


1建設地のラン保全に関する報告

1 :無薗培養と栽培受託苗の現状

1!!~菌培養中のハクウンランとサイハイラン(倉田)

ノ、、クウンランNo.1

サイハイラン普通個体

自~~.1lkのノ、クウンラン
(2008年7月15日)

2009年3月14日 三橋俊治

(本文2ページ)

ノ、クウンランNo.2

サイノ、イラン緑花



皿 建設地のラン増殖の現況報告
2010年3月8日 ラン・ネットワーク 三橋俊治(本文5ページ)

ハクウンラン 2007年捕種(不良)

ハクウンラン 移植地のタネ
(2009年播種)

参考 他産地(北関東)のハクウンラン
の無菌培養

ハクウンラン 栽培株の苗
(2009年捕種)
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サイハイラン

2007年捕種

サイハイラン
(緑花)
2007年捕種

ササパギンラン

2007年嬬種
生長が止まっている



w: '予定地の希少植物保全対策
(ハクウンラン、ササパギンラン、サイハイラン)

(本文6ページ)

2009年3月10日橋本季正

2.各種の現状

①ハクウンラン(播種数1瓶)

低ilot処理後約1年経つが、
発芽の兆候は見られない。

②ササパギンラン(播種数4瓶)

低温処理後約11カ月経つが、
発芽の兆候は見られなしミ。

①サイハイラン(播種数10ピン) 左:普通花 右:淡色花

v: : 

いずれも全体の約1%が発芽生長。順調に行けば苗数は十数本の予定。

a産ノ、クウンラン無菌増殖事業 (本文7ページ)

日鉄環境エンジニアリング株式会社
環境テクノ事業本部 橋本季正

1.無菌発芽苗増殖

①無菌発芽苗到着時
(2009年11月)

葉付の茎が3本、無い茎が2本



②l回目の増殖(2009年11月)
1節ごとに切断して1培養瓶に3本植え、30本に増殖

③培養状況(2010年3月)
20

0C暗黒状態で茎の伸長を促した。茎が複数発生、伸長した状態

④2回目の増殖(2010年3月)

1-2節ごとに切断する。 l培養瓶に5本植える。
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5本植え20瓶で100本に増殖

2.茎無菌化培養地殖試験

ハクウンラン栽培品2本 (2009年10月)

無菌化培養(2009年10月)
茎を1~2節に切断して培養

培養結果(2009il:.l1月)茎内のバクテリ
アやカピを殺菌できず汚染発生。培養土

に近い部位だったためか?

III 
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追加報告:(2010年4月)
ノ、クウンラン無菌増殖苗は目標の

100本まで増殖し、切断した茎から

新芽が伸びてきました。

無菌化準備(2009年10月)
汚染しやすい葉を取り除いて、

1%次亜塩素酸ナトリウム水溶液で

表而を殺菌。
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平成20年度ラン・ネットワーク総会開催時の自生地観察会

今回の目玉である「シナノショウキラン」
開花直後で素晴らしく締麗な状態を見ることが出来た
今回お世話になった、蘭ミュージアム・高森の さんに感謝

聞

二 羽
コフタノtラン
標高の低いところ

オオノtノトンボソウ

聞
善 昌

ヒトツポクロ

タカネフタノtラン

標高の高いところ

写真の嫌いなラン
(うまく撮れない)
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ヰ効利よリ訂正アオチドリ
Jri初Jの燃本がこの色なら

H日泌いなくアカチドリ

カモメラン
ーつ見つけると周りに

沢山あります。

ホテイラン(純子付)

ニョホウチドリ
岩場にl咲くのはウチョウランだけではないよ

画面

込
ユ

一-3

・

ミヤマモジズリ
モジズリの織にiJ~山ありました。

置

ホザキイチョウラン

イチョウラン

雄大な1おアjレプスをパックに総会に参加された)J々
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平成21年7月12日(日)ラン・ネットワーク自生地見学会

富士山 5合目~3合目

イチョウラン
いっぱい見ました

ヒメミヤマウズラ

花茎を上げています

キソチドリ

コイチョウラン
少ないです

ナガパキソチドリ
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ヒメミヤマウズラ
花茎を上げている株は少ない

ヒメミヤマウズラ 無紋タイプ
花茎を上げています
どこか雰聞気が違っています

ヒメムヨウラン



コフタパラン赤事IJ コフタパラン青軸 ミヤマフタノくラン

ミヤマフタパラン 3枚葉&4枚葉 ミヤマモジズリ
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建設地のラン保全に関する報告

1 :無菌培養と栽培受託苗の現状

2∞9年3月14日 三橋俊治(写真カラー 1ページ)

1 )無菌培養苗

無菌培養フラスコ本数 (2007年のタネ)

ハクウンラン

ササパギンラン

サイハイラン

培養者の報告

佐藤友信

3本 (橋本1 倉田 2)

1 0本 (橋本4 佐藤6)

1 2本 (橋本10 倉田 2)

4・ササパギンラン:雑菌汚染分は処分、現在フラスコ 6本を継続保管中。一部で

妊の膨化が認められたが、その後に発育が停止した。低温処理なども試みたが生

長再開は認められていない。

.ハクウンラン:有脹種子の数が極めて少なかったが、発芽自体は良好。ただし

他産地の系統と比較して苗が小型で・発育も遅く、性質自体が虚弱だという印象を

受けた。(現在倉田が培養中)

倉田英司

4・ハクウンラン:フラスコ 2本を培養。No.lに4塊 6芽、No.2に2塊4芽が順調

に生育中。大きいもので約 2センチ。(写真 1ページ)

-サイハイラン:普通個体は大幅に作落ちした。大量発芽が原因。至急移植する。

緑花も作落ちしたが、健全なフラスコがあるので、これも至急移植する。
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2)栽培受託首(鉢植え)

4・ハクウンラン

No. 3 :当初より小切片。生きているが生育の見込みなし。

No.14 :当初不良小苗で、一度回復して健全首となったが、現在は小片のみ。回復

は見込めない。

No.15 :これも一時小苗から回復し健全苗となったかに見えたが、枯死した。

No.21 :唯一健全に見える株で、今年の開花が見込めるが、昨年の結実の状況から

判断すると、種子が得られる見込みは低い。

ぬ23:昨年春、小さい地下茎のみとなり、葉が出なかった株。今年も同じ状態で

回復は見込めない。

4・ササパギンラン

現在休眠中。地上部がないので判断できなし、。

3)今年の計画案

.ハクウンラン

昨年は良い種子が得られず、無菌培養にも新たな進展がなかった。今年も状態

の良い株を選んで人工授粉を施し、無菌培養に掛けたい。元々活力の弱し、個体群

であり、移植後も安定した状態とは言えないので、これ以上衰退しないうちに無

菌培養による系統保存に努めたい。授粉した株の一部に葉面散布肥料を用いるの

も検討に値すると考える。施肥が良質の種子を得るのに有効か否かを知るのも、

今後の方策を立てる上で役立つであろう。

4砂ササパギンラン

昨年夏に付近一帯のササパギンランの葉が枯れるという、原因不明の病害

(?)が見られた。これにより、今年の生育にいくぶん影響が現れると思われる。

移植株と、元々の自生株との違いがどう出るか見極めたい。

無菌培養に関しては、困難であるが、 50---60日の未熟種子で再度試みたい。

-サイハイラン

移植株に授粉し、完熟種子を飛散するに任せたい。
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11:保全対象種の現状 2009年7月7日三橋俊治

自生地の現状

.ハクウンラン

A地点健全 1 (No.8 ) 花っき

葉なし 2 (No.25、No.32)

