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満開のイワヨモギ Artemisia sacrorum Ledeb.（廿日市市宮島町，花 2008 年 7 月 23 日，向井撮影）

キク科ヨモギ属の多年性の大形草本．宮島では 1–2 m の高さになる．宮島での花期は 7 月中旬から 8 月．花
は淡黄白色．日本では本来北海道にだけ分布するが，法面緑化などから逸出している．広島県でも 1992 年に発
見されて以降，県内各地で見つかっている．

Artemisia sacrorum Ledeb. [Asteraceae]: Hardy herbs, up to 1–2 m in height. Native to Hokkaido, northern
Japan; invasive to Honshu, southern Japan. Yellowish-white flowers open in middle of July to August. Recently
this species heavily colonizes a particular habitat at slope planning in southern Japan.
（16 頁左に解説）

（坪田博美・向井誠二）

平成 20 年度宮島生態学実習報告—西表島・
石垣島—

実習 1 日目（2008 年 12 月 23 日） 広島→沖縄本島
（末
吉公園）→石垣島→西表島（大原）

定光 淳・仲座和優・平林 諒・古川昇吾・松本達彦・

12 月 23 日，9 時ごろの飛行機に乗り 3 時間強で

久保晴盛（広島大・理・生物科学）

沖縄本島に着いた．乗り継ぎの待ち時間を利用して，
末吉公園で植物を観察した．再び飛行機で，那覇空港

平成 20 年度の宮島生態学実習は 2008 年 12 月 23

を発ち，1 時間ほどで石垣空港に到着した．空港から

日から 27 日までの 5 日間，坪田博美准教授の指導の

タクシーを使って港に移動し，約 40 分の船路を経て

もと，沖縄県石垣島・西表島で行われた．参加者は

西表島に到着した．港からは宿泊先の竹盛旅館の方に

坪田博美准教授と向井誠二技術班長，内田慎治（TA，

送迎いただいた．

M1）
，久保晴盛，定光淳，仲座和優，平林諒，古川昇

●西表島大原（竹盛旅館付近）

吾，松本達彦（理学部生物科学科 3 年生）
，長谷信二

23 日の夕方，旅館に着き小休憩した後，小雨の降

（オブザーバ）
の計 10 人が参加した．本実習の目的は，

る中，旅館の周辺の植物を 1 時間ほどかけて観察した．

亜熱帯の植物を観察し，広島の植物との違いを実際に

亜熱帯特有の植物が至る所に生育しており，パパイヤ，

感じることである．西表島及び石垣島のフィールドで

ハイビスカス，熱帯スイレン，ナピアグラスなどが見

マングローブ植生や海浜植生，森林植生とそれを構成

られた．また，見慣れない外来種が多く目に付き，亜

する多様な植物について観察・調査を行った．

熱帯に来たのだという印象を受けた．さらに天気が悪
くなり雨脚が強まったため，旅館に撤退し，夕食をとっ

宿の近くで植えられていたパパイヤ（沖縄県西表島
大原，2008 年 12 月 23 日，坪田撮影）

浦内川観光ボートへ乗船（沖縄県西表島浦内川，
2008 年 12 月 24 日，坪田撮影）

浦内川河口のオヒルギ（沖縄県西表島浦内川，
2008 年 12 月 24 日，坪田撮影）

軍艦岩で下船後植物観察開始（沖縄県西表島浦内川中流，
2008 年 12 月 24 日，坪田撮影）
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た．食後は，今後の日程を確認し，翌日からの実習に

ヘゴも見ることができた．下船後，軍艦岩から上流の

備えて早めに就寝した．

カンピレーの滝までの植物や植生の観察を行った．カ
ンピレーの滝まで至る道はかなり整備されており歩き

実習 2 日目（2008 年 12 月 24 日） 西表島（浦内川

やすい．植物観察はマリュウドの滝を一望できる展望

河口 – カンピレーの滝，星立の湿地，古見のサキシ

台までで多くの時間を費やした．始めのうちは川が道

マスオウノキ，仲間川河口）

の脇を流れており，地中はやや湿っているだろうが空

●浦内川河口 – カンピレーの滝

気に湿気は少なく日当たりもよかった．そのあたりで

乗用車に分乗して浦内川へ向かう．途中で電信柱の

は主にリュウキュウガキ，イタジイ，オキナワウラジ

上に一羽のカンムリワシが羽を休めているのを発見し

ロガシ，アカテツ，フカノキ，シシアクチ，ルリミノ

た．カンムリワシはタカの一種で，インド・東南アジ

キの仲間，リュウビンタイなどが見られた．際立って

アから日本の八重山諸島まで分布する．日本では特別

大きな木などは見られないが，木本類を多く観察でき

天然記念物であり，ワシントン条約でも保護されてい

た．展望台から先は，谷と稜線を横切るような道が多

る貴重な鳥である．その後数か所で車を止め，周囲の

くなった．稜線を横切る場合は展望台までの環境とあ

植物を観察した．約 1 時間後に浦内川河口の船乗り

まり差がないが，谷では湿気が多く，シダ植物や蔓植

場に到着し，浦内川中流の軍艦岩までボートで遡っ

物を多く観察できた．展望台に到着後ようやく昼食と

た．船中からは，オヒルギやメヒルギ，ヤエヤマヒル

なった．マリュウドの滝への道は通行止めであったた

ギなどが多く見られた他，サキシマスオウノキやオニ

め滝に近づくことができず残念であった．マリュウド

展望台で昼食（沖縄県西表島浦内川軍艦岩 – カンピレー
の滝，2008 年 12 月 24 日，坪田撮影）

ヒカゲヘゴの下で記念撮影（沖縄県西表島浦内川軍艦岩 –
カンピレーの滝，2008 年 12 月 24 日，坪田撮影）
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カンピレーの滝で集合写真．左上から松本，古川，平林，定光，
坪田．左下から向井，内田，仲座，長谷，久保（沖縄県西表
島浦内川カンピレーの滝，2008 年 12 月 24 日，向井撮影）

