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はじめに

　著者らは沖縄県における自然教育のための基礎

資料の充実を目指し, 県内の離島・へき地におけ

る植物相・植生について調査を行っている （立石

ら, 2011, 2014, 2016; 天野ら, 2012, 2013; 佐藤ら, 

2017）. 前報では本部町瀬底島の植物相の調査結

果のうち同島で確認された植物の目録を発表した

が（齊藤ら, 2019）, 本報ではその後の追加調査の

結果と, 追加調査を含めこの調査で確認された種

のうち植物地理学上注目すべき種を報告する.

　瀬底島は, 沖縄島北部本部半島の西方約600mの

海上に位置する, 面積2.99㎢ （国土地理院, 2019） 

の小さな島である. 島は２～３段の海岸段丘から

形成されており, 島東部の大峯原で最高標高76m

となる. ここが段丘の最上段となり, この周囲を

１  琉球大学教育学部理科教育講座 Department of Science Education, Faculty of Education, University of the 

Ryukyus
２ （一財）沖縄美ら島財団 Okinawa Churashima Foundation 
３ 沖縄国際大学非常勤講師 Okinawa International University
４  琉球大学大学院教育学研究科教科教育専攻理科教育専修 Department of Science Education, Graduate School 

of Education, University of the Ryukyus
５  在沖米海兵隊環境保全課 Environmental Affairs Branch, G-F Division, Marine Corps Base Camp Smedley 

D. Butler
６ 滋賀県大津市 Otsu City, Shiga Prefecture

沖縄県の離島・へき地における自然教育のための基礎資料の充実Ⅺ:
本部町瀬底島の植物相２

齊藤由紀子1・天野正晴2・佐藤寛之3・大越光太郎4・杉山巳次5・立石庸一6

Enrichment of the Fundamentals for Nature Education in Remote Islands and 

Places in Okinawa Prefecture XI:
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Abstract
　The second part of the survey of the vascular flora from Sesoko-jima island, close to the western 

coast of Motobu peninsula in Okinawa Island, is reported here. Results revealed the unique flora 

with a total of 113 families, 366 genera, 483 species, 1 subspecies, 4 varieties, and 1 form of vascular 

plants. Out of these plants, 329 species, 1 subspecies, 3 varieties, and 1 form were native. Among 

all identified species, Marsdenia tomentosa, Scutellaria guilielmii and Ranunculus ternatus var. 

lutchuensis, Saururus chinensis, Carex alliiformis, Alangium premnifolium, Stauntonia hexaphylla, 

and Lindernia ruellioides were determined to be floristically noteworthy because of their limited 

distribution. The naturalized plants accounted for 31.7％ of the total wild plants found on the island. 

The present report also includes a list of 63 species that have previously been reported but have not 

been observed in this survey, neither in the fieldwork nor in the three herbaria that we inspected 

（RYU, TNS and URO）. 
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標高35 ～ 40mおよび15 ～ 20mの段丘面が取り巻

いている. 段丘面はほぼ平らな台地となっており, 

その多くが耕作地として使用されている. 海岸線

の大部分は, 岩礁に囲まれているが, 西岸には, 長

さ約300m, 幅約20 ～ 30mの比較的規模の大きい

海岸砂丘の瀬底ビーチがあり, 北東岸に小規模な

アンチ浜がある. また, 東岸は断続的に続く岩礁

に小規模な砂浜が挟まれている. 

　島の地質は琉球石灰岩と中生代三畳紀の今帰

仁層からなる. 琉球石灰岩は主にサンゴ礁堆積物

から構成され, これが島の大半を占めており, 下

位の今帰仁層を不整合に覆っている. 今帰仁層は, 

石灰岩を主体とし一部に玄武岩溶岩を伴い島の中

央部とその南側に見られる （Ishibashi, 1969）. 土

壌は島尻マージで, 重粘でないため耕耘は比較的

容易であり, 古くから畑作を中心に農業が営まれ

てきた. 一方, 保水力に乏しいため, この島に水田

は作られなかった. 

　瀬底島南東部の唐泊原には、沖縄貝塚時代前

期と中期（約4,000年～ 2,300年前）の複合遺跡で

ある唐泊貝塚が知られており, 早くて4,000年前

にはこの島に人が住み, 集落を形成していたと考

えられる. 沖縄貝塚時代後期（2,300 ～ 900年前）

は弥生時代以降の時代に対応されるものの, 未だ

農業生産社会を示す資料に乏しい. 沖縄で農耕が

始まったのは12世紀頃のグスク時代と考えられ

ている（仲田, 1995a）. 瀬底島で農業がいつから

始まったのかについての確かな証拠はないが, 農

耕がはじまってから戦後の一時期までは, ほとん

どの家が農業で暮らしを立て, 沿岸漁業でそれを

補う生活が続いた （仲松, 1995）. 瀬底島は水田が

なく, 戦前の1940年には島の土地の44％にあたる

147.81haが畑として利用されており, 本部町の主

要な畑作地帯であった （宮里, 1995）. 産業の中心

は畑作であったが, 一部では海岸地帯を利用して

山羊や豚などの畜産も営まれていた. 戦前は甘藷

や大豆などの食糧農産物を中心に多種多様な作

物が栽培されていたが, 戦後は食糧作物の生産が

年々減少し, 農業はサトウキビなどの原料農産物

へ, 複合経営から単作経営へと大きく変換した. 

さらに本土復帰後は農業の基盤整備が進み, 近年

は, 温暖な自然条件を生かした冬春期の本土向け

の移出野菜や花卉の栽培が盛んになりつつある. 

