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樹木に巻き付いたフジなどのつる植物が幹に食い込んでいるのをよく見かける．広島市三滝の日渉園には，

ナナメノキの根本より少し上から出た枝？からネズミモチの葉が出ている珍木がある．同種の樹木の幹や同じ

個体の枝同士がくっついた合着木はそんなに珍しくはないが異種の合体木は珍しい．写真はアラカシの幹を

貫通したツルグミである．ツルグミは幹に食い込む手前（左側）で新しいシュ－トを伸ばしているが，幹の右側か

ら突き出たその先が主幹となっている．今後アラカシの幹が肥大すれば，食い込んだ先は絞め殺されるのかも

しれないが，どうなるのか目が離せない．不思議なのは，どうして食い込むことになったのか，その状況がまるで

想像出来ないことである．宮島の大元公園で見られた不思議な現象である．                （豊原源太郎）
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図 1．ミヤコノツチゴケ．蒴をつけた植物体（2004.11.10 撮

影．標本 HD-37377 in HIRO）． 

図 2．ミヤコノツチゴケの群落断面．画面の上半分の緑色部

分は当年枝で，下半分の褐色部分は１年前の枝．球状のも

のは蒴で，新しい枝の根元から出た短枝の上についている．

苞葉にすっぽりと包み込まれている．１mm のスケールバーの

位置から下は土に埋もれている部分（2004.11.10 撮影．標本

HD-37377 in HIRO）． 

宮島のこけ １．ミヤコノツチゴケ 

出口博則（広島大・院・理） 

 

昨年 11 月 25 日に第 40 回国公立大学植物園・

植物園協会第一部会拡大園長会議が広島で開催

された折，参加された先生方を当実験所にご案内し

ました．そのとき室浜の砲台跡の弾薬庫入口付近で

地面に濃緑～褐緑色の小さなパッチ状のコケの群

落がいくつかできているのを見つけました．経験的

に生育場所や植物体生育状況からミヤコノツチゴケ

ではなかろうかと予想し，標本として持ち帰ることにし

ました．特殊なコケを除いて一般的にコケを肉眼で

同定することは至難の業といえましょう（野外でコケ

の名前を専門家に教えてもらっても必ず再確認すべ

きです）．顕微鏡で細部を調べ，予想どおりのミヤコ

ノツチゴケであることがわかりました．宮島は広島県

下でもっとも詳しくコケの調査が行き届いた場所の

一つなのですが，思いかがけない新産地発見になり

ました．1975（昭和 50）年に「厳島の自然」が上梓さ

れましたが，その中で 1956 年以降それまでにコケを

専門とする広島大学の教員や学生によって宮島で

採集された標本やその他の研究者らが発表した研

究をもとにして目録が出され，101 属 168 種 3 亜種 8

変種の蘚類と 53 属 99 種 4 亜種 1 変種の苔類が記

録されました（安藤ほか 1975）．しかし，そこにミヤコ

ノツチゴケの記録はありません．先年出版された広

島県植物誌のコケ植物目録（坪田ほか 1997）による

と広島県下で記録されている産地は庄原市だけで

す．宮島における最初の記録としてここに報告すると

同時に，このコケについて以下に紹介します． 

ミヤコノツチゴケはツチゴケ属に属する蘚類の仲

間（蘚類綱）で，この１属で科，目（もく）を構成すると

いう形態的にたいへん特異なコケの仲間です．世界

に 26 種ほど知られていて(Snider 1975)，いずれも 2 

mm 以下の微小なコケです．多くの再検討を要する

種を含んでいますが，ユーラシア，北米南東部，ニ

ューカレドニアにとびとびに広く分布しているミヤコノ

ツチゴケ Archidium ohioense Schimp. ex Müll.Hal.

がもっともよく研究されています．日本でも北海道か

ら琉球，小笠原諸島の低地に広く分布し(岩月 

1978; 岩月・樋口 1987)，人里の，人が歩いて踏み

つけるような日当たりの良い開けた場所に密な薄い

芝生状となって生育しています．葉は披針形で細胞

の様子などはシッポゴケやキンシゴケの仲間と類似

の特徴をもっていて，胞子をつくる蒴（さく）がないと

それがツチゴケ属の種であるということをつきとめる

のは大変難しいでしょう．幸いこの仲間は雌雄同株

でよく蒴をつけるので，生育環境をよく知っておくと

比較的容易に見つけることができます．しかし，胞子

が成熟する頃には植物体が茶色に変色し，枯れる

ので，夏場には姿を隠して（見えにくくなって）しまい

ます．そうした生活様式も加わって，ミヤコノツチゴケ

の日本での分布状況はあまりよくわかっていません．

蒴は球形で苞葉にすっぽりと包まれていて，表面に

はほとんど露出していません．普通の蘚類の蒴では

蒴に蓋ができて，それが外れて胞子が飛び出すの

ですが，このコケは蓋ができず，蒴の壁が朽ちて胞

子がこぼれ落ちる仕組みになっています．このような
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蒴をもった蘚類を閉鎖果蘚類と呼んでいますが，系

