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広島大学所蔵標本・資料の発刊に寄せて

広島大学総合博物館長　　岡　橋　秀　典　

　広島大学総合博物館は、この度めでたく10周年を迎えました。多くの方が支えてくださり、

また博物館のスタッフが夢を忘れず前進してきたおかげで、研究、教育、社会貢献などで見

るべき成果をあげることができました。今、私の胸には、ここまで到達しえたことへの深い

感慨とともに、心からの感謝の念がわきおこっています。そして、引き続き、本博物館が留ま

ることを知らない「進化する博物館」をモットーに前進することを強く願うものです。

　しかしながら、「初心忘るべからず」と申します。往々にして10年も経てば、当初掲げた

目標を見失い、現状維持が第一目的になりやすいものです。そこで、我々は発足時に掲げて

いた目的を、ここでもう一度確認しておきたいと思います。

　まず、本博物館は目的として「総合博物館は、広島大学に所蔵する学術標本資料の調査・収

集、保存・管理を行い、それらの研究と展示、情報発信にあたることにより、広島大学の社

会貢献や研究・教育の向上に資することを目的としています。」と掲げていました。

　さらに、具体的な５つの課題を掲げています。

　1.　学術標本資料の調査・収集、保存・管理

　2.　学術標本資料およびそれに関わる研究成果の展示と情報発信

　3.　学術標本資料等を用いた研究の推進

　4.　博物館を活用した体験型・実証型の教育の推進

　5.　博物館を通じた社会連携の推進

　我々は、2～5については力を注ぎ、十分と言えるほど成果をあげたと考えます。しかしなが

ら１については、新たなコレクションの受け入れを積極的に行ったものの、どうしても後手に

廻りがちでした。

　そこで、この度10周年を迎えるにあたり、学術標本資料の把握に向って新たな一歩を踏み

出しました。改めて確認作業を行った結果、総点数が1, 258, 743点に及ぶことも判明しまし

た。この事実を前に、本博物館がもつ使命と役割の重大さを改めて再認識した次第です。

　本書はあくまでも広島大学標本資料の記録の第一弾にすぎません。今後、この事業の継

続が強く求められます。本書の刊行により、本学が有する標本・資料の豊かさが理解され、

そのことが博物館活動への支援の強化につながることを期待しています。

　最後になりましたが、本書の刊行にあたりご協力いただきました皆様方に心より感謝申

し上げます。
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Material and Specimen

標本紹介：本コレクションは、稲葉明彦氏（1921－
2005）が収集した瀬戸内海産貝類及び陸産貝類コレク
ションである。氏の主な研究領域は軟体動物分類学で
あるが、博物学者でもあり広く瀬戸内海全域を網羅す
る生物群（動物および海中の植物）の採集と分類に尽力
し記載に努めた。
　稲葉氏の採集した標本と、既に採集されていた標本
並びに多数の研究者による報告に基づき、瀬戸内海産
の生物種の目録を編纂し、昭和 38 年に「瀬戸内海の生
物相」を発表。昭和 58 年には「増補改訂瀬戸内海の生物
相 I」を、平成元年には「増補改訂瀬戸内海の生物相 II」
を公刊。瀬戸内海全域の、しかも、ほとんど総ての生物
群を網羅する目録は、これが初めてであった。これらの
著作には、瀬戸内海の動植物 4,300 余種が記載され、瀬
戸内海の生物学を学ぶ研究者には必携の書として評価
されているばかりでなく、瀬戸内海の動物植物相を網
羅した唯一の著作であるため、同氏の研究業績は環境
保全や環境アセスメントを行う際になくてはならない
業績として現在でも利用されている。また本コレクショ
ンは、広島大学理学部附属臨海実験所に在職時（昭和
28年より昭和60年まで）に収集した貝類のコレクショ
ンである。特に珍しい貝や美しい貝だけを集めたわけ

ではなく、普通種の貝もまんべんなく集められている。
同一種の変異なども比較的多く所蔵されている。貝の
採集場所は主に臨海実験所周辺の瀬戸内海であるが、
瀬戸内海以外の場所に調査に赴き持ち帰った標本も見
られる。広島県帝釈峡を中心に陸産の貝や絶滅危惧種
となるカワシンジュガイなどの淡水産の貝もある。さら
に面白いものは考古学にかかわる貝塚等の標本や化石
等も見られる。これらは、同氏の興味の広さを物語って
いるといえる。また、貝は当時臨海実験所に在職してい
た教官・職員そして学生達によって採集されたものや、
当時、存在した広島貝類談話会から寄贈された標本もあ
る。1970 年代から 1990 年代までの瀬戸内海中心部に生
息していた貝類相を把握する上で極めて重要な標本群
である。

関連文献・資料
1. 稲葉明彦（編著）（1982）：『瀬戸内海の貝類』， 広島貝
類談話会 .

2. 稲葉明彦（編著）（1983）：『瀬戸内海の生物相Ⅰ』， 広
島大学理学部附属向島臨海実験所 .

3. 稲葉明彦（編著）（1988）：『瀬戸内海の生物相Ⅱ』 ，広
島大学理学部附属向島臨海実験所 .

4. 広島大学総合博物館（2010）：広島大学が誇るお宝
紹介「稲葉貝類コレクション」. 広島大学総合博物館
ニューズレターHUM-HUM，4，11.

01. 稲葉貝類コレクション
標本点数：2,695 点
管理部局：教育学研究科自然システム教育学講座
収蔵場所：教育学研究科自然システム教育学講座収蔵室
標本内訳：貝類標本
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標本紹介：本コレクションは、東広島市志和町の貝類
収集家、故 伊関忠敏氏が長年にわたり収集されたもの
である。ご子息の伊関俊雄氏・平山敏枝氏の御厚意に
より、2007 年に広島大学総合博物館に寄贈された。本

コレクションは、総合博物館第 3 回企画展「豊かな里
海瀬戸内海ものがたり」（2009 年広島市）、広島大学出
前博物館「母なる里海　瀬戸内海」～自然と人間生活
の共生をめざして～」（2011 年竹原市）、海フェスタおの
みち連携企画展／総合博物館第 6 回企画展「ワンダー
シー・瀬戸内海の魅力」（2012 年三原市／福山市）にて
展示を行った。

02. 伊関貝類コレクション
標本点数：約 400点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：展示情報・研究企画部門
標本内訳：貝類標本

3
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展示の様子

標本紹介：本コレクションは、学校教育学部（現：教育学部）
教授などを歴任した佐藤月二氏（1909-1988）が収集した
もので、2015 年にご子息の佐藤靖彦氏より寄贈された。貝
類（3,746 点）・動物剥製（29 点）・植物（約 1,900 点）・
書籍（72 点）・その他（87 点）で構成されるコレクションで、
貝類や植物標本、鳥類の標本剥製の中には、戦前に朝鮮
半島で収集された標本も含まれており、極めて貴重な資料
である。貝類の一部は、総合博物館第 9回企画展「海の博
物誌～エビ・カニの博物画と研究最前線～」（2015 年東広
島市）にて初公開するとともに、一部を総合博物館本館にお
いて常設展示中である。

関連文献・資料
1. 佐藤勝（2015）：佐藤月二先生を偲んで. 広島大学東
雲同窓会報，128（1）.

03. 佐藤月二理科教育コレクション
標本点数：約 5,800 点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：展示情報・研究企画部門
標本内訳：貝類・動物剥製・植物・書籍・その他

貝類

鳥類剥製

貝類
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亜鉛凸版

標本紹介：この亜鉛凸版は、学校教育学部（現：教育学
部）教授などを歴任した佐藤月二氏が収集したもので、
2015 年にご子息の佐藤靖彦氏より寄贈された理科教育
コレクションの一部である。昭和一桁から昭和 30年代
に生まれた日本の動物プランクトン研究者であれば、
必ず一度は目にしたことがあるであろう、森喬以
（Takamochi Mori）の著書「The pelagic Copepoda 
from the neighbouring waters of Japan （1937）」のプ
ランクトン図版の亜鉛製の凸版原版である。本書は日
本のカイアシ類学、プランクトン学の歴史における金
字塔であり、田中於菟彦（Otohiko Tanaka）著「The 
pelagic copepods from the Izu region, Middle Japan. 
Systematic account I～XIII （1956～1965）」シリーズ
と並んで日本産カイアシ類の分類学的基礎資料として
世界的に評価されている。森は 1945 年 8月 6日に原爆
によって広島市で亡くなっている。森の所有していた
標本、データ、原稿、その他の所有品などは消失したと
考えられていたが、2015 年 1 月、戦後 70 年という節目
に際して、このモノグラフの図版の亜鉛凸版が本博物
館の資料調査中に再発見された。総合博物館からカイ
アシ類の分類学を研究する生物圏科学研究科の大塚
攻教授に照会し明らかになった。本コレクションは、総合

博物館第 9 回企画展「海の博物誌～エビ・カニの博物
画と研究最前線～」（2015 年東広島市）にて初公開する
とともに、一部を総合博物館本館において常設展示中
である。

関連文献・資料
1. 大塚攻・清水則雄・佐藤大規・佐藤靖彦（2015）：原
爆を乗り越えて : 森喬以の浮遊性カイアシ類モノ
グラフ亜鉛凸版の奇跡的な再発見．日本プランクト
ン学会報，62（2），123-128．

04. 佐藤月二理科教育コレクション　亜鉛凸版
標本点数：76 点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：展示情報・研究企画部門
標本内訳：亜鉛凸版

標本紹介：教育学研究科自然システム教育学講座より
寄託されている。トキやタンチョウといった鳥類とイ
ノシシなど哺乳類の剥製より成るコレクションである。
いずれも来歴は詳らかではないが、この内、トキとタン
チョウは戦前、すなわち広島県師範学校もしくは広島
県三原女子師範学校の時代に購入もしくは制作したも
のと考えられる。一部を総合博物館本館において常設
展示中である。

05. 教育学研究科剥製コレクション
標本点数：20 点
管理部局：教育学研究科自然システム教育学講座
収蔵場所：教育学研究科自然システム教育学講座収蔵室
標本内訳：鳥類・哺乳類

□糞虫標本
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タンチョウハヤブサイノシシ

標本紹介：本コレクションは、鳥類と哺乳類の剥製お
よび骨格標本で構成される。大部分が東広島キャンパス
およびその周辺地域において取得された動物の遺骸を
剥製にしたものであるが、一部寄贈をされたもの（オニ
オオハシなど）や博物館が購入したものも含まれる。
なお、骨格標本には、スナメリおよびヒトスジキュウ
リイシなどがある。大部分が本館において常設展示さ
れており、教育普及のための重要な展示物となってい
る。総合博物館第 4 回企画展「里山のめぐみ～生物多様
性を育む世界～」（2010 年東広島市）で展示公開すると

ともに、中央図書館サテライト館においても一部を常
設展示中である。

06. 総合博物館所蔵動物剥製コレクション
標本点数：21 点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：展示情報・研究企画部門
標本内訳：鳥類・哺乳類

スナメリニホンキツネ

オニオオハシ
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標本紹介：本標本は、井上貴央氏（当時、鳥取大学医学
部教授）より寄贈されたもので、インドゾウ Elephas 
maximus indicus Cuvier, 1798 （アジアゾウの 1亜種）
の幼若個体の全身骨格標本である。1953 年頃に当時鳥
取大学医学部解剖学教室教授であった小片保氏が京
都科学標本株式会社（現：京都科学株式会社）から購入
したものである。小片氏は、ヒトの進化を解剖学の立場
から追求した日本を代表する人類学者のひとりとして
著名で、現在、新潟大学医学部には「小片コレクション」
として、縄文人骨 400 体をはじめ、ペルーのプレインカ
人骨 200 体に及ぶ標本が保存されている。このゾウの

骨格標本は、小片氏が新潟大学に転出後も鳥取大学医
学部で保管され、後任の井上氏のもとで教育・研究に
活用されてきた。

07. アジアゾウ全身骨格標本（小片保標本）
標本点数：1 点（全身）
管理部局：総合博物館
収蔵場所：展示情報・研究企画部門
標本内訳：全身骨格

アジアゾウ全身骨格標本（頭部）

標本紹介：バードカービングとは、野鳥彫刻を指す。
本コレクションは、2013 年に松長由岐子氏（バード
カーバー、広島県在住）より寄贈された。松長氏は、約30
年に渡ってバードカービングの制作を続けており、当
館に寄贈された作品は、数点を除き松長氏がこの期間
に制作したものである。氏の作品はいずれもまるで生
きているかのように精巧かつ繊細である。制作にあ
たっては、鳥の図鑑だけでは細かな部分を把握するこ
とができないため、野生の鳥や剥製などを丹念に観察
しており、一つ一つの作品にかける制作時間や制作に
対する情熱は並大抵のものではなかったと推察され
る。その中でもシロフクロウは、アメリカにおいて最
も権威のある「WAPD WORLD CHAMPIONSHIP」
において「NOVICE 6 部門総合 3位（イエローリボン）」
入賞と世界で評価されたものである。さらにこの他に
も数点の作品が、国内外の様々なコンクールで受賞し
ている。
　バードカービングは、博物館における展示物として

も大変有用で、寄贈記念展示「野鳥を彫る－バード
カーバー松長由岐子の世界」（2014 年 2－3 月）は、好評
を博した。一部を総合博物館本館において常設展示中
である。

関連文献・資料
1. 広島大学総合博物館（2014）：広島大学が誇るお宝
紹介「松長バードカービングコレクション」. 広島大
学総合博物館ニューズレターHUM-HUM，8，15.

08. 松長バードカービングコレクション
標本点数：37 点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：展示情報・研究企画部門
標本内訳：野鳥彫刻

展示風景
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ヤマセミ シロフクロウアカゲラ

標本紹介：本コレクションは、博物館が収集した標本
に教育学研究科自然システム教育学講座・生物圏科学
研究科水圏資源生物学研究室・同研究科水産増殖学研
究室・同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から移管された標本を加え
たものである。広島大学の前身校のひとつである三原
女子師範学校が戦前に収集した魚類標本 164 点、大隅
諸島鹿児島県口永良部島の海産魚類標本 744 点、広島
県東広島市安芸津町で採集された海産魚類標本 30 点
のほか、日本産魚類 304 種 1,559 点および海外産 7種 8
点、総計 311 種 1,567 点である。本コレクションは、総合
博物館第 3回企画展「豊かな里海瀬戸内海ものがたり」
（2009年広島市）、広島大学出前博物館「母なる里海　瀬
戸内海」～自然と人間生活の共生をめざして～」（2011
年竹原市）、海フェスタおのみち連携企画展／総合博物
館第6回企画展「ワンダーシー・瀬戸内海の魅力」（2012
年三原市／福山市）にて展示を行った。一部を総合博物
館本館において常設展示中である。

関連文献・資料
1. N. Shimizu・Y. Sakai・H. Hashimoto and K. 
Gushima（2006）：Terrestrial Spawning of the 
Rockhopper Blenny Andamia tetradactyla 
（Pieces; Blenniidae） on Supralittoral Reefs. 

Journa l  o f  Zoo logy （London），269，357-364.
　doi/10. 1111/j. 1469-7998. 2006. 00113. x

2. 清水則雄・河田晃大・松浦靖浩・重田利拓・坂井陽一・
橋本博明・大塚攻（2009）：瀬戸内海大崎上島沿岸
域より採集された熱帯・暖海性魚類ソウシハギ
Aluterus scriptus（カワハギ科 Monacanthidae）: 来
遊背景の一考察.  広島大学総合博物館研究報告，1， 
85-89.

3. 重田利拓・清水則雄（2010）：瀬戸内海初記録の
ババガレイ Microstomus achne（カレイ目）.  広島
大学総合博物館研究報告，2，53-56.

4. 清水則雄・坂井陽一（2012）：三津湾の浅海魚類相‐
生態に関する記述を中心として‐. 『安芸津町史 - 通
史編』東広島市教育委員会 , 東広島市 .

5. 重田利拓・薄浩則・冨山毅・坂井陽一・斉藤英俊・
清水則雄（2013）：瀬戸内海山口湾における絶滅危
惧種アオギス Sillago parvisquamis（キス科）の標本
に基づく生息と繁殖の確認 . 広島大学総合博物館研
究報告，6，21-28.

6. 木村祐貴・新野洋平・坂上嶺・佐々木司・清水則雄
（2014）：広島大学総合博物館に収蔵された魚類標本：
1909-2013 年. 広島大学総合博物館研究報告，6，71-99.

