
宮島自然植物実験所ニュースレター

宮島の桜

　広島県廿日市市宮島町は広島県内の桜の観光名所のひとつで，ソメイヨシノ Cerasus x yedoensis (Matsum.) 

A.V.Vassil. が多く植栽されており，その他にオオシマザクラ C. speciosa (Koidz.) H.Ohba やサトザクラ，エドヒ

ガン系のサクラもみられる．落葉性のサクラの類で宮島に自生しているものはヤマザクラ C. jamasakura (Siebold 

ex Koidz.) H.Ohba である．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内田慎治・向井誠二・坪田博美）

　A view of Itsukushima (Miyajima) Island with cherry blossoms and the torii gate of the Itsukushima Shinto 

Shrine in the western part of the Inland Sea of Japan.　　　　　　　  （English checking by Mr. Patrick J. Dalton）
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桜が見頃の時期の宮島（廿日市市宮島町，2014 年 3 月 28 日，内田撮影）
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宮島の自然－地形と地質および植生と動植
物について－

坪田博美（広島大・院・理）

1. 宮島の地形

　宮島（厳島）は，廿日市市の最南部，広島湾の北西

部にある島で，広島市の中心部から直線距離で約 15 

km 南西に位置する．北東から南西方向にのびる長方

形の島で，面積が約 30 km2，北東から南西方向に約

9 km，北西から南東方向に約 4 km の幅がある．対

岸と大野瀬戸で隔てられるが，もっとも近い場所で約

300 m しか離れていない．大野瀬戸は五日市断層帯

と岩国断層帯を結ぶ線上にあり，大きな断層と考える

研究者もいる．周囲には可部島や絵の島，大奈佐美島，

小黒神島，江田島，能美島，阿多田島などが点在する．

国土地理院の地形図では厳島が正式な名称であるが，

宮島という呼称も広く用いられる．宮島は平地が少な

く山が急峻で，最高峰の弥山（535 m）をはじめ駒ケ

林（509 m）と岩船岳（466.6 m）がある．

　厳島神社の背後にある弥山原始林は，1929（昭和 4）

年国の天然記念物に指定され，1957（昭和 32）年に

特別保護地区になり，1996（平成 8）年厳島神社と

ともに世界遺産に登録されている．島の全域が 1934

（昭和 9）年に瀬戸内海国立公園に編入され，特別保

護地区（弥山周辺や弥山原始林）や特別地区（特別保

護地区を除く地域）となっている．また，1952（昭

和 27）年には国の特別史跡及び特別名勝にも指定さ

れ，島全体および一部の周辺海域が世界遺産のバッ

ファーゾーンになっている．2012（平成 24）年には，

宮島の南西部の地域がラムサール条約にも登録されて

いる．

2. 宮島の地質

　宮島は全島が花崗岩からなっている．花崗岩は風化

しやすく，非常にもろくなる．一方，主成分の石英は

風化しにくい．このため，花崗岩が風化して生じた砂

は，石英を主体とする粗い粒子と，斜長石や黒雲母が

風化してできた粘土からなり，真砂土とよばれる．ま

た，風化した花崗岩は崩れやすく，降雨により砂が流

れやすい．このため砂防指定地に指定されている場所

が多い．瀬戸内海の白砂青松の景観は，花崗岩やそれ

が風化した真砂土によるものである．花崗岩を母岩と

する宮島も例に漏れず，古くから土石流の記録が残さ

れている．白糸川や滝町など，島内の地名にもその名

残と考えられるものが見られる．近年も，紅葉谷川や

白糸川で土石流がおこり，厳島神社や市街地に被害を

もたらした．紅葉谷川では，1945（昭和 20）年 9 月

に枕崎台風の影響で山崩れが生じ，土石流となって下

流に大きな被害が発生した．1948（昭和 23）年から

砂防事業として特別名勝厳島災害復旧工事がはじまっ

た．工事では，現地の石材の利用や樹木を伐採しない

など自然を生かした工法が採用され，庭園師や石工の

技術を使って紅葉谷川庭園砂防が作られた．現在，紅

葉谷公園の奥紅葉谷の庭園砂防は，その安全性と自然

との調和から高い評価を得ている．

3. 宮島の植生

　植生は気候や地質，人為的な影響などに大きな影響

を受ける．宮島のある瀬戸内海は日本でもっとも降水

量が少ない地域のひとつである．また，宮島を含めた

瀬戸内海沿岸は花崗岩を母岩とする地域が多く，土壌

の発達に時間がかかり，いちど植生が失われるとその

回復に時間がかかる．さらに，瀬戸内海沿岸は古くか

ら人為的な影響を大きく受けてきた地域であり，結果

としてアカマツ二次林などの人為的な影響を強く受け

た植生が成立していた．第二次世界大戦後，燃料革命

や化学肥料の普及，農業を中心としてきた社会構造の

変化にともない，森林が利用されなくなり，結果とし

て自然にまかせた遷移が現在進行している．一方宮島

では，全島が古来より厳島神社の社寺林（社叢）のよ

うな扱いをされており，人の影響をあまり受けること

なく今日に至った．このため，宮島には弥山原始林を

はじめとした自然度の高い森林が残っている．これ

らの森林は常緑の樹種からなる照葉樹林であり，瀬戸

内地域に本来成立していた植生であると考えられてい

る．瀬戸内海沿岸では一部の社寺林や城山を除いて現

在ではほとんど残っておらず，宮島の植生は瀬戸内海

沿岸地域の自然を残した非常に貴重なものであるとい

える．しかし，宮島島内にも許可を得て利用されてき

た場所や炭焼き窯の跡も存在し，宮島の植生にまった

く人の手が加わらなかったわけではない．現に，宮島

では樹木の伐採が禁止されていたが，廿日市市の洞雲

寺の伐採許可に関する文書が残っている．また，江戸

時代以降，いくたびもの山火事によって森林が消失し
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ており，火災後に成立した比較的自然な状態のアカマ