統を反映した群ではありません．閉鎖果蘚類であっ

ても，他の閉鎖果蘚類と比べて，蒴は苞葉にすっぽ

りと包まれているためにたとえ蒴の壁が朽ちても苞葉

の中に胞子がこぼれ落ちるだけですので，他のもの

と様子がすこし異なっています．しかし，どのようにし

てこの胞子が広く散布されるのかよくわかりません．

さらに，この胞子は他の蘚類と比較して著しく大形 

(130-170 µm vs ca. 10 µm)であり，植物体に隠れる

ようにして，しかも地面に接する位置に蒴ができるこ

となどから（前頁の図 1，2 参照），風に乗って散布す

るというシナリオを描くことができません．このようなこ

とから人為環境に適応したコケとして紹介されていま

す（岩月 1978; 岩月・樋口 1987）． 

このコケをはじめて日本で見つけ，報告したのは

岡村周諦博士です(岡村 1910)．岡村博士は，論文

の中で，自分が報告しようとしているコケは，牧野富

太郎博士が小石川植物園で見つけ，それを当時，

東京大学教授であり，イチョウの精子の発見者として

知られている池野成一郎に贈られたものと，同一採

集品であると述べています．池野博士は種の同定を

乞うためにドイツのルーラント博士（Engler-Prantl の

Die Natürlichen Pflanzenfamilien, Ed. 2, Bd. 10 の蘚

類の形態の部を担当した人物）に送られましたが，

それは更にフィンランドのコケ学者 V. F. ブロテルス

博士（同 Pflanzenfamilien の蘚類の分類を担当）の元

に送られました．これに対して Archidium japonicum

という名が池野博士に知らされることになりました．池

野博士はこの学名の発表はブロテルス博士がされる

ものとして，新種記載されませんでした．しかし，同

博士の著書「植物系統学（池野 1906）」の中で，蘚

類の形態解説図の一つに Archidium japonicum の

学名を示しています．等倍の植物体と分枝した植物

体に１個の蒴をつけた胞子体，数個の胞子を含んで

いる１個の蒴の拡大図が描かれています．しかし，

形態についての記載も標本の情報もありません．岡

村博士は論文の中で，その学名がいずれ発表され

る の で ， い ま 自 分 は 仮 に Archidium tokyoense 

Sh.Okamura という名を与え，Archidium japonicum が

発表されればA. tokyoenseは異名になると述べてい

ます．そして，学名を Archidium japonicum Broth., 

Syn. A. tokyoense Sh.Okamura と示されていて，詳

細な記載文（和文）を掲げ，標本が明示されていま

す．Archidium japonicum については，この岡村博士

による論文が新種の発表となります．したがって学名

および著者名は，Archidium japonicum Broth. ex 

Sh.Okamura と標記されます．このとき岡村博士によ

って発見地の東京に因んでミヤコノツチゴケという和

名がつけられました． 

因みに，池野博士がブロテルスに送られた書簡が

１通ヘルシンキ大学のブロテルス古文書として保存

されています（Koponen & Piippo 2002）．ただし，こ

の１通がこのミヤコノツチゴケについての交信書簡で

あるのかどうか確かめていません． 

宮島のコケ植物の大がかりな調査から 30 年を経

過して，その間にコケの新たなメンバーが加わった

のですが，残念ながらその後見つけることができなく

なったコケもあります．今回見つかったミヤコノツチゴ

ケの生育場所である砲台跡は，草木に埋もれて姿を

隠していました．砲台跡史跡として現在のように整備

されたのが，1999 年 11 月に台風 18 号の被害による

倒木撤去のときです．その当時は，砲台周辺は樹木

の根が腐植土から現れている状態であり，2001 年５

月，豊原助教授と向井技術補佐員（当時技官）が，

多々良浜と大元公園間で土砂崩れを起こしている

場所から汗して土砂を運搬し，砲台周辺に厚さ 2-3 

cm ほどに入れて現在のように整備されました．した

がって，ミヤコノツチゴケはその後この場所に侵入し

たことになり，現在の状態になるのに最長３年を要し

たということになります．今後，このコケの消長をなが

めてゆきたいものです． 

 

引用文献 

安藤久次・関太郎・神田啓史・出口博則・松本こずえ 

1975. 蘚苔類. 厳島の自然, pp. 333-375. 宮島町, 広

島. 

池野成一郎（編）1906. 植物系統学. p. 377, f. 209. 

岩月善之助 1978. 人里近くに生える面白い蘚類. しだと

こけ 11(1-4): 13-18. 

岩月善之助・樋口正信 1987. 日本から記録された閉鎖

果を持つ蘚類―人為的環境に適応したコケ―. 中西

哲博士追悼植物生態・分類論文: 505-515.  

Koponen, T. & Piippo, S. 2002. Viktor Ferdinand 

Brotherus and his collection of letters.  Bryobro- 

therella 5: 1-29. 



 

 - 4 -

岡村周諦 1910. 日本産つちごけ属(Archidium) の一新

種. 植物学雑誌 24: 368-372. 

Snider, J. A. 1975. A revision of the genus Archidium 

(Musci). J. Hattori Bot. Lab. 39: 105-201. 

坪田博美・出口博則・山口富美夫・関太郎 1997. コケ植

物目録．広島県植物誌, pp. 613-655. 広島大学理学

部附属宮島自然植物実験所・比婆科学教育振興会, 

広島． 

 

証拠標本：広島県宮島町室浜広島大学理学研究科附属

宮 島 自 然 植 物 園 内 砲 台 跡 . Japan. Honshu. 

