
2019.07.25
福岡県添田町・英彦山・北岳1192M～中岳1188Mの

タマガワホトトギス、ウチョウラン、ツクシガシワ

（高住神社駐車場～北岳1192m～中岳1188m～英彦山神宮奉幣殿～別所駐車場）



登山口までの道中で
見つけた花々



不明

ここにﾃﾞﾎﾟする



クチナシ（梔子、巵子、支子、学名: Gardenia 

jasminoides）は、アカネ科クチナシ属の常緑低木である。野
生では森林の低木として自生するが、むしろ園芸用として栽
培されることが多い。乾燥果実は、生薬・漢方薬の原料（梔
子）となることをはじめ、様々な利用がある。
果実が熟しても割れないため、「口無し」という和名の由来
となっている説もある。他にはクチナワナシ（クチナワ＝ヘ
ビのこと、ナシ＝果実のなる木、よってヘビくらいしか食べ
ない果実をつける木という意味）からクチナシに変化したと
いう説もある。（出典：ウィキペディア）

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E5%90%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%8D%E7%A7%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%8A%E3%82%B7%E5%B1%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%B8%E7%B7%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8E%E6%9C%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E6%9E%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%92%E8%8A%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%BD%E5%9F%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9E%9C%E5%AE%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E8%96%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BC%A2%E6%96%B9%E8%96%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E5%90%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%98%E3%83%93
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ミズタビラコ
日本固有種 本州、四国、九州に分布し、山地

の渓流ちかくの水辺や湿地などに生育する。
（出典：ウィキペディア）

アカショウマ
日本固有種 本州、四国、九州
根茎が赤いのが名の由来らしい。
写真は撮るが、自然保護のため

根こそぎ取ったことがないので、本当かどうか確認
していない。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BA%E6%9C%89%E7%A8%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BA%E6%9C%89%E7%A8%AE


高住神社
社伝によりますと、御祭神は豊前豊後の国の守護神として、もと鷹
巣山に祀られ人々の病苦を救い、農業や牛馬・家内安全の神として
古くから崇められ、社殿は遠く継体天皇の御代（約一五○○年前）

藤山恒雄によって創建されたと伝えられています。
（「高住神社ホーム」より）







イワタバコ（岩煙草）は、イワタバコ科イワタバコ属に
分類される多年草1種。和名は、葉がタバコに似るので
名付けられたとされる。また若葉が食用にできることか

ら、古くはイワヂシャ（岩萵苣）とよばれた。
（出典：ウィキペディア）

原産・分布本州(福島県以南)、四国、九州。中国、台湾。
（出典：野草図鑑）

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%AF%E3%82%BF%E3%83%90%E3%82%B3%E7%A7%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%AF%E3%82%BF%E3%83%90%E3%82%B3%E5%B1%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E7%89%A9%E3%81%AE%E5%88%86%E9%A1%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E5%B9%B4%E8%8D%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%AE_(%E5%88%86%E9%A1%9E%E5%AD%A6)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%90%E3%82%B3


ヤマトウバナ
多年草。
中部地方以西～九州の山地の木陰に生える。茎叢生し方形
でちぢれた毛があり高さ10～30cm。葉は6～15mmの柄が
あり、葉身は長卵形～卵状長楕円形で長さ2～5cm、幅１
～２cm、まばらに毛がある。花序は短く多くは茎の先に1

個だけつく。萼は長さ6mm内外、通常脈上に短毛があり時
にまばらに開出毛がある。花冠は白色で長さ8～9mm。分
果はほぼ球形で長さ約1mm。花期は6～7月。
（原色日本植物図鑑）



タマガワホトトギス

日本固有種で、本州、四国、九州に分布し、山
地の沢沿いや湿った林内など、水気のある場所
に生育する。
花期は7-9月。茎先と上部の葉腋に腺毛のある
散房花序をつける。花被片は6個あり、斜めに
開き、黄色で内面に紫褐色の斑点がある。長さ
は約20mmになり、3個の内花被片は長楕円形、
3個の外花被片は広長楕円形

