
Ⅰ．研究の背景と目的

ジンチョウゲ科（THYMELAEACEAE）植物は，

高緯度地方を除いて世界各地に分布し，50属

800種余りがある（米倉 2017）が，その中でジ

ンチョウゲ属（Daphne L.）はユーラシアと北ア

フリカに約 95種が分布する．日本には中国原産

のジンチョウゲを含めて 6種（変種含む，以降

同様）あり，みなジンチョウゲ節（sect. Daphne）

に属する（米倉 2017）．ジンチョウゲ節はさら

に 2つに分かれ，いわゆるナニワズ類はオニシ

バリ亜節（subsect. Pseudomezereum）に属し，日

本にはオニシバリ Daphne Pseudomezereum A. 

Gray，チョウセンナニワズ D. koreana Nakai また

はD. pseudomezereum A.Gray var. koreana （Nakai） 

Hamaya，ナニワズ D. jezoensis Maxim. の 3種

が分布するとされる（米倉 2017）．このほかに

戦前の日本領時代の南千島やサハリン南部ある

いは北海道からもナニワズとは形態が異なると

される植物が報告され，カラフトナニワズの和

名で呼ばれ D. kamtschatica Maxim. の学名が当

てられ，またカムチャッカ半島に分布する同亜

節の D. kamtschaticaそのものが北海道にも自生
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北海道内で一般に分布が知られているナニワズ類（subsect. Pseudomezereum）植物は黄色の花を付ける
ナニワズDaphne jezoensis Maxim. のみであるが，ごく限られた地域に白い花を付けるものが分布している．
現在までこの植物の分類は決定されておらず，無名のまま現状の把握もされずに絶滅の危機にさらされ
ていた．
本研究では，この植物はロシア・カムチャッカ半島に分布する D. kamtschatica Maxim. に形態的に最も
近縁であると考えてロシアでの情報収集を進めた結果，両者は形態や生態がほぼ一致することを解明し
た．
また，現在知られている唯一の産地である斜里町で調査を行ったところ，生育地は同町内の海岸林 2

か所だった．面積は 0.022 haと 0.413 ha，合計 0.435 ha，個体数は地上茎数で 196本と 2,286本，合計 2,482
本だったが，地下でつながったラメットを離れた場所に数本出しているため，遺伝子的な個体数は推定 3
～ 5分の 1となり 762～ 457個体と考えられた．
以上の結果，この植物は生育面積，個体数とも極めて限られており，緊急に保護対策が必要な植物で

あることが判明したため，今後，分類学的検討結果を正式に発表するとともに，関係行政機関等に希少
種指定等の保護対策を提案する．
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するのではないか（村田 1989）といわれるこ

ともあったが，現在は概ね否定されている．

この D. kamtschatica は，Maximowicz（1859）

がカムチャッカ半島産の標本に基づいて新種記

載したが，形態の記述が少なく，花に関する情

報もなかった．そのため，オニシバリ亜節の各

種は互いにかなり似た形態を持っていることも

あり，後代の混乱を招いたのであろうと思われ

る．その後，Hultén（1929）がより詳細な形態

を記述し，D. kamtschaticaの概要は明らかに

なった．しかし，この植物に関する研究の現状

は，分布が遠隔地で開花が早春であることも障

害となるのか，ロシアにおいてもそれ程進んで

おらず情報の少ないままとなっており，最近に

なってようやくロシアの研究者によって，初め

てと思われる開花個体の写真が出版されている

（Yakubov 2007）に過ぎない．

北海道には黄色い花を付けるナニワズ（図 1）

が全道に普通に分布しているが，オホーツク海

に面した斜里町内には白く細長い花を付けるナ

ニワズ類（図 2）が生育しており，最新のロシ

アの情報（Yakubov 2007）に照らしても D. 

