
ナガパノモウセンゴケ(Drosera anglica ) 

一北海道食虫植物詳説ーイ1)

モウセンゴケの何1問の美しさはイとではな

くて、むしろ葉のJAしさが観賞の最高の価

値を示すものです。それは太陽の光線を受

けると触毛の先端の粘泌が7色の光を放っ

て宝石の美しさに優るとも劣らないもので

す。

しかし、モウセンゴケ類の集同が{乍り出

す宝石のように美しいじゅうたんも昆虫達

にとっては 瞬にして逃れることのでき主

い地獄 1Ttlと化しています。

iJJzらを地獄へii!i寺する力は 7色の光を放

っ粘液の美しきではなくて、それらが発す

るにおいによるものです。そして、その誘

引)Jは集同化する程強く、械虫力もオ1絶な

ものとなります。

ナガパノモウセンゴケの分布

ナガノ〈ノモウセンゴケ Droseraanglica 

Huds，世界に分布するモウケンゴケ類およ

そ160種のうち、ローレラTIIT属の 1種に属す

る食虫植物で、北方系の氷河i時代の遺存種

と考えられています。その分布はアジア・

アメリカの北部方面、ヨーロッパ北部、カ

ナダに知lられるものです。

しかし、北方に起源を持っこの食虫柄物

が、ただ 1地域一守f!¥帯の孤島ハワイにも分

イfJしていることが明らかにされています。

H卜部勇氏(1976)(1)によれば、北米の

ウイノレタス探検隊によって発見されたよう
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江別市 外 山 雅 寛

で1842(天保13年)ころダーリングトニア

(カリフオルニア・オレコン川に自生する

食虫植物の i種)の発見者として知られる

フラソケンリソヂ Brackcnridgeの一行カサ来

集したようで、 1854年エイサーグレイ Asa

Gray氏により Droseralongifoliaの名で公

表されたといいます。自生i昆i也のボーリン

グにより、花粉化石が発見され、氷河期後

半以iiijのころから自生していた Lのと推定

されています。なお、ハワイのモウセンゴ

ケ科はナガパノモウセンゴケのみの分布が

知られています。

ナガパノモウセンゴケの発見史

〈日本での発見史 日本本 D

日本本土におけるナガパノモウセンゴケ

の最初jの記録は、明治31年 7月3tI早出文

成(九時東京大学植物学科学生)氏採集の

もので、尾瀬て恨の採集品に基づく Lのであ

ります。しかし、その発表はなぜか明治36

年にずれ込んでおります。

尾瀬での首~ 2の発見者は記録上では明if1

32年8月採集の早大777氏とされています。

犀大古氏採集の標本に基っーいた発表は明治

33年 3月牧野自太郎氏によってなされたも

ので、平田氏の発表より 3年も先のことで

ありましたから、当時は最初Jの発見者は足

大古氏と忠、われていたようで、もちろん牧

野先生自身も、思大吉氏以前に早田氏がi坑
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に l年前に採集されていたことは全く知っ 植物学雑誌:156号(明治33年 3月) ーなが

ていませんでしたローヰ文聖子先生発表文献は ばのまうせんごけ岩代同ニ産ス ロ
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日下部氏により紹介されたハワイのナガパノモウセンゴケ

(食虫植物研究会会誌、 第77~ナ)
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牧野富太郎先生の報告(2)は次の通りです。

「ながはのまうせんごけ(川上氏新称)

