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静岡県伊豆半島 の主峰天城 山について,古 くよ り多 くの文献を見 る。 とくに詳 し く正確 であるものは秋山
富南著萩原氏増訂 の豆州志稿であろ う。同書 の天城山の項 に,「 往昔狩野山 と呼ぶ。あんず るに天城 の山は甘
木 の義 にして山中多 く土常山(筆 者註,ア マギアマチャ)を 産す るよ り起れ るならん。全山樹木 うっそ う、頗
る良材 に富む…」 とあ り,古 く鎌倉時代 から天城 山の良材 で舟 を作 った と伝えられている。 マツ,ス ギ,モ
ミ,ケ ヤキ,ツ ガ, ヒノキ,カ ヤが天城七木 と称 して良材 とされた。或 はまた,ス ギ, ヒノキ,マ ツ,ケ ヤ
キ, クス, カシ,カ ヤ,モ ミ, ツガの九木 を公用樹 に指定 して一般 の伐採 を禁じた とい う。
II氏 の所領 として代官江り
￨1太 郎左衛門が之 を管理 した。
天城山は江戸時代 には宝暦 9年 (1759年 )か ら徳り

明治維新 に入 つて海軍造艦材 の伐採 の所 となった事で知 られ,明 治 7年 内務省,明 治14年 農商務省,明 治22
￨1氏 所領時代 には伐採跡 へは代 りに御ネ
L杉 として杉
年御料地 に編入 された。昭和2年 国有林 に移 された。徳り
が植樹 され保存 された。御礼杉 は大戦時 に大方切 られて,今 は河津,西 伊豆側に少数残 っている。
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城 山 の 地 理 一 般

￨1流 域 に僅 か開けて いるのみである。馬蹄
伊豆半島 は面積 1,430平 方キ ロ,大 部分 は山地 で,平 野は狩野り
形 に内側 を北 に向けて天城 山脈がある。東側 を東天城 といつて主峯の天城山で最高点は標高 1,406.8π ,西

側 を西天城 といって東よ りやや低 い。その うちで国有林 は尾根す じを中心 に奥 の高 い所 を占め,国 有林 の面
積 は約15,530滋 である。 しかし ここに 天城山 と称 して 取 り扱 って見たい地域は 東 は伊東市大室 山,鹿 路庭
峠,矢 筈山 (810″ a),遠 笠 山 (1,197222),万 二郎岳 (1,300772),万 三郎岳 (1,4 .8′ ″),自 田嶋 八丁池
天城峠 に至 る東天城山脈。南 は猿 山 (999.82),長 九郎山 (996′ π)ま での 南天城山脈。西 は 天城峠から旧
天城峠,滑 沢峠,ツ ゲ峰,猫 越峠,宇 久須峠,棚 場山 (758′ ″)に 連 なる西天城山脈の一帯 で,北 側 の 狩野
,

川水源地帯 では中伊豆町原保,湯 ケ島町湯 ケ島まで,南 は河津町梨本,松 崎町池代,西 伊豆町自川および大
沢里を結 ぶ線 ぐらいと考 える。 この広義 の天城山域で低山地帯 は概ね民有地である。
地形,地 質,地 史および気候 については他 に多 くの文献 に詳 しいので省略す る。一口にいえば,第 二期中
新世 に海底に噴出 した基底の上 に,洪 積世 に入 つて活発に活動 した天城火山及び之 に並ぶ火 山の噴出 による
もので,今 は死火山 とな り,谷 の浸蝕 も進み,最 後 に多数 の寄生火 山,た とえば大室山,矢 筈山,鉢 山,鉢
窪山なども活動 が止 み,一 部 に軽石沢 の如 く軽石 の熔岩流 もある。
気候 は一口にいえば暖 い所 で高知県,和 歌山県 と大体似 たよ うな所 である。冬 は割合 に暖 か く,近 海地 は
雪 を見な く,夏 はやや涼 しい。 しか し夏期 の雨量は天城主峰を中心 に著 しく多 い。
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伊豆半島 の植生 は大体三地域 に分 かれる。一は海岸地方 であるが、ここでは天城山に関係がないので省 く
ことにす る。二 は低山地 の暖帯林 で,主 としてシイー カシ帯 ともいえる。三は山の上部 でブナを主木 とす る
温帯である。暖帯 と温帯 との境界 は天城 山脈 の尾根 の外洋面 と内側(狩 野川 の水源地帯)と では大差 がある。
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外側ではブナ帯 は 800′ 以上,所 によ り900′ '2以 上 に発生す る。天城山ではないが,そ の北 の続 きの山の 日
に暖地性常緑低木 のツルグ ミを見 た。また達磨山では沿岸性 の暖帯植物 で常緑木 の ウバ メガ
金山では 800″ ι
,,ま
で上 る。天城峠 の外側二次林 でヒサカキ群落が 8007'ι に達す る。
シが 800′
しかし内側では700772あ た りまでブナ帯 が低下 し,場 所 によつては600,,ι まで ヒメシャラ,ア マギ ツツジ
,ι

,

ヒノキ,シ ャクナゲなどの本 が低下 している場所 がある。
ブナ帯 は国有林 に属 し,天 城山脈 の主に東南部 に発達 している。ブナが最 も多 く,イ タヤカエデ, ヒメシ
ヤラ,オ オイタヤメイゲ ツ, ウリハダ カエデ,ア カシデ, ミズメ, リヨウブ,サ ラサ ドウダン, トウゴクミ
ツバ ツツジ,マ メザ クラ,ノ リノキ,ア マギ ツツジ,チ チブ ドウダ ン,マ ユ ミ, タンナサワフタギ,カ マツ
カ,ア セビ,ツ クバ ネウツギ,ク ロモジ などが多 い。 着生植物 は 場所 によ り多 い所 もあるが, 一般 にあま
り多 いとはいえない。シダ植物 の ミヤマノキシノブ, ヒメノキシノブ,シ ノブ,所 によつてオオ クボシダ
スギ ラン,イ フオモダカを見 る。そ の他はアマギイワギボ ウシ, ケナシヤシャビシャク な ど で ある。林下
にササ類 が多 い所 と無 い所 とある。900′ ,2以 上 には アマギザサが主で,八 丁池周辺 に多 い。西天城 の尾根 で
,

は コアオスズが多 いが,八 丁池方面 では 900″ '以 下 にアマギザサの 下方 に 交代す る。更に 600,,ι 以下には
スズが生える。ササの無 い所 は下層の低木や,草本 の種類 が多 く,そ の中には植物学的 に珍 らしいものや
,

分布上 の問題 で 興味あるものを 生ず る。ササの多 い所 は 西天城連山の尾根 で,全 くササ原 とな り,或 はた
だ,イ ヌツゲ,ア セビ,外 数種 の低林が生えている。これは伐採又は野火 の跡 を放置 したためササ類 の繁茂
が著 しくなつた もので,そ のため,植 林 ができな くなつて しまっている。多 くの植物はササ類 に負 けて しま
って生活できな くなる。ササ原 を見て美 しいとい う人は自然 の本 当の姿が判 らない人で,私 はいつ もササ原
や ススキ原 を見て,そ の殺風景 に幻滅を感ず る。天城山の主峰も開発が進 めば,こ んなササ原 と化す であろ
う。
暖帯林 は通常常緑樹 の旺盛な森林 である。 しか し天城山の暖帯林 は九割位は伐採 され二次林又は植林地で
ある。 自然林は国有林中に数 力所保護林 として残 されている。た とえば浄蓮,桐 山, しらぬた池周辺そ の他
二,三 カ所 に見 られ る。天城山の暖帯林 は ウラジ ロガシ,ツ クバ ネガシ,ア カガシ,ス ダシイ,タ ブ,ヤ ブ
ニ ッケイ,イ ヌガシ,シ キ ミ,サ カキ, ヒサカキ,ヤ ブツバ キなどが多 い。 しか し針葉樹 のツガ,モ ミ, ヒ
ノキ,カ ヤ,ス ギの混交地があ り,モ ミ,ス ギは巨木 が今 も残 っているが,こ れ らは有用樹 のため大方は伐
採 されて残 りは少 い。暖帯林 にはまた落葉樹も混生 し,ケ ヤキ,ヤ マザ クラ, フサザ クラ,カ エデ,カ マツ
カ,シ デ類 , 低木 には アマギアマチャ,シ キミ,ア オキ, ミヤマ シキ ミ,ア マギ ベニ ウツギ,コ ガクウツ
ギ, コアジサイ,コ ミネカエデ,ノ リノキ,ク ロモジ,ア ブラチャンなど多 く生ずる。民有地域では 自然林
は僅 かに谷間や崖地 に残 るだけで,他 は二次林 又は植林で,植 林樹はスギ, ヒノキが多 くクロマツ,ア カマ
ッ,ォ ォシマザクラなども見 る。近年薪炭 の用が衰退 したので,二 次林 が俗 にい う雑木林 として木が大き く
な り茂 るよ うになつた。
伊豆半島 のシダ植物 と種子植物 は品種,間 種,帰 化植物 を全部加 えて計算 して 2,400品 に達す る。その内
で天城 山全体で (民 有林 を含む)約 1,600ぐ らい と思 う。
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天城 山 の 植 物 探 求 と学 者 の 感 想

伊豆 は薬草 の産地 として知 られ,江 戸時代 にはハナ ミヨウガをイズシュ クシャと称 し,イ ズセンリヨウ
ミシマサイ コ等 と共 に伊豆か ら採 って江戸 へ送 った。文化 6年 (1809年 )幕 命によ り幕医 の渋江長伯,天 保
9年 (1838年 )に 佐藤信渕 が伊豆に採薬 した記録がある。明治初年 には フランス人 Savatie(1830〜 1891)
が横浜に在住 の佐波一郎氏 に採集 させた。そ のときの命名 として,ア マギアマチャその他 の発表がある。理
.

