
1 

 

 

 

・ この冊子は、田島ケ原サクラソウ自生地国指定 100 年を記念して行う展示の概要を解説する展示解説シー

トです。  

・ 国指定 100 を記念して行う取組の趣旨を１ページに、２ページから３ページに田島ケ原サクラソウ自生地

が国指定となるまでの大きな動きの紹介を掲げました。      

・ 今回の市立浦和博物館での展示の解説は、４ページから 16 ページに掲げました。展示期間は、令和２年

６月１日～６月 30 日です。  

・ 別添で３種類の年表を用意しました。田島ケ原サクラソウ自生地と天然記念物保護のしくみに関わる略年

表、三好学に関わる略年表、深井貞亮に関わる略年表の３種類です。これらの年表は、指定 100 年事業と、

今後自生地の保全のための過去の取組状況の再確認を目的として、平成 30 年度から令和元年度に行った

資料調査の成果の一部です。 

・この展示を開催するに際し、次の方々の御協力を賜りました。記してお礼申し上げます。 

   埼玉県立文書館  国立国会図書館  国立公文書館 

  さいたま市桜区役所区民生活部コミュニティ課  さいたま市アーカイブズセンター 

  さいたま市立博物館  さいたま市立浦和博物館 

・ この冊子は、さいたま市教育委員会生涯学習部文化財保護課が作成しました。 

 

    

田島ケ原サクラソウ自生地 国指定１００年 

令和２年（2020）、田島ケ原サクラソウ自生地が国の天然記念物に指定されて 100 年を迎えま

す。この天然記念物指定は、大正８年（1919）に新たに発足した文化財保護制度である「史蹟名

勝天然紀念物保存法」にもとづくもので、大正９年（1920）７月 17 日に 10 件の天然記念物が初

めて指定されました。田島ケ原サクラソウ自生地（当時の指定名称は「土合村桜草自生地」）はそ

のうちの１つでした。この天然記念物指定は、田島ケ原にとってはもちろんのこと、わが国の文

化財保護の歩みにおいても、大きな画期となる出来事です。 

 この 100 年の間に、田島ケ原はさらにその価値を高め、昭和 25 年（1950）に発足した新たな

文化財保護制度のもとで、昭和 27 年３月、特別天然記念物に昇格指定されました。これは、「屋

久島のスギ」や「トキ」と同じ指定で、「世界的又は国家的に特に価値が高い」天然記念物が指定

されるものです。田島ケ原サクラソウ自生地は、わが国を代表する自然的遺産に認定されたこと

になります。こうした高い位置づけの起点となった大正９年７月の天然記念物指定。それから 100

年を迎えることの意義はとても大きいといえるでしょう。 

「100 年後の君はどんな風景を見ているのだろう」。この問いの答えが、私たちが今目にしている

よりも豊かで多様性に富んだ田島ケ原サクラソウ自生地であることは、私たちの願いであり、次

の 100 年で達成すべき目標でもあります。 

田島ケ原サクラソウ自生地国指定１００年記念展示 

ミニ展示 学と貞亮 

 －自生地を遺した二人－ 

展示解説シート 
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 大きな節目にたっている今、あらためて自生地の価値と魅力を市民の皆さまにお伝えしながら、

これまでの 100 年を振り返り、自生地の今を確認した上で、次の 100 年に向けた課題や市の取組

を紹介したいと考え、令和２年の１年間をかけて、市内各所において、国指定 100 年を記念する

展示などを行います。 

 令和２年２月～３月、桜区主催の「田島ケ原サクラソウ自生地 国指定 100 周年記念展」にお

いて「100 年前の自生地」にスポットを当てたパネル展示を行いました。このミニ展示「学と貞

亮」は、それに続き、１００年前に田島ケ原サクラソウ自生地の保存に尽力した二人の人物にス

ポットを当てます。皆さまが自生地の現在、過去、そして未来を考えるきっかけとなり、その材

料となれば幸いです。 

 

プロローグ  

荒川河畔のサクラソウ自生地         

江戸時代、事実上の日本の首都

であった江戸の近郊には、江戸市

民に親しまれるサクラソウの名

所が数多くありました。江戸の名

所案内などには、「〇〇の原」「〇

〇ケ原」という名で、尾久（東京

都荒川区）、野新田（東京都足立

区）、浮間（東京都北区）、戸田（埼

玉県戸田市）などが現れます。そ

れらの名所は、荒川沿いの湿地帯

に連なっていました。 

しかし、当時のサクラソウの楽

しみ方は、サクラソウの群落の中

に敷物を敷き、弁当などを食べな

がら、サクラソウの上で遊楽し、

そしてサクラソウ摘みに興じる、

というものでした。また、園芸文

化が盛んになるにつれて、サクラ

ソウの栽培と品種改良がおこな

われ、自生地からの掘り取りも恒

常化していました。このため、荒

川河畔のサクラソウ自生地は、江

戸・東京市中に近い所から衰退が

始まり、それに伴ってサクラソウ

の名所は上流へと荒川を遡上し

ていきました。明治を迎え鉄道の

敷設や河川改修が進むと、戸田の原のサクラソウ自生地も消滅に瀕するようになりました。 

 

  

さいたま市周辺のサクラソウ自生地 

（埼玉県教育委員会 1978『天然記念物緊急調査報告書 田島ケ原サクラソウ 

自生地』掲載図をもとに作成） 
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田島ケ原のサクラソウ自生地の登場         

