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プロ・ナトゥーラ・ファンド助成　第 22期　助成成果報告書（2014）

対馬の山頂部岩角地にのみ分布するツシマノダケ（セリ科）の
保全に関する基礎的調査と対馬集団の分類学的固有性の評価

ツシマノダケ研究会
東　浩司 1・掛澤明弘 1・小森晴香 2・岡崎純子 3

　ツシマノダケは対馬のみまたは対馬と韓国にのみ分布し，まれな植物である．準絶滅危惧種（NT）と
されていたが，2012 年 8 月発表の環境省第 4 次レッドリストでは絶滅危惧 IB 類に指定された．ツシマ
ノダケの分布と現状を把握するために標本調査および現地調査を行った．標本調査の結果，ツシマノダ
ケは 1901 年以降，対馬の龍良山，白嶽，有明山周辺，御岳および豊崎の 5 地点で確認されている．しか
しながら，現地調査の結果，龍良山で 72 個体，白嶽で 16 個体しか確認できず，有明山周辺，御岳およ
び他の調査地では個体を確認できなかった．開花個体は龍良山の 4 個体のみであった．ツシマノダケが
分布している（していた）場所は比較的自然度の高いミヤマシキミ―アカガシ林の分布と一致し（豊崎
を除く），過去 110 年間の自然林の縮小がツシマノダケの分布域縮小を招いていると考えられる．葉緑体
DNA および核 ITS 領域の塩基配列を決定したところ，龍良山と白嶽の集団間で塩基置換および 1 塩基繰
り返し数の違いが見られ，龍良山・白嶽集団はそれぞれ固有の遺伝的特性を持つことが示された．　

Ⅰ．背景および目的

　 ツ シ マ ノ ダ ケ Tilingia tsusimensis (Y. Yabe) 

Kitag. （シノニム；Ligusticum tsusimense Y. Yabe）

はセリ科の多年生草本で，草丈は 20-60cm 程度，

夏から秋にかけて花を咲かせる（写真 1）．国

内では対馬にのみ分布し，国外では韓国南部に

分布するとされる（北川 1968）．対馬では龍良

山（標高 559 m）や白嶽（518 m）の山頂付近

の岩場（岩角地）周辺の林床に生育し，あまり

個体数が多くないことが知られている（伊藤ほ

か 1993，伊藤 1997）．本研究開始時において，

ツシマノダケは環境省の 2007 年レッドリスト

で準絶滅危惧種（NT）にランクされており，「現

時点では絶滅危険度は小さいが・・・」と評価

されていた．しかし，研究会メンバーの一人が

2009 年に主な生育地である龍良山と白嶽でツ

シマノダケの探索を行った際には，龍良山では

成熟個体（開花個体）が数個体と未熟個体（根

生葉のみの個体）が十数個体，白嶽では未熟個

体が数個体確認できただけであった（ちなみに，

2012 年 8 月 28 日に環境省が発表した第 4 次レッ

ドリストでは絶滅危惧 IB 類（EN）にランクさ

れた）．
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写真 1　ツシマノダケ（龍良山）．かなり小さい個体である（草

丈約 8 cm）．
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　絶滅危惧種は，その定義において，近年の急

