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平成 21年度宮島生態学実習報告―西表島・
石垣島―

正田いずみ・奥田有貴・岡田佳那子

（広島大・理・生物科学）

　 平 成 21 年 度 宮 島 生 態 学 実 習 は 2009 年 12 月

23–26 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，木村茉南美（理学研究科修士課程 1

年 TA），安富友貴（同 1 年オブザーバ），久保晴盛（理

学部生物科学科 4 年），谷川照樹（同４年オブザーバ）

岡田佳那子（同３年），奥田有貴（同 3 年），正田い

ずみ（同３年），長谷信二（オブザーバ），武内一恵（同），

上村恭子（同），山下容富子（同），乃美一成（同）の

15 名であった．

1. 実習前日（2009 年 12 月 22 日）

　12 月 22 日，分子遺伝学の講義後，広島から新幹

線で博多に移動．さらに，博多から地下鉄で福岡空港

まで移動し，沖縄経由で石垣島まで全日空機にて移動

した．移動だけで半日を要し，石垣空港に到着する頃

には日が暮れていたため石垣市で一泊した．石垣空港

から市街地へ向かう道中でみた街路樹は広島では見な

い植物が植栽されており，早速「亜熱帯」を感じた．

2. 実習 1 日目（2009 年 12 月 23 日）

　12 月 23 日，快晴．始発の高速艇で西表の大原港

まで移動．早朝で人がまばらであったため，座ること

ができた．大原港から宿の竹盛旅館までは，旅館の方

が運転するマイクロバスで移動した．車窓からイリオ

モテヤマネコの置物を見つけた．旅館に荷物を置いて

すぐに遊覧船乗り場に向かった．旅館からの道中では

オオバイヌビワやハマイヌビワといったイチジク属の

植物が観察できた．8 時 35 分発の遊覧船「かもめ 9 号」

乗船．朝早くということもあり，他の遊覧船が先に川

を上った様子はなく，穏やかな水面を楽しみつつ，マ

ングローブ林を観察した．仲間川には，日本で見られ

るマングローブ 7 種の全ての種が生育している．遊

覧船からはマヤプシキ（ハマザクロ）とオヒルギ，ヤ

エヤマヒルギを見ることができた．マヤプシキは沖縄

の方言で，荀根と呼ばれる呼吸根を持っている．

　川の途中で上陸し，大きな板根を持つサキシマスオ

ウノキを見学した．この場所のサキシマスオウノキは

樹齢約 400 年の大木で天然記念物に指定されている．

非常に大きかったが土中の根は深さ 20 cm くらいし

かない．サキシマスオウノキの板根は，昔は舵やまな

板などに利用されていたとのこと．残念ながら直接触

ることはできなかったがすぐ近くで私たちの背よりも

遥かに大きい板根を見ることができた．サキシマスオ

ウノキの見学及び記念撮影終了後，再び遊覧船に乗り

9 時 15 分，展望台下の船着き場から上陸した．

　船着き場から仲間川展望台を目指しつつ植生を観察

した．木本ではオオバギ，オオハマボウ，リュウキュ

ウガキ，フトモモ，カキバカンコノキ，タイワンルリ

ミノキ，ギランイヌビワ，アコウ，マンリョウ，アダ

ン，ギンネムなどが観察できた．イチジク属は独特の

花嚢をつけるが，ギランイヌビワは枝先ではなく幹に

つける．草本ではチリメンナガボソウ，クワズイモ，

仲間川のサキシマスオウノキの前で記念撮影．左から山下，
長谷，武内，岡田，奥田，正田，坪田，乃美，上村，久保．

（沖縄県西表島仲間川，2009 年 12 月 23 日，向井撮影）

舟から見た仲間川のマングローブ（沖縄県西表島
仲間川，2009 年 12 月 23 日）
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センリョウ，エダウチチヂミザサなどが見られた．シ

