
2019.07.05 福岡県糸島市・井原山（いわらやま）983Mの

ハンカイソウ、テリハアカショウマ、ウツボグサ、オカトラノオ



糸島市が無料発行している
パンフ「糸島の山歩き」
良くできていて便利。
重宝している。



水無登山口に行く途中の林道水無1線の花々
ハンカイソウの名の由来：
中国の紀元前２世紀、漢の時代の高祖「劉邦（りゅうほ
う）」に仕えた
有名な武将"樊噲（はんかい）と張良"のうち、"樊噲"の武将
の名にちなんでつけられた。
男性的な草の姿が武勇に優れた"樊噲"を思わせたらしい。





ムラサキニガナ（紫苦菜）は、キク科ムラサキニガナ属の多年
草です。日本、中国、台湾、ベトナムに分布します。日本では、
本州、四国、九州に分布する在来種です。一部の地域では、絶滅
危惧や準絶滅危惧種となっています。名の由来は、花が紫色で苦
い白乳液を含むことから。

ニガナ
苦味を帯びていることに由来しているといわれています。食用
にすることもできるようですが、鼻づまりや胃腸の薬として利
用されることもあります。沖縄地方で同じくニガナと呼ばれる
野菜がありますが、これは全くの別種です。



テリハアカショウマ

本州・四国・九州山地の草原・林縁のやや
湿った所に生える多年草。アカショウマの
変種で花期７月～９月。
葉に光沢があることから「照葉」地下茎の
皮が赤みを帯びることから「赤升麻」と言
う。花は白～淡紅色



ヤマホトトギス
分布. 北海道（西南部）本州、九州、四国. 生育地. 山野の林内. 花期. ７～９月.花は上
向きにつき、花被片の上半部が反り返るのが特徴. 高さ, ４０～７０cm



ダイコンソウ

日本では、北海道南部、
本州、四国、九州に分
布し、丘陵地、山地の
林下、谷川のへりなど
に生育する。世界では、
中国大陸中部にかけて
分布する。
花期は7月～9月。
名の由来：根出葉の小
葉が大小交互してつく
ようすが、大根の葉に
似ていることからつけ
られた[]。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%82%A6#cite_note-Makino-4






林道水無2線の花々



ウツボグサ
日本各地に分布し、日当たりのよい草原や林縁などに
生育する多年生草本植物です。草丈は15～30 cm、茎
は四角く、葉は対生、全株、毛が密生しています。花
は淡紫色で茎の先端に穂状につき、標高の低い里では
初夏のころから咲き始めますが、標高の高い高原など
では少し遅く、７月から８月に入ってからでも見るこ
とができます。そして花が終わる頃になると、ストロ
ン（走出茎）を四方に出して新たな株を生じます。
和名のウツボグサは、花穂の形状が矢を入れる容器の
「靱（うつぼ）」に見立てたもの。

薬用には褐色になりかけた花穂を用い、日当たりの
よいところで速やかに乾燥させたものを夏枯草（カゴ
ソウ）といい、薬用には煎液を口内炎や扁桃炎の改善、
腎炎や膀胱炎に対する利尿薬として内服します。生薬
名の「夏枯草（カゴソウ）」は夏の頃に花穂が褐変す

る現象に由来しています。





マタタビ
山地の山沿いなどに多く自生していて、若
枝は蔓状に長くのびて、ゆるく周囲のもの
にからみつき、色は褐色をしています。
マタタビの葉は有柄で互生して、２～７セ
ンチの長柄があり、形は卵形から楕円形で、
先は尖り、基の方は円形をしています。
葉の大きさは長さ６～１２センチ葉質は薄
く、葉縁は鋸歯状をしています。開花する
ころになりますと、とくに枝先の葉は表面
が、ろうのような物質でおおわれており、
部分的に白くなります。そのため遠くから
もよく目立って見えます。
花は、夏に、雄株の葉腋から梅の花に似た、
白い雄花の五弁花が２～３個垂れ下がって
咲きます。
雌株には、花弁の無い雌花か、まれに白色
五弁花の両性花を１個下向きにつける。
果実は長楕円形で、先は尖って長さ２．５
～３センチ、８～９月に黄緑色に熟します。
表面は平滑で噛むと辛い味がします。



ヤマアジサイ
主に太平洋側の福島県から四国・九州に分布しています。半日陰の湿
り気のある林や沢沿いに生育しています。このことから
別名のサワアジサイの名前がついた。
ガクアジサイと比べ、花の色が多様性に富む[1]。花序は直径7–18セン
チ、装飾花は直径1.7–3センチ[3]。葉質は薄く光沢がなく、小さく
（6.5–13センチ[3]）、長楕円形・楕円形・円形など形はさまざま。
枝は細く、樹高1メートル程度である。
アジサイ類の特徴として、花が終わり退色しても茎から花が散ること
は無くそのまま残っている。
葉にフィロズルチンの配糖体を含むものがあり、甘茶として利用る。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A4%E3%83%9E%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%B5%E3%82%A4#cite_note-河原田88-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A4%E3%83%9E%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%B5%E3%82%A4#cite_note-北村116-3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A4%E3%83%9E%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%B5%E3%82%A4#cite_note-北村116-3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AD%E3%82%BA%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%98%E8%8C%B6
