の滝は展望台からかなり離れているため，その全貌は

ナンゴクデンジソウは九州南部以南に分布する稀少な

はっきりとつかめなかったが，水の流れる音が大きく

種である．

響いていることからかなりの水量を誇っていることを

●古見のサキシマスオウノキ

うかがい知ることができた．展望台での昼食の際，カ

古見の神社ではサキシマスオウノキと呼ばれる板根

ラスが近くまで近寄ってきた．帰りの舟の時間がある

が特徴的な樹木を観察した．サキシマスオウノキは，

ため，昼食後すぐにカンピレーの滝へと向かった．カ

かつてその強度から，この板根を切り出して舵として

ンピレーの滝はなだらかな石の斜面を多量の水が流れ

使用したり，まな板にもしたそうだ．古見で観察した

ていた．カンピレーの滝では，30 分ほど植物観察と

サキシマスオウノキでは，板根の高さが 2 m くらい

休憩をした後，帰路を急いだ．

あるものもあった．また，河口に近く，満潮時には海

●星立のミミモチシダ

水も入ってくることから，このような群落が発達した

軍艦岩からボートで河口まで下り，車に乗って，星

と考えられる．

立に向かった．星立では湿地が農地化されていて，ミ

●仲間川河口

ミモチシダやナンゴクデンジソウなどを観察できた．

大原に到着後，明日のマングローブ林観察に備えて，

ミミモチシダは熱帯系のシダ植物で，
湿地に生育する．

仲間川河口のマングローブ林の様子を観察した．潮位

ミミモチシダは西表島でも特定の地域にしか生育して

によって，その様子が大きく変わっていた．

おらず，今回観察した星立の群落は国の天然記念物に
指定されている．デンジソウは本州でも見られるが，

実習 3 日目（2008 年 12 月 25 日） 西表島（星立集落，

ミミモチシダの生育場所（沖縄県西表島星立，
2008 年 12 月 24 日，坪田撮影）

サキシマスオウノキの板根（沖縄県西表島浦古見，
2008 年 12 月 24 日，坪田撮影）

湿地に生育するナンゴクデンジソウ（沖縄県西表島
星立大原，2008 年 12 月 24 日，坪田撮影）

宿で夕食（沖縄県西表島大原，
2008 年 12 月 24 日，坪田撮影）
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浦内川河口のマングローブ林，豊原海岸）

