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発刊にあたって
　石川県は、本州中央部の日本海側に位置し、北部には日本海に突き出た

能登半島の長く複雑な海岸線、南東部には高山帯を持つ白山を擁するなど、

その自然と四季は変化に富んでいます。

　この豊かな自然の中で、日本の生物相の縮図と言えるほどの多種多様な

野生生物が生息しており、私たちもこの自然から多大な恩恵を受けて生き

ています。

　本県では、「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」により、絶滅のおそれのある野生生物の

うち、保護の必要があるものを希少野生動植物種に指定し、捕獲や採取などを規制するとともに、

そのうち、特に絶滅の危険性が高く、緊急に保護対策が必要な種については、生息・生育地の環

境調査や再生回復などの保護増殖事業にも取り組んでいます。

　また、本県にゆかりが深く、国の特別天然記念物となっているトキやライチョウについても、

国が進める保護増殖の取り組みに積極的に協力しています。

　しかしながら、近年の地球温暖化による環境の変化や、過疎化や高齢化に伴う里山の手入れ不

足による荒廃などにより、今後は希少な生物だけではなく、これまで身近にあった草花や小動物

も、絶滅リスクが増加する可能性が高いと予測されています。

　このような背景のもと、県では、本県の環境を取り巻く状況の変化や、国の第五次環境基本計

画などの諸計画を踏まえ、環境施策の拠り所となる「石川県環境総合計画」を改定し、引き続き

種の保存の推進に取り組むこととしています。

　こうした中、本県で絶滅のおそれのある野生生物をとりまとめた「いしかわレッドデータブッ

ク」は、前回の発行から10年が経過し、野生生物の現状を的確に把握していく必要があることか

ら、今般、「いしかわレッドデータブック2020〈植物編〉」を発行することといたしました。

　本書を、野生生物の保全をはじめ生物多様性の確保に向けた取り組みを進めるため、また、郷

土の自然に対する認識を深めていただくための資料として、広くご活用いただければ幸いに存じ

ます。

　最後に、本書の発行にあたり、ご尽力いただきました「いしかわレッドデータブック策定委員

会」の皆様や、調査・執筆にあたられました「石川県絶滅危惧植物調査会」の皆様をはじめ、ご

協力いただいた関係各位に対し心から感謝の意を表します。

　令和２年３月

石川県知事　谷本　正憲
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Ⅰ  総　論



Ⅰ  総　論



　この刊行物は、今回、名称の一部を…変更しましたが、先行する下記の刊行物と同一の系列をなすものです。

●石川県の絶滅のおそれのある野生生物 －いしかわレッドデータブック－〈植物編〉

 （略称：2000年版）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行　平成12年（2000年）３月31日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　刊行物で提供

●改訂・石川県の絶滅のおそれのある野生生物 いしかわレッドデータブック〈植物編〉2010

 （略称：2010年版）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行　平成22年（2010年）３月31日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川県ホームページ（公式）で提供

●石川県の絶滅のおそれのある野生生物 いしかわレッドデータブック2020〈植物編〉

 （略称：2020年版）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行　令和２年（2020年）３月31日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　刊行物と石川県ホームページ（公式）の両方で提供

　なお、本文中の引用は、各版の略称や通称を、主に用いております。
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１「いしかわレッドデータブック2020〈植物編〉」
 　編纂の意義　

　　（１） 「いしかわレッドデータブック2020〈植物編〉」編纂の目的と
到達点

　本報告書は、2000年に刊行された「石川県の絶滅のおそれのある野生生物〈植物編〉－いしかわレッドデ
ータブック－」の2020年版である。その目的とするところは、石川県における維管束植物（以下、単に植物
という）と植物群落について、それらの絶滅危惧に係る最新の調査データや関連する生物多様性情報を公表
し、広く県民・関係者・諸機関（団体を含む）に提供して生物多様性の保全に役立てることである。
　具体的には、2010年に公表した同書2010年版の成果を引き継ぎ、2010年から2019年までの約10年間にわた
る野外調査等（事業期間外の調査・研究を含む）の成果を加えて補足更新し、これを現在の社会的要望にで
きるだけ合致するよう、新しい版として編纂したものである。
　2020年版の特色としては、次の五項目が挙げられる。
ア、石川県の植物相を構成する自生（spontaneous）の維管束植物の全種類（変種以上の分類群2,549種類、
帰化植物を含む）について、個別に調査・検討し、測定・評価したこと。
イ、基礎となる分類単位は種としたが、できるだけ、変種単位まで調査・評価したこと。これは、県段階の
レッドデータブックの編纂であるから、そのスケールにふさわしく植物相を解明するには、種内分類群が存
在している場合にこれを無視することは、植物地理学上許されないからである。
ウ、分類系として、被子植物についてはAPGⅢを採用し、シダ植物及び裸子植物についても、これになじむ
ような分類系を採用したこと。
エ、調査・検討作業にあたっては、作業上の便宜と正確さを期すため、自然保護連合（IUCN）が定めた
「国際自然保護連合（IUCN）レッドリストカテゴリーと判定基準ver.…3.1…第２版」と「国際自然保護連合レ
ッドリストカテゴリーと判定基準の地域及び国家レべルにおける適用についてのガイドラインver.４」の規
定により、調査・評価等の諸手続を行い、各分類群に適用したこと。（表1－2参照）
　しかるのち、表1－1により「環境省レッドリストカテゴリーと判定基準（2019）」ならびに「石川県基準
（2019）」への読み替えをおこない、従前の「石川県の絶滅のおそれのある野生生物〈植物編〉－いしかわ
レッドデータブック－」の初版（2000年版）及び同2010年版との共通性を確保した。
オ、石川県立自然史資料館を調査・検討、編纂、執筆などの活動の拠点としたこと。この措置は、収蔵され
た標本の閲覧、収集標本・資料の蓄積、集会の便宜など、従前と比較して事業受託者である石川県絶滅危惧
植物調査会とその調査員にとって益する点が多かった。また、標本の同定、資料・関連諸活動のノウハウの
蓄積など、自然史資料館側としても有益であったと思われる。
　この調査の最も重要な特徴は、20数年の期間をおいて、石川県という同一地域の植物相（シダ植物及び種
子植物）について、ほぼ同一の方法と尺度により、絶滅危惧植物の現況調査を実施したということである。
調査は、これも同一の調査団体である石川県絶滅危惧植物調査会が実施し、調査員もほぼ同一であった。全
国的にも同一地域の同一分類群について、同一基準によるこのように精確な調査が実施されたことは、少な
いと思われる。
　調査内容の詳細は後述するところであるが、その成果はおおよそ次の通りである。
　すなわち、2010年４月から2020年３月まで石川絶滅危惧植物調査会の調査員約30名（その多くは、石川県
地域植物研究会等の植物分野諸団体の構成員を兼ねる）が野外調査や、植物標本庫（主として石川県立自然
史資料館（ISKW）、一部は金沢大学植物標本庫（KANA））での標本調査を含む資料調査を継続して実施
した。また、量的には少数であったが、要請に応えて国、県の諸機関からのデータ・情報の提供があった。
調査結果は、図１～４に掲げる調査票に各調査員が記入し、条件が許す場合には標本を添えて集約され、科
を分担する各委員によりデータベース化された。
　統計上の操作をおこなった結果（表2）、石川県で記録されたシダ植物と種子植物の全体（維管束植物）
の変種以上の全種類数2,549（絶滅10種類を含む）のうち720種類、すなわち全種類数の約３割（28.2％）
が、程度の差はあるがいずれもレッドデータブックカテゴリー（環境省…2019）該当種（すなわち、「石川
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県のレッドデータブック記載種」）であった。また、絶滅した種類を除き、石川県に分布（自生）する維管
束植物のうち、絶滅危惧（絶滅危惧Ⅰ類+絶滅危惧Ⅱ類）に該当する種類数は、460で18.1％であった。
　なお、レッドデータブック記載種が約３割という数字は、2000年版や2010年版の数字とほぼ同じである。
　しかしながら、内容は相当に変化したことに注意する必要がある。
　まず、2010年版ではレッドデータブック記載種が種類（件）数で647であったが、2020年版では720に大幅
に増大し、絶滅危惧Ⅰ類は202から259に57も増加、絶滅危惧Ⅱ類では222から202に減少に減少したものの、
準絶滅危惧も169から176へと７の増加である。
　また、情報不足は44種類から29が増加して73種類となった。情報不足の増加の時系列上の意味は、多くの
場合、今まで情報の得られていた種類の情報が得られなくなったということを意味するので、早晩、絶滅危
惧Ⅰ類（CR）となる蓋然性が高い。
　結論として述べれば、石川県における維管束植物の種多様性の側面から見ると、絶滅危惧Ⅰ類の増加を軸
に、この10年間の間に危機は大きく増大したということができる。
　なお、念の為に付言する次第であるが、本報告書において、「レッドデータブック記載植物」と記すの
は、環境省レッドリストカテゴリーと判定基準（2019）の各カテゴリーに該当する植物種（あるいは、種＋
種内分類群）のことである。また、「絶滅危惧植物」とは、同書において、絶滅危惧Ⅰ類並びに絶滅危惧Ⅱ
類にランクされる植物種（あるいは、種＋種内分類群）を意味する。
　両者はしばしば混同されることがあるので、本報告書では「絶滅危惧植物」の語は、レッドデータブック
カテゴリーの厳密な意味でのそれにのみ、限定して用いることにする。
　なお、2000年版及び同2010年版では、調査・編纂・執筆の各作業は、作業期間を分節化して実施したが、
今回の2020年版においては、作業の総合的な実施が出来るようになったので、委託事業の各年度目標を重点
にしながら、総合的に諸作業を実施した。
　石川県絶滅危惧植物調査会は、常設の団体として石川県立自然史資料館に連絡拠点を置き、下記の機関・
集会を規則的に運用した。
　①年２回（春季、秋季）開催の会員（調査員）全体が構成する全体協議会　
　②毎月１回開催する委員会（石川県地域植物研究会と共催する場合が多い）　
　③毎週１回（水曜日）に、不定期に開催する非公式の委員の打合せ
　年間の成果物は従来通り、これを以下の通りリストに集約するとともに、次年度の作業の基礎資料とし
た。リストは、電子データとして委員に供給するとともに、刊行した場合は、成果物として委託者＝石川県
に提出するとともに調査員全員に頒布した。
　①第一次リスト（2015）　　　　　　…………………　　　　　……平成27年度発行
　②第二次リスト（2016）ver.…E（新エングラー版）…　　平成28年度発行
　③第二次リスト（2016）ver.…A（APGⅢ版）　　　　　平成29年度発行
　④第三次リスト（2017～2018）　　　　　　　　　……　…平成30～30年度データ
　⑤第四次リスト（2019）　　　　　　　　　　　　　　平成31年度発行
　⑥第五次リスト（2020）…　　　　　　　　　　　　…　…令和２年度発行予定
　当然のことであるが、刊行される以前の状態は電子データで前年度の作業で使用し、調査成果を反映し
て、数回にわたり更新されている。例えば、第五次リストの場合は、2019年９月から2020年３月までに、15
回以上を数えた。
　なお、第五次リストの最終編は、来るべき2030年版作成の基礎資料とする目的で、2020年版とは別に、印
刷される見込みである。
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　　（２） 石川県における絶滅危惧植物と保護を要する植物群落の調査研究　
の概観

　本県における絶滅危惧植物の系統的な調査・研究は、20世紀末から今日まで約40年の経過がある。このう
ち、いわゆる、1989年版レッドデータブック出版に先行する時期から、改訂版「いしかわレッドデータブッ
ク〈植物編〉2010」の作成・出版にいたる記述は、2010年版に要約されているので、これを引用したい。
2010年版の調査・編纂の取り組みの内容は、今回の2020年版に継承されているので、その理解のためにも重
要である。また、2010年版は、石川県公式ホームページで公表されたが、公刊されることがなかったので、
今後、同ホームページ更新の際には失われる懸念もある。よって、前述の通り、敢えて2010年版の記述と重
複して記載することとした。
　　　１）1989年版レッドデータブックの作成と結果
　日本における絶滅危惧植物の本格的調査がおこなわれたのは、1980年度の末期であって、石川県について
は里見信生が協力した。成果は「我が国における保護上重要な植物種の現状」（我が国における保護上重
要な植物種および植物群落の研究委員会植物種分科会…1989）として刊行された。この調査・刊行は、日本
自然保護協会と世界自然保護基金日本委員会によっておこなわれたものである。調査方法は、日本全体から
見て絶滅が懸念される植物（変種以上の階級に属するもの）を、IUCN（国際自然保護連合）の旧基準によ
り、絶滅、絶滅寸前、危険、稀少の４カテゴリーに区分したものである。
　また、危険性が高いが現状がよく分からない種を現状不明とした。公表にさいしては稀少のランクのもの
は保護の観点から公表をおこなわず、「絶滅」ランクの種は絶滅種、「絶滅寸前」ランクの種は絶滅危惧
種、「危険」ランクの種を危急種とよぶことにした。その合計は895種で、当時知られていた日本産野生植
物の総数5,300種の16.9％となった。
　石川県におけるその内訳は、絶滅種：なし、絶滅危惧種：2、危急種：43、現状不明種：0であった。
　これは当時知られていた石川県産野生植物の総数1,908種の2.4％に相当する。この数字は、石川県が種の
多様性を維持するような優れた自然環境に恵まれていることを意味するものではない。日本全体から見た場
合の絶滅危惧植物の石川県産野生植物における割合を示しているだけで、石川県における植物種の多様性の
動態を全面的に捉えたものではなかった。一例をあげると、日本全体から見た場合に危急種であっても、石
川県ではすでに絶滅となっているものが、マツバラン、オニバス、カザグルマ、オオアカバナ、ヒシモド
キ、ヒメミミカキグサなど6種もあることが当時すでに判明していた。このことは石川県を範囲とした、こ
の地域独自の絶滅危惧植物の調査が必要なことを示すものであった。
　　　２）植物版レッドデータブック作成のための調査とその結果
　環境庁は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」が制定されたことを受けて、新たに
植物版レッドデータブックを作成することを決め、1993年度に日本植物分類学会に情報の収集、評価などを
委託した。日本植物分類学会は２つの専門委員会を設けたが、維管束植物については「絶滅危惧植物問題第
一専門委員会」が担当した。調査体制を整備するには各都道府県に調査組織を持つ必要があったが、既存の
関連団体などに業務の再委託をおこなうことは制度上できないことになっていたので、この調査のための日
本植物分類学会の下部機構を組織することになった。石川県の場合は、在住の日本植物分類学会会員はきわ
めて少数であったため、石川県地域植物研究会の役員を調査員として、石川県絶滅危惧植物調査会を組織
し、県内調査をおこなった。調査方法は日本植物分類学会が指定した調査対象種2,092種を対象として、金沢
大学理学部植物標本庫（KANA）などの標本調査や分布情報（文献をふくむ）をもとに、現地調査にもとづ
いて所定の調査票を作成するというものであった。調査結果はIUCN（国際自然保護連合）が1994年に採択
した新しいカテゴリーをもとにして、全国的視野から評価がおこなわれた。このIUCN新カテゴリーは、減
少率などの数値による客観的な評価基準にもとづいたものであるが、我が国の場合には数値的なデータが得
られない植物種もあることから、上記の定量的要件とともに定性的要件を組み合わせたカテゴリーが採用さ
れた。環境庁カテゴリーは、その後、名称の変更があり、内容にも軽微な変更があったが本書の場合にも引
き続き準用した（後述）ので、ここでは詳細に立ち入らない。
　この調査にもとづく環境省版レッドデータブックは、「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物―レッ
ドデータブック…8…植物Ⅰ（維管束植物）」として、2000年７月に刊行された（以下、「環境省版レッドデー
タブック（植物Ⅰ）2000」と記す）。
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　同書（「環境省版レッドデータブック（植物Ⅰ）2000」）に掲載された植物種（種、亜種、変種）は1,887
種類である。うち、絶滅危惧種（1,665分類群＝種類）が日本の自生種（変種以上：環境庁…1994）約7,000種
類に占める割合は約24％という結果になった。「環境省版レッドデータブック（植物Ⅰ）2000」掲載の種類
の、石川県での分布を確かめると、わずかに100種を越える程度の種類が県内に分布していて、野生種の6％
程度であった。
　すなわち、全国レベルと比較すると、石川県の数字が全国的レベルの数字よりも著しく小さくなることを
示している。この原因のなかには、植物地理学上のいわば幾何学的理由にもとづくものがあることに注意す
る必要がある。すなわち、調査対象地域が狭くなれば、分布域の狭い種類が省かれる度合いが大きくなり、
該当種が著しく減少するということである。また、対象地域を狭くとることは、分布域の広い種については
分布域を切り取ることになるので、地域としては「保護を要する植物種」となりうる場合もある。これらの
ことから、全国調査とは別に、前述の通り、石川県を調査対象地域とした独自の視点からの植物版レッドデ
ータブックの作成が、要請されることになった。
　　　３）保護を要する植物群落調査の経過
　石川県における植物群落の系統的な調査は1950年代から金沢大学理学部植物地理分類講座を中心に系統的
に進められてきたが、自然環境保全法が制定（1972）されると、それにもとづく自然環境保全基礎調査（緑
の国勢調査）が開始された。この調査には特定植物群落調査が含まれていたので、重要な植物群落は毎回の
調査により、その群落測定資料とともに、記録公表されてきた。1989年版レッドデータブック作成と同時進
行で進められたのが群落版レッドデータブックの作成で、石川県については、里見信生と古池博が資料調
査・野外調査を担当した。この報告書は「植物群落レッドデータブック（我が国における緊急な保護を必要
とする植物群落の現状と対策）」（我が国における保護上重要な植物種および植物群落の研究委員会群落部
会…1996）として刊行された。これは保護上重要と考えられる具体的群落について、「保護・管理状態」を5
つのカテゴリー区分により現状を評価し、さらに、「新たに必要な対策の必要性・緊急性」について4段階
のカテゴリーを用いて評価したものである。結果は単一群落116件、群落複合1件について、新たな保護対策
の必要性・緊急性は、4：緊急に対策必要（8件）、3：対策必要（36件）、2：破壊の危惧（35件）、1：要
注意（33件）で、カテゴリー4＋3で44件、全体の38％を占める結果となった。この数字（件数）は、新たな
保護対策の必要性・緊急性の点で、石川県が全国第3位の多さであることを意味し、注目された。
　　　４） 「石川県の絶滅のおそれのある野生生物〈植物編〉－いしかわレッドデータブック－（いしかわ

レッドデータブック〈植物編〉2000）」の作成
　1997年、石川県は「いしかわレッドデータブック策定事業」を1997年度（平成９年度）から1999年度（平
成11年度）までの３カ年を期間として、実施することを決定した。これは、「石川県新長期構想」（1996年
８月に策定）に、「いしかわレッドデータブック」の作成が明記されていることから、これを根拠としてそ
の具体化をはかったものである。
　当初、この調査は動植物を問わず、全体を同一の調査組織で実施することが考えられたが、検討の結果、
維管束植物・植物群落を対象とする「いしかわレッドデータブック〈植物編〉2000」と、「いしかわレッド
データブック〈動物編〉2000」の２分冊とし、調査組織も個別に組織して、双方の連絡をはかりながら進め
ることになった。これは当時の環境庁における作業の仕方に準じたもので、維管束植物・植物群落の場合に
は、①従来からのインベントリー調査によって県内の植物相、植生相がほぼ完全に把握されていること、②
絶滅危惧植物と保護を要する植物群落調査に関する全国的調査に関して、県内の現地調査の実績があり、経
験とデータならびにこれらに従事した組織・人材が確保されていること、③植物種や植物群落には、土地の
強い拘束性があるなど、動物種や動物群集とは異なった特性があること、④動物とは異なる命名法（国際植
物命名規約（当時）、植物社会学命名規約など）が適用されていること、などの理由による。
　具体的には植物編は、前記の環境庁版レッドデータブック作成のための県内調査を担当した石川県絶滅危
惧植物調査会が担当し、動物編は新たに組織された石川県野生動物保護対策調査会が担当することになっ
た。石川県絶滅危惧植物調査会は、この事業を実施するために、あらたにメンバーを補充して23名（後に補
充して26名）の体制で臨むことにしたが、ほかにも植物分野の関係者から協力を得ることができた。
　途中の経過については省略するが、石川県においては、「環境省版レッドデータブック（植物Ⅰ）2000」
の刊行に先立って、2000年３月に「石川県の絶滅のおそれのある野生生物〈植物編〉－いしかわレッドデー
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タブック－」（2000年版）が、出版された。作成経過については、同書の総論に詳細に述べられているの
で、これを参照されたい。
　　　５） 「改訂・石川県の絶滅のおそれのある野生生物 いしかわレッドデータブック〈植物編〉

2010」の作成の経過
　2000年３月に、「いしかわレッドデータブック〈植物編〉2000」（2000年版）が刊行されると、その後５
年程度を目途にレッドリストを、10年ごとにレッドデータブックを改訂していくことが考えられたので、石
川県絶滅危惧植物調査会では、間をおかず、調査を再開した。なお、結果的には、石川県でのレッドリスト
の作成は見送られ、レッドデータブックの2010年版作成が課題となった。
　調査の初期段階で、環境省は「環境省版レッドデータブック（植物Ⅰ）2000」の見直し・改訂（５～10年
を目途）を目標として、「絶滅危惧植物調査」（2003年～2004年）を全国的に実施することになったので、
石川県絶滅危惧植物調査会としては、「いしかわレッドダータブック〈植物編〉2000」改訂のための調査
と、この全国調査の一環としての石川県における調査の双方を、並行して進めることになった。各年度に実
施した主な作業の内容は次の通りである。
ア、現地調査（フォローアップ調査）：平成16年度～平成18年度（2004年４月～2006年３月）
　現地調査（フォローアップ調査）に関する主な内容は下記の通りである。
①石川県内の維管束植物並びに植物群落を対象とする見直し調査。これには、「いしかわレッドデータブッ
ク〈植物編〉2000」に掲載された植物種（亜種、変種を含む。以下、同じ。）及び植物群落（群落複合並び
に個体群を含む、以下同じ。）のほか、新しく記載種候補とすべき植物種及び植物群落とした。調査票（調
査用紙）は、本書「いしかわレッドデータブック2020〈植物編〉」（2020年版）のための調査に用いたもの
とほぼ同様で、その原型となるものである。
②個体群の識別
　見直し調査における最大の困難は、植物種における個体群（あるいはメタ個体群）の時間間隔をおいた識
別をめぐる問題であった。これは現在でも、満足できる水準での解決を見ていない問題の一つである。
③新規に記載すべき植物種と植物群落
　新規に記載すべき植物種並びに植物群落については、いずれも多くの提案があった。うち、植物種につい
ては原則として記入された調査用紙の提出があったが、植物群落については、この点の調査結果が整ってい
ない場合が少なくなかった。結果として、植物群落については、2000年版に掲載された植物群落の現地調査
の結果のみを、同レッドデータブックに掲載することにし、新規に提案された植物群落については、次期の
改訂を待つことにした。
④平成19年度～平成20年度（2007年４月～2009年３月）は、「調査、改訂原稿の作成」の期間として設定さ
れたが、現地調査の活動はなお活発に続けられた。平成22年（2010年）３月までに集約された、調査票（記
入された調査用紙）に記入されたデータ数は、3,369件であった。これは、2000年版作成の際に用いられたデ
ータに、新しい現地調査によって追加されたデータを加算した数字である。
イ、現地調査データの検討：平成20…年度（2008年４月）～平成21年度（2010年３月）
　原稿の執筆等に先立って多くの時間を要したのは、調査票に記録されて提出されたデータの検討であっ
た。特別の期間が設定されていなかったが、実際に現地調査データの検討は、最も長い期間と時間を要する
作業であった。この期間の設定されていなかったことが、編集作業の遅延をもたらす最大の要因となった。
編集委員会では、一定時点までに集約されたデータを基礎に、平成20年度（2008年）に作成した石川県絶滅
危惧種第１次リスト及び同第２次リスト、平成21年度（2009年）に作成した同第３次リスト以下９次リスト
まで、さらに2010年になって第10次リストと、最終版「いしかわレッドデータブック〈植物編〉レッドリス
ト（第11次リスト）」を作成した。このリストは、主として編集委員会の編集用に作成されたものである
が、重要な変更があった場合には、石川県絶滅危惧植物調査会の全会員（調査員）に頒布して、その都度意
見を集約した。
ウ、原稿作成：平成19年度（2007年４月）～平成20年度（2009年３月）
　この期間は、本文等の執筆原稿・分布図原稿・写真原稿の作成と、前述の通り、現地調査の継続を含む期
間として設定された。なお、実際には、現地調査データの検討に多くの時間を要したことは、前述の通りで
ある。
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　分布図作成をそれぞれの分類群の執筆担当者が、分布メッシュのメッシュコードを指定することにより行
われた。メッシュコードは、石川県白山自然保護センターで、メッシュ図上にプロット化され、原稿化され
た。写真原稿は、写真（ポジ、ネガ）、画像（デジタルカメラ画像）から作成され、多くの場合、県内の植
物関係者から広く公募した。
　　　６）環境省レッドデータブック2014のための調査作業と、出版の影響
　環境省は、2015年に「レッドデータブック2014　8　植物Ⅰ（維管束植物）」を公刊した。同レッドデー
タブックの調査編纂は、レッドデータブック2000と同様、日本植物分類学会に委託されたので、同学会は絶
滅危惧植物・移入植物専門第一委員会を組織するとともに、各都道府県の調査責任者（主任調査員）を選定
し、調査員を組織し、現地調査を実施した。石川県では、2000年版の場合と同様、石川県絶滅危惧植物調査
会とその代表者（主任調査員）が、これを担当した。現地調査等の調査員等の協力者は、同レッドデータブ
ック2014の末尾（642～646ページ）に掲載されている。
　この作業は、県レッドデータブック調査と並行して進行したが、その大きな影響はIUCNカテゴリーが調
査作業やデータブックの記述に常用されたことである。これは当時の環境省レッドリストのための現地作業
においても同様であった。
　同レッドデータブック2014のための現地調査やその内容については、ここではこれ以上立ち入らないが、
石川県絶滅危惧植物調査会が、2020年版の調査・編纂・執筆などの作業において、その正確さと利便性を活
かして、IUCNカテゴリーを常用するにいたったのは、この経験に負うところが大きいことを指摘しておき
たい。
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２　採用したカテゴリー区分と適用手続

　　（１）レッドデータブック記載植物の考え方
　石川県の現在の行政区域と対象地域として、2019年度末で自生する維管束植物2,549種類の植物種（種、
亜種、変種）のうち、レッドデータブックカテゴリー（環境省…2019）の各カテゴリーに該当するものをも
って「いしかわレッドデータブック2020〈植物編〉の記載種」（以下、単にレッドデータブック記載種と記
す）とした。該当種の他の地域における状態は問わない。植物種のうち、学名を有する雑種分類群（当然に
浸透性交雑による形成の場合をふくむ）で、前記の各カテゴリーに該当するものもレッドデータブック記載
種とする。ただし、両親の分布域が重なる場合にどこでも形成され、単に雑種式で指示されるような雑種に
ついては除外する。維管束植物では雑種形成・倍数性に無融合生殖（栄養体生殖と無融合種子形成）が結び
ついた複雑な過程がかなり頻繁に生起し、個体群構成や種分化に重要な役割を果たしている。したがって、
雑種は生物多様性の重要な側面であるから、除外するわけにはいかない。
　なお、「いしかわレッドデータブック〈植物編〉2010」（2010年版）までは、環境省（環境庁）のレッド
リスト（植物Ⅰ）に掲載された植物種は、石川県の「レッドリスト記載種」であるか否かにかかわらず、全
国的な評価を併記して採録したが、今回の「いしかわレッドデータブック2020〈植物編〉」（2020年版）か
らは、この措置は廃止した。

　　（２）レッドデータブック記載種のカテゴリーの定義と区分
　石川県のレッドデータブック記載種のカテゴリーの定義と区分は、レッドデータブックカテゴリー（環境
省…2019）の区分と定義（別項）を、形式上、そのまま準用する。ただし、次の点については、次の通り、
変更する。１）は対象地域を100分の1の面積に縮小するものであるから、原理上、無理があるが、ここでは
それを問わないことにする。２）と３）は表示のための便宜上の措置である。４）はシミュレーションを実
施するに足るデータの不足がその理由である。
１）前記カテゴリーの定義される地域を、日本列島全体ではなく石川県の行政区域に限定する。
２）野生絶滅（ＥＷ）に該当する植物種がないので、事実上、設けない。
３）絶滅危惧ⅠＡ類は絶滅危惧Ⅰ類（CR）とし、絶滅危惧植物ⅠＢ類は絶滅危惧類Ⅰ類（EN）とした。
４）…絶滅危惧Ⅰ類（CR）、絶滅危惧Ⅰ類（EN）と絶滅危惧Ⅱ類の定性的要件と定量的要件は用いるが、定
量的条件のうち各Ｅ項に記載された数値解析（シミュレーション）は実施しない。

５）IUCN手引書の採用。
　調査・編纂作業においては、作業の利便性と正確さを確保するため、実質的には国際自然保護連合発行
の前記の手引書、すなわち、IUCN.…2012.…IUCN…Red…List…Categories…and…Criteria.……ver.3.1……Second…edition,　
IUCN.…2012.…Guidelines…for…Application…of…IUCN…Red…List…Criteria…at…Regional…and…National…levels…ver.4.0…に
準拠して、国際基準によりこれを実施し、表1－1により石川県基準（2019）に読み換えた。
　各カテゴリー区分ごとに種類数を比較すると表1－2の通りである。

表1-1　レッドリストカテゴリー対応表（略号表）
IUCN 環境省 石川県（植物） IUCNの用語

1 EX 絶滅（EX） 絶滅（EX） Extinct
2 EW 野生絶滅（EW） 野生絶滅（EW） Extinct…in…the…Wild
3 CR 絶滅危惧 IA類（CR） 絶滅危惧 I類（CR） Critically…Endangered
4 EN 絶滅危惧 IB類（EN） 絶滅危惧 I類（NE） Endangered
5 VU 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 絶滅危惧Ⅱ類（VU） Vulnerable
6 NT 準絶滅危惧（NT） 準絶滅危惧…（NT） Near…Threatened
7 LC Least…Concern
8 DD 情報不足（DD） 情報不足（DD） Data…Deficient
9 NE Not…Evaluated

註：
IUCN：IUCN…red…list…categories…and…criteria……ver.3.1……2nd…ed.…（2012）
環境省：環境省レッドリストカテゴリーと判定基準（2019）
石川県：石川県基準2019
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表1-2　　石川県に自生する維管束植物のカテゴリー評価（2019年12月末現在）
IUCN　　　
カテゴリー 種類数 比率％ 備　　考

EX 10 0.39 extinct
EW 0 0 extinct…in…the…wild
CR 138 5.42 critically…endangered
EN 121 4.75 endangered
VU 202 7.93 vulnerable
NT 176 6.91 near…threatened
LC 1,377 54.01 least…concern…低懸念
DD 73… 2.86 data…deficient
NE 452 17.73 not…evalueted…不評価（未評価）
計 2,549 100.00
註.　①調査・研究段階で石川県に自生spontaneousする種類を、国際自然保護連合INCUの
定めるカテゴリーで世界的基準で評価したものである。石川県評価（2019）への換算前のデ
ータ。　②絶滅危惧threatend＝CR+EN+VU……③NEの圧倒的多数は帰化、国内帰化など。

　　（３）従前のレッドデータブックカテゴリー区分との対比
　　　１） レッドデータブック1989及びレッドデータブック2000（2000年版）、レッドデータブック

2010（2010年版）の各カテゴリーとの対比
　「いしかわレッドデータブック〈植物編〉2000」と「いしかわレッドデータブック〈植物編〉2010）」は
同一のレッドブックカテゴリー（環境庁1997）を用いている。また、1989年レッドデータブックのカテゴリ
ーと環境庁のレッドデータブックカテゴリーの間には、定義の相違があって単純には対比が困難であるが、
一応、前者の「絶滅寸前」（絶滅危惧種）が後者の「絶滅危惧Ⅰ類」（ⅠＡ類＋ⅠＢ類）に、「危険」（危
急種）が「絶滅危惧Ⅱ類」に、それぞれほぼ一致するものとされていたので、そのことを指摘したい。
　　　２）レッドリストカテゴリー（環境省 2007）との関係
　環境省は2007年、レッドリストカテゴリー（環境省…2007）を発表した。これは2001年に出版されたIUCN…
Red…List…Categories…and…Criteria…Version…3.1（2001）にもとづく改訂であるが、前回採用したレッドデータ
ブックカテゴリー（環境庁…1997）と比較して基本的な変更がないことと、すでに調査が準備を終えた段階
であったので、レッドデータブック2010では、公式には採用しなかった。
　　　３）レッドリストカテゴリー（環境省　2019）との関係
　レッドデータブック2020では、表1－1の通り、石川県基準（2019）を用いたが、これは、実質的にレッド
リストカテゴリー（環境省　2019）と同じである。よって、石川県においては、レッドデータブック2000及
びレッドデータブック2010、レッドデータブック2020は、実質的に同一のカテゴリーを採用していることに
なり、比較・検討が容易である。

　　（４）植物の分類単位に適用した手順
　　　１）石川県に自生する植物種の基礎調査
　2010年４月から、レッドデータブック2020（2020年版）編纂のために、石川県に自生する植物の最新のイ
ンベントリー調査をおこなった。当時までの最も新しいデータは、2010年版作成のために作成したものであ
る。石川県植生誌（石川県植生誌編纂委員会…1997）を基礎とし、これを補充・修正したもので、2010年３
月までに県内での分布が確認された植物種（維管束植物）とその種内分類群の合計2,371種類であった。分類
群の階級としては、種に重点をおいた。
　最新のインベントリー調査を作成する作業は2019年12月末まで続けられ、その総数は、維管束植物の種と
その種内分類群（亜種、変種ならびに一部の品種）の合計2,549種類（「絶滅」に評価した10種類を含む）で
あった。178種類の増加である。分類群の階級としては、変種に重点をおいた。なお、ここでいう自生は、
前述の通りspontaneousの意味で、帰化や逸出を含んでいる。在来の意味で使われる自生はindigenousであ
るが、種類によって研究者の見解が分かれているのが現状で、ここでは用いない。
　　　２）現地調査と評価の実施
　調査対象種として、最初に前記第1次リストに掲載された植物種をはじめ、順次追加された植物種につい
て、現地調査と調査者の経験にもとづいて第一次評価をおこなった。第一次評価は調査員が前記の植物種調
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査カードに、観察地点（個体群）ごとにそれぞれの評価を記入して提出し、分類群の担当責任者が同一植物
種のカード（複数）を総合的に判断して、その植物種の評価案を作成し、集団的な合意により確定した。
　「現況評価」は石川県内に分布する植物種を、石川県内の農業の機械化・化学化が行われた1950年～1960
年を基準に、特に強く影響を受けた種類を抽出する目的で行ってきたものである。相観上、従来（1950年～
1960年以前）はありふれた種類であったＶ系列と、稀な種類であったＲ系列に分け、2019年時点までに変化
の認められないものには０、増加したものはその程度に応じて＋、減少したものはその程度に応じて－、２
－、絶滅したものにはＥをそれぞれ添え字として付して区分し、その動態を表示したものである。うち、Ｖ
系列についてはＶ－、Ｖ２－、ＶＥ、Ｒ系列についてはＲ＋、Ｒ０、Ｒ－（Ｒ２－は設けない）、ＲＥを調
査対象種とした。
　なお、前記1950年～1960年以前の石川県の植物相の観察に経験に乏しい調査員に配慮して、今回の調査よ
り石川県植物誌（1983）の記載を参照することとした。
　　　３）カテゴリー区分による評価
　各植物種調査カードからもたらされた情報と「現況評価」、その植物種の分類群担当者の知見を総合し
て、該当するカテゴリー区分を割り出し、評価案とした。評価案は集団的な審議にかけ、合意によりカテゴ
リー評価として決定した。

　　（５）未評価Not Evaluatedを適用する分類群
　調査・編纂の過程では、IUCNカテゴリーを採用したが、帰化、逸出、国内帰化、戻り帰化、外来種等の
分類群については、評価をしなかった。また、ごく少数であるが特殊な事情で評価が出来なかった種類もあ
る。これらの分類群についてはIUCNカテゴリーのNot…Evaluated（NE）未評価（不評価）とした。
　なお、帰化の場合、渡来した年代が問題になるが、ここでは、日本の帰化植物（清水建美（編）2003）の
定義により、安土桃山時代時代以降（1573年～）とした。

　　（６）絶滅のおそれのある地域的個体群
　　　１）出現範囲および生育地面積の狭さ
　出現範囲および生育面積は、カテゴリー区分においても重要な定量的要件である。環境省カテゴリー
（2019）によると絶滅危惧ⅠA類、絶滅危惧ⅠB類、絶滅危惧Ⅱ類において、それぞれ出現範囲が100k㎡未
満もしくは生育地範囲が10k㎡未満、5,000k㎡未満もしくは500k㎡未満、20,000k㎡未満もしくは2,000k㎡未
満が重要な意味がある。それぞれの面積要件に加えて、指定された他の要件を満たせば、それぞれのカテゴ
リーの要件を満たしたものとされるのである。絶滅のおそれのある地域的個体群は、当然、面積以外の要因
によって選定されることがありうるが、本書ではおもに面積の要件にもとづくものを選定した。
　　　２）白山山系の亜高山帯・高山帯の植物種個体群
　白山山系全体の亜高山帯・高山帯の面積はほぼ137k㎡で、北アルプスその他の高い山脈から隔離されてい
る。ある計算によると、このうち亜高山帯（1,600ｍ～2,400ｍ）は133.49k㎡、高山帯（2,400ｍ～2,702ｍ）は
3.63k㎡である。
　すなわち、生育地範囲において白山の高山帯は絶滅危惧ⅠＡ類の必要条件を満たし、亜高山帯はⅠＢ類の
必要条件を満足していることになる。これに、Ｂ項１～３の要件（これらはいずれも、白山山系の同地域に
おいては特殊なものではない。末尾の付表1参照）のうち２つを満たせば、それぞれⅠＡ類またはⅠＢ類に
ランクづけできることになる。以上のことから、白山の亜高山帯・高山帯の植物種（維管束植物）個体群の
すべてを地域個体群として選定することにした。
　　　３）気候変動による高山帯・亜高山帯の縮小
　気候変動は、環境変動の最も重要なものであるが、石川県では、そのうちでも植生帯の変化、特に亜高山
帯・高山帯の縮小、あるいは高山帯の消失は特に注目を要する現象である。
　2010年版は、このテーマを取り上げて次のように、指摘していた。
　「1901年から2000年までの期間の金沢の平年気温の上昇は1.5℃であった。気温1.5℃の上昇による植生帯
の高度上昇は250ｍであるから、この傾向が今後も続けば、亜高山帯・高山帯の下限も上昇する。100年後に
は白山の高山帯は、控え目の見積もりで高低差50ｍを残すのみとなる。これは同地域の植物種の存続にとっ
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て重大な脅威である。」
　気象庁は、地球温暖化予報　第９巻において、データにもとづいて全国的・地域的な予測をしているが、
金沢地方気象台は、さらに踏み込んだ詳しい予測をおこなっている。すなわち、1882年～2017年の観測結
果では、1.6℃/100年の上昇が認められ、21世紀末には金沢市で年4.5℃、冬5.0℃の上昇が予想されるという。
これは、積雪期間の短縮という意味でも、県下の植物種にとって大きな影響が予想されるところである。
　　　４）舳倉島と七ツ島の植物種個体群
　両島は輪島の沖合約60kmおよび約30kmに位置する島と群島である。本州との間には、種によって程度の
差はあるが、ある程度の隔離が働いているものと推定される。植物相、植生相も特徴があるので、石川県の
植物地理上、舳倉島・七ツ島植物小区系として区別されている。両島の面積は白山山系の高山帯よりはるか
に狭く、前記２）の場合と同様な事情にある。よって、この地域の植物種の個体群の全部をそれぞれ地域個
体群に選定した。
　　　５）絶滅のおそれのある地域的個体群の植物種リスト
　前記地域個体群の植物種のうち、当該地域に自生する主な植物種（亜種、変種を含む）をそれぞれ別項
（表6、表7）に掲げた。レッドデータブック記載種についてはこれを別に掲げてある（表4）。このリスト
は、「いしかわレッドデータブック〈植物編〉2010」（2010年版）掲載のものと内容が多少異なっている。

　　（７）保護を要する植物群落
　2010年版に掲載された県下の具体的植物群落に加えて、新しく数種の保護を要する植物群落を追加した。
ここでは、前掲2010年版の例にしたがい、ヤブコウジ－スダジイ群集のような抽象的群落ではなく、「気多
神社のシイ・タブ林」のような具体的な立地地点（地域）と件名を有する具体的群落を選定した。また、単
一の群落は単一群落、単一群落の複合体は群落複合として区別して扱うことにした。その他の凡例は「いし
かわレッドデータブック〈植物編〉2000」（2000年版）に掲載したものと同一である。したがって、保護を
要する植物群落に選定した植物群落の推移を、さらにこの10年間継続し、20年間観察したことになる。

　　（８）植物群落に適用するカテゴリーと基準
　2010年版の場合と同様である。ただし、この10年間に通路が荒廃するなどして調査不能となった場合があ
り、記述に追加した。
　　　１）群落の保護・管理状態
　調査群落の保護・管理状態を次の５段階で評価した。
　１…壊滅：群落が壊滅状態にある
　２…劣悪：保護状態は悪い
　３…不良：保護状態は良くないが、一部良いところもある
　４…やや良：良く保護されているが、一部良くないところがある
　５…良好：よく保護されている
　　　２）新たに必要な保護対策の緊急性
　新たに必要な保護対策の緊急性を次の４段階で評価した。
　４…緊急に対策必要：緊急に対策を講じなければ群落が壊滅する
　３…対策必要：対策を講じなければ群落が徐々に悪化する
　２…破壊の危惧：現在は対策が功を奏しているが、将来は破壊の危惧が大きい
　１…要注意：当面新たな保護対策は必要ない（監視必要）
　　　３）基準の適用
　原則として、調査員のチエックリストによる報告にもとづき、現状を確認した。
　なお、2020年版では、保護を要する植物群落の各論は、別途公表予定である。
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図１　植物種調査用紙（表）原寸はA4大

図２　植物種調査用紙（裏）原寸はA4大
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１　 絶滅のおそれのある野生植物（シダ植物及び種子
植物）

　　（１）分布の事実の基準と判定
　　　１）基準と判定
　分布の事実は単純な現象と思われがちであるが、生活史や植物地理学上はかなり複雑な事項なので、各論
の最初にふれておきたい。
　この調査（「いしかわレッドデータブック2020〈植物編〉」の調査）においては、植物の分布の事実の認
定は、植物体（胞子体、シダ植物の場合には配偶体を含む）が地上に固定されているか、もしくは、地上に
固定された樹木や岩石その他の物体に付着していることを基準とした。地表変動により移動する土地に固定
した植物体の移動は容認する。
　また、個体数の確認は現存する成熟個体数を数えるか、現存する総個体数から正しく推定することとし
た。
　よって、特定の発育段階にある繁殖体（胞子、花粉、果実、種子など）の通過のみが確認されている場合
については、「当該地域に分布している事実」には含めなかった。
註.…これは「分布している事実」の認定上、かなり強い条件である。海岸へ漂着しても再漂流する場合は除外され、事実上漂着して発
芽・着根した場合にのみ、認められるからである。具体的には、発芽・着根したグンバイヒルガオは認め、ヤシ類の子実の漂着の事実
のみの場合には認めていない。花粉の高密度の放出により、大きな被害が出ているのに、花粉だけでは植物種としての分布を認めない
というのは不合理との批判もありうるが、本事業では便宜上この操作的定義を使用する。

　結果として、あらゆる発育段階の植物体が共通に生育する面積に近いものとなり、「生育地面積
（AOO：Area…of…occupancy）」の概念とほぼ一致する。基本生育地面積の計測については、基本メッシュ
（約１km×約１km）を基本単位とした。
　維管束植物は、シダ植物、裸子植物、被子植物を含み、進化・分化にともなう発育段階の多様性が大き
い。単純に共通する「出現範囲（EOO:…Extent…of…occurrence）」を定めることは難しい。
　IUCNの判定基準（石川県基準も同様）のうち、B1基準を用いなかった理由（後述）はこれに起因する。
なお、石川県の面積は約4,186k㎡であるから、同基準のEOOの数値の多くはこれを上回ることになり、有用
な基準とはならない。
　　２）山地などの行政境界上の基本メッシュ
　一般に人跡稀な山地などにおける行政境界を、現地で精密に判定/測定することは容易ではない。国土地
理院作成の1：25,000地形図に描かれている行政境界も、編集上の理由で行う位置の転位については、三角点
などに比較してかなり緩やかな基準が適用されている。
　本事業では、生育地面積の単位を基本メッシュ（１km×１km…）とした。この意味での基本メッシュは、
その性格上分割が許されないことから、結果として、行政境界線上にあって複数の地方公共団体が共有する
基本メッシュ内に分布する植物の種類については、いずれの自治体にも分布するものと見なして扱うことが
必要となる。よって、境界内の基本メッシュ数と前記共有基本メッシュの和をもって…AOOを算出した。も
ともと、隣接する関連地方公共団体は相互に協力して生物多様性の保全対策を講じることが要請されている
ことから、その点からもこの扱いが妥当である、と判断した。ちなみに、本事業において該当する種類は数
種であった。
　なお、生育地面積の基本単位を約１km×約１km＝約１k㎡とすることは大きすぎるとの批判もあり得る
が、CRの上限面積はEOOで100k㎡未満（Ｂ１基準）、AOOで10k㎡未満（Ｂ２基準）である。
　なお、古い文献記録・古い標本データにもとづく歴史上の記録と現代の測地技術を結び付ける上ではいく
つかの問題が残されている。
　将来は、測地技術や土地登記システムの向上が期待されるので、生育地面積の単位も、より小さくするこ
とが期待できるが、現状ではこれが限界であるといえよう。
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　　（２） 調査作業で使用したカテゴリー、すなわち、IUCNカテゴリーの適
用について

　　　１）本調査で用いたIUCNカテゴリー
　本調査で用いたIUCNカテゴリーは、正式には「国際自然保護連合（IUCN）レッドリストカテゴリーと基
準ver.3.1…第２版（2012）」である（以下、単にIUCNカテゴリーと記す）。
　環境省レッドリストカテゴリー（2019）は、行政境界上の扱いについては触れていないので、「国際自然
保護連合レッドリストカテゴリーと判定基準の地域及び国家レベルにおける適用についてのガイドライン…
ver.4.0（2012）」に従った。
　IUCNカテゴリーの勧告では、各カテゴリーは省略なしに書くか、あるいは、所定の略語で記述すること
が求められている。すでに述べたようにCR、EN等々は、カテゴリーとその略語（略号）の対応関係を示し
ている。
　　　２）略号に付記する基準、サブ基準をめぐる諸問題
　また、同文書では、略語がCR、EN、VUの場合、略語に付加して、適用した基準やサブ基準を書き加え
ることが勧告されている。
　例：VU…C2a（ⅲ）、EN…B1ac（ⅰ,ⅱ,ⅲ）、CR…C1+2a（ⅱ）
　これは、内容としては、判定の根拠を明示するもので、極めて重要である。
しかしながら、検討の結果、本事業で到達した調査精度と植物の種類間での調査水準の相違等を勘案して、
カテゴリーの略語を書くことにとどめ、基準及びサブ基準の付記は省略することにした。
　例：VU、EN
　また、実際の判定作業では、判定基準（Ａ～Ｅ）のうち、Ｅ基準は本県の調査の現段階では、データ不足
や情報機器等設備不備が主な原因で、シミユレーションを行うことが不可能と見込まれたので、初めから用
いないことにした。
　用いた基準のうち、主なものはＡ、Ｂ２、Ｃ、Ｄであったが（重複を含む）、特に「生育地面積」Ｂ２と
「非常に小さいか、分布が限定されている個体群」Ｄを多く用いた。
註.「判定基準Ａ～Ｅ」とは、カテゴリーの略語に添付することが要請されている「基準」や「サブ基準」の項目番号である。IUCN…
Red…List…Categories…and…Criteria…ver.3.1…2nd.ed……Annex:…2（2012）を参照。）
　…なお、環境省（編）.2015.…レッドデータブック2014　8　植物Ⅰ.　は、「植物Ⅰ（維管束植物）レッドリスト掲載種の解説」で、各
種類について判定基準を明記しているので、石川県の事業においても、次回以降の課題である。

　　（３）石川県の植物相とレッドデータブック記載種の概要
　石川県に自生するシダ植物と種子植物の植物種の数は、種、亜種・変種を区別した数（一部は品種まで）
は2,549種類である（表1－2、表2、表3参照）。このうち、レッドデータブック記載種のいずれかに該当する
ものは、720種類（件）で、その比率は28.3％である。以下、亜種・変種を含んだ件数で表示する。
　レッドデータブック記載種720種類は、以下の「石川県植物レッドリスト2020」にまとめ、また、「種
類ごとの記述」において個別に解説する。
　「種類ごとの記述」においては、このうち、絶滅（EX）10、絶滅危惧Ⅰ類（CR）138及び絶滅危惧Ⅰ類
（EN）121小計259、絶滅危惧Ⅱ類（VU）202、合計471種類については、第１様式で記述する。掲載の順序
は絶滅、絶滅危惧Ⅰ類（CR）、絶滅危惧Ⅰ類（EN）、絶滅危惧Ⅱ類とし、各カテゴリー内では、所定の分
類系の配列順序による。なお、野生絶滅（EＷ）は、従来存在せず、今回も存在しなかったので、当然、記
述しない。
　また、準絶滅危惧（NT）176、情報不足（DD）73、合計249種類については、第２様式で掲載する。
　掲載の順序は準絶滅危惧（NT）、情報不足（DD）とし、前記の場合に準じた配列順序で掲載する。

　　（４）記述の凡例
凡例１（第１様式）
　絶滅ならびに野生絶滅、絶滅危惧Ⅰ類（CR）、絶滅危惧Ⅰ類（EN）、絶滅危惧Ⅱ類の各カテゴリーにラ
ンクされた植物種（変種以上）については、種類ごとに次の様式で記述した。
学名：総論で述べたように2010年４月より2019年12月までの期間に、レッドデータブック2020〈植物編〉作
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成の用に供する目的で実施した約10年間のインベントリー調査によって、得られた成果（未刊行）を援用し
た。学名はできるだけ、最新のものを採用するように努めたが、本県における長年にわたる植物調査の成果
（古池　博.…2016.…石川県地方における地域植物学の形成と展望　参照）を踏まえて、これを尊重した場合が
ある。米倉浩.…2012.日本維管束植物目録のほか、多数の文献、IPNIなどのWEBを参照したが、主なものは
「種類ごとの記述」の種類ごとの記載の特記事項欄に記載した。なお、国際藻類・菌類・植物命名規約にも
とづいて命名者名を付記した。
和名：前記の学名に一致する和名を、妥当なものを一つだけ選んで記した。
科名：１）被子植物についてはAPGⅢ（2009）にもとづくHaston…et…al.（2009）のLAPGⅢ分類体系、
　　　２）裸子植物についてはChristenhusz…et…al.（2011）、
　　　３）シダ植物についてはSmith…et…al.（2006）を変形した分類系、に準拠している。
石川県カテゴリー：対象となる植物の種類について、石川県の行政区域を範囲として調査し、環境省．
2019．レッドリストカテゴリー．にもとづいて作成された石川県基準（2019）のカテゴリーを記した。た
だし、実際には、総論で述べたように、この約10年間の野外調査・標本調査には作業用にIUCN評価を用い
ていたので、それを表1－1により、石川県カテゴリーに読み替えた。なお、ここでIUCN評価というのは、
「国際自然保護連合（IUCN）レッドリストカテゴリーと判定基準」ver.3.1…第２版」と「国際自然保護連合
レッドリストカテゴリーと判定基準の地域及び国家レベルにおける適用についてのガイドラインver.4」の規
定による評価のことである。なお、石川県基準（2019）では、環境省レッドリストカテゴリー（2019）を準
用するものであるが、絶滅危惧ⅠＡ類と絶滅危惧ⅠＢ類を区別せず、まとめて絶滅危惧Ⅰ類とすることにな
っている。ただし、維管束植物については、（CR）及び（EN）の添え字をつけることが認められたので、
絶滅危惧Ⅰ類（CR）と絶滅危惧Ⅰ類（EN）と記載した。
国評価：対象となる植物の種類について、環境省．2019．レッドリスト（植物Ⅰ）．に記載された評価をそ
のまま再録した。
選定理由：その種の担当執筆者が、平易に判定の理由を記載した。
　いしかわレッドデータブック〈植物編〉2000（2000年版）、同2010（2010年版）では、それぞれの作成時
期において最新の植物目録より、レッドデータブック記載種を選定し、当該種類について現地調査・標本調
査・文献調査などの知見を総合して評価を確定した。よって、文字通り選定を行ったので、選定された理由
をそのまま記した。しかし、今回は、石川県に自生する維管束植物の全種類について、前記のような調査を
おこない、その評価をおこなったので環境測定の結果をまとめたことになり、言葉の原義における選定をし
たことにはならない。
　国（環境省）はすでに、環境省編.…2015.…レッドデータブック2014　８巻　維管束植物.　において、「判
定理由」と「判定基準」を記載し、「選定」の語を用いていないところである。もし、将来、県基準が
IUCN基準をそのまま採用することになれば、本県においても国の場合のように「判定理由」と「判定基
準」をあげることが妥当であろう。今回は、表4及び各種類の記載において、すでに明確に判定結果を明記
しているので、この欄では、各執筆者が適用された判定経過をふまえて平易に説明している場合が多い。
現状評価（現況）：2019年時点で、現地調査や平素の観察で得られた相観の現況を、1950年～1960年以前と
比較して記述。植物種を従来普通に見られた植物（Ⅴ系列）と、従来も稀であった植物（Ｒ系列）に区分
し、さらに下記の通り、その後の増減の状況を表示したものである（総論参照）。
　Ｒ系列：原則として、レッドデータブックカテゴリーのいずれかのカテゴリーに該当するものとした。
Ｒ＋…増加
Ｒ０…増減なし
Ｒ－…減少
ＲＥ…現状では認められなくなった種類
　Ⅴ系列：レッドデータブックカテゴリーのいずれかに該当しないものと該当するものを区別した。
Ｖ＋…増加（特殊な場合以外は、該当しないものとした）
Ⅴ０…増減なし
Ⅴ－…減少（原則として該当するが、該当しないものもある）



