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広島県のモロコシソウ Lysimachia sikokiana Miq. の現状について
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Lysimachia sikokiana Miq. (Primulaceae) is rare in the Seto Inland Sea area, SW Ja-
pan, and has been listed as an RDB species of Hiroshima Prefecture.  This species is 
currently known in its natural habitat from one locality only in Miyajima Island.  The 
plants on Miyajima Island were growing vigorously at a forest edge as well as in an 
unstable crown gap site in an evergreen broad-leaved forest, as previously reported 
by Mukai et al. (1999).  Sequences of the nuclear ribosomal internal transcribed 
spacer (nr ITS) and chloroplast trnL–trnF intergenic spacer (cp trnL–trnF) for this 
species were obtained for developing DNA barcoding for species identification and to 
reveal its phylogenetic position.
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はじめに

　モロコシソウ Lysimachia sikokiana Miq. は，サク
ラソウ科 Primulaceae オカトラノオ属 Lysimachia の
常緑の多年生草本である（大場 2009, 米倉 2012）．
日本固有種で，千葉県以西の暖地に分布するが，瀬
戸内海沿岸では産地は少ない（Horikawa 1976, 山崎 
1981, Yamazaki 1993, Kokubugata et al. 2006, 吉野・
関 2012, 米倉 2012）．広島県では廿日市市宮島だけ
で生育が知られており，広島県は北限に近く植物地
理学上重要な産地である（加藤 1939, 関ほか 1975, 

1 739–0543 広島県廿日市市宮島町三ツ丸子山 1156–2
外， 広島大学大学院理学研究科附属宮島自然
植物実験所

2 739–8526 広島県東広島市鏡山 1–3–1，広島大学大学院
理学研究科生物科学専攻

3 723–0143 広島県三原市
4 739–8524 広島県東広島市鏡山 1–1–1，広島大学技術セ

ンター
5 738–0042 広島県廿日市市

向井ほか 1999, 三上 2002, 平原ほか 2010, 吉野・関 
2012）．広島県の 2011 年版レッドデータブック（以
下，RDB）では絶滅危惧 I 類（CR+EN）に指定され
ている（レッドデータブックひろしま改訂検討委員
会 2012）．向井ほか（1999）で生育が再確認されて
以降，平原ほか（2010）で 2010 年 7 月時点での生
育状況が報告されている．現在広島県 RDB の改訂
作業が進められていることもあり，平原ほか（2010）
の報告から 5 年経過した宮島のモロコシソウの生育
地の現状を把握する必要がある．今回既知の生育地
について現地調査を行ったので，生育状況の現状に
ついて報告する．また，DNA バーコーディングのた
めの配列を決定したのであわせて報告する．

調査地および材料と方法

　広島県内のモロコシソウについては，標本の調査
を行うとともに，向井ほか（1999）の報告以降も毎
月 1 回以上のペースで広島県内の各所で野外調査を
行っている．しかしながら，2015 年 7 月までにモロ
コシソウの新たな生育場所は確認されなかった．そ
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のため今回は，既知の生育地である広島県廿日市市
宮島南西部の現状を調査した．鈴木ほか（1975b）の
植生調査資料を参照するとともに，向井ほか（1999）
に従い調査を行った．調査は向井ほか（1999）や平
原ほか（2010）で生育が確認されている場所で，モ
ロコシソウの開花個体を確認するため，現地での開
花時期にあたる 2015 年 7–8 月に行った．モロコシ
ソウの個体群の状態と生育地の環境を把握するため
生育地とその周辺の植生について植物社会学的手法
により記録した．モロコシソウについては個体数と
花や果実の有無，ニホンジカの食害の有無，その他
大型哺乳類の影響の有無などについても記録した．
　本研究では現地での生育状況の調査に加えて，
DNA バーコーディングのためのマーカーの塩基配
列の決定と配列の検索，系統解析を行った．方法に
ついては，処理過程に一部変更があるが，基本的に
Suzuki et al.（2013）や Inoue & Tsubota（2014），坪
田ほか（2014b, c）に従った．
　現地で得られた標本 1 点について，葉の一部を
用いて全 DNA を抽出し，実験に用いた．モロコシ
ソウ保護の観点から採集した標本は必要最小限度と
し，個体数も 1 個体に限った（Appendix A）．本研
究では，データベース上でデータの登録数が比較的
多く既存のプライマーでの増幅の結果が良好であっ
た核 ITS（internal transcribed spacer）領域と，Hao 
et al.（2004）によるデータが多く存在する葉緑体
trnT–trnF 遺伝子間領域の 2 つのマーカーの塩基配列
を DNA バーコーディングに用いた．ITS 領域に対
する PCR 反応とシークエンスに用いたプライマーは
過去の文献で発表されているものを用いた（Oguri et 

