
宮島自然植物実験所ニュースレター

　シロシャクジョウは，ヒナノシャクジョウ科ヒナノシャクジョウ属の腐生植物で，白色で樹林内に生育する．

植物体は地上部が高さ 3–10 cm で，緑葉をもたず全体が白色．宮島の比較的低海抜の常緑樹林内で見つかった．

花被は乳白色で，先が黄色い裂片をもち，子房には明瞭な 3 枚の翼が発達する．花期は 8 月中旬から 10 月下旬．

   Saprophytic plant, up to 3–10 cm in height.  Native to SW areas of Japan, Taiwan and a S area of Chania with 

an E Asia endemic distribution.  White flowers with three wings on ovary open in middle of August to end  of 

October.  This is the new record from Hiroshima Pref. in Chugoku District, SW Japan (see Mukai et al. 2007).

（16 頁右に解説）　　　　　　　　　　　（坪田博美・向井誠二，English checking by Professor Dr. Rod Seppelt）

開花したシロシャクジョウ Burmannia cryptopetala Makino（宮島，2007 年 10 月 16 日，坪田撮影）
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「宮島自然植物実験所」へ行って
西　雄介（広島大・附属三原小 5 年）

　ぼくは前日から宮島へ行くのが楽しみでした．とて

も，ワクワクしていきました．

　当日は朝早く起きて三原駅に集まって電車に乗りま

した．五・六年生で 19 人でいきました．

　電車の中に乗った時は，すごく人が少なくていすに

すわれゆっくりとしていましたが，広島駅に近づくに

つれて人がこみました．そして，宮島口駅へつき，外

にでると大雨がふっていました．さらに船に乗って行

きました．

　宮島につくと宮島自然植物実験所の方々と実験所ま

で，約６キロメートルの道を歩いていきました．と中，

有名ないつく島神社や鳥いがありました．鹿もたくさ

んいました．さらに進んだ所で昼を食べました．ぼく

は，石投げをして遊びました．と中ぼくは，不思議だ

と思ったりしたことは，宮島の植物は鹿などに食べら

れないように毒をもっていたり，鹿の届かない場所に

はえていたりしてびっくりしました．またイヌザン

ショウはミカンのにおいがしました．どうして，ミカ

ンのにおいがするのか，不思議でした．実験所の方々

に宮島の自然とか，植物について，いろいろ教えても

らいました．ぼくは教えてもらったことをノートに書

きました．いろいろな葉っぱやこけを取り，もち帰っ

てノートにきれいにはりました．その中に黄色のめず

らしい葉っぱやダニが中にすんでいた葉っぱがありま

した．ぼくはいままで肉食のダニがすんでいる葉っぱ

があると知りませんでした．はじめてみてびっくりし

ました．家に帰ったらお母さんや弟に教えたいと思い

ました．

　実験所のおくには，日ろ戦争の大ほうの玉入れがあ

りました．戦争は本当にあったと思いました．

　帰りは，実験所の方に宮島のさん橋まで送ってもら

いました．車の中は遊園地のアトラクションみたいで

した．行きは何時間も歩いたけど帰りは，10 分もか

からずついて，自分で行きは，全部あるいたことがす

ごいなーと思いました．

　宮島では，今まで見たことのない葉っぱなどを見る

ことができたりめずらしい葉っぱなどを見ることがで

きてたのしかったです．

宮島で初めての植物野外学習
重政宏明（広島大・附属三原小 6 年）

　ぼくは，宮島植物野外学習というプリントをもらっ

て，友達の誘いで参加してみました．自分としても，

宮島にはどんな植物があるのかが，楽しみでした．

　当日になりました．電車で宮島口まで行き，船で宮

島まで行きました．着いたら，植物のことを勉強され

ていたり研究をされている先生に会いました．先生が

ぼく達のためにわざわざ植物のことを教えてくださる

そうです．まず，歩いて行くとコケに出会いました．

このコケは，お城の周りに生えているミヤマハイゴケ

と言うそうです．めずらしいコケで，垂れ下がる様に

生えていました．次に毛が生えている葉がありました．

しかが食べないように毛が生えている葉なのだそうで

す．次に神社に行きました．神社では，中国原産のイ

宮島港待合室に集合し，日程とコースの説明（廿日市市
宮島町，2007 年 10 月 26 日，中原 - 坪田撮影）

世界遺産に関する説明（廿日市市宮島町，
2007 年 10 月 26 日，中原 - 坪田撮影）
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チョウの木が植えてありました．このイチョウには精

子と卵子があるそうです．受精した花だけが育ってい

き，受精しなかったら全部落ちてしまうそうです．ク

スノキは，下の方にダニ室があってダニをダニ室へ入

れて，自分を守らせようとしているそうです．ウリハ

ダカエデの種は投げるとくるくる回りながら落ちてく

るふしぎな種です．

　昼食がありました．海岸で食べるお弁当は，自然の

空気が吹いてきて，海の音が鳴りひびいている中で食

べました．いつもより確実においしく感じられました．

　昼食が終わった後，先生の勉強されている研究室に

行きました．そこでも植物のことをくわしく教えてく

ださいました．そこでも，たくさんの花がありました．

アセビ，シキミ，クロキ，カンザブロウノキ，シャシャ

ンボ，サルトリイバラ，タイミンタチバナなどでした．

　そろそろ終わりの時間になりました．ぼくは，宮島

には知らない植物があってとても良い勉強になり，思

い出になりました．

野外実習での学び
信重美幸（広島大・附属三原小 6 年）

朱の大鳥居の前で記念撮影（廿日市市宮島町，
2007 年 10 月 26 日，中原 - 坪田撮影）

　10 月 26 日．待ちに待った野外実習当日です．朝

6 時から駅に集合し，ねむい中宮島へ出発しました．

　私は最初，野外実習では，植物のことをべらべら説

明され，メモをするということを考えていましたが，

実際は，トコトコ歩いて，途中途中で豆知識程度の説

明を受けるという，とても分かりやすいものでした．

　その説明の中で，宮島の植物を勝手に持ち帰っては

いけないというルールを知り，宮島の植物も，貴重な

んだなぁ．と，思いました．

　何度かしかにも会いましたが，［ダニが付いている

ので］しかに人間が手をふれてはいけないと言われ，

遠くから見ることしかできません．そのしかは，宮島

の植物や落ち葉を食べて生活しているので，掃除はほ

とんどいらないのですが，貴重な植物は，育っても育っ

ても食べられてしまうので，とてもめいわくです．だ

から，宮島の一部の植物は，しかに食べられないよう

に，体のつくりを変化させて，生き延びているのです．

これは，土地の気候に合わせて進化をしている植物の

性質と同じです．宮島の植物は，外敵から身を守るた

めにがんばっているのだと感じました．

　この野外実習を通して，私は，自然の緑に囲まれた

宮島で，自然の草木の香り，光にふれ，普段では使う

ことのない，「かぐ」という感覚，「さわる」という感
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覚を使い，体全体で本当の自然を感じることができま

