
宮島自然植物実験所ニュースレター

　クマツヅラ科ムラサキシキブ属の落葉低木．宮島では 3–5 m の高さになる．花期は 7 月上旬から中旬．花は

白 – 淡紅紫色で，秋に果実が成熟し，鮮やかな紫色になる．属名の Callicarpa は「美しい果実」という意味．広

島県では宮島だけで生育が確認されている．宮島でも個体数はあまり多くなく，それほど目にする植物ではない．

   Deciduous shrubs or small trees, up to 3–5 m in height.  Native to southern Japan.  Pinkish white flowers in 

clusters open in beginning to middle of July,  followed later by berries which turn lilac with a metallic lustre in 

the fall.  Not so common in Miyajima Is., but the berries are an important survival food for birds.

（11 頁から解説）　　　　　　　　  　　（坪田博美・向井誠二，English checking by Professor Dr. Rod Seppelt）

満開のトサムラサキ Callicarpa shikokiana Makino（廿日市市宮島，2007 年 7 月 5 日，向井撮影）
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退任にあたって
出口博則（広島大・院・理）

　平成 16 年 4 月から先代の佐藤敏生教授のあとを継

いで施設長を拝命し，二期 4 年にわたって勤めさせ

ていただきました．本施設は，学部・大学院の教育と

研究の場という本来の任務のほかに，社会貢献の場と

してもさまざまな取り組みを積極的に行っています．

世界遺産の厳島神社・弥山原始林を要する宮島に立地

にするために，地元あるいは宮島に関心をもつひとび

ととの接点が否が応でも生まれます．それらを含め，

理学研究科にあって，教員も職員も西条キャンパスと

はやや趣の異なった（やや不利な ?）勤務・通勤様態，

教育・研究環境下にあります．しかしながら，生物科

学専攻植物生物学講座スタッフによる強固な支援体制

のもとに，零細施設ながらその活動は他に引けを取る

ことはないと自負しています．

　任を終えるにあたって，振り返りますと，平成 18

年春の豊原源太郎助教授の定年退職とその後任人で坪

田博美助教授（現准教授）を迎えたこと，国公立大学

附属植物園長・施設長会議の当番校として開催をお引

き受けしたことがビッグイベントでした．

　本施設は，豊かな自然に恵まれ，特色ある研究と教

育の実践の場としてすばらしい立地環境にあります．

自然資産のみならず本施設には，まだよく紹介されて

いないその他の多くの資産があります．歴代の所長・

職員によって残された資産であります．特筆すべきも

のとして，堀川義雄教授，関太郎教授収集の膨大な数

の蘚苔類標本（含む南米・パタゴニア産蘚苔類），関

所長時代に収集された高柳コレクション（維管束植

物），多数の基準標本が含まれることが予想されてい

る土居美夫蘚苔類コレクション，越智一男蘚苔類コレ

クション，鈴木兵二教授収集の植物生態学・植生関連

文献類などがあります．これら一次資料は，標本庫・

収容棚の未整備と整理のための人件費不足のために体

系的な整理が不十分であり，二次的・三次的活用に向

けて今後取り組まなければならない課題です．この整

理を進めることにより研究成果を裏付ける証拠標本と

してのみならず，あらたな発見が大いに期待できます．

少しの資本投資によって眠れる資産を蘇らせ，有効に

活用され，更なる価値が付加されることにもなります．

これらが健全に次世代に継承され，資産価値が一層高

まることを願ってやみません．

　本施設は，国公立大学附属植物園・施設長会議の構

成メンバーで，年 1 回施設輪番で会議を開催し，施

設の抱える課題と取り組みなどについて意見・情報の

交換をおこなっています．これに参加し，各施設の特

別視察をさせていただけるのは，毎年たいへん楽しみ

であり，役得でありました．全施設を訪問するのに施

設長を数期務める必要がありますが，任期中に訪ねる

ことができなかった施設を今後は個人的に訪問して，

四国霊場巡りのように何かご利益を得られればと思っ

ています．この場で，同会議の園長・施設長の皆様に

任期中に賜りましたご厚情にお礼申し上げます．

　この 4 年間に施設長として，もっと何かできたの

ではないか，やらなければならなかったのではないか

と反省する事柄が次々と脳裏を過ぎります．それら

の事柄で，もっとも差し迫った課題というのは，平成

18 年度に牟田学長が理学研究科の教員との対話集会

にお見えになった折に陳情した，「附属宮島自然植物

実験所が抱える現在の課題」であります．施設が直面

する整備（改善希望）として，次の 3 項目を上げま

した．

　1. 建物の増築，内部構造の整備：【現状 1】部屋割

りやトイレなど建物の構造が，施設利用者の男性・女

性別トイレ浴室の未整備．生物科学科など近年女子学

生の割合が高く，現状の建物部屋配置が実状に合って

いず，施設利用の不都合さを強く感じさせられる．【現

状 2】プログラム制導入にともなう学部教育カリキュ

ラムの変更のため（約 40 名の学生を対象に実習を行

う必要が生じた），宿泊施設・実習室の拡張が必要性，

実験器具・装置不足に直面．【現状 3】教育・研究設

備の老朽化・陳腐化への対応が必要．電気系統や容量

が現状にあっていない．

　2. 防災設備の整備：【現状】落雷による研究機材や

コンピュータ，通信機器の破損に遭遇．火災につなが

る危険性が指摘されている．避雷針の設置やアースの

増設などにより対応が必要．

　3. 人員整備：【現状】助教授（現准教授）1 名，技

術員 1 名で，多くの業務と直面．

　長年，本施設がかかえてきた大きな課題の一つであ

る老朽化した学生実験・実習関連機器が本年度の学長

裁量経費および部局長裁量経費によって更新・補充・

充実されましたことは，この上ない喜びです．まだ改



3

宮島実習（教養ゼミ）を終えて
正田いずみ（広島大・理・生物科学 1 年）

　植物コースの教養ゼミは，春と夏（2007 年 4 月

15–16 日と 8 月 4–7 日）の 2 回行われました．

　春は，はじめて宮島自然植物実験所に行って，植物

の標本を作りました．私は，広島出身なので宮島は何

度か訪れたことがありますが，大学の研究施設がある

ことなんて知らなかったので，内心行くのが楽しみで

した．春の一泊二日の実習では，植物標本の作成法と

レポートの書き方などを習いました．まずは，実験所

までの長い道のりをみんなで歩きながら，標本にする

植物を採集しました．宮島の植物について先生にいろ

いろな説明をしていただきました．採集した植物は，

実験所ですぐに標本にしました．一つ一つを新聞紙で

丁寧にはさんで，最後に全部まとめてベニヤ板ではさ

みました．新聞紙は，毎日取り替えます．家に持って

