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第 24 期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成　国内研究助成

千葉県の絶滅危惧種イスミスズカケの保全生物学的研究

市民・県・大学の三者連携によるイスミスズカケ保全チーム
上原浩一 1・斎木健一 2・加藤　顕 1・野口昭造 3・岩田美穂子 4・

中村正直 5・倉俣武男 3・久保田三栄子 6・渡邉美利 6

Ⅰ．背景

　オオバコ科クガイソウ属 Veronicastrum ス

ズカケソウ節 Sect Plagiostachys は，東アジア

（日本，台湾，中国）に 9 ～ 12 種が分布して

おり．日本国内ではこれまで 4 種が知られて

いた，日本固有の 2 種（リュウキュウスズカ

ケ Veronicastrum liukiuense (Ohwi) T.Yamaz.， キ

ノ ク ニ ス ズ カ ケ Veronicastrum tagawae (Ohwi) 

T.Yamaz.）および，日本と中国に分布する 2

種（ ト ラ ノ オ ス ズ カ ケ Veronicastrum axillare 

(Siebold et Zucc.) T.Yamaz., ス ズ カ ケ ソ ウ 

Veronicastrum villosulum (Miq.) T.Yamaz.）である．

1823 年 ～ 1828 年，1859 年 ～ 1862 年 に 日 本

に滞在したシーボルト（Philipp Franz Balthasar 

von Siebold, 1796-1866）は 12000 点余りのさく

葉標本を日本からオランダに持ち帰り，多くの

種を記載しているが，トラノオスズカケとスズ

カケソウはこの標本を元に記載された．トラノ

オスズカケはシーボルト本人がツッカリーニ

（J. G. Zuccarini）と連名で記載し，スズカケソ

ウはミクエル（F. A. W. Miquel）によって記載

された（Miquel 1865）．スズカケソウは，国内

でも江戸時代から知られており，1856 年から

1862 年に出版された飯沼慾齋の草木図説・草

部にも掲載されている（飯沼 ･ 牧野 1907）．ス

ズカケソウは同じスズカケソウ節の他種と比

べ，球状の花序を持つ点が異なっており，植物

体全体に密に腺状毛がある点もあわせ，スズカ

ケソウ節の他種と相違すると考えられた（山崎 

1953）．

　このスズカケソウは，明治以降，日本国内の

自生地が不明であった．いくつかの地域でさく
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　2009 年に千葉県夷隅川流域に発見されたクガイソウ属スズカケソウ節の植物は，イスミスズカケとし
て新種記載した ．イスミスズカケはいすみ市に 1 集団のみ自生しており，レッドリストで絶滅危惧 IB
に指定された．千葉県初の固有種でもある．記載のために採集した植物は筑波実験植物園，京都府立植
物園，小石川植物園，富山県中央植物園で域外保全している．私たちはイスミスズカケの保全のため自
生地の調査と，遺伝子マーカーの開発 , 域外保全の準備を進めた．本年 8 月末にイスミスズカケ自生地
の調査を行い，290 個体の位置情報と植物体の一部をサンプルとして採集した．それらは全て DNA 抽出
し遺伝子解析を進める．また，各個体から挿し木を行い , 域外保全用の株を作った．この株は全て協力
施設で栽培し域外保全を行っている．
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葉標本が採られているものの，明確な自生地が

わからず，それについて牧野富太郎も言及して

いる（Makino 1906）．その一方で 山野草とし

ては栽培され一般に流通しており，中国にも分

布していることから，自生地が発見された時は

それが自然集団であるのか，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．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）．これが，文献上明確にな

