
Ⅰ．はじめに

オオウメガサソウ Chimaphila umbellataは，

ツツジ科の常緑小低木で（図 1），ヨーロッパ，

アメリカなどの北半球の冷温帯域の針葉樹林に

広く分布し，国内では北海道，青森，岩手，茨

城県の一部の地域に隔離分布する（図 2）．

茨城県はオオウメガサソウの国内の分布の南

限であり，種の保全上重要な生育地である．県

内ではひたちなか市，東海村の 2ヶ所のみが知

られており，ひたちなか市の生育地は特に大き

な群落である．当該地は海岸砂地のアカマツ林

床で，蘚類のハイゴケ Hypnum plumaeformeな

どと混生しているが，マツ枯れなどにより生育

環境が失われ，個体数は年々減少傾向にあり，

種子発芽による新規個体もみられない．このこ

とから，南限地においてオオウメガサソウの保

全を検討する上では，本種の生態を解明する必

要がある．

絶滅の危機に瀕した南限地のオオウメガサソ

ウの個体群が安定的に持続するためには，現存

個体群を維持するのみでなく，生育適地におい

て種子からの発芽個体を増やし，遺伝的多様性
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オオウメガサソウは部分的菌従属栄養植物であり，発芽時の栄養供給に菌の関与が必要と考えられる．
本種は北半球に分布し，日本では北海道，青森，岩手，茨城県にみられる．分布の南限地，茨城県ひた
ちなか市では個体数が激減し，絶滅の危機にある．
南限地での発芽条件を明らかにするため，2018年秋採集の種子を包んだパケットを様々な環境に埋め，

5ヶ月後と 10ヶ月後に回収し，発芽の有無を観察した．その結果，胚が膨張し種皮を破る発芽初期の状
態の種子が確認されたが，発芽時に関与する菌や発芽に適した環境条件の特定のためには，今後も調査
を継続していく必要がある．
また，南限地と北方（北海道・青森県）の個体群の繁殖状況を比較するため，2019年 7～ 8月に更新

状況調査を行った．この結果，いずれも実生による更新は確認できなかったが，北方の生育地のほうが，
個体の生育密度・開花数・ポリネーターが多く，種子繁殖の可能性が高かった．南限地ではポリネーター
の不足を補う人工授粉が効果的だと考えられる．さらに，次世代シーケンサーを用いて遺伝的集団構造
の解析を行った結果，南限地の個体群は遺伝的にほとんど均一で，北方に比べて遺伝的多様性が低いこ
とから，早急に保全策を講じる必要がある．
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を確保することが重要である．しかし茨城県東

海村の生育地では，親個体の遺伝子解析の結果

から遺伝的多様性がほとんどなく（糟谷ほか

2013），クローン繁殖している可能性が高い．

ひたちなか市の自生地も同様と考えられ，現存

個体群の維持，種子繁殖適地の解明，遺伝的多

様性の確保が喫緊の課題といえる．

オオウメガサソウは，埃種子（ダストシード）

と呼ばれる微細な種子をもち，種子発芽の時に

特定の種類の菌類から栄養供給を受ける必要が

ある部分的菌従属栄養植物である．本種はマツ

科の樹木の根に随伴する菌類に栄養供給を依存

していると考えられている．本種に近縁なベニ

バ ナ イ チ ヤ ク ソ ウ Pyrola asarifolia subsp. 