09. 魚類標本
標本点数：1,567 点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：展示情報・研究企画部門
標本内訳：魚類標本

ハオコゼ キュウセン タツノオトシゴ



Material and Specimen

8

Ⅰ 

動
物  A

nim
als

標本紹介：中国地方の池川と瀬戸内海沿岸域の魚類
を描いた絵画 48 点。本学生物圏科学研究科卒業生で、

環境科学株式会社大阪事務所に勤務されていた相本
篤志氏のお申し出により、本博物館の企画展等で活用
する目的で寄託。海フェスタおのみち連携企画展／総
合博物館第 6 回企画展「ワンダーシー・瀬戸内海の魅
力」（2012 年三原市／福山市）にてデジタル化し、展示
物、配布物のデータとして活用している。

10. 魚類標本絵図
標本点数：48 点
管理部局：総合博物館（寄託）
収蔵場所：展示情報・研究企画部門
標本内訳：絵画

標本紹介：本模型は、瀬戸内海の自然の浄化槽として
の干潟の機能を視覚的に理解するために、広島県を代
表する自然干潟である竹原市の賀茂川河口干潟（ハチ
の干潟）を立体的に再現した模型である。干潟上部には、
干潟を生息場所として利用するカブトガニや様々な甲
殻類、魚類、鳥類の剥製やレプリカを配し、多くの貴重
な生物の生息場所を提供している点を表現している。
また、側面には、アサリやマテ貝などの様々な貝類やス
ナモグリ、タマシキゴカイなどの底生生物の巣穴の断
面を表現し、生物撹拌による酸素供給によって干潟土
壌中の嫌気層が酸素を含んだ好気層に変化すること、
微小生物による海水の浄化が機能する様子などを表現

している。本模型は、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の
大塚攻教授の監修のもと、総合博物館スタッフが干潟に
て資料の採集を行い、製作を専門業者に委託した。2006
年の総合博物館開館時より常設展示中であり、里海展示
の中核を担っている。

11. 干潟のジオラマ
標本点数：1 点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：展示情報・研究企画部門
監　　修：大塚攻（生物圏科学研究科）
資料収集：清水則雄、越智雄一郎、東出遼介
　　　　　上野大輔、大河内浩子
制　　作：西尾製作所（京都 2006）

クロダイ オイカワ

本館
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標本紹介：本模型は 2011-2012 年度科学研究費補助金
若手研究（B）「絶滅危惧種トビハゼの保全に向けて大
学博物館が取り組む環境教育プログラム」（研究課
題番号：23701022　代表：清水則雄）の成果報告の一
部として製作した。また、平成 24 年度広島大学学芸員
養成プログラムの博物館実習 1の一環として実施した
出前博物館「命のゆりかご～豊かな里海のいきものた
ち～」の目玉展示として展示公開を行った。本模型は

瀬戸内海に生息する絶滅危惧種トビハゼの巣穴の構
造、求愛のダンス、雄間闘争などの同種の生態を視覚
的に理解できるよう表現を行っている。本模型は、総合
博物館第 8回企画展「学術模型が拓く研究の最前線－広
島大学のチカラ PART2」（2014 年東広島市）において
も展示公開を行い、一部を総合博物館本館にて常設展
示中である。

関連文献・資料
1. 清水 則雄・内藤順一・大塚攻・坂井陽一・橋本博明
（2011）：準絶滅危惧ハゼ科トビハゼ Periophthalmus 
modestus の広島県における現状. 広島大学総合博物
館研究報告，3，97-102.

12. トビハゼの生息する干潟のジオラマ
標本点数：2 点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：展示情報・研究企画部門
標本内訳：模型
監　　修：清水則雄（総合博物館）
製　　作：三澤はじめ（2011）

□●●● □●●●

標本紹介：本標本は、2012 年度広島大学地域連携推進
事業タイプ B（地域協働型）「東広島市における国の特
別天然記念物オオサンショウウオの分布調査と教育普
及活動」（代表：清水則雄）、2014-2016 年度科学研究費
補助金若手研究（B）「天然記念物オオサンショウウオの
保全に向けて大学博物館が開発する環境教育プログラ
ム」（研究課題番号：26870400　代表：清水則雄）にお
ける調査及び同種の年齢査定に関する共同研究（広島
市安佐動物公園）の研究標本として収集されたもので
ある。年齢査定に関する標本は「絶滅のおそれのある野
生動植物の種の保存に関する法律施行規則第５条第２
項第１号の規定」に基づき、届出（通知）を行い環境大臣

より譲り受け許可を受けた標本である。広島市安佐動
物公園にて産卵・孵化し成長後、死亡した個体（実年齢
が判明している個体）を同園及び、同園より展示・繁殖
用に送られた島根県瑞穂ハンザケ自然館、宮城県マリ
ンピア松島水族館等の全国の飼育施設より譲り受けた
標本である。同種は中国山地を中心に分布する日本固
有種であり標本は貴重である。特に既存の研究で年齢
が明らかとなっていない同種にとって実年齢の判明し
た学術標本は極めて重要な標本である。

関連文献・資料
1. 山﨑大海・清水則雄・土岡健太・上田進・高松哲男・
佐藤捷德・桑原一司（2013）：東広島市豊栄町に生
息する国の特別天然記念物－オオサンショウウオの
保全に向けた実践的研究.  広島大学総合博物館研究報
告，5，29-38.

13. 国の特別天然記念物オオサンショウウオAndrias japonicus の標本
標本点数：24 点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：展示情報・研究企画部門
標本内訳：剥製・乾燥標本・液浸（ホルマリン）・冷凍標本
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　研究報告，5，29-38.
2. 山﨑大海・清水則雄（2015）：『オオサンショウウオ
がいるらしい』東広島市教育委員会.

□1387

□2546

□2548

□2977
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Material and Specimen

標本紹介：2011年 5月及び2012年 8月に半島マレーシ
アのペラ州にあるテメンゴール森林保護区（5̊24'‒5̊34' 
N, 101̊33'‒101̊39' E, 標高 400‒1000 m）において、広島
大学大学院総合科学研究科の保坂哲朗博士研究員（当
時。ただし 2012 年に首都大学東京に異動）と新納雅裕
修士課程学生（当時）によって採集された食糞性コガネ
ムシ類（いわゆるフン虫）の標本である。トラップはピッ
トフォールで誘引物には人糞を用いた。また一部のフ
ン虫は、調査地に落ちていたゾウ糞を切り崩して採集を
行った。このうち、Ochicanthon niinoi, Ochicanthon 
okudai およびMicrocopris hosakai（以上コガネムシ科）
は新種として記載されている（Ochi & Kon, 2014）。本
研究は環境省総合推進費による「生態系サービスから
みた森林劣化抑止プログラム（REDD）の改良提案とそ
の実証研究」（D1005、奥田敏統教授（総合科学部）代表）
の一部として実施された。本コレクションは、総合博物
館第 3回ふむふむギャラリー「蝶とフン虫～新着 昆虫
コレクション」（2014 年東広島市）にて公開展示を実施
した。

関連文献・資料
1. Tetsuro Hosaka, Masahiro Niino, Masahiro Kon, 
Teruo Ochi, Toshihiro Yamada, Christine D. 
Fletcher, Toshinori Okuda. 2014. Impacts of 
small-scale clearings due to selective logging on 
dung beetle communities. Biotropica 46: 720-731. 
DOI: 10. 1111/btp. 12158

2. Toshihiro Yamada, Masahiro Niino, Satoru 
Yoshida, Tetsuro Hosaka, Toshinori Okuda. 2014. 

Impacts of Logging Road Networks on Dung 
Beetles and Small Mammals in a Malaysian 
Production Forest: Implications for Biodiversity 
Safeguards. Land 3: 639-657. doi: 10. 3390/land3030639.

3. Tetsuro HOSAKA, Masahiro KON, Teruo OCHI, 
Toshinor i  OKUDA, Toshih iro YAMADA, 
Elizabeth BUTOD, Laurence G. KIRTON. 2013. 
Responses of dung beetles to logging under 
Selective Management System in Peninsular 
Malaysia. Malayan Nature Journal 65: 54-60.

4. Masahiro Niino, Tetsuro Hosaka, Masahiro Kon, 
Teruo Ochi ,  Toshihiro Yamada, Toshinori 
Okuda. 2014. Diel flight activity and habitat 
pre ference o f  dung beet les  （Coleoptera :  
Scarabaeidae）in Peninsular Malaysia. Raffles 
Bulletin of Zoology 62: 795-804.

5. Tetsuro Hosaka; Masahiro Niino; Masahiro Kon; 
Teruo Ochi ;  Toshihiro Yamada; Christ ine 
Fletcher; Toshinori Okuda. 2014. Effects of 
logg ing road networks on the eco log ica l  
functions of dung beetles in Peninsular Malaysia.  
Forest Ecology and Management 326:18-24.  
doi:10. 1016/j.foreco. 2014. 04. 004.

6 . T .  Hosaka ,  T .  Yamada ,  T .  Okuda .  2014 .  
Road-networks, a practical indicator of human 
impacts on biodiversity in Tropical forests. IOP 
Conference Series Earth and Environmental Science 
18: 012092. doi:10. 1088/1755-1315/18/1/012092.

7. Tetsuro HOSAKA. 2013. The dung beetle ‒ an 
effective biological indicator. Pp. 14-16 in Toshinori 
OKUDA &  To sh i h i r o  YAMADA （eds .） 
Comprehensive standards for the good practice of 
REDD plus in Asian Tropics. Tanaka Print Co., Ltd.

01. 半島マレーシア産食糞性コガネムシ類
標本点数：2,388 点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：展示情報・研究企画部門
標本内訳：乾燥昆虫標本（ドイツ箱）
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 REDD plus in Asian Tropics. Tanaka Print Co., Ltd.
8. 保坂哲朗．2015．伐採道とフン虫と種子散布―熱帯
生産林における生物多様性保全に向けて―．熱帯生
態学会 News Letter （in press）

9.Ochi Teruo and Masahiro Kon. 2014. Notes on 

the coprophagous scarab-beetles （Coleoptera, 
Scarabaeidae） from Southeast Asia （XXIII）. Two 
new species of Ochicanthon and one new species 
of Microcopris from the Malay Peninsula .  
KOGANE 16: 79-89.

標本紹介：本コレクションは、愛好家である沖徹氏か
ら広島大学大学院生物圏科学研究科の本田計一教授
に寄贈され、その後、総合博物館に移管された。我が国、
日本列島に生息する蝶を中心とする 1,020 点の蝶の標
本から成る。一般的な種から希少な種まで収集されて
いる本コレクションには、現在では個体数が急激に減
少し、種の保存条約に指定されたヒョウモンモドキの
標本もある。ヒョウモンモドキはかつて日本各地に生
息していたが、現在では東広島市の一部にのみその姿
を残すこととなった蝶で、この蝶の標本は学術的にも
極めて重要であるといえる。本コレクションは、総合博

物館第 3回ふむふむギャラリー「蝶とフン虫～新着 昆
虫コレクション」（2014年東広島市）にて公開展示を実施
した。

02. 沖徹蝶類コレクション
標本点数：1,020 点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：展示情報・研究企画部門
標本内訳：日本産を中心とした蝶類標本
　　　　　乾燥昆虫標本（ドイツ箱）

標本紹介：広島大学東広島キャンパスにおいて、2013
‐2015 年にかけて、生物圏科学研究科大学院生の山本
晃弘氏（当時、文学部人文学科学部生）によって収集さ
れたトンボ標本である。キャンパス内の生物相調査に
付随して行われた調査に際して収集されたものである。
東広島市で見られる種の6割以上を収集しており、キャ
ンパスの多様な生息環境の存在を裏付けている。また、
そのうち6種は環境省レッドリストまたは広島県レッ
ドデータブックに選定されており、キャンパスに残る
自然が希少種の生息環境としても重要であることを示
す貴重な資料である。

03. 広島大学東広島キャンパス蜻蛉コレクション
標本点数：130 点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：展示情報・研究企画部門
標本内訳：昆虫標本
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標本紹介：中坪孝之氏（生物圏科学研究科教授）・河合
幸一郎氏（生物圏科学研究科教授）・税所康正氏（工学研
究院准教授）・山内健生氏（兵庫県立人と自然の博物館
主任研究員）から寄託されている昆虫標本である。主と
して東広島キャンパスで採集されたものである。2006
年の総合博物館本館開館より常設展示中である。

関連文献・資料
1. 中坪孝之・清水則雄・渡辺一雄（2010）：大学キャ
ンパスの昆虫相（2）- 広島大学東広島キャンパス -. 
昆虫と自然， 45（9）， 22-24.

04. 広島大学キャンパスの昆虫コレクション
標本点数：200 点
管理部局：総合博物館（寄託）
収蔵場所：展示情報・研究企画部門
標本内訳：蝶・トンボ・セミ・水生昆虫
　　　　　乾燥昆虫標本（ドイツ箱）

□9847

関連文献・資料
1. 青山幹男・山本晃弘・福永みちる・中坪孝之（2014）：
広島大学東広島キャンパスのトンボ相. 広島大学総
合博物館研究報告，6，51-60.
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標本紹介：広島大学植物標本庫は、国際植物分類学連
合に登録された標本庫であり、国際標本庫標準略号
HIROが付与されている。本標本庫は 1929 年に堀川芳
雄教授が広島高等師範学校教授として着任以来、同教
授ならびに研究室スタッフ、学生、共同研究者らによっ
て収集・研究された標本類ならびに国内外の研究機
関、研究者との交換によって得られた標本類が主要部
分をなしている。標本は東広島キャンパスと宮島自然
植物実験所に分けて保管されており、東広島キャンパ
スには、コケ植物（蘚苔類）約 600,000 点、地衣植物（地
衣類）約 20,000 点、維管束植物約 10,000 点、変形菌類約
1,000 点が保管されている。とくにコケ植物の標本数は
全国国立大学ランキング 1位であり、約 1,100 点のタイ
プ標本も含まれていて、学術的に高い価値を有してい
る。宮島自然植物実験所には、コケ植物・地衣植物約
50,000 点、維管束植物約 300,000 点が保管されている。
とくに広島県を中心とした中国地方西部や琉球列島の
維管束植物の標本が多く含まれていて、学術的に重要
である。本標本庫を特色付けるコレクションには以下
のものがある。

関連文献・資料
1. Ando, H. 1956-58. The Hypnum species restricted to 
Japan and adjacent areas,(1)-(3). J. Sci. Hiroshima Univ., 
ser. b, div. 2, 7: 148-152; 8: 1-18; 8: 169-208.

2. Ando, H. 1972a. Distribution and speciation in the 
genus Hypnum in the Circum-Pacific region. J. Hattori 
Bot. Lab. 35: 68-98.

3. Ando, H. 1972b, 1973, 1977. Studies on the genus 
Hypnum Hdew.(I)-(III). J. Sci. Hiroshima Univ., ser. b, 
div. 2, 14: 53-73; 14: 165-207; 16; 1-46.

4. 安藤久次・関 太郎・神田啓史・出口博則・松本こずえ
. 1975. 厳島（宮島）の蘚苔類 . 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. 333-375 + pls. XLIV-XLV. 宮島町 , 
広島 .

5. Deguchi, H. 1982. Neomeesia DEGUCHI, a new 
genus of the family Meesiaceae, from southern 
South America. Bull. Natn. Sci. Mus., Tokyo, ser. B, 
9: 143-148.

6. Deguchi, H. 1984. Studies on some Patagonian 
species of Grimmiaceae (Musci, Bryophyta). In H. 
Inoue (ed.): Studies on Cryuaptogams in Southern 
Chile. Pp. 17-72. Kensei-sha, Tokyo.

7. Deguchi, H. 1987. Studiesn on some Peruvian 
species of the Grimmiaceae (Musci, Bryophyta). In 
H. Inoue (ed.): Studies on Cryptogams in Southern 
Peru. Pp. 19-74. Tokai University Press, Tokyo.

8. Deguchi, H. 1991. A list of moss collection made 
during the expeditions to Chile in 1981 and 1987. 
Bull. Natn. Sci. Mus., Tokyo, ser. B, 17: 15-34, 67-83.

9. Deguchi, H. & Oginuma, K. 1990a. Chromosome 
numbers of seven Chilean mosses. Bull. Natn. Sci. 
Musc., Tokyo, ser. B, 16: 105-108.

10. Deguchi, H. & Oginuma, K. 1990b, Cytological 
studies on some Chilean mosses. Lindbergia 15: 
87-90.

11. Deguchi, H. & Inoue, H. 1981. Lake moss-balls 
found in Tieera del Fuego and Brunswick 
Peninsula, southern South America. Bull. Natn. Sci. 
Mus., Tokyo, ser. B, 8: 145-150.

12. 出口博則・山口富美夫 .  1996.  広島大学理学部
生物科学科収蔵蘚苔類基準標本目録（2）.  広島大学
博物館研究報告 2: 61-65.

13. 土井美夫 . 1983. 広島県植物目録 . 148 pp. 博新舘 , 
広島 .

14. 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 .

15. 広島市植物公園（編）. 2005. 高木リスト , 広島県産高
等植物目録 . 広島市植物公園紀要 22, 23: 5-129.

16. Horikawa, Y. 1929-1933. Studies on the Hepaticae 
of Japan. I-VIII. Sci. Rep. Tohoku Imp. Univ. ser. 
4, 4: 37-72; 4: 395-429; 4: 623-650. J. Sci. Hiroshima 
Univ. ser. b, div. 2, 1: 13-35; 1: 55-76; 1: 77-94; 1: 
121-134; 1: 197-205.

17. Horikawa, Y. 1934. Monographis hepaticarum 
australi-japonicarum. J. Sci. Hiroshima Univ. ser. 
b, div. 2, 2: 101-325.

18. Horikawa, Y. 1934-1936, 1950, 1951. Symbolae 
florae bryophytae orientali-asiae et micronesiae, 
I-XII. Bot. Mag. Tokyo 48: 452-462; 48: 599-609; 48: 
708-719; 49: 49-59; 49: 211-221; 49: 588-595; 49: 
671-678; 50: 201-206; 50: 380-385; 50: 556-561. 
Hikobia 1: 30-36; 1: 78-100.

01. 広島大学植物標本庫（HIRO）植物標本コレクション
標本点数：約630,000点（東広島キャンパス保管分）
　　　　　約350,000点（宮島自然植物実験所保管分）
管理部局：理学研究科
収蔵場所：広島大学植物標本庫
標本内訳：乾燥標本
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19. Horikawa, Y. 1935, 1936, 1939, 1940. Contributions 
to the bryological flora of Eastern Asia,(I)-(VII). J. 
Jap. Bot. 11: 410-419; 11: 499-508; 11: 761-767; 12: 
19-27; 12: 666-673; 15: 359-368; 16: 163-171.

2 0 . Hor ikawa ,  Y .  1951 ,  1952 ,  1954 .  Trop ica l  
bryophytes in the Japanese Archipelago, I-III. J. 
Sci. Hiroshima Univ. ser. b, div. 2, 6: 27-38; 6: 
63-103; 6: 273-279.

21. Horikawa, Y. 1955a. Distributional studies of 
bryophytes in Japan and the adjacent regions. 
Hiroshima Botanical Club, Hiroshima.

22. Horikawa, Y. 1955b. Mosses. In H. Kihara (ed.), 
Fauna and Flora of Nepal Himalaya, vol.1: 65-71.

23. Horikawa, Y. 1972, 1973. Atlas of the Japanese 
Flora. Vol. I and II. Gakken Co., Ltd., Tokyo.

24. Horikawa, Y. & Ando, H. 1957. Phytogeographical notes 
on Hypnum subimponens Lesq. and H. dieckii Ren. et 
Card. J. Jap. Bot. 32: 225-231.