ツ林が 1970 年代まで島内で普通に見られた．その後，

1960 年代後半から続く北米原産の外来種マツノザイ

センチュウによる松枯れ病の影響や，1980 年代に宮

島南西部で起こった山火事では広大な面積の森林が

大きなダメージを受けたり失われたりした．現在，こ

れらの場所では，コシダやウラジロといった陽生の

シダ植物で覆い尽くされて遷移が停滞している場所

も多いが，宮島では稲作農業がほとんど行われていな

かったことから，全体としては対岸と比較して比較的

自然度の高い植生であるといえる．

　宮島には，海中から山頂まで連続した自然植生が

残されており，アマモ群落やハマゴウ群落，ヒトモ

トススキ群落，モミ－ミミズバイ群落，モミ－ツガ群

落，コジイ群落，ヒノキ・コウヤマキ群落などが存在

する．宮島島内でもっとも自然な状態の植生が保たれ

ているのは，弥山の北斜面一帯にある弥山原始林であ

る．弥山原始林の植生は海抜や地形に応じて大きく 3

つに分けられる．1）海抜でおおよそ 100 m 以下に

相当する山麓部の緩斜面では，クスノキ・クマノミズ

キ群落やモミ－ミミズバイ群落が見られる．この植生

帯では，モミやクスノキ，カヤ，ミミズバイ，カンザ

ブロウノキ，シキミ，アセビ，イヌガシ，シロダモ，

タイミンタチバナ，ホウロクイチゴ，イズセンリョウ

などが生育している．次に，2）山麓より海抜の高い

海抜 300 m 以下の斜面では，コジイ群落が発達する．

この植生帯では，コジイやシリブカガシ，トキワガ

キ，ウバメガシ，タイミンタチバナ，ミミズバイなど

が見られる．さらに，3）弥山や駒ケ林，それから連

なる尾根を中心とした海抜が 300 m より高い山地で

は，モミ・アカガシ群落やツガ－アセビ群落が発達し

ている．ここではアカガシやウラジロガシ，ツクバネ

ガシ，ハイノキ，ミヤマシキミ，ムラサキベニシダな

どが生育している．300 m 程度で植生の違いが生じ

る原因のひとつとして，地形の違いに加えて，雲や霧

がかかるのが境界より上の部分に限られることが考

えられる．そのほか，弥山原始林内で見られる二次林

として，アカマツ－クロバイ群落があげられる．ここ

ではアカマツに加えて，クロバイやヤブツバキなどの

照葉樹と，ネジキやリョウブ，ウリハダカエデ，コバ

ノミツバツツジなどの落葉広葉樹が混生する．宮島島

内のアカマツ二次林では，遷移段階に応じて，ネズや

ヤマツツジ，ススキ，ガンピ，ミヤジマママコナなど

の陽生植物が出現する型から，イヌガシやシロダモな

どの陰生植物が出現する型に移行していく．一方，条

件によっては退行遷移が起こり，林床にコシダとウラ

ジロという陽生のシダ植物が密生する型になる場合も

ある．

　谷の下部とくに谷の出口では，土砂の堆積や土石流

の発生にともない，扇状地のような堆積地形が発達す

る．堆積地形では土壌が深く，地下水などの水流も存

在するため，森林が発達する．宮島では，大元谷や紅

葉谷などの出口に堆積地形が発達し，そこにモミ林が

成立している．モミがアカマツ同様に陽生植物である

こと，裸地が生じると一斉に発芽した多くの実生が見

られること，これらのモミ林を構成するモミの樹齢が

不連続であることなどから，モミ林は土石流のような

比較的大規模な自然攪乱を受けた土地が生じた後，人

の手があまり加わらない場合に成立する植生であると

現在では考えられている．

4. 宮島の植物

　瀬戸内海沿岸の植生は古くから人為的影響が大き

く，アカマツ林になったり，極端な場合は禿げ山になっ

たりしていた．一方，宮島は本土から非常に近いにも

かかわらず，海で隔てられ，ある種の神域として自然

が守られており，瀬戸内海本来の植生が残っている．

このため，宮島で見られる植物の種は本土側とは著し

く異なっている．また，宮島でこれまでに確認されて

いる維管束植物の種数は約 700 であり，広島県で見

られる維管束植物の約 1/3 の種を見ることができる．

この数は，瀬戸内海の島の植物相（フロラ）としては

非常に多い種数である．宮島の植物相の特徴として，

1）大陸起源あるいは日本固有の種を基本としながら，

暖かい場所を起源とする種が共存すること（例．モミ

とミミズバイ）や，2）稀少種が多く見られること，3）

普通種であっても自然の状態で生育していること，4）

本土側や他の島嶼で普通種とされる植物や人里や路傍

の植生を構成する植物が少ないこと（例．アベマキや

コナラ，イヌツゲ，ノグルミ，ナツハゼ，ネザサ，キ

ンミズヒキ，スズメノテッポウ，チヂミザサ，ノアザ

ミなどが見られない），5）ニホンジカの影響を受け

た植物相である（イネ科やカヤツリグサ科などの草本

が少なく，アセビやシキミ，ハスノハカズラ，レモン
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エゴマなどの有毒植物や強い臭いを持つ植物や，カン

