
維管束植物

和 名 科 名 上位分類群 学 名
改訂前カテゴ
リー

備 考(異名)

絶滅（EX)

スギラン ヒカゲノカズラ科 シダ植物門：ヒカゲノカズラ綱 Huperzia cryptomerina EX

タキミシダ シシラン科 シダ植物門：シダ綱 Antrophyum obovatum EX

オクタマシダ チャセンシダ科 シダ植物門：シダ綱 Asplenium pseudowilfordii EX

ナンタイシダ オシダ科 シダ植物門：シダ綱 Athyriorumohra maximowiczii EX

ヒトツバシケシダ オシダ科 シダ植物門：シダ綱 Deparia x lobatocrenata EX

◇ オニイノデ オシダ科 シダ植物門：シダ綱 Polystichum rigens DD

アカウキクサ サンショウモ科 シダ植物門：シダ綱 Azolla imbricata EX

↑ オオアカウキクサ サンショウモ科 シダ植物門：シダ綱 Azolla japonica VU

イワシデ カバノキ科 被子植物門：双子葉植物綱 Carpinus turczaninovii EX

ハシバミ カバノキ科 被子植物門：双子葉植物綱 Corylus heterophylla var. thunbergii EX

ハルニレ ニレ科 被子植物門：双子葉植物綱 Ulmus davidiana var. japonica EX ニレ

ヒメタデ タデ科 被子植物門：双子葉植物綱 Persicaria erectominor EX

↑ マダイオウ タデ科 被子植物門：双子葉植物綱 Rumex madaio CR＋EN

オグラセンノウ ナデシコ科 被子植物門：双子葉植物綱 Silene kiusiana EX

◇ コウライブシ キンポウゲ科 被子植物門：双子葉植物綱 Aconitum jaluense  subsp. jaluense DD ミツバトリカブト

エンコウソウ キンポウゲ科 被子植物門：双子葉植物綱 Caltha palustris var. enkoso EX リュウキンカ

↑ オトコゼリ キンポウゲ科 被子植物門：双子葉植物綱 Ranunculus tachiroei CR＋EN

オグラコウホネ スイレン科 被子植物門：双子葉植物綱 Nuphar oguraensis EX

タチスズシロソウ アブラナ科 被子植物門：双子葉植物綱 Arabidopsis kamchatica subsp. kawasakiana EX

↑ ヤグルマソウ ユキノシタ科 被子植物門：双子葉植物綱 Rodgersia podophylla NT

カワラサイコ バラ科 被子植物門：双子葉植物綱 Potentilla chinensis EX

ツチグリ バラ科 被子植物門：双子葉植物綱 Potentilla discolor EX

ヒメノハギ マメ科 被子植物門：双子葉植物綱 Codariocalyx microphyllus EX

ハマボウ アオイ科 被子植物門：双子葉植物綱 Hibiscus hamabo EX

ヒメビシ ヒシ科 被子植物門：双子葉植物綱 Trapa incisa EX

ヌマゼリ セリ科 被子植物門：双子葉植物綱 Sium suave var. nipponicum EX サワゼリ

ハルリンドウ リンドウ科 被子植物門：双子葉植物綱 Gentiana thunbergii var. thunbergii EX

〇 マメダオシ ヒルガオ科 被子植物門：双子葉植物綱 Cuscuta australis ―

◇ ハマネナシカズラ ヒルガオ科 被子植物門：双子葉植物綱 Cuscuta chinensis DD

スナビキソウ ムラサキ科 被子植物門：双子葉植物綱 Heliotropium japonicum EX

ムラサキ ムラサキ科 被子植物門：双子葉植物綱 Lithospermum erythrorhizon EX

ヤマジソ シソ科 被子植物門：双子葉植物綱 Mosla japonica EX

ミズトラノオ シソ科 被子植物門：双子葉植物綱 Pogostemon yatabeanus EX ムラサキミズトラノオ

ナミキソウ シソ科 被子植物門：双子葉植物綱 Scutellaria strigillosa EX

タチコゴメグサ ゴマノハグサ科 被子植物門：双子葉植物綱 Euphrasia maximowiczii EX

ウンラン ゴマノハグサ科 被子植物門：双子葉植物綱 Linaria japonica EX

スズメハコベ ゴマノハグサ科 被子植物門：双子葉植物綱 Microcarpaea minima EX スズメノハコベ

ハマクワガタ ゴマノハグサ科 被子植物門：双子葉植物綱 Veronica javanica EX

ホソバヒメトラノオ ゴマノハグサ科 被子植物門：双子葉植物綱 Veronica linariifolia EX

ヤマルリトラノオ ゴマノハグサ科 被子植物門：双子葉植物綱 Veronica ovata subsp. miyabei var. japonica EX

ハマウツボ ハマウツボ科 被子植物門：双子葉植物綱 Orobanche coerulescens EX

フサタヌキモ タヌキモ科 被子植物門：双子葉植物綱 Utricularia dimorphantha EX

マツムシソウ マツムシソウ科 被子植物門：双子葉植物綱 Scabiosa japonica EX

カワラハハコ キク科 被子植物門：双子葉植物綱 Anaphalis margaritacea subsp. yedoensis EX

フクド キク科 被子植物門：双子葉植物綱 Artemisia fukudo EX ハマヨモギ

ヒメシオン キク科 被子植物門：双子葉植物綱 Aster fastigiatus EX

モリアザミ キク科 被子植物門：双子葉植物綱 Cirsium dipsacolepis EX ヤブアザミ

↑ アキノハハコグサ キク科 被子植物門：双子葉植物綱 Gnaphalium hypoleucum CR＋EN

カセンソウ キク科 被子植物門：双子葉植物綱 Inula salicina var. asiatica EX

ホソバニガナ キク科 被子植物門：双子葉植物綱 Ixeridium beauverdianum EX

タカサゴソウ キク科 被子植物門：双子葉植物綱 Ixeris chinensis subsp. strigosa EX

ネコノシタ キク科 被子植物門：双子葉植物綱 Melanthera prostrata EX ハマグルマ

 大阪府内で確認された維管束植物のうち、絶滅が86種、絶滅のおそれのある種の総数は247種（絶滅危惧Ⅰ類162種、絶滅危
惧Ⅱ類85種）となった。今回の改訂は近年作成された大阪各地の植物目録や調査結果に基づき、大阪市立自然史博物館等の標
本を元に確認をしつつ、一部を現地調査で補ってすすめた｡
 学名は「植物和名ー学名インデックス YList」（米倉2011)に従い、科名および配列は新Englerシステムに従った｡
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絶滅（EX)（つづき）

