
群馬県立自然史博物館研究報告(4) :87-90, 2000 87

ハロ戸シーーハハゾ、ノ、〆、〆、ロハ里へ

短 報
ハロ戸晋～"ヘゴーシーゴ、ノ瓦〆、ﾛ〆、ハゴー､

群馬県産水生植物分布の新知見

大森威宏

群馬県立自然史博物館学芸課

キーワード ：群馬県，水生植物，初記録，分布

Keywords:GunmaPrefecture,Aquatricmacrophytes,Newrecord,Distribution

1 リュウノヒケモ(PO如沈0鯉伽舞c"縦zizJSL. : ヒルム

シロ科：図1)

リュウノヒゲモは海岸付近の湖沼に分布することが多

い沈水植物である（角野1994;大野1998)が，青森

県（十和田湖，蔦） ，長野県（野尻湖，秋山郷）など内

陸にも分布することが知られていた（村井1935i横内

1983；今井1997)．本種は絶滅の危険性がある植物

を示した「環境庁版レッドリスト」 （環境庁1997)で

は，絶滅危倶II類にランクされる． また，富山県では絶

滅し（太田 1999)，三重県でも絶滅？とされ（レッド

データブック近畿研究会編著1995） ，千葉県では重要

保護生物に位置づけられるなど（千葉県環境部自然保護

課1999） ，各地で絶滅のリスクが高い種の一つである．

リュウノヒケモは群馬県からは知られていなかったが，

1999年10月17日，新田郡境町の利根川河川敷にある面積

0,1ha以下の沼(36｡ 15' N, 139． 15' E:海抜標高40

m)で本種の生育を確認した． 自生地は利根川の旧河道

から分離して形成されたとみられる止水域で， リュウノ

ヒゲモが水深1.5mの最深部まで分布し， ほかにホザキ

ノフサモが生育している．

はじめに

群馬県の水生植物は，南東部の館林市周辺に位置する多々

良沼などの湖沼において明治時代以来研究がなされ（島野

1995；角野1999） ， タカノホシクサ， ムジナモ， ガシャ

モクなど現在日本において絶滅種または絶滅危倶種となっ

た植物（環境庁1997）を含めて多数の種が記録された

（松澤 1995b). また，尾瀬や榛名湖などの山地湖沼や

湿原においても1950～1980年代に総合学術調査(Haraand

Mizushimal954)や県在住の研究者によって調査されて

きた（栗田ぼか 1974；栗田・峰村1985).一方で館林

周辺を除く群馬県の平地や丘陵地の水生植物については，

県自然環境調査研究会によって藤岡市から安中市に至る地

域の溜池の調査が行われた（片野1983-1986, 1997;片

野・吉井1987；片野・津久井1998)のみで，群馬県立

自然史博物館にも上に述べた地点以外にはほとんど植物標

本がなかった．加えて群馬県においても埋め立てや改修に

よる生育地の破壊水質の悪化，農薬の使用， ソウギョの

放流などにより，水生植物の減少が著しく，多数の種がす

でに絶滅したか絶滅が危倶される状態にあると考えられる

（松澤1995a;片野・吉井1987;片野1997;片野・

津久井1998). このため，従来調査が行われていなかっ

た地域も含めた群馬県全域における水生植物の現状を把握

する必要がある．

このような状況下， リュウノヒゲモが群馬県内に自生し

ていることが新たに判明した． また，角野(1994)によっ

てはじめて群馬県における分布が確認されたエゾヤナギモ

とマルミスブタの新たな産地が明らかになったので報告す

る， さらに，群馬県におけるヤナギスブタとミズニラの分

布について新知見が得られた．本報告の証拠標本はいずれ

も群馬県立自然史博物館(GMNH)に収蔵してある．

2 エゾヤナギモ(Pり雌獅りg""zco"z"哲szJsL. : ヒルムシ

ロ科） とマルミスブタ (BI"αα妨2""L.C.Rich. :

トチカガミ科）

館林市多々良沼産の沈水植物の中で，過去にヤナギモ

(P. 0x"ﾉ2脚jZfSMiq.) と同定されていた群馬県立自然

史博物館所蔵標本(1938年，船橋千代氏採集）を検討し

たところ， ヤナギモより葉が細く葉脈は5，葉の先端が

急に狭くなり尾状になる，水中茎は分枝が多いことから

エゾヤナギモであることが明らかになった（図2）． さ

らに同地のスブタ (BIJWWzGCIzjWDS""Z(z(Clarke)Hook.）

と同定されていた標本（1948年，五味禮夫氏採集； 1954
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が， ｜渕東地方における既知の産地は多々良沼以外には茨

城県霞ヶ油南岸・石岡市（角野1994；鈴木ほか1981）

のみである．
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図1 リュウノヒゲモ助〃"1oW""ct""血拓
（1999年10月群馬県新田郡境町産）