　2014年１月現在の瀬底島の人口は814名, 世帯

数359戸 （瀬底公民館, 2014） である. 戦後の1947

年, 外地や本土からの引き揚げによる増加で人口

は2,646名に達したものの, これをピークに人口は

減少を続けてきた. 1985年, 沖縄島本部半島と瀬

底島を結ぶ瀬底大橋が開設されると, 瀬底島の住

民の離島苦は解消され, 島の過疎化に歯止めがか

かり, 人口は近年ほぼ横ばいである. 架橋により

観光客も島を訪れるようになった. 一方で学校は, 

集落内に瀬底小中学校があったが, 生徒数減少に

より2012年度に瀬底中学校は本部中学校に統合と

なり，瀬底小学校のみとなった． 

　前報 （齊藤ら, 2019） では, この島の植物相の実

態把握が不十分であること, 産業形態や生活様式

の変容により自然環境が大きく変化しつつあるこ

と, この状況下で, この島の自然に関する基礎資

料を残すことは喫緊の課題であることを指摘し

た. このような認識のもと, 著者らは2013年12月か

ら2019年４月までに瀬底島の植物相の現地調査と

沖縄の植物標本室に既収の瀬底島産標本の調査を

行った. 前報ではこの調査結果のうち, 瀬底島か

ら確認できた野生維管束植物113科360属＊475種１

亜種３変種１品種の目録を報告した. 本報告では, 

2019年５月から2019年10月までに行った現地と標

本室における追加調査の結果を記録するとともに, 

調査全体により把握された植物相の概要と沖縄島

やその周辺小島嶼で分布がごく限られる種につい

て島における生育状況などを詳述する. また過去

の文献に記録されていながら今回現地調査や標本

調査で確認できなかった種を未確認植物として末

尾に纏める.

　本報告の発表に当たり, 英文についてご意見を

下さったAndrea Renzetti氏に感謝します．

調査方法

　追加の現地調査を2019年５月11日と10月８

日の２回行った （表１）. 調査方法は全て齊藤

ら （2019）に倣った. この調査で採集した標本53

＊  前報では被子植物属数348，総属数361としたが，算定の誤りが判明し，それぞれ347, 360に訂正する.
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点, 目視記録266件, デジタル画像記録324点を追

加した （表１）. これにより全体の収集標本数は

245点, 目視記録4,798件, デジタル画像記録6,568

点となった. さらに琉球大学理学部植物標本室 

（RYU） および国立科学博物館 （TNS） に既収の

瀬底島産標本を追加調査した.  

結果と考察

１．植物相の概要

　追加調査により９種の植物 （うち自生３種１変

種, 帰化種５種） が新たに見出された （付録１）. 

これらを既報の調査結果 （齊藤ら, 2019） に加え

ると, 瀬底島に野生する維管束植物は113科366属

483種１亜種４変種１品種となった （表２）. うち

瀬底島に自生のものは329種１亜種３変種１品種

である. 帰化種, 逸出種は合わせて154種１変種で

あった. 過去の文献 （島袋, 1973など） で記録され

ているにも関わらず今回の調査で確認できなかっ

た種が63種にのぼった. これらの種については本

報告の末尾に付録２ . 未確認植物目録として掲載

した.

　種内分類群も１種に数えた数を, 沖縄島周辺小

島嶼のうち最近の調査記録が纏まっている浜比嘉

島, 津堅島, 伊計島, 久高島, 藪地島, 水納島と比較

した （表３）. 瀬底島はこれらの島嶼の中で総種数

が最も多い. 沖縄島周辺小島嶼では瀬底島にのみ

分布する種もあり, これまで調査を行なった沖縄

島周辺小島嶼の中では, 植物相の豊かな島と言え

る. 本報告の追加調査により帰化・逸出種が新た

に確認され, その割合 （帰化率） は微増し31.7％と

なった. 

　確認された自生種のほぼ全ての種が沖縄島に共

通して分布するが, キジョラン, コナミキ，リュウ

キュウヒキノカサ, リュウキュウスゲなど沖縄島

やその周辺小島嶼でも分布がごく限られるものが

ある. ハンゲショウ, シマウリノキ, ムベ, クチバ

シグサは沖縄島周辺小島嶼では初記録となる. こ

れらについては「注目すべき植物」の項で詳述す

る. さらに, カラスビシャク, ナンゴククサスギカ

ズラ, サンゴジュなどは沖縄島周辺小島嶼のうち

沖縄島より西側の島嶼では比較的よく見かける

が, 東側の島嶼では全く記録されていない. どの

種も沖縄島では, 普通に見られるものであること

を考えると不思議である.

　島袋 （1973） や伊波ら （1996） などの文献に記

録されてはいるものの今回の現地調査では確認で

きず, RYU, TNS, および琉球大学教育学部植物

標本室（URO）の標本調査によっても標本を見出

すことはできなかったものが63種にのぼった （付

録２）. これらについては島での生育の証拠とな

るものが見出せなかったため, やむを得ず前報で

は植物目録からは除外していた. 63種のうち, モ

クビャッコウは, 島内数カ所で栽培株を見たが, 

本来の生育適地である海岸岩礁上で見つけるこ

とはできなかった. 同じく海岸岩礁上に生育する

ヒレザンショウは島袋 （1973） に記録されており, 

初島・中島 （1979） には瀬底島で撮影されたヒレ

ザンショウの写真が掲載されているが, 撮影地な

ど詳細は明記されていない. 島内の墓地や人家の

数カ所でヒレザンショウを見かけたが, 本来の生

調査年月日 腊　葉　標　本
目視
記録

画像

2019.05.11 Saito et al. 3352 ～ 3386 35 79 139 

2019.10.08 Saito et al. 3502 ～ 3519 18 187 185 

　合　　　　　計 53 266 324 

表１．調査日と収集標本数及び目視記録数,�画像数

分類群 科 属
自　　生 帰　　化 逸　　出 総　　計

種 亜種 変種 品種 種 亜種 変種 品種 種 亜種 変種 品種 種 亜種 変種 品種

シダ植物 9 11 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 

種子植物 裸子植物 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

被子植物 102 353 309 1 3 1 120 0 1 0 34 0 0 0 463 1 4 1 

合計 113 366 329 1 3 1 120 0 1 0 34 0 0 0 483 1 4 1 

表２．瀬底島に野生する維管束植物数
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育適地ではないことから全て移植されたものと考

えた. さらに, ナカハラクロキ, イヌマキ, ノボタ

ン, ゴンズイ, トキワヤブハギなども本来の生育

適地と考えられる林内や林縁を探査したが見つけ

ることはできなかった. 島袋 （1973） の調査時か

ら既に40年余り経過しており, これらの植物が生

育できる環境が消失してしまった可能性も考え

られるが, 生育の証拠となるものが残っていない

ため植物目録からは除外することとなった. また, 

レッドデータおきなわにはウマノアシガタの分布

地に瀬底島が記されているが （立石・新城, 2006; 

立石ら, 2018a）, これは編集の際のミスによって

生じた誤りである. 