科大学(後 の東京大学理学部)の 大久保三郎氏 (1857〜 1917)は 明治 16年 (1883年 )天 城 山で ミヤマツチ ト
リモチを発見 した。そ の後 日本 の学者 で 天城山で採集 した人は 明治21年 池野誠一 郎氏 (1861〜 1939)と 堀正
太郎氏,明 治2年 ,松 村任 三氏 (1856〜 1928)は 前記 の大久保氏,お よび藤井健二郎氏 と共に,い ずれも天
城山に採集 したが,天 城街道 に沿 って,天 城峠を越 しただけであると思われる。
そ の後 も学者 の天城 山採集 といつても,天 城街道 か,修 善寺 ,湯 ケ島あた りまでが多 い。大正 6年 久内清
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孝氏は浄蓮滝でハイ コモチシダを発見,原 虎之助氏は同所でタキ ミシダを採集,児 玉親輔氏は同所 で ミゾン
ダモ ドキを採集 した。武 田久吉博士 は八 幡野 で リユ ウビンタイを見出 した。村松七郎氏は昭和元年天城山で
アマギカンアオイを発見,緒 方正資氏は天城山 ?で ヒロハアツイ タを採集。そ の後 も多 くの採集家や学者 に
よ り,新 種や新分布 の発見がつづいた。昭和 5年 5月 天皇陛下は天城山に行幸になられた。天城峠 の トンネ
ル前 で御下車,そ れよ り御徒歩 で八丁池まで登 られた。天候が悪 いにもかかわ らず,陛 下は珍 らしい植物 の
多 い天城山で一 つ一 つ植物 を御覧にな りつつ上下 された。陛下が各地の山へ行幸 なされた内で,最 も御興味
深 く喜ん で御出 になつた所 は天城 であろ う。そ の為に予定時間がず つ と遅 くな り,静 岡市御用邸 へ御着きに
なつたのは 日の長 い 5月 の 日も暮れた時 であつた。如何に天城山は植物が多 く珍品や美 しいものなどが豊富
であるかよ く判 る。 このとき筆者 も静岡県各地 で採集 した植物標本 を天覧を賜 る栄 に浴 した。そ の中に天城
山で私が最初 に発見 したイズカニコウモ リがある。行幸地 には記念碑 を建てる風習がある。 しか し私はこの
植物 の豊庫天城山の自然 をそ のまま保存 して後世 に残す ことこそ最良 の記念碑 と思 う。
私 が天城山八丁池に登 つたのは大正 13年 で ある。八丁池 の周辺 にモ リアオガエル の卵塊が多 く,池 中は何
万 のイモ リが住んでいた。そのときイズカニコウモ リを発見 した。 タイプとして北村博 士が命名 した標本 は
昭和 5年 9月 猫越峠で私が採集 したものである。
昭和 5年 8月 京都大学 の田代善太郎氏 が天城山に登山採集会を開 いた。私 もお供 し珍 らしい天城山の植物
を観察 し採集 した。田代氏 は植物分布 に詳 しい。天城山の植物 で, 日本 の南部 に多 く生えるもので,こ の山
が分布北限 のもの多数 を見出 した。 この旅行 で得 られた論文 として現われた のが,植 物分類地理 とい う学術
雑誌 の13巻 の 186頁 に論 じられている。
植物分類学者 として 文化勲章 を受賞 した 牧野富太郎博士は 昭和 6年 9月 26日 か ら29日 まで 天城山におい
て,静 岡県教育会主催 の採集会 で数十人 の会員 に指導下 さつた。私 もそのときお供 したが,先 生はそ の植物
の豊富 にして且 つ珍品稀品が多いのにす つか り喜んで,天 城 山の山の中で 日が暮れるまで研究に余念 がなか
つた。そ のときに湯 ケ島小学校 の先生が採集 したアマギツツジの標本 を見 て,即 座 に新種 と断定 された。博
士は「 日本各地 の山を登 られた内で,こ んなに珍 しい植物が揃 つている山は他 に無 い」 と語 られた。
同じ昭和 6年 6月 に東京大学 の中井猛之進博士は学生数名 と共 に (そ の中には前川文夫博士 も居 る)天 城
山に採集 に行 き,キ バナシ ヨウキラン,ア マギ ツツジをはじめいろいろ珍 しい ものを沢山採集 した。丁度私
￨1植 物園の 中にあつた)に 伺 い,博 士の 採集品の一部 も拝見 した
は東大 の中井博士の 研究室 (当 時 は 小石り
が,御 話 によると「 珍 らしい植物 が豊富で, 日本有数 の植物 の豊庫である」 と太鼓判 を捺 したよ うな事であ
つた。 日帰 りの旅行 で二 つ以上 も新種 が見つかるなどは,他 の山には見 られない事 である。
昭和15年 に京都大学 の小泉源一博士は単独 で天城山に登 つて植物 を採集 され,帰 途 に私 の宅 へ寄 り,採 集

品を見せて下 さつた。「 天城山は 日本 でも有数 の植物 の豊庫であるか ら,大 切 に 自然 を保存 したいと思 う
君 も天然記念物 の方 をゃ つて居 るか ら丁度よい,一 つ骨 を折 つて下さい」 と云われた。
昭和25年 天城山 を富士箱根日立公園 に編入す る運動が起 り,静 岡県 当局 は天城 山の学術調査隊 を編成 して
実地調査 を行 つた。私 は植物 を担当 した。そ の報告は静岡県発行 の「 伊豆半島」 (1951年 )に 書 いた。翌年
,

国立公園に伊豆半島 の天城山や沿岸 などが編入 された。そ のとき天城山にスカイラインを作 る計画 が出来た
とレヽう。
東京大学農学部 の倉田悟博士は天城山にシダ類や樹木 を研究に昭和 23年 頃か ら度 々来 られて,東 京林友
植物趣味,北 陸 の植物,そ の他多 くの学術誌 にその都度天城 山などで発見 された新事実 を公表 された。昭和
35年 東京営林局か ら「 伊豆 のしだ」 とい う学術報文 を出 され,天 城営林署の益子進氏,湯 ケ野小学校 の佐竹
,

健 三氏 も協力 した。昭和32年 日本 シダの会 は天城山でシダ類研究大会 を開き,伊 藤洋博士,倉 田悟博士 をは
じめ会長行方富太郎氏以下多数 の会員 が集 り,調 査 の結果,ご く小地域だけでも多数 の暖世性 のシダを確認
し,前 記 の専門家 も天城山のシダ相 の珍種や分布北限種が著 しい点 に舌 を巻 いて驚 き,以 後 もシダ研究者 の
訪れ る者 が絶えない。
昭和27年 11月 京都大学 の北村四郎博士が天城山に御出 でにな り,大 村君 と私が御供かたがた道案内申上げ
た。紅葉 の最盛 りであるが,暖 かい伊豆 のことで,沢 山の収獲があり,博 士は大 いに喜ばれて,「 関西 でも
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こんな豊富 の植物相 はない位 に立 派」 と申 された。
昭和34年 5月 に伊豆半島 自然観察隊が編成 された。天城山の植物や鳥 の 自然 の様子 を観察 し,併 せて保護
の対策 に資す る目的 である。植物班 は本田正次博士を班長 に九里聰雄氏 と勝又徹二氏 と私 がお供 した。博士
は「 墨のらくがき」に調査 の一端 を記 されたが,「 天城山は植物 の豊庫である。美 しい花 のシ ャクナゲ の 自
生地は至急保護せねばならない。スカイライン予定地 には学術上貴重 の植物がいつぱ い生えているためそ の
建設 には問題がある。」 と強調 された。
昭和35年 東京営林局は植物 の豊庫 である伊豆半島 の植物 を調査 して世 に知 らせるため,同 局 の佐藤潤平博
士 と小生 に実地調査 を依頼 された。そ の結果は「 伊豆 の植物」 として昭和37年 に出版 した。
文化財 の県 の仕事 をしていた私 は,天 城山のシ ャクナゲ群落 を天然記念物 に指定す ることに私費 まで使 つ
て走 り回 った。林野庁 へ御願 いした所,幸 いに地域 を定 めて承諾 を受けたので,地 元 の町村か ら申請書 を出
す ことになった。ここまで事 が進んだことについて,勝 又徹二氏 の御協力 に感謝 したい。このよ うにしてや
つ と地元 の申請書 が県 へ 発 せ られたのではあつたが,不 思議 なことに そ の書類 は どこか途中で 消えて しま
い,県 教育委員会 へ は届かなか つた。林野庁や営林署 の役人もそ の後は全部代 つてしまつたか ら,始 めか ら
や り直 しである。
か しこ くも天皇陛下 が行幸御聖覧なされた点 を記念す ると同時 に,ま た多 くの著名学者 が申された御教訓
や天城山についての御感想 を生かすため,後 世 まで永 く天城山の 自然 を固 く守 り抜 いて行 きたい。