帰ってからも，新聞紙をこまめに取替えました．たく

さんの植物の名前を知りました．実習の最後にどれだ

け覚えたかテストがありました．私は，今まで知らな

いことをたくさん知ることができ，しかも葉を見て名

前を言えるようになった自分に感動し，大学に入って

いきなり賢くなったような気がしました．今となって

は，もう自信がありませんけど．夜にはバーベキュー

もして，楽しい実習でした．

　夏の実習は，なんと 3 泊 4 日でした．荷物を持っ

て歩いて実験所まで行くところから始まりました．正

直なところ，もう春の実習のときのような楽しみはな

く，どちらかといえば憂鬱でした．実験所までに生え

ている植物の名前を思い出しながら歩きました．季節

は夏．宮島はむし暑く，しかも山道は起伏が激しくて，

着いたときにはすでに疲労困憊でした．

　夏の実習では，アカマツ，クロマツ，アイグロマツ

の比較や，プロトプラストの作成，陰葉と陽葉の組織

のスケッチなど，たくさんのことを行いました．もち

ろん，そのほぼ一つ一つについて，レポートを提出し

ます．はい，ほんとに大変でした．朝から夜までずっ

と実習です．実験所の周りを歩き回って植物を集めた

り，はしごに登って木の上のほうの葉を取ったり．実

験所の中で，松の細い葉の厚さや重量を一本一本測っ

たり，顕微鏡で葉の組織の観察をしたり，作成したプ

ロトプラストの観察をしたり．松の葉の厚さを測るの

は気が狂いそうだったし，きれいなプロトプラストを

見つけるのもなかなか大変でした．もう一日一日やる

ことがたくさんあって，私の容量のない頭はショート

寸前でした．その上，レポートを出さないと家に帰る

ことができないという嫌な状況の中で，夏の暑さに体

力を奪われて．でも，みんなで一緒に実習をして，一

緒にご飯を食べて，一緒に花火もして，一緒に遅く

までレポートをして．今考えると，辛かったけどやっ

ぱり楽しかったのかなあと思います．課題はたくさん

あったけど，優しい先生方はたくさんのヒントを出し

てくださいました．ありがとうございました．それに，

TA や先輩方にも励まされたり，助けていただいたり

もして，何とか頑張ることができました．ほんとにあ

りがとうございました．

　実習の間に，たくさんのことを経験することができ

ました．今までやったことがない，たくさんの新しい

経験の連続でした．そんな経験がたくさんできたこの

実習をすることができてとてもよかったと思います．

春の実習終了後，宮島自然植物実験所の前で集合写真．
前列の右から 2 番目が筆者（廿日市市宮島町，2007 年

4 月 15 日，向井撮影）

善できていない部分ついては，次期施設長に引き続き

取り組んでいただけるようお願いするとともに，施設

のますますの発展を願ってやみません．退任後は附属

宮島自然植物実験所，施設応援団員として私設応援団

員になります．最後にわたしの好きな漢詩，安芸広島

藩の第 12 代（最後）の藩主浅野長勲（坤山）の「厳島」

を紹介させていただきます．

遙鼇背觀一蓬莱　靉靉雲煙瑞臺擁

月長廊落灣上静　萬燈星列波照來
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小冊子「宮島の植物と自然」について
向井誠二・坪田博美（広島大・院・理）

　2007 年末，小冊子「宮島の植物と自然」が出版さ

れました．この小冊子は，総頁数 104 のカラー印刷

の小冊子で，宮島自然植物実験所の大元から多々良，

室浜に至る観察路で見られる代表的な植物の一部が解

説されています．日産科学振興財団およびサタケ科学

振興会・広島大学後援会の助成と，多くの小・中・高

等学校の教諭・児童・生徒の方々，さらに広島大学や

植物観察会，その母体のヒコビア会の関係者のご協力

を得て完成することができました．本小冊子の内容は，

おもに，小・中・高等学校の児童・生徒の環境教育を

念頭に作成されていますが，自然観察をされる一般の

方でもご覧頂ける内容になっています．現在，予算と

部数の関係で，作成に協力頂いた学校や児童・生徒の

皆さんと，廿日市市教育委員会を通じて廿日市市内の

教育施設だけに配布しています．基本的に，助成によ

る研究・教育活動の一環であるため，現時点では一般

の方には配布しておりませんが，将来的には何らかの

形で有償での配布を検討しています．以下，小冊子よ

り抜粋．

はじめに

　宮島と聞いて，皆さん何を思い浮かべますか？大鳥

居や厳島神社，シカ，秋の紅葉，もみじ饅頭などがよ

く聞かれる答えです．宮島は，日本三景安芸の宮島や

世界遺産としての顔だけでなく，貴重な自然が残され

た場所としての顔ももっています．広島という 100

万人規模の都市の近くで，これほど豊かな自然が残っ

ている場所は，世界を探してもあまり例を見ないよう

に思います．この本は，その貴重な宮島の自然，とく

に植生とその構成員である植物について解説したもの

です．皆さんの野外観察の際の手引きになれば幸いで

す．

　近年，環境に対する意識の高まりや，生涯学習とし

ての野外観察，山登りに親しむ人口の増加，宮島のシ

カの食害についての報道などにより，宮島自体への関

心は高まっています．しかし，本質的に宮島が正しく

理解されているかどうかを考えたとき，ふと疑問を感

じてしまう場合も少なくありません．例えば，シカの

食害が良い例です．食害があることは確かですが，マ

スコミによる報道はあまりにも偏っているように感じ

られます．餌付けなど，人間の勝手なエゴで，そのバ

ランスを崩したことが最大の原因であるにもかかわら

ず，その被害者であるはずのシカだけが悪いと受けと

められかねない内容が散見されます．シカの側からす

れば迷惑な話です．宮島は，シカなどの大型ホ乳類と

森林が長い年月共存共栄し，その状態が今もなお残っ

ている貴重な自然環境です．できるだけ自然本来の姿

に戻していくのが，問題解決の本質でしょう．

　宮島の自然を後世に残していくためには，その文化

的な価値だけでなく，そこにある自然の価値を理解し

た上で説明できる人材を育成することが必要不可欠で

す．宮島の植物や植生について，地元の小・中・高校

生を対象に環境教育を行ったり，生涯学習などの実践

的な活動を通じて宮島を愛する人を増やして行くこと

が，非常に時間はかかりますが，結局は一番の近道で

はないでしょうか．

　以前から，広島大学大学院理学研究科附属宮島自然

植物実験所では，このような小冊子を作りたいといろ

いろと準備をしてきました．しかし，それを生かす機

会がなかなかありませんでした．また，予算的な余裕

もないため，長い間実現できませんでした．それが，

宮島の世界遺産 10 周年記念も兼ねた広島市植物公園

の 30 周年記念行事を行うにあたり，植物公園の方々

とやりとりをしている間に，小冊子を作るというアイ

ディアが出てきました．これがきっかけとなり，この

宮島の植物と自然（配布版）

これからも，たくさんのことを経験していくとは思い

ますが，その第一歩が宮島実習となったのは，ほんと

によかったと思います．ありがとうございました．
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本の編集の準備が始まりました．さらにその後，日産

