
今月の資料

～ 秋の森 紅葉黄葉 それぞれさまざま

お気に入りは どの色？ 何の木？ ～
相生山の四季を歩く会 #144

2021.11.14

ちょっと考えてみよう

だいたい
登場順 標準和名 漢字表記 科名 紅葉（黄葉） 果実 特徴など メモ

1 センダン 栴檀 ｾﾝﾀﾞﾝ ▼ ◎ 種子は断面星形の核内に

2 ヌルデ 白膠木 ｳﾙｼ ▼ ◎ 雌雄異株　塩辛い：リンゴ酸カルシウム

3 ニセアカシヤ 偽アカシヤ ﾏﾒ ○ 逸出＝逃げ出し

4 ハギ ※ 萩 ﾏﾒ ○ 〇 ※花がないため詳しい同定不能

5
ヤマウルシ
ヤマハゼ

山漆
山櫨

ｳﾙｼ ▼ 〇 雌雄異株 　幼木：鋸歯の有無,果皮：毛の有無

6 カクレミノ 隠れ蓑 ｳｺｷﾞ 常緑 雌雄異株　黄葉あり

7 アカメガシワ 赤芽柏 ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ ◎ 雌雄異株

8 クサギ 臭木 ｼｿ 〇 〇 蒼～藍　萼：紅紫

9 ヤマコウバシ 山香ばし ｸｽﾉｷ ◎ 雌株のみ

10 ソヨゴ 冬青 ﾓﾁﾉｷ 常緑 ◎1 雌雄異株

11 モチノキ 糯の木 ﾓﾁﾉｷ 常緑 ◎ 雌雄異株

12 ハゼノキ 櫨の木 ｳﾙｼ ▼ 〇 雌雄異株　　葉身スマート　毛ナシ

13 アオハダ 青肌 ﾓﾁﾉｷ ◎ ◎ 雌雄異株　葉裏レース模様　テカる

14 イソノキ 磯の木 ｸﾛｳﾒﾓﾄﾞｷ
〇

黄～赤～紫
即脈のカーブ

15 アズキナシ 小豆梨 ﾊﾞﾗ 〇 ◎2

16 コバノガマズミ 小葉の莢蒾 ﾚﾝﾌﾟｸｿｳ ▼ ◎4 葉柄短

17 ヤマザクラ 山桜 ﾊﾞﾗ ▼ × 葉身基部：丸い楔型

18 オオシマザクラ 大島桜 ﾊﾞﾗ ▼ × 鋸歯の先が芒状に伸びる　葉身基部：丸～ハート

19 カキノキ 柿の木 ｶｷﾉｷ ▼ 逸出＝逃げ出し？

20 カマツカ 鎌柄 ﾊﾞﾗ ◎△ ◎11

21 サルトリイバラ 猿捕り茨 ｼｵﾃﾞ △ ◎3 雌雄異株

22 ガマズミ 莢蒾 ﾚﾝﾌﾟｸｿｳ ◎ ◎4 葉身ふわふわ毛

23 アベマキ 棈 ﾌﾞﾅ 〇 ▼ 葉裏ふかふか毛

24 シャシャンボ 小小坊 ﾂﾂｼﾞ 常緑 〇5

25 ヒサカキ 姫榊 ｻｶｷ 常緑 〇6 雌雄異株

26 アラカシ 粗樫 ﾌﾞﾅ 常緑 ◎ コナラとのドングリ比較

27 タカノツメ 鷹の爪 ｳｺｷﾞ △ 雌雄異株

28 サカキ 榊 ｻｶｷ 常緑 ◎7

29 ミヤマガマズミ 深山莢蒾 ﾚﾝﾌﾟｸｿｳ 〇 ◎8 葉表光沢

30 コナラ 小楢 ﾌﾞﾅ 未 ▼ アラカシとのドングリ比較

31 ノイバラ 野茨 ﾊﾞﾗ ▼ ◎9

32 ムクノキ 椋木 ｱｻ 〇 ◎10 エノキ（榎）との違い：葉身　果実の大きさ

秋を楽しむ一覧表　　　　　（11/12下見記録による）
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Ａ 相生山緑地計画検討会で示された「なごやの森づくりガイドライン（案）」と

Ｂ 環境省 自然環境局 生物多様性センターのホームページとを比べてみる

ちょっと考えてみよう

名古屋市の「森づくり」について

Ａ 本市の緑の現況 ｐ.8

Ｂ自然植生と代償植生 (biodic.go.jp)

B 植生・植生図について

B 垂直的分布

B 水平的分布

名古屋市のガイド

ライン（案）では、

樹林地の成り立

ちに、気候（気温・

降水量）の要素が

抜けている。

そのため、植生分

布（≒潜在自然植

生）の観点がない。

地域的な現存植

生にこだわるあま

り、広域的長期的

にとらえる点が弱

いのではないか。

この地域は、常緑

広葉樹林帯に属

しており、将来的

には、シイ・カシ

が優先する樹林

が成立するのは

自然の摂理。
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Ａ p.11

Ｂ自然植生と代償植生 (biodic.go.jp)

Ａ：https://www.city.nagoya.jp/ryokuseidoboku/cmsfiles/contents/0000038/38244/gaidorain.pdf#zoom=100

Ｂ：生物多様性センター(環境省 自然環境局) (biodic.go.jp) 植生調査ページ より引用ｃｏｐｙ

人為による代替植生の樹林を成立させても、やがては終局（極相）樹林にむかう植生遷移から外れること

はない。このことを認めたうえで、どのような樹林・緑地として管理するのか、その施業方針を立てるべきと

考えます。

遷移が進むことを「健全でない」とするなら、永遠に人的改変を続けなければならない。自然や人的な情況

の変化によって、「手入れ」が不可能になっても、植生は極相に向かって粛々と進んで行く。

成るようになる、成るようにしかならないことを受け入れることが求められている。そのことは楽しい。
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連 絡 先 （古川）

tell/fax: ０５２‐８２１‐６４６３

ｹｲﾀｲ : ０８０‐５１２４‐６４６３

mail : viva_forest@yahoo.co.jp

ネット検索： ラブリーアース

https://lovelyearth.info/

ブログ：相生山からのメッセージ

新年会も

やりましょう

1/9 12:30～ 久方

20人くらい 詳細未定

忘年会を

やりましょう

12:30～ 緑地内

15人ほど 詳細未定

来月は 12月12日（日）

～ ことしを〆て 黄葉

コナラ＆タカノツメ ～

アラカシ

アベマキ

アオハダ

ソヨゴ
ヤマコウバシ

アカメガシワ

ヌルデ

コバノガマズミ

相生口

菅田口

周回道路

ｼﾝﾎﾞﾙｺﾅﾗ

山根口

ﾀｰﾐﾅﾙ

コナラの広場
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2

きょうのコース

紅葉・黄葉のきれいなポイントを

つないで、高低差の少ない道を、

ゆっくり歩きます。

彩りを愛でながら、樹木の名前も

二つ三つ覚えられるといいな、と

いう企みです。

晴れたら野鳥たち、カラ類やコゲ

ラも姿を見せるかもしれません。

落ち葉や木の実、草紅葉、キノコ、

相生山の秋は今が盛り。

たっぷり染まりましょう。
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