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発行にあたって 
 

 

 

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。 

  しかしながら、近年、県鳥のイヌワシをはじめ希少な生物のみならず、これまで身

近にあった草花や小動物が、開発等による生育・生息環境の悪化や、里山の手入れ不足などによる荒廃に

より、絶滅の危険性があることが明らかとなっています。 

 

 このような背景のもと、県では、平成16年3月に「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」を制定する

とともに、この条例に基づき平成17年3月に「石川県環境総合計画」を策定し、県民、事業者、行政等が

協働して、「自然と人とが共生するいしかわ」の実現に向けて取り組んでいるところです。 

 また、昨年度からは、生物多様性の確保に向けた取り組みを推進するための拠り所となる「生物多様性

戦略ビジョン」の策定に取り組んでいます。 

 

 このような中、「いしかわレッドデータブック2000」の発行から10年が経過したため、昨年度の「改訂

・いしかわレッドデータブック〈動物編〉2009」に引き続き、「改訂・いしかわレッドデータブック〈植

物編〉2010」を発行することといたしました。改訂版では、種ごとの写真（図）や分布図を加え、インタ

ーネット上でも公開することにしております。 

 

 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、本書の編集・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、ご協力を

いただいた関係各位に対し心から感謝の意を表します。 

 

  平成22年3月 

石川県知事 谷本 正憲 
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Ⅰ 総論 
 
 

１「いしかわレッドデータブック〈植物編〉2010」編纂の意義 

（１）改訂版「いしかわレッドデータブック〈植物編〉2010」編纂の目的と成果 

 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－」の改訂版である。すなわち、「いしかわレッドデータブック〈植物編〉2000」を基

礎として、その後、2000年4月から2010年3月までの10年間にわたる野外調査の結果により、これを現況

にできるだけ合致するように、改訂したものである。 

 この調査の最も重要な特徴は、10年間の期間をおいて、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、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、これも同一の調査機関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。これは、本県においてはもちろん、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った。 

 すなわち、2000年4月から、石川絶滅危惧植物調査会の調査員約30名と石川県地域植物研究会等の関

係団体・機関のメンバーによって現地調査が実施された。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、データベース化された。集約された件数は、

10年間で3,669件（維管束植物数）であった。 

 統計上の操作をおこなった結果（表2）、石川県に分布（自生）するシダ植物と種子植物（あわせて

維管束植物という）の全種数2188種のうち637種、すなわち全種数の約3割（29.1％）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（環境庁 1997）該当種（「石川県のレッドデータブック

記載種」）であった。前述の種に種内分類群（亜種と変種）を加えた合計は647で、石川県の種、亜種、

変種の総計2371の27.3％にあたり、やはりほぼ3割に相当する。この約3割という数字は、10年前のデー

タである「いしかわレッドデータブック〈植物編〉2000」の数字と同じである。 

 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。すなわち、表6-2によれば、「い

しかわレッドデータブック〈植物編〉2000」（以下、単に「2000年」と略記することがある。）では全

数が種類（件）数で652であったが、「いしかわレッドデータブック〈植物編〉2010」では647に減少し、

絶滅危惧Ⅰ類は139から202に63が増加、絶滅危惧Ⅱ類では234から222に減少、準絶滅危惧も235から169

に減少している。 

 さらに、表6-1を参照すれば、2010年の絶滅危惧Ⅰ類のうち、44種類（21.8％）が2000年の絶滅危惧

Ⅱ類から供給されている（移入している）。外部というのは2000年においては、「いしかわレッドデー

タブック〈植物編〉2000」には掲載されていなかった種類（石川県の植物相（フロラ）構成種）である

が、2010年にはうち41種が絶滅危惧Ⅰ類にランクされている。両者を合算すれば2010年の絶滅危惧Ⅰ類

の実に85種類（42％）が新たにこのカテゴリーに移入したことになる。もっとも、2000年の絶滅危惧Ⅰ

類から21種が絶滅危惧Ⅱ類に移出しているが、その割合は1/4程度に過ぎない。 

 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加したということができる。 

 なお、ここで念の為に付言する次第であるが、厳密に「レッドデータブック記載種」と記したのは、

レッドデータブックカテゴリー（環境庁 1997）に該当する植物種（あるいは、種＋種内分類群）のこ

とである。「レッドデータブック記載種」は「広い意味での絶滅危惧植物」と呼ばれる場合もあるが、

同カテゴリーによる厳密な意味での「絶滅危惧植物」とは、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）のことである。両者は混同のおそれがあるので、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 
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いることにする。 

 

（２）石川県における絶滅危惧植物・群落の調査研究の概観 

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部会 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、

日本全体から見た絶滅危惧植物（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。ただし、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5300種の16.8％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1908種の2.3％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2092種を対象として、金沢大学理学部植物標本庫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、本書の場合にも準用したので（後

述）、詳細は省略する。 

 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）。 

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

1887種類である。うち、絶滅危惧種（1665分類群）が日本の自生種（変種以上：環境庁 1994）約7000

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、
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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

場合がある。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るのであるが、この関係は各都道

府県においても同様であるから、全国的なレッドデータブックの作成と併行して、各地で取り組まれた。 

 

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、鹿児島県62件、新潟県55件についで全国第3位に多

いことが注目された。 

 

（３）「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か年を期間として、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、植物社会学命名規約）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（名簿は別項）で臨むことにしたが、ほかにも植物分野の関係者から協
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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

レッドデータブック－」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。 

 

（４）「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」が刊行されると、5年程度を目途に改

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。図

1、図2に調査に用いた植物種、ならびに図3、図4に調査に用いた植物群落の調査用紙を掲げる。 

 調査の初期段階では、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、平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。 

 

１）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。 

 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、「いしかわレッ

ドデータブック〈植物編〉2000」に掲載された植物群落の現地調査の結果のみを、本レッドデータ

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。この数字は、「いし

かわレッドデータブック〈植物編〉2000」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。 

 

２）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
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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。 

３）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。 

 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のＧＩＳ機器とオペレーターにより、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。 

 

２ 採用するカテゴリー区分と選定手順のあらまし 

（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、現在自生する維管束植物2371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（環境庁 1997）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〈植物編〉2010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、レッドリスト（植物Ⅰ）（環境省 2007）に掲載された植物種は、「レッドリスト記載種」で

あるか否かにかかわらず、その意味において重要であるから、全国的な評価を併記してすべて本書に採

録してある。 

 

（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

（環境庁 1997）の区分と定義（別項）を、そのまま準用する。ただし、次の点については変更する。 

 

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（ＣＲ）と絶滅危惧植物ⅠＢ類（ＥＮ）は、合併して絶滅危惧Ⅰ類とする。 

４）絶滅危惧Ⅰ類（ＣＲ＋ＥＮ）と絶滅危惧Ⅱ類（ＶＵ）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（シュミレーション）は実施しない。 

 

 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）はシュミレーションを実

施するに足るデータの不足がその理由である。 

 以上の結果、カテゴリー区分を比較すると表１の通りとなる。 
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表１ 絶滅危惧種についての環境庁カテゴリーと石川県カテゴリーの対応表 

環境庁カテゴリー(1997) 石川県カテゴリー 

絶滅（ＥＸ） 絶滅 

野生絶滅（ＥＷ） （野生絶滅） 

絶滅危惧ⅠＡ類（ＣＲ） 
絶滅危惧Ⅰ類 

絶滅危惧ⅠＢ類（ＥＮ） 

絶滅危惧Ⅱ類（ＶＵ） 絶滅危惧Ⅱ類 

準絶滅危惧（ＮＴ） 準絶滅危惧 

情報不足（ＤＤ） 情報不足 

 

 

 

（３）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2000及びレッドデータブック1989と本レッドデータブック2010のカテゴリーと

  の対比 

石川県を範囲とする絶滅危惧植物調査は、今回（本レッドデータブック）が2度目であるから、当然、

比較が可能である。前回の「いしかわレッドデータブック〈植物編〉2000」と本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〉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。 

 なお、全国的レベルのことであるが、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。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る。 

 

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、すでに本件調

査が準備を終えた段階であったので、この調査では公式には採用しないことにした。ただし、カテゴリ

ーの当てはめが難しい事例の場合は参考にした場合がある。 

 

（４）植物種に適用した選定手順 

１）石川県に分布する植物種の基礎資料 

 石川県に自生する植物の最も新しいインベントリー調査資料である、石川県植生誌（石川県植生誌編

纂委員会 1997）の第6章石川県植物目録記載の2145種（種ランク）の全部と、このリストの誤り・脱

落を訂正したものに、その後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）を加

えた全部すなわち、合計2188種、それに亜種、変種を付け加えた合計2371種類を本調査の基礎資料とし

た。 

 

２）現況評価の実施 

 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、選定された植物種につい

ては、原則として現地調査（特別な場合を除く）にもとづいて現況評価をおこなった。現況評価は調査

員が前記の植物種調査カード（図1及び図2）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、その植物種の現況評

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、1950年～1960年を基準に、従来はありふれた種類であった

環境庁カテゴリーとは、環境庁が1997年に策定したレッドデータブックカテゴリー

を指す。国カテゴリーともいう。 
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Ｖ系列と、稀な種類であったＲ系列に分け、2000年時点から現在（2010年3月時点）まで変化のないも

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。 

 

３）カテゴリー区分による評価 

 現況評価、各植物種調査カードからもたらされた情報、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）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重要な定量的要件である。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 

 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

存続にとって重大な脅威である。 

 

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）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と考えられる植物種（亜種、変種を含む）をそ
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れぞれ別項に掲げた。本レッドデータブック記載種についてはこれを別に再録し、各論で個別に説明す

る。明らかな外来種については、掲載しない。 

 よってこのリストは、「いしかわレッドデータブック〈植物編〉2000」掲載のものと内容が異なり、

前回は省略されていた絶滅危惧種など「いしかわレッドデータブック〈植物編〉2010」の記載種を含ん

でいる。 

 

（６）保護を要する植物群落の考え方 

 石川県植生誌(石川県植生誌編纂委員会 1997)に掲載されている183種類の抽象的植物群落に分類さ

れる県下の具体的植物群落のなかから、保護を要するものを選定した。ここではヤブコウジ－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、具体的群落を選定することにした。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。「いしかわレッドデータブック〈植物編〉2000」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、この10年間観察

したことになる。 

 

（７）植物群落に適用するカテゴリーと選定基準 

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 

 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。 
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図２ 植物種調査用紙（裏） 原寸はＡ４大 

図１ 植物種調査用紙（表） 原寸はＡ４大 
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 Ⅱ 各論 
 
 

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）概説 

 石川県に自生するシダ植物と種子植物の植物種の数は、種単位で2188種、亜種・変種を区別した数は

2371種類である（表2、3参照）。このうち、「絶滅のおそれのある野生植物」（すなわち、「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、種レベルで637種、亜種・変種を含んだ数は647種

類（件）で、その比率はそれぞれ、29.1％及び27.3％である。以下、亜種・変種を含んだ件数で表示す

る。 
 このうち、絶滅10、絶滅危惧Ⅰ類202、絶滅危惧Ⅱ類222、合計434種類について、第１様式で掲載す

る。掲載の順序は絶滅、絶滅危惧Ⅰ類、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

順序にしたがって掲載する。 

 また、準絶滅危惧169、情報不足44、合計213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、情報不足とし、前記の場合に準じた配列順序で掲載する。 

 

（２）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、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されている。 

学名：環境庁自然保護局．1994．植物目録 修正版．にできるだけ合致するように、対象とする植物種

（変種以上、以下同じ）の名称を選んだ。ただし、より適当な名称がある場合には、それを採用

した。なお、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、ひとつだけ選んで記した。 

科名：分類系は前記の環境庁自然保護局(1994)に採用されたものに準じる。すなわち、シダ植物につい

てはTagawa,M. and Iwatsuki,K.(1972)、裸子植物についてはPilger,R. and Melchior,H.(1952)、

被子植物についてはMelchior,H.(1964)に準拠した。科の和名は、環境庁自然保護局(1994)による。 

石川県カテゴリー：対象となる植物種について、石川県の行政区域を範囲として、環境庁．1997．レッ

ドデータブックカテゴリー．にもとづいて、各カテゴリーへのあてはめをおこない、その植物種

に合致するカテゴリーを記した。ただし、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類と表示した。また、野生絶滅は事実上存在しない。 

国カテゴリー：対象となる植物種について、環境省．2007．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：選定された理由を記した。 

現状評価(現況)：2009年時点で現地調査から導かれた現況の記述。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 
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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＋、Ⅴ０ 増加、増減なし（いずれも、該当しないものとした） 

      Ⅴ－ 減少（原則として該当するが、該当しないものもある） 

      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（diag- 

nose）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。 

 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。 

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。「いしかわレッドデータブック

〈植物編〉2000」に記載されていた植物名の環境庁コードは削除。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「い

しかわレッドデータブック〈植物編〉2010」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（日本測地系準拠、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。特に秘匿を要する場合には、分布図は削除。 

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、県外で撮影したものがある。写真の掲載が困難な場合にはそれに代えて植物画（小牧 

旌.1987.加賀能登の植物図譜）を引用した。キャプションは、撮影者、撮影日付、撮影地を記載。 
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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：絶滅、絶滅危惧Ⅰ類ならびに絶滅危惧Ⅱ類の場合の記載方法に同じ。 

和名：絶滅、絶滅危惧Ⅰ類ならびに絶滅危惧Ⅱ類の場合の記載方法に同じ。 

科名：絶滅、絶滅危惧Ⅰ類ならびに絶滅危惧Ⅱ類の場合の記載方法に同じ。 

石川県カテゴリー：絶滅、絶滅危惧Ⅰ類ならびに絶滅危惧Ⅱ類の場合の記載方法に同じ。 

国カテゴリー：絶滅、絶滅危惧Ⅰ類ならびに絶滅危惧Ⅱ類の場合の記載方法に同じ。 

選定理由：絶滅、絶滅危惧Ⅰ類ならびに絶滅危惧Ⅱ類の場合の記載方法に同じ。 

分布：絶滅、絶滅危惧Ⅰ類ならびに絶滅危惧Ⅱ類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：絶滅、絶滅危惧Ⅰ類ならびに絶滅危惧Ⅱ類の場合の記載方法に同じ。 

特記事項：絶滅、絶滅危惧Ⅰ類ならびに絶滅危惧Ⅱ類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）：絶滅、絶滅危惧Ⅰ類ならびに絶滅危惧Ⅱ類の場合の記載方法に同じ。 

 

（３）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2、3、4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5として掲

載した。さらに種類ごとの説明はカテゴリー別に、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、5と採用した分類系に従って配

列してある。 

 

表２ 石川県に自生する植物種とレッドデータブック記載種(絶滅危惧Ⅰ類、絶滅危惧Ⅱ類、準絶滅危

惧、情報不足を含む、種単位)の統計表 

２－１ 石川県に自生する植物種(種単位)       ２－２ 石川県のレッドデータブック記載種(種単位) 

分  類  群 科 属 種 備 考 分  類  群 科 属 種 備 考

(1)シダ植物 

(2)種子植物 

(3) 裸子植物 

(4) 被子植物 

(5)  双子葉植物 

(6)   離弁花類 

(7)   合弁花類 

(8)  単子葉植物 

   26

  153

    6

  147

  122

   84

   38

   25

   65

  782

   13

  769

  567

  335

  232

  202

  222

 1966

   22

 1944

 1344

  812

  532

  600

 

(3)+(4)

 

(5)+(8)

(6)+(7)

(1)シダ植物 

(2)種子植物 

(3) 裸子植物 

(4) 被子植物 

(5)  双子葉植物

(6)   離弁花類

(7)   合弁花類

(8)  単子葉植物 

   22 

  105 

    3 

  102 

   82 

   51 

   31 

   20 

   44

  323

    4

  319

  211

  119

   92

  108

  100

  537

    6

  531

  314

  179

  135

  217

 

(3)+(4)

 

(5)+(8)

(6)+(7)

(9) 総    数   179   847  2188 (1)+(2) (9) 総    数   127   367   637 (1)+(2)
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表３ 石川県に自生する植物とレッドデータブック記載種(絶滅危惧Ⅰ類、絶滅危惧Ⅱ類、準絶滅危惧、

情報不足を含む件数)の統計表 

３－１ 石川県に自生する植物種                  ３－２ 石川県のレッドデータブック記載種 

(種内分類群を含む)                              (種内分類群を含む) 

分  類  群 科 属 種 備 考 分  類  群 科 属 種 備 考

(1)シダ植物 

(2)種子植物 

(3) 裸子植物 

(4) 被子植物 

(5)  双子葉植物

(6)   離弁花類

(7)   合弁花類

(8)  単子葉植物

   26

  153

    6

  147

  122

   84

   38

   25

   65

  782

   13

  769

  567

  335

  232

  202

  242

 2129

   23

 2106

 1466

  888

  578

  640

 

(3)+(4)

 

(5)+(8)

(6)+(7) 

(1)シダ植物 

(2)種子植物 

(3) 裸子植物 

(4) 被子植物 

(5)  双子葉植物 

(6)   離弁花類 

(7)   合弁花類 

(8)  単子葉植物 

   22 

  105 

    3 

  102 

   82 

   51 

   31 

   20 

   44

  323

    4

  319

  211

  119

   92

  108

  102

  545

    6

  539

  317

  180

  137

  222

 

(3)+(4)

 

(5)+(8)

(6)+(7)

(9) 総    数   179   847  2371 (1)+(2) (9) 総    数   127   367   647 (1)+(2)

 

 

  

なお、レッドデータブックに記載される植物は、「絶滅危惧植物」と呼ばれることがあるが、厳密に

は、「絶滅危惧」とは絶滅危惧Ⅰ類と絶滅危惧Ⅱ類のみを指す語なので、紛らわしい。このレッドデー

タブック（「いしかわレッドデータブック〈植物編〉2010」）では、「レッドデータブック記載植物」

と厳密に表現する。「いしかわレッドデータブック〈植物編〉2000」では、「広義の絶滅危惧植物」と

いう語を定義して用いたが、本レッドデータブックでは用いない。 

 

（４）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「いしかわレッドデータブック〈植物編〉2010」 

のカテゴリー別種類数とその増減を表6－2「カテゴリー別統括表上の件数比較」に示した。この10年間

の推移の顕著な特徴は、絶滅危惧Ⅰ類の増加と準絶滅危惧の減少である。レッドデータブック記載種の

約一割が、それぞれこの両カテゴリーで増減した。 

 その変化の内容を分析したのが、表6－1「カテゴリー別種類数推移表」である。この表の見方は少し

複雑であるから、若干の説明を加える。 

絶滅危惧Ⅰ類の2010年（当期）の種類数は下段の計の202（種類）である。これが2000年（前期）の

どのカテゴリーからもたらされたかを示したのが絶滅危惧Ⅰ類の列（縦）であって、例えばそのおよそ

半数の95は、2000年の絶滅危惧Ⅰ類からもたらされていることが示されている。さらにその約半分の44

は、2000年ではランクがひとつ下の絶滅危惧Ⅱ類から供給されたものである。また、ほぼこれに匹敵す

る41が外部からもたらされているが、この外部というのは2000年においては、レッドデータブック記載

種ではなかった種類を意味する。 

 この表6－1は、後掲の表5「石川県のレッドデータブック記載植物統括表」右端に掲げた2010年版と

2000年版の評価の比較分析から作成したものである。 

 

 

 

 

 

 

種のほか、種内分類群（亜種、変種など）が区別されている

場合には、それぞれ1種類として数えてある。 

種のほか、種内分類群（亜種、変種など）が区別されている場

合には、それぞれ1種類として数えてある。（種類＝件数）
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表６－１ カテゴリー別種類数推移表 

2010(当期)
2000(前期) 

絶滅 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 情報不足 外部 計 

絶滅 6  2  0  0  1  0  9 

絶滅危惧Ⅰ類 0  95  21  3  12  8  139 

絶滅危惧Ⅱ類 0  44  134  38  7  11  234 

準絶滅危惧 0  10  39  117  4  65  235 

情報不足 4  10  2  0  15  4  35 

外部 0  41  26  11  5  -88  -5 

計 10 202 222 169 44 0 647 

１）当期の「いしかわレッドデータブック〈植物編〉2010」の各カテゴリーに属する植物種（亜種、変種を含む）が、前

期（10年前）の「いしかわレッドデータブック〈植物編〉2000」のどのカテゴリーからもたらされたものかを示す表

である。例えば、当期の絶滅の合計10種類は、前期の絶滅から6種類、前期の情報不足から4種類がもたらされたこと

を示す。 

２）行（横）は､前期のそのカテゴリーが当期の各カテゴリーに供給（移出）した種類数、列（縦）は当期のそのカテゴ

リーが、前期の各カテゴリーから受け取った（移入）した種類数である。 

３）外部とは、その期において、レッドデータブック記載種（亜種・変種を含む）に属さなかった種類である。 

詳しくは本文参照。 

 

表６－２ カテゴリー別総括表上の件数比較 

絶滅 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 情報不足 計 

2000ｶﾃｺﾞﾘｰ別総括表 9  139  234  235  35  652 

2010ｶﾃｺﾞﾘｰ別総括表 10  202  222  169  44  647 

増 減 1 63 -12 -66  9 -5 
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（５）石川県植物レッドリスト2010 

 

凡  例 

 

１ 「いしかわレッドデータブック〈植物編〉2010」の掲載種を環境庁自然保護局植物目録修正版

（1994）の分類系の順序により配列した。 

２ 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、評価(県、国、現況)の順とする。

評価には、「いしかわレッドデータブック〈植物編〉2000」の評価を併記した。 

３ 学名は一部「BG Plants 和名 学名インデックス」（YList）（最終閲覧2010年2月22日）も参照し

た。 

４ 石川県での評価（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〈植物編〉2010」における評価で、レッドデ

ータブックカテゴリー（環境庁 1997）を準用した石川県カテゴリーによっている。 

  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＋ＥＮ）は記号：Ⅰ、

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 全国的評価（略号＝国）：日本列島を対象地域とした評価で、レッドリスト（植物Ⅰ）維管束植物

（環境省 2007）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（植物Ⅰ）維管束植物（環境省 2007）を参照。 

６ 現況評価（略号＝現況）：2009年度時点で野外調査から導かれた現況の記述、ランク付け前のデー

タである。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。詳細は本文参照。 

 

表４ 「いしかわレッドデータブック〈植物編〉2010」記載種のランク別総括表(件数) 

 絶滅 絶滅危惧Ⅰ類絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 情報不足 件 数 備 考

(1)シダ植物 

(2)種子植物 

(3)  裸子植物 

(4)  被子植物 

(5)    双子葉植物 

(6)        離弁花類 

(7)        合弁花類 

(8)    単子葉植物 

      4 

      6 

      0 

      6 

      6 

      2 

      4 

      0 

    23 

   179 

      0 

   179 

    98 

    49 

     49 

     81 

     37 

    185 

      3 

   182 

   111 

    67 

    44 

    71 

     36 

     133 

       2 

    131 

    81 

     49 

      32 

     50 

       2 

      42 

       1 

      41 

      21 

      13 

      8 

      20 

   102 

   545 

     6 

   539 

   317 

   180 

   137 

   222 

 

(3)+(4)

 

(5)+(8)

(6)+(7)

 

 

 

(9)     計      10    202     222     169       44    647 (1)+(2)

種のほか、種内分類群（亜種、変種など）が区別されている場合には、それぞれ１種類として数え、件数に算入してある。 
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表５　石川県のレッドデータブック記載種総括表

学　　　　　　　　名 和　　名
県 国 現況 県 国 現況

PTERIDOPHYTA    シダ植物

Psilotaceae ﾏﾂﾊﾞﾗﾝ科 
 Psilotum nudum  (L.) Beauv. ﾏﾂﾊﾞﾗﾝ EX NT RE EX VU RE

Lycopodiaceae ﾋｶｹﾞﾉｶｽﾞﾗ科
 Lycopodium cernuum L. ﾐｽﾞｽｷﾞ Ⅱ R- Ⅱ R-

 Lycopodium chinense Christ ﾋﾒｽｷﾞﾗﾝ NT RO NT RO

 Lycopodium complanatum L. ｱｽﾋｶｽﾞﾗ Ⅱ RO NT RO

 Lycopodium cryptomerinum Maxim. ｽｷﾞﾗﾝ Ⅰ VU R- Ⅰ EN R-

 Lycopodium selago L. ｺｽｷﾞﾗﾝ NT RO NT RO

Selaginellaceae ｲﾜﾋﾊﾞ科
 Selaginella doederleinii Hieron.   ｵﾆｸﾗﾏｺﾞｹ EX RE EX RE

 Selaginella helvetica (L.) Link ｴｿﾞﾋﾒｸﾗﾏｺﾞｹ Ⅱ RO NT RO

 Selaginella heterostachys Bak. ﾋﾒｸﾗﾏｺﾞｹ Ⅱ RO NT RO

 Selaginella involvens (Sw.) Spring ｶﾀﾋﾊﾞ Ⅱ RO Ⅱ RO

 Selaginella shakotanensis (Franch. ex Takeda) Miyabe et Kudo ﾋﾓｶｽﾞﾗ Ⅱ RO NT RO

 Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring ｲﾜﾋﾊﾞ Ⅱ V- Ⅱ V-

Isoetaceae ﾐｽﾞﾆﾗ科
 Isoetes japonica A. Br. ﾐｽﾞﾆﾗ Ⅰ NT R- Ⅱ VU R-

Equisetaceae ﾄｸｻ科
 Equisetum hyemale  L. ﾊﾏﾄﾞｸｻ Ⅱ R+ Ⅱ R-

    var. schleicheri Milde
 Equisetum   ×moorei  Newm. ﾃﾄﾞﾘﾄﾞｸｻ Ⅱ R- NT RO

 Equisetum palustre L. ｲﾇｽｷﾞﾅ Ⅱ R- Ⅱ R-

Ophioglossaceae ﾊﾅﾔｽﾘ科
 Botrychium lanceolatum (Gmel.) Angst. ﾐﾔﾏﾊﾅﾜﾗﾋﾞ DD CR RO DD CR RO

 Botrychium lunaria (L.) Sw. ﾋﾒﾊﾅﾜﾗﾋﾞ Ⅰ VU R- Ⅱ VU RO

 Botrychium nipponicum  Makino ｱｶﾊﾅﾜﾗﾋﾞ Ⅱ RO Ⅱ RO

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

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

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

 Ophioglossum thermale Kom. ﾊﾏﾊﾅﾔｽﾘ Ⅰ RO

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

Osmundaceae ｾﾞﾝﾏｲ科
 Osmunda lancea Thunb.   ﾔｼｬｾﾞﾝﾏｲ EX RE EX RE

Hymenophyllaceae ｺｹｼﾉﾌﾞ科
 Crepidomanes insigne (Bosch)S.H. Fu ｱｵﾎﾗｺﾞｹ Ⅱ RO NT RO

 Gonocormus minutum (Blume) K.Iwats. ｳﾁﾜｺﾞｹ Ⅱ RO NT RO

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

 Mecodium coreanum （Nakai） Serizawa ﾋﾒｺｹｼﾉﾌﾞ Ⅱ RO NT RO

Dennstaedtiaceae ｺﾊﾞﾉｲｼｶｸﾞﾏ科
 Dennstaedtia wilfordii (T.Moore) H.Christ ex C.Chr. ｵｳﾚﾝｼﾀﾞ Ⅱ RO NT RO

 Monachosorum flagellare (Maxim．ex Makino) Hayata ｵｵﾌｼﾞｼﾀﾞ Ⅱ RO Ⅱ RO

Davalliaceae ｼﾉﾌﾞ科
 Davallia mariesii Moore ex Bak. ｼﾉﾌﾞ NT R0 NT R0

Parkeriaceae ﾐｽﾞﾜﾗﾋﾞ科
 Adiantum capillus-veneris L. ﾎｳﾗｲｼﾀﾞ DD RO Ⅰ RO

 Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. ﾐｽﾞﾜﾗﾋﾞ NT V- NT V-

 Onychium japonicum (Thunb.) Kunze ﾀﾁｼﾉﾌﾞ NT R- NT R-

 Pleurosoriopsis makinoi (Maxim．ex Makino) Fomin ｶﾗｸｻｼﾀﾞ NT RO NT RO

Vittariaceae ｼｼﾗﾝ科
 Antrophyum obovatum Bak. ﾀｷﾐｼﾀﾞ Ⅰ EN RO Ⅰ EN RO

Pteridaceae ｲﾉﾓﾄｿｳ科
 Pteris multifida Poir. ｲﾉﾓﾄｿｳ NT RO NT R-

 Pteris nipponica W. C. Shieh ﾏﾂｻﾞｶｼﾀﾞ Ⅰ RO

Aspleniaceae ﾁｬｾﾝｼﾀﾞ科
 Asplenium capillipes Makino ﾋﾒｲﾜﾄﾗﾉｵ Ⅱ RO NT RO

 Asplenium hondoense Murakami et Hatanaka ﾎｳﾋﾞｼﾀﾞ Ⅰ RO Ⅰ RO

 Asplenium pekinense Hance ﾄｷﾜﾄﾗﾉｵ Ⅰ RO DD RO

 Asplenium ruprechtii Kurata ｸﾓﾉｽｼﾀﾞ Ⅱ R- Ⅱ R-

 Asplenium ruta-muraria L. ｲﾁｮｳｼﾀﾞ Ⅱ R- Ⅱ R-

 Asplenium sarelii Hook. ｺﾊﾞﾉﾋﾉｷｼﾀﾞ Ⅱ R- Ⅱ R-

 Asplenium tenuicaule Hayata ｲﾜﾄﾗﾉｵ Ⅱ RO NT RO

 Asplenium trichomanes L. ﾁｬｾﾝｼﾀﾞ NT R- NT R-

Blechnaceae ｼｼｶﾞｼﾗ科
 Struthiopteris amabilis (Makino) Ching ｵｻｼﾀﾞ NT RO NT RO

Dryopteridaceae ｵｼﾀﾞ科

2010年版評価 2000年版評価
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学　　　　　　　　名 和　　名
県 国 現況 県 国 現況

2010年版評価 2000年版評価

 Arachniodes amabilis (Bl.) Tindale ｵｵｶﾅﾜﾗﾋﾞ Ⅰ RO

 Arachniodes aristata (Forst.) Tindale ﾎｿﾊﾞｶﾅﾜﾗﾋﾞ Ⅰ RO NT RO

 Arachniodes maximowiczii (Bak.) Ohwi ﾅﾝﾀｲｼﾀﾞ Ⅱ RO NT RO

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

 Cyrtomium fortunei J. Sm. ﾐﾔｺﾔﾌﾞｿﾃﾂ NT RO NT RO

    var. intermedium Tagawa
 Cyrtomium macrophyllum (Makino) Tagawa ﾋﾛﾊﾔﾌﾞｿﾃﾂ Ⅰ RO Ⅱ RO

