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ミズスギ ヒカゲノカズラ科　

Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm.

アスヒカズラ ヒカゲノカズラ科　

Lycopodium complanatum L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�生育地が少なく、開発可能な湿地や農地、林地、切り土さ
れた林道壁面などに見られる。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�小枝は葉を密につけ叉状に分岐する。葉はスギに似てさら
に細く全体が柔らかである。胞子穂は小枝の先につき点頭
する。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州、沖縄以北

■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　�常緑性、生長に伴い長くのびた枝は分岐し、地について根を生じ
る。繁殖は這う茎と胞子による。胞子は初秋から熟し始め、風で散
布される。

■生育環境　�暖帯の湿地や湿った林道の法面、古い水田の土手など向陽地で酸性
土壌地帯に分布する。群落にはしばしばモウセンゴケやホラシノブ
が加わる。

■危険要因　土地造成、道路工事、湿地開発、自然遷移

(米山競一）

■選定理由　生育地が稀で、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�つる状の草本、茎は扁平なひも状で長く地上をはう。側枝
は斜上し、樹枝状・扇型に分枝する。小枝は著しく扁平。
胞子嚢つける穂は側枝に２～５個できる。

■国内分布　北海道、本州（近畿以北）、四国

■県内分布　白山高地区

■生態など　�常緑生の地表植物、繁殖は匍匐する茎と胞子による。胞子は夏に熟
し風で散布する。

■生育環境　山地帯の稜線樹林下のやや陰湿なところに生育する。

■危険要因　道路工事、踏みつけ

(米山競一）

小野ふみゑ

　白井伸和
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190

エゾノヒメクラマゴケ イワヒバ科　

Selaginella helvetica (L.) Spring

ヒメクラマゴケ イワヒバ科　

Selaginella heterostachys Baker

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　分布域が狭く、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�葉は小さく、茎は細くはい、よく分枝する。胞子嚢の枝は
直立し、１～２回叉状に分枝する。

■国内分布　本州（島根、京都、中部以北）及び北海道の山岳地帯。

■県内分布　南加賀区

■生態など　�常緑性の着生植物、胞子嚢のつく枝は冬枯れる。繁殖は匍匐する茎
と胞子による。胞子は夏に熟し、風で散布する。

■生育環境　亜高山帯、山地帯の岩上、岩壁

■危険要因　道路工事、その他（生育基盤の崩落）

(米山競一）

■選定理由　分布域が狭く、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�葉は黄緑色で、小さく、茎は地上をはう部分と胞子嚢穂を
付けて直立する部分からなる。

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　南加賀区

■生態など　�常緑性の地表植物で、匍匐する茎は細く疎らに分枝し、直立茎は夏
に出て晩秋には枯れ、このころ基部に匍匐茎を出して越冬する。繁
殖は匍匐する茎と胞子による。胞子は夏に熟し、風で散布する。

■生育環境　山野の路傍、林縁、崖地

■危険要因　森林伐採、河川開発、動物食害、林道工事

(米山競一）

小野ふみゑ

　林　二良
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カタヒバ イワヒバ科　

Selaginella involvens (Sw.) Spring

ヒモカズラ イワヒバ科　

Selaginella shakotanensis (Franch. ex Takeda) Miyabe et Kudo

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 該当なし

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：ＲＯ）

■形　　態　�葉は鱗片状・小型で密に付く、地上茎と地下茎があり、地
下茎は浅く苔の下や地中をはう。地上茎は３～４回分枝
し、長卵形の葉身状に広がり、下部は葉柄状になる。

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　南加賀区

■生態など　�常緑性の着生植物、冬季は紅色を帯びる。繁殖は地下茎と胞子によ
る。胞子は夏頃から熟し、風散布する。

■生育環境　低い山地の渓流や陰湿な場所の岩上、岩壁に生育する。

■危険要因　河川開発、自然遷移、産地局限

(米山競一）

■選定理由　分布域が狭く個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�葉は小型で針状線形に密生する。葉の辺縁にはまばらな毛
がある。茎は長く、絡まってはう。

■国内分布　北海道、近畿以北の本州

■県内分布　南加賀区

■生態など　�常緑性の着生植物、地表植物で、耐寒性が強い。繁殖は匍匐する茎
と胞子による。胞子は風で散布される。

■生育環境　山地帯の岩上及び地上に生育する。

■危険要因　道路工事、産地局限、自然遷移

(米山競一）

　白井伸和

　白井伸和
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イワヒバ イワヒバ科　

Selaginella tamariscina (P.Beauv.) Spring

アカハナワラビ ハナヤスリ科　

Botrychium nipponicum Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�全県的に分布しているが園芸ブームによって大量に採取さ
れて激減。（現況：Ｖ－）

■形　　態　�根は褐色で、茎のように見えるものを仮茎という。仮茎の
先には葉のように見える茎を多くつくる。茎は２～３回分
岐する。葉の縁には細かい鋸状の歯があり、葉の先には糸
状の突起がある。葉は鱗片状で２型あり、４列につける。
胞子嚢穂は四角柱で、枝先に１個つける。

■国内分布　北海道南部から本州、四国、九州、沖縄、小笠原諸島

■県内分布　口能登区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　�常緑性の着生植物である。耐寒性はきわめて強く寒い地方では冬は
休眠し、葉が巻き込み紅色を帯びる。やや好陰湿潤地性で繁殖は胞
子による。ごく稀に枝の先に近い部分が発根して分岐し、独立体に
なることがある。

■生育環境　山地の岩上や岩壁、渓流の岸壁などに生育する。

■危険要因　河川改修、道路工事、園芸採取

(米山競一）

■選定理由　生育地が稀で、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�外見はオオハナワラビによく似る。栄養葉（裸葉）は３回
羽状深裂、生長した葉には毛がないが葉脈はよく見える。
葉の長さ、幅ともに１０ｃｍ前後で小羽片は尖る。胞子
は、オオハナワラビのような瘤が無く平滑である。

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　外浦区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　�夏から秋まで緑色で、冬は両面赤変する。繁殖は胞子による。胞子
葉は11月下旬に枯れ、裸葉は翌年４月に枯れる。

■生育環境　陽当たりの良い樹林下に生育する。

■危険要因　園芸採取、土地造成、自然遷移

(米山競一）

　林　二良
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コヒロハハナヤスリ ハナヤスリ科　

Ophioglossum petiolatum Hook.

ヒロハハナヤスリ ハナヤスリ科　

Ophioglossum vulgatum L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　分布域は広いが個体数が少ない。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�葉は２形あり、栄養葉は広卵形または長楕円形、葉の基部
は急に細くなり、葉柄のあるものが多い。胞子葉は葉柄基
部からでる。上部は胞子嚢穂になり、基部以下は共通柄に
なる。

■国内分布　本州、四国、九州、小笠原島

■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　�夏緑性の地中植物で、繁殖は根にある不定芽と胞子による。胞子は
初夏に熟し始め、風で散布される。

■生育環境　境内、野原、路傍、墓地、庭園などに生育する。

■危険要因　踏みつけ、管理放棄、自然遷移、産地局限、その他（除草剤使用）

(米山競一）

■選定理由　分布域は広いが個体数が少ない。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�葉は１枚で広卵形ないし楕円形。通常長さ５～10cm。稀
に12cmに至ることもある。胞子葉のあるものは小柄がな
くて葉は心形で脚を抱く。葉脈の網目は細かくて二次脈も
見える。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州、対馬、種子島まで。

■県内分布　外浦区、内浦区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　�夏緑性、栄養葉は胞子葉とともに５月に現れ、胞子は初夏に熟し始
め、風で散布される。植物体は７月から８月の間に枯れる。繁殖は
根に生ずる不定芽と胞子による。不定芽による繁殖力が旺盛なた
め、しばしば群落を作る。

■生育環境　墓地、寺院や神社の境内などに生育する。

■危険要因　森林伐採、自然遷移、管理放棄、産地局限

(米山競一）

　林　二良
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ハマドクサ トクサ科

Equisetum hyemale L. var. schleicheri Milde

イヌスギナ トクサ科　

Equisetum palustre L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�個体数が増加しているが生育地が１か所のみである。（現
況：Ｒ＋）

■形　　態　�トクサの変種で全草がトクサに似る。茎の鞘部筒がトクサ
では直径と同じ４～８mmに対して、ハマドクサでは10～
15mmと直径よりも長い。

■国内分布　北海道、本州

■県内分布　内浦区

■生態など　�常緑性、通常分岐せず直立する。地下茎は短くはい、地上近くで多
く分岐する。半地中植物ないし地表植物。繁殖は地下茎と胞子によ
る。胞子は６月頃熟し始め風で散布する。

■生育環境　海岸の砂地に生育する。

■危険要因　海岸開発

■特記事項　珠洲市指定天然記念物

（米山競一）

■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　�地上茎は緑色で輪状に規則正しく枝を出すが、ときには枝を出さない
ものもある。鞘の先の歯片は縁に透明な膜質があるが、後に褐色から
黒色になる。茎は先が伸びるが分枝しない。胞子のう穂は茎の先端に
つく。スギナの品種ミモチスギナに似ているが、本種には地下茎に細
毛がないので区別できる。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州

■県内分布　口能登区、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　水田畦畔、休耕田など日当たりのよい湿地に生育する。

■危険要因　土地造成、道路工事、自然遷移

(米山競一）

白井伸和
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アオホラゴケ	 コケシノブ科　

Crepidomanes insigne (Bosch) S.H.Fu

ウチワゴケ	 コケシノブ科　

Gonocormus minutum (Blume) K.Iwats.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 該当なし

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が少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�根茎は細く、長くはい、褐色の毛を密生する。葉は２回羽
状複生で疑脈がある。裂片の頭部は尖らない。葉柄に翼が
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　�常緑生の着生植物、繁殖は根茎と胞子による。胞子は初夏に熟し始
め、風で散布する。

■生育環境　陰湿な樹林下の岩上や岩壁に着生する。

■危険要因　森林伐採、道路工事、河川開発、自然遷移、管理放棄、産地局限

(米山競一）

■選定理由　生育地が稀で個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�葉は単葉で扇形から腎形で掌状に切れ込み、ごく小型であ
る。根茎は細くて長くはう。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州、小笠原諸島

■県内分布　外浦区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　�常緑性の着生植物、繁殖は根茎と胞子による。胞子は初秋から熟し
始め、風散布する。

■生育環境　低地の陰湿な樹林の岩上や岩壁または樹幹に群生する。

■危険要因　森林伐採、道路工事、河川開発、自然遷移、産地局限

(米山競一）

　本多郁夫
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ヒメコケシノブ コケシノブ科　

Hymenophyllum coreanum Nakai

ホソバコケシノブ コケシノブ科　

Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 該当なし

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が少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�葉は２回羽状複生。胞膜、胞子嚢は棒状で、葉の先端に付
く、根茎は細く長く、葉は軸に鋭角に付き、下垂する。

■国内分布　北海道、本州、四国

■県内分布　南加賀区

■生態など　常緑生の着生植物、繁殖は根茎と胞子による。

■生育環境　山地帯の樹林下のやや陰湿な岩上、岩崖、樹幹などに生育する。

■危険要因　河川開発、自然遷移、産地局限

(米山競一）

■選定理由　生育地が限られ、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�常緑生で分岐した細い葉を下垂する。葉は３回羽状深裂、
裂片の幅は狭く50～70度の角度で軸に付く。

■国内分布　本州（東北南部以西）、四国、九州及びその属島。

■県内分布　南加賀区

■生態など　�着生ないし半地中植物、根茎と胞子によって繁殖する。胞子は晩秋
頃から熟し始め、風散布される。

■生育環境　山地の山林中の陰湿な岩崖に着生する。

■危険要因　自然遷移、産地局限

(米山競一）

　林　二良
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オウレンシダ コバノイシカグマ科　

Dennstaedtia wilfordii (T.Moore) H.Christ ex C.Chr.

オオフジシダ コバノイシカグマ科　

Monachosorum flagellare (Maxim. ex Makino) Hayata

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 該当なし

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が少ない。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�根茎は長くはい、褐色の軟毛がある。葉はやや密生して、
直立する。葉に２形あり、胞子葉は３回羽状深裂、栄養葉
は２回羽状複生し、葉柄下部が黒ずむ。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州。

■県内分布　口能登区、南加賀区。

■生態など　�夏緑性の着生植物または半地中植物である。繁殖は根茎と胞子によ
る。胞子は夏に熟し始め、風で散布する。

■生育環境　山地の湿った岩上や地上に生育する。

■危険要因　道路工事、自然遷移、産地局限。

（米山競一）

■選定理由　生育地が稀で個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�根茎が斜上し、葉を叢生し下垂する。葉は２回羽状複生から３回羽状
深裂する。

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　南加賀区

■生態など　�常緑生の着生植物、半地中植物で、秋に中軸の先が伸びて無性芽を
生ずることがある。また、中軸上に、むかごができ、さらに羽軸先
端や羽軸上にも無性芽ができることがある。繁殖は、無性芽と胞子
による。胞子は夏に熟し始め、風で散布する。

■生育環境　�山地樹林下のコケの生えている陰湿な岩上、岩壁、地上などに生育
する。

■危険要因　森林伐採、動物食害、産地局限

(米山競一）

　林　二良
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コバノヒノキシダ チャセンシダ科　

Asplenium sarelii Hook.

ヒメイワトラノオ チャセンシダ科　

Asplenium capillipes Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 該当なし

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が少ない。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�葉は短く斜上した根茎から集まって出る。葉身は卵形、２
回～３回羽状複葉で深く切れ込む。葉柄の基部に鱗片をつ
けるが鱗片には毛がない。羽片は長三角形で柄がある。裂
片はくさび形で鋭い鋸歯があり、胞子嚢群を１～３個つけ
る。包膜は細長い楕円形である。

■国内分布　本州、四国、九州、屋久島、種子島、小笠原諸島

■県内分布　加賀中央区、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。やや好陽地性があり、
耐石灰岩性が少しある。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　山野の岩上、岩壁ときには路傍の石垣の間に生育する。

■危険要因　道路工事、自然遷移、産地局限、その他（石垣改修）

（米山競一）

■選定理由　生育地が稀で個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�根茎が短く斜上し、葉は２～３回羽状複生する。葉は地に
接してロゼット状に叢生する。葉長はほぼ３～６cm程度で
小型の草本である。

■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　�イワトラノオに似るが中軸状に無性芽を生じ、胞子が大型になる。
繁殖は無性芽と胞子による。胞子は夏に熟し始め、風で散布する。

■生育環境　�山地の樹林下のやや陰湿な場所。通常石灰岩上に生える。県内では
渓流や歩道に接する岩壁や大きな岩に着生する。

■危険要因　森林伐採、河川開発、ダム建設、道路工事、自然遷移、産地局限

(米山競一）

林　二良
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クモノスシダ チャセンシダ科　

Asplenium ruprechtii Sa.Kurata

イチョウシダ	 チャセンシダ科　

Asplenium ruta-muraria L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 該当なし

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が少ない。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�葉は単葉で革質、全縁で短く立った根茎から葉を四方に広
げるか、あるいは斜上して群がって生える。基部はくさび
形で広いが、先はしだいに細くなり、つる状にのびた先に
新しい芽をつける。葉柄下部には暗褐色の鱗片が密生す
る。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州、対馬

■県内分布　口能登、加賀中央区、南加賀区

■生態など　�常緑性の着生植物である。耐石灰岩性で乾燥にも強い。好陰湿潤性
があり、繁殖は胞子と無性芽による。胞子は初夏に熟し始め、風で
散布する。

■生育環境　温帯から暖帯にかけて、石灰質の露岩上に着生する。

■危険要因　�河川開発、道路建設、ダム建設、園芸採取、自然遷移、その他（露
岩崩壊）

(米山競一）

■選定理由　生育地が稀で、個体数が少ない。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�塊状の小さい根茎から少数の葉をのばす。葉柄は葉身より
長い。葉は１回羽状複葉小羽片が扇形でイチョウの葉に似
ており、縁に鋸歯がある。葉柄の基部には黒褐色の狭被針
形の鱗片がつく。胞子嚢群は小羽片の中央に集まってつ
く。

■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　�常緑性の着生植物である。代表的な好石灰岩植物で好陰湿潤地性、
繁殖は胞子による。胞子は夏季に熟し、風で散布する。

■生育環境　暖帯から亜寒帯までの、石灰質のコケの生えた岩上に生育する。

■危険要因　�道路工事、管理放棄、自然遷移、産地局限、石灰採掘、その他（岩
場の崩壊）

(米山競一）

��本多郁夫

　白井伸和

0 20 40km

0 20 40km

県内の分布

県内の分布



200

イワトラノオ チャセンシダ科　

Asplenium tenuicaule Hayata

イブキシダ ヒメシダ科　

Thelypteris esquirolii (H.Chirst) Ching var. glabrata (H.Christ) K. Iwats.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 該当なし

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が少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�根茎は短く斜上し、葉を叢生する。葉は２～３回羽状複生
する。　

■国内分布　北海道、本州、四国、屋久島以北の九州

■県内分布　南加賀区

■生態など　岩上や岩壁に生育する着生植物で、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　山地の陰湿な樹林下のコケの生えた岩上、岩壁に生育する。

■危険要因　道路工事、自然遷移、産地局限

(米山競一）

■選定理由　�生育地が少なく、開発された林縁や河川流域である。（現
況：Ｒ－）

■形　　態　�葉は短くはった根茎から接近して生える。２回羽状複葉で
深く切れ込み、25～30対の羽片をつける。羽片の基部
には小さな突起がある。鱗片は黒褐色で葉柄にまばらにつ
く。葉柄、葉軸、葉脈に毛をつける。胞子嚢群は縁よりに
つき、胞子を包む包膜は円い腎臓形である。

■国内分布　本州、四国、九州、沖縄、種子島、屋久島

■県内分布　内浦区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　�暖地では常緑性であるが寒地では夏緑性になる。半地中植物または
地表植物である。やや好陰湿地性、繁殖は根茎と胞子による。胞子
は初夏に熟し始め、風で散布する。

■生育環境　河川流域岸辺、川沿いの林縁などに生育する。

■危険要因　河川開発、道路工事、自然遷移、ダム建設

(米山競一）

�本多郁夫
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ウスヒメワラビ ナヨシダ科　

Acystopteris japonica (Luerss.) Nakai

タカオシケチシダ メシダ科　

Cornopteris decurrenti-alata (Hook.) Nakai f. musashiensis (Nakai) Nakaike

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 該当なし

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：ＲＯ）

■形　　態　�根茎はやや太く長くはい、葉を散生する。葉は３回羽状複
生で両面に白色の軟毛が生える。羽片は対生で鈍角に交わ
る。葉柄は紫褐色で折れやすい。

■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　�夏緑生の半地中植物で、繁殖は根茎と胞子による。胞子は夏季に熟
し始め、風で散布する。

■生育環境　低地から山地帯下部にかけて、陰湿な樹林下の地上に生育する。

■危険要因　森林伐採、道路工事、管理放棄、自然遷移、産地局限

(米山競一）

■選定理由　�生育地が少なく、開発の影響を受けやすい山麓に生育す
る。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�葉は２回ないし３回羽状複葉で柔らかく、葉の裏面の脈上
に毛が生える。葉柄はなく、無柄状の羽片をつける。裂片
は先端が円頭で縁に鋸歯がある。胞子嚢は線形で包膜がな
く、分岐するものが混じる。根茎は短く横にはう。

■国内分布　本州、四国、九州（屋久島以北）

■県内分布　口能登区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　�夏緑性の半地中植物である。好陰地性、繁殖は根茎と胞子による。
胞子は初夏に熟し始め、風で散布する。

■生育環境　�ヤブツバキクラス域およびブナクラス域の林下の湿ったところに生
育する。

■危険要因　道路整備、森林伐採、宅地造成、河川工事

(米山競一）

米山競一

　林　二良
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ヒカゲワラビ イワヤシダ科　

Diplazium chinense (Baker) C.Chr

ミヤマノコギリシダ イワヤシダ科

Diplazium mettenianum (Miq.) C.Chr.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　分布地が稀で、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�根茎は横にはい、葉の一部が重なるように接して生える。
葉は３回羽状複生、葉身はほぼ３角形、葉柄基部に黒褐色
で全縁披針形の鱗片が付く。

■国内分布　本州、四国、九州（沖永良部島以北の九州）

■県内分布　内浦区、中能登区、口能登区、南加賀区

■生態など　�夏緑性の半地中植物、繁殖は根茎と胞子による。胞子は初夏に熟し
始め、風で散布する。

■生育環境　低地、樹林下の陰湿な場所の地上に群生する。

■危険要因　�森林伐採、河川開発、湿地開発、道路工事、踏みつけ、自然遷移、
産地局限

(米山競一）

■選定理由　分布地が稀で、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�葉は単羽状複生、羽片は中裂から深裂する。葉はやや堅い
草質。

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　南加賀区

■生態など　�常緑性の半地中性植物で、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　山林の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

■特記事項　�羽片の幅が広く深裂し、さらに葉質が薄く、夏緑性である。ウスバ
ミヤマノコギリシダvar.�tenuifolium�Kurataを含む。

(米山競一）
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サイゴクベニシダ オシダ科　

Dryopteris championii (Benth.) C.Chr. ex Ching

ツクシイワヘゴ オシダ科　

Dryopteris commixta Tagawa

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 該当なし

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が少ない。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�根茎を斜上し、葉を叢生する。葉は２回羽状複生し、やや
革質である。葉柄の中軸には赤褐色の鱗片を圧着密生す
る。小羽片の基部は耳状に広がる。

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　中能登区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　�常緑生の地上植物で、繁殖は胞子による。無配生殖を行う。胞子は
夏に熟し始め、風で散布する。

■生育環境　�照葉樹林下、スギ植林下およびその林縁のやや乾燥したところに生
育する。

■危険要因　森林伐採、土地造成、道路工事、管理放棄、自然遷移、産地局限

(米山競一）

■選定理由　生育地が稀で個体数が少ない。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�根茎は太く直立し、葉を叢生する。葉は羽状複性、羽片の数は少な
く15～20対（イワヘゴは20～30対）、胞膜はごく小さい。

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　口能登区

■生態など　�常緑生の地表植物で、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　低地の樹林下の陰湿な場所に生育する。

■危険要因　森林伐採

(米山競一）

�林　二良
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キヨズミオオクジャク オシダ科　

Dryopteris namegatae (Sa.Kurata) Sa.Kurata

ヒメイタチシダ オシダ科　

Dryopteris sacrosancta Koidz.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　分布域が広いが個体数が少ない。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�根茎は太く、葉を叢生する。単羽状複生で、葉身は中央で幅が最大
となり、下部で狭まる。イワヘゴに似て葉柄や中軸の鱗片が黒くて
かたい。

■国内分布　本州、四国、九州。

■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　�常緑生の地表植物で、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　低地の樹林下の陰湿な場所に生育する。

■危険要因　森林伐採

（米山競一）

■選定理由　生育地が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３回羽状複生し、黄緑色で光沢が
ない。葉柄には光沢のある黒色の鱗片がつく。

■国内分布　本州（福島県以北）、四国、九州

■県内分布　内浦区、口能登区

■生態など　�常緑の地表植物でやや陰陽地的で、繁殖は根茎と胞子による。胞子
は初夏に熟し始め、風で散布する。

■生育環境　低地の明るい樹林下、路傍の斜面などに生育する。

■危険要因　道路工事、森林伐採

(米山競一）

米山競一
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タニヘゴ オシダ科　

Dryopteris tokyoensis (Makino) C.Chr.

