
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。
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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。
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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。
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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
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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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紀伊半島南部の庭園植物

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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道下ら

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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紀伊半島南部の庭園植物

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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