
ラン科アツモリソウ属の生態~最近の研究を中心に

はじめに

アツモリソウ属 CypripcclIl111lは、ラン

科のなかでもとりわけ特異な容姿を持ち、

希少性も高いことから、植物愛好者の熱い

関心を集めるグループである。しかし、不

幸なことに、国内のいずれの穏も、これま

での盗掘のせいにより野外で目にすること

はほとんどできなくなってしまった。

私は2000年に、北海学園大の佐藤謙氏ら

が行なっている夕張山系際liIの希少植物調

斉に初めて参加し、そこでホテイアツモリ

とキバナノアツモリソウを初めて見た。た

だ、ここでも盗掘による個体数の減少は深

刻lである(佐藤2002)。また、 2005年から

は道南地方におけるコアツモリソウの保全

活動にも参加している。これらの生育地で

は、研究者や地元有志らに公的機関が加わ

って、保全を日的とした継続的なモニタリ

ングが行なわれているが、アツモリソウ属の

各種が野外でどのような生活を送っている

のかがよく分からず、手探りの状態である。

アツモリソウ属のうち、チョウセンキバナ

アツモリソウ、ホテイアツモリ、レブンアツ

モリソウ、アツモリソウは「種の保存法J(環

境省 http://www.env.go.jp/nature/

yasei/hozonho/inclex.html)の特定国

内希少種に指定され、 l謂などによる保全対

策が取られているが、保護増殖事業を実体

とした「生育地外保全j が優先されがちで
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ある方、上述の保全調査はあくまで

「生育地内保全Jを念頭においたもので、私

自身もすべての野生生物の保全は生育地内

保全が基本とされるべきと考えている。生

育地内保全ではまず生育地ごとの的確な診

断が求められるが、そのためにも各穏の生

活史を把握しておくことは必須で、すでに

ある知見を有効に活用したいものである。

また、保全に携わる関係者どうしで既存の

知見を共有することも、効率的な保全のた

めには重要である。

アツモリソウ属に関しては Cribb(1997) 

のモノグラフがあり、これによって世界中

のアツモリソウ属の概要を知ることができ

る。しかし、本書は英文で書かれているう

えに、すでに入'fが困難になっていること

から、普及の面で難がある。また、近年に

なって送粉者や繁殖特性、個体群塁手J態など

の新知見が悦界各地から相次いで報告され

ている。私はアツモリソウ属の保全に関わ

りを持つようになったのを契機に、アツモ

リソウ属の生活史に関する同内外の文献を

収集し、情報の整理を行なっている。稀が

異なる外国産アツモリソウ属の生活史特性

をそのまま日本産の種に当てはめることは

できないが、多くの有用な情報が含まれて

いると考えている。

今回本誌でラン科の小特集が組まれるこ

とになったので紙而への掲載をお願いした



次第である。野生生物としてのアツモリソ

ウ類を理解するための資料になればと思う。

分類情報

主要図鑑(里見1982)によれば、世界に

約40積、国内にはコアツモリソウ C

clθbilc、クマガイソウC.jap口IniCUll1、キ

バナノアツモリソウC.gllUat1l1J1 var. 

yatabcan1l1J1、アツモリソウC.lllaCl百n

thurll Var. s]JeCiOSU111、カラフトアツモ

リソウC.calceol11sの5穏が自生するとさ

れる。クマガイソウには品種キバナクマガ

イソウ fOrInauraSB"Wae、キバナノアツ

モリソウには変種ヱゾノクマガイソウvar.

glllta tm目、アツモリソウには変穏レブン

アツモリソウ var.rebunenseとホテイア

ツモリ var.holei-ats1l1J10rianwnがそ

れぞれ知られる。なお、里見 (1982)は道

内産のキバナノアツモリソウがヱゾノクマ

ガイソウ var.gll Ua tlllllに当たるとして

いるが、清水(1982)は中間型も多いとし

て採用に消極的である。一方、 Cribb(1997) 