Hiroshima-ken, Saiki-gun, Miyajima-cho, Miyajima I., 

Naturalbotanica Garden of Hiroshima University, 

Murohama Battery Remains; 15 m alt., on soil in open 

place, Nov. 5, 2004. Coll. H. Deguchi no. 37377 (HIRO); 

ditto, Apr. 23, 2005, H.D. 37379 (HIRO). 

 

 

宮島のレモンエゴマ 

新田みゆき・田中大介 

（農業生物資源研究所ジーンバンク） 

 

宮島ではシカが過密に繁殖しているが，そのなか

でシカの食害を受けない植物があり，レモンエゴマも

そのひとつである．京都大学薬学部の本多らによる

と，日本のレモンエゴマの多くは精油の主成分がシ

トラールでレモンの匂いを呈するが，西日本の一部

では異なる成分を持つレモンエゴマがあるという．私

たちの分析から，宮島のレモンエゴマはエゴマケトン

を主成分として有しており，この匂いのためにシカか

ら忌避されるらしい．エゴマケトンを持つレモンエゴ

マは宮島以外では見つかっていない．同じシソ属植

物のトラノオジソや，しばしばレモンエゴマと誤認さ

れるシソ野生型（シソと同種，和名がないので仮にこ

う呼ぶ）もまた宮島に繁茂するが，これらは，ほかの

地域でも，エゴマケトン類似物を主成分として有する

ものが多い． 

さて，宮島のレモンエゴマの特異性に興味を引か

れ，島内にレモンの匂いの個体は残っていないか，

あるいは本土側で見つけられないか調査した．2004

年 11 月 24 日から 26 日まで，広島大学理学研究科

附属宮島自然植物実験所の協力を得て行った調査

の行程と結果を報告する． 

 

11 月 24 日 

実験所の技術専門職員，向井誠二氏から島内の

地理や植生，道路事情について助言をいただく．本

土側のレモンエゴマについては自然愛好家の吉野

由紀夫氏から電話で有益な情報を提供していただ

く． 

 

11 月 25 日 

実験所のモーターボートで約 1.5 km 先にある大

江浦に接岸．ここには果樹園があり，柵で囲まれて

いてシカの食害がない．園内は人の踏み跡はなくチ

ヂミザサなどの雑草が茂っていた．休憩小屋の横に，

栽培されていたと思われるアオジソらしい個体が 2，

3 本あった．果樹園の裏手は，カンコノキなどの広葉

樹の下にコシダやウラジロなどのシダ類が密生して

暗く，レモンエゴマが生える環境ではなかった．沢沿

いでは，風化した花崗岩が所々で露わになっていて，

触るとぽろぽろと崩れ，陽は当たるものの植生に乏し

かった．大江浦から実験所へ向かう小径を辿ると，

実験所の手前に砲台跡地があり，トラノオジソがあっ

た． 

多々良は実験所から桟橋方面へ約 1.5 km の地

点にある集落で，4 軒の果樹園がある．多々良川河

口の両岸にシソ野生型が生育し，右岸には少数のト

ラノオジソがあった．集落上方 100 m の橋梁周辺と，

奥の院と弥山山頂への分岐付近にトラノオジソが繁

茂していた． 

宮島水族館西方の経納山の南西斜面にシソ野生

型が群生していた．大聖院の下にある滝橋下流の

左岸には，トラノオジソとシソ野生型が混生し，そこで

一頭のシカが休息していた．今年はシカが，これま

で食べなかったシソ属植物やシダまで食べ始めたと

聞いた．シソ属植物の匂いの主成分であるペリラケト

ンの摂取は反芻動物にとって有害である．それを食

べなくてはならないほど，今年は飢餓に瀕している

のであろうか． 

島東部の包ヶ浦自然公園はシバが優占する広い

平地で，その中にトラノオジソがぽつりと生えていた．

包ヶ浦から大砂利方面へ坂を上りきって緩やかな下

りにさしかかった道路の両側に，トラノオジソが群生

していた．宮島では市街地にシカが最も過密に生息
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レモンエゴマの標本（土井美夫先生採集） 

すると聞いたが，市街地から遠い大砂利まで至る間

にも何頭ものシカが現れ，島内ではシカのいないと

ころはないと感じた．一般車は大砂利まで通行でき，

その先，約 5 km の青海苔浦までは水道管理用の車

道である．大砂利には 4 軒の農家があり，カンキツ類

を栽培している．農園の外を道に沿って懐中電灯で

探したが，シソ属植物はなかった． 

 

11 月 26 日 

シソ属は長い間分類が混乱していたが，前述の

本多らにより近年新種セトエゴマが発見されて分類

が整理されたので，丁寧に標本を観察して同定し直

す必要があった．関太郎先生の標本の中に，1966

年に江の浦の清掃センターで採集されたレモンエゴ

マが 1 点あった(No. 518)．土井美夫先生の標本に

は，1942 年に安芸国久地村で採集されたレモンエ

ゴマが含まれていた(No. 133864)．現在の広島市安 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐北区久地である．たった 1 点ではあるが，本土側

