
筑波大学菅平高原実験センター

実験センターの草原で比較的見つけやすい50種を
選んで載せました。
あなたは、全種発見できるでしょうか？

入門編

葉でわかる

見つかった種 ページ 見つかった種 ページ 見つかった種 ページ

1 アキノウナギツカミ 6 21 コウゾリナ 8 41 マユミ 2

2 アキノキリンソウ 7 22 コナスビ 5 42 ミツバツチグリ 10

3 アマドコロ 4 23 シシウド 10 43 ミヤマニガイチゴ 3

4 イタドリ 6 24 シバスゲ 4 44 メマツヨイグサ 5

5 イブキボウフウ 10 25 ススキ 4 45 ヤマスズメノヒエ 4

6 ウツボグサ 5 26 スズラン 4 46 ヤマハギ 9

7 オオバギボウシ 4 27 ズミ 2 47 ヤマハタザオ 5

8 オオブタクサ 8 28 ツリガネニンジン 7 48 ヨモギ 8

9 オオヤマフスマ 6 29 ツルウメモドキ 2 49 ワラビ 10

10 オカトラノオ 5 30 ナワシロイチゴ 3 50 ワレモコウ 10

11 オトギリソウ 5 31 ノイバラ 3

12 オトコヨモギ 8 32 ハクサンフウロ 9

13 カモガヤ 4 33 ハナイカリ 6

14 カラハナソウ 9 34 ハバヤマボクチ 7

15 カラマツソウ 9 35 ハンゴンソウ 7

16 キキョウ 7 36 ヒメジョオン 8

17 キバナカワラマツバ 5 37 ヒメスイバ 6

18 キリンソウ 9 38 フキ 8

19 キンミズヒキ 10 39 フデリンドウ 6

20 クサボケ 2 40 マツムシソウ 9



木である

草である

葉は細長く、
葉脈は平行、
きょ歯はない
（単子葉類）

葉は広く、
形は様々、
葉脈は網目状
（双子葉類）

単葉

複葉

きょ歯なし

きょ歯あり

きょ歯なし

きょ歯あり

単葉

複葉

葉はとても
細い

葉は広い

植物検索表

ページ

２
ニシキギ科
バラ科

２ - ３
ニシキギ科
バラ科

４
イグサ科
イネ科
カヤツリグサ科

４
ユリ科

５ – ６
アカネ科
アカバナ科
アブラナ科
オトギリソウ科
サクラソウ科
シソ科, タデ科
ナデシコ科
リンドウ科

７ – ９
キキョウ科
キク科
クワ科
フウロソウ科
ベンケイソウ科
マツムシソウ科

９
マメ科

９ - 10
キンポウゲ科
セリ科
バラ科
コバノイシカグマ科



ツルウメモドキ （ニシキギ科）
Celastrus orbiculatus

草原の中に、ぽつぽつと出てくるつる性低
木。つる性とされているが、つるっぽくない。

同定のポイント：同じニシキギ科のマユミは
対生。ツルウメモドキは互生。葉のきょ歯は
ツルウメモドキの方が荒く、光沢もしっかり
ある。

マユミ （ニシキギ科）
Euonymus hamiltonianus

草原の中で、たまに
見かける。ツルウメモ
ドキよりはまれ。

きょ歯はほとんどな
いか、細かくわずか
にある。

クサボケ （バラ科）
Chaenomeles japonica

草原にはバラ科の低木が多いが、これもそ
の一つ。
５月ごろから赤い花を沢山咲かせる。葉は
輪状についている場合もある。両面光沢が
ある。

ズミ （バラ科）
Malus sieboldii

バラ科の低木で、草
原にはかなりたくさ
んいる。
葉の形に、１つの個
体の中でもばらつき
がある。
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同定のポイント：クサボケに似るが、３つに
裂けた形（上図左の葉）の葉がついていれ
ば、ズミである。
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ミヤマニガイチゴ （バラ科）
Rubus microphyllus var. subcrataegifolius

