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事業報告

企画展「葉で見分ける常緑樹」実施報告

川又　明徳 *

Abstract： The Ehime Prefectural Science Museum has held the planned exhibition “The evergreen distinguished 
by a leaf” for 66 days, from November 23rd in 2018 through January 27th in 2019. The careful point when making a 
botanical specimen of an evergreen artistically academically, is explained. When exhibiting a botanical specimen, a 
distinguished point and the new idea often to understand and show it will be reported.
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はじめに

愛媛県総合科学博物館では，学芸員の調査研究活動成
果や収蔵品の収集成果を発表するため，年間数回の企画
展が開催されている．平成 30 年の秋期は，学芸員の収
集資料で構成した企画展「葉で見分ける常緑樹」と「野
生の王国　ケニア」を開催した．
自然観察会等で解説する生き物の中でも常緑樹は，昆
虫や鳥類，開花している草木に比べ魅力が薄く関心を持
たれることが少ない．しかし，県内では，里地の社寺
林，仏閣から低山帯にかけて生育し，読んで字のごとく
1年中緑の葉をつけている樹木であり，冬期でも緑の葉
を観察することができることから自然観察の対象として
良い題材と言える．そこで自然観察の対象の少なくなる
冬期に，観察しやすくなる常緑樹を紹介し，自然への興
味・関心を広げていただくことを目的とし本展示を企画
した．この報告では，展示の開催結果とともに，展示構
成と手法，展示標本の作製にあたり工夫した点について
報告する．

広報物

チラシとポスターのデザインは著者が行い，図 1のと
おりとした．シンプルなデザインであるが，他の多くの
広報物と一緒に掲示された際，派手な色味の多い広報物
の中でシンプルな方がかえって目を引くことを意図とし
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たためである．
デザインは，よく似ているカンザブロウノキとバクチ
ノキの葉を配し，中央にキャッチコピーを伊予弁で「よー
に見とうみぃ　ちごとるけん」と記した．標準語に置き
換えると「良く見てごらん　違っているから」という内
容である．県民には親しみやすさ，県外の方に何という
意味だろうと興味を持ってもらうため，あえて方言を用
いて表現した．また，展示にて確認してもらうため，あ
えてカンザブロウノキとバクチノキの種名は記さないで
おいた．

展示の内容

開催期間は平成 30 年 11 月 23 日から平成 31 年 1 月
27 日まで，当館企画展示室の前面を使用した．展示物
は県内に生育する主立った 115 種類の常緑樹について，
押し葉標本を用いて紹介した．なお，展示に用いた押し
葉標本は，できる限り生育時の生体色が残り，学術的に
も美術的にも観察しやすいよう葉の欠損や重なりがない
うよう本展示のために新規に製作したものである．標本
は額縁内に配置し，標本上に，葉のつき方や鋸歯の有
無等の見分けるポイントを示し，解説文には和名学名
の語源や用途を解説した．分類は APGⅢ（Angiosperm 
Phylogeny GroupⅢ）に基づき，和名学名は米倉（2012）
に従った．開催結果は表 1，展示資料の具体的な構成は
表 2，展示レイアウトは図 2，展示場風景は図 3のとお

10川又.indd   14110川又.indd   141 2020/08/17   14:392020/08/17   14:39



企画展「葉で見分ける常緑樹」実施報告

－ 142 －

りである．

展示の構成

標本の並べ方に関して，学術的に最新の分類体系であ
る APGⅢに基づき科ごとに並べると，植物分類の知識
のない観覧者にとっては，植物の見分け方は難しい印象
を持たれてしまうため，できる限り簡素な構成とした．
導入部の①「これだけ覚えて！用語集」（図 4）では，
専門用語が多いと難しい内容と受け取られてしまうこと
を配慮し，見分け方を解説する上での必要最低限の植物
用語（互性，対性，鋸歯，葉脈，葉柄）を示した．この
展示の主体となる②「葉で見分ける常緑樹」では，標本
を見比べることでの見分け方や共通する名前や用途の特
徴のまとまりでグループに分け展示した．なお，一目で
その特徴を確認しにくい針葉樹と柑橘類，植物学上は常
緑樹であるが見た目の印象が異なるバラ科イチゴ属やつ
る性のものは今回の展示に含めなかった．

