
調査協力、写真等提供者 

分類群 氏名

植物 青島一樹、荒川史子、石川 均、石川美智子、内山義政、大友二郎、加藤 徹、

香西博子、齊藤 猛、杉野孝雄、内藤宇佐彦、中池敏之、西口紀雄、花井孝之、

細倉哲穂、宮崎一夫、村松美智子、室伏幸一、山口海夢、山﨑由晴、湯浅保雄
菌類 池ヶ谷憲司、池ヶ谷のり子、植松元春、大塚健佑、小倉辰彦、河村正幸、岸澤

広晶、酒井敏明、長澤栄史、武藤治彦、胸組伸行



レッドリスト 2017 公表からの訂正と変更 

 レッドリスト公表（2017 年 10 月）から、本書発刊までの生息情報の追加や検討により、一部変更や

訂正が必要となった。以下に変更及び訂正事項を示す。 

カテゴリーの変更 

分類群名 レッドリスト（2017 年 10 月） 本書改訂〔変更理由〕 変更事項 

植物 センリゴマ 

絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

リスト外 

〔本県では野生種ではなく園芸種であ

ると判断された。〕 

削除 

菌類 アシボソムラサキハツ 

情報不足（DD） 

リスト外 

〔本年度現地調査等により本県で複数

の記録が確認された。〕 

削除 

 ニオイカワキタケ 

要注目種（N-Ⅲ 部会注目種） 

リスト外 

〔本年度現地調査等により本県での生

育環境が複数箇所で確認された。〕 

削除 

記載事項の訂正・変更 

分類群名 レッドリスト（2017 年 10 月） 本書改訂 訂正・変更

事項 

菌類 カンムリタケ 

 所属科未確定 

カンムリタケ 

 ヘミファキジウム科 

科名 

 フトクビクチキムシタケ 

Elaphocordyceps subsessilis (Petch) 

G.H. Sung, J.M.Sung & Spatafora 2007

フトクビクチキムシタケ 

Tolypocladium inflatum W.Gams 1971   
学名 

 タンポタケモドキ 

Elaphocordyceps japonica (Lloyd)  

G.H. Sung, J.M. Sung & Spatafora 2007

タンポタケモドキ 

Tolypocladium japonicum (Lloyd)  

C.A.Quandt, Kepler & Spatafora 2014 

学名 

 ナメニセムクエタケ 

 フウセンタケ科 

ナメニセムクエタケ 

 ヒメノガステル科 

科名 

注）植物では、目録の根拠（邑田 仁・米倉浩司 日本維管束植物目録 北隆館 2012）に沿った訂正がある。



和名索引・環境省カテゴリー対照表 
 

カテゴリー EX ： 絶滅   

 CR : 絶滅危惧ⅠA類 

EN : 絶滅危惧ⅠB類 

CR+EN : 絶滅危惧Ⅰ類 

 

VU ： 絶滅危惧Ⅱ類        

NT ： 準絶滅危惧カテゴリー          

DD ： 情報不足 

LP ： 絶滅のおそれのある地域個体群 

 

N－Ⅰ ： 要注目種 現状不明 

N－Ⅱ ： 要注目種 分布上注目種等 

N－Ⅲ ： 要注目種 部会注目種 

 

