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大切にしたい奈良県の野生動植物

維管束植物レッドリスト（希少性の観点：絶滅種～情報不足種）

No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

1 シダ植物 ヒカゲノカズラ科 ヒメスギラン Huperzia miyoshiana (Makino) Ching 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

2 シダ植物 ヒカゲノカズラ科 ミズスギ Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. 希少種 希少種 　

3 シダ植物 ヒカゲノカズラ科 ヤチスギラン Lycopodiella inundata (L.) Holub 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

4 シダ植物 ヒカゲノカズラ科 アスヒカズラ Lycopodium complanatum L. 絶滅種 絶滅種 　

5 シダ植物 ヒカゲノカズラ科 スギラン Phlegmariurus cryptomerinus (Maxim.) Satou 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

6 シダ植物 ヒカゲノカズラ科 ヒモラン Phlegmariurus sieboldii (Miq.) Ching 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

7 シダ植物 イワヒバ科 ヒモカズラ
Selaginella shakotanensis (Franch. ex Takeda) Miyabe & 
Kudô

絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

8 シダ植物 イワヒバ科 ヤマクラマゴケ Selaginella tamamontana Seriz. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

9 シダ植物 ミズニラ科 ミズニラ Isoetes japonica A.Braun 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

10 シダ植物 ハナヤスリ科 エゾフユノハナワラビ
Botrychium multifidum (S.G.Gmel.) Rupr. var. robustum 
(Rupr. ex Milde) C.Chr.

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

11 シダ植物 ハナヤスリ科 アカハナワラビ Botrychium nipponicum Makino 　　－ 絶滅寸前種 　

12 シダ植物 ハナヤスリ科 アカフユノハナワラビ
Botrychium ternatum (Thunb.) Sw. var. pseudoternatum 
(Sahashi) M.Kato

　　－ 情報不足種 　

13 シダ植物 ハナヤスリ科
コヒロハハナヤスリ
（フジハナヤスリ）

Ophioglossum petiolatum Hook. 希少種 希少種 　

14 シダ植物 ハナヤスリ科 ヒロハハナヤスリ Ophioglossum vulgatum L. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

15 シダ植物 マツバラン科 マツバラン Psilotum nudum (L.) P.Beauv. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

16 シダ植物 ゼンマイ科 ヤマドリゼンマイ
Osmundastrum cinnamomeum (L.) C.Presl var. fokiense 
(Copel.) Tagawa

絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

17 シダ植物 コケシノブ科 チチブホラゴケ
Crepidomanes schmidtianum (Zenker ex Taschner) K.Iwats. 
var. schmidtianum

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

18 シダ植物 コケシノブ科 キヨスミコケシノブ Hymenophyllum oligosorum Makino 希少種 希少種 　

19 シダ植物 コケシノブ科 コケシノブ Hymenophyllum wrightii Bosch 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

20 シダ植物 デンジソウ科 デンジソウ Marsilea quadrifolia L. 絶滅種 絶滅種 　

21 シダ植物 サンショウモ科 アカウキクサ
Azolla pinnata R.Br. subsp. asiatica R.M.K.Saunders & 
K.Fowler

絶滅種 絶滅種 　

22 シダ植物 サンショウモ科 サンショウモ Salvinia natans (L.) All. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

23 シダ植物 ホングウシダ科 エダウチホングウシダ Lindsaea chienii Ching 希少種 希少種 　

24 シダ植物 コバノイシカグマ科
オオフジシダ（キシュ
ウシダ）

Monachosorum nipponicum Makino 希少種 絶滅危惧種 　

25 シダ植物 イノモトソウ科 タキミシダ Antrophyum obovatum Baker 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

26 シダ植物 イノモトソウ科 ヒメミズワラビ
Ceratopteris gaudichaudii Brogn. var. vulgaris Masuyama 
& Watano

希少種 希少種 　
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■クモ類

No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

1
節足動物門ク
モ綱クモ目

ジグモ科 ワスレナグモ Calommata signata Karsch, 1879 　　－ 絶滅危惧種 　

2
節足動物門ク
モ綱クモ目

カネコトタテグモ科 カネコトタテグモ Antrodiaetus roretzi (L. Koch, 1878) 　　－ 絶滅寸前種 　

3
節足動物門ク
モ綱クモ目

トタテグモ科 キノボリトタテグモ Conothele fragaria (Dönitz, 1887) 　　－ 希少種 　

4
節足動物門ク
モ綱クモ目

トタテグモ科 キシノウエトタテグモ Latouchia typica (Kishida, 1913) 　　－ 希少種 　

5
節足動物門ク
モ綱クモ目

スオウグモ科 ムロズミソレグモ Takeoa nishimurai (Yaginuma, 1963) 　　－ 情報不足種 　

6
節足動物門ク
モ綱クモ目

ホウシグモ科 ドウシグモ Asceua japonica (Bösenberg & Strand, 1906) 　　－ 情報不足種 　

■ザトウムシ類

No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

1
節足動物門ク
モ綱ザトウム
シ目

カワザトウムシ科 コウヤスベザトウムシ Leiobunum kohyai Suzuki, 1953 　　－ 希少種 　

2
節足動物門ク
モ綱ザトウム
シ目

カワザトウムシ科 オオナミザトウムシ Nelima genufusca (Karche, 1881) 　　－ 希少種 　

3
節足動物門ク
モ綱ザトウム
シ目

カワザトウムシ科 ヒコナミザトウムシ Nelima nigricoxa Sato & Suzuki, 1939 　　－ 希少種 　

■甲殻類

No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

1
節足動物門甲
殻綱等脚目

ナガワラジムシ科
ヒトツトゲホラワラジ
ムシ

Nippononethes unidentatus (Vandel, 1970) 　　－ 情報不足種 　

■貧毛類

No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

1
環形動物門貧
毛綱ナガミミ
ズ目

フトミミズ科 シマフトミミズ Metaphire shimaensis (Goto & Hatai, 1899) 　　－ 絶滅危惧種 　

2
環形動物門貧
毛綱ナガミミ
ズ目

フトミミズ科
トツカワオオミミズ
（仮称）

ʺPheretimaʺ  s. lat. sp.1 　　－ 情報不足種 未記載種

3
環形動物門貧
毛綱ナガミミ
ズ目

フトミミズ科
シモイチシマミミズ
（仮称）

ʺPheretimaʺ  s. lat. sp.2 　　－ 情報不足種 未記載種
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

27 シダ植物 イノモトソウ科 ナカミシシラン Haplopteris fudzinoi (Makino) E.H.Crane 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

28 シダ植物 イノモトソウ科
ニシノコハチジョウシ
ダ（コハチジョウシダ）

Pteris kiuschiuensis Hieron. 希少種 希少種 　

29 シダ植物 イノモトソウ科 アイコハチジョウシダ Pteris laurisilvicola Sa.Kurata 　　－ 希少種 　

30 シダ植物 イノモトソウ科 ヤワラハチジョウシダ Pteris natiensis Tagawa 希少種 希少種 　

31 シダ植物 イノモトソウ科 マツサカシダ Pteris nipponica W.C.Shieh 希少種 希少種 　

32 シダ植物 イノモトソウ科 ハチジョウシダモドキ Pteris oshimensis Hieron. 希少種 希少種 　

33 シダ植物 イノモトソウ科 オオバノアマクサシダ
Pteris terminalis Wall. ex J.Agardh var. fauriei (H.Christ) 
comb. nov.

希少種 希少種 　

34 シダ植物 イノモトソウ科 ヒメイノモトソウ Pteris yamatensis (Tagawa) Tagawa 絶滅寸前種 絶滅寸前種
奈良県特定希少野
生動植物

35 シダ植物 ナヨシダ科 イワウサギシダ Gymnocarpium jessoense (Koidz.) Koidz. 絶滅種 絶滅種 　

36 シダ植物 ナヨシダ科 エビラシダ Gymnocarpium oyamense (Baker) Ching 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

37 シダ植物 チャセンシダ科 シモツケヌリトラノオ Asplenium boreale (Ohwi ex Sa.Kurata) Nakaike 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

38 シダ植物 チャセンシダ科 ヒメイワトラノオ Asplenium capillipes Makino 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

39 シダ植物 チャセンシダ科
カミガモシダ（ヒメ
チャセンシダ）

Asplenium oligophlebium Baker var. oligophlebium 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

40 シダ植物 チャセンシダ科 ヒノキシダ Asplenium prolongatum Hook. 希少種 希少種 　

41 シダ植物 チャセンシダ科
オクタマシダ（アオガ
ネシダモドキ）

Asplenium pseudowilfordii Tagawa 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

42 シダ植物 チャセンシダ科 コウザキシダ Asplenium ritoense Hayata 希少種 希少種 　

43 シダ植物 チャセンシダ科 イチョウシダ Asplenium ruta-muraria L. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

44 シダ植物 チャセンシダ科 コタニワタリ Asplenium scolopendrium L. 希少種 希少種 　

45 シダ植物 チャセンシダ科 テンリュウヌリトラノオ Asplenium shimurae (H.Itô) Nakaike 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

46 シダ植物 チャセンシダ科 アオガネシダ Asplenium wilfordii Mett. ex Kuhn 希少種 希少種 　

47 シダ植物 チャセンシダ科 トキワシダ Asplenium yoshinagae Makino 希少種 希少種 　

48 シダ植物 チャセンシダ科 ホウビシダ
Hymenasplenium hondoense (N.Murak. & S.-I.Hatan.) 
Nakaike

希少種 希少種 　

49 シダ植物 イワヤシダ科 イワヤシダ Diplaziopsis cavaleriana (H.Christ) C.Chr. 絶滅危惧種 絶滅寸前種 　

50 シダ植物 ヒメシダ科 アミシダ
Stegnogramma griffithii (Hook.f. & Thomson) K.Iwats. var. 
wilfordii (Hook.) K.Iwats.

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

51 シダ植物 ヒメシダ科
ヨコグラヒメワラビ
（ツクシヤワラシダ）

Thelypteris hattorii (H.Itô) Tagawa 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

52 シダ植物 ヒメシダ科 イワハリガネワラビ
Thelypteris musashiensis (Hiyama) Nakato, Sahashi & 
M.Kato

希少種 希少種 　

53 シダ植物 ヒメシダ科 ミゾシダモドキ Thelypteris omeiensis (Baker) Ching 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

54 シダ植物 ヒメシダ科 ミヤマワラビ Thelypteris phegopteris (L.) Sloss. ex Rydb. 希少種 希少種 　
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

55 シダ植物 ヒメシダ科 オオバショリマ Thelypteris quelpaertensis (H.Christ) Ching 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

56 シダ植物 イワデンダ科 コガネシダ Woodsia macrochlaena Mett. ex Kuhn 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

57 シダ植物 イワデンダ科 フクロシダ Woodsia manchuriensis Hook. 希少種 希少種 　

58 シダ植物 イワデンダ科 イワデンダ Woodsia polystichoides D.C.Eaton 希少種 希少種 　

59 シダ植物 シシガシラ科 オサシダ Blechnum amabile Makino 希少種 希少種 　

60 シダ植物 メシダ科 ミヤコイヌワラビ Athyrium frangulum Tagawa 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

61 シダ植物 メシダ科 ミヤマメシダ Athyrium melanolepis (Franch. & Sav.) H.Christ 絶滅種 絶滅種 　

62 シダ植物 メシダ科 タカネサトメシダ Athyrium pinetorum Tagawa 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

63 シダ植物 メシダ科 ハコネシケチシダ Cornopteris christenseniana (Koidz.) Tagawa 希少種 希少種 　

64 シダ植物 メシダ科
コウライイヌワラビモ
ドキ

Deparia henryi (Baker) M.Kato 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

65 シダ植物 メシダ科 ムクゲシケシダ Deparia kiusiana (Koidz.) M.Kato 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

66 シダ植物 メシダ科 フモトシケシダ Deparia pseudoconilii (Seriz.) Seriz. var. pseudoconilii 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

67 シダ植物 メシダ科 ウスゲミヤマシケシダ
Deparia pycnosora (H.Christ) M.Kato var. mucilagina 
M.Kato

絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

68 シダ植物 メシダ科 オオヒメワラビモドキ Deparia unifurcata (Baker) M.Kato 希少種 希少種 　

69 シダ植物 メシダ科 ミドリワラビ Deparia viridifrons (Makino) M.Kato 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

70 シダ植物 メシダ科 ヒカゲワラビ Diplazium chinense (Baker) C.Chr. 希少種 希少種 　

71 シダ植物 メシダ科
ウスバミヤマノコギリ
シダ

Diplazium deciduum N.Ohta & M.Takamiya 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

72 シダ植物 メシダ科 シマシロヤマシダ Diplazium doederleinii (Luerss.) Makino 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

73 シダ植物 メシダ科 シロヤマシダ Diplazium hachijoense Nakai 希少種 希少種 　

74 シダ植物 メシダ科 イヨクジャク Diplazium okudairae Makino 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

75 シダ植物 メシダ科 ミヤマシダ
Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Sa.Kurata var. 
glabrum (Tagawa) Sa.Kurata

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

76 シダ植物 オシダ科
ホソバナライシダ（ナ
ライシダ）

Arachniodes borealis Seriz. 希少種 希少種 　

77 シダ植物 オシダ科 ミドリカナワラビ Arachniodes nipponica (Rosenst.) Ohwi 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

78 シダ植物 オシダ科 ヒロハナライシダ
Arachniodes quadripinnata (Hayata) Seriz. subsp. fimbriata 
(Koidz.) Seriz.

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

79 シダ植物 オシダ科 オトコシダ Arachniodes yoshinagae (Makino) Ching 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

80 シダ植物 オシダ科 ヒロハヤブソテツ Cyrtomium macrophyllum (Makino) Tagawa 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

81 シダ植物 オシダ科 ミヤコヤブソテツ Cyrtomium yamamotoi Tagawa 希少種 希少種 　

82 シダ植物 オシダ科 ツクシイワヘゴ Dryopteris commixta Tagawa 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

83 シダ植物 オシダ科 シラネワラビ Dryopteris expansa (C.Presl) Fraser-Jenk. & Jermy 　　－ 希少種 　

84 シダ植物 オシダ科 ヌカイタチシダ Dryopteris gymnosora (Makino) C.Chr. 希少種 希少種 　
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

27 シダ植物 イノモトソウ科 ナカミシシラン Haplopteris fudzinoi (Makino) E.H.Crane 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

28 シダ植物 イノモトソウ科
ニシノコハチジョウシ
ダ（コハチジョウシダ）

Pteris kiuschiuensis Hieron. 希少種 希少種 　

29 シダ植物 イノモトソウ科 アイコハチジョウシダ Pteris laurisilvicola Sa.Kurata 　　－ 希少種 　

30 シダ植物 イノモトソウ科 ヤワラハチジョウシダ Pteris natiensis Tagawa 希少種 希少種 　

31 シダ植物 イノモトソウ科 マツサカシダ Pteris nipponica W.C.Shieh 希少種 希少種 　

32 シダ植物 イノモトソウ科 ハチジョウシダモドキ Pteris oshimensis Hieron. 希少種 希少種 　

33 シダ植物 イノモトソウ科 オオバノアマクサシダ
Pteris terminalis Wall. ex J.Agardh var. fauriei (H.Christ) 
comb. nov.

