
21

自然保護助成基金成果報告書 vol. 24 （2016）

第 24 期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成　国内研究助成

青葉山のオオキンレイカを題材とした希少野生植物の
個体群復元

絶滅寸前種オオキンレイカを次世代に残すネットワーク
瀬戸口浩彰 1・東　広之 1・長澤淳一 2・平塚健一 2・肉戸裕之 2

Ⅰ．はじめに

　オオキンレイカはオミナエシ科の多年草で，

従来は福井県大飯郡高浜町と京都府舞鶴市の境

にある青葉山（693 m a.s.l.）の固有種であると

認識されてきた．植物体が大型で，よく成長し

た個体は花茎の高さが 1 m ほどに達する．葉

も大きく，大人の掌ぐらいになり，中裂する．

8 月から 9 月初旬にかけて黄色い小型の花を叢

生させ，10 月に翼が付いた痩果を形成する（図

1）．自生地の青葉山は若狭湾に面する死火山で，

400 m a.s.l. ぐらいから山頂にかけて，安山岩と

火山灰が圧縮されて作られた堆積岩（地元では

いぼ岩と呼ばれる），あるいは安山岩が露出す

る．オオキンレイカは，こうした岩の上に生育

していた．とりわけ青葉山の 2 つのピーク：東

峰と西峰を結ぶ稜線部には岩の路頭が多く，こ

うした場所に特に多く生育していた．

　この植物は薬用などの利用価値が特にあるわ

けではなかったので，青葉山を象徴する植物と

して高浜町などの地元住民の間で「眺める程度

の野草」と認識されてきた．とくにお盆の時期

になると，麓の集落から青葉山稜線付近がオオ

キンレイカの開花で黄色く染まって見えること

が季節の風物詩であったという．また，青葉山

の尾根付近は 1955（昭和 30）年に若狭国定公

園の第二種特別地域に指定されており，そのな

かで指定植物のひとつになっていることから採

取が法的にも禁止されて守られていた．

　しかしオオキンレイカは植物体の見かけが美

しいことから山野草園芸の市場で価値が評価さ

れ，そのために「山採り」が頻繁に起こること

になった．そのために青葉山からはオオキンレ
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　オオキンレイカはオミナエシ科の多年草である．分布が福井県と京都府の境界にある青葉山の山頂付
近に限られる．希少性が高いために盗掘被害を受けて個体数が激減し，京都府側では絶滅，福井県側に
僅かな個体が残る．そのような中で近年に丹後半島に大きな群落が発見された．しかし，この群落が青
葉山のものと異なるものか，保全遺伝学の情報を必要としていた．本研究では以下の研究を進めて知見
を得た．1) 青葉山稜線におけるオオキンレイカは 47 個体で，全て福井県側にあった．全個体の位置を記
録した．また，地元に 5 個体の栽培株を確認した．2) 青葉山と丹後半島のものは遺伝的に全く異なって
おり，別々に扱うべきである．3) 青葉山の個体数は少ないのに遺伝的多様性が高く，反対に丹後半島の
個体数は多いにも関わらず多様性が非常に低かった．4) 青葉山から種子を回収し，150 個体の苗を育成
した．地元の皆様に里親になって頂き．域外保全の体制を整えた．
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イカの個体数が減り続け，京都府舞鶴市では絶

滅（京都府 2005)，福井県側でも激減して人の

手が届かない絶壁などに少数の個体が残るだけ

となった．これは 1993 年の時点で指摘されて

いる（日本植物分類学会 1993）．そして環境省

のレッドデータリストでは現在，IUCN 基準で

EN の絶滅危惧種に指定されている（環境省自

然保護局野生生物課 2007）．

　その一方で，京都府の丹後半島では 2005 年

にオオキンレイカの群落が発見された．この集

団の位置や個体数などは京都府文化環境部自然

環境保全課からの要請で伏せるが，青葉山より

もはるかに大きな群落である．これによって京

都府には再びオオキンレイカが自生することに

なったが，これを青葉山の本種の再生に利用出

来るか否かを検証する必要が管理自治体として

生じていた．福井県側でも，青葉山の生育個体

数が激減したのちに個体数が回復する様子も見

られないために，保全策の策定が必要になって

いた．青葉山の自生地を直接に管理している高

浜町としても，オオキンレイカの復元に関心を

持っていた．このような背景のもとで，私たち

「絶滅寸前種オオキンレイカを次世代に残すネ

ットワーク」では，絶滅危惧種を野生復帰させ

ることを想定した域外保全のプロジェクトを始

めた．

Ⅱ．研究目的

　研究目的は以下のように設定した．

1.  青葉山と丹後半島の 2 産地は別々に保全す

るべきかを DNA 解析で検証する．これにはマ

イクロサテライト法を適用して，14 遺伝子座

を解析した．

2.  青葉山の残存個体数と生育位置，ならびに

各個体の遺伝子型を同定する．

3.  青葉山の個体から種子を回収して苗を育成

し，その遺伝子型も同定したうえで，市民参加

型の域外保全ネットワークを構築する． 

Ⅲ．調査対象

　オミナエシ科のオオキンレイカ（Patrinia 

triloba (Miq.) Miq. var. takeuchiana (Makino) 

