
北海道のj笠原と幻の熱帯性食虫植物の

現存植生について

1 北海道内の湿原の分布

〈湿原〉

北海道内に分布する泥炭地のうち、湿地

の状態をなしているところは極めて少なし、。

そのうち高位泥炭地よりなるものを「高層

湿原j といっている。

本道における泥炭地の広がりは全道ほと

んとeにわたって分布し、かつては、その全

てが湿原の状態をなしていたものであるの

しかし、現在ではその大部分を失い乾燥

地となっている所が多く、開発等によって

水位の低下をまねき、失われつつある湿原

も多L、。湿原を 2大分類すると次のように

分類することができる。

O 
湿

原

高層湿原一高位泥炭地よりできてい

る湿原で、ミスゴケ類の

豊富な湿原はこの分類の

中に属する。一般的には

レンズ状にふくれ kがり

凹部には小さな沼をとも

なうことが多L、。 I新篠

津湿原jは無名であるが

その範型である。

低層湿原一低位泥炭地よりなり、ハ

ソノキ、ョ γなどの植物

が優先する湿原をさして

し、る。

石狩郡新篠津村 外 山 雅 寛

ただ、湿原を機械的に分類することは実

際には非常にむずかしく、高層湿原の中に

も中品百号な様相をi討す所も見られる。

これらのうち、多くの種類の植物を見る

ことのできるところは高層湿原である。高

層湿原の成立条件としては、気温と降水量

が重要である。鈴木・西田(1 9 7 2年〕に

よれば、 1月の平均気温が lO'c--15'C 

以下の条件では湿原が凍 k破壊し、夏期の

植物の生育にも影響を与え、湿原は形成さ

れないとL、う O 成立の要件については多く

の研究がありシュラフナ一氏 (Schlaff

ner， H.)は、最暑月の等温線をとり、等温

線10度を以って泥炭地生成の限界とし、そ

れより極地方の気候は泥炭地生成に適せず

とし、また、ダーウイ γ氏 (Darwin，Ch) 

は、泥炭地は;jt緯45f!!'以北において生成さ

れるとL、う。

ウーレ氏 (Ule，E)は、ブラジノレ、旧ド

イツ領アフリカ、スマトラ等に泥炭地を発

見し、ポトニエ氏は、赤道地帯に 6m以上

の厚さの有機質土があることを報告してい

る。また、台湾南投庁頭社庄の盆地には水

草、ミズゴケ層をなし、深さ 7尺余の泥炭

層を形成しているとL、ぅ。気温、降水量か

ら湿原成立の要件を決める係数としては、

マイヤー (MEYE乱)のN-S係数が著名

である。この係数は、年J降水量(醐)/飽

差 (mm)の比で表わされ、飽差(S )はvx
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(斗缶且)( V :年平均温に対する飽和

水蒸気圧、日:年平均関係根度%)て示さ

れ、 N-S係数が 400-450以上の地帯は

波原の成立が可能であるという。(道内の

うちワッカナイは 695、根室は 754、 副11

路は 826と算出されている)( r霧ケ峰の

植物JPlants of Kirigamine. Part 1. 

Vegetation of Kirigamine. P. 28) 

道内の湿原のうち、特殊なものと考えら

れるものは、高山などに見られる浪原であ

り、下部に不透水溶岩層をもっ別な生成過

程をたどった湿原で、ある。

〈北海道内の湿原分布〉

北海道の泥炭地湿原を!日区分で涼すと次

のようである。

〈石狩国泥炭地湿原〉

この区分の中で、現在かろうじて湿原の

状態を保っているものは、石狩郡新篠津村

第五地区に現存する「新篠津湿原J(無名

ゆえ筆者仮称)のみかもしれなL、。美唄湿

原、江別市「東野幌湿原J、幌向湿原など

は既に大規模開発によって失われている。

〈劃11路国泥炭地湿原〉

剣勝JII泥炭地、阿寒JII泥炭地よりなるも

のであるが、 「劃11路湿原Jがその中てす置も

広く道民に知られるものである。 r釧路i湿

原Jは植物学的には、 「ョ γ泥炭地湿原」

に属するものであり、植物柑そのものは、

比較的単純な様態を示すものである。むし

ろツルのくる「釧路湿原Jの美名の陰に、

より本格的な複雑な植物相をもち、より学

問的に価値の高い「ミズゴケ湿原の範型」

を失ったのが北海道における大きな特徴て、

ある。その範型は、 rI日美唄湿原j、 rl日
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東野幌湿原J及び現存する「新篠津湿原」

て、ある。 IB名称「石狩国湿原」のうち、湿

原としてわが国で最初(第 l号)に天然記

念物として国に意見が提出されたのが「美

唄湿原Jと「新篠津湿原J(筆者仮称)で

あったことは、専門研究者の間でもほとん

ど知られていないようである。徒出された

報告書(活版・内務省刊)があまりにも小

部数であったとしか考えられない?

