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まえがき

生物資源における遺伝的多様性の重要性は，国際的な共通理解として認知されつつあります．
生物多様性条約については平成 24 年 10 月に第 11 回締約国会議がインドで開催され，今後も
条約の目的や愛知目標の達成等に向けて，取組を強化していくことが合意されました．食料農業
植物遺伝資源条約についても平成 24 年は 4 回の特別会合が開催され，食料農業植物遺伝資源の
利用と権利保護に関する多国間での枠組み作りが進められています．ジーンバンク事業ではこの
ような最近の国際情勢に十分配慮しながら積極的に国際協力を進め，遺伝資源の収集・保存・特
性評価・利用の促進に努力しています．
本報告書には，平成 23 年度ジーンバンク事業の植物遺伝資源部門における探索・収集及びそ
の関連研究として，国内探索を 10 件，海外調査を 3 件収載しました．本報告書はジーンバンク
事業による探索収集調査の報告を第一義としていますが，植物遺伝資源の現地調査情報を集積す
ることは事業の発展のためにも重要と考え，他予算による現地研究等の報告も適宜掲載する方針
です．遺伝資源に関する貴重な情報をお寄せいただければ幸甚です．
最後に，私たちの活動に指導と支援をしてくださった国内外の方々に，心から感謝申し上げま
す．とりわけ貴重な遺伝資源をさまざまな情報とともに分譲してくださった皆様に深謝いたしま
す．

平成 25 年２月
農業生物資源研究所
遺伝資源センター長
河瀨 眞琴
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Ⅰ．国内探索収集調査報告
Exploration and Field Research in Japan

〔AREIPGR Vol. 28: 1 ～ 25，2012〕

Original Paper

Collection and Conservation of Wild Leguminous Crop
Relatives on Oki Islands, Shimane, Japan, 2011
Tomooka Norihiko 1)・Hirashima Shinya2)・Inoue Junji 2)
1) Genetic Resources Center , National Institute of Agrobiological Sciences , Kannondai 2-1-2, Tsukuba,
Ibaraki 305-8602, Japan
2) Technical Support Section , National Institute of Agrobiological Sciences , Kannondai 2-1-2, Tsukuba,
Ibaraki 305-8602, Japan

Summary
A field survey was conducted on Oki islands, Shimane prefecture, Japan, from 24 th to
28th October, 2011. As a result, 79 accessions of leguminous plants consist of 1 accessions of

Amphicarpa bracteata ,1 of Glycine max , 7 of Glycine soja , 70 of Vigna angulairs (3 cultivated, 35
weedy, 32 wild) were recorded and seed samples were collected. All the seed materials collected
were conserved at NIAS genebank, Japan. These accessions will be grown and evaluated in
2012 and will become available for research, breeding and educational purposes.
KEY WORDS : Oki islands, Shimane prefecture, wild legumes, Glycine , Vigna
Introduction
Wild crop relatives are important genetic resources. In order to conserve genetic diversity
of wild relatives of leguminous crops, the genebank of National Institute of Agrobiological
Sciences, has been conducting domestic and overseas exploration (Tomooka et al . 2011). The
previous exploration reports are available from the NIAS genebank web page.
http://www.gene.affrc.go.jp/publications.php?section=plant. (List of Annual Report on
exploration, some are written in English)
http://www.gene.affrc.go.jp/pdf/publications/plant-exp_2010(27)_p1.pdf (a report of
2010 domestic exploration written in English as an example)
This is the first report of a field survey on wild relatives of leguminous crops on Oki
islands, Shimane prefecture, Japan. Oki islands are located ca. 50km north of mainland Shimane
prefecture.
Methods
We surveyed Oki islands by car from 24th to 28th October, 2011 (Table 1, Fig. 1). Three
islands, i.e., Dogojima, Nakanoshima and Nishinoshima, were surveyed. We used ferry boats
to move between islands. Seeds, herbarium specimens and root nodules (if available) were
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Fig. 1. A map of Oki islands, Shimane prefecture, Japan.
Collection
sites are indicated by ( ○ ) for Vigna angularis var. nipponensis , ( ● ) for
Vigna angularis var. nipponensis
Vigna angularis var. angularis
Vigna
angularis var. angularis , ( □ ) for Glycine max , ( ■ ) for Glycine soja and
Glycine max
Glycine soja

bracteata . For each collection site, JP number of each
( ☆
) for Amphicarpa
Amphicarpa
bracteata
accession is listed.

collected. Information on collection sites including village name, altitude, latitude, longitude,
habitat sketch map and other ecological data were recorded on passport data sheets as
summarized in Tables 2 and 3.
Results and Discussion
A total of 79 accessions consist of 1 accessions of Amphicarpa bracteata , 1 of Glycine

max , 7 of Glycine soja , 70 of Vigna angularis (3 cultivated, 35 weedy, 32 wild) were recorded
and seed samples were collected (Table 2 & 3). Collected seed samples are conserved at NIAS
genebank, Tsukuba, Japan and will be multiplied and evaluated in 2012. Multiplied seed
samples will become available for research, breeding and educational purposes upon request.
Searching (http://www.gene.affrc.go.jp/databases-plant_search_en.php) and requesting
accessions (http://www.gene.affrc.go.jp/distribution_en.php?section=plant) can be done through
NIAS genebank web site.
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Table 1. Itinerary of the field survey in Oki island. 日程表（隠岐の島）
Date
2011/10/24

Itinerary

Stay

Tsukuba -- Haneda Airport 11:30 -- (JAL 115) -- 12:35 Osaka (Itami)

Saigo, Dogojima
Island

Airport 14:10 -- (JAC2335) -- 15:05 Oki Airport
(Dogojima Island)
2011/10/25

Exploration on Dogojima Island (car)

Saigo, Dogojima
Island

2011/10/26

Saigo Port (Dogojima Island) 8:20 -- (Ferry Boat) -- 9:30 Hishiura Port Beppu, Nishinoshima
(Nakanoshima Island) -- Exploration on Nakanoshima Island (car) --

Island

Hishiura Port (Nakanoshima Island) 14:00 -- (Ferry Boat) -- 14:15
Beppu Port (Nishinoshima Island) -- Exploration on Nishinoshima
Island (car)
2011/10/27

Exploration on Nishinoshima Island (car) -- Beppu Port (Nishinoshima

Saigo, Dogojima

Island) 12:20 -- (Ferry Boat) -- 14:00 Saigo Port (Dogojima Island) --

Island

Exploration on Dogojima Island (car)
2011/10/28

Oki Airport (Dogojima Island) 10:30 -- (JAC3434) -- 11:05
Izumo Airport 15:00 -- (JAL 1668) -- 17:40 Haneda Airport -Tsukuba

Table 2. A summary of collected materials
隠岐における収集品の内訳
Species

Cultivated

Weedy

Amphicarpa bracteata
G. max

Wild

Total

1

1

1

1

G. soja

7

V. angularis var. angularis

3

V. angularis var. nipponensis
Total

4

7
3

35

32

67

19

56

79

Glycine soja (Wild soybean, Tsuru-mame in Japanese)
The NIAS genebank has been conducting comprehensive collecting survey of wild
soybean throughout Japan, and genetic structure of wild soybean has been clarified (Kuroda et

al , 2006, 2008, 2009, 2010). However, this is the first survey by NIAS genebank for collecting
wild soybean in Oki islands.
Wild soybean was not so common in Oki islands. Only 7 accessions were collected from
5 sites, 1 site on Dogojima, 1 site on Nakanoshima and 3 sites on Nishinoshima (Table 2, Fig. 1).
Some of the habitats of wild soybean are shown (Photos 4, 7, 10 and 14). Among the collection
sites of wild soybean, Oki-29 site at Mimiura beach (Photos 13 - 15), on Nishinoshima island is
noteworthy because the habitat is very close to the sea shore. Therefore, it is expected that this
accession (seed photo, JP244478) may have high level of salinity tolerance.
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Vigna angularis (Wild, weedy and cultivated azuki bean)
Weedy azuki bean was very common in Oki islands (Photos 5, 9, 11, 12, 14 and 16).
Among 67 naturally growing (= Not planted by farmers) azuki bean populations found, 35
populations (52 %) were classified as weedy azuki bean based on their seed size, seed coat color
and stem color (Table 2, seed photos). Wide phenotypic variations were observed for weedy
populations in seed size and seed coat color. Among them, accessions collected at Oki-11-2 site
(Photo 5, Kumi, Dogojima) seems to have hybrid swarm like variation, because they showed
much larger seed size compared with typical wild azuki bean including red seeded accession
(seed photos, JP244425 - JP244430).
At Oki-29 site (Mimiura beach, on Nishinoshima island, Photos 13 - 15), weedy azuki bean
accession was also collected (JP244477) from a habitat close to the sea shore (Photo 14). This
accession may have high level of salinity tolerance.
Three cultivated azuki bean accessions were collected from farmer’s field (JP244410,
JP244460 and JP244484). All were large seeded late maturity cultivars (seed photos).
References
Kuroda Y, Kaga A, Tomooka N and Vaughan D. A. 2006. Population genetic structure of
Japanese wild soybean (Glycine soja ) based on microsatellite variation. Molecular Ecology
15: 959-974.
Kuroda Y, Kaga A, Tomooka N and Vaughan D. A. 2008. Gene flow and genetic structure of wild
soybean (Glycine soja ) in Japan. Crop Science 48: 1071-1079.
Kuroda Y, Tomooka N, Kaga A, Wanigadeva S. M. S. W. and Vaughan D. A. 2009. Genetic
diversity of wild soybean (Glycine soja Sieb. et Zucc.) and Japanese cultivated soybeans [G.

max (L.) Merr.] based on microsatellite (SSR) analysis and the selection of a core collection.
Genetic Resources and Crop Evolution 56: 1045-1055.
Kuroda Y, Kaga A, Tomooka N and Vaughan D. A. 2010. The origin and fate of morphological
intermediates between wild and cultivated soybeans in their natural habitats in Japan.

Molecular Ecology 19: 2346-2360.
Tomooka N, Kaga A, Isemura T, Vaughan D. A. 2011. Vigna . In (Chittaranjan Kole ed.) Wild Crop
Relatives: Genomic and Breeding Resources. Legume Crops and Forages. Chapter 15, 291311. Springer.
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島根県隠岐島におけるマメ科植物遺伝資源の探索収集，
２０１１年
友岡 憲彦 1)・平島 信也 2)・井上 順二 2)
１）農業生物資源研究所・遺伝資源センター
２）農業生物資源研究所・技術支援室

和文摘要
本報告は，島根県隠岐島におけるマメ科植物遺伝資源の調査報告である．調査は，2011 年
10 月 24 日～ 10 月 28 日にかけて行った．調査の結果，ヤブマメ 1 点，栽培ダイズ 1 点，野生
ダイズであるツルマメ（Glycine soja ）7 点，栽培アズキ 3 点，自生する雑草アズキ 35 点，野生
アズキ 32 点，合計 79 点の遺伝資源を収集保存した．これらの遺伝資源は，2012 年度につく
ば市の農業生物資源研究所において栽培し，特性評価，種子増殖を行い配布可能なアクティブコ
レクションとして生物研ジーンバンクにおいて保存する計画である．
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Table 3. A passport data of collected materials
収集品のパスポートデータ
Coll. No.

JP No.

Coll. Date

Species name

Status

Vigna angularis

Latitude

Longitude

Altitude
(m)

Soil

Seed

Herbarium Nodule

Remarks

Nishida, Okinoshimacho, Oki-gun, Shimane

var.
2011-OKI-1-1 244406

25 Oct. 2011 nipponensis
Vigna angularis

2011-OKI-1-2 244407

25 Oct. 2011

var. nipponensis
Vigna angularis

weedy

2011-OKI-1-3 244408

25 Oct. 2011

var. nipponensis

wild

2011-OKI-2

244409

25 Oct. 2011

2011-OKI-3

244410

25 Oct. 2011 Vigna angularis

cultivated

2011-OKI-4

244411

25 Oct. 2011 Glycine max

cultivated

wild

Vigna angularis
var. nipponensis

Locality

(Dogojima)

"

"
Sakodani, Tsuma,

beside paddy, dark and pale
N36-11-56.9

E133-18-03.1

10

clay

bulk

no

no

black mottled seeds mixed.
beside small water way in a

N36-11-56.3

E133-18-03.4

10

clay

bulk

no

no

paddy area.
many plants growing in a

N36-11-56.03 E133-18-09.12

9

clay

bulk

no

no

fallow paddy field

N36-12-26.76 E133-13-43.60

32

clay

bulk

no

no

sorghum had been harvested
grown in a farmer's cultivated

N36-12-26.89 E133-13-42.70

30

clay

bulk

no

no

field
grown in a farmer's cultivated

N36-12-27.16 E133-13-43.55

33

clay

bulk

no

no

field

N36-12-59.98 E133-11-52.86

25

clay

bulk

no

no

garden
beside paddy field
beside paddy field, a farmer

Okinoshima-cho, Oki-gun,
wild

Shimane (Dogojima)
"
"
near Hamashin bridge,

growing in a field after

Nagu, Okinoshima-
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Vigna angularis

cho, Oki-gun, Shimane

between paddy and vegetable

2011-OKI-5-1 244412

25 Oct. 2011

var. nipponensis
Vigna angularis

wild

2011-OKI-5-2 244413

25 Oct. 2011

var. nipponensis

wild

"

N36-13-00.67 E133-11-52.62

30

clay

bulk

no

no

2011-OKI-5-3 244414

25 Oct. 2011

wild

"

N36-13-00.38 E133-11-51.63

27

clay

bulk

no

no

2011-OKI-6-1 244415

25 Oct. 2011 nipponensis
Vigna angularis

gun, Shimane (Dogojima) N36-14-36.73 E133-11-45.64

18

clay

bulk

no

no

2011-OKI-6-2 244416

25 Oct. 2011 nipponensis
Vigna angularis

N36-14-36.14 E133-11-44.86

16

clay

bulk

no

no

cultivated field

2011-OKI-6-3 244417

25 Oct. 2011

"
N36-14-36.17 E133-11-45.93
Utagi, Tsuma, Okinoshima-

21

clay

bulk

no

no

beside tea field

2011-OKI-7

25 Oct. 2011 nipponensis

83

clay

bulk

no

no

(Dogojima)

Vigna angularis
var. nipponensis
Vigna angularis

said it is called "bundo", she

var.

Yui, Okinoshima-cho, Okiwild

fallow paddy field, looks like a

var.

var. nipponensis
Vigna angularis

cultivated field
many plants growing in a
fallow paddy field, looks like a

wild
wild

var.
244418

does not eat it
many plants growing in a

"

cho, Oki-gun, Shimane
wild

(Dogojima)

beside paddy field in a
N36-13-04.99 E133-16-17.74

mountain valley, near a stream
road side just north of
Kaminishi loop, wet habitat

2011-OKI-8
(BLACK SEEDS) 244419

Vigna angularis

Okuirikudo, Kaminishi,

var.

Okinoshima-cho, Oki-gun,

25 Oct. 2011 nipponensis

weedy

Shimane (Dogojima)

in mountainous place. black
seeds samples separated from
N36-14-40.7

E133-16-08.7

146

clay

bulk

no

no

a mixed sample (2011-OKI -8)

Table 3 (Continued).
Coll. No.

JP No.

Coll. Date

Species name

Status
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2011-OKI-8
(BROWN SEEDS) 244420

25 Oct. 2011

2011-OKI-9-1

244421

25 Oct. 2011

2011-OKI-9-2

244422

25 Oct. 2011

2011-OKI-10-1

244423

25 Oct. 2011

Glycine soja

wild

2011-OKI-10-2

244424

25 Oct. 2011

wild

2011-OKI-11-1

244425

25 Oct. 2011

244426

25 Oct. 2011

Glycine soja
Vigna angularis var.
nipponensis
Vigna angularis
var.
nipponensis

244427

2011-OKI-11-2
(PALE BROWN
SEEDS)
244428
2011-OKI-11-2
(LARGE BLACK
MOTTLED
BROWN SEEDS) 244429
2011-OKI-11-2
(SMALL BLACK
MOTTLED
BROWN SEEDS) 244430

Latitude

Longitude

Altitude
(m)

Soil

Seed

Herbarium Nodule

146

clay

bulk

no

no

N36-14-59.14 E133-16-18.60

71

clay

bulk

no

no

N36-15-00.75 E133-16-17.06

75

clay

bulk

no

no

N36-17-27.67 E133-13-21.43

1

clay

bulk

no

no

growing along a stream in a paddy area

N36-17-27.60 E133-13-18.04

1

clay

bulk

no

no

N36-19-10.01 E133-14-03.19

2

0

bulk

no

no

Okinoshima-cho, Oki-gun,

weedy

Shimane (Dogojima)

N36-14-40.7

wild

Kaminishi, Okinoshima-cho,
Oki-gun, Shimane (Dogojima)

wild

"
（Goka) Kitagata, Okinoshimacho, Oki-gun, Shimane
(Dogojima)

E133-16-08.7

weedy

"

N36-19-10.17 E133-14-01.95

1

0

bulk

no

no

25 Oct. 2011

Vigna angularis
var.
nipponensis

weedy

"

N36-19-10.17 E133-14-01.95

1

0

bulk

no

no

25 Oct. 2011

Vigna angularis
var.
nipponensis

weedy

"

N36-19-10.17 E133-14-01.95

1

0

bulk

no

no

25 Oct. 2011

Vigna angularis
var.
nipponensis

weedy

"

N36-19-10.17 E133-14-01.95

1

0

bulk

no

no

weedy

"

N36-19-10.17 E133-14-01.95

1

0

bulk

no

no

growing along a stream in a paddy area
beside river. small brown seeds, hybrid
swarm
road side, in an abandoned paddy, hybrid
swarm. red seeds samples separated
from a mixed sample (2011-OKI -11-2)
road side, in an abandoned paddy, hybrid
swarm. black mottled red seeds samples
separated from a mixed sample (2011OKI -11-2)
road side, in an abandoned paddy,
hybrid swarm. pale brown seeds samples
separated from a mixed sample (2011OKI -11-2)
road side, in an abandoned paddy,
hybrid swarm. large black mottled seeds
samples separated from a mixed sample
(2011-OKI -11-2)
road side, in an abandoned paddy,
hybrid swarm. small black mottled seeds
samples separated from a mixed sample
(2011-OKI -11-2)

N36-19-10.25 E133-14-01.53

1

0

bulk

no

no

along a river, near Kiyomi bridge

N36-19-04.77 E133-18-37.00

2

clay

bulk

no

no

beside paddy

25 Oct. 2011

2011-OKI-11-3

244431

25 Oct. 2011

2011-OKI-12-1

244432

25 Oct. 2011

Vigna angularis
var.
nipponensis
Vigna angularis var.
nipponensis
Vigna angularis var.
nipponensis

weedy

weedy
wild

"
Kumi, Okinoshima-cho, Okigun, Shimane (Dogojima)

Remarks

road side just north of Kaminishi loop,
wet habitat in mountainous place. brown
seeds samples separated from a mixed
sample (2011-OKI -8)
many plants growing in an abandoned
paddy field along R485, looks like a
cultivated field
many plants growing in an abandoned
paddy field along R485, looks like a
cultivated field

Okuirikudo, Kaminishi,

Vigna angularis
var.
nipponensis
Vigna angularis
var.
nipponensis
Vigna angularis
var.
nipponensis

2011-OKI-11-2
(RED SEEDS)
2011-OKI-11-2
(BLACK
MOTTLED RED
SEEDS)

Locality

"
Nakamura, Okinoshima-cho,
Oki-gun, Shimane (Dogojima)

Table 3 (Continued).
Coll. No.

JP No.

Coll. Date

Species name

Status

Vigna angularis
var.
2011-OKI-12-2 244433

25 Oct. 2011

nipponensis

weedy

Vigna angularis

Locality

Latitude

Longitude

Nakamura,
Okinoshima-cho,
Oki-gun, Shimane
(Dogojima)
N36-19-04.90 E133-18-37.7
Uzuki,

Altitude
(m)

Soil

Seed Herbarium Nodule

Remarks

3

clay

bulk

no

no

beside paddy

N36-16-36.66 E133-21-46.93

2

clay

bulk

no

no

beside paddy

Okinoshima-cho,
Oki-gun, Shimane

var.
2011-OKI-13-1 244434

25 Oct. 2011

nipponensis
Vigna angularis var.

wild

2011-OKI-13-2 244435

25 Oct. 2011

nipponensis
Vigna angularis var.

wild

"

N36-16-38.32 E133-21-47.84

2

clay

bulk

no

no

beside Uzuki river

2011-OKI-13-3 244436

25 Oct. 2011

nipponensis
Amphicarpa

wild

"

N36-16-36.61 E133-21-45.56

3

clay

bulk

no

no

beside paddy

2011-OKI-13-4 244437

25 Oct. 2011

bracteata
Vigna angularis var.

wild

"

N36-16-36.58 E133-21-45.72

3

clay

bulk

no

no

beside paddy

2011-OKI-13-5 244438
2011-OKI-14-1

25 Oct. 2011

nipponensis

wild

"

N36-16-36.52 E133-21-46.67

3

clay

bulk

no

no

beside paddy
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(DENSELY

(Dogojima)

Ooku, Okinoshima-

BLACK

Vigna angularis

cho, Oki-

MOTTLED

var.

gun, Shimane

BROWN SEEDS) 244439
2011-OKI-14-1

25 Oct. 2011

nipponensis

(BLACK

Vigna angularis

MOTTLED

var.

weedy

beside paddy. black seeds samples

(Dogojima)

separated from a mixed sample
N36-15-00.18 E133-22-08.79

3

clay

bulk

no

no

(2011-OKI -14-1)
beside paddy. brown seeds samples
separated from a mixed sample

"

BROWN SEEDS) 244440

25 Oct. 2011

nipponensis
Vigna angularis

weedy

2011-OKI-14-2 244441
2011-OKI-14-3

25 Oct. 2011

var. nipponensis

weedy

"

N36-15-00.18 E133-22-08.79

3

clay

bulk

no

no

(2011-OKI -14-1)

N36-14-59.43 E133-22-08.81

5

clay

bulk

no

no

beside paddy

(DENSELY
BLACK

Vigna angularis

MOTTLED

var.

BROWN SEEDS) 244442
2011-OKI-14-3

25 Oct. 2011

nipponensis

(BLACK

Vigna angularis

MOTTLED

var.

black mottled seeds samples
weedy

244444

25 Oct. 2011

nipponensis
Vigna angularis

weedy

2011-OKI-14-4 244445

25 Oct. 2011

var. nipponensis

wild

SEEDS)

3

clay

bulk

no

no

(2011-OKI -14-3)
brown pod. beside paddy. brown
mottled seeds samples separated

nipponensis
Vigna angularis

(PALE BROWN

N36-15-00.36 E133-22-10.05

from a mixed sample (2011-OKI -14-

"

25 Oct. 2011

BROWN SEEDS) 244443
2011-OKI-14-3

separated from a mixed sample

"

weedy

var.

3

clay

bulk

no

no

N36-15-00.36 E133-22-10.05

3

clay

bulk

no

no

mixed sample (2011-OKI -14-3)

N36-15-00.60 E133-22-09.17

3

clay

bulk

no

no

beside paddy

seeds samples separated from a

"

"

3)
brown pod. beside paddy. pale brown

N36-15-00.36 E133-22-10.05

Table 3 (Continued).
Coll. No.

JP No.

Coll. Date
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2011-OKI-15-1
(BLACK
MOTTLED
BROWN SEEDS)
2011-OKI-15-1
(PALE BROWN
SEEDS)

244446

26 Oct. 2011

244447

26 Oct. 2011

2011-OKI-15-2

244448

26 Oct. 2011

2011-OKI-15-3

244449

26 Oct. 2011

2011-OKI-15-4

244450

26 Oct. 2011

2011-OKI-15-5

244451

26 Oct. 2011

2011-OKI-16

244452

26 Oct. 2011

2011-OKI-17

244453

26 Oct. 2011

2011-OKI-18-1

244454

26 Oct. 2011

2011-OKI-18-2
244455
2011-OKI-19
(DENSELY BLACK
MOTTLED
BROWN SEEDS) 244456
2011-OKI-19
(BLACK
MOTTLED
BROWN SEEDS) 244457

2011-OKI-20-1
2011-OKI-20-2

Species name

Vigna angularis
var.
nipponensis
Vigna angularis
var.
nipponensis

Status

weedy

Locality

Nakazato, Ama-cho, Oki-gun,
Shimane (Nakanoshima)

Latitude

Longitude

Altitude
(m)

Soil

Seed

Herbarium Nodule

N36-06-01.57 E133-05-59.19

11

clay

bulk

no

no

Remarks

beside paddy along a cannal. black
seeds samples separated from a
mixed sample (2011-OKI -15-1)
beside paddy along a cannal. brown
seeds samples separated from a
mixed sample (2011-OKI -15-1)

weedy

"

N36-06-01.57 E133-05-59.19

11

clay

bulk

no

no

Glycine soja
Vigna angularis var.
nipponensis

wild

"

N36-06-01.12 E133-05-59.05

10

clay

bulk

no

no

weedy

"

N36-06-00.94 E133-05-58.96

9

clay

bulk

no

no

beside paddy along a cannal
brown seeds, beside paddy along a
cannal

wild

"

N36-05-57.58 E133-05-57.70

6

clay

bulk

no

no

beside paddy along a cannal

wild

"

N36-06-01.42 E133-05-56.84

11

clay

bulk

no

no

N36-06-17.38 E133-07-34.85

5

clay

bulk

no

no

beside paddy along a cannal
growing abundantly on a slope
beside paddy, eat as boiled bean
mixed with azuki bean formerly

28

clay

bulk

no

no

road side slope

N36-04-40.45 E133-06-28.37

54

clay

bulk

no

no

road side, black seeds

26 Oct. 2011

Glycine soja
Vigna angularis
nipponensis
Vigna angularis
var.
nipponensis
Vigna angularis
nipponensis
Vigna angularis
nipponensis
Vigna angularis
nipponensis

N36-04-40.53 E133-06-28.03

56

clay

bulk

no

no

road side, brown seeds

26 Oct. 2011

Vigna angularis var.
nipponensis

no

road side. black seeds samples
separated from a mixed sample
(2011-OKI -19)

26 Oct. 2011

Vigna angularis var.
nipponensis

weedy

road side. brown seeds samples
separated from a mixed sample
(2011-OKI -19)

244458

26 Oct. 2011

Vigna angularis var.
nipponensis

wild

244459

26 Oct. 2011

Glycine soja

wild

var.

var.
var.
var.

wild
weedy
wild
weedy

weedy

Toyoda, Ama-cho, Oki-gun,
Shimane (Nakanoshima)
Toyoda, Ama-cho, Oki-gun,
Shimane (Nakanoshima)
Chichii, Ama-cho, Oki-gun,
Shimane (Nakanoshima)
"

Saki, Ama-cho, Oki-gun,
Shimane (Nakanoshima)

N36-06-21.1

N36-02-50.3

E133-07-25.8

E133-04-57.5

"
N36-02-50.3 E133-04-57.5
Mitabe, Urago, Nishinoshimacho, Oki-gun, Shimane
(Nishinoshima)
N36-04-00.09 E132-57-33.54
"

N36-03-59.92 E132-57-33.31

22

clay

bulk

no

22

clay

bulk

no

no

23

clay

bulk

no

no

22

clay

bulk

no

no

abandoned field near abolished
school
abandoned field near abolished
school

Table 3 (Continued).
Coll. No.

JP No.

Coll. Date

Species name

244460

26 Oct. 2011 Vigna angularis

2011-OKI-21-1
(DENSELY BLACK
MOTTLED BROWN
SEEDS)
244461

Vigna angularis
var.
26 Oct. 2011 nipponensis

2011-OKI-20-3
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2011-OKI-21-1
(BLACK MOTTLED
BROWN SEEDS)
244462

26 Oct. 2011

2011-OKI-21-2

244463

26 Oct. 2011

2011-OKI-22-1

244464

26 Oct. 2011

2011-OKI-22-2

244465

26 Oct. 2011

2011-OKI-22-3

244466

26 Oct. 2011

2011-OKI-23

244467

26 Oct. 2011

2011-OKI-24

244468

2011-OKI-25-1

244469

2011-OKI-25-2
244470
2011-OKI-25-3
(DENSELY BLACK
MOTTLED BROWN
SEEDS)
244471
2011-OKI-25-3
(BLACK MOTTLED
BROWN SEEDS)
244472

2011-OKI-26-1

244473

Vigna angularis
var.
nipponensis
Vigna angularis
var.
nipponensis
Vigna angularis
var.
nipponensis
Vigna angularis var.
nipponensis
Vigna angularis
var. nipponensis
Vigna angularis
var.
nipponensis

Vigna angularis
var.
26 Oct. 2011 nipponensis
Vigna angularis
var.
26 Oct. 2011 nipponensis
Vigna angularis
26 Oct. 2011 var. nipponensis
Vigna angularis
var.
26 Oct. 2011 nipponensis
Vigna angularis
var.
26 Oct. 2011 nipponensis
Vigna angularis
var.
27 Oct. 2011 nipponensis

Status

Locality

cultivated

"

weedy

weedy

wild

wild
wild
wild

weedy

wild

wild
weedy

wild

weedy

weedy

Latitude

N36-04-00.41 E132-57-34.20

Shakunoe, Urago,
Nishinoshima-cho, Oki-gun,
Shimane
N36-04-42.2

"

Longitude

N36-04-42.2

E132-58-42.1

E132-58-42.1

"
Hashi, Mita, Nishinoshimacho, Oki-gun, Shimane
(Nishinoshima)
beside Ooyama water
purification plant, Ooyama,
Mita, Nishinoshimacho, Oki-gun, Shimane
(Nishinoshima)
Ooyama, Mita,
Nishinoshima-cho, Oki-gun,
Shimane (Nishinoshima)
"

"

"
Uka, Nishinoshimacho, Oki-gun, Shimane
(Nishinoshima)

Soil

Seed

24

clay

bulk

no

no

19

clay

bulk

no

no

(m)

Herbarium Nodule

Remarks

cultivated field near abolished school
beside abandoned house. black mottled
seeds samples separated from a mixed
sample (2011-OKI -21-1). dark black
mottled seeds, pale black mottled
seeds, mixed
beside abandoned house. brown seeds
samples separated from a mixed
sample (2011-OKI -21-1)
road side near abandoned house. dark
black mottled seeds, pale black mottled
seeds, mixed.

19

clay

bulk

no

no

16

clay

bulk

no

no

15

gravel

bulk

no

no

N36-06-30.23 E133-00-08.74

14

clay

bulk

no

no

N36-06-29.62 E133-00-07.85

16

clay

bulk

no

no

N36-04-30.97 E133-00-47.08

3

sand

bulk

no

no

abandoned field
abandoned field. dark black mottled
seeds, pale black mottled seeds, mixed
abandoned field. dark black mottled
seeds, pale black mottled seeds, mixed
road side grassland near resort hotel,
late maturity growing, like a cultivated
field

"
N36-04-42.41 E132-58-42.53
Funakoshi, Mita,
Nishinoshima-cho, Oki-gun,
Shimane (Nishinoshima)
N36-06-30.0 E133-00-09.7
"

Altitude

N36-05-27.2

E133-02-43.3

21

gravel

bulk

no

no

road side

N36-05-40.1

E133-02-42.2

3

gravel

bulk

no

no

road side, black seeds

3

gravel

bulk

no

no

road side, brown seeds

N36-05-40.11 E133-02-42.31

N36-05-40.09 E133-02-41.73

3

gravel

bulk

no

no

N36-05-40.09 E133-02-41.73

3

gravel

bulk

no

no

road side. black seeds samples
separated from a mixed sample (2011OKI -25-3)
road side. brown seeds samples
separated from a mixed sample (2011OKI -25-3)

N36-07-22.79 E133-04-37.44

47

highly
organic

bulk

no

no

in a cultivated field, brown seeds

Table 3 (Continued).
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Latitude

Longitude

Altitude

Soil

Seed

Herbarium Nodule

Remarks

46

gravel

bulk

no

no

beside ditch

(m)

Vigna angularis var.

Mitabe, Urago, Nishinoshima-cho,
Oki-gun, Shimane (Nishinoshima) N36-07-21.89
Kuranotani, Uka, Nishinoshima-

2011-OKI-26-2

244474

27 Oct. 2011 nipponensis

2011-OKI-27

244475

27 Oct. 2011 nipponensis
wild
Vigna angularis var.

(Nishinoshima)
Monoi, Uka, Nishinoshima-cho,

N36-06-50.4

E133-04-07.8

2

gravel
highly

bulk

no

no

beside road near the seashore

2011-OKI-28

244476

27 Oct. 2011 nipponensis

Oki-gun, Shimane (Nishinoshima) N36-06-47.5
beside "Mimiura camp", Mimiura,

E133-03-04.5

2

organic

bulk

no

no

beside home garden, green stem

2011-OKI-29-1

244477

27 Oct. 2011 nipponensis

weedy

E133-02-41.38

3

sand

bulk

no

no

growing near seashore

2011-OKI-29-2

244478

27 Oct. 2011 Glycine soja

wild

Shimane (Nishinoshima)
Nishinoshima-cho, Oki-gun,

N36-07-37.57

E133-02-45.33

3

sand

bulk

no

no

growing near seashore

2011-OKI-30-1

244479

27 Oct. 2011 Glycine soja

wild

Shimane (Nishinoshima)

N36-06-07.79

E133-01-10.89

15

clay

bulk

no

no

beside fallow field
in a fallow field. black mottled

weedy

Vigna angularis var.

E133-04-37.73

cho, Oki-gun, Shimane

weedy

Vigna angularis var.

Uka, Nishinoshima-cho, Oki-gun,
Shimane (Nishinoshima)
N36-07-38.3
beside "Mimiura camp", Mimiura,
Uka, Nishinoshima-cho, Oki-gun,
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2011-OKI-30-2
(DENSELY BLACK

Vigna angularis

MOTTLED BROWN

var.

SEEDS)

244480

27 Oct. 2011 nipponensis

2011-OKI-30-2

Vigna angularis

(BLACK MOTTLED

var.

seeds samples separated from a
mixed sample (2011-OKI -30-2).
dark black mottled seeds, pale

Nishinoshima-cho, Oki-gun,
weedy

Shimane (Nishinoshima)

N36-06-07.22

E133-01-11.57

15

clay

bulk

no

no

black mottled seeds, mixed.
in a fallow field. brown seeds
samples separated from a mixed

BROWN SEEDS)

244481

27 Oct. 2011 nipponensis

2011-OKI-31

244482

27 Oct. 2011 var. nipponensis
wild
Vigna angularis var.

2011-OKI-32-1
2011-OKI-32-2

244483
244484

27 Oct. 2011 nipponensis
27 Oct. 2011 Vigna angularis

weedy

Vigna angularis

N36-06-07.22

E133-01-11.57

15

clay

bulk

no

no

sample (2011-OKI -30-2)

Shimane (Dogojima)
N36-14-22.75
Inugu, Okinoshima-cho, Oki-gun,

E133-18-10.51

35

silt

bulk

no

no

beside road, local name: zard

E133-22-09.12
E133-22-09.18

24
24

silt
silt

bulk
bulk

no
no

no
no

in an abandoned field
in a cultivated field

"
South of "Choshi-dam", Harada,
Okinoshima-cho, Oki-gun,

wild
Shimane (Dogojima)
cultivated
"

N36-13-01.41
N36-13-01.54

䣌䣒䢴䢶䢶䢶䢲䢸䢮䢢䣑䣭䣫䢯䢲䢳䢯䢳

䣌䣒䢴䢶䢶䢶䢲䢹䢮䢢䣑䣭䣫䢯䢲䢳䢯䢴

䣌䣒䢴䢶䢶䢶䢲䢺䢮䢢䣑䣭䣫䢯䢲䢳䢯䢵

䣌䣒䢴䢶䢶䢶䢲䢻䢮䢢䣑䣭䣫䢯䢲䢴

䣌䣒䢴䢶䢶䢶䢳䢲䢮䢢䣑䣭䣫䢯䢲䢵

䣌䣒䢴䢶䢶䢶䢳䢳䢮䢢䣑䣭䣫䢯䢲䢶

䣌䣒䢴䢶䢶䢶䢳䢴䢮䢢䣑䣭䣫䢯䢲䢷䢯䢳

䣌䣒䢴䢶䢶䢶䢳䢵䢮䢢䣑䣭䣫䢯䢲䢷䢯䢴

䣌䣒䢴䢶䢶䢶䢳䢶䢮䢢䣑䣭䣫䢯䢲䢷䢯䢵

䣌䣒䢴䢶䢶䢶䢳䢷䢮䢢䣑䣭䣫䢯䢲䢸䢯䢳

䣌䣒䢴䢶䢶䢶䢳䢸䢮䢢䣑䣭䣫䢯䢲䢸䢯䢴

䣌䣒䢴䢶䢶䢶䢳䢹䢮䢢䣑䣭䣫䢯䢲䢸䢯䢵

䣌䣒䢴䢶䢶䢶䢳䢺䢮䢢䣑䣭䣫䢯䢲䢹

䣌䣒䢴䢶䢶䢶䢳䢻䢮䢢䣑䣭䣫䢯䢲䢺䢢䢪䣄䣮䣣䣥䣭䢫

䣌䣒䢴䢶䢶䢶䢴䢲䢮䢢䣑䣭䣫䢯䢲䢺䢢䢪䣄䣴䣱䣹䣰䢫

䣌䣒䢴䢶䢶䢶䢴䢳䢮䢢䣑䣭䣫䢯䢲䢻䢯䢳

䣌䣒䢴䢶䢶䢶䢴䢴䢮䢢䣑䣭䣫䢯䢲䢻䢯䢴

䣌䣒䢴䢶䢶䢶䢴䢵䢮䢢䣑䣭䣫䢯䢳䢲䢯䢳
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JP244424, Oki-10-2

JP244425, Oki-11-1

JP244426, Oki-11-2 (Red)

JP244427, Oki-11-2 (Black Mottled Red)

JP244428, Oki-11-2 (Pale Brown)

JP244429, Oki-11-2 (Large Black Mottled Brown)

JP244430, Oki-11-2 (Small Black Mottled Brown)

JP244431, Oki-11-3

JP244433, Oki-12-2

JP244436, Oki-13-3

JP244439, Oki-14-1 (Densely Black Mottled Brown)

JP244434, Oki-13-1

JP244437, Oki-13-4

JP244440, Oki-14-1 (Black Mottled Brown)
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JP244432, Oki-12-1

JP244435, Oki-13-2

JP244438, Oki-13-5

JP244441, Oki-14-2
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Photo 1. A large wild azuki population (Oki-6, JP244415)
growing in a fallow paddy field beside road near Yui,
Dogojima (油井, 島後島).

Photo 2. Leaf and flower of wild azuki bean (Oki-7, JP244418)
growing beside paddy field at Utagi, Dogojima (歌木, 島後島)

Photo 3. A large wild azuki population (Oki-9, JP244421)
growing in a fallow paddy field beside road near
Kaminishi, Dogojima (上西, 島後島)

Photo 4. A wild soybean population (Oki-10, JP244423)
found along irrigation stream in a wide paddy area at
Goka, Dogojima (五箇, 島後島)

Photo 5. A weedy hybrid swarm population (Oki-11,
JP244426-JP244429) found in an abandoned paddy
field near Kumi, Dogojima (久見, 島後島)

Photo 6. A wild azuki bean population (Oki-12, JP244432)
found beside harvested paddy in Nakamura, Dogojima
(中村, 島後島)

Photo 7. Wild azuki and wild soybean found sympatrically
(Oki-15, JP244446-JP244451) at road side in a paddy
area, Nakanoshima (Nakazato, 中里, 中ノ島)

Photo 8. A large population of wild azuki bean (Oki-16,
JP244452) growing at slope beside paddy field in
Toyoda, Nakanoshima (豊田, 中ノ島)
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Photo 9. Wild and weedy azuki bean (Oki-18,
JP244454-JP244455) found in road side grassland near
Chichii, Nakanoshima (知々井, 中ノ島)

Photo 10. Wild azuki and wild soybean growing sympatrically
(Oki-20, JP244458, JP244459) in a grassland near
abandoned school at Mitabe, Nishinoshima (三度, 西ノ島)

Photo 11. Weedy azuki population (Oki-23, JP244467)
found in a grassland near resort hotel at Hashi, Nishinoshima
(波止, 西ノ島) showed very late maturity growth habit.

Photo 12. At this site (Oki-23), weedy azuki bean plants
were growing abundantly like a cultivated field.

Photo 13. Mimiura stony beach (耳浦) was located on
the northern side of Nishinoshima (西ノ島)

Photo 14. At this Mimiura beach site (Oki-29), weedy
azuki (JP244477) were found growing in a grassland
habitat near seashore.

Photo 15. At this Mimiura site, wild soybean (JP244478)
were also found in a grassland habitat located opposite
side from wild azuki bean site near seashore.

Photo 16. A weedy azuki bean populations (Oki-30) were
found in a wide paddy area east of Ichibu, Nishinoshima
(市部, 西ノ島). They were also growing in an irrigation canal.
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Collection and Conservation of Wild Leguminous Crop
Relatives on Ishigaki-jima, Iriomote-jima and Kuro-shima
Islands, Okinawa, Japan, 2011
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Akatsu Tetsuya2)・Yokoyama Tadashi 2)
1) Genetic Resources Center , National Institute of Agrobiological Sciences , Kannondai 2-1-2, Tsukuba,
Ibaraki 305-8602, Japan
2) Tokyo University of Agriculture and Technology , Fuchu, Tokyo 183-8509, Japan

Summary
A field survey was conducted on Ishigaki-jima, Iriomote-jima and Kuro-shima islands,
Okinawa prefecture, Japan, from 28th June to 2nd July, 2011. As a result, 27 accessions of
leguminous plants consist of 1 accession of Glycine koidzumii , 1 of Lotus sp., 1 of Vigna luteola ,
10 of Vigna marina , 1 of Vigna reflexo-pilosa and 13 of Vigna riukiuensis were recorded and
seed samples were collected if available. All the seed materials collected were conserved at
NIAS genebank, Japan. These accessions will be grown and evaluated in 2012 and will become
available for research, breeding and educational purposes.
KEY WORDS : wild legumes, Glycine , Vigna
Introduction
Recently, crop wild relatives are becoming highly important genetic resources. In
order to conserve genetic diversity of wild relatives of leguminous crops, the genebank of
National Institute of Agrobiological Sciences (NIAS genebank), has been conducting domestic
and overseas exploration (Vaughan et al ., 2010[A1] http://www.gene.affrc.go.jp/pdf/misc/
international-WS_14_1.pdf , Tomooka et al ., 2011). The previous exploration reports are
available from the NIAS genebank web page indicated below.
http://www.gene.affrc.go.jp/publications.php?section=plant. (some articles are written in
English)
In 2004, we conducted an exploration for crop wild relatives in Ishigaki-jima island
(Tomooka et al ., 2005, http://www.gene.affrc.go.jp/plant/pdf/report/parts/2004_1-10.pdf ). In
the present exploration, some of the habitats found in 2004 were re-visited and re-surveyed.
In addition to Ishigaki-jima island, we have surveyed Iriomote-jima and Kuro-shima islands,
Okinawa prefecture, Japan.
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Table 1. Itinerary of the exploration in Okinawa prefecture, Japan (2011)
Date

Day

Itinerary

Stay

2011/6/28

Tue.

Tsukuba -- Haneda 07:45 -- (ANA125) -- 10:20 Naha

Ishigaki

--(ANA1765) -- 10:50 Ishigaki -- Exploration in Ishigaki-jima
island (car)
2011/6/29

Wed.

Exploration in Ishigaki-jima island (car)

Ishigaki

2011/6/30

Thu.

Ishigaki 8:00 -- (boat) -- 8:35 Ohara, Iriomote -- Exploration in

Ishigaki

Iriomote-jima island (car) -- Uehara, Iriomote 17:00 -- (boat) -2011/7/1

Fri.

17:40 Ishigaki
Ishigaki 8:00 -- (boat) -- 8:25 Kuro-shima island -- Exploration

Ishigaki

in Kuro-shima island (car) - Kuro-shima island 17:10 -- (boat) -2011/7/2

Sat.

17:40 Ishigaki
Ishigaki 11:25 -- (ANA1766) -- 12:15 Naha 12:45 -- (ANA126)
-- 15:10 Haneda -- Tsukuba

Methods
We surveyed three islands by car from 28th June to 2nd July, 2011 (Table 1, Fig. 1). We
stayed at Ishigaki-jima island and used speed boat to move between islands. Seeds, herbarium
specimens and root nodules (if available) were collected. Information on collection sites
including village name, altitude, latitude, longitude, habitat sketch map and other ecological data
were recorded on passport data sheets as summarized in Tables 2 and 3.
Results and Discussion
A total of 27 accessions consist of 1 accession of Glycine koidzumii , 1 of Lotus sp., 1 of

Vigna luteola , 10 of Vigna marina , 1 of Vigna reflexo-pilosa and 13 of Vigna riukiuensis were
recorded and seed samples were collected (Table 2). Collected seed samples are conserved
at NIAS genebank, Tsukuba, Japan and will be multiplied and evaluated in 2012. Multiplied
seed samples will become available for research, breeding and educational purposes upon
request. Searching (http://www.gene.affrc.go.jp/databases-plant_search_en.php) and requesting
accessions (http://www.gene.affrc.go.jp/distribution_en.php?section=plant) can be done through
NIAS genebank web site.
Table 2. A summary of collected samples
Species

Cultivated

Weedy

Wild

Total

Vigna luteola

0

0

1

1

Vigna mairna

0

0

10

10

Vigna reflexo-pilosa

0

0

1

1

Vigna riukiuensis

0

0

13

13

Lotus sp.