激な個体数の減少または生育地の縮小が重要視

されるが，ツシマノダケのように生育地が限ら

れ，なおかつもともと個体数が少ない種につい

ては，いま現在急激な個体数の減少等が起きて

いなくても，将来予想されうる環境変動に耐え

うるかどうか，あらかじめ検討しておくことは

重要である．そのためにも，ツシマノダケの現

状を把握しておくことは重要である．さらには，

文献や標本資料から過去 100 年程度の分布記録

をまとめ，過去における分布域を明らかにした

上で，それと現在の分布域とを比較することに

より，分布域の縮小が起こっているのかどうか，

といったことに関しても明らかにすることは重

要であろう．

　そこで，過去から現在におけるツシマノダケ

の生育地，現存集団の個体数や生育状況，およ

び遺伝的多様性に関する基礎的資料の収集を目

的に，次のような調査研究を行った．1）文献・

標本調査による過去におけるツシマノダケの生

育地に関する情報収集．2）現地調査による各

集団の規模（個体数）や成熟度（開花個体の

割合や個体の大きさ）の調査．および 3）各集

団の遺伝的多様性の評価．また，ツシマノダケ

は韓国にも分布するとされているが，例えば，

Ohba (1999) では，ツシマノダケは日本に固有

とされている．そこで，4）対馬のツシマノダ

ケと韓国のツシマノダケ（とされているもの）

とが分類学的に同一分類群かどうかに関しても

文献・標本レベルで検討を行った．これは，対

象種の分類学的位置づけ（固有性）を評価して

おくことはその種の保全戦略を検討するうえで

も重要なことと考えるからである．

Ⅱ．ツシマノダケの生育地・生育環境に関する

文献・標本調査

1．文献資料に記された生育地の変遷について

　対馬におけるツシマノダケの生育地を記して

いる文献資料を集め，記録を整理した．まず，

外山三郎氏が 1980 年に出版した『長崎県植物

誌』（外山 1980）によるとツシマノダケは稀で

あり，生育場所として対馬の龍良山，白嶽，黒島，

豊崎の 4 地点が記されている．その 9 年後に出

版された『長崎県の生物』のなかで，邑上益朗

氏は『対馬の植物』を著し（邑上 1989），本文

中に「（ツシマノダケは）白嶽と龍良山で見ら

れ，個体数は多くない」と記述しているが，挿

入されている分布図には白嶽と龍良山のほか，

黒島と豊崎と思われる計 4 ヶ所に点が打たれて

いる（後者 2 地点に関する記述はない）．黒島

と豊崎に関してはおそらく『長崎県植物誌』を

意識したものと思われる．伊藤秀三氏は龍良山

の照葉樹林の植物社会学的研究を長く行ってき

たが，伊藤（1997）において，ツシマノダケは「龍

良山と白嶽の山頂部のアカガシ林内あるいは林

縁に限られる．生育量は少ない．」と述べてお

り，邑上氏の文献を引用する形で，「黒島，対

馬上島の北端（著者注：豊崎のことだろう）に

も産すると言う」と記している．これらの資料

から，ツシマノダケが龍良山と白嶽に生育して

いることは間違いないことだが，外山氏が『長

崎県植物誌』で黒島と豊崎にも生育していると

した根拠がいまひとつはっきりしなかった．黒

島は対馬中央部東側の三浦湾にある，東西約 2.5 

km の無人島である．また，豊崎はおそらく旧

豊崎村（または旧豊崎町）のことで，対馬最北

端の村（町）である（上対馬町を経て現在は対

馬市）．どちらの場所にも高い山があるわけで

はなく（200 m 以下），現在のツシマノダケの

生育環境（龍良山・白嶽の山頂付近の照葉樹林）

から考えると，本当に生育している（いた）の

か疑問が残ったので，さらなる文献調査を行っ

た．

　ツシマノダケの生育地として黒島が登場する
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のは『長崎県植物誌』（外山 1980）からであるが，