日本で初めて「天然記念物保存法Jが制

定されたのは、大正8年4月10日である。

(正式法名 r史跡名勝天然記念物保存法

J )そして、 この年9月までに「史跡名勝

天然記念物調査報告jが第4号まで国に提

出されているo湿原を最初に天然記念物に

すべき意見が報告されたのは、この報告書

の第4号である。その報告書名は、 「北海

道ニ於ケノレ天然記念物j二大正8年日月・

内務省嘱託理学博士吉井義次報告=である。

この報告書、極めて重要なものと思われる

ので、その所々をここに引用し、吉井義次

氏の意見の大要を示したし、。

「北海道ノ泥炭地・ ー〈途中略〉・ー…今

北海道ノ泥炭地ヲ広ク見ノレニ釧路国飽別(

アグベツ)及ピ舌辛 (γタカラ)並ピニ大

楽毛(オタノ γヶ)原野7ノレイハ北見国女

満別(メマ γベツ)原野ノ如キ各広表数千

町歩ニ豆ノレト難モ大部分ハ前述セシヨシ泥

炭地ニ属、ン只一面ニヨ γノ生ヒ繁リ内ニや

ちはんノ点在シテ樹立見ノレノミニシテ其/

泥炭地トシテノ変化ノ如キ比較的単純ナノレ

モノナレバ末ダ必スシモ其ノ一部ワ保存λ

ノレノ要ナシ之レニ反シ水蘇泥炭地ノ天然記

念物トシテ保存スノレノ必要ナノレハ上述セノレ
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ガ如γ現時北海道ニ於テ見得ノレ此ノ水蘇泥

炭地ノ大ナノレモノハ石狩/拘j流ニ沿フモノ

ニシテ謂ユノレ石狩平野ノ、曾テノ、其ノ大部分

此ノ泥炭沼野ニ合マレ γナノレベク現時ニ於

テモ尚ホ石狩国沼貝村ノ北方ヨリ札幌ノ東

ニ及プ卜数里ニ豆リ東西マタ石狩JIIヲノ、サ

ミテ数塁ニ及ベリ即チ北ヨリ美唄原野、篠

津原野、美唄タップ原野、幌向原野、ツイ

シカリ原野等ノ名ヲ以テ呼パノレノレモノ是ナ

リ …・〈途中略〉 υ ・ ・一区域ヲ指定シ

テ永ク保存センニハ次ノ二点ヲ考慮セザノレ

ベカラズ即チーハ該地ノ好F保存スノレニ足

ノレベキ範型的泥炭地ナリヤ他ハ永P現状ヲ

維持シ得ベキ地ナリヤトノ点ナリト月前者

ニ対γテハ学術上水蘇泥炭地トシテ最モ地

勢変化ニ富ミ従ッテ叉泥炭地植物ノ種類ニ

富ミカツ交通ノ至便ナノレ地ヲ可ト見後者ニ

対シテハ其ノ他ノ周囲ノ状況今後変化スノレ

モ永グ此ノ地ノミハ現状ヲ変化セザノレコト

ヲ要ス従ッテ叉外界ニ何等此ノ地ノ状態ニ

影響ヲ及ボスガ如キ要素ヲ見ザノレノ地ナラ

ザノレベカラズ石狩原野ハ今日尚ホ二万余町

歩/泥炭地ヲ残スト難モカカノレ要件ニ適7.

ノレノ地ハ多カラズ余ハ北侮道庁其ノ他ノj享

意ニヨワ比較的詳シク此ノ原野ヲ調査シ得

タリソシテ次ノ二泥炭池ノ一部ヲ以ッテ保

存地トシテ適当ノモノナリト思考スj

として、美唄原野の一部(位置:石狩国空

知郡沼貝村)と石狩国石狩郡新篠津村の二

つを天然記念物として保存すべき意見を国

に提出している。地図も示されているが、

新篠津村の一部としてあげられた位置は現

存の「新篠津湿原Jの位置と全く一致して

いるのて、ある。なお、両湿原についてはと

もに保存すべき理由が附されているが、省

略したL、。

〈天塩国泥炭地湿原〉

天塩平原(天塩川の本流、支流入海岸

地帯に分布するもので、現存する著名な湿

原はサロベツ原野の名で知られており、よ

く調査されてL、る。

〈北見国泥炭地湿原〉

河川流域に分布し、戸間泥炭地、サノレブ

ツ泥炭地、 トンヘツ泥炭地などがあるが、

現存する湿原では浅茅野(アサジノ)湿原

が著名て、ある。環境庁により重要特定植物

群落地域に指定され、よく調変されている。

標高わずか 5-lOmの低地に広がる昔話原で

面積 3.9001aに及んでいる。そのうち上サ

ロヘツ原野はミズゴケを主体とする湿原で

ある。(海按 6-7 m)サロベツ原野はホ

ロムイスゲーツノレコケモモ群落及びヌマガ

ヤを主体とする植物群落で代表されている

(海抜 6-lOmほどである)。

〈根室国泥炭地湿原〉

風連、西別、標!7.lIjJII流域沿岸がその主要

部を占め、他に床丹、春別、トピカラ、ト

ボロ、茶骨等の河JIIに沿って分布する泥炭

地の総称で、現存するもので重要なものは

風連湿原である。この湿原は、低層湿原と

高層湿原からなるもので、標高わずか 0-

5mしかない。もう一つ重要なものは、モ

ュノレリ島の海岸台地草原で、チャミズゴケ

ースギゴケ群落を主体とする高層湿原があ

る。他に霧多布湿原などがある。
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〈胆振国泥炭地湿原〉

千歳川沿岸と噴火湾沿岸に分布する泥炭

地で、漁泥炭地(千歳J11と漁)11との合流点
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及び長都沼〈長都沼は現在干拓されてほと