ミヤコアザミ キク科 被子植物門：双子葉植物綱 Saussurea maximowiczii EX

ヒメヒゴタイ キク科 被子植物門：双子葉植物綱 Saussurea pulchella EX

オナモミ キク科 被子植物門：双子葉植物綱 Xanthium strumarium EX

↑ セキショウモ トチカガミ科 被子植物門：単子葉植物綱 Vallisneria natans CR＋EN

↑ カワツルモ ヒルムシロ科 被子植物門：単子葉植物綱 Ruppia maritima CR＋EN

↑ イトクズモ イトクズモ科 被子植物門：単子葉植物綱 Zannichellia palustris CR＋EN ミカヅキイトモ

ムサシモ イバラモ科 被子植物門：単子葉植物綱 Najas ancistrocarpa EX マガリミサヤモ

イバラモ イバラモ科 被子植物門：単子葉植物綱 Najas marina EX

◇ コキンバイザサ キンバイザサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Hypoxis aurea DD

クロイヌノヒゲ ホシクサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Eriocaulon atrum EX クロイヌヒゲ

◇ ヤマトホシクサ ホシクサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Eriocaulon japonicum DD

◇ ゴマシオホシクサ ホシクサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Eriocaulon senile DD

ミズタカモジグサ イネ科 被子植物門：単子葉植物綱 Elymus humidus EX ミズタカモジ

ケカモノハシ イネ科 被子植物門：単子葉植物綱 Ischaemum anthephoroides EX

タキキビ イネ科 被子植物門：単子葉植物綱 Phaenosperma globosum EX

◇ ヒゲシバ イネ科 被子植物門：単子葉植物綱 Sporobolus japonicus DD

オニシバ イネ科 被子植物門：単子葉植物綱 Zoysia macrostachya EX

◇ ヤマジスゲ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Carex bostrychostigma 要注目

アワボスゲ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Carex brownii EX

ヒメミコシガヤ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Carex laevissima EX

カガシラ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Diplacrum caricinum EX

ミスミイ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Eleocharis acutangula EX

ヒメヌマハリイ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Eleocharis kamtschatica EX ヒメハリイ

ビロードテンツキ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Fimbristylis sericea EX ビロウドテンツキ

アゼテンツキ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Fimbristylis squarrosa EX

トネテンツキ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Fimbristylis stauntonii var. tonensis EX

トラノハナヒゲ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Rhynchospora brownii EX

〇 ヒメカンガレイ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Schoenoplectus mucronatus var. mucronatus ―

シズイ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Schoenoplectus nipponicus EX テガヌマイ

シンジュガヤ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Scleria levis EX

ケシンジュガヤ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Scleria rugosa EX

ムカゴソウ ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Herminium lanceum EX

セイタカスズムシソウ ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Liparis japonica EX セイタカスズムシ

トンボソウ ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Platanthera ussuriensis EX

絶滅危惧Ⅰ類（CR＋EN)

マツバラン マツバラン科 シダ植物門：マツバラン綱 Psilotum nudum CR＋EN

ヤチスギラン ヒカゲノカズラ科 シダ植物門：ヒカゲノカズラ綱 Lycopodium inundatum CR＋EN

ミズニラ ミズニラ科 シダ植物門：ヒカゲノカズラ綱 Isoetes japonica CR＋EN

アカハナワラビ ハナヤスリ科 シダ植物門：シダ綱 Botrychium nipponicum CR＋EN

トネハナヤスリ ハナヤスリ科 シダ植物門：シダ綱 Ophioglossum namegatae CR＋EN

ハマハナヤスリ ハナヤスリ科 シダ植物門：シダ綱 Ophioglossum thermale var. thermale CR＋EN

カラクサシダ イノモトソウ科 シダ植物門：シダ綱 Pleurosoriopsis makinoi CR＋EN

↓ ナチシダ イノモトソウ科 シダ植物門：シダ綱 Pteris wallichiana EX

イズヤブソテツ オシダ科 シダ植物門：シダ綱 Cyrtomium atropunctatum CR＋EN

〇 メヤブソテツ オシダ科 シダ植物門：シダ綱 Cyrtomium caryotideum ―

ミドリワラビ オシダ科 シダ植物門：シダ綱 Deparia viridifrons CR＋EN

↑ ツクシイワヘゴ オシダ科 シダ植物門：シダ綱 Dryopteris commixta VU

〇 ナガサキシダ オシダ科 シダ植物門：シダ綱 Dryopteris sieboldii ―

タニヘゴ オシダ科 シダ植物門：シダ綱 Dryopteris tokyoensis CR＋EN

イワオモダカ ウラボシ科 シダ植物門：シダ綱 Pyrrosia hastata CR＋EN

デンジソウ デンジソウ科 シダ植物門：シダ綱 Marsilea quadrifolia CR＋EN

サンショウモ サンショウモ科 シダ植物門：シダ綱 Salvinia natans CR＋EN

↓ エゾエノキ ニレ科 被子植物門：双子葉植物綱 Celtis jessoensis EX カンサイエノキ

ケグワ クワ科 被子植物門：双子葉植物綱 Morus cathayana CR＋EN

サイコクヌカボ タデ科 被子植物門：双子葉植物綱 Persicaria foliosa var. nikaii CR＋EN

ヤナギヌカボ タデ科 被子植物門：双子葉植物綱 Persicaria foliosa var. paludicola CR＋EN

〇 ワチガイソウ ナデシコ科 被子植物門：双子葉植物綱 Pseudostellaria heterantha ―

ハママツナ アカザ科 被子植物門：双子葉植物綱 Suaeda maritima CR＋EN

フクジュソウ キンポウゲ科 被子植物門：双子葉植物綱 Adonis ramosa CR＋EN

◇ アズマイチゲ キンポウゲ科 被子植物門：双子葉植物綱 Anemonoides raddeana DD
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絶滅危惧Ⅰ類（CR＋EN)（つづき）