その 4 年前に出版された『対馬の生物』の中に，

外山氏と松林文作氏による『対馬の高等植物目

録』が掲載されている（外山・松林 1976）．そ

のなかで，ツシマノダケは白嶽，龍良山，豊崎

の 3 地点にあると記され，黒島の記載はない．

外山氏の『長崎県植物誌』でなぜ黒島が生育地

として登場したのかは不明だが，黒島の植生に

関する文献（伊藤ほか 1986）にはツシマノダ

ケの記録はない．また，長崎大学に保管されて

いる外山コレクション（さく葉標本）の中から

ツシマノダケの標本を閲覧したが，龍良山と白

嶽で採集された標本しかなく，黒島から採集さ

れた標本はなかった．これらのことから，『長

崎県植物誌』の黒島の記載は何らかの手違いに

よる記載ミスと考えられる．

　一方，豊崎についてであるが，対馬の植物相

に関するさらに古い資料を調べると，1942 年

（昭和 17 年）に中島一男氏はそれまで自身が対

馬で採集した 3,000 点もの植物標本をもとに，

『対馬島植物誌予報』（中島 1942）を発表して

いる．そのなかで，ツシマノダケの生育地とし

て白嶽と豊崎の 2 地点を記している．ここで始

めて豊崎の地名が登場し，上記の各文献資料に

おける豊崎の記載は，（各人が豊崎で生育を確

認したのではなく）この文献からの引用と思わ

れる．中島氏は『対馬島植物誌予報』のなかで，

採集した標本の番号も併記しており，これらの

標本が現在も中島コレクションとして九州大学

に保管されていることが分かったので，中島コ

レクションを閲覧し，豊崎で採集された標本が

確かにツシマノダケであることを確認した．

　対馬の植物相に関してまとめた最も古い文

献は矢部吉禎氏が 1904 年に発表した『Florula 

Tsusimensis』（Yabe 1904）であろう．ツシマノ

ダケが分類学的に正式に新種として発表された

のはこの文献である．この中で，ツシマノダケ

の生育地（採集地＝基準産地）として「厳原付

近」と書かれている．厳原の地名がツシマノダ

ケの生育地として登場するのは，後にも先にも

この『Florula Tsusimensis』だけである．上記の

各文献資料ではまったく厳原という地名が登場

しないことや，厳原は当時も今も対馬の中心地

であることから，果たしてそのような比較的開

けた場所に本当にツシマノダケが生育していた

のだろうかと疑ってしまった．特に「付近」と

いう言葉をどのような距離感で使っているのか

をまったく知る由もなく，どう解釈したらよい

か迷っていたが，次に述べるようにツシマノダ

ケのさく葉標本の記録を収集することで，その

距離感を理解することができた．

2．さく葉標本から明らかになった過去 110 年

間のツシマノダケの分布記録

　さく葉標本（押し葉標本）が存在するという

ことは，過去にその種が確かにそこに存在して

いたことの証明であり，たとえ文献資料中にそ

の種の存在が言葉として書き記されていたとし

ても，さく葉標本が持つ説得力にはかなわない

だろう．そこで，国内の主要な植物標本庫（ハー

バリウム）［東京大学総合研究博物館（TI），国

立科学博物館（TNS），首都大学東京牧野標本

館（MAK），京都大学総合博物館（KYO），九

州大学総合研究博物館（FU）］および外山コレ

クション（長崎大学），さらには現在も精力的

に長崎県の植物相を研究しておられる中西弘樹

氏（長崎大学）所蔵のコレクションからツシマ

ノダケの標本を閲覧させていただき，ツシマノ

ダケであることの確認や採集地等の記録を行っ

た．

　各標本庫およびコレクションを閲覧した結

果，36 点のツシマノダケの標本を確認するこ

とができた（標本シートの数，重複標本含む）．

一部の標本は残念ながら虫食いにより特に花部

が損傷していた．標本ラベルに記されている採



66

集地を地図上に示したものが図 1 である．最も

古い標本は矢部吉禎が1901年（明治34年）に「厳

原付近」で採集した標本で，前項でも述べたよ

うにツシマノダケのタイプ標本である．また，

同年および翌年（1902 年）には平田駒太郎が「有

明山」，「有明山道」，「久田道」でもツシマノダ

ケを採集している．有明山（558 m）は厳原か

ら西に約 2 km のところにあり，片道 2 時間程

度で行ける山である．「有明山道」は厳原から

有明山に至る道と思われ，また，「久田道」は

厳原市街地から約 500 m ほど南にある地名であ

り，有明山への道がある．つまり，矢部吉禎が

記した「厳原付近」というのは厳原から有明山

へ至る道のどこかで採集したことを意味してい

図 1　対馬におけるツシマノダケの標本記録．標本の点数および採集年を示した．等高線データは国土地理院の基盤地図情報

を利用した．龍良山と白嶽は現在も生育が確認されている．
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ると考えられる．

