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2017 年 6 月 16 日 

 

ＫＥＳエコロジカルネットワークプロジェクト 

稀少植物の栽培実習その２ 

京都ゆかりの植物を守り育てましょう 

植物の特徴および 

育て方・栽培管理の注意 

 

◆フジバカマ・キクタニギク・ 

オミナエシ・ワレモコウ 

 

【午前の部】 

９：３０～１１：３０ 育成方法について（座学）、植え付け実演 

１１：３０～１２：００ 苗と資材等の引き渡し 

   【午後の部】 

１３：００～１４：３０ 植え付け実習（植物ごとのコーナーで） 

 

（公財）京都市都市緑化協会 

          講師：協会緑化リーダー 藤井 肇 

協会緑化リーダー 秦 賢二 

 

～ご案内～  花とみどりの相談所をご利用ください 
  

（公財）京都市都市緑化協会の「花とみどりの相談所」では、草花や樹木

の手入れなど「花」「みどり」についての相談を専門家がお受けしています。

お気軽にご利用下さい（無料）。 

相談日  毎週 水曜日・土曜日 （12／28から 1／4は休み） 

時  間  午前 10時～12時、午後１時～４時 

相談員 （水曜日）野杁
のいり

 勝俊  （土曜日）原田
はらだ

 弘種 

場  所  梅小路公園（下京区）内 「緑の館」２階 相談ブース 

 ※電話による相談もお受けしています。 直通 ５６１－１９８０  
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フジバカマ（藤袴）   

 

学名 Eupatorium japonicum  

キク科 多年草  

環境省レッドリスト 準絶滅危惧（ＮＴ） 

京都府レッドリスト 絶滅寸前種 

分布：本州（おもに関東地方以西）・四国・九州、朝鮮半島、中国 

花期：８～９月（自生地）、９～１０月（鉢植え）  

 

１ 今回育てていただくフジバカマについて 

自生するフジバカマ Eupatorium japonicum （エウパトリウム・ヤポニクム）は久しく京

都府内で見つかっていませんでしたが、1998 年、京都市西京区大原野の溜池の畦畔で自

生種と思われる株が発見され、専門家の同定により、自生種と確認されました。 

その後、この株は大原野在住の藤井肇氏（乙訓の自然を守る会、大原野森林公園森の案

内人、京都府希少野生生物保全推進委員）によって、大原野神社の境内と長岡京市の光明

寺近くの畑で、大切に保全・繁殖されてきました。 

これをもとに、京都放送（ＫＢＳ京都）が、源氏物語千年紀（2008 年）をきっかけと

して、「源氏物語」に登場する人物たちのように古代の都人が愛でたフジバカマを紹介し、

種の保全と生育環境保全を訴えるキャンペーン「藤袴プロジェクト」を展開しました。ま

た、当協会との共催で 2009 年から毎年秋

に「藤袴と和の花展」と銘打ち、梅小路公

園「朱雀の庭」に展示してきました。（2016

年度は約 300 鉢 1500 株。） 

2010 年からは、栽培管理を組織的に行え

る右京区嵯峨水尾地区の方々、2014 年から

は大原野地区の方々が休耕田に株を植え、

飛来するアサギマダラとともに花を観賞す

る会を開き、多くの方でにぎわっています。  

水尾で乱舞するアサギマダラ 秦賢二氏、2013 年 

2016 年９月，第１回京都藤袴サミット in 大原野（なんやかんや『大原野』推進協議会

主催）が大原野神社で開かれ，系統保存を続けてきた藤井肇氏ら関係者や，市街地を含む

市内各地の団体が集い，活動の発展を誓いました。 

                    

 

２ 自生種のフジバカマと、流通しているフジバカマのちがい 

 フジバカマ Eupatorium japonicum の自生地は、日当たりが良い水田や河川・湖沼の水辺

の草地（畦畔草地、里草地）です。棚田の減少、圃場整備や河川整備などにより急速に

自生地が失われてきました。 
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一方で、同じヒヨドリバナ属であり、奈良時代に香草として中国大陸から渡来し日本

に帰化したと考えられる Eupatorium fortunei やその改良品種もフジバカマと呼ばれま

す。小型で扱いやすいため、一般に流通し、庭の植栽、切花などに使われています。 

自生種のフジバカマ E. japonicum は、以前はありふれていたのに、あまり注目されな

いうちに急激に失われたため、現在はその姿がよく知られなくなり、園芸的に栽培され

てきた E. fortunei と混同されるようになったと考えられます。E. fortunei と近縁種の

交雑種であるという説もありました。 

しかし、各地の調査研究から、現在では、両者が同じ種のシノニム（異名）ではな

く、異なる種であると認識されるようになりました。流通している E. fortunei は、自生

種に比べ、葉が細く、３小葉状になることが多いため、専門家により「コバノフジバカ

マ」と呼んで区別することが提唱されています。 

 

 

■自生種フジバカマと流通しているフジバカマ（栽培型）の違い 

 自生種のフジバカマ 

Eupatorium japonicum  

流通しているフジバカマ（栽培型） 

Eupatorium fortunei（又はその改良品種） 

花色 白から淡い紫色（冷え込むと紫色が

濃くなる） 

濃い紫色が多い。 

白花(改良品種)もある。 

花期 ９月～１０月初旬 （（鉢植え） １０月～１２月が多い（鉢植え） 

草丈 １～２ｍ ５０cm～１ｍ 

 

葉 

葉は広く、３深裂するが、真中の片が

幅広く基部でつながる。全く裂けない

葉も多くある。前方にやや垂れ下る。 

葉は細く、３深裂すると、３小葉状になる。

葉は垂れず、水平か、やや上向きに伸びる。

自生種のフジバカマに比べ小ぶりである。 

茎の色 全体的に、明るい緑色 全体的に、赤味を帯びている 

 

 

 