枯死 4 (No.9、No.l7、No.l8、No.30) 前回調査後

B地点健全 3 (No.6、No.7、No.24) 花っき 2

小株 4 (No.4、ぬ22、No.31、No.34)

葉なし 2 (No.I0、No.36)

枯死 3 (N叫 l、No.38、No.39) 前回調査後

合計 健全 4、小株 4、葉なし 4 (2009年3月の調査時は14株)

*No.7 、 No.22を~IJ地点に移植

-サイハイラン

3株健在、うち 2株は今年開花

.ササパギンラン

昨年夏の葉枯れの影響下、個体数は20'"'"'30%減少。高さは低く、概ね20'"'"'30c目、
芽が出ない株も地下部は生きている。結実は見られるが、袋がけをしていないの

で採種は不能。移植したものの80%は生きている。

栽培受託首(鉢植え)の現状

4・ハクウンラン

No.21 :開花(開花後葉が落ちる) 授粉

No.3、No.l4、防.23 葉なし

-ササパギンラン

3株 5芽が健在。未熟さく果5個採取
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皿: J建設地のラン増殖の現況報告

2010年3月8日 ラン・ネットワーク 三橋俊治(写真カラー2ページ)

.ハクウンラン

2007年播種

現在フラスコ 3本を培養している。他の産地のハクウンランに比して、生育は

著しく遅く、かっ旺盛で、ない。これは、タネを採取した親の自生株自体が、地上

部、地株ともに極めて貧弱であり、衰退の傾向が強く現れていることに起因して

いるものと推察される。 3本の内 1本は生育不良で、回復は困難な状態である。

1本はフラスコ出し可能なサイズに達しているが、国11化後良好な生長が期待でき

ないので、当面フラスコ内での培養を継続し、増殖を図る。

無菌増殖

2007年播種分のうちのフラスコ l本を昨年、茎を切断して無菌培養し、効率よ

く増殖する方法に供した。 100芽を目標にしているが、現在順調に増殖しており、

これが成功すれば、当面亡 のハクウンランが失われる恐れがなくなり、保々な

植え戻し実験も可能となる。これについては別項で報告する。

2009年播種

移値地より採種のさく 1個、栽培株より採種のさく 1個を得た。幸い昨年はそ

れぞれ良いタネが得られ、各フラスコ 1本づつを無菌培養している。多数のプロ

トコームが生じており、今後の生育に期待を寄せている。

茎無菌化培養増殖実験

できるだけ多くの方法で増殖を図るため、他産地のハクウンラン栽培株を用い

て、増殖実験を行った。この方法での増殖の見込みが立てば、 「二Jのハクウンラ

ンに応用することも、検討に値すると考えたが、茎を枯らさずに殺菌することが

困難で、今回は失敗に終わった。詳細は別項で。(7ページ参照)

4・サイハイラン

普通個体のフラスコ 2本、緑花のフラスコ 2本、計4本のフラスコ内で順調に

生育している。芽数は各 20位。

あと 1年くらい培養すれば、一部を試験的に移植地に植え込むことが可能と思わ

れる。

4・ササパギンラン

前回報告時とほとんど変化なし。従来の培地に播いたものはまったく発芽して

いない。未熟種子をカキラン用試作培地(オリジナル培地)に播いたもの 1フラ

スコのみ一部で妊の膨化が認められる。
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N: 日一 -.---~，.... ... 定地の希少植物保全対策(写真カラー4 ページ)

(ハクウンラン、ササパギンラン、サイハイラン)20ω年3月10日 橋本季正

定地内で発見された希少植物、ハクウンラン(絶滅.[二県)、サ

サパギンラン(準絶滅危倶・[ 1県)、サイハイラン(絶滅危倶E類.<_ _(県)

の完熟種子を用いた苗増殖の進捗を報告します。

1.増殖

増殖工程表

07/12 08/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 09/1 2 3 

ハクウンラン

•••••••••• • 
ササパギンラン

•••••••••••• • 
サイハイラン

•••••••••••• • 

.... ..噌 :低温処理 ーーーー・ :無菌培養

①種子殺菌 :次亜塩素酸ナトリウム水溶液(有効塩素0.5活)5分間殺菌処理

②培地成分 |粉末ハイポネックス 1.5 g 

スクロース 20 g 

ゲランガム 2 g 

純水 1 L 

pH 5.5 

③低温処理

④無菌培養

5"C 一定、 24時間暗黒で3カ月間

25"C 一定、24時間暗黒

2.各種の現状

.ハクウンラン(播種数1瓶)

低温処理後約 1年経つが、発芽の兆候は見られない。

-ササバギンラン(播種数4瓶)

低温処理後約11カ月経つが、発芽の兆候は見られない。

-サイハイラン(播種数10ピン、普通花と淡色花)

いずれも全体の約 1%が発芽生長。順調に行けば苗数は十数本の予定。
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V: -産ハクウンラン無菌増殖事業(写真カラー4ページ)

2010年3月8日 日鉄環境エンジニアリング株式会社

環境テクノ事業本部橋本季正

1.無菌発芽苗増殖

①無菌発芽苗到着時 (2009年11月)

葉付の茎が3本、無い茎が2本。

② 1回目の増殖 (2009年11月)

1節ごとに切断して 1培養瓶に3本植え、 30本に増殖

③培養状況 (2010年3月)

20"C暗黒状態で茎の伸長を促した。茎が複数発生、伸長した状態

④ 2回目の増殖 (2010年3月)

1"""'2節ごとに切断する。 1培養瓶に5本植え、 5本植え20瓶で100本に増殖

⑤追加報告: (2010年4月)

ハクウンラン無菌増殖苗は目標の100本まで増殖し、切断した茎から新芽が伸

びてきました。

2.茎無菌化培養増殖試験

①ハクウンラン栽培品 2本 (2009年10月)

②無菌化準備 (2009年10月) 汚染しやすい葉を取り除いて、 1%次亜塩素酸

ナトリウム水溶液で表面殺菌をする。

③無菌化培養 (2009年10月) 茎を1"""'2節に切断して培養

④培養結果 (2009年11月) 茎内のバクテリアやカピを殺菌できず、汚染発生。

培養土に近い部位だったためか?
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昭和記念公園サギ草園に来園者