は日本産のキパナノアツモリソウに学名 C

ya tabeanlllllを当て、C.glIUat1I1J1とは

別積として扱っている。海外の文献ではこ

れに従ったものが多いようである。また、

ヱゾアツモリソウ(別名ドウトウアツモリソ

ウ・サンセイアツモリソウ)C. shanxiensc 

も道内に分布するとされている (Cribb

1997，梅沢2007)。

近年、さまざまな生物群で遺伝子解析に

よる系統関係の再検討が盛んで、アツモリ

ソウ属についても行なわれている (Cribb

1997)。また、変種レベルでも同様の研究

が行なわれている。 Joet al. (2005)によ

れば、アツモリソウC.1118Clヨnthosの変

種であるホテイアツモリ、レブンアツモリ

ソウ、アツモリソウ(大陸産)の3者をi宣伝的

なレベルで区別する乙とは可能であるとされ

る。ただし乙の結論には異論も出されていて、

河原・山下 (2007)は、分析対象を広げてい

くと3者の区別は難しくなると述べている。

なお、 Joet al. (2005)は、アツモリソウと

カラフトアツモリソウの種間関係について

も検討しており、算出されたi宣伝的距離か

ら両者の種分化の時期を600~900万年前

と推定し、日本列島が大陸から切り離され

た年代 (1500~2000万年前)より後に穏分

化したため園内にカラフトアツモリソウが分

布しないのではないかと推論している(礼文

島のケースを例外として)。

また最近、アツモリソウ属の進化史を検

討した論文が発表されている (Shefferson

et al. 2007)0 3大陸のアツモリソウ属15

分類群90個体群からサンプリングし遺伝子

解析にかけるというスケールの大きな研究

で、日本産のコアツモリソウ、キバナノア

ツモリソウ、クマガイソウ、レブンアツモ

リソウ、アツモリソウも分析対象に含まれ

ている。この論文ではアツモリソウ属各穏

に見られる菌根商相の種特異性に着Hし、

共生菌 (host)の転換や菌との共進化から

アツモリソウ属の種分化の可能性を論じて

いる。また、 DNA塩基配列を用いたアツモ

リソウ類の系統解析も行なわれていて、コ

アツモリソウがアツモリソウやクマガイソ

ウなどとは系統的に離れた、起源の古い種

という結果が不されている。

η
4
 

り
ん



なお、アツモリソウ属の積数について最

近の論文 (B五nziger，Slln and LllO 

2005、Sheffersonet al. 2007)では、

「およそ45種」との記述が見られるほか、

Cribb (1997)は47種に2変種を加えた49

分類群を提示している (Cribbは全体を11

節 sectionに分け、最大の Cypripeclillm

節についてはさらに2亜節に分けている)。

以下では、国産種については基本的に和

名を用いるが、誤解のおそれがあるケース

については学名を併記し、外国産の種につ

いては学名を用いる。なお、アツモリソウに

はmaCrEl1lthllmと1118cranth口Sの二つの

種小名が混在するが、 Cribb(1997)は原記

載に基づくなどの理由で後者を採用している。

ここでは基本的にCribbに判処しておく。

分布

ラン科の中では、アツモリソウ類は北方

や山岳域に進出したグループといえる。同

じアツモリソウ亜科の的属はすべて熱帯や

亜熱帯に分布するので(里見1982)、この点

から見ても特異である。特にカラフトアツ

モリソウは寒帯性の植物で、新大陸を除い

た周極分布を見せる (Kllll1999)。一方、

C. [JaSSerill111l1はアラスカを中心とした

北米大陸の寒帯に分布する (Cribb1997)。

また、ヒマラヤから雲南にかけての山岳ー部

には24積ものアツモリソウ類が分布し、特

にC.hi1l1alaic1l1l1やC.tibetic1l1l1は標高

4，000m以上の高山に生育する (Cribb

1997)。

日本国内の分布は次のようになっている

(環境省2000)。カラフトアツモリソウは北
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海道、チョウセンキバナアツモリソウは秋

田県、キバナノアツモリソウは九州(熊本

県)・凶回(高知)・静岡県以北の本州・北海

道、コアツモリソウは四国(高知と徳島)・

愛知県以北の本州・北海道、クマガイソウ

は九州・本州・北海道にそれぞれ生育が知

られている(絶滅した地域も含まれる)。ま

たアツモリソウのうち、変種ホテイアツモ

リは中部地方と北海道、レブンアツモリソ

ウは北海道礼文島、アツモリソウは京都以

北の各地にそれぞれ生育が知られている

(絶i威した地域も含まれる)。

国外の分布や学倒産の種の分布について

は、 Cribb(1997)に分布図があるのでそ

ちらを参照されたい。

生育環境

すべて地生で、草原性と林床性の稀が含

まれる。 l玉l産では、キバナノアツモリソウ

やアツモリソウ(ホテイアツモリとレブン

アツモリソウを含む)は前者に当たり、 1lE

高山や海岸の風衝市原にみられるが、アツ

モリソウは海岸に近いカシワ林に生える例

も知られる(高橋2001)。また、ホテイア

ツモリはかつて、石灰岩の111塊である後志

大平山や夕張山系の嘘山にまとまって生育

していたことから、好石灰植物と考えられ

る。嵯山の土壌pHは6.4 5~8 ， 25で、ホテ

イアツモリがよく生育する草版部では6.45

という報告がある (i度辺・佐藤1971)。この

傾は中性ないし弱酸性を示すが、周辺の森

林植生と比べれば相対的に高めであると思

われる。一方、コアツモリソウやクマガイ

ソウは後者に当たり、北海道内に限ればコ
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アツモリソウはヒノキアスナロなどの温借

性針葉樹林下に多く、クマガイソウはスギ

人工林に多いといわれる。

Cribb (1997)は、アツモリソウ属の生

育環境について次のように述べている。種

によって針葉樹林、落葉樹混交林、湿地、

甲信{などさまざまな環境に生育し、それそ、

れがある程度決まった光環境や土嬢環境に

適応している。森林性の種では伐採などで

光環境が変化しでもすぐには集団の維持に

問題ないが、繁殖はかなり抑制される乙と

がある。また、森林か京阪かによらず全般

に痩せ地で、水はけのよい土壌に生育する

という。 Cribb(1997)を読んでいて興味

深いのは、湿!J)((bog)に生育する種や石灰

岩地に生育する種がかなりあることである。

アツモリソウ属にとっては土壌の化学特性

がもっとも重要な環境要凶であるという意

見も引用されている。化学特性が、共生菌

である菌根蘭類の生育に強く影響するから

である。アジア産のアツモリソウ属は石灰

岩地に多いことから好石灰縞物が多く含ま

れるのは間違いないが、生育ー地の土壌p]-]な

どの情報は不足しており、もっと調査が必

要だとしている。

情報が少ないとされる中国奥地のアツモ

リソウ属生育地についても、最近の論文か

ら生育環境をうかがうことができる。匹I川

省のC.plectrochi1111lの自生地は、標高

2，020mの渓谷の低木帯のギャップにあり、

土壌pHが6.73~6.85とされている(Iλet al 

2008)。また、雲南省北西部のc.g日比atUl1]