　一方, 現地調査では確認できなかったものの

RYUおよびTNSでの追加の標本調査により生育

の証拠となる標本の見出された種があった. これ

らキンエノコロ, ノジアオイ, ミルスベリヒユ, ネ

ズミモチは, 付録１の「植物目録への追加」に収録

されている. 

２．注目すべき植物

キ ジョラン Marsdenia tomentosa C.Morren et 

Decne. （キョウチクトウ科; エングラー : ガガ

イモ科, 図１A） 

　朝鮮南部, 台湾に分布し, 国内では, 本州 （関東

以西南）, 四国, 九州, 屋久島, 種子島, トカラ列島, 

奄美大島, 徳之島, 沖永良部島, 沖縄島北～中部, 

伊江島の林内に生える常緑の藤本植物である （立

石・山城, 2006）. 近年, 伊江島でも発見されてい

るが, １地点でごく僅かの個体が確認されたに過

ぎない （立石ら, 2004）. 分布域の南限にあたる沖

縄島でも分布地は数カ所に限られており, 個体数

も少ない. 沖縄県では絶滅危惧Ⅱ類 （VU） にされ

ている （沖縄県環境部自然保護課, 2018）. 瀬底島

からは初報告となる. 

　今回発見された生育地は, 島北部海岸段丘の段

丘面の暗い林内にあった. 琉球石灰岩地の地面を

掘り込んで造られたお墓の周辺に残る高木林の中

で, キジョランが木に絡みついていた. 周囲はガ

ジュマルの大径木やイヌビワ, ヤブニッケイ, セ

ンダン, オオバギなどが目立っていた. 2015年９

月の発見時は若い果実をつけた株を, また2017年

１月から2018年12月の間に度々開花・結実して

いる株を確認している. 約30m×約10mの範囲に, 

100個体ほどが見られたが, 多くはまだ高さ１m前

後の若い個体である.

　本部町の植物相 （伊波ら, 1996） では, 植物目録

に掲載されてはいるものの, 添付の分布表では分

布記録０となっており, ２年間の調査では見つか

らなかったようである.

コ ナミキ Scutellaria guilielmii A.Gray （シソ科, 

図１B） 

　低地の草原に生える多年草で, 本州 （千葉県以

島嶼名
面積
（㎢）

最高
標高 
（m）

種　　数１ 帰化率

調査期間 文　　献２

自生
（A）

帰化・
逸出 （B）

総種数
（A+B）

（％）
B/（A+B）

瀬底島 2.99 76.0 334 155 489 31.7 2013 ～ 19 齊藤ら 2019 ＋本報告

浜比嘉島 2.09 79.0 262 118 380 31.1 2010 ～ 14 立石ら 2014

津堅島 1.88 39.0 266 139 405 34.3 2011 ～ 13 天野ら 2013

伊計島 1.75 49.0 247 134 381 35.2 2012 ～ 15 立石ら 2016

久高島 1.37 17.0 219 99 318 31.1 2000 ～ 12 天野ら 2012 ＋寺田・大屋 2012

藪地島 0.62 42.6 246 112 358 31.3 2010 ～ 17 佐藤ら 2017

水納島 0.47 12.0 173 85 258 32.9 2007 ～ 10 伊波ら 1996 ＋立石ら 2011

１亜種以下の種内分類群も１種に数えた．
２引用文献欄を参照．

表３．瀬底島と浜比嘉島,�津堅島,�伊計島,�久高島,�藪地島および水納島に野生する植物数の比較
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図１．瀬底島の注目すべき自生植物

A: キジョラン Marsdenia tomentosa （花蕾期, 2017.1.17 撮影; 果実, 2015.9.22 撮影）．B: コナミキ Scutellaria 

guilielmii （花期, 2019.3.21 撮影）． C: リュウキュウヒキノカサ Ranunculus ternatus var. lutchuensis （花期,  

2016.2.16 撮影）． D: ハンゲショウ Saururus chinensis （花期, 2019.3.21 撮影）． E: リュウキュウスゲ Carex 

alliiformis （果期, 2014.6.28 撮影）． F: シマウリノキ Alangium premnifolium （果期, 2018.7.17 撮影; 花期,   

2019.5.11 撮影）． 
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西）, 四国, 九州, 種子島, 屋久島, 宝島, 奄美大島, 

徳之島, 沖永良部島, 伊平屋島, 伊是名島, 沖縄島

に分布する （立石ら, 2018b）. また中国からも知

られている. 沖縄諸島は分布域の南限となってお

り, 自生地も限られるため, 沖縄県では絶滅危惧

II類 （VU） にされている （沖縄県環境部自然保護

課, 2018）. 初島・中島 （1979） には瀬底島で撮影

された本種のカラー写真が掲載されているが, 撮

影地等に関する詳細は記されていない. 標本に基

づいた瀬底島からの報告は今回が初めてである. 

　瀬底島での生育地は, 石嘉波原および前原にあ

り, どちらの地点も定期的に草刈が行われる草地

であった. 石嘉波原では,２m×２mほどの範囲に

数百個体からなる個体群と, それより10m南東の

２m×３mほどの範囲に約50個体からなる小さな

個体群を確認した. どちらもガジュマル, イスノ

キ, ハゼノキ, シマグワなどからなる高木林の林

床で, 直射日光は遮られ, 地面は湿り気があった. 

リュウキュウヒキノカサ, エダウチチヂミザサ, 

リュウキュウコスミレなどが共に見られた. どち

らの個体群でも2019年３月に開花・結実を確認し

ている. 一方, 前原では, 2019年３月の発見時に, 

２m×２mほどの開けた草地に約100個体が花お

よび若い果実をつけ, リュウキュウヒキノカサや

トウバナなどと混生していた. 

