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種　　　　　　　　　名
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シダ植物門　ＰＴＥＲＩＤＯＰＨＹＴＡ

マツバラン マツバラン（ホウキラン） Psilotum nudum  (L.) Beauv.
ヒカゲノカズラ チシマヒカゲノカズラ Lycopodium alpinum L.
ヒカゲノカズラ スギカズラ Lycopodium annotinum  L.
ヒカゲノカズラ タカネスギカズラ Lycopodium annotinum  L. var. acrifolium Fern.
ヒカゲノカズラ ヒロハスギカズラ Lycopodium annotinum  L. var. latifolium Takeda
ヒカゲノカズラ ミズスギ Lycopodium cernuum  L.
ヒカゲノカズラ ヒメスギラン Lycopodium chinense Christ
ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium clavatum  L.
ヒカゲノカズラ エゾヒカゲノカズラ Lycopodium clavatum  L. var. robustum  (Hook. et Grev.) Nakai
ヒカゲノカズラ アスヒカズラ Lycopodium complanatum  L.
ヒカゲノカズラ スギラン Lycopodium cryptomerinum Maxim.
ヒカゲノカズラ ナンカクラン Lycopodium hamiltonii Spr.
ヒカゲノカズラ タカネヒカゲノカズラ Lycopodium nikoense  Franch. et Savat.
ヒカゲノカズラ マンネンスギ Lycopodium obscurum  L.
ヒカゲノカズラ ウチワマンネンスギ Lycopodium obscurum  L. f. obscurum
ヒカゲノカズラ タチマンネンスギ Lycopodium obscurum L. f. strictum  (Milde) Nakai
ヒカゲノカズラ コスギラン Lycopodium selago  L.
ヒカゲノカズラ ホソバトウゲシバ Lycopodium serratum Thunb. var. serratum
ヒカゲノカズラ チャボトウゲシバ Lycopodium serratum Thunb. var. alpestre Christ

ヒカゲノカズラ ヒロハノトウゲシバ
Lycopodium serratum  Thunb.
　var. intermedium (Nakai) Miyabe et Kudo

ヒカゲノカズラ ヒモラン Lycopodium sieboldii  Miq.
イワヒバ エゾノヒメクラマゴケ Selaginella helvetica (L.) Link

イワヒバ
ヒメクラマゴケ
（ヒメタチクラマゴケ）

Selaginella heterostachys  Baker

イワヒバ カタヒバ（メヒバ） Selaginella involvens (Sw.) Spring
イワヒバ タチクラマゴケ Selaginella nipponica Franch. et Savat.
イワヒバ クラマゴケ Selaginella remotifolia Spring
イワヒバ ヒモカズラ Selaginella shakotanensis  (Franch. ex Takeda) Miyabe et Kudo
イワヒバ イワヒバ（イワマツ） Selaginella tamariscina  (Beauv.) Spring
イワヒバ コンテリクラマゴケ Selaginella uncinata (Desv.) Spring ●

ミズニラ ミズニラ Isoetes japonica  A. Br.
トクサ スギナ Equisetum arvense  L.
トクサ ミモチスギナ Equisetum arvense  L. f. campestre  (Schultz) Klinge
トクサ ミズドクサ Equisetum fluviatile  L.
トクサ イヌスギナ Equisetum palustre  L.
トクサ イヌドクサ（カワラドクサ） Equisetum ramosissimum  Desf.
ハナヤスリ オオハナワラビ Botrychium japonicum (Prantl) Underw.
ハナヤスリ ミヤマハナワラビ Botrychium lanceolatum  (Gmel.) Angst.

ハナヤスリ
ヒメハナワラビ
（ヘビノシタ、アキノハナワラビ）

Botrychium lunaria  (L.) Sw.

ハナヤスリ ヤマハナワラビ Botrychium multifidum  (Gmel.) Angst.
ハナヤスリ アカハナワラビ Botrychium nipponicum Makino
ハナヤスリ ナガホノナツノハナワラビ Botrychium strictum  Underw.
ハナヤスリ フユノハナワラビ Botrychium ternatum  (Thunb.) Sw.
ハナヤスリ ナツノハナワラビ Botrychium virginianum  L.
ハナヤスリ チャボハナヤスリ Ophioglossum parvum  Nishida et Kurita

ハナヤスリ
コヒロハハナヤスリ
（フジハナヤスリ）

Ophioglossum petiolatum Hook.

ハナヤスリ ハマハナヤスリ Ophioglossum thermale Komarov

ハナヤスリ コハナヤスリ
Ophioglossum thermale  Komarov
　var. nipponicum (Miyabe et Kudo) Nishida

ハナヤスリ
ヒロハハナヤスリ
（ハルハナヤスリ）

Ophioglossum vulgatum L.

リュウビンタイ リュウビンタイ Angiopteris lygodiifolia Rosenst.
ゼンマイ シロヤマゼンマイ Osmunda banksiifolia  (Pr.) Kuhn

備考科　　名
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ゼンマイ ヤマドリゼンマイ Osmunda cinnamomea  L.
ゼンマイ オニゼンマイ Osmunda claytoniana  L.

ゼンマイ
オオバヤシャゼンマイ
　（オクタマゼンマイ）

Osmunda  × intermedia (Honda) Sugimoto

ゼンマイ ゼンマイ Osmunda japonica  Thunb.
ゼンマイ ヤシャゼンマイ Osmunda lancea Thunb.
キジノオシダ タカサゴキジノオ Plagiogyria adnata  Blume
キジノオシダ オオキジノオ Plagiogyria euphlebia  (Kunze) Mett.
キジノオシダ キジノオシダ Plagiogyria japonica  Nakai
キジノオシダ ヤマソテツ Plagiogyria matsumureana  Makino
キジノオシダ ハガクレキジノオ Plagiogyria × neointermedia Nakaike
キジノオシダ フタツキジノオ Plagiogyria × sessilifolia Nakaike
キジノオシダ アイキジノオ Plagiogyria × wakabae Nakaike
ウラジロ コシダ Dicranopteris linearis  (Burm. fil.) Underw.
ウラジロ ウラジロ Gleichenia japonica  Spr.
フサシダ カニクサ Lygodium japonicum  (Thunb.) Sw.
コケシノブ ヒメハイホラゴケ Crepidomanes amabile  (Nakai) K. Iwats.
コケシノブ ハイホラゴケ Crepidomanes birmanicum (Bedd.) K. lwats.

コケシノブ
アオホラゴケ
（オガサワラホラゴケ）

Crepidomanes latealatum  (v. d. B) Copel.

コケシノブ ウチワゴケ（ムニンホラゴケ） Crepidomanes  minutum (Blume) K. lwats.

コケシノブ
オオハイホラゴケ
　（リュウキュウコガネ）

Crepidomanes radicans  (Sw.) K. Iwats.
　var. naseanum (Christ) K. Iwats.

コケシノブ チチブホラゴケ Crepidomanes schmidtianum (Zenker. ex Tasch.) K. Iwats.

コケシノブ
ヒメコケシノブ
（フジコケシノブ）

Mecodium coreanum  (Nakai) Serizawa

コケシノブ
オオコケシノブ（オニコケシノブ、
ミヤマコケシノブ、チヂレコケシノ
ブ）

Hymenophyllum badium Hook. et Grev.

コケシノブ コウヤコケシノブ Hymenophyllum barbatum  (v. d. B) Baker
コケシノブ ホソバヒメコケシノブ Hymenophyllum  fujisanense Nakai
コケシノブ キヨスミコケシノブ Hymenophyllum oligosorum  Makino
コケシノブ ホソバコケシノブ Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw.
コケシノブ コケシノブ Hymenophyllum wrightii van den Bosch
コケシノブ コケホラゴケ Trichomanes makinoi  C. Chr.
コバノイシカグマ イヌシダ Dennstaedtia hirsuta  (Sw.) Mett. ex Miq.
コバノイシカグマ ウスゲコバノイシカグマ Dennstaedtia glabrescens Ching
コバノイシカグマ コバノイシカグマ Dennstaedtia scabra (Wall. ex Hook.) Moore
コバノイシカグマ オウレンシダ Dennstaedtia wilfordii (Moore) Christ
コバノイシカグマ ユノミネシダ Histiopteris incisa  (Thunb.) J. Sm.
コバノイシカグマ セイタカイワヒメワラビ Hypolepis alpina  (Blume) Hook.
コバノイシカグマ イワヒメワラビ Hypolepis punctata (Thunb.) Mett. ex Kuhn
コバノイシカグマ ニセオドリコカグマ Microlepia × austroizuensis Serizawa
コバノイシカグマ オドリコカグマ Microlepia izu-peninsulae  Kurata
コバノイシカグマ フモトシダ Microlepia marginata  (Panzer) C. Chr.
コバノイシカグマ クジャクフモトシダ Microlepia marginata (Panzer) C. Chr. var. bipinnata Makino
コバノイシカグマ ケブカフモトシダ Microlepia marginata (Panzer) C. Chr. f. yakusimensis  H. Ito
コバノイシカグマ フモトカグマ Microlepia pseudo-strigosa  Makino
コバノイシカグマ イシカグマ Microlepia strigosa (Thunb.) Pr.
コバノイシカグマ オオフジシダ（キシュウシダ） Monachosorum  flagellare (Maxim. ex Makino) Hayata
コバノイシカグマ フジシダ Monachosorum maximowiczii  (Bak.) Hayata
コバノイシカグマ ワラビ Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var. latiusculum  (Desv.) Und. ex Hell.
ホングウシダ エダウチホングウシダ Lindsaea chienii  Ching
ホングウシダ サイゴクホングウシダ Lindsaea odorata  Roxb. var. japonica (Bak.) Kramer
ホングウシダ ハマホラシノブ Sphenomeris biflora  (Kaulf.) Tagawa
ホングウシダ ホラシノブ Sphenomeris chinensis (L.) Maxon
ホングウシダ ウチワホラシノブ Sphenomeris chinensis  (L.) Maxon var. kenzoana  H. Ito
シノブ シノブ Davallia mariesii Moore ex Baker
ツルシダ タマシダ Nephrolepis cordifolia  (L.) Presl ？

ホウライシダ ホウライシダ Adiantum capillus-veneris  L. ●

ホウライシダ ハコネシダ Adiantum monochlamys  Eaton
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ホウライシダ クジャクシダ Adiantum pedatum  L.
ホウライシダ ミズワラビ Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn.
ホウライシダ ヒメウラジロ Cheilanthes argentea  (Gmel.) Kunze
ホウライシダ イヌイワガネソウ Coniogramme × fauriei Hieron.
ホウライシダ イワガネゼンマイ Coniogramme intermedia  Hieron.
ホウライシダ チチブイワガネ Coniogramme intermedia  Hieron. f. nosei  Kurata
ホウライシダ ウラゲイワガネ Coniogramme intermedia  Hieron. f. villosa  (Ching) Kurata
ホウライシダ イワガネソウ Coniogramme japonica  (Thunb.) Diels
ホウライシダ ヤツガタケシノブ Cryptogramma stelleri  (Gmel.) Prantl
ホウライシダ タチシノブ Onychium japonicum  (Thunb.) Kunze
ホウライシダ カラクサシダ Pleurosoriopsis makinoi (Maxim. ex Makino) Fomin
シシラン タキミシダ Antrophyum obovatum  Baker
シシラン シシラン Vittaria flexuosa  Fée
シシラン ナカミシシラン Vittaria fudzinoi  Makino
イノモトソウ オオバノイノモトソウ Pteris cretica  L.
イノモトソウ アマクサシダ Pteris dispar  Kunze
イノモトソウ オオバノハチジョウシダ Pteris excelsa  Gaud.
イノモトソウ オオバノアマクサシダ Pteris excelsa  Gaud. var. simplicior  (Tagawa) Shieh

イノモトソウ
ハチジョウシダ
　（シマハチジョウシダ）

Pteris fauriei  Hieron.

イノモトソウ
ニシノコハチジョウシダ
　（コハチジョウシダ）

Pteris kiuschiuensis Hieron.

イノモトソウ アイコハチジョウシダ Pteris laurisilvicola  Kurata
イノモトソウ イノモトソウ Pteris multifida Poir.
イノモトソウ マツザカシダ Pteris nipponica  Shieh

イノモトソウ
ハチジョウシダモドキ
　（コハチジョウシダ）

Pteris oshimensis Hieron.

イノモトソウ セフリイノモトソウ Pteris × sefuricola Kurata
イノモトソウ ナチシダ Pteris wallichiana  Ag.
チャセンシダ ヒメイワトラノオ Asplenium capillipes  Makino

チャセンシダ
ヤクシマホウビシダ
　（オトメホウビシダ）

Asplenium filipes  Copel.

チャセンシダ ホウビシダ Asplenium hondoense  Murakami
チャセンシダ ミサクボシダ Asplenium × iidanum (Kurata) Shimura et Takiguchi
チャセンシダ トラノオシダ Asplenium incisum Thunb.
チャセンシダ ヌリトラノオ Asplenium normale  D. Don
チャセンシダ シモツケヌリトラノオ Asplenium normale  D. Don var. boreale Ohwi ex Kurata
チャセンシダ テンリュウヌリトラノオ Asplenium normale  D. Don var. shimurae  H. Ito
チャセンシダ カミガモシダ Asplenium oligophlebium  Baker
チャセンシダ トキワトラノオ Asplenium pekinense  Hance
チャセンシダ ヒノキシダ Asplenium prolongatum  Hook.
チャセンシダ オクタマシダ Asplenium pseudo-wilfordii  Tagawa
チャセンシダ コウザキシダ Asplenium ritoense  Hayata
チャセンシダ クモノスシダ Asplenium ruprechtii Kurata
チャセンシダ イチョウシダ Asplenium ruta-muraria L.
チャセンシダ コバノヒノキシダ Asplenium sarelii Hook.
チャセンシダ コタニワタリ Asplenium scolopendrium L.
チャセンシダ ハヤマシダ Asplenium × shikokianum Makino
チャセンシダ イワトラノオ Asplenium tenuicaule  Hayata
チャセンシダ チャセンシダ Asplenium trichomanes  L.
チャセンシダ イヌチャセンシダ Asplenium tripteropus  Nakai
チャセンシダ アオチャセンシダ Asplenium viride  Huds.
チャセンシダ アオガネシダ Asplenium wilfordii Mett. ex Kuhn
チャセンシダ クルマシダ Asplenium wrightii  Eat. ex Hook.
チャセンシダ トキワシダ Asplenium yoshinagae  Makino
シシガシラ オサシダ Blechnum amabile  Makino
シシガシラ シシガシラ Blechnum niponicum  (Kunze) Makino
シシガシラ イズコモチシダ Woodwardia × izuensis Kurata
シシガシラ コモチシダ Woodwardia orientalis Sw.
シシガシラ ハチジョウカグマ Woodwardia orientalis  Sw. var. formosana  Rosenst.
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シシガシラ
ハイコモチシダ
（ジョウレンシダ）

Woodwardia unigemmata  (Makino) Nakai

ツルキジノオ ヒロハアツイタ Elaphoglossum tosaense  (Yatabe) Makino
オシダ オオカナワラビ Arachniodes amabilis  (Blume) Tindale

オシダ ヤクカナワラビ
Arachniodes amabilis  (Blume) Tindale
　var. yakusimensis (H. Ito) Ohwi

オシダ ホソバカナワラビ Arachniodes aristata (Forst.) Tindale
オシダ オトコシダ Arachniodes assamica  (Kuhn) Ohwi
オシダ コウラカナワラビ Arachniodes × clivorum Kurata
オシダ カワズカナワラビ Arachniodes × kenzo-satakei  (Kurata) Kurata
オシダ テンリュウカナワラビ Arachniodes × kurosawae Shimura et Kurata
オシダ シノブカグマ Arachniodes mutica  (Franch. et Savat.) Ohwi
オシダ ミドリカナワラビ Arachniodes nipponica  (Rosenst.) Ohwi
オシダ ホソバハカタシダ Arachniodes × respiciens Kurata
オシダ シモダカナワラビ Arachniodes × sasamotoi Kurata
オシダ ハカタシダ Arachniodes simplicior  (Makino) Ohwi
オシダ オニカナワラビ Arachniodes simplicior  (Makino) Ohwi var. major  (Tagawa) Ohwi
オシダ コバノカナワラビ Arachniodes sporadosora (Kunze) Nakaike
オシダ リョウメンシダ Arachniodes standishii (Moore) Ohwi
オシダ ヤマグチカナワラビ Arachniodes × subamabilis Kurata
オシダ ツクシカナワラビ Arachniodes tsutsuiana  Kurata

オシダ
キヨスミヒメワラビ
（シラガシダ）

Ctenitis maximowicziana  (Miq.) Ching

オシダ カツモウイノデ Ctenitis subglandulosa  (Hance) Ching
オシダ メヤブソテツ Cyrtomium caryotideum  (Wall. ex Hook. et Grev.) Presl
オシダ ナガバヤブソテツ Cyrtomium devexiscapulae  (Koidz.) Ching
オシダ オニヤブソテツ Cyrtomium falcatum (L. fil.) Presl
オシダ ヤブソテツ Cyrtomium fortunei  J. Sm.
オシダ ヤマヤブソテツ Cyrtomium fortunei  J. Sm. var. clivicola  (Makino) Tagawa
オシダ ミヤコヤブソテツ Cyrtomium fortunei  J. Sm. var. intermedium  Tagawa
オシダ イズヤブソテツ Cyrtomium fortunei  J. Sm. var. atropunctatum  (Kurata) K. Iwats.
オシダ ヒロハヤブソテツ Cyrtomium macrophyllum  (Makino) Tagawa var. macrophyllum

オシダ ツクシヤブソテツ
Cyrtomium macrophyllum  (Makino) Tagawa
　var. tukusicola (Tagawa) Tagawa

オシダ イワヘゴ Dryopteris atrata  (Wall. ex Kunze) Ching
オシダ ナンゴクベニシダ Dryopteris austro-japonensis  Kurata
オシダ ヤマイタチシダ Dryopteris bissetina  (Bak.) C. Chr.
オシダ ハチジョウベニシダ Dryopteris caudipinna  Nakai
オシダ サイゴクベニシダ Dryopteris championi  (Benth.) C. Chr. ex Ching

オシダ
ミサキカグマ
（ホソバイタチシダ）

Dryopteris chinensis  (Bak.) Koidz.

オシダ ツクシイワヘゴ Dryopteris commixta  Tagawa
オシダ カラフトメンマ Dryopteris coreano-montana  Nakai
オシダ オシダ Dryopteris crassirhizoma  Nakai
オシダ キレコミオシダ Dryopteris crassirhizoma  Nakai f. maackii (Milde) Tagawa
オシダ イヌイワヘゴ Dryopteris cycadina  (Franch. et Savat.) C. Chr.
オシダ ナチクジャク Dryopteris decipiens  (Hook.) O. Kuntze
オシダ オオクジャクシダ Dryopteris dickinsii  (Franch. et Savat.) C. Chr.
オシダ ベニシダ Dryopteris erythrosora  (Eat.) O. Kuntze
オシダ シラネワラビ Dryopteris expansa  (Pr.) Fr. -Jenkins et Jermy
オシダ タカサゴシダ Dryopteris formosana  (Christ) C. Chr.
オシダ ニオイシダ Dryopteris fragrans (L.) Schott
オシダ フジクマワラビ Dryopteris × fujipedis Kurata
オシダ マルバベニシダ Dryopteris fuscipes  C. Chr.
オシダ インノオクマワラビ Dryopteris × gotenbaensis  Nakaike
オシダ サクライカグマ Dryopteris gymnophylla  (Bak.) C. Chr.
オシダ ヌカイタチシダ Dryopteris gymnosora  (Makino) C. Chr.
オシダ ハガネイワヘゴ Dryopteris × haganecola Kurata
オシダ ハコネオオクジャク Dryopteris × hakonecola Kurata
オシダ オオベニシダ Dryopteris hondoensis  Koidz.
オシダ ヌカイタチシダモドキ Dryopteris indusiata  (Makino) Makino et Yamam. ex. Yamam.
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オシダ ギフベニシダ Dryopteris kinkiensis Koidz. ex Tagawa
オシダ キノクニベニシダ Dryopteris kinokuniensis Kurata
オシダ クマワラビ Dryopteris lacera (Thunb.) O. Kuntze
オシダ イワヘゴモドキ Dryopteris × mayebarae Tagawa
オシダ ナンタイシダ Dryopteris maximowiczii  (Baker) O. Ktze.
オシダ エンシュウベニシダ Dryopteris medioxima  Koidz.
オシダ クロミノイタチシダ Dryopteris melanocarpa  Hayata
オシダ アイノコクマワラビ Dryopteris × mituii  Serizawa
オシダ ミヤマベニシダ Dryopteris monticola (Makino) C. Chr.
オシダ キヨスミオオクジャク Dryopteris namegatae  (Kurata) Kurata
オシダ トウゴクシダ Dryopteris nipponensis  Koidz.
オシダ オオイタチシダ Dryopteris pacifica  (Nakai) Tagawa
オシダ ミヤマクマワラビ Dryopteris polylepis  (Franch. et Savat.) C. Chr.
オシダ ムラサキベニシダ Dryopteris purpurella  Tagawa
オシダ ワカナシダ Dryopteris pycnopteroides  (Christ) C. Chr.
オシダ ミヤマイタチシダ Dryopteris sabaei  (Franch. et Savat.) C. Chr.
オシダ ヒメイタチシダ Dryopteris sacrosancta  Koidz.
オシダ イワイタチシダ Dryopteris saxifraga  H. Ito
オシダ ホオノカワシダ Dryopteris shikokiana  (Makino) C. Chr.
オシダ ナガサキシダ（オオミツデ） Dryopteris sieboldii  (van Houtte ex Moore) O. Kuntze．
オシダ ヌカイタチシダマガイ Dryopteris simasakii  (H. Ito) Kurata
オシダ アツギノヌカイタチシダマガイ Dryopteris simasakii  (H. Ito) Kurata var. paleacea  (H. Ito) Kurata
オシダ ナガバノイタチシダ Dryopteris sparsa  (Hamilt ex D. Don) O. Kuntze

オシダ リュウキュウイタチシダ
Dryopteris sparsa  (Hamilt ex D. Don) O. Kuntze
　var. ryukyuensis Serizawa

オシダ スルガクマワラビ Dryopteris × sugino-takaoi Kurata
オシダ クマオシダ Dryopteris × tokudai Sugimoto
オシダ タニヘゴ Dryopteris tokyoensis  (Matsum. ex Makino) C. Chr.
オシダ オクマワラビ Dryopteris uniformis  (Makino) Makino

オシダ
ナンカイイタチシダ
　（イタチシダモドキ）

Dryopteris varia  (L.) O. Kuntze

オシダ フジオシダ Dryopteris × watanabei Kurata
オシダ イヌワカナシダ Dryopteris × yuyamae Kurata
オシダ ナライシダ Leptorumohra miqueliana  (Maxim.) H. Ito
オシダ アイツヤナシイノデ Polystichum × amboversum  Kurata
オシダ ドウリョウイノデ Polystichum × anceps Kurata
オシダ ホソイノデ Polystichum braunii  (Spenn.) Fée
オシダ ツルデンダ Polystichum craspedosorum  (Maxim.) Diels
オシダ アスカイノデ Polystichum fibrilloso-paleaceum  (Kodama) Tagawa

オシダ スルガイノデ
Polystichum fibrilloso-paleaceum  (Kodama) Tagawa
　var. marginale Serizawa

オシダ センジョウデンダ Polystichum gracilipes  C. Chr. var. gemmiferum  Tagawa
オシダ ハコネイノデ Polystichum × hakonense Kurata
オシダ ハタジュクイノデ Polystichum × hatajukuense Kurata
オシダ ホクリクイノデ Polystichum × hokurikuense Kurata
オシダ チャボイノデ Polystichum igaense  Tagawa
オシダ アイカタイノデ Polystichum × iidanum Kurata
オシダ フナコシイノデ Polystichum × inadae Kurata
オシダ イナデンダ Polystichum inaense  (Tagawa) Tagawa
オシダ カタイノデモドキ Polystichum × izuense Kurata
オシダ キヨズミイノデ Polystichum × kiyozumianum Kurata
オシダ アカメイノデ Polystichum × kurokawae Tagawa
オシダ タカネシダ（クモマシダ） Polystichum lachenense  (Hook.) Bedd.
オシダ オリヅルシダ Polystichum lepidocaulon  (Hook.) J. Sm.
オシダ アイアスカイノデ Polystichum longifrons  Kurata
オシダ カタイノデ Polystichum makinoi  (Tagawa) Tagawa
オシダ アマギイノデ Polystichum × mashikoi Kurata
オシダ サカゲカタイノデ Polystichum × microlepis Kurata
オシダ ミウライノデ Polystichum × miuranum Kurata
オシダ ミツイシイノデ Polystichum  × namegatae Kurata
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オシダ トヨグチイノデ Polystichum ohmurae  Kurata
オシダ フジイノデ Polystichum ohmurae  Kurata var. fujipedis  Namegata et Kurata
オシダ オオタニイノデ Polystichum × ohtanii Kurata
オシダ ナメライノデ Polystichum × okanum Kurata
オシダ オンガタイノデ Polystichum × ongataense Kurata
オシダ ツヤナシイノデ Polystichum ovato-paleaceum  (Kodama) Kurata

オシダ イワシロイノデ
Polystichum ovato-paleaceum  (Kodama) Kurata
　var. coraiense (Christ) Kurata

オシダ イノデ Polystichum polyblepharum (Roem.ex Kunze) Pr.
オシダ サイゴクイノデ Polystichum pseudo-makinoi Tagawa
オシダ サカゲイノデ Polystichum retroso-paleaceum (Kodama) Tagawa
オシダ オニイノデ Polystichum rigens  Tagawa
オシダ シムライノデ Polystichum shimurae  Kurata ex Serizawa
オシダ スヤマイノデ Polystichum × suyamanum Kurata ex Serizawa
オシダ イノデモドキ Polystichum tagawanum  Kurata
オシダ ネッコイノデ Polystichum tagawanum  Kurata var. atrosquamatum Kurata
オシダ タカオイノデ Polystichum × takaosanense Kurata
オシダ チチブイノデ Polystichum × titibuense Kurata
オシダ ジュウモンジシダ Polystichum tripteron  (Kunze) Presl
オシダ ヒトツバジュウモンシダ Polystichum tripteron  (Kunze) Presl var. simplicissimum  Tagawa
オシダ ヒメカナワラビ（キヨズミシダ） Polystichum tsus-simense (Hook.) J. Sm.

オシダ オオキヨスミシダ
Polystichum tsus-simense (Hook.) J. Sm.
　var. mayebarae (Tagawa) Kurata

オシダ ゴテンバイノデ Polystichum × yuyamae Kurata

ヒメシダ ミゾシダ
Stegnogramma pozoi  (Lagasca) K. Iwats.
　ssp. mollissima (Fischer ex Kunze) K. Iwats.

ヒメシダ アラゲミゾシダ
Stegnogramma pozoi  (Lagasca) K. Iwats.
　ssp. mollissima (Fischer ex Kunze) K. Iwats.
　f. pilosissima (H. Ito) Sugimoto

ヒメシダ ホシダ Thelypteris acuminatus  (Houtt.) Morton
ヒメシダ コハシゴシダ Thelypteris angustifrons  (Mig.) Ching
ヒメシダ ホソバショリマ Thelypteris beddomei  (Bak.) Ching
ヒメシダ タチヒメワラビ Thelypteris bukoensis  (Tagawa) Ching
ヒメシダ ヒメハシゴシダ Thelypteris cystopteroides  (Eaton) Ching
ヒメシダ ゲジゲジシダ Thelypteris decursive-pinnata  (van Hall) Ching
ヒメシダ イヌケホシダ Thelypteris dentata  (Forsk.) St. John ●

ヒメシダ イブキシダ Thelypteris esquirolii  (Chirst) Ching var. glabrata (Christ) K. Iwats.
ヒメシダ ハシゴシダ Thelypteris glanduligera  (Kunze) Ching
ヒメシダ テツホシダ Thelypteris interrupta  (Willd.) K. Iwats.
ヒメシダ ハリガネワラビ Thelypteris japonica (Bak.) Ching
ヒメシダ イワハリガネワラビ Thelypteris japonica  (Bak.) Ching var. glabrata  Ching
ヒメシダ シロジクハリガネワラビ Thelypteris japonica  (Bak.) Ching var. musashiensis  Hiyama
ヒメシダ ヤワラシダ Thelypteris laxa  (Franch. et Savat.) Ching
ヒメシダ ニッコウシダ Thelypteris nipponica  (Franch. et Savat.) Ching

ヒメシダ メニッコウシダ（ケヒメシダ）
Thelypteris nipponica  (Franch. et Savat.) Ching
　var. borealis (Hara) Hara

ヒメシダ ミゾシダモドキ Thelypteris omeiensis  (Bak.) Ching
ヒメシダ ヒメシダ（ショリマ） Thelypteris palustris  (Sallisb.) Schott.
ヒメシダ ケホシダ Thelypteris parasitica  (L.) Fosberg
ヒメシダ ミヤマワラビ Thelypteris phegopteris  (L.) Slosson ex Rydb.
ヒメシダ オオバショリマ Thelypteris quelpaertensis  (Christ) Ching
ヒメシダ ヒメワラビ Thelypteris torresiana  (Gaud.) Alston var. calvata  (Bak.) K. Iwats.
ヒメシダ ミドリヒメワラビ Thelypteris viridifrons  Tagawa
イワデンダ ウスヒメワラビ Acystopteris japonica  (Luerss.) Nakai
イワデンダ イズイヌワラビ Athyrium × amagi-pedis Kurata
イワデンダ テバコワラビ Athyrium atkinsonii Bedd.
イワデンダ ナンゴクイヌワラビ Athyrium  × austro-japonense Kurata
イワデンダ エゾメシダ Athyrium brevifrons  Nakai ex Kitag.

イワデンダ
カラクサイヌワラビ
　（オオヒロハノイヌワラビ）

Athyrium clivicola  Tagawa

イワデンダ サトメシダ Athyrium deltoidofrons  Makino
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イワデンダ オクヤマワラビ Athyrium distentifolium  Tausch ex Opiz
イワデンダ ミヤコイヌワラビ Athyrium frangulum  Tagawa
イワデンダ ダンドイヌワラビ Athyrium frangulum  Tagawa f. viride  Kurata
イワデンダ ヒサツイヌワラビ Athyrium × hisatsuanum Kurata
イワデンダ ホソバイヌワラビ Athyrium iseanum  Rosenst.
イワデンダ トガリバイヌワラビ Athyrium iseanum  Rosenst. var. angustisectum  Tagawa
イワデンダ ユノツルイヌワラビ Athyrium  × kidoanum Kurata

イワデンダ
ツクシイヌワラビ
　（アリサンイヌワラビ）

Athyrium kuratae  Serizawa

イワデンダ ミヤマメシダ Athyrium melanolepis  (Franch. et Savat.) Christ
イワデンダ ヘビヤマイヌワラビ Athyrium × mentiens Kurata
イワデンダ オオサトメシダ Athyrium × multifidum Rosenst.
イワデンダ イワイヌワラビ Athyrium nikkoense  Makino
イワデンダ イヌワラビ Athyrium niponicum  (Mett.) Hance
イワデンダ ニシキシダ Athyrium niponicum  (Mett.) Hance f. metallicum  (Makino) Honda
イワデンダ タニイヌワラビ Athyrium otophorum  (Miq.) Koidz.
イワデンダ ミドリタニイヌワラビ Athyrium otophorum  (Miq.) Koidz. f. viridescens  Kurata
イワデンダ タカネサトメシダ Athyrium pinetorum  Tagawa
イワデンダ ハツキイヌワラビ Athyrium × pseudo-iseanum Kurata
イワデンダ ヤマタカネサトメシダ Athyrium × pseudo-pinetorum Serizawa
イワデンダ カラタニイヌワラビ Athyrium × purpureipes Kurata
イワデンダ ミヤマヘビノネゴザ Athyrium rupestre  Kodama
イワデンダ トゲカラクサイヌワラビ Athyrium setuligerum  Kurata
イワデンダ ウラボシノコギリシダ Athyrium sheareri  (Bak.) Ching
イワデンダ トゲヤマイヌワラビ Athyrium spinescens  Kurata
イワデンダ オオカラクサイヌワラビ Athyrium × tokashikii Kurata
イワデンダ ヤマイヌワラビ Athyrium vidalii (Franch. et Savat.) Nakai
イワデンダ ケヤマイヌワラビ Athyrium vidalii  (Franch. et Savat.) Nakai f. pulvigerum Kurata
イワデンダ ミドリヤマイヌワラビ Athyrium vidalii  (Franch. et Savat.) Nakai f. viridans Kurata
イワデンダ ヒロハイヌワラビ Athyrium wardii  (Hook.) Makino
イワデンダ ルリデライヌワラビ Athyrium wardii  (Hook.) Makino var. inadae  Tagawa
イワデンダ ヘビノネゴザ Athyrium yokoscense  (Franch. et Savat.) Christ
イワデンダ ヒロハヘビノネゴザ Athyrium yokoscense  (Franch. et Savat.) Christ var. dilatatum  Tagawa
イワデンダ ハコネシケチシダ Cornopteris christenseniana  (Koidz.) Tagawa

イワデンダ
イッポンワラビ
　（オオミヤマイヌワラビ）

Cornopteris crenulatoserrulata  (Makino) Nakai

イワデンダ シケチシダ Cornopteris decurrenti-alata  (Hook.) Nakai
イワデンダ タカオシケチシダ Cornopteris decurrenti-alata  (Hook.) Nakai var. pilosella  H. Ito
イワデンダ ナヨシダ Cystopteris fragilis  (L.) Bernh.
イワデンダ ヤマヒメワラビ Cystopteris sudetica  A. Br. et Milde
イワデンダ ホソバシケシダ Deparia conilii (Franch. et Savat.) M. Kato

イワデンダ ヤブシダ（ヤリノホシケシダ）
Deparia conilii  (Franch. et Savat.) M. Kato
　var. angustana (Nakai) M. Kato

イワデンダ コウライイヌワラビ Deparia coreana  (Christ) M. Kato
イワデンダ セイタカシケシダ Deparia dimorphophylla (Koidz.) M. Kato
イワデンダ シケシダ Deparia japonica  (Thunb.) M. Kato
イワデンダ ムクゲシケシダ Deparia kiusiana  (Koidz.) M. Kato
イワデンダ ヒトツバシケシダ Deparia lobatocrenata  (Tagawa) M. Kato
イワデンダ ムサシシケシダ Deparia  × musashiensis  (H. Ohba) Serizawa
イワデンダ オオヒメワラビ Deparia okuboana  (Makino) M. Kato
イワデンダ ナチシケシダ Deparia petersenii  (Kunze) M. Kato
イワデンダ フモトシケシダ Deparia pseudoconilii  (Serizawa) Serizawa

イワデンダ コヒロハシケシダ
Deparia pseudoconilii  (Serizawa) Serizawa
　var. subdeltoidfrons (Serizawa) Serizawa

イワデンダ オオメシダ Deparia pterorachis  (Christ) M. Kato

イワデンダ
ミヤマシケシダ
（ハクモウイノデ）

Deparia pycnosora  (Christ) M. Kato

イワデンダ ハルムクゲシケシダ Deparia reflexum  (Franch. et Savat.) H. Ohba
イワデンダ オオヒメワラビモドキ Deparia unifurcata  (Bak.) M. Kato
イワデンダ ミドリワラビ Deparia viridifrons  (Makino) M. Kato
イワデンダ ビッチュウヒカゲワラビ Diplazium  × bittyuense Tagawa
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イワデンダ イワヤシダ Diplazium cavalerianum  (Christ) M. Kato
イワデンダ ヒカゲワラビ Diplazium chinense  (Bak.) C. Chr.
イワデンダ シロヤマシダ Diplazium hachijoense  Nakai
イワデンダ ヌリワラビ Diplazium mesosorum  (Makino) Koidz.
イワデンダ ウスバミヤマノコギリシダ Diplazium mettenianum  (Miq.) C. Chr. var. tenuifolium  Kurata
イワデンダ ミヤマノコギリシダ Diplazium mettenianum  (Miq.) C. Chr.
イワデンダ オニヒカゲワラビ Diplazium nipponicum  Tagawa
イワデンダ イヨクジャク Diplazium okudairae  Makino
イワデンダ アカメクジャク Diplazium × okudairaeoides Kurata
イワデンダ オワセシダ Diplazium × owaseanum Kurata

イワデンダ ミヤマシダ
Diplazium sibiricum  (Turcz. ex Kunze) Kurata
　var. glabrum (Tagawa) Kurata

イワデンダ キヨタキシダ Diplazium squamigerum  (Mett.) Matsum.
イワデンダ ヘラシダ Diplazium subsinuatum  (Wall. ex Hook. et Grev.) Tagawa
イワデンダ ノコギリヘラシダ Diplazium tomitaroanum  Masam.
イワデンダ コクモウクジャク Diplazium virescens  Kunze
イワデンダ ニセコクモウクジャク Diplazium virescens Kunze var. conterminum  (Christ) Kurata
イワデンダ ノコギリシダ Diplazium wichurae  (Mett.) Diels
イワデンダ チャボノコギリシダ Diplazium wichurae  (Mett.) Diels var. shimurae  Sugimoto
イワデンダ アオキガハラウサギシダ Gymnocarpium dryopteris  (L.) Newman var. aokigaharaense  Nakaike
イワデンダ イワウサギシダ Gymnocarpium jessoense  (Koidz.) Koidz.
イワデンダ エビラシダ Gymnocarpium oyamense  (Bak.) Ching
イワデンダ クサソテツ（ガンソク） Matteuccia struthiopteris  (L.) Todaro
イワデンダ イヌガンソク Onoclea orientalis  (Hook.) Hook.
イワデンダ コウヤワラビ Onoclea sensibilis L. var. interrupta  Maxim

イワデンダ
トガクシデンダ（カラフトイワデン
ダ、ケンザンデンダ）

Woodsia glabella  R. Br. ex Rich.

イワデンダ コガネシダ Woodsia macrochlaena  Mett. ex Kuhn
イワデンダ フクロシダ Woodsia manchuriensis  Hook.
イワデンダ イワデンダ Woodsia polystichoides  Eaton
イワデンダ キタダケデンダ（ヒメデンダ） Woodsia subcordata  Turcz.
スジヒトツバ スジヒトツバ Cheiropleuria bicuspis (Blume) Presl
ウラボシ イワヒトデ Colysis elliptica (Thunb.) Ching
ウラボシ シンテンウラボシ Colysis shintenensis  (Hayata) H. Ito
ウラボシ タカノハウラボシ Crypsinus engleri  (Luerss.) Copel.
ウラボシ ミツデウラボシ Crypsinus hastatus (Thunb.) Copel.
ウラボシ ミヤマウラボシ Crypsinus veitchii (Bak.) Copel.
ウラボシ クラガリシダ Drymotaenium miyoshianum  (Makino) Makino
ウラボシ マメヅタ Lemmaphyllum microphyllum Presl
ウラボシ ナガオノキシノブ Lepisorus angustatus Ching
ウラボシ ホテイシダ Lepisorus annuifrons (Makino) Ching
ウラボシ ヒメノキシノブ Lepisorus onoei (Franch. et Savat.) Ching
ウラボシ ノキシノブ Lepisorus thunbergianus (Kaulf.) Ching
ウラボシ コウラボシ Lepisorus uchiyamae (Makino) H. Ito

ウラボシ ミヤマノキシノブ
Lepisorus ussuriensis (Regel et Maack) Ching
　var. distans (Makino) Tagawa

ウラボシ サジラン Loxogramme duclouxii Christ
ウラボシ ヒメサジラン Loxogramme grammitoides  (Bak.) C. Chr.
ウラボシ イワヤナギシダ Loxogramme salicifolia (Makino) Makino
ウラボシ ヌカボシクリハラン Microsorium buergerianum (Miq.) Ching
ウラボシ クリハラン Neocheiropteris ensata (Thunb.) Ching
ウラボシ イズクリハラン Neocheiropteris ensata  (Thunb.) Ching var. izuensis  Kurata et Satake

ウラボシ
ツノダシクリハラン
　（ハゴロモクリハラン）

Neocheiropteris ensata  (Thunb.) Ching
　f. monstrifera (Tagawa) Okuyama

ウラボシ ヤノネシダ Neocheiropteris subhastata (Bak.) Tagawa
ウラボシ オシャクジデンダ Polypodium fauriei Christ
ウラボシ アオネカズラ Polypodium niponicum  Mett.
ウラボシ ミョウギシダ Polypodium someyae  Yatabe
ウラボシ イワダレヒトツバ Pyrrosia davidii  (Gies.) Ching
ウラボシ イワオモダカ Pyrrosia hastata  (Thunb. ex Houtt.) Ching
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ウラボシ ビロードシダ Pyrrosia linearifolia  (Hook.) Ching
ウラボシ ヒトツバ Pyrrosia lingua  (Thunb.) Farw.
ウラボシ ハゴロモヒトツバ Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell f. monstrifera Tagawa
ヒメウラボシ キレハオオクボシダ Ctenopteris sakaguchiana  (Koidz.) H. Ito
ヒメウラボシ ヒロハヒメウラボシ Grammitis nipponica  Tagawa et K. Iwats.
ヒメウラボシ オオクボシダ Xiphopteris okuboi  (Yatabe) Copel.
デンジソウ デンジソウ Marsilea quadrifolia  L.
サンショウモ サンショウモ Salvinia natans (L.) All.
アカウキクサ アカウキクサ Azolla imbricata  (Roxb. et Griff.) Nakai
アカウキクサ オオアカウキクサ Azolla japonica  Franch. et Savat.
種子植物門　ＳＰＥＲＭＡＴＯＰＨＹＴＡ

裸子植物亜門　ＧＹＭＮＯＳＰＥＲＭＡＥ

イチョウ イチョウ Ginkgo biloba  L.
マツ モミ Abies firma Sieb. et Zucc.

マツ
ウラジロモミ
　（ダケモミ、ニッコウモミ）

Abies homolepis Sieb. et Zucc.

マツ トビダシウラジロモミ Abies homolepis  Sieb. et Zucc. f. fujisanensis  Hayashi

マツ
オオシラビソ
（アオモリトドマツ）

Abies mariesii  Masters

マツ ミツミネモミ Abies × umbellata Mayr.
マツ シラビソ（シラベ） Abies veitchii  Lindley

マツ
カラマツ
（フジマツ、ラクヨウショウ）

Larix kaempferi  (Lamb.) Carrière

マツ イラモミ（マツハダ） Picea bicolor  (Maxim.) Mayr
マツ シラネマツハダ Picea bicolor (Maxim.) Mayr var. reflexa  Shirasawa et Koyama

マツ トウヒ
Picea jezoensi s (Sieb. et Zucc.) Carrière
　var. hondoensis (Mayr) Rehder

マツ ヒメバラモミ Picea maximowiczii  Regel
マツ ハリモミ（バラモミ） Picea polita  (Sieb. et Zucc.) Carrière
マツ アイグロマツ（アカクロマツ） Pinus densi-thunbergii Uyeki
マツ アカマツ（メマツ） Pinus densiflora  Sieb. et Zucc.

マツ
チョウセンゴヨウ
（チョウセンマツ）

Pinus koraiensis  Sieb. et Zucc.

マツ ゴヨウマツ（ヒメコマツ） Pinus parviflora  Sieb. et Zucc.
マツ キタゴヨウ Pinus parviflora  Sieb. et Zucc. var. pentaphylla  (Mayr) Henry
マツ ハイマツ Pinus pumila (Pallas) Regel
マツ クロマツ（オマツ） Pinus thunbergii  Parlatore
マツ コメツガ Tsuga diversifolia  (Maxim.) Masters
マツ ツガ（トガ） Tsuga sieboldii Carrière
スギ スギ（オモテスギ） Cryptomeria japonica  (L. fil.) D. Don
コウヤマキ コウヤマキ（ホンマキ） Sciadopitys verticillata  (Thunb.) Sieb. et Zucc.
ヒノキ ヒノキ Chamaecyparis obtusa  (Sieb. et Zucc.) Endl.
ヒノキ サワラ Chamaecyparis pisifera  (Sieb. et Zucc.) Endl.

ヒノキ
ビャクシン
　（イブキ、イブキビャクシン）

Juniperus chinensis  L.

ヒノキ ミヤマビャクシン Juniperus chinensis  L. var. sargentii  Henry
ヒノキ ハイネズ Juniperus conferta  Parlatore

ヒノキ
オキナワハイネズ（オオシマハイネ
ズ）

Juniperus conferta Parl. var. lutchuensis (Koidz.) Satake

ヒノキ ネズ（ネズミサシ、ムロ） Juniperus rigida Sieb. et Zucc.
ヒノキ ホンドミヤマネズ Juniperus sibirica  Burgsd. var. hondoensis Satake
ヒノキ ネズコ（クロベ） Thuja standishii  (Gord.) Carrière
ヒノキ アスナロ（アスヒ、ヒバ） Thujopsis dolabrata Sieb. et Zucc.
マキ イヌマキ（クサマキ） Podocarpus macrophyllus  (Thunb.) D. Don
マキ ナギ Podocarpus nagi (Thunb.) Zoll. et Moritz.
イヌガヤ イヌガヤ Cephalotaxus harringtonia  (Knight) K. Koch

イヌガヤ ハイイヌガヤ
Cephalotaxus harringtonia  (Knight) K. Koch
　var. nana (Nakai) Rehder

イチイ イチイ（アララギ、オンコ） Taxus cuspidata  Sieb. et Zucc.
イチイ カヤ Torreya nucifera (L.) Sieb. et Zucc.
被子植物亜門　ＡＮＧＩＯＳＰＥＲＭＡＥ

双子葉植物綱　Ｄｉｃｔｙｌｅｄａｎｅａｅ
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種　　　　　　　　　名

和　　名 学　　　　　　　　名
備考科　　名

ヤマモモ ヤマモモ Myrica rubra  Sieb. et Zucc.

