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小田原市山王川水系におけるシダ植物の

分布と生態について

田 中 雄

Kazuo TANAKA The Distribution and the Ecology of Ferns on the 

Basin of the Sannδ－River in Odawara City. 

は じめに

神奈川県西部を占める箱根山系のシダ植物について

は，古くから諸先学によって調査が行なわれている。

ハコネシダ，ハコネシケチシダ，ハコネオオクシヤク．

ハコネイノデ，ハタジュクイノデ， ドゥリヨウイノデ

等，箱恨に関した和名をつけられたシダの多い写れから

もそれがうかがわれる。

近年開発が著しい箱根山の，南から北に裾野を持つ

外輪山のシダ植物の分布と生態を，消滅する前に記録

を残しておく為に調査を行なっている。

山玉川水系もその一部である。

山玉川水系の環境

広葉樹が主体の自然林は明星ケ岳（923.9m〕の山頂

部のみで，標高約50mまでほとんど杉か槍が植裁され

ている。それより下流は市街地になっている。

山玉川は，明星ヶ岳の標高約 500mより発して，図

ー2の通り約lOkm流下して相模湾に流れ込む。 流域は

支流が少なく，水量も少なし、。地表はほとんど砂状の

火山噴出物で、夜われており， 岩石の~頭は少なし、。 砂

質で土中の保水力が小さい為か空中湿度が低く，亦岩

壁や潤葉樹の老木が少ない事により，シダ的環境の指

標となっているコケシノブやウラボシ等着生シダが少

ない。

明星ケ岳直下より標高約300mまでは急斜面で，拾

が多く植栽されており，林床は乾燥してミゾシダとゼ

ンマイ がほとんどで，他のシダはきわめて少ない。

標高 300mより50mまでは緩斜面となり，湧7.J¥j也も

多くなり杉が多く植栽されている。シダは一般的に檎

より杉の林床を好む傾向を持っている為，シダの好適

地となっており，特に分布の60%以上を占めるオシタ

科のシダが多L、。 30～50年生の手入が行きとどいた杉

林床にはしばしはシダの大繁茂が見られる。

標高50mより下流の市街地は全ベて石垣やコンク リ

トで波岸されており，日照を好むイヌワラビとイノ

モトソウ以外のシダが生育できる環境ではなくなって

いる。

凡 例

調査の位置及び範囲は，図 1と図 3に示した通り

である。

調査JtJ］聞は，1982年9月より， 1991年10月までに行

った。

科名，種名の順序配列は，中池敏之著「新日本植物

誌 シダ編」 1982.至文堂によった。

記載したシダは全ベて筆者が確認し，証拠標本はす

べて筆者が保存している。

産量の基準は，株数ではなく群落数によった。

緩めて 稀 ・・群落がl箇所。

稀j • ••群落が 2 箇所～ 5 箇所。

少，＠＂： ...群落が6箇所～10箇所。

普通…群落が特に索さなくても見られる。

図1 山玉川の位置

93 



多産…群落が どの場所でもほぼ 必ず見られ

る。

山主川水系に生育するシダ植物の種類と生態

トクサ科－ Equisetaceae 

1. スギナ Equisetumarvense L. 

日当たりの良い畑，水田，路f;)j，川等のノリ面や土

手に多産。新開地には真先に入り込むが，林内には入

り込まず，路傍や林縁でも山中には少なく人里に近い

所を好む傾向が見られる。

ヒカゲノカスラ干ヰ Lycopodiaceae 

2. ヒカゲ ノカズラ Lycopodiumclavatum L. 

久野Jll左岸の杉 ・槍混植の平坦な林床一箇所に3株

あるのみで極めて稀。一株だったものが四方に伸び，

元の親株が枯れた為数株に別れたものと思われる。環

境が悪い為胞子葉はできず， 今後も｛，"f生は見込めず。

3. トウゲシパ Lycoρodiumserratum TnuNB・

杉植林やシダのほとんど生育してない槍植林の林床

にも見られ多産。 日の当たる明るい場所や落業樹林内

には見られず， 陰湿地を好む。

イワヒパ科 Selaginellaceae 

4. カタヒノミ Selaginellainvolvens (Sw.〕SPRING

坊所川の流水中の直径2m程の岩に着生する一箇所

のみに見られ極めて稀。 1nf程の範聞に苔と一緒に着

生している。 通常は川｜岸の岩壁を好む。

5. タチク ラマゴケ Selaginellaniρρonica FR. et 

SAv. 

山玉川右岸，神山神社石垣と坊所川右岸杉植林中の

崩れ易い土の土手。 2箇所にあ り稀。通常は日当りの

良い土の崖，石垣等人工面を好む傾向がある。

6. Fラマゴケ Selaginellaremotifolia SPRING 

。，＇Ill

術開fl

久野川，坊所川に合計 6箇所見られ少産。 林内や路

傍の平坦で柔らかし、土の明るい場所を好む。

7. コ ンテ リクラマ ゴケ Selaginellauncinata 

(DEsv.) SPRING 

坊所川に2箇所，久野川に1箇所見られ稀。明るい

杉植林の平坦な林床から小径に拡がって大繁茂をして

いる。地面にフワッと毛布をかけた様である。

ハナヤスリ科 Ophioglossaceae 

8. ナガポノナツ ノハナワラビ Botrypus strictus 

(UNo.) HOLUB 

各地域の杉槌林 床々に点在少産。群生はしない。

9. ナツ ノハナワ ラビ Botrypusvirginianus〔L.)