 

写真 

  

 

※個体、年齢、時季、生育環境等により、これらの特徴が当てはまらない場合もあります。 
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３ フジバカマに飛来する渡りの蝶・アサギマダラ 

フジバカマなどヒヨドリバナ属の植物は、渡りをする

蝶・アサギマダラ（タテハチョウ科マダラチョウ亜科）が

蜜を吸いにやってくる訪花植物として知られます。 

 アサギマダラは、アゲハぐらいの大型のチョウで、翅

（はね）は黒と茶色の地色に、上品な浅葱（あさぎ）色

（新撰組の羽織の色）のまだら模様が入ります。飛び方

は、力強いというよりは、ヒラヒラと頼りない感じです

が、その姿とは似つかず、長距離の移動をします。 

 1980 年代に始められた日本鱗翅学会などによるマーキ

ング調査で、世界でも珍しい長距離の渡りをするチョウで

あることがわかってきました。日本全国、諸外国の研究者・

市民が協力し、アサギマダラを捕まえて、翅にサインペン

で記号を書き、再び放すという簡単な方法で、移動のルー

トを調べています。 

最近では、渡りの範囲はかなり広域であることがわかっ

てきました。1 個体が最長で 2,200km もの長距離を渡ることがあると明らかになってき

たのは最近のことで、インターネットを介した国際的なネットワークによるものです。 

アサギマダラは春から夏にかけて日本列島を北上し、7 〜9 月は標高 1,000m 以上の涼

しい高原や高山で世代交代します。新しい世代は、秋になると、高原から降下するととも

に南下し、九州、四国、沖縄、南西諸島、まれに遠く台湾などへも移動し、冬から春にか

けて再び世代交代します。 

秋の南下のシーズンには、台湾、中国の香港、浙江

省に渡った例があり、春の北上のシーズンには、台湾

から本州へ、九州から韓国へ渡った例が報告されてい

ます。 

最近、京都でも大きなニュースがありました。2015

年９月 28 日に小学４年生の永井涼也君が西京区大原

野のフジバカマ畑で捕まえ、マーキングしたアサギマ

ダラ１頭が、11 月１日（34 日後）、台湾北部の島で再

捕獲されました。また、永井君を指導していた蝶研究家の金田忍さんが右京区水尾のフジ

バカマ畑でマーキングした２頭も少し遅れて同じ島で発見されました。京都から台湾への

渡りは、初めての記録です。 

マーキング

 
永井君がマーキングし台湾で再捕獲され

た個体。長旅のためか翅（はね）が痛々し

い（周麗焰さんのFacebook より） 
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なぜフジバカマか フジバカマなどアサギマダラが好む植物の花にはピロリジジンア

ルカロイド（ＰＡ）という化学物質が多く含まれ、取り込んだＰＡは、鳥類など天敵から

身を守るための防御物質や雄の性フェロモンに利用されると考

えられています。フジバカマにやってくるのは圧倒的に雄が多

いのです。 

緑少ない市街地にも飛来 2013 年 9 月下旬、「藤袴と和の花

展」の連動企画として、京都駅ビル南遊歩道（３階）にある「緑

水歩廊」にフジバカマ約 30 鉢を展示（協力：京都駅ビル開発）

しました。すると、市内で最も騒々しいビルに、アサギマダラが

飛来しました（右写真）。また、ＫＥＳの本プロジェクトに参加

した京都市消防局南消防署（南区西九条）では、2014 年 9 月末、

たった１鉢（５株）のフジバカマに、アサギマダラが訪花しまし

た。2016 年度は，少なくとも５団体から報告が街中の鉢植えの

植物でも、小さな昆虫にとっては、大きな存在なのかもしれません。  

 もしもアサギマダラが飛来したら、その様子をカメラに収めてください。マーキングの

跡が見つかるかもしれません。 

 

４ フジバカマの育て方・利用方法 

＜夏～秋の育て方＞ 

・日当たりを好みます。ただし、夏の西日を嫌うので、できれば西日を避けてください。 

・水辺に自生することが多い植物ですので、特に真夏（梅雨明け以降）は、水を好みます。

たっぷりと水をやってください。鉢植えの場合、盛夏期は鉢皿を敷き、乾燥させないよ

う、朝・夕に水をやってください。 

・液肥（ハイポネックス等）を薄めて水やりの替わりに２週間に一度与えるか、発酵油粕

（１か月に１度、１鉢に数個）を与えてください。 

・花期は、京都の市街地では、夏の天候や育て方にもよりますが、概ね９月下旬から１０

月半ばくらいです。花が終わったら、交雑した種子の広がりを防ぐため、花のついた茎

を切り捨ててください。 

 

＜病虫害＞ 

・葉は、バッタ類（オンブバッタなど）、毛虫・青虫などがつ

きやすいので、見つけた場合はすぐに取り除いてください。

カマキリは捕食動物ですので、むしろ歓迎です。 

・夏場、「絵描き虫」とも呼ばれるハモグリバエの幼虫が葉の 

中にもぐりこみ、落書きのような線状の跡をつけることが

あります。線の先端に幼虫がいるため、その部分を指で押

しつぶして退治できます。菌類などの病気ではありませんので、急速に周りに伝播する

ことはありません。大きな被害はなく見栄えが悪くなるだけですが、殺虫剤を使う場合

 

ハモグリバエの幼虫がはった跡 
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は、葉に散布するタイプより、根から吸収させる水溶剤や粒剤の方が良いでしょう。 