た，海中に非常に多様性に富んだ環境を作り出すこと

●星立集落の神社

が知られており，トビハゼ類などが多く生息してい

朝から雨が降る中，ヤエヤマヤシが見られる星立集

た．そこでは，ライントランセクト法を用いて植生調

落の神社で植物の観察を行った．過去の台風で被害を

査を行った．今回は干潮の時間から 5 m 毎に構成樹

受けたため，以前あったヤエヤマヤシの大木は見られ

種を調査し，水のサンプルを採取した．まず，干潮時

なかったが，樹高 10 m 前後のヤシを観察することが

に川の水がある場所から 10–15 m のところにヒルギ

できた．そのほか，フクギやショウベンノキ，モクタ

ダマシとヤエヤマヒルギが現れた．ヒルギダマシは川

チバナ，オオバギなどが観察できた．神社の付近の田

から 80 m のところまで生育していたが，それほど被

んぼにはミズワラビも生育していた．

度や群度は高くなく，1.1 や 2.2 程度であった．川か

●浦内川河口のマングローブ林

ら 25 m のあたりからオヒルギが少しずつ現れ，バラ

潮位に合わせて移動し，浦内川河口のマングローブ

つきはあったが 100 m まで存在していた．80 m あ

林を観察した．河口は，見た目は一面砂のようにみえ

たりからメヒルギも現れたが 5 m 四方の範囲に 1，2

るが，ところどころ泥が堆積しぬかるんだ場所があ

本存在する程度であった．85 m 付近にはイボタクサ

り，下手に踏み込むと足が沈んでしまうようなところ

ギやヒルギモドキも見られた．95 m あたりからモク

があった．ここでは主にヤエヤマヒルギやオヒルギ，

マオウやアダン，シイノキカズラが現れ，100 m 以

メヒルギ，ヒルギモドキ，ヒルギダマシといった純マ

降ではヒトモトススキやテンツキの仲間，イネ科の植

ングローブ植物が生育していた．マングローブ林はま

物も見られた．川に近いほど土壌の水の塩濃度は高く，

ヤエヤマヤシの生育地（沖縄県西表島星立，
2008 年 12 月 25 日，坪田撮影）

マングローブ林を構成する植物を観察（沖縄県西表島
浦内川，2008 年 12 月 25 日，坪田撮影）

マングローブ林内のオヒルギ（沖縄県西表島浦内川，
2008 年 12 月 25 日，坪田撮影）

海岸に生育するモンパノキ（沖縄県西表島
豊原海岸，2008 年 12 月 25 日，坪田撮影）

5

川から遠ざかるほど塩濃度は低くなっていると考えら

●桴海於茂登岳

れるため，ヤエヤマヒルギ，オヒルギ，メヒルギの順

ここでは山を登りながら観察を行った．この山はふ

に塩耐性が高いのではないかと考えられる．

もとではヤエヤマヤシが多く見られ，シダ植物やヤシ

●豊原海岸

類をはじめ多くの植物が存在していた．途中沢を渡

午後は豊原海岸で海浜植生を観察した．ここでは海

り，谷から稜線に出ると植生が一気に変化した．それ

に遠いほうからハスノハギリ，オオハマボウ，アダン，

までは湿気が多くシダ植物や蔓植物が多く存在してい

オオムラサキシキブ，クサトベラ，モンパノキ，砂浜

たが，稜線に出るとオキナワウラジロガシなどの木本

に入るところにハマアズキ，グンバイヒルガオ，スナ

が多くなった．中腹の鞍部に着いたところで昼食をと

ヅルなどが帯状に分布していた．次いで海岸に出ると

り，その付近の植生を調査した．調査の結果，70 本

砂浜や隆起珊瑚礁の植生を調査した．隆起珊瑚礁では

ほどの植物の個体数を数えることができた．シャノン

ホソバワダンやイソマツ，
アオガンピが生育していた．

指数 H’ を算出すると 3.037 になった．東広島の大学

また，オカヤドカリも観察することができた．

周辺の森林での H' は 3.079 なので，指数は同じ程度
の値を示した．琉球列島や本州は同じ大陸島で，亜熱

実習 4 日目
（2008 年 12 月 26 日） 西表島→石垣島（桴

帯である琉球列島のほうが多様性は高いことが予想さ

海於茂登岳，米原のヤエヤマヤシ群落）

れる．これは植生を調べる範囲に偏りがあったり，範

西表島から高速艇で石垣島に渡り，桴海於茂登岳で

囲が少し狭かったり，数え上げた植物の数が 70 と少

植物や植生を観察した．

なかったことが原因の一つとして考えられる．

隆起珊瑚礁上に生育するイソマツ（沖縄県西表島
豊原海岸，2008 年 12 月 25 日，坪田撮影）

桴海於茂登岳を麓から望む（沖縄県石垣島，
2008 年 12 月 26 日，坪田撮影）

グンバイヒルガオから内陸に向かってゾーネーション
（沖縄県西表島豊原海岸，2008 年 12 月 25 日，坪田撮影）

桴海於茂登岳の中腹で記念撮影．左上から向井，仲座，古川，
松本，平林，定光．左下から長谷，久保，内田，坪田．
（沖縄県石垣島，2008 年 12 月 26 日，向井撮影）
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●米原のヤエヤマヤシ群落

また，グラスボートで珊瑚礁を鑑賞した．

ヤエヤマヤシは石垣島と西表島の固有種であり，同

●旧仲筋村ネバル御嶽の亜熱帯海岸林

地の群落は国の天然記念物に指定されている．また，

ここは於茂登岳の北，旧仲筋村にある聖域で男子禁

ヤエヤマヤシは西条と深い関係がある．精米機のメー

制だった場所である．現在は沖縄県指定天然記念物で，

カーであるサタケの会長佐竹利彦氏がヤシの研究をし

ここではリュウキュウツチトリモチを見るのが主な目

ていたこともあり，属名は Satakentia と佐竹氏に献

的だった．リュウキュウツチトリモチは日本では沖縄

名されている．米原の群落は 2006 年の台風 13 号で

にしか存在しない希少な種でレッドデータブックにも

大きな被害が出ており，悪影響が懸念されていたが，

掲載されている．石灰岩地域の海岸林内で，クロヨナ

3 年が経過して大分回復したようで，10 m を越える

やリュウキュウガキに寄生する寄生植物で，ピンク色

ヤエヤマヤシの群落が見られた．売店で珍しいドラゴ

をしており，形は人の指を大きくした感じである．そ

ンフルーツのジュースをいただいたが，非常に濃厚で

のほかにハドノキやモクマオウ，アカテツ，ツルソバ

ねっとりしていた．

などが観察できた．
●吉原のキイレツチトリモチ
吉原ではリュウキュウツチトリモチと同じ属に属す

実習 5 日目（2008 年 12 月 27 日） 石垣島（川平湾，
ネバル御嶽，吉原）→沖縄本島→広島

るキイレツチトリモチを見るのが主な目的だった．こ

●川平湾

れはリュウキュウツチトリモチとは異なり九州にも存

川平湾では，隆起珊瑚礁上の植物群落を観察した．

在し，色も黄色と異なる色をしている．しかし，結局
ここでは発見することができず残念だった．
観察を終了後，銘々帰途についた．
実習のまとめ
西表島・石垣島は琉球列島に属し，大陸島であるた
めリュウキュウマツやイタジイが生育する．また，海
洋島と比較すると固有種の占める比率は低いが，多様
性は高いという特徴をもつ．今回の実習では海岸やマ
ングローブから山地までの多様な植生を見ることがで
きた．実習中，葉が大きい植物が多いことが気になっ
た．葉の大きさにはどのような生物学的な意味がある

桴海於茂登岳下山後のおいしいジュース（沖縄県石垣島，
2008 年 12 月 26 日，坪田撮影）

だろうか．例えば，ハブカズラは葉は 20 cm 以上に
もなる．背景として，熱帯のほうが暖かいため，成長

桴海於茂登岳下山後サトウキビ畑の横で小休憩（沖縄県
石垣島，2008 年 12 月 26 日，坪田撮影）

グラスボートで珊瑚礁の観察（沖縄県石垣島川平湾，
2008 年 12 月 27 日，坪田撮影）
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にエネルギーを回しやすいということが考えられる．

物も幾つかあるとのことで興味をそそられた．

また，競争が激しいため，光を獲得するために葉を

午後，向井氏に園内の案内をして頂く．ここでは，

大きく，広くするという戦略をとっていることも考

原則として栽培や移植をせず，園内そのものが自然の

えられるが明確な理由は思いつかなかった．この実

ままで，それを対象に研究をしておられるとのことで

習を通して，亜熱帯気候に特有の植物や植生を観察

あった．といっても，他の地域同様シカの多い宮島の

することができた．次は，大陸島ではなく海洋島の

こと，数種の貴重なものはフェンスで守られていた．

観察・調査を行ってみたい．

迷路のような園内の道，歩きながら次々説明を頂き到
達したところは立派な石造りの砲台跡，日露戦争時に
建造されと聞いてびっくり，当時の石組みやレンガが
そのまま保存されている．

