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１ はじめに 

 通学路に咲く可憐なスミレの花に興味を持ち、本校スミレ班は研究を始めた。現在は６～８代目

が活動している。初代は DNA抽出から PCR増幅に苦労し、２代目はプライマーを設計して分子系統

解析を軌道に乗せた。３,４代目では、本校がある北播磨地方に独特の遺伝子を持つシハイスミレ

(Viola violacea)が生育していることを明らかにした。５代目と６代目（２年生）は北播磨地方で

は珍しいコミヤマスミレ(V.maximowicziana)を、６代目普通科総合スミレ班は園芸品種のパンジー

やスミレ属外来種、７代目はフモトスミレ(V.sieboldii)を研究対象として先輩たちが築いた実験

テクニックを受け継いで研究を進めている。特に昨年度５代目から始めたコミヤマスミレの研究に

ついては今までにない結果が得られ、いろいろな発表会で発表し、９つの賞をいただいている。論

文にすることを大学の先生から勧められており、実現したいと考えている。 

２ コミヤマスミレの謎を追う（昨年度～今年度の主テーマ） 

２－１ 奇妙な形態と稀な生育場所 

この５年間の調査で北播磨地方には、ミヤマスミレ節(Sect.Patellares)

に属するスミレが変種まで含めると 12 種生育していることが分かっ

た。その中でもコミヤマスミレは葉の質が大変軟弱で、多くの葉に白い

斑が入り、かつ、多毛であることから生徒たちは他のミヤマスミレ節の

種とは異なった印象を受けたようである。また、近くの裸地の 20 分の

１～30 分の１の光量しかない暗い場所に生育、しばしばコケの中に群

生していた（写真１）。そこでこのコミヤマスミレについて葉緑体ＤＮ

Ａの matK 領域、trnL-F 領域、核 ITS 領域をＰＣＲ法で増幅、分子系統

解析を行った。 

また、生徒が最近発刊された本からコミヤマスミレとオリヅルスミ 図１ コミヤマスミレ  

レ(V.stoloniflora)が似ているという文章を見つけたことをきっかけとして、全国６ヶ所の植物園から

サンプルをいただき、オリヅルスミレの分析も行った。その際に最新の図鑑でウラジロスミレ節

(Sect.Serpentes)に分類されているシマジリスミレ(V.okinawensis)、オキナワスミレ(V.utchinensis)のサ

ンプル提供も受け、この３種についても分析を行った。現在、生徒たちはスミレ属全体を分析した

いと考えるようになり、今まで手に入らなかった希少種等も植物園に依頼し、サンプルを得て分析

している。また、現在、核 ITS 領域についても実験は終わっているが、分析途中となっている。 



 

 

２－２ 実験方法、結果、考察                

DNA 分析方法はどのスミレを対象にしても同じである。１個体から１枚の成葉をサンプリング

し、その葉の５mm 四方から改良した CTAB 法を用いて DNA 抽出を行った。１つの群落から５個

体程度をサンプリング、実験にはその中から複数の個体を用いた。また DNA に変異が見られた場

合はすべての個体の分析を行った。葉緑体 DNAmatK 領域については植物バーコーディングを参考

にしたが、プライマー部分に変異が見つかったため、２代目が設計した。trnL-F 領域、核 ITS 領域

は他の植物の文献を参考にした。PCR 法で DNA の増幅を行い、電気泳動でバンドを確認後、DNA

をキットで clean-up、兵庫教育大学で DNA 濃度を測定、濃度調整後 macrogen-Japan にシーケンス

解析を依頼した。得られたデータは MEGA や SequenceMatrix で分析し、分子系統樹を作成した。 

結果を図２に示す。葉緑体 DNA での分析結果では２つの領域ではコミヤマスミレ、マルバスミ

レ、ツクシスミレが同じクレード

となり、近縁関係が考えられる。 

また、オリヅルスミレはコミヤ

マスミレとは異なる節となり、ウ

ラジロスミレ節とされているシマ

ジリスミレと共にウラジロスミレ

節とは違う結果となっている。葉

緑体 DNA だけでは正確なことは

分からないので、現在、核 ITS 領域

を分析中である。また、ツクシスミ

レ、マルバスミレ、コミヤマスミレ

に何か形態的な共通点がないか、

生徒たちは距や脚の大きさ、長さ、

種子の大きさ、エライオソームの

形態など形態分析も始めている。 

生徒たちは、日本産スミレ属す

べての DNA 解析を行い、韓国産ス

ミレ属の論文 Yoo ら(2010)[1]の日

本版をまとめ、発表することを目

指している。 

３ スミレ属園芸種と帰化種                         
の研究 

３－１ パンジーと日本産 

スミレ属 

 