　1903 年以降，有明山周辺での採集記録（標本）

はなく，それ以降から現在までは，豊崎村（ま

たは豊崎村字豊）から 5 点，御岳から 4 点，龍

良山から 7 点，そして白嶽から 15 点の標本が

採集されている．ほかに「対馬」とのみ記され

た標本が 1 点あった．これらの標本記録から，

ツシマノダケは過去 110 年において対馬の少な

くとも 5 つの地点（龍良山，白嶽，有明山周辺，

御岳，豊崎）に生育していたことが明らかになっ

た（図 1）．なかでも「有明山」や「御岳」と

いう山の名前は上述した文献資料中にはツシマ

ノダケの生育地としては一度も登場せず，今回

標本記録を収集して初めて明らかになった生育

地である．

3．ツシマノダケの生育地と植生（ミヤマシキ

ミ―アカガシ群集）との関係

　次項で述べるように，現在確認できたツシマ

ノダケの生育地は龍良山と白嶽の山頂部付近の

みである．しかし，標本記録からはそれ以外に

も少なくとも 3 ヶ所でツシマノダケは生育して

いたことが明らかになった（図 1）．これらの

生育地は対馬島の北から南まで全域に渡ってい

ることや，豊崎や厳原付近，久田道は比較的標

高が低い場所であることから，ツシマノダケは

もともと現在見られるような山頂部付近だけで

なく，低地を含む対馬島内各所に散在して分布

していた可能性が考えられる．それが時間とと

もに分布域が縮小・消滅し，結果として今日見

られる場所（山頂部）に遺存的に残っているの

ではないかと考えられる．

　そもそも，ツシマノダケはどのような環境（植

生）に生育しているのであろうか？龍良山の照

葉樹林の研究によると，ツシマノダケはミヤ

マシキミ―アカガシ群集（林）の林床または林

縁に見られるとの記述がある（伊藤ほか 1993，

伊藤 1997）．そこで，最新の植生データ（環境

省 1999 ～）から対馬におけるミヤマシキミ―

アカガシ林の分布域を抜き出したところ，ミヤ

マシキミ―アカガシ林は対馬では龍良山および

その周辺，白嶽およびその周辺，御岳（雌岳～

雄岳～平岳）に比較的大きな面積で見られ，そ

のほかに，矢立山，有明山東側，大星山周辺に

小さな林分が残されていることが分かった（図

2）．これらの場所（特に前三者）は対馬では最

も自然度の高い森林が残されているところであ

る．そして，ツシマノダケのこれまでに知られ

ている 5 つの生育地（龍良山，白嶽，有明山周

辺，御岳，豊崎）のうち，豊崎を除く 4 つの生

育地はいずれもミヤマシキミ―アカガシ林の分

図 2　対馬における現在のミヤマシキミ - アカガシ林の分布．
環境省第 6 回・第 7 回自然環境保全基礎調査植生調査データ
より．四角枠で囲った地名はツシマノダケの生育の記録があ
る場所．
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布域と一致することが分かった．つまり，ツシ