の自生地は、襟高3，490mの北東向き斜而に

あって、低木に凶まれた市原状となってい
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る (Banzigeret al. 2005)。この自生地の

特徴は、毎年秋になるとヤク Bosgrl1n-

111cnsが現れて縞物を激しく採食すること、

C. flav1111l、C.tibeticlIIn C. Yl1nnancnse 

が混生することである。 Zhangaet al 

(2007)によれば、雲南地方のC.gl1ttat1111l 

は、開放的な場所から林内のような閉鎖的

環境まで幅広く生育しており、光条件によ

って生理的な光合成特性を臨機応変に変え

て対応しているという。直射光よりは45%

遮光のときに光合成速度が最大になるとも

述べられている。

北米のC.fascic111at1111lの自生地は、標

高が460~3 ， 100mとさまざまで、常緑針

葉樹林の林床に多い(Lipow，Bernhardt 

and Vance 2002)。また、パージニア州

阿部の標高約800~1 ， 000m にある C.

reglnaeの2つの自生地はともに石版岩地

で、一方は常に湧水によって湿っている

(土壌pHは6.2~6 ， 8) のに対し、もう一方

は乾いた混交林内(土壌pHは5.8~6.4)に

ある (Keryand Gregg 2004)。

ヨーロッパのカラフトアツモリソウ C

calceolllsについては、 Kul1(1999)の総

説が参考になる。本種は主に、低木層や草

本層が薄い落葉広葉樹林または針jぶ混交林

の林床に生えるが、まれに高標高域の開放

地にも生える。岩屑斜而には少なく、石灰

質の土壌によく生える。またロシアでは、

カルシウム分を含んだ、湧水地や湿った草原

に生えるという。海洋性の気候よりもやや

大陸的な気候を好むことから、冬季の凍結

ストレスを回避できる林床や湧水地を好む

ことが考えられる。ヨ育地の土壌特性は、



i盛i毘で主主素分が少なく、 CaやAlイオンに

需み、 pHは7.0以上であることが多い。光

条件に関しては、ある程度の明るさを好み、

相対照度で5~7%が最適であるという研究

例がある。

生活形

すべて多年草で地 Fに綬茎を持っている。

アツモリソウ(ホテイアツモリとレブン

アツモリソウを含む)やカラフトアツモリ

ソウなどでは、複数の地上業を持つ株

(ClU111p)をしばしば形成する。カラフトア

ツモリソウでは、 70本を超える地上茎を持

つ株もあるという (Nicoleet al. 2005)。

医内の図鑑類にはこれらの種の栄養繁殖に

関する記述は見当たらないが、園芸書(栃

の葉書房編1999)によると、アツモリソウ

の地ド音lはごく短い地下茎で連絡された複

数の越冬芽(新芽)と偽球茎(バルブ)、硬く

短い根からなっている。また、 Kull(1999) 

には、 22年間にわたる地下茎の成長過程が

図示されており、分岐によって栄養繁殖す

る乙とが述べられている。したがってこの

株は栄養繁殖の結果であるとみなせるが、

遺伝的に異なるクローン(ジェネット)が集

合しているケース (111ul ticlone)もある。

Brzosko et al. (2002)は、ポーランドの

カラフトアツモリソウ(3集団)についてアロ

ザイムを調べ、 I株平均2.7~4.9本の地上

茎(ラメット)を持ち、これらは平均2.1~

2.7のクローンから織成されていることを明

らかにしている。

一方、キバナノアツモリソウやクマガイ

ソウなどは、長い線芸を伸ばして栄養繁殖
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を行なう。林床性のクマガイソウでは、ギ

ャップのような生育適地を探すための移

動・分散手段という面も大きいだろう。ま

た、アツモリソウ(レブンアツモリソウと

ホテイアツモリを含む)が直立茎を持ち、

葉を階段状に付けるのに対し、クマイガイ

ソウやコアツモリソウでは2枚の楽を水半

に広げる。 後者は林床植物に・般的な受光

体勢で、上)j奇から到達する弱い光を受け取

るようにしているものと解釈できる。なお、

日本産アツモリソウ属の中でコアツモリソ

ウの小ささは際立っている。

花のつき方と構造

外国産には‘つの茎に複数の花をつける

積もあるが、日本産の種ではすべて、花は

茎頂に つだけ付く。花はややうつむき加

減につき、 2枚の葉のド側に花梗が伸びる

コアツモリソウではこの傾向が著しい。

各3枚ずつの外花被と内花被、蕊柱、子

房からなり、左右相称型となるなど、ラン

科一般に共通する特徴を持つ。にもかかわ

らず、袋状の大きな唇弁のおかげでアツモ

リソウ属の花には他のラン科植物と比べて

も特異な印象を受ける。

唇弁の上部にはず((入り口)がある。この

唇弁には、訪花昆虫を視覚的に引き寄せる

ディスプレー機能がある。花には蜜腺がな

い(無報酬花)にもかかわらず、言fj花昆虫に

蜜を期待させる効栄があると思われる。必

ずしもモデルになる植物(花)があるとは限

らないので(ただし Sugiuract al. (2001) 