・冬越しした後の４月から６月頃にかけて、伸び出した茎の 

先端が急にしおれ、また折れることがあります。茎の外周に

正確な２筋の円筒状のミシン目のようなかじられた跡があ

る場合は、キクスイカミキリの被害です。細長い体長 10ｍ

ｍほどのカミキリムシで、幼虫のまま越冬し、春に成虫にな

ります。２筋の上の部分は、根からの水が上がらないので枯

れます。この２筋の跡の付近の茎に幼虫が隠れていますの

で、２筋の跡の下５ｃｍほどを必ず切り取って、捨てましょ

う。その下は被害がありませんので、新たな脇芽を待ちま

す。 

・病気はほとんどありませんが、風通しが悪いと、白い粉がふ

いたような「うどんこ病」が発生し、見た目が悪くなります。風通しの良いところに置

いてください。 

・殺虫・殺菌剤には、手軽なものとしては、オルトラン C（スプレー缶）などがあります。 

 

＜利用＞ 

・葉を、軒下などで干して（雨の心配がなければ天日で）、パリパリになるくらいに乾燥

させると、桜餅に似た芳香がします。乾燥中も良い香りが漂います。これは桜餅の葉の

匂いと同じ「クマリン」という成分を含むためです。これをお茶パックなどに入れ、匂

い袋にして楽しむことができます。乾燥していない葉はあまり香りません。また、花は

ほとんど香りません。 

・乾燥させた葉・茎を煮出し、その汁を入浴剤として使うことができます。端午の節句の

時期に「菖蒲湯」に入りますが、これは、端午の節句とともに大陸から伝わった「蘭湯」

（らんとう。フジバカマの葉を入れてわかした風呂。中国でフジバカマを蘭草と呼ぶ。）

の風習が元とされ、日本では蘭草よりも入手しやすい菖蒲（サトイモ科ショウブ）で代

用され、定着したとも言われています。 

 

＜冬越し～春の育て方＞ 

・宿根草なので、１１月以降は地上部は枯れてきます。すっかり枯れてきたら、地上部を

１０センチ程度残して、茎を切ってください。地面に定植してもけっこうです。翌年の

春、前年の茎の脇から新芽が出てきます。 

・京都の冬の寒さでは、全ての株が冬越しできるとは限りません。冬季～早春は、鉢植え

の場合は、軒下に置いて、霜を避けてください。また、鉢植え、地植えとも、根元に土

を数センチ盛る、わらなどを敷く、寒冷紗を掛けるなどして根を寒さから保護すると冬

越ししやすくなります。 

・冬季は、水やりを控えます。乾燥させすぎない程度（数日に１度）に、日中の比較的温

かい時間帯に水をやってください。早春になったら、少しずつ水やりの頻度を多くして

キクスイカミキリが付けたミシン目の

ような跡（円内）と茎上部の枯れ 
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ください。 

・２～３年、鉢で冬越した株は、根が詰まり過ぎると、弱ることがあります。根が詰まっ

ている場合は４～５月に株分けや植替えをします。 

・植え替える場合の用土は、市販の園芸用土でけっこうです。元肥入りでない場合は、マ

グアンプ K（中粒）などの化成肥料を混ぜ込んでください。 

 

５ フジバカマの栽培にあたって守っていただきたいこと 

    ※他の交雑しやすい希少な植物も、同じようにお考えください。 

(1) 栽培品種、近縁種との交雑を広げない配慮 

現在、保全する方法として採用しているのは、挿し芽や株分け（栄養繁殖）です。 

フジバカマの花は、昆虫の媒介（授受粉）により、栽培品種やヒヨドリバナなどの近

縁種と交雑しやすい特徴があり、交雑した種子が広がると、種（しゅ）としての存続が

脅かされる可能性（遺伝的汚染）も、全くは否定できません。 

秋に咲く紫がかった白色の花が、茶色く変色してしおれてきたら花期は終りですので、

種子ができる前に、花のついた茎は切って捨ててください。 

  また、フジバカマの周囲に、栽培型フジバカマ（Eupatorium fortunei）やヒヨドリバナ

など近縁種をできるだけ置かない（植えない）ようお願いします。 

(2) 譲渡、販売はご遠慮ください 

  フジバカマは、特定外来生物のように繁殖力が旺盛なわけではありませんので、都市

部で育てても環境に悪影響を与えることはないと考えています。 

ただし、(1)と理由は同じですが、交雑した植物ができるおそれを防ぐという意味から、

また、仮に京都市外に自生地がある場合は、その地域にこの株が広がることを防ぐ（そ

の地域のフジバカマの遺伝的多様性を守る）という意味から、不特定多数の方に株が渡

らないような注意が必要です。 

今回のような講習を受けていただくなど、一定の知識があり、しっかりした管理がで

きる団体・個人だけに譲渡を行っています。他の団体・個人への譲渡や販売については

ご遠慮いただきますようお願いします。 

 

【参考文献】  

 ＫＢＳ京都、守ろう！藤袴プロジェクト（2009年度までの事業報告） http://www.kbs-kyoto.co.jp/ 

contents/fujibakama/02_project.htm 

 村田源（2014），フジバカマとコバノフジバカマ（ニセフジバカマ）について，亀岡の自然（亀岡植物誌

研究会）第10号（2014年３月），pp.3-7 

 栗田昌裕（2013），謎の蝶アサギマダラはなぜ海を渡るのか？，ＰＨＰ研究所 

 「京都のアサギマダラが台湾に飛来」，京のみどり，77号（2016年冬号），（公財）京都市都市緑化協会 
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キクタニギク（菊渓菊）   

 

学名 Chrysanthemum seticuspe（広義） 

 ※これまで Chrysanthemum seticuspe f. boreale と表記してきましたが、 

最新の研究（５参照）に基づき Chrysanthemum seticuspe（広義）とします。 

キク科 多年草 

環境省レッドリスト：準絶滅危惧（NT） 

京都府レッドリスト：絶滅危惧種  

分布：本州・九州・四国の一部、朝鮮半島、 

中国（北部・東北部） 

花期：10 月下旬～１１月（関西地方） 

 