ダ植物では，コシダ，ヒリュウシダ，ナガバカニクサ，

ヒカゲヘゴ，オニヘゴ，コウモリシダなどが見られた．

13 時，仲間川展望台に到着．一端休憩を取り，マン

グローブを眺めた．野外のため長袖であったが，歩い

ていたこともあり暑く感じた．マングローブは高さが

揃っており，緑の絨毯が広がっているようであった．

　休憩後さらに奥に進むと，ヤブレガサウラボシを観

察することができた．ヤブレガサウラボシはヤブレガ

サウラボシ科の常緑性シダ植物である．葉身は掌状に

不規則に裂け，傘が破れたようにみえる．堅い草質で

表面はつやのある黄緑色，裏面は青白色で，遊離脈の

ある網状の葉脈をもつ．石垣島以南の亜熱帯から熱帯

にかけて広く分布する．広島ではコシダやウラジロが

生育するようなニッチの一部が，西表ではこのヤブレ

ガサウラボシで占められている．

　昼食後さらに歩みを進め，西表横断道の入り口へと

向かった．15 時 15 分，横断道は川沿いの細い山道

で，木が生い茂っているためやや暗い．川に沿った道

であったせいか足元が非常に滑りやすかった．フシノ

ハアワブキやタシロルリミノキ，ゴザダケシダ，ヤン

バルアカメガシワなどの植物を見ることができた．時

間の都合ですぐに引き返し，宿に向かう．道すがらサ

トウキビ畑やウシを放牧している様子など穏やかな

風景が見られた．宿に到着後夕食をとり，部屋で本日

の学習内容を確認し，明日に備えて就寝した．

3. 実習 2 日目（2009 年 12 月 24 日）西表島

　12 月 24 日，朝からあいにくの雨であった．午前

中は車で移動してユチン川周辺の植生を調べた．鬱蒼

とした林にはオオハマボウやガジュマル，オヒルギ，

サキシマハマボウ，クロヨナ，オオバギ，アワダン，

ハチジョウススキ，ハマイヌビワ，イヌマキ，ショウ

ベンノキ，ヒカゲヘゴ，ハカマカズラがみられた．足

元が滑りやすく，雨のため増水してきたので危険だと

判断し，一同は林の奥の植物に未練を残しつつも途中

で引き返した．

　次に星立のナンゴクデンジソウとミミモチシダの生

育地へと向かった．ミミモチシダは日本で八重山諸島

でしか生育が確認されていない非常に珍しいシダ植物

である．広い道路脇の土地には数頭のウシが放たれて

おり，我々の背の高さを優に超したナピアグラスやギ

ンネム，オガサワラスズメノヒエ，シマニシキソウ，

イリオモテシャミセンヅル，ハイアワユキセンダング

サなどが生育する．ここではギンネムとハイアワユキ

センダングサ，シマニシキソウを用いてマメ科やキク

科，トウダイグサ科について実物を見ながら説明を聞

いた．空がだんだん晴れてきて次に向かったのが星立

のヤエヤマヤシである．細い民家の間の道を抜けてい

くと小さな鳥居が見える．この地方では自然信仰が行

われており，ヤエヤマヤシが生育する林は聖域として

祭られていた．そのほかにも，葉の形が非常に似通っ

ているが葉脈で区別できるテリハボクとフクギ，ハブ

カズラ，カラスキバサンキライ，アワダン，フウトウ

カズラ，イヌマキ，モクタチバナ，クワズイモ，リュ

ウキュウトリノスシダ，ビロウ，センリョウ，シラタ

マカズラなどが確認できた．

　浦内川の河口に到着．一同で旅館から持ってきたお

ヤブレガサウラボシ（沖縄県西表島，
2009 年 12 月 23 日，向井撮影）

ナンゴクデンジソウ（沖縄県西表島，
2009 年 12 月 24 日，向井撮影）
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弁当を見晴らしの良い橋の近くの展望台で食べた．こ

のころにはすっかり晴れ，きれいな青空が広がった．

その後，再びユチン川に向かった．さらに奥に進むと

シマトネリコやオオバルリミノキ，オニヘゴ，ハマイ

ヌビワ，サクララン，フトモモ，シシアクチ，リュウ

キュウウマノスズクサ，アデク，オオシイバモチ，オ

キナワウラジロガシなどが確認出来た．

　一度宿に戻り，水辺の調査の準備をして仲間川河口

のマングローブに向かった．今回は海に近いほうから

内陸に向かって調査を行った．川に降りるとまず目に

ついたのがマヤプシキの呼吸根である．マヤプシキ

は石垣島を北限とする塩分濃度が高くても生育できる

マングローブである．ザクロに似た実をつける．続い

て見えるのがヤエヤマヒルギである．この木は黄色く

なった葉が下のほうに見る事が出来る．木の葉に塩分

をため，最後は黄色くなって落葉する．そのためこの

黄色い葉をかじるとしょっぱい．内陸に近づくとオヒ

ルギやヒルギダマシが徐々に多くなる．マングローブ

林を内陸に向かって歩くとオオハマボウやシマシラ

キ，クロヨナ，ハマイヌビワなどが確認できた．また，

大きなヤシガニが歩いていた．旅館への帰り道，かわ

いらしいポニーに遭遇した．ウシやウマ，イヌなど多

くの動物が植物と人とともに生きていることを感じ

た一日であった．

4. 実習 3 日目（2009 年 12 月 25 日）西表島

　12 月 25 日，この日も前日に続いて朝から雨であっ

た．旅館をレンタカーに乗って出発し，忘勿石之碑（わ

するないしのひ）のある南風見海岸（豊原海岸）に至

るまでの海岸植生や海浜植生の観察を行った．車を下

り，一同浜辺を目指す．浜辺に至るまでの林には，チ

リメンナガボソウやハイアワユキセンダングサ，コウ

トウヤマヒハツ，アカテツ，ヤンバルアカメガシワ，

シマトネリコ，サキシマフヨウ，クワズイモ，オオバ

海浜植生（沖縄県西表島南風見海岸，
2009 年 12 月 25 日，向井撮影）

グンバイヒルガオ（沖縄県西表島南風見海岸，
2009 年 12 月 25 日，向井撮影）

マングローブの観察（沖縄県西表島仲間川，
2009 年 12 月 24 日，向井撮影）

マングローブ調査隊（沖縄県西表島
仲間川，2009 年 12 月 24 日）
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ギ，ギランイヌビワ，ハブカズラ，パパイヤ，ノアサ