希少種 希少種 　

34 シダ植物 イノモトソウ科 ヒメイノモトソウ Pteris yamatensis (Tagawa) Tagawa 絶滅寸前種 絶滅寸前種
奈良県特定希少野
生動植物

35 シダ植物 ナヨシダ科 イワウサギシダ Gymnocarpium jessoense (Koidz.) Koidz. 絶滅種 絶滅種 　

36 シダ植物 ナヨシダ科 エビラシダ Gymnocarpium oyamense (Baker) Ching 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

37 シダ植物 チャセンシダ科 シモツケヌリトラノオ Asplenium boreale (Ohwi ex Sa.Kurata) Nakaike 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

38 シダ植物 チャセンシダ科 ヒメイワトラノオ Asplenium capillipes Makino 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

39 シダ植物 チャセンシダ科
カミガモシダ（ヒメ
チャセンシダ）

Asplenium oligophlebium Baker var. oligophlebium 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

40 シダ植物 チャセンシダ科 ヒノキシダ Asplenium prolongatum Hook. 希少種 希少種 　

41 シダ植物 チャセンシダ科
オクタマシダ（アオガ
ネシダモドキ）

Asplenium pseudowilfordii Tagawa 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

42 シダ植物 チャセンシダ科 コウザキシダ Asplenium ritoense Hayata 希少種 希少種 　

43 シダ植物 チャセンシダ科 イチョウシダ Asplenium ruta-muraria L. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

44 シダ植物 チャセンシダ科 コタニワタリ Asplenium scolopendrium L. 希少種 希少種 　

45 シダ植物 チャセンシダ科 テンリュウヌリトラノオ Asplenium shimurae (H.Itô) Nakaike 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

46 シダ植物 チャセンシダ科 アオガネシダ Asplenium wilfordii Mett. ex Kuhn 希少種 希少種 　

47 シダ植物 チャセンシダ科 トキワシダ Asplenium yoshinagae Makino 希少種 希少種 　

48 シダ植物 チャセンシダ科 ホウビシダ
Hymenasplenium hondoense (N.Murak. & S.-I.Hatan.) 
Nakaike

希少種 希少種 　

49 シダ植物 イワヤシダ科 イワヤシダ Diplaziopsis cavaleriana (H.Christ) C.Chr. 絶滅危惧種 絶滅寸前種 　

50 シダ植物 ヒメシダ科 アミシダ
Stegnogramma griffithii (Hook.f. & Thomson) K.Iwats. var. 
wilfordii (Hook.) K.Iwats.

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

51 シダ植物 ヒメシダ科
ヨコグラヒメワラビ
（ツクシヤワラシダ）

Thelypteris hattorii (H.Itô) Tagawa 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

52 シダ植物 ヒメシダ科 イワハリガネワラビ
Thelypteris musashiensis (Hiyama) Nakato, Sahashi & 
M.Kato

希少種 希少種 　

53 シダ植物 ヒメシダ科 ミゾシダモドキ Thelypteris omeiensis (Baker) Ching 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

54 シダ植物 ヒメシダ科 ミヤマワラビ Thelypteris phegopteris (L.) Sloss. ex Rydb. 希少種 希少種 　
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大切にしたい奈良県の野生動植物

No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

85 シダ植物 オシダ科 オオミネイワヘゴ Dryopteris lunanensis (H.Christ) C.Chr. 絶滅寸前種 絶滅寸前種
奈良県特定希少野
生動植物

86 シダ植物 オシダ科 ナンタイシダ Dryopteris maximowiczii (Baker) Kuntze 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

87 シダ植物 オシダ科 ミヤマベニシダ Dryopteris monticola (Makino) C.Chr. 希少種 希少種 　

88 シダ植物 オシダ科 キヨズミオオクジャク Dryopteris namegatae (Sa.Kurata) Sa.Kurata 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

89 シダ植物 オシダ科 オワセベニシダ Dryopteris ryo-itoana Sa.Kurata 希少種 希少種 　

90 シダ植物 オシダ科 イワイタチシダ Dryopteris saxifraga H.Itô 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

91 シダ植物 オシダ科 ホオノカワシダ Dryopteris shikokiana (Makino) C.Chr. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

92 シダ植物 オシダ科
アツギノヌカイタチシ
ダマガイ

Dryopteris simasakii (H.Itô) Sa.Kurata var. paleacea (H.Itô) 
Sa.Kurata

絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

93 シダ植物 オシダ科 ヌカイタチシダマガイ Dryopteris simasakii (H.Itô) Sa.Kurata var. simasakii 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

94 シダ植物 オシダ科 タニヘゴ Dryopteris tokyoensis (Makino) C.Chr. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

95 シダ植物 オシダ科 ヒロハアツイタ Elaphoglossum tosaense (Yatabe) Makino 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

96 シダ植物 オシダ科 チャボイノデ Polystichum igaense Tagawa 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

97 シダ植物 オシダ科 アヅミイノデ
Polystichum microchlamys (H.Christ) Matsum. var. 
azumiense Seriz.

絶滅種 絶滅種 　

98 シダ植物 オシダ科 オニイノデ Polystichum rigens Tagawa 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

99 シダ植物 ウラボシ科 イワヒトデ Colysis elliptica (Thunb.) Ching 希少種 希少種 　

100 シダ植物 ウラボシ科 アオネカズラ Goniophlebium niponicum (Mett.) Bedd. 希少種 希少種 　

101 シダ植物 ウラボシ科 ホテイシダ Lepisorus annuifrons (Makino) Ching 希少種 希少種 　

102 シダ植物 ウラボシ科 クラガリシダ Lepisorus miyoshianus (Makino) Fraser-Jenk. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

103 シダ植物 ウラボシ科 ツクシノキシノブ Lepisorus tosaensis (Makino) H.Itô 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

104 シダ植物 ウラボシ科 イシガキウラボシ Lepisorus yamaokae Seriz. 　　－ 絶滅危惧種 　

105 シダ植物 ウラボシ科 オオクボシダ Micropolypodium okuboi (Yatabe) Hayata 希少種 希少種 　

106 シダ植物 ウラボシ科 ヒロハヒメウラボシ Oreogrammitis nipponica (Tagawa & K.Iwats.) Parris 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

107 シダ植物 ウラボシ科 カラクサシダ Pleurosoriopsis makinoi (Maxim. ex Makino) Fomin 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

108 シダ植物 ウラボシ科 オシャグジデンダ Polypodium fauriei H.Christ 　　－ 希少種 　

109 シダ植物 ウラボシ科 イワオモダカ Pyrrosia hastata (Houtt.) Ching 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

110 シダ植物 ウラボシ科 タカノハウラボシ Selliguea engleri (Luerss.) Fraser-Jenk. 希少種 希少種 　

111 シダ植物 ウラボシ科 ミヤマウラボシ Selliguea veitchii (Baker) H.Ohashi & K.Ohashi 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

112 シダ植物 ウラボシ科 キレハオオクボシダ Tomophyllum sakaguchianum (Koidz.) Parris 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

113 種子植物 マツ科 シラビソ（シラベ） Abies veitchii Lindl. 絶滅寸前種 絶滅危惧種 注目種

114 種子植物 マツ科 トウヒ
Picea jezoensis (Siebold & Zucc.) Carrière var. hondoensis 
(Mayr) Rehder

絶滅危惧種 絶滅危惧種 注目種
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大切にしたい奈良県の野生動植物

No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

115 種子植物 マツ科 ハリモミ（バラモミ） Picea torano (Siebold ex K.Koch) Koehne 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

116 種子植物 マツ科 トガサワラ Pseudotsuga japonica (Shiras.) Beissner 希少種 希少種 　

117 種子植物 マツ科 コメツガ Tsuga diversifolia (Maxim.) Mast. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

118 種子植物 マキ科 イヌマキ Podocarpus macrophyllus (Thunb.) Sweet 希少種 希少種 注目種

119 種子植物 ヒノキ科 イブキ（ビャクシン） Juniperus chinensis L. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

120 種子植物 ヒノキ科 ミヤマビャクシン Juniperus chinensis L. var. sargentii A.Henry 情報不足種 情報不足種 　

121 種子植物 ヒノキ科 アスナロ Thujopsis dolabrata (L.f.) Siebold & Zucc. 希少種 希少種 　

122 種子植物 イチイ科
イチイ（オンコ・アラ
ラギ）

Taxus cuspidata Siebold & Zucc. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

123 種子植物 ジュンサイ科 ジュンサイ Brasenia schreberi J.F.Gmel. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

124 種子植物 スイレン科 オニバス Euryale ferox Salisb. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

125 種子植物 スイレン科 サイコクヒメコウホネ Nuphar saikokuensis Shiga & Kadono 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

126 種子植物 スイレン科 ヒツジグサ Nymphaea tetragona Georgi 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

127 種子植物 マツブサ科 チョウセンゴミシ Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

128 種子植物 センリョウ科 センリョウ Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai 希少種 希少種 　

129 種子植物 ドクダミ科
ハンゲショウ（カタシ
ログサ）

Saururus chinensis (Lour.) Baill. 希少種 希少種 　

130 種子植物 ウマノスズクサ科 オオバウマノスズクサ Aristolochia kaempferi Willd. 希少種 希少種 　

131 種子植物 ウマノスズクサ科 クロフネサイシン Asarum dimidiatum F.Maek. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

132 種子植物 ウマノスズクサ科 ウスバサイシン Asarum sieboldii Miq. 希少種 絶滅危惧種 　

133 種子植物 ウマノスズクサ科 ヒメカンアオイ Asarum takaoi F.Maek. var. takaoi 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

134 種子植物 モクレン科 コブシ Magnolia kobus DC. var. kobus 情報不足種 情報不足種 　

135 種子植物 モクレン科 オオヤマレンゲ Magnolia sieboldii K.Koch subsp. japonica K.Ueda 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

136 種子植物 サトイモ科 ホロテンナンショウ Arisaema cucullatum M.Hotta 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

137 種子植物 サトイモ科 マイヅルテンナンショウ Arisaema heterophyllum Blume 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

138 種子植物 サトイモ科 オオミネテンナンショウ Arisaema nikoense Nakai subsp. australe (M.Hotta) Seriz. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 注目種

139 種子植物 サトイモ科 ユキモチソウ Arisaema sikokianum Franch. & Sav. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

140 種子植物 チシマゼキショウ科 チャボゼキショウ
Tofieldia coccinea Richards. var. kondoi (Miyabe & Kudô) 
H.Hara

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

141 種子植物 チシマゼキショウ科 ハナゼキショウ Tofieldia nuda Maxim. var. nuda 　　－ 絶滅種 　

142 種子植物 オモダカ科 ヘラオモダカ
Alisma canaliculatum A.Braun & C.D.Bouché ex Sam. var. 
canaliculatum

絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

143 種子植物 オモダカ科 マルバオモダカ Caldesia parnassiifolia (Bassi. ex L.) Parl. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

85 シダ植物 オシダ科 オオミネイワヘゴ Dryopteris lunanensis (H.Christ) C.Chr. 絶滅寸前種 絶滅寸前種
奈良県特定希少野
生動植物

86 シダ植物 オシダ科 ナンタイシダ Dryopteris maximowiczii (Baker) Kuntze 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

87 シダ植物 オシダ科 ミヤマベニシダ Dryopteris monticola (Makino) C.Chr. 希少種 希少種 　

88 シダ植物 オシダ科 キヨズミオオクジャク Dryopteris namegatae (Sa.Kurata) Sa.Kurata 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

89 シダ植物 オシダ科 オワセベニシダ Dryopteris ryo-itoana Sa.Kurata 希少種 希少種 　

90 シダ植物 オシダ科 イワイタチシダ Dryopteris saxifraga H.Itô 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

91 シダ植物 オシダ科 ホオノカワシダ Dryopteris shikokiana (Makino) C.Chr. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

92 シダ植物 オシダ科
アツギノヌカイタチシ
ダマガイ

Dryopteris simasakii (H.Itô) Sa.Kurata var. paleacea (H.Itô) 
Sa.Kurata

絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

93 シダ植物 オシダ科 ヌカイタチシダマガイ Dryopteris simasakii (H.Itô) Sa.Kurata var. simasakii 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

94 シダ植物 オシダ科 タニヘゴ Dryopteris tokyoensis (Makino) C.Chr. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

95 シダ植物 オシダ科 ヒロハアツイタ Elaphoglossum tosaense (Yatabe) Makino 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

96 シダ植物 オシダ科 チャボイノデ Polystichum igaense Tagawa 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

97 シダ植物 オシダ科 アヅミイノデ
Polystichum microchlamys (H.Christ) Matsum. var. 
azumiense Seriz.

