
絶滅危惧Ⅰ類（CR）
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ミズニラ ミズニラ科　

Isoetes japonica A. Braun

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　生育地がごく稀で、開発可能な丘陵地である。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�葉は細長く４稜ある円柱形で長さ10～30cmになる。葉
脈は１本、塊茎は３裂している。葉の付け根に胞子嚢があ
り、多数の胞子ができる。

■国内分布　本州、四国、九州、対馬

■県内分布　中能登区

■生態など　�常緑性または夏緑性の沈水性ないし抽水性の水生植物である。時に
は湿地にも自生する。繁殖は胞子による。胞子は大胞子と小胞子の
異形胞子からなる。８月頃熟し始め、水散布される。

■生育環境　池沼、流水、廃田

■危険要因　池塘開発、水質汚濁、農薬汚染、産地局限、自然遷移

(米山競一）

0 20 40km

県内の分布

白井伸和

ヒメハナワラビ ハナヤスリ科　

Botrychium lunaria (L.) Sw.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　局限の生育環境にある。個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�植物体は、高さ５～15cm。短い根茎から共通の柄が１本出て、中程
で栄養葉と胞子葉に分かれる。栄養葉は１回羽状複生で、裂片は扇形
になり、５～７対つける。葉は無柄か短い柄がある。胞子葉は３回羽
状に深裂する。

■国内分布　北海道、本州

■県内分布　白山高地区

■生態など　�夏緑性の地中植物である。やや好陽地性で地下部は深いところにあ
る。繁殖は胞子による。胞子は７月頃から熟し始め、風で散布され
る。

■生育環境　高山帯の高山荒原の裸地に生育する。

■危険要因　自然遷移、産地局限

(米山競一）

白井伸和

0 20 40km

県内の分布
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ハマハナヤスリ ハナヤスリ科　

Ophioglossum thermale Kom. var. thermale

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られ、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�単葉を直立し、葉には栄養葉と胞子葉がある。両者は下部で共通柄と
なる。胞子葉の先端部は胞子嚢穂となり、棒状になる。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州

■県内分布　中能登区、南加賀区

■生態など　�夏緑性の地中植物で、根は地中を広く広がり不定根を生ずる。根に
は菌糸が共生し、繁殖は不定根と胞子による。胞子は初夏に熟し始
め、風で散布する。

■生育環境　海浜の砂湿地や内陸の砂地。

■危険要因　海岸開発

(米山競一）

　林　二良

0 20 40km

県内の分布

マツバラン マツバラン科　

Psilotum nudum (L.) Beauv.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　分布域が限られ、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�植物体は樹枝状、茎は二又に分かれて分枝し、根は仮根の
みで真根はない。

■国内分布　本州、四国、九州。

■県内分布　�2018年、南加賀区の常緑広葉樹林内で落枝に着生した生
体が再発見された。

■生態など　�常緑性の着生植物、または半地中植物で、無性芽と胞子で繁殖する。暖地では幹上に着生することが多
く、分布限界付近では岩隙生となることが知られているが、山伏山のものは朽ちた倒木に生育していたと
いう。

■生育環境　樹上、岩上、岩隙、地上

■危険要因　その他（樹木の枯損など）

■特記事項　�1950年代の初頭、外浦区の山伏山で発見された。1960年代の正宗厳敬が記述した文献には明記されて
おり、また、当時確認した者もいるが、1970年代の文献にはすでに記述がなく、わが国における保護上
重要な植物種の現状（1989）の都道府県別リストでは、石川県の記述にマツバランの絶滅が明記されて
いる。1970年代初頭までには山伏山のものは、絶滅したものと推定される。

　　　　　　�文献：正宗厳敬.�1952.�マツバランの分布について.� �植物研究雑誌27：52.、正宗厳敬・里見信生.�
1962.�能登半島の植物.��中部日本自然科学調査団報告，第５報，1-3，中部日本新聞社.�名古屋市、

　正宗厳敬.�1965.�能登半島の植物，　Ⅰn：　石川県．能登半島学術調査書��95-202，石川県，金沢.　
(米山競一）

　本多郁夫
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テドリドクサ トクサ科　

Equisetum × moorei Newm.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育環境が減少し、個体数が激減している。（現況：Ｒ－）

■形　　態　地上茎は枝がないか、時には不規則に枝をつける。

■国内分布　石川県

■県内分布　加賀中央区

■生態など　�夏緑性の多年生シダ。地下茎をのばして節から根を出す。地中植物で
繁殖は根茎による。胞子は未熟さず風散布しない。

■生育環境　河川敷の両岸、安定した中州。

■危険要因　河川開発、河川氾濫、その他（崖地崩壊）

（米山競一）

白井伸和

0 20 40km

県内の分布

デンジソウ デンジソウ科　

Marsilea quadrifolia L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�生育環境が減少し、個体数も激減している。（現況：Ｖ２
－）

■形　　態　�小葉４枚、丸い扇形で径10～20mm、先は鈍形ないし鋭
形。葉柄の下部途中から総果柄が出て２～３回分岐する。
果嚢は硬くて楕円形。長さ４～５mmで毛がある。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州、対馬、沖縄

■県内分布　加賀中央区、南加賀区

■生態など　�夏緑性の浮水性ないし、抽水性水生植物である。好陽地性、若い葉
が睡眠運動をすることが知られている。根茎は細くて長く泥中をは
い分岐する。胞子嚢は、葉柄基部に近いところから出た柄の先の枝
につく。繁殖は根茎と胞子による。胞子は秋になると熟し、水で散
布する。

■生育環境　ヤブツバキクラス域からブナクラス域の水中に生育する。

■危険要因　池沼開発、産地局限

(米山競一）

　本多郁夫
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オオアカウキクサ サンショウモ科　

Azolla japonica (Franch. et Sav.) Franch. et Sav. ex Nakai

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�湿田の乾田化、湿地の有効利用などで生育環境が激減して
いる。（現況：Ｖ２－）

■形　　態　�アカウキクサより大型で葉の長さが２mmに達し、淡紅色を
呈する。根には初め毛がなく、成長するにしたがい毛が増
える。この根毛は早く脱落するので毛のない時期がある。

■国内分布　本州、四国、九州、種子島

■県内分布　内浦区、中能登区、口能登区

■生態など　�多年生の浮遊性水生植物で、夏季の葉の色は緑色に近いが冬季は明
るい桃色がかった赤色に変わる。好陽地性、繁殖は茎の分枝と胞子
による。胞子は秋季に熟し、水により散布する。

■生育環境　湿田、池沼、城濠などに生育する。

■危険要因　土地造成（耕地転用）、管理放棄、農薬汚染

(米山競一）

小野ふみゑ

タキミシダ イノモトソウ科　

Antrophyum obovatum Baker

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠＢ類

■選定理由　生育地が稀で個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�根茎から葉がまとまってでる。葉は長楕円形の単葉で、網
状脈。中肋は発達しない。基部は次第に細くなり、胞子嚢
群は細長い線形で、裏面の溝の中につく。

■国内分布　本州、四国、九州（屋久島以北）

■県内分布　南加賀区

■生態など　�常緑性の着生植物である。好陰湿潤地性で、繁殖は胞子により、風
で散布する。

■生育環境　二次林の谷筋の岩壁に生育する。

■危険要因　�森林伐採、園芸採取、動物食害、自然遷移、産地局限

(米山競一）

　小野ふみゑ、胞子のう：本多郁夫
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マツザカシダ イノモトソウ科　

Pteris nipponica W.C.Shieh

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�生育地がごく稀で、人為の影響の強いところに生育している。（現
況：ＲＯ）

■形　　態　�葉は二葉形、栄養葉の羽片は３～５枚、オオバノイノモトソウに似る
が、長さの割に葉の幅が広く、葉面は緑色、または中央に縦の白斑が
入る。胞子葉は幅が狭く、栄養葉より長い。

■国内分布　本州、四国、九州（屋久島以北）

■県内分布　中能登区、南加賀区

■生態など　�常緑生の半地中植物で、繁殖は根茎と胞子による。胞子は７月頃か
ら熟し始め、風で散布される。無配生殖を行う。

■生育環境　山足の斜面、路傍の斜面、石垣の石の隙間など。

■危険要因　森林伐採、動物食害、産地局限

(米山競一）

　林　二良

0 20 40km

県内の分布

トキワトラノオ チャセンシダ科　

Asplenium pekinense Hance

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地がごく稀で、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�根茎は短く叢生する。葉身は深緑色、肉厚で光沢がある。
基部鱗片に細毛がある。

■国内分布　本州、四国、九州（沖縄以北）

■県内分布　加賀中央区、南加賀区

■生態など　�常緑生の着生植物、または半地中植物である。繁殖は胞子による。
胞子は初夏に熟し始め、風散布される。

■生育環境　山野の岩上ないし、路傍の石垣に生育する。

■危険要因　道路工事、園芸採取

(米山競一）

米山競一



58

ホウビシダ チャセンシダ科　

Asplenium hondoense Murakami et Hatanaka

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地がごく稀で、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�葉は、長くはう根茎に疎らにつき、垂れ下がる。１回羽状複葉で革
質、先にいくほど羽片が小さくなる。羽片の下側は半分を除いて鋸歯
がある。葉柄や葉軸は黒紫色で光沢がある。葉柄の付け根のところに
皮針形で、縁に鋸歯のある暗褐色の鱗片をつける。胞子嚢群は、葉脈
上に線形に、羽軸の縁と縁の中間に並び、包膜がある。

■国内分布　本州、四国、九州、対馬

■県内分布　南加賀区

■生態など　�常緑性の着生植物、または半地中植物である。好陰湿潤地性、繁殖
は根茎と胞子による。胞子は夏季に熟し始め、風で散布される。前
葉体には造卵器、造精器ができず、無配生殖を行う。

■生育環境　�暖地では岩壁や石垣などに着生する。県内では、スギ林内の川筋の
斜面に生育する。

■危険要因　森林伐採、自然遷移、産地局限、その他（河川改修）

(米山競一）

　林　二良

0 20 40km

県内の分布

ミヤコイヌワラビ メシダ科　

Athyrium frangulum Tagawa

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地がごく稀で、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�根茎は直立して葉を叢生する。葉は３回羽状複葉で深裂
し、柔らかい草質である。葉柄や中軸は赤みを帯びる。両
部分が緑色のものもある。小羽軸や中軸の分岐に柔らかい
棘がある。

■国内分布　本州（関東以西）、四国、九州

■県内分布　南加賀区

■生態など　�夏緑性、地表植物で好陰湿地性、繁殖は胞子による。胞子は初夏に
熟し始め、風で散布される。

■生育環境　渓流沿いの湿気の多い林床・陰湿なスギ林などに生育する。

■危険要因　森林伐採、産地局限

(米山競一）

　米山競一
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イワヤシダ イワヤシダ科　

Diplaziopsis cavaleriana (H.Christ) C.Chr.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地がごく稀で、個体数が少ない。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�葉は１回羽状複生で柔らかい草質。羽片は互生で５～13対
離れてつく。頂羽片は側羽片と同形、同大である。葉は二
形で胞子葉は長く、幅が狭い。葉柄は淡緑色で基部に黒褐
色の被針形、全縁の鱗片をつける。根茎は直立するか、短
くはう。

■国内分布　本州（関東以西）、四国、九州

■県内分布　加賀中央区、南加賀区

■生態など　�夏緑性の地表植物である。地上に生育し、根茎は短く、葉を叢生し
て直立する。好陰湿潤地性、繁殖は胞子による。胞子は夏季に熟し
始め、風で散布する。

■生育環境　�低地や山地帯の渓流沿いの林下、夏緑高木林の陰湿な林内に生育す
る。

■危険要因　森林伐採、河川改修、産地局限

(米山競一）

　林　二良

0 20 40km

県内の分布

オオカナワラビ オシダ科　

Arachniodes rhomboidea (Wall. ex C.Presl) Ching

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地がごく稀で、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�根茎は短く横に這い、少数の葉が接して生える、葉は２回
羽状複生し、頂羽片が発達する。下部羽片の下向き第一小
羽片が長い。胞膜に縁毛がある。

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　内浦区、南加賀区

■生態など　常緑生の半地上植物で、繁殖は根茎と胞子による。

■生育環境　低地の樹林下で、やや陰湿な場所の地上に生育する。

■危険要因　森林伐採、自然遷移、産地局限

(米山競一）

　林　二良

0 20 40km

県内の分布
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ナンタイシダ オシダ科　

Dryopteris maximowiczii (Baker) Kuntze

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が稀で個体数も少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�根茎は短くはい、葉はやや接して生える。葉３回羽状深
裂、または羽状複生で薄い。

■国内分布　本州（東北地方～近畿地方）

■県内分布　白山高地区

■生態など　�夏緑生の半地中植物で、繁殖は根茎と胞子による。胞子は夏に熟し
始め、風で散布される。

■生育環境　山岳地の樹林下のやや陰湿な地上や岩壁に生える。

■危険要因　園芸採取、産地局限

(米山競一）

　白井伸和

0 20 40km

県内の分布

ナガサキシダ オシダ科　

Dryopteris sieboldii (Van Houtte ex Mett.) Kuntze

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�確認されている生育地は１か所、１個体である。（現況：
ＲＯ）

■形　　態　�常緑。葉は１回羽状複葉で厚い革質。根茎は太くて短く、
葉柄に褐色または黒褐色で少数の葉をつける。葉身は全縁
ないし幅の広い鋸歯がある。葉は頂羽片と２～６対の側羽
片からなり、ほぼ同形である。葉に二形あって胞子葉はや
や細長い。胞子嚢は縁を除いて散在する。包膜は円腎形である。

■国内分布　本州（関東以南の外帯）、四国、九州

■県内分布　加賀中央区

■生態など　�常緑性の地表植物で根茎から葉を叢生する。やや好陰湿潤地性、繁
殖は根茎と胞子による。胞子は晩春に熟し始め、風で散布する。無
配生殖を行う。

■生育環境　�県内では、ヤブツバキクラス域のスギ植林地の林内地上に生育す
る。

■危険要因　森林伐採、産地局限

(米山競一）

　小野ふみゑ
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イワオモダカ ウラボシ科　

Pyrrosia hastata (Houtt.) Ching

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地がごく稀で、個体数が少ない。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�根茎は短くはい、葉は接近してつく。葉柄は葉身よりも長
く、葉身は掌状に３～７裂する。子嚢群は支脈の間に３～
６列に並ぶ。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州

■県内分布　加賀中央区

■生態など　�常緑性の着生植物である。耐乾性が強く葉は乾燥すると弱く巻き込
む。やや好陰湿潤性、繁殖は根茎と胞子による。胞子は秋から冬に
かけて熟し、風で散布する。

■生育環境　山地帯の霧の多い河川の岩上、岩壁、樹幹上に生育する。

■危険要因　河川開発、ダム建設、産地局限

(米山競一）

　白井伸和

オニバス スイレン科　

Euryale ferox Salisb.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�全国的に埋め立てや水質汚濁の進行で、生育地の消滅が相次い
でいる。県内では長期間（1969年～2011年）確認情報が
得られていなかったために、情報不足として評価されていた。
2011年、輪島市で生育が確認された。（現況：R－）

■形　　態　�植物体全体に刺がある。生長した浮葉は直径30～150cm、と
きに2mを超える。葉にはいちじるしいしわがあり、裏面は赤紫
色で脈が隆起する。花には自家受粉して結実する閉鎖花と、水
面上で開花する開放花がある。種子は休眠状態で数10年間は生
存可能と推定されている。

■国内分布　本州（関東、中部、近畿、中国）、四国、九州
■県内分布　外浦区。口能登区、加賀中央区に過去の記録がある。
■生態など　�やや富栄養化した湖沼やため池、河川などに生育する一年生の浮葉植物。
■生育環境　湖沼やため池、河川、水路などに生育する。
■危険要因　池沼開発、土地造成、道路工事
■特記事項　�1969年に大野川沿いの金沢港工業団地造成前の水路等に一斉に繁茂して

いた。文献：角野康郎.�2014.�日本の水草．文一総合出版，髙木政喜・
本多郁夫.�2012.�能登半島で発見されたオニバスの意義．石川県立自然
史資料館研究報告，２：57-58，矢原徹一監修.�2003.�レッドデータプ
ランツ．山と渓谷社．

（中野真理子）

　本多郁夫
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サイコクヒメコウホネ スイレン科　

Nuphar saikokuensis Shiga et Kadono

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�これまでヒメコウホネに含まれてきた植物群である。県内
に生育地がごくわずかしかなく、形態的にも特徴の著しい
地域個体群である。（現況：R－）

■形　　態　�花は径3～4cm、柱頭盤は黄色、径3～4cm。従来、本
県の個体群をヒメコウホネ（狭義）として扱ってきたが、
浮葉をつくらないことや、柱頭盤が発達せず柱頭の先が鋭
頭になるなど、一般的なヒメコウホネとは異なる。コウホネと共通
する特徴もみられるが、コウホネとの形態的な連続性は認められな
い。

■国内分布　本州（中部地方以南）、四国、九州

■危険要因　池沼開発、河川開発、園芸採取

■特記事項　�コウホネとヒメコウホネ、オグラコウホネの3種による複雑な交雑に
よって起源したと考えられており、形態的に変異に富む。関西型ヒ
メコウホネと仮称されてきたものである。環境省レッドリスト掲載
の「ヒメコウホネ」は本種も含む。文献：角野康郎.1994.日本水草
図鑑．文一総合出版，角野康郎.2014.日本の水草．文一総合出版，
志賀隆.2015.スイレン科．In�大橋広好ほか（編）.改訂新版日本の
野生植物，１.46-48．平凡社．

(中野真理子)

マルバウマノスズクサ ウマノスズクサ科　

Aristolochia contorta Bunge

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�県内の生育地及び個体数が極めて少なく、貴重である。
（現況：Ｒ－）

■形　　態　�葉は粉白色を帯び、卵状３角形、基部は浅い心形、葉柄は
１～４cmと長い。花は淡緑色で紫色を帯び、葉腋に数個集
まってつく。ウマノスズクサに似ているが、葉は広くて薄
い。果実は朔果で倒卵状球形、長さは３cm。

■国内分布　長野県、山形県から島根県の日本海側に点在する。

■県内分布　外浦区、内浦区、中能登区

■生態など　�無毛の多年生つる草である。開花期は７～８月。

■生育環境　草地や比較的人為的な環境に生育する。

■危険要因　�森林伐採、土地造成、道路工事、自然遷移、産地局限、その他（草
刈り）

■特記事項　標本にすると黒褐色に変わる。

（中野真理子）

　小野ふみゑ

白井伸和
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カゴノキ クスノキ科　

Litsea coreana H.Lev.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内でただ１箇所にだけ生育する。植物地理学上きわめて
重要である。（現況：Ｒ0)

■形　　態　�樹皮は紫黒色で古くなると斑点状にはがれ落ち、灰白色と
なり、幹が鹿の子模様となる。葉は互生し、葉柄がある。
表面は暗緑色で光沢があり、裏面は粉白色を帯びる。葉腋
に小さな黄色の花を密生させる。

■国内分布　本州（関東地方以西）～九州、南西諸島に分布する。

■県内分布　中能登区のヤブツバキクラス域に分布する。

■生態など　�高さ15ｍの雌雄異株の常緑高木である。モミが優占し、イイギ
リ、スダジイ、ヤブツバキ、ベニシダ等の優占度の高い植物群落中
に生育する。草本層にも比較的多くカゴノキの幼木が見られる。開
花期は８～９月。花色は黄緑色である。果実は液果で球形、約径８
mm、翌年の７～８月頃に赤色に熟する。

■生育環境　�標高20～40ｍの高さで傾斜ほぼ40°の北西斜面に成立しているモ
ミ林中に生育している。モミの大木が多いため生育立地に達する光
は少なく、林床はやや暗い。

■危険要因　森林伐採、産地局限

■特記事項　生育地は特定植物群落に指定されている。日本海側の北限である。

（髙木政喜）
0 20 40km

県内の分布

幹：中野真理子、葉：本多郁夫

イヌガシ クスノキ科　

Neolitsea aciculata (Blume) Koidz.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内ではただ１箇所にのみ生育する。全国的分布域から貴
重である。（現況：Ｒ0）

■形　　態　�幹は暗褐色で、若い枝は緑色。葉は細くてやや薄く、互生
して、葉柄をもつ。葉身は長楕円形で無毛、先はやや突出
し、基部は長くくさび形に狭まり、３本の葉脈がはっきり
とし、裏面は白色を帯びる。葉は枝先に車輪状に集まる。

■国内分布　本州（房総半島以西）～南西諸島に分布する。

■県内分布　中能登区のヤブツバキクラス域に分布する。

■生態など　�高さ15ｍ余りの常緑小高木である。ヤブツバキクラス域の標徴種で
ある。カゴノキと同様のモミ林の構成種として生育している。開花
期は３～４月。葉腋に径５mmほどの赤色の花を密生させる。雌雄
異株で果実は楕円体で長さ約８mm、10月ごろ黒紫色に熟す。

■生育環境　�標高20～30ｍの急斜面のモミ林に生育する。生育地は高木層の樹
冠によって光がさえぎられて、やや暗い。

■危険要因　森林伐採、産地局限

■特記事項　生育地は特定植物群落に指定されている。分布の北限。

（髙木政喜）
0 20 40km

県内の分布

大畑　弘
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マルバオモダカ オモダカ科　

Caldesia parnassifolia (Bassi ex L.) Par.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�1900年代末まで、県内では自生が確認されていなかった
が、その後稀産することが判明した。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�葉は根生で、水深が浅い場合には抽出葉もある。水深が深
い場合は、長い葉柄の先に浮葉をつける。葉身は最初は卵
形、成葉は円形で基部は心形。花梗は三数性で両性花。

■国内分布　�北海道の一部、本州、四国、九州。世界の温帯に広く分布
するが、いずれも絶滅の危機にある。

■県内分布　外浦区

■生態など　池沼等の水底に生える抽水・浮葉植物。

■生育環境　生育環境の池沼等が失われつつある現状にある。

■危険要因　池沼開発、河川開発、湿地開発、農薬汚染、自然遷移

（古池　博）

　小野ふみゑ
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県内の分布

トチカガミ トチカガミ科　

Hydrocharis dubia (Blume) Backer

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�かつては産量は少なくても、県内に広く分布したが、
1960年代以降急減して、きわめて稀産の種類となった。
産地も殆ど限定されている。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�比較的似ているのはミズオオバコである。葉は心円形で浮
葉性。走出茎を出して、新しい株をつくる。葉の裏側に浮
き袋がある。花には雄花と雌花がある。

■国内分布　全国に分布。

■県内分布　�従来は白山高地区を除く県下全域に産したが、近年は著しく減少。
近年は南加賀区、加賀中央区から報告がある。

■生態など　�枕水生多年生草本。花期は８～10月。秋から冬にかけて、水中の茎
の先端が殖芽となって水底に沈み、越冬する。

■生育環境　富栄養性の湖沼、池、溝に群生する。かつては水田雑草の一種。

■危険要因　水質汚濁、水田近傍では農薬汚染

（古池　博）

　小野ふみゑ
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コバノヒルムシロ ヒルムシロ科　

Potamogeton cristatus Regel et Maack

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�もともと石川県ではごく稀産の種類であるが、近年さらに
減少している。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�茎は細く、浮水葉のほかに沈水葉がある。ホソバミズヒキ
モと類似しているが、本種は果実の嘴（花柱）が長く、
果実の背面に「とさか」状の不規則な突起が発達する点
で異なる。穂状花序を着け、花序そのものの長さは６～
15mm。

■国内分布　西日本を中心に本州、四国、九州に分布。

■県内分布　南加賀区、加賀中央区

■生態など　�浮葉性多年草。秋に葉腋に越冬芽を形成、２箇の開出する刺状の葉
がある。水底に沈んで冬を越し、翌春発芽する。開花期は５～９
月。

■生育環境　溜池などに極めて稀に生育。

■危険要因　池沼開発など。

(古池　博）

　白井伸和

0 20 40km

県内の分布

リュウノヒゲモ ヒルムシロ科　

Potamogeton pectinatus L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�従来も少ない種類であったが、急減している。（現況：Ｒ
0）

■形　　態　�茎はきわめて細く、よく分枝する。葉は狭線状で長さ５～
10cm、幅0.5mmで全縁。センニンモと同様に、托葉は葉
と合着して葉鞘となり茎を抱く。合着した托葉の上部は耳
状突起となる。総花托の長さ４～10cm、穂状花序の長さ
２～４cmで、まばらに花を着ける。各花には葯隔付属突起４、心皮
４がある。

■国内分布　�北海道、本州、四国、九州、に分布。世界の温帯、熱帯に広く分
布。

■県内分布　�従来は舳倉島と能登から報告されていたが、近年の調査では南加賀
区で、いくつかの産地がわかった。今回の調査では、舳倉島のみか
らの報告がある。

■生態など　�沈水性多年草。開花期は７～９月。花序は水面に横たわり、水面を
移動した花粉が柱頭にたどりついて、受粉する（水面媒）。夏ごろ
より地下茎の先端に長さ４～８mmの塊茎ができ、栄養繁殖と越冬
をおこなう。

■生育環境　池沼、河川。淡水域と汽水域に生育。

■危険要因　池沼開発、土地造成、道路工事など。

(古池　博）

　小野ふみゑ

県内の分布
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ヒロハノエビモ ヒルムシロ科　

Potamogeton perfoliatus L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　従来とも少なく、絶滅に近い種類である。（現況：Ｒ－）
■形　　態　�根茎は水底の地中を横にはい、先端に越冬芽を形成。葉は

すべて沈水性。無柄で広披針形、3脈がある。葉の大きさに
はかなり幅がある。葉縁は波打ち、微鋸歯がある。大きな
特徴は、葉の茎を半周以上抱くことで、類似種ナガバエビ
モP.�praelongus�Wulfenの葉の茎を抱くが、わずかに抱く
だけである。後者の葉は長さが10～20ｃｍと非常に長く、両種の
区別は容易である。本種の花序は穂状花序で、花は6～20。なお、
ナガバエビモは本県では、未報告である。

■国内分布　北海道～九州、世界の温帯、亜熱帯。

■県内分布　加賀中央区、口能登区

■生　　態　沈水性の多年草。

■生育環境　淡水、汽水の湖沼。

■危険要因　河川開発

（古池　博）

　小野ふみゑ

0 20 40km

県内の分布

サクライソウ サクライソウ科　

Petrosavia sakuraii (Makino) J.J.Sm. ex Steenis

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠB類

■選定理由　�産地が極端に限られた種類で、かつ生育状況が不安定であ
る。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�高さ10cm前後の腐生植物で緑葉はなく、下部に長さ２～
５mm、広卵形、膜質の鱗片葉が互生。茎頂に線状花序を着
け、花は直径3.5～４mm、花被片は６個よりなり、内被片
は長さ1.5mm、外花被片はその半分で、下部は漏斗状に集
まる。雄蕊は６個。蒴果は長さ３mm程度。

■国内分布　�本州（本県、福井、岐阜と京都府）、奄美大島。台湾にも分布す
る。

■県内分布　�南加賀区の一産地のみ。十数年見られなかったが、その後の調査に
より確認された（1998年）。近年、再び見られない。

■生態など　腐生植物、開花期は７月頃。

■生育環境　安定した夏緑樹林の林床。

■危険要因　産地局限、森林伐採、踏みつけ

(古池　博）

　古場田良次
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ホンゴウソウ ホンゴウソウ科　

Sciaphila nana Blume

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�稀産の植物で、県内の産地が極めて限られている。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�草丈３～10数cm、茎径0.5mm以下の腐生植物で緑葉がなく、地下
には白色の根茎があり、そこから出る根には、共生菌の菌糸が入っ
ている。葉は鱗片状で長さ1.5mm程度、茎とともに紫褐色である。
総状花序は数個～十数個の花よりなり、上部は雄花、下部は雌花が着
く。雄花の花被は６裂し、うち３個は小さく、残りの３個は大きい。
雄蕊は３個で、葯隔から針状の付属突起が出る。雌花の花被も６裂
し、雌蕊は多数で離生、各心皮に１個の種子ができる。

■国内分布　本州中部以南、四国、九州、琉球に分布。

■県内分布　�加賀中央区および南加賀区。現在知られている県内の産地は２箇
所。

■生態など　開花期は７～１０月。

■生育環境　暗い林床の落葉の間に生育する。

■危険要因　森林伐採、土地造成、道路工事

■特記事項　1994年、県内での分布が確認された。

(古池　博）

　本多郁夫
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県内の分布

サドクルマユリ ユリ科　

Lilium medeoloides A. Gray var. sadoinsulare (Masam. et Satomi) Masam. et Satomi

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�本県産のクルマユリL.�medeoloides�A.Grayには、能登半島の外浦
区に隔離分布するものがある。これは、いわゆるサドクルマユリ�L.�
medeoloides�var.�sadoinsulae（Masam.�et.�Satomi）に形態や
地理分布の点でよく似ている。しかし、現地（佐渡）ではサドクルマ
ユリは、高地のクルマユリと形態的に連続することから、現在は区別
していない様である。能登半島の本変種は、分布域の面積、個体数と
も非常に少ない上に、園芸採取がおこなわれてきた経過があり、白山
山系のクルマユリL.�medealaides�A.Gray�var.�medealaidesと区
別する。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�クルマユリの鱗茎を構成する鱗片葉には、関節がある。能登半島産
のものでは、同じ鱗茎のなかの鱗片葉には、季節によって関節のあ
るものと無いものができるようである。草丈は30～100cm、輪生
ないし偽輪生は１回または数回。