バラ科の低木。葉柄に
とげがある。

同定のポイント：全体の
雰囲気や葉の質感・形
状はナワシロイチゴに
似る。葉先はとがり、裏
面はナワシロイチゴのよ
うに白くならない。

ナワシロイチゴ （バラ科）
Rubus parvifolius

低木。草原には、沢
山いる。

裏面は真っ白になる。
葉は複葉。白と紫の
まざった、変わった
花をつける。

ノイバラ （バラ科）
Rosa multiflora

草原にいるバラ科の低木の中で、もっとも
たくさんいる。茎には、かなり鋭いとげがあり、
手を傷つけたり、服を破ってしまうこともある。
そのため、草原で調査をしていると、もっと
もやっかいな存在でもある。

草原はほっておくとどうなるのか？

草原内にはこの図鑑で紹介した樹木
の外に、コマユミ、カンボク、ヒョウタンボ
ク、バッコヤナギ、イヌコリヤナギ、ミズナ
ラ、アカマツ、カラマツなどの樹種がいる。
菅平高原実験センターの草原は毎年
１０月に地上部を全部刈り取っている。
そのため、これら樹木が大きく成長する
ことができず、草原の状態が７５年以上
保たれてきた。もし、刈り取りをやめると、
樹木が年々成長し、やがて森林になると
考えられる。
今草原に隣接するアカマツ林は、４０
年ほど前に草原の刈り取りを停止させて、
出来上がった森だ。ただし、本当に森林
になるかは疑問もあり、ただ草原を放棄
するだけでは低木類が藪を作り、森林に
ならない可能性も考えられるのだ。

草原コラム①



ヤマスズメノヒエ （イグサ科）
Luzula multiflora

単子葉植物のイネ科、
カヤツリグサ科、イグサ
科は同定が難しい。
同定のポイント：葉の縁
に白くて長い毛がたくさ
んつくのが本種の特徴。

カモガヤ （イネ科）
Dactylis glomerata

同定のポイント：地際の茎
が扁平になる。葉は奇麗
に２つに折れる。似た種
にオオアワガエリがいる
が、茎は扁平にならず葉
も２つに折れにくい。

ススキ （イネ科）
Miscanthus sinensis

出始めははっきりとしない
が、ある程度成長すればわ
かりやすい。葉の裏は白く
濁る。茎に稜がある。

シバスゲ （カヤツリグサ科）
Carex nervata

草原内で場所によっては足
の踏み場もないほどたくさ
んでる。出始めは葉は細長
く丸められている。
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ユリ科の他種とくらべ、はるか
に葉が広く、葉脈もはっきり見
える。

アマドコロ （ユリ科）
Polygonatum odoratum var. 

pluriflorum

オオバギボウシ（ユリ科）

Hosta montana

草原で最も優占する種。写真のようにススキ
の株は、輪状に年々広がって成長し、中心
に空洞ができる。葉や茎の形が似たオオア
ブラススキがまれに存在する。

カヤツリグサ科
のスゲ属は特に
同定が難しく、
正確には分類の
専門家でないと
わからない。スゲ
属だけの図鑑も
あるほどである。
ここの草原には
本種とヒカゲスゲ
だけがいるとい
われている。

スズラン （ユリ科）
Convallaria keiskei



キバナカワラマツバ （アカネ科）
Galium verum var. asiaticum

アカネ科の仲間は、葉が輪生する。葉が松
の葉に似ていることからこの名がついた。
花の色が白いカワラマツバもいるが、無花
期では区別できない。

メマツヨイグサ （アカバナ科）
Oenothera biennis

葉の先端が赤くなる。葉の中央脈が白く目
立つ。冬の間もロゼット（根生葉）を作る。
春から夏の季節に伸長成長して黄色い大き
めの花をつける。

ヤマハタザオ （アブラナ科）
Arabis hirsuta

きょ歯もなく、毛も少なく、葉
脈も薄く、あっさりとした葉。
小さな白い花が何十個と連
なった長い花序を作る。

オトギリソウ （オトギリソウ科）
Hypercum erectum

先がとがった無毛の葉。写
真のように匍匐茎でつな
がって、一か所に密集する
場合が多い。
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となりのオカトラノオと同じ属。
全体の様子は全然似ていな
いが、葉のあっさりした質感
は共通。黄色い花を数個つ
ける。

