
北海道産植物ノート(1)モミジバショウマ(ユキノシタ科)

はじめに

梢物調査を目的に北海道を何度か訪問し

てきた。いずれの訪問でもターゲットは明

確に設定していたので、それらについては

少しずつ報告してきた。それ以外の植物に

ついては、最初のうちは見聞を広め、かっ

経験を深めることに務めてきたが、他地域

の植物との比較を進めていくと次第に明ら

かになってくるものもある。ここではそう

した事項をノ トとして書き関めておくこ

ととしたい。最初はユキノシタ科の多年草

である、モミジバショウマを取り上げる。

現在、私たちのグル ブはモミジバショウ

マが所属するアカショウマ(チダケサシ)

つ く ば 市 門 田 裕 一

属の系統解析を行っているので、その成果

も含めてご紹介したい。なお、日本産の穏

についてはどの学名を用いるべきかについ

て検討中なので、ここでは学名を併記しな

いことをお断りしておく。

北海道特産穣 モミジバショウマ

モミジバショウマは北海道の特産植物で

ある。花が咲いても取り立てて目立つよう

なものではなく(凶1)、分布域は狭くはな

いものの個体数は多くはないようである。

そのためにあまり注意が払われなかった植

物なのかもしれない。

モミジバショウマの和名は、他のアカシ

ョウマ類に比較して、]員小葉が三浅裂し、

カエデ属のオガラバナを忠わせる形になる

ためだろう。別名のサルルショウマとは基

準標本が猿留山道で採集されたことによる。

梅沢 (2007)によると、分布域は WI勝，

日高，胆振， i度島地方』とある。十勝にも

あるということなので、もう一つの別名、

ビロウショウマはえりも町近傍の広尾の読

みから来ているのではないだろうか?今の

ところ、ビロウショウマという和名の由来

についてはよく分からない。

道内にはアカショウマ属にもうー種あり、

卜リアシショウマという。 トリアシショウ

マは道内では同定に困るような穏ではない
モミジバショウマ(写真 梅沢俊氏提供)。
様似町にて。満開状態なのに花は目立たない。 が、本州ではさまざまな変異が観察される、
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分類が難しい縞物群としてよく知られてい

る。なお、 I貝小業や花序の形態が明瞭に異

なるのでモミジバショウマとトリアシショ

ウマは符易に区別できるが、ウェブ l~では

I山j者はしばしば混同されていることを指摘

しておきたい。

Ohba (2001)によると、モミジバショウ

マは『雌雄異株であり、花弁がなく、専裂

)iーが7~11個ある点で口本産の他の種全て

から大きく異なる[原文は英文J~ という o

実際、 iに挙げたI員小葉の形態一つ見ても

他の穏とは用意に区別できる。それでは、

このように特異な種、モミジバショウマは

どのような性絡をもっているのだろうか?

これまでに得られた結果にもとづいて、こ

のことを考察してみたい。

モミジバショウマは雌雄異株か?