宮島の植物観察－広島大学大学院理学研究
科附属宮島自然植物実験所を訪れて－

植物については，まずハスノハカズラとホウロクイ
チゴは所かまわず這い回っている．ホウロクイチゴの

遠井方子（神戸市灘区）

白い花が僅かに残り，赤い実も見える．サカキも多く，
花つきの良いのに驚く．ヤマモガシ・カンザブロウノ

2008 年の新年登山で初めて宮島の彌山に登った．
山麓の遊歩道を歩きながら植生の違いや，彌山登山道

キ・コバンモチは宮島が北限に近いとか．ミヤジマシ

の原生林に興味を覚え，
是非もう一度と再訪を期した．

モツケ（植栽）
・シロバイ（植栽）
・コテリハキンバイ・

2008 年 6 月 24 日，10 時半宮島桟橋集合，広島大

コウヤミズキ・ベニマンサク（植栽）
・モロコシソウ（植

学大学院理学研究科附属宮島自然植物実験所へ直行．

栽）等も大切にされている．カンコノキ・トサムラサ

准教授坪田氏と技術専門員の向井氏お二人から，午前

キも少ないながら健在．多いのがミミズバイ・シロダ

中は宮島についてお話をうかがうことになった．宮島

モ・ウリハダカエデ・アセビ・コシダ・ウラジロ等．

は他の離島と違い神域でもあって，いわゆる里山にな

珍しかったのはナンゴクウラシマソウ，白い斑入りの

らず自然が残っていること，花崗岩特有の風化しやす

大きい姿で林床に散見する．アカマツ・トキワガキ・

い山であること，数年前の台風で土石流がありかなり

クロキ・クロバイ・ヤブニッケイ・イヌザンショウ・

被害があったこと（当時も復旧中，立ち入り禁止区域

タイミンタチバナ・コウヤマキ（植栽）
・ウバメガシ・

があった），二次林もあるが比較的自然度の高い二次

アラカシ・イヌガシ・コジイ・リョウブ・オオツルウ

林であること，現在斜面の南側はコシダが北斜面はウ

メモドキ・ミツバアケビ・ホウライカズラ ･ サカキカ

ラジロが密生して広がること，アカマツの枯木が多い

ズラ等々が林をなし，オオバウマノスズクサ・コヒロ

が，
遷移の途中にあることが大きい理由だと思うとか，

ハハナヤスリ・ヒノキバヤドリギも顔を出す．海岸で

質問に答えながらいろいろ説明して頂いた．とくに南

はハマゴウ・ハマユウ（植栽）
・ハマボッス（植栽）・

方系と北方系の植物が共にあり，宮島が北限になる植

イワタイゲキが独特の花満開であった．
キノコの類はホコリタケやテングタケの仲間等が目
に付いた．帰化植物は人家周辺に多く，シカが殆ど食
べてしまうとのことであった．確かに公園は見事にシ
カの草刈が進み，地面を舐めるように食んでいる．食
べ物を与えないということでシカの増殖を抑えている
とか．
最後に，園内第一の展望所（標高 120 m）に上り
周辺の景色を遠望し，3 時半ごろ帰路に着く．海岸に
沿った道の両側は格好の観察地，宿舎まで約 4 km，
緩やかな幾つかのアップダウンをゆっくり歩きながら
復習かねての観察．名札つきもあり参考にさせて頂い

展望の良い見晴岩で記念撮影（廿日市市宮島町
三ツ丸子山，2008 年 6 月 24 日，向井撮影）

た．アカマツ・カンコノキ・ネジキ・ウラジロマタタ
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ビ・ヒメヤシャブシ・サカキ・ミヤマガマズミ・カン