incarnataは，親個体は多様な菌類と菌根を形

成し栄養を獲得しているが，種子発芽に際して

は限られた腐生菌の一種のみから栄養供給を受

けている（Hashimoto et al. 2012）．オオウメガ

サソウについても，種子発芽に関わる菌類相は，

親個体の菌根菌と異なる可能性がある．オオウ

メガサソウは，これまでの研究から，親個体は

同所的に分布する多様な菌根菌に栄養供給を依

存していることが明らかとなっているが（本多・

奈良 2018），種子発芽の際に必要な菌類の種類

は全く不明である．

南限地の生育地で本種の遺伝的多様性が失わ

れつつある中，数少ない種子を有効に活用し，

種子からの繁殖生態を明らかにすることの重要

性・緊急性が高い．茨城県の生育地で，本種が

種子から増えない理由として，かつて生育して

いた発芽に関わる菌類が現在は存在しない，あ

るいは存在しても少なく，その菌類のコロニー

内に種子が散布されていないなどの可能性があ

る．そこで，本種が種子から発芽する条件や，

発芽に関わる菌類相を明らかにするため，野外

播種試験（辻田・遊川 2008）を実施した．こ

の手法は，ラン科植物などの微細種子を持ち，

発芽に菌類の存在が不可欠な植物の野外におけ

る発芽生態を解明するために近年様々な種につ

いて用いられている（庄司ほか 2019）．さらに

親個体の菌根菌と比較することで，発芽とその

後の成長の生物間相互作用を明らかにし，種子

からの保全手法を検討することを目標とした．

また，北方の生育地と南限の生育地で，繁殖
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図 1　オオウメガサソウ

図 2　オオウメガサソウの国内における分布



生態と遺伝的集団構造を比較し，南限地の地域

的な特徴を明らかにすることにより，地域に適

した保全手法を検討することを目標とした．

Ⅱ．方法

本研究は南限地にて野外播種試験を行うとと

もに，北方の生育地との繁殖生態の比較調査を

行った．研究の流れを図 3に示す．

1. 野外播種試験

試験は，茨城県ひたちなか市（国営ひたち海

浜公園）にて行った．2018年 8月（事前調査）

にオオウメガサソウの種子を採取し，種子の活

性を Triphenyl tetrazolium chloride（TTC）溶液

によって調べた上で，2018年 10月までに種子

パケットを作成した．2018年 11月 13日にひ

たち海浜公園内に種子パケットを埋設，これを

播種とした．播種試験地は，オオウメガサソウ

の生育するアカマツ林のほか，生育がみられな

い砂丘植生（クロマツ低木林，ハイネズ群落），

植栽樹林（クロマツ・スダジイ混植林），落葉

広葉樹林（ヤマナラシ林）の 4区分とし（図 4），

1地点あたり 8個を地表面から 5～ 10 cmの深

さに埋設した．

試験地では，環境条件として林冠構成樹種，

マツの林齢タイプとマツ枯れの有無，A0層の

有無，コケの有無を観察し，相対照度，地表面

から 10 cmの深さまでの土壌 pHおよび EC，

地温を調べた．相対照度は 2018年 6月 9日・

23日に照度計（Model HD450, Extech Instruments）

を用いて測定し，土壌 pHおよび ECは 2018年

12月 19日に採取した土壌を室内に持ち帰り，

コンパクト pHメーター（LAQUA twin pH-33B 

HORIBA）とコンパクト電気伝導率計（LAQUA 

twin EC-33B HORIBA）を用いて測定した．地

温については，2018年 12月 19日～ 2019年 10

月 10日の約 10ヶ月間，4時間おきに，データ

ロガー式の地温計（サーモクロン Gタイプ，

株式会社 KNラボラトリーズ）を用いて計測し

た．

翌年 2019年 5月 2日（播種より 6ヶ月後）

および 9月 14日（播種より 10ヶ月後）に，埋

設した種子パケットを金属探知機により探し出

し，1回あたり原則として 2個を回収した．種

子パケットは室内に持ち帰り，実体顕微鏡を用

いて発芽状況を観察した．発芽ステージは，伊

藤ほか（2019）に従い，ステージ 2以上を発芽
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図 3　研究の流れ
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図 4　播種試験地の植生

アカマツ林

植栽樹林 落葉広葉樹林

砂丘植生

表 1　発芽ステージ区分

ステージ区分 特徴
ステージ1 （S1） 胚が膨らみ，伸⻑する。
ステージ2 （S2） 種皮が破けて，胚が露出する。（発芽とみなす。）

図 5　発芽ステージ

ステージ 1 ステージ 2



とみなした（表 1および図 5）．スウェーデン

で同様の野外播種試験を行った Johansson et 

al.（2017）は，ステージ区分について，種皮を

破って発芽したものをステージ 1としている

が，本研究では，発芽初期の状態を詳細にとら

えるため，より細かいステージ区分を行うこと

とした．Johansson et al.（2017）のステージ 1は，

本研究でのステージ 2に該当する．

発芽した種子は Tris-EDTA（TE）バッファー

に入れて -20 ℃で冷凍保管した．Izumitsu et al. 