ガオ，ハスノハギリなどが見られた．砂浜に近づくに

つれ，植物の種類も変化していく．林を抜けると，グ

ンバイヒルガオの広がる白い砂浜が目の前に広がっ

た．あいにくの天気ではあったが，目の前に広がる海

は，とてもきれいだった．砂浜には，グンバイヒルガ

オの他にも多くの海浜植物があった．先生にスナヅル

を探すよう指示され，砂浜を歩きながら様々な海浜植

物を観察した．クサトベラやクロイワザサ，ハマニガ

ナ，ハマアズキ，モンパノキ，キダチハマグルマなど

が見られた．肝心のスナヅルは，向井さんの助けを借

りて見つけることができた．隆起サンゴ礁上に生える

植物も観察した．隆起サンゴ礁は，サンゴ由来の石灰

岩であり，特徴的な植物が生育している．岩場には，

識名信升（しきなしんしょう）の像があった．識名信

升は，波照間国民学校の校長先生だった人物である．

強制疎開による戦争マラリアを忘れないために，「忘

勿石　ハテルマ　シキナ」と刻んだという．石像を眺

めつつ，平和を祈りながら，南風見海岸をあとにした．

車で移動し，眺めの良いところで昼食をとる予定で

あったが，雨のため各車内で昼食を食べることとなっ

た．昼食後，大原港に移動し，港周辺の植生調査を行っ

た．植生調査後，旅館に戻り，朝のうちに整理してお

いた荷物を車に積み込み，お世話になった竹盛旅館を

出発した．大原港から船に乗り，西表島から石垣島へ

と移動した．石垣港で解散し，本日の日程を終えた．

5. 実習最終日（2009 年 12 月 26 日）石垣島

　12 月 26 日，ついに実習最終日である．雨こそ降

川平湾で記念撮影．左から奥田，木村，正田，岡田，安冨，
谷川．（沖縄県石垣島，2009 年 12 月 26 日，向井撮影）

隆起サンゴ礁（沖縄県西表島南風見海岸，
2009 年 12 月 25 日，向井撮影）

らなかったが，朝方は曇っていて，風が強かった．車

で移動しながら石垣島を満喫した．まず向かったのは

川平湾である．川平湾は美しいサンゴ礁で有名な場所

である．グラスボートに乗り，様々なサンゴとサンゴ

礁で暮らす色とりどりの魚たちを見た．それらはとて

もきれいで，私たちは船内で感動の声をあげ続けた．

サンゴ礁を満喫した後，川平湾の植物の観察と植生調

査を行った．海浜植生ということで，タイワンカモノ

ハシやトベラ，ハマユウ，ハリツルマサキなど，前日

に見た西表島の南風見海岸と似た部分が多くみられ

た．川平湾を一望できる高台までのぼり，サンゴたち

に別れを告げて車に乗り込み，私たちは次の目的地を

目指した．

　次に訪れたのはネバル御獄である．ここは神聖な

場所として保護されているため，亜熱帯海岸林の特

徴をよく残している．ここでは，リュウキュウガキや

オオシマコバンノキ，コミノクロツグ，フクギ，トウ

ツルモドキ，オキナワスズメウリ，オオバギなど様々

な植物を観察した．なかでも，地面から顔を出すリュ

ウキュウツチトリモチは，とてもかわいらしく，夢中

になって写真を撮影した．リュウキュウツチトリモチ

は寄生植物であり，クロヨナやオオバギ，リュウキュ

ウガキなどの根に寄生するとされる．たしかに周辺に

はリュウキュウガキが多く見られた．さらに御獄の奥

に足を踏み入れると，巨大なガジュマルが現れた．ガ

ジュマルは，成長の際に他の木を土台として絡まりな

がら成長していく絞め殺し植物である．また，ここで

は実習初日からアワダンとの区別に困っていたサル

カケミカンをみることができた．両者の違いを明確に
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植物観察会の記録（2009 年 4 月 –2009 年
12 月）

坪田博美（広島大・院・理）・

垰田 宏（元 森林総合研究所）・

豊原源太郎（元 広島大・院・理）・

関 太郎（広島大名誉教授）

　植物観察会が，広島大学大学院理学研究科附属宮島

自然植物実験所と広島大学大学院理学研究科生物科学

専攻植物生物学講座植物分類・生態学研究室内ヒコビ

ア会の共催で毎月 1 回行われている．以下は，2009

年 4 月から 12 月までの記録である．

できたこともネバル御獄での大きな収穫である．

　続いて，米原のヤエヤマヤシの原生林まで車を走ら

せ，観察の前に昼食をとることとした．昼食後，いよ

いよヤエヤマヤシの林に足を踏み入れる．ここでは，

ムクイヌビワやフウトウカズラ，コミノクロツグ，リュ

ウキュウガキ，オオバギ，オオバルリミノキ，オオヘ

ツカシダ，ショウベンノキ，シマイズセンリョウ，ギ

ランイヌビワなど，すでに見慣れた植物たちとともに

野生のヤエヤマヤシを観察した．ヤエヤマヤシは，石

垣島と西表島のみに自生する一属一種のヤシである．

大きなヤシの木を見上げ，一同感動の声を漏らす．飛

行機の時間が近づいてきたため，原生林から引き返し

た．飛行機の時間が早い一部のメンバーに別れを告

げた．石垣空港には 3 時半ごろに到着し，現地解散．

これにて 4 日間の実習は終了となった．

6. 終わりに

　今回の実習を通して，普段見ることのできない亜熱

帯の植物と植生をみることができた．講義室では経験

できない充実した内容であった．実習前に宮島で観察

した植物とは異なるものが多く，自らの勉強不足を感

じた．百聞は一見に如かずとはまさにこのことで，人

に聞くだけではとらえることのできない植物の姿を学

ぶことができたと思う．この実習で得た経験を，今後

に生かしていきたいと思う．最後になりましたが，実

習を通して多くのことを教えてくださった坪田先生ほ

か参加された皆様方に感謝を申し上げます．

2009 年 4 月 19 日　安芸高田市八千代町 土師ダム湖

岸 – 堂床山

　2009 年 4 月 19 日の第 478 回植物観察会は，広島

県安芸高田市八千代町の土師ダム湖岸から堂床山の山

頂近く，標高 600 m 付近の大沢湿原県自然環境保全

地域で行われた．参加者は 51 名，快晴で，出発時刻

の 9 時 30 分には汗ばむ気温になった．標高 280 m

の湖岸では，オニグルミが若い雄花序を下げていた．

登山道入口のザイフリボク，コバノミツバツツジが満

開．三田谷に沿った中国自然歩道は荒れて歩き難い．

山腹斜面下部は大きな転石が重なり，コナラ，ウツギ，

イボタノキ，エゴノキ等の樹木にミツバアケビ，ヤマ

フジが絡んでいる．渓畔のウワミズザクラ，ミツバウ

ツギ，アサガラ（昨秋の果実あり）がつぼみ．クロモ

ジ，カナクギノキ，シキミ，ヤマブキ，アオキ，ビロー

ドイチゴ，ウグイスカグラが開花中．常緑樹ではシロ

ダモ，ヒイラギ，カヤ，イヌガヤ，ウラジロガシ，シ

ラカシ．草本は量が少なく，ミツバツチグリ，ヒトリ

シズカ，ヤマルリソウがわずかに咲き，ミヤマカンス

ゲ，ニシノホンモンジスゲ，ヒメカンスゲ，ヒカゲス

ゲなどのスゲも穂を出している．標高約 600 m の保

全地域には，アカマツ，コナラ，ウワミズザクラ，ナ

ラガシワ，アカシデ，ハンノキ，ヤマナラシ，ホオノ

キ，ウメモドキが上層に，アセビ，コバノミツバツツ

ジ等が下層にあり，草本は路傍のシハイスミレ，ニシ

キゴロモが少しあるだけ．オオミズゴケのある湿地で

クロモジ Lindera umbellata Thunb. の雌花（安芸高田市
八千代町堂床山，2009 年 4 月 19 日，垰田撮影）
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ヤマシャクヤク Paeonia japonica (Makino) Miyabe & Takeda
（庄原市西城町岩樋山，2009 年 5 月 10 日，長谷撮影）

