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要旨
　日本初記録と思われるウマノミツバ属植物を発見したので報告する．本植物は形態的にフキヤミ
ツバ Sanicula tuberculata Maxim. に似ているが，花弁が白色である点，花茎は開花後に著しく伸
張し地上を這う点で異なる．また，常緑性で雪融け直後に開花することと，生育環境でもフキヤミ
ツバとは異なる．
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はじめに
　ウマノミツバ属 Sanicula は日本国内には5種自
生している（北川，1982）．ウマノミツバ Sanicula 
chinensis Bunge を除くと，いずれも各地で希少種
とされている．ヤマナシウマノミツバS. kaiensis 
Makino et Hisauti とフキヤミツバS. tuberculata 
Maxim. は，国の絶滅危惧 IB類に分類されてい
る．ヒメウマノミツバS. lamelligera Hance は，屋
久島・琉球に分布し，鹿児島県と沖縄県のレッド
データブックの掲載種となっている．ヒメウマノ
ミツバの変種キイウマノミツバ S. lamelligera var. 
wakayamensis（Masam.）Murata は国の絶滅危惧
IA類に分類されている．クロバナウマノミツバS. 
rubriflora F. Schmidt は，岩手・長野に分布し，岩
手県と長野県のレッドデータブックの掲載種となっ
ている．
　石川県では，従来ウマノミツバのみが生育すると
されていた（石川植物の会，1983；石川県植生誌編
纂委員会，1997）．俵と林は1999年4月に石川県小
松市内でウマノミツバ属植物を採集した．この植物

は，フキヤミツバに最も類似しているが花色がフキ
ヤミツバと異なるため，石川県版レッドデータブッ
クでは「フキヤミツバの一型」と記載され，絶滅危
惧 I類に指定された（石川県，2000；石川県環境部
自然保護課，2010）．なお，本植物は奥能登でも生
育が確認されている（小野，2006）．
　フキヤミツバは，本州中部地方以西，四国，九
州，朝鮮南部に生育し，和名は最初の発見地岡山
県吹屋による（北川，1982）．静岡・愛知・三重・
岡山・広島・徳島・高知・熊本・大分から分布が
確認されており，山地の林内に生育する（静岡県，
2004；愛知県環境調査センター，2009；三重県，
2005；岡山県，2009；広島県，2003；徳島県版レッ
ドデータブック掲載種検討委員会，2001；高知県牧
野記念財団，2000；熊本県，2009；大分県自然環境
学術調査会野生生物専門部会，2010）．いずれの県
でも県別レッドデータブックの掲載種となってい
る．
　本論文では，筆者らが小松市内で採集したウマノ
ミツバ属植物の特徴について報告する．
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方法
　俵と林は1999年から2010年にかけて，年に数
回，石川県小松市の生育地を訪れ観察を行った．採
集した個体は，さく葉標本にして保管している（採
集者標本番号：109401－109423）．形態の比較の
ために，岡山県高梁市のフキヤミツバを2000年4
月23日に採集した．高梁市へは，2009年7月22日
にも訪れ，採集および観察を行った．採集した個体
はさく葉標本にした（採集者標本番号：200401－
200403）．石川県小松市と岡山県高梁市で採集した
個体の一部は，金沢大学環日本海域環境研究センタ
ー植物園の温室で栽培し観察を行った．

結果
生育地
　本植物の生育地は川沿いの湿潤で平らな砂礫地上
の草地であった（図1）．増水時には浸水する川岸
付近で，水際から2m以内でかつ高低差50cm以内
の範囲であった．
形態
　本植物は草丈約20cmの草本であった（図2）．普
通葉はすべて根生した．根出葉は細長い柄があり長
さ5～10cm，葉身は3全裂で裂片はさらに2～3裂
した．花は径2mm，花弁は白色であった（図3）．
開花初期の花茎の長さは5～10cmで斜上し（図4），
花序は複散形花序で数個の小散形花序から構成され
た．花茎は開花終了後に倒伏し，さらに伸張し果実
が熟する時に長さは30cm以上に達した（図5，6）．
小散形花序の花茎は極めて細くなった（図5）．

