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異質倍数体種トウカイコモウセンゴケの葉フェノロジー
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Leaf phenology of an allohexaploid, Drosera tokaiensis
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要旨
　トウカイコモウセンゴケは，2 倍体のモウセンゴケと 4 倍体のコモウセンゴケを両親種とする交
雑起源の異質 6 倍体種である．トウカイコモウセンゴケは，東海地方・近畿地方を中心に分布し，
北陸地方にも分布する．著者は，1998 年 4 月から 1999 年 3 月にかけて，栽培環境下におけるトウ
カイコモウセンゴケおよび両親種の葉フェノロジーの調査を行った．また，2001 年 4 月から 2002
年 3 月にかけて，3 種の各自生地における葉フェノロジーの調査を行った．その結果，トウカイコ
モウセンゴケの葉フェノロジーには，両親種のそれぞれに類似した形質が表れていた．
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背景
　高等植物では，雑種形成による種形成がよく知ら
れている．これまで行われてきた研究から，生育地
などをめぐって両親種や他種との競争があるなか
で，交雑によって生じた新しい生活史形質が交雑個
体群の定着・存続を可能にしていると考えられてい
る（Arnold & Hodges, 1995）．一般に，生存や繁殖
に関わっている生活史形質は個体が生き残って子孫
を残せるかどうかに強く影響し，集団の定着・存続
に大きく関わっている．雑種起源種では，両親種の
どちらかに類似の形質，中間の形質，両親種の範囲
を超える形質がモザイクに表れることが，形態学的
形質や生理・生化学的形質等においてこれまでに報
告されている．しかし，生活史形質に関しては非常
に限られた研究しかない（Nakano et al., 2004）．
　ト ウ カ イ コ モ ウ セ ン ゴ ケ Drosera tokaiensis

（Komiya et C.Shibata）T.Nakam. et K.Ueda は 6
倍体の異質倍数体種であり，2 倍体のモウセン
ゴケ D. rotundifoliaL. と 4 倍体のコモウセンゴケ

D. spatulataLabill. を両親種とする交雑起源種であ
る（中村・植田，1991）．トウカイコモウセンゴケ
は両親種に由来する様々な生活史形質の組み合わ
せや新しい生活史形質を獲得しており，Nakano et 
al.（2004）はトウカイコモウセンゴケの開花フェ
ノロジーと種子発芽特性について報告している．
　植物にとって，葉は主要な光合成器官であり，葉
の展開時期や形態は植物の個体全体の生産量に大き
く影響する．したがって，葉のフェノロジーつまり
葉の季節的な変化は，生存や繁殖に大きく関わる生
活史形質であるといえる．本研究では，交雑起源種
トウカイコモウセンゴケと両親種の栽培環境下およ
び野外における葉フェノロジーについて，（1）葉の
展開時期，（2）葉のサイズ変化，（3）葉の形態の季
節変化について明らかにし，ここに報告する．

材料と方法
　トウカイコモウセンゴケと両親種のモウセンゴケ
およびコモウセンゴケは，開けた湿地に生育する短
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命な多年草である．日本ではモウセンゴケは北海道
から九州の海岸近くの湿地から高山帯の湿地にみら
れるが，コモウセンゴケは太平洋側の主に海岸沿い
の湿地に見られ，宮城県が北限である．東海地方で
は内陸部の周伊勢湾地域型湿地にまで広く分布す
る．モウセンゴケとコモウセンゴケの世界的な分布
域は対照的であり，モウセンゴケは北半球の温帯域
から亜寒帯域に分布するのに対し，コモウセンゴケ
は日本，中国南部，台湾，フィリッピン，マレーシ
ア，インドネシア，オーストラリア，ニュージーラ
ンドに分布する．両親種が同所的に生育している場
所は日本の太平洋側のみであり，そのどこかで交雑
起源種トウカイコモウセンゴケが成立したと推定さ
れている．トウカイコモウセンゴケはおもに東海地
方から近畿地方の瀬戸内沿岸を中心に分布し，北陸
地方の一部（石川県と富山県）にも生育している．