した．

　一生のうちで，きっと二度とない，良い学習だった

野外実習．観光の時の宮島とちがう，植物を主にした

学習は，いっつも見ている，雑草や木とちがい，ひと

つの植物をくわしく観察し，気にしていない，葉の裏

側，天然水のおくには植物が関係している（コケが水

をたくわえている）といった，私たちの生活に役立つ

（？）知識まで得られました．もちろん，「緑の宮島」

だけでなく，「青（海）の宮島」も，船内や浜辺から

楽しむことができました．生き物にも出会うことがで

きました．

　だから，植物とふれあう，動物ともふれあうことが

できた，野外実習でした．

　予想をこえる，「ふれあう」ことの楽しさや学びが

たくさんある，野外実習は，行ってみないと，決して

分かりません．

　そして，この学習を計画し，引率してくださった先

生方，時間をおして，説明をしてくださった，大学の

先生方がおられなければ，この文章を書くことはでき

なかったでしょう．

　本当に，有り難うございました．

植物野外実習に参加して
川中明美（広島大・附属三原小 保護者）

　10 月 26 日，小学校が秋休みの 3 日目に広島大学

大学院理学研究科の植物野外実習へ 5 年生の次男と

共に，初めて参加させて頂きました．場所は，島全体

が世界遺産になっている宮島の中にある，広島大学の

附属の宮島自然植物実験所です．宮島にそういう場所

があったなんて，学校から参加者募集の手紙を頂くま

で知りませんでした．どんな所なのか，さっそくホー

ムページで調べて見てびっくりしました．宮島にも最

近になって行ってないし，次男と共に，実際の本物の

自然に触れ，植物を観察する方法を学ぶ絶好の機会と

思い，申し込みました．参加は，学校の 5・6 年生の

児童が対象で，5 年生 12 名，6 年生 7 名の 19 名と，

先生方が 4 名，保護者は私を含め 3 名の計 26 名でし

た．

　当日，早朝より雨が予想されそうな雲行きでしたが，

宮島口で宮島行きの連絡船を待つ間に雨も上り，とて

もラッキーでした．宮島に着くと坪田先生，中原先生

が待っていらっしゃいました．さっそく宮島の植物の

冊子を全員に頂き，両先生の案内で宮島を観光がて

ら，平清盛が建てた大鳥居や厳島神社，その裏にある

神主の屋敷を通り一昨年の土石流の際に流れてきた岩

や，伊藤博文が奉納した 9 本に分かれた松などを見て，

実験所まで歩きました．2 キロ歩いた所の海岸で昼食

を食べました．子どもらは岸で石投げや裸足になって

海に入ったり一心不乱に遊んでいました．

　昼食後，海藻を観察し又出発しました．途中，カン

コノキ，ホウロクイチゴのようにトゲをもつ植物や，

シキミやアセビといった有毒植物，切り口からシソの

香りがするレモンエゴマなど鹿のような大型哺乳類が

食べない植物など教えて頂きました．イヌザンショウ

の緑の葉を折って匂ってみると，ミカンの香りがしま

した．宮島をもう少ししたら彩るであろう，カエデ類

のウリハダカエデの果実は翼があってちょうど今の時

大元公園から多々良で，植物の観察（廿日市市
宮島町，2007 年 10 月 26 日，中原 - 坪田撮影）

途中の浜で昼食の時間（廿日市市宮島町，
2007 年 10 月 26 日，中原 - 坪田撮影）
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期に観察できました．熟して翼が薄く茶色のものを飛

ばすとクルクル回って落ち，子どもに好評でした．ク

スノキにはダニ室と呼ばれるふくらみがあってダニを

飼っていることなど，実際に落ち葉を拾って観察しま

した．他にも，広島県レッドデータブックの指定種で

宮島と岩国あたりにしかないという，ヤマモガシとい

う木も見ました．実験所の敷地内にある植物は，落ち

葉ならもってかえっていいと言われたので，子どもら

がビニール袋にその葉など入れたり，手帳にはさんだ

り，熱心にメモを取ったりしていました．そして歩き

ながら，いろいろ質問していましたが，坪田先生はそ

の質問一つ一つに丁寧に答えて下さり頭が下がりまし

た．

　さすがに実験所に着く頃には疲れが出ましたが，実

験所の向井さんがスライドでたくさんの宮島の植物や

花を見せて下さり，それを見ていると疲れも吹っ飛ぶ

思いがしました．向井さんが，「取ってはいけないよ．」

と何度もスライドの植物を見せて，子ども達に諭して

下さいました．宮島自然植物実験所に行きこうして専

門的な知識を持たれた先生方に，直接指導して頂いた

ことは普段自然に親しむ機会の少ない子どもにとっ

て，貴重で有意義な事でした．更にこの周辺には，百

年前日露戦争直前に作られたという室浜砲台と弾薬庫

がありとても良く保存されていて驚きました．又，実

験所ではおいしい涌き水を頂きました．皆，水筒に入

れて土産にもって帰りました．

　帰りは，坪田先生と向井さんとで車で桟橋まで送っ

てくださり，助かりました．連絡船を待つ間に，子ど

も達は鹿を見たり写真を撮ったりして，なごりおしそ

うでした．

子どもたちと共に宮島の自然を愉しむ
岡　芳香（広島大・附属三原小 教諭）

　前期末個人懇談が終わった翌日，私は，附属三原小

学校の５，６年児童 20 名余りと保護者の皆さんとで，

宮島の自然観察会に参加した．前期末直後の疲れは

あったもの，もともと，ぶらり自然散策が大好きな私

にとっては，（引率という役目はあったものの）自分

の趣味の時間を過ごせるというまたとないチャンスに

ワクワクしていた．参加希望した子どもたちとの道中

も，日頃の教師と児童という関係を越えて仲間のよう

な和気あいあいとした雰囲気で，これまた心地よいも

のであった．その子どもたちは，学校の青い体操服に

ジャンバー，そして赤白帽子という，電車の中では妙

に目立つ服装ではあったが，それが逆にお互いの所在

を確認しやすく，平日の通勤ラッシュの中をも一行は

離れることなく安全に移動することができた．５，６

年生入り交じって座席に座り，静かにトランプをした

り，車窓を眺めたり，はたまた，人に席を譲ったりと

「なぁんだ，できるんだ．」と思うような，教師として

は嬉しい姿も見せてもらうことができた．満足満足．

　さて，宮島に到着．あいにくの小雨ではあったが，

西の空が明るくなってきており，天候は回復する兆し

約 100 年前に作られた室浜砲台跡を見学（廿日市市
宮島町室浜，2007 年 10 月 26 日，中原 - 坪田撮影）

宮島の植物の写真の解説中のようす（廿日市市宮島町宮島
自然植物実験所内，2007 年 10 月 26 日，中原 - 坪田撮影）

　家に着くと，子どもがさっそく宮島で採取して来た

落葉などを画用紙にはりつけ名前を書いて分類してい

ました．今でもこれらは，子どもの宝物になっていま

す．お世話になった実験所所長先生はじめ坪田先生，

中原先生，向井さん本当に有難うございました．
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をみせていた．案の定，すぐ雨はやみ，身軽に行動す