クルミ オニグルミ
Juglans mandshurica  Maxim.
　var. sachalinensis (Miyabe et Kudo) Kitam.

クルミ ノグルミ Platycarya strobilacea  Sieb. et Zucc.
クルミ サワグルミ Pterocarya rhoifolia  Sieb. et Zucc.
ヤナギ ドロヤナギ Populus maximowiczii  A. Henry
ヤナギ ヤマナラシ Populus sieboldii  Miq.
ヤナギ トウゲヤナギ Salix × algida Schneid.
ヤナギ シダレヤナギ Salix babylonica  L.

ヤナギ
ヤマネコヤナギ
（バッコヤナギ）

Salix bakko  Kimura

ヤナギ アカメヤナギ Salix chaenomeloides  Kimura
ヤナギ ジャヤナギ Salix eriocarpa  Franch. et Savat.
ヤナギ シグレヤナギ Salix × eriocataphylla Kimura
ヤナギ カワヤナギ Salix gilgiana Seemen
ヤナギ ネコヤナギ Salix gracilistyla  Miq.
ヤナギ カワイヌコリヤナギ Salix × hapala Kimura
ヤナギ フジヤナギ Salix × hisauchiana Koidz.
ヤナギ イケノヤナギ Salix × ikenoana Kimura
ヤナギ イヌコリヤナギ Salix integra  Thunb.
ヤナギ シバヤナギ Salix japonica  Thunb.
ヤナギ キヌゲシバヤナギ Salix japonica  Thunb. f. fauriei  (See.) Kimura
ヤナギ シバキツネヤナギ Salix × japopina Kimura
ヤナギ キヌヤナギ Salix kinuyanagi  Kimura ●

ヤナギ コリヤナギ Salix koriyanagi  Kimura ？

ヤナギ フリソデヤナギ Salix × leucopithecia Kimura
ヤナギ ウンリュウヤナギ Salix matsudana  Koidz. var. tortuosa  Vilm. ●

ヤナギ タカネイワヤナギ Salix nakamurana Koidz.
ヤナギ ミヤマヤナギ Salix reinii Franch. et Savat.
ヤナギ キヌゲミヤマヤナギ Salix reinii  Franch. et Savat. f. eriocarpa  (Kimura) T. Shimizu
ヤナギ コマイワヤナギ Salix rupifraga  Koidz.
ヤナギ オノエヤナギ Salix sachalinensis  Fr. Schm.
ヤナギ コゴメヤナギ Salix serissaefolia  Kimura
ヤナギ タチヤナギ Salix subfragilis  Andersson
ヤナギ キツネヤナギ Salix vulpina Andersson
ヤナギ オオバヤナギ Toisusu urbaniana  (Seemen) Kimura
カバノキ ヤシャブシ Alnus firma  Sieb. et Zucc.
カバノキ ミヤマヤシャブシ Alnus firma  Sieb. et Zucc. var. hirtella  Franch. et Savat.
カバノキ カワリヤシャブシ Alnus  × hanedai Sugimoto
カバノキ ケヤマハンノキ Alnus hirsuta  Turcz.
カバノキ ヤマハンノキ Alnus hirsuta  Turcz. var. sibirica  (Fischer) C. K. Schn.
カバノキ タニガワハンノキ Alnus inokumae  Murai et Kusaka
カバノキ ハンノキ Alnus japonica  (Thunb.) Steud.
カバノキ ヤハズハンノキ Alnus matsumurae  Call.
カバノキ ミヤマハンノキ Alnus maximowiczii  Call.
カバノキ ヒメヤシャブシ Alnus pendula  Matsumura ●

カバノキ カワラハンノキ Alnus serrulatoides  Call.
カバノキ オオバヤシャブシ Alnus sieboldiana  Matsumura
カバノキ ウラジロカワラハンノキ Alnus × suginoi Sugimoto
カバノキ サクラバハンノキ Alnus trabeculosa  Hand. -Mazz.
カバノキ ネコシデ Betula corylifolia  Regel et Maxim.
カバノキ ダケカンバ Betula ermanii  Cham.
カバノキ ナガバノダケカンバ Betula ermanii  Cham. var. japonica (Shirai) Koidz.
カバノキ アカカンバ Betula ermanii  Cham. var. subcordata  (Regel) Koidz.
カバノキ ジゾウカンバ Betula globispica  Shirai
カバノキ ミズメ Betula grossa  Sieb. et Zucc.
カバノキ ウダイカンバ Betula maximowicziana  Regel
カバノキ シラカンバ Betula platyphylla  Sukatchev var. japonica  (Miq.) Hara
カバノキ オノオレカンバ Betula schmidtii  Regel
カバノキ サワシバ Carpinus cordata  Blume
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種　　　　　　　　　名

和　　名 学　　　　　　　　名
備考科　　名

カバノキ クマシデ Carpinus japonica  Blume
カバノキ アカシデ Carpinus laxiflora  (Sieb. et Zucc.) Blume
カバノキ イヌシデ Carpinus tschonoskii Maxim.
カバノキ ハシバミ Corylus heterophylla Fischer ex Besser var. thunbergii Blume
カバノキ ツノハシバミ Corylus sieboldiana  Blume
カバノキ トックリハシバミ Corylus sieboldiana Blume var. brevirostris  C. K. Schn.
カバノキ アサダ Ostrya japonica  Sargent
ブナ クリ Castanea crenata Sieb. et Zucc.
ブナ ツブラジイ Castanopsis cuspidata  (Thunb. ex Murray) Schottky
ブナ スダジイ Castanopsis sieboldii  (Makino) Hatusima ex Yamazaki et Mashiba
ブナ ブナ Fagus crenata  Blume
ブナ イヌブナ Fagus japonica  Maxim.
ブナ マテバシイ Lithocarpus edulis  (Makino) Nakai ●

ブナ アカガシ Quercus acuta  Thunb. ex Murray
ブナ ヤナギアカガシ Quercus acuta  Thunb. f. lanceolata  Honda
ブナ オオアカガシ Quercus acuta  Thunb. f. megaphylla (Hayashi) Hayashi
ブナ ヒロハアカガシ Quercus acuta  Thunb. var. acutaeformis  Nakai
ブナ クヌギ Quercus acutissima  Carruthers
ブナ ナラガシワ Quercus aliena Blume
ブナ アオナラガシワ Quercus aliena  Blume var. pellucida  (Blume) Kitam. et T. Horikawa
ブナ ミズナラ Quercus crispula  Blume
ブナ カシワ Quercus dentata  Thunb. ex Murray
ブナ イチイガシ Quercus gilva  Blume
ブナ アラカシ Quercus glauca  Thunb. ex Murray
ブナ イズアカガシ Quercus × idzuensis Makino
ブナ シラカシ Quercus myrsinaefolia Blume
ブナ ウバメガシ Quercus phillyraeoides  A. Gray

ブナ ケウバメガシ
Quercus phillyraeoides  A. Gray
　f. wrightii (Matsumura) Kitam. et T. Horikawa

ブナ ウラジロガシ Quercus salicina  Blume
ブナ コナラ Quercus serrata  Thunb. ex Murray
ブナ ミズコナラ Quercus crispuloserrata  (Sugimoto) M. Kikuchi
ブナ ツクバネガシ Quercus sessilifolia  Blume
ブナ オオツクバネガシ Quercus takaoyamensis  Makino
ブナ コガシワ Quercus  × takatorensis  Makino
ブナ アベマキ Quercus variabilis  Blume
ニレ ムクノキ Aphananthe aspera  (Thunb.) Planch.
ニレ エゾエノキ Celtis jessoensis  Koidz.
ニレ コバノチョウセンエノキ Celtis biondii Pampan.
ニレ エノキ Celtis sinensis  Pers. var. japonica  (Planch.) Nakai
ニレ ハルニレ Ulmus davidiana  Planch. var. japonica  (Rehder) Nakai
ニレ オヒョウ Ulmus laciniata  (Trautv.) Mayr
ニレ アキニレ Ulmus parvifolia Jacquin ？

ニレ ケヤキ Zelkova serrata  (Thunb.) Makino
クワ ヒメコウゾ Broussonetia kazinoki Sieb.
クワ カジノキ Broussonetia papyrifera (L.) Vent. ？

クワ ハリグワ Cudrania tricuspidata  (Carr.) Bur. ●

クワ クワクサ Fatoua villosa  (Thunb.) Nakai
クワ イヌビワ Ficus erecta  Thunb.
クワ イタビカズラ Ficus nipponica  Franch. et Savat.
クワ オオイタビ Ficus pumila  L.
クワ ヒメイタビ Ficus thunbergii  Maxim.
クワ カナムグラ Humulus japonicus Sieb. et Zucc.
クワ カラハナソウ Humulus lupulus  L. var. cordifolius  (Miq.) Maxim.
クワ ヤマグワ Morus australis Poir.
クワ ハチジョウグワ Morus kagayamae  Koidz.
イラクサ ハマヤブマオ Boehmeria arenicola Satake
イラクサ ラセイタソウ Boehmeria biloba Wedd.
イラクサ シマナガバヤブマオ Boehmeria egregia  Satake
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備考科　　名

イラクサ オニヤブマオ Boehmeria holosericea  Blume
イラクサ キヨズミヤブマオ Boehmeria kiyosumensis  Satake
イラクサ ヤブマオ Boehmeria longispica  Steud.
イラクサ カタバヤブマオ Boehmeria longispica  Steud. var. dura  Satake
イラクサ マルバヤブマオ Boehmeria longispica  Steud. var. robusta  Satake
イラクサ コヤブマオ Boehmeria minor  Satake
イラクサ カラムシ Boehmeria nipononivea  Koidz.
イラクサ アオカラムシ Boehmeria nipononivea  Koidz. f. concolor  (Makino) Kitam.
イラクサ ナンバンカラムシ Boehmeria nivea  (L.) Gaudich. ●

イラクサ メヤブマオ Boehmeria platanifolia  Franch. et Savat.
イラクサ イズノヤブマオ Boehmeria praestabilis  Satake
イラクサ ナガバヤブマオ Boehmeria sieboldiana  Blume
イラクサ コアカソ Boehmeria spicata  (Thunb.) Thunb.
イラクサ コバノコアカソ Boehmeria spicata  (Thunb.) Thunb. var. microphylla  Nakai
イラクサ アカソ Boehmeria tricuspis  (Hance) Makino
イラクサ クサコアカソ Boehmeria tricuspis  (Hance) Makino var. unicuspis  Makino
イラクサ クマヤブマオ Boehmeria villigera Satake
イラクサ ヤナギイチゴ Debregeasia edulis  (Sieb. et Zucc.) Weddell
イラクサ トキホコリ Elatostema densiflorum  Franch. et Savat.
イラクサ ヤマトキホコリ Elatostema laetevirens  Makino
イラクサ ヒメウワバミソウ Elatostema umbellatum  Blume
イラクサ ウワバミソウ Elatostema umbellatum  Blume var. majus  Maxim.
イラクサ ツルマオ Gonostegia hirta  (Blume) Miq.
イラクサ ムカゴイラクサ Laportea bulbifera  (Sieb. et Zucc.) Wedd.
イラクサ ホソバムカゴイラクサ Laportea bulbifera  (Sieb. et Zucc.) Wedd. f. angustifolia  Sugimoto
イラクサ メムカゴイラクサ Laportea bulbifera  (Sieb. et Zucc.) Wedd. f. inermis  Sugimoto
イラクサ カテンソウ Nanocnide japonica  Blume
イラクサ キミズモドキ Pellionia japonica  Hatus.
イラクサ サンショウソウ Pellionia minima  Makino
イラクサ オオサンショウソウ Pellionia radicans  (Sieb. et Zucc.) Wedd.
イラクサ ミヤマミズ Pilea petiolaris  (Sieb. et Zucc.) Blume
イラクサ ミズ Pilea hamaoi  Makino
イラクサ ヤマミズ Pilea japonica  (Maxim.) Hand. -Mazz.
イラクサ オオヤマミズ Pilea japonica  (Maxim.) Hand. -Mazz. f. major Hatusima
イラクサ コケミズ Pilea peploides (Gaudich.) Hook. et Arn. ●

イラクサ アオミズ Pilea mongolica Wedd.
イラクサ コバノイラクサ Urtica laetevirens  Maxim.
イラクサ イラクサ Urtica thunbergiana Sieb. et Zucc.
イラクサ メイラクサ Urtica thunbergiana  Sieb. et Zucc. f. subinermis  Sugimoto
ヤマモガシ ヤマモガシ Helicia cochinchinensis  Lour.
ビャクダン ツクバネ Buckleya lanceolata  (Sieb. et Zucc.) Miq.

ビャクダン タニガワツクバネ
Buckleya lanceolata  (Sieb. et Zucc.) Miq.
　f. tanigawaensis (Ohki) Sugimoto

ビャクダン カナビキソウ Thesium chinense  Turcz.
ヤドリギ ホザキヤドリギ Hyphear tanakae  (Franch. et Savat.) Hosokawa
ヤドリギ ヒノキバヤドリギ Korthalsella japonica (Thunb.) Engl.
ヤドリギ オオバヤドリギ Scurnula yadoriki  (Sieb.) Danser
ヤドリギ マツグミ Taxillus kaempferi  (DC.) Danser
ヤドリギ ヤドリギ Viscum album  L. ssp. coloratum  Komarov

ヤドリギ アカミヤドリギ
Viscum album  L. ssp. coloratum  Komarov
　f. rubro-aurantiacum (Makino) Ohwi

ツチトリモチ ミヤマツチトリモチ Balanophora nipponica  Makino
タデ ミズヒキ Antenoron filiforme  (Thunb.) Roberty et Vautier

タデ マルバミズヒキ
Antenoron filiforme  (Thunb.) Roberty et Vautier
　f. rotundifolium (Sugimoto) Sugimoto

タデ ナガバミズヒキ
Antenoron filiforme  (Thunb.) Roberty et Vautier
　f. smaragdinum (Nakai) Hara

タデ シンミズヒキ Antenoron neo-filiforme (Nakai) Hara
タデ イブキトラノオ Bistorta major  S. F. Gray var. japonica Hara
タデ クリンユキフデ Bistorta suffulta  (Maxim.) Greene
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タデ ハルトラノオ Bistorta tenuicaulis  (Bisset et Moore) Nakai
タデ ムカゴトラノオ Bistorta vivipara (L.) S. F. Gray
タデ シュクコンソバ Fagopyrum cymosum  Meisn. ●

タデ ソバ Fagopyrum sagittatum  Gilib. ●

タデ ソバカズラ Fallopia convolvulus  (L.) A. Löve ●

タデ オオツルイタドリ Fallopia dentatoalata  (Fr. Schm.) Holub
タデ ツルタデ Fallopia dumetorum  (L.) Holub ●

タデ ジンヨウスイバ Oxyria digyna  (L.) Hill
タデ ウナギツカミ Persicaria aestiva  Ohki
タデ ナガバノヤノネグサ Persicaria breviochreata (Makino) Ohki
タデ ヒメツルソバ Persicaria capitatum  Hamlt. ●

タデ ツルソバ Persicaria chinensis (L.) Nakai
タデ サクラタデ Persicaria conspicua  (Nakai) Nakai
タデ ミヤマタニソバ Persicaria debilis  (Meisn.) H. Gross
タデ ヤナギヌカボ Persicaria foliosa  (H. Lindb.) Kitag. var. paludicola  (Makino) Hara
タデ ホソバノウナギツカミ Persicaria hastato-auriculata  (Makino) Nakai
タデ ナガバノウナギツカミ Persicaria hastato-sagittata  (Makino) Nakai
タデ ヤナギタデ Persicaria hydropiper  (L.) Spach
タデ ホソバタデ Persicaria hydropiper  (L.) Spach var. gramineum  (Meisn.) Ohwi ●

タデ シロバナサクラタデ Persicaria japonica  (Meisn.) H. Gross
タデ オオイヌタデ Persicaria lapathifolia  (L.) S. F. Gray
タデ イヌタデ Persicaria longiseta  (De Bruyn) Kitag.
タデ マルバイヌタデ Persicaria longiseta  (De Bruyn) Kitag. var. brevifolia  Makino
タデ サデクサ Persicaria maackiana  (Regel) Nakai
タデ オオネバリタデ Persicaria makinoi (Nakai) Nakai
タデ タニソバ Persicaria nepalensis  (Meisn.) H. Gross
タデ ヤノネグサ Persicaria nipponensis  (Makino) H. Gross
タデ アメリカサナエタデ Persicaria pensylvanica (L.) M. Gómez ●

タデ イシミカワ Persicaria perfoliata (L.) H. Gross
タデ オオケタデ Persicaria pilosa  (Roxb.) Kitag. ●

タデ ボントクタデ Persicaria pubescens  (Blume) Hara
タデ サナエタデ Persicaria scabra  (Moench) Mold.
タデ ママコノシリヌグイ Persicaria senticosa  (Franch. et Savat.) H. Gross
タデ トゲナシママコノシリヌグイ Persicaria senticosa  (Franch. et Savat.) H. Gross f. inerme Sugimoto
タデ アキノウナギツカミ Persicaria sieboldii  (Meisn.) Ohki
タデ ウスゲアキノウナギツカミ Persicaria sieboldii  (Meisn.) Ohki f. pilosa Hara
タデ コサクラタデ Persicaria sterilis  Nakai et Ohwi
タデ ヌカボタデ Persicaria taquetii  (Lév.) Koidz.
タデ ミゾソバ Persicaria thunbergii  (Sieb. et Zucc.) H. Gross

タデ オオミゾソバ
Persicaria thunbergii  (Sieb. et Zucc.) H. Gross
　var. hastatotriloba Miyabe

タデ ヤマミゾソバ Persicaria thunbergii  (Sieb. et Zucc.) H. Gross var. oreophila Hiyama
タデ ネバリタデ Persicaria viscofera  (Makino) H. Gross
タデ ハルタデ Persicaria vulgaris  Webb et Moq.
タデ ケハルタデ Persicaria vulgaris  Webb et Moq. var. pubescens  Makino ●

タデ ハナタデ Persicaria yokusaiana (Makino) Nakai
タデ ナガボハナタデ Persicaria yokusaiana (Makino) Nakai f. laxiflorum Hiyama
タデ ホソバハナタデ Persicaria yokusaiana (Makino) Nakai f. stenophylla  Hiyama
タデ ツルドクダミ Pleuropterus multiflorus (Thunb.) Turcz. ●

タデ オンタデ
Pleuroteropyrum weyrichii (Fr. Schm.) H. Gross
　var. alpinum (Maxim.) H. Gross

タデ ハイミチヤナギ Polygonum arenastrum Boreau ●

タデ ミチヤナギ Polygonum aviculare  L.
タデ オオミチヤナギ Polygonum aviculare  L. var. vegetum  Ledeb.
タデ アキノミチヤナギ Polygonum polyneuron Franch. et Savat.
タデ ホザキニワヤナギ Polygonum ramosissimum Michx. ●

タデ イタドリ Reynoutria japonica  Houtt.
タデ オノエイタドリ Reynoutria japonica  Houtt. var. compacta Hiyama
タデ オオイタドリ Reynoutria sachalinensis  (Fr. Schm.) Nakai ●

タデ スイバ Rumex acetosa  L.
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タデ ヒメスイバ Rumex acetosella  L. ●

タデ ヌマダイオウ Rumex aquaticus  L. ●

タデ アレチギシギシ Rumex conglomeratus  Murr. ●

タデ ナガバギシギシ Rumex crispus  L. ●

タデ ギシギシ Rumex japonicus  Houtt.
タデ マダイオウ Rumex madaio  Makino
タデ タカネスイバ Rumex montanus  Desf.
タデ コギシギシ Rumex nipponicus  Franch. et Savat.
タデ エゾノギシギシ Rumex obtusifolius  L. ●

ヤマゴボウ ヨウシュヤマゴボウ Phytolacca americana  L. ●

ヤマゴボウ ヤマゴボウ Phytolacca esculenta  Van Houtte ●

ヤマゴボウ マルミノヤマゴボウ Phytolacca japonica  Makino
オシロイバナ オシロイバナ Mirabilis jalapa  L. ●

ザクロソウ ザクロソウ Mollugo pentaphylla L.
ザクロソウ クルマバザクロソウ Mollugo verticillata  L. ●

ツルナ マツバギク Lampranthus spectabilis  N. E. Br. ●

ツルナ ツルナ Tetragonia tetragonoides  (Pall.) O. Kuntze
スベリヒユ スベリヒユ Portulaca oleracea  L.
スベリヒユ ヒメマツバボタン Portulaca pilosa  L. ●

スベリヒユ ハゼラン Talinum crassifolium  Willd. ●

ナデシコ ノミノツヅリ Arenaria serpyllifolia  L.
ナデシコ オランダミミナグサ Cerastium glomeratum  Thuill. ●

ナデシコ ミミナグサ Cerastium holosteoides  Fries var. hallaisanense (Nakai) Mizushima
ナデシコ ミヤマミミナグサ Cerastium schizopetalum  Maxim.
ナデシコ ナンバンハコベ Cucubalus baccifer  L. var. japonicus  Miq.
ナデシコ ノハラナデシコ Dianthus armeria  L. ●

ナデシコ ハマナデシコ Dianthus japonicus Thunb.
ナデシコ シロバナハマナデシコ Dianthus japonicus  Thunb. f. albiflorus  Ohara ex Nakanishi
ナデシコ シナノナデシコ Dianthus shinanensis  (Yatabe) Makino
ナデシコ エゾカワラナデシコ Dianthus superbus L.
ナデシコ カワラナデシコ Dianthus superbus  L. var. longicalycinus  (Maxim.) Williams

ナデシコ シロバナナデシコ
Dianthus superbus  L. var. longicalycinus  (Maxim.) Williams
　f. albiflorus Honda

ナデシコ サンシキナデシコ
Dianthus superbus  L. var. longicalycinus  (Maxim.) Williams
　f. tricolor Honda

ナデシコ タカネナデシコ Dianthus superbus  L. var. speciosus  Reichb.
ナデシコ シロバナタカネナデシコ Dianthus superbus  L. var. speciosus  Reichb. f. chionanthus Okuyama
ナデシコ スイセンノウ Lychnis coronaria  Desr. ●

ナデシコ センジュガンピ Lychnis gracillima  (Rohrb.) Makino
ナデシコ モモイロセンジュガンピ Lychnis gracillima  (Rohrb.) Makino f. rosea  Sugimoto
ナデシコ フシグロセンノウ Lychnis miqueliana Rohrb.
ナデシコ ウスイロフシグロセンノウ Lychnis miqueliana  Rohrb. f. albescens  Honda
ナデシコ タカネツメクサ Minuartia arctica  (Stev.) Aschers. et Graebn. var. hondoensis  Ohwi
ナデシコ ミヤマツメクサ Minuartia macrocarpa  (Pursh) Ostenf. var. jooi  (Makino) Hara
ナデシコ ホソバツメクサ Minuartia verna  (L.) Hiern var. japonica  Hara
ナデシコ オオヤマフスマ Moehringia lateriflora  (L.) Fenzl
ナデシコ ウシハコベ Myosoton aquatium  (L.) Moench
ナデシコ イヌコモチナデシコ Petrorhagia nanteuilii Ball et Heyw. ●

ナデシコ コモチナデシコ Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball et Heywood ●

ナデシコ ハリナデシコ Petrorhagia saxifraga (L.) Link. ●

ナデシコ ヨツバハコベ Polycarpon tetraphyllum  (L.) L. ●

ナデシコ ワチガイソウ Pseudostellaria heterantha (Maxim.) Pax
ナデシコ ワダソウ Pseudostellaria heterophylla  (Miq.) Pax
ナデシコ ヒゲネワチガイソウ Pseudostellaria palibiniana  (Takeda) Ohwi
ナデシコ ツメクサ Sagina japonica  (Sw.) Ohwi
ナデシコ ハマツメクサ Sagina maxima A. Gray
ナデシコ サボンソウ Saponaria officinalis  L. ●

ナデシコ シバツメクサ Scleranthus annuus  L. ●

ナデシコ マツヨイセンノウ Silene alba  (Mill.) E. H. L. Krause ●

ナデシコ ムシトリナデシコ Silene armeria  L. ●
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ナデシコ シロバナムシトリナデシコ Silene armeria  L. f. albiflora Sylven ●

ナデシコ ヒメシラタマソウ Silene conica  L. ●

ナデシコ オオシラタマソウ Silene conoidea  L. ●

ナデシコ マンテマモドキ Silene dichotoma  Ehrh. ●

ナデシコ フシグロ Silene firma  Sieb. et Zucc.
ナデシコ ケフシグロ Silene firma  Sieb. et Zucc. f. pubescens  (Makino) Ohwi et Ohashi
ナデシコ シロバナマンテマ Silene gallica  L. ●

ナデシコ マンテマ Silene gallica  L. var. quinquevulnera (L.) Rohrb. ●

ナデシコ オオビランジ Silene keiskei  Miq.
ナデシコ タカネビランジ Silene keiskei  Miq. var. akaisialpina (Yamazaki) Ohwi et Ohashi
ナデシコ ビランジ Silene keiskei Miq. var. minor  (Takeda) Ohwi et Ohashi
ナデシコ ツキミセンノウ Silene noctiflora  L. ●

ナデシコ シラタマソウ Silene vulgaris (Moench) Garcke ●

ナデシコ タカネマンテマ Silene wahlbergella  Chowdh.
ナデシコ オオツメクサ Spergula arvensis L. var. sativa  Koch ●

ナデシコ ノミノフスマ Stellaria alsine Grimm var. undulata  (Thunb.) Ohwi
ナデシコ カンチヤチハコベ Stellaria calycantha  (Ledeb.) Bongard
ナデシコ サワハコベ Stellaria diversiflora  Maxim.
ナデシコ シラオイハコベ Stellaria fenzlii Regel
ナデシコ コハコベ Stellaria media (L.) Villars
ナデシコ オオヤマハコベ Stellaria monosperma Buch. -Hamilt. var. japonica  Maxim.
ナデシコ ミドリハコベ Stellaria neglecta Weihe
ナデシコ イワツメクサ Stellaria nipponica Ohwi
ナデシコ シコタンハコベ Stellaria ruscifolia Pall.
ナデシコ ミヤマハコベ Stellaria sessiliflora Yabe
ナデシコ ドウカンソウ Vaccaria pyramidata  Medik. ●

アカザ アリタソウ Ambrina ambrosioides (L.) Spach ●

アカザ ケアリタソウ Ambrina ambrosioides  (L.) Spach var. pubescens  Makino ●

アカザ アメリカアリタソウ Ambrina amthelmintica  (L.) Spach ●

アカザ ホソバハマアカザ Atriplex gmelinii  C. A. Meyer
アカザ ホコガタアカザ Atriplex hastata L. ●

アカザ ハマアカザ Atriplex subcordata  Kitag.
アカザ マルバアカザ Chenopodium acuminatum  Willd.
アカザ シロザ Chenopodium album  L.
アカザ アカザ Chenopodium centrorubrum  (Makino) Nakai ●

アカザ ミドリアカザ Chenopodium bryoniaefolium Bunge
アカザ ウラジロアカザ Chenopodium glaucum  L. ●

アカザ ヒメハマアカザ Chenopodium leptophyllum  Nutt. ●

アカザ ミナトアカザ Chenopodium murale  L. ●

アカザ ゴウシュウアカザ Chenopodium pumilum  R. Br. ●

アカザ コアカザ Chenopodium serotinum L. ●

アカザ ホソバアカザ Chenopodium stenophyllum  (Makino) Koidz.
アカザ カワラアカザ Chenopodium virgatum  Thunb.
アカザ イソホウキギ Kochia littorea  (Makino) Makino
アカザ ホウキギ Kochia scoparia (L.) Schrad. ●

アカザ オカヒジキ Salsola komarovii  Iljin
アカザ ハママツナ Suaeda maritima  (L.) Dumort.
ヒユ ハチジョウイノコズチ Achyranthes bidentata Blume var. hachijoensis  Honda
ヒユ ヒカゲイノコズチ Achyranthes bidentata  Blume var. japonica  Miq.
ヒユ ヒナタイノコズチ Achyranthes bidentata  Blume var. tomentosa (Honda) Hara
ヒユ ヤナギイノコズチ Achyranthes longifolia  (Makino) Makino
ヒユ ホソバツルノゲイトウ Alternanthera nodiflora  R. Br. ●

ヒユ ツルノゲイトウ Alternanthera sessilis  (L.) DC. ●

ヒユ ヒメシロビユ Amaranthus albus  L. ●

ヒユ ハイビユ Amaranthus deflexus  L. ●

ヒユ ホナガアオゲイトウ Amaranthus hybridus  L. ●

ヒユ イヌビユ Amaranthus lividus  L. var. ascendens  (Lois.) Thell. ●

ヒユ ムラサキビユ Amaranthus lividus  L. f. purpurascens  Thell. ●

ヒユ オオホナガアオゲイトウ Amaranthus palmeri  S. Watson ●
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ヒユ ホソアオゲイトウ Amaranthus patulus  Bertoloni ●

ヒユ イガホビユ Amaranthus pavollii S. Watson ●

ヒユ アオゲイトウ Amaranthus retroflexus  L. ●

ヒユ ハリビユ Amaranthus spinosus  L. ●

ヒユ ハゲイトウ Amaranthus tricolor  L. ●

ヒユ ヒユ Amaranthus tricolor  L. ssp. mangostanus  (L.) Aellen ●

ヒユ アオビユ（ホナガイヌビユ） Amaranthus viridis  L. ●

ヒユ ノゲイトウ Celosia argentea  L. ●

ヒユ ケイトウ Celosia cristata L. ●

モクレン ホオノキ Magnolia obovata Thunb.
モクレン コブシ Magnolia praecocissima Koidz.
モクレン タムシバ Magnolia salicifolia  (Sieb. et Zucc.) Maxim.
モクレン オオヤマレンゲ Magnolia sieboldii K. Koch ssp. japonica  Ueda
モクレン オガタマノキ Michelia compressa  (Maxim.) Sargent ●

マツブサ サネカズラ Kadsura japonica  (Thunb.) Dunal
マツブサ チョウセンゴミシ Schisandra chinensis  (Turcz.) Baill.
マツブサ マツブサ Schisandra nigra  Maxim.
マツブサ ウラジロマツブサ Schisandra nigra Maxim. var. hypoleuca  Makino
クスノキ クスノキ Cinnamomum camphora (L.) Presl
クスノキ ヤブニッケイ Cinnamomum japonicum  Sieb. ex Nakai
クスノキ ニッケイ Cinnamomum okinawense  Hatusima ●

シキミ シキミ Illicium anisatum  L.
クスノキ カナクギノキ Lindera erythrocarpa  Makino
クスノキ ヤマコウバシ Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume
クスノキ ヒメクロモジ Lindera lancea  (Momiyama) H. Koyama
クスノキ ダンコウバイ Lindera obtusiloba  Blume
クスノキ アブラチャン Lindera praecox (Sieb. et Zucc.) Blume
クスノキ ケアブラチャン Lindera praecox  (Sieb. et Zucc.) Nakai var. pubescens  (Honda) Kitam.
クスノキ ウスゲクロモジ Lindera sericea  (Sieb. et Zucc.) Blume var. glabrata Blume
クスノキ テンダイウヤク Lindera strychnifolia  (Sieb. et Zucc.) F. Villar ●

クスノキ シロモジ Lindera triloba (Sieb. et Zucc.) Blume
クスノキ クロモジ Lindera umbellata  Thunb.
クスノキ オオバクロモジ Lindera umbellata Thunb. var. membranacea (Maxim.) Momiyama
クスノキ バリバリノキ Litsea acuminata  (Blume) Kurata
クスノキ アオモジ Litsea citriodora  (Sieb. et Zucc.) Hatusima ●

クスノキ カゴノキ Litsea coreana  Léveillé
クスノキ アオガシ（ホソバタブ） Machilus japonica  Sieb. et Zucc.
クスノキ タブノキ Machilus thunbergii  Sieb. et Zucc.
クスノキ イヌガシ Neolitsea aciculata  (Blume) Koidz.
クスノキ シロダモ Neolitsea sericea (Blume) Koidz.
クスノキ キミノシロダモ Neolitsea sericea  (Blume) Koidz. f. xanthocarpa  (Nakai) Okuyama
ヤマグルマ ヤマグルマ Trochodendron aralioides  Sieb. et Zucc.
フサザクラ フサザクラ Euptelea polyandra  Sieb. et Zucc.
カツラ カツラ Cercidiphyllum japonicum  Sieb. et Zucc.
カツラ ヒロハカツラ Cercidiphyllum magnificum  (Nakai) Nakai
キンポウゲ カワチブシ Aconitum grossedentatum  (Nakai) Nakai
キンポウゲ オオサワトリカブト Aconitum isidzukae Nakai
キンポウゲ ハコネトリカブト Aconitum japonicum  Thunb. var. hakonense  (Nakai) Tamura
キンポウゲ ヤマトリカブト Aconitum japonicum  Thunb. var. motanum Nakai
キンポウゲ シロバナヤマトリカブト Aconitum japonicum Thunb. f. album  Nakai
キンポウゲ レイジンソウ Aconitum loczyanum  Rapaics
キンポウゲ イヌハコネトリカブト Aconitum parahakonense  Nakai
キンポウゲ アズマレイジンソウ Aconitum pterocaule  Koidz.
キンポウゲ サクライウズ Aconitum sakuraii Nakai
キンポウゲ サンヨウブシ Aconitum sanyoense  Nakai
キンポウゲ ホソバトリカブト Aconitum senanense  Nakai
キンポウゲ アカイシトリカブト Aconitum senanense Nakai var. heptapetalum (Nakai) T. Shimizu
キンポウゲ ルイヨウショウマ Actaea asiatica  Hara
キンポウゲ フクジュソウ Adonis amurensis  Regel et Radde
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キンポウゲ ヒメイチゲ Anemone debilis Fisch.
キンポウゲ ニリンソウ Anemone flaccida  Fr. Schm.
キンポウゲ シュウメイギク Anemone hupehensis  Lemoine var. japonica  (Thunb.) Bowles et Stearn ●

キンポウゲ ハクサンイチゲ Anemone narcissiflora  L. var. nipponica  Tamura
キンポウゲ イチリンソウ Anemone nikoensis  Maxim.
キンポウゲ ヤエイチリンソウ Anemone nikoensis  Maxim. f. plena Sugimoto
キンポウゲ キクザキイチゲ Anemone pseudo-altaica Hara
キンポウゲ フタエキクザキイチリンソウ Anemone pseudo-altaica  Hara f. duplex Sugimoto
キンポウゲ アズマイチゲ Anemone raddeana  Regel
キンポウゲ サンリンソウ Anemone stolonifera  Maxim.
キンポウゲ レンゲショウマ Anemonopsis macrophylla Sieb. et Zucc.
キンポウゲ ヤマオダマキ Aquilegia buergeriana  Sieb. et Zucc.
キンポウゲ キバナヤマオダマキ Aquilegia buergeriana  Sieb. et Zucc. f. flavescens  Makino.
キンポウゲ オダマキ Aquilegia flabellata  Sieb. et Zucc. var. flabellata ●

キンポウゲ ミヤマオダマキ Aquilegia flabellata  Sieb. et Zucc. var. pumila Kudo
キンポウゲ オオバショウマ Cimicifuga acerina (Sieb. et Zucc.) C. Tanaka
キンポウゲ イヌショウマ Cimicifuga japonica (Thunb.) Sprengel
キンポウゲ サラシナショウマ Cimicifuga simplex  Wormsk.
キンポウゲ シナノショウマ Cimicifuga simplex  Wormsk. var. tschonoskii  Matsum. et Nakai
キンポウゲ ボタンヅル Clematis apiifolia DC.
キンポウゲ コボタンヅル Clematis apiifolia DC. var. biternata  Makino
キンポウゲ フジセンニンソウ Clematis fujisanensis  Hisauti et Hara
キンポウゲ ハンショウヅル Clematis japonica  Thunb.
キンポウゲ ムラサキアズマハンショウヅル Clematis japonica Thunb. var. purpureofusca  (Hisauti) Tamura
キンポウゲ ミヤマハンショウヅル Clematis ochotensis  (Pall.) Poiret
キンポウゲ カザグルマ Clematis patens  Morr. et Decne.
キンポウゲ シロバナカザグルマ Clematis patens  Morr. et Decne. f. leucantha  Okuyama
キンポウゲ クサボタン Clematis stans  Sieb. et Zucc.
キンポウゲ シロバナクサボタン Clematis stans Sieb. et Zucc. f. albida Honda
キンポウゲ モモイロクサボタン Clematis stans  Sieb. et Zucc. f. rosea  Honda
キンポウゲ センニンソウ Clematis terniflora  DC.
キンポウゲ トリガタハンショウヅル Clematis tosaensis  Makino
キンポウゲ シロバナハンショウヅル Clematis williamsii  A. Gray
キンポウゲ オウレン Coptis japonica  (Thunb.) Makino ●

キンポウゲ コセリバオウレン Coptis japonica  (Thunb.) Makino var. major (Miq.) Satake
キンポウゲ バイカオウレン Coptis quinquefolia Miq.
キンポウゲ ミツバオウレン Coptis trifolia (L.) Salisb.
キンポウゲ セリバヒエンソウ Delphinium anthriscifolium Hance ●

キンポウゲ ハコネシロカネソウ Dichocarpum hakonense (F. Maek. et Tuyama) W. T. Wang et Hsiao
キンポウゲ ツルシロカネソウ Dichocarpum stoloniferum  (Maxim.) W. T. Wang et Hisao
キンポウゲ トウゴクサバノオ Dichocarpum trachyspermum  (Maxim.) W. T. Wang et Hisao
キンポウゲ ミスミソウ Hepatica nobilis  Schreber var. japonica Nakai
キンポウゲ オキナグサ Pulsatilla cernua  (Thunb.) Sprenger
キンポウゲ ミヤマキンポウゲ Ranunculus acris L. var. nipponicus  Hara
キンポウゲ ヤエミヤマキンポウゲ Ranunculus acris  L. var. nipponicus  Hara f. plenus Honda
キンポウゲ トゲミオトコゼリ Ranunculus arvensis L. ●

キンポウゲ ケキツネノボタン Ranunculus cantoniensis  DC.
キンポウゲ ヒキノカサ Ranunculus extorris  Hance
キンポウゲ グンナイキンポウゲ Ranunculus grandis  Honda var. mirissimus  (Hisauchi) Hara
キンポウゲ ウマノアシガタ Ranunculus japonicus  Thunb.
キンポウゲ イブキキンポウゲ Ranunculus japonicus Thunb. var. ibukiensis Tamura
キンポウゲ ヤエキンポウゲ Ranunculus japonicus  Thunb. f. pleniflorus  (Makino) Honda
キンポウゲ ミシマバイカモ Ranunculus nipponicus  (Makino) Nakai var. japonicus (Nakai) Hara
キンポウゲ バイカモ Ranunculus nipponicus  (Makino) Nakai var. submersus  Hara
キンポウゲ タガラシ Ranunculus sceleratus  L.
キンポウゲ ウスゲタガラシ Ranunculus sceleratus  L. var. subsericeus  Nakai
キンポウゲ キツネノボタン Ranunculus silerifolius  Lév.
キンポウゲ オトコゼリ Ranunculus tachiroei Franch. et Savat.
キンポウゲ ヒメウズ Semiaguilegia adoxoides (DC.) Makino
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キンポウゲ セツブンソウ Shibateranthis pinnatifida  (Maxim.) Stake et Okuyama
キンポウゲ シギンカラマツ Thalictrum actaefolium  Sieb. et Zucc.
キンポウゲ ヒメカラマツ Thalictrum alpinum  L. var. stipitatum  Yabe
キンポウゲ カラマツソウ Thalictrum aquilegifolium  L. var. intermedium  Nakai
キンポウゲ ミヤマカラマツ Thalictrum filamentosum Maxim. var. tenurum (H. Boiss.) Ohwi
キンポウゲ アキカラマツ Thalictrum minus  L. var. hypoleucum (Sieb. et Zucc.) Miq.
キンポウゲ オオカラマツ Thalictrum minus  L. var. stipellatum (C. A. Mey.) Tamura
キンポウゲ シキンカラマツ Thalictrum rochebrunianum  Franch. et Savat.
キンポウゲ タマカラマツ Thalictrum watanabei Yatabe

キンポウゲ モミジカラマツ
Trautvetteria coroliniensis  (Walt.) Vail
　var. japonica (Sieb. et Zucc.) T. Shimizu

キンポウゲ シナノキンバイ Trollius riederianus  Fisch. et Mey. var. japonicus (Miq.) Ohwi
メギ ヒロハヘビノボラズ Berberis amurensis  Rupr.
メギ ヘビノボラズ Berberis sieboldii Miq.
メギ メギ Berberis thunbergii DC.
メギ ルイヨウボタン Caulophyllum robustum  Maxim.
メギ サンカヨウ Diphylleia grayi  Fr. Schm.
メギ イカリソウ Epimedium grandiflorum Morr. var. thunbergianum  (Miq.) Nakai
メギ キバナイカリソウ Epimedium koreanum  Nakai
メギ ナンテン Nandina domestica Thunb. ●

アケビ ゴヨウアケビ Akebia × pentaphylla Makino
アケビ アケビ Akebia quinata (Thunb.) Decaisne
アケビ シロバナアケビ Akebia quinata (Thunb.) Decaisne f. leucantha  (Nakai) Sugimoto
アケビ タヨウアケビ Akebia quinata  (Thunb.) Decaisne f. polyphylla (Nakai) Hiyama
アケビ アオアケビ Akebia quinata  (Thunb.) Decaisne f. viridiflora Makino
アケビ ミツバアケビ Akebia trifoliata  (Thunb.) Koidz.
アケビ ムベ Stauntonia hexaphylla (Thunb.) Decaisne
ツヅラフジ アオツヅラフジ Cocculus trilobus  (Thunb.) DC.
ツヅラフジ コウモリカズラ Menispermum dauricum  DC.
ツヅラフジ ツヅラフジ Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils.
ツヅラフジ ハスノハカズラ Stephania japonica  (Thunb.) Miers
スイレン ジュンサイ Brasenia schreberi J. F. Gmel.
スイレン ハゴロモモ Cabomba caroliniana  A. Gray ●

スイレン オニバス Euryale ferox  Salisb.
スイレン ハス Nelumbo nucifera Gaertn. ●

スイレン コウホネ Nuphar japonicum  DC.
スイレン ヒメコウホネ Nuphar subintegerrimum (Casp.) Makino
スイレン ヒツジグサ Nymphaea tetragona Georgi
マツモ マツモ Ceratophyllum demersum L.
ドクダミ ドクダミ Houttuynia cordata Thunb.
ドクダミ ハンゲショウ Saururus chinensis (Lour.) Baill.
コショウ フウトウカズラ Piper kadzura  (Chois.) Ohwi
センリョウ ヒトリシズカ Chloranthus japonicus  Sieb.
センリョウ フタリシズカ Chloranthus serratus  (Thunb.) Roem. et Schult.
センリョウ センリョウ Sarcandra glabra  (Thunb.) Nakai
センリョウ キミノセンリョウ Sarcandra glabra  (Thunb.) Nakai f. flavus  (Makino) Okuyama
ウマノスズクサ ウマノスズクサ Aristolochia debilis  Sieb. et Zucc.
ウマノスズクサ オオバウマノスズクサ Aristolochia kaempferi  Willd.
ウマノスズクサ フタバアオイ Asarum caulescens  Maxim.
ウマノスズクサ ウスバサイシン Asiasarum sieboldii (Miq.) F. Maek.
ウマノスズクサ ランヨウアオイ Heterotropa blumei  (Duchart.) F. Maek.
ウマノスズクサ アキザキランヨウアオイ Heterotropa blumei Duchart. var. autumnalis  F. Maek.
ウマノスズクサ カギガタアオイ Heterotropa curvistigma (F. Maek.) F. Maek.
ウマノスズクサ テンリュウカンアオイ Heterotropa draconis Sugimoto
ウマノスズクサ スズカカンアオイ Heterotropa kooyana  Makino var. brachypodion  (F. Maek.) Kitam.
ウマノスズクサ カンアオイ Heterotropa kooyana Makino var. nipponica  (F. Maek.) Kitam.
ウマノスズクサ イワタカンアオイ Heterotropa kurosawae  (Sugimoto) F. Maek.
ウマノスズクサ アマギカンアオイ Heterotropa muramatsui  (Makino) F. Maek.
ウマノスズクサ シモダカンアオイ Heterotropa muramatsui  (Makino) F. Maek. var. shimodana  F. Maek.
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ウマノスズクサ タマノカンアオイ
Heterotropa muramatsui (Makino) F. Maek.
　var. tamaensis (Makino) F. Maek.