 
植物 （静岡県） 〔環境省〕   

アイコハチジョウシダ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 143 

アオガシ （DD） 〔なし〕 ・・・・ 276 

アオキガハラウサギシダ 

 （VU） 〔なし〕 ・・・・ 147 

アオキラン （Ｎ-Ⅲ） 〔CR〕 ・・・・ 339 

アオチャセンシダ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 283 

アオネカズラ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 333 

アオフタバラン （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 343 

アオホオズキ （NT） 〔VU〕 ・・・・ 265 

アカイシリンドウ （EN） 〔EN〕 ・・・・ 122 

アカウキクサ （VU） 〔EN〕 ・・・・ 141 

アギナシ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 158 

アキノハハコグサ （VU） 〔EN〕 ・・・・ 236 

アケボノシュスラン （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 340 

アサザ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 232 

アサマフウロ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 209 

アシタカジャコウソウ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 373 

アシタカツツジ （NT） 〔VU〕 ・・・・ 262 

アスヒカズラ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 327 

アズマイチゲ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 359 

アズマガヤ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 192 

アズマギク （EN） 〔なし〕 ・・・・ 132 

アズマツメクサ （Ｎ-Ⅲ） 〔NT〕 ・・・・ 362 

アゼオトギリ （EN） 〔EN〕 ・・・・ 113 

アツギノヌカイタチシダマガイ 

 （VU） 〔なし〕 ・・・・ 151 

アツモリソウ （CR） 〔VU〕 ・・・・ 52 

アベトウヒレン （EN） 〔なし〕 ・・・・ 133 

アマギカンアオイ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 155 

アマギシャクナゲ （NT） 〔なし〕 ・・・・ 261 

アマギツツジ （NT） 〔EN〕 ・・・・ 261 

アマギテンナンショウ （CR） 〔CR〕 ・・・・ 43 

アマナ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 336 

アリドオシラン （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 344 

アワボスゲ （EN） 〔なし〕 ・・・・ 98 

イイヌマムカゴ （EN） 〔EN〕 ・・・・ 93 

イシモチソウ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 213 

イズアサツキ （EN） 〔EN〕 ・・・・  95 

イズカニコウモリ （NT） 〔VU〕 ・・・・ 270 

イズコゴメグサ （VU） 〔EN〕 ・・・・ 227 

イズドコロ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 163 

イズハハコ （NT） 〔VU〕 ・・・・ 271 

イズヤブソテツ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 149 

イソホウキギ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 305 

イチョウシダ （EN） 〔NT〕 ・・・・ 68 

イチヨウラン （VU） 〔なし〕 ・・・・ 167 

イチリンソウ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 358 

イッスンテンツキ （CR） 〔CR〕 ・・・・ 56 

イトイチゴツナギ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 296 

イトクズモ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 162 

イトテンツキ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 181 

イトトリゲモ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 160 

イトモ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 162 

イナデンダ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 152 

イナベアザミ （DD） 〔VU〕 ・・・・ 282 

イナモリソウ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 371 

イヌイ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 293 

イヌセンブリ （NT） 〔VU〕 ・・・・ 264 

イヌタヌキモ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 229 

イヌノフグリ （NT） 〔VU〕 ・・・・ 266 

イヌハギ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 108 

イバラモ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 289 

イヨクジャク （VU） 〔EN〕 ・・・・ 146 

イヨフウロ （Ｎ-Ⅲ） 〔NT〕 ・・・・ 367 

イワイヌワラビ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 331 

イワウサギシダ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 148 

イワウチワ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 306 

イワウメヅル （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 366 

イワシャジン （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 375 

イワタカンアオイ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 154 

イワチドリ （CR） 〔EN〕 ・・・・ 46 

イワツクバネウツギ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 135 

イワヤシダ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 146 

イワレンゲ （DD） 〔VU〕 ・・・・ 280 

ウエマツソウ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 79 

ウキシバ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 357 

ウスギムヨウラン （NT） 〔NT〕 ・・・・ 251 

ウスゲチョウジタデ （NT） 〔NT〕 ・・・・ 259 

ウスバサイシン （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 334 

ウスバミヤマノコギリシダ 

 （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 332 

ウチョウラン （VU） 〔VU〕 ・・・・ 172 

ウミヒルモ （DD） 〔NT〕 ・・・・ 276 

ウメウツギ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 117 

ウラギク （VU） 〔NT〕 ・・・・ 235 

ウラジロギボウシ （DD） 〔EN〕 ・・・・ 278 

ウラジロキンバイ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 204 

ウンゼンツツジ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕 ・・・・ 322 

ウンヌケ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 193 

ウンヌケモドキ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 193 

エゾイトイ （CR） 〔CR〕 ・・・・ 55 



エゾウキヤガラ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 352 

エゾツリスゲ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 186 

エゾハタザオ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 210 

エゾメシダ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 284 

エダウチホングウシダ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 329 

エビアマモ （NT） 〔NT〕 ・・・・ 245 

エビネ （NT） 〔NT〕 ・・・・ 248 

エンシュウシャクナゲ （NT） 〔VU〕 ・・・・ 262 

エンシュウツリフネソウ （VU） 〔EN〕 ・・・・ 214 

エンシュウムヨウラン （VU） 〔なし〕 ・・・・ 170 

オオアカウキクサ （VU） 〔EN〕 ・・・・ 141 

オオアブノメ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 222 

オオウバユリ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 337 

オオカラマツ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 360 

オオキツネノカミソリ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 347 

オオクグ （EN） 〔NT〕 ・・・・ 99 

オオサクラソウ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 215 

オオサワトリカブト （EN） 〔CR〕 ・・・・ 105 

オオタマツリスゲ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 183 

オオツルコウジ （EN） 〔EN〕 ・・・・ 118 

オオトボシガラ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 355 

オオハイホラゴケ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 328 

オオハクウンラン （EN） 〔VU〕 ・・・・ 93 

オオバナオオヤマサギソウ 

 （VU） 〔CR〕 ・・・・ 175 

オオヒキヨモギ （NT） 〔VU〕 ・・・・ 268 

オオビランジ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 213 

オオミクリ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 179 