ることができた．実験所の坪田先生，中原先生が出迎

えてくださり，いよいよ自然観察の開始である．ゆっ

くりゆっくり歩きながら，目にする植物の名前，生態

など大変分かりやすく話してくださった．両先生方の

植物に対する知識と愛情の深さに敬服した次第であ

る．丁度道ばたに彼岸花が美しく咲き誇っていた．ま

さしく，国語の教科書にも載っている新美南吉さんの

「ごんぎつね」の世界であった．彼岸花について坪田

先生はおもしろい話をしてくださった．彼岸花が墓の

周りに生えているのは，地中のもぐらなどの生物から

墓を守るためだそうだ．球根が生物のきらう臭いを発

することを利用したものだと．そのため，意図的に人

間が植えたそうである．なんと素晴らしい人間の知恵

であろうか．私はいたく感激し，子ども達と夢中になっ

て話をきいた．植物と人間との共存の一端を垣間見た

瞬間であった．（私があまりに知らなすぎるのかもし

れないが）

　美しい世界遺産の宮島を時と距離を忘れて歩き回っ

た．自然の中で思い思いに観察する子ども達．学校で

はさせてやることのない貴重な体験であった．実験所

での，向井先生の植物のスライドと愉快な解説もまた

印象にのこった．実験所の敷地内のわき水も味わうこ

とができた．「おいしい．」無味無臭，正真正銘のわき

水である．

　こうして，神々を祭る島「宮島」広島の財産を再発

見した一日であった．是非来年も参加させて頂きたい

と思いながら，桟橋を船に向かって歩いた．お世話に

なった実験所の皆様方に感謝の気持ちでいっぱいであ

る．

　　　宮島は　神々の島　自然の池

室浜砲台跡前で記念写真（廿日市市宮島町
室浜，2007 年 10 月 26 日，向井撮影）

平成 18 年度宮島生態学実習報告－西表島・
石垣島－

久保晴盛（広島大・理・生物科学 1 年）・

岩間崇浩（同 3 年）・毛利智恵（同 3 年）

　平成 18 年度宮島生態学実習は，2006 年 12 月 23

日から 26 日にかけて，沖縄県八重山郡竹富町西表島

と石垣市石垣島で行われた．参加者は，坪田博美准教

授，向井誠二技術班長，桝崎浩亮（理学研究科博士課

程後期 1 年，TA），岩間崇浩（理学部生物科学科 3 年），

毛利智恵（同 3 年），久保晴盛（同 1 年），長谷信二（オ

ブザーバー），中原美保（同）の 8 名であった．

１．第 1 日目　広島－沖縄本島－石垣島－西表島

　12 月 23 日，広島から空路で半日かけて石垣島に

移動した．西表島には空港はなく，石垣島から高速艇

で約 40 分の位置にある．船は外洋を航行するので波

は高く，揺れが激しい．実習は 17 時に西表島集合で

開始された．初日は，宿の竹盛旅館周辺で 1 時間ほ

ど植物を観察した．宿は住宅地の中にあり，ハマセン

ダン，シマトネリコ，アコウ，フウトウカズラ，クロ

ヨナ，デイゴなどの亜熱帯の木本が見られた．また，

民家の庭先にはゲットウ，ハイビスカス，パパイヤが

植えられており，亜熱帯の印象を強く受けた．そして，

ムラサキヒゲシバ，タツノツメガヤ，マルバアメリカ

アサガオ，コシロノセンダングサ，シマニシキソウ，

シナガワハギなどの帰化植物が目立った．観光が盛ん

なことが一因に挙げられよう．本土と共通種もあるが，

温暖な気候のためか全体的にサイズが一回り大きい．

宿で夕食を食べた後，翌日以降の予定を確認し，早め

竹盛旅館から見た仲間川河口域（沖縄県八重山郡竹富町
西表島大富，2006 年 12 月 23 日，坪田撮影）
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に就寝した．

２．第 2 日目　西表島豊原海岸・仲間川河口のマン

グローブ林

　24 日の午前中は，豊原海岸で実習を行った．8 時

30 分に出発し，マイクロバスで島の南東側に向かった．

その車中で電柱に留っているカンムリワシを見つけ，

一同歓喜の声を上げた．およそ15分で現地に到着した．

まず，海岸に至る防風林を観察した．林の中は木々が

密に茂り，蔓植物が巻き付いていて，鬱蒼としている．

アダン，ガジュマル，ハマイヌビワ，シマグワ，クロ

ツグ，クサトベラ，タブノキ，シマトネリコ，クワズ

イモなどが見られた．蔓植物としては，ハブカズラ，

フウトウカズラ，トウツルモドキ，ナガバカニクサが

見られた．また，熱帯アメリカ原産のマメ科の常緑樹

ギンネムや，オーストラリア原産のトクサバモクマオ

ウなど植樹された植物も見られた．林を抜けると，純

白の砂浜が一面に広がり，太陽の光を受けて輝いてい

た．海岸線沿いに歩き，隆起サンゴ礁や砂浜の海浜植

生を観察した．砂浜には，グンバイヒルガオ，ボタン

ボウフウ，ハマボウフウなどが見られた．グンバイヒ

ルガオは 12 月にもかかわらず，盛んに開花していた．

中西（1987）によれば，分布の北限は宮崎県高鍋町で

あり，本土での花期は 7–8 月である．そして，隆起サ

ンゴ礁上には，イソマツ，アオガンピなどの耐塩性植

物が見られた．隆起珊瑚礁とは，海中で珊瑚が作り上

げた石灰岩が隆起して出来たものである．ここは常に

強い潮風にさらされており，厳しい環境に適応した独

自の植生が発達している．ここで，隆起サンゴ礁上の

植生調査を行った．結果は，次の通りである．

隆起珊瑚礁 No. 1  1 m × 1 m 

海抜 0 m 植被率 15％

2・2 イソマツ

隆起珊瑚礁 No. 2  3 m × 4 m

海抜 0 m 植被率 25％

1・2 ホソバワダン

1・2 イソマツ

+・2 ハナカモノハシ

+ アオガンピ

 