コノキやホウロクイチゴなどの棘をもった植物や堅い

葉を持つ植物が多い）ことなどがあげられる．

　広島県内で宮島だけ，あるいは広島県内で数か所し

か生育地が確認されていない植物の多くが宮島で生育

が知られている．宮島で見られる稀少種としては，カ

ギカズラやカンコノキ，カンザブロウノキ，コテリハ

キンバイ，コバンモチ，ミヤジマシモツケ，シロバイ，

シバナ，ヒメハシゴシダ，ホウライカズラ，ホウロク

イチゴ，マツバラン，ミミズバイ，モロコシソウ，ヤ

マモガシ，オオカグマなどがあげられる．また，最近

になって熱帯から亜熱帯に分布するヒナノシャクジョ

ウやシロシャクジョウ，ホンゴウソウなどの菌従属栄

養植物（以前は腐生植物とよばれていた）の生育も確

認されている．

　海中ではアマモやコアマモ，ヤマトウミヒルモが見

られる．海岸植生では，ハマゴウやヒトモトススキ，

イワタイゲキ，シバナなどが生育している．これらの

植物は宮島では比較的ふつうに見られるが，瀬戸内海

沿岸では埋め立てや護岸工事により急速に見られなく

なっている．弥山原始林などの山地では，モミやツガ，

ヤマグルマ，ヤブツバキ，ミミズバイ，マツブサ，ダ

イセンミツバツツジ，コウヤコケシノブなどが見られ

る．ヤマグルマやマツブサは原始的な形態をもった植

物とされ，植物学上重要な植物である．ドイツの植物

学者のアドルフ・エングラー博士が 1913（大正 2）

年に宮島を訪れ，弥山に登山した際，これらの植物を

見て感激し，「私は，できるならば一生ここに住んで，

ここで死にたい」と言って弥山の植物を激賞したと伝

えられている．エングラー博士の強いすすめで，三好

学博士が天然記念物への指定を進言したことで，弥山

原始林は国の天然記念物に指定された．また，岩船岳

や弥山にかけての尾根筋ではコウヤマキが生育してい

る．コウヤマキは日本固有種で，材が水に強く，弥生

時代や古墳時代には最上級の棺材として用いられた．

朝鮮半島の出土品からも見つかっており，古くから交

易があった証のひとつとされている．

　宮島はモミジが有名であるが，そのほとんどがイロ

ハモミジやオオモミジ，トウカエデである．これらの

モミジは宮島には自生せず，江戸時代以降に島外から

持ち込まれて植栽されたものである．宮島に自生する

モミジはウリハダカエデだけで，広島県内では比較的

海抜の高い地域を中心に広く分布している．

　宮島に由来する和名をもつ植物として，ミヤジマシ

モツケ（ウラジロイワガサ）やミヤジマカエデ（現在，

ヤマモミジの異名（シノニム）とされている），ミセ

ンアオスゲ，ミヤジマママコナ，ミヤジマシダ，ミヤ

ジマキンシゴケ，ミヤジマヒメゴヘイゴケ，ミヤジマ

ヨウジョウゴケなどがあげられる．

5. 宮島の動物

　宮島で見られる大型哺乳類としては，宮島のシンボ

ル的存在になっているニホンジカがあげられる．ニホ

ンジカは宮島にもともと生息しており，植生や植物に

大きな影響を与えている．餌付けされたため健康を

害したり，個体の分布に偏りが生じ植生に影響が出た

ため，現在では給餌が禁止されている．ニホンザルは

昭和になって小豆島から移入されたものであり，野生

ではない．個体群が管理できなくなったため，現在捕

獲が行われている．その他，宮島島内ではタヌキやイ

ノシシの生息が確認されている．鳥類はこれまでに

136 種が確認されている．宮島で営巣するミサゴや

御鳥喰（おとぐい）式で有名なハシボソガラス，旧宮

島町の鳥であるヤマガラなどが見られる．昆虫は多く

の種が確認されており，稀少種としてミヤジマトンボ

やルイスハンミョウがあげられる．ミヤジマトンボは

日本では宮島にしか現存しないトンボである．かつて

は周辺地域でも生息していたと考えられているが，現

在は宮島島内の限られた場所でしか見られない．宮島

以外では，別の亜種が中国南部で確認されているだけ

である．現在，絶滅の危機に瀕しており，環境省レッ

ドリストの絶滅危惧 IA 類（CR）や自然公園法の指定

動物，広島県の特定野生生物種に指定され，捕獲が禁

止されている．ルイスハンミョウは西日本の海岸に生

息するが，埋め立てや護岸工事に伴い生息場所が急速

に減少している．ルイスハンミョウは，絶滅危惧 IB

類（EN）に指定されている．

　宮島の連続した植生は，動物にも良い環境を提供し

ている．例えば，海岸に近い森林に生息するアカテガ

ニの例が挙げられる．アカテガニは，陸上生活に適応

したカニであるが，成長過程の一時期だけ海中で生活

する．アカテガニは，宮島ではふつうに見られ，普段

は森林で生活しており，春から夏にかけて見られる交

尾も陸上で行う．メスは受精卵を腹脚に抱え孵化する
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まで保護する．その後，夏の大潮の日に，山から海岸

までおりてきて放仔（幼生を海に放すこと）を行う．

現在の日本の多くの海岸は，護岸工事されているとこ

ろがほとんどで，自然海岸は非常に少なく，場所によっ

ては道路や鉄道などの障壁もある．アカテガニが海岸

までおりる際，護岸工事された海岸は大きな障壁にな

るが，連続した植生が存在する宮島では大きな障壁も

なく海岸までたどり着くことができる．

6. 捕捉

　本稿は，2011 年 10 月に広島県廿日市市宮島町で

開催された中国高校登山大会のテキスト用に書き下し

た文章を改訂したものである．また，2013 年度廿日

市市観光課主催の弥山ガイド講座の講義資料としても

利用した．内容については，広島大学大学院理学研究

科附属宮島自然植物実験所に所属していた関太郎広島

大学名誉教授や豊原源太郎元助教授の論文や雑記をは

じめ，宮島に関する過去の文献を参照したものである

が，個々の引用文献などを具体的に引用していない点

ご了承願いたい．また，必要に応じて以下の参考文献

を参照されたい．

参考文献
平原友紀・久保晴盛・木村茉南美・向井誠二・坪田博美 .  

2011.  広島県植物誌（1997）以降に広島県廿日市市宮

島から報告された種子植物 . 広島大学総合博物館研究報

告 2: 57–63.

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）.  2009.  宮島の植物と自然 , 改

訂版（8 版）.  160 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 .

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 .

Kuroda, A., S. Ikeda, S. Mukai & G. Toyohara.  2006a.  

Successive mapping of secondary pine forests affected 

by pine wilt disease and subsequent forest management 

in Miyajima Island, SW Japan.  Phytocoenologia 36: 

191–212.

Kuroda, A., S. Mukai & G. Toyohara.  2006b.  Floristic 

composition and community structure of dense 

undergrowth vegetation formed by evergreen perenial 

ferns, Dicranopteris linearis  and Gleichenia japonica 

(Gleicheniaceae).  Veg. Sci. 23: 25–36.

Kuroda, A., Tsubota, H., Mukai, S., Toyohara, G. & Itani, 

T.  2011.  A preliminary study of allelopathic activity 

of evergreen perennial ferns, Dicranopteris linearis 

and Gleichenia japonica  (Gleicheniaceae), based on 

laboratory bioassays using lettuce seeds.  Hikobia 16: 

1–7.

海堀正博・関 太郎・鈴木盛久・北側隆司・奥田敏統・出

口博則・坪田博美 .  2008.  保護されたエリアでの山腹

崩壊発生地における自然環境の再生に関する研究 .  砂

防・地すべり技術センター（編）, 平成 20 年度砂防地

すべり技術研究成果報告会講演論文集 , pp. 29–51.  砂

防・地すべり技術センター , 東京 .

黒田有寿茂・池田誠慈・向井誠二・豊原源太郎 .  2001.  

宮島におけるコシダ（Dicranopteris linearis）とウラジ

ロ（Gleichenia japonica）の分布様式とそれら 2 種の森

林群落へ及ぼす影響 .  Hikobia 13: 387–396.

関 太郎・生塩正義・豊原源太郎 .  1970.  宮島ニホンザル

放飼群は植物にどのような影響を及ぼしたか .  野猿 32: 

42–46.

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 .  天然記念物瀰山原始林・特別名勝厳島緊

急調査委員会（編）, 厳島の自然 , 総合学術調査研究報告 , 

pp. 211–332 + pls. XLII–XLIII.  宮島町 , 広島 .

世羅徹哉・坪田博美・松井健一・浜田展也・吉野由紀

夫 .  2010.  広島県植物誌補遺 .  広島市植物公園紀要 28: 

1–74.

豊原源太郎 .  1996.  東広島キャンパスの植生 .  広大環境 

25: 17–22.

豊原源太郎 .  2007.  白糸川の砂防堰堤構築と弥山原始林

における植栽について .  宮島自然植物実験所ニュースレ

ター 10: 4–6.

豊原源太郎・鈴木兵二 .  1975.  厳島（宮島）と本土との

アカマツ林の比較研究 .  天然記念物瀰山原始林・特別名

勝厳島緊急調査委員会（編）, 厳島の自然 , 総合学術調

査研究報告 , pp. 119–131.  宮島町 , 広島 .

豊原源太郎・奥田敏統・福島昭郎・西浦宏明 .  1986.  松

枯れに伴う宮島の森林植生の変化 .  Jpn. J. Ecol. 35: 

609–619.

坪田博美 .  2014.  宮島の自然－その現状と課題－ .  厳島

研究 10: (1)–(18).
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植物観察会の記録（2012 年 4 月 –2013 年
2月）

