葉、花、実でわかる

中級編
草原とその周囲の芝地、林縁で見つかる植物50種
を載せました。草原で比較的容易に見分けられる
種50種は入門編に記載してあります。
あなたは、全種発見できるでしょうか？
見つかった種

見つかった種

見つかった種

1 アオミズ

21 コハコベ

41 ハナタデ

2 アキノノゲシ

22 コブナグサ

42 ハルジオン

3 イケマ

23 サワヒヨドリ

43 ヒヨドリバナ

4 イヌコリヤナギ

24 シロツメグサ

44 ボタンヅル

5 イヌタデ

25 スカシタゴボウ

45 ムラサキツメグサ

6 ウシノケグサ

26 スズメノカタビラ

46 メドハギ

7 ウチワドコロ

27 タチコゴメグサ

47 メヒシバ属

8 ウメバチソウ

28 タニソバ

48 ヤブマメ

9 エゾノギシギシ

29 チドメグサ

49 ヤマブドウ

10 オオアブラススキ

30 ツメクサ

50 ユウガギク

11 オオアワガエリ

31 ツリフネソウ

51 ヨツバヒヨドリ

12 オオイヌタデ

32 テンナンショウ属

52 リンドウ

13 オオトボシガラ

33 トダシバ

14 オオバコ

34 トボシガラ

15 オミナエシ

35 ナガハグサ

16 カタバミ

36 ナギナタコウジュ

17 キクムグラ

37 ニセアカシア

18 キツリフネ

38 ネズミガヤ

19 キンエノコロ

39 ノコンギク

20 コゴメギク

40 ノハラアザミ
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植物検索表

番号

木である

１-２
マメ科
ヤナギ科

３–７

つるである

ヤマノイモ科
キンポウゲ科
マメ科
ブドウ科
ガガイモ科

林縁にいる

葉は細長く、
葉脈は平行、
きょ歯はない
（単子葉類）

８ - 10
サトイモ科
イネ科

芝地にいる

１１ – １４
イネ科

草原にいる

１５ – ２０
イネ科

複葉

２１– ２４
マメ科
カタバミ科

林縁
２５ – ２６
タデ科

きょ歯なし
草である
葉は広く、
形は様々、
葉脈は網目状
（双子葉類）

芝地

２７ – ３３
タデ科
ナデシコ科
アカネ科
オオバコ科

単葉

草原
３４ – ３５
ユキノシタ科
リンドウ科

きょ歯あり

草原

３６ – ４４
ゴマノハグサ科
オミナエシ科
キク科

林縁
４９ – ５２
シソ科
イラクサ科
ツリフネソウ科

芝地
４５ – ４８
キク科
セリ科

１ ニセアカシア（マメ科）

２ イヌコリヤナギ（ヤナギ科）
Salix integra

Robinia pseudoacacia

北米産。街路樹、蜂蜜の原料の木として有用
な反面、自然に繁殖してしまう危険な外来種
草原内で時々みかける樹木の１つ。
でもある。草原では芝生との境に数本生える。

３ ウチワドコロ（ヤマノイモ科）
Dioscorea nipponica

４ ボタンヅル（キンポウゲ科）
Clematis apiifolia

草原内や林で
時々みかける
つる性の植物。
白い花をつける。
三つのぎざぎざ
の葉（小葉）
セットになって
いるのが特徴で、
類似の種はい
ないので見分
けやすい。

草原と林の境界にみられる。果実の形が特
徴的でわかりやすい。近縁種が数種あるが、
草原の近くでは見かけない。

５ ヤブマメ （マメ科）

６ ヤマブドウ（ブドウ科）

Amphicarpaea bracteata subsp. edgeworthii

Vitis coignetiae

草原の中のつる性植物としては、このヤブ
マメが一番多い。草原全域にいて、さやえ
んどうの小さいような実をつける。
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林縁に見られる。場所によっては林縁全体
を覆うように生えている。今の時期はブドウ
の実がたくさんなっている。