0

0

1

1

Glycine koidzumii

0

0

1

1

0

0

27

27

Total

- 28 -

Glycine koidzumii

JP242339

V. riukiuensis
JP242337
JP242338

V. riukiuensis
JP242342~JP242346

(Tojinbaka)

(Nubaru)

V. marina

JP242335
JP242336

V. riukiuensis

(Sukuji)

(Uganzaki)

JP242354

JP242352~JP242353

(Kabira-Ishizaki)

JP242341

V. marina

V. riukiuensis

(Hirakubo)

JP242340

V. riukiuensis

(Hirakubo)

V. marina

(Funara)

JP242334

(Ibaruma)

V. riukiuensis

Ishigaki-jima

JP242351

(Yonara)

V. marina

JP242332
JP242333

(Inoda)

V. marina

JP242350

V. reflexo-pilosa

(Hoshitate)

JP242331

Iriomote-jima

(Bunatabaru-kobashi)

V. luteola

JP242330

Kuro-shima

(Bunatabaru-kobashi)

▲

V. marina
V. riukiuensis
JP242356

V. marina

(between Kuroshima
lighthouse and
Agarisuji)

JP242349

(Haimita)

JP242347
JP242348

(Tojinbaka)

Lotus sp.
JP242355

(Nakamoto beach)

Fig. 1. A map of Ishigaki-jima, Iriomote-jima and Kuro-shima islands, Okinawa prefecture,
Japan.
Collection sites are indicated by ( ○ ) for Vigna riukiuensis , ( ● ) for Vigna luteola ,
( ■ ) for Vigna reflexo-pilosa , ( ☆ ) for Vigna marina . For each collection site,
species name and JP number of each accession is listed. Place name is indicated in a
parenthesis.

Glycine koidzumii (Wild perennial soybean, Miyako-jima tsuru-mame in Japanese)
An accession of Glycine koidzumii was collected at northernmost site (around Hirakubo
lighthouse) of Ishigaki-jima island (Fig. 1).
Taxonomic treatment of Glycine plants distributed in Okinawa archipelago (Japan) and
Taiwan (China) is confusing. Phylogenetical analysis of these confusing taxa including Glycine

tabacina , G. koidzumii , G. cladestina , G. tomentella and G. dolichocarpa is necessary (Tateishi
and Ohashi, 1992, Tateishi, 1995). The material collected in the present survey could be used
for that study.
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Vigna marina (Beach cowpea)
Vigna marina is a pan tropical species distributed on sandy beach (Tomooka et al ., 2010).
Ten accessions of V. marina were collected (Table 2). Among them, 7 accessions were collected
in Ishigaki-jima island and 3 were from Iriomote-jima island (Fig. 1).
At Inoda (Photo 3) and Ibaruma beaches (Ishigaki-jima island), most of the pods (seeds)
were damaged by larvae of butterfly. At Inoda site, there was a population consists of several
plants which showed very few pod damage by butterfly (JP242333, 2011-Ishi-3-1). These
plants were growing on sandy beach near a stream and formed large nodules on their roots.
Population size was smaller in Ibaruma site compared with that in Inoda site.
At Sukuji beach (Ishigaki-jima island), many V. marina plants had been buried under sands
possibly by heavy wind and sea waves (Photo 4). Some plants were parasitized by Cassytha

filiformis L., which sometimes totally killed V. marina plants (Photo 5). At sandy beach, V. marina
plants can produce roots directly from their crawling stems (Photo 6).
A large population of V. marina was found along a long sandy beach of Haimita, Iriomotejima island (Photo 11). Compared with Inoda and Ibaruma beach (Ishigaki-jima island),
percentage of damaged pods eaten by the larvae of butterfly in this beach were less. Another
population of V. marina was found at Hoshitate beach (Iriomote-jima island). Plants of V. marina
were growing on sandy beach and also on the stone wall constructed on sandy beach (Photo
12). V. marina plants were parasitized by Cassytha filiformis at this site. A large population of V.

marina was found growing on stone wall between beach and road near Funara bridge, Iriomotejima island (Photo 14). Exceptionally high percentage of pod set was observed in this place
(Photo 15).

Vigna luteola
Vigna luteola is a pan tropical species which is used as a fodder crop in Australia and USA
(Tomooka et al ., 2010). One population of V. luteola was found in Ishigaki-jima island (Fig. 1). V.

luteola plants were growing along both side of a river near Bunatabaru-kobashi bridge (Photo
1). Root nodules were also collected at this site (Photo 2). Some plants were growing near the
river and will be submerged under the water at the time of heavy rain.

Vigna reflexo-pilosa
V. reflexo-pilosa is an only one tetraploid (2n=44) species in the genus Vigna (Tomooka et
al ., 2002). There is a domesticated taxa (V. reflexo-pilosa var. glabra ). A population of V. reflexo pilosa was found at the same site of V. luteola near Bunatabaru-kobashi bridge (Photo 1). Not
like V. luteola , V. reflexo-pilosa plants were found only on the west side of the river bank.

Vigna riukiuensis
Vigna riukiuensis is a wild relative which is cross compatible with both azuki bean
(V. angularis ) and rice bean (V. umbellata ) (Tomooka et al ., 2002). Thirteen accessions of V.

riukiuensis were collected, 9 from Ishigaki-jima island, 3 from Iriomote-jima island and 1
from Kuro-shima island (Table 2, Fig. 1). Near Hirakubo lighthouse, the northernmost place
of Ishigaki-jima island, 2 accessions of V. riukiuensis were collected. One was collected on the
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slope of small hill (Photo 7), and the other was collected on the top of small hill where strong
winds were prevailing (Photo 8). Thick and shiny small rounded leaflets are one of the specific
characters of V. riukiuensis (Photo 9).
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沖縄県石垣島，西表島，黒島におけるマメ科植物遺伝資源
の探索収集，２０１１年
友岡 憲彦 1)・吉田 裕太郎 1)・内藤 健 1)・赤津 哲也 2)・横山 正 2)
１）農業生物資源研究所・遺伝資源センター
２）東京農工大学

和文摘要
本報告は，沖縄県石垣島，西表島および黒島におけるマメ科植物遺伝資源の調査報告である．
調査は，2011 年 6 月 28 日～ 7 月 2 日にかけて行った．調査の結果，
ミヤコジマツルマメ
（Glycine

koidzumii ）1 点，ミヤコグサ属野生種（Lotus sp.）1 点，ナガバハマササゲ（Vigna luteola ）1
点，ハマササゲ（Vigna marina ）10 点，オオヤブツルアズキ（Vigna reflexo-pilosa ）1 点，ヒ
ナアズキ（Vigna riukiuensis ）13 点，合計 27 点の遺伝資源を収集保存した．これらの遺伝資源
は，2012 年度につくば市の農業生物資源研究所において栽培し，特性評価，種子増殖を行い配
布可能なアクティブコレクションとして生物研ジーンバンクにおいて保存する計画である．
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Table 3. A passport data of collected materials
JP No. /
Coll. No.

Coll.
Date

Species name

Status

収集品のパスポートデータ

Collection Site

Collection Site (in Japanese)

Latitude

Longitude

Altitude
(m)

Soil

Seed

Herbarium

Nodule

Remarks

JP242330 / 28 June Vigna luteola
2011-Ishi-1A 2011

wild

Bunatabaru-kobashi, Maezato-Omoto,
Ishigaki, Okinawa

沖縄県 石垣市 真栄里 - 於茂登（おもと）武 N24-24-41
那田原小橋（ぶなたばるこばし）横

E124-12-40

19

clay

bulk

yes

no

river side (both side), wet habitat

JP242331 / 28 June Vigna reflexopilosa
2011-Ishi-1B 2011

wild

Bunatabaru-kobashi, Maezato-Omoto,
Ishigaki, Okinawa

沖縄県 石垣市 真栄里 - 於茂登（おもと）武 N24-24-41
那田原小橋（ぶなたばるこばし）横

E124-12-40

19

clay

bulk

no

no

river side (west side)

28 June Vigna marina
2011

wild

Inoda beach, Ishigaki, Okinawa

沖縄県 石垣市 伊野田オートキャンプ場の N24-28-2
砂浜

E124-15-8

1

sand

bulk

yes

no

sandy beach, many pods are damaged by larva of
butterfly

JP242333 / 28 June Vigna marina
2011-Ishi-3-1 2011

wild

Inoda beach, Ishigaki, Okinawa

沖縄県 石垣市 伊野田オートキャンプ場の N24-28-2
砂浜，着莢の良い場所

E124-15-8

1

sand

individual

no

no

sandy beach, collected at the site where plants
showed good pod set, they also have large
nodules

28 June Vigna marina
2011

wild

Ibaruma beach, Ishigaki, Okinawa

沖縄県 石垣市 伊原間ビーチ

N24-30-31

E124-17-1

13

sand

bulk

yes

no

sandy beach, growing unvigorously in this place,
many pods are damaged by larvae of butterfly

JP242335 / 29 June Vigna marina
2011-Ishi-5-2 2011

wild

Sukuji beach, Kabira, Ishigaki, Okinawa

沖縄県 石垣市 川平 底地ビーチ

N24-28-10

E124-7-32

1

sand

bulk

yes

no

sandy beach, less damage by larvae of butterfly

JP242336 / 29 June Vigna marina
2011-Ishi-5-3 2011

wild

Sukuji beach, Kabira, Ishigaki, Okinawa

沖縄県 石垣市 川平 底地ビーチ

N24-28-10

E124-7-32

1

sand

bulk

no

no

beach

60

gravel

bulk

no

no

top of the hill criff near the sea, heavy wind

JP242332 /
2011-Ishi-3
bulk

JP242334 /
2011-Ishi-4
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JP242337 /
2011-Ishi7A-1

29 June Vigna
2011
riukiuensis

wild

near Hirakubo lighthouse, Ishigaki,
Okinawa

沖縄県 石垣市 平久保崎．平久保灯台駐車 N24-36-34
場脇の山の向こう

JP242338 /
2011-Ishi7A-2

29 June Vigna
2011
riukiuensis

wild

near Hirakubo lighthouse, Ishigaki,
Okinawa

沖縄県 石垣市 平久保崎．平久保灯台駐車 N24-36-33.7 E124-18-58.1
場脇の山に登る道の途中

60

gravel

bulk

no

no

growing on the slope of the hill criff near the sea

wild

near Hirakubo lighthouse, Ishigaki,
Okinawa

沖縄県 石垣市 平久保崎．平久保灯台の足 N24-36-37.1 E124-18-57.4
下

45

gravel

bulk

no

no

growing around Hirakubo lighthouse on the sea
criff

JP242339 / 29 June Glycine
koidzumii
2011-Ishi-7B 2011

E124-18-53

JP242340 /
2011-Ishi-8

29 June Vigna
riukiuensis
2011

wild

Kabira-Ishizaki, Ishigaki, Okinawa

沖縄県 石垣市 川平石崎．

N24-28-47.7 E124-6-56.3

33

sand

bulk

no

no

growing in a grass garden of Club Med.

JP242341 /
2011-Ishi-9

29 June Vigna
riukiuensis
2011

wild

Uganzaki, Ishigaki, Okinawa

沖縄県 石垣市 御神崎（うがんざき）

N24-27-08

33

sand

bulk

no

no

growing on a grass in front of Uganzaki lighthouse

JP242342 /
2011-Ishi10A-1

29 June Vigna
2011
riukiuensis

wild

Tojinbaka, Ishigaki, Okinawa

沖縄県 石垣市 唐人墓

N24-21-56.7 E124-6-47.1

9

sand

bulk

no

no

growing on a grass in Tojinbaka park

JP242343 /
2011-Ishi10A-2

29 June Vigna
2011
riukiuensis

wild

Tojinbaka, Ishigaki, Okinawa

沖縄県 石垣市 唐人墓

N24-21-55.8 E124-6-46.5

8

sand

bulk

no

no

crawling ecotype growing on a grass in Tojinbaka
park

E124-4-42.5

Table 3 (Continued).
JP No. /
Coll. No.

Coll.
Date

Species name

Status

Collection Site

Collection Site (in Japanese)

Latitude

Longitude

Altitude
(m)

Soil

Seed

Herbarium

Nodule

Remarks
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JP242344 /
2011-Ishi10A-3

29 June Vigna
2011
riukiuensis

wild

Tojinbaka, Ishigaki, Okinawa

沖縄県 石垣市 唐人墓

N24-21-56.1 E124-6-44.8

7

sand

bulk

no

no

growing on a grass at small park on the opposite
side of Tojinbaka park

JP242345 /
2011-Ishi10A-4

29 June Vigna
2011
riukiuensis

wild

Tojinbaka, Ishigaki, Okinawa

沖縄県 石垣市 唐人墓

N24-21-55.7 E124-6-44.8

65

sand

bulk

no

no

growing on a grass together with V. marina , at
small park on the opposite side of Tojinbaka
park, crawling type with small leaf

JP242346 /
2011-Ishi10A-5

29 June Vigna
2011
riukiuensis

wild

Tojinbaka, Ishigaki, Okinawa

沖縄県 石垣市 唐人墓

N24-21-56.2 E124-6-44.2

7

sand

bulk

no

no

growing at small park on the opposite side of
Tojinbaka park, climbing type with large leaflet,
green and purple stem type mixed

JP242347 /
2011-Ishi10B-1

29 June Vigna marina
2011

wild

Tojinbaka, Ishigaki, Okinawa

沖縄県 石垣市 唐人墓

N24-21-56

E124-6-44.7

6

sand

bulk

no

no

growing on a grass at small park on the opposite
side of Tojinbaka park

JP242348 /
2011-Ishi10B-2

29 June Vigna marina
2011

wild

Tojinbaka, Ishigaki, Okinawa

沖縄県 石垣市 唐人墓

N24-21-55.6 E124-6-45.4

6

sand

bulk

no

no

climbing on the tree at small park on the
opposite side of Tojinbaka park

JP242349 /
2011-Irio-1

30 June Vigna marina
2011

wild

Haimita no Hama beach, Toyobaru,
Taketomi, (Iriomote island), Yaeyama,
Okinawa

沖縄県 八重山郡 竹富町（西表島）豊原 南
風見田の浜（はいみたのはま）

N24-16-20

5

sand

bulk

yes

no

growing on a sandy beach, a large population

JP242350 /
2011-Irio-3

30 June Vigna marina
2011

wild

Hoshitate no Hama beach, Hoshitate,
Taketomi, (Iriomote island), Yaeyama,
Okinawa

沖縄県 八重山郡 竹富町（西表島）干立，星 N24-23-42.0 E123-45-14.8
立の浜（ほしたてのはま）

3

sand

bulk

no

no

growing on sandy beach and stone wall on the
beach, plants growing on stone wall showed
good pod setting

JP242351 /
2011-Irio-4

30 June Vigna
riukiuensis
2011

wild

Yonara bridge, Taketomi, (Iriomote island), 沖縄県 八重山郡 竹富町（西表島）与那良橋 N24-21-04.3 E123-55-40.8
Yaeyama, Okinawa

12

sand

bulk

no

no

growing in a pasture near Yonara bridge

JP242352 /
2011-Irio-5
bulk

30 June Vigna
2011
riukiuensis

wild

Near Nubaru, Taketomi, (Iriomote island), 沖縄県 八重山郡 竹富町（西表島）野原付近 N24-21-37.9 E123-56-21.1
Yaeyama, Okinawa

13

gravel

bulk

no

no

growing on a road side near Nubaru

JP242353 / 30 June Vigna
riukiuensis
2011-Irio-5-1 2011

wild

Near Nubaru, Taketomi, (Iriomote island), 沖縄県 八重山郡 竹富町（西表島）野原付近 N24-21-37.9 E123-56-21.1
Yaeyama, Okinawa

13

gravel

bulk

no

no

growing on a road side near Nubaru, round
leaflet

wild

Near Funara bridge, Taketomi, (Iriomote
island), Yaeyama, Okinawa

沖縄県 八重山郡 竹富町（西表島）
船良橋

N24-22-00.5 E123-55-20.0

8

sand

bulk

no

no

growing on a stone wall between road and sandy
beach near Funara bridge

JP242354 /
2011-Irio-6

30 June Vigna marina
2011

E123-50-03

JP242355 / 1 July
2011-Kuro-1 2011

Lotus sp.

wild

(Nakamoto beach, Kuroshima Island),
Taketomi, Yaeyama, Okinawa

沖縄県八重山郡 竹富町 字黒島（黒島，仲本 N24-13-57.2 E123-59-48.9
海岸）

7

gravel

bulk

no

no

growing on a rock at seashore

JP242356 / 1 July
2011-Kuro-3 2011

Vigna
riukiuensis

wild

(road side, between Kuroshima lighthouse and Agarisuji, Kuroshima Island),
Taketomi, Yaeyama, Okinawa

沖縄県八重山郡 竹富町 字黒島（黒島，黒島 N24-13-38.2 E124-00-39.7
灯台と東筋集落の間の道路脇）

9

gravel

bulk

no

no

growing at road side beside pasture

JP242330 2011 Ishi-1A

JP242333 2011 Ishi-3-1

JP242331 2011 Ishi-1B

JP242332 2011 Ishi-3 bulk

JP242334 2011 Ishi-4

JP242335 2011 Ishi-5-2

JP242336 2011 Ishi-5-3

JP242337 2011 Ishi-7A-1

JP242338 2011 Ishi-7A-2

JP242339 2011 Ishi-7B

JP242340 2011 Ishi-8

JP242341 2011 Ishi-9

JP242342 2011 Ishi-10A-1

JP242343 2011 Ishi-10A-2

JP242344 2011 Ishi-10A-3

JP242345 2011 Ishi-10A-4

JP242346 2011 Ishi-10A-5

JP242347 2011 Ishi-10B-1
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JP242348 2011 Ishi-10B-2

JP242349 2011 Irio-1

JP242351 2011 Irio-4

JP242352 2011 Irio-5 bulk

JP242354 2011 Irio-6

JP242355 2011 Kuro-1
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JP242350 2011 Irio-3

JP242353 2011 Irio-5-1

JP242356 2011 Kuro-3

Photo 1. V. luteola (JP242330) and V. reflexo-pilosa
(JP242331) were found at Ishi-1 site (Bunatabaru-kobashi, Ishigaki Is., 武那田原小橋, 石垣島)

Photo 2. At Ishi-1 site, V. luteola plants were growing
sporadically along river side road. Root nodules were
also collected.

Photo 3. Most of the pods of V. marina at Ishi-3 site
(Inoda beach, Ishigaki Is.,伊野田ビーチ,石垣島) had
been damaged by larvae of butterfly.

Photo 4. At Ishi-5 site (Sukuji beach, Ishigaki Is., 底地
ビーチ, 石垣島), many V. marina plants had been
buried under sands by heavy wind. New shoots
emerged from buried stems.

Photo 5. Some V. marina plants were parasitized by
Cassytha filiformis, which sometimes totally killed
V. marina plants (Sukuji beach, Ishigaki Is., 底地ビーチ,
石垣島)

Photo 6. V. marina plants can produce roots directly
from their stems (Sukuji beach, Ishigaki Is., 底地ビーチ,
石垣島)

Photo 7. A collection site of Vigna riukiuensis
(JP242338) on the slope of small hill (Ishi-7 site,
Hirakubo, Ishigaki Is., 平久保灯台横の丘斜面, 石垣島)

Photo 8. V. riukiuensis plants (JP242339) were also
growing on the top of the small hill where strong winds
were prevailing (Hirakubo, Ishigaki Is., 平久保灯台横丘の
頂上, 石垣島)
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Photo 9. Thick and shiny small rounded leaflets are one
of the specific characters of V. riukiuensis (Hirakubo,
Ishigaki Is., 平久保灯台横丘の頂上, 石垣島)

Photo 10. Collection of root nodules from V. riukiuensis
at Ishi-10 site (Road side small park opposite to Tojin
baka park, Ishigaki Is., 唐人墓道路反対側の公園, 石垣島)

Photo 11. A habitat of V. marina (JP242349) at Irio-1 site
(Haimita beach, Iriomote Is., 南風見田の浜、西表島)

Photo 12. A habitat of V. marina (JP242350) at Irio-3
site (Hoshitate beach, Iriomote Is., 干立の浜, 西表島)

Photo 13. Plants of V. riukiuensis (JP241352) growing
on road side at Irio-5 site (Nubaru, Iriomote Is., 野原 ,
西表島)

Photo 14. V. marina plants (JP242354) growing on
stone wall between beach and road (Irio-6 site, near
Funara bridge, Iriomote Is., 船良橋, 西表島)

Photo 15. V. marina plants (JP242354) showed
exceptionally good pod set percentage on the stone wall
at Irio-6 site (near Funara bridge, Iriomote Is., 船良橋,
西表島 )

Photo 16. A habitat of V. riukiuensis at Kuro-3 site
(between pasture and road, Kuroshima, 牧場と道路の間,
黒島)
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原著論文

紀伊半島におけるツルマメの探索・収集
山田哲也 1)・羽鹿牧太 1)・山田直弘 1),2)・平田香里 1)・坪倉康隆 1),3)
1) 農業・食品産業技術総合研究機構

作物研究所

畑作物研究領域

2) 現：長野県野菜花き試験場
3) 現：雪印種苗（株）千葉研究農場

Exploration and Collection of Glycine soja
in the Kii peninsula
Tetsuya YAMADA, Makita HAJIKA, Naohiro YAMADA, Kaori HIRATA
and Yasutaka TSUBOKURA
1) NARO Institute of Crop Science (NICS ), Field Crop Research Division . 2-1-18, Kannondai, Tsukuba,
Ibaraki 305-8518, Japan
2)Present address: Nagano Prefecture Vegetable and Ornamental Crops Experimental Station , 1066-1
Souga, Shiojiri, Nagano 399-6461, Japan
3) Present address: SNOW BRAND SEED CO ., LTD , Chiba Research Station , 634 Naganumaharacho,
Inage, Chiba 263-0001, Japan

Summary
Exploration for wild soybean (Glycine soja ) in the Kii peninsula was made on October 24th
and 25th, 2011. During the exploration, we collected 54 samples of wild soybean and 7 samples
of wild azuki bean (Vigna angularis var. nipponensis ).
１．目的
ツルマメ (Glycine soja ) はダイズ (Glycine max ) の祖先野生種であり，ダイズとの交配親和性
があり，これまでに青刈り飼料用品種の「ツルセンゴク」
（昭和 40 年登録）と，貯蔵蛋白質の
一つである 11s 蛋白質を欠失した「ななほまれ」
（平成 21 年登録）の育成 1) にツルマメが利用
されてきた．貯蔵蛋白質やサポニンといった子実成分の変異 2),3),4),5) の他，病害虫抵抗性や耐湿
性をダイズに付与するための遺伝資源として期待されている 6)．今後ダイズのゲノム情報を活用
した品種育成 7) が進展し，ツルマメの持つ遺伝的多様性が活用される場面が多くなると予想され
る．しかし，ツルマメは河原や湖畔，水田脇の畦，荒地といった環境に自生するため，河川の護
岸工事や水田地帯の宅地開発等により自生地が減少しており，ツルマメ群落数もそれに伴い減少
していると思われ，早急に全国のツルマメ遺伝資源の探索・収集を行う必要がある．これまで多
くの地域でツルマメの探索・収集が行われており，近畿地方についても探索が行われたが 8)，紀
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伊半島での探索地点および収集系統数は少数であったため，さらに紀伊半島のツルマメ系統を探
索・収集することを目的とした．
２．調査方法
2011 年 10 月 24 日から 10 月 25 日にかけて，紀伊半島のツルマメの探索・収集を行った．
南紀白浜空港（和歌山県西牟婁郡白浜町）から出発し，半島の南端を通り三重県松阪市まで至る
経路（南経路）および，半島を海岸線に沿って北上し，紀ノ川の上流を経由して奈良県橿原市ま
で至る経路（北経路）の 2 グループに分かれて探索を実施した（Figure, Table 1 and 2）
．
自然条件下ではツルマメは主に河川の氾濫等，水の移動に伴い種子の拡散が起こると予想される
ため，河原や水田脇，低地部の荒地などツルマメの生育に適した場所を中心に探索を行い，また，
遺伝的に多様な系統を収集するために多くの河川を横切る経路を選択した．また，探索地点間の
距離は 2 km 以上空けるようにし，なるべく広域から収集することを目標とした．但し，行程上
の都合により，和歌山県の南東部については探索を省略した．また，紀ノ川～吉野川流域につい
ては，下流部・上中流部でそれぞれ数箇所ずつ探索し，その間の探索は省略した．
ツルマメ探索の際に散見されるヤブツルアズキ (Vigna angularis var. nipponensis ) については
アズキの祖先野生種であり，ツルマメと同様に育種素材として重要な遺伝資源であることから，
ツルマメ探索の際に発見したヤブツルアズキについても収集を行うこととした．
収集に際して，原則として 1 個体由来の莢を採取し，数十メートル離れた地点に自生する個
体は別系統として扱った．また，
比較的大きな群落については群落全体からの集団採種も行った．
ツルマメやヤブツルアズキの種子は，莢が十分に肥大していれば，莢は成熟色である黒色を呈し
ていなくても，穏やかな通風を行いながら未成熟の莢を乾燥させることで発芽能力を持つ種子を
得ることができるため，成熟した莢が見当たらない場合でも採種を実施した．これらの遺伝資源
を収集した地点では，GPS による緯度経度等の記録を行った．100 粒重については，室内で十
分に乾燥させた後，整粒を選び，
「整粒重／整粒数＊ 100」の式により算出した．
３．結果と考察
紀伊半島ではツルマメ 54 点，ヤブツルアズキ 7 点を収集した（Figure, Table 1 and 2）
．今回
の探索では多くのツルマメ系統の小葉が成熟期特有の橙黄色に着色している時期であったため，
識別が比較的容易であった (Photo 1)．種子の成熟度の面からも探索・収集に適当な時期であっ
たと考えられる．ツルマメ，ヤブツルアズキとも，山間部では少なく低地部で多く見つけられた．
山間部では，道路脇の草むらや草原など，一見ツルマメの生育に適すると考えられる環境であっ
てもツルマメではなくヤブマメ（Amphicarpea bracteata ）が生育している地点が多く見られた．
紀伊半島には比較的広い河原を伴う河川が多数存在し，下流域の低地部には水田地帯が広が
ること，また人為的攪乱が比較的多い地域であることから，紀伊半島の沿岸部はツルマメの拡散
と自生に適している地域であると思われた．一級河川である紀ノ川には中流域まで広い河原が存
在し，数点のツルマメ（No. 48 ~ No. 50, Table 1）を収集できたが，上流域になると崖が川岸ま
で迫る急峻な地形となりツルマメの生育環境が存在しなかった．
ツルマメ，ヤブツルアズキとも，成熟色である黒色を呈している莢と未成熟の緑色の莢が一
個体の中に混在した（Photos 1-4）
．収集したツルマメ系統の植物体および種子は，これまでに
収集された系統との間に，外観上特別な差異は見当たらず，100 粒重についても最小 1.1 g，最
大 3.5 g であり，一般的なツルマメ系統と変わらなかった（Table 1，photos 1 and 2）
．
収集方法についての課題として，収集地点が探索開始地点である南紀白浜空港周辺に集中し，
その周辺で収集された系統に地理的な偏りがやや認められることから，今後は計画的な収集が必
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FigureCollected sites of wild soybean and wild azuki bean in the Kii peninsula
Figure.

紀伊半島のツルマメおよびヤブツルアズキ収集地点
※ The parenthesis indicates the collected sites of wild azuki bean
括弧付きはヤブツルアズキの収集地点

要である．また，今回の探索で収集できなかった紀伊半島の内陸部や南東部の沿岸部については
再度探索が必要である．ツルマメと比較してヤブツルアズキの収集点数が少ないことは，今回の
主な収集対象がツルマメであったために，ツルマメに適した環境を中心に探索を行ったことや，
一カ所の探索ではツルマメが見つかった時点でそれ以上の探索を行わなかったことが影響してい
ると考えられる．
今回収集した系統についてはこれまでと同様に，増殖および特性調査を行い，形態的・成分
的に特徴のある系統を探索する予定である．また，野生種の持つ遺伝的多様性を質的形質だけで
はなく，収量性など量的形質についても利用するために，実際の品種育成において積極的に活用
する方法を検討する必要がある．
４．参考文献
1) 矢ケ崎和弘 (2011) ダイズ貯蔵蛋白質グリシニンの組成改変育種に関する研究．長野県野菜花
き試験場特別研究報告 3：1-56．
2)Hajika, M., M. Takahashi, S. Sakai and K. Igita (1996) A new genotype of 7S globulin ( β
-conglycinin) detected in wild soybean (Glycine soja Sieb. et Zucc.). Jpn. J. Breed. 46(4)：385386.
3) 菊池彰夫・田淵公清・足立大山 (1996) 雄物川流域河川で収集したツルマメの蛋白質サブユニ
ットの変異．日作東北支部報 39：95-96．
4) 喜多村啓介・石本政男・海妻矩彦 (1993) ダイズ 11S タンパク質支配遺伝子の遺伝的関係．
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7) 石本政男 (2005) ダイズにおける DNA マーカー育種の現状と将来への展望．農林水産研究ジ
ャーナル 28(9)：27-2．
8) ダンカンヴォーン・小林伸哉・徐如強 (1998) 作物近縁野生種の収集と調査，1997 3. 近畿地
方におけるアズキおよびダイズ野生種．植探報 14：85-97．
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Table 1. A list of wild soybeans collected in the Kii peninsula.
紀伊半島で収集したツルマメ系統一覧
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

系統名
GS464
GS465
GS466
GS467
GS468
GS469
GS470
GS471
GS472
GS473
GS474
GS475
GS476
GS477
GS478
GS479
GS480
GS481
GS482
GS483
GS484
GS485
GS486
GS487
GS488
GS489
GS490
GS491
GS492
GS493
GS494
GS495
GS496
GS497
GS498
GS499
GS500
GS501
GS502
GS503
GS504
GS505
GS506
GS507
GS508
GS509
GS510
GS511
GS512
GS513
GS514
GS515
GS516
GS517

JP 番号
243098
243099
243100
243101
243102
243103
243104
243105
243106
243107
243108
243109
243110
243111
243112
243113
243114
243115
243116
243117
243118
243119
243120
243121
243122
243123
243124
243125
243126
243127
243128
243129
243130
243131
243132
243133
243134
243135
243136
243137
243138
243139
243140
243141
243142
243143
243144
243145
243146
243147
243148
243149
243150
243151

収集地点
和歌山県西牟婁郡白浜町
和歌山県西牟婁郡白浜町
和歌山県西牟婁郡白浜町
和歌山県西牟婁郡白浜町
和歌山県西牟婁郡白浜町
和歌山県西牟婁郡白浜町
和歌山県西牟婁郡白浜町
和歌山県西牟婁郡白浜町
和歌山県西牟婁郡白浜町
和歌山県西牟婁郡白浜町
和歌山県西牟婁郡白浜町
和歌山県西牟婁郡白浜町
和歌山県西牟婁郡すさみ町
和歌山県西牟婁郡すさみ町
和歌山県西牟婁郡すさみ町
和歌山県東牟婁郡串本町
和歌山県東牟婁郡串本町
和歌山県東牟婁郡串本町
和歌山県東牟婁郡串本町
三重県南牟婁郡紀宝町
三重県南牟婁郡紀宝町
三重県南牟婁郡御浜町
三重県南牟婁郡御浜町
三重県熊野市飛鳥町
三重県尾鷲市上野町
三重県北牟婁郡紀北町
三重県北牟婁郡紀北町
三重県北牟婁郡紀北町
三重県北牟婁郡紀北町
三重県度会郡南伊勢町
三重県度会郡度会町
三重県度会郡度会町
和歌山県西牟婁郡白浜町
和歌山県西牟婁郡白浜町
和歌山県西牟婁郡白浜町
和歌山県西牟婁郡上富田町
和歌山県西牟婁郡上富田町
和歌山県田辺市稲成町
和歌山県日高郡みなべ町
和歌山県日高郡みなべ町
和歌山県日高郡印南町
和歌山県日高郡由良町
和歌山県有田郡広川町
和歌山県有田市宮原町
和歌山県有田市宮原町
和歌山県和歌山市大垣内
和歌山県岩出市根来
奈良県五條市五條
奈良県五條市五條
奈良県五條市五條
奈良県宇陀市大宇陀東
奈良県宇陀市大宇陀内原
奈良県桜井市池之内
奈良県橿原市八木町

緯度経度
N33 39.984 E135 23.142
N33 39.984 E135 23.142
N33 39.984 E135 23.142
N33 39.444 E135 23.914
N33 38.257 E135 24.223
N33 37.527 E135 23.846
N33 36.92 E135 23.877
N33 36.92 E135 23.877
N33 34.541 E135 25.645
N33 34.363 E135 27.403
N33 34.363 E135 27.403
N33 36.426 E135 28.696
N33 33.131 E135 29.605
N33 31.832 E135 31.385
N33 30.602 E135 37.671
N33 29.321 E135 42.375
N33 28.689 E135 46.523
N33 26.838 E135 45.291
N33 26.739 E135 45.448
N33 46.816 E136 0.97
N33 46.816 E136 0.97
N33 49.086 E136 0.42
N33 52.199 E136 2.091
N33 58.217 E136 6.324
N34 4.103 E136 11.316
N34 6.214 E136 12.601
N34 8.236 E136 13.25
N34 12.397 E136 19.964
N34 12.546 E136 20.89
N34 16.688 E136 29.652
N34 20.831 E136 35.393
N34 26.903 E136 37.079
N33 40.806 E135 22.788
N33 40.806 E135 22.788
N33 40.946 E135 24.736
N33 41.369 E135 25.978
N33 41.369 E135 25.978
N33 44.712 E135 22.266
N33 47.191 E135 19.398
N33 46.79 E135 19.078
N33 51.898 E135 11.979
N33 58.286 E135 8.086
N34 1.565 E135 10.948
N34 4.226 E135 11.043
N34 4.226 E135 11.043
N34 14.469 E135 16.703
N34 16.948 E135 18.313
N34 20.934 E135 42.155
N34 20.934 E135 42.155
N34 20.934 E135 42.155
N34 27.925 E135 56.043
N34 29.71 E135 55.819
N34 29.917 E135 49.972
N34 30.503 E135 47.665
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採種方法
集団
集団
個体
集団
集団
集団
集団
個体
集団
集団
個体
集団
集団
集団
集団
集団
集団
集団
集団
集団
個体
集団
集団
集団
集団
集団
集団
集団
集団
集団
集団
集団
個体
個体
個体
個体
個体
個体
個体
個体
個体
個体
個体
個体
個体
個体
個体
個体
個体
個体
個体
個体
個体
個体

100 粒重 (g)
1.9
2.2
2.0
2.1
1.8
1.8
1.8
2.0
1.6
2.0
1.9
1.7
2.0
2.2
2.0
2.1
2.1
2.8
2.6
2.1
1.5
2.6
2.9
1.7
2.4
1.9
2.1
2.4
1.3
2.3
3.3
3.1
1.5
1.6
3.3
2.8
2.4
3.4
1.6
1.5
2.2
2.6
1.1
2.0
2.6
2.8
2.8
2.3
2.3
2.0
2.6
3.5
3.2
1.9

Table 2. A list of wild azuki beans collected in the Kii peninsula
紀伊半島で収集したヤブツルアズキ系統一覧
No.

系統名

JP 番号

収集地点

緯度経度

集団 / 個体別

100 粒重 (g)

1

VA58

243154

和歌山県南牟婁郡御浜町

N33 51.458 E135 59.334

集団

3.0

2

VA59

243155

三重県熊野市飛鳥町

N33 58.217 E136 6.324

集団

3.0

3

VA60

243156

三重県北牟婁郡紀北町

N34 12.397 E136 19.964

集団

2.5

4

VA61

243157

三重県度会郡南伊勢町

N34 17.817 E136 35.47

集団

2.4

5

VA62

243158

三重県度会郡南伊勢町

N34 20.033 E136 35.126

集団

3.2

6

VA63

243159

和歌山県田辺市下三栖

N33 44.068 E135 25.516

集団

3.0

7

VA64

243160

和歌山県岩出市根来

N34 16.6 E135 18.269

集団

3.0
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Photo 1. Community of wild soybean

Photo 2. Pods of wild soybean

ツルマメの群落

ツルマメの莢

Photo 3. Community of wild azuki bean

Photo 4. Pods of wild azuki bean

ヤブツルアズキの群落

ヤブツルアズキの莢
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原著論文

九州南部および種子島における
野生大豆（ツルマメ）の収集
大木 信彦・河野 雄飛
農業・食品産業技術総合研究機構・九州沖縄農業研究センター・作物開発・利用研究領域

Collection of the Wild Soybean (Glycine soja ) in Southern
Kyushu and Tanegashima Island
Nobuhiko OKI and Yuhi KONO
Crop and Agribusiness Research Division ,
Kyushu Okinawa Agricultural Research Center ,
National Agriculture and Food Research Organization .
Suya 2421, Koshi, Kumamoto 861-1192, Japan

Summary
Exploration for collecting wild soybean (Glycine soja ) in Southern Kyushu and
Tanegashima Island was conducted from October 25 to 27, 2011 (Table 1, Fig. 1 and Fig. 2).
During this exploration, we collected 8 and 15 wild soybean seed samples in southern Kyushu
and Tanegashima Island, respectively (Table 1).
1．目的
野生大豆（ツルマメ）
（Glycine soja ）は，ダイズ（G. max ）の直接の祖先種と考えられ、ダイ
ズとの間にほぼ完全な交雑親和性がある．また，ダイズにはない子実成分，耐病虫性が見つかっ
ており，新たなダイズ品種育成にとって貴重な遺伝資源である 1),2)．これまでに，農林水産省の
ジーンバンク事業等で，北海道から九州まで全国のツルマメが収集されてきた 3),4),5),6),7),8),9),10)．し
かし，九州地方での調査は本土に限定されており，離島におけるツルマメの分布に関する調査，
収集は進んでいない．今回は，種子島を中心にツルマメの探索・収集を行う．
2．材料と方法
2011 年 10 月 25 - 27 日に種子島を中心に探索を実施した．地点の緯度，経度は EX-H20G
（CASIO）を用いて測定した．移動は自動車で行い，九州沖縄農業研究センター（熊本県合志市）
を出発し，河川周辺を重点的に探索した．収集は，同一集団と思われるツルマメから莢のみをち
ぎって封筒に回収し，網室内で乾燥させ，その後脱穀・調整し，保存した．
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3．収集結果
今回の探索はこれまでにツルマメの探索が行われていない種子島を中心に実施した．種子島
は南北約 58 ㎞，東西約 5 ㎞～ 12 ㎞、海岸線総延長約 186 ㎞の島であり，最も高い地点でも
約 282 m と標高が低く平らな地形であり，あまり大きな河川はない．種子島では海岸沿いの低
地，特に河川周辺を重点的に探索した．10 月 25 日は，鹿児島県姶良市から鹿児島県鹿児島市
まで河川周辺を中心に探索を実施し，8 カ所において自生するツルマメを発見し，8 点のツルマ
メを収集した (Fig. 1, Table 1)．10 月 26 日および 27 日は種子島の海岸沿いを中心に探索を行い，
15 カ所においてツルマメを発見し，15 点のツルマメを収集した (Fig. 2, Table 1)．探索の結果，
島の南東部のように比較的容易にツルマメを発見できる地域がある一方，探索を行ってもほとん
ど発見できない地域があった．ツルマメを発見できなかった地域には砂質土壌が分布しており，
水はけがよく，乾燥した土壌が広がっていることから，ツルマメの生育に適さない環境条件であ
ったことが原因と考えられる 11)．
4．考察
今回は，10 月 25 日から 27 日にかけて探索を行ったが，やや時期が早く九州本土の群落は葉
の黄化が始まっている群落もあったが，種子島で見つかった群落はまだ黄化が始まっていない群
落が多かった (Photo 1, Photo 2)．それでも莢は充実していたため，乾燥処理を行うことにより
収集した種子を次年度以降の増殖に用いることができると期待される．
これまでジーンバンク事業により収集されたツルマメの中で最も緯度が低い収集地点は，鹿児
島県本土にある．沖縄県で収集されたツルマメの標本が琉球大学理学部に保蔵されているが，そ
れ以降自生するツルマメが見つかっていない

12)

．また，沖縄県宮古島にはミヤコジマツルマメ

(G. tabacina )，台湾北部にはホソバツルマメ (G. formosana ) が分布することが報告されているが，
これらは日本に広く分布するツルマメ (G. soja) とは別種である．そのため，今回種子島におい
て収集したツルマメは，日本国内のツルマメのうち種子が保存されているものでは，最も緯度の
低い地域において収集されたものとなった．低緯度地域の植物は日長感応性が高い等の特徴をも
つことが知られている 13),14)．今回収集したツルマメの多くは 10 月下旬でも葉の黄化が始まって
いなかったことから，極晩生の性質を持つと考えられ，これまでに収集されたツルマメにはない
特徴を有している可能性があり，貴重な遺伝資源となることが期待される．
九州本土で収集された多くのツルマメがジーンバンクにて保存されているが，収集が行われて
いない地域も残されている．また，九州には多くの島があるが，ほとんどの島でツルマメの探索
が行われていない．今後さらに地域を広げてツルマメの探索を実施していきたい．
5．引用文献
1) 羽鹿牧太・異儀田和典・高橋将一・酒井真次（1995）ツルマメから得られた 7S 蛋白質サブ
ユニット変異体 .

育雑 45（別 2）
：243．

2) 菊池彰夫・田淵公清・足立大山（1996）雄物川流域河川で収集したツルマメの蛋白質サブユ
ニットの変異．日作東北支部報 39：95 ～ 96．
3) 喜多村啓介・石本政男（1989）中部地域の野生ダイズ（ツルマメ）の収集．植探報 5：81 ～
84．
4) 中村茂樹・菊池彰夫・高橋浩司（1994）東北地域の野生大豆（ツルマメ）の収集 1）秋田県
内雄物川流域河川の収集．植探報 10：53 ～ 58．
5) 矢ケ崎和弘・喜多村啓介・山田直弘（1996）京都府および兵庫県における野生大豆（ツルマメ）
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Fig. 1. Collecting sites of wild soybean in Southern Kyushu.
九州南部におけるツルマメ収集地点 （数値地図 25000（行政界・海岸線）
全国

平成 12 年版

国土地理院発行より海岸線を複製し作図）

Fig. 2 Collecting sites of wild soybean in Tanegashima Island.
種子島におけるツルマメ収集地点 .（数値地図 25000（行政界・海岸線）
全国

平成 12 年版

国土地理院発行より海岸線を複製し作図）
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の収集．植探報 12：27 ～ 31．
6) 高橋将一・羽鹿牧太（1997）南西諸島における豆類の探索収集．植探報 13：35 ～ 39．
7) 友岡憲彦（1997）茨城・福島・新潟・栃木・熊本・福岡・佐賀県におけるダイズ近縁野生種
ツルマメおよびアズキ近縁野生種ヤブツルアズキの収集と調査．植探報 13：41 ～ 57．
8) 菊池彰夫・足立大山・島田尚典・高田吉丈（1998）東北地域における野生大豆（ツルマメ）
の収集―山形県内最上川流域―．植探報 14：25 ～ 31．
9) 羽鹿牧太・高橋浩司・平賀勧（2003）房総半島におけるツルマメの探索・収集．植探報 19：
7 ～ 15．
10) 河野雄飛・高田吉丈・湯本節三（2004）東北地域における野生大豆（ツルマメ）の収集―
岩手県内北上川および北部河川流域―．植探報 20：11 ～ 17．
11) 鹿児島県

土地分類基本調査

熊毛地域

種子島

12) 島本義也（2003）わが国における食用マメ類の研究

第1章

起源と品種文化

1．ダイズ．

総合農業研究叢書 44 号：2 ～ 14．
13) 福井重郎・新井正雄（1951）日本に於ける大豆品種の生態学的研究

1．開花日数と結実日

数による品種の分類とその地理的分布に就いて．育種学雑誌 1：27-39．
14) Toshiyuki Hirata, Jun Abe, Yoshiya Shimamoto (1999) Genetic structure of the Japanese
soybean population. Genet. Resour. Crop Evol. 46: 441-453.
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Table1. Itinerary of the exploration in Southern Kyushu and Tanegashima Island.
九州南部および種子島における探索・収集日程
年月日
11.10.25

11.10.26

11.10.27

探
収集番号

保存番号

JP 番号

索

地

市町村名

点
地名等

北緯

東経

1

30051298

244488

鹿児島県姶良市

船津

N31-44-27.57

E130-36-58.98

2

30051299

244489

鹿児島県姶良市

平松

N31-43-29.53

E130-35-30.73

3

30051300

244490

鹿児島県鹿児島市東佐多町

N31-44-7.13

E130-34-8.75

4

30051301

244491

鹿児島県鹿児島市本名町

N31-42-27.17

E130-31-48.33

5

30051302

244492

鹿児島県鹿児島市東俣町

N31-41-11.80

E130-29-56.8

6

30051303

244493

鹿児島県鹿児島市郡山岳町

N31-40-27.99

E130-27-7.98

7

30051304

244494

鹿児島県日置市伊集院町

N31-39-14.45

E130-27-5.95

8

30051305

244495

鹿児島県鹿児島市川上町

N31-38-58.6

E130-33-12.50

9

30051306

244496

鹿児島県熊毛郡南種子町

西之

N30-22-0.16

E130-53-22.92

10

30051307

244497

鹿児島県熊毛郡南種子町

茎永

N30-24-1.70

E130-56-17.63

11

30051308

244498

鹿児島県熊毛郡南種子町

茎永

N30-24-9.64

E130-56-16.56

12

30051309

244499

鹿児島県熊毛郡南種子町

平山

N30-25-55.95

E130-56-42.86

13

30051310

244500

鹿児島県熊毛郡南種子町

平山

N30-26-20.63

E130-57-11.38

14

30051311

244501

鹿児島県熊毛郡中種子町

坂井

N30-28-13.13

E130-57-49.5

15

30051312

244502

鹿児島県西之表市

安城

N30-38-44.13

E131-3-10.93

16

30051313

244503

鹿児島県西之表市

安城

N30-38-45.38

E131-2-43.32

17

30051314

244504

鹿児島県西之表市

現和

N30-41-23.97

E131-3-30.12

18

30051315

244505

鹿児島県西之表市

国上

N30-49-27.49

E131-2-53.49

19

30051316

244506

鹿児島県西之表市

西之表 N30-42-48.75

E130-59-44.62

20

30051317

244507

鹿児島県西之表市

西之表 N30-42-38.3

E130-59-13.54

21

30051318

244508

鹿児島県西之表市

住吉

N30-40-25.39

E130-56-59.88

22

30051319

244509

鹿児島県熊毛郡中種子町

納官

N30-34-26.28

E130-57-26.18

23

30051320

244510

鹿児島県熊毛郡南種子町

島間

N30-27-44.57

E130-52-3.71
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中川

Photo 1. Wild soybean population in Southern Kyushu.
九州南部のツルマメ群落（収集地点：8, 鹿児島県鹿児島市川上町）

Photo 2. Wild soybean population on Tanegashima Island.
種子島のツルマメ群落（収集地点：9, 鹿児島県熊毛郡南種子町
西之）
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原著論文

宮城県及び山形県におけるジュズダマ探索・収集
本田 裕
東北農業研究センター畑作園芸研究領域

Exploration of Job’s tears Genetic Resources in Miyagi and
Yamagata Prefectures
Yutaka HONDA
Field crop and Horticulture Research Division , NARO Tohoku Agricultural Research Center ,
4 Akahira, Shimokuriyagawa, Morioka, Iwate 020-0198, Japan.