20

Ⅴ２－…著しく減少（該当するものとした）
形態：包括的な記載（description）ではなくて、近縁の種類からの区別点を重点に簡潔に記述（diagnose）
した。
国内分布：対象とする植物種の分布域を記す。分布域は植物種の重要な属性である。①地球上での分布（植
物種としての分布域）、②国内分布、③隣接地域（石川県に県境を接している富山、福井、岐阜の３県）の
分布、の３つのカテゴリーの分布情報のうち、記載が必要で、最近の正確な情報が入手可能なものについて
のみ記載されている。うち、②、③については、日本野生生物センター．1992．緊急に保護を要する動植物
の種の選定調査のための「植物…都道府県別分布表」（行政資料）をはじめ、さまざまな文献に依拠した。
一部の分類群については、各県の専門家の協力を得た。
　地球上の分布については、できるだけ植物地理学上の呼称を用い、各国の主権の範囲に係る議論には、立
ち入らないように努めるとともに、必要最小限の記述にとどめた。前項の分布域のうち、特に石川県隣接地
域の分布は、県内分布の意味を分布域の拡大など種の動態から把握する上で重要であるが、正確なものは入
手困難な場合が多い。
県内分布：対象とする植物種の県内での分布を、主として石川県の植物小区系区分により記述した（境界な
どの詳細は、末尾の「付図１…石川県の植物地理学的区分と植生地理区分（概念図）」参照）。ただし、調
査が不十分などの事情で地名を通称のまま、記述した場合がある。地域区分は、植物地理、植生地理上の所
見にもとづくものであるが、結果として、現在の地形、地史、気候との関連がうかがえる。
１　舳倉島・七ツ島植物小区系
２　奥能登植物小区系（外浦区、内浦区、中能登区）
３　口能登・加賀中央部植物小区系（口能登区、加賀中央区）
４　南加賀植物小区系（南加賀区、白山高地区）
　なお、「植物小区系」をいちいち明記するのは煩雑であるので、省略した場合が多い。
　ただし、たとえば、通称の「中能登」にたいして「中能登区」のように、両者は明確に書き分けた。
生態など：生態および生活史上の特記事項（生活形、開花期、繁殖法、構成に加わる群落などのうち重要な
もの）を記載。
生育環境：生育地の特性、生育環境の環境要因などを記載。
危険要因：現在脅威となっている要因とともに、過去に働いた要因ならびに近い将来に予測されるものを含
めて、主要なものを記した。
特記事項：その他、他の欄に記載できなかったが特に記載すべき事項。天然記念物などの法的・行政的指
定、学術的価値などで必要な場合を記した。植物分類学上の議論が必要な場合や、分布資料が主として文献
である場合など特に必要な場合は、文献を記載した。記載事項が無い場合には、項目そのものを削除。
分布図：当該植物種の県内の分布状況を、いしかわレッドデータブック〈植物編〉2000並びに同2010、同
2020の編纂の際に取得した現地調査データから作成。従って、空白メッシュにはこれらの現地調査におい
て、分布が確認されなかったことを意味するだけで、分布しないということが、確認されているわけではな
い。県内分布と矛盾する場合は、県内分布の項目の記述が優先する。メッシュの大きさは、二次メッシュ
（昭和48年行政管理庁告示第143号による）で、一辺の長さは約10km（国土地理院…1：25,000地形図大）で
ある。なお、2000年４月に測量法並びに関係法令やJISが改正されたが、JISの経過措置によって、いしかわ
レッドデータブック〈植物編〉2000及び同2010では、旧日本測地系にもとづくメッシュ及びメッシュコード
を用いてきた。今回のいしかわレッドデータブック2020〈植物編〉から、世界測地系によるものを使用して
いる（厳密には測量成果2011準拠）。野外調査ではGPSを用いて位置を測定し、メッシュ及びメッシュコー
ドを算出した。特に秘匿を要する場合には、分布図を削除。なお、メッシュ統計の分野が発達してきたの
で、統計の継続性の維持と二次元表示の必要性から今後も使用される可能性が大きい。
写真及びキャプション（説明）：当該植物種の生育地での写真。必ずしも、今回の現地調査の際に撮影したも
のとは限らない。絶滅したものなど、県内での生育地の写真が入手できない場合などにおいては、標本や県外
で撮影したものがある。キャプションは、撮影者または、撮影標本の収蔵標本庫の略号及び同定者を記載。
執筆者名：当該種の執筆担当者名。
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凡例２（第２様式）
　準絶滅危惧ならびに情報不足の各カテゴリーにランクされた植物種（変種以上）については、種類ごとに
下記の様式で記述した。第１様式の場合よりも記載を簡略にし、「形態」、「県内分布」、「生態など」、
「生育環境」などの欄を省いた。
学名：第１様式の場合の記載方法に同じ。
和名：第１様式の場合の記載方法に同じ。
科名：第１様式の場合の記載方法に同じ。
石川県カテゴリー：第１様式の場合の記載方法に同じ。
国カテゴリー：第１様式の場合の記載方法に同じ。
選定理由：第１様式の場合の記載方法に同じ。
分布：第１様式の場合の記載方法での「国内分布」と「県内分布」の要点を合わせて記載した。必要な場合
には生育環境などにもふれた場合がある。
危険要因：第１様式の場合の記載方法に同じ。
特記事項：第１様式の場合の記載方法に同じ。ただし、記載しない場合には、項目そのものを削除した。
写真及びキヤプション（説明）：第１様式の場合の記載方法に同じ。

　　（５）レッドデータブック記載種の統計
　調査結果（並びに検討結果）は統計表として、表1－2、表2、3にまとめた。レッドデータブックの各カテ
ゴリーに該当する植物種の一覧表（「石川県のレッドデータブック記載種総括表」）は、表4として掲載し
た。さらに種類ごとの記述はカテゴリー別に、絶滅、絶滅危惧Ⅰ類、絶滅危惧Ⅱ類、準絶滅危惧、情報不足
の順に掲載した。なお、各カテゴリーの内部においては、表4に採用した分類系に従って配列してある。

　　

番号 分類群 種類数 備考

1 　シダ植物 257

2 　種子植物 2,292 3+4

3 　　裸子植物 25

4 　　被子植物 2,267 5+7

5 　　　双子葉植物 1,569 6+8+9

6 　　　　　基部双子葉類 36

7 　　　単子葉類　　　 698

8 　　　……………………マツモ目 1

9 　　　　　真正双子葉類 1,532

10 総数 2,549 1+2

番号 分類群 種類数 備考

1 　シダ植物 107

2 　種子植物 613 3+4

3 　　裸子植物 6

4 　　被子植物 607 5+7

5 　　　双子葉植物 361 6+8+9

6 　　　　　基部双子葉類 17

7 　　　単子葉類 246

8 　　　　　マツモ目 1

9 　　　　　真正双子葉類 343

10 総数 720 1+2

表2　石川県に自生する維管束植物の種類（2020） 表3　石川県のレッドデータブック記載種（2020）

註　石川県に自生する維管束植物の種類とは、表1－2に掲げる種
類の数で、ここではその分類群別内訳を掲げた。学名は、種、亜
種、変種、稀には品種を指しているが、いずれの場合も表示の階
級で数える。マツモ目は、従来の統計との比較を考慮して、便宜
上、双子葉植物に加えた（以下同様）。

註　レッドデータブック記載種とは、表4に掲げる種類の数であ
る。学名は、種、亜種、変種、稀には品種を指しているが、いず
れの場合も表示の階級で数える。
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（６）カテゴリー別種類数の推移
　「いしかわレッドデータブック〈植物編〉2000」と同2010、同2020のカテゴリー別種類数とその増減を表
5に示した。
　表5－1は、2020年版と2010年版、2000年版の評価件数を比較したものである。また、その変化の内容を分
析したのが、表5－2「カテゴリー別種類数増減表」である。

表5-1　石川県のレッドデータブック記載種の種類数比較

カテゴリー区分
絶　滅 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 情報不足

合計
ＥＸ ＣＲ ＥＮ ＶＵ ＮＴ ＤＤ

2020年カテゴリー別
種類数 10 138 121 202 176 73 720

2010年カテゴリー別
種類数 10 202 222 169 44 647

2000年カテゴリー別
種類数 9 139 234 235 35 652

註　１）種類数は、記載する学名の分類単位の数（種、亜種、変種稀に品種）、同一の分類群が、年度で学名が異なる場合がある。　　　　　　　　
　　２）絶滅危惧Ⅰ類（CR）と同（EN）の区別は2020年度からである。2010年度、2000年度は区別していない。

註　１）…種類数は、記載する学名の分類単位の数（種、亜種、変種稀に品種）、同一の分類群が分類学の進歩を反映して、年度で学名
が異なる場合がある。

　　２）絶滅危惧Ⅰ類（CR）と同（EN）の区別は2020年版からである。2010年版、2000年版は区別していない。

表5-2　石川県のレッドデータブック記載種の種類数（件数）の増減

変　化　量 カテゴリー区分
絶　滅 絶滅危惧Ⅰ類 …絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧情報不足

合計
ＥＸ ＣＲ ＥＮ ＶＵ ＮＴ ＤＤ

2020年カテゴリー別
種類数 10 138 121 202 176 73 720

△（2020-2010） 0 57 －20 7 29 73

2010年カテゴリー別
種類数 10 202 222 169 44 647

△（2010-2000） 1 63 －12 －66 9 －5

2000年カテゴリー別
種類数 9 139 234 235 35 652
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　　（７）石川県植物レッドリスト2020

凡　例

１…「いしかわレッドデータブック2020〈植物編〉」の掲載種を、被子植物におけるAPGⅢ分類系を中心と
する分類系の順序により配列した（本文　「記述の凡例　様式１」の　科名を参照）。
２　2020年版評価の記載は種または種内分類群ごとにおこない、左から学名、和名、IUCNカテゴリー評
価、県評価、現況、国評価の順とする。
　IUCN（2012a）・同（2012b）による評価は「国際」と略記、県基準（2019）による評価は「県」と略
記、当該種についての環境省レッドリスト（2019）掲載の場合は、その全国的視野からの評価を「国」と略
記した列に掲げた。また、ページ右端には、「いしかわレッドデータブック〈植物編〉2010」の評価を引
用・併記した。ただし、同2020における学名・和名と不一致な場合は、同2020に一致させてある。
３　学名は石川県での今日までのインベントリー調査の成果を活かし、関係文献やIPNI（International…
Plant…Names…Index）、Green…List、Ｙ-listなどＷeb上のリスト（データベース）については、頻繁に参照し
た。
４　石川県の評価（略号＝県）：石川県の行政区域を対象地域としての評価。
　本レッドデータブック「いしかわレッドデータブック2020〈植物編〉」における評価で、環境省レッドデ
ータブックカテゴリー（環境庁…2019）を準用した石川県基準（2019）によっている。
　絶滅は記号：EX、野生絶滅は記号：ＥＷ（該当なし）、絶滅危惧Ⅰ類（CR）は記号…:Ⅰ（CR）、絶滅危
惧Ⅰ類（EN）は記号：Ⅰ（EN）、絶滅危惧Ⅱ類（VU）は記号：Ⅱ、準絶滅危惧は記号：NT、情報不足は
記号：DDでそれぞれ表示。詳細は本文参照。
５　国評価（略号＝国）：当該種の日本列島を対象地域とした評価の引用で、環境省レッドリスト（植物
Ⅰ）維管束植物（環境省…2019）記載の評価。
　絶滅は記号：EX、野生絶滅は記号：EW（該当なし）、絶滅危惧ⅠＡ類は記号：CR、絶滅危惧ⅠＢ類は
記号：EN、絶滅危惧Ⅱ類は記号：VU、準絶滅危惧は記号：NT、情報不足は記号：DDで表示。詳細はレッ
ドリスト維管束植物（環境省…2019）を参照。
６　現況評価（略号＝現況）：2019年度時点で野外調査から導かれた現況の相観の記述で、農業が機械化・
化学化された1950年～1960年以前との比較である。従来は普通にみられた植物をＶ系列、従来も稀であった
植物をＲ系列に大別する。Ｖ系列の植物は、近年減少しつつあるものを減少の度合いに応じて、Ｖ０、Ｖ
－、Ｖ２－に区分した。Ｖ０は変化なしで対象外である。Ｒ系列の植物については増加をＲ＋、増減なしは
Ｒ０、減少はＲ－とした。なお、現状では認められなくなったものを特にREとした。
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表４　石川県レッドデータブック2020〈植物編〉 記載種総括表
       （石川県植物レッドリスト2020）

………　　　……………　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年版評価 2010年版評価　…………………
学　　名 和　名 国際 県 現況 国 県

PTERIDOPYTA　　シダ植物

Lycopodiaceae　 ヒカゲノカズラ科 Huperzia…cryptomerina…(Maxim.)…Dixit　ｽｷﾞﾗﾝ EN Ⅰ（EN） R0 VU Ⅰ

Huperzia…miyoshiana…(Makino)…Ching　 ﾋﾒｽｷﾞﾗﾝ NT NT R0 NT

Huperzia…selago…(L.)…Bernh.…ex…Schrank…
et…C.F.P.Mart.　

ｺｽｷﾞﾗﾝ NT NT R0 NT

Lycopodiella…cernua…(L.)…Pic.Serm.　 ﾐｽﾞｽｷﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Lycopodium…complanatum…L.　 ｱｽﾋｶｽﾞﾗ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Selaginellaceae　 イワヒバ科 Selaginella…doederleinii…Hieron.　 ｵﾆｸﾗﾏｺﾞｹ EX EX RE EX

Selaginella…helvetica…(L.)…Spring　 ｴｿﾞﾉﾋﾒｸﾗﾏｺﾞｹ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Selaginella…heterostachys…Baker　 ﾋﾒｸﾗﾏｺﾞｹ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Selaginella…involvens…(Sw.)…Spring　 ｶﾀﾋﾊﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Selaginella…shakotanensis…(Franch.…ex…
Takeda)…Miyabe…et…Kudo 　

ﾋﾓｶｽﾞﾗ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Selaginella…tamariscina…(P.Beauv.)…
Spring　

ｲﾜﾋﾊﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Isoetaceae　 ミズニラ科 Isoetes…japonica…A.Braun　 ﾐｽﾞﾆﾗ CR Ⅰ（CR） R－ NT Ⅰ

Ophyoglossaceae ハナヤスリ科 Botrychium…lanceolatum…(S.G.Gmel.)…
Angstr.　

ﾐﾔﾏﾊﾅﾜﾗﾋﾞ DD DD CR DD

Botrychium…lunaria…(L.)…Sw.　 ﾋﾒﾊﾅﾜﾗﾋﾞ CR Ⅰ（CR） R0 VU Ⅰ

Botrychium…nipponicum…Makino　 ｱｶﾊﾅﾜﾗﾋﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Botrychium…strictum…Underw.　 ﾅｶﾞﾎﾉﾅﾂﾉﾊﾅﾜﾗﾋﾞ NT NT R0 NT

Botrychium…virginianum…(L.)…Sw.　 ﾅﾂﾉﾊﾅﾜﾗﾋﾞ NT NT R0 NT

Ophioglossum…petiolatum…Hook.　 ｺﾋﾛﾊﾊﾅﾔｽﾘ VU Ⅱ R－ Ⅱ

Ophioglossum…thermale…Kom.…
　…var.…thermale　

ﾊﾏﾊﾅﾔｽﾘ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Ophioglossum…vulgatum…L.　 ﾋﾛﾊﾊﾅﾔｽﾘ VU Ⅱ R－ Ⅱ

Psilotaceae　 マツバラン科 Psilotum…nudum…(L.)…P.Beauv.　 ﾏﾂﾊﾞﾗﾝ CR Ⅰ（CR） R0 NT EX

Equisetaceae トクサ科 Equisetum…hyemale…L.…var.…hyemale ﾄｸｻ NT NT R0

Equisetum…hyemale…L.…var.…schleicheri…
Milde　

ﾊﾏﾄﾞｸｻ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Equisetum……×…moorei…Newm. ﾃﾄﾞﾘﾄﾞｸｻ CR Ⅰ（CR） R－ Ⅱ

Equisetum…palustre…L.　 ｲﾇｽｷﾞﾅ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Osumundaceae ゼンマイ科 Osmunda…lancea…Thunb.　 ﾔｼｬｾﾞﾝﾏｲ EX EX RE EX

Hymenophyllaceae　コケシノブ科 Crepidomanes…insigne…(Bosch)…S.H.Fu ｱｵﾎﾗｺﾞｹ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Gonocormus…minutum…(Blume)…K.Iwats. ｳﾁﾜｺﾞｹ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Hymenophyllum…coreanum…Nakai　 ﾋﾒｺｹｼﾉﾌﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Hymenophyllum…polyanthos…(Sw.)…Sw.　 ﾎｿﾊﾞｺｹｼﾉﾌﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Marsileaceae　 デンジソウ科 Marsilea…quadrifolia…L.　 ﾃﾞﾝｼﾞｿｳ CR Ⅰ（CR） R0 VU Ⅰ

Salviniaceae サンショウモ科 Azolla…japonica…(Franch.…et…Sav.)…
Franch.…et…Sav.…ex…Nakai　

ｵｵｱｶｳｷｸｻ CR Ⅰ（CR） V2－ EN Ⅰ

Salvinia…natans…(L.)…All.　 ｻﾝｼｮｳﾓ EN Ⅰ（EN） R－ VU Ⅰ

Dennstaedtiaceae コバノイシカグマ科 Dennstaedtia…wilfordii…(T.Moore)…Christ…
ex…C.Chr.　

ｵｳﾚﾝｼﾀﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Monachosorum…flagellare…(Maxim.…ex…
Makino)…Hayata　

ｵｵﾌｼﾞｼﾀﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Pteridaceae　 イノモトソウ科 Adiantum…capillus-veneris…L.　 ﾎｳﾗｲｼﾀﾞ DD DD DD

Antrophyum…obovatum…Baker　 ﾀｷﾐｼﾀﾞ CR Ⅰ（CR） R0 EN Ⅰ

Ceratopteris…gaudichaudii…Brongn.
　…var.…vulgaris…Masuyama…et…Watano

ﾋﾒﾐｽﾞﾜﾗﾋﾞ NT NT V0 NT

Onychium…japonicum…(Thunb.)…Kunze　 ﾀﾁｼﾉﾌﾞ NT NT R0 NT

Pteris…multifida…Poir.　 ｲﾉﾓﾄｿｳ NT NT R0 NT

Pteris…nipponica…W.C.Shieh　 ﾏﾂｻﾞｶｼﾀﾞ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Aspleniaceae　 チャセンシダ科 Asplenium…sarelii…Hook. ｺﾊﾞﾉﾋﾉｷｼﾀﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Asplenium…capillipes…Makino　 ﾋﾒｲﾜﾄﾗﾉｵ VU Ⅱ R0 Ⅱ
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………　　　……………　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年版評価 2010年版評価　…………………
学　　名 和　名 国際 県 現況 国 県

Asplenium…pekinense…Hance　 ﾄｷﾜﾄﾗﾉｵ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Asplenium…ruprechtii…Sa.Kurata　 ｸﾓﾉｽｼﾀﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Asplenium…ruta-muraria…L.　 ｲﾁｮｳｼﾀﾞ VU Ⅱ R0 NT Ⅱ

Asplenium…tenuicaule…Hayata　 ｲﾜﾄﾗﾉｵ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Asplenium…trichomanes…L.　 ﾁｬｾﾝｼﾀﾞ NT NT R0 NT

Asplenium…hondoense…Murakami…et…
Hatanaka

ﾎｳﾋﾞｼﾀﾞ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Thelypteridaceae ヒメシダ科 Thelypteris…angustifrons…(Miq.)…Ching　 ｺﾊｼｺﾞｼﾀﾞ NT NT R0 NT

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

ｲﾌﾞｷｼﾀﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Thelypteris…glanduligera…(Kunze)…Ching　ﾊｼｺﾞｼﾀﾞ NT NT R0 NT

Cystopteridaceae　 ナヨシダ科 Acystopteris…japonica…(Luerss.)…Nakai　 ｳｽﾋﾒﾜﾗﾋﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Ayhyriaceae メシダ科 Athyrium…sheareri…(Baker.)…Ching ｳﾗﾎﾞｼﾉｺｷﾞﾘｼﾀﾞ NT NT R0 NT

Athyrium…frangulum…Tagawa　 ﾐﾔｺｲﾇﾜﾗﾋﾞ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Athyrium…oblitescens…Sa.Kurata ｻｷﾓﾘｲﾇﾜﾗﾋﾞ NT NT R0 NT

Athyrium…sinense…Rupr.　 ｴｿﾞﾒｼﾀﾞ NT NT R0

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

ﾀｶｵｼｹﾁｼﾀﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Deparia…kiusiana…(Koidz.)…M.Kato　 ﾑｸｹﾞｼｹｼﾀﾞ NT NT R0 NT

Diplazium…subsinuatum…(Wall.…ex…Hook.…
et…Grev.)…Tagawa

ﾍﾗｼﾀﾞ NT NT R0 NT

Deparia…unifurcata…(Baker)…M.Kato　 ｵｵﾋﾒﾜﾗﾋﾞﾓﾄﾞｷ NT NT R0 NT

Diplaziopsidaceae　 イワヤシダ科 Diplazium…chinense…(Baker)…C.Chr.　 ﾋｶｹﾞﾜﾗﾋﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Diplazium…hachijoense…Nakai　 ｼﾛﾔﾏｼﾀﾞ NT NT R0 NT

Diplazium…mettenianum…(Miq.)…C.Chr.　 ﾐﾔﾏﾉｺｷﾞﾘｼﾀﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Diplazium…wichurae…(Mett.)…Diels　 ﾉｺｷﾞﾘｼﾀﾞ NT NT R0 NT

Diplaziopsis…cavaleriana…(H.Christ)…
C.Chr.　

ｲﾜﾔｼﾀﾞ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Rhachidosoraceae　 ヌリワラビ科 Rhachidosorus…mesosorus…(Makino)…
Ching　

ﾇﾘﾜﾗﾋﾞ NT NT R0 NT

Woodsiaceae　 イワデンダ科 Woodsia…manchuriensis…Hook.　 ﾌｸﾛｼﾀﾞ EN Ⅰ（EN） R－ Ⅰ

Blechnaceae　 シシガシラ科 Struthiopteris…amabilis…(Makino)…Ching ｵｻｼﾀﾞ NT NT R0 NT

Dryopteridaceae オシダ科 Arachniodes…exilis…(Hance)…Ching　 ﾎｿﾊﾞｶﾅﾜﾗﾋﾞ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Arachniodes…rhomboidea…(Wall.…ex…
C.Presl)…Ching　

ｵｵｶﾅﾜﾗﾋﾞ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Arachniodes…simplicior…(Makino)…Ohwi　ﾊｶﾀｼﾀﾞ NT NT R0 NT

Arachniodes…sinomiqueliana…(Ching)…
Ohwi　

ﾋﾛﾊﾅﾗｲｼﾀﾞ DD DD EN

Cyrtomium…macrophyllum…(Makino)…
Tagawa…var.…macrophyllum

ﾋﾛﾊﾔﾌﾞｿﾃﾂ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Cyrtomium…yamamotoi…Tagawa　 ﾐﾔｺﾔﾌﾞｿﾃﾂ NT NT R0 NT

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

ｻｲｺﾞｸﾍﾞﾆｼﾀﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Dryopteris…chinensis…(Baker)…Koidz.　 ﾐｻｷｶｸﾞﾏ NT NT V0 NT

Dryopteris…commixta…Tagawa　 ﾂｸｼｲﾜﾍｺﾞ VU Ⅱ R－ Ⅱ

Dryopteris…fuscipes…C.Chr.　 ﾏﾙﾊﾞﾍﾞﾆｼﾀﾞ NT NT R0 NT

Dryopteris…kuratae…Nakaike,…nom.…nud.　ﾜｶﾅｼﾀﾞ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Dryopteris…maximowiczii…(Baker)…
Kuntze　

ﾅﾝﾀｲｼﾀﾞ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅱ

Dryopteris…namegatae…(Sa.Kurata)…
Sa.Kurata　

ｷﾖｽﾞﾐｵｵｸｼﾞｬｸ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Dryopteris…polylepis…(Franch.…et…Sav.)…
C.Chr.　

ﾐﾔﾏｸﾏﾜﾗﾋﾞ DD DD

Dryopteris…sacrosancta…Koidz.　 ﾋﾒｲﾀﾁｼﾀﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Dryopteris…sichotensis…Kom.　 ｶﾗﾌﾄﾒﾝﾏ NT NT R0 NT

Dryopteris…sieboldii…(Van…Houtte…ex…
Mett.)…Kuntze　

ﾅｶﾞｻｷｼﾀﾞ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

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

ﾅｶﾞﾊﾞﾉｲﾀﾁｼﾀﾞ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Dryopteris…tokyoensis…(Makino)…C.Chr.　ﾀﾆﾍｺﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ
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………　　　……………　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年版評価 2010年版評価　…………………
学　　名 和　名 国際 県 現況 国 県

Polystichum…braunii…(Spenn.)…Fee　 ﾎｿｲﾉﾃﾞ NT NT R0 NT

Polystichum…makinoi…(Tagawa)…Tagawa　ｶﾀｲﾉﾃﾞ DD DD

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

ｲﾜｼﾛｲﾉﾃﾞ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Polystichum…ovatopaleaceum…(Kodama)…
Sa.Kurata…var.…ovatopaleaceum　

ﾂﾔﾅｼｲﾉﾃﾞ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Polystichum…pseudomakinoi…Tagawa　 ｻｲｺﾞｸｲﾉﾃﾞ NT NT R0 NT

Polystichum…tagawanum…Sa.Kurata　 ｲﾉﾃﾞﾓﾄﾞｷ NT NT R0 NT

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

ｵｵｷﾖｽﾞﾐｼﾀﾞ VU Ⅱ R－ Ⅱ

Polystichum…tsus-simense…(Hook.)…J.Sm.…
var.…tsus-simense　

ﾋﾒｶﾅﾜﾗﾋﾞ NT NT R0 NT

Davalliaceae　 シノブ科 Davallia…mariesii…T.Moore…ex…Baker　 ｼﾉﾌﾞ NT NT R0 NT

Polypodiaceae　 ウラボシ科 Lemmaphyllum…microphyllum…C.Presl　 ﾏﾒﾂﾞﾀ NT NT R0 NT

Lepisorus…angustus…Ching　 ﾅｶﾞｵﾉｷｼﾉﾌﾞ NT NT R－ NT

Lepisorus…annuifrons…(Makino)…Ching　 ﾎﾃｲｼﾀﾞ NT NT R0 NT

Lepisorus…miyoshianus…(Makino)…Fraser-
Jenk.…et…Subh.Chandra　

ｸﾗｶﾞﾘｼﾀﾞ EX EX RE EN EX

Lepisorus…onoei…(Franch.…et…Sav.)…Ching　ﾋﾒﾉｷｼﾉﾌﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Lepisorus…ussuriensis…(Regel…et…Maack)…
Ching…var.…distans…(Makino)…Tagawa　

ﾐﾔﾏﾉｷｼﾉﾌﾞ NT NT R0 NT

Loxogramme…grammitoides…(Baker)…
C.Chr.　

ﾋﾒｻｼﾞﾗﾝ NT NT R0 NT

Pleurosoriopsis…makinoi…(Maxim.…ex…
Makino)…Fomin　

ｶﾗｸｻｼﾀﾞ NT NT R0 NT

Pyrrosia…hastata…(Houtt.)…Ching　 ｲﾜｵﾓﾀﾞｶ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Selliguea…hastata…(Thunb.)…Fraser-Jenk.　ﾐﾂﾃﾞｳﾗﾎﾞｼ NT NT R0 NT

SPERMATOPHYTA　　種子植物

GYMNOSPERMAE　　裸子植物

Pinaceae マツ科 Larix…kaempferi…(Lamb.)…Carriere　 ｶﾗﾏﾂ DD DD

Podocarpaceae　 イヌマキ科 Podocarpus…macrophyllus…(Thunb.)…
Sweet…f.…spontaneus…H.Ohba…et…
S.Akiyama　

ｲﾇﾏｷ DD DD DD

Cupressaceae ヒノキ科 Juniperus…chinensis…L.…var.…sargentii…
A.Henry　

ﾐﾔﾏﾋﾞｬｸｼﾝ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Juniperus…conferta…Parl.　 ﾊｲﾈｽﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

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

ﾋﾉｷｱｽﾅﾛ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Taxaceae　 イチイ科 Taxus…cuspidata…Siebold…et…Zucc.…
　…var.…nana…Hort.…ex…Rehder　

ｷｬﾗﾎﾞｸ NT NT R0 NT

ANGIOSPERMAE　　被子植物　　　　　　　　　　　　

　　Basal Angiosperms　　基部双子葉類

Cabombaceae ジュンサイ科 Brasenia…schreberi…J.F.Gmel.　 ｼﾞｭﾝｻｲ NT NT R0 NT

Nymphaeaceae スイレン科 Euryale…ferox…Salisb.　 ｵﾆﾊﾞｽ CR Ⅰ（CR） R－ VU DD

Nuphar…japonica…DC.　 ｺｳﾎﾈ NT NT R－ NT

Nuphar…saikokuensis…Shiga…et…Kadono ｻｲｺｸﾋﾒｺｳﾎﾈ CR Ⅰ（CR） R－ VU Ⅰ

Nuphar…subintegerrima…(Casp.)…Makino　ﾋﾒｺｳﾎﾈ DD DD

Nymphaea…tetragona…Georgi…var.…
angusta…Casp.

ﾋﾂｼﾞｸﾞｻ NT NT R0 NT

Saururaceae ドクダミ科 Saururus…chinensis…(Lour.)…Baill.　 ﾊﾝｹﾞｼｮｳ NT NT R0 NT

Aristolochiaceae ウマノスズクサ科 Aristolochia…contorta…Bunge　 ﾏﾙﾊﾞｳﾏﾉｽｽﾞｸｻ CR Ⅰ（CR） R－ VU Ⅰ

Aristolochia…debilis…Siebold…et…Zucc.　 ｳﾏﾉｽｽﾞｸｻ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Asarum…caulescens…Maxim.　 ﾌﾀﾊﾞｱｵｲ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Asarum…fauriei…Franch.　 ﾐﾁﾉｸｻｲｼﾝ DD DD VU
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Asarum…fauriei…Franch.…var.…nakaianum…
(F.Maek.)…Ohwi…ex…T.Sugaw.……　

ﾐﾔﾏｱｵｲ DD DD VU

Asarum…sieboldii…Miq.　 ｳｽﾊﾞｻｲｼﾝ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Magnoliaceae モクレン科 Magnolia…sieboldii…K.Koch…
　…subsp.…japonica…K.Ueda　

ｵｵﾔﾏﾚﾝｹﾞ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Lauraceae クスノキ科 Lindera…praecox…(Siebold…et…Zucc.)…
Blume

ｱﾌﾞﾗﾁｬﾝ NT NT R0 NT

Litsea…coreana…H.Lev.　 ｶｺﾞﾉｷ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Neolitsea…aciculata…(Blume)…Koidz.　 ｲﾇｶﾞｼ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

　　MONOCOTYLEDONS　　単子葉類

Araceae サトイモ科 Arisaema…nikoense…Nakai…subsp.…
alpicola…(Seriza.)…J.Murata　

ﾊﾘﾉｷﾃﾝﾅﾝｼｮｳ EN Ⅰ（EN） R0 EN

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

ｶﾐｺｳﾁﾃﾝﾅﾝｼｮｳ EN Ⅰ（EN） VU

Lemna…aoukikusa…Beppu…et…Murata…
subsp.…hokurikuensis…Beppu…et…
Murata　

ﾎｸﾘｸｱｵｳｷｸｻ DD DD

Symplocarpus…nipponicus…Makino　 ﾋﾒｻﾞｾﾞﾝｿｳ NT NT R0 NT

Tofieldiaceae チシマゼキショウ科 Tofieldia…coccinea…Richards.…var.…kondoi…
(Miyabe…et…Kudo)…H.Hara　

ｱﾎﾟｲｾﾞｷｼｮｳ EN Ⅰ（EN） R0 NT

Tofieldia…nuda…Maxim.…var.…nuda　 ﾊﾅｾﾞｷｼｮｳ DD DD Ⅰ

Tofieldia…okuboi…Makino　 ﾋﾒｲﾜｼｮｳﾌﾞ NT NT R0 NT

Alismataceae オモダカ科 Alisma…plantago-aquatica…L.…
……… var.…orientale…Sam.　

ｻｼﾞｵﾓﾀﾞｶ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Caldesia…parnassiifolia…(Bassi.…ex…L.)…
Parl.　

ﾏﾙﾊﾞｵﾓﾀﾞｶ CR Ⅰ（CR） R－ VU Ⅰ

Sagittaria…aginashi…Makino　 ｱｷﾞﾅｼ EN Ⅰ（EN） V－ NT Ⅰ

Sagittaria…pygmaea…Miq.　 ｳﾘｶﾜ VU Ⅱ V－

Hydrocharitaceae トチカガミ科 Blyxa…aubertii…Rich.　 ﾏﾙﾐｽﾌﾞﾀ EN Ⅰ（EN） R0 VU

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

ｽﾌﾞﾀ EN Ⅰ（EN） R0 VU Ⅱ

Halophila…noppinica…J.Kudo…subsp.…
notoensis…Ohba…et…Miyata…,…nom.…nud.

ﾉﾄｳﾐﾋﾙﾓ NT NT R0 NT NT

Hydrilla…verticillata…(L.f.)…Royle　 ｸﾛﾓ VU Ⅱ V－ Ⅱ

Hydrocharis…dubia…(Blume)…Backer　 ﾄﾁｶｶﾞﾐ CR Ⅰ（CR） R－ NT Ⅰ

Najas…ancistrocarpa…A.Braun…ex…
Magnus　

ﾑｻｼﾓ EX EX RE EN DD

Najas…gracillima…(A.Braun…ex…Engelm.)…
Magnus　

ｲﾄﾄﾘｹﾞﾓ VU Ⅱ R－ NT Ⅱ

Najas…graminea…Delile　 ﾎｯｽﾓ NT NT R0 Ⅱ

Najas…marina…L.　 ｲﾊﾞﾗﾓ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Najas…minor…All.　 ﾄﾘｹﾞﾓ DD DD VU DD

Najas…oguraensis…Miki　 ｵｵﾄﾘｹﾞﾓ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Ottelia…alismoides…(L.)…Pers.　 ﾐｽﾞｵｵﾊﾞｺ VU Ⅱ R0 VU Ⅱ

Vallisneria…denseserrulata…(Makino)…
Makino　

ｺｳｶﾞｲﾓ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅱ

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

ｾｷｼｮｳﾓ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Juncaginaceae シバナ科 Triglochin…asiatica…(Kitag.)…A.…Love…et…
D.Love　

ｼﾊﾞﾅ VU Ⅱ R0 NT Ⅱ

Zosteraceae アマモ科 Phyllospadix…japonicus…Makino　 ｴﾋﾞｱﾏﾓ NT NT R0 NT

Zostera…caespitosa…Miki　 ｽｹﾞｱﾏﾓ NT NT V0 NT NT

Zostera…caulescens…Miki　 ﾀﾁｱﾏﾓ VU Ⅱ R－ VU Ⅱ

Zostera…japonica…Asch.…et…Graebn.　 ｺｱﾏﾓ NT NT V0 Ⅱ

Potamogetonaceae ヒルムシロ科 Potamogeton…berchtoldii…Fieber　 ｲﾄﾓ VU Ⅱ R0 NT Ⅱ

Potamogeton…crispus…L.　 ｴﾋﾞﾓ NT NT R0 NT

Potamogeton…cristatus…Regel…et…Maack　ｺﾊﾞﾉﾋﾙﾑｼﾛ CR Ⅰ（CR） R－ VU Ⅰ

Potamogeton…maackianus…A.Benn.　 ｾﾝﾆﾝﾓ EN Ⅰ（EN） R－ Ⅰ
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Potamogeton…natans…L.　 ｵﾋﾙﾑｼﾛ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Potamogeton…octandrus…Poir.…var.…
octandrus　

ﾎｿﾊﾞﾐｽﾞﾋｷﾓ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Potamogeton…pectinatus…L.　 ﾘｭｳﾉﾋｹﾞﾓ CR Ⅰ（CR） R0 NT Ⅰ

Potamogeton…perfoliatus…L.　 ﾋﾛﾊﾉｴﾋﾞﾓ CR Ⅰ（CR） R0 DD

Potamogeton…wrightii…Morong　 ｻｻﾊﾞﾓ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Ruppiaceae カワツルモ科 Ruppia…maritima…L.　 ｶﾜﾂﾙﾓ DD DD NT DD

Petrosaviaceae サクライソウ科 Petrosavia…sakuraii…(Makino)…J.J.Sm.…ex…
Steenis　

ｻｸﾗｲｿｳ CR Ⅰ（CR） R－ EN Ⅰ

Burmanniaceae ヒナノシャクジョウ科 Burmannia…championii…Thwaites　 ﾋﾅﾉｼｬｸｼﾞｮｳ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Triuridaceae ホンゴウソウ科 Sciaphila…nana…Blume　 ﾎﾝｺﾞｳｿｳ CR Ⅰ（CR） R0 VU Ⅰ

Melanthiaceae シュロウソウ科 Kinugasa…japonica…(Franch.…et…Sav.)…
Tatew.…et…C.Suto 　

ｷﾇｶﾞｻｿｳ NT NT R0 NT

Smilacaceae サルトリイバラ科 Smilax…biflora…Siebold…ex…Miq.…var.…
trinervula…(Miq.)…Hatus.…ex…T.Koyama　

ｻﾙﾏﾒ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Smilax…stans…Maxim.　 ﾏﾙﾊﾞｻﾝｷﾗｲ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Liliaceae ユリ科 Amana…edulis…(Miq.)…Honda　 ｱﾏﾅ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Fritillaria…japonica…Miq.　 ﾐﾉｺﾊﾞｲﾓ EN Ⅰ（EN） R0 VU Ⅰ

Fritillaria…koidzumiana…Ohwi　 ｺｼﾉｺﾊﾞｲﾓ NT NT V0 Ⅱ

Lilium…auratum…Lindl.　 ﾔﾏﾕﾘ DD DD Ⅰ

Lilium…japonicum…Houtt.　 ｻｻﾕﾘ NT NT V－ NT

Lilium…leichtlinii…Hook.f.…f.…
pseudotigrinum…(Carriere)…H.Hara…et…
Kitam.　

ｺｵﾆﾕﾘ NT NT R0 NT

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

ｻﾄﾞｸﾙﾏﾕﾘ CR Ⅰ（CR） R－ Ⅰ

Lloydia…serotina…(L.)…Rchb.　 ﾁｼﾏｱﾏﾅ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Tricyrtis…hirta…(Thunb.)…Hook.　 ﾎﾄﾄｷﾞｽ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Tricyrtis…macropoda…Miq.　 ﾔﾏﾎﾄﾄｷﾞｽ DD DD

Orchidaceae ラン科 Amitostigma…gracile…(Blume)…Schltr.　 ﾋﾅﾗﾝ CR Ⅰ（CR） R0 EN Ⅰ

Amitostigma…kinoshitae…(Makino)…
Schltr.　

ｺｱﾆﾁﾄﾞﾘ CR Ⅰ（CR） R0 VU Ⅰ

Bulbophyllum…inconspicuum…Maxim.　 ﾑｷﾞﾗﾝ CR Ⅰ（CR） R－ NT Ⅰ

Calanthe…discolor…Lindl.　 ｴﾋﾞﾈ VU Ⅱ R0 NT Ⅱ

Calanthe…nipponica…Makino　 ｷﾝｾｲﾗﾝ EN Ⅰ（EN） R0 VU Ⅰ

Calanthe…puberula…Lindl.…var.…reflexa…
(Maxim.)…M.Hiroe　

ﾅﾂｴﾋﾞﾈ VU Ⅱ R0 VU Ⅱ

Calanthe…tricarinata…Lindl.　 ｻﾙﾒﾝｴﾋﾞﾈ EN Ⅰ（EN） R0 VU Ⅰ

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

ﾕｳｼｭﾝﾗﾝ VU Ⅱ R－ VU Ⅱ

Cephalanthera…erecta…(Thunb.)…Blume…
var.…erecta　

ｷﾞﾝﾗﾝ VU Ⅱ R－ Ⅱ

Cephalanthera…falcata…(Thunb.)…Blume…　ｷﾝﾗﾝ EN Ⅰ（EN） R－ VU Ⅰ

Cephalanthera…longibracteata…Blume　 ｻｻﾊﾞｷﾞﾝﾗﾝ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Chamaegastrodia…sikokiana…Makino…et…
F.Maek.　

ﾋﾒﾉﾔｶﾞﾗ CR Ⅰ（CR） R0 VU Ⅰ

Chusua…chidori…(Makino)…P.F.Hunt　 ﾋﾅﾁﾄﾞﾘ CR Ⅰ（CR） R0 VU DD

Chusua…joo-iokiana…(Makino)…P.F.Hunt　 ﾆｮﾎｳﾁﾄﾞﾘ EN Ⅰ（EN） R0 NT Ⅰ

Cremastra…aphylla…T.Yukawa　 ﾓｲﾜﾗﾝ CR Ⅰ（CR） R0 CR

Cremastra…unguiculata…(Finet)…Finet　 ﾄｹﾝﾗﾝ EN Ⅰ（EN） R0 VU Ⅰ

Cymbidium…macrorhizon…Lindl.　 ﾏﾔﾗﾝ DD DD VU DD

Cypripedium…japonicum…Thunb.　 ｸﾏｶﾞｲｿｳ EN Ⅰ（EN） R－ VU Ⅰ

Cypripedium…macranthos…Sw.…
　…var.…macranthos　

ﾎﾃｲｱﾂﾓﾘｿｳ CR Ⅰ（CR） R0 CR Ⅰ

Cypripedium…yatabeanum…Makino　 ｷﾊﾞﾅﾉｱﾂﾓﾘｿｳ CR Ⅰ（CR） R0 VU Ⅰ

Cyrtosia…septentrionalis…(Rchb.f.)…Garay　ﾂﾁｱｹﾋﾞ NT NT R0 NT

Dactylorhiza…aristata…(Fisch.…ex…Lindl.)…
Soo　

ﾊｸｻﾝﾁﾄﾞﾘ NT NT R0 NT
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Dactylostalix…ringens…Rchb.f.　 ｲﾁﾖｳﾗﾝ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Dendrobium…moniliforme…(L.)…Sw.　 ｾｯｺｸ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Eleorchis…japonica…(A.Gray)…F.Maek.　 ｻﾜﾗﾝ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Ephippianthus…schmidtii…Rchb.f.　 ｺｲﾁﾖｳﾗﾝ NT NT R0 NT

Epipactis…papillosa…Franch.…et…Sav.　 ｴｿﾞｽｽﾞﾗﾝ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Epipactis…thunbergii…A.Gray　 ｶｷﾗﾝ NT NT R0 NT

Gastrodia…elata…Blume　 ｵﾆﾉﾔｶﾞﾗ NT NT R0 NT

Gastrodia…pubilabiata…Sawa　 ｸﾛﾔﾂｼﾛﾗﾝ NT NT R+ Ⅱ

Goodyera…pendula…Maxim.　 ﾂﾘｼｭｽﾗﾝ CR Ⅰ（CR） R0

Goodyera…repens…(L.)…R.Br.　 ﾋﾒﾐﾔﾏｳｽﾞﾗ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Gymnadenia…conopsea…(L.)…R.Br.　 ﾃｶﾞﾀﾁﾄﾞﾘ NT NT R0 NT

Habenaria…dentata…(Sw.)…Schltz. ﾀﾞｲｻｷﾞｿｳ DD DD EN DD

Habenaria…sagittifera…Rchb.f.　 ﾐｽﾞﾄﾝﾎﾞ VU Ⅱ R－ VU Ⅱ

Kuhlhasseltia…nakaiana…(F.Maek.)…
Ormerod　

ﾊｸｳﾝﾗﾝ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Lecanorchis…hokurikuensis…Masam.　 ﾎｸﾘｸﾑﾖｳﾗﾝ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Liparis…auriculata…Blume…ex…Miq.　 ｷﾞﾎﾞｳｼﾗﾝ CR Ⅰ（CR） R－ EN Ⅰ

Liparis…japonica…(Miq.)…Maxim.　 ｾｲﾀｶｽｽﾞﾑｼｿｳ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Liparis…krameri…Franch.…et…Sav.　 ｼﾞｶﾞﾊﾞﾁｿｳ VU Ⅱ R0 Ⅰ

Liparis…kumokiri…F.Maek.　 ｸﾓｷﾘｿｳ NT NT R0 NT

Liparis…nervosa…(Thunb.)…Lindl.　 ｺｸﾗﾝ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Malaxis…monophyllos…(L.)…Sw.　 ﾎｻﾞｷｲﾁﾖｳﾗﾝ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Neolindleya…camtschatica…(Cham.)…
Nevski　

ﾉﾋﾞﾈﾁﾄﾞﾘ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Neottia…japonica…(Blume)…Szlach.　 ﾋﾒﾌﾀﾊﾞﾗﾝ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Neottia…nipponica…(Makino)…Szlach.　 ﾐﾔﾏﾌﾀﾊﾞﾗﾝ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Neottianthe…cucullata…(L.)…Schltr.　 ﾐﾔﾏﾓｼﾞｽﾞﾘ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Oberonia…japonica…(Maxim.)…Makino　 ﾖｳﾗｸﾗﾝ DD DD DD

Pecteilis…radiata…(Thunb.)…Raf.　 ｻｷﾞｿｳ CR Ⅰ（CR） R－ NT Ⅰ

Platanthera…chorisiana…(Cham.)…Rchb.f.　 ﾀｶﾈﾄﾝﾎﾞ EN Ⅰ（EN） R0 VU Ⅰ

Platanthera…hologlottis…Maxim.　 ﾐｽﾞﾁﾄﾞﾘ CR Ⅰ（CR） R－ Ⅰ

Platanthera…iinumae…(Makino)…Makino　 ｲｲﾇﾏﾑｶｺﾞ EN Ⅰ（EN） R0 EN Ⅱ

Platanthera…japonica…(Thunb.)…Lindl.　 ﾂﾚｻｷﾞｿｳ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

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

ﾔﾏｻｷﾞｿｳ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Platanthera…mandarinorum…Rchb.f.…
　…subsp.…maximowicziana…(Schltr.)…
K.Inoue　

ﾀｶﾈｻｷﾞｿｳ DD DD

Platanthera…ophrydioides…F.Schmidt　 ｷｿﾁﾄﾞﾘ NT NT R0 NT

Platanthera…sachalinensis…F.Schmidt　 ｵｵﾔﾏｻｷﾞｿｳ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Platanthera…takedae…Makino…
　…subsp.…takedae　

ﾐﾔﾏﾁﾄﾞﾘ DD DD

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

ｶﾞｯｻﾝﾁﾄﾞﾘ VU Ⅱ R0 EN Ⅱ

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

ｺﾊﾞﾉﾄﾝﾎﾞｿｳ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Platanthera…tipuloides…(L.f.)…Lindl.…
　…subsp.…tipuloides…var.…sororia…(Schltr.)…
Soo 　

ﾎｿﾊﾞﾉｷｿﾁﾄﾞﾘ NT NT R0 NT

Platanthera…ussuriensis…(Regel…et…
Maack)…Maxim.　

ﾄﾝﾎﾞｿｳ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Pogonia…japonica…Rchb.f.　 ﾄｷｿｳ EN Ⅰ（EN） R－ NT Ⅰ

Pogonia…minor…(Makino)…Makino　 ﾔﾏﾄｷｿｳ VU Ⅱ R0 Ⅰ

Ponerorchis…graminifolia…Rchb.f.…
　…var.…graminifolia

ｳﾁｮｳﾗﾝ EN Ⅰ（EN） R0 VU Ⅰ

Thrixspermum…japonicum…(Miq.)…Rchb.f.　ｶﾔﾗﾝ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Tipularia…japonica…Matsum.　 ﾋﾄﾂﾎﾞｸﾛ NT NT R0 NT
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Yoania…japonica…Maxim.　 ｼｮｳｷﾗﾝ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Iridaceae アヤメ科 Iris…domestica…(L.)…Goldblatt…et…Mabb.　 ﾋｵｳｷﾞ CR Ⅰ（CR） R0

Iris…ensata…Thunb.…var.…spontanea…
(Makino)…Nakai…ex…Makino…et…
Nemoto　

ﾉﾊﾅｼｮｳﾌﾞ NT NT R0 NT

Iris…gracilipes…A.Gray　 ﾋﾒｼｬｶﾞ NT NT R0 NT NT

Xanthorrhoeaceae ススキノキ科 Hemerocallis…fulva…L.…var.…disticha…
(Donn…ex…Ker…Gawl.)…M.Hotta　

ﾉｶﾝｿﾞｳ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Amaryllidaceae ヒガンバナ科 Allium…monanthum…Maxim.　 ﾋﾒﾆﾗ NT NT R0 Ⅱ

Allium…victorialis…L.…subsp.…platyphyllum…
Hulten　

ｷﾞｮｳｼﾞｬﾆﾝﾆｸ NT NT R－

Asparagaceae キジカクシ科 Asparagus…cochinchinensis…(Lour.)…
Merr.　

ｸｻｽｷﾞｶｽﾞﾗ CR Ⅰ（CR） R－ Ⅰ

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

ｲﾜｷﾞﾎﾞｳｼ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Polygonatum…odoratum…(Mill.)…Druce…
var.…pluriflorum…(Miq.)…Ohwi　

ｱﾏﾄﾞｺﾛ DD DD

Commelinaceae ツユクサ科 Pollia…japonica…Thunb.　 ﾔﾌﾞﾐｮｳｶﾞ NT NT R+ Ⅱ

Pontederiaceae ミズアオイ科 Monochoria…korsakowii…Regel…et…Maack　ﾐｽﾞｱｵｲ EN Ⅰ（EN） R－ NT Ⅰ

Typhaceae ガマ科 Sparganium…erectum…L. ﾐｸﾘ VU Ⅱ V－ NT Ⅱ

Sparganium……fallax…Gaebn. ﾔﾏﾄﾐｸﾘ NT NT R0 NT NT

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

ﾀﾏﾐｸﾘ VU Ⅱ R0 NT Ⅱ

Sparganium…japonicum…Rothert ﾅｶﾞｴﾐｸﾘ VU Ⅱ R0 NT Ⅱ

Sparganium…stenophyllum…Maxim. ﾋﾒﾐｸﾘ EN Ⅰ（EN） R－ VU Ⅱ

Typha…orientalis…C.Presl　 ｺｶﾞﾏ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Eriocaulaceae ホシクサ科 Eriocaulon…cinereum…R.Br.　 ﾎｼｸｻ VU Ⅱ R－ Ⅱ

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

ｲﾄｲﾇﾉﾋｹﾞ VU Ⅱ R－ Ⅰ

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

ｱｽﾞﾐｲﾇﾉﾋｹﾞ VU Ⅱ R－ EN

Eriocaulon…sikokianum…Maxim.　 ｼﾛｲﾇﾉﾋｹﾞ VU Ⅱ R－ Ⅱ

Juncaceae イグサ科 Juncus…ensifolius…Wikstr.　 ﾐｸﾘｾﾞｷｼｮｳ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅱ

Juncus…fauriei…H.Lev.…et…Vaniot　 ｲﾇｲ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅱ

Juncus…fauriensis…Buchenau…var.…
kamschatcensis…Buchenau…

ﾐﾔﾏﾎｿｺｳｶﾞｲｾﾞｷｼｮｳ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Juncus…gracillimus…(Buchenau)…
V.I.Krecz.…et…Gontsch.　

ﾄﾞﾛｲ NT NT R0

Juncus　maximowiczii　Buchenau ｲﾄｲ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅱ

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

ｸﾓﾏｽｽﾞﾒﾉﾋｴ EN Ⅰ（EN） R0 NT Ⅱ

Luzula…jimboi…Miyabe…et…Kudo…subsp.…
atrotepala…Z.Kaplan　

ﾐﾔﾏﾇｶﾎﾞｼｿｳ NT NT R0 NT

Luzula…oligantha…Sam.　 ﾀｶﾈｽｽﾞﾒﾉﾋｴ NT NT R0 NT

Luzula…pallidula…Kirschner　 ｵｶｽｽﾞﾒﾉﾋｴ DD DD

Cyperaceae カヤツリグサ科 Bulbostylis…densa…(Wall.)…Hand.-Mazz.　
var.…densa

ｲﾄﾊﾅﾋﾞﾃﾝﾂｷ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

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

ｲﾄﾃﾝﾂｷ CR Ⅰ（CR） R0 NT Ⅰ

Carex…augustinowiczii…Meinsh.…ex…
Korsh.　

ﾋﾗｷﾞｼｽｹﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Carex…brunnescens…(Pers.)…Poir. ﾋﾒｶﾜｽﾞｽｹﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Carex…canescens…L.　 ﾊｸｻﾝｽｹﾞ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅱ

Carex…capillacea…Boott ﾊﾘｶﾞﾈｽｹﾞ NT NT R0

Carex…caryophyllea…Latour.…subsp.…
microtricha…(Franch.)…T.Koyama　

ﾁｬｼﾊﾞｽｹﾞ DD DD DD

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

ﾎｽｹﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Carex…dickinsii…Franch.…et…Sav.　 ｵﾆｽｹﾞ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Carex…dissitiflora…Franch.　 ﾐﾔﾏｼﾞｭｽﾞｽｹﾞ NT NT R0 NT

Carex…filipes…Franch.…et…Sav.…
　…var.…arakiana…(Ohwi)…Ohwi　

ﾋﾛﾊﾉｵｵﾀﾏﾂﾘｽｹﾞ NT NT R0
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Carex…forficula…Franch.…et…Sav.　 ﾀﾆｶﾞﾜｽｹﾞ NT NT R0 NT

Carex…heterolepis…Bunge　 ﾔﾏｱｾﾞｽｹﾞ NT NT R0 NT

Carex…hirtifructus…Kuek. ﾂｸﾊﾞｽｹﾞ EN Ⅰ（EN） R0

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

ﾑｼﾞﾅｽｹﾞ CR Ⅰ（CR） R－ Ⅰ

Carex…sendaica…Franch. ｾﾝﾀﾞｲｽｹﾞ NT NT R0 Ⅱ

Carex…maculata…Boott　 ﾀﾁｽｹﾞ NT NT R0

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

ﾀﾞｹｽｹﾞ VU Ⅱ R0 VU Ⅱ

Carex　meridiana…(Akiyama)…Akiyama ｲｿｱｵｽｹﾞ DD DD DD

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

ｷﾝﾁｬｸｽｹﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Carex…nervata…Franch.…et…Sav.　 ｼﾊﾞｽｹﾞ NT NT R0 DD

Carex…omiana…Franch.…et…Sav. ﾔﾁｶﾜｽﾞｽｹﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Carex…parciflora…Boott…var.…parciflora　 ｸﾞﾚｰﾝｽｹﾞ NT NT R0

Carex…planata…Franch.…et…Sav.　 ﾀｶﾈﾏｽｸｻ NT NT R0 NT

Carex…rhizopoda…Maxim.　 ｼﾗｺｽｹﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Carex…rugulosa…Kuek.　 ｵｵｸｸﾞ CR Ⅰ（CR） R－ NT Ⅰ

Carex…scabrifolia…Steud.　 ｼｵｸｸﾞ NT NT R－

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

ｱｼﾎﾞｿｽｹﾞ VU Ⅱ R0 NT Ⅱ

Carex…subumbellata…Meinsh.…
　…var.…verecunda…Ohwi　

ｸﾓﾏｼﾊﾞｽｹﾞ CR Ⅰ（CR） R0 DD

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

ﾋｹﾞｽｹﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Cladium…jamaicense…Crantz…subsp.…
chinense…(Nees)…T.Koyama　

ﾋﾄﾓﾄｽｽｷ NT NT R0 NT

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

ｶﾝｴﾝｶﾞﾔﾂﾘ CR Ⅰ（CR） R0 VU

Cyperus…glomeratus…L.　 ﾇﾏｶﾞﾔﾂﾘ CR Ⅰ（CR） R－ Ⅰ

Cyperus…rotundus…L.　 ﾊﾏｽｹﾞ DD DD DD

Eleocharis…attenuata…(Franch.…et…Sav.)…
Palla

ｾｲﾀｶﾊﾘｲ CR Ⅰ（CR） R0

Eleocharis…equisetiformis…(Meinsh.)…
B.Fedtsch.