稜線に出る．マルバアオダモ・サルトリイバラ・カ

ザブロウノキ・コムラサキ・トキワガキ・サカキカズ

ゴノキ・コシダの密生，アカマツの枯木が目立つ横ば

ラ・アセビ・サルトリイバラ・イヌザンショウ・ヒサ

いの道を急ぐ．コバノミツバツツジも多くダイセンミ

カキ・ウリハダカエデ・コバノミツバツツジ・コバノ

ツバツツジも混じる．眼下の島影を意識し再び樹林に

フユイチゴ・ヒメイタビ・イタビカズラ・サンヨウア

入ると駒ヶ林との分岐点，少々の休憩で駒ヶ林の頂上

オイ・ヒトモトススキ・ナンゴクウラシマソウ・オオ

を目指す．駒ヶ林の樹林を登り詰めると大きな平らな

ミズゴケ・ウラジロ・コシダ・コハシゴシダ・ヤブソ

巨岩が重なる．標高 505 m 余り，360 度の展望，山

テツ・イワヒメワラビ・ノキシノブ・ミツデウラボシ・

麓から見える最高峰まがいの山だと知る．この辺りは

シシガシラ・ベニシダ・イノモトソウ等が見られた．

厳島合戦の古戦場とか，こんなに急峻な岩の上でどん

翌 6 月 25 日早朝散歩，公園はイロハカエデ中心の

な戦いが繰り広げられたのだろう．お弁当を広げたと

カエデ類が多いが，これらは植栽，自生はウリハダカ

き，後の繁みから突如シカが 1 匹現れた．物欲しそ

エデと聞いた．気がつくと，スギやツガの大木の向こ

うに眺め，細い顔を近寄せてこられては，おちおち食

うに，アオテンナンショウの群生，葉の先を細く伸ば

事も出来ない．「食べ物を与えない」といわれたこと

し緑の軸の姿に惚れ惚れするものがあった．

もあり，とりあえず退散．

8 時過ぎ，大元ルートを登る．登山口への緩やかな

仁王門跡から 20 分ばかり山道を下った奥の院はが

斜面では樹齢数百年というモミやクスノキの大木，ミ

らんとした林道の終点，コシダばかりが茂る乾燥地，

ミズバイ・シロダモ・アセビ・シキミ・ホウロクイチ

引き返し，水掛地蔵を経て鐘付堂へ進むとアオテンナ

ゴ・ハスノハカズラ・イヌガシが目立ち，アオテンナ

ンショウとナンゴクウラシマソウが仲良く並んでい

ンショウが点在する．大体シカの食べない植物が多い

る．本堂を回って展望台へ上がる．花崗岩の大岩が突っ

と気づく．面白い形の岩が多い．徐々に急な岩の階段

立つ 535.5 m の山頂，展望台で遅めの昼食．

道を登り始めるが，その辺りから植生も変化，エゴノ

紅葉谷ルートを下る．しばらくはがら場の急坂，ヤ

キ・アカマツ・ヤマザクラ・アラカシ・ヒサカキ・サ

ブニッケイ・リンボク・コバノミツバツツジ・ヤマモモ・

カキ・ウリハダカエデ・シロダモ・ミミズバイ・カン

ベニシダが並び，標高 400 m 位で最上位とかのミミ

ザブロウノキ・ウラジロマタタビ・ヤマイバラ・カナ

ズバイを見て，ツガ ･ アカガシ・ウラジロガシは落ち

メモチ・モッコク・カギカズラ・マツブサ・ヤマモモ・

葉から見上げて確認する．クロバイ・カゴノキ・ヤマ

ベニシダ・・・，サカキとミミズバイがとにかく多い．

ボウシ・ヤブツバキ等の林床で褐色の枯れた松葉状の

タラヨウがある．岩場に近く，ツクバネガシやウラジ

ものが覗いている．よく見ると小さなしなびた傘状の

ロガシの大木が現れ，スギの大木にテイカカズラが絡

ものがついている．キノコだと気づき，ようやく形状

み白い花を満開させ，傍でサンカクヅルが揺れてい

の不思議なヤマンバノカミノケと思い出した．ミミズ

る．しばらくの急坂，道端の大きな岩肌のあちこちに

バイはとにかく多い．残念ながらこだわっていたカン

シシランが群生，イワギボウシも，目線の高さでコウ

ザブロウノキはもう区別がつかなくなっている．ヒサ

ヤコケシノブ・ホソバコケシノブ・ノキシノブなど出

カキ・サカキ・カゴノキ・コジイ・ウリハダカエデ・

現する．足元でヒメクラマゴケが黄緑色の小さな姿を

ソヨゴ・カナメモチ，コムラサキだ．カギカヅラを探す．

立ち上げ，あるいは這い，ようやく見つけたマメヅタ

斜面が緩やかになる頃，アケビと絡んでようやく見つ

は幼い．谷の向こうに，垂直に立つ幅広の花崗岩の面

けたツルにカギがついている．カギカズラ発見．ヤブ

を覆うように咲くイワガラミ，傍らでヤマツツジが咲

ムラサキが立つ．クマノミズキの実が木を覆う．ホウ

き残っている．足元ではサンヨウアオイが数株，花は

ロクイチゴ・ハスノハカズラ・イヌガヤも増え，マル

終了だが濃茶色のガク片に稜が目立ち，3 枚の裂片は

バベニシダ出現，気になり，写真に残した一つの若い

全開，横じわが見える．ベニシダ・サイゴクベニシダ・

シダは後でイヌナチクジャクと聞いた．ヒメハシゴシ

オオベニシダ・ヒトツバの登場，冬に見つけておいた

ダを探す．湿った道端でようやく対面，これで今回の

キジョランを探し登る．無事発見，花も確認でホッと

観察会は終了となった．

する．

浜辺では，オオカナメモチ・トウカエデ・イロハカ
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エデ・モミ・アラカシ・エノキ・クスノキ・サンゴジュ・

分布が激減している．環境省のレッドリストでは絶滅

ヤマモモ・クロマツ等見られた．

危惧 II 類（VU）に指定されている．また，鳥取県を

荷物を預けていたホテルで汗を流し，２日間の汗

除く分布が確認されている全県で絶滅危惧種に指定さ

をリュックに詰めて，ひとしおその重さを感じなが

れている（環境省 2007，神谷 2007）．広島県植物誌
（広

ら帰途についた．

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）には記載されておらず，広島県新産と
考えられる．
今回確認した場所は宮島北東部の潟湖である．種の

チャボイが広島県宮島に産する

久保晴盛（広島大・理・生物科学）・

保護のため生育場所の詳細は公表を差し控える．筆者

武内一恵（広島市佐伯区）・

のひとりである武内が 2008 年に発見し，同年 10 月

向井誠二・坪田博美（広島大・院・理）

28 日に向井らとともに現地周辺の詳細な調査を行っ
た．今回の調査で確認された生育地は 1 か所のみで

チャボイ Eleocharis parvula (Roem. & Schult.) Link

あり，満潮時には海水が出入する池のほとりである．

が広島県廿日市市宮島町で確認されたので報告する．

畳二畳ほどの泥が堆積して浅くなった場所に密生して

チャボイはカヤツリグサ科の多年草で，欧州原産とさ

いた．また，シバナ Triglochin asiaticum (Kitagawa)