ヤマフジ Wisteria brachybotrys Siebold & Zucc. の花の観察
（安芸高田市八千代町堂床山，2009 年 4 月 19 日，長谷撮影）

植物観察会集合写真（庄原市西城町岩樋山，2009 年 5 月 10 日，長谷撮影）

は，ワラビやイネ科草本が冬枯れのままで，緑の葉は

見られない．全体を通じて，草本がきわめて少なかっ

た．大きく伸びた草本は，花が終わったばかりハシリ

ドコロの数株と，キツネノカミソリの多数の新葉のみ

であった．イヌツゲやシシガシラ等に食み痕が目立つ

ことから，この地域に多いシカの影響と考えられる．

下山後には湖畔へ下り，オオタチヤナギの花序を観察

した．　　　　　　　　　　　　　　　（H. Taoda 記）

2009 年 5月 10 日　庄原市西城町 岩樋山

　2009 年 5 月 10 日の第 479 回植物観察会は広島県

庄原市西城町岩樋山で行われた．天気は晴．参加者は

61 名．道後山山の家前の駐車場に集合．月見が丘ま

での山腹斜面の低木や草本がきれいに刈られている．

これは里山整備事業の一環ではないかと思われるが，

賛否両論のあるところであろう．このため，花を楽し

みにしていたツルアジサイやヤブデマリ，広島県未記

録と思われるミヤマニガイチゴもなくなっていた．ヤ

マシャクヤクの花が咲いていて，写真撮影の競演．登

山道沿いの湿地にタチカメバソウの白い花があり，ホ

クリクネコノメと思われる黄色の苞が美しい．これ

は，従来，ボタンネコノメソウとされていたが，栽培

して種子を観察すると，乳頭状の突起があり，ボタン

ネコノメソウの低い円頭状ではない．今後の検討を要

する．岩樋山ではダイセンキスミレが花盛り．その他

の花は少なかった．帰途，ダイセンヒョウタンボクを

見つけた．もう花は終わり，若い果実と特徴的な大き

な苞葉があった．本種は吉和冠山，猿政山，比婆山に

知られていたが，最近，松井健一先生が十方山で見つ

けた．今回も松井先生に確認してもらった．（T. Seki記）

2009 年 6月 7日　大阪府交野市私市 大阪市立大学理

学部附属植物園

　2009 年 6 月 7 日の第 480 回植物観察会は大阪府

交野市私市（きさいち）にある大阪市立大学理学部附

属植物園で行われた．天気は晴れ．参加者は 17 名．
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現地に 10 時 30 分集合．入園料 350 円．この植物園