■国内分布　本州
■県内分布　能登半島、外浦区
■生態など　�相対的に明るい場所である林床、ギャップ、林縁、伐採跡などに生

育。以前は草原にも生育していた。種子散布であるが、鱗片による
栄養繁殖が大きな役割を果たしている。

■生育環境　�能登は夏緑林の林床・林縁に生育し、白山高地区のものが亜高山帯
の高茎草原・林床に生育するのと対照的である。地元の庭先・屋敷
林への移植が顕著。

■危険要因　園芸採取、産地局限、自然遷移
■特記事項　石川県指定希少野生動植物種

（古池　博）

　小野ふみゑ
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チシマアマナ ユリ科　

Lloydia serotina (L.) Rchb.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　石川県において極めて稀産の植物である。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�類似種はホソバノアマナであるが本県には産しない。本種
チシマアマナでは茎に花が１個着くのに対して、ホソバノ
アマナでは１～５個着くこと、さらに本種の花被片には腺
体があるのにたいして、ホソバノアマナでは存在しないこ
とがあげられる。

■国内分布　�本州中部以北、北海道に分布。千島列島、樺太、朝鮮、中国、ヒマ
ラヤ、北アメリカ、ヨーロッパと北半球に広く分布する。

■県内分布　白山高地区（白山中央部から離れて分布する）

■生態など　開花期は６～８月。

■生育環境　高山の岩場。

■危険要因　産地局限

（古池　博）

　白井伸和

ヒナラン ラン科　

Amitostigma gracile (Blume) Schltr.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠB類

■選定理由　�全国的にも稀産の種類で、県内の産地はごく少なく、１産
地のみが知られている。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�ヒナラン属植物は日本には４種あるが、県内には本種を含
めて２種が分布する。近縁種はコアニチドリである。本属
では両種とも、唇弁が３裂する。いずれも、さらに中裂片
が２裂することはない。両種の大きな相違点は葉の形態で
あって、本種は１個の楕円形～広披針形の葉が基部を抱いて着くの
にたいして、コアニチドリでは、広線形の葉が茎の下部に１～２個
が、茎を抱いて着く。淡紫色の小花が10～15個、一方に偏って着
き優美である。

■国内分布　愛知県以西（茨城県にも離れて分布）に分布する。

■県内分布　南加賀区

■生態など　岩上に着生する多年生草本。開花期は６～７月。

■生育環境　樹林下の岩上に群生。

■危険要因　土地造成、園芸採取、自然遷移、産地局限

■特記事項　特に園芸採取の危険が大きい。

(古池　博）

　白井伸和
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コアニチドリ ラン科　

Amitostigma kinoshitae (Makino) Schltr.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�全国的にもきわめて稀産の種類で、報告されているのは１
産地のみである。（現況：Ｒ0）

■形　　態　�本県に産するヒナラン属の２種のうちのひとつで、類似種
はヒナランである。ヒナランとの相違点は、広線形の葉が
１～２枚茎を抱いて着くことと、紅色～白色の小花を花序
に１～５個着けることである。ヒナランの場合には、花序
に淡紫色の小花が５～15個着く。

■国内分布　北海道、東北、北陸、さらに南千島に分布。

■県内分布　加賀中央区

■生態など　�岩上に着生する多年生草本で、開花期は６～８月。花後、花序の先
端にむかごができ、脱落して独立株となる。

■生育環境　多雪地の岩上に生育。多雪地域に分布域がある。

■危険要因　園芸採取、自然遷移、産地局限

■特記事項　園芸採取が大きな危険要因である。

(古池　博）

　小野ふみゑ

ムギラン ラン科　

Bulbophyllum inconspicuum Maxim.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�全国的にも絶滅の危機に瀕しているが、もともと本県では
きわめて稀産の植物で、従来から産地は２か所のみが知ら
れている。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�本県のマメヅタラン属ではただ一つの種類で、匍匐する細
い根茎上に卵形の偽球茎が着き、葉は卵円形で、その上に
１個のみが着く。偽球茎と葉の間に関節があり、脱落のさ
いには、葉はここで分離する。花茎は偽球形の基部より出て、帯黄
白色の小花を１個着ける。

■国内分布　東北（太平洋側）以西の本州、四国、九州。

■県内分布　南加賀区、外浦区

■生態など　照葉樹林の樹上や岩上に着生する多年生草本。開花期は６～７月。

■生育環境　積雪を免れることのできる岩上、または樹上。

■危険要因　土地造成、道路工事、自然遷移、産地局限

(古池　博）

　本多郁夫

0 20 40km

県内の分布
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ヒメノヤガラ ラン科　

Chamaegastrodia sikokiana Makino et F. Maek.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�本県ではきわめて稀産の植物である。現在知られているの
は２産地。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�日本産ヒメノヤガラ属のなかで、緑葉を持たない唯一の種
で、腐生植物。根茎はやや太く横にはう。茎は直立し、肉
質で淡紅色、高さは10～20cm、鱗片葉を互生。穂状花序
をなして花を５～10個を着ける。唇弁は長さ６mm、内部
に球状の突出部がある。

■国内分布　本州、四国、九州に分布。

■県内分布　外浦区および加賀中央区。

■生態など　地生の多年生草本。腐生植物。開花期は７～８月。

■生育環境　照葉樹林などの林床。

■危険要因　産地局限

（古池　博）

　濱野一郎

0 20 40km

県内の分布

ヒナチドリ ラン科　

Chusua chidori (Makino) P.F.Hunt

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR)

■選定理由　�本県において、稀産の植物である。個体数もきわめて少ない。（現
況：ＲＯ）古くから知られていたが、その後、確認されてこなかっ
た。今回の調査により、県内の一か所で再確認された。

■形　　態　�茎は高さ7～15ｃｍ、下部に葉を一枚つける。この点が類似種と
顕著に異なる特徴である。葉は広い披針形で長さ6～12ｃｍ、茎
を抱く。苞は狭披針形、数個をつけるが上方ほど小さくなる。花
は、紅紫色、数個を総状につけ、美麗である。背萼片は長楕円形、
側がく片は斜卵形、唇弁はやや深く三裂長さ8～10ｍｍ、距は長
さ13～17ｍｍ。蕊柱は濃い紅紫色で、先端が太い。花粉塊は暗紫
色。

■国内分布　北海道、本州、四国。国外には産しない。

■県内分布　南加賀植物小区系の白山山系ブナクラス域。

■生態など　トチなどの巨木の樹幹に着生。開花期は7～8月。

■生育環境　深山の森林下。

■危険要因　園芸採取、自然遷移

■特記事項　Chusua属は、近年、Paneorchis属に包含される方向にある。　

（古池　博）

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

　本多郁夫
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モイワラン ラン科　

Cremastra aphylla T.Yukawa

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠA類

■選定理由　近年、県内で１地点に自生が確認された。（現況：R0）

■形　　態　無葉で総状花序を伸ばし、赤紫色の花を多数着ける。

■国内分布　北海道、本州

■県内分布　南加賀区

■生態など　�いわゆる腐生植物（完全菌従属栄養植物）であるが、生育する草本層
（林床）は、比較的明るい。

■生育環境　�山地渓谷林（ジュウモンンジシダ－サワグルミ群集）、亜高山帯渓
畔林（オオバヤナギ－ドロノキ群集）等の地表変動が活発な場所に
生育。

■危険要因　森林伐採、土地造成、園芸採取、自然遷移

■特記事項　�北海道で最初発見されたが、隣接する富山県、岐阜県のほか、長野
県、岩手県、青森県などから報告がある。

(古池　博）

　本多郁夫
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ホテイアツモリソウ ラン科　

Cypripedium macranthos Sw. var. macranthos

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠＡ類

■選定理由　�白山の亜高山帯高茎草原に生育する、きわめて稀産の植物
である。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�葉は３～５枚あって長楕円形。花は紅紫色である。近縁種
はアツモリソウvar.�spciosum�(Rolfe)�Koidz.であるが、
本種の方が花色は濃く、アツモリソウは淡紅色である。ま
た、本種の方は唇弁の形がやや丸いとされる。

■国内分布　�本州中部地方亜高山帯だけに分布。近縁種のアツモリソウは北海
道、本州、四国に分布、さらに南千島、アジア東北部からヨーロッ
パ東部までの広く分布する。

■県内分布　白山高地区

■生態など　地生の多年生草本。

■生育環境　�本種は亜高山帯の高茎草原のみに生育する。近縁種のアツモリソウ
が山地の草原や疎林の林床に生育するのとは異なる。

■危険要因　園芸採取、産地局限

■特記事項　�近縁種のアツモリソウは本県には分布しない。また、国内希少野生
動植物種に指定されている。

(古池　博）

　白井伸和
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キバナノアツモリソウ ラン科　

Cypripedium yatabeanum Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�日本全体でも稀産の植物である。本県では絶滅したと考え
られていたが、前回の調査で数株確認された。（現況：Ｒ
Ｏ）

■形　　態　�葉は２枚あって互生であるが、節間が詰まって対生状、葉
形は広楕円形で先端は鋭形。茎は高さ10～30cm、茎頂に
径３cm、黄色の花を横向きに１個生じる。エゾノクマガイ
ソウ�C.�guttatum�Sw.�は側花弁上部がくびれない点で、本種キバ
ナノアツモリソウと異なる。

■国内分布　�東北地方と本州中部地方にのみ産する。エゾノクマガイソウは北海
道から、広く北米北西部、アジア北東部、さらにヨーロッパ東部に
いたる分布域を持つ。

■県内分布　白山高地区

■生態など　地生の多年生草本。開花期は６～７月。

■生育環境　亜高山帯の夏緑樹林の林床または草原。

■危険要因　園芸採取、産地局限

（古池　博）

　白井伸和

イチヨウラン ラン科　

Dactylostalix ringens Reichb. f.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�もともと稀産の種類であるが、近年減少傾向にある。（現況：Ｒ0）

■形　　態　�イチヨウラン属は日本の固有属で、ただ１種本種のみ。根茎は細く、
短く匍匐して毎年１本の太い根を生じる。葉は根茎の先に１枚着き､
長さ３～６cm、幅３～４cmで肉質。花茎は長さ10～20cm、大き
さ２～３cmの花を１個茎頂に着ける。がく片と側花弁は淡緑色に紫
の斑点があり、唇弁は白色で直立し、卵形、先端は三裂する。

■国内分布　�北海道、本州、四国に分布。九州にも分布するとされるが、最近の
報告にはない。南千島にも分布。

■県内分布　加賀中央区、南加賀区（白山麓）

■生態など　地生の多年生草本。開花期は５～７月。

■生育環境　山地林の林床に生育。

■危険要因　道路工事、園芸採取、産地局限

(古池　博）

　白井伸和
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セッコク ラン科　

Dendrobium moniliforme (L.) Sw.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�近年、県内１地点に自生が確認されている。（現況：R0）

■形　　態　�着生するラン科植物。若い茎は節ごとに葉をつけるが、年
ごとに脱落しする。露出した節から、花茎を伸ばし、開花
する。花には、芳香がある。

■国内分布　本州中部以南

■県内分布　外浦区

■生態など　�着生植物で、本来は照葉樹林の樹木に着生するが、本県の場合は海
岸の断崖に着生する。

■生育環境　�海に面した崖地に生育するが、断崖のため、温暖で積雪を免れてい
る。

■危険要因　�園芸採取、自然遷移

■特記事項　�隣接する福井県から報告がある。断崖に着生するのは、京都、宮城
県（松島）などに例がある。

(古池　博）

　林　二良

エゾスズラン ラン科　

Epipactis papillosa Franch. et Sav.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　石川県において稀産の種である。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�茎は単一で直立、葉は卵形で互生、しわ状の脈がある。日本列島に
は、カキラン属植物として本種とカキランの２種を産する。カキラン
は湿地に生え、髙さ30～70cm、全草無毛。本種は林床に生育、髙
さ30～60cm。全草に短毛を密生、花被長さは９～12mm、側花弁
は鋭頭、唇弁の側裂片はカキランと異なり、耳状に突き出ることはな
い。

■国内分布　�北海道～九州、南千島、カムチャッカ、樺太、ウスリー、中国東北
部

■県内分布　白山高地区

■生態など　７～８月、20～30花よりなる緑色の総状花序をつける。

■生育環境　高地の林床に生育。

■危険要因　森林伐採

■特記事項　近年、県内での分布が確認された。

（古池　博）

　林　二良
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ツリシュスラン ラン科　

Goodyera pendula Maxim.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　近年、県内一地点に自生が確認された。（現況：R0）

■形　　態　�着生するラン科植物。同属の他種に類似するが、茎は基部
は横にはい、垂れ下がって大きく伸びる。花茎は曲がって
上方を向き、多数の花をつける。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州

■県内分布　南加賀区

■生態など　本属の植物で着生するのは本種だけである。

■生育環境　山地帯の森林。

■危険要因　�園芸採取

■特記事項　福井県から報告があるが、富山県ではDDの評価。

(古池　博）

　本多郁夫

ハクウンラン ラン科　

Kuhlhasseltia nakaiana (F.Maek.) Ormerod

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　本県ではきわめて稀な植物である。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�茎の下部は匍匐するが、その先は立ち、高さ５～13cm。
下部に数個の葉を散在。葉は卵円形、長さ３～７cm、葉柄
があって茎を抱く。花序には白色の花を１～数個着ける。
花には軟毛が密生。側がく片の基部は合着して膨らむ。唇
弁の基部は、２つの半球状の膨らみがある距となる。

■国内分布　本州（中部以北）、四国に分布。

■県内分布　南加賀区（白山麓）

■生態など　地生の多年生草本。開花期は７～８月。

■生育環境　山林の林床。

■危険要因　道路工事、踏みつけ、産地局限

（古池　博)

林　二良
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ギボウシラン ラン科　

Liparis auriculata Blume ex Miq.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠB類

■選定理由　きわめて稀産の植物である。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�茎は肥大した卵球形の偽球茎で節間は短縮し、普通広卵形
長さ５～12cmの２枚の葉をつける。基部は心形、葉脈は
上方に隆起し、脈間がくぼむ。花茎は髙さ15～30cmで直
立、帯白色～紫黒色の花を10数個つける。唇弁の先端は尖
らず、基部に２個のこぶ状突起がある。

■国内分布　北海道～九州、屋久島に分布。朝鮮（済州島）に分布する。

■県内分布　南加賀区（白山麓）

■生態など　開花期は７～８月。

■生育環境　常緑樹林の林床に生育。

■危険要因　園芸採取

（古池　博）

鳥畠昭信

0 20 40km

県内の分布

ヒメフタバラン ラン科　

Neottia japonica (Blume) Szlach.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　石川県では極めて稀産の植物である。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�フタバラン属の特徴である２枚の葉が対生状に茎の中部に着くこと
は、フタバランと同じで、大きさもほぼ同大であるが、葉の形は卵形
三角形で先が尖る。茎の高さは５～30cm、上部に２～６個の花をま
ばらに着ける。花被片は反曲して長さ２～３mm、紫色の着色部があ
る。唇弁は長さ６～８mm、先端が深く裂けて裂片は線状長楕円形長
さ３～５mm。

■国内分布　本州、四国、九州、沖縄に分布。

■県内分布　中能登区

■生態など　地生の多年生草本。開花期は３～５月。

■生育環境　照葉樹林域の林床に群生。

■危険要因　森林伐採、踏みつけ

(古池　博）

小野ふみゑ

0 20 40km

県内の分布
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ミヤマフタバラン ラン科　

Neottia nipponica (Makino) Szlach.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　本県において極めて稀産の植物である。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�茎は繊細で直立、中部に濃緑色、卵円形で無柄の葉２枚を
対生する。花は小形で緑褐色、３～10花を総状につける。
唇弁は期部の左右に耳状裂片があり、先端は２片に切れ込
む。唇弁の裂片は楕円形、円頭。

■国内分布　�北海道、本州中北部。四国や九州の一部に産する。さらに
千島、ウスリーに産する。

■県内分布　白山高地区

■生態など　開花期は７～８月。

■生育環境　亜高山帯の針葉樹林。

■危険要因　園芸採取

(古池　博）

　白井伸和

0 20 40km

県内の分布

サギソウ ラン科　

Pecteilis radiata (Thunb.) Raf.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�かつては稀ではあるが県内各地の湿地に広く見られた植物
であった。近年湿地とともに急速に失われ、きわめて稀産
の植物となった。（現況：R－）

■形　　態　�前年の走出枝の先端に生じた球茎から地上茎を出し、高さ
15～40cm、茎の下部に３～５枚の葉を着け、上部には少
数の鱗片葉がある。茎の先端に１～３個、３cm程度の白色
の花を着ける。羽根のように見えるのは、唇弁の側裂片が細裂して
いることによる。

■国内分布　本州、四国、九州、さらに朝鮮、台湾に分布。

■県内分布　奥能登、口能登・加賀中央部、南加賀区に分布。

■生態など　地生の多年生草本。開花期は７～８月。

■生育環境　丘陵地の湿地。

■危険要因　森林伐採、湿地開発、園芸採取

■特記事項　�園芸採取が現在は最も重要な危険要因である。石川県指定希少野生
動植物種。

（古池　博）

��白井伸和
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ミズチドリ ラン科　

Platanthera hologlottis Maxim.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　本県ではごく稀産の植物である。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�葉は線状披針形で尖鋭頭、下方の４～６枚は大型で長さ10～
20cm、幅１～２cmであるが上方では次第に小さくなり、あわせて
５～12枚の葉を持つ。茎の高さは50～90cm、下方の葉の基部は鞘
となる。茎頂には多数の小花を着け、穂状花序をなす。距は細く下垂
して10～12mm、背がく片より長い。唇弁は舌状、倒卵形、肉質で
円頭、６～８mm。

■国内分布　�北海道、本州、四国、九州、さらに南千島、朝鮮、中国（東北）、
シベリアに分布。

■県内分布　外浦区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　地生の多年生草本。開花期は６～７月。

■生育環境　山間の湿地。

■危険要因　不明

(古池　博）

　米山競一

ツレサギソウ ラン科　

Platanthera japonica (Thunb.) Lindl.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�本県では稀な植物で、湿地の消失とともに失われる危険がある。（現
況：ＲＯ）

■形　　態　�植物体は草丈50cm内外で、５～８葉を着ける。下方の３～５枚は大
きく、長さ10～20cm、幅４～７cmで鋭頭。上方の葉は小さく広
線形。多数の白色花を着け、花の距は３～４cmで非常に長い。唇弁
は長楕円形で13～15cm、基部の両側に突起がある。

■国内分布　北海道西南部、四国、九州、琉球、さらに中国に分布する。

■県内分布　奥能登、口能登・加賀中央部、南加賀区（白山麓）に分布。

■生態など　地生の多年生植物。開花期は５～６月。

■生育環境　日当たりのよい草地や湿った林床。

■危険要因　不明

（古池　博）

　林　二良
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カヤラン ラン科　

Thixspermum japonicus (Miq.) Reichb. f.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�石川県ではきわめて稀な植物である。現在、１産地のみが
知られている。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�着生植物で茎は長さ３～７cm、分枝せず、細い気根が中ほ
ど以下から出る。葉は披針形で鈍頭、長さ２～４cm、幅４
～６mm、左右２列に並ぶ。花茎は細く葉腋より出て、淡黄
色の小花を２～５個着ける。唇弁は浅く三裂、側裂片は耳
状に左右に突出し、中片は発達しない。

■国内分布　�東北（宮城県以南・太平洋側）、北陸地方以南の本州、四国、九
州。沖縄には記録があるが現状不明。

■県内分布　南加賀区

■生態など　着生の多年生草本。開花期は３～５月。

■生育環境　照葉樹林の樹幹に着生。

■危険要因　道路工事、園芸採取、産地局限

(古池　博）

　林　二良

ヒオウギ アヤメ科　

Iris domesteca (L.) Goldblatt et Mabb.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　近年、県内１地点に自生が確認されている。（現況：R0）

■形　　態　�葉は左右から剣状に重なり緑色、多少、粉白。花茎高さ60～
100cm、分枝して2～3花をつける。種子は黒色（ぬばたま）。

■国内分布　本州～琉球、中国、東南アジアからインド。

■県内分布　外浦区

■生態など　本来は草原に生育。

■生育環境　痩せた斜面に生育。海岸山地の風背地。

■危険要因　園芸採取、自然遷移

(古池　博）

�本多郁夫
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クサスギカズラ ユリ科　

Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr. 

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�従来、比較的稀な植物であったが近年海岸開発等により、
本県では、絶滅が危惧される状況となった。（現況：�Ｒ
－）

■形　　態　�石川県に自生するクサスギカズラ属植物は、本種とキジカ
クシの両種であるが、キジカクシは花柄の頂部に関節があ
るのに対して、本種は花柄の中央部付近に関節がある。根
は紡錘形にふくれる。葉は４～５mmの刺状となる。葉状枝は線状
で緩く湾曲、３稜をなして１～３個が葉腋に束生する。雌雄異株。
液果は直径７mm程度、汚白色。

■国内分布　本州、四国、九州。台湾、朝鮮にも分布。

■県内分布　能登全域と加賀中央区、南加賀区。

■生態など　�海岸近くに生育する多年生草本。上部は他物にまといつく。開花期
５～６月。

■生育環境　海岸近くの草原。

■危険要因　海岸開発

(古池　博）

　小野ふみゑ

0 20 40km

県内の分布

イトハナビテンツキ カヤツリグサ科　

Bulbostylis densa (Wall.) Hand.-Mazz. var. densa

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　既知の産地は１ヵ所のみである。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�イトテンツキの花序は頭状で小穂が密集するのに対して、本変種では
分枝してまばらな複散房状になる。テンツキ属の種にも似るが、花柱
の基部の肥厚部が痩果の頂部に宿存する特徴から別属に分類される。

■国内分布　北海道～九州

■県内分布　口能登区（宝達志水町志雄地区）

■生態など　一年草。花期は８～10月。

■生育環境　日当たりのよい草地。

■危険要因　産地局限

■特記事項　生育地は近年立ち入りが制限され、現況の確認はできていない。

（白井伸和）

0 20 40km

県内の分布

久保広子
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イトテンツキ カヤツリグサ科　

Bulbostylis densa (Wall.) Hand.-Mazz. var. capitata (Miq.) Ohwi

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�近年確認されている産地は、宝達志水町の１か所のみである。（現況：
Ｒ０）

■形　　態　�イトハナビテンツキの変種で、花序に柄がなく小穂が頭状に集まってつ
く。外見の似るハタガヤとは小穂の鱗片がより濃色であることと、鱗片
の先が反曲する短芒状にならないことで区別できる。

■国内分布　本州（東北地方南部）～九州

■県内分布　口能登区（宝達志水町志雄地区）、加賀中央区（川北町）

■生態など　一年草。花期は８～10月。

■生育環境　日当たりのよい草地。

■危険要因　産地局限

■特記事項　�イトハナビテンツキと同所で確認されているが、両者はすみ分けも
あり明瞭に区別されるという。生育地は近年、立ち入りが制限さ
れ、両変種とも現況の確認はできていない。

（白井伸和）

　久保広子

0 20 40km

県内の分布

ムジナスゲ カヤツリグサ科　

Carex lasiocarpa Ehrh. subsp. occultans (Franch.) Hulten

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内の既知の産地は１か所のみ。北方系の種で、国内の分布の南限に
あたる。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�ビロードスゲに似るが、葉幅は１～３mmと細く、果胞の嘴は短い。

■国内分布　北海道、本州（中部以北）

■県内分布　加賀中央区（金沢市医王山大沼）

■生態など　�根茎は長く伸びて株はまばらに群生する。花期は５月頃、果実は６
～８月に熟す。

■生育環境　高層湿原や湿地、湖沼の縁など。大沼では浮島上に生育している。

■危険要因　�水質汚濁、自然遷移、産地局限。大沼は外来魚が放され水質が悪
化、生育地となっている浮島は大型のヨシが繁茂して、モウセンゴ
ケやミツガシワとともに群落の衰退が著しい。

■特記事項　医王山県立自然公園内にあり、特定植物群落に指定されている。

（白井伸和）

　林　二良

0 20 40km

県内の分布
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オオクグ カヤツリグサ科　

Carex rugulosa Kuek.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�県内の分布はごく限られ、近年の確認情報は舳倉島および
志賀町の２か所のみである。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�花序や小穂はシオクグやコウボウシバに似るが、より大型
で高さ40～70cm、葉は幅広く５～10mm、雌小穂は２
～４個で長さ３～５cm。

■国内分布　北海道、本州、九州（北部）

■県内分布　舳倉島、中能登区（志賀町、七尾市机島）

■生態など　多年草。花期は４～５月。果実は６月頃熟す。

■生育環境　海岸の塩性湿地や湿草原。

■危険要因　�海岸開発、土地造成、道路工事、産地局限。舳倉島では、最近行わ
れた津波避難用道路の建設工事に伴い、群落の主要部分が埋め立て
られ大部分が消失した。

■特記事項　�生育地の一部は能登半島国定公園内にある。なお、上記の舳倉島の
自生地は特定植物群落「舳倉島のアカネムグラ」（個体群）にも含
まれている。

（白井伸和）

　小野ふみゑ
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クモマシバスゲ カヤツリグサ科　

Carex subumbellata Meinsh. var. verecunda Ohwi

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�1960年に採集された標本記録（弥陀ヶ原）があるほか、釈迦新道にわずかに現存することが確認され
た。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�葉は幅2～3mmで、密に叢生する。花茎は細く、小穂は先端部に集まってつき下垂する。果胞は長さ3～
3.5mmで脈は不明瞭。柱頭は３岐。

■国内分布　本州（中部以北）

■県内分布　白山高地区（白山釈迦新道、弥陀ヶ原）

■生態など　多年草。花期は７～８月。

■生育環境　高山の砂礫地や風衝草原。

■危険要因　自然遷移、産地局限

■特記事項　分布地は白山国立公園特別保護地区内にある。

（白井伸和）

0 20 40km

県内の分布
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カンエンガヤツリ カヤツリグサ科　

Cyperus exaltatus Retz. var. iwasakii(Makino)T.Koyama

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　1981年に採集された標本があるのみ。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�大型の草本で、花序も大型。小穂は長さ５～１２ｍｍ、幅約２ｍ
ｍ。鱗片は密につき長さ1.6～２ｍｍ、竜骨の先端は突出して鋭尖
頭。

■国内分布　本州（中部以北）

■県内分布　南加賀区（木場潟）

■生態など　一年生草本。花期８～９月。

■生育環境　湖沼の縁や河川敷などの草地。

■危険要因　産地局限

■特記事項　�攪乱を受けやすい不安定な立地に生育することが多い種と考えられ
ることから、埋土種子の生存と発芽が期待される。

（白井伸和）

0 20 40km
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ヌマガヤツリ カヤツリグサ科　

Cyperus glomeratus L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�もともと稀少な種である。今回の調査では現存確認の情報
は得られなかった。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�高さ40～80cmと、カヤツリグサ類では大型になる。花序
は長短の枝の先に多数の小穂を密生する。

■国内分布　本州（宮城県以南）

■県内分布　�外浦区（志賀町富来地区）、中能登区（能登島、七尾市鵜浦町）、
加賀中央区（白山市美川）

■生態など　�一年草。頻繁に撹乱を受けるような不安定な立地を好むようであ
る。埋土種子による突発的な発生の可能性もあると考えられる。

■生育環境　海岸の後背湿地、河川敷、水田わきなど低地の水湿地に生える。

■危険要因　�踏みつけ、農薬汚染、土地造成、産地局限。本県の生育地はいずれ
も人里地域にあり、個体群の存続が危ぶまれる。

■特記事項　生育地の一部は能登半島国定公園内にある。

（白井伸和）

　小野ふみゑ
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セイタカハリイ カヤツリグサ科　

Eleocharis attenuata (Franch.et Sav.) Palla

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内では近年になって確認されたもので、既知の産地は１か所の
み。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�外見はオオハリイに似る。小穂は膨らみが強く卵形で、長さ７～12
ｍｍとされるが、県内産の標本では長さ３～７ｍｍとやや短く、ほ
ぼ球形に見えるものもある。鱗片は先が円く、一部が赤褐色に着色
するものの総じて淡色である。花柱の柱基は三角形に拡がり果実の
幅とほぼ同じになる。