kamtschaticaに非常に似ている．しかし，形態・

生態に関する情報が少なく同定に至らぬままと

なっているため一般には存在が認識されておら

ず，絶滅危惧種 ･希少種に指定されることもな

く，保護対策は全くなされていない．この植物

の存在は以前からごく少数の人たちだけに知ら

れていたが，地元の人たちは打つ手がなく見

守っているだけであった．生育地は隣接地とほ

ぼ同様な広葉樹を中心とした海岸林で大きな特

徴も無く，特殊な植物が生育しているとは認識

しがたい場所である．土地所有者も植物の存在

を知らず道路や農地へ転用されるなどして生育

地が奪われてきたため，現在のように極めて限

られた範囲のみに追い詰められていると考えら

れる．

この植物が日本新産植物であると確認できれ

ば，分布・個体数とも限られているため新たな

高ランクの希少種となる．現在も公道から近く，

農地や事業用地も隣接するという常に環境の変

化に晒される危険を伴った場所に生育してお

り，依然として脅威にさらされているため保護

対策を早急に講じる必要がある．

そこでこの研究ではカムチャッカの生育地及

びロシア極東の研究拠点であるウラジオストク

において，これまでの情報では確認できていな

い点を含めて生体・標本からデータを収集し，

この植物の分類を決定するとともに，斜里町の

現地を調査し，分布情報を把握して保護対策を

提言することを目的とする．

対象植物は今後正式に学術誌に発表する予定

であり，その後は希少種として扱われる可能性

が高いため，本報告書の中では詳細な形態や分
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図 1　ナニワズ Daphne jezoensisの花

図 2　研究対象植物の花



布情報は伏せている．

Ⅱ．研究対象と調査方法

1. 対象植物と調査地域

1）研究対象とした植物

北海道内には分類未定の Daphne属植物がい

くつか報告されている（村田 1989；Murata 

1999など）が，北海道東部網走地方の斜里町

内にも外見からはナニワズに近縁と思われるが

花色が白く，夏季休眠期に落葉が進まないなど

の特徴を持ち，黄色い花を付け，夏季休眠期に

ほぼ全ての葉を落とすナニワズとは一見して異

なる植物が分布している．今回はこの植物を研

究対象としたが，形態や生態が未知である上，

極近縁と思われる植物が国内から報告されてい

ないため，Ⅰ．で述べた情報を元にカムチャッ

カ半島に分布し極東アジアではオニシバリ亜節

で唯一白い花を付ける D. kamtschaticaが最も近

縁な植物であると仮定し，比較対象として研究

を進めた．

2）調査地

調査は北海道斜里町とロシア，カムチャッカ

半島およびウラジオストクで行った（図 3）．

斜里町では，これまでに対象植物の目撃情報

がある町内数カ所の広葉樹主体の海岸林を中心

に，同様の環境を持つ周辺地域を調査地に含め

た．面積はおよそ 5.5 haである．この地域には

オホーツク海岸沿いに並行した数本の砂丘列が

あり，一部は保安林として保護・整備されてい

るが，一部には道路や墓地などの公共施設が設

置されており，内陸側は農地や資材置き場など

として開発されている．砂丘を横切る河川は護

岸され一部は川に並行した道路が設置されてい

る．海岸線には人工的な構造物はほとんどない．

カムチャッカでは，半島南部のアパチャ村付

近およびペトロパヴロフスクカムチャツキーで

調査を行った．

2. 調査方法

斜里町での分布と分類形質を調査するため現

地調査を 4回行った．また比較のため，D. 

