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千葉県で新たに発見されたスズカケソウ節植物の
遺伝的解析と保全

市民・県・大学の三者連携によるスズカケソウ保全チーム
上原浩一 1・斎木健一 2・安藤敏夫 1

　2009 年に千葉県いすみ市の夷隅川流域に発見され，スズカケソウと同定された植物について，集団の
遺伝的多様性解析および系統解析を行った．葉緑体 DNA，核 DNA の遺伝解析の結果，この植物は従来
のスズカケソウとも近縁種とも系統が異なることがわかった．また，詳細な形態比較の結果，この集団
の個体と徳島，岐阜のスズカケソウは多くの相違が認められたため，新種イスミスズカケとして記載す
ることとなった ．

Ⅰ．千葉県で新たに発見されたスズカケソウ節
植物の遺伝的解析と保全
　千葉県立中央博物館では，千葉県内の地域フ

ロラの解明を進めてきた，これまでに館山市，

いすみ市，大多喜町，銚子市の調査が行われて

いる．調査にボランティアとして参加した野口

は 2009 年 4 月にいすみ市の夷隅川流域でみな

れない植物を発見し，検討の結果スズカケソウ

（Veronicastrum villosulum (Miq.) T. Yamaz.）と同

定し，その新産地として報告した（野口ほか

2009）．

　スズカケソウは，中国と日本に分布するクガ

イソウ属スズカケソウ節の多年生草本である．

日本では江戸時代から知られ，栽培もおこなわ

れており，飯沼慾齋の草木図説にも記録されて

いる（飯沼・牧野 1907）．また，本種はシーボ

ルトが日本からオランダに持ち帰ったさく葉標

本をもとに新種記載されたものである（Miquel 

1865）．このようにいくつかの記録はあるも

のの，日本においては自生地が不明であった

（Makino 1906）．その後，1929 年に岐阜県垂井

町の竹林内で採集され，1953 年になってその

自生地の状況が報告された（室 1953）．しかし

それまで自生地が不明であったためか，この産

地についても栽培品が逸出した可能性について

言及されている（山崎 1953）．その後，1989 年

に徳島県貞光町（現つるぎ町）で新たな集団が

発見されている（阿部 1990）．いずれの生育地

も，発見された時には野生集団であるのか，栽

培品が逸出，増殖した集団であるかが問題と

なっている．

　スズカケソウを含むクガイソウ属スズカケソ

ウ節は，日本と中国に約 10 種分布しており，

これまで日本国内ではスズカケソウ，トラノ

オスズカケ（ともに中国と日本に分布），およ

び，リュウキュウスズカケ，キノクニスズカケ

（日本固有）が知られていた（Yamazaki 1957，

Hong et al. 1998）．このスズカケソウはスズカ

ケソウ節の他種と比較して花序が球形なこと，

全体密に毛が生えている点などが異なっており

他に類を見ない特殊な種であると認識されてい

た（山崎 1953）．いすみ市で発見されたこの植

1: 千葉大学大学院園芸学研究科　2: 千葉県立中央博物館

2012.11.25 受付，2014.5.31 公開



12

物は，花色や球形の花序を持つことなどの特徴

がスズカケソウと酷似していることから，スズ

カケソウと同定されたものと考えられる．

　前述のような経緯でスズカケソウは自然地域

で発見されても，栽培品の逸出が疑われる．そ

のため，2009 年の暮，千葉県生物多様性セン

ターの斎木より上原へ，この植物の集団の遺伝

的多様性解析が依頼された．これは，この植物

が栽培品の逸出によるものか，自然集団かを見

極める必要があったためである．栽培品が逸出

した場合，遺伝的には均一である可能性が高く，

自生する野生集団の場合には遺伝的多様性が認

められる可能性が高いと考えられ，遺伝的多様

性の解析により，栽培品の逸出か，自生集団か

の判別が可能と考えられた．そこで，この植物

の集団が遺伝的多様性を持った自生集団である

か否かを確認するため，採集したサンプルは，

簡便な遺伝子タイピング手法である RAPD 法

による遺伝的多様性の検出を試みた．また，同

時に RAPD 法より再現性が高く，より信頼性

の高い AFLP 法の解析も行った．

　 遺 伝 的 解 析 に 用 い た RAPD 法（Random 

