-force load uprooting it, than the load of it’s own structural weight 
pushing it in. In such a case, a foundation method using batter pile is expected more effective 
resistance. Authors are investigating the mechanical properties of batter pile foundation by 
executing laboratory model tests, and it is found that the batter piles resist much more against 
the pulling load than the ordinary vertical piles, and the usefulness of the batter piles are con-
firmed as a greenhouse foundation. In this study, horizontal loading resistance, which is 
another important resistance for structural foundation, are investigated by executing model 
tests. In the model tests, some kind of batter piles that is driven in different angles is set up 
and two and four piles models are adopted, considering the effect of angle between arrange-
ment of piles and horizontal loading direction. As a result, it is found that the piles driven in at 
a smaller angle, which reaches deeper foundation, show more horizontal loading resistance, 
though the difference is not so much significant than that of pulling test. As for two piles foun-
dation, it is clarified that the horizontal resistance in small displacement become larger when 
the direction of loading angle coincide with the pile-arrangement compare with they meet at 
right angle. And furthermore, it is found that the horizontal resistance dose not increase in pro-
portion to the number of piles, when the obliquely driven angle of batter pile is small.

Key Words: batter piles, foundation structure, greenhouse, horizontal loading, model test.

温室用基礎としての斜杭の水平載荷特性に関する研究
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（大阪府立大学大学院農学生命科学研究科環境開発工学研究室，*グリンテック株式会社）



はじめに

　一般に，園芸などに用いられる温室は比較的軽

量な構造物である。よって，その基礎部分に要求

される抵抗力としては，構造物の自重による押し

込み荷重よりも，風などによる引き抜きや水平方

向への荷重に対する抵抗力が重要になる。従来か

ら，温室用の基礎としてコンクリート製のフーチ

ング基礎がよく用いられているが，この場合，引

き抜き方向や水平方向への荷重に抵抗するのは

フーチングコンクリートの寸法・重量やフランジ

部分にかかる土被り荷重などである。それ故，大

きな引き抜きや水平方向への抵抗力を確保するた

めには大きなフーチングコンクリートが必要とな

り，建設にかかる手間やコストも増大することに

なる。また，フーチングコンクリートの施工には

床堀り，敷き均し，型枠の設置，コンクリート打

設などの行程があるが，これらの作業は天候や地

盤状態に左右される上に，規模によっては重機な

どを農地に乗り入れる必要も出てくる。従って，

必要な引き抜き抵抗や水平抵抗を有しながら，よ

り簡易に設置でき，コストの面でも有利な基礎方

式があれば非常に有用である。よって著者らは，

コンクリート製のフーチングに代わるものとし

て，安価な足場パイプを利用した斜杭による基礎

方式を提案した。

　杭基礎は主に鉛直方向の荷重を支持するために

用いられるものであり，根入りの深い基礎方式の

一種に分類される。従って，ほとんどの場合，杭

は地盤に対して鉛直に打ち込まれ，杭頭に載荷さ

れた荷重は杭の先端部分での反力あるいは周面部

分での摩擦力によって支持される。一方，本研究

で扱う斜杭基礎は，このような鉛直荷重を支持す

る鉛直杭基礎とはその方式やメカニズムが大きく

異なっている。すなわち，図１に示すように，杭

を地盤に対して斜めに打ち込んでその頭部を剛結

する基礎方式であるため，杭頭部に載荷された荷

重は杭周面に作用する摩擦力に加え，杭自体が地

盤に貫入する際の抵抗によっても強く支持される

ことになる。従って，通常の鉛直杭よりも作用する

抵抗要因が多くなり，大きな抵抗力が期待できる。

　以上のような観点から，著者らは，模型実験を

行うことにより斜杭の基本的な力学特性を検討し

てきた。これまでの研究で，斜杭の引き抜き特性

については，１）斜杭は直杭に比べてはるかに大

きな引き抜き抵抗力を発揮し，温室用の基礎方式

として非常に有効であること，２）杭間の挟角に

ついては６０°程度のものが最も大きな引き抜き抵

抗力を発揮し，比較的少ない引き抜き量で抵抗力

がピークに達すること，などが明らかになってい

る（桑原ら，2003）。従って本研究では，斜杭の
水平載荷特性について，模型実験を行ってその力

学特性を検討する。上述のように，斜杭には様々

な抵抗要因が複雑に作用すると考えられるが，本

研究では，杭の打ち込み角や本数および荷重の載

荷方向などが斜杭基礎の水平抵抗力に及ぼす影響

について実験的に明らかにすることを目的とする。

試料の物理特性

　地盤材料として用いた試料は従来の研究（桑原

ら，2003）と同じものであり，その物理特性を表
１に示す。土粒子の密度は「JIS A 1202 土粒子の
密度試験」（地盤工学会，2000a），液性限界・塑
性限界は「JIS A 1205 土の液性限界・塑性限界試験」
（地盤工学会，2000b）に従ってそれぞれ求めた。

　締固め試験は「JIS A 1210 突固めによる土の締
固め試験」（地盤工学会，2000c）に従い，呼び名
A-a法と呼ばれる方法で行った。ただし，締固め
エネルギーについては対象としている地盤が農

地であることから標準エネルギー（道路や盛

土などの土構造物を対象としたもの）の1/10

－２４－
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図１　斜杭基礎の模式図

表１　試料の物理特性

2.645土粒子密度 (Mg/m3)

72.9自然含水比 (%)

50.5塑性限界 (%)

60.8液性限界 (%)

表２　締固め試験結果

69.8最適含水比 (%)

0.85乾燥密度 (Mg/m3)

1.56湿潤密度 (Mg/m3)



（Ec=55(kJ/m3)）とし，含水比の調整は乾燥法（湿
潤状態の試料を徐々に乾燥させていく方法）で行

った。締固め試験の結果を表２に示したが，最適

含水比や湿潤密度は自然状態とほぼ一致してお

り，この条件で模型地盤を締め固めることとした。

斜杭の水平載荷試験の種類と方法

　ここでは，実施した水平載荷試験の種類と方法

を説明する。いずれの試験も従来の引き抜き試験

と同様の方法で行い，用いる試験装置に加え，模

型の縮尺（=1/5）や模型地盤の材料・作製方法，
載荷速度などの条件はすべて同一にした。用いた

装置の概略を図２に示したが，装置の寸法・諸元

などの詳細や縮尺の選定理由などについては既報

（桑原ら，2003）を参照されたい。なお，用いた
斜杭の模型も従来と同じ４種類であるが，今回か

ら呼び方を杭間挟角ではなく鉛直方向に対する斜

杭の打ち込み角度（０°，１５°，３０°，４５°）で統一し

た。その理由は，斜杭が４本になると単純には杭

間挟角として表せないためである。

１．試験の種類

１）２本の斜杭を用いた試験

　２本の斜杭を用いた模型実験については，載荷

方向が０°（杭の並び方向）のものと載荷方向

９０°（杭の並びと直交する方向）のものの２種類を

行った（図３の模式図を参照）。これは，実際に２

本の斜杭を用いて基礎を設置する場合，どちらの

方向に打ち込むのがより好ましいかを検討するた

めである。

２）４本の斜杭を用いた試験

　４本の斜杭を用いた模型実験においても，載荷

方向を０°（杭の並びと直交する方向）と４５°（杭の

並びに対して４５°傾斜した方向）の２種類を行っ

た（図３の模式図を参照）。この試験には２つの目

的があり，１つはより好ましい斜杭の打ち込み角

度・方向の検討で，もう１つは上述の２本の場合

と比較して杭の本数を増やした時にどの程度強度

が増加するかの検討である。

２．実験方法

１）模型地盤の作製

　従来と同じ土槽（深さ６００mm×幅１０００mm×奥
行き１０００mm）を用い，最適含水比wopt=７０（％）に
調整した試料を締固めエネルギー Ec=55(kJ/m3)
で締め固めて模型地盤を作製した。その際，地盤

を深さ方向に5等分し，１層ずつ撒き出しながら
ランマーを用いて均等に締め固めた。

２）斜杭の設置

　斜杭の設置も従来と同様に，杭頭固定金具（ス

テンレス製，縦６０mm×横６０mm×厚さ１０mm）に
設けられたガイド穴に沿って杭（肉厚１mmのス
テンレスパイプ，外径１０mm×長さ２００mm）を木
槌で静かに打ち込んで設置した。斜杭の打ち込み

角度や方向は上述のとおりである。なお，繰り返

しになるが，今回より斜杭の呼び方を杭間挟角で

はなく鉛直軸からの傾斜角度で呼ぶことにする

（例：杭間挟角６０°→傾斜角３０°）。

３）水平載荷

　水平載荷についても，基本的な条件は従来と同

様である。すなわち，斜杭を設置した後はその頭

部（杭頭固定金具部）にギアジャッキを接続し，

水平方向にゆっくりと引っ張りながら変位量と抵

抗力を測定した。載荷は毎分０．１mmの変位制御
とし，変位量が２０mmになるまで計測を続けた。
４）載荷終了後の処理

　載荷が終了した後には地盤の破壊状況を記録

（写真撮影）するとともに，深さ方向への貫入抵

抗や湿潤密度を測定して地盤の特性が一様である

ことを確認した。貫入抵抗の測定には山中式土壌

硬度計を用い，湿潤密度は１００ccサンプラーによ

－２５－
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図３　載荷方向の模式図



る地盤採取によって測定した。

斜杭の水平載荷試験の結果と考察

１．２本の斜杭を用いた試験

　図４と図５には２本の斜杭基礎に対する水平載

荷試験で，載荷方向０°と９０°についての代表的な

試験結果をそれぞれ示した（凡例の数値は斜杭の

傾斜角）。

　これらの図より，水平抵抗は斜杭の傾斜角が小

さいほど大きくなっているが，その影響は引き抜

きの場合に比べると小さいことがわかる。これ

は，杭に作用する抵抗要因が水平載荷では斜杭の

傾斜角によらずほぼ同じであること，すなわち，

杭頭に水平力を受けた斜杭は先端部分（最深部）

を中心に地盤内で回転するように動くため，傾斜

角が異なっても杭体が地盤に貫入する体積にそれ

ほど大きな差が生じない（特に載荷方向９０°の場

合）ことに起因すると考えられる。従って，水平

抵抗力は杭が存在する部分の地盤強度に左右さ

れ，杭の先端がより深くまで達している傾斜角

０°のものが最も大きな水平抵抗を発揮したと考

えられる。なお，図４で傾斜角４５°の水平抵抗の

発現が一旦停滞しているが，杭の侵入位置が浅く

載荷中に地盤が杭と一緒に抜け上がったためと思

われる。

　次に，杭の並びに対する載荷方向の違いによる

影響であるが，最大の抵抗力など両者に大きな違

いは見受けられない。しかしながら，載荷の初期

段階での抵抗力の立ち上がりをよく見ると，載荷

方向０°の方がやや大きくなっていることがわか

る。これは，杭頭に水平荷重を加えた場合に，載

荷方向９０°の時には杭が純粋に回転するような

モードを示すのに対して，載荷方向０°の時には

単なる回転だけではなく，斜杭基礎が全体として

一種のラーメン構造のような効果も発揮するため

と考えられる。この違いはそれほど大きいもので

はないが，基礎構造物の挙動として考えた場合，

少ない変形量でより大きな抵抗力を発揮する方が

望ましい。従って，今回の実験結果から判断する

と，載荷方向０°が基礎としてより好ましいとの

結論が導かれる。

２．４本の斜杭を用いた場合

　図６と図７には４本の斜杭基礎に対する水平載

荷試験で，載荷方向０°と４５°についての代表的な

試験結果をそれぞれ示した（凡例の数値は斜杭の

傾斜角）。

　これらの図より，水平抵抗は２本の斜杭を用い

た場合よりも明らかに大きくなっており，杭の本

数を増やした効果が確認できる。また，斜杭の傾

斜角の違いによる水平抵抗の差は引き抜きの場合

ほど顕著には表れていないが，前項でも指摘した

ように，水平載荷と引き抜きでは杭体の変位が地

盤に及ぼすメカニズムが異なるためである。これ

らの点は，２本の斜杭を用いた結果から容易に推

定できる特徴である。

　しかしながら，発揮される水平抵抗の大きさを

見てみると３０°＞４５°＞１５°＞０°の順となってお

り，２本の場合とは明らかに異なった傾向を示し

ている。この原因を調べるため，図８には２本の

斜杭を用いた水平抵抗を斜杭の傾斜角ごとに足し

合わせたグラフ（図４と図５を足し合わせたもの）

を示した。これは，２本の斜杭を用いた場合の載荷

方向０°のものと９０°のものを組み合わせると，ち

ょうど４本の斜杭を用いた載荷方向０°のものに

メカニズムが一致するからである。図８と図６を

比較すると，斜杭の傾斜角の大きい４５°のものは

ほぼ同じ水平抵抗を示しているが，傾斜角が小さ

くなるにつれてその差は大きくなっている。この
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原因としては，隣り合う杭同士が相互に影響を及

