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静岡県島田市におけるスズメノハコベ Microcarpaea minima
(J. König ex Retz.) Merr. の確認と保全
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ABSTRACT A population of Microcarpaea minima (J. König ex Retz.) Merr. was
found in active and fallow rice fields, Shimada City, Shizuoka Prefecture, Japan. The
species is an endangered species in Japan. In this study, we propose an efficient protocol
for conservation of the species.
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ス

ズ メ ノ ハ コ ベ Microcarpaea minima (J.König

見が少ないため，生育記録地の更新および保全対

ex Retz.) Merr. は，オオバコ科スズメノハコ

策の知見の共有を目的に，確認状況や保全対策の

ベ属の小型の 1 年草で，湿地や水田に生育する．

内容について報告する．

国内では，本州から沖縄に分布する（大橋ほか，
2017）．静岡県では，静岡，掛川，大東，福田，浜北，

調査地の概況および方法

細江，三ヶ日での記録がある（杉本，1984；杉野，
2009）．本種は湿地の開発や水田の営農形態の変化

調査地は，一級河川菊川沿いに広がる水田域の

（農薬の多用や乾田化など）により生育地や個体数

一部（標高約 110 m）（静岡県島田市菊川）および

が減少し，危機的な状況にあることから，国およ

牧ノ原台地の北西斜面にあるため池（標高約 170

び静岡県ともに絶滅危惧Ⅱ類に選定されている（環

m）（静岡県島田市神谷城）である（Fig. 1）
．調査

境省，2017；静岡県，2017）．

は，2016 年 9 月 9 日および 9 月 23 日に，休耕田（放

筆者らは，静岡県島田土木事務所の発注業務「平

棄水田を含む）
，水田，ため池の周囲を踏査し，本

成 27 年 度 [ 第 27-D6150-01 号 ]( 国 )473 号 道 路 改

種の生育の有無を確認するとともに，立地環境お

良 ( 地域連携 2A) 地域高規格に伴う業務委託（希

よび主な構成種を記録した．また，現地で確認し

少動植物調査）」の一環で実施した植物調査の際，

た個体の一部を観察試料として採集した．観察後，

本種を確認した．確認場所は静岡県植物誌（杉本，

さく葉標本を作成し，ふじのくに地球環境史ミュー

1984）および静岡県希少植物図鑑（杉野，2009）

ジアムの植物標本（標本：SPMN-SP 2776）として

には記録のない地域であった．道路橋梁予定地に

登録・保管した．なお，本報告の学名，科名，属

生育地があり本種への影響が懸念されたことから，

名および和名は，米倉（2012）に従った．

保全対策を検討した．本種は，静岡県内での生育
記録が少なく，かつ全国的にみても保全対策の知
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Fig. 1. Map showing localities of the study sites in Shimada City, Shizuoka Prefecture, Japan. A and B indicate the site in
Kikugawa and Kamiyashiro, respectively.

結

果

観察標本

できなかった．また，ため池では水際が急傾斜地
で礫質であったため，確認できなかった．

観察した個体は，葉は長さ約 3 mm，幅約 1 mm，
茎は多数分岐して地表を這い，葉腋に長さ約 2 mm

考

の淡紅色の花および長さ約 1 mm のさく果を着けて
いた（Fig. 2）．標本：静岡県島田市菊川，2016 年 9
月 9 日，今井久子採集，SPMN-SP 2776．

察

生育条件
今回の調査において，本種の生育条件として共
通していたのは，湿った泥質の土壌が堆積する立

確認状況
菊川沿いの水田域の 4 箇所 ( 水田 3 箇所，休耕田

地と，主な構成種が低茎の一年生水田雑草である
ことであった．兵庫県朝木郡和田山町枚田でも本種

1 箇所 ) で，本種の生育を確認した．水田では畦と

の生育地で同様の記録がある（田村ほか，1999）
．

の境界付近（Fig. 3-A）に，休耕田では約 15 m × 3

主な構成種が低茎の一年生水田雑草である理由と

m の範囲（Fig. 3-B）に小群で点在していた．確認

して，本種が地表を這うように生育する形態的特

箇所は，土壌は湿った泥土で，周辺ではヒメミズ

徴上，高茎の草本に覆われた環境では被圧され，

ワラビ，キカシグサ，ミズマツバ，ヒナガヤツリ，

生育が困難になるためと考えられる．今回本種を

トキンソウなど，主に水田や湿地に生育する低茎

確認した場所は水田および休耕田と，水田耕作に

の一年生水田雑草が群落を形成していた．一方，

伴う人為的攪乱を継続的に受けている，または受

菊川沿いの休耕田で，イヌビエやヒロハホウキギ

けてきたため，高茎の草本に覆われない環境であっ

クなど高茎の水田雑草が密生している所では確認

た．水田は，増水時に攪乱を受け形成される氾濫
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Fig. 2. Microcarpaea minima, SPMN-SP 2776, Kikugawa, Shimada City, Shizuoka Prefecture, Japan. A: specimen when alive
in the field; B: dried specimen; C: freshly-collected flowers; D: freshly-collected calyx and capsule. Figures A, C and D were
photographed in 23 September 2016. In the figure D, an interspace between upper margins of neighboring black lines of the scale
indicate 1 mm.

原の多様な湿地の代替地として，多くの湿地の生
物の生活の場となっており（鷲谷，2007），本種も
そのような場所に生息する植物のひとつであると
考えられる．つまり，攪乱によって生育環境が維
持されている本種にとって，耕作を停止し放置す
ることにより招く高茎の草本の増加は，脅威であ
ると考えられる．
よって，本種の生育環境を維持していくには，
水田の場合は耕作が続くこと，休耕田の場合は湿
性な環境を維持するとともに，何らかの攪乱を与
えることが重要となる．
Fig. 3. Habitats of Microcarpaea minima in the rice fields.
A and B were photographed in 23 September 2016 and 9
September 2016, respectively.
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Fig. 4. A conservation protocol of the habitat of Microcarpaea minima

保全対策
上記の生育条件を踏まえ，道路橋梁予定地に生

加えることによって，高茎草本に被圧されない環
境が維持される．田おこしや草刈りなどの管理に

育していた本種の保全を図った．当初の計画では

は，
地域住民の協力が必要不可欠である．そのため，

生育地は道路の管理用地となり，改変はされない

生育を確認した水田周辺の地域住民に，本種の保

ものの，水路からの水の供給を遮断するため，湿

全に関して理解と協力を得ることを目的とした説

性な環境が維持されない予定であった．そのため，

明資料（Fig. 5）を作成した．

生育地の周囲に畦を形成し，隣接水田で使用する

施工ヤードの影響を受ける生育地の一部は，本

水路からの水の供給を確保することで，湿性な環

種の種子を含む表土を工事着工前に重機ですき取

境を維持できるような保全対策を提案した（Fig.

り，本種の生育地に隣接する施工ヤードの影響を

4）．また，河川の氾濫など自然的攪乱が起こらな

受けない場所へ移植した（Fig. 6）．

い立地では，田おこしや草刈りなど人為的攪乱を
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以上，本種の生育に適した環境を維持するため
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Fig. 5. An information sheet for requesting cooperation to the local residents

Fig. 6. Method (top) and a scene of operation (bottom, photographed in 14 November 2016) of soil transplant
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の生育地の整備や地域住民の協力のもとでの管理
作業を取り入れた保全対策案に加え，一部の移植
の実施について紹介した．今後は，上記の保全対
策実施後における本種の生育状況や生育環境を観
察し，本種を含む攪乱に依存する水田雑草の保全
手法の一例として有効性を確認したい．
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