Summary
Exploration for local varieties of Job’s tears was undertaken on Miyagi and Yamagata
prefectures to utilize as genetic resources for improvement of edible Job’s tears. The exploration
was conducted intermittently from June to October in these prefectures. A total of 10 samples
of Job’s tears and two samples of edible Job’s tears were collected for conservation.
Job’s tears are used as stuffing material for bean bags, Chinese medicine and flowers for
the tea ceremony. Job’s tears is faced to crisis of extinction because the ridges of paddy fields
are cleaned by herbicide or cutters. The systematic exploration of Job’s tears is needed.
KEY WORDS : Job’s tears, edible Job’s tears, bean bags, Chinese medicine, Yamagata, Miyagi
１．はじめに
山形県小国町の伝承に「ジュズダマを植えると病人が絶えない」とある 1)．そして，植物図鑑
のジュズダマの生息地は本州以南の水辺とある 2)．東北地方のジュズダマの報告例は極めて少な
く，その存在について十分に理解されていないのが現状である 3)．
ジュズダマ（Coix lacryma-jobi var. lacryma-jobi ）は，ハトムギ（C. lacryma-jobi subsp. ma-

yuen ）の祖先種と考えられていたが，最近の報告によれば，ジュズダマ属には 7 種の植物があり
（Table 1）
，ジュズダマ種は 3 つの変種（ジュズダマ，モニリファ変種，ステノカルパ変種）及
び 1 つの亜種（ハトムギ）により構成されている．ハトムギのみが栽培種であり，ジュズダマ
を含めた他 6 種は野生植物として分類されている 4)．
ジュズダマはハトムギと交配可能な種であり，現在のハトムギの品種改良は中里在来，黒石在
来，岡山在来等の数少ない在来集団より出発しているため，育種素材が圧倒的に不足している．
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Table 1. Botanical classification in/Coix /genera.
表１．ジュズダマ属の分類
学名

Coix aquatica
Coix gigantea
Coix puellarum
Coix lacryma-jobi

var. lacryma-jobi
var. monilifer
var. stenocarpa
subsp. ma-yuen

呼び方
アクアティカ種
ギガンティア種
プエラルム種
ジュズダマ種
モニリファ変種
ステノカルパ変種
ハトムギ種

雄花の特徴
翼が大きい
翼が大きい
翼が小さい
翼が小さい
翼が小さい
翼が小さい
翼が小さい

雌花 ( 種子 ) の特徴
かたさ
形
かたい
楕円形
かたい
楕円形
かたい
球形
かたい
楕円形
かたい
球形
かたい
びん形，円筒形
やわらかい 楕円形

資料：落合 (2005) を加筆修正

その反面，生産者からは，葉枯れ病や黒穂病抵抗性品種の開発要望が強い．国内に広く適応し，
生育可能なジュズダマは，ハトムギ育種の遺伝資源，育種素材として，今一度見直すべき対象で
ある．
一方，栽培種のハトムギは北海道東部オホーツク地方，道北名寄市まで栽培され，北限域が拡
大している．それに対し，ジュズダマ種の生息地を狭い範囲に限定し，ジュズダマ種の北限域の
調査・探索に十分に取り組んでこなかったと考えられる．当初の聞き取りの中で，東北地方では
ジュズダマの種子をお手玉の材料に用いることは一般のことであり，農家の老人等には昔は庭先
に植えられていた等の，証言も多い．
東北地方のジュズダマの探索を行った結果，いくつかの遺伝資源を得たので，一つの資料とし
て，報告したい．
２．探索方法
１）河川調査
ジュズダマは関東以南の河川で広範に自生するため，東北地方でも河川域で調査を行った．国
土交通省は，地方整備局所管の代表的な 1 級及び 2 級河川において，植物，魚介類，底生動物
等の生物相の調査を実施している．東北地方整備局管内では，北上川，最上川，鳴瀬川等，11
の水系で調査が断続的に実施されている．今回探索予定の宮城県，山形県の「他の植物相調
査」を検索したところ，1995 年 7 月鳴瀬川木間塚大橋中州（宮城県大崎市及び美里町境）及び
2002 年 9 月北上川太田橋下流右岸（岩手県盛岡市）調査にジュズダマが記載されていた．この
結果から 2011 年 7 月に盛岡市太田橋，2011 年 10 月に大崎市木間塚大橋の探索を実施した．
２）農家庭先等の調査
2011 年 7 月，山形県内の最上川沿い河川敷，米沢市郊外の農家庭先等を調査した．
３）インターネットによる探索
6 月～ 7 月の探索結果から，自生地のようなジュズダマ集団を探索する手法は，困難であると
考えられた．河川の植物相調査や山間の農家訪問等の探索手法を改めて見直す必要性が生まれた．
ジュズダマ（数珠玉）
，山形県，宮城県等のキーワードで Web 検索をかけたところ，山形県内，
宮城県内のいくつかの施設・団体，個人等がジュズダマを栽培し，お手玉や工芸品製造に関わっ
ていることが，判明した．特に，ジュズダマはお手玉の内容物として，重視されている材料であ
ることがわかった．
遺伝資源を収集した地点は Fig.1 に，収集サンプルのリストは Table 2 に示した．
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Fig. 1. Investigated sites of genetic resources.
● : Investigated site of Job’s tears

３．結果
１）河川調査
(1) 盛岡市太田橋右岸
2011 年 7 月，盛岡市内の太田橋右岸を調査した．現地は，ゴルフ場，テニスコート，野球の
グラウンド等のスポーツ施設の他に盛岡桑田株式会社（旧盛岡藩士の救済事業に由来する会社）
管理による市民農園があった．その 1 区画にジュズダマが生育しており（Photo 1）
，野良生え
を収集した．その後，盛岡桑田（株）を訪問し，その区画の契約者の連絡先を伺い，種子の由来
について調査した．約 10 年前に市内の友人から譲渡を受けたもので，こぼれ種の野良生えによ
り，維持されているということであった．また，友人はその数年前に近くの農家の庭先で芽が出
ていたジュズダマ苗を貰い受けたとのことであった．しかし，現在は，その農家にはないとのこ
とである．少なくとも 10 年は，岩手県盛岡市内で維持されている集団であった．利用としては，
お手玉の製作等に用いるということであった．
(2) 大崎市鳴瀬川木間塚大橋中州
2011 年 10 月，鳴瀬川木間塚大橋を調査した．事前に国土交通省北上川河川事務所に連絡を
取ったところ特段の採集許可，注意事項等の指摘はなかった．中州は大小数個の州より構成され
ていたが，当日は増水し，主要な中州には渡れなかった．一部の美里町側の小規模の中州に飛び
降り，調査した．1 ヶ月前に東北地方に襲来した台風 15 号による豪雨のため，中州の植物は増
水によりなぎ倒され，優占草種としてオギ，アシ，ススキ等が認められ，ジュズダマは発見され
なかった．
２）農家の庭先
山形県米沢市において探索途中，米沢市南部の普門院近くの農家の自家圃場で栽培しているの
を偶然発見した（Photo 2）
．ちょうど出穂開花を迎えた集団であった．作業をしている農家婦人
に事情を説明したところ，快く数株分譲していただけた．由来としては，お手玉製作のため，数
年前友人からもらい受けたとのことであった．近くで自生している河川はないか，と問うたとこ
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ろ，「この近辺で栽培している農家は知らない，わからない．
」との返事であった．当方の問いに
対して「栽培している」との回答が一つのキーポイントであった．
３）インターネットによる事前調査による探索
(1) 福祉施設のジュズダマ
7 月以降，ジュズダマがお手玉等の工芸品材料であること，インターネットや地域のバザー等
で販売されていることがわかってきた．ジュズダマ探索の目標として，これら工芸品を販売する
施設，団体等に問合せ，訪問した．
8 月 14 日，宮城県大郷町の社会福祉法人を訪れた．ここでは，障害者の就労のため，野菜の他，
ジュズダマも栽培し，
消臭袋，
ブレスレット等の工芸品（Photo 3）の材料として，
利用されていた．
ジュズダマについては，播種から収穫に向けた栽培体系ではなく，前年のこぼれ種の野良生えを
圃場に移植し，栽培している体系であった．こぼれ種，野良生えが頗る多く，除草管理が大変で
ある，という担当者の声があった．ここでは，野良生えを数株もらい受けた．
8 月 16 日，山形県長井市の社会福祉法人では上記と同様に野菜の他，ジュズダマを栽培し，
お手玉を製作しているという情報があったため，訪問した．繁忙期のため，施設内でジュズダ
マの栽培状況を伺った．10 年以上前から，ジュズダマによるお手玉の製造販売を手がけている．
この種の施設の現金収入のためには必要な仕事であるとのことで，10 年前には最上川河川敷か
ら，ジュズダマを採集し，製造していた．しかし，最近は自然のものは手に入らなくなったため，
栽培し，収穫している．ただ，厳密な播種期等があるわけでなく，暖かくなってきたら播種をす
るような栽培状況であった．ここで，自生の可能性が指摘されたが，担当者は，つい最近見に行
ったが，そこにはもうないとのことで，自生地だったかどうかは，現在不明である．ここでは，
300 g 程度のジュズダマ種子を得た．
(2) 日本庭園のジュズダマ
ジュズダマは夏の花として，茶席等では良く用いられる植物である 5)．仙台市内等の茶会では，
ジュズダマが飾られることがある．ジュズダマは単に河川敷の自生植物としてではなく，季節を
表す，草花として愛でられることも多い．秋保温泉の日本庭園では，ジュズダマが栽培されてい
る（Photo 4）
．一株程度しかなく，了解を得て，分げつを 1 本もらい受け，所内の温室でポッ
ト移植したところ，発根し，植物体の維持に成功した．
(3) 薬用植物としてのジュズダマ
仙台の野草園（青葉区）では，2010 年の企画展の中で，ジュズダマを紹介していた．問合せ
たところ，東北大学薬学部付属薬用植物園から譲渡を受け，企画したものであり，野草園で栽培
しているわけではないことがわかった．改めて，
東北大に問合せ，
10 月に訪問した．ジュズダマは，
漢方に用いられる薬用植物として認識されている．利用法としては，種子はハトムギと同じよう
にヨクイニンとして，煎じて茶として飲用される他，根を乾燥させ，煎じて飲用する．神経痛等
に効能があるとされる．
薬学部には大学設置基準により薬用植物園が設置されるとのことであり，
この方面から探索することが可能であるとの助言を得た．ここのジュズダマは，故竹本常松名誉
教授（東北大学薬学部初代学部長）が収集したもので，導入の経緯等，今はわからないとのこと
であった．丁度，薬学部学生の実習ため，ジュズダマ植物を圃場に残してあった（Photo 5）
．こ
こでは，ジュズダマとハトムギの種子の分譲を受けた．
(4) 天童市西沼田遺跡公園のジュズダマ
山形県天童市の西沼田遺跡公園では，古墳時代遺跡の一部を圃場とし，ジュズダマを栽培して
いる（Photo 6）
．同公園でジュズダマ栽培に取り組む理由として，遺跡の発掘調査のときの花粉

- 62 -

分析から，ジュズダマ花粉が見いだされたことにある．2008 年開園の公園であり，栽培されて
いるジュズダマは，同年近隣の農家から分譲を受けたものであった．その農家は，お手玉の内容
物を播種したものであった．古代遺跡でジュズダマ花粉が見いだされたことは，山形県下でジュ
ズダマ自生の可能性がないわけではないと考えられる．
(5) 個人が栽培し，観察，撮影するジュズダマ
Web 検索で，山形県鶴岡市の自営業，朝日町の農家の方々がジュズダマの画像を掲載してい
ることがあり，電話等で問合せ，2012 年 1 月に訪問し，分譲を受けた．
４．所感
１）東北地方におけるジュズダマ
東北地方のジュズダマの探索は報告例が少なく，当初から困難が予想された．探索に出かけた
際，河川敷あるいは休耕田 ( 耕作放棄地 ) 等の植生を観察したが，オギ，ススキ，アシ等の大型
のイネ科草本の生育が著しく，熱帯，亜熱帯由来のジュズダマが，春先の東北地方特有の寒冷気
象を克服した上で，これらイネ科植物との生存競争に勝てる余地は少ないことが推察された．
しかし，農家の証言等を改めて見直し，考察にすることにより，東北地方でのジュズダマの生
育状況を理解することが可能であった．つまり，東北地方では，農家自身の意志や意図とは別と
して，人間との関わり，つまり，栽培することによって，東北地方に根付いた植物であると考え
られる．通常に採食するものではなく，お手玉といっても換金性が低いため，作物としての意識
は極めて低いと考えられるが，お手玉に利用するという，明確な目標により，生きのびてきた作
物である．ジュズダマは純粋な野生種でなく，人の手の入った撹乱状況で生長する，もしくは栽
培状況下で，生息可能な栽培植物である．
２）いもち病感染源としてのジュズダマ
関東以南では，河川敷での自生植物としてジュズダマが認識されているが，もう一つ，重要な
生育相がある．水田圃場畦畔には数十前には多くのジュズダマが生育していた．ある意味，雑草
として捉えられていたが，今考えると，畦畔に自生するという認識の方が誤りに近く，これも人
の手が入ることにより，生きのびてきたと考えられる．
しかし，近年の水田圃場は，基盤整備事業により大規模区画で整備され，移植から収穫まで農
業機械で効率よく栽培される体系となっている．さらに，畦畔の雑草は，病害虫の感染源，温床
として，刈払い機もしくは除草剤により，きれいに除草されている．また，ジュズダマはいもち
病菌の通過植物であることも判明している 6）．これらのことから，水田の畦畔のジュズダマは消
滅した，もしくは消滅しつつある，と考えられる．
３）福祉施設とジュズダマ
ジュズダマは農業とは別個に人間との関わりの中で，生きのびている．自然状況から手に入り
にくくなったジュズダマを積極的に栽培する事例が見いだされてきた．社会福祉施設では，お手
玉や工芸品材料として，ジュズダマ加工品は貴重な現金収入となっている．お手玉は日本人に馴
染みのある遊び道具でありこれ自体は消滅することはない，と考えられる．ジュズダマは今後も
お手玉材料として需要は見込まれる．
４）日本文化としてのジュズダマ
華美な現代華道と異なり，茶花としては侘び寂びのある落ち着いた草花が求められる．ジュズ
ダマの花は，茶花としても存在感がある．今後も，茶道家の庭先で栽培され，季節感を表す草花
として利用される，と考えられる．さらに和風庭園の風景としても利用されるであろう．日本文
化の中で，ジュズダマは生き残ると考えられる．
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５．おわりに
収集したジュズダマの種子の一部を示した（Photo 7）
．これらジュズダマの種子には，極大粒
からハトムギに類似した形状のものまであり，東北地域の宮城県，山形県において多様な種子を
収集した．
しかし，上で述べたように水田畦畔や河川敷等消滅の危機にもあるジュズダマ集団がある．同
時に，お手玉材料として，日本文化の景色としてジュズダマは欠かせない存在である．
インターネット上では，消滅の危機にある雑穀類，作物，植物の取引が大々的に行われている．
自生集団，古くからの在来集団とは異なる植物集団が日本の中を大規模に移動し，自生集団や在
来集団との交雑を繰り返す時代となったと考えられる．ジュズダマも例外でなく，種子の売買が
行われている．これら一部のジュズダマ集団は国内で優占集団となっていくと考えられるが，そ
の影響で自生や在来集団は消えつつある．ジュズダマを雑草という観点でなく，日本文化に貢献
する在来作物と認識することも遺伝資源としての重要な観点である．本探索は，ハトムギの育種
素材，遺伝資源としての重要性の認識からの収集であったが，ジュズダマの文化的価値，ジュズ
ダマそのものが危機的状況にあることが改めてわかった．今後も組織的にジュズダマを収集する
ことが重要であると思われる．
６．謝辞
東北農業研究センター畑作園芸研究領域川崎光代研究員，研究支援センター業務 1 科木村力
也畑作物育種班長ならびに佐藤卓見専門員には，ジュズダマ収集時に多大なるご協力・ご支援を
得た．また，鹿児島大学総合博物館准教授落合雪乃博士には貴重なご助言を得た．そして，ジュ
ズダマ種子の分譲には東北大学大学院薬学研究科・薬学部附属薬用植物園早坂英紀専門技術職員，
天童市西沼田遺跡公園渡邉淑恵学芸員，社会福祉法人みんなの家（わ・は・わ大郷）
，長井市社
会福祉協議会授産施設「せせらぎの家」
，秋保温泉「緑水亭」
，仙台市お手玉サークル講師菊池氏，
山形県朝日町倉澤氏，鶴岡市齋藤氏，岩手県盛岡市木坂氏他の皆さまのご厚意によるものである．
この場に記して，厚くお礼申し上げます．
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Table 2. List of /Coix/ genetic resources collected in this exploitation.
表２. ジュズダマ等の遺伝資源収集
地点

品種名

保存番号

JP 番号

場所

月日

生育状況

市民農園

栄養成長期

備考
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1

COL/IWATE/2011/TARC/001

30051321 244511 岩手県盛岡市太田橋周辺

2

COL/YAMAGATA/2011/TARC/002

30051322 244512 山形県米沢市

7/31

農家自家用菜園

開花期

3

COL/MIYAGI/2011/TARC/003

30051323 244513 宮城県仙台市太白区秋保

8/13

日本庭園内

開花期

4

COL/MIYAGI/2011/TARC/004

30051324 244514 宮城県大郷町

8/13

福祉施設圃場

開花期

5

COL/YAMAGATA/2011/TARC/005

30051325 244515 山形県長井市

8/16

福祉施設圃場

－

6

COL/MIYAGI/2011/TARC/006

30051326 244516 宮城県仙台市

10/24

東北大学薬用植物園

枯熟期

COL/MIYAGI/2011/TARC/007

30051327 244517 同上

同上

同上

7

COL/YAMAGATA/2011/TARC/008

30051328 244518 山形県天童市

10/25

西沼田遺跡公園

枯熟期

8

COL/YAMAGATA/2011/TARC/009

30051329 244519 山形県鶴岡市

1/23

家庭菜園

保存種子

種子受領

9

COL/YAMAGATA/2011/TARC/010

30051330 244520 山形県朝日町

1/24

農家自家用菜園

保存種子

種子受領

COL/YAMAGATA/2011/TARC/011

30051331 244521 同上

同上

同上

－

ハトムギ

COL/MIYAGI/2011/TARC/012

30051332 244522 仙台市

8/10

－

種子送付

10

7/9

状況

同上

種子受領

ハトムギ

Photo 1. Farm of citizens under of Ohtabashi

Photo 2. Farmer’s kitchen garden in Yonezawa

bridge in Morioka city.

city.

写真１. 盛岡市太田橋の市民農園の一角

写真 2. 米沢市普門院前の農家の自家菜園圃場

(2011.7.9)

(2011.7.31)

Photo 3. Job’s tears handcrafts made by welfare
facility in Ohsato town.
写真 3. 宮城県大郷町の福祉施設のジュズダマ工
芸品 (2011.8.14)
Photo 4. Japanese garden in Akiu –
spa in Sendai.
写真 4. 仙台市秋保温泉の日本庭園
(2011.8.13)
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Photo 6. Job’s tears field in Tendo city
Nishinumata Site Park.
写真 6. 天童市西沼田遺跡公園の圃場
(2011.10.25)

Photo 5. Experimental station for
medicinal plants in Tohoku Univ.
写真 5. 東北大学薬学部附属薬用植
物園 (2011.10.24)

Photo 7. Some of Job’s tears genetic resources
collected in 2011.
写真 7. 収集したジュズダマ遺伝資源の一部
左上：山形県長井市
右上：山形県鶴岡市
左下：東北大学薬学部附属植物園
右下：宮城県大郷町
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原著論文

宮崎県北東部，大分県東部および鹿児島県薩摩半島南部の
沿岸地域におけるサトウキビ野生種の探索と収集
服部 太一朗 1）・境垣内 岳雄 1）・松崎 直哉 1）・山下 浩 2）
1）九州沖縄農業研究センター種子島試験地
2）九州沖縄農業研究センター合志拠点

Exploration and Collection of Sugarcane Wild Species
(Saccharum spontaneum L. ) in Coastal areas in
Northeastern Miyazaki Prefecture, Eastern Oita Prefecture
and Southern Satsuma Peninsula in Kagoshima Prefecture
Taiichiro HATTORI1), Takeo SAKAIGAICHI1), Naoya MATSUZAKI1)
and Hiroshi YAMASHITA2)
1) NARO Kyushu Okinawa Agricultural Research Center , 1742-1, Anno, Nishinoomote, Kagoshima
891-3102, Japan.
2) NARO Kyushu Okinawa Agricultural Research Center , 2421, Suya, Koshi, Kumamoto 861-1192,
Japan.

Summary
Exploration for collecting sugarcane wild species, Saccharum spontaneum L., was carried
out from 22 to 26 August in 2011 along coastal regions in northeastern Miyazaki prefecture,
eastern Oita prefecture, and southern Satsuma peninsula in Kagoshima prefecture. During
this exploration, three accessions were collected. One of the collected wild species in Miyazaki
prefecture showed quite high Brix, indicating it would be useful as breeding material for
improving sugar content of commercial sugarcane.
1．背景と目的
サトウキビにおける人為的な交配技術は 1880 年代後半に確立した 1），2）．その後，世界の各
サトウキビ育種機関では，当時の主要な栽培種であった高貴種（Saccharum officinarum L.）と，
サトウキビ野生種（Saccharum spontaneum L.）との種間交雑に取り組むようになった．種間交
雑の目的は，サトウキビ野生種が有する有用形質を高貴種に導入することにあった．
サトウキビ野生種が有する主な有用形質としては，当時問題となっていた各種病害に対する抵
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抗性や，多けつ性，茎の強健性等が挙げられる．加えて，生態的側面からは，種々の自然環境下
での生存競争の過程で獲得した，耐冷性や耐湿性，耐乾性などの優れた環境適応性も重要視され
ていた．
国内でも，古くから，南西諸島を中心に，茨城，埼玉，千葉や静岡の太平洋沿岸などでも野生
種の自生が確認されており 3），1940 年代には，育種における野生種遺伝資源の重要性が指摘さ
れていた 4）．戦後の空白期間を経て，1980 年代には複数回にわたる南西諸島の野生種探索・収
集が実施され 4）, 5），多くの野生種遺伝資源が収集された．また，海外のサトウキビ育種機関と
も野生種などの遺伝資源交換・導入を進め，利用可能な遺伝資源を増やしてきた．
国内外の野生種を活用して，種間交雑を通じて野生種の有用形質をサトウキビ経済品種に導入
し，品種改良に役立てようとする試みは，現在まで継続的に行われている 6）．九州沖縄農業研究
センターは，約 250 点の野生種を保存しており，サトウキビ多用途利用に向けた品種開発の過
程で積極的に交配利用してきた．サトウキビ経済品種との種間交雑および戻し交配（高貴化）に
伴う後代の特性変化に着目した研究 7）等を踏まえ，これまでに，インドネシア由来の野生種を
用いて，生産性や株出し能力に優れる飼料用サトウキビ品種「KRFo93-1」や，砂糖・エタノー
ル複合生産に利用可能な高バイオマス量サトウキビ品種「KY01-2044」を育成している 8），9）．
また，更なる品種改良に向け，主として国産野生種を対象に耐病性や品質的特性等の評価を進め，
有用な交配材料の選定を進めている 10）．
野生種遺伝資源を用いた品種改良の試みは，海外のサトウキビ育種機関でも継続的に行われ
ている．例えば，オーストラリアの BSES（Bureau of Sugarcane Experimental Stations，オース
トラリアサトウキビ試験場事務局）では，野生種利用の主目的を生産性の改良よりも耐病性関
連形質の導入による生産性の安定化に位置付けており，日本の国産野生種にも関心を寄せている
（BSES，Dr. G. Piperidis，私信）
．国産野生種については，遺伝資源交換等で海外に提供した事例
が少なく，こうした観点からも，国産野生種遺伝資源の拡充と特性把握が，将来的な海外との遺
伝資源交換等を推進する上で必要となる．
また最近では，サトウキビ育種の高効率化に向けた DNA マーカー開発やゲノム解析が進めら
れており 11），サトウキビの染色体における野生種ゲノム由来領域の同定も可能になりつつある
12）

．このような，野生種からの有用形質導入を飛躍的に効率化し得る技術の開発にともない，利

用可能な野生種遺伝資源の拡充が，一層，その重要度を増している．
野生種遺伝資源の拡充に向けた，国内の未探索地域を対象とした探索活動は，2000 年代に入
って再び活発化している．現在でも，依然として国内には未探索の地域が多く残されているが
13）

，気候が温暖で野生種の生育に比較的適すると考えられる九州地域については，鹿児島湾内や

宮崎県南部を対象とした探索を通じて，野生種群落が確認された範囲が拡大している 13）, 14）, 15）．
今回，我々は，九州地域における探索範囲を，さらに北および西へと拡大した（Figure 1）
．す
なわち，北に向かっては宮崎県北東部から大分県東部にかけての沿岸地域を，西に向かっては鹿
児島湾から薩摩半島南西部の沿岸地域を，それぞれ対象として，野生種遺伝資源探索を実施した．
その結果，複数の野生種遺伝資源の発見・収集に成功したので，ここに報告する．
2．探索・収集方法
今回，探索対象とした宮崎県・大分県および鹿児島県薩摩半島では，南西諸島に比べて出穂時
期が早いことが予想されたため 14），探索期間は，それぞれ，2011 年の 8 月 22 ～ 25 日（Table
1）および 8 月 25 ～ 26 日（Table 2）に設定した．
サトウキビ野生種が群落を形成し得る環境では，形態的および生態的に類似点が多いススキ等
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長崎県

過去に探索実施済の地域
今回の探索対象地域

Figure 1. Previously and newly explored areas in Kyushu.
九州における過去に探索実施済みの地域および今回新たに探索を実施した地域．

Table 1. Exploration schedule and collection sites in Miyazaki and Oita prefectures.
宮崎県及び大分県における探索・収集日程と収集地点
日付

旅程と探索地点

8 月 22 日

鹿児島県西之表市→鹿児島市→宮崎市→日向市小倉ヶ浜 (A)1) →延岡市

8 月 23 日

延岡市→延岡市石田町 (B)1) →大分県佐伯市→津久見市→臼杵市→大分市

8 月 24 日

大分市→別府市→日出町→杵築市→国東市→大分市

8 月 25 日

大分市→鹿児島県鹿児島市→西之表市

1）表中のアルファベット（A，B）は Figure 2 に示した各収集地点を示す．
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Table 2. Exploration schedule and collection sites in Kagoshima Prefecture.
鹿児島県における探索・収集日程と収集地点
日付

旅程と探索地点

8 月 25 日

鹿児島県西之表市→鹿児島市→指宿市→南九州市→枕崎市 (C)1) →南さつま市

8 月 26 日

南さつま市→鹿児島市→西之表市

1）表中のアルファベット（C）は Figure 2 に示した収集地点を示す．

福岡県
佐賀県
大分県

長崎県
熊本県

B
A

宮崎県

鹿児島県
鹿児島県

C
探索経路
野生種群落発見地点
Figure 2. Exploration route in Miyazaki, Oita and Kagoshima prefectures.
宮崎県，大分県および鹿児島県におけるサトウキビ野生種探索・収集経路．
図中のアルファベットは野生種群落の発見位置を示す．
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も自生している場合が多い．そのため，サトウキビ野生種の探索では，穂の形態の相違に注目し
て野生種群落を特定することが効率的である．具体的には，サトウキビ野生種の穂は一次枝梗と
二次枝梗がそれほど長くなく，全体として菱形となり，直立しているのに対し，ススキ類の穂は
一次枝梗がより長く，そのため下垂気味でやや楕円形となる．また，サトウキビ野生種の穂は，
銀白色を基本として，成熟した穂軸では若干，紅色を帯びており，全体的に淡黄色となる場合の
多いススキ類とは異なっている．
探索に先駆けて，探索対象地域の植生に詳しい現地の博物館等から情報を収集し，これに基づ
いて，重点的に探索を実施する範囲を設定した．具体的には，宮崎県と大分県では，宮崎市の一
ツ瀬川近辺から北上して延岡市，佐伯市を通り，国東半島の杵築市から国東市にかけての地域を
探索対象とし，日向市および延岡市を重点探索範囲とした（Figure 2）
．また，鹿児島県におけ
る探索では，指宿市から南九州市，枕崎市，南さつま市にかけての地域を対象とし，枕崎市を重
点探索範囲とした（Figure 2）．野生種は海岸線や河川流域，湿地帯等に自生する場合が多いた
め 4)）5），沿岸部を中心に探索経路を設定し，比較的大きな河川を発見した場合には，やや内陸部
の河川流域まで調査の対象とした．探索は乗用車にて移動しながら，
車窓から見える範囲で行い，
必要に応じて徒歩での探索も実施した．野生種群落を発見した場合の調査には，国際遺伝資源委
員会（IBPGR：現在は国際生物多様性センター，Bioversity International）の資料に基づいて杉
本が作成した調査票を用いた 16）．収集は栄養体で行い，収集したサトウキビ野生種は九州沖縄
農業研究センター種子島試験地に保存した．
3．収集の結果
宮崎県と大分県における探索では，日向市小倉ヶ浜の赤岩川河口付近，延岡市南部の沖田川流
域の計 2 地点において野生種群落を発見した（Table 3）
．発見した群落については，発見現場に
て，それぞれ 3 ～ 4 個体を対象に特性調査を実施した（Table 4）
．そのうち，沖田川流域で採
集した野生種は，Brix が約 18 ％と，野生種としては極めて高い値を示した．
大分県では，国東半島を含めて，探索対象地域の多くがリアス式海岸であり，沿岸部は岩場が
多く植生がまばらな一方で，やや内陸に入ると急激に標高が増して樹林帯が形成されている場合
が多かった．そのため，同地域では，点在する砂浜の周辺や比較的大きい河川流域を主な対象と
して野生種群落を探索したが，いずれもススキ類が優占しており，野生種群落の発見には至らな
かった．
鹿児島県における探索では，枕崎市塩屋北町の馬迫川河口付近の 1 地点において野生種群落
を発見した（Table 3）
．ただし，当該群落は，事前に刈り込みが行われた形跡があり，草高が低
い個体のみであった．そのため，発見現場にて実施した特性調査の結果（Table 4）については，
参考値として扱う必要があると考えられた．
以上のように収集した 3 つの野生種群落について，収集地点の周辺状況を Photo 1 ～ 3 に示
した．なお，
収集した野生種 3 点には，
収集順に JW779 から JW781 までの系統番号を付与した．
4．所感
今回の探索では，宮崎県の 2 地点及び鹿児島県の 1 地点において新たにサトウキビ野生種群
落を発見できた一方で，より北に位置する大分県では野生種群落の発見に至らなかった．大分県
東部沿岸地域は，全体的にサトウキビ野生種の定着に不適である地形が多かったものの，砂浜周
辺や河川流域の草地・土手など，比較的，定着に適すると考えられる場所も存在した．これらの
場所で，サトウキビ野生種が定着していなかった要因として，生育温度の点で，ススキ類に比べ

- 75 -

てサトウキビ野生種が不利であったこと，あるいは，サトウキビ野生種の伝播に関与したと考え
られている海流が 17），地理的に届きにくい位置にあること，等が考えられる．しかし，前者に
ついては，静岡県や千葉県など，より低温の地域でも他の草本類と混在するサトウキビ野生種群
落が確認されていること 18），後者については，同様に海流が届きにくいと考えられる広島県安
浦町でサトウキビ野生種（ワセオバナ）が自生しているとする報告もあること 19）等から，いず
れも決定的な要因とは判断しにくい．地理的な観点からは，豊後水道を隔てて大分県に面してい
る高知県西部でも，過去の探索でサトウキビ野生種が発見できておらず 16），大分県の場合と何
らかの共通した要因が存在している可能性もあるが，この点については，今後，愛媛県西部など
も含めた各地域の再探索を通じて検討する必要がある．
他方，今回の探索で収集した野生種の特性に着目すると，細茎，多けつ性で茎内にはスポンジ
がみられるという一般的な野生種の特徴が共通して確認された．一方で，延岡市で収集した野生
種については，Brix が 17.8 ％と，野生種としては高い値を示した．境垣内ら 10）は，国内で収
集されたサトウキビ野生種を対象に種子島における 12 月の Brix を評価し，関東・東海地域で
収集された野生種は，南西諸島の野生種よりも Brix が高い傾向にあることを報告した．この報
告の中では，静岡県で収集された 2 種の野生種系統が最も高い Brix を示し，18.1 ～ 18.6 ％に
達していたが，今回，延岡市で収集した野生種が，一般にサトウキビの Brix が低い夏季におい
ても 17.8 ％という高い値であったことは非常に興味深い（Table 4）
．出穂の早晩と Brix の推移
との関係についても注意深く検証しなければならないが，当該野生種の利用により，従来よりも
Brix が高い種間雑種を作出できる可能性がある 20）．人為的な刈り込みにより厳密な特性調査が
実施できなかった鹿児島県の野生種とともに，今後，同一の栽培条件下で他の野生種を含めた特
性調査・比較を行い，生産性や各種特性を見極めた上で，交配等に活用していく予定である．
最後に，今回，探索範囲とした地域のうち，宮崎県延岡市近辺では，最近，サトウキビの近
縁種である Erianthus 属植物（和名ヨシススキ）や Narenga 属植物（和名ムラサキワセオバナ）
の自生が確認されている 21）．とくに Narenga 属植物ついては国内初の確認事例である．同地域
を中心として，サトウキビ近縁種の探索を実施し，こうした貴重な遺伝資源についても早期に収
集・保存することが望ましいと考えられる．
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Table 3. A passport data of sugarcane wild species (S. spontaneum ) collected in Miyazaki and Kagoshima prefectures.
宮崎県と鹿児島県で収集したサトウキビ野生種（S. spontaneum ）のパスポートデータ
収集日

系統名

JP 番号

種名

植生

収集地点

Collection site

標高
(m)

緯度・経度

土壌

収集形態

A

8/22/2011 JW779 244485

Saccharum
spontaneum L.

wild

宮崎県日向市小倉ヶ浜

Okuragahama, Hyuga, Miyazaki

2

N32-23-365
砂質土
E131-38-086

栄養体

B

8/23/2011 JW780 244486

Saccharum
spontaneum L.

wild

宮崎県延岡市石田町

Ishida-machi, Nobeoka, Miyazaki

9

N32-31-972
壌土
E131-40-461

栄養体

C

8/25/2011 JW781 244487

Saccharum
spontaneum L.

wild

鹿児島県枕崎市塩屋北町 Shioyakitamachi, Makurazaki, Kagoshima

1

N31-16-255
砂壌土
E130-17-025

栄養体

Table 4. Characteristics of sugarcane wild species (S. spontaneum ) collected in Miyazaki and Kagoshima prefectures.
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宮崎県と鹿児島県で収集したサトウキビ野生種（S. spontaneum ）の特性概要
群落の直径
(m)

Brix 1)
(%)

草高 1)
(cm)

茎径 1)
(mm)

分げつ

茎内部

A

20

10.2

2.3

6.8

中

スポンジ

有

赤岩川河口北側

B

7

17.8

1.3

4.0

中

スポンジ

有

沖田川流域の笹目橋西側草地

C

20

0.3 3)

4.0 3)

中

スポンジ

無 3)

馬迫川河口周辺の草地

9.0 3)

1) 特性値は 3 ～ 4 個体の平均値．
2) 出穂は収集日における状況を示す．
3) 人為的な刈り込みの形跡が認められたため参考情報として扱う必要がある．

出穂 2)

備考

Photo 1. Population found in a bush
near the mouth of the Akaiwa river,
Okuragahama, Hyuga, Miyazaki; JW779.
日向市小倉ヶ浜の赤岩川河口付近の茂みで
発見した群落（JW779）
．

Photo 2. Population found in bush along the Okita
river, Ishida-machi, Nobeoka, Miyazaki; JW780.
延岡市石田町の沖田川流域の茂みで発見した群落
（JW780）．

Photo 3. Population found near the mouth of the
Umasako river, Shioyakitamachi, Makurazaki,
Kagoshima; JW781.
鹿児島県枕崎市塩屋北町の馬迫川河口付近で発見した
群落（JW781）．
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温暖地におけるクサヨシ遺伝資源の収集 (2011 年 )
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arundinacea L.) in the Warm Region of Japan
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要約
全国の湿地に生育する在来草として知られている．一方，
クサヨシ (Phalaris arundinacea L.) は，
同種のリードカナリーグラスは，
「侵略性の強い」草種として米国では知られており，我が国に
はその牧草用品種が欧米から導入されている．本草種の我が国東北地域における自生集団の探索
収集を 2008 及び 09 年に行い，水田作が盛んな日本海側と畜産が盛んな太平洋側に分布する集
団においてその生育が異なることが観察された．すなわち，日本海側では流れのある水際で小さ
な集団をつくっていたのに対して，太平洋側では路傍や畑地に広く生育していた．
このことについて，さらに詳細な調査・研究を行うために，温暖地の畜産が行われている地域
で水辺の集団探索・収集を行った．

Summary
It is known that indigenous populations of Kusayoshi (Phalaris arundinacea L.) distribute
in the swamps of all over Japan. On the other hand, the reed canarygrass（Phalaris arundinacea
L.）cultivars which is considered one of invasive plants have been introduced in Japan from
North American or European countries to use for forage crop. As a result from the exploration
in 2008 and 2009, it was found there was difference on the growth habit of the populations
between in the region of Sea of Japan side where had much paddy field for rice production and
that of the Pacific Ocean side where the cattle had been grazed prosperously. In the former
they grew minutely at the waterside with a flow, and in the latter they distributed broadly in the
roadside or a upland field.
For a more detailed investigation, the exploration and collection of Kusayoshi were
conducted in the waterside near the area with much cattle breeding in the warm region. A total
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of fourteen populations were collected.
KEY WORDS：Phalaris arundinacea L., warm region, waterside
1. 目的
我が国在来種クサヨシ（Phalaris arundinacea ）は，水生植物の一分野である抽水植物に分類
され，通常は河川の流れの緩やかな場所に生育することが多い．一方，明治年間以来，主要な寒
地型イネ科牧草とともに欧米からリードカナリーグラスが導入された．米国では，欧州から導入
したリードカナリーグラスが旺盛に生育し既存の植生を圧迫していることから，十余州で強害外
来種に指定され，排斥されている 1)．
我々は，2008-2009 年にわたって東北地方における自生集団の収集を行ったところ，日本海
側と太平洋側で生育している環境が著しく異なっていた 2),3)．すなわち，太平洋側では，草地や畑，
路傍等に多くのエスケープと思われる集団がほぼ連続的に認められるのに対して，日本海側では
多くは河川の流れの中や河川敷や堤の際に小集団でみられた．太平洋側に畜産が盛んで草地・畑
が多く，日本海側に水田が多いことを考えると前者には導入リードカナリーグラスに由来し，後
者には在来のクサヨシに由来するものが多いといえるかもしれない．
このような背景のもとで，本研究では，畜産が行われている地域において，在来クサヨシが生
育するとみられる河川などの集団を収集し，以前東北地域で収集した各地域の集団をクサヨシと
リードカナリーグラスの遺伝的特性の違いから比較し，集団の特性分布を明かするための材料を
収集する．
2. 方法
当初は，岩手県から千葉県に至る太平洋側を探索・収集の目的地として計画したが，2011 年
3 月 11 日の震災によって収集を実施することが困難になったため，導入牧草利用の事情が似て
いる太平洋側の神奈川西部・静岡地域と日本海側の島根県沿海部で探索・収集を行った．両地域
とも山間部で畜産が行われていることが共通しており，過年度に収集した東北地方日本海側・新
潟地域で畜産が少ないことと異なる．探索は河川を目標に周辺の水田等を含めて実施し，種子を
収集した．
3. 探索の経過と結果
１) 島根県における探索・収集
島根県は，出雲市，大田市，益田市などを中心にほぼ全県的に肉用牛及び乳用牛の飼養がなさ
れている．黒毛和種の飼養について歴史が古く，寒地型牧草類も古くから利用されてきた地域で
ある．リードカナリーグラスは，米国の導入品種「Paraton」が県奨励品種に指定されているが，
農業改良普及センターによると近年の導入実績は僅かである．しかし，近畿中国四国農業研究セ
ンター（大田市）内の草地や島根県中央家畜市場（松江市宍道町）周辺など畜産関連場所では，
水辺でない畑・草地で本草種の分布が認められる．
探索・収集は，2011 年 8 月 4 日，16 日，22 日の 3 回行った．8 月 4 日の探索は，大田市西
部から江津市，浜田市東端部までの地域を探索地とし，国道 9 号線に沿って，交差する川を目
標に行った．はじめに，大田市温泉津町の湯里川川敷で水際に数個体が点々と生育しているのを
観察し，これらの個体から採種した（収集番号 11-01）
．JR 温泉津駅を過ぎ，福光川に至る．福
光川古市橋下の川敷に群落を認め，ここで採種した（11-02）
．国道が横切る川や水路で探索し
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ながら国道 9 号線を西進し，江津市浅利町の東川の流れの中や水際に生育している集団から採
種した（11-03）
．ここはヨシと共存しており植物の密度が高い（写真 1）
．これら，クサヨシが
分布していたところは，あまり大きくない川や水路である．今回の探索が海岸に沿って進め，多
くの川が河口近くであるため，江の川などの大川は岸まで流れで覆われ，有効な川敷がない場合
や水際まで強い流れがある場合が多く，生育環境として適さないことが多かった．さらに進んで
浜田市九代の九代川周辺を探索，耕作放棄水田の群生地を見つけ，採種した (11-04)．ここは集
落の中の水田であるが，数年程度放棄されているとみられ，大きな集団を作っていた．
8 月 16 日は，大田市東部から出雲市を探索地域とした．はじめに，国道 9 号線下の大原川川
敷の群落から採種した (11-05)．さらに東に向かって出雲市に入り，田儀川，小田川の川敷に分
布する集団から採種した (11-06，07)．これらはいずれも砂質の川敷または中州でヨシはなかっ
たが他の野草が一定の密度で生育しているところである．その後，神西湖周辺，神戸川河川敷，
国道 431 号線を日御碕方面に向かって交差する河川を探索したが，いずれも発見できなかった．
8 月 22 日は浜田市以西の地域を探索地域とし，山口県萩市須佐から探索を開始し，国道 191
号線を東に進んだ．益田市に至るまで間 6 地点で探索したが，生育は確認できなかった．益田
市から国道 9 号線を西に移動し，JR 石見津田駅近くの津田川で川の中に生育する個体は見つけ
た (11-08)．ここは両岸で護岸工事がなされているところで，10 ～ 20 cm の水深の流れの中に
点々と個体が分布しており，まさに水棲植物という状態であった．さらに東進し，益田市土田町
の土田川を探索し，護岸に生育している 1 個体を見つけ，改めて川の周辺部を見渡すと，隣の
耕作放棄地にガマの穂が目にとまり，その周辺をよく見るとクサヨシの群落を認め，採種した
(11-09)．次に浜田市三隅町の三隅川を探索した．三隅川は，今回収集地に選んだ中では大きな
川であるが，護岸用の消波ブロックが川の中にあり，中州が発達しており，そこにクサヨシの小
群落が認められた (11-10)．
以上，3 回の探索・収集で，10 集団の採種をした．
２）神奈川・静岡県・愛知県における探索・収集
近年，畜産関係者によると，これらの地域においては，積極的にリードカナリーグラスの導入
した例はごく僅かにとどまっている．しかし，静岡県西富士地域では以前に導入されたリードカ
ナリーグラスが広く定着している事例が報告されており 4)，その東に続く平塚を中心とする湘南
地域は，神奈川県で最も酪農が盛んである．これらのことから，1945 年以降に他の寒地型牧草
とともに本草種が導入された可能性が高い地域とみられる．
2011 年 8 月 8 日 13 時に JR 東海道新幹線小田原駅をレンタカーで出発，
国道 1 号を平塚方面へ，
大磯町国府本郷の掘割りの川の中で収集した (11-11)．ここは，両岸がコンクリートで覆われて
いたが，川には土が堆積しており，降雨によって浸水する場所に生育していた．平塚市内を北上
し，国道 246 号線を通って松田町から山北町を経て，酒匂川で探索し，堤防と河原の雑草と灌
木が茂る中で採種した（11-12，写真 2）
．その後国道 246 号線を沼津方面へ，裾野市で黄瀬川
周辺を探索した．
8 月 9 日，朝，沼津市内の狩野川の堤と川敷を探索したあと，富士宮方面へ向かった．西富士
宮駅から県道 182 号の潤井川にかかる橋の近くの川敷で探索し，採種した (11-13)．さらに県
道 75 号線経由で芝川・芝川橋周辺を探索し，採種した (11-14)．芝川から富士川沿いに山梨県
南部町を進み富士川河川敷を探索，ここでは植物体を数個体認めたものの，種子は認められなか
った．栄養体を採取する準備がなかったのでこれら個体の収集は断念した．国道 52 号線を静岡
方面に南下，途中県境の富士川支流にかかる甲駿橋で探索した．さらに南下して静岡市清水区に
至り，国道 1 号線安倍川大橋周辺，島田市で大井川河川敷を探索した．その後海岸近くの国道
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150 号線を御前崎，新野川，吉田，牧ノ原，菊川，袋井と探索したが，この地域の小川や水路
等は流れが弱い上に栄養度が高く，ヨシなどが安定した植生を形成しており，クサヨシが生育す
ることが難しい環境と思われた．
そのため，
磐田からやや内陸に向かい太田川，
天竜川を探索した．
この日は，富士宮市２カ所で採種し，その他に富士川，天竜川で，採種はできなかったが，植物
体は観察された．
8 月 10 日，浜松から国道 257 号線を北上し引佐町金指で都田川周辺を，さらに引佐町の新東
名高速道路（未開通）周辺，愛知県に入り新城市長篠で宇連川周辺を探索した．その後豊川市方
面に向かい，豊川市上長山町の豊川河川敷及び豊川市御油町音羽川を探索した．このうち豊川で
は植物体が認められたが，いずれの地点でも採種はできなかった．
この地域は 7 月 20 日に台風 6 号による大雨があり，静岡市で日雨量 92 mm，時間雨量 34.5
mm を記録し，北部の山間部はさらに多くの雨量が観測されている．このため，多くの川で水量
が増し，河川敷や流れ際に生育するクサヨシは流れに巻かれ大きなダメージを受け，富士川，天
竜川，豊川などでは栄養体が認められたものの穂や種子が流亡したと思われた．
4. 考察
2009 年までに東北と新潟県下越地方で行ってきた本草種の収集結果から，在来クサヨシは河
川敷，中州あるいは堤の水際で生育していると考えられる．このようなところは川の流れに攪乱
される機会が少なくないため，今回の東海地方のように大雨によって採種が困難になることはあ
る程度致し方ないところである．小川や水路などそれほど強い流れにならないところを探索目標
にしたが，そこで効率的な収集ができなかったことは残念であった．栄養体を採取するためには，
装備が大きくなることから，研究拠点から遠距離を探索・収集地とすることは難しく，当初計画
した東北地方での探索を断念し，探索・収集地を急遽変更した影響があっともいえる．
今回の収集地域のうち島根県では，畜産が近郊にあるが，水辺から離れた路傍や畑，草地では
なく，上記の生育環境とみられる地点での探索を心がけた．東北地方の日本海側で，川敷等に生
育するものはヨシなどと共存することはなく，川の流れで攪乱されるような礫や砂質の中州や水
際の，競合する植物が多くない地点に認められた．これに対して，島根県におけるクサヨシの生
育地点は，川の流れで攪乱される機会が多いところではあるものの，ヨシと共存している例も観
察され，他の草種と競合も認められた．岩手県などのように水辺から離れた路傍や畑地での生育
は認められなかったが，島根県での生育分布の頻度は高いと思われた．川敷の集団は優占種には
なり難いのに対して，耕作放棄地では優占種になる場合があり，これらが単に異なる生育環境に
対する反応であるのか，遺伝的に異なる集団であるのかについても興味深い．
神奈川・静岡県では，島根県より集団の分布頻度が低かったが，採種できたところでは植物の
生育密度は低くなく，東北の日本海側よりは競合が大きいと考えられた．一方，生育が確認でき
た富士川や豊川の河川敷は礫あるいは砂が主体で，他の植物との競合は少なく，個体の分布密度
も低かった．
自生地での競合に対する適応性という観点では，
東北地方日本海側集団よりも高いと考えられ，
米国で問題とされている「侵略性の強い」リードカナリーグラスにやや近づいているとも言える．
2009 年までに東北地域で収集した集団の解析が終了していない現段階で，この点を議論するこ
とはあまり意味がないが，今回収集した集団が，北日本のものと異なる特性を持っているとも思
われ，それが海外導入リードカナリーグラスとの関係が認められるのか，すなわち，海外由来の
集団が在来クサヨシを駆逐しているのか，
あるいは交雑等によって遺伝的に置き換わっているか，
などを明らかにする素材になり得る可能性がある．
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なお，今回収集したについては，今後種子増殖の上，特性調査を行い，在来クサヨシと導入リ
ードカナリーグラスの分類と分布を明らかにする．
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1. 西富士地域の草地型区分 . 日草誌