オカトラノオ（サクラソウ科）

Lysimachia clethroides

コナスビ（サクラソウ科）

Lysimachia japonica

ダイコン、白菜、キャベツと同じアブラナ科の
一種。始めロゼット（根生葉）の状態で過ごし、
６月くらいから花茎を伸ばし始める。
小さいので、見つけるのはやや難しい。

とても小さくて、個体数は多くはいないの
で、見つけるのは難しい。葉の両面に黒
い点（腺点）が多数あるのが特徴。

ウツボグサ（シソ科）
Prunella vulgaris ssp. Asiatica



イタドリ （タデ科）
Reynoutria japonica

タデ科の特徴は、茎に節がある
こと、節に葉鞘という毛のついた
膜がついている種が多い、種子
が３稜型が多いなど。
草原の中で特に背丈が高くなる
種。オスとメスがいる雌雄異株。

ヒメスイバ （タデ科）
Rumex acetosella

鉾型の小さい葉が特徴。草原の中ではほと
んど見られず、草原の脇の芝地や道路脇
など、大型の植物がいないところに
現れる。

アキノウナギツカミ （タデ科）
Persicaria hastato-sagittata

葉は無毛できょ歯がなく、３本の葉脈が特
徴。白と黄色の独特な形の花をつける。草
丈の低い場所に多い。花はとてもかわいい。

オオヤマフスマ （ナデシコ科）
Moehringia lateriflora
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５月の中旬くらい
から花を咲かせ
始める。そのころ
はまだ草原内は
あまり他の植物も
育っていないた
め、フデリンドウの
紫の花がぽつぽ
つとあるのが目立
つ。

ハナイカリ （リンドウ科）
Halenia corniculata

フデリンドウ （リンドウ科）
Gentiana zollingeri

ウナギツカミは、葉が矢じり型で裏が紫、茎
にウナギをつかめそうなほどひっかかりのよ
いとげがある点が特徴。この特徴からその名
がついた。
草原の中では、小さくて数はそれほど多くな
いので見つけるのは少し難しい。

草原には非常にたくさんいて、ほぼどこで
も見つかる。
よく日が当たる草原内よりも、日中も被陰に
なる林縁にいる個体の方が先に花を咲か
せる傾向がある。



キキョウ （キキョウ科）
Platycodon grandiflorum

ツリガネニンジンとともに
葉は輪生。ツリガネニンジ
ンより、きょ歯や葉脈が細
かく、繊細な印象を受け
る。絶滅危惧種。

ツリガネニンジン （キキョウ科）
Adenophora triphylla var. japonica

葉は、４から６枚で輪生。
葉や茎をちぎると白い乳
液がでる。葉の長さと幅に
は著しい変異がある。

アキノキリンソウ （キク科）
Solidago virgaurea

葉は複葉に近いほ
ど深くさける。草丈
は非常に高くなる。

ハバヤマボクチ （キク科）
Synurus excelsus
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草原にはどのくらいの種がいるか？
実験センターの草原は約６haあるが、そ
の中をくまなく調べることは大変労力がか
かり、未だ植物種数ははっきりとわからな
い。２００８年に150m2の範囲で調査した
データでは、およそ130種が出現した。し
かし、 調査範囲は草原全体の面積の
1/400にしかすぎないため、草原全体では
もっといろいろな種がいるだろう。単純に
400倍いることはないが、2，3倍（200-400
種）いてもおかしくない。