図 1 　オオキンレイカの開花個体，および花（枠内左）と果実（右）．青葉山の稜線にて
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Ohwi） である．この植物は当初は牧野富太郎に

よって青葉山の固有種 P. takeuchiana Makino と

されたが (Makino 1929)，のちに大井次三郎に

よってハクサンオミナエシの変種に組み替えら

れて現在に至る（Ohwi 1953）．本研究では環境

省のレッドデータリストにおける見解にもとづ

き変種としての扱いを採用した（環境省自然環

境局野生生物課 2007）．

　対象とする地域は 2 つである．1 つは福井県

大飯郡高浜町と京都府舞鶴市にかけて位置する

青葉山の 600 m a.s.l. 以上の尾根筋，ならびに

舞鶴市松尾寺と舞鶴植物公園の植栽の 58 個体

である．若狭国定公園の第二種特別地域であり，

かつ本種は指定植物であったため，福井県から

許可を受け，高浜町教育委員会の職員同行のも

とに葉と果実の採取を行った．

　もう一ヶ所は京都府の丹後半島で 2005 年に

発見された集団である．京都府自然環境保全課

の要請に基づき，位置と自生地の状況は伏せて

おく．青葉山よりも遥かに個体数が多い集団で

ある．葉の採取は同課と京都府立植物園の職員

の同行のもとで行った．研究対象とした青葉山

と丹後半島の位置を図 2 に示した．

Ⅳ．調査方法

1．青葉山における個体数と生育位置の調査

　オオキンレイカは岩上に生育する特性がある

ので，岩の路頭がある稜線沿いに調査を行っ

た．生育箇所は GPS で位置情報を測り，地図

上にプロットした（ただし，本報告には詳細位

置は掲載せず，個体数のみを報告する）．また，

高浜市と舞鶴市に栽培されている個体について

も，その由来が青葉山であることを聴取によっ

てチェックした．

2．青葉山と丹後半島の 2産地の集団の遺伝的

特性の評価

　オオキンレイカ用にマイクロサテライト

（SSR）マーカーを 14 遺伝子座，新規に開発し

て（Higashi and Setoguchi 2014），これを集団遺

伝学的評価や個体識別に用いた． 

　青葉山の自生個体とその山麓で栽培され

ていた個体の中から合計 52 個体，ならびに

丹 後 半 島 の 集 団 か ら 60 個 体 の DNA を 抽 出

して SSR 解析に用いた．解析用の PCR には

Multiplex PCR Kit (Quiagen, Germany) を 用 い

て，Applied Biosystems の ABI3130 シーケンサ

ーを用いて解析した．なお，サイズマーカーに

は Rox350 (Applied Biosystems) を用い，解析結

果 は GeneMapper Software (Applied Biosystems)

にてサイズ判別した．集団遺伝学的な数値は

GENALEX version 6.5 (Peakall and Smouse 2012)

ならびに FSTAT version 2.9.3 (Goudet 2001) を用

いて算出した：AR（一遺伝子座あたりの平均

アリル数），P（一遺伝子座あたりの集団に固

有なアリル数），HO （ヘテロ接合度の実測値）， 

HE （ヘテロ接合度の期待値）， FIS （固定指数）．

遺伝構造の解析には STRUCTURE 解析を行な

った．用いたソフトウエアは STRUCTURE 2.3 

（Pritchard et al. 2000）と CLUMPP 1.1（Jakobsson 

and Rosenberg 2007）である .