25. Horikawa, Y. & Ando, H. 1961. Mosses of the Ongul 
Islands collected during the 1957-1960 Japanese 
Antarctic Research Expedition. Hikobia 2: 160-178.

26. Horikawa, Y. & Ando, H. 1963. A review of the 
Antarctic species of Ceratodon described by 
Cardot. Hikobia 3: 275-280.

27. Horikawa, Y. & Ando, H. 1964. Contributions to 
the moss flora of Thailand. Nature and Life in 
Southeast Asia 3: 1-44.

28. Horikawa, Y. & Ando, H. 1967. The mosses of the 
Ongul  and adjo in ing coasta l  areas of  the 
Antarctic continent. JARE Sci. Rep., Special Issue 
1: 245-252.

29. Horikawa, Y. & Seki, T. 1960. Studies on the genus 
Brotherella in Japan, 1. Hikobia 2: 75-98.

30. 堀川芳雄・鈴木兵二 . 1954. 尾瀬地方産ミズゴケ類の生
態 . 尾瀬ヶ原総合学術調査団研究報告 : 498-536.

31. 犬丸 愨 . 1963. 日本及び隣接地におけるヒロツメゴケ
モドキとその分布について . 植物研究雑誌 38: 169-170.

32. 岩月善之助・出口博則 .  1995.  広島大学理学部生物科
学科収蔵蘚苔類基準標本目録 .  広島大学研究・教育
総合資料館研究報告 1: 45-88.

33. Kashiwadani, H. 1970. Lichens of the Prince Olav Coast, 
Antarctica. JARE Sci. Rep. ser. e, 30.

34. Lewinsky, J. & Deguchi, H. 1989. Orthotrichum 
truncatum Lewinsky & Deguchi, sp. nov. from Chile, 
and a new record for O. macrosporum Lewinsky. 

Bryologist 92: 216-218.
35. 河毛周夫 . 1974. 南備後植物誌 . 107+40 pp. 内外
印刷, 広島 .

36. 村越三千男 . 1933. 内外植物原色大図鑑 . 1-13 巻 . 内外
植物図鑑刊行会 , 東京 .

37. 村越三千男. 1938. 図説植物辞典. 中文館, 東京 .
38. 中西 稔・生塩正義・井上正鉄 . 1975. 厳島（宮島）の地
衣類 . 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. 
377-393 + pls. XLVI-XLVII. 宮島町, 広島 .

39. Nakano, T. 1971. Subaerial algae of Patagonia, South 
America, I. Bull. Biol. Soc. Hiroshima Univ. 38: 2-12.

40.Ochyra, R. & Deguchi, H. 1999. Ditrichum gemmiferum 
in Chile (Musci, Ditrichaceae). Fragm. Flor. Geobot. 44: 
509-511.

41. Seki, T. 1968. A revision of the family Sematophyllaceae 
of Japan with special reference to a statistical 
demarcation to the family. J. Sci. Hiroshima Univ. ser. b, 
div. 2, 12: 1-80.

42. Seki, T. 1973. Sematophyllaceae. In A. Noguchi (ed.), 
Mosses of Malaya collected by Dr. Hiroshi Inoue. Bull. 
Nat. Sci. Mus. Tokyo 16: 301-302.

43. Seki, T. 1974. A moss flora of Provincia de Aisen, Chile 
-- Results of the Second Scientific Expedition to 
Patagonia by Hokkaido and Hiroshima Universities, 
1967. J. Sci. Hiroshima Univ. ser. b, div. 2, 15: 9-10.

44. 関 太郎. 1984. 越智一男氏（1909-1979）―日本の蘚苔
類学発展の一礎石としての生涯 . Hikobia 9: 165-172.

45. 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 .

46. 関 太郎・田丸豊生・松村雅文. 1997. 河毛周夫氏寄贈
植物標本 I. シダ植物標本目録. 広島大学博物館研究報
告 3: 11-39.

47. 品田泰・田中隆莊・荻沼一男. 1985. 広島市の原爆爆
心地近くに生存したエノキ老木の年輪観察. 電力中
央研究所調査資料No.48501: 1-15.

48. Suzuki, H. 1955. A list of Sphagnum species from 
Hokkaido with description of the new additions to 
Japanese flora. J. Sci. Hiroshima Univ. ser. b, div. 2, 7: 
63-89.

49. Suzuki, H. 1958. Taxonomical studies on the Subsecunda 
group of the genus Sphagnum in Japan, with special 
reference to variation and geographical distribution. Jap. 
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eeds 2013 年 3 月に学術標本共同資料館が開館し、植物標本や岩石・化石・鉱物標本が収蔵されています。資料館には、
広島大学植物標本庫（HIRO）の標本資料室が設置され、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・
生態学研究室を中心に長年に渡り収集された蘚苔類等の標本約 30 万点の標本が収蔵されています。

標本紹介：広島高等師範学校教授であった堀川芳雄が、
広島文理科大学講師に就いて植物分類学講座を担当

した 1931 年頃から、1966 年に広島大学を退官するま
での 35年間に収集したコレクションで、一部は原爆や
疎開時の輸送中に消失・紛失した。研究・教育をとお
して、自身が採集した標本ならびに共同研究者、指導
学生、指導にあたった在野の研究者によって採集され
た蘚苔類標本約 7 万点からなる。この中で最も特色あ

01-01. 堀川芳雄蘚苔類コレクション
標本点数：約70,000点
管理部局：理学研究科
収蔵場所：広島大学植物標本庫
標本内訳：コケ植物・地衣植物標本

　 J. Bot. 16: 227-268.
50. Suzuki, H. 1972. Distribution of Sphagnum species in 
Japan and an attempt to classify the moors basing on 
their combination. J. Hattori Bot. Lab. 35: 3-24.

51. 高柳悦三郎. 1912. 普通植物検索表準拠植物図解. 正

文館 , 東京 .
52. 竹田孝雄 . 1987. 広島県のシダ植物. 博新館, 広島.
53. Yamaguchi, T. 1993. A revision of the genus 
Leucobryum (Musci) in Asia. J. Hattori Bot. Lab. 73: 
1-123.

植物標本庫 1 植物標本庫 2
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標本紹介：鈴木兵二博士は、日本産ミズゴケ科蘚類の
分類学の先鞭をつけた研究者である。博士は北海道か
ら南西諸島にいたる主な湿原で精力的に調査をされ、
それらの調査研究の成果は、多数の論文として公表さ
れてきた。鈴木兵二ミズゴケコレクションは、北海道

から南西諸島にいたる日本産ミズゴケ属の全種のほか、
ヨーロッパや北米産の種を含む約 15,000 点の標本から
なる。日本産ミズゴケ属については、博士自身が 1947
（昭和 22）年以来 30 余年をかけて各地で採集したもの
である。かつてのミズゴケ湿原は人為的攪乱によって
年々消失あるいは縮小してきている。したがって、この
コレクションは過去の湿原の生態を記録した貴重な資
料となっている。アジア地域で最も充実したミズゴケコ
レクションである。

01-02. 鈴木兵二ミズゴケ科蘚類コレクション
標本点数：約 15,000 点
管理部局：理学研究科
収蔵場所：広島大学植物標本庫
標本内訳：コケ植物・地衣植物標本

標本紹介：安藤久次博士が 1948 年以降に日本、台湾、

ヨーロッパ各地で採集した標本と、国内外の研究機関、
研究者から寄贈、同定依頼または交換用として送られ
てきた標本からなっている。標本の多くは安藤博士が
専門としていたハイゴケ属蘚類であり、分布域のほと
んどを網羅しており、学術的価値も極めて高い。

01-03. 安藤久次蘚苔類コレクション
標本点数：約 12,000 点
管理部局：理学研究科
収蔵場所：広島大学植物標本庫
標本内訳：コケ植物・地衣植物標本

標本紹介：出口博則博士が 1968 年以降に日本、東～東
南アジア、ヨーロッパ、南米各地で採集した標本からな
る。出口博士が分類学的再検討を行ったギボウシゴケ
科蘚類、南米パタゴニアの調査で採集した標本は学術
的重要な資料である。

01-04. 出口博則蘚苔類コレクション
標本点数：約 30,000 点
管理部局：理学研究科
収蔵場所：広島大学植物標本庫
標本内訳：コケ植物・地衣植物標本

るものは、堀川による一連の東亜の苔類の分類・地理
学的研究の基礎となった基準標本を含む標本群で、こ
れらの標本を基にして、多数の論文が生み出された。
また、戦前に採集され、政治的、生育地消失等の理由に

より、現在では調査できない地域の標本を含むことな
ど、広島大学の蘚苔類標本の中で最も重要な標本群を
なす。

堀川コレクション（タイプ標本） 堀川コレクション（タイプ標本の拡大）
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標本紹介：日本の苔類を研究されていた尼川大録博士
のコレクションであり、尼川博士の遺族から広島大学

植物標本庫に寄贈された約 7,500 点の標本からなる。
日本国内に産する苔類の大部分を網羅し、数十種にお
よぶ基準標本を含んでいる。博士の研究材料であったツ
ボミゴケ科、ヒシャクゴケ科、ヤバネゴケ科苔類の標本
は、苔類の分類学的研究に不可欠な重要な資料である。

01-06. 尼川大録苔類コレクション
標本点数：約7,500点
管理部局：理学研究科
収蔵場所：広島大学植物標本庫
標本内訳：コケ植物・地衣植物標本

標本紹介：1957 年の第 1 次南極観測以来、日本の観測
隊員がオングル島およびその付近、キングジョージ島

で採集した標本である。これまで広島大学大学院理学
研究科生物科学専攻植物分類・生態学研究室出身の 18
名が南極観測隊員として参加しており、それらの隊員
が採集した標本が大部分を占めている。南極域の蘚苔
類を研究する上で貴重な資料である。

01-07. 南極産蘚苔類コレクション
標本点数：約1,500点
管理部局：理学研究科
収蔵場所：広島大学植物標本庫
標本内訳：コケ植物・地衣植物標本

標本紹介：犬丸愨博士とその協力者たちが 1947～
1958 年に東北地方から九州地方にわたり採集した標

本からなる。一部は戦前に台湾や朝鮮半島で採集され
た標本も含んでいる。犬丸博士はツメゴケ属、ウラミゴ
ケ属、カブトゴケ属などの分類学的研究をめざし、意欲
的にこれらの採取を行ったことから、標本の大部分は
これら３属が占めている。それらの分類・分布・生態
の資料としての学術的価値が高い。

01-08. 犬丸愨地衣類コレクション
標本点数：約1,500点
管理部局：理学研究科
収蔵場所：広島大学植物標本庫
標本内訳：コケ植物・地衣植物標本

標本紹介：鳥取大学を拠点として、蘚類、ハリガネゴケ
科の研究を展開し、ハリガネゴケの越智として世界に
名を馳せた越智春美博士の研究資料である。これらの
蘚類標本は、博士の退官後しばらく鳥取大学教育学部
に遺されていたが、2001 年に鳥取大学清水寛厚教授の

厚意により、広島大学植物標本庫に移された。越智博士
の蘚類コレクションは、博士自身による採集品と国内
外から標本の同定依頼のために送付された標本からな
る。その中で異彩を放つのは世界のハリガネゴケ科蘚
類の標本で、約 5,000 点ある。80 編余にのぼる蘚類の分
類学的研究の過程で収集された標本からなり、多数の
基準標本を含んでいて、ハリガネゴケの種の概念を理解
する上で、学術的に重要な資料である。

01-05. 越智春美蘚類コレクション
標本点数：約 25,000 点
管理部局：理学研究科
収蔵場所：広島大学植物標本庫
標本内訳：コケ植物・地衣植物標本
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標本紹介：広島大学・北海道大学合同パタゴニア学術
調査隊に参加した関太郎博士（第二次調査隊、1967）と

中野武登博士（第四次調査隊、1969）によって採集され
たコケ植物と地衣植物などの標本からなる。産地はチ
リ北部のアタカマ砂漠から南部のフェゴ島、またアル
ゼンチンのメンドサからマゼラン海峡に至る広い地域
にわたっており、専門家によるコレクションとして大
変重要な資料である。

01-11. 南米パタゴニア産隠花植物標本
標本点数：約 10,000 点
管理部局：理学研究科
収蔵場所：広島大学植物標本庫（宮島自然植物実験所保管）
標本内訳：コケ植物・地衣植物標本

標本紹介：高柳悦三郎氏（1872‒1938）により北海道か
ら台湾にわたる各地で採集された維管束植物の標本
で、遺族より本大学に寄贈された。これらの標本は高
柳氏の友人であった村越三千男氏の有名な「普通植物
図譜」の資料となっている。日本に自生する主要な植
物をほとんど含み、また栽培植物も多く含まれている。
また、台湾の新高山の植物が数多く含まれ、とくに台湾
植物の研究家であった伊藤武夫氏の採集品もあって、
学術的に非常に貴重な資料である。

01-12. 高柳悦三郎コレクション
標本点数：約 4,000 点
管理部局：理学研究科
収蔵場所：広島大学植物標本庫（宮島自然植物実験所保管）
標本内訳：維管束植物標本

標本紹介：越智一男氏（1909‒1979）が愛媛県を中心に
収集した標本である。桜井久一博士は越智氏の標本に

もとづいて多くの新種を記載している。越智氏から同
定のため送られた標本を含む牧野標本館所蔵の桜井
コレクションとあわせて、学術的に大変重要なコレク
ションである。越智春子夫人並びにご遺族から本学に
寄贈された。越智氏の略歴については関（1984）でまと
められている。

01-10. 越智一男蘚苔類コレクション
標本点数：約4,000点
管理部局：理学研究科
収蔵場所：広島大学植物標本庫（宮島自然植物実験所保管）
標本内訳：コケ植物・地衣植物標本

標本紹介：関太郎博士が 1956 年以降に日本各地で採
集した標本と、内外の研究者から送られてきた標本か
らなっている。本コレクションにはハシボソゴケ科蘚
類の標本約 6,000 点が含まれ、とくに熱帯アジアの資
料が多い点で大変重要な資料である。

01-09. 関太郎蘚苔類コレクション
標本点数：約30,000点
管理部局：理学研究科
収蔵場所：広島大学植物標本庫（宮島自然植物実験所保管）
標本内訳：コケ植物・地衣植物標本
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県で採集した標本で、「広島県植物目録」（土井 1983）の
資料となっている。鈴峯女子高校生物教室に収蔵され
ていたが、本学に寄贈された。多くの専門家により同定
された標本が含まれ、学術的に貴重な資料である。

01-14. 土井美夫維管束植物コレクション
標本点数：約 6,000 点
管理部局：理学研究科
収蔵場所：広島大学植物標本庫（宮島自然植物実験所保管）
標本内訳：維管束植物標本

標本紹介：河毛周夫氏が広島県東部を中心に採集した
標本で、「南備後植物誌」（河毛 1974）などの資料となっ
ている。1996 年に本学に寄贈された。現在では見られ
ない植物の標本も含まれ、学術的に貴重な資料である。
コレクションの詳細については、「河毛周夫氏寄贈植物
標本 I シダ植物標本目録」（関ほか 1997）にまとめられ
ている。

01-15. 河毛周夫維管束植物コレクション
標本点数：約 23,700 点
管理部局：理学研究科
収蔵場所：広島大学植物標本庫（宮島自然植物実験所保管）
標本内訳：維管束植物標本

標本紹介：本学の前身広島高等師範学校や広島文理科
大学の植物学教室の助手であった高木哲雄氏（1905‒1945）
の収集した標本で、戦火を免れたものである。広島県の
植物相や研究史を理解する上で欠かせない学術的に大
変貴重な資料である。「高木リスト―広島県産高等植物
目録」（広島市植物公園 2005）に引用された標本が多数
含まれている。

01-13. 髙木維管束植物コレクション
標本点数：約 1,100 点
管理部局：理学研究科
収蔵場所：広島大学植物標本庫（宮島自然植物実験所保管）
標本内訳：維管束植物標本
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標本紹介：本学の鈴木兵二博士や安藤久次博士、関太
郎博士らが、ヨーロッパ滞在中に西ドイツ、ポーラン
ド、コーカサス、フィンランド、フランス、スペイン、イ

ギリス、オランダ、ポルトガルなどで採集した研究資料
である。また交換により入手したデンマーク、フィンラ
ンドの標本も含まれている。北半球に分布する多くの
種のタイプロカリティー（原産地）であるヨーロッパ
で、生態や変異を観察した上で採集されたもので、日本
のものと比較する上で学術的に大変重要な資料である。

01-17. ヨーロッパ産植物標本
標本点数：約10,000点
管理部局：理学研究科
収蔵場所：広島大学植物標本庫（宮島自然植物実験所保管）
標本内訳：維管束植物標本

標本紹介：竹田孝雄氏や田丸豊生氏、松村雅文氏、近藤
芳子氏が広島県各地から収集したシダ植物標本で、広
島県内のシダ植物の分布や分類学的研究を行う上で、
学術的に貴重な資料である。「広島県植物誌」（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 
1997）に引用された標本が多数含まれている。また、
「広島県のシダ植物」（竹田 1987）などの基礎資料も一
部含まれる。

01-19. 広島県産シダ植物標本
標本点数：約20,000点
管理部局：理学研究科
収蔵場所：広島大学植物標本庫（宮島自然植物実験所保管）
標本内訳：維管束植物標本

標本紹介：広島大学と北海道大学との合同パタゴニア
学術調査隊採集の維管束植物のコレクションで、南半球
の南米大陸に分布する多くの種が含まれ、学術的に貴
重な資料である。採集地は隠花植物の部で示した場所
と同じである。

01-18. パタゴニア産維管束植物標本
標本点数：約2,000点
管理部局：理学研究科
収蔵場所：広島大学植物標本庫（宮島自然植物実験所保管）
標本内訳：維管束植物標本

標本紹介：旧植物分類学講座の教官が中心になって
永年にわたり琉球列島の各地で収集した標本で、琉球
列島の顕花植物フロラの研究や、植物の分布の研究の
上で、学術的に重要な資料である。