オオミズトンボ （EN） 〔EN〕 ・・・・ 87 

オオミネテンナンショウ （EN） 〔EN〕 ・・・・ 77 

オオヤマサギソウ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 174 

オオヤマツツジ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 218 

オオヤマレンゲ （EN） 〔なし〕 ・・・・ 76 

オキナグサ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 106 

オキナワハイネズ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕 ・・・・ 316 

オクヤマワラビ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 285 

オトコシダ （EN） 〔なし〕 ・・・・ 72 

オトメアオイ （NT） 〔NT〕 ・・・・ 245 

オドリコカグマ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕 ・・・・ 313 

オドリコテンナンショウ （CR） 〔CR〕 ・・・・ 42 

オナモミ （Ｎ-Ⅲ） 〔VU〕 ・・・・ 378 

オニイノデ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 74 

オニゼンマイ （CR） 〔なし〕 ・・・・ 37 

オニナルコスゲ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 188 

オニバス （VU） 〔VU〕 ・・・・ 153 

オノエスゲ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 187 

オノエラン （VU） 〔なし〕 ・・・・ 172 

オノエリンドウ （EN） 〔EN〕 ・・・・ 122 

カイコバイモ （EN） 〔EN〕 ・・・・  81 

カイジンドウ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 126 

カイナンサラサドウダン （VU） 〔なし〕 ・・・・ 217 

カガシラ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 190 

ガガブタ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 232 

カギガタアオイ （VU） 〔EN〕 ・・・・ 154 

カキツバタ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 178 

カゲロウラン （VU） 〔NT〕 ・・・・ 169 

カザグルマ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 195 

カシノキラン （EN） 〔VU〕 ・・・・ 92 

カタクリ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 337 

カタスゲ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 184 

カツモウイノデ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 148 

カノコソウ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 380 

カミガモシダ （EN） 〔なし〕 ・・・・ 68 

カモメラン （EN） 〔NT〕 ・・・・ 91 

カラハナソウ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 365 

カラフトイワスゲ （CR） 〔EN〕 ・・・・ 56 

カラフトメンマ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 286 

カリガネソウ （NT） 〔なし〕 ・・・・ 266 

カワツルモ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 163 

カワラサイコ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 363 

カワラニガナ （NT） 〔NT〕 ・・・・ 272 

カワラノギク （CR） 〔VU〕 ・・・・ 64 

カワラボウフウ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 312 

カンコノキ （EN） 〔なし〕 ・・・・ 111 

ガンゼキラン （CR） 〔VU〕 ・・・・ 54 

カンチヤチハコベ （CR） 〔CR〕 ・・・・ 61 

カンラン （CR） 〔EN〕 ・・・・ 50 

キエビネ （CR） 〔EN〕 ・・・・ 48 

キキョウ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 231 

キクザキイチゲ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 359 

キシュウナキリ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 185 

キスミレ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 208 

キセワタ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 128 

キソエビネ （CR） 〔CR〕 ・・・・ 47 

キタザワブシ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 358 

キタダケイチゴツナギ （CR） 〔CR〕 ・・・・ 58 

キタダケオドリコソウ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 224 

キタダケカニツリ （EN） 〔EN〕 ・・・・ 103 

キタダケデンダ （CR） 〔CR〕 ・・・・ 40 

キタダケナズナ （CR） 〔EN〕 ・・・・ 60 

キタダケヨモギ （VU） 〔EN〕 ・・・・ 233 

キダチノネズミガヤ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 296 

キバナカワラマツバ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 306 

キバナノアツモリソウ （CR） 〔VU〕 ・・・・ 51 

キバナノアマナ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 164 

キバナノショウキラン （VU） 〔EN〕 ・・・・ 177 

キバナハナネコノメ （NT） 〔NT〕 ・・・・ 255 

キビナワシロイチゴ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 300 

ギボウシラン （Ｎ-Ⅲ） 〔EN〕 ・・・・ 342 

キョウマルシャクナゲ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 217 

キヨスミウツボ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 375 

キレハオオクボシダ （CR） 〔EN〕 ・・・・ 41 

キンセイラン （CR） 〔VU〕 ・・・・ 48 

キンチャクスゲ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 294 

キンラン （NT） 〔VU〕 ・・・・ 249 

ギンラン （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 338 

キンロバイ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 203 

クゲヌマラン （CR） 〔VU〕 ・・・・ 50 

クサタチバナ （EN） 〔NT〕 ・・・・ 124 

クサナギオゴケ （NT） 〔VU〕 ・・・・ 264 

クサノオウバノギク （VU） 〔VU〕 ・・・・ 240 

クサフジ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 202 



クジュウクリテンツキ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 351 

クマガイソウ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 166 

クマノギク （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 311 

クモイコザクラ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 216 

クモイザクラ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 299 

クモイジガバチ （CR） 〔CR〕 ・・・・ 53 

クモイナズナ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 115 

クモマスズメノヒエ （NT） 〔NT〕 ・・・・ 253 

クモマナズナ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 211 

クモマニガナ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 238 

クラガリシダ （EN） 〔EN〕 ・・・・ 74 

クリンソウ （EN） 〔なし〕 ・・・・ 119 

クロイヌノヒゲ （NT） 〔NT〕 ・・・・ 252 

クロクモキリソウ （EN） 〔EN〕 ・・・・ 88 

クロツバラ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 205 

クロホシクサ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 96 

クロミノイタチシダ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 287 

クロミノニシゴリ （NT） 〔なし〕 ・・・・ 260 

クロヤツシロラン （NT） 〔なし〕 ・・・・ 250 

ケシンジュガヤ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 353 

ケホシダ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕 ・・・・ 314 

ゲンジスミレ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 302 

コアツモリソウ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 166 

コアマモ （NT） 〔なし〕 ・・・・ 246 

コイヌガラシ （Ｎ-Ⅲ） 〔NT〕 ・・・・ 368 

コイワザクラ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 215 

コウヤザサ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 354 

コウヤミズキ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 199 

コウライイヌワラビ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 70 

コウリンカ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 134 

コオトギリ （NT） 〔なし〕 ・・・・ 258 

コガネシダ （EN） 〔なし〕 ・・・・ 71 

コギシギシ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 116 

コキンバイザサ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 346 