和名の由来ホトトギス属の花被片の斑点を鳥類
のホトトギス（杜鵑）の胸にある斑点になぞら
えてホトトギスという。さらに、牧野富太郎に
よればタマガワホトトギスの黄色をヤマブキの
色に見立て、ヤマブキの名所であった京都府綴
喜郡井手町の木津川の支流である玉川の名を借
りて、その名としたという[。
（出典：ウィキペディア）

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BA%E6%9C%89%E7%A8%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BA%E6%9C%89%E7%A8%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%A3%E6%88%BF%E8%8A%B1%E5%BA%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1%E8%A2%AB%E7%89%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%88%E3%83%88%E3%82%AE%E3%82%B9%E5%B1%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%88%E3%83%88%E3%82%AE%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A7%E9%87%8E%E5%AF%8C%E5%A4%AA%E9%83%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A4%E3%83%9E%E3%83%96%E3%82%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B6%B4%E5%96%9C%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%95%E6%89%8B%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E6%B4%A5%E5%B7%9D_(%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%89%E5%B7%9D_(%E4%BA%95%E6%89%8B%E7%94%BA)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%82%AC%E3%83%AF%E3%83%9B%E3%83%88%E3%83%88%E3%82%AE%E3%82%B9#cite_note-Satake-3




オオヤマレンゲ（大山蓮華、学名：

Magnolia sieboldii K.Koch subsp. 
japonica K.Ueda）は、モクレン科モクレ
ン属に分類される落葉広葉樹の低木の1種。
古くは1695年の伊藤伊兵衛による園芸書
『花壇地錦抄』に記載され、延宝年間に江
戸に栽培用として持ち込まれた。和名は奈
良県南部の大峰山に自生していて、ハスの
花（蓮華）に似た白い花を咲かせることに
由来する。別名が「ミヤマレンゲ」（深山
蓮華）、「モンラン」（北朝鮮での別名）。
学名の種小名（sieboldii）は、ドイツ人の
シーボルトに由来する。鑑賞用として苗木
が販売されているものは、近縁種のオオバ
オオヤマレンゲである。
（出典：ウィキペディア）

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E5%90%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%AA%E3%83%92%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%83%E3%83%9B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%B3%E7%A7%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%B3%E5%B1%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E7%89%A9%E3%81%AE%E5%88%86%E9%A1%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%90%BD%E8%91%89%E5%BA%83%E8%91%89%E6%A8%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8E%E6%9C%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%AE_(%E5%88%86%E9%A1%9E%E5%AD%A6)
https://ja.wikipedia.org/wiki/1695%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%BC%8A%E8%97%A4%E4%BC%8A%E5%85%B5%E8%A1%9B&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%8A%B1%E5%A3%87%E5%9C%B0%E9%8C%A6%E6%8A%84&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%B6%E5%AE%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%88%E8%89%AF%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%B3%B0%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E4%BA%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%84%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%AB%E3%83%88


四国、九州の山間の湿地に生える多年草で、サワオトギ
リの変種とされています。
茎は数本叢生、枝分かれして斜めに立ち、高さ10～

40cm程度。
オトギリソウに比べて小型で葉は茎を抱きません。
葉は長さ2～4cm、幅6～15mm、サワオトギリの葉

に比較して細長いので区別できるそうです。
一面に明点があり、ふちの方には普通黒点があること

もサワオトギリ同様です｡
サワオトギリも別ページに掲載しましたので、比較し

てご覧ください。
花は、7～9月、5弁黄色に咲きます。
オトギリソウの仲間は多く、区別に迷います。
九州には、オトギリソウ、トモエソウ、サワオトギリ、

タカネオトギリ、コケオトギリ、ミズオトギリ、ナガサ
キオトギリが生えるといいます。
（出典： http://www.ramble-among-flora-of-

miyazaki.com/sub87-19.html）

http://www.ramble-among-flora-of-miyazaki.com/sub87-23.html
http://www.ramble-among-flora-of-miyazaki.com/sub87-18.html
http://www.ramble-among-flora-of-miyazaki.com/sub88-39.html
http://www.ramble-among-flora-of-miyazaki.com/sub87-19.html
http://www.ramble-among-flora-of-miyazaki.com/sub87-19.html