　対岸の本部半島でも生育地が確認されており, 

2016年より著者の一人である天野が定期的な観察

を行っている. これによると, 12月～１月に葉を

展開し, ３月～５月上旬に開花・結実しているよ

うである. その後地上部は枯れてしまい, 12月に

なるまで姿を見ることはない. このような生育様

式であるため, これまで見つかりにくかったと考

えられる.

リ ュウキュウヒキノカサ Ranunculus ternatus 

Thunb. var. lutchuensis （Nakai） Yonek. （キ

ンポウゲ科, 図１C） 

　海岸や低地の原野の湿ったところや, 畑の畔に

生える多年草で, 喜界島, 徳之島, 沖永良部島, 沖

縄島北部, 伊江島に分布する琉球列島の固有変種

である. 瀬底島からの記録もあるが （高良, 2004; 

立石・高良, 2006）, 島での生育状況は現状不明と

され,  沖縄県の絶滅危惧ⅠB類 （EN） とされてい

る （沖縄県環境部自然保護課, 2018）.

　今回の調査によって, 瀬底島内に５個体群, 数

百株が確認された. 初島・中島 （1979）には, 瀬底

島で撮影された写真が掲載されているが, 標本に

基づく報告は今回が初めてである. 

　2015年に発見した大峯原の個体群は同年と2018

年に, 前原の個体群Aは2016年と2019年に, 個体

群Bは2017年と2018年に, 石嘉波原では, 2018年と

2019年に開花・結実を確認している. また北端太

原の個体群は最も大きく幅50 cm ～１m, 長さ３

～４mの範囲に100個体以上が群生している. そこ

では2018年３月に開花を確認したが, ４月には多

くが種子散布を終え, 半数以上が既に姿を消して

いた. リュウキュウヒキノカサが見つかった場所

は, 定期的に草刈りがされている草地や未舗装の

道路で, いずれも人の手によって維持されている

環境であった. 道路整備などの影響による生育地

の消失が憂慮される.

ハ ンゲショウ Saururus chinensis （Lour.） Baill. 

（ドクダミ科, 図１D） 

　本州, 四国, 九州, 屋久島, 種子島, トカラ列島, 

奄美諸島, 朝鮮, 台湾, 中国, インドシナ半島, イン

ド, フィリピンに分布し, 県内では, 伊平屋島, 伊

是名島, 久米島, 沖縄島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 

小浜島に分布する （新城ら, 2018）. 主に湿地や水

辺に生育し, ４月～６月に開花, 結実し, ８月～９

月には地上部は姿を消してしまう多年草である. 

局所的に多くの個体が生育する場所もあるが, 県

全体としては湿地の開発に伴って生育環境が減少

しているため, 準絶滅危惧種 （NT） とされている 

（沖縄県環境部自然保護課, 2018）. 瀬底島を含め沖

縄島周辺小島嶼から初めての報告となる. 

　瀬底島では, 東部の海岸段丘の最下段で, 海水

面より７mほど上がった岩礁上の４m×４mの範

囲に, 約100個体が群生しているのが確認された. 

この段丘面と上段の段丘面との境は７mほどの崖

になっており, 上段を透過した水が染み出してい

るようであった. ここではハンゲショウに混じっ

てツワブキがまだら状に点在していた. 2019年３

月21日には, 茎上部の葉がやや白化し開花を始め

たハンゲショウの個体が僅かだが見られた.
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リ ュウキュウスゲ Carex alliiformis C.B.Clarke 

（カヤツリグサ科, 図１E）.

　九州南部, 喜界島, 奄美大島, 徳之島, 沖永良部

島, 与論島, 伊是名島, 沖縄島, 粟国島, 台湾, 中国

南部, ベトナムにかけて分布する多年草である. 

沖縄島では北部から南部にかけて分布は広いが

稀産である. 瀬底島からも島袋 （1973） により既

に記録されているが, 初島・天野 （1994） や島袋 

（1997） など琉球の目録類では見落とされてきた

ようである.

　リュウキュウスゲは瀬底島でも大峯原にある

溜め池周辺で見られるのみである. この溜め池は

ケーガーと呼ばれ古くは飲料用水として使われた 

（仲田, 1995b）. そばには拝所があり, 一帯はリュ

ウキュウハリギリやホソバムクイヌビワ, アカギ, 

ウラジロエノキなどの大径木からなる高木林に囲

まれている. リュウキュウスゲはこの林のシマイ

ズセンリョウなどの茂る林縁にオオヒメクグな

どとともに生える. 林内は鬱蒼としていて, 周囲

の空中湿度も高い状態に保たれており, 池にはイ

ボイモリの生息が確認されている （Honda et al., 

2012）. これらの生物が生き残る環境としてケー

ガー周辺の環境維持が望まれる.

シ マウリノキ Alangium premnifolium Ohwi （ミズ

キ科; エングラー：ウリノキ科, 図１F） 

　九州 （鹿児島県竜ヶ水・佐多岬）, 屋久島, 種子

島, 黒島, 奄美大島, 徳之島, 沖縄島, 石垣島, 西表

島に分布する落葉性の低木～高木である. 沖縄島

では北部から中部にかけて分布するが, 点々と生

育している程度である. 伊波ら （1996） の本部町

の植物相報告には登載されているが, 瀬底島から

の記録はない. 瀬底島を含め沖縄島周辺小島嶼か

ら初記録となる.

　瀬底島では, ２地点で生育が確認された. どち

らの地点も１個体しか見られないが, そのうち小

堀原の個体は高さ８m, 胸高直径20cmで, 2018年

７月17日には結実が, 2019年５月11日には開花が

確認された. 

ム ベ Stauntonia hexaphylla （Thunb.） Decne. （アケ

ビ科） 

　本州 （福島県・山形県以西）, 四国, 九州, 琉球, 

朝鮮南部に分布する常緑の藤本である. 琉球では, 

トカラ列島, 奄美大島, 徳之島, 沖永良部島, 伊平

屋島, 沖縄島, 久米島, 石垣島, 西表島の山地の林

縁に生育する. 沖縄島では北部～南部にかけて林

縁部などで点々と見られる程度である. 瀬底島を

含め沖縄島周辺小島嶼からの初記録となる. 瀬底

島では大峯原の林縁の高木に巻きついている個体

が確認された. 2015年３月15日には開花が見られ

た.

