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Africa is a large continent, and as such, it features a huge diversity of ecosystems or “biomes”, many of which 
presents unique characteristics related to the specific conditions of particular areas. On this page, we introduce 
only a few basic, generic types of African ecosystems, as a “user guide” for the non-specialist, in order to help 
him/her use the XfrogPlants African models appropriately in digital recreations of African landscapes. These 
generic categories do not describe all the complexity and specific varieties, nor they go into the necessary depth: 
both tasks going beyond the purpose of this manual.

The basic differences with the temperate world regions must be kept in mind. For instance, in a large part of 
Africa, the seasonal turn in broadleaf trees is not determined by temperature, like in the temperate world, but by 
precipitations: broadleaf trees lose their leaves in the dry season. This situation also affects evergreens: several 
of them are in fact classified as semi-evergreens, because depending on the region they live in, or on possible 
drought, they can temporarily lose their leaves in order to survive a difficult circumstance.

A Foreword about African Ecosystems

The Main Generic African Ecosystems
Probably the most typical of African ecosystems is the Savannah (called Bushveld in Southern Africa), which 
dominates a large part of Eastern and South-Eastern Africa. The Savannah is, in fact, divided into several sub-
types, bearing significant differences from each other. We outline the basic ones:

GRASSLAND SAVANNAH
In this type of Savannah, only grasses can survive the temperatures and the scarcity of water and soil nutrients.

SHRUBLAND SAVANNAH
There, grasses are joined by small shrubs, usually deciduous or semi-evergreen. Occasionally, where there is 
deep water, you can also find isolated small trees (usually acacias and other drought-resistant species) or palms 
(usually Doum palms).

BUSHLAND SAVANNAH
Bushland Savannah is the intermediate area between Shrubland and Woodland Savannahs. It is probably the 
most diffused type of Savannah, and the one that hosts the bigger variety of animal life. There, in addition to 
grasses and shrubs, you can find a variety of larger bushes, small and medium-sized trees. You can sometimes 
also find the majestic lonesome Baobab.

WOODLAND SAVANNAH
Woodland Savannah hosts a variety of trees of small, medium and also large sizes, alternated with large clear-
ings. Woodland Savannah only occurs where the yearly precipitations insure enough water quantity and change 
for the full development of trees. The ground is usually rockier than the other types of Savannah, and there are 
sometimes areas subject to seasonal floods (read about them later).

Savannahs of course are only a part of the African landscape. 
Here’s the description of the other biomes:
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EQUATORIAL FOREST
Also called Rain Forest, this type of forest is found over the so-called Equatorial Belt, that is, the large longitu-
dinal area that follows the Equator line from East to West. Due to differences in the land conformation, the Equa-
torial Belt is larger and denser on the West side of Africa than it is on the East side. This ecosystem is character-
ized by constant temperatures and constant, high levels of precipitation all year long. For this reason, it mostly 
hosts evergreen species.

RIVERINE (“TUNNEL”) FOREST
The riverine forest features a somehow similar vegetation to that of the Equatorial forests, but occurs only along 
rivers and streams, even on regions that are not Equatorial but more typically Tropical. This means that they can 
be found even on drier lands, and when seen from above, they look like big green tunnels running through ochre 
land — hence their name.

COASTAL AND DUNE FOREST
Coastal forest can have many sub-types depending on the shape and altitude of the land. It is impossible to cover 
them all here, but they have some common points: vegetation must be salttolerant, wind-resistant, and able to 
grow on very poor soils (rocky, gravely, or sandy).

SWAMP FOREST
Swamp forests host very different species compared to the other types of forest. There, the vegetation must be 
able to live in a partial or (like is the case of some plants) even total immersion in the waters. Mangroves are the 
most immediately recognizable vegetation of this type. 

MOUNTAIN FOREST
AS the name suggests, these are the tropical forests that cover mountain sides. Being characterized by the alti-
tude, they are usually formed by a mixture of conifers and broadleaves, both of which must be able to resist the 
occasional or seasonal tropical drought periods.