ｽｼﾞﾇﾏﾊﾘｲ CR Ⅰ（CR） R0 VU

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

ﾋﾒﾊﾘｲ EN Ⅰ（EN） R－ Ⅰ

Eleocharis…mamillata…H.Lindb.…
　…var.…cyclocarpa…Kitag.　

ﾇﾏﾊﾘｲ EN Ⅰ（EN） R－ Ⅰ

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

ﾉﾃﾝﾂｷ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Fimbristylis…dipsacea…(Rottb.)…
C.B.Clarke…　

ｱｵﾃﾝﾂｷ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Fimbristylis…longispica…Steud.　 ﾅｶﾞﾎﾞﾃﾝﾂｷ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Fimbristylis…sieboldii…Miq.…ex…Franch.…
et…Sav.　

ｲｿﾔﾏﾃﾝﾂｷ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Rhynchospora…alba…(L.)…Vahl　 ﾐｶﾂﾞｷｸﾞｻ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Rhynchospora…faberi…C.B.Clarke　 ｲﾄｲﾇﾉﾊﾅﾋｹﾞ CR Ⅰ（CR） R－ Ⅰ

Rhynchospora…fauriei…Franch.　 ｵｵｲﾇﾉﾊﾅﾋｹﾞ NT NT R0 NT

Rhynchospora…fujiiana…Makino　 ｺｲﾇﾉﾊﾅﾋｹﾞ VU Ⅱ R0 Ⅰ

Rhynchospora…rugosa…(Vahl)…Gale ｲﾇﾉﾊﾅﾋｹﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Rhynchospora…yasudana…Makino　 ﾐﾔﾏｲﾇﾉﾊﾅﾋｹﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Schoenoplectus…hondoensis…(Ohwi)…
Hayas.　

ﾐﾔﾏﾎﾀﾙｲ NT NT R0

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

ﾛｯｶｸｲ EN Ⅰ（EN） R0 EN Ⅰ

Schoenoplectus…nipponicus…(Makino)…
Sojak　

ｼｽﾞｲ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Schoenoplectus…tabernaemontani…
(C.C.Gmel.)…Palla　

ﾌﾄｲ VU Ⅱ R0 Ⅱ

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

ﾋﾒﾎﾀﾙｲ EN Ⅰ（EN） R0 DD
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Scirpus…asiaticus…Beetle ｴｿﾞｱﾌﾞﾗｶﾞﾔ CR Ⅰ（CR） R－

Schoenoplectus…wallichii…(Nees)…
T.Koyama

ﾀｲﾜﾝﾔﾏｲ CR Ⅰ（CR） R－

Scleria…parvula…Steud.　 ｺｼﾝｼﾞｭｶﾞﾔ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Trichophorum…cespitosum…(L.)…Hartm.　 ﾐﾈﾊﾘｲ CR Ⅰ（CR） R－ Ⅰ

Poaceae イネ科 Agrostis…scabra…Willd.　 ｴｿﾞﾇｶﾎﾞ DD DD Ⅱ

Brachyelytrum…japonicum…(Hack.)…Hack.…
ex…Honda　

ｺｳﾔｻﾞｻ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Brylkinia…caudata…(Munro…ex…A.Gray)…
F.Schmidt　

ﾎｶﾞｴﾘｶﾞﾔ NT NT R0 NT

Calamagrostis…fauriei…Hack.…
　…var.…intermedia…T.…Shimizu

ｼﾛｳﾏﾉｶﾞﾘﾔｽ NT NT R0 NT

Calamagrostis…gigas…Takeda　 ｵﾆﾉｶﾞﾘﾔｽ NT NT R0 DD

Calamagrostis…nana…Takeda ﾋﾅｶﾞﾘﾔｽ NT NT R0 NT

Coelachne…japonica…Hack.　 ﾋﾅｻﾞｻ VU Ⅱ R0 NT NT

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

ｵｶﾞﾙｶﾔ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Digitaria…ischaemum…(Schreb.)…Schreb.…
ex…Muhl.　

ｷﾀﾒﾋｼﾊﾞ DD DD DD

Elymus…×…mayebaranus…(Honda)…
S.L.Chen　

ｵｵﾀﾁｶﾓｼﾞ DD DD DD

Eragrostis…cilianensis…(All.)…Link…ex…
Janchen　

ｽｽﾞﾒｶﾞﾔ CR Ⅰ（CR） R0

Festuca…hondoensis…(Ohwi)…Ohwi　 ﾔﾏｵｵｳｼﾉｹｸﾞｻ EN Ⅰ（EN） R0 EN Ⅰ

Festuca…ovina…L……var.…chiisanensis…Ohwi ﾁｲｻﾝｳｼﾉｹｸﾞｻ DD DD VU Ⅰ

Festuca…ovina…L.…subsp.…ruprechtii…
(Boiss.)…Tzvelev　

ﾐﾔﾏｳｼﾉｹｸﾞｻ NT NT R0 NT

Festuca…rubra…L.…var.…rubra… ｵｵｳｼﾉｹｸﾞｻ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Glyceria…acutiflora…Torr. ﾑﾂｵﾚｸﾞｻ NT NT R0 NT

Glyceria…leptolepis…Ohwi　 ﾋﾛﾊﾉﾄﾞｼﾞｮｳﾂﾅｷﾞ CR Ⅰ（CR） R－ Ⅱ

Glyceria…lithuanica…(Gorski)…Lindm.　 ｶﾗﾌﾄﾄﾞｼﾞｮｳﾂﾅｷﾞ DD DD DD

Hystrix…duthiei…(Stapf)…Bor…subsp.…
longearistata…(Hack.)…Baden,…Fred.…et…
Seberg　

ｱｽﾞﾏｶﾞﾔ NT NT R0 NT

Kengia…hackelii…(Honda)…J.G.Packer ﾁｮｳｾﾝｶﾞﾘﾔｽ NT NT R0 NT

Lophatherum…sinense…Rendle　 ﾄｳｻｻｸｻ NT NT R0 NT

Moliniopsis…japonica…(Hack.)…Hayata　 ﾇﾏｶﾞﾔ NT NT R0 NT

Neomolinia…japonica…(Franch.…et…Sav.)…
Honda　

ﾀﾂﾉﾋｹﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Phacelurus…latifolius…(Steud.)…Ohwi　 ｱｲｱｼ NT NT R0 NT

Phleum…alpinum…L.　 ﾐﾔﾏｱﾜｶﾞｴﾘ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Phleum…paniculatum…Huds.　 ｱﾜｶﾞｴﾘ DD DD

Phragmites…karka…(Retz.)…Trin.…ex…
Steud.

ｾｲﾀｶﾖｼ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Poa…fauriei…Hack.　 ｱｲﾇｿﾓｿﾓ NT NT R0 NT

Poa…hakusanensis…Hack.　 ﾊｸｻﾝｲﾁｺﾞﾂﾅｷﾞ NT NT R0 NT

Polypogon…monspeliensis…(L.)…Desf.　 ﾊﾏﾋｴｶﾞｴﾘ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Pseudoraphis…ukishiba…Ohwi ｳｷｼﾊﾞ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Sasa…fugeshiensis…Koidz.　 ﾌｹﾞｼｻﾞｻ NT NT R0 NT

Schizachyrium…brevifolium…(Sw.)…Nees…
ex…Buse　

ｳｼｸｻ VU Ⅱ R0 Ⅰ

Stipa…pekinensis…Hance ﾊﾈｶﾞﾔ DD DD

Themeda…triandra…Forssk.…var.…japonica…
(Willd.)…Makino　

ﾒｶﾞﾙｶﾔ NT NT R－ NT

Ceratophyllaceae　　マツモ科 Ceratophyllum…demersum…L.　 ﾏﾂﾓ EN Ⅰ（EN） R－ Ⅱ

　　Eudicotyledons　　真正双子葉類

Papaveraceae ケシ科 Corydalis…decumbens…(Thunb.)…Pers.　 ｼﾞﾛﾎﾞｳｴﾝｺﾞｻｸ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ
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Corydalis…lineariloba…Siebold…et…Zucc.　 ﾔﾏｴﾝｺﾞｻｸ VU Ⅱ R0 Ⅰ

Corydalis…orthoceras…Siebold…et…Zucc.　 ﾐﾁﾉｸｴﾝｺﾞｻｸ NT NT R0 NT

Hylomecon…japonica…(Thunb.)…Prantl…et…
Kundig　

ﾔﾏﾌﾞｷｿｳ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Berberidaceae メギ科 Berberis…amurensis…Rupr.　 ﾋﾛﾊﾍﾋﾞﾉﾎﾞﾗｽﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Berberis…tschonoskyana…Regel　 ｵｵﾊﾞﾒｷﾞ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Ranunculaceae キンポウゲ科 Aconitum…iinumae…Kadota　 ｵｵﾚｲｼﾞﾝｿｳ NT NT R0 NT

Anemone…narcissiflora…L.…subsp.…
nipponica…(Tamura)…Kadota　

ﾊｸｻﾝｲﾁｹﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Anemone…nikoensis…Maxim.　 ｲﾁﾘﾝｿｳ NT NT R0 NT

Anemone…raddeana…Regel　 ｱｽﾞﾏｲﾁｹﾞ NT NT R0 NT

Anemone…stolonifera…Maxm. ｻﾝﾘﾝｿｳ DD DD

Aquilegia…buergeriana…Siebold…et…Zucc.…
var.…buergeriana　

ﾔﾏｵﾀﾞﾏｷ VU Ⅱ R0 Ⅱ

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

ﾐﾔﾏｵﾀﾞﾏｷ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Cimicifuga…japonica…(Thunb.)…Spreng.…
var.…peltata…(Makino)…H.Hara　

ｷｹﾝｼｮｳﾏ NT NT R0 NT

Clematis…japonica…Thunb.…var.…japonica ﾊﾝｼｮｳﾂﾞﾙ NT NT R0 NT

Clematis…patens…C.Morren…et…Decne.　 ｶｻﾞｸﾞﾙﾏ CR Ⅰ（CR） R0 NT EX

Dichocarpum…nipponicum…(Franch.)…
W.T.Wang…et…P.K.Hsiao…var.…
nipponicum

ｱｽﾞﾏｼﾛｶﾈｿｳ NT NT R0 NT

Glaucidium…palmatum…Siebold…et…Zucc. ｼﾗﾈｱｵｲ DD DD

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

ｵｵﾐｽﾐｿｳ VU Ⅱ R0 NT Ⅱ

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

ｵｷﾅｸﾞｻ EN Ⅰ（EN） R0 VU Ⅰ

Ranunculus…nipponicus…Nakai…var.…
submersus…H.Hara　

ﾊﾞｲｶﾓ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Semiaquilegia…adoxoides…(DC.)…Makino　 ﾋﾒｳｽﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Trollius…hondoensis…Nakai　 ｷﾝﾊﾞｲｿｳ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

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

ﾂｹﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Pachysandra…terminalis…Siebold…et…Zucc.　ﾌｯｷｿｳ NT NT R0 NT

Paeoniaceae ボタン科 Paeonia…japonica…(Makino)…Miyabe…et…
Takeda　

ﾔﾏｼｬｸﾔｸ EN Ⅰ（EN） R－ NT Ⅰ

Paeonia…obovata…Maxim.　 ﾍﾞﾆﾊﾞﾅﾔﾏｼｬｸﾔｸ CR Ⅰ（CR） R－ VU

Hamamelidaceae マンサク科 Corylopsis…pauciflora…Siebold…et…Zucc.　 ﾋｭｳｶﾞﾐｽﾞｷ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Cercidiphyllum…magnificum…(Nakai)…
Nakai　

ﾋﾛﾊｶﾂﾗ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Grossulariaceae スグリ科 Ribes…ambiguum…Maxim.　 ﾔｼｬﾋﾞｼｬｸ NT NT R0 NT NT

Ribes…latifolium…Jancz.　 ｴｿﾞｽｸﾞﾘ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Saxifragaceae ユキノシタ科 Astilbe…microphylla…Knoll　 ﾁﾀﾞｹｻｼ DD DD

Chrysosplenium…flagelliferum…F.Schmidt　ﾂﾙﾈｺﾉﾒｿｳ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Chrysosplenium…tosaense…(Makino)…
Makino…ex…Suto 　

ﾀﾁﾈｺﾉﾒｿｳ DD DD DD

Saxifraga…acerifolia…Wakab.…et…Satomi　 ｴﾁｾﾞﾝﾀﾞｲﾓﾝｼﾞｿｳ EN Ⅰ（EN） R0 VU Ⅰ

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

ｼｺﾀﾝｿｳ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Saxifraga…japonica…H.Boissieu ﾌｷﾕｷﾉｼﾀ NT NT R0 NT

CRassulaceae ベンケイソウ科 Hylotelephium…sordidum…(Maxim.)…
H.Ohba　

ﾁﾁｯﾊﾟﾍﾞﾝｹｲ DD DD DD

Hylotelephium…viride…(Makino)…H.Ohba　ｱｵﾍﾞﾝｹｲ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Orostachys…japonica…(Maxim.)…A.Berger　ﾂﾒﾚﾝｹﾞ NT NT R0 NT NT

Rhodiola…rosea…L.　 ｲﾜﾍﾞﾝｹｲ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Sedum…makinoi…Maxim.　 ﾏﾙﾊﾞﾏﾝﾈﾝｸﾞｻ VU Ⅱ R0 NT

Sedum…subtile…Miq.　 ﾋﾒﾚﾝｹﾞ NT NT R0 NT

Penthoraceae タコノアシ科 Penthorum…chinense…Pursh　 ﾀｺﾉｱｼ VU Ⅱ R0 NT Ⅱ
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Haloragaceae アリノトウグサ科 Myriophyllum…spicatum…L.　 ﾎｻﾞｷﾉﾌｻﾓ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Myriophyllum…ussuriense…(Regel)…
Maxim.　

ﾀﾁﾓ EN Ⅰ（EN） R0 NT Ⅰ

Myriophyllum…verticillatum…L.　 ﾌｻﾓ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Fabaceae マメ科 Astragalus…reflexistipulus…Miq.　 ﾓﾒﾝﾂﾞﾙ DD DD

Astragalus…shinanensis…Ohwi　 ﾀｲﾂﾘｵｳｷﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Gleditsia…japonica…Miq.　 ｻｲｶﾁ VU Ⅱ R0 Ⅱ

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

ｹﾔﾌﾞﾊｷﾞ VU Ⅱ R0

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

ﾏﾙﾊﾞﾇｽﾋﾞﾄﾊｷﾞ EN Ⅰ（EN） R0

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

ｴｿﾞﾉﾚﾝﾘｿｳ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Lespedeza…tomentosa…(Thunb.)…Siebold…
ex…Maxim.　

ｲﾇﾊｷﾞ CR Ⅰ（CR） R－ VU DD

Rhynchosia…acuminatifolia…Makino　 ﾄｷﾘﾏﾒ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Thermopsis…lupinoides…(L.)…Link　 ｾﾝﾀﾞｲﾊｷﾞ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Vicia…amoena…Fisch.…ex…Ser.　 ﾂﾙﾌｼﾞﾊﾞｶﾏ EN Ⅰ（EN） R0

Vicia…cracca…L.　 ｸｻﾌｼﾞ DD DD

Vicia…pseudo-orobus…Fisch.…et…C.A.Mey.　ｵｵﾊﾞｸｻﾌｼﾞ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅱ

Polygalaceae ヒメハギ科 Polygala…tatarinowii…Regel　 ﾋﾅﾉｷﾝﾁｬｸ CR Ⅰ（CR） R－ EN Ⅰ

Rosaceae バラ科 Cerasus…maximowiczii…(Rupr.)…Kom.　 ﾐﾔﾏｻﾞｸﾗ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Chaenomeles…japonica…(Thunb.)…Lindl.…
ex…Spach　

ｸｻﾎﾞｹ CR Ⅰ（CR） R0 DD

Fragaria…iinumae…Makino　 ﾉｳｺﾞｳｲﾁｺﾞ NT NT R0 NT

Geum…macrophyllum…Willd.…var.…
sachalinense…(Koidz.)…H.Hara　

ｶﾗﾌﾄﾀﾞｲｺﾝｿｳ NT NT R0 NT

Malus…tschonoskii…(Maxim.)…C.K.Schneid.　ｵｵｳﾗｼﾞﾛﾉｷ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Neillia…incisa…(Thunb.)…S.H.Oh　 ｺｺﾞﾒｳﾂｷﾞ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

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

ｲﾜｷﾝﾊﾞｲ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Potentilla…anserina…L.…subsp.…pacifica…
(Howell)…Rousi　

ｴｿﾞﾂﾙｷﾝﾊﾞｲ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Potentilla…chinensis…Ser.　 ｶﾜﾗｻｲｺ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Potentilla…cryptotaeniae…Maxim.　 ﾐﾂﾓﾄｿｳ DD DD DD

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

ﾏﾙﾊﾞｼｬﾘﾝﾊﾞｲ VU Ⅱ R－ Ⅱ

Rosa…nipponensis…Crep.　 ﾀｶﾈﾊﾞﾗ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Rosa…rugosa…Thunb.　 ﾊﾏﾅｽ NT NT R0 NT

Rubus…mesogaeus…Focke　 ｸﾛｲﾁｺﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Rubus…pedatus…Sm.　 ｺｶﾞﾈｲﾁｺﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Sanguisorba…officinalis…L.　 ﾜﾚﾓｺｳ EN Ⅰ（EN） R－

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

ｱｲｽﾞｼﾓﾂｹ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Spiraea…nipponica…Maxim.…var.…
nipponica　

ｲﾜｼﾓﾂｹ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Spiraea…thunbergii…Siebold…ex…Blume ﾕｷﾔﾅｷﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Rhamnaceae クロウメモドキ科 Berchemiella…berchemiifolia…(Makino)…
Nakai　

ﾖｺｸﾞﾗﾉｷ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Cannabacea アサ科 Humulus…lupulus…L.…var.…cordifolius…
(Miq.)…Maxim.…ex…Franch.…et…Sav.　

ｶﾗﾊﾅｿｳ NT NT R0 NT

Moraceae クワ科 Broussonetia…papyrifera…(L.)…LHer.…ex…
Vent.　

ｶｼﾞﾉｷ DD DD NT

Urticaceae イラクサ科 Nanocnide…japonica…Blume　 ｶﾃﾝｿｳ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Pilea…angulata…(Blume…)…Blume…subsp.…
petiolaris…(Siebold…et…Zucc.)…C.J.Chen

ﾐﾔﾏﾐｽﾞ　 DD DD

Pilea…notata…C.H.Wright　 ｺﾐﾔﾏﾐｽﾞ NT NT R0 NT

Fagaceae ブナ科 Quercus…aliena…Blume　 ﾅﾗｶﾞｼﾜ NT NT R0 NT
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Quercus…sessilifolia…Blume　 ﾂｸﾊﾞﾈｶﾞｼ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Betulaceae カバノキ科 Alnus…trabeculosa…Hand.-Mazz.　 ｻｸﾗﾊﾞﾊﾝﾉｷ VU Ⅱ R0 NT Ⅱ

Ostrya…japonica…Sarg.　 ｱｻﾀﾞ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Celastraceae ニシキギ科 Celastrus…flagellaris…Rupr.　 ｲﾜｳﾒﾂﾞﾙ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Celastrus…stephanotifolius…(Makino)…
Makino　

ｵｵﾂﾙｳﾒﾓﾄﾞｷ EN Ⅰ（EN） R0

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

ｵｵｼﾗﾋｹﾞｿｳ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Parnassia…palustris…L.…var.…palustris　 ｳﾒﾊﾞﾁｿｳ NT NT R0 NT

Oxalidaceae カタバミ科 Oxalis…acetosella…L.…var.…longicapsula…
Terao　

ﾋｮｳﾉｾﾝｶﾀﾊﾞﾐ DD DD

Euphorbiaceae トウダイグサ科 Euphorbia…adenochlora…C.Morren…et…
Decne.　

ﾉｳﾙｼ EN Ⅰ（EN） R0 NT Ⅰ

Euphorbia…helioscopia…L.　 ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ EN Ⅰ（EN） R0

Euphorbia…jolkinii…Boiss.　 ｲﾜﾀｲｹﾞｷ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Euphorbia…lasiocaula…Boiss.　 ﾀｶﾄｳﾀﾞｲ NT NT R0 NT

Salicaeae ヤナギ科 Salix…cardiophylla…Trautv.…et…C.A.Mey.…
var.…urbaniana…(Seemen)…Kudo 　

ｵｵﾊﾞﾔﾅｷﾞ VU Ⅱ R0 NT

Salix…pierotii…Miq.　 ｵｵﾀﾁﾔﾅｷﾞ VU Ⅱ R0

Salix…vulpina…Andersson…subsp.…vulpina　ｷﾂﾈﾔﾅｷﾞ DD DD

Violaceae スミレ科 Viola…brevistipulata…(Franch.…et…Sav.)…
W.Becker…subsp.…brevistipulata…
var.…kishidae…(Nakai)…F.Maek.…et…
T.Hashim.　

ﾅｴﾊﾞｷｽﾐﾚ VU Ⅱ R0 Ⅱ

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

ﾋｺﾞｽﾐﾚ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅱ

Viola…eizanensis…(Makino)…Makino　 ｴｲｻﾞﾝｽﾐﾚ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Viola…grayi…Franch.…et…Sav.　 ｲｿｽﾐﾚ VU Ⅱ R0 VU Ⅱ

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

ﾂﾙﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ VU Ⅱ R0 Ⅱ

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

ｹｲﾘｭｳﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Viola…mandshurica…W.Becker…var.…
crassa…Tatew.

ｱﾅﾏｽﾐﾚ NT NT R0

Viola…phalacrocarpa…Maxim.　 ｱｶﾈｽﾐﾚ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Hypericaceae オトギリソウ科 Hypericum…ascyron…L.…subsp.…ascyron…
var.…ascyron

ﾄﾓｴｿｳ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Hypericum…oliganthum…Franch.…et…Sav.　ｱｾﾞｵﾄｷﾞﾘ DD DD EN DD

Geraniaceae フウロウソウ科 Geranium…krameri…Franch.…et…Sav.　 ﾀﾁﾌｳﾛ DD DD NT

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

ｸﾞﾝﾅｲﾌｳﾛ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Geranium…wilfordii…Maxim.　 ﾐﾂﾊﾞﾌｳﾛ NT NT R0 NT

Lythraceae ミソハギ科 Rotala…elatinomorpha…Makino　 ﾋﾒｷｶｼｸﾞｻ DD DD CR DD

Rotala…mexicana…Cham.…et…Schltdl.　 ﾐｽﾞﾏﾂﾊﾞ NT NT R0 VU Ⅱ

Trapa…natans…L.　 ｵﾆﾋﾞｼ DD DD Ⅱ

Onagraceae アカバナ科 Circaea…cordata…Royle　 ｳｼﾀｷｿｳ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Epilobium…hirsutum…L.　 ｵｵｱｶﾊﾞﾅ EX EX VU EX

Epilobium…lactiflorum…Hausskn.　 ｼﾛｳﾏｱｶﾊﾞﾅ VU Ⅱ R0

Epilobium…parviflorum…Schreb.　 ｽｽﾔｱｶﾊﾞﾅ CR Ⅰ（CR） R－ Ⅰ

Ludwigia…epilobioides…Maxim.…subsp.…
greatrexii…(H.Hara)…P.H.Raven　

ｳｽｹﾞﾁｮｳｼﾞﾀﾃﾞ NT NT R+ NT Ⅰ

Sapindaceae ムクロジ科 Acer…australe…(Momot.)…Ohwi…ex…
Momot.

ﾅﾝｺﾞｸﾐﾈｶｴﾃﾞ DD DD

Acer…cissifolium…(Siebold…et…Zucc.)…
K.Koch　

ﾐﾂﾃﾞｶｴﾃﾞ NT NT R0 NT

Acer…diabolicum…Blume…ex…K.Koch　 ｶｼﾞｶｴﾃﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Acer…maximowiczianum…Miq.　 ﾒｸﾞｽﾘﾉｷ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Acer…tenuifolium…(Koidz.)…Koidz.　 ﾋﾅｳﾁﾜｶｴﾃﾞ DD DD

Koelreuteria…paniculata…Laxm.　 ﾓｸｹﾞﾝｼﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ
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Rutaceae ミカン科 Boenninghausenia…albiflora…(Hook.)…
Rchb.…ex…Meisn.…var.…japonica…(Nakai…
ex…Makino…et…Nemoto)…Suzuki　

ﾏﾂｶｾﾞｿｳ VU Ⅱ R0 Ⅱ

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

ﾌﾕｻﾞﾝｼｮｳ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Malvaceae アオイ科 Tilia…maximowicziana…Shiras.　 ｵｵﾊﾞﾎﾞﾀﾞｲｼﾞｭ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Thymelaeaceae ジンチョウゲ科 Daphne…jezoensis…Maxim.　 ﾅﾆﾜｽﾞ NT NT R0 NT

Daphne…miyabeana…Makino　 ｶﾗｽｼｷﾐ NT NT R0 NT

Diplomorpha…sikokiana…(Franch.…et…Sav.)…
Honda　

ｶﾞﾝﾋﾟ NT NT R0 NT

Brassicaceae アブラナ科 Cardamine…appendiculata…Franch.…et…
Sav.　

ﾋﾛﾊｺﾝﾛﾝｿｳ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Cardamine…lyrata…Bunge　 ﾐｽﾞﾀｶﾞﾗｼ DD DD

Turritis…glabra…L.　 ﾊﾀｻﾞｵ VU Ⅱ R0 NT

Balanophoraceae ツチトリモチ科 Balanophora…nipponica…Makino　 ﾐﾔﾏﾂﾁﾄﾘﾓﾁ CR Ⅰ（CR） R0 VU Ⅰ

Loranthaceae オオバヤドリギ科 Loranthus…tanakae…Franch.…et…Sav.　 ﾎｻﾞｷﾔﾄﾞﾘｷﾞ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Taxillus…kaempferi…(DC.)…Danser…var.…
kaempferi

ﾏﾂｸﾞﾐ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Polygonaceae タデ科 Persicaria…debilis…(Meisn.)…H.Gross…ex…
W.T.Lee　

ﾐﾔﾏﾀﾆｿﾊﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

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

ﾔﾅｷﾞﾇｶﾎﾞ CR Ⅰ（CR） R－ VU Ⅰ

Persicaria…hastatosagittata…(Makino)…
Nakai　

ﾅｶﾞﾊﾞﾉｳﾅｷﾞﾂｶﾐ DD DD NT DD

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

ｻﾅｴﾀﾃﾞ VU Ⅱ R0

Persicaria…maackiana…(Regel)…Nakai　 ｻﾃﾞｸｻ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Persicaria…taquetii…(H.Lev.)…Koidz.　 ﾇｶﾎﾞﾀﾃﾞ CR Ⅰ（CR） R0 VU Ⅰ

Persicaria…viscofera…(Makino)…H.Gross…
var.…viscofera　

ﾈﾊﾞﾘﾀﾃﾞ DD DD

Rumex…dentatus…L.…subsp.…klotzschianus…
(Meisn.)…Rech.f.　

ｺｷﾞｼｷﾞｼ DD DD VU DD

Rumex…longifolius…DC. 　 ﾉﾀﾞｲｵｳ CR Ⅰ（CR） R0 VU Ⅰ

Droseraceae モウセンゴケ科 Drosera…peltata…Smith…var.…nipponica…
(Masam.)…Ohwi

ｲｼﾓﾁｿｳ CR Ⅰ（CR） R－ NT Ⅰ

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

ﾄｳｶｲｺﾓｳｾﾝｺﾞｹ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Caryophyllaceae ナデシコ科 Arenaria…serpyllifolia…L.…var.…
serpyllifolia

ﾉﾐﾉﾂﾂﾞﾘ DD DD

Dianthus…japonicus…Thunb.　 ﾊﾏﾅﾃﾞｼｺ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Dianthus…shinanensis…(Yatabe)…Makino　ｼﾅﾉﾅﾃﾞｼｺ VU Ⅱ R0 Ⅱ

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

ﾊﾏﾊｺﾍﾞ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Minuarctica…arctica…(Steven…ex…Ser.)…
Graebn.…var.…hondoensis…Ohwi

ﾀｶﾈﾂﾒｸｻ DD DD

Pseudostellaria…heterantha…(Maxim.)…
Pax…var.…heterantha

ﾜﾁｶﾞｲｿｳ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Silene…baccifera…(L.)…Roth…var.…japonica…
(Miq.)…H.Ohashi…et…H.Nakai　

ﾅﾝﾊﾞﾝﾊｺﾍﾞ NT NT R0 NT

Silene…gracillima…Rohrb.　 ｾﾝｼﾞｭｶﾞﾝﾋﾟ VU Ⅱ R0 Ⅱ

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

ﾌｼｸﾞﾛｾﾝﾉｳ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅱ

Spergularia…marina…(L.)…Griseb.　 ｳｼｵﾂﾒｸｻ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Stellaria…fenzlii…Regel　 ｼﾗｵｲﾊｺﾍﾞ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Stellaria…monosperma…Buch.-Ham.…ex…
D.Don…var.…japonica…Maxim.　

ｵｵﾔﾏﾊｺﾍﾞ NT NT R0 NT

Amaranthaceae ヒユ科 Achyranthes…longifolia…(Makino)…Makino　ﾔﾅｷﾞｲﾉｺﾂﾞﾁ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Chenopodium…stenophyllum…(Makino)…
Koidz.　

ﾎｿﾊﾞｱｶｻﾞ VU Ⅱ R0

Hydrageaceae アジサイ科 Hydrangea…involucrata…Siebold　 ﾀﾏｱｼﾞｻｲ NT NT R0 NT

Ebenaceae カキノキ科 Diospyros…japonica…Siebold…et…Zucc.　 ﾘｭｳｷｭｳﾏﾒｶﾞｷ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Primulaceae サクラソウ科 Ardisia…crispa…(Thunb.)…A.DC.　 ｶﾗﾀﾁﾊﾞﾅ NT NT R0 NT

Lysimachia…acroadenia…Maxim.　 ｷﾞﾝﾚｲｶ CR Ⅰ（CR） R－ Ⅱ
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Lysimachia…maritima…(L.)…Galasso,…Banfi…
et…Soldano…var.…obtusifolia…(Fernald)…
Yonek.　

ｳﾐﾐﾄﾞﾘ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Lysimachia…vulgaris…L.…var.…davurica…
(Ledeb.)…R.Knuth　

ｸｻﾚﾀﾞﾏ NT NT R0 NT

Primula…cuneifolia…Ledeb.…var.…
hakusanensis…(Franch.)…Makino　

ﾊｸｻﾝｺｻﾞｸﾗ NT NT R0 NT

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

ﾕｷﾜﾘｿｳ EN Ⅰ（EN） R0

Primula…jesoana…Miq.…var.…jesoana　 ｵｵｻｸﾗｿｳ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅱ

Primula…sieboldii…E.Morren　 ｻｸﾗｿｳ EX EX NT DD

Diapensiaceae イワウメ科 Diapensia…lapponica…L.…subsp.…obovata…
(F.Schmidt)…Hulten　

ｲﾜｳﾒ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅱ

Ericaceae ツツジ科 Cassiope…lycopodioides…(Pall.)…D.Don　 ｲﾜﾋｹﾞ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅱ

Loiseleuria…procumbens…(L.)…Desv.　 ﾐﾈｽﾞｵｳ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Pieris…japonica…(Thunb.)…D.Don…ex…
G.Don…subsp.…japonica　

ｱｾﾋﾞ NT NT R0 NT

Pyrola…alpina…Andres　 ｺﾊﾞﾉｲﾁﾔｸｿｳ DD DD

Pyrola…nephrophylla…(Andres)…Andres　 ﾏﾙﾊﾞﾉｲﾁﾔｸｿｳ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Rhododendron…aureum…Georgi　 ｷﾊﾞﾅｼｬｸﾅｹﾞ EX EX RE EX

Rhododendron…indicum…(L.)…Sweet　 ｻﾂｷ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Rhododendron…nipponicum…Matsum.　 ｵｵﾊﾞﾂﾂｼﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Rhododendron…tschonoskii…Maxim.…
subsp.…tschonoskii…var.…tschonoskii…

ｺﾒﾂﾂｼﾞ DD DD

Vaccinium…bracteatum…Thunb.　 ｼｬｼｬﾝﾎﾞ NT NT R0 NT

Vaccinium…yatabei…Makino　 ﾋﾒｳｽﾉｷ NT NT R0 NT

Rubiaceae アカネ科 Rubia…chinensis…Regel…et…Maack ｵｵｷﾇﾀｿｳ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Rubia…jesoensis…(Miq.)…Miyabe…et…
T.Miyake　

ｱｶﾈﾑｸﾞﾗ EN Ⅰ（EN） R－ Ⅱ

Gentianaceae リンドウ科 Gentiana…algida…Pall.　 ﾄｳﾔｸﾘﾝﾄﾞｳ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Gentiana…laeviuscula…Toyok.　 ｺﾋﾅﾘﾝﾄﾞｳ EN Ⅰ（EN） R0 EN Ⅰ

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

ﾘﾝﾄﾞｳ VU Ⅱ R0 Ⅱ

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

ﾊﾙﾘﾝﾄﾞｳ CR Ⅰ（CR） R0 DD

Gentiana…triflora…Pall.…var.…japonica…
(Kusn.)…H.Hara　

ｴｿﾞﾘﾝﾄﾞｳ NT NT R0 NT

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

ｱｶｲｼﾘﾝﾄﾞｳ CR Ⅰ（CR） R0 EN Ⅰ

Halenia…corniculata…(L.)…Cornaz　 ﾊﾅｲｶﾘ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅱ

Pterygocalyx…volubilis…Maxim.　 ﾎｿﾊﾞﾉﾂﾙﾘﾝﾄﾞｳ EN Ⅰ（EN） R0 VU Ⅰ

Swertia…japonica…(Schult.)…Makino　 ｾﾝﾌﾞﾘ NT NT V－ NT

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

ﾀｶﾈｾﾝﾌﾞﾘ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Swertia…tosaensis…Makino　 ｲﾇｾﾝﾌﾞﾘ CR Ⅰ（CR） R－ VU Ⅰ

Tripterospermum…japonicum…(Siebold…
et…Zucc.)…Maxim.…var.…involubile…
(N.Yonez.)…J.Murata　

ﾃﾝｸﾞﾉｺﾂﾞﾁ NT NT R0 NT NT

Apocynaceae キョウチクトウ科 Amsonia…elliptica…(Thunb.)…Roem.…et…
Schult.　

ﾁｮｳｼﾞｿｳ EN Ⅰ（EN） R0 NT Ⅰ

Cynanchum…wilfordii…(Maxim.)…Hook.f.　 ｺｲｹﾏ NT NT R0 NT

Tylophora…floribunda…Miq.　 ｺｶﾓﾒﾂﾞﾙ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Vincetoxicum…atratum…(Bunge)…
C.Morren…et…Decne.　

ﾌﾅﾊﾞﾗｿｳ DD DD VU

Vincetoxicum…macrophyllum…Siebold…et…
Zucc.…var.…nikoense…Maxim.　

ﾂﾙｶﾞｼﾜ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Vincetoxicum…pycnostelma…Kitag.　 ｽｽﾞｻｲｺ EN Ⅰ（EN） R－ NT Ⅱ

Braginaceae ムラサキ科 Cynoglossum…asperrimum…Nakai　 ｵﾆﾙﾘｿｳ NT NT R0 NT

Eritrichium…nipponicum…Makino　 ﾐﾔﾏﾑﾗｻｷ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Lithospermum…zollingeri…A.DC.　 ﾎﾀﾙｶｽﾞﾗ VU Ⅱ R0 Ⅱ
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Mertensia…maritima…(L.)…Gray…subsp.…
asiatica…Takeda　

ﾊﾏﾍﾞﾝｹｲｿｳ CR Ⅰ（CR） R－ Ⅰ

Trigonotis…guilielmii…(A.Gray)…A.Gray…
ex…Guerke　

ﾀﾁｶﾒﾊﾞｿｳ NT NT R0

Convolvlaceae ヒルガオ科 Cuscuta…australis…R.Br.　 ﾏﾒﾀﾞｵｼ CR Ⅰ（CR） R0 CR

Solanaceae ナス科 Physaliastrum…japonicum…(Franch.…et…
Sav.)…Honda　

ｱｵﾎｵｽﾞｷ CR Ⅰ（CR） R0 VU Ⅰ

Scopolia…japonica…Maxim.　 ﾊｼﾘﾄﾞｺﾛ NT NT R0 NT

Solanum…megacarpum…Koidz.　 ｵｵﾏﾙﾊﾞﾉﾎﾛｼ NT NT R0

Oleaceae モクセイ科 Fraxinus…japonica…Blume…ex…K.Koch…
var.…stenocarpa…(Koidz.)…Ohwi

ﾃﾞﾜﾉﾄﾈﾘｺ DD DD

Fraxinus…mandshurica…Rupr.　 ﾔﾁﾀﾞﾓ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Gesneriaceae イワタバコ科 Conandron…ramondioides…Siebold…et…
Zucc.　

ｲﾜﾀﾊﾞｺ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Plantaginaceae オオバコ科 Callitriche…japonica…Engelm.…ex…Hegelm.　ｱﾜｺﾞｹ NT NT R0 NT

Callitriche…palustris…L.　 ﾐｽﾞﾊｺﾍﾞ VU Ⅱ R0 Ⅰ

Deinostema…adenocaulum…(Maxim.)…
T.Yamaz.　

ﾏﾙﾊﾞﾉｻﾜﾄｳｶﾞﾗｼ VU Ⅱ R0 VU Ⅱ

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

ｱﾌﾞﾉﾒ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

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

ｼｿｸｻ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Limnophila…sessiliflora…(Vahl)…Blume　 ｷｸﾓ NT NT V－ NT

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

ｽｽﾞﾒﾉﾊｺﾍﾞ CR Ⅰ（CR） R－ VU Ⅰ

Plantago…hakusanensis…Koidz.　 ﾊｸｻﾝｵｵﾊﾞｺ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Plantago…japonica…Franch.…et…Sav.　 ﾄｳｵｵﾊﾞｺ NT NT R0 NT

Trapella…sinensis…Oliv.　 ﾋｼﾓﾄﾞｷ EX EX RE EN EX

Veronica…laxa…Benth.　 ﾋﾖｸｿｳ VU Ⅱ R0 NT

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

ｲﾇﾉﾌｸﾞﾘ CR Ⅰ（CR） R－ VU Ⅰ

Veronica…undulata…Wall.　 ｶﾜﾁﾞｼｬ CR Ⅰ（CR） R0 NT Ⅰ

SCRophulariaceae ゴマノハグサ科 Buddleja…japonica…Hemsl.　 ﾌｼﾞｳﾂｷﾞ CR Ⅰ（CR） R－ Ⅱ

Scrophularia…alata…A.Gray　 ｴｿﾞﾋﾅﾉｳｽﾂﾎﾞ NT NT R0 NT

Scrophularia…duplicatoserrata…(Miq.)…
Makino　

ﾋﾅﾉｳｽﾂﾎﾞ CR Ⅰ（CR） R－ Ⅰ

Scrophularia…kakudensis…Franch.　 ｵｵﾋﾅﾉｳｽﾂﾎﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Laminaceae シソ科 Ajuga…nipponensis…Makino　 ｼﾞｭｳﾆﾋﾄｴ EN Ⅰ（EN） R0 DD

Callicarpa…mollis…Siebold…et…Zucc.　 ﾔﾌﾞﾑﾗｻｷ NT NT R0 NT

Clinopodium…macranthum…(Makino)…
H.Hara　

ﾐﾔﾏｸﾙﾏﾊﾞﾅ DD DD

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

ﾐｶｴﾘｿｳ CR Ⅰ（CR） R0

Dracocephalum…argunense…Fisch.…ex…
Link　

ﾑｼｬﾘﾝﾄﾞｳ EX EX RE VU EX

Leonurus…japonicus…Houtt.　 ﾒﾊｼﾞｷ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Leonurus…macranthus…Maxim.　 ｷｾﾜﾀ EN Ⅰ（EN） R0 VU Ⅰ

Loxocalyx…ambiguus…(Makino)…Makino　 ﾏﾈｷｸﾞｻ CR Ⅰ（CR） R0 NT Ⅰ

Pogostemon…stellatus…(Lour.)…Kuntze　 ﾐｽﾞﾈｺﾉｵ DD DD NT DD

Salvia…omerocalyx…Hayata…var.…
prostrata…Satake

ﾊｲﾀﾑﾗｿｳ DD DD DD

Scutellaria…dependens…Maxim.　 ﾋﾒﾅﾐｷ NT NT R0 NT

Scutellaria…guilielmii…A.Gray　 ｺﾅﾐｷ CR Ⅰ（CR） R0 VU Ⅰ

Scutellaria…laeteviolacea…Koidz.　 ｼｿﾊﾞﾀﾂﾅﾐ VU Ⅱ R0 Ⅰ

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

ﾔﾏﾀﾂﾅﾐｿｳ VU Ⅱ R0

Teucrium…teinense…Kudo…… ﾃｲﾈﾆｶﾞｸｻ CR Ⅰ（CR） R0 NT

Thymus…quinquecostatus…Celak.　 ｲﾌﾞｷｼﾞｬｺｳｿｳ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Tripora…divaricata…(Maxim.)…P.D.Cantino　ｶﾘｶﾞﾈｿｳ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Orobanchaceae ハマウツボ科 Aeginetia…indica…L.　 ﾅﾝﾊﾞﾝｷﾞｾﾙ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ
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Boschniakia…rossica…(Cham.…et…Schltdl.)…
B.Fedtsch.　

ｵﾆｸ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Euphrasia…maximowiczii…Wettst.　 ﾀﾁｺｺﾞﾒｸﾞｻ DD DD

Lathraea…japonica…Miq.　 ﾔﾏｳﾂﾎﾞ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Melampyrum…laxum…Miq.…var.…laxum　 ｼｺｸﾏﾏｺﾅ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Monochasma…sheareri…(S.Moore)…
Maxim.　

ｸﾁﾅｼｸﾞｻ EN Ⅰ（EN） R－ Ⅰ

Orobanche…coerulescens…Stephan…ex…
Willd.　

ﾊﾏｳﾂﾎﾞ VU Ⅱ R0 VU Ⅱ

Pedicularis…nipponica…Makino　 ｵﾆｼｵｶﾞﾏ NT NT R0 NT

Pedicularis…spicata…Pall.　 ﾎｻﾞｷｼｵｶﾞﾏ CR Ⅰ（CR） R0 VU

Phacellanthus…tubiflorus…Siebold…et…
Zucc.　

ｷﾖｽﾐｳﾂﾎﾞ CR Ⅰ（CR） R0 DD

Siphonostegia…chinensis…Benth.…ex…Hook.…
et…Arn.　

ﾋｷﾖﾓｷﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Lentibulariaceae タヌキモ科 Pinguicula…vulgaris…L.…var.…macroceras…
(Pall.…ex…Link)…Herder　

ﾑｼﾄﾘｽﾐﾚ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Utricularia…aurea…Lour.　 ﾉﾀﾇｷﾓ CR Ⅰ（CR） R0 VU Ⅰ

Utricularia…australis…R.Br.　 ｲﾇﾀﾇｷﾓ NT NT R0 NT NT

Utricularia…bifida…L.　 ﾐﾐｶｷｸﾞｻ CR Ⅰ（CR） R－ Ⅰ

Utricularia…caerulea…L.　 ﾎｻﾞｷﾉﾐﾐｶｷｸﾞｻ CR Ⅰ（CR） R－ Ⅰ

Utricularia…dimorphantha…Makino　 ﾌｻﾀﾇｷﾓ CR Ⅰ（CR） R－ EN Ⅰ

Utricularia…minor…L.　 ﾋﾒﾀﾇｷﾓ EN Ⅰ（EN） R0 NT Ⅰ

Utricularia…minutissima…Vahl　 ﾋﾒﾐﾐｶｷｸﾞｻ EX EX RE EN EX

Utricularia…uliginosa…Vahl　 ﾑﾗｻｷﾐﾐｶｷｸﾞｻ CR Ⅰ（CR） R－ NT Ⅰ

Verbenaceae クマツヅラ科 Verbena…officinalis…L.　 ｸﾏﾂﾂﾞﾗ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅰ

Aquifoliaceae モチノキ科 Ilex…geniculata…Maxim.…var.…glabra…
Okuyama　

ｵｸﾉﾌｳﾘﾝｳﾒﾓﾄﾞｷ NT NT R0 NT

Ilex…nipponica…Makino　 ﾐﾔﾏｳﾒﾓﾄﾞｷ NT NT R0 NT

Campanulaceae キキョウ科 Lobelia…sessilifolia…Lamb.　 ｻﾜｷﾞｷｮｳ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Platycodon…grandiflorus…(Jacq.)…A.DC.　 ｷｷｮｳ VU Ⅱ V2－ VU Ⅱ

Wahlenbergia…marginata…(Thunb.)…
A.DC.　

ﾋﾅｷﾞｷｮｳ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Menyanthaceae ミツガシワ科 Menyanthes…trifoliata…L.　 ﾐﾂｶﾞｼﾜ EN Ⅰ（EN） R－ Ⅱ

Nymphoides…indica…(L.)…Kuntze　 ｶﾞｶﾞﾌﾞﾀ EN Ⅰ（EN） R0 NT Ⅰ

Nymphoides…peltata…(S.G.Gmel.)…Kuntze　ｱｻｻﾞ VU Ⅱ R0 NT Ⅱ

Asteraceae キク科 Arnica…unalaschcensis…Less.…var.…
tschonoskyi…(Iljin)…Kitam.…et…H.Hara　

ｳｻｷﾞｷﾞｸ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Artemisia…sacrorum…Ledeb. ｲﾜﾖﾓｷﾞ VU Ⅱ R0 VU

Artemisia…schmidtiana…Maxim.　 ｱｻｷﾞﾘｿｳ VU Ⅱ R0 NT

Artemisia…sinanensis…Y.Yabe　 ﾀｶﾈﾖﾓｷﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

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

ｾﾝﾎﾞﾝｷﾞｸ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Atractylodes…ovata…(Thunb.)…DC.　 ｵｹﾗ EN Ⅰ（EN） R－ Ⅱ

Bidens…biternata…(Lour.)…Merr.…et…Sherff　ｾﾝﾀﾞﾝｸﾞｻ NT NT R0

Carpesium…divaricatum…Siebold…et…
Zucc.…var.…matsuei…(Tatew.…et…Kitam.)…
Kitam.

ﾉｯﾎﾟﾛｶﾞﾝｸﾋﾞｿｳ NT NT R0

Carpesium…rosulatum…Miq.　 ﾋﾒｶﾞﾝｸﾋﾞｿｳ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅱ

Chrysanthemum…makinoi…Matsum.…et…
Nakai　

ﾘｭｳﾉｳｷﾞｸ NT NT R0 NT

Chrysanthemum………×…aphrodite…Kitam.　ｻﾝｲﾝｷﾞｸ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Chrysanthemum…zawadskii…Herbich ｲﾜｷﾞｸ NT NT R0 VU NT

Cirsium…borealinipponense…Kitam.　 ｵﾆｱｻﾞﾐ NT NT R0 NT

Cirsium…inundatum…Makino　 ﾀﾁｱｻﾞﾐ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Cirsium…occidentalinipponense…Kadota　ｴﾁｾﾞﾝｵﾆｱｻﾞﾐ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Eclipta…thermalis…Bunge　 ﾀｶｻﾌﾞﾛｳ NT NT V2－

Erigeron…acer…L.…var.…acer　 ｴｿﾞﾑｶｼﾖﾓｷﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ
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Erigeron…acer…L.…var.…kamtschaticus…
(DC.)…Herde

ﾑｶｼﾖﾓｷﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Erigeron…acer…L.…var.…liniarifolius…
(Koidz.)…Kitam.　

ﾎｿﾊﾞﾑｶｼﾖﾓｷﾞ DD DD VU

Eupatorium…japonicum…Thunb.　 ﾌｼﾞﾊﾞｶﾏ CR Ⅰ（CR） R－ NT Ⅰ

Eupatorium…laciniatum…Kitam.　 ｻｹﾊﾞﾋﾖﾄﾞﾘ DD DD

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

ｵｸﾞﾙﾏ EN Ⅰ（EN） R－ Ⅰ

Inula…salicina…L.…var.…asiatica…Kitam.　 ｶｾﾝｿｳ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Ixeridium…alpicola…(Takeda)…J.H.Pak…et…
Kawano

ﾀｶﾈﾆｶﾞﾅ DD DD

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

ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ EN Ⅰ（EN） R－

Ligularia…stenocephala…(Maxim.)…
Matsum.…et…Koidz.　

ﾒﾀｶﾗｺｳ DD DD Ⅱ

Parasenecio…peltifolius…(Makino)…
H.Koyama　

ﾀｲﾐﾝｶﾞｻ NT NT R0

Parasenecio…×…cuneatus…(Honda)…
H.Koyama　

ﾊｸｻﾝｶﾆｺｳﾓﾘ DD DD

Pertya…scandens…(Thunb.)…Sch.Bip. ｺｳﾔﾎﾞｳｷ CR Ⅰ（CR） R0

Pseudognaphalium…hypoleucum…(DC.)…
Hilliard…et…B.L.Burtt　

ｱｷﾉﾊﾊｺｸﾞｻ DD DD EN DD

Saussurea…maximowiczii…Herder　 ﾐﾔｺｱｻﾞﾐ CR Ⅰ（CR） R－

Saussurea…nipponica…Miq.…subsp.…
nipponica…var.…hokurokuensis…
(Kitam.)…Ohwi　

ﾎｸﾛｸﾄｳﾋﾚﾝ NT NT R0 NT

Saussurea…pulchella…(Fisch.…ex…Hornem.)…
Fisch.　

ﾋﾒﾋｺﾞﾀｲ VU Ⅱ R0 VU Ⅱ

Saussurea…sagitta…Franch.　 ﾔﾊｽﾞﾄｳﾋﾚﾝ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Serratula…coronata…L.…subsp.…insularis…
(Iljin)…Kitam.　

ﾀﾑﾗｿｳ NT NT R0 NT

Adoxaceae レンプクソウ科 Adoxa…moschatellina…L.　 ﾚﾝﾌﾟｸｿｳ CR Ⅰ（CR） R－ Ⅰ

Viburnum…opulus…L.…var.…sargentii…
(Koehne)…Takeda　

ｶﾝﾎﾞｸ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Caprifoliaceae スイカズラ科 Abelia…serrata…Siebold…et…Zucc.　 ｺﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ NT NT R0 NT

Dipsacus…japonicus…Miq.　 ﾅﾍﾞﾅ CR Ⅰ（CR） R－ Ⅰ

Linnaea…borealis…L.　 ﾘﾝﾈｿｳ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

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

ｸﾛﾐﾉｳｸﾞｲｽｶｸﾞﾗ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Lonicera…strophiophora…Franch.　 ｱﾗｹﾞﾋｮｳﾀﾝﾎﾞｸ NT NT R0 NT

Patrinia…scabiosifolia…Fisch.…ex…Trevir.　 ｵﾐﾅｴｼ NT NT R－ NT

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

ﾊﾏｵﾐﾅｴｼ CR Ⅰ（CR） R－ Ⅰ

Valeriana…fauriei…Briq.　 ｶﾉｺｿｳ CR Ⅰ（CR） R0 Ⅰ

Araliaceae ウコギ科 Aralia…glabra…Matsum.　 ﾐﾔﾏｳﾄﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

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

ｹﾔﾏｳｺｷﾞ CR Ⅰ（CR） R0

Hydrocotyle…javanica…Thunb. ｵｵﾊﾞﾁﾄﾞﾒ CR Ⅰ（CR） R0

Apiaceae セリ科 Angelica…japonica…A.Gray　 ﾊﾏｳﾄﾞ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Angelica…sachalinensis…Maxim.…
　…var.…sachalinensis

ｴｿﾞﾉﾖﾛｲｸﾞｻ VU Ⅱ R0

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

ﾎﾀﾙｻｲｺ VU Ⅱ R0 Ⅱ

Bupleurum…nipponicum…Koso-Pol.　 ﾊｸｻﾝｻｲｺ NT NT R0 NT

Bupleurum…stenophyllum…(Nakai)…Kitag.　ﾐｼﾏｻｲｺ DD DD VU DD

Cicuta…virosa…L.　 ﾄﾞｸｾﾞﾘ VU Ⅱ R－ Ⅱ

Coelopleurum…multisectum…(Maxim.)…
Kitag.　

ﾐﾔﾏｾﾞﾝｺﾞ NT NT R0 NT

Dystaenia…ibukiensis…(Y.Yabe)…Kitag.　 ｾﾘﾓﾄﾞｷ NT NT R0 NT

Glehnia…littoralis…F.Schmidt…ex…Miq.　 ﾊﾏﾎﾞｳﾌｳ NT NT R0 NT
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Ostericum…sieboldii…(Miq.)…Nakai　 ﾔﾏｾﾞﾘ DD DD

Sanicula…sp. ﾎｸﾘｸﾄｷﾜﾐﾂﾊﾞ CR Ⅰ（CR） R－ Ⅰ

Sium…ninsi…L.　 ﾑｶｺﾞﾆﾝｼﾞﾝ CR Ⅰ（CR） R－ Ⅰ

Tilingia…tachiroei…(Franch.…et…Sav.)…
Kitag.　

ﾐﾔﾏｳｲｷｮｳ EN Ⅰ（EN） R0 Ⅱ





絶　滅（EX）

　　（８）種類ごとの記述
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絶
　
　
滅

オニクラマゴケ イワヒバ科　

Selaginella doederleinii Hieron.

石川県カテゴリー 絶滅

■選定理由　�絶滅して久しく、その後、新産地の情報がな
い。（現況：ＲＥ）

■形　　態　�茎は斜状に分岐、葉は背葉と腹葉の２形があ
り、各２列に並び葉は楕円形ないし長卵形。主
茎は斜上し、太い担根体を多数出す。胞子のう
は小枝に頂生する。

■国内分布　本州、九州

■県内分布　過去に口能登区に分布。

■生態など　�常緑性の地表植物で、茎は地上をはい側足を出
し、分岐して広がる。繁殖は茎と胞子による。

■生育環境　低山の樹林下の陰湿な場所。

■危険要因　不明

(米山競一）

環境省カテゴリー 該当なし

ヤシャゼンマイ ゼンマイ科　

Osmunda lancea Thunb.