ク チバシグサ Lindernia ruellioides（Colsm.） Pennell 

（アゼナ科; エングラー：ゴマノハグサ科） 

　徳之島, 伊平屋島, 伊是名島, 沖縄島, 宮古島, 石

垣島, 西表島, 台湾, 中国南部, 東南アジア, ニュー

ギニア, インドに分布する多年草である. 

　瀬底島では, 大峯原のサトウキビ畑の畔で, 

2015年５月に数個体が確認された. これまでに瀬

底島を含め沖縄島周辺小島嶼からの記録はない. 

琉球では沖縄本島以南に分布する同属のスズメノ

トウガラシモドキ L. ciliata と混同されることが

ある. 両者は, 花の形や匍匐する茎が節から根を

出す点などがよく似ているが, クチバシグサはス

ズメノトウガラシモドキよりも花がやや大きく, 

葉身の両面に粗毛があり, 長さ５～ 10mmの葉柄

があることで区別される.

３．帰化植物

　瀬底島で確認された帰化植物は120種１変種, 

栽培から逸出・野生化の状態にあるものは34種, 

合計154種１変種であった （表２）. 変種も１種と

して数えて, 帰化・逸出種を, 瀬底島で確認され

た全ての維管束植物種数で割った帰化率は31.7％

となり, 最近の調査記録が纏まっている他の沖縄

島周辺小島嶼とほぼ同じ値であった （表３）.

　島袋 （1973） は, 帰化植物は少なく, そのほとん

どはキク科に集中していると記している. この報

告から帰化率を算出すると8.8％となる. しかしな

がら1985年２月の架橋７年後に行われた伊波ら 

（1996） の調査 （1992年４月～ 1994年３月） では

32.4％となる. この帰化率の急激な増加は, 架橋に

より物流, 人の移動が増えたことが１つの要因と

考えられる. 

　瀬底島で確認された154種１変種のうち79種が
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今回 （齊藤ら, 2019と本報告を合わせて） の調査

によって新たに確認された. これらの多くが畑や

道路沿いで見られた. 物資の運搬を専ら船に頼っ

ていたころと比べ, 架橋後は土地改良や畑作用の

土砂など資材の運搬や観光客の来島が増加し, 外

来種の持ち込まれる機会や量が多くなっていると

考えられる. さらには1992年から始まったゴルフ

場造成工事やホテル建設に伴う工事によって, 持

ち込まれたものも相当数あるであろう.

　今回見出された帰化・逸出種の中で, ミジンコ

ウキクサ, ミナトムギクサ, コバナヒメハギ, ヤン

バルハコベ, タマザキフタバムグラ, ナガエアワ

ゴケ, セイタカアワダチソウは沖縄島周辺小島嶼

初の記録となる. 

　ミジンコウキクサ Wolffia globosa （Roxb.） 

Hartog et Plas （サトイモ科） は, 南ヨーロッパ原

産で, 世界各地に帰化している浮水性の多年草で

ある. 日本には明治時代に帰化したとされる （清

水ら, 2001）. 植物体が直径１mm 程度と小さいた

め見落としがちである. 沖縄では沖縄島, 波照間

島, 南大東島に帰化している （横田・宮城, 1992; 

初島・天野, 1994）. Sonohara et al. （1952） のリ

ストに掲載されており, common in pondsとされ

ていることをみると, 沖縄へはこれよりかなり以

前に侵入して分布を広げていたようだ. 沖縄島で

は現在でも, 他の浮き草とともに水面を覆ってい

る姿をよく目にする. 瀬底島では, 大峯原と石名

原のため池で見つかっている. 

　ミナトムギクサ Hordeum pusillum Nutt. （イ

ネ科） は, 北アメリカ原産の一年草で, 本州, 四国, 

九州, 沖縄でまれに帰化している （植村ら, 2010）. 

沖縄島に戦後帰化した （初島・天野, 1994） が, 侵

入の経緯は不明である. 瀬底島では唐泊原, 高地

原, 前久保原で見られる.

　コバナヒメハギ Polygala paniculata L. （ヒメ

ハギ科） は, 南アメリカ原産の一年草で, インドネ

シアや太平洋諸島に広く帰化しており, 沖縄へは

第二次世界大戦後に帰化している （清水ら, 2001; 

植村ら, 2010）. 沖縄島では, 北部～中部を中心に

広く見られるが, 沖縄島周辺小島嶼では見つかっ

ていなかった. 瀬底島では, 大峯原などに見られ

る. 根には湿布薬を思わせる芳香があり, 小学生

でも覚えやすい植物の１つである.  
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付録１．植物目録への追加

　2019年５月から10月までに行った追加調査で確

認された前報 （齊藤ら, 2019） に追加すべき種を

以下に挙げる. また, 前報の植物目録に既収の種

の証拠標本として追加すべき標本についても, 当

該種ごとに和名とそれに引き続いてその標本が

採集された地名を記し, 地名の後の括弧内に採集

者およびフィールドナンバー , 採集日, フェノロ

ジー （fl: 花をつける, fr: 果実をつける, spr: 胞子

をつける, v: 栄養器官のみ）, 標本室アクロニムの

順に示した. 科の配列や学名および個々の種の採

集者等の情報の表記は全て齊藤ら （2019） に随っ

た. 

１．種の追加

　Poaceae イネ科

Setaria pumila （Poir.） Roem. et Schult. キンエノコロ Y. 