オオキヨズミシダ オシダ科　

Polystichum tsus-simense (Hook.) J. Sm.  var. mayebarae (Tagawa) Sa.Kurata

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 該当なし

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が少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�根茎は太く直立する。葉は大形の単羽状複生で直立して叢生する。下
部の羽片葉著しく短縮する。

■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、南加賀区

■生態など　�夏緑性の地表植物である。耐陽地性で寒い地方の明るい湿地に群生
する。繁殖は胞子による。

■生育環境　比較的明るい湿地に生育する。

■危険要因　�森林伐採、河川開発、動物食害、自然遷移、産地局限、その他（土
砂流入）

(米山競一）

■選定理由　生育地が稀で個体数が少ない。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�常緑で２回羽状複葉。小羽片の上半は羽軸に沿着する。柄
の鱗片は褐色または暗褐色、中軸の鱗片は細く、子嚢群は
葉の先端から着き、中肋へやや寄る。

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　中能登区、口能登区、南加賀区

■生態など　�常緑性の半地中植物または地表植物である。地上から葉を叢生し、
群生する。好湿潤地性、繁殖は胞子による。胞子は晩春頃から熟
し、始め、風で散布する。無配生殖も行う。

■生育環境　ヤブツバキクラス域の下部の川沿いや谷間に稀に生育する。

■危険要因　森林伐採、河川改修、土地造成、道路工事、自然遷移、産地局限

(米山競一）
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　林　二良
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ヒメノキシノブ ウラボシ科　

Lepisorus onoei (Franch. et Sav.) Ching

ミヤマビャクシン ヒノキ科　

Juniperus chinensis L. var. sargentii A.Henry

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が稀である。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�単葉で線状形、その先端は円頭、葉長は３～10cm、葉質
は革状草質。

■国内分布　北海道南部、本州、四国、九州（屋久島以北）

■県内分布　口能登区

■生態など　�常緑生の着生植物、繁殖は根茎と胞子による。胞子は初冬に熟し始
め風散布。

■生育環境　山地の樹上や岩上などに生育する。

■危険要因　森林伐採、自然遷移、自然災害

(米山競一）

■選定理由　�園芸用採取で激減し、ごく限られた危険な場所に生育す
る。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�葉は深緑色で鱗状葉と針状葉の二形だが、ほとんどが鱗状
葉である。鱗状葉は皆同形で微細な腺毛を散生する。枝に
表裏の別がない。球果は径約５mmで粉白色を帯びる。

■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、白山高地区

■生態など　�常緑低木で幹は地表をはうか、または崖からたれる。花は６月に咲
き、球果は翌年に成熟する。

■生育環境　�山地帯および亜高山帯の岩場に生育する。北地では海岸に生育す
る。石灰岩上に多い。

■危険要因　産地局限、その他（自生地の崩壊）

（米山競一）

　白井伸和

林　二良
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ハイネズ ヒノキ科　

Juniperus conferta Parl.

ヒノキアスナロ ヒノキ科　

Thujopsis dolabrata (L.f.) Siebold et Zucc. var. hondae Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�海岸開発、園芸用採取で減少し、ごく限られた場所にのみ
生育する。（現況：Ｖ－）

■形　　態　�葉は鋭針形で３個輪生、その基部に関節があり、落ちる
時はこの部分からとれる。毬果は大きく長さ９mm、径８
mm。鱗片は普通３片で胚珠３個が頂生する。種子は３角状
卵形。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州

■県内分布　外浦区、中能登、南加賀区

■生態など　幹は地表をはうか、または崖から垂れる。

■生育環境　日本海沿岸部

■危険要因　海岸開発、園芸採取、その他（海岸浸食）

(米山競一）

■選定理由　自生地は能登外浦地域の一部のみである。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�葉はアスナロより小さく、鱗状葉で下面には白色の著しい
気孔群がある。球果は熟せば帯赤褐色となる。球果の鱗片
はほとんど円形で先の突起は僅かに隆起するが、アスナロ
ほどではない。

■国内分布　北海道（渡島半島）、本州北部、佐渡

■県内分布　外浦区

■生態など　�常緑高木。生長に伴い樹皮は縦に裂け暗赤褐色となる。樹幹は多く
は円錐形だが、老年期は釣り鐘形となる。

■生育環境　ブナクラス域の下部に分布。

■危険要因　森林伐採

■特記事項　�石川県の木。石川県指定天然記念物。津幡町、宝達志水町指定天然
記念物。

(米山競一）

　林　二良
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ウマノスズクサ ウマノスズクサ科　

Aristolochia debilis Siebold et Zucc.

フタバアオイ ウマノスズクサ科　

Asarum caulescens Maxim.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�生育地が広い範囲に点在しているが、個体数が少ない。全
国的分布域からも貴重である。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�植物全体に一種の臭気がある。茎は細く、よく分枝する。
上部はつるになって他の植物に巻きつく。葉は３角状狭卵
形、ヤマノイモ状で青味があり、基部は心形、基部両側は
耳状で先は円形、葉柄がある。葉腋に長いラッパ形の緑紫
色の花を１個つける。果実は朔果で球形をしている。

■国内分布　本州（関東以西）～九州

■県内分布　南加賀区、加賀中央区、口能登区、中能登区、内浦区、外浦区

■生態など　�長さ１～５ｍに伸びる多年生つる草である。開花期は７～８月。

■生育環境　土手の草地ややぶの付近にややまれに生える。

■危険要因　�河川開発、草地開発、土地造成、道路工事、農薬汚染、踏みつけ、
管理放棄

■特記事項　ジャコウアゲハの食草である。

（中野真理子）

■選定理由　�石川県内の生育地は少ない。現存個体数も少ない。（現
況：ＲＯ）

■形　　態　�葉は薄く、２枚対生状につき、葉身は心臓形で、基部は深
い心形で、へりには長い毛が規則正しく並んでいる。花は
淡紅色で葉腋から細い柄を出して地表近くに下向きに咲
く。花弁はなく、花筒はわん形で内側に隆起がない。果実
は偽漿果で、種子は卵形でしわがある。

■国内分布　本州（東北地方南部以南）、四国、九州

■県内分布　南加賀区、口能登区

■生態など　�高さ15cmほどの小形多年草である。開花期は５月。

■生育環境　湿った樹陰の林床に生育する。

■危険要因　森林伐採、園芸採取、道路工事、自然遷移、産地局限

（中野真理子）

　本多郁夫

　本多郁夫
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ウスバサイシン ウマノスズクサ科

Asarum sieboldii Miq.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�産地がごく限られている。個体数も極めて少ない。（現
況：ＲＯ）

■形　　態　�茎の先に２個の葉が偽対生につき、柄は汚紫色で長い。葉
は薄く、卵心形で長さ５～８cm、先は急にとがり、基部は
深い心形、表面は光沢がない。花は茎の先の２葉柄の間に
１個つく。花は淡汚紅紫色で１～1.5cmで、萼裂片は３角
状広卵形で先がとがり、縁は外に反り返る。果実は径13mmあり、
種子は長楕円形でしわがある。

■国内分布　本州～九州北部

■県内分布　南加賀区

■生態など　�小形多年草である。開花期は４～５月。茎は多節、細い根を出す。

■生育環境　山地のブナ林などの落葉広葉樹林下のやや湿った林床に生える。

■危険要因　�森林伐採、道路工事、園芸採取、自然遷移、産地局限

（中野真理子）

林　二良
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サジオモダカ オモダカ科　

Alisma plantago-aquatica L. var. orientale Sam.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■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　�ヘラオモダカと良く似ているが、やや小形。葉身の基部が
ヘラオモダカでは次第に狭くなって葉柄となるが、本種で
は葉身の基部が丸く、葉柄との境界が明確である。

■国内分布　北海道・本州北部、アジア東北部

■県内分布　加賀中央区

■生態など　�浅い水底から直立する多年生草本。三数性、葉は根生で鋸歯がな
い。花は両性。

■生育環境　水田、池沼など湿地に生育。

■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）

　本多郁夫
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ウリカワ オモダカ科　

Sagittaria pygmaea Miq.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�かつては強力な水田雑草であったが、除草剤の散布や耕作
方法の改良などにより、現在は絶滅危惧種となり、湿潤な
休耕田などに残存する。（現状：Ｖ－）

■形　　態　�ロゼットから、葉柄がなく幅の狭い長葉を展開する。基部
から走出枝を出し、先端には塊茎をつける。花序には下方
に雌花、上方に雄花を一つ着ける。

■国内分布　北海道、本州、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　塊茎による栄養繁殖が顕著。

■生育環境　現在は水田には稀で湿潤な休耕田。

■危険要因　その他。

■特記事項　�もともと水田雑草であるから、耕作が生存の必要条件であり、休耕
田が放置された場合には、自然遷移により、さらに減少する可能性
がある。

（古池　博）

本多郁夫
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クロモ トチカガミ科　

Hydrilla verticillata (L. f.) Royle

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�かつては池、沼、溝などに生育して広く生育が認めら
れたが、1960年代以降激減し、稀産の種類となっ
た。（現況：Ｖ－）

■形　　態　�オオカナダモやコカナダモと紛らわしいことがある
が、本種は夏緑性であるのにたいして、オオカナダモ
は常緑である。コカナダモは葉が輪生、オオカナダモ
は主に４輪生（３～５～８輪生もある）であるが、本種は３～８葉
を輪生する。

■国内分布　�北海道から沖縄まで分布する。アジア、ヨーロッパ、アフリカ、
ヨーロッパに分布。北米に帰化。

■県内分布　中能登区、南加賀区

■生態など　�沈水性の水草。雌雄異種と雌雄同株の２系統があり、前者は全国的
に、後者は主に西日本に分布。雌雄異種のものでは腋生殖芽、雌雄
同株のタイプでは主に地中に塊茎ができ、越冬芽となるという。雄
株と雌株の混生の場合にだけ種子ができる。

■生育環境�　�主に水田などの水路に生育。

■危険要因　�かつての主な危険は除草剤（農薬汚染）であったが、現在では水質
汚濁、自然遷移、オオカナダモなどとの帰化競合が重要。

(古池　博）

　本多郁夫
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イトトリゲモ トチカガミ科 

Najas gracilima (A.Braun ex Engelm.) Magnus

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　石川県ではもともと稀産の種類である。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�非常に細く繊細で、盛んに分枝する。各節に５輪生状に葉を着け、葉
身の大きさは約1.5cm、幅は0.2mmで糸状。葉縁に細かな鋸歯があ
る。葉の基部は葉鞘となり先端は切形で小刺がある。雌雄同株で各節
に１個の雄花と２個の雌花ができる。本種の特徴は各節に２個ずつ果
実ができることであるが、他種でも稀に見ることがあるので他の形質
と併せて検討する必要がある。

■国内分布　�北海道（稀）、本州、四国、九州に分布。東アジアに分布、イタリ
アに帰化という。

■県内分布　�近年の調査では報告がなかったが、2010年、南加賀区、外浦区で
確認された。

■生態など　�沈水性一年生草本。花期は８～９月。かつては水田雑草だったこと
もあるという。

■生育環境　池沼

■危険要因　農薬汚染

（古池　博）

古場田良次
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ミズオオバコ トチカガミ科  

Ottelia alismoides (L.) Pers.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�従来は白山高地区を除き、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。産地もほ
とんど限定されている。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�茎は短く、葉は根生して葉柄があり、葉身は披針形～広卵
形～円形。花は両性花が普通で、がく片は３、花弁も３、
雄しべは６本。果実は２～５cmで縦にひだのあるのが特
徴。

■国内分布　�本州、四国、九州、琉球に分布。アジア、北アフリカ、オーストラ
リアなどに広く分布。

■県内分布　�内浦区、外浦区、中能登区、口能登区、加賀中央区、南加賀区に分
布。

■生態など　�沈水性一年生草本、まれに多年生。水深により葉の形、大きさが非
常に異なる。

■生育環境　�かつての水田雑草であるが、現在は貯水池、ため池などに残存して
生育。

■危険要因　�池沼開発、農薬汚染、水田等の埋め立てによる土地造成、自然遷移
など。

■特記事項　�角野康郎(1994)に従い、ミズオオバコとオオミズオオバコは区別し
ない。

(古池　博）

　本多郁夫
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シバナ シバナ科  

Triglochin asiatica (Kitag.) A. Love et D. Love

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

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

■形　　態　�細長く柔らかい根生葉を持つ多年草。穂状花序は、上下２
層・６個の雄蕊と１個の雌蕊を単位とする「花」の集合。
花被に見えるのは雄蕊の葯壁付属物。苞もない。

■国内分布　�北半球温帯に広く分布し、国内では北海道～九州に分布。
石川県のものは「北の型」で、山口県、愛知県以南は「南の型」で
ある。

■県内分布　奥能登の外浦区および中能登区、舳倉島にのみ分布。

■生態など　�石川県では草丈15～25cmの多年草本で５月ごろから開花。種子と
地下茎で繁殖。群生してシバナ群落をつくる。

■生育環境　�奥能登の外浦海岸や舳倉島の岩石海岸では、波食残丘や波食棚よりも
岸寄りに形成されるベンチ内縁凹地やそれに接続する波食斜面にしば
しば泥が堆積して固化し、そこに塩生湿地植物群落が形成される。

■危険要因　産地局限、個体数の少ないこと、海岸開発、重油汚染など。

■特記事項　�秋に開花する「南の型」は2n＝48で８倍体、春に開花する「北の
型」は2n＝120で20倍体である。文献：岩坪美兼ほか.1998．中
部地方におけるシバナ（広義）の分布と染色体数．植物地理・分類
研究��46：195-199．

（古池　博）

本多郁夫
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タチアマモ アマモ科  

Zostera caulescens Miki

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　県下ではまれな植物で、減少傾向にある。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�根茎から長い枝が出て水中に立ち上がり、枝の下部には花序を着け
るが、上部には葉のみを着ける。アマモに類似するが、本種は、葉
の幅が10～15mm、広い点で区別できる。葉には９本の葉脈があ
る。

■国内分布　北海道、本州中部以北に分布。朝鮮にも分布する。

■県内分布　内浦区

■生態など　深さ６～10ｍの砂地の海底に生育する。

■生育環境　石川県の場合は、残存しているものは湾口の海底。

■危険要因　産地局限、海岸開発、水質汚濁、自然遷移

(古池　博）

0 20 40km
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イトモ ヒルムシロ科  

Potamogeton berchtoldii Fieber

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　もともと少ない種類であるが、近年急減している。（現況：Ｒ0）

■形　　態　�葉は沈水葉だけがあり、独立した托葉があって筒状となり、茎を抱いて
いる。葉は線形で葉の幅は0.7～1.5mm、長さ２～６cm。よく結実
し、果実は長さ２～2.5mm、幅1.5mm。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州、琉球に分布。世界に広く分布する。

■県内分布　�かつては白山高地区を除く全県下に分布した。近年は舳倉島、奥
能登、中能登区、口能登区、加賀中央区、南加賀区からの報告があ
る。

■生態など　�沈水性多年生植物。花期は６～８月、水中で自家受粉する。秋に
なると枝の先端が殖芽となり水底に沈んで越冬する。長さ1.5～
2.5cmでホソバミズヒキモやツツイトモよりはるかに大きい。

■生育環境　湖沼、溜池、水路など。

■危険要因　河川開発、水質汚濁など。

■特記事項　�本県でイトモと報告されているものには、アイノコイトモP.�
orientalis�Hagstr.�がふくまれている可能性がある。

(古池　博）

　ISKW��古場田良次
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県内の分布

ホソバミズヒキモ ヒルムシロ科　

Potamogeton octandrus Poir. var. octandrus

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�石川県では従来も少ない種類であるが、近年減少してい
る。（現況：Ｒ0）

■形　　態　�コバノヒルムシロに類似しているが、本種は花柱が短く、
したがって果実の嘴が短い。また、果実の背稜に低い突起
があるか、あるいは平坦であって、コバノヒルムシロのよ
うに「とさか」状の顕著な突起はない。浮葉の葉身は長さ
が1.5～３cm、幅４～10mm。沈水葉は線状で葉身の長さ３～５
cm、幅0.3～１mm。

■国内分布　本州、四国、九州に分布。アジア、アフリカに分布。

■県内分布　能登と加賀中央区、南加賀区。

■生態など　�６月ごろから秋にかけて、葉腋に殖芽が形成される。殖芽は栄養生
殖ならびに越冬の手段である。

■生育環境　池沼

■危険要因　池沼開発、管理放棄、自然遷移

（古池　博）

　白井伸和
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サルマメ サルトリイバラ科　

Smilax biflora Siebold ex Miq. var. trinervula (Miq.) Hatus. ex T.Koyama

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�石川県では産地の極めて限られた種類である。（現況：Ｒ
Ｏ）

■形　　態　�つる性の半低木で葉は冬に落葉する。類似種はサルトリイ
バラで、これは散形花序に多数の花がつき、葉は大型で巻
きひげは長いが、本種では散形花序に１～３個の黄緑色の
花が着き少数、葉は小型でくさび形、巻きひげは無いか、
あってもごく短いので区別は容易。

■県内分布　南加賀区、白山高地区

■生態など　花期は５月。

■生育環境　林縁などの日当たりのよい場所。

■危険要因　道路工事、踏みつけ、自然遷移

(古池　博）

　白井伸和

アマナ ユリ科　

Amana edulis (Miq.) Honda

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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産の植物である。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�日本列島には、同属の植物は２種のみであるが、本種アマ
ナは花茎に２枚の苞葉を有する。

■国内分布　本州、四国、九州、奄美大島、朝鮮、中国東北部

■県内分布　�能登半島（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　開花期は春期、日光を受けて開く。

■生育環境　川辺や田の畔、夏緑樹林の林床など明るい環境に生育。

■危険要因　自然遷移

(古池　博）

小野ふみゑ、
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エビネ ラン科　

Calanthe discolor Lindl.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�園芸採取ならびに雑木林の管理放棄を原因とする生育環境
の悪化ならびに遷移の進行により、急激に減少しつつあ
る。（現況：Ｒ0）

■形　　態　�石川県にはエビネ属植物が４種自生する。本種は苞が開花
時にも脱落せず、花は中型で８～15個が花茎にまばらに着
き、唇弁は帯紅色または白色で２裂、縁は細裂しない。が
く片の長さは９～15mm。花被片は暗褐色。偽球茎は球形。