ぼしていることが考えられる。すなわち，個々の

杭は周辺部分の地盤を乱しながら反力を受けて抵

抗するが，水平載荷では載荷の方向と同じ並びに

打ち込まれた杭も存在するため，載荷の後方にあ

る杭はその前方にある杭によって既に乱された地

盤から反力を受けることになる。従って，傾斜角

が小さい斜杭基礎の場合，隣り合う杭同士の距離

が近いために地盤の乱れの影響を大きく受けるこ

とになり，杭の本数を増やしてもそれに応じた水

平抵抗を発揮できなかったものと考えられる。こ

の結果は，むやみに杭の本数を増やしても水平抵

抗が大きくならない可能性を示唆するものであ

り，斜杭基礎の設計において注意すべき事項とな

ろう。

　なお，杭の並びに対する載荷方向の違いによる

影響であるが，ここでの実験結果（図６及び図７）

を見る限り発揮される水平抵抗にほとんど違いは

見受けられず，設計時にその影響を考える必要は

ないものと思われる。

おわりに

　本研究では，模型実験を行うことにより斜杭の

水平載荷に関する基本的な力学特性を検討した。

その結果，斜杭の水平抵抗力は，１）引き抜きの

場合に比較すると杭の傾斜角の違いによる影響は

小さいこと，２）２本の斜杭を用いる場合には杭

を水平力が載荷される方向に打ち込んだ方が少な

い変位時の抵抗力が大きくなること，３）打ち込

む斜杭の傾斜角が小さいと杭の本数を増やしても

水平抵抗は単純には増加しないこと，などがわか

った。 
　温室用基礎としての役割を考えた場合，できる

だけ小さな変形量で大きな抵抗力を発揮するもの

が望ましい。従って，既に行った引き抜き試験の

結果と今回行った水平載荷試験の結果から総合的

に判断すると，設定した実験条件の範囲内での結

論ではあるが，打ち込み傾斜角３０°で４本の斜杭

を用いた基礎方式が最も有効であると考えられ

る。しかしながら，この結果は土質や締固めなど

の地盤条件，あるいは用いる斜杭の長さなどによ

って変わる可能性もある。今後はさらに実験を追

加し，これらの点についてさらに検討する予定で

ある。また，実際の温室基礎には静的な引き抜き

荷重のみならず，繰り返し荷重や横風による水平

方向の荷重なども問題となることが予想されるた

め，この点についても今後の課題としたい。な

お，本研究と並行してフィールドで実スケールの

引き抜き試験なども行っているが，実際の自然地

盤の条件は複雑であり，均質な地盤を用いる模型

実験の結果とは単純には比較できないのが実情で

ある。よって今後は，解析なども行って実際との

対応関係についても調べていきたいと考えている。

－２７－
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図７　水平載荷試験(載荷方向４５°)の結果
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図８　水平載荷試験(２本＋２本)の結果
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図６　水平載荷試験(載荷方向０°)の結果
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はじめに

　日本や中国南部の照葉樹林帯にみられる外周型

庭園（中尾，１９８６）では，中国や中世ヨーロッパに

みられる囲い込み（テリトリー内包型）庭園とく

らべて，テリトリーを示す境界が不明瞭で，庭園

植物は人の囲いの中から自然の場へ連続した環境

で半管理される。照葉樹林文化圏において普遍的

に見られる「植物を移植栽培する」習慣は，江戸

時代の園芸文化の発展をもたらした植物育種の方

向を決定づけたとされる。囲い込み庭園での植物

種の種内分化や多様化に対し，日本では植物の種

内分化や栽培化はあまり進まず，希少な野生植物

すら野生そのままの形でしばしば利用保存される

傾向にある。日本の民家庭園は，数千年にわたる

人為的営みにより成立した二次的自然の中心に位

置し，歴史的にはさまざまな有用植物を国内外か

ら導入し続けてきている（伊藤，１６９５；飛田，

２００２）。アサガオ，マンリョウ，オモトなどの在来

品種は，外国から輸入された種に由来して成立

し，イワヒバ，ヤブコウジ，フジ，アオキ，サク

ラなどの在来品種は，日本産の植物に由来してい

る。現在，二次的自然の植生を形作るさまざまな

有用植物では，その経済的価値が失われ，植物に

関わる伝統文化は特に都市部で失われつつある。

－２９－

大阪府大院農生学術報告56：２９～４４（２００４）．資料

要　　　旨

　外部との境界が不明瞭な外周型の構造をとる日本の民家庭園では，植物は人の囲いから自然へ

連続する環境で管理され，さまざまな有用植物や野生植物が利用保存されている。このような庭

園での植物と人との関わりを明瞭にする一例として，2002年の春と秋の２回，紀伊半島南部の漁
村と山村を含む４集落において庭園内の維管束植物を調査した。4集落で137科516種の植物が確
認され，エビネ類など日本原産の貴重種のほか，多様な目的で導入維持される種がみられ，高い

多様性が確認された。

キーワード：庭園，維管束植物，紀伊半島，二次的自然資源

Abstract

　Yudai MICHISHITA, Shinya UMEMOTO, and Hirofumi YAMAGUCHI (Laboratory of Con-

servation Ecology, Graduate School of Agriculture and Biological Sciences, Osaka Prefec-

ture University, Sakai, Osaka, Japan; *Kii Ohshima Plant Institute, Field Science 

Education and Research Center, Kyoto University, Kushimoto, Wakayama, Japan): Vas-
cular plant flora in home gardens in Southern part of Kii-peninsula, Japan. Sci. Rep. Grad. Sch. 
Agric. & Biol. Sci., Osaka Pref. Univ. 56:29-44 (2004).
　Japanese traditional home gardens, which have no distinct boundary, contain endangered and 
useful plant species. For illustration of interaction between human and plants in home garden, 
vascular plant flora of home garden was investigated in four hamlets of southern part of the Kii-
peninsula in Japan. Five hundreds and sixteen species belonging to 137 families, including 
endangered and multi-purpose useful plants, were recorded. This research also lists the gar-
den plant species and shows garden’s landscape of the Japanese traditional village.
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このような外周型庭園での植物と人との関わりを

明瞭にするため，紀伊半島南部の中山間地農山村

を対象として植物種の実態調査を行った。

調査場所と方法

　２００２年の春（４月６日～４月２０日）と秋（１０月

２日～１０月１７日）にそれぞれ１回ずつ，紀伊半島

南部の４集落，Ａ（図１），Ｂ（図２），Ｃ（図３），

Ｄ（図４）においてそれぞれ２０軒を対象として庭

園内の植物を種単位で調査した。ＡとＢは海に面

した漁村であり，ＣとＤは山村である。耕された

家庭菜園や温室の部分を除く庭園内で育成される

かあるいは除草されずに意図的に残されている維

管束植物を調査対象とし，配置などを含めて記録

した。明らかな雑草は調査対象外とした。また，

導入の経緯などについても聞き取りを行った。

結果および考察

　４集落において１３７科５１６種の維管束植物が確認

された（表１）。約半数が東アジアの原産種であ

り，そのほかのアジア地域産が６％を占め，ヨー

ロッパ，地中海沿岸，南アフリカ，北米および熱

帯産がそれぞれ５％あった。東アジアとくに日本

産の種には２００種ほどあり，それら野生種のうち，

和歌山県（和歌山県環境生活部環境生活総務課，

２００１），近畿（レッドデータブック近畿研究会，

２００１），全国（環境庁自然保護局野生生物課，２０００）

のいずれかのレッドリストに記載されている種

（貴重種）として，アオノクマタケラン，キイジ

ョロウホトトギス，エビネ，キエビネ，キリシマ

エビネ，ナツエビネ，セッコク，フウラン，ムギ

ラン，ナンカクラン，オオタニワタリ，リュウビ

ンタイの１２種があった。これらの貴重種は，庭園

景観の重要な位置を占めており，大切に養成され

ていた。調査地では，すべての庭園が外周型庭園

の形態を示し，外国からきた園芸植物を除くと，

庭園の内部と外部との間に植物種の大きな違いは

見られなかった（図５）。それら庭園には，オモト

などの古典園芸植物が植栽され江戸園芸文化の影

響が見られる庭園（図６）や近隣に自生する観賞

価値の高い植物を取り入れた庭園（図７）が多か

ったが，オオキバナカタバミなど近代園芸品種の

多い庭園（図８）も散見された。

　個々の植物種についてみると，樹陰で育成され

るエビネ類（図９，１０），石垣でセットとして育成

されるセッコクとイワヒバ（図１１），自然実生から

大きくなったものが大切にされるオオタニワタリ

（図１２），非商業的に採取されて庭園内に植栽さ

れるリュウビンタイ（図１３），調査地域ではあり

ふれた雑草であるが除草対象から外されて鑑賞さ

れているコバノタツナミソウ（図１４）やマツヨイ

グサ（図１５），伝統的な養蜂に利用されるキンリ

ョウヘン（図１６），繁殖力が強くしばしば庭から

逸出するアフリカホウセンカ（図１７）やウチワサ

ボテン（図１８）などがあり，これらは庭園内の文

化的多様性にとって重要な役割を果たしていると

考えられた。

　植物利用で区分すると，エビネ，ウンゼンツツ

ジ，スイセンなどの観賞用植物が出現種の大半を

占め，シソ，カキなどの食用植物，キダチアロエ

などの薬用植物など，観賞用以外の植物の占める

割合は低かった。出現頻度についてみると，ナン

テンで最も高く，次いで，キダチアロエ，セッコ

ク，オオタニワタリの順で高かった。シソ，シバ

ザクラ，バラ，アジサイ，マンリョウ，ヒラドツ

ツジ，サツキ，キリシマツツジ，レックスベゴニ

ア，ツバキ，シャコバサボテン，エビネ，キンリ

ョウヘン，ウバメガシ，センリョウ，クンシラン，

イワヒバ，スイセン，オモト，フリージアは比較

的頻繁にみられた。地域別に見ると，山村ではセ

ッコクとイワヒバの出現頻度が高く，漁村ではオ

オタニワタリの出現頻度が高かった。

　１～２軒でのみ確認された出現頻度の低い種

は，全種数の約半分を占めており，ヨメナ，タチ

ツボスミレ，カンコノキなど非商業的な日本産種

やパイナップルセージ，ローズゼラニウム，レモ

ングラスなど近年外国から導入された種が多く見

られた。

　総合的に判断すると一般的に和歌山県南部の民

家庭園では観賞価値の高い種が導入維持されてい

ると結論づけられる。しかし，一部では盗掘を避

けるために貴重種を移植している例もあり，エビ

ネなどでは，導入後における維持の困難の声も聞

かれたが，希少種の保全機能をもっていると推察

された。維持対象種の種内変異に注目する例は多

くなかったが，白花や斑入り，高い香りなどに興

味を持つ例もあった。しかし，意図的に特定の変

異体を繁殖させ増殖する例はあまりなく，この地

域では民間育種を推進するような潜在力はさほど

高くないと考えられた。

 

－３０－
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紀伊半島南部の庭園植物

表１－１　紀伊半島南部の民家庭園で確認された維管束植物：科の配列と科名はCronquist(1988)に従った

庭園数種名
科名

合計ＤＣＢＡ学名和名

31110Achillea milleifoliumセイヨウノコギリソウキク科

10010Ageratum houstnianumアゲラータム

11000Ammobium alatumカイザイク

71213Aster pilosusキダチコンギク

10001Aster yomenaヨメナ

50320Bellis  perennisヒナギク

31101Bidens aureaウィンターコスモス

10010Bidens biternataセンダングサ

20101Calendula  officinalisポットマリーゴールド

11000Chrysanthemum burbankiiシャスターデージー

21001Chrysanthemum coronariumシュンギク

40202Chrysanthemum frutescensマーガレット

135233Chrysanthemum paludosumノースポール

169421Cosmos bipinnatusコスモス

75110Cosmos sulphureusキバナコスモス

76001Dahlia pinnataダリア

70412Dendranthema grandiflorumキク

188415Dendranthema japonicumリュウノウギク

10010Dimorphotheca sinuataアフリカキンセンカ

132632Farfugium japonicumツワブキ

80152Felicia amelloidesブルーデージー

122415Gazania sp.ガザニア

51310Gerbera hybridaガーベラ

40013Helianthus annuusヒマワリ

10001Helichrysum bracteatumムギワラギク

10001Lactuca sativaレタス

10010Ligularia  dentataマルバダケブキ

11000Lonas inodoraアフリカンデージー

10100Melampodium paludosumメランポジウム

92340Miyamayomena savatieriミヤコワスレ

124431Petasites japonicusフキ

11000Santolina chamaecyparissusサントリーナ

40112Senecio cinerariaシロタエギク

10010Solidago altissimaセイタカアワダチソウ

134333Tagetes erectaアフリカンマリーゴールド

74300Zinnia elegansヒャクニチソウ

22000Callicarpa dichotomaコムラサキシキブスイカズラ科

10100Callicarpa japonicaムラサキシキブ

10001Sambucus racemosa ssp. sieboldianaニワトコ

11000Viburnum tomentosum var. plicatumオオデマリ

10010Weigela hortensisタニウツギ

134621Gardenia jasminoidesクチナシアカネ科

11000Mitchella undulataツルアリドオシ

114151Serissa japonicaハクチョウゲ

11000Adenophora triphylla ssp. aperticampanulataツリガネニンジンキキョウ科

10010Isotoma axillarisイソトマ

20011Lobelia erinusロベリア

51202Platycodon grandiflorumキキョウ

20002Campis grandifloraノウゼンカズラノウゼンカズラ科

10001Campis radicansアメリカノウゼンカズラ

10100Rostellularia procumbensキツネノマゴキツネノマゴ科

11000Antirrhinum majusキンギョソウゴマノハグサ科
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表１－２　紀伊半島南部の民家庭園で確認された維管束植物：科の配列と科名はCronquist(1988)に従った