カザグルマ キンポウゲ科 被子植物門：双子葉植物綱 Clematis patens CR＋EN

サイコクサバノオ キンポウゲ科 被子植物門：双子葉植物綱 Dichocarpum univalve CR＋EN

セツブンソウ キンポウゲ科 被子植物門：双子葉植物綱 Eranthis pinnatifida CR＋EN

ミスミソウ キンポウゲ科 被子植物門：双子葉植物綱 Hepatica nobilis var. japonica CR＋EN

オキナグサ キンポウゲ科 被子植物門：双子葉植物綱 Pulsatilla cernua CR＋EN

ヒキノカサ キンポウゲ科 被子植物門：双子葉植物綱 Ranunculus ternatus CR＋EN

◇ シギンカラマツ キンポウゲ科 被子植物門：双子葉植物綱 Thalictrum actaeifolium DD

↓ ノカラマツ キンポウゲ科 被子植物門：双子葉植物綱 Thalictrum simplex var. brevipes EX

イカリソウ メギ科 被子植物門：双子葉植物綱 Epimedium grandiflorum CR＋EN

ヒメカンアオイ ウマノスズクサ科 被子植物門：双子葉植物綱 Asarum fauriei var. takaoi CR＋EN

ヤマシャクヤク ボタン科 被子植物門：双子葉植物綱 Paeonia japonica CR＋EN

↓ ベニバナヤマシャクヤク ボタン科 被子植物門：双子葉植物綱 Paeonia obovata EX

トモエソウ オトギリソウ科 被子植物門：双子葉植物綱 Hypericum ascyron subsp. ascyron var. ascyron CR＋EN

↓ アゼオトギリ オトギリソウ科 被子植物門：双子葉植物綱 Hypericum oliganthum EX

ヤマブキソウ ケシ科 被子植物門：双子葉植物綱 Hylomecon japonica CR＋EN

ミツバコンロンソウ アブラナ科 被子植物門：双子葉植物綱 Cardamine anemonoides CR＋EN

アオベンケイ ベンケイソウ科 被子植物門：双子葉植物綱 Sedum viride CR＋EN

↓ アズマツメクサ ベンケイソウ科 被子植物門：双子葉植物綱 Tillaea aquatica EX

モモ バラ科 被子植物門：双子葉植物綱 Amygdalus persica CR＋EN

コバナノワレモコウ バラ科 被子植物門：双子葉植物綱 Sanguisorba tenuifolia var. parviflora CR＋EN

◇ モメンヅル マメ科 被子植物門：双子葉植物綱 Astragalus reflexistipulus DD

シバハギ マメ科 被子植物門：双子葉植物綱 Desmodium heterocarpon CR＋EN

イヌハギ マメ科 被子植物門：双子葉植物綱 Lespedeza tomentosa CR＋EN

↑ マキエハギ マメ科 被子植物門：双子葉植物綱 Lespedeza virgata VU

↑ ヨツバハギ マメ科 被子植物門：双子葉植物綱 Vicia nipponica VU

ハマビシ ハマビシ科 被子植物門：双子葉植物綱 Tribulus terrestris CR＋EN

↑ タカトウダイ トウダイグサ科 被子植物門：双子葉植物綱 Euphorbia lasiocaula VU

ヒナノカンザシ ヒメハギ科 被子植物門：双子葉植物綱 Salomonia ciliata CR＋EN

アカネスミレ スミレ科 被子植物門：双子葉植物綱 Viola phalacrocarpa CR＋EN

アケボノスミレ スミレ科 被子植物門：双子葉植物綱 Viola rossii CR＋EN

オグラノフサモ アリノトウグサ科 被子植物門：双子葉植物綱 Myriophyllum oguraense CR＋EN

タチモ アリノトウグサ科 被子植物門：双子葉植物綱 Myriophyllum ussuriense CR＋EN

◇ フサモ アリノトウグサ科 被子植物門：双子葉植物綱 Myriophyllum verticillatum DD

↑ ヒメノダケ セリ科 被子植物門：双子葉植物綱 Angelica cartilaginomarginata var. cartilaginomarginata VU