地名不詳 （Gima 11, 12 Aug. 1977, fr, RYU）．

　Malvaceae アオイ科

Melochia corchorifolia L. ノジアオイ （帰化） Y. 地名不詳 

（Shimabuku 3904, １ Oct. 1977, fr, RYU）．

　Aizoaceae ハマミズナ科

Sesuvium portulacastrum （L.） L. ミルスベリヒユ Y. 地

名不詳 （Konta 16952, ８ Sep. 1988, fl, TNS）．

　Rubiaceae アカネ科

Oldenlandia corymbosa L. タマザキフタバムグラ （帰化） 

Y. 大峯原 （SY・AM 3365, 11 May 2019, fr）．

　Solanaceae ナス科

Solanum spirale Roxb. キダチイヌホオズキ （帰化） Y. 大

峯原 （SY et al. 3512, ８ Oct. 2019, fl, fr）．

　Oleaceae モクセイ科

Ligustrum japonicum Thunb. ネズミモチ S. I. Y. 地名不

詳 （Miyagi 4192, 19 Apr. 1974, fl, RYU）．

　Linderniaceae アゼナ科

Vandellia anagallis （Burm. fil.） T. Yamaz. シマウリク

サ Y. 大峯原 （SY・AM 3364, 11 May 2019, fl）． 

　Asteraceae キク科

Mikania micrantha Kunth ツルヒヨドリ （帰化） Y. 大峯

原 （SY et al. 3503, ８ Oct. 2019, v）．

Solidago altissima L. セイタカアワダチソウ （帰化） Y. 北

端太原 （SY et al. 3504, ８ Oct. 2019, fl）．
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２．証拠標本の追加
　Pteridaceae イノモトソウ科

Pteris fauriei Hieron. ハチジョウシダ 高地原 （SY・AM 

3383, 11 May 2019, spr）．

　Polypodiaceae ウラボシ科

Microsorum scolopendria （Burm. fil.） Copel. オキナワ

ウラボシ 大峯原 （SY et al. 3514, ８ Oct. 2019, spr）．

　Amaryllidaceae ヒガンバナ科

Allium macrostemon Bunge （A. grayi Regel） ノビル 大

峯原 （SY・AM 3366, 11 May 2019, fl, fr）．

　Cyperaceae カヤツリグサ科 

Carex alliiformis C. B. Clarke リュウキュウスゲ 大峯原 

（SY et al. 3510, ８ Oct. 2019, fr）．

Cyperus kyllingia Endl. オオヒメクグ 前原 （SY・AM 

3358, 11 May 2019, fl, fr）， 大峯原 （SY et al. 3513, ８ 

Oct. 2019, fl）．

Fimbristylis cymosa R. Br. var. spathacea （Roth） T. 

Koyama シオカゼテンツキ 北瀬底原 （SY et al. 3506, ８ 

Oct. 2019, fl, fr）．

Fimbristylis dichotoma （L.） Vahl var. diphylla （Retz.） 

T. Koyama クグテンツキ 北瀬底原 （SY et al. 3508, ８ 

Oct. 2019, fr）．

Fimbristylis ovata （Burm. fil.） Kern ヤリテンツキ 高地

原 （SY・AM 3380, 11 May 2019, fl, fr）．

　Poaceae イネ科

Chloris divaricata R.Br. var. cynodontoides （Baleton） 

Lazarides ヒメヒゲシバ （帰化） 大峯原 （SY・AM 3369, 

11 May 2019, fr）．

Dichanthium annulatum （Forssk.） Stapf ヒメオニササ

ガヤ （帰化） 高地原 （SY・AM 3379, 11 May 2019, fr）．

Digitaria setigera Roth ex Roem. et Schult. イヌメヒシ

バ （帰化） 前原 （SY・AM 3355, 11 May 2019, fl, fr）．

Echinochloa crus-galli （L.） P. Beauv. イヌビエ 宜志源原 

（SY et al. 3515, ８ Oct. 2019, fl, fr）．

Ischaemum aristatum L. タイワンカモノハシ 高地原 

（SY・AM 3370, 11 May 2019, v; SY et al. 3516, ８ Oct. 

2019, fr）．

Panicum dichotomiflorum Michx. オオクサキビ （帰化） 

内武前原 （SY・AM 3354, 11 May 2019, fr）．

Poa annua L. スズメノカタビラ （帰化） 前原 （SY・AM 

3363, 11 May 2019, fl）．

　Menispermaceae ツヅラフジ科

Cocculus laurifolius DC. コウシュウウヤク （イソヤマア

オキ） 前原 （SY・AM 3362, 11 May 2019, fl）．

　Ranunculaceae キンポウゲ科

Ranunculus sieboldii Miq. シマキツネノボタン 前原 

（SY・AM 3361, 11 May 2019, fl, fr）．

　Crassulaceae ベンケイソウ科

Sedum japonicum Siebold ex Miq. subsp. uniflorum H. 

Ohba コゴメマンネングサ 高地原 （SY・AM 3376, 11 

May 2019, v）．

　Vitaceae ブドウ科

Tetrastigma formosanum （Hemsl.） Gagnep. （T. 