石川県カテゴリー 絶滅

■選定理由　�絶滅して久しく、その後、新産地の情報がない。
（現況：ＲＥ）

■形　　態　葉長はゼンマイより小型で小羽片の幅が狭い。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州（屋久島以北）

■県内分布　過去に口能登区に分布。

■生態など　�夏緑性の着生ないし半地中植物、胞子により繁
殖し、胞子は栄養葉開葉前にほぼ成熟する。

■生育環境　�渓流の流水に洗われるような場所の岩上、岩隙。

■危険要因　不明

■特記事項　自生か否か疑問である。

(米山競一）

環境省カテゴリー 該当なし

　小野ふみゑ

　白井伸和
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クラガリシダ ウラボシ科　

Lepisorus miyoshianus (Makino) Fraser-Jenk. et Subh. Chandra

石川県カテゴリー 絶滅

■選定理由　�絶滅して久しく、その後、新産地の情報がない。
（現況：ＲＥ）

■形　　態　根茎短く、葉はひも状の単葉。

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　過去に口能登区に分布。

■生態など　�常緑性の着生植物、樹上、岩上に密生して下垂、
繁殖は胞子による。

■生育環境　深山の樹林中の樹幹や岩上。

■危険要因　その他（樹木枯損）

(米山競一）

環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠＢ類

ムサシモ トチカガミ科　

Najas ancistrocarpa A. Braun ex Magnus

石川県カテゴリー 絶滅

■選定理由　�極めて稀産の種類であるが、長期にわたり、情
報が得られなくなった。（現況：RE）

■分　　布　�中能登区で従前採集された標本がある。今回も、
かつての産地として記録されている池が調査さ
れたが、不明であった。

■危険要因　池沼開発、水質汚濁、農薬汚染、産地局限

■特記事項　絶滅した可能性が高い。

（古池　博）

環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠA類

��白井伸和

��ISKW��小牧　旌
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絶
　
　
滅

オオアカバナ アカバナ科　

Epilobium hirsutum L.

石川県カテゴリー 絶滅

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

■形　　態　�アカバナの仲間では長大で茎は高さ1m前後に
もなり、茎や葉に開出する長毛と腺毛を混生す
る。その他、柱頭が４裂するのは、エゾアカア
ナ、ススヤアカバナと同じであるが、花が前2
種より大きいなどで他と区別できる。

■国内分布　本州（福島県、佐渡などにまれに産する。）

■県内分布　�1950年に押水町宝達山で採集された後、現在
まで確認されていない。絶滅したと思われる。

■生態など　多年生草本、花期6～8月。

■生育環境　湿草原、川岸や谷間の湿地。

■危険要因　産地局限

（濱野一郎）

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

サクラソウ サクラソウ科　

Primula sieboldii E.Morren

石川県カテゴリー 絶滅

■選定理由　�「我が国における保護上重要な植物種の現状」
（1989）に、石川県に分布することが記載
されているが、現在、確認できていない。　　
（現況：RE）

■形　　態　�葉は長卵形で長さ４～10cm、幅３～６cm、先
は鈍く基部は浅い心形。表面に多少のしわがあ
る。４～５月、15～40cmの花茎を伸ばし、先
端に７～20個の花を散形につける。

■国内分布　北海道南部、本州、九州

■危険要因　不明

（本多郁夫）

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

　白井伸和

　米山競一
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キバナシャクナゲ ツツジ科　

Rhododendron aureum Georgi

石川県カテゴリー 絶滅

■選定理由　�1931年（昭和６年）に白山で採集された標
本が金沢大学薬学部に所蔵されていたが、以後、
個体群は再発見されていない。（現況：RE）

■形　　態　�葉は革質、葉身は楕円形、長さ3～7cm、幅
1.5～3cm、先は鈍いか円く、基部はくさび形、
両面とも無毛。花冠は淡黄色。

■国内分布　北海道、本州中北部

■県内分布　�かつて白山で採集された記録があるが、以後見
つかっていない。

■危険要因　�園芸採取、産地局限

（本多郁夫）

環境省カテゴリー 該当なし

ヒシモドキ オオバコ科　

Trapella sinensis Oliv.

石川県カテゴリー 絶滅

■選定理由　�「我が国における保護上重要な植物種の現状」
（1989）に、石川県に分布することが記録
されているが、近年情報が得られていない。　
（現況：RE）

■形　　態　�茎は細長く伸びて水中を漂い、節から根と葉を
出す。水中葉は細く披針形。水上葉は３角状円
形でヒシの葉に似る。葉腋より２cmほどの花柄
を伸ばし、淡紅色の花を水上に出す。

■国内分布　本州、九州

■危険要因　不明

（本多郁夫）

環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠＢ類

���金沢大学薬学部標本
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絶
　
　
滅

ムシャリンドウ シソ科　

Dracocephalum argunense Fisch. ex Link

石川県カテゴリー 絶滅

■選定理由　�1936年以降、確実な生育情報がない。　　
（現況：RE）

■形　　態　�茎は高さ15～50cm。葉は広線形、長さ２～６
cm。花は青紫色で茎頂に短い穂を作る。

■国内分布　北海道、本州中部以北

■危険要因　不明

（本多郁夫）

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

ヒメミミカキグサ タヌキモ科　

Utricularia minutissima Vahl

石川県カテゴリー 絶滅

■選定理由　�かつて金沢市キゴ山の湿地に産したといわれるが、
今は湿地とともに存在しない。（現況：RE）

■形　　態　�地下部に疎らに捕虫嚢をつける、地上葉は線形。
花軸は高さ１～３cm、花は１～３個ついて、淡
紅紫色で長さ２～３mm。距は前へ突き出す。

■国内分布　本州（東海地方、三重県）

�■生態など　食虫植物。花期は８～10月。

■生育環境　湿地

（本多郁夫）

環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠＢ類

　濱野一郎





絶滅危惧Ⅰ類（CR）





絶
滅
危
惧
Ⅰ
類
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ミズニラ ミズニラ科　

Isoetes japonica A. Braun

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　生育地がごく稀で、開発可能な丘陵地である。（現況：Ｒ－）

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

■国内分布　本州、四国、九州、対馬

■県内分布　中能登区

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

■生育環境　池沼、流水、廃田

■危険要因　池塘開発、水質汚濁、農薬汚染、産地局限、自然遷移

(米山競一）

0 20 40km

県内の分布

白井伸和

ヒメハナワラビ ハナヤスリ科　

Botrychium lunaria (L.) Sw.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　局限の生育環境にある。個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

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

■国内分布　北海道、本州

■県内分布　白山高地区

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

■生育環境　高山帯の高山荒原の裸地に生育する。

■危険要因　自然遷移、産地局限

(米山競一）

白井伸和

0 20 40km

県内の分布
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ハマハナヤスリ ハナヤスリ科　

Ophioglossum thermale Kom. var. thermale

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られ、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

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

■国内分布　北海道、本州、四国、九州

■県内分布　中能登区、南加賀区

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

■生育環境　海浜の砂湿地や内陸の砂地。

■危険要因　海岸開発

(米山競一）

　林　二良

0 20 40km

県内の分布

マツバラン マツバラン科　

Psilotum nudum (L.) Beauv.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　分布域が限られ、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

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

■国内分布　本州、四国、九州。

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

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

■生育環境　樹上、岩上、岩隙、地上

■危険要因　その他（樹木の枯損など）

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

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

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

　本多郁夫
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テドリドクサ トクサ科　

Equisetum × moorei Newm.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育環境が減少し、個体数が激減している。（現況：Ｒ－）

■形　　態　地上茎は枝がないか、時には不規則に枝をつける。

■国内分布　石川県

■県内分布　加賀中央区

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

■生育環境　河川敷の両岸、安定した中州。

■危険要因　河川開発、河川氾濫、その他（崖地崩壊）

（米山競一）

白井伸和

0 20 40km

県内の分布

デンジソウ デンジソウ科　

Marsilea quadrifolia L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�生育環境が減少し、個体数も激減している。（現況：Ｖ２
－）

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

■国内分布　北海道、本州、四国、九州、対馬、沖縄

■県内分布　加賀中央区、南加賀区

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

■生育環境　ヤブツバキクラス域からブナクラス域の水中に生育する。

■危険要因　池沼開発、産地局限

(米山競一）

　本多郁夫
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オオアカウキクサ サンショウモ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

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

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

■国内分布　本州、四国、九州、種子島

■県内分布　内浦区、中能登区、口能登区

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

■生育環境　湿田、池沼、城濠などに生育する。

■危険要因　土地造成（耕地転用）、管理放棄、農薬汚染

(米山競一）

小野ふみゑ

タキミシダ イノモトソウ科　

Antrophyum obovatum Baker

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠＢ類

■選定理由　生育地が稀で個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

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

■国内分布　本州、四国、九州（屋久島以北）

■県内分布　南加賀区

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

■生育環境　二次林の谷筋の岩壁に生育する。

■危険要因　�森林伐採、園芸採取、動物食害、自然遷移、産地局限

(米山競一）

　小野ふみゑ、胞子のう：本多郁夫
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マツザカシダ イノモトソウ科　

Pteris nipponica W.C.Shieh

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　本州、四国、九州（屋久島以北）

■県内分布　中能登区、南加賀区

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

■生育環境　山足の斜面、路傍の斜面、石垣の石の隙間など。

■危険要因　森林伐採、動物食害、産地局限

(米山競一）

　林　二良

0 20 40km

県内の分布

トキワトラノオ チャセンシダ科　

Asplenium pekinense Hance

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地がごく稀で、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

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

■国内分布　本州、四国、九州（沖縄以北）

■県内分布　加賀中央区、南加賀区

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

■生育環境　山野の岩上ないし、路傍の石垣に生育する。

■危険要因　道路工事、園芸採取

(米山競一）

米山競一
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ホウビシダ チャセンシダ科　

Asplenium hondoense Murakami et Hatanaka

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地がごく稀で、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

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

■国内分布　本州、四国、九州、対馬

■県内分布　南加賀区

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

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

■危険要因　森林伐採、自然遷移、産地局限、その他（河川改修）

(米山競一）

　林　二良

0 20 40km

県内の分布

ミヤコイヌワラビ メシダ科　

Athyrium frangulum Tagawa

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地がごく稀で、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

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

■国内分布　本州（関東以西）、四国、九州

■県内分布　南加賀区

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

■生育環境　渓流沿いの湿気の多い林床・陰湿なスギ林などに生育する。

■危険要因　森林伐採、産地局限

(米山競一）

　米山競一
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イワヤシダ イワヤシダ科　

Diplaziopsis cavaleriana (H.Christ) C.Chr.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地がごく稀で、個体数が少ない。（現況：Ｒ－）

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

■国内分布　本州（関東以西）、四国、九州

■県内分布　加賀中央区、南加賀区

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

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

■危険要因　森林伐採、河川改修、産地局限

(米山競一）

　林　二良

0 20 40km

県内の分布

オオカナワラビ オシダ科　

Arachniodes rhomboidea (Wall. ex C.Presl) Ching

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地がごく稀で、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

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

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　内浦区、南加賀区

■生態など　常緑生の半地上植物で、繁殖は根茎と胞子による。

■生育環境　低地の樹林下で、やや陰湿な場所の地上に生育する。

■危険要因　森林伐採、自然遷移、産地局限

(米山競一）

　林　二良

0 20 40km

県内の分布
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ナンタイシダ オシダ科　

Dryopteris maximowiczii (Baker) Kuntze

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が稀で個体数も少ない。（現況：ＲＯ）

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

■国内分布　本州（東北地方～近畿地方）

■県内分布　白山高地区

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

■生育環境　山岳地の樹林下のやや陰湿な地上や岩壁に生える。

■危険要因　園芸採取、産地局限

(米山競一）

　白井伸和

0 20 40km

県内の分布

ナガサキシダ オシダ科　

Dryopteris sieboldii (Van Houtte ex Mett.) Kuntze

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�確認されている生育地は１か所、１個体である。（現況：
ＲＯ）

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

■国内分布　本州（関東以南の外帯）、四国、九州

■県内分布　加賀中央区

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

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

■危険要因　森林伐採、産地局限

(米山競一）

　小野ふみゑ

0 20 40km

県内の分布



絶
滅
危
惧
Ⅰ
類

61

イワオモダカ ウラボシ科　

Pyrrosia hastata (Houtt.) Ching

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地がごく稀で、個体数が少ない。（現況：Ｒ－）

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

■国内分布　北海道、本州、四国、九州

■県内分布　加賀中央区

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

■生育環境　山地帯の霧の多い河川の岩上、岩壁、樹幹上に生育する。

■危険要因　河川開発、ダム建設、産地局限

(米山競一）

　白井伸和

オニバス スイレン科　

Euryale ferox Salisb.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

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

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

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

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

（中野真理子）

　本多郁夫
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サイコクヒメコウホネ スイレン科　

Nuphar saikokuensis Shiga et Kadono

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　本州（中部地方以南）、四国、九州

■危険要因　池沼開発、河川開発、園芸採取

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

(中野真理子)

マルバウマノスズクサ ウマノスズクサ科　

Aristolochia contorta Bunge

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

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

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

■国内分布　長野県、山形県から島根県の日本海側に点在する。

■県内分布　外浦区、内浦区、中能登区

■生態など　�無毛の多年生つる草である。開花期は７～８月。

■生育環境　草地や比較的人為的な環境に生育する。

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

■特記事項　標本にすると黒褐色に変わる。

（中野真理子）

　小野ふみゑ

白井伸和
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県内の分布
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カゴノキ クスノキ科　

Litsea coreana H.Lev.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　本州（関東地方以西）～九州、南西諸島に分布する。

■県内分布　中能登区のヤブツバキクラス域に分布する。

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

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

■危険要因　森林伐採、産地局限

■特記事項　生育地は特定植物群落に指定されている。日本海側の北限である。

（髙木政喜）
0 20 40km

県内の分布

幹：中野真理子、葉：本多郁夫

イヌガシ クスノキ科　

Neolitsea aciculata (Blume) Koidz.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　本州（房総半島以西）～南西諸島に分布する。

■県内分布　中能登区のヤブツバキクラス域に分布する。

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

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

■危険要因　森林伐採、産地局限

■特記事項　生育地は特定植物群落に指定されている。分布の北限。

（髙木政喜）
0 20 40km

県内の分布

大畑　弘
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マルバオモダカ オモダカ科　

Caldesia parnassifolia (Bassi ex L.) Par.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

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

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

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

■県内分布　外浦区

■生態など　池沼等の水底に生える抽水・浮葉植物。

■生育環境　生育環境の池沼等が失われつつある現状にある。

■危険要因　池沼開発、河川開発、湿地開発、農薬汚染、自然遷移

（古池　博）

　小野ふみゑ

0 20 40km

県内の分布

トチカガミ トチカガミ科　

Hydrocharis dubia (Blume) Backer

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

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

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

■国内分布　全国に分布。

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

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

■生育環境　富栄養性の湖沼、池、溝に群生する。かつては水田雑草の一種。

■危険要因　水質汚濁、水田近傍では農薬汚染

（古池　博）

　小野ふみゑ
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コバノヒルムシロ ヒルムシロ科　

Potamogeton cristatus Regel et Maack

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

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

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

■国内分布　西日本を中心に本州、四国、九州に分布。

■県内分布　南加賀区、加賀中央区

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

■生育環境　溜池などに極めて稀に生育。

■危険要因　池沼開発など。

(古池　博）

　白井伸和

0 20 40km

県内の分布

リュウノヒゲモ ヒルムシロ科　

Potamogeton pectinatus L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�従来も少ない種類であったが、急減している。（現況：Ｒ
0）

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

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

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

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

■生育環境　池沼、河川。淡水域と汽水域に生育。

■危険要因　池沼開発、土地造成、道路工事など。

(古池　博）

　小野ふみゑ

県内の分布

0 20 40km
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ヒロハノエビモ ヒルムシロ科　

Potamogeton perfoliatus L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　北海道～九州、世界の温帯、亜熱帯。

■県内分布　加賀中央区、口能登区

■生　　態　沈水性の多年草。

■生育環境　淡水、汽水の湖沼。

■危険要因　河川開発

（古池　博）

　小野ふみゑ

0 20 40km

県内の分布

サクライソウ サクライソウ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠB類

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

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

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

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

■生態など　腐生植物、開花期は７月頃。

■生育環境　安定した夏緑樹林の林床。

■危険要因　産地局限、森林伐採、踏みつけ

(古池　博）

　古場田良次
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ホンゴウソウ ホンゴウソウ科　

Sciaphila nana Blume

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�稀産の植物で、県内の産地が極めて限られている。（現況：ＲＯ）

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

■国内分布　本州中部以南、四国、九州、琉球に分布。

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

■生態など　開花期は７～１０月。

■生育環境　暗い林床の落葉の間に生育する。

■危険要因　森林伐採、土地造成、道路工事

■特記事項　1994年、県内での分布が確認された。

(古池　博）

　本多郁夫

0 20 40km

県内の分布

サドクルマユリ ユリ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

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

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

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

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

（古池　博）

　小野ふみゑ
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チシマアマナ ユリ科　

Lloydia serotina (L.) Rchb.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　石川県において極めて稀産の植物である。（現況：ＲＯ）

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

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

■県内分布　白山高地区（白山中央部から離れて分布する）

■生態など　開花期は６～８月。

■生育環境　高山の岩場。

■危険要因　産地局限

（古池　博）

　白井伸和

ヒナラン ラン科　

Amitostigma gracile (Blume) Schltr.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠB類

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

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

■国内分布　愛知県以西（茨城県にも離れて分布）に分布する。

■県内分布　南加賀区

■生態など　岩上に着生する多年生草本。開花期は６～７月。

■生育環境　樹林下の岩上に群生。

■危険要因　土地造成、園芸採取、自然遷移、産地局限

■特記事項　特に園芸採取の危険が大きい。

(古池　博）

　白井伸和
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コアニチドリ ラン科　

Amitostigma kinoshitae (Makino) Schltr.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

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

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

■国内分布　北海道、東北、北陸、さらに南千島に分布。

■県内分布　加賀中央区

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

■生育環境　多雪地の岩上に生育。多雪地域に分布域がある。

■危険要因　園芸採取、自然遷移、産地局限

■特記事項　園芸採取が大きな危険要因である。

(古池　博）

　小野ふみゑ

ムギラン ラン科　

Bulbophyllum inconspicuum Maxim.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

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

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

■国内分布　東北（太平洋側）以西の本州、四国、九州。

■県内分布　南加賀区、外浦区

■生態など　照葉樹林の樹上や岩上に着生する多年生草本。開花期は６～７月。

■生育環境　積雪を免れることのできる岩上、または樹上。

■危険要因　土地造成、道路工事、自然遷移、産地局限

(古池　博）

　本多郁夫

0 20 40km

県内の分布
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ヒメノヤガラ ラン科　

Chamaegastrodia sikokiana Makino et F. Maek.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

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

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

■国内分布　本州、四国、九州に分布。

■県内分布　外浦区および加賀中央区。

■生態など　地生の多年生草本。腐生植物。開花期は７～８月。

■生育環境　照葉樹林などの林床。

■危険要因　産地局限

（古池　博）

　濱野一郎

0 20 40km

県内の分布

ヒナチドリ ラン科　

Chusua chidori (Makino) P.F.Hunt

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR)

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

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

■国内分布　北海道、本州、四国。国外には産しない。

■県内分布　南加賀植物小区系の白山山系ブナクラス域。

■生態など　トチなどの巨木の樹幹に着生。開花期は7～8月。

■生育環境　深山の森林下。

■危険要因　園芸採取、自然遷移

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

（古池　博）

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

　本多郁夫
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モイワラン ラン科　

Cremastra aphylla T.Yukawa

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠA類

■選定理由　近年、県内で１地点に自生が確認された。（現況：R0）

■形　　態　無葉で総状花序を伸ばし、赤紫色の花を多数着ける。

■国内分布　北海道、本州

■県内分布　南加賀区

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

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

■危険要因　森林伐採、土地造成、園芸採取、自然遷移

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

(古池　博）

　本多郁夫

0 20 40km

県内の分布

ホテイアツモリソウ ラン科　

Cypripedium macranthos Sw. var. macranthos

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠＡ類

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

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

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

■県内分布　白山高地区

■生態など　地生の多年生草本。

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

■危険要因　園芸採取、産地局限

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

(古池　博）

　白井伸和
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キバナノアツモリソウ ラン科　

Cypripedium yatabeanum Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

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

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

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

■県内分布　白山高地区

■生態など　地生の多年生草本。開花期は６～７月。

■生育環境　亜高山帯の夏緑樹林の林床または草原。

■危険要因　園芸採取、産地局限

（古池　博）

　白井伸和

イチヨウラン ラン科　

Dactylostalix ringens Reichb. f.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

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

■県内分布　加賀中央区、南加賀区（白山麓）

■生態など　地生の多年生草本。開花期は５～７月。

■生育環境　山地林の林床に生育。

■危険要因　道路工事、園芸採取、産地局限

(古池　博）

　白井伸和
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セッコク ラン科　

Dendrobium moniliforme (L.) Sw.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�近年、県内１地点に自生が確認されている。（現況：R0）

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

■国内分布　本州中部以南

■県内分布　外浦区

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

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

■危険要因　�園芸採取、自然遷移

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

(古池　博）

　林　二良

エゾスズラン ラン科　

Epipactis papillosa Franch. et Sav.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　石川県において稀産の種である。（現況：ＲＯ）

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

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

■県内分布　白山高地区

■生態など　７～８月、20～30花よりなる緑色の総状花序をつける。

■生育環境　高地の林床に生育。

■危険要因　森林伐採

■特記事項　近年、県内での分布が確認された。

（古池　博）

　林　二良
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ツリシュスラン ラン科　

Goodyera pendula Maxim.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　近年、県内一地点に自生が確認された。（現況：R0）

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

■国内分布　北海道、本州、四国、九州

■県内分布　南加賀区

■生態など　本属の植物で着生するのは本種だけである。

■生育環境　山地帯の森林。

■危険要因　�園芸採取

■特記事項　福井県から報告があるが、富山県ではDDの評価。

(古池　博）

　本多郁夫

ハクウンラン ラン科　

Kuhlhasseltia nakaiana (F.Maek.) Ormerod

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　本県ではきわめて稀な植物である。（現況：ＲＯ）

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

■国内分布　本州（中部以北）、四国に分布。

■県内分布　南加賀区（白山麓）

■生態など　地生の多年生草本。開花期は７～８月。

■生育環境　山林の林床。

■危険要因　道路工事、踏みつけ、産地局限

（古池　博)

林　二良
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ギボウシラン ラン科　

Liparis auriculata Blume ex Miq.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠB類

■選定理由　きわめて稀産の植物である。（現況：Ｒ－）

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

■国内分布　北海道～九州、屋久島に分布。朝鮮（済州島）に分布する。

■県内分布　南加賀区（白山麓）

■生態など　開花期は７～８月。

■生育環境　常緑樹林の林床に生育。

■危険要因　園芸採取

（古池　博）

鳥畠昭信

0 20 40km

県内の分布

ヒメフタバラン ラン科　

Neottia japonica (Blume) Szlach.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　石川県では極めて稀産の植物である。（現況：ＲＯ）

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

■国内分布　本州、四国、九州、沖縄に分布。

■県内分布　中能登区

■生態など　地生の多年生草本。開花期は３～５月。

■生育環境　照葉樹林域の林床に群生。

■危険要因　森林伐採、踏みつけ

(古池　博）

小野ふみゑ
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ミヤマフタバラン ラン科　

Neottia nipponica (Makino) Szlach.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　本県において極めて稀産の植物である。（現況：ＲＯ）

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

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

■県内分布　白山高地区

■生態など　開花期は７～８月。

■生育環境　亜高山帯の針葉樹林。

■危険要因　園芸採取

(古池　博）

　白井伸和

0 20 40km

県内の分布

サギソウ ラン科　

Pecteilis radiata (Thunb.) Raf.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

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

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

■国内分布　本州、四国、九州、さらに朝鮮、台湾に分布。

■県内分布　奥能登、口能登・加賀中央部、南加賀区に分布。

■生態など　地生の多年生草本。開花期は７～８月。

■生育環境　丘陵地の湿地。

■危険要因　森林伐採、湿地開発、園芸採取

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

（古池　博）

��白井伸和
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ミズチドリ ラン科　

Platanthera hologlottis Maxim.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　本県ではごく稀産の植物である。（現況：Ｒ－）

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

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

■県内分布　外浦区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　地生の多年生草本。開花期は６～７月。

■生育環境　山間の湿地。

■危険要因　不明

(古池　博）

　米山競一

ツレサギソウ ラン科　

Platanthera japonica (Thunb.) Lindl.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　北海道西南部、四国、九州、琉球、さらに中国に分布する。

■県内分布　奥能登、口能登・加賀中央部、南加賀区（白山麓）に分布。

■生態など　地生の多年生植物。開花期は５～６月。

■生育環境　日当たりのよい草地や湿った林床。

■危険要因　不明

（古池　博）

　林　二良
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カヤラン ラン科　

Thixspermum japonicus (Miq.) Reichb. f.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

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

■県内分布　南加賀区

■生態など　着生の多年生草本。開花期は３～５月。

■生育環境　照葉樹林の樹幹に着生。

■危険要因　道路工事、園芸採取、産地局限

(古池　博）

　林　二良

ヒオウギ アヤメ科　

Iris domesteca (L.) Goldblatt et Mabb.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　近年、県内１地点に自生が確認されている。（現況：R0）

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

■国内分布　本州～琉球、中国、東南アジアからインド。

■県内分布　外浦区

■生態など　本来は草原に生育。

■生育環境　痩せた斜面に生育。海岸山地の風背地。

■危険要因　園芸採取、自然遷移

(古池　博）

�本多郁夫
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クサスギカズラ ユリ科　

Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr. 

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　本州、四国、九州。台湾、朝鮮にも分布。

■県内分布　能登全域と加賀中央区、南加賀区。

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

■生育環境　海岸近くの草原。

■危険要因　海岸開発

(古池　博）

　小野ふみゑ

0 20 40km

県内の分布

イトハナビテンツキ カヤツリグサ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　既知の産地は１ヵ所のみである。（現況：Ｒ０）

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

■国内分布　北海道～九州

■県内分布　口能登区（宝達志水町志雄地区）

■生態など　一年草。花期は８～10月。

■生育環境　日当たりのよい草地。

■危険要因　産地局限

■特記事項　生育地は近年立ち入りが制限され、現況の確認はできていない。

（白井伸和）

0 20 40km

県内の分布

久保広子
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イトテンツキ カヤツリグサ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

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

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

■国内分布　本州（東北地方南部）～九州

■県内分布　口能登区（宝達志水町志雄地区）、加賀中央区（川北町）

■生態など　一年草。花期は８～10月。

■生育環境　日当たりのよい草地。

■危険要因　産地局限

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

（白井伸和）

　久保広子
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ムジナスゲ カヤツリグサ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　北海道、本州（中部以北）

■県内分布　加賀中央区（金沢市医王山大沼）

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

■生育環境　高層湿原や湿地、湖沼の縁など。大沼では浮島上に生育している。

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

■特記事項　医王山県立自然公園内にあり、特定植物群落に指定されている。

（白井伸和）

　林　二良

0 20 40km
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オオクグ カヤツリグサ科　

Carex rugulosa Kuek.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

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

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

■国内分布　北海道、本州、九州（北部）

■県内分布　舳倉島、中能登区（志賀町、七尾市机島）

■生態など　多年草。花期は４～５月。果実は６月頃熟す。

■生育環境　海岸の塩性湿地や湿草原。

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

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

（白井伸和）

　小野ふみゑ

0 20 40km
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クモマシバスゲ カヤツリグサ科　

Carex subumbellata Meinsh. var. verecunda Ohwi

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　本州（中部以北）

■県内分布　白山高地区（白山釈迦新道、弥陀ヶ原）

■生態など　多年草。花期は７～８月。

■生育環境　高山の砂礫地や風衝草原。

■危険要因　自然遷移、産地局限

■特記事項　分布地は白山国立公園特別保護地区内にある。

（白井伸和）

0 20 40km
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カンエンガヤツリ カヤツリグサ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　1981年に採集された標本があるのみ。（現況：Ｒ－）

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

■国内分布　本州（中部以北）

■県内分布　南加賀区（木場潟）

■生態など　一年生草本。花期８～９月。

■生育環境　湖沼の縁や河川敷などの草地。

■危険要因　産地局限

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

（白井伸和）

0 20 40km
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ヌマガヤツリ カヤツリグサ科　

Cyperus glomeratus L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　本州（宮城県以南）

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

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

■生育環境　海岸の後背湿地、河川敷、水田わきなど低地の水湿地に生える。

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

■特記事項　生育地の一部は能登半島国定公園内にある。

（白井伸和）

　小野ふみゑ
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セイタカハリイ カヤツリグサ科　

Eleocharis attenuata (Franch.et Sav.) Palla

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　本州、四国、九州、琉球

■県内分布　中能登区（七尾市能登島）

■生態など　多年草。花期７～10月。

■生育環境　日当たりのよい湿地

■危険要因　湿地開発、産地局限

（白井伸和）

0 20 40km

県内の分布

ISKW��白井伸和

スジヌマハリイ カヤツリグサ科　

Eleocharis equisetiformis (Meinsh.) B.Fedtsch.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

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

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

■国内分布　本州（北中部）、九州。

■県内分布　内浦区（珠洲市）

■生態など　多年草。花期７～10月。

■生育環境　日当たりのよい湿地。

■危険要因　湿地開発、産地局限

（白井伸和）

0 20 40km
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ナガボテンツキ カヤツリグサ科　

Fimbristylis longispica Steud.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

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

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

■生態など　磯浜の砂礫地や塩湿地に生える多年草。花期は７～９月。

■生育環境　岩石海岸

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

■特記事項　自生地の一部は能登半島国定公園内にある。

（白井伸和）

　林　二良

0 20 40km

県内の分布

イトイヌノハナヒゲ カヤツリグサ科　 

Rhynchospora faberi C.B.Clarke

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　北海道～九州

■県内分布　外浦区（能登町寺分）

■生態など　多年草。花期は７～９月。

■生育環境　平地の日当たりのよい湿地、池沼畔。

■危険要因　湿地開発、産地局限

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

（白井伸和）

林　二良
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エゾアブラガヤ カヤツリグサ科　

Scirpus asiaticus Beetle

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内では1981年に採集された標本があるのみ。（現況：Ｒ－）

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

■国内分布　北海道、本州、四国、九州

■県内分布　南加賀区（加賀市尾中町）

■生態など　多年草。花期８～10月。

■生育環境　山間の湿地や水辺。

■危険要因　湿地開発、産地局限

（白井伸和）

0 20 40km
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ISKW��白井伸和

タイワンヤマイ カヤツリグサ科 

Schoenoplectus wallichii (Nees)T.Koyama

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内では1988年に採集された標本があるのみ。（現況：Ｒ－）

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

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　南加賀区（小松市育谷？）

■生態など　多年草。花期８～10月。

■生育環境　水田、休耕田などの湿地。

■危険要因　湿地開発、圃場整備、産地局限

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

（白井伸和）

ISKW��白井伸和
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ミネハリイ カヤツリグサ科　

Trichophorum caespitosum (L.) Hartm.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　現在確認されている産地は１か所のみ。（現況：Ｒ－）

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

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

■県内分布　白山高地区（別山）

■生態など　多年草。花期は７月。

■生育環境　亜高山帯の池塘の縁や湿地。

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

■特記事項　自生地は白山国立公園特別保護地区内にある。

（白井伸和）

　白井伸和

0 20 40km

県内の分布

コウヤザサ イネ科　

Brachyelytrum japonicum (Hack.) Hack. ex Honda

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　本州（岩手県以南）、四国、九州。近隣では福井県西部。

■県内分布　外浦区（志賀町富来地区）、南加賀区（加賀市巣谷町）。

■生態など　多年草。花期は７～８月。

■生育環境　明るい林内や林縁。

■危険要因　産地局限、生育地となっている溜池の土手の改修工事。

（白井伸和）

　小野ふみゑ
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スズメガヤ イネ科　

Eragrostis cilianensis (All.) Link ex Janchen

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　本州、四国、九州、琉球

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

■生態など　一年草。花期８～10月。

■生育環境　人里周辺の草地。

■危険要因　自然遷移、産地局限

（白井伸和）

0 20 40km

県内の分布

ISKW��小野ふみゑ

ヒロハノドジョウツナギ イネ科　

Glyceria leptolepis Ohwi

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内の分布はごく限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ－）

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

■国内分布　北海道～九州

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

■生態など　水辺に群生する多年草。花期は７～８月。

■生育環境　池沼の縁や河川、水路などの水湿地。

■危険要因　河川開発、土地造成、管理放棄、自然遷移

（白井伸和）

　林　二良
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ヤマブキソウ ケシ科　

Hylomecon japonicum (Thunb.) Prantl et Kundig

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地、個体数が極めて少ない。（現況：R0）

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

■国内分布　本州～九州

■県内分布　加賀中央区

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

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

■危険要因　園芸採取、自然遷移

（中野真理子）

　本多郁夫

カザグルマ キンポウゲ科　

Clematis patens C.Morren et Decne.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

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

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

■国内分布　�本州（秋田県以南）～九州（北部）に分布する。

■県内分布　加賀中央区及び南加賀区のヤブツバキクラス域に分布している。

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

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

■危険要因　ゴルフ場、土地造成、道路工事

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

（髙木政喜）

　本多郁夫

0 20 40km

県内の分布



絶
滅
危
惧
Ⅰ
類

89

キンバイソウ キンポウゲ科　

Trollius hondoensis Nakai

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　本州（中部地方、滋賀県伊吹山）の温帯上部～亜寒帯に生える。

■県内分布　白山高地地区の亜高山帯に分布する。

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

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

■危険要因　動物食害、自然遷移、産地局限

（髙木政喜）

　白井伸和

ベニバナヤマシャクヤク ボタン科　

Paeonia obovata Maxim.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

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

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

■国内分布　北海道、本州（東北、関東、中部、近畿、中国）、四国、九州。

■県内分布　内浦区

■生育環境　落葉広葉樹林等の林床に生育する。

■危険要因　産地局限

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

（中野真理子）

　小野ふみゑ
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イヌハギ マメ科　

Lespedeza tomentosa (Thunb.) Siebold ex Maxim.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

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

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

■国内分布　本州～琉球

■県内分布　内浦区

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

■生育環境　川原や海に近い日当たりのよい砂地。

■危険要因　草地開発、土地造成、自然遷移、産地局限

（小野ふみゑ）

　小野ふみゑ

0 20 40km

県内の分布

ヒナノキンチャク ヒメハギ科　

Polygala tatarinowii Regel

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠＢ類

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

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

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　口能登区

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

■生育環境　山ろくの草地

■危険要因　農薬汚染、管理放棄、自然遷移、産地局限

（小野ふみゑ）

　小野ふみゑ

0 20 40km

県内の分布



絶
滅
危
惧
Ⅰ
類

91

クサボケ バラ科　

Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　本州および九州。

■県内分布　中能登区

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

■生育環境　山地や丘陵の明るい雑木林や日当たりのよい草地。

■危険要因　産地局限、その他（野焼きや除草頻度と時期）

■特記事項　生育地が河川の土提なので、本来の自生かどうか疑問が残る。

（小野ふみゑ）

　小野ふみゑ

0 20 40km

県内の分布

コゴメウツギ バラ科　

Neillia incisa (Thunb.) S.H.Oh

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

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

■県内分布　外浦区

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

■生育環境　山地および林縁。

■危険要因　森林伐採、自然遷移、産地局限

（小野ふみゑ）

　白井伸和

0 20 40km

県内の分布
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エゾツルキンバイ バラ科　

Potentilla anserina L. subsp. pacifica (Howell) Rousi

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　北海道、本州（主として東北地方）。本県が南限。

■県内分布　舳倉島・七ツ島植物小区系

■生態など　花期は６～７月。茎は地上をはい、節から根を出して繁殖する。

■生育環境　海岸の塩湿地。

■危険要因　海岸開発、園芸採取、踏みつけ、産地局限

■特記事項　生育地は能登半島国定公園内である。

（小野ふみゑ）

小野ふみゑ

0 20 40km

県内の分布

アイズシモツケ バラ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　北海道、本州（中部地方以北）、九州（熊本県）

■県内分布　内浦区

■生態など　花期は５～６月。袋果は８～９月に熟す。　　　　

■生育環境　山の崖地。

■危険要因　森林伐採、園芸採取、自然遷移、産地局限

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

（小野ふみゑ）

　白井伸和
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イワタイゲキ トウダイグサ科

Euphorbia jolkinii Boiss.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　本州（千葉県以西）、四国、九州、琉球。本県が北限

■県内分布　中能登区

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

■生育環境　海岸の岩場

■危険要因　海岸開発、産地局限

■特記事項　生育地は能登半島国定公園内である。

小野ふみゑ

　白井伸和

0 20 40km

県内の分布

ススヤアカバナ アカバナ科　

Epilobium parviflorum Schreb.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：R
－）

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

■国内分布　本州（富山県、石川県、茨城県）

■県内分布　中能登区

■生態など　多年生草本。花期は7～9月。

■生育環境　休耕田などの湿草地。

■危険要因　自然遷移、産地局限

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

（濱野一郎）

　林　二良
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フユザンショウ ミカン科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　本州（関東地方以西）、四国、九州、琉球

■県内分布　外浦区

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

■生育環境　林内や崖地。

■危険要因　森林伐採、産地局限、その他（崖崩れ）

（小野ふみゑ）

　本多郁夫
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オオバボダイジュ アオイ科　

Tilia maximowicziana Shiras.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　県内では１産地が確認されている。（現況：RO）

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

■国内分布　北海道、本州（中部地方以北）

■県内分布　南加賀区

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

■生育環境　低山帯の沢筋。

■危険要因　森林伐採、自然遷移、道路工事、産地局限

■特記事項　生育地は白山国立公園内である。

（濱野一郎）

　白井伸和、果実：林　二良
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ミヤマツチトリモチ ツチトリモチ科　

Balanophora nipponica Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

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

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

■国内分布　本州（秋田県、岩手県以南）～九州に分布する。

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

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

■生育環境　渓流近くの斜面に成立している落葉樹の林床に生育する。

■危険要因　森林伐採

（髙木政喜）

　鳥畠昭信
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県内の分布

ホザキヤドリギ オオバヤドリギ科　

Loranthus tanakae Franch. et Sav.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　本州（東北地方から中部地方中北部）に分布する。

■県内分布　南加賀区の白山麓のブナクラス域に分布する。

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

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

■危険要因　森林伐採、スキー場、道路工事

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

（髙木政喜）

本多郁夫
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県内の分布
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ヤナギヌカボ タデ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

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

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

■国内分布　北海道、本州、九州に分布する。

■県内分布　南加賀区、内浦区のヤブツバキクラス域の低地に分布している。

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

■生育環境　水湿地に生育する。

■危険要因　湿地開発、管理放棄、自然遷移、産地局限

（髙木政喜）

　林　二良
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県内の分布

サデクサ タデ科　

Persicaria maackiana (Regel) Nakai

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　南加賀区のヤブツバキクラス域の低地に分布している。

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

■生育環境　低地の河川などの水辺や湿田に生育している。

■危険要因　河川開発、湿地開発

（髙木政喜）

　小野ふみゑ、托葉鞘：本多郁夫
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ヌカボタデ タデ科　

Persicaria taquetii (H.Lev.) Koidz.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

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

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

■国内分布　本州～九州、朝鮮半島に分布する。

■県内分布　南加賀区のヤブツバキクラス域に分布する。

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

■生育環境　水湿地に生育する。

■危険要因　土地造成、道路工事

（髙木政喜）

0 20 40km

県内の分布

ISKW��小野ふみゑ

ノダイオウ タデ科　

Rumex longifolius DC.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

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

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

■国内分布　北海道、本州（中部以北および和歌山県など）に分布する。

■県内分布　南加賀区、加賀中央区、中能登区などに分布する。

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

■生育環境　道ばた、畑地、休耕田などに生育する。

■危険要因　道路工事、産地局限

（髙木政喜）

　小野ふみゑ

0 20 40km
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イシモチソウ モウセンゴケ科　

Drosera peltata Smith var. nipponica (Masam.) Ohwi

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

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

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

■国内分布　本州（関東以西）～九州、琉球（西表島）

■県内分布　南加賀区、中能登区

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

■生育環境　湿った貧栄養の酸性土壌に生える。

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

■特記事項　石川県指定希少野生動植物種

（中野真理子）

　本多郁夫

トウカイコモウセンゴケ モウセンゴケ科

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　東海地方、近畿地方、四国地方、北陸地方

■県内分布　南加賀区

■生態など　小型多年草。開花期は５～９月。腺毛の粘液で虫を捕まえる。

■生育環境　湿地に生育する。

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

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

（中野真理子）

　本多郁夫
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フシグロセンノウ ナデシコ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　本州、四国、九州に分布するが、日本海側の多雪地帯には少ない。

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

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

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

■危険要因　森林伐採、園芸採取

（髙木政喜）

　林　二良

0 20 40km

県内の分布

ウシオツメクサ ナデシコ科　

Spergularia marina (L.) Griseb.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　北海道、本州、九州北部に見られる。

■県内分布　舳倉島・七ツ島植物小区系に分布する。

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

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

■危険要因　海岸開発、自然遷移

（髙木政喜）

　小野ふみゑ
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シラオイハコベ ナデシコ科　

Stellaria fenzlii Regel

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　北海道、本州中部地方以北に分布する。

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

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

■生育環境　針葉樹の林下の岩上などに生育する。

■危険要因　自然遷移

（髙木政喜）

　白井伸和

0 20 40km

県内の分布

ギンレイカ サクラソウ科

Lysimachia acroadenia Maxim.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　県内での生育地が極めて限られている。（現況：Ｒ－）

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

■国内分布　本州～九州

■県内分布　口能登区

■生態など　多年草、花期は６～７月。

■生育環境　山地の湿り気の多いところに生育。

■危険要因　道路工事、産地局限

（本多郁夫）

　大畑　弘
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ウミミドリ サクラソウ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　北海道、本州（北、中部）

■県内分布　中能登区

■生態など　多年草、花期は５～６月。

■生育環境　岩石海岸の岸に近い泥が堆積した場所に生育する。

■危険要因　海岸開発、産地局限、海水による侵食、たき火、海洋汚染

■特記事項　石川県指定希少野生動植物種、志賀町指定天然記念物。

（本多郁夫）

本多郁夫

0 20 40km
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トウヤクリンドウ リンドウ科　

Gentiana algida Pall.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　北海道、本州中部以北

■県内分布　白山高地区

■生態など　多年草、花期は８～９月。

■生育環境　風衝草地

■危険要因　自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　白井伸和

県内の分布
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ハルリンドウ リンドウ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内での知られている自生地は１箇所のみ。（現況：Ｒ
０）

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

■国内分布　本州～九州

■県内分布　加賀中央区

■生態など　開花期は３～５月。

■生育環境　登山道脇

■危険要因　自然遷移、園芸採取、産地局限

（本多郁夫）

　小野ふみゑ

アカイシリンドウ リンドウ科

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠＢ類

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

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

■国内分布　日光女峰山、南アルプス、白山

■県内分布　白山高地区

■生態など　１～越年草、花期は８～９月。

■生育環境　開けた草地や砂礫地に生える。

■危険要因　動物食害、自然遷移、産地局限、砂防工事、斜面崩壊

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

（本多郁夫）

白井伸和
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イヌセンブリ リンドウ科　

Swertia tosaensis Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　県内での生育地が限られている。（現況：Ｒ－）

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

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　内浦区、中能登区、南加賀区

■生態など　１～越年草、花期は10～11月。

■生育環境　山野の湿地、池の縁

■危険要因　森林伐採、池沼開発、園芸採取、土地造成、産地局限

（本多郁夫）

　本多郁夫
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ハマベンケイソウ ムラサキ科　

Mertensia maritima (L.) Gray subsp. asiatica Takeda

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�生育地が限られており、個体数も極めて少ない。（現況：
Ｒ－）

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

■国内分布　北海道、本州（日本海側、三陸）

■県内分布　舳倉島・七ツ島植物小区系、外浦区

■生態など　多年草、花期は５～９月。

■生育環境　海岸の砂礫地

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

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

（本多郁夫）

　小野ふみゑ
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マメダオシ ヒルガオ科　

Cuscuta australis R.Br.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠＡ類

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

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

■国内分布　北海道～琉球

■県内分布　外浦区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　主としてマメ科植物に寄生。１年草、花期は７～10月。

■生育環境　大豆畑や草地

■危険要因　帰化競合、除草

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

（本多郁夫）

0 20 40km
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ISKW��本多郁夫

アオホオズキ ナス科　

Physaliastrum japonicum (Franch. et Sav.) Honda

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�生育地が限られ、個体数もきわめて少ない。（現況：Ｒ
０）

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

■国内分布　本州、四国

■県内分布　南加賀区

■生態など　多年草、花期は６～７月。

■生育環境　やや湿り気のある林内

■危険要因　道路工事、園芸採取、自然遷移、産地局限、その他（草刈り）

（本多郁夫）

��本多郁夫
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スズメノハコベ オオバコ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　生育地が限られており、個体数も少ない。（現況：Ｒ－）

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

■国内分布　本州（関東以西）、四国、九州、琉球

■県内分布　内浦区、中能登区、加賀中央区

■生態など　１年草、花期は７～10月。

■生育環境　湿地

■危険要因　農薬汚染、管理放棄、自然遷移

（本多郁夫）

　小野ふみゑ

0 20 40km

県内の分布

イヌノフグリ オオバコ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

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

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

■国内分布　北海道、本州、四国、九州、琉球

■県内分布　外浦区、内浦区、加賀中央区

■生態など　越年草、花期は３～４月。

■生育環境　道ばたの草地や石垣の隙間に生育。

■危険要因　道路工事、草地開発、自然遷移、産地局限、その他（草むしり）

（本多郁夫）

　白井伸和

0 20 40km

県内の分布
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カワヂシャ オオバコ科　

Veronica  undulata  Wall.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　県内での生育地が限ら個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

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

■国内分布　本州（中部以西）、四国、九州、琉球

■県内分布　中能登区、口能登区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　越年草、花期は５～６月。

■生育環境　田の畦や川岸、溝のふち

■危険要因　湿地開発、道路工事、自然遷移、その他（草刈り）

（本多郁夫）

　白井伸和

0 20 40km

県内の分布

フジウツギ ゴマノハグサ科

Buddleja japonica Hemsl.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　本州（東北地方から兵庫県までのおもに太平洋側）、四国

■県内分布　南加賀区

■生態など　花期は７～８月。有毒植物。

■生育環境　日当たりのよい道路脇

■危険要因　自然遷移、産地局限、その他（草刈り）

（本多郁夫）

　林　二良

0 20 40km

県内の分布
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ヒナノウスツボ ゴマノハグサ科　

Scrophularia duplicatoserrata (Miq.) Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が少なく、個体数も少ない。（現況：Ｒ－）

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

■国内分布　本州（関東以西）、四国、九州

■県内分布　南加賀区

■生態など　多年草、花期は７～９月。

■生育環境　山地の林中

■危険要因　道路工事、動物食害、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　小野ふみゑ

0 20 40km

県内の分布

ミカエリソウ シソ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　現在生育しているのは１箇所のみ。（現況：Ｒ０）

■形　　態　枝や葉裏、花序に星状毛が密生。花は淡紅色。分果に腺点あり。

■国内分布　本州（石川県以西）

■県内分布　南加賀区

■生態など　９～10月に開花。

■生育環境　スギ植林地の中のギャップに生育。

■危険要因　森林伐採、産地局限

（本多郁夫）

　本多郁夫
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マネキグサ シソ科　

Loxocalyx ambiguus (Makino) Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

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

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

■国内分布　本州（神奈川県以西）～九州

■県内分布　南加賀区

■生態など　多年草、花期は８～９月。

■生育環境　山地の樹下

■危険要因　道路工事、ダム建設、自然遷移、産地局限

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

（本多郁夫）

　本多郁夫

0 20 40km
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コナミキ シソ科　

Scutellaria guilielmii A.Gray

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

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

■国内分布　本州（千葉県以西）～琉球

■県内分布　内浦区、中能登区

■生態など　多年草、花期は５月。

■生育環境　海岸に近い草地

■危険要因　自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　白井伸和
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テイネニガクサ シソ科　

Teucrium teinense Kudo 

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

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

■国内分布　北海道、本州（東北地方）

■県内分布　南加賀区

■生態など　花期は８月。

■生育環境　山地に生える多年草。

■危険要因　道路工事、産地局限

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

（本多郁夫）

小野ふみゑ、毛：ISKW��米倉浩司
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県内の分布

ヤマウツボ ハマウツボ科　

Lathraea japonica Miq.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

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

■国内分布　本州（関東地方以西）、四国、九州

■県内分布　外浦区

■生態など　寄生植物。花期は５月。

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

■危険要因　園芸採取、踏みつけ、産地局限

（本多郁夫）

　本多郁夫
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ホザキシオガマ ハマウツボ科　

Pedicularis spicata Pall.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�生育地が白山の高山帯の一部に限られている。（現況：Ｒ
０）

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

■国内分布　北海道、白山に隔離分布。

■県内分布　白山高地区

■生態など　花期は７～８月。

■生育環境　高山の風衝草原に生える。

■危険要因　動物食害、自然遷移、産地局限、生育地の侵食

■特記事項　従来、白山のタカネシオガマとして認識されていたものである。

（本多郁夫）

　白井伸和

キヨスミウツボ ハマウツボ科　

Phacellanthus tubiflorus Siebold et Zucc.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

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

■国内分布　北海道～九州

■県内分布　加賀中央区、南加賀区

■生態など　アジサイ類などの木の根に寄生する。花期は５～７月。

■危険要因　産地局限

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

（本多郁夫）

　白井伸和
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ノタヌキモ タヌキモ科　

Utricularia aurea Lour.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

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

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

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　口能登区、加賀中央区、南加賀区

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

■生育環境　池沼

■危険要因　池沼開発、水質汚濁、園芸採取、自然遷移、その他（池沼の清掃）

（本多郁夫）

　本多郁夫、花：白井伸和

ミミカキグサ タヌキモ科　

Utricularia bifida L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　本州、四国、九州、琉球

■県内分布　外浦区、中能登区

■生態など　多年生の食虫植物。花期は８～10月。

■生育環境　湿地

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

（本多郁夫）

　小野ふみゑ
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ホザキノミミカキグサ タヌキモ科　

Utricularia caerulea L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　北海道、本州、四国、九州、琉球

■県内分布　中能登区、南加賀区

■生態など　多年生の食虫植物。花期は６～10月。

■生育環境　湿地

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

（本多郁夫）

　本多郁夫

フサタヌキモ タヌキモ科

Utricularia dimorphantha Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠＢ類

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

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

■国内分布　本州（近畿・中部地方）

■県内分布　内浦区

■生態など　池沼に浮遊する食虫植物。花期は７～９月。

■生育環境　池沼

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

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

（本多郁夫）

　白井伸和、花・閉鎖花：本多郁夫
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ムラサキミミカキグサ タヌキモ科　

Utricularia uliginosa Vahl

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

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

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

■国内分布　北海道～屋久島

■県内分布　外浦区、中能登区、南加賀区

■生態など　多年生の食虫植物。花期は８～10月。

■生育環境　湿地

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

（本多郁夫）

　白井伸和

サンインギク キク科　

Chrysanthemum × aphrodite Kitam.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

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

■県内分布　中能登区

■生態など　多年草、花期は10月～12月。

■生育環境　海岸

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

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

（本多郁夫）

0 20 40km
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エチゼンオニアザミ キク科　

Cirsium occidentalinipponense Kadota

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られ、個体数が少ない。（現況：Ｒ０）

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

■国内分布　石川県、福井県

■県内分布　白山高地区

■生態など　多年草、花期は６～７月。

■生育環境　亜高山帯の草原

■危険要因　自然遷移、産地局限

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

（本多郁夫）

��白井伸和
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フジバカマ キク科　

Eupatorium japonicum Thunb.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ－）

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

■国内分布　本州（関東以西）～九州

■県内分布　加賀中央区、南加賀区

■生態など　多年草、花期は８～９月。

■生育環境　草地や川岸の湿った土手

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

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

（本多郁夫）

　林　二良
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県内の分布
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コウヤボウキ キク科　

Pertya scandens (Thunb.) Sch.Bip.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

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

■国内分布　本州（関東以西）、四国、九州

■県内分布　加賀中央区

■生態など　花期は９～10月。

■生育環境　明るい林中

■危険要因　自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

0 20 40km

県内の分布

ISKW��中村民子

ミヤコアザミ キク科　

Saussurea maximowiczii Herder

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が１箇所で、個体数も少ない。（現況：Ｒ－）

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

■国内分布　本州（福島県以南）、四国、九州

■県内分布　南加賀区

■生態など　開花は９月～10月。

■生育環境　林内の湿地

■危険要因　森林伐採、土地造成、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

0 20 40km
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ヤハズトウヒレン キク科　

Saussurea sagitta Franch.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

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

■国内分布　本州中北部

■県内分布　白山高地区

■生態など　多年草、花期は８月。

■生育環境　高山の草原

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

（本多郁夫）

　白井伸和
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レンプクソウ レンプクソウ科　

Adoxa moschatellina L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　北海道、本州（近畿地方以東）

■県内分布　口能登区、南加賀区

■生態など　多年草、花期は３～５月。

■生育環境　スギ植林地の林床に生育。

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

（本多郁夫）

　林　二良
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カンボク レンプクソウ科　

Viburnum opulus L. var. sargentii (Koehne) Takeda

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

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

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

■県内分布　外浦区、加賀中央区

■生態など　花期は５～７月。

■生育環境　山地の林内

■危険要因　道路工事、産地局限

（本多郁夫）

　小野ふみゑ
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県内の分布

ナベナ スイカズラ科　

Dipsacus japonicus Miq.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られ、個体数も極めて少ない。（現況：Ｒ－）

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

■国内分布　本州～九州

■県内分布　外浦区、内浦区

■生態など　越年草、花期は８～９月。

■生育環境　日当たりのよい山地

■危険要因　道路工事、園芸採取、動物食害、管理放棄、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　林　二良
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リンネソウ スイカズラ科　

Linnaea borealis L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　北海道、本州（中部地方以北）

■県内分布　白山高地区

■生態など　花期は７～8月。

■生育環境　風衝地、ハイマツ林下

■危険要因　踏みつけ、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　白井伸和
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県内の分布

クロミノウグイスカグラ スイカズラ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　�北海道、本州（中北部）

■県内分布　白山高地区

■生態など　�花期は５～７月。

■生育環境　亜高山帯の草地、林縁に生える落葉低木。

■危険要因　動物食害、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　小野ふみゑ
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ハマオミナエシ スイカズラ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　北海道、本州

■県内分布　中能登区

■生態など　オミナエシの海岸型品種。花期は９～10月。

■生育環境　海岸の草地

■危険要因　園芸採取、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

本多郁夫
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カノコソウ スイカズラ科　

Valeriana fauriei Briq.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られている。（現況：Ｒ０）

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

■国内分布　北海道、本州、四国、九州

■県内分布　白山高地区

■生態など　多年草、花期は７月。

■生育環境　高茎草原

■危険要因　園芸採取、自然遷移、産地局限

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

（本多郁夫）

　白井伸和
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ケヤマウコギ ウコギ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：RO）