表 1. 2011 年クサヨシ収集系統の概要
採種日

収集番号

JP 番号

採

種

地

8/4

11-01

244527 島根県大田市温泉津町湯里

湯里川殿居橋，川敷

8/4

11-02

244528 島根県大田市温泉津町福光

福光川古市橋，川敷

8/4

11-03

244529 島根県江津市浅利町

東川吾妻橋，川の中と中州，ヨシと共存

8/4

11-04

244530 島根県浜田市久代町

久代川沿い，耕作放棄田を優占

8/16

11-05

244531 島根県大田市久手町波根西

大原川，川敷

8/16

11-06

244532 島根県出雲市多伎町口田儀

田儀川越堂橋，川敷に群生

8/16

11-07

244533 島根県出雲市多伎町小田

小田川下田橋，川敷

8/22

11-08

244534 島根県益田市津田町

津田川，川の流れの中と中州

8/22

11-09

244535 島根県益田市土田町

土田川沿いの耕作放棄地，ガマなどと共存

8/22

11-10

244536 島根県浜田市三隅町三隅

三隅川どうしょうばし，川の中州

8/8

11-11

244523 神奈川県大磯町国府本郷

小川の川敷

8/8

11-12

244524 神奈川県南足柄市小市

酒匂川新大口橋東，灌木や雑草と共存

8/9

11-13

244525 静岡県富士宮市中里東町

潤井川，川敷

8/9

11-14

244526 静岡県富士宮市芝川

県道 75 号線芝川橋，川敷
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備

考

写真１．クサヨシとヨシの共存（江津市浅利町）
白く見える筒状の穂がクサヨシで，幅が広くササ様の葉がヨシである .

写真２．灌木や雑草と共存 ( 南足柄市・酒匂川河川敷）.
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Summary
Exploration for local cultivars and genetic resources of citrus was undertaken on
Sakishima archipelago in Okinawa prefecture. We performed exploration in Ishigaki, Kuro,
Iriomote and Yonaguni Islands from November 7 to 11, 2011. A total of 23 samples were
investigated and 17 samples were collected for preservation. Among of them, almost of collected
resources seemed to belonged as ‘Shiikuwasha’(Citrus depressa ). However, these genetic
resources have much variation in fruits and trees. In order to understand the relationship
among these samples and with other Citrus species and transmission of Citrus species in
Sakishima archipelago more precisely, we are planning molecular analysis using SSR markers.
KEY WORDS: Sakishima archipelago, citrus, collection, genetic resource, Okinawa prefecture
１．目的
東西・南北に長い日本列島でほぼ最西端・最南端に位置する沖縄県は沖縄本島をはじめとして，
大小様々な約 160 以上の島からなり，最東端から最西端まで約 1000 km にも及んでいる．この
東西 1000 km にも及ぶ島々の分布，とりわけ台湾から九州へと続く島々は，古来，中国や東南
アジアとの貿易の中継地や交易ルートとして重要な役割を担っていた．我が国に自生していたカ
ンキツ類はタチバナとシークヮーサーであるとされているが，交易の結果，中国や東南アジアを
はじめとして，諸外国から様々なカンキツがこれらの地にもたらされ，それらの交雑や自然突然
変異した珠心胚から偶発実生が発生し，独自の特徴を有する在来カンキツが数多く派生したと考
えられている．
しかし，これらの在来カンキツも，ウンシュウミカン，タンカン，ポンカンといった経済栽培
品種への更新や，パパイヤ，マンゴー，パッションフルーツなど商品価値・付加価値の高い熱帯
果樹の栽培の増加に伴い，急激に減少している．さらに，沖縄の日本本土復帰に伴った急速な土
地開発や，社会基盤の整備に加え，近年はカンキツグリーニング病に代表される新規病害虫の発
生等により，在来カンキツの存続が危惧される状況にある．これまでに沖縄県の在来カンキツ遺
伝資源探索は田中により行われた調査 1) の他，農林水産省ジーンバンク事業として，鹿児島県奄
美諸島を含む南西諸島地域で松本 2)，根角ら 3)，中野ら 4) により行われている．また，沖縄県農
業試験場（現 沖縄県農業研究センター）の金城によるシークヮーサーの収集・探索記録 5) がある．
しかし，前述のジーンバンク事業として実施された探索の範囲は沖縄本島より北部であり，石垣
島を中心とした先島諸島の探索はほとんど行われていない．田中の調査記録でも早生系統につい
ては調査ができていない他，当時はアメリカの統治下にあり，十分な調査を行うことができたか
どうかについては，明らかではない．
このように，在来カンキツの存続が危惧され，調査自体も不十分である中，近年，在来カンキ
ツの持つ機能性成分，とりわけフラボノイドの一種であり，動脈硬化予防作用や紫外線皮膚炎症
予防作用を有するノビレチンや，リュウマチ予防効果のあるタンゲレチンがシークヮーサーに多
く含まれることが示され 6)，在来カンキツの育種素材としての価値をはじめとして，健康維持増
進作用を持つ天然の機能性食品として，その重要性が再認識されるようになってきた．
そこで，今年度は沖縄県農業研究センターの協力を得て，沖縄県先島諸島に属する石垣島・黒
島・西表島・与那国島（図１）に分布する在来カンキツの調査を行い，樹体及び，果実形質の特
性調査を行い，必要な個体については導入保存を行う目的で探索事業を実施した．
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沖縄本島まで
約400km

約120km

与那国島
約17km

西表島

石垣島

黒島

図１. 沖縄県先島諸島におけるカンキツ遺伝資源調査地域
Surveyed area of citrus genetic resources in Sakishima archipelago in Okinawa prefecture.
２．調査収集方針および方法
今年度の沖縄県先島諸島における調査は，沖縄県農業研究センター石垣支所および沖縄県八重
山農林水産振興センター農業改良普及課の事前調査情報を元に，表 1 に示すように 2011 年 11
月 7 日から 11 日にかけて石垣島・黒島・西表島・与那国島の 4 島について実施することとした．
今回の探索調査では「シークヮーサー」と呼ばれる個体が多数見いだされると推定されたが，
シークヮーサーは沖縄では小ミカン類の総称的に用いられており，多胚性ではあるものの，雑種
あるいは珠心胚実生に由来する変異が多く認められ，
沖縄県農業研究センターで保存している「シ
ークヮーサー」と呼ばれる個体の中にも多数の系統があり，果実の大きさ，熟期，果皮の粗滑程
度をはじめとして，果実形質が変異に富んでいる（写真１）
．そのため，今回の探索調査では「シ
ークヮーサー」と呼ばれる個体であっても品種名として扱わず，
総称であると考え，
同一名称（「シ
ークヮーサー」
）であっても収集対象とした．なお，
「シークヮーサー」は「シークワーサー」「シ
ークァーサー」
「シィクワシャー」などとも記され表記揺れが激しく，正確な表記が明らかでな
いため，本報告では「シークヮーサー」で統一することとした．
現在，沖縄県はカンキツグリーニング病の発生地域であり，カンキツ類の苗木・穂木類につい
ては移動規制の対象となっているため，特性調査の結果，収集保存するべきであると判断した個
体については，種子による導入を基本とした．ただし，種子による導入を行うものは，果実調査
で多胚性が確認された個体に限り，果実調査で明らかに多胚性を確認することができなかった個
体および果実収集が不可能であった個体については穂木を採取し，カラタチに接ぎ木を行い，那
覇植物防疫事務所によるカンキツグリーニング病の検疫を経て，導入することとした．
上述の果実特性の調査は果実収集後に随時行い，カラタチへの接ぎ木を沖縄県農業研究センタ
ー名護支場にて実施することとした．なお，台木として用いるカラタチは 2 年生の実生苗をあ
らかじめ農研機構果樹研究所から沖縄県農業研究センター名護支所に送付しておいた個体を利用
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して行うこととした．
調査は可能な限り植物遺伝資源特性調査マニュアル第 3 分冊カンキツ７) の項目・分級区分に
準じて行った．
現地における調査項目として，観察により立地条件，栽培条件，樹勢および樹形，樹体の大き
さ，接ぎ木の有無，トゲの有無および大小，病害虫の発生状況を測定・調査した．樹体の大きさ
は，主幹部の幹周を実測するとともに，樹幅は互いに直交する 2 方向を測定した．また，樹高
は実測あるいは目測により推定した．
なお，遺伝資源は所在地の住所を確認し，所有者への聞き取りが可能である場合には，一般名
（呼称），おおよその樹齢，開花期，収穫期，利用方法，来歴などについて調査した．
また，樹体の上部を遮らずに，GPS(Global Positioning System) 衛星からの電波受信が可能で
ある場合には，GPS データロガー（Transystem 社 TripMate850）を用いて測位を行い，調査樹
の位置情報を記録した．
３．調査経過および調査結果
先島諸島におけるカンキツ遺伝資源調査行程を表 1 に示す．現地調査は 2011 年１１月７日
～１１日にかけて行った．石垣島に入島後，１１月７日に沖縄県農業研究センター石垣支所にて
棚原・竹内と石垣島・黒島・西表島の現地調査について打ち合わせを行った．打ち合わせ後，石
垣島島内のカンキツ樹の分布調査および樹体の特性調査（以下，分布・特性調査と記す）を実施
し，11 月 8 日に黒島島内の分布・特性調査を行った．黒島の調査後，石垣島に戻り，直ちに西
表島に船舶で移動し，西表島大原地区の分布・特性調査を行った．11 月 9 日に引き続き西表島
島内の分布・特性調査を行い，
石垣島に帰島した．11 月 7 日～ 9 日にかけて収集した個体のうち，
特徴ある個体および，果実採集ができずに保存のためには接ぎ木を行う必要がある個体について
は，棚原が沖縄県農業研究センター名護支所で 11 月 14 日まで冷蔵保存した．
11 月 10 日に與那嶺・照屋と合流し，与那国島に渡島し，現地調査および収集方針について
打ち合わせを行い，11 月 10 日～ 11 日にかけて，与那国島島内の分布・特性調査を行った．石
垣島等調査時と同様に，採取した穂木については，與那嶺が沖縄県農業研究センター名護支所で
11 月 14 日まで冷蔵保存した．
11 月 14 日は沖縄県農業研究センター名護支所にて，収集した穂木のカラタチへの接ぎ木を
行った．また，沖縄県農業研究センター名護支所で保存しているシークヮーサーを中心とした在
来カンキツ遺伝資源について，果実品質を中心とした特性調査結果情報の提供を受け，同一品種
名の多様性調査のための資料採取を行った．11 月 15 日は，那覇植物防疫事務所にて，接ぎ木
個体の検疫について打ち合わせを行った．
11 月 7 日から１１日の調査で合計 23 点の調査を行い，所有者の許可を得て 11 点の果実お
よび，8 点の穂木の採取を行った．調査樹の概要を表 2 として示し，調査収集したカンキツ樹体
それぞれの特性を以下に述べる．さらに，事前調査により送付された果実および現地調査にて採
取した果実の特性を表 3 として示す．
① 石垣 -1：磯辺地区の山林そばに位置する果樹園に生育する樹である．呼称・由来は園主にも
わからず，未結実樹である．幹周は 24 cm，樹高は 2.0 m 程度の幼木である．幼木のためか，
トゲの発生が著しい．放任栽培であるが，特段の病虫害被害は認められなかった．新葉に明らか
な翼葉が確認され，葉にベルガモットのような香気があることから，ダイダイやユズなどを遺伝
的背景にもった個体と考えられる．
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表１. 沖縄県先島諸島におけるカンキツ遺伝資源調査探索の調査経過
Itinerary of survey of citrus genetic resources in Sakishima archipelago in Okinawa prefecture.
日付

2011/11/7

調査地域：活動

沖縄県農業研究センター石垣支所：調査収集方針打ち合わせ
沖縄県石垣島：調査収集

担当者

喜多・棚原・竹内

2011/11/8

沖縄県黒島・西表島：調査収集

喜多・棚原・竹内

2011/11/9

沖縄県西表島：調査収集

喜多・棚原・竹内

2011/11/10

沖縄県八重山農林水産振興センター：調査収集方針打ち合わせ
沖縄県与那国島：調査収集

喜多・與那嶺・照屋

2011/11/11 沖縄県与那国島：調査収集

喜多・與那嶺・照屋

2011/11/12 沖縄県名護市：収集果実特性調査

喜多

2011/11/14 沖縄県農業研究センター名護支所：収集個体接ぎ木・特性調査

喜多・棚原・粟國

2011/11/15 那覇植物防疫事務所：導入個体検疫打ち合わせ

喜多

② 石垣 -2：石垣 -1 の個体とほぼ同位置に生育するシークヮーサーである．石垣島北部の伊原間
の山中に生育していたシークヮーサーに由来し，聞き取りによる推定樹齢は 20 年以上とのこと
である．幹周 70 cm，樹高 4.0 m 程であり，ミカンハモグリガによる食害跡と，軽度のかいよ
う病の発生が認められた．
③ 石垣 -3：名蔵地区で生育しているシークヮーサーである．本樹は沖縄本島今帰仁から実生苗
で導入した個体から穂木を取り，増殖させた個体とのことである．樹齢は約 35 ～ 40 年程度，
薬剤散布は 2 月のみ行っているとのことであった．果実収穫にあわせて剪定を行っており，病
虫害被害も特に認められなかった．幹周は 75 cm，樹高は 4.0 m である．
④ 石垣 -4：名蔵地区で生育しているシークヮーサーである．樹齢は 50 年程度であり，幹周
100 cm，樹高 4.5 m 程度である．放任栽培のため，樹が衰弱傾向にある．葉に食害跡が認めら
れた．石垣 -3 の個体と同一所有主であるが，石垣 -3 の個体とは異なった系統であり，実生苗で
ある．果皮が非常に滑らかで，
収穫時期が早く，
果皮が浮きやすい特徴を有するとのことであった．
⑤ 石垣 -5：名蔵地区で生育するオートーである．現所有者の親が 1960 年代に植えたとのこと
であり，推定樹齢は約 50 年生となる．幹周 200 cm，樹高 4.0 m 程度の大木であるが，果樹園
裏地での放任栽培であり，樹の衰弱が著しい．蔦類が樹に繁茂しており，樹勢も極めて弱く感じ
られた．
⑥ 石垣 -6：伊戸名地区で生育するコミカン（シークヮーサー）様果実である．所有者の親類が
ブラジルから種子を持ち帰り播種した個体とのことであり，樹齢は約 40 年程度とのことである．
生育が非常に緩慢で，トゲが大きく，播種後約 40 年を経た調査時点でも，幹周 13 cm，樹高
3.0 m と樹は小さく，未だに結実をみないとのことであった．
⑦ 石垣 -7：大嵩地区で生育しているシークヮーサーである．所有者が 1972 年に沖縄本島から
導入・定植した個体である．豊産性であり，果皮表面が比較的滑らかな形質を有するものの，香
りが少なく，果梗部にネックの発生が見られる点で雑種性が推定される特徴的な系統である（写
真 2)．弱剪定で管理されており，細枝がやや多い．若干かいよう病の発生が認められた．幹周
は 79 cm，目測による樹高は 4.0 m である．
⑧ 石垣 -8：大嵩地区で生育しているシークヮーサーであり，石垣島に自生していた個体に由来
する．幹周は 70 cm，
樹高 5.5 m 程度である．果皮がやや荒くゴツゴツした感がある．香りが高く，
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他の系統に比べ，カミキリムシが入りにくい等の特徴があるとのことであった．薬剤散布をして
管理をしているが，かいよう病の発生が若干認められた．
⑨ 黒島 -1，黒島 -2：保里地区に生育するシークヮーサーである．民家庭に生育しているが，放
任栽培であり，いずれも，かいよう病の発生が認められた．黒島 -1 は葉色が黄緑色に退色して
おり，窒素をはじめとした養分欠乏症状が現れている．また，黒島 -2 は下部の枝が枯れてきて
おり，衰弱傾向にあると思われる．樹の幹周と樹高はそれぞれ，44 cm，4.3 m と 32 cm，3.7
m である．
⑩ 黒島 -3：東筋地区に生育する「四季なりカラマンシー」と呼ばれる樹である．過去に石垣島
で苗木で入手し，
移植したとのことであった．本樹には接ぎ木跡が認められた．放任栽培であり，
かいよう病の発生が認められた．新葉の葉色は薄い．幹周は 32 cm，樹高は 3.3 ｍ程である．
⑪ 黒島 -4：仲本地区にあるシークヮーサーである．民家跡地の石垣沿いにあり，樹には剪定や
枝払いをした切断面があり，過去には庭木として管理されていたと考えられる．かいよう病とす
す病の発生が認められた．幹周は 68 cm，樹高は 6.0 m 程である．
⑫ 黒島 -5：保里地区に生育するシークヮーサーである．民家庭に生育しており，幹周は 36 cm，
樹高は 3.8 m 程度である．島内で収穫した果実を食した後に，その果実の種子を植えた実生苗
とのことである．葉色は薄く，養分不足気味，またはカンキツグリーニング病の罹病樹である可
能性が考えられた．ミカンハモグリガによる食害痕が認められた．
⑬ 黒島 -6：保里地区に生育する雑柑である．民家庭地に生育しているが，
所有者にも品種
（呼称）
は不明とのことであった．放任栽培であり，ミカンハモグリガによる食害跡が認められた．大き
な翼葉を持ち，葉にベルガモット香があることから，ユズやダイダイの一系統であると考えられ，
興味深い遺伝資源である．島内でダイダイ節に属すると思われるカンキツ調査樹は本樹のみであ
った ( 写真 3)．
⑭ 西表 -1：大原地区に生育するシークヮーサーである．列植の跡があり，過去に栽培環境下に
あったものと思われる．樹高は 4.5 m 程度である．放任栽培であり，かいよう病の発生が認め
られた．着果は認められず，着果量が少ないせいか新梢の発生は旺盛で，樹勢は強く感じられた．
⑮ 西表 -2：上原地区に生育するシークヮーサーである．幹周は 70 cm，
樹高は 4.2 m 程度である．
所有者によると，本品種は島固有のシークヮーサーに由来し島内山中の原木から取り木により移
植し，樹齢は約 10 年程度とのことである．現在，3 m 四方で列植しており，栽培・果実収穫を
行っているとのことであった．CDU 肥料による施肥，剪定等で栽培管理を行っているが，隔年
結果性が認められるとのことであった．
⑯ 西表 -3：シークヮーサーである．島内の牧場経営主より，牧場整地の際に整地予定地に植わ
っていた苗を譲り受けたとのことであり，島内固有種の可能性が高い個体である．現在は果樹園
にて防風樹として利用しており，薬剤散布および，施肥管理が適切に行われていることから，樹
勢もよい．幹周は 96 cm，樹高は 5.2 m である．
⑰ 西表 -4：干立地区に生育するブンタン様果実である．民家庭 ( 脇 ) に生育しており，幹周は
47 cm，樹高は 4.0 m 程度である．落果果実を調査したところ，種子は完熟種子と未熟種子が混
在していた．また，果皮に非常にオイル分が多い特徴を有していた．軽度のかいよう病の発症が
認められた．西表島内でのブンタン・グレープフルーツ様の果実は調査範囲内では本樹 1 樹の
みであった．
⑱ 西表 -5：美原地区に生育する「シキカン」とよばれる樹である．栽植後 10 年以上は経過し
ているとのことである．所有者は苗木を植えたとのことであるが，接ぎ木痕は見あたらず，実生
苗と思われる．四季成り性が強く，シキキツと同一の可能性がある．本品種は果実を絞って刺身
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にかけたりするなど，香酸カンキツ的な利用をしているとのことであった．幹周は 64 cm，樹
高は 5.0 m 程度である．
⑲ 与那国 -1, 与那国 -2, 与那国 -3：いずれも比川地区に生育する「ヒガワミカン」と呼ばれる樹
である．ヒガワミカンは ｢マーンニン｣ とも呼ばれており，唐から渡来した遭難船に乗っていた
人物から入手したミカンの種子に由来するという民話のあるカンキツである．その種子が育ち，
比川地区全体がミカンでうまったと言われているが，現在は著しく減少してしまったうえに，原
木はなく，集落内で維持されているごく少数の個体 ( 系統 ) のみと推定される．与那国 -1 は山中
の畑脇に生育しているものの，本個体は集落から山中の畑脇に持ち込まれたものであるとのこと
であった．放任栽培であり，かいよう病の発生が認められたほか，樹体にカミキリムシの食害が
認められた．幹周は 87 cm，樹高は 4.0 m 程度である．与那国 -2 の個体もヒガワミカンである
が，本樹はシークヮーサーを台木として接ぎ木された個体である．収穫果実はやや浮き皮が強く
出る傾向がある．本樹は放任栽培であり，すす病の被害の他，葉に食害が認められた．幹周 80
cm 樹高 6.8 m とシークヮーサーを台木とした接ぎ木苗のためか，樹が非常に大きく生育してい
る（写真 4）
．与那国 -3 は約 20 年ほど前に播種し，生育させた実生苗である．同様の樹が数本
ある．放任栽培であり，樹体をばん線で縛ったため，衰弱気味である．本樹はカタツムリによる
食害が観察された．幹周 45 cm，樹高は 5.5 m 程度である．
「ヒガワミカン」は通常の生食可能なコミカンは果肉色が橙色であるのに対して鮮やかな黄色
系の果肉色（写真 4）であり，調査果実のうち約 80 % が無核果であり，非常に特徴的な形質を
有していた．
「マー」は方言で「本物」
（本当）を意味し，また，語尾の「ンニン」は方言で（小）ミカン類
を意味するとのことである．
⑳ 与那国 -4：
「ダマンニン」と呼ばれる在来の山みかんであり，シークヮーサーの一系統である
と考えられる．山林に生育し，聞き取りによる推定樹齢は 25 年以上の自生樹である．放任樹で
あり，カタツムリによる食害が認められた．放任栽培であるが，連年結実性はよく，隔年結果性
は低いと思われる．
「ダマミカン」とも呼ばれる．幹周は 46 cm，樹高は 4.2 m である．
表 2 には，田中の分類に基づく推定分類を参考として記載した．なお，節は属の下位にあたり，
節のさらに下位に種の分類が位置する．
また，「シークヮーサー」の同一呼称で呼ばれている個体がどれほど遺伝的に均一であるかを
予備的に検証するために，
沖縄県農業研究センター名護支所からで保存している在来カンキツ（シ
ークヮーサー）のうち，8 系統の葉試料を提供いただき，SSR 分析により解析した．
今年度の探索事業により，沖縄県先島諸島石垣島・黒島・西表島・与那国島のカンキツ 23 点
について調査を行い，
うち 17 点の収集を行った．収集個体はジーンバンクデータベースに登録（表
2）し，維持保存している．
なお，収集しジーンバンクデータベースに登録した 17 系統のうち，8 系統については，穂木
による収集（表 2）となったため，沖縄県農業研究センター名護支所の協力を得て，沖縄県農業
研究センター名護支所内で接ぎ木個体を生育させている段階にある．生育後に那覇植物防疫事務
所によるカンキツグリーニング病の検疫を受け，無毒であることが確認された後に果樹研究所に
カンキツ遺伝資源として導入される予定である．
4.

所感

今回探索を行った 4 島内で収集した果実はほとんどが「シークヮーサー」と呼ばれる個体であ
った．しかし，沖縄県農業研究センター名護支所から分譲いただいた「シークヮーサー」と呼ば
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れる 8 系統について，12 マーカーによる SSR 分析を行ったところ，12 マーカーすべてが互い
に一致する個体は認められず，シークヮーサーは同一名称であっても，変異に富んだ雑駁な集団
であることが推定された（データ非掲載）
．このため，4 島から収集した系統の他に，今後，さ
らに遺伝資源の充実をはかり，解析をすすめることで，沖縄県・鹿児島県の島嶼地域におけるシ
ークヮーサーをはじめとしたカンキツ類の類縁関係や伝搬過程についても明らかにしていくこと
ができると考えている．
また，今回調査をおこなったカンキツのうち，与那国島に生育する「ヒガワミカン」は，特徴
的な形質に加え，
近隣の他の島には類似したカンキツが認められないなど独自性も高いことから，
特産品としての商品化の可能性を有していると考えられる．また，果実調査および，聞き取り調
査からは減酸も比較的早い形質を有していると思われ，甘酸適和で種子が非常に少ない品種を好
む現在の消費者のニーズに迎合する果実特性を有した興味深いカンキツである．カンキツは苗木
の栽培開始後，収穫開始まで年限がかかることが問題ではあるが，地産地消だけでなく，特産果
実あるいは加工商品の開発へつなげ，カンキツ遺伝資源を利用した地域振興へとつながることを
期待したい．
シークヮーサーの沖縄県における産地状況の報告としては，金城による報告がある 8)．その中
で，八重山郡島各島におけるシークヮーサーの分布状況について報告しているが，今回の探索で
は，報告書よりもカンキツ遺伝資源の消失が進んでいた．種の多様性保全を考えるならば，当該
地域における在来カンキツ遺伝資源の収集・保存・評価は喫緊の問題であることを改めて認識し，
取り組んでいくべきである．
５．謝辞
今回の探索事業を実施するにあたり，金城秀安氏には先島諸島をはじめとした沖縄県在来カン
キツについて，分布状況をはじめとした貴重なご助言を頂いた．与那国島の探索時には，沖縄県
八重山農林水産振興センター農業改良普及課の白玉敬子氏には与那国島内の事前調査を始め，住
民の方々との仲介の労を取っていただき，現地調査の際にはご同行いただいた．また，
（独）農
研機構果樹研究所の清水徳朗氏には沖縄県農業研究センター名護支所より分譲いただいたカンキ
ツの類縁性を検討するに当たり，SSR マーカーによる分析を実施していただき，結果の提供を受
けた．ここに記して，これらの方々に感謝の意を表させていただく．
さらに，調査対象とした樹を所有する住民の方々，近隣の方々には多くの情報の提供をして頂
いたほか，穂木・果実の採集にも快く応じて頂いた．これらの全ての方々に，心からの感謝の意
を表させて頂く．
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表 2. 沖縄県先島諸島におけるカンキツ遺伝資源調査樹の概要
Major traits of citrus genetic resources surveyed in Sakishima archipelago in Okinawa prefecture.
調査整理番号
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石垣-1
石垣-2
石垣-3
石垣-4
石垣-5
石垣-6
石垣-7
石垣-8
黒島-1
黒島-2
黒島-3
黒島-4
黒島-5
黒島-6
西表-1
西表-2
西表-3
西表-4
西表-5
与那国-1
与那国-2
与那国-3
与那国-4

栽培状況
樹の大きさ
推定分類
推定樹齢
接ぎ木の有無
調査地域名
緯度
経度
（田中の分類に基づく）
場所
地形
幹周(cm) 樹高(m) 樹幅1(m) 樹幅2(m)
不明
ダイダイ節
磯辺地区 24.367462°N 124.208907°E 山林脇果樹園 平地
不明
無
24
2.0
1.8
1.5
シークヮーサー
ミカン節
磯辺地区 24.367513°N 124.209085°E 山林脇果樹園 平地
20年以上
無
70
3.0
2.8
3.9
シークヮーサー
ミカン節
名蔵地区 24.408493°N 124.172588°E
果樹園
平地 35～40年程度
無
75
4.0
4.7
4.6
シークヮーサー
ミカン節
名蔵地区 24.408627°N 124.172498°E 果樹園裏地
平地
50年程度
無
100
4.5
4.5
5.0
オートー
ミカン節
名蔵地区 24.408630°N 124.172498°E 果樹園裏地
平地
50年以上
無
200
4.0
5.5
5.0
不明
ミカン節
井土名地区 24.483523°N 124.228312°E
山林
緩傾斜
40年程度
無
13
3.0
1.0
1.0
シークヮーサー
ミカン節
大蒿地区
－
－
果樹園
平地
40年
不明瞭
79
4.0
4.0
4.4
シークヮーサー
ミカン節
大蒿地区 24.445283°N 124.128432°E
果樹園
平地
37年
不明瞭
70
4.0
4.2
3.5
シークヮーサー
ミカン節
保里地区 24.252462°N 124.001127°E
民家庭地
平地
不明
無
44
4.3
3.5
3.6
シークヮーサー
ミカン節
保里地区 24.252463°N 124.001193°E
民家庭地
平地
不明
無
32
3.7
2.4
2.5
四季なりカラマンシー
トウキンカン節
東筋地区 24.236232°N 124.014688°E
民家庭地
平地
不明
有
32
3.3
2.7
2.5
シークヮーサー
ミカン節
仲本地区 24.235618°N 123.998122°E
民家跡地
平地
不明
無
68
6.0
4.3
4.1
シークヮーサー
ミカン節
保里地区 24.252052°N 124.001903°E
民家庭地
平地
不明
無
36
3.8
3.2
3.8
不明
ダイダイ節
保里地区 24.252128°N 124.001692°E
民家庭地
平地
不明
無
22
3.0
2.2
1.4
シークヮーサー
ミカン節
大原地区 24.291170°N 123.876437°E 山林（果樹園） 平地
不明
不明
－
4.5
4.2
3.9
シークヮーサー
ミカン節
上原地区 24.416782°N 123.793593°E
果樹園
平地
10年程度
無
70
4.2
3.5
3.5
シークヮーサー
ミカン節
24.388992°N 123.808232°E
果樹園
平地
不明
無
96
5.2
4.7
4.7
不明
ザボン節
干立地区 24.396785°N 123.755080°E
民家庭地
平地
不明
無
47
4.0
3.6
4.2
シキカン
トウキンカン節
美原地区 24.345007°N 123.923247°E
民家庭地
平地
10年以上
無
64
5.0
4.5
4.3
ヒガワミカン
ミカン節
比川地区 24.449423°N 122.973347°E
山林脇
平地
不明
無
87
4.0
3.7
3.2
ヒガワミカン
ミカン節
比川地区 24.443825°N 122.968232°E
山林
緩傾斜
不明
有
80
6.8
3.4
2.9
ヒガワミカン
ミカン節
比川地区 24.449417°N 122.981017°E
山林
平地
20年程度
無
45
5.5
3.1
2.4
ダマンニン
ミカン節
24.449372°N 122.981235°E
山林
平地
25年以上
無
46
4.2
3.2
4.1
品種名（呼称）

トゲの発生（大きさ・密度）
果実形質調査
着果量 昨年度着果量 推定熟期
保存状況a) JP番号
下部
中部
上部
（表３）
石垣-1
直立
中
大・中
大・中
大・中
無
無
不明
－
●
244580
石垣-2
直立 やや強
無
無
無
中
不明
早
○
■
244581
石垣-3
直立
強
無
無
無
多
多
極早
○
■
244582
石垣-4
直立
弱
無
無
無
不明
不明
極早
－
●
244583
石垣-5
直立
弱
無
無
無
無
無
不明
－
●
244584
石垣-6
直立
弱
大・中
中・中
小・疎
無
無
不明
－
●
244585
石垣-7
直立
強
無
無
無
不明
不明
極早
○
石垣-8
直立
強
無
無
無
不明
不明
極早
○
■
244586
黒島-1
中
無
無
無
中
中
早
○
■
244587
直立
黒島-2
直立
中
無
無
無
少
小
早
－
－
黒島-3
直立
中
無
無
無
多
多
四季なり
－
－
黒島-4
中
中
無
無
無
少
不明
早
○
■
244588
黒島-5
中
中
無
無
無
少
少
早
－
－
黒島-6
直立
中
大・中
中・中
少・中
無
無
不明
－
－
西表-1
直立
強
無
無
無
無
少
早
－
－
西表-2
中
強
無
無
無
少
多
早
○
■
244589
西表-3
直立
強
無
無
無
少
多
早
○
■
244590
西表-4
直立
強
無
無
無
少
不明
中
○
●
244591
西表-5
直立
強
無
無
無
中
不明
四季なり
○
■
244592
与那国-1
開帳
中
無
無
無
無
無
極早～早
－
●
244593
与那国-2
直立
弱
無
無
無
少
不明
早
－
●
244594
与那国-3
直立
中
無
無
無
無
無
早
－
●
244595
与那国-4
直立
中
無
無
無
多
多
早
○
■
244596
a) ●：接ぎ木（穂木）による導入（那覇植物防疫事務所による検疫後に導入） ■：種子による導入
調査整理番号

樹姿

樹勢

表 3. 沖縄県先島諸島におけるカンキツ遺伝資源の果実特性
Fruit characteristics of citrus genetic resources in Sakishima archipelago in Okinawa prefecture.
調査整理番号
果実重
石垣-2
23.1
石垣-3
26
石垣-7
25.4
石垣-8
28.9
黒島-1
30.3
黒島-4
32.2
西表-2
41.5
西表-3
44.9
西表-4
698.7
西表-5
13.1
与那国-4
32.6
ヒガワミカン
37.4
シークヮーサー（興津） 19.4
果実重は採集果実平均重

果形
扁球
扁球
扁球
扁球
扁球
扁球
扁球
扁球
扁球
球
扁球
扁球
扁球

果頂部の形 凹環の形成 へその有無 果梗の大きさ 果面の粗滑 油胞の大きさ 油胞の密度 アルベドの色 果心の大きさ 果心の充実度 種子表面のしわ 外種皮色 内種皮色
胚色
切平面
無
無
細
滑
小
密
黄白
小
充実
平滑
淡褐色
褐色
淡緑
切平面
不鮮明
無
細
滑
小
密
黄白
小
中
平滑
淡褐色
淡褐色
淡緑
切平面
無
無
細
滑
中
密
黄白
小
充実
平滑
淡褐色
褐色
淡緑
凹
無
無
細
中
小
密
黄白
中
中
平滑
淡褐色
褐色
緑
切平面
不鮮明
無
中
中
中
中
黄白
中
中
平滑
クリーム 淡褐色
淡緑
切平面
不鮮明
無
細
中
小
中
黄白
中
中
平滑
淡褐色
褐色
淡緑
切平面
無
無
中
粗
中
中
黄白
中
空
平滑
淡褐色
褐色
淡緑
凹
不鮮明
無
細
中
中
密
黄白
中
空
平滑
淡褐色
褐色
淡緑
凸
無
無
大
中
大
粗
黄白
大
空
しわ
クリーム
褐色
白
球面
無
無
細
滑
中
中
橙白
小
充実
平滑
クリーム 淡褐色
淡緑
切平面
無
無
細
滑
中
密
緑白
中
中
平滑
クリーム
褐色
淡緑
凹
無
無
細
中
中
中
黄白
小
中
平滑
クリーム 淡褐色 クリーム
切平面
無
無
細
滑
小
密
黄白
中
中
平滑
クリーム 淡褐色
緑
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表3

写真 1. 沖縄県農業研究センターに保存されているシークヮーサー
系統の多様性（方眼：1cm）
Variation of fruit among ‘Shiikuwasha’ preserved in Okinawa
Prefectural Agricultural Research Center.

写真 2. 石垣島島内で収集したシークヮーサー果実（石垣 -7）
A fruit of ‘Shiikuwasha’ collected in Ishigaki island.
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写真 3. 黒島で生育するカンキツ種（黒島 -6）
（左：樹体

右；成葉）

Citrus sp. grown in Kuro island.

写真４. 与那国島に生育するヒガワミカン（与那国 -2）
（左：樹体

右：果実（方眼：1cm）
）

‘Higawa-mikan’ grown in Yonaguni island.
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〔植探報

Vol. 28 : 105 ～ 111，2012〕

原著論文

屋久島におけるブルーベリー近縁種シャシャンボの
探索・収集
伊藤 祐司
農業・食品産業技術総合研究機構・北海道農業研究センター・水田作研究領域・果樹育種班

Exploration and Collection of Shashanbo（Vaccinium
bracteatum Thunb. ）in the Yakushima island,
Kagoshima prefecture
Yuji ITO
Fruit breeding unit , Lowland Farming Research Division, NARO Hokkaido Agricultural Research Center.
1 Hitsujigaoka, Sapporo 062-8555, Japan

Summary
Shashanbo (Vaccinium bracteatum Thunb.), a Japanese wild relative of blueberries was
collected during a mission to Yakushima Island between November 7th and 11th, 2011. Three
scions and some fruits were collected from two plants and three scions but no fruits were
collected from three plants in the evergreen forests of Yakushima island.
１．目的
日本にはブルーベリーの近縁種であるスノキ (Vaccinium ) 属植物が１９種分布する 1)．北海道
農業研究センターでは健康機能性色素等の含有量が多く栽培性が良好なブルーベリーの育種研究
のためにこれらの近縁種の探索・収集を進めている．収集できたものについて果実アントシアニ
ン組成の解析，種間交雑等の研究を行っている．今回はスノキ属のうち，シャシャンボ（スノキ
属シャシャンボ（Bracteata) 節）に着目した．シャシャンボは関東地方南部以西に自生分布する
とされている常緑の種である 1)．シャシャンボについてはブルーベリーの台木として利用する研
究の文献は見つかったが，シャシャンボの果実成分などについての研究報告はほとんど見あたら
ない．そこで，今回はブルーベリー近縁種の育種素材としての研究・遺伝資源としての評価のた
め，鹿児島県屋久島でシャシャンボを探索・収集することを計画した．
図鑑 1) 等によると，シャシャンボは関東地方南部及び石川県以西の本州，四国，九州，南西諸島，
台湾，中国大陸南部に分布する．林縁に生える常緑低木または小高木で，高さ 2 ～ 5 ｍが普通
であるが，10 ｍを超えるものも見られる．葉は光沢のある革質の楕円形，長楕円形または広楕
円形で先は鋭くとがり，長さ 3 ～ 8 cm，幅は 1 ～ 4 cm で縁に先の鈍い浅い鋸歯があり，表面
の主脈上に短毛があるほかは無毛，果実は球形で径約 5 ～ 6 mm，初冬に黒紫色に熟し表面に白
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粉があるとされている．
２．調査・収集の地域および方法
事前の文献等調査により九州南部，四国南部，伊豆半島等いくつかの候補地について探索収集
の可能性を検討した結果，自生確認調査を事前に行うことが難しいため，地域内の国有林の割合
が多くて自生推定地域の土地所有・管理者がわかることから，屋久島国有林内の照葉樹林を調査
地とすることとした．
シャシャンボは挿し木が非常に難しいが種子発芽は比較的容易であるため，
挿し木用の小枝と種子用の果実を採取することを考えた．シャシャンボは，調査予定地付近では
１２月以降に果実が成熟するとの現地情報を得た．その時期に近い２０１１年１１月上中旬に現
地調査を行うことを計画した．探索調査および採取地は，シャシャンボが自生している可能性が
高くて土地所有者からの許可が得られる場所である必要がある．この要件を満たす場所として，
屋久島の低地から丘陵地の国有林を調査候補地とした．土地所有・管理者である九州森林管理局
屋久島森林管理署に入林及び採集許可を申請し，国有林野入林許可書（平成２３年１０月１７日
付）を得た．対象地域で最大２０個体のシャシャンボ樹から小枝各３本と果実少量の採取許可を
受けることができた．なお，屋久島の照葉樹林は霧島屋久国立公園（現：屋久島国立公園）特別
地域内にあるが，シャシャンボは同国立公園内の環境省指定植物ではないため上記の採取では自
然公園法に基づく国立公園内の採取等行為許可申請の必要がないことを確認した．また，調査対
象地域には保護林も含まれていたため，小枝と果実少量の採取について鹿児島県に問いあわせた
結果，許可申請の必要はないとの回答を得た．
許可を得た調査対象地域近くまでは公共交通機関及びレンタカーを用いて移動し，３日程度を
かけて徒歩で許可地域内の対象種を詳細に探索し，許可を得た範囲の小枝と果実の採取を行うこ
ととした．
３．結果および考察
探索調査・収集は，１１月８日から１１月１０日の３日間で行うこと（出張日程は１１月７日
から１１日）として，屋久島に向かった．屋久島照葉樹林の調査地点まではレンタカーと徒歩で
移動した．
調査地付近の照葉樹林はスタジイのほかに，イスノキ，ホソバタブ，コバンモチなどの高木の
優占度が高い林で亜高木層や低木層にはハイノキ，ヒサカキが多く，タカサゴキジノオ，ミヤマ
ノコギリシダ，ヘツカシダ，コバノカナワラビ，ヤクカナワラビなどのシダ植物が林床をおおっ
ている地点が多かった（Fig. 1）
．１１月８日には屋久島南東部の照葉樹林の３地点について林道
沿いを合計約１０ ｋｍ程度徒歩で詳しく観察調査したが，シャシャンボ樹を見つけることはで
きなかった．１１月９日は強雨であったが，島北部の照葉樹林で１個体を発見して小枝と少量の
果実を採取した（Fig. 2，Fig. 3，Table 1）
．発見したシャシャンボは樹高が推定５ ｍ以上であ
った．しだいに天候が悪化しさらに激しい降雨とともに日中にもかかわらず空が非常に暗くなっ
たため双眼鏡を用いても林内のシャシャンボを識別することが困難となった．１１月１０日も雨
天で時々激しく雨が降っていたが，島南部の照葉樹林で１個体を発見して小枝と少量の果実を採
取した（Fig. 4，Fig. 5，Table 1）
．さらに南西部の照葉樹林１地点の林道沿いを約２ｋｍ程度徒
歩で観察調査した．その結果，林道沿いのやや崩れた斜面付近で樹高３ ｍ程度のシャシャンボ
を３個体確認した（Fig. 6，Table 1）
．それらには果実が全く着生していなかったが葉形態の特
徴からシャシャンボと識別同定できたので小枝を採取した．さらに探索調査を継続したが，その
後は前日同様に天候が非常に悪化したため，それ以上のシャシャンボ樹を発見することができな
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かった．
以上の調査の結果，屋久島の低地あるいは山地の裾の照葉樹林の林縁にはシャシャンボが自生
していた．しかし，屋久島では予想したよりもシャシャンボを含む照葉樹の樹高と林の樹密度が
高かったために葉の着生した下枝の出ている樹が少なく，シャシャンボ樹を多数発見することは
できなかった．
採集品について葉長，葉幅と果実直径を測定した（Table 2）
．今回採集品の葉や果実の大きさ
はほぼ図鑑記載の葉長 3 ～ 8 cm，葉幅 1 ～ 4 cm，果実直径 5 ～ 6 ｍｍの範囲であった．
採取した小枝は探索収集から帰った直後の２０１１年１１月に北海道農業研究センター加温ビ
ニルハウスにおいて挿し木を行った．シャシャンボは挿し木が非常に困難な樹種であり，挿し木
用土の組成を工夫して２０１２年初夏の時点では各個体で各 1 本の枝が発芽展葉している程度
の活着状況となっていたが，その後 NARCH-2011-F001 と NARCH-2011-F003 の枝はすべて枯
死してしまった．
少量採取した果実中の種子を播種したところやや低率ではあるが発芽が認められたので，実生
を育成中である．２０１２年７月時点で NARCH-2011-F001 で 9 個体，NARCH-2011-F002 で
5 個体の実生が得られている．
挿し木，実生とも個体化できたものについては生育の促進を図り，果実アントシアニン組成の
解析等による育種素材としての評価研究や種間交雑試験等を行うとともに，貴重なブルーベリー
近縁野生遺伝資源として栄養体による個体保存を行う．
今後は，我が国のシャシャンボ自生の北限である千葉県や伊豆半島，本州日本海側西部，四国
南部，九州，南西諸島等で，シャシャンボの自生状況と小果樹遺伝資源としての変異幅の調査と
研究素材の収集を実施したいと考えている．
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Table １．収集リスト
List of collected genetic resources.
Collection Number

JP Number in
NIAS Genebank

Collection
Date

Sample
Type

Taxon

Japanese
Plant Name

Prefecture

Municipality

NARCH-2011-F001

244827

11/9/2011

scion,seed

Vaccinium bracteatum Thunb.