絶滅種 絶滅種 　

98 シダ植物 オシダ科 オニイノデ Polystichum rigens Tagawa 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

99 シダ植物 ウラボシ科 イワヒトデ Colysis elliptica (Thunb.) Ching 希少種 希少種 　

100 シダ植物 ウラボシ科 アオネカズラ Goniophlebium niponicum (Mett.) Bedd. 希少種 希少種 　

101 シダ植物 ウラボシ科 ホテイシダ Lepisorus annuifrons (Makino) Ching 希少種 希少種 　

102 シダ植物 ウラボシ科 クラガリシダ Lepisorus miyoshianus (Makino) Fraser-Jenk. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

103 シダ植物 ウラボシ科 ツクシノキシノブ Lepisorus tosaensis (Makino) H.Itô 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

104 シダ植物 ウラボシ科 イシガキウラボシ Lepisorus yamaokae Seriz. 　　－ 絶滅危惧種 　

105 シダ植物 ウラボシ科 オオクボシダ Micropolypodium okuboi (Yatabe) Hayata 希少種 希少種 　

106 シダ植物 ウラボシ科 ヒロハヒメウラボシ Oreogrammitis nipponica (Tagawa & K.Iwats.) Parris 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

107 シダ植物 ウラボシ科 カラクサシダ Pleurosoriopsis makinoi (Maxim. ex Makino) Fomin 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

108 シダ植物 ウラボシ科 オシャグジデンダ Polypodium fauriei H.Christ 　　－ 希少種 　

109 シダ植物 ウラボシ科 イワオモダカ Pyrrosia hastata (Houtt.) Ching 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

110 シダ植物 ウラボシ科 タカノハウラボシ Selliguea engleri (Luerss.) Fraser-Jenk. 希少種 希少種 　

111 シダ植物 ウラボシ科 ミヤマウラボシ Selliguea veitchii (Baker) H.Ohashi & K.Ohashi 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

112 シダ植物 ウラボシ科 キレハオオクボシダ Tomophyllum sakaguchianum (Koidz.) Parris 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

113 種子植物 マツ科 シラビソ（シラベ） Abies veitchii Lindl. 絶滅寸前種 絶滅危惧種 注目種

114 種子植物 マツ科 トウヒ
Picea jezoensis (Siebold & Zucc.) Carrière var. hondoensis 
(Mayr) Rehder

絶滅危惧種 絶滅危惧種 注目種
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

144 種子植物 オモダカ科 アギナシ Sagittaria aginashi Makino 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

145 種子植物 トチカガミ科 スブタ Blyxa echinosperma (C.B.Clarke) Hook.f. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 マルミスブタを含む

146 種子植物 トチカガミ科 ヤナギスブタ Blyxa japonica (Miq.) Maxim. ex Asch. & Gürke 希少種 絶滅危惧種 　

147 種子植物 トチカガミ科 トチカガミ（ドチカガミ） Hydrocharis dubia (Blume) Backer 情報不足種 絶滅種 　

148 種子植物 トチカガミ科
サガミトリゲモ（ヒロ
ハトリゲモ）

Najas chinensis N.Z.Wang 情報不足種 絶滅危惧種 　

149 種子植物 トチカガミ科 イトトリゲモ Najas gracillima (A.Braun ex Engelm.) Magnus 絶滅危惧種 希少種 　

150 種子植物 トチカガミ科 イバラモ Najas marina L. 　　－ 情報不足種 　

151 種子植物 トチカガミ科 トリゲモ Najas minor All. 　　－ 絶滅種 　

152 種子植物 トチカガミ科 オオトリゲモ Najas oguraensis Miki 情報不足種 絶滅危惧種 　

153 種子植物 トチカガミ科 ミズオオバコ Ottelia alismoides (L.) Pers. 希少種 希少種 　

154 種子植物 トチカガミ科 セキショウモ Vallisneria natans (Lour.) H.Hara var. natans 絶滅種 絶滅寸前種 　

155 種子植物 ヒルムシロ科 コバノヒルムシロ Potamogeton cristatus Regel & Maack 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

156 種子植物 ヒルムシロ科 センニンモ Potamogeton maackianus A.Benn. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

157 種子植物 ヒルムシロ科 ホソバミズヒキモ Potamogeton octandrus Poir. var. octandrus 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

158 種子植物 ヒルムシロ科 イトモ Potamogeton pusillus L. 情報不足種 情報不足種 　

159 種子植物 ヒルムシロ科 ササバモ Potamogeton wrightii Morong 　　－ 絶滅危惧種 　

160 種子植物 ヒナノシャクジョウ科 ヒナノシャクジョウ Burmannia championii Thwaites 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

161 種子植物 ヒナノシャクジョウ科 シロシャクジョウ Burmannia cryptopetala Makino 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

162 種子植物 ヤマノイモ科 ウチワドコロ Dioscorea nipponica Makino 絶滅種 絶滅種 　

163 種子植物 ホンゴウソウ科 ホンゴウソウ Sciaphila nana Blume 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

164 種子植物 ビャクブ科 ナベワリ Croomia heterosepala (Baker) Okuyama 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

165 種子植物 シュロソウ科 キイヒメシライトソウ Chionographis cordifolia N.Tanaka 　　－ 情報不足種 　

166 種子植物 シュロソウ科 チャボシライトソウ Chionographis koidzumiana Ohwi var. koidzumiana 絶滅寸前種 絶滅危惧種 　

167 種子植物 シュロソウ科 クルマバツクバネソウ Paris verticillata M.Bieb. 　　－ 情報不足種 　

168 種子植物 シュロソウ科 エンレイソウ Trillium apetalon Makino 希少種 希少種 　

169 種子植物 シュロソウ科
ミヤマエンレイソウ（シ
ロバナエンレイソウ）

Trillium tschonoskii Maxim. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

170 種子植物 シュロソウ科 ホソバシュロソウ Veratrum maackii Regel var. maackioides (O.Loes.) H.Hara 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

171 種子植物 サルトリイバラ科 マルバサンキライ Smilax stans Maxim. 希少種 希少種 　
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大切にしたい奈良県の野生動植物

No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー

( 旧 )
カテゴリー

（新）
備考

172 種子植物 ユリ科 アマナ Amana edulis (Miq.) Honda 絶滅危惧種 希少種 　

173 種子植物 ユリ科 ツバメオモト Clintonia udensis Trautv. & C.A.Mey. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

174 種子植物 ユリ科 カタクリ Erythronium japonicum Decne. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

175 種子植物 ユリ科 キバナノアマナ Gagea lutea (L.) Ker Gawl. 絶滅寸前種 絶滅危惧種 　

176 種子植物 ユリ科 ヤマユリ Lilium auratum Lindl. var. auratum 希少種 希少種 　

177 種子植物 ユリ科 ヒメユリ Lilium concolor Salisb. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

178 種子植物 ユリ科 ササユリ Lilium japonicum Houtt. var. japonicum 希少種 希少種 　

179 種子植物 ユリ科 クルマユリ Lilium medeoloides A.Gray var. medeoloides 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

180 種子植物 ユリ科 ホソバノアマナ Lloydia triflora (Ledeb.) Baker 　　－ 絶滅寸前種 　

181 種子植物 ユリ科 ホトトギス Tricyrtis hirta (Thunb.) Hook. var. hirta 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

182 種子植物 ユリ科
キイジョウロウホトト
ギス

Tricyrtis macranthopsis Masam. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

183 種子植物 ユリ科 ヤマホトトギス Tricyrtis macropoda Miq. var. macropoda 希少種 希少種 　

184 種子植物 ユリ科 チャボホトトギス Tricyrtis nana Yatabe 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

185 種子植物 ラン科 ヒナラン Amitostigma gracile (Blume) Schltr. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

186 種子植物 ラン科 イワチドリ Amitostigma keiskei (Maxim. ex Franch. & Sav.) Schltr. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

187 種子植物 ラン科 シラン Bletilla striata (Thunb.) Rchb.f. var. striata 希少種 希少種 　

188 種子植物 ラン科 マメヅタラン Bulbophyllum drymoglossum Maxim. ex Okubo 希少種 希少種 　

189 種子植物 ラン科 ムギラン Bulbophyllum inconspicuum Maxim. 希少種 希少種 　

190 種子植物 ラン科 ミヤマムギラン Bulbophyllum japonicum (Makino) Makino 希少種 希少種
品種ｷﾊﾞﾅﾐﾔﾏﾑｷﾞﾗﾝ
f. lutescens を含む

191 種子植物 ラン科 キリシマエビネ
Calanthe aristulifera Rchb.f. var. kirishimensis (Yatabe) 
Honda

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

192 種子植物 ラン科 エビネ Calanthe discolor Lindl. var. discolor 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

193 種子植物 ラン科 ナツエビネ Calanthe reflexa (Kuntze) Maxim. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

194 種子植物 ラン科 キエビネ Calanthe sieboldii Decne. ex Regel 情報不足種 情報不足種 　

195 種子植物 ラン科 サルメンエビネ Calanthe tricarinata Lindl. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

196 種子植物 ラン科 ギンラン Cephalanthera erecta (Thunb.) Blume var. erecta 希少種 希少種 　

197 種子植物 ラン科 ユウシュンラン
Cephalanthera erecta (Thunb.) Blume var. subaphylla 
(Miyabe & Kudô) Ohwi

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

198 種子植物 ラン科 キンラン Cephalanthera falcata (Thunb.) Blume 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

199 種子植物 ラン科 ササバギンラン Cephalanthera longibracteata Blume 情報不足種 絶滅寸前種 　

200 種子植物 ラン科 オノエラン Chondradenia fauriei (Finet) Sawada ex F.Maek. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

201 種子植物 ラン科 オサラン Conchidium japonicum (Maxim.) S.C.Chen & J.J.Wood 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

144 種子植物 オモダカ科 アギナシ Sagittaria aginashi Makino 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

145 種子植物 トチカガミ科 スブタ Blyxa echinosperma (C.B.Clarke) Hook.f. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 マルミスブタを含む

146 種子植物 トチカガミ科 ヤナギスブタ Blyxa japonica (Miq.) Maxim. ex Asch. & Gürke 希少種 絶滅危惧種 　

147 種子植物 トチカガミ科 トチカガミ（ドチカガミ） Hydrocharis dubia (Blume) Backer 情報不足種 絶滅種 　

148 種子植物 トチカガミ科
サガミトリゲモ（ヒロ
ハトリゲモ）

Najas chinensis N.Z.Wang 情報不足種 絶滅危惧種 　

149 種子植物 トチカガミ科 イトトリゲモ Najas gracillima (A.Braun ex Engelm.) Magnus 絶滅危惧種 希少種 　

150 種子植物 トチカガミ科 イバラモ Najas marina L. 　　－ 情報不足種 　

151 種子植物 トチカガミ科 トリゲモ Najas minor All. 　　－ 絶滅種 　

152 種子植物 トチカガミ科 オオトリゲモ Najas oguraensis Miki 情報不足種 絶滅危惧種 　

153 種子植物 トチカガミ科 ミズオオバコ Ottelia alismoides (L.) Pers. 希少種 希少種 　

154 種子植物 トチカガミ科 セキショウモ Vallisneria natans (Lour.) H.Hara var. natans 絶滅種 絶滅寸前種 　

155 種子植物 ヒルムシロ科 コバノヒルムシロ Potamogeton cristatus Regel & Maack 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

156 種子植物 ヒルムシロ科 センニンモ Potamogeton maackianus A.Benn. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

157 種子植物 ヒルムシロ科 ホソバミズヒキモ Potamogeton octandrus Poir. var. octandrus 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

158 種子植物 ヒルムシロ科 イトモ Potamogeton pusillus L. 情報不足種 情報不足種 　

159 種子植物 ヒルムシロ科 ササバモ Potamogeton wrightii Morong 　　－ 絶滅危惧種 　

160 種子植物 ヒナノシャクジョウ科 ヒナノシャクジョウ Burmannia championii Thwaites 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

161 種子植物 ヒナノシャクジョウ科 シロシャクジョウ Burmannia cryptopetala Makino 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

162 種子植物 ヤマノイモ科 ウチワドコロ Dioscorea nipponica Makino 絶滅種 絶滅種 　

163 種子植物 ホンゴウソウ科 ホンゴウソウ Sciaphila nana Blume 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

164 種子植物 ビャクブ科 ナベワリ Croomia heterosepala (Baker) Okuyama 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

165 種子植物 シュロソウ科 キイヒメシライトソウ Chionographis cordifolia N.Tanaka 　　－ 情報不足種 　

166 種子植物 シュロソウ科 チャボシライトソウ Chionographis koidzumiana Ohwi var. koidzumiana 絶滅寸前種 絶滅危惧種 　

167 種子植物 シュロソウ科 クルマバツクバネソウ Paris verticillata M.Bieb. 　　－ 情報不足種 　

168 種子植物 シュロソウ科 エンレイソウ Trillium apetalon Makino 希少種 希少種 　

169 種子植物 シュロソウ科
ミヤマエンレイソウ（シ
ロバナエンレイソウ）

Trillium tschonoskii Maxim. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

170 種子植物 シュロソウ科 ホソバシュロソウ Veratrum maackii Regel var. maackioides (O.Loes.) H.Hara 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

171 種子植物 サルトリイバラ科 マルバサンキライ Smilax stans Maxim. 希少種 希少種 　
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー

( 旧 )
カテゴリー

（新）
備考

202 種子植物 ラン科 サイハイラン
Cremastra appendiculata (D.Don) Makino var. variabilis 
(Blume) I.D.Lund

希少種 希少種 　

203 種子植物 ラン科 シュンラン Cymbidium goeringii (Rchb.f.) Rchb.f. var. goeringii 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

204 種子植物 ラン科 クマガイソウ Cypripedium japonicum Thunb. var. japonicum 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

205 種子植物 ラン科 アツモリソウ Cypripedium macranthos Sw. var. speciosum (Rolfe) Koidz. 絶滅種 絶滅種 　

206 種子植物 ラン科 ツチアケビ Cyrtosia septentrionalis (Rchb.f.) Garay 希少種 希少種 　

207 種子植物 ラン科 イチヨウラン Dactylostalix ringens Rchb.f. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

208 種子植物 ラン科 セッコク Dendrobium moniliforme (L.) Sw. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

209 種子植物 ラン科 コイチヨウラン Ephippianthus schmidtii Rchb.f. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

210 種子植物 ラン科
エゾスズラン（アオス
ズラン）

Epipactis papillosa Franch. & Sav. var. papillosa 絶滅危惧種 絶滅寸前種 　

211 種子植物 ラン科 カキラン Epipactis thunbergii A.Gray 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

212 種子植物 ラン科 タシロラン Epipogium roseum (D.Don) Lindl. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

213 種子植物 ラン科 カシノキラン Gastrochilus japonicus (Makino) Schltr. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

214 種子植物 ラン科 マツラン（ベニカヤラン） Gastrochilus matsuran (Makino) Schltr. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

215 種子植物 ラン科 モミラン Gastrochilus toramanus (Makino) Schltr. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

216 種子植物 ラン科 オニノヤガラ Gastrodia elata Blume var. elata 希少種 希少種
品種ｱｵﾃﾝﾏ f. viridis 
を含む

217 種子植物 ラン科 シロテンマ Gastrodia elata Blume var. pallens Kitag. 　　－ 絶滅寸前種 　

218 種子植物 ラン科 クロヤツシロラン Gastrodia pubilabiata Y.Sawa 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

219 種子植物 ラン科 ベニシュスラン Goodyera biflora (Lindl.) Hook.f. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

220 種子植物 ラン科 アケボノシュスラン
Goodyera foliosa (Lindl.) Benth. ex C.B.Clarke var. 
maximowicziana (Makino) F.Maek.

　　－ 絶滅危惧種 　

221 種子植物 ラン科 ツリシュスラン Goodyera pendula Maxim. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

222 種子植物 ラン科 ヒメミヤマウズラ Goodyera repens (L.) R.Br. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

223 種子植物 ラン科 ミヤマウズラ Goodyera schlechtendaliana Rchb.f. 希少種 希少種 　

224 種子植物 ラン科 ミズトンボ Habenaria sagittifera Rchb.f. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

225 種子植物 ラン科 ムカゴソウ Herminium lanceum (Thunb. ex Sw.) Vuijk 絶滅寸前種 絶滅種 　

226 種子植物 ラン科
ヤクシマヒメアリドオ
シラン

Kuhlhasseltia yakushimensis (Yamam.) Ormerod 　　－ 絶滅寸前種 　

227 種子植物 ラン科 ムヨウラン Lecanorchis japonica Blume 絶滅危惧種 絶滅寸前種 　

228 種子植物 ラン科 ホクリクムヨウラン
Lecanorchis japonica Blume var. hokurikuensis (Masam.) 
T.Hashim.