パンジーもスミレ属植物なのだ

ろうか。そんな疑問からスミレ科

園芸種や帰化種に興味を持ち、

DNA 分析を始めた。（株）サカタ

のタネに協力を依頼し、研究所を

訪ねてパンジーのルーツを教えて

いただいた。その園芸種が日本産

スミレ属とどんな関係にあるのだ

ろうか。どの種と近縁なのだろう

か。花屋で販売されたり、栽培品が

逃げ出して帰化したスミレ属植物
図２ 日本産スミレ属の葉緑体 DNA、 

matK、trnL-F 領域の分析結果 



 

 

も少なからず知られている。それらの種は日本産のどの種に近いのだろうか。そんな疑問から園芸

種、帰化種を対象とした研究も行っている。 

 

３－２ 分析結果、考察 

 

コロナ禍の関係もあり、帰化種のサンプリングが不十分である。また、本によって学名が異なっ

ており、分類が難しい種もある。今後、スミレ班全員でサンプリング調査を行い、どれぐらいの種

が帰化し、どれほど広がっているのか明らかにする。また、形態の詳細な分析も行う予定である。 

現在得られたサンプルで分析した葉緑体 DNAmatK 領域の系統樹を図３に示す。まず、園芸種の

パンジーは（株）サカタのタネ主任研究員、中川さんの説明を裏付けるように、日本産スミレ属と

まったく異なる塩基配列をしており、遠縁の節であることが確認できた。あちらこちらに帰化して

いるニオイスミレ(V.odorata)は従来の節どおり、アオイスミレ(V.hondoensis)とよく似た塩基配列を

示した。図３では V.liyallii がニオイスミレと同じ塩基配列となっている。これは同定の間違いの可

能性があるため、再度サンプリングし、栽培して確認したい。V.unknown は花が大きく、非常に発

達した地下茎を持つ種で、アメリカスミレ

サイシンの可能性が高いと考えられる。こ

れも、ニオイスミレと同様によく帰化して

いる。このアメリカスミレサイシンは、

V.sororia,V.papilionacea とされ、スミレサイ

シン節と説明されることが多いが、実験結

果ではトリアシスミレ(V.pedata)と共にむ

しろオオバタチツボスミレ節と同様の塩基

配列を示した。分類を再検討する余地があ

りそうだ。 

パンダスミレ(V.banksii)、別名ツタスミレ

は距がほとんど見られないオーストラリア

原産の園芸種である。この種も日本産スミ

レ属とまったく異なった塩基配列を示し、

遠縁の種であることが示唆された。 

 

４ フモトスミレとシハイスミレ、 

マキノスミレ 

 

 ４－１ 多数のハプロタイプを持 

つミヤマスミレ節、野山に 

生育する仲間たち 

 

３，４代目スミレ班の研究で、matK 領域

ではシハイスミレとその狭葉変種マキノス

ミレに塩基配列の変異（ハプロタイプ）が

たくさんあることがわかった。今年度はこ

れら２種の近縁種であるフモトスミレにつ

いて DNA 解析を行った。 

図２の下部より、ミヤマスミレ節は大き

く２つの塩基配列のグループ（クレード）

に分かれていることがわかる。そのクレー

ドの上部はシハイスミレやフモトスミレを

含む野山に生育する種で（仮にシハイスミ
図３ 日本産スミレ属と園芸種、

帰化種の分析結果 



 

 

レ亜節とする）、下部のク

レードは田の畦から市街

地まで幅広く分布する種

である（仮にスミレ亜節

とする）。 

野山に産するシハイス

ミレ亜節の種は、実は交

雑を繰り返して葉緑体遺

伝子を頻繁に交換してい

るのではないか。そんな

疑問が生じ、兵庫県北播

磨地方を中心にフモトス

ミレをサンプリング、詳

細に解析を始めた。 

 

４－２ 結果、考察 

 

現在は、matK、trnL-F 領域を中心に分析している。matK 領域の分析がほぼ終わり、そのハプロ

タイプネットワーク図を作成した（図４）。この図は塩基配列の関係を示しており、円が大きいほ

ど同じ塩基配列を持つ個体数が多いことを示している。また円と円の間の数字は、分析した 981 塩

基のうち何番目の塩基が変化しているかを表している。この図から明らかになったのは葉緑体

DNAmatK 領域ではフモトスミレ、シハイスミレ、マキノスミレで同じ塩基配列を持つものが多数

あること、そして、シハイスミレ、マキノスミレ、フモトスミレは交雑によって頻繁に葉緑体遺伝

子を交換している可能性がある、ということである。葉緑体 DNAtrnL-F 領域はまだ分析が済んで

いない。また、核 ITS 領域も実験を始めた。コミヤマスミレと同様に形態の分析も始めている。こ

の研究も新事実を発見してくれるに違いない。 
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図４ 野山に生育するミヤマスミレ
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