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ナガエツルノゲイトウ(Alternanthera philoxeroides)  

【分類】双子葉植物 離弁花類 ヒユ科 ツルノゲイトウ属（＝アルテルナン 

テラ属） 

【本種と近縁な未判定外来生物】なし 

【本種を含む種類名証明書添付生物】ツルノゲイトウ属の全種 

【その他の学名】A.paludosa、A.philoxerina、Achyranthes philoxero-

ides、Bucholzia philoxeroides、Cucholzia philoxeroide、Telanthe

ra philoxeroides、Gomphrena philoxeroides 

【外国名】alligatorweed（アメリカ・オーストラリア）、erva de jaca

re、tripa de sapo、perptua do mato（ブラジル）、gamba rusa、lag

unilla、raiz colorada（アルゼンチン）、raiz colorado（ウルグア

イ）、hierba del caimen（メキシコ）、phak pet nam（タイ）、革命

草、水花生、長梗満天星、Kong Xin Lian Zi Cao（中国） 

【別名・販売名】ミゾツルノゲイトウ、エナガツルノゲイトウ、アルテ

ルナンテラ、アルテラナンテラ・フィロゼロイデス 

【輸入・流通形態】鑑賞用の水草*として、アルテルナンテラなどの名前で輸

入、流通されている同属種があり、本種もこれらに含まれていた可能性が

あるが、実態は明らかではない。現在は外来生物法により輸入・流通は規

制されている。 

【原産地と侵入地】南アメリカ原産、北アメリカ、アジア、オセアニア、アフ

リカに分布。日本では本州より南に分布する。 

【形態的特徴】 

花：開花期は４～10月だが、１年中開花することもある（写真１）。小さな

花が集まって直径12～16mmの球状の花序*を形成する。花序*には１～４

cmの柄があり、葉の脇に１～２個ずつつく。花の色は白色または灰色が

かった白色（写真２）。 

写真 1 開花しているナガエツル

ノゲイトウ 

（2008.6.28／千葉県本埜村） 

写真２ ナガエツルノゲ

イトウの花（2008.6.28

／千葉県本埜村） 

名前の由来

の長い花柄 

アルテルナンテラ・フィロクセロイデス 

節 
根 

枝分かれ

節 

中空

写真３ ナガエツルノゲイトウの茎 

左上：枝分かれし、節から根を出しながら横に這う 

（2007.7.22／千葉県佐倉市鹿島川） 

中上：節から出た枝分かれと根（2007.7.22／千葉県佐倉市鹿島川） 

右上：赤味を帯びた節（2007.7.22／千葉県佐倉市臼井） 

右下：中が空になっている様子（2008.10.2／千葉県千葉市花見川） 

かじょ
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茎：長さは0.5～１ｍ以上になる。太さは４mmに達し、柔らかく、中

は空になっている。上の方の茎は直立または斜めに立ちあがる。

節のすぐ上には白い短い毛が生えている。節の部分は赤みを帯

びることがある。根元の方の茎は横に這いながら枝分かれし、

根を出す（写真３）。 

葉：葉に柄はないか、あっても１～６mmと短い。葉は茎に対生*する。

葉の長さは2.5～５cm、幅0.7～２cmで、倒披針形*～倒卵形。葉

の縁に、ほとんど目に見えない毛のような細かい鋸歯*がある。

葉の表は緑色で、裏面は淡緑色（写真４）。 

【生態的特徴】 

生活型 ：水中から水の上に伸びる抽水性*の一年生*～多年生*。 

生育環境：亜熱帯～熱帯に分布する。池沼、水路、湿った畑地など

に生育する（写真５～写真８）。長期間の乾燥に耐えら

れ、陸上植物としても生育できる（写真９）。一般に淡

水に生育するが、耐塩性が強い。 

写真４ ナガエツルノゲイトウ

の葉 

（2007.7.22／千葉県佐倉市） 

とても細かい

鋸歯 
きょし 

きょし

ちゅうすいせい

写真５ 河川にマット状に広がるナガエツルノゲイ

トウ（2007.7.22／千葉県佐倉市鹿島川） 

写真７ 水田の周りで繁茂するナガエツルノゲイトウ

（2007.7.22／千葉県佐倉市臼井） 

写真６ 水路にマット状に広がるナガエツルノゲイ

トウ（2007.10.9／千葉県本埜村） 

写真８ イネ刈り後の水田で生育するナガエツルノ

ゲイトウ（2009.10.21／千葉県佐倉市） 

とうひしんけい とうらんけい
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繁殖特性：小さな袋の中に種子が一つ入った胞果*で繁殖するとされるが、日本では種子が確認されてい