SEASONAL FLOOD AREAS
These areas are characterized by regular seasonal floods of water courses which afterwards retreat.
They can occur in diverse areas (most commonly in low-altitude savannah plains) and are
very different from the swamp forests, so you must not mistake one for the other. The vegetation
on seasonal flood areas is usually formed by palms and hydrophilous tall plants.

Another significant presence on the African continent is that of forests. 
There are, of course, different types of forest ecosystems. Here’s the main ones:
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DESERTS
Deserts cover a large part of the African continent. There are several types and sub-types of deserts, but for ease 
we can summarize them into two main types: sandy deserts (such as Sahara), and rocky deserts. In Africa, you 
can find both, in many local sub-varieties. Vegetation life in deserts is usually limited to a few and very specialized 
species (usually succulents).

ARID AND SEMI-ARID AREAS
Arid areas are those areas surrounding the properly said deserts. Differently from deserts, arid areas feature 
subterranean waters (at different levels of depth), and receive a slightly larger and longer amount of precipita-
tions. In the arid areas you can find succulents of tree-like sizes, but you also can occasionally find real trees, 
shrubs, and palms, located over underground waters. 

MOUNTAIN GRASSLAND
Grasslands are not only found in low– and mid-altitude savannahs, but also on mountain sides and table-land, 
where the altitude is too high for trees to grow, or the rainfall is too scarce, or the soil is too poor, or a combina-
tion of the above. Mountain Grassland looks significantly different from Grassland Savannah: it is usually much 
greener and more sparsely distributed.

MOUNTAIN BUSHLAND
You can find Mountain Shrubland at mid– and high-altitudes, where the rainfall would allow for the growth of large 
trees but the soil is too rocky, steep, or poor in nutrients to host them. There, less demanding shrubs and small 
trees cover the land, usually in a sparse, low-density fashion.

A F R I C A XfrogPlants



注釈: 

樹形:
原産地:
生長環境:
生長氣候:
アフリカ名: 

成木

Mgunga (スワヒリ語),  Ol-gorete, Ol-tepesi (マサイ語)

とても一般的な種で、アフリカのほとんどのサバンナ地帯に広がっ
ている。 アフリカには約１００種のネムノキ属がある。この種は平
べったい、もしくは傘のような王冠の形をしている。若いときは、
奇妙にも三角型の低木のようである。年齢とともに変化する形
が東アフリカサバンナ地帯の熱帯らしい外観を思わせる。さやや
葉はとても高い栄養価がある。ゾウは樹皮も食べる。キリンは、
その密集したとげも気にせず、若葉を食べる。

暑い、温暖; 耐干ばつ

繁み、サバンナ低木地; 丘斜面, 川台地, 乾水路

東、南東アフリカ

広掌状型

高木, 落葉広葉樹

 ネムノキ XfrogPlantsA F R I C A01.

15 m

( Acacia tortilis  ) 



幼木

若木

ネムノキ  ( Acacia tortilis   ) 

XfrogPlantsA F R I C A 

10 m

3 m

01.



注釈: 

樹形:
原産地:
生長環境:
生長氣候:
アフリカ名: 

Arrow Poison

成木

Arrows Poisonは小さな高木もしくは低木で、南東アフリカの様々な生息
地の森林地で一般的である。ほとんどのキョウチクトウ科（キョウチクトウ、ブ
ラシノキなど）のように、ほんの数量で死に至る毒がすべての部分に含まれ
る。：Arrow Poisonの木を燃やした火で焼いた肉を食べ死んだ人の例もあ
る。名前が明らかに暗示しているように、樹皮、根、そして葉は矢に毒をつ
けるために使われれる。

Mururu (キクユ語),  Ol-morijoi (マサイ語),  Mukweu (カンバ語)

温暖、温厚; 水はけのよい土壌

森林サバンナ地帯, 乾燥森林地帯の端, 河川森林

東・南東アフリカ

広掌状型

低木/高木, 準広葉常緑

XfrogPlantsA F R I C A02.

7 m

( Acokanthera venenata / oppositifolia  ) 



若木

幼木

Arrow Poison  ( Acokanthera venenata / oppositifolia   ) 

XfrogPlantsA F R I C A 

02.