坪田博美・内田慎治（広島大・院・理）・

吉野由起夫（東和環境科学）・

垰田 宏（元 森林総合研究所）・

豊原源太郎（元 広島大・院・理）・

関 太郎（広島大名誉教授）

　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．また，県外で

も毎年 1 または 2 回行われている．以下は，2012 年

4 月から 2013 年 2 月までの記録である．

2012 年 4 月 15 日　広島県広島市安芸区矢野町 絵下

山（えげさん）

　2012 年 4 月 15 日の第 523 回植物観察会は広島市

安芸区矢野町絵
え

下
げ

山
さん

で行われ51名の参加者があった．

絵下山では 1983 年 4 月 24 日に観察会が行われ，そ

の記録はヒコビア 9: 191（1984）にあり，ホソバコ

ケシノブやヤマグルマ，トゲアイバゴケなどの存在か

ら，ツガ林を想起させると述べている．例年なら満開

のタムシバやコバノミツバツツジの花がきわめて少な

く，今春の低温のためであろうか．海抜 350 m くら

いからハイノキ，ところどころコジイの大木，谷間に

はホソバタブやキジノオシダもある．海抜 580 m の

岩場に 1983 年に見たヤマグルマが健在であった．尾

根にスズササ属 Neosasamorpha の希少なアリマコス

ズがあるが，個体数は少ない．本峰直下の海抜 570 

m に岩壁があり，コウヤコケシノブやホソバコケシ

ノブ，ヒメカガミゴケ，キノクニキヌタゴケ，イボク

チキゴケ，アイバゴケなどがあり，1983 年に推察し

た原植生はツガ林であることを裏付けた．広島湾が一

望できる東屋で，亀山剛氏（復建調査設計 K.K.）から

デジタルテレビアンテナの建設とギフチョウの保全に

ついてお話をうかがい，保全調査の委員長を務められ

た渡辺一雄広島大名誉教授も列席された．ギフチョウ

の飛来が期待されたが，出て来なかった．帰路は車道

を下り，海抜 540 m で久藤広志先生がイヌガシ（花，

雄木）を見つけ，これは絵下山で未記録であった．

（T. Seki 記，ヒコビアミニレター No. 400）

2012 年 5月 20 日　広島県山県郡北広島町本地 冠山

　2012 年 5 月 20 日の第 524 回植物観察会は山県郡

北広島町本地の冠山（通称は可部冠山 735.7 m）で

行われた．参加者 59 名．伊勢坊谷の「可部峠の御神水」

の駐車場（標高 450 m）から出発．林縁にヤブデマ

植物観察会集合写真（広島市安芸区矢野町絵下山，2012 年 4 月 15 日，内田撮影）
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リとコガクウツギが咲き始め，ヒメヤマツツジは残花，

コイカリソウ，チャルメルソウは終り，キクムグラ，

カキドオシが咲いている．林道沿いにはホオノキ，タ

ムシバ，マルバアオダモが若葉，路傍にモミの芽生え

が多い．少し登ると，渓谷周辺に若い果実を着けたコ

ウヤミズキが多く，エゴノキとタンナサワフタギに小

さいつぼみ．斜面下部はヒノキ，スギの植林，尾根は

アカマツ，リョウブ，コナラ，クリ，ネジキ，ウラジ

ロノキなどの二次林，標高 600 m 位になるとウラジ

ロガシが多くなり，林床のオオイワカガミが若葉を広

げ，花が終わったウスギヨウラク，イヌブナの小径木．

小さな湿地にオオミズゴケの群落とアゼナルコスゲ，

水中の腐植から赤橙色のカムリタケが林立．ハチクの

小群落を過ぎると，旧石州街道の長助茶屋跡．町史蹟

の説明版に明治維新後の一揆で竹やぶを切りつくして

竹槍を作ったとある．あたり一面の若いイワヒメワラ

ビに「食べられるか」，「毛だらけでまずそう」との問答．

可部峠まではヒノキ林内の緩やかな道，峠からは二次

林内の急な尾根道を 15 分で山頂．岩の上から可部の

町がよく見える．周囲にはコナラに混じってミズナラ，

ダンコウバイ，ヤマボウシ，カマツカ，シキミ，シロ

モジ，ガマズミ，コバノガマズミ，チュウゴクザサが

生育している．下りは約 1 時間．集落の入り口に大

きな 1 本のカラマツ，ヤマフジの花は終わり，ノダ

フジが盛りであった．

（H. Taoda 記，ヒコビアミニレター No. 401）

2012 年 6月 9–10日　福井県丹生郡越前町朝日 17–3 

越前町立福井総合植物園プラントピアおよび福井県福

井市尼ケ谷町・丹生郡越前町 越知山

　第 525 回植物観察会は，2012 年 6 月 9–10 日（土・

日）に福井県の越前町立福井総合植物園プラントピア

（福井県丹生郡越前町朝日 17–3，入園料大人 300 円）

および福井市尼ケ谷町・丹生郡越前町越知山（612.8 

m）で行われた．現地での移動の関係で予約制とした．

福井総合植物園プラントピアは，越前町立の総合植物

園で，総面積が約 25 ha ある．日本列島のほぼ中央

に位置する福井県の植物を中心に，約 3,000 種の植

物や植生が観察できる．また，植物を系統立てて解説

した展示などもある．9 日は福井総合植物園プラント

ピアで観察した．天気は雨．参加者 13 名．13 時に

植物園前に集合．少し早めに着いたので，館内の展示

を見た．日程説明の後，13 時 30 分から松本園長の

案内で園内を見学した．園内ではちょうどクリが開花

していた．観察路沿いに進み，湿性植物園を観察する．

カワラナデシコやトチノキ，アメリカノウゼンカズラ，

ハグマノキ，キササゲ，コウヤマキ，ゴヨウツツジ，

シラカンバ，ハマナス，ゼンマイ，タチアオイ，ツガ，

植物観察会集合写真（北広島町可部冠山，2012 年 5 月 20 日，山本草平撮影）
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キリ，ドクダミ，エゴノキ，ミズメ，カレンボク，ア