5

植 物 地理 の あ らま し

天城 山の分布要素 を次 の 7群 に分けてみ る。

(1)暖 地性要素 シダ植物 の亜熱帯性 のものもここでは含めた。 とくにシダ植物が多 く,そ の内で北東限
のものが多 い。北限 とい う意味 をただ緯 度だけでな く,分 布 の進行方向の限界 として北東限 とい う言葉 を用
いたい。た とへ ば南 日本 か ら進んだものが伊豆 と岐阜県 にあつた場合,北 限は緯度では岐阜県 であるが,北
東限 として緯度 に関係 な く進行方向で定 めると,伊 豆が限界 となる如 くである。房総半島又 は北関東,又 は
官城県南部 沿岸 と北限 は個 々の種類 によ つて違 うが,伊 豆半 島は分布 の滝 として,伊 豆で限界 となるものが
相 当多 い。 ウバ メガシ,バ リバ リノキ,ク ロバ イ,ヤ ナギイチゴ,カ ギカズ ラ,セ ン リヨウ,フ ウ トウカズ
ラ,オ オバ ヤ ドリギ,ル リミノキ,タ イ ミンタチバナ,シ タキソウ,ジ ユズネノキ等 の樹木 はおおむね房総
半島、相模南部 などが北限である。シダ類 ではナンカクラン, リユ ウビンタイ,シ ロヤマゼ ンマイ,オ オ コ
ケシノブ, リユ ウキユ ウコガネ,タ カサゴキジノオ,シ マイワ ヒメフラビ,エ ダ ウチホングウシダ,オ トコ
シダ,ヤ マグチカナフラビ,ユ ノ ミネシダ,シ ンテンウラボシ,イ ワ ヒ トデ,タ カノハ ウラボ シ,コ ウラボ
シ,ナ ガバ コウラボシ,イ ズヤブ ソテツ, ウスバ ミヤマノ コギ リシダ,イ ヨクジャク, コクモ ウジャク,ニ
セ コクモ ウジャク,ヌ カイタチシダ,ヌ カイタチシダモ ドキ,ム ラサキベ ニシダ,ホ ウノカヮシダ, ヒロハ
アツイタ,ハ チジ ョウカグマ,ハ イ コモチシダ,ク ル マシダなどは伊豆 が北限である。
草本 では関東 の暖地 を北限 とす るものが多 いが,伊 豆 を北限 とす るものでは,エ ンシユ ウハ グマ,シ ノノ
メソウ, ミツバ テンナンシ ヨウそ の他 がある。
北限性 のもので紀伊半島又 は以南 からとび越 して分布す るものが若千 ある。シ ロヤマゼ ンマイ,ジ ヨウ レ
ンシダ,シ ノノメソウ,ノ グル ミ,エ ンシユ ウハ グマ, コガクウツギ,そ の他 がある。 とくにモク レイシの
飛越分布 は著 しい。一名隔離分布 ともい う。
(冽

亜寒帯要素

日本北地 に多 く、中部以南では高地 に残る。

オノエ ラン, ミサヤマチャ ヒキ, シラネワラビ,オ オ バ シ ヨリマ,ナ ライ シダ, クサソテツ,フ クロシ
ダ, コタニヮタリ, ミヤマヌカボ, キソチ ドリ, ヤマオダマキ, オノエヤナギ, エゾエノキ,ク ロクモ ソ
ウ,ヤ マブキシ ヨウマ,イ ヌエ ンジユ, ドクウツギ,ア サノハ カエデ,テ ツカエデ,マ ルバイチヤクソウ
,

ハネガヤ, ヒロハテ
ヒメイワカガ ミ, ミヤマイボ タ, トネ リコ,オ オキヌタソウ,マ ルバ ダケブキ, ヒロ′ヽ
ヽ
ンナンシ ヨウ,オ クノカンスゲ,ゴ ング ンスゲ,エ ゾ′ リイ,エ ン レイ ソウ,カ キツバ タ,シ ヨウキランな
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どが知 られ ている。
い}ソ ハヤキ要素

中央構造線以南 の地域 (九 州,四 国,紀 伊半島南部等)の 要素 で, 日本海 に面す る内

帯 には見 られないものである。もし瀬戸 内沿岸 にあつた としても,ご く稀 にしか見ない。 コガクウツギ,シ
ノノメソウ,イ ワユキノシタ, ミツバ コンロンソウ, ヒメシヤ ラ, ヒコサンヒメシャラ,ホ ソバス ミレサイ
シン,シ ヨクス ミレ, ミヤマ ウコギ,イ ワナンテン, ヒカゲツツジ,タ ニジャ コウソウ,ヤ マジオ ウ,オ カ
タツナ ミソウ,テ バ コモ ミジガサ,ナ ベ フリ,タ テヤマギク。
に)本 州外帯要素 関東,東海道 に多 く, ときに 紀伊半島 に達 し,甲 信 に 入 つても、あま り北 には 見な
い。 シバヤナギ,タ マネ コノメ,キ ヨス ミミツバ ツツジ, トウゴクミツバツツジ,ア シタカジャ コウソ ウ
シ ロバ ナイナモ リソウ,テ イシ ヨウソウ,エ ンシユ ウハ グマ,キ ヨウマルシャ クナゲ,キ ンレイカ, ウラハ
,

グサ,ス ルガテンナンシ ヨウ, フジイバ ラなど。
(助
本州中央要素 本州中部,関 東 に広 く分布 し,と きに近 畿 の東寄 りに,或 は東北地方 の南寄 りまで拡
がるものもある。 タマアジサイ,ヤ マユ リ,ヤ マホタルブク ロ, コシノ コバ イモなど。
10 フオツサマグナ要素 前川博 士のいわゆるフォ ッサマグナ地域 ,富 士山とその周辺,箱 根丹沢山集
,

三浦及房総半島,伊 豆半島に分布す る。伊豆七島又は北進 して八 ケ岳、千曲山脈に達す るものなど,個 々の
種類 によ り多少 の 分布差 が ある。 ハ コネ コメツツジ,オ トメアオイ,ラ ンヨウアオイ,ハ コネシ ロガネ ソ
ウ,マ ツノハマ ンネ ングサ, ヒ トツパシ ヨウマ,フ ジアカシ ヨウマ,マ メザ クラ,サ ンシヨウイバ ラ,ハ コ
ネグ ミ,サ クラガンピ,ム ラサキツ リガネツツジ,イ ヌヤマハ ツカ,イ ガアザ ミ,キ ン トキシ ロヨメナ, ミ
ヤマ ウツギ,タ ンザワザサなど。
に)伊 豆半島固有要素 伊豆半島のみ に 生 えるもの, ときに 箱根山脈 の 南部 に 達す る。アマギカンアオ
イ,ナ ガバ ミズ ヒキ,ア マギニシキウツギ,イ ズカニコウモ リ,ナ ガバマムシグサ,ァ マギイワギボ ゥシ,
アマギアマチャ,ア マギツツジ,な ど。 ここで注意 したいことは,伊 豆 で最初発見 されたが,そ の後他 の地
域 にも分布す ることが判 つたものが若干ある。イズ コゴメグサ,ア マギザサ,イ ズヤブソテツなどはその例
で,こ の要素から除かれ る。 また他種 に併合又 は異名 となつたもの も同様で, コアオスズ (タ ンザ フザサ),
イズカンアオイ (ラ ン ヨウアオイ),ア マギユキモチ ソウ (ユ キモチソウ),イ ズテンナンシ ヨウ (オ オ マム
シグサ),オ オナガバ マユ ミ (マ ユ ミ),ア マギイチ リンソウ (ニ リンソウ)が ある。
また間種 のため,植 物地理上では扱 いかね るものに,イ ズアカガシ,イ ズイヌワラビ,イ ズホンモ ンジス
ゲ,カ タイノデモ ドキ,ア マギイノデ,イ ズ コモチシダなどがある。
付 :伊 豆七島要素 伊豆七島 に多 いもので伊豆半島 の一部 にあるが移入 した らしいものである。ォォシマ
ザ クラ,ハ チジ ヨウグワ、′ヽチジ ヨウアキノキ リンソウ、 コハ クサ ンボ クをあげる。後 の 3種 は伊豆 の沿岸
に生 えるので天城 山に見ない。
伊豆 の採集品 をタイプとして記載 した原産地 のものが沢山ある。必ず しも伊豆固有 ではないが,分 類学上
重要 であるか ら,そ の地点 は永 く大切 にして保存すべ きである。
天城山の植物中には和名 にアマギ何 々,イ ズ何 々,ま た学名 に α″αg″″s′ s,″ %ι ″s″ sの 名 のつ くものが
若千 ある。必ず しも伊豆 に多いとは限 らないが,こ の地 の植物 に接 して来た者 にはなつか しい存在 である。
″Sグ S),イ ズ コゴメグサ
た とえばアマギツツジ、イズテ ンナ ンシヨウ,イ ズカニコウモ リ (学 名 に α″α′ι
s″ s)な どの如 きものが ある。
(学 名 に ″%′″
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天城 山に生 ず る主 要植物 の 解説

(1)針

葉

樹

α′ο
″グ
σ
α D.DON スギ科
″
グ
αノ
スギ C7‐ y″ ο″ι
スギは日本で最も広 く用材 として建築,器 具,そ の他頗 る用途 が広い。天城山には野生木が今も残 ってい
る。最大のものは ナメ沢にある太郎杉で樹高40π , 日通 り周囲 9.6π 、この外 にも国有林内の所 々に存在

1

し,営 林署の保護の下にある。天城山の植林は全国でも名高い良材で知 られ,江 戸時代に植えた御礼杉も残
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つている。
″sα ENDL. ヒノキ科
ο
ヒノキ Cみ α″αι
ノ´α″S οら′
天城山国有林 の一部 にヒノキの 自生が 残 っている。河津,仁 科,東 伊豆,中 伊豆 の 数 ケ所 の 海抜 400〜
840″ の所 に,ス ギ,カ シ類 ,モ ミ,ア カマツな どと混生す る。国有 と民有 の山林 にも 植林が多 く,発 育 は

2

良好で材質が上等である。

3

モミ

Aι ルS夕 ′″α SIEB.et ZUCC.