科学振興財団のご理解を頂き，教育助成を受けること

となりました．また，サタケ科学振興会からも本書の

発行をサポートして頂く機会を得て，本書が日の目を

見ることになりました．

　この本の内容については，中学生など，より多くの

方々に理解してもらえるようにかみ砕いて解説したつ

もりです．しかし，まだまだ改善の余地があります．

今後，内容をより分かりやすくするため改訂していく

予定です．この本を利用されてお気づきになった点が

あれば，ご教示頂ければ幸いです．

　この本の制作にあたり，日産科学振興財団とサタケ

科学振興会，広島大学後援会から多大なる援助を頂き

ました．また，これまで宮島自然植物実験所に蓄積さ

れてきた資産だけでなく，ヒコビア会やヒコビア植物

観察会，広島市植物公園，広島大学，広島大学デジタ

ル自然史博物館からもご支援頂きました．また，広島

大学名誉教授の関太郎先生をはじめ，宮島自然植物実

験所々長の出口博則先生，前任の豊原源太郎先生など，

多くの先生方にアドバイスを頂きました．ヒコビア植

物観察会関係者など多くの方々にお世話になりまし

た．また本書を作成するにあたり，広島大学附属三原

小・中学校，安東中学校，広島城北中・高等学校，忠

海高等学校，鈴峯女子短期大学などの児童や生徒，学

生の皆さんと指導・引率の先生方やご父兄には，野外

実習などにご協力頂きました．とくに，三原小・中学

校の金丸先生や鈴峯女子短期大学の桝井先生には，大

変貴重なご意見とアドバイスを頂きました．この場を

借りて関係した方々に心よりお礼申し上げます．

　広島には，未だ自然史博物館がなく，自然を理解す

るための教育環境は十分に整っているとは言えませ

ん．しかし，宮島というすばらしい環境が身近にあ

ります．この本が一人でも多くの人にとって宮島を好

きになるきっかけに，さらには自然の大切さを考える

きっかけになれば，著者らにとって本望です．
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植物観察会の記録
豊原源太郎（元 広島大・院・理）・

垰田 宏（元 森林総合研究所）・

坪田博美（広島大・院・理）

　植物観察会が，広島大学大学院理学研究科附属宮島

自然植物実験所と広島大学大学院理学研究科生物科学

専攻植物生物学講座植物分類・生態学研究室内ヒコビ

ア会の共催で毎月 1 回行われている．以下は，2007

年 7 月から 12 月までの記録である．

7 月 22 日　東広島市福富町 鷹巣山

　2007 年 7 月 22 日の第 457 回植物観察会は東広島

市福富町の鷹巣山（922 m）で行われた．県央の森

公園の駐車場（660 m）に 10 時集合．参加者 37 名．

あいにくの雨天であったがちょうど集合時間の頃から

小雨になる．道路切り出しの法面にコシダとウラジロ

が僅
わず

かに見られた．松枯れのないきれいなアカマツ林

があり，シラカシ，ウラジロガシ，アカガシ，シキミ，

ネズミモチ等の照葉樹が点在していた．谷筋の登山道

の両側はスギの植林地であり，間伐されていないので，

林床に植物はあまりないが，ヤブツバキ，ハイノキ，

ヒサカキが目立って多いように感じられた．オニノヤ

ガラの開花が見られて幸運であった．多くのスギの根

元上部に不定根があり，林内湿度の高さを示していた．

海抜高 700 m 付近から上部にはヤブツバキがほとん

コバノフユイチゴ（マルバフユイチゴ）Rubus pectinellus 
Maxim.（東広島市福富町，2007 年 7 月 22 日，中原撮影）

スズサイコ Vincetoxicum pycnostelma Kitag.（東広島市
福富町，2007 年 7 月 22 日，中原撮影）

　小さな植物 .........................................................................80

　　オオミズゴケ ................................................................82

　　スミレモ類 .....................................................................84

　宮島自然植物実験所 .......................................................86

　宮島自然植物実験所園内のおもな植物 ..................88

　索引 .......................................................................................95

　著者等一覧 ...................................................................... 104

　この冊子について ........................................................ 104

書誌情報
広島大学大学院理学研究科附属宮島自然植物実験所（坪田

博美・向井誠二）（編）. 2007. 宮島の植物と自然（配布版）. 

104 pp. 広島大学大学院理学研究科附属宮島自然植物実

験所 , 廿日市 .

ど見られなくなり，落葉広葉樹林帯に変化するが，現

存植生は下部と同じスギ植林である．鞍
あん

部（726 m）

で小休止の後，急峻な尾根道を頂上目指して登る．ス

ギ植林が続く中で，ミズナラ，ツガ，イヌシデを確認．

山頂は小面積のススキ−シバ草原で，開花したスズサ

イコを確認．山頂西斜面に直径 70 cm 前後のブナが

３本あり，亜高木層にアセビが密生．山頂南東斜面に

保護林とされるブナ林があり，モミやイヌシデの大木

も混じる．早春には林床にカタクリが見られるという

ことである．　　　　　　　　　　　　（豊原源太郎）

8 月 19 日　庄原市西城町 比婆山

　2007 年 8 月 19 日の第 458 回植物観察会は庄原市

西城町の比婆山で行なわれた．滞在中の関西菌類談話

会メンバーの飛び入りもあり，参加者は 53 名．予定

から 30 分遅れで六ノ原の県民の森駐車場（800 m）

を出発，東尾根沿いに御陵へ向う．たたら製鉄跡の

広場からハリギリの花がよく見える．登山道は高齢の
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ヒノキ人工林の中，樹木が少ないが草本や低木が多

い．コバノフユイチゴの赤い実，カノツメソウの白い

花が目立つ．林床を這うクロタキカズラ，低木のウリ

ノキが若い実を着けていた．草本ではサンインヒキオ

コシ，オトギリソウ，キンミズヒキ，ガンクビソウが

咲き，キバナアキギリはまだ．若いヒノキ林を過ぎ，

標高 1000 m を超えるとミズナラ二次林．ムシカリ，

ヤブデマリ，フウリンウメモドキの実が赤くなってい

た．約 1200 m からブナ林，水場もあって一息入れる．

トチバニンジンの実が色づき始め，ヤマジノホトトギ

スは残花，オオカニコウモリは咲き始め，ジンバイソ

ウが満開であった．頂上の御陵（1260 m）から越原

峠への尾根道は草原時代の名残があり，カワラナデシ

コ，マルバハギ，ホクチアザミ等の花，コマユミ，ウ

スノキ，ツノハシバミの実が見られた．峠からの下り

はヒノキ林，林床にはヒメモチの若い実，オオモミジ

ガサの残花．標高 980 m から林道となり，ヤマブドウ，

サルナシ，ハクウンボク，ニガキ，ナナカマド，ウリ

ハダカエデ，クマシデ，キブシ等，完熟直前の果実が

多数見られた．　　　　　　　　　　　　　（垰田 宏）

9 月 16 日　東広島市西条 鏡山

　2007 年 9 月 16 日の第 459 回植物観察会は東広島

市西条の鏡山（335 m）で行なわれた．公園駐車場

に 10 時集合．参加者 38 名．小雨が降ったりやんだ

りのあいにくの空模様．井長氏から国指定の史跡であ

る鏡山城跡について解説の後，観察開始．植栽された

マテバシイやユズリハの果実がちょうど観察できた．

ルーペを使ってコニシキソウを例にトウダイグサ科の

花構造を観察の後，鏡山北側から登山コースを外れた

植物観察会集合写真（庄原市西城町比婆山，2007 年 8 月 19 日，長谷撮影）

植物観察中（庄原市西城町比婆山，
2007 年 8 月 19 日，中原撮影）

ワレモコウ Sanguisorba officinalis L.（庄原市西城町
比婆山，2007 年 8 月 19 日，中原撮影）
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所からアカマツ林内を通って山頂を目指す．林内では