（2012）の方法に準じて抽出し，核リボソーム

DNAの internal transcribed spacer（ITS）領域を

PCRで増幅して発芽に関わる菌類を特定した．

2. 繁殖生態調査

繁殖生態の地域的な特徴を明らかにするた

め，北方と南限のそれぞれの生育地で，個体群

の更新状況を調べた．北方の調査対象地は，北

海道苫小牧市（ウトナイ湖）および千歳市（南

千歳），青森県下北郡東通村（猿ヶ森ヒバ埋没

林および大沼）の自生地，南限地は茨城県ひた

ちなか市（ひたち海浜公園）とした．北方の生

育地の様子を図 6に示す．

オオウメガサソウ生育地の植生を表 2にまと
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図 6　北方の生育地

ウトナイ湖（北海道）

猿ヶ森ヒバ埋没林（青森県）

南千歳（北海道）

大沼（青森県）

表 2　オオウメガサソウ生育地の植生

地名 調査地名 植生
 北海道苫小牧市  ウトナイ湖  ミズナラ林
 北海道千歳市  南千歳  シラカンバ林
 ⻘森県下北郡東通村  猿ヶ森ヒバ埋没林  クロマツ林

 大沼  クロマツ林
 茨城県ひたちなか市  ひたち海浜公園  アカマツ林



めた．ウトナイ湖や南千歳の生育環境は，ミズ

ナラ Quercus crispulaまたはシラカンバ Betula 

platyphylla var. japonicaを主体とした落葉広葉

樹林で，猿ヶ森ヒバ埋没林や大沼の生育環境は，

クロマツ Pinus thunbergii にアカマツ Pinus 

densifloraが混じる針葉樹林であった．一方，

南限のひたち海浜公園は，アカマツを主体とし

た針葉樹林に，落葉広葉樹が侵入している環境

である．また，南限地では林床にオオウメガサ

ソウが点々と生育しているが，北方の自生地は，

林床にオオウメガサソウがマット状に群生し，

他に混生する種は少なかった．

各調査地において，オオウメガサソウの群落

内に 50 cm×50 cmのコドラートを設定し，実

生発生数（実生更新レベル），シュート（地上茎）

数およびそのシュート年数（発生経過年数），

開花シュート数，結実シュート数を記録した．

シュート年数は，輪生状に着いた葉の段数によ

り，当年生，2年生，3年生，4年生以上とした．

調査は，南限地のひたち海浜公園においては

2019年 6月および 8月，北方の調査地におい

ては同年 7月に実施した．

また全ての調査地において訪花動物を記録す

るため，タイムラプスカメラ（TLC200PRO，

Brino）を仕掛け，撮影を行った．ひたち海浜

公園では 5月 28日～ 6月 30日の 34日間，10

秒間隔で，猿ヶ森ヒバ埋没林では 7月 13日～

14日の 2日間，5秒間隔で，ウトナイ湖では，

7月 18日～ 19日の 2日間，2秒間隔で，およ

び南千歳では 7月 20日の 1日間，2秒間隔で

撮影を行った．

3. 遺伝的構造の解析

北方の生育地である北海道苫小牧市（ウトナ

イ湖）および青森県下北郡東通村（猿ヶ森ヒバ

埋没林）と，南限の茨城県ひたちなか市（ひた

ち海浜公園）にて，親個体の葉を採集し，遺伝

的構造の解析を行った．試料は，ウトナイ湖に

て 2，猿ヶ森ヒバ埋没林にて 2，ひたち海浜公

園にて 4の計 8点を収集し，1試料あたり 1～

5枚の葉を含めた．1つの地域内では，群落の

広がりの範囲内でできるだけ離れた地点から採

集した．その距離は，ひたち海浜公園で 1.5 

km，ウトナイ湖で 50 m，猿ヶ森ヒバ埋没林で

100 mであった．北方の生育地のうち，ウトナ

イ湖は 2017年 10月 19日，猿ヶ森ヒバ埋没林

は 2018年 10月 23日～ 24日にかけて，あらか

じめ採取したものを用い，ひたち海浜公園は

2019年 1月 5日に採取を行った．

試料は凍結乾燥後粉砕し，DNAを抽出した

後，NextSeq 500（illumina）を用いて Suyama 

and Matsuki（2015）のMig-seq（Multiplexed ISSR 

Genotyping by Sequencing）法によるゲノムワイ

ドの SNP分析を行った．そして，Structure2.3.3

（Pritchard, et al. 2000）を用いて遺伝的構造を解

析し，Structure Harvester version 0.6.93（Earl and 

vonHoldt 2011）により Delta K値（Evanno et al. 