■国内分布　本州、四国、九州、琉球

■県内分布　中能登区（七尾市能登島）

■生態など　多年草。花期７～10月。

■生育環境　日当たりのよい湿地

■危険要因　湿地開発、産地局限

（白井伸和）
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県内の分布

ISKW��白井伸和

スジヌマハリイ カヤツリグサ科　

Eleocharis equisetiformis (Meinsh.) B.Fedtsch.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�県内では近年になって確認されたもので、既知の産地は１か所の
み。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�叢生するとともに走出枝も出す。茎の表面には太い脈が隆条となっ
て目立ち、基部は濃い赤紫色に染まる。刺針状花被片は４本あり、
長短がありときに退化する。

■国内分布　本州（北中部）、九州。

■県内分布　内浦区（珠洲市）

■生態など　多年草。花期７～10月。

■生育環境　日当たりのよい湿地。

■危険要因　湿地開発、産地局限

（白井伸和）
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ナガボテンツキ カヤツリグサ科　

Fimbristylis longispica Steud.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�分布域が局限され、個体数もわずかである。今回の調査では志賀町の
２地点で確認報告があったのみ。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�高さ40～60cm。同様の環境にみられるイソヤマテンツキに似るが
より大型で、稈も太く、葉鞘口部は斜めに切れる。小穂の鱗片の背面
は無毛。痩果は黄白色で格子紋がある。

■国内分布　�本州（主に太平洋側）～九州。本県の分布は日本海側の隔離分布である。

■県内分布　�外浦区（珠洲市シャク崎、志賀町富来地区）、中能登区（志賀町上
野および百浦、羽咋市柴垣）。なお、珠洲市シャク崎では近年の現
地調査で確認されていない。

■生態など　磯浜の砂礫地や塩湿地に生える多年草。花期は７～９月。

■生育環境　岩石海岸

■危険要因　�海岸開発、波浪による侵食。外浦地域の海岸は近年高潮による浸食
が著しく、将来予想される海面上昇に伴い個体群が急速に衰退する
おそれがある。

■特記事項　自生地の一部は能登半島国定公園内にある。

（白井伸和）

　林　二良

0 20 40km

県内の分布

イトイヌノハナヒゲ カヤツリグサ科　 

Rhynchospora faberi C.B.Clarke

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内の確実な記録は、1974年に能登町（旧柳田村）で採集された一
点の標本のみ。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�低地に生えるイヌノハナヒゲ類では最も小型で繊細な種。高さ10～
40cm、葉は細く幅0.5～１mm。小穂は長さ４～５mm。痩果は広
倒卵形で花柱の柱基は果実の幅の３分の１ほど。刺針状花被片は果と
同長またはやや長く、下向きの微突起が明瞭で著しくざらつく。

■国内分布　北海道～九州

■県内分布　外浦区（能登町寺分）

■生態など　多年草。花期は７～９月。

■生育環境　平地の日当たりのよい湿地、池沼畔。

■危険要因　湿地開発、産地局限

■特記事項　�本県における従来の記録のほとんどはサカゲコイヌノハナヒゲなど
他種の誤認である可能性が高い。

（白井伸和）

林　二良
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エゾアブラガヤ カヤツリグサ科　

Scirpus asiaticus Beetle

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内では1981年に採集された標本があるのみ。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�小穂はアブラガヤより小型で２～４個ずつかたまってつく。小穂の
鱗片はやや幅広く鈍頭、膜質の縁取りがあり、先端部の辺縁は不規
則に細裂する。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州

■県内分布　南加賀区（加賀市尾中町）

■生態など　多年草。花期８～10月。

■生育環境　山間の湿地や水辺。

■危険要因　湿地開発、産地局限

（白井伸和）
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県内の分布

ISKW��白井伸和

タイワンヤマイ カヤツリグサ科 

Schoenoplectus wallichii (Nees)T.Koyama

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内では1988年に採集された標本があるのみ。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�ホタルイに似るが苞葉はより長く、小穂の先はとがる。柱頭は２
岐、痩果は広倒卵形でレンズ形。刺針状花被片は４～５本あり、長
さは痩果の約２倍。

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　南加賀区（小松市育谷？）

■生態など　多年草。花期８～10月。

■生育環境　水田、休耕田などの湿地。

■危険要因　湿地開発、圃場整備、産地局限

■特記事項　�暖地性の水田雑草。県内では最近まで認識されていなかったため、
見落とされている可能性もある。

（白井伸和）

ISKW��白井伸和
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ミネハリイ カヤツリグサ科　

Trichophorum caespitosum (L.) Hartm.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　現在確認されている産地は１か所のみ。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�稈は高さ５～15cm、葉はつけず、長さ３～５mmの小穂
を１個頂生する。

■国内分布　�北海道、本州（中部以北）。本県は分布の南限にあたる隔
離分布である。

■県内分布　白山高地区（別山）

■生態など　多年草。花期は７月。

■生育環境　亜高山帯の池塘の縁や湿地。

■危険要因　�踏みつけ、自然遷移、産地局限。自生地では近年チシマザサの侵入
が顕著で、個体群の存続が脅かされている。

■特記事項　自生地は白山国立公園特別保護地区内にある。

（白井伸和）

　白井伸和

0 20 40km

県内の分布

コウヤザサ イネ科　

Brachyelytrum japonicum (Hack.) Hack. ex Honda

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�前回調査で志賀町の分布が確認されたのに続き、今回の調
査で新たに加賀市の分布が確認された。確認地点はいずれ
も一か所のみである。日本海側ではごく稀で、貴重な隔離
分布である。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�花序は円錐状で少数の枝を分けるかまたはほとんど分枝し
ない。小穂は１小花からなり、長さ８～10mm。包穎は小
さく目立たず、護穎の先には長さ10～15mmの芒がある。

■国内分布　本州（岩手県以南）、四国、九州。近隣では福井県西部。

■県内分布　外浦区（志賀町富来地区）、南加賀区（加賀市巣谷町）。

■生態など　多年草。花期は７～８月。

■生育環境　明るい林内や林縁。

■危険要因　産地局限、生育地となっている溜池の土手の改修工事。

（白井伸和）

　小野ふみゑ
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スズメガヤ イネ科　

Eragrostis cilianensis (All.) Link ex Janchen

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内では近年分布が確認された種で、分布地はごく限られる。（現
況：Ｒ０）

■形　　態　�近縁のコスズメガヤに似るがより大型になり、小穂も大きくほぼ米
粒大になる。植物体の各部に腺があり、全草にいやな臭いがある。

■国内分布　本州、四国、九州、琉球

■県内分布　�外浦区（志賀町酒見川）、内浦区（珠洲市鉢ヶ崎、珠洲市三崎
町）。

■生態など　一年草。花期８～10月。

■生育環境　人里周辺の草地。

■危険要因　自然遷移、産地局限

（白井伸和）

0 20 40km

県内の分布
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ヒロハノドジョウツナギ イネ科　

Glyceria leptolepis Ohwi

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内の分布はごく限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�ドジョウツナギ類では最も壮大な種で、高さ80～50cm、
稈は太く、径４～10mm。葉は厚みがあり堅く、幅５～
14mm。葉舌はごく低く革質。

■国内分布　北海道～九州

■県内分布　�外浦区（志賀町富来地区、輪島市三井町）、内浦区（穴水町）。分
布域は、奥能登の内陸部の、比較的狭い範囲に集中する。

■生態など　水辺に群生する多年草。花期は７～８月。

■生育環境　池沼の縁や河川、水路などの水湿地。

■危険要因　河川開発、土地造成、管理放棄、自然遷移

（白井伸和）

　林　二良
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ヤマブキソウ ケシ科　

Hylomecon japonicum (Thunb.) Prantl et Kundig

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地、個体数が極めて少ない。（現況：R0）

■形　　態　�根出葉には長い葉柄がある。羽状複葉で小葉は５～７個、
先はとがる。花はヤマブキとよく似た鮮やかな黄色い花で
上部の葉の葉腋から出る。

■国内分布　本州～九州

■県内分布　加賀中央区

■生態など　�高さ30～40cmの多年草で群生する。開花期は４～５月。朔果は線
形で直立し、なかにやや多数の種子がある。葉形の変化が多い。夏
になると地上部は枯れる。

■生育環境　�台地の斜面下部に成立しているケヤキ林の明るい林床にコシャクと
ともに生育する。

■危険要因　園芸採取、自然遷移

（中野真理子）

　本多郁夫

カザグルマ キンポウゲ科　

Clematis patens C.Morren et Decne.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�県内では過去30年間確認情報が得られていなかったが、
2018年再発見され、貴重である。（現況：Ｒ0）

■形　　態　�茎は褐紫色で木質化する。上部で分れ、四方に茎を伸ば
す。葉は対生し、羽状複葉で小葉は３～５枚。葉柄は長
く、これによって他物に巻きつく。花弁状の萼片は８個あ
り、植栽されているテッセンの萼片は６個がふつうであ
る。

■国内分布　�本州（秋田県以南）～九州（北部）に分布する。

■県内分布　加賀中央区及び南加賀区のヤブツバキクラス域に分布している。

■生態など　�長さ３～５ｍになる落葉のつる性木本である。開花期は５～６月。
花柄に苞はない。果実は痩果で頭状に集まってつき、宿存する花柱
は褐色の短い毛がある。

■生育環境　�林縁から日の当たる湿地にも生育する。また、蛇紋岩や石灰岩にも
生える。

■危険要因　ゴルフ場、土地造成、道路工事

■特記事項　�能美市のかつての産地はゴルフ場造成のため失われてしまったが、
2018年に再発見された。

（髙木政喜）

　本多郁夫
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キンバイソウ キンポウゲ科　

Trollius hondoensis Nakai

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�生育地および個体数はともにきわめて限定されていて少な
い。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�茎は直立し、上部で分枝する。根出葉と下部の茎葉には長
い葉柄があり、葉身は卵円形で、掌状に５深裂、不ぞろい
の鋭い鋸歯がある。花は３～５個が枝の先につき、大きさ
約３～４cm、線形の花弁はおしべより長い。萼片は花弁状
でふつう５枚、橙黄色で平開する。

■国内分布　本州（中部地方、滋賀県伊吹山）の温帯上部～亜寒帯に生える。

■県内分布　白山高地地区の亜高山帯に分布する。

■生態など　�高さ40～80cmにもなる多年生草本である。開花期は７月～８月。
花弁は橙黄色で平開する。果実は袋果で13～26個と多数離生し、
無柄、長さ10～12mmで果柱が残る。

■生育環境　�標高1,800～2,200ｍの亜高山の林縁や草地、あるいはまばらな落
葉広葉樹林の林床にも生育する。

■危険要因　動物食害、自然遷移、産地局限

（髙木政喜）

　白井伸和

ベニバナヤマシャクヤク ボタン科　

Paeonia obovata Maxim.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�現存する個体数が極めて少ない。生育地もごく限られてい
る。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�花弁は淡紅色まれに白色。果実は袋果で、柱頭の先が長く
のび、いちじるしく外曲してうず巻き状となる点で、ヤマ
シャクヤクと異なる。葉の裏面に軟毛が散生する。高さ
60cmに達することもあり、ヤマシャクヤクよりスマート
な印象を与える。多年草。開花期は５月。

■国内分布　北海道、本州（東北、関東、中部、近畿、中国）、四国、九州。

■県内分布　内浦区

■生育環境　落葉広葉樹林等の林床に生育する。

■危険要因　産地局限

■特記事項　�文献：矢原徹一（監修）.�2003.�レッドデータプランツ．山と渓谷
社．東京.

（中野真理子）

　小野ふみゑ
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イヌハギ マメ科　

Lespedeza tomentosa (Thunb.) Siebold ex Maxim.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�県内における生育地がごく限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�高さ150cmに達する半低木。全体に黄褐色の軟毛を密生する。
葉は羽状３小葉で、頂小葉は長楕円形。花は帯黄白色で長さ８～
10mm。枝先に集まって長さ７～15cmの花序となる。節果は卵
形、長さ４～５mm。

■国内分布　本州～琉球

■県内分布　内浦区

■生態など　�花期は７～９月。葉柄の基部に閉鎖花をつけ、自家受粉により結実
する。

■生育環境　川原や海に近い日当たりのよい砂地。

■危険要因　草地開発、土地造成、自然遷移、産地局限

（小野ふみゑ）

　小野ふみゑ
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ヒナノキンチャク ヒメハギ科　

Polygala tatarinowii Regel

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠＢ類

■選定理由　�県内における生育地が極めて限られ、環境の変化によって
絶滅する可能性がある。　（現況：Ｒ－）

■形　　態　�一年生草本。茎は基部から分枝し、高さ７～15cm。葉は
長さ１～３cm、全縁で縁に細毛がある。花は淡紫色で、径
２mm内外と小さく、茎頂に細長い密な総状花序をつくる。
蒴果は片側につき、扁平な円形で径約３mm。

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　口能登区

■生態など　�花期は７～10月。平たくて丸い果実をお雛様の持つ巾着に見立て
て、その名がある。

■生育環境　山ろくの草地

■危険要因　農薬汚染、管理放棄、自然遷移、産地局限

（小野ふみゑ）

　小野ふみゑ
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クサボケ バラ科　

Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内における生育地は一か所知られているのみで、個体数
もごく少なく、その環境は人為による影響を受けやすい。
（現況：Ｒ０）

■形　　態　�落葉小低木で、高さ30～100cm。幹は地をはい、斜上し
てよく分枝する。今年枝には密毛があり、３年目くらいま
での若枝にはその毛の基部だけが残って小突起となり、や
やざらつく。ボケにはこの突起が無い。花は径2.5～３cmで朱紅
色。

■国内分布　本州および九州。

■県内分布　中能登区

■生態など　�花期は４～５月。果実はリンゴ酸などを含み、果実酒にしたり、塩
漬けにしたりして食べる。

■生育環境　山地や丘陵の明るい雑木林や日当たりのよい草地。

■危険要因　産地局限、その他（野焼きや除草頻度と時期）

■特記事項　生育地が河川の土提なので、本来の自生かどうか疑問が残る。

（小野ふみゑ）

　小野ふみゑ
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コゴメウツギ バラ科　

Neillia incisa (Thunb.) S.H.Oh

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内における生育地がごく限られ、個体数も少ない。　
（現況：Ｒ０）

■形　　態　�落葉低木。高さ１～2.5ｍで叢生する。若枝はよく分枝し、
側生する枝は短枝化しやすい。葉は３角状広卵形で浅裂ま
たは中裂するが、変異が多い。先は尾状にとがり、縁には
重鋸歯がある。円錐状または散房状の花序に、径４～５mm
の白色の花をつける。

■国内分布　�北海道、本州、四国、九州。太平洋側に多く、日本海側ではやや少
ない。

■県内分布　外浦区

■生態など　�花期は５～６月。花は咲き始めは白色だが、次第に黄色味を帯び
る。袋果は９～10月に熟す。　　　　

■生育環境　山地および林縁。

■危険要因　森林伐採、自然遷移、産地局限

（小野ふみゑ）

　白井伸和
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エゾツルキンバイ バラ科　

Potentilla anserina L. subsp. pacifica (Howell) Rousi

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内の生育地は舳倉島１ヶ所に限られ、１個体群である。
（現況：Ｒ０）

■形　　態　�多年生草本。葉は奇数羽状複葉で、９～19個の小葉からな
り、裏面には白い綿毛と、脈上に長い毛がある。花は黄色
の５弁花で、径２～３cm、長い柄がある。

■国内分布　北海道、本州（主として東北地方）。本県が南限。

■県内分布　舳倉島・七ツ島植物小区系

■生態など　花期は６～７月。茎は地上をはい、節から根を出して繁殖する。

■生育環境　海岸の塩湿地。

■危険要因　海岸開発、園芸採取、踏みつけ、産地局限

■特記事項　生育地は能登半島国定公園内である。

（小野ふみゑ）

小野ふみゑ
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アイズシモツケ バラ科　

Spiraea chamaedryfolia L. var. pilosa (Nakai) H.Hara

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内では１産地、１個体群のみが確認されている。（現
況：Ｒ０）

■形　　態　�落葉低木で、高さ１～２ｍ。若枝は赤褐色を帯び、稜があ
る。葉は卵形～狭卵形、縁には基部を除き欠刻状の重鋸歯
がある。本年枝の先に径約３cmの散房花序をつけ、花は径
約１cm、白色５弁。がく片は花時に開出または反曲する。

■国内分布　北海道、本州（中部地方以北）、九州（熊本県）

■県内分布　内浦区

■生態など　花期は５～６月。袋果は８～９月に熟す。　　　　

■生育環境　山の崖地。

■危険要因　森林伐採、園芸採取、自然遷移、産地局限

■特記事項　�本種は平成５年川原倢彰氏によって発見され、タンゴイワガサと報
告されたものだが、後年、検討の結果、アイズシモツケと同定され
た。

（小野ふみゑ）

　白井伸和
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イワタイゲキ トウダイグサ科

Euphorbia jolkinii Boiss.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内における生育地は極めて限られ、個体数も少ない。　
（現況：Ｒ０）

■形　　態　�多年生草本。茎は太くて直立し、高さ30～80cm。茎葉
は多数密に互生し、茎頂に数葉を輪生する。その腋から散
形枝を５本以上開出し、杯状花序をつける。葉は厚くて、
側脈がよく見えず、葉のへりを透かすと白いふちどりがあ
る。果実の表面には、先の丸いこぶ状突起が密生する。

■国内分布　本州（千葉県以西）、四国、九州、琉球。本県が北限

■県内分布　中能登区

■生態など　�花期は４～６月。地下茎の発達は特に良好で、岩の隙間に深く伸び
ている。トウダイグサやタカトウダイはアリによって種子が運ばれ
るアリ散布植物であるのに対し、イワタイゲキは海流によって分布
を広げる海流散布植物と考えられている。乳液は皮膚をかぶれさせ
る。

■生育環境　海岸の岩場

■危険要因　海岸開発、産地局限

■特記事項　生育地は能登半島国定公園内である。

小野ふみゑ

　白井伸和
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ススヤアカバナ アカバナ科　

Epilobium parviflorum Schreb.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：R
－）

■形　　態　�花柱の先端が4裂しているのは、エゾアカバナ、オオアカバ
ナと同じだが、背丈はオオアカバナよりやや大きく１ｍ以
上になり、茎も太く枝分かれも少ないなどの特徴は、アカ
バナ属にない特徴なので他のものと区別できる。

■国内分布　本州（富山県、石川県、茨城県）

■県内分布　中能登区

■生態など　多年生草本。花期は7～9月。

■生育環境　休耕田などの湿草地。

■危険要因　自然遷移、産地局限

■特記事項　�文献：大原隆明・髙木末吉・安嶋　隆・源内伸秀.�2006.�ススヤア
カバナ�Epilobium�pdvviflorumを日本のフロラに追加する．植物地
理・分類研究�54（1）：74-77.

（濱野一郎）

　林　二良
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フユザンショウ ミカン科　

Zanthoxylum armatum DC. var. subtrifoliatum (Franch.) Kitam.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内における生育地は極めて限られ、個体数も少ない。
（現況：Ｒ０）

■形　　態　�常緑低木で、高さ1.5～３ｍ。扁平な刺が葉柄基部の両側に
対生状につく。葉は奇数羽状複葉、３～７枚の小葉からな
り、葉軸には翼がある。小葉は無柄で、鋸歯の凹部に腺体
がある。葉腋に１～３cmの円錐花序をつけ、淡黄色の小さ
な花をつける。分果は赤褐色で表面にいぼ状の突起がある。

■国内分布　本州（関東地方以西）、四国、九州、琉球

■県内分布　外浦区

■生態など　�花期は４～５月。分果は８月に熟す。雌雄異株で、日本には雌株の
みがあり、単為生殖をすると考えられている。　　　　

■生育環境　林内や崖地。

■危険要因　森林伐採、産地局限、その他（崖崩れ）

（小野ふみゑ）

　本多郁夫
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オオバボダイジュ アオイ科　

Tilia maximowicziana Shiras.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　県内では１産地が確認されている。（現況：RO）

■形　　態　�樹高10～15ｍ、シナノキによく似ているが、葉が大き
く、裏面には星状毛が密生して灰白色、側脈基部には淡褐
色の軟毛が密生している。本県のものは、シナノキとオオ
バボダイジュとの雑種と考えられているノジリボダイジュ
と見なすべきか検討が必要である。

■国内分布　北海道、本州（中部地方以北）

■県内分布　南加賀区

■生態など　�落葉高木。花期は６～７月。樹皮はしなやかで繊維が強いので衣服
の材料に利用されたが、シナノキよりは弱い。

■生育環境　低山帯の沢筋。

■危険要因　森林伐採、自然遷移、道路工事、産地局限

■特記事項　生育地は白山国立公園内である。

（濱野一郎）

　白井伸和、果実：林　二良
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ミヤマツチトリモチ ツチトリモチ科　

Balanophora nipponica Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�日本の固有種で石川県ではきわめて希れに産する。（現
況：Ｒ0）

■形　　態　�根茎は表面に星状の白い皮目が散在し、多数の大小不同の
小さな根茎支に分かれ、そのうちのいくつかから、一度に
花茎を出す。花穂は長楕円体～楕円体で、橙赤色～橙黄色
で色の変化が多い。ツチトリモチとは、花穂が鮮紅色、橙
赤色で球形から楕円体、小棍体の頂端はくぼんでいる、な
どの点で区別される。

■国内分布　本州（秋田県、岩手県以南）～九州に分布する。

■県内分布　�南加賀区のブナクラス域の標高500～1,600ｍに分布し、落葉広葉
樹林の林床に生育する。

■生態など　�高さ８～14cmの多年草である。イタヤカエデ、ウリハダカエデ、
ヤマモミジ、コミネカエデなどの落葉樹に寄生する。年数がたつに
つれて、根茎と宿主の根の先端の接合部は肥大して木化し、球形と
なり、寄生木こぶを生ずる。寄生木こぶが肥大するにつれて花茎の
発生能力は衰える。雌雄異株であるが、雄株は発見されていない。
開花期は７～８月。

■生育環境　渓流近くの斜面に成立している落葉樹の林床に生育する。

■危険要因　森林伐採

（髙木政喜）

　鳥畠昭信
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ホザキヤドリギ オオバヤドリギ科　

Loranthus tanakae Franch. et Sav.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�石川県では生育地が極めて限られている。個体数もごく少
なく、全国的な分布からも重要な種である。（現況：Ｒ
－）

■形　　態　�若い枝は紫色を帯び、やや四角柱状である。葉は対生で、
やや肉厚、楕円形または長楕円形で、全縁、先は円く、下
部はしだいに狭くなって葉柄となる。枝先に穂状花序を伸
ばし、まばらに多くの花をつける。花は両性で小さく、黄緑色である。

■国内分布　本州（東北地方から中部地方中北部）に分布する。

■県内分布　南加賀区の白山麓のブナクラス域に分布する。

■生態など　�高さ20～40cmの落葉低木である。ミズナラ、ブナ等の落葉広葉樹
に寄生する。ブナ、ミズナラ、オオカメノキ、マルバマンサク、ナ
ナカマド、オオバクロモジ等を構成種とするブナ林に生育する。開
花期は６～７月。果実は楕円体で淡黄色に熟し、美しい。

■生育環境　�ヤドリギの分布域とほぼ同じ標高600～800ｍのところに生育す
る。

■危険要因　森林伐採、スキー場、道路工事

■特記事項　�ヤドリギ類は常緑のものが多いが、ホザキヤドリギは数少ない落葉
低木である。

（髙木政喜）

本多郁夫
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ヤナギヌカボ タデ科　

Persicaria foliosa (H.Lindb.) Kitag.var.paludicola (Makino) H.Hara

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�現在、生育地が１か所に限られており、個体数も少ない。
（現況：Ｒ0）

■形　　態　�茎の下部は斜めに倒れ、上部は斜上して枝を分け、無毛で
ある。葉は長披針形～長針形、両端は細まり、やや厚く両
面には毛があり、裏面には腺点がある。托葉鞘は筒状、や
や同長の縁毛がある。

■国内分布　北海道、本州、九州に分布する。

■県内分布　南加賀区、内浦区のヤブツバキクラス域の低地に分布している。

■生態など　�高さ30～60cmになる一年生草本である。節から根を出し繁殖す
る。開花期は９～10月。そう果はレンズ形、あるいは３稜形、黒褐
色で、光沢がある。

■生育環境　水湿地に生育する。

■危険要因　湿地開発、管理放棄、自然遷移、産地局限

（髙木政喜）

　林　二良

0 20 40km

県内の分布

サデクサ タデ科　

Persicaria maackiana (Regel) Nakai

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�石川県内では唯一、１か所に生育し、個体数も減少してい
る。貴重である。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�茎は斜上するか、直立して多くの枝を分ける。鋭い下向き
の刺毛がある。葉は托葉鞘の基部から出ており、有柄で有
刺、先は鋭形、基部はほこ形で、耳部は水平に開き、心
形、両面に星状毛を密生する。托葉鞘の上部は葉状に開
き、緑色で手のひら状に切れ込む。

■国内分布　本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　南加賀区のヤブツバキクラス域の低地に分布している。

■生態など　�高さ30～100cmになる一年草である。開花期は７～10月。花は
数個ずつ集まり花序となり、花被は下方が白く、先が紅い。果実は
球形に近く、中央がふくらんだ３稜形、褐色で光沢がある。

■生育環境　低地の河川などの水辺や湿田に生育している。

■危険要因　河川開発、湿地開発

（髙木政喜）

　小野ふみゑ、托葉鞘：本多郁夫
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ヌカボタデ タデ科　

Persicaria taquetii (H.Lev.) Koidz.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�石川県内では生育地が極めて限られており、個体数も極めて少な
い。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�茎は弱く、茎の上部は直立し、伏毛が散在する。葉はほぼ無柄で長
披針形、両端は細まる。托葉鞘は筒状で、同じ長さの縁毛がある。
総状花序はまばらで細長く、線形である。がくは５深裂し、紅色で
ある。

■国内分布　本州～九州、朝鮮半島に分布する。

■県内分布　南加賀区のヤブツバキクラス域に分布する。

■生態など　�高さ20～40cmの一年生草本である。茎の下部は地をはい、節から
根を出す。開花期は９～11月。果実は痩果で卵円形、３稜形かレン
ズ形、黒褐色で光沢がある。

■生育環境　水湿地に生育する。

■危険要因　土地造成、道路工事

（髙木政喜）

0 20 40km

県内の分布

ISKW��小野ふみゑ

ノダイオウ タデ科　

Rumex longifolius DC.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�現在、産地が限定され、個体数も少ない。全国的な分布からも貴重で
ある。（現況：Ｒ0）

■形　　態　�茎は壮大で分枝し、根出葉や茎の下部の葉は大きく、波状縁、有柄
で、基部は円形である。上部の葉は小さくて細くなり、披針形～長楕
円形をなす。

■国内分布　北海道、本州（中部以北および和歌山県など）に分布する。

■県内分布　南加賀区、加賀中央区、中能登区などに分布する。

■生態など　�高さ１ｍ以上になる雌雄同株の多年生草本である。開花期は６～８
月。果時の翼状萼片は低鋸歯縁または全縁である。果柄に関節があ
る。

■生育環境　道ばた、畑地、休耕田などに生育する。

■危険要因　道路工事、産地局限

（髙木政喜）

　小野ふみゑ
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イシモチソウ モウセンゴケ科　

Drosera peltata Smith var. nipponica (Masam.) Ohwi

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�現存数及び産地がきわめて限られている。また全国的分布からも貴重
である。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�根出葉は、はじめはあるが花期にはなくなる。茎葉はまばらに互生
し、三日月形で表面と縁に長い腺毛が有り、基部は湾入して細い柄に
直角に続く。花弁は白色、５弁で日中だけ開く。花柱は３個で、先が
４深裂する。地下茎に球形の塊茎がある。

■国内分布　本州（関東以西）～九州、琉球（西表島）

■県内分布　南加賀区、中能登区

■生態など　�高さ10～30cmの小形多年草である。開花期は５～６月。腺毛の粘
液で虫を捕まえる。

■生育環境　湿った貧栄養の酸性土壌に生える。

■危険要因　�湿地開発、草地開発、土地造成、園芸採取、農薬汚染（除草剤）、
踏みつけ、管理放棄、自然遷移、産地局限、その他（草刈り時期、
別荘地など）

■特記事項　石川県指定希少野生動植物種

（中野真理子）

　本多郁夫

トウカイコモウセンゴケ モウセンゴケ科

Drosera tokaiensis (Komiya et C.Shibata) T.Nakam. et K.Ueda

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�産地が極めて限られており、全国的な分布からも貴重であ
る。（現況：R0）

■形　　態　�本種は葉身と葉柄の部分が移行的で、区別がはっきりしな
い。モウセンゴケ（D.�rotundifolia�L.）では、葉柄の部分
がはっきりし、葉身が円形に近い。根出葉の直径は1.5～３
cm。花茎の高さは５～20cm。

