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コロナ禍における新しい植物園のあり方
日本植物園協会 会長 岩科 司
日本植物園協会では， これまで植物多様性保全委

さて， コロナ禍の昨今， 改めて植物園の進む方向を

員会が発行してきた 「植物多様性保全ニュース」 を，

見つめなおさなければならない時期に来ていると思い

今年度から日本植物園協会自身が発行する 「植物園

ます。 日本植物園協会では， コロナ禍における協会

協会ニュース」 として刊行することとなりました。 植物

加盟園の対応についてアンケートを行ったところ， 時

の多様性保全ばかりでなく， 日本植物園協会が行っ

期や期間などはそれぞれに異なるものの， ほとんどの

ている多くの活動を， より広く， またより多くの方に紹

植物園が閉園し， またごく少数の閉園しなかった植物

介するためです。

園においても， イベントの中止ないしは屋内施設の閉

地球の温暖化とともに， 世界各地でこれが原因と考

鎖を行っています。 植物園は基本的に屋外施設であ

えられる巨大な暴風雨， 逆に異常な乾燥による大規

り， 多くの屋内施設と比較して， 感染の確率は低いと

模な山火事など， 人類はもとより植物においてもその

考えられます。 多くの方々は感染を心配して外出を控

生存や生産性に影響を及ぼしかねない現象が多発し

える一方， 気晴らしに外に出たいという願望をお持ち

ています。この温暖化はまさしく人類の各種行為によっ

であったと思います。こんな時にこそ，屋外施設であり，

て生じる二酸化炭素の増加が原因であることは明白

しかも人の心を癒す力のある植物を多く擁する植物園

です。 その二酸化炭素を減少させることができるのは

の利用を再考するべき時期に来ていると思います。 し

植物です。 しかし前述のように， 特に熱帯雨林を中心

かしながら， 協会としても， 広く多くの方々に植物園

に， その生存が危ぶまれています。 さらに， 人類をも

を楽しんで頂くためにコロナ対策を講じる必要はもち

含めた動物はすべて， そのエネルギーを植物に頼って

ろんあります。 そこで日本植物園協会では， 前述のア

います。 特に人類は食料， 建材， 薬品などはもとより，

ンケートにおいて， 複数の植物園からコロナ対策や感

地球上の生物で人類だけが行う植物の利用， すなわ

染防止のガイドラインを策定して欲しいとの要望を受

ち “心を癒す” という利用もしています。 ですから植

け， ガイドラインを作成し， 加盟植物園に配布いたし

物の危機は人類の危機でもあります。 日本植物園協

ました。 交通機関の発達に伴い，グローバル化が進み，

会はこれまでも， 植物の保全活動を行ってきましたが，

今回のコロナウイルスのような事態は今後も起こり得

引き続き， あるいはこれまで以上に保全活動に取り組

ると思われ， まさしく今後さらに， このような時の植物

む必要のあることが実感されます。

園のあり方が問われているような気がします。

入口で検温する入園者 （筑波実験植物園）．

植物園に入園するための注意事項の表示．
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役員改選について
日本植物園協会 事務局
任期満了に伴い， 事務局で 6 月 16 日に開催した

【理事】

第 55 回定時総会にて新たな役員が選任され， 総会

冨士田 裕子 （北海道大学北方生物圏フィールド科学

終了後の臨時理事会で会長 ・ 副会長 ・ 常務理事 ・

センター植物園）

専務理事が選出されました。 任期は令和 4 年の定時

牧 雅之 （東北大学学術資源研究公開センター植物

総会終結時までとなります。 佐藤理事が新任， 他は

園）

すべて重任です。

中田 政司 （富山県中央植物園）

【会長】

榎本 浩 （神奈川県立大船フラワーセンター）

岩科 司 （国立科学博物館筑波実験植物園）

佐藤 正吾 （公益財団法人 京都市都市緑化協会）

【副会長】

坪井 勇人 （白馬五竜高山植物園）

西川 綾子 （水戸市植物公園）

佐々木 陽平 （金沢大学医薬保健学域薬学類 ・ 創薬

高野 昭人 （昭和薬科大学薬用植物園）

科学類附属薬用植物園）

【常務理事】

阿川 峰哉 （株式会社 NHK 出版）

倉重 祐二 （新潟県立植物園）

【監事】

酒井 英二 （岐阜薬科大学薬草園）

岩隈 史雄 （一般財団法人 公園財団）

【専務理事】

吉岡 一幸 （西武造園株式会社）

飯塚 克身 （公益社団法人 日本植物園協会）

新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン策定について
日本植物園協会 事務局
令和 2 年 5 月， 政府の 「新型コロナウイルス感

