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ヤチゼニゴケ（ゼニゴケ科，タイ類）の新産地

鄭天雄*・嶋村正樹 

TIAN-XIONG ZHENG & MASAKI SHIMAMURA: A new locality of Marchantia 
polymorpha L. subsp. polymorpha (Marchantiaceae, Marchantiophyta) from Miyagi 
Prefecture, Japan. Hikobia 18: 61–63.

Marchantia polymorpha L. subsp. polymorpha is newly recorded at the foot of Mt. 
Kurikoma in Miyagi Prefecture, Japan. In Japan, the species has been known only 
from the Ozegahara Marshland which spread along the borders of Fukushima, Gunma 
and Niigata Prefecture. The species is easily identified from a common subspecies, M. 
polymorpha subsp. ruderalis Bischl. & Boissel.-Dub. by distinct continuous black 
band on the thallus, and entire margin of ventral scales appendage. The fact that the 
subsp. polymorpha can also grow on artificial substrates suggests that careful field 
survey in semi-natural environments would lead to discovery of the additional locali-
ties in Japan.
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　ヤチゼニゴケ Marchantia polymorpha L. subsp. 
polymorphaの日本国内における新たな産地が見つ
かったので報告する．2019年 9月 19日に，宮城県
栗原市栗駒沼倉の栗駒ダム上流部の自然林に面した
県道沿い（標高 240 m）で，湿ったコンクリート法
面上に開けられた排水溝やその周囲に，ヤチゼニ
ゴケがコロニーを形成しているのを確認した（Fig. 
1a）．本生育地ではゼニゴケ M. polymorpha subsp. 
ruderalis Bischl. & Boissel.-Dub.も同様の構造の排水
溝の周囲に生育していた（Fig. 1b）．ヤチゼニゴケは
葉状体中央部の黒い線が幅広く連続的であることに
加え，最内列腹鱗片の付属物が小型の細胞で縁取ら
れた全縁である（Figs. 2a, 3a）．本生育地のように湿っ
た生育環境では，ゼニゴケにおいても葉状体中央部
の黒い線がやや連続的になることがあるが，そのよ
うな場合でも最内列腹鱗片の付属物の周縁部には鋸
歯状の突起が認められるため，ヤチゼニゴケとは識
別が可能である（Fig. 2b, 3b）．
　ヤチゼニゴケは，北半球の高緯度地域を中心に

広く分布する (Bischler-Causse & Boisselier-Dubayle 
1991)．しかし，日本国内では，これまで群馬，福島，
新潟県境をまたぐ尾瀬ヶ原においてのみ生育が報告
されていた（堀川 1954; 北川 1987）．尾瀬ヶ原（標高
1,400 m）は，蛇紋岩が隆起した至仏山（標高 2,228 m）
と火山である燧ケ岳（標高 2,356 m）の間に位置する
高層湿原である．最近の調査により，ヤチゼニゴケ
は至仏山側の湿原では確認できず，燧ケ岳に近い側
の湿原周縁部（片桐ほか 2015）や尾瀬沼から燧ケ岳
南麓を通り尾瀬ヶ原内部に流入する沼尻川沿い（根
本秀一 2019私信）で生育が認められることが分かっ
ている．今回新たに見つかった生育地は，火山であ
る栗駒山（標高 1,626 m）の南東部に流れる三迫川水
系に位置し，この水系の再奥部には世界谷地湿原（標
高約 700 m）を始めとする大小さまざまな高層湿原が
ある（世界谷地湿原学術調査委員会 1985）．尾瀬ヶ原
と今回発見した生育地は湿原を有する火山の山麓と
いう点で地理的な共通点がある．このことは，今後
日本国内における新たな生育地を探す際に参考とな
るかもしれない．また，ヤチゼニゴケは，ゼニゴケ
と同様，コンリートなどの人工基物上にも生育しう
ることが今回の発見で分かったため，ゼニゴケとの
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Fig. 1. Habits of M. polymorpha subsp. polymorpha (a) and M. polymorpha subsp. ruderalis (b) growing 
around the water drainage pipes on the road slope at the same locality.

Fig. 2. Comparison of the appendages of ventral median scales. M. polymorpha subsp. polymorpha with an 
entire margin (a) from Zheng 492 (hiro) and M. polymorpha subsp. ruderalis with a dentate margin. (b) from 
Zheng 489 (hiro).

Fig. 3. The close-up of margin of the appendages of ventral median scales. M. polymorpha subsp. polymorpha 
(a) from Zheng 491 (hiro) and M. polymorpha subsp. ruderalis (b) from Zheng 488 (hiro).
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形態の違いを留意して探すことで，半自然環境でも，
新たな生育地が発見される可能性が高いと考えられ
る．本生育地では，ヤチゼニゴケは無性芽器のみを
形成しており，有性生殖器官はつけていなかったた
め，植物体の雌雄は判別できなかった．日本国内で
は，ヤチゼニゴケの雄植物体は報告されていないが，
今後の発見が期待される．

Specimens examined

Marchantia polymorpha L. subsp. polymorpha: Japan, 
Miyagi Prefecture, Kurihara-Shi, Kurikoma-Numakura, 
223 m alt., on concrete wall, 19 September 2019, 
Zheng 490, 491, 492 (HIRO); M. polymorpha L. subsp. 
ruderalis Bischl. & Boissel.-Dub.: Japan, Miyagi 
Prefecture, Kurihara-Shi, Kurikoma-Numakura, 223 
m alt., on concrete wall, 19 Sep. 2019, Zheng 488, 489 
(HIRO).
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