１ キクタニギクとは 

  和名は京都東山のかつての菊の名所「菊渓」に由来します   

が、現在の東山では自生は確認できません。府内の自生地も 

シカの食害などにより、ますます希少になっています。京都 

府レッドリストでは 2002 年版で記載なし（ランク外）だっ 

たものが、2013 年版で絶滅危惧種に「ランクイン」してしま 

いました。 

草丈６０～９０㎝程度で、葉の色は明るく、葉質は薄く、５裂し、互生します。ふ

ちに鋸歯（きょし）、両面に細い毛があり、ざらざらします。 

晩秋、枝先に 10～15ｍｍほどの小さな黄色の花をつけ、長ければ１か月間次々と花

を咲かせます。朝方や夕方に花に日が当たると、金色に輝くようにも見えます。植物

学者・故牧野富太郎は「アワコガネギク」と名付け、現在もこの別名を採用している

図鑑もあります。また、アワコガネギクの名で園芸品種が流通

しています。 

今回栽培するのは、京都の西山にわずかに自生する株を挿し 

芽で殖やしたものです。 

  

 

２ 名水の地・菊渓、菊渓川、菊水の井  

江戸期・寛政 3(1791)年、その 500 年前（平安時代末期～  

鎌倉時代か）の京都の様子を復元したとされる古地図『花洛往  

古図』には、「菊澗」（きくたに）やその下流に「菊川」の名が 

見えます。 

元禄 14（1701）年頃の古地図『洛中洛外大絵図』では、高  

台寺の山手から流れ出た菊渓川と思われる川が、清水寺方面か  

 

 

『花洛往古図』に「菊澗」「菊

川」の名が見える（国際日本

文化研究センター所蔵） 

 

 

 

市内の自生キクタニギク 

（乙訓の自然を守る会提供） 
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らの川と合流し、建仁寺境内を流れ、鴨川に注いでいる様子が描かれています。現在

の八坂神社の南側から高台寺付近にかけての地名、東山区下
しも

河原町
がわらちょう

は、これら河原が

あった名残りです。 

天和２～貞享３（1682～6）年頃に出版された『雍州府志』には、高台寺の「十の 

境」（十のすぐれた景色）の説明の中で「菊潭水（深くたたえられた水）、其の一な

り。山中の渓間に菊多し。渓水其の間より出づ。寺僧は斯の水飲む故に、古来寺僧に

長寿の人有り」と書かれています。 

川のほとり、牛王地社（現在の八坂神社南側付近）の東にあった「菊水の井」は、

名水として有名でした。 

文人が好んだ桜と菊 菊渓の周囲、双林寺、高台寺などの付近は、春は桜、秋は萩や

菊の名所として多くの人が訪れました。 

  寛政 11 年(1799)年に刊行された『都林泉名所図会』には、頼山陽、上田秋成も訪

れる文人サロンだった双林寺塔頭・長喜庵の住職月峯の名とともに、境内の庭に「菊

渓」が取り込まれたように流れている様子が描かれています。 

元治元(1864)年の『花洛名勝図会
ず え

』は、国学者・本居宣長が、平安時代の西行や鎌

倉・南北朝時代の頓阿（とんあ）を偲んで双林寺を訪れた際の歌「いにしへの人に契

りを結びみん／住みける跡ときくの谷水」や、別の歌人が菊渓に咲く桜を見て詠んだ

歌「春されば（＝春になると）桜ながれて匂ふなり／まだ若苗の菊渓のころ」（秀芳）

を紹介しています。春にも菊の香りが辺りに漂うほどの情景だったのでしょうか。 

近代から現代にかけての菊渓（菊谷）川 明治維新後、寺社の上地、歓楽施設の立

地のほか、東大路通、花見小路（明治期）、石塀小路（大正期） などの市街化に伴う

街路整備によって徐々に暗渠化され、生育する河川敷がほとんどなくなりました。現

在の川は、団栗橋下流で琵琶湖疏水（鴨川運河） の暗渠区間につながっています。 

 

３ 生活での利用 

  花から精油をとって香料にしたり、葉や花をてんぷらなど食用にすることもありま

した。初夏までの若い苗の葉は、清涼感のある香りがします。江戸時代には油漬けに

して傷薬にしたので、アブラギクともいいます。（ただし「アブラギク」はシマカンギ

ク（島寒菊）の別名でもあります。） 

 

４ 外来キクタニギクの問題 

1990 年代に、道路、河川での緑化工（吹付け工）で使われた外国産のヨモギ類の種

子に混入した外来キクタニギクが 15 府県で見つかりました。同じキクタニギクという

種であっても、在来植物の遺伝子保全という意味では懸念があり、今後、さらなる調

査や交雑への注意が必要です。（中田（2013）） 

 

５ モデル生物、ナショナル・バイオリソースとしてのキクタニギク 

  キク科は 1,600 属 23,000 種（被子植物の約 1/10）からなる植物最大の科で、この
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うちキク属（Chrysanthemum）は、観賞用の雑種である、いわゆる「キク」（狭義のキ