庭園数種名
科名

合計ＤＣＢＡ学名和名

11000Cymbararia muralisツタバウンランゴマノハグサ科

10010Digitalis purpureaフォックスグローブ

51220Linaria bipartitaヒメキンギョソウ

20200Sutera cordataバコパ

21001Sutera neglectaセンチュリオンインディゴ

146521Torenia fournieriトレニア

10001Veronica sp.クワガタソウ属の一種

95310Forsythia sp.レンギョウ属の一種モクセイ科

22000Jasminum humile var. revolutumキソケイ

41210Jasminum sambacジャスミン

10010Ligustrum japonicumネズミモチ

11000Olea europaeaオリーブ

70601Osmanthus fragrans var. aurantiacusキンモクセイ

21010Osmanthus heterophyllusヒイラギ

10100Oleaceae sp.モクセイ科の一種

61131Ajuga reptansヨウシュジュウニヒトエシソ科

10001Clinopodium gracileトウバナ

10010Lamium maculatumラミュウムピンク

10010Lavandula dentataラベンダー・デンタータ

31110Lavandula pinnata　　レースラベンダー

10010Melissa officinalisレモンバーム

31020Mentha × piperitaペパーミント

287498Perilla frutescens var. crispaシソ

41201Physostegia virginianaハナトラノオ

21010Rosmarinus officinalisローズマリー

10100Salvia elegansパイナップルセージ

11000Salvia guaraniticaメドーセージ

42200Salvia leucantha　 メキシカンセージ

31011Salvia microphyllaチェリーセージ

50311Salvia splendemsヒゴロモソウ

10100Salvia uliginosaボックセージ

41003Scutellaria indica var. parvifoliaコバノタツナミソウ

21100Stachys byzantinaラムズイヤー

10010Caryopteris divaricataカリガネソウクマツヅラ科

10001Clerodendrum trichotomumクサギ

41030Duranta erectaデュランタ

92331Lantana camaraランタナ

61131Vervena hybridaビジョザクラ

10100Vervena rigidaバーベナ

10100Borago officinalisボリジムラサキ科

10100Myosotis scorpioidesワスレナグサ

11000Symphytum officinaleコンフリー

21100Nemophila insignisルリカラクサハゼリソウ科

44000Phlox paniculataフロックスハナシノブ科

2010523Phlox subulataシバザクラ

30021Evolvulus glomeratusアメリカンブルーヒルガオ科

32010Ipomoea albaヨルガオ

41120Ipomoea batatasサツマイモ

84220Ipomoea nilアサガオ

22000Quamoclit valgarisルコウソウ

10001Capsicum annuumトウガラシナス科

30012Datura metelチョウセンアサガオ

道下ら
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紀伊半島南部の庭園植物

表１－３　紀伊半島南部の民家庭園で確認された維管束植物：科の配列と科名はCronquist(1988)に従った

庭園数種名
科名

合計ＤＣＢＡ学名和名

10010Lycopersicon esculentumトマトナス科

20110Lycium barbarumクコ

168422Petunia hybridaペチュニア

30021Physalis alkekengi var. franchetiホオズキ

10010Salanum melonginaナス

10010Solanum mammosumツノナス

30102Solanum pseudo-capsicumフユサンゴ

21010Asclepias curassavicaトウワタガガイモ科

20020Gomphocarpus fruticosusフウセントウワタ

182367Catharanthus roseusニチニチソウキョウチクトウ科

20011Trachelospermum asiaticumテイカカズラ

81421Vinca majorツルニチニチソウ

31101Gentiana scabra var. buergeri subvar. orientalisリンドウリンドウ科

52021Angelica keiskeiアシタバセリ科

41021Cryptotaenia japonicaミツバ

10010Oenanthe javanicaセリ

81232Petroselinum crispumパセリ

10100Aralia cordata ウドウコギ科

20200Aralia elataタラノキ

30102Fatsia  japonicaヤツデ

113251Hedera helixセイヨウキヅタ

22000Hedera rhombeaキヅタ

61212Schefflera arboricolaホンコンカポック

21100Impatiens balsaminaホウセンカツリフネソウ科

167441Impatiens sultaniアフリカホウセンカ

41300Tropaeolum majusキンレンカノウゼンハレン科

10001Geranium nepalense var. thunbergiiゲンノショウコフウロソウ科

10010Pelargonium × asperumニオイゼラニウム

143335Pelargonium × hortorumゼラニウム

10010Pelargonium graveolensローズゼラニウム

32001Pelargonium peltatumアイビーゼラニウム

10001Oxalis corniculataカタバミカタバミ科

20101Oxalis pes-capraeオオキバナカタバミ

31101Oxalis purpureaフヨウカタバミ

11000Oxalis triangularisインカノカタバミ

10100Citrus hassakuハッサクミカン科

10100Citrus natsudaidaiナツミカン

30201Citrus reticulataポンカン

62211Citrus sp.ミカン属の一種

10010Citrus sulcataサンポウカン

31200Citrus unshiuウンシュウミカン

61410Fortunella sp.キンカン

21100Poncirus trifoliataカラタチ

10001Zanthoxylum ailanthoidesカラスザンショウ

82213Zanthoxylum piperitumサンショウ

10100Acer buergerianumトウカエデカエデ科

223964Acer palmatumイロハカエデ

20101Acer palmatum var. dissectumチリメンカエデ

11000Aesculus turbinataトチノキトチノキ科

22000Cardiospermum halicacabumフウセンカズラムクロジ科

51112Parthenocissus tricuspidataツタブドウ科

10010Vitis sp.ブドウ
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表１－４　紀伊半島南部の民家庭園で確認された維管束植物：科の配列と科名はCronquist(1988)に従った

庭園数種名
科名

合計ＤＣＢＡ学名和名

10100Hovenia dulcisケンポナシクロウメモドキ科

10100Alchornea trewioidesオオバベニガシワトウダイグサ科

10001Euphorbia milii var. splendensハナキリン

10010Glochidion obovatumカンコノキ

32100Buxus microphyllaヒメツゲツゲ科

130832Ilex crenataイヌツゲモチノキ科

70241Ilex integraモチノキ

10010Celastrus orbiculatusツルウメモドキニシキギ科

102404Euonymus japonicusマサキ

10100Euonymus sieboldianusマユミ

94212Aucuba japonicaアオキミズキ科

30300Cornus floridaハナミズキ

63111Tibouchina urvilleanaシコンノボタンノボタン科

11000Oenothera laciniataコマツヨイグサアカバナ科

42200Oenothera strictaマツヨイグサ

10100Punica granatumザクロザクロ科

83320Daphne odoraジンチョウゲジンチョウゲ科

102521Lagerstroemia indicaサルスベリミソハギ科

22000Elaeagnus multiflora var. hortensis ‘Gigantea’ビックリグミ（トウグミ）グミ科

41111Elaeagnus pungensナワシログミ

32100Astragalus sinicusゲンゲマメ科

20020Cytisus scopariusエニシダ

10100Glycine maxダイズ

20110Lespedeza sp.ハギ属の一種

21100Vicia fabaソラマメ

21100Wisteria brachybotrysヤマフジ

51310Wisteria floribundaフジ

20101Cassia mimosoides ssp. nomameカワラケツメイジャケツイバラ科

42101Cassia occidentalisエビスグサ

31200Cersis chinensisハナズオウ

21100Albizia julibrissinネムノキネムノキ科

10010Mimosa pudicaオジギソウ

41201Chaenomeles sinensisカリンバラ科

196634Chaenomeles speciosaボケ

41111Eriobotrya japonicaビワ

31110Fragaria × ananassaオランダイチゴ

52201Kerria japonicaヤマブキ

10100Malus baccata var. mandschuricaヒメリンゴ

20200Photinia glabraカナメモチ

20200Plunus armeniacaアンズ

103421Plunus mumeウメ

33000Prunus × lannesianaサトザクラ

21001Prunus × yedoensisソメイヨシノ

11000Prunus avinusセイヨウミザクラ

72221Prunus persicaモモ

10010Prunus salicinaスモモ

41111Prunus sp.サクラの一種

20110Prunus tomentosaユスラウメ

62112Pyracantha angustifoliaタチバナモドキ

55000Rhaphiolepis umbellataシャリンバイ

54100Rosa damascenaダマスクバラ

11000Rosa laevigataナニワイバラ

道下ら



－３５－

紀伊半島南部の庭園植物

表１－５　紀伊半島南部の民家庭園で確認された維管束植物：科の配列と科名はCronquist(1988)に従った

庭園数種名
科名

合計ＤＣＢＡ学名和名

10100Rosa multifloraノイバラバラ科

288857Rosa cvs.バラ（品種）

31200Rubus trifidusカジイチゴ

10010Sanguisorba officinalisワレモコウ

10100Spiraea contoniensisコデマリ

21010Spiraea japonicaシモツケ

143821Spiraea thunbergiiユキヤナギ

21100Bergenia × schmidtiiヒマラヤユキノシタユキノシタ科

10100Detzia crenataウツギ

10001Gynostemma pentaphyllumアマチャヅル

11000Saxifraga fortunei var. incisolobataダイモンジソウ

20011Saxifraga rosaceaヨウシュクモマグサ

92421Saxifraga stoloniferaユキノシタ

92025Crassula portulaceaフチベニベンケイベンケイソウ科

140239Kalanchoe integraカランコエ

32100Orostachys iwarenge var. boehmeriコモチレンゲ

20020Sedum sarmentosumツルマンネングサ

31020Sedum sieboldiiミセバヤ

30030Sedum spectabileオオベンケイソウ

237673Hydrangea macrophylla ssp. macrophyllaアジサイアジサイ科

10001Hydrangea macrophylla ssp. serratumヤマアジサイ

20200Hydrangea quercifoliaカシワバアジサイ

30030Pittosporum  tobiraトベラトベラ科

20110Cyclamen persicumシクラメンサクラソウ科

2991253Ardisia crenataマンリョウヤブコウジ科

81700Ardisia crispaカラタチバナ

41300Ardisia japonicaヤブコウジ

2310814Diospyros kakiカキカキノキ科

10100Enkianthus perulatusドウダンツツジツツジ科

84112Pieris japonicaアセビ

21100Rhododendron × hybridumセイヨウシャクナゲ

104501Rhododendron degronianumシャクナゲ

11000Rhododendron dilatatumミツバツツジ

246864Rhododendron indicumサツキ

65100Rhododendron japonicum f. multiflorumキレンゲツツジ

2411751Rhododendron obtusumキリシマツツジ

11000Rhododendron obtusum var. kaempferiヤマツツジ

93600Rhododendron serphyllifolimウンゼンツツジ

276957Rhododendron sp.ヒラドツツジ

10001Rhododendron sp.ツツジの一種

20200Vaccinium carymbosumブルーベリー

11000Brassica campestrisアブラナアブラナ科

11000Brassica campestris var. perviridisコマツナ

70313Brassica oleracea var. acephalaハボタン

20101Brassica oleracea var. botrytisブロッコリー

11000Eruca vesicariaキバナスズシロ

10100Hesperis  motoronalisハナダイコン

40022Lobularia maritimaニワナズナ

10001Raphanus  sativusダイコン

20110Raphanus  sativus var. raphanistroidesハマダイコン

10001Salix sp.ヤナギの一種ヤナギ科

51400Begonia grandisシュウカイドウシュウカイドウ科
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表１－６　紀伊半島南部の民家庭園で確認された維管束植物：科の配列と科名はCronquist(1988)に従った