町田寅

さる 7月26日の日曜日、福島県立岩瀬農業高等学校の生徒さんと先生、合わせ

て5名が来歯されました。事の始めは阿部さんからのメールでした。今年の総会

が富士山で在り、其処で当会の橋本さんが講演する事が報告されましたが、その

講演の前に、阿部さんが関係しているしv ・のサギ草見本圃にかかわっている学校

の生徒さんの発表があると聞いていました。帰ってから何回かして、阿部さんか

らのメールで、岩瀬高校の人たちが発表の翌日帰るまでの時間に、東京にある公

園でサギ草を育てている所を見学させてもらえないか、との事でした。さっそく

公園側と連絡を取って、来園の事情と経緯を説明して了承してもらいました。

当日、公閣の待ち合わせ場所で待つ事しばし、それらしき人たちが来られたの

でこちらから声を掛けてみると、やはりそうだったので無事会えて何よりと胸を

なでおろしました。圏内に入り、まずはサギ草の圃場に案内して見学してもらい

ました。この日は暑い日で、上に何もない画場では容赦なく日が照りつける中、

生徒の皆さんが熱心に鉢を手にとって見つめていました。

ここにあるサギ草は、ほとんどがウイルスに侵されている物であることの説明

をし、業の保子、斑点の出た感じ、モザイクの有る機子などを自で実際に見ても

らい、ウイルスにかかるとこのような症状が出る事を理解していただきました。

また、ここではウイルスに対する防除について勉強会などは聞かれていない事、

ボランティア遣の関心の低さが問題である事も伝えました。

サギ草祭りで来圏される人も含めて、大方の人は f花が咲けばそれで良し、Jと

言うのが本音だと思います。 rウイルスに感染していても花は咲き球根は増えて

いるのでから問題なb、Jそのように考えていれば良い方で、 f太陽にあたり過ぎ

たから葉がよれてしまっただけで和Iら不都合なことは無い。日を遮るように遮光

すれば元に戻るから置き場に気を使えば何ら不都合は出ないので気にすることは

無いJと、ウイルスを無視するような発言をする人も見かけます。

無菌培養をされている、学技で出来た苗にはウイルスはほとんどの株で入って

いないと思えるので、もし、少しでも前述のような症状の出た株があったらすぐ

に取り除いて他への感染を防いで下さいとも伝えました。権病していなければ、

生育に手聞がかからず、いつでも葉姿、開花状況等、締麗に観賞できるものです。

ここの圃場で栽培している鉢物は、8月のサギ草祭りで大花壇やディスプレイ

や、写真撮影用の貸し鉢として利用される物で、ボランティアが皆で管理、栽培

している物です。公園ではもう一つの目玉として自生地ふうに来園者に見てもら
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えるように、地植えしている所もあるので、そちらも案内して回りました。一つ

は菖蒲薗のそばの、橋の上から見られる様に池の中の橋脚近くに植えつけてある

所と、もう一つはトンボの湿地にある、岸辺に植えつけてある所です。どちらも

開花状況は二分咲き程度でしたが、特にトンボの湿地の方は一一_ iの自生を見

る様でとても良いと、大変な好評をいただきました。しかし、これまでにするま

での裏話をすると、 f大変な事が判りましたj と、これから先、自分達が見本園

を作って行く過程の事を考えているようでした。こちらの池では雨が頼りのたま

り水なので、湧水が出ている所とは違い、例年植えつけた数より咲いた数はごく

僅かで、日照りだったり多雨だ、ったりで、年により環境が著しく変わるため、生

育は一様ではない事も説明しました。

過日、サギ草祭りの期間中、 15日に小田倉さんが来園されて菖蒲園近くの所を

見られたようですが、 トンボの湿地までは足を延ばされませんでした。 15日辺

りではこちらの方が花盛りで、 150花位の開花が見られました。

最後に、公園での栽培の手引きとしているボランティアがまとめた冊子を説明し

て学校での栽培の一助になればと思い贈呈しました。

後日、東京都の農業試験場に幾つかの鉢を持ち込んで、ウイルス検定をしてい

ただき、その結果、すべての株がカボチャウイルス (WMV: watermelon 

mosaic virus)に感染している事が判明しました。カボチャウイルスは当時、岡

山大学の井上成信教授が1998年にサギ草に感染しているのを見つけています。そ

れに感染すると、 「葉にモザイク及び変形とよじれを生じ、株全体が激しく萎縮

するj と書いてあるとおりの症状ですので、高校の生徒さん達には良い見本とな

った事と患っています。
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の埋め立て状態ほ、少
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見本闘にしている休耕回一帯が、昨年より予備工事として排水用水路が多数掘

られました。今年度より本格工事が始まるようです。ガラメキと水田の境界に新

たにコンク リー ト製の水路が造られます。 幅 5メートノレ、深さ 2メートノレ位の

大きなものです。横に水抜き用の穴がありますので、 組IJには穴をつけな

し1ょう工事担当の上地改良区にはお願いしておりますが、どうなるかわかりませ

ん。

見本国の引越しをしなければなりません。新しい見本聞は国指定天然記念物

赤井谷地沼野(しようや)植物群落の近くで、私が 17年ほど前初めてサギソウ

を植えた所です。当時は何もわからなかったので、サカタのタネから球般を調達

してもらい結えましたが、翌年全滅しました。今思えば全滅 してよかったです。

赤井谷地を水師、と して ]0 0メー トルくらいの所です。直ぐ近く (徒歩2分)に

地区の集会所、駐点場がありますので便利ですが、上流にj県道があるのが気にな

ります二

ミズバ、ンョウば にもあります。入り口付近は埋め立てられましたが、

山沿いに連なってありました。現場は Jの左側(北)約 300メー トルで、

す。
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1 )はじめに

ラン科植物保全活動経過報告

2008年，....，2009年

2010年7月大賞一夫

近年、都立公園の管理形態がかなり変わってきている。具体的には指定管理者

制度の導入である。簡単に言えば外注に出すわけである。例外は上野 ・日比谷・

の各公園で、これらは従来通りに東京都の直轄で管理されている。

また に関しては、 09年4月よりー 一国 管理所」やその所長職

が廃止になり、 f公園案内所j に看板が替えられている。また【_]においても、

現場における業務は外注化されているようである。

我々、ラン・ネットワークとしても、これらの変化に対応しつつ、公闘管理者

側と円滑・良好な関係を維持することが、公園における活動の基礎となる重要な

仕事である。

過去 2年間のと二一一一 三おけるラン ・ネットワークの活動を報告する。

主たる活動は、例年継続して行なっている、年3回の定期現地作業によるもの

である。つまり春は、キンラン等の発生数調査と人工受粉 ・袋働け、エビネ闘の

整備および株数・芽数 ・開花花茎数の調査である。夏には、マヤラン ・サガミラ

ンの出現数調査、防虫ネットの整備。そして冬は採種・播種等である。

それらに加えて、近年は遊川代表等による国立科学博物館筑波実験楠物園にお

ける研究・調査にも協力している。

2)活動記録

以下に、順を追って現地における活動内容の概略を述べる。

[2008年1
1月5日:冬期定期現地作業

前年12月2日に採種したエビネ、キンランの種子を播種する。キンランは自生

株が多く見られるF地区に線状に播種試験を行なう。

2月11日:マヤラン績の発生状況経年調査

これは、特定の株を対象として、その年の花茎発生数・各花茎の長さと着花数

および結実数を記録するもので、初めて地上に出現した年から、出現しなくなる

まで、毎年調査を続けるものである。 第l回の調査は05年i月8日で、前年に出現

した株を調査した。

3月2日:マヤラン類の発生状況経年調査(追加)

J/ 



4月27日:春期定期現地作業

①07年盛夏に 1カ月降雨がなかったためか、エビネ圃のエビネの状態が非常に悪

い。多くの株で前年の古葉が枯死・黄化しており、新芽も貧弱で、開花率も低い。

その中で場所によっては一部に発育旺盛な所も見られ、土壊中の水分の状態を

反映しているように思われた。これまでの経過を観察すると、エビネ圏の中でも、

(a)普段から土壌水分が不足気味の場所、 (b)普段はエビネにとって好適な状

態であるが干天が続くと土壌水分が不足する場所、 (c) 日照り続きでも常に土

壌水分が保たれる場所、の違いが見られる。

②キンランの開花株もサイズが全体に小さく、 06年の捨てウサギに因る食害の後

遺症が今だに続いているようだ。

07年の観察に拠れば、生育期の早い時期に食害された株の方が、後半に食害

された株よりも、翌年の株のサイズがより小さくなっていた。このことから、キン

ランにおいては、主たる炭素源は光合成によるものだと堆測される。

6月8日:オニノヤガラ、 A地区で14本発生を確認。 前年の38本がピークで、減少

に転じているようだ。

7月13日:夏期定期現地作業

例年通り、マヤラン ・サガミランの花茎発生数の調査を中心に行なった。

12月21日:冬期定期現地作業

①マヤラン類の発生状況経年調査

05年1月から5年分継続しているもので、今回が最後である。

②キンランの採種と播種実験

今年度は、キンランの種子が少量しか採種できなかった。 06年の捨てウサギに

因る食害の後遺症で、春にサイズの大きな開花株が少なかったので、人工交配・

袋掛けを行なった株も例年よりかなり少なかった。また袋掛けをした株でも、既

にハモグリパエの産卵が行なわれていたものがかなりあった。

今回採集された種子は分配し、それぞれナイロンメッシュに入れ、スライドフ

ィルム用マウントに挟んで、数ケ所に埋設した。 F地区のキンラン親株の多い場

所、 C地区のエビネ親株で、実生が多数発生している株の周囲等である。

l年以上経過後に回収し、 発芽確認・プロトコームからの共生菌の分離等を行

ないたい。

③エビネの採種・播種

エビネ圃のエビネから採種し、圏内各所に播種した。

エビネは、自然虫媒により結実した株、 121本に袋掛けを施しておいたところ、

55本が途中で虫害等により枯死し、残り66本が完熟していた。

08年は、初春から初冬にかけて、降雨が順調に続いた。従って来春のエビネの

開花に期待が持てる。
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[2009年1
2月11日:マヤラン・サガミラン播種試験回収作業

