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要　　旨

　民家庭園など人の身近な場には，遺伝資源または文化遺産として重要なさまざまな維管束植物

が生育している。これらの植物の多様性を体系的に知るために，２００５年の春と秋に長崎県平戸市

の２集落と松浦市の２集落において庭園に生育する維管束植物を調査し，その利用法と導入経緯

を聞き取り調査した。確認された１６１科８６８種の植物について，確認した戸数，常在度，鉢植えの

実態（鉢比率），利用法をまとめた。有用植物では，ナンテン，イヌマキ，ヒラドツツジ，ツワブ

キ，ツバキ，マンリョウ，シンビジュームの順で常在度が高く，雑草ではカタバミ，オニタビラ

コ，ムラサキカタバミ，メヒシバ，ツユクサ，キツネノマゴ，コミカンソウ，ツメクサの順に常

在度が高かった。６５１種の植物は，観賞用，垣根，食用，薬用，儀礼用，工芸用などにされてい

た。有用植物の約８割は観賞用で，花や葉や果実が観賞対象とされ，盆栽や忍玉としても利用さ

れていた。国外産多肉植物は鉢植えとされる傾向が高く，シンビジューム，フチベンベンケイ，

クンシラン，クジャクサボテンの順で鉢比率が高かった。４０科５８種では地方名を記録した。調査

対象地の民家庭園の植物は，観賞植物を中心として高い多様性を示した。
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Abstract

　Yudai MICHISHITA and Hirofumi YAMAGUCHI (Laboratory of Economic Botany 

and Biodiversity, Graduate School of Life and Environmental Sciences, Osaka Prefecture 

University, Sakai, Osaka, Japan): Vascular plant flora in home gardens in Hirado-Matsuura 
region, Nagasaki Prefecture, Japan.. Sci. Rep. Grad. Sch. Life & Environ. Sci., Osaka Pref. Univ. 
58:13～37(2006).
　Traditional home gardens have the function for conservation of genetic resources and cul-
tural heritage in Japan. In order to illustrate the diversity of garden plant flora, vascular plants 
were monitored in 80 gardens of 4 hamlets in Hirado and Matsuura Cities in Nagasaki Prefec-
ture in spring and autumn in 2005. Eight hundred and sixty-eight species belonging to 161 
families were recorded in four hamlets studied. All species surveyed were inventoried in terms 
of the frequency of abundance, planting place and plant use. Dominant useful plants were Nan-

dina domestica, Podocarpus macrophyllus, Rhododendron cv., Farfugium japonicum, 

Camellia japonica, Ardisia crenata and Cymbidium sp. In contrast Oxalis corniculata, 

Youngia japonica, Oxalis corymbosa, Digitaria adscendens, Commelina communis, Ros-

tellularia procumbens, Phyllanthus urinaria and Sagina japonica were abundant as 
weeds. Six hundred and fifty two useful plants were used for ornamental, hedge, edible, 
medicinal, ritual and craft making. Eighty percent of useful plants were ornamental use for 
Bonsai, Shinobudama, and for flowers, fruits or leaves. Cymbidium sp., Crassula portulacea, 

Clivia miniata and Epiphyllum sp. tended to maintain with pots. Thier local names were 
recorded for 58 species belonging to 40 families. Home gardens in the sites studied show a high 
species-diversity.
Key Words: Biodiversity, local name, natural resources, Qrnamental plant, vascular plant.
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緒　　言

　民家庭園には，遺伝資源または文化遺産として

重要な植物が生育している。オーストリア・東チ

ロルの民家庭園ではオーストリアのレッドリスト

に収録されている種が７９種が知られ（Vogl-Lukas-
ser et Vogl.,2004），紀伊半島南部の民家庭園で
は，日本でのレッドリストに収録されている３２種

が（道下ほか，２００４），伊豆半島の民家庭園では３０

種（道下ほか，２００５）が確認されている。メキシ

コ，ペルーおよびインドネシアの民家庭園では食

用や薬用として経済的に重要な植物が栽培されて

いる（久保田，１９８２；Rico-gray et al.,1990; Lamont 
et al., 1999）。このような中で日本では，江戸時
代に東洋花卉園芸文化の第二次センターの要素と

される変化咲きアサガオやイセナデシコなど園芸

品種を輩出している（中尾，１９８６）。

　日本の庭園の植物相に関する研究事例は少な

く，紀伊半島南部では８０戸の庭園に５１３種の有用

植物がみられ（道下ほか，２００４），伊豆半島では８０

戸の民家庭園に６３１種の有用植物と１５２種の雑草が

みられている（道下ほか，２００５）。本資料では，人

の身近な場に生育する植物の多様性の一例とし

て，長崎県平戸・松浦地域の農村および漁村の民

家庭園において現地調査した結果を記述する。

調査場所と方法

　長崎県平戸市の２集落と松浦市の２集落（調査

地Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）を対象として，調査地当たり

２０戸において２００５年の春（４月２０日～４月２９日）

と秋（１０月５日～１０月１３日）に庭園の植物相を調

査した（図１～４）。７月２６～２８日には，夏季に開

花するユリ属などの植物について追加調査し種を

同定した。調査対象の６５戸では，植物の利用法と

導入の経緯を聞き取り，植物の地方名も記録し

た。畝に生育する植物を除いて庭園の維管束植物

を対象とし，雑草も含め調査した。さらに植木鉢

での栽培を記録し，聞き取りの結果と庭園での維

持状態を参考にして種ごとに利用法を決定し，観

賞，垣根，食，薬，工芸，儀礼，雑草，その他の

８つに区分した。確認された種をCronquist
（１９８８）の配列に従って整理し，和名，学名，調

査地ごとの常在度（確認戸数／総戸数），鉢比率

（植木鉢を利用している戸数／確認戸数）および

利用法をまとめた。

結果および考察

民家庭園の概況

　調査した庭園は，すべて外周型庭園であった

（中尾，１９８６；図５）。ここでは，ゼラニウムや

クジャクサボテンなど園芸店で購入した近代品種

の多い庭園（図６）や篤志的に盆栽を維持してい

る庭園など（図７）がみられた。多くの庭園は，

植物の育成のみならず，ツバキの堅果（図８）や

エビスグサの豆果など収穫物や採集物の乾燥に使

われていた。調査地Ａには，ココヤシの殻（図９）

や岩など自然物を利用した植木鉢がみられた。

維管束植物相と植物利用

　１６１科８６８種の維管束植物が確認された（表１）。

それらのうち，長崎の希少な野生動植物（長崎県

県民生活環境部自然保護課，２００１）または改訂・

日本の絶滅のおそれのある野生生物（環境庁自然

保護局野生生物課，２０００）に収録されている保護

上重要な種は，ウンゼンカンアオイ（図１０），ダン

ギク（図１１），カンラン（図１２），シオン，キキョ

ウなど３３種であった（表１）。

　積極的には利用されていない雑草には，２１７種が

確認され，全種数の２５％を占めていた。雑草の常

在度は，休眠芽を地際または地下にもつ草本で高

くなる傾向にあり，カタバミ，オニタビラコ，ム

ラサキカタバミ（図１３），メヒシバ，ツユクサ，キ

ツネノマゴ，コミカンソウ，ツメクサの順に高か

った。

　利用されている有用植物には６５１種があり，そ

れぞれの常在度についてみると，ナンテンで８５％

と最も高かった。次いで，イヌマキ，ヒラドツツ

ジ，ツワブキ，ツバキ，マンリョウ，シンビジュー

ムの順で高かった（表１）。観賞植物は有用植物の

約８割を占めており，花を観賞するヒラドツツ

ジ，シンビジューム，サツキ，イエギク，エビネ，

フリージアなど，果実を観賞するカラタチバナ，

マンリョウ，センリョウ，ジャノヒゲなど，葉を

観賞するテイカカズラの斑入品種，シバ，ニシキ

ジソ，ゴールドクレストなど，盆栽とするクロマ

ツ，イロハカエデ，イワシデ，ウメなど，忍玉と

するシノブ，セッコク，ヒトツバがあった。垣根

には，イヌマキ，スギ，ツバキ，サザンカ，ヒノ

キ，マサキなどが使われていた。食用では，お茶

として飲用するドクダミやレモングラス，団子を

包むのに用いるサルトリイバラ，ダンチクやアカ

メガシワ，果実を食するカキやムベ，葉を食べる

シソやアシタバ，サンショウ，葉柄と花梗を食べ

るフキやツワブキ，根を食べるニッケイ，筍を食

べるモウソウチクなどがあった。薬用植物には，

胃薬とされるキランソウ（図１４），傷薬とされるキ

ダチアロエやヨモギなどがあった。儀礼用として

は，庭園内のほこらに捧げるサカキやマサキ，神

様に捧げるクロマツ，仏様に捧げるヒサカキ，家

の入り口に植栽されるアオノリュウゼツラン（図

１５）がみられた。工芸用として，ほうきの材料と
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図１　調査地Ａ：

低い山に囲まれた漁村

図２　調査地Ｂ：

水田が広がる川岸の集落

図３　調査地Ｃ：

野菜類の栽培が多い海辺の集落

図４　調査地Ｄ：

植木苗，タバコ，水稲などが栽培されている山村

図５　外周型庭園：

家を取り囲むように植物が植栽されている

図６　近代品種の多い庭園：

ゼラニウムやクジャクサボテンなど植栽されている
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図７　篤志的に植物が維持されている庭園：