んど沼の形をなさない〉鮒近にあり)、輸

西泥炭地、長万部泥炭地、八雲泥炭地が知

られているが、現存する湿原は白老町及び

苫小牧にあると L、う湿原と静狩湿原である。

〈十勝国泥炭地湿原〉

現在湿原植物が植生するところもあるが、

湿原といえるところは限られているのでは

なかろうか。

〈後志国泥炭地湿原〉

現存する湿原としては、ニセコ神仙沼湿

原が知られ、ハイマツの群落が湿原の中に

も見られる。また、当地のアカエゾマツは

原始型をもった湿原系の特殊なものである

とL寸。ニセコ神1111沼湿原の楠生と類似す

る湿原としては、札幌市無意根山大蛇ヶ原

線原が知られ、専門的には「山地貧養湿原

J t，、う用語が慣われることがある。

〈臼高国泥炭地湿原〉

現汗する湿原の存在はわからない。

〈補遺〉

この他、高山の湿原として浮島根原、雨

竜湿原、天女ガ原、知床五湖等を加れるこ

とカ1で、きる。

2 北海道内の湿原で自生が認めら

れたことのある食虫植物

食虫植物のうち、かつて北海道で自生が

認められたものをあげると次のようて‘ある。

湿原の食虫植物t土、次の 2つのなかまに

分綴される。その一つは、モウセンゴケ科

( Droseraceae)であり、他の一つはタヌ

キモ科(Lentibulariaceae)である。北
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海道に記録のあるそウセンゴケ科の植物と

しては、ナガバノモウセンゴケ Drosera

anglica Huds. サジパモウセγゴケ Dr

osera X obovata Mcrt. et ](och.(モウ

センゴケとナカパモウセ Yゴケとの中間種

)、モウセンゴケ Droserarotundifolia 

L.の3種が知られている。また、道内よ

り記録のあるタヌキモ科植物は、ホザキノ

ミミカキグサUtriculariacaerulea L 

ムラサキミミカキグサU.ulginosa Vahl 

ヒメタヌキモ U.minor L コタヌキモ U.

intermedia Hayne タヌキモ U.ans-

tral is R. Br. の5種である。

上記のうち、北毎道から既に消滅したと

考えられていたものは、ホザキノミミカキ

グサとムラサキミミカキグサの 2種の熱帯

性食虫植物である。そして、これ等 2種の

熱帯性食虫植物t土、本選から刊行された植

物図鑑にも一度も載せられたことのない植

物でもあった。本道産の食虫植物では幻の

横物で長く再発見されなかった。

無論このミミカキグサ類の北海道分布の

取扱いには多くの植物学者の頭をなやまし

たものであり、本州で刊行された植物図鑑

でも両者を北海道分布に入れているもの、

ホザキノミミカキグサを北海道分布から除

外しているもの(r原色日本植物図鑑J北

隆館、北村四郎他 ・はホザキノミミカ

キグサを北海道分布より徐外した〕などが

あり、取扱いにばらつきが見られる。 r日
本の野生植物J(平凡社版)、 「新日本植

物誌J(歪文堂版〕などはムラサキミミカ

キグサとホザキノミミカキグサの両種を北

海道分布に入れた取扱いをしてL必。現存

北方山草 5 (1984)



大正八年当時の新篠津湿原( ["北海道ニ於ケノレ天然記念物J 内

務省嘱託理学博士吉井義次報告一史跡名勝天然記念物調査報告・

第四号より〕二到ノレ所コノ如キ沼沢ヲ見ノレ±と記している。

植生は未確認のままになっていたが、両種 J al'an ) 文化女子大学室儲短期大学研究

の分布の可能性を考慮した上での取扱いで 紀要別刷である。この文献によると、ムラ

ある。 サキミミカキグサが北海道胆振管内苫小牧

3 道内から再確認のタヌキモ科植物

Lenti bulariaceae二種

本道においてミミカキグサ類の再確認を

報ずる最初の文献は、原松次(1979年)

氏編集の「北海道胆振地方植物目録J( 

Matsuji IIara. Enumeration of Pla-

nts in Province of Iburi， Hok[.日 idol
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市と白老町から再確認されていることがわ

かるが、ホザキノミミカキグサの現存植生

はまだ未確認のままであった。その後小生

は 1983年 7月北海道石狩郡新篠津村より

ムラサキミミカキグサとホザキノミミカキ

グサの両種の現存植生を確認した。発見の

時期としては最も図難な時期であり、まだ

花期を迎えない時である。そのと葉の長さ

が数ミリとL、う極小植物ではあったが、 jと

北方山草 5 (1984)



海道大学農学部温室主任荒井道夫先生の

著書「北海道はち植えのすべて」のミミカ

キグサのところを読んでいるうちに、その

記載と一致する植物が自分のすぐ身近かに

も植生していることを思い出した。極小植

物なのであまり気にもとめていなかったの

である。いてもたってもいられなくなり現

地へと車でとんだ。ひと株採取しムラサキ

ミミカキグサ特有の葉と捕虫のうを確認し

た時ついにやったと思い、その時の喜びは

最高のものであった。場所は歩数で正確に

記憶していたので発見までは数分とはかか

らなかった。荒井先生のところへは、さっ

そく連絡とお礼のはがきを書いた。その翌

日、再度湿原へ足をふみ入れ、さらにホザ

キノミミカキグサの現存植ltを確認した。

いずれも花期を迎えていなかったが、この

ホザキノミミカキグサは、仮葉の色が前者

よりはるかに濃緑色が強いことと、捕虫の

うの数が非常に少ないことや捕虫のうのそ

のものの形態の相異などにより一見して確

認できたものである。一度も見たことのな

い花を見るのが楽しみで、その後は毎日の

ように湿原通いが続くと同時にこの湿原は

私にとっては愛すべきわが庭のような気が

した。

荒井先生の著書は、これらのミミカキグ

サ類発見のひきがねになっただけで、なく、

極小植物に目を向けさせてくれた生がい忘

れ得ぬ名著でもある。

4 道内におけるミミカキグサ類の分布

について

北海道におけるミミカキグサ類の現存植

生が認められる所は前述のように苫小牧市、

白老町及び新篠津村の 3市町村のみである。

最も興味深いことは、過去においてどのよ

うな分布の広がりをもっていたのかという

ことである。過去の記録と現在の分布をつ

き合わすことにより、これらの横物がどこ

まで北進できるのかを考察することができ

るからである。以下2種のミミカキグサ類

の分布記録を示せば下記の通りである。

OホザキノミミカキグサUtriculariaca-

erulea L.の道内分布記録

HOKKAIDO : Tobetsu， Ishikar i， 

Odagiri SAP (1893)， Horomui，Iw-

amizawa C.， Watase SAP (1893)， 

Miki OSAK(1925)ー確かな標本に基

づき小宮定志氏他によって調査された資料

t乙ょっTこ。

今回の石狩郡新篠津村からの確認は最初

の記録である。-Shinshinots仏 Ishik

ari， Toyama (1983) 