庭園数種名
科名

合計ＤＣＢＡ学名和名

2979103Begonia rexレックスベゴニアシュウカイドウ科

21001Begonia semperflorensキダチベゴニア

10100Lagenaria siceraria var. sicerariaヒョウタンウリ科

10010Passiflora caeruleaトケイソウトケイソウ科

20011Viola chaerophylloides f. sieboldianaヒゴスミレスミレ科

10001Viola grypocerasタチツボスミレ

154641Viola tricolorワイルドパンジー

186525Viola tricolor var. hortensisパンジー

10100Stachyurus praecoxキブシキブシ科

30102Abelmoschus esculentusオクラアオイ科

20020Abutilon megapotamicumウキツリボク

20101Hibiscus coccineusモミジアオイ

10001Hibiscus hybridusアメリカフヨウ

20011Hibiscus mutabilisフヨウ

90036Hibiscus rosa-sinensisブッソウゲ

53110Hibiscus syriacusムクゲ

10001Corchorus olitoriusモロヘイヤシナノキ科

21100Hypericum chinense var. salicifoliaビヨウヤナギオトギリソウ科

21010Actinidia chinensisキウイマタタビ科

228833Camelina japonicaツバキツバキ科

93321Camelina sasanquaサザンカ

73220Camelina sinensisチャノキ

51112Cleyera japonicaサカキ

30021Eurya emarginataハマヒサカキ

152490Eurya japonicaヒサカキ

184824Ternstremia gymnantheraモッコク

40103Paeonia lactifloraシャクヤクボタン科

168602Paeonia suffruticosaボタン

11000Armeria maritimaアルメリアイソマツ科

30201Polygonum capitatumヒメツルソバタデ科

10100Polygonum cuspidatumイタドリ

22000Polygonum filiforme ミズヒキ

10001Dianthus barbatusビジョナデシコナデシコ科

10001Dianthus deltoidesヒメナデシコ

42002Dianthus japonicusハマナデシコ

20020Dianthus sp.ナデシコ属の一種

51004Dianthus superbus var. longicalycinusカワラナデシコ

10100Gypsophila elegansカスミソウ

31110Silene armeriaムシトリナデシコ

10010Bassella rubraツルムラサキツルムラサキ科

31011Portulaca grandifloraマツバボタンスベリヒユ科

143533Portulaca oleraceaハナスベリヒユ

20101Portulaca pilosaヒメマツバボタン

81421Talinum triangulareハゼラン

91323Celosia argenteaノゲイトウヒユ科

74111Celosia argentea var. cristataケイトウ

73103Gomphrena globosaセンニチコウ

10001Spinacia oleraceaホウレンソウ

92043Cactaceae sp.サボテン科の一種サボテン科

103133Cactaceae sp.クジャクサボテン類

63021Cactaceae sp.南米玉サボテン類

91260Epiphyllum oxpetalumゲッカビジン

道下ら
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紀伊半島南部の庭園植物

表１－７　紀伊半島南部の民家庭園で確認された維管束植物：科の配列と科名はCronquist(1988)に従った

庭園数種名
科名

合計ＤＣＢＡ学名和名

53200Opuntia sp.ウチワサボテン類サボテン科

2455410Zygocactus truncatusシャコバサボテン

11000Aptenia cordifoliaベビーサンローズハマミズナ科

93420Lampranthus spectabilisマツバギク

11000Tetragonia tetragonioidesツルナ

30003Bougainvillea spectabilisブーゲンビリアオシロイバナ科

33000Mirabilis jalapaオシロイバナ

20200Quercus glaucaアラカシブナ科

222785Quercus phillyraeoidesウバメガシ

11000Quercus sarrataコナラ

21100Myrica rubraヤマモモヤマモモ科

10010Pilea nummuiariifoliaピレアイラクサ科

20020Ficus benjaminaシダレガジュマルクワ科

41201Ficus caricaイチジク

50041Ficus erectaイヌビワ

10100Ficus oxyphyllaイタビカズラ

10010Ficus thunbergiiヒメイタビカズラ

31011Celtis sinensisエノキニレ科

41201Zelkova serrataケヤキ

10010Daphniphyllum teijsmanniiヒメユズリハユズリハ科

40040Distylium racemosumイスノキマンサク科

10010Papaver dubiumナガミヒナゲシケシ科

31200Akebia quinataアケビアケビ科

72500Stauntonia hexaphyllaムベ

51400Mahonia japonicaヒイラギナンテンメギ科

6418191314Nandina domesticaナンテン

10001Anemone coronariaアネモネキンポウゲ科

31110Aquilegia vulgarisセイヨウオダマキ

41120Clematis floridaテッセン

10010Clematis patensカザグルマ

102125Ranunculus asiaticusラナンキュラス

10001Nymphaea sp.スイレンの一種スイレン科

11000Kadsura japonicaサネカズラマツブサ科

11000Illicium anisatumシキミシキミ科

21100Heterotrapa kooyana var. rigescensアツミカンアオイウマノスズクサ科

20011Piper kadsuraフウトウカズラコショウ科

50041Houttuynia cordata ドクダミドクダミ科

22000Chloranthus serratusフタリシズカセンリョウ科

2251052Sarcandra glabraセンリョウ

20200Cinnamomum sieboldiiニッケイクスノキ科

20200Laurus nobilisゲッケイジュ

10001Chimonanthus praecoxロウバイロウバイ科

10001Annona cherimolaチェリモヤバンレイシ科

21100Magnolia preacocissimaコブシモクレン科

11000Magnolia quinquepetaモクレン

10100Amitostigma keiskeiイワチドリラン科

124512Bletilla striataシラン

11000Bulbophyllum inconspicum.ムギラン

21100Calanthe aristuliferaキリシマエビネ

245946Calanthe discolorエビネ

10100Calanthe reflexaナツエビネ

72311Calanthe sieboldiiキエビネ
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表１－８　紀伊半島南部の民家庭園で確認された維管束植物：科の配列と科名はCronquist(1988)に従った

庭園数種名
科名

合計ＤＣＢＡ学名和名

21100Canarium albumカンランラン科

101513Cymbidium goeringiiシュンラン

227771Cymbidium pumilumキンリョウヘン

3471485Dendrobium moniliformeセッコク

30111Dendrobium sp.デンドロビウム

11000Habenaria radiataサギソウ

11000Liparis nervosaコクラン

102431Neofinetia falcataフウラン

30111Oncidium sp.オンシジューム

41102Orchidaceae sp.ラン科の一種

31101Orchis graminifoliaウチョウラン

51400Phaius flavusガンゼキラン

21001Phalaenopsis aphroditeコチョウラン

20200Spiranthes sinensis var. amoenaネジバナ

21100Dioscorea oppositaナガイモヤマノイモ科

10100Dracaena fragransニオイセンネンボクリュウゼツラン科

70223Dracaena sp.ドラセナ

11000Yucca gloriosaアツバキミガヨラン

421210119Aloe arborescensキダチアロエアロエ科

44000Aloe veraアロエ・ベラ

10100Haworthia sp.ハウォルチアの一種

10100Babiana strictaバビアナアヤメ科

10100Belamcanda chinensisヒオウギ

30012Gladiolus sp.グラジオラス

103304Iris ensataハナショウブ

20110Iris japonicaシャガ

11000Iris pseudocorusキショウブ

10001Spranthera hybridaスプランテラ

113152Allium cepaタマネギユリ科

11000Allium chinenseラッキョウ

50212Allium fistulosumネギ（ワケギを含む）

20101Allium tuberosumニラ

20110Alstroemeria pulchellaユリズイセン

21010Asparagus officinalisアスパラガス

132452Aspidistra elatiorハラン

30300Cardiocrinum cordatumウバユリ

90135Chlorophytum comosumオリヅルラン

2683510Clivia miniataクンシラン

20200Convallaria majalisスズラン

100334Crinum asiaticum var. japonicumハマオモト

60321Cyrtanthus mackeniiキルタンツス

2283110Freesia refractaフリージア

41300Hippeastrum hydridumアマリリス

22000Hosta sp.ギボウシの一種

10001Hyacinthus orientalisヒアシンス

31002Ipheion uniflorumハナニラ

93222Ixia maculataイキシア

76001Leucojum aestivumスノーフレーク

82303Lilium formosanumタカサゴユリ

104501Lilium japonicumササユリ

164435Lilium lancifoliumオニユリ

115204Lilium longiflorumテッポウユリ

道下ら
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紀伊半島南部の庭園植物

表１－９　紀伊半島南部の民家庭園で確認された維管束植物：科の配列と科名はCronquist(1988)に従った

庭園数種名
科名

合計ＤＣＢＡ学名和名

20011Lilium maculatumスカシユリユリ科

72023Lilium sp.カサブランカ

50230Lilium sp.ユリの一種

53020Lilium sp. ‘Yubae’ユウバエ（コオニユリ）

52120Lilium speciosumカノコユリ

132335Liriope muscariヤブラン

20101Lycoris albifloraシロバナマンジュシャゲ

41102Lycoris radiataヒガンバナ

75110Muscari armeniacumムスカリ

54001Narcissus jonquillaキズイセン

329896Narcissus tazetta var. chinensisスイセン

137420Ophioglossum japonicusジャノヒゲ

135314Polygonatum falcatumナルコユリ

30210Polygonatum odoratumアマドコロ

30120Rhodohypoxis bauriiアッツザクラ

2671045Rohdea japonicaオモト

11000Tricyrtis formosanaタイワンホトトギス

93123Tricyrtis hirtaホトトギス

122604Tricyrtis macranthopsisキイジョロウホトトギス

10001Tulbaghia violaceaツルバキア

167324Tulipa gesnerianaチューリップ

91503Zephyranthes candidaタマスダレ

20101Zephyranthes carinataサフランモドキ

51211Eichhornia crassipesホテイアオイミズアオイ科

31110Canna indica var. orientalisダンドク（カンナ）カンナ科

102314Alpinia intermediaアオノクマタケランショウガ科

10010Alpinia speciosaゲットウ

10001Curcuma domesticaウコン

50311Zingiber miogaミョウガ

20101Zingiber officinaleショウガ

10010Musaceae sp.バショウ科の一種バショウ科

70043Strelitzia reginaeゴクラクチョウカ

21100Billbergia natansヨウラクツツアナナスパイナップル科

10001Arundo donaxダンチクイネ科

10001Bambusa multiplex var. elegansホウオウチク

11000Bambusoideae sp.タケ・ササ類の一種

10010Cymbopogon citratusレモングラス

21001Miscantus sinensisススキ

30021Pleioblastus simoniiメダケ

91233Rhapis excelsaカンノンチク

30300Zoysia japonicaシバ

20110Carex alternifoliusシュロガヤツリカヤツリグサ科

10001Gibasis pellucidaブライダルベールツユクサ科

52102Setcreasea pallidaパープルハート

20200Acorus gramineusセキショウサトイモ科

42200Amorphophallus rivieri var. konjacコンニャク

21100Colocasia esculentaサトイモ

10001Pistia stratiotesボタンウキクサ

143236Zentedeschia aethiopicaカラー

20110Acorus calamusショウブショウブ科

61311Rhapis humilisシュロチクヤシ科

11000Trachycarpus fortuneiシュロ
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表１－１０　紀伊半島南部の民家庭園で確認された維管束植物：科の配列と科名はCronquist(1988)に従った

庭園数種名
科名

合計ＤＣＢＡ学名和名

54100Chamaecyparis obtusaヒノキヒノキ科

60321Cupressus macrocarpaゴールドクレスト

10100Juniperus chinensis var. procumbensハイビャクシン

10100Juniperus rigidaネズミサシ

10010Juniperus scopulorumブルーヘブン

10100Platycladus orientalisコノテガシワ

154353Sabina chinensisビャクシン

10001Sabina chinensis ‘Kaizuka’カイヅカイブキ

42200Cryptomeria japonicaスギスギ科

11000Cunninghemia lanceolataコウヨウザン

43001Scianopitys verticillataコウヤマキコウヤマキ科

20200Abies firmaモミマツ科

61410Pinus densifloraアカマツ

10100Pinus palustrisダイオウショウ

94311Pinus parvifloraゴヨウマツ

81520Pinus thunbergiiクロマツ

10100Tsuga sieboldiiツガ

10001Araucaria brasilianaブラジルマツナンヨウスギ科

10001Decussocarpus nagiナギマキ科

161753Podocarpus macrophyllusイヌマキ

11000Cephalotaxus harringtoniaイヌガヤイヌガヤ科

53200Taxus cuspidataイチイイチイ科

11000Torreya nuciferaカヤ

10001Ginkgo bilobaイチョウイチョウ科

51301Cycas revolutaソテツソテツ科

10001Adiantum pedatumクジャクシダワラビ科

153642Lepisorus thunbergianusノキシノブウラボシ科

30300Pyrrosia linguaヒトツバ

50221Thelypteris acuminataホシダヒメシダ科

10001Arachniodes standishiiリョウメンシダオシダ科

40112Cyrtomium falcatumオニヤブソテツ

10100Cyrtomium fortuneiヤブソテツ

20200Dryopteris erythrosoraベニシダ

3259108Asplenium antiquumオオタニワタリチャセンシダ科

10001Asplenium prolongatumヒノキシダ

10001Pteris multifidaイノモトソウイノモトソウ科

81511Davallia mariesiiシノブシノブ科

90162Nephrolepis auriculataタマシダ

20020Lygodium japonicumカニクサフサシダ科

11000Osmunda japonicaゼンマイゼンマイ科

10100Angiopteris lygodiifoliaリュウビンタイリュウビンタイ科

10100Equisetum hyemaleトクサトクサ科

31101Selaginella involvensカタヒバイワヒバ科

28101602Selaginella temariscinaイワヒバ

22000Selaginella uncinataコンテリクラマゴケ

10100Lycopodium fordiiナンカクランヒカゲノカズラ科

10100Lycopodium serratumトウゲシバ

10100Psilotum nudumマツバランマツバラン科

516種137科

道下ら
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図１　調査地Ａ
右上は漁港

図２　調査地Ｂ
海と丘の間に複数の集落がある

図３　調査地Ｃ
石垣の家が多く，ほかの調査地より庭が広い

図４　調査地Ｄ
近隣の山林で仕事をする住民もいる

図５　外周型庭園の一例
庭の内部と外部との間には明瞭な境界がない

図６　江戸園芸文化の影響がみられる庭園
ヒラドツツジ，イヌマキ，イロハカエデなどの樹木が植

栽されている
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図７　野生種を多く利用した庭園
エビネ，セッコク，イワヒバなど近隣の森林などに自生

する植物を利用してデザインされている

図８　近代的園芸種の多い庭園
ヒラドツツジなど古くからの園芸種に加えてオオキバ

ナカタバミなどの新しく導入された園芸種もみられる

図１１　石垣に生えるセッコクとイワヒバ
この２種はその自生地と同様にセットで育成される

図１２　石垣に生えるオオタニワタリ
自然に繁殖した株から大きくなったもので，大切に保護

されている

図９　庭園内のエビネ類
常緑樹の陰に大切に育成されている

図１０　庭園内に植栽されたキリシマエビネ
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図１３　庭園内のリュウビンタイ
非商業的に植栽されたもの

図１４　庭園内のコバノタツナミソウ
ありふれた雑草だが，美しいため除草の対象となってい

ない

図１５　庭園周辺に多く生育するマツヨイグサ
庭園内に侵入しても除草されずに残される

図１６　庭園内のキンリョウヘン
養蜂に利用される

図１７　庭園内のアフリカホウセンカ
繁殖力がやや強く庭外に逸出した個体も見られる

図１８　庭園近くの石垣に生えるウチワサボテン
庭園内にも生育している
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要　　　旨
　堺北臨海部地区第７－３区産業廃棄物埋立跡地Ｈポンドにおいて，とくに植物栽培の可能性の