al. 2003; 坪田ほか 2009, 2012）．また，trnT–trnF 領
域に対する PCR 反応とシークエンスに用いたプラ
イマーは Table 1 に示す．本研究で得られた配列は
DDBJ を通じて国際塩基配列データベースに登録し
た．
　本研究で決定したマーカーの塩基配列の BLAST
検索および系統解析については，坪田ほか（2014a, c）
の先行研究で上位 100 配列では最近隣の配列が分か
らないという結果が得られていることから，BLAST
検索の結果得られた上位 500 配列を対象とした．解
析に用いた配列の選定結果の確認については，Hao 
et al.（2004）や Kokubugata et al.（2010），Zhang et 
al.（2012）も参考にした．系統解析は最尤法で行い，
解析に用いたプログラムは新しい版に変更した．今
回得られたデータセットでは比較的短い配列が多く
含まれたため，アライメント後のデータはギャップ
も含めて計算を行った．

結果と考察

生育場所について
　向井ほか（1999）で確認された生育場所は 3 か所
であり，いずれも倒木などで生じた林冠ギャップあ
るいはそれに類似した環境と報告されていた．今回
の調査ではそのうち 2 か所については，林冠が閉じ
て林床に光が届かない暗い環境になっており，モロ
コシソウの生育は確認できなかった．今回は残りの
1 か所だけで生育が確認できた（Fig. 1）．そこでは
高木層をクマノミズキやクスノキが優占する森林で
小規模の林冠ギャップが確認でき，その下では比較

Table 1.  Primers used for PCR amplification and sequencing of the chloroplast trnL–trnF intergenic spacer 
and trnL intron (cp trnL–trnF) of Lysimachia sikokiana Miq. (Primulaceae) in present study.

Primers Sequence (5’–3’) References Target Note

Forward
rps4_609RL TTAAGCTTGA CGAGAATAAT ATTC Masuzaki et al. (2010) rps4–trnT–trnL–trnF PCR
trnT71F CCGCTATCGG AGTCGAACCG ATGACCATCG Present study trnT–trnL–trnF PCR, sequencing
a [trnT(UGU)F-a] CATTACAAAT GCGATGCTCT Taberlet et al. (1991) trnL–trnF sequencing
c [trnL(UAA)5exonF-c] CGAAATCGGT AGACGCTACG Taberlet et al. (1991) trnL–trnF sequencing
e [trnL(UAA)3exonF-e] GGTTCAAGTC CCTCTATCCC Taberlet et al. (1991) trnL–trnF sequencing

Reverse
trnF1F TGCCAGAAAC CAGATTTGAA CTGGTGACAC Present study trnL–trnF PCR
trnF8F TCAGTCCTCT GCTCTACCAA CTGAGCTA Present study trnL–trnF PCR, sequencing
f [trnF(GAA)R-f] ATTTGAACTG GTGACACGAG Taberlet et al. (1991) trnL–trnF sequencing
d [trnL(UAA)3exonR-d] GGGGATAGAG GGACTTGAAC Taberlet et al. (1991) trnL–trnF sequencing
b [trnL(UAA)5exonR-b] TCTACCGATT TCGCCATATC Taberlet et al. (1991) trnL–trnF sequencing
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的若い株が生育していた．ただし，向井ほか（1999）
の報告にあるようなまとまった個体群は見られず生
育はまばらであった．今回の調査では約 20 株の生
育が確認され，その半数程度で開花あるいは開花の
痕跡が確認された．いずれの株も，草丈 30 cm 以内
で比較的小型であった．向井ほか（1999）では個体
数が多かったため具体的な数値は明記されていない
が，平原ほか（2010）では約 50 個体の生育が確認
されていた．今回約 20 個体となり，約 5 年程度で
半減していることになる．今後，日照条件が変化す
ればこの生育場所でも消滅する可能性がある．今回
生育が確認された場所は，鈴木ほか（1975b）では
クスノキ群落とされた場所であるが，現在は，植生
資料から判断して，それが二次林化したクマノミズ
キ群落に相当する植生と考えられる．このことから
も，モロコシソウは安定した森林内ではなく森林内
のギャップや林縁などある程度攪乱が存在するよう
な場所が生育適地であると考えられる．

植生資料（調査年月日：2015 年 8 月 13 日，調査者：
坪田博美）

（高木層 30 m，40%）クマノミズキ 2.2，クスノキ 2.1，
（亜高木層 20 m，40%）クマノミズキ 2.2，ツルウメ
モドキ 1.2，テイカカズラ 1.2，ヤブツバキ 1.1，サ

ンカクヅル +.2，（低木層 12 m，30%）シキミ 2.2，
ミミズバイ 1.2，イヌガシ 1.1，ウリハダカエデ 1.1，
カンザブロウノキ 1.1，クマノミズキ 1.1，サカキ
1.1，テイカカズラ 1.1，ヒサカキ 1.1，（草本層 1.5 m，
20%）ハスノハカズラ（開花）2.2，サカキカズラ 1.2，
ホソバカナワラビ 1.2，ミミズバイ 1.2，ヤブニッケ
イ 1.2，シキミ 1.1，シロダモ 1.1，アオテンナンショ
ウ +.2，カンザブロウノキ +.2，コジキイチゴ +.2，
ダンドボロギク +.2，トラノオジソ +.2，ナガバヤブ
マオ +.2，ネズミモチ +.2，ヒサカキ +.2，モロコシ
ソウ（開花）+.2，アリドオシ +