った初の自生地である．しかし，山崎（1953）

は，この産地についても栽培品が逸出した可能

性について言及している．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

見されたが（阿部 1990），この生育地において

も，当初は栽培品の逸出が疑われた．確認され

た自生地は 2 カ所で，個体数も少ないことから，

スズカケソウは絶滅危惧 IA 類に指定されてい

る．また，スズカケソウ節のリュウキュウスズ

カケも絶滅危惧 IA 類，キノクニスズカケは絶

滅危惧 II 類に指定されており，スズカケソウ

節は西日本各地に分布するトラノオスズカケを

除き，全種が絶滅危惧種に指定されている．

Ⅱ．イスミスズカケの発見

　イスミスズカケは千葉県立中央博物館が進め

る千葉県内の地域フロラ調査の過程で発見され

た．調査に参加した野口昭造氏は 2009 年 5 月

4 日にいすみ市の夷隅川流域で未知の植物を発

見した．千葉県立中央博物館で検討の結果スズ

カケソウと判断し，前述のように岐阜県と徳島

県のみにしか自生が知られていなかったこと

から，その新産地として報告した（野口ほか

2009）．いすみ市で発見されたこの植物は，花

色や球形の花序を持つことなどの形態的特徴が

スズカケソウとよく似ていることから，スズカ

ケソウと同定されたものである．

　しかし，この段階でいすみ市のこの植物の集

団が自然集団なのか，栽培品が逸出し，増殖し

たものかが問題となった．自然集団であれば，

希少植物の新集団として保全する必要がある

が，栽培品の逸出であればその必要はない．千

葉県生物多様性センターは保全の方向性を決め

る必要があったため，2009 年末に，上原に遺

伝的多様性解析による調査が可能か打診があっ

た．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

えられるので，遺伝的多様性の解析によって，

栽培品の逸出か，自生集団かを判別できると考

えた．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検証するた

め，RAPD 法および AFLP 法によりによる遺伝

的多様性の検出を行った．その結果，集団内の

各個体の電気泳動パターンに複数のタイプが認

められ，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く，この結果からいす

み集団は，自生集団であると結論した（上原 ･

斎木 2011）．

　上記のような遺伝的解析の過程で，いすみ集

団の個体と，比較のため入手した栽培品のスズ

カケソウの葉には形態的な相違があることに気

づいた．当初はスズカケソウは茎や葉の表面に

毛が多く，いすみ市の個体は毛が少ないという

印象で，別種とまでは判断できなかったが，予

備的にいすみ集団の個体と，栽培品のスズカケ

ソウ，徳島自生地のスズカケソウ，その他手持

ちの数種のスズカケソウ節植物と葉緑体 DNA

の trnL-trnF 領 域，rps16 intron 領 域， 核 DNA
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の ITS 領域の DNA 塩基配列を解析し，系統樹

を構築したところ別系統であることがわかった

（中野ほか 2012）．

Ⅲ．新種記載

　いすみ集団が従来のスズカケソウと別種であ

るかどうかを判断し，新種として記載するには，

遺伝情報や環境による変異の大きい栄養器官で

ある葉の形態だけではなく，生殖器官である花

の形態における相違を見いだす必要がある．ス

ズカケソウの花は小さく，さく葉標本のみを使

用した形態の比較では不十分と考え，いすみ集

団より数個体を採集，徳島県つるぎ町のスズカ

ケソウ自生地由来の個体も提供を受け，ともに

栽培することとした．6 月末には両者ともに開

花したことから，花の形態を詳細に観察し比較

検討した．両者は花色が同じ青紫色であること，

球形の花序を持つことから，発見当初いすみ集

団はスズカケソウと同定されたが，詳細な観察

の結果，多くの形態的相違を持つことがわかっ

た．そこで，オランダ ･ ライデンにあるオラン

ダ国立自然史博物館から，スズカケソウの基準

標本の画像を入手したほか，徳島県つるぎ町

と，岐阜県不破郡垂井町のスズカケソウ自然集

団の個体，中国バーチャル標本館（http://www.

cvh.org.cn/cms/）から中国産個体のさく葉標本

画像を得た．いすみ集団の個体とこれらの個体

や画像を詳細に比較検討した結果，いすみ市の

植物は別種であると判断し新種イスミスズカケ

（Veronicastrum noguchii）として報告した（Uehara 

et al. 2013）．イスミスズカケと近縁種の遺伝解

析や，比較のための国内各地の近縁種の自生地

調査は第 22 期プロナトゥーラファンド助成に

よりおこなった（上原ほか 2014）．イスミスズ

カケの自生地における植物体，線画と基準標本

を示す（図 1，2，3）．イスミスズカケは球状

の花序を持つが，同様な形態の花序を持つ既知

種はスズカケソウ節の中でもスズカケソウのみ

で，他の種の花序は円筒形もしくは円錐形であ

る（Yamazaki 1957, Chin and Hong 1979, Hong et 

al. 1998）．そのためイスミスズカケの記載にあ

たっては，主にスズカケソウとの相違点を検討

した．イスミスズカケは花序が球状である点

はスズカケソウ節植物の中でも唯一スズカケソ

ウと同じであるが，花や葉の微細な形態で区別

できる．形態の相違は記載論文（Uehara et al. 