マ ツ科

天城山の国有林 の保護区域 にやや多 く残存 し,海 抜400れ か ら800772の 間 に他樹 と混生す る。浄蓮,桐 山
本谷 ,地 蔵堂 ,寒 天,自 田,荻 野入その他 に多 く、大 なるものは高 さ352, 日通 り周囲 7.52に 達す る。

,

4

カヤ Tο ″′″ ″″ε
ttπ SIEBo et Zucc.イ チイ科
カシ林に混生 し,古 くか ら良材 を産 したが,今 は大方伐採 されてその残 りは僅かである。雌雄別株で,雌
花 のみ結実す るので, どこでも雌木が残 されて,種 子 を食用や油用 とす る。大木 の材 は碁盤 に賞用 され る。

(2)常

5

緑

広 葉

スダジイ Gα s″ ″

樹

ι″s″ どαた

SCHOTTKY

ブナ科

"SJS
シイに 2種 あるが,ス
ダ シイは コジイよ りも材質が上質で、果実 も大きい。半島にはスダジイが多 い。通
常 ∞0″ 2以 下 に生 じ,神 社 の森 などに巨大 のものが残 っている。

6

ο売′
αtt
α″″ sお αι
アカガシ Cyι ′

OERST,

ブナ科

カシ類中で最 も幹 が太 くなる。材 は最 も堅 い。海抜 300772〜 800π に多 く生 える。葉柄が長 くて葉 は全辺
で,生 長す ると全 く毛がな くまた自味がない。アラカシと交配 した ものをイズアカガシといい,牧 野富太郎
博士 によ り伊豆 で発見 された稀品。ツクバ ネガシと交配 した ものがオオツクバ ネガシで天城山などに点 々 と
稀生す る。その葉 の細 い一形 をヒメアカガシといい,稀 に生 える。
ル S A.GR. ブナ科
αs pみ ノ′
ゴ
πι
οグ
′ε
ウバメガシ Ωπι
ので
に
あるが,伊 豆 の西側外洋面 では山地 に多 く上 って行き,高 い所 では 800″ まで達
普通海岸 生 じるも

7

す る。生長 がご く遅 く,為 に材 がご く堅 い。太平洋 に面す る地方 に多 く,三 浦半島が北限 で南 は沖縄島 に達
し,中 国南部沿岸 にも生ず る。 日本海側 には無 く,瀬戸 内海 でも少 い。外帯要素。方言バ メ,イ マメ。

8

οグ
ル s SIEB.et Zucc.
″α ι
グ
ヤマグルマ TrOσ んοル″〃″ο

ヤマグル マ科

,

山中の岩 の多い所 に生えるので、尾根や谷間に見る。高い所 は片瀬峠の近 くに巨木を見た。低 い所 では湯
ケ島あたりにある。樹皮からトリモチを製す る。モチノキ科 とは縁が遠 く,花 は全 く違 う。葉は枝の先 に集
りつき車輻状に見える。葉の細長い品種ナガバヤマグルマも混生す る。方言モチノキ。

9

ツゲ

ー名

アサ マツゲ

B″π sπ ゴ ο″ ノZtt
̀″

″′
Vtr.」 ″ ο

REHD.et WILSON

ツゲ科

この木 は 日本 では蛇紋岩 の地質 の所 に多 く生 えるものだが,天 城 山 のツゲ峰 な ど尾根通 りの安 山岩 の所 に
生 えるこ とは生 態的 に珍 らしい。生 育 が遅 くて,材 質が緻密 で美 しい。昔 か らクシを作 つた り,印 材 に賞用
す る。庭木や生垣 な どに も用 いる。天城 山 のは岩 の間 に生 え るので移 植 できない。保護 した い も ので ある。

10

モ ク レイシ

M′ ο″α′

ψο″ゲ

HALL.ニ

シキギ科

えるが,中 伊豆 の地蔵堂 あた りに も稀生す る。分布上 は伊豆 七 島 と九州 南部 か ら
伊豆 の沿岸地方 に多 く生"JSル
以南 の列 島 に多 く,東 海道以西 ,四 国 ,九 州 の北部 に見 な い。隔離分布 のよい例 である。材 として役 に立 た
な い ものであるが学術 (分 布 )上 貴重 である。
πノ
″αι
α
11 バ リバ リノキ ー名 アオ カゴノキ ιあ ιαασα′

KURATA

クスノキ科

葉 はササ形 で も つ と厚 く光 沢が ある。浄 蓮,萩 野入 ,大 沢里 ,松 崎奥 な どにご く稀 に見 る。分布 は房州 が
東限 で北限 は湯河原 あた り,南 日本 か ら沖細例 島 をへ て 台湾 ,中 国南部 に 達す る。別 に 有用 とはいえない
が,分 布上 で珍 し く保護 したい。

12

パ クチ ノキ

ー名

α″α
グ
ビ ラ ンジュ Pr″ ″zs Z物 ″′

MIQUEL

バ ラ科

葉が大 き くチヤ に似 ていて,葉 柄 に 蜜腺 が あるのでサ クラ属 の 特徴 が判 る。樹皮 は 剥げてなめ らかであ
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る。前種 と同様 の分布 をしているが,も つ と 海岸よ りに生える。葉 か ら バ クチ水 をとって せきの 薬 に用 い
る。

13 ミヤマ トベ ラ Ezrο ん″ιs″ ヵ pο ″′

HooK.

マメ科

zぐ らい。葉 は三出 して厚 い。夏 白い蝶形花 をつ け,果 実は肉質長楕円形 で黒紫色 に熟
亜低木で,高 さ∞ο
の
のと
し,マ メ科の他 も
著 し く違 う。熟 しても割れない。栃木茨城県界 の仏頂山が北限で,九 州 までの暖 い

地方 の山中に生 える。根 を薬 とす る。
グ
αノ
2グ に
L.ッ バ キ科
14 ツバキ Gα ″α′
′
″ο
伊豆半島には低山に多 く,沿 岸 の林地 には群生地 もあつて冬か ら早春 には美 しい花がながめ られる。天城
まで上 つて生える。 と くに河津方面 に純林があったが伐採 された。 この科 のヒサカキ,サ カキ
山では 800″ ι
も伊豆 に多 くツバキと同じ分布 を示す。

YAMAZAKI ツツジ科
ヨ
マ
マ
によ
ルシ
ー
とい
リ
キ
ア
ギシャ
クナゲ
ャクナゲ 名
学者
ウ
う。あるいは アズマシャクナゲであるとい
ヨ
マ
う。キ ウ ル とすれ ば伊豆半島 と遠江北部 か ら長野県下伊那地方 に分布す る。伊豆 では東天城,西 天城

′
″υα
15 シャクナゲ Rλ ο″ο′ι″ル‐
″
″グ
σ
んグ
ο
′
:iイ ′
̀′

7■

カツ0″

‐
″ι
″Sι

̀′

,

南天城 の各 800,″ 以上 に多 いが、内側 ではもつ と低下 して生 えることもある。通 常尾根 の北側 に面 して多 く
生 えるものである。天城 山のものは木 の高 さが 5,ル にも達 し,花 は濃 いものか ら淡 いものや純 自のものが混
生 し,ご く稀 に花冠が 6又 は 7に 切れ る株 も見た。学術的 にも珍 らしいものであるが,登 山者 にも美 しく喜
び を与える花木 であるか ら大切 に保護す べ きものである。近年登 山者や業者が盗んで行 くものがあって幼木
を見な くなった。幼木 の無 くなることは,次 の 世代 の後つ ぎの無 い点で心配である。もし 自動車が通 じれ
ば,登 山者などがつい手 を出 して花枝 を折 った り,植 木屋が金 もうけの為に盗木され る心配 も多 くなる。移
植 して も活着困難 である。
16 ササ類 ル Sα ψ″ イネ科
天城山の八丁池付近 の高 い所 にはアマギザサが多い。本種 は筆者 の標本 をタイプとして牧野博士が命名 し
た もの。西天城 の尾根す じには コアオスズ (タ ンザ ワザサ と同一 とい う)が 群生す る。 中腹 に生 えるものは
スズダケである。 スズダケは行李などを編むによい原料 である。これ ら3種 は 日本 の外帯 に生 じ内帯 には見
ない。

(3)落

葉

広

葉

樹

sα ε
λαι
′
″″sゴ s FR.SCHM.ヤ ナギ科
のヤ
に
ナギ類があるが,多 くは低 い所 に生 える。本種 とバ ッコヤナギの 2種 は天城山のやや
伊豆半島 数種
高 くまで生 える。もともと本種は亜寒帯 のもので,カ ムチャ ッカ、東部 シベ リヤ,千 島,サ ガ レン, 日本 で

た
17 オノエヤナギ Sα ′

は四国 と対馬が南限で九州 には見えない。本州でもかな り高 い山に生 える。天城山のよ うな暖かい所 に生 え
ることは分布上珍 らしい。別に役 に立 つ木 でないが植物生態学上 で大切。