 Dryopteris championii (Benth.) C. Chr. ex Ching ｻｲｺﾞｸﾍﾞﾆｼﾀﾞ Ⅱ R- Ⅱ R-

 Dryopteris chinensis (Bak.) Koidz. ﾐｻｷｶｸﾞﾏ NT RO NT RO

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

 Dryopteris coreanomontana Nakai ｶﾗﾌﾄﾒﾝﾏ NT RO NT RO

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

 Dryopteris namegatae Kurata ｷﾖｽﾞﾐｵｵｸｼﾞｬｸ Ⅱ RO

 Dryopteris pycnopteroides (Christ) C. Chr. ﾜｶﾅｼﾀﾞ Ⅰ RO EX RE

 Dryopteris sacrosancta Koidz. ﾋﾒｲﾀﾁｼﾀﾞ Ⅱ RO NT RO

 Dryopteris sieboldii (van Houtte ex Moore) O. Ktze. ﾅｶﾞｻｷｼﾀﾞ Ⅰ RO Ⅰ RO

 Dryopteris sparsa (Hamilt. ex D.Don) O.Ktze. ﾅｶﾞﾊﾞﾉｲﾀﾁｼﾀﾞ Ⅰ RO

 Dryopteris tokyoensis (Matsum. ex Makino) C. Chr. ﾀﾆﾍｺﾞ Ⅱ RO NT RO

 Polystichum braunii  (Spenn.) Fée ﾎｿｲﾉﾃﾞ NT RO NT RO

 Polystichum ovatopaleaceum (Kodama) Sa.Kurata ｲﾜｼﾛｲﾉﾃﾞ Ⅰ RO DD RO

    var. coraiense (H.Christ ex H.Lév.) Sa.Kurata
 Polystichum ovatopaleaceum (Kodama) Sa.Kurata ﾂﾔﾅｼｲﾉﾃﾞ Ⅰ RO NT RO

    var. ovatopaleaceum
 Polystichum pseudomakinoi Tagawa ｻｲｺﾞｸｲﾉﾃﾞ NT RO NT R-

 Polystichum tagawanum Kurata ｲﾉﾃﾞﾓﾄﾞｷ NT RO NT RO

 Polystichum tsus-simense (Hook.) J. Sm. ｵｵｷﾖｽﾞﾐｼﾀﾞ Ⅱ R- Ⅱ R-

    var. mayebarae (Tagawa) Kurata
 Polystichum tsus-simense (Hook.) J. Sm. ﾋﾒｶﾅﾜﾗﾋﾞ NT RO NT RO

    var. tsus-simense
Thelypteridaceae ﾋﾒｼﾀﾞ科
 Thelypteris angustifrons  (Miq.) Ching ｺﾊｼｺﾞｼﾀﾞ NT RO NT RO

 Thelypteris esquirolii (Chirst) Ching ｲﾌﾞｷｼﾀﾞ Ⅱ R- Ⅱ R-

    var. glabrata (Christ) K. Iwats.
 Thelypteris glanduligera (Kunze) Ching ﾊｼｺﾞｼﾀﾞ NT RO NT RO

Athyriaceae ﾒｼﾀﾞ科
 Acystopteris japonica (Luerss.) Nakai ｳｽﾋﾒﾜﾗﾋﾞ Ⅱ RO Ⅱ RO

 Athyrium frangulum Tagawa ﾐﾔｺｲﾇﾜﾗﾋﾞ Ⅰ RO Ⅰ RO

 Athyrium mesosorum (Makino) Makino ﾇﾘﾜﾗﾋﾞ NT R- NT R-

 Athyrium oblitescens Kurata ｻｷﾓﾘｲﾇﾜﾗﾋﾞ NT RO NT RO

 Athyrium sheareri (Bak.) Ching ｳﾗﾎﾞｼﾉｺｷﾞﾘｼﾀﾞ NT RO Ⅱ R-

 Cornopteris decurrenti-alata (Hook.) Nakai ﾀｶｵｼｹﾁｼﾀﾞ Ⅱ R- Ⅱ R-

    var. pilosella H. Ito
 Deparia kiusiana (Koidz.) M. Kato ﾑｸｹﾞｼｹｼﾀﾞ NT RO NT RO

 Deparia unifurcata (Bak.) M. Kato ｵｵﾋﾒﾜﾗﾋﾞﾓﾄﾞｷ NT RO NT RO

 Diplaziopsis cavaleriana (H.Christ) C.Chr. ｲﾜﾔｼﾀﾞ Ⅰ R- Ⅱ RO

 Diplazium chinense (Bak.) C. Chr. ﾋｶｹﾞﾜﾗﾋﾞ Ⅱ RO NT RO

 Diplazium hachijoense Nakai ｼﾛﾔﾏｼﾀﾞ NT RO NT RO

 Diplazium mettenianum (Miq.) C. Chr. ﾐﾔﾏﾉｺｷﾞﾘｼﾀﾞ Ⅱ RO NT RO

 Diplazium subsinuatum (Wall. ex Hook. et Grev.) Tagawa ﾍﾗｼﾀﾞ NT RO NT RO

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

 Woodsia manchuriensis Hook. ﾌｸﾛｼﾀﾞ Ⅰ R- Ⅱ RO

Polypodiaceae ｳﾗﾎﾞｼ科
 Crypsinus hastatus (Thunb.) Copel. ﾐﾂﾃﾞｳﾗﾎﾞｼ NT R- NT R-

 Drymotaenium miyoshianum (Makino) Makino ｸﾗｶﾞﾘｼﾀﾞ EX EN RE EX EN RE

 Lemmaphyllum microphyllum Pr. ﾏﾒﾂﾞﾀ NT RO NT R-

 Lepisorus annuifrons (Makino) Ching ﾎﾃｲｼﾀﾞ NT RO NT R-

 Lepisorus onoei (Franch. et Savat.) Ching ﾋﾒﾉｷｼﾉﾌﾞ Ⅱ RO Ⅱ RO

 Lepisorus thunbergianus (Kaulf.） Ching ﾅｶﾞｵﾉｷｼﾉﾌﾞ NT R- NT R-

    var. angustus (Ching) Kurata
 Lepisorus ussuriensis (Regel et Maack） Ching ﾐﾔﾏﾉｷｼﾉﾌﾞ NT R- NT R-

    var. distans (Makino) Tagawa
 Loxogramme  grammitoides  (Bak.） C. Chr. ﾋﾒｻｼﾞﾗﾝ NT RO NT RO

 Pyrrosia tricuspis (Sw.) Tagawa ｲﾜｵﾓﾀﾞｶ Ⅰ R- Ⅰ R-

Marsileaceae ﾃﾞﾝｼﾞｿｳ科
 Marsilea quadrifolia L. ﾃﾞﾝｼﾞｿｳ Ⅰ VU V2- Ⅰ VU V2-

Salviniaceae ｻﾝｼｮｳﾓ科
 Salvinia natans (L.) All.  ｻﾝｼｮｳﾓ Ⅰ NT V2- Ⅰ VU V2-

Azollaceae ｱｶｳｷｸｻ科
 Azolla japonica Franch. et Savat. ｵｵｱｶｳｷｸｻ Ⅰ VU V2- Ⅰ VU V2-
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SPERMATOPHYTA    種子植物

    GYMNOSPERMAE    裸子植物

Cupressaceae ﾋﾉｷ科
 Juniperus chinensis L. ﾐﾔﾏﾋﾞｬｸｼﾝ Ⅱ R- Ⅱ R-

    var. sargentii Henry
 Juniperus conferta Parl. ﾊｲﾈｽﾞ Ⅱ V- Ⅱ V-

 Juniperus rigida Sieb. et Zucc. ﾈｽﾞ NT V- Ⅱ V-

 Thujopsis dolabrata （L.fil.） Sieb. et Zucc. ﾋﾉｷｱｽﾅﾛ Ⅱ RO Ⅱ RO

    var. hondae Makino
Podocarpaceae ﾏｷ科
 Podocarpus macrophyllus (Thunb.) Lamb. ｲﾇﾏｷ DD RO DD RO

Taxaceae ｲﾁｲ科
 Taxus cuspidata Sieb. et Zucc. ｷｬﾗﾎﾞｸ NT RO

　  var. nana Hort. ex Rehder

    ANGIOSPERMAE    被子植物

        DICOTYLEDONEAE    双子葉植物

            CHOLIPETALAE    離弁花類

Salicaceae ﾔﾅｷﾞ科
 Toisusu urbaniana （Seemen） Kimura ｵｵﾊﾞﾔﾅｷﾞ NT RO NT RO

Betulaceae ｶﾊﾞﾉｷ科
 Alnus traveculosa Hand.-Mazz. ｻｸﾗﾊﾞﾊﾝﾉｷ Ⅱ NT RO Ⅱ NT RO

 Ostrya japonica Sarg. ｱｻﾀﾞ Ⅰ RO Ⅱ RO

Fagaceae ﾌﾞﾅ科
 Quercus aliena Blume ﾅﾗｶﾞｼﾜ NT RO NT RO

 Quercus sessilifolia Blume ﾂｸﾊﾞﾈｶﾞｼ Ⅱ R- Ⅱ RO

Moraceae ｸﾜ科
 Broussonetia papyrifera (L.) L’Hér. ex Vent. ｶｼﾞﾉｷ NT RO NT RO

 Humulus lupulus L. ｶﾗﾊﾅｿｳ NT RO Ⅱ RO

    var. cordifolius (Miq.) Maxim. ex Franch. et Savat.
Urticaceae ｲﾗｸｻ科
 Nanocnide japonica Blume ｶﾃﾝｿｳ Ⅱ RO Ⅱ RO

 Pilea pseudopetiolaris Hatus. ｺﾐﾔﾏﾐｽﾞ NT RO NT RO

Loranthaceae ﾔﾄﾞﾘｷﾞ科
 Hyphear tanakae (Franch. et Savat.) Hosokawa ﾎｻﾞｷﾔﾄﾞﾘｷﾞ Ⅰ R- Ⅱ RO

 Taxillus kaempferi (DC.) Danser ﾏﾂｸﾞﾐ Ⅰ R- Ⅰ R-

Balanophoraceae ﾂﾁﾄﾘﾓﾁ科
 Balanophora nipponica Makino ﾐﾔﾏﾂﾁﾄﾘﾓﾁ Ⅰ VU RO Ⅰ VU RO

Polygonaceae ﾀﾃﾞ科
 Persicaria debilis (Meisn.) H.Gross ex W.T.Lee ﾐﾔﾏﾀﾆｿﾊﾞ Ⅱ RO Ⅱ RO

 Persicaria foliosa (H.Lindb.) Kitag. ﾔﾅｷﾞﾇｶﾎﾞ Ⅰ VU RO

　  var. paludicola (Makino) H.Hara
 Persicaria hastatosagittata (Makino) Nakai ﾅｶﾞﾊﾞﾉｳﾅｷﾞﾂｶﾐ DD RO

 Persicaria maackiana (Regel) Nakai ｻﾃﾞｸｻ Ⅰ R-

 Persicaria taquetii (Lév.) Koidz. ﾇｶﾎﾞﾀﾃﾞ　　 Ⅰ VU RO Ⅰ VU RO

 Rumex dentatus L. ｺｷﾞｼｷﾞｼ DD VU RO Ⅰ VU RO

　  ssp. klotzschianus (Meisn.) Rech.f.
 Rumex longifolius DC. ﾉﾀﾞｲｵｳ Ⅰ NT RO

Caryophyllaceae ﾅﾃﾞｼｺ科
 Dianthus japonicus Thunb. ﾊﾏﾅﾃﾞｼｺ Ⅱ RO Ⅱ RO

 Dianthus shinanensis (Yatabe) Makino ｼﾅﾉﾅﾃﾞｼｺ　　 Ⅱ RO NT RO

 Honkenya peploides (L.) Ehrh. ﾊﾏﾊｺﾍﾞ Ⅰ RO Ⅰ RO

    var. major Hook.
 Pseudostellaria heterantha (Maxim.) Pax ﾜﾁｶﾞｲｿｳ Ⅰ RO

 Silene baccifera (L.) Roth ﾅﾝﾊﾞﾝﾊｺﾍﾞ NT RO NT RO

    var. japonica (Miq.) H.Ohashi et H.Nakai
 Silene gracillima Rohrb. ｾﾝｼﾞｭｶﾞﾝﾋﾟ　　 Ⅱ RO NT RO

 Silene miqueliana (Rohrb.) H.Ohashi et H.Nakai ﾌｼｸﾞﾛｾﾝﾉｳ Ⅱ RO Ⅱ RO

 Spergularia marina (L.) Griseb. ｳｼｵﾂﾒｸｻ Ⅰ RO

 Stellaria fenzlii Regel ｼﾗｵｲﾊｺﾍﾞ　　　 Ⅰ R- NT RO

 Stellaria monosperma Buch.-Ham. ex D.Don ｵｵﾔﾏﾊｺﾍﾞ NT RO NT RO

    var. japonica Maxim.
Amaranthaceae ﾋﾕ科
 Achyranthes longifolia (Makino) Makino ﾔﾅｷﾞｲﾉｺﾂﾞﾁ Ⅱ RO
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Magnoliaceae ﾓｸﾚﾝ科
 Magnolia sieboldii K. Koch ｵｵﾔﾏﾚﾝｹﾞ Ⅰ RO Ⅰ RO

    ssp. japonica Ueda
Illiciaceae ｼｷﾐ科
 Illicium anisatum L. ｼｷﾐ NT RO NT RO

Lauraceae ｸｽﾉｷ科
 Lindera praecox (Sieb. et Zucc.) Blume ｱﾌﾞﾗﾁｬﾝ NT RO NT RO

 Litsea coreana H. Lév. ｶｺﾞﾉｷ Ⅰ RO Ⅰ RO

 Neolitsea aciculata (Blume) Koidz. ｲﾇｶﾞｼ　　　 Ⅰ RO Ⅰ RO

Cercidiphyllaceae ｶﾂﾗ科
 Cercidiphyllum magnificum (Nakai) Nakai ﾋﾛﾊｶﾂﾗ Ⅱ RO DD RO

Ranunculaceae ｷﾝﾎﾟｳｹﾞ科
 Aconitum umbrosum (Korsh.) Kom. ｵｵﾚｲｼﾞﾝｿｳ NT RO NT RO

 Anemone narcissiflora L. ﾊｸｻﾝｲﾁｹﾞ Ⅱ RO Ⅰ R-

　  ssp. nipponica (Tamura) Kadota
 Anemone nikoensis Maxim. ｲﾁﾘﾝｿｳ NT RO NT RO

 Anemone raddeana Regel ｱｽﾞﾏｲﾁｹﾞ NT RO NT RO

 Aquilegia buergeriana Sieb. et Zucc. ﾔﾏｵﾀﾞﾏｷ Ⅱ RO Ⅱ RO

 Aquilegia flabellata Sieb. et Zucc. ﾐﾔﾏｵﾀﾞﾏｷ Ⅰ RO Ⅰ RO

    var. pumila (Huth) Kudo
 Cimicifuga japonica (Thunb.) Spreng. ｷｹﾝｼｮｳﾏ NT RO NT RO

    var. peltata (Makino) H.Hara
 Clematis japonica Thunb. ﾊﾝｼｮｳﾂﾞﾙ NT RO

 Clematis patens Morren et Decaisne ｶｻﾞｸﾞﾙﾏ EX NT RE EX VU RE

 Dichocarpum nipponicum (Franch.) W. T. Wang et Hsiao ｱｽﾞﾏｼﾛｶﾈｿｳ NT RO NT RO

 Hepatica nobilis Schreb. ﾐｽﾐｿｳ Ⅱ V-

　  var. japonica Nakai
 Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. et C.Presl ｵｷﾅｸﾞｻ Ⅰ VU RO Ⅰ VU R-

 Ranunculus nipponicus Nakai ﾊﾞｲｶﾓ　　 Ⅰ R- Ⅰ R-

    var. submersus H.Hara
 Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino ﾋﾒｳｽﾞ Ⅱ RO Ⅱ RO

 Trollius hondoensis Nakai ｷﾝﾊﾞｲｿｳ Ⅰ RO Ⅰ RO

Berberidaceae ﾒｷﾞ科
 Berberis amurensis Rupr. ﾋﾛﾊﾉﾍﾋﾞﾉﾎﾞﾗｽﾞ Ⅱ RO Ⅱ RO

    var. japonica (Regel) Rehd.
 Berberis tschonoskyana Regel ｵｵﾊﾞﾒｷﾞ　　　　 Ⅰ RO Ⅰ RO

Nymphaeaceae ｽｲﾚﾝ科
 Brasenia schreberi J. F. Gmel. ｼﾞｭﾝｻｲ NT RO Ⅱ R-

 Euryale ferox Salisb. ｵﾆﾊﾞｽ DD VU RE EX VU RE

 Nuphar japonicum DC. ｺｳﾎﾈ NT RO NT RO

 Nuphar subintegerrimum (Casp.) Makino ﾋﾒｺｳﾎﾈ Ⅰ VU V- Ⅰ VU V-

 Nymphaea tetragona Georgi ﾋﾂｼﾞｸﾞｻ NT V0 Ⅱ V2-

    var. angusta Casp.
Ceratophyllaceae ﾏﾂﾓ科
 Ceratophyllum demersum  L. ﾏﾂﾓ　　　 Ⅱ R- Ⅱ R-

Saururaceae ﾄﾞｸﾀﾞﾐ科
 Saururus chinensis (Lour.) Baill. ﾊﾝｹﾞｼｮｳ　　　　 NT V0 Ⅱ V2-

Aristolochiaceae ｳﾏﾉｽｽﾞｸｻ科
 Aristolochia contorta Bunge ﾏﾙﾊﾞｳﾏﾉｽｽﾞｸｻ Ⅰ VU R- Ⅰ EN R-

 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc. ｳﾏﾉｽｽﾞｸｻ Ⅱ RO Ⅰ R-

 Asarum caulescens Maxim. ﾌﾀﾊﾞｱｵｲ Ⅱ RO Ⅱ RO

 Asarum sieboldii Miq. ｳｽﾊﾞｻｲｼﾝ Ⅱ RO Ⅰ RO

Paeoniaceae ﾎﾞﾀﾝ科
 Paeonia japonica (Makino) Miyabe et Takeda ﾔﾏｼｬｸﾔｸ Ⅰ NT R- Ⅱ VU RO

Theaceae ﾂﾊﾞｷ科
 Cleyera japonica Thunb. ｻｶｷ NT RO NT RO

Guttiferae ｵﾄｷﾞﾘｿｳ科
 Hypericum ascyron L. ﾄﾓｴｿｳ Ⅱ RO Ⅱ RO

 Hypericum oliganthum Franch. et Savat. ｱｾﾞｵﾄｷﾞﾘ DD EN V- Ⅰ EN V-

Droseraceae ﾓｳｾﾝｺﾞｹ科
 Drosera peltata Smith ｲｼﾓﾁｿｳ Ⅰ NT R- Ⅰ VU R-

    var. nipponica (Masam.) Ohwi
 Drosera tokaiensis (Komiya et C.Shibata) T.Nakamura et K.Ueda ﾄｳｶｲｺﾓｳｾﾝｺﾞｹ Ⅰ R- Ⅰ R-

Papaveraceae ｹｼ科
 Corydalis capillipes Franch. ﾐﾁﾉｸｴﾝｺﾞｻｸ NT RO NT RO

 Corydalis decumbens (Thunb.) Pers. ｼﾞﾛﾎﾞｳｴﾝｺﾞｻｸ Ⅰ R- NT RO

 Corydalis lineariloba Sieb. et Zucc. ﾔﾏｴﾝｺﾞｻｸ Ⅰ R0

    var. lineariloba
 Hylomecon japonicum (Thunb.） Prantl ﾔﾏﾌﾞｷｿｳ Ⅰ R- Ⅰ R-

Cruciferae ｱﾌﾞﾗﾅ科
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 Arabis glabra (L.) Bernh. ﾊﾀｻﾞｵ NT RO NT RO

 Cardamine appendiculata Franch. et Savat. ﾋﾛﾊｺﾝﾛﾝｿｳ Ⅱ RO

 Cardamine  leucantha  (Tausch) O. E. Schulz ｺﾝﾛﾝｿｳ NT RO NT RO

 Eutrema okinosimense Taken. ｵｵﾕﾘﾜｻﾋﾞ NT RO

Hamamelidaceae ﾏﾝｻｸ科
 Corylopsis pauciflora Sieb. et Zucc. ﾋｭｳｶﾞﾐｽﾞｷ Ⅱ RO Ⅱ RO

Crassulaceae ﾍﾞﾝｹｲｿｳ科
 Hylotelephium sordidum (Maxim.) H. Ohba ﾁﾁｯﾊﾟﾍﾞﾝｹｲ DD RO Ⅱ RO

 Hylotelephium viride (Makino) H.Ohba ｱｵﾍﾞﾝｹｲ Ⅰ RO

 Orostachys japonica (Maxim.) Berger ﾂﾒﾚﾝｹﾞ NT NT RO NT NT RO

 Rhodiola rosea L. ｲﾜﾍﾞﾝｹｲ Ⅱ RO NT RO

 Sedum makinoi Maxim. ﾏﾙﾊﾞﾏﾝﾈﾝｸﾞｻ NT RO NT RO

 Sedum subtile Miq. ﾋﾒﾚﾝｹﾞ　　　 NT RO NT RO

Saxifragaceae ﾕｷﾉｼﾀ科
 Chrysosplenium flagelliferum Fr. Schm. ﾂﾙﾈｺﾉﾒｿｳ Ⅱ RO NT RO

 Chrysosplenium tosaense (Makino) Makino ﾀﾁﾈｺﾉﾒｿｳ DD RO NT RO

 Hydrangea involucrata Sieb. ﾀﾏｱｼﾞｻｲ NT RO NT RO

 Parnassia foliosa Hook. fil. et Thoms. ｵｵｼﾗﾋｹﾞｿｳ Ⅰ R- Ⅰ R-

    var. japonica (Nakai) Ohwi
 Parnassia palustris  L. ｴｿﾞｳﾒﾊﾞﾁｿｳ NT RO

    var. palustris
 Penthorum chinense Pursh ﾀｺﾉｱｼ Ⅱ NT R- Ⅱ VU R-

 Ribes ambiguum Maxim. ﾔｼｬﾋﾞｼｬｸ NT NT RO NT VU RO

 Ribes latifolium Jancz. ｴｿﾞｽｸﾞﾘ Ⅱ RO Ⅱ RO

 Saxifraga acerifolia Wakabayashi et Satomi ｴﾁｾﾞﾝﾀﾞｲﾓﾝｼﾞｿｳ Ⅰ VU R- Ⅰ CR R-

 Saxifraga cherlerioides D. Don ｼｺﾀﾝｿｳ Ⅱ RO Ⅰ RO

    var. rebunshirensis (Engler et Irmsch.) Hara
 Saxifraga japonica H. Boiss. ﾌｷﾕｷﾉｼﾀ NT RO NT RO

Rosaceae ﾊﾞﾗ科
 Chaenomeles  japonica  (Thunb.) Lindl. ex Spach ｸｻﾎﾞｹ DD R- Ⅰ R-

 Fragaria iinumae Makino ﾉｳｺﾞｳｲﾁｺﾞ NT RO NT RO

 Geum macrophyllum Willd. ｶﾗﾌﾄﾀﾞｲｺﾝｿｳ NT RO Ⅱ RO

    var. sachalinense (Koidz.) Hara
 Malus tschonoskii (Maxim.) C. K. Schn. ｵｵｳﾗｼﾞﾛﾉｷ Ⅱ RO Ⅱ RO

 Potentilla anserina  L. ｴｿﾞﾂﾙｷﾝﾊﾞｲ Ⅰ RO Ⅰ RO

　  ssp. pacifica (Howell) Rousi
 Potentilla chinensis Ser. ｶﾜﾗｻｲｺ Ⅱ RO Ⅱ RO

 Potentilla cryptotaeniae Maxim. ﾐﾂﾓﾄｿｳ DD RO Ⅱ RO

 Potentilla dickinsii Franch. et Savat. ｲﾜｷﾝﾊﾞｲ Ⅱ RO Ⅱ RO

 Prunus maximowiczii Rupr. ﾐﾔﾏｻﾞｸﾗ Ⅰ RO Ⅰ RO

 Prunus nipponica Matsum. ﾁｼﾏｻﾞｸﾗ DD RO Ⅰ RO

    var. kurilensis (Miyabe) Wilson
 Rhaphiolepis umbellata (Thunb.) Makino ﾏﾙﾊﾞｼｬﾘﾝﾊﾞｲ Ⅱ R- Ⅱ R-

    var. integerrima (Hook. et Arn.) Rehd.
 Rosa  nipponensis Crépin ﾀｶﾈﾊﾞﾗ Ⅰ RO Ⅰ RO

 Rosa rugosa Thunb. ﾊﾏﾅｽ NT R- NT R-

 Rubus mesogaeus Focke ｸﾛｲﾁｺﾞ Ⅱ RO NT RO

 Rubus pedatus Smith ｺｶﾞﾈｲﾁｺﾞ Ⅱ RO Ⅱ RO

 Spiraea chamaedryfolia L. ｱｲｽﾞｼﾓﾂｹ Ⅰ RO

    var. pilosa (Nakai) Hara
 Spiraea nipponica Maxim. ｲﾜｼﾓﾂｹ Ⅱ RO Ⅱ RO

 Spiraea thunbergii Sieb．ex Blume ﾕｷﾔﾅｷﾞ Ⅱ RO Ⅰ RO

 Stephanandra incisa (Thunb.) Zabel ｺｺﾞﾒｳﾂｷﾞ Ⅰ RO

Leguminosae ﾏﾒ科
 Astragalus membranaceus Bunge ﾀｲﾂﾘｵｳｷﾞ Ⅱ RO Ⅱ RO

 Gleditsia japonica Miq. ｻｲｶﾁ Ⅱ RO NT RO

 Lathyrus palustris L. ｴｿﾞﾉﾚﾝﾘｿｳ Ⅱ R- Ⅱ R-

　  ssp. pilosus  (Cham.) Hultén
 Lespedeza tomentosa (Thunb.) Sieb. ex Maxim. ｲﾇﾊｷﾞ DD NT R- Ⅰ VU R-

 Rhynchosia acuminatifolia Makino ｵｵﾊﾞﾀﾝｷﾘﾏﾒ Ⅱ RO NT RO

 Thermopsis lupinoides (L.) Link ｾﾝﾀﾞｲﾊｷﾞ Ⅰ R- Ⅱ R-

 Vicia pseudo-orobus Fisch. et  C. A. Mey. ｵｵﾊﾞｸｻﾌｼﾞ Ⅱ RO NT RO

Geraniaceae ﾌｳﾛｿｳ科
 Geranium eriostemon Fisch. ｸﾞﾝﾅｲﾌｳﾛ Ⅱ RO Ⅱ RO

    var. reinii （Franch. et Savat.）Maxim.
 Geranium krameri Franch. et Savat. ﾀﾁﾌｳﾛ NT RO NT RO

 Geranium wilfordii Maxim. ﾐﾂﾊﾞﾌｳﾛ NT RO NT RO

Euphorbiaceae ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ科
 Euphorbia adenochlora Morren et Dence. ﾉｳﾙｼ Ⅰ NT RO Ⅰ VU RO

 Euphorbia jolkinii Boiss. ｲﾜﾀｲｹﾞｷ Ⅰ RO Ⅰ RO
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 Euphorbia pekinensis Rupr. ﾀｶﾄｳﾀﾞｲ NT RO NT RO

Rutaceae ﾐｶﾝ科
 Boenninghausenia japonica Nakai ﾏﾂｶｾﾞｿｳ Ⅱ RO Ⅱ RO

 Zanthoxylum armatum DC. ﾌﾕｻﾞﾝｼｮｳ Ⅰ RO

　 var. subtrifoliatum (Franch.) Kitam.
Polygalaceae ﾋﾒﾊｷﾞ科
 Polygala tatarinowii Regel ﾋﾅﾉｷﾝﾁｬｸ Ⅰ EN R- Ⅰ EN RO

Aceraceae ｶｴﾃﾞ科
 Acer cissifolium (Sieb. et Zucc.) K. Koch ﾐﾂﾃﾞｶｴﾃﾞ NT RO NT RO

 Acer diabolicum Blume ex Koch ｶｼﾞｶｴﾃﾞ Ⅱ R- Ⅱ R-

 Acer nikoense Maxim. ﾒｸﾞｽﾘﾉｷ Ⅱ RO NT RO

Sapindaceae ﾑｸﾛｼﾞ科
 Koelreuteria paniculata Laxm. ﾓｸｹﾞﾝｼﾞ Ⅱ R- Ⅱ R-

 Sapindus mukorossi Gaertn. ﾑｸﾛｼﾞ Ⅱ RO Ⅱ RO

Aquifoliaceae ﾓﾁﾉｷ科
 Ilex geniculata Maxim. ｵｸﾉﾌｳﾘﾝｳﾒﾓﾄﾞｷ NT RO NT RO

    var. glabra Okuyama
 Ilex nipponica Makino ﾐﾔﾏｳﾒﾓﾄﾞｷ NT RO NT RO

Celastraceae ﾆｼｷｷﾞ科
 Celastrus flagellaris Rupr. ｲﾜｳﾒﾂﾞﾙ Ⅱ RO Ⅱ RO

Buxaceae ﾂｹﾞ科
 Buxus microphylla Sieb. et Zucc. ﾂｹﾞ　　　　 Ⅱ RO NT RO

    var. japonica (Müll.Arg. ex Miq.) Rehder et E.H.Wilson
 Pachysandra terminalis Sieb. et Zucc. ﾌｯｷｿｳ NT RO

Rhamnaceae ｸﾛｳﾒﾓﾄﾞｷ科
 Berchemiella berchemiifolia (Makino) Nakai ﾖｺｸﾞﾗﾉｷ Ⅱ RO Ⅱ RO

 Rhamnus davurica Pall. ｸﾛﾂﾊﾞﾗ DD RO Ⅱ RO

    var. nipponica Makino
Tiliaceae ｼﾅﾉｷ科
 Tilia maximowicziana Shirasawa ｵｵﾊﾞﾎﾞﾀﾞｲｼﾞｭ Ⅰ RO Ⅰ RO