視点から水環境の現状を把握するために，ポンド内の地下水および土壌水の水質を調査するとと

もに，降雨，蒸発散，土壌水分変化，地下水位変化を観測し（２００３年８月２６日～２００４年１月１４日），

水収支を計算した。

　７－３区Ｈポンドでは，地下水，土壌水ともにpH，EC，COD，T-Nの非イオン項目の値，お
よびNa+，Cl-，K+，Ca2+，SO4

2-のイオン成分濃度が著しく高かった。各イオン成分の溶存比から，

Na+およびCl-はポンド内に残留した海水による影響であり，他の成分は土中の廃棄物からの溶出

などの影響によるものと推察された。

　一方，観測期間中（１４２日）の総降雨量は４５８mm，総蒸発散量は１５４mm，ポンドからの総流出
水量は３０８mm，ポンド内の貯水量変化は－５mmとなり，少降雨の月には蒸発散量が降雨を上回
ることもあった。また，ポンド内の地下水位は地下２．４m付近を推移しており，降雨時には地下
１．７m付近まで上昇することもあった。
　本地区の水環境は植物生育にとって極めて過酷な状態にあり，乾燥地の塩類集積と似た現象が

生じる可能性が高いので，本地区での植物栽培にあたっては，灌漑や排水の管理，栽培に適した

培地の客土などの対応が必要である。 

キーワード：産業廃棄物埋立跡地，堺第７－３区，水環境，診断

Abstract

　Takao NAKAGIRI, Haruhiko HORINO, Yoshihiko OGINO, Masaki KAMEI, and Ken 

HAMOTANI* (Laboratory of Irrigation and Environmental Engineering; *Laboratory of 

Atmospheric Environment, Graduate School of Agriculture and Biological Sciences, 

Osaka Prefecture University Gakuencho 1-1, Sakai, Osaka, 599-8531, Japan): Evaluation 
on Water Environment in H-pond, No. 7-3 Landfill Site, Sakai City.  Sci. Rep. Grad. Sch. Agric. 
& Biol. Sci., Osaka Pref. Univ. 56: 45-55 (2004).
　This study evaluates water environment condition in the Sakai District No. 7-3 Landfill Site, 
 especially, from the view of possibility of sustainable plant cultivation. In this study, subsur-
face water quality, soil water quality, and water balance at the H pond, which is one of the 
sections in the landfill, were surveyed. For the water balance calculation, rainfall(R), evapo-
transpiration (ET), soil water contents, and ground water level at the pond were observed 
from 26th Aug. 2003 to 14th Jan. 2004.
　The result of water quality analysis showed that values for pH, EC, COD, T-N, and dominant 
ions (Na+, Cl-, K+, Ca2+, SO4

2-) concentration were very high in both subsurface water and soil 
water. The relative ratio of each ion to Br- suggested that Na+ and Cl- were affected by residue 
of sea water in the pond and Ca2+ and SO4

2- were by elution from industrial wastes in the soil.
　During the observation period (142 days), total R was 458 mm, total ET was 154 mm, total 
outflow from the pond was 308 mm, and changes in water storage was －5 mm. In the month 
with least rainfall, monthly ET was beyond monthly R. The ground water level was fluctuating 
around 2.4 m under the ground, and in case that intensive rainfall occurred, it came up to 
around 1.7 m.
　The water environment condition is very severe for sustainable plant cultivation, since it 
should not be reasonable to deny possibility of salinization in arid land. Accordingly, in order to 
achieve sustainable plant cultivation in this pond, some measures such as irrigation and drain-
age management and/or soil dressing are necessary. 

堺第７－３区埋立処分場Ｈポンドにおける水環境の診断

中桐貴生・堀野治彦・荻野芳彦・亀井真咲・鱧谷憲*
(大阪府立大学大学院農学生命科学研究科水資源環境工学研究室，

*大阪府立大学大学院農学生命科学研究科大気環境学研究室）



はじめに

　堺北臨海部地区第７－３区産業廃棄物埋立跡地

（以下，７－３区）Ｈポンドにおいて「環境共生と

エコエリア構想の推進に関する研究プロジェク

ト」が進められているが，本プロジェクトの主目

的である，「緑化植物ならびにエネルギー資源作

物の栽培可能性の検証」には地区内の気象的およ

び水文的な植物生育環境の把握が不可欠である。

　水は植物の生育にとって欠かせない環境要素で

あり，地区における降雨量，蒸発散量，流出量，

地中における水貯留量変化の把握，すなわち長期

的な水収支の把握（＝水の量的な把握）は，地区

内で持続的に植物を栽培するに際し灌漑が必要か

どうか，必要とすればどの程度の水量が必要か，

そのために地区の排水路をどのように配置すべき

かなどを検討する際に必須の基本的事項である。

また，植物が利用する地中水の質的な状態の把握

や，植物生育を通じて起こる地下水の質的な変化

の把握も，水の量的な把握と同様に重要である。

　本研究では，ポンド内の地下水および土壌水の

水質を調査し，降雨，蒸発散，土壌水分変化，地

下水位変化の観測により水収支を計算し，水環境

の現状を把握した。得られた結果を踏まえ，植物

栽培の可能性について考察した。 

調査地の概要

　７－３区は堺北臨海部に位置する総面積２８０ha
の地区である。地区内は，Ａ～Ｚの合計２６の「ポ

ンド」と呼ばれる埋立区に仕切られている。本地

区における産業廃棄物埋立処分事業は昭和４９年か

ら開始され，平成１６年３月に埋立終了予定となっ

ている。今回の調査対象地はＨポンド（８ha)で
あり，図１に示すように「海面埋立処分」（昭和５６

年６月完了）と「陸上埋立処分」（平成１２年完了）

の２層に廃棄物が埋められている。

調査概要

１．測定項目および測定方法

　表１に示す方法により，Ｈポンドにおいて各種

水環境に関わる項目を測定した。また，各計器の

設置場所および設置状況を図２および写真１に示

す。

２．測定期間

　２００３年８月２６日より計測を開始した。水質に関

しては，１１月７日と１２月１日・１３日・２４日，１月２３日

の計５回行った調査結果に基づいて考察した。ま

た，水収支に関しては，測定開始日から２００４年１

月１４日の間に得られたデータに基づいて分析およ

び考察を行った。
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表１　７－３区Ｈポンドにおける環境要素に関する測定項目および測定方法

備考測定方法測定項目

COD, SS, T-N, T-P, 陽イオン類（Li+，Na+，NH4
+，K+，Mg2+，

Ca2+）, 陰イオン類（F-，Cl-，NO2
-，Br-，NO3

-，PO4
3-，SO4

2-）

土壌水および地下水原水を採水し，学内

実験室で分析

水質（採水分析）

水温, pH, EC, 色, におい等土壌水および地下水原水を採水し，現地

で計測

水質（現地測定）

センサー埋設深10cm, 15cm, 25cm, 35cm, 55cm測定時間
間隔10分

TDR式土壌水分計により直接計測土壌水分

土壌水分計設置時に採取した土壌を用いて分析（土粒子密

度，仮比重，三相分布，粒度組成，および1:2.5懸濁液にお
けるpH，EC）

土壌を採取し，学内実験室で分析土壌の物理性

管頭下約5mの位置にセンサーを設置水位計を設置し直接計測地下水位

地面表層部にセンサー埋設熱流板を設置し直接計測地中熱流量

通風乾湿計，3杯風速計，風向計，純放射計，雨量計で構
成

微気象計測システムで計測微気象要因

（気温，湿度，風速，

風向，純放射，雨量）

35m

覆 土 井 戸 

35m

砂 層 

廃 棄 物 

廃 棄 物 

沖積 粘 土 

堤 
割 
区 

堤 
割 
区 

海 

5.9
m

2.4m6.5m 廃 棄 物 
・陸上埋立処分 
　(盛土部)　 

瓦礫、土砂 

・海面埋立処分 

木くず、無害汚泥、 
鉱さい、焼却灰、 
瓦礫、ガラス、プラ 
スチック 

図１　Ｈポンドの概要
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高 

風速 計 

度 2m

風速 計 

度 2m

TDR
プ 

風速計 

純 

雨 量 計 雨量計 

通 風 乾 湿 計 通風乾湿 計 

放 射 計 純放射計 

風向風速 計 

セ 
ン 
サ 

ロガ ー 

セ ン サ 
ロ ー ブ プ 
セ ン サ 

ロ ー ブ  

       地 下水位計 

高度 2m

TDR 土壌水分計センサー 

TDRセンサ 

  プローブ 

純放射計・通風乾湿計・雨量計 

深さ6.5m 
φ=0.1m 
ストレーナ無し 

1.5m

6.5m

地表面 

地下水面 

採水ポイント 

10cm 
15cm 
25cm 
35cm 
55cm 

写真１　計器類の設置状況

図２　Ｈポンドにおける計器類の設置位置



調査結果および考察

１．土壌の物理性

　土壌の物理性に関する各項目の分析結果を表２

～５に，また各深さにおける土壌の粒径加積曲線

を図３に示す（１０cm深さについては分析ミスによ
り欠測）。なお，表４における均等係数Ucおよび
曲率係数U'cについては，

　Uc＝６０％粒径／１０％粒径 �

　U'c＝（３０％粒径）2／（１０％粒径×６０％粒径） �

で表され，均等係数Uc≧１０かつ曲線係数１≦U'c
≦３のとき，「粒度分布が良い」とされる。

　分析結果から，Ｈポンド表層の土壌特性として

以下の３点が挙げられる。

・Ｈポンド内の表層土壌の特徴

　①極めて強いアルカリ性土壌である。

　②表層から深さ５５ｃｍ程度までほぼ均質な砂壌

土であり，深部では若干シルトおよび粘土の

割合が大きくなる。

　③粒度分布をみると，粒径の偏りは小さく比較

的良好な分布状況であるといえるが，固相率

が高くまた透水性も低いため，植物栽培には

良好な土壌ではない。

２．水質

１）地下水

�非イオン項目

　地下水の上層部（＝地下水面付近），中層部（＝

地下水面と観測井底の中間），下層部（＝観測井底

部付近）からそれぞれ採水した試料の非イオン項

目について，層別の経時変化を図４に示す。この

図から以下のことがうかがわれる。

①水温とT-Pを除く全ての項目で，上層の水質は
比較的良好であったが，下層へ近づくほど水質

が悪化する傾向にある。また，水温とT-Pにつ
いては層による差違は小さい。
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表４　土壌の物理性に関する分析結果（粒度分布）

透　水　性粒　　　　　度　　　　　分　　　　　布
深さ

透水係数k曲率係数均等係数粒　　　　　径

cm/sU'cUc10%30%50%60%最大cm

低6.3×10-45.81360.0250.702.83.426.55
低3.2×10-44.92110.0180.582.63.819.015
低3.2×10-44.32390.0180.582.54.326.525
低2.6×10-45.02380.0160.552.53.819.035
低4.9×10-51.62860.0070.151.32.019.055

注）透水係数kはHazen法　k＝Ch・(０．７＋０．０３t)・D2
10による推定値．

　（係数Ch＝７０，温度　t　=２５℃とした．D10は１０％粒径．）

表５　土壌の物理性に関する分析結果（土性）

分類
組　　　成　　　%深さ

粘土シルト砂cm

砂壌土1221675
砂壌土11226715
砂壌土13226525
砂壌土11246535
壌土15305655

表２　土壌の物理性に関する分析結果　　　

（土粒子密度，仮比重，含水比，体積含水率）

体積含水率

%

含水比 

%
仮比重

土粒子密度

g/cm3

深さ

cm

9.67.51.272.665

15.311.51.352.6610

13.610.11.362.7515

22.013.51.412.6725

20.613.51.362.6235

16.511.81.462.6755

表３　土壌の物理性に関する分析結果

（三相分布，EC，pH）

pH EC

mS/cm

三相分布 %深さ

cm
気相率液相率固相率

9.00.1041.39.649.15

9.60.1032.515.452.210

9.70.0936.013.650.415

9.50.1325.222.052.925

9.10.0825.720.653.735

9.00.1331.316.552.255
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図３　各深さにおける土壌の粒径加積曲線