は、レブンアツモリソウの花はネムロシオ

ガマの花に擬態しているとみなしている)、
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狭義の擬態には当たらないが、:{~と見虫が

築き上げた「送粉生態系の常識j に依存し

た詐欺行為といえる。また、もう一つの重

要な機能としては、訪花昆虫を入り口から

内部へ誘い込み、出口を求める訪花昆虫の

動きをコントロールしながら的確に送粉を

行なわせるというものである。巧妙な蕊柱

の形態や配置によって適切に機能するよう

な仕掛けになっている。

唇弁の大きさは種によって異なるが、唇

弁の大きさや入り口の口筏は誘引したい訪

花者の大きさに対応していると考えられる。

ただし、種内変異も大きいようである。例

えば、レブンアツモリソウの唇弁の幅は

20.2~38.3111111 と、同一集凶内て、も最小と

最大で2倍近い差があり、この変異は植物

体サイズに依存しているらしいのllgillra

et al. 200])。

一般にラン科植物では、花粉は花粉塊と

して約の中に蓄えられているが、アツモリ

ソウ属では花粉塊を作らず粘j夜中に混じる

ようにして存在するという(虫見1982)。

花の匂い

レブンアツモリソウでは、花によっては

かすかな匂いがするというのllg札口a et 

al. 200])。同じように、C.tibeticl1Inで

もかすかに果実の匂いがするとされる(Li

et al. 2006) 0 C. tibeticl1111の匂いの成

分はエチルアセテートで、訪花昆虫をだます

のに有効ではないかと与えられている。また、

C. [Jlectrochill1In についても芳香成分が

調べられており、ケトンの一種が優占する

ことが分かつている(Liet al目 2008)。

一方、コアツモリソウやC.fascic111atl1lll 

(Seevers ancl Lang 2005)のように林

床性の種の中には、キノコのような独特の

臭いを出すものも知られている。

開花フェノロジ一

生育環境が種によってかなり異なるにも

かかわらず、道内ではすべての種が5~6月

に開花する。世界的に見ても5~7月前半に

開花する極が多い (Cribb1997)。夕張山

系の蛭山での観察では、毎年、ホテイアツ

モリのほうがキパナノアツモリソウよりも

1~2週間ほど早く咲く。 海岸や亜高山帯の

Jlli¥衝草原では乙の時期、高菜市本の伸長初

期~中期にあたり、椴生高はまだそれほど

高くはないので、開花中の花はよく目立つ。

一方、落葉広葉樹林では林冠が閉塞して林

床が暗くなる時期lに当たるが、常緑豊|葉樹

林では光環境の而では前後の季節と比べて

それほど大きな遠いはない。

各論文によれば、レブンアツモリソウで

は5月下旬~6月下旬 (Sllgillra ct a1. 

200])、中国凶川省(襟高2.020111)におけ

るC.[Jlccl1 口chill1In では4月下旬~5月下

旬(Liet al. 2008)となっている。また、

C. fascic111atl1Illの場合、オレゴン州(標

高460111) では4月下旬~5月中旬、アイダ

ホナH(標高1.200~1.250m) では5月 F旬

~6月中旬、コロラド州(標高3.000~

3，100111) 6月中旬~7月中旬と場所によっ

てかなり異なる(Lipow，Bernharclt ancl 

Vancc 2002)。

また、レブンアツモリソウの花の寿命は

平均10日以上あるというが (Sllgiuraet 

26ー



al. 2001)、熱帯のラン科純物でみられる

ような、少ない送粉機会を補うための極端

な花の長寿命化はないとみてよいだろう。

また、大きな花ほど遅く l咲きUJし、遅くま

で咲いている傾向があるというが、風街地

では強風で傷みやすいため、どの花も開花

期間が短くなるという (Sllgillract al 

2001)0 

自家和合性の有無と他殖性

レブンアツモリソウには自家和合性があ

る (Sllgiuract al. 2001)。また、 C

tibetiCll1n (Li et al. 2006)やヱストニア

のカラフトアツモリソウ (Kul!1998)でも

自家和合性があるとされている。アメリ

カ・コロラド州のC.fasciculatumでは、

人工自家受粉処理でも人工他家受粉処理jの

結巣率 (82.4%)と同レベルの値 (78.0%)

が得られている(Lipow，Bernharclt ancl 

Vance 2002) 0 C. plectrochiumでは人

工他家受粉処理の結果率 (90%)に比べて

若干劣るものの、人工自家受粉処理でも高

い結巣率 (80%)が得られている(Liet al 

2008)。

すべての種で交配システムが調べられて

いるわけではないが、アツモリソウ属では

一般的に自家和合性を有するようである。

しかし、アツモリソウ属植物では村

がf依立置的に離れており(/雌抵雄離喜熟Aめ)、 自殖を

避ける仕組みが発達している。例外的に、

ヱゾアツモリソウC.shanxienseは自殖

する仕組みを備えており(花粉が液体状で垂

れて杭頭につく)、採集されている標本の花は

すべて結実しているという (Cribb1997)。
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送粉者