ミシマサイコ セリ科 被子植物門：双子葉植物綱 Bupleurum stenophyllum CR＋EN

ハマボウフウ セリ科 被子植物門：双子葉植物綱 Glehnia littoralis CR＋EN

イブキボウフウ セリ科 被子植物門：双子葉植物綱 Libanotis ugoensis var. japonica CR＋EN

↑ カワラボウフウ セリ科 被子植物門：双子葉植物綱 Peucedanum terebinthaceum VU ヤマニンジン，シラカワボウフウ

マルバノイチヤクソウ イチヤクソウ科 被子植物門：双子葉植物綱 Pyrola nephrophylla CR＋EN マルバノイチヤクソウ

〇 サワトラノオ サクラソウ科 被子植物門：双子葉植物綱 Lysimachia leucantha ―

クサレダマ サクラソウ科 被子植物門：双子葉植物綱 Lysimachia vulgaris subsp. davurica CR＋EN イオウソウ

クリンソウ サクラソウ科 被子植物門：双子葉植物綱 Primula japonica CR＋EN

ハマサジ イソマツ科 被子植物門：双子葉植物綱 Limonium tetragonum CR＋EN

↑ クロミノニシゴリ ハイノキ科 被子植物門：双子葉植物綱 Symplocos paniculata VU

↓ アイナエ マチン科 被子植物門：双子葉植物綱 Mitrasacme pygmaea EX

コケリンドウ リンドウ科 被子植物門：双子葉植物綱 Gentiana squarrosa CR＋EN

〇 ムラサキセンブリ リンドウ科 被子植物門：双子葉植物綱 Swertia pseudochinensis ―

↑ ガガブタ ミツガシワ科 被子植物門：双子葉植物綱 Nymphoides indica VU

チョウジソウ キョウチクトウ科 被子植物門：双子葉植物綱 Amsonia elliptica CR＋EN

フナバラソウ ガガイモ科 被子植物門：双子葉植物綱 Vincetoxicum atratum CR＋EN

↑ ナガバジュズネノキ アカネ科 被子植物門：双子葉植物綱 Damnacanthus macrophyllus f. giganteus NT

↑ タニジャコウソウ シソ科 被子植物門：双子葉植物綱 Chelonopsis longipes NT

キセワタ シソ科 被子植物門：双子葉植物綱 Leonurus macranthus CR＋EN

ゴマクサ ゴマノハグサ科 被子植物門：双子葉植物綱 Centranthera cochinchinensis subsp. lutea CR＋EN

↓ オオアブノメ ゴマノハグサ科 被子植物門：双子葉植物綱 Gratiola japonica EX

↓ シソクサ ゴマノハグサ科 被子植物門：双子葉植物綱 Limnophila chinensis subsp. aromatica EX

シオガマギク ゴマノハグサ科 被子植物門：双子葉植物綱 Pedicularis resupinata CR＋EN

↓ ゴマノハグサ ゴマノハグサ科 被子植物門：双子葉植物綱 Scrophularia buergeriana EX

ヒキヨモギ ゴマノハグサ科 被子植物門：双子葉植物綱 Siphonostegia chinensis CR＋EN

タヌキモ タヌキモ科 被子植物門：双子葉植物綱 Utricularia japonica CR＋EN

ランク
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ヒメタヌキモ タヌキモ科 被子植物門：双子葉植物綱 Utricularia minor CR＋EN

ムラサキミミカキグサ タヌキモ科 被子植物門：双子葉植物綱 Utricularia uliginosa CR＋EN

◇ ヤマヒョウタンボク スイカズラ科 被子植物門：双子葉植物綱 Lonicera mochidzukiana var. nomurana DD

↑ キンキヒョウタンボク スイカズラ科 被子植物門：双子葉植物綱 Lonicera ramosissima var. kinkiensis NT

↑ カノコソウ オミナエシ科 被子植物門：双子葉植物綱 Valeriana fauriei VU

↑ ツルギキョウ キキョウ科 被子植物門：双子葉植物綱 Codonopsis javanica subsp. japonica NT

ノコギリソウ キク科 被子植物門：双子葉植物綱 Achillea sibirica CR＋EN ハゴロモソウ

↑ サワシロギク キク科 被子植物門：双子葉植物綱 Aster rugulosus VU

フジバカマ キク科 被子植物門：双子葉植物綱 Eupatorium japonicum CR＋EN

オグルマ キク科 被子植物門：双子葉植物綱 Inula britannica subsp. japonica CR＋EN

〇 ニシノヤマタイミンガサ キク科 被子植物門：双子葉植物綱 Parasenecio yatabei var. occidentalis ―

キクアザミ キク科 被子植物門：双子葉植物綱 Saussurea ussuriensis CR＋EN

◇ ハバヤマボクチ キク科 被子植物門：双子葉植物綱 Synurus excelsus DD

マルバオモダカ オモダカ科 被子植物門：単子葉植物綱 Caldesia parnassiifolia CR＋EN

アギナシ オモダカ科 被子植物門：単子葉植物綱 Sagittaria aginashi CR＋EN

マルミスブタ トチカガミ科 被子植物門：単子葉植物綱 Blyxa aubertii CR＋EN オオスブタ

スブタ トチカガミ科 被子植物門：単子葉植物綱 Blyxa echinosperma CR＋EN ナガバスブタ，コスブタ

↑ ヤナギスブタ トチカガミ科 被子植物門：単子葉植物綱 Blyxa japonica VU

トチカガミ トチカガミ科 被子植物門：単子葉植物綱 Hydrocharis dubia CR＋EN

イトモ ヒルムシロ科 被子植物門：単子葉植物綱 Potamogeton berchtoldii CR＋EN イトヤナギモ

コバノヒルムシロ ヒルムシロ科 被子植物門：単子葉植物綱 Potamogeton cristatus CR＋EN

サガミトリゲモ イバラモ科 被子植物門：単子葉植物綱 Najas chinensis CR＋EN ヒロハトリゲモ

オオトリゲモ イバラモ科 被子植物門：単子葉植物綱 Najas oguraensis CR＋EN

↓ ヒロハノアマナ ユリ科 被子植物門：単子葉植物綱 Amana erythronioides EX ヒロハアマナ

キバナチゴユリ ユリ科 被子植物門：単子葉植物綱 Disporum lutescens CR＋EN

ユウスゲ ユリ科 被子植物門：単子葉植物綱 Hemerocallis citrina var. vespertina CR＋EN キスゲ

ヒメユリ ユリ科 被子植物門：単子葉植物綱 Lilium concolor CR＋EN

ヤマホトトギス ユリ科 被子植物門：単子葉植物綱 Tricyrtis macropoda CR＋EN

〇 ミヤマエンレイソウ ユリ科 被子植物門：単子葉植物綱 Trillium tschonoskii ―

ミズアオイ ミズアオイ科 被子植物門：単子葉植物綱 Monochoria korsakowii CR＋EN

ヒオウギ アヤメ科 被子植物門：単子葉植物綱 Iris domestica CR＋EN

↑ ノハナショウブ アヤメ科 被子植物門：単子葉植物綱 Iris ensata var. spontanea VU

ホシクサ ホシクサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Eriocaulon sieboldianum CR＋EN

ヒメコヌカグサ イネ科 被子植物門：単子葉植物綱 Agrostis valvata CR＋EN

ヒナザサ イネ科 被子植物門：単子葉植物綱 Coelachne japonica CR＋EN

コゴメカゼクサ イネ科 被子植物門：単子葉植物綱 Eragrostis japonica CR＋EN

ナガミノオニシバ イネ科 被子植物門：単子葉植物綱 Zoysia sinica var. nipponica CR＋EN

〇 ナンゴクウラシマソウ サトイモ科 被子植物門：単子葉植物綱 Arisaema thunbergii subsp. thunbergii ―

ミクリ ミクリ科 被子植物門：単子葉植物綱 Sparganium erectum CR＋EN

オオミクリ ミクリ科 被子植物門：単子葉植物綱 Sparganium erectum var. macrocarpum CR＋EN アズマミクリ

ヒメミクリ ミクリ科 被子植物門：単子葉植物綱 Sparganium subglobosum CR＋EN

イセウキヤガラ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Bolboschoenus planiculmis CR＋EN