■国内分布　�北海道西部、本州、四国、九州、琉球（種分化がある）、朝鮮の済
州島に分布。

■県内分布　奥能登、口能登・加賀中央部ならびに南加賀区。

■生態など　開花期は４～５月。

■生育環境　夏緑樹林、雑木林の林床などに生育。

■危険要因　森林伐採、湿地開発、土地造成、園芸採取、自然遷移

(古池　博）

小野ふみゑ
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県内の分布

ナツエビネ ラン科　

Calanthe puberula Lindl. var. leflexa (Maxim.) M. Hiroe

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�かつてはやや普通の植物であったが、近年園芸採取などに
よって、顕著に減少しつつある。（現況：R0）

■形　　態　�苞は開花時に脱落せず、エビネなどと同様であるが、距が
ないことがサルメンエビネとともに特徴となっている。本
種では、側花弁が広い線形で唇弁は平坦、先端は突出す
る。花色は淡紫色から薄い桃色で特徴があり、20～40cm
の花茎上に10～20花を着ける。この属の同定は花を見るしかない
が、葉は白味を帯びた緑色で、長さ10～30cm、幅３～６cm、縦
じわが多く、先端が尖っていて特徴がある。

■国内分布　�本州、四国、九州、ならびに朝鮮（済州島）、中国南部、台湾に分
布。

■県内分布　奥能登、口能登・加賀中央区および南加賀区。

■生態など　多年生草本。開花期は７～８月。

■生育環境　湿った夏緑樹林の林床。

■危険要因　森林伐採、園芸採取、産地局限

■特記事項　�以前は奥能登にのみ産すると考えられていたが、富士写ケ岳、白山
麓をふくむ南加賀区にも広く産する。

(古池　博）

小野ふみゑ
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ユウシュンラン ラン科　

Cephalanthera erecta (Thunb.) Blume var. subaphylla (Miyabe et Kudo) Ohwi

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�もともとやや稀な植物であったが、近年減少が顕著である。（現況：
Ｒ－）

■形　　態　�ギンランの一変種で、葉が退化して鱗片状、あるいは小型で２cm以
下である。

■国内分布　�本州、四国、九州に分布、北海道にも分布する、と記した文献があ
る。

■県内分布　外浦区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　多年生草本

■生育環境　林床

■危険要因　森林伐採、園芸採取

(古池　博）

　本多郁夫
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ギンラン ラン科　

Cephalanthera erecta (Thunb.) Blume var. erecta

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�かつては普通の植物であったが、近年急激に減少し、ごく
稀な植物となった。丘陵の土地造成、里山の管理放棄など
が主な原因と推定される。（現況：Ｖ－）

■形　　態　�茎は直立して10～30cm。葉は柔らかく、長さ６～８cm、
幅123cm、無毛、３～６個が互生に着き、茎を抱く。花は
白色、唇弁に隆条線がある。種としては種内分化が顕著であ
る。同じ種に属する変種ユウシュンランであるが、この変種
は葉が退化しているので間違えることはない。近縁種はササバギンラ
ンであるが、この種では苞はよく発達し、花序の下部の２花ぐらいま
では、苞が花よりも長い。本種でも下部の２花ぐらいまでは苞がよく
発達するが、そのようなことはない。また、別種のキンランは花が
黄色である。なお、北海道、本州中部以北などに産するエゾギンラン
var.�elegans�Masam.�は、本変種の唇弁の中裂片が楕円形なのに対
して、浅く三裂するものを指している。

■国内分布　本州、四国、九州、さらに朝鮮半島に分布。

■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５～６月。

■生育環境　�丘陵地などの疎林の林床や林縁の明るい場所、林道の路傍などに生
育。

■危険要因　森林伐採、土地造成、道路工事、農薬汚染、園芸採取、踏みつけ

(古池　博）

小野ふみゑ
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ササバギンラン ラン科　

Cephalanthera longibracteata Blume

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�従来はやや普通の植物であったが、近年急激に減少し、稀
産の植物となった。（現況：R0）

■形　　態　�近縁種はギンランであるが、本種では苞がよく発達し、線
形で下部の１～２個は花序よりも長い。ギンランでも下位
の花の苞は発達するがそれほどではなく、形は狭三角形で
ある。

■国内分布　�北海道、本州、四国、九州（大分）さらに朝鮮半島、中国（東北
部）にも分布。

■県内分布　奥能登、口能登区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　多年生草本、開花期は５～６月。

■生育環境　夏緑樹林、スギ植林などの林床や林縁。

■危険要因　園芸採取、自然遷移

(古池　博）

　白井伸和
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ヒメミヤマウズラ ラン科　

Goodyera repens (L.) R. Br.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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ある。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�ミヤマウズラに似てはるかに小さく、葉の長さはミヤマウ
ズラでは２～４cmであるが、本種では１～３cmである。
また、本種では萼片の長さは４～５mmなのにたいして、ミ
ヤマウズラでは８～10mm、本種では唇弁内部は無毛であ
るがミヤマウズラは有毛である。

■国内分布　�北海道、本州（近畿＝大台ケ原以北）、さらに南千島、樺太、朝
鮮、中国（東北部）、シベリア、ヒマラヤ、ヨーロッパ、北アメリ
カに分布。

■県内分布　白山高地区、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　針葉樹林の林床に生育。

■危険要因　現地報告はないが、産地局限や踏み込みが考えられる。

(古池　博）

　白井伸和
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ミズトンボ ラン科　

Habenaria sagittifera Rchb. f.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�かつては県内各地の湿地に生育した稀産の植物であるが、
近年、湿地とともに多くは失われ、きわめて稀な植物と
なっている。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�花は淡緑色で、唇弁の側裂片は線形で、直角に分枝するた
め、十字形となる。茎は広卵形の球茎より出て三角形、高
さ40～70cm程度となる。葉は線形で長さ５～20cm、
茎の下部に数枚着く。花はほぼ８～10mm、穂状に多数着き、距は
15mmに達し、下垂して先端は球状に膨れる。

■国内分布　北海道、本州西南部、四国、九州、さらに中国（中部）に分布。

■県内分布　奥能登、口能登・加賀中央部、南加賀区など県下に広く分布。

■生態など　地生の多年生草本。開花期は７～９月。

■生育環境　日当たりのよい湿地。

■危険要因　池沼開発、土地造成、園芸採取、自然遷移

(古池　博）

　白井伸和
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ホクリクムヨウラン ラン科　

Lecanorchis hokurikuensis Masam.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県下の自然度の高い照葉樹林、特にスダジイ林にしばしば見られる植
物であるが、照葉樹林の消失とともに減少する傾向にある。（現況：
ＲＯ）

■形　　態　�日本のムヨウラン属植物数種のうち、本県には本種のみが分布する。
腐生植物で緑葉はなく、小型の鞘状鱗片がある。花は紫色で、下向き
に咲き、唇弁は分裂せず内面は有毛、子房は約４cm、表面に微細な
突起がある。茎は針金状で高さ20～40cm、数花を総状に着ける。
根茎は深く土中にあり、よく分岐する。

■国内分布　�日本海側の東北、北陸をはじめ、中国地方（島根）、四国（徳
島）、九州（佐賀）などから報告がある。静岡県にも分布。

■県内分布　奥能登、口能登区、南加賀区

■生態など　地生の多年生草本。腐生植物で開花期は６～７月。

■生育環境　スダジイ林、ウラジロガシ林など照葉樹林の林床。

■危険要因　�森林伐採、土地造成、道路工事、踏みつけ、自然遷移、産地局限、
その他。

(古池　博）

　本多郁夫
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ジガバチソウ ラン科　

Liparis krameri Franch. et Sav.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�もともと稀産ではあるが時として見られる種類であった
が、現在は著しく減少している。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�茎は偽球茎で、葉は２枚であるが、唇弁の先端が尾状に突
出する点に特徴がある。花茎は高さ８～20cm。10～20
花を着ける。花色をはじめ、種内分化がある。

■国内分布　�北海道、本州、四国、九州、さらに朝鮮に分布。

■県内分布　加賀中央区、南加賀区

■生態など　地生の多年草草本。開花期は５～７月。

■生育環境　山林の林床に生育。

■危険要因　園芸採取、動物食害

■特記事項　里山の管理放棄なども減少の原因と考えられる。

（古池　博）

　白井伸和
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県内の分布

ホザキイチヨウラン ラン科　

Malax monophyllos (L.) Sw.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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産の植物である。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�地下に小さな偽球茎があり、通常１枚の葉を出し、広卵形
長さ４～８cm、幅３～５cm。花茎は高さ10～30cm、淡
緑色の多数の小花を密に着ける。がく片は2.5mmで、披針
形、開出して反曲。唇弁はがく片と同長、上半部は急に細
く突き出し、やや鋭頭。

■国内分布　�北海道、本州（中部以北）、四国、さらに樺太、朝鮮、台湾、中国
（本土）、ヒマラヤ、シベリア、ヨーロッパ、北アメリカに分布。

■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７～８月。

■生育環境　亜高山帯、ブナクラス域上部の針葉樹林の林床、林縁。

■危険要因　園芸採取、踏みつけ

（古池　博）

　小野ふみゑ
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ノビネチドリ ラン科　

Neolindleya camtschatica (Cham.) Nevski

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�やや稀産の植物であるが、花は美しく、山地帯に生育して採取されや
すい。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�唇弁を除く花被片は互いに離れて、ミヤマモジズリのように兜状にな
ることはない。また、唇弁は単一である。葉は楕円形～狭楕円形で、
縦に折り目があり、縁は波状にちぢれる。根は円筒状に肥厚�するが
掌状にはならない。茎は高さ30～60cm、淡紅紫色の花を多数着け
る。距は子房より短い。

■国内分布　�北海道、本州（中部以北）､四国、九州（宮崎県：現状は不明）、さ
らに樺太、カムチャッカ、朝鮮に分布。

■県内分布　奥能登、口能登・加賀中央部、南加賀区の白山麓。

■生態など　地生の多年生草本。開花期は５～７月。

■生育環境　湿った夏緑樹林の林床、渓畔。

■危険要因　道路工事、園芸採取

(古池　博）

林　二良

ガッサンチドリ ラン科　

Platanthera takedae Makino subsp. uzenensis (Ohwi) K. Inoue

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠB類

■選定理由　�本亜種はミヤマチドリ（広義）Platanthera� takedae�
Makino�の日本海側の亜高山帯・高山帯に自生する地理的
亜種であるが、白山のものは移行的形態のものが多い点が
特色。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�ミヤマチドリに類似するが、その典型は草丈が高いこと、
葉数が3～5枚であること、距がより長く2.4～4ｍｍで楕
円体、などから区別される。

■国内分布　北海道、本州の東北地方の月山、飯豊山などを中心に産する。

■県内分布　白山高地区

■生態など　開花期７～８月。

■生育環境　亜高山帯・高山帯の草原に生育。

■危険要因　自然遷移

■特記事項　�文献：里見信生.1981．ラン科　佐竹義輔ほか（編）．1981．Ⅰn「日
本の野生植物」�Ⅰ草本単子葉類，187-235．平凡社．東京．，遊川知
久.2015.ラン科　Ⅰn�大橋広好ほか（編）.2015.「改訂新版日本の
野生植物．1.�178-276.�PL.125-164.�平凡社.�東京.

（古池　博）

　白井伸和
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コバノトンボソウ ラン科　

Platanthera tipuloides (L.f.)  subsp. nipponica (Makino) Murata

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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：ＲＯ）

■形　　態　�茎の高さは20～40cmできわめて繊細、葉は１個で広線形、長さ３
～７cm、幅３～10mm、基部は茎を抱く。淡緑色の小花を数個、
偏って着ける。距は長く12～18mm、後方に跳ね上がる。唇弁は舌
状で肉質、長さ2.5～４mm。

■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、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６～８月。

■生育環境　日当たりのよい湿った草原に生育。

■危険要因　森林伐採、湿地開発、園芸採取、自然遷移

（古池　博）

　白井伸和
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トンボソウ ラン科　

Platanthera ussuriensis (Regel et Maack) Maxim.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　石川県では稀産の植物である。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�イイヌマムカゴに類似しているが、本種は茎の高さが15～
35cm、２枚の葉は長楕円形または披針形でやや弓なりに
湾曲し、長さ８～13cm、幅１～３cm。穂状花序を着け淡
緑色の小花をやや多数着ける。距は白色で前方に垂れ下が
り、長さ５～６mm。

■国内分布　�北海道、本州、四国、九州、さらに南千島、ウスリー、朝鮮、中国
などに分布する。

■県内分布　内浦、中能登、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　山林の林床。

■危険要因　森林伐採、池沼開発、湿地開発、園芸採取、自然遷移

（古池　博）

　白井伸和
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ヤマトキソウ ラン科　

Pogonia minor (Makino) Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�もともと本県ではやや少ない植物であったが、草地の消失とともに減
少傾向にある。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�トキソウに似ているが、花は上向きで、しかもほとんど開かない。色
は淡紅色。萼片は針状披針形、唇弁は側花弁よりやや短く、中裂片は
長楕円形。

■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、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６～８月。

■生育環境　産地、丘陵の日当たりのよい草地。

■危険要因　園芸採取、自然遷移

（古池　博）

　本多郁夫
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ショウキラン ラン科　

Yoania japonica Maxim.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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。ショウキラン属植物は我が国に
は３種を産するが、そのうちの１種ショウキランが本県に産し絶滅危
惧植物である。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�茎は白色でやや紅紫色をおび、高さ10～25cm。半円形の鱗片葉を
まばらに着ける。花は紅紫色で３～７個が茎頂に着き、長い柄があり
直立する。萼片は長楕円形で長さ22～25mm、花弁は長さ２cm、
唇弁は直立、紫色の斑点があり、無毛。距は淡黄褐色で、７mm、
開口部に黄色の長毛がある。

■国内分布　北海道西南部、本州、四国、九州・屋久島に分布。

■県内分布　南加賀区（白山麓）

■生態など　腐生の多年生草本。開花期は７～８月。

■生育環境　樹林の林床あるいはササ低木林。

■危険要因　道路工事、自然遷移

(古池　博）

　白井伸和
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ミクリ ガマ科　

Sparganium erectum L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�従来、普通の植物であったが、減少して近年は産地、個体数とも著し
く限られるようになった。最近、減少の度合いが緩やかになってき
た。（現況：Ｖ－）

■形　　態　�日本には概ね10種のミクリ属植物が分布し、うち５種が石川県に分
布して、そのうち４種が絶滅危惧植物である。それらは互いに類似種
で、花序の比較なしには、判別は困難な場合が多い。本種は日本のミ
クリ属で最も大型の種で、花序の枝が３本以上であれば本種である
とされる。雌花の花柱の片側にかたよって着く柱頭が糸状で、長さ
３～６mmに達することが特徴。葉の幅は８～15mm。

■国内分布　�北海道、本州、四国、九州に分布。北半球に広く分布し、オースト
ラリアにもあるらしい。

■県内分布　�かつては全県下の池沼に広く分布したが著しく減少した。能登の外
浦区・内浦区・中能登区、口能登区・加賀中央区、南加賀区の分布
が確認された。

■生態など　群生する多年生抽水植物。花期は６～８月。

■生育環境　河川､池沼、水路などの水辺。

■危険要因　�河川開発、池沼開発、湿地開発、土地造成、道路工事、水質汚濁、
自然遷移、その他（溝の浚渫）

(古池　博） 県内の分布

　林　二良

0 20 40km

タマミクリ ガマ科　

Sparganium glomeratum (Beurl. ex Laest.) L.M.Newman

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�従前はやや普通の植物であったが、近年、ほとんど見当た
らない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�類似種との大きな差異は雄花の数が少ないことで、１また
は２個が相接して着き、あるいはまったくないこともあ
る。雌花は腋上生で、雌蕊の長さは２mmときわめて短いこ
とが特徴。直立した葉があり、幅６～12mm。

■国内分布　�北海道､本州（中部以北）。ヨーロッパ、アジア、北アメリカの温帯
～寒帯に分布。

■県内分布　�かつて、加賀中央区、南加賀区、白山高地区に分布したことが記録
上確かめられる。

■生態など　多年生抽水植物。花期は７～８月。

■生育環境　浅水の池沼、河川、水路、湿原の池塘。

■危険要因　�現状では産地局限。激減したのは池沼開発によるものと思われるが
不明。

■特記事項　�本種についてはホソバタマミクリとの区別の問題もあり、かつて
採集された標本を分類学的に精査する必要がある。文献：小牧旌.�
1987.�加賀能登の植物図譜．273，加賀能登の植物図譜刊行会．,石
川植物の会（編）.�1983.�石川県植物誌.�227,�石川県．

(古池　博）

　白井伸和
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ナガエミクリ ガマ科　

Sparganium japonicum Rothert

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�本県では稀な植物で、産地が限られている。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�類似種と比較しての本種の特徴は、花序は分岐せず、少なくとも最
下位から１ないし３個までの雌性頭花には、長さ７～50mmの柄が
あり、上側の頭花は着生で中間は柄が合着して腋上生である。雄性
頭花は雌性頭花から離れて、４～９個着く。果実には約２ｍｍの小
柄がある。草丈70～130cm。葉には状態により、沈水葉と抽水葉
があり、幅８～14mm。

■国内分布　北海道（西南部）、本州、四国、九州。アジア極東地域に分布。

■県内分布　�これまで文献以外には知られていなかったが、近年の調査により中
能登区、加賀中央区から３産地の報告があった。

■生態など　沈水～浮葉多年草。開花期は６～９月。沈水状態のものもある。

■生育環境　湖沼、溜池、河川、水路などに生育。流水域での出現頻度が高い。

■危険要因　河川開発､水質汚濁、その他（溝さらえ）

■特記事項　文献：角野康雄.�1994.��日本水草図鑑.�179.�文一総合出版．

（古池　博）
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ISKW��小野ふみゑ

コガマ ガマ科　

Typha orientalis C. Presl

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�従来も稀産の種であるが、近年著しく減少している。（現
況：Ｒ0)

■形　　態　�類似種はヒメガマとガマである。前者は花序の雄花群と雌
花群の間に花の着かない部分があるが本種とガマにはその
ような部分はない。本種はガマと比較して小型である。本
種は成長の悪いガマと混同される場合があるが、区別点は
本種の葉の細さと花粉が４集粒とならず、単粒であることである。

■国内分布　本州、四国、九州。東アジアの温帯～熱帯に広く分布する。

■県内分布　�かつては能登全域、南加賀区（手取川流域）に分布。近年の調査で
は４産地の報告があり、能登全域（舳倉島・七ツ島を除く）と南加
賀区の分布が確認された。

■生態など　多年生抽水植物。花期は７～８月。

■生育環境　湖沼、溜池、水路、休耕田など。

■危険要因　湿地開発、土地造成、道路工事

（古池　博）

　白井伸和
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ホシクサ ホシクサ科　 

Eriocaulon cinereum R.Br.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�かつては水田雑草としてふつうにみられたものと考えられ
るが、除草剤の使用や圃場整備により減少している。（現
況：Ｒ－）

■形　　態　�葉は多数叢生し、株で幅幅１～２mm。頭花は球形で径４
mm内外。総苞片は長楕円形で、先は鈍く頭花より短い。

■国内分布　本州～琉球

■県内分布　�外浦区（輪島市、志賀町富来地区）、内浦区（能登町、穴水町）、
中能登区（志賀町、羽咋市、七尾市）、加賀中央区（金沢市内川、
金沢市田上）

■生態など　�一年生草本。生育期間は６～10月で、水田では田植え後イネがかな
り大きくなってから発生する。花期は８～９月。

■生育環境　低地の水田や水湿地。

■危険要因　農薬汚染、管理放棄、自然遷移

（白井伸和）

小野ふみゑ
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イトイヌノヒゲ ホシクサ科　

Eriocaulon decemflorum Maxim. var.nipponicum (Maxim.) Nakai

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�湿地の開発や除草剤の使用により近年減少が目立っている。分布情報
は過去の標本記録によるもので、今回の調査では５か所の確認報告が
あったのみ。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�葉は幅１～３mm、葉の先に近い部分は厚みがあり横脈はあまり目立
たない。根に竹の節状の隔壁は目立たない。頭花は幅５～７mm、総
苞片は薄い膜質で頭花より少し長く、先はやや鈍頭。花は２数性で、
柱頭は２岐、子房は２室、萼や花弁の先には細長い粉状の短白毛を密
布する。

■国内分布　本州～九州
■県内分布　�外浦区（輪島市）、内浦区（能登町、穴水町）、中能登区（志賀

町、羽咋市、七尾市）、加賀中央区（金沢市夕日寺町）、南加賀区
（能美市辰口町、小松市、加賀市）

■生態など　一年生草本。花期８～９月。
■生育環境　湿地や水辺。
■危険要因　池沼開発、管理放棄、自然遷移
■特記事項　�高さ20～30cm、頭花は大型でがく片および花弁に白毛が密生する

ものを狭義のイトイヌノヒゲvar.�nipponicum�Nakaiとし、高さ5
～15cm、頭花は小型でがく片および花弁に白毛の少ないものを基
本変種コイヌノヒゲvar.�decemflorumとして分けることがあるが、
本県のものはほとんどが狭義のイトイヌノヒゲに含まれると考えら
れる。