山野で採集された植物が盆栽とされている

図８　乾燥中のツバキの実：

油をとるために庭園や民家周辺の樹から採集されてい

る

図９　庭園内で植木鉢として利用されるココヤシの

殻：

海岸に漂着した殻にデンドロビウムが植栽されている

図１０　庭園でみられたウンゼンカンアオイ

図１１　調査地近くの自生ダンギク：

庭園へしばしば移植されている

図１２　庭園でみられたカンラン：

野外からの採集品

道下・山口：
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図１３　ムラサキカタバミ：

現地では「ひゃくしょうたわし」とよばれる

図１４　キランソウ：

路傍によくみられる。しばしば庭園に植栽され，現地で

は「いしゃたわし」とよばれる

図１５　アオノリュウゼツラン：

悪者を遠ざけるとされ家の入口近くに植えられる

図１６　ホウキギ：

乾燥させほうきとする

図１８　路傍に生えるオニユリ：

庭園にもしばしば移植される図１７　庭園内のタカネエビネ
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表１－１　長崎県平戸・松浦地域の民家庭園で確認された維管束植物相：科名と配列はCronquist(1988)に従った

利用鉢比率常在度庭園数種名
科名

区分(%)2(%)1全体ＤＣＢＡ学名和名

観賞33431110Achillea milleifoliumセイヨウノコギリソウキク科

雑草0111000Adenostemma laveniaヌマダイコン

薬458461191511Artemisia princepsヨモギ

観賞100540202Artemisia schmidtianaアサギリソウ

観賞01083122Aster pilosusキダチコンギク

観賞33430030Aster spathulifoliusダルマギク

観賞0860060Aster tataricusシオン3

観賞33430210Bellis perennisヒナギク

観賞0111000Bidens aureaウィンターコスモス

雑草015121272Bidens pilosa var. pilosaコセンダングサ

雑草0322000Bidens tripartitaタウコギ

観賞50320011Calendula officinalisポットマリーゴールド

雑草0321100Centipeda minimaトキンソウ

観賞33431200Chrysanthemum frutescensマーガレット

観賞0110010Chrysanthemum leucanthemumフランスギク

観賞3153421112118Chrysanthemum morifoliumイエギク

観賞6431254858Chrysanthemum paludosumノースポール

観賞50320200Chrysocoma coma-aureaクリソコマ

雑草0432100Cirsium japonicaノアザミ

観賞1715121551Cosmos bipinnatusコスモス

観賞14973130Cosmos sulphureusキバナコスモス

雑草0541030Cotula australisマメカミツレ

雑草1123189801Crassocephalum crepidioidesベニバナボロギク

観賞100111000Cynara scolymusアーティーチョーク

観賞0862310Dahlia imperialisコダチダリア

観賞131083410Dahlia pinnata　　ダリア

雑草0971231Eclipta prostrataタカサブロウ

雑草0430030Erigeron annuusヒメジョオン

雑草026217761Erigeron canadensisヒメムカシヨモギ

雑草016134342Erigeron sumatrensisオオアレチノギク

雑草0320002Eupatorium chinense var. simplicifoliumヒヨドリバナ

観賞0651121Euryops pectinatusユリオプスデージー

観賞50320011Euryops virgineusゴールデンクラッカー

食2695517131510Farfugium japonicumツワブキ

観賞20653200Felicia amelloidesブルーデージー

雑草0110010Galinsoga ciliataハキダメギク

雑草0432100Gamochaeta spicataウラジロチチコグサ

観賞3025204664Gazania sp.ガザニア

観賞1715120723Gerbera hybridaガーベラ

雑草016136340Gnaphalium affineハハコグサ

雑草0863111Gnaphalium japonicumチチコグサ

雑草33432100Gnaphalium pensylvanicumチチコグサモドキ

観賞33431110Helenium autumnaleヘレニウム

観賞0110001Helianthus cv.ヒマワリ八重品種

観賞40652300Helianthus annuusヒマワリ

観賞0320110Helianthus argophyllusシロタエヒマワリ

観賞0111000Helianthus cucumerifoliusヒメヒマワリ

観賞0430210Helianthus decapetalusコヒマワリ

観賞50320200Helianthus salicifoliusヤナギバヒマワリ

観賞100110010Helichrysum bracteatumムギワラギク

雑草0110100Hypochoeris radicataブタナ

雑草0320020Ixeris debilisオオジシバリ

道下・山口：
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表１－２　長崎県平戸・松浦地域の民家庭園で確認された維管束植物相：科名と配列はCronquist(1988)に従った

利用鉢比率常在度庭園数種名
科名

区分(%)2(%)1全体ＤＣＢＡ学名和名

雑草0322000Ixeris dentataニガナキク科

雑草016136160Ixeris stoloniferaジシバリ

食01082141Kalimeris yomenaヨメナ

雑草0861221Lactuca indica var. laciniataアキノノゲシ

食100111000Lactuca sativaレタス

雑草0321010Lapsana apogonoidesコオニタビラコ

雑草0110010Lapsana humilisヤブタビラコ

観賞0111000Liatris spicataキリンギク

観賞0321001Lonas inodoraアフリカンデージー

観賞100111000Matricaria chamomillaジャーマンカモマイル

観賞40653020Melampodium paludosumメランポジウム

観賞3116135161Miyamayomena savatieriミヤコワスレ

観賞100111000Osteospermum ecklonisオステオスペルマム・エクロニクス

食014113080Petasites japonicusフキ

食816135260Petasites japonicusフキ・三倍体種

観賞0111000Rudbeckia fulgidaルドベキア・フルギダ

観賞0110001Rudbeckia laciniata ‘Hortensis’ハナガサギク

観賞100320200Senecio× hybridusシラネリア

観賞100110100Senecio radicansミカヅキネックレス

観賞100321100Senecio rowleyanumミドリノスズ

雑草0650500Senecio vulgarisノボロギク

雑草14971330Solidago altissimaセイタカアワダチソウ

雑草016134612Sonchus asperオニノゲシ

雑草144536611109Sonchus oleraceusノゲシ

観賞100321001Stokesia laevisストケシア

観賞221192052Tagetes erectaアフリカンマリーゴールド

観賞14972320Tagetes patulaフレンチマリーゴールド

観賞719155262Taraxacum officinaleセイヨウタンポポ

雑草0110100Xanthium occidentaleオオオナモミ

雑草18715715131613Youngia japonicaオニタビラコ

観賞131081340Zinnia elegansヒャクニチソウ

観賞67431110Scabiosa japonica var. japonicaマツムシソウマツムシソウ科

観賞0320020Patrinia scabiosifoliaオミナエシオミナエシ科

観賞25542110Abelia× grandifloraハナゾノツクバネウツギスイカズラ科

雑草14970322Lonicera japonicaスイカズラ

雑草0111000Sambucus racemosa subsp. sieboldianaニワトコ

観賞0110100Viburnum japonicumハクサンボク

垣根0241921034Viburnum odoratissimumサンゴジュ

観賞25541300Viburnum tomentosum var. plicatumオオデマリ

観賞0322000Weigela coraeensisハコネウツギ

観賞0321010Weigela hortensisタニウツギ

雑草0322000Galium kikumuguraキクムグラアカネ科

雑草3383031188Galium spurium var. echinospermonヤエムグラ

薬7342767104Gardenia jasminoidesクチナシ

観賞131084130Gardenia jasminoides f. radicansコクチナシ

観賞100110100Ixora chinensisサンタンカ

雑草035286976Paederia scandensヘクソカズラ

雑草33430300Rubia cordifoliaアカネ

観賞620165245Serissa japonicaハクチョウゲ

観賞100110001Campanula mediumカンパニュラキキョウ科

観賞0651220Platycodon grandiflorumキキョウ3

雑草0111000Wahlenbergia marginataヒナギキョウ

長崎県平戸・松浦地域の民家庭園における維管束植物相
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表１－３　長崎県平戸・松浦地域の民家庭園で確認された維管束植物相：科名と配列はCronquist(1988)に従った