ウマノスズクサ オトメアオイ Heterotropa savatieri (Franch.) F. Maek.

ウマノスズクサ シイノミカンアオイ
Heterotropa savatieri  Franch.
　var. furusei (Araki et Sugimoto) Sugimoto

ウマノスズクサ アシタカカンアオイ Heterotropa savatieri Franch. var. intermedia (Sugimoto) Sugimoto

ウマノスズクサ ズソウカンアオイ
Heterotropa savatieri (Franch.) F. Maek.
　ssp. pseudosavatieri (F．Maek.) T. Sugaw.

ウマノスズクサ ヒメカンアオイ Heterotropa takaoi  (F. Maek.) F. Maek.
ウマノスズクサ スエヒロアオイ Heterotropa takaoi  (F. Maek.) F. Maek. var. dilatata  F. Maek.
ウマノスズクサ ゼニバサイシン Heterotropa takaoi  F. Maek. var. hisauchii  F. Maek.
ボタン ヤマシャクヤク Paeonia japonica (Makino) Miyabe et Takeda
ボタン ケヤマシャクヤク Paeonia japonica (Makino) Miyabe et Takeda f. hirsuta  Hara
ボタン ベニバナヤマシャクヤク Paeonia obovata Maxim.

ボタン
ケナシベニバナヤマシャクヤク
　（オトメシャクヤク）

Paeonia obovata Maxim. f. glabra (Makino) Kitam.

マタタビ サルナシ Actinidia arguta  (Sieb. et Zucc.) Planch. ex Miq.

マタタビ ウラジロマタタビ
Actinidia arguta  (Sieb. et Zucc.) Planch. ex Miq.
　var. hypoleuca (Nakai) Kitam.

マタタビ ミヤママタタビ Actinidia kolomikta (Rupr. et Maxim.) Maxim.
マタタビ マタタビ Actinidia polygama  (Sieb. et Zucc.) Planch. ex Maxim.
ツバキ ヤブツバキ Camellia japonica  L.

ツバキ
シロツバキ
（シロバナヤブツバキ）

Camellia japonica  L. f. leucantha Makino

ツバキ チャノキ Camellia sinensis  (L.) O. Kuntze ●

ツバキ サカキ Cleyera japonica  Thunb.
ツバキ ハマヒサカキ Eurya emarginata (Thunb.) Makino
ツバキ ヒサカキ Eurya japonica Thunb.
ツバキ ケヒサカキ Eurya japonica Thunb. var. australis  Hatus.
ツバキ キクガワヒサカキ Eurya japonica  Thunb. f. papillosa  Sugimoto
ツバキ ヒメシャラ Stuartia monadelpha  Sieb. et Zucc.
ツバキ トチュウヒメシャラ Stuartia monadelpha  Sieb. et Zucc. f. sericea  (Nakai) Hara
ツバキ ナツツバキ Stuartia pseudo-camellia Maxim.
ツバキ ヒコサンヒメシャラ Stuartia serrata  Maxim.
ツバキ モッコク Ternstroemia gymnanthera (Wight et Arn.) Beddome
オトギリソウ トモエソウ Hypericum ascyron  L.
オトギリソウ オトギリソウ Hypericum erectum Thunb.
オトギリソウ フジオトギリ Hypericum erectum Thunb. var. caespitosum  Makino
オトギリソウ ニセオトギリ Hypericum erectum Thunb. var. deviatum  Y. Kimura

オトギリソウ
コオトギリ
（ハコネオトギリ）

Hypericum hakonense  Franch. et Savat.

オトギリソウ ウツクシオトギリ Hypericum kamtschaticum Ledeb. var. decorum  Y. Kimura
オトギリソウ シナノオトギリ Hypericum kamtschaticum  Ledeb. var. senanense (Maxim.) Y. Kimura
オトギリソウ ミヤコオトギリ Hypericum kinashianum  Koidz.
オトギリソウ マルバオトギリ Hypericum kinashianum  Koidz. var. longistylum Y. Kimura
オトギリソウ アゼオトギリ Hypericum oliganthum Franch. et Savat.
オトギリソウ キンシバイ Hypericum patulum Thunb. ●

オトギリソウ コゴメバオトギリ Hypericum perforatum  L. var. angustifolium  DC. ●

オトギリソウ サワオトギリ Hypericum pseudopetiolatum  R. Keller
オトギリソウ ヒメオトギリ Sarothra japonicum  (Thunb.) Y. Kimura
オトギリソウ コケオトギリ Sarothra laxum  (Blume) Y. Kimura
オトギリソウ ミズオトギリ Triadenum japonicum  Makino
オトギリソウ ヒロハミズオトギリ Triadenum japonicum  (Blume) Makino f. latifolium  Y. Kimura
モウセンゴケ ナガバノイシモチソウ Drosera indica  L.
モウセンゴケ シロバナナガバノイシモチ Drosera indica  L. f. albiflora  Makino
モウセンゴケ イシモチソウ Drosera peltata Smith var. nipponica (Masam.) Ohwi
モウセンゴケ モウセンゴケ Drosera rotundifolia  L.
モウセンゴケ アカバナモウセンゴケ Drosera rotundifolia  L. f. rubriflora  Maruyama et Koike
モウセンゴケ コモウセンゴケ Drosera spathulata Labill.
モウセンゴケ シロバナコモウセンゴケ Drosera spathulata  Labill. f. chionantha Nakajima
ケシ ヤマブキソウ Chelidonium japonicum Thunb.
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ケシ クサノオウ Chelidonium majus  L. var. asiaticum  (Hara) Ohwi
ケシ ジロボウエンゴサク Corydalis decumbens  (Thunb.) Pers.

ケシ キケマン
Corydalis heterocarpa  Sieb. et Zucc.
　var. japonica (Franch. et Savat.) Ohwi

ケシ ムラサキケマン Corydalis incisa  (Thunb.) Pers.
ケシ シロヤブケマン Corydalis incisa  (Thunb.) Pers. f. pallescens  Makino
ケシ ヤマエンゴサク Corydalis lineariloba  Sieb. et Zucc.
ケシ キンキエンゴサク Corydalis lineariloba  Sieb. et Zucc. var. papilligera  Ohwi
ケシ ツルケマン（ツルキケマン） Corydalis ochotensis  Turcz.
ケシ ヤマケマン Corydalis ophiocarpa  Hook. et Thoms.
ケシ フウロケマン Corydalis pallida  (Thunb.) Pers.
ケシ ミヤマキケマン Corydalis pallida (Thunb.) Pers. var. tenuis Yatabe
ケシ アカバナツノゲシ Glaucium corniculatum  (L.) J. H. Rudolph ●

ケシ ツノゲシ Glaucium flavum Crantz. ●

ケシ タケニグサ Macleaya cordata (Willd.) R. Br.
ケシ ケナシタケニグサ Macleaya cordata  (Willd.) R. Br. var. thunbergii  (Miq.) Hiyama
ケシ ナガミヒナゲシ Papaver dubium  L. ●

ケシ トゲミゲシ Papaver hybridum  L. ●

ケシ ケシ Papaver somniferum  L. ●

ケシ オサバグサ Pteridophyllum racemosum Sieb. et Zucc.
アブラナ ハクサンハタザオ Arabis gemmifera (Matsum.) Makino
アブラナ ヤマハタザオ Arabis hirsuta (L.) Scopoli
アブラナ タチスズシロソウ Arabis kawasakiana  Makino
アブラナ ミヤマハタザオ Arabis lyrata L. var. kamtschatica Fisch.
アブラナ エゾハタザオ Arabis pendula L.
アブラナ フジハタザオ Arabis serrata  Franch. et Savat.

アブラナ ウメハタザオ
Arabis serrata  Franch. et Savat. var. japonica  Ohwi
　f. grandiflora Ohwi

アブラナ シコクハタザオ Arabis serrata  Franch. et Savat. var. sikokiana  Ohwi
アブラナ ハマハタザオ Arabis stelleri  DC. var. japonica  (A. Gray) Fr. Schm.
アブラナ クモイナズナ Arabis tanakana  Makino
アブラナ ヤマガラシ Barbarea orthoceras Ledeb.
アブラナ ハルザキヤマガラシ Barbarea vulgaris  R. Br. ●

アブラナ セイヨウカラシナ Brassica juncea (L.) Cern. ●

アブラナ セイヨウアブラナ Brassica napus L. ●

アブラナ クロガラシ Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch ●

アブラナ カブ Brassica rapa L. ●

アブラナ ナ類 Brassica rapa L. ssp. sylvestris  (L.) Janchen ●

アブラナ アマナズナ Camelina alyssum (Mill.) Thell. ●

アブラナ ヒメアマナズナ Camelina microcarpa Andrz ex DC. ●

アブラナ ナガミアマナズナ Camelina sativa  (L.) Crantz. ●

アブラナ ナズナ Capsella bursa-pastoris  Medicus
アブラナ ミツバコンロンソウ Cardamine anemonoides  O. E. Schulz
アブラナ ヒロハコンロンソウ Cardamine appendiculata Franch. et Savat.
アブラナ タチタネツケバナ Cardamine fallax  Nakai
アブラナ タネツケバナ Cardamine flexuosa  With.
アブラナ ミズタネツケバナ Cardamine flexuosa With. var. latifoliu (Maxim.) Makino
アブラナ ジャニンジン Cardamine impatiens L.
アブラナ ケジャニンジン Cardamine impatiens  L. var. eriocarpa DC.
アブラナ コンロンソウ Cardamine leucantha  (Tausch) O. E. Schulz
アブラナ ミズタガラシ Cardamine lyrata  Bunge
アブラナ ミヤマタネツケバナ Cardamine nipponica  Franch. et Savat.

アブラナ
ヒメタネツケバナ
（コタネツケバナ）

Cardamine parviflora  L.

アブラナ オオバタネツケバナ Cardamine regeliana  Miq.
アブラナ マルバコンロンソウ Cardamine tanakae  Franch. et Savat.
アブラナ ツノミナズナ Chorispora tenella  (Pall.) DC. ●

アブラナ ナタネハタザオ Conringia orientalis  Dumort. ●

アブラナ カラクサナズナ Coronopus didymus  (L.) J. E. Smith ●

アブラナ クジラグサ Descurainia sophia (L.) Webb ●
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アブラナ ロボウガラシ Diplotaxis tenuifolia  DC. ●

アブラナ ハナハタザオ Dontostemon dentatus (Bunge) Ledeb.
アブラナ キタダケナズナ Draba kitadakensis Koidz.
アブラナ イヌナズナ Draba nemorosa L.
アブラナ メイヌナズナ Draba nemorosa L. f. leiocarpa  (Lindbl.) Kitag. ●

アブラナ クモマナズナ Draba nipponica  Makino
アブラナ ケナシクモマナズナ Draba nipponica  Makino var. linearis  (Satake) Kitam.
アブラナ シロウマナズナ Draba shiroumana Makino
アブラナ オハツキガラシ Erucastrum gallicum  O. E. Schulz ●

アブラナ
アレチスズシロソウ
（エゾスズシロ）

Erysimum cheiranthoides  L. ●

アブラナ エゾスズシロモドキ Erysimum repandum  L. ●

アブラナ キレハマメグンバイ Lepidium bonariense  L. ●

アブラナ ウロコナズナ Lepidium campestre  R. Br. ●

アブラナ ヒメグンバイナズナ Lepidium densiflorum  Schrad. ●

アブラナ アコウグンバイ Lepidium draba  L. ●

アブラナ コシミノナズナ Lepidium perfoliatum  L. ●

アブラナ マメグンバイナズナ Lepidium virginicum L. ●

アブラナ ハクセンナズナ Macropodium pterospermum  Fr. Schm.
アブラナ オランダガラシ Nasturtium officinale  R. Br. ●

アブラナ ハナダイコン（ショカツサイ） Orgchophragmus violaceus ●

アブラナ セイヨウノダイコン Raphanus raphanistrum  L. ●

アブラナ ハマダイコン Raphanus sativus  L. var. raphanistroides  Makino ●

アブラナ ケミヤガラシ Rapistrum rugosum  (L.) All. ●

アブラナ ミヤガラシ Rapistrum rugosum  (L.) All. var. venosum  (Pres.) DC. ●

アブラナ ヒメイヌガラシ Rorippa × brachyceras Kitam.
アブラナ コイヌガラシ Rorippa cantoniensis  (Lour.) Ohwi ●

アブラナ ミチバタガラシ Rorippa dubia  Hara
アブラナ イヌガラシ Rorippa indica  (L.) Hiern
アブラナ ナガミイヌガラシ Rorippa indica (L.) Hochr. f. longicarp  (Koidz.) Kitam.
アブラナ スカシタゴボウ Rorippa islandica (Oeder) Borbás
アブラナ マルミスカシタゴボウ Rorippa islandica  (Oeder) Borbás var. brevisiliqua (Busch.) Hara ●

アブラナ シロガラシ Sinapis alba  L. ●

アブラナ ノハラガラシ Sinapis arvensis  L. ●

アブラナ アレチガラシ Sinapis incana  L. ●

アブラナ ハタザオガラシ Sisymbrium altissimum  L. ●

アブラナ カキネガラシ Sisymbrium officinale  Scopoli ●

アブラナ ハマカキネガラシ Sisymbrium officinale Scopoli var. leiocarpum  DC. ●

アブラナ イヌカキネガラシ Sisymbrium orientale  L. ●

アブラナ グンバイナズナ Thlaspi arvense  L. ●

アブラナ ハタザオ Turritis glabra L.
アブラナ ワサビ Wasabia japonica  (Miq.) Matsum.
アブラナ ユリワサビ Wasabia tenuis  (Miq.) Matsum.
モクセイソウ キバナモクセイソウ Reseda lutea  L. ●

マンサク コウヤミズキ Corylopsis gotoana  Makino
マンサク イスノキ Distylium racemosum  Sieb. et Zucc.
マンサク マンサク Hamamelis japonica  Sieb. et Zucc.
マンサク ミサクボマンサク Hamamelis japonica  Sieb. et Zucc. f. aurantia Hayashi
マンサク オオバマンサク Hamamelis japonica Sieb. et Zucc. var. megalophylla  (Koidz.) Kitam.
マンサク トキワマンサク Loropetalum chinense  (R. Brown) Oliver
ベンケイソウ ベンケイソウ Hylotelephium erythrostictum  (Miq.) H. Ohba ●

ベンケイソウ チチッパベンケイ Hylotelephium sordidum  (Maxim.) H. Ohba
ベンケイソウ ミツバベンケイソウ Hylotelephium verticillatum  (L.) H. Ohba
ベンケイソウ アオベンケイ Hylotelephium viride  (Makino) H. Ohba
ベンケイソウ イワレンゲ Orostachys iwarenge (Makino) Hara
ベンケイソウ ツメレンゲ Orostachys japonicus  (Maxim.) Berger
ベンケイソウ イワベンケイ Rhodiola rosea  L.
ベンケイソウ ホソバノキリンソウ Sedum aizoon L.
ベンケイソウ キリンソウ Sedum aizoon  L. var. floribundum  Nakai
ベンケイソウ コモチマンネングサ Sedum bulbiferum  Makino
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ベンケイソウ マツノハマンネングサ Sedum hakonense  Makino
ベンケイソウ オノマンネングサ Sedum lineare Thunb.
ベンケイソウ マルバマンネングサ Sedum makinoi Maxim.
ベンケイソウ ツルマンネングサ Sedum sarmentosum  Bunge ●

ベンケイソウ ヒメレンゲ Sedum subtile  Miq.

ベンケイソウ メノマンネングサ
Sedum uniflorum  Hook. et Arnott
　ssp. japonicum (Sieb. ex Miq.) H. Ohba

ベンケイソウ ミヤママンネングサ
Sedum uniflorum  Hook. et Arnott ssp. japonicum Sieb. ex Miq.
　var. senanense (Makino) H. Ohba

ベンケイソウ タイトゴメ Sedum uniflorum  Hook. et Arnott ssp. oryzifolium (Makino) H. Ohba
ベンケイソウ オカタイトゴメ ●

ベンケイソウ アズマツメクサ Tillaea aquatica L.
ユキノシタ アワモリショウマ Astilbe japonica (Morr. et Decne.) A. Gray
ユキノシタ チダケサシ Astilbe microphylla Knoll
ユキノシタ ヒトツバショウマ Astilbe simplicifolia  Makino
ユキノシタ アカショウマ Astilbe thunbergii  (Sieb. et Zucc.) Miq.
ユキノシタ トリアシショウマ Astilbe thunbergii  (Sieb. et Zucc.) Miq. var. congesta H. Boiss.
ユキノシタ ハナチダケサシ Astilbe thunbergii  (Sieb. et Zucc.) Miq. var. formosa  (Nakai) Ohwi
ユキノシタ フジアカショウマ Astilbe thunbergii  (Sieb. et Zucc.) Miq. var. fujisanensis (Nakai) Ohwi
ユキノシタ クサアジサイ Cardiandra alternifolia Sieb. et Zucc.
ユキノシタ キバナハナネコノメ Chrysosplenium album  Maxim. var. flavum  Hara
ユキノシタ ハナネコノメ Chrysosplenium album Maxim. var. stamineum (Franch.) Hara
ユキノシタ イワネコノメソウ Chrysosplenium echinus  Maxim.
ユキノシタ ツルネコノメソウ Chrysosplenium flagelliferum  Fr. Schm.
ユキノシタ ネコノメソウ Chrysosplenium grayanum  Maxim.
ユキノシタ ヤマネコノメソウ Chrysosplenium japonicum  (Maxim.) Makino
ユキノシタ チシマネコノメソウ Chrysosplenium kamtschaticum  Fisch. ex Seringe
ユキノシタ イワボタン Chrysosplenium macrostemon Maxim.
ユキノシタ ヨゴレネコノメ Chrysosplenium macrostemon Maxim. var. atrandrum Hara
ユキノシタ ニッコウネコノメ Chrysosplenium macrostemon Maxim. var. shiobarense (Franch.) Hara
ユキノシタ ムカゴネコノメソウ Chrysosplenium maximowiczii  Franch. et Savat.
ユキノシタ コガネネコノメソウ Chrysosplenium pilosum  Maxim. var. sphaerospermum  (Maxim.) Hara
ユキノシタ マルバネコノメソウ Chrysosplenium ramosum  Maxim.
ユキノシタ タチネコノメソウ Chrysosplenium tosaense  (Makino) Makino
ユキノシタ ギンバイソウ Deinanthe bifida  Maxim.
ユキノシタ ムラサキギンバイソウ Deinanthe bifida  Maxim. f. violacea Hayashi
ユキノシタ ヒメマルバウツギ Deutzia × candelabrum  Rehder
ユキノシタ ウツギ Deutzia crenata Sieb. et Zucc.
ユキノシタ シロバナヤエウツギ Deutzia crenata Sieb. et Zucc. f. candidissima (Bon.) Hara
ユキノシタ ビロードウツギ Deutzia crenata Sieb. et Zucc. var. heterotricha (Rehder) Hara
ユキノシタ ヒメウツギ Deutzia gracilis Sieb. et Zucc.
ユキノシタ ウラジロウツギ Deutzia maximowicziana  Makino
ユキノシタ マルバウツギ Deutzia scabra  Thunb.
ユキノシタ ウメウツギ Deutzia uniflora  Shirai
ユキノシタ アマギコアジサイ Hydrangea × amagiana Makino
ユキノシタ コアジサイ Hydrangea hirta (Thunb. ex Murray) Sieb. et Zucc.

ユキノシタ シロバナコアジサイ
Hydrangea hirta (Thunb. ex Murray) Sieb. et Zucc.
　f. albiflora Okuyama

ユキノシタ タマアジサイ Hydrangea involucrata Sieb.
ユキノシタ ラセイタタマアジサイ Hydrangea involucrata Sieb. var. idzuensis Hayashi
ユキノシタ シロバナタマアジサイ Hydrangea involucrata Sieb. f. leucantha Sugimoto
ユキノシタ コガクウツギ Hydrangea luteo-venosa  Koidz.

ユキノシタ シロバナガクアジサイ Hydrangea macrophylla  (Thunb. ex Murray) Ser. f. leucantha Makino

ユキノシタ ガクアジサイ
Hydrangea macrophylla  (Thunb. ex Murray) Ser.
　f. normalis (Wilson) Hara

ユキノシタ ノリウツギ Hydrangea paniculata Sieb. et Zucc.
ユキノシタ ツルアジサイ Hydrangea petiolaris  Sieb. et Zucc.
ユキノシタ ガクウツギ Hydrangea scandens  (L. fil.) Ser.
ユキノシタ ヤマアジサイ（サワアジサイ） Hydrangea serrata  (Thunb. ex Murray) Ser.

ユキノシタ アマギアマチャ
Hydrangea serrata (Thunb. ex Murray) Ser.
　var. angusta (Franch. et Savat.) H. Ohba
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ユキノシタ マイコアジサイ Hydrangea serrata  (Thunb. ex Murray) Ser. f. belladonna Kitam.
ユキノシタ ミカワチャルメルソウ Mitella furusei Ohwi var. furusei
ユキノシタ コチャルメルソウ Mitella pauciflora Rosend.

ユキノシタ シラヒゲソウ
Parnassia foliosa  Hook. fil. et Thoms.
　var. nummularia (Maxim.) T. Ito

ユキノシタ ウメバチソウ Parnassia palustris L. var. multiseta Ledeb.
ユキノシタ コウメバチソウ Parnassia palustris L. var. tenuis Wahl.
ユキノシタ ヤワタソウ Peltoboykinia tellimoides (Maxim.) Hara
ユキノシタ タコノアシ Penthorum chinense Pursh
ユキノシタ バイカウツギ Philadelphus satsumi  Sieb. ex Lindl. et Paht.

ユキノシタ ニッコウバイカウツギ
Philadelphus satsumi Sieb. ex Lindl. et Paht.
　var. parviflorus (Dippel) Kitam. et Murata

ユキノシタ バイカアマチャ Platycrater arguta  Sieb. et Zucc.
ユキノシタ ヤシャビシャク Ribes ambiguum  Maxim.
ユキノシタ ケナシヤシャビシャク Ribes ambiguum Maxim. var. glabrum Sugimoto
ユキノシタ ヤブサンザシ Ribes fasciculatum  Sieb. et Zucc.
ユキノシタ コマガタケスグリ Ribes japonicum  Maxim.
ユキノシタ ザリコミ Ribes maximowiczianum Komarov
ユキノシタ トガスグリ Ribes sachalinense  (Fr. Schm.) Nakai
ユキノシタ スグリ Ribes sinanense  F. Maek.
ユキノシタ ヤグルマソウ Rodgersia podophylla A. Gray
ユキノシタ ムカゴユキノシタ Saxifraga cernua  L.

ユキノシタ シコタンソウ
Saxifraga cherlerioides  D. Don
　var. rebunshirensis (Engl. et Irmsch.) Hara

ユキノシタ ハイシコタンソウ
Saxifraga cherlerioides  D. Don
　var. rebunshirensis (Engl. et Irmsch.) Hara f. laxa  Hara

ユキノシタ ジンジソウ Saxifraga cortusaefolia  Sieb. et Zucc.
ユキノシタ ダイモンジソウ Saxifraga fortunei Hook. fil. var. incisolobata  (Engl. et Irmsch.) Nakai
ユキノシタ ウチワダイモンジソウ Saxifraga fortunei  Hook. fil. var. obtusocuneata  (Makino) Nakai
ユキノシタ クロクモソウ Saxifraga fusca  Maxim. var. kikubuki  Ohwi
ユキノシタ ユキノシタ Saxifraga stolonifera  Meerb. ●

ユキノシタ イワガラミ Schizophragma hydrangeoides Sieb. et Zucc.
ユキノシタ イワユキノシタ Tanakaea radicans  Franch. et Savat.
ユキノシタ ズダヤクシュ Tiarella polyphylla D. Don
トベラ トベラ Pittosporum tobira (Thunb. ex Murray) Aiton
バラ ヒメキンミズヒキ Agrimonia nipponica Koidz.
バラ アイノコキンミズヒキ Agrimonia  × nippono-pilosa Murata
バラ キンミズヒキ Agrimonia pilosa  Ledeb. var. japonica  (Miq.) Nakai
バラ ハゴロモグサ Alchemilla japonica Nakai et Hara
バラ ザイフリボク Amelanchier asiatica  (Sieb. et Zucc.) Endl. ex Walp.
バラ ヤマブキショウマ Aruncus dioicus  (Walt.) Fernald var. tenuifolius  (Nakai) Hara
バラ クサボケ Chaenomeles japonica  (Thunb.) Lindl. ex Spach
バラ シロバナクサボケ Chaenomeles japonica  (Thunb.) Spach f. alba (Nakai) Ohwi
バラ ヤエクサボケ Chaenomeles japonica  (Thunb.) Spach f. watanabei  Sugimoto
バラ チョウノスケソウ Dryas octopetala L. var. asiatica (Nakai) Nakai
バラ ヘビイチゴ Duchesnea chrysantha  (Zoll. et Mor.) Miq.
バラ ヤブヘビイチゴ Duchesnea indica  (Andr.) Focke
バラ ビワ Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.
バラ ウスゲオニシモツケ Filipendula kamtschatica (Pall.) Maxim. f. pilosa  Koidz.
バラ シモツケソウ Filipendula multijuga  Maxim.
バラ シロバナシモツケソウ Filipendula multijuga  Maxim. f. albiflora  Okuyama
バラ シロバナノヘビイチゴ Fragaria nipponica  Makino
バラ ベニバナヘビイチゴ Fragaria nipponica  Makino f. rosea  Honda
バラ オオダイコンソウ Geum aleppicum Jacq.
バラ ミヤマダイコンソウ Geum calthaefolium  Smith var. nipponicum  (F. Bolle) Ohwi
バラ ダイコンソウ Geum japonicum Thunb.
バラ コダイコンソウ Geum japonicum Thunb. var. iyoanum Murata
バラ チングルマ Geum pentapetalum  (L.) Makino
バラ ヤマブキ Kerria japonica  (L.) DC.
バラ ズミ Malus toringo  (Sieb.) Sieb. ex Vriese
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バラ オオウラジロノキ Malus tschonoskii (Maxim.) C. K. Schn.
バラ カナメモチ Photinia glabra (Thunb.) Maxim.
バラ ヒメヘビイチゴ Potentilla centigrana  Maxim.
バラ カワラサイコ Potentilla chinensis  Ser.
バラ ミツモトソウ Potentilla cryptotaeniae  Maxim.
バラ イワキンバイ Potentilla dickinsii  Franch. et Savat.
バラ ミヤマキジムシロ Potentilla fragarioides L.
バラ キジムシロ Potentilla fragarioides  L. var. major  Maxim.
バラ ミツバツチグリ Potentilla freyniana Bornm.
バラ ハクロバイ Potentilla fruticosa  L. var. leucantha Makino
バラ キンロバイ Potentilla fruticosa  L. var. rigida  (Wallich) Th. Wolf
バラ ミヤマキンバイ Potentilla matsumurae  Th. Wolf
バラ ヒロハノカワラサイコ Potentilla nipponica  Th. Wolf
バラ ウラジロキンバイ Potentilla nivea  L.
バラ ツルキジムシロ Potentilla stolonifera  Lehm.

バラ オヘビイチゴ
Potentilla sundaica  (Blume) O. Kuntze
　var. robusta (Franch. et Savat.) Kitag.

バラ オキジムシロ Potentilla supina  L. ●

バラ ツルキンバイ Potentilla yokusaiana Makino
バラ ワタゲカマツカ Pourthiaea villosa  (Thunb.) Decne.
バラ カマツカ Pourthiaea villosa  (Thunb.) Decne. var. laevis (Thunb.) Stapf.
バラ ケカマツカ Pourthiaea villosa  (Thunb.) Decne. var. zollingeri (Decne.) Nakai
バラ マメヤマザクラ Prunus × affinis Makino
バラ チョウジザクラ Prunus apetala  (Sieb. et Zucc.) Franch. et Savat.
バラ イヌザクラ Prunus buergeriana Miq.
バラ ウワミズザクラ Prunus grayana  Maxim.
バラ マメザクラ Prunus incisa Thunb. ex Murray
バラ フジキクザクラ Prunus incisa  Thunb. ex Murray f. plenissima  S. Watanabe

バラ
リョクガクザクラ
（ミドリザクラ）

Prunus incisa  Thunb. ex Murray f. yamadei  Ohwi

バラ クモイザクラ Prunus incisa  Thunb. ex Murray var. alpina  (Koidz.) Kitam.
バラ ヤマザクラ Prunus jamasakura Sieb. ex Koidz.
バラ ウスゲヤマザクラ Prunus jamasakura Sieb. ex Koidz. f. pubescens  (Makino) Ohwi
バラ ナガバヤマザクラ Prunus jamasakura Sieb. ex Koidz. f. superflua  (Ohwi) Sugimoto
バラ ミヤマザクラ Prunus maximowiczii Ruprecht
バラ タカネザクラ Prunus nipponica  Matsumura
バラ エドヒガン Prunus pendula  Maxim. f. ascendens  (Makino) Ohwi
バラ モモ Prunus persica  Batsch ●

バラ オオヤマザクラ Prunus sargentii Rehder
バラ オオシマザクラ Prunus speciosa (Koidz.) Nakai
バラ リンボク Prunus spinulosa  Sieb. et Zucc.
バラ シウリザクラ Prunus ssiori  Fr. Schm.

バラ
コヒガンザクラ
（エドヒガン×マメ）

Prunus subhirtella  Miq.

バラ カスミザクラ Prunus verecunda (Koidz.) Koehne
バラ ソメイヨシノ Prunus × yedoensis Matsumura ●

バラ バクチノキ Prunus zippeliana  Miq.
バラ タチバナモドキ Pyracantha angustifolia  (Fr.) Schneid. ●

バラ トキワサンザシ Pyracantha coccinea  (L.) Roem. ●

バラ ヤマナシ Pyrus pyrifolia  (Burm. fil.) Nakai
バラ アオナシ Pyrus ussuriensis  Maxim. var. hondoensis (Nakai et Kikuchi) Rehder

バラ シャリンバイ
Rhaphiolepis indica (L.) Lindl. ex Ker
　var. umbellata (Thunb. ex Murray) Ohashi

バラ フジイバラ Rosa fujisanensis  (Makino) Makino
バラ サンショウバラ Rosa hirtula (Regel) Nakai
バラ モリイバラ Rosa jasminoides Koidz.
バラ アズマイバラ Rosa luciae Franch. et Rochebr.
バラ ノイバラ Rosa multiflora Thunb.
バラ ミタケイバラ Rosa multiflora Thunb. f. glabrescens (Honda) Sugimoto
バラ トゲナシノイバラ Rosa multiflora Thunb. f. inermis (Hisauti) Sugimoto
バラ タカネイバラ Rosa nipponensis  Crepin
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バラ ミヤコイバラ Rosa paniculigera Makino
バラ ヤマイバラ Rosa sambucina Koidz.
バラ テリハノイバラ Rosa wichuraiana  Crepin
バラ フユイチゴ Rubus buergeri  Miq.
バラ ビロードイチゴ Rubus corchorifolius  L. fil.
バラ クマイチゴ Rubus crataegifolius  Bunge
バラ オオバライチゴ Rubus croceacanthus Lév.
バラ ヤツデキイチゴ Rubus flagellaris  Willd.
バラ ミヤマフユイチゴ Rubus hakonensis Franch. et Savat.
バラ クサイチゴ Rubus hirsutus Thunb.
バラ ゴヨウイチゴ Rubus ikenoensis  Lév. et Van.
バラ バライチゴ Rubus illecebrosus  Focke
バラ ミヤマニガイチゴ Rubus koehneanus  Focke
バラ ヒメカジイチゴ Rubus  × medius O. Kuntze
バラ クロイチゴ Rubus mesogaeus  Focke
バラ ニガイチゴ Rubus microphyllus L. fil.
バラ ヒメバライチゴ Rubus minusculus  Lév. et Van't
バラ ノリクライチゴ Rubus  × norikurensis Ohwi
バラ ナガバモミジイチゴ Rubus palmatus Thunb.
バラ モミジイチゴ Rubus palmatus  Thunb. var. coptophyllus  A. Gray
バラ フジキイチゴ Rubus palmatus  Thunb. var. eriocarpus  Sugimoto
バラ ナワシロイチゴ Rubus parvifolius  L.
バラ アオナワシロイチゴ Rubus parvifolius  L. var. concolor (Koidz.) Makino et Nemoto
バラ コバノフユイチゴ Rubus pectinellus Maxim.
バラ コガネイチゴ Rubus pedatus Smith
バラ エビガライチゴ Rubus phoenicolasius Maxim.
バラ ミヤマモミジイチゴ Rubus pseudo-acer Makino
バラ アイノコフユイチゴ Rubus × pseudo-hakonensis Sugimoto
バラ ヒメゴヨウイチゴ Rubus pseudo-japonicus Koidz.
バラ オオフユイチゴ Rubus pseudo-sieboldii  Makino
バラ サナギイチゴ Rubus pungens  Cambessedes var. oldhamii (Miq.) Maxim.
バラ ハチジョウイチゴ Rubus ribisoideus  Matsumura
バラ ホウロクイチゴ Rubus sieboldii Blume
バラ コジキイチゴ Rubus sumatranus Miq.
バラ トゲナシキイチゴ Rubus × tanakae O. Kuntze
バラ トヨラクサイチゴ Rubus × toyorensis Koidz.
バラ カジイチゴ Rubus trifidus  Thunb.
バラ ミヤマウラジロイチゴ Rubus yabei  Lév. et Van't.
バラ シナノキイチゴ Rubus yabei  Lév. et Van't. var. marmoratus  ( Lév. et Van't.) Ohwi
バラ キビナワシロイチゴ Rubus yoshinoi  Koidz.
バラ ワレモコウ Sanguisorba officinalis L.
バラ ウラゲワレモコウ Sanguisorba officinalis L. var. pilosella Ohwi
バラ ナガボノアカワレモコウ Sanguisorba tenuifolia  Fisch. ex Link var. purpurea  Trautv. et Mey.
バラ タテヤマキンバイ Sibbaldia procumbens  L.
バラ アズキナシ Sorbus alnifolia  (Sieb. et Zucc.) C. Koch
バラ ナナカマド Sorbus commixta  Hedl.
バラ サビバナナカマド Sorbus commixta Hedl. var. rufo-ferruginea  C. K. Schn.
バラ ナンキンナナカマド Sorbus gracilis (Sieb. et Zucc.) C. Koch
バラ ウラジロノキ Sorbus japonica  (Decne.) Hedl.
バラ コモノウラジロノキ Sorbus japonica  (Decne.) Hedl. f. denudata (Hiyama) Hiyama
バラ ウラジロナナカマド Sorbus matsumurana  (Makino) Koehne
バラ タカネナナカマド Sorbus sambucifolia (Cham. et Schltdl.) Roemer
バラ ワシヅシモツケ Spiraea chamaedrifolia L.
バラ アイヅシモツケ Spiraea chamaedryfolia  L. var. pilosa (Nakai) Hara
バラ シモツケ Spiraea japonica  L. fil.
バラ シロバナシモツケ Spiraea japonica  L. fil. f. albiflora (Miq.) Kitam.
バラ イワシモツケ Spiraea nipponica  Maxim.
バラ ユキヤナギ Spiraea thunbergii  Sieb. ex Blume ●？

バラ コゴメウツギ Stephanandra incisa  (Thunb.) Zabel
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バラ カナウツギ Stephanandra tanakae Franch. et Savat.
バラ コキンバイ Waldsteinia ternata  (Steph.) Fritsch
マメ クサネム Aeschynomene indica L.
マメ ネムノキ Albizia julibrissin Durazz.

マメ
クロバナエンジュ
（イタチハギ）

Amorpha fruticosa  L. ●

マメ ヤブマメ
Amphicarpaea bracteata (L.) Fernald
　ssp. edgeworthii (Benth.) Ohashi var. japonica (Oliver) Ohashi

マメ ホドイモ Apios fortunei  Maxim.
マメ ムラサキモメンヅル Astragalus adsurgens Pall.
マメ タイツリオウギ Astragalus membranaceus Bunge
マメ モメンヅル Astragalus reflexistipulus  Miq.
マメ シロウマオウギ Astragalus shiroumensis  Makino
マメ ゲンゲ Astragalus sinicus L. ●

マメ シロバナレンゲソウ Astragalus sinicus  L. f. leucanthus  Nakai

マメ ジャケツイバラ
Caesalpinia decapetala  (Roth.) Alst.
　var. japonica (Sieb. et Zucc.) Ohashi

マメ ハマナタマメ Canavalia lineata (Thunb.) DC.
マメ シロバナハマナタマメ Canavalia lineata  (Thunb.) DC. f. albiflora  Kimura
マメ カワラケツメイ Cassia mimosoides  L. ssp. nomame  (Sieb.) Ohashi
マメ エビスグサ Cassia obtusifolia  L. ●

マメ ハブソウ Cassia occidentalis  L. ●

マメ フジキ Cladrastis platycarpa  (Maxim.) Makino
マメ ユクノキ Cladrastis sikokiana  (Makino) Makino
マメ タマザキクサフジ Coronilla varia  L. ●

マメ タヌキマメ Crotalaria sessiliflora  L.
マメ ミソナオシ Desmodium caudatum  (Thunb.) DC.
マメ シバハギ Desmodium heterocarpon (L.) DC.
マメ オオバヌスビトハギ Desmodium laxum  DC.
マメ フジカンゾウ Desmodium oldhamii Oliver
マメ アレチヌスビトハギ Desmodium paniculatum (L.) DC. ●

マメ マルバヌスビトハギ Desmodium podocarpum DC.
マメ ケヤブハギ Desmodium podocarpum DC. ssp. fallax (Schindl.) Ohashi

マメ シロバナケヤブハギ
Desmodium podocarpum DC. ssp. fallax  (Schindl.) Ohashi
　f. album (Sugimoto) Ohashi

マメ ヌスビトハギ Desmodium podocarpum  DC. ssp. oxyphyllum  (DC.) Ohashi

マメ シロバナヌスビトハギ
Desmodium podocarpum DC. ssp. oxyphyllum  (DC.) Ohashi
　f. albiflorum (Iwata) Ohashi

マメ オキチハギ
Desmodium podocarpum DC. ssp. oxyphyllum (DC.) Ohashi
　f. decorum Iwata

マメ ヤブハギ
Desmodium podocarpum  DC. ssp. oxyphyllum (DC.) Ohashi
　var. mandshuricum Maxim.

マメ シロバナヤブハギ
Desmodium podocarpum DC. ssp. oxyphyllum  (DC.) Ohashi
　f. leucanthum Sugimoto

マメ ノササゲ Dumasia truncata  Sieb. et Zucc.
マメ ノアズキ Dunbaria villosa  (Thunb.) Makino
マメ ミヤマトベラ Euchresta japonica  Hook. fil. ex Regel
マメ サイカチ Gleditsia japonica Miq.
マメ ツルマメ Glycine max (L.) Merr. ssp. soja (Sieb. et Zucc.) Ohashi
マメ イワオウギ Hedysarum vicioides  Turcz.
マメ ニワフジ Indigofera decora  Lindl. ●

マメ コマツナギ Indigofera pseudo-tinctoria  Matsum.
マメ シロバナコマツナギ Indigofera pseudo-tinctoria  Matsum. f. albiflora  Okuyama
マメ イタチササゲ Lathyrus davidii Hance
マメ ハマエンドウ Lathyrus japonicus  Willd.
マメ レンリソウ Lathyrus quinquenervius  (Miq.) Litv.
マメ ヤマハギ Lespedeza bicolor Turcz.
マメ キハギ Lespedeza buergeri Miq.
マメ シロバナキハギ Lespedeza buergeri  Miq. f. albiflora Honda
マメ マルバキハギ Lespedeza buergeri  Miq. f. oldhami (Maxim.) Sugimoto
マメ シロバナマルバキハギ Lespedeza buergeri  Miq. f. leucantha Sugimoto
マメ マルバハギ Lespedeza cyrtobotrya  Miq.
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マメ カワチハギ Lespedeza cyrtobotrya  Miq. var. kawachiana (Nakai) Hatus.
マメ ツクシハギ Lespedeza homoloba  Nakai
マメ シロバナツクシハギ Lespedeza homoloba  Nakai f. albiflora Sugimoto
マメ ツルメドハギ Lespedeza  × intermixta Makino
マメ カラメドハギ Lespedeza juncea  (L. fil.) Pers. ●

マメ ハイメドハギ Lespedeza juncea  (L. fil.) Pers. var. serpens (Nakai) Ohashi

マメ ケハイメドハギ
Lespedeza juncea (L. fil.) Pers. var. serpens (Nakai) Ohwi
　f. hirta (Hiyama) Ohashi

マメ メドハギ Lespedeza juncea  (L. fil.) Pers. var. subsessilis Miq.
マメ ネコハギ Lespedeza pilosa  (Thunb.) Sieb. et Zucc.
マメ タチネコハギ Lespedeza pilosa  (Thunb.) Sieb. et Zucc. var. erecta  Hatus.
マメ マルバヤハズソウ Lespedeza stipulacea  Maxim.
マメ ヤハズソウ Lespedeza striata  (Thunb.) Hook. et Arn.

マメ ビッチュウヤマハギ
Lespedeza thunbergii (DC.) Nakai var. albiflora  (Schn.) Ohwi
　f. angustifolia (Nakai) Ohwi

マメ イヌハギ Lespedeza tomentosa  (Thunb.) Sieb. et Maxim.
マメ マキエハギ Lespedeza virgata  (Thunb.) DC.
マメ セイヨウミヤコグサ Lotus corniculatus L. ssp. corniculatus ●

マメ ミヤコグサ Lotus corniculatus L. var. japonicus Regel
マメ イヌエンジュ Maackia amurensis Rupr. et Maxim. ssp. buergeri  (Maxim.) Kitam.
マメ ハネミイヌエンジュ Maackia floribunda  (Miq.) Takeda
マメ モンツキウマゴヤシ Medicago arabica  (L.) Huds. ●

マメ トゲミウマゴヤシ Medicago ciliaris  (L.) All. ●

マメ コメツブウマゴヤシ Medicago lupulina L. ●

マメ コウマゴヤシ Medicago minima  (L.) Bartal. ●

マメ ウマゴヤシ Medicago polymorpha  L. ●

マメ トゲナシウマゴヤシ Medicago polymorpha  L. var. confinis  Burnat ●

マメ コトゲウマゴヤシ Medicago polymorpha  L. var. microdon  Urban ●

マメ ムラサキウマゴヤシ Medicago sativa L. ●

マメ シロバナシナガワハギ Melilotus alba  Medic. ●

マメ コシナガワハギ Melilotus indica  (L.) All. ●

マメ シナガワハギ Melilotus officinalis  (L.) Pall. ●

マメ ナツフジ Millettia japonica  (Sieb. et Zucc.) A. Gray
マメ オヤマノエンドウ Oxytropis japonica  Maxim.
マメ シロバナオヤマノエンドウ Oxytropis japonica Maxim. f. albiflora  (Makino) T. Shimizu
マメ クズ Pueraria lobata  (Willd.) Ohwi
マメ トキイロクズ Pueraria lobata (Willd.) Ohwi f. alborosea  Okuyama
マメ オオバタンキリマメ Rhynchosia acuminatifolia  Makino
マメ タンキリマメ Rhynchosia volubilis  Lour.
マメ ハリエンジュ Robinia pseudoacacia L. ●

マメ アメリカツノクサネム Sesbania exaltata (Raf.) Cory ●

マメ クララ Sophora flavescens  Ait.
マメ エンジュ Sophora japonica  L. ●

マメ クスダマツメクサ Trifolium campestre  Schreb. ●

マメ コメツブツメクサ Trifolium dubium  Sibth. ●

マメ ダンゴツメクサ Trifolium glomeratum  L. ●

マメ タチオランダゲンゲ Trifolium hybridum L. ●

マメ シャジクソウ Trifolium lupinaster  L. ●

マメ ムラサキツメクサ Trifolium pratense  L. ●

マメ ハッカツメクサ Trifolium pratense L. f. albiflorum  Alef. ●

マメ シロツメクサ Trifolium repens  L. ●

マメ モモイロツメクサ Trifolium repens L. f. roseum  Peterm ●

マメ ヒナツメクサ Trifolium resupinatum  L. ●

マメ ツルフジバカマ Vicia amoena  Fisch.
マメ シロバナツルフジバカマ Vicia amoena  Fisch. f. alba  Sugimoto
マメ ノハラクサフジ Vicia amurensis Oettingen

マメ
ヤハズエンドウ
（カラスノエンドウ）

Vicia angustifolia  L.