れており，欧州からシベリアにかけてのユーラシア大

A.Loeve やカワツルモ Ruppia rostellata Koch といっ

陸，アフリカ北部，南北アメリカ大陸の広域に分布す

た塩性湿地に生育する植物と混生していた．

る（竹松・一前 1997）
．日本では本州（青森，宮城，

植物体は高さ 3–6 cm，幅は 1 mm に満たない．葉

岡山，鳥取）と四国（徳島，愛媛）
，九州（佐賀，長

は鞘状で溝があり，柔らかく茎とほぼ同長．秋に匍匐

崎，宮崎，鹿児島）で分布が確認されている．本種は

枝を伸ばし，長さ 2 mm 程度の小塊茎をつける．宮

塩性湿地に生育する植物であり，かつては塩田や潟湖

島ではまだ花が確認できていない．近縁種にマツバイ

に稀に見られたが，埋め立てや水路改修などに伴って

があるが，マツバイは水田や，小川や池の縁などの淡
水の環境に生育し，やや草丈が高く小塊茎をつけない
ことなどで区別できる．
今回の調査で明らかになった生育地は小面積である
ことから，今後の環境の変化によって減少あるいは絶
滅の恐れがある．また，同じような環境に生育するシ
バナの例があるように，埋め立てや改修などの人為的
な環境の改変や現地に多数生息するニホンジカの食害
などの影響も懸念される．一方，島内には現地に類似
の環境が他にもあるため，さらなる生育地の発見が期
待できる．今後，継続して調査していきたいと考えて
いる．

Eleocharis parvula (Roem. & Schult.) Link, Bot. Jahrb.
Syst.. 10(4): 299, 1888.
Materials from Miyajima Isl.: S. Mukai & K. Takeuchi
s.n. in hb. HIRO-MY 24857 & 24858 (28 Oct. 2008,
hiro-my).

引用文献

チャボイの地下部と小塊茎（廿日市市宮島町，
2008 年 10 月 28 日，向井撮影）

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

在は独立種として扱われることが多い．今回確認さ

広島 .

れた場所では約 100 個体の生育していた．また，形
態は大場（2003）および高橋（2003）の記載にお

神谷 要 . 2007. 水鳥公園からのたより , チャボイ . 広報

およそ一致したが，総苞外片は先端も褐色であり，

よなご 29: 20.
環境庁（編）. 2000. 改訂・日本の絶滅のおそれのある野

Nicholson et al.（1980）および Nesom（2006）の赤

生生物 8, 植物 1（維管束植物）. 660 pp. 財団法人自

色という記述とは一致しなかった．大場（2003）お

然環境研究センター , 東京．

よび高橋（2003）では触れられていないが，本属で

環境省（編）. 2007. 絶滅危惧情報 , 植物レッドリスト（平

は頭花と総苞が重要な分類形質として用いており，こ

成 19 年 8 月 3 日公表）. 環境省 , 生物多様性情報シス

れらの差異は無視できない形質であるため更なる検討

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

が必要である．
また，花期についても，文献では 4–6 月とされて

（2010 年 1 月 20 日閲覧）.

いるのに対して，今回確認された生育地では 11 月中

竹松哲夫・一前宣正 . 1997. 世界の雑草 3, 単子葉類 . viii

旬と遅くまで花の痕が残り，夏まで開花している可能

+ 1057 pp. 全国農村教育協会 , 東京 .

性がある．山住（2003）でも秋から冬に咲く個体が
よく見られるとの報告がある．ハハコグサでも同様の

広島県の帰化植物 1. セイタカハハコグサ

現象が見られることから（植村 1995）
，ハハコグサ

久保晴盛（広島大・理・生物科学）･

属に一般的な生理現象である可能性がある．さらに，

長谷信二（呉市焼山）･

セイタカハハコグサは在来のハハコグサと雑種を作る

武内一恵（広島市佐伯区）･

との報告があり（大場 2003）
，在来種との交雑は確

坪田博美（広島大・院・理）

認されていないが、近い将来、近縁の在来種との交雑
の可能性が高いものとして取り上げられている（埼玉

セイタカハハコグサ Gnaphalium luteoalbum L. が

県環境防災部みどり自然課 2003）．これらのことか

広島県呉市焼山で確認されたので報告する．本種はキ

ら，今後継続的な観察が必要であり，総苞や花期につ

ク科 Asteraceae の越年草で，ユーラシア原産である

いて追跡調査を行う予定である .

が現在では世界中で帰化が報告されている（Nesom
2006, Pseudognaphalium luteoalbum (L.) Hilliard &

Gnaphalium luteoalbum L., Sp. Pl. 2: 851, 1753.

B.L.Burtt. として）
．これまで日本では，北海道，宮城，

Materials from Hiroshima Pref.: Kure-shi: S.

福島，栃木，茨城，埼玉，東京，千葉，神奈川，大阪，

Nagatani s.n. in hb. HIRO-MY 31291–31293 (23 July

兵庫，岡山，山口，愛媛，沖縄で帰化が確認されてい

2008, hiro-my).

る（大場 2003, 高橋 2003, 太刀掛 ･ 中村 2007）．日
本には戦後帰化したものと考えられ，初島（1975）
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五日市や井口で聴取できます．Club FM はつかいち
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植物観察会の記録

豊原源太郎（元 広島大・院・理）
・

「宮島の植物と自然」改訂版の出版について

坪田博美（広島大・院・理）
・

宮島の代表的な植物を紹介した小冊子「宮島の植物

植物観察会が，広島大学大学院理学研究科附属宮島

と自然（配布版）
」の改訂版が出版されました．前版

自然植物実験所と広島大学大学院理学研究科生物科学

は地元教育関係機関に教材として配布していたもので

専攻植物生物学講座植物分類・生態学研究室内ヒコビ

すが，本版は，その後頂いた多くの意見を集約し，増

ア会の共催で毎月 1 回行われている．以下は，2008

補改訂したものです．104 頁あった前版より内容が

年 9 月から 12 月までの記録である．

坪田博美・向井誠二（広島大・院・理）

関 太郎（広島大名誉教授）
・

増え，頁数が 160 頁になっています．宮島での自然
散策や野外教育の教材として活用頂ければ幸いです．

9 月 21 日 三原市高坂町 仏通寺

本版は宮島観光協会の協力で有償で配布しておりま

2008 年 9 月 21 日の第 471 回植物観察会は，三原

す．限定 1,000 部．カラー印刷．160 ページ．配布

市高坂町仏通寺で行われた．仏通寺第 2 駐車場に 10

価格 1,000 円．問い合わせは宮島観光協会
（宮島港フェ

時集合，参加者 31 名．バスは豪雨の中を出発したが，

リーターミナル内，0829–44–2011）まで．

仏通寺に到着した頃から，やや小降りになった．井長

内容 : 宮島の自然，宮島の地質と地形，宮島の植生，
植生の変化遷移，植生と動物，宮島の代表的な植物，
マツの葉，シカの採食に耐える植物，薬になる植物と
毒になる植物，カエデの仲間，紅葉と落葉，小さな植
物，宮島における植物の開花の時期など．

