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北海道涛沸湖産の果実をもつヤハズカワツルモ (ヒルムシロ科) (山崎真実a, ＊,
持田

誠b, 加藤ゆき恵c)

Mami YAMAZAKIa, ＊ , Makoto MOCHIDAb and Yukie KATOc : A New Record for Ruppia

truncatifolia Miki (Potamogetonaceae) with Fruits from Lake Tohfutsu, Hokkaido,
Japan

Summary: Type specimens of Ruppia truncatifolia Miki bear no flower nor fruit. We collected
a specimen with mature fruits in Lake Tohfutsu,
Hokkaido. The fruits of the plant are ovate, 2.5–
3 mm long, apiculate at apex; the pedicels 2.1–
2.3 cm long, narrower than the peduncle.
ヒルムシロ科カワツルモ属は汽水域を好む
沈水性の水生植物で, 形態変異に富み, 分類
学的に未整理な分類群である. 葉先端や葉長,
果実の形態, 受粉後の花梗の伸長の有無, 花
梗のねじれる回数が主な分類形質であり, 現
時点では世界に 2 〜10種が産するとされ, 日
本国内にはカワツルモ, ネジリカワツルモ,
ヤハズカワツルモの 3 種を認める見解 (角野
1994) と, カワツルモとヤハズカワツルモの
2 種とする見解がある (大場・宮田 2007).
特にネジリカワツルモとヤハズカワツルモは
重要な判別形質である花梗や果実を伴う標本
が非常に少ない.
ヤハズカワツルモは Miki (1935) により
北海道頓別沼 (現在のクッチャロ湖) 産およ
び朝鮮半島 Yuki 産, Choseiho 産の花も果実
も な い 標 本 を も と に , Ruppia truncatifolia
Miki として記載された. ヤハズカワツルモ
は, 現在では, 北海道および朝鮮半島に分布
するとされている (大井・北川 1983, 角野
1994, 大場・宮田 2007).
著者は2000年 7 月26日に北海道網走支庁小
清水町涛沸湖において果実をつけたカワツル
モ属植物を採集し, 文献および標本調査の結
果, 日本産では初めての果実を伴う典型的な
ヤハズカワツルモであると判断したので報告
する. なお, 大場・宮田 (2007) に ｢日本で
は果実が北海道オホーツク海沿岸の涛沸湖で
採集されている｣ との記述があるが, これは
著者の私信に基づいたものである.
今回の標本採集地の涛沸湖はオホーツク海

沿岸の最大水深2.5 m, 平均水深1.1 m の遠浅
な海跡湖であり, 海水が流入する汽水湖であ
る (北海道環境科学研究センター 2005). 採
集地点は北東岸の水深27〜38 cm の浅瀬で,
透明度は水中のつぼみが確認できる程度, 底
質は砂と泥が混ざった状態であった. ヤハズ
カワツルモはリュウノヒゲモとイトクズモが
優占する沈水植物群落の中に点々と生育し,
蕾をつけている個体が多かった. 他にイトモ,
ホザキノフサモが同所的に生育していた.
今回採集した標本 (Fig. 1) は, 葉先端に
鋸歯はなく切形〜鈍頭であり, 葉長は10〜20
cm で時に20〜30 cm となり, 葉幅は 1 mm 以
下である. 花梗は幅約0.5〜 1 mm で, 著し
く伸長し, 10〜13回ねじれる. 果実は長さ
2.5〜 3 mm の卵形で先端は嘴のように突出
しない. 小果柄は長さ2.1〜2.3 cm, 幅は花梗
より細い. 種子は長さ1.5 mm, 幅 1 mm の歪
んだ卵形である.
これまでにヤハズカワツルモと同定されて
いる国内産の標本を調査したところ, 北海道
大学総合博物館植物標本庫 (SAPS) に舘脇
操が1934年 8 月13日に涛沸湖北西岸北浜で採
集した標本が 1 枚, 京都大学総合博物館植物
標本庫にシブノツナイ湖 (北海道オホーツク
海沿岸の汽水湖) で1979年 7 月31日に角野康
郎が採集したカワツルモ (Y. Kadono 816,
KYO) がある. 後者については1993年に角
野自身により ｢ヤハズカワツルモに相当する
タイプ｣ と再同定されている. しかし, これ
ら 2 標本とも栄養器官のみの標本である.
同定にあたっては, 既存の国内の図鑑およ
び北海道とその周辺のフロラに関する文献に
カワツルモ属の記述が少なく (Miyabe and
Tatewaki 1933, 菅原 1937, 北村 1964, 大
滝・石戸 1980, 佐藤 1942, 伊藤他 1990,
山下 1982, 大井・北川 1983, 角野 1994,
大場・宮田 2007), さらに過去の標本も少な
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Fig. 1. Ruppia truncatifolia Miki (voucher: M. Yamazaki 00187-1, Sapporo Museum Activity
Center). A. Plant. B. Part of infructescence. C. Leaf apex.