2005）と尤度（LnP （K）, Pritchard et al. 2000）を

算出し，最適な遺伝的系統の数（K）を推定し

た．その後 Structure Harvester Web v0.6.94およ

び Structure Plot v2.0 BETA（Earl and vonHoldt 

2011）を用いて解析結果を可視化した．

Ⅲ．結果

1. 野外播種試験

播種後の経過月数による発芽率の変化を，表

3に示す．6ヶ月後は胚の膨張はみられた（ス

テージ 1）ものの発芽は観察されなかったが，

10ヶ月後には多くの発芽（ステージ 2）がみら
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表 3　経過月数による発芽状況の変化

6ヶ月 10ヶ月
S1 135 335
S2 0 921

パケット数（個） 39 39

発芽ステージ
個体数（個）



れた．

播種場所の環境区分ごとの環境条件を表 4に

示す．土壌環境について，アカマツ林と植栽林

は酸性，砂丘植生は塩基性，落葉樹林は中性と

なった．また，植栽樹林は他の植生タイプに比

べて ECが高く，富栄養化していると推察され

る．また，植栽樹林は暗く地温変化が少ないが，

砂丘や落葉樹林は明るく地温変化が大きい．さ

らに，アカマツ林は明るく，地温変化が小さい．

植生別の発芽状況を図 7に示す．播種 10ヶ

月後の時点で発芽個体数が最も多いのは，オオ

ウメガサソウの生育がみられるアカマツ林で

あったが，他の環境との顕著な差はみられな

かった．また，マツの林齢，マツ枯れの有無，

A0層の有無，コケの有無による発芽個体数の

違いもみられなかった．

発芽個体について菌根菌の同定を試みたとこ

ろ，担子菌門のロウタケ目（Sebacinales），ト

レキスポラ目（Trechisporales），アテリア目

（Atheliales），子嚢菌門のビョウタケ目（Helotiales），

Cladophialophora属，Meliniomyces属などの多

様な菌類が確認された．これらの中には，オオ

ウメガサソウに近縁なイチヤクソウの仲間から

確認されている菌と共通するものもあった

（Johansson et al. 2017）．しかしながら，発芽個

体が微小で発芽初期の状態のため，いずれも発

芽に関わる菌とは断定できず，確実な菌根菌の

特定には至らなかった．発芽時の栄養供給に関

与する菌を特定することが今後の課題である．

2. 繁殖生態調査

北海道，青森県，茨城県，全ての調査地にお

いて，実生は確認されなかった．しかしながら，

コドラート内で当年生のシュートが多数確認さ

れたことから，更新は主にシュートによって行

われていると推察される．北方の生育地では，

南限地の個体群と比較して，単位面積当たりの

シュート数が多く，特に 3年生以上のシュート

の割合が高かった（図 8）．このことから，個

体の寿命が長いと推察される．また，開花・結

実シュート数ともに，多い傾向がみられた（図

9）．このため，北方の生育地は種子による繁殖

が行われている可能性が高いと推測される．

訪花動物については，北方の生育地では主に，

マルハナバチの仲間の訪花が確認された（表 5，

図 10，図 11，図 12）．マルハナバチの仲間の体

毛には多数の花粉が付いていることが確認され

たため，ポリネーター（花粉媒介者）として役

立っていると推察される．一方南限地では主に，
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図 7　環境区分別の発芽状況（1パケットあたりの平均）

1パケットあたり（平均）

6ヶ月 10ヶ月 6ヶ月 10ヶ月 6ヶ月
S1 3.310345 7 5.833333 17.16667 2
S2 0 25.7 0 17.16667 0
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表 4　播種地の環境条件