■国内分布　東海地方、近畿地方、四国地方、北陸地方

■県内分布　南加賀区

■生態など　小型多年草。開花期は５～９月。腺毛の粘液で虫を捕まえる。

■生育環境　湿地に生育する。

■危険要因　�森林伐採、湿地開発、土地造成、道路工事、園芸採取、管理放棄、
自然遷移

■特記事項　�本分類群はモウセンゴケ（２倍体）とコモウセンゴケ（４倍体�D.�
spathulata�Labill.)との雑種に起源する６倍体の植物である（中
村・植田（1991））。石川県指定希少野生動植物種。

（中野真理子）

　本多郁夫
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フシグロセンノウ ナデシコ科　

Silene miqueliana (Rohrb.) H.Ohashi et H.Nakai

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�個体数がきわめて少なく、また、大形美花のため採取され
る。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�茎の節は高くなって黒褐色を帯びる。葉は対生し、倒卵形
で、基部はしだいに細くなる。茎の上部に鮮やかな朱赤色
の花を数個つける。花弁はほとんど切り込まれない。

■国内分布　本州、四国、九州に分布するが、日本海側の多雪地帯には少ない。

■県内分布　�主に南加賀区に分布するが、県内全域のヤブツバキクラス域からブ
ナクラス域下限の林縁にまれに見られる。

■生態など　�高さ50～80cmの中形多年生草本である。開花期は８～９月。痩果
は長楕円形で、先が５裂する。種子は腎形、黒色で小突起を密生す
る。

■生育環境　�丘陵から山地の谷あいの明るい林内から林縁、そのほか湿った伐採
地や半日陰の草地にも見られる。

■危険要因　森林伐採、園芸採取

（髙木政喜）

　林　二良

0 20 40km
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ウシオツメクサ ナデシコ科　

Spergularia marina (L.) Griseb.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�石川県内では生育地がごく限られており、個体数は少な
い。（現況：Ｒ0）

■形　　態　�茎や葉はほとんど無毛で、葉と托葉は合着しない。托葉は
三角形で基部は合生する。全体に多少とも腺毛がある。

■国内分布　北海道、本州、九州北部に見られる。

■県内分布　舳倉島・七ツ島植物小区系に分布する。

■生態など　�高さ10～35cmになる一年生草本である。ハマツメクサと生育地を
ともにしている。開花期は５～８月。花弁は白色、ときに先だけ紫
紅色となる。

■生育環境　�波しぶきがかかる海食崖などの日当たりのよい岩上などに生育す
る。

■危険要因　海岸開発、自然遷移

（髙木政喜）

　小野ふみゑ
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シラオイハコベ ナデシコ科　

Stellaria fenzlii Regel

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�個体数が極めて少なく、また生育地が極限されている。
（現況：Ｒ－）

■形　　態　�茎は直立し、節に短い毛があって、上部は枝を分ける。葉
は柄がなく、広披針形～披針形で、先は鋭尖形である。花
は頂生の集散花序となる。

■国内分布　北海道、本州中部地方以北に分布する。

■県内分布　白山高地区の標高2,000～2,200ｍの夏緑低木林内に分布する。

■生態など　�高さ15～35cmになる多年生草本である。開花期は６～８月。花弁
は白色で、２深裂し、がくより短い。蒴果は長卵形で、６～８裂す
る。種子は卵形で突起がない。

■生育環境　針葉樹の林下の岩上などに生育する。

■危険要因　自然遷移

（髙木政喜）

　白井伸和
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ギンレイカ サクラソウ科

Lysimachia acroadenia Maxim.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　県内での生育地が極めて限られている。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�茎には稜があり、直立し、上部で分枝して、高さ30～60cm。枝先
に10～30個の白色の小さな花を総状につける。

■国内分布　本州～九州

■県内分布　口能登区

■生態など　多年草、花期は６～７月。

■生育環境　山地の湿り気の多いところに生育。

■危険要因　道路工事、産地局限

（本多郁夫）

　大畑　弘
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ウミミドリ サクラソウ科　

Lysimachia maritima (L.) Galasso, Banfi et Soldano var. obtusifolia (Fernald) Yonek.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�生育地が県内では、海岸の塩沼地１箇所に限られている。
（現況：Ｒ０）

■形　　態　�高さ５～20cm。肉質の葉は対生し、長さ６～15mm、幅
３～６mmの長楕円形で、先端は細くなり基部は無柄。

■国内分布　北海道、本州（北、中部）

■県内分布　中能登区

■生態など　多年草、花期は５～６月。

■生育環境　岩石海岸の岸に近い泥が堆積した場所に生育する。

■危険要因　海岸開発、産地局限、海水による侵食、たき火、海洋汚染

■特記事項　石川県指定希少野生動植物種、志賀町指定天然記念物。

（本多郁夫）

本多郁夫
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トウヤクリンドウ リンドウ科　

Gentiana algida Pall.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内における生育地が白山高地区のごく一部に限られてい
る。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�葉は細い披針形で、３行の葉脈が目立ち、鋸歯はない。花
冠は長さ３～５cmの筒形・黄白色で、黒紫色の斑点状の筋
が縦に入る。

■国内分布　北海道、本州中部以北

■県内分布　白山高地区

■生態など　多年草、花期は８～９月。

■生育環境　風衝草地

■危険要因　自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　白井伸和

県内の分布
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ハルリンドウ リンドウ科　

Gentiana thunbergii (G.Don) Griseb. var. thunbergii

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内での知られている自生地は１箇所のみ。（現況：Ｒ
０）

■形　　態　�根出葉は大型でロゼット状。近似種のフデリンドウの根出
葉は小型でロゼット状にならない。

■国内分布　本州～九州

■県内分布　加賀中央区

■生態など　開花期は３～５月。

■生育環境　登山道脇

■危険要因　自然遷移、園芸採取、産地局限

（本多郁夫）

　小野ふみゑ

アカイシリンドウ リンドウ科

Gentianopsis yabei (Takeda et H.Hara) Ma ex Toyok. var. akaishiensis T.Yamaz.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠＢ類

■選定理由　�県内における生育地が極めて限られ、個体数も少ない。
（現況：Ｒ０）

■形　　態　�花はふつう４数性。花冠裂片の間に副片がない。花冠裂片
は淡青色で先は丸みを帯びる。

■国内分布　日光女峰山、南アルプス、白山

■県内分布　白山高地区

■生態など　１～越年草、花期は８～９月。

■生育環境　開けた草地や砂礫地に生える。

■危険要因　動物食害、自然遷移、産地局限、砂防工事、斜面崩壊

■特記事項　�一部の自生地は斜面の崩壊で激減。近年、10～30株程度が結実す
るが、ノウサギの食害が目立つ。前回調査ではシロウマリンドウと
同定されていた。

（本多郁夫）

白井伸和
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イヌセンブリ リンドウ科　

Swertia tosaensis Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　県内での生育地が限られている。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�茎葉は倒披針形、長さ２～５cmで、先は鈍い。花冠は５数
性で、裂片の基部に蜜腺溝があり、その周りの毛が長い。
全草に苦味がないのでイヌと名づけられた。

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　内浦区、中能登区、南加賀区

■生態など　１～越年草、花期は10～11月。

■生育環境　山野の湿地、池の縁

■危険要因　森林伐採、池沼開発、園芸採取、土地造成、産地局限

（本多郁夫）

　本多郁夫
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ハマベンケイソウ ムラサキ科　

Mertensia maritima (L.) Gray subsp. asiatica Takeda

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�生育地が限られており、個体数も極めて少ない。（現況：
Ｒ－）

■形　　態　�茎は倒れて多く分枝し、砂の上に広がり大きい株を作る。
葉は白緑色、毛が無く、長楕円形～広卵形、長さ３～７
cm、幅２～５cm。花は鐘型で蕾のうちは赤紫色だが、開
花後青紫色となり、２～４cmの柄でぶら下がって咲く。

■国内分布　北海道、本州（日本海側、三陸）

■県内分布　舳倉島・七ツ島植物小区系、外浦区

■生態など　多年草、花期は５～９月。

■生育環境　海岸の砂礫地

■危険要因　�海岸開発、踏みつけ、園芸採取、産地極限、その他（波浪による浸
食）

■特記事項　�数株程度の生育で、海が荒れた後では波にさらわれて見られなくな
ることがある。1997年に確認できていた舳倉島では、現在確認で
きず、外浦区でも2015年以後見られなくなっている。

（本多郁夫）

　小野ふみゑ
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マメダオシ ヒルガオ科　

Cuscuta australis R.Br.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠＡ類

■選定理由　�帰化種のアメリカネナシカズラに置き換えられて、マメダオシはほ
とんど見ることができない。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�アメリカネナシカズラに酷似するも、花の中の鱗片が大きく２裂す
る。

■国内分布　北海道～琉球

■県内分布　外浦区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　主としてマメ科植物に寄生。１年草、花期は７～10月。

■生育環境　大豆畑や草地

■危険要因　帰化競合、除草

■特記事項　�1990年に鳥越村で採集された標本があるが、その後採集されてい
ない。マメダオシと同定された標本は石川県立自然史資料館にも多
数あるが、多くはアメリカネナシカズラの誤認である。

（本多郁夫）

0 20 40km
 
 

県内の分布

ISKW��本多郁夫

アオホオズキ ナス科　

Physaliastrum japonicum (Franch. et Sav.) Honda

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�生育地が限られ、個体数もきわめて少ない。（現況：Ｒ
０）

■形　　態　�茎はやわらかく、まばらに分枝して高さ30～60cm。
葉は長楕円形で先は長くとがり、下部はしだいに細く
なって柄となる。葉腋に下向きの１個の花を付ける。
花柄は細く、長さ1.5～2.5cm。がくは杯形で縁は低
い３角状の５歯がある。花冠は淡緑色、広鐘形で浅く５裂し、径約
1.5cm、外面に短毛が密にはえ、内面基部には長毛が密にはえる。
液果は楕円形で淡緑色。がくは果期にはほぼ果実を覆い、先の開い
たつぼ形となり緑色。

■国内分布　本州、四国

■県内分布　南加賀区

■生態など　多年草、花期は６～７月。

■生育環境　やや湿り気のある林内

■危険要因　道路工事、園芸採取、自然遷移、産地局限、その他（草刈り）

（本多郁夫）

��本多郁夫
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スズメノハコベ オオバコ科　

Microcarpaea minima (J.Koenig ex Retz.) Merr.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　生育地が限られており、個体数も少ない。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�茎は細長く長さ５～20cm。葉は小さく長さ２～５mm。
花はほとんど柄がなく葉腋につき、淡紅色で長さ２mm。蒴
果は長さ1.2mm、幅0.8mmでがくに包まれる。

■国内分布　本州（関東以西）、四国、九州、琉球

■県内分布　内浦区、中能登区、加賀中央区

■生態など　１年草、花期は７～10月。

■生育環境　湿地

■危険要因　農薬汚染、管理放棄、自然遷移

（本多郁夫）

　小野ふみゑ

0 20 40km

県内の分布

イヌノフグリ オオバコ科　

Veronica polita Fr. var. lilacina (T.Yamaz.) T.Yamaz.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�かつては人里に広く分布していたが、今では極めてまれに
しか見られない。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�茎は下部で枝分かれして横に広がる。葉は茎の下部では対
生し、上部では互生し、長さ幅とも0.6～１cmの卵円形で
４～８個の鋸歯がある。上部の葉腋から、長さ約１cmの花
柄を出して、淡紅白色に紅紫色の筋のある小さな花を１個
つける。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州、琉球

■県内分布　外浦区、内浦区、加賀中央区

■生態など　越年草、花期は３～４月。

■生育環境　道ばたの草地や石垣の隙間に生育。

■危険要因　道路工事、草地開発、自然遷移、産地局限、その他（草むしり）

（本多郁夫）

　白井伸和
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カワヂシャ オオバコ科　

Veronica  undulata  Wall.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　県内での生育地が限ら個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�茎は軟らかく高さ30～60cm。葉は基部が茎を抱く。花序
は上部の葉腋に斜上し、短腺毛がある。花冠は直径３～４
mm、白色で淡紅紫色のすじがあり、４裂して皿状に、２個
ずつ下方から上方へと順次咲いていく。

■国内分布　本州（中部以西）、四国、九州、琉球

■県内分布　中能登区、口能登区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　越年草、花期は５～６月。

■生育環境　田の畦や川岸、溝のふち

■危険要因　湿地開発、道路工事、自然遷移、その他（草刈り）

（本多郁夫）

　白井伸和

0 20 40km

県内の分布

フジウツギ ゴマノハグサ科

Buddleja japonica Hemsl.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�分布が白山山系の一部の地域に限られ、個体数も少ない。
（現況：Ｒ－）

■形　　態　�夏緑の低木、高さ１～1.5ｍ、枝は４稜形で稜上に翼があ
る。花序は多くは点頭し、花冠は長さ15～17mm、淡紫
色、がくとともに外面に淡褐色の毛を密生する。和名は花
が藤色で幹の肌が褐色でウツギに似ているところから付い
ている。

■国内分布　本州（東北地方から兵庫県までのおもに太平洋側）、四国

■県内分布　南加賀区

■生態など　花期は７～８月。有毒植物。

■生育環境　日当たりのよい道路脇

■危険要因　自然遷移、産地局限、その他（草刈り）

（本多郁夫）

　林　二良

0 20 40km

県内の分布
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ヒナノウスツボ ゴマノハグサ科　

Scrophularia duplicatoserrata (Miq.) Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が少なく、個体数も少ない。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�茎はやや軟弱で高さ40～100cm、やや角張った４稜があ
る。葉は対生し、長さ１～３cmのやや翼のある柄があり、
葉身は卵状長楕円形でとがった重鋸歯があり、長さ６～
11cm、幅３～５cm。がくは５片に深く裂け、裂片は卵形
または披針形でとがる。

■国内分布　本州（関東以西）、四国、九州

■県内分布　南加賀区

■生態など　多年草、花期は７～９月。

■生育環境　山地の林中

■危険要因　道路工事、動物食害、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　小野ふみゑ

0 20 40km

県内の分布

ミカエリソウ シソ科　

Comanthosphace stellipila (Miq.) S.Moore var. stellipila

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　現在生育しているのは１箇所のみ。（現況：Ｒ０）

■形　　態　枝や葉裏、花序に星状毛が密生。花は淡紅色。分果に腺点あり。

■国内分布　本州（石川県以西）

■県内分布　南加賀区

■生態など　９～10月に開花。

■生育環境　スギ植林地の中のギャップに生育。

■危険要因　森林伐採、産地局限

（本多郁夫）

　本多郁夫
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マネキグサ シソ科　

Loxocalyx ambiguus (Makino) Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�日本海側にはほとんど分布せず、県内でも１箇所のみの自生で、個体
数も少ない。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�茎は直立し、４角で高さ40～70cm、葉には荒くて大きな鋸歯があ
り、基部は切形で１～３cmの葉柄がある。花は葉腋に１～３個ずつ
つき、暗紅紫色で長さ18～20mm、白い縁取りがある。

■国内分布　本州（神奈川県以西）～九州

■県内分布　南加賀区

■生態など　多年草、花期は８～９月。

■生育環境　山地の樹下

■危険要因　道路工事、ダム建設、自然遷移、産地局限

■特記事項　�元の自生地はダム湖に沈み、現在は近くの場所へ移植したものが根
付いている。

（本多郁夫）

　本多郁夫
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県内の分布

コナミキ シソ科　

Scutellaria guilielmii A.Gray

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�茎は高さ20～40cm、少し開出毛がある。葉は心形で長
さ・幅ともに１～２cm、両面に毛がある。花は葉腋に１個
ずつつく。分果は長さ約２mmで翼がある。

■国内分布　本州（千葉県以西）～琉球

■県内分布　内浦区、中能登区

■生態など　多年草、花期は５月。

■生育環境　海岸に近い草地

■危険要因　自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　白井伸和
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テイネニガクサ シソ科　

Teucrium teinense Kudo 

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�高さ20～30cmになる多年草。ニガクサやツルニガクサと
似るが、上部の節にだけ開出毛がある。

■国内分布　北海道、本州（東北地方）

■県内分布　南加賀区

■生態など　花期は８月。

■生育環境　山地に生える多年草。

■危険要因　道路工事、産地局限

■特記事項　�従来、ニガクサやツルニガクサと誤認されていたものであり、今後
の研究により分布域等がさらに解明されると考えられる。

（本多郁夫）

小野ふみゑ、毛：ISKW��米倉浩司
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県内の分布

ヤマウツボ ハマウツボ科　

Lathraea japonica Miq.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�褐紫色を帯びる寄生植物。花茎は長さ13～30cmになり、
茎は無毛または軟毛を散生する。子房は２室で各室に２個
の胚珠をもつ。

■国内分布　本州（関東地方以西）、四国、九州

■県内分布　外浦区

■生態など　寄生植物。花期は５月。

■生育環境　�全国的に落葉樹林下に生えるのに、本県ではタブノキ林下に生育す
る。

■危険要因　園芸採取、踏みつけ、産地局限

（本多郁夫）

　本多郁夫
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ホザキシオガマ ハマウツボ科　

Pedicularis spicata Pall.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�生育地が白山の高山帯の一部に限られている。（現況：Ｒ
０）

■形　　態　�葉は４枚まれに３～６枚が４～５段に輪生し、葉柄は下部
の葉では長いが、上部ではごく短く、葉身は羽状に深裂す
る。花冠は紅紫色、２唇形、下唇は上唇より著しく大型
で、広がり、先は３裂する。

■国内分布　北海道、白山に隔離分布。

■県内分布　白山高地区

■生態など　花期は７～８月。

■生育環境　高山の風衝草原に生える。

■危険要因　動物食害、自然遷移、産地局限、生育地の侵食

■特記事項　従来、白山のタカネシオガマとして認識されていたものである。

（本多郁夫）

　白井伸和

キヨスミウツボ ハマウツボ科　

Phacellanthus tubiflorus Siebold et Zucc.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�全体肉質で、白色だがのちに黄色を帯びる。高さ５～
10cm。鱗片葉は直立してつき、卵形で長さ４～８mm、
鈍頭または円頭で縁は多少膜質である。花は白色で長さ2.5
～３cm。

■国内分布　北海道～九州

■県内分布　加賀中央区、南加賀区

■生態など　アジサイ類などの木の根に寄生する。花期は５～７月。

■危険要因　産地局限

■特記事項　�現在は見られないが、2004年、2007年に見られた場所に、後
日、再び発生する可能性はある。

（本多郁夫）

　白井伸和
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ノタヌキモ タヌキモ科　

Utricularia aurea Lour.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�分布する池沼が少なく、改修・補修などで失われやすい。
（現況：Ｒ０）

■形　　態　�水中葉は長さ３～４cm、一つの節に大きく３裂する葉を付
け、さらに立体的に細裂する。花は黄色で径６～７mm、花
冠は丸みを帯びている。花後、花柄は下垂し、先が太くな
る。

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　口能登区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　�池沼に浮遊する１年生の食虫植物で、よく開花結実する。花期は８
～10月。

■生育環境　池沼

■危険要因　池沼開発、水質汚濁、園芸採取、自然遷移、その他（池沼の清掃）

（本多郁夫）

　本多郁夫、花：白井伸和

ミミカキグサ タヌキモ科　

Utricularia bifida L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�生育地が限られ、環境の変化により容易に絶滅する危険が
ある。（現況�：Ｒ－）

■形　　態　�地下部に捕虫嚢をつけ、地上葉はへら形である。花軸は高
さ５～15cm。花は黄色で、２～７花をつける。距は後方
斜め下を向く。

■国内分布　本州、四国、九州、琉球

■県内分布　外浦区、中能登区

■生態など　多年生の食虫植物。花期は８～10月。

■生育環境　湿地

■危険要因　�池沼開発、土地造成、管理放棄、自然遷移、産地局限、その他（水
位変動）

（本多郁夫）

　小野ふみゑ
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ホザキノミミカキグサ タヌキモ科　

Utricularia caerulea L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�生育地が限られ、環境の変化により容易に絶滅する危険がある。（現
況：Ｒ－）

■形　　態　�地下部に捕虫嚢をつけ、地上葉はへら形である。花軸は高さ10～
30cm。花は淡紫色で、４～10花をつける。距は前方に突き出す。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州、琉球

■県内分布　中能登区、南加賀区

■生態など　多年生の食虫植物。花期は６～10月。

■生育環境　湿地

■危険要因　�森林伐採、池沼開発、土地造成、自然遷移、産地局限、その他（土
壌の浸食、水位上昇）

（本多郁夫）

　本多郁夫

フサタヌキモ タヌキモ科

Utricularia dimorphantha Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠＢ類

■選定理由　�分布する池沼が少なく、改修・補修などで失われやす
い。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�水中葉は毛状の裂片に細かく分裂し、長さ３～６cm
で、捕虫嚢は小さく少ない。花は黄色で、径１cm。花
軸の基部やその付近の葉腋に短い柄のある閉鎖花を付け
るのが特徴である。花はあまり咲かない。越冬芽は緑
色。

■国内分布　本州（近畿・中部地方）

■県内分布　内浦区

■生態など　池沼に浮遊する食虫植物。花期は７～９月。

■生育環境　池沼

■危険要因　�池沼開発、水質汚濁、農薬汚染、管理放棄、産地局限、園芸採取、
その他（栽培種（スイレンなど）の侵入）

■特記事項�　�自生地は全国でも数箇所しかなく地元の文化財として保護する必要
がある。

（本多郁夫）

　白井伸和、花・閉鎖花：本多郁夫



絶
滅
危
惧
Ⅰ
類

113

ムラサキミミカキグサ タヌキモ科　

Utricularia uliginosa Vahl

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�生育地が限られて、狭く、環境の変化により容易に絶滅す
る危険がある。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�地下部に捕虫嚢をつけ、地上葉はへら形である。花軸は高
さ５～15cm。花は藍紫色で、１～４花をつける。距は下
向きだが先はやや前に曲がる。

■国内分布　北海道～屋久島

■県内分布　外浦区、中能登区、南加賀区

■生態など　多年生の食虫植物。花期は８～10月。

■生育環境　湿地

■危険要因　�池沼開発、湿地開発、土地造成、園芸採取、踏みつけ、自然遷移、
産地局限、水位上昇

（本多郁夫）

　白井伸和

サンインギク キク科　

Chrysanthemum × aphrodite Kitam.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�国内分布の北限に近く、また生育地・個体数ともに少
なく貴重である。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�根茎は匐枝をだす。頭花は径３～４cm、上葉および
中葉は広卵形、長さ５～７cm、幅4.5～5.5cm、基
部は心形で長く柄に沿下する。舌状花は14～24個つ
き、舌状花冠は長さ17～23mm、幅３～４mm、黄色または白色、
ときに淡紅色。

■国内分布　�富山県から山口県までの日本海側と山口県西部の瀬戸内海沿岸に分
布。

■県内分布　中能登区

■生態など　多年草、花期は10月～12月。

■生育環境　海岸

■危険要因　�土地造成、園芸採取。イエギクとの間で雑種を作りやすく、遺伝的
な汚染が心配されている。

■特記事項　�サンインギクについてはシマカンギクとイエギクの雑種であること
が知られているが、石川県産のサンインギクもそうであるのかにつ
いては、未解明である。また、最近は目撃情報がない。

（本多郁夫）

0 20 40km

県内の分布

ISKW��川原倢彰
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エチゼンオニアザミ キク科　

Cirsium occidentalinipponense Kadota

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られ、個体数が少ない。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�茎は高さ30-80cm。根生葉は花期にも生存し、披針形～
狭卵形、長さ18-25cm、羽状に中裂し、羽片は6－9対、
鋭い刺がある。頭花は数個が密集して付き、点頭する。総
苞は椀形～広鐘形あるいは鐘形、総苞片は7－8列、斜上
あるいは多少とも反曲し、薄くクモ毛で被われるが時に無
毛、総苞外片は狭卵形で内片の半長以下。腺体は線形～狭
披針形で良く発達し、総苞は著しく粘る。小花は紅紫色、
長さ20-22mm、狭筒部は広筒部よりわずかに長い。

■国内分布　石川県、福井県

■県内分布　白山高地区

■生態など　多年草、花期は６～７月。

■生育環境　亜高山帯の草原

■危険要因　自然遷移、産地局限

■特記事項　形態の記述については下記webサイトを引用した。
　門田�裕一�　国立科学博物館植物研究部　日本のアザミ　　
��https://www.kahaku.go.jp/research/db/botany/azami/detail.
html?no=29（閲覧日：2019年12月20日）

（本多郁夫）

��白井伸和

0 20 40km

県内の分布

フジバカマ キク科　

Eupatorium japonicum Thunb.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�高さ１～1.5ｍの多年草。下葉は小形で花時には枯死し、中葉は対生
し、多くは３深裂する。葉の裏面は腺点がない。頭花は淡紅紫色で、
散房状に多数つく。頭花は筒状花だけからなる。

■国内分布　本州（関東以西）～九州

■県内分布　加賀中央区、南加賀区

■生態など　多年草、花期は８～９月。

■生育環境　草地や川岸の湿った土手

■危険要因　�河川開発、道路工事、湿地開発、自然遷移、園芸採取、産地局限、
洪水

■特記事項　�山上憶良のいう秋の七草の一つで、奈良時代に中国から渡来したも
のと言われている。近年、栽培種のサワフジバカマが逸出してフジ
バカマと誤認されていることが多い。

（本多郁夫）

　林　二良

0 20 40km

県内の分布
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コウヤボウキ キク科　

Pertya scandens (Thunb.) Sch.Bip.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�葉は２型あり、１年目の枝には卵形の葉を互生し、２年目の枝には
やや細い葉が３～５個ずつ束生する。頭花は１年目の枝の先につ
き、13個ほどの小花よりなる。

■国内分布　本州（関東以西）、四国、九州

■県内分布　加賀中央区

■生態など　花期は９～10月。

■生育環境　明るい林中

■危険要因　自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

0 20 40km

県内の分布

ISKW��中村民子

ミヤコアザミ キク科　

Saussurea maximowiczii Herder

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が１箇所で、個体数も少ない。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�根出葉は花時にもあり、長柄がある。茎葉は互生し、長楕円形で長
さ11～30cm、羽状に深裂し、側裂片は４～６対。頭花は直径約
１cm。

■国内分布　本州（福島県以南）、四国、九州

■県内分布　南加賀区

■生態など　開花は９月～10月。

■生育環境　林内の湿地

■危険要因　森林伐採、土地造成、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

0 20 40km
 

県内の分布

ISKW��藤田淳一
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ヤハズトウヒレン キク科　

Saussurea sagitta Franch.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�茎は高さ30～45cm、根出葉は開花時にはない。茎葉は有
柄、葉は矢じり形３角形で、鋭尖頭、長さ６～８cm、基部
は茎に沿下しない。頭花は径１cm、細長い柄の先につき、
上向きに咲く。総苞片は６列で、外片は短く、卵形で鋭尖
頭。花冠は淡紫色。

■国内分布　本州中北部

■県内分布　白山高地区

■生態など　多年草、花期は８月。

■生育環境　高山の草原

■危険要因　産地局限�������������������������������������

（本多郁夫）

　白井伸和

0 20 40km

県内の分布

レンプクソウ レンプクソウ科　

Adoxa moschatellina L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�石川県では、限られた地域に小群落が知られているだけで
ある。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�緑色で繊細、無毛の多年草。根生葉は２回３出複葉で、小
葉はさらに３出状に分裂する。茎は高さ８～15cm、根葉
とほぼ同長、１対の茎葉は短柄がある。花は黄緑色で、径
４～６mm。５個の花が頭状に集合し、頂生の花は花冠が４
裂し雄しべが８個。周りの花は、花冠が５裂し雄しべは10個。

■国内分布　北海道、本州（近畿地方以東）

■県内分布　口能登区、南加賀区

■生態など　多年草、花期は３～５月。

■生育環境　スギ植林地の林床に生育。

■危険要因　�道路工事、草地開発、森林伐採、土地造成、自然遷移、産地局限、
その他（イノシシの踏みつけ）

（本多郁夫）

　林　二良

0 20 40km

県内の分布
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カンボク レンプクソウ科　

Viburnum opulus L. var. sargentii (Koehne) Takeda

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�葉は広卵形で３中裂し、欠刻および少数の歯牙があり、長
さ幅とも６～10cm、基部は切形か浅心形または広楔形。
葉の基部に托葉があり、葉柄の先端近くに円盤状の蜜腺が
ある。

■国内分布　�北海道、本州（中部地方以北の内陸部や日本海側の湿潤な
ところに多く、関東地方以西の太平洋側には分布しない。

■県内分布　外浦区、加賀中央区

■生態など　花期は５～７月。

■生育環境　山地の林内

■危険要因　道路工事、産地局限

（本多郁夫）

　小野ふみゑ

0 20 40km

県内の分布

ナベナ スイカズラ科　

Dipsacus japonicus Miq.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られ、個体数も極めて少ない。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�高さ１ｍをこえ、直立してよく分枝し、全体に刺状の剛毛
がある。葉は対生し基部まで羽状に切れ込み、先端の裂片
が最も大きい。多数の淡紅紫色の小花が集まって球状の頭
花を作る。頭花は径２cm。総苞片は線形で１列に並び、反
り返る。