メリカヒトツバタゴ，ワカサハマギク，ハナノキ，イ

ソギク，ハマナデシコ，ニューサイラン，ヒイラギ，

ハマギク，キリンソウ，セイヨウヒイラギ，コナラ，

シロヤマブキ，コナラ，シシガシラ，ヒヨドリバナ，

ウラジロ，ムクゲ，オキナグサ，ハイネズ，セノビカ

ンアオイ，ホクリクタツナミソウ，ヤマモモ，ヤマツ

ツジ，オウレン，ヒメカンスゲ，ネジキ，チョウジソウ，

ネコノチチ，アズキナシ，カキラン，ナガボノシロワ

レモコウ，トキソウ，ミツバアケビ，サギソウ，カリ

ヤス，サクラバハンノキ，バッコヤナギ，ミズバショ

ウ，キブシ，フイリミズバショウ，モウセンゴケ，フ

キ，タニウツギなどを見る．観察路に戻り，ブッドレ

アやジンチョウゲ，シキミ，ミヤマガマズミ，ヒサカキ，

クロモジ，コシアブラ，フウリンガマズミ，コバノガ

マズミ，ソヨゴ，クチナシ，ハネミイヌエンジュ，ウ

ラジロガシ，ヤマグルマ，クサイチゴ，ヒメバライチ

ゴ，ヨモギ，アズキナシ，ムクロジ，レンギョウ，ア

オハダ，チョウセンレンギョウ，ムクノキ，オオバボ

ダイジュ，カレープラント，ハンカチノキ，ヤドリギ，

セイヨウナシ，イボタノキ，ハシドイ，コウヨウザン，

ヒムロ，ホツツジ，キングサリ，ナギイカダ，ヤブカ

ンゾウ，ハナミズキ，ヒイラギナンテン，モミジバス

スカケノキ，シモツケ，ハマヒサカキ，ニワウルシ，

セイヨウヤブイチゴ，オウゴンアキニレ，ハナゾノツ

クバネウツギなどを見る．マンサク科園に入り，トキ

ワマンサク，マルバノキ，ヒュウガミズキ，フウ，モ

ミジバフウ，シナマンサク，イソノキなどを見る．ツ

ツジ科園では，ユキグニミツバツツジやドウダンツツ

ジ，ヤクシマシャクナゲ，トサノミツバツツジ，オオ

ムラサキツツジ，コメツツジなどを見る．その後，ト

チュウやハナズオウ，キハダ，カシワ，キササゲ，フ

ジバカマ，オニグルミ，ヤマナラシ，ストケシア，ユ

リノキ，マメザクラ，ウワミズザクラ，キンキマメザ

クラ，ジョウロウホトトギスなどを見て，15 時すぎ

本館に戻った．翌日の説明の後，15 時 30 分頃解散．

10 日は越知山で福井の森林の植物を観察した．天気

は雨のちくもり．参加者 13 名．8 時に福井駅前に集合．

8 時 30 分頃，車に分乗して移動．福井市尼ヶ谷を経

由して，9 時 45 分頃越智神社下の駐車場に到着．越

智山は福井市と越前町の境界に位置する山で，泰澄大

師が修行したとされる修験霊場で，越前五山のひとつ

に数えられる．山頂付近にはブナ林が残っており，日

本海側の自然植生を見ることができる．駐車場から頂

上はそれほど高低差がないので，越智神社周辺をゆっ

くりと観察した．駐車場からの道沿いでは，高木層に

ブナやホオノキ，ミズナラ，アカマツ，クリ，ウワミ

ズザクラ，アカシデ，スギ，クマシデ，タムシバ，イ

タヤカエデ（アカイタヤと思われる），トチノキ，モ

ミ，亜高木層から低木層にマルバマンサクやキブシ，

植物観察会集合写真（福井県丹生郡越前町朝日 17–3  越前町立福井総合植物園プラントピア，2012 年 6 月 9 日，職員の方撮影）
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渓畔林の様子（神石高原町帝釈峡，
2012 年 6 月 17 日，井上撮影）

ヤマウルシ，ゴトウヅル，ミヤマガマズミ，エゴノキ，

リョウブ，ヒメモチ，エゾユズリハ，ヒメアオキ，ユ

キバタツバキ，ユキグニミツバツツジ，オオバクロモ

ジ，タニウツギ，ヤマボウシ，コシアブラ，ナツツバ

キ，ハクウンボク，タラノキ，タンナサワフタギ，ゴ

ヨウアケビ，ツタウルシ，ナンキンナナカマド，コハ

ウチワカエデ，ツクバネ，ハウチワカエデ，タカノツ

メ，草本層にフキ，ノブキ，コアジサイ（開花），ク

ルマバハグマ，オオイワカガミ，イヌガンソク，ナガ

バモミジイチゴ，ミヤマナルコユリ，ウマノミツバ，

ミヤマハコベ，リョウメンシダ，トウバナ，ヤブタビ

ラコ，コウゾリナ，カキドオシ，トチバニンジン，ス

ミレサイシン，カニコウモリ，ウバユリ，ミヤマカタ

バミ，ギンリョウソウ，ウワバミソウ，ヤブコウジ，

サラシナショウマ，ツルリンドウ，ショウジョウバカ

マ，ササユリなどが見られた．越智神社から奥の院周

辺には典型的な日本海側のブナ林の構造が見られ，ユ

キバタツバキやエゾユズリハの積雪に適応した樹形を

確認した．途中，アツバカンアオイのような植物を見

たが，これがエチゼンカンアオイと呼ばれている植物

であろうか．奥の院に 12 時頃到着．昼食を食べて引

き返す．殿池周辺のイタヤカエデの大木にはノキシノ

ブやオシャグジデンダが着生．殿池付近ではザゼンソ

ウやフトヒルムシロが見られた．その後，展望台に向

かって歩きながら，イヌシデやミズキ，ミヤマクマヤ

ナギ，ムラサキマユミ，サジガンクビソウ，テツカエ

デ，マツブサ，ツノハシバミ，ヌルデ，ヨツバムグラ，

ハリガネワラビ，ウツギ，アズキナシなどを観察．そ

のまま下り，駐車場で 14 時頃解散した．15 時頃福

井駅に到着し，それぞれ帰路についた．

（H. Tsubota & S. Uchida 記，

ヒコビアミニレター No. 403）

2012 年 6月 17 日　広島県神石郡神石高原町 帝釈峡

　2012 年 6 月 17 日の第 526 回植物観察会は神石郡

神石高原町の帝釈峡で行われた．スコラ高原駐車場に

10 時 30 分集合．参加者 51 名．天気予報では雨天で

はないかと危ぶまれたが，当日は好天であった．帝釈

峡は神石高原に刻み込まれた渓谷である．駐車場から

北方に向かう遊歩道を進み，渓谷に下りるコースをと

る．高原面の植生はアカマツやコナラの二次林，ヒノ

キ植林，耕作地や路傍の雑草群落であり，どこにでも

見られるようなものであるが，イタチササゲやヒレア

ザミ（赤花と白花）が見られるなど珍しい植物にも出

会った．エドヒガン，ヤマウコギ，ミヤマウグイスカ

グラ，ウグイスカグラ，アサダ，ミツバウツギ，ハナ

イカダなどを観察する．予想通り，ヒサカキは 1 本

も見なかった．峡谷に下る地点の休憩所で昼食．休憩

所周辺にヒゴスミレが沢山見られた．峡谷を下る道筋

の植生は高原面とは一変して渓谷林となり，ケヤキや

イヌシデ，オニイタヤ，チドリノキ，ケグワ，ミツデ

カエデ，コクサギ，ヨコグラノキ，サワシバ，ウリノ

キ，キビノナワシロイチゴ，カノツメソウ，ヤマジオウ，

スハマソウ，オニシバリなど植物相は豊富である．露

岩地ではチョウセンヒメツゲやイワツクバネウツギ，

イワシデなどが僅かに見られる．谷底に達したところ

に養魚場があり，そこから上流に向かう．マタタビ，

オオツヅラフジ，ヤマトレンギョウ，ミヤマイラクサ，

植物観察会集合写真（福井県越知山，
2012 年 6 月 10 日，大野撮影）
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ヤマシャクヤク Paeonia japonica (Makino) Miyabe & Takeda
（庄原市西城町岩樋山，2009 年 5 月 10 日，長谷撮影）

ジンジソウ，アズマスゲ，コタニワタリ，ウワバミソ

ウなどを観察し，川沿いでカワセミとカワガラスに出

会うなど，自然を満喫しながら雄橋まで行き，そこか

ら元来た道を引き返した．

（G. Toyohara 記，ヒコビアミニレター No. 402）

2012 年 7 月 15 日　広島県安芸太田町大字上筒賀字

猪ノ股山

　2012 年 7 月 15 日の第 527 回植物観察会は安芸太

田町大字上筒賀字猪ノ股山で行われた．ここは安芸太

田町の筒賀財産区である．多目的スポーツ広場駐車場

に 9 時 30 分集合．参加者 50 名．鷹ノ巣山（989 m）

山頂への登山道は無く林道を歩くことを説明．出発地

の標高は 600 m．まずヤマハンノキが目立つ，高木

はウラジロガシ，モミ，ツガ，アカマツ，クリ，ミズ

ナラ，イヌブナなど，谷部ではトチノキ，アワブキ，

アカシデ，クマシデ，カツラ，ウリノキ，アサダ，ヒ

メバライチゴ，コバンノキ，ダンコウバイ，ミヤマガ

マズミ，アオハダ，イヌシデ，ウスギヨウラクなど．

果実を多量につけたマタタビが路上に，サルナシもあ

る . エビガライチゴ，ウリカエデ，ハクウンボク，ア

オダモ，ミヤマガマズミ，リョウブ，クロモジ，アカ

メガシワ，ナガバモミジイチゴ，ウツギ，ヤブウツギ

が見られ，ホタルブクロ，ニシキゴロモ，オカトラノオ，

ムラサキニガナ，ヨツバヒヨドリ，イヌトウバナ，ハ

エドクソウが開花中．イワヨモギは吹き付けの種子由

来か．植物の種類数が多く，鷹ノ巣山へ取付くまでに

12 時を過ぎ，標高 750 m 付近で打ち切りとした．帰

路は，松村先生によりシダ類の観察，リョウメンシダ，

ヤマソテツ，ヤブソテツ，ヤマヤブソテツ，ヒメワラビ，

植物観察会集合写真（神石高原町帝釈峡，2012 年 6 月 17 日，井上撮影）

ホタルブクロ Campanula punctata Lam. var. 
punctata（安芸太田町上筒賀猪ノ股山，

2012 年 7 月 15 日，坪田撮影）

シリブカガシ Lithocarpus glaber (Thunb.) Nakai
（府中町水分峡，2012 年 8 月 19 日，垰田撮影）
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ヤワラシダ，トラノオシダ，イノモトソウ，サイゴク