（白井伸和）

　鳥畠昭信
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アズミイヌノヒゲ ホシクサ科　

Eriocaulon mikawanum Satake et T.Koyama var. azumianum Hid.Takah.et Hid.Suzuki

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠB類

■選定理由　�県内では近年認識されたものである。湿地の開発や除草剤の使用に
より減少していると考えられる。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�外見はシロイヌノヒゲに似るが、より繊細に見える。総苞片は頭花
の1.5～２倍、花床には長毛がある。花は基本的に３数性であるが、
明瞭な退化傾向があり、柱頭は１～２岐、子房も１室または２室の
みが発達する。頭花は果期にも著しくは膨らまず、痩果は熟しても
総苞の中に収まっている。

■国内分布　�基準産地の長野県北部のほか、同一と考えられるものが富山県、石
川県に分布。

■県内分布　�外浦区（輪島市山是清）、内浦区（能登町中ノ又、能登町合鹿）、
中能登区（羽咋市滝町、七尾市西三階）、南加賀区（能美市辰口、
小松市長谷町、加賀市一の宮、加賀市水田丸）

　　　　　　分布情報はいずれも過去の標本に基づく。
■生態など　一年生草本。花期８～９月。
■生育環境　湿地や水辺。
■危険要因　池沼開発、管理放棄、自然遷移
■特記事項　�基本変種のミカワイヌノヒゲvar.�mikawanumは、柱頭や子房の

室数に同様の退化傾向をもつが、ずっと小型の植物である。シロイ
ヌノヒゲの種内変異として西日本から記載されたマツムライヌノヒ
ゲ、ナガトイヌノヒゲなども柱頭や子房の室数が２または３と若干
の退化傾向を示すもので、系統的な類縁性が示唆される。。

（白井伸和）

ISKW��白井伸和

シロイヌノヒゲ ホシクサ科　

Eriocaulon sikokianum Maxim.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�湿地の開発や除草剤の使用により近年減少が目立ってい
る。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�葉は幅２～４mm、葉先まで横脈が目立ち、根には竹の節状
の隔壁がある。頭花は幅８～10mm、総苞片は卵状披針形
で頭花の1.2～1.5倍ほど。花は３数性で、柱頭は３岐、子
房は３室、花床には長毛があり、がくや花弁の先には細長
い粉状の短白毛を密布する。頭花は果期には著しく膨らむ。

■国内分布　本州～九州

■県内分布　�外浦区（志賀町富来地区）、中能登区（志賀町、羽咋市、七尾
市）、南加賀区（小松市）

■生態など　一年生草本。花期８～９月。

■生育環境　湿地や水辺。

■危険要因　池沼開発、管理放棄、自然遷移

■特記事項　�従来、アズミイヌノヒゲと混同されていたと考えられることから、
分布については再検証が必要。

（白井伸和）

　小野ふみゑ
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ヒラギシスゲ カヤツリグサ科　

Carex augustinowiczii Meinsh. ex Korsh.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�生育地が白山の一部の限られた環境にあり、個体数も少な
い。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�ナルコスゲに似るがより大型になり、高さ30～60cm。雌
鱗片は黒紫色を帯び、果胞は淡緑色で嘴は短い。

■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　�向陽地の主に流水縁の砂礫地や岩上に生え、密に叢生する多年草。
花期は６～７月。

■生育環境　亜高山帯の渓畔や湿地。

■危険要因　�産地局限。生育地の多くは土石流などの影響を受けやすい不安定な
立地にあり、また砂防工事など人為的影響を受ける可能性がある。

■特記事項　生育地のほとんど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
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県内の分布

ヒメカワズスゲ カヤツリグサ科　

Carex brunnescens (Pers.) Poir.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�白山の一部の限られた場所に生育し、個体数も少ない。
（現況：Ｒ０）

■形　　態　�葉は幅１～２mmで鮮緑色。花茎は細く２～６個の無柄小穂
をつけ、最下の小穂の苞にはふつう刺状の葉身がある。果
胞は長さ２～2.5mmで淡緑色、先は短嘴となる。

■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。花期は６～７月。

■生育環境　亜高山帯～高山帯の池塘の縁や湿った草地。

■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）

　白井伸和
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ホスゲ カヤツリグサ科　

Carex deweyana Schwein. subsp. senanensis (Ohwi) T.Koyama

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由�　�県内では白山の限られた地域に分布し、個体数も少ない。（現況：
Ｒ０）

■形　　態　�葉は幅２～４ｍｍで鮮緑色。花序は５～９個の無柄の小穂をつけ、
下方の小穂の苞には針状の葉身がある。小穂は長さ約10ｍｍ、果胞
の上部は長嘴となり、先に明瞭な２歯がある。

■国内分布　本州（氷ノ山以北の日本海側）。

■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　亜高山帯の林縁や草地。

■危険要因　自然遷移

■特記事項　自生地は白山国立公園内にある。

（白井伸和）

0 20 40km

県内の分布

　ISKW��白井伸和

ダケスゲ カヤツリグサ科　

Carex magellanica Lam. subsp. irrigua (Wahlenb.) Hiitonen

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　生育環境が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�雄小穂は頂生、雌小穂は楕円形で２～３個が側生、長い柄
があり下垂する。

■国内分布　本州（中部以北）。本県が国内の分布の西限。

■県内分布　白山高地区

■生態など　匐枝により拡がり群生する小型の多年草。花期は６～７月。

■生育環境　亜高山帯の池塘の縁などの水湿地。

■危険要因　踏みつけ、湿地の乾燥化にともなう自然遷移。

■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）

白井伸和
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キンチャクスゲ カヤツリグサ科　

Carex mertensii Presc.ex Bong. var. urostachys (Franch.) Kuek.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�白山の限られた地域に分布し、個体数も少ない。（現況：
ＲＯ）�

■形　　態　�高さ30～60cm。小穂は４～８個、長い柄があり下垂し、
各小穂は雌雄性で基部近くに雄花部がある。

■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７月頃。

■生育環境　亜高山帯～高山帯の草地

■危険要因　自然遷移、産地局限

■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

ヤチカワズスゲ カヤツリグサ科　

Carex omiana Franch. et Sav.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�生育環境が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�花茎の上部に３～５個の無柄の小穂をまばらにつける。果胞は熟す
と反り返り、小穂は金平糖状になる。なお、低地生で全体に大型に
なり、果胞の長さ４～５mmのものを狭義のヤチカワズスゲ�var.�
omiana�とし、高山生で全体に小型で果胞の長さ3.5～４mmのもの
を変種カワズスゲ�var.�monticola�Ohwi�として分けることがある。
本県のものは白山のブナ帯から亜高山帯にかけて分布し、やや小
型であるが、果胞の長さは４mm前後で両者の変異幅にまたがるの
で、ここでは細分化せず広義のヤチカワズスゲとして扱った。

■国内分布　北海道～九州（カワズスゲは北海道～本州中部）

■県内分布　白山高地区

■生態など　水湿地に群生する多年草。花期は５～７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、湿地開発

■特記事項　自生地のほとんどは、白山国立公園特別保護地区内にある。

（白井伸和）

　白井伸和
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シラコスゲ カヤツリグサ科　

Carex rhizopoda Maxim.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�能登地方を中心に分布が知られているが、局所的で確認記録も少な
い。今回の調査で、加賀地方にも分布することが新たに確認され
た。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�全体がやわらかなスゲ類で、小穂は１個、花茎に頂生する。

■国内分布　北海道～九州

■県内分布　�外浦区（輪島市、志賀町富来地区）、中能登区（志賀町、中能登町
鳥屋地区）、口能登区（七尾市、中能登町鹿島地区）、南加賀区
（加賀市須谷町）

■生態など　水辺に叢生する多年草。花期は５～６月。

■生育環境　低地～丘陵地の渓畔や林内の水湿地。

■危険要因　湿地開発、自然遷移

（白井伸和）

0 20 40km

県内の分布

ISKW��小野ふみゑ

アシボソスゲ カヤツリグサ科　

Carex scita Maxim. var. tenuiseta (Franch.) Yonek.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　分布域が高山に限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�花茎は上部が下垂し、頂小穂は雄性、側小穂は３～６個つ
き雌性。雌鱗片の先は長い芒になる。

■国内分布　本州（日本海側の高山）

■県内分布　白山高地区

■生態など　ゆるく叢生する多年草。花期は７～８月。

■生育環境　亜高山帯～高山帯の草原

■危険要因　火山噴火、踏みつけ、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）
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ヒゲスゲ カヤツリグサ科　

Carex wahuensis C. A. Mey. var. bongardii (Boott) Franch. et. Sav.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　分布域がごく限られる。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�剛壮なスゲ類。密に叢生し、葉は著しくかたく光沢があ
る。有小穂は花茎に頂生、雌小穂は側生し、いずれも長さ
３～６cmと大型である。

■国内分布　本州（石川県および千葉県以西）～琉球

■県内分布　�舳倉島・七ツ島、外浦区（珠洲市曽々木、志賀町富来地区）。
　　　　　　本県の分布は北限にあたる隔離分布である。

■生態など　潮風に耐えて生育する常緑の多年草。花期は４～６月。

■生育環境　海岸の岩場や斜面に群生する。

■危険要因　海岸開発

■特記事項　自生地はいずれも能登半島国定公園内にある。

（白井伸和）

�　林　二良
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ノテンツキ カヤツリグサ科　

Fimbristylis complanata (Retz.) Link f. exaltata T.Koyama

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�分布記録の多くは古い標本によるもので、近年の確認情報はごく
少ない。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�ヒメヒラテンツキに似るが、短い根茎とともに匐枝があり、小穂
や鱗片はより大きい。

■国内分布　本州～琉球

■県内分布　�内浦区（珠洲市正院町、能登町九里）、中能登区（志賀町）、加賀
中央区（津幡町潟端、津幡町刈安）、南加賀区（加賀市）

■生態など　多年草、匐枝で殖える。花期は６～10月。

■生育環境　低地や海岸の湿地。

■危険要因　湿地開発、土地造成、道路工事

（白井伸和）
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アオテンツキ カヤツリグサ科　

Fimbristylis dipsacea (Rottb.) C.B.Clarke

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　分布域が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�長短多数の花茎を出して叢生し、花茎が倒れてロゼット状
になることも多い。小穂は卵円形で長さ３～５mm。

■国内分布　本州～九州

■県内分布　内浦区（珠洲市）、口能登区（羽咋市、宝達志水町）

■生態など　小型の一年草。花期は８～９月。

■生育環境　池の縁などの日当たりのよい湿地。

■危険要因　池沼開発、湿地開発、管理放棄、自然遷移

（白井伸和）
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県内の分布

ISKW��濱野一郎

イソヤマテンツキ カヤツリグサ科　

Fimbristylis sieboldii Miq. ex Franch. et Sav.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�分布域が限られ、個体数も少ない。海岸植生の衰退により
個体数が急減するおそれがある。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�高さ15～40cm。花序は散形で小穂は１～数個つく。小穂
の長さは10～20mmでこの仲間としては大きめである。
小穂の鱗片の背面に白味がかった微毛があり、痩果は暗色
で格子紋はない。

■国内分布　�本州（千葉県および石川県以西）～琉球。本県は国内の分布の北限
である。

■県内分布　舳倉島、外浦区（輪島市、志賀町富来地区）、中能登区（志賀町）。

■生態など　磯浜の岩や砂礫の隙間に生える多年草。花期は８～10月。

■生育環境　岩石海岸

■危険要因　�海岸開発、波浪による侵食。生育地の多くは汀線と堤防の間の狭い
範囲にあり、地球温暖化による海面上昇とそれにともなう高潮の発
生は、個体群の激減をもたらす可能性が高い。

■特記事項　一部の自生地は能登半島国定公園内にある。

（白井伸和）
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コイヌノハナヒゲ カヤツリグサ科　

Rhynchospora fujiiana Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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。既知の産地の多くは過去の標本記
録によるもので、今回の調査による確認報告は輪島市、穴
水町、能登町、志賀町の計７地点。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�高さ30～100cm、葉は幅１～1.5mm。小穂は長さ５～
６mm、イトイヌノハナヒゲよりは大きいが、イヌノハナヒ
ゲやオオイヌノハナヒゲよりは小型である。刺針状花被片
は果より長く、細くて平滑かわずかにざらつく。

■国内分布　北海道～九州。

■県内分布　�外浦区（輪島市門前、志賀町富来地区）、内浦区（輪島市三井、能
登町柳田地区、穴水町）、中能登区（志賀町、羽咋市、七尾市）、
南加賀区（小松市、加賀市）

■生態など　多年草。花期は７～９月。

■生育環境　平地の湿地や池沼畔。

■危険要因　湿地開発、踏みつけ、管理放棄、産地局限

■特記事項　�刺針状花被片に下向きの小突起があって、ざらつくものはサカゲコ
イヌノハナヒゲと呼ばれ、本県ではこのタイプの方が多い。

（白井伸和）

　林　二良
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イヌノハナヒゲ カヤツリグサ科　

Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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　�オオイヌノハナヒゲによく似るが、花序はやや多くの分花
序にわかれ、小穂は暗色、苞は細く短めである。刺針状花
被片は太く長さは痩果の２～３倍、上向きの微歯があり著
しくざらつく。

■国内分布　本州～九州

■県内分布　�外浦区（志賀町富来地区）、内浦区（能登町、穴水町）、中能登区
（志賀町、七尾市、羽咋市）、南加賀区（小松市、加賀市）。

■生態など　多年草。花期は７～10月。

■生育環境　低地の日当たりのよい湿地。

■危険要因　池沼開発、湿地開発、ゴルフ場、自然遷移

（白井伸和）

林　二良
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ミヤマイヌノハナヒゲ カヤツリグサ科　

Rhynchospora yasudana Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　高山の限られた環境に生育し、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�高さ15～30cm。散房花序は４～６個、少数の小穂をつけて直立。
小穂は長さ５～６mm。

■国内分布　北海道～本州（兵庫県以東の日本海側）

■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　亜高山帯の池塘の縁や水湿地。

■危険要因　踏みつけ、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）

　白井伸和
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シズイ カヤツリグサ科　

Schoenoplectus nipponicus (Makino) Sojak

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　分布域が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�サンカクイに似るが全体に軟らかく、根出葉は長く発達
し、茎頂の苞は10～20cmと長い。

■国内分布　北海道～九州

■県内分布　��外浦区（輪島市、志賀町富来地区）、内浦区（能登町柳田
地区）、中能登区（志賀町、羽咋市、七尾市）

■生態など　多年草。根茎は長く伸び、株は疎生する。花期は７～10月。

■生育環境　池沼の縁や休耕田などの水湿地。

■危険要因　池沼開発、管理放棄、自然遷移、産地局限

（白井伸和）

　白井伸和
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フトイ カヤツリグサ科　

Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�生育地が局所的で少なく、人為的影響を受けやすい環境に
ある。分布情報の多くは過去の標本記録で、今回の調査で
は能登地方を中心とした６地点の確認のみ。

　　　　　　（現況：Ｒ０）

■形　　態　�稈は高さ１～２ｍ、白緑色で断面は円い。花序は稈の頂部
に側生し、４～７個の枝端に１～３個ずつ小穂がつく。

■国内分布　北海道～九州

■県内分布　�舳倉島、外浦区（珠洲市、志賀町富来地区）、内浦区（能登町笹
川）、中能登区（七尾市新保町、中能登町石動山）、口能登区（宝
達志水町押水、かほく市鉢伏）、加賀中央区（津幡町潟端、川北町
下先出、川北町草深）、南加賀区（加賀市大聖寺）

■生態など　�短く横走する根茎があり、ゆるく叢生する大型の多年草。花期は７
～10月。

■生育環境　池沼の縁や休耕田などの浅水中や水湿地。

■危険要因　池沼開発、土地造成、自然遷移

（白井伸和）

　林　二良、花序：白井伸和

0 20 40km

県内の分布

コシンジュガヤ カヤツリグサ科　

Scleria parvula Steud.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�もともと生育地が少なく、近年の確認はごくわずかであ
る。今回調査の確認報告は、志賀町富来地区、能登町、穴
水町の計４地点のみ。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�稈は高さ30～60cm、葉鞘には広い３翼がある。花序は頂
生および腋生し、まばらに小穂をつける。小穂は雄花と雌
花に分かれ、果は球形で裸出。

■国内分布　本州～九州

■県内分布　�外浦区（輪島市、志賀町富来地区）、内浦区（能登町、穴水町）、
中能登区（志賀町）、南加賀区（小松市）

■生態など　叢生する一年草。花期は７～10月。

■生育環境　池沼の縁や水田の畔、休耕田などの日当たりのよい水湿地。

■危険要因　池沼開発、管理放棄、自然遷移、産地局限

（白井伸和）

　小野ふみゑ
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ヒナザサ イネ科

Coelachne japonica Hack.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　県内の分布は局所的で、生育環境も限られる。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�稈は分枝しながら匍匐する。各枝の先に小型の円錐花序を
つける。小穂は長さ2～2.5mmで、１または２個の小花が
ある。

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　�外浦区（志賀町）、中能登区（七尾市、羽咋市）、南加賀区（小松
市）

■生態など　小型の一年草。花期は８～１０月。

■生育環境　山間の貧栄養の湿地。

■危険要因　湿地開発、自然遷移

（白井伸和）
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ISKW��小野ふみゑ

オガルカヤ イネ科　

Cymbopogon tortilis (J.Presl) Hitchc. var. goeringii(Steud.) Hand.-Mazz.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�もともと低山に少なくなかったと考えられるが、里山の環
境変化にともない近年急減しており、今回新たに絶滅危惧
種に加えられた。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�高さ60～100cm。花序は細長く長さ20～40cm、葉状
苞の中から短い枝を側生し、先に長さ1.5～２cmの総を
180°開くように２つずつつける。

■国内分布　本州（東北地方南部）～琉球

■県内分布　�外浦区（志賀町富来地区）、中能登区（七尾市、中能登町、羽咋
市）、加賀中央区（金沢市）、南加賀区（川北町、能美市辰口、小
松市、加賀市）（多くは1970年代以前の標本記録による）

■生態など　多年草。花期は８～10月。

■生育環境　平地から低山地の乾いた草地。

■危険要因　草地開発、土地造成、自然遷移

（白井伸和）

小野ふみゑ
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オオウシノケグサ	（在来高山型） イネ科　

Festuca rubra L. var. rubra

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　��もともと個体数が少ない。外来の系統の移入により競合あるいは交雑の影響を
受けるおそれがある。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�外来の同種は、英名でレッドフェスクまたはクリーピングフェスクと呼ばれ、
牧草や緑化用として移入され国内各地に帰化している。外来のものはより大型
になり、根生葉を多数出してやや密に叢生するが、本種の在来高山型は小型で
根生葉がややまばらで、小穂や葉鞘の一部がは赤紫色に染まることが多く、稈
の節の膨らみが著しく乾いてもしぼまないこと、包穎の先端部に刺針が少ない
ことなども特徴である。両者の間では交雑も起こっていると推測され、区別は
容易でない。

■国内分布　在来の高山型は北海道、本州（中部以北）に分布。
■県内分布　白山高地区
■生態など　多年草、花期は６～８月。
■生育環境　亜高山帯～高山帯の砂礫地や崩壊地。
■危険要因　�外来の系統が、白山スーパー林道や白山砂防に伴う緑化に用いられ、自生地に

隣接する地域でも殖えており、競合または交雑による遺伝的汚染を受けるおそ
れがある。

■特記事項　�本種の在来高山型は、学名上は外来系の基準変種と同じvar.� rubra�が充てら
れるため、和名はいずれもオオウシノケグサと呼ばれ、在来のものと外来のも
のが名称の上で区別されていない。なお、能登半島の海岸草原にも本種の自生
の系統があり、別の変種ハマオオウシノケグサ（var.�muramatsui�Ohwi）
に含められるものと考えられる。外来のオオウシノケグサは海岸付近でも緑
化に用いられており、これについても同様の影響が懸念される。在来の系
統と外来の系統を区別して認識する対策が早急に必要である。文献：本田正
次.1930．Monographia�Poacearum�Japonicarum�．東京大学理学部紀要．,�大井
次三郎.1941．日本の禾本科植物��第一．植物分類地理�10：95-135．

��　　　　　�� N.N.Tsvelev.1984．Grasses�of�Soviet�Union�(Eng.ed.）．A.A.�Bakema,�Rotterdam.
（白井伸和）
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タツノヒゲ イネ科　

Neomolinia japonica (Franch. et Sav.) Honda

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内ではもともと分布域が限定され、個体数も少ない。
（現況：ＲＯ）

■形　　態　�高さ40～80cm。花序は長さ10～20cmで、細い枝が散
開し、先に少数の小穂をつける。果期には先端が乳頭状に
なった果実が裸出し特徴的。

■国内分布　北海道～九州

■県内分布　�外浦区（珠洲市、輪島市門前）、中能登区（中能登町鹿島地区）、
口能登区（宝達山）、南加賀区（手取川沿岸地域）

■生態など　多年草。花期は８～９月。

■生育環境　低山の湿潤な林床。

■危険要因　森林伐採

（白井伸和）

　白井伸和

0 20 40km

県内の分布



238

ミヤマアワガエリ イネ科　

Phleum alpinum L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�高山帯のせまい範囲に生育環境が限られる。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�高さ25～50cmの多年生草本、根茎はあまり伸びず叢生す
る。短い円筒形の花序に密に小穂をつける。

