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石川県におけるハマウツボ科シコクママコナの新産地確認と分布
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New record and distribution of Melampyrum laxum Miq. var. laxum 
(Orobanchaceae) in Ishikawa Prefecture, Japan
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要旨
　石川県絶滅危惧Ⅰ類に指定されているシコクママコナを石川県能美市で発見した．石川県立自然
史資料館収蔵のミヤマママコナまたはママコナとして同定されていた標本の中にもシコクママコナ
があり，石川県内の分布地は認識されていた産地よりも多いことが確認された．シコクママコナ
は，これまで見過ごされてきたと思われ，今後調査を進める必要がある．

キーワード：シコクママコナ，ママコナ，絶滅危惧種，形態，標本

Key words:   Melampyrum laxum, Melampyrum roseum, threatened plants in Ishikawa, morphology, 
specimen

1石川県絶滅危惧植物調査会，〒 920-8062　石川県金沢市新保本 2-14-1　1Ishikawa Organization for Monitoring the Threatened 
Plants, 2-14-1 Shinbohon, Kanazawa, Ishikawa 921-8062, Japan　2石川県立自然史資料館，〒 920-1147　石川県金沢市銚子町リ 441　
2 Ishikawa Museum of Natural History, Ri-441, Choshi-machi, Kanazawa, Ishikawa 920-1147, Japan　＊責任著者　＊Corresponding author

はじめに
　シコクママコナMelampyrum laxum Miq. var. 
laxum は，石川県の絶滅危惧Ⅰ類に指定されてい
る絶滅危惧種である（石川県環境部自然保護課
, 2010）．ママコナ属 Melampyrumは，日本国内
に 3種が自生している（山崎 , 1981）．石川県で
は，従来ママコナMelampyrum roseum Maxim. var. 
japonicum Franch. et Sav. とシコクママコナの変
種のミヤマママコナMelampyrum laxum Miq. var. 
nikkoense Beauverd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）．石川県の絶滅危惧植物調査において，中能
登町でシコクママコナが発見され，2010年発行の
いしかわレッドデータブック 2010に記載された．
2016年に入り，加賀市でも自生地が 1カ所発見さ
れていた．
　筆者（髙木）は，2016年 9月に石川県能美市内
でシコクママコナの産地を新たに発見した．本論文
では，新産地の植生について報告する．さらに石川

県立自然史資料館収蔵の標本の産地を確認し，県内
におけるママコナ属の分布について報告する．

シコクママコナの新産地
　今回発見した新産地は，能美市内の標高 120mの
丘陵地尾根上の林道沿いのコナラ林縁部にある．シ
コクママコナは，30株余りが群生している（図 1）．
植生の階層構造を記録すると，高木層はコナラが優
占種で，アベマキ，シロダモ，スダジイ，ウラジロ
ガシなどが構成種として出現し，比較的照葉樹が多
い．亜高木層ではコシアブラ，ウワミズザクラなど
のブナクラス域の標徴種が出現している．低木層で
はユキグニミツバツツジ，ホツツジ，ソヨゴ，コバ
ノガマズミ，ツクバネウツギなどが見られ，また草
本層ではナタデラカンアオイ，タチツボスミレ，シ
ョウジョウバカマ，シコクママコナ，キッコウハグ
マ，ササクサ，ヒメアオキ，ツルシキミなどが記録
されるが，植被率は小さい．表 1に周辺の植物相を
示す．ヤブツバキクラス域の標徴種も見られる一
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方，コシアブラ，ホツツジ，ユキグニミツバツツジ
などのブナクラス域の標徴種も見られる．このよう
なことから，丘陵地はヤブツバキ域からブナクラス
域への移行帯にあると考えられる．

石川県立自然史資料館収蔵標本
　2016年 3月，大阪市立自然史博物館学芸員の長
谷川匡弘氏が石川県立自然史資料館植物標本収蔵庫
を来訪し，ママコナ属の標本を閲覧し，同定を行っ
た．氏の同定をうけ，シコクママコナの同定ラベル
を付された標本の産地を確認した．県内産の標本は