マノダケの生育地は自然度の高い常緑広葉樹林

であるミヤマシキミ―アカガシ林と密接に関係

しているように見える．このことは逆に，いま

はミヤマシキミ―アカガシ林が見られない豊崎

において過去にツシマノダケが確認されている

ということは，かつては豊崎にもミヤマシキミ

―アカガシ林またはそれに近い自然度の高い森

林が存在していたことを示しているかもしれな

い．また，これまでツシマノダケの生育が確認

されていない矢立山，大星山周辺にもツシマノ

ダケが過去に（今も？）生育していた可能性も

考えられる．そして，もし，ツシマノダケの生

育地とミヤマシキミ―アカガシ群集が密接に関

係しているとすれば，ミヤマシキミ―アカガシ

林を含む対馬の照葉樹林の消長はそのままツシ

マノダケの生育地の消長を示していることにな

るだろう．

Ⅲ．現地調査によるツシマノダケの現状

　各種文献資料およびさく葉標本の調査の結

果，ツシマノダケは対馬の 5 つの場所・地域（龍

良山，白嶽，有明山周辺，御岳，豊崎）に生育

していたことが明らかになった（龍良山と白嶽

については 2009 年に生育を確認した）．これら

の場所において，現在も生育しているかどうか，

生育しているとすれば，どのくらいの個体数が

現存しているのかを明らかにするための現地調

査を行った（豊崎については具体的な場所の目

星が付かなかったことと開発および植林が進ん

でおり，適当な自然林が見当たらなかったので

行わなかった）．また，上述したようにツシマ

ノダケはミヤマシキミ―アカガシ林と密接に関

係しているように思われるので，ツシマノダケ

の生育記録はないが，ミヤマシキミ―アカガシ

林が残るとされる矢立山および大星山周辺でも

ツシマノダケの探索を行った．

　龍良山では 2009 年に山頂の岩角地近辺の林

内の 1 ヶ所に 1 集団を確認した．そのときは詳

しく調査していないが，開花個体が数個体，未

熟個体が 10 数個体程度であったと記憶してい

る．2012 年の 7 月と 9 月に同じ林内でツシマ

ノダケの探索を行ったところ，同じ場所に個体

を発見することはできなかった．しかし，数十

メートル離れた林縁部分で新たにツシマノダケ

の集団を見つけることができた（写真 1）．林

内の状況であるが，2009 年時には地面が露出

しツシマノダケほか各種の草本植物が見られた

が，今回の調査時には，2009 年時と比べて落

写真 2　龍良山山頂付近の林内の様子（ほぼ同じ場所）．左：
2009 年 , 中央にツシマノダケの成熟個体（果実期）, 左上す
みに未成熟個体が見える．右：2012 年 , 落ち葉が積もり地面
がまったく見えない．

写真 3　龍良山での個体のマッピングの様子．
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図 3　龍良山および白嶽におけるツシマノダケ個体のマップ．

ち葉の量がかなり多く，地面がまったく見えな

い状況であり，林床性の草本植物はまったくと

言っていいほど見られなかった（写真 2）．林

内を中心に探索を行ったが，結局ツシマノダケ

は見つからず，岩場の反対側に移動するために

林を出たところで，ツシマノダケの集団を発見

した．この林縁部分で新たに見つかった集団に

ついては，全個体のマッピングを行い，花序（花

茎）の有無，花茎の高さ，根生葉の数，最大葉

の頂小葉の大きさを計測した（写真 3）．約 20 

m×5 m の範囲に 72 個体確認でき，そのうち 4

個体が花序（花茎）をつけていた（図 3）．ツ

シマノダケの花茎は概して 20 cm ～ 60 cm 程度

の高さになるが，今回見つかった開花個体は

いずれも花茎の高さが 8 cm 程度で，平均は 8.2 

cm であった．また，根生葉の数の平均は 2.5

枚，最大葉の頂小葉の大きさの平均は縦が 13.8 

mm，横が 9.8 mm であった．参考までに京都

大学で栽培しているツシマノダケの個体は，花

茎の高さが約 35 cm，根生葉は 5 枚，最大葉の

頂小葉の大きさは縦 31 mm× 横 17 mm であり，

2009 年に見つかったツシマノダケの開花個体

も同様の大きさであったと記憶している．つま

り，今回見つかった龍良山のツシマノダケはか
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内に 3 個体を確認した（いずれも花序なし）．