Amplification of Polymorphic DNA） は 10-12 塩

基のランダムプライマーを用いてこれと同じ

配列を持つ部分に挟まれた領域を PCR 増幅

し多型性の調査を行う手法である (Williams et 

al. 1993)．AFLP 法 (Amplified Fragment Length 

Polymorphism) は DNA を制限酵素で断片化し，

その中から特定の断片を選択的に PCR 増幅し

て多型を検出する技術で，1 回の解析で得られ

る情報量が多く，クローン構造の解明など個

体の識別に用いる DNA フィンガープリンティ

ング技術として有効と考えられている ( 陶山 

2001)．これらの手法と平行して，より信頼性

が高い，次世代シーケンサーを用いたマイクロ

サテライトマーカーの開発も行っているが，ま

ずは集団の遺伝的多様性の有無について検出を

試みた．

　RAPD 法，AFLP 法の解析結果ともに集団内

の各個体の電気泳動バンドパターンに複数のタ

イプの存在が認められた（図 1，図 2）．その結

果からこの集団には複数の遺伝的パターンを持

つ個体が存在していることがわかった．栽培植

物が逸出した場合，由来・遺伝的に異なる栽培

個体が逸出し，同所的に生育することは考えに

くく，集団内に複数の遺伝的パターンが存在す

ることは，その集団が遺伝的多様性を持つ自然

集団である可能性が高い．この結果からこの植

物の集団は，自生集団であると結論した．

　この植物集団の個体はこれまで知られている

スズカケソウと，葉の形態などに相違が認めら

れたため，既知のスズカケソウとの遺伝的関係

を明らかにする必要が生じた．そこで，既知の

自然集団のスズカケソウ，栽培品として流通す

る個体，および，国内の近縁他種について葉

緑体 DNA および核 DNA の塩基配列を解析し，

遺伝子系統樹を作成し，それらの関係性を明ら

かにすることを試みた．

　材料は，この集団の個体の他，スズカケソウ

（V. villosulum：徳島県つるぎ町），トラノオス

ズカケ（V. axillare：香川県多度津町），リュウ

キュウスズカケ（V. liukiuense：鹿児島県奄美

大島），キノクニスズカケ（V. tagawae：和歌山

県古座川町）を用いた．そのほか比較のため，

市販栽培品を購入したスズカケソウおよびリュ

ウキュウスズカケ，中国原産のクガイソウ属

スズカケソウ節植物の栽培品，クガイソウ（V. 

japonicum），V. virginicum（英国王立エジンバラ

植物園栽培）のほか，遺伝子データベースで公

開されている塩基配列情報を用いた．

　核 DNA の ITS 領域は，ダイレクトシークエ

ンスにより，約 500 bp の塩基配列を確定した．

これをアライメントするとともに比較解析し，

44 ヶ所で変異を見出した．またスズカケソウ
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節だけで比較した場合，15 カ所，この植物の

集団と徳島および園芸品のスズカケソウのみで

比較した場合 9 カ所で変異がみられた．またト

ラノオスズカケにおいても国内野生種と DDBJ

から得た塩基配列では 7 カ所で変異がみられ

た．得られた配列から最尤法系統樹を構築した

ところ徳島県および園芸品のスズカケソウ同じ

クレードになったのに対し，千葉スズカケソウ

集団は異なるクレードに属していた．またトラ

ノオスズカケにおいても国内野生種と DDBJ か

ら得た塩基配列では違うクレードに属すること

が分かった（図 3）．

　葉緑体 DNA の trnL ～ trnF 領域についてもダ

イレクトシークエンスを行い，約 700 bp の塩

基配列を確定した．これをアライメントすると

ともに比較解析し，12 ヶ所で変異を見出した．

図 1　RAPD 法による集団内の遺伝的多型．RAPD 法による
遺伝的多型検出．左はサイズマーカー，各個体で電気泳動パ
ターンに相違が認められる．

図 2　AFLP 法による集団内の遺伝的多型．AFLP 法による遺
伝的多型検出．左はサイズマーカー，各個体で電気泳動パター
ンに相違が認められる．
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またスズカケソウ節だけで比較した場合，6 カ