Shashanbo

Kagoshima

Yakushima-town

NARCH-2011-F002

244828

11/10/2011 scion,seed

Vaccinium bracteatum Thunb.

Shashanbo

Kagoshima

Yakushima-town

NARCH-2011-F003

none (all died)

11/10/2011

scion

Vaccinium bracteatum Thunb.

Shashanbo

Kagoshima

Yakushima-town

NARCH-2011-F004

244829

11/10/2011

scion

Vaccinium bracteatum Thunb.

Shashanbo

Kagoshima

Yakushima-town

NARCH-2011-F005

244830

11/10/2011

scion

Vaccinium bracteatum Thunb.

Shashanbo

Kagoshima

Yakushima-town
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Table ２．収集個体の葉および果実の大きさ
Leaf length, width and fruit diameter of Shashanbo（Vaccinium bracteatum Thunb.）collections in this survey in the Yakushima island.
Collection Name

Collection Site

NARCH-2011-F001

Northern region

NARCH-2011-F002

Southern region

NARCH-2011-F003

South-Western region

NARCH-2011-F004

South-Western region

NARCH-2011-F005

South-Western region

Average ± SE（ｎ＝２０）

Latin Name

Vaccinium bracteatum Thunb．
Vaccinium bracteatum Thunb．
Vaccinium bracteatum Thunb．
Vaccinium bracteatum Thunb．
Vaccinium bracteatum Thunb．

Leaf Length(mm)

Leaf Width(mm)

Fruit Diameter(mm)

65.9 ± 0.90

18.6 ± 0.38

6.3 ± 0.26

60.1 ± 0.92

18.4 ± 0.40

5.1 ± 0.18

53.6 ± 0.59

19.0 ± 0.30

No fruits

53.9 ± 0.80

20.0 ± 0.40

No fruits

55.0 ± 0.57

15.0 ± 0.25

No fruits

Fig. １．屋久島の照葉樹林

Fig. ２．屋久島北部のシャシャンボ樹

A evergreen forest in the Yakushima island.

A Shashanbo plant in the northern part of the
Yakushima island.

Fig. ３．屋久島北部で採取したシャシャンボの果実 Fig. ４．屋久島南部のシャシャンボ樹
及び葉

A Shashanbo plant in the in the southern part of

Fruits and leaves of a Shashanbo plant in the the Yakushima island .
northern part of the Yakushima island (NARCH2011-F001)

Fig. ５．屋久島南部で採取したシャシャンボの果実
および葉
Fruits and leaves of a Shashanbo plant in the
southern part of the Yakushima island( NARCH2011-F003).
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Fig. ６．屋久島南西部のシャシャンボ樹
Three Shashanbo plants in the southwestern part of the
Yakushima island.
6-1（上）
：NARCH-2011-F003，6-2（中央）
：NARCH2011-F004，6-3（下）
：NARCH-2011-F005
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北海道におけるオギ遺伝資源の探索・収集
眞田 康治・小路 敦・田村 健一・奥村 健治
北海道農業研究センター・酪農研究領域

Exploration and Collection of Miscanthus sacchariflorus
in Hokkaido
Yasuharu Sanada, Atsushi Shoji, Ken-ichi Tamura and Kenji Okumura
NARO Hokkaido Agricultural Research Center , Hitsujigaoka 1, Toyohira, Sapporo 062-8555, Japan

Summary
Exploration for collecting Miscanthus sacchariflorus in Hokkaido as breeding material
for crop biomass production was carried out from July to November in 2011. A total of 71
accessions were collected. Natural populations of M. sacchariflorus were found in riverbeds,
road sides, and the side of arable land mainly in central, southern and eastern parts of Hokkaido
such as the plains of Ishikari and Tokachi and the Pacific seaboard of Hokkaido.
KEYWORDS: Biomass, Hokkaido, Miscanthus sacchariflorus
１．目的
セルロース系バイオマス作物は，肥料や農薬を低減した生産が可能であり，食糧生産に不
向きな土地でも栽培できることから，食糧生産と競合しないという利点がある．セルロース
系バイオマス作物であるジャイアントミスカンサス（Miscanthus x ginanteus ）などススキ
（Miscanthus ）属植物は，ヨーロッパやアメリカにおいてバイオマス収量が高いことが報告され
ており（Lewandowski et al., 2000）
，わが国でも高バイオマス作物として注目されている（山田，
2009）．ジャイアントミスカンサスは，オギ（M. sacchariflorus (Maxim.) Franch.，四倍体）と
ススキ（M.sinensis Andersson，二倍体）の自然交雑種（三倍体）で，現在世界各地で栽培され
ている系統は，1930 年代に我が国から持ち出された１系統のみである（Heaton et al., 2010）．
ジャイアントミスカンサスは，北海道において 20 - 30t/ha の生産力（乾物）があることが明
らかとなっており（山田，私信）
，寒地向けセルロース系バイオマス作物として有望視されてい
る．また，バイオマス作物としては，生物多様性の観点から北海道および国内原産の資源作物を
利用することが望ましく，わが国に自生する Miscanthus 属のバイオマス利用はこの点に合致す
る．このジャイアントミスカンサス系統は温暖地原産であることから，耐寒性を有する道内の

Miscanthus 属遺伝資源を利用して，北海道での安定栽培に向けて耐寒性系統を作出する必要が
ある．
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北海道向けジャイアントミスカンサス系統の育成に当たって，多様な Miscanthus 属遺伝資源
を探索・収集し，育種素材として評価する必要がある．ジャイアントミスカンサスの片親である
オギについては，北海道内における自生系統の収集は少なく，その分布は明らかではない．本研
究では，北海道内のオギの自生地を探索しオギ遺伝資源を収集するとともに，自生地の生育環境
を調査し道内における分布状況を明らかすることを目的とした．
２．調査方法
2011 年７月中旬から 11 月中旬にかけて，北海道各地の路傍や河川敷を中心にオギの自生地
を探索した．オギの自生地については，事前に北海道大学山田敏彦教授と情報交換し，探索は北
海道大学がオギを収集していない地域を中心に，地域を分けて札幌近郊を除いて延べ 13 回実施
した．オギの集団は，自生する可能性の高い河川および道路沿いを自動車で移動しながら，主に
穂と草型を目安に目視により探索した．河川敷では，堤防上および河川敷内を自動車で走行し探
索するとともに，一部は徒歩により探索・収集を行った．収集地点では，経度・緯度および標
高，植生および草丈など形態的特性，周辺の生育環境などを記録した．経度・緯度および標高
は，GPS 受信機（Garmin 社 GPSMAP62SJ および Thales Navigation 社 Magellan MobileMapper
Pro）により計測した．また，自生地では，数本の地下茎を含む栄養体を採取した．出穂が見ら
れたものについては，一地点当たり３本以上の穂を採取した．
３．調査結果
北海道の各地域で合計 71 点のオギ遺伝資源を収集した．探索・収集地点の地名や生育環境等
を表１に示すとともに，図１に収集地点を示した．収集地域を旧支庁別に分けて，概要を以下の
とおりに取りまとめた．
１）道央地域（石狩，空知，後志地方）
石狩および空知地方では，石狩平野の石狩川河川敷を中心に，夕張川など石狩川支流の河川敷
とその周辺，水田の畦畔，水路沿いなどに広く自生していた．札幌市内では，豊平川，厚別川河
川敷やその周辺に群落がみられ，北農研構内にも自生していた．江別（No.9）と岩見沢（No.16，
写真１）で草丈の高い系統を収集した．後志地方では，余市川（No.47）と尻別川（No.48）の
河口付近に自生がみられ，内陸部の黒松内で大型の系統（No.64）を収集した．積丹半島など海
岸付近と内陸部の大部分では自生はみられなかった．石狩地方で８点（No. ４，9-12, 61-63）
，
空知地方で９点（No.13-20, 51）
，後志地方で３点（No.47，48，64）収集した（表１，図１）
．
２）道北地域（宗谷，留萌，上川地方）
留萌地方では，小平から苫前の河川敷と路傍に自生がみられた．羽幌から初山別，遠別にかけ
ては，河川敷を中心に探索したが，自生は見られなかった．羽幌から天塩までの海岸から国道周
辺に，草丈１m 以下の小型のススキが群生していた．天塩川河口付近では，ヨシの大群落がみ
られたが，オギの自生は確認できなかった．天塩川を上流に約 20 ㎞進んだ地点の国道沿いで１
点（No.23）収集した．天塩川を渡り対岸の幌延町の水路脇で１点（No.24，写真２）収集した．
幌延以北の豊富，サロベツ原野，稚内市郊外の沼川から大沼付近では自生は確認できなかった．
利尻島でも探索を行ったが，自生は確認できなかった．また，宗谷南部のオホーツク海側の歌登，
枝幸付近では自生は確認できなかった．
上川地方では，天塩川周辺と雨竜川上流を探索した．天塩川付近では，中川から音威子府，名
寄付近まで自生が確認できた．雨竜川上流の雨竜ダム（朱鞠内湖）堰堤下で１点（No.28）と約
50㎞下流の幌加内町中心部の雨竜川堤防付近で１点（No.29）収集した．上川南部では，占冠
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Figure 1. Collection site of Miscanthus sacchariflorus in Hokkaido
図１．北海道におけるオギの収集地点
●：collection sites and collection number
●：収集地点と収集番号
（No.49）と富良野（No.50）で１点ずつ収集した（表１，図１）
．留萌地方で３点（No.21-23），
宗谷地方で１点（No.24）
，上川地方で８点（No. ５，25-29，49，50）収集した（表１，図１）．
３）道東地域（網走，十勝，釧路，根室地方）
網走地方では，雄武からサロマ湖付近までを探索し，興部（No.6）
，湧別（No.7）
，佐呂間（No.8）
の路傍でオギを収集した（表１，図１）
．雄武から興部中心部までの海岸付近では，オギの自生
は確認できなかった．コムケ湖など紋別付近の湖沼やサロマ湖周辺では，ススキは自生していた
がオギの自生は確認できなかった．
十勝地方では，
十勝中部から南部にかけて探索を行った．広尾（No.42）や十勝川河口（No.46）
などの海岸付近から，本別（No.53）や足寄（No.54）など内陸部まで，路傍や耕作地の周辺，
河川敷などに広く分布していた．十勝地方の Miscanthus 属の自生は，調査した範囲ではススキ
が少なく，
ほとんどがオギであった．十勝地方では，
11 点（No.1-3，42-46，54-56）収集した（表
１，図１）
．
釧路，根室地方では，別海から浜中，厚岸，弟子屈，阿寒付近を探索した．霧多布など海岸付
近では自生は確認できなかった．厚岸の内陸部（No.57）から別海（No.55，56）
，標茶（No.58）
の国道沿いにオギが点在していた．また，山間部の阿寒湖付近において２点（No.59，60，写真
３）を収集した．
４）道南地域（胆振，日高，渡島，桧山地方）
日高地方では，襟裳岬から日高町付近の海岸と河口を探索し，広い範囲で自生が確認できた．
襟裳岬付近の百人浜（No.41）や沙流川河口近くの河川敷（No.31, 32）に大規模なオギの群落
がみられた．日高地方では，６点（No.30-32，39-41）収集した（表１，図１）
．
胆振地方では，むかわ町から登別までの海岸付近を探索した．白老（No.69）から苫小牧西部
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（No.70）では，海岸沿いの砂地にオギが点在していた．鵡川（No.33）
，厚真川河口近く（No.71）
で１点ずつ収集した（表１，図１）
．
桧山地方では，後志利別川，厚沢部川など，比較的大規模な河川敷および周辺の平野部を中心
に探索し，５点（No.34-35，65-67）収集した（表１，図１）
．せたな町瀬棚区，同太櫓川河口（写
真４）では，大規模なオギの群落がみられた．奥尻島においても探索を行ったが，自生は確認で
きなかった．
渡島地方では，八雲町から木古内町にかけての海岸付近，大沼周辺および函館平野を探索し，
３点（No.36-38）収集した（表１，図１）
．北斗市旧大野町内の耕作放棄地では，大規模なオギ
の群落がみられた．駒ヶ岳・大沼周辺，亀田半島では，自生は確認できなかった．
４．考察
オギは，一般にススキに比べて湿潤な環境に適応するとされている．北海道内における自生地
は河川敷や海岸付近などやや湿潤な生育環境が多かった．ほとんどの場合，ヨシなど他の野草と
混生しており，20㎡前後の小さな群落が多く，大規模な群落は少なかった．ススキと混生して
いる地点もあったが，オギの収集時にはススキは登熟期を過ぎており，開花期は一致していない
と推察された．
北海道内のオギは，平野部と河口や海岸付近など標高 50 ｍ以下の地域に多く自生していたが，
道北や道東の山間部にも自生しており，
これらは耐寒性改良のための育種素材として期待できる．
今回調査した地域では，オギは石狩，空知，十勝地方および胆振や渡島など道南地域では平野部
を中心に広く分布していたが，オホーツク海側や日本海沿岸では自生は少なく，分布に地域間差
がみられた．北海道内におけるオギの分布地域については，
Miyabe と Kudo
（1931）
が渡島，
日高，
石狩，釧路地方と報告しているが，詳細は明らかではない．今回の調査では，宗谷や上川など道
北地方にも自生しており，幌延町と天塩町の北緯 45 度付近が北限であった．標高については，
今回の探索対象を平野部や河口，海岸付近を中心としたこともあるが，自生地の平均で 66 ｍ，
最高地点が 476 m と比較的低標高となった．北海道内の分布については，さらに調査を進めて
分布地域，標高を明らかにする必要がある．
自生地における観察では，草丈に系統間で 100 から 230 cm 程度の変異がみられ，茎の太さ
にも変異がみられた．平吉ら（1959）は，北海道から鹿児島までのオギ自生系統を収集し形
態的特性を調査したところ，草丈や葉長などに変異があることを報告している．また，平吉ら
（1959）は，これらの自生系統の一部について染色体数を調査し，すべて 2n=76 の四倍体であ
ることを報告しているが，北海道の自生系統については調査していない．今後は収集した系統
の倍数性の調査を進めて，倍数性の変異の有無を明らかにする予定である．また，Miscanthus
属においては，SSR 等の DNA マーカーによる連鎖地図が作成されていることから（Kim et al.,
2012），今後は DNA マーカーを利用して系統間の遺伝的変異について解析を行うことも検討し
ている．
オギとススキとの種間交雑に当たっては，両者の開花期を一致させる必要がある．今回収集し
た系統には，未出穂のものや開花直後と推察されるものが含まれており，出穂・開花期に変異が
あることが予測される．今後は収集系統について，
バイオマスとしての特性を調査するとともに，
出穂特性を明らかにして，ススキと開花期の一致するものを見いだし，ススキとの交配を試み
る予定である．また，ススキは中性植物でオギは短日植物とされているが（Clifton-Brown et al.,
2008），詳細は明らかではないことから，今後はこれを解明するとともに，オギとススキの開花
時期を合わせるために，日長および温度処理による出穂・開花制御技術の開発を進める予定であ
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Table 1. List of Miscanthus sacchariflorus collected in Hokkaido
表１. 北海道におけるオギの収集リスト
収集番号

系統名

収集日

採種方法

地方

収集地点

緯度 （北緯） 経度 （東経） 標高

地形

生育環境

NARCH-OGI-1

帯広空港南 2011/7/14

栄養体

十勝

帯広市空港南町

42.874897

143.161857

77m

平坦地

路傍 （畑地）

NARCH-OGI-2

幕別

2011/7/15

栄養体

十勝

幕別町日新

42.870684

143.259637

128m

平坦地

路傍 （畑地）

NARCH-OGI-3

豊頃

2011/7/15

栄養体

十勝

豊頃町統内

42.858326

143.413124

91m

平坦地

路傍 （荒れ地）

NARCH-OGI-4

当別

2011/8/30

栄養体

石狩

当別町青山

43.334172

141.574631

43 ｍ

平坦地

当別川河川敷 （荒れ地）

NARCH-OGI-5

美深

2011/9/26

栄養体および穂

上川

美深町紋穂内

44.556228

142.327117

58m

平坦地

天塩川堤防

NARCH-OGI-6

興部

2011/9/26

栄養体および穂

網走

興部町沙留

44.406933

143.261567

5m

平坦地

湿地

NARCH-OGI-7

湧別

2011/9/27

栄養体および穂

網走

湧別町川西

44.224564

143.565828

7m

平坦地

路傍 （牧草地）

NARCH-OGI-8

佐呂間

2011/9/27

栄養体

網走

佐呂間町武士

43.990314

143.729706

50m

平坦地

路傍 （畑地）

NARCH-OGI-9

江別

2011/9/30

栄養体

石狩

江別市角山

43.098881

141.458131

3m

平坦地

路傍 （牧草地）

NARCH-OGI-10 北広島島松 2011/10/5

栄養体

石狩

北広島市島松

42.936214

141.496872

64m

傾斜地

仁井別川河川敷の路傍

NARCH-OGI-11 北広島南里 2011/10/5

栄養体および穂

石狩

北広島市南の里

42.952911

141.578461

11m

平坦地

路傍 （牧草地）

NARCH-OGI-12 恵庭

2011/10/5

栄養体

石狩

恵庭市林田

42.936386

141.616714

17m

平坦地

漁川河川敷

NARCH-OGI-13 長沼

2011/10/13 栄養体および穂

空知

長沼町西７線南

42.999614

141.629700

13m

平坦地

馬追運河堤防上

NARCH-OGI-14 栗山

2011/10/13 栄養体および穂

空知

栗山町南学田

42.998072

141.832519

40m

平坦地

夕張川河畔の水田沿い

NARCH-OGI-15 岩見沢栗沢 2011/10/13 栄養体および穂

空知

岩見沢市栗沢町栗部 43.148464

141.691619

18m

平坦地

幌向川堤防上

NARCH-OGI-16 岩見沢北村 2011/10/13 栄養体および穂

空知

岩見沢市北村中央

43.251189

141.680725

16m

平坦地

旧美唄川河畔の水田沿い

NARCH-OGI-17 美唄

2011/10/13 栄養体および穂

空知

美唄市中村町南

43.359233

141.782897

18m

傾斜地

路傍 （水田）

NARCH-OGI-18 浦臼 1

2011/10/13 栄養体および穂

空知

浦臼町キナウスナイ

43.446517

141.867294

19m

平坦地

石狩川河川敷

NARCH-OGI-19 浦臼 2

2011/10/13 栄養体および穂

空知

浦臼町於札内

43.466306

141.869247

19m

平坦地

石狩川河川敷

NARCH-OGI-20 雨竜

2011/10/13 栄養体および穂

空知

雨竜町伏古

43.653697

141.908692

43m

平坦地

雨竜川河川敷

NARCH-OGI-21 小平

2011/10/17 栄養体および穂

留萌

小平町富里

44.000236

141.724031

13m

平坦地

小平蘂川河川敷

NARCH-OGI-22 苫前

2011/10/17 栄養体および穂

留萌

苫前町香川

44.278519

141.666200

10m

平坦地

古丹別川河畔

NARCH-OGI-23 天塩

2011/10/17 栄養体および穂

留萌

天塩町ウブシ

44.943700

141.833542

12m

平坦地

道路沿いの空き地

NARCH-OGI-24 幌延

2011/10/18 栄養体および穂

宗谷

幌延町開進

44.947778

141.891022

13 ｍ

平坦地

水路と道路の間 （雑草地）

NARCH-OGI-25 中川

2011/10/18 栄養体

上川

中川町歌内

44.871292

142.047822

22m

傾斜地

天塩川堤防

NARCH-OGI-26 音威子府

2011/10/18 栄養体および穂

上川

音威子府村咲来

44.679569

142.260056

44m

平坦地

天塩川河畔

NARCH-OGI-27 名寄

2011/10/18 栄養体

上川

名寄市智恵文

44.453236

142.364183

78m

平坦地

天塩川河川敷

NARCH-OGI-28 朱鞠内

2011/10/18 栄養体

上川

幌加内町朱鞠内

44.299556

142.175111

256m

平坦地

雨竜川河畔

NARCH-OGI-29 幌加内

2011/10/18 栄養体

上川

幌加内町上幌加内

44.043144

142.137681

169m

傾斜地

雨竜川堤防

NARCH-OGI-30 日高門別

2011/10/14 栄養体および穂

日高

日高町清畠

42.452826

142.184436

13m

平坦地

路傍 （雑草地）

NARCH-OGI-31 沙流川１

2011/10/14 栄養体および穂

日高

日高町富川東

42.518583

142.044472

5m

平坦地

沙流川河川敷

NARCH-OGI-32 沙流川２

2011/10/14 栄養体および穂

日高

日高町富川東

42.518583

142.044472

5m

平坦地

沙流川河川敷

NARCH-OGI-33 鵡川

2011/10/14 栄養体および穂

胆振

むかわ町花園

42.575611

141.937083

2m

平坦地

鵡川河川敷

NARCH-OGI-34 厚沢部

2011/10/12 栄養体および穂

桧山

厚沢部町鶉

41.922917

140.291383

33m

平坦地

鶉川河川敷

NARCH-OGI-35 上ノ国

2011/10/12 栄養体および穂

桧山

上ノ国町湯ノ岱

41.750283 140.228583

46m

平坦地

伐採跡地
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植生

土壌の
状況

草丈

生育ステージ

群落の大きさ

特徴

備考

草丈の低いイネ科雑草と混生

乾燥

100cm 未出穂

10 ㎡

細茎

道道 216 号， 帯広光南病院の近く．

草丈の低いイネ科雑草と混生

乾燥

100cm 未出穂

10 ㎡

細茎

幕別町浄水場の隣， ビート畑．

オオアワダチソウなどと混生

乾燥

150cm 未出穂

100 ㎡以上

やや太茎

周囲はコムギ， ジャガイモ畑．

ススキが点在， ヨシ，
クサヨシ

湿潤

180cm 止め葉

10 ㎡

太茎

道道 28 号下， 当別ダムに水没予定．

ササと灌木

湿潤

150cm 出穂始め

200 ㎡

細茎

天塩川ボート乗り場横， 道の駅美深近く．

オギ， ヨモギ， ススキが混生

湿潤

180cm 出穂

1000 ㎡

やや太茎

国道 238 号沿い， オホーツク海まで 50m．

イタドリと混在

乾燥

200cm 出穂

20 ㎡

太茎

国道 238 号沿い （酪農地帯）．

草丈の低いイネ科雑草

乾燥

100cm 出穂始め

20 ㎡

細茎

道道 103 号沿い （畑作）．

オギとイタドリ

湿潤

230cm 出穂

400 ㎡

太茎

国道 275 号沿い， 中島牧場向かい側， 旧豊平川河畔の牧草地．

オギとイネ科雑草

乾燥

120cm 出穂始め

10 ㎡

細茎 （病気あり）

仁井別川河川敷沿い．

オオアワダチソウ， クサヨシ

湿潤

200cm 出穂

200 ㎡

やや太茎

島松川近く， 農道沿いにオギが点在．

オギとイタドリ， ヨシ， 灌木

湿潤

150cm 出穂

20 ㎡

細茎

南 15 号漁川橋下， 周囲は畑作および水田．

オオアワダチソウと混生

湿潤

180cm 出穂

100 ㎡

やや太茎

道道３号沿い， 西長沼小学校前， 周辺に点在．

オオアワダチソウと混生

湿潤

180cm 出穂

1000 ㎡

細茎

水田地帯， 種子繁殖と思われる個体あり．

ヨシ

乾燥

100cm 出穂

1㎡

細茎

刈取り管理されていると推察， １個体．

ヨシ

湿潤

220cm 出穂

100 ㎡

太茎

水田の排水口．

ススキとヨシが混生

乾燥

150cm 出穂

100 ㎡

太茎

産化美唄川近くの土手．

ヨシ

湿潤

200cm 出穂

5㎡

やや太茎

河畔林のそば．

ヨシとオオアワダチソウ

湿潤

180cm 出穂

500 ㎡

細茎

浦臼第１揚水機場横．

ヨシとオオアワダチソウ

湿潤

200cm 出穂

200 ㎡

細茎

雨竜川と石狩川の合流点近く．

ヨシ

湿潤

180cm 出穂

200 ㎡

細茎

橋の下．

ヨシ

湿潤

200cm 出穂 （黄変）

1000 ㎡， 点在

やや太茎

古丹別川堤防と水田の間．

ヨシ

乾燥

200cm 出穂 （黄変）

300 ㎡

太茎

国道 40 号沿い， 穂が少ない （１本 / ㎡以下）．

ヨシとイタドリ

湿潤

180cm 出穂 （黄変）

100 ㎡

細茎

穂が少ない （１本 / ㎡以下）， 排水２号橋近く．

リードカナリーグラス，
KB 等イネ科雑草

乾燥

50cm

300 ㎡

細茎

刈取りされている， 牧草地横， 付近に点在．

イタドリ， 灌木

乾燥

150cm 出穂 （黄化）

200 ㎡

細茎

穂が少ない （１本 / ㎡以下）， ソバ畑横．

ヨシ， 灌木

湿潤

130cm

未出穂
（黄変）

1000 ㎡， 点在

細茎

刈取りされている可能性， 国道 40 号恵深橋近く．

クサヨシ， ヨモギ等

湿潤

130cm

未出穂
（黄変）

10 ㎡

細茎

雨竜第一ダム （朱鞠内湖） の下， 積雪あり．

シバムギ， KB 等

乾燥

80cm

未出穂
（矮小化）

10 ㎡

細茎

刈取りされている， 水田横．

ヨシ

乾燥

220cm 出穂

50 ㎡

太茎

国道 235 号沿い， 海岸近く．

オギの群落

湿潤

180cm 出穂

1000 ㎡以上

細茎

沙流川河口近く， 富川さるがわせせらぎ公園に隣接．

オギの群落

湿潤

220cm 出穂

1000 ㎡以上

太茎

上記の群落の中に一部太茎が混生．

オギが点在

湿潤

160cm 出穂

1000 ㎡以上

細茎

鵡川の河原， 砂地， 近くに太茎もあり．

ススキ， ヨモギ， クサヨシ混生

湿潤

200cm 出穂

1000 ㎡以上

やや細

国道 227 号線から少し離れた河川敷．

オギの群落

湿潤

200cm 出穂

300 ㎡

太茎

伐採跡地 （元杉林？） の， 枝葉堆積した隙間から生育．

未出穂
（矮小化）

- 119 -

Table 1(continued).
収集番号

系統名

収集日

採種方法

地方

収集地点

緯度 （北緯） 経度 （東経） 標高

生育環境

地形

NARCH-OGI-36 大野

2011/10/11 栄養体および穂

渡島

北斗市本町

41.883000

140.653350

27m

平坦地

休耕田 （イネ科牧草作付け？）

NARCH-OGI-37 木古内

2011/10/12 栄養体および穂

渡島

木古内町建川

41.660983

140.404517

22m

平坦地

路傍 （帰化牧草）

NARCH-OGI-38 八雲

2011/10/12 栄養体および穂

渡島

八雲町立岩

42.264983

140.242467

18m

傾斜地

路傍 （雑草地）

NARCH-OGI-39 三石

2011/10/14 栄養体および穂

日高

新ひだか町三石旭町

42.247317

142.572367

2m

平坦地

路傍 （雑草地）

NARCH-OGI-40 様似

2011/10/14 栄養体および穂

日高

様似町田代

42.145533

142.943483

5m

平坦地

路傍 （雑草地）

NARCH-OGI-41 百人浜

2011/10/14 栄養体および穂

日高

えりも町庶野

42.012567

143.261333

0m

平坦地

路傍 （砂丘間の湿地）

NARCH-OGI-42 広尾

2011/10/14 栄養体および穂

十勝

広尾町野塚

42.335650

143.307550

44m

傾斜地

路傍 （雑草地）

NARCH-OGI-43 帯広富士

2011/10/14 栄養体および穂

十勝

帯広市富士

42.808217

143.133367

123m

傾斜地

路傍 （帰化牧草）

NARCH-OGI-44 浦幌留真

2011/10/13 栄養体および穂

十勝

浦幌町留真

42.929683

143.652950

56m

傾斜地

路傍 （雑草地）

NARCH-OGI-45 上札内

2011/10/14 栄養体

十勝

中札内村上札内

42.600700

143.102200

298m

平坦地

路傍 （帰化牧草）

NARCH-OGI-46 十勝川河口 2011/10/13 栄養体および穂

十勝

豊頃町大津元町

42.689517

143.655250

3m

平坦地

十勝川河口河川敷

NARCH-OGI-47 余市

2011/10/21 栄養体および穂

後志

余市町黒川町

43.190194

140.787972

1m

平坦地

河口付近法面

NARCH-OGI-48 蘭越

2011/10/21 栄養体および穂

後志

蘭越町港町

42.860806

140.377806

5m

平坦地

路傍

NARCH-OGI-49 占冠

2011/11/1

栄養体および穂

上川

占冠村占冠

43.019844

142.399231

372m

傾斜地

路傍

NARCH-OGI-50 富良野

2011/11/1

栄養体および穂

上川

富良野市布部

43.292600

142.394853

196m

平坦地

空知川河川敷

NARCH-OGI-51 芦別

2011/11/1

栄養体

空知

芦別市野花南町

43.480183

142.236100

121m

傾斜地

路傍 （水田畦畔）

NARCH-OGI-52 士幌

2011/11/8

栄養体および穂

十勝

士幌町中士幌幹線

43.089194

143.204528

126m

平坦地

音更川河川敷

NARCH-OGI-53 本別

2011/11/8

栄養体および穂

十勝

本別町勇足

43.098125

143.515350

38m

平坦地

利別川河川敷

NARCH-OGI-54 足寄

2011/11/9

栄養体および穂

十勝

足寄町茂足寄

43.368919

143.863817

281m

傾斜地

路傍 （雑草地）

NARCH-OGI-55 別海上風連 2011/11/9

栄養体

根室

別海町上風連

43.315708

145.050536

28m

傾斜地

路傍 （雑草地）

NARCH-OGI-56 別海西春別 2011/11/9

栄養体および穂

根室

別海町西春別

43.350569

144.816925

85m

平坦地

路傍 （雑草地）

NARCH-OGI-57 矢臼別

2011/11/9

栄養体および穂

釧路

厚岸町別寒辺牛

43.293281

144.719269

123m

傾斜地

路傍 （法面緑化）

NARCH-OGI-58 標茶

2011/11/9

栄養体および穂

釧路

標茶町虹別

43.465969

144.656844

164m

平坦地

路傍 （雑草地）

NARCH-OGI-59 弟子屈

2011/11/9

栄養体および穂

釧路

弟子屈町奥春別

43.461803

144.260636

476m

傾斜地

路傍 （山林）

NARCH-OGI-60 阿寒

2011/11/9

栄養体および穂

釧路

釧路市阿寒町シアンヌ 43.429886

144.140189

393m

傾斜地

路傍 （法面）

NARCH-OGI-61 札幌東雁来 2011/11/4

栄養体および穂

石狩

札幌市東区東雁来

43.096386

141.438689

15m

平坦地

豊平川河川敷

NARCH-OGI-62 羊ヶ丘１

2011/11/10 栄養体および穂

石狩

札幌市豊平区羊ヶ丘１ 43.000094

141.401458

100m

傾斜地

試験圃場 （牧草地）

NARCH-OGI-63 羊ヶ丘２

2011/11/10 栄養体および穂

石狩

札幌市豊平区羊ヶ丘１ 42.998006

141.404403

90m

傾斜地

試験圃場 （牧草地）

NARCH-OGI-64 黒松内

2011/11/14 栄養体および穂

後志

黒松内町熱郛

42.694600

140.299017

17m

平坦地

牧草地へり

NARCH-OGI-65 瀬棚

2011/11/14 栄養体および穂

桧山

せたな町瀬棚区共和

42.446667

139.853233

17m

平坦地

路傍 （耕作放棄地？）

NARCH-OGI-66 太櫓川

2011/11/14 栄養体および穂

桧山

せたな町北檜山区共
42.387300
和

139.829300

6m

平坦地

太櫓川河口

NARCH-OGI-67 今金

2011/11/14 栄養体および穂

桧山

今金町花石

42.430583

140.157983

66m

平坦地

路傍 （雑草）

NARCH-OGI-68 登別

2011/11/17 栄養体および穂

胆振

登別市桜木町

42.416339

141.080567

4m

平坦地

胆振幌別川河畔

NARCH-OGI-69 白老

2011/11/17 栄養体および穂

胆振

白老町竹浦

42.493911

141.265031

0m

平坦地

砂丘地 （海岸）

NARCH-OGI-70 樽前

2011/11/17 栄養体および穂

胆振

苫小牧市樽前

42.592751

141.434861

12m

平坦地

路傍 （雑草）

NARCH-OGI-71 浜厚真

2011/11/17 栄養体および穂

胆振

厚真町浜厚真

42.609339

141.832306

2m

平坦地

厚真川堤防下
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植生

土壌の
状況

草丈

生育ステージ

群落の大きさ

特徴

備考

オギの群落

湿潤

220cm 出穂

200 ㎡， 他にも点在

太茎

国道 227 号線から函館方面に入ったところ．

イネ科牧草 （帰化）

湿潤

150cm 出穂

5㎡

やや細

路肩の刈払いによる小型化か？

イタドリ優占

湿潤

180cm 出穂

20 ㎡

細茎

国道 277 号線沿い放棄草地とのあいだ．

オオハンゴンソウ， ヨモギ , オオ
アワダチソウ混生

湿潤

250cm 出穂

5㎡

太茎， 大柄

三石川河口付近， 国道 235 号より踏切渡る手前．．

オオハンゴンソウ混生

湿潤

150cm 出穂

20 ㎡

やや細

道道 233 号沿い， 軽種馬牧場脇， 刈払いのため小型化か？

ヨシ， ミヤコザサ混生

湿潤

150cm 出穂

20 ㎡， 付近に大群落 細茎

道道 34 号沿い， 海からの強風のため小型化か？

ヨシ， ミヤコザサ混生

湿潤

220cm 出穂

5㎡

やや細

国道 336 号より少し入ったところ， カラマツ林 ・ 牧草地間で日当たり
やや悪．

クローバ類， キンエノコロ

湿潤

150cm 出穂

10 ㎡

やや細

畑作地帯の路肩法面．

ヨシ， ヨモギ混生

湿潤

220cm 出穂

10 ㎡， 他にも点在

やや細

道道 56 号沿いの道路法面．

アカクローバ， イネ科牧草

湿潤

50cm

10 ㎡

細茎， 小柄

刈払いのため， 矮小化か？カラマツ林 ・ 草地の間のため， 日当たり
悪し．

ヨシ， ヨモギ， オオアワダチソウ
混生

湿潤

250cm 出穂

100 ㎡， 所々大群落

周辺はヨシが多い

乾燥

180cm 出穂

1 個体

大型

国道 229 号余市橋南， 余市川法面．

尻別川はススキが多い

乾燥

180cm 出穂

10 ㎡以上

大型

道道 267 号河川敷の道との交差点近く， 道路脇．

ヨシとイタドリ

乾燥

200cm 出穂 （黄変） 100 ㎡

太茎

国道 237 号沿い， 農家跡？．

オギのみ， 河畔林横

湿潤

200cm 出穂 （黄変） 300 ㎡

やや太茎

国道 38 号布部大橋から約 200m 上流．

シバムギ， クサヨシ等

湿潤

130cm 出穂 （黄変） 50 ㎡

細茎

国道 38 号沿い．

ヨシとリードカナリーグラス

湿潤

180cm 出穂 （黄変） 10 ㎡

細茎

洪水の痕跡有り．

クサヨシ， ヨモギ

湿潤

200cm 出穂 （黄変） 200 ㎡

やや太茎

牧草地の横．

ヨモギ， つる性植物

乾燥

150cm 出穂 （黄変） 100 ㎡

やや太茎

国道 241 号法面．

ヨシとササ

乾燥

120cm 出穂 （黄変） 10 ㎡

細茎

ケネヤウシュベツ川付近の道路沿いの個体．

クサヨシとオオアワダチソウ

湿潤

180cm 出穂 （黄変） 200 ㎡

細茎

国道 272 号沿い， 防雪柵の手前．

ササ

乾燥

120cm 出穂 （黄変） 400 ㎡

細茎

国道 272 号， 矢臼別演習場付近， 穂が少ない．

ササ

湿潤

80cm

出穂 （黄変） 5 ㎡

細茎

国道 243 号沿い， 刈取られている？， 穂が少ない．

ササ， 山林

乾燥

100cm 出穂 （黄変） 2 ㎡

細茎

国道 241 号阿寒横断道路沿いの谷側の個体．

オギ

湿潤

160cm 出穂 （黄変） 200 ㎡

やや太茎

国道 241 号滝見橋下， 阿寒川源流， 阿寒湖近く．

ヨシと混生

湿潤

200cm 出穂 （黄変） 1000 ㎡以上

太茎

ヨシの大群落の中にパッチ状に混生， 下流にも群落あり．

イネ科牧草

乾燥

160cm 出穂 （黄変） 30 ㎡

細茎

北農研 26 号圃場と道路の間， トド山入り口付近．

イネ科牧草

乾燥

180cm 出穂 （黄変） 2 ㎡

太茎

北農研 27 号圃場と道路の間の土手．

イネ科牧草， オオイタドリ

湿潤

250cm 出穂 （黄変） 20 ㎡

太茎， 大型

道道 9 号沿い， 近くに大群落あり．

ヨシ， ススキ

湿潤

200cm 出穂 （黄変） 5 ㎡

細茎

国道 229 号沿い， 川尻バス停そば． 近くに大群落あり．

ヨシ， ササ

湿潤

180cm 出穂 （黄変） 500m 2

細茎

太櫓川河口後背湿地の大群落．

ヨシ， ササ

湿潤

200cm 出穂 （黄変） 10 ㎡

やや細茎

国道 230 号 （旧道） 沿い． 側溝と道路との間に生育．

オギとススキが混生， ヨモギ

湿潤

150cm 出穂 （黄変） 5 ㎡

細茎

川上公園， 道央道橋脚下．

オギとヨシが混生

湿潤

230cm 出穂 （黄変） 5 ㎡， 他多数あり

太茎

国道 36 号と海岸の間の砂地に群落が続く．

オギのみ

湿潤

200cm 出穂 （黄変） 20 ㎡

太茎

牧場近く， 樽前簡易郵便局前， 道路沿いに点在．

クサヨシの中にオギが混生

湿潤

200cm 出穂 （黄変） 200 ㎡

太茎

JR 日高本線鉄橋横．

未出穂
（矮小化）

十勝川河口右岸堤防を海岸方面に降りたところ．
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Photo 2. M. sacchariflorus collected in Horonobe,
Soya region (Col. No. 24)
写真２．幌延町（宗谷地方）で収集したオギ（収集番
号 24）
Photo 1. M.sacchariflorus collected in
Iwamizawa Kitamura, Sorachi region (Col.
No. 16)
写真１．岩見沢市北村（空知地方）で収集し
たオギ（収集番号 16）

Photo 3. M. sacchariflorus collected in Akan,

Photo 4. M. sacchariflorus collected in Futorogawa,

Kushiro region (Col. No. 60)

Hiyama region (Col. No. 66)

写真３．釧路市阿寒町（釧路地方）で収集したオギ

写真４．太櫓川河口（桧山地方）で収集したオギ（収

（収集番号 60）

集番号 66）
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Ⅱ．海外探索収集及び共同調査報告
Exploration and Field Research in Foreign Countries

〔AREIPGR Vol. 28: 125 ～ 137，2012〕

Original Paper

Collection and Conservation of Leguminous Crops and Their
wild Relatives in Cambodia, 2011
Tomooka Norihiko 1)・Thong Ra 2)・Thun Vathany 2)・
Ty Channa 2)・Ouk Makara 2)
1) National Institute of Agrobiological Sciences , Kannondai 2-1-2, Tsukuba, Ibaraki 305-8602, Japan
2) Cambodian Agriculture Research and Development Institute , National Road 3, Prateahlang, Dangkor,
P.O Box 01, Phnom Penh, Cambodia

Summary
Based on a Letter of Agreement between the National Institute of Agrobiological Sciences
(NIAS), Japan and the Cambodian Agriculture Research and Development Institute (CARDI),
Cambodia, a field survey was conducted in Cambodia, from 8th to 19th November, 2011. As a
result, 22 accessions of leguminous plants consist of Lablab purpureus , Vigna minima , V. radiata
var. sublobata , V. umbellata , V. unguiculata and 2 unidentified species were recorded and 18
seed samples were collected. All the seed materials collected were deposited at CARDI genebank,
Cambodia and a subset of the collection was transferred to NIAS genebank, Japan as a safety
backup using standard Material Transfer Agreement (SMTA) of the International Treaty on
Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA). These materials will be evaluated
in 2012 and the multiplied seed materials will become available for research, breeding and
educational purposes from the NIAS genebank (http://www.gene.affrc.go.jp/distribution_
en.php?section=plant).
KEY WORDS : Cambodia, Crop Wild Relatives, Legumes, Vigna
Introduction
The NIAS genebank has been conducting domestic and overseas plant germplasm
collections. Among them, those for collecting wild Glycine and Vigna germplasm were
summarized in Appendix 1 and 2 of “Glycine Genetic Resources” in the proceedings of the 14th
NIAS international workshop (Vaughan et al ., 2010). Recent progress in our understandings on

Vigna was reviewed (Tomooka et al ., 2010, 2011).
In order to facilitate collaborative research activities on collection, evaluation and
sustainable use of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (PGRFA), the National
Institute of Agrobiological Sciences (NIAS), Japan and the Cambodian Agriculture Research
and Development Institute (CARDI), Cambodia, agreed to establish a Letter of Agreement (LOA)
on Joint Research of Plant Genetic Resources in November, 2011. This is a report of the first
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Table 1. Itinerary of the field survey in Cambodia
Date
2011/11/8

Day
Itinerary
Stay
Tue NIAS -- 9:30 Narita --（VN301) -- 13:40 Ho Chi Minh 15:50 -- Phnom Penh
(VN920) -- 16:30 Phnom Penh

2011/11/9

Wed Rent a car (11/9 - 11/18) and start survey around
Phnom Penh
2011/11/10 Thu Phnom Penh -- Kirirom

Phnom Penh

2011/11/11

Fri

Phnom Penh -- Kampot

Kampot

2011/11/12

Sat

Kampot -- Koh Tonsay -- Kep

Kep

Phnom Penh

2011/11/13 Sun Kep -- Phnom Penh

Phnom Penh

2011/11/14 Mon visit CARDI

Phnom Penh

2011/11/15 Tue Phnom Penh -- Sen Monorom

Sen Monorom

2011/11/16 Wed Survey around Sen Monorom

Sen Monorom

2011/11/17 Thu Sen Monorom -- Phnom Penh

Phnom Penh

2011/11/18

Fri

visit CARDI and departure at 19:30 Phnom Penh -- (VN3856) on flight

2011/11/19

Sat

-- 20:15 Ho Chi Minh 00:05 -- (VN300) --- 7:45 Narita

Tsukuba

collaborative field survey on leguminous plants in Cambodia under this collaboration project.
Methods
We had 2 short trips by car from CARDI, Phnom Penh (Table 1). The first trip was from
November 9 to 13, covering Kampong Speu, Kampot and Kep provinces (Fig. 1). These provinces
are located on south of Phnom Penh. The second trip was from November 15 to 17, explored
Kratie and Mondol Kiri provinces which are located on northeast of Phnom Penh.
Seeds, herbarium specimens and root nodules were collected. Information on collection
sites including village name, altitude, latitude, longitude, habitat, cultural practices and other
ecological data of the collection sites were recorded as passport data. Identification of wild

Vigna plants was done based on a key prepared by Tomooka et al . (2002, p.26-28).
Results and Discussion
A total of 22 legume plants were recorded, from which 18 seed samples (accessions) were
collected (Table 2). Collected samples consist of 5 species, i.e., Lablab purpureus , Vigna minima ,

Vigna radiata , Vigna umbellata and Vigna unguiculata . Their detailed passport information was
recorded (Table 3). Collected seed samples were divided into 2 subsets and the first subset
was conserved at CARDI genebank (Cambodia) and the second subset was transferred to NIAS
with Standard Material Transfer Agreement (SMTA) of International Treaty on Plant Genetic
Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA), and was conserved at NIAS genebank (Japan) as
a safety backup.