■国内分布　北海道、本州（中部）

■県内分布　�白山高地区。白山では本峰周辺の標高の高い地域にのみ分
布し、別山、三ノ峰など周辺の山岳には見られない。

■生態など　�多年草。種子による繁殖力は強く、新しく生じた裸地によく生え
る。花期は７～８月。

■生育環境　高山帯の砂礫地や低茎草原。

■危険要因　�自然遷移、火山噴火。白山の高山植物の中ではとくに本峰周辺の高
標高地に分布域が限られ、地球温暖化による気候や植生環境の変化
の影響を受けやすいと考えられる。また、南竜ヶ馬場では同属の外
来種オオアワガエリが近接して生育しており,すでに交雑個体も生じ
ていることから、浸透性交雑による遺伝的汚染が拡大するおそれが
ある。

■特記事項　�自生地はすべて白山国立公園特別保護地区内にある。文献：石川県
白山自然保護センター（編）.1995.�白山高等植物インベントリー調
査報告書．石川県白山自然保護センター．

（白井伸和）

　白井伸和
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セイタカヨシ イネ科　

Phragmites karka (Retz.) Trin. ex Steud.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�生育地は県内の３河川のごく狭い範囲に限られる。（現
況：Ｒ０）

■形　　態　�草丈は２～４ｍにもなり、稈も太くヨシよりさらに壮大で
ある。葉身は鋭角的に斜上し、ヨシのようには先が垂れな
い。円錐花序は大型で長さ50cmを超え、小穂は長さ５～
８mmでヨシよりも小さい。

■国内分布　本州（山形県以南）～琉球

■県内分布　加賀中央区（浅野川）、南加賀区（梯川、大聖寺川）

■生態など　ヨシと同様に根茎を伸ばして群生する。花期は８～11月。

■生育環境　河川の高水敷や堤防上。ヨシよりは乾いた環境を好むようである。

■危険要因　�河川開発、土地造成。堤防や河川敷の管理に伴う群落の破壊が懸念
される。

（白井伸和）

　本多郁夫
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ウシクサ イネ科　

Schizachyrium brevifolium (Sw.) Nees ex Buse

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　人里近くに生えるが、近年まれになっている。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�草丈10～40cmほどの繊細な１年生草本。花序は頂生および葉脇に
側生し小型で長さ１～４cm程、１～数本の細い枝（総）が出る。小
穂は有柄のものと無柄のものが総の節ごとに対になってつき、有柄の
小穂は無性で退化し不稔である。

■国内分布　本州（東北地方南部以西）～琉球

■県内分布　�中能登区（七尾市、羽咋市）、口能登区（宝達志水町志雄地区、津
幡町）、加賀中央区（津幡町、金沢市卯辰山）、南加賀区（加賀市
片野）。金沢市、加賀市の記録は古い標本にもとづく。

■生態など　�花期は８～１０月。総は節ごとに折れ、対の２個の小穂がいっしょ
に散布される。

■生育環境　低地や山間部の水田の畔や土手などの湿り気の多い草地に生える。

■危険要因　池沼開発、土地造成、農薬汚染、管理放棄、産地局限

■特記事項　�近年各地で進められた圃場整備事業などにより多くの自生地が消滅
したと考えられる。目立たない植物のため、見落とされている可能
性もある。

（白井伸和）

　本多郁夫
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ヤマエンゴサク ケシ科　

Corydalis lineariloba Siebold et Zucc.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�塊茎に１個の花茎をつける。花茎のある塊茎に根出葉がつ
かない。花は長さ15～25mm。

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　南加賀区

■生態など　多年草。開花期は４～５月。

■生育環境　山中の樹林地。

■危険要因　�森林伐採、草地開発、土地造成、園芸採取、踏みつけ、管理放棄、
自然遷移、産地局限

（中野真理子）

　本多郁夫
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ヒロハヘビノボラズ メギ科

Berberis amurensis Rupr.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�石川県では、生育地が限られている。また個体数もきわめ
て少ない。（現況：Ｒ0）

■形　　態　�幹は分枝し、縦に稜と溝がある。葉腋には鋭い刺がある。
葉は倒卵形、葉の縁には刺毛がある。短枝の先にやや垂れ
ぎみの総状花序を出し、10数個の黄色い花をつける。花序
はほぼ葉と同長、またはより長い。

■国内分布　北海道～九州

■県内分布　外浦区、南加賀区

■生態など　�高さ３ｍの落葉低木。開花期は４～５月。果実は楕円形で赤く熟す
る。

■生育環境　崖斜面、岩場に生育する。

■危険要因　道路工事、自然遷移、園芸採取、産地局限

（中野真理子）

　林　二良
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ハクサンイチゲ キンポウゲ科　

Anemone narcissiflora L.subsp.nipponica (Tamura) Kadota

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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、分布の南限である。個体数が減少
傾向にある。（現況：Ｒ0）

■形　　態　�根出葉は３出複葉で、小葉はさらに細かく裂ける。根出葉
のわきから花茎を伸ばす。花は白色で、立ち上がった花茎
の先に数個ずつ着く。萼片は５個あり、花弁はない。茎葉
は４枚で輪生し、葉柄がない。花茎や葉には白い毛を密生
する。

■国内分布　本州中部の高山草原に生える。

■県内分布　白山高地区の亜高山帯・高山帯に分布する。

■生態など　�高さ20～30cmのやや小形の多年草である。開花期は７～８月。ミ
ヤマキンポウゲ、ハクサンフウロ、ミヤマキンバイ、クロユリなど
と群落をつくっている。

■生育環境　�標高2,000～2,600ｍの岩隙、風衝地、ハイマツ低木林、高茎広葉
草原などと乾燥から湿潤地までと生育域が広い。

■危険要因　道路工事、踏みつけ、自然遷移、産地局限

（髙木政喜）

　白井伸和
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ヤマオダマキ キンポウゲ科　

Aquilegia buergeriana Siebold et Zucc.var. buergeriana

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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限定しており、個体数も少ない。（現況：Ｒ0）

■形　　態　�茎は直立し、まばらに枝を分ける。葉は互生し、２回３出複葉で、小
葉はくさび形、花は茎の先に花柄を出して花を下向きに咲かせる。が
く片は狭卵形で紫褐色、花弁の上部は淡黄色となって広がり、下部は
しだいに紫褐色の距となる。

■国内分布　北海道～九州に分布する。

■県内分布　南加賀区のブナクラス域に分布する。

■生態など　�高さ30～80cmのやや中形の多年草である。開花期は６～８月。果
実は袋果で粘着性のある細かい毛が密生する。

■生育環境　山地の日当たりのよい林縁や道ばたの草むらに群生する。

■危険要因　道路工事、園芸採取、産地局限

（髙木政喜）

本多郁夫
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オオミスミソウ	 キンポウゲ科　

Hepatica nobilis Schreb. var. japonica Nakai f.magna (M.Hiroe) Kitam.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�早春に開花する代表的な春植物で園芸採取され、激減して
いる。（現況：Ｖ－）

■形　　態　�根生葉は３中裂、やや革質、裂片は卵状広３角形で、基部
は心形である。幼時の葉裏や葉柄には白毛が目立つ。葉柄
は長い。

■国内分布　本州と四国に分布する。
■県内分布　県内全域のヤブツバキクラス域やブナクラス域下限に分布する。
■生態など　�高さ10～15cmの小形多年生草本である。開花期は３～４月。花の

色は淡紅、紅、白色とさまざまな色を呈する。コナラ、ミヤマガマ
ズミなどの林床に生育する。

■生育環境　落葉樹林の林床に生育する。
■危険要因　森林伐採、土地造成、園芸採取、踏みつけ
■特記事項　�2000年版では、Anemone�hepatica�L.var.� japonica� (Nakai)�

Ohwi�f.�variegata�(Makino)�Hara�としたが、2010年度版では北
半球のこの分類群はHapatica�nobilis�と同一種に属し、日本産のも
のはその変種とすることにほぼ見解が一致してきたので、変種名の
Hepatica�nobilis�var.� japonicaミスミソウ（広義）として記述さ
れた。2020年度版では、本県産のものは、f.�magnaオオミスミソ
ウと品種まで記す。能登半島国定公園内には有名な生育地が知られ
ている。

（髙木政喜）

林　二良
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ヒメウズ キンポウゲ科　

Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�個体数がごく少ない分類群である。全国的な分布域からも
重要である。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�楕円形の塊茎の先に数個の根出葉と数本の花茎をつける。
根出葉は長い柄のある１回３出葉で小葉はさらに深裂す
る。葉の裏面は紫を帯びる。花は小さく、白くて紅色を帯
び、枝の先に下向きに１個つく。距は発達しない。

■国内分布　本州（関東地方以西）、四国、九州に分布する。

■県内分布　中能登区、及び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10～30cmになり、全体的に繊弱な小形多年生草本である。開
花期は４～５月。果実は袋果で上向きにつき、なかに卵形で黒色の
種子をつくる。

■生育環境　人里に近い山すそや石垣や林縁に生える。

■危険要因　森林伐採、道路工事、自然遷移

（髙木政喜）

　小野ふみゑ
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ツゲ ツゲ科　

Buxus microphylla Siebold et Zucc. var. japonica (Muell.Arg. ex Miq.) Rehder et E.H.Wilson

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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　�ふつう庭園に栽培される基本種ヒメツゲは小低木状で枝を
密に分け、幹の下部から時々不定根を出し葉は薄くてふつ
う狭小であるが、本種は２～３ｍと背が高く小枝は太く、
葉は長さ1～3cmで大きくかつ厚い。いずれも枝は有稜。

■国内分布　本州（関東以西）、四国、九州、屋久島

■県内分布　口能登区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　常緑小高木、花期3～4月

■生育環境　低山の林縁など。

■危険要因　森林伐採、道路工事、園芸採取、産地局限

（濱野一郎）�

濱野一郎
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ヒュウガミズキ マンサク科　

Corylopsis pauciflora Siebold et Zucc.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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。個体数も極めて少なく、分布の北
限に位置し、分布上重要である。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�葉身は卵円形で長さは３～５cmと小さく、先はとがり、基
部は切形または浅心形、表面にはほとんど毛がなく、植栽
のトサミズキと区別できる。花は葉より先に開花する。花
序には１～３個の黄色い花をつける。

■国内分布　日本海側の山陰東部から北陸西部。

■県内分布　南加賀区

■生態など　�高さ1.2～２ｍの落葉低木である。開花期は３～４月。果実は朔果で
球形、中ほどまで萼筒に包まれ、その中に種子が入っている。

■生育環境　�ウラジロガシ群団域に生育する。ソヨゴ、コナラ、アカシデ、ノリ
ウツギ、ヒメアオキ等を構成種としてヒュウガミズキ林を形成して
いる。

■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

■特記事項　�生育地には特定植物群落に指定されているものもある。鞍掛山を中
心とする産地の地質は酸性岩の緑色凝灰岩で、塩基性の蛇紋岩地帯
ではない。

（中野真理子）

　本多郁夫
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ヒロハカツラ カツラ科　

Cercidiphyllum magnificum (Nakai) Nakai

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�産地が限られており、現存個体数もきわめて少ない。（現
況：Ｒ0）

■形　　態　�樹皮は大木になってもあまり割れない。葉は大きく、葉身
は円形、先端は丸く、基部は深い心形となる。

■国内分布　本州（中北部）に分布する。

■県内分布　南加賀区のブナクラス域から亜高山帯にかけて分布する。

■生態など　�高さ15ｍに達する落葉高木で雌雄異株である。低木のうちから開
花、結実する。開花期は５～６月で葉腋に小さな赤い花を着ける。
果実は袋果で、種子は多数あって小さく、翼が発達する。翼は種子
の両端にある。

■生育環境　河川の急崖や崩壊地、あるいは沢沿いの湿潤なところに生育する。

■危険要因　森林伐採、自然遷移、産地局限

（髙木政喜）

　白井伸和
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エゾスグリ スグリ科　

Ribes latifolium Jancz.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�主に北海道と岩手県、山形県、そして石川県に極めてまれ
に分布し、貴重である。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�高さ１～２ｍの直立する落葉小低木。がくは短い鐘形。葉
は径５～10cm、裂片は卵形。

■国内分布　北海道、岩手県、山形県、石川県

■県内分布　白山高地区

■生態など　開花期は６～７月。

■生育環境　山地、沢沿い

■危険要因　自然遷移、産地局限

（中野真理子）

　小野ふみゑ
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ツルネコノメソウ ユキノシタ科　

Chrysosplenium flagelliferum F.Schmidt

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�石川県では現存個体数が少なく、分布域も限られ、貴重で
ある。（現況：ＲＯ）

■形　　態　高さ３～15cm。葉は互生する。地上性の走出枝がある。

■国内分布　北海道、本州（近畿以北）、四国（剣山）

■県内分布　南加賀区、加賀中央区

■生態など　開花期は４～５月。

■生育環境　沢沿いの水湿地。

■危険要因　河川開発、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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シコタンソウ ユキノシタ科　

Saxifraga cherlerioides D.Don var. rebunshirensis (Engler et Irmsch.) Hara

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内では生育地がごく限られており、現存個体数も極めて
まれである。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�地上茎は短く、暗紅紫色を帯び、細長い小さな葉を密生す
る。葉はやや肉厚で、縁にはたくさんの開出する剛毛があ
る。茎頂に１～10花からなる集散花序を出す。花弁は白色
または淡黄色で中央には黄色、上部には紅色の斑点が見ら
れる。

■国内分布　北海道、本州中部以北

■県内分布　南加賀区、白山高地区

■生態など　�高さ２～15cmの小形多年草である。開花期は７～８月。根茎は
細かくはってよく分枝し、短い地上茎を多数出して大きな株をつく
る。イワベンケイや地衣類などが群落に加わることがある。

■生育環境　標高1,800～2,600ｍの高山帯の日当たりのよい岩場。

■危険要因　園芸採取、自然遷移、産地局限、その他（岩場の崩壊）

■特記事項　生育地は白山国立公園内にある。

（中野真理子）

　白井伸和
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イワベンケイ ベンケイソウ科　

Rhodiola rosea L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�現存個体数が少なく、分布域が白山を南限とする点から貴
重である。（現況：ＲＯ）

■形　　態　高さ10～30cm。葉は帯粉し、青白色。

■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　開花期は７～８月。

■生育環境　高山岩礫地

■危険要因　園芸採取、自然遷移、踏みつけ、産地局限

（中野真理子）

　白井伸和
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マルバマンネングサ ベンケイソウ科　

Sedum makinoi Maxim.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�本州、四国、九州に分布する。石川県では加賀に分布する
が、個体数は少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　高さ８～20cm。葉は倒卵形～さじ形。

■国内分布　本州～九州

■県内分布　南加賀区

■生態など　開花期は６～７月。

■生育環境　山地岩上や石垣。

■危険要因　河川開発、道路工事、園芸採取、自然遷移、産地局限

（中野真理子）

　林　二良

タコノアシ タコノアシ科　

Penthorum chinense Pursh

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�元来、個体数が少なく、生育域も限られている。（現況：
R0）

■形　　態　�茎の上部は直立し、分枝しない。葉は狭披針形、縁には細
鋸歯があり、ほとんど無柄ある。花序の枝は茎頂に数本蛸
足状に立ち、片側に花をつける。花は黄緑色であまり目立
たない。果実はさく果で、横に裂けて上部が帽子状にはず
れる。種子は狭卵形。

■国内分布　本州、四国、九州、奄美大島

■県内分布　外浦区、中能登区、口能登区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　�高さ30～80cmの中形多年草である。開花期は８～９月。茎の基部
は地中にあってやや肥厚し、数個の走出枝を出す。

■生育環境　低地の泥湿地や河原、水田など。

■危険要因　河川開発、湿地開発、土地造成、自然遷移

（中野真理子）

　濱野一郎
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ホザキノフサモ アリノトウグサ科　

Myriophyllum spicatum L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�生育地の環境が人為による影響を受けやすい。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�沈水植物。水中茎は長く伸びて分枝し、葉は無柄で４枚ず
つ輪生、羽状に細裂する。裂片は糸状で対生し、全縁。穂
状花序を水上に突き出して花をつけ、花序には葉が無く、
各節の退化した葉の基部に一花ずつつける。雌雄同株で、
上部の３～８節に雄花、下部の４～６節に雌花がつき、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、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　�多年生。中～富栄養水域から汽水域にかけて生育。茎は基部で分枝
して株をなす場合と、上部で盛んに分枝する場合が見られる。花期
は５～10月。雄花先熟。水位低下時には陸生形をつくる。

■生育環境　池沼、水路、河川

■危険要因　池沼開発、河川開発、水質汚濁、自然遷移

（濱野一郎）
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フサモ アリノトウグサ科

Myriophyllum verticillatum L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地の環境が人為による影響を受けやすい。（現況：Ｒ－）

■形　　態　�沈水植物。水中茎は長く伸びて分枝。水中葉は４枚まれに
５枚輪生し、ホザキノフサモに比べてやや大きく、各羽片
も軸側に湾曲せずまっすぐに伸びるため、より柔らかくふ
さふさした印象を与える。穂状花序の枝には小さな羽状の
気中葉が生じ、花はその葉腋に単生する。雌雄同株。雄花
は上部にあり、花弁は４個で白色。

■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、口能登区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　�多年生。花期は５～７月。秋になると、茎の頂端または側枝の先端
の茎の周りに葉が密集した棍棒状の殖芽をつくって、越冬する。

■生育環境　池沼、水路

■危険要因　池沼開発、河川開発、管理放棄、土地造成

（濱野一郎）

　小野ふみゑ
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タイツリオウギ マメ科　

Astragalus shinanensis Ohwi

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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。茎はあまり枝分かれせず、高さは40～
70cm。葉は奇数羽状複葉で、小葉は17～21枚、両面に
白軟毛がある。総状花序は密に５～10花をつけ、花は黄白
色。豆果は長さ３～４cm、著しく膨らんで先が尖り、長い
果柄の先に垂れ下がる。

■国内分布　北海道、本州（中部地方）。本県が西限。

■県内分布　白山高地区

■生態など　�花期は７～９月。膨らんで下がる果実の様子を釣り上げられるタイ
に見立てて和名がつけられた。

■生育環境　主に亜高山帯から高山帯の草原。

■危険要因　自然遷移、産地局限、その他（砂防工事）

■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）

　小野ふみゑ

0 20 40km

県内の分布

サイカチ マメ科　

Gleditsia japonica Miq.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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20ｍに達する。幹や茎には枝の変形した
鋭い刺がある。葉は１～２回偶数羽状複葉。花は淡黄緑色
の穂状花序で、短枝の先に頂生。雄花、雌花、両性花があ
る。豆果は長さ20～30cmにもなり、扁平でややねじれ
る。

■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、南加賀区

■生態など　�花期は５～６月。豆果は10～11月、濃紫色に熟す。種子はサポニ
ンを含み、薬用にされる。

■生育環境　�川岸や山地。社寺などに植栽されることもあり、本来の自生か、そ
こから逸出したものかの判断は難しい。

■危険要因　森林伐採、河川開発、道路工事、自然遷移、産地局限

■特記事項　輪島市指定天然記念物

（小野ふみゑ）

�本多郁夫、刺：林　二良
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ケヤブハギ マメ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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。葉は３小葉で、茎の下方に集まってつく。ヤ
ブハギの小葉は質が薄くてほぼ無毛なのに比べ、ケヤブハ
ギは多毛である。総状ときに円錐状の花序は大型で、若い
節果は紅色をおびる。

■国内分布　本州（山形・宮城県以南）～九州

■県内分布　内浦区、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　林縁および林内の道際。

■危険要因　森林伐採、その他（イノシシによる踏み荒らし）

■特記事項　ヤブハギと混同される恐れがあり、注意が必要である。

（小野ふみゑ）

　小野ふみゑ

0 20 40km

県内の分布

エゾノレンリソウ マメ科　

Lathyrus palustris L. var. pilosus (Cham.) Ledeb.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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、環境が人為による影響を受
けやすい。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�多年生草本。茎は直立して高さ30～80cm、３稜形で細い
翼がある。多少つる性で、巻きひげは枝分かれする。小葉
は２～６枚。花は紫色の蝶形花、葉腋から出る総状花序に
４～８花をつける。

■国内分布　北海道、本州、対馬

■県内分布　舳倉島・七ツ島植物小区系、外浦区、中能登区

■生態など　�花期は５～８月。根茎は細長く、横走して著しく分枝し、新しい根
茎の先端には越冬芽をつける。

■生育環境　海岸の草地。

■危険要因　森林伐採、海岸開発、草地開発、道路工事、自然遷移

■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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トキリマメ マメ科　