明治 45 年（1912）３月、浦和町（サクラソウ自生地がある土合村の隣町）で発行された『浦和案内』

という書物があります。町内の名所として調神社や玉蔵院、焼米坂などが挙げられ、さらに近隣の名所

として「戸田原の桜草」が紹介されていますが、「田島ケ原の桜草」には全く触れられていません。と

ころが、その３年後の大正４年（1915）９月に発行された同名書になると、「田島原の桜草」が「十余

町の間一面の桜草を生じ美観いうばかりなし、年々東京より多数の観客来る」（旧仮名遣いを現行のも

のに改め、さらに一部の漢字を平仮名に改めました。）と紹介されています。 

この３年間の変化は直接的

には、田島ケ原のサクラソウの

名所としての名とにぎわいが、

浦和町にも知られるようにな

ったことによりますが、その背

景には二つのことがあったと

考えられます。その一つは、上

にも述べた、浮間原や戸田の原

のサクラソウの衰退に伴う、サ

クラソウ名所の荒川遡上です。

もう一つは、天然記念物保存のしくみづくりに向けた各地での遺産調査の進展です。 

明治 44 年（1911）3 月、貴族院と衆議院が「史蹟及天然紀念物保存ニ関スル建議」を議決したこと

を承け、政府は法整備などの史蹟名勝天然紀念物保存制度の整備に取り掛かるとともに、府県知事を通

じて地方にある保存対象案件の調査を開始しました。その動向の中の大正元年（1912）埼玉県が行った

調査では、当初は浮間と戸田のサクラソウが報告されましたが、田島ケ原のサクラソウが追加で報告さ

れました。ここからは、埼玉県の行政の中でも、田島ケ原サクラソウ自生地の存在はあまり知られてい

なかったことがわかります。それと同時に、この間の地域での動きを示す記録が残っていないため、詳

しい事情は残念ながらわかりませんが、田島ケ原を新たな施策に取り込んでほしい、という動きが地域

の中に生まれ、それが追加の報告という形となったことも、十分に考えられます。さらに想像をたくま

しくすれば、その動きを地元から推進したのは、やがて田島ケ原の「守護者」として現れる深井貞亮そ

の人だったことも想定されます。 

大正元年の報告書には、土地所有者 25 名のリストも添えていて、自生地の保存に向けた熱意が感じ

られます。そしてその中では、その美観とにぎわいが「開花に至れば地一面紫の毛布を敷きたるが如く

（中略）、開花の季節はあまたの観客引きも切れず、殊に近年、遠方より来観するもの多きに至れり。」

（カタカナを平仮名に改め、句読点及び濁点を加えました。また、一部の漢字を平仮名に改めました。

以下の引用文でも同じ。）、こう記されています。田島ケ原は、サクラソウの名所として、歴史の舞台に

登場しました。 

しかし、その時田島ケ原は、既に危機を迎えていました。他のサクラソウ名所がたどったのと同じよ

うに。 

 先の報告書は、次のように結んでいます。 

  近年、いたづらに人の摘取するところとなり、やや減少したるの傾きあり。 

          

 

 

明治45年『浦和案内』が紹介する「社寺名所旧蹟」

紹介地 所在地 現在地

調神社 浦和町の南部岸村 浦和区岸町

焼米坂 六辻村字根岸 南区根岸

原山 浦和町の東部 緑区原山

玉蔵院 町の中央西側 浦和区仲町

御殿山 町の西北方 浦和区常盤

日蓮上人駒つなぎの樹 調神社境内 浦和区岸町

戸田原の桜草 北足立郡戸田村大字下戸田 戸田市下戸田
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三好 学 －植物学者・天然記念物の伝道師－ 

 

 三好学は、学術と国のしくみの面から田

島ケ原サクラソウ自生地の保存を実現し

た功労者です。明治時代後半から大正時代

にかけて、東京帝国大学理学部教授として

植物学研究・教育の確立に尽くし、そのか

たわら、明治時代末頃から、社会の近代化

に伴う自然的景観や貴重な植物の消滅の

危機を訴え、天然記念物保存制度の創設に

奔走しました。 

  

生い立ち 

 三好学は、江戸時代末期の文久元年（1861）、美濃

国岩村（岐阜県恵那市）藩の重臣の子として江戸に生

まれました。上層武家の子として、幼いころから儒書

や漢詩文の学習を始めていたようです。しかし、明治

維新後の士族の零落に父の早世が重なり、三好の幼少

期は必ずしも平たんなものではありませんでした。父

親がなくなった翌年の明治 6 年（1873）、数え歳 12

歳で母と弟のもとをひとり離れ、福井県の伯父のもと

で小学校時代を過ごしました。 

一日も早い自立を目指しながらも、学業への思いも

捨てられなかった三好学は、明治９年、公費で学費が

賄われる小学授業法伝習所（まもなく制度改正により

師範学校）へと進学しました。師範学校卒業後、三好

は郷里の岩村に帰り、岐阜県土岐郡土岐小学校（瑞浪

市）に訓導として赴任し、まもなく首席訓導（のちの

校長）となりました。明治 12 年、数え歳 18 歳のこと

です。18 歳で校長というと驚くかもしれませんが、近

代学校制度の揺籃期で、教員としての専門教育を受け

た教師自体が少なかった当時のこと、師範学校出の新

進教師は、大きな期待をもって迎えられたようです。

三好はその期待によく応えたようで、授業内容や訓話

などを克明に記した「授業日誌」を残しています。 

しかし、青雲の志に燃え、抜群の頭脳に恵まれ、し

かも超人的努力を惜しまない三好は、文学で身を立て

る道を模索していました。東京大学への進学を決意し

た三好は、明治 14 年 12 月 27 日（当時は１月から 12

月が1学年）、足掛け３年勤めた土岐小学校を退職し、

新たな道へと進んで行きました。 

 三好学 肖像写真 
 大正年間頃／さいたま市教育委員会 

三好学の御子孫から御寄贈いただいた写真です。 

帝国大学理学部教授時代に、植物学教室で撮影 

した写真と思われます。柔和な表情の中に、真理を見 

極める透徹したまなざし、強い意志を物語る口元が見 

て取れます。口元の髭は 10代の土岐学校勤務以来、

形を変えながら三好学のトレードマークとなりました。 

故郷の岩村城跡にたつ三好学胸像と 

顕彰碑（岐阜県恵那市） 
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植物学者へ 

 土岐小学校を退職した三好は、一旦、母の待つ岩村に立ち寄った後、明治 15 年 1 月 10 日、東京へと

旅立ちました。東京では母の兄の家に寄寓して受験勉強に専念し、東京大学予備門（のちの（旧制）第

一高等学校）の入試に首席で合格し、同年 9 月に入学しました。 

同校での進級は入学以上に難しく、卒業するのはさらに難しかったようです。しかし、三好はその優

秀ぶりを遺憾なく発揮し、2 年次以降、「学力最優等・品行最端正」として褒賞給費生（月 5 円支給）

とされました。 

そして、この期間に三好は、自らの進む道を大きく転換しました。文学で身を立てることを目指して

いた三好は、植物学を自らの進む道と思い定めたのです。 

明治 18 年 7 月、同校卒業、9 月、東京大学理学部生物学科に入学（翌年制度改正があり、帝国大学理科大

学動植物学科に再編）。明治 22 年 7 月、卒業、同年 9 月、大学院入学。三好は自らの才能と努力とによ

って植物学徒としての道を進み、瞬く間に頭角を現して、将来の植物学会を担う逸材と目されるに至り

ました。大学院入学許可と同時に給費制とされたことにも、三好に対する大学の期待の大きさがうかが

われます。三好は期待によく応え、さらに明治 24 年、大学院在学のままドイツ・ライプチヒ大学への

留学を命ぜられ、3 年 7 か月にわたり植物生理学の研究に専念しました。 

明治 28 年に留学を終えて帰国すると、34 歳（数え歳）の若さで帝国大学理科大学教授に任じられ、

同年 7 月には理学博士の学位を授与されました（帝国大学は明治 30 年に東京帝国大学と改称）。当時と

してはどちらも極めて破格の処遇でした。自らがおかれた環境の中で、学業を続けるために小学授業法

伝習所に入学してから 19 年、途中曲折を経ながらも自ら道を切り拓き、植物学者としての地位を確立

させたのでした。 

 