ハンゴンソウ （キク科）
Senecio cannabifolius

草原コラム②

葉の質感はかさかさする。葉身が葉柄の縁
にそうように薄くつく。
裏面の葉脈は細かく網目状に見える。

草原では、ぽつぽつと見つかる。
葉の形は独特で、草原内に類似のものは
いない。葉の裏は白い。



ヒメジョオン （キク科）
Erigeron annuus

草原内のどこにでも多数いる。雪解けすぐ
からあらわれる。葉の形はばらつきが大きい。

ヨモギ （キク科）
Artemisia princeps

草原内のどこにでも多数いる。雪解け後早
くからあらわれる。

オトコヨモギ （キク科）
Artemisia japonica

葉は写真のように３つに裂ける場合が多い
が、避けない葉もある。北米産の外来種で
草原内に多数おり、場所によっては1m2に
900個体以上いる場合がある。

コウゾリナ （キク科）
Picris hieracioides ssp. japonica
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草原の中では、
局所的に群生す
る。地下茎で増え
ていく性質がある
ので、群生してい
るのは全て地下
でつながっている
可能性も考えら
れる。

オオブタクサ （キク科）
Ambrosia trifida

フキ （キク科）
Petasites japonicus

草原の中では、ヨモギよりは頻度は少ないが、
わりとよくいる。先の方だけにきょ歯がつくの
が特徴的。

茎や葉の表面など全身に、硬めの毛がたく
さん生えており、非常にざらざらする。また、
マジックテープのように衣服にくっつき、軍
手でコウゾリナの葉をもつと取るのは容易
ではない。



カラハナソウ （クワ科）
Humulus lupulus var. cordifolius

ビールの原料ホップ（セイ
ヨウカラハナソウ）が母種
で、日本の野生種。学名
のvar.は変種を表す。つる
性

ハクサンフウロ （フウロソウ科）
Geranium yesoense var. nipponicum

葉は複雑に
切れ込みが
入る。
草原には、
あまり個体
数が多くな
いので見つ
けるのは難
しい。

キリンソウ （ベンケイソウ科）
Sedum aizoon var. floribundum

木のように茎が固くなり、高さも最大2m近く
成長する。花をたくさんつけ、開花期には
ハチなどが多数訪れる。

マツムシソウ （マツムシソウ科）
Scabiosa japonica
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草原には、黄色
い花をつけるアキ
カラマツと、白い
花をつけるカラマ
ツソウがいる。し
かし花以外の部
分は、ほとんど区
別がつかない。

ヤマハギ （マメ科）
Lespedeza bicolor

カラマツソウ （キンポウゲ科）
Thalictrum sp. 

葉は多肉質で、全身が白みがかった緑色。
葉脈は見えず、非常に独特な様相なので、
すぐに見分けがつく。
採集すると葉がぼろぼろ落ちてしまう。

葉は、毛がなく深緑。切れ込みが深く複葉
のようにも見える。ロゼット状で成長する。花
はとても変わった形をしており、記憶に残る。



イブキボウフウ （セリ科）
Libanotis coreana

草原にぽつぽつ
と生えている。
他に類似のもの
がいないので見
分けやすい。

シシウド （セリ科）
Angelica pubescens

草原の中では最も背丈が高くなる種。とき
に4ｍ近くにもなり、茎の直径も10ｃｍになる。
どんな大きなサイズでも春から秋までの半
年間の成長で達したものであるのが驚きで
ある。

キンミズヒキ （バラ科）
Agrimonia pilosa var. japonica

草原に多数存在、ほぼどこでも見られる。
草原内では類似の種としてキジムシロがい
るが、キジムシロは小葉が3枚だけでなく、5
枚、7枚とたくさんある。

ワレモコウ （バラ科）
Sanguisorba officinalis
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この図鑑の中で
は唯一のシダ植
物の種。
草原内には非常
にたくさんある。
シカなどの草食
動物は食べない。
奈良県の奈良公
園にもたくさんあ
り、同じ科に属す
るイワヒメワラビと
混生する。

ミツバツチグリ （バラ科）
Potentilla freyniana

ワラビ （コバノイシカグマ科）
Pteridium aquilinum. 

葉は複葉で、
小葉の間にさ
らに小さい葉
がぱらぱらと
ついている。
種子には、か
ぎ状の毛が多
数あり、衣類
にくっつく。 草原には非常にたくさんいて、ほぼどこで

も見つかる。
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