②pHは，下層では約１１となり，極めて強いアルカ
リ性となっていた。

③水質の経時変化については，基本的には，DOと
SS以外の項目では，層ごとにそれぞれほぼ一定
の値を推移し，経時的な変動は小さいと判断さ

れる。つまり，観測井のパイプ内の水はほとん

ど対流していないと推察される。なお，２００３年

１２月１日における中層での水質項目の多くは，

上層と類似した値となっているが，これは採水

時，中層用のサンプルに上層の水が含まれたた

めと推察される。

④上層と下層で水質にかなりの差がみられたが，

その平均値を地下水の平均的な状態とすると，

SSを除く全ての項目（T-Pは対象外）が表6に示
す農業用水の基準値よりも高い数値となる。

　なお，中層部については１２月１日・１３日・２４日

の３回のみ計測を行い，また，２００４年１月２３日の

調査では，SS，T-NおよびT-Pの項目については
欠測となっている。

－５０－
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図４　地下水の水質の経時変化



�イオン項目

　地下水各層から採水した試料について，陽イオ

ンではNa+，NH4
+，K+，およびCa2+の濃度が，陰

イオンではCl-とSO4
2-の濃度が極めて高かった

（表７～９）。また，それらの濃度は下層ほど高

くなる傾向にあった。これらのイオンのほとんど

は，海水中に多く含まれるものに相当し（表１０），

埋立時に残留した海水や海成沖積粘土からの影響

が大きいと推察される。また，嫌気状態となって

いる下層においてNH4
+の濃度が高くなっており，

これが強いアルカリ性を示す一因となっている。

なお，本ポンド内の地下水の水位変化は，潮位変

化と独立しており，ポンド内の地下水は，外部の

海水とはほぼ完全に遮断されていると考えられ

る。

　各層における経時的な変化をみると（表７～

９），下層においては，いずれのイオン濃度もほぼ

安定しているが，上層および中層ではほとんど全

ての項目において，調査の度に濃度比が上昇する

傾向にある。これは，当初みられた各層でのイオ

ン濃度差が形成されるには数か月～数年の比較的

長い年月を要するのに対し，およそ２週間間隔で

５回という比較的短い期間に高頻度での採水によ

って，上中層の低濃度の水が汲み出され，それを

補給するかたちで観測井（ストレーナの無い約８

メートルの塩ビパイプ）の下端から濃度の高い水

が井内に押し上げられ，もともと下層に存在した

水が上中層へ上昇したことが要因であると推察さ

れる。

　イオン成分のうち，Br-は最も出入りが少なく

保存性が高いと考えられるので，これを基準とし

て，海水および地下水（下層の平均値）における

各種イオン濃度とそれぞれのBr-濃度に対する比
をみると（表１１），K+，Ca2+およびSO4

2-では地下

水の濃度が海水よりも大きく上回っており，ポン

ド内において海水成分比が変わらないとすれば，

これらのイオン項目は，海水以外にも影響を受け

ている可能性がある。例えば，廃棄物中にコンク

リートや焼却灰が多く存在する場合，これらには

表１２のような成分が多く含まれ，それらが次のよ

うな反応を起こすと，Ca2+やSO4
2-が発生する。

・三酸化硫黄（SO3）の反応例

　　　SO3 +H2O→H2SO4

　　　H2SO4→2H++SO4
2-

・酸化カルシウム（CaO）の反応例
      CaO+H2O→Ca(OH)2

      Ca(OH)2 →Ca2++2OH-

　また，酸化カルシウムの反応では，Ca2+ととも

にOH-も発生し，これが本地区におけるアルカリ

性環境を作り出す要因とも考えられる。なお，地

下水中ではMg2+が検知されなかったが，これはそ

のほとんどが土壌中へ吸着されているなどの理由

が考えられる。

２）土壌水

　Ｈポンド中央部の地下５０cm部分より採取した
水を「土中水」とし，Ｈポンド盛土法面下端から

浸出している付近から採取した水を「浸出水」と

して，それらの水質の分析結果を表１３に示す。土

中水は，専用の土中採水器（写真２）を用いて１２

月１日と１２月１３日の２回採取し，浸出水について

は，１２月１３日に当該箇所の地面をわずかに掘って

くぼみを作り，そこに貯まった水をサンプル瓶に

直接採取した。なお，土中水については採取量が

わずかであったため，COD，SS，T-N，T-Pにつ
いては分析しなかった。

　土中水と浸出水の水質を比較すると，T-Nおよ
びSO4

2-などを除くほとんど全ての項目において，

土中水よりも浸出水の方で濃度が高かった。ま

た，土中水の水質は地下水上層にほぼ類似してお

り，一方，浸出水の水質は地下水上層と中層の中

間程度であった。ただし，全体的に比較的濃度の

低かった土中水でもNa+やCa2+などの濃度は依然

大きく，本地区において植物を栽培する場合に

は，地下水や土壌水の地表への上昇によって塩類

－５１－
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表６　Ｈポンドにおける地下水水質と農業用水

水質基準値（田淵ら，１９９８）　　

SS

[mg/L]

T-N

[mg/L]

COD

[mg/L]

EC

[mS/cm]
pH項目

1853528.39.4地下水

100以下1.0以下0.6以下0.3以下6.0～7.5
農業用水

基準値
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表７　地下水上層におけるイオン濃度

陽イオン濃度(mg/L)
採水日

Ca2+Mg2+K+NH4
+Na+Li+

521.05.4微量6.40.02003年11月07日

621.46.50.3200.012月01日

811.5141.61040.012月13日

1312.2233.82300.012月24日

1904.028-2870.02004年01月23日

陰イオン濃度(mg/L)
採水日

SO4
2-NO3

-Br-NO2
-Cl-F-PO4

3-

931.70.00.04.00.60.02003年11月07日

900.80.00.9240.40.012月01日

1481.40.63.8830.60.012月13日

2363.81.52.14170.60.012月24日

25312.51.80.05051.50.02004年01月23日

表８　地下水中層におけるイオン濃度

陽イオン濃度(mg/L)
採水日

Ca2+Mg2+K+NH4
+Na+Li+

-1.46.30.3190.02003年12月01日

451-68301,0350.012月13日

7300.090441,6200.012月24日

陰イオン濃度(mg/L)
採水日

SO4
2-NO3

-Br-NO2
-Cl-F-PO4

3-

930.70.01.0260.50.02003年12月01日

6570.06.90.01,9280.00.012月13日

1,0770.012.00.03,3070.00.012月24日

表９　地下水下層におけるイオン濃度

陽イオン濃度(mg/L)
採水日

Ca2+Mg2+K+NH4
+Na+Li+

1,0020.04161254,4110.02003年11月07日

9680.03731184,0290.012月01日

9880.04181334,4450.012月13日

1,0280.04321344,5640.012月24日

1,1100.04591444,4570.02004年01月23日

陰イオン濃度(mg/L)
採水日

SO4
2-NO3

-Br-NO2
-Cl-F-PO4

3-

2,7560.0230.07,0810.00.02003年11月07日

2,4040.0200.06,0670.00.012月01日

2,8420.0260.07,5410.00.012月13日

2,8310.0250.07,3460.00.012月24日

2,4270.0210.06,4820.00.02004年01月23日

中桐ら



－５３－

表１０　標準的な海水中の主なイオン濃度（mg/L）　

　　　　　　　　　　　（半谷・小倉，１９９８）

SO4
2-Br-Cl-Ca2+Mg2+K+Na+成分

2,7006619,0004001,30040011,000濃度

表１１　Br
-
に対する濃度比

SO4
2-Cl-Ca2+Mg2+K+Na+成分

402876196160海水

11530044018190地下水

表１２　普通セメントおよび焼却灰の主要成分割合（％）（小林，１９８９）

塩素

（Cl2）

三酸化硫黄

(SO3)

酸化第二鉄

（Fe2O3）

酸化アルミニウム

（Al2O3）

二酸化珪素

（SiO2）

酸化カルシウム

（CaO）
区　　分

_2～33～55～821～2560～66普通セメント

0.4～3
_6142723焼却灰

写真２　土中採水器とその設置状況

表１３　土壌水の水質分析結果

浸　出　水土　　中　　水区　　　　　　分

'03年12月13日平均'03年12月13日'03年12月1日採　　　水　　　日

88.58.48.5pH

非イオン項目

4.60.610.650.57mS/cmEC

27---mg/LCOD

2.32424-mg/LT-N

0.22---mg/LT-P

----mg/LSS

0000mg/LLi+

イオン項目

500232323mg/LNa+

00.200.3mg/LNH4
+

343.73.63.8mg/LK+

304.84.64.9mg/LMg2+

21810196106mg/LCa2+

0000mg/LPO4
3-

00.40.50.3mg/LF-

790141711mg/LCl-

0000mg/LNO2
-

微量000mg/LBr-

0000mg/LNO3
-

48131137124mg/LSO4
2-

注）数値のない部分は，分析できなかった項目

堺第７－３区埋立処分場Ｈポンドにおける水環境の診断



集積が発生する可能性があり，塩害が懸念され

る。

３．水収支

１）降雨および蒸発散

　Ｈポンドにおける降雨量（表１４）は，１１月には

平年（表１５）の２倍以上あり，一方，１２月には平

年の半分程度で，調査期間のそれ以外の月はほぼ

平年並みであった。実蒸発散量は，降雨等によっ

て大きく変動したが，基本的には，夏季終盤の８

月末から冬季の１１月上旬にかけて減少し，１１月中

旬以後は０．７mm/d付近を中心としてほぼ横ばい
に振動する変化傾向を示した（図５）。

２）土壌水分

　計測期間中における各深さでの土壌水分の日変

化を日降雨量とともに図６に示す。この図を見る

と，深さが深くなるほど降雨に対する応答が小さ

くなり，５５cm深さになると降雨に対する応答がほ
とんどなくなり，土壌水分がほぼ一定となってい

る。

３）地下水位

　計測期間中における地下水位の推移を日降雨量

とともに図7に示した。この図における地下水位
とは，陸上埋立による盛土部分の上端面からの距

離を示す。地下水位は地下２．４m付近をベ－スと
して推移し，８月末～９月半ばの間や１１月末～１

月半ばの間のように降雨の少ないときには地下

－５４－
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表１４　計測期間中における７－３区の降雨量および実蒸発散量（mm）

Total
2004年2003年

時期
1月12月11月10月9月8月

458(0)17174112133(22)降雨量

154(12)19183756(12)実蒸発散量

注）８月と１月はそれぞれ２００３年８月２６日－３１日，２００４年１月１日－１４日での総量

表１５　堺市における月別平均降雨量 （mm）

Total12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月時　期

120533.2801251388111420913793795363平均降雨量

注）１９９７年～２００１年の５カ年平均
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２．６m付近まで徐々に下降し，逆に大きな降雨が
生じた際にはそれに応答して急上昇し，降雨後間

もなく（１～２日程度で）２．４m付近にまで下降す
るという挙動を示すことがわかった。また，１０月

１３日のように６９mm/dほどの強い降雨時には地下
１．７m付近にまで達することもあった。
　このような地下水の挙動と，地下２．４m付近が，
Ｈポンドにおける陸上埋立部分と海面埋立部分の

境界付近（図１），すなわち，ポンドの区割り提の

天端とほぼ同じ高さであることを踏まえると，比

較的大きな降雨が地下水涵養に寄与したとして

も，陸上埋立による盛土部分に保水された水は盛

土法面などを通じてポンド外へ速やかに排出さ

れ，地下水位はすぐに区割り提の天端付近にまで

下がってしまうと考えられる。地下水位が天端付

近まで下降した後は，地下水減少は上方向への土

壌水分補給分しか生じないため，地下水位の低下

が鈍くなると考えられる。

　なお，前節で示したように塩分濃度が非常に高

い地下水の水位が，このように地下２～３m付近
という比較的浅いところにあり，これよりさらに

上昇することもあるような場合，地下水に含まれ

る塩分が地表に集積しやすい状態にあると判断さ

れる。

４）水収支計算

　上で示した，降雨量，実蒸発散量，土壌水分変

化，地下水位変化から，Ｈポンドにおける月別の

水収支計算を行った結果を表１６に示す。これをみ

ると，平年並あるいはそれ以上の降雨のあった９

月と１１月で貯留量変化がプラスとなり，それ以外

の月ではマイナスとなった。とくに１２月は降雨が

少なかったため，実蒸発散量が降雨を上回り，貯

留量は大幅な減少となった。

おわりに

　本調査研究では，７－３区Ｈポンドにおける水環

境について，水質と水収支の両面から調査検討し

た。ここで得られた結果から，本地区の水環境は

植物生育にとって極めて過酷な状態にあると判断

される。とくに，地下水および土壌水の塩分濃度

が極めて高く，また地下水位も高いことから，塩

類集積が生じ，塩害が発生する可能性が高い。

　今回の調査（分析対象）期間は２００３年８月２６日

～２００４年１月１４日の約４か月半程度であるが，当

該地区における水環境の現状に関する基本的な部

分はほぼ把握できたものと判断される。

　本地区において，植物の栽培を行う場合，例え

ば，灌漑や排水の管理を行って，地下水上昇を抑

制し，土壌水と地下水との毛管断裂を図ったり，

土壌のリーチングを行ったりすることによって，

表土層条件の改善を図るか，あるいは栽培に適し

た培地の客土を行って地下部から影響が及ばない

ようにするなどの対応が必要である。
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表１６　Ｈポンドにおける月別水収支　（mm）

Total
2004年2003年

期間
1月12月11月10月9月8月

45701717411213322降雨量 P

154121918375612実蒸発散量 ETa

308238104817211流出量 Q

-5-14-4051-75-1貯留量変化 ⊿S

注）８月と１月は，８月２６日～３１日および１月１日～１４日までの集計
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要　　　旨

　強アルカリ性土壌荒廃地における植物による環境修復に関する基礎知見を得るために，堺第７

－３区埋立処分場Ｈポンドにおいて回復してきた植生を調査し，地上部乾物重を測定した。自然

および人為的植生回復地を含めて２４科１０３種の維管束植物が観察され，帰化率は５９％であった。

２００３年秋期のＨポンドの植生は一年生草本を主体としたが，撹乱強度や土地利用度の違いによっ

て種の構成や優占度が異なっていた。平坦部では植被率は５８．４％，平均群落高は６７．８cmあり，メ
ヒシバ，イヌビエ，エノコログサ類などのイネ科の一年生草本が優占し，次いでセイバンモロコ

シが優占した。周縁部では植被率と群落高が高く，セイバンモロコシやクズ，ヨモギなどの多年

生草本が優占した．真砂土区では植被率は２３．３％となり，ノゲシが優占した．地上部乾物重は最

大１１６３g/m2で，全調査区平均では３６７g/m2となり，Ｈポンドの平坦部８haにおいて１年間に固定
される地上部バイオマスは最大９３ｔ，平均２９ｔとなると推定された。

キーワード：植生，バイオマス，強アルカリ性土壌荒廃地，乗算優占度，撹乱，二次遷移

Abstract

　Yuichiro NAKAYAMA, Daisuke AOKI, Yoshiaki KITAYA* and Satoshi T. OHKI** (Labo-

ratory of Conservation Ecology, *Laboratory of Environmental Control in Biology, 

**Laboratory of Plant Pathology, Graduate School of Agriculture and Biological Sciences, 

Osaka Prefecture University, Gakuencho 1-1, Sakai, Osaka, 599-8531, Japan): Structure 
and Biomass of Vegetation Covered in H-pond, No. 7-3 Landfill Site, Sakai City.  Sci. Rep. Grad. 
Sch. Agric. & Biol. Sci., Osaka Pref. Univ. 56: 57-63 (2004).
　In order to acquire basic knowledge of environmental restoration by plant and plant-biomass 
production in strongly alkalized wastelands, the vegetation structure and aboveground dry 
mass of plants were monitored in H-pond, No. 7-3 Landfill Site, Sakai City. A total of 103 spe-
cies of vascular plants was observed from July 8, 2003 to March 4, 2004, and the rate of natural-
ized species was 59%. Annual species dominated in the autumn of 2003, and the species 
composition and dominant species varied from place to place depending on the intensity of 
disturbance and land-use in H-pond. On the flat area of H-pond, the percentage of vegetation 
cover was 58.4 %, and the average plant height was 67.8 cm. Annual grasses, such as Digitaria 
ciliaris, Echinochloa crus-galli and Setaria spp., were highly dominant, as was subsequently 
Sorghum halepense on the flat area. On the slopes surrounding the flat area, the percentage 
of vegetation cover ranged from 73.1 % to 100 %, and the average plant height was more than 
100 cm. Perennial species, such as Sorghum halepense, Pueraria lobata and Artemisia 

indica, were dominant on the slopes. On a lot covered with decomposed granite soil located in 
the southeastern part of the flat area, the percentage of vegetation cover was 23.3 % and 
Sonchus oleraceus dominated with an average height of 40.7 cm. The aboveground dry mass 
of the plants measured in late November was 1163 g per plot of one square meter at maximum 
and 367 g on average, and the aboveground biomass fixed in one year in H-pond was estimated 
to be 93 ton at maximum and 29 ton on average. 