マメ シロバナカラスノエンドウ Vicia angustifolia  L. f. leucantha  Sugimoto
マメ ツルナシヤハズエンドウ Vicia angustifolia L. f. normalis (Makino) Ohwi
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マメ ホソバノヤハズエンドウ Vicia angustifolia  L. var. minor (Gaud.) Ohwi ●

マメ シロバナホソバヤハズエンドウ Vicia angustifolia  L. var. minor  (Gaud.) Ohwi f. albens Sugimoto ●

マメ ミヤマタニワタシ Vicia bifolia  Nakai
マメ クサフジ Vicia cracca L.
マメ シロバナクサフジ Vicia cracca L. f. albida  Peterm.
マメ スズメノエンドウ Vicia hirsuta  (L.) S. F. Gray
マメ ヒロハクサフジ Vicia japonica  A. Gray
マメ シロバナヒロハクサフジ Vicia japonica  A. Gray f. albiflora  Honda
マメ ヨツバハギ Vicia nipponica Matsum.
マメ シロバナヨツバハギ Vicia nipponica Matsum. f. albiflora Sugimoto
マメ オオバクサフジ Vicia pseudo-orobus  Fisch. et Mey.
マメ オオヤハズエンドウ Vicia sativa  L. ●

マメ カスマグサ Vicia tetrasperma  (L.) Schreb.
マメ ナンテンハギ Vicia unijuga A. Br.
マメ ビロードクサフジ Vicia villosa  Roth ●

マメ ヤブツルアズキ
Vigna angularis (Willd.) Ohwi et Ohashi
　var. nipponensis (Ohwi) Ohwi et Ohashi

マメ ヤマフジ Wisteria brachybotrys  Sieb. et Zucc.
マメ シラフジ Wisteria brachybotrys Sieb. et Zucc. f. alba (W. Mill.) Hurusawa ●

マメ フジ Wisteria floribunda  (Willd.) DC.
マメ シロバナフジ Wisteria floribunda  (Willd.) DC. f. alba  (Carr.) Rehd. et Wils.
カタバミ コミヤマカタバミ Oxalis acetosella  L.

カタバミ
フシネハナカタバミ
（イモカタバミ）

Oxalis articulata  Savigny ●

カタバミ ハナカタバミ Oxalis bowieana  Lodd. ●

カタバミ カタバミ Oxalis corniculata  L.
カタバミ ケカタバミ Oxalis corniculata  L. var. trichocaulon Lév.
カタバミ ムラサキカタバミ Oxalis corymbosa  DC. ●

カタバミ オッタチカタバミ Oxalis dillenii ●

カタバミ エゾタチカタバミ Oxalis fontana  Bunge
カタバミ ミヤマカタバミ Oxalis griffithii Edgew. et Hook. fil.

カタバミ カントウミヤマカタバミ
Oxalis griffithii  Edgew. et Hook. fil.
　var. kantoensis (Terao) T. Shimizu

カタバミ キイロハナカタバミ Oxalis pes-caprae L. ●

カタバミ フヨウカタバミ Oxalis purpurea L. ●

フウロソウ オランダフウロ Erodium cicutarium  L'Her. ●

フウロソウ アメリカフウロ Geranium carolinianum L. ●

フウロソウ タカネグンナイフウロ
Geranium eriostemon  Fisch. var. reinii  (Franch. et Savat.) Maxim.
　f. onoei (Franch. et Savat.) Hara

フウロソウ タチフウロ Geranium krameri  Franch. et Savat.
フウロソウ イヨフウロ Geranium shikokianum  Matsum.
フウロソウ シベリヤフウロ Geranium sibiricum  L. ●

フウロソウ アサマフウロ Geranium soboliferum Komar.
フウロソウ ゲンノショウコ Geranium thunbergii Sieb. et Zucc.
フウロソウ ヤエバナゲンノショウコ Geranium thunbergii  Sieb. et Zucc. f. plenum Murata
フウロソウ ベニバナゲンノショウコ Geranium thunbergii  Sieb. et Zucc. f. roseum  Murata
フウロソウ コフウロ Geranium tripartitum R. Knuth
フウロソウ ケナシコフウロ Geranium tripartitum R. Knuth f. pilosellum Hara
フウロソウ ミツバフウロ Geranium wilfordii  Maxim.
フウロソウ ハクサンフウロ Geranium yesoense  Franch. et Savat. var. nipponicum Nakai

フウロソウ シロバナハクサンフウロ
Geranium yesoense Franch. et Savat. var. nipponicum  Nakai
　f. ochroleucum Okuyama

ハマビシ ハマビシ Tribulus terrestris  L.
アマ マツバニンジン Linum stelleroides Planch.
アマ アマ Linum usitatissimum  L. ●

アマ キバナノマツバニンジン Linum virginianum  L. ●

トウダイグサ エノキグサ Acalypha australis  L.
トウダイグサ ナガバエノキグサ Acalypha australis  L. f. glareosa  (Rupr.) Hara
トウダイグサ ビロードエノキグサ Acalypha australis  L. f. velutina (Honda) Ohwi
トウダイグサ アブラギリ Aleurites cordata  (Thunb.) R. Br. ex Steud. ●

トウダイグサ オオバベニガシワ Alchornea davidii Franch. ●

トウダイグサ ノウルシ Euphorbia adenochlora Morr. et Decne.
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トウダイグサ ハイニシキソウ Euphorbia chamaesyce  L. ●

トウダイグサ トウダイグサ Euphorbia helioscopia  L.

トウダイグサ ニシキソウ
Euphorbia humifusa  Willd.
　var. pseudochamaesyce (Fisch., Mey. et Lallem.) Murata

トウダイグサ イワタイゲキ Euphorbia jolkinii  Boiss.
トウダイグサ ホルトソウ Euphorbia lathyris  L. ●

トウダイグサ オオニシキソウ Euphorbia maculata  L. ●

トウダイグサ タカトウダイ Euphorbia pekinensis Rupr.
トウダイグサ ケナシタカトウダイ Euphorbia pekinensis  Rupr. f. muyagiensis  Hurusawa
トウダイグサ ナツトウダイ Euphorbia sieboldiana Morr. et Decne.

トウダイグサ イズナツトウダイ
Euphorbia sieboldiana Morr. et Decne.
　var. idzuensis (Nakai) Hurusawa

トウダイグサ ヒメナツトウダイ Euphorbia sieboldiana Morr. et Decne. var. montana  Tatew.
トウダイグサ コニシキソウ Euphorbia supina  Rafin. ●

トウダイグサ フジタイゲキ Euphorbia watanabei  Makino ssp. watanabei
トウダイグサ カンコノキ Glochidion obovatum Sieb. et Zucc.
トウダイグサ アカメガシワ Mallotus japonicus (Thunb.) Muell. Arg.
トウダイグサ ヤマアイ Mercurialis leiocarpa Sieb. et Zucc.
トウダイグサ ヒメミカンソウ Phyllanthus matsumurae Hayata
トウダイグサ コミカンソウ Phyllanthus urinaria  L. ●？

トウダイグサ トウゴマ Ricinus communis  L. ●

トウダイグサ シラキ Sapium japonicum  (Sieb. et Zucc.) Pax ex K. Hoffm.

トウダイグサ ヒトツバハギ
Securinega suffruticosa (Pallas) Rehder
　var. japonica (Miq.) Hurusawa

ユズリハ ユズリハ Daphniphyllum macropodum Miq.
ユズリハ アオジクユズリハ Daphniphyllum macropodum  Miq. f. viridipes  (Nakai) Ohwi
ユズリハ ヒメユズリハ Daphniphyllum teijsmannii  Zoll. ex Kurz
ミカン マツカゼソウ Boenninghausenia japonica Nakai
ミカン タチバナ Citrus tachibana (Makino) Tanaka
ミカン ゴシュユ Evodia rutaecarpa  (Juss.) Benth. ●

ミカン コクサギ Orixa japonica Thunb.
ミカン ケナシコクサギ Orixa japonica  Thunb. f. glabriholia  Sugimoto
ミカン キハダ Phellodendron amurense  Rupr.
ミカン オオバノキハダ Phellodendron amurense  Rupr. var. japonicum (Maxim.) Ohwi
ミカン ミヤマシキミ Skimmia japonica  Thunb.
ミカン モンタチバナ Skimmia japonica  Thunb. f. ovata  Hara
ミカン ウチダシミヤマシキミ Skimmia japonica  Thunb. f. rugosa (Yatabe) Ohwi

ミカン ツルミヤマシキミ
Skimmia japonica  Thunb. var. intermedia  Komatsu
　f. repens (Nakai) Hara

ミカン カラスザンショウ Zanthoxylum ailanthoides Sieb. et Zucc.
ミカン フユザンショウ Zanthoxylum armatum  DC. var. subtrifoliatum  (Franch.) Kitam.
ミカン コカラスザンショウ Zanthoxylum fauriei  (Nakai) Ohwi
ミカン サンショウ Zanthoxylum piperitum  (L.) DC.
ミカン アサクラザンショウ Zanthoxylum piperitum (L.) DC. f. inerme  Makino
ミカン イヌザンショウ Zanthoxylum schinifolium  Sieb. et Zucc.
ミカン ホソバイヌザンショウ Zanthoxylum schinifolium  Sieb. et Zucc. f. angustifolia  (Hara) Hara
ミカン コバノイヌザンショウ Zanthoxylum schinifolium  Sieb. et Zucc. f. microphylla  (Hara) Hara
ニガキ ニワウルシ Ailanthus altissima  Swingle ●

ニガキ ニガキ Picrasma quassioides (D. Don) Benn.
センダン センダン Melia azedarach  L. var. subtripinnata  Miq. ●

ヒメハギ ヒメハギ Polygala japonica Houtt.
ヒメハギ ホソバヒメハギ Polygala japonica  Houtt. f. angustifolia  (Koidz.) Hara
ヒメハギ カキノハグサ Polygala reinii  Franch. et Savat.
ヒメハギ ヒナノキンチャク Polygala tatarinowii Regel
ヒメハギ ヒナノカンザシ Salomonia oblongifolia DC.
ドクウツギ ドクウツギ Coriaria japonica  A. Gray
ウルシ ツタウルシ Rhus ambigua Lavall. ex Dipp.
ウルシ リシリツタウルシ Rhus ambigua  Lavallee ex Dippel f. rishiriensis  (Nakai) Hara
ウルシ ヌルデ Rhus javanica  L. var. roxburgii  (DC.) Rehder ex Wils.
ウルシ ハネナシヌルデ Rhus javanica L. var. toyohashiensis  Hayashi
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ウルシ ハゼノキ Rhus succedanea L.
ウルシ ヤマハゼ Rhus sylvestris  Sieb. et Zucc.
ウルシ ヤマウルシ Rhus trichocarpa  Miq. ●

ウルシ ウルシノキ Rhus verniciflua  Stockes
カエデ アサノハカエデ Acer argutum Maxim.
カエデ ホソエカエデ Acer capillipes Maxim.
カエデ チドリノキ Acer carpinifolium Sieb. et Zucc.
カエデ ミツデカエデ Acer cissifolium  (Sieb. et Zucc.) K. Koch
カエデ ウリカエデ Acer crataegifolium  Sieb. et Zucc.
カエデ カジカエデ Acer diabolicum  Blume ex K. Koch
カエデ ヒトツバカエデ Acer distylum  Sieb. et Zucc.
カエデ ハウチワカエデ Acer japonicum  Thunb.
カエデ コミネカエデ Acer micranthum Sieb. et Zucc.
カエデ オニイタヤ Acer mono Maxim. var. ambiguum (Pax) Rehder
カエデ ウラゲエンコウカエデ Acer mono  Maxim. var. connivens  (Nichols.) Hara
カエデ イタヤカエデ Acer mono  Maxim. var. marmoratum  (Nichols.) Hara

カエデ アサヒカエデ
Acer mono Maxim. var. marmoratum  (Nichols.) Hara
　f. dissectum (Wesmael) Rehder

カエデ イトマキイタヤ Acer mono  Maxim. var. trichobasis Nakai
カエデ メグスリノキ Acer nikoense  Maxim.
カエデ テツカエデ Acer nipponicum  Hara
カエデ イロハモミジ Acer palmatum  Thunb.
カエデ オオモミジ Acer palmatum  Thunb. ssp. amoenum  (Carr.) Hara

カエデ ヒロバモミジ
Acer palmatum Thunb. ssp. amoenum  (Carr.) Hara
　f. latilobatum (Koidz.) Ohwi

カエデ フカギレオオモミジ
Acer palmatum  Thunb. ssp. amoenum  (Carr.) Hara
　f. palmatipartitum (Koidz.) Sugimoto

カエデ ウリハダカエデ Acer rufinerve Sieb. et Zucc.
カエデ オオイタヤメイゲツ Acer shirasawanum Koidz.
カエデ コハウチワカエデ Acer sieboldianum Miq.
カエデ ヒメウチワカエデ Acer sieboldianum  Miq. f. microphyllum  (Maxim.) Hara
カエデ ヒナウチワカエデ Acer tenuifolium  (Koidz.) Koidz.
カエデ ミネカエデ Acer tschonoskii  Maxim.
カエデ オガラバナ Acer ukurunduense Trautv. et Meyer
カエデ ウスゲオガラバナ Acer ukurunduense Trautv. et Meyer f. pilosum  Nakai
ムクロジ フウセンカズラ Cardiospermum halicacabum  L. ●

ムクロジ ムクロジ Sapindus mukorossi Gaertn. ●

トチノキ トチノキ Aesculus turbinata  Blume
アワブキ アワブキ Meliosma myriantha Sieb. et Zucc.
アワブキ ヤマビワ Meliosma rigida  Sieb. et Zucc.
アワブキ ミヤマハハソ Meliosma tenuis  Maxim.
ツリフネソウ エンシュウツリフネソウ Impatiens hypophylla  Makino var. microhypophylla (Nakai) Hara
ツリフネソウ キツリフネ Impatiens noli-tangere  L.
ツリフネソウ ツリフネソウ Impatiens textori  Miq.
ツリフネソウ コツリフネ Impatiens textori  Miq. f. minuscula Hayashi
ツリフネソウ シロツリフネ Impatiens textori  Miq. f. pallescens  Hara
ツリフネソウ ハグロツリフネ Impatiens textori  Miq. f. sordida Hayashi
モチノキ ナナミノキ Ilex chinensis  Sims
モチノキ ホソバナナメノキ Ilex chinensis Sims f. angustifolia Sugimoto
モチノキ イヌツゲ Ilex crenata Thunb.
モチノキ ハイイヌツゲ Ilex crenata Thunb. var. paludosa  (Nakai) Hara
モチノキ フウリンウメモドキ Ilex geniculata  Maxim.
モチノキ モチノキ Ilex integra Thunb.
モチノキ イヌモチ Ilex integra Thunb. f. ellipsoidea  (Y. Okamoto) Ohwi
モチノキ タラヨウ Ilex latifolia  Thunb.
モチノキ アオハダ Ilex macropoda  Miq.
モチノキ ケナシアオハダ Ilex macropoda  Miq. f. pseudomacropoda  (Loes.) Hara
モチノキ タマミズキ Ilex micrococca Maxim.
モチノキ ソヨゴ Ilex pedunculosa  Miq.
モチノキ クロガネモチ Ilex rotunda Thunb.
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モチノキ ツルツゲ Ilex rugosa  Fr. Schm. var. hondoensis  Yamazaki
モチノキ ウメモドキ Ilex serrata Thunb.
モチノキ イヌウメモドキ Ilex serrata Thunb. f. argutidens  (Miq.) Kurata
モチノキ フジウメモドキ Ilex serrata Thunb. f. glabrifolia Kurata
モチノキ キミノウメモドキ Ilex serrata Thunb. f. xanthocarpa (Rehder) Rehder
モチノキ クロソヨゴ Ilex sugerokii Maxim.
ニシキギ イワウメヅル Celastrus flagellaris Rupr.
ニシキギ ツルウメモドキ Celastrus orbiculatus Thunb.
ニシキギ イヌツルウメモドキ Celastrus orbiculatus Thunb. var. papillosus (Nakai ex Hara) Ohwi
ニシキギ オニツルウメモドキ Celastrus orbiculatus Thunb. var. strigilosus  (Nakai) Makino
ニシキギ ナガバツルウメモドキ Celastrus orbiculatus Thunb. f. lancifolius  (Nakai) Sugimoto
ニシキギ オオツルウメモドキ Celastrus stephanotifolius  (Makino) Makino
ニシキギ ニシキギ Euonymus alatus  (Thunb.) Sieb.

ニシキギ コマユミ
Euonymus alatus  (Thunb.) Sieb.
　f. ciliatodentatus (Franch. et Savat.) Hiyama

ニシキギ オオコマユミ Euonymus alatus  (Thunb.) Sieb. var. rotundatus (Makino) Hara
ニシキギ ツルマサキ Euonymus fortunei  (Turcz.) Hand. -Mazz.
ニシキギ マサキ Euonymus japonicus  Thunb.
ニシキギ ヒロハツリバナ Euonymus macropterus  Rupr.
ニシキギ サワダツ Euonymus melananthus  Franch. et Savat.
ニシキギ ツリバナ Euonymus oxyphyllus  Miq.
ニシキギ オオツリバナ Euonymus planipes (Koehne) Koehne
ニシキギ マユミ Euonymus sieboldianus  Blume
ニシキギ カントウマユミ Euonymus sieboldianus  Blume var. sanguineus Nakai
ニシキギ クロツリバナ Euonymus tricarpus Koidz.
ニシキギ モクレイシ Microtropis japonica  (Franch. et Savat.) H. Hallier
ミツバウツギ ゴンズイ Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz
ミツバウツギ ミツバウツギ Staphylea bumalda (Thunb.) DC.

ツゲ ツゲ
Buxus microphylla Sieb. et Zucc.
　var. japonica (Muell. Arg. ex Miq.) Rehder et Wils.

ツゲ フッキソウ Pachysandra terminalis  Sieb. et Zucc.
クロウメモドキ ヨコグラノキ Berchemiella berchemiaefolia  (Makino) Nakai
クロウメモドキ オオクマヤナギ Berchemia magna  (Makino) Koidz.
クロウメモドキ ミヤマクマヤナギ Berchemia pauciflora Maxim.
クロウメモドキ クマヤナギ Berchemia racemosa Sieb. et Zucc.
クロウメモドキ ケンポナシ Hovenia dulcis  Thunb.
クロウメモドキ ケケンポナシ Hovenia tomentella (Makino) Nakai
クロウメモドキ ハマナツメ Paliurus ramosissimus  (Lour.) Poiret
クロウメモドキ クロカンバ Rhamnus costata Maxim.
クロウメモドキ イソノキ Rhamnus crenata Sieb. et Zucc.
クロウメモドキ クロツバラ Rhamnus davurica Pallas var. nipponica  Makino
クロウメモドキ クロウメモドキ Rhamnus japonica Maxim. var. decipiens Maxim.
ブドウ テリハノブドウ Ampelopsis brevipedunculata  (Maxim.) Trautv. var. glabrifolia Honda

ブドウ ノブドウ
Ampelopsis brevipedunculata  (Maxim.) Trautv.
　var. heterophylla (Thunb.) Hara

ブドウ キレハノブドウ
Ampelopsis brevipedunculata  (Maxim.) Trautv.
　var. heterophylla (Thunb.) Momiyama f. citrulloides  (Lebas) Rehd.

ブドウ ヤブガラシ Cayratia japonica  (Thunb.) Gagn.
ブドウ ツタ Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
ブドウ ヤマブドウ Vitis coignetiae  Pulliat ex Planch.
ブドウ タケシマヤマブドウ Vitis coignetiae Pulliat ex Planch. var. glabrescens  Hara

ブドウ キクバエビヅル
Vitis ficifolia Bunge var. lobata  (Regel) Nakai
　f. sinuata (Regel) Murata

ブドウ サンカクヅル Vitis flexuosa Thunb.
ブドウ アマヅル Vitis saccharifera Makino
ブドウ ヨコグラブドウ Vitis saccharifera Makino var. yokogurana  (Makino) Ohwi
ブドウ エビヅル Vitis thunbergii Sieb. et Zucc.
ブドウ ウスゲサンカクヅル Vitis flexuosa  Thunb. var. tsukubana  Makino
ホルトノキ ホルトノキ Elaeocarpus sylvestris  (Lour.) Poir. var. ellipticus  (Thunb.) Hara
シナノキ カラスノゴマ Corchoropsis tomentosa  (Thunb.) Makino
シナノキ シナノキ Tilia japonica  (Miq.) Simonkai
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シナノキ ラセンソウ Triumfetta japonica  Makino
アオイ トロロアオイ Abelomoschus manihot  (L.) Medic. ●

アオイ イチビ Abutilon theorhrosti  Medic. ●

アオイ タチアオイ Althaea rosea Cav. ●

アオイ ハマボウ Hibiscus hamabo Sieb. et Zucc.
アオイ フヨウ Hibiscus mutabilis  L. ●

アオイ ムクゲ Hibiscus syriacus L. ●

アオイ ギンセンカ Hibiscus trionum  L. ●

アオイ ウサギアオイ Malva parviflora  L. ●

アオイ ハイアオイ Malva rotundifolia L. ●

アオイ ゼニアオイ Malva sylvestris L. var. mauritiana  Boiss ●

アオイ フユアオイ Malva verticillata L. ●

アオイ ホソバキンゴジカ Sida acuta Burm. fil. ●

アオイ キンゴジカ Sida rhombifolia  L. ●

アオイ アメリカキンゴジカ Sida spinosa  L. ●

アオギリ ケナシアオギリ Firmiana simplex  (L. fil.) Schott. ex Endl.
アオギリ アオギリ Firmiana simplex  (L. fil.) Schott. ex Endl. f. tomentosa  (Thunb.) Hara ●

アオギリ ノジアオイ Melochia corchorifolia  L. ●

ジンチョウゲ コショウノキ Daphne kiusiana  Miq.
ジンチョウゲ オニシバリ Daphne pseudo-mezereum  A. Gray
ジンチョウゲ チョウセンナニワズ Daphne pseudo-mezereum A. Gray var. koreana (Nakai) Hamaya
ジンチョウゲ コガンピ Diplomorpha ganpi (Sieb. et Zucc.) Nakai
ジンチョウゲ サクラガンピ Diplomorpha pauciflora (Franch. et Savat.) Nakai
ジンチョウゲ ミトガンピ Diplomorpha × ramulosa Hamaya
ジンチョウゲ ガンピ Diplomorpha sikokiana (Franch. et Savat.) Honda
ジンチョウゲ ミツマタ Edgeworthia chrysantha Lindley ●

グミ ツルグミ Elaeagnus glabra  Thunb.
グミ オオバグミ（マルバグミ） Elaeagnus macrophylla  Thunb.
グミ ハコネグミ Elaeagnus matsunoana  Makino
グミ ウラボシハコネグミ Elaeagnus matsunoana  Makino var. hypostellata  Araki
グミ マメグミ Elaeagnus montana  Makino
グミ ナツグミ Elaeagnus multiflora Thunb.
グミ ホソバナツグミ Elaeagnus multiflora  Thunb. var. multiflora
グミ ヒロハナツグミ Elaeagnus multiflora  Thunb. f. orbiculata (Makino) Araki
グミ トウグミ Elaeagnus multiflora  Thunb. var. hortensis  (Maxim.) Servettaz
グミ アリマグミ Elaeagnus murakamiana  Makino
グミ オオナワシログミ Elaeagnus nikaii  Nakai

グミ
ツクバグミ
（ニッコウナツグミ）

Elaeagnus nikoensis  Nakai ex Hara

グミ ナワシログミ Elaeagnus pungens  Thunb.
グミ センベイグミ Elaeagnus pungens  Thunb. f. rotundifolia  Hara
グミ マルバツルグミ Elaeagnus  × reflexa Morr et Mecne
グミ オオバツルグミ Elaeagnus × submacrophylla Serv.
グミ アキグミ Elaeagnus umbellata  Thunb.
グミ カラアキグミ Elaeagnus umbellata  Thunb. var. coreana (Lév.) Lév.
グミ マルバアキグミ Elaeagnus umbellata Thunb. var. rotundifolia  Makino
グミ キミノアキグミ Elaeagnus umbellata  Thunb. f. higuchiana  (Honda) Hara
イイギリ イイギリ Idesia polycarpa Maxim.
スミレ エゾノタチツボスミレ Viola acuminata Ledeb.

スミレ アリアケスミレ
Viola betonicifolia  Smith
　var. albescens (Nakai) F. Maek. et Hashimoto

スミレ キバナノコマノツメ Viola biflora  L.
スミレ アカイシキバナノコマノツメ Viola biflora  L. var. akaishiensis  H. Takahashi et Ohba
スミレ ナガバノスミレサイシン Viola bissetii Maxim.
スミレ ウスバスミレ Viola blandaeformis  Nakai
スミレ ヒメミヤマスミレ Viola boissieuana Makino

スミレ ヒゴスミレ
Viola chaerophylloides  (Regel) W. Becker
　var. sieboldiana (Maxim.) Makino

スミレ ヒメスミレ
Viola confusa Champ. ex Bentham
　ssp. nagasakiensis (W. Becker) F. Maek. et Hashimoto
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スミレ ケヒメスミレ
Viola confusa Champ. ex Bentham
　ssp. nagasakiensis  (W. Becker) F. Maek. et Hashimoto
　f. pilosa F. Meak. et Hashimoto

スミレ エイザンスミレ Viola eizanensis Makino
スミレ スルガキクバスミレ Viola × eiza-sieboldii Sugimoto ex Hama
スミレ タチツボスミレ Viola grypoceras A. Gray
スミレ シロバナタチツボ Viola grypoceras A. Gray f. albiflora Makino
スミレ コタチツボスミレ Viola grypoceras  A. Gray var. exilis  (Miq.) Nakai
スミレ シチトウスミレ Viola grypoceras  A. Gray var. hichitoana  (Nakai) F. Maek.
スミレ ケタチツボスミレ Viola grypoceras A. Gray var. pubescens  Nakai
スミレ ケイリュウタチツボスミレ Viola grypoceras A. Grey var. ripensis N. Yamada et Okamoto
スミレ サクラスミレ Viola hirtipes  S. Moore
スミレ アオイスミレ Viola hondoensis  W. Becker et H. Boiss.
スミレ コスミレ Viola japonica Langsd.
スミレ ケマルバスミレ Viola keiskei Miq.
スミレ マルバスミレ Viola keiskei  Miq. var. glabra  (Makino) W. Becker
スミレ スミレ Viola mandshurica  W. Becker
スミレ ワカシュウスミレ Viola mandshurica W. Becker f. glabripetala  Hiyama
スミレ ビロードスミレ Viola mandshurica  W. Becker f. villosa  Sugimoto
スミレ ホコバスミレ Viola mandshurica W. Becker var. ikedeana  (Beck.) F. Maek.
スミレ アツバスミレ Viola mandshurica W. Becker var. triangularis  Mizushima

スミレ ケアツバスミレ
Viola mandshurica W. Becker
　var. triangularis Mizushima f. pubigera Hiyama

スミレ アズマスミレ Viola × martinii F. Maek.
スミレ コミヤマスミレ Viola maximowicziana  Makino
スミレ ニオイタチツボスミレ Viola obtusa  (Makino) Makino
スミレ サンロクタチツボ Viola obtusa (Makino) Makino f. alba Sugimoto
スミレ シロバナニオイタチツボ Viola obtusa  (Makino) Makino f. chibai  Hiyama
スミレ ケナシニオイタチツボスミレ Viola obtusa (Makino) Makino f. nuda  (Ohwi) F. Maek.
スミレ マルバタチツボスミレ Viola × obtuso-grypoceras Makino
スミレ キスミレ Viola orientalis  (Maxim.) W. Becker
スミレ ナガバタチツボスミレ Viola ovato-oblonga (Miq.) Makino
スミレ ケナガバタチツボスミレ Viola ovato-oblonga (Miq.) Makino f. pubescens  (Nakai) F. Maek.
スミレ ハダカシロスミレ Viola patrinii  DC. f. glabra  F. Maek.
スミレ アカネスミレ Viola phalacrocarpa Maxim.
スミレ オカスミレ Viola phalacrocarpa  Maxim. var. glaberrima  W. Beker
スミレ ウスゲアカネスミレ Viola phalacrocarpa Maxim. f. subpubescens  (Hiyama) F. Maek.
スミレ ミツモリスミレ Viola × psedo-makinoi Mizushima
スミレ コウズスミレ Viola pumilio  W. Becker var. obtusa Nakai
スミレ アケボノスミレ Viola rossii Hemsl.
スミレ ナガハシスミレ Viola rostrata  Muhl. var. japonica  (W. Becker et H. Boiss.) Ohwi
スミレ ミヤマスミレ Viola selkirkii Pursh
スミレ フギレミヤマスミレ Viola selkirkii Pursh f. laciniata  F. Maek.
スミレ シコクスミレ Viola shikokiana  Makino
スミレ フモトスミレ Viola sieboldii  Maxim.
スミレ ヒナスミレ Viola takedana  Makino
スミレ フジスミレ Viola tokubuchiana  Makino
スミレ ゲンジスミレ Viola variegata  Fisch. var. nipponica  Makino
スミレ ツボスミレ Viola verecunda A. Gray
スミレ アギスミレ Viola verecunda A. Gray var. semilunaris  Maxim.
スミレ シハイスミレ Viola violacea  Makino
スミレ フイリシハイスミレ Viola violacea  Makino f. versicolor  Hama
スミレ マキノスミレ Viola violacea Makino var. makinoi (H. Boiss.) Hiyama
スミレ ヒメスミレサイシン Viola yazawana  Makino
スミレ ノジスミレ Viola yedoensis Makino
スミレ ケナシノジスミレ Viola yedoensis Makino f. glaberrima  F. Maek.
スミレ ヒカゲスミレ Viola yezoensis  Maxim.
キブシ キブシ Stachyurus praecox  Sieb. et Zucc.
キブシ ハチジョウキブシ Stachyurus praecox  Sieb. et Zucc. var. matsuzakii  (Nakai) Makino
ミゾハコベ イヌミゾハコベ Elatine triandra  Schk.
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ミゾハコベ ミゾハコベ Elatine triandra Schk. var. pedicellata Krylov
シュウカイドウ シキザキベゴニア Begonia cucullata  Willd. var. hookeri  (DC.) Smith et Schub. ●

シュウカイドウ シュウカイドウ Begonia evansiana Andr. ●

ウリ ゴキヅル Actinostemma lobatum  Maxim. ex Franch. et Savat.
ウリ アマチャヅル Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino
ウリ スズメウリ Melothria japonica (Thunb.) Maxim.
ウリ クロミノオキナワスズメウリ Melothria liukiuensis Nakai ●

ウリ ミヤマニガウリ Schizopepon bryoniaefolius  Maxim.
ウリ ハヤトウリ Sechium edule  Sw. ●

ウリ アレチウリ Sicyos angulatus  L. ●

ウリ カラスウリ Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim.
ウリ キカラスウリ Trichosanthes kirilowii Maxim. var. japonica  (Miq.) Kitam.
ウリ モミジカラスウリ Trichosanthes multiloba  Miq.
ミソハギ ホソバヒメミソハギ Ammannia coccinea  Rottb. ●

ミソハギ ヒメミソハギ Ammannia multiflora  Roxb.
ミソハギ ミソハギ Lythrum anceps (Koehne) Makino
ミソハギ コメバミソハギ Lythrum hyssopifolia  L. ●

ミソハギ エゾミソハギ Lythrum salicaria  L.
ミソハギ シラゲエゾミソハギ Lythrum salicaria  L. f. tomentosum  DC.
ミソハギ ミズスギナ Rotala hippuris Makino
ミソハギ キカシグサ Rotala indica  (Willd.) Koehne var. uliginosa  (Miq.) Koehne
ミソハギ ミズキカシグサ Rotala littorea  (Miq.) Nakai
ミソハギ ミズマツバ Rotala pusilla  Tulasne
ヒシ ヒメビシ Trapa incisa  Sieb. et Zucc.
ヒシ エナガビシ Trapa gracilipes Sugimoto
ヒシ ヒシ Trapa japonica  Flerov
ヒシ メビシ Trapa japonica  Flerov var. rubeola  Makino
ヒルギ メヒルギ Kandelia candel (L.) Druce ●

アカバナ ヤナギラン Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.
アカバナ ミヤマタニタデ Circaea alpina  L.
アカバナ ケミヤマタニタデ Circaea alpina  L. f. pilosula  Kitag.
アカバナ ウシタキソウ Circaea cordata  Royle
アカバナ タニタデ Circaea erubescens  Franch. et Savat.
アカバナ ミズタマソウ Circaea mollis  Sieb. et Zucc.
アカバナ ヒロハノミズタマソウ Circaea mollis Sieb. et Zucc. f. ovata  Kitam.
アカバナ ケゴンアカバナ Epilobium amurense Hausskn.
アカバナ イワアカバナ Epilobium cephalostigma  Hausskn.
アカバナ ケナシイワアカバナ Epilobium cephalostigma  Hausskn. var. nudicarpum  Hara
アカバナ ヒメアカバナ Epilobium fauriei  Lév.
アカバナ ミヤマアカバナ Epilobium foucaudianum  Lév
アカバナ アカバナ Epilobium pyrricholophum  Franch. et Savat.

アカバナ
イヌヤマモモソウ
（コバナヤマモモソウ）

Gaura parviflora  Douglas ●

アカバナ チョウジタデ Ludwigia epilobioides  Maxim.
アカバナ ウスゲチョウジタデ Ludwigia greatrexii  Hara
アカバナ ミズユキノシタ Ludwigia ovalis  Miq.
アカバナ メマツヨイグサ Oenothera biennis L. ●

アカバナ オオマツヨイグサ Oenothera erythrosepala  Borbás ●

アカバナ コマツヨイグサ Oenothera laciniata  Hill ●

アカバナ ヒナマツヨイグサ Oenothera perenis ●

アカバナ ユウゲショウ Oenothera rosea L'H-r. ●

アカバナ ヒルザキツキミソウ Oenothera speciosa  Nutt. ●

アカバナ マツヨイグサ Oenothera striata  Ledeb. ex Link ●

アカバナ ツキミソウ Oenothera tetraptera  Cav. ●

アリノトウグサ アリノトウグサ Haloragis micrantha  (Thunb.) R. Br.
アリノトウグサ オオフサモ Myriophyllum aquaticum  (Vellozo) Verdic. ●

アリノトウグサ ホザキノフサモ Myriophyllum spicatum  L.
アリノトウグサ タチモ Myriophyllum ussuriense  (Regel) Maxim.
アリノトウグサ フサモ Myriophyllum verticillatum  L.
ヤマトグサ ヤマトグサ Theligonum japonicum Okubo et Makino
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ウリノキ ビロウドウリノキ Alangium platanifolium (Sieb. et Zucc.) Harms f. velutinum Sugimoto

ウリノキ ウリノキ
Alangium platanifolium  (Sieb. et Zucc.) Harms
　var. trilobum (Miq.) Ohwi

ミズキ アオキ Aucuba japonica  Thunb.
ミズキ ホソバアオキ Aucuba japonica  Thunb. f. longifolia  (Moore) Schelle
ミズキ ヤマボウシ Benthamidia japonica (Sieb. et Zucc.) Hara
ミズキ ベニヤマボウシ Benthamidia japonica  Hara f. rosea  Hara
ミズキ アオヤマボウシ Benthamidia japonica Hara f. viridis  Sugimoto
ミズキ ゴゼンタチバナ Chamaepericlymenum canadensis  (L.) Aschers. et Graebn.
ミズキ ハナイカダ Helwingia japonica  (Thunb.) F. G. Dietrich
ミズキ コバノハナイカダ Helwingia japonica (Thunb.) F. G. Dietrich var. parvifolia  Makino
ミズキ ミズキ Swida controversa (Hemsl.) Soják
ミズキ クマノミズキ Swida macrophylla (Wall.) Soják
ウコギ ケヤマウコギ Acanthopanax divaricatus (Sieb. et Zucc.) Seem.
ウコギ オカウコギ Acanthopanax japonicus  Franch. et Savat.
ウコギ ウラジロウコギ Acanthopanax hypoleucus  Makino
ウコギ コシアブラ Acanthopanax sciadophylloides  Franch. et Savat.
ウコギ ヤマウコギ Acanthopanax spinosus (L. fil.) Miq.
ウコギ ミヤマウコギ Acanthopanax trichodon  Franch. et Savat.
ウコギ ウド Aralia cordata Thunb.
ウコギ タラノキ Aralia elata (Miq.) Seem.
ウコギ メダラ Aralia elata (Miq.) Seem. f.canescens  (Franch. et Savat.) Yamazaki
ウコギ ミヤマウド Aralia glabra Matsum.
ウコギ カクレミノ Dendropanax trifidus  (Thunb.) Makino
ウコギ タカノツメ Evodiopanax innovans  (Sieb. et Zucc.) Nakai
ウコギ ヤツデ Fatsia japonica (Thunb.) Decne. et Planch.
ウコギ キヅタ Hedera rhombea  (Miq.) Bean
ウコギ ハリギリ Kalopanax pictus  (Thunb.) Nakai
ウコギ ケハリギリ Kalopanax pictus  (Thunb.) Nakai var. magnificus  Nakai
ウコギ ハリブキ Oplopanax japonicus  (Nakai) Nakai
ウコギ トチバニンジン Panax japonicus  C. A. Meyer
ウコギ サイヨウチクセツニンジン Panax japonicus  C. A. Meyer var. angustatus  (Makino) Hara
ウコギ カミヤツデ Tetrapanax papyriferus (Hook.) K. Koch ●

セリ エゾボウフウ Aegopodium alpestre  Ledeb.
セリ ドクゼリモドキ Ammi majus  L. ●

セリ トウキ Angelica acutiloba  (Sied. et Zucc.) Kitag.
セリ ノダケ Angelica decursiva  (Miq.) Franch. et Savat.

セリ シロバナノダケ
Angelica decursiva  (Miq.) Franch. et Savat.
　f. albiflora (Maxim.) Nakai

セリ アマニュウ Angelica edulis  Miyabe ex Yabe
セリ イワニンジン Angelica hakonensis  Maxim.
セリ ハナビゼリ Angelica inaequalis  Maxim.
セリ ハマウド Angelica japonica  A. Gray
セリ アシタバ Angelica keiskei  (Miq.) Koidz.
セリ ミヤマシシウド Angelica matsumurae  Yabe
セリ シラネセンキュウ Angelica polymorpha  Maxim.
セリ シシウド Angelica pubescens  Maxim.
セリ シャク Anthriscus aemula  Schischkin
セリ ノハラシャク Anthriscus vulgaris  Pers. ●

セリ マツバゼリ Apium leptophyllum  F. Muell. ●

セリ ホタルサイコ
Bupleurum longeradiatum  Turcz.
　ssp. sachalinense (Fr. Schm.) Kitag. var. elatius  Kitag.

セリ ハクサンサイコ Bupleurum nipponicum  Koso-polj.
セリ ツキヌキサイコ Bupleurum rotundifolium L. ●

セリ ミシマサイコ Bupleurum scorzoneraefolium  Willd. var. stenophyllum  Nakai
セリ ツボクサ Centella asiatica  (L.) Urban
セリ セントウソウ Chamaele decumbens  (Thunb.) Makino
セリ オオギバセントウソウ Chamaele decumbens  (Thunb.) Makino f. flabellifoliolata  Y. Kimura
セリ ミヤマセントウソウ Chamaele decumbens  (Thunb.) Makino var. japonica  (Yabe) Makino
セリ ドクゼリ Cicuta virosa  L.
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セリ ハマゼリ Cnidium japonicum  Miq.
セリ ミヤマゼンコ Coelopleurum multisectum  (Maxim.) Kitag.
セリ ミヤマセンキュウ Conioselinum filicinum  (Wolff) Hara
セリ コエンドロ Coriandrum sativum  L. ●

セリ ミツバ Cryptotaenia japonica  Hassk.
セリ ウシミツバ Cryptotaenia japonica  Hassk. f. dissecta  (Yabe) Hara
セリ ノラニンジン Daucus carota  L. ●

セリ ウイキョウ Foeniculum vulgare  Gaertn. ●

セリ ハマボウフウ Glehnia littoralis  Fr. Schm. ex Miq.
セリ ホソバハナウド Heracleum dulce  Fisch. var. akasimontanum  (Koidz.) Kitag.
セリ ハナウド Heracleum nipponicum Kitag.
セリ オオバチドメ Hydrocotyle javanica  Thunb.
セリ ノチドメ Hydrocotyle maritima  Honda
セリ オオチドメ Hydrocotyle ramiflora Maxim.
セリ チドメグサ Hydrocotyle sibthorpioides  Lam.
セリ ヒメチドメ Hydrocotyle yabei  Makino
セリ ミヤマチドメ Hydrocotyle yabei  Makino var. japonica  (Makino) Hiroe
セリ イブキボウフウ Libanotis coreana  (Wolff) Kitag.
セリ タカネイブキボウフウ Libanotis coreana  (Wolff) Kitag. var. alpicola  Kitag.
セリ セリ Oenanthe javanica  DC.
セリ ヤブニンジン Osmorhiza aristata  (Thunb.) Rydb.
セリ ミヤマヤブニンジン Osmorhiza aristata  (Thunb.) Rydb. var. montana Makino
セリ ミヤマニンジン Ostericum florentii  (Franch. et Savat.) Kitag.
セリ ヤマゼリ Ostericum sieboldii  (Miq.) Nakai
セリ ボタンボウフウ Peucedanum japonicum Thunb.
セリ ハクサンボウフウ Peucedanum multivittatum  Maxim.
セリ カワラボウフウ Peucedanum terebinthaceum Fisch.
セリ オオカサモチ Pleurospermum camtschaticum  Hoffm.
セリ イワセントウソウ Pternopetalum tanakae  (Franch. et Savat.) Hand. -Mazz.
セリ ウマノミツバ Sanicula chinensis  Bunge
セリ ヤマナシウマノミツバ Sanicula kaiensis  Makino et Hisauchi
セリ フキヤミツバ Sanicula tuberculata Maxim.
セリ ナガミゼリ Scandix pecten-veneris L. ●

セリ ムカゴニンジン Sium ninsi  L.
セリ ヌマゼリ Sium suave  Walter ssp. nipponicum  (Maxim.) Sugimoto
セリ カノツメソウ Spuriopimpinella calycina  (Maxim.) Kitag.
セリ ヒカゲミツバ Spuriopimpinella nikoensis (Yabe ex Hisauti) Kitag.

セリ ハゴロモヒカゲミツバ
Spuriopimpinella nikoensis  (Yabe ex Hisauti) Kitag.
　f. dissecta (Nakai) Ohwi

セリ シラネニンジン Tilingia ajanensis  Regel
セリ イブキゼリモドキ Tilingia holopetala  (Maxim.) Kitag.
セリ ミヤマウイキョウ Tilingia tachiroei  (Franch. et Savat.) Kitag.
セリ ヤブジラミ Torilis japonica (Houtt.) DC.
セリ ツルヤブジラミ Torilis nodosa  (L.) Gaertn. ●

セリ オヤブジラミ Torilis scabra  (Thunb.) DC.
イワウメ イワウメ Diapensia lapponica  L. ssp. obovata  (Fr. Schm.) Hultén
イワウメ ヒメイワカガミ Schizocodon ilicifolius  Maxim.
イワウメ ヤマイワカガミ Schizocodon intercedens  (Ohwi) Yamazaki
イワウメ イワカガミ Schizocodon soldanelloides  Sieb. et Zucc.
イワウメ イワウチワ Shortia uniflora  (Maxim.) Maxim.
リョウブ リョウブ Clethra barbinervis  Sieb. et Zucc.
リョウブ チャボリョウブ Clethra barbinervis  Sieb. et Zucc. var. stolonifera  (Nakai) Honda
イチヤクソウ ウメガサソウ Chimaphila japonica  Miq.
イチヤクソウ シャクジョウソウ Monotropa hypopithys  L.
イチヤクソウ ハダカシャクジョウソウ Monotropa hypopithys L. var. glaberrima  Hara

イチヤクソウ
ギンリョウソウモドキ
　（アキノギンリョウソウ）

Monotropa uniflora L.

イチヤクソウ ギンリョウソウ Monotropastrum humile  (D. Don) Hara
イチヤクソウ ベニバナギンリョウソウ Monotropastrum humile  (D. Don) Hara f. roseum  Honda
イチヤクソウ コイチヤクソウ Orthilia secunda  (L.) House
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イチヤクソウ コバノイチヤクソウ Pyrola alpina  H. Andr.
イチヤクソウ ベニバナコバノイチヤクソウ Pyrola alpina  H. Andr. f. rosea  Sugimoto
イチヤクソウ ベニバナイチヤクソウ Pyrola incarnata  Fisch.
イチヤクソウ イチヤクソウ Pyrola japonica  Klenze
イチヤクソウ ヒトツバイチヤクソウ Pyrola japonica  Klenze var. subaphylla  (Maxim) H. Andres
イチヤクソウ マルバノイチヤクソウ Pyrola nephrophylla  (H. Andres ) H. Andres
イチヤクソウ ジンヨウイチヤクソウ Pyrola renifolia  Maxim.
ツツジ コメバツガザクラ Arcterica nana  (Maxim.) Makino
ツツジ ウラシマツツジ Arctous alpinus  (L.) Niedenzu var. japonicus  (Nakai) Ohwi
ツツジ イワヒゲ Cassiope lycopodioides  (Pall.) D. Don
ツツジ ミヤマホツツジ Cladothamnus bracteatus (Maxim.) Yamazaki
ツツジ ホツツジ Elliottia paniculata (Sieb. et Zucc.) Benth. et Hook.
ツツジ サラサドウダン Enkianthus campanulatus  (Miq.) Nicholson

ツツジ シロフウリンツツジ
Enkianthus campanulatus  (Miq.) Nicholson
　f. albiflorus (Makino) Makino

ツツジ
ベニドウダン
　（チチブドウダン）

Enkianthus cernuus  (Sieb. et Zucc.) Makino
　f. rubens (Maxim.) Makino

ツツジ コアブラツツジ Enkianthus nudipes  (Honda) Ohwi
ツツジ ヒロハドウダンツツジ Enkianthus perulatus  (Miq.) Schneider f. japonicus  (Hook. fil.) Kitam.
ツツジ カイナンサラサドウダン Enkianthus sikokianus  (Palibin) Ohwi
ツツジ シラタマノキ（シロモノ） Gaultheria pyroloides  Hook. et Thoms.
ツツジ ハナヒリノキ Leucothoe grayana  Maxim.
ツツジ ウラジロハナヒリノキ Leucothoe grayana  Maxim. var. hypoleuca  Nakai
ツツジ ヒメハナヒリノキ Leucothoe grayana  Maxim. f. parvifolia  (Hara) Yamazaki
ツツジ ハコネハナヒリノキ Leucothoe grayana  Maxim. f. venosa  (Nakai) Yamazaki
ツツジ イワナンテン Leucothoe keiskei  Miq.
ツツジ ミネズオウ Loiseleuria procumbens  (L.) Desvaux

ツツジ ネジキ
Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude
　var. elliptica (Sieb. et Zucc.) Hand. -Mazz.