展示標本の作製

植物の押し葉標本は展示には向かないという風潮があ
る．また，本展示で紹介する常緑樹は花がなく，どの枝
葉も同じように見えてしまう．そこでこの企画展では標
本を作製するにあたり学問的にも芸術的にも興味を持っ
てもらえるよう心掛けて準備を行った．
採集は，展示開始 3ヶ月前の 8月中旬以降に行った．
常緑樹は落葉樹と比べ葉の色が濃く厚い傾向がある．芽
吹いた枝葉は，風雨による汚れ，強風や虫食いによる破
損，病気による変色もなく綺麗であるが，標本にした際，
色味や厚さが不十分なものがあり，常緑樹らしさに欠け
ると共に冬芽が十分に形成されていない．逆に，2～ 3
年経過した枝葉は常緑樹らしさはあるが，汚れや欠損が
多く展示には向かない．これらの点を検討した結果，梅
雨を経て十分に生長した時期に採集を行った．
押し葉標本の作製は，採集した後にこまめに新聞紙に
挟み込むことが，観察し易く美しい標本を製作するため
のポイントである．常緑樹は，草本類や落葉樹に比べ暑
さによって萎れにくいが，採集地には野冊を携行しその
場で新聞紙に挟み込むよう心がけた．なお，次項で解説
するが，標本台紙に貼り付ける際にスプレーのりを用い
るため，葉の表裏の両面が観察できるよう一部の枝をひ
ねり葉の裏面が観察できるよう配慮した．
植物体の乾燥は，従来行われているように新聞紙 1
ページを半分に折った中に採集物を挟み，それと新聞紙
一冊を交互に重ね重石をのせて乾燥させた．採集から 2
から 3 日は朝夕の 2 回，その後 1 週間から 10 日間は 1
日 1回の交換を行った．

従来，交換に用いる新聞紙は乾燥機（SANYO MOV-
212F）で乾燥させていたが，今回は早く乾燥させてやる
ことが重要と考え，乾燥機にかけた後，さらに密閉でき
る衣装ケースにシリカゲルと共に入れ 2日間程度乾燥さ
せた新聞紙を用いた．しかし，この新聞紙を用いたとこ
ろ，図 5で示すように葉の周辺部分が白くなった．この
原因としては，急激に乾燥させられたことで葉肉部分（柵
状組織と海綿状組織）が急速に縮み，表皮層から離れて
葉の内部に空気の層ができてしまったためと考えられ
る．この現象はブナ科コナラ属，シイ属，マテバシイ属
でしばしばおこり，他の常緑樹でも見られた．この解決
方法として，表皮層と葉肉部分を同じ速度で乾燥させる
ため，シリカゲルで乾燥させてない新聞紙を用い，あえ
て採集後も 1日 1回の交換にとどめ，ゆっくり乾燥させ
ることで本来の色味を残し乾燥することができた．

展示方法

標本に顔を近づけ間近で観察してもらうため，展示
ケースではなく壁に吊り下げる額縁を用いで展示した．
常緑樹の標本は厚みがあり，写真用の額縁では対応でき
ない．また，標本と解説パネルを額縁内に配置するため，
既製品ではバランス良くレイアウトできるものがなく，
スケール縦 600 ×横 500 ×厚さ 35mmの額縁を新規作
製した．
これまで視察等で押し葉標本の展示を拝見した際，標
本上に見分ける箇所や視点が示されていないため，知識
のない観覧者にとっては理解しにくいと感じていた．そ
こで押し葉標本を展示する新たな工夫として，視覚的に
一目で見分けることのできる重要なポイントには赤い矢
印，見分け方を一言で示したキャプションを標本上に貼
り付けた（図 6）．毛の有無を見やすくするために枝の
下には黒紙を敷き視認性を高める配慮を行った（図 7）．
また，葉脈の曲がり具合を強調するために水引きを葉脈
に沿って貼り付けなど工夫を凝らした（図 8）．大多数
の常緑樹は枝葉から全体像を想像できるが，ツガザクラ
とアカモノの矮小低木は，標本からその姿を想像し難
いため，レプリカ標本を併用し紹介した（図 9）．展示
種数が多いため，1種の解説文字数は 100 字前後にまと
め，名前の由来や用途を一息で読める程度の文章量とし
た．体験展示として，博物館敷地内に多く植栽されてい
るクスノキの，生の枝葉を一振り置き，自由に葉をちぎっ
て，その成分（樟脳）の香りを体験できるようにした（図
10）．ヤブニッケイやチャノキ等も隣接する雑木林で採
集できるが，展示場に害虫を持ち込む恐れがあるため，
クスノキのみにとどめた．
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表 1　企画展「葉で見分ける常緑樹」開催結果