kamtschaticaの調査をロシアで 2017年 8月 27

日から 9月 5日まで行った．カムチャッカの生

育地現地調査とカムチャッカおよびウラジオス

トクの標本庫での標本調査を行った．

1）分布調査

対象植物の分布は，調査地域内を複数回踏査

し目視により確認した．斜里町立知床博物館と

この植物を長期間観察していた地元の方の協力

を得て，予め可能性の高い場所を選び，周辺の

類似した環境の森林内を含めてできる限り広く

踏査した．

2）個体数・開花率調査

対象植物の個体数は，分布範囲を確定した後，

すべての地上茎にナンバーテープを添付するこ

とによってカウントした．開花個体の割合は調

査地内で 500個体（地上茎）を抽出してそのう

ちの開花しているものをカウントすることによ

り求めた．

3）生育環境調査

調査地内に 20× 20 mのコードラートを設定

して生育地の林相を調査した．また，同コード

ラート内に 2× 2 mのコードラートを設定し，

下層植生を調査した．林相は 5月に 1回，胸高

以上の樹高を持つ木本植物の胸高直径と樹高を

141

図 3　調査地位置図



測定した．下層植生は 5月，6月，7月，9月

に 1回ずつコードラート内のすべての植物を確

認し，主要な植物個体の位置を記録した．

自然環境および人為的環境改変を調査するた

め，生育地内および周辺を踏査した際，林相・

植物相の概要と人為的な環境改変の程度を記録

した．

4）分類形質調査

斜里では，5月から 9月まで生育期間を通し

て観察し，形態・生態を記録するとともに標本

を採集して保存した．形態は花，葉，休眠芽，

果実，根のほか，高さ，匍匐状態を主に調査し

た．生態は繁殖様式（性表現，栄養繁殖），開

葉フェノロジー，夏季休眠様式を調査した．

ロシアでの調査は，生育地の調査を計画でき

たのが夏季のみであったことから，形態は葉，

開葉後残存している休眠芽の鱗片，果実，根，

高さ，匍匐状態を，生態は栄養繁殖様式，生育

期間後半の開葉フェノロジーを調査した．また，

簡単に生育環境を記録した．一方，標本調査で

はそれぞれの採集時期の形態についてできる限

り生体の調査と同じ項目を調査した．

Ⅲ．結果と考察

1. 斜里での調査

1）分布

調査の結果，対象植物は 2か所で見つかった．

2地点はいずれも斜里町内の海岸林で，直線で

約 2.5 km離れており，面積はそれぞれ 0.022 ha

と 0.413 ha，合計 0.435 haだった．2か所以外

では過去に観察された場所でも確認できず，最

近 10年間で生育地は減少していることが示唆

された．

2）個体数・開花率

分布を確認した 2地点で行った個体数カウン

トの結果，地上茎数は 196本と 2,286本，合計

2,482本だった．生態観察の結果，この植物は

地下でつながったラメットを離れた場所に数本

出している（図 4）ため，遺伝子的な個体数は

推定で地上茎数の 3～ 5分の 1となり 762～

457個体と考えられた．開花調査の結果，花を

付けた地上茎を 61本確認し，開花率は 12.2 %

（61/500）だった．

開花率から成熟個体数を推定すると，地上茎

数からは 302（2,482× 12.2 %）となる．しかし，

複数の開花地上茎を持ったジェネットも存在す

ることから，遺伝子的な成熟個体数はこれより

も少なくなる．観察からは成熟したジェネット

は開花地上茎を複数持つことが多いことから，

仮に 50 %の成熟ジェネットが開花地上茎を 2

本持つとすると，実際の成熟個体数は 226個体

程度となる．この点はさらに調査する必要があ

るが，ジェネットを掘り出して広がりを調査す

ることは，植物に大きな負担を掛ける恐れがあ

り控えている．ここでは安全を考えて 200個体

程度と少なく見積もっておくこととする．

3）生育環境

林相および下層植生の調査結果を表 1に示し

た．いずれもミズナラ Quercus crispula Blumeに

加え，エゾイタヤ Acer pictum Thunb.やヤマナ

ラシ Populus tremula var. sieboldii （Miq.） Kudôが

優占した広葉樹林で夏季は林内が比較的暗くな

る．海岸に近いほど樹高が低くなるが，木本類

の本数は多い．林床の優占種がトクサ Equisetum 
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図 4　地上茎と地下の連結状態



arvensa L.やクマイザサ Sasa senanensi （Franch. 