ク。栽培ギク、イエギク、和菊・洋菊）を含みます。栽培ギクは日本の花卉（かき）

産業においては最重要な植物であることから、ナショナル・バイオリソース・プロジ

ェクト（NBRP。生物遺伝資源の収集・保存・提供の体制整備を目的とした国家プロジ

ェクト）の一つ「NBRP 広義キク属」として、遺伝学的情報を解析して形質転換などに

活用しようとする研究が、広島大学を中心に進んでいます。その中で最も重要な植物

がキクタニギクです。 

キク属は、他殖性（自家不和合性）が強いのが特徴ですが、広島大学チームが奈良

県内で発見したキクタニギクは、突然変異で自殖性（自家和合性）を持っており、自

殖を繰り返すことで純系化したモデル系統がつくられました。このモデル系統は広義

キク属（近縁属のヨモギ属などを含む）の分子遺伝学的研究に適し、既にゲノム解析

が終わっています。それをもとに、広義キク属の様々な研究が進められており、キク

タニギクはいま、モデル植物として脚光を浴びているのです。 

例えば、キクタニギクは短日条件（秋に日が短くなること）で開花します。キクタニ

ギクで得られた開花制御に関する知見が、近年、栽培ギクの開花制御の理解に役立って

います。 

また、この遺伝学的解析は、近縁種の分類上の位置付けにも役立っています。江戸

時代まで、キクタニギクや中国のホソバアブラギクに似た「カモメギク」という植物

が江戸で栽培されていましたが、カモメギクは明治時代に生体では見られなくなりま

した。その後、キクタニギクは、標本で見られるカモメギクの変種や品種とされてき

ました。また、ホソバアブラギクの変種とされることもありました。しかし、絶滅し

たと考えられていたカモメギクが，1986 年に皇居に現存しているのが見つかり，その

後の細胞学的研究により、カモメギクはキクタニギクとかなり近縁で、両者はホソバ

アブラギクとはやや遠縁であること、キクタニギクとカモメギクではキクタニギクが

基本種で、カモメギクはその品種であることが推察されていました（中田・門田

（2014））。これらの見解は，広島大学の分子遺伝学的研究により裏付がなされ、これ

を受け，両者を合わせたキクタニギク（広義）の学名 Chrysanthemum seticuspe が最近

使われるようになりました。 

なお、ＫＥＳプロジェクトで育成する京都市産のキクタニギクも、このプロジェク

トの中で遺伝情報が解析されています。 

（情報提供：広島大学理学研究科附属植物遺伝子保管実験施設） 

 

６ 菊渓での復活を模索―ＫＥＳプロジェクトの貢献 

現在の東山の大部分は、繁茂した常緑広葉樹のシイ等が覆い，日照を好むキクタニギ

クを見ることはできません。地域，学識者，行政などが協働する「京都伝統文化の森推

進協議会」（事務局・京都市林業振興課）は，2007 年から東山を中心にシイ林の林相改

善事業を実施していますが、2016 年度、菊が咲く菊渓の復活に向け、暗く鬱蒼とした

菊渓に光を取り込むため、シイ等を伐採し、キクタニギクの苗等を植える試み（「キク
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タニギクの咲く菊渓川の再生へ」事業）を 2016 年度から始めました。 

協議会は、2017 年 2 月上旬から下旬にかけて、菊渓川の支流の１つで樹高 20ｍ前後

のコジイ 26 本，ヒノキ 28 本，スギ 10 本，樹高 10ｍ前後のアラカシ 18 本などの常緑

高木を間伐し，シロバイやクロバイなどの常緑低木を広く除伐。その菊渓に、2017 年

３月４日、市民や関係団体・企業などの参加による植栽活動を行い、キクタニギクの苗

とイロハモミジ、ガマズミ、ムラサキシキブなどの「京の苗木」を植えました。 

菊渓に植えられたキクタニギクの苗の大半は、ＫＥＳプロジェクトの参加企業・団

体が大事に育てられていたものを、提供いただいたものです。ＫＥＳプロジェクトで

の生息域外保全活動が、この事業に大きな役割を果たしました。 

 

７ キクタニギクの栽培 

今回栽培するのは、京都市内に自生していたものを挿し芽で殖やしてきたものです。 

＜夏～秋の育て方＞ 

・自生では山の谷間のがけ、河川敷など、れきが多い乾燥気味の土地に育ちますの

で、ある程度の日当たりを好み、乾燥には比較的強い植物です。 

・土の表面が乾いたら水をたっぷりやってください。盛夏では、１日２回、とくに日

没の頃にたっぷりやるのが理想です。（夕方遅い時間に水をやることで、鉢全体の温

度を下げる意味もあります。） 

・9 月に入ったら、用土を鉢の９分目まで足します（増し土）。こうすることにより、根

がさらに張り、丈夫になります。【増し土は今回の実習では省略します。】 

・暑い日が続くようなら毎日１回は必要ですが、涼しくなったら、２～３日に 1 回、

土の表面が乾いてから水をやるようにしてください。少し寒くなれば、水をやる間

隔を空けていきます。秋に水やりが多いと、茎の下方から葉が枯れ上ってきます。 

・肥料はあまり要りませんが、様子を見ながら醗酵油かすなどを与えます。9 月以降の

追肥は要りません。 

・日が短くなるとつぼみが上がり、10 月終わりごろから   

小さな明るい花が次々と開花します。ぜひ朝日や夕日に 

照らされたキクタニギクを見てください。 

・キクタニギクは種子をつけやすく、また近縁種とも交雑   

しやすいので、遺伝的特性を守るため、花が終わった花  

茎（枝）から種子が散乱しないうちに、必ず、花茎（枝） 

ごと切って処分してください。 

 

＜冬越し～春の育て方＞ 

・１２月に入ると地上部は枯れ上りますので、地上部数センチで刈り取ります。 

・寒さ・霜には比較的強く、鉢植えのまま屋外で冬越ししても大丈夫です。 

・冬季は、水やりを控えます。乾燥させすぎない程度に（土の表面が乾いてから）、水を

やってください。早春になったら、少しずつ水やりの頻度を多くしてください。 

 

キクタニギクの花（乙訓の自然を守る

会提供） 
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・春に植え替えを行うと元気になります。３月中旬に前年の株の古土や枯れた部分をの

ぞいて、新しい土に植えます。 

・４月に入ると、前年の株の脇から、新芽が出てきます。 

 