ツツジ
ツリガネツツジ
（ウスギヨウラク）

Menziesia cilicalyx  (Miq.) Maxim.

ツツジ ウラジロヨウラク Menziesia multiflora  Maxim.
ツツジ ムラサキツリガネツツジ Menziesia multiflora  Maxim. var. purpurea  (Makino) Ohwi

ツツジ フジツリガネツツジ
Menziesia multiflora  Maxim.
　var. purpurea (Makino) Ohwi f. glabrescens (Nakai) Ohwi

ツツジ コヨウラクツツジ Menziesia pentandra  Maxim.
ツツジ アオノツガザクラ Phyllodoce aleutica  (Spreng.) A. Heller
ツツジ オオツガザクラ Phyllodoce alpina  Koidz.
ツツジ ツガザクラ Phyllodoce nipponica  Makino
ツツジ アセビ Pieris japonica  (Thunb.) D. Don
ツツジ アマギツツジ Rhododendron amagianum  Makino
ツツジ スルガヤマツツジ Rhododendron × ashitakayamense Sugimoto
ツツジ シロバナスルガヤマツツジ Rhododendron × ashitakayamense Sugimoto f. album Sugimoto
ツツジ キバナシャクナゲ Rhododendron aureum  Georgi
ツツジ ハクサンシャクナゲ Rhododendron brachycarpum  G. Don

ツツジ キョウマルシャクナゲ
Rhododendron degronianum Carr. ssp. heptamerum  (Maxim.) Hara
　var. kyomaruense (Yamazaki) Hara

ツツジ アマギシャクナゲ
Rhododendron degronianum Carr. ssp. heptamerum  (Maxim.) Hara
　var. kyomaruense (Yamazaki) Hara f. amagianum (Yamazaki) Hara

ツツジ ミツバツツジ Rhododendron dilatatum  Miq.
ツツジ サツキ Rhododendron indicum  (L.) Sweet
ツツジ レンゲツツジ Rhododendron japonicum  (A. Gray) Suringar
ツツジ ヒカゲツツジ Rhododendron keiskei  Miq.
ツツジ キヨスミミツバツツジ Rhododendron kiyosumense  Makino
ツツジ アシタカツツジ Rhododendron komiyamae  Makino
ツツジ モチツツジ Rhododendron macrosepalum Maxim.

ツツジ
エンシュウシャクナゲ
　（ホソバシャクナゲ）

Rhododendron makinoi  Tagg ex Nakai

ツツジ ニッコウキバナシャクナゲ Rhododendron × niko-montanum Nakai

ツツジ ヤマツツジ
Rhododendron obtusum  (Lindl.) Planchon
　var. kaempferi (Planch.) Wilson
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ツツジ シロバナヤマツツジ
Rhododendron obtusum  (Lindl.) Planchon
　var. kaempferi (Planch.) Wilson f. album Nakai

ツツジ ムラサキヤマツツジ
Rhododendron obtusum (Lindl.) Planchon
　var. kaempferi (Planch.) Wilson f. mikawanum  Makino

ツツジ アカシマヤマツツジ
Rhododendron obtusum  (Lindl.) Planchon
　var. kaempferi (Planch.) Wilson f. zonale Nakai

ツツジ テリハヤマツツジ
Rhododendron obtusum  (Lindl.) Planchon
　var. lusidusculum (Nakai) Sugimoto

ツツジ アカヤシオ Rhododendron pentaphyllum  Maxim. var. nikoense  Komatsu
ツツジ シロヤシオ Rhododendron quinquefolium  Biss. et Moore
ツツジ コバノミツバツツジ Rhododendron reticulatum  D. Don
ツツジ シロバナコバノミツバツツジ Rhododendron reticulatum  D. Don f. leucanthum  Hara

ツツジ
シブカワツツジ
　（ジングウツツジ）

Rhododendron sanctum  Nakai var. lasiogynum  Nakai ex Sugimoto

ツツジ シロバナシブカワツツジ
Rhododendron sanctum  Nakai
　var. lasiogynum Nakai ex Sugimoto f. albiflorum  Sugimoto

ツツジ バイカツツジ Rhododendron semibarbatum  Maxim.
ツツジ ウンゼンツツジ Rhododendron serpyllifolium  (A. Gray) Miq.

ツツジ
シロウンゼン
　（シロバナウンゼンツツジ）

Rhododendron serpyllifolium  (A. Gray) Miq. f. album  Yamazaki

ツツジ ムサシミツバツツジ Rhododendron × tatuoi Nakai
ツツジ ミヤコツツジ Rhododendron × tectum Koidz.
ツツジ オオヤマツツジ Rhododendron transiens  Nakai

ツツジ チョウジコメツツジ
Rhododendron tschonoskii  Maxim.
　var. tetramerum (Makino) Komatsu

ツツジ トウゴクミツバツツジ Rhododendron wadanum  Makino
ツツジ シロバナトウゴクミツバツツジ Rhododendron wadanum  Makino f. leucanthum  (Makino) Hara
ツツジ ハコネコメツツジ Tsusiophyllum tanakae  Maxim.
ツツジ シャシャンボ Vaccinium bracteatum  Thunb.
ツツジ ナガバシャシャンボ Vaccinium bracteatum Thunb. f. lanceolatum  (Nakai) Sugimoto
ツツジ ウスノキ Vaccinium hirtum  Thunb. var. pubescens  (Koidz.) Yamazaki

ツツジ ケウスノキ
Vaccinium hirtum Thunb. var. pubescens  (Koidz.) Yamazaki
　f. lasiocarpum (Koidz.) Ohwi

ツツジ アクシバ Vaccinium japonicum  Miq.
ツツジ ヤナギバスノキ Vaccinium × nikkoense Nakai
ツツジ ナツハゼ Vaccinium oldhamii Miq.
ツツジ クロウスゴ Vaccinium ovalifolium  J. E. Smith

ツツジ
ナガボナツハゼ
　（ホナガナツハゼ）

Vaccinium sieboldii  Miq.

ツツジ オオバスノキ Vaccinium smallii  A. Gray
ツツジ スノキ Vaccinium smallii  A. Gray var. glabrum  Koidz.
ツツジ クロマメノキ Vaccinium uliginosum  L.
ツツジ コケモモ Vaccinium vitis-idaea  L.
ガンコウラン ガンコウラン Empetrum nigrum  L. var. japonicum  K. Koch
ヤブコウジ マンリョウ Ardisia crenata  Sims
ヤブコウジ シロミノマンリョウ Ardisia crenata  Sims f. leucocarpa  (Nakai) Ohashi
ヤブコウジ カラタチバナ Ardisia crispa  (Thunb.) DC.
ヤブコウジ シロミタチバナ Ardisia crispa  (Thunb.) DC. f. leucocarpa  (Nakai) Ohashi
ヤブコウジ キミタチバナ Ardisia crispa  (Thunb.) DC. f. xanthocarpa  (Nakai) Ohashi
ヤブコウジ ヤブコウジ Ardisia japonica  (Thunb.) Blume

ヤブコウジ ホソバヤブコウジ
Ardisia japonica  (Thunb.) Blume
　var. angusta (Nakai) Makino et Nemoto

ヤブコウジ オオツルコウジ Ardisia montana  (Miq.) Sieb. ex Franch. et Savat.
ヤブコウジ ツルコウジ Ardisia pusilla  DC.
ヤブコウジ イズセンリョウ Maesa japonica  (Thunb.) Moritzi
ヤブコウジ タイミンタチバナ Myrsine seguinii Lév.
サクラソウ ルリハコベ Anagallis arvensis  L. ●

サクラソウ アカバナルリハコベ Anagallis arvensis  L. f. phoenicea  Baumg. ●

サクラソウ ギンレイカ Lysimachia acroadenia  Maxim.
サクラソウ オカトラノオ Lysimachia clethroides  Duby
サクラソウ ヌマトラノオ Lysimachia fortunei  Maxim.
サクラソウ ナガエコナスビ Lysimachia japonica  Thunb.
サクラソウ コナスビ Lysimachia japonica  Thunb. f. subsessilis  Murata

- 42 -



種　　　　　　　　　名

和　　名 学　　　　　　　　名
備考科　　名

サクラソウ サワトラノオ Lysimachia leucantha  Miq.
サクラソウ ハマボッス Lysimachia mauritiana  Lam.
サクラソウ イヌヌマトラノオ Lysimachia × pilophora (Honda) Honda
サクラソウ モロコシソウ Lysimachia sikokiana  Miq.
サクラソウ クサレダマ Lysimachia vulgaris  L. var. davurica  (Ledeb.) R. Kunth
サクラソウ クリンソウ Primula japonica  A. Gray
サクラソウ オオサクラソウ Primula jesoana  Miq.
サクラソウ コイワザクラ Primula reinii  Franch. et Savat.
サクラソウ クモイコザクラ Primula reinii Franch. et Savat. var. kitadakensis  (Hara) Ohwi
サクラソウ シロバナコイワザクラ Primula reinii  Franch. et Savat. f. albiflora Makino
サクラソウ サクラソウ Primula sieboldii E. Morr.
サクラソウ シナノコザクラ Primula tosaensis  Yatabe var. brachycarpa  (Hara) Ohwi
サクラソウ ツマトリソウ Trientalis europaea  L.
イソマツ ハマサジ Limonium tetragonum  (Thunb.) A. A. Bullock
カキノキ リュウキュウマメガキ Diospyros japonica  Sieb. et Zucc.
カキノキ カキノキ Diospyros kaki  Thunb. ●

カキノキ ヤマガキ Diospyros kaki  Thunb. var. sylvestris  Makino
カキノキ マメガキ Diospyros lotus  L. ●

カキノキ トキワガキ Diospyros morrisiana  Hance
エゴノキ オオバアサガラ Pterostyrax hispida  Sieb. et Zucc.
エゴノキ エゴノキ Styrax japonica  Sieb. et Zucc.
エゴノキ ハクウンボク Styrax obassia  Sieb. et Zucc.
エゴノキ コハクウンボク Styrax shiraiana  Makino
ハイノキ シロミノサワフタギ Symplocos chinensis  (Lour.) Druce var. leucocarpa  (Nakai) Ohwi

ハイノキ サワフタギ
Symplocos chinensis  (Lour.) Druce var. leucocarpa  (Nakai) Ohwi
　f. pilosa (Nakai) Ohwi

ハイノキ タンナサワフタギ Symplocos coreana  (Lév.) Ohwi
ハイノキ ミミズバイ Symplocos glauca (Thunb.) Koidz.
ハイノキ クロミノニシゴリ Symplocos paniculata  (Thunb.) Miq.
ハイノキ クロバイ Symplocos prunifolia  Sieb. et Zucc.
ハイノキ カンザブロウノキ Symplocos theophrastiifolia  Sieb. et Zucc.
モクセイ ミヤマアオダモ Fraxinus apertisquamifera  Hara
モクセイ トネリコ Fraxinus japonica  Blume
モクセイ アオダモ（コバノトネリコ） Fraxinus lanuginosa  Koidz. f. serrata  (Nakai) Murata
モクセイ ビロードアオダモ Fraxinus lanuginosa  Koidz. f. velutina  (Nakai) Murata
モクセイ ヤマトアオダモ Fraxinus longicuspis  Sieb. et Zucc.

モクセイ
ツクシトネリコ
（ウラゲオオトネリコ）

Fraxinus longicuspis  Sieb. et Zucc. var. latifolia Nakai

モクセイ イブキアオダモ Fraxinus longicuspis  Sieb. et Zucc. f. latifolia  (Nakai) Sugimoto
モクセイ シオジ Fraxinus platypoda  Oliv.
モクセイ マルバアオダモ Fraxinus sieboldiana  Blume
モクセイ オカイボタ Ligustrum hisauchii  Makino
モクセイ ネズミモチ Ligustrum japonicum  Thunb.
モクセイ イボタノキ Ligustrum obtusifolium  Sieb. et Zucc.
モクセイ セッツイボタ Ligustrum obtusifolium  Sieb. et Zucc. f. leiocalyx  (Nakai) Murata
モクセイ オニイボタ Ligustrum obtusifolium  Sieb. et Zucc. f. regelianum  (Blume) Murata
モクセイ オオバイボタ Ligustrum ovalifolium  Hassk.
モクセイ ケオオバイボタ Ligustrum ovalifolium  Hassk. f. heterophyllum  (Blume) Murata
モクセイ ミヤマイボタ Ligustrum tschonoskii Decne.
モクセイ エゾイボタ Ligustrum tschonoskii  Decne. f. glabrescens  (Koidz.) Murata
モクセイ エゾヤマイボタ Ligustrum tschonoskii  Decne. f. glabrum  (Koidz.) Sugimoto
モクセイ キヨズミイボタ Ligustrum tschonoskii  Decne. var. kiyozumianum  (Nakai) Ohwi
モクセイ ヒイラギ Osmanthus heterophyllus  (G. Don) P. S. Green
モクセイ ハシドイ Syringa reticulata  (Blume) Hara
マチン ホウライカズラ Gardneria nutans  Sieb. et Zucc.
マチン ヒメナエ Mitrasacme indica  Wight
マチン アイナエ Mitrasacme pygmaea  R. Br.

リンドウ サンプクリンドウ
Comastoma pulmonarium  (Turcz.) Toyokuni
　ssp. sectum (Satake) Toyokuni
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リンドウ シロバナサンプクリンドウ
Comastoma pulmonarium  (Turcz.) Toyokuni
　ssp. sectum (Satake) Toyokuni f. albiflorum H. Takahashi

リンドウ トウヤクリンドウ Gentiana algida  Pallas
リンドウ コヒナリンドウ Gentiana aquatica  L. var. laeviuscula  (Ohwi) Ohwi
リンドウ オヤマリンドウ Gentiana makinoi Kusnez.
リンドウ リンドウ Gentiana scabra  Bunge var. buergeri  (Miq.) Maxim.
リンドウ シロバナリンドウ Gentiana scabra  Bunge var. buergeri  Maxim. f. albiflora  Makino

リンドウ ホソバリンドウ
Gentiana scabra  Bunge var. buergeri  Maxim.
　f. stenophylla (Hara) Ohwi

リンドウ コケリンドウ Gentiana squarrosa  Ledeb.
リンドウ ハルリンドウ Gentiana thunbergii  (G. Don) Griseb.
リンドウ シロバナハルリンドウ Gentiana thunbergii (G. Don) Griseb. f. albiflora  Akasawa
リンドウ フデリンドウ Gentiana zollingeri  Fawcett
リンドウ シロバナフデリンドウ Gentiana zollingeri Fawcett f. albiflorum  Honda
リンドウ オノエリンドウ Gentianella takedae  (Kitag.) Satake
リンドウ アカイシリンドウ Gentianopsis furusei  H. Takahashi
リンドウ ハナイカリ Halenia corniculata  (L.) Cornaz.
リンドウ ヒメセンブリ Lomatogonium carinthiacum  (Wulfen) Reichb.

リンドウ
ホソバノツルリンドウ
　（ホソバツルリンドウ）

Pterygocalyx volubilis  Maxim.

リンドウ アケボノソウ Swertia bimaculata  (Sieb. et Zucc.) Hook. et Thoms.

リンドウ イヌセンブリ
Swertia diluta  (Turcz.) Benth. et Hook. fil.
　var. tosaensis (Makino) Hara

リンドウ センブリ Swertia japonica  (Schultes) Makino
リンドウ ハマセンブリ Swertia japonica  (Schultes) Makino var. littoralis H. Takehashi
リンドウ ソナレセンブリ Swertia noguchiana  Hatus.
リンドウ ミヤマアケボノソウ Swertia perennis  L. ssp. cuspidata  (Maxim.) Hara
リンドウ ムラサキセンブリ Swertia pseudochinensis  Hara
リンドウ シノノメソウ Swertia swertopsis  Makino
リンドウ ツルリンドウ Tripterospermum japonicum  (Sieb. et Zucc.) Maxim.

リンドウ シロバナツルリンドウ
Tripterospermum japonicum  (Sieb. et Zucc.) Maxim.
　f. albiflorum Honda

ミツガシワ ミツガシワ Menyanthes trifoliata  L.
ミツガシワ ヒメシロアサザ Nymphoides coreana  (Lév.) Hara
ミツガシワ ガガブタ Nymphoides indica  (L.) O. Kuntze
ミツガシワ アサザ Nymphoides peltata  (Gmel.) O. Kuntze
キョウチクトウ チョウジソウ Amsonia elliptica  (Thunb.) Roem. et Schult.
キョウチクトウ サカキカズラ Anodendron affine  (Hook. et Arn.) Druce
キョウチクトウ ケナシテイカカズラ Trachelospermum asiaticum  (Sieb. et Zucc.) Nakai

キョウチクトウ テイカカズラ
Trachelospermum asiaticum  (Sieb. et Zucc.) Nakai
　var. intormedium (Nakai) Murata

キョウチクトウ チョウジカズラ
Trachelospermum asiaticum  (Sieb. et Zucc.) Nakai
　var. majus (Nakai) Ohwi

キョウチクトウ ケテイカカズラ
Trachelospermum jasminoides  (Lindl.) Lemaire
　var. pubescens Makino

キョウチクトウ ツルニチニチソウ Vinca major  L. ●

ガガイモ アオカモメヅル Cynanchum ambiguum  (Maxim.) Matsumura
ガガイモ フナバラソウ Cynanchum atratum  Bunge
ガガイモ アオフナバラソウ Cynanchum atratum  Bunge f. viridescens  Hara
ガガイモ イケマ Cynanchum caudatum  (Miq.) Maxim.
ガガイモ ツルガシワ Cynanchum grandifolium  Hemsley var. nikoense  (Maxim.) Ohwi
ガガイモ イヨカズラ Cynanchum japonicum  Morr. et Decne.
ガガイモ マルバオゴケ Cynanchum japonicum  Morr. et Decne. f. maritimum  Sugimoto

ガガイモ
シロバナクサタチバナ
　（シロバナイヨカズラ）

Cynanchum japonicum  Morr. et Decne.
　var. albiflorum (Franch. et Savat.) Hara

ガガイモ クロバナイヨカズラ
Cynanchum japonicum  Morr. et Decne.
　f. puncticulatum (Koidz.) Ohwi

ガガイモ クサナギオゴケ Cynanchum katoi  Ohwi
ガガイモ シロバナクサナギオゴケ Cynanchum katoi  Ohwi f. albescens  (Hara) Ohwi
ガガイモ タチガシワ Cynanchum magnificum  Nakai
ガガイモ タチカモメヅル Cynanchum nipponicum  Matsumura var. glabrum  (Nakai) Hara
ガガイモ スズサイコ Cynanchum paniculatum  (Bunge) Kitag.
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ガガイモ コバノカモメヅル Cynanchum sublanceolatum (Miq.) Matsum.

ガガイモ アズマカモメヅル
Cynanchum sublanceolatum  (Miq.) Matsum.
　var. albiflorum (Franch. et Savat.) Hara

ガガイモ ジョウシュウカモメヅル
Cynanchum sublanceolatum  (Miq.) Matsum.
　var. auriculatum (Franch. et Savat.) Matsum.

ガガイモ コイケマ Cynanchum wilfordii (Maxim.) Hemsl.
ガガイモ キジョラン Marsdenia tomentosa  Morr. et Decne.
ガガイモ ガガイモ Metaplexis japonica  (Thunb.) Makino
ガガイモ シロバナガガイモ Metaplexis japonica  (Thunb.) Makino f. albiflora  Honda
ガガイモ シタキソウ Stephanotis lutchuensis  Koidz. var. japonica  (Makino) Hatusima
ガガイモ オオカモメヅル Tylophora aristolochioides  Miq.
ガガイモ コカモメヅル Tylophora floribunda  Miq.
アカネ ウスユキムグラ Asperula trifida  Makino
アカネ アリドオシ Damnacanthus indicus  Gaertn. fil.
アカネ ヒメアリドオシ Damnacanthus indicus  Gaertn. fil. f. microphyllus  Makino

アカネ オオアリドオシ
Damnacanthus indicus  Gaertn. fil.
　ssp. major (Sieb. et Zucc.) Yamazaki

アカネ ホソバオオアリドオシ
Damnacanthus indicus  Gaertn. fil.
　ssp. major (Sieb. et Zucc.) Yamazaki var. lancifolius  Makino

アカネ コバンバニセジュズネノキ
Damnacanthus indicus  Gaertn. fil. ssp. major  (Sieb. et Zucc.) Makino
　var. lancifolius Makino f. oblongus (Koidz.) Sugimoto

アカネ
オオシマアリドオシ
　（ビシンニセジュズネノキ）

Damnacanthus indicus  Gaertn. fil. ssp. major  (Sieb. et Zucc.) Makino
　var. parvispinus Koidz.

アカネ コバノニセジュズネノキ Damnacanthus indicus  Gaertn. fil. var. parvifolius  Koidz.

アカネ ナガバジュズネノキ
Damnacanthus macrophyllus  Sieb. ex Miq.
　f. giganteus (Makino) Yamazaki

アカネ オオフタバムグラ Diodia teres  Walter ●

アカネ フタバヤエムグラ Galium bifolium  Michx. ●

アカネ ヒメヨツバムグラ Galium gracilens  (A. Gray) Makino
アカネ エゾノヨツバムグラ Galium kamtschaticum  Steller
アカネ オオバノヨツバムグラ Galium kamtschaticum  Steller var. acutifolium  Hara
アカネ キクムグラ Galium kikumugura  Ohwi
アカネ キヌタソウ Galium kinuta  Nakai et Hara
アカネ ミヤマムグラ Galium paradoxum  Maxim.
アカネ ヤマムグラ Galium pogonanthum Franch. et Savat.
アカネ ケナシヤマムグラ Galium pogonanthum  Franch. et Savat. f. nudiflorum  Ohwi
アカネ オオバノヤエムグラ Galium pseudo-asprellum  Makino
アカネ ヤエムグラ Galium spurium  L. var. echinospermon  (Wallr.) Hayek
アカネ ハナムグラ Galium tokyoense  Makino
アカネ ヨツバムグラ Galium trachyspermum  A. Gray
アカネ ホソバノヨツバムグラ Galium trifidum  L. var. brevipedunculatum  Regel
アカネ オククルマムグラ Galium trifloriforme  Komarov
アカネ クルマムグラ Galium trifloriforme  Komarov var. nipponicum (Makino) Nakai

アカネ
キバナカワラマツバ
　（タカネカワラマツバ）

Calium verum   L. var. asiaticum  Nakai

アカネ カワラマツバ Galium verum  L. var. asiaticum  Nakai f. nikkoense  (Nakai) Ohwi
アカネ チヨウセンカワラマツバ Galium verum  L. var. trachycarpum  DC. f. album  Nakai
アカネ クチナシ Gardenia jasminoides  Ellis
アカネ ソナレムグラ Hedyotis biflora  (L.) Lam. var. parvifolia  Hook. et Arn.
アカネ フタバムグラ Hedyotis diffusa  Willd.
アカネ ナガエフタバムグラ Hedyotis diffusa  Willd. f. longipes  (Nakai) Hara
アカネ ハシカグサ Hedyotis lindleyana  Hook. var. hirsuta  (L. fil.) Hara
アカネ ルリミノキ Lasianthus japonicus  Miq.
アカネ ツルアリドオシ Mitchella undulata  Sieb. et Zucc.
アカネ ヒロハコンロンカ Mussaenda shikokiana  Makino
アカネ サツマイナモリ Ophiorrhiza japonica  Blume
アカネ ヤイトバナ（ヘクソカズラ） Paederia scandens  (Lour.) Merrill
アカネ ハマヘクソカズラ Paederia scandens  (Lour.) Merrill f. maritima  Hara Sugimoto
アカネ オオサオトメカズラ Paederia scandens  (Lour.) Merrill f. megaphylla  (Koidz.) Hara

アカネ
ホソバヘクソカズラ
　（ホソバヤイトバナ）

Paederia scandens  (Lour.) Merrill f. microphylla  Hara

アカネ ビロウドヤイトバナ Paederia scandens  (Lour.) Merrill f. velutina  (Nakai) Sugimoto
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アカネ
ツツナガヘクソカズラ
　（ツツナガヤイトバナ）

Paederia scandens  (Lour.) Merrill var. longituba  Hara

アカネ イナモリソウ Pseudopyxis depressa  Miq.
アカネ ホシザキイナモリソウ Pseudopyxis depressa  Miq. f. angustiloba  (Makino) Hara
アカネ シロバナイナモリソウ Pseudopyxis heterophylla  (Miq.) Maxim.
アカネ アカネ Rubia argyi  (Lév.) Hara
アカネ オオキヌタソウ Rubia chinensis  Regel et Maack var. glabrescens  (Nakai) Kitag.

アカネ ウラゲオオキヌタソウ
Rubia chinensis  Regel et Maack var. glabrescens  (Nakai) Kitag.
　f. mitis (Miq.) Kitag.

アカネ ハクチョウゲ Serissa japonica  Thunb. ●

アカネ カギカズラ Uncaria rynchophylla  (Miq.) Miq.

ハナシノブ ミヤマハナシノブ
Polemonium caeruleum  L. ssp. yezoense  (Miyabe et Kudo) Hara
　var. nipponicum (Kitam.) Ko. Ito

ヒルガオ コヒルガオ Calystegia hederacea  Wall.
ヒルガオ ヒルガオ Calystegia japonica  Choisy
ヒルガオ ハマヒルガオ Calystegia soldanella  (L.) Roem. et Schult.
ヒルガオ セイヨウヒルガオ Convolvulus arvensis  L. ●

ヒルガオ マメダオシ Cuscuta australis R. Br.
ヒルガオ ハマネナシカズラ Cuscuta chinensis L.
ヒルガオ ネナシカズラ Cuscuta japonica  Choisy
ヒルガオ ミドリネナシカズラ Cuscuta japonica  Choisy f. viridicaulis  (Honda) Sugimoto
ヒルガオ アメリカネナシカズラ Cuscuta pentagona  Engelm. ●

ヒルガオ アオイゴケ Dichondra repens  Forst.
ヒルガオ マメアサガオ Ipomoea lacunosa  L. ●

ヒルガオ アサガオ Ipomoea nil  (L.) Roth. ●

ヒルガオ グンバイヒルガオ Ipomoea pes-caprae  (L.) Sweet
ヒルガオ ホシアサガオ Ipomoea triloba  L. ●

ヒルガオ オキナアサガオ Jacquemontia tamnifolia  (L.) Griseb. ●

ヒルガオ アメリカアサガオ Pharbitis hederacea  (L.) Choisy ●

ヒルガオ マルバアメリカアサガオ Pharbitis hederacea  (L.) Choisy var. integriuscula  A. Gray ●

ヒルガオ マルバアサガオ Pharbitis purpurea  (L.) Voigt ●

ヒルガオ マルバルコウソウ Quamoclit coccinea  (L.) Moench ●

ムラサキ アラゲムラサキ Amsinckia barbata  Greene ●

ムラサキ ワルタビラコ Amsinckia lycopsoides  Lehm. ●

ムラサキ サワルリソウ Ancistrocarya japonica  Maxim.
ムラサキ シロバナサワルリソウ Ancistrocarya japonica  Maxim. f. albiflora Hara
ムラサキ ハナイバナ Bothriospermum tenellum  (Hornem.) Fisch. et C. A. Mey.
ムラサキ オニルリソウ Cynoglossum asperrimum  Nakai
ムラサキ オオルリソウ Cynoglossum zeylanicum  (Vahl) Thunb.
ムラサキ ミヤマムラサキ Eritrichium nipponicum Makino
ムラサキ ノムラサキ Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. ●

ムラサキ イヌムラサキ Lithospermum arvense  L. ●

ムラサキ ムラサキ
Lithospermum officinale  L.
　ssp. erythrorhizon (Sieb. et Zucc.) Hand. -Mazz.

ムラサキ ホタルカズラ Lithospermum zollingeri  DC.
ムラサキ スナビキソウ Messerschmidia sibirica  L.
ムラサキ ナヨナヨワスレナグサ Myosotis baltica  Sm. ●

ムラサキ エゾムラサキ Myosotis sylvatica  (Ehrh.) Hoffm.
ムラサキ ヤマルリソウ Omphalodes japonica  (Thunb.) Maxim.
ムラサキ シロバナヤマルリソウ Omphalodes japonica  (Thunb.) Maxim. f. albiflora  S. Okamoto
ムラサキ ルリソウ Omphalodes krameri  Franch. et Savat.
ムラサキ ミズタビラコ Trigonotis brevipes  (Maxim.) Maxim.
ムラサキ キュウリグサ Trigonotis peduncularis  (Trevir.) Benth.
クマツヅラ コムラサキ Callicarpa dichotoma  (Lour.) K. Koch
クマツヅラ ムラサキシキブ Callicarpa japonica  Thunb.
クマツヅラ オオムラサキシキブ Callicarpa japonica  Thunb. var. luxurians  Rehd.
クマツヅラ オオシロシキブ Callicarpa japonica  Thunb. var. luxurians  Rehd. f. albifructa  Hara
クマツヅラ ヤブムラサキ Callicarpa mollis  Sieb. et Zucc.
クマツヅラ イヌムラサキシキブ Callicarpa  × shirasawana Makino
クマツヅラ カリガネソウ Caryopteris divaricata  (Sieb. et Zucc.) Maxim.
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クマツヅラ クサギ Clerodendrum trichotomum  Thunb.
クマツヅラ ビロードクサギ Clerodendrum trichotomum  Thunb. f. ferrugineum (Nakai) Ohwi
クマツヅラ イワダレソウ Lippia nodiflora  (L.) L. C. Richard ex Michx.
クマツヅラ ヤナギハナガサ Verbena bonariensis  L. ●

クマツヅラ アレチハナガサ Verbena brasiliensis Vell. ●

クマツヅラ クマツヅラ Verbena officinalis  L.
クマツヅラ シュクコンバーベナ Verbena rigida  Spreng. ●

クマツヅラ ハマゴウ Vitex rotundifolia  L. fil.
アワゴケ アワゴケ Callitriche japonica  Engelm.
アワゴケ ミズハコベ Callitriche palustris  L.
シソ カワミドリ Agastache rugosa  (Fisch. et Mey.) O. Kuntze
シソ キランニシキゴロモ Ajuga × bastarda Makino
シソ カイジンドウ Ajuga ciliata  Bunge var. villosior  A. Gray
シソ キランソウ Ajuga decumbens  Thunb.
シソ ハコネキランソウ Ajuga decumbens Thunb. var. glabrescens  Franch. et Savat.
シソ オウギカズラ Ajuga japonica Miq.
シソ タチキランソウ Ajuga makinoi Nakai
シソ ジュウニヒトエ Ajuga nipponensis  Makino
シソ ツクバキンモンソウ Ajuga yezoensis  Maxim. var. tsukubana  Nakai
シソ タニジャコウソウ Chelonopsis longipes  Makino
シソ ジャコウソウ Chelonopsis moschata Miq.
シソ アシタカジャコウソウ Chelonopsis yagiharana Hisauchi et Matsuno

シソ アオミヤマトウバナ
Clinopodium chinense  (Benth.) O. Kuntze
　ssp. glabrescens (Nakai) Hara

シソ クルマバナ
Clinopodium chinense (Benth.) O. Kuntze
　ssp. grandiflorum (Maxim.) Hara var. parviflorum  (Kudo) Hara

シソ ニッコウクルマバナ
Clinopodium chinense  (Benth.) O. Kuntze
　ssp. grandiflorum (Maxim.) Hara f. setilobum  Hara

シソ ヤマクルマバナ
Clinopodium chinense  (Benth.) O. Kuntze
　ssp. grandiflorum (Maxim.) Hara var. shibetchense  Koidz.

シソ トウバナ Clinopodium gracile  (Benth.) O. Kuntze
シソ イヌトウバナ Clinopodium micranthum  (Regel) Hara
シソ ヤマトウバナ Clinopodium multicaule  (Maxim.) O. Kuntze
シソ ヒロハヤマトウバナ Clinopodium multicaule  (Maxim.) O. Kuntze var. latifolium  Hara
シソ ムシャリンドウ Dracocephalum argunense  Fisch.
シソ フトボナギナタコウジュ Elsholtzia argyi Lév. var. nipponica  (Ohwi) Murata
シソ ナギナタコウジュ Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hylander
シソ ミズネコノオ Eusteralis stellata  (Lour.) Murata
シソ ミズトラノオ Eusteralis yatabeana  (Makino) Murata
シソ チシマオドリコソウ Galeopsis bifida  Boenn. ●

シソ カキドオシ Glechoma hederacea  L. ssp. grandis  (A. Gray) Hara
シソ シモバシラ Keiskea japonica  Miq.
シソ オドリコソウ Lamium album  L. var. barbatum  (Sieb. et Zucc.) Franch. et Savat.

シソ
キタダケオドリコソウ
　（ミヤマオドリコソウ）

Lamium album  L. var. kitadakense  Yonezawa

シソ マネキグサ Lamium ambiguum  (Makino) Ohwi
シソ ホトケノザ Lamium amplexicaule  L.
シソ ヤマジオウ Lamium humile  (Miq.) Maxim.
シソ シロバナヤマジオウ Lamium humile  (Miq.) Maxim. f. albiflorum  Sugimoto
シソ ヒメオドリコソウ Lamium purpureum  L. ●

シソ メハジキ Leonurus japonicus  Houtt.
シソ キセワタ Leonurus macranthus  Maxim.
シソ テンニンソウ Leucosceptrum japonicum  (Miq.) Kitam. et Murata
シソ シロネ Lycopus lucidus  Turcz.
シソ ケシロネ Lycopus lucidus  Turcz. var. hirtus  Regel
シソ ヒメシロネ Lycopus maackianus  (Maxim.) Makino
シソ ヒメサルダイコ Lycopus ramosissimus  Makino

シソ コシロネ
Lycopus ramosissimus  Makino
　var. japonicus (Matsum. et Kudo) Kitam.

シソ エゾシロネ Lycopus uniflorus  Michx.
シソ ラショウモンカズラ Meehania urticifolia  (Miq.) Makino
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シソ ヨウシュハッカ Mentha arvensis  L. var. arvensis ●

シソ ハッカ Mentha arvensis  L. var. piperascens  Malinvaud
シソ アメリカハッカ Mentha  × gracilis Sole ●

シソ ヒメハッカ Mentha japonica  (Miq.) Makino
シソ ナガバハッカ Mentha longifolia  (L.) Huds. ●

シソ オランダハッカ Mentha spicata  L. ●

シソ ヒメジソ Mosla dianthera (Hamilt.) Maxim.

シソ
シラゲヒメジソ
（ヒカゲヒメジソ）

Mosla hirta  Hara

シソ ヤマジソ Mosla japonica (Benth.) Maxim.
シソ イヌコウジュ Mosla punctulata (J. F. Gmel.) Nakai
シソ ミソガワソウ Nepeta subsessilis  Maxim.
シソ レモンエゴマ Perilla frutescens  (L.) Britton var. citriodora  (Makino) Ohwi
シソ シソ Perilla frutescens  (L.) Britton var. crispa  (Thunb.) Decne. ●

シソ エゴマ Perilla frutescens  (L.) Britton var. frutescens ●

シソ ハナトラノオ Physostegia virginiana  (L.) Benth. ●

シソ ウツボグサ Prunella vulgaris  L. ssp. asiatica  (Nakai) Hara
シソ セキヤノアキチョウジ Rabdosia effusa (Maxim.) Hara
シソ シロバナセキヤノアキチョウジ Rabdosia effusa  (Maxim.) Hara f. leucantha  (Honda) Hara
シソ ヤマハッカ Rabdosia inflexa  (Thunb.) Hara
シソ シロバナヤマハッカ Rabdosia inflexa  (Thunb.) Hara f. leucantha  (Nakai) Hara
シソ ヒキオコシ Rabdosia japonica  (Burm.) Hara
シソ シロヒキオコシ Rabdosia japonica  (Burm.) Hara f. albiflora  (Honda) Hara
シソ タカクマヒキオコシ Rabdosia shikokiana  (Makino) Hara var. intermedia  (Kudo) Hara
シソ イヌヤマハッカ Rabdosia umbrosa  (Maxim.) Hara
シソ コウシンヤマハッカ Rabdosia umbrosa  (Maxim.) Hara var. latifolia  (Okuyama) Hara
シソ シマジタムラソウ Salvia isensis  Nakai
シソ シロバナシマジタムラソウ Salvia isensis  Nakai f. albiflora  Sugimoto
シソ アキノタムラソウ Salvia japonica  Thunb.
シソ シロバナアキノタムラソウ Salvia japonica  Thunb. f. albiflora  Hiyama
シソ ケブカアキノタムラソウ Salvia japonica  Thunb. f. lanuginosa  Stib.
シソ ナツノタムラソウ Salvia lutescens  Koidz. var. intermedia  (Makino) Murata

シソ シロバナナツノタムラソウ
Salvia lutescens  Koidz. var. intermedia  (Makino) Murata
　f. albiflora Murata

シソ ハイナツノタムラソウ Salvia lutescens  Koidz. var. stolonifera  Murata
シソ キバナアキギリ Salvia nipponica  Miq.
シソ ミゾコウジュ Salvia plebeia  R. Br.
シソ ハルノタムラソウ Salvia ranzaniana  Makino
シソ ミナトタムラソウ Salvia verbenaca  L. ●

シソ ヤマジノタツナミソウ Scutellaria amabilis  Hara
シソ オカタツナミソウ Scutellaria brachyspica Nakai et Hara

シソ シロバナオカタツナミ
Scutellaria brachyspica  Nakai et Hara
　f. albiflora Hayashi et Kobayashi

シソ ヒメナミキ Scutellaria dependens  Maxim.
シソ コナミキ Scutellaria guilielmi  A. Gray
シソ タツナミソウ Scutellaria indica  L.
シソ シロバナタツナミソウ Scutellaria indica  L. f. amagiensis  Sugimoto
シソ コバノタツナミ Scutellaria indica  L. var. parvifolia  (Makino) Makino
シソ シソバタツナミソウ Scutellaria laeteviolacea  Koidz.
シソ ホナガタツナミソウ Scutellaria maekawae  Hara
シソ トウゴクシソバタツナミソウ Scutellaria maekawae  Hara f. abbreviata  Murata
シソ ヤマタツナミソウ Scutellaria pekinensis  Maxim. var. transitra  (Makino) Hara
シソ ミヤマナミキ Scutellaria shikokiana  Makino
シソ ナミキソウ Scutellaria strigillosa  Hemsl.
シソ イヌゴマ Stachys riederi  Cham. var. intermedia  (Kudo) Kitam.
シソ ケナシイヌゴマ Stachys riederi  Cham. var. japonica  (Miq.) Hara
シソ エゾイヌゴマ Stachys riederi  Cham. var. villosa  (Kudo) Hara
シソ ニガクサ Teucrium japonicum  Houtt.
シソ ケニガクサ Teucrium japonicum  Houtt. f. hispidovillosum  Kudo
シソ ツルニガクサ Teucrium viscidum  Blume var. miquelianum  (Maxim.) Hara
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シソ イブキジャコウソウ Thymus serpyllum  L. ssp. quinquecostatus  (Celak.) Kitam.

ナス
ケチョウセンアサガオ
（アメリカチョウセンアサガオ）

Datura innoxia  Mill. ●

ナス
シロバナヨウシュチョウセンアサガ
オ

Datura stramoneum  L. ●

ナス ヨウシュチョウセンアサガオ Datura stramonium  L. var. chalybea  Koch ●

ナス クコ Lycium chinense  Miller
ナス オオセンナリ Nicandra physalodes  (L.) Pers. ●

ナス イガホオズキ Physaliastrum japonicum  (Franch. et Savat.) Honda
ナス アオホオズキ Physaliastrum savatieri  (Makino) Makino
ナス ホオズキ Physalis alkekengi  L. var. franchetii (Masters) Hort. ●

ナス センナリホオズキ Physalis angulata  L. ●

ナス ヤマホオズキ Physalis chamaesarachoides  Makino
ナス ブドウホオズキ Physalis peruviana  L. ●

ナス ハコベホオズキ Salpichroa rhomboidea Miers ●

ナス ハシリドコロ Scopolia japonica  Maxim.
ナス キバナハシリドコロ Scopolia japonica Maxim. f. lutescens  Sugimoto
ナス アメリカイヌホオズキ Solanum americanum  Miller ●

ナス ワルナスビ Solanum carolinense  L. ●

ナス キンギンナスビ Solanum ciliatum  Lam. ●

ナス ルリヤナギ Solanum glaucophylum  Desf. ●

ナス ヒラナス Solanum integrifolium  Poir. ●

ナス ヤマホロシ Solanum japonense  Nakai
ナス ヒヨドリジョウゴ Solanum lyratum  Thunb.
ナス シロバナヒヨドリジョウゴ Solanum lyratum  Thunb. f. leucanthum  (Nakai) Sugimoto
ナス ムラサキヒヨドリジョウゴ Solanum lyratum  Thunb. f. pubescens  (Blume) Sugimoto
ナス マルバノホロシ Solanum maximowiczii Koidz.
ナス ムラサキイヌホオズキ Solanum memphiticum  Mart. ●

ナス タマゴナス Solanum melongena  L. var. pumilio  Hara ●

ナス イヌホオズキ Solanum nigrum  L.
ナス タマサンゴ Solanum pseudo-capsicum  L. ●

ナス トマトダマシ Solanum rostratum  Dunal ●

ナス ハダカホオズキ Tubocapsicum anomalum  (Franch. et Savat.) Makino

フジウツギ
フサフジウツギ
　（チチブフジウツギ）

Buddleja davidii  Franch ●

フジウツギ フジウツギ Buddleja japonica  Hemsley
ゴマノハグサ ゴマクサ Centranthera chevalieri  Bonati
ゴマノハグサ マルバノサワトウガラシ Deinostema adenocaulum  (Maxim.) Yamazaki
ゴマノハグサ サワトウガラシ Deinostema violaceum  (Maxim.) Yamazaki
ゴマノハグサ アブノメ Dopatrium junceum  (Roxb.) Buch. -Hamil.

ゴマノハグサ イズコゴメグサ
Euphrasia insignis Wettst. ssp. iinumai (Takeda) Yamazaki
　var. idzuensis (Takeda) Yamazaki

ゴマノハグサ ヒメコゴメグサ Euphrasia matsumurae  Nakai
ゴマノハグサ タチコゴメグサ Euphrasia maximowiczii  Wettst.
ゴマノハグサ オオアブノメ Gratiola japonica  Miq.
ゴマノハグサ ヤマウツボ Lathraea japonica  Miq.
ゴマノハグサ ケヤマウツボ Lathraea japonica  Miq. var. miqueliana  (Franch. et Savat.) Ohwi
ゴマノハグサ シソクサ Limnophila aromatica  (Lam.) Merrill
ゴマノハグサ キクモ Limnophila sessiliflora Blume
ゴマノハグサ ムラサキウンラン Linaria bipartita  Willd. ●

ゴマノハグサ マツバウンラン Linaria canadensis  (L.) Dumont. ●

ゴマノハグサ ウンラン Linaria japonica  Miq.
ゴマノハグサ ヤナギウンラン Linaria maroccana  Hook. f. ●

ゴマノハグサ アゼトウガラシ Lindernia angustifolia  (Benth.) Wettst.
ゴマノハグサ スズメノトウガラシ Lindernia antipoda (L.) Alston
ゴマノハグサ ウリクサ Lindernia crustacea  (L.) F. V. Mueller
ゴマノハグサ アメリカアゼナ Lindernia dubia  (L.) Pennell ●

ゴマノハグサ アゼナ Lindernia procumbens  (Krock.) Philcox
ゴマノハグサ ムラサキサギゴケ Mazus miquelii  Makino
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ゴマノハグサ サギゴケ Mazus miquelii  Makino f. albiflorus  (Makino) Makino
ゴマノハグサ ヤマサギゴケ Mazus miquelii Makino f. rotundifolius  Yamazaki
ゴマノハグサ トキワハゼ Mazus pumilus  (Burm. fil.) van Steenis
ゴマノハグサ シロバナトキワハゼ Mazus pumilus (Burm. fil.) van Steenis f. senanensis Asai
ゴマノハグサ シコクママコナ Melampyrum laxum  Miq.
ゴマノハグサ タカネママコナ Melampyrum laxum  Miq. var. arcuatum  (Nakai) Soó
ゴマノハグサ ミヤマママコナ Melampyrum laxum  Miq. var. nikkoense  Beauverd
ゴマノハグサ ツシマママコナ Melampyrum roseum  Maxim.
ゴマノハグサ ママコナ Melampyrum roseum  Maxim. var. japonicum  Franch. et Savat.