Thymelaeaceae ｼﾞﾝﾁｮｳｹﾞ科
 Daphne kamtschatica Maxim. ﾅﾆﾜｽﾞ NT RO NT RO

   var. jezoensis (Maxim.) Ohwi
 Daphne miyabeana Makino ｶﾗｽｼｷﾐ NT RO NT RO

 Diplomorpha sikokiana (Franch. et Savat.) Honda ｶﾞﾝﾋﾟ NT RO NT RO

Elaeagnaceae ｸﾞﾐ科
 Elaeagnus macrophylla Thunb. ﾏﾙﾊﾞｸﾞﾐ Ⅱ RO Ⅱ RO

 Elaeagnus pungens Thunb. ﾅﾜｼﾛｸﾞﾐ Ⅱ R- Ⅱ R-

Violaceae ｽﾐﾚ科
 Viola betonicifolia Smith ｱﾘｱｹｽﾐﾚ NT RO NT RO

    var. albescens (Nakai) F. Maekawa et Hashimoto
 Viola brevistipulata (Franch. et Savat.) W. Becker ﾅｴﾊﾞｷｽﾐﾚ Ⅱ RO Ⅱ RO

   ssp. brevistipulata 
   var. kishidae (Nakai) F.Maek. et T.Hashim.
 Viola chaerophylloides (Regel) W.Becker ﾋｺﾞｽﾐﾚ Ⅱ R- Ⅱ R-

   var. sieboldiana (Maxim.) Makino
 Viola eizanensis (Makino) Makino ｴｲｻﾞﾝｽﾐﾚ Ⅰ R- Ⅱ R-

 Viola grayi Franch. et Savat. ｲｿｽﾐﾚ Ⅱ VU R- Ⅱ R-

 Viola grypoceras A. Gray ﾂﾙﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ Ⅱ RO NT RO

　  var. rhizomata (Nakai) Ohwi
 Viola grypoceras A. Gray ｹｲﾘｭｳﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ Ⅱ RO Ⅱ RO

    var. ripensis N.Yamada et Okamoto
 Viola phalacrocarpa Maxim. ｱｶﾈｽﾐﾚ Ⅱ RO Ⅱ RO

Lythraceae ﾐｿﾊｷﾞ科
 Rotala elatinomorpha Makino ﾋﾒｷｶｼｸﾞｻ DD RO NT R＋

 Rotala mexicana Cham. et Schltdl. ﾐｽﾞﾏﾂﾊﾞ Ⅱ VU V- Ⅱ VU V-

Trapaceae ﾋｼ科
 Trapa incisa Sieb. et Zucc. ﾋﾒﾋﾞｼ Ⅱ VU RO Ⅱ VU RO

 Trapa natans L. ｵﾆﾋﾞｼ Ⅱ RO Ⅱ RO

    var. quadrispinosa (Roxb.) Makino
Onagraceae ｱｶﾊﾞﾅ科
 Circaea cordata Royle ｳｼﾀｷｿｳ Ⅰ RO Ⅱ RO

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

 Epilobium parviflorum Schreber ｽｽﾔｱｶﾊﾞﾅ Ⅰ RO

 Ludwigia epilobioides Maxim. ｳｽｹﾞﾁｮｳｼﾞﾀﾃﾞ Ⅰ NT R-

　 ssp. greatrexii (H.Hara) Raven
Haloragaceae ｱﾘﾉﾄｳｸﾞｻ科
 Myriophyllum spicatum L. ﾎｻﾞｷﾉﾌｻﾓ Ⅱ R- Ⅱ R-

 Myriophyllum ussuriense (Regel) Maxim. ﾀﾁﾓ Ⅰ NT R- Ⅱ NT R-

 Myriophyllum verticillatum L. ﾌｻﾓ Ⅱ R- Ⅱ R-
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Araliaceae ｳｺｷﾞ科
 Aralia glabra Matsum. ﾐﾔﾏｳﾄﾞ Ⅱ RO Ⅱ RO

Umbelliferae ｾﾘ科
 Angelica japonica A. Gray ﾊﾏｳﾄﾞ Ⅱ RO Ⅱ RO

　  var. japonica
 Bupleurum longiradiatum Turcz. ﾎﾀﾙｻｲｺ Ⅱ R- Ⅱ R-

    var.  elatius (Koso-Pol.) Kitag.
 Bupleurum nipponicum Koso-Pol. ﾊｸｻﾝｻｲｺ NT RO NT RO

 Bupleurum scorzonerifolium Willd. ﾐｼﾏｻｲｺ DD VU RO DD VU RO

 Cicuta virosa L. ﾄﾞｸｾﾞﾘ Ⅱ R- Ⅱ R-

 Coelopleurum multisectum (Maxim.) Kitagawa ﾐﾔﾏｾﾞﾝｺﾞ NT RO NT RO

 Dystaenia ibukiensis (Yabe) Kitagawa ｾﾘﾓﾄﾞｷ NT RO NT RO

 Glehnia littoralis Fr. Schm. ex Miq. ﾊﾏﾎﾞｳﾌｳ NT RO NT R-

 Sanicula tuberculata Maxim. ﾌｷﾔﾐﾂﾊﾞ Ⅰ EN RO Ⅰ RO

 Sium  sisarum  L. ﾑｶｺﾞﾆﾝｼﾞﾝ Ⅰ R- Ⅱ RO

 Tilingia tachiroei (Franch. et Savat.) Kitagawa ﾐﾔﾏｳｲｷｮｳ Ⅱ RO Ⅱ RO

            SYMPETALAE    合弁花類

Loganiaceae　ﾏﾁﾝ科
 Mitrasacme pygmaea R.Br. ｱｲﾅｴ DD RO

Diapensiaceae ｲﾜｳﾒ科
 Diapensia lapponica L. ｲﾜｳﾒ Ⅱ RO Ⅱ RO

    ssp. obovata (F.Schmidt) Hultén
Pyrolaceae ｲﾁﾔｸｿｳ科
 Pyrola nephrophylla (H. Andr.) H. Andr. ﾏﾙﾊﾞﾉｲﾁﾔｸｿｳ Ⅰ RO Ⅰ RO

Ericaceae ﾂﾂｼﾞ科
 Cassiope lycopodioides (Pall.) D. Don ｲﾜﾋｹﾞ Ⅱ RO Ⅱ RO

 Loiseleuria procumbens (L.) Desv. ﾐﾈｽﾞｵｳ Ⅱ RO NT RO

 Pieris japonica (Thunb.) D.Don ex G.Don ｱｾﾋﾞ NT RO Ⅱ R-

　  ssp. japonica
 Rhododendron aureum Georgi ｷﾊﾞﾅｼｬｸﾅｹﾞ EX RE DD RE

 Rhododendron indicum (L.) Sweet ｻﾂｷ Ⅱ RO Ⅱ RO

 Rhododendron nipponicum Matsum. ｵｵﾊﾞﾂﾂｼﾞ Ⅱ R- Ⅱ R-

 Vaccinium bracteatum Thunb. ｼｬｼｬﾝﾎﾞ NT RO Ⅱ R-

 Vaccinium yatabei Makino ﾋﾒｳｽﾉｷ NT RO Ⅱ R-

Myrsinaceae ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ科
 Ardisia crispa (Thunb.) DC. ｶﾗﾀﾁﾊﾞﾅ NT RO NT R-

Primulaceae ｻｸﾗｿｳ科
 Glaux maritima L. ｳﾐﾐﾄﾞﾘ Ⅰ R- Ⅰ R-

    var. obtusifolia Fern.
 Lysimachia acroadenia Maxim. ｷﾞﾝﾚｲｶ Ⅱ R- Ⅱ R-

 Lysimachia vulgaris L. ｸｻﾚﾀﾞﾏ NT R- Ⅱ R-

    var. davurica (Ledeb.) R. Knuth
 Primula cuneifolia Ledeb. ﾊｸｻﾝｺｻﾞｸﾗ NT R- NT R-

    var. hakusanensis (Franch.) Makino
 Primula jesoana Miq. ｵｵｻｸﾗｿｳ Ⅱ RO Ⅱ RO

　  var. jesoana
 Primula sieboldii E. Morr. ｻｸﾗｿｳ DD NT RE DD VU RE

Ebenaceae ｶｷﾉｷ科
 Diospyros japonica Sieb. et Zucc. ﾘｭｳｷｭｳﾏﾒｶﾞｷ Ⅱ R+ Ⅰ RO

Oleaceae ﾓｸｾｲ科
 Fraxinus mandshurica Rupr. ﾔﾁﾀﾞﾓ Ⅰ R- Ⅱ R-

Gentianaceae ﾘﾝﾄﾞｳ科
 Halenia corniculata (L.) Cornaz ﾊﾅｲｶﾘ Ⅱ RO

 Gentiana algida Pallas ﾄｳﾔｸﾘﾝﾄﾞｳ Ⅰ RO Ⅰ RO

 Gentiana aquatica L. ｺﾋﾅﾘﾝﾄﾞｳ Ⅰ CR RO Ⅰ EN RO

    var. laeviuscula (Ohwi) Ohwi
 Gentiana scabra Bunge ﾘﾝﾄﾞｳ Ⅱ RO

　 var. buergeri (Miq.) Maxim. ex Franch. et Savat.
 Gentiana thunbergii (G. Don) Griseb. ﾊﾙﾘﾝﾄﾞｳ DD R- Ⅱ R-

 Gentiana triflora Pallas ｴｿﾞﾘﾝﾄﾞｳ NT R- Ⅱ R-

    var. japonica (Kusnez.) Hara
 Gentianopsis yabei (Takeda et H.Hara) Ma ex Toyok. ｼﾛｳﾏﾘﾝﾄﾞｳ Ⅰ R- DD NT RE

 Pterygocalyx volubilis Maxim. ﾎｿﾊﾞﾉﾂﾙﾘﾝﾄﾞｳ Ⅰ VU RO Ⅱ EN RO

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

 Swertia tetrapetala Pallas ﾀｶﾈｾﾝﾌﾞﾘ Ⅰ RO Ⅱ RO

    ssp. micrantha (Takeda) Kitam.
 Swertia tosaensis Makino ｲﾇｾﾝﾌﾞﾘ Ⅰ VU R- Ⅱ VU R-
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 Tripterospermum involubile N.Yonezawa ﾃﾝｸﾞﾉｺﾂﾞﾁ NT NT RO Ⅱ EN RO

Menyanthaceae ﾐﾂｶﾞｼﾜ科
 Menyanthes trifoliata L. ﾐﾂｶﾞｼﾜ Ⅱ R- NT R-

 Nymphoides indica (L.) O. Kuntze ｶﾞｶﾞﾌﾞﾀ Ⅰ NT V- Ⅱ VU V-

 Nymphoides peltata (Gmel.) O. Kuntze ｱｻｻﾞ Ⅱ NT R- Ⅱ VU R-

Apocynaceae ｷｮｳﾁｸﾄｳ科
 Amsonia elliptica (Thunb.) Roem. et Schult. ﾁｮｳｼﾞｿｳ Ⅰ NT R- Ⅱ VU R-

Asclepiadaceae ｶﾞｶﾞｲﾓ科
 Cynanchum grandifolium Hemsley ﾂﾙｶﾞｼﾜ Ⅰ RO Ⅱ RO

    var. nikoense (Maxim.) Ohwi
 Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitagawa ｽｽﾞｻｲｺ Ⅱ NT R- Ⅱ VU RO

 Cynanchum wilfordii (Maxim.) Hook.fil. ｺｲｹﾏ NT RO NT RO

 Tylophora floribunda Miq. ｺｶﾓﾒﾂﾞﾙ Ⅱ RO NT RO

Rubiaceae ｱｶﾈ科
 Rubia chinensis Regel et Maack ｵｵｷﾇﾀｿｳ Ⅱ R- Ⅱ R-

    var. glabrescens (Nakai) Kitagawa
 Rubia jesoensis (Miq.) Miyabe et Miyake ｱｶﾈﾑｸﾞﾗ Ⅱ R- Ⅱ R-

Boraginaceae ﾑﾗｻｷ科
 Cynoglossum asperrimum Nakai ｵﾆﾙﾘｿｳ NT RO NT RO

 Eritrichium nipponicum Makino ﾐﾔﾏﾑﾗｻｷ Ⅰ RO Ⅱ RO

 Lithospermum zollingeri A.DC. ﾎﾀﾙｶｽﾞﾗ Ⅱ R- Ⅱ R-

 Mertensia maritima (L.) Gray ﾊﾏﾍﾞﾝｹｲｿｳ Ⅰ R- Ⅰ RO

    ssp. asiatica  Takeda
Verbenaceae ｸﾏﾂﾂﾞﾗ科
 Callicarpa mollis Sieb. et Zucc. ﾔﾌﾞﾑﾗｻｷ NT RO Ⅱ RO

 Caryopteris divaricata Maxim. ｶﾘｶﾞﾈｿｳ Ⅱ R- Ⅱ R-

 Verbena officinalis L. ｸﾏﾂﾂﾞﾗ Ⅰ R- Ⅱ RO

Callitrichaceae ｱﾜｺﾞｹ科
 Callitriche japonica Engelm. ex Hegelm. ｱﾜｺﾞｹ NT V0

 Callitriche palustris L. ﾐｽﾞﾊｺﾍﾞ Ⅰ R- Ⅰ R-

Labiatae ｼｿ科
 Ajuga nipponensis Makino ｼﾞｭｳﾆﾋﾄｴ DD R- NT R-

 Dracocephalum argunense Fisch. ex Link ﾑｼｬﾘﾝﾄﾞｳ EX VU RE DD EN RO

 Lamium ambiguum (Makino) Ohwi ﾏﾈｷｸﾞｻ Ⅰ NT R- Ⅱ VU R-

 Leonurus japonicus Houtt. ﾒﾊｼﾞｷ Ⅱ R-

 Leonurus macranthus Maxim. ｷｾﾜﾀ Ⅰ VU V- Ⅱ VU V-

 Pogostemon stellatus (Lour.) Kuntze ﾐｽﾞﾈｺﾉｵ DD NT R- Ⅰ VU R-

 Thymus quinquecostatus Čelak. ｲﾌﾞｷｼﾞｬｺｳｿｳ Ⅱ RO Ⅱ RO

 Salvia omerocalyx Hayata ﾊｲﾀﾑﾗｿｳ DD RO DD RO

    var. prostrata Satake
 Scutellaria dependens Maxim. ﾋﾒﾅﾐｷ NT RO NT RO

 Scutellaria guilielmii A.Gray ｺﾅﾐｷ Ⅰ VU RO Ⅰ EN RO

 Scutellaria laeteviolacea Koidz. ｼｿﾊﾞﾀﾂﾅﾐ Ⅰ RO

Solanaceae ﾅｽ科
 Physaliastrum japonicum (Franch. et Sav.) Honda ｱｵﾎｵｽﾞｷ Ⅰ VU R- NT VU RO

 Scopolia japonica Maxim. ﾊｼﾘﾄﾞｺﾛ NT RO NT RO

Buddlejaceae ﾌｼﾞｳﾂｷﾞ科
 Buddleja japonica Hemsl. ﾌｼﾞｳﾂｷﾞ Ⅱ R- Ⅱ R-

Scrophulariaceae ｺﾞﾏﾉﾊｸﾞｻ科
 Deinostema adenocaulum (Maxim.) T.Yamaz. ﾏﾙﾊﾞﾉｻﾜﾄｳｶﾞﾗｼ Ⅱ VU RO

 Dopatrium junceum (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth. ｱﾌﾞﾉﾒ Ⅰ R-

 Lathraea japonica Miq. ﾔﾏｳﾂﾎﾞ Ⅰ RO DD RO

 Limnophila chinensis (Osbeck) Merr. ｼｿｸｻ Ⅱ R-

　  ssp. aromatica (Lam.) T.Yamaz.
 Limnophila sessiliflora (Vahl) Blume ｷｸﾓ NT V0 Ⅰ V2-

 Melampyrum laxum Miq. ｼｺｸﾏﾏｺﾅ Ⅰ RO

　 var. laxum
 Microcarpaea minima (J.König ex Retz.) Merr. ｽｽﾞﾒﾉﾊｺﾍﾞ Ⅰ VU R-

 Monochasma sheareri (Moore) Maxim. ｸﾁﾅｼｸﾞｻ Ⅰ R- Ⅱ R-

 Pedicularis nipponica Makino ｵﾆｼｵｶﾞﾏ NT RO Ⅱ R-

 Pedicularis verticillata L. ﾀｶﾈｼｵｶﾞﾏ Ⅰ RO Ⅱ RO

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

 Scrophularia duplicatoserrata (Miq.) Makino ﾋﾅﾉｳｽﾂﾎﾞ Ⅰ RO

 Scrophularia kakudensis Franch. ｵｵﾋﾅﾉｳｽﾂﾎﾞ Ⅱ R- Ⅱ R-

 Siphonostegia chinensis Benth. ex Hook. et Arn. ﾋｷﾖﾓｷﾞ Ⅱ R- NT RO

 Veronica melissifolia Poir. ﾋﾖｸｿｳ NT RO NT RO

 Veronica polita Fr. ｲﾇﾉﾌｸﾞﾘ Ⅰ VU V2- Ⅱ VU V2-

　  ssp. lilacina (T.Yamaz.) T.Yamaz.
 Veronica undulata Wall. ｶﾜﾁﾞｼｬ Ⅰ V- Ⅱ NT V-

Pedaliaceae ｺﾞﾏ科
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 Trapella sinensis Oliver ﾋｼﾓﾄﾞｷ EX EN RE DD CR RE

Gesneriaceae ｲﾜﾀﾊﾞｺ科
 Conandron ramondioides Sieb. et Zucc. ｲﾜﾀﾊﾞｺ Ⅱ R- NT R-

Orobanchaceae ﾊﾏｳﾂﾎﾞ科
 Aeginetia indica  L. ﾅﾝﾊﾞﾝｷﾞｾﾙ Ⅰ R- Ⅱ R-

 Boschniakia rossica (Cham. et Schltdl.) B.Fedtsch. ｵﾆｸ Ⅱ RO DD RO

 Orobanche coerulescens Steph. ex Willd. ﾊﾏｳﾂﾎﾞ Ⅱ VU R- Ⅱ R-

 Phacellanthus tubiflorus Sieb. et Zucc. ｷﾖｽﾐｳﾂﾎﾞ DD RE DD RO

Lentibulariaceae ﾀﾇｷﾓ科
 Pinguicula vulgaris L. ﾑｼﾄﾘｽﾐﾚ Ⅱ RO Ⅱ RO

    var. macroceras (Pall. ex Link) Herder
 Utricularia aurea Lour. ﾉﾀﾇｷﾓ Ⅰ VU R-

 Utricularia australis R.Br. ｲﾇﾀﾇｷﾓ NT NT R-

 Utricularia bifida L. ﾐﾐｶｷｸﾞｻ Ⅰ R- Ⅰ R-

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

 Utricularia dimorphantha Makino ﾌｻﾀﾇｷﾓ Ⅰ EN R-

 Utricularia minor L. ﾋﾒﾀﾇｷﾓ Ⅰ NT R- Ⅰ VU R-

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

 Utricularia uliginosa Vahl ﾑﾗｻｷﾐﾐｶｷｸﾞｻ Ⅰ NT V- Ⅰ VU V-

Plantaginaceae ｵｵﾊﾞｺ科
 Plantago hakusanensis Koidz. ﾊｸｻﾝｵｵﾊﾞｺ Ⅱ R-

 Plantago japonica Franch. et Savat. ﾄｳｵｵﾊﾞｺ NT RO NT RO

Caprifoliaceae ｽｲｶｽﾞﾗ科
 Abelia serrata Sieb. et Zucc. ｺﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ NT RO NT RO

 Linnaea borealis L. ﾘﾝﾈｿｳ Ⅰ RO Ⅱ RO

 Lonicera caerulea L. ｸﾛﾐﾉｳｸﾞｲｽｶｸﾞﾗ Ⅰ RO

   ssp. edulis (Regel) Hultén 
   var. emphyllocalyx (Maxim.) Nakai
 Lonicera strophiophora Franch. ｱﾗｹﾞﾋｮｳﾀﾝﾎﾞｸ NT RO NT RO

 Viburnum opulus L. ｶﾝﾎﾞｸ Ⅰ R- Ⅰ R-

    var. calvescens (Rehd.) Hara
 Weigela coraeensis Thunb. ﾊｺﾈｳﾂｷﾞ NT RO NT RO

Adoxaceae ﾚﾝﾌﾟｸｿｳ科
 Adoxa moschatellina L. ﾚﾝﾌﾟｸｿｳ Ⅰ RO Ⅱ RO

Valerianaceae ｵﾐﾅｴｼ科
 Patrinia scabiosifolia Fisch. ex Trevir. ﾊﾏｵﾐﾅｴｼ Ⅰ R-

　  var. crassa Masam．et Satomi
 Patrinia scabiosifolia Fisch. ex Trevir. ｵﾐﾅｴｼ NT R- Ⅱ R-

　  var. scabiosifolia
 Valeriana fauriei Briq. ｶﾉｺｿｳ Ⅰ RO Ⅱ RO

Dipsacaceae ﾏﾂﾑｼｿｳ科
 Dipsacus japonicus Miq. ﾅﾍﾞﾅ Ⅰ R- Ⅰ R-

Campanulaceae ｷｷｮｳ科
 Lobelia sessilifolia Lamb. ｻﾜｷﾞｷｮｳ Ⅱ R-

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

 Wahlenbergia marginata (Thunb.) A. DC. ﾋﾅｷﾞｷｮｳ Ⅱ R- Ⅱ R-

Compositae ｷｸ科
 Arnica unalaschcensis Less. ｳｻｷﾞｷﾞｸ Ⅱ RO

　  var. tschonoskyi (Iljin) Kitam. et H.Hara
 Artemisia schmidtiana Maxim. ｱｻｷﾞﾘｿｳ NT RO NT RO

 Artemisia sinanensis Y.Yabe ﾀｶﾈﾖﾓｷﾞ Ⅱ RO

 Aster microcephalus (Miq.) Franch. et Sav. ｾﾝﾎﾞﾝｷﾞｸ Ⅱ RO Ⅱ RO

    var. microcephalus
 Atractylodes japonica Koidz. ex Kitam. ｵｹﾗ Ⅱ R- Ⅱ R-

 Carpesium rosulatum Miq. ﾋﾒｶﾞﾝｸﾋﾞｿｳ Ⅱ RO NT RO

 Cirsium borealinipponense Kitam. ｵﾆｱｻﾞﾐ NT RO

 Cirsium inundatum Makino ﾀﾁｱｻﾞﾐ Ⅱ R- Ⅱ R-

 Cirsium occidentalinipponense Kadota ｴﾁｾﾞﾝｵﾆｱｻﾞﾐ Ⅰ R-

 Dendranthema indicum (L.) Des Moulins ｻﾝｲﾝｷﾞｸ Ⅰ R- Ⅰ R-

    var. aphrodite (Kitam.) Kitam.
 Dendranthema japonicum (Makino) Kitam. ﾘｭｳﾉｳｷﾞｸ NT R- NT R-

 Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvelev ｲﾜｷﾞｸ NT VU RO NT VU RO

 Erigeron acer L. ｴｿﾞﾑｶｼﾖﾓｷﾞ Ⅱ RO

    var. acer
 Erigeron acer L. ﾑｶｼﾖﾓｷﾞ Ⅱ R- Ⅱ R-

    var. kamtschaticus (DC.) Herder
 Eupatorium japonicum Thunb. ﾌｼﾞﾊﾞｶﾏ Ⅰ NT V2- Ⅱ VU V2-

 Gnaphalium hypoleucum DC. ｱｷﾉﾊﾊｺｸﾞｻ DD VU RO DD EN RO

 Inula britannica L. ｵｸﾞﾙﾏ Ⅰ V2-

  　ssp. japonica (Thunb.) Kitam.
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 Inula salicina L. ｶｾﾝｿｳ Ⅱ R- NT R-

    var. asiatica Kitam.
 Ligularia stenocephala (Maxim.) Matsum. et Koidz. ﾒﾀｶﾗｺｳ Ⅱ RO

 Prenanthes tanakae (Franch. et Savat. ex Y.Tanaka et Ono) Koidz. ｵｵﾆｶﾞﾅ NT NT RO NT VU RO

 Saussurea nipponica Miq. ﾎｸﾛｸﾄｳﾋﾚﾝ NT RO NT RO

    ssp. nipponica
    var. hokurokuensis (Kitam.) Ohwi
 Saussurea pulchella (Fisch. ex Hornem.) Fisch. ﾋﾒﾋｺﾞﾀｲ Ⅱ VU RO Ⅱ VU RO

 Saussurea sagitta Franch. ﾔﾊｽﾞﾄｳﾋﾚﾝ Ⅰ RO

 Serratula coronata  L. ﾀﾑﾗｿｳ NT RO NT RO

    ssp. insularis (Iljin) Kitam.

        MONOCOTYLEDONEAE    単子葉植物   

Alismataceae ｵﾓﾀﾞｶ科
 Alisma plantago-aquatica L. ｻｼﾞｵﾓﾀﾞｶ Ⅱ RO

　  var. orientale Sam.
 Caldesia parnassifolia (Bassi ex L.) Parlat. ﾏﾙﾊﾞｵﾓﾀﾞｶ Ⅰ VU RO

 Sagittaria aginashi (Makino) Makino ｱｷﾞﾅｼ Ⅰ NT V2- Ⅰ NT V2-

Hydrocharitaceae ﾄﾁｶｶﾞﾐ科
 Blyxa ceratosperma Maxim. ｽﾌﾞﾀ　　 Ⅱ VU V0 Ⅰ VU V2-

 Halophila nipponica J. Kuo ﾉﾄｳﾐﾋﾙﾓ NT NT V-

 　 ssp. notoensis Ohba et Miyata
 Hydrilla verticillata (L. fil.) Caspary ｸﾛﾓ Ⅱ V0 Ⅰ V2-

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

 Ottelia japonica Miq. ﾐｽﾞｵｵﾊﾞｺ Ⅱ VU R-

 Vallisneria asiatica Miki ｾｷｼｮｳﾓ Ⅰ R- Ⅱ R-

 Vallisneria denseserrulata (Makino ) Makino ｺｳｶﾞｲﾓ Ⅱ V0

Scheuchzeriaceae ﾎﾛﾑｲｿｳ科
 Triglochin asiaticum (Kitagawa) A. Löve  et D. Löve ｼﾊﾞﾅ Ⅱ NT R- Ⅱ VU RO

Potamogetonaceae ﾋﾙﾑｼﾛ科 
 Potamogeton berchtoldii Fieber ｲﾄﾓ Ⅱ NT R- Ⅰ VU R-

 Potamogeton crispus L. ｴﾋﾞﾓ NT V0 Ⅰ V2-

 Potamogeton cristatus Regel et Maack ｺﾊﾞﾉﾋﾙﾑｼﾛ Ⅰ VU R- Ⅰ EN R-

 Potamogeton maackianus A. Benn. ｾﾝﾆﾝﾓ Ⅰ R- Ⅰ R-

 Potamogeton malaianus Miq. ｻｻﾊﾞﾓ Ⅰ R- Ⅱ R-

 Potamogeton natans L. ｵﾋﾙﾑｼﾛ Ⅰ RO

 Potamogeton octandrus Poir. ﾎｿﾊﾞﾐｽﾞﾋｷﾓ Ⅱ R- Ⅰ R-

 Potamogeton pectinatus L. ﾘｭｳﾉﾋｹﾞﾓ Ⅰ NT R- Ⅰ VU R-

 Potamogeton perfoliatus L. ﾋﾛﾊﾉｴﾋﾞﾓ DD RE Ⅰ R-

 Ruppia maritima L. ｶﾜﾂﾙﾓ DD NT RE Ⅰ EN R-

Zosteraceae ｱﾏﾓ科 
 Zostera caespitosa Miki ｽｹﾞｱﾏﾓ NT NT V- NT NT V-

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

 Zostera japonica Aschers. et Graebn. ｺｱﾏﾓ Ⅱ V- Ⅱ DD V-

Najadaceae ｲﾊﾞﾗﾓ科 
 Najas ancistrocarpa A. Braun ex Magnus ﾑｻｼﾓ DD CR RE Ⅰ CR R-

 Najas graminea Del. ﾎｯｽﾓ Ⅱ V- Ⅰ V2-

 Najas japonica Nakai ｲﾄﾄﾘｹﾞﾓ Ⅱ NT R- Ⅰ EN R-

 Najas marina L. ｲﾊﾞﾗﾓ Ⅰ V2- Ⅰ V2-

 Najas minor All. ﾄﾘｹﾞﾓ DD VU R- Ⅰ EN R-

 Najas oguraensis Miki ｵｵﾄﾘｹﾞﾓ Ⅰ R- Ⅰ R-

Triuridaceae ﾎﾝｺﾞｳｿｳ科
 Sciaphila japonica Makino ﾎﾝｺﾞｳｿｳ Ⅰ VU RO Ⅰ EN RO

Liliaceae ﾕﾘ科 
 Allium monanthum Maxim.   ﾋﾒﾆﾗ Ⅱ RO Ⅰ RO

 Asparagus cochinchinensis （Lour.） Merr. ｸｻｽｷﾞｶｽﾞﾗ Ⅰ R- DD RO

    var. lucidus Hatus. 
 Erythronium japonicum Decne. ｶﾀｸﾘ NT V0 Ⅱ V2-

 Fritillaria japonica Miq.   ﾐﾉｺﾊﾞｲﾓ Ⅰ VU RO DD VU RO

    var. japonica
 Fritillaria japonica Miq.   ｺｼﾉｺﾊﾞｲﾓ Ⅱ V2- Ⅰ V2-

    var. koidzumiana (Ohwi) Hara et Kanai 
 Hemerocallis fulva L.   ﾉｶﾝｿﾞｳ Ⅰ R- Ⅱ R-

    var. longituba (Miq.) Maxim. 
 Hosta longipes (Franch. et Savat.) Matsum. ｲﾜｷﾞﾎﾞｳｼ Ⅰ RO Ⅰ RO

 Lilium auratum Lindl. ﾔﾏﾕﾘ Ⅰ R- Ⅰ R-

 Lilium japonicum Thunb. ｻｻﾕﾘ NT V0 NT V-

 Lilium leichtlinii Hook. fil. ｺｵﾆﾕﾘ NT RO NT RO

    var. tigrinum (Regel）Nichols.
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 Lilium medeoloides A. Gray ｻﾄﾞｸﾙﾏﾕﾘ Ⅰ R-

    var. sadoinsulare (Masam．et Satomi）Masam．et Satomi
 Lloydia serotina (L.）Reichenb. ﾁｼﾏｱﾏﾅ Ⅰ RO Ⅰ RO