遷移の指標となるマンリョウやヤブコウジなどを探し

ながら先に進んだ．途中，コシアブラなどが多く見ら

れた．尾根筋の旧道にぶつかり，さらに山頂を目指す．

タカノツメやササクサなどが多い．昼頃鏡山頂上に到

着し，アベマキの葉の形態や樹皮の違いを観察．昼食

の後，豊原先生による鏡山周辺の森林植生とその遷移

の解説の後，下山．途中，ウチワゴケを確認．公園内

の池の周辺の湿地を観察．サクラバハンノキ，ヒメガ

マ，イトイヌノヒゲ，カモノハシ，アゼガヤツリなど

を確認．オオミズゴケなどを観察しながら，山中池に

通じる山道を通って学生寮から山中池へ．オミナエシ

などを観察の後，里山的な管理を行なっている広島大

学の生態実験園内を観察．予定にあったぶどう池は時

間切れで次回となった．　　　　　　　　（坪田博美）

10 月 21 日　広島市安佐北区 白木山

　2007 年 10 月 21 日の第 460 回植物観察会は広島

市安佐北区の白木山（889 m）で行なわれた．大林公

民館前に 9:00 集合，参加者 46 名．市川桧山を経て

登山口まで先導車に従い約 30 分，北東から山頂に向

かう林道の中ほどに設けられた駐車場から歩道に入

る．入り口付近は海抜 600 m，シロダモの花と赤い

果実，イヌザンショウの果実に迎えられる．壮齢のヒ

ノキ人工林には，コアジサイ，シキミ，サカキ，ヤブ

ツバキが多い．650 m あたりからアカマツの下にウ

ラジロガシ，アカガシ，コナラ，クリ，リョウブなど

が混ざった二次林となる．炭焼き窯
がま

の跡もあり，山頂

までこの林相が続く．やや湿った場所にリュウキュウ

マメガキがあり，果実も拾えた．ハイノキが多く，黒

い果実を着けている．落葉樹はアブラチャン，ヤブム

ラサキ，コシアブラ，ウリハダカエデ，ウラジロノキ，

コガクウツギなど，草本層は極めて少なく，シカの歩

いた跡や幹を齧
かじ

った跡が目立つ．790 m から尾根道

になり，アセビ，イヌツゲが多い．山頂には昼前に到

着，気持ちの良い芝生であるが，草原性の植物は見ら

鏡山公園の湿地の植物観察中（東広島市
鏡山，2007 年 9 月 16 日，中原撮影）

ツノハシバミ Corylus sieboldiana Blume（庄原市
西城町比婆山，2007 年 8 月 19 日，中原撮影）

ヒメガマ Typha domingensis Pers.（東広島市
鏡山，2007 年 9 月 16 日，中原撮影）

鏡山周辺の植生の解説（東広島市鏡山，
2007 年 9 月 16 日，中原撮影）
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れない．午後は往路を引き返し，林道周辺を観察，ア

ケボノソウ，センブリ，マツカゼソウなどの花，カラ

スザンショウ，ウツギ，カエデドコロの果実が見られ

た．　　　　　　　　　　　　　　　　　　（垰田 宏）

11 月 18 日　安芸太田町戸河内 遊谷 – 梶ノ木

　2007 年 11 月 18 日の第 461 回植物観察会は安芸

太田町戸河内で行なわれた．安芸太田町役場前の駐

車場に 10 時集合，参加者 40 名．紅葉は盛を過ぎて，

寒風に落ち葉の舞う中を，遊谷を通って梶ノ木に至る

町道を約 3 km ほど登り，広島県指定天然記念物洗川

の谷渡り台杉に着く．途中，海抜高 500 m 以下では

シラカシが点在したが，それ以高ではウラジロガシに

変わる．道端にはノコンギクとシマカンギクの花が目

立つ程度で，もう開花するものは少なかった．谷渡り

台杉は昭和 62 年に天然記念物に指定されたが，その

ときの調査は鈴木兵二教授により行われ，私（豊原）

も同行して樹木の測定を行った．谷渡り台杉というの

は，杉の木が反対側の斜面に倒れて長さ 10 m ほどの

丸木橋のようになったが枯れずにそこに発根して枝が

主幹のようになって生育しているものである．当時の

記録によると，立ち上がり部分に最大木があり，胸高

周囲 210 cm であったが，今回 258 cm になっていた．

その隣には 160 cm の木があり，183 cm に成長して

いる．谷を渡った所には，胸高周囲 185 cm と 160 

cm の木が 211 cm と 210 cm になっていたが，70 

cm の木は 67 cm（測定誤差範囲）であり成長が止まっ

ていた．昼食の後さらに 2 km ほどで天然記念物梶ノ

植物観察会集合写真（広島市安佐北区白木山，2007 年 10 月 21 日，坪田撮影）

センブリ Swertia japonica (Schult.) Makino（広島市
安佐北区白木山，2007 年 10 月 21 日，坪田撮影）

アケボノソウ Swertia bimaculata (Siebold & Zucc.)
 Hook.f & Thomson ex C.B.Clarke（広島市安佐北区

白木山，2007 年 10 月 21 日，坪田撮影）
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木の大杉に着き，バスで役場前に戻った．（豊原源太郎）

12 月 16 日　呉市音戸町 瀬戸島山

　2007 年 12 月 16 日の第 462 回植物観察会は呉市

音戸町の瀬戸島山（339.5 m）で行なわれた．奥の内

小学校に 10 時集合．参加者 45 名．瀬戸島山は 1/2.5

万地形図では無名の山となっているが，現地では山名

を記した道標がある．又，地図には奥の内小学校から

瀬戸島山へ通じる道も記していないが，久藤先生の

案内でイノシシの荒らし回った小道を行くことが出

来た．山頂直下に 30 ｍ四方くらいで小面積ではある

が，カゴノキ林があり，胸高周囲が 166，158，135，

125 cm など大径木のカゴノキが林立していて見事で

ある．瀬戸島山の登山では，アセビ，ソヨゴ，イヌツ

ゲ，リョウブの４種を探すのを目的とした．ソヨゴは

海抜高 150 m を過ぎたころ高さ 50 cm の稚樹が１本，

200 m 過ぎで 30 cm の稚樹が１本，250 m 過ぎで 50 

cm 以下の稚樹が５本（清盛寺の近くで胸高直径 5 cm

のソヨゴが１本）見つかった程度である．イヌツゲは

清盛寺周辺で集中的に見られたが，他では見なかった．

アセビは清盛寺で１本見つかった．リョウブは見な

かった．コシダ，シャシャンボ，クロキは沢山見られ

たが，これら３種の出現する二次林はシイ林域に成立

するアカマツ−アラカシ群集に属することを示す．ア

植物観察会集合写真（安芸太田町戸河内梶ノ木，2007 年 11 月 18 日，向井撮影）

洗川の谷渡り台杉の測定（安芸太田町戸河内，
2007 年 11 月 18 日，坪田撮影）

ウバユリ Cardiocrinum cordatum (Thunb.) Makino
（安芸太田町戸河内，2007 年 11 月 18 日，坪田撮影）
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セビ等の４種が欠如する二次林は同群集のネズ亜群集