ゴマノハグサ シロバナママコナ
Melampyrum roseum  Maxim. var. japonicum  Franch. et Savat.
　f. leucanthum Tuyama

ゴマノハグサ スズメハコベ Microcarpaea minima  (Koenig) Merrill
ゴマノハグサ ミゾホオズキ Mimulus nepalensis  Bentham var. japonicus  Miq.
ゴマノハグサ クチナシグサ Monochasma sheareri  (Moore) Maxim.
ゴマノハグサ ミヤマシオガマ Pedicularis apodochila  Maxim.
ゴマノハグサ シロバナミヤマシオガマ Pedicularis apodochila  Maxim. f. albiflora  T. Ohba

ゴマノハグサ クチバシシオガマ
Pedicularis chamissonis  Steven var. japonica  (Miq.) Maxim.
　f. rostrata Yamazaki

ゴマノハグサ ハンカイシオガマ Pedicularis gloriosa  Biss. et S. Moore
ゴマノハグサ セリバシオガマ Pedicularis keiskei  Franch. et Savat.
ゴマノハグサ トモエシオガマ Pedicularis resupinata  L. var. caespitosa  Koidz.
ゴマノハグサ ミカワシオガマ Pedicularis resupinata  L. var. microphylla  Honda
ゴマノハグサ シオガマギク Pedicularis resupinata  L. var. oppositifolia  Miq.
ゴマノハグサ タカネシオガマ Pedicularis verticillata  L.
ゴマノハグサ エゾシオガマ Pedicularis yezoensis  Maxim.
ゴマノハグサ コシオガマ Phtheirospermum japonicum  (Thunb.) Kanitz

ゴマノハグサ シロバナコシオガマ Phtheirospermum japonicum  (Thunb.) Kanitz f. albiflorum  Honda

ゴマノハグサ
キタダケトラノオ
　（シナノルリトラノオ）

Pseudolysimachion kiusianum  (Furmi) Yamazaki
　var. kitadakemontanum Yamazaki

ゴマノハグサ ヤマトラノオ
Pseudolysimachion rotundum  (Nakai) Yamazaki
　var. subintegrum (Nakai) Yamazaki

ゴマノハグサ ミヤマクワガタ
Pseudolysimachion schmidtianum  (Regel) Yamazaki
　ssp. senanense (Maxim.) Yamazaki

ゴマノハグサ センリゴマ Rehmannia japonica  Makino ●

ゴマノハグサ ゴマノハグサ Scrophularia buergeriana  Miq.
ゴマノハグサ ヒナノウスツボ Scrophularia duplicato-serrata (Miq.) Makino

ゴマノハグサ ハダカヒナノウスツボ Scrophularia duplicato-serrata  (Miq.) Makino f. nudipes  Sugimoto

ゴマノハグサ オオヒナノウスツボ Scrophularia kakudensis  Franchet
ゴマノハグサ オカヒナノウスツボ Scrophularia kakudensis  Franchet f. glabra  Sugimoto
ゴマノハグサ サツキヒナノウスツボ Scrophularia musashiensis  Bonati
ゴマノハグサ ヒキヨモギ Siphonostegia chinensis  Bentham
ゴマノハグサ オオヒキヨモギ Siphonostegia laeta  S. Moore
ゴマノハグサ モウズイカ Verbascum blattaria  L. ●

ゴマノハグサ ビロードモウズイカ Verbascum thapsus  L. ●

ゴマノハグサ アレチモウズイカ Verbascum virgatum  Stokes ●

ゴマノハグサ タチイヌノフグリ Veronica arvensis  L. ●

ゴマノハグサ イヌノフグリ Veronica didyma  Tenore var. lilacina  (Hara) Yamazaki
ゴマノハグサ ハマクワガタ Veronica javanica  Blume
ゴマノハグサ ヒヨクソウ Veronica melissaefolia  Poir.
ゴマノハグサ クワガタソウ Veronica miqueliana  Nakai
ゴマノハグサ シナノヒメクワガタ Veronica nipponica  Makino var. sinano-alpina  Hara
ゴマノハグサ ムシクサ Veronica peregrina  L.
ゴマノハグサ オオイヌノフグリ Veronica persica  Poiret ●

ゴマノハグサ カワヂシャ Veronica undulata Wallich
ゴマノハグサ トラノオスズカケ Veronicastrum axillare  (Sieb. et Zucc.) Yamazaki

ゴマノハグサ クガイソウ
Veronicastrum sibiricum  (L.) Pennell
　ssp. japonicum (Nakai) Yamazaki

ノウゼンカズラ キササゲ Catalpa ovata  G.Don ●

ノウゼンカズラ キリ Paulownia tomentosa  (Thunb.) Steuder
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キツネノマゴ オギノツメ Hygrophila salicifolia  (Vahl) Nees
キツネノマゴ キツネノマゴ Justicia procumbens  L.
キツネノマゴ シロバナキツネノマゴ Justicia procumbens  L. f. leucantha  Honda
キツネノマゴ ハグロソウ Peristrophe japonica  (Thunb.) Bremek.
キツネノマゴ シロバナハグロソウ Peristrophe japonica (Thunb.) Bremek. f. albiflora  Hiyama
キツネノマゴ イセハナビ Strobilanthes japonicus  (Thunb.) Miq.
イワタバコ イワタバコ Conandron ramondioides  Sieb. et Zucc.
イワタバコ シロバナイワタバコ Conandron ramondioides  Sieb. et Zucc. f. leucanthum Okuyama
イワタバコ ケイワタバコ Conandron ramondioides  Sieb. et Zucc. f. pilosum  (Makino) Ohwi
イワタバコ シシンラン Lysionotus pauciflorus  Maxim.
ハマウツボ ナンバンギセル Aeginetia indica  L.
ハマウツボ オオナンバンギセル Aeginetia sinensis  G. Beck
ハマウツボ オニク Boschniakia rossica  (Cham. et Schlt.) Fedtsch. et Flerov
ハマウツボ ハマウツボ Orobanche coerulescens  Steph.
ハマウツボ オカウツボ Orobanche coerulescens  Steph. f. nipponica  (Makino) Kitam.
ハマウツボ ヤセウツボ Orobanche minor  Sm. ●

ハマウツボ キヨスミウツボ Phacellanthus tubiflorus  Sieb. et Zucc.
タヌキモ ムシトリスミレ Pingunicula vulgaris  L. var. macroceras  Herder
タヌキモ ノタヌキモ Utricularia aurea  Lour.
タヌキモ ミミカキグサ Utricularia bifida  L.
タヌキモ フサタヌキモ Utricularia dimorphantha Makino

タヌキモ
ミカワタヌキモ
（イトタヌキモ）

Utricularia exoleta R. Br.

タヌキモ コタヌキモ Utricularia intermedia  Heyne
タヌキモ ヒメタヌキモ Utricularia multispinosa  (Miki) Miki
タヌキモ ヒメミミカキグサ Utricularia nipponica  Makino
タヌキモ シロバナヒメミミカキ Utricularia nipponica  Makino f. albiflora  Sugimoto et Koike
タヌキモ ホザキノミミカキグサ Utricularia racemosa  Wall.
タヌキモ シロバナホザキノミミカキ Utricularia racemosa  Wall. f. leucantha Nakai
タヌキモ イヌタヌキモ Utricularia tenuicaulis  Miki
タヌキモ タヌキモ Utricularia vulgaris  L. var. japonica  (Makino) Tamura
タヌキモ ムラサキミミカキグサ Utricularia yakusimensis  Masam.
タヌキモ シロバナミミカキグサ Utricularia yakusimensis  Masam. f. albida  (Makino) Hara
ハエドクソウ ハエドクソウ Phryma leptostachya  L. ssp. asiatica  Hara
ハエドクソウ チャボハエドクソウ Phryma leptostachya L. ssp. asiatica  Hara var. nana  (Koidz.) Hara
ハエドクソウ ナガバハエドクソウ Phryma leptostachya  L. ssp. asiatica  Hara var. oblongifolia  Honda

ハエドクソウ シロバナナガバハエドク
Phryma leptostachya  L. ssp. asiatica  Hara var. oblongifolia  Honda
　f. alba Sugimoto

オオバコ アメリカオオバコ Plantago aristata  Michx. ●

オオバコ オオバコ Plantago asiatica  L.
オオバコ ムジナオオバコ Plantago depressa Willd. ●

オオバコ ヘラオオバコ Plantago lanceolata  L. ●

オオバコ オオヘラオオバコ Plantago lanceolata  L. var. mediterranea  Pilg. ●

オオバコ トウオオバコ Plantago major  L. var. japonica  (Franch. et Savat.) Miyabe
オオバコ ツボミオオバコ Plantago virginica  L. ●

スイカズラ コツクバネウツギ Abelia serrata  Sieb. et Zucc.
スイカズラ ツクバネウツギ Abelia spathulata  Sieb. et Zucc.
スイカズラ ウスギツクバネウツギ Abelia spathulata Sieb. et Zucc. f. flavescens  Makino
スイカズラ ヒメツクバネウツギ Abelia spathulata  Sieb. et Zucc. f. micrantha  (Nakai) Okuyama
スイカズラ ベニバナノツクバネウツギ Abelia spathulata  Sieb. et Zucc. var. sanguinea  Makino
スイカズラ オオツクバネウツギ Abelia tetrasepala (Koidz.) Hara et Kurosawa
スイカズラ イカホツクバネウツギ Abelia tetrasepala  (Koidz.) Hara et Kurosawa f. flaviflora  Makino
スイカズラ リンネソウ Linnaea borealis  L.

スイカズラ スルガヒョウタンボク
Lonicera alpigena  L. ssp. glehnii (Fr. Schm.) Hara
　var. viridissima (Nakai) Nakai ex Hara

スイカズラ クロミノウグイスカグラ
Lonicera caerulea  L. ssp. edulis  (Turcz.) Hultén
　var. emphyllocalyx (Maxim.) Nakai

スイカズラ チシマヒョウタンボク Lonicera chamissoi  Bunge
スイカズラ イボタヒョウタンボク Lonicera demissa  Rehder
スイカズラ ヤマウグイスカグラ Lonicera gracilipes  Miq.
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スイカズラ ウグイスカグラ Lonicera gracilipes  Miq. var. glabra  Miq.

スイカズラ シロバナウグイスカグラ
Lonicera gracilipes  Miq. var. glabra  Miq.
　f. albiflora (Maxim.) Rehd.

スイカズラ ミヤマウグイスカグラ Lonicera gracilipes  Miq. var. glandulosa  Maxim.
スイカズラ キダチニンドウ Lonicera hypoglauca  Miq.
スイカズラ スイカズラ Lonicera japonica  Thunb.
スイカズラ ベニバナスイカズラ Lonicera japonica  Thunb. f. chinensis  Hara
スイカズラ コゴメヒョウタンボク Lonicera linderifolia  Maxim. var. konoi  (Makino) Okuyama
スイカズラ ニッコウヒョウタンボク Lonicera mochidzukiana  Makino
スイカズラ ヤマヒョウタンボク Lonicera mochidzukiana  Makino var. nomurana  (Makino) Nakai
スイカズラ コウグイスカグラ Lonicera ramosissima  Franch. et Savat.
スイカズラ アラゲヒョウタンボク Lonicera strophiophora  Franch.
スイカズラ オオヒョウタンボク Lonicera tschonoskii  Maxim.
スイカズラ ソクズ Sambucus chinensis  Lindley ●

スイカズラ ニワトコ Sambucus racemosa  L. ssp. sieboldiana  (Miq.) Hara

スイカズラ キミノニワトコ
Sambucus racemosa  L. ssp. sieboldiana  (Miq.) Hara
　f. nakaiana Murata

スイカズラ ケニワトコ
Sambucus racemosa  L. ssp. sieboldiana  (Miq.) Hara
　f. stenophylla (Nakai) Hara

スイカズラ ガマズミ Viburnum dilatatum  Thunb.
スイカズラ シロミガマズミ Viburnum dilatatum  Thunb. f. albifructum  Sugimoto
スイカズラ ハコネガマズミ Viburnum dilatatum  Thunb. f. microphyllum  (Nakai) Sugimoto
スイカズラ キミノガマズミ Viburnum dilatatum  Thunb. f. xanthocarpum  Rehd.
スイカズラ コバノガマズミ Viburnum erosum  Thunb. var. punctatum  Franch. et Savat.

スイカズラ キミノコバノガマズミ
Viburnum erosum Thunb. var. punctatum  Franch. et Savat.
　f. xanthocarpum (Sugimoto) Hara

スイカズラ オオカメノキ Viburnum furcatum  Blume ex Maxim.
スイカズラ ハクサンボク Viburnum japonicum  (Thunb.) Sprengel ？

スイカズラ サンゴジュ Viburnum odoratissimum Ker-Gawler var. awabuki  (K. Koch) Zabel ●

スイカズラ オトコヨウゾメ Viburnum phlebotrichum  Sieb. et Zucc.
スイカズラ キミノオトコヨウゾメ Viburnum phlebotrichum  Sieb. et Zucc. f. xanthocarpum  Hayashi
スイカズラ ヤブデマリ Viburnum plicatum  Thunb. var. tomentosum  (Thunb. ex Murray) Miq.

スイカズラ チャボヤブデマリ
Viburnum plicatum  Thunb. var. parvifolium  Miq.
　f. watanabei (Honda) Hara

スイカズラ ゴマギ Viburnum sieboldii  Miq.
スイカズラ ヤマシグレ Viburnum urceolatum  Sieb. et Zucc.
スイカズラ ミヤマシグレ Viburnum urceolatum  Sieb. et Zucc. f. procumbens  (Nakai) Hara
スイカズラ ミヤマガマズミ Viburnum wrightii  Miq.
スイカズラ ホシナシミヤマガマズミ Viburnum wrightii  Miq. f. eglandulosum  (Nakai) Hiyama
スイカズラ オオミヤマガマズミ Viburnum wrightii  Miq. var. stipellatum  Nakai
スイカズラ ハコネウツギ Weigela coraeensis  Thunb.
スイカズラ シロバナハコネウツギ Weigela coraeensis Thunb. f. alba  (Voss) Rehder
スイカズラ ベニバナハコネウツギ Weigela coraeensis  Thunb. f. rubriflora  Momiyama
スイカズラ ニオイウツギ Weigela coraeensis  Thunb. var. fragrans (Ohwi) Hara
スイカズラ ニシキウツギ Weigela decora  (Nakai) Nakai
スイカズラ シロバナニシキウツギ Weigela decora (Nakai) Nakai f. nivea  Sugimoto
スイカズラ ベニバナニシキウツギ Weigela decora  (Nakai) Nakai f. unicolor  (Nakai) Hara

スイカズラ
アマギベニウツギ
　（アマギニシキウツギ）

Weigela decora (Nakai) Nakai var. amagiensis  (Nakai) Hara

スイカズラ アマギアオウツギ
Weigela decora  (Nakai) Nakai var. amagiensis  (Nakai) Hara
　f. viridiflava (Nakai) Hara

スイカズラ ヤブウツギ Weigela floribunda  (Sieb. et Zucc.) K. Koch
スイカズラ ニシキヤブウツギ Weigela floribunda  (Sieb. et Zucc.) K. Koch f. bicolor  Sugimoto
スイカズラ シロバナヤブウツギ Weigela floribunda (Sieb. et Zucc.) K. Koch f. leucantha  Honda
スイカズラ サンシキウツギ Weigela  × fujisanensis (Makino) Nakai
スイカズラ イワツクバネウツギ Zabelia integrifolia  (Koidz.) Makino
レンプクソウ レンプクソウ Adoxa moschatellina  L.
オミナエシ オトコオミナエシ Patrinia × hybrida Makino
オミナエシ オミナエシ Patrinia scabiosaefolia  Fisch.
オミナエシ キンレイカ Patrinia triloba  (Miq.) Miq. var. palmata  (Maxim.) Hara
オミナエシ オトコエシ Patrinia villosa  (Thunb.) Juss.
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オミナエシ カノコソウ Valeriana fauriei  Briq.
オミナエシ ツルカノコソウ Valeriana flaccidissima  Maxim.
オミナエシ ノジシャ Valerianella locusta  (L.) Betke ●

マツムシソウ ナベナ Dipsacus japonicus  Miq.
マツムシソウ マツムシソウ Scabiosa japonica  Miq.
マツムシソウ タカネマツムシソウ Scabiosa japonica  Miq. var. alpina  Takeda
マツムシソウ シロバナタカネマツムシ Scabiosa japonica  Miq. var. alpina Takeda f. alba  Sugimoto
マツムシソウ シロバナマツムシソウ Scabiosa japonica  Miq. f. albiflora (Honda) Hara
マツムシソウ アシタカマツムシソウ Scabiosa japonica  Miq. f. lasiophylla  Sugimoto
マツムシソウ ソナレマツムシソウ Scabiosa japonica  Miq. f. littoralis  Nakai
キキョウ ヒメシャジン Adenophora nikoensis Franch. et Savat.

キキョウ ミヤマシャジン
Adenophora nikoensis  Franch. et Savat.
　var. stenophylla (Kitam.) Ohwi

キキョウ ソバナ Adenophora remotiflora  (Sieb. et Zucc.) Miq.
キキョウ シロバナソバナ Adenophora remotiflora (Sieb. et Zucc.) Miq. f. leucantha  Honda
キキョウ イワシャジン Adenophora takedae  Makino
キキョウ ツリガネニンジン Adenophora triphylla  (Thunb.) A. DC. var. japonica  (Regel) Hara
キキョウ シデシャジン Asyneuma japonicum (Miq.) Briquet
キキョウ チシマギキョウ Campanula chamissonis  Fedorov
キキョウ イワギキョウ Campanula lasiocarpa  Cham.
キキョウ ホタルブクロ Campanula punctata  Lam.
キキョウ ヤマホタルブクロ Campanula punctata Lam. var. hondoensis  (Kitam.) Ohwi
キキョウ フギレホタルブクロ Campanula punctata Lam. f. partita  Makino
キキョウ ツルギキョウ Campanumoea maximowiczii Honda
キキョウ ツルニンジン Codonopsis lanceolata  (Sieb. et Zucc.) Trautv.
キキョウ シブカワニンジン Codonopsis lanceolata  (Sieb. et Zucc.) Trautv. var. omurae  T. Koyama
キキョウ バアソブ Codonopsis ussuriensis  (Rupr. et Maxim.) Hemsley
キキョウ ミゾカクシ Lobelia chinensis  Lour.
キキョウ サワギキョウ Lobelia sessilifolia  Lamb.

キキョウ タニギキョウ
Peracarpa carnosa  (Wall.) Hook. fil. et Thomson
　var. circaeoides (Fr. Schm.) Makino

キキョウ キキョウ Platycodon grandiflorum  (Jacq.) A. DC.
キキョウ ヒナキキョウソウ Triodanis biflora ●

キキョウ キキョウソウ Triodanis perfoliata (L.) Nieuwl. ●

キキョウ ヒナギキョウ Wahlenbergia marginata  (Thunb.) A. DC.
キク ノコギリソウ Achillea alpina  L.
キク ヤマノコギリソウ Achillea alpina  L. var. discoidea  (Regel) Kitam.
キク セイヨウノコギリソウ Achillea millefolium  L. ●

キク ノブキ Adenocaulon himalaicum  Edgew.
キク ヌマダイコン Adenostemma lavenia  (L.) O. Kuntze
キク カッコウアザミ Ageratum conyzoides  L. ●

キク ムラサキカッコウアザミ Ageratum houstonianum  Mill. ●

キク モミジハグマ Ainsliaea acerifolia  Sch. Bip.
キク オクモミジハグマ Ainsliaea acerifolia  Sch. Bip. var. subapoda  Nakai
キク キッコウハグマ Ainsliaea apiculata  Sch. Bip.
キク モミジキッコウハグマ Ainsliaea apiculata  Sch. Bip. f. acerifolia  Sugimoto
キク テイショウソウ Ainsliaea cordifolia  Franch. et Savat.
キク ヒロハテイショウソウ Ainsliaea cordifolia  Franch. et Savat. var. maruoi Makino
キク エンシュウハグマ Ainsliaea dissecta  Franch. et Savat.

キク マルバエンシュウハグマ
Ainsliaea dissecta  Franch. et Savat. var. maruoi Makino
　f. acerifolia Sugimoto

キク ムラサキエンシュウハグマ
Ainsliaea dissecta  Franch. et Savat. var. maruoi  Makino
　f. purpurascens Sugimoto

キク ブタクサ Ambrosia artemisiifolia  L. var. elatior  (L.) Descurtilz ●

キク ブタクサモドキ Ambrosia psilostachya  DC. ●

キク オオブタクサ（クワモドキ） Ambrosia trifida  L. ●

キク タカネヤハズハハコ Anaphalis alpicola  Makino
キク ヤマハハコ Anaphalis margaritacea  (L.) Benth. et Hook. fil.

キク カワラハハコ
Anaphalis margaritacea  (L.) Benth. et Hook. fil.
　ssp. yedoensis (Franch. et Savat.) Kitam.

キク ヤハズハハコ Anaphalis sinica  Hance
キク カミルレモドキ Anthemis cotula L. ●
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キク ヒメアフリカギク Arctotis acaulis  L. ●

キク ウサギギク Arnica unalaschcensis  Less. var. tschonoskyi  (Iljin) Kitam. et Hara
キク クソニンジン Artemisia annua  L. ●

キク カワラニンジン Artemisia apiacea  Hance
キク カワラヨモギ Artemisia capillaris Thunb.
キク ヒメヨモギ Artemisia feddei  Lév. et Vaniot
キク オトコヨモギ Artemisia japonica  Thunb.
キク ホソバオトコヨモギ Artemisia japonica Thunb. f. resedifolia  Takeda
キク イヌヨモギ Artemisia keiskeana  Miq.
キク キタダケヨモギ Artemisia kitadakensis  Hara et Kitam.
キク ユキヨモギ Artemisia momiyamae  Kitam.
キク ミヤマオトコヨモギ Artemisia pedunculosa  Miq.
キク ヨモギ Artemisia princeps  Pamp.
キク タカネヨモギ Artemisia sinanensis  Yabe
キク チシマヨモギ Artemisia unalaskensis  Rydberg.
キク ヤマシロギク Aster ageratoides  Turcz. ssp. amplexifolius  (Sieb. et Zucc.) Kitam.
キク ホソバコンギク Aster ageratoides Turcz. ssp. angustifolius  (Kitam.) Kitam.
キク シロヨメナ Aster ageratoides  Turcz. ssp. leiophyllus (Franch. et Savat.) Kitam.

キク サガミギク
Aster ageratoides  Turcz. ssp. leiophyllus  (Franch. et Savat.) Kitam.
　var. harae (Makino) Kitam.

キク タマバシロヨメナ
Aster ageratoides  Turcz. ssp. leiophyllus  (Franch. et Savat.) Kitam.
　var. ovalifolius Kitam.

キク キントキシロヨメナ
Aster ageratoides  Turcz. ssp. leiophyllus  (Franch. et Savat.) Kitam.
　var. sawadanus Kitam.

キク ナガバシロヨメナ
Aster ageratoides Turcz. ssp. leiophyllus  (Franch. et Savat.) Kitam.
　var. tenuifolius Kitam.

キク ノコンギク Aster ageratoides Turcz. ssp. ovatus (Franch. et Savat.) Kitam.

キク シロバナノコンギク
Aster ageratoides Turcz. ssp. ovatus  (Franch. et Savat.) Kitam.
　f. albidus Kitam.

キク ハマコンギク
Aster ageratoides  Turcz. ssp. ovatus  (Franch. et Savat.) Kitam.
　var. littoricola Kitam.

キク ハルノコンギク
Aster ageratoides  Turcz. ssp. ovatus  (Franch. et Savat.) Kitam.
　f. vernalis (Honda) Ohwi

キク アキバギク Aster ageratoides  Turcz. ssp. sugimotoi Kitam.
キク タテヤマギク Aster dimorphophyllus  Franch. et Savat.
キク モミジタテヤマギク Aster dimorphophyllus  Franch. et Savat. f. divisus  (Makino) Hayashi
キク サケバタテヤマギク Aster dimorphophyllus  Franch. et Savat. f. laciniatus  Honda
キク オオホウキギク Aster exilis  Elliot ●

キク ヒメシオン Aster fastigiatus  Fisch.
キク ゴマナ Aster glehni  Fr. Schm. var. hondoensis  Kitam.
キク カワラノギク Aster kantoensis  Kitam.
キク カツマタギク Aster  × katsumatae  (Ohtani et Suzuki) Sugimoto
キク チョウセンシオン Aster koraiensis  Nakai
キク ユウゼンギク Aster novi-belgii L. ●

キク キダチコンギク Aster pilosus  Willd. ●

キク サワシロギク Aster rugulosus  Maxim.
キク シブカワシロギク Aster rugulosus  Maxim. var. shibukawaensis  Kitam. et Murata
キク シラヤマギク Aster scaber  Thunb.
キク ナガバシラヤマギク Aster  × sekimotoi Makino
キク ホウキギク Aster subulatus  Michx. var. sandwicensis  (A. Gray) A. G. Jones ●

キク ヒロハホウキギク Aster subulatus Michx. var. ligulatus  Shinners ●

キク ウラギク（ハマシオン） Aster tripolium  L.
キク ハコネギク Aster viscidulus  (Makino) Makino
キク タカネコンギク Aster viscidulus  (Makino) Makino var. alpina  (Koidz.) Kitam.
キク オケラ Atractylodes japonica  Koidz. ex Kitam.
キク キンバイタウコギ Bidens aurea  (Aiton) Sherff ●

キク コバノセンダングサ Bidens bipinnata  L. ●

キク センダングサ Bidens biternata  (Lour.) Merr. et Sherff ●

キク アメリカセンダングサ Bidens frondosa  L. ●

キク ホソバノセンダングサ Bidens parviflora  Willd. ●

キク コセンダングサ Bidens pilosa  L. ●
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キク コシロノセンダングサ Bidens pilosa  L. var. minor  (Blume) Sherff ●

キク オオバナセンダングサ Bidens pilosa  L. var. radiata  Sch. Bip. ●

キク タホウタウコギ Bidens polylepis  Blake ●

キク タウコギ Bidens tripartita  L.
キク オオキバナムカシヨモギ Blumea lanceolaria (Roxb.) Druce ●

キク カニコウモリ Cacalia adenostyloides  (Franch. et Savat.) Matsum.
キク イズカニコウモリ Cacalia amagiensis  Kitam.
キク モミジガサ Cacalia delphiniifolia  Sieb. et Zucc.

キク オガサモミジガサ
Cacalia delphiniifolia  Sieb. et Zucc.
　var. breviloba Sugimoto et Sugino

キク ウスゲタマブキ Cacalia farfaraefolia  Sieb. et Zucc.
キク ミヤマコウモリソウ Cacalia farfaraefolia  Sieb. et Zucc. var. acerina  (Makino) Kitam.
キク コウモリソウ Cacalia hastata  L. ssp. farfaraefolia  (Maxim.) Kitam.

キク オクヤマコウモリ
Cacalia hastata  L. ssp. farfaraefolia  (Maxim.) Kitam.
　var. alata Kitam.

キク テバコモミジガサ Cacalia tebakoensis  (Makino) Makino
キク ヤマタイミンガサ Cacalia yatabei  Matsum. et Koidz.

キク ニシノヤマタイミンガサ
Cacalia yatabei  Matsum. et Koidz.
　var. occidentalis F. Maek. ex Kitam.

キク ヒレアザミ Carduus crispus  (Tourn.) L. ●

キク シロバナヒレアザミ Carduus crispus  (Tourn.) L. f. alba  Hara ●

キク ウナズキヒレアザミ Carduus nutans  L. ●

キク ヤブタバコ Carpesium abrotanoides  L.
キク コヤブタバコ Carpesium cernuum  L.
キク ガンクビソウ Carpesium divaricatum  Sieb. et Zucc.

キク ホソバガンクビソウ
Carpesium divaricatum  Sieb. et Zucc.
　var. abrotanoides (Koidz.) Kitam.

キク ノッポロガンクビソウ
Carpesium divaricatum  Sieb. et Zucc.
　var. matsuei (Tatew. et Kitam.) Kitam.

キク サジガンクビソウ Carpesium glossophyllum Maxim.
キク オオガンクビソウ Carpesium macrocephalum  Franch. et Savat.
キク ヒメガンクビソウ Carpesium rosulatum  Miq.
キク ミヤマヤブタバコ Carpesium triste  Maxim.
キク セイヨウベニバナ Carthamus tinctorius  L. ●

キク ムラサキイガヤグルマギク Centaurea calicitrapa  L. ●

キク ヤグルマギク Centaurea cyanus  L. ●

キク ヤグルマアザミ Centaurea jacea  L. ●

キク イガヤグルマギク Centaurea solstitialis  L. ●

キク トキンソウ Centipeda minima  (L.) A. Braun et Ascherson
キク ヒメアザミ Cirsium buergeri  Miq.
キク モリアザミ Cirsium dipsacolepis  (Maxim.) Matsum.
キク ホソエノアザミ Cirsium effusum  (Maxim.) Matsum.
キク ミヤマホソエノアザミ Cirsium gratiosum  Kitam. var. alpinum  (Nakai) Kitam.
キク ノアザミ Cirsium japonicum  DC.
キク シロバナノアザミ Cirsium japonicum  DC. f. leucanthum Nakai
キク イナベアザミ Cirsium magofukui Kitam.
キク ハマアザミ Cirsium maritimum  Makino
キク アズマヤマアザミ Cirsium microspicatum  Nakai
キク ミサワアザミ Cirsium  × misawaense Nakai

キク イガアザミ
Cirsium nipponicum  (Maxim.) Makino
　var. comosum (Franch. et Savat.) Kitam.

キク トネアザミ
Cirsium nipponicum  (Maxim.) Makino
　var. incomptum (Franch. et Savat.) Kitam.

キク ハコネアザミ Cirsium nipponicum  (Maxim.) Makino var. sawadae  (Kitam.) Kitam.
キク ノハラアザミ Cirsium oligophyllum  (Franch. et Savat.) Matsum.
キク フジアザミ Cirsium purpuratum  (Maxim.) Matsum.
キク シロバナフジアザミ Cirsium purpuratum  (Maxim.) Matsum. f. albiflorum (Kitam.) Kitam.
キク センジョウアザミ Cirsium senjoense  Kitam.
キク クロサワアザミ Cirsium senjoense  Kitam. var. kurosawae Kitam.
キク キセルアザミ Cirsium sieboldii  Miq.
キク スズカアザミ Cirsium suzukaense  Kitam.

- 55 -



種　　　　　　　　　名

和　　名 学　　　　　　　　名
備考科　　名

キク ワタムキアザミ Cirsium tashiroi Kitam.
キク アレチノギク Conyza bonariensis  (L.) Cronq. ●

キク イズハハコ（ワタナ） Conyza japonica  (Thunb.) Less.
キク オオアレチノギク Conyza sumatrensis  (Retz.) E. H. Walker ●

キク キンケイギク Coreopsis drummondii Torr. et Gray ●

キク オオキンケイギク Coreopsis lanceolata  L. ●

キク ハルシャギク Coreopsis tinctoria  Nutt. ●

キク コスモス Cosmos bipinnatus  Cav. ●

キク キバナコスモス Cosmos sulphureus  Cav. ●

キク マメカミツレ Cotula australis  (Spreng.) Hook. fil. ●

キク ウシオシカギク Cotula coronopifolia  L. ●

キク ベニバナボロギク Crassocephalum crepidioides  (Benth.) S. Moore ●

キク ヤクシアゼトウナ Crepidiastrixeris  × surugensis (Hisauchi) Kitam.
キク アゼトウナ Crepidiastrum keiskeanum  (Maxim.) Nakai
キク ソテツアゼトウナ Crepidiastrum keiskeanum  (Maxim.) Nakai f. pinnatilobum  Hisauchi
キク ワダン Crepidiastrum platyphyllum  (Franch. et Savat.) Kitam.
キク キクタニギク Dendranthema boreale  (Makino) Kitam.
キク リュウノウギク Dendranthema japonicum  (Makino) Kitam.
キク ナデシコザキリュウノウギク Dendranthema japonicum  (Makino) Kitam. f. dianthiflorum Honda
キク ハナイソギク Dendranthema  × marginatum (Miq.) Kitam.
キク イソギク Dendranthema pacificum  (Nakai) Kitam.
キク イワインチン Dendranthema rupestre  (Matsum. et Koidz. ) Kitam.
キク クサヤツデ Diaspananthus uniflorus  (Sch. Bip.) Kitam.
キク タカサブロウ Eclipta prostrata  L.
キク ウスベニニガナ Emilia sonchifolia  (L.) DC. ●

キク ダンドボロギク Erechtites hieracifolia  (L.) Rafin. ex DC. ●

キク エゾムカシヨモギ Erigeron acris  L.
キク ヒメムカシヨモギ Erigeron canadensis  L. ●

キク ペラペラヨメナ Erigeron karvinskianus  DC. ●

キク ハルジオン Erigeron philadelphicus  L. ●

キク ケナシヒメムカシヨモギ Erigeron pusillus Nutt. ●

キク アズマギク Erigeron thunbergii  A. Gray
キク シロバナアズマギク Erigeron thunbergii  A. Gray f. leucanthus  Hara
キク ヒヨドリバナ Eupatorium chinense  L.
キク ホシナシヒヨドリバナ Eupatorium chinense  L. f. eglandulosum  (Honda) Hara
キク ヨツバヒヨドリ Eupatorium chinense  L. ssp. sachalinense  (Fr. Schm.) Kitam.
キク フジバカマ Eupatorium fortunei  Turcz.
キク サワヒヨドリ Eupatorium lindleyanum  DC.
キク ホシナシサワヒヨドリ Eupatorium lindleyanum  DC. f. eglandulosum  Kitam.
キク ミツバヒヨドリバナ Eupatorium × tripartitum (Makino) Murata et H. Koyama
キク ツワブキ Farfugium japonicum  (L. fil.) Kitam.
キク ツツザキツワブキ Farfugium japonicum  (L.) Kitam. f. tubiflorum  Sugimoto et Sugino
キク キヨミギク Filago germanica  (L.) Huds. ●

キク コゴメギク Galinsoga parviflora  Cav. ●

キク ハキダメギク Galinsoga quadriradiata  Ruiz. et Pav. ●

キク ハハコグサ Gnaphalium affine  D. Don
キク タチチチコグサ Gnaphalium calviceps  Fern. ●

キク アキノハハコグサ Gnaphalium hypoleucum  DC.
キク チチコグサ Gnaphalium japonicum  Thunb.
キク チチコグサモドキ Gnaphalium pensylvanicum  Willd. ●

キク ウスベニチチコグサ Gnaphalium purpureum  L. ●

キク キバナタカサブロウ Guizotia abyssinica  (L. f.) Cass. ●

キク サンシチソウ Gynura japonica  (Thunb.) Juel. ●

キク ヤバネタンゴギク Helenium bigelovii  A. Gray ●

キク ヒメヒマワリ Helianthus cucumerifolius  Torr. et Gray ●

キク ヤナギバヒマワリ Helianthus laevigatus  Torr et Gray ●

キク イヌキクイモ Helianthus strumosus  L. ●

キク キクイモ Helianthus tuberosus  L. ●

キク キツネアザミ Hemistepta lyrata  Bunge
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キク ヤマジノギク Heteropappus hispidus  (Thunb.) Less.
キク ハマベノギク Heteropappus hispidus  (Thunb.) Less. ssp. arenarius  (Kitam.) Kitam.
キク ミヤマコウゾリナ Hieracium japonicum Franch. et Savat.
キク ヤナギタンポポ Hieracium umbellatum  L.
キク スイラン Hololeion krameri  (Franch. et Savat.) Kitam.
キク ブタナ Hypochoeris radicata  L. ●

キク ミズギク Inula ciliaris  (Miq.) Maxim.
キク オグルマ Inula britannica  L. ssp. japonica  (Thunb.) Kitam.
キク カセンソウ Inula salicina  L. var. asiatica  Kitam.
キク タカサゴソウ Ixeris chinensis  (Thunb.) Nakai ssp. strigosa  (Lével. et Vant.) Kitam.
キク オオヂシバリ Ixeris debilis  (Thunb.) A. Gray
キク ニガナ Ixeris dentata  (Thunb.) Nakai
キク シロニガナ Ixeris dentata  (Thunb.) Nakai f. alba  Kitam.
キク シロバナハナニガナ Ixeris dentata  (Thunb.) Nakai var. albiflora  (Makino) Nakai

キク ハナニガナ
Ixeris dentata  (Thunb.) Nakai var. albiflora  (Makino) Nakai
　f. amplifolia (Kitam.) Hiyama

キク タカネニガナ Ixeris dentata  (Thunb.) Nakai ssp. alpicola  (Takeda) Kitam.
キク ハイニガナ Ixeris dentata  (Thunb.) Nakai var. gracilior  (A. Gray) Kitam.
キク クモマニガナ Ixeris dentata  (Thunb.) Nakai ssp. kimurana  Kitam.
キク ドロニガナ Ixeris dentata  (Thunb.) Nakai ssp. kitayamensis  Murata
キク ホソバニガナ Ixeris makinoana  (Kitam.) Kitam.
キク タカサゴニガナ Ixeris × musashiensis  Makino et Hisauchi
キク ミヤコジシバリ Ixeris × nakazonei (Kitam.) Kitam.
キク ノニガナ Ixeris polycephala Cass.
キク ハマニガナ Ixeris repens (L.) A. Gray
キク イワニガナ Ixeris stolonifera A. Gray
キク ミヤマイワニガナ Ixeris stolonifera  A. Gray var. capillaris  (Nakai) T. Shimidzu
キク カワラニガナ Ixeris tamagawaensis  (Makino) Kitam.
キク オオユウガギク Kalimeris incisa  (Fisch.) DC.
キク ユウガギク Kalimeris pinnatifida  (Maxim.) Kitam.
キク カントウヨメナ Kalimeris pseudo-yomena  Kitam.
キク ヨメナ Kalimeris yomena  Kitam.
キク ホシザキヨメナ Kalimeris yomena  Kitam. f. laciniata  Sugimoto
キク アキノノゲシ Lactuca indica  L.
キク ホソバアキノノゲシ Lactuca indica L. f. indivisa  Hara
キク リュウゼツサイ Lactuca indica  L. var. dracoglossa  (Makino) Kitam. ●

キク ヤマニガナ Lactuca raddeana  Maxim. var. elata  (Hemsl.) Kitam.
キク トゲチシャ Lactuca scariola  L. ●

キク クキチシャ Lactuca scariola  L. f. integrifolia  (Bogenh.) G. Beck. ●

キク ムラサキニガナ Lactuca sororia  Miq.
キク ミヤマアキノノゲシ Lactuca triangulata  Maxim.
キク コオニタビラコ Lapsana apogonoides  Maxim.
キク ナタネタビラコ Lapsana communis  L. ●

キク ヤブタビラコ Lapsana humilis  (Thunb.) Makino
キク オニヤブタビラコ Lapsoyoungia musashiensis (Hiyama) Hiyama
キク センボンヤリ Leibnitzia anandria  (L.) Turcz.
キク ウスユキソウ Leontopodium japonicum  Miq.
キク ミネウスユキソウ Leontopodium japonicum  Miq. var. shiroumense  Nakai ex Kitam.
キク ミコシギク Leucanthemella linearis  (Matsum.) Tzvelev
キク フランスギク Leucanthemum vulgare  Lamarck ●

キク ヤマタバコ Ligularia angusta  (Nakai) Kitam.
キク マルバダケブキ Ligularia dentata  (A. Gray) Hara
キク オタカラコウ Ligularia fischerii (Ledeb.) Turcz.
キク ハンカイソウ Ligularia japonica  (Thunb.) Less.
キク カイタカラコウ Ligularia kaialpina  Kitam.
キク メタカラコウ Ligularia stenocephala  (Maxim.) Matsum. et Koidz.
キク カミツレ Matricaria chamomilla  L. ●

キク コシカギク Matricaria matricarioides  (Less.) Porter ●

キク シカギク Matricaria tetragonosperma  (Fr. Schm.) Hara et Kitam. ●
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キク オオモミジガサ Miricacalia makineana  (Yatabe) Kitam.
キク チョウセンオン ●

キク ミヤマヨメナ Miyamayomena savatieri  (Makino) Kitam.
キク ナガバノコウヤボウキ Pertya glabrescens  Sch. Bip.
キク クルマバハグマ Pertya rigidula  (Miq.) Makino
キク カシワバハグマ Pertya robusta  (Maxim.) Beauv.
キク コウヤボウキ Pertya scandens  (Thunb.) Sch. Bip.
キク フキ Petasites japonicus  (Sieb. et Zucc.) Maxim.
キク ムラサキブキ Petasites japonicus  (Sieb. et Zucc.) Maxim. f. purpurascens  Makino
キク ハリゲコウゾリナ Picris echinoides  L. ●

キク コウゾリナ Picris hieracioides  L. ssp. japonica  (Thunb.) Krylov

キク アカイシコウゾリナ
Picris hieracioides  L. ssp. japonica (Thunb.) Krylov
　var. akaishiensis Kitam.

キク ハマコウゾリナ
Picris hieracioides  L. ssp. japonica  (Thunb.) Krylov
　var. litoralis Kitam.

キク
カンチコウゾリナ
（タカネコウゾリナ）

Picris hieracioides  L. ssp. kamtschatica (Ledeb.) Hultén

キク フクオウソウ Prenanthes acerifolia  (Maxim.) Matsum.

キク フクオウニガナ
Prenanthes acerifolia  (Maxim.) Matsum.
　f. nipponica (Franch. et Savat.) Matsum. et Koidz.

キク
アラゲハンゴンソウ
　（キヌガサギク）

Rudbeckia hirta  L. var. pulcherrima  Farwell ●

キク オオハンゴンソウ Rudbeckia laciniata  L. ●

キク ハナガサギク Rudbeckia laciniata  L. var. hortensis  Bailey ●

キク シュウブンソウ Rhynchospermum verticillatum  Reinw.
キク ホクチアザミ Saussurea gracilis  Maxim.
キク ミヤコアザミ Saussurea maximowiczii  Herder
キク マルバミヤコアザミ Saussurea maximowiczii  Herder f. serrata  Kitam.
キク ネコヤマヒゴタイ Saussurea modesta Kitam.
キク シロバナネコヤマヒゴタイ Saussurea modesta  Kitam. f. albiflora  Sugimoto
キク キントキヒゴタイ Saussurea sawadae  Kitam.
キク アベトウヒレン Saussurea nipponica  Miq. ssp. kurosawae Kitam.
キク アサマヒゴタイ Saussurea nipponica  Miq. ssp. savatieri Kitam.
キク ヒメヒゴタイ Saussurea pulchella  Fischer
キク ヤハズトウヒレン Saussurea sagitta  Franch.
キク トゲキクアザミ Saussurea spinulifera  Franch.
キク シロバナトゲキクアザミ Saussurea spinulifera  Franch. f. albiflora  Honda
キク セイタカトウヒレン Saussurea tanakae  Franch. et Savat.
キク ヤハズヒゴタイ Saussurea triptera Maxim.
キク タンザワヒゴタイ Saussurea triptera  Maxim. var. hisauchii Kitam.
キク ミヤマヒゴタイ Saussurea triptera  Maxim. f. major  (Takeda) Ohwi
キク タカネヒゴタイ Saussurea triptera Maxim. var. minor  (Takeda) Kitam.
キク キクアザミ Saussurea ussuriensis Maxim.
キク ハンゴンソウ Senecio cannabifolius Less.
キク コウリンカ Senecio flammeus Turcz. ex DC. ssp. glabrifolius  (Cufod.) Kitam.
キク オカオグルマ Senecio integrifolius  (L.) Clairv. ssp. fauriei  (Lévl. et Vant.) Kitam.
キク キオン Senecio nemorensis  L.
キク サワギク Senecio nikoensis  Miq.
キク サワオグルマ Senecio pierotii Miq.
キク タカネコウリンカ Senecio takedanus  Kitam.
キク ハナノボロギク Senecio vernalis  Waldst. et Kitaib. ●

キク ノボロギク Senecio vulgaris  L. ●

キク タムラソウ Serratula coronata  L. ssp. insularis  (Iljin) Kitam.
キク ツクシメナモミ Siegesbeckia orientalis  L.
キク コメナモミ Siegesbeckia orientalis  L. ssp. glabrescens  (Makino) Kitam.
キク メナモミ Siegesbeckia orientalis  L. ssp. pubescens  (Makino) Kitam.
キク セイタカアワダチソウ Solidago altissima  L. ●

キク オオアワダチソウ Solidago gigantea  Ait. var. leiophylla  Fernald ●

キク アキノキリンソウ Solidago virgaurea  L. ssp. asiatica  Kitam.