ベニシダ，イヌガンソク，ツヤナシイノデ，イノデモ

ドキ，ハクモウイノデ，サカゲイノデ，ヒロハイヌワ

ラビ，イワガネゼンマイ，コバノイシカグマ，オオク

ジャクシダ，ミヤマイタチシダ，キヨスミヒメワラビ，

イヌシダ，ハリガネワラビ，イワヒメワラビなどが見

られた．追記：今回は時間不足で登れませんでしたが，

あと 1 km ほど林道を歩くと，鷹ノ巣山から北東に延

びる尾根部に至り，林道の法面に歩道らしきものが見

えます．そこを登ると若いスギ林，以後，道は無くな

りますが，左側斜面がヒノキ林，右側が天然林で，稜

線を赤い境界杭を見つけながら歩くことができます．

標高800 m位からブナが多くなり，1時間余りで山頂，

展望はありません．入山に当たっては，事前に町役場

の筒賀支所に届け出て，指示に従ってください．

（H. Taoda 記，ヒコビアミニレター No. 404）

2012 年 8月 19 日　広島県安芸郡府中町 水分峡

　2012 年 8 月 19 日の第 528 回植物観察会は，安芸

郡府中町水分峡で行われた．参加者は 31 名．天気は

晴れ．広島駅に近いため現地集合とし，足のない方

は 9 時に JR 天神川駅に集合してタクシーに分乗した．

水分峡は広島近隣の花崗岩からなる明るい峡谷として

古くから知られていた．平成 7 年に水分峡森林公園

として整備されている．この会では 1978（昭和 53）

年 4 月に観察会を行っている．歩道沿いにビロード

モウズイカやアラカシ，カクレミノ，シリブカガシ，

ツブラジイ，ヤブツバキなどを見ながら上流に向かう．

川辺は子ども達の水遊び場として整備されている．当

時は施設らしいものがなかったので，この変化に驚く．

草摺の滝あたりにかろうじて昔の面影を見る．サワオ

トギリやミミカキグサ，コイヌノハナヒゲなどを見る．

ササ類はシカによる食害が目に付いた．憩いの森で昼

食．以前に比べると遠景の山に岩や岩肌が見られなく

なっている．緑が大きく育ち隠れてしまったようであ

る．帰りは遊歩道から管理道路を経て，駐車場にもどっ

た．前回（1978 年），渓谷では普通に見られたオオ

ミズゴケがほとんどなくなっている．また，かつては

アカマツが優占していたが，現在ではほとんど見られ

なくなっている．この 35 年間の変化というべきであ

ろう．広島近郊の二次林の現状を知るにはよい場所で

あるが，少し暑かった．

（Y. Yoshino 記，ヒコビアミニレター No. 405）

2012 年 9月 16 日　広島県三次市 高谷山・常清滝

　2012 年 9 月 16 日の第 529 回植物観察会は，三次

市の高谷山と常清滝で行われた．参加者は 44 名．高

谷山霧の海展望台に 10 時集合，天気は曇り．北側の

林道を西に向けて歩く，路傍にヒメジソやヒヨドリバ

ナ，ツルリンドウ，ヌスビトハギ，ヒメキンミズヒキ，

植物観察会集合写真（安芸太田町上筒賀猪ノ股山，2012 年 7 月 15 日，内田撮影）
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ツルニンジン，メヤブマオ，ハシカグサ，アキチョウジ，

ヤマシロギク，オトギリソウ，ダイコンソウ，ミズヒ

キ，ハナタデ，ヤブランなどが開花中，オカトラノオ

やヤマジノホトトギスは果実．木本はヌルデやビロー

ドイチゴ，ヒメコウゾ，ウリカエデ，ホオノキ，コナラ，

ウワミズザクラ，ヤブムラサキ，ネムノキなど，法面

にヒノキの稚樹が多いのは水分条件の良い花崗岩地の

ヒノキ造林地の特徴．この場所は県の林業試験場が間

伐の試験を行っていて，やや明るい林床にはアシボソ

やチヂミザサ，フユイチゴなど．旧薪炭林の広葉樹林

はコナラやアカシデ，イヌシデ，クリ，ヤブデマリ，

コシアブラ，ダンコウバイにカラスザンショウが多く，

シラカシ，ナラガシワが特徴的，尾根筋にはリョウブ

やネジキ，コバノミツバツツジなど，アカマツ林の要

素が残る．ガマズミやコバノガマズミ，ミヤマガマズ

ミの紅い果実が目立つ．展望台の広場には閉鎖花をつ

けたセンボンヤリ．午後は常清滝に移動．入り口には

カラスビシャクやカナムグラ，ツルボ，トゲソバ（マ

マコノシリヌグイ）が咲き，渓谷にはシュウブンソウ

やノブキ，ミズタマソウ，カリガネソウの花，クマワ

ラビ，イワガネゼンマイ，キジノオシダ，ジュウモン

ジシダなど，滝の近くの高木はチドリノキやミツデカ

エデ，ケヤキ，アワブキ，ホオノキなど．

（H. Taoda 記，ヒコビアミニレター No. 406）

2012 年 9 月 22–23 日　広島県山県郡安芸太田町三

段峡・広島県山県郡北広島町八幡湿原（広島・愛媛合

同観察会合同観察会）

　2012 年 9 月 22–23 日 に 予 定 し て お り ま し た 第

530 回植物観察会（愛媛県との合同観察会）は都合

により延期とします．計画を立て直し，再度連絡をい

たしますので，よろしくお願いします．

（Y. Yoshino 記）

2012 年 10 月 7日　広島県豊田郡大崎上島町 神峰山

　2012 年 10 月 7 日の第 531 回植物観察会は広島県

豊田郡大崎上島町神峰山で行われ，好天にも恵まれて，

54 名の参加者があった．頂上駐車場（海抜 400 m）

まで車で行き，そこから徒歩で頂上（452 m）へ，昼

食後，徒歩で中間の駐車場（280 m）まで下った．大

崎上島には石灰岩地帯もあるが，神峰山は花崗岩であ

る．ソヨゴやヒサカキ，ネジキ，コバノミツバツツジ，

ヤマツツジ（花がなくヒメヤマツツジがどうか不明），

ネズミモチ，ミヤマガマズミ，ガンピ，クロキ（少な

い），イヌツゲ（少ない），コウヤボウキ，シシガシラ，

ママコナ（花），ミヤマナルコユリ，カリマタガヤ（少

ない）などで，アラカシやウバメガシは少なく，アカ

ガシやウラジロガシはない．ナンキンナナカマドらし

いものが 2 か所あり，個体数も多いが，花の跡や果

実がなく，特徴的な托葉がないので，ナナカマドの幼

生ではないかとの疑問も残る．頂上にササの群生があ

り，久藤先生と電話で相談した結果，スズササ属のケ

ナシカシダザサであろうとのことになった．下山路で

は，カンアオイ属の 1 種やバイカイカリソウ，キハギ，

植物観察会集合写真（三次市高谷山，2012 年 9 月 16 日，井上撮影）
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コジイ，ナナメノキ，コウキクサなど注目すべき種を