であり，島嶼部に見かける型の二次林で，本地域の大

部分はこれに属することになる．　　　（豊原源太郎）

カクレミノ Dendropanax trifidus (Thunb.) Makino ex
 H.Hara（呉市音戸町，2007 年 12 月 16 日，向井撮影）

ハヤトウリ Sechium edule (Jacq.) Sw.（呉市音戸町，
2007 年 12 月 16 日，坪田撮影）

呉市音戸町瀬戸島山から見た風景（呉市音戸町，
2007 年 12 月 16 日，向井撮影）

観察会集合後の行程説明（呉市音戸町奥の内小学校，
2007 年 12 月 16 日，向井撮影）

表紙の植物 –トサムラサキについて –
坪田博美・向井誠二（広島大・院・理）

　トサムラサキ Callicarpa shikokiana Makino は，ク

マツヅラ科 Verbenaceae ムラサキシキブ属 Callicarpa

の落葉低木で，宮島では 3–5 m の高さになる．葉は

対生し，葉の先端が尾状に長く伸び，葉の両面に腺

点があり，脈上に短毛が生え，花序の柄が葉柄より

も長いなどの特徴がある．花期は宮島では 7 月上旬

から中旬．花は小さく白 – 淡紅紫色で，集散花序を

腋生する．果実は直径約 2 mm の球形で，秋に成熟

し，晩秋から冬にかけて鮮やかな紫色になる．よく果

実をつけた個体では，枝にびっしりと果実がつく．近

畿以西の西日本の暖地に分布するが，一般的な図鑑

では四国と九州だけに分布するとされ，広島が産地

としてあげられていない場合が多い（大井 1965, 北

村・村田 1971, 村田 1989 など）．また，近畿地方

からも報告がある（初島 1976, 永益ほか 1999; ただ

し，永益ほか（1999）では初島（1976）を引用して

いない）．広島県では宮島だけで自生が知られており

（加藤 1939, 堀川 1942, 1964, 奥山 1953, 1974, 佐

藤 1972, 関ほか 1975, 関 1981, 井波 1981, 広島大理

宮島自然植物実験所・比婆科学 1997），宮島でもそ

れほど一般的に見られる植物ではない．宮島では日当

たりの良い明るい場所，とくに谷筋のやや湿ったとこ

ろに生育している．なかでも，かや谷や弥山周辺で大

きな株が見られ，大きなものでは高さ 7 m 程度ある．

生け花や庭木に使うムラサキシキブも同じ属．属名は

「美しい果実」という意味．別名ヤクシマコムラサキ，

シコクミムラサキ．

　比較的稀な植物で，環境庁（1992, 2000）および
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トサムラサキ Callicarpa shikokiana Makino の果実
（廿日市市宮島，2001 年 11 月 14 日，向井撮影）

Mag. Tokyo 24: 28 (no. 277), 1910] の 原 記 載 を C. 

shikokiana の項に含めているが，Makino（1910）や

Yamazaki（1993）では雑種として扱っている．

Callicarpa shikokiana  Makino [Bot. Mag. Tokyo 6: 

54 (no. 60), 1892, nom. nud.] ex Makino, Bot. Mag. 

Tokyo 18: 46 (no. 206), 1904.  Icones: Matsumura, 

Ind. Pl. Jap. 2(2): 530, 1912; Koidzumi, Bot. Mag. 

Tokyo 28: 151 (no. 329), 1914 (as C. yakusimensis); 

Nakai & Koizumi, Tr. & Shr. Jap. 1: 341 & 343 (as C. 

yakusimensis), 1922; Terasaki, Illust. Fl. Jap. Sequel, 

2484 & 2485 (as C. yakusimensis ), 1938; Hara, 

Enum. Sperm. Jap. 1: 185, 1949; Hatusima, J. Jap. 

Bot. 26: 372 (C. yakushimensis , syn. nov.), 1951; 

Ohwi, Fl. Jap.: 989, 1953; Ohwi, Fl. Jap. (Rev. Ed.): 

1136, 1965; Ohwi, Fl. Jap. Eng.: 764, 1965; Kitamura 

& Murata, Col. Illust. Wood. Pl. Jap. I: 46, pl. 9, 1971; 

Ohwi, Fl. Jap. (New Ed.): 1136, 1975; Seki et al., Land 

& Life in Itsukushima: 313, 1975; Okuyama, Terasaki’

s Illust. Fl. Jap.: 670, 1977; Inami, Illust. Pl. Hiroshima 

Pref. I: pl. I-80, 1981; Yahara et al., J. Fac. Sci. Univ. 

Tokyo III, 14: 106, 1987; Murata, Wild Flowers Jap., 

Wood. Pl. II: 211, pl. 231, 1989; Yamazaki, Fl. Jap 3a: 

267, 1993; Miyajima Natural Bot. Gard., Hiroshima 

Univ. & Hiba Society Natural History, Fl. Hiroshima 

Pref.: 354, 1997; Nagamasu et al., Acta Phytotax. 

Geobot. 50: 139, 1999.

Lectotype : Tosa (Kochi), Iburi (T. Makino s.n., 

MAK98182–1, mak), Oct. 25, 1885 (after Yahara et 

al., J. Fac. Sci. Univ. Tokyo III, 14: 106, 1987).

Materials from Miyajima Isl.: Z. Tashiro s.n. (28 

June 1910, kyo; after Nagamasu et al. 1999); Y. Kato 

s.n. (6 Oct. 1936, kyo; after Nagamasu et al. 1999); 

M. Togashi s.n. (4 Nov. 1955, kyo, ti; after Nagamasu 

et al. 1999); I. Okubo s.n. (14 Sep. 1979, kyo; after 

Nagamasu et al. 1999); Daisho-in: H. Susuki 3 (hiro-

my); Tatara: T. Seki m-279 (9 June 1966, hiro-my); 

Shimo-murohama: T. Seki m-1266 (14 Nov. 1969, 

hiro-my), S. Hiroto m-1610 (9 Nov. 1971, hiro-my), 

S. Hiroto m-1673 (14 July 1972, hiro-my), S. Hiroto 

m-1725 (4 Nov. 1972, hiro-my), T. Seki m-2368 (19 

環境省（2007）では絶滅危惧 II 類（VU）に指定され

ている．分布の記録がある県とそれぞれのカテゴリー

は，和歌山（絶滅危惧 IB 類（EN），和歌山県 2001, レッ

ドデータブック近畿 2001），広島（準絶滅危惧（NT），

広島県 2004），徳島（現状不明，環境省 2000; 徳島

県（2001）では掲載されず），愛媛（絶滅危惧 II 類

（VU），愛媛県 2003），高知（絶滅危惧 IB 類（Ei），

高知県 2000），長崎（絶滅危惧 II 類（VU），長崎県 

2001; 外山 1980, 初島 2004），大分（絶滅危惧 II 類

（VU），大分県 2001; 初島 2004），鹿児島（準絶滅

危惧（NT），鹿児島県 2003; 初島 2004）となってい

る．広島県のレッドデータブックでは，初版（広島県 

1995）には取り上げられていなかったが，改訂版（広

島県 2004）では上記カテゴリで掲載されている．

　本種は，Makino（1892）が高知県南西部の以
い

布
ぶ

利
り

今
いま

ノ
の

山
やま

（いずれも現在の土佐清水市）からはじ

めて報告し，Makino（1904）で記載された．寺崎

（1938）や原（1949）などでは宮島（厳島）が産

地としてあげられ，寺崎（1938）や佐藤（1972; 関

ほか（1975）参照），井波（1981）に宮島の材料

から描いた図が掲載されている．寺崎（1938）の

図は，昭和 11（1936）年 10 月中旬に加藤彌榮氏

採集の腊葉標本から描いたものとされているが，京

都大学の標本庫に納められている Y. Kato s.n. (6 Oct. 