キク ミヤマアキノキリンソウ
Solidago virgaurea  L. ssp. leiocarpa  (Benth.) Hultén
　f. japonalpestris Kitam.

キク ハチジョウアキノキリンソウ Solidago virga-aurea  L. var. praeflorens  Nakai
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キク アオヤギバナ Solidago yokusaiana  Makino
キク イヌアオヤギバナ Solidago yokusaiana  Makino var. glabricarpa  Sugimoto
キク オニノゲシ Sonchus asper  (L.) Hill ●

キク ハチジョウナ Sonchus brachyotus  DC.
キク ノゲシ Sonchus oleraceus  L.
キク ヒメジョオン Stenactis annuus  (L.) Cass. ●

キク ボウズヒメジョオン Stenactis annuus  (L.) Cass. f. discoideus  Mar. -Vict. et Rouss. ●

キク ヤナギバヒメジョオン Erigeron pseudo-annuus  Makino ●

キク ヘラバヒメジョオン Erigeron strigosus  (Muhl.) DC. ●

キク ヤブレガサ Syneilesis palmata  (Thunb.) Maxim.
キク ハバヤマボクチ Synurus excelsus  (Makino) Kitam.
キク オヤマボクチ Synurus pungens  (Franch. et Savat.) Kitam.
キク シオザキソウ Tagetes minuta  L. ●

キク シロバナタンポポ Taraxacum albidum Dahlst.
キク シロウマタンポポ Taraxacum alpicola Kitam. var. shiroumense  (H. Koidz.) Kitam.
キク エゾタンポポ Taraxacum hondoense  Nakai
キク アカミタンポポ Taraxacum laevigatum  (Willd.) DC. ●

キク ヒロハタンポポ Taraxacum longeappendiculatum Nakai
キク セイヨウタンポポ Taraxacum officinale  Weber ●

キク カントウタンポポ Taraxacum platycarpum  Dahlst.
キク ヤツガタケタンポポ Taraxacum yatsugatakense  H. Koidz.
キク イヌカミツレ Matricaria perforata  Mérat ●

キク クマノギク Wedelia chinensis  (Osbeck) Merr.
キク ネコノシタ Wedelia prostrata  (Hook. et Arn.) Hemsley
キク イガオナモミ Xanthium italicum  Moretti ●

キク オオオナモミ Xanthium occidentale  Bertoloni ●

キク トゲオナモミ Xanthium spinosum  L. ●

キク オナモミ Xanthium strumarium  L.
キク クサノオウバノギク Youngia chelidoniifolia  (Makino) Kitam.
キク ヤクシソウ Youngia denticulata  (Houtt.) Kitam.
キク ハナヤクシソウ Youngia denticulata  (Houtt.) Kitam. f. pinnatipartita  (Makino) Kitam.
キク オニタビラコ Youngia japonica  (L.) DC.
単子葉植物綱　Ｍｏｎｏｃｏｔｙｌｅｄｏｎｅａｅ

オモダカ ヘラオモダカ Alisma canaliculatum A. Br. et Bouché
オモダカ マルバオモダカ Caldesia parnassifolia  (Bassi ex L.) Parlat.
オモダカ アギナシ Sagittaria aginashi  Makino
オモダカ ウリカワ Sagittaria pygmaea  Miq.
オモダカ オモダカ Sagittaria trifolia  L.
オモダカ クワイ Sagittaria trifolia  L. var. edulis (Sieb.) Ohwi ●

トチカガミ マルミスブタ Blyxa aubertii  L. C. Rich.
トチカガミ スブタ Blyxa echinosperma (Clarke) Hook. fil.
トチカガミ ヤナギスブタ Blyxa japonica  (Miq.) Maxim.
トチカガミ オオカナダモ Egeria densa  Planch. ●

トチカガミ コカナダモ Elodea nuttallii (Planch.) St. John ●

トチカガミ ウミヒルモ Halophila ovalis  (R. Br.) Hook. fil.
トチカガミ クロモ Hydrilla verticillata  (L. fil.) Caspary
トチカガミ トチカガミ Hydrocharis dubia  (Blume) Backer
トチカガミ オオミズオオバコ Ottelia alismoides  (L.) Pers.
トチカガミ ミズオオバコ Ottelia japonica  Miq.
トチカガミ セキショウモ Vallisneria natans  (Lour.) Hara
シバナ シバナ Triglochin maritimum  L.
ヒルムシロ エビモ Potamogeton crispus  L.

ヒルムシロ
コバノヒルムシロ
　（トゲミミズヒキモ）

Potamogeton cristatus  Regel et Maack

ヒルムシロ ヒルムシロ Potamogeton distinctus  A. Bennett
ヒルムシロ フトヒルムシロ Potamogeton fryeri A. Bennett
ヒルムシロ センニンモ Potamogeton maackianus  A. Bennett
ヒルムシロ ササバモ Potamogeton malaianus  Miq.
ヒルムシロ オヒルムシロ Potamogeton natans  L.
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ヒルムシロ ホソバミズヒキモ Potamogeton octandrus  Poiret
ヒルムシロ ミズヒキモ Potamogeton octandrus  Poir. var. miduhikimo  (Makino) Hara
ヒルムシロ ヤナギモ Potamogeton oxyphyllus  Miq.
ヒルムシロ ツツイトモ Potamogeton panormitanus  Biv.
ヒルムシロ リュウノヒゲモ Potamogeton pectinatus  L.
ヒルムシロ ヒロハノエビモ Potamogeton perfoliatus  L.
ヒルムシロ イトモ Potamogeton pusillus  L.
ヒルムシロ カワツルモ Ruppia maritima  L.
イトクズモ イトクズモ Zannichellia palustris  L. var. indica  (Cham.) Graebn.
アマモ エビアマモ Phyllospadix japonicus  Makino
アマモ タチアマモ Zostera caulescens  Miki
アマモ コアマモ Zostera japonica  Aschers. et Graebn.
アマモ アマモ Zostera marina  L.
イバラモ ムサシモ Najas ancistocarpa  A. Br.
イバラモ ホッスモ Najas graminea Del.

イバラモ
サガミトリゲモ
（ヒロハトリゲモ）

Najas indica (Willd.) Cham.

イバラモ イトトリゲモ Najas japonica  Nakai
イバラモ イバラモ Najas marina  L.
イバラモ トリゲモ Najas minor  All.
ホンゴウソウ ホンゴウソウ Andruris japonica  (Makino) Giesen.
ホンゴウソウ ウエマツソウ Sciaphila tosaensis  Makino
ユリ ネバリノギラン Aletris foliata  (Maxim.) Bureau et Franch.
ユリ ソクシンラン Aletris spicata  (Thunb.) Franch.
ユリ ノビル Allium grayi  Regel
ユリ ヒメニラ Allium monanthum Maxim.
ユリ イズアサツキ Allium schoenoprasum L. var. idzuensis  (Hara) Hara
ユリ ヤマラッキョウ Allium thunbergii G. Don
ユリ シロバナヤマラッキョウ Allium thunbergii  G. Don f. albiflorum  Honda
ユリ ニラ Allium tuberosum  Rottl.
ユリ ギョウジャニンニク Allium victorialis  L. ssp. platyphyllum  Hultén
ユリ キダチロカイ Aloe arborescens  Mill. ●

ユリ アマナ Amana edulis  (Miq.) Honda
ユリ ヒロハノアマナ Amana latifolia (Makino) Honda
ユリ クサスギカズラ Asparagus cochinchinensis  (Lour.) Merrill
ユリ キジカクシ Asparagus schoberioides  Kunth
ユリ シノブボウキ Asparagus setaceus  (Kunth) Jessop ●

ユリ ハラン Aspidistra elatior  Blume ●

ユリ ステゴビル Caloscordum inutile  (Makino) Okuyama et Kitag.
ユリ ウバユリ Cardiocrinum cordatum  (Thunb.) Makino

ユリ オオウバユリ
Cardiocrinum cordatum  (Thunb.) Makino
　var. glehnii (Fr. Schm.) Hara

ユリ シライトソウ Chionographis japonica  Maxim.
ユリ チャボシライトソウ Chionographis koidzumiana Ohwi
ユリ ツバメオモト Clintonia udensis  Trautv. et Mey
ユリ スズラン Convallaria keiskei  Miq.
ユリ ホウチャクソウ Disporum sessile  Don
ユリ アカガネホウチャクソウ Disporum sessile  Don f. cupureum  (Nakai) Sugimoto
ユリ オオホウチャクソウ Disporum sessile  Don var. macrophyllum  Koidz.
ユリ チゴユリ Disporum smilacinum  A. Gray
ユリ エダウチチゴユリ Disporum smilacinum A. Gray var. ramosum  Nakai
ユリ オオチゴユリ Disporum viridescens  (Maxim.) Nakai
ユリ カタクリ Erythronium japonicum  Decne.
ユリ シロバナカタクリ Erythronium japonicum  Decne. f. leucanthum  Okuyama

ユリ ミヤマクロユリ
Fritillaria camtschatcensis  (L.) Ker-Gawl.
　var. alpina Tatew. et Kawano

ユリ アワコバイモ（コバイモ） Fritillaria japonica  Miq.
ユリ コシノコバイモ Fritillaria japonica Miq. var. koidzumiana  (Ohwi) Hara et Kanai
ユリ カイコバイモ Fritillaria kaiensis  Naruhashi
ユリ ヒメアマナ Gagea japonica  Pascher
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ユリ キバナノアマナ Gagea lutea  (L.) Ker-Gawl.
ユリ ショウジョウバカマ Heloniopsis orientalis  (Thunb.) C. Tanaka
ユリ シロバナショウジョウバカマ Heloniopsis orientalis  (Thunb.) C. Tanaka var. flavida  (Nakai) Ohwi
ユリ ユウスゲ（キスゲ） Hemerocallis citrina  Baroni var. vespertina  (Hara) M. Hotta

ユリ
ゼンテイカ（ニッコウキスゲ、
　エゾゼンテイカ）

Hemerocallis dumortieri  Morr. var. esculenta  (Koidz.) Kitam.

ユリ ヤブカンゾウ（オニカンゾウ） Hemerocallis fulva  L. var. kwanso  Regel ●

ユリ ハマカンゾウ Hemerocallis fulva  L. var. littorea  (Makino) M. Hotta
ユリ ノカンゾウ（ベニカンゾウ） Hemerocallis fulva  L. var. longituba  (Miq.) Maxim.
ユリ コバギボウシ Hosta albo-marginata  (Hook.) Ohwi
ユリ ウラジロギボウシ Hosta hypoleuca  Murata
ユリ キヨスミギボウシ Hosta kiyosumiensis  F. Maek.
ユリ イワギボウシ Hosta longipes  (Franch. et Savat.) Matsum.
ユリ シロバナイワギボウシ Hosta longipes  (Franch. et Savat.) Matsum. f. viridipes  F. Maek.

ユリ
イズイワギボウシ（ハチジョウ
　ギボウシ、アマギギボウシ）

Hosta longipes  (Franch. et Savat.) Matsum. var. latifolia  F. Maek.

ユリ シロバナアマギイワギボウシ
Hosta longipes  (Franch. et Savat.) Matsum. var. latifolia  F. Maek.
　f. alba Sugimoto

ユリ ミズギボウシ Hosta longissima  Honda
ユリ シロバナミズギボウシ Hosta longissima  Honda f. albflorus  Honda et Koike
ユリ トウギボウシ（オオバギボウシ） Hosta sieboldiand  (Lodd.) Engl.
ユリ ウノハナギボウシ Hosta seiboldiana  (Lodd.) Engl. var. liliflora F. Meak.
ユリ クロギボウシ Hosta sieboldiand  (Lodd.) Engl. var. nigrescens  Makino
ユリ アキギボウシ Hosta tardiflora  (Lrving) Stearn.
ユリ ハナニラ Ipheion uniflorum  (Grah.) Rafine ●

ユリ ヤマユリ Lilium auratum Lindley
ユリ ベニスジヤマユリ Lilium auratum  Lindl. f. rubrovittatum  Hort.
ユリ タカサゴユリ Lilium formosanum  Wall. ●

ユリ ササユリ Lilium japonicum  Thunb.
ユリ シロバナササユリ Lilium japonicum  Thunb. f. album  (Koidz.) Mizushima
ユリ ニオイユリ Lilium japonicum  Thunb. f. angustifolium  Makino
ユリ ジンリョウユリ Lilium japonicum  Thunb. var. abeanum (Honda) Kitam.
ユリ オニユリ Lilium lancifolium Thunb. ●

ユリ
キヒラトユリ
（キバナノコオニユリ）

Lilium leichtlinii  Hook. fil. var. leichtlinii

ユリ コオニユリ Lilium leichtliuii  Hook. fil. var. maximowiczii  (Regel) Baker
ユリ ホソバコオニユリ Lilium leichtliuii  Hook. fil. var. tenuifolium  Hisauti
ユリ テッポウユリ Lilium longiflorum Thunb. ●

ユリ スカシユリ Lilium maculatum Thunb.
ユリ クルマユリ Lilium medeoloides  A. Gray
ユリ ヒメヤブラン Liriope minor  (Maxim.) Makino
ユリ シロバナヒメヤブラン Liriope minor  (Maxim.) Makino f. albiflora  (Murai) Okuyama
ユリ ヤブラン Liriope muscari (Decne) Bailey
ユリ シロバナヤブラン Liriope muscari  (Decne) Bailey f. albiflora  (Makino) Nemoto
ユリ コヤブラン Liriope spicata Lour.
ユリ チシマアマナ Lloydia serotina  (L.) Reichenb.
ユリ ホソバノアマナ Lloydia triflora (Ledeb.) Baker
ユリ ヒメマイヅルソウ Maianthemum bifolium  (L.) F. W. Schm.
ユリ マイヅルソウ Maianthemum dilatatum  (Wood) Nels. et Macbr.
ユリ ノギラン Metanarthecium luteo-viride  Maxim.
ユリ ハタケニラ Nothoscordum gracile (Aiton) Stean ●

ユリ ノシラン Ophiopogon jaburan  (Kunth) Lodd.
ユリ ジャノヒゲ（リュウノヒゲ） Ophiopogon japonicus  (L. fil.) Ker-Gawl.
ユリ ナガバジャノヒゲ Ophiopogon japonicus  (L. fil.) Ker-Gawl. var. umbrosus  Maxim.
ユリ オオバジャノヒゲ Ophiopogon planiscapus  Nakai
ユリ ツクバネソウ Paris tetraphylla  A. Gray
ユリ クルマバツクバネソウ Paris verticillata  M. v. Bieberst.
ユリ ナルコユリ Polygonatum falcatum  A. Gray
ユリ ヒメイズイ Polygonatum humile  Fischer
ユリ ワニグチソウ Polygonatum involucratum (Franch. et Savat.) Maxim.
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ユリ ミヤマナルコユリ Polygonatum lasianthum  Maxim.
ユリ ヒメナルコユリ Polygonatum lasianthum  Maxim. f. amabile  (Yatabe) Makino
ユリ オオナルコユリ Polygonatum macranthum  (Maxim.) Koidz.
ユリ アマドコロ Polygonatum odoratum  (Mill.) Druce var. pluriflorum  (Miq.) Ohwi

ユリ ハマアマドコロ
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce var. pluriflorum  (Miq.) Ohwi
　f. albomaritimum Sugimoto

ユリ ヤマアマドコロ
Polygonatum odoratum  (Mill.) Druce
　var. thunbergii (Morr. et Decne.) Hara

ユリ キチジョウソウ Reineckea carnea  (Andr.) Kunth
ユリ オモト Rohdea japonica  (Thunb.) Roth
ユリ ツルボ Scilla scilloides  (Lindl.) Druce
ユリ ヤマトユキザサ Smilacina hondoensis  Ohwi
ユリ ユキザサ Smilacina japonica  A. Gray
ユリ ヒロハユキザサ Smilacina yesoensis Franch. et Savat.
ユリ サルマメ Smilax biflora  Sieb. ex Miq. var. trinervula  (Miq.) Hatus.
ユリ サルトリイバラ Smilax china  L.
ユリ コミノサルトリイバラ Smilax china  L. f. igaensis  (Masam.) T. Koyama
ユリ トゲナシサルトリイバラ Smilax china  L. f. yanagitai  (Honda) T. Koyama
ユリ タチシオデ Smilax nipponica  Miq.
ユリ シオデ Smilax riparia  A. DC. var. ussuriensis  (Regel) Hara et T. Koyama

ユリ ホソバシオデ
Smilax riparia  A. DC. var. ussuriensis  (Regel) Hara et T. Koyama
　f. stenophylla (Hara) T. Koyama

ユリ ヤマカシュウ Smilax sieboldii  Miq.
ユリ マルバサンキライ Smilax vaginata  Decne. var. stans  (Maxim.) T. Koyama
ユリ オオバタケシマラン Streptopus amplexifolius  (L.) DC. var. papillatus  Ohwi
ユリ ヒメタケシマラン Streptopus streptopoides  (Ledeb.) Frye et Rigg var. streptopoides

ユリ タケシマラン
Streptopus streptopoides  (Ledeb.) Frye et Rigg
　var. japonicus (Maxim.) Fassett

ユリ クロミノタケシマラン
Streptopus streptopoides  (Ledeb.) Frye et Rigg
　var. japonicus (Maxim.) Fassett f. atrocarpus  (Koidz.) Ohwi

ユリ チシマゼキショウ Tofieldia coccinea Richards.

ユリ クロミゼキショウ
Tofieldia coccinea  Richards.
　var. rishiriensis (Miyabe et Kudo) Sugimoto

ユリ チャボゼキショウ Tofieldia coccinea  Richards. var. kondoi (Miyabe et Kudo) Hara
ユリ イワショウブ Tofieldia japonica  Miq.

ユリ
ハナゼキショウ
（イワゼキショウ）

Tofieldia nuda Maxim.

ユリ ヒメイワショウブ Tofieldia okuboi Makino
ユリ ヤマジノホトトギス Tricyrtis affinis  Makino
ユリ ホトトギス Tricyrtis hirta (Thunb.) Hook.
ユリ イワホトトギス Tricyrtis hirta  (Thunb.) Hook. f. saxicola  Honda

ユリ スルガジョウロウホトトギス
Tricyrtis ishiiana (Kitag. et T. Koyama) Ohwi et Okuyama
　var. surugensis Yamazaki

ユリ タマガワホトトギス Tricyrtis latifolia Maxim.
ユリ ヤマホトトギス Tricyrtis macropoda  Miq.
ユリ チャボホトトギス Tricyrtis nana  Yatabe
ユリ エンレイソウ Trillium smallii Maxim.

ユリ
シロバナエンレイソウ
　（ミヤマエンレイソウ）

Trillium tschonoskii Maxim.

ユリ コミヤマエンレイソウ Trillium tschonoskii Maxim. var. cryptopetalum Makino
ユリ ムラサキエンレイソウ Trillium tschonoskii Maxim. f. violaceum  Makino
ユリ バイケイソウ Veratrum album  L. ssp. oxysepalum  Hultén

ユリ
ホソバシュロソウ
　（ナガバシュロソウ）

Veratrum maackii  Regel var. maackii

ユリ タカネシュロソウ
Veratrum maackii  Regel var. maackioides  (Loes. f.) Hara
　f. atropurpureum (Honda) Kitam.

ユリ アオヤギソウ Veratrum maackii Regel var. parviflorum  (Miq.) Hara et Mizushima
ユリ コバイケイソウ Veratrum stamineum  Maxim.
ユリ ミカワバイケイソウ Veratrum stamineum Maxim. var. micranthum Satake
ユリ アツバキミガヨラン Yucca gloriosa  L. ●

ビャクブ ナベワリ Croomia heterosepala  (Baker) Okuyama
ヒガンバナ リュウゼツラン Agave americana  L. ●

ヒガンバナ ユリズイセン Alstroemeria psittacina Lehm. ●
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ヒガンバナ ハマオモト（ハマユウ） Crinum asiaticum  L. var. japonicum Baker
ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris radiata Herb.
ヒガンバナ キツネノカミソリ Lycoris sanguinea  Maxim.
ヒガンバナ オオキツネノカミソリ Lycoris sanguinea Maxim. var. kiushiana  Makino
ヒガンバナ ナツズイセン Lycoris squamigera  Maxim.
ヒガンバナ ラッパスイセン Narcissus pseudo-narcissus L. ●

ヒガンバナ スイセン Narcissus tazetta L. var. chinensis  Roemer ●

ヒガンバナ タマスダレ Zephyranthus candida  (Lindl.) Herb. ●

ヒガンバナ サフランモドキ Zephyranthes grandiflora  Lindl. ●

キンバイザサ コキンバイザサ Hypoxis aurea  Lour.
ヤマノイモ ナガイモ Dioscorea batatas  Decne. ●

ヤマノイモ ニガカシュウ Dioscorea bulbifera  L.
ヤマノイモ タチドコロ Dioscorea gracillima  Miq.
ヤマノイモ イズドコロ Dioscorea izuensis Akahori
ヤマノイモ ヤマノイモ Dioscorea japonica Thunb.
ヤマノイモ キクバドコロ（モミジドコロ） Dioscorea septemloba Thunb.
ヤマノイモ ヒメドコロ Dioscorea tenuipes  Franch. et Savat.
ヤマノイモ オニドコロ Dioscorea tokoro  Makino
ミズアオイ ホテイアオイ Eichhornia crassipes Salms-Laub. ●

ミズアオイ ミズアオイ Monochoria korsakowii  Regel et Maack

ミズアオイ コナギ
Monochoria vaginalis  (Burm. fil.) Presl
　var. plantaginea (Roxb.) Solms-Laub.

アヤメ ヒオウギ Belamcanda chinensis  (L.) DC.
アヤメ ノハナショウブ Iris ensata Thunb. var. spontanea  (Makino) Nakai
アヤメ シロバナノハナショウブ Iris ensata Thunb. var. spontanea  (Makino) Nakai f. albiflora  Hort.
アヤメ ヒメシャガ Iris gracilipes  A. Gray
アヤメ シャガ Iris japonica  Thunb.
アヤメ カキツバタ Iris laevigata  Fisch.
アヤメ シロカキツバタ Iris laevigata  Fisch. f. leucantha  Makino
アヤメ キショウブ Iris pseudacorus  L. ●

アヤメ シロバナキショウブ Iris pseudacorus  L. cv. Alba ●

アヤメ ウスギキショウブ Iris pseudacorus  L. cv. Pallida ●

アヤメ アヤメ Iris sanguinea  Hornem.
アヤメ ニワゼキショウ Sisyrinchium atlanticum  Bicknell ●

アヤメ ヒレニワゼキショウ Sisyrinchium bermudianum  L. ●

アヤメ ルリニワゼキショウ Sisyrinchium graminoides  Bicknell ●

アヤメ オオニワゼキショウ Sisyrinchium laxum  Otto ●

アヤメ ヒメヒオウギズイセン Tritonia  × crocosmaeflora Lem. ●

ヒナノシャクジョ
ウ

ヒナノシャクジョウ Burmannia championii  Thwaites

ヒナノシャクジョ
ウ

タヌキノショクダイ Glaziocharis abei Akasawa

イグサ ハナビゼキショウ Juncus alatus  Franch. et Savat.
イグサ ヒメコウガイゼキショウ Juncus bufonius  L.
イグサ ヒロハノコウガイゼキショウ Juncus diastrophanthus  Buchen.
イグサ イ（イグサ、トウシンソウ） Juncus effusus  L. var. decipiens  Buchen.
イグサ タマイ Juncus effusus L. var. decipiens  Buchen. f. glomeratus Makino
イグサ ヒメイ Juncus effusus  L. var. decipiens Buchen. f. gracilis  Buchen
イグサ タチコウガイゼキショウ Juncus krameri  Franch. et Savat.
イグサ ヒロハコモチゼキショウ Juncus latior Satake
イグサ コウガイゼキショウ Juncus leschenaultii Gay
イグサ イトイ Juncus maximowiczii  Buchen.
イグサ ナガミイトイ Juncus maximowiczii  Buchen. f. rostratus  Satake
イグサ コモチゼキショウ Juncus monticola  Steud.
イグサ ニッコウコウガイゼキショウ Juncus nikkoensis  Satake

イグサ
アオコウガイゼキショウ
　（ホソバノコウガイゼキショウ）

Juncus papillosus  Franch. et Savat.

イグサ エゾイトイ Juncus potaninii  Buchen.
イグサ ホソイ Juncus setchuensis  Buchen. var. effusoides  Buchen.
イグサ クサイ（シラネイ） Juncus tenuis  Willd. ●
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イグサ ナギナタクサイ Juncus tenuis Willd. var. williamsii  Fern. ●

イグサ タカネイ Juncus triglumis  L.
イグサ ハリコウガイゼキショウ Juncus wallichianus  Laharpe
イグサ イヌイ Juncus yokoscensis  (Franch. et Savat.) Satake
イグサ クモマスズメノヒエ Luzula arcuata  Sw. ssp. unalascensis  (Buchen.) Hultén.

イグサ
スズメノヤリ
　（スズメノヒエ、シバイモ）

Luzula capitata  (Miq.) Miq.

イグサ ヤマスズメノヒエ Luzula multiflora  Lejeune
イグサ アサギスズメノヒエ Luzula multiflora  Lejeune var. lutescens Satake
イグサ タカネスズメノヒエ Luzula oligantha  G. Samuels
イグサ オカスズメノヒエ Luzula pallescens  (Wahlenb.) Besser
イグサ イナバヌカボシソウ Luzula plumosa  E. Meyer var. brachycarpa  Satake
イグサ ヌカボシソウ Luzula plumosa  E. Meyer var. macrocarpa  (Buchen.) Ohwi
イグサ サイコクヌカボシソウ Luzula plumosa  E. Meyer var. sphaerosperma Satake
イグサ ミヤマヌカボシソウ Luzula rostrata  Buchen.
ツユクサ マルバツユクサ Commelina benghalensis  L.
ツユクサ ツユクサ Commelina communis  L.
ツユクサ シロバナツユクサ Commelina communis L. f. albiflora  Makino
ツユクサ モンシロツユクサ Commelina communis L. f. albomaculata  Sugimoto
ツユクサ ウスイロツユクサ Commelina communis L. f. caeruleopurpurascens  Makino
ツユクサ イボクサ（イボトリグサ） Murdannia keissak  (Hassk.) Hand. -Mazz.
ツユクサ ヤブミョウガ Pollia japonica Thunb.
ツユクサ オオトキワツユクサ Tradescantia albiflora  Kunth ●

ツユクサ トキワツユクサ Tradescantia fluminensis Vell. ●

ツユクサ ムラサキツユクサ Tradescantia ohiensis Rafin. ●

ホシクサ クロイヌノヒゲ Eriocaulon atrum  Nakai
ホシクサ ホシクサ Eriocaulon cinereum  R. Br.

ホシクサ
イトイヌノヒゲ
（コイヌノヒゲ）

Eriocaulon decemflorum  Maxim.

ホシクサ ニッポンイヌノヒゲ Eriocaulon hondoense Satake
ホシクサ イヌノヒゲ Eriocaulon miquelianum  Koernicke
ホシクサ シラタマホシクサ Eriocaulon nudicuspe  Maxim.
ホシクサ クロホシクサ Eriocaulon parvum Koernicke
ホシクサ ヒロハイヌノヒゲ Eriocaulon robustius  (Maxim.) Makino
ホシクサ ゴマシオホシクサ Eriocaulon senile  Honda
ホシクサ シロイヌノヒゲ Eriocaulon sikokianum  Maxim.
イネ アオカモジグサ Agropyron ciliare  (Trin.) Franch. var. minus  (Miq.) Ohwi
イネ タチカモジ Agropyron ciliare  (Trin.) Franch. var. pilosum  (Korsh.) Honda

イネ ケタチカモジグサ
Agropyron ciliare  (Trin.) Franch. var. pilosum  (Korsh.) Honda
　f. pubigena Honda

イネ ミズタカモジ Agropyron humidorum  Ohwi et Sakamoto
イネ オオタチカモジ Agropyron × mayebaranum  Honda
イネ シバムギ Agropyron repens (L.) Beauv. ●

イネ カモジグサ Agropyron tsukushiense  (Honda) Ohwi var. transiens  (Hack.) Ohwi
イネ コヌカグサ Agrostis alba  L. ●

イネ ノゲコヌカグサ Agrostis alba  L. f. aristigena  Fern. ●

イネ ヤマヌカボ Agrostis clavata  Trin.
イネ ヌカボ Agrostis clavata  Trin. var. nukabo  Ohwi
イネ バケヌカボ Agrostis  × dimorpholemma Ohwi
イネ ミヤマヌカボ Agrostis flaccida  Hack.
イネ コミヤマヌカボ Agrostis mertensii Trin.
イネ クロコヌカグサ Agrostis nigra With. ●

イネ ヒメコヌカグサ Agrostis nipponensis  Honda
イネ ハイコヌカグサ Agrostis stolonifera  L. ●

イネ ヌカススキ Aira caryophyllea  L. ●

イネ ハナヌカススキ Aira elegans  Willd. ex Gaudin ●

イネ スズメノテッポウ Alopecurus aequalis  Sobol.
イネ セトガヤ Alopecurus japonicus  Steud.
イネ ノスズメノテッポウ Alopecurus myosuroides Huds. ●

イネ オオスズメノテッポウ Alopecurus pratensis  L. ●
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イネ オオハマガヤ Amnophila breviligulata  Fern. ●

イネ ウシクサ Andropogon brevifolium  Sw.
イネ メリケンカルカヤ Andropogon virginicus  L. ●

イネ ヒメハルガヤ Anthoxanthum aristata  Boiss. ●

イネ タカネコウボウ Anthoxanthum japonicum  (Maxim.) Hack.
イネ ミヤマハルガヤ Anthoxanthum nipponicum  Honda
イネ ハルガヤ Anthoxanthum odoratum  L. ●

イネ オオカニツリ Arrhenatherum elatius (L.) Presl ●

イネ チョロギガヤ Arrhenatherum elatius  (L.) Presl var. bulbosum  (Willd.) Spenner ●

イネ コブナグサ Arthraxon hispidus  (Thunb.) Makino
イネ トダシバ Arundinella hirta  (Thunb.) C. Tanaka
イネ ミギワトダシバ Arundinella riparia  Honda
イネ ダンチク Arundo donax  L.
イネ アズマガヤ Asperella longe-aristata  (Hack.) Ohwi
イネ ミナトカラスムギ Avena barbata  Pott ex Link ●

イネ カラスムギ Avena fatua  L. ●

イネ コカラスムギ Avena fatua  L. var. glabrata Peterm. ●

イネ マカラスムギ（エンバク） Avena sativa L. ●

イネ ホウライチク Bambusa multiplex  (Loureiro) Raeuschel ●

イネ ミノゴメ（カズノコグサ） Beckmannia syzigachne  (Steud.) Fern.
イネ ヒメアブラススキ Bothriochloa parviflora (R. Br.) Ohwi

イネ
セイヨウヤマカモジ
　（ミナトカモジグサ）

Brachypodium distachyon  (L.) Beauv. ●

イネ コウヤザサ Brachyelytrum japonicum Hack.
イネ エゾヤマカモジグサ Brachypodium sylvaticum  (Huds.) Beauv.

イネ ヤマカモジグサ
Brachypodium sylvaticum  (Huds.) Beauv.
　var. miserum (Thunb.)  Koidz.

イネ コバンソウ Briza maxima  L. ●

イネ ヒメコバンソウ Briza minor L. ●

イネ アレチチャヒキ Bromus arvensis  L. ●

イネ イヌムギ Bromus catharticus  Vahl ●

イネ オニチャヒキ Bromus danthoniae  Trin. ●

イネ スズメノチャヒキ Bromus japonicus Thunb.
イネ ハトノチャヒキ Bromus molliformis  Lloyd ●

イネ キツネガヤ Bromus pauciflorus  (Thunb.) Hack.
イネ ヒバリノチャヒキ Bromus racemosus  L. ●

イネ ヒゲナガスズメノチャヒキ Bromus rigidus  Roth ●

イネ チャボチャヒキ Bromus rubens L. ●

イネ カラスノチャヒキ Bromus secalinus  L. ●

イネ
アレチノチャヒキ
（ニセキツネガヤ）

Bromus sterilis L. ●

イネ ウマノチャヒキ Bromus tectorum  L. ●

イネ ホガエリガヤ Brylkinia caudata (Munro) Fr. Schm.
イネ ノガリヤス（サイトウガヤ） Calamagrostis arundinacea  (L.) Roth var. brachytricha  (Steud.) Hack.

イネ ケノガリヤス
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth var. brachytricha  (Steud.) Hack.
　f. hirsuta (Hack.) Ohwi

イネ ヒナガリヤス Calamagrostis deschampsioides Trin.
イネ ザラツキヒナガリヤス Calamagrostis  deschampsioides  Trin. var. hayachinensis Ohwi
イネ ヤマアワ Calamagrostis epigeios  (L.) Roth
イネ ヒメノガリヤス Calamagrostis hakonensis  Franch. et Savat.
イネ イワノガリヤス Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin.
イネ ヒゲノガリヤス Calamagrostis longiseta Hack.
イネ ホッスガヤ Calamagrostis pseudo-phragmites (Haller fil.) Koeler
イネ タカネノガリヤス Calamagrostis sachalinensis Fr. Schm.
イネ ミヤマノガリヤス Calamagrostis sesquiflora  (Trin.) Tzvelev
イネ シンクリノイガ Cenchrus echinatus  L. ●

イネ ヒメクリノイガ Cenchrus pauciflorus  Benth. ●

イネ カンチク Chimonobambusa marmorea (Mitf.) Makino ●

イネ コウセンガヤ Chloris radiata  (L.) Swartz ●

イネ フサガヤ Cinna latifolia  (Trevir.) Griseb.
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イネ チョウセンガリヤス Cleistogenes hackelii  (Honda) Honda
イネ ヒナザサ Coelachne japonica  Hack.
イネ ジュズダマ Coix lacryma-jobi  L.

イネ オガルカヤ
Cymbopogon tortilis (Presl) Hitchc.
　var. goeringii (Steud.) Hand. -Mazz.

イネ ギョウギシバ Cynodon dactylon  (L.) Pers.
イネ カモガヤ Dactylis glomerata L. ●

イネ ヒロハノコメススキ Deschampsia caespitosa  (L.) Beauv. var. festucaefolia  Honda
イネ コメススキ Deschampsia flexuosa  (L.) Trin.
イネ タツノヒゲ Diarrhena japonica  Franch. et Savat.
イネ メヒシバ Digitaria ciliaris  (Retz.) Koel.
イネ コメヒシバ Digitaria timorensis  (Kunth) Balansa ●

イネ アキメヒシバ Digitaria violascens Link
イネ ウスゲアキメヒシバ Digitaria violascens  Link f. intersita Ohwi
イネ カリマタガヤ Dimeria ornithopoda Trin.
イネ ヒメカリマタガヤ Dimeria ornithopoda  Trin. f. microchaeta  Hack.
イネ アブラススキ Eccoilopus cotulifer (Thunb.) A. Camus
イネ イヌビエ Echinochloa crus-galli  (L.) Beauv. var. caudata  (Roshev.) Kitag.
イネ ウスゲイヌビエ Echinochloa crus-galli  (L.) Beauv. f. kanashiroi Ohwi
イネ ヒメイヌビエ Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. var. praticola  Ohwi
イネ ヒメタイヌビエ Echinochloa glabrescens  Munro
イネ タイヌビエ Echinochloa phyllopogon Stapf
イネ オヒシバ Eleusine indica (L.) Gaertn.

イネ
テンキグサ
（クサドウ、ハマニンニク）

Elymus mollis  Trin.

イネ ムラサキヒゲシバ Enteropogon dolichostachys (Lag.) Keng ●

イネ スズメガヤ Eragrostis cilianensis  Link ex Vignolo Lutati ●

イネ シナダレスズメガヤ Eragrostis curvula  (Schrad.) Nees ●

イネ カゼクサ Eragrostis ferruginea (Thunb.) Beauv.
イネ コゴメカゼクサ Eragrostis japonica  (Thunb.) Trin. ●

イネ ニワホコリ Eragrostis multicaulis Steud.
イネ オオニワホコリ Eragrostis pilosa  (L.) Beauv.
イネ コスズメガヤ Eragrostis poaeoides  Beanv.
イネ ナルコビエ Eriochloa villosa  (Thunb.) Kunth
イネ ウンヌケモドキ Eulalia quadrinervis  (Hack.) O. Kuntze
イネ ウンヌケ Eulalia speciosa  (Debeaux) O. Kuntze
イネ オニウシノケグサ Festuca arundinacea Schreb. ●

イネ ヒロハノウシノケグサ Festuca elatior  L. ●

イネ オオトボシガラ Festuca extremiorientalis  Ohwi
イネ ハガワリトボシガラ Festuca heterophylla  Lam. ●

イネ ヤマトボシガラ Festuca japonica Makino
イネ ナギナタガヤ Festuca myuros L. ●

イネ ムラサキナギナタガヤ Festuca octoflora Walt. ●

イネ シンウシノケグサ Festuca ovina  L. var. ovina
イネ タカネウシノケグサ Festuca ovina L. var. tateyamensis  Ohwi
イネ トボシガラ Festuca parvigluma  Steud.
イネ ケトボシガラ Festuca parvigluma  Steud. f. hirtus  Ohwi
イネ オオウシノケグサ Festuca rubra  L.
イネ コモチオオウシノケ Festuca rubra  L. f. prolifera  Piper
イネ ヤマオオウシノケグサ Festuca rubra  L. var. hondoensis  Ohwi
イネ ヒロハノオオウシノケグサ Festuca rubra  L. var. pacifica  Honda
イネ ムツオレグサ Glyceria acutiflora  Torr.
イネ ミヤマドジョウツナギ Glyceria alnasteretum Komar.
イネ ドジョウツナギ Glyceria ischyroneura  Steud.
イネ ヒロハノドジョウツナギ Glyceria leptolepis  Ohwi
イネ ウラハグサ Hakonechloa macra  (Munro) Makino
イネ ウシノシッペイ Hemarthria sibirica  (Gandog.) Ohwi
イネ ミヤマコウボウ Hierochloe alpina  (Sw.) Roem. et Schult.
イネ コウボウ Hierochloe odorata (L.) Beauv. var. pubesens  Krylov
イネ シラゲガヤ Holcus lanatus  L. ●
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イネ チシマムギクサ Hordeum brachyantherum Nevski ●

イネ ヤバネムギ Hordeum distichon  L. ●

イネ ヒメムギクサ Hordeum hystrix  Roth ●

イネ ハマムギクサ Hordeum marinum  Huds. ●

イネ ムギクサ Hordeum murinum  L. ●

イネ ミナトムギクサ Hordeum pusillum  Nutt. ●

イネ オオムギ Hordeum vulgare  L. ●

イネ チガヤ Imperata cylindrica (L.) Beauv.
イネ チゴザサ Isachne globosa (Thunb.) O. Kuntze
イネ ハイチゴザサ Isachne nipponensis Ohwi
イネ ケカモノハシ Ischaemum anthephoroides (Steud.) Miq.
イネ タイワンカモノハシ Ischaemum aristatum  L. var. aristatum
イネ カモノハシ Ischaemum aristatum L. var. glaucum  (Honda) T. Koyama
イネ ミノボロ Koeleria cristata (L.) Pers.
イネ ミノボロモドキ Koeleria phleoides  (Vill.) Pers. ●

イネ ウサギノオ Lagurus ovatus  L. ●

イネ アシカキ Leersia japonica  Makino
イネ サヤヌカグサ Leersia sayanuka  Ohwi
イネ アゼガヤ Leptochloa chinensis  (L.) Nees
イネ ハマガヤ Leptochloa malabarica  Veldkamp
イネ ネズミホソムギ Lolium  × hybridum Hausskn. ●

イネ ネズミムギ Lolium multiflorum  Lam. ●

イネ アイノコドクムギ Lolium multiflorum Lam.  × L. temulentum L. ●

イネ ホソムギ Lolium perenne L. ●

イネ ボウムギ Lolium subulatum  Vis. ●

イネ ドクムギ Lolium temulentum  L. ●

イネ ノゲナシドクムギ Lolium temulentum  L. var. arvense (With.) Liljiebl. ●

イネ ササクサ Lophatherum gracile Brongn.
イネ コメガヤ Melica nutans  L.
イネ ミチシバ（ハナビガヤ） Melica onoei  Franch. et Savat.
イネ ササガヤ Microstegium japonicum  (Miq.) Koidz.
イネ ミヤマササガヤ Microstegium nudum  (Trin.) A. Camus
イネ ヒメアシボソ Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus

イネ アシボソ
Microstegium vimineum  (Trin.) A. Camus
　var. polystachyum (Franch. et Savat.) Ohwi

イネ イブキヌカボ Milium effusum L.
イネ ハチジョウススキ Miscanthus condensatus  Hack.
イネ トキワススキ Miscanthus floridulus (Labill.) Warb.
イネ カリヤスモドキ Miscanthus oligostachyus Stapf
イネ オギ Miscanthus sacchariflorus  (Maxim.) Benth.
イネ ススキ Miscanthus sinensis  Anderss.
イネ イトススキ Miscanthus sinensis  Anderss. f. gracillimus  (Hitchc.) Ohwi
イネ ヌマガヤ Moliniopsis japonica  (Hack.) Hayata
イネ ミヤマネズミガヤ Muhlenbergia curviaristata (Ohwi) Ohwi var. nipponica  Ohwi
イネ タチネズミガヤ Muhlenbergia hakonensis (Hack.) Makino
イネ ネズミガヤ Muhlenbergia japonica Steud.
イネ オオネズミガヤ Muhlenbergia longistolon  Ohwi
イネ キダチノネズミガヤ Muhlenbergia ramosa  (Hack.) Makino
イネ ケチヂミザサ Oplismenus undulatifolius (Ard.) Roem. et Schu.

イネ コチヂミザサ
Oplismenus undulatifolius  (Ard.) Roem. et Schu.
　var. japonicus (Steud.) Koidz.

イネ チャボチヂミザサ
Oplismenus undulatifolius  (Ard.) Roem. et Schu.
　var. microphyllus (Honda) Ohwi

イネ ヌカキビ Panicum bisulcatum  Thunb.
イネ ハナクサキビ Panicum capillare  L. ●

イネ オオクサキビ Panicum dichotomiflorum  Michx. ●

イネ ニコゲクサキビ Panicum lanuginosum  Ell. ●

イネ ホウキヌカキビ Panicum scoparium ●

イネ シマスズメノヒエ Paspalum dilatatum  Poir. ●

イネ キシュウスズメノヒエ Paspalum distichum  L. ●

イネ アメリカスズメノヒエ Paspalum notatum Flügge ●
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イネ スズメノコビエ Paspalum scrobiculatum  L.
イネ スズメノヒエ Paspalum thunbergii Kunth
イネ タチスズメノヒエ Paspalum urvillei  Steud. ●

イネ サワスズメノヒエ Paspalum vaginatum Sw. ●

イネ チカラシバ Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.
イネ アオチカラシバ Pennisetum alopecuroides  (L.) Spreng. f. viridescens  (Miq.) Ohwi
イネ アイアシ Phacelurus latifolius  (Steud.) Ohwi
イネ クサヨシ Phalaris arundinacea  L.
イネ カナリークサヨシ（ヤリクサヨシ） Phalaris canariensis  L. ●

イネ ヒメカナリークサヨシ Phalaris minor Retz. ●

イネ セトガヤモドキ Phalaris paradoxa  L. ●

イネ ミヤマアワガエリ Phleum alpinum  L.
イネ アワガエリ Phleum paniculatum  Huds. ●

イネ オオアワガエリ Phleum pratense  L. ●

イネ ケヨシ Phragmites australis  (Cav.) Trin. et Steud. f. pilifera  (Ohwi) Hara
イネ ヨシ（キタヨシ、アシ） Phragmites communis Trin.
イネ ツルヨシ（シシバリ） Phragmites japonica  Steud.
イネ セイタカヨシ（セイコノヨシ） Phragmites karka  (Retz.) Trin.
イネ ホテイチク Phyllostachys aurea  Carr. ex Riv. ●

イネ マダケ Phyllostachys bambusoides Sieb. et Zucc. ●

イネ モウソウチク Phyllostachys heterocycla  (Carr.) Mitf. ●

イネ クロチク Phyllostachys nigra  (Lodd.) Munro ●

イネ ハチク Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro var. henonis  (Bean) Stapf ●

イネ アズマネザサ Pleioblastus chino  (Franch. et Savat.) Makino

イネ ハコネダケ
Pleioblastus chino  (Franch. et Savat.) Makino
　var. gracilis (Makino) Nakai

イネ ゴキダケ
Pleioblastus chino (Franch. et Savat.) Makino
　var. pumilis (Mitf.) S. Suzuki

イネ ネザサ
Pleioblastus chino (Franch. et Savat.) Makino
　var. viridis (Makino) S. Suzuki

イネ ケネザサ Pleioblastus fortunei (Houtt.) Nakai f. pubescens (Makino) Muroi

イネ シブヤザサ
Pleioblastus fortunei (Houtt.) Nakai
　f. shibuyanus (Makino ex Nakai) Muroi

イネ アオネザサ（トヨオカザサ） Pleioblastus humilis (Mitf.) Nakai
イネ キボウシノ Pleioblastus kodzumae Makino
イネ コンゴウダケ Pleioblastus kongosanensis Makino

イネ アキハザサ
Pleioblastus kongosanensis Makino
　f. akibensis (Makino et Nakai) S. Suzuki

イネ ヨコハマダケ Pleioblastus matsunoi  Nakai
イネ ヒロウザサ Pleioblastus nagashima  (Mitf.) Nakai
イネ メダケ Pleioblastus simonii (Carr.) Nakai
イネ ミゾイチゴツナギ Poa acroleuca Steud.
イネ タマミゾイチゴツナギ Poa acroleuca  Steud. var. submoniliformis  Makino
イネ スズメノカタビラ Poa annua L.
イネ コイチゴツナギ Poa compressa  L. ●

イネ タカネタチイチゴツナギ Poa glauca  Vahl
イネ キタダケイチゴツナギ Poa glauca Vahl var. kitadakensis (Ohwi) Ohwi
イネ ハクサンイチゴツナギ Poa hakusanensis  Hack.
イネ ヤマミゾイチゴツナギ Poa hisauchii  Honda
イネ ミヤマイチゴツナギ Poa malacantha  Komar. var. shinanoana  (Ohwi) Ohwi

イネ ムカゴタカネイチゴツナギ
Poa malacantha  Komar. var. shinanoana  (Ohwi) Ohwi
　f. vivipara Ohwi

イネ イトイチゴツナギ Poa matsumurae Hock.
イネ タチイチゴツナギ Poa nemoralis  L.
イネ オオイチゴツナギ Poa nipponica  Koidz.
イネ ナガハグサ Poa pratensis  L. ●

イネ
イチゴツナギ
　（ザラツキイチゴツナギ）

Poa sphondylodes  Trin.