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

■国内分布　北海道、本州、四国、九州

■県内分布　中能登区

■生態など　雌雄同株で、高さ２～３ｍの落葉低木。

■生育環境　普通山地の林内に生える。

■危険要因　森林伐採、管理放棄

（濱野一郎）
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県内の分布

ISKW��里見信生

オオバチドメ ウコギ科　

Hydrocotyle javanica Thunb.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：
RO）

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

■国内分布　本州（関東以西）～九州

■県内分布　中能登区

■生態など　多年生草本、7～10月ごろ開花。

■生育環境　山林下の湿った土地に生える。�

■危険要因　踏みつけ、自然遷移

（濱野一郎）

　小野ふみゑ
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ホクリクトキワミツバ セリ科　

Sanicula sp.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　外浦区、南加賀区

■生態など　常緑性の多年生草本。花期は５～６月。

■生育環境　河岸の砂州や氾濫原に生育。

■危険要因　森林伐採、道路工事、河川開発、自然遷移、産地局限

■特記事項　正確な種名についてはさらに検討が必要とされている。

（濱野一郎）

　林　二良
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ムカゴニンジン セリ科　

Sium ninsi L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（CR） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　北海道、本州、四国、九州

■県内分布　外浦区、内浦区、南加賀区�

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

■生育環境　湿地

■危険要因　湿地開発、道路工事、自然遷移、産地局限

（濱野一郎）

　小野ふみゑ
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スギラン ヒカゲノカズラ科

Huperzia cryptomerina (Maxim.) Dixit

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�生育地が稀で地域的に偏り、個体数が少ない。（現況：Ｒ－）

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

■国内分布　北海道、本州、四国、九州（屋久島以北）

■県内分布　南加賀区

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

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

■危険要因　森林伐採、道路工事

(米山競一）
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林　二良

サンショウモ サンショウモ科　

Salvinia natans (L.) All.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

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

■形　　態　�葉の長さ10～20mmで対生し、楕円形で両端が丸く全
辺。

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　外浦区、内浦区、中能登区、口能登区、加賀中央区

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

■生育環境　ヤブツバキクラス域の水田、池沼などに生育する。

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

（米山競一）

小野ふみゑ
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フクロシダ イワデンダ科　

Woodsia manchuriensis Hook.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　自生地がごく稀で、個体数が少ない。（現況：Ｒ－）

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

■国内分布　北海道、本州、四国、九州

■県内分布　南加賀区

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

■生育環境　山地帯樹林下の陰湿な岩上や岩壁に着生する。

■危険要因　自然遷移、産地局限

(米山競一）

　林　二良、胞子のう：本多郁夫
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ホソバカナワラビ オシダ科　

Arachniodes exilis (Hance) Ching

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地がごく稀で個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

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

■国内分布　本州（新潟県以西）、四国、九州

■県内分布　内浦区、南加賀区

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

■生育環境　低地の樹林下で、やや乾燥した場所の地上に生育する。

■危険要因　森林伐採、その他（河川改修）

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

(米山競一）

　林　二良
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ヒロハヤブソテツ オシダ科　

Cyrtomium macrophyllum (Makino) Tagawa var. macrophyllum

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　分布地がごく稀れで個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

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

■国内分布　本州、四国、九州、佐渡

■県内分布　加賀中央区、南加賀区

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

■生育環境　ヤブツバキクラス域の岩の多い林下や林縁に生育する。

■危険要因　道路工事、踏みつけ、自然遷移、産地局限

(米山競一）

　林　二良
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ワカナシダ オシダ科　

Dryopteris kuratae Nakaike, nom. nud.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地がごく稀で、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

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

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　口能登区、南加賀区

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

■生育環境　山林下の渓側や陰湿な場所の地上。

■危険要因　森林伐採、動物食害、自然遷移

(米山競一）

ISKW��倉田　悟
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ナガバノイタチシダ オシダ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地がごく稀で、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

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

■国内分布　本州、四国、九州、沖縄

■県内分布　内浦区、南加賀区

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

■生育環境　ヤブツバキクラス域の林内地上の陰湿な場所に生育する。

■危険要因　森林伐採、その他（動物食害）、産地局限

(米山競一）

　小野ふみゑ
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イワシロイノデ オシダ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地がごく稀で、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

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

■国内分布　北海道、中部地方以北の本州。

■県内分布　南加賀区

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

■生育環境　山地帯から亜高山帯の山林下の陰湿な場所に生育する。

■危険要因　森林伐採、産地局限

(米山競一）
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ツヤナシイノデ オシダ科　

Polystichum ovatopaleaceum (Kodama) Sa.Kurata var. ovatopaleaceum

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　分布地がごく稀で個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

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

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　加賀中央区、南加賀区

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

■生育環境　低地の樹林下のやや陰湿な地上に生育する。

■危険要因　森林伐採、道路工事、動物食害、産地局限

(米山競一）

　林　二良
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オオヤマレンゲ モクレン科　

Magnolia sieboldii K.Koch subsp. japonica K.Ueda

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

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

■県内分布　南加賀区、白山高地区のブナクラス域に分布する。

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

■生育環境　標高1,400～1,600ｍの山地に生育する。

■危険要因　園芸採取、自然遷移、産地局限

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

（髙木政喜）

　白井伸和
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ハリノキテンナンショウ サトイモ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし。

■選定理由　�石川県内では産地がきわめて限定されている。（現況：Ｒ0�）

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

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

■県内分布　南加賀植物小区系のうち、白山高地区。

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

■生育環境　遅くまで残雪が残る場所の低木林の林床、林縁。

■危険要因　自然遷移

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

（古池　博）

カミコウチテンナンショウ サトイモ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　石川県では産地がきわめて限定されている。（現況：Ｒ0）

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

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

■県内分布　南加賀植物小区系のうち、白山高地区。

■生態など　亜高山帯に生育。

■生育環境　林縁・林床

■危険要因　自然遷移

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

（古池　博）
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アポイゼキショウ チシマゼキショウ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN) 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

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

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

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

（古池　博）

　白井伸和
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アギナシ オモダカ科　

Sagittaria aginashi Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

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

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

■国内分布　日本特産で、北海道から九州まで分布。

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

■生態など　水草で抽水植物。種子のほか珠芽で繁殖する。

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

■危険要因　農薬汚染、湿地開発、自然遷移

(古池　博）

白井伸和
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マルミスブタ トチカガミ科　

Blyxa aubertii Rich.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

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

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

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　中能登区

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

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

■危険要因　農薬汚染、湿地開発、自然遷移

（古池　博）

小野ふみゑ
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県内の分布

スブタ トチカガミ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

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

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

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

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

■生態など　沈水性の水草で一年生植物、浅い水中に生育。種子で繁殖する。

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

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

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

（古池　博）

白井伸和
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イバラモ トチカガミ科　

Najas marina L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

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

■県内分布　能登、加賀中央区に分布。近年の調査では、報告例が非常に少ない。

■生態など　沈水性一年草。花期は７～８月。

■生育環境　池沼やゆるい河川。

■危険要因　河川開発、水質汚染

■特記事項　本種には変異が多い。

(古池　博）

　小野ふみゑ

0 20 40km

県内の分布

オオトリゲモ トチカガミ科　

Najas oguraensis Miki

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　稀産の種類で減少傾向にある。（現況：Ｒ0）

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

■国内分布　本州、四国、九州、琉球に分布。中国にも産する。

■県内分布　中能登区、南加賀区から報告されている。

■生態など　沈水性一年草、花期は７～10月。

■生育環境　富栄養または中栄養の池沼。

■危険要因　池沼開発、農薬汚染

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

（古池　博）
0 20 40km

県内の分布

ISKW��小野ふみゑ



134

コウガイモ トチカガミ科　

Vallisneria denseserrulata (Makino) Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　本州・九州。中国地方にも産する。

■県内分布　南加賀区

■生態など　多年生の沈水植物で群生する。

■生育環境　平地の池沼、河川、水路

■危険要因　池沼開発、河川開発、水質汚濁、産地局限

（古池　博）

　小野ふみゑ
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セキショウモ トチカガミ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　北海道、本州、四国、九州に分布。アジアにも分布。

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

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

■生育環境　水路、溜池、河川など。

■危険要因　河川開発、池沼開発、その他

(古池　博）

小野ふみゑ
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センニンモ ヒルムシロ科　

Potamogeton maackianus A. Benn.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　北海道、本州、四国、九州に分布。アジア東部に分布。

■県内分布　従来は加賀中央区、中能登区、南加賀区。

■生態など　葉はすべて沈水性で、草丈は通常30cm程度。

■生育環境　石川県では潟に生育する。

■危険要因　湖沼開発、水質汚濁

（古池　博）

　林　二良

0 20 40km

県内の分布

オヒルムシロ ヒルムシロ科　

Potamogeton natans L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　北海道、本州、四国

■県内分布　中能登区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　群生して花期は５～８月。

■生育環境　河川なとの流水域、湧水のある河川、池沼に生育。

■危険要因　河川開発、水質汚濁

(古池　博）

　白井伸和

0 20 40km

県内の分布



136

ササバモ ヒルムシロ科　

Potamogeton wrightii Morong

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

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

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

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

■生育環境　農業用排水路などの流水域、池沼。

■危険要因　河川開発、土地造成、水質汚濁、農薬汚染、産地局限

(古池　博）

　白井伸和
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ヒナノシャクジョウ ヒナノシャクジョウ科　

Burmannia championii Thwaites

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　本州（関東以西）、四国、九州、琉球。

■県内分布　南加賀区に分布。２産地が報告されている。

■生態など　腐生植物。一年生または多年生草本。花期は８～10月。

■生育環境　日陰の林床。

■危険要因　道路工事、踏みつけ、産地局限

■特記事項　近年、県内での分布が確認された。

(古池　博）

　本多郁夫

0 20 40km

県内の分布



絶
滅
危
惧
Ⅰ
類

137

マルバサンキライ サルトリイバラ科　

Smilax stans Maxim.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　石川県ではきわめて希少な植物である。（現況：ＲＯ）

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

■国内分布　本州～九州に分布。

■県内分布　南加賀区。白山高地区には産しない。

■生態など　開花期５～６月、普通、雄花を着ける株を見ない。

■生育環境　林縁に生育する。

■危険要因　産地局限

(古池　博）

　白井伸和
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ミノコバイモ ユリ科　

Fritillaria japonica Miq.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�南加賀区の数地点での分布が確認されている。（現況：Ｒ
Ｏ）

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

■国内分布　近畿地方、岐阜、福井、石川の各県に分布。

■県内分布　南加賀区

■生態など　林下等に生育する多年生草本で春植物。花期は４～５月。

■生育環境　急斜面

■危険要因　園芸採取、産地局限、その他（地表変動など）

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

（古池　博）

　白井伸和
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ホトトギス ユリ科　

Tricyrtis hirta (Thunb.) Hook.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　石川県では、極めて稀産の植物である。（現況：ＲＯ）

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

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

■県内分布　口能登区

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

■生育環境　山地の半日陰地。

■危険要因　河川開発、園芸採取

（古池　博）

　小野ふみゑ

0 20 40km

県内の分布

キンセイラン ラン科　

Calanthe nipponica Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

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

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

■国内分布　北海道、本州、四国、九州

■県内分布　南加賀区、加賀中央区、中能登区

■生態など　多年生草本。開花期は６～７月。

■生育環境　夏緑樹林の林床。

■危険要因　産地局限

(古池　博）

　林　二良
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サルメンエビネ ラン科　

Calanthe tricarinata Lindl.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　石川県できわめて稀産の植物である。（現況：ＲＯ）

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

■国内分布　北海道～九州に分布するがきわめて稀。

■県内分布　南加賀区

■生態など　開花期は４～５月。

■生育環境　ブナ帯の夏緑林の林床に生育。

■危険要因　園芸採取、森林伐採

■特記事項　しばらく採集されていなかったが、近年になり再発見された。

（古池　博）

���林　二良

キンラン ラン科　

Cephalanthera falcata (Thunb.) Blume

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

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

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

■国内分布　本州、四国、九州、さらに朝鮮、中国に分布。

■県内分布　奥能登、口能登区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　地生の多年生草本。開花期は４～６月。

■生育環境　丘陵地の疎林の林床、林縁、林道の路傍など。

■危険要因　�森林伐採、草地開発、土地造成、園芸採取、踏みつけ、自然遷移

（古池　博）

　小野ふみゑ

0 20 40km

県内の分布
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ニョホウチドリ ラン科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�石川県でも稀産の植物で、近年、減少傾向にある。（現況：Ｒ－）

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

■国内分布　本州（福島県以西、静岡県以東）

■県内分布　白山高地区

■生態など　地生の多年生草本。開花期は７～８月。

■生育環境　亜高山帯の草地（高茎草原）。

■危険要因　園芸採取

（古池　博）

　白井伸和

トケンラン ラン科　

Cremastra unguiculata (Finet) Finet

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　稀産の植物であり、減少傾向が認められる。（現況：Ｒ0）

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

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

■県内分布　奥能登および白山麓をふくむ南加賀区。

■生態など　地生の多年生草本。開花期は５～６月。

■生育環境　夏緑樹林の林床。

■危険要因　園芸採取、自然遷移

（古池　博）

　小野ふみゑ

0 20 40km

県内の分布
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クマガイソウ ラン科　

Cypripedium japonicum Thunb.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

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

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

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

■県内分布　現在は外浦区、中能登区のみ。

■生態など　地生の多年生草本。開花期は４～５月頃。

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

■危険要因　園芸採取、産地局限

（古池　博）

　林　二良

サワラン ラン科　

Eleorchis japonica (A. Gray) F. Maek.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　北海道、本州（近畿以北）さらに南千島に分布。

■県内分布　外浦区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　地生の多年生草本。開花期は７月ごろ。

■生育環境　平地や丘陵地の湿地にミズゴケ類とともに生育。

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

(古池　博）

　本多郁夫
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セイタカスズムシソウ ラン科　

Liparis japonica (Miq.) Maxim.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　本県ではきわめて稀産の植物である。（現況：ＲＯ）

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

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

■県内分布　加賀中央区、南加賀区

■生態など　地生の多年生草本。開花期は６～７月。

■生育環境　山林の林床など。

■危険要因　産地局限

(古池　博）

　林　二良

0 20 40km

県内の分布

コクラン ラン科　

Liparis nervosa (Thunb.) Lindl.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　本県において稀産の植物である。（現況：Ｒ0）

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

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

■県内分布　南加賀区、奥能登、口能登区

■生態など　開花期は６～７月。

■生育環境　常緑樹林の林床。

■危険要因　園芸採取

(古池　博）

林　二良

0 20 40km

県内の分布
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ミヤマモジズリ ラン科　

Neottianthe cucullata (L.) Schltr.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　本県では特に稀産の植物である。（現況：ＲＯ）

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

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

■県内分布　白山高地区

■生態など　地生の多年生草本。開花期は７～９月。

■生育環境　亜高山帯の針葉樹林の林床。岩上に生え、または地生。

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

(古池　博）

　本多郁夫

タカネトンボ ラン科　

Platanthera chorisiana (Cham.) Rechb. f.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　本県での稀産の植物である。（現況：ＲＯ）

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

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

■県内分布　白山高地区

■生態など　地生の多年生草本。開花期は７～９月。

■生育環境　亜高山帯・高山帯の湿地に生育。

■危険要因　不明

（古池　博）

　小野ふみゑ
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県内の分布
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イイヌマムカゴ ラン科　

Platanthera iinumae (Makino) Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠB類

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

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

■国内分布　北海道、本州、四国、九州に分布。

■県内分布　奥能登、口能登・加賀中央部、南加賀に分布。

■生態など　地生の多年生草本。開花期は７～８月。

■生育環境　山地の林床。

■危険要因　森林伐採、道路工事、園芸採取、産地局限

(古池　博）

　林　二良

0 20 40km

県内の分布

ヤマサギソウ ラン科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　北海道、本州、四国、九州

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

■生態など　地生の多年生草本。開花期は５～７月。

■生育環境　日当たりのよい草地に生育。

■危険要因　土地造成、道路工事、園芸採取、不明

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

（古池　博）

0 20 40km

県内の分布
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オオヤマサギソウ ラン科

Platanthera sachalinensis F.Schmidt

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　本県ではやや稀な植物である。（現況：Ｒ0）

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

■国内分布　北海道、本州、四国、九州、さらに南千島、樺太に分布する。

■県内分布　南加賀区

■生態など　地生の多年生草本。開花期は７～８月。

■生育環境　山林の林床。

■危険要因　森林伐採、園芸採取

（古池　博）

　林　二良、花：白井伸和

0 20 40km

県内の分布

トキソウ ラン科　

Pogonia japonica Rechb. f.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

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

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

■国内分布　北海道、本州、四国、九州、さらに千島、朝鮮、中国に分布。

■県内分布　奥能登、口能登・加賀中央部、白山麓をふくむ南加賀。

■生態など　地生の多年生草本。開花期は５～７月。

■生育環境　日当たりのよい湿地。

■危険要因　�池沼開発、湿地開発、園芸採取、自然遷移、産地局限

■特記事項　石川県指定希少野生動植物種

(古池　博）

��本多郁夫
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ウチョウラン ラン科　

Ponerorchis graminifolia Rchb. f. var. graminifolia

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

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

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

■国内分布　本州、四国、九州、さらに朝鮮に分布。

■県内分布　白山山麓をふくむ南加賀区、加賀中央区。

■生態など　地生の多年生草本。開花期は６～８月。

■生育環境　ブナクラス域の岩壁など。

■危険要因　土地造成、道路工事、園芸採取、産地局限

(古池　博）

�

　白井伸和
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県内の分布

ノカンゾウ ススキノキ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　もともと稀産の種類である。（現況：Ｒ0）

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

■国内分布　本州、四国、九州に分布。さらに中国、台湾に分布する。

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

■生態など　夏緑性多年草。花期は７～８月。

■生育環境　原野や溝のふちなどに生育。

■危険要因　草地開発

■特記事項　本種とヤブカンゾウは、同一種の変種どうしの関係にある。

（古池　博）

小野ふみゑ

県内の分布
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イワギボウシ キジカクシ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�石川県では産地がきわめて限られた種類である。（現況：
ＲＯ）

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

■国内分布　本州の関東・中部地方に分布する。

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

■生態など　開花期は８～９月。

■生育環境　山中の湿った岸上や樹上に生育。

■危険要因　産地局限、森林伐採、園芸採取

（古池　博）

　林　二良
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県内の分布

ミズアオイ ミズアオイ科　

Monochoria korsakowii Regel et Maack

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

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

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

■国内分布　北海道～九州（一部）に分布。朝鮮、中国、ウスリー地方に分布。

■県内分布　舳倉島・七ツ島と白山高地区を除く全域。

■生態など　一年生草本、かつては水田雑草として繁茂した。花期は８～10月。

■生育環境　現在は水路、池沼など。

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

� (古池　博）

　本多郁夫
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ヒメミクリ ガマ科　

Sparganium stenophyllum Maxim.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�従来もやや少ない種類であったが、減少している。（現況：Ｒ－）

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

■国内分布　北海道、本州、四国、九州、琉球。朝鮮、中国（北部）に分布。

■県内分布　能登の外浦区、内浦区、中能登区及び加賀中央区、南加賀区。

■生態など　多年生の抽水～湿生植物。開花期は７～８月。

■生育環境　池沼、溜池、湿原など。

■危険要因　森林伐採、湿地開発、池沼開発、その他（泥あげなど）

（古池　博）

　濱野一郎
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県内の分布

ミクリゼキショウ イグサ科　

Juncus ensifolius Wikstr.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　本州中部以北、北海道。国外では千島、北アメリカに分布。

■県内分布　白山高地区

■生態など　多年草草本、開花期は８～９月。

■生育環境　高山の湿地・水辺。

■危険要因　自然遷移、産地局限

（古池　博）

　小野ふみゑ
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イヌイ イグサ科　

Juncus fauriei H.Lev. et Vaniot

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

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

■県内分布　外浦区、内浦区、南加賀区に分布。

■生態など　開花期は５～７月。

■生育環境　海岸の砂地。

■危険要因　海岸開発､草地開発、踏みつけ

（古池　博）

　米山競一
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ミヤマホソコウガイゼキショウ イグサ科　

Juncus fauriensis Buchenau var. kamtschatcensis Buchenau

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　本州中部以北～北海道。国外では、千島列島、カムチャッカに分布。

■県内分布　白山高地区

■生態など　花期は７～９月。

■生育環境　高山の湿地。

■危険要因　自然遷移、産地局限

(古池　博）

　白井伸和
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イトイ イグサ科　

Juncus maximowiczii Buchenau

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　本州中部。国外では朝鮮に分布。

■県内分布　白山高地区

■生態など　多年生草本、開花期は６～７月。

■生育環境　亜高山・深山の岩上。

■危険要因　自然遷移、産地局限、踏みつけ

（古池　博）

　白井伸和
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クモマスズメノヒエ イグサ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

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

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

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

■県内分布　白山高地区

■生態など　開花期は７～８月。

■生育環境　高山の草地。

■危険要因　自然遷移

（古池　博）

　白井伸和
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ハクサンスゲ カヤツリグサ科　

Carex canescens L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　北海道、本州（中部以北）

■県内分布　白山高地区

■生態など　やや密に叢生する多年草。

■生育環境　亜高山帯の水湿地。

■危険要因　踏みつけ、温暖化や乾燥化による自然遷移。

■特記事項　自生地は白山国立公園特別保護地区内にある。

（白井伸和）

　米山競一
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オニスゲ カヤツリグサ科　

Carex dickinsii Franch. et Sav.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　北海道～九州

■県内分布　内浦区（能登町柳田地区、穴水町）、南加賀区（能美市辰口）

■生態など　多年草。匐枝を伸ばし群生する。花期は５～７月。

■生育環境　県内では丘陵地や低山の水湿地。

■危険要因　湿地開発、自然遷移

（白井伸和）

　小野ふみゑ
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ツクバスゲ カヤツリグサ科　

Carex hirtifructus Kuek.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　県内では近年認識されたものである。（現況：Ｒ０）

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

■国内分布　本州（近畿以北）、四国、九州

■県内分布　加賀中央区（金沢市倉ヶ岳）

■生態など　多年草。花期は４～５月、ショウジョウスゲより早い。

■生育環境　山地の岩場、ときに河岸や高山の岩場。

■危険要因　産地局限

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

（白井伸和）
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ISKW��白井伸和

ヒメハリイ カヤツリグサ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　北海道、本州、九州。

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

■生態など　多年草。花期７～10月。

■生育環境　海岸の塩湿地

■危険要因　海岸開発、地球温暖化に伴う海面上昇による波浪の影響の増大。

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

（白井伸和）
0 20 40km

県内の分布

ISKW��白井伸和
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ヌマハリイ カヤツリグサ科　 

Eleocharis mamillata H.Lindb. var. cyclocarpa Kitag.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　北海道～九州

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

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

■生育環境　山地の池沼の水辺や水湿地。

■危険要因　池沼開発、踏みつけ、自然遷移、産地局限

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

（白井伸和）

　林　二良

0 20 40km

県内の分布

ミカヅキグサ カヤツリグサ科　

Rhynchospora alba (L.) Vahl

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内では２か所の自生地が確認されているのみ。（現況：
ＲＯ）

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

■国内分布　北海道、本州、九州

■県内分布　白山高地区（白山市白峰地区、赤兎山）

■生態など　多年草。匐枝はなく叢生する。花期は７～10月。

■生育環境　池塘の縁に群生している。

■危険要因　自然遷移、産地局限

■特記事項　自生地の一部は白山国立公園内にある。

（白井伸和）

　白井伸和
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ロッカクイ カヤツリグサ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠＡ類

■選定理由　県内で確認されている産地は１地域のみ。（現況：ＲＯ）

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

■国内分布　本州（新潟県～福井県）、九州（北部）

■県内分布　南加賀区（白山市尾口鴇ヶ谷～下田原））

■生態など　多年草。花期は７～９月。

■生育環境　山間の水湿地。

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

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

（白井伸和）

　白井伸和
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県内の分布

ヒメホタルイ カヤツリグサ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�古い標本記録のみであったが、近年現存することが確認された。

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

■国内分布　北海道、本州、四国、九州

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

■生態など　浅い水中に生える多年草。

■生育環境　ため池などの池沼。

■危険要因　池沼開発、産地局限

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

（白井伸和）
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ヤマオオウシノケグサ イネ科　 

Festuca hondoensis (Ohwi) Ohwi

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠＢ類

■選定理由　生育地が局限され、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）

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

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

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

■生態など　草丈20～30cm程の繊細な多年生草本。花期は７～８月。

■生育環境　亜高山帯の風衝草原。

■危険要因　自然遷移、産地局限

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

（白井伸和）

　白井伸和

県内の分布
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ハマヒエガエリ イネ科　 

Polypogon monspeliensis (L.) Desf.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

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

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

■生態など　一年生草本（越年草）。花期は５～７月。

■生育環境　平地や海浜の水湿地や河川敷など。

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

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

（白井伸和）
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ウキシバ イネ科　

Pseudoraphis ukishiba Ohwi

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　本州～九州

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

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

■生育環境　ため池などの水湿地。

■危険要因　池沼開発、動物食害（アメリカザリガニ）、産地局限

（白井伸和）

　白井伸和
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マツモ マツモ科　

Ceratophyllum demersum L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　北海道～南西諸島

■県内分布　南加賀区、加賀中央区、口能登区、中能登区、外浦区

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

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

■危険要因　池沼開発、河川開発、水質汚濁

■特記事項　金魚藻とよばれる水草の一つである。

（中野真理子）

　白井伸和
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ジロボウエンゴサク ケシ科　

Corydalis decumbens (Thunb.) Pers.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�個体数は少なく、また分布域からも貴重である。（現況：ＲＯ）

■形　　態　�塊茎に数個の花茎と根出葉をつける。花は長さ12～22mm。

■国内分布　本州（関東地方以西）、四国、九州

■県内分布　外浦区、口能登区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　多年草。開花期は４～５月。

■生育環境　低地草原

■危険要因　森林伐採、道路工事、園芸採取、踏みつけ、自然遷移、産地局限

（中野真理子）

　本多郁夫
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オオバメギ メギ科　

Berberis tschonoskyana Regel

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　本州（関東以西）、四国、九州

■県内分布　南加賀区

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

■生育環境　標高800～1,200ｍのブナクラス域に分布する。

■危険要因　森林伐採

（中野真理子）
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ミヤマオダマキ キンポウゲ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　北海道、本州中北部に分布する。

■県内分布　白山高地地区の標高2,400～2,600ｍの高山帯に分布する。

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

■生育環境　開けた岩場や小礫、中礫を交える崩壊地に生育する。

■危険要因　踏みつけ、自然遷移、産地局限。

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

（髙木政喜）

　白井伸和

オキナグサ キンポウゲ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

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

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

■国内分布　本州～九州の暖帯～温帯に分布する。

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

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

■生育環境　日当たりのよい明るいススキ草原や河原の草地などに生育する。

■危険要因　�園芸採取、自然遷移、産地局限、その他（増水の水衝による消失）

■特記事項　石川県指定希少野生動植物種

（髙木政喜）

　本多郁夫
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バイカモ キンポウゲ科　

Ranunculus nipponicus Nakai var. submersus H.Hara

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　北海道～本州に分布する。

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

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

■生育環境　浅くてきれいな流水中に生育する。

■危険要因　河川開発、水質汚濁

（髙木政喜）

　白井伸和、花：本多郁夫
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県内の分布

ヤマシャクヤク ボタン科　

Paeonia japonica (Makino) Miyabe et Takeda

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

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

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

■国内分布　関東、中部地方以西、九州

■県内分布　県内全域

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

■生育環境　落葉広葉樹林等の林床に生育する。

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

（中野真理子）

��本多郁夫
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エチゼンダイモンジソウ ユキノシタ科　

Saxifraga acerifolia Wakab. et Satomi

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

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

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

■国内分布　福井県、石川県

■県内分布　南加賀区

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

■生育環境　河川の流水域の岩場や絶えず水が流れる崖斜面に生育する。

■危険要因　河川開発、園芸採取、自然遷移、産地局限

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

（中野真理子）

　白井伸和

アオベンケイ ベンケイソウ科　

Hylotelephium viride (Makino) H.Ohba

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　個体数が極めて少ない。（現況：ＲＯ）

■形　　態　葉は緑色で赤みを帯びず、ふつう対生し、有柄。

■国内分布　本州（近畿地方以西）、四国、九州

■県内分布　南加賀区

■生態など　高さ20～50cmの多年草。開花期は９～10月。

■生育環境　岩上や、樹上に生育する。

■危険要因　森林伐採、園芸採取、産地局限

■特記事項　チチッパベンケイと誤認されていた可能性がある。

（中野真理子）

　白井伸和

0 20 40km

県内の分布
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タチモ アリノトウグサ科　

Myriophyllum ussuriense (Regel) Maxim.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

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

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

■国内分布　北海道、本州、四国、九州

■県内分布　外浦区、内浦区、中能登区、南加賀区

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

■生育環境　山間や丘陵地の栄養が乏しい池沼。

■危険要因　池沼開発、水質汚濁、管理放棄、自然遷移

（濱野一郎）

　小野ふみゑ、花：林　二良
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マルバヌスビトハギ マメ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

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

■国内分布　本州（岩手県以南）～九州

■県内分布　口能登区、加賀中央区、南加賀区

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

■生育環境　低地から山間部の草地、林縁、ときに林の中。

■危険要因　森林伐採、その他（イノシシによる踏み荒らし）

（小野ふみゑ）

0 20 40km

県内の分布
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センダイハギ マメ科　

Thermopsis lupinoides (L.) Link

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　北海道、本州（中部以北）。本県が南限。

■県内分布　外浦区、中能登区

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

■生育環境　海岸付近の草地。

■危険要因　海岸開発、道路工事、園芸採取、自然遷移

■特記事項　石川県指定希少野生動植物種

（小野ふみゑ）

　本多郁夫

ツルフジバカマ マメ科　

Vicia amoena Fisch. ex Ser.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　南千島・北海道～九州

■県内分布　加賀中央区、南加賀区

■生態など　花期は８～９月。植物体は乾くと暗赤褐色になる。

■生育環境　山野の草原、路傍。

■危険要因　産地局限、管理放棄、その他（除草頻度と時期）

（小野ふみゑ）
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オオバクサフジ マメ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　北海道～九州

■県内分布　加賀中央区

■生態など　花期は８～10月。

■生育環境　山野の草原、河岸、土手

■危険要因　河川開発、道路工事、産地局限、その他（法面工事）

（小野ふみゑ）

　小野ふみゑ
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ミヤマザクラ バラ科　

Cerasus maximowiczii (Rupr.) Kom.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：
Ｒ０）

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

■国内分布　北海道～九州

■県内分布　南加賀区

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

■生育環境　山地の上部から亜高山帯下部。

■危険要因　自然遷移、産地局限

（小野ふみゑ）

　林　二良
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タカネバラ バラ科　

Rosa nipponensis Crep.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　本州（東北～中部地方）、四国（剣山・東赤石山ほか）。

■県内分布　白山高地区

■生態など　花期は６～７月。果実は８～９月に黄赤色に熟す。　　　　

■生育環境　亜高山帯～高山帯の岩礫地。

■危険要因　踏みつけ、自然遷移、産地局限

■特記事項　生育地は白山国立公園内である。白山国立公園指定植物。

（小野ふみゑ）

　白井伸和
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ワレモコウ バラ科　

Sanguisorba officinalis L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　北海道～九州

■県内分布　内浦区、口能登区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　花期は８～10月。痩果は３稜形で乾くと暗紫色。

■生育環境　日当たりのよい山野の草地、路傍。

■危険要因　管理放棄、園芸採取、その他（除草頻度と時期）

（小野ふみゑ）

　本多郁夫
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アサダ カバノキ科　

Ostrya japonica Sarg.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　北海道（中・南部）～九州（南限は霧島山）にかけて分布する。

■県内分布　外浦区、中能登区、南加賀区に隔離分布している。

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

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

■危険要因　森林伐採、土地造成�

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

（髙木政喜）

濱野一郎

0 20 40km

県内の分布

オオツルウメモドキ ニシキギ科　

Celastrus stephanotifolius (Makino) Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：
RO）

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

■国内分布　本州の関東地方以西，四国、九州。

■県内分布　外浦区、内浦区、南加賀区

■生態など　雌雄異種。暖帯及び温帯の林縁に生える落葉性のつる植物。

（濱野一郎）

　小野ふみゑ
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オオシラヒゲソウ ニシキギ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　本州の秋田県から兵庫県にいたる日本海側。

■県内分布　南加賀区、口能登区、加賀中央区

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

■生育環境　崖斜面下部の湿地、流水辺、凹地に生ずる湿地などに生育する。

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

（中野真理子）

　小野ふみゑ

0 20 40km

県内の分布

ノウルシ トウダイグサ科　

Euphorbia adenochlora C.Morren et Decne.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

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

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

■国内分布　北海道～九州。

■県内分布　外浦区、内浦区、中能登区、南加賀区

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

■生育環境　河川敷や田の畦、潟や海岸付近の湿地。

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

（小野ふみゑ）

　本多郁夫

0 20 40km

県内の分布
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トウダイグサ トウダイグサ科　

Euphorbia helioscopia L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　本州～琉球

■県内分布　外浦区、内浦区、中能登区

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

■生育環境　低地の路傍、畑地。

■危険要因　産地局限、踏みつけ

（小野ふみゑ）

0 20 40km

県内の分布

�大畑　弘

ヒゴスミレ スミレ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：
R0）

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

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　南加賀区

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

■生育環境　低山帯の草地

■危険要因　園芸採取、自然遷移、産地局限

（濱野一郎）　

�林　二良
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エイザンスミレ スミレ科　

Viola eizanensis (Makino) Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：
R0）

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

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　南加賀区

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

■生育環境　山地の樹陰。

■危険要因　園芸採取、産地局限

（濱野一郎）　　　

　白井伸和

0 20 40km

県内の分布

ウシタキソウ アカバナ科　

Circaea cordata Royle

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：
RO）

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

■国内分布　北海道、本州、四国、九州

■県内分布　外浦区、内浦区、口能登区、加賀中央区、南加賀区

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

■生育環境　山地の林下および草地。

■危険要因　自然遷移、産地局限、その他

（濱野一郎）

�白井伸和
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マツグミ オオバヤドリギ科　

Taxillus kaempferi (DC.) Danser var. kaempferi

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　本州（関東地方以西、富山県以西）～九州に分布する。

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

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

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

■危険要因　森林伐採、自然遷移

（髙木政喜）

　本多郁夫
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県内の分布

ハマハコベ ナデシコ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　北海道、本州（北部、おもに日本海側）に分布する。

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

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

■生育環境　海岸の砂地や砂礫地に生育する。

■危険要因　海岸開発、自然遷移

■特記事項　舳倉島や大島（七ツ島）の個体数は大きく減少している。

（髙木政喜）

　小野ふみゑ
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ワチガイソウ ナデシコ科

Pseudostellaria heterantha (Maxim.) Pax var. heterantha

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　本州（福島県以南）～九州に分布する。

■県内分布　白山高地区の亜高山帯に分布する。

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

■生育環境　山地の林下に生育する。

■危険要因　自然遷移、産地局限

（髙木政喜）

　白井伸和
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ユキワリソウ サクラソウ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られている。（現況：Ｒ０）

■形　　態　葉の裏面には淡黄色の粉状物が密生し、黄色を帯びる。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州

■県内分布　白山高地区

■生態など　岩場に生育する多年草。花期は７～８月。

■生育環境　岩場に生育

■危険要因　園芸採取、産地局限

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

（本多郁夫）

ISKW��川原倢彰
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オオサクラソウ サクラソウ科　

Primula jesoana Miq. var. jesoana

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�生育地が白山の亜高山帯の一部に限られている。（現況：Ｒ０）

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

■国内分布　北海道（西南部）、本州（中部以北）

■県内分布　白山高地区

■生態など　多年草、花期は６～７月。

■生育環境　亜高山の林縁や谷沿いの湿気の多いところに生える。

■危険要因　自然遷移、踏みつけ、園芸採取、産地局限

（本多郁夫）

　小野ふみゑ
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県内の分布

イワウメ イワウメ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�生育地が白山の高山帯の一部に限られている。（現況：Ｒ
０）

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

■国内分布　北海道、本州中部以北

■県内分布　白山高地区

■生態など　ほふく性の小低木、花期は７月。

■生育環境　高山帯の岩隙、岩屑地

■危険要因　踏みつけ、園芸採取、産地局限、その他（岩場の崩壊）

（本多郁夫）

　白井伸和
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イワヒゲ ツツジ科　

Cassiope lycopodioides (Pall.) D. Don

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�生育地が白山の高山帯の一部に限られている。（現況：Ｒ
０）

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

■国内分布　北海道、本州中部以北

■県内分布　白山高地区

■生態など　緑色の織り紐を、岩にはわせたような常緑の小低木。花期は７月。

■生育環境　高山の岩場

■危険要因　火山噴火、産地局限、その他（岩場の崩壊、乾燥による枯死）

（本多郁夫）

��白井伸和
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マルバノイチヤクソウ ツツジ科　 

Pyrola nephrophylla (Andres) Andres

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　県内での生育地が局限されている。（現況：Ｒ０）

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

■国内分布　北海道～九州

■県内分布　外浦区、南加賀区

■生態など　多年草、花期は７月。

■生育環境　山地帯の林内

■危険要因　森林伐採、湿地開発、自然遷移、踏みつけ、園芸採取、産地局限

（本多郁夫）

　林　二良
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アカネムグラ アカネ科　

Rubia jesoensis (Miq.) Miyabe et T.Miyake

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　北海道、本州（北陸・東北地方）

■県内分布　舳倉島・七ツ島植物小区系

■生態など　多年草、花期は６～７月。

■生育環境　湿った草原

■危険要因　草地開発、土地造成、踏みつけ、産地局限

（本多郁夫）

小野ふみゑ
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県内の分布

コヒナリンドウ リンドウ科　

Gentiana laeviuscula Toyok.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠＢ類

■選定理由　生育地が限られており、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

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

■国内分布　本州（日光、北アルプス、南アルプス、白山）

■県内分布　白山高地区

■生態など　�１年草または越年草。花期は６～７月。

■生育環境　高山帯の湿った草地や登山道沿いに生育。

■危険要因　踏みつけ、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　白井伸和
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ハナイカリ リンドウ科　

Halenia corniculata (L.) Cornaz

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　�県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：
Ｒ０）

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

■国内分布　北海道、本州、四国

■県内分布　白山高地区

■生態など　１年草または越年草。花期は８月。

■生育環境　山地の日当たりのよい草地。

■危険要因　動物食害、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　白井伸和

0 20 40km

県内の分布

ホソバノツルリンドウ リンドウ科　

Pterygocalyx volubilis Maxim.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　県内における生育地が限られている。（現況：Ｒ０）

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

■国内分布　北海道、本州、四国

■県内分布　南加賀区、白山高地区

■生態など　多年草、花期は９～10月。

■生育環境　林縁

■危険要因　道路工事、ダム建設、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　林　二良、花：本多郁夫
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タカネセンブリ リンドウ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　県内での生育地が限られている。（現況：Ｒ０）

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

■国内分布　北海道、本州中部地方以北

■県内分布　白山高地区

■生態など　１～越年草、花期は８月。

■生育環境　亜高山帯～高山帯の開けた草地

■危険要因　自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　白井伸和

0 20 40km

県内の分布

チョウジソウ キョウチクトウ科　

Amsonia  elliptica  (Thunb.) Roem. et Schult.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�県内での生育地が限られている。（現況：Ｒ０）

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

■国内分布　本州、九州

■県内分布　内浦区、南加賀区

■生態など　多年草、花期は５～６月。

■生育環境　水辺の湿った草地

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

（本多郁夫）

　小野ふみゑ
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ツルガシワ キョウチクトウ科　

Vincetoxicum macrophyllum Siebold et Zucc. var. nikoense Maxim.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られており、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

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

■国内分布　本州、四国

■県内分布　加賀中央区、南加賀区

■生態など　多年草、花期は７～８月。

■生育環境　山地

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

（本多郁夫）

　小野ふみゑ

スズサイコ キョウチクトウ科　

Vincetoxicum pycnostelma Kitag.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　生育地が限られており、個体数も少ない。（現況：Ｒ－）

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

■国内分布　北海道、本州、四国、九州

■県内分布　外浦区、内浦区、中能登区、口能登区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　多年草、花期は６～８月。

■生育環境　日当たりのよい草地

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

（本多郁夫）

本多郁夫
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ミヤマムラサキ ムラサキ科　

Eritrichium nipponicum Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られており、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

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

■国内分布　北海道、本州（中部地方以北）

■県内分布　白山高地区

■生態など　多年草、花期は７～８月。

■生育環境　高山の岩場

■危険要因　産地局限、その他（岩場の崩壊）

（本多郁夫）

　白井伸和

0 20 40km

県内の分布

ヤチダモ モクセイ科　

Fraxinus mandshurica Rupr.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　県内での生育地が限られている。（現況：Ｒ０）

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

■国内分布　北海道、本州（岐阜県以北）

■県内分布　南加賀区

■生態など　雌雄別株で開花は４～５月。前年枝の葉腋から葉の展開前に開花。

■生育環境　山地の湿地に生育。

■危険要因　森林伐採、湿地開発、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　白井伸和

0 20 40km

県内の分布
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アブノメ オオバコ科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

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

■国内分布　本州（福島県以南）、四国、九州、琉球

■県内分布　内浦区、中能登区、南加賀区

■生態など　１年草、花期は８～９月。

■生育環境　湿地

■危険要因　土地造成、農薬汚染、自然遷移

（本多郁夫）

　林　二良

0 20 40km

県内の分布

ジュウニヒトエ シソ科　

Ajuga nipponensis Makino

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

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

■国内分布　本州、四国

■県内分布　外浦区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　花期は４～５月。

■生育環境　林縁の明るい場所

■危険要因　園芸採取、産地局限

（本多郁夫）

　本多郁夫

0 20 40km

県内の分布



絶
滅
危
惧
Ⅰ
類

179

キセワタ シソ科　

Leonurus macranthus Maxim.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

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

■国内分布　北海道、本州、四国、九州

■県内分布　外浦区、内浦区、加賀中央区

■生態など　多年草、花期は８～９月。

■生育環境　山や丘陵の草地

■危険要因　道路工事、管理放棄、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　小野ふみゑ

0 20 40km

県内の分布

ナンバンギセル ハマウツボ科　

Aeginetia indica L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　個体数は多いが、生育地が限られる。（現況：Ｒ０）

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

■国内分布　北海道、本州、四国、九州、琉球

■県内分布　内浦区、中能登区、加賀中央区、南加賀区

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

■生育環境　主としてススキ、まれにミョウガなどに寄生する。

■危険要因　草地開発、道路工事、土地造成、管理放棄、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　本多郁夫
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シコクママコナ ハマウツボ科　

Melampyrum laxum Miq. var. laxum

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

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

■国内分布　本州（東海地方～中国地方東部）、四国、九州

■県内分布　口能登区、加賀中央区、南加賀区

■生態など　半寄生の１年草

■生育環境　山地の林下

■危険要因　森林伐採、草刈り、産地局限

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

（本多郁夫）

　本多郁夫
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クチナシグサ ハマウツボ科　

Monochasma sheareri (S.Moore) Maxim.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　�関東地方、中京地方、中国地方と四国の瀬戸内側、九州北部

■県内分布　内浦区、中能登区

■生態など　�半寄生の越年草。花期は４～５月。

■生育環境　日当たりのよい草地や林内

■危険要因　森林伐採、道路工事、農薬汚染、管理放棄、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　濱野一郎
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ヒメタヌキモ タヌキモ科　

Utricularia minor L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

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

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

■国内分布　北海道、本州

■県内分布　外浦区、中能登区、南加賀区

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

■生育環境　池沼

■危険要因　池沼開発、水質汚濁、土地造成、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　白井伸和、花：小野ふみゑ

クマツヅラ クマツヅラ科　

Verbena officinalis L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られており、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

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

■国内分布　本州、四国、九州、沖縄

■県内分布　内浦区、中能登区、口能登区、南加賀区

■生態など　多年草。花期は６～９月。

■生育環境　海に近い草地

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

（本多郁夫）

　小野ふみゑ
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ミツガシワ ミツガシワ科　

Menyanthes trifoliata L.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　北海道、本州、九州

■県内分布　加賀中央区

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

■生育環境　池沼

■危険要因　森林伐採、湿地開発、道路工事、自然遷移、園芸採取、産地局限

（本多郁夫）

　本多郁夫
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ガガブタ ミツガシワ科　

Nymphoides indica (L.) Kuntze

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　生育地が少なく、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

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

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　加賀中央区、南加賀区

■生態など　多年草、花期は７～９月。

■生育環境　池沼

■危険要因　池沼開発、水質汚濁、園芸採取、産地局限、その他（溝さらい）

（本多郁夫）

　白井伸和
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オケラ キク科　

Atractylodes ovata (Thunb.) DC.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られ、個体数が極めて少ない。（現況：Ｒ－）

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

■国内分布　本州～九州

■県内分布　中能登区、口能登区、南加賀区

■生態など　花期は９～10月。

■生育環境　やや乾いた草原、林縁

■危険要因　森林伐採、土地造成、園芸採取、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　本多郁夫
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ヒメガンクビソウ キク科　

Carpesium rosulatum Miq.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られ、個体数が少ない。（現況：Ｒ０）

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

■国内分布　本州（関東地方以西）～九州

■県内分布　内浦区、外浦区

■生態など　多年草、花期は８～10月。

■生育環境　やや暗い山林

■危険要因　道路工事、自然遷移

（本多郁夫）

　本多郁夫
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オグルマ キク科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ－）

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

■国内分布　北海道～九州

■県内分布　外浦区、口能登区、加賀中央区

■生態など　多年草、花期は７～10月。

■生育環境　湿地、田の縁、川岸

■危険要因　管理放棄、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

　小野ふみゑ
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コオニタビラコ キク科　

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

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ－）

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

■国内分布　本州、四国、九州

■県内分布　加賀中央区

■生態など　２年草。花期は３～５月。

■生育環境　水田にあることが多い

■危険要因　土地造成、自然遷移

■特記事項　春の七草のホトケノザは本種と考えられている。

（本多郁夫）

　小野ふみゑ
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ミヤマウイキョウ セリ科　

Tilingia tachiroei (Franch. et Sav.) Kitag.

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類（EN） 環境省カテゴリー 該当なし

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

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

■国内分布　北海道、本州（中部地方以北）、四国

■県内分布　白山高地区

■生態など　多年生草本。花期は７月下旬～９月。

■生育環境　高山の岩場

■危険要因　自然遷移、産地局限、その他（斜面崩壊）

（濱野一郎）　　　

　白井伸和
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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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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）
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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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ISKW��小野ふみゑ



絶
滅
危
惧
Ⅱ
類

195

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）
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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）
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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）

　林　二良

　林　二良
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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）

　林　二良

　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）
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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

0 20 40km

県内の分布

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

県内の分布
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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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県内の分布

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）
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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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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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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

0 20 40km

県内の分布

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

0 20 40km

県内の分布

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

0 20 40km

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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県内の分布



220

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

0 20 40km
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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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県内の分布

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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県内の分布



224

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）

0 20 40km

県内の分布

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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県内の分布

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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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）
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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
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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）

��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）

0 20 40km
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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）

0 20 40km
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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）

　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
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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
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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

0 20 40km

県内の分布

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

0 20 40km

県内の分布

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

0 20 40km

県内の分布
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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）

0 20 40km

県内の分布

ISKW��小野ふみゑ

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
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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
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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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県内の分布

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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県内の分布
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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
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県内の分布

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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県内の分布
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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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県内の分布

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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県内の分布
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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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県内の分布

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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県内の分布

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

0 20 40km

県内の分布



絶
滅
危
惧
Ⅱ
類

257

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
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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
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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）
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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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県内の分布
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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
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県内の分布
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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

0 20 40km

県内の分布

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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県内の分布
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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

0 20 40km

県内の分布

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

0 20 40km0 20 40km

県内の分布
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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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県内の分布

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

0 20 40km

県内の分布

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

0 20 40km

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
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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

0 20 40km
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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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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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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

0 20 40km

県内の分布
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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

0 20 40km

県内の分布
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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

0 20 40km

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

0 20 40km

県内の分布
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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

0 20 40km

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

0 20 40km

県内の分布

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

0 20 40km

県内の分布

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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県内の分布



288

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
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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

0 20 40km

県内の分布

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

0 20 40km
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ヒメスギラン ヒカゲノカズラ科　

Huperzia miyoshiana (Makino) Ching

コスギラン ヒカゲノカズラ科　

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et C.F.P.Mart. 

ナガホノナツノハナワラビ ハナヤスリ科　

Botrychium strictum Underw.

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　生育地が安定しているが、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■分　　布　白山高地区

■危険要因　道路工事、踏みつけ

(米山競一）

■選定理由　生育地が安定しているが個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■分　　布　白山高地区

■危険要因　道路工事、踏みつけ

(米山競一）

■選定理由　�分布域は広いが個体数少なく、採取によって減少傾向にある。
（現況：Ｒ－）

■分　　布　中能登区、口能登区、南加賀区

■危険要因　�森林伐採・園芸採取、土地造成、道路工事、踏みつけ、自然遷
移、産地局限

(米山競一）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

　林　二良

白井伸和

林　二良

ナツノハナワラビ ハナヤスリ科　

Botrychium virginianum (L.) Sw.

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�分布域は広いが個体数少なく、採取によって減少傾向にある。
（現況：Ｒ－）

■分　　布　内浦区、口能登区、南加賀区

■危険要因　森林伐採・管理放棄、園芸採取、自然遷移

(米山競一）

環境省カテゴリー 該当なし

　林　二良
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トクサ トクサ科　

Equisetum hyemale L. var. hyemale

ヒメミズワラビ イノモトソウ科　

Ceratopteris gaudichaudii Brongn. var. vulgaris Masuyama et Watano

タチシノブ イノモトソウ科　

Onychium japonicum (Thunb.) Kunze

イノモトソウ イノモトソウ科　

Pteris multifida Poir.

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　分布域は広いが個体数が少ない。（現況：ＲＯ）
■分　　布　加賀中央区��
■危険要因　河川開発、河川氾濫、その他（崖地崩壊）
■特記事項　�文献：小牧　旌．1987．加賀能登の植物図鑑．, 石川植物の会（編）．

1987．石川県植物誌．石川県．
（米山競一)

■選定理由　�耕地整理や作付け転換により失われ、分布地が減少傾向にある。
（現況：Ｖ－）

■分　　布　中能登区、口能登区、加賀中央区、南加賀区

■危険要因　道路工事、土地造成、管理放棄、その他（作付転換等）

(米山競一）

■選定理由　�生育地が少なく、人為的な影響を受けやすい場所である。（現
況：Ｒ－）

■分　　布　内浦区、中能登区、口能登区、南加賀区

■危険要因　�森林伐採、道路工事、動物食害、自然遷移、産地局限

（米山競一）

■選定理由　�生育地が比較的少なく、開発対象になりやすい場所に生育する。
（現況：ＲＯ）

■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

■危険要因　道路改修、河川改修

(米山競一）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

林　二良

本多郁夫

白井伸和

ISKW��米山競一
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チャセンシダ チャセンシダ科　

Asplenium trichomanes L.

コハシゴシダ ヒメシダ科　

Thelypteris angustifrons (Miq.) Ching

ハシゴシダ ヒメシダ科　

Thelypteris glanduligera (Kunze) Ching

ウラボシノコギリシダ メシダ科　

Athyrium sheareri (Baker.) Ching

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�分布地が比較的少なく、開発対象になりやすい地域に分布す
る。（現況：Ｒ－）

■分　　布　外浦区、内浦区、口能登区、加賀中央区、南加賀区

■危険要因　道路改修、河川改修

(米山競一）

■選定理由　生育地が少なく、個体数も少ない（現況：ＲＯ）

■分　　布　中能登区、内浦区、南加賀区

■危険要因　道路工事、土地造成、踏みつけ、その他（社叢整備）

(米山競一）

■選定理由　分布域が広いが個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■分　　布　外浦区、内浦区、口能登・加賀中央区、南加賀区

■危険要因　�森林伐採、道路工事、河川開発、土地造成、管理放棄、自然遷
移、産地局限

(米山競一）

■選定理由　生育地が少なく個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■分　　布　加賀中央区、南加賀区

■危険要因　森林伐採、河川開発、土地造成、道路工事、ダム建設（砂防）

(米山競一）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

白井伸和

林　二良

　白井伸和

林　二良
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サキモリイヌワラビ メシダ科

Athyrium oblitescens Sa.Kurata

エゾメシダ メシダ科

Athyrium sinense Rupr.

ムクゲシケシダ メシダ科

Deparia kiusiana (Koidz.) M.Kato

ヘラシダ メシダ科

Diplazium subsinuatum (Wall. ex Hook. et Grev.) Tagawa

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　分布域は広いが個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■分　　布　外浦区、内浦区、中能登区、口能登区、南加賀区

■危険要因　森林伐採、道路工事、管理放棄、自然遷移

(米山競一）

■選定理由　分布域が限られ、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■分　　布　白山高地区（亜高山帯の谷・湿地）

■危険要因　�地盤崩壊、自然遷移、自生地は白山国立公園特別保護地区内にある。

(米山競一）

■選定理由　生育地が少なく個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■分　　布　南加賀区、加賀中央区

■危険要因　森林伐採、林道整備

(米山競一）

■選定理由　群生するが生育地が少ない。（現況：ＲＯ）

■分　　布　内浦区、中能登区、加賀中央区、南加賀区

■危険要因　森林伐採、河川開発、土地造成、園芸採取、自然遷移

■特記事項　志賀町指定天然記念物

（米山競一）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

　林　二良

ISKW��本田雅人

ISKW��米山競一
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オオヒメワラビモドキ メシダ科　

Deparia unifurcata (Baker) M.Kato

シロヤマシダ イワヤシダ科　

Diplazium hachijoense Nakai

ノコギリシダ イワヤシダ科　

Diplazium wichurae (Mett.) Diels

ヌリワラビ ヌリワラビ科　

Rhachidosorus mesosorus (Makino) Ching

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�分布域は広いが、生育地は人為的影響を受け易い。（現況：ＲＯ）　

■分　　布　内浦区、口能登区、加賀中央区、南加賀区

■危険要因　�森林伐採、河川工事、道路工事、ダム工事（砂防）、自然遷移

(米山競一）

■選定理由　分布域が地域的に偏り個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■分　　布　口能登区、加賀中央区、南加賀区

■危険要因　森林伐採、道路工事

(米山競一）

■選定理由　分布域は広いが個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■分　　布　外浦区、内浦区、中能登区、南加賀区

■危険要因　森林伐採、河川開発、道路工事

(米山競一）

■選定理由　�分布域は広いが生育地の危険要因が多く、減少傾向にある。
（現況：Ｒ－）

■分　　布　外浦区、口能登区、加賀中央区、南加賀区

■危険要因　道路工事、森林伐採、自然災害

(米山競一）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

�林　二良

林　二良

　林　二良
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オサシダ シシガシラ科

Struthiopteris amabilis (Makino) Ching

ハカタシダ オシダ科　

Arachniodes simplicior (Makino) Ohwi

ミヤコヤブソテツ オシダ科　

Cyrtomium yamamotoi Tagawa

ミサキカグマ オシダ科　

Dryopteris chinensis (Baker) Koidz.