これまでに公表されたどの文献でも、モ

ミジバショウマは雌雄巽株の植物として彼

われている。雌雄巽株とは、花にb:ft:ltとJItli

花があり、それぞれが異なる個体につくこ

とと定義されている。国立科学博物館には

残念ながら H高地方からの標本しかないが、

花期に相当するいずれの個体も雄しべと雌

しべの揃った両性花(完全花)を付けている。

つまり、国立科学博物館の標本を見る限り

では雌雄同株ということになる。これまで

の雌維異株という報告に誤りがないとする

と、乙の穏には雄株、雌株、両性株の三つ

が存在することになる。このような性質を

もっ植物を subclioeciousという。この術

語には未だ適当な訳語がないが、雌雄同株

と雌雄呉株の中間的段階を示すものと考え

られているので、疑似雌雄異株とでもいう

べきものだろうか?との現象そのものはそ

んなに珍しいものではなく、オウレン属や

サラシナショウマ属などのいろいろな植物

で観察される。要するに、集団内に作在す

る両性株なるものはしばしば果実を生産す

る能力を失い花粉を放出するのみとなって、

機能的に雄株と同等になるということであ

る。これは，たとえ subclioeciousであっ

ても、 i時と場合によっては，雄株と雌株し

か見られなくなるということを意味してい

る。この現象は環境条件のぶれや集団内で

の個体の配置(とくに花粉を供給する個体

の)に対して、植物が果実の生産量を最大

にするための適応の紡果であるという。モ

ミジバショウマに関連の深い北米産の種、

Astilbe biternataについて同様の性表現

が詳しく研究されている。

私はモミジバショウマの開花個体を野外

で観祭したことがない。というのは次のよ

うな経験があるからだ。 2006年6月下旬、

様似町のアポイ岳やえりも町豊似湖周辺で

モミジバショウマの観察を行った。前述の

ようにこの種は特徴的な複葉をもっている

ために、見出すこと自体はそれほど難しい

ものではなかった。目が慣れてくるとかな

りの個体数が確認できたが、:ft茎を上げて

いる株やこれから花茎を上げると思われる

株は全く見られなかった。いずれも地上部

は貧弱なものが多かった。材料採取のため

にいくつか掘り取ってみたが、地下部も莱

宥でストロン(横送地下茎)を伸ばしてい

るものは見当たらなかった。集団全体の更

新の時期に当たっていたのかとも思うが、
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原肉は不明である。是非、円高以外の他の

産地で集同組成を調べてみたいものである。

モミジバショウマには花弁がない

モミジバショウマのもう一つの特徴は花

弁がないことである。ある属に着目した場

合、その属内の一種あるいは複数種が花弁

を欠くという現象はそれほど珍しいことで

はない。ちょうどキンポウゲ科のカラマツソ

ウ属やモミジカラマツ属のように、雄しべの

花糸が肥大化すれば昆虫に対する誘閃効果を

生み出すことができるような例もある。

しかし、アカショウマ属の場合、 H本産

の大部分の種が小さいながら純白ないしピ

ンクの花を大小の花序にたくさんつけて目

凶2 ツクシアカショウマ(宮崎県山:(il[/)"b:-fは花月，
の一部の拡大(宮崎県黒民)。

北方山草 26(2009) 

立つので，モミジバショウマのケ スは異

様でもある. この種の花が黄緑色と表現さ

れるのは琴筒と花糸の色による。他のアカ

ショウマ属の積では雄しべの約も濃い紫色

などで花弁の色との対比が著しいが、モミ

ジバショウマの場合、約は黄色みを帯びた

白色なので、花は一層甘立たないものとな

る。

日本産のアカショウマ属ではP[I'→モミジ

バショウマのみが花弁がないとされている

ことは前述のとおりである。しかしながら、

最近になって、九州産のツクシアカショウ

マも花弁を欠くことが分かった(未完表;

図2)。 ツクシアカショウマは九州脊梁山地

の石版岩地帯に指l有の縞物である。

モミジバショウマの著裂片

ユキノシタ科では普通花弁や考:裂片は

5伺(雄しべは5の倍数)である。それ

に対して、モミジバショウマでは等裂片

は7~11個とされるのは上述のとおりで

ある。私の観察では8~9fi;\のものが多

かった。花器官の数は多くかっ一定して

いない状態から各科ごとに特徴的な数

(例えば3，4， 5など)にまとまってい

くという進化的傾向が認められる。乙れ

にもとづくと、モミジバショウマが7~

11個の等裂)'，ーをもっということは原始

的な性質である乙とが示唆される。[さ[2

にツクシアカショウマの全体と花}事を不

した。ツクシアカショウマはモミジバシ

ョウマと同じく花弁を欠くが、等裂片は

5個であることが見て取れる。
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肉 3

アカショウマ
テリハアカショウマ
チダケザシ
アワモリショウマ |③ 
ヒトツ"ショウマ
ツクシアカショウマ
その他アカショウマ顎

トリアシショウマ

|⑥ ミカワショウマ

オオチダケサシ i⑧ 

Astilbe biternata I④ 

A叫 beriv山

モミジバショウマ !⑧ 

ヤグルマソウ属 |① 

ア力ショウマ胤の分子系統樹(未発表)。

DNA塩基配列の結巣から得られた系統樹

を、見やすくするために大幅に改変したも

のロ①ヤグルマソウ属(外群=比較の基準

となるもの)。②モミジバショウマ(保似町

産)。③Asti1bcrivularis (ヒマラヤ産)。

④A. bitcrnata (北米産)。⑤オオチダケサ

シ(長崎県対馬、韓国、ヒマラヤ産)。⑥卜

リアシショウマとミカワショウマ。⑦その

仙のアカショウマ類。アカンヨウマ属全体

で、モミジバショウマがその棋幹に位置す

ることに14'.官。

アカショウマ属の系統樹

図3にアカショウマ属の系統樹を示した。

乙の図はDNAの塩基配列Iにもとづく分子系

統樹であるが、見やすくするために大幅に

簡略化されていることをお断りしておく。

簡略化のために種名は全部を挙げていない

が、世界のアカショウマ属の穂のほとんど

がこの系統樹に含まれている。

この図から分かることは、先ず第ーに、

モミジバショウマがjli‘界のアカショウマ属

の根元に位置していることである(図3の

②)。次に、 H本蕉の種類では、 トリアシシ
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ョウマとミカワショウマはとの2稀で一つ