は昭和 25（1950）年に発足し，標高 40–120 m，面

積約 25.6 ha あり府下最大級の植物園．前身は，昭和

16（1941）年開設の大阪市興亜拓殖訓練道場．大部

分が樹木の植栽となっており，様々なコレクションだ

けでなく，多くの樹林型が展示されている．

　挨拶と日程の説明の後，岡田博園長の案内で園内を

内回りと外回りのコースを歩く．入口近くにある水生

植物が展示された水槽を見学．黒田緑化事業団の助成

によって整備されている水槽には，近畿から集められ

た水生植物が保存されており，クサレダマやノウルシ，

オオアブノメ，カワヂシャなど稀少な植物を間近に見

ることができた．また，花期にはまだ早かったが，非

常に多くのハスの品種が集められていた．当園では他

にもナシやキョウチクトウの品種のコレクションがあ

る．展示室で板根などの説明を受けた後，樹木見本園

に進む．ここでは日本の森林で見られる代表的な樹木

を見ることができた．クスノキやオガタマノキなど

の常緑樹から始まって落葉樹，針葉樹と続く．樹木見

本園や水生植物園周辺にウルシ科のチャンチンモドキ 

Choerospondias axillaris (Roxb.) B.L.Burtt & A.W.Hill

が植栽されており説明を受ける．チャンチンモドキは

高さ約 25 m になる落葉高木で，互生で奇数羽状複葉．

幹は縦に細かく裂け，薄く剥がれる．雌雄異株で，5

月に赤褐色の小さな花をつける．今回はすでに花期を

過ぎていた．果実は秋に成熟し，ウメのような厚い果

肉と中に核を持つ．果肉は外果皮で，熟すと黄色くな

り甘酸っぱく可食．中にある核は内果皮が木質化した

もので，長楕円体で 2 cm 弱の長さがあり，非常に硬

く，上部に 5 つの発芽孔を持っている．親木の下に

種子を含んだ内果皮が大量に落ちており，発芽孔から

芽が出た若木が多数あった．現在は九州以南，中国か

ら東南アジア，ヒマラヤまで分布しているが，核の形

態が非常に特徴的で植物遺体としても残りやすく，日

ヘラオモダカ Alisma canaliculatum A.Braun & C.D.Bouché 
（大阪府交野市私市，2009 年 6 月 7 日，向井撮影）

研究用温室の見学（大阪府交野市私市，
2009 年 6 月 7 日，向井撮影）

ミカワタヌキモ Utricularia exoleta R.Br.（大阪府
交野市私市，2009 年 6 月 7 日，向井撮影）

岡田園長からウォレマイパイン Wollemia nobilis
 W.G.Jones, K.D.Hill & J.M.Allen の説明（大阪府

交野市私市，2009 年 6 月 7 日，向井撮影）



9

本各地の遺跡から出土しているため，昔はもう少し分

布域が広かったのではないかとのこと．樹木見本園の

周辺ではイイギリが目立ち，ヤマボウシが満開であっ

た．また，ササユリがちょうど盛りを過ぎた時期で，

ヤマシャクヤクの花が終わっていた．日本ではあまり

植栽されていないシナユリノキを観察した後，昼食．

昼食後，特別に研究用温室を見せていただく．キョウ

チクトウのコレクションを見た後，樹木園や樹林見本

林を観察した．樹林見本林は，日本で見られる樹林型

を見本林として整備している．日本の他の植物園では

あまりなされていない展示であり，当園の特徴のひと

つになっている．外国産針葉樹園では，高さ 30 m に

達するスギ科のタイワンスギやコウヨウザン，南半球

に分布するナンヨウスギ科のブラジルマツ，世界一高

くなることで有名なセコイヤ，生きた化石として有名

なメタセコイヤ，呼吸のための気根（呼吸根）が目立

つヌマスギなどが林立していた．メタセコイヤはこ

の植物園の元園長である三木茂博士が 1941 年に化石

植物として命名したもので，この園のものは日本にメ

タセコイヤが導入されたかなり早い時期である 1950

年に植栽されたとのこと．また，その一角にナンヨ

ウスギ科の植物でウォレマイパイン Wollemia nobilis 

W.G.Jones, K.D.Hill & J.M.Allen が 植 栽 さ れ て い た．

ウォレマイパインは 1994 年にオーストラリアのウォ

レマイ国立公園で発見された裸子植物で，2 億年くら

い前の姿を残した生きた化石とも言われる．野生では

成木が 100 本程度しかなく，植物学的にも貴重な植

物である．樹林見本林では，照葉樹林や落葉樹林，針

葉樹林を観察した．道の左右で異なる樹林型が接した

ところがあり，お互いに比較できるように考えられて

配置されていた．最後に時間の関係で十分に見ること

ができなかった水生植物園をもう一度観察して，15

時頃解散．

　植物園のある私市という地名は古い地名で，日本書

紀に「私部（きさべ = 后妃の部）」として現れる．最近，

植物園の周辺は宅地化が進んでおり，乾燥化など園管

理の上でも様々な問題が生じているとの説明があっ

た．今回，「植物に関する勉強会」という観察会の原

点に立ち返る意味で趣向を変えて遠方の植物園を訪ね

たが，参加者からは好評であったので，今後毎年 1，

2 回のペースで続けて行きたい．最後に，岡田園長に

は大変お世話になりました．この場を借りてお礼申し

上げます．　　　　　　　　　　　　（H. Tsubota 記）

2009 年 6月 21 日　山県郡北広島町才乙 天狗石山 

　2009 年 6 月 21 日の第 481 回植物観察会は広島県

山県郡北広島町才乙の天狗石山（1192 m）で行われ

た．前日の天気予報どおりの雨で，参加者は 41 名．

標高 800 m の来尾峠から，ミズナラが優占する二次

林中の急坂を登る．900 m 辺りからブナが多くなる．

標高 1050 m あたりで緩傾斜の風衝尾根となり，サ

ワフタギ，タンナサワフタギ，ミヤマイボタ，アラゲ

ナツハゼの白い花が目立つ．イヌツゲ，サンカクヅル

も開花中，アカモノ，レンゲツツジの花は終わり，ア

ズキナシ，ズミには若い果実が見られる．南側の斜面

にはアカマツが植林されているが，尾根には天然生の

クロマツが，樹高 3–4 m のブナと共に，北側に傾い

た風衝樹形を示している．標高 1100 m からは，や

植物観察会集合写真（大阪府交野市私市大阪市立大学
理学部附属植物園，2009 年 6 月 7 日，向井撮影）

オオヤマレンゲ Magnolia sieboldii K.Koch subsp. 
japonica K.Ueda（山県郡北広島町才乙天狗石山，

2009 年 6 月 21 日，垰田撮影）



10

や高齢のブナ林となり，コハウチワカエデ，アサノハ

カエデ，ハイイヌガヤ，オオカメノキ，クロモジを伴

う．林床にギンリョウソウ，タニギキョウの花が残り，

エンレイソウ，ツクバネソウの花は終わっていた．岩

場には天然スギの集団がある．山頂の岩場には 2 株

のオオヤマレンゲが開花中，足場が狭く，交代しなが

ら，間近に花を観察する．近くのハスノハイチゴの花

は終わり，午後には雨もやみ，ゆっくり下る．登りで

見落としていたマツブサやハンショウヅルの花を確認

した．　　　　　　　　　　　　　　　（H. Taoda 記）

2009 年 7月 19 日　島根県鹿足郡吉賀町 盛太ケ岳

　2009 年 7 月 19 日の第 482 回植物観察会は島根

県鹿足郡吉賀町盛太ケ岳（891 m）で行われた．吉

賀高等学校に 10 時集合，参加者 35 名．山頂までの

標高差は約 640 m で急峻な山であるが，幸い天気は

曇りでしのぎやすかった．登山道は北側斜面のクヌ

マツブサ Schisandra repanda (Siebold & Zucc.) Radlk.（山県
郡北広島町才乙天狗石山，2009 年 6 月 21 日，坪田撮影）

ギ，コナラ，アカマツなどの雑木林の間を通り，標高

約 500 m 以下では，シラカシが顕著であり，アラカ

シやウラジロガシはなく，潜在自然植生がシラカシ林

であると推定されたが，僅かながらシイ林要素のシャ

シャンボやタブが見られた．キシツツジ，アラゲナツ

ハゼ，ガマズミの存在は柴刈り等の里山利用がよく

行われていたことをうかがわせる．クヌギ林が目立つ

が，植林起源であるようである．500 m 付近には直

径 50 cm を超えるような立派なアカマツ林があるが，

少しマツ枯れ病が入り始めている．600 m 付近にヒ

ノキ植林地があり，ツガ（直径 20 cm）が 2 本，モ

ミ（50 cm）1 本，アサダ（40 cm），リョウブ（30 

cm）がみられ，700 m 付近からカナクギノキが目立

つようになる．山頂まではロープを伝いながら登る急

峻な地形となり，山頂は少し開けたススキ草原になっ

ており，ハンカイソウとヒオウギが見られた．ミズナ

ラは見られなかったが，山頂にブナ（20 cm）1 本が

観察会集合後の行程説明（島根県鹿足郡吉賀町
盛太ケ岳，2009 年 7 月 19 日，坪田撮影）

ネムノキ Albizia julibrissin Durazz.（島根県鹿足郡
吉賀町盛太ケ岳，2009 年 7 月 19 日，坪田撮影）

オカトラノオ Lysimachia clethroides Duby（島根県鹿足郡
吉賀町盛太ケ岳，2009 年 7 月 19 日，坪田撮影）
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オオマツヨイグサ Oenothera glazioviana Micheli（山県郡北
広島町臥龍山，2009 年 8 月 23 日，長谷撮影）