利用鉢比率常在度庭園数種名
科名

区分(%)2(%)1全体ＤＣＢＡ学名和名

観賞0110100Campsis grandifloraノウゼンカズラノウゼンカズラ科

観賞50320011Podranea ricasolianaピンクノウゼンカズラ

観賞0320110Tecomaria capensisヒメノウゼンカズラ

観賞0320011Justicia carneaサンゴバナキツネノマゴ科

観賞100321100Pachystachys luteaパキスタキス・ルテア

雑草84939108156Rostellularia procumbensキツネノマゴ

観賞17860024Ruellia brittonianaヤナギバルイラソウ

観賞100320110Conandron ramondioidesイワタバコイワタバコ科

観賞100111000Saintpaulia sp.セントポーリア

観賞0110001Aeginetia indicaナンバンギセルハマウツボ科

観賞60652111Antirrhinum majusキンギョソウゴマノハグサ科

観賞0111000Cymbararia muralisツタバウンラン

観賞33432100Hebe sp.ヘーベ

観賞43972131Linaria bipartitaヒメキンギョソウ

観賞33431020Linaria canadensisマツバウンラン

雑草2019157350Lindernia crustaceaウリクサ

雑草016132470Mazus japonicusトキワハゼ

観賞5321177190Torenia fournieriトレニア

雑草431258593Veronica arvensisタチイヌノフグリ

雑草7342759112Veronica hederifoliaフラサバソウ

雑草025205591Veronica persicaオオイヌノフグリ

観賞0110010Forsythia japonicaヤマトレンギョウ3モクセイ科

観賞0321010Forsythia sp.レンギョウ属の一種

観賞0540130Jasminum nudiflorumオウバイ

観賞20653011Jasminum sambacジャスミン

垣根4312510564Ligustrum japonicumネズミモチ

観賞0111000Ligustrum lucidumトウネズミモチ

観賞100110010Ligustrum ovalifoliumオオバイボタ

垣根0430120Osmanthus× fortuneiヒイラギモクセイ

観賞021176560Osmanthus fragrans var. aurantiacusキンモクセイ

観賞1124194456Osmanthus heterophyllusヒイラギ

観賞100110010Syringa microphyllaヒメライラック

観賞0110001Syringa vulgarisライラック

観賞0111000Buddleja davidiiニシキフジウツギフジウツギ科

雑草6211732102Plantago asiaticaオオバコオオバコ科

薬459471011179Ajuga decumbensキランソウシソ科

観賞0431020Ajuga reptansヨウシュジュウニヒトエ

雑草1221174472Clinopodium gracileトウバナ

雑草0543100Clinopodium micranthumイヌトウバナ

観賞67433000Coleus blumeiニシキジソ

薬0542020Glechoma hederacea subsp. hederaceaカキドオシ

雑草0111000Isodon inflexusヤマハッカ

雑草01083410Lamium album var. barbatumオドリコソウ

雑草16241941131Lamium amplexicaculeホトケノザ

雑草0430021Lamium purpureumヒメオドリコソウ

観賞100110100Lavandula angustifoliaラベンダー・トゥルー

観賞0321010Lavandula pinnata　　レースラベンダー

観賞67431200Lavandula stoechasフレンチラベンダー

観賞100110100Melissa officinalisレモンバーム

薬67432010Mentha× piperitaペパーミント

観賞0110100Mentha pulegiumペニーロイヤル

観賞33430120Mentha spicataスペアミント
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表１－４　長崎県平戸・松浦地域の民家庭園で確認された維管束植物相：科名と配列はCronquist(1988)に従った

利用鉢比率常在度庭園数種名
科名

区分(%)2(%)1全体ＤＣＢＡ学名和名

観賞43971330Mentha suaveolensアップルミントシソ科

雑草33430210Mosla diantheraヒメジソ

雑草0111000Mosla punctulataイヌコウジュ

観賞0110001Ocimum basilicumスイートバジル

観賞100111000Origanum majoranaマジョラム

食21493989157Perilla frutescens var. crispaシソ

観賞0543001Physostegia virginianaハナトラノオ

観賞75541210Rosmarinus officinalisローズマリー

観賞100111000Salvia coccineaサルビア・コッキネア

観賞33430120Salvia elegansパイナップルセージ

観賞50321100Salvia farinaceaブルーサルビア

観賞33431200Salvia guaraniticaメドーセージ

雑草0320020Salvia japonicaアキノタムラソウ

観賞0653110Salvia leucantha　メキシカンセージ

観賞251081160Salvia microphyllaチェリーセージ

観賞33861221Salvia splendemsヒゴロモソウ

観賞100430210Scutellaria indica var. parvifoliaコバノタツナミソウ

観賞33860330Stachys byzantinaラムズイヤー

観賞100111000Thymus× citriodorusレモンタイム

観賞0322000Callicarpa dichotomaコムラサキシキブ3クマツヅラ科

観賞67430210Callicarpa japonicaムラサキシキブ

観賞50320011Caryopteris incanaダンギク3

観賞0111000Clerodendrum japonicumヒギリ

観賞100110010Clerodendrum thomsoniaeゲンペイクサギ

観賞013103511Clerodendrum trichotomumクサギ

観賞14973310Duranta erectaデュランタ

観賞3116134441Lantana camaraランタナ

観賞3614114412Verbena× hybridaバーベナ

観賞0110100Borago officinalisボリジムラサキ科

雑草0540220Bothriospermum tenellumハナイバナ

雑草14362987140Trigonotis peduncularisキュウリグサ

観賞620164732Phlox subulataシバザクラハナシノブ科

観賞0110100Calystegia japonicaヒルガオヒルガオ科

観賞14973220Ipomoea indicaノアサガオ

観賞3224197570Ipomoea nilアサガオ

観賞0431020Quamoclit coccineaマルバルコウソウ

観賞20653002Quamoclit valgarisルコウソウ

観賞381085210Brunfelsia latifoliaニオイバンマツリナス科

食0321001Capsicum annuumトウガラシ

観賞100541030Capsicum annuum ‘Conoides’ゴシキトウガラシ

観賞100110010Capsicum annuum cv.パプリカ

観賞0110100Cestrum purpureumベニチョウジ

観賞0110100Datura arboreaエンジェルズトランペット

観賞0110001Datura metelチョウセンアサガオ

薬100110100Lycium barbarumクコ

食100431101Lycopersicon esculentumトマト

食100321001Lycopersicon esculentum cv.ミニトマト

観賞7121174733Petunia hybridaペチュニア

儀礼816132362Physalis alkekengi var. franchetiホオズキ

観賞0111000Solanum intergrifoliumヒラナス

雑草0652201Solanum lyratumヒヨドリジョウゴ

観賞0110100Solanum mammosumツノナス
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表１－５　長崎県平戸・松浦地域の民家庭園で確認された維管束植物相：科名と配列はCronquist(1988)に従った

利用鉢比率常在度庭園数種名
科名

区分(%)2(%)1全体ＤＣＢＡ学名和名

食40652012Solanum melonginaナスナス科

雑草1013105140Solanum nigrumイヌホオズキ

観賞43972230Solanum pseudo-capsicumフユサンゴ

観賞0860330Asclepias tuberosaヤナギトウワタガガイモ科

観賞100320020Hoya carnosaサクララン

雑草0320200Metaplexis japonicaガガイモ

観賞100321001Stapelia grandifloraオオバナサイカク

観賞100110100Allamanda neriifoliaヒメアリアケカズラキョウチクトウ科

観賞891193123Catharanthus roseusニチニチソウ

観賞0110100Mandevilla sanderiマンデビラ・サンデリ

観賞0110001Nerium indicum var. indicumキョウチクトウ

雑草528226583Trachelospermum asiaticumテイカカズラ

観賞100651022Trachelospermum asiaticum cv.テイカカズラ斑入り品種

観賞2316134450Vinca majorツルニチニチソウ

観賞100110100Gentiana scabra var. buergeri subvar. orientalisリンドウ3リンドウ科

薬0111000Angelica acutilobaトウキセリ科

食0321100Angelica keiskeiアシタバ

雑草0320200Apium leptophyllumマツバゼリ

雑草028224288Centella asiaticaツボクサ

食221191440Cryptotaenia japonicaミツバ

食100320110Foeniculum vulgareフェンネル

雑草8302493120Hydrocotyle maritimaノチドメ

雑草0110001Hydrocotyle sibthorpioidesチドメグサ

雑草0110001Oenanthe javanicaセリ

食80652030Petroselinum crispumパセリ

食0432100Aralia cordataウドウコギ科

食0110100Aralia elataタラノキ

観賞01081331Fatsia japonicaヤツデ

観賞0110010Hedera canariensisカナリーキヅタ

観賞781192421Hedera helixセイヨウキヅタ

観賞64435710117Hedera rhombeaキヅタ

観賞8424194339Schefflera arboricolaホンコンカポック

観賞100110100Schefflera elegantissimaモミジバアラリア

観賞0860060Impatiens balsaminaホウセンカツリフネソウ科

観賞0110001Impatiens sp.ニューギニアインパチエンス

観賞441193132Impatiens sultaniアフリカホウセンカ

観賞100111000Erodium sp.エロディウム属の一種フウロソウ科

雑草0651130Geranium carolinianumアメリカフウロ

薬0541120Geranium nepalense var. thunbergiiゲンノショウコ

観賞33431020Pelargonium× asperumニオイゼラニウム

観賞0320110Pelargonium× fragransナツメグゼラニウム

観賞6129231877Pelargonium× hortorumゼラニウム

観賞100431020Pelargonium× hortorumモミジバゼラニウム

観賞67431200Pelargonium peltatumアイビーゼラニウム

観賞100111000Pelargonium violareumパンジーゼラニウム

観賞0110100Oxalis bowieiハナカタバミカタバミ科

雑草29887016161820Oxalis corniculataカタバミ

雑草28685412151611Oxalis corymbosaムラサキカタバミ

観賞50321010Oxalis deppeiオキザリス・デッペイ

観賞50861221Oxalis purpureaフヨウカタバミ

観賞80651130Oxalis triangularisインカノカタバミ

食0110100Citrus limonレモンミカン科

道下・山口：
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表１－６　長崎県平戸・松浦地域の民家庭園で確認された維管束植物相：科名と配列はCronquist(1988)に従った