天然記念物の伝道師 

 アカデミズムの第一人者となった三好学は、明治 39 年（1906）、「名木ノ伐滅並ニ其保存ノ必要」を『東

洋学芸雑誌』に掲載して「名木」などの樹木・森林と「灌木・草本・水草」等を保存する必要を訴えた

のを皮切りに自然的遺産の保存活動を精力的に進めました。 

 三好は植物調査に全国各地を行脚する中で、社会の近代化に伴う開発の進展によって、重要な樹木や

植生、地域の歴史文化とも深い関わりのある自然的景観が急速に失われつつあることを目の当たりにし、

心を痛めていました。そして欧米における自然保護を牽引していたドイツ・プロイセンの取組に学びつ

つ、政府が自然的遺産の保存をはかる制度の創設の必要性を痛感するようになりました。そして、プロ

イセンのコンヴェンツ（H.Conwentz，1855-1922）が自然保護を体系的に論じた『天然紀念物の湮滅

並に其保存の策』（1904 年。三好の邦訳書名）を踏まえ、「天然記念物」の概念を導入し、わが国にお

いてもその保存策を講じる必要性を訴えたのでした。 

三好は、学術誌のみならず、一般向けの雑誌への投稿や新聞での発言を通じて世論喚起に努めました

が、当初は思うような成果は挙がらなかったと、後年述懐しています。そこで三好は、大学関係者等へ

の働きかけを開始しました。実効性のある形で天然記念物保存策を講じるには国民の理解・協力が不可

欠であることから、「官」からの下達によるのではなく、国民からの発意即ち議会からの発案の形をと

るのが望ましいと考え、明治 43 年春頃から、帝国議会への建議案提出を模索し、先行して「史蹟」の

保存活動を推進していた東京帝国大学文科大学教授三上参次（みかみさんじ）や、貴族院勅選議員とし

て政界・官界にも人脈を築いていた同大学名誉教授（医学）三宅秀（みやけひいず）らの賛同を得まし

た。ここから、地方改良運動の一環として「史蹟勝地」等の保存政策を検討していた内務官僚をブレー

ンとしつつ「史蹟史樹」の保存活動を開始していた侯爵・貴族院議員の徳川頼倫（よりみち）の知遇を

得、帝国議会への建議案提出が具体化していきました。 
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三好は天然記念物保存に関する建議の草案

を作成し、三宅秀の助言により「史蹟」に関

する事項を加えた上で三宅が文言を整え、建

議案が完成しました。そしてこの建議案は、

貴族院議員の侯爵徳川頼倫・伯爵徳川達孝・

田中芳男・三宅秀の四名の発議、伯爵大原重

朝外 116 名の賛成者により、明治 44 年 3 月

15 日、第 27 回帝国議会貴族院に上程され、

即日可決されました。続いて 3 月 18 日、三宅

秀の働きかけにより井上敏夫・宮古啓三郎衆

議院議員の発議により衆議院に上程され、委

員付託による審議を経て、3 月 22 日に衆議院

でも可決されました。両院で可決された建議

はそれぞれ即日に内閣に回付され、保存制度

制定に向けた準備が政府により進められるこ

とになりました。「名木ノ伐滅並ニ其保存ノ必

要」を発表してからおよそ 4 年半、三好の取組

は大きな成果を挙げて、区切りを迎えたかにみ

えました。 

しかし、三好の活動は、いよいよ活発化し

ていきます。帝国議会から政府に提出された

建議は、その性格上、天然記念物保存の必要

性を説き、政府が実効性のある保存策を講ず

ることを求める内容でした。政府がこれを保

存制度として具体化していく上で、三好の力が不可欠だったからです。建議案上程実現の直接の母体と

なった徳川頼倫らの取組は、同年 6 月、史蹟名勝天然紀念物保存協会の設立へと進み、民間の立場から

政府の取組みを支援することとなりました。三好もそこに加わり評議員となり、講演や寄稿等を通じて

天然紀念物保存の理念の普及啓発を続けるとともに、政府の制度整備を支援するために、同会において

保存制度案の策定などを進め、さらに保存施策の対象となる植物等の調査も精力的に行いました。大正

5 年（1916）に三好が戸川安宅とともに田島ケ原サクラソウ自生地を訪れたのも、こうした調査の一環

でした。 

政府において史蹟名勝天然紀念物保存を所掌した内務省では、史蹟名勝天然紀念物保存協会と連携し

つつ、天然紀念物保存制度の立案を進めていきました。特に大正 8 年に史蹟名勝天然紀念物保存法が公

布・施行され、法に基づく具体的な制度設計が進められる中で、法に基づく指定基準書である「保存要

目」の制定に際しては、植物の部門を三好が作成し、さらに内務大臣の諮問を受け指定候補の調査等を

行う機関として史蹟名勝天然紀念物調査会が組織されると、三好は植物に関する有識者として同会委員

に任命され、天然紀念物に指定すべき植物の調査に邁進しました。 

もっとも、三好の活躍は、彼自身の学識・識見と驚異的な行動力あってのことではありましたが、天

然紀念物保存事業の総体が、彼や政府、あるいは史蹟名勝天然紀念物保存協会などの「中央」における

取組のみによって進められたわけではありません。天然紀念物が所在する地域における活動が制度制定

を求め、制度の運用を実効あるものとしました。さらに、制度設計から法制定、そしてその運用まで、

地方行政を統括する内務省が所管していたことの意義も軽視することはできません。 

三好学が起草した建議案の草案 
（三好 1936 年「史蹟名勝天然紀念物保存事業の由

来」） 
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深井貞亮 －田島ケ原の守護者－ 

 

 深井貞亮は、地域の中でサクラソウ自生

地の保全に取組み、田島ケ原サクラソウ自

生地の天然記念物指定を実現させた功労

者です。20 代で土合村田島地区の区長、30

代には村長や村議となるなど、土合村政の

要職を歴任する有力者でした。その傍ら、

衰退の危機を迎えつつあった田島ケ原の

保存に取組み、天然記念物指定が実現した

後も保存と活用の第一線で活躍しました。 

  