ワンドスゲ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Carex argyi CR＋EN

ウマスゲ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Carex idzuroei CR＋EN

〇 サトヤマハリスゲ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Carex ruralis ―

イヌクログワイ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Eleocharis dulcis CR＋EN シログワイ

↓ ヌマハリイ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Eleocharis mamillata var. cyclocarpa EX オオヌマハリイ

アンペライ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Machaerina rubiginosa var. nipponensis CR＋EN ネビキグサ

↓ ミカヅキグサ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Rhynchospora alba EX ミカズキグサ

オオイヌノハナヒゲ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Rhynchospora fauriei CR＋EN

イガクサ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Rhynchospora rubra CR＋EN

↑ ノグサ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Schoenus apogon VU

ミカワシンジュガヤ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Scleria mikawana CR＋EN

ヒナラン ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Amitostigma gracile CR＋EN

シラン ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Bletilla striata CR＋EN

マメヅタラン ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Bulbophyllum drymoglossum CR＋EN マメズタラン

ムギラン ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Bulbophyllum inconspicuum CR＋EN

ミヤマムギラン ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Bulbophyllum japonicum CR＋EN

クマガイソウ ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Cypripedium japonicum CR＋EN

セッコク ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Dendrobium moniliforme CR＋EN

ランク
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ベニシュスラン ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Goodyera biflora CR＋EN

ツリシュスラン ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Goodyera pendula CR＋EN

↑ ミズトンボ ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Habenaria sagittifera VU

ジガバチソウ ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Liparis krameri CR＋EN

アオフタバラン ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Listera makinoana CR＋EN

フウラン ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Neofinetia falcata CR＋EN

〇 ムカゴサイシン ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Nervilia nipponica ―

ヨウラクラン ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Oberonia japonica CR＋EN

ムカゴトンボ ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Peristylus flagellifer CR＋EN

ツレサギソウ ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Platanthera japonica CR＋EN

〇 ヤマサギソウ ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Platanthera mandarinorum subsp. mandarinorum var. oreades ―

オオヤマサギソウ ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Platanthera sachalinensis CR＋EN

コバノトンボソウ ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Platanthera tipuloides subsp. nipponica CR＋EN

トキソウ ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Pogonia japonica CR＋EN

ヤマトキソウ ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Pogonia minor CR＋EN

ウチョウラン ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Ponerorchis graminifolia CR＋EN

クモラン ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Taeniophyllum glandulosum CR＋EN

絶滅危惧Ⅱ類（VU)