花の形態から他のラン科植物向様、虫媒

花であることは容易に怨像されるが、これ

まで観察記録は非常に限られていた。この

1里白は、自生t由カf限られることにもよるが、

訪花者に対して花蜜や花粉を提供しない無

報酬花 (rewarcllessflower)であるため、

通常の縞物に比べて訪花頻度がきわめて少

ないことによる。しかし近年、野外生態学

者らによって精力的な制査が行なわれ、送

粉者に関する新情報が続々と集まりつつあ

るので詳しく紹介したい。

国内では熊本大の杉浦両人准教授らのグ

ループがこの分野をリードしている。長野

県のアツモリソウC.macranthos var 

speC10SU111の肖生地では、アツモリソウの

花でハナアブやセセリチョウを含む訪花昆

虫が観祭され、このうちアカアシヒメハナ

パチ Anclrcnaruiicrus rabicrusの雌

とセイヨウミツバチ Apismel1ifenlの働

きパチが花粉を運搬している様子が観察さ

れている (Sllgiuraet al. 2002)。

一方、礼文島では、ニセハイイロマルハ

ナバチ Bombuspseucl口baicalcnsisの

女王バチがレブンアツモリソウの送粉を行な

っている様子が観察されている (Sllgiura

et al. 2001)。唇弁の中に入り込んでいる

のが観祭されたマルハナバチは3個体で、

うち2頭が胸部背面に花粉のかたまりをつ

けていたという。レブンアツモリソウの生

育地にはこのほかにヱゾトラマルハナバ

チ・エゾヒメマルハナバチ・ヱゾオオマル

ハナバチもいて、これらも有効な送粉者で

ある可能但が高いと考えられている。こう

弓
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した知見からは、近縁のホテイアツモリも、

唇弁の大きさなどからマルハナバチによる

送粉が強く示唆される。

また最近になって、中国からアツモリソ

ウ属の訪花昆虫の観察記録が次々と発表さ

れている (Banzigeret al. 2005， Li et 

al. 2006， Banziger et al. 2008， Li et 

al. 2008)。それらによると、中国南西部

のc.guUョtl1l11 では、数種のコハナパチ

Lasiogl口sstunが送粉している (Ban

ziger et al. 2005)。また、C.yunna-

nenseはコハナバチの一種 Lasioglos

SUI11 zon口lum euron口tum に、 C.

flavumはヒメハナバチ類、 AnclrcnaS])]). 

によってそれぞれ送粉されている (Ball-

ziger et al. 2008) 0 C. yunnanenseの

花は日本産のアツモリソウ C.1118cran 

thos var. spcci口SUI1Jに酷似する。前出の

Sugiura et al. (2002)は、花粉の運搬

こそ確認していないが、同属のツヤハラナ

ガコハナバチL.laeviventreやタカネコ

ハナバチL.calceatum calceatum、ニッ

ポンコハナバチL.nipponcnseがアツモ

リソウに訪花している乙とを報告しており、

これらもアツモリソウの送粉を担っている

可能性は高いと考えられる。

アツモリソウC.macran thosに近縁と

考えられるC.tibcticLllll は、 BOlllbus

lepiclus、B.lucorum. B. hYlコnorUI11

(日本産アカマルハナバチの亜種)などに送

粉されている(Liet al. 2006)0 C. 

tibetic口m を訪花するマルハナバチには働

きバチも含まれるが、送粉が成り立つのは

女王バチが訪花したときだけだという。一

方、山川省のC.plrctl口chilumでもマル

ハナバチ B.hypnOrl1l11の女王の訪花が観

察されているが、送粉には貢献していない

という(Lict al. 2008)。ただし、この論

文に掲載されているrJargebeeJ (本文中

にトウヨウミツバチ Apiscel百naとある)

の写真は誤りで、ナミハナアブによく似た

ハナアブ、が写っている。

分布域の広いカラフトアツモリソウでは地

域間で送粉者が多少異なり、スウェーデンで

はヒメハナバチ類 (Anclrena)やコハナパチ

類 (L'lSiog!口SSUlllとHalictus)、チェコ

スロバキアでは大型のヒメハナバチ類 (A.

tibialisや A.nigroaencaなど)がそれ

ぞれ送粉しており、イングランドではヒメハ

ナバチ類(AscoUcaや A haem口rrhoa)

に加えて帰化昆虫であるセイヨウミツバチも

j主粉者になっているという (Kul!1999)。

大型の甲虫やマルハナバチも訪花すること

があるが、大きすぎて花を壊してしまい、

送粉には役立っていないようである。

クマガイソウの送粉者については論文等

による報告は見つからないが、マルハナバ

チが送粉する場而を図解で紹介している書

籍がある(永野 1992)。唇弁などの大きさ

はレブンアツモリソウやホテイアツモリに

i匹敵すること、比較的暗い林床で開花する

乙とを考えると、マルハナバチが主要な送

粉者であると推察される。しかし、今後の

詳細な報告が待たれる。

このように見てくると、アツモリソウ属

ではコハナバチ類とヒメハナバチ類が一般

的な送粉者であることがわかる。乙れらの

小型ハナバチ類は著しく種分化し、個別に
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見れば特異な生活史を持つものもあるが、