　昼食時に南風見海岸の「忘勿石之碑」を見学した．

この石碑は去る第二次世界大戦の折に波照間島からこ

の地に強制疎開し，マラリアでなくなった学童を慰霊

した碑である．我々は彼らに黙祷を捧げた．心の底か

ら，平和を祈っている．

　午後からは，仲間川河口のマングローブ林の観察を

行った．河口部は泥が堆積しており，ぬかるんで非常

に歩きづらい．ヒルギ類のしっかりと根付く為の支持

根や酸素不足を補う呼吸根が印象的であった．そして，

マングローブ林は魚付き林としての性質も持ってお

り，トビハゼや，ミナミコメツキガニといった生物が

多く見られた．マングローブで観察できた植物として，

マヤプシキ，ヤエヤマヒルギ，オヒルギ，ヒルギモドキ，

オオハマボウ，アカギ，シイノキカズラなどが挙げら

れる．このマングローブ林でライントランセクト法を

用いて，植生調査を行った．ライントランセクト法と

は一直線に線を引き，構成種を調べることで植物の構

造を表そうとする手法である．今回の調査では，2 m

毎に構成樹種，水温，電気伝導率を測定した．海から

豊原海岸の隆起珊瑚礁の前で（沖縄県八重山郡竹富町
西表島豊原海岸，2006 年 12 月 24 日，向井撮影）

仲間川河口のマングローブの観察（沖縄県八重山郡竹富町
西表島仲間川，2006 年 12 月 24 日，向井撮影）
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の距離によって構成樹種が変化することが分った．

３．第３日目　天然記念物サキシマスオウノキ，仲間

川中・下流域の植生

　25 日は，宿の近くの船着場から，小型の遊覧観光船

で仲間川の上流に向かった．上流に向かう途中，船の

上からマングローブ林を見学した．前日観察したマヤ

プシキ，ヤエヤマヒルギ，オヒルギに加えて，メヒル

ギを観察することができた．また，パイナップルに似

たアダンが川岸の至る所で見受けられた．食べられる

が，繊維質でおいしくないらしい．残念である．そし

て，川の途中で一度船を降り，天然記念物サキシマス

オウノキを見学した．サキシマスオウノキは，アオギ

リ科の常緑高木であり，大きな板根を持つことで知ら

れている．仲間川のサキシマスオウノキは 1982 年に

発見された日本最大のものであり，板根の高さが最大

3.1 m にも及んでいる．じっくりと観察した後，再び

船に乗り登山道へと向かった．未舗装の道を登ってい

くと，水辺付近の開けた空間では，チリメンナガボソ

ウ，オガサワラスズメノヒエ，ハゼノキ，アカメガシワ，

オオハマボウなどが見られた．そして，内陸に入るに

つれて，木本では，カキバカンコノキ，ヒメユズリハ，

ヤンバルアカメガシワ，ウラジロアカメガシワ，テリ

ハボク，アデク，フトモモ，タイワンルリミノキ，ボ

チョウジ，アカメイヌビワ，タブノキ，ヤマモモ，モ

クタチバナ，シャリンバイ，クロヨナ，サルカケミカン，

板根をもったオキナワウラジロガシ，イタジイ，クロ

ツグなどが見られた．草本では，エダウチチジミザサ，

ナンテンカズラ，サツマサンキライ，センリョウ，マ

ンリョウなどが見られた．シダ植物では，コシダ，ヒ

リュウシダ，コウモリシダ，オニヘゴ，リュウビンタ

イ，ナガバカニクサなどが見られた．日当たりのよい

斜面ではコシダが群生していたが，西表のコシダは宮

島のものと比べて一回り葉片が長く，全体的に大きい．

正午過ぎに展望台に着いた．この展望台で休憩し昼食

をとった．この日の天気は快晴であり，展望台からは，

仲間川流域の全体がはっきりと見えた．また，ヤエヤ

マヤシの群生地を遠目に眺めることができた．午後は，

展望台から西表横断道に向かって歩を進めた．フカノ

キ，シバニッケイ，ヤンバルクルマバナ，ハチジョウ

ススキ，ホソバラン，シラタマカズラ，リュウキュウ

ウマノスズクサ，ヤブレガサウラボシなどが見られた．

ヤブレガサウラボシは日本では石垣島と西表島に見ら

れる常緑の多年生シダである．そして，ここでもツル

アダンが多く生育していた．マングローブ林の林縁に

よく見られたので，水分を好むのかと思ったが，あま

り環境を問わないようである．横断道入口まで約 2 km

のヤブレガサウラボシの群生地で折り返し，宿のある

河口に向かって帰路に着いた．山を抜けると，あたり

は薄闇に覆われていた．直線の道路が続き，サトウキ

ビの畑が広がっていた．そして水田も見られた．畑が

見えてから 2 km 程進み，ようやく宿にたどり着いた．

４．最終日　石垣島

　実習の最終日である 26 日は，高速船で石垣島に戻

り，レンタカーで島の南半分を一周した．まず，川平

湾に行った．この湾は，東シナ海に面しており，湾内

には数個の小島が点在している．ここで，グラスボー

ト（船の底がガラス張りなっている船）に乗り，湾内

のサンゴ礁を見学した．色とりどりのテーブルサンゴ

仲間川のサキシマスオウノキ（沖縄県八重山郡竹富町
西表島仲間川，2006 年 12 月 25 日，向井撮影）

仲間川展望台からのぞむ仲間川のマングローブ林（沖縄県
八重山郡竹富町 西表島，2006 年 12 月 25 日，中原撮影）
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植物観察会の記録
豊原源太郎（元 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）・