ない。茎の切れはしによる繁殖が極めて旺盛である（写真10）。特に、日当たりの良い肥沃な

条件下では、急激に増殖する。 

影響  ：在来の水生植物*と競合、駆逐するおそれがある。河川や水路の水流を阻害したり、船の通行

を妨げたりする。水田雑草になり、農業被害を及ぼす（写真11）。 

ほうか

写真 10 茎の切れはしから葉や根を出しているナガエツルノゲイ

トウ 左：生育状況、中：幼植物のアップ、右：大きさの比較

（2007.7.22／千葉県佐倉市）

写真９ 陸上（道路際）で生育するナガエツルノゲイトウ 右は接近して真上から撮影したもの 

（2008.6.28／千葉県本埜村） 

写真11 倒伏した飼料用のイネの間から出たナガエツルノゲイトウ

（2009.10.21／千葉県佐倉市）（左）、イネの間で開花している 

ナガエツルノゲイトウ（2008.6.28／千葉県本埜村） 



 44

【ツルノゲイトウ属（アルテルナンテラ属）の特徴】 

 ツルノゲイトウ属（アルテルナンテラ属）が含まれるヒユ科の植物は65属に分類されており、そのうち

の５属が日本に分布する。ツルノゲイトウ属の植物は、熱帯から亜熱帯かけて、約200種類が分布してい

る。多年草*、またはまれに低木となる。葉は対生*し、全縁*、緑色またはさまざまに色がついたり斑が

入る。花は両性で、葉の腋に集まってつく。花序*は無柄ときに有柄で小苞*がある。萼片はふつう５個あ

り、花弁はない。雄しべは３～５個ある。果実は胞果*。ツルノゲイトウ属の植物は、観賞用の水草*とし

て10種程度が輸入、販売されている。ツルノゲイトウ属の植物のうち、陸生の園芸植物として栽培されて

いる種類の多くは、以前はTelantheraとして別属にまとめられていたため、園芸的にはテランセラという

名称が使われることがある。様々な色や形の葉をつける園芸品種の苗が流通、販売されている。 

【近縁種・類似種との識別点】 

日本にはツルノゲイトウ属の在来種はない。外来種としては、本種の他にホソバツルノゲイトウ A.den

ticulata、マルバツルノゲイトウ A.pungens、ツルノゲイトウ A.sessilisの定着が知られている（写真1

2）。 

観賞用の水草*として、これらの他に数種が栽培されている（写真1

3）。また、陸生の園芸植物としては様々な園芸品種を含むモヨウビ

ユ A. ficoidea （写真14）やアルテルナンテラ・デンタタA. denta

ta（写真15）、アルテルナンテラ・ポリゲンスA. porrigensが栽培さ

れている（写真16）。 

ツルノゲイトウ属以外の類似種としては、水田などに生育するキク

科植物のアメリカタカサブロウEclipta alba（写真17）やタカサブロ

ウE. prostrata（写真18）が、ナガエツルノゲイトウにやや似た白い

頭状花*をつける。また、ナガエツルノゲイトウが陸上で生育してい

る場合、畔などに多くみられるスベリヒユ科のスベリヒユPortulaca 

oleracea（写真19）と紛らわしい場合がある。 

  これらを含めた識別点を表１に示す。 

写真12 ツルノゲイトウ属の外来種 

ホソバツルノゲイトウA. denticulata（左上、右上） 

葉の幅が3-6mmと細く、花序に柄はない（2008.8.14／東京都江東区木場公園）

ツルノゲイトウA. sessilis（中央、右下） 

花序に柄がない（2009.1.26／沖縄県金武町） 

写真13 水槽内で栽培される 

アルテルナンテラ・レインキー

A. reinｃkii 

（2009.9.22／京都府立植物園）

しょうほう

とうじょうか 
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写真14 モヨウビユなどの名前で利用される様々なA. ficoideaの園芸品種 