Ⅴ．結果と考察

1．青葉山における個体数と生育位置

　青葉山におけるオオキンレイカの生育個体数

の調査を 2013 年の 7 月と 8 月，10 月に行なった．

その結果，図 2 のように，尾根に沿って 5 箇所

の岩場に 47 個体の生育を確認した．生育場所

はいずれも岩の崖あるいは斜面で，傾斜や登山

道からの高さの制約で採集が困難な場所に限ら

れていた．なお，図 2 におけるアスタリスクを

付けた集団は 7 月あるいは 8 月に確認した個体

で，後述の遺伝的多様性の解析に用いた 4 集団

44 個体のものである．アスタリスクを付けて

いない 3 個体は，10 月の調査時に新しくで見
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図 2　青葉山におけるオオキンレイカの集団の位置（●）と個体数．アスタリスクは SSR 解析に用いたことを示す． 

つけた個体で，DNA 解析には含めていない．

　私たちは葉の採取に 8 m 長のポールや高枝切

り鋏を使用したので，これらの個体の葉や果実

を採集することが出来たが，47 個体はいずれ

もこれらの道具なしには採集が困難であるか，

あるいは見つけにくい場所に生育していた．し

たがって，「採取が困難な個体だけが残った」

と解釈され，これまでに発行されたレッドデー

タリストにおいて，オオキンレイカの個体数減

少の主原因が園芸目的の採取であると記載され

てきたことを裏付けていると考えられた．なお，

今回の調査においても，生育個体はすべて福井

県高浜町側にあり，京都府舞鶴市側には見つけ

ることが出来なかった．また，舞鶴市側の登山

道口にある松尾寺には 3 個体，舞鶴自然文化園

に 5 個体が生育しており，いずれもが青葉山由

来であるとされていた．

2．青葉山と丹後半島の 2産地の集団の遺伝的

特性

　青葉山に自生する 44 個体，松尾寺と舞鶴自

然文化園に生育する 3 個体と 5 個体，合計 52

個体を「青葉山由来」の SSR 解析に用いた．

また，丹後半島の集団から採取した 60 個体も

加えて解析に供した．14 遺伝子座を使った解

析では，予想外，かつ，きわめて対照的な結果

が得られた（表 1）．

　すなわち，個体数が激減していて，見いだし

たほぼ全個体を投入した青葉山のオオキンレイ

カは遺伝的多様性に富んでおり，逆に生育個体

数がきわめて多い丹後半島のものでは，遺伝的

多様性が低い結果になるという，現在の生育状

況とは真逆な結果が得られたのである．例えば

ヘテロ接合度観測値（HO）は，青葉山が 0.358

であるのに対して丹後半島は 0.076 にすぎな

い．1 遺伝子座あたりのアリル数（A）にして

も，青葉山は 3.571 であるのに対して丹後半島

は 1.857，一遺伝子座あたりの固有アリル数（多

いほど独自の遺伝子型を多く保有する）も青葉

山は丹後半島の 4 倍の固有遺伝子型を保有し

ていた（青葉山 P = 2.214, 丹後半島 P = 0.500）．

このような結果は，集団の繁殖様式を示す固定

指数（FIS）にも相違として現れており，青葉

山では 0.241 であるのに対して丹後半島におい

ては 0.629 と非常に高い数値を示した．これは，

丹後半島のオオキンレイカ集団のほうが，より

強い近親交配によって次世代形成を行なってい
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ることを示唆している．