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

229 種子植物 ラン科 ウスキムヨウラン Lecanorchis kiusiana Tuyama 　　－ 絶滅寸前種 　
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

230 種子植物 ラン科 エンシュウムヨウラン Lecanorchis suginoana (Tuyama) Seriz. 　　－ 絶滅危惧種 　

231 種子植物 ラン科 ギボウシラン Liparis auriculata Blume ex Miq. 絶滅寸前種 絶滅種 　

232 種子植物 ラン科
フガクスズムシソウ
（フガクスズムシ）

Liparis fujisanensis F.Maek. ex Konta & S.Matsumoto 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

233 種子植物 ラン科
セイタカスズムシソウ
（セイタカスズムシ）

Liparis japonica (Miq.) Maxim. 絶滅種 絶滅種 　

234 種子植物 ラン科 ジガバチソウ Liparis krameri Franch. & Sav. var. krameri 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

235 種子植物 ラン科 クモキリソウ Liparis kumokiri F.Maek. 　　－ 希少種 　

236 種子植物 ラン科 スズムシソウ Liparis makinoana Schltr. 絶滅寸前種 情報不足種 　

237 種子植物 ラン科 コクラン Liparis nervosa (Thunb.) Lindl. 希少種 希少種 　

238 種子植物 ラン科 ホザキイチヨウラン Malaxis monophyllos (L.) Sw. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

239 種子植物 ラン科 アリドオシラン Myrmechis japonica (Rchb.f.) Rolfe 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

240 種子植物 ラン科 フウラン Neofinetia falcata (Thunb.) Hu 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

241 種子植物 ラン科 ノビネチドリ Neolindleya camtschatica (Cham.) Nevski 絶滅寸前種 絶滅種 　

242 種子植物 ラン科
コフタバラン（フタバ
ラン）

Neottia cordata (L.) Rich. 絶滅危惧種 絶滅寸前種 　

243 種子植物 ラン科 ヒメフタバラン Neottia japonica (Blume) Szlach. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

244 種子植物 ラン科 アオフタバラン Neottia makinoana (Ohwi) Szlach. 希少種 希少種 　

245 種子植物 ラン科 ヨウラクラン Oberonia japonica (Maxim.) Makino 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

246 種子植物 ラン科 コケイラン Oreorchis patens (Lindl.) Lindl. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

247 種子植物 ラン科 サギソウ Pecteilis radiata (Thunb.) Raf. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

248 種子植物 ラン科 ムカデラン Pelatantheria scolopendrifolia (Makino) Aver. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

249 種子植物 ラン科 ジンバイソウ Platanthera florentii Franch. & Sav. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

250 種子植物 ラン科 ミズチドリ Platanthera hologlottis Maxim. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

251 種子植物 ラン科 ツレサギソウ Platanthera japonica (Thunb.) Lindl. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

252 種子植物 ラン科 ヤマサギソウ
Platanthera mandarinorum Rchb.f. subsp. mandarinorum 
var. oreades (Franch. & Sav.) Koidz.

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

253 種子植物 ラン科
ノヤマトンボ（オオバ
ノトンボソウ）

Platanthera minor (Miq.) Rchb.f. var. minor 希少種 希少種 　

254 種子植物 ラン科 キソチドリ（広義） Platanthera ophrydioides F.Schmidt 絶滅危惧種 絶滅危惧種
ナガバキソチドリ・
ヒトツバキソチドリ

255 種子植物 ラン科 オオヤマサギソウ Platanthera sachalinensis F.Schmidt 希少種 希少種 　

256 種子植物 ラン科 コバノトンボソウ
Platanthera tipuloides (L.f.) Lindl. subsp. nipponica 
(Makino) Murata

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

257 種子植物 ラン科 ホソバノキソチドリ
Platanthera tipuloides (L.f.) Lindl. subsp. tipuloides var. 
sororia (Schltr.) Soó

　　－ 情報不足種 　

258 種子植物 ラン科 トンボソウ Platanthera ussuriensis (Regel & Maack) Maxim. 希少種 希少種 　
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー

( 旧 )
カテゴリー

（新）
備考

202 種子植物 ラン科 サイハイラン
Cremastra appendiculata (D.Don) Makino var. variabilis 
(Blume) I.D.Lund

希少種 希少種 　

203 種子植物 ラン科 シュンラン Cymbidium goeringii (Rchb.f.) Rchb.f. var. goeringii 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

204 種子植物 ラン科 クマガイソウ Cypripedium japonicum Thunb. var. japonicum 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

205 種子植物 ラン科 アツモリソウ Cypripedium macranthos Sw. var. speciosum (Rolfe) Koidz. 絶滅種 絶滅種 　

206 種子植物 ラン科 ツチアケビ Cyrtosia septentrionalis (Rchb.f.) Garay 希少種 希少種 　

207 種子植物 ラン科 イチヨウラン Dactylostalix ringens Rchb.f. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

208 種子植物 ラン科 セッコク Dendrobium moniliforme (L.) Sw. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

209 種子植物 ラン科 コイチヨウラン Ephippianthus schmidtii Rchb.f. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

210 種子植物 ラン科
エゾスズラン（アオス
ズラン）

Epipactis papillosa Franch. & Sav. var. papillosa 絶滅危惧種 絶滅寸前種 　

211 種子植物 ラン科 カキラン Epipactis thunbergii A.Gray 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

212 種子植物 ラン科 タシロラン Epipogium roseum (D.Don) Lindl. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

213 種子植物 ラン科 カシノキラン Gastrochilus japonicus (Makino) Schltr. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

214 種子植物 ラン科 マツラン（ベニカヤラン） Gastrochilus matsuran (Makino) Schltr. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

215 種子植物 ラン科 モミラン Gastrochilus toramanus (Makino) Schltr. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

216 種子植物 ラン科 オニノヤガラ Gastrodia elata Blume var. elata 希少種 希少種
品種ｱｵﾃﾝﾏ f. viridis 
を含む

217 種子植物 ラン科 シロテンマ Gastrodia elata Blume var. pallens Kitag. 　　－ 絶滅寸前種 　

218 種子植物 ラン科 クロヤツシロラン Gastrodia pubilabiata Y.Sawa 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

219 種子植物 ラン科 ベニシュスラン Goodyera biflora (Lindl.) Hook.f. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

220 種子植物 ラン科 アケボノシュスラン
Goodyera foliosa (Lindl.) Benth. ex C.B.Clarke var. 
maximowicziana (Makino) F.Maek.

　　－ 絶滅危惧種 　

221 種子植物 ラン科 ツリシュスラン Goodyera pendula Maxim. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

222 種子植物 ラン科 ヒメミヤマウズラ Goodyera repens (L.) R.Br. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

223 種子植物 ラン科 ミヤマウズラ Goodyera schlechtendaliana Rchb.f. 希少種 希少種 　

224 種子植物 ラン科 ミズトンボ Habenaria sagittifera Rchb.f. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

225 種子植物 ラン科 ムカゴソウ Herminium lanceum (Thunb. ex Sw.) Vuijk 絶滅寸前種 絶滅種 　

226 種子植物 ラン科
ヤクシマヒメアリドオ
シラン

Kuhlhasseltia yakushimensis (Yamam.) Ormerod 　　－ 絶滅寸前種 　

227 種子植物 ラン科 ムヨウラン Lecanorchis japonica Blume 絶滅危惧種 絶滅寸前種 　

228 種子植物 ラン科 ホクリクムヨウラン
Lecanorchis japonica Blume var. hokurikuensis (Masam.) 
T.Hashim.

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

229 種子植物 ラン科 ウスキムヨウラン Lecanorchis kiusiana Tuyama 　　－ 絶滅寸前種 　
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

259 種子植物 ラン科 トキソウ Pogonia japonica Rchb.f. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

260 種子植物 ラン科 ヤマトキソウ Pogonia minor (Makino) Makino 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

261 種子植物 ラン科 ヒナチドリ Ponerorchis chidori (Makino) Ohwi var. chidori 絶滅危惧種 絶滅寸前種 　

262 種子植物 ラン科 ウチョウラン Ponerorchis graminifolia Rchb.f. var. graminifolia 絶滅危惧種 絶滅寸前種 　

263 種子植物 ラン科 クモラン Taeniophyllum glandulosum Blume 希少種 希少種 　

264 種子植物 ラン科 カヤラン Thrixspermum japonicum (Miq.) Rchb.f. 希少種 希少種 　

265 種子植物 ラン科 ヒトツボクロ Tipularia japonica Matsum. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

266 種子植物 ラン科 キバナノショウキラン Yoania amagiensis Nakai & F.Maek. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

267 種子植物 ラン科 ショウキラン Yoania japonica Maxim. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

268 種子植物 キンバイザサ科 コキンバイザサ Hypoxis aurea Lour. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

269 種子植物 アヤメ科 ヒオウギ Iris domestica (L.) Goldblatt & Mabb. 絶滅危惧種 希少種 　

270 種子植物 アヤメ科 ノハナショウブ
Iris ensata Thunb. var. spontanea (Makino) Nakai ex 
Makino & Nemoto

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

271 種子植物 アヤメ科 ヒメシャガ Iris gracilipes A.Gray 絶滅種 絶滅種 　

272 種子植物 アヤメ科 カキツバタ Iris laevigata Fisch. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

273 種子植物 ススキノキ科 ユウスゲ（キスゲ）
Hemerocallis citrina Baroni var. vespertina (H.Hara) 
M.Hotta

絶滅危惧種 希少種 　

274 種子植物 ススキノキ科 ノカンゾウ
Hemerocallis fulva L. var. disticha (Donn ex Ker Gawl.) 
M.Hotta

希少種 希少種 　

275 種子植物 ヒガンバナ科 キイイトラッキョウ Allium kiiense (Murata) Hir.Takah. & M.Hotta 　　－ 絶滅寸前種 　

276 種子植物 ヒガンバナ科 ギョウジャニンニク Allium victorialis L. subsp. platyphyllum Hultén 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

277 種子植物 キジカクシ科 クサスギカズラ Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr. 　　－ 絶滅種 　

278 種子植物 キジカクシ科 ケイビラン
Comospermum yedoense (Maxim. ex Franch. & Sav.) 
Rausch.

希少種 希少種 　

279 種子植物 キジカクシ科 スズラン Convallaria majalis L. var. manshurica Kom. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

280 種子植物 キジカクシ科 ミズギボウシ Hosta longissima Honda ex F.Maek. 希少種 希少種 　

281 種子植物 キジカクシ科 マイヅルソウ
Maianthemum dilatatum (Alph.Wood) A.Nelson & 
J.F.Macbr.

希少種 希少種 　

282 種子植物 キジカクシ科 ユキザサ Maianthemum japonicum (A.Gray) LaFrankie 希少種 希少種 　

283 種子植物 キジカクシ科 ヤマトユキザサ Maianthemum viridiflorum (Nakai) H.Li 絶滅危惧種 絶滅危惧種 注目種

284 種子植物 ミズアオイ科 ミズアオイ Monochoria korsakowii Regel & Maack 絶滅種 絶滅種 　

285 種子植物 ガマ科 ミクリ Sparganium erectum L. var. erectum 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

286 種子植物 ガマ科 ヤマトミクリ Sparganium fallax Graebn. 絶滅寸前種 絶滅危惧種 　

287 種子植物 ガマ科 ナガエミクリ Sparganium japonicum Rothert 絶滅危惧種 絶滅寸前種 　

288 種子植物 ガマ科 ヒメミクリ Sparganium subglobosum Morong 情報不足種 情報不足種 　
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

289 種子植物 ガマ科 コガマ Typha orientalis C.Presl 希少種 希少種 　

290 種子植物 ホシクサ科 ツクシクロイヌノヒゲ
Eriocaulon alpestre Hook.f. & Thomson ex Körn. var. 
alpestre

絶滅種 絶滅種 　

291 種子植物 ホシクサ科 オオホシクサ Eriocaulon buergerianum Körn. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

292 種子植物 ホシクサ科 ホシクサ Eriocaulon cinereum R.Br. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

293 種子植物 ホシクサ科 エゾホシクサ Eriocaulon monococcon Nakai 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

294 種子植物 イグサ科 クロボシソウ Luzula plumosa E.Mey. subsp. dilatata Z.Kaplan 　　－ 希少種 　

295 種子植物 カヤツリグサ科 ウキヤガラ
Bolboschoenus fluviatilis (Torr.) Soják subsp. yagara (Ohwi) 
T.Koyama

　　－ 希少種 　

296 種子植物 カヤツリグサ科 ハタガヤ Bulbostylis barbata (Rottb.) Kunth 希少種 希少種 　

297 種子植物 カヤツリグサ科 イトハナビテンツキ Bulbostylis densa (Wall.) Hand.-Mazz. var. densa 希少種 希少種 　

298 種子植物 カヤツリグサ科 チャイトスゲ Carex alterniflora Franch. var. aureobrunnea Ohwi 　　－ 希少種 　

299 種子植物 カヤツリグサ科 オオナキリスゲ Carex autumnalis Ohwi 絶滅危惧種 希少種 　

300 種子植物 カヤツリグサ科 ナガミショウジョウスゲ Carex blepharicarpa Franch. var. stenocarpa Ohwi 情報不足種 情報不足種 　

301 種子植物 カヤツリグサ科 ヤマジスゲ Carex bostrychostigma Maxim. 絶滅寸前種 情報不足種 　

302 種子植物 カヤツリグサ科 ミヤマジュズスゲ Carex dissitiflora Franch. subsp. dissitiflora 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

303 種子植物 カヤツリグサ科 コタヌキラン Carex doenitzii Boeckeler 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

304 種子植物 カヤツリグサ科 ケスゲ Carex duvaliana Franch. & Sav. 希少種 希少種 　

305 種子植物 カヤツリグサ科 ゲンカイモエギスゲ Carex genkaiensis Ohwi 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

306 種子植物 カヤツリグサ科 クロヒナスゲ Carex gifuensis Franch. 　　－ 絶滅危惧種 　

307 種子植物 カヤツリグサ科 ヒナスゲ Carex grallatoria Maxim. var. grallatoria 希少種 希少種 　

308 種子植物 カヤツリグサ科 ミセンアオスゲ Carex horikawae K.Okamoto 　　－ 希少種 　

309 種子植物 カヤツリグサ科 イセアオスゲ Carex karashidaniensis Akiyama 希少種 希少種 　

310 種子植物 カヤツリグサ科 アズマスゲ Carex lasiolepis Franch. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

311 種子植物 カヤツリグサ科 ニイタカスゲ
Carex leucochlora Bunge var. aphanandra (Franch. & Sav.) 
T.Koyama

　　－ 希少種 　

312 種子植物 カヤツリグサ科 オオアオスゲ Carex lonchophora Ohwi 希少種 希少種 　

313 種子植物 カヤツリグサ科 ヤガミスゲ Carex maackii Maxim. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