 Paris japonica (Franch. et Savat.) Franch. ｷﾇｶﾞｻｿｳ NT RO Ⅱ RO

 Protolirion sakuraii (Makino) Dandy ｻｸﾗｲｿｳ Ⅰ EN R- Ⅰ CR R-

 Smilax biflora Sieb. ex Miq. ｻﾙﾏﾒ Ⅱ RO Ⅱ RO

    var. trinervula (Miq.) Hatus. 
 Smilax vaginata Decne. ﾏﾙﾊﾞｻﾝｷﾗｲ Ⅰ RO DD RO

    var. stans (Maxim.) T. Koyama
 Streptopus streptopoides (Ledeb.) Frye et Rigg ﾋﾒﾀｹｼﾏﾗﾝ NT RO Ⅱ RO

    ssp. streptopoides
 Tofieldia coccinea Richards. ﾁｼﾏｾﾞｷｼｮｳ NT RO NT RO

 Tofieldia nuda Maxim. ﾊﾅｾﾞｷｼｮｳ Ⅰ RO Ⅰ RO

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

 Tricyrtis hirta (Thunb.) Hook. ﾎﾄﾄｷﾞｽ Ⅰ RO NT RO

 Tricyrtis macropoda Miq. ﾁｭｳｺﾞｸﾎﾄﾄｷﾞｽ DD RO DD RO

    var. chiugokuensis (Koidz.) Ohwi
 Tulipa edulis (Miq.) Bak. ｱﾏﾅ Ⅱ RO NT RO

Pontederiaceae ﾐｽﾞｱｵｲ科 
 Monochoria korsakowii Regel et Maack ﾐｽﾞｱｵｲ Ⅰ NT V2- Ⅰ VU V2-

Iridaceae ｱﾔﾒ科 
 Iris ensata Thunb. ﾉﾊﾅｼｮｳﾌﾞ NT V- NT V-

    var. spontanea (Makino) Nakai 
 Iris gracilipes A. Gray ﾋﾒｼｬｶﾞ NT NT R- Ⅱ NT R-

 Iris laevigata Fisch. ex Fisch. et  C. A. Mey. ｶｷﾂﾊﾞﾀ DD NT R- DD VU R-

Burmanniaceae ﾋﾅﾉｼｬｸｼﾞｮｳ科 
 Burmannia championii Thw. ﾋﾅﾉｼｬｸｼﾞｮｳ Ⅰ RO Ⅰ RO

Juncaceae ｲｸﾞｻ科
 Juncus ensifolius Wikstr.   ﾐｸﾘｾﾞｷｼｮｳ　　 Ⅱ RO Ⅱ RO

 Juncus kamtschatcensis (Buchen.) Kudo ﾐﾔﾏﾎｿｺｳｶﾞｲｾﾞｷｼｮｳ Ⅰ RO

 Juncus maximowiczii Buchen. ｲﾄｲ Ⅱ RO Ⅱ RO

 Juncus yokoscensis (Franch. et Savat.) Satake   ｲﾇｲ Ⅱ RO Ⅱ RO

 Luzula oligantha G. Sam. ﾀｶﾈｽｽﾞﾒﾉﾋｴ NT RO Ⅱ RO

 Luzula rostrata Buchen. ﾐﾔﾏﾇｶﾎﾞｼｿｳ NT RO Ⅱ RO

 Luzula wahlenbergii Rupr. ｸﾓﾏｽｽﾞﾒﾉﾋｴ Ⅱ NT RO Ⅱ NT RO

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

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

 Eriocaulon decemflorum Maxim. ｲﾄｲﾇﾉﾋｹﾞ Ⅰ R- Ⅱ R-

    var. nipponicum (Maxim.) Nakai
 Eriocaulon sikokianum Maxim. ｼﾛｲﾇﾉﾋｹﾞ Ⅱ R- Ⅱ R-

Gramineae ｲﾈ科 
 Agrostis scabra Willd. ｴｿﾞﾇｶﾎﾞ Ⅱ RO NT RO

 Elymus  ×mayebaranus (Honda) S.L.Chen ｵｵﾀﾁｶﾓｼﾞ DD RO DD R-

 Brachyelytrum japonicum (Hack.) Hack. ex Honda ｺｳﾔｻﾞｻ Ⅰ RO

 Brylkinia caudata (Munro) Fr. Schm. ﾎｶﾞｴﾘｶﾞﾔ NT RO NT RO

 Calamagrostis fauriei Hack. ｼﾛｳﾏﾉｶﾞﾘﾔｽ NT RO Ⅱ RO

    var. intermedia T. Shimizu 
 Calamagrostis gigas Takeda ｵﾆﾉｶﾞﾘﾔｽ DD Ⅱ RO

 Calamagrostis nana Takeda ﾋﾅｶﾞﾘﾔｽ NT RO Ⅱ RO

 Cleistogenes hackelii （Honda） Honda ﾁｮｳｾﾝｶﾞﾘﾔｽ NT RO NT RO

 Coelachne japonica Hack. ﾋﾅｻﾞｻ NT RO Ⅱ RO

 Cymbopogon tortilis (J.Presl) Hitchc. ｵｶﾞﾙｶﾔ Ⅱ R-

　  var. goeringii (Steud.) Hand.-Mazz.
 Diarrhena japonica Franch. et Savat. ﾀﾂﾉﾋｹﾞ Ⅱ RO NT RO

 Digitaria ischaemum (Schreb.) Schreb. ex Muhl. ｷﾀﾒﾋｼﾊﾞ DD EN NT RO

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

 Festuca ovina  L. ﾐﾔﾏｳｼﾉｹｸﾞｻ NT RO NT RO

    ssp. ruprechtii (Boiss.) Tzvelev
 Festuca ovina  L. ﾁｲｻﾝｳｼﾉｹｸﾞｻ Ⅰ VU RO

    var. chiisanensis Ohwi 
 Festuca rubra  L. ｵｵｳｼﾉｹｸﾞｻ Ⅱ RO

    var. rubra
 Glyceria acutiflora Torr. ﾑﾂｵﾚｸﾞｻ NT RO NT RO

 Glyceria leptolepis Ohwi ﾋﾛﾊﾉﾄﾞｼﾞｮｳﾂﾅｷﾞ Ⅱ RO

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

 Hystrix duthiei (Stapf) Bor ｱｽﾞﾏｶﾞﾔ NT RO NT RO

　 ssp. longearistata (Hack.) Baden, Fred. et Seberg
 Lophatherum sinense Rendle ﾄｳｻｻｸｻ NT RO NT RO
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 Moliniopsis japonica (Hack.) Hayata ﾇﾏｶﾞﾔ NT RO NT RO

 Phacelurus latifolius （Steud.） Ohwi ｱｲｱｼ NT RO NT RO

 Phleum alpinum L. ﾐﾔﾏｱﾜｶﾞｴﾘ Ⅱ RO Ⅱ RO

 Phragmites karka (Retz.) Trin.  ｾｲﾀｶﾖｼ Ⅱ R- Ⅱ R-

 Poa fauriei Hack. ｱｲﾇｿﾓｿﾓ NT RO Ⅱ RO

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

 Polypogon monspeliensis (L.) Desf. ﾊﾏﾋｴｶﾞｴﾘ Ⅰ R- NT RO

 Pseudoraphis ukishiba Ohwi ｳｷｼﾊﾞ Ⅰ R-

 Sasa fugeshiensis Koidz. ﾌｹﾞｼｻﾞｻ NT RO NT RO

 Schizachyrium brevifolium (Sw.) Nees ex Büse in Miq. ｳｼｸｻ Ⅰ R- NT R-

 Themeda triandra Forsk. ﾒｶﾞﾙｶﾔ NT R- NT R-

    var. japonica （Willd.） Makino
Araceae ｻ ﾄｲﾓ科 
 Lysichiton camtschatcense （L.） Schott ﾐｽﾞﾊﾞｼｮｳ NT RO NT RO

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

Sparganiaceae ﾐｸﾘ科 
 Sparganium erectum L. ﾐｸﾘ Ⅱ NT V2- Ⅰ NT V2-

 Sparganium fallax Graebn. ﾔﾏﾄﾐｸﾘ NT NT RO Ⅱ VU RO

 Sparganium glomeratum (Beurl. ex Laest. ) Neuman ﾀﾏﾐｸﾘ Ⅱ NT RO Ⅰ VU V2-

 Sparganium japonicum Rothert ﾅｶﾞｴﾐｸﾘ Ⅱ NT RO Ⅱ NT RO

 Sparganium stenophyllum Maxim. ﾋﾒﾐｸﾘ Ⅱ VU R- Ⅱ VU R-

Typhaceae ｶﾞﾏ科
 Typha orientalis Presl ｺｶﾞﾏ Ⅱ R- Ⅱ R-

Cyperaceae ｶﾔﾂﾘｸﾞｻ科 
 Bulbostylis densa (Wall.) Hand.-Mazz. ｲﾄﾃﾝﾂｷ Ⅰ VU R- Ⅰ VU RO

　 var. capitata (Miq.） Ohwi
 Bulbostylis densa (Wall.) Hand.-Mazz. ｲﾄﾊﾅﾋﾞﾃﾝﾂｷ Ⅰ R- DD RO

　 var. densa
 Carex augustinowiczii Meinsh. ﾋﾗｷﾞｼｽｹﾞ　　 Ⅱ RO Ⅱ R-

 Carex brunnescens (Pers.) Poir. ﾋﾒｶﾜｽﾞｽｹﾞ Ⅱ RO Ⅱ R-

 Carex caryophyllea Latour. ﾁｬｼﾊﾞｽｹﾞ　 DD DD RO

    var. microtricha (Franch.） Kükenth.
 Carex curta Gooden. ﾊｸｻﾝｽｹﾞ Ⅱ RO NT RO

 Carex deweyana Schwein. ﾎｽｹﾞ Ⅱ RO Ⅱ RO

    var. senanensis (Ohwi) T. koyama 
 Carex dickinsii Franch. et Savat.   ｵﾆｽｹﾞ　　　 Ⅰ R- Ⅱ RO

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

 Carex forficula Franch. et Savat. ﾀﾆｶﾞﾜｽｹﾞ NT RO NT RO

 Carex heterolepis Bunge ﾔﾏｱｾﾞｽｹﾞ NT RO NT RO

 Carex lasiocarpa Ehrh. ﾑｼﾞﾅｽｹﾞ Ⅰ R- NT RO

    var. occultans (Franch.) Kükenth. 
 Carex meridiana (Akiyama)  Akiyama ｲｿｱｵｽｹﾞ DD RO

 Carex mertensii Presc. ｷﾝﾁｬｸｽｹﾞ Ⅱ RO Ⅱ RO

    var. urostachys (Franch.) Kükenth. 
 Carex nervata Franch. et Savat. ｼﾊﾞｽｹﾞ DD RO Ⅱ RO

 Carex oahuensis C. A. Mey.   ﾋｹﾞｽｹﾞ　　　　 Ⅱ RO Ⅱ R-

    var. robusta Franch. et Savat. 
 Carex omiana Franch. et Savat. ﾔﾁｶﾜｽﾞｽｹﾞ Ⅱ RO Ⅱ R-

 Carex paupercula Michx. ﾀﾞｹｽｹﾞ Ⅱ VU RO Ⅱ VU RO

 Carex planata Franch. et Savat. ﾀｶﾈﾏｽｸｻ NT RO Ⅱ RO

 Carex rhizopoda Maxim. ｼﾗｺｽｹﾞ Ⅱ RO

 Carex rugulosa Kükenth.   ｵｵｸｸﾞ　　 Ⅰ NT R- Ⅱ VU RO

 Carex scita Maxim.   ｱｼﾎﾞｿｽｹﾞ　　 Ⅱ NT RO Ⅱ NT R-

    var. brevisquama (Koidz.) Ohwi 
 Carex sendaica Franch. ｾﾝﾀﾞｲｽｹﾞ Ⅱ RO

 Carex subumbellata Meinsh.   ｸﾓﾏｼﾊﾞｽｹﾞ　　 DD RO Ⅱ RO

    var. verecunda Ohwi 
 Cladium chinense Nees   ﾋﾄﾓﾄｽｽｷ　　　　 NT RO Ⅱ R-

 Cyperus glomeratus L. ﾇﾏｶﾞﾔﾂﾘ Ⅰ R-

 Cyperus rotundus L. ﾊﾏｽｹﾞ DD

 Eleocharis kamtschatica (C. A. Mey.) Komar. ﾋﾒﾇﾏﾊﾘｲ　　　　 Ⅰ R- Ⅱ R-

 Eleocharis mamillata Lindb. fil. ﾇﾏﾊﾘｲ　　　　 Ⅰ R- Ⅰ R-

    var. cyclocarpa Kitag. 
 Fimbristylis complanata (Retz.) Link   ﾉﾃﾝﾂｷ　　　　 Ⅱ R- NT R-

 Fimbristylis ferruginea (L.) Vahl ｲｿﾔﾏﾃﾝﾂｷ Ⅱ R- Ⅱ R-

    var. sieboldii (Miq.) Ohwi 
 Fimbristylis longispica Steud. ﾅｶﾞﾎﾞﾃﾝﾂｷ Ⅰ R- Ⅱ R-

 Fimbristylis verrucifera (Maxim.) Makino ｱｵﾃﾝﾂｷ Ⅱ RO Ⅱ RO

 Rhynchospora alba (L.) Vahl ﾐｶﾂﾞｷｸﾞｻ Ⅰ RO

 Rhynchospora faberi C. B. Clarke ｲﾄｲﾇﾉﾊﾅﾋｹﾞ Ⅰ R- Ⅱ R-
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 Rhynchospora fauriei Franch. ｵｵｲﾇﾉﾊﾅﾋｹﾞ NT R- Ⅱ R-

 Rhynchospora fujiiana Makino ｺｲﾇﾉﾊﾅﾋｹﾞ Ⅰ R- Ⅱ R-

 Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale ｲﾇﾉﾊﾅﾋｹﾞ Ⅱ R-

 Rhynchospora yasudana Makino ﾐﾔﾏｲﾇﾉﾊﾅﾋｹﾞ Ⅱ RO Ⅱ RO

 Schoenoplectus lineolatus (Franch. et Sav.) T.Koyama ﾋﾒﾎﾀﾙｲ DD RO

 Schoenoplectus mucronatus (L) Palla ﾛｯｶｸｲ Ⅰ CR RO

    var. ishizawae K．Kohno，Iokawa et Daigobo.
 Scirpus caespitosus L. ﾐﾈﾊﾘｲ Ⅰ RO NT RO

 Scirpus nipponicus Makino   ｼｽﾞｲ Ⅱ RO Ⅱ RO

 Scirpus tabernaemontani Gmel. ﾌﾄｲ Ⅱ R- Ⅱ R-

 Scleria parvula Steud. ｺｼﾝｼﾞｭｶﾞﾔ Ⅱ RO Ⅱ RO

Orchidaceae ﾗﾝ科
 Amitostigma gracile (Blume) Schltr. ﾋﾅﾗﾝ Ⅰ EN R- Ⅰ EN R-

 Amitostigma kinoshitae (Makino) Schltr. ｺｱﾆﾁﾄﾞﾘ Ⅰ VU R- Ⅰ VU R-

 Bulbophyllum inconspicuum Maxim. ﾑｷﾞﾗﾝ Ⅰ NT RO Ⅰ VU RE

 Calanthe discolor Lindl. ｴﾋﾞﾈ Ⅱ NT R- Ⅱ VU R-

 Calanthe nipponica Makino ｷﾝｾｲﾗﾝ Ⅰ VU RO Ⅰ EN RE

 Calanthe reflexa Maxim. ﾅﾂｴﾋﾞﾈ Ⅱ VU V- Ⅱ VU V-

 Calanthe tricarinata Lindl. ｻﾙﾒﾝｴﾋﾞﾈ Ⅰ VU RO DD EN RO

 Cephalanthera erecta (Thunb.) Blume ｷﾞﾝﾗﾝ Ⅱ V- Ⅰ V2-

    var. erecta
 Cephalanthera erecta (Thunb.) Blume ﾕｳｼｭﾝﾗﾝ Ⅱ VU R- Ⅱ VU R-

    var. subaphylla (Miyabe et Kudo) Ohwi 
 Cephalanthera falcata (Thunb.) Blume ｷﾝﾗﾝ Ⅰ VU V2- Ⅰ VU V2-

 Cephalanthera longibracteata Blume ｻｻﾊﾞｷﾞﾝﾗﾝ Ⅱ V- Ⅰ V2-

 Cremastra unguiculata (Finet) Finet ﾄｹﾝﾗﾝ Ⅰ VU R- Ⅱ EN R-

 Cymbidium macrorhizon Lindl. ﾏﾔﾗﾝ DD VU RO DD EN RO

 Cypripedium japonicum Thunb. ｸﾏｶﾞｲｿｳ Ⅰ VU R- Ⅰ VU R-

 Cypripedium macranthos Sw. ﾎﾃｲｱﾂﾓﾘ Ⅰ CR RO Ⅰ EN RO

    var. macranthos
 Cypripedium yatabeanum Makino ｷﾊﾞﾅﾉｱﾂﾓﾘｿｳ Ⅰ EN RO EX CR RE

 Dactylostalix ringens Reichb. fil. ｲﾁﾖｳﾗﾝ Ⅰ R- Ⅰ R-

 Dendrobium moniliforme (L.) Sw. ｾｯｺｸ Ⅰ RO Ⅰ RO

 Eleorchis japonica (A. Gray) F. Maekawa   ｻﾜﾗﾝ Ⅰ R- Ⅰ R-

 Ephippianthus schmidtii Reichb. fil. ｺｲﾁﾖｳﾗﾝ NT RO Ⅱ RO

 Epipactis papillosa Franch. et Sav. ｴｿﾞｽｽﾞﾗﾝ Ⅰ RO

 Epipactis thunbergii A. Gray ｶｷﾗﾝ NT R-

 Galeola septentrionalis Reichb. fil. ﾂﾁｱｹﾋﾞ NT RO NT RO

 Gastrodia elata Blume ｵﾆﾉﾔｶﾞﾗ NT RO NT RO

 Gastrodia pubilabiata Sawa ｸﾛﾔﾂｼﾛﾗﾝ Ⅱ RO Ⅰ EN R-

 Goodyera foliosa (Lindl.) Benth. ｱｹﾎﾞﾉｼｭｽﾗﾝ NT VO Ⅱ V2-

    var. maximowicziana (Makino) F. Maekawa 
 Goodyera repens (L.) R. Br. ﾋﾒﾐﾔﾏｳｽﾞﾗ Ⅱ RO Ⅱ RO

 Gymnadenia camtschatica (Cham.) Miyabe et Kudo ﾉﾋﾞﾈﾁﾄﾞﾘ Ⅱ RO Ⅱ RO

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

 Gymnadenia cucullata (L.) Rich. ﾐﾔﾏﾓｼﾞｽﾞﾘ Ⅰ RO Ⅰ RO

 Habenaria dentata (Sw.) Schltr. ﾀﾞｲｻｷﾞｿｳ DD RO DD RO

 Habenaria radiata (Thunb.) Spreng. ｻｷﾞｿｳ Ⅰ NT V2- Ⅰ VU V2-

 Habenaria sagittifera Reichb. fil. ﾐｽﾞﾄﾝﾎﾞ Ⅱ VU R- Ⅱ VU R-

 Hetaeria sikokiana (Makino et F. Maekawa.) Tuyama ﾋﾒﾉﾔｶﾞﾗ Ⅰ VU RO Ⅰ RO

 Lecanorchis hokurikuensis Masam. ﾎｸﾘｸﾑﾖｳﾗﾝ Ⅱ RO Ⅱ RO

 Liparis auriculata Blume ｷﾞﾎﾞｳｼﾗﾝ Ⅰ NT R- DD RO

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

 Liparis krameri Franch. et Savat. ｼﾞｶﾞﾊﾞﾁｿｳ Ⅰ RO Ⅰ RO

 Liparis kumokiri F. Maekawa ｸﾓｷﾘｿｳ NT VO Ⅰ V2-

 Liparis nervosa (Thunb.)  Lindl. ｺｸﾗﾝ Ⅰ R-

 Listera cordata (L.) R. Br.   ﾌﾀﾊﾞﾗﾝ　　　　 Ⅱ RO Ⅱ RO

    var. japonica Hara 
 Listera japonica Blume ﾋﾒﾌﾀﾊﾞﾗﾝ　　 Ⅰ RO Ⅰ RO

 Listera nipponica Makino ﾐﾔﾏﾌﾀﾊﾞﾗﾝ Ⅰ RO

 Microstylis monophyllos (L.) Lindl. ﾎｻﾞｷｲﾁﾖｳﾗﾝ Ⅱ RO Ⅰ RO

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

 Orchis aristata Fisch. ﾊｸｻﾝﾁﾄﾞﾘ NT RO Ⅱ RO

 Orchis graminifolia (Reichb. fil.) Tang et Wang ｳﾁｮｳﾗﾝ Ⅰ VU R- Ⅰ VU R-

 Orchis joo-iokiana Makino ﾆｮﾎｳﾁﾄﾞﾘ Ⅰ NT R- Ⅰ EN R-

 Oreorchis patens (Lindl.) Lindl. ｺｹｲﾗﾝ NT R- Ⅱ R-

 Platanthera chorisiana (Cham.) Reichb. fil. ﾀｶﾈﾄﾝﾎﾞ Ⅰ VU RO Ⅰ VU RO

 Platanthera hologlottis Maxim. ﾐｽﾞﾁﾄﾞﾘ Ⅰ RO Ⅰ RO

 Platanthera japonica (Thunb.) Lindl. ﾂﾚｻｷﾞｿｳ Ⅰ RO Ⅰ RO
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学　　　　　　　　名 和　　名
県 国 現況 県 国 現況

2010年版評価 2000年版評価

 Platanthera mandarinorum Reichb. fil. ﾔﾏｻｷﾞｿｳ Ⅰ RO Ⅰ RO

    var. brachycentron (Franch. et Savat.) Koidz. 
 Platanthera ophrydioides Fr. Schm. ｷｿﾁﾄﾞﾘ NT RO Ⅱ RO

    var. monophylla Honda 
 Platanthera sachalinensis Fr. Schm. ｵｵﾔﾏｻｷﾞｿｳ Ⅰ R- Ⅰ R-

 Platanthera takedae Makino ｶﾞｯｻﾝﾁﾄﾞﾘ Ⅱ RO

    ssp. uzenensis (Ohwi) K．Inoue
 Platanthera tipuloides Lindl. ｺﾊﾞﾉﾄﾝﾎﾞｿｳ Ⅱ RO Ⅱ RO

    var. nipponica (Makino) Ohwi 
 Platanthera tipuloides  Lindl. ﾎｿﾊﾞﾉｷｿﾁﾄﾞﾘ NT RO NT RO

    var. tipuloides 
 Pogonia japonica Reichb. fil. ﾄｷｿｳ Ⅰ NT V2- Ⅰ VU V2-

 Pogonia minor (Makino) Makino ﾔﾏﾄｷｿｳ Ⅰ RO Ⅰ RO

 Ponerorchis chidori (Makino) Ohwi ﾋﾅﾁﾄﾞﾘ DD VU RO DD VU RO

 Sarcochilus japonicus (Reichb. fil.) Miq. ｶﾔﾗﾝ Ⅰ RO Ⅰ RO

 Tipularia japonica Matsum. ﾋﾄﾂﾎﾞｸﾛ NT V- Ⅱ V-

 Tulotis iinumae (Makino) Hara ｲｲﾇﾏﾑｶｺﾞ Ⅱ R- Ⅱ EN R-

 Tulotis ussuriensis (Regel) Hara ﾄﾝﾎﾞｿｳ Ⅱ RO Ⅱ RO

 Vexillabium nakaianum F. Maekawa ﾊｸｳﾝﾗﾝ　　　　 Ⅰ RO Ⅰ RO

 Yoania japonica  Maxim. ｼｮｳｷﾗﾝ Ⅱ RO Ⅰ RO
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絶　　滅

（６）種類ごとの記述



県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州、四国、九州。
国内分布

県内分布

絶滅して既に５０年近く経過、新産地の情報がない。（現況：ＲＥ）
選定理由

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
生態など

その他（樹木の枯損など。）
危険要因

樹上、岩上、岩隙、地上など。
生育環境

分布図はありません。

絶滅危惧Ⅱ類

絶滅

Psilotum nudum (L.) Beauv.

マツバラン科マツバラン

白井伸和 ・ 2002 年 8 月 13 日 ・ 県外

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。
形　　態
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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

までには絶滅したものと推定される。

参考文献は次の通り。
特記事項

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.

正宗厳敬. 1965. 能登半島の植物.　「能登半島学術調査書」（石川県），95-202.　石川県，金沢.

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト
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。

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト



県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州、九州。
国内分布

過去に口能登区に分布。
県内分布

絶滅して久しく、その後、新産地の情報がない。（現況：ＲＥ）
選定理由

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

不明。
危険要因

低山の樹林下の陰湿な場所。
生育環境

該当なし

絶滅

Selaginella doederleinii Hieron.

イワヒバ科オニクラマゴケ

分布図はありません。

小野ふみゑ ・ 2003 年 12 月 26 日 ・ 県外

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。
形　　態
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州、四国、九州（屋久島以北）。
国内分布

過去に口能登区に分布。
県内分布

絶滅して久しく、その後、新産地の情報がない。（現況：ＲＥ） 
選定理由

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。
生態など

不明。
危険要因

渓流の流水に洗われるような場所の岩上、岩隙。
生育環境

該当なし

絶滅  

Osmunda lancea Thunb.

分布図はありません。

ゼンマイ科ヤシャゼンマイ

白井伸和 ・ 2002 年 8 月 31 日 ・ 県外

葉長はゼンマイより小型で小羽片の幅が狭い。
形　　態

自生か否か疑問である。
特記事項
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州、四国、九州。
国内分布

過去に口能登区に分布。
県内分布

絶滅して久しく、その後、新産地の情報がない。（現況：ＲＥ）  
選定理由

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。
生態など

樹木枯損。
危険要因

深山の樹林中の樹幹や岩上。
生育環境

絶滅危惧ⅠＢ類

絶滅

Drymotaenium miyoshianum (Makino) Makino

ウラボシ科クラガリシダ

●

分布図はありません。

白井伸和 ・ 2003 年 11 月 15 日 ・ 県外

根茎短く、葉はひも状の単葉。
形　　態
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（秋田県以南）～九州（北部）に分布する。
国内分布

口能登区、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たが、すでに絶滅した。
県内分布

県内では過去３０年間確認情報が得られていない。野生では絶滅したものと考えられる。（現況：ＲＥ）
選定理由

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。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。
生態など

ゴルフ場、土地造成、道路工事。
危険要因

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。
生育環境

能美郡辰口町の産地はゴルフ場造成のため失われてしまった。
特記事項

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。

準絶滅危惧

絶滅

Clematis patens Morren et Decaisne  

キンポウゲ科カザグルマ　　

本多郁夫 ・ 2004 年 5 月 22 日

形　　態

km0 10 20
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（福島県、佐渡にまれに産する）。
国内分布

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。
県内分布

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）  
選定理由

多年生草本、花期６～８月。
生態など

産地 。
危険要因

湿草原、川岸や谷間の湿地。
生育環境

アカバナの仲間では長大で茎は高さ１.５ｍにもなり、茎や葉に開出する長毛と腺毛を混生する。その柱頭が４

裂することで他と区別できる。
形　　態

絶滅危惧Ⅱ類

絶滅

白井伸和 ・ 2008 年 9 月 28 日

Epilobium hirsutum L. 

アカバナ科オオアカバナ

km0 10 20

局限

－38－

Administrator
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州中北部。
国内分布

かつて白山で採集された記録がある。
県内分布

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るが、以後、再発見されてい

ない。（現況：ＲＥ）
選定理由

園芸採取、産地局限。
危険要因

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。
形　　態

該当なし

絶滅ツツジ科キバナシャクナゲ
Rhododendron aureum Georgi

金沢大学薬学部標本 ・ 1931 年 7 月 23 日 ・ 白山

分布図はありません。
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州中部以北。
国内分布

１９３６年以降、確実な生育情報がない。（現況：ＲＥ）
選定理由

不明。
危険要因

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

絶滅危惧Ⅱ類

絶滅シソ科

Dracocephalum argunense Fisch. ex Link

ムシャリンドウ

分布図はありません。

濱野一郎 ・ 2009 年 7 月 2 日 ・ 県外
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州、九州。
国内分布

「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、絶滅

した。また、近年新たな情報も得られていない。（現況：ＲＥ）
選定理由

不明。　
危険要因

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。
形　　態

絶滅危惧ⅠＢ類

絶滅ゴマ科

Trapella sinensis Oliver

ヒシモドキ

分布図はありません。

写真 （図） はありません。
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（東海地方、三重県）。
国内分布

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。
県内分布

絶滅（現況：ＲＥ）
選定理由

食虫植物。花期は８～１０月。
生態など

不明。
危険要因

湿地。
生育環境

地下部に捕虫嚢をまばらにつけ、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。
形　　態

絶滅危惧ⅠＢ類

絶滅タヌキモ科

Utricularia minutissima Vahl

ヒメミミカキグサ

分布図はありません。

写真 （図） はありません。
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絶滅危惧Ⅰ類



県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州、四国、九州（屋久島以北）。
国内分布

南加賀区。
県内分布

生育地が稀で地域的に偏り、個体数が少ない。（現況：Ｒ－）
選定理由

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。胞子は風で散布する。
生態など

森林伐採、道路工事。
危険要因

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。
生育環境

絶滅危惧Ⅱ類

絶滅危惧Ⅰ類  

Lycopodium cryptomerinum Maxim.

ヒカゲノカズラ科スギラン

林　二良 ・ 2009 年 10 月 30 日 ・ 白山麓

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。
形　　態

km0 10 20
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州、四国、九州、対馬.。
国内分布

中能登区。
県内分布

生育地がごく稀で開発可能な丘陵地である。（現況：Ｒ－）
選定理由

常緑性または夏緑性の沈水性ないし抽水性水生植物である。とき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、水散布する。
生態など

池塘開発、水質汚濁、農薬汚染、産地 、自然遷移。
危険要因

池沼、流水、廃田など。
生育環境

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。

準絶滅危惧  

絶滅危惧Ⅰ類 

Isoetes japonica A.Br.

ミズニラ科ミズニラ

白井伸和 ・ 2007 年 8 月 23 日 ・ 志賀町

形　　態

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州。
国内分布

白山高地区。
県内分布

の生育環境にある。個体数が少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

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、風で散布する。
生態など

自然遷移、産地 。
危険要因

高山帯の高山荒原の裸地に生育する。
生育環境

絶滅危惧Ⅱ類 

絶滅危惧Ⅰ類　　

Botrychium lunaria (L.) Sw.

ハナヤスリ科ヒメハナワラビ

白井伸和 ・ 2009 年 7 月 4 日 ・ 白山

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。
形　　態

km0 10 20

局限

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州、四国、九州。
国内分布

中能登区、南加賀区。
県内分布

生育地が限られ、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

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。
生態など

海岸開発。
危険要因

海浜の砂湿地や内陸の砂地。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Ophioglossum thermale Kom.