オオカメノキ
北海道、本州、四国、九州に分布し、
ブナ林内や針葉樹林内に自生する。

樹高は2～4mくらいになる。葉は枝に
対生し、形は円形で葉の先端は尖り縁
は全縁になる。他の似た種と比べると
葉脈がシワ状に目立ち、また、形が亀
の甲羅に似ている。
花期は4～6月で、白色の小さな両性花
のまわりに大きな5枚の花弁を持つ装
飾花が縁どる。また花序の基部に柄が
発達せず、葉腋から直接でるのも特徴
である。夏に赤い実をつけ、秋には黒
色に熟す。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%8A%E6%9E%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%9D%E8%91%89%E6%A8%B9%E6%9E%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%A1%E6%80%A7%E8%8A%B1


ヒヨドリバナ
高さは1-2mほどになる。葉は対生し、短い葉柄をもつ。葉の
両面には、まばらに縮れた毛があり、裏面には腺点がある。
葉の形は卵状長楕円形で先が短く尖り、長さは10-18cm、幅
は3-8cmになる。頭花は、ややまばらな房状につき、少数の
筒状花からなる。花期は8-10月頃である。総苞は、長さ5-

6mmになる。白色の冠毛をもつそう果は、長さ3mmになり、
腺点と毛がある。
（出典：ウィキペディア）



ツチアケビ
（学名：Cyrtosia septentrionalis）は、森林内に生育す
るラン科植物である。ラン科植物として、また腐生植物
（菌従属栄養植物）としては非常に草たけが高く、大き
な真っ赤な果実がつくので、大変人目を引く植物である。

日本固有種。別名ヤマシャクジョウ（山錫杖）。
地上部には葉などは無く、地面から鮮やかな黄色の花茎
が伸び、高さ1mに達する。秋になると花茎の上部に果実
がつき、熟すると長さが10cmにもなり、茎を含めて全体
が真っ赤になる。まとまって発生することがよくある。
和名は地面から生えるアケビの意であると考えられるが、
果実は熟しても裂開せず、形状以外はさほど似ていない。
果実にはかなりの糖分が含まれる。人間にもかすかな甘
味は感じられるが、タンニンが多量に含まれ、化学薬品
のような強烈な異臭と苦味もあり、食用にはならない。
民間では「土通草（どつうそう）」とよばれて強壮・強
精薬とされ、あるいは薬用酒の材料にもされるが、薬用
効果についての正式な報告はほとんどない。採集すると、
時間の経過とともに真っ黒になる。種子はラン科として

は比較的大きく、肉眼で楽に形状がわかる。
（出典：ウィキペディア）

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E5%90%8D
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyrtosia_septentrionalis
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E6%9E%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%B3%E7%A7%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%85%90%E7%94%9F%E6%A4%8D%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9E%9C%E5%AE%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1%E8%8C%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9E%9C%E5%AE%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B1%E3%83%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%AE%E5%AD%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%B3%E7%A7%91


ウチョウラン（学名：Ponerorchis graminifolia、シノ
ニム Orchis graminifoliaは、地生ランの一種で、小柄な
多紫の花が美しいため、山野草として栽培されるが、そ
のため野生では非常に希少になっている。
漢字では羽蝶蘭と書かれる場合が多いが、これは最近に
なって使われるようになった当て字で、和名の語源は明
確でない。（出典：ウィキペディア）

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E5%90%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%8E%E3%83%8B%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E5%B9%B4%E8%8D%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%BD%E5%9F%B9


ウチョウラン（羽蝶蘭） ラン科



オオカメノキ（大亀の木）
スイカズラ科 落葉低木‐小高木

別名：ムシカリ（虫狩）



英彦山は、中世以降、神の信仰に仏教が習合さ
れ、修験道の道場「英彦山権現様」として栄え
ましたが、明治維新の神仏分離令により英彦山
神社となり、昭和五十年六月二十四日、天皇陛
下のお許しを得て、戦後、全国第三番目の「神
宮」に改称され、英彦山神宮になっています。