Lablab purpureus (Hyacinth bean)
An accession (JP244392) of Lablab purpureus was found cultivated in front of a farmer's
house at Boos Ngang, Kampot province. A farmer (Ms. Chham Oeun) who cultivated Lablab

purpureus said the crop can be harvested within 2 months.
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V. radiata var.
sublobata

V. unguiculata cv-gr.
Sesquipedalis

JP244399

JP244404

V. minima
JP244397
JP244398
JP244400

Kratie

V. umbellata

Mondol Kiri

V. minima

JP245230

JP244403
JP244405

V. umbellata
V. minima

JP245229

JP244390
JP244391

V. umbellata

Phnom Penh

JP244401
JP244402

Kampong Speu
Lablab
purpureus

JP244392

▲

Kep
V. unguiculata

V. unguiculata
cv-gr. Sesquipedalis

JP244395
JP244396

JP244393
JP244394

Fig. 1. Exploration route and collection site of each collected accession in Cambodia,
2011.

Table 2. A summary of collected materials
Species

Lablab purpureus

Cultivated

Escaped

Weedy

Wild

1

Total
1

Vigna minima

7

7

Vigna radiata var. sublobata

1

1

1

4

Vigna umbellata

1

Vigna unguiculata (cowpea type)
Vigna unguiculata (intermediate type between
cowpea and yard long bean)

Vigna unguiculata (yard long bean type)
Total

1

1

2

2

1

1

2

2

5

3

1

9

18

Vigna minima
In this survey, Vigna minima plants were found in three different ecological habitats, i.e.,
1) pine forest floor grassland at Kirirom highland (alt. 680m, Kampong Speu province), 2) dry
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lowland Dipterocarpus deciduous forest floor grassland at the side of the Mekong river (alt. 30 64m, Kratie province), and 3) deciduous forest floor grassland at Mondol Kiri highland (alt. 430
- 508m, Mondol Kiri province) (Fig. 1).
At Kirirom, 2 accessions were collected. They were crawling on the forest floor or climbing
on the grasses growing on forest floor in rather open natural pine forest near the top of Kirirom
highland (Photos 2 & 3). Seed size of Kirirom accessions (JP244390, JP244391) was small at
this site compared with Vigna minima samples collected from the side of the Mekong river (see
seed photo).
At Mekong river habitat (Kratie province), 3 accessions were collected (JP244397,
JP244398 and JP244400). A Dipterocarpus forest was growing in the sandy soil accumulated
by the flood of Mekong River. The forest had an open canopy and forest floor was covered
mainly with grass species. However, Vigna minima plants were also one of the dominant
components of forest floor grassland. They are crawling and climbing on the grass species. The
leaflet shape of V. minima at this habitat is conspicuously narrow and long (Photo 10). The seed
size is much larger compared with that of V. minima collected in other habitat (see seed photo).
At Mondol Kiri, 2 accessions were collected. One site was in an open forest located
between farmer’s house and a paddy field area (Photo 13). The site was near a small stream
in a forest so the habitat was wet. Small leaves were produced from the stems crawling on the
ground while much larger leaves were produced from the stems climbing on shrub trees (Photo
14). The seed size was small (see seed photos). Another site at Mondol Kiri was beside Bou Sra
water fall (Photo 15). At this site, V. minima plants were crawling on the floor and also climbing
on trunks of big trees (Photo 16). They have developed long roots spread near the soil surface.

Vigna radiata (wild mungbean)
One accession of wild mungbean (Vigna radiata var. sublobata , JP244399) was found
growing sympatrically with V. minima at Mekong River (Photo 11). However, this site was not
the forest floor. The site was open place because of the recent deforestation aiming to develop
sugar cane plantation.

Vigna umbellata
In the first trip to the south of Phnom Penh, four naturally growing populations of V.

umbellata were found in paddy field area of Kampong Speu and Kampot provinces (Fig. 1).
However, all the plants were still in the flowering and maturing stage, so we could not collect
any mature seeds and only herbarium specimens were made (Photos 1 & 8). About a month
later, Ra and Vathany re-visited 2 sites (2011-Cambodia-01 and 11) and could collect the
seeds. In Preak Keng, ca. 15km W of Kampot, an old lady (Mrs. Nut Chean) said she formerly
ate mature seeds boiled with coconut milk. She also ate flower and young pods as vegetables.
At another village (Tvea Thmeiy, N of Kampot), a young farmer (Mr. Sin Sarom) said plenty of

V. umbellata could be found on the mountain, where he often visits to collect wild animals and
plants.
In the second trip, we have found rice bean (V. umbellata ) cultivation in Mondol Kiri
province (Photo 12). It was cultivated in a home garden of a farmer’s house in Pou Krang village,
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ca. 20km NE of Sen Monorom, a capital of Mondol Kiri province. Seed color was red (JP244401,
seed photo).

Vigna unguiculata
Two accessions of yard long bean (V. unguiculata cv-gr. Sesquipedalis) were collected in
Kep province (Photo 4). One was brown seeded variety and the other was black seeded variety
(JP244393 and JP244394, seed photo).
On the sandy beach of Ton Sai island, Kep province, two accessions of cowpea (V.

unguiculata cv-gr. Unguiculata) were collected (JP244395 and JP244396). They were growing
very vigorously on the beach, suggesting that they might have high levels of salinity tolerance
(Photos 5 & 6). They developed numerous nodules on their roots (Photo 7). According to the
persons living nearby, they were growing naturally. They might be natural populations escaped
from old cultivation. The plants showed high level of pod shattering with small black seeds
(seed photo).
Another accession of V. unguiculata was collected at Mondol Kiri province (JP244404). It
showed an intermediate pod morphology between cowpea and yard long bean.
These materials will be evaluated in 2012 and the multiplied seed materials will become
available for research, breeding and educational purposes from the NIAS genebank (http://www.
gene.affrc.go.jp/distribution_en.php?section=plant).
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カンボジアにおけるマメ科植物遺伝資源多様性の保全，
２０１１年
友岡 憲彦 1)・Thong Ra 2)・Thun Vathany 2)・
Ty Channa 2)・Ouk Makara 2)
１）農業生物資源研究所・遺伝資源センター
２）カンボジア農業研究開発機構

和文摘要
本報告は，独立行政法人農業生物資源研究所ジーンバンクとカンボジア農業研究開発機構の間
で 2011 年 11 月に締結した協同研究協定（LOA）に基づいて行ったカンボジアにおける第一回
目のマメ科植物遺伝資源の調査報告である．調査は，
2011 年 11 月 8 日～ 19 日にかけて行った．
調査の結果，フジマメ（Lablab purpureus ）
，ホゾバツルアズキ（Vigna minima ）
，野生リョク
，ツルアズキ（V. umbellata ）
，ササゲ類（V. unguiculata ）等計
トウ（V. radiata var. sublobata ）
22 系統を記載し，その内 18 系統を遺伝資源として収集した．収集した遺伝資源は，カンボジ
ア農業研究開発機構ジーンバンクにおいて保存するとともに，SMTA（FAO が提唱する標準材料
移転契約）を用いて農業生物資源研究所ジーンバンクに材料を移転し，セーフティバックアップ
として保存した．これらの材料は，2012 年度に種子増殖，特性評価を実施した後，研究，育種，
教育目的での配布を開始する計画である．
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Table 3. A passport data of collected materials in Cambodia, 2011
Record ID
(JP No.)
2011-Cambodia-01
(JP245229)
2011-Cambodia-02-1
(JP244390)

Coll. Date
10 Nov.
2011
10 Nov.
2011

Species name

Status

Vigna umbellata weedy

Local Collection Site
Name (Farmer's name)

Province

Latitude

Longitude

Vigna minima

wild

Kirirom

Kampong N11-20-33.3 E104-02-43.7
Speu

Seed

HerbaNodule
rium

120 m

clay

bulk

yes

yes

680 m

red sandy
silt

bulk

yes

yes

680 m

red sandy
silt

bulk

yes

no

Remarks

2011-Cambodia-03
(no seeds collected)

10 Nov.
2011

Vigna umbellata weedy

Preak Keng ,
ca. 15km W of
Kampot
(Mrs. Nut Chean)

Kampot

N10-36-29.7 E103-56-18.3

4m

clay

no

no

no

2011-Cambodia-04
(no seeds collected)

11 Nov.
2011

Vigna umbellata weedy

Tvea Thmeiy, N of Kampot
Kampot
(Mr. Sin Sarom)

N10-44-07.4 E104-17-10.4

40 m

clay

no

yes

yes

2011-Cambodia-05
(JP244392)
2011-Cambodia-06
(JP244393)

11 Nov.
2011
11 Nov.
2011

Porpeay Boos Ngang
Kampot
(Ms. Chham Oeun)
Sandek Boos Ngang
Kampot
Kour
(Ms. Chham Oeun)

N10-33-46.9 E104-16-29.3

30 m

sandy silt

bulk

no

no

N10-33-46.9 E104-16-29.3

30 m

sandy silt

bulk

no

no

2011-Cambodia-07
(JP244394)

11 Nov.
2011

Boos Ngang
Kampot
(Ms. Chham Oeun)

N10-33-46.9 E104-16-29.3

30 m

sandy silt

bulk

no

no

home garden, black seeds, long succulent pod

2011-Cambodia-08
(no seeds collected)

12 Nov.
2011

Lablab
purpureus
Vigna
unguiculata
(yard long bean)
Vigna
unguiculata
(yard long bean)
Vigna sp.

Sailing club, beach Kep
near Kep.

N10-29-39.4 E104-17-20.9

0m

sand

no

yes

yes

2011-Cambodia-09
(no seeds collected)
2011-Cambodia-10-1
(JP244395)

12 Nov.
2011
13 Nov.
2011

Vigna like plants wild

Kangkaul, Kep

Kep

N10-27-32.4 E104-23-12.6

5m

clay

no

yes

yes

Vigna
unguiculata
(cowpea)

maybe
escaped from
cultivation

Kampong The, Ton Kep
Sai island

N10-25-57.6 E104-19-46.7

1m

sand
(black)

bulk

yes

yes

Vigna
unguiculata
(cowpea)

maybe
escaped from
cultivation

Kampong The, Ton Kep
Sai island

N10-25-57.5 E104-19-44.6

1m

sand
(black)

bulk

no

no

growing on the beach, only herbarium
specimen & nodules, no flower yet, only buds,
seems to be Vigna but not sure
beside paddy near the seashore, Vigna like
plants, very big nodules, no mature seeds
growing very vigorously on the beach, flower
purple, stem basal part become very thick,
seems to be perennial, pod slightly shattering,
small black seeds, big nodules
ca. 30m apart from 2011-Cambodia-10-1 site,
similar habitat
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2011-Cambodia-10-2 13 Nov.
(JP244396)
2011

wild

cultivated
cultivated

cultivated

wild

Sandek
Kour

Kampong N11-17-17.1 E104-10-06.6
Speu
Kampong N11-20-33.3 E104-02-43.7
Speu

Soil

between road and cassava field, wet place,
long pod
near the top of Kirirom mountain, beside
road. crawling on the pine forest floor & also
climbing on grasses, small flower, leaf shape
variation observed
near the top of Kirirom mountain, beside road.
about 20m apart from 2011-Cambodia-02-1,
crawling on the pine forest floor & also
climbing on grasses, small flower, leaf shape
variation observed
road side water place, very thick stem, no
mature pods found, old lady said she formerly
ate mature seeds boiled with coconut milk,
flower and young pods were also eaten as
vegetables, seed color green
beside paddy, only young plants, no flower,
herbarium specimen made, farmers said
plenty of V. umbellata could be found on the
mountain, where they often visit to collect wild
animals and plants
home garden, white flower, old lady said she
can harvest within 2 months.
home garden, brown seeds

2011-Cambodia-02-2 10 Nov.
(JP244391)
2011

Vigna minima

Sandeak Traeog Trayueng
Prey
Kirirom

Altitude
(m)

Table 3 (Continued).
Record ID
(JP No.)

Coll.
Date

Species name

Status

2011-Cambodia-11 13 Nov. Vigna umbellata
(JP245230)
2011

wild

2011-Cambodia-12 15 Nov. Vigna minima
(JP244397)
2011

wild

2011-Cambodia-13
(JP244398)
2011-Cambodia-14
(JP244399)

wild
15 Nov. Vigna minima
2011
15 Nov. Vigna radiata var. wild
sublobata
2011

Local
Name

Collection Site
(Farmer's name)
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Longitude

Altitude
(m)

E104-23-47.4

60m

red dirt

bulk

yes

no

beside road, ca. 10 m along the road

E106-05-22.2

60m

fine sand

bulk

yes

yes

growing on Dipterocarpus forest floor beside Mekong
River, very narrow leaflet, difficult to find leaves
among grasses, long pod, flower size large. According
to villagers of Okak, Vigna minima eaten as sweat
(mature seeds steamed with glutinous rice). Young
fruit & flower eaten as vegetable. They are still eating
flower & fruits.
near Mekong River beside newly developed sugarcane
field, ca. 8km S of 2011-Cambodia-12 site.
near Mekong River, beside road and paddy
(formerly Depterocarpus forest). leaf vein purple.
Here, V. minima and V. radiata var. sublobata grow
sympatrically.
near Mekong River, Dipterocarpus forest floor, ca.
3km E of 2011-Cambodia-12 site, only seeds collected

Soil

Seed

HerbaNodule
rium

Kratie

N12-55-48.9

E106-04-19.1

48m

fine sand

bulk

no

no

Kratie

N12-59-17.4

E106-03-43.1

45m

fine sand

bulk

yes

yes

Okak, north of
Kratie

Kratie

N12-59-51.3

E106-06-33.1

64m

fine sand

bulk

no

no

Mondol
Kiri

N12-34-27.0

E107-21-04.8

485m

clay

bulk

no

no

home garden, red seeds, 2$/kg

Mondol
Kiri

N12-38-43.2

E107-20-55.5

460m

red dirt

bulk

no

no

beside house (home garden), black seeds, grow
naturally in a home garden, collect and use seeds for
eating

Mondol
Kiri

N12-39-44.0

E107-20-50.0

430m

silt (dark)

bulk

yes

yes

in a forest (rather open), near the path, near
the stream, leaflet size and shape variations are
recognized. crawling plants have small leaflet,
climbing plants have large leaflet
home garden, intermediate between cultivar group
Sesquipedalis and Unguiculata

2011-Cambodia-16 16 Nov. Vigna umbellata
(JP244401)
2011

cultivated Sangdeak Pou Krang, ca.
Vay
20km NE of Sen
Monorom
(Mr. Chhek Chak)
maybe
Krang Tess, ca.
escaped
25km NE of Sen
from
Monorom
cultivation
wild
ca. 28km NE of Sen
Monorom

cultivated
2011-Cambodia-19 16 Nov. Vigna
unguiculata
(JP244404)
2011
(intermediate
type between
cowpea and yard
long bean)

ca. 28km NE of Sen Mondol
Monorom
Kiri

N12-39-43.59 E107-21-09.5

430m

silt (dark)

bulk

no

no

2011-Cambodia-20 16 Nov. Vigna minima
(JP244405)
2011

beside parking area Mondol
of Bou Sra Water
Kiri
Fall, ca. 24km NE
of Sen Monorom

N12-33-59.9

508m

silt

bulk

yes

no

wild

Remarks

Okak, north of
Kratie
Okak, north of
Kratie

wild

2011-Cambodia-18 16 Nov. Vigna minima
(JP244403)
2011

Latitude

Srae Khlong,
Kampong N11-24-07.9
ca. 60km SW of
Speu
Phnom Penh, along
R4
Okak, north of
Kratie
N12-59-49.3
Kratie

2011-Cambodia-15 15 Nov. Vigna minima
(JP244400)
2011

2011-Cambodia-17 16 Nov. Vigna umbellata
(JP244402)
2011

Province

E107-25-01.9

forest floor (beside car parking), roots elongate near
the soil surface, Vigna grows around trees crawling
on the floor and climbing to the trees

2011-Cambodia-01 (JP245229)

2011-Cambodia-02-1 (JP244390)

2011-Cambodia-02-2 (JP244391)

2011-Cambodia-05 (JP244392)

2011-Cambodia-06 (JP244393)

2011-Cambodia-07 (JP244394)

2011-Cambodia-10-1 (JP244395)

2011-Cambodia-10-2 (JP244396)

2011-Cambodia-11 (JP245230)

2011-Cambodia-12 (JP244397)

2011-Cambodia-13 (JP244398)

2011-Cambodia-14 (JP244399)

2011-Cambodia-15 (JP244400)

2011-Cambodia-16 (JP244401)

2011-Cambodia-17 (JP244402)

2011-Cambodia-18 (JP244403)

2011-Cambodia-19 (JP244404)

2011-Cambodia-20 (JP244405)
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Photo 1. A habitat of wild V. umbellata near Traeog Trayueng,
Kampong Speu province (Cambodia-01). No mature pods found
(10th November, 2011)

Photo 2. A habitat of V. minima (Cambodia-02) near
the top of Kirirom mountain (alt. 680m).

Photo 3. V. minima plants grew among Gramineae grasses
under natural pine forest (Cambodia-02 site). Seed size is
conspicuously smaller than that of V. minima of Cambodia-12
site (see seeds photo).

Photo 4. Collecting seeds from pods of yard long bean
(JP244394) at Boos Ngang, Kampot province.

Photo 5. A population of V. unguiculata was found on
the sandy beach at Ton Sai (rabbit) island, Kep province.

Photo 6. Flower and young pod of V. unguiculata (JP244395).
They seems to be escaped from cultivation. However, seeds
are small (see seed photo) and pod showed shattering habit.

Photo 7. V. unguiculata plants (JP244395) grew vigorously
on the sandy beach and formed plenty of root nodules.

Photo 8. Preparing to make herbarium specimen of
V. umbellata at site Cambodia-11, ca. 60km SW of
Phnom Penh, Kampong Speu province.
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Photo 9. A habitat of V. minima growing in a sparse dry
deciduous Dipterocarpus forest along Mekong River
(Cambodia-12) near Okak village in Kratie province.

Photo 10. Flower and leaves of V. minima (JP244397) at
Cambodia-18 site).

Photo 11. Near Okak village, a small population of
V. radiata var. sublobata (JP244399) was found close to
V. minima population.

Photo 12. V. umbellata (JP244401) was cultivated in a
home garden at Sangdeak Vay village, ca. 20km NE from
Sen Manorom, Mondol Kiri province.

Photo 13. A habitat of V. minima (JP244403) in a sparse
forest at Cambodia-18 site (ca. 28km NE from Sen Monorom,
Mondol Kiri province)

C
Cambodia-12 site.

Photo 15. A habitat of V. minima (JP244405) growing in
parking area at Bou Sra Water Fall (Cambodia-20 sute),
ca 24km NE from Sen Monorom, Mondol Kiri province.

V. minima at Cambodia-18 site.

Photo 16. V. minima plants at this site (Cambodia-20)
can climb up on big tree.
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ラオス北部における伝統的作物および有用植物の
共同現地調査（2011 年）
河瀨 眞琴 1)・Souvanh THADAVONG 2)・渡邉 和男 3)
1) 農業生物資源研究所・遺伝資源センター
2) ラオス農林業研究所・稲および換金作物研究所
3) 筑波大学大学院・生命環境科学研究科

The Laos-Japan Joint Field Study on Traditional Crops and
Useful Plants in Northern Areas of Lao PDR, 2011
Makoto KAWASE 1), Souvanh THADAVONG 2) and Kazuo WATANABE 3)
1) Genetic Resources Center , National Institute of Agrobiological Sciences , 2-1-2 Kan’nondai, Tsukuba,
Ibaraki 305-8602, Japan*
2) Rice and Cash Crops Research Center , National Agriculture and Forestry Research Institute , Lao

PDR
3) Graduate School of Life and Environment Sciences , Tsukuba University , 1-1-1, Ten’nodai, Tsukuba,
Ibaraki 305-8572, Japan

Summary
A field survey was done Laos-Japan joint team in northern areas of Lao PDR to study crops
diversity including less-utilized crops in traditional agriculture and useful plants in November
2011. The team observed agricultural fields and interviewed farmers in Luang Prabang
Province, Oudom Xai Province, Luang Namtha Province and Bokeo Province. The team chose
41 crops for interviewing. Presence/absence and vernacular name of each crop were recorded
in addition to cultivation practices and uses. Considerable diversity of crops was suggested in
northern Luang Namtha Province, particularly the surrounding areas of Muang Sing, and hilly
areas of Bokeo Province. At the same time it is concluded that collection and conservation of
plant genetic resources should be done as soon as possible, since there have been quick socioeconomic modernization and urbanization giving a strong impact in an irreversible way on
agricultural local villages in the areas. Systematic survey of crops genetic diversity, underutilized crops and /or useful wild plants is needed as soon as possible for two reasons described
below - pragmatic and academic. They should be conserved as useful crop genetic resources
for crop improvement for Lao PDR as well as for other countries, and studies on the traditional
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agriculture of the areas will promote our deeper understandings on origins and development of
Agriculture Basic Complexes in Asia.
1. Introduction
In the COUNTRY REPORT ON THE STATE OF PLANT GENETIC RESOURCES FOR FOOD
AND AGRICULTURE (http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/Lao Peoples Democratic Republic.
pdf ) prepared by the national authorities in the context of the preparatory process for the
Second Report on the State of World’s Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (FAO,
2010) stated that “Diversity of plant genetic resources in Lao PDR is vast and its products are
closely associated with the livelihoods of rural communities.”
Rice is the most important crop in Lao PDR, while there are a lot of vegetables, pulses and
beans and root and tuber crops traditionally grown particularly in hilly and mountainous areas.
Some minor crops have been studied. For example, Ochiai (2002) reported job’s tears cultivation
in Luang Prabang Province of the country. Tomooka and his research group repeatedly did field
research on wild relatives of cultivated legumes in the country (Tomooka et al. 2004; 2005;
2006 & 2007). Sakata et al. (2008), Saito et al. (2009), Matsunaga et al. (2010) and Okuizumi
et al. (2012) did field studies focusing on some vegetables and other crops there.
Concerning traditional crops and less-utilized useful plants in Southeast Asian
agriculture, we have done field studies especially in northern areas of Myanmar where
traditional agricultural systems have been maintained (Watanabe et al. 2007; Kawase et al.
2011; Yamamoto et al. 2011). The results indicate that there is a variety of traditional crops
cultivated particularly on slash-and-burn cultivation fields, and therefore need comparison with
neighboring hilly areas such as Lao PDR.
The present field study was planned and then carried out as a part of a Grant-in-Aid
Program (KAKEN) for Overseas Academic Survey of Basic Research Type B titled “Conservation
of Endangered Plant Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge Maintained by
Minorities Dwelling Across Borders” (Program code No. 21405017, Program Leader: Prof.
Dr. Kazuo Watanabe, Tsukuba University) granted by the Japan Society for the Promotion of
Science (JSPS) under the jurisdiction of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and
Technology (MEXT) of Japan. We conducted surveys in Myanmar and other Southeast Asian
countries, which implied the necessity to study traditional crop diversity in adjacent Lao PDR.
The present study was done in close cooperation with the National Agriculture and Forestry
Research Institute (NAFRI), Ministry of Agriculture and Forestry of Lao PDR.
Southeast Asia including Lao PDR, Myanmar and Thailand is located in an important
region in regard with centers of origin and diversity of cultivated crops first proposed by
Vavilov (1926) and with development of Agriculture Basic Complexes proposed by Nakao
(1966). He proposed that Root and Tuber Crops Agriculture Basic Complex in early agriculture
of the region, which had play a role as a cradle for Laurisilva Forest Agriculture Basic Complex
(Shoyojurin bunka) after receiving millets cultivation from Savanna Agriculture Basic Complex.
Nakao’s hypothesis has been discussed easily like a fantasy and often misled for seeking the
roots of the Culture of Japan, although it is worth of precise reexamination based on evidences
only available by field studies to think about origins and development of cultivated plants and
agriculture.
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Fig. 1. The route of the field study (blue lines) and sites where interviews to local
farmers were made (red circles). (A free map on the GMS Sustainable Tourism
Development Project in Lao PDR was used.)
2. Planning and Achievements
The joint study mission members met at Vientiane for preparation, and first flew to Luang
Prabang airport, from where survey was done using a car in Luang Prabang Province, Oudom
Xai Province, Luang Namtha Province and Bokeo Province along the route indicated in Fig. 1.
2.1. The mission members were;
Prof. Dr. Kazuo Watanabe, Gene Research Center, University of Tsukuba, Japan,
Mr. Souvanh Thadavong, Head of Diversity Unit, Rice and Cash Crops Research Center,
National Agriculture and Forestry Research Institute, Ministry of Agriculture, Lao PDR, and
Dr. Makoto Kawase, Director, Genetic Resources Center, National Institute of Agrobiological
Sciences, Japan.
2.2. Itinerary of field study in Lao PDR;
22 Nov 2011

Vientiane- Luang Pravang (QV111)
Luang Pravang - Oudom Xay (by car)

23 Nov 2011

Oudom Xay - Luang Namtha (by car)

24 Nov 2011

around Luang Namtha (by car)

25 Nov 2011

Luang Namtha - Muang Sing - Xieng Kok (by car)

26 Nov 2011

Xieng Kok - Muang Sing - Mom - Muang Sing (by car)

27 Nov 2011

Muang Sing - Luang Namtha - Houei Xai (by car)

28 Nov 2011

Houei Xai - Luang Namtha (by car)

29 Nov 2011

Luang Namtha - Vientiane (QV602)
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2.3. Observation focus;
We focused on the traditional crops in the target areas, particularly in hilly and
mountainous areas. Based on the experiences from field studies in Myanmar, Thailand, India
and Pakistan, traditional crops and indigenous varieties are often cultivated in hilly and
mountainous areas where slash-and-burn cultivation is frequently practiced. We visited farmers’
fields and made an interview from them about their crops. We showed photos of 41 crops to
the farmers for the crop names. They were chosen for covering crop diversity in Indian subcontinent and Myanmar, which are not always suited for all local farmers in Lao PDR, because
reliable answers are not expected for any plants that are not familiar to informants. The 41
crops are rice, maize, common wheat, durum wheat (Triticum aestivum and T. diccocum ), barley
(Hordeum vulgare ), sorghum (Sorghum bicolor ), pearl millet (Pennisetum americanum ), finger
millet (Eleusine coracana ), foxtail millet (Setaria italica ), Indian barnyard millet (Echinochloa

frumentacea ), kodo millet (Paspalum scrobiculatum ), Setaria pumila , common millet (Panicum
miliaceum ), little millet (Panicum smatrense ), korne (Brachiaria ramosa ), soybean (Glycine max ),
common bean (Phaseolus vulgaris ), mung bean (Vigna radiata ), black gram (Vigna mungo ),
rice bean (Vigna umbellata ), winged bean (Psophocarpus tetragonolobus ), cowpea/yardlong bean (Vigna unguiculata ), chickpea (Cicer arietinum ), pigeon pea (Cajanus cajan ), lablab
bean (Lablab purpureus ), moth bean (Vigna aconitifolia ), sword bean (Canavalia gladiata ),
buckwheat (Fagopyrum esculentum ), guar (Cyamopsis tetragonoloba ), Amaranthus curentus ,

A. caudatus , A. hypochondriacus , sesame (Sesamum indicum ), kenaf (Hibiscus cannabinus ),
roselle (Hibiscus subdariffa ), bitter gourd (Momordica charantia ), snake gourd (Trichosanthes

cucumerina ), elephant foot yam (Amorphophallus campanulatus ), banana (Musa spp.), perilla
(Perilla frutescent ), and niger seed (Guizotia abyssinica ). Concerning rice, we also showed
photos of grains of NIAS Global Rice Core Collection (http://www.gene.affrc.go.jp/databasescore_collections_wr_en.php), which consists of just 69 accessions, retained a wide range of the
genetic diversity of whole accessions maintained by the NIAS Genebank Project.
2.4 Results of observation;
We have realized that traditional shifting cultivation or slash-and-burn cultivation
is limited due to recent policy and that wide areas are used for lubber plantation, cassava
plantation, banana plantation (Photo 1) and contract cultivation of pumpkin, water melon
and some other vegetables. Lubber and cassava might have been introduced and supported
by the Government of Lao PDR, but banana and vegetables are mainly promoted by Chinese
companies. Agricultural development and urbanization are prominent, since farmers came
to depend more on cash crops than self-sufficient agriculture. The trunk roads connecting
villages are mostly paved and well maintained, and there are many satellite TV antennas in
every village. Roadside bushes are repeatedly cleaned under a governmental slogan to make a
beautiful country.

Therefore, most of traditional crops which served as important food crops

in self-sufficient agriculture have been disappearing (Photo 2 & 3). Systematic exploration and
collection of indigenous landraces should be carried out as soon as possible.
We visited morning marketplaces in order to observe diversity of local agricultural
products at Oudom Xay, Luang Namtha, Muang Sing, and Houei Xay. Various wild plants
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collected and animals hunted were sold in the marketplaces together with cultivated crops
(Photo 4). Modern varieties of vegetables grown in adjacent areas and/or transferred from
remote areas were also sold there. We saw that a few Myanmar locals crossed the Mekong River
by boat to Xieng Kok to sell several kinds of vegetables, steamed waxy rice and others in early
morning.
Crop names obtained through interviews to local farmers at several places indicated on
Fig. 1 were summarized in Table 1. Different names were obtained for each of several crops,
which suggested that there are many ethnic groups having different languages and dialects.
Some photos shown to informants made some confusion, since those were neither common
there nor familiar to them. Crops familiar to them might have given more incentives to answer,
and a shorter list would not make them boring. Since their ethno-taxonomy is, of course, not
based on the botanical taxonomy, several names were obtained for different local varieties in
important crops like rice and maize. They often tried to identify each of the 69 rice cultivars
of the NIAS Global Rice Core Collection. It indicates that they recognize several different rice
landrace in their agriculture. Therefore, we had to often ask informants to make sure whether
they provided crop names or cultivars names.
3. Discussions
Judging from the present observation, the areas for future field studies are identified.
Considerable diversity of crops was suggested in northern Luang Namtha Province, particularly
the surrounding areas of Muang Sing, and hilly areas of Bokeo Province, although traditional
agriculture in the areas is on the verge of extinction. Some farmers insisted that some traditional
crops should be still grown in remote places such as Phongsali Province. It is concluded that
collection and conservation of plant genetic resources should be done as soon as possible, since
there have been quick socio-economic modernization and urbanization giving a strong impact in
an irreversible way on agricultural local villages in the areas.
Systematic survey of crops genetic diversity, under-utilized crops and/or useful wild
plants should be needed for two reasons. First, they will be useful genetic resources in crop
improvement for Lao PDR as well as for other countries. Second, the traditional ways of life
especially on hilly and mountainous areas, where traditional slash-and-burn agriculture,
hunting and gathering are practiced in forests, will provide clues to promote understanding of
development of Agriculture Basic Complexes in Asia.
Some technical problems arose through interviews. The photos of crops that are not
familiar with informants result only in haphazard answers although they are needed to compare
folk taxonomy between sites. The photos should be carefully chosen and magnified pictures are
often misleading.
4. Acknowledgements
It is our great pleasure to have done a field survey on cultivated and useful plants in
northern areas of Lao PDR. We would like to express my sincere gratitude to Dr. Boungthong
Bouahom, Director General of National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI),
Ministry of Agriculture, Lao PDR, Mr. Phoumy Inthapanya, Director of Rice and Cash Crops
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Research Center of NAFRI, and all their staff for kindly accepting the joint field study plan
and coordinating for successful implementation. Thank are due to the Japan Society for the
Promotion of Science and the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of
Japan for supporting this study financially.
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和文摘要
ラオスの北部地域の伝統的な農業における低活用作物や有用植物を含む作物多様性を研究する
ために 2011 年 11 月にラオス - 日本の共同調査隊で現地調査を行った．調査隊は，ルアンパバ
ーン県，ウドン・サイ県，ルアン・ナムタ県，ボケオ県で農耕地を観察し，現地の農家に聞き取
りを行った．聞き取りのためにあらかじめ 41 作物を選んでおいた．各作物の有無と方名につい
て聞き取り，栽培方法や利用法などとともに記録した．特にルアン・ナムタ県北部，ムアンシン
の周辺地域，ボケオ県の丘陵地域で栽培されている作物の多様性が観察された．同時に，これら
の地域において社会経済的近代化と都市化が急速に進み，不可逆的な強い衝撃を農業村落に与え
ているので，植物遺伝資源の収集・保存は，できるだけ早く行うべきであると結論づけられた．
作物の遺伝的多様性，低活用作物及び / 又は有用野生植物の組織的調査は可及的速やかに実施す
べきであり，それには後述する実利的および学術的というふたつの理由からである．すなわち，
ひとつにはラオスそして他の国においても作物改良に利用しうる有用な作物遺伝資源として，さ
らにはこれらの地域の伝統的農耕を研究することによって広くアジアにおける農業文化基本複合
の起源や発達についての理解を深めることができるからである．
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Table 1. A summarized list of interviews on some traditional crops

No. crop name

Latin name

date
village

2011/11/23
KOK-MI

location

near Boten

map location
latitude (N)
longitude (E)
altitude (m)

near WP129
20˚ 58' 37.8"
101˚ 28' 36.1"
591.8

2011/11/23
HONG-LUAI
near LUANG

2011/11/24
near LUANG

2011/11/24
NAM MAT KHAO
near LUANG

2011/11/24
KHIN-MING
near LUANG

NAMTHA
WP133
21˚ 2' 48.1"
101˚ 24' 28.8"
597.6

NAMTHA
WP137
21˚ 2' 29.0"
101˚ 24' 24.1"
588.7

NAMTHA
WP140
21˚ 7' 51.9"
101˚ 21' 4.4"
766.5

NAMTHA
WP143
20˚ 57' 26.5"
101˚ 26' 52.5"
576.0

1

rice

Oryza sativa L.

GU-TSU

BURAO

NGO

2

maize

Zea mays L.

IMMER

MAI

SALI / SALEE

Triticum aestivum (L.) THELL. ssp. vulgare
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3

common wheat

4

durum wheat

5

barley

conv. durum (Desf .) Mackey
Hordeum vulgare L.

6

sorghum
pearl millet
finger millet
foxtail millet
barnyard millet
kodo millet
yellow foxtail

7
8
9
10
11

ADU / ADU TU

PAKU / PAKU

NIAO / ADU PU

TSWA / PAKU

SUMA

BRAO, etc.

near XIENG KOK near XIENG KOK
WP148
20˚ 53' 16.1"
100˚ 35' 1.7"
452.4
KHAO / CHANNO-OH

WP149
20˚ 52' 47.7"
100˚ 33' 39.7"
447.6
JA-SI

SAMA

SA-MA-CHEI

no

KOI ?

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

Sorghum bicolor (L.) MOENCH

KHAO-LIAN

GU / MAE

no

no

PAKON-CHA

no
10 years ago,

Pennisetum americanum (L.) LEEKE
Eleucine coracana (L.) GAERTN.
Setaria italica (L.) P.BEAUV.
Echinochloa sp.
Paspalum scrobiculatum L.

no
BAI-TSU
WE-PAR-SUI
no
no

no
no
BRAO-TAI
no
no

no
KOI-PET
no
RAO
no

no
no
LOLU
SHOMA
no

no

no

no

no

no

no

NU-KO

no
PIA
KHAO PIA
SHON
no

ME-NI-ME-TU
no
no
no
no
no

no
no
no
no
no

no

no

no

no

MAK-DU-AE

SHALONG

CRI

no

no

no

no

no

past?

no

no

no

no

no
MAK-TUA-

no

no

no

no

NUM-PEAR

TUA-PAO

no

GO-MA-SI

ABE
NUM-GONG
no
ADU

TAO-LA
TAO-BO-SHA
(TAO-PAO ?)
(TAO-HA-ZON ?)

NO-SI
no
no
NO-TA-SI

NO-SI
NO-TA-SI
NO-SI

16 soybean

Glycine max (L.) Merrill

DAR-SU

TABEI-VAN

17
18
19
20

Phaseolus vulgaris L.
Glycine max (L.) Merrill
Vigna mungo (L.) Hepper
Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi

YANG-TU
MAK-TUA-CHAO
no
MAK-TUA-CHAO

TAP-PRIET
no
no
no

common bean
mung bean
black gram
rice bean

BRE

2011/11/25
JAYII

past

(VILL.) MACKEY
Triticum turgidum (L.) Thell. ssp. turgidum

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.
millet
13 common millet Panicum miliaceum L.
Panicum sumatrense ROTH ex ROEM. et
14 little millet
SCHULT.
Brachiaria ramosa (L.) Stapf.
15 korne
12

CHE

2011/11/25
KHALANG

LUANG
PRE-SIBAI
PRE-TUA-NIO-AE
PRE-TAP-HIANG
PRE-SEPAI-LIAT
?

no

Table 1 (Continued).

date
2011/11/23
village
KOK-MI
location
near Boten
map location
near WP129
latitude (N)
20˚ 58' 37.8"
longitude (E)
101˚ 28' 36.1"
altitude (m)
591.8
No. crop name
Latin name
SU-LEN-TU
21 winged bean Psophocarpus tetragonolobus
(L.) DC.
22 cowpea/yard- Vigna unguiculata (L.) Walpers CHAI-GAN-TU
long bean
23
24
25
26

chickpea
pigeon pea
lablab bean
moth bean

27 sword bean
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28 buckwheat
29 guar
30 amaranth
31 amaranth

32
33
34
35
36

amaranth
sesame
kenaf
rosselle
bitter gourd

Cicer arietinum L.
Cajanus cajan (L.) Mill sp.
Lablab purpureus (L.) Sweet
Vigna aconitifolia (Jacq.)
Marechal
Canavalia gladiata (Jacq.) DC.
Fagopyrum esculentum
MOENCH.
Cyamopsis tetragonoloba (L)
Taub
Amaranthus cruentas L.
Amaranthus caudatus L.

40 perilla

41 niger seed

Perilla frutescens BRITT.

Guizotia abyssinica (L. f.) Cass.

201111/25
JAYII
near XIENG KOK
WP149
20˚ 52' 47.7"
100˚ 33' 39.7"
447.6

TAP-CHONG

PRE-TUA-PU

BE-YA-BEYAHO

TAO-KAN-JI

NO-KO-FA-SI

TAP-BRAO

PRE-SEPAI-LE

ABE-BE-JA

TAO-NA-CHO

NO-SI

no
SAN-YE-TU
TUIN-TU
no

no
TA-BAI-YANG
PAO-YIM
no

no
PRE-SALENG
Pre-TAP-CROK
no

no
HABE-NUN-PEAR
MASI-NUN-MA
no

no
TAO-TSAI
TAO-DAI
no

no
KO-JI-NO
NO-SI-PAI-WE
no

nop

TA-MOP

PRE-TRE-MAK

DI-BU-LU

CHAO

no

no

no

TAO-DAT / TAO-N- no
DAT
no
no

no

no

no

no

no

no

no
no

JA-BO-ROIE
JA-BO-ROIE

TSON-DU
SHON

SI-BE

HAN-SAI
TON-DUT-FAN
HAN-SAI / I-MIN- FAN-FI
SAI

Amaranthus hypochondriacus L. no
Sesamum indicum L.
CHI-MA
Hibiscus cannabinus L.
HOA
Hibiscus sabdariffa L.
SON-PO-DI
Momordica charantia L.
KU-KUA

37 snake gourd Trichosanthes anguina L.
38 elephant foot Amorphophallus sp.
yam
39 banana
Musa spp.

2011/11/23
2011/11/24
2011/11/24
2011/11/24
2011/11/25
HONG-LUAI
NAM MAT KHAO
KHIN-MING
KHALANG
near LUANG NAMTHA near LUANG NAMTHA near LUANG NAMTHA near LUANG MTHA near XIENG KOK
WP133
WP137
WP140
WP143
WP148
21˚ 2' 48.1"
21˚ 2' 29.0"
21˚ 7' 51.9"
20˚ 57' 26.5"
20˚ 53' 16.1"
101˚ 24' 28.8"
101˚ 24' 24.1"
101˚ 21' 4.4"
101˚ 26' 52.5"
100˚ 35' 1.7"
597.6
588.7
766.5
576.0
452.4

no
no
NO-SI
no
(NO-SI)
no
no

BO-HO
NUN-SI-SHE
no
SOM ?
SI-KUA-KHA

TSUON-DU
CHI-MUA
no
SI-KHAO-HINE
DI-EA

no
SE-BO

TAU-TSAI
KHAO-CHI-HA

MA-NO-SI
no

DA-KA-SI

APU-KU / APUTULU

PAK-KUA
MO-ZE

HARUI-NANG
HOU-DANG

PA-CHO-KWAE

HUM-CHAO

TUT-PRE-TAROI

NGA-BE

JI-CHOU

APU-KU

SU-SU

no

TUT-LANGA-PREAR
/ TUT-LANGA-LANGEIN
no

LU-SI

no

NU-NA

MA-FANG

no

no
(SI-VE) may
beconfused with
Celosia
no
NU-SI
no
HO-CHEI
SU-KO-MA-SI

past, LANG-AONG
TUT-LAN-LANGA
TUT-LAN-CHO
TUT-LAN-CHO-CHAT
PRE-NOI-HOI-NAM /
PRE-NOI-HOI-NE
PRE-NOI-NGU
TUT-SERT

no

FAN-WAN
TA-KYA
no
SON-PO-TI
HA-RUI

NO-KO-FA-SI

no
no
NU-SI
no
no
SHU-KO-MA-SI

PA-SI-FU

NU-NA-SI

no

(PAT-YA ?)

no

no

Table 1 (Continued).
date
village
location
map location
latitude (N)
longitude (E)
altitude (m)

2011/11/26
DONSAVANG
near XIENG KOK
WP153
20˚ 57' 11.1"
100˚ 46' 46.6"
516.6

2011/11/26
CHON KAR
near MUANG SING
WP156
21˚ 11' 22.1"
101˚ 13' 45.1"
744.4

2011/11/26
MOM
near MUANG SING
WP158
21˚ 18' 12.7"
101˚ 10' 0.5"
622.1

2011/11/26
HUAY-LONG-KAO
near MUANG SING
WP159
21˚ 16' 8.0"
101˚ 9' 43.1"
726.9

2011/11/26
JIANG YIANG
near MUANG SING
near WP160
21˚ 11' 52.3"
101˚ 9' 9.3"
645.7

2011/11/27
NAM LUNG
near MUANG SING
WP164
20˚ 46' 22.8"
101˚ 12' 42.9"
706.9

2011/11/27
PHAE
near VIENG PHOUKA
WP176
20˚ 31' 28.3"
100˚ 57' 15.4"
883.1

No. crop name

2 maize

TAI-DAM

BYO / BYO-CHI /
BYO-BYU
KA-ME

3

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

SA

no

KHAO FENG

no

NGOI

no

no

no

no

no

no

no

no

TA-TSAN

no

no

no

no

no

KHAO-FAN

U-TSAI

no

LO-LU

no

no

NGOI

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

ME-JIA

ACHU

YA-PRA-DU

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no
TUA LIAN

no
no

no
NU-PYA

no
no

no
no

no
PRAK-PO

no
no

TUA DEN

TOP

A-BE

A-BE

MAK-TUA-SAI-SIN

no

no

TUA NUA NIE

TOP-HAN

KU-KHA

NG-GU

no

no

no

no

TOP-HAN

no

MA-SHI-MA-BE-LE

no

no

no

no

no

NU-KHA

no

no

no

no

1 rice

4
5
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Oryza sativa L.