利用鉢比率常在度庭園数種名
科名

区分(%)2(%)1全体ＤＣＢＡ学名和名

食0651220Citrus natsudaidaiナツミカンミカン科

食014112441Citrus sp.ミカン属の一種

食016133235Fortunella sp.キンカン

観賞0430021Poncirus trifoliataカラタチ

雑草014114142Zanthoxylum ailanthoidesカラスザンショウ

食10362981182Zanthoxylum piperitumサンショウ

観賞0320101Melia azedarach var. subtripinnataセンダンセンダン科

観賞33430210Rhus succedaneaハゼノキウルシ科

観賞2714112333Acer cv.カエデ赤葉品種カエデ科

観賞33431110Acer buergerianumトウカエデ

観賞3724196832Acer palmatumイロハカエデ

観賞0541111Acer palmatum cv.イロハカエデ品種

観賞100110010Acer rufinerveウリハダカエデ

観賞0110100Aesculus turbinataトチノキトチノキ科

観賞0111000Polygala myrtifolia var. grandifloraポリガラヒメハギ科

雑草131082222Ampelopsis brevipedunculata var. heterophyllaノブドウブドウ科

雑草04133814101Cayratia japonicaヤブガラシ

観賞1418143542Parthenocissus tricuspidataツタ

雑草0541012Vitis ficifolia var. lobataエビヅル

雑草100110010Berchemia racemosaクマヤナギクロウメモドキ科

食0110010Ziziphus jujuba var. inermisナツメ

雑草816135431Acalypha australis var. lanceolataエノキグサトウダイグサ科

観賞100110001Acalypha sp.アカリファ属の一種

観賞0432010Alchornea davidiiオオバベニガシワ

観賞0321100Euphorbia cyathophoraショウジョウソウ

雑草0321100Euphorbia helioscopiaトウダイグサ

観賞0431110Euphorbia marginataハツユキソウ

雑草1013103241Euphorbia pseudochamaesyceニシキソウ

雑草2328224486Euphorbia supinaコニシキソウ

雑草184334126124Fatoua villosaクワクサ

食024196472Mallotus japonicusアカメガシワ

雑草1348381211123Phyllanthus urinariaコミカンソウ

雑草0320020Phyllanthus ussuriensisヒメミカンソウ

観賞0862301Buxus microphyllaツゲ3ツゲ科

観賞25541030Ilex cornutaシナヒイラギモチノキ科

観賞1025204646Ilex crenataイヌツゲ

工芸0430201Ilex integraモチノキ

観賞021177532Ilex rotundaクロガネモチ

工芸50320110Celastrus orbiculatusツルウメモドキニシキギ科

観賞25543010Euonymus alatusニシキギ

垣根125342811617Euonymus japonicusマサキ

観賞17863210Euonymus sieboldianusマユミ

観賞2714114241Aucuba japonicaアオキミズキ科

観賞33431110Cornus floridaハナミズキ

観賞0111000Cornus officinalisサンシュユ

観賞816135413Tibouchina urvilleanaシコンノボタンノボタン科

観賞0110010Fuchsia hybridsフクシアアカバナ科

雑草0322000Oenothera laciniataコマツヨイグサ

観賞100111000Oenothera strictaマツヨイグサ

食0432100Punica granatumザクロザクロ科

観賞67431020Punica granatum var. nanaヒメザクロ

垣根0321010Callistemon rigidusマキバブラシノキフトモモ科
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表１－７　長崎県平戸・松浦地域の民家庭園で確認された維管束植物相：科名と配列はCronquist(1988)に従った

利用鉢比率常在度庭園数種名
科名

区分(%)2(%)1全体ＤＣＢＡ学名和名

食100110100Feijoa sellowianaフェイジョワフトモモ科

観賞17861230Leptospermum scopariumギョリュウバイ

観賞100111000Psidium sp.シジュウム属の一種

観賞01196021Daphne odoraジンチョウゲジンチョウゲ科

観賞1319154524Cuphea hyssopifoliaメキシコハナヤナギミソハギ科

観賞1814113260Lagerstroemia indicaサルスベリ

雑草100110010Rotala indica var. uliginosaキカシグサ

観賞0652120Elaeagnus pungensナワシログミグミ科

食914112243Elaeagnus sp.グミ属の一種

雑草016133262Amphicarpaea edgeworthii var. japonicaヤブマメマメ科

食0110001Apios americanaアメリカホドイモ

観賞0653020Astragalus sinicusゲンゲ

観賞0431020Cytisus scopariusエニシダ

雑草0652030Desmodium podocarpum subsp. oxyphyllumヌスビトハギ

雑草0110010Indigofera pseudo-tinctoriaコマツナギ

雑草0111000Kummerowia striataヤハズソウ

観賞0320002Lathyrus odoratusスイートピー

雑草0322000Lespedeza pilosaネコハギ

観賞0110100Lespedeza thunbergiiミヤギノハギ

雑草0322000Medicago polymorphaウマゴヤシ

雑草100110010Milletia japonica var. japonicaナツフジ

食0110010Pisum sativumエンドウ

雑草0540130Pueraria lobataクズ

雑草0110010Rhynchosia volubilisタンキリマメ

雑草0110001Trifolium repensシロツメクサ

雑草4302466102Vicia angustifoliaカラスノエンドウ

雑草01081160Vicia hirsutaスズメノエンドウ

雑草013103160Vicia tetraspermaカスマグサ

食0863111Vigna angularis var. angularisアズキ

観賞100110100Wisteria brachybotrysヤマフジ

観賞2520165551Wisteria floribundaフジ

観賞0110010Cassia corymbosaアンデスノオトメジャケツイバラ科

食33860105Cassia toraエビスグサ

観賞020161663Cercis chinensisハナズオウ

観賞17860150Albizia julibrissinネムノキネムノキ科

観賞100110010Calliandra eriophyllaベニゴウカン

雑草0111000Agrimonia pilosaキンミズヒキバラ科

食50320200Chaenomeles sinensisカリン

観賞028223856Chaenomeles speciosaボケ

観賞50321100Cotoneaster horizontalisベニシタン

雑草01081160Duchesnea chrysanthaヘビイチゴ

食0342758122Eriobotrya japonicaビワ

観賞100110010Exochorda racemosaリキュウバイ

食100651112Fragaria× ananassaオランダイチゴ

観賞14972320Kerria japonicaヤマブキ

観賞0320020Malus hallianaハナカイドウ

食50320110Malus pumilaリンゴ属

垣根251084121Photinia glabraカナメモチ

観賞0431020Prunus× lannesianaサトザクラ

観賞0110010Prunus apetalaチョウジザクラ

食0431110Prunus avinusセイヨウミザクラ

観賞29972122Prunus japonicaニワウメ
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表１－８　長崎県平戸・松浦地域の民家庭園で確認された維管束植物相：科名と配列はCronquist(1988)に従った

利用鉢比率常在度庭園数種名
科名

区分(%)2(%)1全体ＤＣＢＡ学名和名

観賞661491514137Prunus mumeウメバラ科

観賞4352881163Prunus persicaモモ

食0111000Prunus salicinaスモモ

観賞014115231Prunus sp.サクラ属の一種

観賞0110010Prunus spachianaシダレザクラ

観賞0652300Pyracantha angustifoliaタチバナモドキ

観賞0430003Pyracantha crenulataヒマラヤトキワサンザシ

観賞0651130Pyracantha sp.ピラカンサ属の一種

食0110100Pyrus pyrifoliaナシ

観賞0430021Rhaphiolepis umbellataシャリンバイ

観賞0432100Rosa banksiaeモッコウバラ

観賞0111000Rosa cv.カクテル

観賞2530248961Rosa cv.バラ園芸品種

観賞71972221Rosa cv.ミニバラ

観賞100110010Rosa multifloraノイバラ

雑草0321100Rubus buergeriフユイチゴ

雑草01086200Rubus hirsutusクサイチゴ

雑草0110001Rubus parvifoliusナワシロイチゴ

観賞50320110Sanguisorba officinalisワレモコウ3

観賞719153831Spiraea cantoniensisコデマリ

観賞0430003Spiraea japonicaシモツケ

観賞019153462Spiraea thunbergiiユキヤナギ

雑草100110001Stephanandra incisaコゴメウツギ

観賞1516133721Bergenia× schmidtiiヒマラヤユキノシタユキノシタ科

薬1426215682Saxifraga stoloniferaユキノシタ

観賞0110100Crassula erosula ‘Campfire’ヒマツリベンケイソウ科

観賞89483878815Crassula portulaceaフチベニベンケイ

観賞100320011Echeveria pulvinataキンコウセイ

観賞100974111Graptopetalum paraguayenseオボロヅキ

観賞1001193024Kalanchoe cv.フシチョウ

観賞10013103331Kalanchoe daigremontianaコダカラベンケイ

観賞50321001Kalanchoe delagoensisキンチョウ

観賞10014110254Kalanchoe integraカランコエ

観賞50320002Kalanchoe rauhiiカランコエ・ラウヒー

観賞100110010Orostachys japonicusツメレンゲ3

雑草12332612482Sedum bulbiferumコモチマンネングサ

観賞0321010Sedum sarmentosumツルマンネングサ

観賞71972311Sedum sieboldiiミセバヤ3

薬80653110Sedum spectabileオオベンケイソウ

観賞0111000Detzia crenataウツギアジサイ科

観賞114435119105Hydrangea macrophylla subsp. macrophyllaアジサイ

f. macrophylla

観賞0110010Hydrangea macrophylla subsp. serratumヤマアジサイ

観賞0320200Hydrangea quercifoliaカシワバアジサイ

観賞100110010Hydrangea scandensガクウツギ

観賞20653110Hydrangea sp.アジサイ属の一種

観賞020162617Pittosporum tobiraトベラトベラ科

観賞0110100Anagallis arvensisルリハコベサクラソウ科

観賞8315126213Cyclamen persicumシクラメン

雑草0651121Lysimachia japonicaコナスビ

観賞5514111442Primula cv.プリムラ

観賞50321100Primula malacoidesケショウザクラ
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表１－９　長崎県平戸・松浦地域の民家庭園で確認された維管束植物相：科名と配列はCronquist(1988)に従った