18 ノグル ミ

&″ qⅢ グ′ο″〃ιs s″οらゴル

α

REID

クル ミ科

葉 はクル ミの様 だが果実は全 く違 ってカバ ノキのあるものに似 ている。天城山の北側 にご く稀生す る。近
畿地方以南 から九州や朝鮮 の南部 に多 い木 である。ほ とん ど北限 といつて良 い。
α BLUME ブナ科
19 ブナ ル gぉ σ′ι″αι
天城連 山の 600,π 以上 に多 く, とくに尾根す じの 自然林 には純林又はカエデ類 と混交林 をなしている。 こ
れは垂直分布 の指標植物 であるか ら大切 に残 したい。樹皮 にはいろいろの着生植物が着 き,野 鳥が多 く棲ん
でいる。昔 は役 に立たない木 として見す て られていたが,今 ではある方面 の利用が多 くなつた。 しか し材質
はもろ くて腐 りやす く,建 築物などには全 くだ めである。 この林相 は誠 に美 しい。

rratt MAKINO ニ レ科
広葉樹中で最 も材質が堅 く,建築 ,器 械、彫刻など用途が多 い。早 く成長 した本 は心材が狭 く,軟 弱部が
多 くツキといつて価が安 い。天城 山では谷す じに多かったが大方伐 られて,今 は少 くなっでいるが,方 々に
20
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巨木が僅か残 っている。
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カツラ科

谷す じの奥地 を好み,大 木は残 りが少 いが本谷す じには巨木 が残 っている。葉 は丸 い特別 の形を呈する。
この本幹 を切 ると,横 から沢山の芽 が出て,ぞ く生す る木 振 りとなる。
″ι
υ′
″Osα KoIDZ. ユキノシタ科
ι
ο
22 コガ クウツギ 〃夕れ″gι α′
低木 である。東海道では伊豆半島 のみに生 じ, しかも沢山生えている。紀伊半島,山 陽地方,四 国,九 州
本島に生 え, 台湾 にもある。紀伊半島か ら飛び越 して天城 に多 いのは隔離分布 の例 である。これ とコアジサ
イとの 自然雑種 をヒメシバアジサイー名 アマギアジサイ といい,牧 野博士 の発見よ り早 く私は採集 した。
″ var.α ″g″ s滋 ″ SUGIMOTO同 科
い
の
の
に
じの木
。古
くアマギ といい甘茶 を作 つて甘味料 にしたので,天 城山の名 ができた
天城 山 谷す
下 多
の一
とい う。伊豆半島か ら箱根山
部 に特有 で,ヤ マアジサイよ りも葉が細 くて,甘 味が多 い。

23 アマギアマチヤ 助 ′″α″gι αsι

24 マメザ クラ P2‐ α″ sグ ″ιおα THUNB. バ ラ科
古 くハ コネザ クラ,方 言 コメザ クラ。サ クラの一種 で,木 も小 さく,葉 も花 も小 さい。 フオッサマグナ要
素 で分布 は伊豆半島,房 総,箱 根,足 高,富 士 山 と周辺,丹 沢山,秩 父山集,八 ケ岳,甲 州 の各 山,信 州南
東部 に分布 し,北 は日光 の一部 と筑波山に達す る。静岡県 では富士川以東 に多 く,以 西 に一本 も見ない。雑
種ができやす く,ヤ マザクラとの雑種 のマメヤマザ クラも天城山に稀生。 エ ドヒガ ンと交雑 して コヒガ ンザ
クラができ,富 士山麓 の古寺 に見る木 は天城 山か ら移 した といわれる。伊豆 で別荘地,観 光地などを開発す
るときはブル ドーザーにかけないで残 して頂きたい木 である。
″グι
′
2S
αtt KITAMURA form.α sε ′
25 エ ドヒガンザ クラ 乃%71%s ψαεたグ

KITAMURAバ

ラ科

谷す じに点在す る。 このサ クラは 花が葉 よ りも 先 に開き,花 弁も 細 い し,が くも 中部が くびれ て毛が多
い。 これの枝垂れ となつたのがシダ レザ クラである。この木 とオオシマザクラの雑種が ソメイ ヨシノザクラ
グOι ″sグ s

MATSUMURAで

ある。竹中博士 の実験 で間 の子 である点が確認 され,氏 の説では伊豆
い
半島が自然交配 した原産地 と う。江戸 の染井 の植木屋が これ を江戸で接木 として殖や して世 に広めた とい
P7‐ z77%sy′

う。
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26 オオシマザ クラ P7‐ ″″″s ′

s′

α″αvar.ψ ι
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οSα

WILSONノ

ヾラ科

̀ι

ヤマザクラに似 ているが,花 は大 き くて白い。葉 も大き くて裏 に自味がない。半島 のものは伊豆大島か ら
昔移植 した とも,沿 岸 に野生があつた ともいわれ る。サ トザ クラは多 くこの木か ら改良されたものである。
伊豆 にはオオシマザ クラの色 の濃 いものや,八 重に移 り行 く過程の株がある。
sグ の ψ α MAKINO マメ科
27 フジキ C′ α′″S″ グ
枝葉 だけでは フジによ く似 ているが,高 木 で 幹 も大 きな り,つ るでない。花 は白いが 咲 くことは 珍 らし
い。天城 山の各谷す じに点在す る。方 言 ユ クとい う。 ミヤマ フジキをユクノキとい うのはまちがいであると
い う。 ミヤマ フジキは天城 山に見ない。
″ ψ″ カエデ科
カエデ類 Aσ ′
エ
天城 山にはカ デ類が多 い。八丁池周辺 にはオオイタヤメイゲツが多 い。天城主峰か ら軽石沢 の 自然林 中

20

はテツカエデ,ホ ソエカエデ,ア サノハ カエデ, カジカエデなどが生 えている。谷す じにはヤマシバ カエデ
の多 い所,イ ロハ カエデ,オ オモ ミジの多 い所,西 天城 の中腹 に コミネカエデの多 い所がある。これは秋 の
紅葉が燃 えるよ うに赤 くなる。
ゲ
グ
α
′
″αι′
″ι
ル ″′
′
29 ヨコグラノキ B″
∫ο

̀ル

KoIDZ.ク

ロウメモ ドキ科

石灰岩 を好み,静 岡県 では天城 山 と榛原郡女神 山にだけ稀生す る。牧野博士 が四国横倉山で最初見つ けた
ものである。宮城県 と新潟県 が北限で、隠岐,四 回,九 州,朝 鮮 (忠 北口 ,中 国 (湖 北省)に 分布す る。天
城山では本谷 と自川入だけに見つかつて いる。石灰岩でない所 に生ず る事 は面 白い。葉が二つ交互 に互生す
る特性がある。これ をコクサギ型葉序 といい, コクサギ,ケ ンポナシ,ニ ツケイ,ヤ ブニ ッヶイ,ヤ コウボ
クなどに限 り見 られ る。
′
ο/72ο ηttα ″″ι
30 サ クラガンピ D″ ′
夕 οた

NAKAI

ジ ンチ ヨウゲ科

高 さ2〜 3,,3の 細 い木,樹 皮 が丈夫 で, これ をす いて紙 を作 る。江戸時代に熱海,修 善寺 で半紙 をこの原
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料 です いた ものである。伊豆 の山地 一帯 と箱根 山だけ の固有 品 である。
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み%s pι ′″ルι
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SCHNEID.

ツツジ科

主 に蛇紋岩 の地 に多 く生 え,庭 木や生垣 によ く植 える。天城 山は蛇蚊岩 でな いが, この木 が西 天城 山脈 の
尾根 に群生す る。 ヒ ロハ ドウダ ンとして区別す る人 もあ るが, 自生 品 に葉 の広狭 の変化 が あつて区別 できな
い。静岡県下 では他 に島 田市北部 と引佐郡 の蛇紋岩地 に群生 している。 分布 の東 限 で ある。

32

アマギ ツツジ

Rた ο″ο′ι″″ο″α7π α」 απ″′ NIAKINO ツツジ科
,ι

葉 は 3枚 づつ生 じ,葉 柄 が短 く黄色毛 が 生 えている。花 はず っ と 遅 く6月 に 咲き ヤ マ ツツジ と同色 であ
る。 牧野博 士 は湯 ガ島小学校教員 の採集 した標本 で命名 した。同 じ年 に中井博士,前 川博士 の一行 も採集 し
た。天城 山の尾 根 に多 く, 日金 山や達 磨 山にもご く稀 に見 る。移植 して も活着 困難 である。
ι SUGIMOTO 同科
ο′
2 ι
s″ J″ υ み
33 ハ コネ コメツツジ Rた ο′οル ″湯‐
''ι

1/h岩 の
間 に生 えて いる。 ツツジ属 とは別 属 とし世界 に 1属 1種 と見 る学者 も
天城 山頂 の岩壁 の人 の行 けな
コ
い
あるが メ ツツジ な どと類縁 が近 もので ある。産地 は秩父 山集 ,丹 沢 山集 、箱根 山,富 士 山 とその周 囲 の

山 (足 高,毛 無,三 ツ峠),七 島 (神 津 ,三 宅 ,御 蔵 )と 伊豆半島 に 分布す る。 フオ ッサ マ グナ要素 の代表
である。 南 アルプスか らの報告 はチ ヨウジ コメツツジの見 まちが いで あって南 アには見 な い。越 中二 沢岳 の
報告 もそん なもので あ ろ う。花 がな くて も葉 の裏 を比 べ て み る と相違 がわか る。

34
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F.MAEKAWAツ

ツジ科

ぐらいの木 ,富 士宮市天子岳 の 伝説 の ヨウラクツツジ は これ である。天 城 山 尾根す じに多
く,赤 味 のある本 品 と自味 の (い くらか黄緑味 がある)シ ロフ ウ リンツツジ とあつ て,後 者 が多 い。
高 さ 3〜

35
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HONDA emend SuGIMOTO

同科

前種 によ く似 て い るが,花 はふちが細歯 に切 れ て赤色 である。西 南 日本 に多 いベ ニ ドウダ ンとはが くの形
が違 うので変種 とす る。 関東 か ら本州 中部 の ものは み なこの変種 で,ベ ニ ドウダ ンは近 畿地方 か ら西 南 に分
″sの 名 は箱根 山が産地 で あつ て,箱 根 山 のは みなチチブ ドウダ ン
布 して い る。 マ キシモ ウィ ッチ氏 の 物 ιι
で,本 物 のベ ニ ドウダ ンは =本 も見 ない。

36

πs夕α ιグ
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MAXIM.