4 m

3 m



注釈: 

樹形:
原産地:
生長環境:
生長氣候:
アフリカ名: 

高木, 落葉広葉
広掌状型

東アフリカ(サハラの国境からケニアまで, タンザニア, ボツワナ)

乾燥・熱帯の低木地, 鬱蒼地, 森林サバンナ地帯

熱帯・温暖・温厚; 耐干ばつ; 耐霜性でない

Mbuyu (スワヒリ語),  Ol-mesera (マサイ語),  Maramba (パレ),

あまり高い木ではなく(20 メートル以内), アフリカバブノキの幹は１０メートル
以上大きくなる場合がある。森林でほかの木と共存するには弱いため、開
けた土地で一本立ちで育つ。育ちが遅い。たいてい暑く乾いた地帯で発見
されるが、これはい思い違いである。アフリカバブノキは雨林地帯に植林され
ると、水はけのよい限り生き延びる。アフリカバブノキは、もっとも寿命の長い
木のうちの一つであり、最長例は２０００年のものもある。切り込みや火災に
あっても生き延びる。

成木 (1)

アフリカバブノキ

Isimuku (ズル語),  Mowana (ツワナ語),  Kremetartboom (アフリカーンス語)  

XfrogPlantsA F R I C A03.

20 m

( Adansonia digitata  ) 



若木

成木 (1)

アフリカバブノキ  ( Adansonia digitata  ) 

XfrogPlantsA F R I C A 

12 m

14 m

03.



注釈: 

樹形:
原産地:
生長環境:
生長氣候:
アフリカ名: 

これは孤立して育ち、木のように太い樹幹と２，３に分かれた枝を持つ多肉
多汁植物で、岩場や斜面を好んで育つ。広い温度範囲や土壌種類に耐
久性があるが、いっぱいの日光や日陰位置などが必要である。雨の多い夏
を好むが、耐干ばつ性である。最大のアロエノキで、
１８メートルにまで達することもある。

Boomaalwyn (アフリカーン語),  Inkalane enkulu (ズル語) 

温暖、温厚：耐干ばつ：耐霜性でない

森林地・山峡, 沿岸地・繁み, 降雨山地・草地

ナタール (南アフリカ)

直立

高木性の 常緑樹

キダチアロエ

成木

XfrogPlantsA F R I C A04.

10 m

( Aloe bainesii / barberae  ) 



若木 (1)

幼木

キダチアロエ  ( Aloe bainesii / barberae  ) 

若木 (2)

XfrogPlantsA F R I C A 

04.

7 m

1.5 m

4 m



注釈: 

樹形:
原産地:
生長環境:
生長氣候:
アフリカ名: 

この這い回り、とげのある低木は、別名オオバナカリッサとしても知られ、東ア
フリカを通して南エジプト、エチオピア、ケニア、タンザニアから最北端の南ア
フリカまで広がっている。一般的にはサバンナの繁みに低木として発見でき
る。カリッサはもともとマラリアや回虫の手当てや妊娠時の痛みどめとして使
われていた。食べられる果実は、食糧不足時の食物源代わりである

Mtanda-mboo (スワヒリ語),  Muyonza (ルガンダ語),  Manka (チャガ語)

熱帯・温暖

低木地、サバンナ地帯, 乾燥森林地の端

東アフリカ(エチオピア)

型: 広掌状型

低木・高木, 常緑広葉

エジプトカリッサ

成木

XfrogPlantsA F R I C A

5 m

05. ( Carissa edulis  ) 



若木

幼木

エジプトカリッサ  ( Carissa edulis  ) 

XfrogPlantsA F R I C A 

05.