奥田敏統（広島大・院・総科）

　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，2007 年 1 月か

ら 6 月までの記録である．なお，2007 年 1 月から複

数の担当者により分担する形式に変更している．

1 月 21 日　山口県岩国市 岩国城山

　2007 年 1 月 21 日の第 451 回植物観察会は山口県

岩国市城山（海抜 200 m）で行われた．錦帯橋下の

駐車場に 10 時集合．参加者は 55 名．この山の南東

側斜面はほとんどがアラカシやコジイ，タブノキ，シ

リブカガシなどからなる常緑樹林となっている．ロー

プウェイ付近からの登山道沿いにはマツザカシダ，イ

ズセンリョウ，シイモチ，カンザブロウノキ，ヤマモ

ガシ，コバンモチ，ミミズバイなど広島県ではあまり

見られない暖地性の種を多く見る．カゴノキが多い二

の丸跡の公園で昼食を取る．午後，城の南側石垣下で

フシノハアワブキの案内板を見た．南方性の種で本州

ではここだけとのこと．落葉しており幹のみを見る．

山口県のレッドデータブックでは絶滅危惧 IA 類に指

定されている．帰路は車道を降りる．谷頭にはカギカ

ズラが多数生育していた．また，花崗岩と古生層が相

互に現れ，古生層地帯ではキチジョウソウ，サツマイ

ナモリ，オオサンショウソウやオオバノハチジョウシ

ダ，ヌリトラノオ，オオバノイノモトソウ，クリハラ

や枝サンゴが鮮やかであり，魚が悠々とその間を泳い

でいた．船に身を任せ，ゆったりとした時間を過ごし

た．次に，中筋村のネバル御
う た き

獄でリュウキュウツチト

リモチの群落を観察した．御獄は聖域として保護され

ていたため，この林は亜熱帯海岸林の特徴を良く残し

ている．リュウキュウツチトリモチは亜熱帯性の寄生

植物で，寄主はクロヨナ，オオバギ，リュウキュウガ

キ，まれにキダチハマグルマにも寄生する．花期は，

12 月中旬から 1 月上旬であり，今回の実習で数多く

観察することができた．花穂は，全体的に表面が肉色

をしていた．移動の途中に渓谷に立ち寄り，キイレツ

チトリモチを観察した．キイレツチトリモチは，九州

以南の暖かい地方にはえる多年草の寄生植物で，寄主

はトベラ，シャリンバイ，ネズミモチ，まれにハマヒ

サカキ，リュウキュウハマヒサカキ，リュウキュウツ

ルウメモドキにも寄生する．全体的に，表面が黄色よ

りの黄土色だった．花期は，10 月下旬から 11 月中

旬だが，果期になっても花穂は形態が変わらないため，

本実習でも観察することができた．最後に，米原のヤ

エヤマヤシ林に行った．ヤエヤマヤシは石垣島と西表

島の固有種である．ここには，およそ 150 本のヤシ

が群生しているが，台風の影響で，かなりの数のヤエ

ヤマヤシが倒れていた．観察道も一部崩壊しており，

かなりの規模の台風であったことが推察できた．17

時頃石垣空港で解散し，本実習は終了した．

５．おわりに

　今回の実習を通して，島としてのつながりとへだた

りを強く感じた．実際に，同定すると変種や亜種が多

く，和名にもオキナワ，ヤエヤマ，サキシマなどの冠

がつく種が多く見られた．植物の生活史と共に，地理

や歴史を考えさせられる実習であった．植物地理学の

観点から見ると，本土と沖縄は異なった植物地理区に

属する．そして，琉球諸島は植物地理的区では日華区

系と東南アジア大陸区系の干渉地帯に属し，温帯と熱

帯がつながる位置にある．大陸島であるので，小笠原

諸島ほど固有種は多くないが，島嶼間の差異は大きい．

近年，沖縄に限ったことではないが，経済のグローバ

ル化に伴って，外来種の問題が顕著になっている．西

表島と同様に貴重な植物群を有する小笠原諸島では，

ギンネムやアコウなどの外来種が在来の植物を追いや

り，ムニンカラスウリなどの在来種が絶滅の瀬に立た

されている．嘆かわしい由々しき問題である．島が持

つ特有で多様な自然は外とのへだたりが作り出したも

のであり，貴重で重要なものである．いつまでもこの

美しい自然が残されることを望んでいる．最後に，今

回の実習で世話になった方々に感謝申し上げる．

６．引用文献
中西弘樹 .  1987.  日本本土におけるグンバイヒルガオと

ハマナタマメの分布と海流散布 .  植物地理・分類 35: 

21–26.
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ン，ナガサキシダなど多くのシダ植物も観察すること

ができた．　　　　　　　　　　　　　（吉野由起夫）

2 月 18 日　呉市阿賀町 大空山・神田神社

　2007 年 2 月 18 日の第 452 回植物観察会は呉市安

芸阿賀の大空山（205 m）において行われた．JR 安

芸阿賀駅前に 10 時集合．参加者 48 名．今年は，暖

冬と呼ばれる日々が続いてきており，ウメの花が見頃

であった．まず，残存照葉樹林がある阿賀中央一丁目

の神田神社に行く．直径 50 cm のコジイや 60 cm の

クロガネモチなどの大木に混じり，ヤマビワ，カンザ

ブロウノキ，イヌガシ，シリブカガシ，クロキ，アラ

カシ，カクレミノ，クスノキなどの常緑広葉樹があり，

エノキなどの落葉広葉樹も混じる．イヌガシは満開で

あったが，全て雄花ばかり．大空山に向かう道筋には

アカマツ，コナラ，アベマキなどの見られる二次林が

あった．クロキ，シャシャンボ，ナナミノキ，コシダ

が存在するアカマツ－アラカシ群集に属し，アセビ，

ソヨゴ，イヌツゲ，リョウブの存在しないネズ亜群集

に属するものであった．しかし，部分的にはそれらの

存在するコシダ亜群集に属する所も見られた．そのこ

とから，当地の二次林は，以前に強度の人為的影響を

受けてきた歴史があり，コシダ亜群集が退行遷移をし

てネズ亜群集となり，禿げ山にもなったことがあるが，

現在では人為的影響が少なくなり，植生が回復してき

ていることを示していた．　　　　　　（豊原源太郎）

3 月 18 日　広島市安佐北区可部町 福王寺山

　2007 年 3 月 18 日の第 453 回植物観察会は広島市

北区の福王寺山（496 m）で行われた．山麓の区民文

植物観察会集合写真（岩国市錦帯橋，2007 年 1 月 21 日，向井撮影）

観察会集合後の行程説明（呉市阿賀町 安芸
阿賀駅前，2007 年 2 月 18 日，坪田撮影）

シイモチ Ilex buergeri Miq.（岩国市岩国城山，
2007 年 1 月 21 日，向井撮影）
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化センター前に 10 時集合，参加者 47 名．福王寺口