随物園よりー一一博士研究員が来園し、種子袋の回収作業を行なっ

た。

これは、 06年1月5日に種子袋を埋設し、 l回目の回収を同年8月5日に、 2回目の

回収を07年6月14日に行なっていたもので、今回が最終回である。

今回は、矯種より3年が経過していたが、リゾームがlcm以上の長さに生長して

いたものもあったようである。

なお、 2回固までの結果に基づいた報告が『保全生態学研究 13~ : 12ト127

(2008)に fラン科植物の野外播種試験法、一土壌中における共生菌相の探索を

目的として一・遊川知久j として掲載されている。

3月29日:シュンラン人工交配

遊川代表らが行なう予定の播種試験に使用する種子を採取するため、圏内に自

生するシュンランの人工交配・袋掛けを行なった。

A地区でl株2花、 C地区でl抹l花、西側地区でl検l花に交配を行なったが、最終

的に結実・完熟したのは、西側地区のl花だけであった。 原因のひとつは、元々

株が小さい上に、笹刈り作業時に葉を刈り取られてしまっているせいで、果実を

維持するだけの勢いが株に無いためであろう。

4月26日:春期定期現地作業

キンランは、未開花茎を含め107本が確認された.ほぽ例年並みの数であろう。

ギンランは5本、以前多数集中して発生した場所 ( 通り沿い変電設備そ

ば)のみで確認された。この場所のギンランは衰退期に入ったようである。

これまでの".... ~.での経年観察の結果、本種はキンランと異なり開花個体の寿

命が元来短いものと堆定される。キンランよりもさらに共生菌に依存している割

合が高いのであろう。

ーケ所にまとまって出現した複数のギンラン株が、元々 l個の種子に由来する

クローンの集合であるのか、共生菌の活性化により槙数の個体が同時に生長した

結果なのか、現在のところは不明である。身近なラン科植物でも、その生態とな

ると分からない事ばかりである。

今年は新たにササパギンランがl本発見された。 98年の活動開始以来、初めて

のことである。従ってこの株は10年以上に渡り地中生活を過ごしていたと推定さ

れる。

さらにこの事実は、以前に姿を消してしまった同属のクゲヌマラン(絶滅危倶

E類)が、再び姿を現わす可能性を示唆している。

エビネ圏のエビネは、花茎数670本、芽数1102本、株数347株であった。昨年よ

りも株数で約100株減少している。 開花花茎数も減っており、多くの株が前年よ

りも明らかに貧弱になっていた。一昨年と異なり、昨年は春から冬にかけて順調
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に降雨があり、今年の春の開花には大いに期待が持てる情況であった。それにも

かかわらず結果は非常に残念な状態であった。

一方で、 05年12月にエビネの親株の周囲に播種したところ、多数の発芽が観察

され、早いものは既に初開花に達していた。つまり、播種から3年4カ月で開花し

たわけであり、無菌培養で増殖させたエビネ園のエビネとほぼ同じ生長の速度で

ある。

6月9日:オニノヤガラ、 7本発生を確認、前年の14本よりさらに減少。

7月19日:夏期定期現地作業

マヤラン、サガミランの開花花茎数調査の結果は、 両種の発生数の合計が、

343本であった。

これまでの調査では、 99年の1096本が最高であり、一番少なかったのは06年の

320本である。この年は捨てウサギの食害があった年であるから、本来はもっと

多かった可能性がある。その次に少なかったのが、 01年の345本であった。本年

はそれを下回り、これまでで最も少ない年であろう。

今回は、しばらく笹刈りが行なわれておらず、また参加人数も少なかったので、

前年よりも見落としが多かったかもしれないが、 それらの点を考慮に入れても、

やはり普段の年より少ないのは間違いないようである。

しかし一部であるが、これまで発生していなかった場所から姿を現わした株も

ある。例えば、 E地区の歩道橋脇、 G地区のクマザサの中などである。

調査区域の外 (τ十九一三!亜より南西側)ではあるが、 1"'"'2年前から公圏内の

ど二一つ.付近各所で、マヤラン・サガミランの発生が見られるようになっている。

特に本年は、大株が集中している場所が有る。 l殉難碑の南側、 3

・4 遊歩道との境界の柵の下に、マヤラン23本、マヤラン50本、サガミラン35本、

マヤラン30本の大株4株が4m程の聞に並んでいる。つまりここだけでも140本近く

発生している訳である。また、伝聞情報ではあるが、 j- て一」用地の対岸、 一|

側でもサガミランの発生が見られたという報告が有る。

公園内の群落全体として、我々が従来より活動を行なっている「一 地区から、

南西寄りに発生場所が移動している印象がある。

[マヤラン:サガミランの仕率]

マヤラン サガミラン

96年 826本 66本 (92. 6: 7. 4) 

03年 602本 42本 (93. 5: 6. 5) 

05年 480本 173.本 (93. 5: 6. 5) 

08年 328本 91本 (78. 3: 21. 7) 

09年 199本 142本 (58. 6: 41. 4) 

10年 201本 200本 (47. 5: 52. 5) 
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段々とサガミランの比率が増えている。なお96年の数字は、大賞個人の調査に