所，この植物の集団と徳島および園芸品のスズ

カケソウのみで比較した場合 3 カ所で変異がみ

られた．得られた配列から最尤法系統樹を構築

したところ，大きく４グループに分かれた．徳

島県や園芸品のスズカケソウは同じクレードに

属するのに対し，千葉スズカケソウ集団はトラ

ノオスズカケやリュウキュウスズカケと同じク

レードとなった（図 4）．

　葉緑体 DNA の rps16 イントロン領域につい

てもダイレクトシークエンスを行い，約 800bp

の塩基配列を確定した．これをアライメントす

るとともに比較解析し，16 ヶ所で変異を見出

した．またスズカケソウ節だけで比較した場

合，6 カ所，この植物の集団と徳島および園芸

品のスズカケソウのみで比較した場合 6 カ所で

変異がみられた．得られた配列から最尤法系統

樹を構築したところ，大きく４グループに分か

れた．徳島県および園芸品のスズカケソウは同

じクレードに属するが，千葉スズカケソウ集団

はトラノオスズカケと同じクレードに属してい

た（図 5）．

　スズカケソウでは今回解析した核 DNA の

ITS 領域，葉緑体 DNA の trnL ～ trnF 領域なら

びに rps16 イントロン領域のすべてにおいて徳

島県集団と栽培品は同一なのに対しこの植物の

集団は異なるクレードとなった．これはこの領

域において遺伝学的に徳島のスズカケソウとこ

の植物が別系統であることを示している．

　またトラノオスズカケにおいては国内産のト

ラノオスズカケは同一の配列であったが，これ

らと DDBJ に登録されたトラノオスズカケで

は ITS 領域の配列が異なっていることがわかっ

た．DDBJ に登録されたデータは中国産のトラ

ノオスズカケと考えられることから，中国と日

本でトラノオスズカケの再検討が必要であると

考えられた．

図 3　クガイソウ属の ITS 系統樹．ITS 領域による系統樹  （数

字はブートストラップ値）．

図４　クガイソウ属の trnL ～ trnF 領域系統樹．trnL ～ trnF

領域による系統樹（数字はブートストラップ値）．

図 5　クガイソウ属の rps16 intron 領域による系統樹．rps16 

intron 領域による系統樹（数字はブートストラップ値）．
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　rps16 イントロン領域においては，スズカケ

ソウ節で得られた 6 か所の変異のうちの 5 か所

が徳島と園芸品のスズカケソウに由来すること

が分かった．この植物の集団，トラノオスズカ

ケ，リュウキュウスズカケにおいては配列に大

きな変異は見られず，同じクレードに属した．

　3 つの領域でスズカケソウの徳島集団と千葉

スズカケソウ集団で塩基配列が異なる結果が得

られ，それぞれが別系統に属することが分かっ

た．しかし今回得られた塩基配列の長さは 500 

bp ～ 800 bp だったこともあり，発見できた変

異数は少なく，系統樹の信頼性は低い結果と

なった．

　本研究では日本国内のスズカケソウ近縁種を

中心に解析を行ったが，スズカケソウ近縁種の

系統関係については，得られた配列がまだ少な

いことから完全に明らかにするには至らなかっ

た．しかし，３領域ともにこの植物の集団と徳

島および栽培品のスズカケソウとは異なる系統

であることがわかった．

　葉の形態，葉および茎の毛のちがい，分子系

統解析の結果から，この植物の集団は，徳島の

スズカケソウ集団，および栽培品として流通す

るスズカケソウとは異なるものであると考え

た．そこで花の形態を中心にこの植物の集団の

個体と，徳島のスズカケソウ個体の形態を詳細

に比較した（図 6，図 7）．その結果，千葉集団

の個体は別種と判断し，新種イスミスズカケと

して記載した（Uehara et al. 2013）．イスミスズ

カケは千葉県初の固有種であり，絶滅危惧ＩＢ

に分類されることから，今後の自生地の永続的

な自生地の保全が求められる．

図 6　新種イスミスズカケ． 図 7　スズカケソウ．

Veronicastrum noguchii K. Uehara, K. Saiki & T. Ando, sp. nov. 
新種イスミスズカケ スズカケソウ 徳島集団個体

Veronicastrum villosulum (Miq.) T. Yamaz.
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Conservation and genetic diversity in new habitat of endangered plant 

Veronicastrum villosulum in Chiba Prefecture

Koichi Uehara, Ken’ichi Saiki, Shouzo Noguchi, Mihoko Iwata,

Takeo Kuramata, Mieko Kubota and Miri Watanabe

Genetic diversity and molecular phylogeny were investigated about the plants of the Veronicastrum 

discovered at the Chiba Isumi river of Isumi, Chiba Prefecture, in 2009. We compared individuals 

of Chiba population and other Veronicasturm species which were known in Japan until now. The 

genetic analysis of the chroloplast DNA and nuclear DNA sequences showed that individuals 

of Chiba population differed also from Veronicastrum villosulum from Tokushima population, 

and related species. Moreover, many differences were recognized as a result of the detailed 

morphological comparison between Chiba population and Veronicastrum villosulum Tokushima 

population. We described the plant of the Chiba population as new species Veronicastrum noguchii 

K. Uehara, K. Saiki & T. Ando.
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