のバス停から続く不動坂参道に入り，住宅地を抜ける

と，アカマツ枯損跡地のヒノキ植林地．かなり大きな

ネズミサシがある．ヒサカキが花盛り．性転換の話か

ら花の雌雄性を調べる．雌花をつける株は少ないよう

だ．標高約 250 m で自動車道を横切ると尾根道にな

る．西側はソヨゴの多いアカマツ林，アセビが少し咲

いている．東側のヒノキ林中に，落雷で幹が割れたヒ

ノキの大木があり，威力に感心．標高 400 m あたり

からスダジイやアカガシも見られるようになる．標高

450 m 付近の古刹福王寺周辺は県自然環境保全地域．

空中湿度が高く，樹幹や岩上にセッコクが見られる．

境内にはホンシャクナゲの植栽が多い．帰路は大師坂

を下る．道をおおうヤブツバキの花が見頃，ウラジロ

ノキの大木が数本あり落葉中に赤い果実が散在してい

た．クロキ，ミヤマシキミが咲き始め，ナワシログミ

の果実は堅い状態であった．　　　　　　　（垰田 宏）

4 月 22 日　福山市 山野峡竜頭

　2007 年 4 月 22 日の第 454 回植物観察会は山野峡

において行われた．山野峡駐車場に 10 時 45 分集合．

講師：関太郎．参加者 62 名．小雨の中を竜頭滝に向

かう．ツルカノコソウ，タチツボスミレ，ナガバタチ

ツボスミレ，ムラサキケマン，セントウソウ，イチリ

ンソウ，ヤマルリソウ，ヤマネコノメソウ，シロバナ

ネコノメソウ，ヤブヘビイチゴ，ヤマハコベ，サワハ

コベ，シャガ，フタバアオイなど草本類の花やヤマブ

キ，ヤブツバキ，アオキなどの木本類の花も沢山見る

ことが出来た．アオイカズラやトウゴクサバノオも確

認することが出来た．川沿いの樹木にはキヨスミイト

ゴケが垂れ下がり，特異な相観を呈する．枯れそうに

なったカヤの木をみていると，着生したコケが宿主の

樹木を枯れさせているように見えて，ミズナラに寄生

したヤドリギを連想させる．竜頭滝の所から車道まで

登って昼食をとる．その頃から雨が激しくなり，車道

を下って帰路につく．ナツアサドリの花を見ることが

ヤマハコベ Stellaria uchiyamana Makino （福山市
山野峡，2007 年 4 月 22 日，長谷撮影）

植物観察中．あいにくの雨模様の中で（福山市
山野峡，2007 年 4 月 22 日，長谷撮影）

広島市の天然記念物「燈明杉」の前で，樹高の測定方法につ
いて解説（広島市福王寺山，2007 年 3 月 18 日，長谷撮影）

満開のヒサカキ Eurya japonica Thunb.（広島市
福王寺山，2007 年 3 月 18 日，中原撮影）
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出来た．　　　　　　　　　　　　　　（豊原源太郎）

5 月 20 日　廿日市市宮島町 宮島

　2007 年 5 月 20 日の第 455 回植物観察会は宮島に

おいて行われた．旧宮島町役場前に 10 時集合．講師：

奥田．参加者 49 名．コースの説明のあと，宮島在住

の藤山氏の道案内のもとに，紅葉谷公園 – バクチ尾 –

包ヶ浦 – 旧杉ノ浦道コースで出発，大元公園やもみじ

谷公園はシカが食べないシロダモ，イヌガシ，アセ

ビ，ミミズバイなどがやたらと目に付く．谷部ではモ

ミ，カヤ，アラカシ，シリブカガシなどが上層を覆い

林内は暗いが，バクチ尾根へとりつく斜面あたりから

植生ががらりと変わる．特に尾根筋の土壌はやせてお

り，疎林となるため明るい．とはいえ私が学生時代に

この付近で植生調査をしていたころと比べると（もう

25 年以上も前），ヤブツバキ，ヤマモモ，タイミンタ

チバナなどが大きく育っているようで " 立派な森 " に

変貌しつつあるのに少々驚いた．逆に桟橋や神社付近

などの低海抜の森林ではヤブツバキやヤマツツジが昔

に比べると随分少なくなった気がする．ヤブツバキは

シカが樹皮食いをする．ヤマツツジは盆栽状になって

残ってはいるが強度の採食圧で景気が悪そうだ．25

年の歳月はシカが森林の組成を変えるには十分すぎる

ほどの時間なのかもしれない．バクチ尾根から包ヶ浦

に下る斜面では，カナメモチ，トキワガキ，イソノキ，

マルバアオダモ，カンザブロウノキ，ヤマモガシなど

を多数見つけた．またコツクバネウツギ，ガクウツギ，

ホウロクイチゴの花を見かけた．当日は，快晴で珍し

く非常に空気が澄んでおり，久しぶりに見る瀬戸内の

美しい風景を楽しみながら包ヶ浦をあとにした．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（奥田敏統）

6 月 17 日　広島市平和大通り（100 メートル道路）

　2007 年 6 月 17 日の第 456 回植物観察会は広島

市の 100 m 道路において行われた．西広島駅前に 9

時 30 分に集合．参加者は 63 名．太田川放水路左岸

観察会集合後の行程説明（廿日市市宮島，
2007 年 5 月 20 日，向井撮影）

満開のトベラ Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton
（廿日市市宮島，2007 年 5 月 20 日，向井撮影）

包ヶ浦を望む（廿日市市宮島，
2007 年 5 月 20 日，向井撮影）

ネムノキ Albizia julibrissin Durazz.（広島市平和大通り，
2007 年 6 月 17 日，向井撮影）
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でハマサジやフクドなどの塩生植物を観察したあと，

100 m 道路の北側の緑地を歩く．草本類は数日前に

刈り取られ，2 cm 程度の高さしかない．刈り残され

た中にコヒルガオ，マメグンバイナズナ，ナギナタガ

ヤ，ヨツバハコベ，ホナガイヌビエなどの外来植物を

見る．クスノキに着生していたシノブは松村氏による

とトキワシノブ（栽培品）との雑種の可能性が高いと

のこと．ザクロ（花）やケヤキ，モクマオウ，アオギリ，

キョウチクトウ，イヌシデ，ナツメなどを見る．エノキ，

ホソバタブなどは自生かもしれない．ヒマラヤスギは

台風の後に大枝が切られ，いたましい姿である．平和

公園で昼食．午後は白神社のところで，戦前，国の天

然記念物であった「国泰寺のクスノキ」（被爆により

焼失）の生育場所を梅田さんに教えていただく．その

後ボダイジュの一種，ハマヒサカキ，ワルナスビ，カ

ロライナアオイゴケなどを見，京橋川にかかる鶴見橋

北側（右岸）で植栽と思われるアコウを観察し解散し

た．　　　　　　　　　　　　　　　　（吉野由起夫）

植物観察会集合写真（広島市平和公園，2007 年 6 月 17 日，向井撮影）

実験所活動状況－ 2006 年度－
坪田博美・向井誠二（広島大・院・理）

　第 10 号の紙面の都合上割愛した 2006 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

助教授 : 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 : 岡本健志

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

岡本健志 : 隠花植物のアレロパシー活性とその生態系

における影響について

3. 実習

3 月 28–31 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 15–16 日，8 月 4–7 日　教養ゼミ（植物コース，

宮島植物学実習，学部 1 年生対象）

11 月 4–5 日，12 月 23–26 日　宮島生態学実習（宮

島および西表・石垣島での野外実習，学部 3 年生対象）

4. 学会発表
有川智己・坪田博美・出口博則・西村直樹・樋口正信 .  ハ
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イゴケ科（蘚類）の分類学的研究 1. ハイゴケ属および

近縁属の分子系統解析 .  日本植物分類学会第 6 回大会

（2007 年 3 月 14–17 日 , 新潟）.