コゴメヒョウタンボク （EN） 〔EN〕 ・・・・ 135 

コシノコバイモ （EN） 〔なし〕 ・・・・ 80 

コタニワタリ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 329 

コタヌキモ （EN） 〔なし〕 ・・・・ 130 

コツブヌマハリイ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 189 

コナミキ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 129 

コハクラン （Ｎ-Ⅲ） 〔CR〕 ・・・・ 342 

コバノチョウセンエノキ （EN） 〔なし〕 ・・・・ 110 

コバノヒルムシロ （DD） 〔VU〕 ・・・・ 277 

コヒナリンドウ （EN） 〔EN〕 ・・・・ 121 

コマイワヤナギ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 207 

ゴマクサ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 129 

ゴマシオホシクサ （EN） 〔EN〕 ・・・・ 97 

コマツカサススキ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 351 

ゴマノハグサ （Ｎ-Ⅰ） 〔VU〕 ・・・・ 308 

コミヤマヌカボ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 353 

サイコクヌカボ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 212 

サイゴクホングウシダ （CR） 〔なし〕 ・・・・ 39 

サカネラン （EN） 〔VU〕 ・・・・ 90 

サガミトリゲモ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 160 

サギスゲ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 294 

サギソウ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 168 

サクラガンピ （NT） 〔VU〕 ・・・・ 259 

サクラスミレ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 208 

サクラソウ （EN） 〔NT〕 ・・・・ 119 

サクラバハンノキ （NT） 〔NT〕 ・・・・ 257 

ササバラン （DD） 〔EN〕 ・・・・ 278 

サツキヒナノウスツボ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 308 

サツマスゲ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 348 

サナギスゲ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 183 

ザラツキヒナガリヤス （Ｎ-Ⅲ） 〔EN〕 ・・・・ 354 

サルメンエビネ （CR） 〔VU〕 ・・・・ 49 

サワギキョウ （NT） 〔なし〕 ・・・・ 269 

サワトラノオ （EN） 〔EN〕 ・・・・ 118 

サワヒメスゲ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 185 

サワラン （CR） 〔EN〕 ・・・・ 52 

サンショウバラ （NT） 〔VU〕 ・・・・ 257 

サンショウモ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 140 

サンプクリンドウ （EN） 〔EN〕 ・・・・ 121 

シコクヒロハテンナンショウ 

 （EN） 〔EN〕 ・・・・ 76 

シコタンハコベ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 214 

シシンラン （EN） 〔VU〕 ・・・・ 125 

ジゾウカンバ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 206 

シデシャジン （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 376 

シナノコザクラ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 216 

シノノメソウ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 123 

シバナ （CR） 〔NT〕 ・・・・ 44 

シブカワシロギク （VU） 〔EN〕 ・・・・ 234 

シブカワツツジ （NT） 〔VU〕 ・・・・ 263 

シブカワニンジン （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕 ・・・・ 324 

シマジタムラソウ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 226 

シムライノデ （CR） 〔EN〕 ・・・・ 41 

シュスラン （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 341 

ジュンサイ （NT） 〔なし〕 ・・・・ 244 

ショウキラン （EN） 〔なし〕 ・・・・ 94 

シラオイハコベ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 304 

シラタマホシクサ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 180 

シラヒゲソウ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 206 

シラン （NT） 〔NT〕 ・・・・ 246 

シロウマチドリ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 91 

シロウマナズナ （EN） 〔EN〕 ・・・・ 116 

シロガヤツリ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 350 

シロテンマ （Ｎ-Ⅲ） 〔CR〕 ・・・・ 339 

シロバナショウジョウバカマ 

 （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 291 

シロモジ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 156 

シロヤマゼンマイ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 140 

ジングウスゲ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 187 

ジンリョウユリ （CR） 〔EN〕 ・・・・ 45 

スエヒロアオイ （DD） 〔CR〕 ・・・・ 275 

スギラン （VU） 〔VU〕 ・・・・ 138 

スジヒトツバ （CR） 〔なし〕 ・・・・ 38 

スズサイコ （NT） 〔NT〕 ・・・・ 265 

スズムシソウ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 170 

スズメハコベ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 223 

スズラン （EN） 〔なし〕 ・・・・ 96 

ズソウカンアオイ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 155 



ステゴビル （EN） 〔VU〕 ・・・・ 95 

スナビキソウ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 221 

スブタ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 159 

スルガイノデ （CR） 〔CR〕 ・・・・ 40 

スルガジョウロウホトトギス 

 （CR） 〔EN〕 ・・・・ 46 

スルガスゲ （VU） 〔EN〕 ・・・・ 186 

スルガヒョウタンボク （VU） 〔EN〕 ・・・・ 240 

セイタカイワヒメワラビ （EN） 〔なし〕 ・・・・ 66 

セイタカスズムシソウ （EN） 〔なし〕 ・・・・ 89 

セイタカトウヒレン （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 310 

セッコク （NT） 〔なし〕 ・・・・ 249 

セツブンソウ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 197 

センジョウデンダ （EN） 〔EN〕 ・・・・ 73 

センダイスゲ （NT） 〔なし〕 ・・・・ 253 

センニンモ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 290 

ソナレセンブリ （CR） 〔VU〕 ・・・・ 63 

ソナレマツムシソウ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 242 

ダイサギソウ （EN） 〔EN〕 ・・・・  86 

タイワンヤマイ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 295 

タカサゴシダ （Ｎ-Ⅱ） 〔NT〕 ・・・・ 315 

タカサゴソウ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 237 

タカネアオチドリ （EN） 〔なし〕 ・・・・ 83 

タカネイ （DD） 〔NT〕 ・・・・ 279 

タカネコウリンカ （NT） 〔NT〕 ・・・・ 272 

タカネサギソウ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕 ・・・・ 317 

タカネシダ （EN） 〔CR〕 ・・・・ 73 

タカネタチイチゴツナギ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 102 

タカネナルコ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 99 

タカネママコナ （Ｎ-Ⅲ） 〔VU〕 ・・・・ 374 

タカネマンテマ （CR） 〔CR〕 ・・・・ 61 

タカネヤガミスゲ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 181 

タカノハウラボシ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 153 

タキミシダ （VU） 〔EN〕 ・・・・ 142 

タコノアシ （NT） 〔NT〕 ・・・・ 256 

タシロラン （NT） 〔NT〕 ・・・・ 250 

タチアマモ （DD） 〔VU〕 ・・・・ 277 

タチイチゴツナギ （EN） 〔EN〕 ・・・・ 102 

タチキランソウ （NT） 〔NT〕 ・・・・ 267 

タチスズシロソウ （CR） 〔EN〕 ・・・・ 59 

タチバナ （EN） 〔NT〕 ・・・・ 115 

タチヒメワラビ （EN） 〔なし〕 ・・・・ 69 

タチモ （EN） 〔NT〕 ・・・・ 107 

タテヤマギク （NT） 〔NT〕 ・・・・ 269 

タニヘゴ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 152 

タヌキノショクダイ （CR） 〔EN〕 ・・・・ 44 

タヌキモ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 229 

タマカラマツ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 198 

タマノカンアオイ （DD） 〔VU〕 ・・・・ 275 

タマミクリ （Ｎ-Ⅰ） 〔NT〕 ・・・・ 292 

チシマネコノメソウ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 361 

チシマヒカゲノカズラ （CR） 〔EN〕 ・・・・ 35 

チシマヒョウタンボク （VU） 〔VU〕 ・・・・ 241 