ガイドライン策定は， 酒井常務理事 （岐阜薬科大学）

染症対策の基本的対処方針」 等により， 各関係団体

を中心に，高野副会長 （昭和薬科大学），榎本理事 （大

等は業種や施設の種別毎にガイドラインを作成して自

船フラワーセンター） が担当しました。 植物園の実情を

主的な感染予防を進めることになりました。 当協会に

よく踏まえて作られた大船フラワーセンター （指定管理

加盟する植物園は， 所属する自治体や大学等の対応

者 ： アメニス大船フラワーセンターグループ） のガイ

に従って感染症対策を行う施設が多かったのですが，

ドラインを基本骨格とし， 当協会へ加盟する自治体や

緊急事態宣言下の開園状況調査でも 「植物園のガイ

各団体の運営状況を参考に内容の検討を行い， 8 月

ドライン」 が欲しいという要望が多数よせられたため，

31 日付でとりまとめました。 その後， 一部文言を修

当協会としてガイドライン策定を行いました。

正して現在の Ver. 2 （9 月 15 日版） となっています。

『新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン』 Ver. 2
本ガイドラインは， 新型コロナウイルス感染拡大が続くなか， 公益社団法人日本植物園協会 （以下， 日植協） 会員
園が感染予防策を講じて開園し， 感染予防対策にご協力いただける来園者を温かく迎え入れる際に参考にしていただ
くことを目的として作成しました。 各会員園では， すでに独自に対応策を作成し， 日々更新される新たな情報を取り入
れながら試行錯誤の中で植物園を公開されていることかと想像いたします。 会員園が来園者と職員の安全を確保する
感染対策の作成 ・ 改定および実施の際に活用していただければ幸いです。
1.