314 種子植物 カヤツリグサ科 カタスゲ Carex macrandrolepis H.Lév. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

315 種子植物 カヤツリグサ科 サワヒメスゲ Carex mira Kük. 希少種 希少種 　

316 種子植物 カヤツリグサ科 ビロードスゲ Carex miyabei Franch. 　　－ 希少種 　
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259 種子植物 ラン科 トキソウ Pogonia japonica Rchb.f. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

260 種子植物 ラン科 ヤマトキソウ Pogonia minor (Makino) Makino 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

261 種子植物 ラン科 ヒナチドリ Ponerorchis chidori (Makino) Ohwi var. chidori 絶滅危惧種 絶滅寸前種 　

262 種子植物 ラン科 ウチョウラン Ponerorchis graminifolia Rchb.f. var. graminifolia 絶滅危惧種 絶滅寸前種 　

263 種子植物 ラン科 クモラン Taeniophyllum glandulosum Blume 希少種 希少種 　

264 種子植物 ラン科 カヤラン Thrixspermum japonicum (Miq.) Rchb.f. 希少種 希少種 　

265 種子植物 ラン科 ヒトツボクロ Tipularia japonica Matsum. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

266 種子植物 ラン科 キバナノショウキラン Yoania amagiensis Nakai & F.Maek. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

267 種子植物 ラン科 ショウキラン Yoania japonica Maxim. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

268 種子植物 キンバイザサ科 コキンバイザサ Hypoxis aurea Lour. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

269 種子植物 アヤメ科 ヒオウギ Iris domestica (L.) Goldblatt & Mabb. 絶滅危惧種 希少種 　

270 種子植物 アヤメ科 ノハナショウブ
Iris ensata Thunb. var. spontanea (Makino) Nakai ex 
Makino & Nemoto

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

271 種子植物 アヤメ科 ヒメシャガ Iris gracilipes A.Gray 絶滅種 絶滅種 　

272 種子植物 アヤメ科 カキツバタ Iris laevigata Fisch. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

273 種子植物 ススキノキ科 ユウスゲ（キスゲ）
Hemerocallis citrina Baroni var. vespertina (H.Hara) 
M.Hotta

絶滅危惧種 希少種 　

274 種子植物 ススキノキ科 ノカンゾウ
Hemerocallis fulva L. var. disticha (Donn ex Ker Gawl.) 
M.Hotta

希少種 希少種 　

275 種子植物 ヒガンバナ科 キイイトラッキョウ Allium kiiense (Murata) Hir.Takah. & M.Hotta 　　－ 絶滅寸前種 　

276 種子植物 ヒガンバナ科 ギョウジャニンニク Allium victorialis L. subsp. platyphyllum Hultén 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

277 種子植物 キジカクシ科 クサスギカズラ Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr. 　　－ 絶滅種 　

278 種子植物 キジカクシ科 ケイビラン
Comospermum yedoense (Maxim. ex Franch. & Sav.) 
Rausch.

希少種 希少種 　

279 種子植物 キジカクシ科 スズラン Convallaria majalis L. var. manshurica Kom. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

280 種子植物 キジカクシ科 ミズギボウシ Hosta longissima Honda ex F.Maek. 希少種 希少種 　

281 種子植物 キジカクシ科 マイヅルソウ
Maianthemum dilatatum (Alph.Wood) A.Nelson & 
J.F.Macbr.

希少種 希少種 　

282 種子植物 キジカクシ科 ユキザサ Maianthemum japonicum (A.Gray) LaFrankie 希少種 希少種 　

283 種子植物 キジカクシ科 ヤマトユキザサ Maianthemum viridiflorum (Nakai) H.Li 絶滅危惧種 絶滅危惧種 注目種

284 種子植物 ミズアオイ科 ミズアオイ Monochoria korsakowii Regel & Maack 絶滅種 絶滅種 　

285 種子植物 ガマ科 ミクリ Sparganium erectum L. var. erectum 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

286 種子植物 ガマ科 ヤマトミクリ Sparganium fallax Graebn. 絶滅寸前種 絶滅危惧種 　

287 種子植物 ガマ科 ナガエミクリ Sparganium japonicum Rothert 絶滅危惧種 絶滅寸前種 　

288 種子植物 ガマ科 ヒメミクリ Sparganium subglobosum Morong 情報不足種 情報不足種 　
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大切にしたい奈良県の野生動植物

No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

317 種子植物 カヤツリグサ科
キンキミヤマカンスゲ
（ケナシミヤマカンスゲ）

Carex multifolia Ohwi var. glaberrima Ohwi 希少種 希少種 　

318 種子植物 カヤツリグサ科 アキカサスゲ Carex nemostachys Steud. 絶滅種 情報不足種 　

319 種子植物 カヤツリグサ科 ミコシガヤ Carex neurocarpa Maxim. 　　－ 情報不足種 　

320 種子植物 カヤツリグサ科 カンサイイワスゲ Carex odontostoma Kük. var. glabior Ohwi 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

321 種子植物 カヤツリグサ科 ヒカゲハリスゲ Carex onoei Franch. & Sav. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

322 種子植物 カヤツリグサ科 ヒメスゲ Carex oxyandra (Franch. & Sav.) Kudô var. oxyandra 希少種 希少種 　

323 種子植物 カヤツリグサ科 マメスゲ Carex pudica Honda 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

324 種子植物 カヤツリグサ科 サトヤマハリスゲ Carex ruralis J.Oda & Nagam. 絶滅危惧種 希少種 　

325 種子植物 カヤツリグサ科 ジングウスゲ Carex sacrosancta Honda 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

326 種子植物 カヤツリグサ科 アブラシバ Carex satsumensis Franch. & Sav. 　　－ 希少種 　

327 種子植物 カヤツリグサ科 センダイスゲ Carex sendaica Franch. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

328 種子植物 カヤツリグサ科 ヒメアオガヤツリ Cyperus extremiorientalis Ohwi 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

329 種子植物 カヤツリグサ科 オオシロガヤツリ Cyperus nipponicus Franch. & Sav. var. spiralis Ohwi 希少種 希少種 　

330 種子植物 カヤツリグサ科 シロガヤツリ Cyperus pacificus (Ohwi) Ohwi 希少種 希少種 　

331 種子植物 カヤツリグサ科 セイタカハリイ Eleocharis attenuata (Franch. & Sav.) Palla 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

332 種子植物 カヤツリグサ科 サギスゲ Eriophorum gracile K.Koch 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

333 種子植物 カヤツリグサ科 コアゼテンツキ Fimbristylis aestivalis (Retz.) Vahl 　　－ 絶滅寸前種 　

334 種子植物 カヤツリグサ科 アゼテンツキ Fimbristylis squarrosa Vahl 希少種 絶滅危惧種 　

335 種子植物 カヤツリグサ科 トネテンツキ
Fimbristylis stauntonii Debeaux & Franch. var. tonensis 
(Makino) Ohwi ex T.Koyama

　　－ 絶滅種 　

336 種子植物 カヤツリグサ科 ミカヅキグサ Rhynchospora alba (L.) Vahl 　　－ 情報不足種 　

337 種子植物 カヤツリグサ科 イトイヌノハナヒゲ Rhynchospora faberi C.B.Clarke 希少種 希少種 　

338 種子植物 カヤツリグサ科 コイヌノハナヒゲ Rhynchospora fujiiana Makino 希少種 希少種 　

339 種子植物 カヤツリグサ科 イヌノハナヒゲ Rhynchospora japonica Makino var. japonica 希少種 希少種 　

340 種子植物 カヤツリグサ科 イガクサ Rhynchospora rubra (Lour.) Makino 絶滅種 絶滅種 　

341 種子植物 カヤツリグサ科 ハタベカンガレイ
Schoenoplectiella gemmifera (C.Sato, T.Maeda & Uchino) 
Hayas.

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

342 種子植物 カヤツリグサ科 ヒメホタルイ
Schoenoplectiella lineolata (Franch. & Sav.) J.Jung & 
H.K.Choi

希少種 希少種 　

343 種子植物 カヤツリグサ科 シズイ Schoenoplectus nipponicus (Makino) Soják 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

344 種子植物 カヤツリグサ科 ノグサ Schoenus apogon Roem. & Schult. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　
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大切にしたい奈良県の野生動植物

No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

345 種子植物 カヤツリグサ科 マツカサススキ Scirpus mitsukurianus Makino 絶滅寸前種 絶滅危惧種 　

346 種子植物 カヤツリグサ科 コシンジュガヤ Scleria parvula Steud. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

347 種子植物 イネ科 ミヤマヌカボ Agrostis flaccida Hack. 希少種 希少種 　

348 種子植物 イネ科 ヒメコヌカグサ Agrostis valvata Steud. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

349 種子植物 イネ科 コウボウ
Anthoxanthum nitens (Weber) Y.Schouten & Veldkamp var. 
sachalinense (Printz) Yonek.

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

350 種子植物 イネ科
ミギワトダシバ（ミギ
ワガヤ）

Arundinella riparia Honda 希少種 希少種 　

351 種子植物 イネ科 ヒゲノガリヤス Calamagrostis longiseta Hack. 希少種 希少種 　

352 種子植物 イネ科 ヒメアブラススキ Capillipedium parviflorum (R.Br.) Stapf 　　－ 希少種 　

353 種子植物 イネ科 ツクシガヤ Chikusichloa aquatica Koidz. 絶滅寸前種 絶滅寸前種
奈良県特定希少野
生動植物　注目種

354 種子植物 イネ科 ヒナザサ Coelachne japonica Hack. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

355 種子植物 イネ科 コメススキ Deschampsia flexuosa (L.) Trin. 希少種 希少種 　

356 種子植物 イネ科 ヤマムギ
Elymus dahuricus Turcz. ex Griseb. var. villosulus (Ohwi) 
Ohwi

　　－ 絶滅寸前種 注目種

357 種子植物 イネ科 ミズタカモジ Elymus humidus (Ohwi & Sakam.) A.Löve 　　－ 絶滅寸前種 　

358 種子植物 イネ科 ヌマカゼクサ Eragrostis aquatica Honda 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

359 種子植物 イネ科 コゴメカゼクサ Eragrostis japonica (Thunb.) Trin. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

360 種子植物 イネ科 オオニワホコリ Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv. 　　－ 希少種 　

361 種子植物 イネ科 ウンヌケモドキ Eulalia quadrinervis (Hack.) Kuntze 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

362 種子植物 イネ科 ヤマトボシガラ Festuca japonica Makino 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

363 種子植物 イネ科 イブキトボシガラ Festuca parvigluma Steud. var. breviaristata Ohwi 情報不足種 情報不足種 　

364 種子植物 イネ科 ミヤマドジョウツナギ Glyceria alnasteretum Kom. 　　－ 絶滅寸前種 　

365 種子植物 イネ科 イワタケソウ Hystrix japonica (Hack.) Ohwi 希少種 希少種 　

366 種子植物 イネ科 ミノボロ Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult. & Schult.f. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

367 種子植物 イネ科 トウササクサ Lophatherum sinense Rendle 　　－ 希少種 　

368 種子植物 イネ科 コメガヤ Melica nutans L. subsp. nutans 希少種 希少種 　

369 種子植物 イネ科 ミチシバ（ハナビガヤ） Melica onoei Franch. & Sav. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

370 種子植物 イネ科 ヌマガヤ Moliniopsis japonica (Hack.) Hayata 　　－ 絶滅危惧種 　

371 種子植物 イネ科 チャボチヂミザサ
Oplismenus undulatifolius (Ard.) Roem. & Schult. var. 
microphyllus (Honda) Ohwi

希少種 希少種 　

372 種子植物 イネ科 スズメノコビエ Paspalum scrobiculatum L. var. orbiculare (G.Forst.) Hack. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

373 種子植物 イネ科 ムカゴツヅリ Poa tuberifera Faurie ex Hack. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

374 種子植物 イネ科 ウキシバ Pseudoraphis sordida (Thwaites) S.M.Phillips & S.L.Chen 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

375 種子植物 イネ科 ウシクサ Schizachyrium brevifolium (Sw.) Nees ex Buse 　　－ 絶滅危惧種 　

54

大切にしたい奈良県の野生動植物

No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

317 種子植物 カヤツリグサ科
キンキミヤマカンスゲ
（ケナシミヤマカンスゲ）

Carex multifolia Ohwi var. glaberrima Ohwi 希少種 希少種 　

318 種子植物 カヤツリグサ科 アキカサスゲ Carex nemostachys Steud. 絶滅種 情報不足種 　

319 種子植物 カヤツリグサ科 ミコシガヤ Carex neurocarpa Maxim. 　　－ 情報不足種 　

320 種子植物 カヤツリグサ科 カンサイイワスゲ Carex odontostoma Kük. var. glabior Ohwi 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

321 種子植物 カヤツリグサ科 ヒカゲハリスゲ Carex onoei Franch. & Sav. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

322 種子植物 カヤツリグサ科 ヒメスゲ Carex oxyandra (Franch. & Sav.) Kudô var. oxyandra 希少種 希少種 　

323 種子植物 カヤツリグサ科 マメスゲ Carex pudica Honda 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

324 種子植物 カヤツリグサ科 サトヤマハリスゲ Carex ruralis J.Oda & Nagam. 絶滅危惧種 希少種 　

325 種子植物 カヤツリグサ科 ジングウスゲ Carex sacrosancta Honda 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

326 種子植物 カヤツリグサ科 アブラシバ Carex satsumensis Franch. & Sav. 　　－ 希少種 　

327 種子植物 カヤツリグサ科 センダイスゲ Carex sendaica Franch. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

328 種子植物 カヤツリグサ科 ヒメアオガヤツリ Cyperus extremiorientalis Ohwi 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

329 種子植物 カヤツリグサ科 オオシロガヤツリ Cyperus nipponicus Franch. & Sav. var. spiralis Ohwi 希少種 希少種 　

330 種子植物 カヤツリグサ科 シロガヤツリ Cyperus pacificus (Ohwi) Ohwi 希少種 希少種 　

331 種子植物 カヤツリグサ科 セイタカハリイ Eleocharis attenuata (Franch. & Sav.) Palla 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

332 種子植物 カヤツリグサ科 サギスゲ Eriophorum gracile K.Koch 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

333 種子植物 カヤツリグサ科 コアゼテンツキ Fimbristylis aestivalis (Retz.) Vahl 　　－ 絶滅寸前種 　

334 種子植物 カヤツリグサ科 アゼテンツキ Fimbristylis squarrosa Vahl 希少種 絶滅危惧種 　

335 種子植物 カヤツリグサ科 トネテンツキ
Fimbristylis stauntonii Debeaux & Franch. var. tonensis 
(Makino) Ohwi ex T.Koyama

　　－ 絶滅種 　

336 種子植物 カヤツリグサ科 ミカヅキグサ Rhynchospora alba (L.) Vahl 　　－ 情報不足種 　

337 種子植物 カヤツリグサ科 イトイヌノハナヒゲ Rhynchospora faberi C.B.Clarke 希少種 希少種 　

338 種子植物 カヤツリグサ科 コイヌノハナヒゲ Rhynchospora fujiiana Makino 希少種 希少種 　

339 種子植物 カヤツリグサ科 イヌノハナヒゲ Rhynchospora japonica Makino var. japonica 希少種 希少種 　

340 種子植物 カヤツリグサ科 イガクサ Rhynchospora rubra (Lour.) Makino 絶滅種 絶滅種 　

341 種子植物 カヤツリグサ科 ハタベカンガレイ
Schoenoplectiella gemmifera (C.Sato, T.Maeda & Uchino) 
Hayas.