確認した．

（T. Seki 記，ヒコビアミニレター No. 407）

2012 年 11 月 18 日　広島県府中市上下町矢野 矢野

岩海

　2012 年 11 月 18 日の第 532 回植物観察会は広島

県府中市上下町矢野の矢野岩海で行われた．四季の里

キャンプ場の駐車場に 10 時集合．参加者 38 名．地

質は黒雲母花崗岩で，山上の巨岩が谷に堆積して岩海

を形成したもので，国の天然記念物に指定されている．

キャンプ場の周りには胸高直径 50 cm 内外のコナラ

の大木が点々と残されて日陰を形成し，全体的に明る

い感じに整備されている．駐車場からの眺望も良い．

周りにアカマツ林が多く見られ，マツ枯れによる被害

が未だ軽微であるのが特徴的である．世羅台地の原植

生はシラカシ林と推定されるが，昔から人為的影響が

強度に及んでシラカシは姿を消していた．世羅台地で

も近年里山が放棄されて，次第にシラカシが復活しつ

つある．しかし，矢野では未だシラカシの侵入が少な

いことがアカマツ林の存在と関係するのかもしれない

（シラカシの稚樹は点在していたが周りに母樹となる

シラカシは見当たらなかった．アラカシの芽生えも 1

本確認）．里山に育つナツアサドリが 3 か所で残存し

た（広島大学東広島キャンパスでも 2 か所残存して

いたがどうなったであろう）．岩海の原植生は落葉広

葉樹林であったと推定され，現在ではイヌザクラやク

リ，ヤマナラシ，アカシデ，アカメガシワなどの落葉

広葉樹やスギやヒノキ，イヌガヤなどの針葉樹が見ら

れ，岩上をツルアジサイが覆っている．山地の樹木は

丁度もみじの盛りで，コナラやクリの林の中に，タカ

ノツメやアカシデ，ウリカエデ，クロモジ，コアジサ

イなどの黄葉が美しい．尾根筋を登り，展望台と思わ

れるところで昼食をとるが，周りに樹木が茂り，眺望

のきくところは見当たらなかった．

（G. Toyohara 記，ヒコビアミニレター No. 408）

2012 年 12 月 16 日　広島県東広島市安芸津町三津

　2012 年 12 月 16 日の 533 回植物観察会は，花田

トシさんのお世話で，東広島市安芸津町三津で行われ

た．天気は晴れ．参加者は 42 名．昭和池の奥に 10

時集合．竹原周辺や安芸津は古くからシカの生息地と

して知られている．集合地付近でバスの運転手さんが，

シカの頭蓋骨を見つけ一同驚く．夫婦滝付近にはシリ

ブカガシ，タラヨウ，アラカシなどが生育していた．

滝の岩場（海抜 160 m）で関先生がクマノゴケ（環

境省：絶滅危惧 I 類，広島県：絶滅危惧 II 類）を見つ

けた．道路沿いに樹木や草本類がほとんど生育してい

ない放棄水田があった．皆であれこれ考えた結果，シ

カが食べるためであろうとなった．タマミズキ，ジャ

植物観察会集合写真（府中市上下町矢野岩海，2012 年 11 月 18 日，井上撮影）
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ケツイバラ，ハイノキなどを見ながら登る．ほとんど

の樹木が萌芽状であり，里山としてよく利用されてい

たことが判る．7 合目付近からはある会社の所有地で，

持ち主の御好意により入らせていただく．峠付近には，

オオミズゴケの生育する小さな湿原が見られた．周囲

の樹木が茂り，湿原内にも樹木が生育するようになっ

て環境が悪化している．樹木を伐採除去すれば湿原が

復活するであろう．洞山の東側にある 466 ｍの山頂

で昼食．ここからは瀬戸内海がよく見えた．食後，豊

原先生から本日確認されたハイノキと県内のツガ林や

モミ林との関係について説明を受けた．帰りは所有者

の宇根川さんのキャンプ場で温かい豚汁とヒサカキ茶

をいただいた．

（Y. Yoshino 記，ヒコビアミニレター No. 409）

2013 年 1月 20 日　広島県三原市 米田山

　2013 年 1 月 20 日の 534 回植物観察会は，三原市

米田山で行われた．天気は晴れ．参加者は 52 名．JR

三原駅に 9 時 30 分集合．JR の高架をくぐり，酔心

山根本店の前を通り，松寿寺へ．本堂の屋根は銅版葺

きで，地上部には銅と関連の深いホンモンジゴケ（広

島県：絶滅危惧Ⅱ類）が生育している．また境内の古

い小さな建物の屋根にはツメレンゲ（環境省：準絶滅

危惧，広島県：保護上重要な種）が多数見られた．三

原バイパスの北側から登る．登り口の川沿いにはエノ

キやアキニレが見られた．急傾斜は落葉広葉二次林か

らなり，ナナメノキやアベマキ，コナラ，ヤブツバ

キ，ネズミモチ，アセビなどを見ながら登る．尾根筋

でリュウノウギクやメガルガヤを見る．豊原先生はク

ロキの個体数を数えながら登る（分布の東限に近い）．

象山（277 m）で昼食．瀬戸内海の多島美を満喫する．

午後はオケラ（枯）を見ながら危険な尾根筋を米田山

（357 m）に向かう．尾根筋は貧弱なアカマツ林である．

鞍部からほぼ一直線に山頂へ．大きなフジのつるを見

る．帰路は鞍部から糸崎町に向けて降りる．谷筋はよ

く発達した落葉広葉二次林であった．ジャノヒゲ（果

実）やイボタノキを見る．住宅地からは JR 糸崎駅と

三原駅に行く人があり，解散とする．国道 2 号線付

近から登った山をみると，西側は落葉広葉二次林で，

東側はマツ枯れの進むアカマツの二次林である．冬枯

れのためその違いがよく判る．地質の違いが植生の差

となったのであろう．

（Y. Yoshino 記，ヒコビアミニレター No. 410）

2013 年 2月 17 日　広島県尾道市百島町 百島

　2013 年 2 月 17 日の第 535 回植物観察会は尾道市

百島町百島で行われた．尾道港 9 時，百島の福田港 9

時 50 分集合．早朝出立にもかかわらず，参加者 46 名．

百島の地質は花崗岩で，東西，南北ともに約 2 km の

小島である．島の北岸にある福田港から東回りに進む

と，放棄された畑や果樹園の跡にエノキやアキニレ，

アカメガシワなどの落葉広葉二次林が成立し，ニセア

カシアの侵入も見られ，手入れされない竹林が多いな

ど過疎の島を感じさせる．島でよく見るクスドイゲが

ここにもあった．島の中央に診療所があり，そこから

十文字山（184 m）に登る．山地の植生はウバメガシ

二次林が主体であり，ナナメノキやアラカシ，クスノ

キ，ネズミモチ，ヤマモモ，アベマキ，コナラ，ネズ，

植物観察会集合写真（東広島市安芸津町三津，
2012 年 12 月 16 日，内田撮影）

吉野さんからツメレンゲ Orostachys japonica
 (Maxim.) A.Berger の説明（三原市松寿寺，

2013 年 1 月 20 日，坪田撮影）
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職員および児童・生徒 155 人，一般見学者・その他