Key Words: biomass, disturbance, multiplied dominance ratio, secondary succession, strongly 
alkalized wastelands, vegetation
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緒　　言

　「堺第７－３区環境共生モデル調査研究」は，

大阪府の臨海部にある堺第７－３区埋立処分場Ｈ

ポンド（以下，Ｈポンド）を実験地として，穀物

や飼料作物，牧草などの栽培によって強アルカリ

性土壌荒廃地を環境修復し，大気中の二酸化炭素

の吸収をすすめヒートアイランド現象の緩和など

を検証するとともに，得られたバイオマスをバイ

オエタノールへローコストで生産しようとするプ

ロジェクトである。

　Ｈポンドでは，建設残土や廃土を埋め立てた約

８haの土地を２００３年５月に整地してほぼ均平に
した後，中央および北東側の約６haに緑化植物と
して７種の牧草が混播された（エコエリア研究

会，２００４；図１）。また，東南側には約１０aの作物
試験栽培区が設置されて，その一部には真砂土が

敷かれ，一部には剪定枝堆肥がすき込まれた（エ

コエリア研究会，２００４）。一般に撹乱によって植

生が破壊され裸地化した土地では，以前に生育し

ていた植物の埋土種子や栄養繁殖器官および周辺

から侵入してきた種子からの芽生えによって新た

な植生が形成され，二次遷移が始まる（沼田，

１９８７）。人為的撹乱環境に生育する植物では，種

によって土壌に対する反応や撹乱耐性などが異な

るので（清水，１９６０；Young，１９６８），隣接した場
所でも撹乱強度や肥沃度などの時間的・空間的な

変化に対応して植生は遷移する（清水，１９６９；伊

藤ら， １９９９）。本報告では，植物による強アルカ
リ性土壌荒廃地の環境修復とバイオマス生産に関

する基礎知見を得ることを目的として，Ｈポンド

において整地作業後に出現した植生と地上部乾物

重を調査し，植生管理の方法について考察した。

材料および方法

　２００３年７月８日と２９日，９月２日，１７日と１９日，

１０月１０日および２００４年３月４日にHポンドを踏査
し，確認した植物種を記録した。現場での同定に

困難な種は，研究室に持ち帰って同定した。種の

学名には米倉・梶田（２００３）の見解を採用した。

　２００３年秋期にはHポンドを相観と土地利用から
平坦部，周縁部および真砂土区に区分した（図

１）。平坦部と周縁部には幅１cm，長さ１０mの複
数の調査ラインを無作為に設定し，接線法（奥宮

・伊藤，１９６７）に従って被度（冠部被度）および

草高を測定した。平坦部とは，整地してほぼ均平

にされた約８haのうち，東南側の作物試験栽培区
域約１０aを除く部分で，平坦部の中央および北東
側の約６haには緑化植物が混播されている（エコ
エリア研究会，２００４）。平坦部には２３本の調査ラ

イン（No. １～２３）を設置した。周縁部とは平坦

部の周りにある斜面および植え込みを指し，東斜

面には５本（No. ２４～２８），北斜面東側には２本
（No. ２９，３０），北斜面西側には３本（No.３１～３３），
クロマツなどが植栽された西端部には２本

（No.３４，３５）の調査ラインを設置した。平坦部
の南西側にある緩斜面の植生は平坦部の植生と類

似していたので，この緩斜面に調査ラインは設置

しなかった。真砂土区とは，作物試験栽培区域内

にある真砂土の敷かれた一区画で，作物や野生植

物が試験栽培されている（エコエリア研究会，

２００４）。真砂土区内の作物が生育していない部分

に１m×１mのコドラートを２０箇所設置し，コド
ラート内に発生した植物の被度と草高を記録し

た。平担部は９月１９日に，周縁部は１０月１０日に，

真砂土区は９月２日に調査した。

　出現した種を，生活型として一年生草本種，二

年生草本種，多年生草本種および木本種とに，来

歴として在来種と外来種とに区別した。在来種と

外来種との区別は清水（２００３）を参考に決定した。

ただし，ギョウギシバは在来（史前帰化）である

が，緑化用のバーミューダグラスとして近年に導

入されたものが逸出しており在来との区別が難し

いので，本報告では外来種として扱った。ある種

の出現した調査ラインまたはコドラート数の，全

調査ラインまたはコドラート数に対する割合をそ

の種の常在度として，区域（平坦部，周縁部およ

び真砂土区）ごとに常在度を算出した。それぞれ

の種について被度×草高を調査ラインまたはコド

ラートごとに算出し，区域での平均値をその区域

における種の優占度（乗算優占度）とした。
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図１　Ｈポンドにおける試験区の配置および植生と

バイオマス生産の調査地点

１～３５の数字と－は調査ラインを，①～⑩は刈り取り

区を示す．

Ａ～Ｄは平坦部における特徴的な群落の位置を示す．

Ａ：キンエノコロの純群落，Ｂ：キシュウスズメノヒ

エの純群落，ＣおよびＥ：草高２ｍ以上のセイバンモロ

コシの優占する群落，Ｄ：多年生草本（ヨモギ，セイ

タカアワダチソウなど）の優占する群落．



　２００３年１１月下旬には，Hポンド平坦部において
代表的な植生が見られる地点に１m2の区画を１０

箇所設け（図１），区画内にある植物の地上部を刈

り取り，乾燥重量を種ごとに測定した。

　なお，継続的な調査を行うため，植生の調査地

点と刈り取り区の位置を携帯型GPS装置（測位精
度１５mRMS未満）で記録した。

結　　果

整地後に出現した植生

　全体では２００３年７月８日から２００４年３月４日に

２４科１０３種の維管束植物が観察された（表１）。一

年生草本６９種（うち外来４２種），多年生草本３０種

（うち外来１７種），木本３種（うち外来１種），不

明（未同定）１種が確認され，全種数に対する外

来種の割合（帰化率）は５９％であった。種の構成

や優占度は，区域ごとに異なっていた。

　平坦部では，２００３年秋期に調査ライン上に出現

したのは４３種であり，そのうち常在度２０％以上の

種は１８種であった（表１）。また，調査ライン以外

の場所に出現した種は２３種あった。植被率は

５８．４％，平均群落高は６７．８cmであった。被度は
一年生のイネ科草本（メヒシバ，オヒシバ，イヌ

ビエ，エノコログサ類）で高く，次いで多年生の

ギョウギシバ，セイバンモロコシ，シロツメクサ

で高かった。乗算優占度による種順位の上位５種

は，高い順にイヌビエ，セイバンモロコシ，キン

エノコロ，メヒシバ，オヒシバであり，乗算優占

度の合計の６０％をイネ科の一年生草本で占め，多

年草ではセイバンモロコシ（約１９％）の例を除き

低かった（図２）。平坦部の一部には，キンエノコ

ロやキシュウスズメノヒエの純群落や，草高２m
を超えるセイバンモロコシの純群落，ヨモギやセ

イタカアワダチソウなどから成る多年生草本群落

などがパッチ状に見られた（図１）。

　平坦部の緑化植物播種区域では播種された７種

の緑化植物のうちシナガワハギ，シロクローバ

（シロツメクサ），バーミューダグラス（ギョウギ

シバ）およびペレニアルライグラス（ホソムギ）

の幼植物が確認された。また，ケンタッキーブ

ルーグラス（ナガハグサ）は１０cm程度の草高とな
り出穂していた。トールフェスクとバヒアグラス

の芽生えは確認できなかった。

　周縁部で調査ライン上には４２種が出現し，その

うち常在度２０％以上の種は１７種であった（表１）。

また，調査ライン以外の場所に出現した種は１９種

あった。これらの多くは，作物試験栽培区域東側

の斜面上部に見られた。常在度は，イネ科の一年

生草本のほか，多年生のセイバンモロコシ，ギョ

ウギシバ，ヨモギで高く，ヨシやクズでも比較的

高かった（表１）。乗算優占度による種順位の上

位５種は，高い順にセイバンモロコシ，クズ，ヨ

モギ，アキノエノコログサ，クソニンジンであり，

多年生草本の種順位が高かった（図２）。種の構

成や優占度は，地点によって違いが見られた。東

側斜面では，植生の種構成は平坦部と似ていた

が，多年生草本の常在度がとくに高く，優占種は

セイバンモロコシであった。北斜面東側は草高１

mを超えるクズで覆われており，クズは調査ライ
ン１３番周辺の平担部まで広がっていた。北斜面西

側では，草高１mを超えるセイバンモロコシが優
占し，ススキが混生していた。斜面の底部には草

高２mを超えるヨシやセイタカヨシが生育し，そ
の一部は斜面にまで広がっていた。クロマツなど

が植栽された西端部では，下草は３０cm程度に刈
り込まれており，優占種はヨモギで，次いでギョ

ウギシバの優占度が高かった。

　真砂土区では，植被率は２３．３％で，生育する種

のほとんどは草高３０cm以下であった。２００３年秋
期に調査枠内に出現した３５種のうち，一年生草本

は２９種であり，優占種はノゲシであった（図２）。

ネズミムギは真砂土区のみで見られた（表１）。

バイオマス生産量

　刈り取り区では３１種の草本植物が見られた。区

によって出現する種は大きく異なり，シロツメク

サ（７区），エノコログサ類（７区），メヒシバ

（７区），セイバンモロコシ（７区），ギョウギシ

バ（３区），オヒシバ（３区）およびシロバナシナ

ガワハギ（３区）で出現頻度が高かった。地上部

乾物重は各区とも，セイバンモロコシ，シロツメ

クサ，メヒシバ，ギョウギシバおよびエノコログ

サ類でそのほかの種より大きかった（図３）。群

落地上部乾物重はセイバンモロコシの優占する①
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図２　２００３年秋期にＨポンドに出現した種の乗算優

占度－種順位関係

○：一年生・単子葉・在来種，◇：一年生・単子葉・

在来種，▽：一年生・双子葉・外来種，△：一年生・

双子葉・外来種，●：多年生・単子葉・外来種，◆：

多年生・単子葉・外来種，▼：多年生・双子葉・在来

種，▲：多年生・双子葉・外来種，×：不明種（イネ

科の一種）．二年生は多年生に含まれる．
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表１　Ｈポンドで確認された維管束植物