2013）に詳しい．

　 本 種 の 学 名 は，Veronicastrum noguchii K. 

Uehara, K. Saiki & T.Ando とした．種小名は，

千葉県の地域フロラ調査を長年にわたり行い，

本種を発見した野口昭造氏に献名した．和名は

本種の唯一の自生地があり，今後，本種の保全

活動で重要な役割を担う千葉県いすみ市に敬意

を払いイスミスズカケと名付けた．イスミスズ

カケは 1 集団のみで，千葉県初の固有種である．

記載論文の発表に先立ち，環境省により 2012

図 1．イスミスズカケ． A; 植物体 , B; 花序の拡大（Uehara et 
al. 2013 より転載）

A

B
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年 8 月に発表されたレッドデータ・リストでは

絶滅危惧 IB に指定された．

　国内でも高等植物の新種記載の報告は年に数

件あるが，その多くは既知の植物が，詳細な調

査によりその一部が新種となるなどによる．イ

スミスズカケのように全く新しい植物が発見さ

れることは珍しく，また，スズカケソウをはじ

めとする既知のスズカケソウ節植物は，美しい

花を咲かせ，多くが絶滅危惧種であり，話題性

もあると判断した，また，東京に隣接する千葉

の里山の，豊かな生物多様性をアピールするこ

とにもつながると考えられる．そこで本種の発

見と記載について新聞全国紙への掲載を目指し

た．活動の結果，記載論文の発表にあわせて読

売新聞（2013 年 2 月 18 日全国版夕刊）に記事

が掲載され，それを皮切りに産経新聞，東京新

聞・中日新聞等で報じられた．そのほか，共同

通信により配信され全国の地方紙でも報道され

ることとなった．千葉県立中央博物館では新聞

での発表にタイミングを合わせ 2 月 19 日～ 6

月 2 日まで，「世界で千葉県にだけ：新種植物

イスミスズカケの発見」というタイトルで植物

体，さく葉標本，記載論文に使用された図版な

どがパネル展示された．イスミスズカケの詳細

は記載論文のほか，日本植物分類学会第 12 回

大会で発表した．

Ⅳ．イスミスズカケの保全

　スズカケソウの新集団として研究を始めた当

初は，この集団の遺伝的多様性を明らかにする

ため，また新種発表後は域外保全のための個体

データ取得を目的に，遺伝子マーカーの開発を

図 2　イスミスズカケ 正基準標本．イスミスズカケの正基準
標本（Uehara et al. 2013 より転載）

図 3　イスミスズカケのスケッチ．イスミスズカケ詳細図
（Uehara et al. 2013 より転載）

Veronicastrum noguchii K. Uehara, K. Saiki & T. Ando, sp. nov.
イスミスズカケ
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目指してきた．当初，イスミスズカケ個体から