　丹後半島の 60 サンプルは，広い面積に 4 箇

所の分集団から構成される自生地全体を代表す

るように，広範囲から採取したものであるので，

集団全体を代表する数値であると考えられる．

集団サイズについては京都府文化環境部自然環

境保全課の要請により言及できないが，青葉山

の自生集団よりも遥かに多数の個体で構成され

ている．したがって，サンプリングバイアスの

影響は無いと思われる．丹後半島の自生地は，

山の斜面が地滑りを起こして岩盤が剥き出しに

なっており，地すべりの際に崩落した土砂が斜

面の最下部に堆積している．このような要因を

考えると，丹後半島の集団は，遺伝的多様性を

失った小さな規模の集団に由来して，これが生

育に適した岩盤が地滑りによってもたらされた

ために個体数と生育地の面積を拡大したと考え

られる．これは集団遺伝学における典型的な「創

始者効果」の事例であり，遺伝的に乏しい小規

模集団に由来する集団は，たとえ規模が拡大し

ても源の多様性が乏しいために遺伝的な多様性

が低いままであると解釈される．

　一方で本研究の対象である青葉山では，遺伝

的多様性に富んだ大規模集団が「間引き」を

されるように盗掘されて規模が縮小したため

に，遺伝的な多様性が残存していると考えられ

る．青葉山が位置する若狭湾沿岸一帯は，第四

紀更新世の気候変動が激しかった時代において

も気温が温暖で湿度が保たれた地域であり，温

帯性の植物が安定して生育できた場所であるこ

とが化石データ（例えば Tsukada 1984），およ

び現存する様々な温帯林樹木の DNA 多型（ブ

ナ；Tomaru et al. 1997, 1998，スギ；Tsumura et 

al. 2007，トチノキ；Sugahara et al. 2011）から

明らかになっている．オオキンレイカにおいて

も，同様な歴史的経緯，すなわち地史的なタイ

ムスケールにおいて，青葉山とその周辺地域に

集団を維持し続けたことが想定される．その根

拠は，50 個体ほどに集団サイズを減じていな

がらも，遺伝的多様性を高く保持していること

である．また，このことは，現存する青葉山の

個体を基にして実生個体を増殖することによっ

て，遺伝的な多様性を保有し続ける個体群を回

復させることが可能であることを示している．

　また STRUCTURE 解析によって，青葉山と

丹後半島の集団は全く異質であり，保全に当た

っては個別に行うべきことが示唆された（図

3）．

表 1　オオキンレイカの 2 カ所の自生地における遺伝的多様性．N：解析に用いた個体数，NA：一遺伝子座あたりの平均アリル数，
P：一遺伝子座あたりの固有アリル数の平均値， HO：ヘテロ接合度実測値，HE：ヘテロ接合度期待値，FIS：固定指数
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図 4　2013 年 10 月に採集した種子を京都府立植物園で播種・育成した実生株．2014 年 9 月撮影．各個体には独自の管理番号
を附したバーコードを付けて管理している

図 5　オオキンレイカを地域の皆様とともに域外保全・増殖する計画のあらまし

図 3　STRUCTURE 解析による青葉山と丹後半島のオオキンレイカ 112 個体の遺伝構造
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V. 個体群復元

　上記の結果，青葉山の残存個体は遺伝的に多

様性が高いことが証明されたため，2013 年 10

月に青葉山自生株と栽培株から種子を採取し

て，150 株の苗を京都府立植物園で育成した．

2014 年 5 月には葉が 3 枚ほどの個体に育ち，9

月には葉が 8 枚ほどの株に生育した（図 4）．

各株から葉の一部を採取して DNA 型を SSR 解

析で決定するとともに，個体番号をバーコード

の表示にして，インターネットを介して個体管

理や将来の履歴の積み重ねを簡単に追跡できる

ようにした．

　そして高浜町教育委員会，高浜町の任意団体，

青葉山麓研究所のご協力を得て，9 月 24 日に，

青葉山の麓にある高浜町立内浦小中学校と青郷

小学校，ならびに町民の有志の皆様に 107 鉢の

苗を一年間の「里親」として育成を託した．こ

の際には育成の方法について解説するととも

に，オオキンレイカの現状と里親制度の計画（図

5，6）について説明をさせて頂いた．地域の植

物は地域で守ること，植物の育成を介して生育

場所の環境保全も含めて総合的に考えて頂きた

いと希望している．幸いにして数多くの町の皆

様が快く協力して下さっており，大変に感謝し

ている．

　今後には 2015 年 5 月に大きな鉢に植え替え，

そして 9 月に大きく育った個体を引き取って，

高浜町が用意した域外保全用のロックガーデン

( 複数 ) に移植すると共に，一部をあるいは新

たに作られる種子を青葉山に戻す計画である．

域外保全集団や植え戻し集団を形成する際に

は，SSR 解析で判明した遺伝子型を参考にして，

遺伝子型が疎遠な個体を集めて植えることによ

って外交配を促し，遺伝的多様性が高い実生の

形成を促すように役立てる計画である．
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Development of a network to conserve ,Patrinia triloba var.takeuchiana, an endangered plant species, for the future generation

Population restoration of an endangered wild plant species, Patrinia 
triloba var. takeuchiana in Mount Aoba

SETOGUCHI Hiroaki, HIGASHI Hiroyuki, NAGASAWA Junichi, 
HIRATSUKA Kenichi and NIKUTO Hiroyuki

Patrinia triloba var. takeuchiana (Valerianaceae) is a vulnerable herb endemic to Mt. Aoba 

in Fukui and Tango Peninsula in Kyoto Prefectures in Japan. Due to the illegal removal from 

natural populations is a major threat to the persistence of this plant at Mt. Aoba. In the present 

study, we firstly clarified 47 individuals are remained along rocky ridge at Mt. Aoba and mapped 

their locations. Our analyses of 14 nuclear microsatellite loci detected high genetic diversity for 

population Mt. Aoba, while much lower diversity for population at Tango. A high population 

inbreeding coefficient for Tango might be attributed to crossing among closely related descendants 

within a population. High genetic diversity in population Mt. Aoba would be due to their persistent 

distribution as a refugium during the Pleistocene climatic oscillations. We collected matured 

achenes from population in Mt. Aoba and grew approximately 150 individuals at Kyoto Botanical 

Garden, and more than 100 individuals have been grown by volunteer activities in Takahama-cho 

for ex situ conservation.  

keyword：vulnerable species, conservation, ex situ conservation, genetic diversity, public 

participation, propagation
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