拠るものである。

9月8日:シュンラン、マヤラン、サガミランの光合成量側定

遊川代表と 氏 (どこ--_._一植物園支援研究員)がマヤラン、サガミラン、シ

ュンランの光合成量測定の調査のために来園する。

測定には、クロロフィル蛍光測定装置 (PAM) を使い、葉や果実の表面に蛍光

を当てて行なった。

なお、当日 C地区において、数珠のシュンラン実生が近接して発生しているの

を発見した。

3)エビネ圏

ラン・ネットワークでは、F一 一一-，の中でエビネ園を管理している。以下に

これまでの経過を、本年 (2010年)の前半までも含めて述べる。

2001年春に、国内に残存していた自生株の問で、セルフ交配にならないように

人工交配を施した。同年秋に採種し無菌培養を行なったが、結果的にコンタミが

多く発生し、 l果実分だけが残った。

ピン出し後の育苗を経て、 2003年の春 ・秋に合計500株の実生苗を現地に植え

た。場所は、公圏内の?コ ，と 地区との境にあるヒノキ・サワラ林の林床で

ある。

なお、無菌培養から育苗まで、環境エンジニアリング側環境テクノ事業部(現

在は日鉄環境エンジニアリング)が無償で担当した。

翌年2本だけ開花し、その次の年から本格的に開花が見られるようなった。 そ

れ以降毎年開花期には、株数 ・芽数・開花花茎数を調査している。これまで最も

花茎数が多かったのは07年で、それ以降は減少している。

今年はあらかじめ予期していた事ではあるが、エビネ園がかなり悲惨な状況を

呈している。花茎数を数えるまでもなく、誰の目にも花数が少なくなっているの

は明らかであり、わずかに咲いた花も小さな花茎で花数も少なく、みすぼらしい。

実際エビネ園を目当てに来園された人からも、失望の声が聞かれた。

例年は株数の調査もしているが、今年は貧弱な株が多数で、開花株も少なく個

体識別が困難なので、株数の調査は不可能であった。全体としては、 06年以降で、

今年は f最もみすぼらしい、惨めな状況Jと言える。

今年の春の現地定期作業当日、 エビネの開花した地上部のみが3本遺棄されて

いるものがあった。同日開花中のムサシノキスゲにも、問機に地上部のみが捨て

られている株があった。どちらも「地下茎のみが盗掘されてしまったJ と判断さ

れた。地上部の萎れ具合が閉じようなので、同一人の犯行だと思われる。地上部

を切り捨てたのは、持ち帰る時に目立たないようにするためだと恩われるが、こ

の時期に地上部を失うと、その後の生育に大きく差し支える。かなり素人臭い、

15 



乱暴な手口と言える。

ここ数年来のエビネ園の衰退の主因は、盗抱だと推定される。これまでにも明

らかにエビネを姻り採ったと恩われる痕跡がたびたび発見されている。芽教で言

うと毎年100本単位で失われていると考えなければ計算が合わない状況である。

当初は500株を植え付け、 開花花茎数が1000本を超えるのは時間の問題だと思

われたが、実際には08年以降は毎年花茎数が減り続けている。現在「エビネ圃の

消滅j も杷憂とは言えない段階に差し掛っている。もとより多少の盗掘が発生す

ることは折り込み済みで、 500株を植え付けたわけであるが、現実は自然増殖す

るよりも早いベースで盗掘が進んでしまっている。

24時間監視をするわけにはいかないので、今後もエビネ園では盗掘が継続する

と考えざるをえない。

第二の原因として、エビネ園の一部ではあるが、ここ1"'2年の管理が行き届か

ず、他の林床の革本(トキワツユクサ等)に覆い尽くされてしまった部分があっ

た。この点は我々自身の手で改善の余地が多いに有る。

以下にこれまでの調査結果を記す。

{エビネ園調査結果}

03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年

株数 500 461 460 445 425 347 

芽数 1194 1083 1102 1300 1102 1150 

花茎数 。 2 197 767 803 754 670 386 

開花率 0気 16.5% 70.部 72.鍬 58.0免60.側 33.6%

l珠当たりの芽数 2.6 2.4 2.5 3.1 3.2 

05年には、芽数が1194本有った。 その後毎年3劃づっ芽数が噌えたならば (07

年→08年並み)、今年 (10年)は4433本に殖えていたはずである。この時開花率

が70%ならば、花茎数が3103本になる計算である。ところが現実は386本である。

エビネは、たとえ作落ちしても翌年の芽が小さくなるだけで、芽数そのものが大

きく減ることはあまり考えられな1，.'0 実際C地区に摘えであるオリジナルの親株

は、毎年順調に芽数を増やしている。

株数で言うと、 08年から09年にかけて一気に350妹以下に減ってしまったのが

目立つ。この年は当然芽数も減っている。遡れば、 05年から06年にかけて全体で

大きく作上がりをしているのに(開花率が16.5%→70.8%)、芽数では100本以

上減っているのも何か不自然である。 05年はエビネ圏が新聞記事で紹介された

年である。

08年に開花率が落ちているのは、前年夏の早魅の影響と考えられ、これは納得

できる。 一方、 09年・ 10年は、前年の生育期に順調に降雨があり、本来ならば上

作が期待できたはずである。
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結論として、 エビネ園ではここ数年、毎年芽数で数100本が盗掘され続けてい

るのではないだろうか。

ひとつ希望が持てる点は、前述したように圏内のエビネの親株の周囲に播種試

験したところ、多数の地上発芽が見られ、さらにその後短期間で開花段階に達し

た例があることである。

今後の方策としては、できるだけ多くの種子を生産し、実生発生に適した環境

にある親株の周囲に播種し、大量の実生増殖を図るのが良いと考えられる。また、

人為的な手段を施し、実生の発生を促す方策を研究する必要もあるであろう。

さらに、そうした経験を積み重ね、この方面の知見を多く得ることは、ラン科

捕物の自生地における保全 ・増殖技術に繋がることでもあり、我々ラン ・ネット

ワークの本来の目的にも合致することになる。

4)おわりに

我々ラン・ネットワークが -二二Lーでの活動を開始して10年余りの歳月が過

ぎた。その問、マヤラン類やキンランの採種・播種を続けてきたが、残念ながら

未だにその成果が目に見える形で現われてはし、ない。

その一方で、閉じ場所で継続してこれらの種の観察をした結果、それらの生態

に関してかなり多くの新たな知見を得られた事も事実である。

私個人の考えを述べれば、現在:ー-_Hこ生育する野生ラン科値物の保全活動は

もちろん重要であるが、公園での活動を活用し、ラン科植物の生態に関する新た

な知見を獲得し、野生環境下における有効な増殖技術の開発をすることも、同様

に重要なことであろう。そしてそれらの成果が、将来各地の野生ラン科植物の保

全に活用される事が、私の願いである。

以上
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日本産シュンラン属の耐寒性と分布の北限を決定する因子

大賞一夫

近年、気候温暖化に悶り野生のシュロが分布を北に拡げていると言われている。

東京の国立科学博物館付属自然教育園では、昔は数本の栽培株だけだったそうだ

が(荻原・ 2009)、現在の圏内はシュロのジャングル状態である。

シュロの場合、最も寒さに弱いのは、発芽後問もない実生の段階だそうである。

この段階で越冬が不可能であれば、結果的に分布をそれ以上北に伸ばすことがで

きなくなるのである。

もちろん親株の耐寒性はヤシ科随一で、イギリスではスコットランド西北部、

日本でも東北地方まで野外栽培されている (Dransfield.1996)。これらは、観

賞用・有用植物として若い時に大切に保護されているからである。

私の父方の祖母は栃木県那須郡黒羽町(現在は大田原市)に住んでいたが、庭

のシュロの葉を加工して、器用に蝿叩きを作っていた。今から40年以上前の話で

ある。

我が国に分布するシュンラン属中、カンラン、ナギラン、シュンランの 3種で

は、最も北まで分布するのがシュンランであり、反対に分布の北限が最も南に位

置するのはカンランである。

昔から東京で愛蘭家がカンランを庭に露地植えしている例が見られるが、東京

の街中程度の寒さなら、カンランでも十分に冬越しが可能である。ところが、実

際には自生のカンランは東京には分布していない。

神奈川県や千葉県ではナギランが分布しているが、いずれも海岸に近い温暖な

地域のようである。カンランの分布は、静岡県以西のさらに温暖な地である。

でマヤランの観察をしていると、時々少ないながらも晩秋・初冬に

落葉の積もった中で開花している株を見ることがある。せっかく咲いても、冬の

霜や雪に遇えばたちまち枯死してしまう。

ラン科に限らず温帯に分布する種子植物の大部分は、 1年の問でその種ごとに

特定の開花期を持っているが、マヤランにはそれが無いようである。種子が完熟

に達するのは6月から 9月に咲いた花の場合で、 10月以降に咲いた花は全て無駄

花に終わってしまう。私の目からは、マヤランの生理は温帯の気候に未だに適応

していないように見える。

年によっては皐くも12月に降雪がある場合がある。成熟しているさく果は、そ

れがきっかけで裂関することもあるが、未熟なさく果は枯れてしまう。常緑樹の

下に生えているマヤランは、落葉樹下の兄弟達に比べて、霜や雪から守られてい

る。我々の設置する防虫用のネットも、冬になれば結果的に防寒の効用があるよ

うだ。
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年により、株により、冬の間は緑色のさく果で過ごし、 3月頃になってようや