グループ全体としては温帯以北において普

遍的なものである(加藤1993)。一方、マル

ハナバチを積極的に利用するレブンアツモ

リソウなどはやや例外的なのだろう。海岸

や亜高山の風衝草原、温帯の暗い林床など

では、強風や低温などで小型l昆虫の飛知行

動が制約されやすく、大型で体温維持にす

ぐれたマルハナバチに有利な環境である

(ハインリッチ1991)。このような環境に進

出したアツモリソウ属植物が、送粉効率を

高めるために花(特に唇弁)を大型させて、

マルハナバチ媒花に進化してきたというシ

ナリオも成り立つ。もっとも、小型ハナバ

チ類に比べるとマルハナバチは個体数が少

ないので小型ハナバチ類が送粉するとされ

たアツモリソウ類でも今後マルハナパチが

送粉する例が発見される可能性は残る。

林床性の種には例外的なものもある o

Banziger et al. (2005)に、引用ながらコ

アツモリソウC.clebileの訪花者に関する

記述がある。それによると、本種の花には

マッシュルームに似た匂いがあるので、お

そらくはキノコ食の小塑双麹目昆虫が送粉

者になっているだろうというのである。一

方、C.fasciculatuIllも、独特な花の形や

色、臭いがあることから以前はキノコ食の

小型双麹日昆虫が送粉者になっているだろ

うと考えられていた。しかし実際のところは、

寄生蜂 (cliapriiclwasp)である Cinetus

属の一種に送粉されている (Seeversancl 

Lang 2005)0 C. fasciculatuIll の花に

集まる双麹目昆虫はこの寄生蜂の宿主で、

送粉には関与していなかった。寄生蜂によ

29 
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る送粉のメカニズムは分かっていないが、

花が宿主を引き寄せ、その宿主を求めて集

まってきた寄生蜂が送粉を行なうという複

雑な仕組みがあることが示唆されている。

I判種には林床性のほかにも、小型穏という

共通項がある。コアツモリソウの送粉昆虫

に関しでも今後の調査が待たれるところで

ある。

なお、同じアツモリソウ亜科 (s!ipper

orchicl)に属する PaphioIJθciilulllではハ

ナアブ、(hoverflies)が主な送粉者になって

いる(Cribb1997， Banziger et al. 2005)。

また、 PhragllliIJeciiulllではハチ (bees)

とハナアブ類 Syrphiclae(hoverflies) 

が送粉するとされる (Doclson(1966)を

引用した Banzigeret a1. (2005)の孫引

き)0 PaIJhiopeclil umや PhragmiIJe-

cliumは熱帯性の植物である。

結果率および種子生産

レブンアツモリソウでは、自然条件下に

おける結果率(花のうち果実になったもの

の割合)が8.3%と低く、人為撹乱のある環

境では1.2%とさらに下がる (Sugiuraet 

a1. 2001)。エストニアのカラフトアツモ

リソウC.calceolusでは、 11年間にわた

り3，500個もの花が調べられ、 10.5%という

結果率が得られている (Kull1998)。低い

結果率は送粉者の不足が要因であると考え

られている。文献調査を行なった Neilancl

ancl Wilcock (1998)によると、C.cana 

cliclulll (北米)の結果率は 11.6%、c.

acaule (北米)は2.8%となっている。この

ように見てくると、アツモリソウ属では慨



して結果率が低いといえる。無報酬花であ

るため、訪花頻度が著しく少ない乙とを考

えれば当然だが、大掛かりな「装置J(1$弁)

を備えていながらこれほど結実の失敗が多

いのは不可解ともいえる。ただし例外もあ

り、C.Dlectrochil1l1l1 の結果率を二年問

調べたところ、 46%ないし39%と他のアツ

モリソウ属に比べて高いものであった(Liet 

a1. 2008)。また、寄生蜂 (cliapriiclwasp) 

にi差粉されるC.fasciclllat1l1l1 でも 18~

69%という高い結果率が記録されている

(Lipow， Bernharclt ancl Vancc 2002) 0 

ラン科の種子は一般的に非常に微細で、

果には膨大な数が含まれている。しかし

Kull (1999)は、カラフトアツモリソウの

種子は温帯性のランの中では最も大きく、

効果当たりの種子数は5 ，940~16，700個と

している。また、 Nicolる， Brzosko ancl 

Till-Bollraucl (2005) は 5 ，540~23，470 

個としている。

交雑

人工交配による育種が示すように、自然

界でも複数種が混生する場合には交雑が起

こる。カラフトアツモリソウとアツモリソ

ウの自然雑種c. X ventricoslll1l は北半

球各地に分布する (Kull1999， Jo et a1. 