■国内分布　本州～九州

■県内分布　外浦区、内浦区

■生態など　越年草、花期は８～９月。

■生育環境　日当たりのよい山地

■危険要因　道路工事、園芸採取、動物食害、管理放棄、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　林　二良

0 20 40km

県内の分布
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リンネソウ スイカズラ科　

Linnaea borealis L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�生育地が白山高地区に限られている。国内における南限の
生育地。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�枝は径１mm内外。長く地表をはう亜低木（草質の茎をもつ
小低木）。卵円形の葉を対生する。花茎は５～10cmの高
さに立ち上がり、先端が２分岐し白または淡いピンクの鐘
形の花を２個つける。

■国内分布　北海道、本州（中部地方以北）

■県内分布　白山高地区

■生態など　花期は７～8月。

■生育環境　風衝地、ハイマツ林下

■危険要因　踏みつけ、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　白井伸和

0 20 40km

県内の分布

クロミノウグイスカグラ スイカズラ科　

Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel) Hulten var. emphyllocalyx (Maxim.) Nakai

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�生育地が白山高地区の一部に限られている。国内における
南限の生育地。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�枝や花柄に細毛または長毛があり、ときに無毛。葉は卵
形、倒卵形～長楕円形、両面とも毛があるか、またはほぼ
無毛。苞は有毛、花冠も有毛。液果は楕円形～卵形。

■国内分布　�北海道、本州（中北部）

■県内分布　白山高地区

■生態など　�花期は５～７月。

■生育環境　亜高山帯の草地、林縁に生える落葉低木。

■危険要因　動物食害、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　小野ふみゑ

0 20 40km

県内の分布
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ハマオミナエシ スイカズラ科　

Patrinia scabiosifolia Fisch. ex Trevir.  f. crassa (Masam. et Satomi) Kitam. ex T.Yamaz.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�オミナエシの海岸型品種で、生育地、個体数ともに少な
い。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�花序はやや平坦で多数花。花冠は黄色、径３～４mm。果実
には翼状の小苞はない。基本種のオミナエシに比べて、丈
が低く、葉が厚く、表面に光沢がある。

■国内分布　北海道、本州

■県内分布　中能登区

■生態など　オミナエシの海岸型品種。花期は９～10月。

■生育環境　海岸の草地

■危険要因　園芸採取、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

本多郁夫

0 20 40km

県内の分布

カノコソウ スイカズラ科　

Valeriana fauriei Briq.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られている。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�茎は高さ40～80cm、節に白い長毛がある。葉は対生し、
羽状に全裂し、粗い鋸歯がある。花は密な散房花序につ
き、花冠は径３mm、花筒の片側が少しふくれる。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州

■県内分布　白山高地区

■生態など　多年草、花期は７月。

■生育環境　高茎草原

■危険要因　園芸採取、自然遷移、産地局限

■特記事項　�未開花個体は多いが、開花個体は数株のみ。白山山系では１集団の
み。

（本多郁夫）

　白井伸和
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ケヤマウコギ ウコギ科　

Eleutherococcus divaricatus (Siebold et Zucc.) S.Y.Hu

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：RO）

■形　　態　�ヤマウコギに似るが若枝には灰白色で縮れた短軟毛が密生し、葉の
表面には細毛が散生し裏面には剛毛がやや密に生える。花柱の先は
浅く2列する。�

■国内分布　北海道、本州、四国、九州

■県内分布　中能登区

■生態など　雌雄同株で、高さ２～３ｍの落葉低木。

■生育環境　普通山地の林内に生える。

■危険要因　森林伐採、管理放棄

（濱野一郎）

0 20 40km

県内の分布

ISKW��里見信生

オオバチドメ ウコギ科　

Hydrocotyle javanica Thunb.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：
RO）

■形　　態　�主茎は地をはい、斜上する枝に花序を付ける。葉は大きく
径3～６cm、表面に毛があり掌状でごく浅く切れ込む。花
は球状に集まり、果実も平たい球状である。

■国内分布　本州（関東以西）～九州

■県内分布　中能登区

■生態など　多年生草本、7～10月ごろ開花。

■生育環境　山林下の湿った土地に生える。�

■危険要因　踏みつけ、自然遷移

（濱野一郎）

　小野ふみゑ
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ホクリクトキワミツバ セリ科　

Sanicula sp.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内における生育地がごく限られ、個体数も少ない。（現
況：R－）

■形　　態　�形態的にフキヤミツバに似ていて、今までフキヤミツバの
一型と考えてきたが、花弁が白色であることや花茎が開花
後に著しく伸長し地上をはうなどの形態的な違いがある。
また、生育環境と生活史特性にも明らかな違いが見られ
る。

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　外浦区、南加賀区

■生態など　常緑性の多年生草本。花期は５～６月。

■生育環境　河岸の砂州や氾濫原に生育。

■危険要因　森林伐採、道路工事、河川開発、自然遷移、産地局限

■特記事項　正確な種名についてはさらに検討が必要とされている。

（濱野一郎）

　林　二良

0 20 40km
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ムカゴニンジン セリ科　

Sium ninsi L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内での生育地が限られ、環境が人為による影響を受けや
く個体数も少ない。（現況：R－）

■形　　態　�茎は高さ１ｍ近くになり、多くの枝を出すのが特徴。葉は
３～５小葉からなり、小葉はほとんど無柄で、長卵形～披
針形である。枝先に小形の複散形花序をつけ、花は白色で
小さい。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州

■県内分布　外浦区、内浦区、南加賀区�

■生態など　�多年生草本。花期は９～10月。秋の終わり頃に葉脇にむかごをつけ
る。太い根は食用になる。

■生育環境　湿地

■危険要因　湿地開発、道路工事、自然遷移、産地局限

（濱野一郎）

　小野ふみゑ
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スギラン ヒカゲノカズラ科

Huperzia cryptomerina (Maxim.) Dixit

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�生育地が稀で地域的に偏り、個体数が少ない。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�高さ５～10cm、葉は針形で長さ10～20mm、太さ1.5～
２mmで全縁、スギの幼苗に似る。植物体は２～４回枝分か
れし、胞子嚢は枝の先端部につく。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州（屋久島以北）

■県内分布　南加賀区

■生態など　�常緑性で樹上や岩上の地衣類やせん苔類の着生が見られる所に、叢
生状に傾いて着生する。やや好陰湿潤地性で繁殖は胞子による。胞
子は風で散布される。

■生育環境　�ブナクラス域の高木林内樹幹上、主としてブナやミズナラ、トチノ
キ、サワグルミなどの古木に着生するが、稀に陰湿な谷間の岩上に
も着生する。

■危険要因　森林伐採、道路工事

(米山競一）

0 20 40km
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林　二良

サンショウモ サンショウモ科　

Salvinia natans (L.) All.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�かつては比較的広く分布していたが、生育環境が失われ、
激減している。（現況：Ｖ２－）

■形　　態　�葉の長さ10～20mmで対生し、楕円形で両端が丸く全
辺。

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　外浦区、内浦区、中能登区、口能登区、加賀中央区

■生態など　�一年生の浮遊性水生植物、好陽地性の短日植物である。繁殖は茎の
分枝と胞子による。胞子は秋に熟し、水で散布される。夏季には旺
盛な繁殖を行い、水面を覆う。

■生育環境　ヤブツバキクラス域の水田、池沼などに生育する。

■危険要因　�池沼開発、土地造成、自然遷移、農薬汚染、水質汚濁、その他（土
地改良）

（米山競一）

小野ふみゑ
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フクロシダ イワデンダ科　

Woodsia manchuriensis Hook.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　自生地がごく稀で、個体数が少ない。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�根茎は短く直立し、葉は草質で２回羽状深裂する。胞膜は
球形・嚢状で大きい。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州

■県内分布　南加賀区

■生態など　�葉を叢生し、下垂する。繁殖は胞子による。胞子は初夏に熟し始
め、風散布する。

■生育環境　山地帯樹林下の陰湿な岩上や岩壁に着生する。

■危険要因　自然遷移、産地局限

(米山競一）

　林　二良、胞子のう：本多郁夫
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ホソバカナワラビ オシダ科　

Arachniodes exilis (Hance) Ching

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地がごく稀で個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�根茎は長くはい、鱗片は赤褐色、葉を散生する。葉は３回
羽状複生、羽片は細長く、やや大型。最下羽片の下側最下
の小羽片は著しく長い。

■国内分布　本州（新潟県以西）、四国、九州

■県内分布　内浦区、南加賀区

■生態など　�常緑生の半地中植物で、繁殖は根茎と胞子による。胞子は初夏に熟
し始め、風で散布される。

■生育環境　低地の樹林下で、やや乾燥した場所の地上に生育する。

■危険要因　森林伐採、その他（河川改修）

■特記事項　�南加賀のものは頂羽片が緩やかに細くなることで区別し、ミヤコカ
ナワラビとされているが、今回は区別しない。

(米山競一）

　林　二良
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ヒロハヤブソテツ オシダ科　

Cyrtomium macrophyllum (Makino) Tagawa var. macrophyllum

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　分布地がごく稀れで個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�葉は羽状複葉で、短く斜上した根茎から群がって生える。葉柄下部に
は暗褐色の鱗片が密生する。羽片は３～10対で幅広く、基部は円く
て耳垂がない。縁は全縁ないし、わずかに波状となる。先は、しばし
ば長く延びることがあり、鋸歯がある。胞子嚢は散在し、包膜は灰白
色で全縁である。

■国内分布　本州、四国、九州、佐渡

■県内分布　加賀中央区、南加賀区

■生態など　�常緑性の地表植物である。やや好陰湿潤性。繁殖は胞子による。胞
子は初夏に熟し始め、風で散布される。無配生殖を行う。

■生育環境　ヤブツバキクラス域の岩の多い林下や林縁に生育する。

■危険要因　道路工事、踏みつけ、自然遷移、産地局限

(米山競一）

　林　二良
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ワカナシダ オシダ科　

Dryopteris kuratae Nakaike, nom. nud.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地がごく稀で、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�根茎が直立して叢生し、単羽状複生する。羽片はやや深裂
し、表面葉脈が凹入する。

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　口能登区、南加賀区

■生態など　�常緑生の地表植物、繁殖は胞子による。胞子は初夏に熟し始
め、風で散布される。

■生育環境　山林下の渓側や陰湿な場所の地上。

■危険要因　森林伐採、動物食害、自然遷移

(米山競一）

ISKW��倉田　悟
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ナガバノイタチシダ オシダ科　

Dryopteris sparsa (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地がごく稀で、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�根茎は斜上し葉を叢生する。葉は２回羽状態複生から３回
羽状深裂する。鮮緑色でやや大型、葉身の上部は急に狭く
なり尖鋭頭になる。

■国内分布　本州、四国、九州、沖縄

■県内分布　内浦区、南加賀区

■生態など　�常緑性の地表植物で根茎から葉を叢生する。繁殖は胞子による。胞
子は初夏に熟し始め、風で散布される。

■生育環境　ヤブツバキクラス域の林内地上の陰湿な場所に生育する。

■危険要因　森林伐採、その他（動物食害）、産地局限

(米山競一）

　小野ふみゑ
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イワシロイノデ オシダ科　

Polystichum ovatopaleaceum (Kodama) Sa.Krata var. coraiense (H.Christ ex H.Lev.) Sa.Kurata

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地がごく稀で、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�２回羽状複性で表面にあまり光沢がない。ツヤナシイノデに似るが
中軸に付く鱗片が卵状披針形から披針形である点が異なる。

■国内分布　北海道、中部地方以北の本州。

■県内分布　南加賀区

■生態など　�夏緑性の地表植物で、やや好湿潤地性である。繁殖は胞子による。
胞子は初夏に熟し始め、風散布する。

■生育環境　山地帯から亜高山帯の山林下の陰湿な場所に生育する。

■危険要因　森林伐採、産地局限

(米山競一）
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ツヤナシイノデ オシダ科　

Polystichum ovatopaleaceum (Kodama) Sa.Kurata var. ovatopaleaceum

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　分布地がごく稀で個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�根茎は塊状で、葉を大きく広げる。葉は２回羽状複生で大
型。葉柄には卵形の大型で、淡褐色の鱗片がつく。

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　加賀中央区、南加賀区

■生態など　�半常緑性の地表植物、繁殖は胞子による。胞子は初夏に熟し始め、
風で散布する。

■生育環境　低地の樹林下のやや陰湿な地上に生育する。

■危険要因　森林伐採、道路工事、動物食害、産地局限

(米山競一）

　林　二良
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オオヤマレンゲ モクレン科　

Magnolia sieboldii K.Koch subsp. japonica K.Ueda

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内の生育地がきわめて限られており、現存する個体数も
ごくわずかな株数にとどまっている。全国的分布域からも
貴重である。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�幹は直立し、まばらに枝を分ける。葉は互生し、葉身は広
卵形で、へりに鋸歯はない。葉の表面はなめらかだが、裏
面は白毛が密生する。葉柄は有毛である。花弁はふつう６
枚で倒卵形、雄蕊は、多数ある。

■国内分布　�本州（関東地方以西）～九州に見られる。この個体群は冷温帯に分
布し、産地は点在していて少ない。

■県内分布　南加賀区、白山高地区のブナクラス域に分布する。

■生態など　�高さ４ｍになる落葉低木である。開花期は５～７月。花は白色で、
やや下向きに開き、よい香りがある。集合果は楕円形で不規則に膨
れ、袋果は裂開して赤く熟した種子を下向きに垂らす。

■生育環境　標高1,400～1,600ｍの山地に生育する。

■危険要因　園芸採取、自然遷移、産地局限

■特記事項　�従来からオオヤマレンゲとよばれて庭園に植栽されているものは、
オオバオオヤマレンゲM.�sieboldii�K.Koch�subsp.�sieboldiiで朝
鮮半島、中国東北地方南部の原産である。

（髙木政喜）

　白井伸和
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ハリノキテンナンショウ サトイモ科　

Arisaema nikoense Nakai subsp. alpicola (Seriza.) J.Murata

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし。

■選定理由　�石川県内では産地がきわめて限定されている。（現況：Ｒ0�）

■形　　態　�葉が１枚の小型のテンナンショウ属植物。類似種はカミコウチ
テンナンショウである。仏炎苞を比較すると、本種では淡紫褐
色で緑色を帯び、白条が目立つが、カミコウチテンナンショウ
では濃い赤紫褐色である。本種の花序付属体は淡紫褐色で斑が
あり細棒状、カミコウチテンナンショウでは太いこん棒状。

■国内分布　�本州中部地方日本海側の多雪地帯の山地（飛騨山脈、白山山系
など）。本県のほか、新潟、富山、岐阜、長野、福井の各県。

■県内分布　南加賀植物小区系のうち、白山高地区。

■生態など　�白山では亜高山帯に生育、山地帯上部に及ぶ場合もあるらしい。
飛騨山脈などの観察から、本種はカミコウチテンナンショウの�
高地型へと分化した分類群と見られている。

■生育環境　遅くまで残雪が残る場所の低木林の林床、林縁。

■危険要因　自然遷移

■特記事項　�本種ハリノキテンナンショウ及び類似種カミコウチテンナンショウは、
邑田仁（2011）の見解に従って、いずれもユモトマムシグサ（広義）
Arisaema�nikoense�Nakaiの亜種として取り扱った。しかし、本県の
種類については、なお、種分化、生態、地理分布などに関して、精査すべ
き問題が残されている。文献：芹沢俊介.�1986.�ユモトマムシグサ（広
義）の分類.植物研究雑誌.�61(1):�22-29,��邑田仁.�2011.�日本のテンナ
ンショウ.120-126.�北隆館.�東京.

（古池　博）

カミコウチテンナンショウ サトイモ科　

Arisaema nikoense Nakai subsp. brevicollum (H.Ohashi et J.Murata) J.Murata

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　石川県では産地がきわめて限定されている。（現況：Ｒ0）

■形　　態　�白山の亜高山帯に生育する葉が１枚、まれに２枚の小型の
テンナンショウ科植物。類似種はハリノキテンナンショウ
である。仏炎苞を比較すると本種では濃い赤紫褐色である
が、ハリノキテンナンショウでは淡紫褐色で緑色を帯び、
白条が目立つ。本種の花序付属体はこん棒状、前種では細
棒状。本県では、確実な標本が得られなかったことから、従来、評
価を情報不足としてきたが、今回は確実なインベントリー調査の成
果を根拠とした。

■国内分布　�本州（飛騨山脈、白山の亜高山帯）。岐阜県、長野県、福井県で記
録。

■県内分布　南加賀植物小区系のうち、白山高地区。

■生態など　亜高山帯に生育。

■生育環境　林縁・林床

■危険要因　自然遷移

■特記事項　�文献：石川県白山自然保護センター.�1995.�白山高等植物インベン
トリー調査報告書.

（古池　博）

0 20 40km

県内の分布



絶
滅
危
惧
Ⅰ
類

131

アポイゼキショウ チシマゼキショウ科　

Tofieldia coccinea Richards. var. kondoi (Miyabe et Kudo) H.Hara

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN) 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　稀産の種類で、産地が限られている。（現況：ＲＯ）
■形　　態　�根出葉は鎌形・線形、中央脈にそって折りたたまれ、裏面が外に出て単面葉となり、2

列縦走。長さ2.5-5ｃｍ、幅2-4ｍｍ、葉長は同一植物体でそろっている。先は鋭せん
形、縁に細かい突起がある。総状花序、花序を含む花茎は5-12ｃｍ。花柄は開出また
はアーチ状。チシマゼキショウ属で葉縁に細かな突起のあるものは、我が国では本種と
類似種ヒメイワショウブT.�okuboi�Makinoのみであるが、ヒメイワショウブの花柄は直
立し、また、葉先は微突形である。本種の朔果は球形であるが、ヒメイワショウブでは
長楕円形である。本種は種分化が進んでいて、我が国では数変種が記載されている。本
変種は花柄長が2-5ｍｍで、朔果は褐色である。白山山系亜高山帯で見られるものは、
清水（1983、1992）、田村（2013、2015）の見解に従って、アポイゼキショウ
とした。類似変種の狭義変種チシマゼキショウvar.�coccineaでは、花柄の長さは0.5-2
～3ｍｍと短く、朔果は黒色である。なお、本県においては、今後、手取川上流域など1,000ｍ以
下の低高度に分布する種類について検討・精査の必要がある。

■国内分布　�本変種は、北海道（南部）、本州（北部～中部）の高山帯、亜高山帯。さらに韓国（済州島）にも
分布。類似変種チシマゼキショウは、北海道（中部、北部）、千島に分布し、さらに朝鮮半島（北
部）、中国（北部）、サハリン、カムチャッカ、アリューシャン、アラスカ、カナダ、シベリアなど
に広く分布。

■県内分布　白山高地区
■生態など　岩上などに生育、走出枝を出さない。
■生育環境　白山山系の亜高山帯。
■危険要因　産地局限、自然遷移
■特記事項　�本県の白山山系に分布する種類については、従来（いしかわレッドデータブック初版（2000）、

同改訂版（2010））、チシマゼキショウ（広義）T.coccinea�Richards.としてきたが、類似変
種�var.coccinea（狭義）と区別するため、本変種に変更する事にした。和名については混乱があ
る。文献：石川県白山自然保護センター.1995.白山高等植物インベントリー調査報告書.143.石
川県白山自然保護センター.吉野谷村.� ,�清水建美.1983.原色新日本高山植物図鑑（Ⅱ）.128-131.
保育社.大阪、清水建美・古池博.1992.白山植物目録.　In　絈野義夫ほか（編）.白山ー自然と文
化.182－215. ,�北国新聞社.金沢. ,�N.Tamura�et�al.2013.�Biosystematic�studies�on�the�
family�Tofieldaceae�Ⅳ.Taxonomy�of�Tofieldia�coccinea� in�Japan�and�Korea� including�
a�new�variety.�Acta�Phytotax.Geobot.64(1):�29-40. ,�田村実.2015.チシマゼキショウ科　
Tofieldaceae.　In　大橋広好ら(編）.日本の野生植物　第1巻　ソテツ科～カヤツチグサ科　112-
114.平凡社.東京.　

（古池　博）

　白井伸和
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アギナシ オモダカ科　

Sagittaria aginashi Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�かつてはごく普通に見られた植物で、1960年代以降は急
減して稀産の植物となり、産地も限られるようになった。
（現況：Ｖ－）

■形　　態　�オモダカとよく似ているが、秋になると葉柄の内側に多数
の小さい珠芽をつける点が著しい特徴である。走出枝は出
さない。

■国内分布　日本特産で、北海道から九州まで分布。

■県内分布　�奥能登の外浦区、中能登区、口能登・加賀中央部の加賀中央区、南
加賀の南加賀区などに分布。

■生態など　水草で抽水植物。種子のほか珠芽で繁殖する。

■生育環境　�もとは水田雑草であるが、現在は低地の湿地や除草剤のかからない
溝などに生育。� � � � � � �

■危険要因　農薬汚染、湿地開発、自然遷移

(古池　博）

白井伸和
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マルミスブタ トチカガミ科　

Blyxa aubertii Rich.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�水田雑草の一つであるが、県内では1960年代から除草剤
散布と乾田化により減少、1980年代には目立って減少し
た。（現況：Ｒ－)

■形　　態　�茎は短くロゼット状、葉は長形で、葉辺には細かな鋸歯が
ある。スブタとの区別は種子以外では無理。種子の両端に
突起があればスブタ、両端が丸いと本種。

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　中能登区

■生態など　�水草で抽水植物。種子のほか珠芽で繁殖する。沈水植物、自家受
精。

■生育環境　�もとは水田雑草であるが、現在はため池など除草剤がかからず、他
の植物と競争の少ない場所に生育。

■危険要因　農薬汚染、湿地開発、自然遷移

（古池　博）

小野ふみゑ
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スブタ トチカガミ科　

Blyxa echinosperma (C.B.Clarke) Hook.f.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�従来は普通に見られたが1960年代以降急減し、稀産の植
物となった。（現況：R－）

■形　　態　�県内には、類似種に同属のヤナギスブタを分布するが、こ
れとの相違点は、本種では茎がきわめて短かく、葉のほと
んどは根生することにある。種子の両端に長い尾状突起が
ある。

■国内分布　�本州、四国、九州に分布。アジア東部、インド、スリランカ、オー
ストラリアと広い分布域をもつ。

■県内分布　�外浦区、内浦区、中能登区、南加賀の南加賀区。口能登・加賀中央
部の一部にも分布するという。

■生態など　沈水性の水草で一年生植物、浅い水中に生育。種子で繁殖する。

■生育環境　�もとは水田雑草の一種で、水田や溝に生育したが、乾田化と除草剤
の使用で激減した。現在は除草剤のかからない湿地、休耕田、溝な
ど限られた環境にのみ生育。

■危険要因　�かつては除草剤（農薬汚染）や乾田化がおもな危険要因であった
が、現在は湿地開発や自然遷移が脅威。

■特記事項　�県内には、前掲のマルミスブタを産する。しかし、同種と本種の確
実な区別は、果実がないと困難。

（古池　博）

白井伸和
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イバラモ トチカガミ科　

Najas marina L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�従来はごく普通の植物であったが、近年、激減した。（現
況：R－)

■形　　態　�雌雄異株。葉鞘の縁は全縁。葉は対生し、葉身は線形で、
長さは３～６cm、幅２～３mm、葉縁に大きな鋸歯のある
のが通常であるが目立たないこともある。

■国内分布　�北海道、本州、四国、九州に分布。世界の温帯～熱帯に広く分布する。

■県内分布　能登、加賀中央区に分布。近年の調査では、報告例が非常に少ない。

■生態など　沈水性一年草。花期は７～８月。

■生育環境　池沼やゆるい河川。

■危険要因　河川開発、水質汚染

■特記事項　本種には変異が多い。

(古池　博）

　小野ふみゑ

0 20 40km

県内の分布

オオトリゲモ トチカガミ科　

Najas oguraensis Miki

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　稀産の種類で減少傾向にある。（現況：Ｒ0）

■形　　態　�類似種トリゲモでは雄花の葯室が１室であるのに対して、
本種は４室ある。また、トリゲモは三輪生状に葉を着ける
が、本種は対生、分枝した節では三輪生状となる。葉の長
さはトリゲモで１cm程度、本種では３cm程度。葉鞘の
先端は切形で小刺がある。典型的なものは葉先が伸びてお
り、群落のようすは、こんもりとした感じになる。茎の長さが１ｍ
に達する。変異が多い。雌雄同株。

■国内分布　本州、四国、九州、琉球に分布。中国にも産する。

■県内分布　中能登区、南加賀区から報告されている。

■生態など　沈水性一年草、花期は７～10月。

■生育環境　富栄養または中栄養の池沼。

■危険要因　池沼開発、農薬汚染

■特記事項　�従来、本県でトリゲモとして報告されたものの一部に、オオトリゲ
モがふくまれていた可能性がある。

（古池　博）
0 20 40km

県内の分布
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コウガイモ トチカガミ科　

Vallisneria denseserrulata (Makino) Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�1990年代末まで、石川県内での自生が知られていなかっ
たが、その後県内での稀産が確認された。（現況：RＯ）

■形　　態　�葉はリボン状（線状）で長さ10～60cm、幅５～11mm。
秋、送出枝の先端に１～３cmのこうがい状の殖芽を形成し
て越冬する。

■国内分布　本州・九州。中国地方にも産する。

■県内分布　南加賀区

■生態など　多年生の沈水植物で群生する。

■生育環境　平地の池沼、河川、水路

■危険要因　池沼開発、河川開発、水質汚濁、産地局限

（古池　博）

　小野ふみゑ
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セキショウモ トチカガミ科　

Vallisneria natans (Lour.) H.Hara var. natans

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�かつては、しばしば見られたが、近年失われてごく稀産の
植物となった。（現況：Ｒ－)

■形　　態　�葉は根出葉で線状～リボン状、長さ30～70cm、幅４～
10mm。雌雄異株。雄花は萼片３、花弁はなく、雄蕊１個、
雌花は萼片３、花弁はなく仮雄蕊が３個、花柱は３つある。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州に分布。アジアにも分布。

■県内分布　�かつては、白山高地区をふくめて全県に分布。近年の調査では中能
登区、加賀中央区、南加賀区から報告がある。

■生態など　�沈水性多年生草本。雄株には、苞鞘内に多数の雄花ができ、苞鞘が
破裂すると水中に放出されて、水面に浮き上がる。雌株には苞鞘内
に１個の雌花ができ、花柄が伸びて水面に達する。雄花は雌花に流
れ着くと、葯が破れて花粉を放出して受粉する。受粉後、花柄がら
せん状となって雌花を水中にひきこむ。葉腋から走出枝を出し新苗
をつくる。秋、走出枝の先端に「こうがい」状の殖芽ができて冬を
越す。

■生育環境　水路、溜池、河川など。

■危険要因　河川開発、池沼開発、その他

(古池　博）
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センニンモ ヒルムシロ科　

Potamogeton maackianus A. Benn.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�本県では従来も量的に少ない種類であるが、近年激減して
いる。（現況：Ｒ－)

■形　　態　�常緑性沈水性多年草。托葉が葉の基部と合体して葉鞘とな
り、茎を抱く。類似種にリュウノヒゲモがある。本種は葉
の幅が２～３mmで葉縁に細かな鋸歯があるが、リュウノ
ヒゲモの葉の幅は１mm以下で、鋸歯はない。九州南部に
本種とヤナギモの雑種とされるアイノコセンニンモP.�kyusyuensis�
Kadono�et�Wieglebを産するが、本種とは葉の先端が凸状にならな
いことで区別される。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州に分布。アジア東部に分布。

■県内分布　従来は加賀中央区、中能登区、南加賀区。

■生態など　葉はすべて沈水性で、草丈は通常30cm程度。

■生育環境　石川県では潟に生育する。

■危険要因　湖沼開発、水質汚濁

（古池　博）

　林　二良
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県内の分布

オヒルムシロ ヒルムシロ科　

Potamogeton natans L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内の稀産種であるが、既知のほとんどすべての生育地で
生育条件が著しく悪化している。（現状評価：ＲＯ）

■形　　態　�浮葉と沈水葉の発達する浮葉植物で、水中茎の長さは２～
３ｍに達することがある。沈水葉は互生、針状、長さ12～
30cm、幅0.5～２mm。浮葉の葉身は楕円形、基部は浅い
心形、葉柄は10～18cm。花穂３～５cm、４心皮、密に
花が着く。冬になると葉腋から伸びる側枝が伸長を止め、殖芽とな
る。

■国内分布　北海道、本州、四国

■県内分布　中能登区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　群生して花期は５～８月。

■生育環境　河川なとの流水域、湧水のある河川、池沼に生育。

■危険要因　河川開発、水質汚濁

(古池　博）

　白井伸和
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ササバモ ヒルムシロ科　

Potamogeton wrightii Morong

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�従来とも少ない種類であるが、近年、激減している。（現
況：Ｒ－）