く裂関する場合も見られる。さく果も完熟近くまで生長していると耐寒性が増す

のである。国立科学博物館付属自然教育園で、 7月に丸く太ったサガミランのさ

く果を見たことがあるが、とてもその年の夏に開花したばかりとは思われない。

もしかしたら前年遅くに開花したものだったのかもしれない。ヒートアイランド

化した都心ならば、ありえる話であろう。

さて、シュンランはその名の通りに春に開花する。さく果が完熟・裂関するの

はその年の晩秋・初冬である。従って種子の形成に冬の寒さは障害にならない。

シュンランの分布の北限は、親株の耐寒性に依って決定される。

ナギランの開花期は夏である。その年の冬までにはある程度はさく果が生長す

るが、完熟・裂閉するのは翌々年の初春である。つまりさく果が二度の越冬をす

るためには、ある程度温暖な気候と常緑樹林の林床とし、う環境が必要とされる。

一方カンランは晩秋に開花する。開花直後の、つまりさく果の生育初期の段階

は、最も寒さに弱い。カンランは、シュンラン、ナギランよりも冬の気候がさら

に温暖でなければ種子生産が不可能なのである。たとえ親株が越冬可能でも、種

子生産ができなければ野生状態では世代交代が不可能である。カンランの分布の

北限は、さく果の生育初期段階の耐寒性に依って決定されている。

冬に花咲くホウサイランのようなものは、当然さらに南に下がることになる。

逆に言えば、 「シュンランは、春咲きになることに因って、北方に分布を拡げ

たJとも考えられる。
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平成20年度ラン ・ネットワーク総会(第11図)議事録

日時平成20年6月14日 15時，._16時30分

於:11ミュージアム高森会議室

出席者:阿部孝男、大西清二、大貫一夫、小田倉正問、神園英彦、熊谷忠

男、倉田英司、戸田祐一、永吉照人、橋本季正、林義武、町田 賞、三橋

俊治、山本伸一 (以上14名)

1 :平成19年度活動報告および初年度活動方針

.~ーで--ーでの活動 (大貫)

添付資料1 (未掲載。 ー での活動については、 11ページの f

ラン科植物保全活動経過報告j を参照)に添い説明があった。尚、大賞氏より

提案のあった充電式ノくリカン及びヘッジトリマーについては、購入することが了

解された。

- での活動 (阿部)

地主との契約の関係で埋め立てを全く辞めることは出来ないので、未だ埋め立

ては続いている。但し、新たな場所を埋め立てることはしていない(既存の場所

を更に高くしている)。よって、湿地の面積は減少していない。見本圃のサギソ

ウは、供給500球、発芽380、翌年500球発芽。込み入っているところを植え替え

た。今年350球に減少した。

- 建設に伴うランの移植について (三橋)

添付資料2 (会報第6号に掲載の f 建設事業に係わるラン科植

物の保全管理計画及び作業実施報告J)に添い説明があった。

.一一 のコアツモりソウ移植について (三橋)

添付資料3 (会報第6号に掲載の f アツモリソウ移植事業の報告J)に

添い説明があった。

.一一 ・からの依頼の件 (三橋)
添付資料4 (会報第6号に掲載の f .ふるさとの花(エビネ)再生事業の

報告J)に訴い説明があった。
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2 :実生増殖部門報告 (倉田)

添付資料5 (会報第6号に掲載の「実生増殖担当報告J)に添い説明があった。

コアツモリソウ及びハクウンランの発芽例は聞いた事が無い。

3 :絶滅危倶種のフラスコを、 植物園協会に提供する件 (三橋)

現在、無菌培養苗リストを作成中(添付資料6)。完成させ、遊川代表から各

植物園に知らせて貰うこととしたい。

4 :ラン関係団体情報連絡会 (大貫)

添付資料7に添い説明があった。

5 :平成 19年度の会計報告 (戸田)

添付資料8に添い説明があった。

6 :第12回総会の場所と日時

7月に富士山周辺で開催することで検討する

平成20年度 ラン・ネットワーク総会(第 11回) 添付資料6
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平成初年度 ラン・ネットワーク総会(第11回) 添付資料7

ラン関係団体情報連絡会

08年2月23日にラン関係団体情組連絡会が開価値され、ラン・ネットワークからは、

大貨が幽席した.

今関の主な..は、 f安心してランを獲しむ手引き.J作りについて、ということであっ

た.具体的には f内外の原.のランの農家・取引に;闘する手事1・の作成』ということにな

る.手号1・の中敏となる倹禽衰のZ提案が配布され、今後作成をめざし、作Z震を纏鍵するこ

とになった.

この連絡会は. 2・3年前から鎗:lった...で、文字通りランに関係する団体が傭績を

共有するために集去っている.

主たる織成団体は洋蘭.好家の会で、それら以外で当日出席していたのは、日本洋..

寮共同組合・日寧束縛蘭.会・ ICUN日本、ラン自E会等の団体であった.当日欠席はし

ていたが、日本富貴闘‘会・西日本えぴね会・日本えぴね也会等も名鱒に..されている.

日本.ランの白金勉における保鰻活動を主たる目的とする団体は、重量々ラン・ネットワー

クだけである.

さらに毎回・林水産省・環境省の担当者も出席しており、今回は環境省白書&fi・局野生

生物震の中尾文子専門官による、後が固における野生ラン得値物の.・政慨に関する信が

あった.

毎回色々な信庖がMし合われるが、多くは結果的に野生ラン縄纏舗の保鰻に震がる醤で

ある.これ去でのととろは、外圏直のランが醤.の中心で~ったが、ある程度の具体的な

成果fJt上がれば、日本.のランも取り土げられてい〈のが当然の成れであろう.日ヨ慎重野

生ランの憶通・販売の主役である山.1医者や、山野草.好調E団体後きで唇が進められてい

く展開となる可後住も考えられる.そのeの当否はともかく.重量々としては、その存在を

示し、一定のB・カを鎗持していくことが.贋であろう.

.考:

1) r手号1・1の検索表のキーワード

①野生・か、交配種か.CZ>山篠り織か、設相~.か.CJ)パフィオリストAか、 Bか.~ラ
ンのリストAか、 Bか.⑤受配.の片.に、 1・餓望u・があるか、無いか.⑥そのE度当.

は、リストのAか、 Bか.⑦CITESがあるか、集いか.<1膚入したのか.交倹で入手

したのか.<P>販売案審は、.道府県と箇の.可を受けているのか{日本.).⑩JOGA 

の黛ラベルがあるか、無いか.⑪フラスコ箇だったか、成稼だったか.⑫日本産か.海外

産か.⑬CITES、納品・(ioloice)と舗入野可・があるか.無いか.