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　分布域は広いが個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■分　　布　内浦区、口能登区、加賀中央区、南加賀区、白山高地区。

■危険要因　道路工事、河川開発、その他（崖地崩壊）。

（米山競一）

■選定理由　分布域は広いが、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■分　　布　外浦区、内浦区、南加賀区

■危険要因　�森林伐採、河川開発、道路工事、動物食害、管理放棄、自然遷
移、産地局限

(米山競一）

■選定理由　分布域は広いが個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■分　　布　中能登区、口能登区、南加賀区

■危険要因　道路工事、海岸開発

(米山競一）

■選定理由　�生育地が比較的少なく、人為的影響を受けやすい場所である。
（現況：ＲＯ）

■分　　布　加賀中央区、南加賀区

■危険要因　森林伐採、道路工事、自然遷移、踏み付け、産地局限

(米山競一）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

　林　二良

林　二良

林　二良

ISKW��小野ふみゑ
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マルバベニシダ オシダ科　

Dryopteris fuscipes C.Chr.

カラフトメンマ オシダ科　

Dryopteris sichotensis Kom.

ホソイノデ オシダ科　

Polystichum braunii (Spenn.) Fee

サイゴクイノデ オシダ科　

Polystichum pseudomakinoi Tagawa

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　���分布地が限られ個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■分　　布　南加賀区

■危険要因　森林伐採、道路工事、動物食害、自然遷移

(米山競一）

■選定理由　地域的に偏り、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■分　　布　白山高地区

■危険要因　河川工事、その他（斜面崩壊）

(米山競一）

■選定理由　分布域が狭く、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■分　　布　南加賀区、白山高地区

■危険要因　道路工事、自然遷移、産地局限

(米山競一）

■選定理由　分布域は広いが個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■分　　布　中能登区、内浦区、加賀中央区、南加賀区

■危険要因　森林伐採、林道工事、管理放棄、自然遷移

(米山競一）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

林　二良

白井伸和

　林　二良

白井伸和
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イノデモドキ オシダ科　

Polystichum tagawanum Sa.Kurata

ヒメカナワラビ オシダ科　

Polystichum tsus-simense (Hook.) J. Sm. var. tsus-simense

シノブ シノブ科　

Davallia mariesii T.Moore ex Baker

マメヅタ ウラボシ科　

Lemmaphyllum microphyllum C.Presl

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　分布域が広いが個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■分　　布　内浦区、中能登区、加賀中央区、南加賀区

■危険要因　森林伐採、河川工事、道路工事、自然遷移、産地局限

(米山競一）

■選定理由　分布域は広いが個体数が少ない。（現況：Ｒ０）

■分　　布　口能登区、中能登区、南加賀区

■危険要因　森林伐採、河川改修、道路工事、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）

■分　　布　南加賀区

■危険要因　森林伐採、河川開発

(米山競一）

■選定理由　分布域は広いが生育環境が少ない。（現況：ＲＯ）

■分　　布　外浦区、内浦区、中能登区、加賀中央区

■危険要因　森林伐採

(米山競一）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

林　二良

　林　二良

���林　二良

　林　二良
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ナガオノキシノブ ウラボシ科　

Lepisorus angustus Ching

ホテイシダ ウラボシ科　

Lepisorus annuifrons (Makino) Ching

ミヤマノキシノブ ウラボシ科　

Lepisorus ussuriensis (Regel et Maack) Ching var. distans (Makino) Tagawa

ヒメサジラン ウラボシ科　

Loxogramme grammitoides (Baker) C.Chr.

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　生育環境が少なく、個体数も少ない。（現況：Ｒ－）

■分　　布　南加賀区

■危険要因　森林伐採、その他（倒木）

(米山競一）

■選定理由　�ブナ帯の古木群に着生するが伐採によって生育地が減少。（現
況：ＲＯ）

■分　　布　南加賀区

■危険要因　森林伐採、その他（倒木）

(米山競一）

■選定理由　生育環境が失われ減少している。（現況：Ｒ－）

■分　　布　南加賀区

■危険要因　森林伐採、その他（倒木）

(米山競一）

■選定理由　分布域は広いが、生育地、個体数ともに少ない。（現況：ＲＯ）

■分　　布　内浦区、口能登区、南加賀区

■危険要因　森林伐採、自然遷移、産地局限

(米山競一）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

白井伸和

　白井伸和

　白井伸和

　林　二良
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カラクサシダ ウラボシ科　

Pleurosoriopsis makinoi (Maxim. ex Makino) Fomin

ミツデウラボシ ウラボシ科　

Selliguea hastata (Thunb.) Fraser-Jenk.

キャラボク イチイ科　

Taxus cuspidata Siebold et Zucc. var. nana Hort.ex Re hder

ジュンサイ ジュンサイ科　

Brasenia schreberi J.F.Gmel.

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　生育環境が人為的な影響を受けやすい場所にある。（現況：ＲＯ）

■分　　布　外浦区、内浦区、口能登区、加賀中央区、南加賀区

■危険要因　森林伐採、河川開発、自然遷移、産地局限

(米山競一）

■選定理由　�分布域は広いが生育地が少なく、生育環境が減少している。
（現況：Ｒ－）

■分　　布　内浦区、中能登区、加賀中央区、南加賀区

■危険要因　河川開発、土地造成、道路工事、ダム建設

(米山競一）

■選定理由　分布域が狭く、個体数が少ない。（現況：Ｒ－）

■分　　布　南加賀区、白山高地区

■危険要因　園芸採取、自然遷移

（米山競一）

■選定理由　�県内の池沼に広く生育していたが、かつてと大きく生育環境が
変化したため、個体数が減少した。（現況：ＲＯ）

■分　　布　県内全域。
■危険要因　�池沼開発、土地造成、水質汚濁、自然遷移、農薬汚染、管理放棄。
■特記事項　富栄養化の進行で自生地が減少している。
　　　　　　文献：角野康郎．2014．日本の水草．文一総合出版．

（中野真理子）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

白井伸和

林　二良

本多郁夫

小野ふみゑ
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コウホネ スイレン科　

Nuphar japonicum DC.

ヒツジグサ スイレン科　

Nymphaea tetragona Georgi var. angusta Casp.

ハンゲショウ ドクダミ科　

Saururus chinensis (Lour.) Baill.

アブラチャン クスノキ科　

Lindera praecox (Siebold et Zucc.) Blume

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�低地の浅い池沼や田を流れるゆるやかな川などに群生する抽水
植物で、生育地が減少した。（現況：Ｒ－）

■分　　布　県内全域

■危険要因　�池沼開発、河川開発、湿地開発、土地造成、水質汚濁、自然遷
移、産地局限

（中野真理子）

■選定理由　�この分類群は県内の池沼に広く生育していたが、生育環境の変
化によって個体数が激減した。（現況：RＯ）

■分　　布　県内全域

■危険要因　�池沼開発、湿地開発、土地造成、園芸採取、水質汚濁、農薬汚
染、管理放棄、自然遷移

（中野真理子）

■選定理由　�かつて県内の湿地等に多く見られたが、生育地の環境変化で激減した。
（現況：RＯ）

■分　　布　県内全域

■危険要因　�湿地開発、土地造成、道路工事、自然遷移、園芸採取

（中野真理子）

■選定理由　�石川県では400ｍ以下の山地斜面下部から沢沿いの湿ったとこ
ろに生育し、個体数は少ない。（現況：Ｒ0）�

■分　　布　�南加賀区及び加賀中央区のヤブツバキクラス域上部に分布する。

■危険要因　森林伐採、道路工事、自然遷移

（髙木政喜）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

濱野一郎

　本多郁夫

白井伸和

本多郁夫



304

ヒメザゼンソウ サトイモ科　

Symplocarpus nipponicus Makino

ヒメイワショウブ チシマゼキショウ科

Tofieldia okuboi Makino

ノトウミヒルモ トチカガミ科

Halophila noppinica J.Kudo subsp. notoensis Ohba et Miyata nom. nud.

ホッスモ トチカガミ科

Najas graminea Delile

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�やや稀産の植物で、生育地の湿地が失われていく危険が大き
い。（現況：ＲＯ）

■分　　布　�舳倉島・七ツ島、白山高地区を除く県下全域(外浦区を含
む）。

■危険要因　湿地開発、池沼開発、土地造成

（古池　博）

■選定理由　稀産の植物で産地が限定されている。（現況：ＲＯ）

■分　　布　白山高地区

■危険要因　産地局限、自然遷移

（古池　博）

■選定理由　�分布域が限られていて、しかも縮小しつつある。（現況：
R0）

■分　　布　奥能登の内浦区の内湾（水深：２～10ｍ）。

■危険要因　海岸開発、水質汚濁

■特記事項　�石川県産のこの分類群は、従来、ウミヒルモ�H.�ovalis�(R.Br.)�
Hook.fil. とされていた。　　　　　　　　　　���　（古池　博）

■選定理由　�従前は、県下の池沼にしばしば見られた種類であるが、近年減
少した。（現況：Ｖ－）

■分　　布　外浦区、中能登区、南加賀区

■危険要因　池沼開発

（古池　博）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 該当なし

　本多郁夫

　林　二良

�　林　二良

白井伸和
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エビアマモ アマモ科　

Phyllospadix japonicus Makino

スゲアマモ アマモ科　

Zostera caespitosa Miki

コアマモ アマモ科　

Zostera japonica Asch. et Graebn.

エビモ ヒルムシロ科　

Potamogeton crispus L.

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�海岸工事や水質汚染により、海岸環境が近年悪化した場所が増加し、もともと希少な水草である本種の生
育に脅威となりつつある。（現況：R0）

■分　　布　�国内は太平洋側は茨城県以南、日本海側は新潟県以南、九州。県内は対馬海流の影響下にある岩石海岸
（中能登区以北、南加賀区）

■危険要因　海岸開発、水質汚染

（古池　博）

■選定理由　近年、著しく減少している。（現況：Ｖ－）

■分　　布　�能登を中心に広く県内に分布。アマモとともに藻場を形成す
る。

■危険要因　海岸開発、水質汚濁

(古池　博）

■選定理由　�沿岸域の海産沈水植物。普通の種類であるが、かなり減少傾向
にある。（現況：Ｖ0）

■分　　布　�北海道、本州、四国、九州の海岸に分布。東アジアの亜寒帯～
熱帯に広く分布する。内浦区、中能登区。

■危険要因　海岸開発（埋め立て）、水質汚濁

（古池　博）

■選定理由　�従前はごく普通の植物であったが、近年急激に減少した。（現
況：VＯ）

■分　　布　�かつては、白山高地区以外に広く分布。今回は加賀中央区、南
加賀区からの報告があった。

■危険要因　河川開発、水質汚濁

（古池　博）

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

�白井伸和

ISKW��小野ふみゑ

ISKW��小野ふみゑ
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キヌガサソウ シュロソウ科　

Kinugasa japonica (Franch. et Savat.) Tatew. et C.Suto

コシノコバイモ ユリ科　

Fritillaria koidzumiana Ohwi

ササユリ ユリ科　

Lilium japonicum Houtt.

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　稀産の植物で産地、生育環境が限定されている。（現況：ＲＯ）

■分　　布　白山高地区

■危険要因　産地局限、自然遷移

(古池　博）

■選定理由　従来も産量の少ない植物であったが、近年、急減した。（現況：Ｖ－）
■形　　態　�鱗茎は２個、茎の高さは10cm程度。葉は下部は対生で十部では三輪生となる場合が

多い。花は茎頂に１個、下向きに着く。花被片は６枚、長さ15～20mm程度、淡黄
色で紫の網目模様がある。内花被片の縁と内側の中脈にそって、毛状の突起が顕著。

■分　　布　�北陸と東北が主な分布地であるが、愛知、岐阜、長野、静岡などの各県から報告があ
る。県内では、カタクリと似た分布で、加賀中央区と南加賀区に分布、能登には分布
しない。

■危険要因　産地局限、園芸採取　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（古池　博）

■選定理由　�従来、普通に見られる植物であったが、近年急速に減少の経過
をたどっている。（現況：Ｖ－）

■分　　布　舳倉島、七ツ島を除き全県下に分布。

■危険要因　園芸採取、管理放棄、自然遷移

(古池　博）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

　白井伸和

本多郁夫

　本多郁夫

コオニユリ ユリ科　

Lilium leichtlinii Hook. f. f. pseudotigrinum (Carriere) H.Hara et Kitam.

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�稀産の分類群で、県下には海岸のコオニユリ（狭義）と山地渓
谷のホソバコオニユリを区別することがあるが生態型と思われ
る。いずれも減少しつつある。（現況：ＲＯ）

■分　　布　県下全域

■危険要因　河川開発、海岸開発、道路工事、園芸採取

(古池　博）

環境省カテゴリー 該当なし

　本多郁夫
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ツチアケビ ラン科　

Cyrtosia septentrionalis (Rchb.f.) Garay

ハクサンチドリ ラン科　

Dactylorhiza aristata (Fisch. ex Lindl.)Soo

コイチヨウラン ラン科　

Ephippianthus schmidtii Rchb. f.

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　産地、個体数とも少ない。（現況：ＲＯ）

■分　　布　舳倉島・七ツ島を除く県下全域。

■危険要因　森林伐採、土地造成、踏みつけ、自然遷移、産地局限

(古池　博）

■選定理由　�石川県では限られた場所に分布する稀産の植物。美しく目立ちやすいので
採取されたり、損傷を受ける危険がきわめて大きい。（現況：ＲＯ）

■分　　布　白山高地区

■危険要因　薬用採取、踏みつけ

(古池　博）

■選定理由　本県では稀産の植物である。（現況：ＲＯ）

■分　　布　加賀中央区・南加賀区のブナクラス域上部、白山高地区。

■危険要因　道路工事、踏みつけ、自然遷移、不明

(古池　博）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

　白井伸和

　林　二良

本多郁夫

カキラン ラン科　

Epipactis thunbergii A. Gray

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�従来、時どき見ることのできる植物であったが近年、減少しつつある。
（現況：Ｒ－）

■分　　布　舳倉島・七ツ島、白山高地区を除く県下全域。

■危険要因　自然遷移、草地開発

（古池　博）

環境省カテゴリー 該当なし

　本多郁夫
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オニノヤガラ ラン科　

Gastrodia elata Blume

クロヤツシロラン ラン科　

Gastrodia pubilabiata Sawa

テガタチドリ ラン科　

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　産地、個体数とも少ない。（現況：ＲＯ）

■分　　布　舳倉島・七ツ島を除く県下全域。

■危険要因　不明

(古池　博）

■選定理由　�本県では稀産の植物で、現在知られている産地は数か所しかない。（現況：Ｒ+）
■分　　布　�詳細は不明。神奈川、高知､静岡、鹿児島の各県に分布。南加賀区、加賀中央区、奥能

登。
■危険要因　森林伐採
■特記事項　�花期以外の時期でのアキザキヤツシロランとの区別は困難。少し前までは本県では

極めて稀産と考えられていたが、最近の調査で新産地が確認された。文献：杉本順
一.1984．静岡県植物誌、，金沢大学総合移転特別委員会・金沢大学理学部植物園.�
1996.�金沢大学総合移転第Ⅱ期計画地内植物調査報告

（古池　博）

■選定理由　本県では稀産の植物である。（現況：ＲＯ）

■分　　布　白山高地区

■危険要因　不明

(古池　博）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

　本多郁夫

　白井伸和

　林　二良

クモキリソウ ラン科　

Liparis kumokiri F. Maek.

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�かつてはしばしば見られた種類であるが、現在は稀産の植物となってい
る。（現況：ＶＯ）

■分　　布　奥能登、口能登・加賀中央部、南加賀区

■危険要因　�森林伐採、道路工事、園芸採取、踏みつけ、自然遷移、産地局限

(古池　博）

環境省カテゴリー 該当なし

　本多郁夫
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キソチドリ ラン科　

Platanthera ophrydioides F.Schmidt 

ホソバノキソチドリ ラン科　

Platanthera tipuloides (L.f.) Lindl. subsp. tupiloides var. sororia (Schhltr.) Soo

ヒトツボクロ ラン科　

Tipularia japonica Matsum.

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　本県では生育地の限られた稀産の植物である。（現況：ＲＯ）

■分　　布　白山高地区

■危険要因　産地局限と踏みつけ、自然遷移など。

(古池　博）

■選定理由　本県では稀産の植物である。（現況：ＲＯ）

■分　　布　白山高地区

■危険要因　不明

(古池　博）

■選定理由　�従来、石川県では、しばしば見られる植物であったが、近年、減少しつつ
ある。里山の管理放棄により、アカマツ林のような明るい林床が消失しつ
つあることが原因と思われる。（現況：R0）

■分　　布　奥能登、口能登・加賀中央部、白山麓をふくむ南加賀。
■危険要因　森林伐採、土地造成、園芸採取、踏みつけ、自然遷移

（古池　博）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

　白井伸和

　白井伸和

��林　二良

ノハナショウブ アヤメ科　

Iris ensata Thunb. var. spontanea (Makino) Nakai ex Makino et Nemoto

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�従前は、湿地にしばしば認められた植物であるが、近年、湿地の減少によ
り、著しく減少した。（現況：R－）

■分　　布　舳倉島・七ツ島、白山高地区を除き、県下に広く分布。

■危険要因　�森林伐採、池沼開発、土地造成、湿地開発、道路工事、園芸採取、踏みつ
け、自然遷移

(古池　博）

環境省カテゴリー 該当なし

　本多郁夫
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ヒメシャガ アヤメ科　

Iris gracilipes A. Gray

ヒメニラ ヒガンバナ科　

Allium monanthum Maxim.

ギョウジャニンニク ヒガンバナ科　

Allium victralis L. subsp. platyphyllum Hulten

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�生育地が山地の岩場が生育地などで分布域が狭く、花が美しく
園芸採取されやすい。（現況：Ｒ－）

■分　　布　石川県各地（舳倉島・七ツ島、能登外浦区を除く）。
■危険要因　�園芸採取、道路工事、森林伐採、自然遷移、その他（登山路整備）
■特記事項　�近年、森林伐採、道路工事による生育環境の破壊がやや抑制気

味である。
(古池　博）

■選定理由　もともと稀な植物であるが、減少傾向にある。（現況：ＲＯ）
■分　　布　�北海道、本州、四国に分布。さらに朝鮮、中国（東北）、ウスリー地方に

分布する。県内では従来は、口能登区をふくむ能登全域と加賀中央区に分
布することが確認されていたが、近年の調査では外浦区、中能登区からの
報告がある。

■危険要因　森林伐採、管理放棄、土地造成、道路工事
（古池　博）

■選定理由　�近年の山菜ブームで採取が活発に行われ、減少に向かっている。（現況：
R－）

■分　　布　�国内は近畿以北北海道。千島、カムチャッカ、中国、シベリア東部にいた
る。県内は、外浦区、内浦区、南加賀区（山地帯）、白山高地区の下部。

■危険要因　その他（山菜採取）

（古池　博）

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

　白井伸和

　小野ふみゑ

　本多郁夫

ヤブミョウガ ツユクサ科　

Pollia japonica Thunb

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�石川県ではやや稀産の植物であることに変りはないが、近年増加傾向に
ある。（現況：Ｒ＋）

■分　　布　�本州、四国、九州に分布。さらに台湾と中国本土に分布。県内では、従
来は能登半島、加賀中央区、南加賀区に分布していたが拡大しつつあ
る。

■危険要因　森林伐採、草地開発、自然遷移、その他

（古池�博）

環境省カテゴリー 該当なし

　本多郁夫
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ヤマトミクリ ガマ科　

Sparganium fallax Graebn.

ドロイ イグサ科　

Juncus gllacillimus (Buchenau) V.I.Krecz et Gontsch.

ミヤマヌカボシソウ イグサ科　

Luzula jimboi Miyabe et Kudo subsp. atrotepala Z.Kaplan

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�従来、本県ではかなり稀な植物であるが、池沼開発や水路の減
少により、生育環境が悪化している。（現況：ＲＯ）

■分　　布　南加賀区、中能登区、加賀中央区。

■危険要因　産地局限、池沼開発など。

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

（古池　博）

■選定理由　�本種の生育地は、能登半島外浦の岩石海岸に散在する海岸泥湿
地である。持続的な海岸開発と、ナホトカ号重油汚染による重
油・汚染漂着物の残留で劣化・喪失が進行。（現況：R0）

■分　　布　�国内では、北海道、本州、四国、九州。サハリン、中国、朝鮮
半島、シベリア東部にいたる。県内では、外浦区が主な産地。

■危険要因　海岸開発、その他（重油汚染災害）
（古池　博）

■選定理由　�高山帯・亜高山帯の特定の環境下に生育する、分布域の狭い稀
産の植物である。（現況：ＲＯ）

■分　　布　白山高地区

■危険要因　その他（気候変動）

(古池　博）

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

　白井伸和

白井伸和

ISKW��小野ふみゑ

タカネスズメノヒエ イグサ科　

Luzula oligantha Sam.

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　分布域が狭く、やや稀産の植物である。（現況：ＲＯ）

■分　　布　白山高地区

■危険要因　自然遷移、踏みつけ

(古池　博）

環境省カテゴリー 該当なし

　白井伸和
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ハリガネスゲ カヤツリグサ科　

Carex capillacea Boott

ミヤマジュズスゲ カヤツリグサ科　

Carex dissitiflora Franch.

ヒロハノオオタマツリスゲ カヤツリグサ科　

Carex filipes Franch. et Sav. var. arakiana (Ohwi) Ohwi

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　生育環境が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）

■分　　布　�外浦区（輪島市）内浦区（能登町、穴水町）、口能登区（志賀
町、中能登町）、加賀中央区(金沢市キゴ山）、南加賀区（小
松市、加賀市）

■危険要因　湿地開発、自然遷移、その他（イノシシによる攪乱）

（白井伸和）

■選定理由　山地の林内に生育するが、県内の分布は局所的。（現況：ＲＯ）

■分　　布　�外浦区（輪島市三井）、口能登区（中能登町石動山）、南加賀区
（白山市清水谷、白山市大田谷、小松市鈴ヶ岳、加賀市熊坂町）

■危険要因　産地局限

（白井伸和）

■選定理由　�県内では近年認識されるようになったもので、確認された自生
地も局所的である。（現況：ＲＯ）

■分　　布　�外浦区（輪島市門前大釜地区）、南加賀区（加賀市山中町荒谷）

■危険要因　森林開発、産地局限

（白井伸和）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

林　二良

ISKW��小野ふみゑ

ISKW��小野ふみゑ

タニガワスゲ カヤツリグサ科　

Carex forficula Franch. et Sav.

石川県カテゴリー 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）

■分　　布　�外浦区、内浦区、中能登区、口能登区、南加賀区。山地の渓畔
に生育する。

■危険要因　河川開発、産地局限

（白井伸和）

環境省カテゴリー 該当なし

林　二良



準
絶
滅
危
惧

313

ヤマアゼスゲ カヤツリグサ科　

Carex heterolepis Bunge

センダイスゲ カヤツリグサ科　

Carex sendaica Franch.

タチスゲ カヤツリグサ科　

Carex maculata Boott

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�県内では手取川沿岸にはやや多いが、他では分布域が限られ
る。（現況：ＲＯ）

■分　　布　�口能登区（中能登町鹿島地区、押水町）、加賀中央区(犀川、
浅野川）、南加賀区（手取川沿岸）

■危険要因　河川開発。
■特記事項　文献：川原倢彰.�1990.�手取川の植物��第六報．

（白井伸和）

■選定理由　県内では日本海に面した海岸林に点在するが、局所的である。（現況：ＲＯ）
■分　　布　�外浦区（珠洲市、志賀町富来地区）、中能登区（志賀町、羽咋市）、口能登区（羽咋

市）、南加賀区（加賀市片野海岸）
■危険要因　海岸開発、自然遷移。
■特記事項　�生育地の一部は能登半島国定公園および越前加賀海岸国定公園内にある。なお、本種

は近縁のナキリスゲに似るが、ナキリスゲが密に叢生するのに対し、本種は地中に
匐枝を伸ばして株はゆるく拡がる。小穂は３～４個とナキリスゲより少ない。ナキ
リスゲC.� lenta�D.Donの変種として扱われることもあるが、ナキリスゲと同所的に
生育する場合にも形態的に連続しないように感じられるので、ここでは独立種とす
る説をとった。文献：勝山輝男.�2005．日本のスゲ．文一総合出版．東京．，秋山茂
雄.1955．極東亞産スゲ属植物．北海道大学．札幌市．　　　��　　　（白井伸和）
　

■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）

■分　　布　�外浦区（珠洲市、志賀町、羽咋市）、内浦区（穴水町）、口能
登区（七尾市）、加賀中央区（金沢市卯辰山）。なお、卯辰山
の記録は古い標本による。

■危険要因　湿地開発など。

(白井伸和）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

米山競一

ISKW��大畑　弘

ISKW��小野ふみゑ

シバスゲ カヤツリグサ科　

Carex nervata Franch. et Sav.

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�分布は局所的で個体数は少ない。過去の標本記録により県内各地に産することは確認されたが、今回の調
査では新たな分布情報は得られなかった。（現況：ＲＯ）

■分　　布　�内浦区（珠洲市粟津、能登町程谷）、中能登区（中能登町末坂）、加賀中央区（川北町九斗島）、南加賀
区（加賀市山中水無山）

■危険要因　産地局限
（白井伸和）

環境省カテゴリー 該当なし
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グレーンスゲ カヤツリグサ科　

Carex parciflora Boott var. parciflora

タカネマスクサ カヤツリグサ科　

Carex planata Franch. et Sav.

シオクグ カヤツリグサ科　

Carex scabrifolia Steud.

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�県内では近年に認識されるようになった。自生地は局所的で少
ない。（現況：ＲＯ）

■分　　布　南加賀区（白山市白峰大杉谷および宮谷、小松市横谷）

■危険要因　河川開発、産地局限

■特記事項　自生地の一部は白山国立公園内にある。

（白井伸和）

■選定理由　生育地が限られ、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■分　　布　外浦区、中能登区、口能登区

■危険要因　河川開発、自然遷移、産地局限

（白井伸和）

■選定理由　�生育環境が海岸の塩湿地に限られ局所的である。また、近年は
波浪による浸食により衰退しつつある個体群がみられる。（現
況：Ｒ－）

■分　　布　�外浦区（珠洲市シャク崎、輪島市輪島崎町、志賀町海士岬）、
中能登区（志賀町赤住、志賀町上野、羽咋市柴垣、七尾市唐
島）

■危険要因　�海岸開発、その他（地球温暖化に伴う海面上昇による波浪の影響
の増大）

（白井伸和）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

　林　二良

ISKW��小野ふみゑ

ISKW��小野ふみゑ

ヒトモトススキ カヤツリグサ科　

Cladium jamaicense Crantz subsp. chinense (Nees) T.Koyama

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　生育環境が限られる。（現況：ＲＯ）
■分　　布　�舳倉島、外浦区(志賀町富来地区）、内浦区（珠洲市、能登

町、穴水町）、中能登区（羽咋市、七尾市能登島）、南加賀区
（加賀市黒崎～片野海岸）。海岸の湿った場所に生育。

■危険要因　海岸開発
■特記事項　�生育地の一部は能登半島国定公園および越前加賀海岸国定公園

内にある。また、志賀町指定天然記念物に指定されている。
（白井伸和）

環境省カテゴリー 該当なし

�白井伸和
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オオイヌノハナヒゲ カヤツリグサ科 　

Rhynchospora fauriei Franch.

ミヤマホタルイ カヤツリグサ科　

Schoenoplectus hondoensis (Ohwi) Hayas.

ホガエリガヤ イネ科　

Brylkinia caudata (Munro ex A. Gray) F.Schmidt

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　生育環境が限られている。（現況：Ｒ０）

■分　　布　白山高地区を除く県内各地。平地から低山の水湿地に生育。

■危険要因　湿地開発、管理放棄、自然遷移

■特記事項　�イヌノハナヒゲに似た大型種で、刺針状花被片の長さは痩果の
３倍以上あり下向きにざらつく。

（白井伸和）

■選定理由　高所の湿地に生育し、分布は局所的。（現況：RO）

■分　　布　白山高地区

■危険要因　その他（湿地の乾燥化や遷移進行など）

(白井伸和）

■選定理由　深山の林内に生育するが局所的である。（現況：ＲＯ）

■分　　布　�白山高地区、南加賀区。白山麓のブナ帯より上の森林のほか、
低山にもまれに分布。

■危険要因　森林伐採、道路工事、自然遷移

（白井伸和）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

　林　二良

　林　二良

ISKW��小野ふみゑ

シロウマノガリヤス イネ科　

Calamagrostis fauriei Hack. var. intermedia T. Shimizu

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　高山の湿生草地に生育環境が限られる。（現況：ＲＯ）

■分　　布　白山高地区

■危険要因　�温暖化の進行にともなう自然遷移。また、中生～乾生草地に生えるヒゲノガリヤスと
のすみわけは見られるものの、交雑の進行による遺伝子汚染の影響が懸念される。

■特記事項　�東北地方～新潟県中部に分布する基本変種のカニツリノガリヤスに似るが、小軸突起
が伸びない。カニツリノガリヤスとヒゲノガリヤスとの浸透性交雑により生じたと考
えられ、ヒゲノガリヤスとの間に形態的な連続がみられる。ヒゲノガリヤスの変種と
して記載されたオオヒゲガリヤスに含める考え方もある。文献：清水建美.1983．
原色新日本高山植物図鑑Ⅱ．保育社．

（白井伸和）

環境省カテゴリー 該当なし

ISKW��白井伸和
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オニノガリヤス イネ科　

Calamagrostis gigas Takeda

ヒナガリヤス イネ科　

Calamagrostis nana Takeda

ミヤマウシノケグサ イネ科　

Festuca ovina L. subsp. ruprechtii (Boiss.) Tzvelev

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　少数の標本記録があるのみで、産地は局限される。（現況：ＲＯ）

■分　　布　�白山高地区（西俣谷川、赤兎山、別山～三ノ峰、三ノ峰～杉峠、蛇谷源流）

■危険要因　�自然遷移（チシマザサの増加など）、産地局限

■特記事項　�採集された場所はいずれも白山国立公園内にある。文献：橋本光政・里見信生.1973．白山の植物目録
（三）．金沢大学理学部付属植物園年報��4：15－28．

（白井伸和）

■選定理由　白山の風衝草原に見られるがやや局所的である。（現況：ＲＯ）

■分　　布　白山高地区

■危険要因　温暖化にともなう、自然遷移。

■特記事項　生育地は白山国立公園特別保護地区内にある。

（白井伸和）

■選定理由　高山の限られた環境に生育する。（現況：ＲＯ）

■分　　布　白山高地区。風衝地の岩場や砂礫地に生育。

■危険要因　温暖化にともなう、自然遷移。

■特記事項　生育地は白山国立公園特別保護地区内にある。

（白井伸和）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

　白井伸和

ISKW��小野ふみゑ

ムツオレグサ イネ科　

Glyceria acutiflora Torr.

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　環境変化の影響を受けやすい水湿地に生える。（現況：ＲＯ）

■分　　布　県内各地の低地の水湿地。

■危険要因　湿地開発、自然遷移

（白井伸和）

環境省カテゴリー 該当なし

　小野ふみゑ
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アズマガヤ イネ科　 　

Hystrix duthiei (Stapf) Bor subsp. longearistata (Hack.) Baden, Fred. et Seberg

チョウセンガリヤス イネ科　

Kengia hackelii (Honda) J.G.Packer

トウササクサ イネ科　

Lophatherum sinense Rendle

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　分布は局所的で個体数も少ない。（現況：ＲＯ）

■分　　布　外浦区、中能登区、口能登区、南加賀区� �

■危険要因　森林伐採、自然遷移

(白井伸和）

■選定理由　生育環境が減少しており、個体数も多くない。（現況：Ｒ０）

■分　　布　県内各地

■危険要因　�自然遷移。アカマツ林など明るく乾いた林や、川原の草地など
に生えるため、遷移の進行による減少が懸念される。

（白井伸和）

■選定理由　県内の分布域は局所的。（現況：ＲＯ）
■分　　布　�内浦区（穴水町）、口能登区（志賀町田中、中能登町鳥屋地区、七尾市

八幡）、加賀中央区（金沢市）、南加賀区。能登地方ではごく稀。
■危険要因　森林伐採。
■特記事項　�葉鞘無毛の型をケナシトウササクサ.� leiophylum�T.�Koyamaとして分

ける場合もあり、本県のものはほとんどこの型と思われる。能登地方の
地域個体群は絶滅のおそれがある。文献：伊藤至・小山鉄夫．1956．タ
ウササクサの事．植物研究雑誌�31（3）：6．

（白井伸和）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

　白井伸和

　古場田良次

ISKW��小野ふみゑ

ヌマガヤ イネ科　

Moliniopsis japonica (Hack.) Hayata

石川県カテゴリー 準絶滅危惧
■選定理由　生育環境が限られる。（現況：ＲＯ）
■分　　布　�南加賀区（加賀市敷地、加賀市尾中、小松市蓮代寺町、能美市辰口）、白山高地区。

南加賀地域の低地の水湿地にみられる低所型と、白山のブナ帯から亜高山帯の湿生草
原にみられる高所型とでは若干の形態的差異がみられる。

■危険要因　湿地開発、自然遷移
■特記事項　�高所型の生育地の大部分は白山国立公園内にある。低所型は壮大な花序をつけ、葉裏

や花序中軸が著しくざらつき、花序枝の付け根に微毛や微針が密生するのに対し、高
所型はやや小型で葉裏、花序中軸、花序枝の付け、根は平滑である。東北地方の高山
から品種コヌマガヤ�f.� rupestris�Koidz.�が記載されており、本県の高所型もこれに
含まれるかどうか今後の検討が必要。

（白井伸和）

環境省カテゴリー 該当なし

　本多郁夫
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アイアシ イネ科　

Phacelurus latifolius (Steud.) Ohwi

アイヌソモソモ イネ科 　

Poa fauriei Hack.

ハクサンイチゴツナギ イネ科　

Poa hakusanensis Hack.

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　分布域が狭く局所的で、生育環境も限られる。（現況：ＲＯ）

■分　　布　舳倉島、内浦区、中能登区。海岸の湿った草地に生育する。

■危険要因　海岸開発、産地局限

■特記事項　生育地の一部は能登半島国定公園内にある。

（白井伸和）

■選定理由　生育地が局所的で、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
■分　　布　�加賀中央区、白山高地区、南加賀区（加賀市山中地区）。亜高

山帯の草原が主な生育地であるが、まれに低標高地の岩場にも
見られる。

■危険要因　温暖化にともなう自然遷移。低地の自生地は道路開発。
■特記事項　生育地の一部は白山国立公園内にある。

（白井伸和）

■選定理由　生育地が高山草原に限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）

■分　　布　白山高地区

■危険要因　温暖化にともなう、自然遷移。

■特記事項　生育地は白山国立公園内にある。

（白井伸和）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

��白井伸和

白井伸和

　白井伸和

フゲシザサ イネ科　

Sasa fugeshiensis Koidz.

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　本県が基準産地である。個体数が少ない。（現況：ＲＯ）

■分　　布　外浦区。

■危険要因　産地局限

■特記事項　�稈鞘には逆向きの細毛が密生するが、開出する長毛はなく、葉
裏は無毛とされるもの。基準産地は輪島市石休場。

（白井伸和）

環境省カテゴリー 該当なし

　ISKW��白井伸和
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メガルカヤ イネ科　

Themeda triandra Forssk. var. japonica (Willd.) Makino

ミチノクエンゴサク ケシ科　

Corydalis orthoceras Siebold et Zucc.

オオレイジンソウ キンポウゲ科　

Aconitum iinumae Kadota 

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�丘陵地の乾いた草地、河川の堤防、海岸近くの草地などに生育
するが、県内の分布は局所的で、近年少なくなっている。分布
情報は過去の標本に基づくもので、今回の調査では確認情報は
得られなかった。（現況：Ｒ－）

■分　　布　�内浦区（穴水町古君）中能登区（志賀町甘田、羽咋市滝町、羽
咋市気多神社）、南加賀区（加賀市片山津、加賀市片野、加賀
市塩屋町)

■危険要因　草地開発、河川開発、海岸開発、自然遷移　　　�（白井伸和）

■選定理由　�県内全域に点在するが、個体数はごく稀で分布域からも重要である。（現
況：ＲＯ）

■分　　布　県内全域

■危険要因　�草地開発、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）

■選定理由　個体数はきわめて少なく、また生育地の南限にある。（現況：ＲＯ）

■分　　布　白山高地区の亜高山帯に分布し、湿り気のある草地に生育する。

■危険要因　自然遷移、森林伐採

（髙木政喜）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

　小野ふみゑ

　本多郁夫

��本多郁夫

イチリンソウ キンポウゲ科　

Anemone nikoensis Maxim.

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　石川県では現存個体数が少ない。（現況：Ｒ0）

■分　　布　�県内のヤブツバキクラス域上限のウラジロガシ林やブナクラス
域の山地に広く分布する。比較的湿り気があり、光の当たる林
縁などに生育する。

■危険要因　森林伐採、園芸採取、踏みつけ。

（髙木政喜）

環境省カテゴリー 該当なし

　本多郁夫
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アズマイチゲ キンポウゲ科　

Anemone raddeana Regel

キケンショウマ キンポウゲ科　

Cimicifuga japonica (Thunb.) Spreng. var. peltata (Makino) H.Hara

ハンショウヅル キンポウゲ科　

Clematis japonica Thunb.var. japonica

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�県内では個体数が少なく、生育地も限られている。ブナクラス
域の標徴種で貴重である。（現況：ＲＯ）

■分　　布　�主に南加賀区、加賀中央区、口能登区、外浦区のブナクラス域に
分布する。

■危険要因　森林伐採、園芸採取、道路工事、踏みつけ、自然遷移。

（髙木政喜）

■選定理由　石川県ではきわめて稀産である。（現況：Ｒ0）

■分　　布　南加賀区のブナクラス域に分布する。

■危険要因　道路工事、園芸採取、自然遷移、産地局限

■特記事項　長野県南西部から滋賀県に分布するオオバショウマの変種。

（髙木政喜）

■選定理由　�石川県では稀に生育するつる性木本植物で貴重である。（現況：Ｒ0）

■分　　布　�本州と九州のおもに温帯に分布するが、石川県では加賀中央区、南加賀
区に分布する。

■危険要因　森林伐採

■特記事項　�トリガタハンショウヅルと区別がつきにくいが、苞は花柄の中ほどに着
く。

（髙木政喜）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

　林　二良

　林　二良

　本多郁夫

アズマシロカネソウ キンポウゲ科　

Dichocarpum nipponicum (Franch.) W.T.Wang et P.K.Hsiao var. nipponicum

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　石川県では生育地及び個体数が減少傾向にある。（現況：Ｒ0）

■分　　布　�南加賀区、加賀中央区のヤブツバキクラス域からブナクラス域下限に分布
する。能登半島にも稀に見られる。

■危険要因　森林伐採、道路工事、園芸採取、自然遷移

（髙木政喜）

環境省カテゴリー 該当なし

　本多郁夫



準
絶
滅
危
惧

321

フッキソウ ツゲ科　

Pachysandra terminalis Siebold et Zucc.

ヤシャビシャク スグリ科　

Ribes ambiguum Maxim.

フキユキノシタ ユキノシタ科　

Saxifraga japonica H.Boissieu

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�よく植栽されているが、自生種の分布は限られている。（現
況：RO）

■分　　布　南加賀区、加賀中央区

■危険要因　森林伐採、動物食害、園芸採取、道路工事、その他

（濱野一郎）

■選定理由　�日本産のスグリ属で唯一樹上に着生する種で、石川県では分布
域がごく限られ、また個体数も少ない。（現況：ＲＯ）

■分　　布　南加賀区

■危険要因　森林伐採、河川開発、自然遷移、産地局限

（中野真理子）

■選定理由　�石川県での生育はきわめて稀であり、また分布域からも貴重で
ある。（現況：ＲＯ）

■分　　布　南加賀区

■危険要因　産地局限、自然遷移

（中野真理子）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 該当なし

　本多郁夫

　白井伸和

　白井伸和

ツメレンゲ ベンケイソウ科　

Orostachys japonica (Maxim.) A.Berger

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�石川県では個体数がごく少なく、分布からも貴重である。（現況：ＲＯ）

■分　　布　南加賀区

■危険要因　河川開発、道路工事、園芸採取、ダム建設、産地局限

（中野真理子）

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

　本多郁夫
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ヒメレンゲ ベンケイソウ科　

Sedum subtile Miq.

ノウゴウイチゴ バラ科　

Fragaria iinumae Makino

カラフトダイコンソウ バラ科　

Geum macrophyllum Willd. var. sachalinense (Koidz.) H.Hara

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�現存個体数は少なく、分布からも貴重である。（現況：ＲＯ）

■分　　布　南加賀区

■危険要因　�森林伐採、河川開発、園芸採取、道路工事、自然遷移、産地局
限

（中野真理子）

■選定理由　�県内における生育地が白山山系の亜高山帯から高山帯に限られ
ている。（現況：Ｒ０）

■分　　布　加賀中央区、南加賀区、白山高地区
■危険要因　踏みつけ、産地局限
■特記事項　白山国立公園指定植物

（小野ふみゑ）

■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）
■分　　布　加賀中央区、南加賀区、白山高地区
■危険要因　踏みつけ、自然遷移、産地局限
■特記事項　�ダイコンソウとの区別が難しいため、見逃されている可能性がある。

（小野ふみゑ）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

林　二良

　白井伸和

　白井伸和

ハマナス バラ科　

Rosa rugosa Thunb.

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　海岸開発、盗掘などによる減少が懸念される。（現況：Ｒ０）

■分　　布　白山高地区を除く県内各地の海岸に分布する。

■危険要因　海岸開発、土地造成、園芸採取、自然遷移、帰化競合

■特記事項　�かほく市、白山市、能美市、内灘町指定天然記念物に指定され、群落の
保護・保全が試みられている。除草や施肥が定期的に行われているとこ
ろもあり、管理の行き過ぎが懸念される。

（小野ふみゑ）

環境省カテゴリー 該当なし

　濱野一郎
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カラハナソウ アサ科　

Humulus lupulus L.var. cordifolius (Miq.) Maxim. ex Franch. et Sav.

コミヤマミズ イラクサ科　

Pilea notata C.H.Wright

ナラガシワ ブナ科　

Quercus aliena Blume

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�個体数が少ない。また、全国的な分布からも重要である。　
（現況：ＲＯ）

■分　　布　�国内では北海道・本州中部以北に分布するが、県内では南加賀区
以北のヤブツバキクラス～ブナクラス域にかけて分布している。

■危険要因　森林伐採、草地開発、道路工事
■特記事項　本種はホップの変種である。

（髙木政喜）

■選定理由　�個体数はきわめて少なく、石川県は分布の北限域にあたる。
（現況：ＲＯ）

■分　　布　�本州（近畿以西）～九州に分布するが、石川県では南加賀区、
中能登区のヤブツバキクラス域の上限域に分布する。

■危険要因　森林伐採、海岸開発、自然遷移

（髙木政喜）

■選定理由　�県内のヤブツバキクラス域に広く点在するが、個体数は少な
い。（現況：ＲＯ）

■分　　布　�スダジイ群団域全体に広く分布するが、舳倉島、七ツ島には分
布しない。上限が200ｍ以下の低地に生育する。

■危険要因　土地造成、道路工事、管理放棄

（髙木政喜）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

　林　二良

　鳥畠昭信

　本多郁夫

ウメバチソウ ニシキギ科　

Parnassia palustris L. var. palustris.

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�石川県では現存個体数が少なく、生育域が限られている。（現
況：RO）

■分　　布　加賀中央区、南加賀区、白山高地区

■危険要因　�森林伐採、園芸採取、道路工事、ダム建設、自然遷移、産地極
限

（中野真理子）

環境省カテゴリー 該当なし

　林　二良
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タカトウダイ トウダイグサ科　

Euphorbia lasiocaula Boiss.

アナマスミレ スミレ科　

Viola mandshurica W.Becker var. crassa Tatew.

ミツバフウロ フウロソウ科　

Geranium wilfordii Maxim.

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�県内各地に分布するが、その生育地は限られている。（現況：Ｒ０）

■分　　布　舳倉島・七ツ島植物小区系および外浦地域を除く県内各地に分布する。

■危険要因　森林伐採、池沼開発、河川開発、海岸開発

（小野ふみゑ）

■選定理由　�砂丘地という限られた環境に生育し、分布が限られている。　
（現況：RO）

■分　　布　外浦区、加賀南部

■危険要因　産地局限、海岸開発

（濱野一郎）

■選定理由　県内における生育域が限られている。（現況：Ｒ０）

■分　　布　加賀中央区、南加賀区

■危険要因　自然遷移、その他（林道工事）

（小野ふみゑ）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

　本多郁夫

　本多郁夫

　白井伸和

ミズマツバ ミソハギ科　

Rotala mexicana Cham. et Schltdl.

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　生育環境が維持されにくい。（現況：R0）

■分　　布　外浦区、内浦区、中能登区、加賀中央区、南加賀区

■危険要因　農薬汚染、土地造成、管理放棄、自然遷移

（濱野一郎）

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類�

　濱野一郎
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ウスゲチョウジタデ アカバナ科　

Ludwigia epilobioides Maxim. subsp. greatrexii (H.Hara) P.H.Raven

ミツデカエデ ムクロジ科　

Acer cissifolium (Siebold et Zucc.) K.Koch

ナニワズ ジンチョウゲ科　

Daphne jezoensis Maxim.

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：
R+）

■分　　布　加賀中央区、�南加賀区；本州、（関東以西）、九州、琉球
■危険要因　産地局限、農薬汚染、土地造成
■特記事項　水田や湿地に生育。

（濱野一郎）

■選定理由　県内各地に分布するが、個体数は少ない。（現況：Ｒ０）

■分　　布　�舳倉島・七ツ島植物小区系および白山高地区を除く県内各地の
山地に分布する。上限は800ｍを越えない。

■危険要因　森林伐採、河川開発、道路工事、管理放棄、自然遷移

（小野ふみゑ）

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

■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�
■危険要因　�森林伐採、土地造成、道路工事、園芸採取、動物食害、自然遷

移、管理放棄、産地局限
■特記事項　夏には落葉する。

（濱野一郎）

環境省カテゴリー 準絶滅危惧�

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

　小野ふみゑ

　林　二良

　本多郁夫

カラスシキミ ジンチョウゲ科　

Daphne miyabeana Makino

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：
RO）

■分　　布　口能登区・加賀中央区、南加賀区

■危険要因　園芸採取、道路工事、自然遷移、産地局限

（濱野一郎）

環境省カテゴリー 該当なし

白井伸和、花：本多郁夫
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ガンピ ジンチョウゲ科　

Diplomorpha sikokiana (Franch. et Sav.) Honda

ナンバンハコベ ナデシコ科　

Silene baccifera (L.) Roth var. japonica (Miq.) H.Ohashi et H.Nakai

オオヤマハコベ ナデシコ科　

Stellaria monosperma Buch.-Ham. ex D.Don var. japonica Maxim.

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：
RO）

■分　　布　南加賀区
■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　本県が北限。

（濱野一郎）

■選定理由　石川県では個体数が少なく、貴重である。（現況：Ｒ0）

■分　　布　�南加賀区、口能登区、外浦区など県内全域のヤブツバキクラス
域の林縁に点在するが、ブナクラス域の下限域に出現すること
もある。

■危険要因　河川開発、管理放棄、自然遷移、産地局限

（髙木政喜）

■選定理由　�石川県では現存個体数がきわめて少なく、分布域が限られてい
る。（現況：Ｒ0）

■分　　布　南加賀区のブナクラス域から白山高地区の亜高山帯に分布する。

■危険要因　踏みつけ、自然遷移

（髙木政喜）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

　古場田良次

　林　二良

　米山競一

タマアジサイ アジサイ科　

Hydrangea involucrata Siebold

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�石川県では個体数が少なく、生育からも貴重である。（現況：
ＲＯ）

■分　　布　南加賀区

■危険要因　森林伐採、園芸採取、道路工事、自然遷移

（中野真理子）

環境省カテゴリー 該当なし

　本多郁夫
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カラタチバナ サクラソウ科　

Ardisia crispa (Thunb.) A.DC.

クサレダマ サクラソウ科　

Lysimachia vulgaris L. var. davurica (Ledeb.) R.Knuth

ハクサンコザクラ サクラソウ科　

Primula cuneifolia Ledeb. var. hakusanensis (Franch.) Makino

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�ほぼ県下のヤブツバキクラス域全域に分布するが、個体数は必
ずしも多くなく、園芸採取によって滅びた自生地もある。（現
況：Ｒ０）

■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

■危険要因　�森林伐採、土地造成、河川開発、園芸採取、踏みつけ、管理放
棄、自然遷移、草刈り、産地局限

（本多郁夫）

■選定理由　県内での生育地が限られている。（現況：Ｒ０）

■分　　布　外浦区、内浦区、中能登区、南加賀区

■危険要因　�湿地開発、池沼開発、土地造成、道路工事、園芸採取、管理放
棄、自然遷移

（本多郁夫）

■選定理由　県内での生育地が限られている。（現況：Ｒ０）

■分　　布　白山高地区

■危険要因　園芸採取、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

林　二良

　白井伸和

本多郁夫

アセビ ツツジ科　

Pieris japonica (Thunb.) D.Don ex G.Don  subsp. japonica

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　県内での生育地が限られている。（現況：Ｒ０）

■分　　布　南加賀区

■危険要因　森林伐採、道路工事、園芸採取、産地局限

（本多郁夫）

環境省カテゴリー 該当なし

　本多郁夫
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シャシャンボ ツツジ科　

Vaccinium bracteatum Thunb.

ヒメウスノキ ツツジ科　

Vaccinium yatabei Makino

エゾリンドウ リンドウ科　

Gentiana triflora Pall. var. japonica (Kusn.) H.Hara

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�県内での生育地が限られている。日本海側の北限産地である。
（現況：Ｒ０）

■分　　布　内浦区、中能登区、口能登区

■危険要因　森林伐採、土地造成、道路工事、園芸採取

（本多郁夫）

■選定理由　県内での生育地が限られている。（現況：Ｒ０）

■分　　布　南加賀区、白山高地区

■危険要因　産地局限

（本多郁夫）

■選定理由　県内における生育地が限られている。（現況：Ｒ０）

■分　　布　中能登区、加賀中央区、南加賀区

■危険要因　�森林伐採、池沼開発、湿地開発、土地造成、スキー場、道路工
事、園芸採取、管理放棄、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

　濱野一郎

　白井伸和

　白井伸和

センブリ リンドウ科　

Swertia japonica (Schult.) Makino

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　県内での生育地が少ない。（現況：Ｖ－）

■分　　布　中能登区、加賀中央区、南加賀区���������

■危険要因　園芸採取、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

環境省カテゴリー 該当なし

　本多郁夫
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テングノコヅチ リンドウ科　

Tripterospermum japonicum (Siebold et Zucc.) Maxim. var. involubile (N.Yonez.) J.Murata

コイケマ キョウチクトウ科　

Cynanchum wilfordii (Maxim.) Hook.f.

オニルリソウ ムラサキ科　

Cynoglossum asperrimum Nakai

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�県内における生育地が、白山の一部に限られている。（現況：
Ｒ０）

■分　　布　白山高地区

■危険要因　産地局限

（本多郁夫）

■選定理由　生育地が点在し、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

■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

■危険要因　池沼開発、産地局限

（本多郁夫）

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

■分　　布　加賀中央区、南加賀区

■危険要因　�森林伐採、河川開発、草地開発、土地造成、道路工事、踏みつ
け、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

白井伸和

　米山競一

　林　二良

タチカメバソウ ムラサキ科　

Trigonotis guilielmii (A.Gray) A.Gray ex Guerke

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　県内での生育地が限られている。（現況:Ｒ０）

■分　　布　南加賀区

■危険要因　自然遷移

（本多郁夫）

環境省カテゴリー 該当なし

　本多郁夫
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ハシリドコロ ナス科　

Scopolia japonica Maxim.

オオマルバノホロシ ナス科　

Solanum megacarpum Koidz.

アワゴケ オオバコ科　

Callitriche japonica Engelm. ex Hegelm.

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　県内での生育地が限られている。（現況：Ｒ０）

■分　　布　加賀中央区、南加賀区

■危険要因　園芸採取、薬用採取

（本多郁夫）

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

■分　　布　口能登区、加賀中央区、南加賀区

■危険要因　自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

■選定理由　生育地が限られており、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

■分　　布　中能登区、加賀中央区、南加賀区

■危険要因　自然遷移

（本多郁夫）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

　本多郁夫

本多郁夫

ISKW��小野ふみゑ

キクモ オオバコ科　

Limnophila sessiliflora (Vahl) Blume

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�かつては水田雑草として普通に見られたが、現在では減少して
いる。（現況：Ｖ－）

■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
■危険要因　�池沼開発、海岸開発、土地造成、道路工事、水質汚濁、農薬汚

染、管理放棄、自然遷移、土地改良、その他（溝掃除）
（本多郁夫）

環境省カテゴリー 該当なし

　白井伸和
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トウオオバコ オオバコ科　

Plantago japonica Franch. et Sav.

エゾヒナノウスツボ ゴマノハグサ科　

Scrophularia alata A.Gray

ヤブムラサキ シソ科　

Callicarpa mollis Siebold et Zucc.

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　生育地が点在し、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

■分　　布　舳倉島・七ツ島植物小区系、外浦区、中能登区、口能登区、南加賀区

■危険要因　海岸開発、河川開発、道路工事、踏みつけ、自然遷移

（本多郁夫）

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

■分　　布　外浦区、内浦区、中能登区、口能登区の海沿いの地

■危険要因　海岸開発、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

■選定理由　�生育地が限られており、個体数も少なく、日本海側の北限でも
ある。（現況：Ｒ０）

■分　　布　外浦区、内浦区、中能登区、南加賀区

■危険要因　森林伐採、道路工事、管理放棄、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

　本多郁夫

本多郁夫

林　二良

ヒメナミキ シソ科　

Scutellaria dependens Maxim.

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

■分　　布　外浦区、内浦区、中能登区

■危険要因　河川開発、湿地開発、土地造成、道路工事、管理放棄、自然遷移

（本多郁夫）

環境省カテゴリー 該当なし

林　二良
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オニシオガマ ハマウツボ科　

Pedicularis nipponica Makino

イヌタヌキモ タヌキモ科　

Utricularia australis R.Br.