生い立ち 

 深井貞亮は、明治 12 年（1879）、埼玉県北足立郡田

島村に生まれました。深井家は江戸時代以来、田島村

の有力者でした。地元の小学校には通わず、東京の湯

島小学校（現在の文京区立湯島小学校）に入学しまし

た。明治 22 年、田島村と周辺の村々が合併して土合

村となり、田島村はその大字となりました。彼の父は

土合村誕生後の選挙で同村の助役に就任しましたが、3

年後の明治 25 年に世を去りました。深井も三好学と

同じく、幼くして父と死別したのです。それでも、深

井の場合には学業を続けることができ、明治 27 年に私立尋常中学郁文館（現在の郁文館高等学校、東

京都文京区）に入学、明治 31 年には第一高等学校（三好学が学んだ東京大学予備門の後身）に入学し

ました。その後、東京専門学校英語政治科を経て、明治 38 年 7 月、早稲田大学大学部法科を卒業しま

した。 

 

名望家として 

 大学を卒業した深井は実業界や官界へは進まず、郷里に帰って家業の農地経営を継いだようです。そ

して、その年の 12 月 28 日、田島地区の区長に選挙で選任され、26 歳の若さで村政の一翼を担うよう

になりました。以後、土合村長、土合村議会議員、同村学務委員・勧業委委員、北足立郡会議員などの

要職を歴任しました。 

しかし、深井には権勢を求める気風は薄く、むしろ、村内の有力者として公職に就くことを周囲から

求められ、あるいは現職者の急逝により、急遽後任に推されることも多かったようです。このため、病

気を理由に短期間で辞職することもままみられました。村政と距離をおいているような印象さえ受けま

すが、地位に恋々としない深井の姿勢は、逆に、旧村以来の有力者がひしめく村内での信望を高めてい

きました。村内の有力者が土地所有者であったサクラソウ自生地の保全活動も、こうした深井であった

からこそ可能であったということができます。 

 

 

深井貞亮肖像画（土合村村長肖像画） 
 昭和 17年頃／さいたま市アーカイブズセンター 
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地域振興活動家 

 土合村政との関わり以外で深井の活動が記録に現れ

るのは、大正 5 年（1916）のことです。この年の 4 

月 10 日、土合村議会は、深井貞亮ほか 14 名より提出

された村有地使用許可申請を審議しました。申請の内

容は、土合村大字田島字櫃沼の堤塘敷に昭和天皇即位

大典記念として桜を植樹しようというものでした。右

の図は、村議会に提出された議案書に添付された植樹

計画図です（点を打ってあるところが植樹の場所）。こ

の植樹の直接の目的は即位大典記念でしたが、沼跡を

取り囲む堤防の東側全域と北側の一部、申請面積 38

坪（約 125 ㎡）に植樹された桜は、無事に生育すれば

見事な春の名所となったことでしょう。有志を募り、

地域振興を目指す活動を主導していたことがうかがえ

ます。 

 

「私は桜草であります」 

 そして、この議案が可決された翌 11 日、「私は桜草であります」との記事が『国民新聞』に掲載されま

した。田島ケ原を訪れる人々によるサクラソウの摘み取り、掘り取りが、サクラソウ自生地を衰退へと追

いやっていることを訴えたものです。この記事がユニ

ークなのは、サクラソウの精が生まれ育った田島ケ原

に居続けたいとの思いを訴える形をとったことです。

サクラソウの摘み取り等を声高に非難し、そのような

行為の禁圧を言い立てるのではない、柔らかな感性を

ここに感じ取ることができます。 

この記事は、土合保勝会の名前で寄稿されています。

土合保勝会は、田島ケ原のサクラソウ自生地の保存や

活用を地域の中で担う会として結成された地元有志の

団体ですが、その結成から運営を実質的に主導したの

は、深井貞亮でした。土合保勝会が発足するのは、こ

の記事が掲載された 4 月 11 日の 2 週間後です。この記

事の作成・寄稿は深井の手によると考えてよいでしょ

う。この記事からは、彼の人柄や感性、教養など、豊

かな深井貞亮像を描き出すことができます。 

この後深井は、田島ケ原のサクラソウ自生地の保全

と活用を推進していきます。その活躍ぶりは、「田島ケ

原の守護者」と呼ぶにふさわしいものでした。 

 

 

 

 

 

桜植樹計画図（村議会議案書付図） 
 大正 5年／さいたま市アーカイブズセンター 

「私は桜草であります」 
 『国民新聞』大正 5年 4月 11号／１９１６年

／『浦和市史 第四巻 近代史料編Ⅱ』 

※背景はイメージ 
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二人の出会い －天然記念物指定への道－ 

 

 三好学の活動は、先行していた「史蹟」

保存運動とも連携することで、史蹟名勝

天然紀念物保存制度の創設を実現させま

した。政府が制度創設の準備を進める過

程の大正元年（1912）、保存候補として田

島ケ原のサクラソウ自生地が政府に報告

されました。田島ケ原が取り上げられた

背景に深井貞亮の活動を読み取るのは、

あながちうがち過ぎとはいえないでしょ

う。さらに深井が三好を訪ねたことで、

三好は田島ケ原の重要性を認識し、大正

９年の天然紀念物指定を実現させていく

のです。 

  