2)多考資斜

①ワシントン条約 I類、 E鏑一覧表

~199。年以前.それ以後に配.されたパフィオ一覧表、フラグミ一覧表

③日本の「種の保存法』に餓当するランのリスト
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平成初年度 ラン ・ネットワーク総会(第 11回) 添付資料8

ラン・ネットワーク平成19年度会計級告. 
.---・E・-・E・-・E・-

23 



平成21年度ラン・ネットワーク総会(第12回) 議事録

日時平成21年7月11日 15時-17時

於:奥底荘富士山五合目敬称略

議事録作成戸田祐一

出席者:遠藤和雄、遠藤麻衣子、大西清二、大貫一夫、大橋秀昭、神圏英

彦、熊谷忠男、倉田英司、戸田祐一、永吉照人、夏井高人、橋本季正、林

義武、町田賞、三橋俊治、三橋紀子、山本伸一 17名

1 :平成20年度活動報告 (2008年 4月 1日----2009年 3月 31 日) および

平成21年度活動方針 (2009年 4月 1日----2010年 3月 31 日)

.=二ご二_Jでの活動

添付資料1・ 1 (来掲載。」孟_._Jでの活動については、 11ページの I

ラン科植物保全活動経過報告Jを参照)に添い大貫が説明した。クマガイ

ソウが盗掘され、 2株となってしまった。盗掘者はクマガイソウの場所を知って

おり、再度盗掘されることが予想されるので、地場のクマガイソウを絶やさない

ために、 1株他場所に移植し保護したい旨、提案があり、了承された。

7月 25日新宿御苑インフォメーションセンターにて第2回「みんなで守ろ

う日本の野生ラン」写真展とシンポジウムにて、橋本さんが 円一 ， -----.におけ

るラン科植物の保全Jについて発表する(添付資料ト2)。

- での活動
担当の阿部が所用で欠席、添付資料2 (来掲載。 10ページの「 一一一 活動報

告Jを参照)を別途送付いただいた。 7月25日の新宿御苑インフォメーションセ

ンターでのシンポジウムにて発表される、岩瀬農業高等学校のサギソウは、見本

圃に植え込んだサギソウ。シンポジウムではラン・ネットワーク活動絡みが2件

発表される。

.L一一 J建設に伴うランの保全について

添付資料3-1、ト2 (未掲載。 2ページ r ..i建設地のラン保全に関

する報告J参照)に添い三橋が説明した。今年のハクウンランの種子取りについ

て相談があり、今年も種子を付けることにした。

.1 -からの依頼の件

)から、公園に植え戻したエビネの発育が芳しくないので、協力して欲し

いとの依頼があり、植え替え地の選定、植え替えの実技指導を行ったとの報告

が三橋よりあった。
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.・ 1アツモリソウ生育減外保全事業経過報告

添付資料4に添い大貫が説明した。

2 :実生増殖部門報告

のラン保全に係わる実績は添付資料3-1(未掲載。 1ページ~を参照)を、

植物公園関係に係わる実績は添付資料5を参照されたし。

3 :絶滅危倶種のフラスコを、植物園協会に提供する件

添付資料5を植物園協会に提示し、 3カ所から申込みがあった旨、三橋より報

告があった

4:ラン関係団体情報連絡会

2月に開催された第5回全体会議には、都合により参加できず。ラン・ネット

ワークの活動が紹介されている(添付資料6・未掲載)。

5:平成初年度の会計報告

添付資料7に添い、戸田が説明した。尚、平成20年度民 活動の対価として、

平 が5月末に入金しているが、平成20年度会計報告には、織り込んでい

ない旨、説明があった。

6:第 13回総会の場所と日時

愛鷹山近辺で調整することにした。後日確認したが、アプローチが長く、総会

開催地として相応しくないとの情報が入った。従って現時点で・未定である。
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平成21年度 ラン・ネットワーク総会 (第12回) 添付資料 1ー 2

|山科 1 ・・ ~ I

第2回「みんなで守ろう日本の野生ランj写真展とシンポジウム

一 絶滅の危機に瀕した日本の野生ランを守ろう ー

写真展 「絶滅の危機に瀕する奄美の野生ラン写真展J

7月22日 (水) ー 26日 (日)

*徳之助(f:住の:手以'~ 111ド弘氏が自生地で徹膨した野生ランの写真展

《時間)} 9:00 - 16:30 

シンポジウム f誰もが参加・実践できる保護活動の事例報告j

7月25日 (土)

* 13:00 - 14:20 高校生の部

-福島県におけるサギソウの保護1活動(杭島県立:ti瀬農業高等学校)

・沖縄県における野生ランの保護活動(沖縄県立中部農林高等学校)

・小笠J以における絶滅危恨傾アサヒエビネの自生地向元の試み (1"央'平:院高等守:校)

.質疑応答:

* 1-1:20 - 14:50 

におけるラン科何貨物の保全(ランネットワーク 備本季正氏)

* 15:00 - 16:00 

・絶滅の危機に瀕する奄美の野生ラン(徳之島1'E住の写真家 山下弘氏)

* 16:00 - 16:30 

・総合討論

会 場 新宿御苑イ ンフォメーションセンター

東京都新街区内藤町 II 電話 03-3350・0151

新m御苑新宿門となり 詳しくは下記の l'RL~ご賢ください

1lllp: //ww¥¥" l'nv. J.!O. jp/.ltarden/ sh i IlIukUI!Y()('ll/2_J.!u i dl'/acn.'メメ.hlml 

l主!桜] 国際野生生物保議連合(lUC'I)ランlSj.門家部会日本支部、 a境省調H首御苑菅地事務所

[ iを様、協力l 独立行政法人国立約学問物tii・筑波実験版物問、 (財)国民公開協会新宿御苑

[ 1針変1 (tl:l r1 4>:柄物同協会、ラン惣話会、ラン関係同体情報泌総会

((p'ij~ 、合わせ先》 ランJ#.門家部会日本支郎事務川 容総他 三 (1"fri.告会f軍隊式会tl:内)

1u 042-IHM-2100、 Fax 012-.181 ・:~O.I . I
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平成21年度 ラン・ネットワーク総会(第12回) 添付資料4

匡日

アツモリソウ生育域外保全事業経過報告

大貫 ・夫

初めに:

昨年 8月初旬にラン・ネットワーク会員歎名でニ士三千:工ごて二 '~'.を訪れた際、村役織

の産業銀特集係係長にー -J-氏からの情穏健供により . 村内に~--:::J&のアツモリソゥ.. 

熔篠が鎗持されている事を知った.

現舗を櫨麗し、そして何とかこの倹を系健保存そして活用するために実生絹殖できたら

良いであろう、と一同感じた.将来の具体的な活用方法の可能性を検討することは取り敏

えず置いておき、先ずはこの鎌の種子をフラスコ内に入れ.それを鎗持することが._重

褒であると考えられた.

.初になすべきは、アツモリソウの人工交配と袋豊島けである.ところが村内にそのよう

な仕事を依績できる人物がいない.一方東京から署是々が現勉に通うにはあまりにも遣いよ

うに思われた.そんなところに突然 f休日、高速道院どこまで行っても 1000円1とい

う制度が始まった.

本来このような針画は、ラン・ネットワークの事業として健会・僻事会に趨って決定す

べき穆柄である.しかし今回は以下のような理由で、取り愈えず大賞と 一寸i係長との個人

的関係に頼り、実際の作量産に諸手した.

①上記の高速科金制度が2fto聞のみの予定である.

②保存主実績織がウイルス摘に.婚しているので、 14手でも早く篠種する必褒がある.

今年度のラシ・ネットワーク総会に際し、以上の司E寮を会員緒氏にご険制碩きたくお願

いする次官鹿である.

なお、 氏の倒でも、村役舗内11でこのアツモリソウの将来の具体的な利用方訟を検

S守されるよう、.き働けて頂けると感じている.

09年6月7B ..の人工交配

役渇の一 三 一氏の案内で.村役相自近くの1 宅に伺う.1氏も村役渇鋤務で

ある.当日乙氏はヘリコプターによる荷織げ作獲のため、不在であった.