3.5 m

2 m



注釈: 

樹形:
原産地:
生長環境:
生長氣候:
アフリカ名: 

ドンベア属は１９０種の低木や小さい高木を含め、すべてその大きく柔らか
い葉と花でよく知られる。通常森林の端や、川沿いに育ち、明るい日陰で
一番よく繁栄する。The River Wild Pearはたいていは川沿いに発見され、
（名前に由来）とても発育が速く、葉と樹皮を食べる黒サイに好まれる。

Rivierdrolpeer (アフリカーン語)

温暖

低標高のサバンナ地帯繁み, 大抵川岸の雑木林

南東アフリカ(ジンバブエ, モザンビーク)

広円柱型

低木・高木, 落葉広葉

成木

River  Wild  Pear XfrogPlantsA F R I C A

4 m

( Dombeya kirkii  ) 06.



若木

幼木

River Wild Pear  ( Dombeya kirkii   ) 

XfrogPlantsA F R I C A 

2.5 m

1 m

06.



注釈: 

樹形:
原産地:
生長環境:
生長氣候:
アフリカ名: 

成木

ケイアップルは枝分かれしたとげの多い低木もしくは小さな高木で、大きなオ
レンジ色の果実（食用可能だが酸味が強く、ジャムを作るのに適している）
が成る。耐寒性の種で、標高１２００メートル以上でよくみられる。水はけの
よい土壌を好む。群葉は野生動物の食物として重宝されている。ケイアップ
ルは塩分と干ばつに耐久性があり、沿岸地の低木としてもしばしば見られる
ことがある。

Keiappel (アフリカーン語),  Kaiyaba (キクユ語)

温暖、温厚; ほどよく耐霜性

森林沿岸地, サバンナ地帯繁み, 川沿い

南アフリカ

広掌状型

高木・低木, 常緑広葉

ケイアップル XfrogPlantsA F R I C A

5 m

07. ( Dovyalis caffra / Aberia caffra  ) 



若木

幼木

ケイアップル  ( Dovyalis caffra / Aberia caffra   ) 

XfrogPlantsA F R I C A 

3 m

1.5 m

07.



注釈: 

樹形:
原産地:
生長環境:
生長氣候:
アフリカ名: 

成木

Dracaena（ドラセナ属）はアフリカの高木性の植物の属である。リュウケツジ
ュはヘラクレスの神話、１１番目の功績に由来する：ヘラクレスは１００の頭
を持つ竜ラードーンを殺し、その血がこの木を生んだ。とても発育が遅く、１
メートルに到達するのに１５年以上かかる。１０年毎に花をつけるために枝
分かれし、それがこの形を作る。リュウケツジュはとても長命で、１０００年以
上も生きる。

不明

熱帯、温暖：完全日光：耐霜性でない

乾いた鬱蒼地、低標高、岩場のある斜面

カナリア諸島 (西サハラ砂漠)

丸い王冠をもち、直立

高木性常緑植物

リュウケツジュ（竜血樹 XfrogPlantsA F R I C A08.

10 m

( Dracaena draco  ) 



若木
幼木

Name  ( Dracaena draco   ) 

XfrogPlantsA F R I C A 

5 m
3 m

08.



注釈: 

樹形:
原産地:
生長環境:

生長氣候:
アフリカ名: 

Eastern Cape CycadまたはBread Tree Cycadとしても知られ、エンケファ
ラストス属に属し、その名前はギリシャ発祥で“頭の中のパン”を意味する。
これはホッテントット族の、パンとして焼く前に髄を２か月埋める習慣から来
ている。埋めることによって、髄のなかの毒が消える。長命の種だが、属全
体の植物のように、絶滅種として分類されている。

Oos-Kaapse broodboom (アフリカーン語)

温暖、温厚

沿岸地、川沿い,開けた低木地、もしくは険しい斜面の岩場；閉ざされた谷の常 

ナタール (南アフリカ)

広がっている

常緑ソテツ

成木

エンケファラルトス

渓谷から反り返る

緑森林地

XfrogPlantsA F R I C A09.

7 m

( Encephalartos altensteinii  ) 



若木

幼木

エンケファラルトス  ( Encephalartos altensteinii   ) 

群集

XfrogPlantsA F R I C A 

4.5 m

1.5 m

09.