にもレモンエゴマがあったという確証を得た． 

標本調査でレモンエゴマが見つかった清掃センタ

ー付近を調査．谷の上部にトラノオジソとシソ野生型

が混生していたが，レモンエゴマは見つからなかっ

た． 

木比屋谷は，宮島水族館の背後にあたる広い谷

で，血山（あせやま）という緩やかな尾根が谷を二分

している．谷の西側にトラノオジソとシソ野生型が大

きな群落をなしていた．谷の東側には公衆便所とテ

ーブルがあり，その後ろにはトラノオジソに混じって，

5 個体ほどのレモンエゴマがあった．匂いをかぐと，

エゴマケトンの臭気があった．アセビ歩道を挟んで

海側にはゲートボール場があり，脇にシソ野生型が

群生していた． 

本土側の廿日市市極楽寺山でレモンエゴマの探

索を行った．登山道の途中にあたる山陽自動車道

宮島サービスエリア付近は，アカマツが多く，レモン

エゴマの生育地としては土壌が乾燥し過ぎていた．

極楽寺山の麓を通っている国道433号線を，山頂へ

の分岐まで路傍を注視しながら調査したが，シソ属

は見つからなかった． 

 

調査を終えて 

調査の結果，宮島では臭くないレモンエゴマを見

つけることは困難であると感じた．また，本土側では

今回レモンエゴマを見つけることはできなかったが，

精査すれば見つかるのではないかという印象を持っ

た．今回は調査の時期が遅く，葉が枯れ落ち，種の

同定に時間を要したので，来年は是非，もう少し早

い時期に訪れて本土側を重点的に調査したい． 

最後になりましたが，調査に協力してくださった宮

島植物実験所の向井誠二技官，奥様の美枝子さん，

ならびに多くの情報を寄せてくださった自然愛好家

の吉野由紀夫氏に心よりお礼申し上げます． 

 

 

せとうち科学 Option 2－宮島実習 

森廣誠司(広島県立忠海高等学校) 

 

平成16年12月23日（木）から2泊3日の日程で，

広島大学大学院教育学研究科の竹下俊治先生に

よる指導のもと，本校生徒 17 名と教員 3 名の総勢 21

名で，宮島自然植物実験所において実習を行いま

した．参加生徒は本校理数科学コースに学ぶ 1 年

生 15 名と実習の助っ人として参加してくれた本校科

学研究部の 2 名です．1 年生の中には科学研究部

のメンバーが 7 名含まれており，科学研究部の冬季
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海藻標本の作成風景 縄文土器

合宿（冬季野外観察会）でもあります．また，「せとう

ち科学」として宮島自然植物実験所での実習は今

回で 4 回目となります．実験所周辺の生物観察，天

体観望や夜行性動物の観察，弥山原生林における

生物観察，水族館見学，海藻標本の作成等を行い

ました． 

表題の「せとうち科学」とは，本校独自で設定した

科目です．この科目では，瀬戸内海の自然を教材

に「環境」について多角的に探究活動を行っていき

ます．具体的には，夏休みまでに竹原市沿岸にて

干潟や藻場といったフィールド実習（土日に実施）を

行い，夏休みには実習で興味を持った内容につい

て各自で研究テーマを設定しての課題研究を課し

ています．さらに，研究した内容はレポートにまとめ，

成果発表会においてパワーポイントを使ったプレゼ

ンテーションを課しています．こういった活動を通し

て，自ら課題を見つけそれを解決する力（問題解決

能力）や表現力といった力の育成を図っています．

Option 2 に対してOption 1 は本校の近くにある旧水

産実験所（現在では広島大学大学院生物圏科学研

究科附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究センタ

ー 竹原ステーションという名称になっています）に

おいて大塚攻先生の指導のもとで 1 泊 2 日の実習を

行いました．この旧水産実験所と今回の宮島自然植

物実験所での実習はオプションということで希望者

による参加となっています． 

このような実習や活動は，本校理数科学コースの

特色の 1 つで，特に 1 年次ではフィールド実習を重

視しています．大自然の中で，海や山の空気の違い，

磯のにおい，いきものの感触といった本では理解で

きないことを体験させます．時には，藻場の中に入り

ずぶ濡れになったり，干潟で泥んこになったりと五感

の全てを使って自然を感じさせます．こういった体験

を通してでないと，生命と環境の関わりについて，具

体的に考えることは，できないのではないでしょう

か． 

 

 

下室浜採集の遺物について 

荒木亮司（広島県佐伯郡大野町） 

 

下室浜には，縄文時代以降の遺跡が存在する．

中越利夫氏の報告によれば，植物実験所前面の砂

浜や，その東側の干潟から，縄文土器や石器，6世

紀代の製塩土器等が採集されているという． 

また私自身，宮島の大野瀬戸側の海岸（大なりき

から須屋浦まで）を何度も踏査し，様々な遺物を採

集しているが，下室浜から得た資料も数多い．遺物

は砂浜や干潟のほか，扇状地の断面付近からも採

集できるようである． 

今回報告する資料は，私が2000年5月以降，下室

浜で採集したものである．縄文土器，弥生土器，須

恵器，土師質土器，製塩土器，石器類，滑石製勾

玉，古銭等があり，縄文時代から近世にかけてのも

のと思われる． 

 