1936, KYO) が図の元になった標本であることが推察

される．宮島では，Yamazaki（1993）のシロバナト

サ ム ラ サ キ C. shikokiana f. albiflora Yamazaki [= C. 

yakusimensis Koidz. f. albiflora Toyama] に相当する

と考えられる花の色が白色に近い個体も少なくない．

Yahara et al.（1987）は C. shirasawana Makino [Bot. 
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道府県別分布表− .  210 pp.  環境庁自然保護局 , 東京 .

環境庁自然保護局野生生物課（編）.  2000.  改訂・日本の

絶滅のおそれのある野生生物─レッドデータブック─ 8 

植物 I（維管束植物）.  660 pp.  財団法人自然環境研究

センター , 東京 .

環境省（編）.  2007.  絶滅危惧種情報 , 植物レッドリスト

（平成 19 年 8 月 3 日公表）.  環境省 , 生物多様性情報シ

ス テ ム J-IBIS.  http://www.biodic.go.jp/rdb/rdb_f.html.  

（2008 年 1 月 28 日閲覧）

加藤弥栄 .  1939.  宮島植物誌 .  植物趣味 8: 173–193, 

256–274.

北村四郎・村田 源 .  1971.  原色日本植物図鑑 . 木本編 I.  

401 pp., 72 pls.  保育社 , 大阪 .

Koidzumi, G.  1914.  Plantae novae Japnicae.  Bot. Mag. 

Tokyo 28 (no. 329): 148–152.

高知県牧野記念財団（編）.  2000.  高知県レッドデータ

ブック［植物編］−高知県の絶滅のおそれのある野生植

物− .  422 pp.  高知県文化環境部環境保全課 , 高知 .

Makino, T.  1892.  Notes on Japanese plants, XV.  Bot. 

Mag. Tokyo 6 (no. 60): 45–56.

Makino, T.  1904.  Observations on the flora of Japan 

(cont. from vol. 18, no. 204, p. 35).  Bot. Mag. Tokyo 18 

(no. 206): 44–54.

Makino, T.  1910.  Observations on the flora of Japan 

(cont. from vol. 24, no. 276, p. 22).  Bot. Mag. Tokyo 24 

(no. 277): 28–35.

Matsumura, J.  1912.  Index Plantarum Japonicarum.  –iv 

+ 767 pp.  Maruzen, Tokyo.  [ 松村任三 .  1912.  帝國植

物名鑑 , 下巻 , 顕花部 , 後編 .  –iv + 767 pp.  丸善 , 東京 .]

村田 源 .  1989.  クマツヅラ科 Vervenaceae.  佐竹義輔・

原 寛・亘理俊次・冨成忠夫（編）, 日本の野生植物 , 木

本 II, 209–215 pp., 228–236 pls.  平凡社 , 東京 .

永益英敏・船越英伸・迫田昌宏 .  1999.  トサムラサキ（ク

マツヅラ科）の近畿地方における産地 .  植物分類・地理 

50: 139–141.

長崎県県民生活環境部自然保護課（編）.  2001.  ながさ

きの希少な野生動植物―レッドデータブック 2001―.  

568 pp.  長崎県県民生活環境部自然保護課 , 長崎県

中井猛之進・小泉源一 .  1922.  大日本樹木誌 , 巻之壹 .  –

ii + 511 + 9 + 28 pp.  成美堂書店 , 東京 .

大井次三郎 .  1953.  日本植物誌 .  1383 pp.  至文堂 , 東京 .

大井次三郎 .  1965.  改訂新版 日本植物誌 顕花篇 .  1560 

Nov. 1974, hiro-my), S. Hiroto s.n. (16 July 1976, hiro-

my), S. Hiroto s.n. (8 July 1978, hiro-my); Suya-ura: N. 

Jinno m-649 (12 Nov. 1966, hiro-my); Aonori-ura: T. 

Seki m-2407 (11 Dec. 1972, hiro-my); Tsutsumiga-

ura: H. Nakanishi 6330 (hiro-my).

引用文献
愛媛県貴重野生動植物検討委員会（編）.  2003.  愛媛県

レッドデータブック−愛媛県の絶滅のおそれのある野生

生物− .  447 pp.  愛媛県県民環境部環境局自然保護課 , 

松山 .

原 寛 .  1949.  日本種子植物集覽 , 第 1 冊 被子植物―雙子

葉植物―後生花被植物 , イチヤクサウ科→オホバコ科 .  

–vii + 300 +34 pp.  岩波書店 , 東京 .

Hatusima, S.  1951.  New and noteworthy plants from 

southern Japan and the adjacent districts (2).  J. Jap. 

Bot. 26: 371–376.

初島住彦 .  1976.  日本の樹木 .  879 pp. (pls. 72 を含む ).  

講談社 , 東京 .

初島住彦 .  2004.  九州植物目録 .  鹿児島大学総合研究博

物館研究報告 1: 1–343.

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（編）.  1997.  広島県植物誌 .  832 pp.  中国新聞社 , 

広島 .

広島県版レッドテータブック見直し検討会（編）.  2004.  

改訂・広島県の絶滅のおそれのある野生生物―レッド

データブックひろしま 2003―.  515 pp.  広島県 , 広島 .

広島県野生生物保護対策検討会（編）.  1995.  広島県の絶

滅のおそれのある野生生物―レッドデータブックひろし

ま―.  437 pp.  財団法人広島県環境保健協会 , 広島 .

堀川芳雄 .  1942.  厳島の自然 .  広島県史蹟名勝天然記念

物調査報告 5: 157–212, pls. 44–52.  広島県 , 広島 .

堀川芳雄 .  1964.  宮島国有林地区観光資源開発調査書 .  

72 pp.  大阪営林局 , 大阪 .

井波一雄 .  1981.  広島県植物図選 I.  100 pls.  博新館 , 広

島 .