内務省の調査と田島ケ原の登場 

 明治 30 年に制定された「古社寺保存法」は、わが国初の文化財保護に関する法律であり、これによ

り明治維新後に破棄や流出が進んだ大寺社所有の貴重な文化財の保存制度が整備されました。反面、こ

の法は寺社所有物件に限定した文化財保護制度であったことから、寺社所有に限られない、歴史上重要

な「古蹟」の保存を求める活動が始まっていました。総力戦となった日露戦争（明治 37 年・1904～明

治 38 年）により疲弊した地方社会の復興と国民教化の強化を目指していた内務省は、明治 42 年頃から

地域に残る歴史的遺産等を国民教化に活用することを視野に入れながら、「古蹟」保存を求める活動を

踏まえた施策の検討を始めていました。 

 折から、貴族院議員・公爵の徳川頼倫（よりみち）らが「史蹟・史樹」の保存活動を開始すると、内

務次官をはじめとする内務省幹部が多数そこに参加しました（史蹟及史樹保存茶話会）。この段階では、

巨木や歴史的来歴のある老木が「史樹」と捉えられていましたが、三好学が参画することで、人為とは

切り離し、学術的評価に基づく自然的

遺産としての天然記念物概念が組み

込まれていきました。 

明治 44 年（1911）、国会において

「史蹟及び天然紀念物保存ニ関スル

建議」が可決されると、政府は法制度

の制定に向けた準備を始めるととも

に、府県を通じて指定対象候補の調査

に乗り出しました。埼玉県では明治 45

年 6 月に「勝地」や「国造ノ旧蹟」、「重

要ナル城蹟」等の調査を相次いで県内

各郡に指示しました。 

内務省史蹟名勝天然紀念物調査会の田島ケ

原調査   大正９年（１９２０）４月２５日

／『図説 浦和のあゆみ』（浦和市 1993） 

中央の和服姿が深井貞亮、その向かって右隣が

三好学。三好の右は調査会メンバー、深井の左は

土合村の幹部。左端は土合村長中村玉吉。 

当時 現在

北足立郡 浦和町 浦和区 調宮公園

大宮町 大宮区 氷川公園

三室村 緑区 郷社氷川女躰神社境内

与野町 中央区 与野公園

土合村 桜区 田島原桜草

南埼玉郡 岩槻町 岩槻区 御林山（岩槻城址）

慈恩寺村 岩槻区 慈恩寺

新和村・川通村 岩槻区 末田須賀堰枠

所　　在
報告者 報告地

各郡から報告されたさいたま市内の「勝地」

※現在のさいたま市域は、当時は北足立郡と南埼玉郡に分かれてい

　ました。
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大正元年（1912）7 月 17 日、「勝地」の調査結果が北足立郡長から内務部長に報告されました。この報

告では、「浮間原桜草」「戸田原桜草」を始めとする北足立郡内の「勝地」10 件が報告されましたが、「別

地」の調査が未了であるため、追って追加報告する旨が書き添えられていました。それから１か月余りが

過ぎた 8 月 23 日、追加報告が提出されました。提出された報告書は次のようなものです。 

 

    調書 

 田島原桜草 

   位置 北足立郡土合村大字西堀字南原ノ内 

           同 大字田島字秋ヶ瀬 

   右ハ私有地ニシテ土地ノ所有者・住所・氏名左ノ如シ。 

       土合村 大字西堀・田島・鹿手袋（氏名省略） 

  勝地タル大要及経歴 

桜草ハ古来ヨリ此地ニ繁茂シ、開花ニ至レバ地一面紫ノ毛布ヲ敷キタルガ如く、自然、人ノ愛賞ス

ル処トナリ、開花ノ季節ハ衆多ノ観客引キモ切レズ、殊ニ近年、遠方ヨリ来観スルモノ多キニ至レ

リ。 

此草ハ僅カニ少地域ニノミ適スルモノカ、他ニ移植スルモ遂ニ移植スルコトナカリキ。 

自然ノ産ニシテ、古ヨリ繁殖セリ。近年、徒ラニ人ノ摘取スル処トナリ、稍ヤ減少シタルノ傾キア

リ。 

    （埼玉県立文書館所蔵「埼玉県行政文書」 大 30（社寺戸籍部  雑款）3-27 大正 1 年 8

月 23 日「北足立郡土合村所在田島原桜草ニ付調査報告」） 

    ※引用にあたり、適宜句読点・濁点を加えました。また、土地所有者名は省略しました。 

 

この頃まで田島ケ原は、サクラソウ自生地としてはあまり知られていなかったようです。この報告は、

田島ケ原の存在が内務省に認知される端緒となった点で、大きな意義があります。というのも、内務省

は、史蹟史樹茶話会以来、徳川頼倫が主宰する史蹟等の保存活動に深く関わっており、史蹟名勝天然紀

念物保存協会にも幹部が参画していました。そして同協会は、三好学の参画も得て、内務省が進める史

蹟名勝天然紀念物保存制度づくりを学術面と普及啓発面とで実質的に支える役割を果たしました。内務

省が府県を通じて全国から収集した情報は、同協会と共有されていたと考えられます。三好学と田島ケ

原との出会いは、この内務省の調査によって準備されていた、と言い換えることができます。 

それとともに、ここで「田島原桜草」が報告された背景には、「プロローグ」でも述べておいたよう

に、地域の側からの働きかけがあった可能性にも注意する必要があります。全国の情報を速やかに収集

するには、下命→伝達→調査実施→報告→上申という内務省のシステムは極めて有効に作用しましたが、

そうした実務遂行のみでは完結しない、地域の活動を呼び込む作用が働いたことは考慮する必要があり

ます。そして田島ケ原では、そうした作用を積極的に果たす活動が始まっていました。その活動が三好

学と田島ケ原との出会いを実現することになるのです。 

 

二人の出会い 

 昭和 3 年（1928）4 月、埼玉県が「天然紀念物保存事業熱心家」調査を実施した際、土合村は深井貞

亮の経歴と功績を浩瀚な報告書にとりまとめ、埼玉県に提出しました。それによれば、来訪者によるサ

クラソウ乱採を憂慮していた深井は、保存方法を研究した結果、天然記念物とするのが実効的な保存方

法だとの結論に至ったそうです。そこで深井は、「内務省史蹟名勝天然記念物調査会委員三好学氏」を

訪問し、サクラソウについて意見交換して、田島ケ原のサクラソウ自生地が天然記念物たる価値がある
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との確証を得て、大正 5 年 4 月 25 日に自生地の保存活動を行う土合保勝会を結成したといいます。深

井は「中央」における動向や恐らくは三好の社会的発信なども踏まえて、田島ケ原の保存策を実現して

いくには直接三好を訪ねるしかない、そう判断し、それを実行に移したのです。なお、大正 5 年当時、

「内務省史蹟名勝天然記念物調査会」はまだ設置されていないので、これは恐らく報告書が作成された

昭和 3 年当時の三好の肩書がしるされたものでしょう。大正５年当寺は、「史蹟名勝天然紀念物保存協

会」です。 

 

大正５年４月 25 日 

深井の訪問を受け、田島ケ原の存在と実情を知った三好は、早速現地調査に赴きました。史蹟名勝天

然紀念物保存協会の会誌には、次のような記事が掲載されています。 

 

     浦和の一日 

四月二十五日、三好博士、戸川幹事の二氏、埼玉県浦和、田島の桜草保存に就きて巡検す。同日

は有志家土合村住、深井貞亮氏の斡旋に由り十分の視察を得られ、帰途同県庁に立ち寄り、知事と

懇談し桜草の繁殖地一帯を保存する事、濫採を禁止する建札を為す事等を約束して帰れり。博士の

談には、桜草の外にも有用なる植物多しと驚嘆せられ、保存の必要を益々感ぜしめたり。同地方の

村長初め来会せられ、熱心に保存の必要に就き互に談話せられたりき。 

    （史蹟名勝天然紀念物保存協会 1916 『史蹟名勝天然紀念物』第１巻第 11 号） 

    ※引用にあたり、適宜読点を句点に改め、また読点を補いました。 

 