01-16. 琉球列島産維管束植物標本
標本点数：約10,000点
管理部局：理学研究科
収蔵場所：広島大学植物標本庫（宮島自然植物実験所保管）
標本内訳：維管束植物標本
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標本紹介：宮島自然植物実験所が中心になって収集し
た広島県廿日市市宮島産の維管束植物標本で、広島県
の植物相を研究する上で学術的に貴重な資料である。
「厳島の自然―総合学術研究報告」（宮島町 1975）や「広
島県植物誌」（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 1997）に引用された標本が多数含
まれている。

01-20. 宮島産維管束植物標本
標本点数：約 10,000 点
管理部局：理学研究科
収蔵場所：広島大学植物標本庫（宮島自然植物実験所保管）
標本内訳：維管束植物標本

標本紹介：本コレクションは、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
ションより移管された。本学の水畜産学部（現：生物生
産学部）教授などを歴任した瀧巌氏（本学名誉教授）・
犬丸愨氏（本学名誉教授）が 1934－1970 年にかけて収
集した海藻標本である。主に瀬戸内海の約 40地点で収
集された標本で構成されており、瀬戸内海の沿岸生態
系を評価する上で極めて貴重な情報が含まれている。
今後の調査研究による活用が望まれる。

02. 瀬戸内海の海藻（瀧・犬丸コレクション）
標本点数：2,447 点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：展示情報・研究企画部門
標本内訳：瀬戸内海の海藻の腊葉標本
　　　　　（千葉県、愛知県の標本を含む）

標本紹介：広島県産の標本で、本学の旧植物分類学講
座時代からの維管束植物標本に加えて、藤井茂美氏や
桑田健吾氏、松井健一氏、三上幸三氏、佐々木善太氏、

南敦氏、宝理信也氏、吉野由紀夫氏らが採集した標本
も含まれている。また、行政が実施した広島県各地のア
セスメントや現状調査の際の証拠標本なども含まれる。
広島県の植物相を研究する上で学術的に貴重な資料で
ある。「広島県植物誌」（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 1997）に引用された標
本が多数含まれている。

01-21. 広島県産種子植物標本
標本点数：約 100,000 点
管理部局：理学研究科
収蔵場所：広島大学植物標本庫（宮島自然植物実験所保管）
標本内訳：維管束植物標本

□3888
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標本紹介：本模型は、中国地方の代表的な植生遷移の
あり方を視覚的に理解するために、裸地 - コケ植物・
地衣類・藻類 - 草本植物 - 低木 - 陽樹 - 陽樹 + 陰樹 -

陰樹の 7 つに類型化し模型として示したものである。
総合博物館第 4 回企画展「里山のめぐみ～生物多様性
を育む世界～」（2010 年東広島市）、海フェスタおのみち
連携企画展／総合博物館第6回企画展「ワンダーシー・
瀬戸内海の魅力」（三原市／福山市 2012 年）で展示公
開を行った。

関連文献・資料
1. 広島大学大学院理学研究科附属宮島自然植物実験所
（編）（2009）：『宮島の植物と自然』

03. 里山の植生遷移模型
標本点数：1 点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：展示情報・研究企画部門
標本内訳：模型
監　　修：青山幹男（理学研究附属植物管理室技術職員）
　　　　　坪田博美（理学研究科附属宮島植物実験所准教授）
制　　作：西尾製作所（京都 2010）

展示の様子

低木 コケ植物・地衣類・藻類

陰樹
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標本紹介：日野渉氏（広島市在住）より寄託されている
もので、氏が 1972 年頃から購入したアンモナイト・三
葉虫・哺乳類・魚類・植物などの化石コレクションで
ある。生命の誕生からその進化の過程を概観すること
ができる学術標本として、教育的に貴重なコレクショ
ンである。現在（2015 年）、本館（「宇宙・地球」コーナー）
に 100 点とサテライト館「中央図書館」に 100 点を常設
展示中である。ほとんどの標本が実物であり、現在はほ
とんど入手困難である。本館では、一部をハンズオン展

示としており、教育・普及のための重要な展示物となっ
ている。

01. 日野化石コレクション
標本点数：236 点
管理部局：総合博物館（寄託）
収蔵場所：展示情報・研究企画部門
標本内訳：化石

標本紹介：2010 年に理学研究科地質鉱物学教室より
移管された。世界的に著名なドイツの標本商であった
クランツ商会から購入したクランツ標本を含んでいる
など貴重である。

02. 理学部地質鉱物学教室化石資料
標本点数：388 点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：展示情報・研究企画部門
標本内訳：化石・岩石・鉱物・鉱石

28
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□9826 □9826

□9828

標本紹介：本コレクションは、1956 年に防予諸島、山
口－愛媛県境の諸島水道において理学部地質学鉱物
学教室の初代教授である今村外冶氏によって収集さ

れたものである。瀬戸内海が陸地であった間氷期に闊
歩していたナウマンゾウやシカの化石を中心とする
120 点を超す標本から成る。年代測定の結果、これら
の化石は 32,800 年前のものであることが判明した。
これらの標本は、学術的にも貴重であり、2006年には、
古生物学的記載に値する 72 点のナウマンゾウ化石の
標本が記載されるなど最後の氷河期前後の西日本の

03. 今村外治ナウマンゾウコレクション
標本点数：120 点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：展示情報・研究企画部門
標本内訳：化石
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自然環境を明らかにするための重要な標本である。
本コレクションは、総合博物館第 3 回企画展「豊かな
里海瀬戸内海ものがたり」（2009 年広島市）、広島大学
出前博物館「母なる里海　瀬戸内海」～自然と人間生
活の共生をめざして～」（2011 年竹原市）、海フェスタ
おのみち連携企画展／総合博物館第 6 回企画展「ワン
ダーシー・瀬戸内海の魅力」（2012 年三原市／福山市）
にて展示公開を行った。一部を総合博物館本館にお
いて常設展示中である。

関連文献・資料
1. 北川博道・瀬戸浩二・高橋啓一・沖村雄二（2006）：
瀬戸内海西部諸島水道周辺海底から産出したナウ
マンゾウ化石．島根大学資源環境学研究報告，25.

2. 広島大学総合博物館（2009）：広島大学が誇るお宝
紹介「防予諸島、山口 - 愛媛県境（海釜）から引き上

げられたナウマンゾウの化石」.  広島大学総合博物
館ニューズレターHUM-HUM，3，15. 

標本紹介：本コレクションは、理学部地質鉱物学教室
の教授であった沖村雄二氏（本学名誉教授）が収集し
たものである。コレクションのほとんどは、テチス海域
に発達したペルム系後期～三畳紀初期の古生物（化石）
であり、海外学術研究の主目的である古生代～中生代
境界における大量絶滅に関する研究資料（岩石・化石）
である。多くの標本が科学研究費の海外学術研究・
調査、およびそれに準ずる国際交流・国際会議の巡検
の際に採取され、そのほとんどが原地模式標本
（Topotype）であり、これまでも研究・教育に利用され
てきたものである。
　古い型の古生物群（古生代）の大量絶滅と、中間型の
古生物の放散の現象を証明する化石群と岩石であり、
消滅したテチス海域の広がりを表す標本でもある。シ
ルクロード地域におけるテチス海域のこの年代の地質
学的資料としては、他に類を見ないコレクションであ
る。ゴニアタイト型からセラタイト型アンモナイトへ
の進化、腕足類の多様性とその変化、そして絶滅した二
枚貝や四放サンゴ類など、貴重な標本も含まれている。
　その他、特記される標本として、１．アフガニスタン、
Band i Amir 周辺に分布するチョーク層（日本には分
布しない）とそれに含まれるウニ・二枚貝、２．パキス

タン、Balochistan 州の始新世サンゴ礁化石動物群、
３．世界のペルム紀化石動物群の模式とされている
Salt Range の腕足類を中心とする多数の標本、４．イ
ラン中央部 Abadeh 地域と北西縁 Dzhulfa 地域のペ
ルム紀化石動物群がある。
　本コレクションに関係する研究は、中国とアフガニ
スタンを除いてシルクロード地域の関係国（パキスタ
ン・イラン・トルコ）の地質調査所との共同研究（ギ
リシャは科学アカデミー）であり、その成果の総括は、
「The TETHYS －Her Pa leogeography and 
Paleobiogeography from Paleozoic to Mesozoic
（Tokai Univ.Pres.,1985,316p.）で公表されている。
　ほとんどの標本が古生物であるか、あるいはそれを
含む岩石であるが、古生物の属・種の同定が困難なも
のがあるだけでなく、科の単位で認識して採取された
標本も少なくない。一方、化石群としてまとめられた
標本であることにその価値が認められることも少なく
ないこと、そして同じ標本が二つと得られない化石標
本であることから、この点数は、岩石を含めて標本の
種別よりも個数だけを記したものである。

◎科学研究費による海外学術研究の研究主題
1. 広島大学西部カラコルム・東部ヒンドウクシ山脈
地域の学術研究（1969）、広島大学

04. テチス海地域（古地中海≒現在のシルクロード地域）の
　　古生物・岩石コレクション（沖村雄二コレクション）
標本点数：870 点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：展示情報・研究企画部門
標本内訳：化石・書籍
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「四放サンゴ」（二畳紀後期）古生代末に絶滅。現世の六放サンゴ類と同じく、サ
ンゴ礁をつくり、二酸化炭素を消費した生物の一つ（イラン）。

「ヌムリテス」（白亜紀）コインの形をして
いるので貨幣石とも呼ばれる単細胞動物。
恐竜が絶滅したころの示準化石（パキス
タン）。

「グロソプテリス」（二畳紀後期）ゴンドワナ大陸の寒冷気候と大陸移動を証明す
る重要な植物化石（インド）。

「リノプロダクス」（二畳紀後期）生きてい
る化石の一つで、お腹の貝と背中の貝から
なる腕足貝（パキスタン）

「ドレパヌラ」三葉虫類（古生代前期）“生命の大爆発 ”と呼
ばれた 5億 4千万年前頃、最も大きく発展した節足動物。
カンブリア紀の示準化石（中国）。

「セラタイト型アンモナイト」（三畳紀初期）縫合線がきれい
な波形で、中生代アンモナイトの初期型。進化過程を証明す
る重要な化石（パキスタン）。
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標本紹介：狩野彰宏氏（九州大学教授、広島大学総合
博物館客員研究員）より寄託されているもので、カンブ
リア紀の代表的な化石の産地である澄江（チェンジャ

ン）やエディアカラ紀の動物群の化石（レプリカを含
む）で構成されたコレクションである。カンブリア紀
の生態系の頂点に立っていたとされるアノマロカリ
スの化石等、生物の起源と多様性を示す資料として極
めて貴重である。総合博物館本館の「宇宙・地球」コー
ナーにおいて常設展示中である。

05. 狩野彰宏化石コレクション
標本点数：12 点
管理部局：総合博物館（寄託）
収蔵場所：展示情報・研究企画部門
標本内訳：化石（レプリカを含む）

□9835 □9837

標本紹介：寄贈者・三井住友海上の手がけた広島市
中区橋本町 10-6 の建築現場から出土。施工業者竹中工
務店より化石を引き受けた三井住友海上中国本部長
岸本保夫氏より 2009 年 2 月 1 日に寄贈。

06. 広島デルタ産出貝類化石
標本点数：10 点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：展示情報・研究企画部門
標本内訳：貝類化石（イセシラガイ、カガミガイ）
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標本紹介：2010 年に理学研究科地質鉱物学教室より移
管された。本資料群は、1983 年に開催された広島復興博
覧会の主会場のひとつ広島城天守閣内に設置された「広
島城郷土館」に展示されていたものである。広島城郷土
館には、本学より貸出をしていた標本を含む地質学的
資料が多数展示されていたが、1989 年に広島城天守閣
の展示替えに伴い地質鉱物学教室に返却された。なお、
この中にはその際に出展者の好意により寄贈された標
本も含まれている。広島県内の地質を特徴づける岩石・
化石を中心にした総合的コレクションである。広島デ
ルタ産出の貝類化石（146 点）、新第三紀の化石（備北層
群産 37 点）、帝釈石灰岩・花崗岩・ろう石・鉱床鉱物
鉱石類（135 点）などが収蔵されている。

01. 広島城郷土館関連資料
標本点数：324点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：展示情報・研究企画部門
標本内訳：化石・岩石・鉱物・鉱石

標本紹介：本コレクションは、故谷山四方一氏が東広
島市豊栄町安宿（飛鳥部の集落があったとされてい
る）において収集したもので、かつては広島城郷土館
（1958-1989）に展示されていた。豊栄町安宿は、水晶山
と通称されており花崗岩中の巨晶岩脈である（長さ 26
間；47m以上：幅 3-9 尺；最大 16m+）。古くは珪石・
珪砂・煉瓦・鉄の溶融剤などとして採掘されていた
ようだが、その記録は見つかっていない。収集者の谷山
氏は、東広島市豊栄町安宿の出身で広島師範学校を卒

業（1906）し、広島高等師範学校地質学鉱物学教室助手
や広島工業専門学校教諭などを歴任。1906 年には仲佐
貞次郎氏（広島高等師範学校教授）や和田重之氏（同助
教）らと「広島地学同好会」を設立し、編集・発行人と
なって活躍した、広島の地質学界の育ての親ともいえる
功労者である。

関連文献・資料
1. 広島大学総合博物館（2011）：広島大学が誇るお宝
紹介「東広島市豊栄町安宿産の水晶　谷山四方一氏
のコレクション」.  広島大学総合博物館ニューズレ
ターHUM-HUM, 5, 11.

02. 谷山四方一岩石・鉱物コレクション
標本点数：65 点
管理部局：総合博物館（寄託）
収蔵場所：展示情報・研究企画部門
標本内訳：水晶

□7432+ □7438
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標本紹介：本コレクションは、1940 年 8 月 6 日広島市
に原爆が投下された後、10 ～ 12 月にかけて、当時広島
文理科大学の学生であった秀敬氏（本学名誉教授）に
よって爆心地付近で収集されたもので、瓦や石材・レ
ンガ等で構成されている。理学部に保管されていたが、
工学研究院教授であった静間清氏（本学名誉教授）らの
研究グループによる原爆中性子線量評価の際には重要
な資料となった。また、被爆直後に収集され屋内で保存
されていたため 1960 年代の核実験フォールアウトに
よる汚染を受けておらず、広島原爆の黒い雨調査にお
いても貴重な資料となった。

03. 秀敬被爆岩石コレクション
標本点数：約 125点
管理部局：理学研究科
収蔵場所：展示情報・研究企画部門
標本内訳：被爆瓦・レンガ・岩石など

□3782

□3726

標本紹介：本コレクションは、静間清氏（本学名誉教
授）より 2013 年に寄贈されたもので、氏が葉佐井博巳
氏（本学名誉教授）らとともに広島における残留放射

線測定のために収集した標本である。元安橋や護国神
社の石材、原爆ドームのレンガ・石材、広島赤十字病
院の鉄材などから成る。これらの標本を用いて、すで
に多くの研究がなされており、人体に対する放射線の
危険性の評価や一般の人々に対する線量限度の基礎
となるものなど貴重な成果を挙げている。

04. 被爆・放射線資料（静間清コレクション）
標本点数：33点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：展示情報・研究企画部門
標本内訳：石材・レンガ・鉄材

原爆ドームの金具 原爆ドームのコア



Material and Specimen

36

Ⅴ 

鉱
物
・
岩
石  M

inerals and R
ocks

標本紹介：寺田健太郎氏（大阪大学教授、広島大学総合
博物館客員研究員）より寄託されているもので、炭素

系コンドリュール隕石と月隕石から成る。これらの標
本は、いずれも寺田氏の研究に用いられた貴重な標本
であり、特に月隕石は、月の起源と進化を解明する上で
重要な役割を果たした。現在、これらの標本は、総合博
物館本館の「宇宙・地球」コーナーにおいて常設展示中
である。

06. 寺田健太郎隕石コレクション
標本点数：3点
管理部局：総合博物館（寄託）
収蔵場所：展示情報・研究企画部門
標本内訳：隕石

□9839
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Ⅶ  歴　史　資　料　　History

Ⅷ  技術史関連資料　　Historical materials of technology
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01. 大学院文学研究科地表圏システム学講座考古学分野（考古学研究室）
　  所蔵考古資料

標本点数：点数約 20万点、約 300遺跡
管理部局：大学院文学研究科
収蔵場所：東広島キャンパス・
　　　　　庄原地区（帝釈峡遺跡群発掘調査室）・
　　　　　イラン国立考古博物館
標本内訳：土器・陶磁器・石器・青銅器・鉄器・木器・
　　　　　骨角牙製品・貝製品・製鉄炉壁・鉄滓・
　　　　　動物遺存体・発掘記録図面・記録写真・
　　　　　重要遺物レプリカ・製鉄関連民俗資料・
　　　　　教材用美術刀剣類など

標本紹介：のちに考古学研究室初代主任教授となる
松崎寿和氏が 1946 年に広島高等師範学校に着任し、
広島市比治山貝塚・中山貝塚や東広島市三ッ城古墳
などの学術的な発掘調査を行い、広島県における本格
的な考古学研究の一歩を刻んだ。1965 年には文学部に
考古学研究室が開設され、現在まで数々の発掘調査を
行ってきたが、その出土品が現在の考古学研究室の重
要な収蔵資料となっている。広島大学の考古学研究室
はこれまで中国山地における先史文化研究と「たたら」
を中心とした日本独自の製鉄史研究を機軸としてお
り、これに関する膨大な考古遺物が所蔵資料の中核を
占めている。
　前者の資料としては庄原市の帝釈馬渡岩陰遺跡・帝
釈寄倉岩陰遺跡・久代東山岩陰遺跡、神石高原町の帝
釈観音堂洞窟遺跡・帝釈弘法滝洞窟遺跡・豊松堂面
洞窟遺跡から出土した縄文土器・石器・骨角牙製品・
貝製品・動物骨などがあげられる。考古学研究室の開
設当初から 50 年もの間、帝釈峡遺跡群の層位的かつ
系統的な発掘調査を継続してきたため、これらの遺物
コレクションは縄文時代の生活･文化や気候･環境の
推移を知ることができる体系的・網羅的なものとなっ
た。また、石灰岩洞窟に遺存した良好な動物遺存体は、
当時の動物相を示すだけでなく、人類の生業や食生活
の復元に貴重な情報を提供している。
　後者の鉄文化の研究においては、日本の製鉄技術の
独自発展の解明に大きな成果をあげてきた。日本最古
のカナクロ谷製鉄遺跡や古代製鉄炉の標式遺跡である
大矢製鉄遺跡、近世高殿たたらの源流となる矢栗製鉄
遺跡や下稲迫製鉄遺跡、高殿たたらと大鍛冶場をはじ
めて検出した保光たたら遺跡など、長年重要遺跡の発
掘調査を行ってきたが、その際出土した製鉄炉壁・羽
口・鉄滓・原料鉄などの製鉄関連遺物を多数所蔵して
いる。これら考古資料の比較検討材料として、日本各地

