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周伊勢湾地域の里山に生育する湿地性絶滅危惧植物の
景観遺伝学的解析

里山湿地研究グループ
佐伯いく代 1・小池文人 1・北沢あさ子 2・山口雪子 3

　周伊勢湾地域一帯には，湧水湿地または低湿地とよばれる特異な湿地群が存在する．本研究は，これ
らの湿地に生育する希少植物 11 種の遺伝的変異を葉緑体 DNA マーカーによって比較し，希少なハプロ
タイプの集中する地域（ホットスポット）を探索することを目的とした．解析の結果，ハプロタイプの
分布に地理的なまとまりをもつ種が多くみられた．その中には，共通の地理的パターンを有するものが
含まれていた．例えば，三重県北部と愛知県渥美半島の間では，伊勢湾による隔離にも関わらず，3 種
において共通のハプロタイプが出現した．恵那山脈で隔てられている長野県南部と岐阜県東濃地方の間
でも，複数の種においてハプロタイプが共有されていた．ハプロタイプの出現頻度を基にホットスポッ
ト解析を実施したところ，希少なハプロタイプは，三重県北部，渥美半島，および愛知県北部～岐阜県
東濃地方にかけて高頻度で出現する傾向にあった．これらの知見は，遺伝的多様性を守るための保全単
位や保護区の設定，および環境教育などに利用できると考えられる．　

Ⅰ．研究の背景と目的

　東海地方とその周辺域には，ほかの地域では

見られない植物が多く生育することが知られ

ている．そのことは古くから報告されていた

が，井波（1966）は，東海地方の伊勢湾周辺

に特産する植物を「周伊勢湾要素」と定義し

て，この固有種群の存在を一般に広く知らしめ

た．これらのうち，東海地方に特異的に分布

する湧水湿地に固有，もしくは分布の中心が

ある植物群を「東海丘陵要素」とよぶ（植田

1989）．東海丘陵要素にはミカワバイケイソウ

（Veratrum stamineum var. micranthum）， ヘ ビ ノ

ボラズ（Berberis sieboldii），シラタマホシクサ

（Eriocaulon nudicuspe）など 15 種の湿地性植物

が含まれている（写真 1，2，3，4）．しかし，

近年の開発によって生育地の多くが消失し，東

海丘陵要素のほとんどは，絶滅の危機に瀕して

いる（環境省 2012）．

　東海丘陵要素の生育地である湧水湿地は，伊

勢湾を取り囲む丘陵地帯に分布する．湿地の

水は湧水によって涵養され，ごく貧栄養であ

り，泥炭の堆積はみられない．これは，尾瀬な

どの高層湿原や，釧路湿原にみられる低層湿

原とは根本的に異なる特徴である（植田 1994，

2002）．東海地方周辺には，土岐砂礫層に代表
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写真１　サンプルの採集風景（岐阜県恵那市）．
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写真２　ミカワバイケイソウ（東海丘陵要素：長野県阿智村）．