のグル プを形成する乙と(図3の⑥)、そ

してその他の種類はまとまって一つのグ

ル プを構成すること (1，，13の⑦)である。

とりわけ、⑦のグループを概観すると、ア

カショウマ属では日本列島とその周辺地域

で爆発的なjjg化が起こっていることを見て

取れる。先にツクシアカショウマもモミジ

バショウマと同じように花弁を欠くことに

触れておいた。しかし、ツクシアカショウ

マがモミジバショウマとは異なり、⑦のグ

ループに所属することが分かっている。そ

して、⑦の構成積はいずれもよく目立つ花

弁をもっ。このことは、⑦のうちでツクシ

アカショウマに花弁の消失が二次的に起こ

図4. Astilbc rivularis (ブータン産). A 生育状

況。日 花IJ:。花弁を欠くととが分かる。こ

の写真では色は分からないが、雌しべ、雄し

べの花糸、専筒は黄緑色、雄しべの紡は黄色。



ったことを強く不唆している。換言すれば、

モミジバショウマに花弁がないことと、ツ

クシアカショウマに花弁のないことの意味

はそれそ"~1異なっているということである。

この点は花弁の発生過程に関する解剖学的

な解析を行って、さらに追求していきたい。

北点111草 26(2009) 

2000m前後の常緑樹林の林縁に生え、高さ

2mを超える大型の植物である。花序も長

さ1mほどになり、無数の花を咲かせる。

一つーつの花は花弁を欠いてH立たないが、

大型の花序につく花は昆虫に対して充分な

誘因効果をもっているものと考えられる。

⑤はその次に古いもので和名をオオチダ

モミジバショウマの性格 ケサシといい、国内では長崎県対馬にのみ

話をモミジバショウマに戻そう。世界のア 分布する。オオチダケサシはヒマラヤから

カショウマ属で最も占い起源をもっモミジバ アジア東部にかけて広く分布するが、対馬

ショウマ、そしてその次に古い③~⑤の植物 が分布の東限になっていて、北海道から琉

とは一体どのようなものなのだろうかつ 球には分布しない。ヒマラヤ地域では標高

③と④はほぼ同等の古さをもっ植物で、 3000 m以上のところに牛.育し、前掲の

共に花弁を欠き、それぞれヒマラヤと北米 Ast】lberi、rularisとは垂直的に棲み分けて

東部に分布する。③のAstilberi、lularisを いる。

区14に示した。ヒマラヤ地域では標高 ③と④の分布パタ ンが示すように、ア

三ベへJ~!fμ
同 5. 7カショウマ隔の分布(JJ阜、図)。典型的な東京北米烈(モクレン型)の分布

を示す。北アメリ力には Astilhebiternata 1種のみ。多くの種が日本列
島周辺地岐に集中する。
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カショウマ属は東亜北米塑(モクレン烈)

の分布を示す植物群の苧つとして知られて

いる(図日)。モクレン科ユリノキ属やマン

サク科マンサク属のように、東il!i北米裂の

分布パターンをポす植物群は相当古い起源

をもっと考えられている(例えば、 JJiij山、

1974など)。したがって、アカショウマ属

の起源もまた古いものと考えて良いだろう。

この結論は、滋 (1995)が、形態的形質の

解析結果から、アカショウマ属の起源は東

アジアと述べていることと矛盾しない。

以上をまとめると、ユキノシタ科アカシ

ョウマ属は東川北米型の分布パタ ンを示

し、属自体が古い歴史をもっと考えられ、

属内では道産のモミジバショウマが最も古

い起源をもち、狭義のアカショウマ類が円

本列島の全域で著しい分化を遂げたのは相

対的に最近のIU来事だということがいえる。

終わりに

モミジバショウマが世界のアカショウマ

属のル ツである、そんな紡果を知って、

私は思わずうなってしまった。しかし、そ

うだとすると、上記の特徴の一々が首肯け

るのではないだろうか?こんな植物が北海

道の山野にひっそりと生きていることにワ

クワクしてしまった。現在検討中の課題だ

が、キンポウゲ科キンバイソウ属もこの状

況に似ていて、キンバイソウ属のル ツと

思われる種群が北海道に存在しているらし

い。どうやら、北海道の植物はこれまでに

怨像していた以上に凄いようだ。今さらな

がら、見直してしまった次第である。北海

道には我々の怨像を超えるような植物がま

だまだあるに違いない。乙れからも道産の

植物の『性格』について考えていきたい。

(国立科学博物館植物研究部)
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