古民家（山県郡北広島町，2009 年 8 月 23 日，長谷撮影）

見られた．　　　　　　　　　　　（G. Toyohara 記）

2009 年 8月 23 日　山県郡北広島町 臥龍山

　2009 年 8 月 23 日の第 483 回植物観察会は広島県

山県郡北広島町臥龍山（1223 m）で行われた．高原

の自然館前の駐車場に 10 時集合，参加者は 36 名．

曇り空のためオオマツヨイグサの花が開いたまま，近

くにメマツヨイグサの集団もある．満開のマツムシソ

ウは育成されたものらしい．ミズタマソウ，ビッチュ

ウフウロの花も．自然館の柳崎さんに簡単な紹介をし

ていただいた後に出発．登山口までは草原と湿地，葉

が中途半端に三裂するカンボク，カラコギカエデ，ズ

ミの「空似の三他人」が多く，一部のカンボクの実は

すでに真っ赤になっていた．リョウブは花ざかり，ノ

リウツギは終わり，イソノキの実は赤・黒混ざり，オ

ノエヤナギ，ハンノキが樹林を形成している．草地の

コオニユリ，エゾミソハギは遠くからも目立つ．コバ

ノギボウシの花は終わっていた．オオハンゴンソウの

鮮やかな黄花にハンカイソウの残り花が混じる．牧野

富太郎句碑前で，しばし雑談．登山口の駐車場には多

数の車があり，臥龍山の人気が伺える．登り始めはミ

ズナラ，クリが優占し，標高 1000 m 辺りから，ほ

とんどブナになる．路傍にヒメシロネ，アキチョウジ

の花，低木層には多雪地に適応したチャボガヤ，ハイ

イヌガヤ，エゾユズリハの三種の実，他にフウリンウ

メモドキ，クロタキカズラ，ミヤマホウソが色づく．

標高 1100 m の雪霊水付近では数十人の登山者が宴

会状態，山頂は座る場所も無いとのことなので，休憩

で時間調整．この辺り，キバナアキギリ，ツリフネソウ，

ミゾソバ，ミヤマタニソバ，イヌトウバナ，ヒメアザ

ミが花，サワグルミが果穂を下げている．先客がいな

くなった山頂に 10 分余りで着，岩にからむツタウル

シを避けて昼食．ここでは，岩の上からブナ，コバノ

トネリコ，ミズナラ，オオイタヤメイゲツの葉・実を

手にすることができ，サワフタギ，ヤマブドウ，ツル

ウメモドキ，クロモジ，ホオノキ，オオカメノキ，ツ

ノハシバミなどの低木・つる植物の他，オオバコ，エ

ゾノギシギシ，クサイの侵入が見られる．下りは西側

の尾根を回る，山頂に近い尾根にもかかわらず，林床

にリョウメンシダが群生，サワグルミの若木が目立つ．

下山後の湿原めぐりは，時間不足と予定地が草刈され

エゾミソハギ Lythrum salicaria L.（山県郡北広島町臥龍山，
2009 年 8 月 23 日，垰田撮影）
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クロタキカズラ Hosiea japonica Makino（島根県美濃郡
匹見町奥匹見峡，2009 年 9 月 13 日，長谷撮影）

キバナアキギリ Salvia nipponica Miq.（島根県美濃郡
匹見町奥匹見峡，2009 年 9 月 13 日，長谷撮影）

植物観察会集合写真（島根県美濃郡匹見町奥匹見峡，2009 年 9 月 13 日，長谷撮影）

ていたことにより短縮した．　　　　　（H. Taoda 記）

2009 年 9月 13 日　島根県美濃郡匹見町 奥匹見峡

　2009 年 9 月 13 日の第 484 回植物観察会は島根県

美濃郡匹見町の奥匹見峡で行われた．道の駅匹見の駐

車場に 10 時集合の後，奥匹見峡の駐車場に移動．参

加者 36 名．イヌブナ，アサガラ，オオバアサガラ，

トチノキ，ホオノキ，ケヤキ，サワグルミ，イヌシデ，

アカシデ，ミズキなどが混成する渓谷林を遡って行

く．クロタキカズラとアサクラザンショウの赤い実が

目立つ．渓谷林の林床には，リョウメンシダ，ウリノ

キ，ウワバミソウ，サカゲイノデ，ヤグルマソウ，ク

サアジサイなどがある．着生植物のオジャクジデンダ

やシノブが目立つのも特徴であり，スギランも見られ

た．トチノキの実が沢山落ちていた．姫滝の手前で胸

高直径 60 cm のミズナラに出会う．その付近の浅土

地にヤマグルマ，クロソヨゴ，タカノツメ，シャクナ

ゲ，オオイワカガミ，ヤマシグレ，コカンスゲ，バイ

カツツジ，ウスギヨウラク，エゾユズリハ，アセビ，

ヒサカキ，ダンコウバイ，コアジサイなどが見られた．

姫滝の所で通行禁止の看板があり，そこから引き返し

た．ウラジロガシが出現しなかったのは意外であった．

日本海型植生であり，ツガやコガクウツギは見られな

かった．ミンミンゼミの声が聞こえて懐かしい思いで

あった．　　　　　　　　　　　　　（G. Toyohara記）

2009 年 10 月 18 日　東広島市河内町 竹林寺山

　2009 年 10 月 18 日の第 485 回植物観察会は広島

県東広島市河内町竹林寺山で行われた．竹林寺の駐車

場に 10 時に集合，50 名の参加があり，地元からも

河内支所教委の渡辺さん他 3 名の参加があった．海

抜 400 m，参道を登っていくと，明るいコナラ林か
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オオヒキヨモギ Siphonostegia laeta S.Moore（東広島市
河内町竹林寺山，2009 年 10 月 18 日，坪田撮影）