et Sav. Rehder）の部分では対象植物は少なく，

他種木本の稚樹が多い場所で対象植物も多かっ

た．

人為的な環境としては，道路と公共施設の存

在が重要と考えられた．2か所とも 40 m以内

に道路があり，一方は森林により隔てられてい

るが他方は道路敷地の伐採によってかなり明る

くなっている．また近くにある施設周辺の植え

込みが生育地から 20 m以内に迫っている．生

育地内の一部では過去に保安林整備事業で植林

が行われている．河川工事箇所や農地等の産業

に利用されている土地からは約 60 mおよび

180 m離れ森林で隔てられている．

4）形態

対象植物の最大の特徴は花が白いことであ

り，萼裂片の長さが萼筒よりもかなり短いこと

である．繁殖様式では，雌雄同株で根（または

地下茎）を伸ばして離れたところにラメットを

形成する．夏期に休眠芽を作って枝の伸長を止

めるが，その間の落葉はあまり進まず通常は裸

木となることはなく（図 5），晩夏に新葉を開

くまで葉がないナニワズ（図 6）とは大きな相

違点となっている．

2. ロシアでの調査

1）現地調査

D. kamtschaticaの現地調査は 2017年 8月 29

日にカムチャッカ地方の中心都市，ペトロパヴ

ロフスクカムチャツキーから 100 kmあまり東

方のアパチャ村周辺で行った．西海岸からやや

内 陸 に 入 っ た 平 地 に シ ラ カ ン バ Betula 

platyphylla Sukaczevを中心とした広葉樹林が広

がっており，その中に草地が点在する環境で

あった．付近に市街地や農地はなく，道路以外

の人工物もほとんどなかった．D. kamtschatica

はクロミノウグイスカグラ Lonicera caerulea L. 

subsp. edulis （Regel） Hultén var. emphyllocalyx 
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木本類本数* 上層樹高 樹種構成 林床優占種