の遺跡から採集された製鉄関連遺物や民俗資料（炉壁・
羽口・原料鉄・鉄滓・たたら道具・鍛冶道具・砂鉄採
集道具）もある。今ではほとんど失われてしまったもの
で大変貴重なものである。
　さらに、瀬戸内海島嶼部の調査も断続的に実施してお
り、福山市馬取貝塚・尾道市大田貝塚・大浜遺跡出土
製塩土器など、瀬戸内海の古代製塩業を知るためには
欠くことのできない資料がある。福山市宇治島北の浜
遺跡出土の高級陶器類からは古代海上交通ルートを知
ることができる。このほかにも、縄文時代のドングリ貯
蔵穴がはじめて見つかった山口熊毛半島の岩田遺跡、
響灘に面し最古の渡来人が作った農村である下関市中
の浜遺跡、最古の四隅突出型墳丘墓を作った人々の集
落と考えられる塩町遺跡、広島湾の高地性貝塚として
有名な西山貝塚、広島県最古の前方後円墳となる広島
市宇那木山古墳・中小田古墳群、庄原市大迫山古墳な
どの出土遺物も学史的に非常に重要なものであり、上
記のコレクションとともに授業教材としても活用され
ている。
　最後に特筆すべきは、イラン・アフリカなど海外の
学術調査によって得られた考古資料や購入品である。
トランスコーカサスから出土した紀元前１千年紀初頭
頃の青銅柄バイメタル剣は当時の最先端の金属加工技
術を如実に語る資料として貴重であるだけでなく、旧
世界の東西に広がる初期鉄器文化の波及を考えるため
に重要な研究資料であることがわかってきた。また、イ
ラン北東部、テペ・ホセナバード出土遺物群は当該地
域の先史土器の変遷を層位的に知ることができる唯一
の資料群である。これらイスラム世界で発掘した遺物
群の一部は現在、当該国以外には持ち出すことのでき
なくなった大変貴重なコレクションでもある。
　考古学研究室ではHiPROSPECTS プログラムの実
習授業として、帝釈峡遺跡群の発掘調査や古墳の測量調
査などを継続実施している。その際に得られた膨大な記
録図・測量図も貴重な研究資料となっている。また、上記
資料群は毎年、日本各地の博物館･資料館の常設展示･特
別展示のために借用されており、埋蔵文化財を利用した
社会教育活動にも貢献している。

まわたり

よせくら

たかどの

やすみつ

てっさい
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考古学標本室 文学部２階ロビーの展示

三角縁神獣鏡（広島市中小田第１号古墳） 青銅剣（イラン）

巴形銅器（広島市西山貝塚） 獣骨（広島市中山貝塚）

縄文土器（広島市比治山貝塚） 弥生土器（広島市中山貝塚）
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標本紹介：広島大学の東広島キャンパス移転に伴って、
1981・1982 年度に埋蔵文化財調査室が実施した発掘
調査等によって出土した考古資料。遺跡は縄文時代か
ら近世までの複合遺跡で、特に弥生時代と中世の資料
が豊富である。弥生時代（中期～後期）の住居跡や土坑
から出土した甕や壺などの弥生土器、中でも分銅形土
製品や絵画土器、弥生時代後期初頭の標式となる資料
が特徴的である。また、中世（鎌倉～室町時代）の土師
質土器の坏や皿、瓦器の埦などが住居跡や土坑などか
ら多く出土しており、中世前期（13 世紀前葉）に特定さ
れる資料についても、西条盆地内だけでなく山陽地方
における当時の暮らしや流通を知るうえで重要である。
調査後、一部は道路や農場の敷地となって消滅したが、
調査区一帯は埋め戻されて現地保存されている。

関連文献・資料
1. 河瀬正利・藤野次史 1982『広島大学統合移転地埋
蔵文化財発掘調査年報Ⅰ』

2. 河瀬正利・藤野次史・鏑木理広 1983『広島大学統

合移転地埋蔵文化財発掘調査年報Ⅱ』
3. 川越哲志 1983「安芸・備後の分銅形土製品」『広島
大学統合移転地埋蔵文化財発掘調査年報Ⅱ』49-74 頁

4. 藤野次史 1984「鏡西谷遺跡の弥生土器」『広島大学
統合移転地埋蔵文化財発掘調査年報Ⅲ』31-70 頁

5. 藤野次史・増田直人 2003『広島大学東広島キャン
パス埋蔵文化財調査報告書Ⅰ－農場地区の調査－』

6. 永田千織・藤野次史 2009「安芸地方における中世
陶磁器の研究－広島大学東広島キャンパス鏡地区
出土資料を中心として－」『広島大学埋蔵文化財調
査室調査研究紀要第 1 号』1-86 頁

7. 永田千織・藤野次史・八幡浩二 2011「安芸地方に
おける瓦器の研究」『広島大学埋蔵文化財調査室調
査研究紀要第 2号』1-108 頁

8. 永田千織・藤野次史 2012「安芸地方における中世須
恵器の研究－西条盆地の出土資料を中心として－」
『広島大学埋蔵文化財調査研究紀要第 3号』1-116 頁
9. 永田千織・藤野次史 2014「安芸地方における土師
質土器坏・皿類の研究（上）」『広島大学埋蔵文化財
調査研究紀要第 5 号』1-52 頁

10. 永田千織・藤野次史 2015「安芸地方における土師
質土器坏・皿類の研究（下）」『広島大学埋蔵文化財
調査研究紀要第 6 号』1-70 頁

02. 鏡西谷遺跡出土考古資料
標本点数：約 9,600 点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：埋蔵文化財調査部門
標本内訳：土器（弥生土器、土師質土器、磁器など）、
　　　　　石器（石鏃、砥石など）、土製品、鉄器、
　　　　　青銅銭、発掘記録図面、写真など

B地区 SD01溝から出土した墨書土器 C地区 SB01住居跡から出土した中世前期の陶磁器

調査区遠景（航空写真北より） G地区 SK06土坑から出土した弥生時代後期初頭の弥生土器
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北地区で出土した備前焼の甕や土師質土器の鍋など 北地区で出土した近世・近代の陶磁器

南地区の遺構検出状況（北より） 南地区で出土した弥生土器

03. 鏡東谷遺跡出土考古資料
標本点数：約 4,000 点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：埋蔵文化財調査部門
標本内訳：土器（弥生土器、土師質土器、須恵器、
　　　　　陶磁器など）、鉄器、土製品、青銅銭、
　　　　　発掘記録図面、写真など

標本紹介：広島大学の東広島キャンパス移転に伴って、
1982 年度に埋蔵文化財調査室が実施した発掘調査等
によって出土した考古資料。遺跡は弥生から近代の複
合遺跡で、中世（鎌倉～室町時代）・近世（江戸時代）の
遺物が豊富である。中世の複数の平坦面を造成した郭
状遺構と掘立柱建物跡が特徴的で、土師質土器の坏や
皿、鍋などが出土し、北側山頂にある鏡山城に関連する
居館跡として注目される。また、近世の土坑墓などの墳
墓が検出され、磁器の碗や皿、土師質土器の鍋や羽釜、
青銅銭などが出土している。古墳時代（6世紀後半）の横
穴式石室（移築保存）をもつ古墳も確認され、須恵器や
土玉が出土している。西条盆地における中世・近世の
暮らしを知るうえで重要な資料である。

関連文献・資料
1. 河瀬正利・藤野次史・鏑木理広 1983『広島大学統
合移転地埋蔵文化財発掘調査年報Ⅱ』

2. 藤野次史・増田直人 2003『広島大学東広島キャン
パス埋蔵文化財調査報告書Ⅰ－農場地区の調査－』

3. 永田千織・藤野次史 2009「安芸地方における中世
陶磁器の研究－広島大学東広島キャンパス鏡地区
出土資料を中心として－」『広島大学埋蔵文化財調
査室調査研究紀要第 1 号』1-86 頁

4. 永田千織・藤野次史 2012「安芸地方における中世
須恵器の研究－西条盆地の出土資料を中心として
－」『広島大学埋蔵文化財調査研究紀要第 3 号』
1-116 頁

5. 永田千織・藤野次史 2014「安芸地方における土師
質土器坏・皿類の研究（上）」『広島大学埋蔵文化財
調査研究紀要第 5 号』1-52 頁

6. 永田千織・藤野次史 2015「安芸地方における土師質
土器坏・皿類の研究（下）」『広島大学埋蔵文化財調
査研究紀要第 6号』1-70 頁
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標本紹介：広島大学の東広島市への統合移転に伴って
広島県教育委員会・（財）広島県埋蔵文化財調査センター
が 1979・1980 年度に実施した発掘調査等による出土
資料である。その後、2010 年 4 月に広島県教育委員会
から広島大学に譲与された。鎌倉～室町時代の墳墓か
ら出土した土師質土器（坏、皿、釜、鍋）、亀山焼（甕）、白
磁（四耳壺）、鉄刀、鉄釘などを主体とする。中でも、大型
土坑墓の副葬品である土師質土器坏・皿 29 点は重要
な資料で、西条盆地における 14 世紀前半の編年的基準
資料である。本遺跡は広島大学の調査地区とともに同
一遺跡を形成するもので、安芸地方における中世墳墓
の研究に貴重な資料を提供した。また、鏡西谷遺跡、鏡
東谷遺跡とともに、鏡山南麓地域における鏡山城成立
前後の遺跡の性格や構造を考察するうえで重要な資料
である。

関連文献・資料
1. 植田千佳穂・新谷武夫・佐々木直彦・伊藤実 1982『広
島大学統合移転地内埋蔵文化財発掘調査報告　清
水奥山遺跡・東ガガラ窯跡・鏡千人塚遺跡』

2. 永田千織・藤野次史 2009「安芸地方における陶磁
器の研究－広島大学東広島キャンパス鏡地区出土
資料を中心として－」『広島大学埋蔵文化財調査室
調査研究紀要第 1 号』1-86 頁

3. 永田千織・藤野次史 2012「安芸地方における中世
須恵器の研究－西条盆地の出土資料を中心として
－」『広島大学埋蔵文化財調査研究紀要第 3 号』
1-116 頁

4. 永田千織・藤野次史 2014「安芸地方における土師
質土器坏・皿類の研究（上）」『広島大学埋蔵文化財
調査研究紀要第 5 号』1-52 頁

5. 永田千織・藤野次史 2015「安芸地方における土師
質土器坏・皿類の研究（下）」『広島大学埋蔵文化財
調査研究紀要第 6 号』1-70 頁

04. 鏡千人塚遺跡（広島県教育委員会調査）出土考古資料
標本点数：約 400点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：埋蔵文化財調査部門
標本内訳：土器（土師質土器、陶磁器など）、
　　　　　鉄器、発掘記録図面、写真など

土師質土器鍋（室町時代） 土師質土器坏・皿（ＳＫ15、鎌倉時代～南北朝時代）

遺跡北半部全景 大型土坑墓（ＳＫ15）
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弥生土器鉢（弥生時代中期） 土師質土器鍋（室町時代）

05. 鏡千人塚遺跡出土考古資料
標本点数：約 200点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：埋蔵文化財調査部門
標本内訳：土器（弥生土器、土師質土器）、土製品、
　　　　　石器、発掘記録図、写真など

標本紹介：広島大学の東広島市への統合移転に伴って
埋蔵文化財調査室が 1981 年度に実施した発掘調査に
よる出土資料である。遺跡は広島県教育委員会が発掘
調査した隣接地である。弥生時代、室町時代を主体とす
る。弥生時代の遺物は、弥生土器（壺、甕、鉢、高坏）、分
銅形土製品、石器（石鏃、石斧など）、室町時代の遺物は

土師質土器（鍋、釜など）がある。弥生時代の遺物は、鏡
山南麓に広義の高地性集落が点在し、有機的なまとま
りが形成されていた可能性を示す資料である。また、中
世の資料は西条盆地における中世墳墓の研究に重要な
資料を提供した。

関連文献・資料
1. 藤野次史・増田直人 2003『広島大学東広島キャン
パス埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅰ－農場地区の調
査－』

標本紹介：広島大学の東広島市への統合移転に伴って
広島県教育委員会・（財）広島県埋蔵文化財調査セン
ターが1980・1981年度に実施した試掘調査による出土
資料である。その後、2010 年 4 月に広島県教育委員会
から広島大学に譲与された。広島大学東広島キャンパ
ス農場地区の遺跡確認のために行われた調査であり、
調査対象地は、鏡西谷遺跡、鏡東谷遺跡とその周辺部な
どである。弥生時代と鎌倉～室町時代の遺物を主体とす
る。弥生時代の遺物は、中期後半～後期前半の弥生土器

（壺、甕、鉢、高坏）、鎌倉～室町時代の遺物は、土師質土
器（坏、皿、鍋）、東播系須恵器（甕、捏鉢）、亀山焼（甕）な
どがある。発掘調査を行った鏡西谷遺跡、鏡東谷遺跡
を含め、鏡山南麓全体の弥生時代及び中世の遺跡分布
の様相を窺うことができる貴重な資料である。

関連文献・資料
1. 植田千佳穂・新谷武夫・佐々木直彦・伊藤実 1982『広
島大学統合移転地内埋蔵文化財発掘調査報告　清
水奥山遺跡・東ガガラ窯跡・鏡千人塚遺跡』

06. 鏡遺跡群（広島県教育委員会調査）出土考古資料
標本点数：約 2,100 点
管理部局：総合博物館
標本内訳：土器（弥生土器、土師質土器、陶磁器など）、
　　　　　発掘記録図面、写真など
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須恵器焼成窯跡（奈良時代末～平安時代初頭） 須恵器坏蓋・坏身（奈良時代末～平安時代初頭）

標本紹介：広島大学の東広島市への統合移転に伴っ
て広島県教育委員会・（財）広島県埋蔵文化財調査セ
ンターが 1979 年度に実施した発掘調査等による出土
資料である。その後、2010 年 4 月に広島県教育委員会
から広島大学に譲与された。中世の古墓から出土した
土師質土器皿などがある。

関連文献・資料
1. 植田千佳穂・新谷武夫・佐々木直彦・伊藤実 1982『広
島大学統合移転地内埋蔵文化財発掘調査報告　清
水奥山遺跡・東ガガラ窯跡・鏡千人塚遺跡』

07. 清水奥山遺跡（広島県教育委員会調査）出土考古資料
標本点数：約 2,100 点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：埋蔵文化財調査部門
標本内訳：土器、発掘記録図面、写真など

標本紹介：広島大学の東広島市への統合移転に伴っ
て広島県教育委員会・（財）広島県埋蔵文化財調査セ
ンターが 1979・1980 年度に実施した発掘調査等によ
る出土資料である。その後、2010 年 4 月に広島県教育
委員会から広島大学に譲与された。奈良時代末～平安

時代初頭（8世紀末～ 9世紀初頭）の須恵器焼成窯跡か
ら出土した資料で、坏身、坏蓋などがある。

関連文献・資料
1. 植田千佳穂・新谷武夫・佐々木直彦・伊藤実 1982『広
島大学統合移転地内埋蔵文化財発掘調査報告　清
水奥山遺跡・東ガガラ窯跡・鏡千人塚遺跡』

08. 東ガガラ窯跡（広島県教育委員会調査）出土考古資料
標本点数：約 30点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：埋蔵文化財調査部門
標本内訳：須恵器、発掘記録図面、写真など
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ナイフ形石器、抉入石器、縦長剥片
（3～ 5ブロック、後期旧石器時代中頃）

条痕文土器、石鏃（縄文時代早期）

09. 東ガガラ遺跡出土考古資料
標本点数：約 200点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：埋蔵文化財調査部門
標本内訳：土器（縄文土器、土師質土器、須恵器など）、
　　　　　石器、発掘記録図面、写真など

標本紹介：広島大学の東広島市への統合移転に伴っ
て埋蔵文化財調査室が 1989・2000 年度に実施した試
掘調査による出土資料である。縄文時代、古墳時代、中世
の遺跡である。縄文時代の遺物は、縄文土器、石器で、早
期を主体としている。古墳時代の遺物は須恵器（壺、甕
など）、中世の遺物は土師質土器（坏、鍋など）がある。

関連文献・資料
1. 河瀬正利・藤野次史・吉井宣子 1990『広島大学統
合移転地埋蔵文化財発掘調査年報Ⅷ』

2. 藤野次史・増田直人 2002『広島大学統合移転地埋
蔵文化財発掘調査年報 XⅦ』

10. 西ガガラ遺跡第 1地点出土考古資料
標本点数：約 900点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：埋蔵文化財調査部門
標本内訳：土器（縄文土器）、石器（ナイフ形石器、石
　　　　　斧、石鏃など）、発掘記録図面、写真など

標本紹介：広島大学の東広島市への統合移転に伴っ
て埋蔵文化財調査室が 1983・1986・1987・1994 年
度に実施した発掘調査等による出土資料である。旧石器
時代および縄文時代の遺物を主体とする。旧石器時代
の遺物のうち、後期旧石器時代前半と中頃の石器群は
中国地方西部を代表する資料であり、編年的基準資料
である。後期旧石器時代前半の遺物は、安山岩を主に使
用した石器（台形様石器、ナイフ形石器、石斧、削器な
ど）である。後期旧石器時代中頃の遺物は流紋岩を主