HOLUB 

久野JII，坊所川に合計4箇所7株が見られ稀。生育

地は変らないがナガボ ノナ ツノハナワラ ビより少な

L、。

10. オオハナワラビSceptridiumjaponicum (PRA-

NTL) LYON 

久野Jll，坊所川に点在し普通。 杉植林内の沢岸や水

の湧き出す様な平坦地を好む。 1箇所10株以下。

11. フユノハナワ ラビ Scφtidium ternatum〔TH-

UNB.) LYON 

久野川左岸にl箇所， 坊所川右岸に2箇所で稀。オ

オハナワラビよりやや乾いた明るい平坦地を好む。

ゼンマイ干斗 Osmundaceae 

12. ゼンマ イ Osmundajaponica THUNE・

杉，槍植林々床，林縁，水辺，石垣等日当りがそう

強くなければどこにでも多産。

13. シンゼンマイ Osmundajaponica monstr. di-

visa (M AKINO) N AKAI KE 

久野川右岸乾いた槍僧林々床に2株，極めて稀。
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カニクサ科 Schizeaceae 杉植林床及ノリ面の小崖にあって，いずれも北～北東

14. カニクサ Lygodiumjaponicu1刊〔T1・IUNB.)Sw. に面している。冷温帯が本拠の為に多くなし、。

日当り の良い林縁，石垣に普通。 21. イワ ガネ ゼンマイ Coniogram1冗eintermedia 

ウラジロ平ヰ Gleicheniaceae HrnRoN. 

15. コシダ Dicranopterispedata (HouTT.) NAKA- 陰湿な林床ならどこにでも見られ普通。水中に入る

IKE 程湿度を好み。イワガネソウとやや住み分ける。

坊所川右，左岸に3箇所で稀。檎僧林の斜面に群生。 22. ウラゲイワカネ Coniogrammeintermedia Jo-

16. ウラ ジロ Gleicheniajaponica SPR. rma villosa (CHING) KuRATA 

各所のやや乾いた林床の明るい斜面に普通。暖地と 母種と混生しているが少なし、。少産。

異なり大群落にはならなL、。 23. イワガ不ソウConiogrammejoponica (THUNB.) 

コケシノブ科 Hymenophyllaceae D1E1s 

17. アオホラゴケ Cre戸idomanesinsigne ( v. u・ 各地の杉，檎植林々床に普通。 イワガ不ゼンマイよ

Boscr1) Fu りやや乾燥地を好み住み分をするが不完全である。こ

久野川，坊所川の川岸の岩石に着生し稀。暗く湿っ の水系では葉の先端が急に細くなる型がしばしば群生

た岩に苔と混生している。 し，イワガネゼン7 イと見誤まる場合がある。

18. ウチワゴヶ Gonocormusminutus〔BL-)v. o. 24. イヌシダ Dennstaedtiahirsta (Sw.) METT・

Bosen ex M1Q・

久野川， 坊所川の川床，川岸の湿った岩面や樹幹に 各地の日当りの良い土質の小屋や石垣に普通。

着生し少産。この科では一番人家に近ずいている。樹 25. コパノ イシカグマ Dennstaedtiascabra (WALL. 

幹に着く場合は北面を好む。 ex HooK.) MooRE 

ワラビ科 Pteridaceae 久野川に1箇所，坊所川に3箇所，その内の 1箇所

19. ハコネシダ Adiantummonochlamys EAT. はかなりの群落となっている。稀。やや乾いた林床を

久野川上流右岸山中の古い石切場跡の壁面に数株， 好む。 神奈川県では稀産だが山王川水系に4箇所の自

極めて稀。神奈川県の山地には普通のシダだが，山王 生地があるのは環境と関係あると思われる。

川水系では少ないのが特色。 地質に問題有と思われ 26. オオレンシダ Dennstaedtiawiぴordii(MOORE) 

る。 CHRIST

20. クジャクシダ Adiantumpedatum L. 久野川右岸 北向の湿った石垣に数株着生。極めて

久野川で2箇所，坊所川で3箇所合計6株にて稀。 稀。 通常は冷温帯が本拠で 日陰の湿った崖下等を好

、
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図3 山玉川流域シダ調査範囲
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む。

27. イワヒ メワラ ビ め ＇Polepispunctata (THUNE.〕

M ETT. ex KuHN 

各地のやや乾燥した杉， 檎植林々床に群落を作って

いる。普通。大群落となる場合も多L、。

28. フモ トシダ Microleρia marginata 〔PENZER)

c. CHR. 

杉， 槍植林々床のややij1立し、た所に多産。

29. クジャタ フモ トシダMicroleρiamarginata var. 

bi pi河向。taM AKINO 

久野川右岸杉植林の北向急斜面に小株が1株のみ。

極めて稀。残念ながら消滅した。

30. フモ トカグ-orMicrolepiaρseudo-strigosa M A -

Kl NO 

坊所川左岸と久野川右岸の杉林床平坦陰湿地2箇所

のみ，稀。一般的に同シダは沿海を好む傾向がある。

31. !Jチシノブ Ouychiumjaponicui判 （THUNE.〕

KUNZE 

各地の林縁，乾いた明るい林床に普通。

32. ワラ ビ Pteridiumaquilinum var. latiuslum 

(DEsv.) UND. ex HELLEl1 

日当りの良い林縁，草地に普通。

33. オオパノイノモト ソウ Pteriscretica L. 

各地の林縁，やや乾燥した杉槌林々床に普通。

34. アマクサシダ Pterisdisper KUNZE 

各地のやや乾燥した杉，檎植林々床の南向斜面に普

通。50～60株の群生地もある。

35. オオパノハチジョウ シダ Pterisexcelsa GAUD. 