チチッパベンケイ （DD） 〔なし〕 ・・・・ 280 

チチブホラゴケ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 328 

チャシバスゲ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 293 

チャボシライトソウ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 80 

チャボハナヤスリ （CR） 〔VU〕 ・・・・ 37 

チャボホトトギス （VU） 〔なし〕 ・・・・ 164 

チョウジソウ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 220 

チョウセンゴミシ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 288 

チョウセンナニワズ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 210 

ツクシイヌワラビ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 285 

ツクシイワヘゴ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 332 

ツクシヤブソテツ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 150 

ツゲ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 361 

ツツイトモ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 161 

ツメレンゲ （NT） 〔NT〕 ・・・・ 256 

ツルギキョウ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 230 

ツルケマン （EN） 〔EN〕 ・・・・ 104 

ツレサギソウ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 174 

テツホシダ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 330 

テバコワラビ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 145 

デンジソウ （CR） 〔VU〕 ・・・・ 38 

テンリュウカンアオイ （DD） 〔なし〕 ・・・・ 274 

テンリュウヌリトラノオ （NT） 〔VU〕 ・・・・ 244 

トウヤクリンドウ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕 ・・・・ 323 

トキソウ （EN） 〔NT〕 ・・・・  92 

トキホコリ （CR） 〔VU〕 ・・・・ 59 

トキワマンサク （EN） 〔EN〕 ・・・・ 107 

ドクゼリ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 311 

トダイアカバナ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 209 

トダイハハコ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 233 

トダスゲ （EN） 〔CR〕 ・・・・ 97 

トチカガミ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 159 

トネテンツキ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 100 

トネリコ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 307 

トラキチラン （EN） 〔EN〕 ・・・・ 84 

トラノオスズカケ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 223 

トリゲモ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 161 

ドロニガナ （DD） 〔VU〕 ・・・・ 282 

ナガエミクリ （NT） 〔NT〕 ・・・・ 252 

ナガサキシダ （EN） 〔なし〕 ・・・・ 72 

ナガバジュズネノキ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 218 

ナガバノイシモチソウ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 117 

ナガバノウナギツカミ （Ｎ-Ⅲ） 〔NT〕 ・・・・ 368 

ナガバノヤノネグサ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 303 

ナガボナツハゼ （EN） 〔CR〕 ・・・・ 120 

ナガボノアカワレモコウ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 365 

ナカミシシラン （VU） 〔なし〕 ・・・・ 143 

ナガミノツルケマン （EN） 〔EN〕 ・・・・ 104 

ナギラン （VU） 〔VU〕 ・・・・ 165 

ナゴラン （CR） 〔EN〕 ・・・・ 55 

ナツエビネ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 165 

ナベナ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 380 

ナミキソウ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 309 

ナヨテンマ （EN） 〔EN〕 ・・・・ 85 

ナンカクラン （CR） 〔なし〕 ・・・・ 35 

ニオイシダ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 287 

ニシノコハチジョウシダ （EN） 〔なし〕 ・・・・ 67 

ニシノホンモンジスゲ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕 ・・・・ 317 

ニセコクモウクジャク （VU） 〔なし〕 ・・・・ 147 



ニッコウシダ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 284 

ニッコウヒョウタンボク （VU） 〔なし〕 ・・・・ 241 

ニョホウチドリ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 173 

ヌイオスゲ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 188 

ヌカイタチシダマガイ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 151 

ヌカイタチシダモドキ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 333 

ヌカボタデ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 212 

ヌマゼリ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 137 

ネコヤマヒゴタイ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 133 

ノウルシ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 207 

ノグルミ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 300 

ノタヌキモ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 228 

ノッポロガンクビソウ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 377 

ノニガナ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 378 

ノハラテンツキ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 100 

ノビネチドリ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 341 

バアソブ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 231 

ハイコモチシダ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕 ・・・・ 315 

ハクサンイチゴツナギ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 356 

ハクセンナズナ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕 ・・・・ 321 

ハコネグミ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 205 

ハコネコメツツジ （NT） 〔VU〕 ・・・・ 263 

ハコネシロカネソウ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 196 

ハコネラン （EN） 〔VU〕 ・・・・ 84 

ハゴロモグサ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 109 

ハシドイ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 222 

ハシナガカンスゲ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 98 

ハシバミ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 301 

ハスノハカズラ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 357 

ハタベカンガレイ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 190 

ハチジョウアキノキリンソウ 

 （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕 ・・・・ 325 

ハチジョウイチゴ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 299 

ハチジョウシダ （EN） 〔なし〕 ・・・・ 66 

ハチジョウシダモドキ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 144 

ハチジョウナ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 239 

ハナゼキショウ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 289 

ハナハタザオ （CR） 〔CR〕 ・・・・ 60 

ハナムグラ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 120 

ハネガヤ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 194 

ハマアカザ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 304 

ハマウツボ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 228 

ハマクワガタ （Ｎ-Ⅲ） 〔VU〕 ・・・・ 372 

ハマサジ （EX） 〔NT〕 ・・・・ 33 

ハマナツメ （EX） 〔VU〕 ・・・・ 33 

ハマネナシカズラ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 221 

ハマハナヤスリ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 327 