。ムラサキミミカキグサUtriculari a ul-

iginosa Vahlの道内分布記録

HOKKAIDO Urausu， Sunagawa 

C.， Kawakami SAP(1890)， Ebetsu 

C.， Tashi ro SAP (1891)， TI (1891 

)， Sapporo C.， Faurie KYO-3063 

(1888)，日hizukari，Oshamanbe T.， 

Tatewaki SAP-42241 (1951)以

上、小宮定志氏他による資料に基づく。

これらの記録につけ加えられるべきもの

は先にあけがた原松次氏報告の北海道胆振管

50ー
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内苫小牧市及び白老町である。

ミミカキグサ類 2種の道内分布は以上の

通りであるが、これらのデータをふりかえ

ってみると、ミミカキグサ類の道内産の標

品がたいへん少ないものであることがわか

る。しかも、現在保存されている擦品のほ

とんどは、前世紀末のものであり、今世紀

のホザキノミミカキグサの標品は岩見沢市

幌向の標品(1925年三木氏採集のもの〕

が残っているだけである。また、ムラサキ

ミミカキグサの今世紀の標品としては長万

部町「静狩湿原J産のものが残されている

のみである。(1951年館脇氏採集のもの

である。)

5 本道におけるミミカキグサ類の分布

に関する考察

前項であげたミミカキグサ類の過去及び

現存植生分布の資料は、本道におけるミミ

カキグサ類の分布を学問的に追求するため

の極めて貴重な資料である。

これらの記録からいえることは、一つの

生物分布線とミミカキグサ類の分布が深い

関係をもっているということができる。

すなわち、データで見る限り年平均気温 7

。。 FIG1. :ムラサキミミカキグサの

道内分布図

U 

ムラサキミミカキクサ

分布圏外

<=J 

叶@トムラサキミミカキグサ
自生情報あり

年平均温度 ! 

7"C線 ↓来確定

過去の記録に新篠津 参考文献

村、 トマコマイ市、

白老町の新記録を追加した
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度の等温線より北にはミミカキグサ類の記

録を見い出すことはできないのてeある。そ

して、この等温線は石狩町と苫小牧市とを

結ぶ生物分線と全く平行に走ってL、るので

ある。この生物分布線というのは、かつて

こん虫学者、考古、人類学者として著名な

故河野広道樽士が提唱したものであり現在

なお重要な生物分布線としておさえられて

いるものである。(河野ラインともL市、、

チョウ学者はParnassi us I ineーヒメギ

ブチョウ線といい、動植物の分布に深い関

係をもっている。)

地図上に過去及び新しく分布が確認された

自生地を位置づけるとその関係がたいへん

よくわかるoただし、図に示された生物分

布線は 1本の線としておさえられるもので

はなく、(仮空的な線ではなく)凹凸のあ

る帯状の地域としてとらえられている。

気候学上では温帯北部圏と亜寒帯圏との

移行地に当る地域でもある。もちろん地理

的な分布は気候要因のみで決まるものでは

なく、地史学的要因や生態学上の要因など

深く結びついて成立しているものと考えな

ければならないだろう

。
O 

FIG2. :ホザキノミミカキグサの

道内分布図

Kono line or 

。
参考文献

年平均気温

7t線

-過去の記録に新篠津村の

新記録を追加した

Sadashi K(凹 qa副 dαliakiShibata:Di stribution of 

Lentibulariaceae in JapanCfulletin of Nippon Ikntal 

Uriiversity，General Erlucation，No.タ.Marchノタ'SO.) 
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Figl-2f士、 ムラサキミミカキグサ

U tricul ar i a ul iginosa Vahl.及びホザキ

ノミミカキグサUrticularia caeruleaの

道内分布と石狩低地帯に横たわる生物分布

線、年平均気温TC線との関係を示したもの

である。年平均気温 7'0線は、これらの両

食虫植物の分布の北進を厳しくはばみ、分

布閤の区画を形成していることは注Bすべ

きことがらである。

なお、江別市在住の知人よりムラサキミ

ミカキグサをかつて根室市で見かけたこと

があるとL、う情報を得ているが、このこと

については「水草研究会会報JBlletin of 

Water Plant 日oci e ty "Tapan N0.14 

一水草研究会ーに報告したが、花の大き

さはマッチの軸の頭大であるということだ

った。実のところこのことについては、あ

まり信頼はしていなかったためそれほど気

にもかけてはいなかった。しかし、道内に

おけるミミカキグサ類の分布圏の区画を調

べているうちに年平均気温の等温線ー 7'0

線が極めて重要視されるべきことに気づい

7こ。

しかも、この等温線を描いてみるとKo-

no li問と全く平行な状態で根室を通過す

るのである。このことから、根室を通過す

る年平均気温 7'0線の南部ではムラサキミ

ミカキグサの自生の可能性が考えられ、根

室に自生するとL、う情報は確率が高いもの

と思われる。ただ、条件として高層湿原が

あり、新篠津湿原のように他の植物をあま

り寄せつけないような「のり状の泥炭地j

の存在が必要である。(みそ状の泥炭地と

いったほうがよU、かもしれない)