久野Jllに2箇所，坊所川に6箇所あ り少産。 坊所川

には20株以上の群生地が2箇所にある。 水の浸み出す

陰湿地を特に好むが，湿った林床にも生育する。

36. オオパノアマグサシダPterisexcelsa var. Sim-

ρticior〔TAGAWA〕SHIEH

坊所川右岸に3箇所，稀。生育地はオオパノ ハチジ

ョウシダと変らないし，混生している場合もある。 両

者を完全に分けられるか疑問，現在分化中と思われ

る。

37. ハチジョウシダ Pterisfauriei H rnRON・

坊所川右岸，杉。檎混楠林のやや乾いた北東向の緩

斜面に1株のみ。 極めて稀。nil闘をイワ ヒメワラビに

囲まれている。神奈川県では初めて発見，新北限産地

となろう。

38. イノモト ソウ Pterismultifida Porn. 

各地に点在し日の当たる石垣，土の崖等に多くはな
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いが普通。人家付近を好む傾向がある。 I時々乾L、た植

林々床にポツンと生育している場合がある。

39. 7 ツザカシダ Pterisnzρ•Ponica SHIEH 

杉他林内の特に陰湿な場所に点在し時にはかなりの

群落になるが全体的には少産。斑入は見られない。

40. ホラシノブ Sρhenomerischinensis (L.〕M A-

XON 

各地の林縁の 日当りの良し、小崖に普通。やや乾いた

林内にも時に見られるが，大形になる傾向がある。

41. イヌ イワガネソウ Coniogrammexjauriei H rn-

IlON. 

各地のイワガネゼンマイと イワガネソウの混生地に

稀。両親と形状が連続する為，確認は困対（である。

42.セフリイノモトソ ウPterisx sefuricola KURA TA 

オオバノイノモトソウ× イノモ トソウ。オオバノ イ

ノモトソウの群落の中に時 見々つかるが稀。イノモト

ソウの群落の中には見られなL、。

43. コユノレギ イノモ トソ ゥ Pte門scretica foma 

筆者が仮命名したオオバノイ ノモトソウの品種。葉

柄が黒紫色で母穫と区別ができ，母種とは連続してい

ない。各地に少産。母種より標高の低い所に多い。

キジノ オシダ干斗 Plagiogyriaceae 

44. オオキジノオ Plagiogyriaeuρhlebia (KUNZE) 

M ETT. 

久野川右，左岸に各1箇所，坊所川の右岸に2箇所

で稀。他のシ夕、と違って槍植林床も嫌がらない傾向が

見られる。やや乾燥した場所を好む様である。

45. キジノオシダ Plagiogy門G jaρo判icaNAKAI 

久野川左岸南向杉値林の平坦地の適湿地に1株。坊

所川源流i苓ノ峯直下北東向杉植林斜面に1株。稀。オ

オキシノオより少なく。湿度を好む様である。

オシダ平ヰ Aspidiaccae 

46. オオカナワラビ Arachniodesamabilis (B1.) 

TINDALE 

各地の杉，槍植林内のやや乾いた平坦地，斜面に点

在し少産。しかし場所により100株を越す群務となる

場合もあり ，その様な大群落は県内でも珍らしし、。

47. ホソパカナワラピ Arachniodesaristata (Fo11-

S'!'.) TINDALE 

坊所川左岸，杉植林の東向緩斜面に一群落あるのみ

て、精iめて稀。周囲はアオキが茂り陪L、。この様な陥い

場所に~下落を作るのは珍らしい。一般にはやや乾燥し

た明るい林下の斜面を好む。

48. ミドリカナワラビArachniodesnψ＇Ponica (Ro・



SENS1ウ 01-1w1 58. イヌワラビ Athyriumniρouicum (METT.) HA-

坊所川右岸，杉，檎混植林のH郎、平坦な林床に2株 NCE 

のみで、極めて稀。通常暖地深山の渓側を好むが，標高 各地に多産。無い場所を索す方が釘「しい程。

約50m程の低地では極めて珍しい分布である。 S9. ニシキジダ Aihyriumnψonicum monstr. me 

49. ハカタシダ（斑入） Arachniodes Simρlicior MA一 talicum (MAKINO〕NAKA IKE 

KINO) 01-!WI 山玉川右岸， 神山神社敷地内の杉檎植林北向ノリ面

坊所川左岸に2箇所，右岸に1箇所合計4株しか見 に1f';f;のみ。極めて稀。気をつけて索せばもっと見つ

られず稀。いずれも杉植林のやや乾燥した斜面。 かると ！~lわれる。

50ー ハカタシダ（緑） Arachniodes simplic!Or (MA 60. ヤマイヌワ ラビAthy円umvibalii (FR. et SAv.) 

KINO) 01-1w1 NAKAI 

斑の入らないタイプで， ミドリハカタ γダと呼ばれ 各地の陰湿な杉植林床に普通。点在はするが群生は

ているが分類上は分けられていない， ミドリの方が多 しなし、。イヌワラビと遠い日当りの良い場所や人家附

く，少産。生育場所は斑入と差は無L、。 近には生育しない。

51. オニカナワラビ Arachniodessimρlicior var. 61. ミドリヤマイヌワラビ Athyriumvibalii for-

major (T AGA w A〕01-1w1 ma viridans KuRATA 

各地に点在し母種のハカタシダよりも多く群生もす 久野川左岸平坦な杉植林々床に2株，南東面。坊所

る。陰湿地から乾燥した斜面まで生育範囲は広L、。 川左岸II歯い杉植林緩斜面に 2株。稀。全体が緑色で，

52. コパノカナワ ラビ Arachniodessρoradosora 生株を見るとカラタサイヌワラビと見誤まる事があ

(KUNZE) N AKAIKE る。

坊所川右岸と左岸に各 1株ずつ見られるのみで稀。 62. ヒロハイヌワラビ Athyriumwardii〔HOOK.)