■形　　態　�葉縁が波打つ沈水葉が普通であるが、水上に出たものは浮
水葉となり、また、陸水型もあることから、ヒルムシロと
間違われることがある。葉の先端の突出（鋭頭で芒状）や
クチクラが発達しないこと、花は４心皮であることで区別
できる。ヒルムシロでは通常沈水葉のほかに浮水葉が発達し、心皮
は１～４個である。

■国内分布　�北海道（稀）、本州、四国、九州に分布。朝鮮、中国、東南アジア
に分布。

■県内分布　�かつては、能登全域、加賀中央区、南加賀区に分布。近年の調査の
報告は加賀中央区のみ。今回は南加賀区から報告があった。

■生態など　�水が引くと陸生形となって繁茂。冬は越冬芽ができて過ごす。開花
期は７～８月。

■生育環境　農業用排水路などの流水域、池沼。

■危険要因　河川開発、土地造成、水質汚濁、農薬汚染、産地局限

(古池　博）

　白井伸和
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ヒナノシャクジョウ ヒナノシャクジョウ科　

Burmannia championii Thwaites

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�きわめて産地が限定されており、個体数も少ない。（現
況：ＲＯ）

■形　　態　�繊細な白色の植物で高さ３～15cm、葉は退化して鱗片
状。花には小柄がなく茎上に１～数個が頭状に集まる。外
花被片は３個、筒状に合着、長さ６～10mm、翼がない。
内花被片はへら状で小さい。雄蕊は外花被片と互生し、内
花被片の下につく。蒴果は長さ1.5mm。

■国内分布　本州（関東以西）、四国、九州、琉球。

■県内分布　南加賀区に分布。２産地が報告されている。

■生態など　腐生植物。一年生または多年生草本。花期は８～10月。

■生育環境　日陰の林床。

■危険要因　道路工事、踏みつけ、産地局限

■特記事項　近年、県内での分布が確認された。

(古池　博）

　本多郁夫

0 20 40km

県内の分布



絶
滅
危
惧
Ⅰ
類

137

マルバサンキライ サルトリイバラ科　

Smilax stans Maxim.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　石川県ではきわめて希少な植物である。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�山地に生育する半低木、つる性。稜角があって、とげはな
い。葉は広卵形、裏面は白色を帯び、基部は丸く、巻きひ
げはない。２～５花よりなる散形花序を着け、花被片は長
楕円形で長さ５mm。液果は球形、黒色、径８mm。

■国内分布　本州～九州に分布。

■県内分布　南加賀区。白山高地区には産しない。

■生態など　開花期５～６月、普通、雄花を着ける株を見ない。

■生育環境　林縁に生育する。

■危険要因　産地局限

(古池　博）

　白井伸和

0 20 40km

県内の分布

ミノコバイモ ユリ科　

Fritillaria japonica Miq.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�南加賀区の数地点での分布が確認されている。（現況：Ｒ
Ｏ）

■形　　態　�石川県にはコバイモ類は、本種とコシノコバイモF .�
koizumiana�Ohwiの２種を産する。両種は、次の点で形態
が異なる。すなわち、花被片の縁にとげ状の突起があり、
やや反り返るのがコシノコバイモで、花被片の縁が全縁
なのが本種である。染色体数はコシノコバイモは2n=24、本種は
2n=22。球根は半球形の２個の鱗片よりなる。

■国内分布　近畿地方、岐阜、福井、石川の各県に分布。

■県内分布　南加賀区

■生態など　林下等に生育する多年生草本で春植物。花期は４～５月。

■生育環境　急斜面

■危険要因　園芸採取、産地局限、その他（地表変動など）

■特記事項　�近年、分布地点がやや増加した傾向があるが、調査が行き届いたた
めか、分布が拡大したためか、わからない。文献：鳴橋直弘・佐藤
尚史・野田昭三.1997．ユリ科コバイモ類７種の花の比較解剖.�植
物地理・分類研究45(1)1-12．

（古池　博）

　白井伸和
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ホトトギス ユリ科　

Tricyrtis hirta (Thunb.) Hook.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　石川県では、極めて稀産の植物である。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�石川県には数種類のホトトギス属植物が自生するが、いず
れも花は上向きに開き、外花被片の基部は球状に膨れる。
本種の特徴は、花被片が白色で紫色の斑点が多く、斜めに
開くことや茎に斜上する褐色の毛が多いことである。

■国内分布　�北海道南西部、本州（太平洋側で関東地方以南、日本海側
で新潟県以南）、四国、九州

■県内分布　口能登区

■生態など　�多年生草本。茎は直立するか、崖から下がる。開花期は、８～10
月。

■生育環境　山地の半日陰地。

■危険要因　河川開発、園芸採取

（古池　博）

　小野ふみゑ
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県内の分布

キンセイラン ラン科　

Calanthe nipponica Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�きわめて稀産の植物で、ほとんど見ることが出来ない。県
内で現在知られている産地は１か所のみである。（現況：
ＲＯ）

■形　　態　�エビネなどと同様に花は中型で、唇弁は３裂、縁は細裂し
ない。距は５mm程度で、萼片より短く、側花弁は線状披
針形。花茎は長く30～50cmに達し、まばらに黄緑色の花
を５～15個着ける。苞は披針形で１～２cm、がく片は広披針形で
1.5～２cm。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州

■県内分布　南加賀区、加賀中央区、中能登区

■生態など　多年生草本。開花期は６～７月。

■生育環境　夏緑樹林の林床。

■危険要因　産地局限

(古池　博）

　林　二良
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サルメンエビネ ラン科　

Calanthe tricarinata Lindl.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　石川県できわめて稀産の植物である。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�側花弁は広い披針形、鋭頭。萼片、側花弁とも黄緑色。唇弁は特徴的
で紫褐色～朱紅褐色、３裂する。その中裂片は大きく、四角形、先端
の縁にひだがあり、中央に３条のとさか状突起がある。

■国内分布　北海道～九州に分布するがきわめて稀。

■県内分布　南加賀区

■生態など　開花期は４～５月。

■生育環境　ブナ帯の夏緑林の林床に生育。

■危険要因　園芸採取、森林伐採

■特記事項　しばらく採集されていなかったが、近年になり再発見された。

（古池　博）

���林　二良

キンラン ラン科　

Cephalanthera falcata (Thunb.) Blume

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�従来はやや普通の植物であったが、急激に減少し、現在は稀産の植物
となっている。（現況：R－）

■形　　態　�茎は直立して30～70cm、稜線があり、５～８個の葉を互生に着け
る。花は黄色で、３～12個が着き、苞は膜質で三角形、長さ３cm。
がく片は卵状長楕円形、長さ14～17mm。唇弁の基部は筒状で距と
なり、舷部は３裂。種内分化があり、いくつかの品種がある。

■国内分布　本州、四国、九州、さらに朝鮮、中国に分布。

■県内分布　奥能登、口能登区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　地生の多年生草本。開花期は４～６月。

■生育環境　丘陵地の疎林の林床、林縁、林道の路傍など。

■危険要因　�森林伐採、草地開発、土地造成、園芸採取、踏みつけ、自然遷移

（古池　博）

　小野ふみゑ
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ニョホウチドリ ラン科　

Chusua joo-iokiana (Makino) P.F.Hunt

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�石川県でも稀産の植物で、近年、減少傾向にある。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�本種は根が球形に肥厚し、茎はこれより出て直立、高さ10～
30cm。葉は２～３個で披針形である。長さ３～８cm、幅１～
1.5cm。花は紅紫色、総状にやや偏って３～８個着く。唇弁は深く
三裂し、中片は四角状で側裂片よりは大きい。

■国内分布　本州（福島県以西、静岡県以東）

■県内分布　白山高地区

■生態など　地生の多年生草本。開花期は７～８月。

■生育環境　亜高山帯の草地（高茎草原）。

■危険要因　園芸採取

（古池　博）

　白井伸和

トケンラン ラン科　

Cremastra unguiculata (Finet) Finet

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　稀産の植物であり、減少傾向が認められる。（現況：Ｒ0）

■形　　態　�サイハイラン属の植物は、前掲種モイワランを含めて本県
に３種を産する。近縁種のサイハイランとの相違点は、本
種が偽球茎に２枚の葉を頂生するのに対して、前者は、は
るかに大きな植物で、偽球茎に頂生する葉は１枚が普通で
ある。また、サイハイランは、紫紅色を帯びた淡緑褐色の
多数の花を下向きに着けるのに対して、本種では黄褐色の地に紫の
斑点を持つ数個の花を、横向きに着ける。

■国内分布　�北海道、本州、四国に産する。九州（熊本、大分両県）にも記録が
あるが現状は不明。朝鮮（済州島）にも分布。

■県内分布　奥能登および白山麓をふくむ南加賀区。

■生態など　地生の多年生草本。開花期は５～６月。

■生育環境　夏緑樹林の林床。

■危険要因　園芸採取、自然遷移

（古池　博）

　小野ふみゑ
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クマガイソウ ラン科　

Cypripedium japonicum Thunb.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�もともと稀産の植物であるが、園芸採取と山野の開発、里山の管理放
棄などが主な原因となって、急激に減少し、非常に稀産の植物となっ
ている。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�日本には大別して７種のアツモリソウ属植物があるが、本県には３種
が分布し、すべて絶滅危惧植物である。本種と近縁種との相違点は、
まず、多数の平行脈を持つ葉が２枚で、アツモリソウの３～５枚と
異なる。さらに、葉は本種のものは扇円形で先端は切形であるが、
キバナノアツモリソウでは葉の先端は尖形である。本種の花は球形
で大きく、直径10cmに達するが、他種は３～５cm程度でより小さ
い。なお、本種の唇弁は、紅紫色の脈があって大きく、淡黄緑色の
花被片とよい対比をなす。

■国内分布　�北海道西南部、本州、四国､九州に分布。さらに朝鮮、中国にも分
布。

■県内分布　現在は外浦区、中能登区のみ。

■生態など　地生の多年生草本。開花期は４～５月頃。

■生育環境　�疎林の林床または草原に生育。特にスギ植林、モウソウチク植林な
どの竹林下に群生する。

■危険要因　園芸採取、産地局限

（古池　博）

　林　二良

サワラン ラン科　

Eleorchis japonica (A. Gray) F. Maek.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�もともと、やや稀産の植物であったが、湿地が失われたことにより、
現在は極端に減少している。（現況：Ｒ0)

■形　　態　�サワラン属は日本固有属で本種１種のみ。球形で緑色の偽球茎を持
ち、花茎は高さ20～30cm。花茎には基部に少数の鞘状葉があり、
線状披針形の葉を１枚着ける。花は横向きに着き、１個稀に２個で紅
紫色、長さ２～2.5cm。

■国内分布　北海道、本州（近畿以北）さらに南千島に分布。

■県内分布　外浦区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　地生の多年生草本。開花期は７月ごろ。

■生育環境　平地や丘陵地の湿地にミズゴケ類とともに生育。

■危険要因　�現地調査では確認されていないが、湿地開発が主要なものであろ
う。

(古池　博）

　本多郁夫
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セイタカスズムシソウ ラン科　

Liparis japonica (Miq.) Maxim.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　本県ではきわめて稀産の植物である。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�本県には、クモキリソウ属植物に本種セイタカスズムシソウのほか、
ジガバチソウ、クモキリソウならびにギボウシラン、コクランの５
種が分布するが、４種は絶滅危惧植物。本種は偽球茎から出る２枚の
柔らかい葉を持ち、長さ６～12cm、幅３～５cm。花茎は直立して
20～40cm。淡緑色または帯紫色の花を多数着ける。唇弁の長さは
７～９mm、倒卵形、平らで急に尾状とはならず、外曲しない。

■国内分布　�北海道、本州、四国、九州、さらに朝鮮、中国東北部、アムールに
分布。

■県内分布　加賀中央区、南加賀区

■生態など　地生の多年生草本。開花期は６～７月。

■生育環境　山林の林床など。

■危険要因　産地局限

(古池　博）

　林　二良
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コクラン ラン科　

Liparis nervosa (Thunb.) Lindl.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　本県において稀産の植物である。（現況：Ｒ0）

■形　　態　�偽球茎は多肉質で、前年のものと並立、年々新生する。
茎は円柱形で直立。葉は、歪んだ広楕円形で長さ５～
12cm。花茎は15～30cmで、黒紫色の花を５～15個
総状につける。唇弁は凹頭、基部の２個の突起は針状で鋭
頭。

■国内分布　�本州（茨城県、石川県）～四国、九州、さらに中国（台湾、本土）
に分布。

■県内分布　南加賀区、奥能登、口能登区

■生態など　開花期は６～７月。

■生育環境　常緑樹林の林床。

■危険要因　園芸採取

(古池　博）

林　二良
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ミヤマモジズリ ラン科　

Neottianthe cucullata (L.) Schltr.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　本県では特に稀産の植物である。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�茎は球状に肥厚する根から出て、高さ10～20cm。葉は長
楕円形で長さ３～６cm、幅１～２cmのものが２枚、基部
に相対して展開する。花は紅紫色で、長さ６～８mm、多数
穂状に着き、苞は披針形。距は前方に湾曲する。

■国内分布　�北海道、本州（中部以北：岡山県に記録があるが現状不
明）、四国、さらに千島、樺太、朝鮮、シベリア、ヨ－ロッパと広
く分布する。

■県内分布　白山高地区

■生態など　地生の多年生草本。開花期は７～９月。

■生育環境　亜高山帯の針葉樹林の林床。岩上に生え、または地生。

■危険要因　�現地の調査報告にはないが､産地局限、踏みつけ、園芸採取などが想
定される。

(古池　博）

　本多郁夫

タカネトンボ ラン科　

Platanthera chorisiana (Cham.) Rechb. f.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　本県での稀産の植物である。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�もともと、本属植物は互いに類似しているが多く、区別が難しい。本
種は唇弁が卵円形で、距は楕円形で短いことが特徴である。茎は高さ
８～20cm、地表付近で２枚の円形または広楕円形の葉が対生状に相
接して着く。葉は肉質で表面は深緑色。花序は穂状で淡黄緑色の小花
が10個内外着く。

■国内分布　�北海道、本州（東北・北陸）、さらに千島、樺太、カムチャッカ、
アリューシャンに分布。

■県内分布　白山高地区

■生態など　地生の多年生草本。開花期は７～９月。

■生育環境　亜高山帯・高山帯の湿地に生育。

■危険要因　不明

（古池　博）

　小野ふみゑ
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イイヌマムカゴ ラン科　

Platanthera iinumae (Makino) Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠB類

■選定理由　�本県ではもともと稀な植物であるが、減少しつつあることが認められ
る。（現況：Ｒ0）

■形　　態　�本種は茎高30cm程度の植物で、茎の中ほどに２葉があり、その上
部に披針形のいわゆる鱗片葉が数枚着く。葉は長楕円形で、長さが８
～15cm、幅２～４cm程度。茎には黄緑色の小花が多数着き、穂状
花序。両種の顕著な相違点は距の形態で、本種では楕円形、長さ１～
1.5mm。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州に分布。

■県内分布　奥能登、口能登・加賀中央部、南加賀に分布。

■生態など　地生の多年生草本。開花期は７～８月。

■生育環境　山地の林床。

■危険要因　森林伐採、道路工事、園芸採取、産地局限

(古池　博）

　林　二良

0 20 40km

県内の分布

ヤマサギソウ ラン科　

Platanthera mandarinorum Rchb.f. subsp. mandarinorum var. oreades (Franch. et Sav.) Koidz.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�本県では稀産の植物で、草地の減少とともに生育条件が失われつつある。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�茎は肥厚した根から出て、高さ20～40cm、やや稜がある。最下位の葉は大きくて、線形長楕円形、長
さ５～11cm、幅１～1.5cm。他の葉は小さく披針形で２～５個。穂状花序は黄緑色の小花を10個内外
着ける。距は後方に曲がり12～20mm。唇弁は舌状でやや肉質、長さ10～15mm。種内変異が発達。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州

■県内分布　�内浦区、中能登区、口能登区、加賀中央部区、南加賀区（白山
麓）、白山高地区に分布。

■生態など　地生の多年生草本。開花期は５～７月。

■生育環境　日当たりのよい草地に生育。

■危険要因　土地造成、道路工事、園芸採取、不明

■特記事項　�距が長くハシナガヤマサギソウ� subsp.� mandariorum� var.�
mandariorumに近いものもあるが、ここでは本変種に含める。

（古池　博）

0 20 40km

県内の分布
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オオヤマサギソウ ラン科

Platanthera sachalinensis F.Schmidt

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　本県ではやや稀な植物である。（現況：Ｒ0）

■形　　態　�葉は大型のものが２枚で、上方の葉は次第に小さくなり鱗片葉とな
る。葉の表面には光沢があり、基部は細くなって鞘となる。茎の高さ
は40～60cm、茎には稜は発達せず、翼もない。茎の上部に、淡緑
色の小花を多数密生し、穂状花序となる。距は細く15～20mm、入
口に小さな舌状突起がある。唇弁は広線形で長さ７～８mm。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州、さらに南千島、樺太に分布する。

■県内分布　南加賀区

■生態など　地生の多年生草本。開花期は７～８月。

■生育環境　山林の林床。

■危険要因　森林伐採、園芸採取

（古池　博）

　林　二良、花：白井伸和

0 20 40km

県内の分布

トキソウ ラン科　

Pogonia japonica Rechb. f.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�本県では従来は普通の植物であったが、湿地の消失により大きく失わ
れ、稀産の植物となった。（現況：R－）

■形　　態　�トキソウ属植物は本県に２種産するが、いずれも絶滅危惧植物であ
る。本属の植物はいずれも茎の中ほどに１個または２～４箇の葉が着
き、さらに茎頂に１枚の葉状苞と１個の花を着ける。本種トキソウで
は、花は横向きで半開し、紅紫色。がく片は長楕円状披針形、唇弁は
側花弁より長く、中裂片は倒卵形である。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州、さらに千島、朝鮮、中国に分布。

■県内分布　奥能登、口能登・加賀中央部、白山麓をふくむ南加賀。

■生態など　地生の多年生草本。開花期は５～７月。

■生育環境　日当たりのよい湿地。

■危険要因　�池沼開発、湿地開発、園芸採取、自然遷移、産地局限

■特記事項　石川県指定希少野生動植物種

(古池　博）

��本多郁夫
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ウチョウラン ラン科　

Ponerorchis graminifolia Rchb. f. var. graminifolia

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�もともと稀産の植物であるが、近年特に園芸採取の危険が
大きい。（現況：Ｒ0）

■形　　態　�根が球形に肥厚する仲間で、葉は２～３個、花被片は鈍頭
またはやや鋭頭。茎は肥厚した塊根より出て斜上、高さ７
～20cm。葉は線形または広線形で長さ７～12cm、幅３
～８mm、上方は湾曲、基部は鞘となって茎を抱く。花は
紅紫色、数花が偏って着く。唇弁は萼片より長く、深く３裂する。
背萼片は長さ６mm、距は湾曲して長さ１～1.5cm。種内変異に富
む。

■国内分布　本州、四国、九州、さらに朝鮮に分布。

■県内分布　白山山麓をふくむ南加賀区、加賀中央区。

■生態など　地生の多年生草本。開花期は６～８月。

■生育環境　ブナクラス域の岩壁など。

■危険要因　土地造成、道路工事、園芸採取、産地局限

(古池　博）

�

　白井伸和

0 20 40km

県内の分布

ノカンゾウ ススキノキ科　

Hemerocallis fulva L. var. disticha (Donn ex Ker Gawl.) M.Hotta

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　もともと稀産の種類である。（現況：Ｒ0）

■形　　態　�石川県のワスレグサ属植物には本種ノカンゾウのほかに、
ゼンテイカとヤブカンゾウがあり、３種が分布する。各種
には、それぞれ特徴があって区別は容易である。本種は花
色が橙赤色で花茎に苞があり、花茎は伸びて花序はふたつ
に分枝し、それぞれ10花内外が開花する。花はほとんど同
形の６花被片よりなり、花筒は２～４cmあって他種より長
い。雄蕊は６本あり、結実することは少ない。なお、ヤブカンゾウ
はしばしば人家の周辺に生育し、ノカンゾウよりはるかに大型、八
重咲きで雄蕊が弁化している。ゼンテイカは亜高山帯を中心に生育
する種類で花色は橙黄色である。

■国内分布　本州、四国、九州に分布。さらに中国、台湾に分布する。

■県内分布　�従来は能登および加賀中央区に分布するとされたが、近年の調査に
より外浦区、内浦区、中能登区、口能登区、南加賀区から報告がも
たらされた。

■生態など　夏緑性多年草。花期は７～８月。

■生育環境　原野や溝のふちなどに生育。

■危険要因　草地開発

■特記事項　本種とヤブカンゾウは、同一種の変種どうしの関係にある。

（古池　博）

小野ふみゑ

県内の分布
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イワギボウシ キジカクシ科　

Hosta longipes (Franch. et Sav.) Matsum. var. longipes

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�石川県では産地がきわめて限られた種類である。（現況：
ＲＯ）

■形　　態　�類似種はオオバギボウシであるが、本種の苞は膜質で花茎
が伸長する初期から蕾が見え、また、花筒合着部の透明線
は明瞭で長いのに対して、オオバギボウシの苞は草質で花
茎が伸びる初期には蕾は見えず、また透明線は短い線状ま
たは点状である。本種の葉は厚く卵形で、葉身の長さはオオバギボ
ウシより小柄で10～13cm、暗緑色で紫黒色の斑点があるのが普
通、苞は開花時にはしおれる。

■国内分布　本州の関東・中部地方に分布する。

■県内分布　�南加賀区。手取川上流の山地帯に分布。白山高地区には分布しな
い。

■生態など　開花期は８～９月。

■生育環境　山中の湿った岸上や樹上に生育。

■危険要因　産地局限、森林伐採、園芸採取

（古池　博）

　林　二良
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県内の分布

ミズアオイ ミズアオイ科　

Monochoria korsakowii Regel et Maack

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�かつては普通に見られた植物であるが、各地で急減して近年稀となっ
た。保全措置がとられている例もあるが、減少傾向が続いている。
（現況：Ｖ２－）

■形　　態　�類似種はコナギで茎が短く１本の茎に１枚の葉がつくのにたいして、
本種では、茎の長さが20～30cmと長く、１本の茎に複数の葉が着
く。また、本種では花の大きさが直径25～30mmもあり、花序に
多数の花を着ける�が、コナギは花の大きさが直径15～20mmで小
さく、花数も少ない。本種の葉は心形で５～10cm、根出葉は葉柄
が長く10～20cm、茎出葉は短く５～10cm。花被片は青紫色で
楕円形、長さ15mm内外。花柱は湾曲、蒴果は卵状長楕円形、長さ
15mm内外。

■国内分布　北海道～九州（一部）に分布。朝鮮、中国、ウスリー地方に分布。

■県内分布　舳倉島・七ツ島と白山高地区を除く全域。

■生態など　一年生草本、かつては水田雑草として繁茂した。花期は８～10月。

■生育環境　現在は水路、池沼など。

■危険要因　�湿地開発、池沼開発、河川開発、帰化競合、農薬汚染、管理放棄、
自然遷移、産地局限

� (古池　博）

　本多郁夫
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県内の分布
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ヒメミクリ ガマ科　

Sparganium stenophyllum Maxim.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�従来もやや少ない種類であったが、減少している。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�類似種と区別する特徴は、果実が長さ４～５mm、幅２～３mmの倒
卵形で、他種では紡錘形であるのと異なる。果実には小柄はない。雌
性頭花はお互いに離れて着生するが、雄性頭花はやや接近して着く。
主軸では雄性頭花の数は５～10個。草丈40～90cm、葉の幅は２～
10mm。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州、琉球。朝鮮、中国（北部）に分布。

■県内分布　能登の外浦区、内浦区、中能登区及び加賀中央区、南加賀区。

■生態など　多年生の抽水～湿生植物。開花期は７～８月。

■生育環境　池沼、溜池、湿原など。

■危険要因　森林伐採、湿地開発、池沼開発、その他（泥あげなど）

（古池　博）

　濱野一郎
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県内の分布

ミクリゼキショウ イグサ科　

Juncus ensifolius Wikstr.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�石川県内にもともと稀産する植物であるが、生育環境の高山（白山）
の湿地、水辺は近年減少しつつあって、絶滅の危険が増大している。
（現況：ＲＯ）

■形　　態　�イグサ属植物は形態が似ている場合が多いので、同定には注意を要
する。花には小苞がなく、茎は二稜形で狭い翼がある。茎葉は３～
４箇、長さ10～17cmで剣状線形、葉耳は小形。頭花は普通２個つ
き、球形で径８～10mm、短い柄がある。

■国内分布　本州中部以北、北海道。国外では千島、北アメリカに分布。

■県内分布　白山高地区

■生態など　多年草草本、開花期は８～９月。

■生育環境　高山の湿地・水辺。

■危険要因　自然遷移、産地局限

（古池　博）

　小野ふみゑ
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イヌイ イグサ科　

Juncus fauriei H.Lev. et Vaniot

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�近年、石川県の海岸開発が進行する一方、従来の海岸の草
地等に防風林など植林事業が進むことなどにより、海岸の
自然植生が大幅に減少しつつある。稀産の本種に絶滅の危
険が著しく増大している。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�茎が円筒状であるにもかかわらず、圧扁して数回捩れてい
ることは本種の顕著な特徴である。葉は茎の下部に鱗片状
となり濃褐色を呈し、根茎は太く径２～４ｍｍ、広卵形の鱗片で覆
われている。最下苞は時として、花序より長い。花序には、１０～
３０花が着き、花被片は長楕円形で鋭く尖る。花被片の背面は緑褐
色で両側面は黒褐色で光沢がある。蒴果は長卵形で先が花被片より
やや長い。

■国内分布　�本州～北海道に分布。国外では千島列島、樺太、サハリンにも分
布。

■県内分布　外浦区、内浦区、南加賀区に分布。

■生態など　開花期は５～７月。

■生育環境　海岸の砂地。

■危険要因　海岸開発､草地開発、踏みつけ

（古池　博）

　米山競一
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県内の分布

ミヤマホソコウガイゼキショウ イグサ科　

Juncus fauriensis Buchenau var. kamtschatcensis Buchenau

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�石川県内にもともと稀産する植物であるが、生育環境の高
山（白山）の湿地、水辺は近年減少しつつあって、絶滅の
危険が増大している。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�茎は高さ10～20cm。上部の茎葉は２～３個、圧偏された
円筒状で、葉耳は大型。基部の茎葉は鱗片状。最下苞は花
序より普通短い。頭花は通常２個、それぞれ３～６花から
なり、花被片は同長で約３ｍｍ。内花被片は鈍頭、外花被片は鋭頭
で濃褐色。果実は蒴果、三稜状長楕円形で長さ５mm、黒褐色、先
端は鈍い。

■国内分布　本州中部以北～北海道。国外では、千島列島、カムチャッカに分布。

■県内分布　白山高地区

■生態など　花期は７～９月。

■生育環境　高山の湿地。

■危険要因　自然遷移、産地局限

(古池　博）

　白井伸和
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イトイ イグサ科　

Juncus maximowiczii Buchenau

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�石川県内にもともと稀産する植物であるが、生育環境の亜
高山帯（白山）の森林環境が、森林開発等により近年減少
しつつあり、併せて自然遷移、産地極限、自然遷移の進行
により絶滅の危険が増大している。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�全草が淡緑色で軟弱、青白色の花を着けるので他種との区
別は容易。茎は髙さ５～15mm、茎葉は普通１個、上部に
深い溝がある。基部にある葉は数個で茎より長い。葉耳は白色で小
型。頭花は１個で、１～４数個の花で構成、花被片は青白くやや鈍
頭、長さ３～４mm、乾くと淡褐色。蒴果は長さ７mmで、三稜状楕
円形、淡褐色で光沢がある。

■国内分布　本州中部。国外では朝鮮に分布。

■県内分布　白山高地区

■生態など　多年生草本、開花期は６～７月。

■生育環境　亜高山・深山の岩上。

■危険要因　自然遷移、産地局限、踏みつけ

（古池　博）

　白井伸和
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県内の分布

クモマスズメノヒエ イグサ科　

Luzula arcuata (Wahlenb.) Sw. subsp. unalaschkensis (Buchenau) Hulten

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�石川県では、生育環境が高山（白山）の草地に限られてい
る植物で、もともと稀産であるが、近年高山の草地が減少
しつつあり、絶滅の危険がある。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�花序が横に傾いて着くので、他種との区別は容易である。
草丈15～25cm、根出葉は多数で線形、長さ５～10cm、
幅２～３mm、先端は尖り、縁に白色の長毛がある。茎葉は
２～３枚、根出葉より幅が狭く葉鞘の先端に白い長毛が密生する。
花序は頂生、小枝は細く、常に先は垂れ下がる。花は１個または２
～３個集まって頭状。花被片は披針形で鋭く尖り、基部は褐色、上
部は淡褐色あるいは白色。