1. 縄文土器 

いずれも後期から晩期にかけてのものである．後

期の土器には，沈線で区画した中に縄文を施した

中津式・福田KII式土器（後期初頭から前半）や，肥

大させた口縁部に同心円文などを巡らせた津雲上
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弥生土器（左），石器類（右）

勾玉（左上），製塩土器（左下），古銭（右）

層式土器（後期中葉），口縁部外面に平行する2か

ら3条の凹線を巡らせた福田KIII式土器（後期末）等，

ほぼ全時期の形式が見られる．晩期の土器は，口

縁部直下に突帯を巡らせ，その下に縦や斜めの直

線文を刻んだ突帯文土器である． 

 

2. 弥生土器 

三条の重弧文や突帯を持つ土器や，表面の赤い

無文土器の破片である．前者に関しては，広島市の

中山貝塚出土の土器（中山I式土器）と類似しており，

前期前半頃のものと思われる． 

 

3. 石器類 

狩猟に用いられた石鏃，肉を切るスクレイパー，

穴をあける為の石錐等で，安山岩や姫島産黒曜石

で作られたものである．また，これらの石器を製作す

る際に出た剥片や，石片を剥がした石核と見られる

安山岩も採集している．いずれも，縄文から弥生時

代頃のものと思われる． 

4. 滑石製勾玉 

古墳時代後期頃のものと思われ，私が宮島で採

集した中では，最も古い祭祀遺物である．謎の多い

「厳島信仰」との関連とも考えられ，興味深い． 

 

5. 製塩土器 

厚手粗製の土器片で，内側に布目痕が認められ

る．奈良から平安時代頃のものと思われる． 

 

6. 古銭 

寛永通宝であり，近世のものと思われる． 

このほか，須恵器や土師質土器等に関しては，古

代から中世にかけての遺物と思われるが，正確な年

代等は不明である． 

これらの遺物から判断して，下室浜には縄文時

代後期以降，断続的に人間が訪れていた事が伺え

る．縄文から弥生時代は狩猟・採集中心の生活を営

む人々の集落，古墳時代以降は漁業や製塩等の生

業，あるいは信仰の場として利用されていたのでは

ないだろうか． 

下室浜で採集した遺物には，現段階では時期や

種類を特定できないものが多く，全てを紹介すること

はできなかった．今後は専門家の協力を得て，遺跡

としての下室浜の様相を明らかにしたいと考えてい

る． 

 

参考文献 

中越利夫 1995-1998. 大野瀬戸周辺の遺跡・遺物. 内海

文化研究紀要23-26. 広島大学文学部内海文化研究施

設. 

 

 

ヒメミゾシダ再発見 

松村雅文（広島市西区己斐） 

 

ニュースレター第4号で，宮島町大元谷において

発見されたヒメミゾシダが台風で流出したことを報告

したが2005年1月20日に再発見した．向井誠二，徳

岡良則，松村雅文で大元谷のエダウチホングウシダ，
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ヒメミゾシダ

東山渓谷

タカサゴキジノオの現状を観察に行き弥山参道の四

丁の標柱の所から左の谷に降りる，小さな滝まで谷

を登りエダウチホングウシダ，タカサゴキジノオの現

状を見る．2002月10月31日に見たときよりエダウチホ

ングウシダの個体数は増加しているが10 cm以上の

ものは無くなっている．タカサゴキジノオは台風で岩

面から脱落している．その場所からさらに登り以前ヒ

メミゾシダがあった場所を見てそこから天然記念物

の標柱近くまでエダウチホングウシダを観察しながら

登る．気象条件などで増減しているが2002年10月31

日より今回はやや回復している．そこから少し登ると

コケのついた石に小さなヒメミゾシダがあった．さらに

登ると一株あり，離れた場所の岩にもあった．この場

所なら豪雨でも流されないと皆で話し，再発見を喜

んだ． 

 

 

植物観察会の記録 

豊原源太郎（広島大・院・理） 

 

植物観察会がヒコビア会と宮島自然植物実験所

の共催で毎月1回行われている．以下は，2004年10

月から2005年3月までの記録である. 

 

10月17日 廿日市市吉和－東山渓谷 

2004年10月17日の第424回植物観察会はもみの

き森林公園から湯来方面に下る東山渓谷において

行われた．もみのき森林公園に10時集合の後，車で

東山渓谷入口に移動．参加者66名． 

海抜高700 mの所まで下った所でウラジロガシが

出現する．この辺りが暖温帯と冷温帯の境界と思わ

れた．それより下部にはサカキ，ヒサカキ，シロダモ

などの照葉樹が出現した．東山渓谷ではシロモジと

ダンコウバイの分布境界があり，両者が混在する所

が興味深かった．また，上部ではヤマフジが見られ

るが，海抜高度が低くなると，フジが見られるようにな

り，両者が棲み分けているのも興味深い．上部で見

られたカンスゲが，下部ではコカンスゲに置き換わっ

ているのも観察された．河原で昼食の後，ツガ林を

見に行く．尾根筋のアカマツ林で植生調査．林床に

オオイワカガミが沢山見られた．帰りに，先頭の人達

がツキノワグマの小熊に遭遇して，デジカメで撮影．

奥山でなわばり争いに負けた小熊が人里に出てき

たのかもしれない． 

 