本ガイドラインの位置づけ
本ガイドラインは， 政府の示した 『新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針』 を踏まえ， 文部科学省高
等教育局が作成した 『大学等における新型コロナウイルス感染症への対応ガイドライン』， 公益財団法人日本博物
館協会が作成した 『博物館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン』 等を参考に，日植協として 『感
染拡大予防ガイドライン』 を策定したもので， これに沿って植物園利用者と植物園に勤務する職員の感染リスクを
可能な限り低減した上で， 植物園の運営管理に努めるためのものです。
全国的に再び感染増加の兆しがあり， 第二波とも取れる状況です。 一方で GO TO トラベルキャンペーンが実施
され， いっそうの対策が必要となっています。 本ガイドラインの内容は， 今後の対処方針の変更のほか， 新型コロ
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ナウイルスの感染の動向や専門家の知見等を踏まえ， 必要に応じて適宜改定を行うものとします。
2. 基本方針と感染対策
1） 日植協会員園は， 十分な感染防止策を講じた上で開園し， 万が一， 利用者や職員に感染者が確認された際
には， 速やかに関係機関に情報提供することとする。
2） 利用者間の安全確保にあたり， 入園に際して微熱などの体調の確認， ２週間以内に感染者数報告の増加して
いる地域への往来経緯など感染リスクがないことを確認の上で， 「マスクの着用」 を義務付けるとともに， 感
染対策として 「多くの人が触れる場所のアルコール消毒と検温実施の徹底」， 「手洗い徹底による手指の消毒」
等の要請を行う。 特に， 飲食前後の手洗いの徹底を呼び掛ける。 さらに 「3 つの密 （換気の悪い密閉空間，
多数が集まる密集場所，近距離での会話や発話が生じる密接場面）」 を徹底的に避けること，室内の換気やフィ
ジカルディスタンシングの徹底， 必要に応じて 「入場者の制限や誘導」 などをはじめ基本的な感染対策の徹
底等を行う。 同様に職員の安全確保のため， 出勤に際して検温及び体調確認と前日の行動確認を健康自己
チェック表へ記入する。 園内ではマスクを着用し， 担当場所によってはフェイスガード， 手袋を使用する。 各
自個人用に消毒用アルコールを入れたアトマイザーを携帯し， 常に手指の消毒に心がける。
3） 2） により感染者の入園を防ぐ一方で， 感染者が入園したことを前提として， 植物園各所における具体的対策
を定め， 感染拡大防止に務める。 共通して利用者が手を触れる場所， 例えば， エレベーター， 自販機， ドア，
手すりの近くに， 手指の消毒のためのアルコールを設置し， 感染の拡大を防止する。 また， 混雑しそうな場所
では， スタッフが誘導を行う。 なお， テーブルや椅子の設置がある場合は， 定期的に消毒を実施する。 消毒
に使用した紙タオルなどはビニール袋に入れ封をしてからゴミ箱に捨てる。 除菌はできたが， 紙タオルに付着
した殺菌されていないウイルスがゴミ箱から再拡散する可能性がある。
3. 感染拡大を防ぐために， アプリの活用を推進
感染拡大を防ぐ， 家庭内感染を防ぐ， 高齢者等への感染を防ぐ， などを目的として， 利用者や職員に対して， 新
型コロナウイルス接触確認アプリ （COCOA） への登録を推奨し， 積極的に導入することが望ましい。 https://
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
自治体毎に QR コードによる新型コロナ通知システムを展開しているので， 併せて活用を行う （岐阜県の例 ：
https://www.pref.gifu.lg.jp/kinkyu-juyo-joho/qr_keikai.html）。
4. 新型コロナウイルス罹患時 （疑い含む） 対応
利用者， 職員等に， 感染が疑われる症状等が出た際に対応するため， あらかじめ対応フローを作成し， 職員間で
その内容を理解し， 共有しておくこととする。
5. 記録
利用者， 職員等が新型コロナウイルスに罹患した場合， 発生した状況とその後の対応について， 個人情報等に十
分配慮した上で詳細情報を調査して記録し， 保管する。
6. 感染対策の必要な場面
1） 対策マニュアルの必要な場所
① 出入口 （エントランス， インフォメーション）
② 屋外 （園地）
③ 展示温室
④ 食堂 （レストラン， カフェ）， 休憩所等
⑤ ホール ・ 展示会場， 研修室， 講義室等
⑥ 売店
⑦ トイレ， 多目的室， 授乳室等
⑧ 駐車場， 駐輪場等
⑨ その他
2） 対象者別確認項目
① 利用者：チェックシート （体調，事前行動記録） への記入，マスク着用，アルコール手指消毒，検温の実施。
接触確認アプリを使用できない場合には， チェックシートに住所氏名 （連絡先） が必要。 体調不良が発
覚した場合は， スタッフに申し出て， 入場 ・ 退場時間， 園内での行動の概略などを記録に残す。
② スタッフ：健康自己チェック表に体調と行動概要の記録を記入， アルコール手指消毒， 検温， マスク着用，
作業によってはフェイスガード， 手袋をつける。 入場 ・ 退場時間の記録， 本日の作業の概略記録をつけ
3