■国内分布　�本州中部～北海道（大雪山）。国外では千島列島、樺太、朝鮮北
部、シベリア、アリューシャン列島、カムチャツカ、アラスカ、北
アメリカ、北ヨーロッパ。

■県内分布　白山高地区

■生態など　開花期は７～８月。

■生育環境　高山の草地。

■危険要因　自然遷移

（古池　博）

　白井伸和
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ハクサンスゲ カヤツリグサ科　

Carex canescens L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�白山ではもともと生育地が限られ、個体数も少ない。（現
況：ＲＯ）

■形　　態　�ヒメカワズスゲより大型になり、葉は幅２～４mmで灰緑
色。花茎は太く４～８個の無柄の小穂をつけ、最下の小穂
の苞は無葉身。小穂や果胞はヒメカワズスゲに似る。

■国内分布　北海道、本州（中部以北）

■県内分布　白山高地区

■生態など　やや密に叢生する多年草。

■生育環境　亜高山帯の水湿地。

■危険要因　踏みつけ、温暖化や乾燥化による自然遷移。

■特記事項　自生地は白山国立公園特別保護地区内にある。

（白井伸和）

　米山競一

0 20 40km

県内の分布

オニスゲ カヤツリグサ科　

Carex dickinsii Franch. et Sav.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内では分布域が局所的で従来の記録もわずかしかなく、
生育環境も限られる。今回の調査での確認情報は、能登町
のみである。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�雌小穂は２～３個が接してつき、楕円形で大型、幅1.5cm
になる。

■国内分布　北海道～九州

■県内分布　内浦区（能登町柳田地区、穴水町）、南加賀区（能美市辰口）

■生態など　多年草。匐枝を伸ばし群生する。花期は５～７月。

■生育環境　県内では丘陵地や低山の水湿地。

■危険要因　湿地開発、自然遷移

（白井伸和）

　小野ふみゑ
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ツクバスゲ カヤツリグサ科　

Carex hirtifructus Kuek.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　県内では近年認識されたものである。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�ショウジョウスゲに似るが、より小型で、しばしば有花茎
の基部から長い柄をもつ雌小穂を出す。果胞の嘴は細長
く、先は鋭い２歯となる。

■国内分布　本州（近畿以北）、四国、九州

■県内分布　加賀中央区（金沢市倉ヶ岳）

■生態など　多年草。花期は４～５月、ショウジョウスゲより早い。

■生育環境　山地の岩場、ときに河岸や高山の岩場。

■危険要因　産地局限

■特記事項　�ナガミショウジョウスゲ（Carex� blepharicarpa�Franch.� var.�
stenocarpa�Qhwr.)は、ショウジョウスゲの高山性の変種として
八ヶ岳から記載されたものであるが、外見や果胞の嘴が細長く先に
鋭い２歯があることなどむしろツクバスゲに近い印象を受ける。こ
れと同一または近いものは北アルプス、中央アルプスなど中部山岳
の高山の岩場に広く分布するほか、似たものが白山の高標高地にも
わずかにみられる。これもツクバスゲの種内に含めるべきかどうか
は、今後の研究を待ちたい。

（白井伸和）
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ISKW��白井伸和

ヒメハリイ カヤツリグサ科　

Eleocharis kamtschatica (C.A.Mey.) Kom.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�生育環境が海岸の塩湿地に限られ局所的。近年は波浪によ
る浸食を受けて土壌が流亡するなどし、個体群の衰退が著
しい。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�根茎は横走し、マット状に拡がる。小穂の鱗片は濃紫褐色
に着色。刺針状花被片は短いかときに退化。

■国内分布　北海道、本州、九州。

■県内分布　�舳倉島、外浦区（珠洲市シャク崎、輪島市五十洲、志賀町海士
崎）、内浦区（能登町七見）、中能登区（志賀町赤住～上野）

■生態など　多年草。花期７～10月。

■生育環境　海岸の塩湿地

■危険要因　海岸開発、地球温暖化に伴う海面上昇による波浪の影響の増大。

■特記事項　�別名ヒメヌマハリイ。刺針状花被片が退化してほとんどないものを
クロハリイf.� reducta�(Ohwi)Ohwiとして分けることもある。県内
産の標本でも刺針状花被片の長さには変異があり、無いものもみら
れる。

（白井伸和）
0 20 40km
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ヌマハリイ カヤツリグサ科　 

Eleocharis mamillata H.Lindb. var. cyclocarpa Kitag.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内ではもともと稀産の種である。湿地環境の悪化により
個体群の衰退が著しい。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�稈は径２～４mm、高さ30～60cm。稈の表面に隆条は目
立たない。稈の先端に幅３～６mm、長さ１～３cmの小穂
をつける。刺針状花被片は５～６本。

■国内分布　北海道～九州

■県内分布　�加賀中央区（金沢市医王山、順尾山）、南加賀区（白山市白峰地
区、小松市）

■生態など　�浅い水中や湿地に生え、根茎を伸ばしながら拡がる。花期は７～９
月。

■生育環境　山地の池沼の水辺や水湿地。

■危険要因　池沼開発、踏みつけ、自然遷移、産地局限

■特記事項　�別名オオヌマハリイ。自生地の一部は白山国立公園および医王山県
立自然公園内にある。金沢市の２か所の自生地はすでに消滅した可
能性が高い。

（白井伸和）

　林　二良
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ミカヅキグサ カヤツリグサ科　

Rhynchospora alba (L.) Vahl

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内では２か所の自生地が確認されているのみ。（現況：
ＲＯ）

■形　　態　�稈は高さ10～30cm。他のイヌノハナヒゲ類と異なり小穂
の鱗片は白色で、痩果の刺針状花被片は９～15本と数が多
い。

■国内分布　北海道、本州、九州

■県内分布　白山高地区（白山市白峰地区、赤兎山）

■生態など　多年草。匐枝はなく叢生する。花期は７～10月。

■生育環境　池塘の縁に群生している。

■危険要因　自然遷移、産地局限

■特記事項　自生地の一部は白山国立公園内にある。

（白井伸和）

　白井伸和
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ロッカクイ カヤツリグサ科　

Schoenoplectus mucronatus (L.) J.D.Jung et H.K.Choi var. ishizawae (K.Kohno, Iokawa et Daigobo) Hayas.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠＡ類

■選定理由　県内で確認されている産地は１地域のみ。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�草姿はカンガレイに似るが、稈の３稜にそれぞれ２稜をも
つ翼が張り出すことから、稈にあわせて６本の稜線がある
特異な形態をもつ。

■国内分布　本州（新潟県～福井県）、九州（北部）

■県内分布　南加賀区（白山市尾口鴇ヶ谷～下田原））

■生態など　多年草。花期は７～９月。

■生育環境　山間の水湿地。

■危険要因　�道路工事、自然遷移、産地局限。自生地は林道脇にあり、とくに道
路工事の影響を受ける心配がある。

■特記事項　�2001年にヒメカンガレイの変種として発表された。文献：河野和
博、五百川裕、大悟法滋.�2001.�日本産ヒメカンガレイの１新変種
と１新組み合わせ．植物研究雑誌，76：227-230．

（白井伸和）

　白井伸和
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ヒメホタルイ カヤツリグサ科　

Schoenoplectus lineolatus (Franch. et Sav.) T.Koyama

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�古い標本記録のみであったが、近年現存することが確認された。

■形　　態　�地下茎は匍匐して伸長し、節ごとに抽水性の茎を出す。小穂は１
個、柱頭は２岐し、果実はレンズ形。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州

■県内分布　�外浦区（志賀町富来地区）、内浦区（珠洲市三崎町）、口能登区
（志賀町百浦、七尾市、かほく市宇ノ気）。なお、珠洲市および志
賀町百浦以外は過去の標本記録による。

■生態など　浅い水中に生える多年草。

■生育環境　ため池などの池沼。

■危険要因　池沼開発、産地局限

■特記事項　�珠洲市の自生地では、カンガレイとの雑種アイノコカンガレイ
Schoenoplectus　� ×�uzenensis（Ohmi�ex�T.� koyama）
Hayas.�et�H.�Ohashiも同時に採集されている。

（白井伸和）
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ヤマオオウシノケグサ イネ科　 

Festuca hondoensis (Ohwi) Ohwi

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠＢ類

■選定理由　生育地が局限され、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�新芽が内鞘的に伸びるため、株は密に叢生する。稈の上部
や花序の中軸など平滑無毛である。花序の枝は下部では２
本出ることが多い。護穎の先に芒はないかごく短い。

■国内分布　�北海道（夕張岳）、本州（至仏山、中部山岳、白山）に分
布。千島（色丹島）のものも同一かもしれないという。

■県内分布　�白山高地区。三ノ峰（福井県境付近）の他、加賀禅定道沿いにもわ
ずかに分布することが最近確認された。

■生態など　草丈20～30cm程の繊細な多年生草本。花期は７～８月。

■生育環境　亜高山帯の風衝草原。

■危険要因　自然遷移、産地局限

■特記事項　�近縁種とは形態的に明確に区別されるもので、遺存的な二倍体
種と考えられている。文献：N.N.Tsvelev.� 1984.� Grasses�
of�Soviet�Union（Eng.ed.）．，A.A.�Bakema,�Rotterdam.,�����
N.S.Probatova.�1985.�Pantae�Vasculares�Orientis�Extremi�
Sovietici．Nauka,�Leningrad．，長野県植物誌編纂委員会（編）.�
1997.�長野県植物誌．信濃毎日新聞社．長野市.

（白井伸和）

　白井伸和

県内の分布
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ハマヒエガエリ イネ科　 

Polypogon monspeliensis (L.) Desf.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�もともと稀産の種で、今回の調査で確認された生育地は能登島の１
か所のみ。本県の分布は日本海側の北限にあたる隔離分布である。
（現況：Ｒ０）

■形　　態　�高さ30～80cm。ヒエガエリと比べ、円錐花序はより密になり、淡
緑色。包穎の先の芒は包穎の２～３倍（ヒエガエリは包穎とほぼ同
長）。

■国内分布　�本州（関東地方以西）～琉球。隣県では福井県（三国町）で記録さ
れている。

■県内分布　�中能登区（能登島、七尾市松百）、南加賀区（白山市松任地区）。
七尾市松百の記録は1970年代に採集された標本にもとづく。

■生態など　一年生草本（越年草）。花期は５～７月。

■生育環境　平地や海浜の水湿地や河川敷など。

■危険要因　�海岸開発、土地造成、帰化競合、産地局限。能登島の生育地はセイ
タカアワダチソウの侵入が目立ち、白山市の生育地は、クロマツ植
林や土地造成が進み、いずれも危機的な状況にある。一年草である
ため個体群の消長が著しく、生育に適した環境を長期的に維持する
ことが難しい。

■特記事項　�生育地の一部は能登半島国定公園内にある。文献：渡辺定路.�
2003.�改訂増補��福井県植物誌．福井新聞社．福井市．

（白井伸和）
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ウキシバ イネ科　

Pseudoraphis ukishiba Ohwi

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�分布情報の多くは古いもので、近年きわめてまれとなって
いる。今回調査の確認は志賀町のみ。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�円錐花序は、15～30本の芒状の枝を分け、それぞれの枝
の中ほどに１小穂をつける。小穂は２小花からなり、第一
小花は雄花、第二小花は雌花。

■国内分布　本州～九州

■県内分布　�内浦区（珠洲市正院町）、中能登区（七尾市、志賀町）、口能登区
（宝達志水町志雄地区、津幡町岩崎）、南加賀区（加賀市小塩辻、
加賀市宮地）

■生態など　�水辺に生える多年草。稈は水中を伸長し、花序のみを水面の上に出
す。

■生育環境　ため池などの水湿地。

■危険要因　池沼開発、動物食害（アメリカザリガニ）、産地局限

（白井伸和）

　白井伸和
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マツモ マツモ科　

Ceratophyllum demersum L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内に広く分布していたが、生育環境の変化を受けた結
果、個体数が激減している。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�茎は枝分かれし、節ごとに７～10枚の葉が輪生する。へ
りには細かい鋸歯がある。茎の先は葉が集まり、房状にな
る。花は紅を帯びた白色で、葉腋につき、小さく目立たな
い。

■国内分布　北海道～南西諸島

■県内分布　南加賀区、加賀中央区、口能登区、中能登区、外浦区

■生態など　�茎の長さ30～80cmになる沈水植物である。開花期は６～７月。花
は雄花と雌花とに分かれ、同一茎上の別の節にそれぞれ１個ずつつ
く。花粉は水中にただよって雌花にたどりつく。果実は長楕円形で先
端と基部の両側に３本の長い刺状の突起がある。秋遅く、茎の先端に
葉が密集し、筆状の植芽となり、これが水底に沈み、越冬する。

■生育環境　�県内全域のｐH5.6～7.5の池沼や流れのゆるやかな河川や水路等に
生育する。

■危険要因　池沼開発、河川開発、水質汚濁

■特記事項　金魚藻とよばれる水草の一つである。

（中野真理子）

　白井伸和
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ジロボウエンゴサク ケシ科　

Corydalis decumbens (Thunb.) Pers.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�個体数は少なく、また分布域からも貴重である。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�塊茎に数個の花茎と根出葉をつける。花は長さ12～22mm。

■国内分布　本州（関東地方以西）、四国、九州

■県内分布　外浦区、口能登区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　多年草。開花期は４～５月。

■生育環境　低地草原

■危険要因　森林伐採、道路工事、園芸採取、踏みつけ、自然遷移、産地局限

（中野真理子）

　本多郁夫
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オオバメギ メギ科　

Berberis tschonoskyana Regel

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�個体数、生育地ともきわめて稀である。全国的な分布域か
らも重要である。（現況：Ｒ0）

■形　　態　�まばらに分枝し、刺が少ない。葉は薄い紙質、全縁で鈍
頭、基部はしだいに細まって柄状になる。短枝よりやや垂
れぎみの総状花序を出し、数個の花をつける。花序はふつ
う葉よりもやや長い。花は緑黄色である。

■国内分布　本州（関東以西）、四国、九州

■県内分布　南加賀区

■生態など　�高さ２ｍぐらいの落葉低木である。開花期は５～６月。果実は長楕
円形で赤く熟する。

■生育環境　標高800～1,200ｍのブナクラス域に分布する。

■危険要因　森林伐採

（中野真理子）

0 20 40km

県内の分布
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ミヤマオダマキ キンポウゲ科　

Aquilegia flabellata Siebold et Zucc. var. pumila (Huth) Kudo

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�白山の高山帯の希産種である。産地もごく限られている。
（現況：Ｒ0）

■形　　態　�根出葉は数枚あり、２回３出複葉で小葉は扇形、先は２～
３裂する。茎頂に１～数個の花をつける。花は下向きに咲
く。がく片は青紫色、花弁は先のほうの半分は白色、基部
はから距にかけて青紫色で先は内側に巻く。

■国内分布　北海道、本州中北部に分布する。

■県内分布　白山高地地区の標高2,400～2,600ｍの高山帯に分布する。

■生態など　�高さ10～25cmのやや小型の多年草である。主根は太く長く垂直に
伸びる。開花期は７～８月。花色は鮮紫色で美しい。果実は袋果で
ふつう無毛である。

■生育環境　開けた岩場や小礫、中礫を交える崩壊地に生育する。

■危険要因　踏みつけ、自然遷移、産地局限。

■特記事項　�生育地は白山国立公園内にある。観賞用に栽培されているオダマキ
（A.�var.� flabellata）はミヤマオダマキの改良品とみられており、
ミヤマオダマキより大きく、葉は厚く粉白色を帯びている。

（髙木政喜）

　白井伸和

オキナグサ キンポウゲ科　

Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. et J.Presl

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�生育地が県内では河川敷の数箇所に限られている。全国的にも希で
ある。（現況：Ｒ0）

■形　　態　�根生葉は叢生し、２回羽状複葉で長い柄をもつ。花は鐘形で下向き
に咲く。がく片は花弁状で花弁はない。６個のがく片が花弁のよう
に見える。がく片の内側は暗赤紫色、外側は密に白毛の絹糸でおお
われている。植物体全体に長い白毛が密生する。

■国内分布　本州～九州の暖帯～温帯に分布する。

■県内分布　�口能登区、南加賀区、加賀中央区のヤブツバキクラス域に分布す
る。

■生態など　�開花時は高さ10cmほどの小型多年生草本である。開花期は４～５
月。花色は暗赤紫色である。花茎は開花後に伸長して40cmにも
なる。果実は痩果で白色の毛を羽毛状につけて風でしだいに飛散す
る。種子と地下の直根状の太い根で繁殖する。

■生育環境　日当たりのよい明るいススキ草原や河原の草地などに生育する。

■危険要因　�園芸採取、自然遷移、産地局限、その他（増水の水衝による消失）

■特記事項　石川県指定希少野生動植物種

（髙木政喜）

　本多郁夫
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バイカモ キンポウゲ科　

Ranunculus nipponicus Nakai var. submersus H.Hara

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�湧水等の生育環境の悪化で激減する。個体数、生育域もご
く限られている。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�全体が繊細でやわらかい。節から白い根を出して水底に固
定し、流れになびく。沈水葉は２～７cm、葉身は３～４回
３出し、裂片はさらに２分裂して全体は房状になる。花は
葉腋から花柄を伸ばし、径1.5cmの花を１個水上、または
水中で開く。

■国内分布　北海道～本州に分布する。

■県内分布　�南加賀区、加賀中央区のヤブツバキクラス域の河川やため池に分布
する。

■生態など　�茎の長さが１～２ｍにもなる沈水性多年生草本である。開花期は５
～11月。花弁は薄く、白色で光沢がない。花柄は花がすむと、さら
に伸びる。果実は痩果で背面に短毛が出る。

■生育環境　浅くてきれいな流水中に生育する。

■危険要因　河川開発、水質汚濁

（髙木政喜）

　白井伸和、花：本多郁夫
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県内の分布

ヤマシャクヤク ボタン科　

Paeonia japonica (Makino) Miyabe et Takeda

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�現存する個体数が極めて少ない。生育地もごく限られてい
る。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�茎は直立する。葉は２回３出複葉で、裏面は白っぽい。茎
の先に白色の１個の花をつける。花は上を向いて開き、香
りがある。

■国内分布　関東、中部地方以西、九州

■県内分布　県内全域

■生態など　�高さ40cmほどになる中形多年草である。開花期は５月。地下茎は
肥厚して太い。果実は袋果で、熟すと裂開し、内面が赤く、そこに
不稔の種子と黒色の成熟した種子をつける。

■生育環境　落葉広葉樹林等の林床に生育する。

■危険要因　�森林伐採、道路工事、園芸採取、自然遷移、産地局限、その他（斜
面の自然崩壊）

（中野真理子）

��本多郁夫
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エチゼンダイモンジソウ ユキノシタ科　

Saxifraga acerifolia Wakab. et Satomi

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�産地が極めて限定されており、現存個体数が減少の一途を
たどっている。（現況：R0）

■形　　態　�葉は根生し、葉柄は10～21cmと長い。葉身は腎円形で、
表面にわずかにまばらな毛がある。基部は切形、５～７深
裂する。花茎は高さ20～40cm。花弁は白色、上側の３弁
は披針形で短く、基部は急に細まり爪状となる。下側の２
弁は線状倒披針形で、長さ10～20mm。ダイモンジソウとの相違
点は横に這う根茎がある、開花期、葉が深裂するなどである。

■国内分布　福井県、石川県

■県内分布　南加賀区

■生態など　�多年草。開花期は５～６月。根茎は分枝しながら長く横にはい、と
きにはストロンを伸ばした先に芽をつくる。タヌキラン、オオバギ
ボウシ、ウワバミソウ、アカソ等と植物群落を形成している。

■生育環境　河川の流水域の岩場や絶えず水が流れる崖斜面に生育する。

■危険要因　河川開発、園芸採取、自然遷移、産地局限

■特記事項　�生育地は、山中・大日山県立自然公園にある。県指定希少野生動植
物種。

（中野真理子）

　白井伸和

アオベンケイ ベンケイソウ科　

Hylotelephium viride (Makino) H.Ohba

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　個体数が極めて少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　葉は緑色で赤みを帯びず、ふつう対生し、有柄。

■国内分布　本州（近畿地方以西）、四国、九州

■県内分布　南加賀区

■生態など　高さ20～50cmの多年草。開花期は９～10月。

■生育環境　岩上や、樹上に生育する。

■危険要因　森林伐採、園芸採取、産地局限

■特記事項　チチッパベンケイと誤認されていた可能性がある。

（中野真理子）

　白井伸和

0 20 40km
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タチモ アリノトウグサ科　

Myriophyllum ussuriense (Regel) Maxim.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�県内における生育地が限られ、環境が人為による影響を受
けやすい。（現況：R0）

■形　　態　�フサモ属ではもっとも小型。茎は直立して枝はなく、水中
にあるものは長さ50cm内外に伸びるが、地上に出て湿地
に生えるものは高さ５～20cmとなる。葉の下部は対生、
上部は３～４輪生。水中葉は羽状に深裂し裂片は糸状線形
で短い。茎の上部の葉は針形で普通羽裂しない。雌雄異株で花は気
中葉の葉腋につき、雄花の花弁は４個で淡紅色。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州

■県内分布　外浦区、内浦区、中能登区、南加賀区

■生態など　�沈水～抽水～湿生植物で多年生。花期は６～８月。水中と陸上では顕
著な異形葉を示し、水位が下がる時期には葉を厚くして陸生形をつく
り湿地に広がる。陸生形は冬に細長い殖芽を形成して植物体は枯死す
るが、水中では冬も枯れずに一部の植物体が残る。ほとんどの産地で
は雄株か雌株のどちらかしかなく、結実はあまり見られない。

■生育環境　山間や丘陵地の栄養が乏しい池沼。

■危険要因　池沼開発、水質汚濁、管理放棄、自然遷移

（濱野一郎）

　小野ふみゑ、花：林　二良
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マルバヌスビトハギ マメ科　

Hylodesmum podocarpum (DC.) H.Ohashi et R.R.Mill subsp. podocarpum

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�多年生草本。茎の基部は木質となり、高さ30～120cm。葉はほぼ
茎の全体に散らばってつき、３小葉のうち頂小葉はほぼ円形または
広倒卵形で、最も幅の広いところは中部以上にある。花序は総状と
きに円錐状。

■国内分布　本州（岩手県以南）～九州

■県内分布　口能登区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　�花期は７～９月。節果は短いかぎ毛に被われ、熟しても裂開せず、
節ごとに分離して動物に付着する。

■生育環境　低地から山間部の草地、林縁、ときに林の中。

■危険要因　森林伐採、その他（イノシシによる踏み荒らし）

（小野ふみゑ）
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センダイハギ マメ科　

Thermopsis lupinoides (L.) Link

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内における生育地がごく限られ、生育場所の環境が不安定である。
（現況：Ｒ０）

■形　　態　�多年生草本。高さ40～80cmで太い地下茎がある。葉は掌状３小
葉、表面は無毛で、裏面に白軟毛があり、葉柄基部の托葉は葉状で大
きく目立つ。茎の先に直立する総状花序をつくり、長さ２～2.5cm
の黄色の花をつける。豆果には10～15個の茶褐色の種子がある。

■国内分布　北海道、本州（中部以北）。本県が南限。

■県内分布　外浦区、中能登区

■生態など　�花期は５～８月。根茎は長くはい、新しい匍匐根茎を伸ばし、地中
に越冬芽をつける。

■生育環境　海岸付近の草地。

■危険要因　海岸開発、道路工事、園芸採取、自然遷移

■特記事項　石川県指定希少野生動植物種

（小野ふみゑ）

　本多郁夫

ツルフジバカマ マメ科　

Vicia amoena Fisch. ex Ser.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内における生育地が限られ、その環境が人為による影響
を受けやすい。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�つる状の多年生草本。葉は10～16小葉からなる偶数羽
状複葉で、先端は分枝する巻きひげとなる。小葉は幅が広
く、托葉は比較的大型で数個のあらい歯牙が目立つ。花は
紅紫色、長さ４～15ｃｍの総状花序。豆果は狭楕円形で無
毛、３～５個の種子を入れる。

■国内分布　南千島・北海道～九州

■県内分布　加賀中央区、南加賀区

■生態など　花期は８～９月。植物体は乾くと暗赤褐色になる。

■生育環境　山野の草原、路傍。

■危険要因　産地局限、管理放棄、その他（除草頻度と時期）

（小野ふみゑ）
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オオバクサフジ マメ科　

Vicia pseudo-orobus Fisch. et C.A.Mey. 

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内における生育地が限られ、その環境が人為による影響
を受けやすい。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�つる性の多年生草本。葉は４～10小葉からなる偶数羽状複
葉で、先端は分枝する巻きひげとなる。葉腋から葉より長
い花柄を出し、４～７cmの総状花序に青紫色の花を10個
以上つける。豆果は短柄があり、扁平で無毛。

■国内分布　北海道～九州

■県内分布　加賀中央区

■生態など　花期は８～10月。

■生育環境　山野の草原、河岸、土手

■危険要因　河川開発、道路工事、産地局限、その他（法面工事）

（小野ふみゑ）

　小野ふみゑ
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ミヤマザクラ バラ科　

Cerasus maximowiczii (Rupr.) Kom.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：
Ｒ０）

■形　　態　�落葉高木で、高さ５～10ｍになる。若枝、葉柄、葉の裏面
脈上に伏毛が多い。上向きの短い総状花序に４～10個の花
をつける。花弁は白色、丸くて先にへこみがないので、一
見サクラらしくない。花序には丸みのある葉状の苞が目立
ち、果期まで宿存する。果柄は赤みを帯び、褐色の毛が生える。

■国内分布　北海道～九州

■県内分布　南加賀区

■生態など　�花期は５月中旬～６月中旬。葉が展開したあと開花する。核果は７
～８月に黒く熟す。

■生育環境　山地の上部から亜高山帯下部。

■危険要因　自然遷移、産地局限

（小野ふみゑ）

　林　二良
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タカネバラ バラ科　

Rosa nipponensis Crep.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内における生育地は極めて限られ、個体数も少ない。　
（現況：Ｒ０）

■形　　態　�落葉低木で、高さ１～1.5ｍ。よく分枝し、しばしば細い
まっすぐな開出する刺を密生する。葉は奇数羽状複葉で、
７～９個の小葉からなる。花は小枝の先に単生し、径3.5～
４cm、５弁で淡紅紫色。果実は紡錘形、長さ1.5～２cm
で、先端にがく片を宿存する。

■国内分布　本州（東北～中部地方）、四国（剣山・東赤石山ほか）。

■県内分布　白山高地区

■生態など　花期は６～７月。果実は８～９月に黄赤色に熟す。　　　　

■生育環境　亜高山帯～高山帯の岩礫地。

■危険要因　踏みつけ、自然遷移、産地局限

■特記事項　生育地は白山国立公園内である。白山国立公園指定植物。

（小野ふみゑ）

　白井伸和

0 20 40km

県内の分布

ワレモコウ バラ科　

Sanguisorba officinalis L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内における生育地が限られ、その環境が人為による影響を受けやす
い。　（現況：Ｒ―）

■形　　態　�多年生草本。茎は高さ30～100cm。葉は５～13枚の小葉からな
り、ときに基部に小型の葉がある。根出葉は有柄、茎葉は小さく、短
い柄があるかまたは無い。穂状花序は枝の先ごとにつき、花は暗紫色
で穂の上部から咲き始める。

■国内分布　北海道～九州

■県内分布　内浦区、口能登区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　花期は８～10月。痩果は３稜形で乾くと暗紫色。

■生育環境　日当たりのよい山野の草地、路傍。

■危険要因　管理放棄、園芸採取、その他（除草頻度と時期）

（小野ふみゑ）

　本多郁夫
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アサダ カバノキ科　

Ostrya japonica Sarg.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内の生育地は数箇所に限定されており、また個体数もご
く少ない。全国的にも少ない種類で、温帯林の伴生種とし
て貴重である。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�樹皮は浅く縦割れして小薄片に剥がれ、逆むけ状に反り返
る特有な様相を示す。葉は互生し、毛および腺毛におおわ
れる葉柄がある。葉身は狭卵形または広楕円形、鋭先頭、
基部は浅い心形で、重鋸歯がある。雄花は黄褐色、雌花は帯紅色となる。

■国内分布　北海道（中・南部）～九州（南限は霧島山）にかけて分布する。

■県内分布　外浦区、中能登区、南加賀区に隔離分布している。

■生態など　�高さ15～20ｍになる落葉高木である。外浦区ではスダジイ林の構
成種としてウラジロガシ、イヌシデ等ともに出現している。開花期
は５月。果実は大きな苞葉が接しあっている中に包まれている。

■生育環境　�標高800ｍ以下のブナ林などの落葉樹林内に混生するが、向陽の山
地を好む。� � � �

■危険要因　森林伐採、土地造成�

■特記事項　�外浦区の生育地は特定植物群落であり、能登半島国定公園の中に位
置する。また、加賀市指定天然記念物に指定されている。

（髙木政喜）

濱野一郎

0 20 40km

県内の分布

オオツルウメモドキ ニシキギ科　

Celastrus stephanotifolius (Makino) Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：
RO）