Rhynchosia acuminatifolia Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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　�つる性の多年生草本。葉は３小葉からなり、下面にはがく
と豆果の表面とともに腺点がある。花は黄色。豆果は紅熟
し、黒色の種子を２個入れる。タンキリマメによく似てい
るが、全体に毛がより少ないため緑色が目立つ。また、葉
はやや大きくて小葉の長さが10cmにもなり、質が薄く、中央部の
幅がもっとも広くて、葉先が急に細くなってとがるなどの点で見分
けられる。

■国内分布　本州（宮城県以西）、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６～９月。豆果は裂開しても種子がさやから離れない。

■生育環境　低山地の林縁。

■危険要因　海岸開発、土地造成、道路工事、自然遷移、産地局限

（小野ふみゑ）

　小野ふみゑ

0 20 40km
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オオウラジロノキ バラ科　

Malus tschonoskii (Maxim.) C.K.Schneid.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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10ｍに達する。葉は分裂せず、成葉の裏
面に軟毛が残って白色を帯びる。花は白色、径約３cm。短
枝の先に数個が散形状につく。果実は径２～３cmの球形
で、果肉に石細胞がある点でリンゴ属の他の多くの種とは
異なる。

■国内分布　本州、九州（九重山）

■県内分布　外浦区、内浦区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　花期は５月。果実は10月頃、黄緑色から淡紅色に熟す。

■生育環境　低山帯の広葉樹林中。

■危険要因　森林伐採、道路工事、自然遷移、産地局限

（小野ふみゑ）

　林　二良
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イワキンバイ バラ科　

Potentilla ancistrifolia Bunge var. dickinsii (Franch. et Sav.) Koidz.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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。茎は細く、高さ10～30cm。葉は３～５個の
小葉からなり、裏面は粉白を帯び、伏毛もある。花は黄色
の５弁花で、径約１cm。花序には数花～十数花をつける。

■国内分布　北海道～九州

■県内分布　南加賀区

■生態など　花期は６～７月。根茎は太く肥厚して木質化し、ときに分枝する。

■生育環境　山地の岩上。

■危険要因　産地局限、その他（地表変動、土砂崩れ）

■特記事項　白山国立公園指定植物

（小野ふみゑ）

�白井伸和
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カワラサイコ バラ科　

Potentilla chinensis Ser.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�生育地が河川敷、海岸など開発の影響を受けやすい場所
数ヶ所に限られている。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�多年生草本。草丈30～70cmで、茎は根ぎわで分枝して地
をはい、先の方は斜めに起きあがって枝を分け、花序をつ
くる。葉は深く羽状に裂けて15～29小葉に分かれ、それ
ぞれの小葉はさらに羽状に深く裂ける。根茎は太く、全草
に長毛がある。花は黄色の５弁花で、径10～18mm。

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　外浦区、中能登区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　�花期は６～８月。高茎の草本が繁茂すると淘汰される危険性があ
る。河原によく生えるので、この名がついた。

■生育環境　河川敷および砂浜海岸低木林縁。

■危険要因　�河川開発、海岸開発、土地造成、道路工事、園芸採取、踏みつけ、
自然遷移

（小野ふみゑ）

　本多郁夫
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マルバシャリンバイ バラ科　

Rhaphiolepis umbellata (Thunb.) Makino var. integerrima (Hook.et Arn.) Rehd.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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海岸の一部に限られている。（現
況：Ｒ―）

■形　　態　�常緑低木で、高さ１～４ｍ。葉が倒卵形のものをマルバ
シャリンバイ、狭倒卵形のものをシャリンバイ（タチシャ
リンバイ）というが、両者の間には中間型があって区別し
がたい。葉の形や葉縁の形状などの変異は連続的で、種レ
ベルでの区別は不可能であることが、多くの研究者によって指摘さ
れている。花は白色５弁、枝の先に円錐花序をつける。果実は径約
１cmの球形。

■国内分布　本州（宮城県・山形県以西）、四国、九州、小笠原、琉球

■県内分布　�舳倉島・七ツ島植物小区系、外浦区、内浦区、中能登区、口能登
区、加賀中央区

■生態など　�花期は４～６月。果実は10～11月に黒紫色に熟す。庭園樹や緑化
樹などとして広く植栽される。樹皮や材はタンニンを多く含むので
染色に用いられ、大島紬の褐色はこれによる。　　　

■生育環境　主として海岸、よく日の当たる排水の良い場所を好む。

■危険要因　海岸開発、道路工事、園芸採取、産地局限

（小野ふみゑ）

　林　二良
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クロイチゴ バラ科　

Rubus mesogaeus Focke

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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　�落葉小低木で、高さ１ｍになる。茎には白い軟毛とやや下
向きの刺がある。葉は、花の枝では３小葉、徒長枝では３
～５小葉。頂小葉は側小葉より大きく、縁には欠刻状の重
鋸歯がある。裏面は綿毛が密生して灰白色。腋生または頂
生の小さな球状の花序に、淡紅色の花を５～15個つける。

■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　�花期は６～７月。果実は径約１cmの集合果で、８月頃、紅色を経て
紫黒色に熟す。

■生育環境　主にブナ帯の山地および林縁。

■危険要因　道路工事、自然遷移、産地局限

（小野ふみゑ）

　林　二良
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コガネイチゴ バラ科　

Rubus pedatus Sm.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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ている。　（現況：Ｒ０）

■形　　態　�草本状の落葉小低木。葉は３小葉からなるが、側小葉がし
ばしば２深裂ないし２全裂し、一見、鳥足状の５小葉に見
える。匍匐する茎の節からでた花茎に１花をつけ、白色４
弁（まれに５弁）。雌しべの数は２～５個と少ないが、成
熟するとよくふくらんだ赤い実をつける。

■国内分布　北海道、本州（中部地方以北）。本県が西限。

■県内分布　白山高地区

■生態など　花期は６～７月。茎が地をはい、節から根をおろす。

■生育環境　主に亜高山帯針葉樹林下。

■危険要因　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
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イワシモツケ バラ科　

Spiraea nipponica Maxim. var. nipponica

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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　�落葉低木で、高さ１～２ｍでよく分枝する。葉は狭卵形の
ものからほぼ円形のものまで変異が多く、両面無毛、裏面
粉白色。花は径７～10mm、白色５弁。今年枝の先に径３
～3.5cmの散房花序をつける。

■国内分布　本州（近畿地方以東）

■県内分布　南加賀区、白山高地区

■生態など　�花期は５～６月。袋果は８～９月に熟す。標高の高いところでは全
体が小さく、葉も小さくなり、低いところでは大きくなる。

■生育環境　山地の岩場。

■危険要因　石灰採掘、自然遷移、産地局限、その他（地表変動）

（小野ふみゑ）

　白井伸和
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ユキヤナギ バラ科　

Spiraea thunbergii Siebold ex Blume

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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　�落葉低木。高さ１～２ｍで叢生し、枝は斜上するか弓状に曲
がる。葉は線状狭卵形、形がヤナギに似ている。花は径約８
mm、白色５弁。２～７個が集まって散形花序をつくる。

■国内分布　本州（関東地方以西）、四国、九州

■県内分布　南加賀区

■生態など　�花期は４月。日本のものは植栽されたものの野生化ともいわれてい
る。葉の細いユキヤナギは流水に対する抵抗が少なく、根はしっか
りと岩の間隙に入り込んで体を保持し、枝はしなやかになびいて抵
抗を少なくする。また、たとえ引きちぎられてもその再生力は抜群
で、流水が他の植物を排除してくれる岩場では、かえって安全に生
活できるのである。

■生育環境　河岸岩壁

■危険要因　自然遷移、産地局限

■特記事項　�中能登区からの報告もあるが、逸出かも知れないとの注釈があり、
県内分布では省くことにした。

（小野ふみゑ）

　本多郁夫
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ヨコグラノキ クロウメモドキ科　

Berchemiella berchemiifolia (Makino) Nakai

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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　�葉は長楕円形または卵状長楕円形で縁は全縁またはやや波
状となる。花は黄色、径約３mmと小さく、枝の上部の葉腋
に短い柄のある集散花序をつくる。果実は狭長楕円形、長
さ７～８mm、黄色から紅色を経て暗紅色になる。托葉が離
生し、果実の核が１室である。

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　外浦区、内浦区、南加賀区

■生態など　落葉小高木、花期は６月（淡緑）

■生育環境　山地。

■危険要因　森林伐採、自然遷移、産地局限、その他（岩場の崩壊）

■特記事項　能登町指定天然記念物

（濱野一郎）

　林　二良
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カテンソウ イラクサ科　

Nanocnide japonica Blume

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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個体数の少ない種類である。生育地も
ごく限られている。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�茎は数本が叢生し、細く、紫褐色を帯びる。葉は互生で、
葉身は扇状卵形で先は丸く、数対の鈍鋸歯があり、基部は
切形である。葉身とほぼ同長の葉柄があり、葉柄の基部に
は托葉がある。雄花序は茎頂に、雌花序は上部の葉腋につ
く。

■国内分布　本州～九州に分布する。

■県内分布　�中能登区のヤブツバキクラス域、すなわち石動山系の北側、邑知潟
低地帯に分布する。

■生態など　�高さ10～30cmの小形の多年草である。開花期は４月。花色は淡緑
である。ほふく枝を出してふえるので群生することが多い。花粉の
散布は内側に曲がっている花糸が跳ね返ってまく。果実は痩果で卵
形である。

■生育環境　低山から山地の樹林内や林縁の陰湿地に生育する。

■危険要因　踏みつけ、管理放棄、自然遷移

（髙木政喜）

林　二良
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ツクバネガシ ブナ科　

Quercus sessilifolia Blume

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�加賀南部が分布の北限である。生育地はごく限られてお
り、また個体数も少なく、植物地理学的にも重要である。
（現況：Ｒ－）

■形　　態　�葉はアカガシに似ているが、やや細めで、葉柄は短い。若
い枝の葉は、全縁で細長く、先端部に集まってつく。雄花
序は新枝の下部に数個ついて下垂し、雌花序は新枝の上部
の葉腋に短く直立して３または４個の花をつける。

■国内分布　本州（宮城県、富山県以西）～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に分布する。

■生態など　�高さ20ｍになる常緑広葉高木である。開花期は５月。果実は堅果で
卵円形または楕円形で翌秋までに熟す。ウラジロガシ、アカガシ、
ヤブツバキ等とともにツクバネガシ林を形成している。

■生育環境　�スダジイ林よりも標高の高いところに生育する。沢沿いの急斜面を
好む傾向がある。

■危険要因　森林伐採、道路工事、自然遷移

■特記事項　小松市指定天然記念物

（髙木政喜）

　林　二良
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サクラバハンノキ カバノキ科　

Alnus traveculosa Hand.‐Mazz.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�県内の湿地に生育する落葉広葉樹であるが、その生育地は
ごく限定されている。個体数も少なく、全国的にもややま
れな種である。分布域からも貴重である。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�ハンノキに似るが、葉の基部は鈍円形、または少し浅心形
となる。鋸歯の先端に腺点があり、乾くと濃褐色になる。
花は葉に先立って開く。雄花序は枝の先に４～５個ついて
下垂する。雌花序はその下方に３～５個つき、短い柄がある。

■国内分布　�本州（茨城県、新潟県以西）と九州（宮崎県）の暖帯の湿地にまれ
に生える。

■県内分布　�中能登区及び南加賀区のスダジイ群団域に分布し、上限が標高200
ｍ以下の湿地に生育する。

■生態など　�落葉高木である。花は葉より早く、残雪中に開花する。開花期は２
月～３月。雄花は黒紫褐色、雌花は紅紫色となる。林床にはミゾソ
バ、カサスゲ、チゴザサ、ヒメシロネなどの湿生植物が多く見られ
る。

■生育環境　�アカマツ－コナラ林に囲まれた小さな谷あいや池沼周辺の湿地に見
られる。

■危険要因　池沼開発、湿地開発、土地造成、道路工事

■特記事項　南加賀区の生育地は小松市指定天然記念物に指定されている。

（髙木政喜）

　林　二良
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イワウメヅル ニシキギ科　

Celastrus flagellaris Rupr.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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　�一、二年枝に乳頭状突起を密生し、托葉がとげになって残
ることや、葉に芒状の鋸歯があることで、同属のツルウメ
モドキと区別できる。雌雄異株で花は葉腋に１～３個ずつ
生じ、５弁花で黄緑色。雌株に生ずる果実は球形、径６mm
内外で黄熟し、突起状の花柱が残る。仮種皮は橙赤色で美しい。

■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　落葉つる性木本。花期は５～６月。

■生育環境　山地の林内

■危険要因　森林伐採、道路工事、産地局限、不明

（濱野一郎）

白井伸和
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オオバヤナギ ヤナギ科　

Salix cardiophylla Trautv. et  C.A.Mey. var. urbaniana (Seemen) Kudo

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�生育地はきわめて限られている。全国から見た分布の位置からも貴
重である。（現況：Ｒ0）

■形　　態　�枝は秋から春にかけて赤褐色を呈し、光沢がある。葉は互生で葉柄
は1～3㎝、形は長楕円状狭卵形で葉の先は鋭尖頭から尾状尖頭、基
部は鈍形なし円形である。裏面は灰白色である。葉緑に点状細鋸歯
がある。

■国内分布　北海道・本州（中部以北と鳥取県大山）に分布する。

■県内分布　南加賀植物小区系のブナクラス域に分布している。

■生態など　�直立する大高木で高さ30ｍになる落葉高木である。葉の後に開花す
る。開花期は５～６月。花穂は下垂し、密に花をつける。雄蕊は5～
10個で多い。雌花の苞は花後脱落する。

■生育環境　白山山系の河畔に生える。

■危険要因　河川開発、土地造成、道路工事、ダム建設

■特記事項　���従来、属名はＴoisusuを用いてきたが、分子系統解析よってSalix
と同属であることが支持されたので、これを用いることにする。

（髙木政喜）

ISKW��大畑　弘

オオタチヤナギ ヤナギ科　

Salix pierotii Miq.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�現在のところ、本県での生育地は1箇所のみで、希少。生育地は河川
の堆積地で、水位変動、堆積物の変化などの環境変動により、存続
可能性が脆弱。（現況：Ｒ0）

■形　　態　�高木で、枝は分岐点で極めて折れやすい。着地して、栄養繁殖。葉
は互生、托葉は小型、葉身は長楕円形で、葉縁には鋭細鋸歯、先端
は長鋭尖頭。葉の裏面は白色。成葉では両面無毛、本県のものは若
い葉の裏面には毛がある。雌雄異株。雄株の雄花の雄しべは2本で、
葯は赤色。この点が顕著な特徴。

■国内分布　�北海道（南西部）、本州（北陸の一部、近畿～中国地方の一部）、
四国、九州。国外では朝鮮半島に分布。

■県内分布　�現在のところ、南加賀区（ヒメアオキーウラジロガシ群団域）のみ
から知られている。

■生態など　�顕著な栄養繁殖。枝は分岐点で折れやすいが、樹下や流域の堆積地
に到着して発根・生育する。

■生育環境　河川上流域の堆積地、ダム下流域など。

■危険要因　河川開発、ダム建設などによる地表変動及び大規模な水位変動。

■特記事項　�富山県に記録はない。本県の生育地近傍（十数km）からは、福井県
内で標本が採られている。

（髙木政喜）
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ナエバキスミレ スミレ科 

Viola brevistipulata (Franch. et Sav.) W.Becker subsp. brevistipulata var. kishidae (Nakai) F.Maek. et T.Hashim.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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　�オオバキスミレの変種で小型化したもの。ミヤマキスミレ
と違って一番下の茎葉は離れてつく。葉は厚くて光沢があ
り葉脈がへこむものが多い。茎は紫赤色を帯び短毛が密生
する。オオバキスミレの仲間は形態の変化が激しく分類上
多くの問題をかかえている。

■国内分布　本州（飯豊山～長野県、日本海側）

■県内分布　加賀中央区

■生態など　多年生草本。根茎を横にのばして繁殖し、花期は７～８月。

■生育環境　亜高山帯風衝地、岩屑、ハイマツ林など。

■危険要因　産地局限、自然遷移

■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

0 20 40km

県内の分布

イソスミレ スミレ科　

Viola grayi Franch. et Sav.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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　�草丈はタチツボスミレに似ているが、花は大きく花弁は丸
くふくよかで、色も紫紅色から淡紫色と鮮やかである。葉
は小型で厚く光沢があり表側に巻いている。

■国内分布　北海道南部（太平洋側）、本州（日本海側）

■県内分布　外浦区、南加賀区

■生態など　�多年生草本。花期は４～５月。地下茎は砂の移動にも耐えられるよ
うに、いちじるしく長く伸びて分枝し、地表へ向かう。冬の季節風
の強いときには、古い葉や茎が移動する砂をうまく集めて、その下
で冬ごもりをする。

■生育環境　海岸砂丘、海岸クロマツ林下

■危険要因　海岸開発、土地造成、園芸採取

■特記事項　石川県指定希少野生動植物種、内灘町指定天然記念物。

（濱野一郎）

�本多郁夫
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ツルタチツボスミレ スミレ科　

Viola grypoceras A.Gray var. rhizomata (Nakai) Ohwi

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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ている。（現況：RO）

■形　　態　�基本種タチツボスミレの多雪地帯の形で、葉は小さく扁3角
形。茎は匍匐状に長く伸びて、先に苗を作る。

■国内分布　本州日本海側（新潟県～京都府）

■県内分布　口能登区・加賀中央区、南加賀区

■生態など　小型多年草、花期は4～5月ごろ。

■生育環境　山地、おもにブナ帯に生育する。

■危険要因　産地局限

（濱野一郎）

　白井伸和
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ケイリュウタチツボスミレ スミレ科　

Viola grypoceras A.Gray var. ripensis N.Yamada et M.Okamoto

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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ている。（現況：RO）

■形　　態　�全体小形、根生葉の基部はタチツボスミレのような深い心
形にならない。花はタチツボスミレより花弁が細い傾向に
ある。

■国内分布　本州

■県内分布　加賀中央区、南加賀区

■生態など　�多年生草本。花期は４～５月。増水すると完全に冠水するような河
川中流域の岩上に生え、サツキなど渓流の岸辺に特徴的な植物と群
落をつくる。

■生育環境　河岸の岩上

■危険要因　河川開発、園芸採集、産地局限

■特記事項　近年(1975)になって認識されたタチツボスミレの渓流型変種。　　
　　　　　文献：いがりまさし．2004.　日本のスミレ．山と渓谷社．東京．

（濱野一郎）　

��本多郁夫
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アカネスミレ スミレ科　

Viola phalacrocarpa Maxim.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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　�草丈は５～10cm。全体に微毛が生え、とくに距や子房、
果実の毛が特徴。毛の様子がノジスミレに似ているが、ア
カネスミレは側弁の内部にひげ毛があり、唇弁の距の外側
にも微毛が生えている。葉は卵形または狭卵形で、花後に
大きくなる。花は茜色（濃紅紫色）。

■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、口能登区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　多年生草本。花期は４～５月。

■生育環境　丘陵や山地草原のやや乾いた場所。

■危険要因　産地局限

（濱野一郎）　　

　小野ふみゑ
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トモエソウ オトギリソウ科　

Hypericum ascyron L. subsp. ascyron var. ascyron

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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、貴重である。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�茎は直立し、４稜があり、無毛で分枝する。葉は十字に対
生し、基部はなかば茎を抱き、葉柄がない。葉には多くの
明点があるが、黒点はない。茎や枝の先に径約５cmのやや
大きい黄色の花をつける。花弁は巴状にゆがんだ形をして
いる。花柱の先は５裂して反り返る。果実は朔果で卵形、
上向きにつき、細かい種子を多数入れる。種子には網目の隆起があ
る。

■国内分布　北海道～九州

■県内分布　外浦区、内浦区、中能登区、口能登区、南加賀区、加賀中央区

■生態など　�高さ50～130cmの中形から大形の多年草である。開花期は７～８
月。花は１日でしぼむ。

■生育環境　日当たりのよいやや湿った草地に生える。

■危険要因　土地造成、道路工事、園芸採取、自然遷移、その他（法面崩壊）

（中野真理子）

　本多郁夫
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グンナイフウロ フウロソウ科

Geranium onoei Franch. et Sav. var. onoei f. onoei

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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。茎には葉柄とともに開出粗毛および腺毛があ
り、上部はほとんど腺毛のみとなる。がくや小花柄にも腺
毛を密生する。葉は大型で幅広く、大きなもので18cmに
もなる。花は淡紅紫色で、ややうつむいて平開し、突き出
た長い花柱が特徴である。

■国内分布　北海道、本州（東北地方～伊吹山）

■県内分布　白山高地区

■生態など　�花期は６～８月。雄性先熟で柱頭は花粉散布した後に開く。葉の切
れ込み方、毛の状態、花の色には変異が多い。

■生育環境　亜高山帯の草地。

■危険要因　道路工事、ダム建設、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。

（小野ふみゑ）

　白井伸和

0 20 40km

県内の分布

シロウマアカバナ アカバナ科　

Epilobium lactiflorum Hausskn.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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　�アカバナに似るが茎に稜線がある。葉には細かい鋸歯があり毛がほ
とんどない。花は3.5～7mmで柱頭は棍棒状である。葉の形や大き
さ、花弁の大きさや色に変化が多い。