三好に同行した戸川幹事は、彰義隊にも参加した旧幕臣で文学者・牧師と多彩な活躍をした戸川安宅

（やすいえ。号は残花）です。徳川頼倫の側近として、史蹟保存活動に奔走し、三好が参画する以前に

は「史樹」の保存も主導していました。史蹟名勝天然紀念物保存協会が設立されると幹事となり、会の

実務を取り仕切るかたわら、各地の調査に赴き、特に初期には、三好と同行することも多くありました。 

これまでさいたま市では、田島ケ原の天然紀念物指定の際の調査報告である三好「桜草自生地ニ関ス

ルモノ」（内務省 1920 『史蹟名勝天然紀念物調査報告第十二号』）の記述に依拠して、大正 5 年 4

月下旬に三好が深井の案内によって現地を訪れたことに焦点を絞って論じられてきましたが、この記事

によれば、それは４月 25 日であったこと、そして、この調査は、史蹟名勝天然紀念物保存協会として

行ったことがわかります。 

この時の調査のことは、三好自身も次のように記しています。長文ですが、煩をいとわず引用してお

きます。 

 

    （三）田島の桜草 

東京附近では、旧江戸時代からして、桜草の名所が彼方此方にある。例えば戸田の原、浮間ケ原

などの如きは著しいものであって、何れも荒川の沿岸になって居る。昔は原野一面に、美しい桜草

並にいろいろの草花で飾られて居ったのであるが、今日では人が多く取去るから、桜草は次第に少

くなって来て、終には全く無くなるかも知れぬ。自分の知って居る所では、明治二十年前後には是

等の原にはまだ可なり桜草が多かったが、今では非常に少くなった。其訳は、年々多数の遊覧者が

来て桜草を採る。又学校の生徒などが、団体として遠足に来て、各々根掘りなどを持って採って往

くからである。斯かる原野の美しい植物、殊に旧江戸時代から遺って居る天然紀念物を、無くして

しまうのは、寔に残念であるが、幸いに埼玉県浦和在には、今日まだ立派に遺って居る桜草の産地

がある。それは田島の原であって、此処には、広い野原に尚多くの桜草が生えて居る。此処でも追々
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無くなり掛ける傾きがあるので、土地の有志家は、私かに其保存に苦心して居ったのであるが、恰

も本年四月下旬自分が其処へ往って見る機会があって、戸川残花氏と一緒に出掛けた。土地の有志

家深井貞亮氏が懇ろに案内され、其他尚多くの有志の人々が来会して、共に美しい野原を彼方此方

に歩いて見て、其保存に就て打合せをした。此地方は矢張り荒川の沿岸で桜草の外に固有なるいろ

いろの植物が生えて居て、春の景色は実に美しい。 

桜草には天然の変形が甚だ多くて、是に就て十分に研究する価値がある。それのみならず其他の

植物も共に特殊の種類に属するものであるから、此全体の原野を保存して、一は学術研究の為めに、

一は土地の美観として、長く貽す必要がある。土地の有志家殊に深井氏の如きは、熱心に保存に努

められて居るが、尚其際埼玉県庁で、当時の知事昌谷彰氏を訪うて、此保存のことを依頼した。総

て桜草に限らず、其他美しい原野などに咲く種々の草花は特別に研究用の場合には、採取するも宜

かろうが、妄りに之を取去って、土地の美観を損じ、又学術上研究の材料を無くすることは、公徳

上非難を免かれない、成るべく斯かることはしないようにして、天然紀念物を尊重する精神を一般

に普及させたいものである。 

    （史蹟名勝天然紀念物保存協会 1916 『史蹟名勝天然紀念物』第１巻第 14 号） 

    ※引用にあたり、適宜読点を補い、読点を句点に改めました。 

 