Club FM はつかいち連載「宮島の植物」について

坪田博美・向井誠二（広島大・院・理）

FM はつかいちが発行する「Club FM はつかいち」

観察会集合後の行程説明（三原市高坂町仏通寺，
2008 年 9 月 21 日，坪田撮影）

に「宮島の植物」が連載されています．FM はつか
12

県天然記念物「仏通寺のイヌガヤ」（三原市高坂町
仏通寺，2008 年 9 月 21 日，坪田撮影）

観察会集合後の行程説明（廿日市市大野大野自然
観察の森 – 権現山，2008 年 10 月 19 日，久保撮影）

ノキシノブ Lepisorus thunbergianus (Kaulf.) Ching
（三原市高坂町仏通寺，2008 年 9 月 21 日，坪田撮影）

ウリカエデ Acer crataegifolium Siebold & Zucc. の果実
（廿日市市大野大野自然観察の森 – 権現山，
2008 年 10 月 19 日，久保撮影）

さんから仏通寺についての説明があり，豊原から仏通

は見事であり，イロハモミジの植栽木が沢山見られて

寺は広島県におけるクロキの分布東限に当たるなどの

紅葉も期待されるので秋にも訪れてみたい所である．

植物に関する注目点について説明があった．駐車場近

シャシャンボ，コシダ，ナナメノキ，クロキ，カナメ

くでシホウチク，ボダイジュ，オオカグマ，ヌリトラ

モチなどシイ林域に生育する植物が出現しているが，

ノオ，タラヨウなどを観察する．仏通寺本堂入り口の

コジイはなかった．

（豊原源太郎）

川岸に県天然記念物「仏通寺のイヌガヤ」
（1961 年
指定）があり，1397 年の開山の折に植えられたと言

10 月 19 日 廿日市市大野 大野自然観察の森 – 権現山

われる．天然記念物指定当時から 47 年を経てどれく

2008 年 10 月 19 日の第 472 回植物観察会は廿日

らい大きくなっているかを知るために，大きさの調査

市市大野の大野自然観察の森から権現山（699 m）の

を行った．その結果は，根回り周囲 480 cm（指定時

ルートで行われた．観察の森駐車場に 10 時集合，参

測定値 450 cm）
，
胸高周囲 381 cm（352 cm）であり，

加者 45 名．晴れであったがやや霞がかり，日中は気

枝張りは東 9.1 m（6.1 m）
，西 9.3 m（8.0 m），南 9.6

温が高かく暑い一日であった．コースの説明の後，観

m（8.0 m）
，北 12.3 m（10.0 m）であった．広島県

察道沿いでシロモジやミヤジマママコナ，ベニマンサ

百科事典によると雄株ということであったが，現地の

ク，ナガバノコウヤボウキ，湿地周辺でミミカキグサ

看板には雌株と記されている．観察の結果雄株のよう

やムラサキミミカキグサなどを観察して，登山道入口

に思われたが，
開花結実について確認する必要がある．

に向かう．登山道沿いは亜高木層にシロモジが多いア

イヌガヤの樹上には，シダ類が着生している．杉並木

カマツ林．途中，林床にオオミズゴケが多く見られる
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ベニマンサク Disanthus cercidifolius Maxim. の花（廿日市
市大野大野自然観察の森，2008 年 10 月 13 日，久保撮影）