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

342 種子植物 カヤツリグサ科 ヒメホタルイ
Schoenoplectiella lineolata (Franch. & Sav.) J.Jung & 
H.K.Choi

希少種 希少種 　

343 種子植物 カヤツリグサ科 シズイ Schoenoplectus nipponicus (Makino) Soják 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

344 種子植物 カヤツリグサ科 ノグサ Schoenus apogon Roem. & Schult. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

55

大切にしたい奈良県の野生動植物2016 改訂版大切にしたい奈良県の野生動植物2016 改訂版



56

大切にしたい奈良県の野生動植物

No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

376 種子植物 イネ科 オオアブラススキ Spodiopogon sibiricus Trin. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

377 種子植物 イネ科 ヒゲシバ Sporobolus japonicus (Steud.) Maxim. ex Rendle 情報不足種 情報不足種 　

378 種子植物 イネ科 ヒロハノハネガヤ Stipa coreana Honda var. japonica (Hack.) Y.N.Lee 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

379 種子植物 イネ科 ハネガヤ Stipa pekinensis Hance 　　－ 絶滅寸前種 　

380 種子植物 マツモ科 マツモ（キンギョモ） Ceratophyllum demersum L. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

381 種子植物 ケシ科 ヤマキケマン Corydalis ophiocarpa Hook.f. & Thomson 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

382 種子植物 ケシ科 ヤマブキソウ Hylomecon japonica (Thunb.) Prantl & Kündig 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

383 種子植物 メギ科 ヘビノボラズ Berberis sieboldii Miq. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

384 種子植物 メギ科 ルイヨウボタン Caulophyllum robustum Maxim. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

385 種子植物 メギ科 サンカヨウ Diphylleia grayi F.Schmidt 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

386 種子植物 メギ科 キバナイカリソウ Epimedium koreanum Nakai var. koreanum 希少種 希少種
ソハヤキイカリソ
ウを含む

387 種子植物 キンポウゲ科 イブキトリカブト
Aconitum japonicum Thunb. subsp. ibukiense (Nakai) 
Kadota

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

388 種子植物 キンポウゲ科 サンヨウブシ Aconitum sanyoense Nakai 情報不足種 情報不足種 　

389 種子植物 キンポウゲ科 ルイヨウショウマ Actaea asiatica H.Hara 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

390 種子植物 キンポウゲ科 シコクフクジュソウ Adonis shikokuensis Nishikawa & Koji Ito 絶滅寸前種 絶滅危惧種 　

391 種子植物 キンポウゲ科 ヒメイチゲ Anemone debilis Fisch. ex Turcz. 希少種 希少種 　

392 種子植物 キンポウゲ科 ユキワリイチゲ Anemone keiskeana T.Itô ex Maxim. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

393 種子植物 キンポウゲ科 イチリンソウ Anemone nikoensis Maxim. 希少種 希少種 　

394 種子植物 キンポウゲ科 レンゲショウマ Anemonopsis macrophylla Siebold & Zucc. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

395 種子植物 キンポウゲ科 ヤマオダマキ Aquilegia buergeriana Siebold & Zucc. var. buergeriana 絶滅危惧種 絶滅寸前種 　

396 種子植物 キンポウゲ科
エンコウソウ（リュウ
キンカ）

Caltha palustris L. var. enkoso H.Hara 絶滅種 絶滅種 　

397 種子植物 キンポウゲ科 オオバショウマ
Cimicifuga japonica (Thunb.) Spreng. var. macrophylla 
(Koidz.) H.Hara

　　－ 絶滅寸前種 　

398 種子植物 キンポウゲ科 ハンショウヅル Clematis japonica Thunb. var. japonica 希少種 希少種 　

399 種子植物 キンポウゲ科 タカネハンショウヅル Clematis lasiandra Maxim. 希少種 希少種 　

400 種子植物 キンポウゲ科 コウヤハンショウヅル Clematis obvallata (Ohwi) Tamura var. obvallata 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

401 種子植物 キンポウゲ科 カザグルマ Clematis patens C.Morren & Decne. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

402 種子植物 キンポウゲ科 クサボタン Clematis stans Siebold & Zucc. var. stans 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

403 種子植物 キンポウゲ科 トリガタハンショウヅル Clematis tosaensis Makino 希少種 希少種 　
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

404 種子植物 キンポウゲ科 キイセンニンソウ
Clematis uncinata Champ. ex Benth. var. ovatifolia (T.Itô 
ex Maxim.) Ohwi ex Tamura

絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

405 種子植物 キンポウゲ科 シロバナハンショウヅル Clematis williamsii A.Gray 希少種 希少種 　

406 種子植物 キンポウゲ科 オウレン（広義） Coptis japonica (Thunb.) Makino 　　－ 希少種
コセリバオウレン・
セリバオウレン

407 種子植物 キンポウゲ科 コウヤシロカネソウ
Dichocarpum numajirianum (Makino) W.T.Wang & 
P.K.Hsiao

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

408 種子植物 キンポウゲ科 ツルシロカネソウ
Dichocarpum stoloniferum (Maxim.) W.T.Wang & 
P.K.Hsiao

絶滅寸前種 絶滅危惧種 　

409 種子植物 キンポウゲ科 サイコクサバノオ Dichocarpum univalve (Ohwi) Tamura & Lauener 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

410 種子植物 キンポウゲ科 セツブンソウ Eranthis pinnatifida Maxim. 　　－ 絶滅寸前種 　

411 種子植物 キンポウゲ科 ミスミソウ Hepatica nobilis Schreb. var. japonica Nakai 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

412 種子植物 キンポウゲ科 スハマソウ
Hepatica nobilis Schreb. var. japonica Nakai f. variegata 
(Makino) Nakai

　　－ 絶滅寸前種 　

413 種子植物 キンポウゲ科 オキナグサ Pulsatilla cernua (Thunb.) Berchtold & J.Presl 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

414 種子植物 キンポウゲ科 オトコゼリ Ranunculus tachiroei Franch. & Sav. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

415 種子植物 キンポウゲ科 ヒキノカサ Ranunculus ternatus Thunb. var. ternatus 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

416 種子植物 キンポウゲ科 シギンカラマツ Thalictrum actaeifolium Siebold & Zucc. 希少種 希少種 　

417 種子植物 キンポウゲ科 カラマツソウ Thalictrum aquilegiifolium L. var. intermedium Nakai 希少種 希少種 　

418 種子植物 キンポウゲ科 ノカラマツ Thalictrum simplex L. var. brevipes H.Hara 絶滅種 絶滅種 　

419 種子植物 キンポウゲ科 ミヤマカラマツ Thalictrum tuberiferum Maxim. var. tuberiferum 希少種 希少種 　

420 種子植物 キンポウゲ科 タマカラマツ Thalictrum watanabei Yatabe 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

421 種子植物 キンポウゲ科 モミジカラマツ
Trautvetteria caroliniensis (Walter) Vail var. japonica 
(Siebold & Zucc.) T.Shimizu

絶滅種 絶滅種 　

422 種子植物 ヤマモガシ科 ヤマモガシ Helicia cochinchinensis Lour. 希少種 希少種 注目種

423 種子植物 ツゲ科 ツゲ
Buxus microphylla Siebold & Zucc. var. japonica (Müll.
Arg. ex Miq.) Rehder & E.H.Wilson

絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

424 種子植物 ボタン科 ヤマシャクヤク Paeonia japonica (Makino) Miyabe & Takeda 絶滅危惧種 希少種 　

425 種子植物 ボタン科 ベニバナヤマシャクヤク Paeonia obovata Maxim. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

426 種子植物 マンサク科 キリシマミズキ Corylopsis glabrescens Franch. & Sav. 希少種 希少種 注目種

427 種子植物 マンサク科 コウヤミズキ Corylopsis gotoana Makino var. gotoana 希少種 希少種 　

428 種子植物 スグリ科 ヤシャビシャク Ribes ambiguum Maxim. var. ambiguum 希少種 絶滅危惧種 　

429 種子植物 スグリ科 ヤブサンザシ Ribes fasciculatum Siebold & Zucc. var. fasciculatum 情報不足種 情報不足種 　

430 種子植物 スグリ科 ザリコミ Ribes maximowiczianum Kom. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　
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カテゴリー
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備考

376 種子植物 イネ科 オオアブラススキ Spodiopogon sibiricus Trin. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

377 種子植物 イネ科 ヒゲシバ Sporobolus japonicus (Steud.) Maxim. ex Rendle 情報不足種 情報不足種 　

378 種子植物 イネ科 ヒロハノハネガヤ Stipa coreana Honda var. japonica (Hack.) Y.N.Lee 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

379 種子植物 イネ科 ハネガヤ Stipa pekinensis Hance 　　－ 絶滅寸前種 　

380 種子植物 マツモ科 マツモ（キンギョモ） Ceratophyllum demersum L. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

381 種子植物 ケシ科 ヤマキケマン Corydalis ophiocarpa Hook.f. & Thomson 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

382 種子植物 ケシ科 ヤマブキソウ Hylomecon japonica (Thunb.) Prantl & Kündig 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

383 種子植物 メギ科 ヘビノボラズ Berberis sieboldii Miq. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

384 種子植物 メギ科 ルイヨウボタン Caulophyllum robustum Maxim. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

385 種子植物 メギ科 サンカヨウ Diphylleia grayi F.Schmidt 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

386 種子植物 メギ科 キバナイカリソウ Epimedium koreanum Nakai var. koreanum 希少種 希少種
ソハヤキイカリソ
ウを含む

387 種子植物 キンポウゲ科 イブキトリカブト
Aconitum japonicum Thunb. subsp. ibukiense (Nakai) 
Kadota

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

388 種子植物 キンポウゲ科 サンヨウブシ Aconitum sanyoense Nakai 情報不足種 情報不足種 　

389 種子植物 キンポウゲ科 ルイヨウショウマ Actaea asiatica H.Hara 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

390 種子植物 キンポウゲ科 シコクフクジュソウ Adonis shikokuensis Nishikawa & Koji Ito 絶滅寸前種 絶滅危惧種 　

391 種子植物 キンポウゲ科 ヒメイチゲ Anemone debilis Fisch. ex Turcz. 希少種 希少種 　

392 種子植物 キンポウゲ科 ユキワリイチゲ Anemone keiskeana T.Itô ex Maxim. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

393 種子植物 キンポウゲ科 イチリンソウ Anemone nikoensis Maxim. 希少種 希少種 　

394 種子植物 キンポウゲ科 レンゲショウマ Anemonopsis macrophylla Siebold & Zucc. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

395 種子植物 キンポウゲ科 ヤマオダマキ Aquilegia buergeriana Siebold & Zucc. var. buergeriana 絶滅危惧種 絶滅寸前種 　

396 種子植物 キンポウゲ科
エンコウソウ（リュウ
キンカ）

Caltha palustris L. var. enkoso H.Hara 絶滅種 絶滅種 　

397 種子植物 キンポウゲ科 オオバショウマ
Cimicifuga japonica (Thunb.) Spreng. var. macrophylla 
(Koidz.) H.Hara

　　－ 絶滅寸前種 　

398 種子植物 キンポウゲ科 ハンショウヅル Clematis japonica Thunb. var. japonica 希少種 希少種 　

399 種子植物 キンポウゲ科 タカネハンショウヅル Clematis lasiandra Maxim. 希少種 希少種 　

400 種子植物 キンポウゲ科 コウヤハンショウヅル Clematis obvallata (Ohwi) Tamura var. obvallata 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

401 種子植物 キンポウゲ科 カザグルマ Clematis patens C.Morren & Decne. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

402 種子植物 キンポウゲ科 クサボタン Clematis stans Siebold & Zucc. var. stans 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

403 種子植物 キンポウゲ科 トリガタハンショウヅル Clematis tosaensis Makino 希少種 希少種 　
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カテゴリー
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カテゴリー
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備考

431 種子植物 ユキノシタ科 シロバナネコノメソウ Chrysosplenium album Maxim. var. album 　　－ 希少種 　

432 種子植物 ユキノシタ科 キイハナネコノメ Chrysosplenium album Maxim. var. nachiense H.Hara 　　－ 希少種 　

433 種子植物 ユキノシタ科 ツルネコノメソウ Chrysosplenium flagelliferum F.Schmidt 　　－ 希少種 注目種

434 種子植物 ユキノシタ科 チシマネコノメソウ Chrysosplenium kamtschaticum Fisch. ex Ser. 希少種 希少種 　

435 種子植物 ユキノシタ科 コガネネコノメソウ
Chrysosplenium pilosum Maxim. var. sphaerospermum 
(Maxim.) H.Hara

希少種 希少種 　

436 種子植物 ユキノシタ科 オオチャルメルソウ Mitella japonica Maxim. 　　－ 希少種 　

437 種子植物 ユキノシタ科 ワタナベソウ Peltoboykinia watanabei (Yatabe) H.Hara 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

438 種子植物 ユキノシタ科 ヤグルマソウ Rodgersia podophylla A.Gray 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

439 種子植物 ユキノシタ科 ダイモンジソウ
Saxifraga fortunei Hook.f. var. mutabilis (Koidz.) H.Nakai 
& H.Ohashi

希少種 希少種 　

440 種子植物 ユキノシタ科 ウチワダイモンジソウ
Saxifraga fortunei Hook.f. var. obtusocuneata (Makino) 
Nakai

希少種 希少種 　

441 種子植物 ユキノシタ科 クロクモソウ Saxifraga fusca Maxim. subsp. kikubuki (Ohwi) Kitam. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

442 種子植物 ユキノシタ科 センダイソウ Saxifraga sendaica Maxim. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

443 種子植物 ユキノシタ科 ズダヤクシュ Tiarella polyphylla D.Don 　　－ 情報不足種 　

444 種子植物 ベンケイソウ科 ミツバベンケイソウ Hylotelephium verticillatum (L.) H.Ohba var. verticillatum 希少種 希少種 　

445 種子植物 ベンケイソウ科
アオベンケイ（アオベ
ンケイソウ）

Hylotelephium viride (Makino) H.Ohba 希少種 希少種 　

446 種子植物 ベンケイソウ科 ヤマトミセバヤ（仮称） Hylotelephium sp. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