ヒロハハナヤスリ ハナヤスリ科 シダ植物門：シダ綱 Ophioglossum vulgatum VU オオハナヤスリ

ホウビシダ チャセンシダ科 シダ植物門：シダ綱 Hymenasplenium hondoense VU

〇 ハコネシケチシダ オシダ科 シダ植物門：シダ綱 Cornopteris christenseniana ―

ツクシヤブソテツ オシダ科 シダ植物門：シダ綱 Cyrtomium macrophyllum var. tukusicola VU

〇 ニシノオオアカウキクサ アカウキクサ科 シダ植物門：シダ綱 Azolla filiculoides ―

◇ ミヤコミズ イラクサ科 被子植物門：双子葉植物綱 Pilea kiotensis 要注目

ホソバイヌタデ タデ科 被子植物門：双子葉植物綱 Persicaria erectominor var. trigonocarpa VU

ヌカボタデ タデ科 被子植物門：双子葉植物綱 Persicaria taquetii VU コヌカボタデ

↑ ナガバノウナギツカミ タデ科 被子植物門：双子葉植物綱 Polygonum hastatosagittatum NT

カワチブシ キンポウゲ科 被子植物門：双子葉植物綱 Aconitum grossedentatum VU

◇ シロバナハンショウヅル キンポウゲ科 被子植物門：双子葉植物綱 Clematis williamsii 要注目

キバナイカリソウ メギ科 被子植物門：双子葉植物綱 Epimedium koreanum VU ニッコウイカリソウ

ルイヨウボタン メギ科 被子植物門：双子葉植物綱 Leontice robusta VU

オニバス スイレン科 被子植物門：双子葉植物綱 Euryale ferox VU

↑ コウホネ スイレン科 被子植物門：双子葉植物綱 Nuphar japonica NT カワホネ

イシモチソウ モウセンゴケ科 被子植物門：双子葉植物綱 Drosera peltata var. nipponica VU

カワチスズシロソウ アブラナ科 被子植物門：双子葉植物綱 Arabis flagellosa var. kawachiensis VU

◇ ミズタガラシ アブラナ科 被子植物門：双子葉植物綱 Cardamine lyrata DD

↑ ギンバイソウ ユキノシタ科 被子植物門：双子葉植物綱 Deinanthe bifida NT

◇ ウメバチソウ ユキノシタ科 被子植物門：双子葉植物綱 Parnassia palustris var. palustris 要注目

ユキヤナギ バラ科 被子植物門：双子葉植物綱 Spiraea thunbergii VU コゴメバナ

↑ フジキ マメ科 被子植物門：双子葉植物綱 Cladrastis platycarpa NT

タヌキマメ マメ科 被子植物門：双子葉植物綱 Crotalaria sessiliflora VU

↑ ミヤマトベラ マメ科 被子植物門：双子葉植物綱 Euchresta japonica NT

↑ イタチササゲ マメ科 被子植物門：双子葉植物綱 Lathyrus davidii NT

ツルフジバカマ マメ科 被子植物門：双子葉植物綱 Vicia amoena VU

オオバクサフジ マメ科 被子植物門：双子葉植物綱 Vicia pseudo-orobus VU

ノウルシ トウダイグサ科 被子植物門：双子葉植物綱 Euphorbia adenochlora VU

◇ カキノハグサ ヒメハギ科 被子植物門：双子葉植物綱 Polygala reinii 要注目

コウヤグミ グミ科 被子植物門：双子葉植物綱 Elaeagnus numajiriana VU

↑ カツラギグミ グミ科 被子植物門：双子葉植物綱 Elaeagnus takeshitae NT

◇ ヒゴスミレ スミレ科 被子植物門：双子葉植物綱 Viola chaerophylloides var. sieboldiana 要注目

〇 オカスミレ スミレ科 被子植物門：双子葉植物綱 Viola phalacrocarpa var. glaberrima ― アカネスミレの変種

ドクゼリ セリ科 被子植物門：双子葉植物綱 Cicuta virosa VU

イヌセンブリ リンドウ科 被子植物門：双子葉植物綱 Swertia tosaensis VU

◇ タチカモメヅル ガガイモ科 被子植物門：双子葉植物綱 Vincetoxicum glabrum 要注目 クロバナカモメヅル

スズサイコ ガガイモ科 被子植物門：双子葉植物綱 Vincetoxicum pycnostelma VU

コバノカモメヅル ガガイモ科 被子植物門：双子葉植物綱 Vincetoxicum sublanceolatum var. sublanceolatum VU

オオキヌタソウ アカネ科 被子植物門：双子葉植物綱 Rubia chinensis f. mitis VU

コムラサキ クマツヅラ科 被子植物門：双子葉植物綱 Callicarpa dichotoma VU

ハマゴウ クマツヅラ科 被子植物門：双子葉植物綱 Vitex rotundifolia VU

↑ オウギカズラ シソ科 被子植物門：双子葉植物綱 Ajuga japonica NT

ランク
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ジュウニヒトエ シソ科 被子植物門：双子葉植物綱 Ajuga nipponensis VU

ナツノタムラソウ シソ科 被子植物門：双子葉植物綱 Salvia lutescens var. intermedia VU

↑ ヒメナミキ シソ科 被子植物門：双子葉植物綱 Scutellaria dependens NT

◇ ヤマタツナミソウ シソ科 被子植物門：双子葉植物綱 Scutellaria pekinensis var. transitra DD

↑ ヤマホオズキ ナス科 被子植物門：双子葉植物綱 Physalis chamaesarachoides NT

◇ ハシリドコロ ナス科 被子植物門：双子葉植物綱 Scopolia japonica 要注目

オオマルバノホロシ ナス科 被子植物門：双子葉植物綱 Solanum megacarpum VU

↑ クワガタソウ ゴマノハグサ科 被子植物門：双子葉植物綱 Veronica miqueliana NT

↑ ウスバヒョウタンボク スイカズラ科 被子植物門：双子葉植物綱 Lonicera cerasina NT

↑ レンプクソウ レンプクソウ科 被子植物門：双子葉植物綱 Adoxa moschatellina NT

↑ キキョウ キキョウ科 被子植物門：双子葉植物綱 Platycodon grandiflorus NT

〇 オケラ キク科 被子植物門：双子葉植物綱 Atractylodes japonica ―

〇 ヤマジノギク キク科 被子植物門：双子葉植物綱 Heteropappus hispidus ―

ハンカイソウ キク科 被子植物門：双子葉植物綱 Ligularia japonica VU

〇 ミヤマコウモリソウ キク科 被子植物門：双子葉植物綱 Parasenecio farfarifolius var. acerinus ―

↓ イトトリゲモ イバラモ科 被子植物門：単子葉植物綱 Najas gracillima CR＋EN

↑ ホンゴウソウ ホンゴウソウ科 被子植物門：単子葉植物綱 Sciaphila nana NT

↓ ノカンゾウ ユリ科 被子植物門：単子葉植物綱 Hemerocallis fulva var. disticha CR＋EN

ミズギボウシ ユリ科 被子植物門：単子葉植物綱 Hosta longissima VU ナガバミズギボウシ，サジギボウシ

ホソバシュロソウ ユリ科 被子植物門：単子葉植物綱 Veratrum maackii var. maackii VU

↑ ヒナノシャクジョウ ヒナノシャクジョウ科 被子植物門：単子葉植物綱 Burmannia championii NT

ヌマカゼクサ イネ科 被子植物門：単子葉植物綱 Eragrostis aquatica VU

ウンヌケモドキ イネ科 被子植物門：単子葉植物綱 Eulalia quadrinervis VU コカリヤス

ミノボロ イネ科 被子植物門：単子葉植物綱 Koeleria macrantha VU

スズメノコビエ イネ科 被子植物門：単子葉植物綱 Paspalum scrobiculatum var. orbiculare VU

〇 ウシクサ イネ科 被子植物門：単子葉植物綱 Schizachyrium brevifolium ―

ヤマトミクリ ミクリ科 被子植物門：単子葉植物綱 Sparganium fallax VU

ナガエミクリ ミクリ科 被子植物門：単子葉植物綱 Sparganium japonicum VU

↑ ミヤマジュズスゲ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Carex dissitiflora NT

◇ ゲンカイモエギスゲ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Carex genkaiensis DD

コウボウムギ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Carex kobomugi VU フデクサ

◇ サツマスゲ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Carex ligulata 要注目

ヒトモトススキ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Cladium jamaicense subsp. chinense VU シシキリガヤ

↑ セイタカハリイ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Eleocharis attenuata NT

フトイ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Schoenoplectus tabernaemontani VU

↓ マツカサススキ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Scirpus mitsukurianus VU

↑ コシンジュガヤ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Scleria parvula NT

◇ ギンラン ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Cephalanthera erecta 要注目

◇ キンラン ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Cephalanthera falcata 要注目

↑ マヤラン ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Cymbidium macrorhizon NT

↑ マツラン ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Gastrochilus matsuran NT ベニカヤラン

サギソウ ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Pecteilis radiata VU

↑ ヒトツボクロ ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Tipularia japonica NT

準絶滅危惧（NT)