イ ヮタバ コ科

ご く小形 の着生木 で常緑 である。 夏 に筒形 の花 が咲 く。天城 山 にはこの着 く木 は 1本 だ け知 られ ,分 布 の
北 限 である。紀伊半 島,山 陰,四 国,九 州 ,屋 久 島,奄 美 ,沖 縄 に分布 し中国 にもあ る。

37

たοた%α ″α
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MAKINOア

カネ科

低木 でぞ く生す る。伊豆 では天 城 山南麓 に 2ケ 所 だけ生 えて い る。近年行 つて見 て無 くな って居 るので ビ
ツク リした。分布 の北限 で,紀 伊半島,四 国,九 州 ,種 子島か ら琉球列 島 をへ て台湾 に達 し中国 に も多 い。
この本 は花 の若片 の 1つ が 自 くて大 き くな つて花弁 の如 く見 えるのが特長 である。
ググ
εο′
η Var.υ ″′
スイ カズ ラ科
レ な ′滋 グι
タ 磁 HARA
ハ コネ ウツギ に似 て,花 は もつ と筒部 が細 い。 三形 あ りて, 1は は じめは自 く後 に赤味 のつ くア マ ギ ニ シ

38

アマギ ウツギ

2は は じめか ら 赤 いア マギベ ニ ウ ツギ, 3は は じめか ら 白 く変色 しな い ア マギアオ ウツギ であ
る。 この仲 間 はサ ンシキ ウツギ ,ハ コネ ウツギ, ミヤ マ ウツギな ども 3形 の花色 をもち 美 しい。
キ ウツギ,

39

ミヤマシグレ 7iι ″″″″ε%′ ι
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ι
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SIEB.et ZuCC. 同科

かな り涼 し くやや高 い 山 に生 える もので,通 常幹 は伏 して いる。天 城 山 に も稀生す るが長九郎 山あた りは
雪 が少 いの で,幹 は立 つ て いる。 幹 が立 つ も のを変種 ヤ マ シグ レといい,四 国,九 州 ,屋 久島 の もの と区別
され るが,近畿 と中国山脈 ではそ の連絡す るも のを生 じ,区 別す る程 よ く判 らな い。

に)草
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ミヤ マツチ トリモチ

本

3薇 ″ψ みο″

″´´ο″J

MAKINO

ツチ トリモ チ科

ブナ帯 の 自然林 の落葉木 (ブ ナ・ カエデ類 )の 根 に寄生す る。外 見 はキノ コ と見 まが う位 の奇妙 の形 で

,

赤 い頭状花序 を地面 か ら少 しのぞかせて い る。明 治 16年 大久保 二 郎氏 が天 城 で採 集 した。氏 は 6月 16日 に採
り,ま だ幼時 であつた。花季 は 8月 下旬 である。

Nat̲ Hist TOkal Dist.

41

アマギ カンアオ イ

H″

・οι
′ψ αA4ι

NO.l

′
′
αι
S″ ′ F.MAEKAWA
′

sept.

1. 1974

ウマ ノスズ クサ科

̀′

カ ンアオ イの 1種 ,花 の形 は東京都西部 に あるタマ ノカ ンアオイによ く似 ているが,葉 面 に しわが多 く
,

葉柄 が緑色 の点 が違 う。 19々 年村松 七 郎氏 が天城 山 で見 出 した。天 城 山一帯 に広 く産 し,北 は玄岳 あた りか
ら南 は 自ヌ タ池付近,西 は棚 場 山 に達す る。
伊豆半 島 はカ ンアオ イ類 に富 み, ラ ンヨウアオイ (イ ズ カンアオ イ), カンアオイ,オ トメアオ イ,シ イ
ノ ミカ ンアオ イ,ス エ ヒ ロアオ イ,ア シタカカンアオ イ (ヅ ノウカ ンアオイ ?)な どがある。
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ナガバ ミズ ヒキ

ηg′ グ″ι HARA
4″ ι′′ ″0″ ′ ″げ テ′ Var.s″ 2α ′
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,2ι

タデ科

ミズ ヒキの変種 で葉 が細 く,果 実 も細 い もの,伊 豆半 島固有。一形 のマルバ ミズ ヒキは葉 が 円形 に近 く質
が うす い もので天城 山 に稀生す る。
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キ ンポ ウゲ科

オダ マ キに似 て,著 は褐赤色 で,葉 裏 と子 房 に軟毛 が ある。亜高 山性 の もので,伊 豆半 島 に も稀生 し,天
城 山脈 の一部 にある。天城 山 で発見 され てア マギイ チゲ とい うものは ニ リンソウの痩 せた一形 といわれ る。
マツノハマンネン グサ Sι ttι ′
′
ιたα力ο″のパι MAKINOベ ンケイ ソウ科
マ ンネ ングサの 1種 ,深 山のブナな どの樹上 に着 生 し垂れ下 が り,淡 黄色 四弁 の花 が咲 く。天城 山にまれ

44

に見 る。産地 は秩父 ,丹 沢 山,富 士 山 とそ の周辺 ,安 倍川上流 ,箱 根 ,足 高 山 に分布す る。 フォ ッサ マ グナ
要素。
ュ キノシタ科
″ι″ グv ar.ノ 万 おα′
Sお OHwI
:″ ″
=ゴ
マ
これ も フオ ッサ グナ要素 で,丹 沢 山,箱 根 ,愛 鷹 山,三 ツ峠 山,金 時 山 と天城 山 に分布す る。全草赤味

45

フジアカシヨウマ ASι Jル ιTh

のある軸 と光沢 の強 い心形 の葉 な どでアカシ ヨウマ と区別 できる。

46

イヮュ キ ノシ タ

η″αたαι
α′
ηググ ″s

F et S

ュキノシタ科

天城 山脈 の西半 に分布 し岩壁 に生 える。伊豆 では明治 時代 に松村 博士 な どによ り採集 され ,ォ オ ヤ マユ キ
ノシ タ とい う変種 とされた こと もあ るが,そ ん なに違 っ て いな い と思 う。伊豆 ,相 模 、甲斐,駿 河 ,遠 江

,

信濃 (南 端 )に 産 し飛 び越 て四国の南部 に生 える。雌雄別株 で、走 枝 を多 く出 し苗 で殖 える。花弁 がない。

47

フジダイゲキ 7′ ι
んり,,α ル′
s IIttι α
′
2α レ グ SUGIMOTO

トウダイグサ科

富士 山麓 で発見 され て牧野 博士 の命名 した もので ある。 ノ ウル シ,タ カ トウダイ な どに似 て い るが,茎 が
太 くて葉 は多数密生 し,果 形 な どが違 って いる。私 は天城 山北麓 で採集 した。伊豆駿河 の狭 域 のみ に固有

,

駿 河 で は静 岡市 の大 山,高 草 山 に産す る。 いづれ もススキの生 えた草原 に生 ず る。

48

シ ノ ノ メ ソウ

S型

‐
″ ″ sワ ιフι″

sプ

S NIAKINO

リ ン ドウ科

葉 と花はアケボノ ソウに似てい るが,花 は葉 のわきに生 じるので全形が全 くちが う。天城山の中腹の数 ケ
所 に稀生す る。分布は伊豆か らず つ と遠 くはなれた四国 と九州 に産 し,隔 離分布 の一つで, ソハ ヤキ要素で
ある。

49 アシタカジャコウソウ C力 ι′
ο″9psJsン しgグ 方α′
″″α HIsAUTI et MATSUNO

シソ科
ジャ コウソウに似 て, もっ とぞ く生 し,茎 の一部 に 4葉 が接近 して輪生状 の部分 がある。葉 と花 はもっ と
小 さい。上野,武 蔵,相 様, 甲斐,伊 豆,駿 河,遠 江,南 信, とんで四国 (阿 波,伊 予)に 見る。 とくに足
高山や富士山周辺 の 山に多 い。ジャ コウソウと同一 とす る 学者があるが,は つき り区別ができるものであ
る。
50 イズコゴメグサ E″ λ″sあ fル ″′
″α′Var.″ χzι ″sFS OHWI ゴマノ′ヽグサ科
コゴメグサの仲間 はご く小 さい一年草 で,移 植がで きない。花 と葉 の僅 かの形 のちがいで区別 され,狭 い
地域毎 に違 ったものとなっている。本種は武 田久吉博士が伊豆 の 日金 山,修 善寺 などで採集 した もの。分布
は伊豆 と駿河 の西端か ら遠江 をへて,三 河 の東半 に分布 し,相 模 の小涌谷 に も知 られた,東 海地方要素であ
る。富士 山 とそ の周辺に見ない事 は一寸不思議 である。伊豆では山地に広 く分布 している。