11月14日 山口県玖珂郡錦町－寂地峡 

2004年11月14日の第425回植物観察会は山口県

錦町の寂地峡で行われた．駐車場に10時集合．参

加者49名．寂地峡の水は全国名水百選に入ってお

り，川の水の電気伝導度は25.0 µcm/sec. で，宮島

自然植物実験所の名水46.0の値をはるかにしのぐも

のであった． 

渓谷入り口付近にミヤマママコナが群生していた

が，どうしてこんなに繁茂出来るのか不思議である．

これは近年宮島では激減してきた植物である．海抜

高約500 mの所に滝があり，滝に沿って上る急峻な

崖道には落石や倒木があり台風の被害跡が真新し

い．コウヤマキ，ヒメコマツ，ヤマグルマ，ゲンカイツ



 

 - 9 -

鷹ノ巣砲台跡

ツジ，ウラジロガシ，オオイワカガミなど岩場の植物

が身近に観察された．薄暗いトンネルを抜けると渓

谷沿いに寂地山に登る山道となる．少し上った所で

シオジの大木を発見した．イヌガヤ，カヤ，ユズリハ

は小木しか見られなかったが，ハイイヌガヤ，チャボ

ガヤ，エゾユズリハの可能性が大きい．海抜高610 m

の所からイヌブナが出現し始める．林床にオオキジ

ノオシダの優占する所が多い．ミツバアケビは左巻き

のものばかりで，右巻きのものを探したが見あたらな

かった．海抜高700 mの所で引き返したのでウラジロ

ガシの上限を確認出来なかった． 

 

12月5日 佐伯郡宮島町－包ヶ浦 

2004年12月5日の第426回植物観察会は佐伯郡

宮島の包が浦で行われた．宮島桟橋前に10時集合．

包が浦まで乗用車3台で移動．参加者49名．30年前

には池の岸で豊富に見られたシバナが，鹿による食

害で絶滅寸前となっていたが，防護網で保護した結

果少しずつ増えてきたということであった．近年，宮

島自然植物実験所に習って，包が浦休憩所の職員

が植物に名札を付けるなど植物探索路の整備が行

われてきた．大砂利浦に向かう道路の入り口付近で，

直径9 cmのハマニンドウの太い蔓があった．鷹ノ巣

砲台跡（海抜高約190 m）への道はボランティアグル

ープの活動によりきれいに整備されていた．ウラジロ

ガシが低海抜であるにも拘わらず点々と見られた．

鷹ノ巣砲台跡も通路の草刈りなどの手入れがされて

いたが，もう少し展望のきく通路を確保した方がよい

と思われる．砲台跡からキャンプ場に至る道が新た

に開かれていたので，その道を通って下山する．こ

れもボランティアによるものである．クロバイの大木が

数本枯れていたが，直径50 cm位がクロバイの寿命

らしい．キャンプ場の近くでイボタノキを発見．カギカ

ズラの太い蔓があり，直径19 cmであった．今回の観

察会は，宮島でミヤマママコナを探すことが目的で

あったが結局１本も見つからなかった．クスノキの大

木（胸高直径133 cm）の脇を通って「悠久の森」に昨

年の5月に植樹されたクスノキを見に行く．悠久の森

は宮島の大鳥居を改修するクスノキを育てようという

市民運動に賛同して，広島森林管理署が管轄内に

設けたものである．マツ枯れ跡地であるが，林床にコ

シダやウラジロが繁茂していない．林床にホソバカナ

ワラビが出現する範囲は，潜在自然植生がクスノキ

－ミミズバイ林であり，クスノキはその範囲内に植え

られた．潜在自然植生の概念は植樹に不可欠のも

のである． 

 

1月23日 広島市西区三滝本町－日渉園 

2005年1月23日の第427回植物観察会は広島市

西区三滝で行われた．JR可部線三滝駅に10時集合．

雨天にもかかわらず参加者37名．幸い集合後に雨

はあがった． 

広島浅野藩の薬草園「日渉園」は現在広島大学

の所有とされるところである．モミ（胸高直径55 cm），

アベマキ(74 cm)，シラカシ(41 cm)，ヒノキ(57 cm)，ア

カシデ(41 cm)，イヌマキ(52 cm)などの大木がある．

台風でヒノキの大木が折れたらしく，真新しい切り株

がある．以前見られたツガは見あたらなかった．特記

すべきものとしてナナメノキ(46 cm)の幹にネズミモチ

が取り込まれた形の珍樹があり，ネズミモチが将来ど

うなるのか注目したい（類似のケースとして，宮島の

大元公園にはアラカシの幹を貫くツルグミがある）．

ツルマオは冬枯れの状態で見られたが健在であっ

た．その後，三滝寺に向かう．キミズを確認．滝の近

くにはオオイワカガミが豊富に見られた所であるが，

盗られて絶滅したかと危惧されたがかろうじて数株

残されていた．その後引き返して牧野谷に行く．カギ

カズラの古株があり，樹高15 mのスギの樹冠にまで

達しており，若木は沢山見られた．牧野谷はマキノ

ゴケで知られる所であり，葉上に生育するカビゴケな

どコケ植物の宝庫として研究者になじみの所である．
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螺山山麓にて