写真 3　ヘビノボラズ（東海丘陵要素：岐阜県瑞浪市）．

写真 4　シラタマホシクサ（東海丘陵要素：愛知県名古屋市）．

される特殊な砂礫層が堆積している．それが地

表近くに豊富な地下水脈をつくり，数百万年と

いう長い期間，湧水湿地が形成され続けてきた．

そのことが多くの固有種をよびこみ，東海丘陵

要素のような，特異なフロラの形成をもたらし

たのである．

　しかし近年，大都市圏名古屋とその周辺域で

大規模な開発が進行し，湿地の多くが消失して

いる（植田 1994，はなのき友の会 2003）．一つ

一つの湿地は極めて小さなものが多く，わずか

数十～数百メートルというスケールで点在す

る．そのため，これらの湿地が法的措置をとも

なう保護施策の対象とされるケースは限られ，

まして湿地群を一体的に保護するような取組

は，ほとんど検討されてこなかった．地域を代

表するような固有種・希少種の宝庫であるにも

かかわらず，ごくありふれた自然としてひそや

かに存在し，現在大変な危機に直面しているの

が，東海地方の湧水湿地群である．

　本研究では，これらの湧水湿地に生育する希

少植物に対して， 1) 遺伝子レベルでの多様性の

空間パターンを明らかにし，2) 湿地の周囲の

景観構造との関係を解析することを目的とす

る．これにより，各湿地の土地所有者，管理者，

ならびに保全関係者に新たな知見を提供し，遺

伝的多様性を守るための保全単位や保護区の提

案，および環境教育活動の展開に結びつけるこ

とをねらいとする．

Ⅱ．材料と方法

　静岡県，長野県，岐阜県，愛知県，三重県

に分布する約 60 箇所の湧水湿地（図１）に

おいて，11 の湿地性希少植物（ミカワバイケ

イソウ，ヘビノボラズ，ミズギボウシ（Hosta 

longissima），シラタマホシクサ，ミカワシオガ

マ（Pedicularis resupinata subsp. oppositifolia var. 

microphylla）， カ ザ グ ル マ（Clematis patens），
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ミミカキグサ（Utricularia bifida），ホザキノミ

ミカキグサ（Utricularia racemosa），ムラサキ

ミミカキグサ（Utricularia yakusimensis），サギ

ソウ（Habenaria radiata），ヤクシマヒメアリド

オシラン（Vexillabium yakushimense）を採集した．

サンプル数は，1 種につき 26 ～ 146 個体とし

た．希少植物であることをふまえ，株は残し，

葉か茎の一部を採集の対象とした．ヤクシマヒ

メアリドオシランの生育地情報については，北

沢（2009，2010，2011，2012）を参考とした．

　採集したサンプルはシリカゲルで乾燥させ

た 後， 実 験 室 に 持 ち 帰 り，CTAB 法（Doyle 

and Doyle 1987）または DNEasy  Plant  Minikit 

(Qiagen 社 ) を使って全 DNA を抽出した．その

後，葉緑体 DNA のユニバーサルプライマーセッ

ト 2 ～ 4 組 （Sang et al. 1997，Tate and Simpson 

2003，Popp et al. 2005） を 使 い，polymerase 

chain reaction（ 以 下 PCR） に よ っ て 約 300 ～

2000 塩基対を増幅した．葉緑体 DNA を増幅す

るためのプライマーセットには様々な組み合わ

せが存在するが，本研究では最初に少数サンプ

ルを用いた予備的解析（スクリーニング）を行

い，増幅の安定性と検出できた変異量を基準に

して決定した．これらのプライマーセットに

よって増幅される領域は，一般に，自然選択

による影響を受けないため，植物の分布の変遷

を推定するのに適していると考えられている

（McLachlan et al. 2005）．周伊勢湾地域に分布す

る湿地群は，100 万年を超えるオーダーで存続

し続けている．わたしたちは，葉緑体 DNA の

ような，分子進化速度の遅いマーカーを用いる

ことにより，湿地とともに歩んできたであろう

植物の分布変遷の歴史について，追跡できるの

ではないかと考えた．

　PCR は，Nova Taq（Novagen；0.1 μL）, プ

ラ イ マ ー 溶 液（10 μM；Fw お よ び Rev 各 1 

μL），dNTP 入りバッファー溶液（2xAmpdirect, 

SHIMAZU；10 μL）， お よ び milli-Q 水（7.4 

μL）を混合したマスターミックス溶液に 0.5 

μL の DNA 溶液を混合させて行った．PCR の

結果はアガロースゲルを用いた電気泳動によっ

て確認し，増幅がみとめられた PCR 産物は

ExoSAP-IT（USB）を使って精製した．その後，

BigDye Terminator ver. 3.1 によってラべリング

（labeling）を行い，その産物を酢酸ナトリウ

ムとエタノールの混合液で精製した後，シー

ケ ン サ ー（ABI Prism 3100 Genetic Analyzer；

Applied Biosystems）にアプライして塩基配列

を決定した．シーケンスによって得られた各サ

ンプルの塩基配列データは，専用ソフトウェ

ア ChromasProVer. 1.34 を用いて編集し，MEGA 

ver. 4（Tamura et al. 2007）を使って種内の塩基

配列の多型を探索した．ハプロタイプ（遺伝子

型）の検出は，塩基置換，挿入欠失（in-dels），

一塩基の繰り返し数の違い（cpSSR）の全ての

変異情報を用いて行った．検出されたハプロタ

イプの地理情報は ArcGIS ver. 9.3（ESRI 社）を

用いて整理し，分布図にまとめた．ハプロタイ

プ間の遺伝的な類縁関係については，TCS ver. 