鹿児島県環境生活部環境保護課（編）.  2003.  鹿児島県

の絶滅のおそれのある野生生物 , 鹿児島県レッドデータ

ブック , 植物編 .  657 pp.  財団法人鹿児島県環境技術協

会 , 鹿児島 .
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実験所活動状況－ 2007 年度－
坪田博美・向井誠二（広島大・院・理）

　2007 年度の宮島自然植物実験所活動状況について

列記する．

1. 人員構成

所長 教授（併任）: 出口博則

准教授 : 坪田博美

技術専門職員 : 向井誠二

臨時用務員 : 向井美枝子

学部 4 年生 : 毛利智恵

2. 研究テーマ

坪田博美 : 蘚苔類の分子系統学的・植物地理学的研究，

広島県の植物相の解明，コシダ・ウラジロの生態学

的研究，蘚苔類のアレロパシー（多感作用）に関す

る基礎研究，藻類スミレモの分子系統学的研究

向井誠二 : 宮島の植物季節学的研究，広島県の植物相

の解明，コシダ・ウラジロの生態学的研究，ミヤジ

マトンボの保護に関する研究

毛利智恵 : 葉緑体 DNA マーカーを用いた宮島の植物

の遺伝的多型の検出に関する基礎研究

3. 実習

3 月 19–22 日　生物科学基礎実験 III（海藻実習，学

部 3 年生対象，潮位の関係で 3 月に先行して実施）

4 月 14–15 日　教養ゼミ（植物コース，宮島植物学

実習，学部 1 年生対象）

8 月 6–9 日　教養ゼミ（植物コース，宮島植物学実習，

学部 1 年生対象）

12 月 3–4 日　宮島生態学実習（宮島での野外実習，

学部 3 年生対象）

12 月 22–25 日　宮島生態学実習（西表・石垣島での

野外実習，学部 3 年生対象）

pp.  至文堂 , 東京 .

Ohwi, J.  1965.  Flora of Japan (in English).  pl. 1 + –ix + 

1067 pp.  Smithsonian Institution, Sashington.

大井次三郎 .  1975.  改訂増補新版 日本植物誌 顕花篇 .  

1582 pp.  至文堂 , 東京 .

奥山春季 .  1953.  主要採集地と其の植物 , 厳島（宮島）.  

植物採集ハンドブック , 44–45 pp.  東京 .

奥山春季 .  1974.  厳島 .  採集検索日本植物ハンドブック , 

173–175 pp.  八坂書房 , 東京 .

奥山春季（編）.  1977.  寺崎 日本植物図譜 .  1165 pp.  平

凡社 , 東京 .

大分県自然環境学術調査会野生生物専門部会（編）.  

2001.  レッドデータブックおおいた～大分県の絶滅の

おそれのある野生生物～ .  507 pp.  大分県生活環境部

生活環境課 , 大分 .

レッドデータブック近畿研究会（編）.  2001.  改訂・近

畿地方の保護上重要な植物—レッドデータブック近畿 

2001—.  164 pp.  財団法人平岡環境科学研究所 ,  川崎 .

佐藤達夫 .  1972.  とさむらさき .  花の画集 2, 61–63 pp.  

東京新聞 , 東京 .

関 太郎 .  1981.  宮島の植物 , 十二月の花 トサムラサキ .  

広報みやじま 276.  [ 関 太郎 .  1985.  宮島の植物 .  23 

pp.  宮島町教育委員会 , 宮島町 .]

関 太郎・中西弘樹・鈴木兵二・堀川芳雄 .  1975.  厳島（宮

島）の維管束植物 .  天然記念物弥山原始林・特別名勝厳

島緊急調査委員会（編）, 厳島の自然 , 221–332 pp., 42

–43 pls..  宮島町 , 広島 .

寺崎留吉 .  1938.  續日本植物圖譜 .  2101–4000 + 104 

pp.  日本植物圖譜刊行会 , 東京 .

徳島県版レッドデータブック掲載種検討委員会（編）.  

2001.  徳島県の絶滅のおそれのある野生生物−徳島県

版レッドデータブック− .  438 pp.  徳島県環境生活部

環境政策課 , 徳島 .

外山三郎 .  1980.  長崎県植物誌− 1980 − .  312 pp.  長

崎県生物学会・長崎県理科教育協会 , 長崎 .

Yahara, T., Ohba, H., Murata, J. & Iwatsuki, K.  1987.  

Taxonomic review of vascular plants endemic to 

Yakushima Island, Japan.  J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. 

III, 14: 69–119.

Yamazaki, T.  1993.  Verbenaceae.  In Iwatsuki, K., 

Yamazaki, T., Boufford, D. E. & Ohba, H., Flora of Japan, 

Vol. IIIa, Angiospermae, Dictyledoneae, Sympetalae (a), 

259–271 pp.  Kodansha, Tokyo.

和歌山県環境生活部環境生活総務課（編）.  2001.  保全

上重要なわかやまの自然—和歌山県レッドデータブッ

ク—.  428 pp.  和歌山県 , 和歌山 .
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実験所利用状況－ 2007 年－
向井誠二・坪田博美（広島大・院・理）

　2007 年の宮島自然植物実験所利用状況について報

告する．2007 年 1 月から同年 12 月にかけて宮島自

然植物実験所を研究や教育の場として利用した人，ま

た見学に訪れた人は，計 1244 人であった（ただし，

実験所所属の職員および学生を除く．以下同様）．そ

の内訳は，広島大学職員および学生 373 人，他大学

職員および学生 37 人，小・中・高等学校職員および

児童・生徒 197 人，一般見学者 555 人，その他の用

務 82 人であった．これらのうち，主要な来園者を下

記に記す．

4. 学会発表
Arikawa, T., Tsubota, H., Deguchi, H., Nishimura, N. 

& Higuchi, M.  Phylogenetic analysis of the family 

Hypnaceae based on rbcL  gene sequences.  World 

Conference of Bryology 2007 (July 23–27, 2007; 

Petalin Jaya, Malaysia).

半田信司・坪田博美・中原 - 坪田美保 .  日本産スミレモ目

（Trentepohliales）１未記載種の分類学的研究 .  日本藻

類学会第 32 回大会（2008 年 3 月 21–23 日 , 東京）.

Masuzaki, H., Furuki, T., Shimamura, M., Tsubota, 

H.,  Yamaguchi, T., Mohamed, H. & Deguchi, H.  A 

phylogenetic study on the Metzgeriineae (Metzgeriales, 

Hepaticae).  World Conference of Bryology 2007 (July 

23–27, 2007; Petalin Jaya, Malaysia).

坪田博美・半田信司・向井誠二・中原美保・出口博則 .  大

気中でトラップされた蘚苔類について .  日本蘚苔類学会

第 36 回大会（2007 年 8 月 3–5, 京都）.

坪田博美・井藤賀 操・古木達郎・ベレン エステバネ

ス・榊原 均・出口博則 .  日本産苔類ジンガサゴケ属

Reboulia の分子系統学的研究 .  日本植物分類学会第 7

回大会（2008 年 3 月 20–23 日 , 東京）.

Tsubota, H., Masuzaki, M., Mukai, S., Dalton, P., Mohamed, 

H. & Deguchi, H.  A preliminary phylogenetic study on 

bryophytes based on large-scale dataset of chloroplast 

rbcL  gene sequence.  World Conference of Bryology 

2007 (July 23–27, 2007; Petalin Jaya, Malaysia).