注釈: 

樹形:
原産地:
生長環境:
生長氣候:
アフリカ名: 

成木

この種は（８００以上ものフィカス属のうちの種）は中央アフリカを
通してモザンビークからザンビア、北アンゴラからセネガル、エチオピ
アに分布している。アラビア半島最南端や南インドでも見られる。
葉は両面とも粗く、この理由からサンドペーパーや、伝統的な薬
の軟膏などの代用品として使われる。

Woudskurwevy (アフリカーン語),  Msasa

温暖

常緑森林地、第二次森林

中央アフリカ

広掌状型

高木、落葉広葉

Forest  Sandpaper  Fig XfrogPlantsA F R I C A10.

18 m

( Ficus exasperata  ) 



若木

幼木

Forest  Sandpaper  Fig  ( Ficus exasperata  ) 

XfrogPlantsA F R I C A 

14 m

3 m

10.



注釈: 

樹形:
原産地:
生長環境:
生長氣候:
アフリカ名: 

Gingerbread Palmとしても知られ、数少ない分岐形成のヤシのう
ちの一つである。砂漠近くの乾燥した地域にも、表面化の水に深
い根が届く限り育つことができる。東アフリカサバンナ鬱蒼地の陸標
であり、平べったい形のアカシアと一緒に見られる。また、ゾウによく
食べられる。古代エジプト人に崇敬されており、彼らのフレスコ画に
もよく描かれている。種はファロスの墓で見つけられた。

木立ヤシ
分岐形成; まばらな密集

北、北東アフリカ

開けたサバンナ地帯、沿岸近辺、乾燥内陸部の川沿い

熱帯、温暖；乾燥；高い耐塩・耐干ばつ性

Mkoma, Mkoche (スワヒリ語),  Eng’oli (トゥルカナ語),  Mlala (ギリアマ語)

成木

ドームヤシ XfrogPlantsA F R I C A11.

10 m

( Hyphaene thebaica  ) 



若木

幼木

ドームヤシ  ( Hyphaene thebaica  ) 

XfrogPlantsA F R I C A 

6 m

4 m

11.



注釈: 

樹形:
原産地:
生長環境:
生長氣候:
アフリカ名: 

アフリカンマホガニーは密林地帯最大の木のうちの一つで、通常４５メート
ルにまで達する。いくつかの地方や、赤道付近の西アフリカ地域にかけて広
く普及している。複数幹の形で育つこともある。ホンジュラスの本物のマホガ
ニーの不足は、アフリカンマホガニーの材木使用の増加を導いた。材木は家
具や造船に最適である。

Akuk, Bandoro, Degema, Acajou, Bisselon, Bitehi, 

温暖; 湿地

赤道付近の森林、Equatorial forests,　河川森林地帯の外べり

西赤道付近のアフリカ (コートジボワール、ガーナ、 ナイジェリア)

広円柱型

成木

高木、常緑広葉

アフリカン・マホガニー

Diala iri, Eri Kiree, Ogwango

XfrogPlantsA F R I C A12.

30 m

( Khaya ivorensis ) 



若木 幼木

アフリカン・マホガニー  ( Khaya ivorensis  ) 

XfrogPlantsA F R I C A 

15 m 5 m

12.



樹形:
原産地:
生長環境:

生長氣候:
アフリカ名: 

注釈: 

成木

このがっしりとした低枝の木はケニアから西ケープにかけて南アフリカに分布す
る。その境を接することによって光を引き付けると考える人もいるが、南ソト
人は彼らの村落を守るのに利用した。名前は、若葉が桃の木に似ているこ
とからつけられた。多くの鳥が、常緑の群葉を理由に、巣を作る場所として
その木を選ぶ。

Wildeperske (アフリカーン語),  umKokoko (コーサ語),  uMunwe (ズル語)

温暖、温厚；完全日光；程よく霜性、寒性

内陸、沿岸部の森林地, 山峡の森林地、草地の岩場の露頭、サバン

南アフリカ

広掌状型

高木、常緑広葉

アフリカンピーチ

ナ地帯の鬱蒼地, 森林地

XfrogPlantsA F R I C A

20 m

13. ( Kiggelaria africana  ) 



若木

幼木

アフリカンピーチ  ( Kiggelaria africana   ) 

XfrogPlantsA F R I C A 

7 m

3 m

13.