利用鉢比率常在度庭園数種名
科名

区分(%)2(%)1全体ＤＣＢＡ学名和名

観賞100110001Primula sieboldiサクラソウ3サクラソウ科

観賞13655213101514Ardisia crenataマンリョウヤブコウジ科

観賞100110010Styrax japonicaエゴノキエゴノキ科

食3403281464Diospyros kakiカキカキノキ科

観賞0430120Enkianthus perulatusドウダンツツジツツジ科

観賞50320101Erica canaliculataジャノメエリカ

観賞0111000Leucothoe catesbaeiセイヨウイワナンテン

観賞131083410Pieris japonicaアセビ

観賞100110100Pieris koidzumianaリュウキュウアセビ3

観賞25543010Rhododendron× hybridumセイヨウシャクナゲ

観賞67431110Rhododendron cv.アザレア

垣根5766116171513Rhododendron cv.ヒラドツツジ

垣根155141791312Rhododendron indicumサツキ

観賞0110010Rhododendron japonicumレンゲツツジ

観賞25542110Rhododendron japonoheptamerumツクシシャクナゲ

var. japonoheptamerum

観賞144536119115Rhododendron obtusumキリシマツツジ

観賞0431020Rhododendron reticulatumコバノミツバツツジ

観賞0110010Rhododendron scabrumケラマツツジ3

観賞0540022Rhododendron sp.シャクナゲ類の一種

観賞25540031Rhododendron sp.ツツジ属の一種

観賞0110010Rhododendron weyrichiiオンツツジ

食25544000Vaccinium corymbosumブルーベリー

観賞100320110Vaccinium oxycoccosツルコケモモ

観賞0110100Brassica campestrisアブラナアブラナ科

食0320020Brassica juncea var. chirimennaアザミナ

観賞4121174832Brassica oleracea var. acephalaハボタン

雑草718144640Capsella bursa-pastorisナズナ

雑草2118143344Cardamine flexuosaタネツケバナ

観賞100321001Matthiola incanaストック

観賞0653110Orychophragmus violaceusオオアラセイトウ

食0110010Raphanus sativusダイコン

観賞50320011Raphanus sativus var. raphanistroidesハマダイコン

雑草0110010Rorippa indicaイヌガラシ

観賞0110001Salix gracilistylaフリソデヤナギヤナギ科

観賞0110010Begonia grandisシュウカイドウシュウカイドウ科

観賞9420165434Begonia maculataキダチベゴニア

観賞6715124242Begonia semperflorensシキザキベゴニア

食0541111Cucurbita sp.カボチャウリ科

雑草0652111Gynostemma pentaphyllumアマチャヅルユキノシタ科

観賞67431011Lagenaria siceraria var. sicerariaヒョウタンウリ科

食50320200Momordica charantiaツルレイシ

雑草026216492Trichosanthes cucumeroidesカラスウリ

観賞100111000Passiflora caeruleaトケイソウトケイソウ科

観賞100320110Viola chaerophylloides f. sieboldianaヒゴスミレスミレ科

観賞719153372Viola grypocerasタチツボスミレ

薬3013102341Viola mandshuricaスミレ

観賞7025205537Viola tricolorワイルドパンジー

観賞8626217653Viola tricolor var. hortensisパンジー

工芸100111000Abutilon avicennaeイチビアオイ科

観賞4423186462Abutilon megapotamicumウキツリボク

観賞0111000Abutilon striatumショウジョウカ

道下・山口：



－２７－

表１－１０　長崎県平戸・松浦地域の民家庭園で確認された維管束植物相：科名と配列はCronquist(1988)に従った

利用鉢比率常在度庭園数種名
科名

区分(%)2(%)1全体ＤＣＢＡ学名和名

観賞0431200Althaea roseaタチアオイアオイ科

観賞0430111Hibiscus coccineusモミジアオイ

観賞0540130Hibiscus mutabilisフヨウ

観賞25540112Hibiscus rosa-sinensisブッソウゲ

観賞25542020Hibiscus syriacusムクゲ

観賞0111000Elaeocarpus sylvestris var. ellipticusホルトノキホルトノキ科

観賞0320020Hypericum androsaemumコボウズオトギリオトギリソウ科

雑草0110001Hypericum erectumオトギリソウ

観賞67430120Hypericum patulumキンシバイ

食100110010Actinidia argutaサルナシマタタビ科

食0430111Actinidia chinensisキウイフルーツ

垣根1265521419118Camellia japonicaツバキツバキ科

垣根64334131092Camellia sasanquaサザンカ

垣根8151210020Camellia sinensisチャノキ

儀礼024198470Cleyera japonicaサカキ

儀礼7352849411Eurya emarginataハマヒサカキ

儀礼1221177541Eurya japonicaヒサカキ

観賞016134234Ternstroemia gymnantheraモッコク

観賞429233776Paeonia lactifloraシャクヤクボタン科

観賞816132812Paeonia suffruticosaボタン

観賞100110010Armeria maritimaアルメリアイソマツ科

雑草0383078114Persicaria longisetaイヌタデタデ科

雑草100110100Persicaria perfoliataイシミカワ

雑草0111000Persicaria pubescensボントクタデ

雑草0320200Persicaria senticosaママコノシリヌグイ

雑草0110001Persicaria thunbergiiミゾソバ

雑草01191314Pleuropterus multiflorusツルドクダミ

雑草0110001Polygonum aviculareミチヤナギ

観賞0322000Polygonum capitatumヒメツルソバ

雑草14970034Polygonum cuspidatumイタドリ

雑草0972131Polygonum filiformeミズヒキ

雑草0543010Rumex acetosaスイバ

雑草1013101081Rumex japonicusギシギシ

雑草114435109115Cerastium glomeratumオランダミミナグサナデシコ科

観賞40653020Dianthus barbatusビジョナデシコ

観賞50320011Dianthus caryophyllusカーネーション

観賞67432100Dianthus chinensisセキチク

観賞0110001Dianthus sp.ナデシコ属の一種

観賞0321010Dianthus superbus var. longicalycinusカワラナデシコ

観賞0110100Gypsophila elegansカスミソウ

雑草134838117119Sagina japonicaツメクサ

観賞0110010Silene pendulaサクラマンテマ

雑草0110010Stellaria alsine var. undulataノミノフスマ

雑草0540220Stellaria aquaticaウシハコベ

雑草15342756610Stellaria mediaコハコベ

雑草0110100Stellaria neglectaミドリハコベ

雑草11241910540Mollugo pentaphyllaザクロソウザクロソウ科

観賞100111000Basella rubraツルムラサキツルムラサキ科

観賞6723183825Portulaca grandifloraマツバボタンスベリヒユ科

雑草0431011Portulaca oleraceaスベリヒユ

観賞7930245784Portulaca oleracea cv.ハナスベリヒユ

観賞5319152076Talinum triangulareハゼラン
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表１－１１　長崎県平戸・松浦地域の民家庭園で確認された維管束植物相：科名と配列はCronquist(1988)に従った