７ イケマ（ガガイモ科）
Cynanchum caudatum

８ テンナンショウ属(サトイモ科)
Arisaema sp

林縁に時々見られる。
テンナンショウ属は
仏炎包という独特な
器官をもつが、この
写真にはそれは
写っていない。

林縁や草原と芝地の境に見られる。
オクラのようなちょっと変わった果実が特徴
的。

９ コブナグサ（イネ科）
Arthraxon hispidus

全体的にササを小さくしたような見た目で、
葉が茎を抱くようについているのが特徴。セ
ンターの中では、赤い屋根の車庫の脇でし
か見つけていない。

11 ナガハグサ（イネ科）
Poa pratensis

10 トボシガラ（イネ科）
Festuca parvigluma

日中も被陰になる林縁にいる。全体的に弱
弱しく、小穂（しょうすい：イネ科の花の集ま
りをさし、右写真の一粒が１小穂）に長い毛
（のぎ（芒）と呼ぶ）が付く。

12 スズメノカタビラ（イネ科）
Poa annua

名前のとおり、葉がとても長く20～30cmある。
少し湿り気のある芝地にたくさん生えている。
市街地など人為環境でよく見られる。芝地
Poa（イチゴツナギ属）の特徴は、葉先が
に生え、草原や森林内には見られない。全
ボート状になることである。右のスズメノカタ
体に色が薄く、白く濁ったような色。
ビラも同属で、ボート状の葉をもつ。
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13 コツブキンエノコロ（イネ科）
Setaria pallidefusca

14 メヒシバ属（イネ科）
Digitaria sp

草原の周囲の芝地に生える。穂の部分が
短くて小さく、金色をしている。

草原の脇の芝地や道路脇に多い。花序が
3本ついている場合が多い。コメヒシバと思
われるが確証できない。

15 オオアワガエリ（イネ科）
Phleum pratense

6，7月にかけて特
徴的な花序を付け、
草原内にたくさんい
るため、すぐに見つ
けられる。
秋はすでに枯れ始
めてしまいわかりに
くい。

16 オオアブラススキ（イネ科）
Spodiopogon sibiricus

ススキのように大型のイネ科草本。穂がつ
けば、ススキとは明らかに違うため見分けら
れる。葉長はススキより短く、幅は太め。中
心の白い筋が目立たない、葉のわきが赤
紫になるなどの特徴がススキの相違点。

17 ネズミガヤ（イネ科）

18 トダシバ（イネ科）

Muhlenbergia japonica

Arundinella hirta

草原の下の方でひっそりと生えている。小
穂には長い芒があり、赤紫色をしているの
が独特で見分けやすい。

高さ1ｍほどで、1本ですっと立つ姿が特徴
的である。また小穂が紫色をおび、丸く硬
い。トダシバは毛の有無や形に変異が大き
5 いといわれる。

19 オオトボシガラ（イネ科）

20 ウシノケグサ（イネ科）

Festuca extremiorientalis

Festuca ovina

トボシガラを全体に大きくし
た形。草原にそこそこ生え
る。最大の特徴は、葉の付
け根が斜めについていると
ころで、これにより葉の裏側
がいつも上に向くような構
造をしている。

筒状の細い葉が特徴。草丈は2，30cmほど
と低く、草原の中で草がまだらなところによ
く見かける。秋の時期はすでに枯れ始めて
いる。

21 メドハギ（マメ科）

22 ムラサキツメグサ（マメ科）
Trifolium pratense

Lespedeza juncea var subsessilis

3つの細い小葉が1組となった3出複葉をも
つ。マメ科の植物は3出複葉が多い。茎は
しっかりと丈夫。草原の中に時々みかける。

街中でもよく見かけるおなじみの植物。白
い花をつけるムラサキツメクサもいるらしい。
シロツメクサとの相違点は、葉が楕円形で
あること、毛が多いこと、花序のすぐ下に歯
が付くことなどである。