Fig 3 

予/lf

路

6 

(北海道農事試験場葉報:第六十号より)

日本最北限のミミカキグサ類の

現存植生状況

〈ミミカキグサ類とは〉

ミミカキグサ類はUtricularia属の植物

(およそ180種ほど知られている。)でこの仲

間には日本にはタヌキモ類とミミカキグサ

類があるが、このうちミミカキグサ類は熱

帯性の食虫植物で、さまざまな形態のもの

がある。外国産のものにはめずらしいもの

が多く、マルハミミカキグサのように葉が

まるいもの、ウトリクラリア・サン夕、ーソ

ニー (7フ担力産でうさぎの耳のような珍

花をつける)、 はすのような形の葉をつけ

るウトリクラリア・レニフオルミス(南米

産の着生ミミカキグサで、アナナスの葉筒

の水中に自生するもの)、 アフリカ及び中

南米に自生するという大きな美花をつける

-53ー

北方山草 5 (1984)



F せ

ウトリクラリア・リビダなどすべてが熱帯

産のものである。小生が愛培しているもの

は北海道大学農学部温室主任ー荒井道夫先

生よりいただいた葉の巨大なウ卜リクラリ

ア・ロンギフオリア(南米プラジノレ産で、巨

大花をつける)、アミメミミカキグサ(

Utricu laria reticu lataーインド東部及

び南部に産するもので三大きな花をつける)

と最北限の現存植生地ー北海道石狩郡新篠

津村産のムラサキミミカキグサ、ホザキノ

ミミカキグサの 4種である。

〈最北限のムラサキミミカキグサ・ホザ

キノミミカキグサの植生について〉

最北限のこれら 2種の道内産ミミカキグ

サ類も外国産のものと同じように熱帯性の

もので、ただ、元来は熱帯植物であるが異

常に北進したということで多少異なった形

のものて。ある。これらの植物の国外分布を

文献で調べてみると次のようである。

。ムラサキミミカキグサ

・国外分布・・イ y ド、マレーシア域、中国

南部、台湾、朝鮮、オーストラリア、ニュ

ーカレドニア(小宮定志氏による)

。ホザキノミミカキグサ

・国外分布イント¥セイロン、インドシ

ナ半島、マラヤ、ィ γ ドネシ了、フィリピ

ソ、中国、台湾、朝鮮、オーストラリ 70

(小宮定志氏による) 内、朝鮮について

は中井猛之進の報告によると次のように記

載されている。

Nom. .Tap. Hozakino一mimikakigusa.

Hab. Korea sine loco indicato， 

(CARLES) 

Kyong-san : Kum-san-ri Oct. 14. 

54 

Fig4 

⑨ 
.2 

/ 

ホザキノミミカキグサ 1.全体 2拡大

花序模式図 3捕虫のう拡大図 4恨茎

の一部と葉cr臼本植物図説集」牧野原図)
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1902 (T. UCHIYAMA). 

(FLORA KOREANA. PARS SE 

CUNDA. 131 Pによった〉

日本産のミミカキグサ類にはその白花型

も知られており、ムラサキミミカキグサで

は白花型シロパナミミカキグサー form.

albida (Makino) Komiyaが、ホザキノ

ミミカキグサでは白花型シロパナホザキノ

ミミカキグサーform.leucantha Komiya 

があるが、これら両白花型は北海道から発

見されたことがない。

さてここでし、う最北限のミミカキグサ類

というのは北海道石狩郡新篠津村産のミミ

カキグサ類である。先に引用した図は、牧

野富太郎著「日本植物図説集Jの原図の一

部分を示したものであるが、北海道新篠津

湿原のものは、この図と著しく異なるので

比較のために載せたものである。原図には

産地が明記されていないが、形態から恐ら

く暖地産のものであろう。

小宮定志先生の私信によると、ムラサキ

ミミカキグサとホザキノミミカキグサの両

種は、ともにアジアの熱帯を中心とする小

形の多年草で年間を通じて開花するとL、う。

また、日本では豊橋周辺では、植物体が

地中で議冬し多年草となるが、関東以北で

は植物体が完全に枯死し l年草の様相を示

すという O さらに、日本の、しかも北海道

にまで分布することは大変異例なことで種

子生産の高能力がその原因と考えられると

L 、う o

「日本の野生植物JIl.138P(平凡社

刊)によれば、ホザキノミミカキグサにつ

-55 

いて「日本産のミミカキグサ類では最も大

きく、花軸は高さ 10-30cm、6-日月に

ほとんど無柄で、淡紫色、長さ 4酬の花を

4-10個つける。果実は長さ 2.5-3棚で

果時にも残っている警とほぼ同長である。」

と記載されてし、る。

しかし、最北限の新篠津湿原に自生する

ものは形態治にも生態的にも異なるところ

がある。生態的には、本州においてはミズ

コケ類やミカヅキグサ属Rhynchosporaな

どの根ぎわに生えるというが、当地におい

てはミズゴケ類をさけるかのように植生し

ている。ミカヅキグサやモウセソゴヶ、ェ

ゾホシグサ等とは共存しているが、表土の

露出した泥炭士(のり状または、みそ状泥

炭土)が生育条件で、(多数の群落地を調

査したところ、ムラサキミミカキグサの場

合も全く i司様であった。)草丈は極めて短~ '0 

緩地では「牧野原図Jのような花軸の長い

個体が見られるのであろうが、当地の湿原

に産するものはせいぜい 5cmくらいで個体

による花軸の長さの変化はあまり見られな

L 、。

花数は極めて少なしまともに開花結実

できるものは、 1花軸につき 1-2花くら

いが限界で 3花の開花が無理のようである。

これはまさに様限状態の生育の様相を示す

ものといわなければならない。そして、注

目すべきことは花の大きさであり、本州産

のものが約 4棚てやあるのに対して最北限の

ものは花が大きく約6棚もある。これは本

州産のものに対して 2酬もの差をつけてい

る。必然的に果実も大きい。

このことは種の保存の巧みな適応形態と
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思われ、花数は少ないが、確実に充実した