利用鉢比率常在度庭園数種名
科名

区分(%)2(%)1全体ＤＣＢＡ学名和名

雑草013102044Achyranthes bidentata var. japonicaヒカゲイノコズチヒユ科

雑草019154722Achyranthes bidentata var. tomentosaヒナタイノコズチ

観賞100111000Amaranthus caudatusヒモゲイトウ

観賞50541300Amaranthus tricolor subsp. tricolorハゲイトウ

雑草50322000Amaranthus viridisアオビユ

観賞0542020Celosia argenteaノゲイトウ

観賞29971321Celosia argentea var. cristataケイトウ

観賞33861311Gomphrena globosaセンニチコウ

雑草0110001Chenopodium album var. centrorubrumアカザアカザ科

工芸0321010Kochia scopariaホウキギ

観賞100322000Aporocactus flagelliformisキンヒモサボテン科

観賞100111000Cereus peruvianusガンセキジシ

観賞100431200Echinopsis eyriesiiタンゲマル

観賞9215123621Epiphyllum oxypetalumゲッカビジン

観賞100383071274Epiphyllum sp.クジャクサボテン

観賞100110100Gymnocalycium sp.ギムノカリキウム属の一種

観賞100111000Hatiola salicornioidesサルコイアシ

観賞9526217554Mammillaria sp.マミラニア

観賞50322000Marginatocereus marginatusハクウンカク

観賞0110010Opuntia ficus-indicaウチワサボテン

観賞33860330Opuntia sp.オプンティア属の一種

観賞40651130Opuntia vulgarisタンシウチワ

観賞100110010Rhipsalidopsis roseaリプサリドプシス

観賞10013102404Schlumbergera bridgesiiカニバサボテン

観賞824334101068Zygocactus truncatusシャコバサボテン

観賞50321010Aptenia cordifoliaハナヅルソウハマミズナ科

観賞131081511Lampranthus spectabilisマツバギク

観賞50541300Bougainvillea spectabilisブーゲンビレアオシロイバナ科

観賞0541210Mirabilis jalapaオシロイバナ

雑草0110010Phytolacca americanaヨウシュヤマゴボウヤマゴボウ科

観賞4013100046Carpinus turczaninoviiイワシデカバノキ科

工芸17861212Castanea crenataクリブナ科

観賞01083311Castanopsis cuspidata var. sieboldiiスダジイ

垣根0974300Quercus glaucaアラカシ

垣根33432100Quercus phillyraeoidesウバメガシ

食0861311Myrica rubraヤマモモヤマモモ科

雑草50320011Boehmeria japonica var. longispicaヤブマオイラクサ科

雑草64032102173Boehmeria niveaカラムシ

観賞100110100Pilea nummuiariifoliaピレア

観賞100320101Ficus benjaminaベンジャミンクワ科

食33432100Ficus caricaイチジク

観賞891191314Ficus elasticaインドゴムノキ

食719153435Ficus erectaイヌビワ

食019152562Ficus pumilaオオイタビ

食0110100Ficus superba var. japonicaアコウ

雑草024190487Ficus thunbergiiヒメイタビカズラ

その他0651013Morus bombycisクワ

観賞0652102Celtis sinensisエノキニレ科

観賞100110100Zelkova serrataケヤキ

垣根014112810Daphniphyllum macropodumユズリハユズリハ科

観賞0432100Daphniphyllum teijsmanniiヒメユズリハ

観賞25544000Corylopsis glabrescensキリシマミズキ3マンサク科
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表１－１２　長崎県平戸・松浦地域の民家庭園で確認された維管束植物相：科名と配列はCronquist(1988)に従った

利用鉢比率常在度庭園数種名
科名

区分(%)2(%)1全体ＤＣＢＡ学名和名

観賞100110010Corylopsis spicataトサミズキ3マンサク科

垣根0651112Distylium racemosumイスノキ

観賞67431110Hamamelis japonicaマンサク

観賞50543010Loropetalum chinenseトキワマンサク3

雑草0322000Corydalis decumbensジロボウエンゴサクケマンソウ科

雑草50320110Corydalis heterocarpa var. japonicaキケマン

雑草17865100Corydalis incisaムラサキケマン

観賞0431200Papaver dubiumナガミヒナゲシケシ科

雑草0651220Cocculus trilobusアオツヅラフジツヅラフジ科

雑草0320110Stephania japonicaハスノハカズラ

食20652021Akebia quinataアケビアケビ科

食1013104330Stauntonia hexaphyllaムベ

観賞33864110Mahonia fortuneiホソバヒイラギナンテンメギ科

観賞111192133Mahonia japonicaヒイラギナンテン

儀礼7856818161915Nandina domesticaナンテン

観賞67431020Clematis floridaテッセンキンポウゲ科

観賞50321001Clematis sp.センニンソウ属の一種

雑草0430030Clematis ternifloraセンニンソウ

観賞0110010Helleborus nigerクリスマスローズ

観賞0111000Nigella damascenaクロタネソウ

観賞40651022Ranunculus asiaticusラナンキュラス

雑草0320020Ranunculus cantoniensis subsp. cantoniensisケキツネノボタン

雑草0652120Ranunculus japonicusキンポウゲ

雑草1233265579Semiaquilegia adoxoidesヒメウズ

観賞67431110Nymphaea sp.スイレン科の一種スイレン科

観賞50543100Nelumbo nuciferaハスハス科

観賞50320020Kadsura japonicaサネカズラマツブサ科

儀礼0652201Illicium anisatumシキミシキミ科

雑草0321010Aristolochia debilisウマノスズクサウマノスズクサ科

薬0433000Heterotrapa asaroidesタイリンアオイ3

観賞33430030Heterotrapa unzenウンゼンカンアオイ3

雑草0262171130Piper kadsuraフウトウカズラコショウ科

食0443596155Houttuynia cordataドクダミドクダミ科

観賞0110001Chloranthus serratusフタリシズカセンリョウ科

観賞1025208741Sarcandra glabraセンリョウ

工芸0322000Cinnamomum camphoraクスノキクスノキ科

垣根0320200Cinnamomum japonicumヤブニッケイ

食0544000Cinnamomum sieboldiiニッケイ

食14972320Laurus nobilisゲッケイジュ

観賞0111000Litsea coreanaカゴノキ

観賞0320200Litsea japonicaハマビワ

観賞0542110Machilus thunbergiiタブノキ

観賞0653200Neolitsea sericeaシロダモ

観賞0651220Chimonanthus praecoxロウバイロウバイ科

観賞0322000Magnolia grandifloraタイサンボクモクレン科

観賞0110100Magnolia heptapetaハクモクレン

観賞0543100Magnolia preacocissimaコブシ

観賞0540121Magnolia quinquepetaシモクレン

観賞100111000Magnolia sp.モクレン属の一種

観賞0110010Michelia figoトウオガタマ

観賞100110010Amitostigma keiskeiイワチドリ3ラン科

観賞16312526107Bletilla striataシラン3
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表１－１３　長崎県平戸・松浦地域の民家庭園で確認された維管束植物相：科名と配列はCronquist(1988)に従った

利用鉢比率常在度庭園数種名
科名

区分(%)2(%)1全体ＤＣＢＡ学名和名

観賞1025202774Calanthe× bicolorタカネエビネラン科

観賞16483869149Calanthe discolorエビネ3

観賞815122154Calanthe sieboldiiキエビネ3

観賞100971114Cattleya sp.カトレア

観賞67430030Cymbidium goeringiiシュンラン

観賞60652210Cymbidium kanranカンラン3

観賞100320002Cymbidium pumilumキンリョウヘン

観賞90635012131312Cymbidium sp.シンビジューム

観賞35332665105Dendrobium moniliformeセッコク3

観賞764838591212Dendrobium sp.デンドロビウム

薬50320002Liparis nervosaコクラン

観賞100110010Luisia teresボウラン3

観賞2525204394Neofinetia falcataフウラン3

観賞67430300Oncidium sp.オンシジューム

観賞0110010Phaius flavusガンゼキラン3

観賞100430120Spiranthes sinensis var. amoenaネジバナ

食0110001Dioscorea bulbiferaカシュウイモヤマノイモ科

食023183924Dioscorea japonicaヤマノイモ

食0111000Dioscorea oppositaナガイモ

雑草0430210Dioscorea quinquelobataカエデドコロ

雑草0110001Dioscorea tenuipesヒメドコロ

雑草0110001Dioscorea tokoroオニドコロ

食25541111Smilax chinaサルトリイバラサルトリイバラ科

雑草0111000Smilax riparia var. ussuriensisシオデ

儀礼25542110Agave americanaアオノリュウゼツランリュウゼツラン科

観賞67430021Cordyline terminalisセンネンボク

観賞100320020Dracaena concinnaドラセナ・コンキナ

観賞6216135323Dracaena sp.ドラセナ

観賞100650221Nolina recurvataトックリラン

観賞100321100Sansevieria trifasciataサンセベリア

観賞0320101Yucca gloriosaアツバキミガヨラン

薬4239317978Aloe arborescensキダチアロエアロエ科

観賞881080161Aloe nobilisフヤジョウ

観賞7013104141Aloe sp.アロエ属の一種

観賞100320110Aloe variegataチヨダニシキ

観賞100321010Aloe veraアロエ・ベラ

観賞0110010Gasteria armstrongiiアームストロンギー

観賞100541201Haworthia sp.ジュウニノマキ

観賞111190504Babiana strictaホザキアヤメアヤメ科

観賞33861221Belamcanda chinensisヒオウギ

観賞32463799118Freesia refractaフリージア

観賞17862400Gladiolus sp.グラジオラス

観賞221190072Iris cv.ダッチアイリス

観賞0863300Iris germanicaジャーマンアイリス

観賞0972041Iris japonicaシャガ

観賞4332688100Ixia sp.イキシア

観賞0111000Schizostylis coccineaウィンターグラジオラス

観賞2316135251Sparaxis tricolorスイセンアヤメ

観賞0322000Agapanthus africanusアガパンサスユリ科

食0111000Allium cepaタマネギ

観賞25541012Allium thunbergiiヤマラッキョウ

食815121254Allium tuberosumニラ
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表１－１４　長崎県平戸・松浦地域の民家庭園で確認された維管束植物相：科名と配列はCronquist(1988)に従った