Newsletter No. 32 November 2020

る。 ユニフォーム等の身に着けるものに関しては， こまめな洗濯を心がける。 掃除に際しては， ゴミは細
かく密封して， ゴミ箱に捨て， 頻繁に回収する。

植物園の取組み

ニッチな世界へようこそ～オリジナルグッズであらたな展開～
咲くやこの花館 岡内 美紀
ミュージアムに行くと， 「どうしてもそこのお土産が欲し

でした。 しかし， 全国から多くの方に発注いただき， 当

い」 って気持ちなりませんか？そこで， 「こんなの作って

館に興味を持っていただけています。 グッズという違う

るんだぁ」 ってお気に入りのグッズに出会うと， なぜか

入り口から植物園を知ってもらうことも， これからの新し

掘り出し物を見つけた気分になって， 自分だけの小さな

い形の一つとしてありなのではないかなと思っておりま

喜び 「プチ自慢に」 ♪。 そんな， 植物園ならではのグッ

す。

ズを作ろう！をモットーに， 咲くやこの花館では企画展開
しています。
植物園でしかない特徴のとらえ方， こんなものまでグッ
ズにするんだというキソウテンガイさ。 しかし！そこには，
決して多くは作れないという予算や在庫の問題， そして
人の壁。 そう， きっとどの館も多くは作れない， 作れる
人もいない。 結局， 単価は高くなってしまうという．．．
だからこそ！ニッチなものに。 そのためには， どこかと
コラボして，まずは便乗作戦 ‼︎ そこにオリジナリティーを。
第 1 段として， 注染手ぬぐい 「にじゆら」 と食虫植物
柄を制作したのをはじめ， その後， 組み飴の老舗店と
コラボで 「ハエトリグサ飴」。 きのこの 3D パズルは， 地
元の企業とコラボ。 （次は， 青いパッケージでおなじみ
の 「レーダー」 消しゴムとのコラボを近々発表します ‼
お楽しみに ‼︎）
そのニッチのおかげで， 富山県中央植物園や高知県
立牧野植物園， 六甲高山植物園， さらに一部博物館で
も委託販売の協力をいただき， 当館の商品を全国各地
でご紹介いただけることは大変ありがたいことです。 そ
して， この度 「咲くやこの花館オンラインショップ」 を開
設いたしました ‼︎
他の施設でもすでに実施されているところもあるかと
思いますが， グッズ販売は， 売上というより， あくまで
も植物への魅力づくりや館の宣伝広告くらいの位置付け

「にじゆら」 と制作した食虫植物柄の注染手拭い．
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企業とコラボしたオリジナルグッズ． 上：ハエトリグサ飴．
中 ： きのこ 3D パズル． 下 ： 「レーダー」 消しゴム．
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そして， この次の作戦は， 「単館ではできないけれど，
たくさん集まって， 何か面白いもの作っちゃおう ‼︎」 作
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戦です。 ご興味のある方はぜひ， 咲くやこの花館までご
連絡ください ‼︎ 一緒に作ってみませんか？

植物園だより

ウォレミパイン （Wollemia nobilis） の雌性球果の形成
大阪市立大学理学部附属植物園 厚井 聡 ・ 藤田 治生
ウォレミパイン （Wollemia nobilis） は， ナンヨウスギ科

毎年つくられていましたが， 雌性球果はなかなか見られ

（Araucariaceae） の生きている化石植物の 1 つです。 ナ

ませんでした。 しかし， 2020 年 4 月に初めて雌性球

ンヨウスギ科はジュラ紀から白亜紀にかけて繁栄し世界

果の形成が確認されました （写真）。 直径約 5 cm ほ

中に分布していましたが， 現在は約 40 種が南半球を

どの球状で， 合計 8 個形成されました。

中心に分布し， ナンヨウスギ属 （Araucaria） とナギモド

日本と季節が真逆のオーストラリアでは， 球果は 10

キ属 （Agathis） の 2 属が現生するとされていました。 と

〜 11 月に成熟して受粉し， およそ 1 年半かけて種子が

ころが， 1994 年にオーストラリアのシドニーから北西へ

成熟し，秋が終わる 5 月頃に種子散布されます （Offord

わずか 150 km のウォレミ国立公園（ニューサウスウェー

et al. 1999）。 順調に行けば， 本園の球果は 2021 年 8

ルズ州） の奥深い渓谷でこの 2 属とは異なる形態を示

月頃に成熟するはずで， その時を楽しみに待ちたいと思

すナンヨウスギ科植物が 40 株ほど発見され， 世界中

います。

の植物学者を驚かせました。 直立する茎から枝分かれ
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（Jones et al. 1995）， 保護 ・ 増殖活動により世界中の植

of the Wollemia pine (Wollemia nobilis), a rare and

物園で目にするようになりました。

threatened Australian conifer. Annals of Botany 84:

本園の個体は， 2006 年に日本植物園協会第 41 回

1−9.