ハナヤスリ科ハマハナヤスリ

林　二良 ・ 2006 年 7 月 25 日 ・ 中能登

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。
形　　態

km0 10 20
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州、四国、九州（屋久島以北）。
国内分布

南加賀区。
県内分布

生育地が稀で個体数が少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

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。　
生態など

森林伐採、園芸採取、動物食害、自然遷移、産地 、その他（マニアによる採取）。
危険要因

二次林谷筋の岩壁に生育する。
生育環境

絶滅危惧ⅠＢ類 

絶滅危惧Ⅰ類

Antrophyum obovatum Bak.

シシラン科タキミシダ

小野ふみゑ ・ 2005 年 1 月 16 日 ・ 加賀

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。
形　　態

分布図はありません。

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州、四国、九州（屋久島以北）。
国内分布

中能登区、南加賀区。
県内分布

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）
選定理由

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、風で散布する。無配生殖を行

う。
生態など

森林伐採、動物食害、産地 。
危険要因

山足の斜面、路傍の斜面、石垣の石の隙間など。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Pteris nipponica W.C.Shieh

イノモトソウ科マツザカシダ

林　二良 ・ 2009 年 3 月 23 日 ・ 外浦

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、葉面が緑色

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。
形　　態

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州、四国、九州、対馬など。
国内分布

南加賀区。
県内分布

生育地がごく稀で、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

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、風で散布する。前葉体には造卵器、造精器ができず、無配生殖を行う。
生態など

森林伐採、河川改修、自然遷移、産地 。
危険要因

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。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類　

Asplenium hondoense Murakami et Hatanaka

チャセンシダ科ホウビシダ

林　二良 ・ 2008 年 12 月 14 日 ・ 南加賀

葉は長く這う根茎に疎らにつけ垂れ下がる。１回羽状複葉で革質、先にいくほど羽片が小さくなる。羽片には下

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。

形　　態

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州、四国、九州（沖縄以北）。
国内分布

加賀中央区、南加賀区。
県内分布

生育地がごく稀で、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

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、風散布する。
生態など

道路工事、園芸採取。
危険要因

山野の岩上ないし、路傍の石垣に生育する。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類　

Asplenium pekinense Hance

チャセンシダ科トキワトラノオ

米山競一 ・ 2007 年 4 月 26 日 ・ 白山市

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。
形　　態

分布図はありません。
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州、四国、九州。
国内分布

内浦区、南加賀区。
県内分布

生育地がごく稀で、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

常緑生の半地上植物で、繁殖は根茎と胞子による。
生態など

森林伐採、自然遷移、産地 。
危険要因

低地の樹林下で、やや陰湿な場所の地上に生育する。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Arachniodes amabilis (Bl.) Tindale

オシダ科オオカナワラビ

林　二良 ・ 2007 年 9 月 26 日 ・ 内浦

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。
形　　態

km0 10 20

局限

－53－



県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（新潟県以西）、四国、九州。
国内分布

内浦区、南加賀区。
県内分布

生育地がごく稀で個体数が少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

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、風で散布する。
生態など

森林伐採、河川改修。
危険要因

低地の樹林下でやや乾燥した場所の地上に生育する。
生育環境

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、形態など正式には

未発表であり、今回は区分しない。
特記事項

根茎は長く這い、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、やや大型であり、最下羽

片の下側最下の小羽片は著しく長い。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Arachniodes aristata (Forst.) Tindale

オシダ科ホソバカナワラビ

林　二良 ・ 2009 年 3 月 1 日 ・ 中能登

形　　態

km0 10 20
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州、四国、九州、佐渡。
国内分布

加賀中央区、南加賀区。
県内分布

分布地がごく稀で個体数が少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

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、風で散布する。無

配生殖を行う。
生態など

道路工事、踏みつけ、自然遷移、産地 。
危険要因

ヤブツバキクラス域の岩の多い林下や林縁に生育する。
生育環境

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。先はしばしば長くのびること

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。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Cyrtomium macrophyllum (Makino) Tagawa

オシダ科ヒロハヤブソテツ

林　二良 ・ 2008 年 9 月 7 日 ・ 白山麓

形　　態

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州、四国、九州。
国内分布

口能登区、南加賀区。
県内分布

生育地がごく稀で、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

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、風で散布する。
生態など

森林伐採、動物食害、自然遷移。
危険要因

山林下の渓側や陰湿な場所の地上。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Dryopteris pycnopteroides (Christ) C.Chr.

オシダ科ワカナシダ

小牧 （1987） より引用

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。
形　　態

km0 10 20
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（関東以南の外帯）、四国、九州。
国内分布

加賀中央区。
県内分布

確認されている生育地は１カ所、１個体である。（現況：ＲＯ）
選定理由

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。
生態など

森林伐採、産地 。
危険要因

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。
生育環境

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２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。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Dryopteris sieboldii (van Houtte ex Moore) O. Ktze.

オシダ科ナガサキシダ

小野ふみゑ ・ 2005 年 1月 30日 ・加賀

形　　態

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州、四国、九州、沖縄。
国内分布

内浦区、南加賀区。
県内分布

生育地がごく稀で、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

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、風で散布する。
生態など

森林伐採、動物食害、産地 。
危険要因

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。
生育環境

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。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類　

Dryopteris sparsa (Hamilt.ex D.Don) O.Ktze.

オシダ科ナガバノイタチシダ

小野ふみゑ ・ 2008 年 2 月 11 日 ・ 七尾市

形　　態

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、中部地方以北の本州。
国内分布

南加賀区。
県内分布

生育地がごく稀で、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

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。
生態など

森林伐採、産地 。
危険要因

山地帯から亜高山帯の山林下の陰湿な場所に生育する。
生育環境

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。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

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

オシダ科イワシロイノデ

写真 （図） はありません。

形　　態

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州、四国、九州。
国内分布

加賀中央区、南加賀区。
県内分布

分布地がごく稀で個体数が少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

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。
生態など

森林伐採、道路工事、動物食害、産地 。
危険要因

低地の樹林下のやや陰湿な地上に生育する。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類　

Polystichum ovatopaleaceum (Kodama) Sa.Kurata var. ovatopaleaceum

オシダ科ツヤナシイノデ

林　二良 ・ 2008 年 5 月 21 日 ・ 南加賀

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。
形　　態

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（関東以西）、四国、九州。    
国内分布

南加賀区。
県内分布

生育地がごく稀で、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

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、風で散布する。
生態など

森林伐採、産地 。
危険要因

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。
生育環境

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。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類　

Athyrium frangulum Tagawa

メシダ科ミヤコイヌワラビ

米山競一 ・ 2001 年 8 月 19 日

形　　態

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（関東以西）、四国、九州。
国内分布

加賀中央区、南加賀区。
県内分布

生育地がごく稀で、個体数が少ない。（現況：Ｒ－）
選定理由

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。
生態など

森林伐採、河川改修、産地 。
危険要因

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。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Diplaziopsis cavaleriana (H.Christ) C.Chr.

メシダ科イワヤシダ

林　二良 ・ 2007 年 6 月 28 日 ・ 南加賀

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で同大である。

葉は２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

直立するか短く這う。

形　　態

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州、四国、九州。
国内分布

南加賀区。
県内分布

自生地がごく稀で、個体数が少ない。（現況：Ｒ－）
選定理由

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。
生態など

自然遷移、産地 。
危険要因

山地帯樹林下の陰湿な岩上や岩壁に着生する。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Woodsia manchuriensis Hook.

メシダ科フクロシダ

林　二良・ 2007年 6月 13日 ・南加賀 ・ （胞子のう） 本多郁夫

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。
形　　態

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州、四国、九州。
国内分布

加賀中央区。
県内分布

生育地がごく稀で、個体数が少ない。（現況：Ｒ－）
選定理由

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。
生態など

河川開発、ダム建設、産地 。
危険要因

山地帯の霧の多い河川の岩上、岩壁、樹幹上に生育する。
生育環境

根茎は短く這い、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。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Pyrrosia tricuspis (Sw.) Tagawa

ウラボシ科イワオモダカ

白井伸和 ・ 2008 年 4 月 2 日 ・ 金沢市

形　　態

分布図はありません。

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州、四国、九州、対馬、沖縄。
国内分布

加賀中央区、南加賀区。
県内分布

生育環境が減少し、個体数も激減している。（現況：Ｖ２－）
選定理由

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這い分岐する。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。

生態など

池沼開発、産地 。
危険要因

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。
生育環境

絶滅危惧Ⅱ類

絶滅危惧Ⅰ類

Marsilea quadrifolia L.

デンジソウ科デンジソウ

本多郁夫 ・ 2004 年 7 月 27 日 ・ 金沢市

小葉４枚丸い扇形で径１０～２０ｍｍ、先は鈍形ないし鋭形。柄の長さ葉柄の下部途中から総花柄が出て２～３

回分岐する。果のうは硬くて楕円形。長さ４～５ｍｍで毛がある。
形　　態

分布図はありません。

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州、四国、九州。
国内分布

外浦区、内浦区、中能登区、口能登区、加賀中央区。
県内分布

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－）
選定理由

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

で散布する。夏季には旺盛な繁殖を行い、水面を覆う。
生態など

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）。
危険要因

ヤブツバキクラス域の水田、池沼などに生育する。
生育環境

準絶滅危惧

絶滅危惧Ⅰ類　

Salvinia natans (L.) All.

サンショウモ科サンショウモ

小野ふみゑ ・ 2004 年 10 月 30 日 ・ 能登

葉の長さ１０～２０ｍｍで対生し、楕円形で両端が丸く全辺。
形　　態

km0 10 20
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州、四国、九州、種子島。
国内分布

内浦区、中能登区、口能登区。
県内分布

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－）
選定理由

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。
生態など

土地造成（耕地転用）、管理放棄、農薬汚染。
危険要因

湿田、池沼、城濠などに生育する。
生育環境

絶滅危惧Ⅱ類

絶滅危惧Ⅰ類　

Azolla japonica Franch. et Savat.

アカウキクサ科オオアカウキクサ

小野ふみゑ ・ 2005 年 1 月 8 日 ・ 七尾市

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。
形　　態

km0 10 20
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道（中・南部）～九州（南限は霧島山）にかけて分布する。
国内分布

外浦区、中能登区、南加賀区に隔離分布している。
県内分布

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）
選定理由

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。
生態など

森林伐採、土地造成。　
危険要因

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。
生育環境

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なかに位置する。
特記事項

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。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Ostrya japonica Sarg.

カバノキ科アサダ

濱野一郎 ・ 2002 年 9 月 16 日

形　　態

km0 10 20
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（東北地方から中部地方中北部）に分布する。
国内分布

南加賀区の白山麓のブナクラス域に分布する。
県内分布

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－）
選定理由

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。

生態など

森林伐採、スキー場、道路工事。　
危険要因

ヤドリギ（Viscum album var.coloratum）の分布域とほぼ同じ標高６００～８００ｍのところに生育する。
生育環境

ヤドリギの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。
特記事項

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。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Hyphear tanakae (Franch.et Savat.) Hosokawa

ヤドリギ科ホザキヤドリギ

林　二良 ・ 2008 年 11 月 12 日 ・ 白山

形　　態

km0 10 20
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（関東地方以西、富山県以西）～九州に分布する。
国内分布

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。
県内分布

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－）
選定理由

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。

生態など

森林伐採、自然遷移。　
危険要因

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。
生育環境

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。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Taxillus kaempferi (DC.) Danser

ヤドリギ科マツグミ

本多郁夫 ・ 2008 年 8 月 1 日 ・ 加賀市

形　　態

km0 10 20
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（秋田県、岩手県以南）～九州に分布する。
国内分布

南加賀区のブナクラス域の標高５００～１６００ｍに分布し、落葉広葉樹林の林床に生育する。
県内分布

日本の固有種で石川県ではきわめて希れに産する。（現況：ＲＯ）
選定理由

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。

生態など

森林伐採。　
危険要因

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。
生育環境

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。ツチトチモチとは花穂

の鮮紅色、橙赤色で、球形から楕円体、小棍体の長頂はくぼんでいるなどの点で区別される。

絶滅危惧Ⅱ類

絶滅危惧Ⅰ類

Balanophora nipponica Makino

ツチトリモチ科ミヤマツチトリモチ

鳥畠昭信

形　　態

km0 10 20
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州、九州に分布する。
国内分布

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。
県内分布

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

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。
生態など

湿地開発、管理放棄、自然遷移、産地 。　
危険要因

水湿地に生育する。
生育環境

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。

絶滅危惧Ⅱ類

絶滅危惧Ⅰ類

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

タデ科ヤナギヌカボ

林　二良 ・ 2005 年 10 月 7 日 ・ 南加賀

形　　態

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州、四国、九州に分布する。
国内分布

南加賀区のヤブツバキクラス域の低地に分布している。
県内分布

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

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。
生態など

河川開発、湿地開発。　
危険要因

低地の河川などの水辺や湿田に生育している。
生育環境

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。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Persicaria maackiana (Regel) Nakai

タデ科サデクサ

小野ふみゑ・ 2005年 10月 10日 ・加賀・ （托葉鞘） 本多郁夫

形　　態
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州～九州、朝鮮半島に分布する。
国内分布

南加賀区のヤブツバキクラス域に分布する。
県内分布

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）
選定理由

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。
生態など

土地造成、道路工事。
危険要因

水湿地に生育する。
生育環境

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。萼は５深裂し、紅色である。

絶滅危惧Ⅱ類

絶滅危惧Ⅰ類

Persicaria taquetii (Lév.) Koidz.

タデ科ヌカボタデ

写真 （図） はありません。

形　　態
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州（中部以北および和歌山県など）に分布する。
国内分布

南加賀区、加賀中央区、中能登区などに分布する。
県内分布

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

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。
生態など

道路工事、産地 。　
危険要因

道ばた、畑地、休耕田などに生育する。
生育環境

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。

準絶滅危惧

絶滅危惧Ⅰ類

Rumex longifolius DC.　

タデ科ノダイオウ

小野ふみゑ ・ 2005 年 7 月 2 日 ・ 小松市

形　　態

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州（北部・おもに日本海側）に分布する。
国内分布

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。
県内分布

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：ＲＯ）
選定理由

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、褐色である。
生態など

海岸開発、自然遷移。　
危険要因

海岸の砂地や砂礫地に生育する。
生育環境

舳倉島や大島（七ツ島）の個体数は大きく減少している。
特記事項

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、萼とほぼ同長、花柱は３個である。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

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

ナデシコ科ハマハコベ

小野ふみゑ ・ 2005 年 5 月 28 日 ・ 輪島市

形　　態

km0 10 20
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（福島県以南）～九州に分布する。
国内分布

白山高地区の亜高山帯に分布する。
県内分布

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：ＲＯ）
選定理由

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。
生態など

自然遷移、産地 。　
危険要因

山地の林下に生育する。
生育環境

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。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Pseudostellaria heterantha (Maxim.) Pax

ナデシコ科ワチガイソウ

白井伸和 ・ 2007 年 6 月 27 日 ・ 白山

形　　態

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州、九州北部に見られる。
国内分布

舳倉島・七ツ島植物小区系に分布する。
県内分布

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：ＲＯ）
選定理由

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。
生態など

海岸開発、自然遷移。　
危険要因

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。
生育環境

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。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Spergularia marina (L.) Griseb.

ナデシコ科ウシオツメクサ

小野ふみゑ ・ 2008 年 6 月 8 日 ・ 能登

形　　態

km0 10 20
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州中部地方以北に分布する。
国内分布

白山高地区の標高２０００～２２００ｍの夏緑低木林内に分布する。
県内分布

個体数が極めて少なく、また生育地が されている。（現況：Ｒ－）
選定理由

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、萼より短い。蒴果は長

卵形で、６～８裂する。種子は卵形で突起がない。
生態など

自然遷移。　
危険要因

針葉樹の林下の岩上などに生育する。
生育環境

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。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Stellaria fenzlii Regel

ナデシコ科シラオイハコベ

白井伸和 ・ 2007 年 6 月 27 日 ・ 白山

形　　態

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

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。
国内分布

南加賀区、白山高地区のブナクラス域に分布する。
県内分布

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）
選定理由

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。
生態など

園芸採取、自然遷移、産地 。　
危険要因

標高１４００～１６００ｍの山地に生育する。
生育環境

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。

特記事項

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。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Magnolia sieboldii K.Koch ssp.japonica Ueda

モクレン科オオヤマレンゲ

白井伸和 ・ 2006 年 7 月 6 日 ・ 白山

形　　態

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（関東地方以西）～九州、南西諸島に分布する。
国内分布

中能登区のヤブツバキクラス域に分布する。
県内分布

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：ＲＯ）
選定理由

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８ｍｍ、翌年の７～８月頃に赤色に熟する。

生態など

森林伐採、産地 。　
危険要因

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。
生育環境

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。
特記事項

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。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Litsea coreana H.Lév.

クスノキ科カゴノキ

小牧 （1987） より引用

形　　態

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（房総半島以西）～南西諸島に分布する。
国内分布

中能登区のヤブツバキクラス域に分布する。
県内分布

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：ＲＯ）
選定理由

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。

生態など

森林伐採、産地 。　
危険要因

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。
生育環境

生育地は特定植物群落に指定されている。分布の北限。
特記事項

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。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Neolitsea aciculata (Blume) Koidz.

クスノキ科イヌガシ

小牧 （1987） より引用

形　　態

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州中北部に分布する。
国内分布

白山高地地区の２４００～２６００ｍの高山帯に分布する。
県内分布

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：ＲＯ）
選定理由

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。
生態など

踏みつけ、自然遷移、産地 。　
危険要因

開けた岩場や小礫、中礫を交える崩壊地に生育する。
生育環境

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。
特記事項

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。萼片は青紫色、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。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

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

キンポウゲ科ミヤマオダマキ

白井伸和 ・ 2006 年 8 月 12 日 ・ 白山

形　　態

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州～九州の暖帯～温帯に分布する。
国内分布

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。
県内分布

生育地が県内では河川敷の数箇所に限られている。全国的にも個体数は希である。（現況：ＲＯ）
選定理由

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。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。

生態など

園芸採取、自然遷移、産地 、その他（増水による消失）。　
危険要因

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。
生育環境

石川県指定希少野生動植物種。
特記事項

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。萼片は花弁状で花弁はない。６個

の萼片が花弁のように見える。萼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。

絶滅危惧Ⅱ類

絶滅危惧Ⅰ類

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

キンポウゲ科オキナグサ

本多郁夫

分布図はありません。

形　　態

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道～本州に分布する。
国内分布

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。
県内分布

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－）
選定理由

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。
生態など

河川開発、水質汚濁。
危険要因

浅くてきれいな流水中に生育する。
生育環境

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。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Ranunculus nipponicus Nakai var. submersus H.Hara

キンポウゲ科バイカモ

白井伸和 ・ 2003 年 9 月 15 日 ・ 川北町 ・ （花） 本多郁夫

形　　態

km0 10 20
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（中部地方、滋賀県伊吹山）の温帯上部～亜寒帯に生える。
国内分布

白山高地地区の亜高山帯に分布する。
県内分布

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）
選定理由

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。
生態など

動物食害、自然遷移、産地 。
危険要因

標高１８００～２２００ｍ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。
生育環境

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。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Trollius hondoensis Nakai

キンポウゲ科キンバイソウ

白井伸和 ・ 2005 年 7 月 24 日 ・ 白山

形　　態

分布図はありません。

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（関東以西）、四国、九州。
国内分布

南加賀区。
県内分布

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：ＲＯ）
選定理由

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。
生態など

森林伐採。
危険要因

標高８００～１２００ｍのブナクラス域に分布する。
生育環境

日本固有種。
特記事項

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。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Berberis tschonoskyana Regel

メギ科オオバメギ

写真 （図） はありません。

形　　態

km0 10 20
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（中西部）、四国、九州。
国内分布

加賀中央区。
県内分布

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：Ｖ－）
選定理由

高さ２０～６０ｃｍほどの抽水性の多年性草本。
生態など

池沼開発、河川開発、園芸採取。
危険要因

山間の池沼、低地の水路などに生育する。
生育環境

角野康郎．1994．日本水草図鑑．文一総合出版．

ヒメコウホネとしてまとめられている植物群自体にはもともと変異が多く、本県の個体群の分類学的位置付けに

は今後の研究が期待される。

特記事項

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くらい。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。本県に見られる個体群は、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。

絶滅危惧Ⅱ類

絶滅危惧Ⅰ類

Nuphar subintegerrimum (Casp.) Makino

スイレン科ヒメコウホネ

白井伸和 ・ 2001 年 7 月 22 日 ・ 金沢市

形　　態

分布図はありません。

－88－



県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

長野県、山形県から島根県の日本海側に点在する。
国内分布

外浦区、内浦区、中能登区。
県内分布

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－）
選定理由

無毛の多年生つる草である。開花期は７～８月。果実は朔果で倒卵状球形、長さは３ｃｍ。
生態など

森林伐採、土地造成、道路工事、自然遷移、産地 。
危険要因

草地や比較的人為的な環境に生育する。
生育環境

標本にすると黒褐色に変わる。
特記事項

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。

絶滅危惧Ⅱ類

絶滅危惧Ⅰ類

Aristolochia contorta Bunge

ウマノスズクサ科マルバウマノスズクサ

林　二良 ・ 2004 年 9 月 29 日 ・ 内浦

形　　態

km0 10 20

局限

－89－



県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

関東、中部地方以西、九州。
国内分布

県内全域。
県内分布

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－）
選定理由

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。
生態など

森林伐採、道路工事、園芸採取、自然遷移、産地 、その他（自然崩壊）。  
危険要因

落葉広葉樹林等の林床に生育する。
生育環境

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。

準絶滅危惧

絶滅危惧Ⅰ類

Paeonia japonica (Makino) Miyabe et Takeda

ボタン科ヤマシャクヤク

本多郁夫 ・ 2009 年 5 月 3 日 ・ 白山麓 ・ （果実） 白井伸和

形　　態

km0 10 20

局限

－90－



県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（関東以西）～九州、琉球（西表島）。
国内分布

南加賀区、中能登区。
県内分布

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

高さ１０～３０ｃｍの小形多年草である。開花期は５～６月。地下茎に球形の塊茎がある。腺毛の粘液で虫を捕

まえる。
生態など

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 、

その他（草刈り時期、別荘地など）。
危険要因

湿った貧栄養の酸性土壌に生える。
生育環境

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。

準絶滅危惧

絶滅危惧Ⅰ類

Drosera peltata Smith var. nipponica (Masam.) Ohwi

モウセンゴケ科イシモチソウ

濱野一郎

形　　態

分布図はありません。

局限

－91－



県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

東海地方、近畿地方、四国地方、北陸地方。
国内分布

南加賀区。
県内分布

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。本種は葉身と葉柄の部分が移行的で、区
選定理由

小型多年草。開花期は５～９月。腺毛の粘液で虫を捕まえる。
生態など

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。
危険要因

湿地に生育する。
生育環境

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）。
特記事項

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。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

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

モウセンゴケ科トウカイコモウセンゴケ

本多郁夫 ・ 2005 年 6 月 21 日 ・ 小松市

形　　態

km0 10 20

－92－
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（関東地方以西）、四国、九州。
国内分布

外浦区、口能登区、加賀中央区、南加賀区。
県内分布

個体数は少なく、また分布域からも貴重である。（現況：ＲＯ）
選定理由

多年草。開花期は４～５月。
生態など

森林伐採、道路工事、園芸採取、踏みつけ、自然遷移、産地 。
危険要因

低地草原。
生育環境

塊茎に数個の花茎と根出葉をつける。花は長さ１２～２２ｍｍ。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Corydalis decumbens (Thunb.) Pers.

ケシ科ジロボウエンゴサク

本多郁夫 ・ 2005 年 4 月 25 日 ・ 加賀市

形　　態

km0 10 20

局限

－93－



県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州、四国、九州。
国内分布

南加賀区。
県内分布

個体数が少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

多年草。開花期は４～５月。
生態など

森林伐採、土地造成、園芸採取、踏みつけ、管理放棄、産地 。
危険要因

山中の樹林地。
生育環境

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。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Corydalis lineariloba Sieb. et Zucc. var. lineariloba

ケシ科ヤマエンゴサク

本多郁夫 ・ 2009 年 4 月 30 日 ・ 白山市

形　　態

km0 10 20

局限

－94－



県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州～九州。
国内分布

加賀中央区。
県内分布

生育地、個体数が極めて少ない。（現況：Ｒ－）
選定理由

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。
生態など

園芸採取、自然遷移。
危険要因

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。
生育環境

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。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Hylomecon japonicum (Thunb.) Prantl

ケシ科ヤマブキソウ

本多郁夫 ・ 2000 年 5 月 4 日 ・ 金沢市

形　　態

km0 10 20

－95－



県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（近畿地方以西）、四国、九州。
国内分布

南加賀区。
県内分布

個体数が極めて少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

高さ２０～５０ｃｍの多年草。開花期は９～１０月。
生態など

森林伐採、園芸採取、産地 。
危険要因

岩上や、樹上に生育する。
生育環境

チチッパベンケイと誤認されていた可能性がある。
特記事項

葉は緑色で赤みを帯びず、ふつう対生し、有柄。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Hylotelephium viride (Makino) H.Ohba

ベンケイソウ科アオベンケイ

白井伸和 ・ 2007 年 9 月 9 日 ・ 白山

形　　態

km0 10 20

局限

－96－



県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州の秋田県から兵庫県にいたる日本海側。
国内分布

南加賀区、口能登区、加賀中央区。
県内分布

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：Ｒ－）
選定理由

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

河川開発、道路工事、園芸採取、自然遷移、産地 、その他（自然崩壊）。
危険要因

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。
生育環境

日本固有種。
特記事項

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。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Parnassia foliosa Hook.fil.et Thoms.var. japonica (Nakai) Ohwi

ユキノシタ科オオシラヒゲソウ

本多郁夫 ・ 1990 年 9 月 23 日 ・ 白山市

形　　態

km0 10 20

局限

－97－



国カテゴリー

石川県カテゴリー

福井県、石川県。
国内分布

南加賀区。
県内分布

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：Ｒ－）
選定理由

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。
生態など

河川開発、園芸採取、自然遷移、産地 。
危険要因

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。
生育環境

生育地は山中・大日山県立自然公園にある。日本固有種。県指定希少野生動植物種。
特記事項

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。　

絶滅危惧Ⅱ類

絶滅危惧Ⅰ類

Saxifraga acerifolia Wakabayashi et Satomi 

ユキノシタ科エチゼンダイモンジソウ

白井伸和 ・ 2008 年 6 月 1 日 ・ 加賀市

形　　態

局限

－ －

Administrator
タイプライターテキスト
分布図はありません。
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Administrator
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州（主として東北地方）。
国内分布

舳倉島・七ツ島植物小区系。
県内分布

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：ＲＯ）
選定理由

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。
生態など

海岸開発、園芸採取、踏みつけ、産地 。
危険要因

海岸の塩湿地。
生育環境

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。
形　　態

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Potentilla anserina L. ssp. pacifica (Howell) Rousi

バラ科エゾツルキンバイ

小野ふみゑ ・ 2007 年 6 月 3 日 ・ 輪島市

km0 10 20

局限

－99－



県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道～九州。
国内分布

南加賀区。
県内分布

県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

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。
生態など

自然遷移、産地 。
危険要因

山地の上部から亜高山帯下部。
生育環境

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。

形　　態

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Prunus maximowiczii Rupr.

バラ科ミヤマザクラ

林　二良 ・ 2007 年 8 月 1 日 ・ 南加賀区

km0 10 20

局限

－100－



県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（東北～中部地方）、四国（剣山・東赤石山ほか）。
国内分布

白山高地区。
県内分布

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：ＲＯ）
選定理由

花期は６～７月。果実は８～９月に黄赤色に熟す。　　　
生態など

踏みつけ、自然遷移、産地 。
危険要因

亜高山帯～高山帯の岩礫地。
生育環境

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、先端に萼片を宿存する。

形　　態

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Rosa nipponensis Crépin

バラ科タカネバラ

白井伸和 ・ 2000 年 7 月 23 日

km0 10 20

局限

－101－



県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州（中部地方以北）、九州（熊本県）。
国内分布

内浦区。
県内分布

県内では１産地、１個体群のみが確認されている。（現況：ＲＯ）
選定理由

花期は５～６月。袋果は８～９月に熟す。　　　　
生態など

森林伐採、園芸採取、自然遷移、産地 。
危険要因

山の崖地。
生育環境

本種は平成５年川原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。
特記事項

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。萼片は花時に開出また

は反曲する。

形　　態

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Spiraea chamaedryfolia L. var. pilosa (Nakai) Hara

バラ科アイズシモツケ

白井伸和 ・ 2008 年 5 月 11 日 ・ 能登町

km0 10 20

局限

－102－



県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

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。
国内分布

外浦区。
県内分布

県内では１産地、１個体群のみが確認されている。（現況：ＲＯ）　
選定理由

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。　
生態など

森林伐採、産地 。
危険要因

山地および林縁。
生育環境

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。

形　　態

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Stephanandra incisa (Thunb.) Zabel

バラ科コゴメウツギ

白井伸和 ・ 2005 年 5 月 28 日 ・ 珠洲市

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州（中部以北）。
国内分布

外浦区。
県内分布

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－）　
選定理由

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。
生態など

海岸開発、道路工事、園芸採取、自然遷移。
危険要因

海岸付近の草地。
生育環境

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。

形　　態

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Thermopsis lupinoides (L.) Link

マメ科センダイハギ

濱野一郎 ・ 2003 年 5 月 6 日

分布図はありません。
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道～九州。
国内分布

外浦区、内浦区、中能登区、南加賀区。
県内分布

県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）　　
選定理由

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。
生態など

河川開発、海岸開発、自然遷移、産地 、その他（波浪）。
危険要因

河川敷や田の畦、海岸付近の湿地。
生育環境

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。

形　　態

準絶滅危惧

絶滅危惧Ⅰ類

Euphorbia adenochlora Morren et Dence.

トウダイグサ科ノウルシ

本多郁夫 ・ 2008 年 4 月 19 日 ・ 南加賀

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（千葉県以西）、四国、九州、琉球。
国内分布

中能登区。
県内分布

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：ＲＯ）
選定理由

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、イワダ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。

生態など

海岸開発、産地 。
危険要因

海岸の岩場。
生育環境

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。

形　　態

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Euphorbia jolkinii Boiss.