＜殖やし方＞ 

・実生（種子から育苗すること）は避けましょう。 

・植え替え時に、冬至芽（とうじめ。真冬の間に準備されている新芽）が出ていれば、株

分けしておくと勢いの良い株になります。 

 冬至芽から育てる場合は、背が高くなりすぎるので、７月 

 ごろに切戻しを行ってください。 

・挿し芽で殖やす場合は、５月中旬頃に行います。 

①1 本の茎から約 3 本の挿し穂が取れます。挿し穂は 30 分ほ

ど発根剤（メネデール等）入りの水につけ、カッターで茎を

切り、赤玉土（小粒）の入ったポットに挿します。 

②２週間、寒冷紗をかけ日陰にします。水は最初の 1 週間は

毎日 2 回やり、その後は 1 日 1 回様子を見ながらやります。 

③【鉢上げ・定植】6 月中旬に５号ポット（鉢）に鉢上げし、7 月下旬～8 月初旬に菊

鉢に定植します（８号鉢なら３株）。定植は鉢の７分目まで用土を入れ、その後、9 月

に用土を鉢の９分目まで入れます。用土は、硬質でない赤玉土(中粒)と腐葉土を 7 対

3 の割合で混ぜ、元肥（マグアンプＫ（中粒）などの化成肥料）を混ぜます。地植え

などの定植の場合は、日当たりや水はけが良ければ、土はあまりこだわりません。 

 

＜病害虫＞ 

風通しが悪いと、うどんこ病が出ることがあります、また、バッタ、アブラムシ、ヨト

ウムシなどの害虫にも注意しましょう。 

 

【参考文献】 

中田政司（2013）、栽培菊と外来ギクによる日本産野生ギクの遺伝的汚染；山口裕文編著「栽培植物の自然

史 II」、北海道大学出版会（2013）所収），pp.209-212. 

中田政司・門田裕一（2014），皇居にのみ現存する園芸植物カモメギクの細胞学的観察，国立科学博物館専

報，(49), pp. 5–10. 

広島大学理学研究科附属植物遺伝子保管実験施設 http://home.hiroshima-u.ac.jp/shokui/nbrp/nbrp.html 

 

 

 

 

 

 

 

挿し芽のようす 
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オミナエシ（女郎花）   

 

学名 Patrinia scabiosifolia 

スイカズラ科（旧オミナエシ科） 多年草 

環境省レッドデータブック：記載なし 

京都府レッドデータブック：準絶滅危惧種 

分布：北海道～九州、朝鮮半島、中国東北部、台湾、千島、 

サハリン、東シベリア 

花期：７月～１０月（関西地方） 

 

１ オミナエシとは 

秋の七草の一つ。日当りの良いやや湿った山野に自生。多くは里草地に育ちます

が、農林業の衰退と管理放棄により減ってきています。 

京都府レッドデータブック 2002 年版では「要注目種」でしたが、2015 年版では、

「準絶滅危惧種」にランクアップ（絶滅の危険性が上昇）しました。 

別名「あわばな」のとおり、細い茎の上部で何度か分枝した先に粟粒ほどの黄色の

細かい花が群がって咲きます。 

盆花に使うほか、乾燥した根、茎、花は、解熱、消炎、解毒に効く生薬「敗醤」（は

いしょう）となります。 

京都市内では越畑地区（右京区）が一大生産地として知られ、切花用に出荷される

前のオミナエシ畑の風景は有名です。 

 

２ オトコエシなどの近縁種 

和名の由来には諸説ありますが、風に枝や花が揺れる姿が、はかない女性を連想さ

せるのでしょうか。繊細な姿から「女郎花」と書き、近縁種のオトコエシ（男郎花）

と対をなします。 

オトコエシの姿はオミナエシに似ていますが、草丈、茎の太さ、葉の大きさなど全

 

  

オミナエシ（左３鉢）とオトコエシ（右３鉢）         オトコエシの花 
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体に大型で、花は白色です。 

オミナエシ、オトコエシとも根、茎、花などに独特の腐敗臭があり、乾燥したもの

は解熱、腹痛、排尿などに効く生薬「敗醤」（はいしょう）として使われました。敗醤

とは、腐った醤油のような臭いがするという意味です。また、若芽や若葉は、てんぷ

らや、塩ゆでにしてアクを抜いて食用にする地域もあります。 

オミナエシは地域性の変異も大きく、能登半島の海岸部には、矮性で葉質が厚いハ

マオミナエシがあります。園芸品種では、葉に斑(ふ)が入る‘フイリオミナエシ’、矮

性の‘タマガワオミナエシ’，６月頃から花が咲く‘ハヤザキオミナエシ’などがあり

ます。 

 

３ 文芸で親しまれるオミナエシ 

切花や庭植えにして観賞され、その優美なイメージから古典文学で非常に好まれた花

の一つです。 

万葉集では、山上憶良の秋の七種(ななくさ)の歌（巻８、1538）の中で「姫部志」と

いう万葉仮名が使われ、他の歌では「娘子部四」などと書かれていました。「女郎花」と

いう表記は、平安時代以降になって定着しました。また、中世まではオミナメシという

読み方が一般的だったという説があります。 

源氏物語では、第 28 帖「野分」、第 52 帖「蜻蛉」など多くの箇所にオミナエシが登

場します。中でも第 53 帖「手習」が有名です。悩みを抱えて川に入水し、奇跡的に助

かった浮舟(うきふね)がかくまわれていた小野（京都市山科区）の尼君の山荘に、オミ

ナエシが咲いていました。また、浮舟に心を寄せる中将と、中将から浮舟を守ろうとす

る尼君が、浮舟をオミナエシに喩(たとえ)るなど、はかない可憐なイメージの花として

描かれています。 

能楽の演目「女郎花」は、石清水八幡宮がある男山（八幡市）が舞台となっています。

契りを交わした男に裏切られ女が身を投げた後，河原にオミナエシが咲いていました。

男が近づくと、オミナエシの花は背を向けました。男はその女の悲しみの深さに気づき、

同じく身を投げた、という悲劇です。 

 