ここでは、田島ケ原の植物学上の価値についての踏み込んだ記述はなされていませんが、変異の多い

植物であるサクラソウの自生地であること、サクラソウ以外にも多くの植物が生育していることを挙げ、

さらに名勝地としての価値（「土地の美観」）をも挙げて、「此全体の原野」を保存する必要があること

を説いています。三好は、深井の訪問と慫慂によって現地を訪れることで、田島ケ原の価値を再認識し

たのです。そして、江戸時代以来の著名なサクラソウ自生地を衰亡させた、来観者による「取去」りが

田島ケ原をも危機に追いやりつつあること、現地で自生地の保全につとめる深井らも「取去」りを制止

する手立てがないことに苦慮している実情を目の当たりにしたのです。 

その一方で、三好たちが現地を訪れたその日、深井が主導する保全活動は、土地所有者や村の幹部ら

の参画を得て、田島ケ原のサクラソウ自生地の保存・活用団体である土合保勝会を発足させました。こ

の動きは当然、三好は深井から耳に入れられていたでしょう。田島ケ原の価値、直面している危機、保

全を担う現地の活動の確立。これらを三好が確認したこの日、田島ケ原の天然紀念物指定は実現へと大

きく動き出したのでした。 
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番号 要目

1 塚樹、社叢、著シキ並木

2 名山ニ於ケル植物帯、原始林

3 名木、巨樹、老樹

4 一ノ地方ノ代表的森林

5 稀有ノ林相

6 珍奇ナル植物ノ所在地

7 分布ノ境界ヲ示セル植物

8 培養植物ノ稀有ナル原産地

9 野生ノ樹木ニシテ畸態ヲ現ハセルモノ

10
日本全部又ハ一地方ニ於テ絶滅ニ瀕セル植
物

11 一ノ地方ノ代表的高山植物ノ群落

12
池泉、湖沼、河海等ニ生ズル水草類、藻類、蘇類、

苔類、地衣等ニシテ珍奇ナルモノ又ハ其ノ地方ノ代

表的水生植物群落ヲ成セルモノ

13
洞穴内又ハ滝壺ニシテ固有ナル植物ノ発生
セル所

14 泥炭地ニシテ固有植物ノ盛ニ発生セル部分

15
海岸又ハ河湖ノ岸辺ノ砂丘ニシテ固有ナル
植物ノ発生セル所

16
温泉ノ水源幷ニ是ヨリ流出スル熱水又ハ温
水中ニ固有ナル下等植物ノ発生セルモノ

17 一ノ地方ニ固有ナル原野植物群落

18
固有ナル羊歯、石松、蘚苔等ノ盛ニ発生セ
ル土地

19
やどりぎ、其ノ他固有ナル寄生植物ノ多ク着
生シタル林樹

20
菌類、羊歯類、石松類、其ノ他蔓植物、地
衣、蘚苔等ノ多ク著生シタル林樹

21
陸地ニ遠カラザル島嶼ニシテ其ノ植物群落ノ
特異ナルモノ

22 野生ノ有用植物

保存要綱草案 保存要目

番号 要目 例

1 社叢、著シキ並木、名木、巨樹、老樹

2 代表的原始林、稀有ノ林相

3 代表的高山植物帯

4 珍奇ナル植物ノ所在地
下野国庚申山ニ於ケル庚申草ノ発生セル
一帯ノ土地

5 著シキ植物ノ分布ノ境界ヲ示セル所
九州南部ニ於ケル蘇鉄ノ境界地、常磐地方
ノ海岸ニ於ケル玟瑰ノ境界地

6 培養植物ノ稀有ナル原産地
日向ノ国霧島山中ニ於ケル海棠ノ野生セル
一帯ノ土地

7 野生ノ樹木ニシテ著シキ畸態ヲ現ハセルモノ 信州ノ枝垂栗

8 絶滅ニ瀕セル植物

9
池泉、湖沼、河海等ニ生ズル水草類、藻類、蘇
類、苔類、地衣等ニシテ珍奇ナルモノ

10
洞穴内又ハ滝壺ニシテ固有ナル植物ノ発生セル
所

11
泥炭地ニシテ固有ナル泥炭形成植物ノ盛ニ発生
セル部分

北海道美唄及篠津辺ノ原野

12
海岸又ハ河湖ノ岸辺ノ砂丘ニシテ固有ナル砂防
植物ノ発生セル所

常陸国太田ノ砂山ノ一部

13
温泉ノ水源並是ヨリ流出スル熱水又ハ温水中ニ
固有ナル下等植物ノ盛ニ発生セル所

日光湯元温泉ニ於ケルモノ

14 固有ナル原野植物群落 東京附近荒川沿岸ノ桜草発生地

15
菌類、羊歯類、石松類、蔓植物、地衣、蘚苔等盛ニ発

生シタル土地又ハ此等ノ植物ノ多ク著生シタル林樹

16
陸地ニ遠カラザル島嶼ニシテ其ノ植物区系ノ特異
ナルモノ

宮崎県下ノ青島、鹿児島県志不志ノ蒲葵島

17
現ニ稀少トナリ又ハ稀少トナルベキ慮アル野生ノ
有用植物

「保存要項草案」と「保存要目」の比較 

プロローグ  「天然紀念物」指定とその後の二人 

 

法整備に向けて 

三好学らが田島ケ原を訪れた１か月余り後の５月 30 日、史蹟名勝天然紀念物保存協会の常務委員会

が開かれ、同会幹事戸川安宅が起草した史蹟名勝天然紀念物保存要項案について評議が行われました。

これは、大正４年 12 月 30 日の同会常務委員会において、同会として史蹟名勝天然紀念物保存要項案を

作成することを同会常務委員でもある三好学が提案し、これが了承されたことをうけたもので、保存制

度の運用に不可欠な史蹟名勝天然紀念物の指定基準の作成を同会が行い、政府が進める保存制度整備を

支援しようとしたのです。 

この決定をうけ、まずは事務局役の幹事戸川安宅が草案を起草し、常務委員会に諮ったのでした。し

かし、戸川草案は常務委員会の求める内容とは隔たりが大きかったようで、常務委員会の受け入れると

ころとはならず、常務委員が専門分野を担当して保存要項原案を作成することになりました。天然紀念

物は動物・植物・地質鉱物の三分野編成とされ、そのうちの植物分野を担当したのは、いうまでもなく

三好学でした。 

要項原案の作成は、分野ごとに進捗がまちまちで、特に名勝については、「史蹟」や「天然紀念物」

との弁別をはじめ、原案作成作業は難航を極めたようです。原案が固まった「史蹟」と「天然紀念物」

の公表が大正７年に行われ、天然紀念物の部分は、同年２月 20 日発行の同会『史蹟名勝天然紀念物』

第２巻第２号に掲載されました。同会としての様構草案の全体が完成し、公表されたのは、大正８年２

月のことでした。 

史蹟名勝天然紀念物保存協会が作成

した保存要項原案は、法制度整備の一環

として内務省が作成し官報告示を行っ

て法規として機能した「保存要目」（大

正９年１月 31 日制定、２月 16 日官報

告示）の事実上の原案となりました。但

し、「保存要項原案」の段階では、三好

は「塚樹」なども対象に採用しており、

当初の原案を提出した戸川への配慮も

窺われます。「保存要目」の段階では、

項目の統合や対象範囲の限定など、法規

としての整理が行われました。 

保存協会の取組と時を同じくして、内

務省は、史蹟名勝天然紀念物保存経費の

調査（大正７年１月 25 日）や保存法案

についての意見照会（同年２月９日）な

どを矢継ぎばやに府県知事に対して発

出し、法律の制定とその後の運用の準備

を進めていきました。ちなみに、保存経

費の照会に対して、埼玉県の照会を受け

た北足立郡は、田島ケ原のサクラソウ自

生地にかかる年間の所要経費を 20 円と

見積もり、報告しています。この積算は、
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土合村役場を介して土合保勝会を主導する深井貞亮から報告されたものと考えてよいでしょう。 

大正８年３月 10 日、史蹟名勝天然紀念物保存法案が貴族院議員・侯爵徳川頼倫ほかの発議により第

41 回帝国議会貴族院に提出され、貴族院、衆議院の審議・可決を経て、４月９日同法が公布されまし

た（６月１日施行）。三好が「名木ノ伐滅並ニ其保存ノ必要 」を発表してから 13 年、「史蹟及天然紀念

物保存ニ関スル建議」の可決からでも８年を閲していました。天然記念物保存制度の創設に尽力してき

た三好の、そして、田島ケ原のサクラソウ自生地の保全に心血を注いできた深井の感慨はいかばかりで

あったことでしょう。 

 