↓ ヒメミズワラビ ミズワラビ科 シダ植物門：シダ綱 Ceratopteris gaudichaudii var. vulgaris VU

アオネカズラ ウラボシ科 シダ植物門：シダ綱 Polypodium niponicum NT

◇ バッコヤナギ ヤナギ科 被子植物門：双子葉植物綱 Salix caprea 要注目 ヤマネコヤナギ

◇ アサダ カバノキ科 被子植物門：双子葉植物綱 Ostrya japonica 要注目

◇ カシワ ブナ科 被子植物門：双子葉植物綱 Quercus dentata 要注目

オヒョウ ニレ科 被子植物門：双子葉植物綱 Ulmus laciniata NT アツシ

◇ キミズ イラクサ科 被子植物門：双子葉植物綱 Pellionia scabra 要注目

↓ ホソバイラクサ イラクサ科 被子植物門：双子葉植物綱 Urtica angustifolia var. angustifolia VU

サデクサ タデ科 被子植物門：双子葉植物綱 Persicaria maackiana NT

◇ コギシギシ タデ科 被子植物門：双子葉植物綱 Rumex dentatus subsp. klotzschianus DD

ホソバハマアカザ アカザ科 被子植物門：双子葉植物綱 Atriplex patens NT

ヤナギイノコヅチ ヒユ科 被子植物門：双子葉植物綱 Achyranthes longifolia NT

ユキワリイチゲ キンポウゲ科 被子植物門：双子葉植物綱 Anemone keiskeana NT ルリイチゲ

タカネハンショウヅル キンポウゲ科 被子植物門：双子葉植物綱 Clematis lasiandra NT

メギ メギ科 被子植物門：双子葉植物綱 Berberis thunbergii NT

〇 ヒツジグサ スイレン科 被子植物門：双子葉植物綱 Nymphaea tetragona ―
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ハンゲショウ ドクダミ科 被子植物門：双子葉植物綱 Saururus chinensis NT カタシログサ