ハ本邦ノ奇品ナリ、始)111月i白31可8月lHl

川上流煽氏側メテ之ヲ北海道千嶋国捧捉嶋

アトイヤ山ニテ発見シ以テjlトニ報ズ(博物

学雑誌第15号参照) i併シテ料ラザリキ、近

日更ニ之レヲ本州ノ地ニ得ントハ、予j法ス

ノレ所ノ標品ハInJ~t根本完雨氏ノ厚意ニヨリ

テ得ノレ所ニ係 1)、E川日JJ.i;ノ一門下生明治32

年 8月之レヲ岩代国南会津郡尾瀬平ニ採集

セシ者ナリ、本品ハ其学名ヲ Drosera

longifolis Linn. トιフ、而シテ本邦ノ産

品ハ其 D.vulgaris Kochニ府Jセリ」

なお、後年に発表された平岡文成氏(3)の

報告を収載すると次のようであります。仁…・

燈が岳ノ直グ下ニ宅ノレ、 一みずごけ アリ

テi寧ノレ様ノトコロニ葉ノ長ク直立セノレ も

うせんごけ ノ如キモノアリ、之カツテ千

嶋ニ発見セラレタノレ D.logifolis L.ナリ、

往年根本完爾氏モ之レヲ尾瀬ノ平ヨリ得、

牧野氏之ヲ ながはのもうせんごけ ト命

名シテ I昨年ノ本誌上ニ公ニセラレタ 1)J 

壬共同氏報告文のうち「往年根本完爾氏モ

之ヲ尾瀬/平ヨリ得」の部分は誤りで、牧

野氏報合のi且り桜本氏の門下生=星大古さ

んが報告の基になった襟品の採集者です0

4星大吉氏〉

福島師範出身の植物研究者で、尾瀬の総

物を詳細に調査されただけでなく、全国に

足跡を残されたようです。つりの名人とし

ても千i名。北海道でも納l物調査のため件地

を歩かれました。

× × × 

尾i頼の湿原というとミズハショウ等がテ
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レビで放映されますが、尾瀬を有名にした

ものは、 ミズバショウ等ではありません。

尾瀬を今日に来るまで、著名にした植物

はナガパノモウセンゴケやそれに引き次い

で続々と発見されたオゼの名を;話する特殊

+直物や北海道と多くの共通点が見い出され

たこと等をあけ、ることができましょう。

それらの中には、また、氷河時代の遺作

植物L合まれています(ナカパノモウセン

ゴケは、 もちろんその仲間です)。

牧野・三好共著 r日本fiJi山植物凶諮J

より

上図(ナガパノモウセンゴケ)は牧野先

'!カサ直かれたナガパノモウセンゴケの H本

最初の原色関版(石版印刷J)からの写しで

す。 (4)。

解説の吉11にはこれまでの知見をまとめ、

中部・北部[:':il)1ノi昆1J;i(岩代尾瀬沼、千島)、

花1民81l 多年生草本、稀有と表現され、
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岡崎に英文記載を附されました。

ナガパノモウセンゴケと共に収載された

モウセンゴケの関

牧野・三宮f共著「日本高山fi{(物

図鍛」より

牧野富太郎先生が自ら尾瀬の湿原を踏査

されたのは後年のことで、その第 l同Hは

昭和 4年、 2恒!日はHB和 6年で、この 2同

のみでした。

その第 l同の時に発見したのが、新しい

モウセンゴケの l荷で、 1930年(1昭和 5年)

にサジパモウセンゴケと命名されました。

国外ではローゼンベノレグ氏が1900年代の初

めのころ、この柄物については雑種説を明

えておりましたが、牧野博士は、これを191

立秘と牢えていたようです。このことは、

川川lμ由崎有郁R降主阜

れている牧釘野，富太自肉郎l日\~者奇の紀行文 rr尾t瀬の

忠ひ出J (5引)により日明月らカかミてで"あります。

いま、その関係官1¥分を引用すればikのよ
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うに述べられております。

「其明る口其liijの方の平地湿地でいろい

ろの植物を採集し其中でもナガパノマウセ

ンゴケは最も私の興味をひいたのであった。

其処には見渡す線リ其苧が帯赤色に煙って

いた。私は之れに見蕩れて採集もせずに、

しばらくの閉それをじっと眺めていた。そ

して漸く採集の予をドした。其際其に雑っ

た今 Iつの7 ウセンゴケを発見したが、其

れはナガパノマウセンゴケよりはズッと形

ちが小さく葉が短かくあたかも其辺にもあ

る普通のマウセンゴケとナガパノマウセン

ゴケとの間の子の様に感ずる姿のものであ

った。が然し其れは決して其んな間の子の

ものでは無かった。私は之を其;葉形に由て

サジパマウセンゴケと名つけた(牧野氏が

命名されたのは翌年の19301rJo此サジパマ

ウセンコケは余程注意して見んと見逃がす

事程左様に人の気附かぬものである。同所

でナガパノマウセンゴケを採集した人に聴

いて見ると大抵其品を逸している。此辺は

ド団代と云う処であろう。 J

( 1部分漢字等を改めたが、その他は原本

のままとした)

牧野先生のこの著書が刊行されたのはH日

和18年で、原稿は少なくとも 3年JiIjに苦か

れたものと推定されます。なぜならば、昭

和16年には島村環氏の「サジパモウセンゴ

ケの制胞学的研究特にその雑種性につい

てJ という論文によって、サジバモウセン

ゴケが独立の積ではなくナガパノモウセン

ゴケとモウセンゴケとの自然交雑種である

ことが科学的に説明され、かつてローゼン

ベノレグ氏提唱の雑種説の正しさが確認され
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ていたからであります。つまり)ilo苔の fの