植物観察会集合写真（東広島市河内町竹林寺山，
2009 年 10 月 18 日，長谷撮影）

ヒシ Trapa japonica Flerow（東広島市河内町
竹林寺山，2009 年 10 月 18 日，坪田撮影）

ミヤマガマズミ Viburnum wrightii Miq.（東広島市河内町
竹林寺山，2009 年 10 月 18 日，向井撮影）

らしだいにウラジロガシ，シラカシ，アラカシ，ツク

バネガシ，アカガシ，ヤブツバキ，ヒサカキなどの常

緑樹林になる．林床にセトウチウンゼンツツジが多い．

コジイの胸高直径 40–50 cm の大木も点在している．

広島県でこのような内陸部の高所にあるシイ群落は，

今後，詳細な研究がのぞまれる．2003 年 3 月 26 日

に空港アクセス関連の調査で中外テクノスの佐藤克則

さんとともに見つけたナガバジュズネノキが健在かど

うか，確認のために旧参道を下る．海抜 420 m 付近

で捜したが見つからない．あきらめて帰りかけたら

秋山さんが見つけ，合わせて 3 株確認．本種は広島

県の準絶滅危惧（NT）に指定され，3 か所しかない．

帰りに車道のり面で，武内一恵さんがオオヒキヨモギ

［環境省と広島県の絶滅危惧 II 類（VU）］を見つけた．

かなり個体数があり注目される．　　　　（T. Seki 記）

2009 年 11 月 15 日　三原市宗郷町宗郷谷 – 登町 – 白

萩渓谷

　2009 年 11 月 15 日の第 486 回植物観察会は広島

県三原市宗郷町宗郷谷（そうごうだに）– 登町 – 白萩

渓谷で行われた．宗郷谷いこいの広場に 10 時集合，

36 名の参加があり，武内さんの紹介で地元の宗郷み

どり夢の会の山根さん・式部さん・力石さんにご案内

頂いた．宗郷谷周辺は里山として利用されていた場所

で，銅や蛍石の採掘跡も残っている．そこが現在整備

され自然観察路として利用されている．いこいの広場

から登っていくとアカマツやコバノミツバツツジ，ネ

ズ，ノグルミが点在する二次林が続く．途中，ゲンカ

イツツジも見られた．かなり遷移が進行しており，ア

ラカシやソヨゴ，ナナミノキ，ヤブツバキ，ヒサカ

キ，シロダモといった常緑樹が多い．また，萌芽更新

したアベマキやコナラを目にする．途中，水田跡や砂

防堰堤があったり，ウメもあり過去に人間の手がかな

り入っていたことを伺わせる．一の滝付近の岩上にマ
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観察会集合後の行程説明（山口県下松市笠戸島，
2009 年 12 月 13 日，長谷撮影）

クサギ Clerodendrum trichotomum Thunb.（三原市
宗郷町宗郷谷，2009 年 11 月 15 日，坪田撮影）

下山途中（三原市宗郷町白萩渓谷，
2009 年 11 月 15 日，坪田撮影）

ヤマアイ Mercurialis leiocarpa Siebold & Zucc. の雄株（三原
市宗郷町宗郷谷，2009 年 11 月 15 日，坪田撮影）

メヅタやクリハラン，シシラン，落葉したツルコウゾ

などが見られる．二の滝展望地付近からケヤキやカゴ

ノキ，ヤブニッケイが多く目に付き始める．遊歩道か

ら市道を経由して白萩渓谷に向かう．12 時を過ぎた

ので，途中で昼食．登町の荒神社で胸高幹囲が約 3 m

あるというエドヒガンを見る．ヤブニッケイの果実が

多く路面に落ちていた．付近の路傍でクマツヅラが開

花．白萩渓谷に降りる．比較的明るい二次林で，ズリ

と呼ばれる採掘跡が見られる．季節はずれのメハジキ

が開花．前回に引き続いて，武内さんが法面でオオヒ

キヨモギを確認．　　　　　　　　　（H. Tsubota 記）

追記．吉野さんからツルコウゾは広島県から報告がな

く，ヒメコウゾではないかとの指摘がありました．春

以降，葉が出てから再度確認いたします．

2009 年 12 月 13 日　山口県下松市 笠戸島

　2009 年 12 月 13 日の第 487 回植物観察会は山口

県下松市笠戸島で行われた．天気は曇り．笠戸島家族

旅行村駐車場に 10 時集合．参加者 52 名．当初吉野

さんの担当を予定していたが坪田に変更し，上村さ

んにご案内頂いた．旅行村から尾根筋に向かい，尾

根伝いに南下し，尾郷の奥から白浜山を越えて江の

浦の奥の広場に向かうルートを歩く．旅行村では様々

な植物が植栽されており，ラベンダーやヘンルーダ，

グアバ（バンジロウ）が見られた．ヘンルーダ Ruta 

graveolens L. はミカン科の常緑の多年草で，ハーブ

や薬用植物として利用されるが，近年毒性が指摘さ

れている．Herb of Grace（恩寵の草）と呼ばれるが，

除虫効果や猫が嫌う性質がある．ヒメユズリハやアベ

マキ，シロダモ，ヤブニッケイ，カラスザンショウな

どが多い森林をぬけて，尾根筋に出る．途中オオハナ

ワラビやオオカグマ，ヘラシダ，キッコウハグマ，セ

ンブリ，フデリンドウなどが見られた．道は稜線に

沿っているが，分岐が多く分かり難い．比較的樹齢の
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植物観察会集合写真（沖縄県那覇市首里末吉町
末吉公園，2009 年 12 月 19 日，木村撮影）

キミノシロダモ Neolitsea sericea (Blume) Koidz. f. 
xanthocarpa (Makino) Okuyama（山口県下松市

笠戸島，2009 年 12 月 13 日，長谷撮影）

コケセンボンギクモドキ Lagenophora sp.（沖縄県那覇市
首里末吉町末吉公園，2009 年 12 月 19 日，坪田撮影）

ビワ Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.（山口県
下松市笠戸島，2009 年 12 月 13 日，坪田撮影）