法の下で 

法律の施行後、法律に基づく具体的な施策の実施、すなわち、法律に基づき政府として保存措置を講

ずる対象の決定に向けた手続きが進められました。関連法規の整備、保存対象選定組織（「史蹟名勝天

然紀念物調査会」）の設置、保存対象の調査が、翌年前半にかけて進められました。 

その過程で、三好学は史蹟名勝天然紀念物調査会委員に任命され、天然紀念物保存を推進する立場と

なりました。保存対象の調査は、まず内務省が府県に保存候補の調査を行った上で、史蹟名勝天然紀念

物調査会委員による実地調査が行われました。大正８年７月 25 日に埼玉県が「田島原桜草」を含む保

存候補を内務省に報告し、これを承けて翌年４月 25 日に史蹟名勝天然紀念物調査会委員らによる調査

が実施されました。実地調査が埼玉県の報告から９か月後のこの日となったのは、同会天然紀念物部門

の中心人物である三好学が既にサクラソウ自生地のことを知悉していたことに加えて、この当時のサク

ラソウ開花の最盛期は４月下旬だったからです。なお、三好は大正８年の８月５日、「桜草原野保存の

必要」を発表して、「桜草原野」を天然紀念物に指定して保存すべきことを説き、さらに、指定された

場合にはそこに人の手を加えることは許されないのが通常だが、「桜草原野」の場合には、サクラソウ

と共生する「萱（かや）」の刈取がサクラソウの生育環境を整えていることから、従来から行われてい

る「萱刈」は実施して差し支えないことを述べています。そこで

は、「田島ケ原」の個有名は明記されていませんが、指定後の管理

ルールや「萱」を必要とする土地所有者らの懸念を見越した発信

でした。 

調査後の５月、三好は田島ケ原の調査報告（「桜草自生地調査報

告」）を提出し、田島ケ原には天然紀念物としての高い価値がある

ことを報告しました。これを踏まえ、内務省は保存範囲の土地の

地番、面積、土地所有者等の調査を埼玉県に依頼し（５月 20 日）、

埼玉県は調査結果を取りまとめた土地調書を６月４日に内務省に

提出しました。こうして保存に価する価値、保存すべき範囲、保

存措置により規制を受ける関係者等が確定されました。 

こうして諸手続き等が整った７月 17 日、「史蹟名勝天然紀念物

保存法」に基づく初めての指定が内務大臣により行われました。

この時指定されたのは 10 件、いずれも天然紀念物でした。そし

て、田島ケ原サクラソウ自生地もその 10 件の中に含まれていまし

た（指定名称は「土合村桜草自生地」。なお、官報告示されたのは、

指定を公表することで盗掘等を引き起こすことが懸念された３件

を除く７件）。 

 

 

天然紀念物指定通知 
 大正９年８月 17日／旧土合村

サクラソウ自生地関係文書 
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その後の二人 

天然紀念物指定を受けたことで、サクラソウの掘

り取りは法に基づき禁止され、盗掘防止のための柵

整備や保全の取組に対して、国から保存費（補助金）

が交付されるようになり、田島ケ原サクラソウ自生

地は危機を脱したかに思えました。 

しかし、指定からわずか４年後の大正 12年（1923）

には、荒川改修事業に伴い、指定地の一部が指定解

除されました。指定地のすぐ北側に、荒川の洪水防

止のための横堤（よこてい）が造られることになり、

指定地の一部がその範囲に含まれたのです。また、

昭和４年（1929）には秋ヶ瀬橋の架け替え工事に伴

い、仮設道路が指定地内に敷設されました。横堤の

築堤により、指定地が北側の水環境と切断されるこ

とになりました。仮設道路の敷設は指定地内に砂利

敷・踏み固めをもたらし、工事終了後、砂利等を概

ね撤去されはしたものの、今なおその影響が残って

います。指定直後から、今日の危機につながるかも

しれない事態が、相次いで発生していたのです。 

その一方で、昭和元年（1927）11 月、土合村長が

従来の指定地の西側の一画を天然紀念物に追加指定

するよう、内務大臣に申請を行い、翌年 5 月 14 日、

内務大臣より追加指定を受けました。今日、当初の

指定地である「第一次指定地」に対して、「第二次指

定地」と呼んでいるところです。 

この指定地の追加については、同地は土地所有者

の了解を得て、深井貞亮を中心とする土合保勝会が

サクラソウの保全作業を行っており、しかし法的規

制がないことから、サクラソウの盗掘がそちらで発

生していました。指定地の一部解除という事態をも

うけ、サクラソウ自生地の保全に完璧を期するため

に、深井らが土地所有者の同意をとりつけて、この

指定を実現させたのでした。 

深井は、天然紀念物指定後も、否むしろ、指定後

にはより一層活発に、田島ケ原の保全活動に心血を

注いでいました。国からの保存費の交付を受けて実

施する保存事業も、深井の企画・立案・監督のもと、

土合保勝会が実施しており、保存事業の進め方など

についても、村役場の担当職員の相談を受けていま

した（右下に、役場職員からの相談に対する深井の

回答書（自筆書簡）を掲げておきます）。 

時を同じくして、三好学門下で、三好の帝大教授

指定範囲の変遷（『国指定特別天然記念物田島ケ原

サクラソウ自生地保存管理計画策定報告書』より） 

深井貞亮書簡 大正 12年 6月 13日／旧土合村

サクラソウ自生地関係文書 
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退官後にその後任となった中野治房が自生地の植生や生育環境の詳

細な調査を開始しました（昭和２年～14 年頃）。これは自生地にお

いて初めて行われた生態学的調査で、今日においても踏まえるべき

重要な調査です（調査結果は、昭和 19 年に『草原の研究』として上

梓）。 

恐らく、調査を踏まえた中野の指摘を受けて、昭和 10 年４月、土

合村はサクラソウや茅（かや）などの保存に関する専門家の派遣を

文部大臣に申請しました（天然紀念物等の所管は昭和３年に内務省

から文部省に移管となりました）。この依頼をうけた文部省は、５月、

三好学を派遣しました。残念ながら、来訪に関する詳しい記録が残

されていないため、三好の調査や助言の詳細はわかりません。 

ただし、この年の保存事業は、野ネズミの除去と障害植物等の除

去を実施し、障害植物等の除去では、ツルバラ、蔓草やヒメジョオ

ンなどを数トン相当除去したようです。既にこの当時、乾陸地に好

適な蔓性植物や外来植物であるヒメジョオンの繁茂が相当進んでい

たことがうかがわれます。 

三好の田島ケ原訪問は、大正９年以来 16 年ぶりのこと。深井とも

旧交を温めながら、二人が出会うことで実現した田島ケ原サクラソウ

自生地の天然紀念物指定が、大きな成果を挙げていることを実感した

ことでしょう。しかし、同時に、自生地に迫る新たな危機を感じ取っていたに違いありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三好学『天然記念物解説』（1926 年） 『人生植物学』（1918 年） 三好学『増訂改版最新植物学講義 

 中巻』（1920 年） 

三好学の自生地調査報告（1920 年） 

左は内務省が刊行したもの、右は天然紀念物指定が内務省→埼玉県→北足立郡役所→土合村と伝達される

過程で、北足立郡役所が書写し、土合村に送達したもの。右側３点は、内務省刊本の口絵と挿図。 

保存に関する技術官派遣の件 
 昭和 11年５月１日／旧土合村

サクラソウ自生地関係文書 