Zea mays L.
Triticum aestivum (L.)
common
THELL. ssp. vulgare (VILL.)
wheat
MACKEY
Triticum turgidum (L.) Thell.
durum
ssp. turgidum conv . durum
wheat
(Desf.) Mackey
barley
Hordeum vulgare L.
Sorghum bicolor (L.)
sorghum
MOENCH
Pennisetum americanum (L.)
pearl millet
LEEKE
Eleucine coracana (L.)
finger millet
GAERTN.
foxtail millet Setaria italica (L.) P.BEAUV.
barnyard
Echinochloa sp.
millet
kodo millet Paspalum scrobiculatum L.
Setaria pumila (Poir.) Roem.
yellow
foxtail millet & Schult.
common
Panicum miliaceum L.
millet
Panicum sumatrense ROTH
little millet
ex ROEM. et SCHULT.
Brachiaria ramosa (L.) Stapf.
korne
Glycine max (L.) Merrill
soybean
common
Phaseolus vulgaris L.
bean
mung bean Glycine max (L.) Merrill

19 black gram Vigna mungo (L.) Hepper
20 rice bean

Vigna umbellata (Thunb.)
Ohwi & Ohashi

KHAO

KHAO

CHE-PA

KHAO

NGO

NGO

ADU

A-TU / A-SHU

no

SARI / SALEE

SARI

Table 1 (Continued).

No.
21
22
23

date

2011/11/26

2011/11/26

2011/11/26

2011/11/26

2011/11/26

2011/11/27

2011/11/27

village

DONSAVANG

CHON KAR

MOM

HUAY-LONG-KAO

JIANG YIANG

NAM LUNG

PHAE

location

near XIENG KOK

near MUANG SING

near MUANG SING

near MUANG SING

near MUANG SING

near MUANG SING

near VIENG PHOUKA

WP153
20˚ 57' 11.1"
100˚ 46' 46.6"
516.6

WP156
21˚ 11' 22.1"
101˚ 13' 45.1"
744.4

WP158
21˚ 18' 12.7"
101˚ 10' 0.5"
622.1

WP159
21˚ 16' 8.0"
101˚ 9' 43.1"
726.9

near WP160
21˚ 11' 52.3"
101˚ 9' 9.3"
645.7

WP164
20˚ 46' 22.8"
101˚ 12' 42.9"
706.9

WP176
20˚ 31' 28.3"
100˚ 57' 15.4"
883.1

map location
latitude (N)
longitude (E)
altitude (m)
crop name
Latin name
Psophocarpus
winged bean
tetragonolobus (L.) DC.
cowpea/yard- Vigna unguiculata (L.)
Walpers
long bean
Cicer arietinum L.
chickpea
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24 pigeon pea

Cajanus cajan (L.) Millsp.

25 lablab bean

Lablab purpureus (L.) Sweet
Vigna aconitifolia (Jacq.)
Marechal
Canavalia gladiata (Jacq.)
DC.
Fagopyrum esculentum
MOENCH.
Cyamopsis tetragonoloba
(L) Taub
Amaranthus cruentas L.
Amaranthus caudatus L.

26 moth bean
27 sword bean
28 buckwheat
29 guar
30 amaranth
31 amaranth

MAK TUA PU

TOP-LONG

A-BE-HO

A-BE-BE-HO

MAK-TUA-PON

TOR-PU

no

MAK TUA KAU

TOP-RAI

A-BE

A-BE-BE-AH

no

no

SHABAI-SAN

no

no

no

TA-LE ?

no

no

no

MAK TUA HE

TOP not here but at
PONGSALI

MAK-KHA

no

MAK-TUA-HE

no

PE-TAP

no

TOP-ME-ZIN

ABE-PE-KHA

no

no

TAP

no

no

no

no

no

no

no

no

MAK TUA DAP

TOP-PAI

no

TA-PU-LU

MAK-TUA-FUN

no

no

no

CHAO

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no
no

CHE-KON-GUN
CHE-KON-GUN

no
no

CHA-PRO-YE
no

no
no

no
no

no
no

32 amaranth

Amaranthus
hypochondriacus L.

no

CHE-KON-GUN-KHAO no

SHI-PI-DU ? Confused
no
with wild sp.?

no

no

33
34
35
36
37

sesame
kenaf
rosselle
bitter gourd
snake gourd
elephant foot
38
yam

Sesamum indicum L.
Hibiscus cannabinus L.
Hibiscus sabdariffa L.
Momordica charantia L.
Trichosanthes anguina L.

MAK-NGA
SOM-PO-DI
SOM-PO-DI
MAK-NOI-HOM
MAK-NOI-MAO

SAH
no
SUN-POI
PA-TA
no

NO-SHI / NOSI
no
SUN-PU
LA-HA
KO-GO-PU

NU-SHI-NE-SHE
no
no
LA-HA
PU-PUT

MANGA
KO-PO
MAK-SON-PU
MAK-HOI
no

LANGA-POM
no
SOM-PO-DI
NOAI
no

LANGA
no
SUN-PO-DI
NA-HOI
MAK-NOI

Amorphophallus sp.

WA-IBOK

no

PE-MA

YA-YU

no

no

no

39 banana

Musa spp.

MAK-KWAI-NAM

CHIU-PIAO

NGA-PE

NGA-BE

MAK-KOI-CHAN

TA-ROI

PE-TA-LOI

40 perilla

Perilla frutescens BRITT.
Guizotia abyssinica (L. f.)
Cass.

41 niger seed

MANGA-KIMMU

SA-BANG

NU-SI

NE-SU-NE-MA

no

no

no

no

no

AI-EI

no

no

no

no

Photo 1. Banana plantations were established

Photo 2. Rice is the staple diet in Lao PDR.

at northern areas of Lao PDR. Banana plants

This photo shows a traditional slash-and-

were densely grown with a pipe irrigation

burn cultivation field on a hill slope in Bokeo

system and their bunches are encased in

Province.

plastic bags for protection.

Photo 3. A farmer beating a rice bundle for

Photo 4. Various wild plants collected and

threshing in the terraced field at NAM LUANG

animals hunted were sold together with

village (WP164). The traditional warehouses in

cultivated crops in local marketplaces.

the background of the photo have pillars with
rat-guards supporting the raised floors and are
used for grain storage.
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Summary
Guineagrass (Panicum maximum Jacq.) is a one of most important tropical forage grass
species. This grass exhibits apomixis (asexual) propagation through seeds, this poses difficulties
for developing improved cultivars by breeding. Therefore, numerous accessions have been
collected and characterized, and many cultivars have been released directly using apomictic
accessions. Although guineagrass has been collected and genetically analyzed, the key factor in
guineagrass improvement is finding sexual lines. Phylogenetic analysis of guineagrass reveals
that the Kenya is a center of diversity for guineagrass, therefore, it is thought sexual lines may
exist there. A molecular marker selection method has been developed to identify sexual plantlets
without the need for cytological analysis or progeny tests.
Although numerous apomictic accessions have been collected, only a few sexual lines
have been identified, and these do not have superior agronomical characteristics. This narrow
genetic base has prevented recurrent selection of sexual lines themselves and also breeding and
crossing with superior apomictic lines. Thus, agronomical superior sexual lines are required.
This visit to Kenya was conducted to initiate a new search for sexual varieties of guineagrass
in its native habitat. Based on observations made there appears to be the possibility of finding
abundant sexual lines.
During this preliminary expedition, a total of 14 native P. maximum sites were found and
recorded. At each site, several morphological varieties were recorded. The Kenyan Genebank
has already collected 1300 accessions of guineagrass and we hope to identify new sexual
lines among these accessions. We recognized also that KARI-Katumani has 56 accessions from
dividing tillers of native guineagrass, these materials should also be checked for new sexual
lines.
KEY WORDS：Guineagrass, forage, apomixes, sexual line
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Introduction
Guineagrass is one of the major forage grasses in tropical and semitropical regions.
Guineagrass belongs to the family Poaceae , subfamily Panicoideae , and tribe Paniceae , and
forms an agamic complex with other two species, Panicum infestum Anders and Panicum

trichocladum K. Schum. However, only a few sexual accessions have been identified as P.
maximum (Muir and Jank 2004). Guineagrass exhibits persistence, good yield and high quality
in moderately drought prone tropical and sub-tropical regions. It is used as hay and silage for
dairy and meat cattle. Guineagrass is most diverse in Africa and probably where it originated.
It exhibits wider climatic adaptation than other cultivated pastures of the other tropical and
semitropical regions (Muir and Jank 2004).
Guineagrass grows well in tropical and semitropical climates such as regions with an
altitude range of 0-2400 m a.s.l. (Clayton and Renvoize 1982), from 16.3 °N ′(Russell and
Webb 1976) to more than 25°S′(Muir et al. 2001), and with annual rainfalls from 700 mm
(Muir et al. 2001) to 1100 mm (Skerman and Riveros 1990). In addition, the optimal growth
temperature of guineagrass ranges 19.1-22.9°C (Russell and Webb 1976). Because guineagrass
is native to tropical Africa and Madagascar (Clayton and Renvoize 1982), larger diversity of
the native guineagrass has been found in East Africa, which is considered the center of origin
(Combes and Pernès 1970). Also, molecular phylogenetic analysis reveals that the center of
diversity of guineagrass is Kenya (Ebina et al. 2007).
Guineagrass is characterized as an apomictic species. Apomixis in guineagrass has been
classified as gametophytic aposporous type (Warmke 1954). Most guineagrass accessions are
autotetraploid (2n = 4x = 32), and reproduce through facultative aposporous apomixis. Only a
few completely sexual guineagrass accessions were found in East Africa, and these sexual plants
are identified as diploid (2n = 2x = 16) or tetraploid (Nakajima et al. 1979). In natural habitats,
7 % of guineagrass genotypes reproduce sexually (Pernès 1975). It is considered that diploid
sexual forms intercross with P. maximum , P. infestum and P. trichocladum by spontaneous
haploidization and recurrent tetraploidization (Savidan and Pernès 1982). Therefore, it is
thought that tetraploid sexual lines of P. maximum could be found in natural populations.
Natural populations can be classified into three types: (i) monomorphic; (ii) polymorphic
discontinuous; and (iii) polymorphic continuous (Pernès 1975). Polymorphic discontinuous;
and polymorphic continuous populations must be a result of the crossing between sexual lines
themselves or sexual and apomictic lines.
In the 1940s, many Panicum germplasms was collected and the cultivar “Gatton” was
released as a result (Edye and Miles 1976). In the 1970s the Plant Introduction Center in
Georgia, USA, collected and characterized guineagrass germplasm mainly from South Africa
(Hanna et al. 1973). French and Japanese scientists discovered sexual materials from East Africa
(Combes and Pernès 1970 ; Nakajima et al. 1979; Hojito and Horibata 1982; Tsurumi et al.
1997). Due to limited number of sexual tetraploid lines, tetraploid sexual lines were generated
through the colchicine chromosome doubling method in order to utilize them efficiently for
breeding programs (Nakagawa and Hanna 1992). However, artificial sexual tetraploid lines do
not exhibit good persistency. Also, natural sexual lines are not good enough to directly use for
cultivars, and this has prevented breeding improvement of guineagrass.
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36°

37°

KARIOl Joro Orok

Col. 14

Col. 6
KARI-Naivasha

Kakuzi area

Col. 13

Col. 5

Col. 7
National-Genebank

Col. 12

KARI-Nairobi Hqt.
KARI-Katumani

Col. 4

50km
UGANDA

Col. 10,11

Col. 8, 9

Nairobi

-1°

Juja area

35°

Col. 3

40°
SOMALIA
0°

Lake
Victoria

KENYA

KARI-Kiboko

Col. 1, 2

-2°

-2°

TANZANIA

Fig. 1. Maps of Collection Sites and Visited Institutions in Kenya.
A left below map is a broad area map indicating area of the exploration with dashed line.
A upper map indicates detailed map of the exploration. ( ○ ) indicates collection sites and
( ● ) indicates visited institutions. The Sites number are also indicated in Table 2 ( as K
number) and photos with detailed descriptions.
Table 1. Itinerary of the survey in Kenya, 2012
day

M/DD*

Exploring activities

Stay town

1

3/4

Sun

Depart Japan

2

3/5

Mon

Arrive in Kenya; visit KARI

Nairobi

3

3/6

Tue

Visit KARI-Headquarter, Ministry of Livestock,
National-Genebank

Nairobi

4

3/7

Wed

Visit KARI-Kiboko

5

3/8

Thu

Visit KARI-Katumani

Nairobi

6

3/9

Fri

Visit KARI-Naivasha and KARI-Ol Joro Orok

Nairobi

7

3/10

Sat

Visit Juja (Compure girls)

Nairobi

8

3/11

Sun

Rest

Nairobi

9

3/12

Mon

Visit KARI-Headquarter, ILRI, Japanese embassy

Nairobi

10

3/13

Tue

Visit KARI-Headquarter, Depart Kenya

11

3/14

Wed

Arrive in Japan

Machakos

*M/DD ; for month/date
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Discrimination of sexual and apomictic guineagrass has been developed by cytological
methods (Nakagawa and Hanna 1992), and by a molecular base progeny test (Ebina and
Nakagawa 2001). However, these methods take time and requires maintaining of the sexual
lines in testing fields. All of the sexual lines found were crossed with apomictic lines seeds
collected and stored. These seeds are segregating and to re-find sexual lines also has the same
difficulties. Linkage analysis of guineagrass apomixis has been done and apomictic markers
have been found (Ebina et al. 2005). Further, several of the apomictic markers were converted
to STS markers, and adapted to other apomictic accessions and segregation populations. These
markers enabled site diagnostics using a simple DNA marker for apomixis using plantlets gDNA.
The LAMP method has also been developed (Mori et el. 2004), and Hem resistant KOD DNA
polymerase (Takagi et al. 1997) will support identification of apomictic plants.
We attempted to discovered new natural tetraploid sexual accessions during this
preliminary expedition to Kenya. The observations during the expedition were consistent with
the hypothesis that many sexual tetraploid lines occur in Kenya. The establishment of on-site
diagnostics enable us to finding new variable sexual tetraploid guineagrass accessions.
Survey Methods
The itinerary of the survey is shown (Table 1). The survey routes and collection sites are
shown (Fig. 1). The survey was conducted according to the planned regions as follows: Kiboko,
Machakos, Naivasha, Ol Joro Orok and Juja (Compure - girl’s school).
Landscape of survey sites, information of investigated and collected sample traits, such as
plant height, basal stem diameter, length of panicle were recorded. Samples were collected and
sites and plants were photographed.
Results and Discussions
On 5th March, Japanese group arrived in Nairobi. Kenyan and Japanese researchers had a
survey planning meeting on 5th and 6th March, 2012.
National Genebank
(6th March, 2012)
Previously collected accessions from earlier collaboration between Kenya and Japan were
shared and kept in both Genebanks. Prior to this survey, we checked the previous collection
storage and list at the National Genebank. Almost all of the stocks, especially latest 1993
collection were safely conserved in the Genebank and the collection list including all of the
crops stocked in the National Genebank could be checked on the database of the National
Genebank.
KARI-Kiboko and surrounding area
(7th March, 2012)
KARI-Kiboko experimental station (site 1) is around 100 km south-east of Nairobi,
neighboring to the Chyulu Hills National Park along the Mombasa Rd, (lat. 02°15’ 09’’ S; long.
37 °43’ 40’’ E, alt. 1025 m). In this station, a low maintenance green zone was covered with
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P. maximum (Photo 1). According to the morphological appearance, at least two types of P.
maximum were found. One has an obvious larger inflorescence having thin greenish spikelets
(Photo 2), and the other has a small inflorescence with denser purplish spikelets (Photo 3).
Near the KARI-Kiboko experimental station, there is a well-established experimental field
(site 2) (lat. 01°44’ 15’’ S, long. 43°44’ 00’’ E, alt. 984 m). Under the shade of acacia (Acacia
spp.), several plants of P. maximum had escaped from the field, but morphological appearance
were different from the original plants in the field (Photo 4). Native P. maximum tends to be
under acacia trees.
On the Mombasa Rd side (site 3), (lat. 01 °59’ 51’’ S, long. 37 °21’ 27’’ E, alt. 1245 m),
around young acacia trees, native P. maximum could be found (Photo 5). The inflorescence
(Photo 6) exhibit a different type among the native P. maximum based on the previous survey
(Photo1-4).
The survey sites around KARI-Kiboko were close each other, however, the native P.

maximum plants exhibit different morphological appearances, also different types of native P.
maximum plants existed in the same place (Photo 1-3).
KARI-Katumani and surrounding area
(8th March, 2012)
KARI-Katunami experimental station is near Nairobi along the Mombasa Rd, (lat. 01°35’
18’’ S, long. 37°14’ 20’’ E, alt. 1610 m). At this station, 56 native ecotypes were collected by
Kenyan researchers and evaluated. The best clones were propagated vegetatively (Photo 7),
distributed to several other KARI experimental stations, and performance trials were carried
out at these stations. The experiments objective was to determine accessions of P. maximum for
severely arid areas of Kenya (Photo 8). The each of the 56 native ecotypes also are conserved
in the station, thus these plant could be directly used for the future survey for sexual material
plant of guineagrass.
KARI-Naivasha and surrounding area
(9th March, 2012)
KARI-Naivasha experimental station (site 5) is around 100 km north-west of Nairobi,
neighboring Lake Naivasha National Park along the Nakuru-Nairobi Rd in the African Great Rift
Valley, (lat. 00°41’ 27’’ S, long 36°24’ 10’’ E, alt. 1902 m). Here an experimental field at the
station, one accession from Kenyan coastal area was conserved (Photo 9). High altitude may
be a cause of loss of plants in the experimental field. Also, from Naivasha to Nakuru (site 6),
high altitude area, in this survey no native P. maximum was found (Photo 10). Photograph 10
indicates no P. maximum in the area, (lat. 00°28’ 09’’ S, long. 36°21’ 28’’ E, alt. 2139 m).
Returning from Nakuru to Nairobi, we checked the altitudinal limit of native guineagrass.
At the road side of a cliff of the African Great Rift Valley (site 7), (lat. 00° 59’ 34’’ S, long. 36°
35’ 59’’ E, alt. 1905 m), several native P. maximum were found (Photo 11, 12). Surrounding
vegetation was represented by natural semi-arid vegetation (Photo 12). At this site three
different morphological types of native P. maximum were observed (Photo 13). The one has
large inflorescence type with thin and purple spikelets, and the other two have comparatively
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compact inflorescence type with denser and purple spikelet. The other two compact
inflorescence types could be distinguished by long dense trichome on greenish culm or short
trichome on purplish culm (Photo 14). Sites 5 and 6 (alt. 2139-1902 m), had no P. maximum ,
but site 7 at an altitude of 1905 m quite variable P. maximum was found. Thus, the altitude of
1900 m is considerable altitude limit for native P. maximum in the west highlands from Nairobi.
Juja and surrounding area
(10th March, 2012)
In East Nairobi, on the roadside, also several different morphological types of P. maximum
were found. Site 8 (Photo 15) and nearby site 9 (Photo 16) were at the same latitude and
longitude (alt. 1541m). The plant of native P. maximum of site 8 was not flowering, but the plant
of native P. maximum of site 9 had already flowered. Although genetic particularity could be
determined after genotyping by DNA tools, the observation of these two different types in close
proximity was consistent with the composite population of site 1 and site 7.
Slightly further east of Nairobi, in a burnt field after corn cultivation (site 10 and 11), (lat.
01°03’ 34’’ S, long. 37°01’ 31’’ E, alt. 1541m), several plants of another type of P. maximum
were found (Photo 17, 18 and 19). These plants occurred as weed in cultivated corn. Since
these plants were totally dormant due to aridity, the differences among the plants could not
be observed. Observations made at various sites in close proximity reveal the diversity of
guineagrass in Kenya. At site 8 (Photo 15) plants exhibit young vegetative growth, at site 9
(Photo 16) plants are post-flowering and at site 10 (Photo 17-19) plants are dormant. Near a
farm, on the road side, (lat. 01°00’ 02’’ S, long. 37°04’ 28’’ E, alt. 1519 m), adjacent to a small
scale farm, another type of several native plants of P. maximum were found (Photo 20 and 21).
On the road side in Kakuzi area, adjacent dense tall trees (Photo 22 and 23), survey
site 13 and 14, (lat. 00°55’ 46’’ S, long. 37°10’ 21’’ E, alt. 1494m), P. maximum plants were
grow along with the road. Here trees provide shade most of the day. Each of the plants culm
length, thickness and inflorescence length were measured (Photo 24, Table 2). Native plants of

Brachiaria spp. were associated with P. maximum , especially in near east of Nairobi.
Conclusion
We surveyed for new natural tetraploid sexual accessions of guineagrass during this
preliminary expedition in Kenya. In many sites, especially in site 1, 7, 8, 9 and 10, several
different types of P. maximum were found, they have clear morphological differences. At site
1 and 7, these existed as composite population in the same site, and in the site 8, 9 and 10,
obviously different types of P. maximum occurred in close proximity. These observations are
consistent with the hypothesis that sexual tetraploid lines occur in center of diversity for
guineagrass in Kenya.
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和文摘要 (Japanese summary)
本報告は，世界の熱帯圏で広く牧草として利用されているギニアグラス (Panicum maximum
Jacq.) の数少ない野生の有性生殖個体を発見するための予備調査の結果を示している．ギニアグ
ラスはアポミクシスであり，母株と同じ遺伝子型の無性生殖種子で繁殖するため，交雑による育
種が困難で，かつ野生の有性生殖個体は現在までのところ全世界で数系統しか発見されていない．
そのため，アポミクシス自生株の収集が盛んに行われてきており，これらには豊富な自然変異が
含まれている．これらの豊富な変異は自然交雑による変異と考えられ，有性生殖個体の存在を裏
付けるものである．しかしながら，これまで収集されてきた有性生殖個体が少ないため，はっき
りしない点が多い．豊富な変異を含むアポミクシス自生株の遺伝変異解析から，ケニアに最も豊
富な変異が含まれることがこれまでの研究から明らかになってきた．また，近年 DNA を用いた
直接的でかつ少量の葉からすぐに判定が可能な手法が開発されてきた．そのため，ケニアの自生
状況を確認するとともに，DNA の簡易判定手法の応用の可能性を検討するため，探索を行った．
その結果，同一収集地点または近接収集地点で，形態的に明らかに遺伝変異を含んでいると考え
られる個体を複数の地点で確認することができた．このことは，有性生殖株の存在を強く示唆す
るものであり，DNA 簡易判別手法の応用により即座な判定を行うことができれば，希少な野生
有生殖株を収集蓄積することが可能であり，これらは，今後のギニアグラスの牧草あるいはエネ
ルギー作物としての育種の重要な基盤となることが期待される．

- 160 -

Table 2. Recorded guinea grass in Kenya
Coll.
Locality
Local
Species
Date
Sample*2) Province,
Status*1)
name
name
(March)
(Village)

Altitude
Condition*3) Collection
(m)

No.

Coll. No.

K1

2012Kenya
01

7

Panicum
maximum

1

-

In

Kiboko S02-15-09.2 E37-43-40.7

1025

3-1-2-1-4

Plant length including flower (panicle) : 1.2 m
Photos Basal stem diameter : 3 mm
Flower (panicle) length : 26 cm

K2

2012Kenya
02

7

Panicum
maximum

1

-

In

Kiboko S01-44-15.0 E43-44-00.0

984

3-1-1-2-4

Plant length including flower (panicle) : 1.0 m
Photos Basal stem diameter : 3 mm
Flower (panicle) length : 20 cm

K3

2012Kenya
03

7

Panicum
maximum

1

-

In

Kiboko S01-59-51.6 E37-21-27.0

1245

3-1-1-2-4

Plant length including flower (panicle) : 1.5 m
Photos Basal stem diameter : 4 mm
Flower (panicle) length : 50 cm

K4

2012Kenya
04

8

Panicum
maximum

1

-

In

Katumani S01-35-18.5 E37-14-20.2

1610

5-1-2-2-4

Plant length including flower (panicle) : 2.2 m
Photos Basal stem diameter : 9 mm
Flower (panicle) length : 60 cm

K5

2012Kenya
05

9

Panicum
maximum

1

-

In

Naivasha S00-41-27.9 E36-24-10.3

1902

3-1-1-1-4

Plant length including flower (panicle) : 0.3 m
Photos Basal stem diameter : ND
Flower (panicle) length : ND

K6

2012Kenya
06

9

Panicum
maximum

1

-

In

Naivasha S00-28-07.9 E36-21-28.6

2139

5-1-2-1-4

Plant length including flower (panicle) : ND
Photos Basal stem diameter : ND
Flower (panicle) length : ND

K7

2012Kenya
07

9

Panicum
maximum

1

-

In

Naivasha S00-59-34.4 E36-35-59.0

1905

6-2-3-2-3

Plant length including flower (panicle) : 1.3 m
Photos Basal stem diameter : 4 mm
Flower (panicle) length : 21 cm

K8

2012Kenya
08

10

Panicum
maximum

1

-

In

Juja

S01-03-09.7 E37-00-45.1

1541

3-1-1-2-3

Plant length including flower (panicle) : 1.5 m
Photos Basal stem diameter : 7 mm
Flower (panicle) length : 20 cm

K9

2012Kenya
09

10

Panicum
maximum

1

-

In

Juja

S01-03-09.7 E37-00-45.1

1541

3-1-N-2-3

Plant length including flower (panicle) : 1.6 m
Photos Basal stem diameter : 9 mm
Flower (panicle) length : 41 cm

K10

2012Kenya
10

10

Panicum
maximum

1

-

In

Juja

S01-03-14.8 E37-01-31.0

1541

3-1-N-2-N

Plant length including flower (panicle) : 2.3 m
Photos Basal stem diameter : 5 mm
Flower (panicle) length : 35 cm

K11

2012Kenya
11

10

Panicum
maximum

1

-

In

Juja

S01-03-14.8 E37-01-31.0

1541

3-1-N-2-N

Plant length including flower (panicle) : 2.2 m
Photos Basal stem diameter : 5 mm
Flower (panicle) length : 34 cm

K12

2012Kenya
12

10

Panicum
maximum

1

-

In

Juja

S01-00-02.7

1519

3-1-1-2-4

Plant length including flower (panicle) : 2.3 m
Photos Basal stem diameter : 9 mm
Flower (panicle) length : 37 cm

K13

2012Kenya
13

10

Panicum
maximum

1

-

In

Kakuzi S00-55-46.4 E37-10-21.9

1494

5-2-2-2-3

Plant length including flower (panicle) : 1.6 m
Photos Basal stem diameter : 3 mm
Flower (panicle) length : 34 cm

K14

2012Kenya
14

10

Panicum
maximum

1

-

In

Kakuzi S00-55-46.4 E37-10-21.9

1494

5-2-2-2-3

Plant length including flower (panicle) : 2.3 m
Photos Basal stem diameter : 5 mm
Flower (panicle) length : 43 cm

Latitude

Longitude

*1) 1; Wild, 4; Landrace
*2) In; Individual, P; Population (seeds)
*3) Topography-Site-Stoniness-Soil texture-Drainage
Topography 1; swamp, 2; flood plain, 3; plain level, 4; undulation, 5; hilly, 6; mountainous, 7; other (specify)
Site 1; level, 2; slope, 3; summit, 4; depression
Stoniness 1; none, 2; low, 3; medium, 4; rocky
Soil texture 1; sand, 2; loam, 3; clay, 4; silt, 5; highly organic
Drainage 1; poor, 2; moderate, 3; good, 4; excessive
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Remarks

Photo 5. P. maximum in site K3, Mombasa Rd.
at Kiboko (Photo5, K3)

Photo 1. P. maximum at KARI-Kiboko (Photo1,
K1)

Photo 6. Inflorescence in site K3, Mombasa Rd.
at Kiboko (Photo6, K3)

Photo 2. P. maximum; greenish floweret
type at KARI-Kiboko (Photo2, K1)

Photo 7. P. maximum test field at KARIKatumani (Photo7, K4)

Photo 3. P. maximum; purplish floweret type
at KARI-Kiboko(Photo3, K1)

Photo 4 . P. maximum under the Acacia tree at
Kiboko exemplar field (Photo4, K2)

Photo 8. P. maximum test field at KARIKatumani, attacked by deer (Photo8, K4)
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Photo 9. P. maximum field at KARI-Naivasha
(Photo9, K5)

Photo 13. Inflorescence of three different types of
P. maximum at Nakuru to Nairobi (Photo 13, K7)

Photo 14. Pubescence and colors of node of three
different types of P. maximum (Photo14, K7)

Photo 10. Naivasha to Nakuru (Photo10, K6)

Photo 11. P. maximum at Nakuru to Nairobi
(Photo11, K7)

Photo 15. P. maximum on site K8, at Kirathe
Farm Juja (Photo15, K8)

Photo 12. Natural vegetation Background of P.
maximum at Nakuru to Nairobi (Photo12, K7)

Photo 16. P. maximum on site K9, at Kirathe
Farm Juja (Photo16, K9)
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Photo 17. P. maximum on site K10, at remains of
corn field in Juja farmer (Photo17, K10)

Photo 18. P. maximum on site K10 (Photo18, K10)

Photo 21. P. maximum at Road side
small farm at Juja (Photo21, K12)

Photo 22. P. maximum on site K13, at a narrow margin
between forest and road Kakuzi area (Photo22, K13)

Photo 19. P. maximum on site K11, at the other
remains of corn field Juja area (Photo19, K11)

Photo 20. P. maximum at Road side small
farm at Juja (Photo20, K12)

Photo 23. P. maximum on site K14, at same as and
near site K13 (Photo23, K14)

Photo 24. Measuring the traits at site K14 (Photo 24,
K14)
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Ⅲ．海外植物遺伝資源探索収集及び共同調査チームの派遣実績
PGR Missions dispatched abroad by the Genebank Project since 1975

年度

調

査

課

題

50 １）中晩生カンキツ有用遺伝子の探索導入
51 １）ばれいしょ有用遺伝子の探索導入

対

象

作

物

担

当

者（所属機関）

スイートオレンジ , サワーオレンジ , 秋浜 友也 ( 果樹試 )
レモン , みかん , ぶんたん , からたち 七条 寅之助 ( 〃 )
ばれいしょ
坂口 進 ( 農技研 )

２）トウモロコシの有用遺伝子の探索導 入 トウモロコシ在来種および一代雑種 山田 実 ( 農技研 )
52 １）稲の有用遺伝子の探索導入
２）ウリ科野菜の有用遺伝子の探索導入

水稲耐冷性または短期時なし出穂性 渡辺 進二 ( 東北農試 )
品種
メロン・トマト , きゅうり , すいか , 川出 武夫 ( 野菜試 )
かぼちゃ , なす

53 １）マメ類の有用遺伝子の探索導入
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54
55
56
57

大豆 , 落花生 , いんげんまめ , ふじま 渡辺 巌 ( 東北農試 )
め , ささげ , きまめ , ヒヨコマメ , だ
いこん , えんどう , たけあずき
２）葉根菜類の有用遺伝子の探索導入
かぶ , にんじん , たまねぎ , はなやさ 神山 利一 ( 野菜試 )
い , キャベツ , クラス , からしな類 ,
ほうれんそう , パラーク
１）暖地型牧草 , かんしょ , キノアの探索導 暖地型牧草 , かんしょ , キノア
佐藤 博保 ( 九農試 )
入
小林 仁 ( 〃 )
１）ばれいしょ , てんさいの有用遺伝子探索 ばれいしょ , てんさい
西部 幸男 ( 北農試 )
導入
八戸三千男 ( 〃 )
１） オリザグラベリマ , グレインソルガム , グラベリマ稲 , グレインソルガム , 小野 信一 ( 中国農試 )
ハトムギの探索導入
ハトムギ
１）イタリアン・ライグラス等牧草類の探 イタリアン・ライグラス
鈴木 信治 ( 草地試 )
索導入

58 １）インドネシアにおける大豆有用遺伝子
の探索導入
２）こんにゃくの探索導入

大豆
こんにゃく

３）小麦のトルコ , エジプトにおける探索導 小麦 , 大麦等
入
４）野性稲等の探索導入
在来種 , 野生稲等
- バングラデシュ ５）中南米におけるトマト , トウガラシ , カ トマト , ピーマン , カボチャ
ボチャの探索導入

番場 宏治 ( 北海道中央農試 )
高橋 信夫 ( 長野県中信農試 )
三輪 計一 ( 群馬県総農試 )
清家 泰昭 ( 〃 )
天野 洋一 ( 北海道北見農試 )
水野 進 ( 福井県農試 )
奥津 喜章 ( 茨城県農試 )
小餅 昭二 ( 野菜試 )
小林 忠和 ( 長野県中信農試 )

派

遣

先

・

期

間

インド
50. 11. 2 - 11. 17
ペルー
52. 1. 23 - 2. 5
メキシコ
52. 1. 23 - 2. 5
イタリア，ハンガリー
52. 8. 23 - 9. 2
スペイン，イタリア
52. 8. 18 - 8. 28
ネパール，インド
53. 10. 5 - 11. 2
ネパール，インド
53. 10. 5 - 11. 2
アメリカ，コロンビア，ベネズエラ
54. 11. 19 - 12. 5
オランダ，ポーランド
55. 11. 26 - 12. 8
象牙海岸，ナイジェリア，インド
56. 10. 24 - 11. 12
フランス，イタリア
57.8.29-9.19
インドネシア
58.11.13-12.2
タイ , フィリピン
59. 1. 15 - 2. 12
トルコ , エジプト
58. 7.25 - 8.31
バングラデシュ
58. 11. 10 - 12. 1
メキシコ , コスタリカ , ペルー ,
ボリビア 58. 11. 10 - 12. 5

年度

調

査

課

題

59 １）インド，インドネシア，タイ国におけ
る茶樹の調査・探索と収集

対

象

作

物

担

当

者（所属機関）

派

遣

先

・

期

間

茶

鳥屋尾 忠之（茶試）
岡部 信雄（埼玉県茶試）

インド，タイ，インドネシア
59. 11. 21 - 12. 16

２）北米大陸におけるブドウの収集

ブドウ

雨宮 毅（山梨県果樹試）
角 利和（福岡県農総試）

北米
59. 11. 4 - 12. 3

３）豆類遺伝資源の海外調査（韓国）

あずき，さいとう

原 正紀（北海道十勝農試）
村田 吉平（
〃
）

韓国
59. 10. 9 - 10. 31

４）いぐさ，牧草の探索収集調査

いぐさ，牧草

定平 正吉（広島県農試）
赤木 豊樹（
〃
）

ニュージーランド
60. 1. 21 - 2. 20

60 １）亜熱帯産仁果・核果類遺伝資源の探索

ウメ，クルミ，ナシ，モモ，カキ等 土屋 七郎（果樹試）
金戸 橘夫（園芸農協連）
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中国，台湾省
60. 11. 26 - 12. 15
中国，台湾省
61. 3. 10 - 3. 20
イタリア，ハンガリー，ユーゴスラ
ビア 60. 8. 1 - 9. 4

２）麦類遺伝資源の収集と導入

小麦，大麦，関連野生種

瀬古 秀文（栃木県農試）

３）パプアニューギニアにおける地下作物
等の探索収集

カンショ，サトウキビ等

久木村 久（九農試）
杉本 明（沖縄県農試）

パプアニューギニア
61. 1. 20 - 2. 16

４）豆類およびトウモロコシの遺伝資源
調査

ラッカセイ，トウモロコシ等

中西 健夫（千葉県農試）
鈴木 茂（
〃
）
向井 康（宮崎県総農試）

アルゼンチン
61. 2. 25 - 3. 31

５）大豆遺伝資源の探索導入

ダイズ

佐々木 紘一（北海道十勝農試）
重盛 勲（長野県中信農試）

タイ
61. 3. 12 - 3. 31

えん麦，オーチャードグラス，フェ 佐藤 信之助（九農試）
スク類，ライグラス，アルファルァ，鶴見 義朗（鹿児島県農試）
クローバー類等
２）稲遺伝資源探索導入 タイ東北部および 稲
浜村 邦夫（北農試）
北部
佐々木 武彦（宮城県古川農試）

モロッコ，ポルトガル，スペイン
61. 6. 28 - 7. 15

３）タイにおける野菜遺伝資源

ナス科，ウリ科等

タイ
61. 10. 26 - 11. 26

４）根系有用遺伝資源に関する海外調査

ソラナム属，イポメア属近緑野生種 奥山 善直（北海道根釧農試）
田淵 尚一（長崎県総農試）
梅村 芳樹（九農試）
ミレット類，ゴマ，ソルガム属等
広瀬 昌平（日大農獣医学部）
松浦 正宏（広島県農試）

61 １）牧草・飼料作物遺伝資源の探索導入

５）雑穀類遺伝資源の収集と導入

芦澤 正和（全農試）

タイ
61. 10. 26 - 11. 26

ペルー，エクアドル
61. 10. 28 - 11. 26
タンザニア
62. 2. 28 - 3. 22

年度

調

査

課

題

62 １）ナイジェリア国における野菜類遺伝資
源の調査

対

象

作

物

担

当

者（所属機関）

カボチャ，ユーガオ，メロン，スイ 由比 進（野菜茶試）
カ
芦沢 正和（全農連）

２）豆類遺伝資源の探索

アズキ，ツルアズキ，ヶツルアズキ 宮崎 尚時（長野県中信農試）
足立 大山（北海道中央農試）
３）麦類遺伝資源の海外探索導入調査
麦類
桑原 達雄（長野県農事試）
古庄 雅彦（福岡県農総試）
宮川 三郎（農研センター）
４）地中海地域におけるカンキツ，ビワ遺 カンキツ，ビワ
吉田 俊雄（長崎県果樹試）
伝資源調査
佐々木 文義（愛媛県青農連）
63 １）ネパールにおける Rhododendron 属お ツツジ属，ユリ属
よび Lilium 属遺伝資源の収集
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２）インドにおける特用・栄養系作物の
フィールド調査

さとうきび，茶，桑

３）アルゼンチンにおける Medicago 属遺
伝資源の探索・収集

アルファルファ

４）インドネシア・スマトラ島における稲
遺伝資源の収集調査

稲類

元 １）麦類遺伝資源の探索，アルジェリア
２）マレイシア国およびタイ国に分布する
甘しょ等いも類の調査
３）地中海地域におけるヨーロッパブドウ
の遺伝資源調査
４）ギリシャにおけるチューリップ属およ
びアリウム属遺伝資源の共同探索・収
集

小麦，大麦等
甘しょ
ブドウ
チューリップ，アリウム属野生種

派遣先・期

間

ナイジェリア
62. 11. 10 - 12. 7
ネパール
62. 11. 17 - 12. 15
モロッコ王国，シリア・アラブ共和
国 62. 6. 10 - 7. 3
イタリア，ギリシャ，イスラエル
62. 11. 9 - 11. 27

山口 聰（野菜・茶試久留米支場） ネパール
小林 正芳（鹿児島県農試）
63. 10. 22 - 11. 20
上野 貞一（宮崎県総農試）
インド
橋本 昌男（千葉県蚕業センター） 63. 11. 17 - 12. 14
大城 良計（沖縄県農試）
稲波 進（愛知県農総試）
アルゼンチン
福岡 寿夫（九州東海大学）
1.1. 14 - 2. 19
岡 三徳（生物研）
インドネシア
赤間 芳洋（愛知県農総試）
1. 2. 14 - 3. 20
菊池 治己（北海道上川農試）
宮川 三郎（農研センター）
アルジェリア
吉田 久（栃木県農試）
1. 5. 30 - 6. 27
前野 真司（北海道北見農試）
樽本 勲（農研センター）
マレイシア，タイ
坂口 進（農林水産技術情報協会） 2. 2. 23 - 3. 16
平林 利郎（山梨県農試）
フランス，イタリア
平川 信之（福岡県農総試）
1. 10. 6 - 10. 22
平田 良樹（野菜・茶試）
ギリシャ
浦島 修（富山県野菜花き試）
1. 3. 7 - 3. 25
宮浦 邦晃（北海道北見農試）
名畑 清信（富山県農業水産部）

年度
2

3
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5

調

査

課

題

対

象

作

物

担

当

者（所属機関）

派遣先・期

間

１）モロッコ，スペインにおける Beta 属野
生種の探索
２）フィンランド，スウェーデンのアカク
ローバ探索
３）タイにおける稲遺伝資源の共同探索導
入
４）マレイシアにおける豆類遺伝資源の探
索
１）ソ連国における寒地型牧草遺伝資源の
探索収集
２）ポーランドにおける野菜類遺伝資源の
探索・収集

Beta 属野生種

増谷 哲雄（北海道農試）
吉沢 晃（北海道北見農試）
Trifolium 属，チモシー他
澤井 晃（北海道農試）
竹田 芳彦（北海道根釧農試）
稲
森谷 国男（鹿児島県農試）
野生稲
日高 秀光（宮崎県総農試）
ダイズ，リョクトウ，シカクマメ他 土屋 武彦（北海道中央農試）
矢ヶ崎 和弘（長野県中信農試）
寒地型牧草
大同 久明（北海道農試）
下小路 英男（北海道北見農試）
ユリ科，アブラナ科，セリ科などの 吉川 宏昭（野菜茶試）
野菜類
塚田 元尚（長野県野菜花き試）

モロッコ，スペイン
2. 6. 25 - 7. 15
フィンランド，スウェーデン
2. 8. 25 - 9. 16
タイ
2. 10. 29 - 11. 30
マレイシア
3. 1. 30 - 3. 1
ソ連（サハリン）
3. 9. 2 - 9. 24
ポーランド
3. 9. 10 - 10. 7

３）スリランカ及びタイにおける雑穀類遺
伝資源の探索
４）ウルグアイおよびチリにおけるいも遺
伝資源の探索収集

雑穀類

スリランカ，タイ
4. 1. 7 - 2. 5
ウルグアイ，チリ
4. 3. 2 - 3. 30

西牧 清（長野県中信農試）
及川 一也（岩手県農試）
カンショ，バレイショ
村上 紀夫（北海道根訓農試）
小村 国則（長崎県総農試愛野馬
鈴薯支場）
１）インド国におけるゴマ遺伝資源の探索 ゴマ
古明池 通孝（農研センター）
収集
河瀬 眞琴（生物研）
２）マダガスカルにおける稲遺伝資源の探 稲
堀内 久満（福井県農試）
索収集
上原 泰樹（青森県農試）
３）メキシコにおける桑遺伝資源の調査
桑
片桐 幸逸（蚕昆研）
國友 義博（山梨県蚕試）
４）ブラジルにおけるパインアップル遺伝 パインアップル
池宮 秀和（沖縄県農試）
資源の調査と収集
時任 俊広（鹿児島県農試）
１）ガーナ国における野菜およびマメ類遺 ナス，マメ類
門馬 信二（野菜茶試）
伝資源の調査と収集
伊藤 喜三男（長野県中信農試）
２）ベトナムにおける稲遺伝資源の探索収 稲
國廣 泰史（生物研）
集
井上 正勝（愛知県農総試）
３）ベトナムにおける豆類遺伝資源の探索 ダイズ，ササゲ，リョクトウ，ツル 小林 勉（長野県中信農試）
収集
アズキ，ラッカセイ，フジマメ，ベ 島田 尚典（北海道立十勝農試）
ニバナインゲン，キマメ，その他
４）エクアドルおよびボリビア国における オカ，ウルコ，マシュア他
中野 尚夫（岡山県農試）
根茎作物遺伝資源の調査
白井 和栄（北海道立植物遺伝資
源センター）

インド
4. 9. 23 - 10. 18
マダガスカル
5. 2. 24 - 3. 28
メキシコ
4. 11. 19 - 12. 9
ブラジル
4. 11. 4 - 11. 25
ガーナ
5. 10. 19 - 11. 18
ベトナム
6. 2. 24 - 3. 25
ベトナム
6. 2. 24 - 3. 23
エクアドル，ボリビア
6. 2. 28 - 3. 21

年度
6

7
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8

9

調

査

課

題

１）パキスタン国における麦類遺伝資源の
探索収集
２）フィリピンにおけるサツマイモ遺伝資
源の探索収集
３）ベトナム国におけるサトイモ遺伝資源
の共同探索
４）カザフスタン，ウズベキスタン国にお
ける花き類遺伝資源の探索収集

対
麦類

象

作

物

担

当

者（所属機関）

派遣先・期

田谷 省三（中国農試）
パキスタン
石川 直幸（栃木県農試）
6. 6. 1 - 6. 21
カンショ
軽部 稔（鹿児島県農試）
フィリピン
泉澤 直（茨城県農総センター） 6. 8. 9 - 9. 9
サトイモ
森下 正博（大阪府農技センター） ベトナム
6. 11. 29 - 12. 28
チューリップ，ユリ
篠田 浩一（北海道農試）
カザフスタン
浦島 修（富山県農技センター） ウズベキスタン
6. 6. 6 - 7. 17
我有 満（長野県畜試）
ブルガリア
１）ブルガリアおよびギリシャにおける牧 エンバク，Medicago 属等
神戸 三智雄（愛知県総合農試） ギリシャ
草遺伝資源の共同探索
7. 7. 1 - 7. 31
２）ケニアにおける野菜類遺伝資源の探索 ウリ科およびナス科野菜の近縁野生 石内 傳治（野菜茶試）
ケニア
収集
種
松本 満夫（高知県農技センター） 7. 9. 5 - 10. 7
３）スリランカにおける茶遺伝資源の探索 茶
武田 善行（野菜茶試）
スリランカ
吉留 浩（宮崎県総合農試）
7. 11. 9 - 12. 7
４）パラグアイ，ボリビアにおける豆類（落 落花生，インゲンマメ，ササゲ等
木佐貫 守（宮崎県総合農試）
パラグアイ
花生，インゲンマメ等）の遺伝資源の
佐藤 仁（北海道十勝農試）
ボリビア
調査収集
8. 2. 28 - 3. 28
１）パキスタン国における麦類遺伝資源の コムギ・オオムギ在来種，及び近縁 古庄 雅彦（福岡県農総試）
パキスタン
野外調査
野生種
谷藤 健（北海道北見農試）
8. 6. 28 - 7. 28
２）東欧地域における牧草遺伝資源の探索 ペレニアルライグラス，チモシー等 山田 敏彦（山梨県酪試）
ポーランド
収集
寒地型牧草
鳥越 昌隆（北海道北見農試）
チェコ，スロバキア
8. 7. 27 - 8. 26
３）ベトナム国北部におけるイネ遺伝資源 イネ在来品種
江花 薫子（生物研）
ベトナム
の共同調査と収集
岡本 和之（茨城県生工研）
8. 11. 5 - 12. 4
４）東アフリカにおけるソルガム遺伝資源 ソルガム属
鶴見 義朗（草地試）
ケニア
の探索収集
春日 重光（長野県畜試）
8. 11. 2 - 12. 1
１）カザフスタンにおけるネギ属遺伝資源 ネギ属
小島 昭夫（野菜茶試）
カザフスタン
の共同探索
9. 8. 12 - 9. 6
２）ベトナム中部における稲遺伝資源の探 イネ栽培種
矢頭 治（北陸農試）
ベトナム
索収集
福島 清美（鹿児島県農試）
9. 11. 7 - 12. 6