果実を実らせ、良質の種子を生産すること

によって極寒地て、の生存を可能にするため

の自然の営みであったのでーはと推定すべき

ではないだろうか。そして、これらのこと

は厳寒の最j凶艮にのみ見られる神秘的な現

象なのではあるまし、か。この植物の全体像

は、丈が低く花は大なのであたかも高山縞

物を思わせるような様相でもある。非常に

興味深いことは、この植物を暖地で培養し

たらどうなるか(この性質が同定された性

質であるのか)ということである。また、

暖地産のものと比較して形態の詳細におい

てどのような差異が見られるのかというこ

とである。新篠津湿原では花期を迎えるの

は遅く、開花は8月初めころから始まる。

ホザキノミミカキグサでは、晩秋になって

もムラサキミミカキグサに見られるような

萎縮型や花色や下しん弁等に見られる偲体

変異はほとんどない。

次は、当湿原でのムラサキミミカキグサ

の自生の状態についてできるだけ詳細を述

べてみたい。

ムラサキミミカキグサは当湿原において

はホザキノミミカキグサよりも多数の群落

が見られ、大群落は lカ所のみである。小

群落は高層湿原のあまり他の植物が稲生し

ないような表土の露出したようなところに

散在している。ホザキのミミカキグサより

もはるかに適応性が強い植物で、水位のか

なり低下した所にも自生している。

ムラサキミミカキグサが好んで自生する

ところは、ミカヅキグサーヤチスギランー

モウセ γゴケ群落とミカズキグサーエゾホ

56 

シグサ モウセンゴケ群落によって代表さ

れ、日光のよく当たる場所である。花期は

ホザキノミミカキグサの場合と同様で8月

の初旬から開花の様子を観察することがで

きる。新篠津湿原における 2種のミミカキ

グサ類の詳落と生態については「水草研究

会会報J(Bulletin 01 Water Plant 

日ociety.，Tapan Ai14) (Dec， 1983) 

に「北海道内における食虫植物の群落と生

態J(外山雅寛)と題しその概要を第 l報

として報告したが、いずれの群落において

もミズゴケ類のあるところには、ムラサキ

ミミカキグサの自生は見ることはできなか

った。これは、本州における場合とは著し

く異なる生態のようで、小宮定志先生の夜、

信によると本来はミズコケ湿原によく生育

するものであるという。

本湿原は吉井義次報告(r北海道ニ於ケ

ノレ天然記念物 史跡名勝天然記念物調査報

告第四号:大正八年九月 内務省嘱託理学

博士吉井義次報告J)で北海道ミズゴケ泥

炭地の範型として天然記念物保存を力説し

た湿原なので、ミズゴケ類の群溶は多いの

であるが、なぜか当湿原のミミカキグサ類

はミズゴケ類をさけるかのように植生して

いるのである。その理由は小生には全くわ

からなし、。本湿原で確認し得たミズゴケ類

はキダチミズゴケ(日phagnumcompac-

tum Lam， et Cand，)オオミスゴケ(

Sph， palustre L，)ムラサキミズゴケ(

日ph，magellaniem Bridel，)サンカクミ

ズゴケ(Sph， recurvum P， Beauv， )ウ

ツクシミズゴケ (Sph，pulchrum (Lindl 

) Warnst )の 5種類である。(ミズゴケ類
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の同定者:広島大学名誉教綬 鈴木兵二)

なお、鈴木兵二先生私信によると 1954年

8月27日、篠津原野で録集し得たミズゴケ

類は次の14緩であったとL、うoチャミズゴ

ケ (Sph.fuscum (Schinp.) Kli昭 gs.) 

ウスベニミスゴケ (Sph.rubellum Wil 

son. )ワラミズゴケ (Sph.subful vum 

Sjors)キダチミスゴヶ (Sph.compac 

tum Lam.et Cand.) アオモリミズゴケ

(Sph. recurvum P. Beauv. var， amb 

lyphyllum (Russ.) Warnst.) ウツクシ

ミズコケ(呂ph.pulchram (Lindl.l Wa 

rnst.) サンカクミズゴケ (Sph.recur 

V山 nP. BeauvJ ハリミスゴケ(Sph. 

CUSpl山 tumEhrhJ ワタミスゴケ(

Sph. tencllum Ehrh. et HoffmJコガ

ミミズゴケ(Sph. subsecundum Nees ) 

フナガタミズゴケ (Sph.imbrietum 

Hornsch. e t Russ.lイボミスゴケ(Sph. 