注釈: 

樹形:
原産地:
生長環境:
生長氣候:
アフリカ名: 

Cape Myrtleとしても知られ、水はけのよい土壌に密集した枝を持つ低
木として育ち、ときに雑草と考えられることもある。耐塩性であり、このため
南アフリカのケープ地方で沿岸に沿ってよくみられる。エチオピアやケニアで
は、African Boxwoodはマラリア、結核、サナダムシなどの病気の治療に広
く使われる。つぶされた葉は芳香がある。ほとんど同一の種が東アジアにも
育っている。

Mirting (アフリカーン語) 

温暖、温厚；耐塩性

森林の縁、繁み、日光または日陰

南・東アフリカ

丸型

低木、常緑広葉

African Boxwood

モデル 1

群生する

XfrogPlantsA F R I C A14.

2 m

( Myrsine africana  ) 



モデル 3

モデル 2

African Boxwood  ( Myrsine africana  ) 

一本立ち、立ち枯れ

一本立

XfrogPlantsA F R I C A 

1.5 m

1 m

14.



注釈: 

樹形:
原産地:
生長環境:
生長氣候:
アフリカ名: 

ヤシ
三角形

南東マダガスカル

乾燥森林地、やせた土壌、完全日光もしくは一部日陰

温暖、ほどよく耐冷性；極めて耐干ばつ性

ミツヤヤシは、その均整のとれた三つの平面系が正確に円柱状に配置され
ているので、間違えようがない。マダガスカル南東部のとても小さな地域が
原産で、人々があまりにたくさんの種を輸出のために採取しヤシが再生でき
なくなったことが原因で、深刻な絶滅問題に脅かされている。この種の並外
れた外観の魅力は風景の装飾としてますます成功している。

不明

成木

ミツヤヤシ XfrogPlantsA F R I C A

8 m

15. ( Neodypsis decaryi  ) 



若木

幼木

ミツヤヤシ  ( Neodypsis decaryi  ) 

XfrogPlantsA F R I C A 

4 m

2 m

15.



注釈: 

樹形:
原産地:
生長環境:
生長氣候:
アフリカ名: 

Pachypodiumはアフリカの多肉多汁で高木性の植物の属で、２３種から成
り、１８種がマダガスカル、５種が大陸の原産である。それらはすべて乾生植
物、つまり乾燥した状態で生き延びる。長い乾燥期（１０か月以内）のた
め、岩場や砂地、危機的な土壌に育つことの２つの理由から、この種は水
や滋養を維持しない。寒い冬にも生き延びることはできるが、葉は枯れ、冬
眠状態に陥る。Pachypodium geayiの大きな幹はボトルの形に似ており、
名前の由来になっている。

不明

暑い、温暖、温厚；乾燥；極めて耐干ばつ性

岩場の斜面、完全日光、とても水はけのよい土壌

南西マダガスカル

直立

高木性植物

Large Bottle Tree

成木

XfrogPlantsA F R I C A

10 m

16. ( Pachypodium geayi  ) 



若木

幼木

Large Bottle Tree  ( Pachypodium geayi   ) 

XfrogPlantsA F R I C A 

5 m

1.5 m

16.



樹形:
原産地:
生長環境:

生長氣候:
アフリカ名: 

注釈: 
アフリカヤシとしても知られ、この密集したヤシのラテン名reclinataは外側の
茎が緩やかに曲がり、前へ反り返っているところからきている。この種は精力
的に水を吸い上げ、成年になると２０もの茎をつけることもある。野生もしく
は刈込のない状態で、すぐに人を通り抜けさせないほどの群集の壁を形作
る。完全日光のもとで海抜から標高３０００メートルまで育つ。低標高の草
原にある場合、ゾウに食べられる。

Mkindu (スワヒリ語),  Makindu (カンバ語), Olpiroo (アルーシャ語)

暑い、温暖；耐冷性でない

Along rivers, 川沿い、沼地、森林開拓地、山地の岩場、砂丘沿

アフリカ赤道付近

群集; 広掌状型

ヤシ

成木

セネガルヤシ

岸、季節によって浸水したサバンナ鬱蒼地

XfrogPlantsA F R I C A17.