に使用した石器（ナイフ形石器、抉入石器、敲石など）
である。縄文時代の遺物は、早期前葉～中葉の縄文土
器（条痕文土器、押型文土器など）と石器（石鏃、スクレ
イパー、掻器、石斧など）がある。

関連文献・資料
1. 藤野次史・中村真理・柴田喜太郎・早田勉・八木浩司・
伴雅雄・杉山真二・（株）地球科学研究所 2004『広
島大学東広島キャンパス埋蔵文化財発掘調査報告
書Ⅱ－ががら地区の調査－』
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ナイフ形石器（後期旧石器時代中頃） 縄文土器、石錐、石匙、石斧（縄文時代）

標本紹介：広島大学の東広島市への統合移転に伴っ
て埋蔵文化財調査室が 1985・1986・1987・1993・
2000 年度に実施した発掘調査等による出土資料であ
る。旧石器時代、縄文時代の資料を主体とする。旧石器
時代の遺物は、後期旧石器時代前半、中頃、後半の 3 時
期の石器群である。後期旧石器時代前半の遺物は、安
山岩、流紋岩、水晶を使用した石器（台形様石器、ナイ
フ形石器、石斧など）である。後期旧石器時代中頃の遺

物は、流紋岩を主に使用した石器（ナイフ形石器、掻
器、抉入石器、石錐など）である。後期旧石器時代後半
の遺物は安山岩を主に利用した石器（ナイフ形石器、角
錐状石器、削器など）で、瀬戸内地方を中心に分布する
石器群であり、中国地方西部の内陸部において組成が
明らかな数少ない資料である。縄文時代の遺物は石鏃、
石匙、スクレイパーなど石器が主体である。

関連文献・資料
1. 藤野次史・中村真理・柴田喜太郎・早田勉・八木浩司・
伴雅雄・杉山真二・（株）地球科学研究所 2004『広
島大学東広島キャンパス埋蔵文化財発掘調査報告
書Ⅱ－ががら地区の調査－』

11. 西ガガラ遺跡第 2地点出土考古資料
標本点数：約 700点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：埋蔵文化財調査部門
標本内訳：土器（縄文土器など）、石器（ナイフ形石器、
　　　　　石鏃、石匙など）、発掘記録図面、
　　　　　写真など

標本紹介：広島大学の東広島市への統合移転に伴っ
て埋蔵文化財調査室が実施した試掘調査による出土
資料で、第３地点は 1987・2000 年度に、第４地点は
2001 年度に実施された。両遺跡ともに旧石器時代、
縄文時代の遺物を主体とする。

関連文献・資料
1. 河瀬正利・藤野次史・吉井宣子・島立桂・竹広文明・
柴田喜太郎 1988『広島大学統合移転地埋蔵文化財
発掘調査年報Ⅵ』

2. 藤野次史・増田直人 2002『広島大学統合移転地埋蔵
文化財発掘調査年報XⅦ』

3. 藤野次史・増田直人 2004『広島大学統合移転地埋
蔵文化財発掘調査年報XⅧ』

12. 西ガガラ遺跡第３地点・第４地点出土考古資料
標本点数：約 90点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：埋蔵文化財調査部門
標本内訳：土器（縄文土器など）、石器（ナイフ形石器、
　　　　　石鏃など）、発掘記録図面、写真など
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出土した鉄器鉄鏃と鉄釘

縄文時代の多様な石器

出土した須恵器と土師質土器

遺跡調査区の完掘状況（北西より）

住居跡周辺で出土した縄文中期の土器

13. 山中池南遺跡第 1地点出土考古資料
標本点数：約 600点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：埋蔵文化財調査部門
標本内訳：土器（縄文土器、弥生土器、土師器、
　　　　　須恵器など）、石器（石鏃、石匙など）、
　　　　　鉄器（鉄鏃、鉄釘）、鉄滓、
　　　　　発掘記録図面、写真など

標本紹介：広島大学の東広島キャンパス移転に伴っ
て 1989・1991 年度に埋蔵文化財調査室が実施した発
掘調査等によって出土した考古資料。遺跡は、縄文・
弥生・古墳時代・中世の複合遺跡で、縄文時代（中期）
の住居跡や炉跡、土坑などから、縄文中期前葉のまと
まった良好な土器（深鉢）と、石鏃や石匙などの豊富な
器種組成の石器が出土しているのが特徴である。また、
中世（室町時代中頃）の鍛冶炉跡や炭窯跡が検出され、
土師質土器の坏、鉄鏃や鉄釘などが出土しており、鉄生
産に関連した遺跡である可能性が高いことが注目され
る。鏡西谷遺跡および鏡東谷遺跡と合わせて、西条盆地
における中世の暮らしを知るうえで重要な資料である。
調査後、調査区の東側半分は埋め戻し、保存区として現
地に残されている。

関連文献・資料
1. 藤野次史・槙林啓介 2005『広島大学東広島キャンパ
ス埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅲ－山中地区の調査
－』

2. 藤野次史・早田勉・金原明・大澤正己・鈴木瑞穂・（株）
地球科学研究所 2005「自然科学分析」『広島大学東
広島キャンパス埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅲ－山
中地区の調査－』411-456 頁



Material and Specimen

48

Ⅵ 

考
古
資
料  A

rchaeological resources

SB02 住居跡から出土した鉄器

出土した縄文時代の石器

出土した古墳時代の須恵器

出土した縄文土器

標本紹介：広島大学の東広島キャンパス移転に伴っ
て、1991・1992・1995 ～ 1999 年度に埋蔵文化財調査
室が実施した発掘調査等によって出土した考古資料。
旧石器・縄文・弥生・古墳時代・中世の複合遺跡で、
特に古墳時代（後期）の竪穴住居跡、鍛冶炉跡、須恵器
焼成窯跡が検出され、一帯が鉄器や須恵器を生産した
工房のような場所であったことが明らかにされている。
土師器と多数の須恵器、板状鉄片や鉄刀子などの鉄器、
土製品が出土しているのが特徴で、西条盆地における
古墳時代の須恵器生産や鉄器製作について考察するう
えで重要な資料である。旧石器時代の楔形石器や剥片、
縄文時代（前期・後期主体）の炉跡や土坑などから石
鏃やスクレイパーなどの石器や土器、中世の土坑や埋
没谷などから、坏や皿などの土師質土器、瓦器、鉄器な

どの資料が含まれる。調査の主体部を含めた調査区一
帯は保存区として現地保存されている。

関連文献・資料
1. 藤野次史 1998『広島大学統合移転地埋蔵文化財発掘
調査年報ⅩⅣ』

2. 藤野次史・増田直人・吉井宣子 1999『広島大学統合
移転地埋蔵文化財発掘調査年報ⅩⅤ』

3. 藤野次史・増田直人 2001『広島大学統合移転地埋蔵
文化財発掘調査年報ⅩⅥ』

4. 北川隆司 2001「鉄質物質の成因について」『広島大学
統合移転地埋蔵文化財発掘調査年報ⅩⅥ』87-98 頁

5. 藤野次史・槙林啓介2005『広島大学東広島キャンパス
埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅲ－山中地区の調査－』

6. 藤野次史・早田勉・金原明・大澤正己・鈴木瑞穂・（株）
地球科学研究所 2005「自然科学分析」『広島大学東
広島キャンパス埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅲ－山
中地区の調査－』411-456 頁

7. 永田千織・藤野次史・八幡浩二 2011「安芸地方にお
ける瓦器の研究」『広島大学埋蔵文化財調査室調査
研究紀要第 2号』1-108 頁

14. 山中池南遺跡第 2地点出土考古資料
標本点数：約 7,800 点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：埋蔵文化財調査部門
標本内訳：土器（縄文土器、弥生土器、土師器、
　　　　　須恵器など）、石器（ナイフ形石器、石鏃、
　　　　　打製石斧など）、鉄器（刀子、鉄釘）、
　　　　　板状鉄片、青銅銭、発掘記録図面、写
　　　　　真など
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石鏃・石錐・石匙・スクレイパー・石斧（縄文時代早期） 押型文土器、無文土器（縄文時代早期）

15. 山中池南遺跡第３地点・第４地点・第５地点出土考古資料
標本点数：約 200点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：埋蔵文化財調査部門
標本内訳：土器（縄文土器、弥生土器など）、石器、
　　　　　青銅製品、発掘記録図面、写真など

標本紹介：広島大学の東広島市への統合移転に伴って
埋蔵文化財調査室が 1994 年度に実施した試掘調査に
よる出土資料である。第３地点は、縄文時代、弥生時代
の遺跡で、縄文時代を主体とする。縄文時代早期～前
期の縄文土器（押型文土器、条痕文土器）、石器（石鏃

など）がある。第４地点は縄文時代の遺物を主体とし、
縄文時代後期後半の縄文土器などがある。第５地点は
中世の遺跡で、遺物は近世～近代の煙管がある。第３地
点、第４地点の縄文時代の資料は西条盆地では類例が
少なく、貴重な資料である。

関連文献・資料
1. 河瀬正利・藤野次史・吉井宣子 1997『広島大学統合
移転地埋蔵文化財発掘調査年報XIII』

16. 山中池南遺跡第６地点出土考古資料
標本点数：約 700点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：埋蔵文化財調査部門
標本内訳：土器（縄文土器、弥生土器、土師質土器な
　　　　　ど）、石器（石鏃、石匙など）、発掘記録図面、
　　　　　写真など

標本紹介：広島大学の東広島市への統合移転に伴って
埋蔵文化財調査室が 1995 年度に実施した発掘調査等
による出土資料である。縄文時代、弥生時代の遺物を主
体とする。 縄文時代の遺物は早期中葉の縄文土器（押
型文土器、無文土器）、石器（石鏃、石槍、石匙、石斧、ス

クレイパー、石錐など）がある。早期を主体とし、中国地
方西部において早期の土器・石器の組成が検討できる
貴重な資料である。弥生時代の遺物は、中期中頃の弥生
土器（甕、鉢、高坏など）がある。

関連文献・資料
1. 藤野次史・槙林啓介・早田勉・金原明・大沢正巳・
鈴木瑞穂・（株）地球科学研究所 2005『広島大学東
広島キャンパス埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅲ－山
中地区の調査－』

標本紹介：広島大学の東広島市への統合移転に伴って
埋蔵文化財調査室が 1983・1989・1990・1992 年度に
実施した発掘調査等による出土資料である。古墳時代
及び奈良時代の須恵器焼成窯跡から出土した須恵器を
主体とする。古墳時代の須恵器は、坏蓋、坏身、高坏、坩、

17. 陣ヶ平西遺跡出土考古資料
標本点数：約 13,000 点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：埋蔵文化財調査部門
標本内訳：土器（弥生土器、土師器、須恵器など）、
　　　　　石器、発掘記録図面、写真など
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須恵器坏身・坏蓋・高坏・平瓶・大甕（古墳時代後期） 須恵器坏身・坏蓋・短頸壺・甕（奈良時代）

標本紹介：広島大学の東広島市への統合移転に伴って
広島県教育委員会・（財）広島県埋蔵文化財調査セン
ターが 1979・1980 年度に実施した発掘調査等による
出土資料である。その後、2010 年 4 月に広島県教育委
員会から広島大学に譲与された。旧石器時代、縄文時
代、古墳時代の資料で、竪穴住居跡、掘立柱建物跡など
から出土した古墳時代後期（6世紀後半）の遺物を主体

とする。古墳時代の遺物は、須恵器（坏蓋、坏身、高坏、
横瓶など）、土師器（甕、甑など）、砥石、鉄製摘鎌などで
ある。古墳時代後期（6 世紀後半）の西条盆地を代表す
る資料である。また、出土土器は、須恵器を主体として
おり、近接して位置する山中池南遺跡第 2 地点、陣ヶ
平西遺跡などとともに 6世紀後半～ 7世紀初頭の須恵
器生産を考える上で重要な遺跡である。

関連文献・資料
1. 植田千佳穂・三枝健二 1982『平木池遺跡発掘調査報
告書』

18. 平木池遺跡（広島県教育委員会）出土考古資料
標本点数：約1,300点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：埋蔵文化財調査部門
標本内訳：土器（土師器、須恵器など）、石器（石槍、
　　　　　石鏃など）、鉄器、発掘記録図面、写真など

長頸壺、提瓶、平瓶、大甕などがあり、広島県西部にお
ける古墳時代後期（6 世紀後葉～ 7 世紀初頭）の編年的
基準資料である。奈良時代（8世紀前半）の須恵器は、坏
蓋、坏身、長頸壺、短頸壺、甕などである。西条盆地で
は、数少ない生産遺跡の発掘資料である。この他に工
房跡や古墳から出土した須恵器、土師器などがある。

関連文献・資料
1. 藤野次史・槙林啓介・早田勉・金原明・（株）地球科
学研究所 2008『広島大学東広島キャンパス埋蔵文化
財発掘調査報告書Ⅴ－陣ヶ平地区の調査－』

須恵器坏身・坏蓋・高坏・横瓶、土師器甑
（ＳＢ09・ＳＢ19住居跡ほか、古墳時代後期）

須恵器坏身・坏蓋・高坏、土師器甕
（ＳＢ27・ＳＢ30住居跡ほか、古墳時代後期）
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尖頭器・ナイフ形石器・台形様石器・石錐ほか
（後期旧石器時代前半）

局部磨製石斧（後期旧石器時代前半）

標本紹介：広島大学の東広島市への統合移転に伴って
埋蔵文化財調査室が 1989 年度、1994・1995 年度に実
施した発掘調査等による出土資料である。縄文時代の
石器、弥生時代の土器、中・近世の土師質土器、陶磁器
などがある。

関連文献・資料
1. 河瀬正利・藤野次史・吉井宣子 1990『広島大学統合
移転地埋蔵文化財発掘調査年報Ⅷ』

2. 河瀬正利・藤野次史・吉井宣子 1997『広島大学統合
移転地埋蔵文化財発掘調査年報XⅢ』

3. 藤野次史 1998『広島大学統合移転地埋蔵文化財発掘
調査年報XⅣ』

19. 鴻の巣北遺跡出土考古資料
標本点数：約40点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：埋蔵文化財調査部門
標本内訳：土器（弥生土器、土師質土器、陶磁器など）、
　　　　　石器、鉄器、発掘記録図面、写真など

標本紹介：広島大学の東広島市への統合移転に伴って
1988・1989 年度に埋蔵文化財調査室が実施した発掘
調査等による出土資料および移転後の開発に伴って
2011 年度に埋蔵文化財調査室が実施した発掘調査に
よる出土資料である。旧石器時代～古墳時代の遺物で
ある。旧石器時代の遺物は、後期旧石器時代前半の石
器（台形様石器、ナイフ形石器、局部磨製石斧、削器、掻
器など）で、広島県南部で最古に位置づけられる資料
であり、中国地方西部における後期旧石器時代前半の
基準資料となっている。縄文時代の遺物は早期と後期
である。早期の遺物は、縄文土器（押型文土器、無文土
器）、石器（石鏃、スクレイパーなど）、後期の遺物は、

縄文土器（無文土器）、石器（石鏃、スクレイパーなど）
がある。弥生時代の遺物は中期～後期の弥生土器など
がある。中でも、中期の弥生土器（壺、甕など）は中期
初頭に位置づけられるもので、西条盆地では類例が少
なく、貴重な資料である。古墳時代の遺物は後期を主体
とし、須恵器（坏蓋、坏身）、鉄器（鉄鏃）などがある。

関連文献・資料
1. 藤野次史・槙林啓介・早田勉・金原明・（株）地球
科学研究所・石丸恵利子・奥村晃史 2007『広島大
学東広島キャンパス埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅳ
－アカデミック西部地区の調査－』

2. 藤野次史・（株）火山灰考古学研究所・（株）加速器
分析研究所 2014『広島大学東広島キャンパス埋蔵
文化財発掘調査報告書Ⅵ－鴻の巣遺跡（第 4次）の
調査－』

20. 鴻の巣遺跡出土考古資料
標本点数：約1,500点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：埋蔵文化財調査部門
標本内訳：土器（縄文土器、弥生土器、須恵器など）、
　　　　　石器（ナイフ形石器、石斧、石鏃など）、
　　　　　鉄器、発掘記録図面、写真など
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縄文時代の土器と石器 弥生時代の甕・壺・鉢

SB01住居跡検出の状況（南西より）

21. 鴻の巣南遺跡出土考古資料
標本点数：約 200点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：埋蔵文化財調査部門
標本内訳：土器（縄文土器、弥生土器）、
　　　　　石器（石鏃、砥石など）、土製品、釣針、
　　　　　発掘記録図面、写真など

標本紹介：広島大学の東広島キャンパス移転に伴って、
1989・1993 年に埋蔵文化財調査室が実施した発掘調
査等によって出土した考古資料。遺跡は縄文時代と弥
生時代の複合遺跡で、縄文時代（早期）の土器とともに
石鏃や剥片などが多く確認され、弥生時代（後期）の竪
穴住居跡や土坑などから甕や壺などの弥生土器や石
鏃や砥石などの石器、鉄製釣針が出土している。なかで
も、竪穴住居跡の床面外周には、建物屋根部分を支えた
垂木を地面に刺した跡と考えられる垂木穴がいくつも
確認され、住居構造を知るうえで非常に重要な遺跡の
資料である。住居跡とその周辺部は保存区として現地
に残されている。

関連文献・資料
1. 河瀬正利・藤野次史・吉井宣子 1992『広島大学統合

移転地埋蔵文化財発掘調査年報Ⅹ』
2. 河瀬正利・藤野次史・吉井宣子 1995『広島大学統合
移転地埋蔵文化財発掘調査年報ⅩⅡ』

3. 藤野次史・槙林啓介 2007『広島大学東広島キャンパ
ス埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅳ－アカデミック西
部地区の調査－』

4. 藤野次史・早田勉・金原明・（株）地球科学研究所
2007「自然科学分析」『広島大学東広島キャンパス埋
蔵文化財発掘調査報告書Ⅳ－アカデミック西部地
区の調査－』485-528 頁

石鏃（縄文時代早期・後期） 弥生土器甕（弥生時代中期）
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石核・接合資料（後期旧石器時代）

23. ぶどう池南遺跡第２地点出土考古資料
標本点数：約 300点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：埋蔵文化財調査部門
標本内訳：土器、石器、発掘記録図面、写真など

標本紹介：広島大学の東広島市への統合移転に伴って
埋蔵文化財調査室が 1990・1993・1994 年度に実施し
た発掘調査等による出土資料である。旧石器時代の石
器（剥片、石核）、縄文時代の石器（石鏃、石槍、スクレイ
パーなど）を主体とする。

関連文献・資料
1. 藤野次史・槙林啓介・早田勉・金原明・（株）地球
科学研究所・石丸恵利子・奥村晃史 2007『広島大

学東広島キャンパス埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅳ
－アカデミック西部地区の調査－』

SB01 住居跡から出土した砥石

石鏃、楔形石器ほか（縄文時代）

SB01住居跡から出土した釣針 .