　3 種の葉フェノロジーを比較するために，同一栽
培環境下で観察を行った．栽培個体は愛知県武豊
町の 3 種が近接して生育している生育地から採集し
た．1 種につき 50 開花個体を 1997 年と 1998 年の 4
月に採集し，石川県金沢市の金沢大学植物園で栽培
した．観察は1998年4月から1999年3月にかけて，
月に 1 回計 12 回行った．野外環境における葉フェ
ノロジーを調べるために，コモウセンゴケは栽培個
体を採集した武豊町の隣の市である愛知県常滑市，
モウセンゴケとトウカイコモウセンゴケは富山県射
水市で調査した．30cm × 30cm の方形区を調査地
に設置し，方形区内の全開花個体をマークし，葉の
変化を記録した．調査は，2001 年 4 月から 2002 年
3月にかけて，月に1回行った．
　コモウセンゴケとトウカイコモウセンゴケに関し
ては，ロゼットになっている部分の直径をもって，
葉のサイズとした（図 1，2）．モウセンゴケに関し
ては，最も長い葉の長さと葉の枚数を記録し，それ
らをかけた値をもって，葉のサイズとした（図 3）．
これらの値は，個体の重量を反映している（中野，
未発表）．

結果と考察
　図 4-a は，モウセンゴケの葉サイズの栽培個体に
おける季節変化を示している．1998 年 4 月に新葉
が出現し，5 月に葉サイズが拡大した．8 月にかけ
て葉サイズは減少し，9月から10月に微増した．11
月には展開している葉が消失した．11月から3月の
期間は越冬芽のみが観察された（図 5）．越冬芽は，

図1　コモウセンゴケ
矢印で示したロゼットの直径を計測した．愛知県武豊
町，2004年5月28日撮影．

図2　トウカイコモウセンゴケ
矢印で示したロゼットの直径を計測した．愛知県武豊
町，2004年5月28日撮影．

図3　モウセンゴケ
矢印で示した最大葉長と葉の枚数を計測した．愛知県
武豊町，2004年5月28日撮影．
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8 月から 10 月の期間にも葉の基部に形成されてい
た（図 6）．野外においても，2001 年 4 月の新葉出
現，8 月にかけての葉サイズの減少および越冬芽の
形成，11 月，12 月と 3 月の葉の消失について確認
した（図 7-a）．調査は積雪のため，1 月から 2 月の
期間は行っていない．
　図 4-b，図 7-b は，コモウセンゴケの葉サイズの
季節変化を示している．栽培個体においても野外環

境においても，葉サイズは 4 月から 10 月にかけて
拡大し，その後 3 月にかけて減少した．3 月の葉サ
イズが最も小さいが，展開している葉が見られ，越
冬芽の形成はなかった．新葉の展開は，1 月から 3
月の期間は少なくなったが，通年観察することがで
きた．
　図 4-c，図 7-c は，トウカイコモウセンゴケの葉
サイズの季節変化を示している．両親種と同様に，
栽培下と野外環境で類似した季節変化が見られた．
葉サイズは 4 月から 7 月にかけて拡大し，8 月に減
少した．9 月から 10 月にかけて葉サイズが増加し，
11 月に減少した．11 月にはロゼットの中心に葉が
密に詰まった越冬芽と考えられる休眠状態の葉が観
察された（図 8）．1 月から 3 月の期間は，休眠状態
の葉のみを残し，展開している葉は消失することを
栽培環境下で確認した．野外環境では，モウセンゴ