今回、アツモリソウ種子の縁取に使用する船主.Pt氏宅の道筋に偏した前庭に鱒えられ

ており、周囲にはササユリをはじめ、各種箪花が備えられている.-{.の中で、アツモリソ

ウは、小さく刈り込まれた紛のト.で、半円陰の環境にある.

との練は、一氏のごfit訟の ー『・さんが援取 ..atgされているものである.以ドに 一『・さ

んから伺った話をかいつまんで遮ぺる.
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今から 20年程前、 地区へワラビ探りに行き、ススキの中で開花中の綜を発見

した.ススキの観の中から、苦労をして舗で掴り上げ、 l本を探取した.同行のご主人は、

どうせ枯れてしまうと反対したそうである.

現在の場所に植え付け、数年後、芽教が曲目えたので、 5芽の肉、 2芽を直ぐ院に分けて

植えた.現在、それぞれが20芽と)2芽の徐になっており、その内9本と 5本が花を着

けている。

現在では、 地区を含め村内全量産でアツモリソウの自生は見られないo I氏を含め

以前は多くの村民が、自生地で標取してきたアツモリソウの議培を鼠みたが、現存するの

は 氏宅の緯だけである.山繰り業者が活動していた時期もあったようである.

寂培練が消失した原因のひとつには、冬~におけ~ネズミの食袴も多かったようだ.

昨年初めてこの線を見た時に気づいたことだが、残念ながらウイルス症状が現われてい

る.今岡改めて見てみると、症紋は最初に植えた芽散の多い方にだけ見られる.症状は黒

褐色のえそ.*斑である.中には茎葉がよれてしまっているものもある.芽般の少ない分

け緯の方は、一見すると症扶が見られない.病気になってしまった事は.既にー止さんも

認識されておられた.

今回の訪問は、予め 氏がその用件を伝え、] 家から Iゑを得ていたが、どうやら

-さんは fアツモリソウを掴り採って、東京を持ち去ってしまう』と韻解されている嵐で

もあった.

ともかく長年何よりも大切に愛情をされ続けてきたアツモリソウである.

人工交配作素であるが、今回はそれぞれの焼から l本づつを選んで、花後片を削除した

後、自家交配を行なった.いずれにしても全て同ーのクローンのはずである.交配後、袋

働けを行なった.

私としては、もう少し多くの花に受配したくもあったが、村内の多くの人がお花見に訪

れるそうなので、一番奥まった場所の2本だけに交配を行なった.

いずれにしても、私としては今回の結果の如何にかかわらず、来年もう・・度交配に訪れ

るつもりではある.

なお、アツモリソウの作業終了後、

受粉を作業を行なった.

氏と共に
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平成21年度 ラン ・ネ ットワーク総会(第12回) 添付資料5

ラン科絶.危1a槍.・18.酋リスト

~ヨ
寧.2，.軍司周 2‘日現在

ラン・ネットワーク

帽O. "s 
アマミトンボ

2 イシガキキヌラン

3 オオオザラン

4 オキナワセッコタ

5 オキナワヒメラン

6 カシJキラン

7 ガンゼキラン

8 ガンゼキラン{・.)

' カンダヒメラン

10 キノエザザラン

" キパナシaスラン

12 キパナノセッコク

13 クニガミトンボ

14 コウトウシラン

15 2ウトウシラン<1:1】

16 コゴJキ/Xラン

11 ザガミ'ンモドキ

18 シコウラン

18 タイザギソウ

20 ，イワンショウキラン

21 チケイラン

22 ツシマエオイ シュンラン

23 トサカJオトラン

24 ナギラン t踊心}

25 ヒメトケンラン

26 フゥ，ン

27 フガヲスズムシ

28 ヘツカラン

29 ホ予イ号ン

30 マヤラン

31 ムカデラン

日~)~ウキュウセッコク

ee.危司自樋以外

33 アキ'スズムシ

34 オオフガク <.A)
35 コアツモリソウ

36 コパナ苧ケイラン

37 シ予ンヲモキリ

38 ヤタシマヒJアリドウシラン

39 ヤヲシマヒJアリドウシラン

ランヲ 竃首邑
Aザイズ Bザイズ

.・ .・

印 司E健夫.

vu 不明 5 

印
‘'‘大. 7 3 

印 ~.*. 
CR 沖縄鳳 25 
W 1・5正.-

|不明 ~・
W 不明 多.. 
印 ~.. 

日 司1.大島 43 自

CR |右・・2きa・& 13 

四 |圃E久.
CR 沖縄本. 59 

w 不明

沖縄本.

CR .，島大. 1∞ 465 

印 .・l.~之・公.

Elt [1‘ 91 140 

印 a!.t.. 3 

CR 沖縄本.4t・仁村 3 

問 -久島 ω 135 

∞ ...... 2 

EN 本暢 5 2 

vu 不明 6 

明J a'!..・E・ 10 

W 不明

明』 膏.. 20 

CR 不明

Elt /¥，.& 

w 1-恵・弄乏・公.

別』 不明 13 

印不 明

不明 s 45 

不明 30 .". 8.. 3S ...? 10 

長野.

沖縄鳳

Aザイズ フラスコ出し可健サイズ

8ザイズ -f事後フラスコ幽し司鍵サイズ

Cザイズ ~!IF初期{プロトコーム. リゾーム.樋小首}

(・.t~~.，主倉まれていまぜん}

29 

Cサイズ

•• 
11 

98 

多.. 

多.. 

多.. 

20 

多.

57 

多.. 

多.. 

50 
10 

30 

多.

多敏

切

10 

35 

60 

5 

多.

40 

50 
20 
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平成21年度 ラン・ネットワーク総会(第12回) 添付資料7

亡ヨ
ラン・ネットワーク平成20年度会計報告書
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ラン ・ネッ トワーク規約

l. 名称:本会はラン ・ネットワークと称する。

2. 目的:日本のラン科植物の自生地における保全をはかることを目的

とする。

3. 会員:前項の目的に賛同する者をもって会員とする。

4. 活動:(1) 2項の目的を達成するために必要な活動を行う。

( 2)総会を年 1回開く。

(3 )会報を発行する。

5. 役員 :顧問、代表、副代表、会計および幹事を置き、会の運営に

あたる。

6. 会計年度:会計年度は4月 1日から翌年 3月 31日までとする。

7. 規約改正:規約の改正は総会において行う。

附員IJ:この規約は 1998年 7月 19日より発効する。

役 員

岩槻邦男(顧問)、遊川知久(代表)、三橋俊治(副代表)、

戸田祐一(会計 ・事務局)、大貫一夫(幹事 ・自生地)、

大西清二(幹事・編集)、倉田英司(幹事 ・無菌培養)
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ラン・ネットワーク入会申込書

規約に定める目的に賛同し、入会を申込みます。

西暦一一一一年一一月一一日

氏名

住所干

電話番号 (FAX)

所属団体(愛好会、研究会、学会など)

該当するところにO印をつけてください(複数可)。資料とします。

No. 

ラン・ネットワークの目的に賛同するが、具体的な活動は難しい。

近距離の自生地(日帰り)の調査、保全・修復作業に参加可能。

遠距離の自生地(宿泊)の調査、保全 ・復元作業にも参加可能。

無菌培養による遺伝子保存、増殖に協力可能。

緊急避難(開発などで自生地が破壊される場合希少種を採取し保存栽培

する)のランを受け入れ可能。

緊急避難を受け入れる場合に栽培が得意なランの名前をあげてください。

(00の仲間などおおまかな記載でも結構です)

会費:年会費3000円 入会金不要

申込書送付先:(事務局)干312-0041 茨城県ひたちなか市西大島 1・26・23

戸田祐一 TEL 029(274) 1300 

【この入会申込書はコピーしてお使いくださし、}
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