地点1 3,700 　7m ミズナラ優占 トクサ

地点2A 3,600 16m
ミズナラにヤマナラ
シ，エゾイタヤ混生

クマイザサ

地点2B 13,000 16m
少数のミズナラ大径
木にエゾイタヤ混生

エゾイタヤなど
木本の稚樹

表 1　生育地の林相・下層植生．*ha当たり，胸高以上

図 5　研究対象植物の休眠芽開序の様子

図 6　ナニワズ Daphne jezoensisの休眠芽開序の様子



（Maxim.） Nakai やオノエヤナギ Salix udensis 

Trautv. et C.A.Mey. 等が混生する草地の中に散

在しており，案内してくれた現地の研究者によ

るとそれほど珍しいものではないとのことで，

少し歩くと赤い実を付けた状態で多数見つかっ

た．現地では根の状態を確認して一株の広がり

を推定するとともに開葉の状態を調査し，写真

撮影・標本採集を行った．調査箇所は 2か所で，

標本を 11点採集した．

調査の結果 D. kamtschaticaは，長いもので

2 mに達する根もしくは地下茎を伸ばしてラ

メットを形成しており，ジェネットは大きなも

ので 3.5 m2になり，6本の開花茎を立てている

と見積もられた．調査時には開葉および来春開

く蕾の形成が進んでいたが，側枝には休眠芽の

芽鱗が残っているものが多く，蕾の直下に芽鱗

を残している枝も見られた．この形態は休眠芽

を作って夏季の休眠を行った後，数枚の葉を展

開し，続いて蕾を付けるナニワズと同じである

ことがわかった．一方，果実と蕾の間には多く

の葉を付けており，夏季休眠を経ても春季に開

いた葉が多く残っていることを示していた．

2）標本調査

調査した標本庫は，ウラジオストク植物園研

究所標本庫（VBGI），ロシア科学アカデミー極

東支部生物学土壌学研究所標本庫（VLA），同

支部太平洋地理学研究所カムチャッカ支所標本

庫（KAM）の 3か所で，調査した D. kamtschatica

の標本数は VBGI 4点，VLA 5点，KAM 14点

の合計 23点だった．標本の採集日は 5月下旬

から 9月下旬まで連続したものがあったので，

標本から開葉フェノロジーを推定することがで

きた．すなわち，5月末に開花し始め 7月中旬

まで花期が続く．その後結実，休眠芽を作って

休眠に入り，7月下旬から 8月中旬にかけて休

眠芽が開き，新しい葉に続いて蕾を付ける．そ

の後 9月下旬までは開葉が続く．

3. 同定

白い花を付けるオニシバリ亜節植物は日本か

ら知られておらず，白花品種でない限り新産植

物である．対象植物とナニワズ，D. kamtschatica

の分類形質から比較のために重要と思われるも

のを表 2に示した．ここに挙げたどの形質を見

ても対象植物にはナニワズと共通するものはな

く，D. kamtschatica に近縁なことが分かる．

以上より，本研究では形態的・生態的特徴か

ら北海道斜里町に生育する対象植物が D. 

kamtschatica である可能性が高いことが判明し

た．今後 DNA解析等でデータを補強し，ほか

に近縁な植物がないか分類学的検討の詰めを

行って種を確定し，結果を学術誌に発表する．

4. 希少性と生育地の現状評価

1）希少性の検討

文献調査や可能な範囲の聞き取り調査結果で
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比較形質
ナニワズ