マタタビ
山地の山沿いなどに多く自生していて、若枝は
蔓状に長くのびて、ゆるく周囲のものにからみ
つき、色は褐色をしています。
マタタビの葉は有柄で互生して、２～７センチ
の長柄があり、形は卵形から楕円形で、先は尖
り、基の方は円形をしています。
葉の大きさは長さ６～１２センチ葉質は薄く、
葉縁は鋸歯状をしています。開花するころにな
りますと、とくに枝先の葉は表面が、ろうのよ
うな物質でおおわれており、部分的に白くなり
ます。そのため遠くからもよく目立って見えま
す。
花は、夏に、雄株の葉腋から梅の花に似た、白
い雄花の五弁花が２～３個垂れ下がって咲きま
す。
雌株には、花弁の無い雌花か、まれに白色五弁
花の両性花を１個下向きにつける。
果実は長楕円形で、先は尖って長さ２．５～３
センチ、８～９月に黄緑色に熟します。表面は
平滑で噛むと辛い味がします。

日本では、北海道、本州、四国、九州に、アジアでは千島列
島、朝鮮半島に分布し、山地の林縁に自生する。
貝原益軒『日本釈名』（1699年）では、果実に長いものと平
らなものができることから、「マタツミ」の義であろうとい

う。
効果に個体差はあるものの、ネコ科の動物は揮発性のマタタ
ビラクトンと総称される臭気物質イリドミルメシン、アクチ
ニジン、プレゴンなどに恍惚を感じることで知られており、
イエネコがマタタビに強い反応を示すさまから「猫に木天
蓼」ということわざが生まれた。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E5%B7%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E5%B7%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E5%B3%B6%E5%88%97%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E5%8D%8A%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9E%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%9D%E5%8E%9F%E7%9B%8A%E8%BB%92
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%87%88%E5%90%8D&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8D%E3%82%B3%E7%A7%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%BF%E3%82%BF%E3%83%93%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%89%E3%83%9F%E3%83%AB%E3%83%A1%E3%82%B7%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%8B%E3%82%B8%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%81%8D%E6%83%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%82%B3


イタドリ
北海道西部以南の日本、台湾、朝鮮半島、中国に分布する東アジア原産種。日当たりの良い道ばた、土手、
山野、荒れ地など様々な場所で生育でき、いたるところで見られる。やや湿ったところを好むうえ、撹乱を
受けた場所によく出現する先駆植物である。谷間の崖崩れ跡などはよく集まって繁茂している。これは太く
強靭で、生長の早い地下茎によるところが大きい。

雌雄異株で、夏から秋に
かけて7 - 10月頃に開花す
る[1]。花は雄しべが花弁
の間から飛び出すように
長く発達しており、花弁
は雄花よりも雌花の方が
大きい。また、白い雄花
はすぐに枯れ落ちる。夏
には葉腋と枝先に、白か
赤みを帯びた小さな花を
多数着けた花序をだす。
特に花の色が特に赤みを
帯びたものは、ベニイタ
ドリ（メイゲツソウ）と
呼ばれ、本種の亜種とし

て扱われる。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B0%E6%B9%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E5%8D%8A%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%8C%E9%9B%84%E7%95%B0%E6%A0%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%89%E3%83%AA#cite_note-FOOTNOTE田中孝治1995-2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%84%E3%81%97%E3%81%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1%E5%BC%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%89%E8%85%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1%E5%BA%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%9C%E7%A8%AE






オカトラノオ
日本では北海道、本州、四国、九州に、アジアでは朝鮮半島、中国に分布し、山野の日当たりのよい草原に
自生する。普通、群生する。
高さは、50cmから100cm。葉は茎に互生し、葉柄があり、長楕円形で全縁。花期は6月から7月で、白色の
小さな花を茎の先に総状につけ、下方から開花していく。花穂の先端が虎の尾のように垂れ下がる。

海草の仲間のウミトラノオと
区別するため、オカトラノオ
と呼ばれ白い花が一斉に同じ
方向に向いて咲く。
茎はまっすぐに立ち上がり、
多数の卵形の葉をつけます。
茎の先端に長さ15cm前後の
花穂をつけ、多数の花を咲か
せます。花穂は途中で横向き
に曲がっているのが特徴です。
葉や茎に短い毛があります。
地下に細長い地下茎が多数あ
り、これを伸ばしてふえてい
きます。そのため群生してい
るのが普通です。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1