標本紹介：広島大学の東広島市への統合移転に伴って
埋蔵文化財調査室が 1989・1990 年度に実施した発掘
調査等による出土資料である。縄文時代の石器（石鏃
など）を主体とする。

関連文献・資料
1. 藤野次史・槙林啓介・早田勉・金原明・（株）地球科
学研究所・石丸恵利子・奥村晃史 2007『広島大学
東広島キャンパス埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅳ－
アカデミック西部地区の調査－』

22. ぶどう池南遺跡第１地点出土考古資料
標本点数：約300点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：埋蔵文化財調査部門
標本内訳：土器、石器、発掘記録図面、写真など
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24. 新池遺跡出土考古資料
標本点数：約 10点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：埋蔵文化財調査部門
標本内訳：土器（縄文土器など）、石器、発掘記録図
　　　　　面、写真など

標本紹介：広島大学の東広島市への統合移転に伴って
埋蔵文化財調査室が 1989 年度に実施した試掘調査に

よる出土資料である。旧石器時代の石器（尖頭器状石器
など）、縄文時代の石器（剥片など）がある。

関連文献・資料
1. 河瀬正利・藤野次史・吉井宣子 1990『広島大学統合
移転地埋蔵文化財発掘調査年報Ⅷ』

25. 霞地区出土考古資料
標本点数：約 1,700 点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：埋蔵文化財調査部門
標本内訳：土器（縄文土器、陶磁器など）、鉄器、発
　　　　　掘記録図面、写真など

標本紹介：総合博物館埋蔵文化財調査部門（旧埋蔵文
化財調査室）が2006～2014年度に実施した立会調査・
試掘調査によって出土した資料である。近世～近代、
現代の遺物を主体とする。近世～近代は陶磁器、近代
は第二次世界大戦中の防衛食容器、統制食器など、現
代は広島大学病院食器が注目される。霞地区は旧広島
陸軍兵器補給廠（支廠）の所在地で、近代の資料は関連
遺構を中心に出土したものである。また、大学病院食
器は昭和 30 年～昭和 40 年頃に使用されたもので、当
時の使用食器の内容を具体的に示す貴重な資料であ
る。この他に、縄文時代後期の縄文土器などがある。

関連文献・資料
1. 藤野次史 2009「開発に伴う協議と立会・試掘調査の
概要（2006 年度）」『広島大学埋蔵文化財調査室調査
研究紀要第 1号』87-104 頁

2. 藤野次史 2011「開発に伴う協議と立会・試掘調査の
概要（2007 年度）」『広島大学埋蔵文化財調査室調査
研究紀要第 2号』109-152 頁

3. 藤野次史 2012「開発に伴う協議と立会・試掘調査の
概要（2008 年度）」『広島大学埋蔵文化財調査研究紀
要第 3号』117-148 頁

4. 藤野次史 2013「開発に伴う協議と立会・試掘調査の
概要（2009 年度）」『広島大学埋蔵文化財調査研究紀
要第 4号』85-134 頁

5. 藤野次史 2014「開発に伴う協議と立会・試掘調査の
概要（2010 年度）」『広島大学埋蔵文化財調査研究紀
要第 5号』53-131 頁

6. 石丸恵利子・大近美穂・西口祐子 2015「広島大学霞
キャンパス出土の「広大病院」食器」『広島大学埋蔵
文化財調査研究紀要第 6号』71-95 頁

7. 藤野次史 2015「開発に伴う協議と立会・試掘・発掘
調査の概要（2011 年度）」『広島大学埋蔵文化財調査
研究紀要第 6号』135-164 頁

防衛食容器、統制食器（昭和 16～ 20年頃） 広島大学病院食器（昭和 30～ 40年頃）
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27. 東千田地区出土考古資料
標本点数：約 50点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：埋蔵文化財調査部門
標本内訳：陶磁器、発掘記録図面、写真など

標本紹介：総合博物館埋蔵文化財調査部門（旧埋蔵文
化財調査室）が 2014 年度に実施した立会調査・試掘調

査による出土資料である。広島大学が設置される以前
は、広島高等師範学校があり、これに関連すると推定され
る建物基礎（煉瓦基礎や木杭）などが発見されている。出土
資料は近世～近代の陶磁器などがあり、上記の建物基礎や
それ以前の堆積層から出土したものである。

28. 三原地区出土考古資料
標本点数：約 10点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：埋蔵文化財調査部門
標本内訳：陶磁器、写真など

標本紹介：総合博物館埋蔵文化財調査部門（旧埋蔵文
化財調査室）が 2006～2014 年度に実施した立会調査・
試掘調査による出土資料である。三原地区は三原城跡
北側の武家屋敷に位置しており、関連遺構が残されて

いる可能性が想定できる場所である。駐車場、擁壁の改
修工事に伴って近世～近代の陶磁器が出土している。

関連文献・資料
25 の文献 1・4・5・7と同じ

軍用食器（昭和 20年頃）

26. 翠地区出土考古資料
標本点数：約 90点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：埋蔵文化財調査部門
標本内訳：陶磁器、発掘記録図面、写真など

標本紹介：総合博物館埋蔵文化財調査部門（旧埋蔵文
化財調査室）が 2006 ～ 2014 年度に実施した立会調
査・試掘調査による出土資料である。近世～近代の陶
磁器などがある。近代の遺物は、第二次世界大戦末の
陸軍の軍用食器などで、旧広島高等学校寄宿舎跡から出
土した。

関連文献・資料
25 の文献 1～5・7と同じ

29. 水分神社遺跡出土考古資料
標本点数：約 20点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：東広島キャンパス
標本内訳：土器（中世須恵器など）

標本紹介：埋蔵文化財調査室が表面採取調査を行って
蒐集した資料である。中世（12 世紀後半～ 13 世紀）の
土師質土器（坏）、亀山焼（甕など）がある。
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30. 石器石材原産地原石標本資料
標本点数：約 60点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：東広島キャンパス
標本内訳：石器石材原産地原石標本
　　　　　（黒曜石、安山岩など）

標本紹介：埋蔵文化財調査室の構成員が石器石材の黒
曜石および安山岩を中心に石材原産地において蒐集し
た原石標本資料である。鹿児島県霧島産黒曜石、大分県
姫島産黒曜石、佐賀県腰岳産黒曜石、島根県隠岐産黒曜
石、北海道白滝産黒曜石、香川県金山産サヌカイト、広島
県冠山産安山岩などがある。

31. 東永谷製鉄遺跡ほか考古資料（河瀬正利コレクション）
標本点数：約 2,000 点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：埋蔵文化財調査部門
標本内訳：土器（縄文土器、弥生土器、須恵器、陶磁
　　　　　器など）、石器（石鏃、スクレイパーなど）、鉄
　　　　　器、青銅製品、発掘記録図面、写真など

標本紹介：河瀬正利名誉教授が広島大学在籍中に科学
研究費獲得、町史などの編纂、開発に伴って実施した発
掘調査などによる出土資料である（表参照）。科学研究
費による学術調査資料は、中世製鉄遺跡関連の炉壁、
鉄滓、鉄塊系遺物を主体としている。安芸地方東部（広
島県中央部）における中世の製鉄技術の変遷を明らか
にする上で重要な資料である。このほかに、ソンガオ
ン遺跡、イナムガオン遺跡、チェルキー・ネワサ遺跡など
インド・デカン高原西部の遺跡から出土した金石併用
期の彩文土器、赤色粗製土器、灰色土器や旧石器時代～
中石器時代の石器（細石器、ハンドアックス）などがあ
る。中でも、ソンガオン遺跡の彩文土器、粗製赤色土器、
灰色土器は発掘調査による層位的出土資料で、デカン
高原西部の金石併用期の土器編年や文化の解明のため
の貴重な資料である。町史などの編纂に伴う学術調査
資料は、縄文時代を主体としている。道上遺跡の遺物
は、縄文時代前期、後期の縄文土器、石器（石鏃、スクレ
イパーなど）、柳ノ本遺跡の遺物は、石器（石鏃、スクレ
イパーなど）である。開発に伴う緊急発掘調査資料は
古墳時代と中世を主体としている。古墳時代後期の蛇
迫山古墳および塚土第 5号古墳出土遺物は、須恵器（蓋
付坏、広口壼など）、鉄刀、鉄鏃、馬具など、古墳時代終
末期の塚土第 2 号古墳の出土遺物は須恵器（蓋付坏、
大甕）である。中世（14 世紀代）の塚土城跡出土遺物は、
土師質土器（坏、皿、鍋）などである。高砂遺跡出土遺物
は中世（14 世紀前後）の墳墓およびその周辺から出土
した亀山焼大甕、備前焼大甕などである。この他に、表
面採集等によって蒐集された各地の遺跡の遺物（土器、
陶磁器、石器、鉄滓、炉壁など）がある。

関連文献・資料
東永谷製鉄遺跡
1. 河瀬正利・安間拓巳・原田倫子・佐野村健治 2004「広
島県竹原市東永谷製鉄遺跡の発掘調査」『中国地方
古代・中世村落の歴史的景観の復元的研究　平成
12 年度～平成 15 年度科学研究費補助金（基盤（A）
（2））研究成果報告書』49-70 頁
2. 大沢正巳・鈴木瑞穂 2004「東永谷・大懸山製鉄遺跡
出土遺物の金属学的調査」『中国地方古代・中世村
落の歴史的景観の復元的研究　平成 12 年度～平成
15 年度科学研究費補助金（基盤（A）（2））研究成果報
告書』71-90 頁

大懸山製鉄遺跡・大懸山製鉄遺跡周辺遺跡
1. 安間拓巳・上栫武 2004「広島県賀茂郡豊栄町大懸山
製鉄遺跡の発掘調査」『中国地方古代・中世村落の
歴史的景観の復元的研究　平成 12 年度～平成 15
年度科学研究費補助金（基盤（A）（2））研究成果報告
書』7-48 頁

2. 大沢正巳・鈴木瑞穂 2004「東永谷・大懸山製鉄遺跡
出土遺物の金属学的調査」『中国地方古代・中世村
落の歴史的景観の復元的研究　平成 12 年度～平成
15 年度科学研究費補助金（基盤（A）（2））研究成果報
告書』71-90 頁

見土路製鉄遺跡
1. 河瀬正利・安間拓巳 2004「広島県賀茂郡豊栄町見土
路製鉄遺跡の発掘調査」『中国地方古代・中世村落
の歴史的景観の復元的研究　平成 12 年度～平成
15 年度科学研究費補助金（基盤（A）（2））研究成果報
告書』91-113 頁

2. 大沢正巳・鈴木瑞穂 2004「見土路遺跡製鉄関連遺物
の金属学的調査」『中国地方古代・中世村落の歴史
的景観の復元的研究　平成 12 年度～平成 15 年度
科学研究費補助金（基盤（A）（2））研究成果報告書』
114-124 頁

宮の谷遺跡・宮の谷遺跡周辺遺跡
1. 原田倫子 2004「宮の谷炭窯跡」『中国地方古代・中世
村落の歴史的景観の復元的研究　平成 12 年度～平
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　成 15 年度科学研究費補助金（基盤（A）（2））研究成
果報告書』132-140 頁

六の原製鉄場跡
1. 河瀬正利 1990『広島県史跡六の原製鉄場跡－調査と
整備の記録－』

インド ソンガオン遺跡・イナムガオン遺跡
1. S.N.Rajaguru・Masatoshi Kawase 1995 A Preliminary 
Study on the Ancient Culture after Indus and its 
Relation to Environmental Change in Western 
Deccan Plateau， India　『熱帯アジアにおける南西モ
ンスーン長期変動と環境変遷　平成 4・5・6 年度文
部省科学研究補助金国際学術研究（学術調査）
04041076研究成果報告』31-40頁

道上遺跡・柳ノ本遺跡
1. 河瀬正利 1984「熊野町の遺跡と遺物」『熊野の歴史
（研究ノート・第 2号）』1-27 頁
2. 河瀬正利 1987「第二章　原始・古代（考古）」『安芸熊
野町史通史編』57-126 頁

蛇迫山古墳・塚土第2号古墳・塚土第 5 号古墳・大迫
城跡
1. 河瀬正利 1989『朝日ゴルフクラブ広島コース建設予
定地内遺跡発掘調査概報』

高砂遺跡
1. 河瀬正利 1986『高砂遺跡群発掘調査報告書－広島県
佐伯郡廿日市町所在－』

東永谷製鉄遺跡の木呂孔のある炉壁（中世） 蛇迫山古墳の須恵器坏蓋・坏身（古墳時代後期）

資料の由来 遺跡名 資料数

広島県竹原市東永谷製鉄遺跡 約70点

広島県東広島市大懸山製鉄遺跡 約60点

広島県東広島市大懸山製鉄遺跡周
辺遺跡

約80点

広島県東広島市見土路製鉄遺跡 約20点

広島県東広島市宮の谷遺跡 約110点

広島県東広島市宮の谷遺跡周辺遺跡 約60点

広島県庄原市六の原製鉄場跡 約10点

インド　ソンガオン遺跡 約100点

インド　イナムガオン遺跡 約80点

インド　チェルキー・ネワサ遺跡
ほか南インド各地表面採集資料

約60点

広島県安芸郡熊野町道上遺跡 約370点

広島県安芸郡熊野町柳ノ本遺跡 約320点

広島県東広島市蛇迫山古墳 約140点

広島県東広島市塚土第2号古墳 約70点

広島県東広島市塚土第5号古墳 約40点

広島県東広島市大迫城跡 約120点

広島県廿日市市高砂遺跡 約110点

広島県広島市西山貝塚 約210点

広島県東広島市旦ヶ原窯跡 1点

広島県三次市寺町廃寺前 1点

鳥取県日野郡日南町呼子山たたら 2点

島根県江津市甘南備寺 約10点

島根県南出雲市羽森第2遺跡 1点

科学研究費等による学術調査

町史などの編纂に伴う学術調査

開発に伴う緊急発掘調査資料

そのほか（表面採集など）

河瀬正利関係考古資料主要遺跡一覧

※そのほかは主要遺跡のみ
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冠遺跡Ｄ地点出土の台形様石器、ナイフ形石器、削器、石錐
など（後期旧石器時代前半）

冠遺跡Ｄ地点出土のナイフ形石器、角錐状石器（後期旧石器
時代後半）

32. 冠遺跡 D 地点ほか考古資料（藤野次史コレクション）
標本点数：約 4,000 点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：埋蔵文化財調査部門
標本内訳：土器（縄文土器など）、石器（ナイフ形石器、
　　　　　角錐状石器、石鏃など）、石器石材標本、石器
　　　　　製作実験資料、発掘記録図面、写真など

標本紹介：総合博物館所属の藤野が科学研究費による
発掘調査などで蒐集した資料で、広島県冠遺跡D地点
出土資料（約 3,400 点）、島根県横道遺跡出土資料（約 60
点）や石器石材分布調査資料などがある。冠遺跡 D地
点の資料は、1988 年に（財）広島県埋蔵文化財調査セン
ターが発掘調査した地点の隣接地区出土遺物である。
遺物は旧石器時代の石器で、後期旧石器時代前半、後期
旧石器時代後半、後期旧石器時代末の 3時期がある。
後期旧石器時代前半では、台形様石器、ナイフ形石器、
削器、掻器など、後期旧石器時代後半では、ナイフ形石
器、角錐状石器、削器など、後期旧石器時代末では、槍先
形尖頭器、削器などがある。冠遺跡は安山岩原産地にあ
り、西日本において石材原産地における石器製作の様
相を層位的に解明できる数少ない重要な資料である。
また、中国地方西部における編年的基準資料である。
横道遺跡は、縄文時代の遺物を主体とし、縄文時代早期
の縄文土器（押型文土器、無文土器）、石器（剥片、磨石、
敲石など）がある。この他に、後期旧石器時代前半、後期
旧石器時代後半の石器がある。石器石材分布調査資

料は、冠山安山岩原産地（広島県）および西条盆地（広島
県）の流紋岩（高田流紋岩類）を対象に実施した石材
分布調査に伴って採取した資料である。この他に、旧
石器時代、縄文時代の石器製作技術研究や考古学実
習・展示などでの使用を目的として製作した石器製作
実験資料がある。資料は、安山岩、黒曜石製のナイフ形石
器、角錐状石器、石鏃、石核、剥片などである。

関連文献・資料
冠遺跡Ｄ地点
1. 藤野次史 1992「広島県冠遺跡Ｄ地点第２次調査の概
要について」『広島大学文学部内海文化研究紀要第
21 号』1-24 頁

2. 藤野次史 2013「冠遺跡群における槍先形尖頭器の研
究－冠遺跡Ｄ地点第 2 次調査第Ⅰ文化層出土資料
を中心として－」『広島大学埋蔵文化財調査研究紀
要第 4号』1-84 頁