岡本健志・黒田有寿茂・向井誠二・中原美保・坪田博美・

出口博則 .  コケ植物のアレロパシー活性について . 日本

蘚苔類学会第 35 回大会（2006 年 8 月 25–27, 宮崎県

高鍋町）.

小栗恵美子・坪田博美・山口富美夫・Patrick J. Dalton・

出口博則 .  太平洋産 Leucobryum candidum の形態的

特徴とその系統的位置 .  日本蘚苔類学会第 35 回大会

（2006 年 8 月 25–27, 宮崎県高鍋町）.

蔭西知子・坪田博美・山口富美夫・出口 博則 .  キツネノ

オゴケ（蘚類）の形態変異とその関連種について .  日本

植物学会第 70 回大会（2006 年 9 月 13–16 日 , 熊本）.

関 太郎・坪田博美・藤原一繪・宮脇昭 .  ケニア中央高地

における森林植生とコケ植物相 .  日本蘚苔類学会第 35

回大会（2006 年 8 月 25–27, 宮崎県高鍋町）.

園山和志・小林則夫・松本 淳・坪田博美・山口富美夫・

若杉孝生・出口博則 .  平泉寺およびその周辺地域におけ

る蘚類フロラ .  日本植物学会中国四国支部第 63 回大会

（2006 年 5 月 20–21 日 , 愛媛）.

高橋奏恵・王立松・坪田博美・出口 博則 .  地衣類ヨロイ

ゴケ属のフォトモルフについて .  日本植物学会第 70 回

大会（2006 年 9 月 13–16 日 , 熊本）.

坪田博美 .  奨励賞受賞講演 : コケ植物の分子系統学的研究

の現状 .  日本植物分類学会第 6 回大会（2007 年 3 月

14–17 日 , 新潟）.

坪田博美・井藤賀 操・向井誠二・榊原 均・出口博則 .  

Reboulia hemisphaerica（ジンガサゴケ科）内の亜種の

系統関係について .  日本蘚苔類学会第 35 回大会（2006

年 8 月 25–27, 宮崎県高鍋町）.

坪田博美・畦 浩二・出口博則 .  蘚類における雌雄性と異

形胞子の進化 －日本産ミノゴケ属を例に－ .  日本植物

学会中国四国支部第 63 回大会（2006 年 5 月 20–21 日 , 

愛媛）.

坪田博美・岡本健志・中原美保・向井誠二・出口博則 .  コ

ケ植物苔類で見られる他感作用について（予報）.  日本

植物学会第 70 回大会（2006 年 9 月 13–16 日 , 熊本）.

中原美保・坪田博美・半田信司・原田 浩・出口博則 .  地

衣類サネゴケ属に共生するスミレモ類の分子系統学的研

究 . 日本植物学会第 70 回大会（2006 年 9 月 13–16 日 , 

熊本）.

中原美保・坪田博美・半田信司・益田芳樹・出口博則 .  ア

ナンデルカイメン Radiospongilla cerebellata から単離

した共生藻の形態と系統 .  日本植物学会中国四国支部第

63 回大会（2006 年 5 月 20–21 日 , 愛媛）.

桝崎浩亮・古木達郎・嶋村正樹・坪田博美・山口富美夫・

出口博則 .  苔類 Aneura 属の分類・系統学的研究 .  日本

植物分類学会第 6 回大会（2007 年 3 月 14–17 日 , 新潟）.

濱中紀仁・豊原源太郎 . 　宮島におけるウバメガシ林につ

いて . 　日本生態学会中国四国支部第 50 回大会（2006

年 5 月 20–21 日 , 鳥取）.

横山勇人・山口富美夫・古木達郎・坪田博美・出口博則 .  

屋久島で発見された新種ミジンコミゾゴケ（ミゾゴケ科，

苔類）.  日本植物学会中国四国支部第 63 回大会（2006

年 5 月 20–21 日 , 愛媛）.

5. 公表論文・短報・資料
Arikawa, T., Tsubota, H. & Higuchi, M. 2006. A reappraisal 

of Pylaisiopsis (Sematophyllaceae).  Bryologist 109: 381

–390.

Handa, S. ,  Nakahara, M., Tsubota, H.,  Deguchi, H., 

Masuda, Y. & Nakano, T.  2006.  Choricystis minor 

(Trebouxiophyceae, Chlorophyta) as a symbiont of several 

species of freshwater sponge.  Hikobia 14: 365–373.

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

Successive mapping of secondary pine forests affected 

by pine wilt disease and subsequent forest managemant 

in Miyajima Island, SW Japan.  Phytocoenologia 36: 

191–212.

Oguri, E., Yamaguchi, T., Tsubota, H., Shimamura, M. 

&  Deguchi, H.  2006.  Morphological and molecular 

analyses to solve a taxonomical controversy of 

Leucobryum juniperoideum  (Brid.) Müll.Hal. and L 

humillimum Cardot (Leucobryaceae, Musci) in Japan. 

Hikobia 14: 387–398.

Ozeki, M., Isagi, Y., Tsubota, H., Jacklyn, P. & Bowman, D. M. 

J. S.  2007.  Phylogeography of an Australian termite, 

Amitermes laurensis (Isoptera, Termitidae), with special 

reference to the variety of mound shapes.  Mol. Phyl. 

Evol. 42: 236–247.