若い木が多く，元々はアカマツ林だったと思われる

が，モチノキやヤマモモ，コシアブラ，コバンモチ，

クチナシなどの常緑樹が多く見られる．途中オオフユ

イチゴやキミノシロダモ，クスドイゲが確認できた． 

12 時頃尾郷の奥の開けた場所で昼食．まだ皆余裕が

ありそうなので白浜山に向かう．登り始めから勾配

がきつい．頂上に 13 時すぎに到着．サカキカズラや

ホウロクイチゴ，シュロ，オオキジノオ，アズキナシ，

クロガネモチ，タイミンタチバナ，ウバメガシ，カ

マツカなどが見られた．江の浦の奥の広場から旅行

村駐車場まで，バスで輸送してもらい，順次解散した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　（H. Tsubota記）

2009 年 12 月 19–20 日　沖縄県那覇市首里末吉町 末

吉公園・沖縄県国頭郡東村慶佐次

　2009 年 12 月 19–20 日の第 488 回植物観察会は沖

縄県那覇市首里末吉町末吉公園（19 日）と沖縄県国頭

郡東村慶佐次（げさし）のマングローブ林（20 日）で

行われた．広島では見ることのできない亜熱帯の植物と

マングローブを観察した．19 日，天気は曇り．末吉公

園入口に 13 時集合の予定であったが，担当者の勘違い

で 13 時半から開始．参加者 10 名．末吉公園には宜野

湾御殿の墓や琉球八社のひとつである末吉宮があり，公

園の中央を安謝川が流れ，那覇市内で最も規模の大きい

森林が残されている場所でもある．公園事務所周辺では

様々な外来植物や熱帯の植物が観察でき，トックリキワ

タやサンタンカ，リュウキュウマツ，コバテイシ，シマ

サルスベリ，ガジュマル，デイゴ，アダン，フクギ，コ

ケセンボンギクモドキ，シマニシキソウ，ハイニシキソ

ウ，コゴメミズ，オオイタビ，ヤコウボク，タチアワユ

キセンダングサ，ビロウなどが見られた．頂上に近づく

につれ比較的自然林に近くなる．川に近い海抜の低い場

所ではホルトノキ，クワズイモ，ホソバムクイヌビワ，

ヤブニッケイ，クスノハガシワ，シマイズセンリョウ，
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編集後記 : この冬は全国的に寒く，多雪でした．宮島

でも積雪が観察され，最低気温も過去最低を記録しま

した．この寒さでコシダやウラジロが茶色く変色して

いるところが目立ちます．2010 年 3 月に広島大学デ

ジタル自然史博物館のサーバが更新され，コンテンツ

も充実しつつありますのでご利用ください．

　　　　　　　　　　　　　　　（坪田・向井・平原）

宮島自然植物実験所ニュースレター
編集・発行　広島大学大学院理学研究科附属

　　　　　　宮島自然植物実験所

　　　　　　廿日市市宮島町三ツ丸子山 1156–2 外

印刷　　　　喜勝印刷株式会社

　　　　　　広島市安佐南区伴南 2–5–5

イボタクサギ Clerodendrum inerme (L.) Gaertn.（沖縄県
国頭郡東村慶佐次，2009 年 12 月 20 日，向井撮影）

植物観察会集合写真（沖縄県国頭郡東村慶佐次，
2009 年 12 月 20 日，向井撮影）

ゲッキツ，クチナシ，リュウキュウイノモトソウ，ハブ

カズラ，シラタマカズラ，ボチョウジ，ハマイヌビワ，

シマトネリコ，タイワンクズ，キダチイヌホオズキ，フ

ウトウカズラ，アカテツ，オオバギなどが生育していた．

少し上がると墓が多く，隆起珊瑚礁由来の石灰岩が散見

される．人為的な攪乱を受けた場所ではハスノハカズ

ラ，イトバショウ，カラスキバサンキライ，バクチノキ，

ショウベンノキ，カエンボク，ニトベカズラ，アオイカ

ズラ，ベンガルヤハズカズラ，オキナワサルトリイバラ，

ナガバカニクサ，ムラサキイノコヅチ，リュウキュウテ

イカカズラなどが，石灰岩の付近ではシャリンバイ，フ

クマンギ，オオシマコバンノキなどが生育していた．や

や暗くなり始めたので 17 時半ころ終了．20 日，天気

は曇り時々小雨．参加者 9 名．ゆいレール赤嶺駅前に 8

時集合．レンタカーに分乗して，沖縄道，宜野座 IC 経

由で慶佐次のマングローブ林に向かう．11 時頃到着し，

すぐに観察を開始．慶佐次のマングローブ林は国の天然

記念物で，慶佐次川の河口に広がり，ヤエヤマヒルギの

北限として知られる．公園化されてマングローブ林内に

降りることはできないが，木道が整備されており非常に

観察しやすい．駐車場周辺でコバテイシやハイアワユキ

センダングサ，ハチジョウススキ，ギンネム，イボタク

サギを見る．マングローブ林に近づくとオオハマボウや

シイノキカズラが生育し，林内ではヤエヤマヒルギとオ

ヒルギ，メヒルギが見られた．木道から山側にある遊歩

道を観察する．遊歩道では，ナガバカニクサやアダン，

コシダ，ツワブキ，ホルトノキ，フカノキ，ハマイヌビワ，

オオバギ，ヒトモトススキ，トクサバモクマオウ，クチ

ナシ，シャリンバイ，ヒカゲヘゴ，イタジイ，オオバイ

ヌビワ，ハクサンボク，イジュ，ヒリュウシダ，モッコク，

キールンカンコノキ，タブノキ，リュウキュウツルグミ，

アカボシタツナミソウ，シラタマカズラ，オオシイバモ

チ，ツゲモチ，アデク，バリバリノキ，アコウ，リュウキュ

ウウマノスズクサ，ヤマモモなどが見られた．13 時半

ころ昼食．14 時前に現地を出発し，那覇市内に向かう．

名護市有津の海岸付近でタチアワユキセンダングサ，ク

サトベラ，ツルソバ，シマアザミ，ハマウド，ツルマオ，

ルリハコベ，シマツユクサ，ネコノシタ，ナピアグラス，

キダチハマグルマ，アツバジシバリ，ハマアズキ，ハマ

ボッス，ツルナ，ソテツなどが見られた．16 時半ころ

那覇市内に到着．沖縄に珍しく寒い一日であった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H. Tsubota 記）