liukiuense T. Yamaz.） オモロカズラ （ミツバビンボウカ

ズラ） 小堀原 （SY・AM 3382, 11 May 2019, fl）．

　Fabaceae マメ科

Indigofera trifoliata L. ナハエボシグサ （ミツバノコマツ

ナギ） 高地原 （SY・AM 3374, 11 May 2019, fl）．

Macroptilium lathyroides （L.） Urb. ナンバンアカバナア

ズキ （帰化） 北端太原 （SY et al. 3505, ８ Oct. 2019, fl, 

fr）．

Rhynchosia minima （L.） DC. ヒメノアズキ 高地原 （SY・

AM 3378, 11 May 2019, fl）．

Rhynchosia volubilis Lour. タンキリマメ 地名不詳 

（Amano 7035, 12 Nov. 1952, fr, TNS）．

　Polygalaceae ヒメハギ科

Polygala paniculata L. コバナヒメハギ （帰化） 大峯原 

（SY・AM 3368, 11 May 2019, fl）．

　Moraceae クワ科

Fatoua villosa （Thunb.） Nakai クワクサ 前原 （SY・AM 

3359, 11 May 2019, fl, fr）．

　Urticaceae イラクサ科

Pilea peploides （Gaudich.） Hook. et Arn. コケミズ 高地

原 （SY・AM 3377, 11 May 2019, fr）．

　Euphorbiaceae トウダイグサ科

Euphorbia jolkinii Boiss. イワダイゲキ 高地原 （SY・

AM 3375, 11 May 2019, fr）．

　Phyllanthaceae コミカンソウ科（ミカンソウ科）

Flueggea trigonoclada （Ohwi） T. Kuros. アマミヒトツ

バハギ 高地原 （SY・AM 3372, 11 May 2019, fl）．

　Passifloraceae トケイソウ科

Passiflora suberosa L. var. minima （L.） Mast. ヒ メ ト

ケイソウ （帰化） 瀬底ビーチ （SY・AM 3384, 11 May 

2019, fr）．

　Brassicaceae アブラナ科 

Lepidium englerianum  （Muschler） Al-Shehbaz 

（Coronopus integrifolius （DC.） Spreng.） ハマガラシ 瀬

底ビーチ （SY・AM 3386, 11 May 2019, fl, fr）．

　Cornaceae ミズキ科 

Alangium premnifolium Ohwi シマウリノキ 小堀原 

（SY・AM 3381, 11 May 2019, fl）．

　Primulaceae サクラソウ科 

Androsace umbellata （Lour.） Merr. リュウキュウコザク

ラ 安地原 （SY・AM 3352, 11 May 2019, fl）．

Lysimachia japonica Thunb. コナスビ 前原 （SY・AM 

3356, 11 May 2019, fl, fr）．

　Rubiaceae アカネ科 

Morinda citrifolia L. ヤエヤマアオキ 瀬底ビーチ （SY・

AM 3385, 11 May 2019, v）．

　Solanaceae ナス科
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Tubocapsicum anomalum （Franch. et Sav.） Makino 

var. obtusum Makino マルバハダカホオズキ 高地原 

（SY・AM 3371, 11 May 2019, fl）．

　Plantaginaceae オオバコ科

Veronica javanica Blume ハマクワガタ 前原 （SY・AM 

3360, 11 May 2019, fl）, 大峯原 （SY・AM 3367, 11 May 

2019, fl, fr）．

　Lamiaceae シソ科

Clinopodium gracile （Benth.） Kuntzeト ウ バ ナ 前 原 

（SY・AM 3357, 11 May 2019, fl）．

　Acanthaceae キツネノマゴ科

Ruellia simplex C. Wright ヤナギバルイラソウ（帰化） 大

峯原 （SY et al. 3511, ８ Oct. 2019, fl）．

　Asteraceae キク科

Cyanthillium cinereum （L.） H. Rob. ムラサキムカシヨ

モギ 大峯原 （SY et al. 3502, ８ Oct. 2019, fl, fr）．

　Apiaceae セリ科 

Torilis scabra （Thunb.） DC. オヤブジラミ 内武前原 

（SY・AM 3353, 11 May 2019, fr）．

　Viburnaceae ガマズミ科（Adoxaceae レンプクソウ科）

Sambucus chinensis Lindl. ソ ク ズ 小 堀 原 （SY et al. 

3519, ８ Oct. 2019, fl）．

付録２．未確認植物目録

　文献に記録されながら今回 （齊藤ら, 2019と本

報告を合わせて） の現地調査と琉球大学教育学

部植物標本室 （URO）, 同学理学部植物標本室 

（RYU） および国立科学博物館 （TNS） における

標本調査で確認できなかった野生維管束植物を挙

げる.

　科以上の分類と科の配列および種の取扱と学

名は齊藤ら （2019） と同様である. 和名の後に自

生, 帰化, 逸出の区分を付し, 自生種のうち改訂・

沖縄県レッドデータブック第３版 （沖縄県環境部

自然保護課, 2018） 掲載種についてはそのカテゴ

リーを区分の後に示した. さらにそのあとに当該

種が記録された文献を, 略号S （島袋, 1973） また

はI （伊波ら, 1996） で示した.

Pteridophyta シダ植物

　Dennstaedtiaceae コバノイシカグマ科

Microlepia strigosa （Thunb.） C. Presl イシカグマ 自生 S.

　Polypodiaceae ウラボシ科 

Lemmaphyllum microphyllum C. Presl var. obovatum 

（Harr.） C. Chr. リュウキュウマメヅタ 自生 S.

Gymnospermae 裸子植物

　Podocarpaceae マキ科 

Podocarpus macrophyllus （Thunb.） Sweet form.  

spontaneus H. Ohba et S. Akiyama （Podocarpus 

macrophyllus （Thunb.） Don） イヌマキ 自生 S.

Angiospermae 被子植物

　Smilacaceae サルトリイバラ科 

Smilax china L. var. kuru Sakaguchi ex Yamamoto オキ

ナワサルトリイバラ 自生 S.

　Amaryllidaceae ヒガンバナ科 

Zephyranthes carinata Herb. （Zephyranthes grandiflora 

Lindl.） サフランモドキ 逸出 I.

　Asparagaceae クサスギカズラ科 （キジカクシ科） 

Ophiopogon japonicus （Thunb.） Ker Gawl. ジャノヒゲ 

自生 I.

　Commelinaceae ツユクサ科 

Tradescantia spathacea Sw. （Rhoeo spathacea Stearn） 

ムラサキオモト 逸出 I.

Tradescantia zebrina Heynh. ex Bosse （Zebrina pendula 

Schnizl.） ハカタガラクサ 逸出 I.

　Cannaceae カンナ科 

Canna×generalis L. H. Bailey ハナカンナ 逸出 I.

　Zingiberaceae ショウガ科 

Alpinia intermedia Gagnep. アオノクマタケラン 自生 S.

　Cyperaceae カヤツリグサ科

Cyperus brevifolius （Rottb.） Hassk. var. brevifolius ア

イダクグ 自生 S.

Cyperus compressus L. クグガヤツリ 自生 S.

　Poaceae イネ科

Capillipedium spicigerum （Benth.） S. T. Blake 

（Bothriochloa parviflora var. spicigera （Benth.） 

Ohwi）リュウキュウヒメアブラススキ 自生 S.

Eragrostis brownii （Kunth） Nees （Eragrostis cumingii 

Steud.） イトスズメガヤ 帰化 I.

Isachne globosa （Thunb.） Kuntze チゴザサ 自生 S.

Lophatherum gracile Brongn. ササクサ 自生 S.

Miscanthus condensatus Hack. （Miscanthus sinensis 

var. condensatus （Hack.） Makino） ハチジョウススキ S.

Setaria verticillata （L.） P. Beauv. ザラツキエノコロ 帰化 S.

Urochloa paspaloides J. Presl （Brachiaria paspaloides C. 