年，戸部正久氏採集）の中に，マルミスブタが含まれる

ことが判明した（図3）．すでに角野（1994）は， この

2種が邑楽館林地域に分布すること図に示しているが，

群馬県植物誌（戸部ほか1968；戸部ほか1987）にはこ

の2種の記録はない．両種の産地は明治時代以来現在ま

で継続的に調査・採集が行われた地域（島野1995）で

あり， さらに， これらの標本は群馬県植物誌の証拠となっ

たもので， これらの中にエゾヤナギモとマルミスブタが

含まれたいたことから，いずれも別の種に誤同定されて

いたと考えられる． この2種は現在まで，群馬県在住の

研究者には充分認識されていない種と思われるので，今

回両種が館林市多々良沼に分布していたことを改めて報

告する．ただし，両種はともに多々良沼からすでに絶滅

している． このことも両種が認識されてこなかった原因

の一つにあげられると思われる． エゾヤナギモは， 日本

では本州中部以北と北海道に分布している（角野1994）
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マルミスブタ劃郷αα"62"〃
(1948年8月群馬県館林市多々良沼産
現在絶滅）

図'3

3 ヤナギスブタ (BI"α〃"""(Miq.)Maxim･ ex

Asch.etOtirke: トチカガミ科）

ヤナギスブタの群馬県植物誌（戸部ほか1968；戸部ほ

か1987)に記録がある産地は平野部に位置する館林市，

前橋市であるさらに角野（1994）は群馬県北西部から

もこの植物を報告している．角野（1994）が報告した地

点には平野は存在しないため，群馬県の山間部にもヤナ

ギスブタが分布している可能性があった． このため， 1999

年，群馬県北部の山間部を調査したところ， 2カ所から

新たにヤナギスブタの分布を確認した（図4）． 2地点

ともに山間部の耕作中の水田で，斜面からのわき水やた

め池からの漏水など，貧栄養な水により澗養されて，少

なくとも9月中旬まで冠水している点が共通している．

同様な条件の水田が存在する吾妻郡北東部や榛名山周辺

を探索すればさらに自生地が見つかる可能性がある．

4 ミズニラ (ISoe"sjtz加"jc(zA.Br. ; ミズニラ科）

ミズニラは群馬県からは館林市とその周辺など県南東

部及び赤城山から知られ（戸部ほか1987)，現在も館

林市と周辺地域で自生が確認されている（松澤1995a;

青木1998)． 1999年，過去に報告がない群馬県北西部

にもミズニラの自生を確認した（図4）．県北西部の自

生地はいずれも山間部のいわゆる谷津田のうち，山林斜

面に接した場所である．図中AとBの自生地は休耕田で，

休耕後も草刈りがなされている．中でもAは休耕田1筆
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図2 エゾヤナギモPり""109忽！0JZCO"Z伽移s"s
(1938年8月群馬県館林市多々良沼産：
現在絶滅）
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全面にミズニラが自生し，現在残る県内最大規模の自生

地と思われる． ~Cの自生地は耕作中の水田の畦から耕作

面にかけての部分である.‘ 、 ’、
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図4

おわ り に

エゾヤナギモとマルミスブタは，群馬県に自生している

ことが認識される前に絶滅した．干拓や水質汚濁， さらに

周辺の農地における除草剤の使用が絶滅の原因と考えられ

る．今回確認されたリュウノヒゲモの自生地は1カ所のみ

である． 自生地の沼には釣り人が立ち入っているため，密

生し釣りの障害になるリュウノヒゲモが引き上げられたり

草食性・雑食性の魚類が放流されることが考えられる． ま

た，河川敷に自生地があるため，氾濫による地形変化のほ

か， 改11多工事によって消滅する可能性もある． これらの状

況を考慮すると群馬県のリュウノヒゲモは絶滅する危険性

が極めて高い．水草の引き上げや密放流の監視を含め，釣

り人への指導を行うとともに，河川管理者計画の中に， こ

のような種への配慮が求められる． さらに， 筆者の観察で

は，河川敷の沼にはしばしば廃棄物が不法投棄されること

があり， この自生地の沼に廃棄物を積載できる車両が乗り

入れできないようにすることも必要であると考えられる．

ヤナギスブタやミズニラは過去の調査空白域で生育が確認

された．本報告の通り，群馬県内の水生植物の分布につい

ては現在不明な点が多い．加えて開発や環境の変化により

これらの植物は絶滅の危機に瀕するものが多い．全県的な

調査が求められるとともに，保全のための緊急対策， 自生

地周辺の住民の意識向上が必要である．
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Abstract

DistributionnotesonaquaticmacrophytesinGunmaPrefecture

TakehiroOHMoRI

"""γ脚2ﾉ〃0/&0/ogy,Gz""fαハ伽s""0/Mz/z"tz/HYs/")

POmWO""Pec"""S isnewlyrecordedinGunma

Prefecture, Central Japan.This plant occurs ina

riversidepondof theToneRiver atSakaiTown.

Specimensof POtα"10gF/OWCO加か．cszzsandB/y""""6"←

"j, collected in theTatara numaPondinTate-

bayashiCity,were found through the herbarium

surveybytheGunmaMuseumofNaturalHistorv.

Theseplantswerecollectedbefore thel950's,and

arealreadyextinct.

InGunmaPrefecture,B/yx"/α加？""andISO2"s

ﾉα加""werenewlyrecordedinpaddyfields irrigated

byoligotrophicwater inthemountainousregionsof

northernornorthwesterndistrictsofGunma.
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