 葉の色は、暗緑色、赤紫色、黄色、斑入りのものなどがあり、花壇などの陸上で栽培される。異学名として

Telanthera ficoideaも使われる 

上段３枚（2009.9.22／京都府立植物園）下段２枚（2007.1.14／沖縄県本部町海洋博記念公園）  

写真15 観賞用利用される 

アルテルナンテラ・デンタタ 

A. denntata 

 葉の色は濃い緑色で、赤や紫色に色づく 

（2010.1.17／大阪市咲くやこの花館）  

写真16 観賞用利用される 

アルテルナンテラ・ポリゲンス 

A. porrigens 

写真は品種’千日小坊’ 

（2010.1.18／兵庫県立フラワーセンター） 
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写真 19 陸上に生育するナガエツルノゲイトウと似ているスベリヒユ

Portulaca oleracea 全体の様子（左）と花（右） 

（2007.8.4／大阪府貝塚市） 

写真17 ナガエツルノゲイトウの類似種のアメリカタカサブロウEclipta alba 

全体の様子（上）若い果序（下左）（2007.8.4／大阪府貝塚市） 

満開の花（下中）と痩果（下右）（2007.9.1／東京都世田谷区二子玉川） 

写真18 ナガエツルノゲイトウの類似種の 

タカサブロウ Eclipta prostrata 

全体の様子（上）と花序（下） 

（2009.1.26／沖縄県金武町） 



 47

表１ ナガエツルノゲイトウの近縁種・類似種の特徴 

種 名 花の特徴 葉の特徴 

ナガエツルノゲイトウ 

Alternanthera 
philoxeroides 
一年草～多年草 

外来植物 

・直径12～16mmの白い球状 

・１～４cmの長い柄がある 

・鋸歯は細かいので全縁にみえる 

・倒披針形～倒卵形 

ホソバツルノゲイトウ 

Alternanthera deticulata
一年草 

外来植物 

・直径２～４mmの白い球状 

・柄がない 

 

 

 

 

・鋸歯は細かいので全縁にみえる 

・細い（線形～線状披針形） 

ツルノゲイトウ 

Alternanthera sessilis 
一年草 

外来植物 

・直径５～７mm白い球状 

・柄がない 

 

 

 

 

・鋸歯は細かいので全縁にみえる 

・倒披針形～倒楕円形 

マルバツルノゲイトウ 

Alternanthera pungens 
一年草 

外来植物 

・直径６～８mmの白い球状 

・柄がない 

・鋸歯は細かいので全縁にみえる 

・丸い（円形～卵円形） 

アルテルナンテラ・ 

レインキー 

Alternanthera reineckii 
水槽内の栽培植物 

・黄白または淡紅色の球状 

・柄がない 

・全縁 

・葉の裏は赤味のにじむ緑か紫色 

・長卵形～狭披針形 

モヨウビユ 

Alternanthera ficoidea 
多年草 

陸上の園芸植物 

・白または淡白褐色の球状だが、花はあまり

つかない 

・柄がない 

・品種によって、緑色の他に、赤、

紫、黄色などの斑が入る 

・楕円形 

アルテルナンテラ・デンタタ 

Alternanthera denntata 
多年草 

陸上の園芸植物 

・直径10mm以下の白または

緑白色の球状 

・柄があるものとないものが

ある 

・葉の色は濃い緑色で、赤や紫色に

色づく 

・線形～披針形 

 

アルテルナンテラ・ 

ポリゲンス 

Alternanthera porrigens 
多年草 

陸上の園芸植物 

・直径10mm以下の赤い球状

・柄があるものとないものが

ある 

・緑色で、白い毛がある 

・披針形 
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表１ ナガエツルノゲイトウの近縁種・類似種の特徴（続き） 

種 名 花の特徴 葉の特徴 

アメリカタカサブロウ 

（キク科） 

Eclipta alba 
一年草 

外来植物 

・白い頭状 

・柄がある 

・種子をつくる 

 

 

 

 

・明らかな鋸歯がある 

・長披針形 

タカサブロウ（キク科） 

Eclipta prostrate 
一年草 

在来植物 

・白い頭状 

・柄がある 

・種子をつくる 

 

 

 

 

・鋸歯は不明瞭 

・披針形 

スベリヒユ（スベリヒユ科） 

Portulaca oleracea 
一年草 

在来植物 

・黄色で５枚の花弁がある

・柄はない 

 

 

 

 

・鋸歯はない 

・長楕円形、多肉質 
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