1.21（Clement et al. 2000）を用いて最節約ハプ

ロタイプネットワーク樹を構築した．さらに，

希少なハプロタイプの分布特性を調べるため，

図 1　サンプルの採集地点．
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ソフトウェア確率計算器（小池 2008）を用い

て地点ごとにレアハプロタイプの出現確率を計

算した．レアハプロタイプとは，出現頻度の低

い希少なハプロタイプのことであり，長期にわ

たって大きな個体群が維持されていた場所や，

別の地域から隔離して存続した個体群に分布し

やすいと考えられている（Petit and Aguinagalde 

2003)．本研究では，出現頻度 5 % 以下のハプ

ロタイプをレアハプロタイプと定義し，各地点

においてレアハプロタイプを持つ個体の総数

（n）とサンプル数（m）の比を導き出す尤度分

布の平均値を出現確率の推定値として利用し

た．例えば，ある地点において，5 個体のサン

プルを調べ，うちレアハプロタイプが 1 個体出

現したとき，算術的な出現割合は 1/5 ＝ 0.2 と

なる．しかし，本研究のように，1 地点あたり

のサンプル数が 1 ～ 10 個体と少ない場合には，

真の出現割合からの誤差が大きくなることが予

測される．そこで，5 個体調べたうちの 1 個体

がレアハプロタイプとなる確率が，真の出現割

合を 0 ～ 1 と仮定したときどのように変動する

か計算し，その尤度分布の平均値を出現確率と

おくこととした．この場合，調べたサンプルの

数（m）が大きいほど，出現確率は算術的な出

現割合（n/m）に近くなる．すなわち，5 個体

調べて 1 個体がレアハプロタイプであった場合

の出現確率は 0.29 となるが，10 個体調べて 2

個体がレアハプロタイプだった場合は，より 0.2

に近い 0.25 となる．このようにして採集地点

ごとに出現確率をもとめ，確率値を補間して地

図上に表示した．

Ⅲ．結果と考察

1．遺伝的変異の地理的パターンの比較

　解析を行った 11 種のすべてから，塩基置換，

挿入欠失，または一塩基の繰り返しの長さの

違いにもとづく変異が検出された（Saeki et al. 

2013）．比較的多くのハプロタイプが検出され

たのはシラタマホシクサ（19），ミズギボウシ

（14），およびミカワバイケイソウ（12）であっ

た．一方，ハプロタイプの数が少なかったもの

はサギソウ（4），カザグルマ（3），およびミカ

ワシオガマ（3）であった．研究対象とした植

物群は全て，国または地方自治体のレッドリス

トに記載されている希少植物である．それらの

中に，比較的高いハプロタイプの多様性を持つ

種があったことは特筆に値する．

　研究対象種の中には，分布域が限られている

にもかかわらず，高いハプロタイプ多様度をも

つ種がみられた．伊勢湾周辺地域には，第三紀

の終わり頃から，少なくとも 200 万年を超える

期間，湿地群が存在していたと考えられている

（植田 1994）．第四紀は氷期と間氷期が繰り返

される気候変動の激しい時代だったが，湿地群

がレフュージア（生物の避難場所）として機能

し，東海丘陵要素に代表されるさまざまな植物

が遺存的に生育し続けることができた．葉緑体

DNA の多様性の高さは，これらの植物が，極

端な個体数の減少や分布の移動を強いられるこ

となく，湿地をよりどころにして，この地域に

長い期間，生育し続けてきた可能性を示唆して

いる．先行研究によれば，シデコブシ（Magnolia 

stellata）やハナノキ（Acer pycnanthum）におい

ても，それぞれ 13，および 9 種類のハプロタ

イプが検出されている（Ueno et al. 2005，Saeki 

and Murakami 2009）．

　変異が検出された種は，ハプロタイプの分布

に地理的まとまりがみられ，いくつかの種では

共通のパターンが示された．三重県北部と愛知

県渥美半島の間では，伊勢湾による隔離にも

関わらず，ミカワバイケイソウ，ヘビノボラ

ズ，ミズギボウシ，ホザキノミミカキグサ，ム

ラサキミミカキグサ，サギソウの 6 種において

共通のハプロタイプが出現した．また，恵那山
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脈で隔てられている長野県南部と岐阜県東濃地