ハマビシ （EN） 〔EN〕 ・・・・ 108 

ハマベノギク （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 310 

ハママツナ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 305 

ハリガネスゲ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 182 

バリバリノキ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 334 

ハルザキヤツシロラン （VU） 〔VU〕 ・・・・ 167 

ハルノタムラソウ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 309 

ヒカゲシラスゲ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 349 

ヒキノカサ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 106 

ヒキヨモギ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 374 

ヒゲネワチガイソウ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 369 

ヒゲノガリヤス （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 295 

ヒゲハリスゲ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 189 

ヒゴスミレ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 367 

ヒツジグサ （EN） 〔なし〕 ・・・・ 75 

ヒトツバショウマ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 200 

ヒトツバテンナンショウ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 156 

ヒトツバハギ （EN） 〔なし〕 ・・・・ 112 

ヒトツボクロ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 345 

ヒナガリヤス （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕 ・・・・ 318 

ヒナザサ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 192 

ヒナチドリ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 90 

ヒナノカンザシ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 203 

ヒナノキンチャク （EN） 〔EN〕 ・・・・ 109 

ヒナノシャクジョウ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 336 

ヒナラン （EN） 〔EN〕 ・・・・ 82 

ヒノキシダ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 144 

ヒメアオガヤツリ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 350 

ヒメアマナ （EN） 〔EN〕 ・・・・ 81 

ヒメイズイ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 291 

ヒメウラジロ （DD） 〔VU〕 ・・・・ 273 

ヒメカラマツ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕 ・・・・ 319 

ヒメコウホネ （DD） 〔VU〕 ・・・・ 274 

ヒメコヌカグサ （NT） 〔NT〕 ・・・・ 254 

ヒメシャガ （EN） 〔NT〕 ・・・・ 94 

ヒメシロアサザ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 132 

ヒメスミレサイシン （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 302 

ヒメセンブリ （EN） 〔EN〕 ・・・・ 123 

ヒメタヌキモ （EN） 〔NT〕 ・・・・ 131 

ヒメナエ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 220 

ヒメナミキ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 227 

ヒメニラ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 346 

ヒメノヤガラ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 88 

ヒメハシゴシダ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕 ・・・・ 314 

ヒメハッカ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 225 

ヒメハナワラビ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 139 

ヒメバラモミ （DD） 〔VU〕 ・・・・ 273 

ヒメヒゴタイ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 134 

ヒメビシ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 114 

ヒメフタバラン （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 343 

ヒメミクリ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 180 

ヒメミミカキグサ （EN） 〔EN〕 ・・・・ 131 

ヒメムヨウラン （VU） 〔VU〕 ・・・・ 171 

ヒモラン （CR） 〔EN〕 ・・・・ 36 

ヒヨクソウ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 307 

ビロードイチゴ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕 ・・・・ 320 

ヒロハアツイタ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 71 

ヒロハコンロンカ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕 ・・・・ 323 

ヒロハツリシュスラン （EN） 〔EN〕 ・・・・ 85 

ヒロハノアマナ （CR） 〔VU〕 ・・・・ 45 

ヒロハノエビモ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 290 

ヒロハノカワラサイコ （Ｎ-Ⅰ） 〔VU〕 ・・・・ 298 

ヒロハヒメウラボシ （CR） 〔CR〕 ・・・・ 42 

ヒロハヘビノボラズ （EN） 〔なし〕 ・・・・ 105 

ヒロハヤブソテツ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 149 



ヒンジモ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 157 

フウラン （VU） 〔VU〕 ・・・・ 171 

フガクスズムシソウ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 89 

フキヤミツバ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 136 

フクジュソウ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 195 

フサタヌキモ （CR） 〔EN〕 ・・・・ 64 

フサモ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 363 

フジイノデ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕 ・・・・ 316 

フジスミレ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 301 

フジタイゲキ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 111 

フジチドリ （EN） 〔EN〕 ・・・・ 86 

フジバカマ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 235 

フッキソウ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 198 

フナバラソウ （Ｎ-Ⅲ） 〔VU〕 ・・・・ 371 

ベニシュスラン （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 340 

ベニバナヤマシャクヤク（CR） 〔VU〕 ・・・・ 58 

ホウロクイチゴ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 364 

ホオノカワシダ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 150 

ホクチアザミ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕 ・・・・ 325 

ホザキイチヨウラン （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 344 

ホソバショリマ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 145 

ホソバニガナ （VU） 〔EN〕 ・・・・ 238 

ホソバノアマナ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 338 

ホソバノキソチドリ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 345 

ホソバノツルリンドウ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 219 

ホソバハナウド （VU） 〔CR〕 ・・・・ 243 

ホソバハマアカザ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 369 

ホソバヒカゲスゲ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 184 

ホテイアツモリソウ （CR） 〔CR〕 ・・・・ 51 

ホテイラン （CR） 〔EN〕 ・・・・ 49 

ホナガタツナミソウ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 373 

ホンゴウソウ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 78 

マシカクイ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕 ・・・・ 318 

マツカサススキ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 352 

マツノハマンネングサ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 201 

マツバニンジン （EN） 〔CR〕 ・・・・ 113 

マツバラン （VU） 〔NT〕 ・・・・ 139 

マツラン （VU） 〔VU〕 ・・・・ 176 

マネキグサ （NT） 〔NT〕 ・・・・ 267 

マメダオシ （Ｎ-Ⅲ） 〔CR〕 ・・・・ 372 

マメヅタラン （NT） 〔NT〕 ・・・・ 247 

マヤラン （EN） 〔VU〕 ・・・・ 83 