447 種子植物 ベンケイソウ科 チャボツメレンゲ Meterostachys sikokianus (Makino) Nakai 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

448 種子植物 ベンケイソウ科 ツメレンゲ Orostachys japonica (Maxim.) A.Berger 絶滅危惧種 希少種 　

449 種子植物 ベンケイソウ科 キリンソウ
Phedimus aizoon (L.) 't Hart var. floribundus (Nakai) 
H.Ohba

希少種 絶滅危惧種 　

450 種子植物 ベンケイソウ科 アズマツメクサ Tillaea aquatica L. 絶滅寸前種 絶滅危惧種 　

451 種子植物 タコノアシ科 タコノアシ Penthorum chinense Pursh 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

452 種子植物 アリノトウグサ科 オグラノフサモ Myriophyllum oguraense Miki 情報不足種 絶滅寸前種 　

453 種子植物 アリノトウグサ科 タチモ Myriophyllum ussuriense (Regel) Maxim. 絶滅危惧種 絶滅種 　

454 種子植物 アリノトウグサ科 フサモ Myriophyllum verticillatum L. 情報不足種 情報不足種 　

455 種子植物 ブドウ科 ウドカズラ
Ampelopsis cantoniensis (Hook. & Arn.) Planch. var. 
leeoides (Maxim.) F.Y.Lu

絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

456 種子植物 ブドウ科 ヤマブドウ Vitis coignetiae Pulliat ex Planch. 希少種 希少種 　

457 種子植物 マメ科 カワラケツメイ Chamaecrista nomame (Makino) H.Ohashi 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

458 種子植物 マメ科 フジキ Cladrastis platycarpa (Maxim.) Makino 情報不足種 情報不足種 　
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459 種子植物 マメ科 タヌキマメ Crotalaria sessiliflora L. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

460 種子植物 マメ科 ミヤマトベラ Euchresta japonica Hook.f. ex Maxim. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

461 種子植物 マメ科 サイカチ Gleditsia japonica Miq. 情報不足種 情報不足種 　

462 種子植物 マメ科 マルバヌスビトハギ
Hylodesmum podocarpum (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill 
subsp. podocarpum

希少種 希少種 　

463 種子植物 マメ科 イヌハギ Lespedeza tomentosa (Thunb.) Siebold ex Maxim. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

464 種子植物 マメ科 マキエハギ Lespedeza virgata (Thunb.) DC. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

465 種子植物 マメ科 ミソナオシ（ウジクサ） Ohwia caudata (Thunb.) H.Ohashi 情報不足種 絶滅寸前種 　

466 種子植物 マメ科 ツルフジバカマ Vicia amoena Fisch. ex Ser. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

467 種子植物 マメ科 ヨツバハギ Vicia nipponica Matsum. var. nipponica 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

468 種子植物 マメ科 オオバクサフジ Vicia pseudo-orobus Fisch. & C.A.Mey. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

469 種子植物 マメ科 ナンテンハギ Vicia unijuga A.Braun var. unijuga 絶滅危惧種 希少種 　

470 種子植物 ヒメハギ科 カキノハグサ Polygala reinii Franch. & Sav. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

471 種子植物 バラ科 アズキナシ（ハカリノメ） Aria alnifolia (Siebold & Zucc.) Decne. 希少種 希少種 　

472 種子植物 バラ科 ヤマブキショウマ
Aruncus dioicus (Walter) Fernald var. kamtschaticus 
(Maxim.) H.Hara

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

473 種子植物 バラ科 ビワ Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 情報不足種 情報不足種 　

474 種子植物 バラ科 シモツケソウ Filipendula multijuga Maxim. var. multijuga 絶滅危惧種 絶滅寸前種 　

475 種子植物 バラ科 ミヤマダイコンソウ
Geum calthifolium Menzies ex Sm. var. nipponicum 
(F.Bolle) Ohwi

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

476 種子植物 バラ科 ズミ（コリンゴ・コナシ） Malus toringo (Siebold) Siebold ex de Vriese 絶滅寸前種 絶滅危惧種 注目種

477 種子植物 バラ科 オオウラジロノキ Malus tschonoskii (Maxim.) C.K.Schneid. 希少種 希少種 　

478 種子植物 バラ科 イワキンバイ
Potentilla ancistrifolia Bunge var. dickinsii (Franch. & 
Sav.) Koidz.

絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

479 種子植物 バラ科 ヒメヘビイチゴ Potentilla centigrana Maxim. 希少種 希少種 　

480 種子植物 バラ科 カワラサイコ Potentilla chinensis Ser. 絶滅種 絶滅種 　

481 種子植物 バラ科 ギンロバイ（ハクロバイ） Potentilla fruticosa L. f. mandshurica (Maxim.) Rehder 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

482 種子植物 バラ科 テリハキンバイ Potentilla riparia Murata var. riparia 絶滅危惧種 希少種 　

483 種子植物 バラ科 ツルキンバイ Potentilla rosulifera H.Lév. 希少種 絶滅危惧種 　

484 種子植物 バラ科 ヒメツルキジムシロ Potentilla × yamanakae (Naruh.) Naruh. 　　－ 絶滅寸前種 　

485 種子植物 バラ科 キンキマメザクラ Prunus incisa Thunb. var. kinkiensis (Koidz.) Ohwi 情報不足種 情報不足種 　

486 種子植物 バラ科
タカネザクラ（ミネザ
クラ）

Prunus nipponica Matsum. var. nipponica 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

487 種子植物 バラ科
オオヤマザクラ（エゾ
ヤマザクラ）

Prunus sargentii Rehder var. sargentii 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

431 種子植物 ユキノシタ科 シロバナネコノメソウ Chrysosplenium album Maxim. var. album 　　－ 希少種 　

432 種子植物 ユキノシタ科 キイハナネコノメ Chrysosplenium album Maxim. var. nachiense H.Hara 　　－ 希少種 　

433 種子植物 ユキノシタ科 ツルネコノメソウ Chrysosplenium flagelliferum F.Schmidt 　　－ 希少種 注目種

434 種子植物 ユキノシタ科 チシマネコノメソウ Chrysosplenium kamtschaticum Fisch. ex Ser. 希少種 希少種 　

435 種子植物 ユキノシタ科 コガネネコノメソウ
Chrysosplenium pilosum Maxim. var. sphaerospermum 
(Maxim.) H.Hara

希少種 希少種 　

436 種子植物 ユキノシタ科 オオチャルメルソウ Mitella japonica Maxim. 　　－ 希少種 　

437 種子植物 ユキノシタ科 ワタナベソウ Peltoboykinia watanabei (Yatabe) H.Hara 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

438 種子植物 ユキノシタ科 ヤグルマソウ Rodgersia podophylla A.Gray 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

439 種子植物 ユキノシタ科 ダイモンジソウ
Saxifraga fortunei Hook.f. var. mutabilis (Koidz.) H.Nakai 
& H.Ohashi

希少種 希少種 　

440 種子植物 ユキノシタ科 ウチワダイモンジソウ
Saxifraga fortunei Hook.f. var. obtusocuneata (Makino) 
Nakai

希少種 希少種 　

441 種子植物 ユキノシタ科 クロクモソウ Saxifraga fusca Maxim. subsp. kikubuki (Ohwi) Kitam. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

442 種子植物 ユキノシタ科 センダイソウ Saxifraga sendaica Maxim. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

443 種子植物 ユキノシタ科 ズダヤクシュ Tiarella polyphylla D.Don 　　－ 情報不足種 　

444 種子植物 ベンケイソウ科 ミツバベンケイソウ Hylotelephium verticillatum (L.) H.Ohba var. verticillatum 希少種 希少種 　

445 種子植物 ベンケイソウ科
アオベンケイ（アオベ
ンケイソウ）

Hylotelephium viride (Makino) H.Ohba 希少種 希少種 　

446 種子植物 ベンケイソウ科 ヤマトミセバヤ（仮称） Hylotelephium sp. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

447 種子植物 ベンケイソウ科 チャボツメレンゲ Meterostachys sikokianus (Makino) Nakai 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

448 種子植物 ベンケイソウ科 ツメレンゲ Orostachys japonica (Maxim.) A.Berger 絶滅危惧種 希少種 　

449 種子植物 ベンケイソウ科 キリンソウ
Phedimus aizoon (L.) 't Hart var. floribundus (Nakai) 
H.Ohba

希少種 絶滅危惧種 　

450 種子植物 ベンケイソウ科 アズマツメクサ Tillaea aquatica L. 絶滅寸前種 絶滅危惧種 　

451 種子植物 タコノアシ科 タコノアシ Penthorum chinense Pursh 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

452 種子植物 アリノトウグサ科 オグラノフサモ Myriophyllum oguraense Miki 情報不足種 絶滅寸前種 　

453 種子植物 アリノトウグサ科 タチモ Myriophyllum ussuriense (Regel) Maxim. 絶滅危惧種 絶滅種 　

454 種子植物 アリノトウグサ科 フサモ Myriophyllum verticillatum L. 情報不足種 情報不足種 　

455 種子植物 ブドウ科 ウドカズラ
Ampelopsis cantoniensis (Hook. & Arn.) Planch. var. 
leeoides (Maxim.) F.Y.Lu

絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

456 種子植物 ブドウ科 ヤマブドウ Vitis coignetiae Pulliat ex Planch. 希少種 希少種 　

457 種子植物 マメ科 カワラケツメイ Chamaecrista nomame (Makino) H.Ohashi 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

458 種子植物 マメ科 フジキ Cladrastis platycarpa (Maxim.) Makino 情報不足種 情報不足種 　
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

488 種子植物 バラ科 エドヒガン
Prunus spachiana (Laval. ex H.Otto) Kitam. f. ascendens 
(Makino) Kitam.

情報不足種 情報不足種 　

489 種子植物 バラ科 フジイバラ Rosa fujisanensis (Makino) Makino 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

490 種子植物 バラ科 ヤマイバラ Rosa sambucina Koidz. 希少種 希少種 　

491 種子植物 バラ科 クロイチゴ Rubus mesogaeus Focke var. mesogaeus 希少種 希少種 　

492 種子植物 バラ科 ハスノハイチゴ Rubus peltatus Maxim. 希少種 希少種 　

493 種子植物 バラ科 ミヤマモミジイチゴ Rubus pseudoacer Makino 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

494 種子植物 バラ科 サナギイチゴ Rubus pungens Camb. var. oldhamii (Miq.) Maxim. 　　－ 絶滅寸前種 　

495 種子植物 バラ科
ナガボノワレモコウ
（コバナノワレモコウ）

Sanguisorba tenuifolia Fisch. ex Link var. tenuifolia 絶滅寸前種 絶滅危惧種 　

496 種子植物 バラ科 イワガサ Spiraea blumei G.Don var. blumei 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

497 種子植物 バラ科 イブキシモツケ Spiraea dasyantha Bunge 希少種 希少種 　

498 種子植物 バラ科 シモツケ Spiraea japonica L.f. var. japonica 絶滅危惧種 絶滅寸前種
ドロノシモツケを
含む

499 種子植物 グミ科 マメグミ Elaeagnus montana Makino var. montana 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

500 種子植物 グミ科 ナツグミ Elaeagnus multiflora Thunb. var. multiflora 情報不足種 情報不足種 　

501 種子植物 グミ科 コウヤグミ Elaeagnus numajiriana Makino 希少種 希少種 　

502 種子植物 グミ科 カツラギグミ Elaeagnus takeshitae Makino 絶滅寸前種 絶滅寸前種
奈良県特定希少野
生動植物　注目種

503 種子植物 クロウメモドキ科 ヨコグラノキ Berchemiella berchemiifolia (Makino) Nakai 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

504 種子植物 クロウメモドキ科 クロカンバ Rhamnus costata Maxim. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

505 種子植物 クロウメモドキ科 キビノクロウメモドキ Rhamnus yoshinoi Makino 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

506 種子植物 ニレ科 オヒョウ Ulmus laciniata (Trautv.) Mayr var. laciniata 希少種 希少種 　

507 種子植物 クワ科 ケグワ Morus cathayana Hemsl. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

508 種子植物 イラクサ科 ミヤマイラクサ Laportea cuspidata (Wedd.) Friis 　　－ 希少種 　

509 種子植物 イラクサ科 ヒカゲミズ Parietaria micrantha Ledeb. var. micrantha 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

510 種子植物 イラクサ科 キミズ Pellionia scabra Benth. 　　－ 絶滅寸前種 　

511 種子植物 イラクサ科 ミヤマミズ
Pilea angulata (Blume) Blume subsp. petiolaris (Siebold & 
Zucc.) C.J.Chen

　　－ 希少種 　

512 種子植物 イラクサ科 コケミズ Pilea peploides (Gaudich.) Hook. & Arn. 　　－ 絶滅寸前種 　

513 種子植物 イラクサ科 ナガバイラクサ
Urtica angustifolia Fisch. ex Hornem. var. sikokiana 
(Makino) Ohwi

絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

514 種子植物 イラクサ科 コバノイラクサ Urtica laetevirens Maxim. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

515 種子植物 ブナ科 シリブカガシ Lithocarpus glaber (Thunb.) Nakai 希少種 希少種 　

516 種子植物 ブナ科 カシワ Quercus dentata Thunb. 希少種 情報不足種 　

517 種子植物 カバノキ科 サクラバハンノキ Alnus trabeculosa Hand.-Mazz. 絶滅危惧種 絶滅寸前種 　
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

518 種子植物 カバノキ科
ネコシデ（ウラジロカ
ンバ）

Betula corylifolia Regel & Maxim. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

519 種子植物 カバノキ科 ダケカンバ Betula ermanii Cham. var. ermanii 絶滅危惧種 絶滅危惧種 注目種

520 種子植物 カバノキ科 ハシバミ Corylus heterophylla Fisch. ex Besser var. thunbergii Blume 情報不足種 情報不足種 　

521 種子植物 ウリ科 ゴキヅル Actinostemma tenerum Griff. 希少種 希少種 　

522 種子植物 ニシキギ科 ムラサキマユミ Euonymus lanceolatus Yatabe 情報不足種 情報不足種 　

523 種子植物 ニシキギ科
サワダツ（アオジクマ
ユミ）

Euonymus melananthus Franch. & Sav. 希少種 希少種 　

524 種子植物 ニシキギ科 オオツリバナ Euonymus planipes (Koehne) Koehne 　　－ 情報不足種 　

525 種子植物 ニシキギ科 シラヒゲソウ Parnassia foliosa Hook.f. & Thomson var. foliosa 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

526 種子植物 ニシキギ科 ウメバチソウ Parnassia palustris L. var. palustris 希少種 希少種 　

527 種子植物 カタバミ科 エゾタチカタバミ Oxalis stricta L. 希少種 希少種 　

528 種子植物 トウダイグサ科 ナツトウダイ Euphorbia sieboldiana C.Morren & Decne. var. sieboldiana 　　－ 絶滅危惧種 　