間

年度

調

査

課

題

対

象

作

物

９ ３）ベトナム北部における果樹遺伝資源の カンキツ・ビワ
共同探索収集
４）タイにおける熱帯果樹遺伝資源の調査 熱帯果樹
と収集
10 １）ギリシャにおける麦類遺伝資源の探索 ムギ類
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２）アルメニアおよびグルジアにおける果 落葉果樹
樹遺伝資源の探索収集
３）ベトナム国南部における稲遺伝資源の イネ
探索収集
４）ベトナム中北部におけるカンキツ遺伝 カンキツ
資源の共同探索収集
11 １）ギリシャ国におけるアブラナ科野生種 アブラナ科野生種等
と在来野菜品種の共同探索・収集 ,1999
２）タイにおけるサトウキビ近縁遺伝資源 サトウキビ野生種
の調査収集
３）ミヤンマー連邦における稲遺伝資源の イネ
探索収集
４）スペインにおけるカンキツ類遺伝資源 カンキツ
の調査と収集
５）ミヤンマー国における雑穀および特用 ソバ，ハトムギ，コンニャク等
作物遺伝資源の探索収集のための現地
事前調査
12 １）ミャンマー連邦シャン州北部およびカ イネ
チン州における稲遺伝資源の探索収集

担

当

者（所属機関）

派遣先・期

根角 博久（果樹試）
佐藤 義彦（長崎県果樹試）
小森 貞男（国際農研）
小川 一紀（果樹試）
土井 芳憲（四国農試）
牛山 智彦（長野農試）
西村 幸一（山形園試）
阿部 和幸（果樹試）
勝田（石）真澄（生物研）
山口 誠之（東北農試）
根角 博久（果樹試）
国賀 武（果樹試）
飛騨 健一（野茶試）
塚埼 光（野茶試）
伊禮 信（沖縄県農試）
杉本 明（九州農試）
三浦 清之（生物研）
坂井 真（農研センター）
根角 博久（果樹試）
三谷 宣仁（果樹試）
石田 正彦（東北農試）
手塚 隆久（九州農試）

ベトナム
9. 11. 7 - 12. 6
タイ
10. 2. 25 - 3. 25
ギリシャ
10. 6. 12 - 7. 12
アルメニア，グルジア
10. 7. 11 - 8. 17
ベトナム
10. 11. 17 - 12. 16
ベトナム
10. 11. 17 - 12. 16
ギリシャ
11. 6. 29 - 7. 30
タイ
11. 11. 16 - 12. 15
ミヤンマー
11. 11. 16 - 12. 15
スペイン
12. 2. 22 - 3. 11
ミヤンマー
12. 3. 28 - 4. 10

滝田 正（東北農試）
田村 泰章（北陸農試）

ミヤンマー
12. 11. 16 - 12. 15

間

２）ベトナム国における豆類遺伝資源の共
同調査収集

豆類

島田 尚典（東北農試）
笠原 賢明（北海道農試）

ベトナム
12. 10. 23 - 11. 21

３）ミャンマー連邦北シャン州における雑
穀・コンニャク遺伝資源の探索収集

ソバ，ハトムギ，コンニャク

手塚 隆久（九州農試）
内田 秀司（群馬農試）

ミヤンマー
12. 12. 1 - 12. 31

４）イタリア・フランス・スペインにおけ
るフェスク類，ロリウム類遺伝資源の
探索収集
５）ブータン国における植物遺伝資源の探
索収集事前調査

フェスク類
ロリウム類

桂 真昭（九州農試）
上山 泰史（茨城畜試）

イタリア，フランス，スペイン
12. 6. 13 - 7. 22

作物共通

長峰 司（生物研）
白田 和人（ 〃 ）

ブータン 13. 1. 27-13. 2. 4

年度

調

査

課

題

13 １）豪州における植物遺伝資源の探索収集
事前調査
２）ミャンマー国におけるマメ類遺伝資源
の共同調査収集

対

象

作

担

当

者（所属機関）

派遣先・期

間

野生稲等

岩本 政雄（生物研）
平林 秀介（作物研）

オーストラリア
14. 1. 28 - 2. 2

ダイズ等マメ類

高橋 浩司（作物研）
石井 卓朗（生物研）

ミャンマー
14. 2. 23 - 3. 16

中川 仁（畜草研）
眞田 康治（北海道農研）

ミャンマー
14. 3. 1 - 3. 30

江川 宜伸（国際農研）
小川 一紀（国際農研）
平林 秀介（作物研）
岩本 政雄（生物研）
友岡 憲彦（生物研）

台湾
14. 3. 11 - 3. 23
オーストラリア
14. 4.23 - 5. 9
ミャンマー
14.10.15 - 11.15
トルコ
14. 5. 5 - 5.11
ベトナム
14.11.25 - 12.17
ロシア・アゼルバイジャン
15.8.2 ～ 8.19
トルコ共和国
15. 6.29 ～ 7.18
大韓民国
15.10.11 ～ 10.25

３）ミャンマー連邦カチン州，
サガイン管区，ソルガム等牧草類
マグウェー管区及びマンダレー管区に
おけるソルガム等の牧草遺伝資源の共
同調査収集
４）台湾における熱帯野菜・果樹遺伝資源 熱帯野菜
の探索収集事前調査
熱帯亜熱帯果樹類
14 １）豪州における野生稲の探索収集
野生稲
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２）ミャンマーにおけるマメ類遺伝資源の 栽培および野生豆類
調査と収集
３）トルコにおける果樹遺伝資源の探索収 果樹
集事前調査
４）ベトナム北部におけるチャ遺伝子資源 チャ
の共同探索収集
15 １）ロシアおよびアゼルバイジャンにおけ テンサイ
るテンサイ遺伝資源の共同調査収集
２）トルコ共和国における核果類およびリ 核果類
ンゴ遺伝資源の共同調査収集
３）大韓民国におけるカキ遺伝資源の探索・カキ
調査
４）ベトナム北部山岳地域におけるチャ遺
伝資源の共同探索収集
５）パキスタン国におけるクワ遺伝資源の
共同調査収集
６）ロシアにおける植物資源の探索収集の
事前調査
７）中国新彊ウイグル自治区における植物
資源の探索収集事前調査

物

チャ
クワ
作物共通
作物共通

薬師寺 博（果樹研）
長峰 司（生物研）
根角 厚司（野菜茶業研）
大前 英（野菜茶業研）
田口 和憲（北海道農研）
久保 友彦（北海道大学）
薬師寺 博（果樹研）
石黒 亮（山形県立園芸試験場）
山田 昌彦（果樹研究所）
板村 裕之（島根大学）
平 智（山形大学）
根角 厚司（野菜茶業研究所）
吉田 克志（野菜茶業研究所）
小山 朗夫（生物研）
長峰 司（生物研）
久田 方彦（生物研）
長峰 司（生物研）

ベトナム
15.11.23 ～ 12.15
パキスタン
15. 6.10 ～ 6.20，15.12. 1 ～ 12.10
ロシア
15. 7. 6 ～ 7.13
中国
15. 9. 9 ～ 9. 16

年度

調

査

課

題

対

象

作

物

担

当

者（所属機関）

派遣先・期

- 176 -

16 １）ミャンマーにおける野生イネの探索収
集

野生稲等

河瀬 眞琴（生物研）
宇賀 優作（生物研）

17 １）パプアニューギニアにおけるイネ科・
マメ科野生種等の共同探索収集

イネ科・マメ科野生種等

Duncan A.VAUGHAN（生物研）加 パプアニューギニア
賀 秋人（生物研）
17.6.12 ～ 6.28
友岡 憲彦（生物研）

２）ミャンマー北西部および南東部地域に
おける野生イネの探索収集

野生イネ

宇賀 優作（生物研）
河瀨 眞琴（生物研）

ミャンマー
17.10.13 ～ 11.12

３）ベトナムにおけるヤマノイモ遺伝資源
共同探索調査

ヤマノイモ類

田縁 勝洋（北海道立十勝農試）
米村 善栄（鳥取県園試）

ベトナム
17.10.31 ～ 11.30

４）ロシア・サハリンにおけるダッタンソ
バ等資源作物遺伝資源の共同調査収集

ダッタンソバ等

本田 裕（北海道農研）
鈴木 達郎（北海道農研）

ロシア・サハリン
17.8.31 ～ 9.14

５）中国新彊ウイグル自治区における果樹
遺伝資源の共同調査プロジェクト

果樹

佐藤 義彦（果樹研）
山口 正己（果樹研）
上田 恵理子（果樹研）
山本 俊哉（果樹研）

中国新彊ウイグル
17.10.11 ～ 20

６）ミャンマー連邦における野菜遺伝資源
の共同探索調査

野菜

齊藤 猛雄（野茶研）
松本 満夫（高知県農業技術セン
ター）
坂上潤一（国際農研）

ミャンマー
17.10.13 ～ 11.12

18 １）西アフリカ地域セネガルおよびギニア
におけるアフリカイネの共同探索調査

アフリカイネ

ミャンマー
16.11.10 ～ 12.9

セネガル・ギニア
18.10.24 ～ 10.31
18.11.19 ～ 11.24
ブルガリア
18.7.21 ～ 8.2

２）ブルガリア山岳地帯におけるマメ科飼
料作物の共同探索収集

マメ科飼料作物

奥村健治（北海道農研）
林拓（北海道立根釧農試）

３）パプアニューギニアウェスタン州及び
ガルフ州における共同探索収集

イネ科・マメ科野生種等

Duncan A. VAUGHAN（生物研） パプアニューギニア
18.7.3 ～ 7.21

４）中国新彊ウイグル自治区における果樹
遺伝資源の共同調査プロジェクト

果樹

佐藤 義彦（果樹研）
山口 正己（果樹研）

中国新彊ウイグル
18.8.29 ～ 9.13

５）ブータン王国における植物遺伝資源の
事前調査 (2006)

作物共通

河瀨眞琴（生物研）
奥泉久人（生物研）

ミャンマー・ブータン
18.9.5 ～ 9.15

間

年度

調

査

課

題

19 １）大韓民国におけるカンキツ類遺伝資源
の共同調査

対

象

作

物

カンキツ類

担

当

者（所属機関）

根角 博久（果樹研）
今井 篤（果樹研）
谷本 恵美子（長崎県）
佐藤 義彦（果樹研）
山口 正己（果樹研）

派遣先・期
韓国：済州島
19.11.21 ～ 11.28
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２）中国新彊ウイグル自治区における果樹
遺伝資源の共同調査プロジェクト

ナシ・核果類

３）ラオスにおける野菜遺伝資源の共同探
索

ウリ科野菜・ナス科野菜

坂田 好輝（野茶研）
齊藤 猛雄（野茶研）
加藤 鎌司（岡山大）
田中 克典（地球研）

ラオス
19.10.17 ～ 11.2

４）ブータン王国におけるマメ類および雑
穀類の植物遺伝資源多様性の保全

豆類，雑穀

友岡 憲彦（生物研）
奥泉 久人（生物研）

ブータン
19.9.25 ～ 10.18

５）インド・タミルナドゥ州におけるマメ
科植物遺伝資源多様性の保全

豆類

友岡 憲彦（生物研）

インド・タミルナドゥ
20.3.1 ～ 3.16

６）インド，タミル・ナドゥ州における雑
穀類と豆類探索収集の事前調査

豆類，雑穀

河瀨 眞琴（生物研）
福井 邦明（生物研）

インド・タミルナドゥ
19.10.16 ～ 11.2

豆類

友岡 憲彦（生物研）
加賀 秋人（生物研）

インド
21.1.27 ～ 2.13

ウリ科野菜・ナス科野菜

斎藤 新（野茶研）
田中 克典（地球研）

ラオス
20.8.6 ～ 9.2

20 １）インド・タミルナドゥ州におけるマメ
科植物遺伝資源多様性の保全
２）ラオスにおける野菜遺伝資源の共同探
索

間

中国・新疆ウイグル自治区
19.8.26 ～ 19.9.7

21 １）ラオスにおける野菜遺伝資源の共同探 ウリ科野菜・ナス科野菜
索 2009 年

松永 啓・杉山 充啓（野菜茶研） ラオス
田中 克典（地球研）
21.10.25 ～ 11.12

22 １）ミャンマーにおける伝統的作物の調査・作物全般
収集

河瀨 眞琴（生物研）
山本 伸一（生物研）
渡邉 和男（筑波大）

ミャンマー
23.3.4 ～ 18

２）インドにおける豆科植物遺伝資源の探
索・収集

豆類，雑穀

友岡 憲彦（生物研）

インド
23.2.2 ～ 2.6

３）ラオスにおけるソルガムなどバイオマ
ス作物の調査・収集

ソルガム

奥泉 久人（生物研）

ラオス
23.1.6 ～ 2.2

年度
23

調

査

課

題

１）カンボジアにおけるマメ科植物遺伝資
源多様性の保全

対
豆類

象

作

物

担

当

者（所属機関）

友岡憲彦（生物研）

派遣先・期
カンボジア
23.11.8 ～ 11.19

間
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Ⅳ．国内植物遺伝資源探索収集チームの派遣実績
Exploration organized in Japan by the Genebank Project since 1986

年度

調

査

課

題

61 １）茨城県北部および福島県南部における豆類
および雑穀類の収集

収

集

地

域

担

当

機

関
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茨城県，福島県

生物研・遺伝資源第一部・植物探索研

２）タチバナ及びヤマモモの遺伝資源収集

高知県，愛媛県，宮崎県

果樹試・興津支場・育種２研

３）チモシ一等寒地型イネ科牧草の遺伝資源の
収集

長野県，群馬県，山梨県

草地試・育種部・育種１研

４）ヒエ類の生態型の収集

熊本県，宮崎県

九州農試・草地部・牧草１研

５）南西諸島の在来野菜の収集－ウリ科ほか－

沖縄県（石垣島・波照間島・与那国島）

野菜茶試・野菜育種部・育種２研

６）近畿地方の在来野菜の収集
－アブラナ科ほか－

滋賀県，京都府

野菜茶試・野菜育種部・育種２研

７）寒地そば遺伝資源の収集

北海道

北農試・作物二部・特用作物研

８）暖地そば遺伝資源の収集

宮崎県，鹿児島県

九州農試・作物二部・作物４研

62 １）群馬県南西部新潟中越地方および福島県南
会津地方における豆類雑穀類の収集，生物
研，1987 年

群馬県，新潟県，福島県

生物研・遺伝資源第一部・植物探索研

２）中国，四国地方のキク野生種等収集，野菜
茶試，1987 年

広島県，高知県，徳島県

野菜茶試・花き部・切り花花き１研

３）茶宇治在来の収集，野菜茶試，1987 年

京都府

野菜茶試・茶栽培部・育種法研

４）本州におけるペレニアルライグラスの収集， 福島県，長野県，群馬県，茨城県，栃木県，草地試・育種部・育種素材研
草地試，1987 年
青森県，岩手県
５）オガサワラグワの収集，蚕試，1987 年

東京都（父島，母島）

蚕試・栽培部・桑育種１研

年度

調

査

課

題

収

集

地

域

担

当

機

関

63 １）埼玉県・長野県における雑豆および雑穀類
在来種の探索収集，生物研，1988 年

埼玉県，長野県

生物研・遺伝資源第一部・植物探索研

２）新潟県南部・長野県北部地方における豆類
および雑穀の収集，生物研，1988 年

新潟県，長野県

生物研・遺伝資源第一部・植物探索研

３）福島県南会津地方における植物遺伝資源探
索，生物研，1988 年

福島県

生物研・遺伝資源第一部・植物探索研

４）関東，東海地域のゴマ，エゴマの在来種収集，長野県，埼玉県
農研センター，1988 年
５）沖縄県離島の在来甘しょの収集，農研セン
ター，1988 年

農研センター・作物第一部・資源作物研

沖縄県（栗国島，池間島，石垣島，伊良部島，農研センター・作物第一部・甘しょ育研
西表島，久米島，黒島，宮古島，与那国島）
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６）中部地域の野生ダイズ（ツルマメ）の収集， 静岡県，山梨県，神奈川県
農研センター，1988 年

農研センター・作物第一部・豆育研

７）国内の在来カキ樹の収集，
果樹試安芸津支場，岐阜県，奈良県，熊本県
1988 年

果樹試・安芸津支場・育種研

８）東海近畿地方のナス在来種の収集，
野菜茶試，奈良県，滋賀県，京都府，岐阜県，愛知県，野菜茶試・野菜育種部・育種２研
1988 年
三重県
元

１）長野県下伊那郡における雑穀類と豆類の探
索収集

長野県

生物研・遺伝資源第一部・植物探索研

２）沖縄県西表島におけるアズキ近縁野生種
Vigna riukiuensis , V. reflexo-pilosa の探索
収集

沖縄県（西表島）

生物研・遺伝資源第一部・植物探索研

３）沖縄離島の在来甘しょ収集，農研センター， 沖縄県（伊江島，伊平屋島，石垣島，座間 農研センター・作物第一部・甘しょ育研
1988 - 90 年
味島，渡嘉敷島，波照間島，平安座島）

年度

調

査

課

題

元

４）レンゲの収集（全国）
，1989 年

５）東北北部野性リンゴ属植物の収集，果樹試
盛岡支場，1989 年

集

地

域

担

当

機

関

秋田県，山形県，栃木県，長野県，茨城県，草地試・育種部・育種素材研
千葉県，山梨県，埼玉県，群馬県，愛知県，
岐阜県，山口県，高知県，愛媛県，徳島県，
長崎県，佐賀県，福岡県，鹿児島県，熊本
県
岩手県，秋田県，青森県
果樹試・盛岡支場・育種研

６）西南暖地におけるダイアンサス属野生種の
探索収集，野菜・茶試，1989 年

宮崎県，長野県，鹿児島県，広島県

野菜茶試・花き部・切り花花き２研

７） 熊本県および宮崎県山間部におけるヤマチ
ャの収集，野菜・茶試，1989 年

熊本県，宮崎県

野菜茶試・久留米支場・茶樹育研

- 181 -

８）奄美群島における甘しょ在来種の収集
2

収

１）長野県，下伊那地方に栽培されている在来
豆類・雑穀類の現地調査と収集

（鹿児島県，徳之島，沖永良部島）
長野県

九州農試・畑地利用部・甘しょ育研
生物研・遺伝資源第一部・植物探索研

２）沖縄県与那国島におけるアズキ近縁野生種， 沖縄県（与那国島）
Vigna riukiuenses ，V. reflexo-pilosa の探索
収集

生物研・遺伝資源第一部・植物探索研

３）岩手・山形県における作物在来種の探索・
収集

岩手県，山形県

生物研・遺伝資源第一部・植物探索研

４）東北地方のえごま・ごまの在来種収集

岩手県，青森県，山形県

東北農試・作物開発部・資源作物育研

５）東北地方における自生ハマナスの収集

宮城県，岩手県，青森県，秋田県，新潟県（佐 野菜茶試・花き部・緑化植物研
渡島）
，鳥取県，茨城県，千葉県

６）宮古・八重山諸島の亜熱帯地域植物遺伝資
源の収集

沖縄県（宮古島，石垣島，西表島，伊良部島，熱研センター・沖縄支所・作物導入栽培研
与那国島）

７）本邦在来イチゴ近縁種の収集

岐阜県，栃木県，北海道

野菜茶試・久留米支場・育種２研

８）九州地域の大豆在来種の収集

福岡県，大分県

九州農試・作物開発部・大豆育研

年度
3

調

査

課

題

収

集

地

域

担

当

機

関

１）沖縄県における雑豆および雑穀類在来品種
の探索収集

沖縄県（波照間島，多良間島，池間島，宮 生物研・遺伝資源第一部・植物探索研
古島）

２）秋田県南部，山形県北部における豆類遺伝
資源の収集

秋田県，山形県

生物研・遺伝資源第一部・植物探索研

３）シバ属自生植物の収集（全国）
，1991-1992 青森県，山形県，福島県，栃木県，群馬県，草地試・育種部・育種素材研
年
新潟県，富山県，静岡県，三重県，兵庫県，
岡山県，山口県，徳島県，愛媛県，高知県，
福岡県，佐賀県，長崎県，大分県，宮崎県，
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４）北海道に自生するヤマグワ系野生桑の収集

北海道

蚕昆研・松本支所・高冷地栽・桑技術研

５）北陸・東北地方のチャ在来種の収集

新潟県，秋田県，岩手県

野菜茶試・茶栽培部・育種研

６）西日本地域における野生クリの収集

高知県，熊本県，宮崎県，静岡県

果樹試・育種部・育種２研

７）四国・九州地域における野生ラン（セッコク）宮崎県，鹿児島県，福岡県，愛媛県，香川県，野菜茶試・花き部・流通技術研
の収集
高知県，徳島県，兵庫県，
広島県，京都府，和歌山県
4

１）徳島・高知県における雑穀類・豆類の探索
収集

徳島県，高知県

生物研・遺伝資源第一部・植物探索研

２）沖縄本島，久米島および奄美大島における
在来作物の収集と調査

沖縄県（沖縄本島，久米島）
，鹿児島県（奄 生物研・遺伝資源第一部・植物探索研
美大島）

３）中国地域におけるいぐさ在来種の探索収集

広島県，島根県

４）東北・関東・東海地域におけるメロン遺伝
資源の収集

山形県，岩手県，宮城県，千葉県，静岡県，野菜茶試・野菜育種部・育種２研
愛知県

農研センター・作物開発部・資源作物育研

５）中国地域における Elymus の国内遺伝資源の 鳥取県，島根県
探索

九州農試・水田利用部・耐性育種研

６）宮古・八重山諸島における亜熱帯植物遺伝
資源の第二次収集

熱研センター・沖縄支所・作物育種研

沖縄県（宮古島，八重山諸島）

年度
5
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調

査

課

題

収

集

地

域

担

当

機

関

１）高知県物部村および檮原町における作物在
来種の調査と収集

高知県

生物研・遺伝資源第一部・植物探索研

２）種子島・屋久島における在来作物の探索収
集

種子島・屋久島

生物研・遺伝資源第一部・植物探索研

３）四国の山間・島嶼の在来甘しょの収集

高知県，愛媛県

農研センター・作物開発部・甘しょ育研

４）九州，中・四国，北陸地方におけるペレニ
アルライグラスの収集

大分県，島根県，広島県，岡山県，愛媛県，草地試・育種部・育種素材研
高知県，徳島県，福井県，石川県，新潟県

５）岡山県におけるモモ野生種の探索収集

岡山県

果樹試・育種部・育種３研

６）南西諸島地域における芳香性野生ツバキ属
の収集

沖縄県（石垣島）

野菜茶試・花き部・育種法研

７）東北地域の野生ダイズ（ツルマメ）の収集

秋田県

東北農試・作物開発部・大豆育研

８）北陸地域における Leymus 及び Elymus 属
の国内遺伝資源の探索

新潟県，富山県，石川県，福井県

九州農試・水田利用部・耐性育法研，大麦育
研

１）青森県津軽地方および南部地方における豆
類・雑穀類在来品種の探索収集

青森県，岩手県

生物研・遺伝資源第一部・植物探索研

２）長崎県対馬における作物在来種の調査と収
集

長崎県対馬

生物研・遺伝資源第一部・植物探索研

３）五島列島における作物在来種の調査と収集

長崎県五島列島

生物研・遺伝資源第一部・植物探索研

４）鹿児島県奄美諸島におけるイネ近縁属の探
索・収集

鹿児島県奄美諸島

農研センター・作物開発部・稲育法研

５）沖縄におけるウリ科在来種の遺伝資源探索
と収集

沖縄県

野菜茶試・久留米支場・育種１研

年度

調

6

６）北陸東山地方のソバ在来の収集

新潟県，長野県

北陸農試・作物開発部・畑作物育種研

７）奄美大島および甑島に自生するシマグワ系
野生桑の収集

鹿児島県（奄美諸島，甑島）

九州農試・作物開発部・桑育種・養蚕研

８）香川県，徳島県，高知県におけるさとうき
び遺伝資源の収集

香川県，徳島県，高知県

九州農試・作物開発部・さとうきび育種研

１）岩手県北部および三陸地方における作物在
来品種の調査と収集

岩手県

生物研・遺伝資源第一部・植物探索研

２）鹿児島県における在来作物の収集と調査

鹿児島県

生物研・遺伝資源第一部・植物探索研

３）隠岐諸島における作物在来種の調査と収集

島根県（隠岐諸島）

生物研・遺伝資源第一部・植物探索研

7

査

課

題

収
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４）京都府および兵庫県における野生ダイズ（ツ 京都府，兵庫県
ルマメ）の収集

8

集

地

域

担

当

機

関

農研センター・作物開発部・豆育研

５）ウマゴヤシ類（Medicago spp. ）国内遺伝
資源の探索収集

愛知県，岐阜県，静岡県，長野県，広島県，草地試・育種部・育種１研
岡山県，鳥取県，島根県

６）南九州地域におけるカンキツ類遺伝資源の
収集

鹿児島県，熊本県

果樹試・興津支場・育種１研

７）高知県および徳島県における自生チャの収
集

高知県，徳島県

野菜茶試・久留米支場・茶樹育研

１）島根県および広島県における在来作物の調
査と収集

島根県，広島県

生物研・遺伝資源第一部・植物探索研

２）伊豆諸島三宅島における在来甘しょの収集

三宅島

農研センター・作物開発部・甘しょ育種研

３）北海道および青森県におけるヤマツツジの
収集

北海道，青森県

野菜茶試・久留米支場・花き研

年度
８

9

調

査

課

題

４）青森県及び山形県におけるきくいもの収集

収

集

地

域

青森県，山形県

担

当

機

関

北農試・畑作セ・遺伝資源研
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５）北海道地域における Elymus 及び Leymus 属 北海道
の国内遺伝資源の探索

九州農試・水田利用部・麦育種研

６）九州地域における雑穀類遺伝資源の探索収
集

大分県，熊本県，宮崎県

九州農試・作物開発部・資源作物研

７）南西諸島における豆類の探索収集

沖縄県（沖縄本島，伊江島）

九州農試・作物開発部・大豆育種研

１）三重県および奈良県における豆類・雑穀類
在来品種の探索収集

三重県，奈良県

生物研・遺伝資源第一部・植物探索研

２）東北及び中部山岳地帯におけるアカクロー
バおよび北海道のシャジクソウの収集

長野県美ヶ原高原

北農試・草地部・マメ科牧育研

３）国内の在来マタタビ属の収集

北海道，山形県，新潟県，富山県，岐阜県 果樹試・カキブドウ支場・育種部

４）島根県および鳥取県におけるゴマ等伝統的
作物の収集

島根県，鳥取県

四国農試・作物開発部・上席研究官

５）東北地域における野生大豆（ツルマメ）の
収集－山形県最上川流域－

山形県

東北農試・作物開発部・大豆育種研

６）沖縄県本島における熱帯・亜熱帯果樹類の
調査

沖縄県

国際農研・沖縄・熱帯果樹研

年度

調 査 課 題

収 集 地 域

10 1）和歌山県，奈良県および三重県における作物 和歌山県，奈良県，三重県
在来種の調査と収集

担 当 機 関
生物研・遺伝資源第一部・植物探索研

２）茨城県北部における作物在来品種の残存調査 茨城県

生物研・遺伝資源第一部・植物探索研

３）群馬県および山形県におけるアケビ属の探索 群馬県，山形県
収集

果樹試・育種部・遺伝資源研

４）北海道におけるコハマギク，イワギクの収集 北海道

野菜茶試・花き部・育種研

５）岡山県におおけるチャ遺伝資源の収集

野菜茶試・茶栽培部・暖地茶樹育種研

岡山県

６）東北地方におけるアブラナ科在来種の調査・ 青森県，岩手県，秋田県，山形県， 東北農試・作物開発部・資源作物育種研
収集
福島県
- 186 -

11 １）関東・東山地域におけるソバ在来品種の分布 栃木県，静岡県，愛知県
調査と収集

九州農試・作物開発部・資源作物研

２）北陸地域における雑穀類遺伝資源の探索収集 新潟県，富山県，石川県，福井県

東北農試・作物開発部・資源作物育種研

３）鹿児島県奄美諸島におけるさとうきび遺伝資 鹿児島県
源の収集

九州農試・作物開発部・さとうきび育種研

４）長野県および京都府におけるユスラウメ系統 長野県，京都府
の収集

果樹試・育種部・核果類育種研

５）南西諸島におけるアズキ近縁野生種の分布調 沖縄県
査と収集

生物研・遺伝資源第二部・集団動態研

６）大分県，熊本県北部および宮崎県北部におけ 大分県，熊本県，宮崎県
る作物在来品種の探索収集

生物研・遺伝資源第一部・植物探索研

年度

調 査 課 題

12 １）福島県における作物在来品種の残存調査

収 集 地 域
福島県

担 当 機 関
生物研・遺伝資源第一部・植物探索研

２）鳥取県，岡山県，茨城県，栃木県におけるア 鳥取県，岡山県，茨城県，
ズキ (Vigna angularis ) 野生 - 栽培 - 雑草種集 栃木県
団のモニタリング，2000 年

生物研・遺伝資源第二部・集団動態研

３）高知県におけるナシ遺伝資源の収集

果樹試・育種部・ナシ・クリ育種研

高知県

４）南西諸島におけるカンキツ類遺伝資源の探索 鹿児島県，沖縄県
収集

果樹試・カンキツ部・遺伝資源研

５）三重県および北海道におけるカワラナデシ
コ，エゾカワラナデシコの探索収集

三重県，北海道

野茶試・花き部・育種研

６）長崎県対馬地方におけるチャの調査と収集

長崎県

野茶試・茶栽培部・育種研他
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13 １）新潟県佐渡島における作物在来種の調査と収 新潟県
集

生物研・ジーンバンク・植物資源研

２）新潟県下越地域および山形県中部地域におけ 新潟県，山形県
る作物在来品種の探索収集

生物研・ジーンバンク・植物資源研

３）長野県における Vigna , Vicia , Glycine 属野生 長野県
種の調査と収集
2002 年 10 月 9 ～ 12 日

生物研・遺伝資源・集団動態研

４）長野県および愛知県北部におけるゴマ
(Sesamum indicum ) およびエゴマ (Perilla
frutescens ) 在来種の探索収集

長野県，愛知県

作物研・畑作部・資源作物育種研

５）九州地方南部及び長崎県北部におけるエン
バク在来種の調査収集

宮崎県，鹿児島県，長崎県

九州沖縄農研・畜産飼料作・牧草育種研

６）小笠原諸島におけるカンキツ遺伝資源の調査 東京都

果樹研・カンキツ・素材開発研その他

７）長崎県五島列島におけるチャの調査と収集

野茶研・茶業研究部・育種研その他

長崎県

年度

調 査 課 題

収 集 地 域

14 １）愛知県北部における作物在来品種の調査と収 愛知県北部
集

担 当 機 関
生物研・ジーンバンク・植物資源研

２）房総半島におけるツルマメの探索・収集

千葉県（房総半島）

作物研・畑作研究部・豆類育種研

３）奄美大島におけるかんしょ在来種の収集

鹿児島県奄美大島

九州沖縄農研・畑作研究部・サツマイモ育種研

４）鹿児島県におけるフダンソウ在来種の調査と 鹿児島県
収集

北農研・畑作研究部・てん菜育種研

５）沖縄におけるイチジク属遺伝資源の探索収集 沖縄県

果樹研・遺伝育種部・遺伝資源研

６）沖縄県の台湾導入実生茶樹群の収集

沖縄県

野茶研・茶業研究部・育種素材開発チーム

石川県・富山県

生物研・ジーンバンク・植物資源研

15 １）能登半島における作物在来種の調査と収集
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２）岐阜県および愛知県北部におけるエゴ
愛知県・岐阜県
マ (Perilla frutescens ) およびゴマ (Sesamum
indicum ) 在来種の探索収集

作物研・畑作部・資源作物育種研

３）東北地域における野生大豆（ツルマメ）の収 岩手県
集

東北農研・水田利用部・大豆育種研

４）青森県・沖縄県におけるモモ在来品種の探索 青森県・沖縄県

果樹研・遺伝育種部・核果類育種研

５）北海道奥尻島におけるクワの探索収集

生物研・昆虫生産工学研究 G・増殖システム研

北海道

16 １）九州南西部におけるサトウキビ野生種の収集 九州南西部

国際農研・沖縄・育種素材開発研

２）長野県におけるクリ遺伝資源の収集

長野県

果樹研・遺伝育種部・ナシクリ育種研

３）山梨県・長野県における果樹近縁種の収集

山梨県・長野県

果樹研・遺伝育種部・遺伝資源研

４）三重県におけるチャの収集

三重県

野茶研・茶業研究部・育種研

年度

調 査 課 題

収 集 地 域

担 当 機 関

16 ５）徳島県におけるツルマメの収集

徳島県・高知県

近中四農研・作物開発部・大豆育種研

６）四国山地におけるエゴマの収集

徳島県・高知県

生物研・ジーンバンク・上席

７）北海道におけるヤマグワ野生種の収集

北海道

生物研・昆虫生産工学研究 G・増殖システム研

17 １）北東北地方におけるナシ属・リンゴ属の探索・岩手県・青森県・秋田県
収集

果樹研・遺伝育種部・遺伝資源研
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２）山形県におけるアカスモモ及び在来ナシの探 山形県
索・収集

果樹研・遺伝育種部・遺伝資源研

３）屋久島におけるブルーベリー近縁種アクシバ 屋久島
モドキの探索・収集

北海道農研・作物開発部・果樹育種研

４）南九州におけるアブラナ科野菜在来種の調査 鹿児島県・宮崎県
と収集

野茶研・葉根菜研究部・アブラナ科育種研

18 １）四万十川流域における野生大豆（ツルマメ） 高知県
の収集
２）愛知県渥美半島および三重県伊勢志摩地域に 愛知県・三重県
おけるサトウキビ野生種の探索・収集
３）関東以南におけるダンチクの収集

近中四農研・大豆育種研究近中四サブチーム
九沖農研・バイオマス・資源作物開発Ｔ

鹿児島県・千葉県・静岡県・宮崎県・畜草研・育工Ｔ
長崎県・沖縄県

４）種子島におけるエンバク在来種の探索・収集 種子島

九沖農研・牧草・飼料作物育種Ｕ

５）石川県および富山県におけるアブラナ科野菜 石川県・富山県
在来種の調査と収集

野茶研・野菜育種研究Ｔ

６）島根県の寒冷地の在来茶樹の収集

野茶研・金谷茶業研究拠点・枕崎茶業研究拠点

島根県

年度

調 査 課 題

収 集 地 域

担 当 機 関

18 ７）長野県・山梨県におけるリンゴ属の探索・収
集

長野県・山梨県

８）愛知県及び広島県におけるブルーベリー近縁
種ナツハゼ類２種の探索・収集

愛知県・広島県

北農研・寒地地域特産研究Ｔ・果樹育種Ｇ

１）四国西部地域におけるサトウキビ野生種の探
索収集

高知県・愛媛県

九沖農研バイオマス．資源作物開発

滋賀県

生物研・ジーンバンク

２）滋賀県における雑穀・マメ類の探索収集

果樹研・研究支援センター・遺伝資源室

３）山形，鳥取，兵庫，京都，佐賀，福岡，大分， 鳥取県・兵庫県・京都府・佐賀県・
生物研・ジーンバンク
長野県におけるマメ科植物遺伝資源の多様性 福岡県・大分県
保全
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19 ４）静岡県伊豆半島におけるツルマメの探索・収
集

20

静岡県

作物研・豆類

５）富山県・石川県におけるバラ科果樹遺伝資源
の探索・収集

富山県・石川県

果樹研・遺伝資源室

６）長崎県対馬地域および長崎市周辺地域におけ
るカンキツ遺伝資源の調査

長崎県（対馬地域・長崎市周辺）

果樹研・カンキツ・興津，カンキツ口之津

７）富山県立山におけるブルーベリー近縁種マル
バウスゴの探索・収集

富山県

北海道農研・寒地地域特産・果樹

１）北海道におけるマメ科植物遺伝資源の探索収集 北海道

生物研・ジーンバンク

２）愛媛県における野生大豆（ツルマメ）の探索・
愛媛
収集

近中四農研・大豆育種研究近中四サブチーム

３）高知県東部地域におけるサトウキビ野生種の
探索

高知県

九沖農研・バイオマス・資源作物開発

年度

20 ４）東北地域におけるクサヨシ遺伝資源の収集

21

収 集 地 域

調 査 課 題

担 当 機 関

青森県・岩手県・山形県・福島県・ 東北農研・飼料作物育種研究東北サブチーム
新潟県

５）北海道根室市におけるブルーベリー近縁種ヒ
メツルコケモモの探索・収集

北海道

北海道農研・寒地地域特産・果樹

６）栃木県におけるリンゴ属及びナシ属野生遺伝
資源の探索収集

栃木県

果樹研・遺伝資源室

７）長崎県島嶼地域における在来カンキツ遺伝資
源の調査

長崎県（対馬・五島）

果樹研・遺伝資源室（興津），カンキツ研究Ｔ（口之津）

１）北海道勇払原野におけるケヨノミとクロミノウ
北海道
グイスカグラの探索・収集

北海道農研・寒地地域特産研究チーム
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２）Collaborative Exploration between NIAS
Genebank and USDA ARS (U.S. Department of
Agriculture, Agricultural Research Service) for
北海道・青森県・秋田県・岩手県
the Collection of Genetic Resources of Fruit
and Nut Species in Hokkaidō and the Northern
Tōhoku Region

果樹研・遺伝資源研

３）長崎県対馬におけるマメ科植物遺伝資源の探索
長崎県（対馬）
収集

生物研・ジーンバンク

４）東京都八丈島における在来カンキツ遺伝資源の
東京都（八丈島）
調査

果樹研・遺伝資源室

５）宮崎県南部におけるサトウキビ野生種の探索と
宮崎県
収集

九州沖縄農研

６）沖縄本島および奄美大島におけるブルーベリー 沖縄県（沖縄本島）
近縁種ギーマの探索・収集
鹿児島県（奄美大島）

北海道農研・寒地地域特産・果樹

７）Exploration and Collection of Miscanthus
species in Kumamoto Prefecture, Japan

九州沖縄農研

熊本県

年度

調 査 課 題

収 集 地 域

22 １）新潟県佐渡島におけるマメ科植物遺伝資源の探 新潟県（佐渡）
索収集

担 当 機 関
生物研・ジーンバンク
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２）岩手県北部におけるモモ在来種および野生種の 岩手県北部
調査・収集

果樹研・研究支援センター・遺伝資源室

３）東京都青ヶ島における在来カンキツ遺伝資源の 東京都（青ヶ島）
調査・収集

果樹研・研究支援センター・遺伝資源室

４）北海道大雪山におけるブルーベリー近縁種ヒメ 北海道（大雪山）
クロマメノキの探索・収集

北海道農研・寒地地域特産・果樹

５）北海道東部の湿原におけるクロミノウグイスカ 北海道東部
グラの探索・収集

北海道農研・寒地地域特産・果樹

６）四国東部における野生大豆（ツルマメ）の探索・香川県・徳島県・高知県
収集

近中四農研・大豆育種研究・近中四サブチーム

７）千葉県内房地域におけるサトウキビ野生種の探 千葉県（房総半島）
索・収集

九沖農研・バイオマス・資源作物開発

８）近畿・中国・四国地域におけるススキ属自生株 大阪府・奈良県・兵庫県・京都府・九沖農研・牧草・飼料作物育種
の探索・収集
三重県・滋賀県・島根県・広島県・
山口県・鳥取県・香川県・愛媛県・
高知県
９）和歌山市内におけるキシュウスズメノヒエ自生 和歌山県
株の探索と収集

九沖農研・牧草・飼料作物育種

年度

調 査 課 題

収 集 地 域

担 当 機 関

23 １）島根県隠岐島におけるマメ科植物遺伝資源の探 島根県
索収集

生物研・遺伝資源センター

２）沖縄県石垣島，西表島，黒島におけるマメ科植 沖縄県
物遺伝資源の探索収集

生物研・遺伝資源センター

３）紀伊半島におけるツルマメの探索・収集

作物研・畑作物研究領域

和歌山県・三重県・奈良県
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４）九州南部および種子島における野生大豆（ツル 鹿児島県
マメ）の収集

九沖農研・作物開発・利用研究領域

５）宮城県及び山形県におけるジュズダマ探索・収 宮城県・山形県
集

東北農研・畑作園芸研究領域

６）宮崎県北東部，大分県東部および鹿児島県薩摩 宮崎県・大分県・鹿児島県
半島南部の沿岸地域におけるサトウキビ野生種
の探索と収集

九沖農研・種子島試験地

７）温暖地におけるクサヨシ遺伝資源の収集

東北農研・畜産飼料作研究領域

神奈川県・静岡県・島根県

８）沖縄県先島諸島における在来カンキツ遺伝資源 沖縄県
の探索収集

果樹研・カンキツ研究領域

９）屋久島におけるブルーベリー近縁種シャシャン 鹿児島県
ボの探索・収集

北海道農研・水田作研究領域・果樹育種班

投稿規定
（平成 25 年 2 月 10 日現在）
目的：
本報告書には，ジーンバンク事業による探索・収集及びその関連研究をはじめとして，植物遺伝
資源にかかわる現地調査・研究の論文及び関連する情報を掲載する．
投稿原稿の体裁・提出：
投稿原稿は日本語または英語とし，
「投稿原稿作成要領」に従って作成すること．
投稿原稿は Microsoft Word または OpenDocument 形式の電子ファイルで作成する．
投稿原稿は電子メールか CD-ROM による郵送などで提出する．
投稿原稿は担当編集委員が選ぶ 2 名以上の審査員の審査を受け，最終的な採否は編集委員会に
より決定する．
著者は，審査結果を受け取った後，速やかに修正し担当編集委員へ送付しなければならない．や
むを得ない事情により送付が遅れる場合は，担当編集委員の了解を受けること．
掲載の順序，論文の体裁などは編集委員会で決定する．
校正：
著者校正は 1 回行う．校正刷は受領後速やかに校正の上，編集委員に返送する．
別刷：
別刷 50 部は無料進呈する．
版権：
本誌に掲載された全ての記事内容は，独立行政法人農業生物資源研究所の許可なくして無断の転
載を禁止する．
原稿送付先及び連絡先：
植物遺伝資源探索導入調査報告書（植探報）編集委員会事務局
〒 305 － 8602
独立行政法人

茨城県つくば市観音台 2 － 1 － 2

農業生物資源研究所

遺伝資源センター

多様性活用研究ユニット

TEL&FAX: 029-838-7458
E-mail: plantan@gene.affrc.go.jp
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投稿原稿作成要領
（平成 25 年 2 月 10 日現在）
書式：
１．A4 用 紙 サ イ ズ で， 横 書 き と す る． で き る 限 り Microsoft Word 形 式 で 送 付 す る．
OpenDocument も受け付けるが，編集，および編集委員から送付するファイルは Microsoft
Word 形式とする．外字の使用は禁止する．
2．記述は表題，
著者名，
所属機関，
要約（以上について，
和文原稿は和文および英文）
，
キーワード，
本文，引用文献の順に記載する．英文原稿の場合は，本文の最後に和文摘要を付ける．
3．本文は，
1．目的，
2．材料と方法（対象植物，
収集・調査方法）3．収集（調査）結果，
4．考察，
5．謝辞を含むこととする．
4．連名著者の所属が異なる場合，著者名の右肩に数字をつけて所属を示す．
5．具体的な例として以下の 2 論文を参考にすることとする．
国内探索調査：小島 洋一朗・河瀨 眞琴 (2004) 能登半島における作物在来種の調査と収集 .
植探報

Vol. 20: 1 ～ 9.[URL http://www.gene.affrc.go.jp/plant/TReport/2003/2003-1.pdf]

海外探索調査：TOMOOKA et al (2007) Conservation of Legume - Symbiotic Rhizobia
Genetic Diversity in Laos, 2006. Annual Report on Exploration and Introduction of Plant
Genetic Resources Vol. 23 : 177 ～ 183.
[URL http://www.gene.affrc.go.jp/plant/pdf/report/parts/2006_2-7.pdf]
参照：過去の報告書 (URL: http://www.gene.affrc.go.jp/publications.php#plant_report)
図・表および写真：
1．図・表，写真は 1 ページに収まる形に作成する．
2．図・表，写真には表題（和文・英文併記）を付け，必要に応じ説明などを付ける．
3．表は Microsoft Excel，OpenDocument で作成する．セル結合などの使用は避ける．
4．提出は文書ファイルに貼り付けず，別ファイルにて作成，送付する．図，写真についてはオ
リジナルの画像ファイルも併せて送付する．

遺伝資源のパスポート登録：
ジーンバンク事業にて収集した遺伝資源は事前にパスポート登録し，本報告書には JP 番号を
付けて掲載する．
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