右岸側は杉1植林南面のやや乾燥した斜面。左岸側は杉 MAKINO 

・檎混植林やや乾燥した南西向斜面。生育場所に共通 各地に点在し普通。杉や槍植林の平坦地から斜面ま

性が感じられる。 で生育し，群生する場合もある。

53. リョウメンジダArachniodesstandishii (Moo- 63. へビノ ネゴザ Athyriumyokoscense (FR. et 

RE) 0Hw1 SAv.) CHRIST 

湧水地，沢岸， 杉林の陰湿地に普通。しかし山王川 各地に点在し少産。林縁，路傍，やや明るい林床を

水系は神奈川県内の山地としてはやや少なし、。 好むが数量は少なく群生地はなし、。標高が高くなると

54. カラクサイヌワラビAthyriumctivicola TAGA- 見られるが低地には稀となる。

WA 64. シケチシダ Cornaρterisdecurrenti-alata (Ho-

各地に少産する。 ヒロハイヌワラビより山地を好 OK.〕NAKAI

む。杉植林々床の適湿地を好み，群生は見られなし、。 各地に少産。水の浸み出る様な杉植林中の陰湿地を

槍林床は嫌う様で混植林内も見られなし、。 強く好む。群生は坊所川左岸の杉林中雨道に数十株。

55. サトメシダ Athyriumdeltoidofrons MAKINO 65. FカオシケチシダCornopterisdecurreuti-alata 

久野川左岸，杉植林中の湧水地の日の少し差し込む varρilosella H. !To 

平坦地に5株のみ。極めてfTiio県内でも稀である。 坊所川左岸杉植林の南斜面に1株。右岸北面平坦な

56. ホソパイヌワ ラビ、Athyriumiseanum RosENST. 杉植林々床に，シケチシダと混生。久野川に1株稀。

久野川右岸 1箇所左岸2箇所，坊所川右岸l箇所に 66. キヨスミヒメワラビ Ctenitismaximowicziana 

見られ稀。杉値林の平坦地から暖斜面の適湿地を好 (Mio.) CI-IING 

み，群生地は坊所川右岸の1箇所のみ。 各地の陰湿な杉林や檎との混植林に少産ながら珍ら

57. ヌリワラビ Athyriummesosorum (MAKINO) しくはない。本拠は暖地なのに山王川流域は県内でも

MAKINO 多い方と言える。点在が多いが坊所川左岸に30株程の

久野川右岸杉植林北向の暖斜面に少群務，坊所川左 群生地がある。

岸沢岸及び右岸に2箇所見られ稀。低地から稜線近く 67. ホシダ Cyclosorusacuminatus (HouTT.〕NA-

迄生育範囲は広い。 KAI ex H. !To 
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各地の日当りの良い林縁，路傍，明るい林内に極め 左岸に1株の 4筒所に在り稀。柔らかし、土嬢の堆積し

て多産。 た適湿の20年生以上の平坦な杉植林々床を好む。

68. メヤブソテツ Cyrtomiumcaryotideum〔WALL. 78. ミサキカグマ Dryopte円s chinensis〔BAK.〕

ex HooK. et GREv.) PR. Kornz. 

久野川右岸北向林縁に1株。坊所川川岸右岸北向に 久野川右岸に2箇所，左岸に1箇所。坊所川右岸に

2株で稀。いずれも垂れる様に生育している。 l箇所で稀。やや乾燥した林床や石垣に，群生は1箇

6~ . オニヤブソテツ Cyrotomiumfalcatum〔L.F.) 所久野川右岸の石垣に30株程。

PR. 79. オシダ Dryopteriscrassirhizoma NAKAI 

各地の明るい石垣，崖に点在で少度。通常は海浜の 久野川左岸に2箇所，坊所川右岸塔ノ峯直下に大型

崖地を好むが，海から離れているせいか群生しなし、。 1株で稀。箱根内輪山には多産するのに，塔ノ峯から

70. ナカパヤプソテツ Cyrotom叫m falcatum var. 明神ケ岳迄の稜線より小田原側は極端に少なし、。

devexiscapulae (Kornz.〕TAGAWA 80. ベニシダ Dryopteriserythrosora (EA'!'.) O. 

久野川左岸杉値林斜面に1株。坊所川右岸平坦な杉 KUNZE 

植林々床に1株で稀。オニヤブソテツの山地型， 4倍 各地林内に極めて多産。極めて多形である。

体の有性生殖を行なうタイプ。 81. ミドリベニシタ Dryoρteriserythrosora forma 

71. ヤブソテツ Cyrotomiumfortunei J. SM・ viridisora (NAKAI ex H. !To) H. !To 

各地の林床，石垣，斜面の明るい場所から暗い場所 坊所川右岸の林縁で1株確認，極めて稀。これは注

に普通。人家附近にも生育する。 意すれば各地で見つかると思われる。仲々胞膜迄注意

72. ヤマヤプソ テツ Cyrtomiumfortunei var. cli- できない程ベニシダが多い為確認がつい不注意とな

vicola (MAKINO) TAGAWA る。

各地に点在し普通。ヤプソテツより少なく，林内を 82. トウ ゴクシダ Dryopteriserythrosora var. dト

好む傾向がある。 la ta ta〔Koroz.)SucrMOTO 

73. キヨタキシダDψlaziumsquamigeru1但（METT.〕 各地に多産。杉摘林々床を好むが，檎との混摘林に

MATSUM・ も生育する。檎のみの植林々床は嫌う様である。

各地の陰湿な杉槌林々床に点在し普通。群生せず。 83. 7 ノレパベニシダ Dryopterisfuscipes C. CttR. 