 タイトル 葉で見分ける常緑樹

 会　　期 平成 30 年 11 月 23 日（金 祝）～ 平成 31 年 1 月 27 日（日） 

 会　　場 愛媛県総合科学博物　企画展示室（前半）

 入場者数 13,979 人 

 観 覧 料 無　料
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表２ 展示構成

コーナータイトル  展示標本

 館長あいさつ

①これだけ覚えて用語集

②葉で見分ける常緑樹

②－ 1［おかしな名前］ アオキ，モチノキ，コショウノキ，ナナミノキ，バリバリノキ，イスノキ，
リンボク，ホルトノキ，ソヨゴ，サンゴジュ，カクレミノ，モッコク，
シャシャンボ，タラヨウ，セイヨウバクチノキ，バクチノキ，
カンザブロウノキ，クスドイゲ，フユザンショウ

②－ 2［似ているけど違います］ レッドロビン，カナメモチ，ヤブツバキ，サザンカ，チャノキ，ユズリハ，
ヒメユズリハ，ネズミモチ，トウネズミモチ，ビワ，ヤマビワ，ハマビワ，
ミミズバイ，タイミンタチバナ，キンモクセイ，ギンモクセイ

②－ 3［神社仏閣の木］ オガタマノキ，カラタネオガタマ，シキミ，サカキ，ヒサカキ，
ハマヒサカキ，ミサオノキ，ルリミノキ，イズセンリョウ

②－ 4［難が転じて福となす］ ナンテン，ヒイラギナンテン

②－ 5［クスノキ一族 ］ クスノキ，ニッケイ，ヤブニッケイ，シロダモ，イヌガシ，カゴノキ，
ゲッケイジュ

②－ 6［ハイノキ一族］ ハイノキ，クロキ，クロバイ，シロバイ

②－ 7［ドングリの木］ マテバシイ，スダジイ，ツブラジイ，アラカシ，アカガシ，シラカシ，
ウバメガシ，ウラジロガシ，シリブカガシ，イチイガシ，ツクバネガシ，
ハナガガシ

②－ 8［これでも樹木です］ アカモノ，ツガザクラ，ツガ

②－ 9［庭木のトレンド］ シマトネリコ，オリーブ，アカバナトキワマンサク

②－ 10［お金持ちになれるかな？］ クロガネモチ，コバンモチ，ミヤマシキミ，マンリョウ，センリョウ，
カラタチバナ，ヤブコウジ，ツルコウジ，アリドオシ

②－ 11［枝先に集まります］ アセビ，トベラ，シャリンバイ，マサキ，タブノキ，ホソバタブ，ヤマモモ，
ヤマモガシ，ヤマグルマ，ジンチョウゲ

②－ 12［グミの常緑三兄弟］ マルバグミ，ツルグミ，ナワシログミ

②－ 13［三枚 1組の葉］ キョウチクトウ，クチナシ（コクチナシ）

②－ 14［こう見えて針葉樹］ コウヤマキ，イヌマキ（ラカンマキ），ナギ

②－ 15［クリスマスぽい？］ ヒイラギモクセイ，ヒイラギ，ヒイラギモチ

②－ 16［小さな葉］ イヌツゲ，マメツゲ，ツゲ，ボックスウッド，ハクチョウゲ

②－ 17［大きな葉］ タイサンボク，アコウ，シュロ，カミヤツデ，ヤツデ

③おわりに
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図 1　広報物

図 2　展示レイアウト
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図 3　展示場風景

図 4　導入部の①「これだけ覚えて用語集」
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図 5　葉の周辺部分が白くなったイチイガシ

図 6　見分けるポイントに赤い矢印，見分け方を一言で示した文章
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図 7　毛の有無を見やすくするための黒紙

図 8　水引きを用いて，葉脈の曲がり具合を強調
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図 9　レプリカ標本を併用し紹介

図 10　体験展示（クスノキの葉の匂い）
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