利用鉢比率常在度庭園数種名
科名

区分(%)2(%)1全体ＤＣＢＡ学名和名

観賞8323181098Allium virgunculaeイトラッキョウ3ユリ科

観賞25541111Alstroemeria pulchellaアルストロメリア

観賞80652210Asparagus densiflorusスギノハカズラ

観賞80650122Asparagus plumosusシノブボウキ

食0292365102Aspidistra elatiorハラン

雑草0111000Cardiocrinum cordatumウバユリ

観賞534032510611Chlorophytum comosumオリヅルラン

薬695645816912Clivia miniataクンシラン

観賞100110001Colchicum autumnaleイヌサフラン

観賞50541210Convallaria majalisドイツスズラン

観賞018142651Crinum asiaticum var. japonicumハマオモト

観賞75543010Crinum sp.クリナム属の一種

観賞50541030Cyrtanthus mackeniiキルタンサス

観賞100111000Eucomis autumnalisパイナップルリリー

観賞0110010Gloriosa superbaグロリオーサ

観賞100971060Haemanthus albiflosマユハケオモト

観賞0110010Hemerocallis cv.ヘメロカリス

観賞0540040Hemerocallis distichaノカンゾウ3

観賞0110100Hemerocallis fulva var. kwansoヤブカンゾウ

観賞25541120Hippeastrum hydridumアマリリス

観賞25542110Hosta albo-marginataコバギボウシ

観賞0540040Hosta sieboldianaトウギボウシ

観賞25540220Hosta sp.ギボウシ属の一種

観賞01082060Ipheion uniflorumハナニラ

観賞100320020Ledebouria socialisレデボウリア・ソキアリス

観賞131082141Leucojum aestivumスノーフレーク

観賞830247782Lilium formosanumタカサゴユリ

観賞01192430Lilium lancifoliumオニユリ

観賞0860051Lilium leichtlinii var. maximowicziiコオニユリ

観賞0861203Lilium longiflorumテッポウユリ

観賞719154353Lilium sp.カサブランカ

観賞025204844Lilium speciosumカノコユリ3

観賞0320110Lilium speciosum ‘Shirokanoko’シロカノコ

観賞033266785Liriope muscariヤブラン

観賞0431020Lycoris albifloraシロバナマンジュシャゲ

観賞10262133105Lycoris aureaショウキズイセン

薬0542020Lycoris radiataヒガンバナ

観賞6521173554Muscari armeniacumムスカリ

観賞914111172Narcissus tazetta var. chinensisスイセン

薬526213675Ophiopogon japonicusジャノヒゲ

観賞100111000Ornithogalum umbellatumオオアマナ

観賞0320101Polygonatum falcatumナルコユリ

観賞0111000Polygonatum lasianthumミヤマナルコユリ

観賞0322000Polygonatum odoratumアマドコロ

観賞2951411011128Rohdea japonicaオモト

観賞50320110Scilla hispanicaツリガネズイセン

観賞2118142651Scilla peruvianaシラー

雑草0320002Scilla scilloidesツルボ

観賞50320011Tricyrtis formosanaタイワンホトトギス

観賞50322000Tricyrtis hirtaホトトギス

観賞0541030Tritonia crocosmifloraヒメヒオウギズイセン

観賞59342761272Tulipa gesnerianaチューリップ
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表１－１５　長崎県平戸・松浦地域の民家庭園で確認された維管束植物相：科名と配列はCronquist(1988)に従った

利用鉢比率常在度庭園数種名
科名

区分(%)2(%)1全体ＤＣＢＡ学名和名

観賞1123185373Zephyranthes candidaタマスダレユリ科

観賞100110100Anigozanthos cv.カンガルーポーハエモドルム科

観賞1013104510Eichhornia crassipesホテイアオイミズアオイ科

観賞100320020Stromanthe sanguineaウラベニショウクズウコン科

観賞100110100Thalia dealbataミズカンナ

観賞2013103241Canna hibridaカンナカンナ科

観賞0111000Canna indica var. orientalisダンドク

観賞0110001Alpinia intermediaアオノクマタケランショウガ科

観賞100111000Alpinia speciosaゲットウ

薬0972221Curcuma domesticaウコン

観賞0863021Hedychium coronariumシュクシャ

食0651121Zingiber miogaミョウガ

観賞0111000Musa basjooバショウバショウ科

観賞0110100Strelitzia reginaeゴクラクチョウカゴクラクチョウカ科

観賞75542002Billbergia nutansヨウラクツツアナナスパイナップル科

雑草0541111Alopecurus aequalisスズメノテッポウイネ科

雑草0322000Alopecurus japonicusセトガヤ

雑草0432001Arthraxon hispidusコブナグサ

観賞0110010Bambusa multiplex var. elegansホウオウチク

観賞2515124431Bambusoideae sp.ササ・タケ類

雑草0321010Briza minorヒメコバンソウ

雑草0321010Bromus catharticusイヌムギ

雑草0110001Bromus japonicusスズメノチャヒキ

食0110100Cymbopogon citratusレモングラス

雑草2564511391415Digitaria adscendensメヒシバ

雑草620165443Echinochloa crus-galli var. caudataイヌビエ

雑草019153273Eleusine indicaオヒシバ

雑草0110001Eragrostis multicaulisニワホコリ

雑草0431110Festuca parviglumaトボシガラ

雑草0542011Imperata cylindricaチガヤ

雑草0321100Lophatherum gracileササクサ

雑草018146440Microstegium japonicumササガヤ

雑草01193024Miscantus sinensisススキ

雑草025206194Oplismenus undulatifoliusチヂミザサ

食0111000Oryza sativaイネ

雑草0431110Panicum bisulcatumヌカキビ

雑草0110010Paspalum dilatatumシマスズメノヒエ

雑草25541021Paspalum thunbergiiスズメノヒエ

雑草0110010Paspalum urvilleiタチスズメノヒエ

雑草0430120Pennisetum alopecuroidesチカラシバ

食0543100Phyllostachys pubescensモウソウチク

雑草224637910108Poa annuaスズメノカタビラ

雑草526217374Poa sphondylodesイチゴツナギ

雑草0110010Pogonatherum criniturmイタチガヤ

観賞0110100Sasa veitchiiクマザサ

雑草914113242Setaria faberiアキノエノコログサ

雑草0110010Setaria pallide-fuscaコツブキンエノコロ

雑草0320020Setaria pumilaキンエノコロ

雑草0861041Setaria viridisエノコログサ

観賞0110100Shibataea kumasacaオカメザサ

雑草0542110Sporobolus fertilisネズミノオ

雑草0111000Trisetum bifidumカニツリグサ
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表１－１６　長崎県平戸・松浦地域の民家庭園で確認された維管束植物相：科名と配列はCronquist(1988)に従った

利用鉢比率常在度庭園数種名
科名

区分(%)2(%)1全体ＤＣＢＡ学名和名

観賞0332610781Zoysia japonicaシバイネ科

雑草33432010Carex breviculmisアオスゲカヤツリグサ科

雑草0651031Carex sendaica var. nakiriナキリスゲ

観賞0320011Cyperus alternifoliusシュロガヤツリ

雑草014115141Cyperus brevifolius subsp. leiolepisヒメクグ

雑草0321100Cyperus compressusクグガヤツリ

雑草0111000Cyperus cyperoidesクグ

雑草26292310463Cyperus iriaコゴメガヤツリ

雑草0321010Cyperus microiriaカヤツリグサ

雑草01081241Cyperus rotundusハマスゲ

雑草0111000Fimbristylis miliaceaヒデリコ

雑草0322000Luzula capitataスズメノヤリイグサ科

雑草50540112Commelina benghalensisマルバツユクサツユクサ科

雑草1051411011128Commelina communisツユクサ

観賞50321010Gibasis pellucidaブライダルベール

雑草0110100Pollia japonicaヤブミョウガ

観賞501081322Setcreasea pallidaパープルハート

観賞0110100Tradescantia ohiensisムラサキツユクサ

観賞100540013Tradescantia sillamontanatudaトラディスカンティア・シラモンタナ

雑草25542110Spirodela polyrhizaウキクサウキクサ科

観賞100111000Acorus gramineusセキショウサトイモ科

観賞0320110Alocasia odoraクワズイモ3

食0111000Amorphophallus rivieri var. konjacコンニャク

雑草718143812Arisaema ringensムサシアブミ

食0321100Colocasia esculentaサトイモ

観賞100110010Epipremnum aureusポトス

観賞100110010Philodendron selloumヒトデカズラ

雑草718144262Pinellia ternataカラスビシャク

観賞0110100Pistia stratiotesボタンウキクサ

観賞018144451Zantedeschia aethiopicaオランダカイウ

観賞33432100Acorus calamusショウブショウブ科

観賞100110001Chamaedorea elegansテーブルヤシヤシ科

観賞50541210Rhapis excelsaカンノンチク

観賞33430120Rhapis humilisシュロチク

工芸0651310Trachycarpus fortuneiシュロ

垣根2714117220Chamaecyparis obtusaヒノキヒノキ科

観賞671193321Cupressus macrocarpaゴールドクレスト

観賞0110010Juniperus chinensis var. procumbensハイビャクシン

観賞50320200Juniperus rigidaネズミサシ

観賞0321010Juniperus scopulorumブルーヘブン

観賞20651130Platycladus orientalisコノテガシワ

垣根1418143443Sabina chinensisビャクシン

垣根0540112Sabina chinensis ‘Kaizuka’カイヅカイブキ

垣根1516133550Cryptomeria japonicaスギスギ科

観賞0320200Scianopitys verticillataコウヤマキコウヤマキ科

観賞631080422Pinus densifloraアカマツマツ科

観賞01194113Pinus parvifloraゴヨウマツ

儀礼215443121498Pinus thunbergiiクロマツ

垣根0110010Cephalotaxus harringtoniaイヌガヤイヌガヤ科

観賞0431020Cephalotaxus harringtonia ‘Fastigiata’チョウセンマキ

垣根6816517181713Podocarpus macrophyllusイヌマキマキ科

観賞25542110Taxus cuspidataイチイイチイ科
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表１－１７　長崎県平戸・松浦地域の民家庭園で確認された維管束植物相：科名と配列はCronquist(1988)に従った