抽出した DNA を用いマイクロサテライトマー

カーの開発を進めた．しかし，複数のマーカー

を作成したがイスミスズカケで有効な多型性を

示すマーカーの開発には至っていない．前述の

RAPD 法および AFLP 法においてはイスミスズ

カケの集団で複数の個体の解析で遺伝的多型を

示すが，これらの手法は 1 回の電気泳動でゲノ

ム全体から複数の多型を検出するのに対し，マ

イクロサテライトマーカーは 1 つのマーカーが

ゲノム中の 1 カ所のマイクロサテライト領域の

多型を検出し，研究で解析するマーカーは通常

数個～数十個である．

　イスミスズカケはシュートが土に接触すると

その部位から発根し，あらたなシュートを形成

する栄養繁殖を行う．そのため集団内にはクロ

ーン個体も多い．また，これまでの観察で種子

はほとんど見られず，集団内で近親交配を繰り

返してきたと推測され，集団内の変異は少ない

と考えられる．このような経緯からイスミスズ

カケでは多型が少なく検出に至らないものと考

えられた．マイクロサテライトマーカーの開発

過程でイスミスズカケで作成したマーカーを近

縁のトラノオスズカケで試したところ多型が認

められる場合もあった．そこで，イスミスズカ

ケ集団で個体レベルの多型が検出できる遺伝

マーカーの開発を目指し，個体レベルの多型

が検出できることがわかってきた FLOWERING 

LOCUS T (FT) 遺伝子の第 2 イントロンを増幅

する PCR プライマーの作成を進めている．ま

た，マイクロサテライトマーカーについても，

次世代型 DNA シーケンサーを用いたトランス

クリプトーム解析を行い，50 程度の新たなマ

イクロサテライトマーカー候補配列を作成し，

現在開発を進めている．

　イスミスズカケの公表により， 1 つしかない

自生地が一般に晒される可能性があり，山野草

愛好家や業者に荒らされたり乱獲される可能性

を否定できない．しかし，保護のためにはレッ

ドデータリスト，レッドデータブックに掲載す

る必要があり，そのためには新種として記載す

る必要もあるため，公表に至った．保全のため

の準備ができていない状態で発表したが，千葉

県いすみ市教育委員会，千葉県生物多様性セン

ター，千葉県立中央博物館とともに保全活動を

進めた．

　イスミスズカケの新種記載のために採集した

個体は，小石川植物園，京都府立植物園，富山

県中央植物園で域外保全 ･ 系統保存されること

となった．

　2011（平成 23）年度は今後の保全活動のた

めの調査と準備を行った．イスミスズカケは人

による乱獲などの可能性のほか，河川に隣接す

る斜面に生育するという立地から，河川増水な

どによる自生地の破壊の可能性もある．実際，

河川脇の斜面にある，徳島県つるぎ町のスズカ

ケソウ自生地では，近年の豪雨などに伴う隣接

河川の増水や崖崩れにより，自生地に大きなダ

メージを受ける事例が報告されている．これま

でのスズカケソウ自生地，保全の調査の結果，

スズカケソウは挿し木によるクローン増殖が容

易にできることがわかってきたため，イスミス

ズカケの保全には，自生地の保全と平行し，生

育域外保全をおこなうことが有効と考えられ

た．域外保全のための施設として千葉県いすみ

環境と文化のさとセンターの協力が得られた．

いすみ市の太田洋市長の許可を得て予算配分さ

れ，センター内にイスミスズカケ域外保全のた

めの栽培棚を整備した．本プロジェクトにより

保全のために必要な研究 ･ 調査と保全活動を行

った．また，環境省の環境研究総合推進費に希

少植物保全の研究グループ（京都大学，東京大

学，千葉大学の共同研究）を編成して応募した

ところ採択された（事業名：希少植物・絶滅危
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惧植物の持続可能な域外保全ネットワークの構