いため属内の形態比較が困難であった. また,
高橋・原 (1998) は北千島アトラソワ (ア
ライト) 島から未熟な果実をつけたカワツル
モ属を報告し, 近年のロシア人研究者の見解
に従い R. occidentalis S. Watson にあたるとし
ている. 角野 (1994) でも, ヤハズカワツル
モがカナダやアラスカに産する R. occidentalis
と同一種である可能性が指摘されている.

このようにヤハズカワツルモの分類学的な
取り扱いが整理されていない背景があるが,
今回は Miki (1935) の原記載で指定された
ヤハズカワツルモのタイプ標本 (217446–
217450, OSA) と今回採集した標本を比較し,
葉長と葉先端の形態が合致することからヤハ
ズカワツルモと同定した. なお, 原 (1983)
は朝鮮半島元山産の果実のある標本 (Faurie
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225, KYO) を検討し, ヤハズカワツルモを
R. cirrhora (Petagna) Grande var. truncatifolia
(Miki) H. Hara に組みかえた. この根拠となっ
た標本を調査したところ, 葉長が10 cm 以下
で今回採集した標本と異なっていたため, こ
こでは Miki (1935) の学名を採用した.
日本の水生植物研究の遅れの一因に標本数
の少ないことが挙げられており (角野 1995),
本報告は特に情報量の少ないヤハズカワツル
モの証拠標本として意味のあるものである.
標本は札幌市博物館活動センターに収蔵する.

Ruppia truncatifolia Miki in Bot. Mag.
(Tokyo) 49: 687 (1935).
Ruppia cirrhora (Petagna) Grande var.
truncatifolia (Miki) H. Hara in J. Jpn. Bot.
58: 330 (1983).
Specimen examined: Japan, Hokkaido, Abashiri
Subprefecture, Koshimizu-cho, Hamakoshimizu, Lake
Tohfutsu, NE coast, alt. 1 m, 26 July 2000, M.
Yamazaki & M. Mochida (M. Yamazaki 00187-1,
Herb. Sapporo Museum Activity Center).

本調査は小清水町より委託された ｢平成12
年度小清水原生花園におけるアメリカオニア
ザミ分布調査｣ の際に行った.
本報告をまとめるにあたりご指導・ご助言
いただきました神戸大学角野康郎教授, 北海
道大学総合博物館高橋英樹教授, 標本庫閲覧
の許可をいただいた北海道大学北方生物圏
フィールド科学センター植物園東 隆行助手,
元同植物園技官簾内恵子氏, 東北大学附属植
物園八甲田山分園米倉浩司助手, 人間環境大
学藤井伸二助教授, 京都大学総合博物館永益
英敏准教授, 兵庫県立人と自然の博物館福田
知子氏, 大阪市立自然史博物館志賀 隆学芸
員, 調査に協力・便宜を図っていただいた小
清水町教育委員会, 民宿原生亭に深く感謝い
たします.
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