利用鉢比率常在度庭園数種名
科名

区分(%)2(%)1全体ＤＣＢＡ学名和名

観賞501083500Ginkgo bilobaイチョウイチョウ科

観賞331191323Cycas revolutaソテツソテツ科

観賞100110010Zamia furfuraceaヒロハザミア

観賞100320020Psilotum nudumマツバラン3マツバラン科

雑草100111000Lycopodium serratumトウゲシバヒカゲノカズラ科

観賞5815123261Selaginella involvensカタヒバイワヒバ科

雑草100320020Selaginella remotifolia var. japonicaクラマゴケ

観賞684334121138Selaginella temariscinaイワヒバ

観賞0111000Selaginella uncinataコンテリクラマゴケ

雑草17862121Equisetum arvenseスギナトクサ科

観賞100110010Equisetum hyemaleトクサ

雑草17862121Osmunda japonicaゼンマイゼンマイ科

雑草0654010Dicranopteris linearisコシダウラジロ科

観賞50321001Gleichenia japonicaウラジロ

雑草1320165551Lygodium japonicumカニクサフサシダ科

雑草0110001Pteridium aquilinum var. latiusculumワラビコバノイシカグマ科

観賞1715126123Sphenomeris chinensisホラシノブホングウシダ科

観賞3116133271Davallia mariesiiシノブシノブ科

雑草015126411Onychium japonicumタチシノブホウライシダ科

観賞100110010Pteris creticaオオバイノモトソウイノモトソウ科

薬1025203782Pteris multifidaイノモトソウ

観賞60650140Asplenium antiquumオオタニワタリ3チャセンシダ科

雑草815126420Asplenium incisumトラノオシダ

雑草0971204Arachniodes standishiiリョウメンシダオシダ科

雑草014113242Cyrtomium falcatumオニヤブソテツ

雑草0540130Cyrtomium fortuneiヤブソテツ

雑草0111000Dryopteris bissetianaヤマイタチシダ

雑草0110100Dryopteris erythrosoraベニシダ

雑草0110010Lastrea miquelianaコハシゴシダヒメシダ科

雑草0430030Phegopteris decursivepinnataゲジゲジシダ

雑草04637811153Thelypteris acuminataホシダ

雑草0110010Diplazium subsinuatumヘラシダイワデンダ科

雑草816135152Lemmaphyllum microphyllumマメヅタウラボシ科

観賞1233267586Lepisorus thunbergianusノキシノブ

観賞3923183636Nephrolepis auriculataタマシダ

観賞20650005Nephrolepis exaltataセイヨウタマシダ

観賞67430120Platycerium bifurcatumビカクシダ

観賞4514112243Pyrrosia linguaヒトツバ

868種161科

　１全調査８０戸に対する当該種が確認された庭園の占める割合

　２当該種が確認された庭園のうち，鉢植えとして確認された庭園の占める割合

　３長崎の希少な野生動植物（長崎県県民生活環境部自然保護課，２００１）または改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物（環境庁自

然保護局野生生物課，２０００）に収録される種
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表２－１　調査地で確認された植物の地方名：科名と配列はCronquist(1988)に従った

地方名を確認した調査地
呼称種名科名

ＤＣＢＡ

○からにしきアフリカンマリーゴールドキク

○○つわツワブキ

○○のぎくヨメナ

○ゆうむしサンゴジュスイカズラ

○ゆみしぎ

○○○○いしゃたわしキランソウシソ

○はなぎりヒギリクマツヅラ

○たいわんほおずきフユサンゴナス

○ひゃくしょうたわしムラサキカタバミカタバミ

○ぺったぐさ

○がねびエビヅルブドウ

○○かしわアカメガシワトウダイグサ

○いんどりもちクロガネモチモチノキ

○とりもちのき

○みやべマサキニシキギ

○はなざくろヒメザクロザクロ

○ちんちょうげジンチョウゲジンチョウゲ

○たわしろぐみナワシログミグミ

○はぶちゃエビスグサマメ

○のいちごクサイチゴバラ

○ひわビワ

○うばいちごフユイチゴ

○きじんそうユキノシタユキノシタ

○げんじのくびつりオオベンケイソウベンケイソウ

○むぎめしばなアセビツツジ

○やまてらしクルメツツジ

○やまてらしケラマツツジ

○だいこんのはなオオアラセイトウアブラナ

○○だいこんばな

○すもとりぐさスミレスミレ

○じゃんがらばなムクゲアオイ

○まごぜってホルトノキホルトノキ

○ひめかたいしサザンカツバキ

○○かたいしツバキ

○○いそひさかきハマヒサカキ

○いそしば、ごぜんしば

○しばヒサカキ

○はかしば，つるしば

○けいとばなケイトウヒユ

○めしたきばなオシロイバナオシロイバナ

○○いしげやきイワシデカバノキ

○けやき，やまなし

○ぱんぱんぐさ，たんたんぐさカラムシイラクサ

○いたびのきイヌビワクワ

○まめいたび

○さるほのき，いぼのきイスノキマンサク

○たぶのき

○○うべムベアケビ

○うしくわずセンニンソウキンポウゲ

○いんのへドクダミドクダミ

○つづのきシロダモクスノキ

○おおたけらんカンランラン
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するホウキギ（図１６），蓑や縄の材料とするシュロ

などがあった。

植物の導入由来と生育状況

　植物の導入先や由来は，庭園内での自然発芽，

山野からの採集，園芸店からの購入，贈答の４つ

に大別できた。自然発芽に由来する植物には，ヨ

ウシュヤマゴボウ，カラムシ，スギナ，ムラサキ

カタバミ（図１３）などの雑草とタカサゴユリ，ノ

キシノブ，ビワ，ハゼラン，カタヒバなど観賞さ

れる植物とがあった。観賞される植物の多くは，

生育場所で刈り残されるか，庭園の別の場所に移

植されていた。近隣の山野で採集され，移植され

ていた植物には，ダンギク（図１０），イトラッキョ

ウ，イワシデ，エビネ類（図１７），イワヒバ，クロ

マツ，セッコク，オニユリ（図１８）などがあった。

園芸店や商店から購入された植物には，ペチュニ

ア，シバザクラなどが多かった。贈答に由来する

植物にはオオタニワタリ，セッコク，フウラン，

デンドロビウムなどがあった。エビネとイトラッ

キョウでは，もともと近隣の野山から採取して来

た個体を増殖し，住民間で贈呈する例が複数確認

された。

　隣接した山野の自生品を採集した植物には保護

上重要な種が多い傾向にあり，自生地に似た環境

で育てられていた。エビネ類，イワタバコ，タイ

リンアオイなどは，樹陰あるいはあまり陽の当た

らない家屋の側面で維持されていた。ボウランや

セッコク，シノブは，イヌマキなどの高い木の枝

に着生させられたり，忍玉としてつり下げられた

りしていた。一方，ダンギク，オニユリ，カノコ

ユリ，ツツジ類などは日向に育てられていた。

　シンビジューム，フチベンベンケイ，クンシラ

ン，クジャクサボテンなどは，植木鉢で維持され

ていた（表１）。特に商店で購入された観賞植物や

盆栽の植物などは丁寧に手入れされており，鉢に

植えられる傾向にあった。

植物の地方名

　４０科５８種の植物について地方名が確認された

（表２）。地方名には，いしゃたわ（お）し（キラ

ンソウ，医者の仕事を奪って困らせる薬草），ひゃ

くしょうたわ（お）し（ムラサキカタバミ，百姓

を困らせる雑草），めしたきばな（オシロイバナ，

夕飯を炊き始める頃に咲く花）などがあった。

ま と め

　対象地では，紀伊半島南部（道下ほか，２００４）

や伊豆半島（道下ほか，２００５）の事例より多くの

種が認められ，植物相を構成する種もやや異なっ

ていたが，原産地，利用法，生活形の構成はよく

似ていた。国外で５０戸以上の庭園の有用植物を調

－３６－

表２－２　調査地で確認された植物の地方名：科名と配列はCronquist(1988)に従った

地方名を確認した調査地
呼称種名科名

ＤＣＢＡ

○やまおおばこコクランラン

○はくりシュンラン

○みるらん，ぼうらんボウラン

○とうごろカシュウイモヤマノイモ

○○かからサルトリイバラサルトリイバラ

○かからもち

○いわらっきょうイトラッキョウユリ

○にらばキルタンサス

○やまゆりオニユリ

○とゆりコオニユリ

○やまゆり

○なつゆり，やまゆりタカサゴユリ

○ぼんゆり

○ふでらんマユハケオモト

○○いわごけイワヒバイワヒバ

○いわまつ

○○とりのあしイノモトソウイノモトソウ

○とりのしたノキシノブウラボシ

○こうもりしだビカクシダ

○，該当する．
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査した事例（Doxon and Mattson, 1989;Lamont 
et al., 1999;Vogl-Lukasser et Vogl., 2004）と比較
すると，今回の結果はいずれの事例よりも種数が

多く，観賞植物の占める割合が高かった。日本の

民家庭園は観賞植物を中心とする高い多様性の場

といえる。
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