■形　　態　�ツルウメモドキににるが、今年枝及び花序に立毛がある。
また、葉の表面は無毛だが、葉の裏面の脈の両側に伏短毛
がある。

■国内分布　本州の関東地方以西，四国、九州。

■県内分布　外浦区、内浦区、南加賀区

■生態など　雌雄異種。暖帯及び温帯の林縁に生える落葉性のつる植物。

（濱野一郎）

　小野ふみゑ
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オオシラヒゲソウ ニシキギ科　

Parnassia foliosa Hook.f. et Thomson var.  japonica (Nakai) Ohwi

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�現存個体数がきわめて少なく、年々減少している。生育地
もごく限定されている。（現況：R0）

■形　　態　�根出葉の葉身は腎形～円形で、長さ幅とも4～6cmで、茎
葉はやや数が少なく2～4個の無柄で茎を抱く。花は径3～
3.5cmになり、花弁の縁は髭のように細かく切れる。シラ
ヒゲソウの日本海型で、全体に大型である。

■国内分布　本州の秋田県から兵庫県にいたる日本海側。

■県内分布　南加賀区、口能登区、加賀中央区

■生態など　�高さ15～30cmの小形多年草である。開花期は8～9月。短い根茎
があり、果実は朔果である。

■生育環境　崖斜面下部の湿地、流水辺、凹地に生ずる湿地などに生育する。

■危険要因　�河川開発、道路工事、園芸採取、自然遷移、産地極限、その他（斜
面の自然崩壊）

（中野真理子）

　小野ふみゑ

0 20 40km

県内の分布

ノウルシ トウダイグサ科　

Euphorbia adenochlora C.Morren et Decne.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�県内における生育地が限られ、その環境が人為の影響を受
けやすい。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�多年生草本。茎は太く高さ30～60cm。茎頂に５枚の葉を
散状につけ、その腋から出た５本の散形枝に杯状花序をつ
ける。花序の下部の苞葉は花時にあざやかな黄色を呈し、
遠くから見ると花弁のように見えて目立つ。タカトウダイ
よりは杯状花序がひと回り大きく、果実のいぼ状突起が鋭い。

■国内分布　北海道～九州。

■県内分布　外浦区、内浦区、中能登区、南加賀区

■生態など　�花期は４～５月。地下茎は肥厚して長く伸び、二又分枝を繰り返し
て、その先端から毎年新芽を生じる。「野に生えるウルシ」という
意味で、この草の乳液でかぶれることがある。生育地は湿地に限ら
れ、乾燥するとなくなる。

■生育環境　河川敷や田の畦、潟や海岸付近の湿地。

■危険要因　�池沼開発、河川開発、海岸開発、湿地開発、土地造成、園芸採取、
管理放棄、自然遷移、産地局限、その他（波浪による浸食）

（小野ふみゑ）

　本多郁夫
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トウダイグサ トウダイグサ科　

Euphorbia helioscopia L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内における生育地がごく限られ、個体数も少ない。（現
況：Ｒ０）

■形　　態　�越年生草本。茎は高さ20～35cm、基部でしばしば１～多
数に分枝する。葉はくさび状の倒卵形で、すべて縁に細鋸
歯がある。茎頂に５枚の葉を輪生し、その葉腋より散形枝
を広げて、各枝は杯状花序を頂生する。子房は外面にこぶ
がなく、蒴果になっても平滑。

■国内分布　本州～琉球

■県内分布　外浦区、内浦区、中能登区

■生態など　�花期は３～６月。花期になると、上部の茎葉や輪生葉、杯状花序の
苞葉が黄色に色づく。草姿が昔の燈明台を思わせるので、燈台草の
名がついた。

■生育環境　低地の路傍、畑地。

■危険要因　産地局限、踏みつけ

（小野ふみゑ）

0 20 40km

県内の分布

�大畑　弘

ヒゴスミレ スミレ科　

Viola chaerophylloides (Regel) W.Becker var. sieboldiana (Maxim.) Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：
R0）

■形　　態　�エイザンスミレに似ているが、葉はさらに細かく分裂し、
一見完全な５裂に見える。花後、各裂片の幅が広くなるも
のもあるが、５深裂の基本形は崩さない。花は白色で、唇
弁に紫条がある。

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　南加賀区

■生態など　�多年生草本。花期は４～５月。エイザンスミレが半日陰を好むのに
対し、日当たりの良い草地や乾き気味の落葉樹林下に生育する。日
本ではエイザンスミレより少ない。

■生育環境　低山帯の草地

■危険要因　園芸採取、自然遷移、産地局限

（濱野一郎）　

�林　二良
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県内の分布
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エイザンスミレ スミレ科　

Viola eizanensis (Makino) Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：
R0）

■形　　態　�葉は普通大きく３全裂し、両側の裂片がさらに深裂してい
る。一見、５小葉にみえるものもあるが、ヒゴスミレのよ
うに基部から５裂することは無い。それぞれの裂片も深裂
し鋸歯も目立つ。果実期の葉はしばしば大型となり、分裂
も少なく卵形の３小葉になることが多い。花は淡紅色が多くときに
白花もある。また、芳香もある。

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　南加賀区

■生態など　�多年生草本。根茎は短くて太く、長い白色の根を少数つける。花期
は４～５月。スギ林下でも少し光が入ればよく花をつける。

■生育環境　山地の樹陰。

■危険要因　園芸採取、産地局限

（濱野一郎）　　　

　白井伸和
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県内の分布

ウシタキソウ アカバナ科　

Circaea cordata Royle

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：
RO）

■形　　態　�ミズタマソウに似ているが、全草に軟らかい長毛と短毛を
密生する。葉には長い柄があり、葉身は卵状心臓形。花は
白色、花弁は２個、総状花序の長さは７～15cm。球形の
果実には硬い鉤状の毛がある。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州

■県内分布　外浦区、内浦区、口能登区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　�多年生草本。秋に新しい匍匐根茎を伸ばし、その先端に越冬芽をつ
ける。花期は８～９月。

■生育環境　山地の林下および草地。

■危険要因　自然遷移、産地局限、その他

（濱野一郎）

�白井伸和
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マツグミ オオバヤドリギ科　

Taxillus kaempferi (DC.) Danser var. kaempferi

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内の生育地はごく限られており、全国的な分布域か
らも貴重である。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�葉は革質で全縁、先は丸く、下部はしだいに狭くなっ
て葉柄に流れ、両面無毛である。葉腋から出る花序は
１～４個の濃紅色の花をつけ、夏に開花する。分枝が
多く、葉は密生する。

■国内分布　本州（関東地方以西、富山県以西）～九州に分布する。

■県内分布　�口能登区、加賀中央区、南加賀区のヤブツバキクラス域に隔離して
分布する。

■生態など　�クロマツ、アカマツ、モミなどの針葉樹に寄生する長さ20～50cm
の常緑の低木である。開花期は８月。果実は翌春に赤く熟す。種子
を含む粘液層があり、熟すると甘くなる。筒部が長い赤い花はメジ
ロなどの鳥の花粉媒介が推定され、種子も鳥にとって散布される。

■生育環境　�標高50～600ｍの低地や山地の比較的よく光の当たるクロマツやア
カマツの枝や幹に寄生している。

■危険要因　森林伐採、自然遷移

（髙木政喜）

　本多郁夫
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県内の分布

ハマハコベ ナデシコ科　

Honckenya peploides (L.) Ehrh. var. major Hook.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�石川県では個体数が少なく、全国的な分布域からも貴重で
ある。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�茎は細かく枝を分け、下部は斜状し、上部は開出する。葉
は多肉で、長楕円形、先は鋭形、対生した基部は互いに合
生する。花は上部の葉腋につき、花弁は５枚、倒卵形で、
がくとほぼ同長、花柱は３個である。

■国内分布　北海道、本州（北部、おもに日本海側）に分布する。

■県内分布　�南加賀区、外浦区、舳倉島・七ツ島植物小区系の海岸域に分布す
る。

■生態など　�高さ10～20cmで浜をはう多年生草本である。開花期は５～９月。
花色は黄色を帯びた白色である。果実は朔果で肉厚、球形、種子は
卵形、平滑で、褐色。

■生育環境　海岸の砂地や砂礫地に生育する。

■危険要因　海岸開発、自然遷移

■特記事項　舳倉島や大島（七ツ島）の個体数は大きく減少している。

（髙木政喜）

　小野ふみゑ
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ワチガイソウ ナデシコ科

Pseudostellaria heterantha (Maxim.) Pax var. heterantha

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�現在まで石川県では記録されていない種で、新たに発見さ
れ、生育地もごく限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ
Ｏ）

■形　　態　�茎は直立し、１、２列の毛がある。上部の葉は卵形～長卵
形で基部は細まり、一部に毛がある。花は上部の葉腋から
細長い柄を出し、単生する。

■国内分布　本州（福島県以南）～九州に分布する。

■県内分布　白山高地区の亜高山帯に分布する。

■生態など　�高さ８～15cmになる山地の林下に生える多年生草本である。開花
期は４～６月。花弁は白色でふつう倒卵形である。

■生育環境　山地の林下に生育する。

■危険要因　自然遷移、産地局限

（髙木政喜）

　白井伸和
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ユキワリソウ サクラソウ科　

Primula farinosa L. subsp. modesta (Bisset et S.Moore) Pax var. modesta (Bisset et S.Moore) Makino ex T.Yamaz.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られている。（現況：Ｒ０）

■形　　態　葉の裏面には淡黄色の粉状物が密生し、黄色を帯びる。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州

■県内分布　白山高地区

■生態など　岩場に生育する多年草。花期は７～８月。

■生育環境　岩場に生育

■危険要因　園芸採取、産地局限

■特記事項　�本種の分布する基本メッシュには近県（福井県、岐阜県）も含まれ
る。

（本多郁夫）
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オオサクラソウ サクラソウ科　

Primula jesoana Miq. var. jesoana

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�生育地が白山の亜高山帯の一部に限られている。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�葉は長柄があり、浅く７～９裂し、径６～12cm、基部は深心形。花
茎は葉より1.5～2.5倍長く、高さ20～40cmで、４～８個の花を付
け、しばしば２段になって並ぶ。

■国内分布　北海道（西南部）、本州（中部以北）

■県内分布　白山高地区

■生態など　多年草、花期は６～７月。

■生育環境　亜高山の林縁や谷沿いの湿気の多いところに生える。

■危険要因　自然遷移、踏みつけ、園芸採取、産地局限

（本多郁夫）

　小野ふみゑ
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イワウメ イワウメ科　

Diapensia lapponica L. subsp. obovata (F.Schmidt) Hulten

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�生育地が白山の高山帯の一部に限られている。（現況：Ｒ
０）

■形　　態　�長さ6～15mmの革質の厚い葉を密に互生する。長さ1～
2cmの花柄の先に上向きの白い花を１個つける。花冠は
鐘形で先は５裂し、裂片は開いて先は丸い。白い花が「ウ
メ」を思わせる。

■国内分布　北海道、本州中部以北

■県内分布　白山高地区

■生態など　ほふく性の小低木、花期は７月。

■生育環境　高山帯の岩隙、岩屑地

■危険要因　踏みつけ、園芸採取、産地局限、その他（岩場の崩壊）

（本多郁夫）

　白井伸和
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イワヒゲ ツツジ科　

Cassiope lycopodioides (Pall.) D. Don

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�生育地が白山の高山帯の一部に限られている。（現況：Ｒ
０）

■形　　態　�角張った茎に鱗片状の葉が密着しており、ヒノキの若枝の
ようにも見える。花は１cmほどの鐘形で、葉腋に単生し、
やや下向きに咲く。

■国内分布　北海道、本州中部以北

■県内分布　白山高地区

■生態など　緑色の織り紐を、岩にはわせたような常緑の小低木。花期は７月。

■生育環境　高山の岩場

■危険要因　火山噴火、産地局限、その他（岩場の崩壊、乾燥による枯死）

（本多郁夫）

��白井伸和

0 20 40km

県内の分布

マルバノイチヤクソウ ツツジ科　 

Pyrola nephrophylla (Andres) Andres

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　県内での生育地が局限されている。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�葉は扁円形で長さ1.5～2.5cm、幅1.5～3.5cmと長さよ
り幅が広く、先は円いか、ややへこみ、基部は心形。

■国内分布　北海道～九州

■県内分布　外浦区、南加賀区

■生態など　多年草、花期は７月。

■生育環境　山地帯の林内

■危険要因　森林伐採、湿地開発、自然遷移、踏みつけ、園芸採取、産地局限

（本多郁夫）

　林　二良

0 20 40km

県内の分布



絶
滅
危
惧
Ⅰ
類

173

アカネムグラ アカネ科　

Rubia jesoensis (Miq.) Miyabe et T.Miyake

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�舳倉島が県内唯一の生育地であるとともに、国内での南限
分布地である。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�茎は直立して高さ20～60cm、４稜があり、葉の裏面中肋
とともに逆向きの刺がある。葉は４枚輪生し、披針形で先
は尖り、長さ３～８cm、幅0.4～1.5cm。

■国内分布　北海道、本州（北陸・東北地方）

■県内分布　舳倉島・七ツ島植物小区系

■生態など　多年草、花期は６～７月。

■生育環境　湿った草原

■危険要因　草地開発、土地造成、踏みつけ、産地局限

（本多郁夫）

小野ふみゑ

0 20 40km

県内の分布

コヒナリンドウ リンドウ科　

Gentiana laeviuscula Toyok.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠＢ類

■選定理由　生育地が限られており、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�根生葉は茎葉より大きく１～２対。草丈が低く花が小さく
花冠は長さ５～６mm。

■国内分布　本州（日光、北アルプス、南アルプス、白山）

■県内分布　白山高地区

■生態など　�１年草または越年草。花期は６～７月。

■生育環境　高山帯の湿った草地や登山道沿いに生育。

■危険要因　踏みつけ、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　白井伸和
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ハナイカリ リンドウ科　

Halenia corniculata (L.) Cornaz

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：
Ｒ０）

■形　　態　�茎は４稜。葉は楕円形で先がとがり、長さ２～６cm、幅１
～2.5cm。花冠は淡黄色で４深裂し、距のある花姿が船の
碇に似ている。

■国内分布　北海道、本州、四国

■県内分布　白山高地区

■生態など　１年草または越年草。花期は８月。

■生育環境　山地の日当たりのよい草地。

■危険要因　動物食害、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　白井伸和
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県内の分布

ホソバノツルリンドウ リンドウ科　

Pterygocalyx volubilis Maxim.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　県内における生育地が限られている。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�ツルリンドウに似ているが、茎は細く、紫色を帯びず、葉
は披針形で細く先が長く尖り、裏面が紫色を帯びないの
で、花を見なくてもツルリンドウと区別ができる。花冠は
４裂し、副片はなく、淡紫色を帯びる。

■国内分布　北海道、本州、四国

■県内分布　南加賀区、白山高地区

■生態など　多年草、花期は９～10月。

■生育環境　林縁

■危険要因　道路工事、ダム建設、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　林　二良、花：本多郁夫
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タカネセンブリ リンドウ科　

Swertia tetrapetala Pall. subsp. micrantha (Takeda) Kitam.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　県内での生育地が限られている。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�茎は高さ５～30cm。葉は細長い三角形、長さ１～
3.5cm。花冠は淡青紫色で４裂し、裂片に濃青紫色の斑点
と１個の腺溝がある。

■国内分布　北海道、本州中部地方以北

■県内分布　白山高地区

■生態など　１～越年草、花期は８月。

■生育環境　亜高山帯～高山帯の開けた草地

■危険要因　自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　白井伸和

0 20 40km

県内の分布

チョウジソウ キョウチクトウ科　

Amsonia  elliptica  (Thunb.) Roem. et Schult.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�県内での生育地が限られている。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�茎は直立し高さ40～80cm。葉は毛が無く、披針形で先は
鋭く尖り、長さ６～10cm、幅１～２cm、ふつう互生する
が、ときに一部対生する。茎頂にやや多数の花を集散状に
つける。花冠は青藍色、径約25mm、５裂して平開する。
果実は袋果で２本の円柱状、長さ５～６cm。

■国内分布　本州、九州

■県内分布　内浦区、南加賀区

■生態など　多年草、花期は５～６月。

■生育環境　水辺の湿った草地

■危険要因　�森林伐採、池沼開発、湿地開発、踏みつけ、土地造成、園芸採取、
自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　小野ふみゑ
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ツルガシワ キョウチクトウ科　

Vincetoxicum macrophyllum Siebold et Zucc. var. nikoense Maxim.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られており、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�茎は高さ50～100cm、先は蔓状に伸びる。蔓の先には小
さい葉が付き、下方に数対の卵円形または広楕円形の大き
い葉をつける。花柄はごく短く、花はやや小型で径６～８
mm。果実は毛が多い。

■国内分布　本州、四国

■県内分布　加賀中央区、南加賀区

■生態など　多年草、花期は７～８月。

■生育環境　山地

■危険要因　�森林伐採、池沼開発、道路工事、園芸採取、動物食害、自然遷移、
産地局限、その他（岩石採掘）

（本多郁夫）

　小野ふみゑ

スズサイコ キョウチクトウ科　

Vincetoxicum pycnostelma Kitag.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　生育地が限られており、個体数も少ない。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�茎は細く直立して高さ40～100cm。葉は長披針形から線状長楕円
形、ほとんど無柄でやや厚く、無毛で対生する。花は黄色または紫褐
色で夕方から開き、早朝に閉じる。袋果は細長い披針形で、長さ５～
８cm。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州

■県内分布　外浦区、内浦区、中能登区、口能登区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　多年草、花期は６～８月。

■生育環境　日当たりのよい草地

■危険要因　�海岸開発、池沼開発、管理放棄、道路工事、園芸採取、自然遷移、
産地局限、その他（草刈り）

（本多郁夫）

本多郁夫
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ミヤマムラサキ ムラサキ科　

Eritrichium nipponicum Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られており、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�全体に白色の毛がある。根生葉は大きく、長さ３～６cm、
茎葉は小型。花は径約８mm、淡青紫色で喉部に黄色の副花
冠がある。

■国内分布　北海道、本州（中部地方以北）

■県内分布　白山高地区

■生態など　多年草、花期は７～８月。

■生育環境　高山の岩場

■危険要因　産地局限、その他（岩場の崩壊）

（本多郁夫）

　白井伸和

0 20 40km

県内の分布

ヤチダモ モクセイ科　

Fraxinus mandshurica Rupr.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　県内での生育地が限られている。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�山間の湿地に生える落葉高木。葉は、奇数羽状複葉で７～
11小葉があり、表面は無毛、裏面は脈沿いに開出する短毛
がある。花序は前年に伸びた枝に腋生するため、基部に葉
がつかない。

■国内分布　北海道、本州（岐阜県以北）

■県内分布　南加賀区

■生態など　雌雄別株で開花は４～５月。前年枝の葉腋から葉の展開前に開花。

■生育環境　山地の湿地に生育。

■危険要因　森林伐採、湿地開発、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　白井伸和
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アブノメ オオバコ科　

Dopatrium junceum (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�茎は高さ10～25cm。根ぎわの葉は狭長卵円形で柄がなく、長さ10
～25mm、幅３～５mm、上部の葉はしだいに小さくなる。葉腋ご
とに１花をつける。茎の中部の葉腋には柄のない閉鎖花をつける。茎
の上部の花は10mmほどの柄があり、がくは長さ２mm。花冠は淡
紫色、長さ５～６mm。蒴果は長さ２mm。対になってつく球形の果
実がアブ（虻）の眼を思わせるところから付いた名。

■国内分布　本州（福島県以南）、四国、九州、琉球

■県内分布　内浦区、中能登区、南加賀区

■生態など　１年草、花期は８～９月。

■生育環境　湿地

■危険要因　土地造成、農薬汚染、自然遷移

（本多郁夫）

　林　二良
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ジュウニヒトエ シソ科　

Ajuga nipponensis Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�全体に長い白毛が多く、茎は株から数本束生し、高さ10～
25cm。花は白色～紫色で４～８cmの花穂に密生する。

■国内分布　本州、四国

■県内分布　外浦区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　花期は４～５月。

■生育環境　林縁の明るい場所

■危険要因　園芸採取、産地局限

（本多郁夫）

　本多郁夫
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キセワタ シソ科　

Leonurus macranthus Maxim.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�茎は直立し、四角で高さ60～100cm。葉は荒い鋸歯をも
ち、基部は広いくさび形。花冠は唇形で上面には密に白毛
があって、綿を被ったように見える。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州

■県内分布　外浦区、内浦区、加賀中央区

■生態など　多年草、花期は８～９月。

■生育環境　山や丘陵の草地

■危険要因　道路工事、管理放棄、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　小野ふみゑ
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県内の分布

ナンバンギセル ハマウツボ科　

Aeginetia indica L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　個体数は多いが、生育地が限られる。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�茎は赤褐色でごく短く、ほとんど地上に出ず、狭三角形の
鱗片葉が数個互生する。茎のように見える高さ15～20cm
の直立した花柄の先に、淡紫色の花を横向きにつける。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州、琉球

■県内分布　内浦区、中能登区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　�主としてススキの根に寄生するので、ススキ草原が失われると滅び
る。花期は７～９月。

■生育環境　主としてススキ、まれにミョウガなどに寄生する。

■危険要因　草地開発、道路工事、土地造成、管理放棄、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　本多郁夫
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シコクママコナ ハマウツボ科　

Melampyrum laxum Miq. var. laxum

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�花喉の両側に黄色の斑があり、苞の縁の基部近くに刺状の
鋸歯がまばらにある。

■国内分布　本州（東海地方～中国地方東部）、四国、九州

■県内分布　口能登区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　半寄生の１年草

■生育環境　山地の林下

■危険要因　森林伐採、草刈り、産地局限

■特記事項　�ミヤマママコナとして見過ごされていたものの中に本変種のあるこ
とが考えられるので、意識して調査を進めれば県内での分布地がさ
らに増えることが予想される。

（本多郁夫）

　本多郁夫
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クチナシグサ ハマウツボ科　

Monochasma sheareri (S.Moore) Maxim.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�石川県に産すること自体が珍しく、生育地が限られてお
り、個体数も少ない。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�茎は地に伏し、長さ15～60cm、曲がった毛が散生する。
茎の上部の葉は線形または線状へら形で先は尖り、両面に
毛が散生し、長さ20～35mm、幅２～３mm。上部の葉腋
ごとに１花をつける。和名は果実の形がクチナシの果実に
似ていることによる。

■国内分布　�関東地方、中京地方、中国地方と四国の瀬戸内側、九州北部

■県内分布　内浦区、中能登区

■生態など　�半寄生の越年草。花期は４～５月。

■生育環境　日当たりのよい草地や林内

■危険要因　森林伐採、道路工事、農薬汚染、管理放棄、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　濱野一郎
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ヒメタヌキモ タヌキモ科　

Utricularia minor L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�分布する池沼が少なく、改修・補修などで失われやすい。
（現況：Ｒ０）

■形　　態　�茎は水中を浮遊する場合と泥中にある場合とがある。水中
葉は疎らに捕虫嚢をつけ、地中葉にも捕虫嚢がつく。ごく
稀に黄緑色の花をつける。冬、越冬芽をつくり、本体は枯
れる。

■国内分布　北海道、本州

■県内分布　外浦区、中能登区、南加賀区

■生態など　�タヌキモ類としては珍しく水底に固着する。多年草、花期は８～９
月。

■生育環境　池沼

■危険要因　池沼開発、水質汚濁、土地造成、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　白井伸和、花：小野ふみゑ

クマツヅラ クマツヅラ科　

Verbena officinalis L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られており、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�茎は４角で直立し、高さ30～80cm。葉は３裂し、さらに
羽状に裂ける。穂状花序に小さな淡紅紫色の花をつける。

■国内分布　本州、四国、九州、沖縄

■県内分布　内浦区、中能登区、口能登区、南加賀区

■生態など　多年草。花期は６～９月。

■生育環境　海に近い草地

■危険要因　�河川開発、草地開発、土地造成、道路工事、管理放棄、自然遷移、
産地局限

（本多郁夫）

　小野ふみゑ
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ミツガシワ ミツガシワ科　

Menyanthes trifoliata L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�生育地がごく限られており、また氷河期の遺存種として貴
重である。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�根生葉は卵状楕円形の３小葉からなる。小葉は長さ４～８
cm、幅２～５cm、先は鈍い。花冠は径10～15mm、裂
片は細く内面に毛がある。花には、長花柱花、短花柱花、
等柱花の３型が知られているが、石川県には、短花柱花が
多い。

■国内分布　北海道、本州、九州

■県内分布　加賀中央区

■生態など　�１生育地のみ長・短花柱花が混生するが、他はどちらか一方しかな
く、結実が悪い。多年草。花期は５～６月。

■生育環境　池沼

■危険要因　森林伐採、湿地開発、道路工事、自然遷移、園芸採取、産地局限

（本多郁夫）

　本多郁夫

0 20 40km

県内の分布

ガガブタ ミツガシワ科　

Nymphoides indica (L.) Kuntze

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　生育地が少なく、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�茎は細くて長く、１～３個の葉をつける。葉は基部が深い
心形をした卵状円形、径７～20cm、縁に波状歯牙がなく
ヒツジグサ（スイレン科）に似ている。花冠は白色で、径
約15mm、裂片の内面に白毛が密生する。

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　加賀中央区、南加賀区

■生態など　多年草、花期は７～９月。

■生育環境　池沼

■危険要因　池沼開発、水質汚濁、園芸採取、産地局限、その他（溝さらい）

（本多郁夫）

　白井伸和
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オケラ キク科　

Atractylodes ovata (Thunb.) DC.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られ、個体数が極めて少ない。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�高さ30～100cmの多年草。茎は細くて堅く、はじめは白い軟毛があ
る。葉は長い柄があり、３～５裂する。裂片の縁には刺状の鋸歯があ
る。頭花は径1.5～２cmで、総苞の周囲に魚の骨のような苞がある。
筒状花は白色まれにやや紅色を帯びる。

■国内分布　本州～九州

■県内分布　中能登区、口能登区、南加賀区

■生態など　花期は９～10月。

■生育環境　やや乾いた草原、林縁

■危険要因　森林伐採、土地造成、園芸採取、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　本多郁夫
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ヒメガンクビソウ キク科　

Carpesium rosulatum Miq.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られ、個体数が少ない。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�サジガンクビソウに似ているが、全体が小さい。茎は細く、高さ15
～45cm、軟毛を密生し、上部で枝を分ける。花時にも根生葉があ
り、ロゼット状、さじ形で不揃いな鋸歯があり、茎葉は少なくまばら
につく。頭花は枝先に点頭、幅約５mmで形が細い。

■国内分布　本州（関東地方以西）～九州

■県内分布　内浦区、外浦区

■生態など　多年草、花期は８～10月。

■生育環境　やや暗い山林

■危険要因　道路工事、自然遷移

（本多郁夫）

　本多郁夫
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オグルマ キク科　

Inula britannica L. subsp. japonica (Thunb.) Kitam.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�茎は高さ20～60cm、根出葉や茎の下部の葉は花時に枯れ
ている。茎葉の基部はなかば茎を抱く。葉は裏面に葉脈が
特に突出せず、やわらかい。頭花は黄色、径３～４cm。総
苞は半球形で長さ７～８mm、片は５列でやや同長。縁に短
毛がある。そう果は長さ１mm、10肋があり、有毛。冠毛
は長さ５mm。

■国内分布　北海道～九州

■県内分布　外浦区、口能登区、加賀中央区

■生態など　多年草、花期は７～10月。

■生育環境　湿地、田の縁、川岸

■危険要因　管理放棄、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　小野ふみゑ
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コオニタビラコ キク科　

Lapsanastrum apogonoides (Maxim.) J.H.Pak et K.Bremer

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�総苞内片は５個。小花は６～９個。そう果には不等の肋が
あり、先に長さ１～2.5mmの２個の外曲する突起がある。

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　加賀中央区

■生態など　２年草。花期は３～５月。

■生育環境　水田にあることが多い

■危険要因　土地造成、自然遷移

■特記事項　春の七草のホトケノザは本種と考えられている。

（本多郁夫）

　小野ふみゑ
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ミヤマウイキョウ セリ科　

Tilingia tachiroei (Franch. et Sav.) Kitag.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内における生育地がごく限られ、個体数も少ない。　
（現況：RO）

■形　　態　�茎は高さ30cm以内。葉は有柄、１～４回３出羽状複葉、
裂片は線形で幅１mm以下、全体無毛である。小散形花序の
柄の内面には乳頭状小突起があり、総苞片や小総苞片は線
形で各数個ある。花弁は白色。

■国内分布　北海道、本州（中部地方以北）、四国

■県内分布　白山高地区

■生態など　多年生草本。花期は７月下旬～９月。

■生育環境　高山の岩場

■危険要因　自然遷移、産地局限、その他（斜面崩壊）

（濱野一郎）　　　

　白井伸和
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