４ オミナエシの栽培 

今回栽培するのは、京都市内に自生していたものを株分けや実生（種子からの栽培）

で殖やしてきたものです。 

＜夏～秋の育て方＞ 

オミナエシは、日当たりの良い湿り気のある草原などに自生している多年草です。日

当たりのよい場所で育てましょう。一方、もともと湿り気を好む植物なので、土が乾き

すぎると生育に支障を来します。強い西日の当たる場所での栽培は避けます。 

夏場は、１日１回、たっぷりと水をやります。秋になり涼しくなれば、水やりを２～
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３日に１回くらいに間隔をあけていきます。 

また、花を多く咲かせるには、月１回置き肥を与えるか、２

週間に１度くらい水やりの代わりに液肥を与えましょう。 

オミナエシは、秋に気温が急に下がるなど条件が良ければ、

葉、茎がきれいに紅葉します。 

なお、切り花にする場合、水に浸けておくと、次第に水が臭

くなります。こまめに水を替えましょう。 

 

＜冬越し～春の育て方＞ 

株は、冬に地上部が枯れて、ロゼット（根出葉）となります。

枯れた地上部はカットして、翌春に芽が出るのを待ちましょ

う。冬でも乾燥させすぎない程度に、数日に１度は水をやります。 

  鉢植えの場合は、鉢の中が根で一杯になり根づまりを起こしやすいので、できれば毎

年春先に植え替えます。植え替えの適期は３月頃です。 

鉢から抜いた株は、根の先を1/3程切り詰めてから新しい用土で植え替えます。根を

切り詰めるのは水や肥料をよく吸う新しい根の発生を促すためです。 

地下茎が伸びて、新たな芽が準備されている場合は、それも大事にして植替え、一回

り大きな鉢に植え替えましょう。 

 

＜殖やし方＞ 

秋に、細かい種子をたくさんつけます。実生栽培（種子 

から育てること）は比較的容易で、地植えでは、こぼれ種  

でもよく殖えます。 

これを集め、赤玉土・日向土を敷いた育苗箱に取り撒き 

（採取してから日数を置かずに播種すること）します。独 

特の臭いがするのでゴム手袋などを使うとよいでしょう。芽が出たら、段階的に選別し 

てポット上げしていきます。ただし、種子をまいてから花が咲くまでには３年ほどかか 

ります。気長に育てましょう。 

メモ 

 

 

 

 

 

オミナエシの種子のバラ撒き 

 

紅葉したまま暖冬のため地上部
が枯れずにいる鉢植えの株
（2015 年 12 月 31 日、東山区の
緑化協会事務所） 
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ワレモコウ（吾木香、吾亦紅）   

 

学名 Sanguisorba officinalis 

バラ科 多年草 

環境省レッドデータブック：記載なし 

京都府レッドデータブック：記載なし 

分布：北海道、本州、四国、九州など日本全土、東アジア、シベリア、欧州 

花期：８～１０月（関西地方） 

 

１ ワレモコウとは 

夏から秋にかけて、茎の先端に卵形を成し  

た紅紫色の小さな花がたくさん集まった穂状    

の花をつけます。草丈は 70cm～100ｃｍほど 

で、時に 2ｍ近くなるものもあります。 

穂状の花を付ける植物は、下から先端へ向 

かって順に咲いていくのが大半ですが、ワレ 

モコウは、逆に先端の花（頂花）から下に向か  

って咲いていきます。（この咲き方を有限花序

といいます。） 

葉は、奇数羽状複葉（小葉が葉軸の左右に羽状に並び、葉軸の先端に小葉が付いて１ 

つの葉を形成するもの）で、その小葉は、楕円形（小判型）で縁に鋸歯があります。 

日本では、ワレモコウ属の植物は、カライトソウ、シロバナ

トウチソウなど７種とその変種、品種が自生します。 

高地に生えるタカネトウウチソウは、ワレモコウの有限花序

とは異なり、下から上に向かって咲いていきます（無限花序)。 

園芸的には品種改良もされ、小型で扱いやすい矮性のヒメワ

レモコウなどが流通しています。近縁のカライトソウは花序が

美しく、よく植栽に利用されます。 

京都周辺では、北山、西山に多く点在していましたが、近年、  

棚田などの里草地が減ったことにより、見かけることが減って  

います。  

『京都府草木誌』（竹内敬（1962））には、京都・田辺に、

白花で花穂 2-7ｃｍになる希少種「ながほのしろわれもこう」が

記載されています（コバナノワレモコウの 

変種ナガボノシロワレモコウか）が、現在は確認できません。 

 

小型の近縁種ヤクシマワレモコ

ウの花 

 

 

ワレモコウ 

 

 

 

 

 

 



             ＫＥＳプロジェクト栽培実習（その２）資料 

 

16 

 

 

２ 半自然的草地、畔の典型的な植物 

かつては水田の畔（あぜ）や、やや湿った日当たりの良い草原でごく普通に見られま

した。特に、草刈りなどの一定の人の管理がある棚田のまわりなど「半自然的草地」

「里草地」と呼ばれる草地に生える典型的な植物の一つです。 

ワレモコウは日本のほか東アジア、シベリア、欧州に広く分布します。中国東北部に

は、草甸（そうでん）と呼ばれる植生があり、ワレモコウの仲間、ススキ、ヨモギ類、

ヒゴタイなど日本の一部の草原と共通する植物が多く、これらは氷期に日本と大陸がつ

ながり、広がっていた草甸の名残の植物と見られています。農業の衰退などで半自然的

草地が減るとともに、ワレモコウも減ってきています。 

 