生活史
　花茎は雪融けとともに伸張し，開花は3月下旬～
4月であった．種子散布は9月の初め頃までに完了
し，それ以後は根出葉のみになった（図7）．11月
頃までに，新しい根出葉は展開を終わり，花芽も形
成された（図8）．12月以降は雪の下で越冬した（図
9）．開花時には前年の根出葉が残る（図10）．
　鉢の中で栽培した個体は採集後から数年間枯死せ
ずに開花･結実している．
岡山県産のフキヤミツバの形態・生育地・生活史
　岡山県産のフキヤミツバの花は径2mm，花弁は
緑色であった．開花時の根出葉，花茎共に長さ10
～15cmであった（図11）．花茎は開花終了後も斜
上し，倒伏することはなかった（図12）．果実が熟
しても花茎はほとんど伸張せず，20cm以下であっ
た（図13）．山地の石灰岩地の明るい林床などで見

図2　石川県のウマノミツバ属植物（2005年5月1日撮影）

図3　�石川県のウマノミツバ属植物の花（2008年4月
15日撮影）

　花弁は白色である．

図1　�石川県のウマノミツバ属植物の自生地（2005年5
月8日撮影）
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図4　�石川県のウマノミツバ属植物の標本（採集者標本
番号：109402）

　開花初期の花茎の長さは5～10cmである．

図5　�石川県のウマノミツバ属植物の標本（採集者標本
番号：109412）

　花茎は開花終了後に伸張し，先端部が極めて細くなる．

図6　�石川県のウマノミツバ属植物の花茎が倒伏する様
子（2005年5月2日撮影）

　花茎は開花終了後に倒伏する．

図7　�石川県のウマノミツバ属植物の初秋の根出葉
（2010年9月7日撮影）

図8　�石川県のウマノミツバ属植物の新しい根出葉
（2006年11月29日撮影）

　11月末にも新しい根出葉が展開する．
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図9　�石川県のウマノミツバ属植物の雪融け直後の花芽
（2006年3月29日撮影）

　花芽を形成し，雪の下で越冬する．

図11　�岡山県のフキヤミツバの標本（採集者標本番号：
200401）

図12　�開花終了後の岡山県のフキヤミツバ（2009年7
月22日撮影）

図10　�石川県のウマノミツバ属植物の標本（採集者標本
番号：109401）

　開花時に前年の根出葉が残る．
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られた．春に根出葉と花茎を地上に展開し，4月中
旬～5月に開花した．開花時に前年の根出葉は残っ
ていなかった（図11）．
　岡山県産のフキヤミツバを石川県産のウマノミツ
バ属植物と同時に栽培した結果，それらは結実後す
べて枯死した．

図13　�種子散布後の岡山県のフキヤミツバ（2010年10
月21日撮影）

考察
　石川県で発見されたウマノミツバ属植物はフキヤ
ミツバ（北村・村田，1961）と類似するので，フ
キヤミツバの種内変異とも考えられる．しかし，花
弁の色，花茎が開花後倒伏し伸張する等の形態的な
違いがある．また，生育環境と生活史特性が明らか
に異なる．フキヤミツバが山地の林床に生育するの
に対し，本植物は氾濫源に生育する．小野（2006）
が確認した本植物の生育地も，川岸の増水時に浸水
する場所である．野外調査および栽培実験で，石川
県で発見されたウマノミツバ属植物は，常緑性の多
年生草本で，多回繁殖を行っていることが確認でき
た．一方，野外観察と栽培実験から，岡山県のフキ
ヤミツバは夏緑性の多年生草本で果実を作ると枯死
する（一回繁殖）可能性があるが，これに関しては
検討を要する．
　形態的特性，生活史特性，生育地の違い等（表1）
は，石川県で発見されたウマノミツバ属植物がフキ
ヤミツバとは異なる日本初記録の種である可能性を
強く示唆している．