74. へラシダ Dψlaziumsubsinuatum (WALL. ex 久野川右岸に3箇所，左岸に 1箇所で稀。適湿の平

HooK. et GaEv.) TAGAWA 坦な杉他林々床に点在。群生は 1箇所のみ。

久野川左岸に2箇所，坊所川左岸に3箇所で稀。い 84. エンシュウベニシダ Dryopterismedioxima 

ずれも水の垂れる様な或は水の浸み出す様な陰湿な崖 Kornz・

や急斜面を好む。 各地杉僧林々床に少産。適湿で土壌の深い杉値林内

75. ノコギリシタ Diplaziumwichurae〔METT.〕 の斜面を好む。

DIELS 85. オオベニシダ DryoJうterishondoensis Koroz. 

坊所川右岸，水の滴たる岩崖に 1箇所着生。山玉川 各地のやや乾燥した杉，檎混植林に普通。ベニシダ

右岸わさび回の湧水地急斜面にl箇所で稀。いずれも より も；量的には少ないが， 特に索さなくてもみられ

群生し個体数は多い。水を非常’に好む。 る。

76. イワヘゴ Dryoρteris atrata (WALL. ex KUNZE) 86. ギフベニシダ Dryoρteris kinkiensis Kornz. 

CHING 久野川右岸に1箇所，左岸に2箇所。坊所川右岸の

久野川右岸に2箇所。坊所川には点在し少産。 通常 杉，槍混他林平坦地に 1箇所で符i。小さい窪地や混摘

は林内陰湿な流水地のそばを好むが，久野川右岸の石 林などの他のシダがあまり入 り込まない所にポツンと

垣に20株程着生し周囲の林内に降りていないのが大変 見つかる司王が多い。

珍らしい。 87. キノクニベニシダ Dryoρteris kinokuniensis 

77. サイゴクベニシタDryopterisChampionii (BEw Kornz. 

TH.) C. CHR. ex CHING 各地杉値林々床に点在し少産。生育場所はベニシダ

久野川右岸に 1株，左岸に1株。坊所川右岸に2株， と変らない。ベユシダからト ウゴク シダに移行途中の
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一型の様に思える。 NAKAIKE 

88. クマワラビDηoρterislacera (THus.〕O.Kuw 久野川右岸檎植林々床に1株，左岸2箇所。！坊所川

TZE 右岸杉檎混植林 床々に1箇所計4箇所で稀。群生は久

各地に普通。あま り陰湿でなければ林縁から林内ま 野川左岸杉檎混摘林斜面にのみ。他は1株ずつ。

でどこにでも見られる。 99. ホソバシケシダ Lunathyriumconilii (FR. et 

89. ナガサキシダDryopterissieboldii (van Hou・nE SAv.) KuRATA 

ex METT.〕O KUNZE 各地の陰湿な杉植林々床に普通。 明星ケ岳北面に，

久野川左岸で杉植林内の土波の深い適湿地2箇所に 葉柄に鱗片の多いタイプ1群落あり。

各1株ずつで稀。県内でも極めて稀産種で，各1株と 100. シケシダ Lunathyri附刊 ja戸onicum(TnuNs.) 

は言え， 2箇所にある事は驚異である。 KuRATA 

90. ナガバノイタチシダ Dryo戸！erissparsa〔HAM. 各地の湿地，陰湿な林内，潜に普通。

ex DoN) O. KuNzE 101. セイタカシケシダ Lunathyriumlasiopteris 

坊所川右岸檎植林内と左岸の湧水地に各数株ずつ， (KUNZE) NAKATKE 

久野川左岸杉植林斜面に 100株程の群生地があるが全 各地の杉植林々床に普通。

体では稀。県内でも今迄3箇所で極めて稀。このエリ 102. オオヒメワラビLunathyriumokuboanum(MA-

アで新たに3箇所の発見は特異な事と考えられる。 KINO) SUGIMOTO 

91. オクマワラビ Dryopterisunijormis (MAKINO) 坊所川左岸湧水地1箇所にのみ群生， 極めて稀。水

MAKfNO 辺，流水中などを好む山地性シダ。

各地のやや乾燥した林縁，林床に多産。 103. ナチシケシダLunathyriumpetersenii (KUNZE) 

92. オオ イタチ シダ Dryopte円svaria var. hiko H. 0HBA 

nensis (H. ITo) KuRATA 各地の日当りの良い石垣，土崖に点在，稀。

各地の明るい林縁や林床に多産。 104. フモ トシケシダ Lunathy門umρseudo-conilii

93. ヒメタタチシダ Dryopterisvaria var. sacro- SERIZAWA 

sancta (Koroz.〕0Hwr 各地植林内の湿った平坦地に少産。

各地に点在し少産。やや乾いた林縁や林床にそう珍 105. ミヤマシケシダ Lunathyriumρ＇Jcnosorum

らしくなし、。槍植林々床にも生育する場合もある。 (CHRIST) Kor oz・

94. イワイタチシダ Dryopte円sva円。 var.saxif- 各地杉値林内に点在，少産。低地には少ない。

raga (H. ITO〕H.0HBA 106. イヌガンソ F Metteuccia orientalis (HOOK.) 