23 シロツメグサ（マメ科）

24 カタバミ（カタバミ科）

Trifolium repens

Oxalis corniculata

ムラサキツメクサと同様、芝地に生える。属
名のTrifoliumは、３つ（Tri）の葉（folium）と
いう意味。

芝地に生え、
林内や草原内
には見かけな
い。
ムラサキカタバ
ミという種も市
街地ではよく
見かけるが、セ
ンター内では
まだ見ていな
い。

6

25 ハナタデ（タデ科）

26 タニソバ（タデ科）

Persicaria yokusaiana

Persicaria nepalensis

タデ科の特徴は、茎に節がある、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。ハナタデは林縁に生
え、花がまばらにつき、葉先が急に細くなる。

林縁や木陰、建物の陰など、やや湿り気の
ある場所に時々みかける。
茎の先端に花序をつけ、葉柄にも襟のよう
に葉が付いている。

27 イヌタデ（タデ科）
Persicaria longiseta

写真の赤紫の花がイヌタデ。本来はもっと大
きくなるが、定期的に草刈をしている芝地に
生えたため、背の低いままになっている。一
年草で、秋には枯れる。

28 エゾノギシギシ（タデ科）
Rumex obtusifolius

大きくてごわごわの葉が特徴。近縁種にギ
シギシ、コギシギシ、アレチギシギシなどの
種もいるが、エゾノギシギシの特徴は1つ1
つの果実がとてもギザギザしている。

29 オオイヌタデ（タデ科）

30 コハコベ（ナデシコ科）

Persicaria lapathifolia

Stellaria media

草原に隣接する芝地で1本だけみつけるこ
とができた。特徴は、節にある葉鞘に毛が
伸びていない、節がやや膨らむ、種子が平
べったく円盤状。これに対し、イヌタデは葉
鞘に毛が伸び、節は膨らまない、種子は３
稜型。
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芝地の日蔭になるような場所に生える。ハ
コベの仲間の同定には、花びらの数や形、
そして種子の大きさや表面の特徴などを見
る。コハコベは種子が1mmほどで、ルーペ
でのぞくと表面に丸めの突起がたくさんあ
る。突起がとがっているとミドリハコベ。

31 ツメクサ（ナデシコ科）

32 キクムグラ（アカネ科）

Sagina japonica

Galium kikumugura
草原の前に建て
られた木造の建
物の床下にひっ
そりと生えていた。
市街地ではタイ
ルとタイルの隙間
などによく見かけ
る。

芝地の林縁に近いところに生えている。ア
カネ科の仲間は、葉が輪生しているのが特
徴で、本種は4，5枚が輪生している。葉が
丸いところがキクムグラらしいが、花や実が
ないので確定はできない。

33 オオバコ（オオバコ科）

34 ウメバチソウ(ユキノシタ科)
Parnassia palustris

Plantago asiatica
人や動物がよく踏
み荒らす場所に
生える植物群落
を踏跡群落とよび、
オオバコはその
代表種。
芝地や林道によく
はえている。また
芝地には近縁の
ヘラオオバコも生
えるが、形がかな
り違うのですぐ見
分けられる。

35 リンドウ（リンドウ科）
Gentiana scabra var. buergeri

草原内で、草丈の低く日当たりが良くなっ
た場所に時々いる。
秋のころ、とても目立つ白い花を咲かせる。
草原内では１，２を争う美しい花。

36 タチコゴメグサ(ゴマノハグサ科)
Euphrasia maximowiczii

草原内で時々見つかる。青い目立つ花を
つけ、ウメバチソウと並んで草原内では美し
い花。この他、キキョウ、ハナイカリ、キリンソ
ウ、マツムシソウが花がとくにきれいで、９月
はこれらが一斉に咲く。
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草丈10～15cmほ
どのとても小さい
植物。白い筒状
の花をぽつぽつ
とつける。葉には
葉柄がなく、ギザ
ギザしている。
秋に花を咲かせ
る。

38 アキノノゲシ（キク科）

37 オミナエシ（オミナエシ科）
Patrinia scabiosaefolia

Lactuca indica

黄色く花序が3つ又
に分かれるのが特徴。

葉がアザミのようにとげとげして痛そうにみ
えるが、触ってもやわらかくて痛くない。
草原内でたまに見つかる。

草原内で時々見つかり、比較的大きく
なるので遠くからでもわかる。

39 サワヒヨドリ（キク科）

40 ノコンギク（キク科）

Eupatorium lindleyanum

Aster ageratoides ssp. ovatus

草原では、ヒヨドリバナ属が3種みつかって
いるが、サワヒヨドリが一番よく見かける。葉
の鋸歯が他の2種と比べ丸みがあり、根本付
近で3つ又になっていることが多い。花期は
一番遅くに咲いている。