■国内分布　北海道、本州中部以北

■県内分布　白山高山区

■生態など　茎の高さ35～90cmの多年生草本。

■生育環境　主に高山の水湿地。

■危険要因　踏みつけ、自然遷移、その他

■特記事項　生育地は白山国立公園内

（濱野一郎）

0 20 40km

県内の分布

　ISKW��白井伸和
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カジカエデ ムクロジ科　

Acer diabolicum Blume ex K.Koch

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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、樹高15～20ｍ。葉は長さ４～15cm、幅５
～16cm、５中裂し、少数の不規則な粗い鋸歯があり、両
面に短伏毛がある。雌雄異株で、どちらも前年枝の葉腋に
総状花序をつくる。雄花は５～11花が集まって小枝に下垂
し、雌花は３～９花が集まってやや上向きにつく。

■国内分布　本州（宮城県以南）、四国、九州。日本固有種。

■県内分布　口能登区、南加賀区

■生態など　�花期は４～５月。葉が展開する前に開花する。翼果は鋭角に開き、
10月頃、褐色に熟して冬の間も落ちずに枝についている。葉は秋に
黄葉する。

■生育環境　日当たりの良い山腹など。

■危険要因　森林伐採、河川開発、自然遷移、産地局限

（小野ふみゑ）

　林　二良

0 20 40km

県内の分布

メグスリノキ ムクロジ科　

Acer maximowiczianum Miq.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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10～15mになる。３出複葉を対生し、
小葉の裏面、脈上には粗毛が多い。葉柄、若枝にも開出粗
毛を密生する。花序は散形状で、花は６数性、淡黄緑色。
雌雄異株。

■国内分布　本州（宮城県以南）、四国、九州。日本固有種。

■県内分布　外浦区、内浦区、口能登区、南加賀区

■生態など　�花期は５月。葉の展開とほぼ同時に開花する。翼果は直角～鈍角に
開き、８～10月に熟す。樹皮や葉を煎じて飲むと、目の疲労回復や
肝機能回復に効果があるといわれる。

■生育環境　山地の谷間や山腹。

■危険要因　森林伐採、道路工事、薬用採取、管理放棄、自然遷移、産地局限

（小野ふみゑ）

　林　二良　葉：白井伸和

0 20 40km

県内の分布



絶
滅
危
惧
Ⅱ
類

263

モクゲンジ ムクロジ科

Koelreuteria paniculata Laxm.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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　�落葉中高木で、樹高２～10ｍ。葉は大型の奇数羽状ときに
２回羽状複葉となり、センダンの葉に似ている。大きな円
錐花序に、黄色い両性花をつけ、花弁は４個。果実はふっ
くらとホオズキ状にふくらみ、熟すと黄褐色になって３裂
する。種子は黒色球形で堅い。

■国内分布　�本州（日本海側）に分布しているが、本来の野生か明らかでない。
本県が北限。

■県内分布　外浦区、内浦区、南加賀区

■生態など　�花期は７～８月。蒴果は10月頃に熟し、種子を数珠にすることがあ
るという。よく寺院の境内に植えられる。

■生育環境　海岸近くの崖地や砂地。

■危険要因　海岸開発、土地造成、自然遷移、産地局限

■特記事項　輪島市指定天然記念物

（小野ふみゑ）

　本多郁夫

0 20 40km

県内の分布

マツカゼソウ ミカン科　

Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. var.  japonica (Nakai ex Makino et Nemoto) Suzuki

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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　�多年生草本。茎は高さ40～80cm。葉は３回３出羽状複葉
でやわらかく、日に透かすと半透明の腺点が散らばり、一
種の臭いがある。花は白色で径約５mm、４花弁、円錐花序
をつくる。

■国内分布　本州（宮城県以南）、四国、九州

■県内分布　南加賀区

■生態など　�花期は８～10月。日本に野生するミカン科のなかで、マツカゼソウ
だけが草本である。

■生育環境　丘陵帯～低山帯下部の木陰。

■危険要因　森林伐採、道路工事、動物食害、自然遷移

（小野ふみゑ）

　小野ふみゑ

0 20 40km

県内の分布



264

ヒロハコンロンソウ アブラナ科　

Cardamine appendiculata Franch. et Sav.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�石川県では生育地、個体数は少なく、貴重である。（現
況：ＲＯ）

■形　　態　高さ30cm～60cm。葉柄基部に耳状の付属体がある。

■国内分布　本州（中部地方以北）

■県内分布　南加賀区

■生態など　地下茎を長く引き、抽水状態で生育することもある。

■生育環境　山地、谷間の湿地。

■危険要因　道路工事、自然遷移、産地局限、その他（斜面の自然崩壊）等。

（中野真理子）

　林　二良

0 20 40km

県内の分布

ハタザオ アブラナ科　

Turritis glabra L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�北海道、本州、四国、九州に広く分布するが、石川県では現存個体数
は少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　高さ30cm～130cm。花弁は長さ５～８mm。

■国内分布　北海道～九州

■県内分布　南加賀区、口能登区、加賀中央区

■生態など　開花期は５～８月。

■生育環境　日当たりの良い草地に生える。

■危険要因　海岸開発、土地造成、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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ミヤマタニソバ タデ科　

Persicaria debilis (Meisn.) H.Gross ex W.T.Lee

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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きわめて限定されており、個体数もき
わめて少ない�。（現況：Ｒ0）

■形　　態　�茎は直立して無毛であるが、節部には下向きの刺毛があ
る。葉は薄く、３角形で先は鋭尖形、基部は切形、表面に
八の字形の紫斑がある。細長い葉柄をもつ。花は枝先に２
～５個集まって着く。

■国内分布　本州～九州に分布する。

■県内分布　南加賀区のブナクラス域にただ１か所のみ、現在分布する。

■生態など　�高さ20～30cmになる一年生草本である。開花期は７～10月。花
色は白色である。茎の下部は横に伏し、節から根を出す。果実は痩
果で光沢がある。

■生育環境　山地の樹林下の陰地に生える。

■危険要因　森林伐採、道路工事

（髙木政喜）

　太田道人

0 20 40km

県内の分布

サナエタデ タデ科　

Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre var. incana (Roth) H.Hara

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�全国に分布するが石川県では南加賀にのみ分布が知られて
おり貴重である。（現況：Ｒ0）

■形　　態　�オオイヌタデに比して茎の節は低く、花穂は直立または、
少し曲がり短い。茎は直立するか、基部で斜上してしばし
ば枝を分ける。葉柄はオオイヌタデより短く、葉身は披針
形、先は鋭形、基部はくさび形になる。托葉鞘は筒状で無
毛、縁毛はない。

■国内分布　北海道～沖縄まで全国に広く分布する。

■県内分布　南加賀区に分布する。

■生態など　�開花は5～10月に咲く中形一年生である。小花には花弁がない。　
がくは4～5裂し、白～淡紅色を帯びる。花を密に着ける。

■生育環境　畑地、休耕田、路傍などのやや湿った地に生育する。

■危険要因　土地造成、道路工事、踏みつけ

（髙木政喜）

小野ふみゑ
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ハマナデシコ ナデシコ科　

Dianthus japonicus Thunb.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内の海岸に生育するが、個体数がごく少なく、貴重であ
る。（現況：Ｒ0）

■形　　態　�茎は叢生し、斜めに立ち上がる。葉は対生し、短い柄があ
る。葉身は狭卵形または長楕円形で、葉質はやや厚く、無
毛、光沢がある。花弁の縁に歯牙があり、細かく裂けな
い。

■国内分布　本州、四国、九州、南西諸島に分布する。

■県内分布　�舳倉島・七ツ島植物小区系、口能登区、中能登区、加賀中央区、南
加賀区に分布するが、奥能登の内浦区では分布が見られない。

■生態など　�高さ15～50cmになる中形多年生草本で、根出葉はロゼット状であ
る。この分類群単独で群生して紅紫色の花を咲かせている様子は美
しい。開花期は７～９月。花の色は紅紫色。蒴果は円筒形で、先は
４裂する。種子は黒色。白花は、シロバナハマナデシコ。

■生育環境　日当りがよく、潮風を受けるような磯浜、礫地、砂浜に生育する。

■危険要因　海岸開発、園芸採取

（髙木政喜）

　林　二良

0 20 40km

県内の分布

シナノナデシコ ナデシコ科　

Dianthus shinanensis (Yatabe) Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�生育している個体数はきわめて少なく、産地も限られてい
る。全国の分布域からも貴重である。（現況：Ｒ0）

■形　　態　�茎は直立して、ややかたく、紫色を帯びる。葉は対生し
て、基部は細くなって短い柄となる。葉身は線状披針形
で、へりには毛がある。花弁のへりに歯牙がある。

■国内分布　愛知、岐阜、福井の３県を除く中部地方に分布する。

■県内分布　南加賀区のブナクラス域に分布する。

■生態など　�高さ30cmほどになる多年生草本である。開花期は６月～９月。花
弁は紅紫色である。蒴果は萼に包まれる。開花株はその年に枯れる
ことが多い。

■生育環境　日当たりのよい崩壊地、河原、岩場、草地に生育する。

■危険要因　河川開発、自然遷移

（髙木政喜）

　本多郁夫

0 20 40km

県内の分布
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センジュガンピ ナデシコ科

Silene gracillima Rohrb.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�石川県で白山山系にのみ分布し、個体数もごく少なく、貴
重である。（現況：Ｒ0）

■形　　態　�茎は株状で、上部は枝を分け、軟毛を散生する。葉は対生
し、うすく、柄がなくて披針形～広披針形、先は鋭尖形で
ある。花弁は２浅裂し、縁には歯牙がある。

■国内分布　本州中北部に分布する。

■県内分布　�白山高地区の標高1,500～2,200ｍのブナクラス域から亜高山帯の
林縁に分布する。

■生態など　�高さ40～100cmになる中形多年生草本である。開花期は７～８
月。花の色は白色である。朔果は卵球形で、５裂し、短い柄があ
る。種子は多数ある。

■生育環境　ブナ、ダケカンバ、オオシラビソ林の林縁に生育する。

■危険要因　道路工事、踏みつけ、自然遷移

（髙木政喜）

　白井伸和

0 20 40km

県内の分布

ヤナギイノコヅチ ヒユ科　

Achyranthes longifolia (Makino) Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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ごく少なく、全国の分布域からも貴重である。
（現況：Ｒ0）

■形　　態　�茎はまばらに枝を分ける。葉は広披針形ないし披針形で、先は長く尖
る。花穂は伸長し、軸には薄く毛があり、花をまばらにつける。根は
塊状で木質になる。

■国内分布　本州（関東地方以西）～九州に分布する。

■県内分布　南加賀区に分布する。

■生態など　�高さ１ｍほどになる多年生草本である。全体的に毛は少ない。開花
期は８～９月。小苞の附属体は卵状三角形となる。

■生育環境　山地の木陰に生える。

■危険要因　森林伐採、道路工事

（髙木政喜）

0 20 40km

県内の分布

ISKW��小野ふみゑ
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ホソバアカザ ヒユ科　

Chenopodium stenophyllum (Makino) Koidz.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内では舳倉島の海岸に生育しているが、個体数が少なく、貴重である。本土側の志賀町海岸などにも疑
わしい標本があるが、全体的に他地域の分布状況が把握されていないので今後の精密な調査が必要であ
る。（現況：Ｒ0）

■形　　態　�茎には稜があって赤褐色、直立する。葉は互生し細く、線状披針形～披針形縁である。葉の先端は尖り、
葉辺は全縁か、下部などの葉には歯牙があることがある。葉の裏面は粉白色。花序は分枝して密に花をつ
ける。

■国内分布　北海道～九州の海岸に分布する。

■県内分布　�舳倉島・七ツ島植物小区系のヤブツバキクラス域に分布している。
隣県の富山県には見られない。

■生態など　�草丈20～60cmの一年生植物である。開花期は8～9月。花被片は
緑色を呈する。花序の軸に粉状物が付着している。果実は広楕円形
で黒色、短いくちばし状突起がある。

■生育環境　日当たりの良い磯浜海岸などに生育する。

■危険要因　海岸開発、土地造成、自然遷移

■特記事項　�文献：石川県植生誌（1997），加賀能登の植物図譜（1987），
舳倉島・七ツ島の自然環境調査団（編著）．2011.�七ツ島の自然環
境. 北国新聞社.

（髙木政喜） 0 20 40km

県内の分布

リュウキュウマメガキ カキノキ科　

Diospyros japonica Siebold et Zucc.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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　�マメガキに似ているが、葉柄は長さ１～３cmと長く、また
葉裏には若い時に毛があるが、後に無毛となる点で識別は
容易。

■国内分布　本州（関東地方以西）、四国、九州、琉球

■県内分布　中能登区、南加賀区

■生態など　�８～９mになる落葉高木。雌雄別株。６月頃黄白色の花を付け、雄
花はふつう２個ずつつき、雌花は１個ずつつく。

■生育環境　山地の日当たりのよい谷間や斜面。

■危険要因　森林伐採、道路工事、自然遷移、産地局限、自然崩壊

（本多郁夫）

　小野ふみゑ
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ミネズオウ ツツジ科　

Loiseleuria procumbens (L.) Desv.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　県内での産地が限られている。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�葉は対生し革質、線形、長さ６～10mm、幅２～３mm、
縁は裏面にまくれ、裏面は中軸を除き密に毛がはえる。花
は白色で赤みを帯び、鐘形で中ほどまで５裂する。

■国内分布　北海道、本州中部以北

■県内分布　南加賀区、白山高地区

■生態など　低く地上をはう常緑の小低木。花期は６～７月。

■生育環境　高山の岩場

■危険要因　園芸採取、産地局限

■特記事項　�生育地は白山国立公園の高地区であるが、一部1,500m以下の場所
にも見られる。���

（本多郁夫）

　白井伸和

0 20 40km

県内の分布

サツキ ツツジ科　

Rhododendron indicum (L.) Sweet

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が局限されている。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�常緑低木。若枝や葉柄には淡褐色の扁平な剛毛がある。葉
は披針形または狭披針形、先はとがり、先端に腺状突起が
あり、下部はくさび形、表面や縁、裏面に淡褐色の剛毛が
散生する。枝先に１個の朱色の花を開く。

■国内分布　�神奈川県以西の本州中部のおもに太平洋側および近畿地
方、中国地方（山口県）、九州（佐賀県・熊本県・屋久島）。隣県
では富山県、福井県にも分布。

■県内分布　南加賀区

■生態など　�増水すると水をかぶるような川岸の岩場で、岩隙に深く根を下ろす
渓流沿い植物の一種。花期は６～７月。

■生育環境　川岸の岩上

■危険要因　河川開発、園芸採取、ダム建設、産地局限

（本多郁夫）

　本多郁夫

0 20 40km

県内の分布



270

オオバツツジ ツツジ科　

Rhododendron nipponicum Matsum.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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　�葉は枝先に集まってつき、葉身は倒卵形、長さ５～
12cm、幅３～８cm、先端は円いかややへこむ。葉の縁や
両面脈上には腺毛を散生する。枝先に５～10個の黄白色の
花が下向きにつく。

■国内分布　秋田県から福井県までの日本海側。

■県内分布　加賀中央区、南加賀区

■生態など　落葉低木、花期は６～７月。

■生育環境　深山の湿った低木林内に生育。

■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

オオキヌタソウ アカネ科　

Rubia chinensis Regel et Maack 

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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　�茎は直立し、高さ30～60cm、無毛である。葉は４枚輪生
し、卵形または広披針形で、先は鋭く尖り、長さ0.5～２
cmの柄がある。オオキヌタソウ（アカネ属）はキヌタソウ
（ヤエムグラ属）とは葉の姿はよく似ているが、キヌタソ
ウが無柄なのに対し、オオキヌタソウは有柄であることで
区別が付く。

■国内分布　北海道～九州

■県内分布　南加賀区

■生態など　多年草、花期は５～７月。

■生育環境　山地峡谷の岩隙など。

■危険要因　道路工事、踏みつけ、自然遷移、草地開発、産地局限

（本多郁夫）

　小野ふみゑ
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リンドウ リンドウ科　

Gentiana scabra Bunge var. buergeri  (Miq.) Maxim. ex Franch. et Sav.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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ている。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�葉は無柄で対生し、３脈が目立ち、長さ３～８cm、先はと
がり、基部は円く、縁には細かい突起があってややざらつ
き、柄はない。

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　加賀中央区、南加賀区、白山高地区

■生態など　�多年草、陽が当たらないと開花しない。花期は９～11月。根茎と根
を乾燥したものが漢方の竜胆で、薬用となる。

■生育環境　日当たりのよい登山道や水田脇

■危険要因　園芸採取、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　本多郁夫
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コカモメヅル キョウチクトウ科　

Tylophora floribunda Miq.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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　�葉は対生し、３角状の卵形から卵状披針形で、先はとが
り、長さ３～６cm、幅１～３cm、基部は浅心形。花は小
さく径４～５mmで暗紫色。

■国内分布　本州～九州

■県内分布　外浦区、内浦区

■生態など　つる性の多年草、花期は７～８月。

■生育環境　山野の草地

■危険要因　管理放棄、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　林　二良
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ホタルカズラ ムラサキ科　

Lithospermum zollingeri A.DC.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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　�全体に開出する荒い毛がある。茎は細く、花後基部から横
にはう長い無花枝を出す。葉は狭長楕円形、長さ２～６
cm、幅0.6～２cm、濃緑色。花は美しい青紫色で、径15
～18mm、５裂し、裂片の中央には縦に白色の隆起があ
る。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州、琉球

■県内分布　口能登区、外浦区

■生態など　多年草、花期は４～５月。

■生育環境　海岸の砂地や草地

■危険要因　�海岸開発、道路工事、園芸採取、踏みつけ、自然遷移、管理放棄、
産地局限、自然崩壊、その他（ゴミ漂着）

（本多郁夫）

　本多郁夫
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イワタバコ イワタバコ科　

Conandron ramondioides Siebold et Zucc.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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　�１～２枚の大きな葉があり、葉柄は３～10cmで翼があ
り、葉身は長さ10～30cm、幅５～15cm、楕円状倒卵
形で先はとがり、下部は円形またはしだいに柄の方に狭ま
り、不揃いな歯牙がある。葉質はやわらかく、表面の脈は
へこんでしわがあるように見える。花冠は径1.5cm、紅紫
色で、底部は白色地に黄橙色で円形の斑紋があり、裂片は３角状卵
形でとがる。５本の雄しべは花の中心に集まり、葯は黄褐色。

■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　多年草、花期は８月。

■生育環境　湿り気のある岸壁

■危険要因　河川開発、道路工事、園芸採取、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

�本多郁夫
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ミズハコベ オオバコ科　

Callitriche palustris L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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　�全体に無毛で、葉は対生し、水中葉は線形で、水上葉は、
さじ状倒卵形または長楕円形で長さ５～12mm。果実の形
が軍配に似ている。

■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、中能登区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　�一年草とされているが、水中では、冬から春にかけてみられること
がある。花期は５～11月。

■生育環境　水田や浅い水中、排水溝などに群生。

■危険要因　�土地造成、河川開発、海岸開発、管理放棄、自然遷移、水質汚濁、
農薬汚染、産地局限、その他（溝の水量の変化、溝さらい）

（本多郁夫）

　小野ふみゑ

0 20 40km

県内の分布

マルバノサワトウガラシ オオバコ科　

Deinostema adenocaulum (Maxim.) T.Yamaz.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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　�茎は直立して高さ５～20cm。葉は卵円形、先は短くと
がり、５～７本の脈があり、長さ４～10mm、幅３～５
mm。上部の葉腋に花を付け、花冠は長さ４mm。蒴果は卵
形または楕円形で長さ２mm、幅1.5mm。

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　外浦区、内浦区、口能登区、中能登区

■生態など　１年草、花期は８～10月。

■生育環境　湿地

■危険要因　農薬汚染、管理放棄、自然遷移、土地改良

（本多郁夫）

　林　二良
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シソクサ オオバコ科　

Limnophila chinensis (Osbeck) Merr. subsp. aromatica (Lam.) T.Yamaz.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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　�茎は直立してあまり分枝せず、高さ10～30cm。葉は
対生し、柄がなく長楕円形で長さ10～25mm、幅３～
10mm、少数のとがった鋸歯がある。葉肉内に油点が
散在して、シソの香りがする。上部の葉腋から長さ７
～15mmの細い花柄を伸ばし１花をつける、がくは鐘
形で深く５裂する。がく片の腋にがく片に似た小さな小苞がある。
花冠は白色筒形で長さ８～11mm、先は唇形となり、上唇は大きく
て裂けず、下唇は３裂する。

■国内分布　本州（関東以西）、四国、九州、琉球南部

■県内分布　内浦区、外浦区、中能登区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　１年草、花期は９～10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）

　白井伸和、がく・苞・葉：本多郁夫
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ハクサンオオバコ オオバコ科　