久野川明星ケ岳直下標高 700rn程の岩崖の隙聞に数 TREV. 

株，極めて稀。寒い地方では林床にも見られる。 各地林内，林縁に普通。 群生はしない。

95. ヤマイタチシダ Dryopterisvaria var. setosa 107. Fサソテツ Metteucciastruthiopteris (L.) To-

(TnuNs.) Onwr DARO 

各地林床に普通。オオイタチシダよりも山地と湿度 久野川左岸の土手に数株のみ，極めて稀。

を好む傾向が見られる。 108. コウヤワラビ Onocleasensibilis var. inter-

96. ミゾシダ Leρtogrammapozoi sudsp. [mollis- ruρta MAXIM. 

sima （~UNTZE) NAKAIKE 坊所川右岸と久野川左岸の杉林床2箇所のみ，稀。

各地の低地～高地，乾燥～多湿地まで極めて多産。 109. ゲジゲジシダ Phegoteris decursiveρinnata 

97. ナライシダ Leptorumohramiqueliana〔MA- (van HALL) F白

XJM. ex FR. et S.w.) H. !To 各地の日当りの良い崖，石垣， 林縁，時には明るい

坊所川右岸杉植林床に1株。左岸槍植林床に 1株。 杉櫛林の平坦な林床にも生育する事がある。多型で，

久野川右岸杉檎混植林々床に1株。稀。冷温？特を本拠 倍数体変異もあると云われる。普通。

とする為に山玉川水系では少ないと思われる。 110. ツノレデンダ Polystichumcraspedosorum (MA・

98. ナンゴタナライシタLeptorumohramiqueliana XIM.〕DIELS

subsp. fimbriata var. narawensis (Kornz.) 久野川上流右岸の古い石切場跡の岩壁に2株のみ，
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極めて稀。通常は川岸のオーパーハングする様な岩壁 むが，暖地系のシダの為少なし、。

で高湿度の場所を好む。 121. ハリガネワラヒ Thelypterisjaponica (BAK.) 

111. アスカ イノテPoかstichumfibrilloso－ρalesceuin CHING 

(KODAMA) TAGAWA 各地の摘林々床に極く普通。

各地杉他林々床に普通。標高 200m以下では普通に 122. アオハリガネワラヒ Theかρterisjaρonica 

見られるが，標高が上がると急に少なくなる。湘南で forma viridescens (MAKINO) H. !To 

もバ、田原以東が多く ，以西は少ない。 久野川左岸杉植林内の沢岸に 1株。坊所川右岸の杉

112. アイアスカイノデPolystichumlongifrons Ku- 植林々床に数株。 母種にくらへやや葉幅が狭く感じ

RA1'A る。

各地の植林々床に普通。アスカイノデより多く，標 123. ヤワラシダ Theか•pteris laxa〔Fit.et SAv.) 