トウダイグサ科イワタイゲキ

白井伸和 ・ 2008 年 5 月 25 日 ・ 能登

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（関東地方以西）、四国、九州、琉球。
国内分布

外浦区、南加賀区。
県内分布

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：ＲＯ）　
選定理由

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。　　　　
生態など

産地局限、その他（崖崩れ）。
危険要因

林内や崖地。
生育環境

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。

形　　態

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

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

ミカン科フユザンショウ

本多郁夫 ・ 2005 年 10 月 26 日 ・ 能登

－ －

km0 10 20

Administrator
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Administrator
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州、四国、九州。
国内分布

口能登区。
県内分布

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：ＲＯ）　　　
選定理由

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。
生態など

農薬汚染（除草剤）、管理放棄、自然遷移、産地 。
危険要因

山ろくの草地。
生育環境

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。さく果は片側につき、扁平な円形で径約３ｍｍ。
形　　態

絶滅危惧ⅠＢ類

絶滅危惧Ⅰ類

Polygala tatarinowii Regel

ヒメハギ科ヒナノキンチャク

小野ふみゑ ・ 2006 年 8 月 25 日 ・ 能登

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州（中部地方以北）。
国内分布

南加賀区。
県内分布

県内での生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

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。
生態など

森林伐採、自然遷移、道路工事、産地 。
危険要因

低山帯の沢筋。
生育環境

落葉高木。樹高１０～１５ｍ。大きなものでは２５ｍにもなると言う。シナノキによく似ているが、葉が大きく径７～

１８ｃｍもあり、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（T.Xnoziricola Hisauchi）と見な

すべきか検討が必要である。

形　　態

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類シナノキ科

Tilia maximowicziana Shirasawa

白井伸和 ・ 2002 年 6 月 5 日 ・ 白山麓 ・ （果実） 林　二良

オオバボダイジュ

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州、四国、九州。
国内分布

南加賀区。
県内分布

県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ－）
選定理由

多年生。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。
生態など

園芸採取、産地 。
危険要因

山地の木陰。
生育環境

草本。草丈は５～１５ｃｍ。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

り、芳香がある。

形　　態

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Viola eizanensis (Makino) Makino

スミレ科

白井伸和 ・ 2004 年 6 月 1 日

エイザンスミレ

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州、四国、九州。
国内分布

外浦区、内浦区、口能登区、加賀中央区、南加賀区。
県内分布

県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

多年生。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。
生態など

自然遷移、産地 。
危険要因

山地の林下および草地。
生育環境

草本。草丈４０～６０ｃｍになり、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。花は白色で花弁は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。

形　　態

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類アカバナ科

Circaea cordata Royle

小野ふみゑ ・ 2007 年 8 月 25 日 ・ 輪島市

ウシタキソウ

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（富山県、石川県、茨城県）。
国内分布

中能登区。
県内分布

県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

多年生。
生態など

自然遷移、産地 。
危険要因

湿地。
生育環境

「植物地理・分類研究」　Vol.54　2006　
特記事項

草本。 雌しべの先端が４つに割れている、白い産毛に覆われている、背丈が１ｍ以上もあるなどの特徴は、ア

カバナ属にない特徴なので他と区別できる。
形　　態

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Epilobium parviflorum Schreber

アカバナ科

林　二良 ・ 2006 年 8 月 9 日 ・ 中能登

ススヤアカバナ

分布図はありません。

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州、（関東以西）、九州、琉球。
国内分布

加賀中央区。
県内分布

県内における生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ－）
選定理由

１年生、花期は８～１０月。
生態など

産地 、農薬汚染。
危険要因

水田や湿地に生える。
生育環境

草本。チョウジタデに似るが全体に毛が多く、茎や葉に細毛がある。特に、花床に白毛を密生することでチョウ

ジタデと区別できる。
形　　態

準絶滅危惧 

絶滅危惧Ⅰ類

Ludwigia epilobioides Maxim. ssp. greatrexii (H.Hara) Raven

アカバナ科

小野ふみゑ ・ 2007 年 8 月 29 日 ・ 金沢市

ウスゲチョウジタデ

km0 10 20

局限

－113－



県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州、四国、九州。
国内分布

外浦区、内浦区、中能登区、南加賀区。
県内分布

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－）
選定理由

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。

生態など

池沼開発、水質汚濁、管理放棄、自然遷移。
危険要因

山間や丘陵地の栄養が乏しい池沼。
生育環境

沈水～抽水～湿生植物。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。葉の下部は対生だが上部は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。

形　　態

準絶滅危惧

絶滅危惧Ⅰ類

Myriophyllum ussuriense (Regel) Maxim.

アリノトウグサ科タチモ

小野ふみゑ ・ 2008 年 10 月 20 日 ・ 能登 ・ （花） 林　二良

km0 10 20
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州、四国、九州。
国内分布

外浦区、南加賀区。
県内分布

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）
選定理由

多年生。花期は５～６月。
生態など

森林伐採、道路工事、河川開発、自然遷移、産地 。
危険要因

河岸の砂州や林縁。
生育環境

草本。草丈８～２０ｃｍ。根出葉は細長い柄があり、３全裂で裂片はさらに２～３裂する。茎の頂部には葉状の総

苞片が対生し、各片は２～３深裂する。その中心部から２～３個の小散形花序を出す。花は小さく、緑色。本県

のものは花の色が異なり、フキヤミツバの一型ではないかと言われている。

形　　態

絶滅危惧ⅠＢ類

絶滅危惧Ⅰ類

Sanicula tuberculata Maxim.

セリ科

林　二良 ・ 2008 年 4 月 15 ・ 南加賀

フキヤミツバ

分布図はありません。

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州、四国、九州。
国内分布

外浦区、内浦区、中能登区、加賀中央区、南加賀区。 
県内分布

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。個体数も少ない。（現況：Ｒ－）
選定理由

多年生。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。
生態など

湿地開発、道路工事、自然遷移、産地 。
危険要因

湿地。
生育環境

草本。茎は高さ３０～１００ｃｍで多くの枝を出す。葉は３～５小葉からなり、小葉は長卵形～披針形でほとんど

無柄。長さ１～８ｃｍで幅２～１０ｍｍ。枝先に小形の複散形花序をつけ、花は白色で小さい。
形　　態

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Sium sisarum L.

セリ科ムカゴニンジン

林　二良 ・ 2008 年 9 月 3 日 ・ 内浦

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道～九州。
国内分布

外浦区、南加賀区。
県内分布

県内での生育地が されている。（現況：ＲＯ）
選定理由

多年草、花期は７月。
生態など

森林伐採、湿地開発、自然遷移、踏みつけ、園芸採取、産地 。
危険要因

山地帯の林内。
生育環境

葉は扁円形で長さより幅が広く、先は円いかややへこみ、基部は心形。
形　　態

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Pyrola nephrophylla (H. Andr.) H. Andr.

イチヤクソウ科マルバノイチヤクソウ

林　二良 ・ 2004 年 5 月 26 日 ・ 内浦

km0 10 20

局限

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州（北、中部）の海岸。
国内分布

外浦区。
県内分布

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

多年草、花期は５～６月。
生態など

海岸開発、産地 、海水による侵食、たき火、海洋汚染。
危険要因

岩石海岸の岸に近い泥が堆積した場所に、生育する。
生育環境

県指定希少野生動植物種。
特記事項

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、先は鈍端、基部は無柄。　
形　　態

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類サクラソウ科

Glaux maritima L. var. obtusifolia Fern.

本多郁夫 ・ 2005 年 5 月 28 日 ・ 志賀町

ウミミドリ

km0 10 20

局限

－118－



県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州（岐阜県以北）。
国内分布

南加賀区。
県内分布

県内での生育地が限られている。（現況：Ｒ－）
選定理由

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。
生態など

森林伐採、湿地開発、自然遷移、産地 。
危険要因

山地の湿地に生育。
生育環境

ミズバショウで有名な自生地では、ヤチダモの大群落のほとんどがミズバショウ観察のために伐採され、わず

かに萌芽で確認される状態である。ミズバショウもヤチダモもともに保護すべきである。
特記事項

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。
形　　態

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類モクセイ科

Fraxinus mandshurica Rupr.

白井伸和 ・ 2002 年 6 月 25 日

ヤチダモ

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州中部以北。
国内分布

白山高地区。
県内分布

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：ＲＯ）
選定理由

多年草、花期は８～９月。
生態など

自然遷移、産地 。
危険要因

風衝草地。
生育環境

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。
形　　態

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類リンドウ科

Gentiana algida Pallas

白井伸和 ・ 2006 年 8 月 13 日 ・ 白山

トウヤクリンドウ

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（日光、南アルプス、白山）。
国内分布

白山高地区。
県内分布

生育地が限られており、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

一年草または越年草。花期は６～９月。
生態など

踏みつけ、自然遷移、産地 。
危険要因

登山道沿いに生育。
生育環境

日光、南アルプス、白山に隔離分布する。白山では、１９９５年に発見された。
特記事項

絶滅危惧ⅠＡ類

絶滅危惧Ⅰ類リンドウ科 

Gentiana aquatica L. var. laeviuscula (Ohwi) Ohwi

コヒナリンドウ 

ヒナリンドウの変種で、形は似ているが、丈が低く、根生葉は大型で、長さ５～１５ｍｍ、茎葉より大きい。
形　　態

白井伸和 ・ 2006 年 7 月 6 日 ・ 白山

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

白馬山系、白山。
国内分布

白山高地区。
県内分布

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：Ｒ－）
選定理由

１～越年草、花期は８～９月。
生態など

動物食害、自然遷移、産地 、砂防工事、斜面崩壊。
危険要因

開けた草地や砂礫地に生える。
生育環境

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。
特記事項

花はふつう４数性で裂片は花時でも渦巻き状に重なる。花冠列片の間に副片がなく、喉部には内片もない。花

冠は白色、裂片の基部付近は青紫色を帯びる。花筒は萼の長さの約１.５倍。
形　　態

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類リンドウ科

Gentianopsis yabei (Takeda et H.Hara) Ma ex Toyok.

 白井伸和 ・ 2006 年 9 月 12 日 ・ 白山

シロウマリンドウ

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州、四国。
国内分布

南加賀区、白山高地区。
県内分布

最近、県内に生育することが分かったもので、産地が限られている。（現況：ＲＯ）
選定理由

多年草、花期は９～１０月。
生態など

道路工事、ダム建設、自然遷移、産地 。
危険要因

林縁。
生育環境

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。
形　　態

絶滅危惧Ⅱ類

絶滅危惧Ⅰ類リンドウ科

林　二良 ・ 2005 年 10 月 12 日 ・ 白山麓 ・ （花） 本多郁夫

Pterygocalyx volubilis Maxim.

ホソバノツルリンドウ

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州中部地方以北。
国内分布

白山高地区。
県内分布

県内での生育地が限られている。（現況：ＲＯ）
選定理由

１～越年草、花期は８月。
生態など

自然遷移、産地 。
危険要因

亜高山帯～高山帯の開けた草地。高茎草原。
生育環境

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。
形　　態

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類リンドウ科

Swertia tetrapetala Pallas ssp. micrantha (Takeda) Kitam.

白井伸和 ・ 2003 年 8 月 7 日 ・ 白山

タカネセンブリ

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州、四国、九州。
国内分布

内浦区、中能登区、南加賀区。
県内分布

県内での生育地が限られている。（現況：Ｒ－）
選定理由

１～越年草、花期は１０～１１月。
生態など

森林伐採、池沼開発、園芸採取、土地造成、産地 。
危険要因

山野の湿地、池の縁。
生育環境

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。
形　　態

絶滅危惧Ⅱ類

絶滅危惧Ⅰ類

Swertia tosaensis Makino

リンドウ科イヌセンブリ

小野ふみゑ ・ 2005 年 11 月 3 日 ・ 能登

km0 10 20

局限

－125－



県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州、四国、九州。
国内分布

加賀中央区、南加賀区。
県内分布

生育地が少なく、個体数も少ない。（現況：Ｖ－）
選定理由

多年草、花期は７～９月。
生態など

池沼開発、水質汚濁、園芸採取、産地 、溝さらい。
危険要因

池沼。
生育環境

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

なくヒツジグサに似ている。花冠は中心部が黄色の白色（写真参照）で、径約５ｍｍ、裂片の内面に長い毛があ

る。

形　　態

準絶滅危惧

絶滅危惧Ⅰ類ミツガシワ科

Nymphoides indica (L.) O. Kuntze

白井伸和 ・ 2002 年 9 月 20 日

ガガブタ

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州、四国、九州。
国内分布

内浦区、南加賀区。
県内分布

県内での生育地が限られている。（現況：Ｒ－）
選定理由

多年草、花期は５～６月。
生態など

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 。
危険要因

水辺の湿った草地。
生育環境

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。

形　　態

準絶滅危惧

絶滅危惧Ⅰ類キョウチクトウ科

Amsonia elliptica (Thunb.) Roem. et Schult.

小野ふみゑ ・ 2006 年 6 月 4 日 ・ 能登

チョウジソウ

分布図はありません。

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州、四国。
国内分布

南加賀区。
県内分布

生育地が限られており、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

多年草、花期は７～８月。
生態など

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 、岩石採掘。
危険要因

山地。
生育環境

茎は高さ５０～１００ｃｍ、先は蔓状に伸びる。蔓の先には小さい葉がつき、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６～８ｍｍ。果実は毛が多い。
形　　態

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

Cynanchum grandifolium Hemsley var. nikoense (Maxim.) Ohwi

ガガイモ科ツルガシワ

小野ふみゑ ・ 2006 年 6 月 24 日 ・ 加賀

分布図はありません。

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州（中部地方以北）。
国内分布

白山高地区。
県内分布

生育地が限られており、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

多年草、花期は７～８月。
生態など

岩場の崩壊、産地 。
危険要因

高山の岩場。
生育環境

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。
形　　態

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ムラサキ科

白井伸和 ・ 2008 年 7 月 1 日 ・ 白山

Eritrichium nipponicum Makino

ミヤマムラサキ

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州（日本海側、三陸）。
国内分布

舳倉島・七ツ島植物小区系、外浦区。
県内分布

生育地が限られており、個体数も極めて少ない。（現況：Ｒ－）
選定理由

多年草、花期は５～９月。
生態など

海岸開発、踏みつけ、園芸採取、産地 、波浪による浸食。
危険要因

海岸の砂礫地。
生育環境

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２００６年以後見られなくなっている。
特記事項

茎は倒れて多く分枝し、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３～７ｃｍ、 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。
形　　態

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ムラサキ科

小野ふみゑ ・ 2006 年 6 月 17 日 ・ 能登

ハマベンケイソウ
Mertensia maritima (L.) Gray ssp. asiatica Takeda

分布図はありません。

局限

－130－



県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州、四国、九州、沖縄。
国内分布

内浦区、中能登区、口能登区。
県内分布

生育地が限られており、個体数も少ない。（現況：Ｒ－）
選定理由

多年草。花期は６～９月。
生態など

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 。　
危険要因

近海の草地。
生育環境

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。長い穂状花序に小さな淡紅紫色の花を

つける。
形　　態

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類クマツヅラ科

小野ふみゑ ・ 2008 年 9 月 20 日 ・ 能登町

クマツヅラ
Verbena officinalis L.

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州、四国、九州、沖縄。
国内分布

外浦区、内浦区、中能登区、加賀中央区、南加賀区。
県内分布

生育地が限られており、個体数も少ない。（現況：Ｒ－）
選定理由

１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。
生態など

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、溝さらい、産地 、溝の水量

の変化。　
危険要因

水田や浅い水中、排水溝などに群生。
生育環境

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。
形　　態

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類アワゴケ科

小野ふみゑ ・ 2004 年 11 月 27 日 ・ 能登

Callitriche palustris L.

ミズハコベ

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（神奈川県以西）～九州。
国内分布

南加賀区。
県内分布

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

多年草、花期は８～９月。
生態など

道路工事、ダム建設、自然遷移、産地 。　
危険要因

山地の樹下。
生育環境

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。
特記事項

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。
形　　態

準絶滅危惧

絶滅危惧Ⅰ類シソ科

Lamium ambiguum (Makino) Ohwi

本多郁夫 ・加賀市　

マネキグサ

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州、四国、九州。
国内分布

外浦区、内浦区、加賀中央区。
県内分布

生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｖ－）
選定理由

多年草、花期は８～９月。
生態など

道路工事、管理放棄、自然遷移、産地 。　
危険要因

山や丘陵の草地。
生育環境

茎は直立し、４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、綿をかぶったように見える。
形　　態

絶滅危惧Ⅱ類

絶滅危惧Ⅰ類シソ科

小野ふみゑ ・ 2004 年 10 月 11 日 ・ 輪島市

Leonurus macranthus Maxim.

キセワタ

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（愛知県以西）～沖縄。
国内分布

内浦区。
県内分布

生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

多年草、花期は５月。
生態など

自然遷移、産地 。　
危険要因

海岸に近い草地。
生育環境

太平洋側の暖地に分布する植物であり、石川県で見られること自体が珍しい。
特記事項

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。
形　　態

絶滅危惧Ⅱ類

シソ科

Scutellaria guilielmii A.Gray

絶滅危惧Ⅰ類

白井伸和 ・ 2008 年 5 月 25 日 ・ 能登島

コナミキ

分布図はありません。

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（福島県以西）～九州。
国内分布

南加賀区。
県内分布

生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

多年草、花期は５～６月。
生態など

道路工事、自然遷移、産地 。
危険要因

やや湿った林内。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類シソ科

Scutellaria laeteviolacea Koidz.

シソバタツナミ

林　二良 ・ 2006 年 7 月 4 日 ・ 白山市

形　　態
茎は高さ１５ｃｍほど、稜には上向きに曲がった毛がある。葉は４対ほどあり、卵状３角形で、基部は切形、葉に

も毛があり、裏面は紫色を帯びる。萼には腺点と毛がある。

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州、四国。
国内分布

南加賀区。
県内分布

生育地が限られ、個体数もきわめて少ない。（現況：Ｒ－）
選定理由

多年草、花期は６～７月。
生態など

道路工事、園芸採取、自然遷移、草刈り、産地 。　
危険要因

やや湿り気のある林内。
生育環境

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しだいに細くとがり、下部はしだいに

狭くなって柄となる。葉腋に下向きに１個の花を付ける。花柄は細く、長さ１.５～２.５ｃｍ。萼は杯形で縁は低い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。萼は果期にはほぼ果実をおおい先の開いたつぼ形となり緑色で、

短い突起がまばらにつく。

形　　態

絶滅危惧Ⅱ類

絶滅危惧Ⅰ類ナス科アオホオズキ
Physaliastrum japonicum (Franch. et Sav.) Honda

本多郁夫 ・ 2008 年 8 月 8 日 ・ 白山 ・ （果実） 林　二良

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（福島県以南）、四国、九州、沖縄。
国内分布

内浦区、中能登区。
県内分布

生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ－）
選定理由

１年草、花期は８～９月。
生態など

土地造成、農薬汚染、自然遷移。　
危険要因

湿地。
生育環境

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

だいに小さく鱗片状になる。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、萼は長さ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をアブ（虻）の眼に見立てた名。

形　　態

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ゴマノハグサ科アブノメ
Dopatrium junceum (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth.

林　二良 ・ 2009 年 8 月 19 日 ・ 南加賀
km0 10 20
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（関東地方以西）、四国、九州。
国内分布

外浦区。
県内分布

生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

花期は５月。寄生植物。
生態など

園芸採取、踏みつけ、産地 。　
危険要因

タブノキ林下。
生育環境

全国的に落葉樹林下に生えるのに、本県では常緑樹林下に生育する点で異なるので、未記載種である可能

性を含めて精査する必要がある。
特記事項

褐紫色を帯びる寄生植物。花茎は長さ１０～２５ｃｍになり、軟毛を散生する。子房は２室で各室に２個の胚珠を

もつ。
形　　態

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ハマウツボ科

本多郁夫 ・ 2005 年 6 月 10 日 ・ 能登

ヤマウツボ
Lathraea japonica Miq.

分布図はありません。

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（富山県、東海地方～中国地方東部）、四国、九州。
国内分布

口能登区。
県内分布

生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

半寄生の１年草。
生態など

森林伐採、産地 。
危険要因

林下。
生育環境

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。
特記事項

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ゴマノハグサ科

Melampyrum laxum Miq. var. laxum

シコクママコナ

分布図はありません。

石川県に分布する近縁種を比較すると、次の通りである。

　　Ａ　苞の先は刺状に鋭くとがり、縁の全体に刺状の鋸歯がある。

　　　　花喉の両側に白色の斑がある。………………………………ママコナ

　　Ａ　苞の先端は鈍く、花喉の両側に黄色の斑がある。

　　　Ｂ　苞の縁に鋸歯がない…………………………………………ミヤマママコナ

　　　Ｂ　苞の縁の基部近くに刺状の鋸歯がまばらにある……………シコクママコナ

形　　態

久保広子 ・ 2009 年 11 月 5 日 ・ 中能登町

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（関東以西）、四国、九州、沖縄。
国内分布

内浦区、中能登区。
県内分布

生育地が限られており、個体数も少ない。（現況：Ｒ－）
選定理由

１年草、花期は７～１０月。
生態など

農薬汚染、管理放棄、自然遷移。　
危険要因

湿地。
生育環境

茎は細長く長さ５～１０ｃｍ。葉は小さく長さ３～５ｍｍ。花はほとんど柄がなく葉腋につき、淡紅色で長さ２ｍｍ。

萼は５浅裂してやや開出する。蒴果は萼に包まれる。
形　　態

絶滅危惧Ⅱ類

絶滅危惧Ⅰ類ゴマノハグサ科

小野ふみゑ ・ 2004 年 9 月 25 日 ・ 羽咋市

スズメノハコベ
Microcarpaea minima (J.König ex Retz.) Merr.

km0 10 20
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

関東地方、中京地方、中国地方と四国の瀬戸内側、九州北部。
国内分布

内浦区、中能登区。
県内分布

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－）
選定理由

半寄生の越年草。花期は４～５月。
生態など

森林伐採、道路工事、農薬汚染、管理放棄、自然遷移、産地 。　
危険要因

日当たりのよい草地や林内。
生育環境

茎の上部の葉腋ごとに１花をつける。萼は４裂して裂片は開出し、筒部には隆起した脈がある。果実の形がク

チナシの果実と似ているところから名付けられた。
形　　態

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ゴマノハグサ科

濱野一郎 ・ 2006 年 5 月 10 日 ・ 能登島

クチナシグサ
Monochasma sheareri (Moore) Maxim.

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州中部。
国内分布

白山高地区。
県内分布

生育地が白山の高山帯の一部に限られている。（現況：ＲＯ）
選定理由

１年草、花期は７～８月。
生態など

動物食害、自然遷移、産地 、生育地の侵食。　
危険要因

高山の風衝草原に生える。
生育環境

最近、白山のタカネシオガマは他地域のものとは異なるのではないかという疑いがあり、研究中である。
特記事項

葉は４枚まれに３～６枚が４～５段に輪生する。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。上唇の先はくちばし状にとがらない。
形　　態

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ゴマノハグサ科

白井伸和 ・ 2006 年 8 月 14 日 ・ 白山

タカネシオガマ
Pedicularis verticillata L.

分布図はありません。

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（関東以西）、四国、九州。
国内分布

南加賀区。
県内分布

生育地が少なく、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

多年草、花期は７～９月。
生態など

道路工事、動物食害、自然遷移、産地 。　
危険要因

山地の林中。
生育環境

茎はやや軟弱で高さ４０～８０ｃｍ、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７～１５ｃｍ、幅３～５ｃｍ。萼は５片に深く裂け、裂片

は卵形または披針形でとがる。

形　　態

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ゴマノハグサ科

小野ふみゑ ・ 2007 年 8 月 5 日 ・ 加賀

ヒナノウスツボ
Scrophularia duplicatoserrata (Miq.) Makino

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州、四国、九州、沖縄。
国内分布

外浦区、加賀中央区。
県内分布

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：Ｖ２－）
選定理由

越年草、花期は３～４月。
生態など

道路工事、草地開発、自然遷移、草むしり、産地 。　
危険要因

道ばたの草地や石垣の隙間にあって、不安定。
生育環境

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個の鈍鋸歯がある。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

る径３ｍｍの小さな花を１個つける。

形　　態

絶滅危惧Ⅱ類

絶滅危惧Ⅰ類ゴマノハグサ科

本多郁夫 ・ 2007 年 4 月 2 日 ・ 金沢市 ・ （果実） 白井伸和

イヌノフグリ
Veronica polita Fr. ssp. lilacina (T.Yamaz.) T.Yamaz.

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（中部以西）、四国、九州、沖縄。
国内分布

中能登区、口能登区、加賀中央区、南加賀区。
県内分布

県内での生育地が限られている。（現況：Ｖ－）
選定理由

越年草、花期は５～６月。
生態など

湿地開発、道路工事、自然遷移、草刈り。　
危険要因

田の畦や川岸、溝のふちなど。
生育環境

茎は軟らかく高さ３０～５０ｃｍ。葉は基部がわずかに茎を抱く。花序は上部の葉腋に斜上し、短腺毛がある。花

冠は直径３～４ｍｍ、白色、４裂して皿状に平開する。
形　　態

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ゴマノハグサ科

白井伸和 ・ 2001 年 10 月 6 日

カワヂシャ
Veronica undulata Wall.
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州、四国、九州、沖縄。
国内分布

内浦区、中能登区、加賀中央区、南加賀区。
県内分布

生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ－）
選定理由

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。
生態など

草地開発、道路工事、土地造成、管理放棄、自然遷移、産地 。　
危険要因

ススキ草原。
生育環境

万葉集に「おもい草」として歌われる植物である。
特記事項

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。
形　　態

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ハマウツボ科

本多郁夫 ・ 2007 年 9 月 26 日 ・ 金沢市

ナンバンギセル
Aeginetia indica L.

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州、四国、九州。
国内分布

口能登区、加賀中央区、南加賀区。
県内分布

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－）
選定理由

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。
生態など

池沼開発、水質汚濁、園芸採取、自然遷移、池沼の清掃。　
危険要因

池沼。
生育環境

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。
形　　態

絶滅危惧Ⅱ類

絶滅危惧Ⅰ類タヌキモ科

本多郁夫 ・ 2005 年 9 月 20 日 ・ 加賀市 ・ （花） 白井伸和

ノタヌキモ
Utricularia aurea Lour.

分布図はありません。
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州、四国、九州、沖縄。
国内分布

外浦区、中能登区。
県内分布

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－）
選定理由

多年生の食虫植物。花期は８～１０月。
生態など

池沼開発、土地造成、管理放棄、自然遷移、産地 、水位変動。　
危険要因

低山の湿地。
生育環境

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、２～６花をつける。距は

後方斜め下を向く。
形　　態

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類タヌキモ科

小野ふみゑ ・ 2006 年 10 月 22 日 ・ 能登

ミミカキグサ
Utricularia bifida L.

分布図はありません。

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州、四国、九州、沖縄。
国内分布

中能登区、南加賀区。
県内分布

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－）
選定理由

多年生の食虫植物。花期は６～１０月。
生態など

森林伐採、池沼開発、土地造成、自然遷移、産地 、土壌の浸食、水位上昇。　
危険要因

低山の湿地。
生育環境

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１０～１５ｃｍ。花は淡紫色で、２～６花をつける。

距は前方に突き出す。
形　　態

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類タヌキモ科

Utricularia caerulea L.

ホザキノミミカキグサ

本多郁夫 ・ 2002 年 8 月 10 日 ・ 能登

分布図はありません。

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（近畿・中部地方）。
国内分布

内浦区。
県内分布

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－）
選定理由

池沼に浮遊する食虫植物。花期は７～９月。
生態など

池沼開発、水質汚濁、農薬汚染、管理放棄、産地 、園芸採取、栽培種（スイレンなど）の移入。　
危険要因

池沼。
生育環境

食虫植物マニアの間では高値で売買されると聞く。文化財として保護する必要がある。
特記事項

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。
形　　態

絶滅危惧ⅠＢ類

絶滅危惧Ⅰ類タヌキモ科

白井伸和・ 2005年 9月 3日 ・奥能登 ・ （花 ・閉鎖花） 本多郁夫

フサタヌキモ
Utricularia dimorphantha Makino

分布図はありません。

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州、四国、九州。
国内分布

外浦区、中能登区、南加賀区。
県内分布

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－）
選定理由

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。
生態など

池沼開発、水質汚濁、土地造成、自然遷移、産地 。　
危険要因

低山の池沼。
生育環境

茎は水底の沈殿物の中に伸び、ところどころ地中葉を泥中に出して固着する。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。
形　　態

準絶滅危惧

絶滅危惧Ⅰ類タヌキモ科

白井伸和 ・ 2002 年 8 月 10 日 ・ 加賀市 ・ （花） 小野ふみゑ

ヒメタヌキモ
Utricularia minor L.

分布図はありません。

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道～屋久島。
国内分布

外浦区、中能登区、南加賀区。
県内分布

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

多年生の食虫植物。花期は８～１０月。
生態など

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 、水位上昇。
危険要因

低山の湿地。
生育環境

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。花は青紫色で、２～３花をつける。距

は下向きだが先はやや前に曲がる。
形　　態

準絶滅危惧

絶滅危惧Ⅰ類タヌキモ科ムラサキミミカキグサ
Utricularia uliginosa Vahl

白井伸和 ・ 2007 年 8 月 19 日 ・小松市

分布図はありません。

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州（中部地方以北）。
国内分布

白山高地区。
県内分布

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：ＲＯ）
選定理由

花期は７～８月。
生態など

踏みつけ、自然遷移、産地 。
危険要因

風衝地、ハイマツ林下。
生育環境

該当なし 

絶滅危惧Ⅰ類スイカズラ科

Linnaea borealis L. 

リンネソウ

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）。円形の葉を対生し、花茎は５～１０ｃｍの

高さに立ち上がり、先端に淡いピンクの鐘形の花を２個つける。
形　　態

白井伸和 ・ 2007 年 8 月 26 日

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州（中北部）。
国内分布

白山高地区。
県内分布

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：ＲＯ）
選定理由

花期は５～７月。
生態など

動物食害、自然遷移、産地 。
危険要因

亜高山帯の草地、林縁に生える落葉低木。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類スイカズラ科

Lonicera caerulea L. ssp. edulis (Regel) Hultén var. emphyllocalyx (Maxim.) Nakai

クロミノウグイスカグラ

小野ふみゑ ・ 2008 年 7 月 30 日 ・ 白山市

形　　態
枝や花柄に細毛または長毛がある。葉は倒卵形、両面とも毛がある。苞は有毛、花冠も有毛。液果は卵形。

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

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。
国内分布

外浦区、加賀中央区。
県内分布

生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｒ－）
選定理由

花期は５～７月。
生態など

道路工事、産地 。
危険要因

山地の林内。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類スイカズラ科

Viburnum opulus L. var. calvescens (Rehd.) Hara

カンボク

小野ふみゑ ・ 2005 年 11 月 19 日 ・ 志賀町

形　　態
葉は倒卵円形で３中裂し、荒い鋸歯があり、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１対の蜜腺がある。

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州（近畿地方以東）。
国内分布

口能登区、南加賀区。
県内分布

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：ＲＯ）
選定理由

多年草、花期は３～５月。
生態など

道路工事、草地開発、森林伐採、土地造成、自然遷移、産地 。
危険要因

スギ植林地の林床に生育。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類レンプクソウ科

Adoxa moschatellina L.