オクノフウリンウメモドキ モチノキ科　

Ilex geniculata Maxim. var. glabra Okuyama

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�国内における南限の産地であり、加賀地方の深山に少数個体が生育。（現
況：Ｒ０）

■分　　布　加賀中央区、白山高地区

■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）

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

■分　　布　内浦区、中能登区、口能登区、加賀中央区、南加賀区

■危険要因　池沼開発、水質汚濁、自然遷移、土地造成、池沼の改修・補修

■特記事項　�近縁のタヌキモとの識別が困難で、しばしば混同されている。越冬芽は
褐色。従来、石川県植物誌（1997）等でタヌキモとして報告されたも
のは、ほとんどがイヌタヌキモと考えられる。タヌキモの越冬芽は緑色
である。能登町指定天然記念物。　　　　　　　　　　　�����（本多郁夫）

■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）

■分　　布　�口能登区、加賀中央区、南加賀区。邑知潟低地帯を越えて北側
には分布しない。

■危険要因　森林伐採、河川開発、海岸開発、道路工事、自然遷移、産地局限

（小野ふみゑ）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 該当なし

　本多郁夫

　本多郁夫

　林　二良

ミヤマウメモドキ モチノキ科　

Ilex nipponica Makino

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�県内各地に分布するが、生育地である湿地の開発や遷移の進行
による減少が懸念される。（現況：Ｒ０）

■分　　布　�舳倉島・七ツ島植物小区系および白山高地区を除く県内各地の
低湿地に分布し、上限が標高200ｍを越えない。

■危険要因　�森林伐採、池沼開発、湿地開発、土地造成、道路工事、園芸採
取、自然遷移

（小野ふみゑ）

環境省カテゴリー 該当なし

　本多郁夫
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センダングサ キク科　

Bidens biternata (Lour.) Merr. et Sherff

ノッポロガンクビソウ キク科　

Carpesium divaricatum Siebold et Zucc. var. matsuei (Tatew. et Kitam.) Kitam.

リュウノウギク キク科　

Chrysanthemum makinoi Matsum. et Nakai.

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�生育地が比較的少なく、草刈りなどで失われやすい。（現況：
Ｒ０）

■分　　布　口能登区、加賀中央区、南加賀区

■危険要因　土地造成、管理放棄、自然遷移、その他（草刈り）

（本多郁夫）

■選定理由　�生育地が比較的少なく、草刈りなどで失われやすい。（現況：
Ｒ０）。

■分　　布　加賀中央区、南加賀区

■危険要因　土地造成、管理放棄、自然遷移、その他（草刈り）

（本多郁夫）

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

■分　　布　�南加賀区。小松市（一部）・加賀市に自生地があるが、ほとんどは白山麓
の岩場である。

■危険要因　森林伐採、道路工事、園芸採取、自然遷移

（本多郁夫）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

ISKW��小野ふみゑ

ISKW��小野ふみゑ

本多郁夫

イワギク キク科　

Chrysanthemum zawadskii Herbich

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

■分　　布　南加賀区

■危険要因　道路工事、園芸採取

■特記事項　�白山白川郷ホワイトロード沿いでは、道路工事によって、生育
適地が得られ、所によっては、増加している。

（本多郁夫）

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

�本多郁夫
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オニアザミ キク科　

Cirsium borealinipponense Kitam.

タカサブロウ キク科　

Eclipta thermalis Bunge

タイミンガサ キク科　

Parasenecio peltifolius (Makino) H.Koyama

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　生育地が限られ、個体数が少ない。（現況：Ｒ０）

■分　　布　外浦区

■危険要因　河川開発、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

■選定理由　�生育地が比較的少なく、草刈りなどで失われやすい。（現況：
Ｖ２－）。

■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

■危険要因　自然遷移、帰化競合

（本多郁夫）

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

■分　　布　加賀中央区、南加賀区

■危険要因　森林伐採、その他（崖崩れ）

（本多郁夫）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

　林　二良

本多郁夫

ISKW��本多郁夫

ホクロクトウヒレン キク科　

Saussurea nipponica Miq. subsp. nipponica var. hokurokuensis (Kitam.) Ohwi

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）

■分　　布　外浦区、中能登区

■危険要因　自然遷移、産地局限

■特記事項　北陸地方にのみ生育。

（本多郁夫）

環境省カテゴリー 該当なし

　白井伸和
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タムラソウ キク科　

Serratula coronata L. subsp. insularis (Iljin) Kitam.

コツクバネウツギ スイカズラ科　

Abelia serrata Siebold et Zucc.

アラゲヒョウタンボク スイカズラ科　

Lonicera strophiophora Franch.

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

■分　　布　中能登区、加賀中央区、南加賀区

■危険要因　�森林伐採、湿地開発、土地造成、道路工事、農薬汚染、園芸採
取、踏みつけ、管理放棄、自然遷移

（本多郁夫）

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

■分　　布　南加賀区

■危険要因　森林伐採、池沼開発、道路工事、自然遷移、産地局限

（本多郁夫）

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ０）

■分　　布　外浦区

■危険要因　森林伐採、管理放棄、自然遷移、その他（崖崩れ）

（本多郁夫）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

　林　二良

　小野ふみゑ

古場田良次

オミナエシ スイカズラ科　

Patrinia scabiosifolia Fisch. ex Trevir.

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ－）

■分　　布　内浦区、中能登区、口能登区、南加賀区

■危険要因　�森林伐採、草地開発、土地造成、道路工事、踏みつけ、園芸採
取、管理放棄、自然遷移

（本多郁夫）

環境省カテゴリー 該当なし

本多郁夫
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ハクサンサイコ セリ科　

Bupleurum nipponicum Koso-Pol.

ミヤマゼンゴ セリ科　

Coelopleurum multisectum (Maxim.) Kitag.

セリモドキ　 セリ科　

Dystaenia ibukiensis (Y.Yabe) Kitag.

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：RO）
■分　　布　白山高山区、南加賀区
■危険要因　自然遷移、管理放棄、道路工事、産地局限
■特記事項　�生育地は白山国立公園内である。白山国立公園指定植物。本県が西南限。

（濱野一郎）

■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）

■分　　布　白山高山区

■危険要因　産地局限

■特記事項　本県が西南限。

（濱野一郎）

■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）

■分　　布　外浦区、中能登区、加賀中央区、南加賀区

■危険要因　道路工事、海岸開発、自然遷移、産地局限

（濱野一郎）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

　白井伸和

　白井伸和

　白井伸和

ハマボウフウ セリ科　

Glehnia littoralis F.Schmidt ex Miq.

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�近年の海岸開発により生育地が急速に失われつつある。（現
況：RO）

■分　　布　外浦区、内浦区、口能登区、加賀中央区、南加賀区

■危険要因　海岸開発、踏みつけ、その他（食物採取）

（濱野一郎）

環境省カテゴリー 該当なし

　本多郁夫
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ヒロハナライシダ オシダ科　

Arachniodes sinomiqueliana (Ching) Ohwi

ミヤマクマワラビ オシダ科　

Dryopteris polylepis (Franch. et Sav.) C.Chr.

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

■選定理由　低地の林内、林縁にあって生育適地が狭い。（現況：　　）

■分　　布　南加賀区

■危険要因　自然遷移、産地局限

(米山競一)

■選定理由　亜高山帯林内、林縁にあって生育適地が狭い。（現況：　　）

■分　　布　白山高地区

■危険要因　自然遷移、産地局限

（米山競一）

環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠＢ類

環境省カテゴリー 該当なし

ミヤマハナワラビ ハナヤスリ科　

Botrychium lanceolatum (S.G.Gmel.) Angstr.

ホウライシダ イノモトソウ科　

Adiantum capillus-veneris L.

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

■選定理由　高山帯にあって生育適地が狭い。（現況：　　）

■分　　布　白山高地区

■危険要因　自然遷移、産地局限

(米山競一）

■選定理由　希産種である。近年側溝の改修によって消滅したが、新産地の情報なし。（現況：　　）

■分　　布　加賀中央区

■危険要因　道路工事、その他（石垣の改修など）

(米山競一）

環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠＡ類

環境省カテゴリー 該当なし
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カタイノデ オシダ科　

Polystichum makinoi (Tagawa) Tagawa

カラマツ マツ科　

Larix kaempferi (Lamb.) Carriere

イヌマキ イヌマキ科　

Podocarpus macrophyllus (Thunb.) Sweet  f. spontaneus H.Ohba et S.Akiyama

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

■選定理由　分布地がごく稀で個体数が少ない。（現況：　　）
■分　　布　内浦区
■危険要因　森林伐採、動物食害、産地局限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 (米山競一）

■選定理由　文献にあるが、自生地が特定できない。（現況：　　）

■分　　布　白山高地区

■危険要因　自然災害

■特記事項　自生地は旧別山道とあり、白山国立公園特別保護地区内にある。

(米山競一）

■選定理由　産地が局限され、逸出の実生との区別が困難。検討が必要である。（現況：　　）

■分　　布　加賀中央区、南加賀区

■危険要因　森林伐採、その他（美化作業、景観整備）

(米山競一）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

ヒメコウホネ スイレン科　

Nuphar subintegerrimum (Casp.) Makino

石川県カテゴリー 情報不足 環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類
■選定理由　県内では確認情報が得られていない。
■形　　態　	抽水葉はコウホネより小型で円みを帯び、長さと幅の比は1.2～1.7程度。沈水葉は抽水葉と同形でコウホネのように細

長くならない。花は径2.5～４cmでコウホネより小型。
■分　　布　東海地方
■危険要因　池沼開発、河川開発、園芸採取。
■特記事項　	環境省レッドリスト掲載の「ヒメコウホネ」は、関西型ヒメコウホネと仮称されてきたサイコクヒメコウホネを含んだ植

物群の総称と考えられる。本県に狭義のヒメコウホネが分布するのか調査が必要である。文献：角野康郎．1994．日本
水草図鑑．文一総合出版，角野康郎．2014．日本の水草．文一総合出版，志賀隆．2015．スイレン科．Ⅰn：改訂新
版日本の野生植物，Ⅰ，46-48．平凡社．

（中野真理子）
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ミチノクサイシン ウマノスズクサ科　

Asarum fauriei Franch.

ミヤマアオイ ウマノスズクサ科　

Asarum fauriei Franch. var. nakaianum (F.Maek.) Ohwi ex T.Sugaw. 

ホクリクアオウキクサ サトイモ科　

Lemna aoukikusa Beppu et Murata subsp. hokurikuensis Beppu et Murata

ハナゼキショウ チシマゼキショウ科　

Tofieldia nuda Maxim.var. nuda

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

■選定理由　	確認情報が少なく、分類学的検討が必要である。（現況：　）
■形　　態　	葉身は小型で広卵形または腎円形。萼筒は小さい鐘形で、萼口は狭くなる。花柱は6個で直立し、先は細

長く角状に伸びてしばしば萼口より突出する。
■分　　布　本州（東北地方、新潟県北部）
■危険要因　不明
■特記事項　	花柱の細長く伸びた角状突起物（長さ2.5mm以上）が本種の特徴である。文献：菅原敬・東馬哲雄．

2015．ウマノスズクサ科．Ⅰn　大橋広好ほか（編）．改訂新版日本の野生植物，１，57-70．平凡社．
（中野真理子）

■選定理由　確認情報が少なく、分類学的検討が必要である。（現況：　）
■分　　布　本州（中部地方）
■危険要因　不明
■特記事項　	2倍体と3倍体があり、葉質や花の形はきわめて多型で、地域によって微妙に異なる。文献：菅原敬・東馬

哲雄（2015）ウマノスズクサ科．Ⅰn　大橋広好ほか（編）．改訂新版日本の野生植物，１，57-70．平
凡社．

（中野真理子）

■選定理由　	本亜種がアオウキクサから区別できるかどうかについて、今のところ確信ある多数意見が存在していない
ため。（現況：　）

■分　　布　不明

■危険要因　不明

（古池　博）

■選定理由　石川県では産地がきわめて限定されている。（現況：　	）
■分　　布　本州（関東以西）、九州、県内の自生については確実な証拠がない。
■危険要因　園芸採取、自然遷移、その他（崖崩れなどの地表変動）
■特記事項　	いしかわレッドデータブック〈植物編〉改訂版（2010）では、本種は絶滅危惧Ⅰ類として記載されてい

る。しかし、今回の調査により、標本、現地調査とも確実な証拠が得られなかったので、カテゴリーを変
更した。引き続き、検討・精査をする必要がある。

（古池　博）

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし
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トリゲモ トチカガミ科　

Najas minor All.

カワツルモ カワツルモ科　

Ruppia maritima L.

ヤマユリ ユリ科　

Lilium auratum Lindl.

ヤマホトトギス ユリ科　

Tricyrtis macropoda Miq.

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

■選定理由　従来も比較的稀な植物であったが、近年、減少して不明。（現況：　）

■分　　布　近年は中能登区、加賀中央区、南加賀区に分布。

■危険要因　池沼開発、河川開発（河川改修）

（古池　博）

■選定理由　従来もきわめて稀な植物であるが、現在見当たらない。（現況：　）
■分　　布　	角野康郎（1994）の分布図によると、能登半島内浦に分布していることになっているが、その後、確認

されていない。
■危険要因　不明
■特記事項　角野康郎.1994.	日本水草図鑑.	179．

(古池　博）

■選定理由　本県では産地がきわめて限られ、小さな個体群であるとともに、減少傾向にある。（現況：　　）
■分　　布　	東北から近畿にかけては普通であるが、北海道、北陸・中国地方、四国、九州、琉球には自然分布せず、

もし、あれば栽培品の野生化であるとする説がある。事実としては、北陸、四国、九州からも報告があ
る。日本特産の植物である。県内では、口能登区（石動山）のみに産し、自然分布か、栽培品の自生化か
について議論がある。

■危険要因　産地局限、園芸採取、管理放棄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(古池　博)

■選定理由　1980年代まで内浦区、南加賀区、白山高地区に自生の記録があるが、近年、報告がない。（現況：　）

■分　　布　現状では不明。

■危険要因　自然遷移

（古池　博）

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし
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マヤラン ラン科　

Cymbidium macrorhizon Lindl.

ダイサギソウ ラン科　　

Habenaria dentata (Sw.) Schltr.

ヨウラクラン ラン科　

Oberonia japonica (Maxim.) Makino

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

■選定理由　	極めて稀産の植物で、1989年版レッドデータブックに記載があるがその後確認されていない。　　　
（現況：　　）

■分　　布　不明
■危険要因　園芸採取、自然遷移
■特記事項　	すでに絶滅している可能性が大きいが、カテゴリー「野生絶滅」に該当することを判断するに足る年数が

経過していない。
(古池　博）

■選定理由　従来の記録があるので、現状では確認できないが一応記載しておく。（現況：　）

■分　　布　不明

■危険要因　不明

(古池　博）

■選定理由　	石川県ではきわめて稀産の植物である。近年の調査では現地報告がない。現存していれば、日本海側の北
限である。（現況：　）

■分　　布　分布記録は、内浦区～中能登区。

■危険要因　不明

(古池　博）

環境省カテゴリー 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

タカネサギソウ ラン科　

Platanthera mandarinorum Rchb.f. subsp.maximowicziana (Schltr.) K.Inoue

石川県カテゴリー 情報不足

■選定理由　	本種の県内での自生については蓋然性があるが、現在のところ、自生の確実な証拠が十分でない。（現
況：　　）

■分　　布　不明

■危険要因　不明

（古池　博）

環境省カテゴリー 該当なし
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ミヤマチドリ ラン科　

Platanthera takedae Makino subsp.takedae

アマドコロ キジカクシ科　

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce var. pluriflorum (Miq.) Ohwi

オカスズメノヒエ イグサ科　

Luzula pallidula  Kirschner

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

■選定理由　県内（白山）では、現在のところ、典型的なものが見つからない。（現況：　　）

■分　　布　国内では本州中部。

■危険要因　不明

■特記事項　従来、白山でミヤマチドリと呼ばれていたのは、Platanthera	takedae	Makino（広義）の種名である。
(古池　博）

■選定理由　	本種は従来、本県では少数だが普通に自生すると見られていたが、今回、見当たらないことが判明した。
今後、精査を要する。（現況：　）

■分　　布　不明

■危険要因　不明

（古池　博）

■選定理由　本種が県内に産することは記録があるが、その他の事項については現状では不明。（現況：　）

■分　　布　	国内では、北海道、本州、四国、九州、千島。さらにサハリン、カムチャツカ、シベリア、ヨーロッパ、
北アメリカにいたる。

■危険要因　

（古池　博）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

チャシバスゲ カヤツリグサ科　

Carex caryophyllea Latour. subsp. microtricha (Franch.)T.Koyama

石川県カテゴリー 情報不足

■選定理由　少数の古い標本記録があるのみ。（現況：　　）

■分　　布　口能登区（かほく市七塚町）、加賀中央区（金沢市戸室山、白山市瀬波）

■危険要因　草地開発（海岸草原の開発）、管理放棄（放牧地）

(白井伸和）

環境省カテゴリー 該当なし
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イソアオスゲ カヤツリグサ科　

Carex meridiana (Akiyama) Akiyama

ハマスゲ カヤツリグサ科　

Cyperus rotundus L.

エゾヌカボ イネ科　

Agrostis scabra Willd.

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

■選定理由　県内では近年確認されたもので、県内の分布状況については詳細不明。（現況：　　）

■分　　布　中能登区（能登島）、海岸の岩場に生育する。

■危険要因　海岸開発、その他（海面上昇に伴う波浪浸食）

■特記事項　文献：勝山輝男.1993．日本産アオスゲ類の再検討．神奈川県立博物館研究報告（22）:53－67．

（白井伸和）

■選定理由　	県内では古くより、海浜地にまれに見られる種である。近年、市街地の周辺の路傍などで、同種が散見されるようにな
り、新たに入ってきた外来の系統である可能性がある。今回、絶滅危惧種とすべきものかどうかの判断に十分な情報は得
られなかった。（現況：　　）

■分　　布　外浦区、内浦区、中能登区、加賀中央区、南加賀区
■危険要因　海岸開発など。
■特記事項　	世界的に熱帯～亜熱帯を中心に温帯まで広がっている代表的な農耕地の雑草のひとつで、日本には古い時代に入ったとも

される。文献：竹松哲夫・一前宣正.	1997.	世界の雑草Ⅲ．全国農村教育協会．東京．
（白井伸和）

■選定理由　	県内では白山山系にわずかに確認されていたのみであるが、近年各地に散見されるようになった。　　
（現況：　　）

■分　　布　北海道、本州（中部以北）。県内では従来、白山山系（白山市岩間、蛇谷上流）で確認されている。
■危険要因　自然遷移、産地局限
■特記事項　	種としては北半球に広く分布しているもので、近年になって見られるようになったものは、生育状況から

外来の系統である可能性が高い。県内の従来の確認箇所も、砂防工事用道路および白山白川郷ホワイト
ロード（白山スーパー林道）沿いにあり、本来の自生ではない可能性もある。

（白井伸和）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

キタメヒシバ イネ科　

Digitaria ischaemum (Schreb.) Schreb. ex Muhl.

石川県カテゴリー 情報不足

■選定理由　生育地が限られ個体数も少ないと思われるが、確認情報が少なく現状不明である。（現況：　　）
■分　　布　加賀中央区、南加賀区
■危険要因　海岸開発、産地局限
■特記事項　	小穂の長さが2.4～2.6mmとアキメヒシバよりかなり大きいものが加賀地方の海岸の砂浜で採集されている。長田

（1989）の線画に描かれている鳥取県浜坂砂丘産のキタメヒシバが、生育環境からすると本県産のものと関連性がある
のではないかと推測されるが、詳細な検討が必要である。文献：長田武正.1989．日本イネ科植物図譜．平凡社．東京．

（白井伸和）

環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠＢ類
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オオタチカモジ イネ科　

Elymus × mayebaranus (Honda) S.L.Chen

チイサンウシノケグサ イネ科　

Festuca ovina L. var. chiisanensis Ohwi

カラフトドジョウツナギ イネ科　

Glyceria lithuanica (Gorski) Lindm.

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

■選定理由　確認情報が少なく、実際に生育地も少ないと考えられる。（現況：　　）
■分　　布　加賀中央区、南加賀区の休耕田などの水湿地から見出されているが、情報が少なく詳細な分布は不明。
■危険要因　湿地開発、自然遷移。カモジグサとの交雑の進行。
■特記事項　	ミズタカモジとカモジグサの中間的な形態をもち、山間部の水田わきや渓畔などの湿った草地に生える。カモジグサとの

区別が難しい個体もある。なお、ミズタカモジは県内では見つかっていない。文献：大井次三郎．阪本寧男.1964．ミ
ズタカモジの分類と生態．植物分類地理，34（9）:13-18．

(白井伸和）

■選定理由　生育地がごくわずかで、個体数も少ない。（現況：　　）
■形　　態　	葉身は柔らかくＶ字に折れ、向軸側に溝ができる（乾くと縁が巻き込ん

で断面は多角形になる）。護穎の先端の芒は1.5～２mm、葯は１mm前
後。

■国内分布　本州（長野県上松、白山）、四国（剣山）
■県内分布　白山高地区。三ノ峰（福井県境付近）にごくわずかに分布するのみ。
■生態など　多年草
■生育環境　亜高山帯の風衝地の岩隙に生育。
■危険要因　産地局限

■選定理由　確認情報がほとんどなく、分布の現状が不明である。（現況：　　）
■分　　布　白山高地区
■危険要因　産地局限
■特記事項　	三ノ峰で採集されている。文献：寒蝉義一・渡辺定路.1966．福井県の植物分布．福井県教育研究会理科部会．，橋本光

政・里見信生.1973．白山の植物目録（三）．金沢大学理学部付属植物園年報		4：15－28．，渡辺定路.	2003		改訂増
補		福井県植物誌．福井新聞社．福井市．

（白井伸和）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 該当なし

■特記事項　	旧版のいしかわレッドデータブック〈植物編〉（2000）ではタカネウ
シノケグサの一型として扱ったが、福井県（三ノ峰）のチイサンウシ
ノケグサの記録が、その命名者である大井次三郎氏の標本同定による
ものであることから、これと同一の個体群と考え、今回は名称を改め
た。タイプ産地は韓国の智異山で、原記載では稈の上部に軟	毛がある
ことになっているが、白山の個体群ではほとんど平滑で無毛であるな
ど、検討の余地が残されている。なお、本来のタカネウシノケグサ	var.	
tateyamensisは、中部山岳の高山帯の風衝砂礫地にあり、これと同じ
ものは白山にはみられない。文献：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．,	大井次三郎.	1953.	日本植物
誌．，大井次三郎（北川政夫改訂）.1983.新日本植物誌顕花編．，渡辺定
路.2003.改訂増補福井県植物誌.	福井新聞社.	福井市

（白井伸和）

アワガエリ イネ科　

Phleum paniculatum Huds.

石川県カテゴリー 情報不足

■選定理由　1957年に採集された標本がある。（現況：　　）

■分　　布　口能登区（宝達山）

■危険要因　産地局限

（白井伸和）

環境省カテゴリー 該当なし
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ハネガヤ イネ科　

Stipa pekinensis Hance

サンリンソウ キンポウゲ科　

Anemone stolonifera Maxim.

シラネアオイ キンポウゲ科　

Glaucidium palmatum Siebod et Zucc.

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

■選定理由　1952年に採集された標本がある。（現況：　　）

■分　　布　口能登区（石動山）

■危険要因　産地局限

（白井伸和）

■選定理由　希少種で白山三ノ峰のみに調査記録があるが、他の山地についての調査が行われていない。（現況：　　）

■分　　布　	南加賀植物小区系の白山高地区に分布し、隣県の福井県、富山県にも分布する。北陸地方以外では北海
道、本州の中部地方以北に分布する。

■危険要因　自然遷移による絶滅が考えられる。

（髙木政喜）

■選定理由　代表的な日本海要素の植物であるが、本県ではその個体数がごく少なく、十分調査が行われていない。　
　　　　　（現況：　　）

■分　　布　	白山高地区。近隣の富山県に分布する。全国的には北海道（日高以西）及び本州中部地方以北に生育す
る。

■危険要因　園芸採取、自然遷移など。

（髙木政喜）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

チダケサシ ユキノシタ科　

Astilbe microphylla Knoll

石川県カテゴリー 情報不足

■選定理由　確認情報が少なく、実際に生育地も少ないと考えられる。（現況：　）
■分　　布　中能登区、外浦区
■危険要因　不明
■特記事項　小牧（1987）は、本種を本来の自生でないとしている。
■参考文献　奥山雄大．2016．ユキノシタ科．Ⅰn		改訂新版日本の野生植物，2，197-214．平凡社．
　　　　　		小牧旌（1987）加賀能登の植物図譜．加賀能登の植物図譜刊行会．

（中野真理子）

環境省カテゴリー 該当なし
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タチネコノメソウ ユキノシタ科　

Chrysosplenium tosaense (Makino) Makino ex Suto

チチッパベンケイ ベンケイソウ科　

Hylotelephium sordidum (Maxim.) H.Ohba

モメンヅル マメ科　

Astragalus reflexistipulus Miq.

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

■選定理由　確認情報が少ない。（現況：　）

■分　　布　南加賀区

■危険要因　河川開発、自然遷移、産地局限

■特記事項　くずれやすい岩上に生育。

（中野真理子）

■選定理由　確認情報が少ない。（現況：　）

■分　　布　南加賀区

■危険要因　道路工事、自然遷移、産地局限

■特記事項　トチノキ、ブナに着生。

（中野真理子）

■選定理由�　1997年版石川県植生誌の石川県植物目録に記載があるが、標本の確認ができず、近年の情報がない。　
　（現況：　）

■分　　布　現状不明。隣接県では、富山県は絶滅危惧Ⅱ類に指定している。福井県には分布しない。

■危険要因　不明

（小野ふみゑ）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

クサフジ マメ科　

Vicia cracca L.

石川県カテゴリー 情報不足

■選定理由　古い標本と文献情報はあるが、近年の情報がなく現状不明である。　（現況：　）

■分　　布　口能登区、南加賀区。隣接県では、福井県に分布する。

■危険要因　不明

■特記事項　しばしば帰化種のナヨクサフジと見誤られるので注意が必要である。

（小野ふみゑ）

環境省カテゴリー 該当なし
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ミツモトソウ バラ科　

Potentilla cryptotaeniae Maxim.

カジノキ クワ科

Broussonetia papyrifera (L.) LHer. ex Vent.

ミヤマミズ イラクサ科　

Pilea angulata (Blume) Blume subsp. petiolaris (Siebold et Zucc.) C.J.Chen 

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

■選定理由　文献情報および目撃情報はあるが、標本の確認ができず、県内分布の実態は不明である。（現況：　）

■分　　布　		南加賀区とされているが、現状は不明。隣接県では、富山県は情報不足となっている。福井県に分布す
る。

■危険要因　不明

（小野ふみゑ）

■選定理由　古くから紙の原料として栽培されていた種で県内での現存個体数はきわめて少ない。（現況：　　）

■分　　布　	加賀中央区、口能登区、中能登区、内浦区などのヤブツバキクラス域上限域の400ｍを越え、600ｍ以
下の丘陵地、山地に分布する。

■危険要因　森林伐採、土地造成、道路工事

（髙木政喜）

■選定理由　能登半島に分布するが、個体数は少なく、県内全域における分布が明らかになっていない。（現況：　　）

■分　　布　外浦地区、中能登区に分布している。富山県に分布していない。

■危険要因　自然遷移、道路工事等が考えられる。

■特記事項　石川県植生誌（1997）に掲載されている。

（髙木政喜）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

ヒョウノセンカタバミ カタバミ科　

Oxalis acetosella L. var. longicapsula Terao

石川県カテゴリー 情報不足

■選定理由　同定の困難さもあって確認情報がほとんど無く、分布の現状が不明である。（現況：　）

■分　　布　現状不明。隣接県では、福井県に分布する。

■危険要因　不明

■特記事項　	1980～1990年代にかけて、エゾミヤマカタバミとして報告された標本が数枚あるが、蒴果の形と大き
さを見ないとヒョウノセンカタバミとの判別ができず、今後の情報収集が必要である。

（小野ふみゑ）

環境省カテゴリー 該当なし
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キツネヤナギ ヤナギ科　

Salix vulpina Andersson subsp. vulpina

アゼオトギリ オトギリソウ科

Hypericum oliganthum Franch. et Sav.

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

■選定理由　加賀の山地と文献に掲載されているが、現在の生育状況や分布が不明であるので調査が必要である。　　
　　　　　（現況：　　）

■分　　布　南加賀区の山地、隣県の富山県に分布するが、福井県に見られない。

■特記事項　石川県植生誌（1997）や加賀能登の植物図譜（1987）に掲載されている。

（髙木政喜）

■選定理由　確認情報が少ない。（現況：　）

■分　　布　中能登区、口能登区、加賀中央区、南加賀区

■危険要因　道路工事

（中野真理子）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠＢ類

タチフウロ フウロソウ科　

Geranium krameri Franch. et Sav.

石川県カテゴリー 情報不足

■選定理由　	いしかわレッドデータブック＜植物編＞2010には準絶滅危惧として記載されているが、文献情報のみで
標本の確認ができず、県内分布の実態は不明である。（現況：　）

■分　　布　現状不明。隣接県では、福井県には分布しない。

■危険要因　不明

（小野ふみゑ）

環境省カテゴリー 該当なし

ヒメキカシグサ ミソハギ科　

Rotala elatinomorpha Makino

石川県カテゴリー 情報不足

■選定理由　県内における生育地が限られている。（現況：　　）

■分　　布　南加賀区

■危険要因　自然遷移

■特記事項　石川県植物誌（1997）に記録があるが現在、分布が確認されておらず情報不足とした。

（濱野一郎）

環境省カテゴリー 該当なし
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オニビシ ミソハギ科　

Trapa natans L.

ナンゴクミネカエデ ムクロジ科　

Acer australe (Momot.) Ohwi ex Momot.

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

■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:　　）

■分　　布　南加賀区

■危険要因　池沼開発、水質汚濁、管理放棄、自然遷移

■特記事項　石川県植物誌（1997）に記録があるが現在確認されていない。

（濱野一郎）	

■選定理由　同定の困難さもあって、県内の分布実態は不明である。　（現況：　）

■分　　布　現状不明。隣接県では、福井県に分布する。

■危険要因　不明

■特記事項　三ノ峰付近にそれと疑わしきものが見られるとの情報がある。

（小野ふみゑ）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

ヒナウチワカエデ ムクロジ科　

Acer tenuifolium (Koidz.) Koidz.

石川県カテゴリー 情報不足

■選定理由　		文献情報や標本はあるが、イロハカエデ節の他種と誤認されている恐れもあり、県内分布の実態は不明で
ある。（現況：　）

■分　　布　現状不明。隣接県では、富山県、福井県に分布する。

■危険要因　不明

■特記事項　標本の同定について再検討が必要である。

（小野ふみゑ）

環境省カテゴリー 該当なし

ミズタガラシ アブラナ科　

Cardamine lyrata Bunge

石川県カテゴリー 情報不足

■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と考えられる。（現況：　）

■分　　布　南加賀区、口能登区、加賀中央区

■危険要因　海岸開発、土地造成、踏みつけ、自然遷移

（中野真理子）

環境省カテゴリー 該当なし
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ナガバノウナギツカミ タデ科　

Persicaria hastatosagittata (Makino) Nakai

ネバリタデ タデ科 

Persicaria viscofera (Makino) H.Gross var. viscofera

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

■選定理由　生育地が限られ、その個体数もわずかか、不明である。（現況：　　）

■分　　布　本州（関東以西）～南西諸島に分布するが、石川県では加賀中央区、南加賀区。

■危険要因　池沼開発、土地造成、自然遷移

（髙木政喜）

■選定理由　石川県植物誌に記載されているが、現在の生育状況が不明であるので調査が必要である。

■分　　布　県内では内浦地区、外浦地区に分布し、隣県の富山県、福井県にも生育する。

■危険要因　土地造成、道路工事などが考えられる。

■特記事項　	石川県植物誌（1983）、石川県植生誌（1997）、加賀能登の植物図譜（1987）に掲載されている。

（髙木政喜）

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 該当なし

コギシギシ タデ科　

Rumex dentatus L. subsp. klotzschianus (Meisn.) Rech.f.

石川県カテゴリー 情報不足

■選定理由　石川県では極めてまれに産する。現状では情報が少ない。（現況：Ｒ0）

■分　　布　本州の関東以西から九州に分布するが、県内では南加賀区、中能登区のヤブツバキクラス域。

■危険要因　土地造成、道路工事

（髙木政喜）

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

ノミノツヅリ ナデシコ科　

Arenaria serpyllifolia L. var. serpyllifolia

石川県カテゴリー 情報不足

■選定理由　	陽の当たる路傍などの平地に生育していたが、近年、急速に見られなくなり、再調査が必要である。（現
況：　　）

■分　　布　県内全域に分布している。隣県の富山県、福井県にも分布する。

■危険要因　土地造成、道路工事などが考えられる。

（髙木政喜）

環境省カテゴリー 該当なし
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タカネツメクサ ナデシコ科　

Minuarctica arctica (Steven ex Ser.) Graebn.var. hondoensis Ohwi

コバノイチヤクソウ ツツジ科　

Pyrola alpina Andres

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

■選定理由　現在の生育状況や分布が全く不明で確認されていない。（現況：　　）

■分　　布　隣県の富山県に分布するが、福井県には見られない。

■危険要因　自然遷移が考えられる。

■特記事項　石川県植生誌(1997)に掲載。

（髙木政喜）

■選定理由　現在、生育状況が知られていない。（現況：　）

■分　　布　不明

■危険要因　不明

（本多郁夫）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

コメツツジ ツツジ科　

Rhododendron tschonoskii Maxim. subsp. tschonoskii var. tschonoskii 

石川県カテゴリー 情報不足

■選定理由　本州では主に太平洋側に分布するが、ときに日本海側にも見られる。（現況：　）

■分　　布　白山高地区

■危険要因　不明

■特記事項　何点かの標本はあるが、オオコメツツジの貧弱なものである可能性があるので今後の研究を要する。

（本多郁夫）

環境省カテゴリー 該当なし

フナバラソウ キョウチクトウ科　

Vincetoxicum atratum (Bunge) C.Morren et Decne.

石川県カテゴリー 情報不足

■選定理由　はっきりした自生地が確認されていない。（現況：　）

■分　　布　南加賀区

■危険要因　不明

（本多郁夫）

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類
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デワノトネリコ モクセイ科　

Fraxinus japonica Blume ex K.Koch var. stenocarpa (Koidz.) Ohwi

ミヤマクルマバナ シソ科　

Clinopodium macranthum (Makino) H.Hara

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

■選定理由　	石川県樹木分布図集（1994）に分布図はあるが、証拠とされる標本の果実の形状が、特徴である「鋭
頭」とあわないので、今後の研究が必要である。（現況：　）

■分　　布　不明

■危険要因　不明

（本多郁夫）

■選定理由　	石川県植物誌（1983）や石川県植生誌（1997）に記述はあるが、最近数十年、新しい標本は得られて
いない。（現況：　）

■分　　布　不明

■危険要因　不明

（本多郁夫）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

ミズネコノオ シソ科　

Pogostemon stellatus (Lour.) Kuntze

石川県カテゴリー 情報不足

■選定理由　最近数十年、新しい標本は得られていない。（現況：　）

■分　　布　外浦区

■危険要因　不明

■特記事項　1975年に門前町で採集されているが、その後情報がない。栽培品であったかもしれない。

（本多郁夫）

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

ハイタムラソウ シソ科　

Salvia omerocalyx Hayata var. prostrata Satake

石川県カテゴリー 情報不足

■選定理由　生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：　）

■分　　布　南加賀区

■危険要因　河川開発、土地造成、道路工事

■特記事項　同定上の判断が一致していない。石川県植物誌（1983）に記録はあるが、同定が確定していない。

（本多郁夫）

環境省カテゴリー 該当なし
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タチコゴメグサ ハマウツボ科　

Euphrasia maximowiczii Wettst.

ホソバムカシヨモギ キク科　

Erigeron acer L. var. liniarifolius (Koidz.) Kitam.

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

■選定理由　加賀能登の植物図譜に記述はあるが、長年、確実な標本が得られていない。（現況：　）

■分　　布　不明

■危険要因　不明

（本多郁夫）

■選定理由　確実な生育状況が得られていない。（現況：　）

■分　　布　不明

■危険要因　不明

（本多郁夫）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

サケバヒヨドリ キク科　

Eupatorium laciniatum Kitam.

石川県カテゴリー 情報不足

■選定理由　	本種とされる若干の標本はあるが葉の裏面に多くの腺点が見られることから、ヒヨドリバナの誤同定と考
えられる。（現況：　）

■分　　布　不明

■危険要因　不明

（本多郁夫）

環境省カテゴリー 該当なし

タカネニガナ キク科　

Ixeridium alpicola (Takeda) J.H.Pak et Kawano

石川県カテゴリー 情報不足

■選定理由　石川県植物誌（1983）に記述はあるが、同定が難しく確実な生育情報が得られていない。（現況：　）

■分　　布　白山高地区

■危険要因　不明

（本多郁夫）

環境省カテゴリー 該当なし
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メタカラコウ キク科　

Ligularia stenocephala (Maxim.) Matsum. et Koidz.

ハクサンカニコウモリ キク科　

Parasenecio  × cuneatus (Honda) H.Koyama

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

■選定理由　同定が難しく確実な生育情報がない。（現況：　）
■分　　布　白山高地区
■生態など　多年草、花期は６～９月。
■危険要因　自然遷移、産地局限、その他（交雑）
■特記事項　純粋なメタカラコウは県内に産しないとの考えもある。

（本多郁夫）

■選定理由　確実な生育情報が得られていない。（現況：　　）
■分　　布　不明
■危険要因　不明
■特記事項　	白山国立公園ガイドブック（環境省）	www.env.go.jp/park/hakusan/data/data/20130402ac.pdf

（閲覧日：2020年2月17日）において「オオカニコウモリとオオバコウモリとの雑種（間種）とされ
る」との記述はあるが実態が良く分からない。

（本多郁夫）

環境省カテゴリー 該当なし

環境省カテゴリー 該当なし

アキノハハコグサ キク科　

Pseudognaphalium hypoleucum (DC.) Hilliard et B.L.Burtt

石川県カテゴリー 情報不足

■選定理由　1974年の加賀中央区での記録があるが、その後、確認情報がない。（現況：　）

■分　　布　加賀中央区

■危険要因　不明

（本多郁夫）

環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠＢ類

ミシマサイコ セリ科　

Bupleurum stenophyllum (Nakai) Kitag.

石川県カテゴリー 情報不足

■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：　　）

■分　　布　1971年に七尾市徳田で採集された後、情報が得られていない。

■危険要因　産地局限

■特記事項　標本は栽培品のみ。

（濱野一郎）

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類
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ヤマゼリ セリ科　

Ostericum sieboldii (Miq.) Nakai

石川県カテゴリー 情報不足

■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：　　）

■分　　布　石川植物誌（1983）に山地少ないと記録あり。

■危険要因　不明　

■特記事項　県内の標本もなく、県内での分布の有無が判断できない。

（濱野一郎）

環境省カテゴリー 該当なし
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２　絶滅のおそれのある地域個体群
　ここで取り上げるカテゴリーは、石川県において、植物地理学上、絶滅のおそれのある地域個体群である。
植物地理的に孤立しているだけではなく、当面する気候変動等の影響に特に脆弱な地域の、自生植物（狭義：
帰化植物・国内帰化等を含まない、ingenious）の全分類群である。
環境省レッドリストカテゴリー（2019）付属資料の「絶滅のおそれのある地域個体群」の①にほぼ該当す

るが、厳密に言えば、やや広義となっている。同「絶滅のおそれのある地域個体群」の②に該当するものは、
維管束植物については、本県には存在しない。
白山山系の亜高山帯・高山帯の植物分類群（表 6）と舳倉島・七ツ島の植物分類群（表 7）の、それぞれ

主要なものを挙げた。また、石川県のレッドデータブック記載種総括表（いしかわレッドリスト〈植物編〉
2020）に掲げた種類については、再掲していない。
　なお、表 6、表 7の作成は、それぞれの地域の植物相調査に豊かな経験を有する調査員が担当した。
　総論の（5）絶滅のおそれのある地域的個体群を、あわせて参照いただきたい。

　　（1）白山山系の亜高山帯・高山帯の植物個体群
　白山山系の亜高山帯以上を基本的な生活域とする維管束植物の種類（種内個体群を含む）から、「石川県
の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック 2020〈植物編〉」（表４　石川県のレッドデー

タブック〈植物編〉記載種総括表（石川県植物レッドリスト 2020）に、すでに掲載された種類を除外して
記載したリストを「表 6　白山山系の亜高山帯・高山帯の主要な植物リスト（表４ 記載の植物種を除く）」

として掲げた。
　表 4に記載した植物種を再掲しないのは、統計上の措置であって、たとえば、白山に分布するホテイアツ
モリの個体群は、事実としては、当然、「白山山系の絶滅のおそれのある地域個体群」の一つである。

凡　例
１　学名・和名は当該地域の植物相調査の例による。
２　�白山山系の亜高山帯・高山帯（石川県、標高約 1,600 ｍ以上）に分布の中心を持つ植物種（種内分類群
を含む）。

３　�表 4 に掲げる植物種（維管束植物）以外の、白山山系の亜高山帯・高山帯（標高約 1,600 ｍ以上）にお
ける絶滅のおそれのある植物種（地域個体群）である。

表６　白山山系の亜高山帯・高山帯の主要な植物リスト（表４の記載の植物種を除く）
　　　絶滅のおそれのある地域個体群
�������������������������������������������
　　　　　学　　　　　名 和　　　名
PTERIDOPHYTA　　　シダ植物

Lycopodium�annotinum�L ｽｷﾞｶｽﾞﾗ�（ﾀｶﾈｽｷﾞｶｽﾞﾗ）
Lycopodium�clavatum�L.��var.�asiaticum�Ching ｴｿﾞﾋｶｹﾞﾉｶｽﾞﾗ
Lycopodium�nikoense�(Franch.�et�Sav.)�Franch.�et�Sav.�ex�Nakaike ﾀｶﾈﾋｶｹﾞﾉｶｽﾞﾗ
Botrychium�multifidum�(Gmel.)�Rupr.�var.�multifidum ﾔﾏﾊﾅﾜﾗﾋﾞ
Blechnum�castaneum�Makino ﾐﾔﾏｼｼｶﾞｼﾗ
Athyrium�distentifolium�Tausch�ex�Opiz ｵｸﾔﾏﾜﾗﾋﾞ
Athyrium�melanolepis�(Franch.�et�Sav.)�H.Christ ﾐﾔﾏﾒｼﾀﾞ
Athyrium�neglectum�Seriz.��subsp.�neglectum ｺｼﾉｻﾄﾒｼﾀﾞ
Deparia�pterorachis�(H.Christ)�M.Kato ｵｵﾒｼﾀﾞ
Thelypteris�phegopteris�(L.)�Sloss.�ex�Rydb. ﾐﾔﾏﾜﾗﾋﾞ
Thelypteris�quelpaertensis�(H.Christ)�Ching�var.�quelpaertensis ｵｵﾊﾞｼｮﾘﾏ
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　　　　　学　　　　　名 和　　　名
Arachniodes�mutica�(Franch.�et�Sav.)�Ohwi ｼﾉﾌﾞｶｸﾞﾏ
Dryopteris�expansa�(C.Presl)�Fraser-Jenk.�et�Jermy ｼﾗﾈﾜﾗﾋﾞ
Polystichum�microchlamys�(H.Christ)�Matsum.��var.�azumiense�Seriz. ｱｽﾞﾐｲﾉﾃﾞ
Polystichum�microchlamys�(H.Christ)�Matsum.��var.�microchlamys ｶﾗｸｻｲﾉﾃﾞ（ｷﾀﾉｶﾗｸｻｲﾉﾃﾞ）

　GYMNOSPERMAE　　　裸子植物

Abies�mariesii�Masters ｵｵｼﾗﾋﾞｿ
Pinus�pumila�(Pall.)�Regel ﾊｲﾏﾂ
Tsuga�diversifolia�(Maxim.)�Masters ｺﾒﾂｶﾞ
Juniperus�communis�L.�var.�hondoensis�(Satake)�Satake�ex�Sugim. ﾎﾝﾄﾞﾐﾔﾏﾈｽﾞ

ANGIOSPERMAE　　　被子植物

　MONOCOTYLEDONEAE　　　単子葉植物

Arisaema�amurense�Maxim.�subsp.�robustum�(Engler)�Ohashi�et�J.�Murata ﾋﾛﾊﾃﾝﾅﾝｼｮｳ
Lysichiton�camtschatcense�(L.)�Schott ﾐｽﾞﾊﾞｼｮｳ
Triantha�japonica�(Miq.)�Baker ｲﾜｼｮｳﾌﾞ
Aletris�foliata�(Maxim.)�Bureau�et�Franch. ﾈﾊﾞﾘﾉｷﾞﾗﾝ
Narthecium�asiaticum�Maxim. ｷﾝｺｳｶ
Paris�verticillata�M.Bieb. ｸﾙﾏﾊﾞﾂｸﾊﾞﾈｿｳ
Veratrum�oxysepalum�Turcz.var.�maximum�(Nakai)�Hir.�Takah. ﾊﾞｲｹｲｿｳ�（ｵｵﾊﾞｲｹｲｿｳ）
Veratrum�maackii�Regel�var.�longibracteatum�(Takeda)�H.Hara ﾀｶﾈｱｵﾔｷﾞｿｳ
Veratrum�nipponicum�Nakai ｺｼｼﾞﾊﾞｲｹｲｿｳ
Veratrum�stamineum�Maxim. ｺﾊﾞｲｹｲｿｳ�（ｳﾗｹﾞｺﾊﾞｲｹｲ）
Clintonia�udensis�Trautv.�et�C.A.Mey. ﾂﾊﾞﾒｵﾓﾄ
Fritillaria�camschatcensis�(L.)�Ker�Gawl.�var.�keisukei�Makino ｸﾛﾕﾘ�（ﾐﾔﾏｸﾛﾕﾘ）
Lilium�medeoloides�A.Gray�var.�medeoloides ｸﾙﾏﾕﾘ
Streptopus�amplexifolius�(L.)�DC.�var.�papillatus�Ohwi ｵｵﾊﾞﾀｹｼﾏﾗﾝ
Streptopus�streptopoides�(Ledeb.)�Frye�et�Rigg�subsp.�japonicus�(Maxim.)�Utech�
et�Kawano��

ﾀｹｼﾏﾗﾝ

Tricyrtis�latifolia�Maxim. ﾀﾏｶﾞﾜﾎﾄﾄｷﾞｽ
Neottia�cordata�(L.)�Rich.� ｺﾌﾀﾊﾞﾗﾝ�（ﾌﾀﾊﾞﾗﾝ）
Hemerocallis�dumortieri�C.Morren�var.�esculenta�(Koidz.)�Kitam.�ex��
��� M.Matsuoka�et�M.Hotta

ﾆｯｺｳｷｽｹﾞ

Maianthemum�viridiflorum�(Nakai)�H.Li ﾔﾏﾄﾕｷｻﾞｻ
Maianthemum�yesoense�(Franch.�et�Sav.)�LaFrankie ﾋﾛﾊﾕｷｻﾞｻ
Juncus�filiformis�L.�� ｴｿﾞﾎｿｲ
Luzula�multiflora�(Ehrh.)�Lejeune ﾔﾏｽｽﾞﾒﾉﾋｴ
Carex�alterniflora�Franch.�var.�fulva�Ohwi ｷｲﾄｽｹﾞ
Carex�aphyllopus�Kuk. ﾀﾃﾔﾏｽｹﾞ
Carex�blepharicarpa�Franch.�var.�dueensis(Meinsh.)Akiyama ﾀｶﾈｼｮｳｼﾞｮｳｽｹﾞ
Carex�hakkodensis�Franch. ｲﾄｷﾝｽｹﾞ
Carex�hakonensis�Franch.�et�Sav. ｺﾊﾘｽｹﾞ
Carex�jacens�C.B.Clarke ﾊｶﾞｸﾚｽｹﾞ
Carex�oxyandra�(Franch.�et�Sav.)�Kudo ﾋﾒｽｹﾞ（ﾅｶﾞﾐﾋﾒｽｹﾞ）
Carex�parciflora�Boott�var.�vaniotii�(H.Lev.)�Ohwi ﾅｶﾞﾎﾞﾉｺｼﾞｭｽﾞｽｹﾞ
Carex�pyrenaica�Wahlenb. ｷﾝｽｹﾞ
Carex�semihyalofructa�Tak.Shimizu ﾕｷｸﾞﾆﾊﾘｽｹﾞ
Carex�stenantha�Franch.�et�Sav.�var.�stenantha ｲﾜｽｹﾞ
Agrostis�flaccida�Hack. ﾐﾔﾏﾇｶﾎﾞ
Agrostis�tateyamensis�Tateoka ﾀﾃﾔﾏﾇｶﾎﾞ
Anthoxanthum�horsfieldii�(Kunth�ex�Benn.)�Mez�ex�Reeder�var.�japonicum�
����(Maxim.)�Veldkamp

ﾀｶﾈｺｳﾎﾞｳ

Calamagrostis�longiseta�Hack.�var.�longearistata�(Takeda)�Ohwi ｵｵﾋｹﾞｶﾞﾘﾔｽ
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　　　　　学　　　　　名 和　　　名
Calamagrostis�longiseta�Hack.�var.�longiseta ﾋｹﾞﾉｶﾞﾘﾔｽ
Calamagrostis�purpurea�(Trin.)�Trin.�subsp.�langsdorfii�(Link)�Tzvelev ｲﾜﾉｶﾞﾘﾔｽ
Calamagrostis�sachalinensis�F.Schmidt ﾀｶﾈﾉｶﾞﾘﾔｽ
Deschampsia�cespitosa�(L.)�P.Beauv.�var.�festucifolia�Honda ﾋﾛﾊﾉｺﾒｽｽｷ
Deschampsia�flexuosa�(L.)�Trin. ｺﾒｽｽｷ
Glyceria�alnasteretum�Kom ﾐﾔﾏﾄﾞｼﾞｮｳﾂﾅｷﾞ
Trisetum�sibiricum�Rupr. ﾁｼﾏｶﾆﾂﾘ

EUDICOTILEDONEAE　　　真正双子葉植物

Aconitum×�hakusanense�Nakai ﾊｸｻﾝﾄﾘｶﾌﾞﾄ
Aconitum�zigzag�H.Lev.�et�Vaniot�subsp.�ryohakuense�Kadota ﾘｮｳﾊｸﾄﾘｶﾌﾞﾄ
Anemone�debilis�Fisch.�ex�Turcz. ﾋﾒｲﾁｹﾞ
Caltha�palustris�L.�var.�nipponica�H.Hara ﾘｭｳｷﾝｶ
Coptis�trifolia�(L.)�Salisb. ﾐﾂﾊﾞｵｳﾚﾝ
Coptis�trifoliolata�(Makino)�Makino ﾐﾂﾊﾞﾉﾊﾞｲｶｵｳﾚﾝ
Ranunculus�acris�L.�var.�nipponicus�H.Hara ﾐﾔﾏｷﾝﾎﾟｳｹﾞ
Thalictrum�aquilegiifolium�L.�var.�intermedium�Nakai ｶﾗﾏﾂｿｳ
Thalictrum�minus�L.�var.�kemense�(Fr.)�Trelease ｵｵｶﾗﾏﾂ
Thalictrum�tuberiferum�Maxim.�var.�tuberiferum ﾐﾔﾏｶﾗﾏﾂ
Trautvetteria�caroliniensis�(Walter)�Vail�var.�japonica�(Siebold�et�Zucc.)�T.Shimizu���� ﾓﾐｼﾞｶﾗﾏﾂ
Trollius�japonicus�Miq. ｼﾅﾉｷﾝﾊﾞｲ
Ribes�japonicum�Maxim. ｺﾏｶﾞﾀｹｽｸﾞﾘ
Astilbe�formosa�(Nakai)�Nakai ﾊﾅﾁﾀﾞｹｻｼ
Boykinia�lycoctonifolia�(Maxim.)�Engl. ｱﾗｼｸﾞｻ
Chrysosplenium�kamtschaticum�Fisch.�ex�Ser.�� ﾁｼﾏﾈｺﾉﾒ
Saxifraga�fortunei�Hook.f.�var.�alpina�(Matsum.�et�Nakai)�Nakai ﾐﾔﾏﾀﾞｲﾓﾝｼﾞｿｳ
Saxifraga�fusca�Maxim.�subsp.�kikubuki�(Ohwi)�Kitam. ｸﾛｸﾓｿｳ
Tiarella�polyphylla�D.Don ｽﾞﾀﾞﾔｸｼｭ
Sedum�japonicum�Siebold�ex�Miq.�subsp.�japonicum�var.�senanense�(Makino)�
���Makino

ﾐﾔﾏﾏﾝﾈﾝｸﾞｻ

Hedysarum�vicioides�Turcz.�subsp.�japonicum�(B.Fedtsch.)�B.H.Choi�et�H.Ohashi��
����var.�japonicum�(B.Fedtsch.)�B.H.Choi�et�H.Ohashi

ｲﾜｵｳｷﾞ

Cerasus�nipponica�(Matsum.)��Ohle�ex�H.Ohba�var.�nipponica ﾀｶﾈｻﾞｸﾗ
Filipendula�camtschatica�(Pall.)�Maxim. ｵﾆｼﾓﾂｹ
Filipendula�multijuga�Maxim.�var.�multijuga ｼﾓﾂｹｿｳ
Geum�calthifolium�Menzies�ex�Sm.�var.�nipponicum�(F.Bolle)�Ohwi ﾐﾔﾏﾀﾞｲｺﾝｿｳ
Potentilla�matsumurae�Th.Wolf�var.�matsumurae ﾐﾔﾏｷﾝﾊﾞｲ
Rubus�ikenoensis�H.Lev.�et�Vaniot ｺﾞﾖｳｲﾁｺﾞ
Rubus�vernus�Focke ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｲﾁｺﾞ
Sanguisorba�hakusanensis�Makino ｶﾗｲﾄｿｳ
Sieversia�pentapetala�(L.)�Greene ﾁﾝｸﾞﾙﾏ
Sorbus�matsumurana�(Makino)�Koehne ｳﾗｼﾞﾛﾅﾅｶﾏﾄﾞ
Sorbus�sambucifolia�(Cham.�et�Schltdl.)�M.Roem.�var.�sambucifolia ﾀｶﾈﾅﾅｶﾏﾄﾞ
Spiraea�japonica�L.f.�var.�japonica ｼﾓﾂｹ
Alnus�matsumurae�Callier ﾔﾊｽﾞﾊﾝﾉｷ
Alnus�viridis�(Chaix)�Lam.�et�DC.�subsp.�maximowiczii�(Callier)�D.Love ﾐﾔﾏﾊﾝﾉｷ
Betula�corylifolia�Regel�et�Maxim. ﾈｺｼﾃﾞ
Betula�ermanii�Cham.�var.�ermanii ﾀﾞｹｶﾝﾊﾞ
Euonymus�lanceolatus�Yatabe ﾑﾗｻｷﾏﾕﾐ
Euonymus�macropterus�Rupr. ﾋﾛﾊﾂﾘﾊﾞﾅ
Euonymus�tricarpus�Koidz. ｸﾛﾂﾘﾊﾞﾅ
Parnassia�palustris�L.�var.�tenuis�Wahlenb. ｺｳﾒﾊﾞﾁｿｳ
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　　　　　学　　　　　名 和　　　名
Oxalis�acetosella�L.�var.�acetosella ｺﾐﾔﾏｶﾀﾊﾞﾐ
Euphorbia�togakusensis�Hayata ﾊｸｻﾝﾀｲｹﾞｷ
Salix�reinii�Franch.�et�Sav.�ex�Seemen ﾐﾔﾏﾔﾅｷﾞ（ﾐﾈﾔﾅｷﾞ）
Viola�biflora�L.�var.�biflora ｷﾊﾞﾅﾉｺﾏﾉﾂﾒ
Viola�blandiformis�Nakai ｳｽﾊﾞｽﾐﾚ
Viola�brevistipulata�(Franch.�et�Sav.)�W.Becker�subsp.�brevistipulata�f.�acuminata�
���(Nakai)�S.Watan.