ように見えたものは、実は子であったわけ

です。

ナガパノモウセンゴケの発見史(!D

〈北海道木島での発見史〉

北海道で本積ナガパノモウセンゴケが発

見されたのは低地併をその初めとします。

最初の発見地はu別市対雁で、 l'可出彰二氏

が1910年(明治43年) 7月初日に採集され

ています。(同出氏の業績につきましては本

誌に掲載の「北海道中心高111柄物研究a資

料」に詳記しましたので省略させていただ

きますL

この記録は低地帯からの記録としては、

日本最初の記録です。

さらに1934年(昭和 9年)原寛氏が天塩

郡幌延村1'1山湿原(サロベツiE似)で中間

雑種のサジパモウセンゴケをn;集されまし

た。(1934， 8， 16， -'1' 1 )。 この記録は

北海道からの最初のもので、植物研究雑誌

第11巻671-672pに報告されたことを東京

都の小宮定志悼士より御教示をいただきま

した。

サジパモウセンゴケに引き続いて1938年

。昭和1:1年) 9月13111日iドj山湿原で山部金

吾・横山春男両氏によってナガパノモウセ

ンゴケが採集されています。

なお、この年より 4年前の1934年 (11日制!

日年) 6月22日、大井次つ郎氏が北見枝幸

11日浜頓別にてナガパノモウセンゴケを採集

されています。

以上で明らかなように、北海道における

ナガパノモウセンゴケの初期の確認はいず
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れも低地帯からのもので、尚I也併からの発

見は、それからさらに時代が下っています。

大雪山沼の!J'日山の湿原にナガパノモウセ

ンゴケの植生を最初に発見された方は豊同

秀夫先生で、 1951'1'(11百和26年) 8月12tJ、

ナガパノモウセンゴケと同時にサジパモウ

センゴケも採集されました。

その後もこれまであげた自当地での採集

者が続きましたが、それらの詳細は略させ

ていただきます。

以上はいずれち標品がそろっていて記録

の係実なもの(実~JI されたもの)ばかりで

す。

以下には標本等が不明でド報告された文献

上からの記録も挙げておきたいと思います。

ナガパノモウセンゴケをJI)(載している文

献を古い順に見ていきますと、 iilLr.i，守太郎

市村三郎共著の「泥炭j也の特性と其の農業J

というこれまでの泥炭地に関する知l見をま

とめたものが(6)刊行され当時までに明らか

になった泥炭地植物が138簡が目録形式で記

S表されていて、その中にナガパノモウセン

ゴケの名が見えます。 ただし、その産地は

示されていません。 1937年1'IJ。

1939年(昭和41年) 10月初日には、星野'

好博著「美l唄泥炭地における納l物目録J(7) 

のfiJ行があり、 258秘のM物を示され、食且t

M物 7種のうちにナガパノモウセンゴケを

記録しました 生育地:高位泥炭地・桜め

て湿潤なる所に生ずと記しています。

さらに年代がトって1959年7月には、問

中瑞穂氏によって「北海道東部湿原の訴落

学的研究ー霧多布湿原植物群落の構造J (8) 

が発表され、第 1沼11干のワタスゲ ヤチヤ
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ナギ1t1'i事の'1'にナガパノモウセンゴケを記

S王、さらに、スギコケ カ'ンコウランの行

j鬼上の 1:~素としてもナガパノモウセンゴ

ケを記録していることは注目すべきことで

あり、極めて異例な分布のし方だと思われ

ます。

× × × 

以上、ナガパノモウセンゴケの道内にお

ける発見史を通貨すると高地及び低地併で

のこれまでの記録を次のように集約するこ

とができます。

二高地帯からの記録=

・人ー雪111mの原111のみに記録

二低地帯からの記録二

サロベツi毘JJ;i.江別m対雁・北見枚幸部

浜頓別・美utl混同1・霧多有i湿原

ともしび

いま風前の燈火 北海道低地帯の

ナガパノモウセンゴケー

本州尾瀬及び北海道におけるナガパノモ

ウセンゴケの発見史を過去にさかのぼって

通覧してきましたが、特に北海道低地415に

おけるナがパノモウセンゴケは、絶滅への

道へと追いたてられているのが現状です。

早期に|刑妬が進められた江別市対!(ft.・美

唄湿原のナガパノモウセンコケはもうとう

に消滅が確認されています。

浜頓別・霧多布湿原は、かなり調査され

ていますが再認識されておりません。後年

北海道自然保護協会で調査を実施した霧多

布湿原に係わる報告書(1986) (9)の高等植

物目録からはナガハノモウセンゴケは除外

扱いとなっています。もちろん同中瑞穂氏

の報告書で不されたナガパノモウセンコケ
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の白生地である第 1i也iH幹は、この調査の