739 人であった．これらのうち，主要な来園者を下

記に記す．

1 月 12 日　なつはぜの会

1 月 24 日　広島市植物公園

2 月 23 日　環境省宮島パークボランティア

3 月 22 日　大阪市立自然史博物館

3 月 23 日　環境省宮島パークボランティア

4 月 25 日　宮島太郎の会

5 月 2 日　宮島学園中学校遠足

5 月 19 日　ウォンツ・メディカルウォーキング大会

5 月 22 日　愛知教育大学附属名古屋中学校

5 月 23 日　宮島太郎の会

6 月 7 日　HART アドベンチャセンター

6 月 9 日　宮島太郎の会

6 月 9 日　HART アドベンチャセンター

6 月 25 日　山口植物学会

7 月 10 日　近畿中国森林管理局広島森林管理署

7 月 12 日　安田女子高等学校

7 月 15 日　HART アドベンチャセンター

7 月 20 日　環境省，環境省宮島パークボランティア

7 月 22–23 日　岡山理科大学附属高等学校

7 月 26 日　HART アドベンチャセンター

7 月 31 日 –8 月 2 日　徳島大学，阿南工業高等専門

学ほか

8 月 2 日　広島大学附属中・高等学校

8 月 2 日　広島大学生物圏科学研究科，総合科学部

8 月 6 日　山口植物学カルチャー

実験所利用状況－ 2013 年－
内田慎治・向井誠二・坪田博美（広島大・院・理）

　2013 年の宮島自然植物実験所利用状況について報

告する．2013 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 1,219 人であった（ただし，

実験所所属の教職員および学生を除く．以下同様）．

その内訳は，広島大学教職員および学生 282 人，他

大学教職員および学生 43 人，小・中・高等学校教

ヤマコウバシ，ナワシログミ，キヅタ，テイカカズ

ラ（葉に毛があるものも混生する），トベラ，マサキ，

ヒサカキ，マンリョウ，ヤブコウジ，ネザサ，ジャ

ノヒゲなどが見られたが，植物相は貧弱である．山

頂には大きな石が露出しており，そこで昼食とする．

西方に下る急斜面には見事なウバメガシ二次林（胸

高直径 25 cm 内外）が続く．西海岸に下りて，福田

港に向かう．コシダやウラジロ，コバノミツバツツ

ジ，ヤマツツジ，クロマツを見つけたが，ネジキや

ナツハゼ，シャシャンボは見あたらず意外であった．

ウバメガシ林の植物が優勢であり，アカマツ林の植

物が少ないのである．海浜ではハマダイコンやハマ

ナデシコ，ツルナを見た．人家近くではウメの花が

咲き始めており，オオイヌノフグリやフラサバソウ，

ナズナ，コハコベ，ホトケノザの花が咲き始めて春

の兆しが感じられた．

（G. Toyohara 記，ヒコビアミニレター No. 411）

タンキリマメ Rhynchosia volubilis Lour.（尾道市百島，
2013 年 2 月 17 日，垰田撮影）

サネカズラ（ビナンカズラ）Kadsura japonica (L.) Dunal
（尾道市百島，2013 年 2 月 17 日，垰田撮影）
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編集後記 : ニュースレター 21 号が出て間がありません

が，22 号を発行しました．宮島は，2013 年の秋は気

温が例年よりも高かったためか，紅葉が芳しくありま

せんでした．一方，2014 年の春は，桜が比較的良い

状態で開花しました．紅葉と桜についてはデジタル自

然 史 博 物 館 https://www.digital-museum.hiroshima-u.

ac.jp/~museum/ もご覧ください．（坪田・内田・向井）

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　　　　喜勝印刷株式会社

　　　　　　広島市安佐南区伴南 2–5–5

気象観測データ（2011–2013 年）
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．

2011 年 2012 年 2013 年

年平均気温 15.0(14.4) 14.8(14.1) 15.2(14.7)

月別平均気温

1 月 2.3(0.9) 4.0(2.8) 3.7(3.2)

2 月 5.4(4.2) 3.5(2.7) 5.2(3.4)

3 月 5.5(5.2) 7.6(7.1) 8.8(8.9)

4 月 12.0(12.5) 13.2(12.7) 11.6(11.0)

5 月 18.2(17.7) 17.4(16.6) 17.0(16.6)

6 月 22.4(21.7) 21.3(20.9) 22.1(21.8)

7 月 26.2(25.8) 25.7(24.9) 27.0(26.6)

8 月 26.8(26.2) 27.6(27.3) 28.0(27.5)

9 月 23.6(23.4) 24.3(23.0) 22.8(22.8)

10 月 17.4(16.7) 17.4(16.8) 18.6(18.1)

11 月 13.6(12.9) 10.6(9.6) 10.5(10.5)

12 月 6.2(5.2) 4.7(4.0) 6.2(5.2)

年最低気温 –6.9 –5.1 –3.8

年最高気温 33.6 33.5 35.0

年間降水量 1681.6 1725.9 1859.3

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．

8 月 19–23 日　広島大学生物圏科学研究科

8 月 20 日　宮島町菓子組合

8 月 20 日　HART アドベンチャセンター

8 月 21 日　HART アドベンチャセンター

8 月 23 日　宮島町観光協会

8 月 27 日　HART アドベンチャセンター

9 月 1–6 日　広島大学生物生産学部（博物館実習）

9 月 5 日　HART アドベンチャセンター

9 月 6 日　久米島ホタル館・NPO 法人ホタルとサン

ゴの島から

9 月 20 日　HART アドベンチャセンター

9 月 24–26 日　Royal Botanic Garden Edinburgh，

Royal Botanic Gardens, Kew，東京大学，岡山理

科大学

10 月 1 日　安田女子高等学校

10 月 5–6 日　鈴峯女子短期大学

10 月 6 日　安田女子高等学校

10 月 7 日　HART アドベンチャセンター

10 月 11 日　広島県立五日市高等学校

10 月 14–16 日　徳島大学，阿南工業高等専門学ほか

10 月 28 日　広島大学附属三原小学校

11 月 6 日　広島大学生物圏科学研究科，総合科学部

11 月 9–10 日　広島城北学園

11 月 10 日　広島環境サポーターネットワーク

11 月 11 日　HART アドベンチャセンター

11 月 12 日　日本モンキーセンター，京都大学野生

動物研究センター，名古屋鉄道株式会社，広島

観光開発株式会社

11 月 28 日　干潟調査（廿日市市からの委託）

12 月 14–15 日　広島大学総合科学研究科，総合科学

部（実習）

12 月 24 日　JR 西日本

12 月 26 日　服部植物研究所

追加と訂正（坪田・内田・向井）

21 号 p. 11 右，2012 年 1 月 22 日の項 : （誤）2012

年 1 月 22 日の観察会→（正）2012 年 1 月 22

日の第 520 回植物観察会

21 号 p. 16 左，見学に訪れた人 : （誤）1,374 人→（正）

1,402 人

21 号 p. 16 右，2012 年 の 年 平 均 気 温 : （ 誤 ）

15.0(14.4) →（正）14.8(14.1)