広島の都心近くに三滝のような深山を思わせる所が

まだ残されていたのだと再認識させられた．ここは是

非，都市化の波を防がねばならない場所である． 

 

2月20日 呉市広町－螺山 

2005年2月20日の第428回植物観察会は呉市広

町の螺山（つぶやま）で行われた．JR呉線広駅に10

時集合．参加者40名．地質は南帯の古生層で，大

崎上島，蒲刈島などと共通の粘板岩であり，山麓部

は花崗岩である．北側斜面は尾根筋近くまでがコナ

ラ，アベマキ，ムクノキなどの落葉広葉樹が優占する

二次林であり，亜高木層以下にはカゴノキ，クロキ，

アラカシ，ナナメノキなどの常緑広葉樹が落葉樹と

混生する．ソヨゴ，アセビ，イヌツゲ，リョウブを探した

が１本も見られなかったので，尾根筋の二次林はア

カマツ－アラカシ群集ネズ亜群集に属し，潜在自然

植生はコジイ林と推定された．斜面中腹から下部に

かけて広く見られる二次林はコナラ－アベマキ群集

に属し，潜在自然植生はムクノキ林と推定された．ア

カマツ－アラカシ群集のマツ林の多くはマツ枯れ後

コナラの優占する二次林に変化しているが，その二

次林はコナラ－アラカシ群集（仮称）とすべきもので

あり，潜在自然植生はコジイ林である．古生層，玄武

岩，安山岩など特定の地質にみられる落葉広葉二

次林と花崗岩や流紋岩地の落葉広葉二次林とは種

組成が異なるが，花崗岩地であっても谷筋にはコナ

ラ－アベマキ群集が見られるので，石灰岩地や蛇紋

岩地と異なり，土壌の化学性よりも物理性の方が植

生の成立と関係深いことを示唆している． 

3月20日 広島市南区－似島 

2005年3月20日の第429回植物観察会は広島市

似島で行われた．9時15分宇品港に集合．参加者42

名． 

9時30分出航．9時50分似島学園前で下船．似島

学園から安芸小富士(278 m)に向かってアセビ，ソヨ

ゴ，イヌツゲ，リョウブを探しながら登る．まずリョウブ

が１本見つかる．中腹でアセビ（開花）が数本出現し

た．尾根筋で地面を這う形のソヨゴを１本見つける．

山頂近くでイヌツゲが数本出現した．対岸本土では

普通に見られるこれら4種が，似島では稀な存在に

なっているのは二次林資源の過剰な利用により群落

が遷移段階の低いものに退行遷移した結果であると

推定された．それは，常緑広葉樹としてシャシャンボ，

ヤマモモ，ヒサカキ（開花）は多く見られるが，アラカ

シ，ヤブツバキ（開花），カナメモチなど照葉樹林要

素の植物が少なく，コジイ，サカキ，ナナメノキはそ

れぞれ１本見つかったのみであることからも伺える．

群落名で言えば，対岸本土の二次林の多くがアカ

マツ－アラカシ群集のコシダ亜群集に属するのに対

し，似島の二次林の大部分は同群集のネズ亜群集

に属することになる．どんよりとした天気で山頂から

の眺望は余り良くなかったが，空気が澄んだ日であ

れば広島市街地を見下ろす絶景を見ることが出来る

はずである．山頂付近に着いた正午前の時刻，福

岡で大地震が発生． 

 

 

宮島自然植物実験所の移り変わり 

豊原源太郎（広島大・院・理） 

 

当実験所の前身である宮島自然植物園の設立か

ら 40 年の歳月が流れた．植生高 30 m を越える鬱蒼

としたマツ林は枯れてしまい，その立ち枯れ木も殆ど

倒れ，設立当初の面影も見られないほどに変化して

しまった．現在，実験所の周りの森林は樹高 10 m に

満たないミミズバイ，ヤブツバキ，サカキなどの亜高

木林になっているが，クスノキ，シリブカガシ，アラカ

シ，ウバメガシ，クマノミズキ，タマミズキなど次代を

担う喬木が大きく育ってきており，度重なる台風（平

成 3 年，11 年，16 年）の被害に遭いながらも照葉樹
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林に向かって着実に遷移が進行してきている． 

私は植物園設立の年，当地の植生について卒業

論文の研究を行い，その後も毎年当地を訪れ，植生

の変わり行く姿を見続けることになった．その間，植

生の変化もさることながら，建物や人の変化も徐々

に進んできて，次第に記憶の混乱が生じ始めたので

この機会に調べて記述することにした． 

 

１. 名称 

当実験所の前身である広島大学理学部附属宮島

自然植物園が発足したのは昭和 39 年（1964)である。

昭和 49 年に理学部附属宮島自然植物実験所が設

置され植物学の教育を行うようになった．平成 11 年

の大学院重点化に伴い，名称は広島大学大学院理

学研究科附属宮島自然植物実験所に替わった．施

設に自然植物園があることから，俗に宮島自然植物

園と呼ばれており，また，当実験所の英語名称は

Miyajima Natural Botanical Garden とされている． 

 