Daphne jezoensis D. kamtschatica 研究対象植物
D. sp

花色 黄 白 白

萼裂片の長さ 萼筒とほぼ同長 萼筒より短い 同左

性表現 雌性両全性異株 雌雄同株 同左

夏季休眠中の葉の数 ないか，わずか
10数枚，春に開葉したもの
がかなり残っている

同左

栄養繁殖様式 根元萌芽
根もしくは地下茎を伸ばして
離れた場所に娘株を作る

同左

表 2　分類形質の比較



は，対象植物の確実な産地は国内では斜里町の

みである．群落は 2か所のみで面積は 0.4 ha程

度と極めて小さい．生育地での地上茎の密度は

高いが，遺伝的には 1000個体以下と見積もら

れ，成熟個体数（遺伝的）は 200個体程度と推

定された．さらに，過去 10年で消滅した群落

が少なくとも 2か所あり，ここではこの影響に

よる成熟個体の減少を 25 %以上とする．

これらの条件を環境省レッドリストカテゴ

リーと判定基準（環境省 2015）の定量的要件

に照らすと，絶滅危惧ⅠA類（CR）の C．「個

体群の成熟個体数が 250未満であると推定さ

れ」，さらに 1．「3年間もしくは 1世代のどち

らか長い期間に 25 %以上の継続的な減少が推

定される．」に該当する．同定性的要件でも「①

既知のすべての個体群で，危機的水準にまで減

少している．」に該当し対象植物の希少性は絶

滅危惧ランクが最も高い絶滅危惧ⅠA類（CR）

と考えられる．

2）生育地の現状

立地は海岸砂丘上のミズナラを主体とした海

岸林で，自然環境としてはかなり厳しいものと

考えられる．夏季にはかなり暗い環境で侵入し

てくる植物種は限られており，倒木などで多少

明るくなっても海からの風などの厳しい環境に

耐えられない植物の侵入は限られている．した

がって周辺を含めてイネ科，キク科の外来種な

ど対象植物を被陰するような大型植物の侵入は

見られない．在来のクマイザサが繁茂する場所

では対象植物が被陰されているが，クマイザサ

の下でも更新個体が見られ共存していると考え

られる．

林相はこの地域の一般的・極相的な海岸林で

あり，今後の植生遷移の可能性も少なく，大き

な気象害がない限り安定した環境で推移するこ

とが期待される．

3）保護対策の必要性

本研究の結果，この植物は生育面積，個体数

とも極めて限られており，緊急に保護対策が必

要な植物であることが判明した．保護対策に関

しては，今後の分類学的な結論の如何（新産種，

新品種等）に関わらず高ランクの希少植物であ

ることは間違いなく，土地所有者や保護行政担

当者等に希少種存在の認識を促して対策の検討

を進めることが重要である．

生育地は国有林であり，保安林に指定されて

いるため，生育地内で直接大きな人為的環境改

変が行われる心配は少ない．しかし，現在の生

育地の一部には過去の事業によって土壌改良と

植林が行われている．この事業地にはその後こ

の植物が侵入・定着しているのが見られること

から，生育環境への影響は少なかったと思われ

るが，保護の観点から森林所有者への注意喚起

は特に重要である．

Ⅳ．保護対策の可能性

この植物保護に関係する公的機関としては，

地元斜里町，土地所有者の国有林，希少生物保

護の総括機関である環境省，直接の保護行政担

当である北海道がある．当面の保護対策として

は環境省が定期的に行っているレッドリストの

見直しに合わせて情報を提供し，希少種として

公表，保護を訴えることができる．北海道へは

希少種保護の担当部局である環境生活部環境局

生物多様性保全課と希少種保護の推進を目的と

して設置している北海道希少野生動植物保護対

策検討委員会へ情報を提供し，北海道版のレッ

ドリストに掲載することを提案するとともに道

条例等による保護の検討を促すことが考えられ

る．当該国有林を管理する北海道森林管理局と

網走南部森林管理署へは，希少種の存在と生育

箇所を知らせ，保護対策や事業との調整を促す

ことが考えられる．地元斜里町では，現在も博
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物館の自然環境調査業務としてこの植物の現

状・推移の把握等を行っている．周辺では過去

にスポーツ公園や墓地の整備，河川工事とそれ

に伴う作業道の設置などの開発行為があった．

この様な大きな環境の改変があると生育環境は

完全に失われる．現在の生育地内でのこの様な

開発行為は森林法で禁じられているが，周辺地

域での生育地の発見も想定して森林の開発には

留意する必要がある．地元自治体にはこの様な

開発行為と希少種保護の調整役を行政全体とし

て期待したい．

また，現存する生育地を保護することはもち

ろんであるが，今後この植物の存在を公表する

ことにより，道内他地域，あるいは道外での分

布情報が得られる可能性も生まれ，保護対策も

順応的に進める必要が生じる．
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Taxonomic study and proposals for protection measures of the 
endangered Daphne plant (Thymelaeaceae) the distribution of which 

has not previously been observed in Japan

NITTA Noritoshi, WAKITA Yohichi, TANAHASHI Ikuko, 
NARITA Ayu, TAKEUCHI Fumio and HAYAMIZU Masato

While the only subsect. Pseudomezereum species known in Hokkaido is Daphne jezoensis Maxim. which has 
yellow flowers, another species with white flowers has been observed in a limited area. It has not been identified or 
its distribution has not been studied yet, and it is threatened with extinction. 

We have gathered data in Russia under the assumption that D. kamtschatica Maxim. which is distributed in the 
Kamchatka, is the closest related species to this species morphologically and determined that their morphological 
and ecological traits approximately conform each other. 

In addition, we studied this species at Shari Town in eastern Hokkaido, its only habitat known in Japan. Our 
estimates indicate that it grows in two parts of coastal forest having an area of 0.022 ha and 0.413 ha, and its 
population is 196 and 2,482. Its genetic population is estimated from 457 to 762 on the basis that each individual has 
three to five ramets connected underground at some points distant from it.

Our study concludes that this plant has an extremely limited habitat size and population, and needs immediate 
protection. As a result, we are publishing this conclusion and proposing protection measures like designating it an 
endangered species to the administrative agencies responsible for nature conservation.
Keywords: Subsect. Pseudomezereum, The Kamchatka, Morphology, Ecological traits, Population, Habitat size
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