マルバオモダカ （CR） 〔VU〕 ・・・・ 43 

マルバノサワトウガラシ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 126 

マルミスブタ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 158 

マンシュウクロカワスゲ （Ｎ-Ⅲ） 〔EN〕 ・・・・ 348 

ミカワシオガマ （EX） 〔VU〕 ・・・・ 34 

ミカワシンジュガヤ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 101 

ミカワタヌキモ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 130 

ミカワチャルメルソウ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕 ・・・・ 319 

ミカワバイケイソウ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 79 

ミギワトダシバ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 191 

ミクリ （NT） 〔NT〕 ・・・・ 251 

ミクリガヤ （EN） 〔EN〕 ・・・・ 101 

ミコシギク （CR） 〔VU〕 ・・・・ 65 

ミシマサイコ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 242 

ミシマバイカモ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 197 

ミズアオイ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 178 

ミズオオバコ （Ｎ-Ⅲ） 〔VU〕 ・・・・ 335 

ミズキカシグサ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 114 

ミズギク （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 377 

ミズスギナ （DD） 〔CR〕 ・・・・ 281 

ミスズラン （CR） 〔CR〕 ・・・・ 47 

ミズタカモジ （DD） 〔VU〕 ・・・・ 279 

ミズチドリ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 173 

ミズトラノオ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 128 

ミズトンボ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 168 

ミズニラ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 138 

ミズネコノオ （EN） 〔NT〕 ・・・・ 127 

ミズバショウ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 288 

ミズマツバ （NT） 〔VU〕 ・・・・ 258 

ミスミソウ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 196 

ミゾコウジュ （NT） 〔NT〕 ・・・・ 268 

ミゾシダモドキ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 331 

ミツガシワ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕 ・・・・ 324 

ミツバテンナンショウ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 335 

ミドリアカザ （Ｎ-Ⅲ） 〔CR〕 ・・・・ 370 

ミドリワラビ （EN） 〔なし〕 ・・・・ 70 

ミミガタテンナンショウ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 157 

ミヤマカニツリ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 103 

ミヤマコウモリソウ （Ｎ-Ⅲ） 〔EN〕 ・・・・ 376 

ミヤマジュズスゲ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 182 

ミヤマスミレ （EN） 〔なし〕 ・・・・ 112 

ミヤマツチトリモチ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 211 

ミヤマツメクサ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕 ・・・・ 322 

ミヤマトベラ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 201 

ミヤマニガウリ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 366 

ミヤマハナシノブ （CR） 〔VU〕 ・・・・  62 

ミヤマハナワラビ （CR） 〔CR〕 ・・・・ 36 

ミヤマハルガヤ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 191 

ミヤマムギラン （NT） 〔NT〕 ・・・・ 248 

ミヤマモミジイチゴ （Ｎ-Ⅲ） 〔NT〕 ・・・・ 364 

ミヤマワレモコウ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 204 

ミョウギシダ （EN） 〔EN〕 ・・・・ 75 

ムカゴサイシン （CR） 〔EN〕 ・・・・ 54 

ムカゴソウ （VU） 〔EN〕 ・・・・ 169 

ムカゴツヅリ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 356 

ムカゴトンボ （CR） 〔EN〕 ・・・・ 53 

ムカゴネコノメソウ （NT） 〔NT〕 ・・・・ 255 

ムカゴユキノシタ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 362 

ムカデラン （VU） 〔VU〕 ・・・・ 177 

ムギラン （NT） 〔NT〕 ・・・・ 247 

ムサシモ （EN） 〔EN〕 ・・・・ 77 

ムシトリスミレ （CR） 〔なし〕 ・・・・ 63 

ムシャリンドウ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 127 

ムラサキ （EN） 〔EN〕 ・・・・ 124 

ムラサキセンブリ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 219 

ムラサキツリガネツツジ（CR） 〔VU〕 ・・・・ 62 

ムラサキミミカキグサ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 230 

ムラサキモメンヅル （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕 ・・・・ 320 

メニッコウシダ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 330 

モクレイシ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕 ・・・・ 321 



モミジカラスウリ （DD） 〔なし〕 ・・・・ 281 

モミラン （VU） 〔VU〕 ・・・・ 176 

モメンヅル （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 298 

モリアザミ （NT） 〔なし〕 ・・・・ 270 

モロコシソウ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 370 

ヤクカナワラビ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 286 

ヤクシマアカシュスラン （EN） 〔VU〕 ・・・・ 87 

ヤクシマホウビシダ （EN） 〔なし〕 ・・・・ 67 

ヤシャビシャク （VU） 〔NT〕 ・・・・ 199 

ヤツガタケシノブ （Ｎ-Ⅰ） 〔NT〕 ・・・・ 283 

ヤナギタンポポ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 237 

ヤナギヌカボ （NT） 〔VU〕 ・・・・ 260 

ヤナギノギク （VU） 〔VU〕 ・・・・ 236 

ヤハズトウヒレン （VU） 〔なし〕 ・・・・ 239 

ヤブサンザシ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 200 

ヤブスゲ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 349 

ヤマアゼスゲ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 347 

ヤマアマドコロ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 292 

ヤマオオウシノケグサ （CR） 〔EN〕 ・・・・ 57 

ヤマケマン （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 297 

ヤマジソ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 225 

ヤマジノタツナミソウ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 226 

ヤマシャクヤク （NT） 〔NT〕 ・・・・ 254 

ヤマソテツ （CR） 〔なし〕 ・・・・ 39 

ヤマタバコ （CR） 〔CR〕 ・・・・ 65 

ヤマトキソウ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 175 

ヤマトボシガラ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 355 

ヤマトミクリ （VU） 〔NT〕 ・・・・ 179 

ヤマナシウマノミツバ （EN） 〔EN〕 ・・・・ 136 

ヤマヒョウタンボク （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 379 

ヤマブキソウ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 297 

ヤマホオズキ （EN） 〔EN〕 ・・・・ 125 

ヤリテンツキ （CR） 〔NT〕 ・・・・ 57 

ユウシュンラン （EN） 〔VU〕 ・・・・ 82 

ユキヨモギ （VU） 〔EN〕 ・・・・ 234 

ユノミネシダ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 142 

ヨコグラノキ （EN） 〔なし〕 ・・・・ 110 

ラショウモンカズラ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 224 

リシリカニツリ （VU） 〔VU〕 ・・・・ 194 

リュウノヒゲモ （EN） 〔NT〕 ・・・・ 78 

リュウビンタイ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕 ・・・・ 313 

リンネソウ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕 ・・・・ 326 

ルリデライヌワラビ （EN） 〔なし〕 ・・・・ 69 

レンゲショウマ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 360 

レンプクソウ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 379 

レンリソウ （VU） 〔なし〕 ・・・・ 202 

ワダソウ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕 ・・・・ 303 

ワタムキアザミ （NT） 〔VU〕 ・・・・ 271 

 