ニガナ
キク科の多年草である。
路傍・田畑・山野に普通で環境に
より多形を示し、日本全土、東ア
ジアの温～亜熱帯に分布する。高
さ約40～70cmで、茎は上部が枝
分れし白汁を有し、苦味が多く、
和名の由来にもなっている。根出
葉は柄が長く、茎葉は基部が茎を
抱き、下のものほど細長い。
5～7月に、黄色の5弁花に見える舌
状花を5～7個もつ頭花を散状に開
く。雄蕊は筒状に合着し、先が二
つに分かれた雌蕊を抱く。
沖縄料理で野菜として利用する
「ニガナ」（ンジャナ）はホソバ
ワダンという別種である。
出典：ウィキペディア

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%82%AF%E7%A7%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E5%B9%B4%E8%8D%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B9%E5%87%BA%E8%91%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%8C%E7%8A%B6%E8%8A%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%96%E7%B8%84%E6%96%99%E7%90%86
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E8%8F%9C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%82%BD%E3%83%90%E3%83%AF%E3%83%80%E3%83%B3


PM2.5の影響で
展望は良くなかった。



200ｍの電波塔

羽金山（はがねやま）900m





モミジウリノキ
本州（西部）、四国、九州 の山地に自生する落葉低木。ウ
リノキの切れ込みが深い変種。高さ3mほどになる広葉樹。
葉質は柔らかく薄い。表面は濃緑色で軟毛が散生し、裏面
は緑色で葉脈上に毛が多く、葉腋には毛のかたまりがある。
葉柄には、短毛がある。
花期は5月。葉腋から集散花序をだし、白い花を2～数個、
下垂してつける。花弁は7個で、長さ約2ｃｍの広線形で外
側に強く巻く。雄しべは12個で、葯は黄色。果実は核果。
長さ8～12ｍｍの楕円形で紫色に熟す。
名の由来：ウリノキの変種で葉がモミジのように深く切れ
込んでいることから。

アンノ滝分岐から展望台に向かう



オモト

中国から日本の暖かい山地に自生す常緑多年草。日本では
関東から沖縄にかけての山地、特に西日本に多く自生状態
で生育し、観葉植物としても鉢植えで栽培される。
万年青栽培の歴史は三百数十年とも四百年以上とも言われ
る。古くは徳川家康が江戸城へ入る時、家臣の中に万年青
を献上したものがいるとも伝えられる。江戸時代は主に大
名のもとで栽培が行われた。元禄から享保年間の書物には
斑入りの万年青が掲載されたものがある。
革質の分厚い針のような形の葉が根元から生え、40 cm ほ
どの大きさに育つ。夏ごろ葉の間から花茎を伸ばし淡い黄
緑の小さな花を円筒状に密生させる。秋ごろにつく実は赤
く艶のある液果で鳥が好む。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%9C%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E6%9D%B1%E5%9C%B0%E6%96%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%B3%E8%91%89%E6%A4%8D%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E5%BA%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E5%9F%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%90%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83%E7%A6%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AB%E4%BF%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%91%E5%85%A5%E3%82%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1%E8%8C%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9E%9C%E5%AE%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%A5%E9%A1%9E


ツクバネソウ

北海道、本州、四国、九州に分布し、
山地の林内や林縁に生育する。
根茎は細く、茎の高さは15-40cmになる。
葉は4個が輪生し、葉身は長楕円形で、長
さ4-10cm、先端はとがり、葉柄はなく、
葉の縁は全縁になる。
花期は5-8月で、茎の先端に1個の、淡黄
緑色の花を上向きにつける。花柄は長さ
3-10cm。外花被片は披針形で、長さ10-

20mm、緑色の萼状、内花被片はない。
雄蕊は8個あり、花糸は長く、葯は線形で
長さ3-4mm、同属のクルマバツクバネソ
ウと違い、葯隔は葯から突出しない。花
柱は4個に分枝する。果実は液果で、秋に
径1cmほどの羽根突きの羽子（はご）に
似た実が黒紫色に熟す。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B9%E8%8C%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%89%E6%9F%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1%E6%9F%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E8%8A%B1%E8%A2%AB%E7%89%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%84%E8%95%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%83%90%E3%83%84%E3%82%AF%E3%83%90%E3%83%8D%E3%82%BD%E3%82%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1%E6%9F%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9E%9C%E5%AE%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%B2%E6%9E%9C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%BD%E6%A0%B9%E7%AA%81%E3%81%8D


コナスビ

は日本全国に分布し、中
国・台湾・インドシナ・マ
レーシアなどにも広く分布
する多年草。道ばたや草丈
の低い草地に普通に生育す
る。茎は地面を這い、葉は
対生して広卵型。全体にま
ばらに毛がある。花は５裂
し、雄しべも５本。５月～
６月に咲かせることが多い
が、秋にも開花する。花の
形はナスビとは色が違って
イメージが重ならないが、
名の由来は果実が小さな
ナスビのようだから。
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