papi110sum LindlJ オオミスゴケ(

Sph. palustre LJムラサキミズゴケ(

Sph. magellanicum)以上の14種である。

ムラサキミミカキグサは、部分的にはホ

ザキノミミカキグサと混生ずる場合も見ら

れる。この湿原は、数年前と比較すると著

しい水位の低下をきたしており、これらミ

ミカキグサ類の両種は、かヲては完全に水

中下にあったものである。当湿原には、大

正年代より多くの積物学者がおとずれた所

であるが、ここから長い間発見きれなかっ

たのは、沈水状態であったことと植物その

ものが極小であることを思えばがてんがい

く。

筆者がこの湿原を観察した期間は 3年間

57 

であり、 1981年4月-1983年11月まで

で、水位の低下によりミミカキグサ類カ1水

面から姿を現わし始めたのはつい最近のこ

とであり 1983年のことである。

参考のためにこの湿原の調査を始めた年

の様子を記したい。ムラサキミミカキグサ

の最大の群落池は 1981年には水を満々と

たたえた池であり、エゾノヒツジグサの葉

が水面に浮かび、この湿原でも最も大きな

池であった。そして、そこではコタヌキモ

の黄い花も所々に見受けられた。ところが

現在はエゾノヒツジグサの葉でさえ、地面

上にあるのである。そして、池が非常に縮

少すると同時に「のり状の泥炭地表jが周

囲に広々と広がりを見せ、ここが本湿原で

のミミカキグサ類の白生地となっているの

である。

このことについて坪解し得ない不可思議

なことが一つ残された。JlI防、沈水状態で

は開花結実による種の存続上極めて不利な

状況下におかれるからである。もちろん筆

者が観察した 3年聞を通して、この池で浮

島の存在も確認していない。(浮島はなか

った〕なお、この池ではかつてホロムイソ

ウが水中下から採取されている。一つの難

問を残しているが、ここでは他とは著じる

しく異なる生育のしかたをしてきたことは

まちがL、ないようである。ムラサキミミカ

キグサは、ホザキノミミカキグサと比較す

ると極めて変異性のある植物でもある。こ

の 1年間で知り得た特徴を次に記しておき

Tこし、。

最も驚異的な現象は業の変異である。)l[J

ち、この植物の正常な仮葉は「へら状Jで
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あるが、筆者は水量の多い所で異常な状態

で仮葉がのびることを観察している。普通

仮葉の長さは、長くても 5-6棚であるが

4cmにまでものびることがあるのである。

しかも仮葉の形は、正常のものとは異なり

鋭先鎮の糸状をなすのである。全く形態は

異なるがムラサキミミカキグサなのである。

小宮定志先生によると、沈水状態で築が異

常なまでに大型化するのは、一種の代償現

象であるという。図鑑等のカラー写真に見

られるような長い花軸ではなしここ最北

限のムラサキミミカキグサの花軸は、せい

ぜい 5cmほどのもので、花色の変化も多い。

淡紫色のものから濃紫色のものまであり、

さまざまである。また、下しん弁にホザキ

ノミミカキグサのようにすじ状のはん紋の

あるものとないものもある。花茎の色も個

体変異が著しい。最も興味深いのは、 9月

に入ってから見られる異常なまでの個体変

異である。ムラサキミミカキグサの数多く

の個体変異は暖地の晩秋にもよく見られる

ようであるが、ここ最北限の新篠津波限で

はなお一層倒体変異の出現が著しいのでは

?と思われる。日月に入ってから先ず発現

するのは、 「萎縮型Jの個体変異である。

丈もずっと小さく花数は 1-2花の開花は

よいほうで、いよいよ気温の低下が厳しく

なると花茎も lcmをきり全く開花が見られ

なくなるo 1 cmほどでかろうじて開花が見

られるものもある。花の形も全く異種を思

わせるほど変異が見られる。ムラサキミミ

カキグサの花の距は正常であれば下向だが

晩秋になると別後ヒメミミカキグサのよう

に距が前方につき出す形態のものが多く出

現し、花の色までがヒメミミカキグサの淡

紅紫色になるばかりか花茎までがそれに似

てくるのは極めて興味深いことである。(

娩秋になると花茎の色は、紫かつ色になる

ものが多い)

このような変異は単にムラサキミミカキ

グサのみに見られるのではなく、各穏のミ

ミカキグサ類で認められているようである。

これに対してホザキノミミカキグサでは、

ほとんどこのような現象は見られないので

ある。小宮定志先生によると、台湾以南に

自生するマノレバミミカキグサ CU. striat-

ul a ) v士、最も多型性を示し、分布域を違

えるごとに異種として取り扱われ、およそ

30余のシノニムが数えられ、果実までが珍

花の様相を示し、混乱をまねき世界のUt-

ricu lari aの再検討、種の整理が進められ

ているのが現況とのことである。ムラサキ

ミミカキグサ 1つをとっても扱いがまちま

ちのようで、 「日本の野生植物J]H C平凡

社刊)では日本産のものを異種として取り

扱い、 Utriculariayakushimensis 

Masamという学名を採用している。また

その学名としてU.affinis Wight. を採

用している文献Cr日本植物総覧J1 9 2 5 

年・牧野及び根本氏)も見られる。

ムラサキミミカキグサをはじめ多くのミ

ミカキグサ類は水陸両生の植物であるが、

当地の湿原では、観察した限り極めて適応

性の強い植物で、本来ならば水分の飽和し

た土中の小動物を捕虫のうでスポイト方式

によってとらえるような構造を持った植物

である。しかし、本湿原では水位低下によ

って相当の水分を失った比較的かたくなっ
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た所にも植生している。かつては(数年前