イネ ムカゴツヅリ Poa tuberifera  Faurie. ex Hack.
イネ アオイチゴツナギ Poa viridula  Palib.
イネ ヒエガエリ Polypogon fugax  Steud.
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イネ ハマヒエガエリ Polypogon monspeliensis  (L.) Desf.
イネ ウキシバ Pseudoraphis ukishiba  Ohwi
イネ ヤダケ Pseudosasa japonica  (Sieb. et Zucc. ex Steud.) Makino
イネ ワセオバナ Saccharum spontaneum  L. var. arenicola  (Ohwi) Ohwi
イネ ハイヌメリ Sacciolepis indica  (L.) Chase
イネ ヌメリグサ Sacciolepis indica  (L.) Chase var. oryzetorum (Makino) Ohwi
イネ ニッコウザサ Sasa chartacea  (Makino) Makino var. nana  (Makino) S. Suzuki
イネ ウンゼンザサ Sasa gracillima  Nakai
イネ ミヤマクマザサ Sasa hayatae  Makino
イネ ミヤコザサ（イトザサ） Sasa nipponica  Makino et Shibata

イネ ミカワミヤコザサ
Sasa nipponica  (Makino) Makino et Shibata
　f. mikawana (Koidz.) S. Suzuki

イネ チマキザサ Sasa palmata (Bean) Nakai
イネ イヌトクガワザサ Sasa scytophylla  Koidz.

イネ フシゲクマイザサ
Sasa senanensis (Franch. et Savat.) Rehd.
　f. hispidula (Tatew.) S. Suzuki

イネ ハコネスズ Sasa shimidzuana  Makino

イネ カシダザサ
Sasa shimidzuana  Makino
　ssp. kashidensis  (Makino et Koidz.) S. Suzuki

イネ トクガワザサ Sasa tokugawana  Makino
イネ イブキザサ Sasa tsuboiana  Makino
イネ イナコスズ Sasa tsukubensis  Nakai ssp. pubifolia  (Koidz.) S. Suzuki
イネ クマザサ Sasa veitchii  (Carr.) Rehder
イネ アタミザサ Sasaella leucorhoda (Koidz.) Koidz.

イネ ヤブザサ
Sasaella hidaensis (Makino) Makino
　var. iwatekensis (Makino et Uchida) S. Suzuki

イネ ヒメスズタケ Sasaella hisauchii (Makino) Makino
イネ アズマザサ Sasaella ramosa  (Makino) Makino
イネ オオバアズマザサ Sasaella ramosa (Makino) Makino var. latifolia (Nakai) S. Suzuki
イネ ハコネシノ Sasaella sawadai (Makino) Makino ex Koidz.
イネ シオバラザサ Sasaella shiobarensis  (Nakai) Nakai ex Koidz.
イネ スズダケ（スズ） Sasamorpha borealis (Hack.) Makino
イネ ホソバスズ Sasamorpha borealis  (Hack.) Makino f. angustior Makino
イネ ウラゲスズ Sasamorpha borealis (Hack.) Makino f. pilosa  (Uchida) S. Suzuki
イネ ケスズ Sasamorpha mollis  Nakai
イネ ライムギ Secale cereale L. ●

イネ ナリヒラダケ Semiarundinaria fastuosa (Mitf.) Makino
イネ イヌアワ Setaria chondrachne (Steud.) Honda
イネ アキノエノコログサ Setaria faberi  Herrm.
イネ キンエノコロ Setaria glauca  (L.) Beauv.
イネ コツブキンエノコロ Setaria pallide-fusca (Schumach.) Stapf et C. E. Hubb.
イネ オオエノコロ Setaria  × pycnocoma  Henrard
イネ エノコログサ Setaria viridis (L.) Beauv.
イネ ムラサキエノコロ Setaria viridis (L.) Beauv. f. misera Honda

イネ ハマエノコロ
Setaria viridis (L.) Beauv.
　var. pachystachys (Franch. et Savat.) Makino et Nemoto

イネ オカメザサ Shibataea kumasasa  Zoll. ●

イネ トウチク Sinobambusa tootsik (Sieb.) Makino ●

イネ セイバンモロコシ Sorghum halepense (L.) Pers. ●

イネ ノギナシセイバンモロコシ Sorghum halepense  (L.) Pers. f. muticum （Hack.)　C. E. Hubb. ●

イネ スーダンモロコシ Sorghum sudanense (L.) Stapf. ●

イネ オオアブラススキ Spodiopogon sibiricus  Trin.
イネ ネズミノオ Sporobolus fertilis  (Steud.) W. Clayton
イネ ヒゲシバ Sporobolus japonicus  (Steud.) Maxim.
イネ ヒロハノハネガヤ Stipa coreana Honda var. kengii  Ohwi
イネ ハネガヤ Stipa pekinensis  Hance
イネ シホウチク Tetragonocalamus angulatus  (Munro) Nakai ●

イネ メガルカヤ Themeda triandra  Forsk. var. japonica  (Willd.) Makino
イネ カニツリグサ Trisetum bifidum (Thunb.) Ohwi
イネ ミヤマカニツリ Trisetum koidzumianum Ohwi
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イネ
チシマカニツリ
（カニツリススキ）

Trisetum sibiricum  Rupr.

イネ リシリカニツリ Trisetum spicatum  (L.) Richt.
イネ キタダケカニツリ Trisetum spicatum  (L.) Richt. var. kitadakense  (Honda) Ohwi
イネ マコモ Zizania latifolia  Turcz.
イネ シバ Zoysia japonica  Steud.
イネ オニシバ Zoysia macrostachya Franch. et Savat.
イネ ナガミノオニシバ Zoysia sinica Hance var. nipponica Ohwi
イネ コウライシバ Zoysia tenuifolia Willd. ●

ヤシ シュロ Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. ●

サトイモ ショウブ Acorus calamus  L.
サトイモ セキショウ Acorus gramineus Soland.
サトイモ コンニャク Amorphophalus rivieri  Durieu ●

サトイモ ヒロハテンナンショウ Arisaema amurense  Maxim. ssp. robustum  (Engl.) Ohashi et J. Murata
サトイモ オドリコテンナンショウ Arisaema aprile  J. Murata
サトイモ アマギテンナンショウ Arisaema kuratae  Serizawa
サトイモ シコクヒロハテンナンショウ Arisaema longipedunculatum M. Hotta
サトイモ ヒトツバテンナンショウ Arisaema monophyllum Nakai
サトイモ クロハシテンナンショウ Arisaema monophyllum  Nakai f. atrolinguum
サトイモ ユモトマムシグサ Arisaema nikoense  Nakai
サトイモ タカネテンナンショウ Arisaema nikoense  Nakai f. alpestre  (Nakai) Sugimoto
サトイモ オオミネテンナンショウ Arisaema nikoense  Nakai var. australe  M. Hotta

サトイモ
マムシグサ（ホソバテンナンショ
ウ、オオマムシグサ）

Arisaema serratum  (Thunb.) Schott

サトイモ ミツバテンナンショウ Arisaema ternatipartitum Makino
サトイモ ウラシマソウ Arisaema thunbergii Blume ssp. urashima  (Hara) Ohashi et J. Murata
サトイモ ウメガシマテンナンショウ Arisaema umegashimense  F. Maek.

サトイモ
ヒガンマムシグサ
　（ナガバマムシグサ）

Arisaema undulatifolium Nakai

サトイモ ミミガタテンナンショウ
Arisaema undulatifolium Nakai var. ionostemma  (Nakai et F. Maek.)
Ohashi et J. Murata

サトイモ ムロウテンナンショウ Arisaema yamatense  (Nakai) Nakai
サトイモ エンシュウテンナンショウ Arisaema yamatense (Nakai) Nakai var. intermedium Sugimoto

サトイモ スルガテンナンショウ
Arisaema yamatense  (Nakai) Nakai
　ssp. sugimotoi (Nakai) Ohashi et J. Murata

サトイモ サトイモ Colocasia esculenta Schott ●

サトイモ ハスイモ Colocasia gigantea  Hook. f. ●

サトイモ ミズバショウ Lysichiton camtschatcense  (L.) Schott
サトイモ カラスビシャク（ハンゲ） Pinellia ternata (Thunb.) Breit.
サトイモ シカハンゲ Pinellia ternata (Thunb.) Breitenb. f. angustata  (Schott) Makino
サトイモ オオハンゲ Pinellia tripartita (Blume) Schott
サトイモ ボタンウキクサ Pistia stratioides ●

サトイモ オランダカイウ Zantedeschia aethiopica Spreng. ●

ウキクサ コウキクサ Lemna minor  L.
ウキクサ アオウキクサ（チビウキクサ） Lemna perpusilla  Torrey.
ウキクサ ヒンジモ Lemna trisulca  L.
ウキクサ チリウキクサ Lemna valdiviana  Phil. ●

ウキクサ ウキクサ Spirodela polyrhiza  (L.) Schleid
ウキクサ ヒメウキクサ（シマウキクサ） Spirodela punctata  (G. F. W. Meyer) Thompson ●

ウキクサ ミジンコウキクサ Wolffia globosa  (Roxb.) Hartog et Plas ●

ミクリ ミクリ Sparganium erectum  L.
ミクリ オオミクリ Sparganium erectum L. var. macrocarpum  (Makino) Hara
ミクリ ヤマトミクリ Sparganium fallax Graebn.
ミクリ タマミクリ Sparganium glomeratum Laest.
ミクリ ナガエミクリ Sparganium japonicum Rothert
ミクリ ヒメミクリ Sparganium stenophyllum Maxim.
ガマ ヒメガマ Typha angustifolia  L.
ガマ ガマ Typha latifolia  L.
ガマ コガマ Typha orientalis Presl
カヤツリグサ ハタガヤ Bulbostylis barbata  (Rottb.) Kunth
カヤツリグサ イトハナビテンツキ Bulbostylis densa  (Wall.) Hand. -Mazz.
カヤツリグサ イトテンツキ（クロハタガヤ） Bulbostylis densa  (Wall.) Hand. -Mazz. var. capitata (Miq.) Ohwi
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カヤツリグサ トダスゲ（アワスゲ） Carex aeqialta  Kükenth.
カヤツリグサ ミノボロスゲ Carex albata  Boott
カヤツリグサ エナシヒゴクサ Carex aphanolepis  Franch. et Savat.
カヤツリグサ クロカワズスゲ Carex arenicola  Fr. Schm.
カヤツリグサ クロボスゲ Carex atrata  L. var. japonalpina  T. Koyama
カヤツリグサ ヒラギシスゲ（エゾアゼスゲ） Carex augustinowiczii Meinsh.
カヤツリグサ タカネヤガミスゲ Carex bipartita  All.
カヤツリグサ マツバスゲ Carex biwensis Franch.
カヤツリグサ ショウジョウスゲ Carex blepharicarpa Franch.
カヤツリグサ ツクバスゲ Carex blepharicarpa Franch. var. stenocarpa  Ohwi
カヤツリグサ アオスゲ Carex breviculmis  R. Br.
カヤツリグサ イトアオスゲ Carex breviculmis R. Br. f. filiculmis Kükenth.
カヤツリグサ ノゲアオスゲ Carex breviculmis  R. Br. f. longearistata  Kükenth.
カヤツリグサ オオアオスゲ Carex breviculmis R. Br. var. lonchophora  (Ohwi) Ohwi
カヤツリグサ アワボスゲ Carex brownii Tuckerm.
カヤツリグサ コゴメスゲ Carex brunnea Thunb.
カヤツリグサ ヒメカワズスゲ Carex brunnescens  (Pers.) Poir.
カヤツリグサ ハリガネスゲ Carex capillacea Boott
カヤツリグサ チャシバスゲ Carex caryophyllea  Latour. var. microtricha (Franch.) Küenth.
カヤツリグサ ケタガネソウ Carex ciliato-marginata Nakai
カヤツリグサ ヤマオオイトスゲ Carex clivorum  Ohwi
カヤツリグサ ヒメカンスゲ Carex conica Boott
カヤツリグサ ナルコスゲ Carex curvicollis  Franch. et Savat.
カヤツリグサ オニスゲ（ミクリスゲ） Carex dickinsii  Franch. et Savat.
カヤツリグサ アゼナルコ Carex dimorpholepis Steud.
カヤツリグサ カサスゲ Carex dispalata  Boott
カヤツリグサ ミヤマジュズスゲ Carex dissitiflora  Franch.
カヤツリグサ コタヌキラン Carex doenitzii  Böcklr.
カヤツリグサ ミヤマカンスゲ Carex dolichostachya  Hayata var. glaberrima  (Ohwi) T. Koyama
カヤツリグサ シラスゲ Carex doniana Spreng.
カヤツリグサ ケスゲ Carex duvaliana Franch. et Savat.
カヤツリグサ エンシュウカワラスゲ Carex  × enshuensis  T. Koyama
カヤツリグサ ビロードスゲ Carex fedia  Nees var. miyabei  (Franch.) T. Koyama
カヤツリグサ イトスゲ Carex fernaldiana  Lév. et Vant.
カヤツリグサ ハマアオスゲ Carex fibrillosa  Franch. et Savat.
カヤツリグサ タマツリスゲ Carex filipes  Franch. et Savat.
カヤツリグサ オオタマツリスゲ Carex filipes  Franch. et Savat. var. rouyana  (Franch.) Kükenth.
カヤツリグサ オクノカンスゲ Carex foliosissima  Fr. Schm.
カヤツリグサ タニガワスゲ Carex forficula Franch. et Savat.
カヤツリグサ マスクサ Carex gibba  Wahlenb.
カヤツリグサ ゴウソモドキ Carex  × goroi T. Koyama
カヤツリグサ ヒナスゲ Carex grallatoria Maxim.
カヤツリグサ サナギスゲ Carex grallatoria  Maxim. var. heteroclita  (Franch.) Kükenth.
カヤツリグサ イトキンスゲ Carex hakkodensis Franch.
カヤツリグサ コハリスゲ（コケスゲ） Carex hakonensis  Franch. et Savat.
カヤツリグサ オオミノコハリスゲ Carex hakonensis  Franch. et Savat. var. macrocarpa  Akiyama
カヤツリグサ ヤマアゼスゲ Carex heterolepis  Bunge
カヤツリグサ ホソバヒカゲスゲ Carex humilis Leyss. var. nana (Lév. et Vant.) Ohwi
カヤツリグサ ウマスゲ Carex idzuroei  Franch. et Savat.
カヤツリグサ カワラスゲ（タニスゲ） Carex incisa Boott
カヤツリグサ アオバスゲ Carex insaniae  Koidz. var. papillaticulmis  (Ohwi) Ohwi
カヤツリグサ アオヒエスゲ Carex insaniae  Koidz. var. subdita  (Ohwi) Ohwi
カヤツリグサ ジュズスゲ Carex ischnostachya  Steud.
カヤツリグサ ハガクレスゲ Carex jacens  C. B. Clarke
カヤツリグサ ケハガクレスゲ Carex jacens C. B. Clarke f. pubescens Mizushima
カヤツリグサ ヒゴクサ Carex japonica Thunb.
カヤツリグサ テキリスゲ Carex kiotensis  Franch. et Savat.
カヤツリグサ コウボウムギ（フデグサ） Carex kobomugi Ohwi
カヤツリグサ ヒカゲスゲ Carex lanceolata  Boott
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カヤツリグサ アズマスゲ Carex lasiolepis  Franch.
カヤツリグサ ナキリスゲ Carex lenta  D. Don
カヤツリグサ サツマスゲ Carex ligulata Nees
カヤツリグサ チュウゼンジスゲ Carex longerostrata C. A. Mey. var. pallida  (Kitag.) Ohwi
カヤツリグサ カタスゲ Carex macrandrolepis Lév.
カヤツリグサ タチスゲ Carex maculata  Boott
カヤツリグサ ゴウソ Carex maximowiczii Miq.
カヤツリグサ ホシナシゴウソ Carex maximowiczii  Miq. var. levisaccus  Ohwi
カヤツリグサ キンチャクスゲ Carex mertensii Presc. var. urostachys  (Franch.) Kükenth.
カヤツリグサ サワヒメスゲ Carex mira Kükenth.
カヤツリグサ ヌカスゲ Carex mitrata  Franch.
カヤツリグサ ノゲヌカスゲ Carex mitrata  Franch. var. aristata Ohwi
カヤツリグサ ヒメシラスゲ Carex mollicula Boott
カヤツリグサ カンスゲ Carex morrowii  Boott
カヤツリグサ キシュウナキリ Carex nachiana  Ohwi
カヤツリグサ シバスゲ Carex nervata Franch. et Savat.
カヤツリグサ ヒゲスゲ（イソスゲ） Carex oahuensis  C. A. Mey. var. robusta  Franch. et Savat.
カヤツリグサ ミヤマシラスゲ Carex olivacea  Boott var. angustior  Kükenth.
カヤツリグサ ヤチカワズスゲ Carex omiana Franch. et Savat.
カヤツリグサ スルガスゲ Carex omurae  T. Koyama
カヤツリグサ オオシマカンスゲ Carex oshimensis  Nakai
カヤツリグサ オタルスゲ Carex otaruensis  Franch.
カヤツリグサ ヒメスゲ Carex oxyandra (Franch. et Savat.) Kudo
カヤツリグサ ナガミヒメスゲ Carex oxyandra (Franch. et Savat.) Kudo var. lanceata  Ohwi
カヤツリグサ エゾツリスゲ Carex papulosa Boott
カヤツリグサ コジュズスゲ Carex parciflora Boott var. macroglossa  (Franch. et Savat). Ohwi

カヤツリグサ ムギスゲ
Carex parciflora Boott var. macroglossa  (Franch. et Savat.) Ohwi
　f. subsessilis Ohwi

カヤツリグサ マンシュウクロカワスゲ Carex peiktusanii
カヤツリグサ ヒメゴウソ（アオゴウソ） Carex phacota Spreng.
カヤツリグサ ハシナガカンスゲ Carex phaeodon  T. Koyama
カヤツリグサ ホンモンジスゲ Carex pisiformis  Boott
カヤツリグサ タカネマスクサ Carex planata  Franch. et Savat.
カヤツリグサ ヒカゲシラスゲ Carex planiculmis  Komar.
カヤツリグサ アイノコシラスゲ Carex  × pseudo-aphanolepis  Ohwi
カヤツリグサ マメスゲ Carex pudica Honda
カヤツリグサ コウボウシバ Carex pumila  Thunb.
カヤツリグサ キンスゲ Carex pyrenaica Wahlenb.
カヤツリグサ コカンスゲ Carex reinii  Franch. et. Savat.
カヤツリグサ シラコスゲ Carex rhizopoda Maxim.
カヤツリグサ ヤブスゲ Carex rochebrunii  Franch. et Savat.
カヤツリグサ クサスゲ Carex rugata Ohwi
カヤツリグサ オオクグ Carex rugulosa  Kükenth.
カヤツリグサ カラフトイワスゲ Carex rupestris Bell. ex All.
カヤツリグサ ゴンゲンスゲ Carex sachalinensis Fr. Schm. var. sachalineusis
カヤツリグサ オオイトスゲ Carex sachalinensis  Fr. Schm. var. alterniflora  (Franch.) Ohwi
カヤツリグサ ミヤマアオスゲ Carex sachalinensis  Fr. Schm. var. longiuscula  Ohwi
カヤツリグサ ジングウスゲ（ヒメナキリスゲ） Carex sacrosancta Honda
カヤツリグサ アブラシバ Carex satsumensis Franch. et Savat.
カヤツリグサ シオクグ Carex scabrifolia  Steud.
カヤツリグサ ミヤマアシボソスゲ Carex scita  Maxim.
カヤツリグサ アズマナルコ（ミヤマナルコ） Carex shimidzensis  Franch.
カヤツリグサ タガネソウ Carex siderosticta  Hance
カヤツリグサ イズタガネソウ Carex siderosticta  Hance f. stenophylla  Kitag.
カヤツリグサ タカネナルコ Carex siroumensis  Koidz.
カヤツリグサ イワスゲ Carex stenantha  Franch. et Savat.
カヤツリグサ ニシノホンモンジスゲ Carex stenostachys  Franch. et Savat.
カヤツリグサ クモマシバスゲ Carex subumbellata  Meinsh. var. verecunda  Ohwi
カヤツリグサ オノエスゲ Carex tenuiformis  Lév. et Vant.
カヤツリグサ イズホンモンジスゲ Carex  × teramotoi T. Koyama
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カヤツリグサ アゼスゲ Carex thunbergii Steud.
カヤツリグサ オニアゼナルコ Carex  × toshironis  T. Koyama
カヤツリグサ ヤワラスゲ Carex transversa  Boott
カヤツリグサ モエギスゲ Carex tristachya  Thunb.
カヤツリグサ コップモエギスゲ Carex tristachya Thunb. var. pocilliformis  Kükenth.
カヤツリグサ ヌイオスゲ Carex vanheurckii Mull. Arg.
カヤツリグサ オニナルコスゲ Carex vesicaria  L.
カヤツリグサ ヒトモトススキ（シシキリガヤ） Cladium chinense Nees
カヤツリグサ シュロガヤツリ Cyperus alternifolius  L. ●

カヤツリグサ チャガヤツリ Cyperus amuricus  Maxim.
カヤツリグサ アイダクグ（タイワンヒメクグ） Cyperus brevifolius  (Rottb.) Hassk. var. brevifolius

カヤツリグサ ヒメクグ
Cyperus brevifolius  (Rottb.) Hassk.
　var. leiolepis (Franch. et Savat.) T. Koyama

カヤツリグサ クグガヤツリ Cyperus compressus L.
カヤツリグサ イヌクグ（クグ） Cyperus cyperoides  (L.) O. Kuntze
カヤツリグサ タマガヤツリ Cyperus difformis L.
カヤツリグサ メリケンガヤツリ Cyperus eragrostis  Lam. ●

カヤツリグサ ヒメアオガヤツリ Cyperus extremiorientalis Ohwi
カヤツリグサ ヒナガヤツリ Cyperus flaccidus  R. Br.
カヤツリグサ アゼガヤツリ Cyperus flavidus  Retz.
カヤツリグサ ヌマガヤツリ Cyperus glomeratus  L.
カヤツリグサ コアゼガヤツリ Cyperus haspan L.
カヤツリグサ コゴメガヤツリ Cyperus iria  L.
カヤツリグサ カヤツリグサ（キガヤツリ） Cyperus microiria  Steud.
カヤツリグサ シチトウ（リュウキュウイ） Cyperus monophyllus  Vahl ●

カヤツリグサ アオガヤツリ Cyperus nipponicus  Franch. et Savat.

カヤツリグサ
キンガヤツリ
（ムツオレガヤツリ）

Cyperus odoratus L. ●

カヤツリグサ ウシクグ Cyperus orthostachyus Franch. et Savat.
カヤツリグサ シロガヤツリ Cyperus pacificus  (Ohwi) Ohwi
カヤツリグサ オニガヤツリ Cyperus pilosus  Vahl
カヤツリグサ イガガヤツリ Cyperus polystachyos Rottb.
カヤツリグサ ハマスゲ Cyperus rotundus L.
カヤツリグサ カワラスガナ Cyperus sanguinolentus Vahl
カヤツリグサ ミズガヤツリ Cyperus serotinus  Rottb.
カヤツリグサ ヒメガヤツリ（ミズハナビ） Cyperus tenuispica Steud.
カヤツリグサ マツバイ Eleocharis acicularis  (L.) Roem. et Schult. var. longiseta Svenson
カヤツリグサ セイタカハリイ Eleocharis attenuata  (Franch. et Savat.) Palla
カヤツリグサ ハリイ Eleocharis congesta D. Don var. japonica  T. Koyama
カヤツリグサ オオハリイ Eleocharis congesta  D. Don f. dolichochaeta  T. Koyama
カヤツリグサ ヤリハリイ Eleocharis congesta  D. Don var. subvivipara  T. Koyama
カヤツリグサ エゾハリイ Eleocharis congesta  D. Don var. thermalis  (Hultén) T. Koyama
カヤツリグサ クロハリイ Eleocharis kamtschatica (C. A. Mey.) Komar. f. reducta  Ohwi
カヤツリグサ クログワイ Eleocharis kuroguwai Ohwi
カヤツリグサ オオヌマハリイ（ヌマハリイ） Eleocharis mamillata  Lindb. fil. var. cyclocarpa  Kitag.
カヤツリグサ コツブヌマハリイ Eleocharis parvinux  Ohwi
カヤツリグサ マシカクイ Eleocharis tetraquetra Nees
カヤツリグサ シカクイ Eleocharis wichurae  Böcklr.
カヤツリグサ ミカドシカクイ Eleocharis wichura e Böcklr. f. petaseta  Hara
カヤツリグサ イヌシカクイ Eleocharis wichurae  Böcklr. f. teres (Hara) Ohwi
カヤツリグサ サギスゲ Eriophorum gracile  Koch
カヤツリグサ コアゼテンツキ Fimbristylis aestivalis  (Retz.) Vahl

カヤツリグサ
ヒメヒラテンツキ
　（クサテンツキ、ヒメテンツキ）

Fimbristylis autumnalis  (L.) Roem. et Schult.

カヤツリグサ ノテンツキ（ヒラテンツキ） Fimbristylis complanata  (Retz.) Link

カヤツリグサ クジュウクリテンツキ
Fimbristylis cymosa (Lam.) R. Br. var. spathacea  T. Koyama
　f. depauperata T. Koyama

カヤツリグサ テンツキ Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl
カヤツリグサ ホソバテンツキ Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl f. depauperata  (Clarke) Ohwi
カヤツリグサ オテンツキ Fimbristylis dichotoma  (L.) Vahl f. diphylla  (Retz.) Ohwi
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カヤツリグサ クグテンツキ Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl f. floribunda  (Miq.) Ohwi
カヤツリグサ ケテンツキ Fimbristylis dichotoma  (L.) Vahl f. tomentosa  (Vahl) Ohwi
カヤツリグサ クロテンツキ Fimbristylis diphylloides  Makino
カヤツリグサ アオテンツキ Fimbristylis dipsacea  C. B. Clarke
カヤツリグサ イソヤマテンツキ Fimbristylis ferruginea  (L.) Vahl var. sieboldii (Miq.) Ohwi
カヤツリグサ イッスンテンツキ Fimbristylis kadzusana Ohwi
カヤツリグサ ナガボテンツキ Fimbristylis longispica Steud.
カヤツリグサ ヒデリコ Fimbristylis miliacea  (L.) Vahl
カヤツリグサ ヤリテンツキ Fimbristylis ovata (Burm. fil.) Kern
カヤツリグサ ノハラテンツキ Fimbristylis pierotii  Miq.
カヤツリグサ ビロードテンツキ Fimbristylis sericea (Poir.) R. Br.
カヤツリグサ アゼテンツキ Fimbristylis squarrosa Vahl
カヤツリグサ メアゼテンツキ Fimbristylis squarrosa Vahl var. esquarrosa  Makino
カヤツリグサ トネテンツキ Fimbristylis stauntonii  Deb. et Franch. var. tonensis  (Makino) Ohwi
カヤツリグサ ヤマイ Fimbristylis subbispicata  Nees et Mey.
カヤツリグサ クロタマガヤツリ Fuirena ciliaris  (L.) Roxb.
カヤツリグサ ヒゲハリスゲ Kobresia bellardii (All.) Degl.
カヤツリグサ ヒンジガヤツリ Lipocarpha microcephala (R. Br.) Kunth
カヤツリグサ アンペライ（ネビキグサ） Machaerina rubiginosa (Spreng.) T. Koyama
カヤツリグサ ミカヅキグサ Rhynchospora alba  (L.) Vahl
カヤツリグサ トラノハナヒゲ Rhynchospora brownii Roem. et Schult.
カヤツリグサ イトイヌノハナヒゲ Rhynchospora faberi  C. B. Clarke
カヤツリグサ チョウセンイヌノハナヒゲ Rhynchospora faberi C. B. Clarke f. breviseta  (Palla) T. Koyama

カヤツリグサ ヒメイヌノハナヒゲ
Rhynchospora faberi  C. B. Clarke
　f. umemurae (Makino) Ohwi et T. Koyama

カヤツリグサ オオイヌノハナヒゲ Rhynchospora fauriei Franch.
カヤツリグサ コイヌノハナヒゲ Rhynchospora fujiiana Makino
カヤツリグサ ミクリガヤ Rhynchospora malasica  C. B. Clarke
カヤツリグサ イガクサ Rhynchospora rubra (Lour.) Makino
カヤツリグサ イヌノハナヒゲ Rhynchospora rugosa Gale
カヤツリグサ ノグサ（ヒゲクサ） Schoenus apogon Roem. et Schult.
カヤツリグサ ウキヤガラ Scirpus fluviatilis  (Torr.) A. Gray
カヤツリグサ コマツカサススキ Scirpus fuirenoides Maxim.
カヤツリグサ イヌホタルイ Scirpus juncoides Roxb.
カヤツリグサ ホタルイ Scirpus juncoides  Roxb. var. hotarui  Ohwi
カヤツリグサ ヒメホタルイ Scirpus lineolatus Franch. et Savat.
カヤツリグサ マツカサススキ Scirpus mitsukurianus  Makino
カヤツリグサ エゾウキヤガラ（コウキヤガラ） Scirpus planiculmis Fr. Schm.
カヤツリグサ フトイ Scirpus tabernaemontani  Gmel.

カヤツリグサ
シカクホタルイ
（サンカクホタルイ）

Scirpus trapezoideus Koidz.

カヤツリグサ カンガレイ Scirpus triangulatus  Roxb.
カヤツリグサ サンカクイ Scirpus triqueter  L.
カヤツリグサ タイワンヤマイ Scirpus wallichii Nees
カヤツリグサ アイバソウ Scirpus wichurae Böcklr.
カヤツリグサ アブラガヤ Scirpus wichurae  Böcklr. f. concolor  (Maxim.) T. Koyama
カヤツリグサ シデアブラガヤ Scirpus wichurae  Böcklr. f. cylindricum  (Makino) Nemoto
カヤツリグサ ヒゲアブラガヤ Scirpus wichurae  Böcklr. ssp. asiaticus  (Beetle) T. Koyama
カヤツリグサ カガシラ（ヒメシンシュガヤ） Scleria caricina (R. Br.) Benth.
カヤツリグサ シンジュガヤ Scleria levis Retz.
カヤツリグサ ミカワシンジュガヤ Scleria mikawana  Makino
カヤツリグサ コシンジュガヤ Scleria parvula  Steud.
カヤツリグサ ケシンジュガヤ Scleria rugosa  R. Br.
カヤツリグサ マネキシンジュガヤ Scleria rugosa  R. Br. f. glabrescens  (Koidz.) T. Koyama
ショウガ アオノクマタケラン Alpinia intermedia Gagnep.
ショウガ ハナミョウガ Alpinia japonica (Thunb.) Miq.
ショウガ キミノハナミョウガ Alpinia japonica  (Thunb.) Miq. f. xanthocarpa  Yamashiro et Maeda
ショウガ ミョウガ Zingiber mioga (Thunb.) Roscoe
カンナ ハナカンナ Canna  × generalis  Bailey ●

ラン ヒナラン Amitostigma gracile  (Blume) Schltr.
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ラン イワチドリ Amitostigma keiskei (Maxim.) Schltr.
ラン ミスズラン Androcorys japonensis  F. Maek.
ラン シラン Bletilla striata  (Thunb.) Reichb. fil.
ラン シロバナシラン Bletilla striata  (Thunb.) Reichb. fil. f. gebina  (Lindl.) Ohwi
ラン マメヅタラン Bulbophyllum drymoglossum  Maxim.
ラン ムギラン Bulbophyllum inconspicuum  Maxim.
ラン ミヤマムギラン Bulbophyllum japonicum  (Makino) Makino

ラン キバナミヤマムギラン
Bulbophyllum japonicum  (Makino) Makino
　f. lutescens (Murata) Masam. et Satomi

ラン キソエビネ Calanthe alpina  Hook. fil. var. schlechteri  (Hara) F. Maek.
ラン エビネ Calanthe discolor Lindl.
ラン キンセイラン Calanthe nipponica Makino
ラン ナツエビネ Calanthe reflexa Maxim.
ラン キエビネ Calanthe sieboldii Decne.
ラン サルメンエビネ Calanthe tricarinata  Lindl.
ラン ホテイラン Calypso bulbosa  (L.) Oakes var. speciosa  (Schltr.) Makino
ラン ギンラン Cephalanthera erecta  (Thunb.) Blume
ラン クゲヌマラン Cephalanthera erecta (Thunb.) Blume var. shizuoi  Ohwi
ラン ユウシュンラン Cephalanthera erecta  (Thunb.) Blume var. subaphylla  Ohwi
ラン キンラン Cephalanthera falcata (Thunb.) Blume
ラン ササバギンラン Cephalanthera longibracteata  Blume
ラン タカネアオチドリ Coeloglossum viride  (L.) Hartm. var. akaishimontanum Satomi
ラン アオチドリ（ネムロチドリ） Coeloglossum viride  (L.) Hartm. var. bracteatum  (Willd.) Richter
ラン サイハイラン Cremastra appendiculata (D. Don) Makino
ラン シュンラン Cymbidium goeringii (Reichb. fil.) Reichb. fil.
ラン カンラン Cymbidium kanran  Makino
ラン ナギラン Cymbidium lancifolium Hook.
ラン マヤラン Cymbidium nipponicum (Franch. et Savat.) Makino
ラン コアツモリソウ Cypripedium debile  Reichb. fil.
ラン キバナノアツモリソウ Cypripedium guttatum Sw. var. yatabeanum  (Makino) Pfitzer
ラン クマガイソウ Cypripedium japonicum  Thunb.
ラン ホテイアツモリソウ Cypripedium macranthum Sw. var. hotei-atsumorianum Sadovsky
ラン アツモリソウ Cypripedium macranthum Sw. var. speciosum  (Rolfe) Koidz.

ラン シロバナアツモリソウ
Cypripedium macranthum  Sw. var. speciosum  (Rolfe) Koidz.
　f. albiflorum (Makino) Ohwi

ラン ウスギアツモリソウ
Cypripedium macranthum  Sw. var. speciosum  (Rolfe) Koidz.
　f. flavidum Hiyama

ラン イチヨウラン Dactylostalix ringens  Reichb. fil.
ラン セッコク Dendrobium moniliforme (L.) Sw.
ラン サワラン（アサヒラン） Eleorchis japonica (A. Gray) F. Maek.
ラン ハコネラン Ephippianthus sawadanus (F. Maek.) Ohwi
ラン コイチヨウラン Ephippianthus schmidtii Reichb. fil.
ラン エゾスズラン（アオスズラン） Epipactis papillosa  Franch. et Savat.
ラン カキラン（スズラン） Epipactis thunbergii A. Gray
ラン トラキチラン Epipogium aphyllum  (F. W. Schm.) Sw.
ラン タシロラン Epipogium roseum (D. Don) Lindl.
ラン ツチアケビ Galeola septentrionalis  Reichb. fil.
ラン オニノヤガラ Gastrodia elata Blume
ラン シロテンマ Gastrodia elata Blume f. pallens  Tuyama
ラン ナヨテンマ Gastrodia gracilis Blume
ラン ハルザキヤツシロラン Gastrodia nipponica (Honda) Tuyama
ラン クロヤツシロラン Gastrodia pubilabiata  Sawa
ラン アキザキヤツシロラン Gastrodia verrucosa  Blume

ラン アケボノシュスラン
Goodyera foliosa  (Lindl.) Benth.
　var. maximowicziana (Makino) F. Maek.

ラン ベニシュスラン Goodyera macrantha  Maxim.
ラン ヒロハツリシュスラン Goodyera pendula Maxim. var. brachyphylla  F. Maek.
ラン ヒメミヤマウズラ Goodyera repens  (L.) R. Br.
ラン ミヤマウズラ Goodyera schlechtendaliana Reichb. fil.
ラン フナシウズラ Goodyera schlechtendaliana  Reichb. fil. f. similis  (Blume) Makino
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ラン シュスラン（ビロードラン） Goodyera velutina  Maxim.
ラン ノビネチドリ Gymnadenia camtschatica  (Cham.) Miyabe et Kudo
ラン テガタチドリ（チドリソウ） Gymnadenia conopsea  (L.) R. Br.
ラン ミヤマモジズリ Gymnadenia cucullata  (L.) Richard
ラン フジチドリ Gymnadenia fujisanensis  Sugimoto
ラン ダイサギソウ Habenaria dentata  (Sw.) Schltr.
ラン ムカゴトンボ Habenaria flagellifera Makino
ラン オオミズトンボ（サワトンボ） Habenaria linearifolia  Maxim.
ラン サギソウ Habenaria radiata  (Thunb.) Spreng.
ラン ミズトンボ Habenaria sagittifera Reichb. fil.
ラン ムカゴソウ Herminium lanceum  (Thunb.) Vuijk var. longicrure  (Wright) Hara
ラン カゲロウラン（オオスミキヌラン） Hetaeria agyokuana (Fukuyama) Nackejima
ラン ヤクシマアカシュスラン Hetaeria cristata  Blume
ラン ヒメノヤガラ Hetaeria sikokiana  (Makino et F. Maek.) Tuyama
ラン コハクラン Kitigovchis itoana
ラン ホクリクムヨウラン Lecanorchis hokurikuensis  Masam.
ラン ムヨウラン Lecanorchis japonica Blume
ラン エンシュウムヨウラン Lecanorchis japonica Blume var. suginoana Tuyama
ラン ウスギムヨウラン Lecanorchis kiusiana Tuyama
ラン クロムヨウラン Lecanorchis nigricans  Honda
ラン トサノクロムヨウラン Lecanorchis nigricans Honda var. patipetala Sawa
ラン ギボウシラン（キンボクラン） Liparis auriculata  Blume
ラン フガクスズムシソウ Liparis fujisanensis  F. Maek.
ラン セイタカスズムシソウ Liparis japonica (Miq.) Maxim.
ラン ジガバチソウ Liparis krameri  Franch. et Savat.
ラン クモキリソウ Liparis kumokiri F. Maek.
ラン スズムシソウ Liparis makinoana Schltr.
ラン コクラン Liparis nervosa (Thunb.) Lindl.
ラン ササバラン Liparis odorata  (Willd.) Lindl.
ラン クモイジガバチ Liparis truncata F. Maek.
ラン コフタバラン（フタバラン） Listera cordata (L.) R. Br. var. japonica  Hara

ラン
ヒメフタバラン
（ムラサキフタバラン）

Listera japonica Blume

ラン アオフタバラン Listera makinoana Ohwi
ラン ミヤマフタバラン Listera nipponica Makino
ラン タカネフタバラン Listera yatabei Makino
ラン ホザキイチヨウラン Malaxis monophyllos (L.) Sw.
ラン アリドオシラン Myrmechis japonica (Reichb. fil.) Rolfe
ラン フウラン Neofinetia falcata (Thunb.) Hu
ラン クロジクフウラン Neofinetia falcata (Thunb.) Hu f. atrorachis Sugimoto
ラン ヒメムヨウラン Neottia asiatica Ohwi
ラン サカネラン Neottia nidus-avis  (L.) L. C. Richard var. mandshurica  Komar.
ラン ムカゴサイシン Nervilia nipponica Makino
ラン ヨウラクラン Oberonia japonica (Maxim.) Makino
ラン アオバナヨウラクラン Oberonia japonica  (Maxim.) Makino f. viridescens  Makino
ラン ハクサンチドリ Orchis aristata Fisch.
ラン シロバナハクサンチドリ Orchis aristata  Fisch. f. albiflora  (Koidz.) Tatewaki
ラン ヒナチドリ Orchis chidori  (Makino) Schltr.
ラン シロバナヒナチドリ Orchis chidori  (Makino) Schltr. f. albiflora  Sugimoto
ラン カモメラン Orchis cyclochila (Franch. et Savat.) Maxim.
ラン オノエラン Orchis fauriei Finet
ラン ウチョウラン Orchis graminifolia (Reichb. fil.) Tang et Wang

ラン シロバナウチョウラン
Orchis graminifolia  (Reichb. fil.) Tang et Wang
　f. albiflora (Murai) F. Maek.

ラン ニョホウチドリ Orchis joo-iokiana  Makino
ラン コケイラン Oreorchis patens  (Lindl.) Lindl.
ラン ガンゼキラン Phaius flavus  (Blume) Lindl.
ラン ジンバイソウ Platanthera florenti  Franch. et Savat.
ラン ミズチドリ Platanthera hologlottis  Maxim.
ラン シロウマチドリ Platanthera hyperborea (L.) Lindl.
ラン ツレサギソウ Platanthera japonica (Thunb.) Lindl.
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ラン ヤマサギソウ
Platanthera mandarinorum  Reichb. fil.
　var. brachycentron (Franch. et Savat.) Koidz.

ラン マイサギソウ Platanthera mandarinorum  Reichb. fil. var. neglecta  (Schltr.) F. Maek.
ラン タカネサギソウ Platanthera maximowicziana  Schltr.

ラン
ノヤマトンボ
（オオバノトンボソウ）

Platanthera minor  (Miq.) Reichb. fil.

ラン コバノトンボソウ Platanthera nipponica  Makino
ラン ナガバキソチドリ Platanthera ophrydioides Fr. Schm. var. australis  Ohwi
ラン キソチドリ（ヒトツバキソチドリ） Platanthera ophrydioides Fr. Schm. var. monophylla Honda
ラン オオヤマサギソウ Platanthera sachalinensis Fr. Schm.
ラン オオバナオオヤマサギソウ Platanthera sachalinensis  Fr. Schm. var. hondoensis  Ohwi
ラン ミヤマチドリ（ニッコウチドリ） Platanthera takedae Makino
ラン ホソバノキソチドリ Platanthera tipuloides  Lindl.
ラン トキソウ Pogonia japonica Reichb. fil.
ラン シロバナトキソウ Pogonia japonica Reichb. fil. f. pallescens Tatewaki
ラン ヤマトキソウ Pogonia minor  (Makino) Makino
ラン カシノキラン Saccolabium japonicum Makino
ラン マツラン（ベニカヤラン） Saccolabium matsuran  Makino
ラン モミラン Saccolabium toramanum Makino
ラン ムカデラン Sarcanthus scolopendrifolius  Makino
ラン カヤラン Sarcochilus japonicus (Reichb. fil.) Miq.
ラン ナゴラン Sedirea japonica  Garay et Sweet
ラン ネジバナ（モジズリ） Spiranthes sinensis  (Pers.) Ames var. amoena  (M. Bieberson) Hara

ラン シロネジバナ
Spiranthes sinensis  (Pers.) Ames var. amoena  (M. Bieberson) Hara
　f. albescens Honda

ラン アオモジズリ
Spiranthes sinensis  (Pers.) Ames var. amoena  (M. Bieberson) Hara
　f. viridiflora (Makino) Ohwi

ラン クモラン Taeniophyllum glandulosum Blume
ラン ヒトツボクロ Tipularia japonica Matsum.
ラン イイヌマムカゴ Tulotis iinumae (Makino) Hara
ラン トンボソウ Tulotis ussuriensis (Regel) Hara
ラン オオハクウンラン（ハクウンラン） Vexillabium fissum F. Maek.
ラン キバナノショウキラン Yoania amagiensis Nakai et F. Maek.
ラン ショウキラン Yoania japonica Maxim.

　備考欄：●は外来種

［注］ 学名・和名は原則として、

　日本の野生植物　Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ　平凡社

　日本の野生植物　木本Ⅰ・Ⅱ　平凡社

　静岡県植物誌（1984）に従った。

一部については、

　日本の帰化植物　平凡社

　日本草本誌総検索誌　Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ　井上書店

　日本樹木総検索誌　井上書店　を引用している。

　なお、学名はその植物を研究した学者で見解が異なることがある。また、今後の変

動もあることから、学名は確定しているものでないことを認識して利用されたい。　　
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