環境条件 アカマツ林 砂丘植生 植栽樹林 落葉広葉樹林
pH 5.1 8.0 5.3 6.3
EC(μS/cm) 19.6 36.2 147.1 14.6
相対照度(％) 41.7 60.0 1.4 22.4
平均地温(℃) 15.1 16.3 14.5 15.3
地温差（最高-最低）(℃) 31.4 43.8 29 44



アリの仲間やワラジムシ Porcellio scaberが確

認されたが，花粉の付着は確認できなかった．

3. 遺伝的集団構造の解析

北海道，青森県，茨城県の個体群の遺伝的集

団構造を解析した結果，遺伝的系統の数を 7

（K=7）としたとき，Delta Kと LnP（K）の値が

最大になった．このことから，これらには 7種

類の遺伝的系統があることが推定された．図

13は，それぞれの系統を色分けして示したも

ので，横軸は各株の採集地，縦軸は各株を構成

する 7種類の系統の占める割合を示す．

これら 3集団は，7種類の系統の含まれる割

合が異なっていることから，遺伝的に分化して

いることが分かる．黄色いバンドはすべての地
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図 10　ウトナイ湖（北海道）の訪花動物

エゾコマルハナバチ エゾオオマルハナバチ

表 5　訪花動物の種類

ウトナイ湖・南千歳 猿ヶ森 ひたち海浜公園
 ヤドリバエ科の一種  クモガタヒョウモン    ハエの仲間
 ハエの仲間  アリ科の一種    アリの仲間
 アリ科の一種  オオマルハナバチ（※）    ワラジムシ
 エゾコマルハナバチ（※）  トラマルハナバチ（※）
 セイヨウオオマルハナバチ（※）  マルハナバチの仲間（※）
 エゾオオマルハナバチ（※）  ハナバチの仲間
 エゾトラマルハナバチ（※）  ワラジムシ

※ 体への花粉の付着が観察された種類（ポリネーター）

図 8　シュート年数（割合）の比較
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図 9　開花・結実シュート数（合計）の比較
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図 12　ひたち海浜公園（茨城県）の訪花動物

ワラジムシ アリの仲間

図 11　猿ヶ森ヒバ埋没林（青森県）の訪花動物

トラマルハナバチ オオマルハナバチ

図 13　日本産オオウメガサソウ（8株）の遺伝的集団構造．K=7は遺伝的に 7種類の系統があることを示し，それぞれを色分

けして示した．横軸は各株ごとの採集地，縦軸は各株を構成する 7種類の系統の占める割合を示す．1つの株でも，複数の遺

伝的に異なる系統が混ざり合ったものがある．ひたち海浜公園の集団は遺伝的にほぼ均一であるが，猿ケ森とウトナイ湖の集

団は遺伝的に多様である．また，これら 3集団は遺伝的に分化している．ベイズの Structure解析法により，Structure Harvester 

Web v0.6.94および Structure Plot v2.0 BETAを用いて可視化した．

ひたち海浜公園 猿ヶ森 ウトナイ湖

K=7

図1. 日本産オオウメガサソウ（8株）の遺伝的集団構造。

K = 7は遺伝的に7種類の系統があることを示し，それぞれを色分けして示した。横軸は各株ごとの
採集地，縦軸は各株を構成する7種類の系統の占める割合を示す。1つの株でも，複数の遺伝的に

異なる系統が混ざり合ったものがある。ひたち海浜公園の集団は遺伝的にほぼ均一であるが，猿ケ
森とウトナイ湖の集団は遺伝的に多様である。また，これら3集団は遺伝的に分化している。ベイズ
のStructure解析法により，Structure Harvester Web v0.6.94およびStructure Plot v2.0 BETAを用いて
可視化した。