までは)水分の飽和欣態にあった所である

が今は小動物を捕虫のうでとらえることさえ

できないような不利な条件下て切り自生状態で

ある。このような所では恐らく光合成のみ

によって生存しているのではなし、かと思わ

れる。(群洛は極く小さい〕これは極めて

極端なしかも、短期間に陸生化を余儀なく

された植生状態を示した異例ともいえよう。

ただ、このような急激な環境変化をきたし

た所には、他の植物が侵入し植生そのもの

が変化してしまうのではと推定され、今後

の生存は期待できない。別な条件のよい環

境の所へ移植してやることが保護上得策で

あるかもしれなし、。

I 最近のタヌキモ科縞物の分類の

動向について

タヌキモ科の植物群は、同種であっても

変異性の極めて複雑な植物群であり、産地

により、あるL、は環境要因のちがL、により

多くの生態型を示す仲間であるため、過去

において多くの新種、新変種が発表された。

しかし、それらの一つ一つが検討されてい

くにつれて、多くのものがある地方(外国

産のもの等)と同種であったりすることが

明らかにされてきている。比較的最新の植

物図鑑である「日本の野生植物J(平凡社

刊)でさえ、ヒメミミカキグサUtriCll 1 a-

ria minutissima Vahl.をウトリクラ

リア・ニポニカ Utricularianipponica 

Makino. ( r日本植物総覧 J(牧野・根本

) 193 P. 日本植物総覧刊行会 1925に

従って)日本国有種として取り扱われ、文献

によっては「関東国有種Jと記載されてい

るが、小宮定志氏によれば、外国産のもの

と同種であることが明らかにされていると

いう。即ち、日本産のヒメミミカキグサは

オーストラリア産のりtricularia m i nu 

tJSSI聞と共通であることがE ライラ

(p. TaylorCl968， 1977))によって

立証され、 LI oyd ( 1 942 )の捕虫のうの

観察結果がヒメミミカキグサと一致してお

り、植物体・花の構造が明らかにされ共通

種であることが確認されるに及んでいると

いう。そして、日本国内でも分布が次第に

詳細に調査され、連続分布することも解っ

てきているとL、ぅ O また、タヌキモ科植物

の分類が世界的なレベノレで検討され始めた

のは、 1970年代に入ってからであり、種

苗の栽培・増殖・交流などを通しての比較

研究によりタヌキモ科植物の整理統合が実

施されつつあるが、学名の統ーは難しいの

が現状であるといわれている。(r食虫植

物研究会会誌J91号に詳細が述べられてい

る)

属の取り扱いについても取り扱いがまち

まちであったり、その他整理されないまま

になっていたことがなお多く散積されてい

たようであるが、 1973年には小宮定志、氏

によってタヌキモ科植物の新しい分類体系

が確立されるに至っている。属については

4属、 5属、 16属分類などがあり、統一さ

れていなかったが、タヌキモ科の新しい分

類法で小宮先生は、属の中に 3亜科を新設

し、 5属のうちムシトリスミレ属を 4節に

タヌキモ属については8亜属11節に細区分
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する分類を示されている。節については、

改設または新設されたものも多い。

なお、この分類の方法は自生地における

生態・捕虫器官の形態・分泌器宮の構造と

発生などのちがし、によって、近侍まで未整

理のままになっていた系統関係を明らかに

しながら確立された全く新しい分類体系で

ある。タヌキモにおける腺の発生と系統関

係については「植物と自然J17(6)に図

示により解説されている。(その他、この

冊子の中には5つに区分される捕虫方法の

それぞれについて捕虫器官の形態・機能の

比較、進化について述べられており興味が

つきない)

くおわりに〉

昨年は、食虫植物を中心にして観察の毎

日が続いた。特に、ホザキノミミカキグサ

とムラサキミミカキグサについては、北海

道からは消滅したかのように考えられてい

た植物であるだけに、今回の再確認につい

ては自分自身大変勉強させられることが多

かった。文献からだけではなく、むしろ自

然の中から学ぶところが多かったように思

う。そして、これらの植物が最北線に自生

する「熱帯性植物」であることが一層興味

深く、湿原へはわが愛する庭であるかのよ

うに通い続ける日が多かった。

この稿でまとめたことは全てではなく、

これから調べてみなければならない多くの

問題も残している。

今年は、両種以外のミミカキグサ類をこ

の北の地からあるいは発見できるのではと

-60 

も期待しているが、過去のデータでは両種

以外のミミカキグサ類の記録は全く残され

ていない。また、道内からミミカキグサ類

の新産地、または再確認が予測される所は

石狩郡当別町、胆振管内静狩湿原(以上は

過去の記録として標品が現存する)、空知

管内北村(石狩川左岸)、到11路及び根室地

万にしぼることができると思っている。

(石狩管内江別市は期待できないと思って

いる)最後に、北地の食虫植物たちと接す

ると同時に多くの人々との出会いがあった

ことを記しておきたL、。特に、北海道大学

農学部の荒井道夫先生は食虫植物研究会の

古参の会員であり、直接お会いしていろい

ろと貴重な体験談や御教示をいただいたり

外国産の珍らしい食虫植物を願ってもいな

かった苗でいただいたりした。水草研究会

会員・神戸大学教養部生物学教室の角野康

郎先生には水生植物についての多くの文献

をいただいたり、御教示等を受けた。食虫

糠物の研究者として著名な日本歯科大学生

物学教室の小宮定志先生からは、食虫植物

に関する最新の文献の数々をいただいただ

けではなく、食虫植物については世界的な

視野からの知見やら自然保護についての情

報、体験談を受けた。また、食虫植物の種

子 コモウセンゴケ、北米産ナガエモウセン

ゴケをいただき発芽、生長している。

小宮先生は、今夏 8月新篠津湿原観察の

ため来道される故、なお多くの知見が得ら

れることを期待している。なお先生ーからは

新篠津湿原でのミミカキグサ類の越冬の姿、

ライフサイグノレを調べるようにとの御教示

があった。是非調べてみたい興味深いテー
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マであり、調査方法についての指導を受け

たいと思っている。他、浦和市の針ケ谷栄

治さん等多くの万々にお世話になった。
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本稿執筆中に根室にムラサキミミカキグ

サの自生を見たことがある左の情報を寄せら

れた江別市在住の鶴木チエさんが永眠され

た。 (1984.2.26)つつしんで御冥福を

祈る。
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