今後の消長について
　モロコシソウは広島県内では宮島だけで生育が知
られており，県の RDB で絶滅危惧種に指定されて
いる（レッドデータブックひろしま改訂検討委員会 
2012）．過去の報告を見ると，広島県（1995）では
脅威はないとされていたが，向井ほか（1999）では
すぐに絶滅が危惧される状態ではないとされながら
も保護の必要性が指摘されていた．その後，平原ほ
か（2010）や吉野・関（2012）では個体数の減少が
指摘されている．これらを反映して，2003 年度版広
島県 RDB（広島県版レッドデータブック見直し検
討会 2004）ではモロコシソウのランクは絶滅危惧 II
類とされていたが，2011 年度版広島県 RDB（レッ
ドデータブックひろしま改訂検討委員会 2012）では
絶滅危惧 I 類になっている．2013 年に生育地周辺を
含む地域は宮島特定動物生息地保護林に設定された

（近畿中国森林管理局 2013）．吉野・関（2012）では
本種の生存に対する脅威として生育地の改変や園芸
採取をあげているが，宮島は比較的人為的攪乱は少
なく，環境の変化が比較的小さい場所と考えられる．
むしろ，今回の調査から個体数の減少には遷移や樹
木の生長に伴う林冠ギャップの消失など，森林の変
化に伴う環境変化の影響が大きいと判断できる．宮
島ではコケセンボンギクLagenophora lanata A.Cunn.
のように過去に生育していたが近年確認されていな
い種も存在し（関ほか 1975, Ando & Seki 1981, レッ
ドデータブックひろしま改訂検討委員会 2012），そ
の原因のひとつとして松枯れや遷移に伴う植生の変
化が考えられる．豊原・鈴木（1975）や鈴木ほか

（1975a），関ほか（1975）には宮島南西部の松枯れ
以前の様子が記されており，その記述から類推でき
る場所は現在ではアカマツ林から常緑樹林へと環境
が大きく変化している．宮島島内の別の場所の森林
については，高度成長期以降，植生に大きな変化が
あったことが示されている（豊原ほか 1986; 黒田ほ

Fig. 1. Habitat of L. sikokiana in the study site on 
Miyajima Island, Hiroshima Prefecture, SW Japan.  
A: plants with flowers and fruits (July 31, 2015).  B: 
External appearance of the forest at the study site.
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か 2001; Kuroda et al. 2006a, b）．平原ほか（2010）で，
既知の生育地以外の包ヶ浦での生育の確認について
述べられているが，1 個体が発見されただけで証拠
標本が残っておらず，その後の調査でも生育が再確
認されていない．1980 年代には森林火災が生育地の
近隣で起こっており，浜辺で見られる野焼きなどの
状況を勘案すると今後も発生する可能性は高く，こ
れも生育場所を脅かす脅威の 1 つと考えられる．ま
た，以前現地ではほとんど見られなかったプラスチッ
ク類は，日陰をつくることで発芽の際に光を要求す
るモロコシソウの発芽を押さえる可能性がある．一
般に，林床に生育する植物の生育に影響する日照以
外の要因として，大型哺乳類による食害や生育場所
の攪乱があげられる．向井ほか（1999）の報告と同
様に，モロコシソウに関しては昆虫による食害の痕

跡は存在したが，ニホンジカによる食害の痕跡は認
められなかったため，その食害が大きな脅威となる
とは考え難い．
　いずれにしても，現状ではモロコシソウは広島県
で絶滅が危惧される状況と言える．現在，国の RDB

（環境省 2015）ではモロコシソウは取り上げられて
いないが，他県の状況も勘案して今後掲載の必要が
ある種といえる．また同時に，かなり危機的な状況
であるため，行政のレベルでも生育域外保全による
保護や生育地周辺の間伐や枝打ちなどの何らかの対
策を早急に検討する必要がある．

DNAバーコーディングと系統解析について
　本研究では，向井ほか（1999）の指摘にもある
ように，宮島産のモロコシソウの植物体が小型であ

Fig. 2.  Phylogenetic tree based on analysis of the nuclear ribosomal internal transcribed spacer (nr ITS) 
region with 501-sequence dataset for the Primulaceae, depicted by the program RAxML.  Supporting values 
more than 50% obtained by the program RAxML for bootstrap probabilities (BP) with 1,000 replicates and 
BEAST for Bayesian posterior probabilities (PP) are shown on or near each branch (BP/PP; in %).  The root 
is on the midpoint of the obtained tree.