2012 年の 7 月と 9 月に同じ場所に行ったとこ

ろ 1 個体しか確認できなかった．この場所を中

心に周辺林内を探索したところ，約 50 m ほど

離れた林内に散在しているのを発見することが

できた（写真 4）．白嶽では合計 16 個体を見つ

けることができたが，開花個体はなかった（図

3）．根生葉は平均 2.4 枚，最大葉の頂小葉の大

きさの平均は縦が 13.2 mm，横が 9.2 mm であっ

た．これらの数値は龍良山の個体の平均とほぼ

一緒である．落ち葉の量は龍良山ほどではなく，

少し地面が露出していた．しかし，林床には草

本植物はほとんどなかった．

　御岳はツシマノダケの生育地としては知られ

ていなかったが，標本調査の結果，生育地であ

ることが分かった場所である．しかし，御岳と

は北から雌岳（453 m），雄岳（479 m），平岳（465 

m および 458 m）の順に連なる山々の総称で，

その稜線は約 1.5 km ほどある．標本のラベル

にはどれも「御岳」としか書かれておらず，具

体的な場所は不明である．そこで，2012 年 7

月に雄岳から平岳にかけて，9 月は雄岳から雌

岳にかけて，ツシマノダケの探索を行った．し

かしながら，ツシマノダケを発見することはで

きなかった．林内の状況は龍良山と同じで，落

ち葉の量が相当あり，林床には草本植物はほと

んど見られなかった（写真 5）．

　有明山（558 m）の山頂は草原が広がってお

り，また厳原市街地に近いこともあり，植林等

が広がっているが，東側（厳原方面）にミヤマ

シキミ―アカガシ林が残っているとされる．そ

こで，7 月にツシマノダケの探索を行ったが，

見つけることができなかった．この場所も龍良

山や御岳同様に，林床にはほとんど草本植物が

見られなかった（写真 6）．また，矢立山（649 m）

の山頂北側，大星山（348 m）から東に約 1 km

の地点にミヤマシキミ―アカガシ林が残って写真 6　有明山東斜面の林内の様子．

写真 4　白嶽での個体のマッピングの様子．

写真 5　御岳山頂付近の林内の様子．

なり小さい個体ばかりであり，最近種子から発

芽して成長した個体が多いのではないかと思わ

れる．

　白嶽では 2009 年に山頂の岩角地そばの林
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いるとされ，7 月に探索を行ったが発見できな