高も登っているが 500m以上はほとんど見られない。 CHING 

113. ツヤナシイノデ Polystichumovatoραleaceum 各地杉及び楠との混嫡林々床に普通。ハリガネワラ

(KODAMA) KuRATA ビよりやや乾燥した場所にも生育する。

久野川右岸和留沢杉植林々床に l株，明星ケ岳直下 124. ヒメシダ Thelypterisρalustris(S.u,1ss.〕ScH-

山際に1株。坊所川上流右岸杉檎混摘林々床に1株， OTT 

稀。丹沢山系に多いが箱根山系は少なし、。 久野川源流，明星ケ岳稜線に点在。坊所川右岸の芦

114. イノデ Polystichumρolyblepharum(Roni. ex 原湿地に群生していたが現在消滅，稀。

KUNZE) PR. 125. ヒメワラビThelypteristorresiana var. calvata 

各地植林々床に極めて多産。 (BAK.) K. IWATA 

115. サイコクイノデ Polystichumρseudo-makinoi 各地の明るい林縁，林床に多産。林内にも入る。

TAGAWA 126. ミド リヒメワラビ Thelypterisviridifrons TA 

久野川右岸に2箇所， 左岸に1箇所，坊所川最上流 GAWA 

に1箇所で稀。沢の最上音gの水の流れ出す所に多い。 各地の林内，林縁に普通。 ヒメワラヒより林内を好

116. イノデモドキPolystichumtaga叩 ＇anumKuRATA む様で，暗い林床にも見かける。

各地の適湿地からやや乾燥した杉植林々床に普通。 127. ハガネ イワヘゴ Dryopterisx haganecola Ku-

久野川流域の方が多い傾向がある。坊所川は塔ノ峯直 RATA 

下に群生地あり。 坊所川左岸際転石の湧水地に群生するが，稀。イワ

117. ジュウモンジ シダPoかstichumt門戸teron(Kuw へゴ Xオクマワラヒ‘。附近に仔株で殖えている為研究

ZE〕PR. の要有り。久野川左岸杉植林々床にも 1株あり。

各地林内の特に湿った場所や小沢の源流域に普通。 128. アイノコクマワラビ Dryopterisx mituii SERr-

苔の覆った転石地を特に好む。 ZAWA 

118. オオキヨス ミシ ダ Polystchumtsus simensis 各地の林床，林縁に両親より多い，多産。クマワラ

var. mayebarae〔TAGAWA)KuRA'rA ビ×オクマワラビ。

功所川右岸の平坦な杉植林々床に 1株のみ，極めて 129. フシオシダ Dryoρteris x watanabei KuRATA 

廊。通常山地渓谷の岩壁を好む傾向がある。丹沢山系 久野川右岸に1株す’つ2箇所，左岸に 1株， 3箇所

には多いが箱根山系には少なし、。オニイノデ，ヒメカ に見られ稀。オシタ Xオクマワラビ。胞子のあるオシ

ナワラビなど同系種も同じで地域的差違が見られるo ダは坊所川に 1株のみなのに坊所川に無く，久野川に

119. ハシゴシダ Thelyρterisglanduligera (KuNzE) あるのはまだ発見できないオシダがあるに違いない。

CHING 130. ホソバフモトシケシダ Lunathyriumconilii x 

各地の小尾根，小稜線等やや乾燥した場所に普通。 ρseudo conilii 

120. コハシゴシダ Thelyjゆterisglanduligera var. 坊所川左岸杉他林内の陰湿平坦地に小群務，極めて

elatior〔EAT.〕KURATA 稀。ホソバシケテダ Xフモ トシケシダ。索がせばもっ

久野川右岸検植林の小斜面に 1株，左岸杉槍混植の と見つかる可能性有り。

平坦地に2¥,!cで稀。 通常明るい石垣，小崖， 林縁を好 131. ムサシシケシ夕、Lunathyriumx japonicum var. 

100 



J 8 ~も

0 69 % 
¥). (,9 % 

1 38 % 
J 38 % 
l 3自 %
1 38 % 

1 38 % 
I 3 H ~Y. 

;! Oち%

'.<. 70 % 

2 70 % 

3 ;J 2 % 

J 7 料 25精

侃
時
間
幅
削
軒
削
積
額
積
踊

m
m
間

続

日明

1
1
2
2
2
2
2
2
1－
4

4

E
J
 

ワラビ

トク・I)" N 
IJ二クリ N 
ヒカゲノhズラ科
ゼンマイ 科

ウラジロ 科
コケン／ブ 科
キジノオンダ 科
yシガシラ N 

fャkンンダ H
イツヒパ 科

ハすヤスリ 科

ウラ，h・ 芋｜

科月ljパーセンテジ

6辺 30 % ド｜ くIJf'R 寸ンタ

NAKAl 

各地の杉， 1合及び混植林のやや乾いた林床に少産。

群生はせず檎林内にも入り込む。

138. コモチシダ Woodwardiaorientalis Sw. 

各地の崖， i；をいた急斜面の頂上附近，少いが時には

林内に，普通。崖から葉を垂らす事を好む。

チャセンシダ科 Aspleniaceae 

139. トラノ オシダ Asρleniumincisum THuNB・

各地の明るい石垣，小屋，時には乾L、た林床に，普

通。林内に生育するものは背が高くなる傾向が見える。

140. コパノヒノキシダ AsJうleniumsarelii HooK. 

久野川右岸の石垣に数株，坊所川流域の石垣に3箇

所て、稀。明るい人工による石壁面を好む傾向がある。

141. イワトラノオ Asρleniumvarians WAL!,. ex 

Hoo1c et GREV-

久野川右岸北面の時く湿った小石屋に数株のみ，極

めて稀。通常山地の湿った壁面に苔と一緒に生育する。

ウラホシ干ヰ Polypodiaceae 

ミアデウラボシ Crypsinushastatus (THuNs.) 

nwsashiense H. 0HBA 

坊所川右岸の杉植林中の小流水脇に小群生，極めて

稀だが，もっと見つかる可能性あり。シケシダ ×セイ

タカシケシダ。

セイタカフモトシ ケシ夕、 Lnnathy門的nlaszo-

ρ！eris xρseubo conilii 

坊所川左岸，外輪山より派生した尾根末端部杉林内

の陰湿地 l箇所に小群生。位めて稀だが見つかる可能

性あり。セイタカシケシダ ×フモト シケシダ

133. ドウリョウイノデ Polystichumx anceps KURA 

山 王 川水系 のシタ狂i

シシガシラ Struthiopterisni戸onica(KuNzE) 137. 

図4

132. 

TA 

各地杉植林内の両親混生地に少産。イノデ Xアイア

スカイノデ。

ハタシュクイノデ Polystichumx hatajnkuense 134. 

Ku1tATA 

久野川右岸北向の杉植林緩斜面に1株。坊所川右岸

塔ノ峯直下北向杉値林斜面に 1株で稀。両親の混生地

は各地にあるが胞子の熱j切に差があるのか少なし、。ア

イアスカイノデ ×イノデモトキ。

ミウライノデ Polystichumx miuranum KuuA-

COPEL-

久野川左岸のl；吃いた石に小群落が着生しているのみ

極めて稀。 111玉川流域では少ないのが珍らしい。

143. 7 メヅタ Lemmaphyllummicroρhyllum Pu. 

各地の陰湿な沢筋の岩盤，大石，樹幹に着生し少産。

144. ヒメノキシノフ Lepisoruso叫oei(Fu. et SAv.) 

142. 135. 

'l'A 

各地の両新混生地に少度。片親のアスカイノデが少

ない為かトウリョウイノデより少なし、。アスカイノデ

×イノデ。

136. オオタニイノデ Polystichumx ohtanii KuRATA 

各地の両親混生地に稀。アスカイノデ Xアイアスカ

イノ デ。 CHrNG 

久野川左岸の樹幹に少し着生，坊所川左岸の川に張
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図5 146種の本拠別パーセンテージ

り出した樹幹に少し着生。外輪山稜線附近の樹幹にも

少し見られる。通常は山地の樹幹や岩壁を好む。稀。

145. ノキシノブLeρisorusthunbergianus (KAULF.) 