15 m

( Phoenix reclinata  ) 



中年期

セネガルヤシ  ( Phoenix reclinata  ) 

幼年期

XfrogPlantsA F R I C A 

9 m

17.

4 m



根

セネガルヤシ  ( Phoenix reclinata  ) 

幼児期

XfrogPlantsA F R I C A 

1.5 m

17.

2 m





注釈: 

樹形:
原産地:
生長環境:
生長氣候:
アフリカ名: 

この美しい針葉樹は４５～６０メートルまで伸びると報告されているが（最も
背の高いアフリカの木のうちの一つ）、青年期で２５～３０メートルであること
が多い。高地の森林地の木で、通常標高１５００～２４００メートルの間で
育つ。マサイ族はその樹皮を腹痛の治療のために使う。材木は素晴らしい
品質で、家具や彫刻に使われる

Ol-pirripirri (マサイ語),  Muthengera (キクユ語),  Mvavavi (チャガ語),

温暖、温厚；湿地

高地の雨林；場合のよって沿岸、砂地の森林

東・南東アフリカ

広円柱型

高木、常緑針葉樹

カタバミ

成木

Outeniekwageelhout (アフリカーン語),  Umsonti (ズル語)

XfrogPlantsA F R I C A18.

25 m

( Podocarpus falcatus  ) 



若木

幼木

カタバミ  ( Podocarpus falcatus  ) 

XfrogPlantsA F R I C A 

15 m

6 m

18.



注釈: 

樹形:
原産地:
生長環境:
生長氣候:
アフリカ名: 

Natal Wild Bananaとしても知られ（しかし本物のバナナとは関係ない）、こ
の華々しい植物は大きく広がった寸法（高さ１２メートル、横４メートル以
内）と強い茎のために、高木に分類される。根によって作られた密集した群
生として育つ。葉は２メートルの大きさになることもある。密集した形は海や
川に住む鳥の生命を維持するための避難所にもなる。

Natal Wieldepiesang (アフリカーン語), Igceba (ズル語), Ikhamanga

温暖；耐塩、耐干ばつ；耐霜性でない

砂丘・熱帯の沿岸部、常緑の沿岸森林地

南東アフリカ（東ケープ、なタール、ジンバブエ、モザンビーク）

Upright; clumping直立、群生

高木性植物

成木

ルリゴクラクチョウカ

内側が群生

XfrogPlantsA F R I C A19.

12 m

( Strelitzia nicolai  ) 



若木

幼木

ルリゴクラクチョウカ  ( Strelitzia nicolai   ) 

幼児期

XfrogPlantsA F R I C A 

5 m

2 m

19.

1 m



注釈: 

樹形:
原産地:
生長環境:
生長氣候:
アフリカ名: 

アフリカで生まれ、タマリンドはほとんどの熱帯地方、特にインド（名前の由
来）に広がった。湿地帯原産で、長引く干ばつにも耐久性があるため、砂
漠近辺でさえも見つけることができる。さや状のもの（よい食用の価値のあ
る）は乾燥期に収穫されるため、タマリンドは作物失敗の危険を最小限に
抑えるため、熱帯の農家により植えられる。高さ２５メートル、幅１２メート
ルまで、そして２００年まで生き延びる。一年に５００キロものさやを生産す
る！

Timbingo (マンディンカ語)  Dakah (ウォロフ語) Mkwaju (スワヒリ語) 

温暖から熱帯（高温に強い）；耐霜性でない

サバンナ地帯森林地、河川森林地

アフリカ赤道付近（ナイジェリアからマダガスカル）

広掌状型

高木、準常緑広葉

成木

タマリンド

Mukoge (ルガンダ語)  Moya (チャガ語) Tamarind (アフリカーン語) 

XfrogPlantsA F R I C A20.

25 m

( Tamarindus indica  ) 



若木

幼木

タマリンド  ( Tamarindus indica  ) 

XfrogPlantsA F R I C A 

15 m

5 m

20.