かった（大星山西側の林分へは道がわからず探

索を断念した）．いずれの場所も落ち葉が多く，

林床にはほとんど草本植物が見られなかったの

が，印象的である．

　記録上は過去 110 年の間，対馬島内の 5 ヵ

所で生育が確認されていたツシマノダケだが，

2012 年 7 月と 9 月の調査では龍良山と白嶽の

2 ヶ所から合計 88 個体のツシマノダケを確認

することしかできなかった．しかも，その多く

は小さい個体であり，開花個体は龍良山の 4 個

体のみであった．また，開花個体のいずれもが

小さく，2009 年時に見られた比較的大型（草

丈 30-50 cm 程度）の開花個体を見つけること

はなかった．特に，2009 年と比べて林内の落

ち葉の量が多いのが印象的で，そのせいで林床

性の草本植物が出現できなくなっているのでは

ないかと思われる．落ち葉が分解され，地面が

露出するようになると，またツシマノダケが復

活するかもしれない．実際，白嶽で新たに見つ

かった集団は林内だが，落ち葉の量が少なく，

露出した地面にツシマノダケが出現していた印

象がある．いずれにせよ，継続して調査を行っ

ていくこと必要があるだろう．また，同時に全

国各地で問題になっているシカ（やイノシシ）

の採食による林床植物の生存への影響がどう

なっているかも検討しなければならない．対馬

においては，推定で 33,000 頭程度のシカが生

育しているとされ，理論的な適正生息数の 3,500

頭から見ると高密度状態であるとし，森林の下

層植相の衰退が起こっていると認識されている

（早坂ほか 2009，長崎県 2012）．龍良山や白嶽，

御岳で林床に草本植物がほとんど見られないの

はシカによる食害のせいかもしれない．また，

栽培している個体や標本と比べて，今回確認さ

れたツシマノダケの個体はどれも小さく，特に

開花個体がとても小さかったのは驚きである．

これはもしかしたらシカによる被食圧が影響し

ているかもしれない．これらに関しても継続し

て調査することでその影響を明らかにしていか

なければならないだろう．

　ツシマノダケの生育地と密接に関係している

と思われるミヤマシキミ―アカガシ林を中心に

調査を行ったが，それぞれの場所でミヤマシキ

ミ―アカガシ林全域を踏破したわけではなく，

また，ツシマノダケがそもそもミヤマシキミ―

アカガシ林のみに生育しているとは限らない．

今後も地道な現地調査を続けることで，対馬に

おけるツシマノダケの分布範囲や個体数の変動

およびその原因，また繁殖にかかわる生活史に

関して少しでも明らかにしていくことが，よう

やく絶滅危惧 IB 類に指定されたツシマノダケ

を保全するために重要である．

Ⅳ．ツシマノダケの遺伝的多様性調査

　ツシマノダケの地域集団間および集団内の遺

伝的多様性がどの程度見られるのかを明らかに

しておくことは，今後の保全戦略を検討する

うえで重要なことである．そこで，今回見つ

けることができた龍良山と白嶽のツシマノダ

ケ計 88 個体の遺伝的多様性を解析した．遺伝

的多様性を調べるためのツールとして，葉緑体

DNA 上の塩基配列［trnL イントロン（537 塩

基対），trnL-trnF 遺伝子間領域（404 塩基対），

trnH-psbA 遺伝子間領域（237 塩基対），rps16-

trnK 遺伝子間領域（840 塩基対）および matK

遺伝子の一部（576 塩基対）］および核 ITS 領

域（640 塩基対）の塩基配列の決定，および

RAPD（Random Amplified Polymorphic DNA）

解析を行った．葉緑体 DNA の配列は一般的に

変異が少ないが，セリ科植物においては比較的

変異が多いことが分かっている（Azuma et al． 

未発表）．RAPD 解析はそのバンドパターンの

再現性に問題があるとされているが，同条件で



72

図 4　葉緑体 DNA 解析の結果．龍良山集団と白嶽集団は固有のハプロタイプを持ち , 龍良山と白嶽の集団の間に塩基置換が二ヶ
所（黒いバー）,1 塩基の繰り返し数の違いが一ヶ所（白いバー）あることを示す．

複数回の実験を行い，再現性が確認された場合

のみを用いることである程度回避できると思わ

れる．特に，他の DNA マーカーより低コストで，

かつ簡便であるため，集団間および集団内の遺

伝的多様性を概観する目的で本研究において用

いた．

　各個体から葉の断片（5 mm×5 mm 程度）を

採取し，シリカゲルで乾燥させ，実験室に持

ち帰った．一般的な CTAB 法を用いて全 DNA

を抽出した．塩基配列決定のための PCR 反

応およびプライマー配列などの一連の作業は

Azuma et al.  (2011) に準じた．
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　葉緑体および核 ITS 領域の塩基配列の決定で