菌類         

アオゾメクロツブタケ （N-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 471 

アオロウジ （VU) 〔なし〕 ・・・・ 415 

アカアシボソチチタケ（仮称） 

 （N-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 489 

アカイカタケ （N-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 477 

アクイロウスタケ （NT) 〔なし〕 ・・・・ 432 

アケボノタケ （DD) 〔なし〕 ・・・・ 439 

アケボノハリタケ （N-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 484 

アシグロニオイイグチ （VU) 〔なし〕 ・・・・ 412 

アシナガイグチ （N-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 466 

アナアキアカダマタケ （N-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 473 

アバタケシボウズタケ （EN） 〔なし〕 ・・・・ 398 

アンドンタケ （EN） 〔なし〕 ・・・・ 401 

ウサギタケ （N-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 487 

ウスキタンポセミタケ （NT) 〔VU〕 ・・・・ 420 

ウズタケ （DD) 〔なし〕 ・・・・ 449 

ウラムラサキシメジ （DD) 〔なし〕 ・・・・ 443 

エゾシロアミタケ （DD) 〔なし〕 ・・・・ 452 

エビタケ （N-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 483 

エブリコ （N-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 481 

オオカボチャタケ （DD) 〔なし〕 ・・・・ 451 

オオキノボリイグチ （N-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 467 

オオツガタケ （NT) 〔なし〕 ・・・・ 426 

オオムラサキアンズタケ（EN） 〔なし〕 ・・・・ 403 

オオモミタケ （NT) 〔なし〕 ・・・・ 428 

オニウスタケ （N-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 476 

オニフウセンタケ （N-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 459 

カバイロオオホウライタケ 

 （DD) 〔なし〕 ・・・・ 440 

カバイロコナテングタケ （N-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 457 

カバノアナタケ （N-Ⅲ） 〔NT〕 ・・・・ 480 

カブラテングタケ （DD) 〔なし〕 ・・・・ 438 

カンゾウタケ （N-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 461 

カンムリタケ （VU) 〔なし〕 ・・・・ 405 

キウロコテングタケ （NT) 〔なし〕 ・・・・ 423 

キツネハツ （N-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 490 

キヒダイッポンシメジ （NT) 〔なし〕 ・・・・ 427 

キンチャヤマイグチ （N-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 470 

クサギムシタケ （EN） 〔CR+EN〕 ・・・・ 395 

クチキトサカタケ （VU) 〔なし〕 ・・・・ 404 

クロカワ （NT) 〔DD〕 ・・・・ 434 

ケショウシロハツ （DD) 〔なし〕 ・・・・ 454 

コウタケ （NT) 〔なし〕 ・・・・ 435 

コカンバタケ （VU) 〔NT〕 ・・・・ 413 

コナガエノアカカゴタケ （EN） 〔VU〕 ・・・・ 402 

コブガタアリタケ （NT) 〔なし〕 ・・・・ 422 

ゴムショウロ （N-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 474 

サザナミイグチ （DD) 〔なし〕 ・・・・ 445 

サワフタギタケ （N-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 486 

シモコシ （EN） 〔NT〕 ・・・・ 399 

シャカシメジ （N-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 465 

ショウロ （DD) 〔なし〕 ・・・・ 448 

シロアンズタケ （N-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 475 

シロオニタケモドキ （N-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 456 

シロコケシジミガサ(仮称） 

 （N-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 462 

シロシメジ （VU) 〔なし〕 ・・・・ 410 

スズキセミタケ （EN） 〔CR+EN〕 ・・・・ 397 

スナヤマチャワンタケ （EN） 〔なし〕 ・・・・ 393 

センニンタケ （DD) 〔なし〕 ・・・・ 453 

ソライロタケ （N-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 460 

ダイダイイグチ （N-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 468 



タルゼッタ カティヌス （DD) 〔なし〕 ・・・・ 437 

タンポタケモドキ （VU) 〔なし〕 ・・・・ 407 

チャオニテングタケ （NT) 〔なし〕 ・・・・ 425 

チョレイマイタケ （VU) 〔NT〕 ・・・・ 414 

ツガマイタケ （N-Ⅲ） 〔DD〕 ・・・・ 482 

ツクツクボウシセミタケ （EN） 〔なし〕 ・・・・ 396 

ツノシメジ （VU) 〔なし〕 ・・・・ 409 

ツバマツオウジ（仮称） （N-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 485 

ツヤナシマンネンタケ （NT) 〔なし〕 ・・・・ 433 

トゲミノヒメイグチ （NT) 〔なし〕 ・・・・ 430 

ナガエノウラベニイグチ （N-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 469 

ナメニセムクエタケ （N-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 464 

ニンギョウタケ （VU) 〔DD〕 ・・・・ 416 

ヌメリアイタケ （VU) 〔VU〕 ・・・・ 417 

ヌメリツバイグチ （NT) 〔なし〕 ・・・・ 431 

ハイイロオニタケ （NT) 〔なし〕 ・・・・ 424 

バカマツタケ （NT) 〔NT〕 ・・・・ 429 

ハスノミクモタケ （NT) 〔なし〕 ・・・・ 419 

ハヤカワセミタケ （EN） 〔CR+EN〕 ・・・・ 394 

ヒダホテイタケ （DD) 〔なし〕 ・・・・ 442 

ヒメウグイスイグチ （DD) 〔なし〕 ・・・・ 446 

ヒメオツネンタケ （DD) 〔なし〕 ・・・・ 450 

ヒメサクラシメジ （N-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 463 

ヒョウモンウラベニガサ （DD) 〔なし〕 ・・・・ 441 

ヒヨリヒメツチグリ （EN） 〔なし〕 ・・・・ 400 

フサハリタケ （VU) 〔NT〕 ・・・・ 418 

フチドリクロチチタケ （DD) 〔なし〕 ・・・・ 455 

フトクビクチキムシタケ （VU) 〔NT〕 ・・・・ 406 

ベニイロクチキムシタケ（NT) 〔なし〕 ・・・・ 421 

ホンシメジ（ダイコクシメジ） 

 （VU) 〔なし〕 ・・・・ 408 

マツタケ （VU) 〔NT〕 ・・・・ 411 

マユハキタケ （DD) 〔なし〕 ・・・・ 436 

ミカワクロアミアシイグチ 

 （N-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 472 

ミヤマキヒダタケ （DD) 〔なし〕 ・・・・ 447 

ミヤマムラサキフウセンタケ 

 （N-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 458 

ムカシオオミダレタケ （N-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 478 

ヤケコゲタケ （N-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 479 

ヤシャイグチ （DD) 〔なし〕 ・・・・ 444 

ルリハツタケ （N-Ⅲ） 〔なし〕 ・・・・ 488 
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