LnP (K): -23395.4
Delta K: 57.7



域の集団に含まれる系統であり，かつてはオオ

ウメガサソウの分布が連続的で，地域間で交流

があったことが示唆される．南限地であるひた

ち海浜公園は，この系統が優占していることか

ら，他地域から孤立して取り残されることに

よって，遺伝的に均一化したと推察できる．こ

のように，南限地の個体群は遺伝的に脆弱に

なっており，早急に保全策を講じる必要がある．

また，南限の茨城県の集団は，1つの系統が

優占していることから，遺伝的にほぼ均一であ

るが，青森県猿ヶ森と北海道ウトナイ湖の集団

は遺伝的に多様な系統を含んでいる．これは，

種子による繁殖の頻度の違いを表していると考

えられ，南限地では，種子繁殖の頻度が少なく

（＝クローン等，無性的に増えている），北方の

生育地，特に青森県猿ヶ森は種子繁殖の頻度が

高いためと推測できる．

Ⅳ．考察

野外播種試験の結果より，オオウメガサソウ

の初期の発芽は，アカマツ林，砂丘植生，植栽

樹林のいずれの場所でも確認することができ

た．本研究に先行して実施した調査（伊藤ほか

2019）では，オオウメガサソウの初期発芽の場

所として，アカマツ若齢林，砂丘のクロマツ林，

植栽樹林，落葉広葉樹林，草地など様々な環境

が挙げられている．

しかしながら，発芽個体から得られた菌根菌

はいずれも，発芽時の栄養供給に関与する菌と

特定することはできなかった．Johansson et 

al.（2017）は，スウェーデンでオオウメガサソ

ウの野外播種試験を行い，播種から 3年間で，

発芽後の幼若個体の伸長と分枝までを確認して

いる．さらに，発芽の初期は様々な菌根菌を利

用するものの，その後の成長の際にボトルネッ

クがかかり，特定の菌との関係を有するように

なる可能性を示唆している．このことから，ス

テージ 2より進んだ幼若個体の菌根菌が重要で

あると推察される．伊藤ほか（2018）は，ラン

科植物のキンラン Cephalanthera falcataを対象

とした野外播種試験で，発芽試験の結果が出る

までには 3年は必要としている．菌従属栄養植

物の発芽生態を明らかにするためには長期的な

観察が必要である．今後，野外播種試験を継続

し確実に成長した幼若個体のサンプルを得るこ

とで，オオウメガサソウの発芽生態を解明して

いきたい．

繁殖生態調査の結果より，南限地でも北方の

生育地でも，実生は確認できなかったことから，

オオウメガサソウの種子が発芽する条件につい

ては，明らかにならなかった．ただし，遺伝的

集団構造の解析結果から，北方の生育地，特に

猿ヶ森では，遺伝的多様性が高く，種子繁殖の

頻度が高いことが推測されるため，かつては種

子による繁殖が行われ，実生により広がったと

推察される．今回実生が見つからなかった要因

として，種子が長期間埋土種子となり，発芽の

タイミングが毎年ではなく，ごく稀である可能

性のほか，ベニバナイチヤクソウのように

（Hashimoto et al. 2012），親個体の生育環境とは

全く異なるタイプの植生で発芽する可能性があ

る．

一方，南限地では，実生が確認できないのみ

でなく，遺伝的集団構造の解析結果から，遺伝

的多様性が著しく低く，種子繁殖はほとんど行

われていないことが明らかになった．南限地は，

種子からの保全の必要性がより高いといえる．

そのため，種子からの発芽条件を明らかにし，

発芽に適した環境に種子を播種することが，南

限地でのオオウメガサソウの保全のためには必

要であろう．

親個体の繁殖状況についてみると，北方の生

育地では，単位面積あたりのシュート数，開花・

結実シュート数，3年生以上のシュート数，い
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ずれも多く，健全であった．一方，南限地はい