2005)。中国西部ではC.tibeUcl1l口、c.

flav111l1、C.s1l1ithiiの3種は同所的に生

育しており、同時期に開花する。このうち

C. tibeticllmとC.flaVllIl1は送粉者を共

有しないので交雑はしない爪C.tibetic111l1 

とC.smithiiは送粉者を共有するので自然

交雑するという (Liet a1. 2006)。

アツモリソウ属のうど雑は、開花時期や送

粉者、生育空間の相違によって、生殖隔離

が保たれている2種が、人為的な撹乱や自

然災害などを契機として出会うことによっ

て起こり、交雑個体は親種どうしの中間的

な性質を示すことが多い (Cribb1997)。

ごく近縁種どうしで交雑が生じると、中間

形質を作るので分類学的な混乱をもたらす

ことがある。 Cribb(1997)には、自然雑種

として4雑種が掲載されている。

種子繁殖によるリクルート

エストニアのカラフトアツモリソウ個体

群では、結果率と実生の発生数に明瞭な相

関がなく、定着適地の量が実生発生数の市IJ

約要因になっていると考えられている

(Kull 1999)。新果当たりの種子数は約1万

個にも及ぶが、このうち実生になることが

できるのは6個程度と推定されている。実

生の定着適地としては、他の植物の被覆が

少なくて口当たりがよく、コケむした湿っ

た場所であるという。乙れは、本種の実生

が乾燥に弱いことと関係している。

カラフトアツモリソウでは種子が発芽し

でもしばらくはプロトコーム(後述)の状態

で過ごし、地上に現れるまでに4年かかる

といわれる (Nicoleet a1. 2005)。そのた

め種子から開花するまでの期間は、カラフ

トアツモリソウでは少なくとも6~10年

(Kull 1999) あるいは8~10年 (Nicolé et 

a1. 2005)必要といわれる。レブンアツモ

リソウの人工栽前でも、種子から開花まで

に約 7年を要するという報告がある

(h ltp:! /www.naist.jp/japanese/shinc 
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haku/news/2006ne、'1s/20060915

htm)。野外では実生段階の不確実性が高

く、種子から開花するまでの期間を明確に

するのは容易ではないだろう。穂子繁殖に

よる個体群への加入景は、栄養繁殖による

加入量のわずか200分の1ともいわれる

(Kull 1998)。

菌根菌との共生関係

ラン科縞物は普遍的に菌根菌と共生して

いる。しかし、この共生関係はラン科植物

の偏利性が強く、特に種子の発芽には菌の

助けが不可欠な場合が多い。ラン科の種子

は非常に微細で、月五が未分化なうえに目玉手L

を欠き、自力で発芽することができないか

らである。また、発芽後もプロトコームと

呼ばれる地下茎の状態で菌根菌に依存した

生活を送る。さらに、 卜分に成長し開花段

階に到達した後も、しばしば1~数年に及

ぶ長期休眠をすることがあり、このような

ときにも菌根菌に依存した生活を送ってい

ると考えられている。このようなことから、

ラン科植物は腐生植物と同様に、菌従属栄

養植物とされる。

一般的な植物と菌根菌との関係は拡散的

な共生関係で、種特異性はあまり高くない

とされるが、ラン科の各種はそれぞれ限ら
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れているが、それ以外の生育段階での長期

休棋はこれまであまり注目されてこなかっ

た。ラン科植物では、開花段階に達した個

体でも l年以iの期間、一度も業を伸ばす

ことなく地中で待機することができ、しか

も乙のような性質が他の分類群に比べて顕著

である。こうした休眠を、穂子休眠と区別す

る意味で成体休日民 (aclultwhole-plant 

clormancy)と呼ぶ。

種子休眠では代謝をほぼ完全に抑制でき

るのに対して、成体休眠は休眠中も呼吸消

費を避けられないため、限られた条件でし

か適応的ではない。ラン科では、呼吸消費

量を菌根菌による栄養分の供与によって補

っているのではないかと考えられている。

Schefferson， Kull ancl Tali (2005)は、

集境ストレス(動物による被食など)が引き

金となって休根が誘導され、個体の生存E存

を上げることに役立っていると考えている。

なお、休眠個体数の推定には、日!f生動物

の個体数推定に用いられることの多い再捕

獲法 (mark-recapturemoclel)が応用さ

れている。

種 fにも休眠性があるようだが (Kull

1999， Nicole et al. 2005)、詳しいこと

はよく分かつていないようである。

れた煎根菌と結びついている。アツモリソ 個体群動態

ウ属縞物にはもっぱら Tulasnellaceae科 カラフ卜アツモリソウの個体群では、経

の菌類(例えば T口lasIlellaなど)が共生す 年的な個体数変動が調べられている (Kull

る (Sheffersonet aL 2008)0 1999， Nicol在etaL 2005) 0 Kull (1999) 

は、 8つの個体群においてそれそ

休媒性 間カウン卜調査した紡果を示しているが、

種子の長期休眠は多くの植物でよく知ら いずれの個体群も緩やかな増加を示してい
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る。また、 Nicoleet al. (2005)は、 11年

間にわたる個体群調賓のテータを用いて、

推移行列を使った解析を行なっている。シ

ミュレーションの結果、調べられた3つの

個体群ではいずれも100年後の増加率が1に

近似し、個体数が非常に安定的であること

が示されている。これほど個体群が安定的

であるのには理山があり、個体の寿命が長

いことに加えて、先に述べた成熟個体の休

眠が関与していることが示唆されている。

ただし小規模な個体群は環境変動の影響に

敏感なため、シードバンク(理土種子集団)