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つける。

41 ヨツバヒヨドリ（キク科）

42 ヒヨドリバナ（キク科）

Eupatorium chinense ssp.
sachalinense

Eupatorium makinoi

ヒヨドリバナに似るが、名前のとおり葉が4枚
に輪生する。草原内では見つけるのがかなり
難しい。

葉が2枚ずつ、対生につく。サワヒヨドリと比
べ葉の鋸歯が鋭くとがっている。9月下旬で
花期が終わり枯れ始めている。
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43 ユウガギク（キク科）
Kalimeris pinnatifida

44 ノハラアザミ（キク科）
Cirsium oligophyllum

草原内によく見かける。白く大きめの花を
つける。葉は色がやや薄緑で、きょ歯が大
きく切れ込んでいるのが特徴。類似する種
にノコンギクが見られるが、葉のきょ歯があ
まりきれこまない点が異なる。

45 コゴメギク（キク科）
Galinsoga parviflora

鋭い刺のある葉をも
つ。草原には近縁
のノアザミもあり、花
の下の部分がべた
つかなければノハラ
アザミといわれる。

46 ハルジオン（キク科）
Erigeron philadelphicus

芝地や林縁で見つかる。類似なハキダメギ
クとの相違点は、全体に毛が少ない、種子
につく冠毛の先がとがっていない点。

47 スカシタゴボウ（アブラナ科）
Rorippa islandica

芝地に非常にたくさん生えている。名前の
似ているヒメジョオンは草原内にたくさん生
える。葉の形が異なり、おおざっぱにへら
型がハルジオン、スプーン型がヒメジョオン。

48 オオチドメ（セリ科）
Hydrocotyle ramiflora

芝地の湿った
場所、少し日
蔭の場所にご
くまれに生えて
いる。

近縁種のイヌガラシとよく似るが、果実の形
湿った芝地に絨毯のように広がっている。
が、スカシタゴボウは短く太く、イヌガラシは
葉が丸くて一か所だけ切れているので分か
長く細いので見分けられる。実験センター
りやすい。類似にチドメグサがあるが、葉の
内ではイヌガラシはまだ見つけていない。 10 大きさからオオチドメとした。

50 アオミズ（イラクサ科）

49 ナギナタコウジュ（シソ科）
Elsholtzia ciliata

Pilea pumila

花が片面に並んで付き、一瞬イモムシの
ようにも見える。かなり強い香りがする。

51 ツリフネソウ(ツリフネソウ科)
Impatiens textorii

林縁によく生えている。写真では分かりにく
いが、葉の付け根あたりに黄緑色の小さな
地味な花をつける。近縁種にミズというのが
あるが、ミズは葉がとても小さい。センター
内ではまだミズは見つけていない。

52 キツリフネ(ツリフネソウ科)
Impatiens nolitangere

林縁によく生えている。葉のきょ歯はギザギ
ザと先がとがる。花はキツリフネより遅れて8
月ごろ咲き始める。

ツリフネソウと同所的に林縁に生える。
葉のきょ歯は丸みがあり、それだけで花が
なくてもツリフネソウとは見分けられる。7月
から花が咲き始める。

草原コラム
なぜたくさんの植物種が共存できるのか？
現在の生物学で最も注目されながら、いまだに答えが分かってな
い問題として、多種共存メカニズムは何かという問いがあります。
これまであげられた仮説には、病気や捕食が特定の種が独占する
のを阻むという「逃避仮説」、それぞれの種は得意とする環境が異
なるという「ニッチ分割仮説」、適度なかく乱が特定種の独占を阻
むという「中規模かく乱仮説」などが有名です。しかしいずれの仮
説にも反論があり、結論が出ていません。
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