大会が鳥取県立とっとり花回廊で開催された際に参加
園に配布されたもので， 2008 年 6 月に園内に定植し
ました。 定植した当時は 60 cm ほどの背丈でしたが，
ぐんぐん成長して， 現在は高さ 4 m に達しています。
球果はなかなかつかなかったのですが， 2015 年 7 月
に初めて雄性球果の形成が確認され， 翌 2016 年 4
月に成熟して花粉を放出しました。 その後， 雄性球果は

ウォレミパインの雌性球果 （2020 年 5 月撮影）．

ウォレミパインの雌性球果と雄性球果 （2020 年 5 月撮影）．
円柱状の雄性球果の上部に球状の雌性球果が見える．
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教育 ・ 普及活動の紹介

『八坂神社の 「をけら」 再生プログラム』 の活動を通して
武田薬品工業株式会社 京都薬用植物園 野崎 香樹
京の大晦日の風物詩である八坂神社の 『をけら詣り』。

2018 年 11 月 1 日に 「環境委員会」 の 4 ～ 9 年生に

この 『をけら詣り』 に欠かせないキク科の多年草である

実生株を分譲し， 栽培を通じて地域の歴史文化， 人と

オケラ ［= Atractylodes japonica Koidz. ex Kitam. または

自然の関係などを学んでいただいています。

A. ovata (Thunb.) DC.］ は， 2015 年の京都府レッドデー

武田薬品工業株式会社京都薬用植物園ではオケラの

タブックで絶滅危惧種に区分されており， 京都市を含

根茎から得られる生薬 「ビャクジュツ （白朮）」 や生薬

む山城地域では発見することも難しくなってきています。

を作る過程に関する情報を提供することで， 本プロジェ

『をけら詣り』 ではオケラの根茎を灯籠の中で燃やし，

クトに参加しています。 2019 年 12 月 5 日には栽培管

その火を参拝者は火縄に灯して持ち帰る風習が残って

理されている東山開睛館を訪問し， オケラ栽培に携わる

います。 この持ち帰った火で雑煮を作って食べると， 1

環境委員の児童生徒 26 名や先生方に対して， オケラ

年を健やかに過ごせるとされる 300 年以上続く伝統行

から生薬を作る過程を説明しました。 説明には実際に加

事です。

工に使用する機械を持ち込み実演し， 児童生徒の目の

現在， 『をけら詣り』 に用いるオケラの根茎は， 薬種

前で根茎についた土や細根を取除く様子を観察してい

商から仕入れた生薬でまかなわれています。 八坂神社

ただきました。 ビャクジュツを燃やした煙は独特の匂い

境内には 1 株だけ自生しているオケラの個体が受け継

がたち， この匂いで邪気を払うといわれています。 当日

がれており， 2017 年に 『八坂神社の 「をけら」 再生プ

は， 当園自家製のビャクジュツを準備し， それを教室内

ログラム』 と称し， 八坂神社， 地元である東山区に本

で焚き上げることで鼻からの刺激として参加者に存分に

部を置く NPO 法人国境なき環境協働ネットワーク， そ

ビャクジュツの香りを体感していただきました。

して協会加盟園である （公財） 京都市都市緑化協会

児童生徒が日頃， 栽培管理をしていても観察すること

の三者が手を組み， 再生プログラムに取組まれていま

ができないオケラの地下部の観察やその加工法を提供

す （京都市 「京の生きもの ・ 文化協働再生プロジェクト

する取組みにより， 植物と地域の伝統行事とのつながり

認定制度」 第 17 号認定）。 将来的には， 八坂神社で

を理解する一助になることを期待しています。 今後は，

維持管理する個体の増殖を地域ぐるみで試み， 『をけら

東山開睛館の児童生徒や先生方だけではなく， 地域や

詣り』 に活用することを目指されています。 この取組み

京都市全体でオケラを育て馴染むことで， 伝統行事へ

の中で， 地元の京都市立開睛小中学校 （通称 ・ 東山

の愛着や， 絶滅の危機に瀕する植物の再生といった意

開睛館） の児童生徒にオケラを育ててもらうことになり，

識の醸成に貢献したいと考えています。

栽培管理されている 12 月のオケラ．
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実演前の皮去り機を見る児童生徒と先生．

植物園，植物に関わるニュースや様々な取組み，栽培技
術，生物多様性，保全といった幅広い内容の記事を掲載
します。共有したい情報やご意見等があれば，左記の協
会事務局宛にお寄せください。
（編集協力：大阪市立大学理学部附属植物園

厚井 聡）