坪田博美・桝崎浩亮・向井誠二・出口博則 .  葉緑体 rbcL

の大データセットにもとづく陸上植物とくにコケ植物の

系統関係 .  日本進化学会第 9 回大会（2007 年 8 月 31

日 –9 月 2 日 , 京都）.

坪田博美・岡本健志・中原美保・黒田有寿茂・向井誠二・

出口博則 .  隠花植物とくにコケ植物のアレロパシー活

性について .  日本植物学会中国四国支部第 64 回大会

（2007 年 5 月 19–20 日 , 鳥取）.

5. 公表論文・短報・資料
Estébanez, B.（ 著 ）, 坪 田 博 美（ 訳 ）.  2007.  新 刊 案

内 : "Flora Briofítica Ibérica, Volumen III. Pottiales, 

Encalyptales. イベリア半島の蘚類フロラ（第 3 巻 , セン

ボンゴケ目・ヤリカツギ目）”  蘚苔類研究 9: 247.

広島大学大学院理学研究科附属宮島自然植物実験所（坪田

博美・向井誠二）（編）.  2007.  宮島の植物と自然（配

布版）.  104 pp.  広島大学大学院理学研究科附属宮島自

然植物実験所 , 廿日市市 .

向井誠二・坪田博美・澤田つや子・北本照子・吉野由紀

夫・関 太郎 .  2007.  宮島におけるシロシャクジョウ

Burmannia cryptopetala Makino の 発 見 .  Hikobia 15: 

61–66.

園山和志・徳納真高・坪田博美・山口富美夫・若杉孝生・

出口博則 .  2007.  平泉寺およびその周辺地域における

蘚苔類フロラの研究 .  福井総合植物園紀要 5: 1–20.

坪田博美 .  2007.  新刊紹介 : "Casas, C., Brugués, M., Cros, 

R. M. & Sérgio, C.  Handbook of Mosses of the Iberian 

Peninsula and the Balearic Islands: Illustrated Keys to 

Genera and Species."  Hikobia 15: 128.

坪田博美 .  2007.  新刊紹介 : "Dalgaard, P.（著）, 岡田昌

史（監訳）.  R による医療統計学 ."  Hikobia 15: 128–

129.

坪 田 博 美 .  2007.  新 刊 紹 介 : "Hall, B. G.  Phylogenetic 

Trees Made Easy: A How-To Manual, 3rd Ed."  Hikobia 

15: 129–130.

坪田博美 .  2008.  コケ植物の分子系統学的研究の現状と

現在の研究に至るまで .  Bunrui 8: 15–27.

実験所活動状況－ 2006 年度－（追加）
5. 公表論文・短報・資料
坪田博美 .  2006.  新刊紹介 : " 秋山弘之 .  コケ百選（連載）.  

プランタ ."  蘚苔類研究 9: 96–97.
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編集後記 : 年末から編集を開始した今号のニュースレ

ターを無事発行することができました．任期満了に

伴い，実験所長が 4 月から交代します．現所長の出

口先生，二期 4 年間に渡る実験所の運営だけでなく，

多岐にわたり多大なるご支援を賜りありがとうござい

ました．また，次期所長は生物科学専攻植物生物学講

座の鈴木克周先生です．出口所長の号令のもと作製し

ていた宮島自然植物実験所の新しいパンフレットが

やっとできあがりました．パンフレットは，このニュー

スレターと同じ 2008 年 3 月末に頃刷り上がる予定

です．本号の表紙の英文はセッペルト教授にお世話に

なりました．次回のニュースレターは，新体制のもと，

夏の発行を予定しています．　　　　　　（向井・坪田）

宮島自然植物実験所ニュースレター
編集・発行　広島大学大学院理学研究科附属

　　　　　　宮島自然植物実験所

　　　　　　廿日市市宮島町三ツ丸子山 1156–2 外

印刷　　　　ニシキプリント

　　　　　　広島市西区商工センター 7 丁目 5–33

気象観測データ
向井誠二・向井美枝子（広島大・院・理）

　最近 3 年間の気象データを以下に示す．

2005 年 2006 年 2007 年

年平均気温 15.0(13.9) 15.2(14.1) 15.6(14.5)

月別平均気温

1 月 4.6(3.4) 4.6(2.9) 5.1(3.2)

2 月 4.3(3.2) 5.3(3.7) 6.8(5.3)

3 月 7.1(5.5) 7.1(6.1) 8.3(7.1)

4 月 14.0(12.2) 11.8(11.2) 12.5(11.7)

5 月 17.5(16.5) 18.0(17.4) 17.6(16.8)

6 月 22.8(22.6) 21.8(20.7) 22.0(21.6)

7 月 25.8(25.0) 25.6(24.9) 24.5(23.6)

8 月 26.9(25.9) 27.7(26.8) 27.4(26.4)

9 月 24.1(23.3) 22.2(20.9) 25.7(24.4)

10 月 18.1(17.3) 18.8(17.6) 18.6(17.6)

11 月 11.6(10.2) 12.8(11.5) 11.7(10.5)

12 月 3.5(2.0) 7.2(5.7) 7.4(6.0)

年最低気温 –5.1 –4.4 –2.7

年最高気温 33.7 34.0 33.9

年間降水量 1351.9 2210.2 1185.9

注．各月の平均気温は日最低気温と日最高気温の平均値の
月平均値（括弧内は，午前 9 時の気温の月平均値）を
近似値として用いた．年平均気温も同様．

1 月 17 日　宮島パークボランティア・環境保険協会・

宮島水族館他　シバナとミヤジマトンボ保全対策

1 月 25 日　広島工業大学他　室浜砲台視察

2 月 21 日　広島平和大通り樹木の会自然観察会

3 月 12 日　（財）日本モンキーセンター来園　宮島

のサルの将来的対策について

3 月 20–22 日　モニカ・スライマン博士（マレーシア・

サバ大学）蘚苔類の野外調査

3 月 29 日　宮島弥山クラブ自然植物観察会

3 月 30 日　広島大学総合科学部野外実習

4 月 21–23 日，5 月 16–18 日　佐賀大学大学院農学

研究科ルイスハンミョウ生態調査

5 月 20 日　Wants メディカルウォーキング大会

5 月 22 日　阿品台中学校野外授業

6 月 30 日　島根大学事務局来訪

8 月 15–16 日　広島大学総合科学部野外調査

8 月 20–24 日　阿品台中学校野外観察・職場体験学

習

8 月 21 日　東原中学校野外実習　

8 月 21–22 日　鈴峯女子短期大学野外実習

9 月 1–3 日，6–9 日　博物館実習

9 月 18–20 日　神戸女子大学野外実習

10 月 10 日　弥山クラブ自然観察会

10 月 26 日　広島大学附属三原小学校野外実習

11 月 10–11 日　広島城北学園ワンゲル部

11 月 15 日　山登りの会

11 月 23–25 日　忠海高等学校「せとうち科学」

11 月 25 日　環境省・宮島パークボランティア自然

観察会

12 月 1–2 日　広島大学大学院教育学研究科学生実習

12 月 7 日　宮島太郎の会自然観察会

12 月 15–16 日　広島大学総合科学部野外実習

正誤表 : 11 号表紙解説文 4 行目．「Chania」を「China」

に変更．