Plantago hakusanensis Koidz.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　白山高地区にのみ生育。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�葉は柔らかく表面は無毛、裏面に軟毛があり、楕円形また
は倒卵状楕円形、長さ３～８cm、幅２～４cm、先は円
いか短くとがり、基部は次第に狭くなって幅の広い柄とな
り、縁は不明瞭な少数の歯牙がある。

■国内分布　本州（白山以北）の日本海側の亜髙山帯～髙山帯

■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　湿った草地

■危険要因　踏みつけ、自然遷移、産地局限

■特記事項　�場所によっては、チシマザサが周囲から進入し、群落を脅かしている。
また、オオバコとの雑種形成による遺伝子汚染も心配されている。

（本多郁夫）

　小野ふみゑ
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ヒヨクソウ オオバコ科　

Veronica laxa Benth.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�生育地が限られ、最近は白山麓では見られなくなった。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�葉は対生し、ほとんど柄がなく、両面に軟毛が密にある。葉腋から長さ５
～20cmの対になった花序を伸ばす。

■国内分布　北海道、本州、四国

■県内分布　外浦区、南加賀区

■生態など　日当たりの良い草地に生える多年草。花期は６～７月。

■危険要因　草地開発、道路工事、ダム建設

（本多郁夫）

古場田良次

オオヒナノウスツボ ゴマノハグサ科　

Scrophularia kakudensis Franch.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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：Ｒ０）

■形　　態　�茎は高さ１ｍ位に達し、わずかに毛がある。葉は縁辺に上
向きの細鋸歯が並び、鋭尖頭である。茎の先によく分枝す
る円錐花序をつけ、花柄は斜上する。茎・葉柄に翼がな
い。

■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、南加賀区

■生態など　多年草、花期は８～９月。

■生育環境　林の下や林縁

■危険要因　�森林伐採、河川開発、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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メハジキ シソ科　

Leonurus japonicus Houtt.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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　�茎は直立し、４角で高さ50～150cm、短い白毛を密生す
る。葉はやわらかく、細く切れ込む。裏面は白色の短毛が
密生して灰白色を帯びる。花は長さ10～13mm。

■国内分布　本州～琉球

■県内分布　外浦区、内浦区、中能登区、南加賀区

■生態など　多年草、花期は７～９月。

■生育環境　道ばたや荒れ地

■危険要因　�河川開発、草地開発、土地造成、道路工事、園芸採取、薬用採取、
踏みつけ、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　小野ふみゑ
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シソバタツナミ シソ科　

Scutellaria laeteviolacea Koidz.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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　�茎の稜上には上向きに曲がった毛がある。葉は２～４対あ
り、裏面と表面の脈に沿って紫色を帯びる。がくには毛と
腺点がある。

■国内分布　本州（福島県以西）～九州

■県内分布　南加賀区

■生態など　多年草。花期は５～６月。

■生育環境　やや湿った山林内

■危険要因　産地局限

（本多郁夫）

���林　二良
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ヤマタツナミソウ シソ科　

Scutellaria pekinensis Maxim. var. transitra (Makino) H.Hara

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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　�茎は上向きの白毛が多い。花は青紫色で、一方に偏って付
き、基部から約60度に曲がって斜上し、開出する腺毛があ
る。分果は円錐状の小突起が密生する。

■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５～６月。

■生育環境　山地の林下

■危険要因　産地局限

（本多郁夫）

　小野ふみゑ
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県内の分布

イブキジャコウソウ シソ科　

Thymus quinquecostatus Celak.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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　�茎葉に芳香のある小低木で、枝は地上をはい、上端は斜上
する。葉は狭卵形、長さ５～10mm、幅３～８mm、全
縁、鈍頭、基部はやや急に短柄となり、両面に腺点があ
る。花冠は径約７mmで、上唇は浅く２裂し直立、下唇は深
く３裂して開出する。

■国内分布　北海道、本州、九州

■県内分布　南加賀区、白山高地区

■生態など　花期は６～７月。

■生育環境　日当たりの良い岩場

■危険要因　道路工事、園芸採取、踏みつけ、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

��本多郁夫
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カリガネソウ シソ科　

Tripora divaricata (Maxim.) P.D.Cantino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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　�全体に強い臭気がある。茎は４稜形。花冠は青紫色で先は
５裂し、下側の１個はとくに大きくて前方に伸びる。雄し
べと雌しべは長く湾曲して、花外に突き出て、先は下向き
に曲がる。

■国内分布　北海道、四国、九州

■県内分布　中能登区、加賀中央区

■生態など　多年草、花期は９～10月。

■生育環境　山地、林縁

■危険要因　森林伐採、道路工事、管理放棄、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

オニク ハマウツボ科　

Boschniakia rossica (Cham. et Schltdl.) B.Fedtsch.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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　�茎は直立して高さ15～30cm。全長の1/2ほどの長さの花
穂に、暗紫色の多数の花を付ける。

■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　１回結実性の多年草。花期は７～８月。

■生育環境　ミヤマハンノキの根に寄生。

■危険要因　園芸採取、踏みつけ、産地局限

（本多郁夫）

白井伸和
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県内の分布
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ハマウツボ ハマウツボ科　

Orobanche coerulescens Stephan ex Willd.

　
石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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　�茎は黄褐色で太く、疎らに白毛があり、直立して高さ10～
25cmになり、鱗片状に退化した葉がつく。茎の上部に紫
色で、長さ約２cmほどの花が穂状に多数つく。

■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、南加賀区

■生態など　１年草、カワラヨモギに寄生。

■生育環境　海岸や河原

■危険要因　海岸開発、土地造成、踏みつけ、自然遷移、産地局限、海岸侵食

（本多郁夫）

本多郁夫
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県内の分布

ヒキヨモギ ハマウツボ科　

Siphonostegia chinensis Benth. ex Hook. et Arn.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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　�茎は直立し、上部がやや分枝して高さ30～70cmになり、全体に曲
がった短毛が密に生える。葉は卵形で、長さ1.5～５cm、幅１～３
cm、３片ほどの広線形の裂片に裂け、下方の裂片はさらに少数の裂
片に裂け、両面特に裏面の脈上には曲がった短毛が生える。花は枝先
の葉腋ごとに１花をつける。がくは細い筒形で、曲がった短毛がは
え、花期に長さ11～17mm、裂片は卵状長楕円形でとがり、長さ
４～５mm。花冠は鮮黄色で長さ2.8cm、上唇の先は細くなり先端
は２裂する。

■国内分布　北海道～琉球

■県内分布　外浦区、内浦区、南加賀区

■生態など　半寄生の１年草。花期は８～９月。

■生育環境　日当たりのよい草地や砂浜

■危険要因　河川開発、海岸開発、管理放棄、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　本多郁夫
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ムシトリスミレ タヌキモ科　

Pinguicula vulgaris L. var. macroceras (Pall. ex Link) Herder

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�限られた数カ所の地点にのみ分布し、個体数も少ない。
（現況：Ｒ０）

■形　　態　�黄緑色で長楕円形の葉数枚がロゼット状につく。縁辺は多
少内曲し、表面に多数の腺毛がある。花茎は分岐せず、ス
ミレに似た形の青紫色の１花を頂生する。

■国内分布　北海道、本州（中部地方以北）、四国

■県内分布　南加賀区、白山高地区

■生態など　食虫植物。多年草、花期は５～７月。

■生育環境　湿った風衝草地、湿った崖地

■危険要因　園芸採取、産地局限、その他（岩場の崩壊、乾燥）

（本多郁夫）

本多郁夫

サワギキョウ キキョウ科　

Lobelia sessilifolia Lamb.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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50～100cm、分枝しない。葉は互生して多数つき、披針
形で長さ４～７cm、低鋸歯があり、柄がない。上部の葉は次第に小
型になり、ついには苞となり、その腋に花を付ける。花は濃紫色で、
左右相称、上唇は２裂し、下唇は３裂し、裂片のふちに長い毛があ
る。

■国内分布　北海道～九州

■県内分布　外浦区、中能登区、南加賀区

■生態など　�雄しべ先熟の多年草。花期は８～９月。茎は倒れやすいが、すぐに
屈地性で起き上がる。

■生育環境　日当たりのよい湿地

■危険要因　湿地開発、土地造成、自然遷移、園芸採取、産地局限

（本多郁夫）

　本多郁夫
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キキョウ キキョウ科　

Platycodon grandiflorus (Jacq.) A.DC.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�手入れの行き届かない山地では、次第に生育適地が失われ、減少傾向
である。（現況：Ｖ２－）

■形　　態　�茎は高さ40～100cm、葉は狭卵形または広卵形、鋭鋸歯があり、
鋭頭、基部は広楔形か鋭形。花は茎頂に数個つき、直立する。花冠は
碧色または白色。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州

■県内分布　外浦区、中能登区、南加賀区

■生態など　雄しべ先熟の多年草。花期は７～９月。

■生育環境　日当たりのよい山地草原に生育

■危険要因　�池沼開発、草地開発、道路工事、園芸採取、管理放棄、森林伐採、
ゴルフ場、土地造成、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　本多郁夫
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県内の分布

ヒナギキョウ キキョウ科　

Wahlenbergia marginata (Thunb.) A.DC.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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　�茎の高さ20～40cmの多年草。茎は細く、まばらに枝分か
れする。下部の葉はへら形で、基部は細くなり、縁辺は白
色に厚化し、しばしば波状をなす。花は青色漏斗状鐘形で
茎上に少数つく。

■国内分布　本州（関東地方以西）～琉球

■県内分布　加賀中央区、南加賀区

■生態など　多年草、花期は５～８月。

■生育環境　日当たりのよい路傍、原野

■危険要因　�河川開発、草地開発、土地造成、道路工事、自然遷移、踏みつけ、
管理放棄、園芸採取、産地局限、その他（草刈り）

（本多郁夫）

　本多郁夫
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アサザ ミツガシワ科　

Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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　�葉は基部が深い心形をした卵形または円形で径５～
10cm、やや厚く、一見ヒツジグサ（スイレン科）に似て
いるが縁が波打ち、表面は緑色、裏面は紫褐色で、柄は長
く、基部が鞘状になる。花冠は径３～４cm、黄色で５深裂
し、裂片の先はへこみ、縁は細かく裂ける。長花柱花と短
花柱花がある。

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　中能登区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　多年生の水草、花期は６～８月。

■生育環境　池沼

■危険要因　池沼開発、河川開発、土地造成、水質汚濁、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　本多郁夫
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ウサギギク キク科　

Arnica unalaschcensis Less. var. tschonoskyi (Iljin) Kitam. et H.Hara

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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　�茎は立ち、高さ15～35cm、縮れた毛を密生し、分枝せず
に１個の頭花を頂生する。茎の下部の葉はふつう対生、ま
れに互生し、さじ形で長さ６～12cm、幅２～３cm、鈍
頭。頭花は長柄があり、黄色、径４～5.5cm。総苞は半球
形、総苞片は２列に並び、やや等長、披針形で、草質。舌
状花は１列。

■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７～８月。

■生育環境　高山帯の草原

■危険要因　自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　白井伸和
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イワヨモギ キク科　

Artemisia sacrorum Ledeb.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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うえ、道路工事の法面緑化などのさ
い、外国産緑化用種子に混ざって帰化したと考えられるも
のが増えており、本来の自生のものと厳密に識別すること
は困難である。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�高さ20～50cm。茎や葉ははじめ絹毛が密生しているが、
花時にはほとんど無毛になる。葉は茎の下方に集まり、３
回羽状に全裂し、終裂片は幅0.5～１mm。葉の長さ10～15cm、
柄はほぼその1/2をしめる。頭花は直径８～12mm、総状に下向き
につく。

■国内分布　北海道、石川県

■県内分布　南加賀区

■生態など　多年草、花期は９～10月。

■生育環境　路傍

■危険要因　産地局限

■特記事項　�最近目に付くようになったが、石川県植物誌にも石川県植生誌にも
記述はされていない。石川県で見られるものは帰化種である可能性
が高い。

（本多郁夫）

　本多郁夫

アサギリソウ キク科　

Artemisia schmidtiana Maxim.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�生育地が尾添川や白山白川郷ホワイトロード沿いの岩場に
限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�茎は叢生し、高さ15～30cm、白色の絹毛がある。茎葉は
２回羽状に全裂し、裂片は細く、幅１mm、両面に銀白色の
絹毛を密生する。

■国内分布　北海道、本州（北陸、東北地方）

■県内分布　南加賀区

■生態など　花期は７～８月。

■生育環境　山地の岩場に生育

■危険要因　園芸採取、道路工事、産地局限

（本多郁夫）

本多郁夫
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タカネヨモギ	 キク科　

Artemisia sinanensis Y.Yabe

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が極めて限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�高さ20～50cm。茎や葉ははじめ絹毛が密生しているが、
花時にはほとんど無毛になる。葉は茎の下方に集まり、３
回羽状に全裂し、終裂片は幅0.5～１mm。葉の長さ10
～15cm、柄はほぼその1/2をしめる。頭花は直径８～
12mm、総状に下向きにつく。

■国内分布　本州（中部地方・東北地方）

■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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県内の分布

センボンギク キク科　

Aster microcephalus (Miq.) Franch. et Sav. var. microcephalus

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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　�茎は叢生し、細く、高さ30～40cm、上部で分枝する。
葉は線形、長さ3.5～６cm、幅3.5～５mm、鋭先頭、基
部へ次第に狭まり、縁には疎らに凸点がある。頭花は小さ
く、径1.5～２cm、総苞は半球形、3.5mm、総苞片は３
列、線形で緑色。

■国内分布　�本州（宮城県・富山県・石川県・福井県・愛知県・三重県・岡山
県・広島県）

■県内分布　南加賀区

■生態など　�増水すると水をかぶるような川岸の岩場で、岩隙に深く根を下ろす
渓流沿い植物の一種。多年草、花期は９～11月。

■生育環境　川岸の岩上

■危険要因　河川開発、ダム建設、園芸採取、産地局限

（本多郁夫）

　白井伸和
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タチアザミ キク科　

Cirsium inundatum Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　湿地に生育し、個体数が少ない。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�高さ１～２mになる。葉は長楕円形で15～25cm、あまり分裂しな
い。縁に鋸歯があり、基部は半ば茎を抱く。頭花は枝先に直立し、上
向きに咲く。総苞は椀形で幅２～３cm、外片は伸びて直立または斜
上し、粘らない。

■国内分布　日本海型分布で、東北地方・北陸地方に分布。

■県内分布　中能登区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　花期は８～10月。

■生育環境　湿地

■危険要因　道路工事、湿地開発、土地造成、動物食害、管理放棄、自然遷移

（本多郁夫）

　本多郁夫
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県内の分布

エゾムカシヨモギ キク科　

Erigeron acer L. var. acer

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　産地・個体数とも少なく貴重である。（現況：Ｒ０）

■形　　態　�茎は高さ15～55cm、やや密に白毛がある。下部の葉は倒
披針形、有翼の柄があり鈍頭で、縁にまばらに微凸鋸歯が
あり、柔らかく、両面に白毛がある。頭花は径1.5cm、総
苞片は３列で、背部に白毛がある。

■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月。

■生育環境　日当たりのよい砂礫地

■危険要因　自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

小野ふみゑ
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ムカシヨモギ キク科　

Erigeron acer L. var. kamtschaticus (DC.) Herde

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　産地・個体数とも少なく貴重である。（現況：Ｒ０）

■形　　態　総苞片に粉状の細毛はあるが、白毛はない。

■国内分布　北海道、本州（中部地方）

■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　日当たりのよい砂礫地

■危険要因　砂防工事

（本多郁夫）

白井伸和
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カセンソウ キク科　

Inula salicina L. var. asiatica Kitam.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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　�茎の上部が分枝して、数個の頭花を上向きに開く。頭花は
径3.5～４cm、基部に苞葉がある。総苞は半球形、片は４
列に並び、すべてやや同長で、外片は広披針形、鋭頭、中
部以上は草質で、縁に密に短毛がある。そう果は無毛で10
肋があり、長さ1.5mm。冠毛は長さ８mm。葉の裏面に葉
脈が突出することで近似種のオグルマと区別できる。

■国内分布　北海道～九州

■県内分布　外浦区、内浦区

■生態など　多年草、花期は７～９月。

■生育環境　日当たりのよい湿地、砂浜

■危険要因　海岸開発、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

小野ふみゑ
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ヒメヒゴタイ キク科　

Saussurea pulchella (Fisch. ex Hornem.) Fisch.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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：ＲＯ）

■形　　態　�茎は直立し、高さ６～100cm、上部でよく分枝し多数の
頭花をつける。葉は長さ12～18cm、羽状深裂または全縁
で、基部は茎に沿下し翼となることもあり、沿下しないこ
ともある。頭花は径12～16mm。総苞片には淡紅色の付
属体があり、蕾の時も美しい。

■国内分布　北海道～九州

■県内分布　外浦区、中能登区

■生態など　海岸型で丈が低い。花期は９～10月。

■生育環境　近海地の林縁、砂浜、草地

■危険要因　海岸開発、土地造成、踏みつけ、園芸採取、産地局限

■特記事項　石川県指定希少動植物種

（本多郁夫）

　本多郁夫
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ミヤマウド ウコギ科　

Aralia glabra Matsum.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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　�草丈80～100cm。ウドにやや似ているが、茎は細長く、
株全体に毛が少ない。葉は２～３回３出羽状複葉で、小葉
には疎らな毛があり、葉柄は紅紫色である。散形花序が集
合した疎らな円錐花序をつけるが、花序の側枝が長いため
やや散房状に見える。主軸および側枝の散形花序の小花数は普通20
個前後。小花の基部の関節付近は無毛。花は緑紫色。液果は球形、
黒紫色。

■国内分布　本州（関東・中部地方の標高1,000ｍくらいの高所）

■県内分布　白山高山区、南加賀区

■生態など　多年生草本。花期は６～９月。食用にはしない。

■生育環境　低山帯～亜高山帯の林縁・林床

■危険要因　産地局限、その他。

■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
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ハマウド セリ科　

Angelica japonica A.Gray

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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ている。（現況：RO）

■形　　態　�茎は上部で枝分かれして高さ１～1.5ｍになる。茎に暗紫色の線が多
く、茎や葉を切ると淡黄色の汁が出るが色は薄い。葉は無毛で厚く光
沢がある。複散形花序に多数の白い花をつける。

■国内分布　本州（関東地方より西）、四国、九州、沖縄

■県内分布　舳倉島、七ツ島植物小区系、外浦区、中能登区

■生態など　�多年生草本。地下に太い根があり、根生葉は秋に出て、冬でも枯れ
ない。花期は４～６月。

■生育環境　海岸

■危険要因　海岸開発、その他。

■特記事項　生育地は能登半島国定公園内であり、本県が北限である。

（濱野一郎）

本多郁夫

エゾノヨロイグサ セリ科　

Angelica sachalinensis Maxim. var. sachalinensis

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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ている。（現況：RO）

■形　　態　��ミヤマシシウドに多少似ているが、茎は細く小葉は小さくまばらで
やや厚く、表面に毛がなく光沢がある。裏面は帯白色である。

■国内分布　北海道、本州（中部以北と伯耆大山）�

■県内分布　�外浦区

■生態など　一年生草本で、花期は７～８月ごろである。

■生育環境　�林縁など。

■危険要因　�森林伐採、土地造成、など。

（濱野一郎）

小野ふみゑ

0 20 40km

県内の分布



絶
滅
危
惧
Ⅱ
類

289

ホタルサイコ セリ科　

Bupleurum longiradiatum Turcz. var. elatius (Koso-Pol.) Kitag.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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：R-）

■形　　態　�草丈は40～150cm。根出葉には長い柄があるが茎葉は基
部が広がって茎を抱く。小散形花序で、茎頂か対生した枝
の先につき、10～15個の黄色い小さな花をつける。

■国内分布　本州、四国、九州、日本固有

■県内分布　外浦区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　多年生草本。根茎はやや太く、短く地中をはう。花期は７～８月。

■生育環境　山地の岩場、日当たりの良い草地。

■危険要因　園芸採集、海岸開発、自然遷移、産地局限

（濱野一郎）

　白井伸和
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ドクゼリ セリ科　

Cicuta virosa L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 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、環境が人為による影響を受けやすい。
（現況：R－）

■形　　態　�茎は高さ１ｍに達し、よく分枝する。セリと違って大きな根茎があ
り、形はタケの根茎に似て中空である。葉は２～３回羽状複葉で無
毛、つやがある。葉裂片の幅には変異がある。花序に総苞がなく、多
数の小散形花序に10数個の花をつける。花は白色、５弁花。

■国内分布　北海道、本州、九州

■県内分布　中能登区

■生態など　�多年生草本。花期は６～８月。湿地や水辺などセリと同じ様なとこ
ろに生え、猛毒。毒成分はシクトクシンといい、特に地下茎や根に
多い。

■生育環境　湿地の流水辺。

■危険要因　池沼開発、河川開発、湿地開発、産地局限

■特記事項　�竹に似た太い根茎は、延命竹とか万年竹といって、観賞用に販売さ
れることがある。

（濱野一郎）

濱野一郎
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