ずれの数も少ないことから，個体の寿命が短く，

親個体が健全ではないと推察される．このこと

については，鈴木（1976）も指摘しており，南

限地のオオウメガサソウについて，開花率の低

さから有性生殖は稀であること，また，地上茎

の年数から北方の地域に比べて寿命が短いこと

を述べ，現状の生育環境はオオウメガサソウに

とって望ましくない可能性を指摘している．こ

のことから，現状の生育条件を改善することが

求められる．現在，地域ボランティアにより，

開花期間中を除き，オオウメガサソウに寒冷紗

をかけ，定期的に下草刈りやアカマツの植栽を

行うなどの取り組みが行われている．このよう

な活動を継続し，その効果を検証することが，

個体群の維持のために重要である．

最後に，訪花動物の観察から，北方の生育地

で頻繁に観察されたマルハナバチの仲間は，南

限地では確認できなかったことから，南限地で

は受粉がうまくいっていない可能性がある．イ

チヤクソウの仲間のポリネーターとして，マル

ハナバチが知られている（阿部・大原 2004）．

南限地で充実した果実をつけるための方法とし

て，ポリネーター不足を補うための人工授粉や，

ポリネーターとなるマルハナバチなどの昆虫を

呼ぶ森づくりが効果的であると考えられる．

Ⅴ．今後の展望

本種の種子発芽と成長に適した条件が明らか

になれば，発芽適地に人為的な播種を行い，個

体数の増加を期待することが可能となる．北方

と比較し，南限地の親個体の生育条件が良くな

い中で，少ない自生個体の種子を有効に活用し，

新たな生育地の創出を同時に検討していくこと

は，効果的な保全策である．これまで種子から

の繁殖がみられなかった南限地でも，人為的な

播種により種子が発芽に適した場所へ到達する

ことができるようになれば，オオウメガサソウ

の個体数の回復と，遺伝的な多様性の確保が期

待される．また，種子を播きだしてから発芽個

体が成長し，地上部に出てくるまでには時間が

かかると考えられるため，播きだした場所の付

近に種子パケットを設置し，定期的に掘り出し

て発芽状況を観察することにより，その成長の

様子を確認することが期待できる．

さらに，播種による保全活動を地域のボラン

ティア団体とともに行うことで，地域の植物の

保全活動を活性化していきたい．北方の生育地

と繁殖生態の比較から，南限の個体群維持のた

めには，親個体の生育条件の改善や人工授粉の

必要性が明らかになった．播種による保全活動

に，これらの活動を組み込むことで，より効果

的な保全を行うことが期待できる．

将来的には，オオウメガサソウの保全にとど

まらず，オオウメガサソウの生育環境となるマ

ツ林の造林や樹林管理を視野に入れた提案をし

ていきたい．ひたち海浜公園では，マツノザイ

センチュウにより，アカマツを主体としたマツ

林が大きな被害を受けており，その再生が急務

となっている．本種の生育に適する条件で造林

や樹林管理を行い，樹林内に播種を行うことに

より，本種の個体群の復元を期待することがで

きるだろう．当該地のマツ林には，オオウメガ

サ ソ ウ の ほ か， ハ マ カ キ ラ ン Epipactis 

helleborineなどの特徴的な絶滅危惧種が生育し

ており，マツ林再生によって，これらの種の保

全も期待される．オオウメガサソウの生育を考

えたマツ林の再生は，地域性をもった生態系の

保全にもつながる．本種の保全をマツ林再生の

プロセスへ組み込み，オオウメガサソウをマツ

林再生の指標とすることが今後期待される．
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Study on the conservation of Chimaphila umbellata (Ericaceae)  
in the southernmost limit of the grobal distribution
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Chimaphila umbellata is a partially mycoheterotrophic plant, so the involvement of fungi is necessary at the time 
of germination. This species distributes in the northern hemisphere. In Japan they are found in Hokkaido, Aomori, 
Iwate, and Ibaraki prefectures. In Hitachinaka city, Ibaraki prefecture, the southern limit of the distribution, the 
number of individuals has dropped sharply making them in danger of extinction.

In order to clarify their germination conditions in the southern limit, seed packets were buried in various 
environments in autumn 2018. After 6 and 10 months, recovered packets were examined and germination was 
confirmed. The state of the germination was in an early stage where the embryo expands and breaks the testa. It is 
necessary to continue the investigation in order to identify the environmental conditions suitable for symbiotic fungi 
and germination.

Next, in order to compare the breeding status of populations in the southern and the northern (Hokkaido and 
Aomori prefecture) regions, we surveyed growing area in July to August 2019. As a result, it was not possible to 
confirm the breeding by the seedlings in all surveyed areas, but the growth density, the number of flowers and fruits 
were larger in the growing area in the northern part, and hence the possibility of seed breeding would be higher in 
these regions. In the southern limit, as major pollinator of Chimaphylla umbellata was lacked, artificial pollination is 
considered to be effective for better fruiting. Finally, population genetics analysis using next-generation sequencing 
revealed that populations in the southern limit are genetically uniform and that they have less genetic diversity than 
those in the north. It is necessary to take conservation measures as soon as possible in these areas.

Keywords: breeding status, field seed sowing techniques, mycoheterotrophic plant, pollinator, population genetics 
analysis, seedling
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