折重点的に調交されたにもか、わらずその

秘物は何びとの日にもふれることができず

に今日に至っております。

現存する北海道低地併におけるナガパノ

モウセンゴケのrrm実な自生地は、サロベツ

il日炭湿原のごく l部分となりました。それ

も現夜では、!瓜首ijの焼火という状況下で、

白生地のHと鼻の先に迫ってきている大規

模草地開発等により、確実に絶滅へと追い

す:てられています。

こうした自生地は「司、 nf逆性J のLので

たび脱水されるともうもとにもどすこと

のできないものです。

北海道から自生地のすべてが失われた食

虫柄物としてホザキノミミカキグサがあり

ます。その培養品が私の手もとで細々と生

きています 幾度となく臼rtの中での存命

を願い種子をまき続けましたが、 i況に変質

した泥炭地(死にかかった泥炭地)では不

成功に終わっています。北海道の低地帯の

ナガパノモウセンゴケち同じような運命を

たどらなければよいのですが。

ナガパノモウセンゴケの自生環境

について

北海道北部のサロベツ原野では高層湿原

に分布が限られています。

高層湿原の中でも Jf:i1:'1の植物がほとんど

人りこむことが不可能な貧栄養地の中に自

生しているものですから、泥炭がむき出し

になっていることが当ι通で、小凹地でかな

らず水のたまるような所に生えています。

共作する植物のうち代表的なものとしてミ
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カヅキクサをあげることができます。

下サロベツ原野の高層湿原の踏査結果で

は、同所にモウセンゴケ・ナガパノモウセ

ンゴケとその中間雑種のサジパモウセンゴ

ケがi昆生分布しておりました。ごくせまい

場所での 3者i民生ですから、この 3者は同

環境て下生活していたということになります。

教科書での記載を見るとモウセンゴケと

ナyゲパノモウセンコケは槌生場所を異にす

ると書かれたものがほとんどですが、教科

書通りでないことも多いのてユはと忠われま

す。

ただ、普通の場合はモウセンゴケはやや

乾きめの所に、ナガパノモウセンゴケはそ

れより水のあるf昨に、サジノ〈モウセンゴケ

はその中間の水位あたりに白生しているよ

うです。

北海道内のモウセンコケの自生地は数多

く見てきましたが、自生している水位は異

例が多く極端な場合があります。 i呂水期に

あってさえ、かなり水中にもぐって自生す

る場合もあり、生きていくことさえ無理と

思われる}肝に平然と生活しているモウセン

コケも見られます。

有珠郡大滝村での観察結果では、水にも

ぐっているモウセンゴケが、ゼH、を示し、

I'J形葉のI直径が I円玉大(直径 2cm) に育

ち丈も 1段と高いものでした。 大群生の

ものです。それも PH2という強酸性の水

の中ですからまさに驚異です。

こうした央J列な分布は、モウセンゴケに

限られたものではなく、ナガパノモウセン

コ、ケにも兄られるものであって、問中瑞穂

先生が報告されたスギゴケ ガンコウラン
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の行.塊上の 1~(素としてのナガパノモウセ

ンゴケの記録は異例の典型Jでしょう (8)。

ナガパノモウセンゴケの培養方法

どんな植物でもそうですが、ある植物を

育てようとする時、自生地の様子を観察し

ておくことは欠かすことのできないことに

なるでしょう。

自生地を観察した場合には、多くの異例

な分布が見られる訳ですが、最も標準的な

白生状態から培養、法を考えるのが最L無難

な道で、それが成功したなら他のほ養i去の

開発に子を伸ばすべきでしょう。

{増殖〉

ナガパノモウセンゴケは奇品に属するも

のですから、これをI骨航して多くの人々に

分け合うことは意義のあることと思います。

ナガノてノモウセンゴケについては、これ

まで種子による方法しか知lられていなかっ

たようですが、現イi令でいは積子以外によって

も増殖が試みられるようになってきました。

(1) 種子による増荊

(2) 葉ざしによる方法

以上のうち、増丹市去が確立されているの

は、種子による方法で、確実に増殖できる

ものです。

葉ざしについては不定芽ができて了をと

ることはできるのですが、道産のものは花

が咲くと枯れるといわれ、まだ増航法が確

立していないものですが、大いに研究の余

地があるものと思います。 f;tって種々の培

養書では種子によるI首刑(il，しか書治、れてお

りません。
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盟2l"fーは正盟杢L明中山岳会誌 rj勇J