E. Hubb.） ニクキビモドキ 帰化 I.

Zoysia macrostachya Franch. et Sav. オニシバ 自生 S. 絶

滅危惧Ⅱ類 （VU）.

　Menispermaceae ツヅラフジ科

Cocculus trilobus （Thunb.） DC. （Cocculus orbiculatus 

（L.） DC.） アオツヅラフジ 自生 S.

　Ranunculaceae キンポウゲ科

Clematis meyeniana Walp. var. insularis Sprague 

（Clematis meyeniana Walp.） ヤンバルセンニンソウ 自
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生 S.

　Crassulaceae ベンケイソウ科

Sedum bulbiferum Makino コモチマンネングサ 自生 I.

　Fabaceae マメ科 

Aeschynomene indica L. クサネム 自生 I.

Grona heterocarpa （L.） H. Ohashi et K. Ohashi 

（Desmodium heterocarpon var. buergeri （Miq.） 

Hosokawa） シバハギ 自生 S.

Hylodesmum leptopus （A. Gray ex Benth.） H. Ohashi et 

R. R. Mill （Desmodium leptopus A. Gray ex Benth.） 

トキワヤブハギ 自生 S.

Kummerowia striata （Thunb.） Schindl. ヤハズソウ 自生 I.

Sophora tomentosa L. イソフジ 自生 I.

　Moraceae クワ科

Ficus thunbergii Maxim. （Ficus stipulata Thunb.） ヒメ

イタビ 自生 S.

　Urticaceae イラクサ科

Boehmeria nivea （L.） Gaudich. var. concolor Makino 

form. nipononivea （Koidz.） Kitam. ex H. Ohba カラム

シ 逸出 S.

　Rosaceae バラ科

Rosa luciae Rochebr. et Franch. ex Crèp. （Rosa 

wichuraiana Crep.） テリハノイバラ 自生 I.

　Myricaceae ヤマモモ科 

Morella rubra Lour. （Myrica rubra Siebold et Zucc.） ヤ

マモモ 自生 I.

　Cucurbitaceae ウリ科 

Mukia maderaspatana （L.） M. Roem. サンゴジュスズメ

ウリ 自生 S ＆ I.

　Euphorbiaceae トウダイグサ科

Euphorbia heterophylla L. （Euphorbia prunifolia Jacq.） 

ショウジョウソウモドキ 帰化 I.

　Phyllanthaceae コミカンソウ科 （ミカンソウ科）

Phyllanthus amarus Schumach. キダチコミカンソウ 帰

化 I.

　Calophyllaceae テリハボク科

Calophyllum inophyllum L. テリハボク （ヤラボ） 自生 S.

　Melastomataceae ノボタン科

Melastoma candidum D. Don ノボタン 自生 S.

　Staphyleaceae ミツバウツギ科

Euscaphis japonica （Thunb.） Kanitz ゴンズイ 自生 S. 

　Rutaceae ミカン科

Zanthoxylum beecheyanum K.Koch ヒレザンショウ （イ

ワザンショウ） 自生 S. 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）.

　Malvaceae アオイ科

Urena lobata L. オオバボンテンカ 自生 S.

　Amaranthaceae ヒユ科

Achyranthes bidentata Blume var. bidentata モンパイノ

コヅチ 自生 S.

Chenopodium ficifolium Sm. （Chenopodium serotinum 

L.） コアカザ 帰化 I.

　Balsaminaceae ツリフネソウ科

Impatiens walleriana Hook. fil. アフリカホウセンカ 逸出 I.

　Theaceae ツバキ科

Camellia japonica L. ヤブツバキ 自生 I.

　Symplocaceae ハイノキ科

Symplocos nakaharae （Hayata） Masam. （Symplocos 

lucida （Thunb.） Siebold et Zucc.） ナカハラクロキ 自生 S.

　Ericaceae ツツジ科

Rhododendron scabrum G. Don ケラマツツジ 自生 I.

　Convolvulaceae ヒルガオ科

Ipomoea aquatica Forssk. ヨウサイ 逸出 I.

　Solanaceae ナス科

Cestrum nocturnum L. ヤコウカ 逸出 I.

Solanum capsicoides All. （Solanum ciliatum Lam.） キン

ギンナスビ 帰化 I.

Solanum seaforthianum Andrews フサナリツルナスビ 

（ルリイロナス） 帰化 I.

Tubocapsicum anomalum （Franch. et Sav.） Makino var. 

anomalum ハダカホオズキ 自生 I.

　Boraginaceae ムラサキ科

Cordia dichotoma G. Forst. カキバチシャノキ 自生 S.

　Plantaginaceae オオバコ科

Veronica persica Poir. オオイヌノフグリ 帰化 I.

　Acanthaceae キツネノマゴ科

Justicia hayatae Yamam. （Justicia procumbens var. 

hayatai （Yamamoto） Ohwi） キツネノメマゴ 自生 S.

Thunbergia grandiflora （Roxb. ex Rottl.） Roxb. ベンガ

ルヤハズカズラ 逸出 I.

　Asteraceae キク科

Artemisia chinensis L. （Crossostephium chinense （L.） 

Makino） モクビャッコウ 自生 I. 絶滅危惧Ⅱ類 （VU）.

Aster indicus L. （Kalimeris indica （L.） Sch. Bip.） インド

ヨメナ 自生 S.

Coreopsis lanceolata L. オオキンケイギク 帰化 I.

Coreopsis tinctoria Nutt. ハルシャギク 逸出 I.

Gaillardia pulchella Foug. テンニンギク 逸出 I.

Melanthera robusta （Makino） K. Ohashi et H. Ohashi 

（Wedelia robusta （Makino） Kitam.） オオハマグルマ 

自生 S.

Solidago virgaurea L. subsp. asiatica （Nakai ex H. 

Hara） Kitam. ex H. Hara （Solidago virga-aurea var. 

insularis （Kitam.） Hara） アキノキリンソウ （シマコガ

ネギク） 自生 S.

　Araliaceae ウコギ科

Aralia ryukyuensis （J. Wen） T. Yamaz. ウラジロメダラ 

（リュウキュウタラノキ） （Aralia bipinnata Blanco ウ

ラジロタラノキ）自生 I.
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