2. 敷地・建物 

本実験所は室浜砲台跡（大元公園から 4 km の道

路を含む）に設立され，土地面積は 114,495 平方メ

－トル（約 3 万 5 千坪）である．室浜砲台は明治 31

年に着工され，同 37 年に完成し，広島湾要塞の一

角を為すものであった．この国有地が昭和 38 年 11

月の文化財保護委員会により広島大学へ所属替え

となり，39 年に植物園が設立されることになり，40 年

2 月に現在の実習棟（95 平方メ－トル）の建物が完

成した．現在の研究・管理棟（360 平方メ－トル）は

昭和 53 年度工事として新設されたものであり，同時

に旧館となる実習棟の内部改装が行われた．平成 3

年度に標本庫（121 平方メ－トル）が建築され，現在

の建物が揃った． 

 

3. 施設長 

（1）植物園長 

堀川芳雄（昭和 39 年度－40 年度），辰野誠次

（41－43），鈴木兵二（44－48）． 

（2）実験所長 

鈴木兵二（49－53），日野精一（54－57），安藤久

次（58－59），日野精一（60－61），岩月善之助

（昭和62年度－平成4年度），吉田和夫（5－6），

関太郎（7－10），佐藤敏生（11－12），吉田和夫

（13），佐藤敏生（14－15），出口博則（16－現

在）． 

 

4. 教職員 

昭和 40 年 4 月に管理人として臨時用務員の白倉

吉太郎・ヌイ夫妻が着任し，同 8 月に谷口夏策・ミカ

夫妻に替わった．41 年から研究員として関太郎教務

員（45 年助手，49 年助教授）が着任してひとまず体

制が整えられた．46 年に管理人は広籐繁美と友池

弘子になり，55 年に友池に代わって西田頼子となっ

た．56 年に管理人の交代があり，向井誠二（技能補

佐員，平成2 年教務員，8 年技官，10 年技術班技術

主任，11 年専門職員，16 年技術センター技術主

任）・美枝子（臨時用務員）夫妻が着任して現在に至

る．関は平成 6 年に機能生化学講座教授に配置換

えとなり，中野武登助教授が着任した．中野は 11 年

に転出し，豊原源太郎（助教授）が着任して現在に

至る． 

 

5. 学生 

（1）大学院博士課程後期 

黒田有寿茂（平成 15 年度－現在）. 

（2）大学院博士課程前期 

宮崎卓（6－7），坪田博美(8－9)，中原美保(8－

9)，中尾成身（9－10），高島季子(10，M1 後所属

替え)，大谷心也(11，所属替えで M2），稲生和久，

桃下真理子(11－12），黒田有寿茂(13－14)．駄

賀恒夫(13 中退)，甲斐崇(14－15)．徳岡良則（16

－現在）． 

（3）学部 4 年 

坪田博美（7），出口智也（8），尾崎寿則（8），高

島季子(9)，武士末顕宏（10），田辺敦（10），中村

憲治（10），池田誠慈(12)，黒田有寿茂(12)，堀満

千子(12)，甲斐崇(13)，井ノ山功（14 中退），田辺

礼子(14)，長橋佳子（15），田代紘子（15），高松

明子（15）． 

（4）研修生 

井上尚子（8－9）． 
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6. 植物観察会 

ヒコビア植物観察会は，昭和 31(1956)年に広島大

学理学部植物学教室分類学講座の堀川芳雄教授

によって始められた「広島植物採集会」から出発して

いる．ヒコビア会は終戦の 5 年後に分類学講座を中

心とする広島植物研究会が発足し，その会の名称を

木の株から再生したヒコバエにちなんで，それをラテ

ン語化したものである．広島植物採集会は毎月１回

開催を原則としており，新聞に案内を出すなどして，

多いときは100 名を越す参加者があったという．堀川

教授が退官された昭和 40 年頃から中断したが，大

学紛争最中の 44 年 8 月に大学院生有志により再開

され，その第１回目は丁度理学部封鎖の日であった

が鈴木兵二教授が指導に当たられた．学部学生，

大学院生，教官の交流の場として再開されたので一

般参加者は少なかったが，回を重ねる毎に一般参

加者が大半を占めるようになってきた．毎月１回雨天

決行で行われ，これまでに天候不良で１回中止にな

ったのみである． 

植物採集会は昭和52年から， 当実験所と分類学

講座との共催で行うことになり，関太郎助教授が指

導に当たった．昭和58年から会の名称をヒコビア植 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物採集会から「ヒコビア植物観察会」に改めた．採集 

会の名称を改めたのは，山野草採掘のイメ－ジがあ

り，自然保護を目指す会の目的にそぐわなく感じた

からであろう．平成12年から関に代わって豊原源太

郎（助教授）が指導に当たるようになり，現在に至っ

ている．最近の観察会には40人から70人の参加者

がある．平成17年は昭和44年に会が再開されてから

36年目であり，4月には第430回目の観察会が開か

れる予定となっている． 

 

 

 

編集後記：年度末まで寒かったせいか春の暖かさを

ありがたく感じる今日この頃．来年度もニュースレタ

ーのいっそうの充実を図ってゆきたいと思います．紙

面の都合上割愛させていただいた2004年における

実験所利用状況や最近の動向については，次号掲

載予定です．                         （黒田） 
 

宮島自然植物実験所ニュースレター 
編集・発行  宮島自然植物実験所 
印刷  ニシキプリント 
aaaaaaa 広島市西区商工センター7 丁目 5-33 

 

 