図5　モウセンゴケの越冬芽
越冬芽のみを残して，葉は消失する．滋賀県竜王町，
2004年3月19日撮影．

図6　モウセンゴケの越冬芽
葉の基部に越冬芽が形成される．富山県射水市，2003
年10月27日撮影．

0

5

10

15

20

25

30

葉
サ

イ
ズ
（

m
m
）

0

50

100

150

200

250

葉
サ

イ
ズ

0

5

10

15

20

25

葉
サ

イ
ズ
（

m
m
）

a

b

c

図4　モウセンゴケ属3種の栽培環境における葉サイズ
の季節変化

全調査個体の葉サイズの平均と標準誤差を示す（N＝
50）．葉を展開していない個体のサイズは0とした．
a： モウセンゴケ　縦軸は葉サイズの指標とした最大葉

長（mm）と葉の枚数をかけた値
b： コモウセンゴケ　縦軸は葉サイズの指標としたロゼ

ット葉の直径（mm）
c： トウカイコモウセンゴケ　縦軸は葉サイズの指標と

したロゼット葉の直径（mm）
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ケの野外調査と同様，積雪のため，1 月から 2 月の
期間は調査を行っていない．3 月には休眠状態の葉
のみを残し，展開している葉は見られなかった．新
葉の展開は，8 月以外の 4 月から 10 月の期間に観察
することができた．
　これらの結果より，3 種はそれぞれの分布に対応
した葉フェノロジーを示していると考えられる．モ

ウセンゴケは越冬芽や夏の休眠芽の形成によって，
積雪や夏の乾燥などの生育に不適な環境を回避し，
高緯度や高標高の生育期間が短い分布地に適応して
いると思われる．一方，コモウセンゴケはほぼ通年
葉を展開しており，生育期間が長い温暖な分布地に
適応していると考えられる．コモウセンゴケは攪乱
を受けやすい，非常に不安定な環境に生育している
ことが多い．そのため，攪乱によって死亡する前に
速やかに成長し，繁殖を開始する生活史戦略を採っ
ていると考えられる．
　トウカイコモウセンゴケの葉フェノロジーには，
他の形質と同様，両親種の形質がモザイクに表れて
いると考えられる．トウカイコモウセンゴケは，モ
ウセンゴケと形態は異なるものの，凍結に耐える休
眠状態の葉を冬季に形成していた．夏季はモウセン
ゴケと同様に葉サイズが減少した．トウカイコモウ
センゴケはコモウセンゴケが分布していない内陸や
北陸地方に分布しているが，それはモウセンゴケの
生活史形質を受け継いでいることに起因すると考え
られる．他方，トウカイコモウセンゴケはモウセン
ゴケに比べて葉を展開している時期が長く，秋季に
も初夏と同程度の葉サイズに達する．これは，トウ
カイコモウセンゴケはモウセンゴケよりも年間の生
産量が大きいことを示唆している．トウカイコモウ
センゴケは葉を長期間展開する点でコモウセンゴケ
の形質に類似しているといえる．さらに，トウカイ
コモウセンゴケはコモウセンゴケに類似した開花フ
ェノロジー（長期間開花）も示しており（Nakano 
et al., 2004），冬や夏の生育不適期を回避しながら
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図7	 モウセンゴケ属3種の野外環境における葉サイズ
の季節変化

全調査個体の葉サイズの平均と標準誤差を示す．葉を
展開していない個体のサイズは0とした．
a： モウセンゴケ（N＝31）　縦軸は葉サイズの指標と

した最大葉長（mm）と葉の枚数をかけた値．1月
から2月の期間は調査を行っていない．

b： コモウセンゴケ（N＝46）　縦軸は葉サイズの指標
としたロゼット葉の直径（mm）．

c： トウカイコモウセンゴケ（N＝43）　縦軸は葉サイ
ズの指標としたロゼット葉の直径（mm）．1月から
2月の期間は調査を行っていない．

図8　トウカイコモウセンゴケの越冬芽
ロゼットの中心に葉が密に詰まった越冬芽と考えられ
る休眠状態の葉が形成される．富山県射水市，2003年
10月27日撮影．
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も，最大限に生育期間を利用し，成長・繁殖を増大
させていると考えられる．
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