レンプクソウ

林　二良 ・ 2007 年 4 月 27 日 ・ 口能登

形　　態
緑色で繊細、無毛の多年草。根生葉は２回３出複葉で、小葉はさらに羽状に分裂する。茎は高さ８～１５ｃｍ、

根生葉とほぼ同長、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、まわりの花は、花冠が５裂し、雄しべは１０個。

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州。
国内分布

中能登区。
県内分布

オミナエシの海岸型変種で、生育地、個体数ともに少ない。（現況：Ｒ－）
選定理由

園芸採取、自然遷移、産地 。
危険要因

海岸の草地。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類オミナエシ科

Patrinia scabiosifolia Fisch. ex Trevir. var. crassa Masam. et Satomi

ハマオミナエシ

白井伸和 ・ 2007 年 8 月 23 日 ・ 羽咋市

形　　態
茎は高さ２０～４０ｃｍ。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。
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局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州、四国、九州。
国内分布

白山高地区。
県内分布

生育地が限られている。（現況：ＲＯ）
選定理由

多年草、花期は５～８月。
生態など

園芸採取、自然遷移、産地 。
危険要因

山地のやや湿り気のある草地。
生育環境

未開花個体は多いが、開花個体は数株のみ。白山山系では一集団のみ。
特記事項

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類オミナエシ科

Valeriana fauriei Briq.

カノコソウ

白井伸和 ・ 2005 年 7 月 24 日 ・ 白山

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。

分布図はありません。

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州～九州。
国内分布

外浦区、内浦区。
県内分布

生育地が限られ、個体数も極めて少ない。（現況：Ｒ－）
選定理由

越年草、花期は９～１０月。
生態など

道路工事、園芸採取、動物食害、管理放棄、自然遷移、産地 。
危険要因

日当たりのよい山地。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類マツムシソウ科

Dipsacus japonicus Miq.

ナベナ

林　二良 ・ 2006 年 9 月 6 日 ・ 外浦

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。葉は薄く、対生し、基部まで羽状に切れ込み、

先端の裂片が特に大きい。頭花は径２ｃｍ。総苞片は線形で１列に並び、反り返る。
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局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

石川県、福井県。
国内分布

白山高地区。
県内分布

生育地が限られ、個体数が少ない。（現況：Ｒ－）
選定理由

多年草、花期は６～７月。ササの増加により減少傾向にある。
生態など

自然遷移、産地 。
危険要因

亜高山帯の草原。
生育環境

１９９７年に新種記載された。
特記事項

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類キク科エチゼンオニアザミ
Cirsium occidentalinipponense Kadota

白井伸和 ・ 2008 年 6 月 30 日 ・ 白山

形　　態
オニアザミによく似ているが、小花の広筒部と狭筒部の長さがほぼ等しい。また、総苞片が斜上ないし反曲し、

くも毛があり粘着する。

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

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。
国内分布

中能登区。
県内分布

国内分布の北限に近く、また産地・個体数ともに少なく貴重である。（現況：Ｒ－）
選定理由

多年草、花期は１０～１２月。
生態など

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る。
危険要因

海岸。
生育環境

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。
特記事項

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類キク科

Dendranthema indicum (L.) Des Moulins var. aphrodite (Kitam.) Kitam.

サンインギク

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１５～２３ｍｍ、幅３～４ｍｍ、黄色または白

色、ときに淡紅色。

小牧 （1987） より引用
km0 10 20
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（関東以西）～九州。
国内分布

加賀中央区、南加賀区。
県内分布

生育地が限られ、個体数も少ない。生育地の開発整備などで全国的に分布域が減少している。（現況：Ｖ２－）
選定理由

多年草、花期は８～９月。
生態など

河川開発、道路工事、湿地開発、自然遷移、園芸採取、産地 、洪水。
危険要因

草地や川岸の湿った土手。
生育環境

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。葉や茎を乾かすとクマ

リンが芳香を放つ。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。
特記事項

準絶滅危惧

絶滅危惧Ⅰ類キク科

Eupatorium japonicum Thunb.

フジバカマ

林　二良 ・ 2005 年 9 月 18 日 ・ 加賀中央

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。葉柄は短く、葉の

表面は光沢があり、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。

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道～九州。
国内分布

外浦区、口能登区。
県内分布

生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：Ｖ２－）
選定理由

多年草、花期は７～１０月。
生態など

管理放棄、自然遷移、産地 。
危険要因

湿地、田の縁、川岸。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類キク科

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

オグルマ

小野ふみゑ ・ 2006 年 8 月 25 日 ・ 七尾市

形　　態
茎は高さ２０～６０ｃｍ、根生葉や茎の下部の葉は花時に枯れている。茎葉は広披針形で鋭頭、基部はなかば

茎を抱き、長さ５～１０ｃｍ、幅１～３ｃｍ。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。

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州中北部。
国内分布

白山高地区。
県内分布

生育地が限られ、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

多年草、花期は８月
生態など

産地 。
危険要因

高山の草原。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類キク科

Saussurea sagitta Franch.

ヤハズトウヒレン

形　　態
茎は高さ３０～４５ｃｍ、根生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。

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。

白井伸和 ・ 2006 年 9 月 1 日 ・ 白山

km0 10 20
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

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。
国内分布

外浦区。
県内分布

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）
選定理由

池沼等の水底に生える抽水・浮葉植物。
生態など

池沼開発、河川開発、湿地開発、農薬汚染、自然遷移。
危険要因

生育環境の池沼等が失われつつある現状にある。
生育環境

絶滅危惧Ⅱ類

絶滅危惧Ⅰ類オモダカ科

Caldesia parnassifolia (Bassi ex L.) Parlat.

マルバオモダカ

小野ふみゑ ・ 2005 年 8 月 25 日 ・ 能登

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。
形　　態
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

日本特産で、北海道から九州まで分布。
国内分布

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。奥能登と南

加賀に残存している度合いが相対的にいくらか高い。
県内分布

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：Ｖ２－）
選定理由

水草で抽水植物。種子のほか珠芽で繁殖する。
生態など

農薬汚染、湿地開発、自然遷移。
危険要因

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。
生育環境

準絶滅危惧

絶滅危惧Ⅰ類オモダカ科

Sagittaria aginashi (Makino) Makino

アギナシ

小野ふみゑ ・ 2005 年 8 月 26 日 ・ 珠洲市

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。葉は

基部が二つに裂けたやじり形で、下方の二つの裂片は上方のものより短く、先は尖らない。走出枝は出さない。
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

全国に分布。
国内分布

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。
県内分布

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－）
選定理由

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。
生態など

水質汚濁、水田近傍では農薬汚染。
危険要因

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。
生育環境

準絶滅危惧

絶滅危惧Ⅰ類トチカガミ科

Hydrocharis dubia (Blume) Backer

トチカガミ

白井伸和 ・ 2003 年 8 月 11 日 ・ 金沢市

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。
形　　態
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州、四国、九州に分布。アジアにも分布。
国内分布

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。
県内分布

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－）
選定理由

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。

生態など

河川開発、池沼開発、その他。
危険要因

水路、溜池、河川など。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類トチカガミ科

Vallisneria asiatica Miki

セキショウモ

小野ふみゑ ・ 2007 年 8 月 26 日 ・ 加賀

葉は根出葉で線状～リボン状、長さ３０～７０ｃｍ、幅４～１０ｍｍ。葉の上部には鋸歯がある。沈水性のミクリ属

と間違われることがあるが、ミクリ属には鋸歯はない。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。
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

西日本を中心に本州、四国、九州に分布。
国内分布

従来南加賀区のみから知られていたが、加賀中央区から報告された。
県内分布

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－）
選定理由

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。
生態など

池沼開発など。
危険要因

溜池などに極めて稀に生育。
生育環境

絶滅危惧Ⅱ類

絶滅危惧Ⅰ類ヒルムシロ科

Potamogeton cristatus Regel et Ｍaack

コバノヒルムシロ

白井伸和 ・ 2005 年 9 月 18 日 ・ 津幡町

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きわめて類似しているが、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。他の形質では区別困難。穂状花

序を着け、花序そのものの長さは６～１５ｍｍ。
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州、四国、九州に分布。アジア東部に分布。
国内分布

従来は加賀中央区に分布。本調査では中能登、南加賀区から報告された。
県内分布

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－）
選定理由

葉はすべて沈水性で、草丈は通常３０ｃｍ程度。
生態など

湖沼開発、水質汚濁。
危険要因

石川県では潟に生育する。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ヒルムシロ科

Potamogeton maackianus A. Benn.

センニンモ

林　二良 ・ 2009 年 7 月 13 日 ・ 中能登

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。
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

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。
国内分布

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。
県内分布

従来とも少ない種類であるが、近年、激減している。（現況：Ｒ－）
選定理由

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。
生態など

河川開発、土地造成、水質汚濁、農薬汚染、産地局限。
危険要因

農業用排水路などの流水域、池沼。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ヒルムシロ科

Potamogeton malaianus Miq.

ササバモ

白井伸和 ・ 2003 年 9 月 15 日 ・ 川北町

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。
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州、四国。
国内分布

中能登区、加賀中央区、（南加賀区）。
県内分布

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）
選定理由

群生して花期は５～８月。
生態など

河川開発、水質汚濁。
危険要因

河川なとの流水域、湧水のある河川、池沼に生育。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ヒルムシロ科

Potamogeton natans L.

オヒルムシロ

白井伸和 ・ 2007 年 8 月 23 日 ・ 志賀町

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で、基部は浅い心形、葉柄は１０～１８ｃｍ。浮葉では、フ

トヒルムシロと区別できないことがある。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。
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州、四国、九州、に分布。世界の温帯、熱帯に広く分布。
国内分布

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。
県内分布

従来も少ない種類であったが、急減している。（現況：Ｒ－）
選定理由

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。
生態など

池沼開発、土地造成、道路工事など。
危険要因

池沼、河川。淡水域と汽水域に生育。
生育環境

準絶滅危惧

絶滅危惧Ⅰ類ヒルムシロ科

Potamogeton pectinatus L.

リュウノヒゲモ

小野ふみゑ ・ 2007 年 6 月 3 日 ・ 輪島市

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。センニンモは葉の幅が２～３ｍｍで、

葉縁に鋸歯があるが、本種にはない。また、カワツルモ属と紛らわしいが、鋸歯がないことで区別できる。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。
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

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。
国内分布

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。
県内分布

従来はごく普通の植物であったが、近年、激減した。（現況：Ｖ２－）
選定理由

沈水性一年草。花期は７～８月。
生態など

河川開発、水質汚染。
危険要因

池沼やゆるい河川。
生育環境

本種には変異が多い。
特記事項

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類イバラモ科

Najas marina L.

イバラモ

古場田良次・ 2003年 9月 17日 ・加賀市

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。
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州、四国、九州、琉球に分布。中国にも産する。
国内分布

かっては中能登区から報告されているが、今回は南加賀区から報告された。
県内分布

稀産の種類で減少傾向にある。（現況：Ｒ－）
選定理由

沈水性一年草。花期は７～１０月。
生態など

池沼開発、農薬汚染。
危険要因

富栄養または中栄養の池沼。
生育環境

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。
特記事項

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類イバラモ科

Najas oguraensis Miki

オオトリゲモ

類似種トリゲモには雄花の葯室が１室であるのに対して、本種は４室ある点が異なる。また、トリゲモは三輪生

状に葉を着けるが、本種は対生で、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程度である。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に達することがある。本種には変異が多い。雌雄同株。

形　　態

写真 （図） はありません。

km0 10 20

－176－



県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州中部以南、四国、九州、琉球に分布。
国内分布

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。今回は南加賀区で確認された。
県内分布

稀産の植物で、県内の産地が極めて限られている。（現況：ＲＯ）
選定理由

開花期は７～１０月。
生態など

森林伐採、土地造成、道路工事。
危険要因

暗い林床の落葉の間に生育する。
生育環境

１９９４年に県内での分布が確認された。
特記事項

絶滅危惧Ⅱ類

絶滅危惧Ⅰ類ホンゴウソウ科

Sciaphila japonica Makino

ホンゴウソウ

本多郁夫 ・ 2008 年 8 月 18 日 ・ 加賀市

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。
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州、四国、九州。台湾、朝鮮にも分布。
国内分布

もとは、能登全域と加賀中央区で知られていたが、今回の調査では南加賀区からの報告がある。
県内分布

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－）
選定理由

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

海岸開発。
危険要因

海岸近くの草原。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ユリ科

Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr. var. lucidus Hatus.

クサスギカズラ

小野ふみゑ ・ 2008 年 10 月 11 日 ・ 加賀

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、三稜をなして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。九州南部以南、琉球のものをナンゴククサスギカズラ.として区別することがある。
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

近畿地方、岐阜、福井、石川の各県に分布。
国内分布

南加賀区。
県内分布

長年にわたり、石川県における本種の自生が疑われ、その調査が続けられてきたが、このたび、疑問の余地な

く数地点での分布が確認されたので絶滅危惧種として記録する。（現況：ＲＯ）
選定理由

林下等に生育する多年生草本で春植物。花期は４～５月。
生態など

園芸採取、産地局限、その他（地表変動など）。
危険要因

急斜面。
生育環境

絶滅危惧Ⅱ類

絶滅危惧Ⅰ類ユリ科

Fritillaria japonica Miq. var. japonica

ミノコバイモ

白井伸和 ・ 2007 年 4 月 5 日

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種を産するが、両種はともに花は釣

り鐘形で、葯は黄白色、花被片の外側に暗色の斑点がある点は共通であるが、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個の鱗片より成る。

形　　態
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州、四国、九州に分布。中国、台湾に分布する。
国内分布

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。
県内分布

もともと稀産の種類であるが、減少傾向にある。（現況：Ｒ－）
選定理由

夏緑性多年草。花期は７～８月。
生態など

草地開発。
危険要因

原野や溝のふちなどに生育。
生育環境

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。
特記事項

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ユリ科

Hemerocallis fulva L. var. longituba (Miq.) Maxim.

ノカンゾウ

小野ふみゑ ・ 2008 年 7 月 19 日 ・ 能登

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２～４

ｃｍ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。
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州の関東・中部地方に分布する。
国内分布

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。
県内分布

石川県では産地がきわめて限られた種類である。（現況：ＲＯ）
選定理由

開花期は８～９月。
生態など

産地局限、森林伐採、園芸採取。
危険要因

山中の湿った岸上や樹上に生育。
生育環境

県内では近年の発見。
特記事項

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ユリ科

Hosta longipes (Franch. et Savat.) Matsum.

イワギボウシ

林　二良 ・ 2008 年 8 月 6 日 ・ 白山

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１０～１３

ｃｍ、暗緑色で紫黒色の斑点がある。花茎は約３０ｃｍ、花は白色～淡紫色、花糸は花筒の基部と離生する。苞

は開花時にはしおれる。
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

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。

国内分布

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。
県内分布

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：Ｒ－）
選定理由

自然状態の個体数はきわめて減少し、人為的繁殖が試みられている。開花期７～８月。
生態など

産地局限、園芸採取、管理放棄。
危険要因

山地。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ユリ科

Lilium auratum Lindl.

ヤマユリ

白井伸和 ・ 2001 年 7 月 16 日

分布図はありません。

草丈は１～１.５ｍになり、葉は互生で多数着き、長さ１０～１５ｃｍで短い葉柄がある。花は数個が横向きに着き、

雄大である。花被は外花被片３、内花被片３の６枚よりなり、内花被片がやや幅が大きい。長さ１０～１８ｃｍ。花

被片は白色で赤褐色の斑点があり、中肋にそって黄線が入っている。花粉は赤褐色。鱗茎は黄白色の偏球形

で直径６～１０ｃｍ。蒴果は長さ５～８ｃｍ。
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国カテゴリー

石川県カテゴリー

北海道、本州、四国（稀）、九州（稀）。
国内分布

能登半島、外浦区。
県内分布

本県産のクルマユリL.medeoloidesには、白山高地区（亜高山帯）に分布するものと、能登半島の外浦区に

隔離分布するものがある。前者は白山山系の地域的個体群として別に扱う。後者はいわゆるサドクルマユリ

L.medeoloides　var. sadoinsulaeに、形態や地理分布の点でよく似ている。しかしながら、現地（佐渡）での

観察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と区別して絶滅危惧種に選定する。（現況：Ｒ－）

選定理由

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。
生態など

園芸採取、産地局限、自然遷移。
危険要因

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。
生育環境

前回は、本変種をクルマユリとして取り扱った。
特記事項

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ユリ科

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

サドクルマユリ

小野ふみゑ ・ 2006 年 7 月 23 日 ・ 能登

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

回または数回で、それを構成する葉は披針形、大きさは５～１５ｃｍ、縁に小突起がある。
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国カテゴリー

石川県カテゴリー

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。
国内分布

白山高地区（白山中央部から離れて分布する）。
県内分布

石川県において極めて稀産の植物である。（現況：ＲＯ）
選定理由

開花期は６～８月。
生態など

産地局限。
危険要因

高山の岩場。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ユリ科

Lloydia serotina (L.) Reichenb.

チシマアマナ

白井伸和 ・ 2007 年 6 月 27 日 ・ 白山

日本産のチシマアマナ属植物は２種のみで、本種のほかにホソバノアマナがあるが、本県には産しない。両者

の相違は、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。
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国カテゴリー

石川県カテゴリー

本州（本県、福井、岐阜各県と京都府）、奄美大島。台湾にも分布する。
国内分布

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。
県内分布

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－）
選定理由

腐生植物、開花期は７月頃。
生態など

産地局限、森林伐採、踏みつけ。
危険要因

安定した夏緑樹林の林床。
生育環境

Petrosavia属に分類する意見があるが、採用しない。
特記事項

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅰ類ユリ科

Protolirion sakuraii (Makino) Dandy

サクライソウ

古場田良次 ・ 1998 年 7 月 14 日 ・ 加賀市

高さ１０ｃｍ前後の腐生植物で緑葉はなく、植物体は黄白色で硬く、下部に長さ２～５ｍｍ、広卵形、膜質の鱗

片葉が互生する。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、内花被片よりやや短い。蒴果は長さ

３ｍｍ程度。種子は微細。
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州～九州に分布。
国内分布

南加賀区。白山高地区には産しない。
県内分布

石川県ではきわめて希少な植物である。（現況：ＲＯ）
選定理由

開花期５～６月、普通、雄花を着ける株を見ない。
生態など

産地局限。
危険要因

林縁に生育する。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ユリ科

Smilax vaginata Decne. var. stans (Maxim.) T. Koyama

マルバサンキライ

白井伸和 ・ 2008 年 10 月 17 日 ・ 白山

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。
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（関東以西）、九州。日本特産。
国内分布

南加賀区のうち、白山山系の峡谷に限って分布。
県内分布

石川県では産地がきわめて限定されている。（現況：ＲＯ）
選定理由

多年生草本。花期は７～８月。
生態など

園芸採取、崖崩れなどの地表変動、自然遷移。
危険要因

山地帯の峡谷の崖面。
生育環境

今回の調査では、富山県で報告されているゲイビゼキショウTfieldia coccinea var. geibiensis 
(M.Kikuchi) H.Haraに類似した種類の分布が確認されたが検討中である。

特記事項

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ユリ科

Tofieldia nuda Maxim.

ハナゼキショウ

 

石川県では、他のチシマゼキショウ属の植物が、いずれも亜高山帯・亜高山帯に生育するのにたいして、本種

は山地帯の岩石上に生育する点で異なる。根出葉は線形で５～２５ｃｍ、葉縁には突起がなく、葉先は尖る。花

茎は１０～３０ｃｍ、２、３個の小葉が着く。総状花序に白色の花が多数着く。花は苞に１個ずつ着き、花柄は長く

５～１０ｍｍ、花よりも長いのが本種の特徴である。花被片は３～４ｍｍで線状楕円形、雄蕊は花被片よりやや

長く淡紫色、蒴果は卵状楕円形で花被片よりやや長い。植物体には腺状突起はなく、粘らない。
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

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。
国内分布

口能登区。
県内分布

石川県では、極めて稀産の植物である。（現況：ＲＯ）
選定理由

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。
生態など

河川開発、園芸採取。
危険要因

山地の半日陰地。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ユリ科

Tricyrtis hirta (Thunb.) Hook

ホトトギス

小野ふみゑ ・ 2007 年 10 月 13 日

石川県には約５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。本種の特徴としては、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

が多いことがあげられる。葉は互生して、長楕円形～披針形、長さ８～２０ｃｍ、先端は尖る。基部は茎を抱く。
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道～九州（一部）に分布。朝鮮、中国、ウスリー地方に分布。
国内分布

舳倉島・七ツ島と白山高地区を除く全域。
県内分布

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－）
選定理由

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。
生態など

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、産地局限など。
危険要因

現在は水路、池沼など。
生育環境

準絶滅危惧

絶滅危惧Ⅰ類ミズアオイ科

Monochoria korsakowii Regel et Maack

ミズアオイ

本多郁夫 ・ 2004 年 9 月 23 日 ・ 金沢市

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本の茎に多数の葉が着く。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。
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（関東以西）、四国、九州、琉球。
国内分布

南加賀区に分布。本調査では２産地が報告されている。
県内分布

きわめて産地が限定されており、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

腐生植物。一年生または他年生草本。花期は８～１０月。
生態など

道路工事、踏みつけ、産地局限、その他。
危険要因

日陰の林床。
生育環境

ごく近年、県内での分布が確認された。
特記事項

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ヒナノシャクジョウ科

Burmannia championii Thw.

ヒナノシャクジョウ

本多郁夫 ・ 2008 年 8 月 13 日 ・ 加賀市

県内には類似種はない。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。
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

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。
国内分布

白山高地区。
県内分布

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）
選定理由

花期は７～９月。
生態など

自然遷移、産地局限。
危険要因

高山の湿地。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類イグサ科

Juncus kamtschatcensis (Buchen.) Kudo

ミヤマホソコウガイゼキショウ

白井伸和 ・ 2007 年 8 月 16 日 ・ 白山

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。

形　　態
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道～九州。
国内分布

外浦区（輪島市）、内浦区（能都町、穴水町）、中能登区（七尾市、羽咋市）、南加賀区（小松市、加賀市）。
県内分布

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。これまでに知られている産地は１０数ヶ所あるが、

今回は能登地方の４ヶ所の確認報告があった。（現況：Ｒ－）
選定理由

一年草。花期は８～１０月。
生態など

池沼開発、管理放棄、自然遷移。
危険要因

山間の日当たりのよい湿地や水辺、田の畔など。
生育環境

高さ２０～３０ｃｍ、頭花は大型で蕚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）とし、高さ５～１５ｃｍ、頭花は小型で蕚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狭義のイトイヌノヒゲ（var. 
nipponicum）に含まれると考えられる。

特記事項

シロイヌノヒゲに似るが、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。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。蕚や花弁の先にはシロイヌノヒゲと同様

に細長い粉状の短白毛を密布する。他のホシクサ類の花のほとんどは基本的に３数性であるのに対し、本種

は２数性で柱頭は２岐、子房は２室。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

鳥畠昭信

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

ホシクサ科イトイヌノヒゲ

形　　態
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（岩手県以南）、四国、九州。近隣では福井県西部。
国内分布

外浦区（志賀町富来地区）。
県内分布

県内では近年分布が確認された。現在のところわかっている生育地は１ヵ所のみで、個体数も少ない。日本海

側ではごく稀で、貴重な隔離分布である。（現況：ＲＯ）
選定理由

多年草。花期は７～８月。
生態など

産地 、生育地となっている溜池の土手の改修工事。
危険要因

明るい林内や林縁。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類イネ科

Brachyelytrum japonicum (Hack.) Hack. ex Honda

小野ふみゑ ・ 2009 年 9 月 5 日 ・ 志賀町

コウヤザサ

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。
形　　態
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

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。
国内分布

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。
県内分布

生育地が され、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

草丈２０～３０ｃｍ程の繊細な多年生草本。花期は７～８月。
生態など

自然遷移、産地 。
危険要因

亜高山帯の風衝草原。
生育環境

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。

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．1997．長野県植物誌．信濃毎日新聞社．

特記事項

絶滅危惧ⅠＢ類

絶滅危惧Ⅰ類

Festuca hondoensis (Ohwi) Ohwi

イネ科ヤマオオウシノケグサ

白井伸和 ・ 2003 年 10 月 5 日 ・ 白山

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。
形　　態
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（長野県上松、白山）、四国（剣山）。
国内分布

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。
県内分布

生育地がごくわずかで、個体数も少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

多年草。 
生態など

産地 。
危険要因

亜高山帯の風衝地の岩隙に生育。
生育環境

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。

大井次三郎.1941.日本の禾本科植物　第一．植物分類地理 Vol.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．

特記事項

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。

絶滅危惧Ⅱ類

絶滅危惧Ⅰ類イネ科

写真 （図） はありません。

Festuca ovina L. var. chiisanensis Ohwi

チイサンウシノケグサ

形　　態
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

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。
国内分布

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。
県内分布

もともと稀産の種で、今回の調査で現存が確認された生育地は能登島および南加賀区の２ヶ所のみ。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：Ｒ－）
選定理由

一年生草本（越年草）。花期は５～７月。
生態など

海岸開発、土地造成、帰化競合、産地 。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。

危険要因

平地や海浜の水湿地や河川敷など。
生育環境

生育地の一部は能登半島国定公園内にある。

渡辺定路．2003．改訂増補　福井県植物誌．福井新聞社．
特記事項

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）。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類イネ科

小野ふみゑ ・ 1996 年 6 月 16 日 ・ 白山市

Polypogon monspeliensis (L.) Desf.

ハマヒエガエリ

形　　態
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州～九州。
国内分布

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）。
県内分布

今回の調査で確認された県内の生育地は４ヶ所で、内浦区の記録は１９９０年代の標本記録によるものである。

（現況：Ｒ－）
選定理由

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。
生態など

池沼開発、動物食害、産地 。津幡町の自生地は、アメリカザリガニによるとみられる稈の切断により、個体

群が著しく衰退している。
危険要因

ため池などの水湿地。
生育環境

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。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類イネ科

白井伸和 ・ 2009 年 9 月 23 日 ・ 津幡町

Pseudoraphis ukishiba Ohwi

ウキシバ

形　　態
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（東北地方南部以西）～琉球。
国内分布

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（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。
県内分布

人里近くに生えるが、近年ごくまれになっている。今回の調査では４ヶ所の確認報告があったのみ。（現況：

Ｒ－）
選定理由

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。
生態など

池沼開発、土地造成、農薬汚染、管理放棄、産地 。
危険要因

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。
生育環境

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り、県内の分布の現状について緊急に調査を行う必要がある。
特記事項

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。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類イネ科

本多郁夫 ・ 2005 年 9 月 23 日 ・ 能登

Schizachyrium brevifolium (Sw.) Nees ex Büse in Miq.

ウシクサ

形　　態
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（東北地方南部）～九州。
国内分布

口能登区（宝達志水町志雄地区）。
県内分布

既知の産地は１ヵ所のみである。（現況：Ｒ－）
選定理由

一年草。花期は８～１０月。
生態など

産地 。
危険要因

日当たりのよい草地。
生育環境

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。
特記事項

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、鱗片の先が短芒状にならないことで区別できる。

絶滅危惧Ⅱ類

絶滅危惧Ⅰ類カヤツリグサ科イトテンツキ
Bulbostylis densa (Wall.) Hand.-Mazz. var. capitata (Miq.) Ohwi

久保広子 ・ 1990 年 9 月 23 日 ・ 宝達志水町
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道～九州。
国内分布

口能登区（宝達志水町志雄地区）。
県内分布

既知の産地は１ヵ所のみである。（現況：Ｒ－）
選定理由

一年草。花期は８～１０月。
生態など

産地 。
危険要因

日当たりのよい草地。
生育環境

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。
特記事項

テンツキ属の種に似るが、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。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類カヤツリグサ科イトハナビテンツキ
Bulbostylis densa (Wall.) Hand.-Mazz. var. densa 

久保広子 ・ 1998 年 8 月 30 日 ・ 宝達志水町
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道～九州。
国内分布

内浦区（能登町柳田地区、穴水町）、南加賀区（能美市辰口）。能美市の自生地以外は１９８０年代以前の情報

によるもので、近年の確認情報がない。
県内分布

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。（現況：Ｒ－）
選定理由

多年草。匐枝を伸ばし群生する。花期は５～７月。
生態など

湿地開発、自然遷移。
危険要因

県内では丘陵地や低山の水湿地。
生育環境

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。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類カヤツリグサ科

安田二三男 ・ 2003 年 6 月 12 日 ・ 南加賀

オニスゲ
Carex dickinsii Franch. et Savat.   
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州（中部以北）。
国内分布

加賀中央区（金沢市医王山大沼）。
県内分布

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

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。
生態など

水質汚濁、自然遷移、産地 。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。
危険要因

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。
生育環境

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。
特記事項

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。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類

林　二良 ・ 2005 年 5 月 27 日 ・ 金沢市

カヤツリグサ科ムジナスゲ
Carex lasiocarpa Ehrh. var. occultans (Franch.) Kükenth.
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州、九州（北部）。
国内分布

舳倉島、中能登区（志賀町、七尾市机島）。
県内分布

県内の分布はごく限られ、今回の調査で得られた近年の確認情報は舳倉島および志賀町の２ヶ所のみである。

（現況：Ｒ－）
選定理由

多年草。花期は４～５月。果実は６月頃熟す。
生態など

海岸開発、土地造成、道路工事、産地 。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。
危険要因

海岸の塩性湿地や湿草原。
生育環境

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。
特記事項

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。

準絶滅危惧

絶滅危惧Ⅰ類

小野ふみゑ ・ 2006 年 5 月 27 日 ・ 舳倉島

カヤツリグサ科オオクグ
Carex rugulosa Kükenth.

形　　態

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（宮城県以南）。
国内分布

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）。
県内分布

もともと稀少な種であるが、今回の調査では３ヶ所の確認報告があったのみ（七尾市鵜浦町の記録は１９８０年

代の標本によるもの）。（現況：Ｒ－）
選定理由

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。
生態など

踏みつけ、農薬汚染、土地造成、産地 。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。
危険要因

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。
生育環境

生育地の一部は能登半島国定公園内にある。
特記事項

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。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類カヤツリグサ科

小野ふみゑ ・ 2005 年 10 月 9 日 ・ 志賀町

ヌマガヤツリ
Cyperus glomeratus L.