横道遺跡
1. 石丸恵利子・植田達也・岡田泰洋・下野直章・田
辺和歌子・敦賀啓一郎・林宏嗣・藤野次史「第 2部
島根県横道遺跡の発掘調査」『石器石材からみた西
日本における旧石器時代の集団関係－中国地方西
部の石器石材に関する基礎調査－　1999・2000 年
度科学研究費補助金（基盤研究（Ｃ）（2））研究成果報
告書』25-82 頁
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38. 石器石材原産地原石標本資料（寄贈）
標本点数：約 140点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：埋蔵文化財調査部門
標本内訳：石器石材原産地原石標本
　　　　　（黒曜石、安山岩など）

標本紹介：山口県在住の下瀬洋一氏が黒曜石、安山岩
を主体とする石器石材原産地の石材原石を蒐集した資
料である。大分県姫島産黒曜石、佐賀県腰岳産黒曜石、
島根県隠岐産黒曜石、長野県男女倉産黒曜石、北海道白
滝産黒曜石、広島県冠山産安山岩、香川県金山産サヌカ
イト、奈良県二上山産サヌカイトなどである。

33. 神宮原遺跡出土考古資料（下瀬洋一コレクション）
標本点数：約 100点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：埋蔵文化財調査部門
標本内訳：石器（ナイフ形石器、石斧など）

標本紹介：山口県在住の下瀬洋一氏から寄贈された旧
石器時代・縄文時代の石器である。遺跡は広島県廿日市

市に所在する。旧石器時代の資料は、石器石材（冠山安山
岩）の搬入・搬出を考えるうえで貴重な資料である。

関連文献・資料
1. 藤野次史 1991「広島県佐伯郡佐伯町神宮原遺跡採集
の遺物」『旧石器考古学 43』59-78 頁

34. 細野遺跡出土の考古資料（宮本公胤コレクション）
標本点数：約 20点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：埋蔵文化財調査部門
標本内訳：石器

標本紹介：山口県在住の宮本公胤氏から寄贈された旧石
器時代の石器である。遺跡は山口県周南市に所在する。頁
岩を主要な石器石材に利用しており、山口県の中国山地
では数少ない旧石器時代資料であり、貴重である。

35. 多久三年山遺跡出土の考古資料（山下実コレクション）
標本点数：2 点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：埋蔵文化財調査部門
標本内訳：石器

標本紹介：福岡県在住の山下実氏の寄贈から寄贈された
もので、旧石器時代の石器2点である。

36. 東広島市豊栄町出土の考古資料（吉井宣子コレクション）
標本点数：5 点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：埋蔵文化財調査部門
標本内訳：石器

標本紹介：広島県在住の吉井宣子氏から寄贈された弥生
時代の石斧など石器5点である。

37. 東広島市の出土地不明の考古資料（渡部慧子コレクション）
標本点数：1 点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：埋蔵文化財調査部門
標本内訳：火鉢

標本紹介：広島県在住の渡部慧子氏から寄贈された近世
～近代の火鉢である。
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41. 上殿遺跡出土考古遺物（今田三哲コレクション）
標本点数：約 110点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：埋蔵文化財調査部門
標本内訳：土器（縄文土器、陶磁器など）、石器（石鏃、
　　　　　スクレイパーなど）、動物骨、貝など

標本紹介：廿日市市在住の今田三哲氏が上殿小学校校
庭の拡張工事の際に採取した資料である。上殿遺跡は旧
山県郡戸河内町を代表する縄文時代の遺跡である。学史
的にも著名で、出土資料は、縄文時代早期中葉の縄文土
器（押型文土器、無文土器）、石器（石鏃、スクレイパー、
円形掻器など）がある。広島県における早期の基準資 縄文土器・石鏃・円形掻器、スクレイパーほか（縄文時代早期）

縄文土器（縄文時代中期・後期）

39. 地御前南町遺跡出土考古資料（今田三哲コレクション）
標本点数：約 6,500 点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：埋蔵文化財調査部門
標本内訳：土器（縄文土器、土師質土器、陶磁器など）、
　　　　　石器（石鏃、石匙など）、動物骨、貝など

標本紹介：廿日市市在住の今田三哲氏が試掘調査を行っ
た資料や工事中などに採取した資料である。縄文時代～
中世の遺物で、中でも縄文時代の資料が重要である。上下
の包含層から出土したとされるもので、下層は縄文時代
前・中期の縄文土器（刺突文土器、沈線文土器など）、上層
は縄文時代後期の縄文士器（磨消縄文土器、条痕文土器な
ど）であり、これらの土器に伴う石器（石鏃、石匙、楔形石
器など）、動物骨、貝などがある。これらの縄文土器は広島
県西部における縄文時代中期～後期の土器編年の基準資
料である。また、現在の海水面あるいはそれ以下の標高か
ら出土した資料であることから、海水面変動をはじめと
する環境変化やそれに伴う人類活動を示す重要な資料で
ある。現在、広島大学への寄贈手続きを進めている。

40. 丸子山遺跡出土考古資料（今田三哲コレクション）
標本点数：約 130点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：埋蔵文化財調査部門
標本内訳：土器（弥生土器など）など

標本紹介：廿日市市在住の今田三哲氏などが表面採集
した資料である。資料は、弥生土器（甕など）で、前期前半
を主体に中期後半～後期の資料である。広島県西部で

関連文献・資料
1. 河瀬正利 1984「広島県佐伯郡廿日市町地御前南遺跡
出土の遺物について」『広島大学文学部帝釈峡遺跡
群調査室年報Ⅶ』65-86 頁

2. 河瀬正利 1988「第Ⅱ章原始・古代の廿日市」『廿日市
町史　通史（上）』168-273 頁

3. 河瀬正利 1988「第Ⅳ章第六節古代・中世の遺跡と遺
物」『廿日市町史　通史（上）』474-484 頁

は数少ない前期の資料である。現在、広島大学への寄贈
手続きを進めている。

関連文献・資料
1. 河瀬正利 1988「第Ⅱ章原始・古代の廿日市」『廿日市
町史　通史（上）』168-273 頁
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料として利用されてきた。現在、広島大学への寄贈手続
きを進めている。

42. 京之本遺跡ほか出土考古資料（今田三哲コレクション）
標本点数：約 2,200 点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：埋蔵文化財調査部門
標本内訳：土器（縄文土器、弥生土器など）、
　　　　　石器（石鏃など）

標本紹介：廿日市市在住の今田三哲氏が採取した資料で
ある。京之本遣跡を主体として、周辺の遺跡の資料があ
る。京之本遺跡は旧山県郡戸河内町を代表する縄文時代
～弥生時代の遺跡で、資料は縄文土器、弥生土器を主体と
する。現在、広島大学への寄贈手続きを進めている。

関連文献・資料
1. 岩本芳幸・道教浩忍 1990『京之本遺跡　町道箕角中
央線道路整備事業に伴う発掘調査』

2. 河瀬正利1999「Ⅰ考古」『加計町史資料編Ⅰ』1-27頁

関連文献・資料
1. 河瀬正利 1987「広島県山県郡戸河内町上殿遺跡の縄
文時代早期遺物の研究」『広島大学文学部紀要第 46
巻』115-184 頁
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Ⅰ  動　　　　　物　　Animals

Ⅱ  昆　　　　　虫　　Insects

Ⅲ  植 物 ・ 海 藻　　Plants and Seaweeds

Ⅳ  化　　　　　石　　Fossils

Ⅴ  鉱 物 ・ 岩 石　　Minerals and Rocks

Ⅵ  考　古　資　料　　Archaeological resources

Ⅶ  歴　史　資　料　　History

Ⅷ  技術史関連資料　　Historical materials of technology

Ⅸ  記　録　資　料　　Archival material
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Ⅲ  植 物 ・ 海 藻　　Plants and Seaweeds

Ⅳ  化　　　　　石　　Fossils

Ⅴ  鉱 物 ・ 岩 石　　Minerals and Rocks

Ⅵ  考　古　資　料　　Archaeological resources

Ⅶ  歴　史　資　料　　History

Ⅷ  技術史関連資料　　Historical materials of technology

Ⅶ  歴 史 資 料
History
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01. 仁治度厳島神社復元模型
標本点数：1 点
管理部局：総合博物館（寄託）
収蔵場所：展示情報・研究企画部門
標本内訳：模型
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標本紹介：国立歴史民俗博物館より寄託されている。
国立歴史民俗博物館主催の「日本の神々と祭り」（2006
年）に際して制作された復元模型である。当時、文学研
究科大学院生であった山口佳巳氏が復元設計を行い、
三浦正幸氏（文学研究科教授）が監修をしたものである。
仁治 2年（1241）当時の社殿を古文書によって復元した
模型で、現状と比較すると本殿・拝殿・祓殿や廻廊な
ど主要な建物は、ほとんど変化がないが、付属社殿の相
違などをよく窺うことができる。現在、本館において展

示中である。
　
関連文献・資料
1. 山口佳巳（2009）：仁治度厳島神社の社殿．広島大学
総合博物館研究報告，1．

2. 山口佳巳（2008）：仁治度厳島神社廻廊の復元的研
究．国立歴史民俗博物館研究報告，148．

3. 山口佳巳（2008）：仁治度厳島神社楽屋の復元的研
究．建築史学，51．

4. 山口佳巳・三浦正幸（2006）：厳島神社廃絶社殿の
復元的研究－仁治度再建社殿について．内海文化研
究紀要，34．

標本紹介：デアゴスティーニ社が発行したものを森井
玲子氏らが組み上げた復元模型である。当時、文学研
究科大学院生であった佐藤大規氏が復元考察を行い、
三浦正幸氏（文学研究科教授）が監修を行った。日本の
古建築及び天守建築の構造や安土城天主特有の絢爛豪

華な内部意匠を窺うことができる。2015 年より総合博
物館本館において展示中である。

関連文献・資料
1. 佐藤大規（2014）：安土城天主の構造および外観に
関する復元考察．史学研究，283，22－52．

2. 佐藤大規（2011）：安土城天主の平面復元に関する
試案．史学研究，255，1－22．

02. 安土城天主復元模型
標本点数：1 点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：展示情報・研究企画部門
標本内訳：模型

安土城天主復元模型
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標本紹介：本模型は、2006 年の総合博物館本館の開館
に合わせて、東広島キャンパス全体を俯瞰する展示と
して製作された。キャンパスの北東に位置する陣ケ平
山、東側に位置するががら山東部の農場地区を除くア

カデミック地区の全域を忠実に再現しており、キャン
パスまるごと博物館を標榜する総合博物館本館、サテラ
イト館、発見の小径等の位置関係を押しボタン式の
LED点灯により把握することができる。博物館施設に
留まらず、学部・研究棟、各センター、福利厚生施設等
を一目で確認することもできる。大学のショーウィン
ドウとしての機能を担う大学博物館にとっては重要な
展示資料となっている。

03. 広島大学東広島キャンパスのジオラマ
標本点数：1 点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：展示情報・研究企画部門
標本内訳：模型
製　　作：アトリエ四季　山口おさむ（広島市 2006）

04. 被爆ドライバー
標本点数：1 点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：展示情報・研究企画部門
標本内訳：ドライバー

被爆ドライバー

標本紹介：利島保氏（本学名誉教授）より 2013 年に寄
贈された。このドライバーは、被爆した広島文理科大
学心理学教室跡より文理科大卒業後、大分師範学校教
授として務めていた故玉岡忍氏が収集し保管してい
た。その後 1979 年に利島氏が引き継いだ。
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05. 檜山被爆コレクション
標本点数：6 点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：展示情報・研究企画部門
標本内訳：被爆瓦・木材（懸魚）

標本紹介：檜山洋子氏（初代学長森戸辰男氏のご令嬢）
より 2015 年に寄贈された。檜山氏の養父である故檜

山弥太郎氏は大工であり、原爆投下後の広島市内にお
いて建物の再建に尽力したという。その際に被爆した
瓦や木材を収集しており、それらは自宅の地下室に保
存されていた。瓦は一度溶解し固まったものも含まれ
ており、原子爆弾の威力を伝えるものとして貴重な資
料である。

標本紹介：本コレクションは、「最新版 宮島名勝十六
景（8 枚）」・「厳島公園繪葉書（8 枚）」・「聖蹟廣島大本

榮繪葉書（10 枚）」・「三次名所繪はがき（10 枚）」・「史
蹟の竹原（8枚）」の 5つのシリーズより成る。いずれも
明治・大正・昭和戦前期の広島県における著名な景観
等を写したもので、往時の人・風景・建物・歴史等を知
る上で、貴重な資料である。なお、一部を総合博物館本
館において展示中である。

06. 明治・大正・昭和戦前期絵葉書コレクション
標本点数：44 点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：展示情報・研究企画部門
標本内訳：絵葉書
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標本紹介：現在、総合博物館にはタイガー計算機、計算
尺、地上標定機、顕微鏡等のかつて本学で研究調査等に
使用されていた機器類が 18 点保管されている。これら
の機器類は研究者が実際に使用した機器の変遷をたど
る上で重要な資料である。特に地上標定機は昭和 15 年
8 月東京光學機械株式会社製の古いもので、2010 年 5
月に当時工学研究科の機械工作室より移管された。同
室に古くから伝来していたもののようで「アフリカで
使用されていた」との情報しか伝わっていないとのこ

とであった。同室には呉市に存在した旧日本海軍呉海
軍工廠より払い下げられた機器が戦後は膨大にあった
とのことであった。地上標定機は、旧日本帝国陸軍等が
射弾の位置を測定するための地上観測に用いた機器で
ある。箱書きの製造年から推測すると第二次世界大戦
に使用された可能性も十分考えられる。当時の観測技
術の一端を垣間見ることの出来る貴重な機器である。

01. 研究機器類
標本点数：18 点
管理部局：総合博物館
収蔵場所：展示情報・研究企画部門
標本内訳：顕微鏡等機器類
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02. 大杉節コレクション
標本点数：4 点
管理部局：総合博物館（寄託）
収蔵場所：展示情報・研究企画部門
標本内訳：ガンマ線レンズ・感謝状

標本紹介：本コレクションは、大杉節氏が中心となっ
て開発したシリコンストリップ検出器や本検出器が
搭載されているフェルミ・ガンマ線宇宙望遠鏡のミ
ニチュア、さらには、大杉氏とそのチームに贈呈された
NASA からの感謝状などである。本館の「宇宙・地球
コーナー」にて展示中である。

タイガー計算機 地上標定機



編集後記
　広島大学では、1902 年創立の広島高等師範学校、1929 年創立の広島文理科大学を中心とした前身校 9 校
において多方面に及ぶ学術研究・教育活動が展開され、膨大な学術標本が蓄積されていました。広島高等師
範学校には、初代校長北条時敬先生の栄転を記念し日本で 2 番目の教育博物館が創立され、展覧会を開催す
るなど戦前の日本の高等教育を支える重要な役割を担っていました。1945 年の原子爆弾によってその学術
標本の多くを失いましたが、1949 年には新制広島大学が発足し、現在までに 11 学部 11 研究科、そして多様
なセンター群を保有し、これらの各部局や教室ごとに特色のある学術標本・資料を活用した教育・研究が
行われています。それらの標本・資料の大半は各部局に分散保管されており、1993 年に全学的に実施した
アンケート調査では、その数は 69 万点に及ぶものでした。
　広島大学総合博物館は 2006 年に設置され、広島大学に所蔵する学術標本資料の調査・収集、保存・管理
を行い、それらの研究と展示、情報発信にあたることにより、広島大学の社会貢献や研究・教育の向上に資
することを目的として、①学術標本資料の調査・収集、保存・管理、②学術標本資料およびそれに関わる研
究成果の展示と情報発信、③学術標本資料等を用いた研究の推進、④博物館を活用した体験型・実証型の教
育の推進、⑤博物館を通じた社会連携の推進をミッションとして博物館活動を展開してまいりました。
　本冊子は、博物館が設立からの 10 年で関係した研究室からの移管や寄贈・寄託された標本を中心に前述
の 1993 年の所蔵標本の中核を担っていた文学研究科考古学教室、理学研究科植物学教室、教育学研究科自
然システム講座等の協力を得て標本資料の現状を把握し、今後の学術標本管理の基礎を構築するために作
成したものです。
　残念ながら当館は大学博物館としては後発組であり、スタッフ・スペース・予算が限られているため、上
述の学術・標本資料の調査・収集、保存・管理に関するミッションが理想通り遂行されているとは言い難
い現状です。膨大な所蔵標本が各部局に散在している現状のなか、全学の標本の具体的な内容にまで踏み込
んだ全体像を把握することは容易ではありません。我々の調査不足により、本冊子に掲載されていない標
本・資料も数多くあると考えられ、未だ不完全なものであることは否めません。今後の調査により本冊子が
増補改訂されていかなければならないものであることは間違いありません。
　本冊子に掲載された内容は、既存の広島大学デジタルミュージアムや博物館ホームページを中心に公開
を予定しています。本冊子と合わせてご利用頂けることを願っております。
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広島大学総合博物館スタッフ
　館長　　教授　　　　岡橋　秀典

展示情報・研究企画部門
　部門長　教授　　　　岡橋　秀典（人文地理学）
　　　　　助教　　　　清水　則雄（動物生態学・博物館学）
　　　　　学芸職員　　佐藤　大規（文化財学）
　　　　　事務補佐員　真野　麻紀

埋蔵文化財調査部門
　部門長　教授　　　　　　　藤野　次史（考古学）
　　　　　研究員　　　　　　石丸恵利子（考古学）
　　　　　教育研究補助職員　大近　美穂（考古学）
　　　　　技能補佐員　　　　西口　祐子

データ提供
　広島大学名誉教授
　　　沖村　雄二（総合博物館客員研究員）
　広島大学名誉教授
　　　鳥越　兼治（総合博物館客員研究員）
　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
　　教授
　　　山口富美夫（総合博物館運営委員）
　大学院文学研究科地表圏システム学講座考古学分野考古学研究室
　　教授
　　　野島　　永（総合博物館研究員）
　大学院理学研究科附属宮島自然植物実験所
　　准教授
　　　坪田　博美（総合博物館運営委員）
　　技術員
　　　内田　慎治
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