域間でも，当該地域でサンプルを採集できた全

ての種において共通のハプロタイプが分布して

いた．恵那山は，約 60 ～ 80 万年前に隆起をは

じめた歴史の浅い山脈で，それが隆起する前に

は，現在の木曽川水系の上流部から天竜川方面

にかけて，大きな川が流れていたと推測されて

いる（松島 1995）．恵那山周辺は標高の高い山

塊がつらなっており，その西と東の地域とで，

種子散布にもとづく遺伝子流動が頻繁にあると

は考えづらい．そのため，両地域のハプロタイ

プの共通性は，現在の遺伝子流動に基づくもの

ではなく，むしろ地史的な要因を強く反映して

いるものと思われる．以上から，周伊勢湾地域

の湿地性希少植物の中には，葉緑体 DNA の変

異において共通の地理的パターンを持つものが

あり，そのパターンは必ずしも現在みられる地

形的障壁と相関があるものではないことが明ら

かにされた．

　ヤクシマヒメアリドオシランおよびサギソウ

についてはそれぞれ，南西諸島産，宮崎県産の

集団とハプロタイプの組成の比較を行うことが

できた（Saeki et al. 2013）．ヤクシマヒメアリ

ドオシランについては，周伊勢湾地域産と南西

諸島産とで，ハプロタイプの組成が分化する傾

向がみられた．一方サギソウについては，本研

究で解析した葉緑体 DNA の領域において，宮

崎県産の集団と同一の塩基配列を持つものが検

出された．ラン科の植物は一般に，種子サイズ

が小さいため，分散能力が高いと考えられてい

る（Arditt and Ghani 2000）．サギソウにおいて，

大きな分化が見られなかったのは，この植物が，

種子の分散を通じて活発に遺伝子流動を行って

おり，明瞭な遺伝構造をつくりにくかった可能

性が考えられる．

2．希少なハプロタイプのホットスポット

　ヤクシマヒメアリドオシランおよびミカワシ

オガマをのぞいた 9 種について，採集地点ごと

にレアハプロタイプの分布確率を算出した．そ

の結果，レアハプロタイプの分布確率の高い地

域は，種ごとに異なる傾向がみられた．ミカワ

バイケイソウ，サギソウなどは，愛知県北部か

ら岐阜県東濃地方にかけて，レアハプロタイプ

が集中して出現する傾向がみられた．一方，ヘ

ビノボラズ，ミズギボウシ，カザグルマなどは，

渥美半島付近での出現確率が高かった．シラタ

マホシクサ，ホザキノミミカキグサ，およびム

ラサキミミカキグサは三重県の個体群において

レアハプロタイプの出現確率が高かった．

　比較的多くの種でホットスポットとなってい

た渥美半島は，東海地方の南東部に位置してお

り，地理的な隔離から他の地域と異なるハプ

ロタイプが遺存しやすかったものと考えられ

る．また氷期においても気候が比較的温暖で東

海丘陵要素植物にとって大きな個体群を維持し

やすい環境が存在していたのかもしれない．三

重県のホットスポットについても，渥美半島の

ケースと同様，地理的な隔離によって固有のハ

プロタイプが優占することとなった可能性があ

る．岐阜県東濃地方や愛知県中北部地域につい

ては，なぜレアハプロタイプが多く分布するの

か，その理由は定かではない．しかし，これら

の地域は現在でも比較的多くの湿地が残されて

おり，そういった環境が長期に維持され，レア

ハプロタイプを多く保持する素地となった可能

性が考えられる．

Ⅳ．保全に向けて

　本研究は，湧水湿地という共通のハビタット

をもつ希少植物群について，葉緑体 DNA マー

カーを用いて遺伝的多様性のパターンのメタ解

析を行い，ホットスポットを抽出した点が特色

である．これは，今まで別々に発展してきた集

団遺伝学と景観生態学を組み合わせ，また別の
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視点から生物多様性情報を解析するためのア