Takahashi, K., Wang, L.-S., Tsubota, H. & Deguchi, 

H.  2006. Photosymbiodemes Sticta wrightii  and 

Dendriscocaulon  sp. (lichenized ascomycota) from 
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Jardín Botánico Natural de Miyajima
Universidad de Hiroshima

Si hay un centro experimental en Japón enclavado en 

un paraíso natural, éste es el Jardín Botánico Natural 

de Miyajima.  La isla de Miyajima, a 20 km de la 

ciudad de Hiroshima, en el suroeste de Japón, es, 

con más de 50 millones de visitantes anuales, de los 

lugares más famosos y concurridos del país.  Se trata 

de una de las numerosas islas del Parque Nacional 

del Mar Interior de Seto, y, sin duda, gran parte de 

su atractivo reside en la presencia del santuario 

sintoísta de Itsukushima, con más de 1400 años 

de historia.  Sin embargo, también su enorme valor 

natural ha contribuido a que se la considere uno de 

los Tres Puntos Escénicos de Japon y a declararla, en 

1996, Patrimonio de la Humanidad.

La mayoría de los visitantes sabe que el monte Misen 

(535 m), que domina la isla, alberga un bosque 

primigenio, que tal vez se ha conservado en una zona 

tan poblada desde antiguo por el carácter sagrado que 

el santuario le otorgó.  Pero pocos llegan a apreciar 

el valor único y la enorme diversidad de su medio 

natural.  La isla puede asemejarse a un “almacén 

de plantas”: en los 30 km2 de su superficie se da 

aproximadamente la quinta parte del total de las 4500 

especies vegetales presentes en Japón.  Además de 

las formaciones boscosas propias de la zona, bien 

conservadas y con alta diversidad de especies, aparece 

un abetal (dominado por Abies firma y Tsuga sieboldii ) 
en una situación única, dado que se encuentra cerca 

de la costa y coexiste con plantas propias de zonas 

tropicales y subtropicales (Symplocos spp.).  Al menos 

20 nuevas especies de plantas se han descrito a partir 

de ejemplares de esta isla.

El Jardín Botánico Natural de Miyajima comprende 

実験所利用状況－ 2006 年－
向井誠二・坪田博美（広島大・院・理）

　第 10 号の紙面の都合上割愛した 2006 年の宮島自

然植物実験所利用状況について報告する．2006 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 1282 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 328 人，他大学職員および学生 86 人，

小・中・高等学校職員および児童・生徒 69 人，一般

見学者 692 人，その他の用務 107 人であった．これ

らのうち，主要な来園者を下記に記す．

2 月 1–2 日　慶應義塾大学教官施設訪問

3 月 25 日　朝日自然教室野外観察会

5 月 7 日　環境省・宮島パークボランティア自然観察会

5 月 13 日　広島大学 OB 会（昭和 36 年卒業生）

5 月 21 日　歩け歩けウォーキング大会，広島大学大

学院医歯薬総合研究科野外観察会

7 月 15–16 日　鈴峯女子短期大学野外実習

8 月 8 日　東原中学校野外実習　

8 月 10 日　マレーシア等からの研究者来訪

8 月 24–27 日　山口大学農学研究科シカ調査

8 月 29–30 日　阿品台中学校野外観察・職場体験学習

9 月 11–12 日　広島大学大学院教育学研究科学生実習

9 月 27–28 日，10 月 28–29 日　岡山理科大学調査

10 月 2–3 日　植物園協会植物研究会

10 月 27 日　広島大学附属三原中学校野外実習

11 月 11–12 日　広島城北学園ワンゲル部

11 月 17–18 日　広島大学総合科学部シカ調査

Yunnan, China.  J. Hattori Bot. Lab. 100: 783–796.

坪田博美.  2006.  いきもの便り, コケの胞子体－その2－.  

日本植物分類学会ニュースレター 21: 9.

坪田博美 .  2006.  新刊紹介 : "Simpson, M. G. 2006. Plant 

Systematics."  Hikobia 14: 521–522.

Tsubota, H., Kuroda, A., Masuzaki, H., Nakahara, M. &  

Deguchi, H.  2006.  A preliminary study on allelopathic 

activity of bryophytes under laboratory conditions 

using the sandwich method.  J. Hattori Bot. Lab. 100: 

517–525.

11 月 18 日　広島市植物公園主催自然観察会

11 月 25–26 日　忠海高等学校「せとうち科学」

12 月 2–3，9–10 日　広島大学総合科学部野外実習
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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．新体制で始め

た観察会も 1 年が経過しました．また，小冊子「宮

島の植物と自然」を発行することができました．これ

は長年の間，実験所のスタッフによって構想が温めら

れ，やっと完成したものですが，まだまだ取りあげた

植物の種数も少なく，説明も不都合な点があると思い

ます．手に取られる機会があって，お気づきの点があ

りましたら是非ご連絡ください．英文はセッペルト教

授に，スペイン語による紹介はベレン・エステバネス

さんにお世話になりました．次回のニュースレターは

春を予定しています．　　　　　　　　（向井・坪田）

表紙の植物 – シロシャクジョウについて –
　シロシャクジョウ Burmannia cryptopetala Makino

はヒナノシャクジョウ科 Burmanniaceae の植物で，

日本から台湾，中国の海南島に分布する．中国地方か

らはこれまで未記録であり，はじめての報告となる．

今回シロシャクジョウが見つかった場所では，ヒナノ

シャクジョウやホンゴウソウも生育が確認された．詳

細については，向井ほか（2007）を参照されたい．
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10.2 hectáreas, en su mayor parte cubiertas por 

vegetación natural, y está situado a unos 6 km 

al oeste del santuario, junto a la costa.  Fundado 

en 1964 por el profesor Horikawa, es un centro 

perteneciente a la Universidad de Hiroshima.  Todos 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias de esta 

Universidad realizan aquí seminarios intensivos 

prácticos en sus estudios de licenciatura.  El centro 

participa asimismo en programas de postgrado.

El centro desarrolla cuatro líneas principales de 

investigación: (1) biogeografía insular de plantas 

vasculares y no vasculares, (2) fitogeografía, 

distribución y taxonomía vegetal, especialmente 

de briófitos, (3) estudios ecológicos acerca de la 

vegetación de Japón y (4) biología de la conservación 

en el Parque Nacional del Mar Interior de Seto, 

incluyendo Miyajima.  El Jardín Botánico cuenta con 

un herbario (hiro-my) de unos 300.000 ejemplares, 

en especial de plantas autóctonas de la isla.

Además, el Jardín realiza otras actividades de 

proyección social, como la sensibilización de la 

población local acerca de la necesidad de proteger su 

patrimonio natural.  Colabora también con centros de 

educación secundaria, y es la sede de Hikobia, grupo 

de observación de plantas abierto a la participación 

de todo tipo de público.  Asimismo, mantiene rutas 

botánicas alrededor del centro, lo que incluye la 

colocación de carteles identificativos de los árboles 

y arbustos más representativos, y se encarga de la 

edición de la sección de plantas vasculares del Museo 

Digital de la Universidad de Hiroshima.
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