の寿命いかんでは消滅の可能性があると予

怨されている。シードバンクの実態につい

てはよく分かつていないらしい。

また、北米の C.reginaeでも11年聞に

及ぶ個体群の長期観察が行なわれている

(Kery ancl Gregg 2004)。ここではオジ

ロジカによる採食圧にさらされており、フェ

ンスによってそれを排除した効巣や気象現

象の影響について検討している。それによ

れば、被食を止めても生存率は増加傾向を

示さず、遅霜の日数や年間降水量も生存率

に影響していなかった。ただし、前年の早

春 (3~5月)の降水量が少ないと生存率が下

がることが明らかになった。影響が現れる

タイムラグに注意しつつ、気象条件が個体

群動態に与える影響を調べるべきであると

している。

寿命

まれるという。 Nicoleet al. (2005)も、

カラフトアツモリソウの平均寿命は110~

350年に及ぶと推定している。

植食者

中国雲南省の山岳地にあるアツモリソウ

類の生育地では、ヤク(野牛)による強い採

食圧を受けているが、アツモリソウ類は比

較的採食を免れているという (Banziger

et al. 2005)。これはアツモリソウ類が低

木類の茂みの中に生育していることが多い

ためで、茂みからはみ出した果実の部分だ

けはよく食べられている。

カラフトアツモリソウでは、鱗麹目幼虫

による花被片の被食や、ヤチネズミ voles

や家畜の羊による根茎の被食が知られてい

る (Kull1999)。

北米(パージニア州西部)のC.reginae 

では、オジロジカに被食されて強い影響を

受けている場所がある。数年にわたってシ

カの高い被食圧(シュートレベルの被食率

が65~95%) にさらされた結果、花数や茎数

が激減したという報告があり、保全対策とし

て金網フェンスが設置されている (Kery

ancl Gregg 2004， Gregg 2004)。し均、

し‘方で、引jの C.reginaeの個体群では、

狩猟によってシカが減少した結果、スギの

更新や植生遷移がimみ、光環境が悪化して

著しく衰退した{$iIJもあるという (Cribb

1997)。

Kull (1999)によれば、カラフトアツモ 保全

リソウ個体群の多くの個体は30年以上経過 アツモリソウ属の減少は世界中で問題と

したもので、中には100年以上の個体も含 なっている (Cribb1997， Kull 1999， 
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Nicole ct al. 2005)。栽倍熱による盗掘

が主なものであるが、森林伐採や排水事業ー

などによる牛.育地の破壊も拍車をかけてい

る。これまでに紹介した研究の多くが自然保

護区内で行なわれているととも、アツモリソ

ウ類をめぐる状況の厳しさを暗部している。

このような状況からアツモリソウ類の多

くは、各国のレッドデータブ、ツクや保護対

象種に指定されている。冒頭でも述べたよ

うに、 H本では稀:の保存法(絶滅のおそれ

のある野生動植物の種の保存に関する法律)

で、チョウセンキバナアツモリソウ、ホテ

イアツモリ、レブンアツモリソウ、アツモ

リソウを指定している。また、ワシントン

条約(絶滅のおそれがある野生生物の取り

引きの規制)のリストにも大半の種が掲載

されている。

生育地の保全はいかにあるべきだろうか。

礼文鳥では度重なる人・規模な盗j屈を受けて、

大規模に保護柵で生育地全体を囲うという

手段がとられている。一方、夕張山系の梶

山では入山規制によって‘般登山者の立ち

入りが厳しく制限されている(佐藤2002)。

また、いずれの場所でも、開花期を中心に

監視員によるパトロールが行なわれているo

保護有lIiの設置は盗t!ilを抑止するという点で

は効果的だが、それだけでは生育地保全と

して卜分ではない可能性もある。 Sugiura

et al. (2001)は、人間の撹百Lがレブンアツ

モリソウの結果率を低下させているのは間

違いないと指摘する。鉄!舟の保護区は開花

期に‘般開放され、 'I::l に最大1，500人も

の観光客が入場する。このような状況では

送粉者のマルハナバチが花に近づけず、受

北方山京 26(2009) 

粉率が低 Fしてしまうので、入場者数を制

限すべきであると提言する。一般にマルハ

ナバチの女王は警戒心が強いので、こうし

た指摘は強い説得力がある。礼文島ではレ

ブンアツモリソウが大きな観光資源になっ

ており、簡単には誹l整できない面もあるだ

ろうが、繁殖の失敗は将来的に影響を及ぼ

し続けることが危供される。

また、保全を甘的とした研究も進められ

ている。レブンアツモリソウについては平

成8年から環境庁(当時)と農林水産省が、

チョウセンキバナアツモリソウについては

半成16年から環境省と農林水産省が、それ

そ

env目go.jp/nature/yasei/hozonho/esp

a5. ht1111)、国内の研究者らがこれに参画

している。 Sllgillraet al. (2001)による

送粉者の発見もこれらの成果であり、伺体

群苦手j態やj宣伝変異(河原・山下2007)につ

いても明らかになりつつある。

Nicol己etal. (2005)は、カラフトアツ

モリソウの生育地にはラン科植物が豊富に

生えていることに着目し、カラフトアツモ

リソウをアンブレラ種とみなして生育地を

保全することを提唱している。同様の状況

は口本においてもそのまま当てはまること

であろう。

おわりに

アツモリソウ属について、最近の約10年

間で送粉生態や但!体群動態などが調べられ、

保全上重要な先日見が次々と積み上げられて

いることが分かる。また、野生生物として

の興味深い像が浮かび上がりつつある。私
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の情報収集や整#I!が不十分な項目もあるが、

それらについては今後、新たに発表される

論文の情報などと合わせて改めて整理した

いと思う。特に、各国で実際に取り組まれ

ている保全プログラムなどについても収

集・整理が必要であると感じている。
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