プローチである．こうした手法は，近年，「景

観遺伝学（landscape genetics）」という研究分

野として台頭してきている（Manel et al. 2003， 

Holderegger and Wagner 2008）．我が国における

保全分野での応用例はまだ少ないが，保護区や

コリドーの計画において生物の移動・分散の観

点から科学的情報を提供できること，また研究

成果を地図によって表現でき，市民や行政との

コミュニケーションの場において有力なツール

となりうることなどから，活用事例が増えてい

くものと思われる．

　ホットスポットの検出は，保全にかけること

のできる予算や労力が限られているとき，優

先的に保護すべき空間を認識する手法として

広く利用されている（Reid 1998，Myers et al. 

2000）．しかし，遺伝子レベルでの検出を行っ

た事例はほとんどなく，自然保護の直接的な担

い手となりうる市民ボランティアや各地方自治

体の担当者にとっては，遺伝的多様性に関する

データは得ることの難しい情報である．今後は，

ホットスポットの位置が，種のレベルの多様性

にもとづくホットスポットとどのような関係に

あるのか，また周辺の土地利用の改変スピード

に対し，どれぐらいの消失リスクを負っている

のかなどについて，考察を深めたい．

　COP 10 が開催された東海地域ではあるが，

湧水湿地の保全に対する市民の関心はまだまだ

低いのが現状である．また，里山景観の中に今

でも湿地が存在する長野県飯田市や岐阜県中津

川市などは，リニア中央新幹線建設の最有力

ルートとなっており，湿地の保護の重要性を緊

急にアピールしなければならない．その一方，

本研究のサンプル採集地の一つである矢並湿地

（愛知県豊田市）が，2012 年にラムサール湿地

に登録されるなど，地域の保護活動が実を結ぶ

事例も増えてきている．著者らは，世界でもた

ぐいまれな生態系が分布するこの地域の自然史

について，もっと多くの人に知ってもらい，ひ

いては生物多様性や生態系をいつくしむ社会の

形成につながってほしいと願っている．湧水湿

地は，希少植物が多く分布しているというだけ

でなく，それらが数百万年という歴史を背負っ

てそこに存在することが特色である．これら湿

地植物の遺伝的多様性を明らかにすることによ

り，生物多様性は長いときを経て生み出された

かけがえのないものという概念を伝えていくと

ともに，遺伝子レベルの情報もふくめた様々な

成果を保護関係者に提供することで，湿地の保

護に寄与していきたいと考える．
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Landscape genetics of endangered wetland plants

in Satoyama area around Ise Bay

Ikuyo Saeki, Fumito Koike, Asako Kitazawa and Yukiko Yamaguchi

Central Honshu Island, Japan, is known as a region where unique wetland ecosystems have 

existed for millions of years. The origin of the wetlands is very old; they have continually 

appeared at least for two million years. In the present research, we determined phylogeographic 

structure by overlaying multiple phylogeographic information of the endangered floristic group 

which occurs in low-land discrete wetland ecosystems of central Honshu Island, Japan. Leaf 

samples of 11 endangered plants were collected at ca. 60 wetland sites, and one to four non-coding 

regions of chloroplast DNA were sequenced. For each species, 3 to 19 haplotypes were identified. 

Based on the haplotype data, I calculated probability of occurrence of rare haplotypes per site, 

created interpolation maps by GIS, and overlaid them to make an integrated hotspot map. Three 

hotspots were identified: Atsumi Peninsula, Mie prefecture, and Tono to northern Aichi District. 

The Atsumi Peninsula is located near southern coastal margin, and thus rare haplotypes have 

likely remained by geographic isolation. Mie prefecture may had also been isolated. The Tono 

to northern Aichi District is a highly-elevated inland area where relatively large wetlands still 

remained. This method, as indicated by our results, can be applied in planning preserves which 

focus on conservation of genetic diversity.

Satoyama Wetland Research Group