ムスビ神社動物の頭に
似ている

オオヤマレンゲ





ヤマホトトギス
山野の林内に生える高さ40～70cmの多年草。 茎に
は下向きの毛があるか、ほとんどない。花は茎頂や上
部の葉腋に散房状に上向きにつく。 花被片は斑点が
大きく、上半部が反り返る。 花期は7～9月。 北海
道南西部～九州に分布。
（参考：山渓ハンディ図鑑2 山に咲く花 その他）



ミゾホオズキ
日本では、北海道、本州、四国、九州に分布し、山野の水湿地、
湧水のほとり、溝などに生育する[4][5][3]。国外では、朝鮮、中国、
ヒマラヤに分布する。
ミゾホオズキの名は、「溝酸漿」の意味で、溝辺に生え、萼に包
まれた果実のようすが、ナス科のホオズキ（酸漿）に似ているこ
とからつけられた。（出典：ウィキペディア）

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%82%BE%E3%83%9B%E3%82%AA%E3%82%BA%E3%82%AD#cite_note-Satake-4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%82%BE%E3%83%9B%E3%82%AA%E3%82%BA%E3%82%AD#cite_note-Makino-5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%82%BE%E3%83%9B%E3%82%AA%E3%82%BA%E3%82%AD#cite_note-Kadota-3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%82%B9%E7%A7%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%82%AA%E3%82%BA%E3%82%AD


コナスビ
日本では、北海道、本州、四国、九州、琉球に分布し、
低地から山地の原野、道ばた、庭、草原などにふつうに
見られる。国外では、アジア東部の熱帯から温帯に広く
分布する。
花期は5-6月。花は黄色で、葉腋ごとに1個ずつつける。
花柄は長さ3-8mmになり、花が終わると下方に曲がる。
萼は深く5裂し、萼裂片は線状披針形で先端は鋭くとがり、
長さは花冠とほぼ同長で、透明な腺点がある。
（出典：ウィキペディア）

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1%E6%9F%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1%E5%86%A0


ツクシガシワ
本州（中国地方）～九州
上部山地の林下，林縁にあって小群落を形成していることが
多い。自生地が限られているうえ，個体数が少ない。





フタリシズカ
沖縄を除く日本全国の山林の比較的暗い場所に分布す
る。高さは30～60cm。花期は4～6月。茎の先に数本
（2本の場合が多い）の穂状花序を出し、小さな白い
花をつける。花には花弁も萼もなく、3個の雄しべが
丸く子房を抱いている。花序は立っているが、果実が
できると下に曲がる。夏頃（果実の成熟期）に閉鎖花
をつける。
和名は、2本の花序を、能楽「二人静」の静御前とそ
の亡霊の舞姿にたとえたもの[1]。ヒトリシズカと対を
成す。ただし、花序は二とは限らず、3-4つく例もあ
る。（出典：ウィキペディア）

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A9%82%E7%8A%B6%E8%8A%B1%E5%BA%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1%E5%BC%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%90%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%84%E3%81%97%E3%81%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%89%E9%8E%96%E8%8A%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%83%BD%E6%A5%BD
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%BA%8C%E4%BA%BA%E9%9D%99_(%E8%AC%A1%E6%9B%B2)&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%99%E5%BE%A1%E5%89%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%82%BA%E3%82%AB#cite_note-Bmati-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%82%BA%E3%82%AB




ヤブカンゾウ
多年草

北海道～九州の道ばたや土手、林のふち
などに多い。有史以前に中国から帰化し
たと考えられている。根はところどころ
紡錘状にふくらむ。葉は長さ40～60cm、
幅2.5～4cmの広線形。花茎は高さ0.8～
1mになり、直径約8cmの橙赤色の花を
数個つける。花は八重咲きで、雄しべと
雌しべが弁化して八重咲きになる。完全
に弁化していない雄しべもまじっている。
花筒は長さ約2cm。結実しない。花期は

7～8月。（野に咲く花）
ツルボラン科ワスレグサ属
似た花にノカンゾウがある。
（出典：松江の花図鑑）

https://matsue-hana.com/yasou/kamei/ykameikensaku-tu.html#turuboran
https://matsue-hana.com/hana/nokanzou.html


END