築）．これらの申請にあたり，イスミスズカケ

についても実験的保全計画を立てた．

　生育地が限定され，個体数も少ないイスミス

ズカケのような絶滅危惧植物では，自生地その

ものの保全だけでなく，崖崩れ河川増水などに

よる集団の喪失や人による乱獲などをも考慮

し，生育域外保全の併用が有効である．本研究

では域外保全される株と自生地の株の対応関係

や情報を管理するため，1）自生地集団の詳細

な調査を行い，測量機器（トータルステーショ

ン）を用いた自生地集団内の各個体の詳細な位

置情報と，遺伝子マーカーを用いた個体ごとの

遺伝情報を取得する．2）イスミスズカケは挿

し木による増殖，栽培が容易であることから，

調査時に生育個体に悪影響を及ぼさない範囲で

植物体の一部を採集，クローン個体を作出し，

協力栽培施設で域外保全する．自生地集団の全

個体を目標に域外保全クローン個体をつくる．

3）域外保全個体と，自生地個体の対応関係が

わかるよう，自生地調査で判明した集団内の個

体位置情報，個体ごとに取得した遺伝情報をデ

ータベース化する．4）保全活動は生育地と生

育域外の両方で行うが，域外保全株は将来，栽

培施設間の移動や管理者の交代が起こった場合

も個体情報の伝達が途切れないよう域外保全株

と自生地個体とデータベースの情報が常に対応

できるよう管理する．5）乱獲や環境の激変で

図 4　イスミスズカケの保全概念図．自生地の個体から挿し木によりクローン株を作成し，域外保全する．共通の個体番号を
付与し，データベース化して維持する．自生地がダメージを受けた場合は遺伝的多様性に配慮した植え戻しをおこなう

株１	 株2	

株3	 株4	

株１	

株2	

株3	 株4	

自生地	  
野生集団	

野生集団の維持管理	

挿し木により作出したクローン個体	  
野生株と域外保全株を同一番号で管理	

個体情報	  
株固有番号の付与	  
遺伝･系統情報	  
集団内の位置情報
をデータベース管理	  

域外保全	

遺伝的多様性に配慮し
た再生に用いる	
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図 5　イスミスズカケ自生地調査と域外保全株作成． A, B; トータルステーションを用いた自生地株の位置情報取得．C; 自生
地の崖に登り調査 ･ 採集をおこなった．D; 自生地各個体につけた個体番号，錆びにくく経年劣化の少ない材料を用いた．E; 測
量により得られた自生地株位置の立体図（一部抜粋）

A	 B	 C	

D	 E	

生育地の集団が打撃を受けたときには，自生地

内の詳細な個体位置情報をもとに喪失個体の遺

伝情報を把握し，同じ遺伝子型の域外保全個体

を植え戻す．本来の自生集団の遺伝的多様性に

配慮した植え戻しを行うことで，元の集団の遺

伝的構成，遺伝的多様性も含めて保全する（図

4）．

　このような計画でイスミスズカケの自生地調

査 ･ 保全と域外保全を併用することとし，本年

8 月末にイスミスズカケ自生地調査と DNA 抽

出用サンプル，域外保全用挿し木サンプルの採

集を行った．2 日間，7 人が参加した現地調査

で自生集団の半数以上，約 300 個体の自生地生

育位置情報と域外保全挿し木， DNA 抽出用サ

ンプルを採集した．これらは協力施設（千葉県

いすみ環境と文化のさとセンター）で域外保全

株を作成した．現在，域外保全栽培を行ってい

る ( 図 5）．自生地がダメージを受けたときに，

植え戻すことで，遺伝的多様性を保全した自生

地の再生ができる．2015（平成 27）年夏に再

度自生地調査を行い，全個体の調査とサンプリ

ング , 域外保全株の作成を行う予定である．
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24th Pro Natura Fund Domestic Research

The Veronicastrum noguchii preservation team by  cooperation of a citizen, a local government, and a university

Conservation biology of endangered plant
Veronicastrum noguchii sp. nov., in Chiba Prefecture

UEHARA Koichi, SAIKI Ken’ichi, KATO Akira,
NOGUCHI Shozo,  IWATA Mihoko,  AKAMURA Masanao, 

KURAMATA Takeo, KUBOTA Mieko and WATANABE Miri

The new plant of Veronicastrum discovered by Mr. Shozo Noguchi in Isumi City, Chiba Prefecture 

in 2009 carried out a new species as Veronicastrum noguchii (Uehara Saiki Ando 2013). V. 

noguchii grows only one natural habitat and specified as endangered species (EN) by the Red 

List. It is also the first endemic species in Chiba Prefecture. V. noguchii can grow from a cutting. 

We investigated natural habitat and developed a genetic marker. And we make preparation for 

preservation of V. noguchii outside the natural habitat.We investigated intensely the natural habitat 

of V. noguchii, and obtained the geographical information on 290 individuals of the population, 

and we also took a small part of plant for the study of genetic diversity and planting a cutting. 

We were planting a cutting all samples and now grown in the cultivated field in the cooperative 

facility.

Key words： Genus Veronicastrum, Veronicastrum noguchii, genetic diversity, preservation 

outside the natural habitat　
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