本植物 フキヤミツバ
花弁の色 白 緑

開花期 3～ 4月 4～ 5月
花茎の倒伏性 有 無
花茎の最大長 30cm以上 20cm以下
生育地 氾濫源 山地林床
常緑性 有 無
繁殖様式 多回繁殖 一回繁殖？

表1　本植物と岡山県産フキヤミツバとの違い

謝辞
　本研究にあたり，故羽賀実氏には，貴重な情報を
ご提供いただきました．金沢大学環日本海域環境研
究センター植物園の涌村聰氏には栽培についてお世
話になり，木下栄一郎氏にはご助言をいただきまし
た．ここに記して謝意を表します．

引用文献
愛知県環境調査センター（編）（2009）．愛知県の

絶滅のおそれのある野生生物　レッドデータ
ブックあいち2009　植物編．愛知県環境部自
然環境課，名古屋，759 pp.

広島県（編）（2003）．改訂・広島県の絶滅のおそ
れのある野生生物　－レッドデータブックひろ
しま2003－．広島県，広島，516 pp.

石川県（編）（2000）．石川県の絶滅のおそれのあ
る野生生物＜植物編＞いしかわレッドデータ
ブック．石川県環境安全部自然保護課，金沢，
359 pp.

石川県環境部自然保護課（編）（2010）．改訂・石
川県の絶滅のおそれのある野生生物 いしか
わレッドデータブック＜植物編＞2010．石川
県．http://www.pref.ishikawa.jp/sizen/reddata/
RDB_2010/index.htm. (2010年9月30日 ).

石川県植生誌編纂委員会（編）（1997）．石川県植
生誌．石川県環境安全部自然保護課，金沢，
231 pp．

石川植物の会（編）（1983）．石川県植物誌．石川
植物の会，金沢，228 pp.

北川政夫（1982）．セリ科．佐竹義輔・大井次三
郎・北村四郎・亘理俊次・冨成忠夫（編），日
本の野生植物 草本 II，pp．276-290，平凡社，
東京 .

北村四郎・村田源（1961）．ウマノミツバ属．原色

53



俵京子・林二良・中野真理子

日本植物図鑑 草本編〔II〕・離弁花類，pp. 6-7，
保育社 ,東京 .

高知県牧野記念財団（編）（2000）．高知県レッド
データブック（植物編）．高知県文化環境部環
境共保全課，高知，422 pp.

熊本県（編）（2009）．改訂・熊本県の保護上重要
な野生動植物－レッドデータブックくまもと
2009－．熊本県，熊本，598 pp.

三重県（編）（2005）．三重県レッドデータブック
2005植物・キノコ．三重県，津，231 pp.

大分県自然環境学術調査会野生生物専門部会（編）
（2010）．レッドデータブックおおいた～大分
県の絶滅のおそれのある野生生物～．大分県生
活環境部生活環境課，大分，508 pp.

岡山県（編）（2009）．岡山県版レッドデータブッ
ク2009－絶滅のおそれのある野生生物植物編．
岡山県生活環境部自然環境課，岡山，354 pp.

小野ふみゑ（2006）．フサタヌキモ・フキヤミツ
バ・イヌノハナヒゲ　私も歩けば…パート III．
石川植物の会会報 35: 19-23.

静岡県（編）（2004）．まもりたい静岡県の野生生
物－県版レッドデータブック－　植物編．静岡
県環境森林課自然保護室，静岡，338 pp.

徳島県版レッドデータブック掲載種検討委員会
（編）（2001）．徳島県の絶滅のおそれのある野
生生物－徳島県版レッドデータブック－．徳島
県環境生活部環境政策課，徳島，440 pp.

54