形　　態

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州、四国、九州。
国内分布

舳倉島、外浦区（輪島市門前地区、珠洲市木ノ浦）、中能登区（志賀町）。
県内分布

自生地が極めて少ない。既知の産地は数ヶ所あるが、今回の調査では３ヶ所の確認報告があったのみである。

（現況：Ｒ－）
選定理由

多年草。花期は７～１０月。
生態など

海岸開発、産地 、高潮による侵食。自生地は海水を直接かぶる場所にあり、外浦区の自生地は近年波浪

による侵食を受けて著しく縮小、消滅寸前の状態にある。地球温暖化による海面上昇が予想されており、今後

個体群の消滅する危険性はさらに高まると考えられる。

危険要因

岩石海岸の塩湿地。
生育環境

自生地の一部は能登半島国定公園内にある。
特記事項

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類カヤツリグサ科

白井伸和 ・ 2004 年 6 月 27 日 ・ 珠洲市

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

ヒメヌマハリイ

細長い地下匐枝を出し、株はマット状に拡がる。稈は細く径１ｍｍほどで、高さ２０～５０ｃｍ。長さ７～２０ｍｍの

小穂が頂生する。
形　　態

km0 10 20

局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道～九州。
国内分布

加賀中央区（金沢市）、南加賀区（白山市白峰地区、小松市）。
県内分布

県内ではもともと稀産の種である。既知の産地と新たに確認された産地を合わせて６ヶ所あるが、今回の調査

で現存が確認されたのは４ヶ所。（現況：Ｒ－）
選定理由

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。
生態など

池沼開発、踏みつけ、自然遷移、産地 。既知の自生地のうち１ヵ所は林道脇にあり環境悪化により近年消

滅、現存する自生地の１ヵ所は登山口の駐車場の建設により群落の一部が埋め立てられ、消滅寸前となって

いる。

危険要因

山地の池沼の水辺や水湿地。
生育環境

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。
特記事項

稈は太く径２～４ｍｍ、高さ３０～６０ｃｍ。クログワイに似るが、クログワイの稈にみられる竹の節のような隔膜

はなく、すべての稈の先端に幅３～６ｍｍ、長さ１～３ｃｍの小穂をつける。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類カヤツリグサ科

林　二良 ・ 2008 年 7 月 20 日 ・ 南加賀

Eleocharis mamillata Lindb. fil. var. cyclocarpa Kitag.

ヌマハリイ

形　　態

km0 10 20

局限

－206－



県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（主に太平洋側）～九州。
国内分布

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）。本県の分布は

日本海側の隔離分布である。
県内分布

分布域が され、著しく減少していると考えられる。今回の調査では志賀町上野海岸で確認された他は、既

知の自生地について近年の確認情報が得られていない。（現況：Ｒ－）
選定理由

磯浜の砂礫地や塩湿地に生える多年草。花期は７～９月。
生態など

海岸開発、波浪による侵食。高潮による海岸植生の侵食が近年著しく、個体群が急速に衰退している可能性

がある。
危険要因

岩石海岸。
生育環境

自生地の一部は能登半島国定公園内にある。珠洲市シャク崎では近年の調査で確認されておらず、他の自生

地についても緊急に現況の確認調査が必要である。
特記事項

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、稈も太い。小穂の鱗片の背面

は無毛。痩果は黄白色で格子紋がある。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類カヤツリグサ科

林　二良 ・ 2009 年 9 月 18 日 ・ 中能登

ナガボテンツキ
Fimbristylis longispica Steud. 

形　　態
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州、九州。
国内分布

白山高地区（白山市白峰地区）。
県内分布

県内では１ヵ所の自生地が確認されているのみ。（現況：ＲＯ）
選定理由

多年草。匐枝はなく叢生する。花期は７～１０月。
生態など

自然遷移、産地 。
危険要因

白山山系では数少ない高層湿原で、池塘の縁に群生している。
生育環境

自生地は白山国立公園からは外れているが、容易に近寄れない山中にあり良好な状態が保たれている。
特記事項

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。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類カヤツリグサ科

白井伸和 ・ 2008 年 7 月 23 日 ・ 白山市

Rhynchospora alba (L.) Vahl

ミカヅキグサ

形　　態
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局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道～九州。
国内分布

外浦区（能登町柳田地区）、内浦区（穴水町）、中能登区（七尾市）、南加賀区（加賀市）。
県内分布

もともと稀少な種である。既知の産地は数ヶ所あるが、今回の調査では内浦区の１ヶ所の確認情報があったの

み。（現況：Ｒ－）
選定理由

多年草。花期は７～９月。
生態など

湿地開発、踏みつけ、管理放棄、産地 。
危険要因

平地の日当たりのよい湿地、池沼畔。
生育環境

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。刺針状花被片は果と同長またはやや長く、太くて下向きの微歯が密生して著しくざらつく。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類カヤツリグサ科イトイヌノハナヒゲ

林　二良 ・ 2009 年 9 月 4 日 ・ 中能登

Rhynchospora faberi C.B.Clarke 

形　　態
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局限
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道～九州。
国内分布

外浦区（輪島市）、中能登区（志賀町、羽咋市、七尾市）、南加賀区（小松市）。
県内分布

生育地が限られている。既知の産地は１０ヶ所あまりあるが、今回の調査による確認報告は３ヶ所である。

（現況：Ｒ－）
選定理由

多年草。花期は７～９月。
生態など

湿地開発、踏みつけ、管理放棄、産地 。
危険要因

平地の湿地及び池沼畔。
生育環境

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。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類カヤツリグサ科

林　二良 ・ 2009 年 9 月 4 日 ・ 中能登

コイヌノハナヒゲ
Rhynchospora fujiiana Makino 

形　　態
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（新潟県～福井県）、九州（北部）。
国内分布

南加賀区（白山市尾口地区）。
県内分布

県内で確認されている産地は１ヵ所のみ。（現況：ＲＯ）
選定理由

多年草。花期は７～９月。
生態など

道路工事、自然遷移、産地 。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。
危険要因

山間の水湿地。
生育環境

２００１年にヒメカンガレイの変種として発表された。

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．

特記事項

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。

絶滅危惧ⅠＡ類

絶滅危惧Ⅰ類カヤツリグサ科

白井伸和 ・ 2007 年 7 月 29 日 ・ 白山市

ロッカクイ
Schoenoplectus mucronatus (L) Palla  var. ishizawae K.Kohno,Iokawa et Daigobo.

形　　態
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

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。
国内分布

白山高地区（別山）。
県内分布

今回の調査で確認された産地は１ヵ所のみ。（現況：Ｒ－）
選定理由

多年草。花期は７月。
生態など

踏みつけ、自然遷移、産地 。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。
危険要因

亜高山帯の池塘の縁や湿地。
生育環境

自生地は白山国立公園特別保護地区内にある。
特記事項

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。

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類カヤツリグサ科

白井伸和 ・ 2006 年 8 月 11 日 ・ 白山

Scirpus caespitosus L. 

ミネハリイ

形　　態
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国カテゴリー

石川県カテゴリー

愛知県以西（茨城県にも離れて分布）主に分布する。
国内分布

南加賀区。
県内分布

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－）
選定理由

岩上に着生する多年生草本。開花期は６～７月。
生態など

土地造成、園芸採取、自然遷移、産地局限。
危険要因

樹林下の岩上に群生。
生育環境

特に園芸採取の危険が大きい。
特記事項

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅰ類ラン科

Amitostigma gracile (Blume) Schltr.

ヒナラン　

　　　　 和 ・ 200 年 7月 15日

ヒナラン属は日本には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

にあって両種とも、唇弁が三裂するが、いずれもさらに中裂片が二裂することはない。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。

形　　態

－ －

Administrator
タイプライターテキスト
分布図はありません。

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト



国カテゴリー

石川県カテゴリー

北海道、東北、北陸、さらに南千島に分布。
国内分布

加賀中央区。
県内分布

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：Ｒ－）
選定理由

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。
生態など

園芸採取、自然遷移、産地局限。
危険要因

多雪地の岩上に生育。多雪地域に分布域がある。
生育環境

園芸採取が大きな危険要因である。
特記事項

絶滅危惧Ⅱ類

絶滅危惧Ⅰ類ラン科

Amitostigma kinoshitae (Makino) Schltr.

コアニチドリ

小野ふみゑ ・ 2007 年 6 月 17 日 ・ 加賀

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

葉が広披針形～楕円形であることと、花序には淡紫色の小花が５～１５個着く。

形　　態

－ －

Administrator
タイプライターテキスト
分布図はありません。

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト



国カテゴリー

石川県カテゴリー

東北（太平洋側）以西の本州、四国、九州。
国内分布

南加賀区、外浦区。
県内分布

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箇所のみ

が知られている。（現況：ＲＯ）
選定理由

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。
生態など

土地造成、道路工事、自然遷移、産地局限。
危険要因

積雪を免れることのできる岩上または樹上。
生育環境

準絶滅危惧

絶滅危惧Ⅰ類ラン科

Bulbophyllum inconspicuum Maxim.

ムギラン

本多郁夫 ・ 2009 年 6 月 4 日 ・ 外浦

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。

形　　態

－ －

Administrator
タイプライターテキスト
分布図はありません。

Administrator
タイプライターテキスト
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Administrator
タイプライターテキスト



国カテゴリー

石川県カテゴリー

北海道、本州、四国、九州。
国内分布

南加賀区、加賀中央区、中能登区。
県内分布

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箇所のみである。

（現況：ＲＯ）
選定理由

多年生草本。開花期は６～７月。
生態など

産地局限。
危険要因

夏緑樹林の林床。
生育環境

絶滅危惧Ⅱ類

絶滅危惧Ⅰ類ラン科

Calanthe nipponica Makino

キンセイラン

林　二良 ・ 2007 年 6 月 28 日 ・白山麓

エビネなどと同様に花は中型で、唇弁は三裂、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、

萼片は広披針形で１.５～２ｃｍ。

形　　態

－ －

Administrator
タイプライターテキスト
分布図はありません。

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト



国カテゴリー

石川県カテゴリー

北海道～九州に分布するがきわめて稀。
国内分布

南加賀区。
県内分布

石川県できわめて稀産の植物である。（現況：ＲＯ）
選定理由

開花期は４～５月。
生態など

園芸採取、森林伐採。
危険要因

ブナ帯の夏緑林の林床に生育。
生育環境

稀産なため、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。
特記事項

絶滅危惧Ⅱ類

絶滅危惧Ⅰ類ラン科

Calanthe tricarinata Lindl.

サルメンエビネ

林　二良 ・ 2001 年 6 月 12 日 ・ 白山麓

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。
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州、四国、九州、さらに朝鮮、中国に分布。
国内分布

奥能登、口能登区、加賀中央区、南加賀区。
県内分布

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。２０産地前後より報告が

あった。（現況：Ｖ２－）
選定理由

地生の多年生草本。開花期は４～６月。
生態など

森林伐採、草地開発、土地造成、園芸採取、踏みつけ、自然遷移、その他。
危険要因

丘陵地の疎林の林床、林縁、林道の路傍など。
生育環境

絶滅危惧Ⅱ類

絶滅危惧Ⅰ類ラン科

Cephalanthera falcata (Thunb.) Blume

キンラン

小野ふみゑ ・ 2005 年 6 月 4 日 ・ 穴水町

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。萼片は卵状長楕円形、長さ１４～１７ｍｍ。唇弁の基部は筒状で距となり、舷部は三裂。

種内分化がありいくつかの品種がある。
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

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。
国内分布

奥能登および白山麓をふくむ南加賀区。
県内分布

稀産の植物であり、減少傾向が認められる。（現況：Ｒ－）
選定理由

地生の多年生草本。開花期は５～６月。
生態など

園芸採取、自然遷移、その他。
危険要因

夏緑樹林の林床。
生育環境

絶滅危惧Ⅱ類

絶滅危惧Ⅰ類ラン科

Cremastra unguiculata (Finet) Finet

トケンラン

小野ふみゑ ・ 2007 年 5 月 27 日 ・ 能登

サイハイラン属の植物は、日本全体と同様本県にも２種を産するが、近縁種のサイハイランとの大きな相違点

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。
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国カテゴリー

石川県カテゴリー

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。
国内分布

現在は外浦区、中能登区のみ。
県内分布

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－）
選定理由

地生の多年生草本。開花期は４～５月頃。
生態など

園芸採取、産地局限。
危険要因

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。
生育環境

絶滅危惧Ⅱ類

絶滅危惧Ⅰ類ラン科

Cypripedium japonicum Thunb.

クマガイソウ

林　二良 ・ 2006 年 5 月 14 日 ・ 能登

日本には大別して４種のアツモリソウ属植物があるが、本県にはコアツモリソウ１種のみを除く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。
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国カテゴリー

石川県カテゴリー

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。
国内分布

白山高地区。
県内分布

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）
選定理由

地生の多年生草本。
生態など

園芸採取、産地局限。
危険要因

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。
生育環境

近縁種のアツモリソウは本県には分布しない。
特記事項

絶滅危惧ⅠＡ類

絶滅危惧Ⅰ類ラン科

Cypripedium macranthos Sw. var. macranthos

ホテイアツモリ （ホテイアツモリソウ）

白井伸和 ・ 2007 年 7 月 4 日 ・ 白山

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。
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国カテゴリー

石川県カテゴリー

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。
国内分布

白山高地区。
県内分布

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今回の調査で数株確認された。

（現況：ＲＯ）
選定理由

地生の多年生草本。開花期は６～７月。
生態など

園芸採取、産地局限。
危険要因

亜高山帯の夏緑樹林の林床または草原。
生育環境

絶滅危惧ⅠＢ類

絶滅危惧Ⅰ類ラン科

Cypripedium yatabeanum Makino

キバナノアツモリソウ

白井伸和 ・ 2006 年 7 月 6 日 ・ 白山

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 var. guttatum　は側花弁上部

がくびれない点でだけ、本種キバナノアツモリソウと異なる。
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国カテゴリー

石川県カテゴリー

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。
国内分布

加賀中央区、南加賀区（白山麓）。
県内分布

もともと稀産の種類であるが、近年減少傾向にある。（現況：Ｒ－）
選定理由

地生の多年生草本。開花期は５～７月。
生態など

道路工事、園芸採取、産地局限。
危険要因

山地林の林床に生育。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ラン科

Dactylostalix ringens Reichb. fil.

イチヨウラン

林　二良 ・ 2001 年 5 月 29 日 ・ 白山市

イチヨウラン属は日本の固有属でただ１種本種のみを有するので、近縁種はない。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で、大きさ２～３ｃｍの花を１個茎頂に着ける。萼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。
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国カテゴリー

石川県カテゴリー

本州、四国、九州、さらに朝鮮半島南部、台湾、中国（本土）に分布。本県が北限ではなく、岩手、宮城両県から

の報告があり、日本海側では新潟県に分布する。
国内分布

外浦区、かつては南加賀区にも分布した記録があるが現状は不明。
県内分布

石川県ではきわめて稀産の植物で、現在知られている産地は１箇所のみである。（現況：ＲＯ）
選定理由

着生の多年生草本。開花期は５～６月。
生態など

園芸採取、自然遷移、産地局限、その他。
危険要因

海に面した断崖で、積雪は免れるものと思われる。
生育環境

ごく近年発見された。
特記事項

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ラン科

Dendrobium moniliforme (L.) Sw.

セッコク　

　　　　　林　二良・2005年 4月 26日

日本に産するセッコク属植物は、セッコクとキバナノセッコクの２種であるがそのうち、本県には本種セッコクが

分布する。近縁種のキバナノセッコクとの相違点は本種では花は１～２個ずつ茎の上方の節から出て、淡紅色

または白色であるのにたいして、キバナノセッコクでは、花は３～５個ずつ上方の節から出て、緑黄色である。ま

た、本種では側萼片が楕円形なのに対して、キバナノセッコクでは逆三角形。いずれも茎は肉質で束生し、はじ

めは葉鞘に包まれる。葉は革質。
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国カテゴリー

石川県カテゴリー

北海道、本州（近畿以北）さらに南千島に分布。
国内分布

外浦区、加賀中央区、南加賀区。
県内分布

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。本調査では報

告が皆無であった。（現況：Ｒ－）
選定理由

地生の多年生草本。開花期は７月ごろ。
生態など

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。
危険要因

平地や丘陵地の湿地にミズゴケとともに生育。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ラン科

Eleorchis japonica (A. Gray) F. Maekawa

サワラン

白井伸和 ・ 2001 年 7 月 20 日 ・ 白山

サワラン属は日本固有属で、しかも本種１種のみが含まれる。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。
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国カテゴリー

石川県カテゴリー

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。
国内分布

白山高地区。
県内分布

石川県において稀産の種である。（現況：ＲＯ）
選定理由

７～８月、２０～３０花よりなる緑色の総状花序をつける。
生態など

森林伐採。
危険要因

高地の林床に生育。
生育環境

最近、県内での分布が確認された。
特記事項

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ラン科

Epipactis papillosa Franch. et Sav.

エゾスズラン

林　二良 ・ 2005 年 7 月 27 日 ・ 白山麓

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は、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に達し全草無毛であるが、本種は林床に生育、髙

さ３０～６０ｃｍでやや低い。全草に短毛を密生、花被の長さは９～１２ｍｍ、側花弁は鋭頭、唇弁の側裂片はカ

キランのように耳状に突き出ることはない。
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国カテゴリー

石川県カテゴリー

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。
国内分布

白山高地区。
県内分布

本県では特に稀産の植物である。（現況：ＲＯ）
選定理由

地生の多年生草本。開花期は７～９月。
生態など

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

亜高山帯の針葉樹林の林床。岩上に生え、または地生。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ラン科

Gymnadenia cucullata (L.) Rich.

ミヤマモジズリ

　　　　　　　　本 　　　　多郁夫 ・ 2006年 9月 4日

日本産テガタチドリ属植物のうちでは、唇弁を除く花被片が合着して兜状になるグループに属する。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。
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国カテゴリー

石川県カテゴリー

本州、四国、九州、さらに朝鮮、台湾に分布。
国内分布

奥能登、口能登・加賀中央部、南加賀区に分布。
県内分布

本種は本県では、かつては稀ではあるが各地の湿地に広く見られる植物であったが、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：Ｖ２－）
選定理由

地生の多年生草本。開花期は７～８月。
生態など

森林伐採、湿地開発、園芸採取。
危険要因

丘陵地の湿地。
生育環境

園芸採取が現在は最も重要な危険要因である。
特記事項

準絶滅危惧

絶滅危惧Ⅰ類ラン科

Habenaria radiata (Thunb.) Spreng.

サギソウ

　　　白 和 ・ 20 年 8月 19 日

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が、白鷺が舞う姿に似てい

て美しい。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。
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州、四国、九州に分布。
国内分布

外浦区および加賀中央区。
県内分布

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）
選定理由

地生の多年生草本。腐生植物。開花期は７～８月。
生態など

産地局限。
危険要因

照葉樹林などの林床。
生育環境

絶滅危惧Ⅱ類

絶滅危惧Ⅰ類ラン科

Hetaeria sikokiana (Makino et F. Maekawa.) Tuyama

ヒメノヤガラ

濱野一郎

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這う。茎は直立し、

肉質で淡紅色、高さは１０～２０ｃｍ、鱗片葉を互生する。花は穂状花序をなして５～１０個を着ける。苞は卵形

長楕円形で長さ５～８ｍｍ。唇弁は長さ６ｍｍ、内部に球状の突出部がある。

形　　態
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道～九州、屋久島に分布。朝鮮（済州島）に分布する。
国内分布

南加賀区（白山麓）。
県内分布

本県において、きわめて稀産の植物である。（現況：Ｒ－）
選定理由

開花期は７～８月。
生態など

園芸採取。
危険要因

常緑樹林の林床に生育。
生育環境

最近、県内での自生が確認された。
特記事項

準絶滅危惧

絶滅危惧Ⅰ類ラン科

Liparis auriculata Blume

ギボウシラン

鳥畠昭信

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～紫黒色の花を十数個つける。

唇弁の先端は尖らず、基部に２個の、こぶ状突起がある。

形　　態
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

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。
国内分布

加賀中央区、南加賀区。
県内分布

本県ではきわめて稀産の植物である。（現況：ＲＯ）
選定理由

地生の多年生草本。開花期は６～７月。
生態など

産地局限。
危険要因

山林の林床など。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ラン科

Liparis japonica (Miq.) Maxim.

セイタカスズムシソウ

林　二良 ・ 2008 年 6 月 15 日 ・ 白山

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、ジガバチソウ、クモキリソウならびにギボウシランの

４種が分布するが、すべて絶滅危惧植物である。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。

形　　態

km0 10 20

－231－



県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州、四国、九州、さらに朝鮮に分布。
国内分布

加賀中央区、南加賀区。
県内分布

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）
選定理由

地生の多年草草本。開花期は５～７月。
生態など

園芸採取、動物食害。
危険要因

山林の林床に生育。
生育環境

里山の管理放棄なども減少の原因と考えられ、危険要因に想定されるが報告にはない。
特記事項

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ラン科

Liparis krameri Franch. et Savat.

ジガバチソウ

白井伸和 ・ 2005 年 6 月 12 日

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。
形　　態
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

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

南加賀区、奥能登、口能登区。
県内分布

本県において稀産の植物である。（現況：Ｒ－）
選定理由

開花期は６～７月。
生態など

園芸採取。
危険要因

常緑樹林の林床。
生育環境

本県では近年その分布が確認された。葉は、広楕円形で黒紫色。
特記事項

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ラン科

Liparis nervosa (Thunb.) Lindl.

コクラン

林　二良 ・ 2006 年 4 月 2 日 ・ 口能登

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。
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州、四国、九州、沖縄に分布。
国内分布

中能登区。
県内分布

石川県では極めて稀産の植物である。（現況：ＲＯ）
選定理由

地生の多年生草本。開花期は３～５月。
生態など

森林伐採、踏みつけ。
危険要因

照葉樹林域の林床に群生。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ラン科

Listera japonica Blume

ヒメフタバラン

小野ふみゑ ・ 2006 年 5 月 6 日能登

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。
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

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。
国内分布

白山高地区。
県内分布

本県において極めて稀産の植物である。（現況：ＲＯ）
選定理由

開花期は７～８月。
生態など

園芸採取。
危険要因

亜高山帯の針葉樹類。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ラン科

Listera nipponica Makino

ミヤマフタバラン

白井伸和 ・ 2008 年 7 月 20 日 ・ 白山

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。
形　　態
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州、四国、九州、さらに朝鮮に分布。
国内分布

白山山麓をふくむ南加賀区、加賀中央区。
県内分布

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：Ｒ－）
選定理由

地生の多年生草本。開花期は６～８月。
生態など

土地造成、道路工事、園芸採取、産地局限、不明。
危険要因

ブナクラス域の岩壁など。
生育環境

山野草栽培に愛好される。
特記事項

絶滅危惧Ⅱ類

絶滅危惧Ⅰ類ラン科

Orchis graminifolia (Reichb. fil.) Tang et Wang

ウチョウラン

白井伸和 ・ 2008 年 6 月 28 日 ・ 白山市

ハクサンチドリ属植物のうち、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、深く三裂する。苞の

長さは７～１２ｍｍ、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。

形　　態
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国カテゴリー

石川県カテゴリー

本州（福島県以西、静岡県以東）。
国内分布

白山高地区。
県内分布

石川県でも稀産の植物で、近年、減少傾向にある。（現況：Ｒ－）
選定理由

地生の多年生草本。開花期は７～８月。
生態など

園芸採取。
危険要因

亜高山帯の草地（高茎草原）。
生育環境

ハクサンチドリとの区別点は、根の形態のほか葉の数、花被片の先端の尖り具合などである。
特記事項

準絶滅危惧

絶滅危惧Ⅰ類ラン科

Orchis joo-iokiana Makino

ニョホウチドリ

　　　　　　　　　　　白井伸和・ 2002年 7月 20日

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。距は長さ１～１.５ｃｍ、背萼片は８～１０ｍｍ。
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

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。
国内分布

白山高地区。
県内分布

本県での稀産の植物である。（現況：ＲＯ）
選定理由

地生の多年生草本。開花期は７～９月。
生態など

不明。
危険要因

亜高山帯・高山帯の湿地に生育。
生育環境

絶滅危惧Ⅱ類

絶滅危惧Ⅰ類ラン科

Platanthera chorisiana (Cham.) Reichb. fil.

タカネトンボ

石川県にはツレサギソウ属植物が１０種、変種まで区別されたものを含めると１３種類が分布する。うち、１０種

類が絶滅危惧植物である。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。

形　　態
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国カテゴリー

石川県カテゴリー

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。
国内分布

外浦区、加賀中央区、南加賀区。
県内分布

本県ではごく稀産の植物である。（現況：ＲＯ）
選定理由

地生の多年生草本。開花期は６～７月。
生態など

不明。
危険要因

山間の湿地。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ラン科

Platanthera hologlottis Maxim.

ミズチドリ

米山競一 ・ 1988 年 6 月 30 日

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、背萼片より長い。唇弁は舌状、倒卵形、肉質

で円頭、６～８ｍｍ。花には芳香があり、ジャコウチドリともいう。
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国カテゴリー

石川県カテゴリー

北海道西南部、四国、九州、琉球、さらに中国に分布する。
国内分布

奥能登、口能登・加賀中央部、南加賀区（白山麓）に分布。
県内分布

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）
選定理由

地生の多年生植物。開花期は５～６月。
生態など

不明。
危険要因

日当たりのよい草地や湿った林床。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ラン科

Platanthera japonica (Thunb.) Lindl.

ツレサギソウ

林　二良 ・ 2005 年 6 月 5 日 ・ 中能登

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。
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州、四国、九州、さらに樺太、朝鮮、中国にひろく分布。
国内分布

奥能登、口能登・加賀中央部、南加賀区（白山麓）に分布。
県内分布

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）
選定理由

地生の多年生草本。開花期は５～７月。
生態など

土地造成、道路工事、園芸採取、不明。
危険要因

日当たりのよい草地に生育。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ラン科

Platanthera mandarinorum Reichb. fil. var. brachycentron (Franch. et Savat.) Koidz．

ヤマサギソウ

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。萼片

の長さは１０～１２ｍｍ。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

異が発達し、数変種があるが本県には本変種のみが分布。
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州、四国、九州、さらに南千島、樺太に分布する。
国内分布

南加賀区。
県内分布

本県ではやや稀な植物である。（現況：Ｒ－）
選定理由

地生の多年生草本。開花期は７～８月。
生態など

森林伐採、園芸採取。
危険要因

山林の林床。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ラン科

Platanthera sachalinensis Fr. Schm.

オオヤマサギソウ

林　二良・ 2008年 7月 16日 ・白山麓 ・ （花） 白井伸和

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。

形　　態
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国カテゴリー

石川県カテゴリー

北海道、本州、四国、九州、さらに千島、朝鮮、中国に分布。
国内分布

奥能登、口能登・加賀中央部、白山麓をふくむ南加賀。
県内分布

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：Ｖ２－）
選定理由

地生の多年生草本。開花期は５～７月。
生態など

池沼開発、湿地開発、園芸採取、自然遷移、産地局限。
危険要因

日当たりのよい湿地。
生育環境

準絶滅危惧

絶滅危惧Ⅰ類ラン科

Pogonia japonica Reichb. fil.

トキソウ

本多郁夫

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。顎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。

形　　態
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州、四国、九州に分布。
国内分布

奥能登、口能登・加賀中央部、白山麓をふくむ南加賀。
県内分布

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）
選定理由

地生の多年生草本。開花期は６～８月。
生態など

園芸採取、自然遷移。
危険要因

産地、丘陵の日当たりのよい草地。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ種ラン科

Pogonia minor (Makino) Makino

ヤマトキソウ

本多郁夫 ・ 2008 年 6 月 9 日 ・ 中能登

トキソウに似ているが、つぎの点で異なる。すなわち、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。
形　　態
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国カテゴリー

石川県カテゴリー

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。
国内分布

南加賀区。
県内分布

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

着生の多年生草本。開花期は３～５月。
生態など

道路工事、園芸採取、産地局限。
危険要因

照葉樹林の樹幹に着生。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ラン科

Sarcochilus japonicus (Reichb. fil.) Miq.　

カヤラン

林　二良 ・ 1998 年 4 月 29 日 ・南加賀

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。花被片は開

出するが、上半は内曲する。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。

形　　態

－ －

Administrator
タイプライターテキスト
分布図はありません。

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト



国カテゴリー

石川県カテゴリー

本州（中部以北）、四国に分布。
国内分布

南加賀区（白山麓）。
県内分布

本県ではきわめて稀な植物である。（現況：ＲＯ）
選定理由

地生の多年生草本。開花期は７～８月。
生態など

道路工事、踏みつけ、産地局限。
危険要因

山林の林床。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類ラン科

Vexillabium nakaianum F. Maekawa　

ハクウンラン

林　二良 ・ 2006 年 7 月 26 日 ・南加賀

日本のハクウンラン属植物は３種とされているが、そのうちの１種のハクンランが本県に分布する。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。側萼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。なお、ハクウンランとオオハクウンランV. fissum F. Maekawa
の違同をめぐって議論がある。
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絶滅危惧Ⅱ類



県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州、四国、九州、沖縄以北。
国内分布

外浦区、内浦区、中能登区、口能登区、加賀中央区、南加賀区。
県内分布

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－）
選定理由

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、風で散布する。
生態など

土地造成、道路工事、湿地開発、自然遷移。
危険要因

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。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅱ類  

Lycopodium cernuum L.

ヒカゲノカズラ科ミズスギ

小野ふみゑ ・ 2004 年 11 月 3 日 ・ 珠洲市

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。
形　　態
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

北海道、本州（近畿以北）、四国。
国内分布

白山高地区。
県内分布

生育地が稀で、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

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。
生態など

道路工事、踏みつけ。
危険要因

山地帯の稜線樹林下のやや陰湿なところに生育する。
生育環境

該当なし

絶滅危惧Ⅱ類

Lycopodium complanatum L.

ヒカゲノカズラ科アスヒカズラ

林　二良 ・ 1999 年 8 月 8 日 ・ 白山山系

つる状の草本、茎は扁平なひも状で長く地上を這う。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。
形　　態
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県内の分布

石川県カテゴリー

国カテゴリー

本州（島根、京都、中部以北）及び北海道の山岳地帯。
国内分布

南加賀区。
県内分布

分布域が狭く、個体数が少ない。（現況：ＲＯ）
選定理由

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。
生態など

道路工事、その他（生育基盤の崩落）。
危険要因

亜高山帯、山地帯の岩上、岩壁に生育する。
生育環境

葉は小さく、茎は細く這い、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。

該当なし

絶滅危惧Ⅱ類

Selaginella helvetica (L.) Link

イワヒバ科エゾヒメクラマゴケ 

林　二良 ・ 2005 年 7 月 27 日 ・ 白山麓
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