18点で，産地は中能登町，金沢市，白山市，小松
市，加賀市の 5市町村であった．18点のうち，16
点はミヤマママコナ，2点はママコナと同定されて
いた標本であった．

今後の課題
　シコクママコナは，苞の縁に歯牙が散生
し（図 2），花喉に黄色の斑が生ずる特徴を持つ
（図 3）．ママコナは苞の縁に刺毛状の長い歯牙があ
り，花喉に白色の斑が生ずること，ミヤマママコナ
は苞の縁に歯牙がないことより，シコクママコナと

表1　シコクママコナ新産地の植物相

分類群　和名 学名

裸子植物
スギ
アカマツ

被子植物
ナタデラカンアオイ
ホオノキ
タムシバ
オオバクロモジ
シロダモ

単子葉植物
ショウジョウバカマ
ササクサ
チヂミザサ

真正双子葉植物
エゾユズリハ
ウワミズザクラ
ナンキンナナカマド
クリ
スダジイ
ウラジロガシ
コナラ
アベマキ
タチツボスミレ
ヤマウルシ
ツルシキミ
ヤブツバキ
ホツツジ
ユキグニミツバツウジ
アクシバ
ナツハゼ
ヒメアオキ
シコクママコナ
モチノキ
ソヨゴ
キッコウハグマ
コバノカマズミ
ツクバネウツギ
コシアブラ

Cryptomeria japonica
Pinus densiflora

Asarum nipponicum var. nataderum nom. nud.
Magnolia obovata
Magnolia salicifolia
Lindera umbellata var. membranacea
Neolitsea sericea var. sericea

Heronias orientalis
Lophatherum gracile
Oplismenus undulatifolius

Daphniphyllum macropodum subsp. humile
Padus grayana
Sorbus gracilis
Castanea crenata
Castanopsis sieboldii subsp. sieboldii
Quercus salicina f. angustata
Quercus serrata var. serrata
Quercus variabilis
Viola grycoceras var. grycocera
Toxicodendron trichocarpum
Skimmia japonica var. intermedia
Camellia japonica
Elliottia paniculata
Rhododedron lagopus var. niphophilum
Vaccinium japonicum var. japonicum
Vaccinium oldhammi
Aucuba japonica var. borealis
Melampyrum laxum var. laxum
Ilex integra var. integra
Ilex pendunculosa var. pendunculosa
Ainsliaea apiculata var. apiculata
Viburnum erosum f. punctatum
Abelia spathulata var. spathulata
Chengiopanax sciadophylloides

科・属・種の配列は，LAPGⅢ体系に従った．
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は区別できる（山崎 , 1981）．シコクママコナの分
布は，本州（東海地方～中国地方東部）・四国・九
州とされていたので（山崎 , 1981），石川県は分布
範囲にないと考えられ，最近まで見過ごされてき
たと思われる．自然史資料館収蔵の標本の産地よ
り，これまで認識されていた中能登町，加賀市およ
び今回発見の能美市の他に 3市でも分布しているこ
とが明らかになった．いしかわレッドデータブッ
ク 2010においても，ミヤマママコナとして見過ご
されていたものの中にシコクママコナがあり，県内
での分布地がさらに増えるであろうことが指摘され
ている（石川県環境部自然保護課 , 2010）．今後は，
ママコナ属の種・変種を識別する形質を正しく理解

し，石川県全域における分布や生育環境の把握が必
要である．今回の事例より，収蔵標本が可能な限り
正しく同定され整理されることの重要性を再認識し
た．
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図1　�新産地のシコクママコナ（2016年10月3日�髙木
政喜撮影）

図2　�シコクママコナ：苞の縁に歯牙が散生する．（2016
年9月30日�本多郁夫氏撮影）

図3　�シコクママコナ：花喉に黄色の斑が生ずる．（2016
年9月22日�本多郁夫氏撮影，本報告集のグラビア
6頁にカラー掲載）
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