Q″ ′ο′/1′ zα ヵクο″′ BL.ァ ヵネ科
谷 の しめつた所 に生 える小草。生 のときは緑色 の葉 と白い花 が咲 くが,乾 くと全体が赤 く変色す るので
標本 だけ見 ると赤 い花 と感ちがいし易 い。分布は房総,箱 根 および天城 山の一 団 と少 し飛んで近畿 の一部 と
51 サ ツマイナモ リソウ

2・

,

Sept. 1 1974

Nat. Hist. Tokai Dist

No.1

11

本州西端 に及び,四 国,九 州,屋 久島 と沖細 に分布す る。 とび とびの分布 で面 白い。
52 キンレイカ λ ″ル″ ″ゴ
′
οtt var.夕 αル2α tt HARA オ ミナエシ科
天城山の尾根 に生える小草 で夏黄色 い花が咲き,高 山植物 とい う感がある。乾 くと悪臭があることはオ ミ
ナ エシと同 じで同 じ仲間である。産地は関東 か ら甲信地方 の南半,東 海道,南 アルプス,富 士 山や周辺に多
く,ブ ナ帯に生 える。近畿地方 にも多 く生ず る。之 をハ クサ ンオ ミナエシとい うのは間違 いで ある。自山の
ものは別 で 東北 地方 (鳥 海南,朝 日岳)か ら北陸,北 関東,信 州北半 (南 は御岳,小 秀山まで),の 亜高山
帯 に生え,キ ンレイカよ りも垂直的 に高 い所 である。ハ クサ ンオ ミナエシは後者 で ある。

53 エンシユウハ グマ スグ
″グ
αι
αttssι σ
″ FRANCH.et SAVAT.キ ク科
天城山のご く一部 に僅 か生えている。主な産地 は 駿河 (西 端),遠 江 (南 半 の山に多 い),三 河
S′

(広 く分
布), とん で伊勢 菰野 に知 られる。東海道 の 要素である。 もし天城 に無 けれ ば 伊勢湾 を囲む伊勢湾要素であ

るが, どうして伊豆 に飛んだか不思議 である。
‐υグ
sι ′
グ みι
s MAKINO キク科
54 ミヤマギ ク スSι ι′
ノ コンギクに似ているが,総 包がねば る性質がある。天城 山,遠 笠 山の尾根 の岩場 に少 し見 る。北関東 の
日光、清水峠か ら秩父山脈,丹 沢山,箱 根富士 山 と周辺の山,伊 豆,南 アルプスに分布す る。 トウガサギク

A.Kα ι
s%′ ,2α ι
αJは たぶん本種 とシ ロヨメナ系のもの との雑種 で,遠 笠 山頂 で勝又徹二氏 の発見 した もの。
s KITAM. キク科
′
αα′
55 イズカニコウモ リ C α′
昭 ″ぉグ
高山にあるカニコウモ リに似 ている。茎 には 2枚 のフキに似た葉がつ く。頭状花はカニコウモ リと異 り直
立 している。系統的 にはカニコウモ リよ りもヤマタイ ミンガサに近縁である。私が天城山の与 一坂 か ら上 っ
た所 で最初 とり,次 は猫越峠や万三郎岳 で とった。東側山麓 の八幡野方面では低 くに生えている。伊豆天城
山脈固有 である。スカイ ライ ンに多 いので道 ができると減 る,心 配がある。
ε
グ
′
S′ ′
αι
あ HACK.イ ネ科
ミヤマヌカボ 4「 昴′

56

南千島か ら屋久島や での高山帯 と亜高山帯 に分布す る。天城 山最高点 の岩地 に稀生 したのを採 った。遺存
していた点は興味 がある。
‐
グ
ο
んπ″ιH′ グ ο′ OHwI ィネ科
57 ミサヤマチヤ ヒキ 月2グ ιο′′
̀ω

カラスムギに近似 した多年草 で,そ れよ り花がノ
ト形。天城 山で羽 田易氏が採集 した。本種 は長野県 の千曲
山脈,八 島 釜無 山脈 のブナ帯の林下に生ず る稀品。 フオ ッサ マグナに沿 って南北 に分布す るもの。富士周
辺や箱根丹沢山集 に見ない点は何かの原因があると思 う。

58

,η ι
ι
ttα ′
″
グ
′
′
″
ミツバテンナンショウ A′ おαι
´α″

", MAKINO

サ トイモ科

葉 は 3小 葉あること,球 茎か ら地下走茎 を出す ことな どで著 しい。私は猫越峠で採集 した。駿河,遠 江な
どでも採集 され。四国,九 州 に分布す るもので分布 の北限 である。

59 ナガバマムシグサ Arブ sα ι〃,α

%″力滋ι
ニ
グ
″′
,,
ル′

NAKAI

サ トイモ科

天城山脈 のみ に達す る固有種。葉 は 2個 で小葉 は線形 で辺縁が波曲 し表面 は光沢が強 い。中肋は自斑があ
るのが多 い。天城山はこの属 の豊庫 で次 のものがある。
ホ ソバ テ ンナンシ ヨウ, コウライテンナンシ ヨウ, ツクシマムシグサ, ヒ トツバ テ ンナ ンシヨウ, ク ロ
ハ シテンナ ンシ ヨウ, カン トウマムシグサ,ユ キモチ ソウ(ア マギユキモチ ソウ),オ オ ミネテンナンシ ヨ
ウ, ヒロハ テンナンシ ヨウ,オ オ マムシグサ
60

ア マ ギ イ ワギ ボ ウ シ

H

"′

ο″gψ ′S

(イ

ズテンナ ンシ ヨウ), ウラシマ ンウ 計12品

Var.″

″ ノb′″

F.MAEKAWA

ユ リ科

天城山の尾根 の 自然林 の大木上 につ く,イ ヮキボ ウシの変種で葉は広 くて円心形。 まれに自花がある。伊
豆固有。

sあ ιυむα″ FISCH. アヤメ
61 カキツバ タ ルグ
天城山の八丁池に生ずる。本種 は中部以北 の水辺 に生 じ,以 南 の暖地 には稀 である。近年八丁池が開発 さ
れて,宿 舎や小舟 などのため絶滅 の寸前 にある。なおノハナシ ヨウブも同じ所 に生えている。
α″ルZS Sα υα′αι OHwI ラン科
′グ
コイチ ヨウランに"か
よ く似 て いるが,も つ と低 い所 に生える。天城山に稀生す る。分布 は秩父,丹 沢,箱

62 ハコネラン 助
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根 ,富 士 山,愛 鷹 山な どフォ ッサ マ グナ地帯 が本拠 のよ うに見 えるが,安 倍川上流 の安倍峠 と大和大台原 山
に も見 つ か つて いる。本州外 帯要素。

63 ハ クウンラ ン

″′
α″″72o
πハしたαブ
″みグ
lZι ″ ′

MAEKAWA

ラ ン科

学者 によ り分類上 の異説 がある。命 名者 の前川博士 に従 えば東北地方 ,越 中,相 模 ,駿 河 (富 士 山),伊
勢 ,山 城 , とんで九州 の豊後, コシ キ島 および朝鮮 に分布す る稀 品。伊豆 では西天 城 の尾根 で採集 された。

64

キバ ナ ノシ ヨウキ ラン

Иπ″グ
αα″αgゲ ι
″s′ s

NAKAI et MAEKAWA

ラ ン科

無葉 の腐生植物 ,全 体 が淡黄色 で,花 はシ ヨウキランに似 て黄色 をおび る。 1931年 天 城 山で 中井 ,前 川両
博士 によ つて 発見 されたが,今 では,関 東 か ら九州 (大 隅 まで)に 至 る外 帯 に点 々 と 稀 生す るこ とが判 つ
た。

(5)シ
らに伊豆半島 のシダ植物 は頗 る豊富 である。多 くの植物学者,採 集家 などによつて,最 近 まで
天城山を中′
に沢 山のシダの分布 が判 つてきた。 と くに分布 の東北限 として多数 のものがある。
グ SPRING ヒカゲノカズラ科
65 ナ ンカクラン L″ 9′ 0″ J 7721L″ ガルο″グ
いて垂
れ,葉 は少 し広 くて左右 に開 いている。伊豆 では益子進氏
スギ ランに似 ているが,岩 壁や大木 に着
によ つて河津の谷 の岩上 で 1株 発見 された。これは亜熱帯性 のもので, 日本 では八丈島,沖 縦例 島 の各島 に
分布 し,台 湾,イ ン ドネシナ半島, フィ リツピン よ リイ ン ドに及ぶ。分布 の 北限で,遺 存亜熱帯要素 であ
る。残念なが ら今 は見ない。
″グ
Sら なοググ
グ
Jα
RoS. リユ ウビンタイ科
66 リュウ ビンタイ ス″gた ψι
ル′
に達す る葉 とで壮大 である。明治中頃 に
地上 に生ず る巨大 なシダで人頭よ り大きい塊状 の幹 と, 2〜 3″ ι
武 田久吉博士によ り八 幡野 で群生が見つ け られてか ら,今 は天然記念物に指定 された。他 に西岸 の加茂村 に
ある。本州では遠州,伊 勢,紀 伊 に稀生す る亜熱帯 の要素。四国,九 州,琉 球列島,台 湾 に分布す る。

67 シ ロヤマゼ ンマイ 2′ ″αSノ%′ らα″たs″ りЪ″ππ
,多

PR.ゼ ンマイ科

塊状 の大 さい幹, 1723余 の常緑 の剛 い葉 などとてもゼ ンマイ とは似つ かない。賀茂村 に数株残 るだ け,紀
伊,土 佐,九 州,琉 球列島,小 笠原に産 し,台 湾か ら東南 アジア地方 にかけて多 く分布す る。

J.SM.