は，はじめに，龍良山から 4 個体，白嶽から 4

個体を選び，計 8 個体を対象に，上記の 6 領域

の配列を決定した．その結果，trnL イントロン

に 1 塩基の繰り返し数の変異（AAAAAA また

は AAAAA）が 1 ヶ所，rps16-trnK 遺伝子間領

域に塩基置換が 1 ヶ所，matK 遺伝子上に塩基

置換が 1 ヶ所見られた．これらの変異はすべ

て，龍良山 4 個体と白嶽 4 個体の間の違いで

（集団間の違い），龍良山の 4 個体間および白嶽

の 4 個体間では変異はなかった．残りの 3 領域

（trnL-trnF および trnH-psbA 遺伝子間領域，核

ITS 領域）については 8 個体間で変異はなかっ

た．見つかった変異が各集団に固有であるかど

うかを確かめるために，変異が見られた 3 領域

について，残りの 80 個体すべてを解析した．

その結果，同じ集団内（つまり龍良山または白

嶽）の個体はすべて同じ配列をもち，龍良山お

よび白嶽の集団間のみで変異は見られた．つま

り，龍良山と白嶽のツシマノダケはそれぞれ固

有の葉緑体 DNA タイプ（ハプロタイプ）を持

つことが分かった（図 4）．この違いが大きい

のか小さいのかは議論があるところだが，いず

れにせよ，龍良山と白嶽のツシマノダケはそれ

ぞれ固有の遺伝的特性を持つ集団であることが

示された．

　RAPD 解析にはオペロン社の 10mer プライ

マー（100 本）を用いた．PCR 反応は 94℃ 5

分間の変性処理の後，変性を 94℃ 1 分間，ア

ニーリングを 35℃ 1 分間，伸長を 72℃ 2 分間

で 1 サイクルとし，これを 40 サイクル行っ

た．プライマーは各 PCR で 1 種類だけを用い

た．PCR 増幅産物は 1.5 % のアガロースゲル

（SeaKem LE，タカラバイオ）で電気泳動し，

エチジウムブロマイド液で染色し，UV 上でバ

ンドパターンを検出した．まずはじめに，龍良

山 2 個体，白嶽 2 個体の計 4 個体を用いて，用

意した 100 本のプライマーを用いて PCR を行

い，シャープなバンドが得られるプライマーの

選別を行った．最終的にはっきりとしたバン

ドが見られた 10 本のプライマーを選択した．

次に，選抜したプライマーを用い，全 88 個体

を対象に PCR を行い，バンドパターンの検出

を行っている．残念ながら，開花期（8-10 月）

の関係で，葉サンプルを採集したのが 9 月で

あったために現時点ではここまでしか終了して

いない．引き続き作業を行い，改めて結果を報

告したい．

Ⅴ．ツシマノダケの分類学的固有性について

　保全の対象とする種の分類学的位置づけ（種

がもつ形態的・系統的特性の範囲）を明らかに

することは保全戦略を検討する上で重要なこと

である．つまり，その種の分布域，他種と区別

できる形態的特徴，最も近縁な種（姉妹群），

そして系統的および形態的に近縁種（姉妹群）

とはどの程度異なっているのか，といったこと

を十分把握しておく必要がある．

　Ohba（1999）によれば，ツシマノダケは対

馬固有種（＝日本固有種）である．一方，北

川（1968）では対馬と韓国南部に分布するとさ

れている．実は，北川がツシマノダケが韓国南

部にも分布するとした根拠は，東京大学標本庫

（TI）に収蔵されていた韓国で採集されたただ

1 点の標本（しかも根生葉のみで花序なし）を

ツシマノダケであると判断したためである．そ

こで，北川がツシマノダケとした韓国で採集さ

れた標本を調べ，ツシマノダケであるのかどう

かを再検討した．ツシマノダケの近縁種として

韓国にはコウライミツバ Tilingia nakaiana とい

う種が知られている．北川はその存在を踏まえ

たうえで，韓国産の問題の標本がコウライミツ

バではなくツシマノダケと判断している（北川 

1968）．ツシマノダケに比べて，コウライミツ
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バは葉が大きく，小葉の切れ込みが浅く，縁辺

の鋸歯は鈍頭 ― 広円頭であるとしている．さ

らに葉の縁辺には短刺毛が 2 列に並ぶのがコウ

ライミツバの特徴としている．問題の標本を観

察すると，葉の質感はツシマノダケに似ている

が，大きさや鋸歯の流れ方はコウライミツバに

近い特徴を持っているといえる（写真 7）また，

コウライミツバの特徴として挙げられた葉の縁

に短刺毛が 2 列あるというのも，実際にはツシ

マノダケにも見られる形質であり，コウライミ

ツバを特徴付けるものではないことも分かった

（写真 8）．したがって，北川がツシマノダケと

同定した韓国産の標本はおそらくコウライミツ

バと思われる．つまり，ツシマノダケが韓国に

も分布するという確固たる証拠は現時点ではな

いといえるだろう．いずれにせよ，セリ科の葉

の形態は変異に富み，この 1 標本がツシマノダ

ケではないと言えたとしても，韓国にツシマノ

ダケが存在しないと断言するのは現時点では難

しい．今後，韓国産のセリ科植物も含めて少し

範囲を広げた上で，分類学的・系統学的関係を

きちんと整理し，そのうえで，ツシマノダケの

分類学的固有性を評価する必要がある．
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Conservational study of Tilingia tsusimensis (Apiaceae) in Tsushima 

island, Japan, with systematic evaluation of the endemism

Hiroshi Azuma, Akihiro Kakezawa, Haruka Komori and Junko Okazaki

Tilingia tsusimensis (Apiaceae) is a rare plant species found only in Tsushima island, Japan (and 

South Korea). We conducted herbarium works and field surveys to understand the past and current 

distribution of the species. Based on the herbarium works, specimens of T. tsusimensis have been 

collected from at least five areas in Tsushima, Mt. Taterasan, Mt. Ariakeyama, Mt. Shiratake, 

Mt. Mitake, and Toyosaki area, since 1901. However, the results of the field survey, we could 

find only 88 individuals from two mountains (72 from Mt. Taterasan and 16 from Mt. Shiratake). 

Of which only four individuals raised inflorescences. We could not find any individuals from 

Mt. Ariakeyama, Mt. Mitake and other areas we surveyed. We sequenced chloroplast DNA and 

nuclear ITS regions of all individuals to show genetic diversity among the two populations. Then 

we detected two single-base-substitutions and one simple-sequence-repeat polymorphism between 

the population.  
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