に岡田喜一氏がナガパノモウセンゴケに不

定芽を生ずることを図入りで報告したのが

最初と忠われますが、葉ざしの方法は実用

イヒまできていないようです。

(J)の極子による増殖の場合ですが、でき

るだけ種子の新鮮なうちに採りまきをする

のが大阪WJで、古い種子の場合はどうして

も発芽率が低下してしまいます。

まき床は、シャーレ(ベトリーざら)に

吸取紙を敷き水を入れしめらせた上に稜了

をまくようにします。種子をまいた後はふ

たをかけて発芽を待つのみです。温度は十

分保たれますが吸取紙がいつも湿っている

状態にしておきます。 室内で管理

かびが入ることがありますので注怠が必

要ですが、少々のかぴはそれほど気にしな

くてもいいと思います。

移納 発芽した幼植物は、腰ノkのミズゴ

ケの床(平ばちがよい)にピンセソトでつ

まんで置くといった感じで並べます。

0幼植物の移filiI~，の図解

ガラス板

割UI;I'し

空気の流通

79 

移I由。後屋外で管理する場合は雨で流きれ

ないように、ミズコケに根が下りて安定す

るまでは、ガラス4反をかけておくようにし

て、その後はガラス板は取り除きます。腰

水をf*つためには、はちぎらを使うと人・変

便利です。このi時、大l羽が降っても水面が

常にミズゴケ床の面よりも低くなるよう工

夫します。

幼植物を育てる場合のミズゴケ床には、

死んだミズゴケの{車問をおすすめします。

生ミズゴケを使用するとミズゴケの生長の

ほうが勢力が強〈、幼植物がミズゴケの'1'
に理没してしまうことがあるからです。

親株をほ養する場合には生ミズゴケを使

用するとよいでしょう。また、親株を培養

する 11年のコンポストとしては、生ミズゴケ

のほか、ピートモスJII.用・火山れき単則も

いいものです。特に火山れき単用の場合は

根くされが起こりにくいので成績は良好で

す。いずれの場合も腰水培養とします。

寒地柄物ですから冬期間室内に入れるこ

とは絞禁で、雪と氷の中で越冬させてはじ

めて立派に育てることができるものです。

冬期間室内にとり込むと株は次第に衰え

てだめになってしまいます。このことは寒

地性の他の全ての食虫捕物に通じます。

ナガパノモウセンゴケを材料と Lて

作出された新種のこと

ナガパノモウセンゴケを材料として作m
された新種がたくさんありますが、サロベ

ツ産のナガパノモウセンコケに信太山産の

コモウセンゴケを交配して作られたものに

ホナガモド"(1971年 6月 9tI交配)が知lら
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れています。葉の形はサジパモウセンゴケ

によく似ています。

× × × 

サジハモウセンゴケはモウセンゴケとナ

ガパノモウセンコケとの自然交配種で異質

31古体のため種子ができません。従ってI曽

航の方法は栄養w繁殖による外ありません。

‘ナガモ卜 e以外で知lられるナガパノモウ

センゴケを材料として作られた新権をあげ

ると次の通りです(10)。

-ナガパノモウセンゴケ×コモウセンゴケ

(宮城県亘耳!産) 1974.6.9交配

-ナガパノモウセンゴケ×コモウセンゴケ

(白花品・タスマニア産)

1976.5.10.交配

-ナガパノモウセンゴケXナガエモウセン

ゴケ(ミュンへン純物園より)

1973.6.12-14.交配

新種命ーアンテノレムと命名

-ナガパノモウセンゴケ×カピラリス

(ミュンヘン植物閑よリ)

1974.5-6回交配

新種命 アノレピノレと命名

-ナガパノモウセンゴケ×イトパモウセン

ゴケ 1976.6.1交配

新種命 アンフイノレと命名

-リネアリスXナガパノモウセンゴケ

(サロベツ産) 1976.5.22.交配

布i種命不 明

80 

以上はL、ずれも食虫植物の交配研究者永

本三郎氏によって交配作出された新種のモ

ウセンゴケ類ばかりです。交配種は全て両

親の'1'tl円型になるようです。
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