ι
′
′′
S′ ″
Jsα
グ
60 ュノミネシダ 月Ъ′
9′ ι

フラビ科
の
葉 は大形 で柄 を入れると2''2に 達す る。伊豆西岸 山地数地点 に沢山群生す る。紀伊 の湯 の峯 で見 つかつ
たが今は絶滅に瀕す る。琉球列島,小 笠原,台 湾,東 南 アジア各地 に広 く分布 し,豪 州,ア フリカ, ヒマ ラ

ヤにも及ぶ亜熱帯要素である。
69 ハ イコモチシダ ー名 ジ ヨウ レンシダ
大形 のシダ,岩 壁 に生えて長 さ2〜

3,″

NAKAI シシガシラ科
に
とな り垂れて先 芽 を生じ,芽 が地 について新 しい苗ができる。
Zο ″

π″αZ″ なι″″ α″

伊豆浄蓮滝 で久内清孝氏が発見 した。今 は天然記念物 として県が指定保存す る。伊豆 では仁科 の谷 に沢 山生
え,そ の他 に河津,湯 ケ島にも少 し見 る。分布は亜熱帯 性で, ヒマ ラヤ,印 度シナ半島, フィ リツピン,台
湾,チ ベ ッ ト,中 国の中部 か ら南部 に広 く分布, 日本 では肥後 と薩摩 に知 られ,隔 離分布 し北限。

CHING オシダ科
ミゾシダに似て いるが, ソー ラスは小円形 で,羽 片 の基着部 に突起物

70

″′
Sο 滋′ ″sFs
ミゾシダモ ドキ τttZα ′ι
̀ι

(気 孔 の役 目をす るもの)が ある。
χπ′
″sグ sの 名 をつ けた。そ の後分
はじめ浄蓮滝 で児玉親輔氏が見つ け新種 として学名 に伊豆 の意味 をとり ′
布がもつ と広 く,中 国の中部 と南部 ,台 湾 にも判 り,北 限 は房州で,本 県 では静岡市や遠江南部 にも見 つか

つている。本州 と九州でも産地は稀 である。
π″ &滋 ″ι SERIZAWA オシダ科
71 ツクシイヌワラビ 4′みy′ ′
ア リサ ンイヌフラビに近いもので,近 年 までそれ と混同視 されていた。分布 は伊豆数 力所 八丈島,本 州
西端,四 巳 九州,屋 久島,台 湾 に生 える。
π″
72 アマギシダ ー名 クルマシダ ASノ ι″′

Wlr′gλ ι
グ
グ

EATON

トラノオシダ科

暖地性 で谷す じの 岩壁などに群生す る。伊豆 では 天城山周辺 の谷 の 各所 に生 える。 日本 の暖地 か ら,台
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湾,南 中国: フィ リツピン,イ ン ドシナに達す る。明治 のはじめ植物学者 によ リクルマシダの名 を得たが
江戸時代の古書にアマギシダの名 がつ けられて居 ることが判った。

,

73 オオバ ショリマ Tル ′
′
″グ
S9π ′
ι
″ s CHING オシダ科
ック″
´ὰ″ ι
ヤワラシダ,ハ リガネワラビの 仲間で あるが,亜 寒帯性で,高 山帯,亜 高山帯に生 じ,北 は カムチャ ッ
sグ

カ,千 島 に達 し本州 でも寒い地方や高山地方に多 く,南 は僅 かに四国石 槌山 と屋久島 の頂上 に残っ ている。
天城山で佐竹健三氏が採集 した。
α
74 シラネワラビ Dη q″ ′′J∫ α″s″ グ

WOYNAR

ォシダ科

亜高山性 のもので, 日本 では中部以北 の山地 に多 く,四 国,九 州 にも高地 に僅 か分布す る。天城山の上部
に稀生す る。国外 では北 アジア (シ ベ リヤ,満 州, カムチャ ッカ), ヒマ ラヤ, ヨーロッパ,北 米 の 北部 に
分布す る。

sW″ ノグσみグα″α
75 ナチシダ Rι ″ゲ

AG.

フラビ科

大形 のシダで,高 さ 2夕 に達す る。伊豆 では河津 の谷に多 く大滝下 の群落は天然記念物 に指定 された。そ
の他伊豆では熱海市や南部や西岸 にも分布 が判っている。 日本 の暖地 か ら琉球列島,台 湾,南 中国,東 南 ア
ジア, ヒマ ラヤ,マ レイ群 島,サ モ ア島 に達す る。北限は相模湯河原 と房州である。本州 では,は じめ紀州
那智山で知 られたもので伊豆 では発育が良 い。観光客や登山者 が芽 を見 て太 いフラビだと驚 くことがある。
そ の他天城 山には美 しいもの,薬 や 香水原料 となるもの,学 問上 貴 いものが 沢山あつて 書 ききれないの
で筆 を置 く。

7

天 城 山 に 産 す る こ とが 疑 しい植 物

天城山について,多 くの植物 の報告があるが,分 布上か ら見 て,不 自然 のものや,私 がまだ一度も天城山
で見ないものなどを拾 ってみ る。も とよ り絶対無 いとは断言出来ない。
シダ植物
樹木

アツイ タ,

アズキナシ,ヤ マモ ミジ,ベ ニ ドウダン (チ チブ ドウダンの誤 り),カ ンボク
,

草木 アカソ,ヌ カボ タデ,ノ ダイオ ウ,ホ ソバ トリカブ ト,オ ォバ シ ョゥマ,ア ズ マシ ロガネソウ,ヤ
マキケマ ン, ミツバベ ンケイ ソウ,ツ ル ネ コノメソウ,ネ コノメソウ,オ オヤマカタバ ミ, コタチッボス ミ
レ,ス ミレサイシン,イ ワニ ンジン,ジ ユ ウニ ヒトエ, ミヤマ トウバ ナ,ク ロバナ ヒキォ コシ,ホ ソバ ノヤ
マハ′ヽコ,タ マブキ,オ タヵラコウ (マ ルバ チ ョウリヨウソウの 誤 り?),オ ヤマボクチ, ュモ トマムシ
グ
サ, コヒゲイ,イ ヌイ, ウチワ ドコロ, カエデ ドコロ,ホ ソバ キソチ ドリ。

8保

存 に 対 す る 私 見

伊豆半島 と くに天城山の尾根す じと谷す じは珍 らしい植物,分 布や生態上で貴 い存在 のもの,美 しい花ゃ
葉 をもつ もの,特 別 に役 に立つ ものなど沢山ある。全国の山岳中でも,自 馬岳,大 雪 山,伊 吹山,自 山,南
アルプス,屋 久島などと共 に特級 の植物産地 である。学問 のためばか りでな く,い ろいろの方面か ら考 えて
も最 も貴重 の植物 の 豊庫 の一つである。天城山の 尾根 を 貫通す るスカイラインの 自動車道路 の計画 がある
が,之 は自然 を破壊す るのみでな く,観 光,産 業 ,生 活 のすべ ての点 にきっ と大小 の被害がでて来 るであろ
う。一部 の人の売名や金も うけの為 なら尚更いけない。
スカイ ラインが出来 て 自動車が通 るよ うになると,そ の排気ガスのため,ガ スに弱 い植物は枯死 し又 は衰
弱す る。衰弱すれば病菌や害虫が殖 えることは既 に多 くの例がある。枯死 した倒木 の跡 には害草 のササ類や
有毒 のアセ ビ,シ キ ミ,刺 のあるキイチ ゴ,タ ラノキ,サ ル トリイバ ラ,ノ イバ ラ類が多 くなる。ススキも
多 く生 えて,一 寸 の火気でも山火事 を起す。も し大雨 が降れば土砂が下方 の部落や田畑 などに泥流 となつて
流下 して大被害 となる。 と くに天城 山の決谷はヮサ ビ畑が多 く, 日本有数 のヮサ ビの大産地 である。 ス ヵィ
ラインの工事 の際 にも,出 来 た後 でも,雨 毎 に土砂でヮサ ビ畑 は理れてしま うことは必定 である。
た とえスカイラインを完成 した とて,富 士 山を眺めるには少 し遠す ぎて,箱 根 スカイラインよ りも余程劣
る。また天城山か ら海 をながめても,何 も見 えないであろう。貴 いシャクナゲの小株 は全
部堀 り取 られ,枝
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まで伐 っ て 自動車 で持 ち去 られ るは必 定 である。少数 の見 回人 だ け で取 締れ ない事 は他 の国立公園 で も経験
ずみ である。
営林 署 の業務 が ど うか知 らないが,現 在残 つている 自然林 やそれ に近 い 山林 の伐採 は止 めて頂 きた い。 ま
た航 空機 よ りの除草斉Jや 病害駆除薬 の 撤布 も止 めて 頂 きた い。八丁池 にはボー トを禁 じ,下 水 の 流入 を禁
じ,小 屋 も最小限度 に して頂 きた い。

Summary
The Amagi Mountains are situated in lzu Peninsula(ShiZuoka Prefecture, Japan)and
outstanding in their abundant vegitation.

The history of floral studies and many interesting

plant species of this area are described in this paper.
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