来歴生活型
常在度

学名種名科名綱
真砂土区周縁部平担部

naⅢⅠⅡChenopodium album L.       シロザアカザ科モクレン綱

iarChenopodium ambrosioides L.       アリタソウ（双子葉）

iaⅠⅠAmaranthus hybridus L.       ホソアオゲイトウヒユ科

iaⅢⅠAmaranthus viridis L.       アオビユ（ホナガイヌビユ）

naⅢⅠⅠPortulaca oleracea L.       スベリヒユスベリヒユ科

iaⅡPortulaca pilosa L.       ヒメマツバボタン

naⅠⅠPersicaria lapathifolia (L.) Gray      オオイヌタデタデ科

narPersicaria maculosa Gray       ハルタデ

npⅠRumex acetosa L.       スイバ

ipⅠRumex conglomeratus Murray       アレチギシギシ

npⅢⅠRumex japonicus Houtt.       ギシギシ

iarAbutilon theophrasti Medik.       イチビアオイ科

iarrMalva parviflora L.       ウサギアオイ

nwrPopulus tremula L. var. sieboldii (Miq.) H.Ohashi   ヤマナラシヤナギ科

iarrBrassica juncea (L.) Czern.      カラシナアブラナ科

naⅡCapsella bursa-pastoris (L.) Medik.      ナズナ

naⅡCardamine scutata Thunb.       タネツケバナ

iaⅡLepidium didymum L.       カラクサナズナ

nprPotentilla supina L.       オキジムシロバラ科

narrAeschynomene indica L.       クサネムマメ科

iarDesmodium paniculatum (L.) DC.      アレチヌスビトハギ

iaⅢⅡMedicago lupulina L.       コメツブウマゴヤシ

iaⅠⅡMelilotus officinalis (L.) Pall.（シロバナ）シナガワハギ

npⅡⅠPueraria lobata (Willd.) Ohwi      クズ

iaⅢTrifolium dubium Sibth.       コメツブツメクサ

ipⅡⅠⅢTrifolium repens L.       シロツメクサ

narVicia hirsuta (L.) Gray      スズメノエンドウ

narrVicia sativa L.カラスノエンドウ

naⅡVicia tetrasperma (L.) Schreb.      カスマグサ

iarVicia villosa Roth subsp. varia (Host) Corb.   ナヨクサフジ

ibⅠOenothera glazioviana Micheli       オオマツヨイグサアカバナ科

iaⅠOenothera laciniata Hill       コマツヨイグサ

ibrrOenothera parviflora L.       アレチマツヨイグサ

naⅠⅠAcalypha australis L.       エノキグサトウダイグサ科

iaⅡⅠChamaesyce maculata (L.) Small      コニシキソウ

iarrChamaesyce nutans (Lag.) Small      オオニシキソウ

iarEuphorbia marginata Pursh       ハツユキソウ

iwrMallotus japonicus (L.f.) Mull.Arg.      アカメガシワ

npⅠOxalis corniculata L.       カタバミカタバミ科

iprOxalis debilis Kunth subsp. corymbosa (DC.) Lourteig   ムラサキカタバミ

iarLycopersicon esculentum Mill.       トマトナス科

iaⅢⅠSolanum ptychanthum Dunal       アメリカイヌホオズキ

iaⅠDatura stramonium L.       ヨウシュチョウセンアサガオ

iaⅠIpomoea lacunosa L.       マメアサガオヒルガオ科

ipⅠVerbena bonariensis L.       ヤナギハナガサクマツヅラ科

narPerilla frutescens (L.) Britton var. crispa (Thunb.) H.Deane  シソシソ科

ipⅡⅠPlantago lanceolata L.       ヘラオオバコオオバコ科

iarVeronica persica Poir.       オオイヌノフグリゴマノハグサ科

nwrCampsis grandiflora (Thunb.) K.Schum.      ノウゼンカズラノウゼンカズラ科

iaⅠAmbrosia artemisiifolia L.       ブタクサキク科

iaⅡⅡⅠArtemisia annua L.       クソニンジン

npⅡⅤⅠArtemisia indica Willd. var. maximowiczii (Nakai) H.Hara   ヨモギ

iaⅠⅠAster subulatus Michx.       ホウキギク

iaⅠBidens frondosa L.       アメリカセンダングサ

iarBidens pilosa L. var. pilosaコセンダングサ

iarCentaurea cyanus L.       ヤグルマギク

naⅡCentipeda minima (L.) A.Braun et Asch.    トキンソウ

iarConyza bonariensis (L.) Cronquistアレチノギク

iaⅠⅡConyza canadensis (L.) Cronquist      ヒメムカシヨモギ

iaⅠConyza sumatrensis (Retz.) E.Walker      オオアレチノギク

iarCoreopsis tinctoria Nutt.       ハルシャギク

iaⅢⅡEclipta alba (L.) Hassk.      アメリカタカサブロウ

iarrGalinsoga quadriradiata Ruiz et Pav.     ハキダメギク

iaⅡGnaphalium spicatum Lam.       ウラジロチチコグサ

iarHelianthus argophyllus Torr. et A.Gray     シロタエヒマワリ

iarLactuca serriola L.       トゲチシャ

ipⅠSenecio madagascariensis Poir.ナルトサワギク

ipⅡⅠSolidago altissima L.       セイタカアワダチソウ

naⅤⅡⅡSonchus oleraceus L.       ノゲシ

ipⅠTaraxacum officinale Weber ex F.H.Wigg.     セイヨウタンポポ

iaⅠⅡXanthium italicum Moretti       イガオナモミ



区で１１６３g/m2で最大となり，次いでメヒシバの優

占する⑦区で４４４g/m2となった。全調査での平均

地上部乾物重は３６７g/m2となった。

考　　察

　２００３年４月１７日には，セイバンモロコシやセイ

タカアワダチソウ，ヒメムカシヨモギ，ヨモギな

どの枯れた茎が地面を覆い，植被（枯れ草）の少

ない部分にはシロバナシナガワハギ，シロツメク

サ，コメツブウマゴヤシ，ヘラオオバコ，ギョウ

ギシバ，ノゲシなどが見られたことから，整地前

のHポンドには越年草や多年草の優占する群落が
あったと考えられる。整地作業による撹乱でこの

植生が破壊され裸地化し，その後に，この場所の

１/２は草高６０cm程度のイネ科草本によって覆わ
れ，地表には背の低いマメ科草本をまばらに含む

植生が出現した。播種された緑化植物の生長は悪

く，これらは植被やバイオマスにほとんど貢献し

ていなかった。シナガワハギ，シロツメクサおよ

びギョウギシバには播種されて発生した個体のほ

かに以前から侵入していた個体があり，大きく生

長した個体やシロバナシナガワハギは以前からの

－６１－

埋立処分場における植生とバイオマス生産

表１　つづき

来歴生活型
常在度

学名種名科名綱
真砂土区周縁部平担部

narrCommelina communis L.       ツユクサツユクサ科ユリ綱

npⅠCyperus brevifolius (Rottb.) Hassk.ヒメクグカヤツリグサ科（単子葉）

naⅡⅠCyperus difformis L.   タマガヤツリ

naⅢⅠCyperus iria L.       コゴメガヤツリ

naⅡⅠCyperus microiria Steud.       カヤツリグサ

iaⅠCyperus odoratus L.       キンガヤツリ

nprCyperus polystachyos Rottb.       イガガヤツリ

npⅠCyperus rotundus L.       ハマスゲ

ipⅢrBromus catharticus Vahlイヌムギイネ科

ipⅢⅣⅣCynodon dactylon (L.) Pers.      ギョウギシバ

naⅣⅤⅤDigitaria ciliaris (Retz.) Koeler      メヒシバ

naⅠDigitaria violascens Link       アキメヒシバ

naⅢⅢⅣEchinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. var. crus-galli    イヌビエ

naⅣⅡⅤEleusine indica (L.) Gaertn.      オヒシバ

iaⅠⅡEragrostis minor Host       コスズメガヤ

iaⅣLolium multiflorum Lam.       ネズミムギ

paⅣｒLolium perenne L.       ペレニアルライグラス

npⅠMiscanthus sinensis Andersson       ススキ

iaⅡⅢⅡPanicum dichotomiflorum Michx.       オオクサキビ

ipⅠPaspalum dilatatum Poir.       シマスズメノヒエ

ipⅠⅠPaspalum distichum L.       キシュウスズメノヒエ

npⅡPhragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.    ヨシ

nprPhragmites vallatoria (L.) Veldkamp      セイタカヨシ

naⅣPoa annua L.       スズメノカタビラ

ipⅠPoa pratensis L.       ケンタッキーブルーグラス

naⅢPolypogon fugax Nees ex Steud.     ヒエガエリ

naⅡⅣⅣSetaria faberi R.A.W.Herrm.       アキノエノコログサ

naⅢⅣSetaria glauca (L.) P.Beauv.      キンエノコロ

naⅢⅢⅣSetaria viridis (L.) P.Beauv.      エノコログサ

ipⅡⅣⅢSorghum halepense (L.) Pers.      セイバンモロコシ

Ⅱイネ科の一種

nprDioscorea tokoro Makino       オニドコロヤマノイモ科

常在度： Ⅴ：100～80%，Ⅳ：80～60%，Ⅲ：60～40%，Ⅱ：40～20%，Ⅰ：20～0%，r：平坦部および周縁部の調査ライン上または真砂土区の枠内に出現せず．

生活型： a：一年生草本，b：二年生草本，p：多年生草本，w：木本．

来　歴： n：在来種，i：外来種．

1

①  ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧  ⑨ ⑩ 
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図３　刈り取り区に出現した植物種の地上部乾物重

①～⑩は刈り取り区を示す（図１参照）．

　 ：コメツブウマゴヤシ，○：シロバナシナガワハギ，
　●：シロツメクサ，△：マメアサガオ，▼：ヨモギ，
　□：ギョウギシバ，◇：メヒシバ，■：イヌビエ，
　◆：オヒシバ， ：オオクサキビ，
　 ：エノコログサ類， ：セイバンモロコシ，
　×：その他



個体と考えられる。真砂土区ではノゲシが優占し

たが，これは整地作業による撹乱と繁殖体の含ま

れない真砂土が敷かれたことにより，周囲からの

風散布型種子の侵入とその後の定着に有利な環境

条件が真砂土区に成立したためと考えられる。一

方，周縁部の東および北斜面と西端部では多年生

植物の優占する植被率の高い群落が見られたが，

これは斜面では傾斜のために，西端部では以前か

らクロマツなどが植栽されていたために，整地作

業による撹乱をほとんど受けず，整地以前の植生

が保存されていたと考えられる。このように，H
ポンドにおける２００３年秋期の植生は二次遷移の初

期段階に一般に観察される一年生草本を主体とす

るもので（沼田，１９８７），撹乱強度や土地利用の違

いによって種の構成や優占度が異なっていた。優

占種のほかに多数の種が観察され，とくにイネ科

多年生草本のセイバンモロコシ，先駆的な木本種

として知られるアカメガシワやヤマナラシのほ

か，ヒメムカシヨモギやオオアレチノギク，スズ

メノカタビラなどの冬型一年草（越年草）が２００４

年３月４日に多く生育していたことから，今後，

越年草の優占する植生から多年草の優占する植生

へと推移し，さらに木本の割合も高くなり，堺第

７－３区産業廃棄物第２次処分地のst-1およびst-
2で見られる植生（大阪湾臨海部緑の拠点創出検
討委員会，２００３）に遷移すると推定される。

　平坦部８haでのバイオマス生産量（地上部全乾
物重）は，セイバンモロコシの優占した区を基準

にすると最大で９３t，平均では２９tとなると推定
される。中国東北部の土壌のアルカリ化によって

退化した羊草Aneurolepidium chinense草地で

の乾物生産量は約０．６t/ha，退化していない草地
では１．５～２．２t/haであり（川鍋ら，１９９３），日本の
ススキ型草地のバイオマス生産量は生重で２０００g/
ｍ2前後（佳山ら，１９８３），乾物重では４００～７００g/
ｍ2である（沼田，１９７６）から，Hポンドにはスス
キ型草地並みのバイオマス生産力があると考えら

れる。しかし，乾物生産の大部分はセイバンモロ

コシとイネ科一年生草本によるものであり，また

地点によるばらつきもたいへん大きい。刈り取り

区間での生長量の差は，土壌環境の差に関連する

と考えられる。今後，各調査区の土壌環境特性を

調査し，生長量に影響する土壌環境要素を特定し

て，その影響のメカニズムを解明する必要があ

る。Hポンドにおいて最大のバイオマス生産を安
定して行うためには，土壌環境要素に耐性をもつ

植物種を見いだすとともに，土壌条件の改善およ

び最適な植生管理の方法を開発することが重要で

ある。

　Hポンドのような人工的な荒廃地にどのような

植生を成立させるかは，土地の利用目的と環境条

件に照らして決定されるべきである。一般に温帯

の半自然草地では草刈り頻度が高いとシバ草地が

成立し，草刈り頻度の低下に従って優占種がチガ

ヤからススキへと変化する（沼田，１９８７）。この

ような自然と人為とのバランスで成り立つ植生を

モデルに，Hポンドにおいても植生の創出・維持
・管理を行っていくのが良いと思われる。ススキ

はHポンド周縁部の斜面に多く見られ，チガヤは
Hポンド内では観察されなかったものの７－３区
内に頻繁に見られたので，風散布型の種子をもつ

これらの種のHポンド平坦部への侵入が期待でき
る。しかし，Hポンドの土壌はpH９以上の強アル
カリ性を示している（エコエリア研究会，２００４）。

強アルカリ性土壌ではエノコログサなどの一年草

やアルカリ耐性の種でないと生育が難しく（清水，

１９６９；川鍋ら，１９９３），ススキやチガヤは酸性土

壌への適応性は広いが（清水，１９６０），pH８を超
える土壌環境での生育は大きく抑制される（堀江

・根本，１９９０；江崎ら，２００２）。試験的に移植し

た両種の１年目の生長も悪かった（エコエリア研

究会，２００４）。また，Hポンドで優占度の高かっ
たセイバンモロコシは，地中を横走する太くて長

い根茎と種子によって旺盛に繁殖するので（伊藤

・森田，１９９９），今後さらに優占度を高めると考

えられる。目的の植生へ推移させるためには，刈

り取りなどによる省力的な管理でセイバンモロコ

シの生育を抑制するだけでなく，アルカリ耐性の

高い植物種を見出して，土壌環境が改善されるま

で一時的にそれらの植物を植栽する必要がある。

植物のアルカリ耐性については，種による違いの

ほかに，種内集団間での分化も知られているので

（Snaydon，１９７０），Hポンドに出現した種からア
ルカリ耐性の高い遺伝子型の探索が期待される。

このような種や遺伝子型は周辺環境へ拡散すると

侵略的外来種として振舞う恐れがあるので（鷲

谷，２００３），海浜の埋立地においても植物の導入

にあたっては十分に配慮すべきである。一時的に

植物を導入する場合には，区域外への逸出を常に

モニターしながら管理する必要がある。今後は，

荒廃地における環境改善や作物生産性の向上，環

境修復能を有する植物の探索を念頭におきなが

ら，植生の推移を継続して調査する予定である。
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