ミズオトギリ オトギリソウ科 被子植物門：双子葉植物綱 Triadenum japonicum NT

モウセンゴケ モウセンゴケ科 被子植物門：双子葉植物綱 Drosera rotundifolia NT

コモウセンゴケ モウセンゴケ科 被子植物門：双子葉植物綱 Drosera spathulata NT

◇ コイヌガラシ アブラナ科 被子植物門：双子葉植物綱 Rorippa cantoniensis DD

ツメレンゲ ベンケイソウ科 被子植物門：双子葉植物綱 Orostachys japonica NT

コガネネコノメソウ ユキノシタ科 被子植物門：双子葉植物綱 Chrysosplenium pilosum var. sphaerospermum NT

タコノアシ ユキノシタ科 被子植物門：双子葉植物綱 Penthorum chinense NT

バクチノキ バラ科 被子植物門：双子葉植物綱 Laurocerasus zippeliana NT

↓ カワラケツメイ マメ科 被子植物門：双子葉植物綱 Chamaecrista nomame VU

◇ ハマエンドウ マメ科 被子植物門：双子葉植物綱 Lathyrus japonicus 要注目

◇ ミソナオシ マメ科 被子植物門：双子葉植物綱 Ohwia caudata 要注目 ウジコロシ

◇ コフウロ フウロソウ科 被子植物門：双子葉植物綱 Geranium tripartitum 要注目

ミツデカエデ カエデ科 被子植物門：双子葉植物綱 Acer cissifolium NT

ツゲ ツゲ科 被子植物門：双子葉植物綱 Buxus microphylla var. japonica NT アサマツゲ

コショウノキ ジンチョウゲ科 被子植物門：双子葉植物綱 Daphne kiusiana NT

◇ クスドイゲ イイギリ科 被子植物門：双子葉植物綱 Xylosma congesta 要注目

エイザンスミレ スミレ科 被子植物門：双子葉植物綱 Viola eizanensis NT エゾスミレ

ヒナスミレ スミレ科 被子植物門：双子葉植物綱 Viola tokubuchiana var. takedana NT アラゲスミレ

◇ ヒメミソハギ ミソハギ科 被子植物門：双子葉植物綱 Ammannia multiflora 要注目

ミズマツバ ミソハギ科 被子植物門：双子葉植物綱 Rotala mexicana NT

◇ ヤマトグサ ヤマトグサ科 被子植物門：双子葉植物綱 Theligonum japonicum 要注目

ケヤマウコギ ウコギ科 被子植物門：双子葉植物綱 Eleutherococcus divaricatus NT オニウコギ

ムカゴニンジン セリ科 被子植物門：双子葉植物綱 Sium ninsi NT

カノツメソウ セリ科 被子植物門：双子葉植物綱 Spuriopimpinella calycina NT ダケゼリ

〇 ウメガサソウ イチヤクソウ科 被子植物門：双子葉植物綱 Chimaphila japonica ―

〇 シャクジョウソウ イチヤクソウ科 被子植物門：双子葉植物綱 Monotropa hypopithys ―

トキワガキ カキノキ科 被子植物門：双子葉植物綱 Diospyros morrisiana NT

アサガラ エゴノキ科 被子植物門：双子葉植物綱 Pterostyrax corymbosa NT

ミヤマイボタ モクセイ科 被子植物門：双子葉植物綱 Ligustrum tschonoskii NT

サカキカズラ キョウチクトウ科 被子植物門：双子葉植物綱 Anodendron affine NT

キヌタソウ アカネ科 被子植物門：双子葉植物綱 Galium kinuta NT

ミヤマムグラ アカネ科 被子植物門：双子葉植物綱 Galium paradoxum subsp. franchetianum NT

イナモリソウ アカネ科 被子植物門：双子葉植物綱 Pseudopyxis depressa NT

ヒロハヒルガオ ヒルガオ科 被子植物門：双子葉植物綱 Calystegia sepium subsp. spectabilis NT

サワルリソウ ムラサキ科 被子植物門：双子葉植物綱 Ancistrocarya japonica NT

〇 カワミドリ シソ科 被子植物門：双子葉植物綱 Agastache rugosa ―

ヤマジオウ シソ科 被子植物門：双子葉植物綱 Lamium humile NT

◇ ミゾコウジュ シソ科 被子植物門：双子葉植物綱 Salvia plebeia 要注目 ユキミソウ

ミヤマナミキ シソ科 被子植物門：双子葉植物綱 Scutellaria shikokiana NT

オオヒナノウスツボ ゴマノハグサ科 被子植物門：双子葉植物綱 Scrophularia kakudensis NT

オオヒキヨモギ ゴマノハグサ科 被子植物門：双子葉植物綱 Siphonostegia laeta NT

◇ カワヂシャ ゴマノハグサ科 被子植物門：双子葉植物綱 Veronica undulata 要注目 カワジシャ

キヨスミウツボ ハマウツボ科 被子植物門：双子葉植物綱 Phacellanthus tubiflorus NT

◇ イヌタヌキモ タヌキモ科 被子植物門：双子葉植物綱 Utricularia australis 要注目

〇 オミナエシ オミナエシ科 被子植物門：双子葉植物綱 Patrinia scabiosifolia ―

サワギキョウ キキョウ科 被子植物門：双子葉植物綱 Lobelia sessilifolia NT

◇ ウラギク キク科 被子植物門：双子葉植物綱 Aster tripolium 要注目 ハマシオン

〇 スイラン キク科 被子植物門：双子葉植物綱 Hololeion krameri ―

〇 オカオグルマ キク科 被子植物門：双子葉植物綱 Tephroseris integrifolia subsp. kirilowii ―

ミズオオバコ トチカガミ科 被子植物門：単子葉植物綱 Ottelia alismoides NT

↓ コウガイモ トチカガミ科 被子植物門：単子葉植物綱 Vallisneria denseserrulata EX

◇ センニンモ ヒルムシロ科 被子植物門：単子葉植物綱 Potamogeton maackianus DD

◇ ササバモ ヒルムシロ科 被子植物門：単子葉植物綱 Potamogeton wrightii DD サジバモ

◇ オオミズヒキモ ヒルムシロ科 被子植物門：単子葉植物綱 Potamogeton kamogawaensis DD カモガワモ

ヤマカシュウ ユリ科 被子植物門：単子葉植物綱 Smilax sieboldii NT サイカチバラ

◇ セトウチホトトギス ユリ科 被子植物門：単子葉植物綱 Tricyrtis setouchiensis 要注目

バイケイソウ ユリ科 被子植物門：単子葉植物綱 Veratrum album subsp. oxysepalum NT バイケンソウ

チャボチヂミザサ イネ科 被子植物門：単子葉植物綱 Oplismenus undulatifolius var. microphyllus NT

◇ アイアシ イネ科 被子植物門：単子葉植物綱 Phacelurus latifolius 要注目
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ウキシバ イネ科 被子植物門：単子葉植物綱 Pseudoraphis sordida NT

◇ コガマ ガマ科 被子植物門：単子葉植物綱 Typha orientalis 要注目

◇ オオナキリスゲ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Carex autumnalis 要注目

アズマスゲ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Carex lasiolepis NT

ヤガミスゲ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Carex maackii NT

ビロードスゲ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Carex miyabei NT ビロウドスゲ

ミコシガヤ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Carex neurocarpa NT

シオクグ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Carex scabrifolia NT ハマクグ

フサナキリスゲ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Carex teinogyna NT

◇ オオシロガヤツリ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Cyperus nipponicus var. spiralis 要注目

コマツカサススキ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Scirpus fuirenoides NT

◇ エビネ ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Calanthe discolor 要注目

クロヤツシロラン ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Gastrodia pubilabiata NT

ムヨウラン ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Lecanorchis japonica NT

ホクリクムヨウラン ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Lecanorchis japonica var. hokurikuensis NT

クロムヨウラン ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Lecanorchis nigricans NT

情報不足（DD)

コウヤマキ スギ科 裸子植物門：球果植物綱 Sciadopitys verticillata DD

◆ ホソバウマノスズクサ ウマノスズクサ科 被子植物門：双子葉植物綱 Aristolochia shimadae NT アリマウマノスズクサ

シモツケ バラ科 被子植物門：双子葉植物綱 Spiraea japonica DD ホソバシモツケ

ヤマブドウ ブドウ科 被子植物門：双子葉植物綱 Vitis coignetiae DD

◆ アサザ ミツガシワ科 被子植物門：双子葉植物綱 Nymphoides peltata EX

オヤマムグラ アカネ科 被子植物門：双子葉植物綱 Galium pogonanthum  f. trichopetalum DD

〇 シモバシラ シソ科 被子植物門：双子葉植物綱 Collinsonia japonica ―

〇 ホクリクタツナミソウ シソ科 被子植物門：双子葉植物綱 Scutellaria indica var. satokoae ―

イブキコゴメグサ ゴマノハグサ科 被子植物門：双子葉植物綱 Euphrasia insignis subsp. iinumae DD コゴメグサ

◆ カンボク スイカズラ科 被子植物門：双子葉植物綱 Viburnum opulus var. sargentii 要注目

ヤマトウミヒルモ トチカガミ科 被子植物門：単子葉植物綱 Halophila nipponica DD

〇 ネジレモ トチカガミ科 被子植物門：単子葉植物綱 Vallisneria natans  var. biwaensis ―

トリゲモ イバラモ科 被子植物門：単子葉植物綱 Najas minor DD

ギョウジャニンニク ユリ科 被子植物門：単子葉植物綱 Allium victorialis subsp. platyphyllum DD

ヤマユリ ユリ科 被子植物門：単子葉植物綱 Lilium auratum DD

ノシラン ユリ科 被子植物門：単子葉植物綱 Ophiopogon jaburan DD

カキツバタ アヤメ科 被子植物門：単子葉植物綱 Iris laevigata DD

アヤメ アヤメ科 被子植物門：単子葉植物綱 Iris sanguinea DD

イトテンツキ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Bulbostylis densa var. capitata DD クロハタガヤ

○ シロジュズスゲ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Carex subdita var. kiyozumiensis ―

シロガヤツリ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Cyperus pacificus DD

〇 ナガボテンツキ カヤツリグサ科 被子植物門：単子葉植物綱 Fimbristylis longispica ―

ホソバノキソチドリ ラン科 被子植物門：単子葉植物綱 Platanthera tipuloides subsp. tipuloides var. sororia DD

【凡例】 ↑：アップリスト種   ↓：ダウンリスト種   ○：新規掲載された種   ◇：DD及び要注目から変更された種   ◆：DDへ変更された種

ランク