３ ゴマシジミの食草 

 シジミチョウ科の希少な蝶ゴマシジミの仲間（日本には７亜種が生息）は、夏にワレ 

モコウとその近縁種に卵を産みつけることで知られます。ゴマシジミの幼虫は、ワレモ

コウの葉を食べて大きくなったあと、体から甘い体液を分泌し、蟻（クシケアリ）の巣

に運ばれていき、蟻の幼虫や蛹を食べて育ち、蛹となって翌年の夏に羽化するという珍

しい生態を持っています。 

しかし、ワレモコウの育つ草原の減少などの影響を受け、一部のゴマシジミ亜種が減

り、「種の保存法」に基づく国内希少野生動植物種に指定されています。 

 

２ 名の由来、文芸の中のワレモコウ 

 地方によって、ダンゴバナ，キウリグサ、キュウリグサ、ノコギリソウ，ボウズバナ

などの別名があります。 

漢字では「吾木香」「割木瓜」「吾亦紅」などと表記され、和名の由来には諸説あり 

ます。例えば、 

・茎や葉に香りがあるので日本産の木香（「和木香」「我れの木香」）から。（ウマズイ

カなどの別名があるように、葉にかすかにスイカのような香りはしても、全体とし

て香りはほとんどありません。） 

・「吾も（香りを）嗅ぐ」から。 

・穂状花序の個々の花や蕾（つぼみ）は、花弁がなく４個の萼（がく）片などから成っ 

ていて、木瓜（もこう）紋が４つに割れたように見えることから(前川(1973))。 

など。 

「吾亦紅」の表記は、映画化もされた久米正雄の 1939 年の小説のタイトルからと言

われています。高浜虚子の句「吾も亦紅なりとひそやかに」は 1940 年の作です。 

なお、歌謡・ポップスで、さだまさしさんの歌、すぎもとまさとさんの歌のワレモ 
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コウの表記は、ともに「吾亦紅」です。 

古くは奈良時代から生薬名「地楡」として知られていましたが、ワレモコウの名は、

万葉集には登場せず、平安期の京都でワレモコ

ウの呼び名が定着したようです。 

『源氏物語』第 42 帖「匂宮」（におうのみや）

では、薫君（かおるのきみ）のライバルである

匂宮が、秋の草花の香りや枯れていく風情を大

事にする物好きな趣味として、ワレモコウは登

場します。 

 

……老を忘るる菊に、おとろへゆく藤袴、 

ものげなき（＝さほど見栄えしない） 

われもかうなどは、いとすさまじき霜枯れのころほひまで思し棄てず…… 

   

３ 有用植物としてのワレモコウ 

ワレモコウは、根茎にサポニン、タンニンを多く含み、薬用その他の有用植物とし

て、古くから親しまれてきました。学名の属名Sanguisorba は「血を吸う（血止め）」

の意味、種小名officinalisは「薬用の」という意味です。 

・生薬  

花後、根や根茎を掘り取り、天日で乾燥させたものが生薬「地楡」（チユ、ジユ）と

なり、止血、去痰、止瀉（下痢止め）、やけど治療などに処方されます。 

・医薬部外品 

  ワレモコウエキスが、薬用せっけん、育毛剤、薬用はみがき類、浴用剤などに広く 

使われています。 

・民間薬 

  一部の地方で、吐血、胃潰瘍、痔に用いられています。 

・食用  

春の若い葉は、湯がいて苦み（アク）を抜いて食用にされます。ヨーロッパ、アジ 

ア西部に自生する近縁種オランダワレモコウ（Sanguisorba minor）は、「サラダバーネ

ット」の英名があり、若葉をサラダにしたりスープにして食べられています。 

 

   また、園芸的には、ワレモコウや近縁種は、わびさびを感じさせる地味な姿や色合

いから、茶花、生け花、盆花としてよく使われています。 

ドライフラワーにして、クリスマスリースなどクラフト材料としても楽しめます。 

 

 

 

ワレモコウの花 



             ＫＥＳプロジェクト栽培実習（その２）資料 

 

18 

 

４ ワレモコウの栽培 

  今回栽培するのは、京都市の西山に隣接する長岡京市内の水田まわりに自生してい

たものを実生（種子からの栽培）で殖やしてきた２年目の株です。 

  なお、2017 年度の募集時に、３株を植えるセットとしてお知らせしていましたが、 

株を大きく育てることができたため、２株植えとさせていただきます。 

 

＜夏～秋の育て方＞ 

日当たりの良い水田まわりの草地に自生するように、乾燥にはさほど強くありません。

日当たりが良く、水はけが良い土で、風通しが良い場所に置き、乾燥しすぎないよう、

夏場の水やりに注意します。 

あまり大きくしたくない場合は、6～7 月の梅雨明け前に 1/3 ほどに茎を切り戻すと、

脇芽が横から出て花が咲くので、草丈を抑えてボリュームを出すことができます。 

花付きを良くするためには、２週間に１度程度、潅水の代わりにハイポネックスなど

の薄い液肥を与えるか、１か月に１回、固形肥料を与えると良いでしょう。 

 

＜冬越し～春の育て方＞ 

冬に地上部は枯れますので、地上から５～１０ｃｍ付近でカットします。地中では、

根は生きています。ワレモコウは耐寒性はありますが、鉢植えの場合は、なるべく軒下

に置くなど、凍結を防ぎましょう。 

地上部が大きく生長すると、根のまわりが早いので、根（根茎）が張りすぎている場

合は、春先に鉢から出して、植替え（鉢増し）を行います。 

  春に再び芽を出して生長し始めます。春先から初夏にかけては、生長を促すため、月 

に１回程度の置き肥をします。 

 

＜殖やし方＞ 

春先に株分けを行います。ただし、小さく分けすぎると花着きが悪く見栄えがしない

ので注意しましょう。11 月頃の株分けもできます。 

実生の場合、秋の種子をとっておき、翌春３月頃にまきます。 

 

＜病害虫＞ 

風通しが悪いとウドンコ病が出ることがあります。また、乾燥に気をつけながらも、根

腐れしないよう水が溜まりすぎないようにします。 
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