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新 帰化植物アメリカト ゲ ミ ギ ク （新称〉

神奈川県宮ケ 瀬に産す

小原 敬

A new naturalized plant Acanthosρermum hisρidum DC. from 

Miyagase, Kanagawa Prefecture, Japan 

Takashi OBARA 

茅ケ崎植物会の観察会が一昨年 〔1982)9月23日，水 た。

源池建設のため近く水没する神奈川県宮ケ瀬付近で， 上記の両文献に見られる本種の記載の相違は何か引

内田藤吉先生の御指導により催された。 っかかるものがあった。 神奈川県立博物館の大場達

その折り，会員の斎木操さんが路傍で今まで見掛け 之先生はそれは種を異にする程度の差であると考えら

たことのないキク科植物を採集された。 れ，同館の高橋秀男先生に調査を依頼された。高権先

わが国のどの植物図鑑にも見当らないし，誰方にお 生は国立科学博物館の標本と比較検討され，宮ケ瀬産

尋ねしても解らないとのことであった。 のものはインドで採集された Acanthosperinuinhis 

それで，その一枝を持参していただき，試みに手許 がduinDC.に一致することを突き止められた。 この

の中国高等植物図鑑 ・第四｜叶 (1975〕のキク科のとこ 植物の原産地は南アメリカで，インドのは帰化したも

ろを斎木さんと調べてみた。 のである。米国ではフ ロリダ，ジョージア，アラバマ

その結果，この植物は同図鋭498頁， 6391図の Acan- のj海岸平野に生育し， 熱帯アメリカにも分布してい

thosJうerinuinaustrale〔L.〕o.KUN'l'ZEに酷似してい る。中国高等植物図鑑や中国植物志に収載のものもや

ることが判明した。ただしこの（L.〕は（LOEFL.）の聞 はり A.hiゆidumDC.に当てるべきものであろう。

違いである。また中国植物志 ・第75可のキク科の部に 中国では雲南省、の各地に帰化していると＇ ,, ＇，その

もこの図鑑とほとんど同じ図があり ，やはり同じ学名 生育地法平開地，河辺，溝の近辺で，大場先生によれ

を当てている。 ばアメリカセンダングサと習性が似ているとのことで

一方この Acanthosρermui刊 australe(LoEFL.) 0. ある。

KuNTZEは B:i1TTONand BaowNの AnIllustrated 雲南省の省都昆明は1908年天津条約により 開市し，

Flora of th巴 NorthernUnited States and Canada, 昆河鉄道でハノイに通じ，またヒソレマに通じる道路も

3.P.459，〔1970〕にも収載されている。この植物は茎 あり，交通の要衝で，インドから仏印を経て援将ノレー

が旬旬し，葉が小形で， 葉慣が広く，鋸歯が深く，無 トのあった所でもあるので，雲南省のものは恐らく米

毛で，花梗があり，包果の先端に2本の直生する刺が 国またはインドから渡米したものであろう。宮ケ瀬の

生じない点等が中国高等櫛物図鑑の図や宮ケ瀬産標本 ものも多分米悶経由でもたらされたものと恩われる。

と異なっている。

筆者は FloraKanagawa. No. 14 (1983）に 「帰化

布直物のニューフェース ・ アメリカ卜ゲミギク宮ケ i~!fiに

産す」と題し予報を発表しておいた。この予報では一

応 Acanthos戸er抑制η australe〔LつEFL.〕O.Kuwrzc 

に当て，アメリ力トゲミギクとし寸仮名を与えておい

卜ゲミギク属〔Acanthospermum）はメナモミ 族に

〔Helianth巴ae〕属している。一年生のやや粗利な草木

で， 葉に軟細毛を生じ，茎は直立か旬旬， 業lま対生，

幅広く，しばしば革質，牙歯がある。放射状に，目立

たない花が葉状のをに日夜生する。総毛立L:J:二層，外J包；は
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図1. 宮ケ瀬産アメリカトゲミギク（Acanthospermum

his戸idum〕の全形
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L、る木芦｜との A au st叩 leの図。在果の頂端に角

状の刺がなく，また頭花は有綬である。

図2 宮ケ瀬産アメリカトゲミギクの部分

07[ 
国 6391 （菊科）

図4. 中国高等植物図鑑で A.ausfr，αleとしているも

のの図． 宮ケ瀬産の A.hispidumによく一致

する。



平坦で革質，内をは少し小さく ，イガ状になり，成熟 文献

日奇疫果を包み脱落する。 花床は凹状か 1~1状。 放射花は DE. CANDOLLE, A. P. 1836 Prodr. Syst. Nat. 5: 522. 

少なく l列。舌状花冠は小さく， 黄色，真9:1より上部 Parisi is. 

で最も幅広く ，すこし曲がる。冠毛を欠く 。 BR1n・oN, N. L. and BROWN, H. A. 1970 An Illust-

属名 Acanthosρennumはギリシャ 語の akanta rated Flora of the Northern United Sta・ 

（刺〕 ＋sperma（種子）。有刺のイガ糠を果に由来する。 tes and Canada 3: 459. fig. 4420 Dover 

この属は西インド諸島，南アメリカ，ガラパゴス， Publications, Inc., New York. 

マダガスカノレに分布し， 8種あり，基本主fiはブラジル LONG, R. W. and LAKELA, O. 1971 A Flora of Tro-

卜ゲ ミギク （新称〕（A.brasilium Sc1rnANK〕である。 pica! Florida 835 836. Banyan Books. 

Miami Florida. 

アメリカトゲミギク （新称）-Acanthosperinum W1 LL1 ~ . J. C. 1973 A dictionary of the flowering 

hiψidum DC.中国名 ：刺を果。 plants and ferns. 8 ed. 7. Cambridge 

茎は直立，分校し，粗雑な草木で高さ 1mlこ達す University Press. 

る。通常それより低い。 葉は長さ 3～6cm，卵状椅 中国科学院植物研究所主編 1975 中国高等植物図鑑

円形， 真中より上部に浅い鋸歯あり，軟毛を密生し， 4 489，図 6391. 科学出版社北京．

無柄，基胸lはく さび形。総をは狭銭形， 2）百あり，外層 中国科学院植物研究所主編 1979 中国高等植物科属

は 5，革質，矩円状披針形，内属（outerphyllaries) 検索表 437-438. 科学出版社北京

は倒卵状矩円，基部は雌花を緊密に包み，頂端に角状 中国科学院植物研究所編輯委員会 1979 中国縞物志

直京ljを生じ，周囲に少し曲がった短刺がある。舌状花 75 332-333. 図版56. 図4. 科学出版社

冠は短かく，黄色。花床は長さ約 1mm。波巣は矩円形 北京．

で圧miされていて，内層在片中に包まれている。 小原敬 1983 帰化植物のニ ューフェ ース・アメリ

本報告の発表に当り ，金井弘夫，大場達之，高橋 カトゲミギク宮ケ瀬に産す，フ ロラ ・カナ

秀男の諸先生の示された御好意に心から謝意を表しま ガワ 14 84. 

す。 〔茅ケ崎市平和学園〉
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