竜頭山から見た風景（北広島町豊平町竜頭山，
2008 年 11 月 9 日，向井撮影）

観察会集合後の行程説明（北広島町豊平町竜頭山，
2008 年 11 月 9 日，向井撮影）

落葉が始まった林の中で下山途中（北広島町豊平町竜頭山，
2008 年 11 月 9 日，向井撮影）

場所があった．海抜が比較的低い場所ではコバノミツ

に集合．豊平町の「竜頭山森の案内人の会」との共催で，

バツツジが見られたが，標高 600 m 程度からダイセ

地元からも参加者があり，総計 47 名になった．この

ンミツバツツジに置き換わっていた．また，葉裏面の

山へは 1983（昭和 58）年 5 月 29 日にヒコビア観

主脈上の毛が少ないミツバツツジが見られたが，検討

察会で登っており，時間がなかったので中竜頭でブナ

を要する．頂上で昼食を取った後，集合写真を撮影し

林を見て引き返した．今回は林道の中間の駐車場まで，

て，同じルートを通って下山．途中トウヒ属 Picea の

自家用車に分乗して行き，そこから頂上まで登り，林

樹木が植栽されていた．生育状態は悪く，一部枯死．

道を下るコースをとった．豊平町の時代に主要な樹木

樹皮の色や葉の付き方，葉の先端があまり鋭頭になら

には名札がつけられ，これは吉野由紀夫さんが協力し

ず，葉の断面が四角形になり，各面に気孔条がある点，

た．その後，
「案内人の会」が毎年草刈りや歩道の整

葉の長さが 0.5-1.3 cm 程度と短い点からアカエゾマ

備を続けている．ミズナラ，コナラ，イヌシデ，アカ

ツと考えられる．ベニマンサクの花と紅葉を観察した

シデ，クマシデなどの落葉樹林で，低木層にはコアジ

後，公園管理事務所に立ち寄り，駐車場で解散した．

サイ，ハイイヌガヤ，ミヤマシキミ，クロモジなど，

（坪田博美）

草本層は少なく，ケタガネソウ，タガネソウ，ヒメカ
ンスゲ，ヤワラシダ，キバナアキギリなどが散見され

11 月 9 日

北広島町豊平町 竜頭山

る．尾根に出るとカシワ，サビバナナカマド，ウラジ

2008 年 11 月 9 日の第 473 回植物観察会は北広島

ロノキ，タカノツメ，ダイセンミツバツツジなどがあ

町豊平町の竜頭山で行われた．どんぐり村に 9 時半

る．ブナ林は中竜頭付近の北斜面に発達しており，中
14

植物観察会集合写真（呉市倉橋町大迫亀ヶ首，2008 年 12 月 14 日，向井撮影）

トベラ Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton
（呉市倉橋町大迫亀ヶ首，2008 年 12 月 14 日，坪田撮影）

ハマウド Angelica japonica A.Gray var. japonica の雌花
（呉市倉橋町大迫亀ヶ首，2008 年 12 月 14 日，坪田撮影）

国山地の脊梁山脈から離れたブナ林は貴重である．今

いて，貧弱な種組成である．アセビ，ソヨゴ，イヌツ

年は果実が稔っていないようであった．林道の終点付

ゲ，リョウブなどを欠くので，アカマツ－アラカシ群

近でナツアサドリを確認．海抜 890 m の岩場でクロ

集のネズ亜群集に属し，島嶼における二次林の典型的

ゴケを再確認した．

な組成を示していた．ウバメガシを探したが，植栽と

（関 太郎）

思われるものが僅かに存在した．亀ヶ首の山頂（58 m）
12 月 14 日

呉市倉橋町大迫 亀ヶ首

では，コナラ，ナナメノキ，アカマツ，オオバヤシャ

2008 年 12 月 14 日の第 474 回植物観察会は呉市

ブシ，ネジキ，ヒサカキ，カクレミノ，ザイフリボク，

倉橋町大迫亀ヶ首で行われた．大迫港東側駐車場に

ヤブツバキ，コバノミツバツツジ，トベラ，サルトリ

10 時集合．参加者 43 名．山越えして東側海岸に至

イバラ，イヌマキ，ムベ，シロダモ，ベニシダ，コシダ，

る途中の尾根筋で植生調査を行った．アカマツ，コナ

ヤマウルシ，ススキ，コヤブランがあり，近くコジイ

ラ，ネズ，コバノミツバツツジ，ネジキ，シャシャンボ，

が見られ，遷移段階の高い二次林が存在するが，群落

ヒサカキ，ザイフリボク，カンコノキ，サルトリイバ

型としては前述のネズ亜群集と同じ型に属する．海浜

ラ，ススキ，ワラビがあり，林床にコシダが密生して

にはハマエンドウ，ハマヒルガオ，ハマナデシコ，ハ
15

マゼリ，ハマボッス，ハマウド，ボタンボウフウ，ハ

媛などでも確認されている．広島県には本来自生して

マボウフウ，コウボウシバ，ツルナ，ハマゴウなどが

いないが，県内でも 1992 年に発見されて以降各地で

あった．

見つかっている（広島大学理学部附属宮島自然植物実

（豊原源太郎）

験所・比婆科学教育振興会 1997）
．法面植栽など原
因と考えられいる．国内帰化というよりは，緑化に使
われる大陸産種子由来の可能性が高い．同属のヨモ

宮島のイワヨモギについて

ギとは，葉が羽状に深裂し，2 回羽状複葉になる点や

坪田博美・向井誠二（広島大・院・理）

匂いが異なる点などで見分けられる．よく混同され
るイワインチン Chrysanthemum rupestre Matsum. &

イ ワ ヨ モ ギ Artemisia sacrorum Ledeb. [= A. iwa

Koidz. は別の植物．

yomogi Kitam.] は， キ ク 科 Asteraceae ヨ モ ギ 属
Artemisia の多年性の大形草本である．今回，これま
で記録のなかった宮島でも生育が確認されたが，生

Artemisia sacrorum Ledeb., Mem. Acad. Petersb. 5:

育場所は非常に人工的な法面であった．宮島では高

571, 1805.

さ 1–2 m になる．花期は宮島では 7 月中旬から 8 月．

Materials from Miyajima Isl.: Minami-machi: S.

花は淡黄白色．シベリアから中国大陸，朝鮮半島にか

Mukai & H. Tsubota s.n. in hb. HIRO-MY 24320 &

け分布．日本では北海道に分布し，海岸から山地の岩

24321 (23 July 2008, hiro-my).

礫地に生育．近年，長野や新潟，近隣県では岡山，愛
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編集後記 : 長期予報では暖冬と言われながら，この冬
は宮島でも寒さが厳しく，年末には雪が降り積もりま
した．この号が発行されるころには，平年並みになっ
ているでしょうか．2009 年の植物観察会では，これ
までと嗜好を変え，観察会設立当初の「植物を勉強す
イワヨモギの生育状況（廿日市市宮島町，
2009 年 11 月 6 日，坪田撮影）

る会」という意味合いも込めて，大阪市立大学附属植
物園と沖縄でも観察会を行いました．さすがに遠方の
ため，参加者数はいつもほどではありませんでしたが，
参加者から頂いた感想が予想よりも好評でしたので，
2010 年も予定しております．また，実験所および観
察会の Web サイトのアドレスが新しくなりました．
http://miyajima.hiroshima-u.ac.jp/

（向井・坪田）
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