CHING 

各地の岩上，岩壁，樹幹に着生し普通。樹幹は広葉

樹の北面を好み針葉樹は嫌うが，枯れた杉の校には着

生する事があるが，槍にはない。

146. クリハラン Neocheiropterisensata (THUNE.〕

CHING 

坊所川｜右岸の水の滴たる崖 1箇所にのみ群生し極め

て稀。山王川水系で唯一の岩壁である。通常暖地の沢

筋の渓側，岩上，高湿度の苔の生えた転石地を好む。

山玉川水系に見られるシダ植物の科

図－4に示した通り， 14科146種が見られた。

1. トクサ科， l種スギナのみ。イヌスギナ，イヌ

ドクサは見つかっていない。

2. ヒカゲノカズラ科， 2種が見られ妥当。 ヒカゲ

ノカズラは稀産であるO

3. イワヒパ科， 4種が見られ，イワヒパはない。

4. ハナヤス リ科， 4種が見られ妥当であろう。

5. ゼンマイ科， 2種が見られ，シシ棄は稀産。

6. カクニサ科， 1種が見られ，妥当。

7. ウラジロ科， 2種が見られ妥当と思う。

8. コケシノブ科， 2種が見られる。この科は着生

シダのみなので，此の科のシダの少いのが山王川

水系の特色。

6. ワラビ科， 25種で2番目に多L、。ハチジョウシ

ダ，コバノイシカグマがこのエリアの特色となっ

102 

ている。

10. キシノオシダ科， 2種が見られ，妥当。

ー 11. オシダ科，種，亜種，変種，品種，雑種を含め

91種が見られ， 全体の61.3%を占め大きな特色と

なんている。

12. シシガシラ科， 2種でほぼ妥当だが，着生系の

オサシダが見られない。

13. チャセンシダ科， 3種が見られほぼ妥当だが着

生系が多い為，産量は少ない。

14. ウラボシ科， 5種が見られほぼ妥当だが，着生

シ夕、が多い為ノキシノブを除くと他の産量は少な

し、。

山王川水系にて特筆されるべきシダ

1. ヒカゲノカスラ〔ヒカゲノカズラ科〉

全国的に分布しているものの関東地方は空白の如く

少なし、。県内も数箇所しか発見されていない。やはり

本拠は暖地と考えられ静岡県以西に多L、。今回発見し

たのも貧弱な株で，今後の繁殖は考えられない。

2. コノミノイシカクマ（ワラビ科〕

暖地性γダで，静岡県以西に本拠を持つ。本県以東

は極めて稀になるが箱根外輪山には点在し特にこのエ

リアには4箇所も見られ特異である。県内では箱根を

除くと最近鎌倉市で発見されたのみである。

3. ハチジョウシダ（ワラビ科〉

伊豆半島の先端一紀伊半島の先端一足摺岬先端一九

州南端部沖縄八重山と日本の南端部のみ分布する

暖地性シダ。今回の発見で北限新産地となった。

山王川水系からわずか20mしか離れていない場所に



これも北限のコハチショウシダがある。このエ リアは フモトシダ，オオパノアマクサシダ，ナンゴクナライ

徴気象的に特殊性があるのではないだろうか。 シダ， ミドリカナワラビ，ナガノくノイタチシダ，サト

4. ミドリカナワラ ビ （オシダ科〉 メシダ， タカオシケチシダ等が見られる。

暖地性シダで，神奈川県が北限。全国的にも少なく 山玉川水系で， 146種のシダが確認できた事は，神

陵地の深山に生育する。標高約50mでの発見は全国的 奈川県内でもこのエリアは有数なシダの産地と言えょ

にも初めてであろう。今回の発見は園内で東限。 う。でき得るかぎりこの環境を保存して行きたいと思

5. ナガバノイタチシダ（オシダ科〉

暖地性シダで， 静岡県以西の太平洋岸を本処とす

る。県内でも極めて稀で今迄に 3箇所しか発見されて

ないが，今回の調査で新たに3箇所も発見でき，その

内の 1箇所は約 100株も群生している。おそらく 神奈

川県で最大の群生地であろう。山玉川水系は微気象的

にみて暖地傾向があるのではないだろうか。

6. ナガサキシダ（オシダ科〉

暖地位シダで，九：什｜南西部を本拠と し本州以北では

極めて稀である。県内でも極めて稀で，筆者の発見し

た松田町産が園内で北限産地となる。今回の調査で2

箇所に各 1株発見したが，やはりこのエリアの特異性

を感じる。

ま と め

1982年より 1991年までに山玉川水系で， 111種， 2

亜種， 15変種，6品種， 12雑種の合計 146種のγタ植

物が確認できた。

146種の本拠別のノミーセンテージは図 5の通りであ

る。

支流の久野川左坊所川では種数に大きな変化は見ら

れず，支流による環境の差は見られなL、。

温帯から暖帯を本拠とするシダは 130種であり。冷

温帯を本拠とするシダは16種にすぎなL、。約 l,000 m 

の明星ケ岳が控えていても，山玉川水系は暖帯シダが

主力のエリアと云えよう。

神奈川県を北限とするシダに，ハチジョウシダとナ

ガサキシダがこのエリアに見られ，神奈川県では稀な

シダにヒカゲノカズラ，コパノ イシカグマ，クジャク

うしだいである。
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写真 1. ヒカゲノカズラ 2. コパノイシカグ7 3. ハチジョウシダ

4. ミドリカナワラビ 5. ナガパノイタチシダ 6. ナガサキシダ
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