ﾐﾔﾏｷｽﾐﾚ

Viola�verecunda�A.Gray�var.�fibrillosa�(W.Becker)�Ohwi ﾐﾔﾏﾂﾎﾞｽﾐﾚ
Hypericum�senanense�Maxim.�subsp.�mutiloides�(R.Keller)�N.Robson ｲﾜｵﾄｷﾞﾘ
Hypericum�senanense�Maxim.�subsp.�senanense ｼﾅﾉｵﾄｷﾞﾘ
Geranium�yesoense�Franch.�et�Sav.�var.�nipponicum�Nakai ﾊｸｻﾝﾌｳﾛ
Circaea�alpina�L.�subsp.�alpina ﾐﾔﾏﾀﾆﾀﾃﾞ
Epilobium�anagallidifolium�Lam. ｱｼﾎﾞｿｱｶﾊﾞﾅ
Epilobium�fauriei�H.Lev. ﾋﾒｱｶﾊﾞﾅ
Acer�tschonoskii�Maxim.�var.�tschonoskii ﾐﾈｶｴﾃﾞ
Acer�ukurunduense�Trautv.�et�C.A.Mey. ｵｶﾞﾗﾊﾞﾅ
Arabidopsis�halleri�(L.)�OKane�et�Al-Shehbaz�subsp.�gemmifera�(Matsum.)�
���O'Kane�et�Al-Shehbaz�var.�senanensis�(Matsum.)�Yonek.

ﾊｸｻﾝﾊﾀｻﾞｵ

Arabidopsis�kamchatica�(DC.)�K.Shimizu�et�Kudoh�subsp.�kamchatica ﾐﾔﾏﾊﾀｻﾞｵ
Arabis�serrata�Franch.�et�Sav.�var.�japonica�(H.Boissieu)�Ohwi ｲﾜﾊﾀｻﾞｵ
Barbarea�orthoceras�Ledeb. ﾔﾏｶﾞﾗｼ
Cardamine�nipponica�Franch.�et�Sav. ﾐﾔﾏﾀﾈﾂｹﾊﾞﾅ
Aconogonon�weyrichii�(F.Schmidt)�H.Hara�var.�alpinum�(Maxim.)�H.Hara ｵﾝﾀﾃﾞ
Bistorta�officinalis�Delarbre ｲﾌﾞｷﾄﾗﾉｵ�（ｴｿﾞｲﾌﾞｷﾄﾗﾉｵ）
Bistorta�vivipara�(L.)�Delarbre ﾑｶｺﾞﾄﾗﾉｵ
Fallopia�japonica�(Houtt.)�Ronse�Decr.�var.�compacta�(Hook.f.)�J.P.Bailey ｵﾉｴｲﾀﾄﾞﾘ
Rumex�alpestris�Jacq.�subsp.�lapponicus�(Hiitonen)�Jalas ﾀｶﾈｽｲﾊﾞ
Dianthus�superbus�L.�var.�speciosus�Rchb. ﾀｶﾈﾅﾃﾞｼｺ
Stellaria�nipponica�Ohwi�var.�nipponica ｲﾜﾂﾒｸｻ
Cornus�canadensis�L. ｺﾞｾﾞﾝﾀﾁﾊﾞﾅ
Lysimachia�europaea�(L.)�U.Manns�et�Anderb.�var.�europaea ﾂﾏﾄﾘｿｳ
Schizocodon�soldanelloides�Siebold�et�Zucc.�var.�soldanelloides ｲﾜｶｶﾞﾐ�（ｺｲﾜｶｶﾞﾐ）
Actinidia�kolomikta�(Maxim.�et�Rupr.)�Maxim. ﾐﾔﾏﾏﾀﾀﾋﾞ
Arcterica�nana�(Maxim.)�Makino ｺﾒﾊﾞﾂｶﾞｻﾞｸﾗ
Elliottia�bracteata�(Maxim.)�Hook.f. ﾐﾔﾏﾎﾂﾂｼﾞ
Empetrum�nigrum�L.�var.�japonicum�K.Koch ｶﾞﾝｺｳﾗﾝ
Enkianthus�campanulatus�(Miq.)�G.Nicholson�var.�campanulatus ｻﾗｻﾄﾞｳﾀﾞﾝ
Eubotryoides�grayana�(Maxim.)�H.Hara�var.�hypoleuca�(Nakai)�H.Hara ｳﾗｼﾞﾛﾊﾅﾋﾘﾉｷ
Eubotryoides�grayana�(Maxim.)�H.Hara�var.�parvifolia�H.Hara ﾋﾒﾊﾅﾋﾘﾉｷ
Gaultheria�pyroloides�Hook.f.�et�Thomson�ex�Miq. ｼﾗﾀﾏﾉｷ
Menziesia�multiflora�Maxim.�var.multiflora ｳﾗｼﾞﾛﾖｳﾗｸ
Menziesia�pentandra�Maxim. ｺﾖｳﾗｸ
Phyllodoce�aleutica�(Spreng.)�A.Heller ｱｵﾉﾂｶﾞｻﾞｸﾗ
Phyllodoce�nipponica�Makino�subsp.�nipponica ﾂｶﾞｻﾞｸﾗ
Rhododendron�albrechtii�Maxim. ﾑﾗｻｷﾔｼｵﾂﾂｼﾞ
Rhododendron�brachycarpum�D.Don�ex�G.Don�var.�brachycarpum ﾊｸｻﾝｼｬｸﾅｹﾞ
Vaccinium�ovalifolium�Sm.�var.�ovalifolium ｸﾛｳｽｺﾞ
Vaccinium�uliginosum�L.�var.�japonicum�T.Yamaz. ｸﾛﾏﾒﾉｷ
Vaccinium�vitis-idaea�L. ｺｹﾓﾓ
Galium�kamtschaticum�Steller�ex�Roem.�et�Schult.�var.�acutifolium�H.Hara ｵｵﾊﾞﾉﾖﾂﾊﾞﾑｸﾞﾗ
Galium�kamtschaticum�Steller�ex�Roem.�et�Schult.�var.�kamtschaticum ｴｿﾞﾉﾖﾂﾊﾞﾑｸﾞﾗ
Galium�verum�L.�subsp.�asiaticum�(Nakai)�T.Yamaz. ｷﾊﾞﾅｶﾜﾗﾏﾂﾊﾞ
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　　　　　学　　　　　名 和　　　名
Gentiana�makinoi�Kusn. ｵﾔﾏﾘﾝﾄﾞｳ
Gentiana�nipponica�Maxim.�var.�nipponica ﾐﾔﾏﾘﾝﾄﾞｳ
Veronica�nipponica�Makino�ex�Furumi�var.�nipponica ﾋﾒｸﾜｶﾞﾀ
Veronica�schmidtiana�Regel�subsp.�senanensis�(Maxim.)�Kitam.�et�Murata�
��� f.�senanensis�(Maxim.)�T.Yamaz.

ﾐﾔﾏｸﾜｶﾞﾀ

Veronicastrum�japonicum�(Nakai)�T.Yamaz.�var.�japonicum ｸｶﾞｲｿｳ
Prunella�prunelliformis�(Maxim.)�Makino ﾀﾃﾔﾏｳﾂﾎﾞｸﾞｻ
Mimulus�sessilifolius�Maxim. ｵｵﾊﾞﾐｿﾞﾎｵｽﾞｷ
Euphrasia�insignis�Wettst.�subsp.�insignis�var.�insignis ﾐﾔﾏｺｺﾞﾒｸﾞｻ
Pedicularis�chamissonis�Steven�subsp.�japonica�(Miq.)�Ivanina ﾖﾂﾊﾞｼｵｶﾞﾏ
Pedicularis�resupinata�L.�subsp.�teucriifolia�(M.Bieb.�ex�Steven)�T.Yamaz.�
���var.�caespitosa�Koidz.

ﾄﾓｴｼｵｶﾞﾏ

Pedicularis�yezoensis�Maxim.�var.�yezoensis ｴｿﾞｼｵｶﾞﾏ
Ilex�rugosa�F.Schmidt�var.�stenophylla�(Koidz.)�Sugim. ﾂﾙﾂｹﾞ�（ﾎｿﾊﾞﾂﾙﾂｹﾞ）
Adenophora�nikoensis�Franch.�et�Sav.�var.�nikoensis ﾋﾒｼｬｼﾞﾝ�（ﾐﾔﾏｼｬｼﾞﾝ）
Adenophora�triphylla�(Thunb.)�A.DC.�var.�japonica�(Regel)�H.Hara�f.�violacea�
����(H.Hara)�T.Shimizu

ﾊｸｻﾝｼｬｼﾞﾝ

Campanula�lasiocarpa�Cham. ｲﾜｷﾞｷｮｳ
Nephrophyllidium�crista-galli�(Menzies�ex�Hook.)�Gilg�subsp.�japonicum�(Franch.)�
���Yonek.�et�H.Ohashi

ｲﾜｲﾁｮｳ

Anaphalis�margaritacea�(L.)�Benth.�et�Hook.f.�subsp.�margaritacea ﾔﾏﾊﾊｺ
Arnica�mallotopus�Makino ﾁｮｳｼﾞｷﾞｸ
Artemisia�monophylla�Kitam. ﾋﾄﾂﾊﾞﾖﾓｷﾞ
Artemisia�pedunculosa�Miq. ﾐﾔﾏｵﾄｺﾖﾓｷﾞ
Artemisia�unalaskensis�Rydb. ﾁｼﾏﾖﾓｷﾞ
Cirsium�hideo-takahashii�Kadota,�nom.�nud. ﾃﾏﾘﾌｼﾞｱｻﾞﾐ
Cirsium�norikurense�Nakai�var.�integrifolium�Kitam. ﾕｷｱｻﾞﾐ�（ﾏﾙﾊﾞﾉﾘｸﾗｱｻﾞﾐ）
Cirsium�otayae�Kitam. ﾀﾃﾔﾏｱｻﾞﾐ
Hieracium�japonicum�Franch.�et�Sav. ﾐﾔﾏｺｳｿﾞﾘﾅ
Ixeridium�dentatum�(Thunb.)�Tzvelev�subsp.�nipponicum�(Nakai)�Pak�et�Kawano�
���var.�albiflorum�(Makino)�Tzvelev

ﾊﾅﾆｶﾞﾅ（ｸﾓﾏﾆｶﾞﾅ）

Ixeris�stolonifera�A.Gray�var.�capillaris�(Nakai)�T.Shimizu ﾐﾔﾏｲﾜﾆｶﾞﾅ
Leontopodium�japonicum�Miq.�var.�japonicum ｳｽﾕｷｿｳ
Ligularia�dentata�(A.Gray)�H.Hara ﾏﾙﾊﾞﾀﾞｹﾌﾞｷ
Ligularia�fischeri�(Ledeb.)�Turcz. ｵﾀｶﾗｺｳ
Parasenecio�adenostyloides�(Franch.�et�Sav.�ex�Maxim.)�H.Koyama ｶﾆｺｳﾓﾘ
Parasenecio�hastatus�(L.)�H.Koyama�subsp.�orientalis�(Kitam.)�H.Koyama�var.��
���ramosus�(Maxim.)�H.Koyama

ｵｵﾊﾞｺｳﾓﾘ

Parasenecio�maximowiczianus�(Nakai�et�F.Maek.�ex�H.Hara)�H.Koyama�var.����
���maximowiczianus

ｺｳﾓﾘｿｳ

Picris�hieracioides�L.�subsp.�kamtschatica�(Ledeb.)�Hultén ｶﾝﾁｺｳｿﾞﾘﾅ（ﾀｶﾈｺｳｿﾞﾘﾅ）
Saussurea�sessiliflora�(Koidz.)�Kitam. ｸﾛﾄｳﾋﾚﾝ
Senecio�nemorensis�L. ｷｵﾝ
Solidago�virgaurea�L.�subsp.�leiocarpa�(Benth.)�Hulten�var.�leiocarpa ﾐﾔﾏｱｷﾉｷﾘﾝｿｳ
Taraxacum�alpicola�Kitam. ﾐﾔﾏﾀﾝﾎﾟﾎﾟ
Viburnum�urceolatum�Siebold�et�Zucc.�f.�procumbens�(Nakai)�H.Hara ﾐﾔﾏｼｸﾞﾚ
Lonicera�tschonoskii�Maxim. ｵｵﾋｮｳﾀﾝﾎﾞｸ
Patrinia�triloba�(Miq.)�Miq.�var.�triloba ﾊｸｻﾝｵﾐﾅｴｼ�（ｺｷﾝﾚｲｶ）
Scabiosa�japonica�Miq.�var.�alpina�(Takeda)�Takeda ﾀｶﾈﾏﾂﾑｼｿｳ
Oplopanax�japonicus�(Nakai)�Nakai�var.�japonicus ﾊﾘﾌﾞｷ
Angelica�acutiloba�(Siebold�et�Zucc.)�Kitag.�subsp.�iwatensis�(Kitag.)�Kitag. ﾐﾔﾏﾄｳｷ
Angelica�edulis�Miyabe�ex�Y.Yabe ｱﾏﾆｭｳ
Angelica�pubescens�Maxim.�var.�matsumurae�(Y.Yabe)�Ohwi ﾐﾔﾏｼｼｳﾄﾞ
Conioselinum�filicinum�(H.Woiff)�H.Hara ﾐﾔﾏｾﾝｷｭｳ
Heracleum�lanatum�Michx.�subsp.�lanatum ｵｵﾊﾅｳﾄﾞ
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　　　　　学　　　　　名 和　　　名
Libanotis�ugoensis�(Koidz.)�Kitag.�var.�alpicola�(Kitag.)�T.Yamaz.��
���f.�alpicola�(Kitag.)�T.Yamaz.

ﾀｶﾈｲﾌﾞｷﾎﾞｳﾌｳ

Peucedanum�multivittatum�Maxim. ﾊｸｻﾝﾎﾞｳﾌｳ
Pleurospermum�uralense�Hoffm. ｵｵｶｻﾓﾁ
Pternopetalum�tanakae�(Franch.�et�Sav.)�Hand.-Mazz.�� ｲﾜｾﾝﾄｳｿｳ
Tilingia�ajanensis�Regel�var.�ajanensis ｼﾗﾈﾆﾝｼﾞﾝ�（ﾎｿﾊﾞｼﾗﾈﾆﾝｼﾞﾝ）
Tilingia�holopetala�(Maxim.)�Kitag. ｲﾌﾞｷｾﾞﾘﾓﾄﾞｷ�（ｲﾌﾞｷｾﾞﾘ）

　　（２）舳倉島・七ツ島の植物個体群
　日本海の沖合に位置する島嶼である舳倉島・七ツ島に分布する自生種から、表 4に記載された植物種の再
掲を省略したリストを、「表７　舳倉島・七ツ島の主要な植物リスト（表４記載の植物種を 除く）」として
掲げた。
　表 4に記載した植物種を再掲しないのは、統計上の措置であって、たとえば舳倉島に分布するエゾツルキ
ンバイ個体群は事実としては、当然、「舳倉島・七ツ島の絶滅のおそれのある地域個体群」の一つである。

凡　例
１��学名・和名は当該地域の植物相調査の例による。
２��舳倉島・七ツ島の自生植物（種内分類群を含む）。
３��表４に掲げる植物種以外の、絶滅のおそれのある植物種（地域個体群）である。
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表 7　舳倉島・七ツ島の植物リスト
　   　絶滅のおそれのある地域個体群

　　　　　学　　　　　名 和　　　名
PTERIDOPHYTA　　　シダ植物

Equisetum�arvense�L. ｽｷﾞﾅ
Pteridiumaquilinum�(L.)�Kuhn�var.�japonicum�(Nakai)�A.�et�S.Love ﾜﾗﾋﾞ
Cyrtomium�falcatum�(L.f)�C.Presl ｵﾆﾔﾌﾞｿﾃﾂ
Polystichum�longifrons�Sa.�Kurata ｱｲｱｽｶｲﾉﾃﾞ

GYMNOSPERMAE　　　裸子植物

Pinus�thunbergii�Parl. ｸﾛﾏﾂ

ANGIOSPERMAE　　　被子植物

Houttuynia�cordata�Thunb. ﾄﾞｸﾀﾞﾐ
Machilus�thunbergii�Siebold.et�Zucc. ﾀﾌﾞﾉｷ
Neolitsea�sericea�(Blume)�Koidz.�var.�cericea� ｼﾛﾀﾞﾓ

MONOCOTYLEDONEAE　　　単子葉植物

Arisaema�thunbergii�Blume�subsp.�urashima�(H.Hara)�H.Ohashi�et�Murata ｳﾗｼﾏｿｳ
Lemna�aoukikusa�Beppu�et�Marata�subsp.�aoukikusa ｱｵｳｷｸｻ
Pinellia�ternata�(Thunb.)�Breitenb. ｶﾗｽﾋﾞｼｬｸ
Smilax�riparia�A.DC.�f.�sadoensis�(Honda)�T.Koyama�� ｻﾄﾞｼｵﾃﾞ
Lilium�lancifolium�Thunb. ｵﾆﾕﾘ
Allium�macrostemon�Bunge ﾉﾋﾞﾙ
Allium�schoenoprasum�L.�var.�foliosum�Refel ｱｻﾂｷ
Asparagus�schoberioides�Kunth ｷｼﾞｶｸｼ
Liriope�muscari�(Decne)�L.H.Bailey� ﾔﾌﾞﾗﾝ
Polygonatum�odoratum�(Mill.)�Druce�var.�thunbergii�(C.Morren�et�Decne)�H.Hara� ﾔﾏｱﾏﾄﾞｺﾛ
Commelina�communis�L.�var.�communis ﾂﾕｸｻ
Juncus�decipiens�(Buchenau)�Nakai� ｲｸﾞｻ
Luzula�capitata�(Miq.)�ex�Kom. ｽｽﾞﾒﾉﾔﾘ
Bolboschoenus�fluviatilis�(Torr.)�Sojak�subsp.�yagara�(Ohwi)�T.Koyama ｴｿﾞｳｷﾔｶﾞﾗ
Carex�leucochlora�Bunge�var.�leucochlora ｱｵｽｹﾞ
Carex�dimorpholepis�Steud. ｱｾﾞﾅﾙｺ
Carex�gibbra�Wahlenb. ﾏｽｸｻ
Carex�kobomugi�Ohwi ｺｳﾎﾞｳﾑｷﾞ
Carex�lenta��D.Don.�var.�lenta ﾅｷﾘｽｹﾞ
Carex�pumila�Thunb. ｺｳﾎﾞｳｼﾊﾞ
Carex�transversa�Boott ﾔﾜﾗｽｹﾞ
Cyperus�brevifolius�(Rottb.)�Hassk.�var.�leiolepis�(Franch.�et�Sav.)�T.Koyama ﾋﾒｸｸﾞ
Carex�iria�L. ｺｺﾞﾒｶﾔﾂﾘ
Carex�microiria�Steud. ｶﾔﾂﾘｸﾞｻ
Fimbrestylis�subbispicata�Nees�et�Meyen ﾔﾏｲ
Agrostis�clavata�Trin.�var.�nukabo�Ohwi ﾇｶﾎﾞ
Alopecurus�aequalis�Sobol.�var.�amurensis�(Kom.)�Ohwi ｽｽﾞﾒﾉﾃｯﾎﾟｳ
Anthraxon�hispidus�(Thunb.)�Makino ｺﾌﾞﾅｸﾞｻ
Beckmannia�syzigachne�(Steud.)�Fernald ｶｽﾞﾉｺｸﾞｻ
Bromus�japonicus�Thunb. ｽｽﾞﾒﾉﾁｬﾋｷ
Bromus�remotiflorus�(Steud.)�Ohwi ｷﾂﾈｶﾞﾔ
Calamagrostis�epigeios�(L.)�Roth ﾔﾏｱﾜ
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　　　　　学　　　　　名 和　　　名
Cynodon�dactylon�(L.)�Pers.�var.�dactylon ｷﾞｮｳｷﾞｼﾊﾞ
Digitaria�ciliaris�(Retz.)�Koeler ﾒﾋｼﾊﾞ
Digitaria�violascens�Link�var.�violascens ｱｷﾒﾋｼﾊﾞ
Echinochloa�crus-galli�(L.)�P.�Beauv.�var.�crus-galli ｲﾇﾋﾞｴ
Eleusine�indica�(L.)�Gaertn. ｵﾋｼﾊﾞ
Elymus�racemifer�(Steud.)�Tzvelev��var.�japonensis�(Honda)�Osada　 ﾀﾁｶﾓｼﾞｸﾞｻ
Elymus�racemifer�(Steud.)�Tzvelev��var.�racemifer ｱｵｶﾓｼﾞｸﾞｻ
Elymus�tsukushiensis�Honda��var.�transiens�(Hack.)�Osada ｶﾓｼﾞｸﾞｻ
Eragrostis�ferrginea�(Thunb.)�P.�Beauv. ｶｾﾞｸｻ
Eragrostis�multicaulis�Steud. ﾆﾜﾎｺﾘ
Festuca�parvigluma�Steud.�var.�parvigluma ﾄﾎﾞｼｶﾞﾗ
Imperata�cylindrical�(L.)�Raeusch.�var.�cylindrica ｹﾅｼﾁｶﾞﾔ
Ischaemum�aristatum�L.�var.�crassipes�(Steud)�Yonek. ｶﾓﾉﾊｼ
Leymus�mollis�(Trin.ex�Spreng.)�Pilg． ﾊﾏﾆﾝﾆｸ
Miscanthus�condensatus�Hack. ﾊﾁｼﾞｮｳｽｽｷ
Miscanthus�sacchariflorus�(Maxim.)�Benth. ｵｷﾞ
Miscanthus�sinensis�Andersson ｽｽｷ
Microstegium�vimineum�(Trin.)�A.Camus ｱｼﾎﾞｿ
Paspalum�thunbergii�Kunth�ex�Steud. ｽｽﾞﾒﾉﾋｴ
Phalaris�arundinacea�L.�var.�arundinacea ｸｻﾖｼ
Phragmites�australis�(Cav.)�Trin.�ex�Steud. ﾖｼ
Pleioblastus�simonii�(Carriere)�Nakai ﾒﾀﾞｹ
Poa�acroleuca�Steud.�var.�acroleuca� ﾀﾏﾐｿﾞｲﾁｺﾞﾂﾅｷﾞ
Poa�annua�L.var.�annua ｽｽﾞﾒﾉｶﾀﾋﾞﾗ
Polypogon�fugax�Nees�ex�Steud. ﾋｴｶﾞｴﾘ
Pseudosasa�japonica�(Siebold�et�Zucc.ex�Steud.)�Makino�ex�Nakai　　 ﾔﾀﾞｹ
Sasa�palmata�(Lat.-Marl.ex�Burb.)�E.G.Camus�var.�palmata ﾁﾏｷｻﾞｻ
Schedonorus�arundinaceus�(Schreb.)�Dumort. ｵﾆｳｼﾉｹｸﾞｻ
Setaria�faberi�R.A.W.Herrm.� ｱｷﾉｴﾉｺﾛｸﾞｻ
Setaria�parviflora�(Poir.)�Kergueren� ﾌｼﾈｷﾝｴﾉｺﾛ
Setaria�pumila�(Poir.)�Roem.�et�Schult.� ｷﾝｴﾉｺﾛ
Setaria�viridis�(L.)�P.Beauv.�var.�pachystachys�(Franch.et�Sav.)�Makino�et�Nemoto� ﾊﾏｴﾉｺﾛ
Vulpia�myuros�(L.)�C.C.Gmel.�var.�myuros� ﾅｷﾞﾅﾀｶﾞﾔ
Trisetum�bifidum�(Thunb.)�Owhi ｶﾆﾂﾘｸﾞｻ
Zoysia�japonica�Steud. ｼﾊﾞ
Zoysia�macrostachya�Franch.�et�Sav. ｵﾆｼﾊﾞ

EUDICOTILEDONEAE　　　真正双子葉植物

Corydalis�incisa�(Thunb.)�Pers. ﾑﾗｻｷｹﾏﾝ
Cocculus�trilobus�(Thunb.)�DC. ｱｵﾂﾂﾞﾗﾌｼﾞ
Menispermum�dauricum�DC. ｺｳﾓﾘｶｽﾞﾗ
Clematis�terniflora�DC.�var.�terniflora ｾﾝﾆﾝｿｳ
Thalictrum�minus�L.�var.�hypoleucum�(Siebold�et�Zucc.)�Miq. ｱｷｶﾗﾏﾂ
Phedimus�aizoon�(L.)�tHart�var.�floribundus�(Nakai)�H.Ohba ｷﾘﾝｿｳ
Sedum�japonicum�Siebold�ex�Miq.�var.�japonicum ﾒﾉﾏﾝﾈﾝｸﾞｻ
Ampelopsis�glandulosa�(Wall.)�Momiy.�var.�heterophylla�(Thunb.)�Momiy. ﾉﾌﾞﾄﾞｳ
Vitis�ficifolia�Bunge�var.�ficifolia　　　　　 ｴﾋﾞﾂﾞﾙ
Cayratia�japonica�(Thunb.)�Gagnep. ﾔﾌﾞｶﾞﾗｼ
Parthenocissus�tricuspidata�(Siebold�et�Zucc.)�Planch. ﾂﾀ
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　　　　　学　　　　　名 和　　　名
Glycine�max(L.)�Merr.�subsp.�soja�(Siebold�et�Zucc.)�H.Ohashi�var.�soja�(Siebold�et�
Zucc.)�Yonek.

ﾂﾙﾏﾒ

Kummerowia�striata�(Thunb.)�Schindl. ﾔﾊｽﾞｿｳ
Lathyrus�japonicus�Willd.�subsp.japonicus ﾊﾏｴﾝﾄﾞｳ
Lotus�corniculatus�L.�var.�japonicus�Regel ﾐﾔｺｸﾞｻ
Pueraria�lobata�(Willd.)�Ohwi ｸｽﾞ
Vicia�hirsuta�(L.)�Gray� ｽｽﾞﾒﾉｴﾝﾄﾞｳ
Vicia�tetrasperma�(L.)�Schreb. ｶｽﾏｸﾞｻ
Wisteria�floribunda�(Willd.)�DC. ﾌｼﾞ
Rosa�multiflora�Thunb.�var.�multiflora ﾉｲﾊﾞﾗ
Rubus�parvifolius�L. ﾅﾜｼﾛｲﾁｺﾞ
Rubus�trifidus�Thunb. ｶｼﾞｲﾁｺﾞ
Elaeagnus�umbellataThunb.�var.�umbellata ｱｷｸﾞﾐ
Celtis�sinensis�Pers.� ｴﾉｷ
Humulus�scandens�(Lour.)�Merr. ｶﾅﾑｸﾞﾗ
Morus�australis�Poir. ﾔﾏｸﾞﾜ
Boehmeria�arenicola�Satake ｵﾆﾔﾌﾞﾏｵ
Quercus�dentata�Thunb. ｶｼﾜ
Trichosanthes�kirilowii�Maxm.�var.�japonica ｷｶﾗｽｳﾘ
Euonymus�japonicus�Thunb.�var.�japonicus ﾏｻｷ
Oxalis�corniculata�L.�var.�villosa�(M.Bieb.)�Hohenacker ｶﾀﾊﾞﾐ
Oxalis�corniculata�L.�f.�erecta�Makino�� ﾀﾁｶﾀﾊﾞﾐ
Acalypha�australis�L. ｴﾉｷｸﾞｻ
Euphorbia�humifusa�Willd.ex�Schltdl. ﾆｼｷｿｳ
Salix�triandra�L. ﾀﾁﾔﾅｷﾞ
Viola�mandshurica�W.Becker�var.�mandshurica ｽﾐﾚ
Hypericum�erectum�Tyunb.�var.�erectum ｵﾄｷﾞﾘｿｳ
Geranium�thunbergii�Siebold�ex�Lindl.et�Paxton ｹﾞﾝﾉｼｮｳｺ
Acer�pictum�Thunb.�subsp.�mono�(Maxim.)�H.�Ohashi ｴｿﾞｲﾀﾔ
Arabis�stelleri�DC.�var.�japonica�(A.Gray)�F.Schmidt ﾊﾏﾊﾀｻﾞｵ
Capsella�bursa-pastoris�(L.)�Medik.�var.�triangularis�Grunner ﾅｽﾞﾅ
Cardamine�scutata�Thunb.�var.�scutata ﾀﾈﾂｹﾊﾞﾅ
Fallopia�japonica�(Houtt.)�Ronse�Decr.�var.�japonica ｲﾀﾄﾞﾘ
Fallopia�japonica�(Houtt.)�Ronse�Decr.�var.�uzenensis�(Honda)�Yonek.�et�H.Ohashi　 ｹｲﾀﾄﾞﾘ
Peresicaria�japonica�(Meisn.)�Nakai�ex�Ohki ｼﾛﾊﾞﾅｻｸﾗﾀﾃﾞ
Persicaria�lapathifolia�(L.)�Delarbre�var.�lapathifolia ｵｵｲﾇﾀﾃﾞ
Persicaria�longiseta�(Bruijn)�Kiag. ｲﾇﾀﾃﾞ
Persicaria�senticosa�(Meisn.)�H.�Gross ﾏﾏｺﾉｼﾘﾇｸﾞｲ
Polygonum�aviculare�L.�subsp.�aviculare ﾐﾁﾔﾅｷﾞ
Polygonum�polyneuron�Franch.�et�Sav. ｱｷﾉﾐﾁﾔﾅｷﾞ
Rumex�acetosa�L. ｽｲﾊﾞ
Rumex�crispus�L. ﾅｶﾞﾊﾞｷﾞｼｷﾞｼ
Rumex�japonicus�Houtt. ｷﾞｼｷﾞｼ
Dianthus�sperbus�L.�f.�latifolius�(Nakai)�Kiag. ﾋﾛﾊｶﾜﾗﾅﾃﾞｼｺ
Sagina�japonica�(Sw.)�Ohwi ﾂﾒｸｻ
Sagina�maxima�A.�Gray ﾊﾏﾂﾒｸｻ
Stellaria�aquatica�(L.)�Scop. ｳｼﾊｺﾍﾞ
Stellaria�neglecta�Weihe ﾐﾄﾞﾘﾊｺﾍﾞ
Achyranthes�bidentata�Blume�var.�japonica�Miq. ﾋﾅﾀｲﾉｺﾂﾞﾁ
Atriplex�subcordata�Kitag. ﾊﾏｱｶｻﾞ
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　　　　　学　　　　　名 和　　　名
Chenopodium�acuminatum�Willd.�var.�acuminatum ﾏﾙﾊﾞｱｶｻﾞ
Dysphania�chilensis�(Schrad.)�Mosyakin�et�Clemants ｹｱﾘﾀｿｳ
Tetragonia�tetragonoides�(pall.)�Kuntze ﾂﾙﾅ
Portulaca�oleracea�L. ｽﾍﾞﾘﾋﾕ
Eurya�japonica�Thunb.�var.�japonica� ﾋｻｶｷ
Ardisia�japonica�(Thunb.)�Blume�var.�japonica ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ
Lysimachia�japonica�Thunb.�var.�japonica ﾅｶﾞｴｺﾅｽﾋﾞ
Lysimachia�mauritiana�Lam.�var.�mauritiana ﾊﾏﾎﾞｯｽ
Camellia�japonica�var.�japonica ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ
Galium�spurium�L.�var.�echinospermon�(Wallr.)�Hayek ﾔｴﾑｸﾞﾗ
Paederia�foetida�L. ﾍｸｿｶｽﾞﾗ
Metaplexis�japonica�(Thunb.)�Makino ｶﾞｶﾞｲﾓ
Heliotropium�japonicum�A.Gray ｽﾅﾋﾞｷｿｳ
Trigonotis�peduncularis�(Trevir.)�F.B.Forbes�et�Hemsl. ｷｭﾘｸﾞｻ
Calystegia�pubescens�Lindl.�f.�major�(Makino)��Yonek. ﾋﾙｶﾞｵ
Calystegia�soldanella�(L.)�R.Br. ﾊﾏﾋﾙｶﾞｵ
Cuscuta�japonica�Choisy ﾈﾅｼｶｽﾞﾗ
Plantago�asiatica�L.�var.�densiuscula ｵｵﾊﾞｺ
Plantago�camtschatica�Cham.�ex�Link ｴｿﾞｵｵﾊﾞｺ
Veronica�arvensis�L. ﾀﾁｲﾇﾉﾌｸﾞﾘ
Glechoma�hederacea�L.�subsp.�grandis�(A.Gray)�H.Hara ｶｷﾄﾞｵｼ
Lamium�album�L.�var.�barbatum�(Siebold�etZucc.)�Franch.et�Sav.　 ｵﾄﾞﾘｺｿｳ
Lamium�amplexicaule�L.　 ﾎﾄｹﾉｻﾞ
Lycopus�lucidus�Turcz.�ex�Benth. ｼﾛﾈ
Mentha�canadensis�L. ﾊｯｶ
Scutellaria�strigillosa�Hemsl. ﾅﾐｷｿｳ
Vitex�rotundifolia�L.f. ﾊﾏｺﾞｳ
Mazus�pumilus�(Burm.f.)�Steenis ﾄｷﾜﾊｾﾞ
Ilex�integra�Thunb.�var.�integra ﾓﾁﾉｷ
Adenophora�triphylla�(Thunb.)�A.DC.�var.�japonica�(Regel)�H.Hara　　 ﾂﾘｶﾞﾈﾆﾝｼﾞﾝ
Campanula�punctata�Lam.�var.�hondoensis�(Kitam.)�Ohwi ﾔﾏﾎﾀﾙﾌﾞｸﾛ
Artemisia�montana�(Nakai)�Pamp.�var.�montana ｵｵﾖﾓｷﾞ
Artemisia�indica�Willd.�var.�maximowiczii�(Nakai)�H.Hara ﾖﾓｷﾞ
Aster�microcephalus�(Miq.)�Franch.�et�Sav.
var.ovatus�(Franch.et�Sav.)�Soejima�et�Mot.Ito

ﾉｺﾝｷﾞｸ

Aster�yomena�(Kitam.)�Honda�var.�yomena ﾖﾒﾅ
Centipeda�minima�(L.)�A.Braun�et�Asch. ﾄｷﾝｿｳ
Cirsium�japonicum�Fisch.�ex�DC.�var.�japonicum ﾉｱｻﾞﾐ
Euchiton�japonicus�(Thunb.)�Anderb.� ﾁﾁｺｸﾞｻ
Eupatorium�makinoi�T.�Kawahara�et�Yahara ﾋﾖﾄﾞﾘﾊﾞﾅ
Farfugium�japonicum�(L.)�Kitam.�var.�japonicum ﾂﾜﾌﾞｷ
Ixeris�japonica�(Burm.f.)�Nakai ｵｵﾁﾞｼﾊﾞﾘ
Pterocypsela�indica�L. ｱｷﾉﾉｹﾞｼ
Petasites�japonicus�(Siebold�et�Zucc.)Maxim.�subsp.�japonicus ﾌｷ
Picris�hieracioides�L.�var.�japonica�(Thunb.)�Regel�ex�Herder ｺｳｿﾞﾘﾅ
Pseudographalium�affine�(D.Don)�Anderb. ﾊﾊｺｸﾞｻ
Solidago�virgaurea�L.�subsp.�asiatica�(Nakai�ex�H.Hara）Kitam.
���ex�H.Hara�var.�asiatica�Nakai�ex�H.Hara

ｱｷﾉｷﾘﾝｿｳ

Sonchus�brachyotus�DC. ﾊﾁｼﾞｮｳﾅ
Youngia�japonica�(L.)�DC. ｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ
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　　　　　学　　　　　名 和　　　名
Lonicera�japonica�Thunb.�var.�japonica� ｽｲｶｽﾞﾗ
Pittosporum�tobira�(Thunb.)�W.T.Aiton ﾄﾍﾞﾗ
Fatsia�japonica�(Thunb.)Decne.�et�Planch.�var.�japonica ﾔﾂﾃﾞ
Centella�asiatica�(L.)�Urb. ﾂﾎﾞｸｻ
Cnidium�japonicum�Miq. ﾊﾏｾﾞﾘ
Hydrocotyle�maritima�Honda ﾉﾁﾄﾞﾒ
Heracleum�lanatum�Michx.�subsp.�lanatum ｵｵﾊﾅｳﾄﾞ
Oenanthe�javanica�(Blume)�DC.subsp.�javanica ｾﾘ
Torilis�scabra�(Thunb.)�DC. ｵﾔﾌﾞｼﾞﾗﾐ
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３　危険性の分析と保全対策の基本的方向
　　（１）危険要因とその分析

　　　１）調査票による危険要因の調査
　今回（いしかわレッドデータブック2020〈植物編〉（2020年版））の調査結果を、調査票の統計によって
分析し、まず、どのような危険要因が働いているかを明らかにしたい。
　調査員が記入して提出した調査票（様式12）（図１　参照）には、その種類の現地調査において、記録す
る場所ごとに、当該植物種に現在作用している危険要因を記録することになっている。記録は複数の危険要
因がある場合には、複数を枚挙する。一件の要因をひとつとして数えた数が、「カウント」である。この10
年間の調査票のカウントを統計にまとめた結果、表8－1が得られた。なお、調査票の書式と統計の方法は、
前回のいしかわレッドデータブック2010の場合と基本的に同一である。また、調査票が集中的に提出された
のは2017年～2018年である。
　この危険要因の区分は、日本植物分類学会が全国を対象としたレッドデータ・ブック作成のための調査を
実施した際に定めたもの（1994年）である。今回の調査にあたり前回に引き継いで、石川県絶滅危惧植物調
査会がこれをそのまま準用した。ただし、項目52については、前回はすべての動物食害を含んでいたが、今
回は、「環境省.�2015.�レッドデータブック�8��2014�植物　Ⅰ.�」に準じて「52-1　シカ食害」と「52-2　その
他の動物食害」に分離した。
　危険要因が記録されていない場合があり、また、当然複数の危険要因があげられた場合もあるが、このカ
ウントの統計は、全体として石川県の絶滅危惧植物に現在作用している危険要因、および、近い将来と近い
過去の危険要因を示しているものと推定してよい。この方法も前回の調査（2010年）の場合と同じである。

表8-1　危険要因の区分と割合
危険要因 カウント 小　計　　 ％

11　森林伐採 179

517 23.3

12　池沼開発 73
13　河川開発 107
14　海岸開発 66
15　湿地開発 64
16　草地開発 26
17　石灰採掘 2
21　ゴルフ場 2

345 15.5
22　スキー場 2
23　土地造成 125
24　道路工事 201
25　ダム建設 15
31　水質汚濁 36 72 3.232　農薬汚染 36
41　園芸採取 172 176 7.942　薬用採取 4
51　踏みつけ 92

589 26.5

52-1　シカ食害 0
52-2　その他動物食害 26
53　管理放棄 85
54　自然遷移 376
55　火山噴火 3
56　帰化競合 7
61　産地局限 352 352 15.8
71　その他 129 129 5.8
99����不明 42 42 1.9

合　　　計 2,222 100.0
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　　　２）危険要因の解析
　次に、今回の調査についてある程度のカウント数（％）のあるものについて、それぞれの危険要因につい
ていくらか立ち入って分析を試みたい。
ア、開発
　10番台の危険要因は開発行為である。あわせて約23％強を占め、大きな危険要因となっている。開発にあ
たって、アセスメントが必要なことを裏付けている。
　なお、植物の場合の代替策として、しばしば、提案される希少な植物の「移植」は、原理上も事例から
も、妥当な保全策とはいえない。もともと、分布域内で生育していない場所があれば、そこにはまだ種子な
どの繁殖体が散布されていないというよりは、生育に不適当な場所であると推定するのが妥当である。全国
的にも移植の成功した例は少なく、石川県下ではほとんどが失敗に終わっている。
イ、工事・造成	
　20番台の危険要因は、工事ならびに土地造成などの事業である。15％強を占め、開発に次ぐ割合である。
この区分に、ア、開発を合わせると38.8％に達しする。�
ウ、自然遷移・管理放棄など
　50番台の危険要因は、10番台、20番台のような積極的な人間活動の結果ではなくて、いわば無意識的（不
作為的）な人間活動、あるいは自然の営力の働きによる危険要因である。割合としては26％強であるが、特
に大きいのは自然遷移の件数で376件に達する。
　自然遷移は、量的に大きな部分を占めているだけではなく、内容的にも深く検討・考察すべき問題が含ま
れている。
　植物、特に維管束植物は、特定の種個体群が単独で立地しているということは稀である。多くの場合、異
なった種類の種個体群が植物共同体＝植物群落を形成して生活している。すなわち、対象とする種類が生存
条件としている特定の植物群落が変化を遂げて、対象とする種類の個体群が生存条件を失いつつあるか、失
ったということである。調査者が、危険要因が自然遷移と記録する場合は、対象とする種類以外の種個体群
の植物共同体＝植物群落（植生を分類したもの）が変化しており、それが対象とする種類の個体群の減少あ
るいは消滅の原因として、作用しているという事実を認識したということである。
　クレメンツのいう古典的な遷移は、全体として安定した生態系の存在を前提としている。相当程度の広さ
を持つある地域においては、遷移系列の様々な段階が同時に存在しており、全体としては各遷移段階の面積
は、一定か、もしくはいくつもの群落環の組み合わせによって、地域としては各遷移相の占める面積の割合
は安定している。この場合の自然遷移（仮に、第１種の自然遷移と呼ぶ）は、植物の種類の消長には関与し
ない。
　しかし、総論（6）3）気候変動による高山帯・亜高山帯の縮小でふれたように、気象庁及び金沢地方気象
台の予測のように、21世紀末には金沢で年4.5℃、冬5.0℃のような気温上昇がおこるとすれば、遷移系列は
反復することはなく、群落環は循環せず、別の遷移系列に移行していくことになる（仮に、第２種の自然遷
移と呼ぶ）。
　危険要因に挙げられた自然遷移は、いずれであろうか。現在の調査・研究段階では、正確には判定できな
い。おそらくは、第１種と第２種の混合状態であろうが、安全原則から言えば、第２種の自然遷移の比重が
今後増加するものと考えるのが妥当であろう。
　これに次いで、里山や溜池などの管理放棄による危険で、件数では85件を占める。水田・牧野・雑木林
などの二次的自然を主な生活域としている多くの植物種が絶滅危惧植物となっているのは、この理由によ
る。�
エ、産地局限�
　もともと分布域や生育域が極端に限定されている結果、生育地の破壊や環境条件の変動、採取などが、絶
滅につながるような場合である。16％弱の割合を占めているが、ラン科植物など、いわゆる貴重種の多くが
この危険要因にさらされている。
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オ、採取�
　これは文字通り採取である。園芸採取、薬用採取のほか、近年増大しているのが山野草ブームによるそれ
で、特に業者による営業目的での多量採取が大きな問題である。割合は園芸採取、薬用採取の合計で176件
で、山菜採りはその他に加算されている。なお、前回は193件であったから、若干の改善が認められるとす
べきかもしれない。
カ、汚染・汚濁	
　現在までのところ、水田、湖沼、河川、海域などの水質汚濁や農薬汚染が典型的なもので、割合が３％強
となっているのは、対応する植物種の割合が少ないからである。トチカガミ科、ヒルムシロ科などの水草類
は農薬汚染（特に除草剤）の重大な影響を受けて、壊滅的な現状にある。近年、ゴルフ場はもちろん林道に
おいても、除草剤が使われるようになった。このカテゴリーによる絶滅の危険の拡大が懸念される。
キ、その他
　前述の10番台から60番台のいずれにも分類できない危険要因によるものをこの70番台の区分にまとめた。
割合は６％弱である。近年、目立ってきているのはイノシシのよるヌタ場の被害であるが、動物による負の
影響は、食害に限らないので、この場合も危険要因の見直しが必要かもしれない。�
ク、不明�
　危険要因が不明の場合で、前回の0.6％から、1.9％に増加した。

　　（2）保全対策の総合的評価
　前述の通り、危険要因をめぐって前回調査との比較を示したのが、表8－2である。この表の分析から明ら
かな事実は、次の通りである。
　まず、結論としては、前回と大差がなかったということになる。これは件数、件数の構成比、構成比率
（％）の、いずれから見ても同じ結論である。構成比率の相違が、いずれの危険要因でも２％未満であると
いうことは、驚くべきことである。しかし、これは実は危険要因の数に変動がなかったというだけのことで
あって、危険要因は10年前と変わることなく、同一の枠組みで強力に作用し続けているという現実を示して
いる、ということにもなる。
　2000年と2010年との比較では、大きな特徴は危険要因件数の増加であった。件数は2000年の調査では1,609
件であったのが、2010年は2,248件と639件も増加した。これは約1.4倍の増加ということであるから注目され
たが、今回は件数では大きな変動はなかった。
　すなわち、危険要因の枠組みは、2010年当時に形成され、質的にこの線から後退しなかった点では、石川
県における生物多様性の保全を目指す取り組みは、県民や行政諸機関の努力と相まって成果が得られたとい
うべきであろう。
　しかし、個別の種類に関するレッドデータブック記載種の推移の統計を、各論（4）カテゴリー別種類数
の推移　表5－1・表5－2を分析した結果から明らかなように、2020年の「絶滅+絶滅危惧Ⅰ類（CR）+絶滅
危惧Ⅰ類（EN）+ＤＤ」の増加は87種類で、2010年の73種類増と変わらないか、あるいはこれを凌駕してい
るのである。つまり、量ではさらに後退したと評価される。
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表8-2　危険要因の区分と割合(前回との比較）

危険要因 カウント ���小　計　　 割合（％）

2020（a） 2010（b） 差（a-b） 2020（a） 2010（b） 差（a-b） 2020（a） 2010（b） 差（a-b）

11　森林伐採 179 188 － 9

517 537 － 20 23.3 23.9 － 0.6

12　池沼開発 73 81 － 8

13　河川開発 107 116 － 9

14　海岸開発 66 60 6

15　湿地開発 64 64 0

16　草地開発 26 25 1

17　石灰採掘 2 3 － 1

21　ゴルフ場 2 3 － 1

345 369 － 24 15.5 16.4 － 0.9

22　スキー場 2 2 0

23　土地造成 125 131 － 6

24　道路工事 201 215 － 14

25　ダム建設 15 18 － 3

31　水質汚濁 36 39 － 3
72 76 － 4 3.2 3.4 － 0.2

32　農薬汚染 36 37 － 1

41　園芸採取 172 189 － 17
176 193 － 17 7.9 8.6 － 0.7

42　薬用採取 4 4 0

51　踏みつけ 92 99 － 7

589 593 － 4 26.5 26.4 0.1

52-1　シカ食害 0 0 0

52-2　その他動物食害 26 24 2

53　管理放棄 85 85 0

54　自然遷移 376 380 － 4

55　火山噴火 3 2 1

56　帰化競合 7 3 4

61　産地局限 352 362 － 10 352 362 － 10 15.8 16.1 － 0.3

71　その他 129 105 24 129 105 24 5.8 4.7 1.1

99����不明 42 13 29 42 13 29 1.9 0.6 1.3

合　計 2,222 2,248 － 26 2,222 2,248 － 26 100 100 0

　　（3）絶滅のおそれのある地域個体群の保全
　白山山系と舳倉島・七ツ島の地域個体群については、多くの保全対策が行われている。しかし、これをそ
れぞれ一応自立した生態系として、生物多様性の動態を把握する取り組みや方法が、まだ、かなり不足して
いると思われる。
　白山山系の植物相について、もはや調査研究の余地は無いかのように見る向きもあるが、実際に最近明ら
かになった具体的事実から、まだまだ多くの未知の領域が残されていることを指摘しておきたい。今後のそ
の解明は、植物学、生態学上の成果にとどまらず、生物多様性の保全対策に多くの手がかりや手段を提供す
るものである。
　舳倉島・七ツ島の地域個体群については、両地域とも能登半島国定公園となっているが、もともと、面積
がきわめて狭いので、自生の植物の保全については、特に配慮を要する。
　舳倉島については北西の岩礁地域を中心に特別保護地区、それに接して第１種特別地域が設定されて、法
的な規制が行われている。しかし、生物多様性の保全という視点から、たとえば、クロマツ植林（保安林）
の施業・管理などについても、万全の対策が望まれる。
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　七ツ島は全（諸）島が特別保護地区に指定されて法的規制がおこなわれているが、植物種の保全という視
点から、あらためて調査研究をすすめ、対策を検討する必要があると思われる。
　舳倉島での植物相の詳しい調査が実施され、1980年代のそれとの比較が可能となった。大幅な変動が示唆
されているので、ここでは問題を指摘するにとどめるが、その側面からの追究が必要となっている。

　　（4）地域の植物相・植生相の動態の把握
　地域の生物多様性の保全対策は、大局的な観点からすると、その基本は地域の植物相・植生相の動態の把
握ということが土台である。
　絶滅危惧植物の保全という問題も、外来種の動態と有機的に結合する必要がある。国はすでにその方向で
動いているように思われるが、石川県においても、特に遅れている外来種・帰化植物の動態の科学的把握に
早急に取り組みを強める必要がある。
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付表1　環境省レッドリストカテゴリーと判定基準（環境省　2019）

【カテゴリー（ランク）】 
　今回のレッドリスト見直しに際して用いたカテゴリーは下記のとおりであり、第４次レッドリスト
（2012、2013）やレッドリスト�2018で使用されているカテゴリーと同一である。�

【判定基準】 
　2001年にIUCN（国際自然保護連合）が新たな数値基準を採用した「IUCNレッドリストカテゴリーと基
準」＊1を発行したことを受けて、第３次レッドリスト作成時にカテゴリーの判定基準の一部変更を行い、第�
４次レッドリストやレッドリスト2018作成時も同様の判定基準を用いた。今回の見直しにおいても第４次レ
ッドリストの判定基準を踏襲して、各対象種の評価を実施した。判定基準の詳細については、次ペ�ージ以
降に示すとおりである。�
　また、数値基準による評価が可能となるようなデータが得られない種も多いことから、第�4�次リストで
用いてきたものと同様に、「定性的要件」と「定量的要件(数値基準)」を併用するが、原則として、随時見
直しを行う種については、「定量的要件」を適用することとした。なお、「定性的要件」と「定量的要件」
は、必ずしも厳密な対応関係にあるわけではないが、現時点では併用が最善との結論に至ったものである。�

*1��IUCN�(2001)�IUCN�Red�List�Categories�and�Criteria:�Version�3.1.�IUCN�Species�Survival�Commission.
　�Gland,�Switzerland�and�Cambridge,�U.K.
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付図1　石川県の植物地理学的区分と植生域区分（概念図）

　本文の記述で用いた主な地域区分は、植物地理学的区分でその内容は下記の通りである。この区分は、石
川県内の維管束植物（シダ植物・種子植物）の分布に関する長期にわたる調査・研究にもとづいて作成され
たもので、1980年代以降も、その後の詳細な調査・研究によって支持されている。現在のところ、最も妥当
性があると考えられている区分である。ア～エで示した植物小区系の個々の名称は、下級の地域区分である
区の名称とともに県下の植物学的文献で、安定して用いられている。

ア　舳倉島・七ツ島植物小区系：Ｃ―Ｃ以北
イ　奥能登植物小区系：Ｃ―Ｃ～Ｂ―Ｂ
� 外 浦 区：能登半島脊梁部より外浦側
� � ���（Ｙ―Ｙ以北）
� 内 浦 区：能登半島脊梁部より内浦側
� � ���（Ｙ―Ｙ以北）
� 中能登区：Ｂ―Ｂ以北で、Ｙ―Ｙ以南
ウ　口能登・加賀中央部植物小区系：Ｂ―Ｂ～Ａ―Ａ
� 口能登区：Ｂ―Ｂ以南で、Ｘ―Ｘ以北
� 加賀中央区：Ｘ―Ｘ以南で、Ａ―Ａ以北
エ　南加賀植物小区系：Ａ―Ａ～Ｏ
� 白山高地区：南加賀植物小区系のうち、亜高山帯・
��������������������������高山帯（コケモモ―トウヒクラス域）
� 南加賀区：南加賀植物小区系のその他の地域

　本文の記述には、前記の植物地理学的区分に併せて、植生地理区分が用いられている場合がある。
　石川県の植生地理区分は、植物地理学的区分と植生域の組み合わせとして存在する。（例：奥能登植物小
区系中能登区のヒメアオキ―ウラジロガシ群団域）
以下、関係する要素である区分線、区分、植生域について簡潔に説明する。

石川県の植生地理区分は植物地理学区分と植生域の組合せとして存在する。

植物地理学的区分線　このあたりにフロラの滝があると推定される。
Ａ―Ａ：手取川（鶴来）と大門山を結ぶ線、Ｂ―Ｂ：邑知潟低地帯を通る線、以下、フロラの弱い滝があ

ると推定される線、Ｘ―Ｘ：倶利伽羅峠を通る線、Ｙ―Ｙ：富来川と熊木川を通る線
植物地理学的区分　区分線に挟まれた領域でそれぞれ特徴をもつ。
Ｃ―Ｃ以北：舳倉島・七ツ島植物小区系、Ｃ―Ｃ～Ｂ―Ｂ：奥能登植物小区系、Ｂ―Ｂ～Ａ―Ａ：口能

登・加賀中央部植物小区系、Ａ―Ａ～Ｏ：南加賀植物小区系
植生域
１：コケモモ―トウヒクラス域、２：ブナクラス域、３：ヤブツバキクラス域
うち、ヤブツバキクラス域はつぎのように区分される。
Ⅰ：ヒメアオキ―ウラジロガシ群団域、Ⅱ:スダジイ（典型）群団域（出典：古池　1990）
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　上記は、石川県絶滅危惧植物調査会の会員（調査員）のうち、「いしかわレッドデータブック2020〈植物
編〉」の作成にあたり、この約10年間に実際に調査活動等に従事した調査員の名簿です。
　本会は、かつて日本植物分類学会が受託した国（環境庁）のレッドデータブック作成事業関連の現地調査
において、石川県における現地調査を実施するため、1994年に設けられたものです。石川県が2000年に刊行
した「いしかわレッドデータブック〈植物編〉2000」、2010年に刊行された「同改訂版〈植物編〉2010」の
作成にあたっては、現地調査の実施、編纂、執筆などに従事しました。今回の「同〈植物編〉2020」でもそ
の経験、ノウハウ、人材などの蓄積を生かし、組織を最小限度に改組して、作成にあたりました。会員は調
査員として、植物種および植物群落の現地調査等に従事しました。役員は調査を担当するほか、各分類群・
植物群落の調査について、それぞれ調査票の集約・検討、標本との照合、解析など編纂の業務と執筆を分担
するとともに、会務をおこないました。
　なお、「保護を要する植物群落」の各論は、別途公表予定としています。植物群落に関する調査・記述
は、石川県絶滅危惧植物調査会の調査員が分担しました。

　本書の内容に関する意見・連絡は、下記あてに送付されるようお願いいたします。

連絡先：〒920-1147��金沢市銚子町リ441番地　石川県自然史センター内　石川県絶滅危惧植物調査会

　　　　TEL：076-229-3450、229-3403　FAX：076-229-3450
事務所：〒921-8062��金沢市新保本２丁目14番地１�
　　　　石川県絶滅危惧植物調査会　TEL＆FAX：076-249-5204
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