529 種子植物 ヤナギ科 コゴメヤナギ
Salix dolichostyla Seemen subsp. serissifolia (Kimura) 
H.Ohashi & H.Nakai

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

530 種子植物 スミレ科 キバナノコマノツメ Viola biflora L. var. biflora 絶滅危惧種 絶滅寸前種 注目種

531 種子植物 スミレ科 ナガバノスミレサイシン Viola bissetii Maxim. var. bissetii 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

532 種子植物 スミレ科 サクラスミレ Viola hirtipes S.Moore 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

533 種子植物 スミレ科 ホソバシロスミレ Viola patrinii Ging. var. angustifolia Regel 　　－ 絶滅危惧種 　

534 種子植物 スミレ科 アカネスミレ Viola phalacrocarpa Maxim. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

535 種子植物 スミレ科 アケボノスミレ Viola rossii Hemsl. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

536 種子植物 スミレ科 シコクスミレ Viola shikokiana Makino 希少種 希少種 　

537 種子植物 スミレ科 ヒカゲスミレ Viola yezoensis Maxim. var. yezoensis 　　－ 情報不足種 　

538 種子植物 アマ科 マツバニンジン Linum stelleroides Planch. 　　－ 情報不足種 　

539 種子植物 オトギリソウ科 トモエソウ Hypericum ascyron L. subsp. ascyron var. ascyron 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

540 種子植物 オトギリソウ科 アゼオトギリ Hypericum oliganthum Franch. & Sav. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

541 種子植物 オトギリソウ科 ミズオトギリ Triadenum japonicum (Blume) Makino 希少種 希少種 　

542 種子植物 フウロソウ科 タチフウロ Geranium krameri Franch. & Sav. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

543 種子植物 フウロソウ科
イヨフウロ（ヤマトフ
ウロ）

Geranium shikokianum Matsum. var. shikokianum 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

544 種子植物 フウロソウ科 コフウロ Geranium tripartitum R.Knuth var. tripartitum 希少種 絶滅危惧種 　

545 種子植物 フウロソウ科
ミツバフウロ（フシダ
カフウロ）

Geranium wilfordii Maxim. var. wilfordii 絶滅寸前種 絶滅種 　

546 種子植物 ミソハギ科 ヒメミソハギ Ammannia multiflora Roxb. 希少種 希少種 　

547 種子植物 ミソハギ科 ミズスギナ Rotala hippuris Makino 　　－ 絶滅種 　

548 種子植物 ミソハギ科 ミズマツバ Rotala mexicana Cham. & Schltdl. 希少種 希少種 　

549 種子植物 ミソハギ科 ミズキカシグサ Rotala rosea (Poir.) C.D.K.Cook 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

488 種子植物 バラ科 エドヒガン
Prunus spachiana (Laval. ex H.Otto) Kitam. f. ascendens 
(Makino) Kitam.

情報不足種 情報不足種 　

489 種子植物 バラ科 フジイバラ Rosa fujisanensis (Makino) Makino 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

490 種子植物 バラ科 ヤマイバラ Rosa sambucina Koidz. 希少種 希少種 　

491 種子植物 バラ科 クロイチゴ Rubus mesogaeus Focke var. mesogaeus 希少種 希少種 　

492 種子植物 バラ科 ハスノハイチゴ Rubus peltatus Maxim. 希少種 希少種 　

493 種子植物 バラ科 ミヤマモミジイチゴ Rubus pseudoacer Makino 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

494 種子植物 バラ科 サナギイチゴ Rubus pungens Camb. var. oldhamii (Miq.) Maxim. 　　－ 絶滅寸前種 　

495 種子植物 バラ科
ナガボノワレモコウ
（コバナノワレモコウ）

Sanguisorba tenuifolia Fisch. ex Link var. tenuifolia 絶滅寸前種 絶滅危惧種 　

496 種子植物 バラ科 イワガサ Spiraea blumei G.Don var. blumei 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

497 種子植物 バラ科 イブキシモツケ Spiraea dasyantha Bunge 希少種 希少種 　

498 種子植物 バラ科 シモツケ Spiraea japonica L.f. var. japonica 絶滅危惧種 絶滅寸前種
ドロノシモツケを
含む

499 種子植物 グミ科 マメグミ Elaeagnus montana Makino var. montana 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

500 種子植物 グミ科 ナツグミ Elaeagnus multiflora Thunb. var. multiflora 情報不足種 情報不足種 　

501 種子植物 グミ科 コウヤグミ Elaeagnus numajiriana Makino 希少種 希少種 　

502 種子植物 グミ科 カツラギグミ Elaeagnus takeshitae Makino 絶滅寸前種 絶滅寸前種
奈良県特定希少野
生動植物　注目種

503 種子植物 クロウメモドキ科 ヨコグラノキ Berchemiella berchemiifolia (Makino) Nakai 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

504 種子植物 クロウメモドキ科 クロカンバ Rhamnus costata Maxim. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

505 種子植物 クロウメモドキ科 キビノクロウメモドキ Rhamnus yoshinoi Makino 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

506 種子植物 ニレ科 オヒョウ Ulmus laciniata (Trautv.) Mayr var. laciniata 希少種 希少種 　

507 種子植物 クワ科 ケグワ Morus cathayana Hemsl. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

508 種子植物 イラクサ科 ミヤマイラクサ Laportea cuspidata (Wedd.) Friis 　　－ 希少種 　

509 種子植物 イラクサ科 ヒカゲミズ Parietaria micrantha Ledeb. var. micrantha 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

510 種子植物 イラクサ科 キミズ Pellionia scabra Benth. 　　－ 絶滅寸前種 　

511 種子植物 イラクサ科 ミヤマミズ
Pilea angulata (Blume) Blume subsp. petiolaris (Siebold & 
Zucc.) C.J.Chen

　　－ 希少種 　

512 種子植物 イラクサ科 コケミズ Pilea peploides (Gaudich.) Hook. & Arn. 　　－ 絶滅寸前種 　

513 種子植物 イラクサ科 ナガバイラクサ
Urtica angustifolia Fisch. ex Hornem. var. sikokiana 
(Makino) Ohwi

絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

514 種子植物 イラクサ科 コバノイラクサ Urtica laetevirens Maxim. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

515 種子植物 ブナ科 シリブカガシ Lithocarpus glaber (Thunb.) Nakai 希少種 希少種 　

516 種子植物 ブナ科 カシワ Quercus dentata Thunb. 希少種 情報不足種 　

517 種子植物 カバノキ科 サクラバハンノキ Alnus trabeculosa Hand.-Mazz. 絶滅危惧種 絶滅寸前種 　
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大切にしたい奈良県の野生動植物

No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

579 種子植物 アブラナ科 ユリワサビ Eutrema tenue (Miq.) Makino 希少種 希少種 　

580 種子植物 アブラナ科 コイヌガラシ Rorippa cantoniensis (Lour.) Ohwi 希少種 希少種 　

581 種子植物 アブラナ科 キバナハタザオ Sisymbrium luteum (Maxim.) O.E.Schulz 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

582 種子植物 ツチトリモチ科 ツチトリモチ Balanophora japonica Makino 　　－ 絶滅危惧種 　

583 種子植物 ツチトリモチ科 ミヤマツチトリモチ Balanophora nipponica Makino 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

584 種子植物 ビャクダン科 ツクバネ Buckleya lanceolata (Siebold & Zucc.) Miq. 希少種 希少種 　

585 種子植物 ビャクダン科 ヒノキバヤドリギ Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. 希少種 希少種 　

586 種子植物 ヤドリギ科 マツグミ Taxillus kaempferi (DC.) Danser var. kaempferi 絶滅危惧種 希少種 　

587 種子植物 ヤドリギ科 オオバヤドリギ Taxillus yadoriki (Siebold ex Maxim.) Danser 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

588 種子植物 タデ科 イブキトラノオ
Bistorta officinalis Delarbre subsp. japonica (H.Hara) 
Yonek.

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

589 種子植物 タデ科 クリンユキフデ Bistorta suffulta (Maxim.) H.Gross 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

590 種子植物 タデ科 ハルトラノオ
Bistorta tenuicaulis (Bisset & S.Moore) Nakai var. 
tenuicaulis

希少種 絶滅危惧種 　

591 種子植物 タデ科 ヤナギヌカボ
Persicaria foliosa (H.Lindb.) Kitag. var. paludicola 
(Makino) H.Hara

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

592 種子植物 タデ科 ナガバノウナギツカミ Persicaria hastatosagittata (Makino) Nakai 　　－ 絶滅寸前種 　

593 種子植物 タデ科 サデクサ Persicaria maackiana (Regel) Nakai 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

594 種子植物 タデ科 ヌカボタデ Persicaria taquetii (H.Lév.) Koidz. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

595 種子植物 タデ科 コギシギシ Rumex dentatus L. subsp. klotzschianus (Meisn.) Rech.f. 　　－ 絶滅危惧種 　

596 種子植物 タデ科 ノダイオウ Rumex longifolius DC. 情報不足種 絶滅種 　

597 種子植物 タデ科 マダイオウ Rumex madaio Makino 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

598 種子植物 モウセンゴケ科 イシモチソウ Drosera peltata Thunb. var. nipponica (Masam.) Ohwi 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

599 種子植物 モウセンゴケ科 モウセンゴケ Drosera rotundifolia L. 希少種 希少種 　

600 種子植物 モウセンゴケ科 コモウセンゴケ Drosera spathulata Labill. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

601 種子植物 ナデシコ科 オオヤマハコベ
Stellaria monosperma Buch.-Ham. ex D.Don var. japonica 
Maxim.

希少種 希少種 　

602 種子植物 ヤマゴボウ科 ヤマゴボウ Phytolacca acinosa Roxb. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

603 種子植物 ミズキ科 ゴゼンタチバナ Cornus canadensis L. 絶滅種 絶滅寸前種 　

604 種子植物 アジサイ科 ギンバイソウ Deinanthe bifida Maxim. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

605 種子植物 アジサイ科 キレンゲショウマ Kirengeshoma palmata Yatabe 絶滅寸前種 絶滅寸前種
奈良県特定希少野
生動植物

606 種子植物 アジサイ科 バイカアマチャ Platycrater arguta Siebold & Zucc. 希少種 絶滅危惧種 　

607 種子植物 カキノキ科 リュウキュウマメガキ Diospyros japonica Siebold & Zucc. 希少種 絶滅危惧種 　

608 種子植物 カキノキ科 トキワガキ Diospyros morrisiana Hance 希少種 希少種 注目種
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

550 種子植物 ミソハギ科 ヒメビシ Trapa incisa Siebold & Zucc. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

551 種子植物 アカバナ科 ウシタキソウ Circaea cordata Royle 　　－ 絶滅危惧種 　

552 種子植物 アカバナ科 ケゴンアカバナ Epilobium amurense Hausskn. subsp. amurense 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

553 種子植物 アカバナ科 ウスゲチョウジタデ
Ludwigia epilobioides Maxim. subsp. greatrexii (H.Hara) 
P.H.Raven

　　－ 情報不足種 　

554 種子植物 ムクロジ科 ナンゴクミネカエデ Acer australe (Momot.) Ohwi & Momot. 希少種 希少種 　

555 種子植物 ムクロジ科
ホソエカエデ（ホソエ
ウリハダ）

Acer capillipes Maxim. 希少種 希少種 注目種

556 種子植物 ムクロジ科 ミツデカエデ Acer cissifolium (Siebold & Zucc.) K.Koch 希少種 希少種 　

557 種子植物 ムクロジ科
カジカエデ（オニモミ
ジ）

Acer diabolicum Blume ex K.Koch 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

558 種子植物 ムクロジ科 カラコギカエデ Acer ginnala Maxim. var. aidzuense (Franch.) Pax 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

559 種子植物 ムクロジ科
ハウチワカエデ（メイ
ゲツカエデ）

Acer japonicum Thunb. 希少種 希少種 　

560 種子植物 ムクロジ科
メグスリノキ（チョウ
ジャノキ）

Acer nikoense Maxim. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

561 種子植物 ムクロジ科 テツカエデ
Acer nipponicum H.Hara subsp.  nipponicum var. 
nipponicum

絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

562 種子植物 ムクロジ科
イトマキイタヤ（モト
ゲイタヤ）

Acer pictum Thunb. subsp. savatieri (Pax) H.Ohashi 希少種 希少種 　

563 種子植物 ムクロジ科 ヒナウチワカエデ Acer tenuifolium (Koidz.) Koidz. 希少種 希少種 　

564 種子植物 ムクロジ科
オガラバナ（ホザキカ
エデ）

Acer ukurunduense Trautv. & C.A.Mey. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

565 種子植物 アオイ科 ラセンソウ Triumfetta japonica Makino 情報不足種 情報不足種 　

566 種子植物 ジンチョウゲ科 コショウノキ Daphne kiusiana Miq. 希少種 希少種 　

567 種子植物 ジンチョウゲ科 チョウセンナニワズ Daphne koreana Nakai 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

568 種子植物 ジンチョウゲ科 オニシバリ（ナツボウズ） Daphne pseudomezereum A.Gray 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

569 種子植物 ジンチョウゲ科 ミヤマガンピ Diplomorpha albiflora (Yatabe) Nakai 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

570 種子植物 ジンチョウゲ科 コガンピ Diplomorpha ganpi (Siebold & Zucc.) Nakai 希少種 希少種 　

571 種子植物 アブラナ科
ハクサンハタザオ（ツ
ルタガラシ）

Arabidopsis halleri (L.) O'Kane & Al-Shehbaz subsp. 
gemmifera (Matsum.) O'Kane & Al-Shehbaz var. senanensis 
(Matsum.) Yonek.

希少種 希少種 　

572 種子植物 アブラナ科 カワチスズシロソウ Arabis flagellosa Miq. var. kawachiensis S.Fujii 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

573 種子植物 アブラナ科
シコクハタザオ（フジ
ハタザオ）

Arabis serrata Franch. & Sav. var. sikokiana (Nakai) Ohwi 希少種 希少種 　

574 種子植物 アブラナ科 ミツバコンロンソウ Cardamine anemonoides O.E.Schulz 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

575 種子植物 アブラナ科 ヒロハコンロンソウ Cardamine appendiculata Franch. & Sav. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

576 種子植物 アブラナ科 ミズタガラシ Cardamine lyrata Bunge 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

577 種子植物 アブラナ科 クモマナズナ Draba nipponica Makino var. nipponica 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

578 種子植物 アブラナ科 ワサビ Eutrema japonicum (Miq.) Koidz. 希少種 希少種 　
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大切にしたい奈良県の野生動植物

No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

579 種子植物 アブラナ科 ユリワサビ Eutrema tenue (Miq.) Makino 希少種 希少種 　

580 種子植物 アブラナ科 コイヌガラシ Rorippa cantoniensis (Lour.) Ohwi 希少種 希少種 　

581 種子植物 アブラナ科 キバナハタザオ Sisymbrium luteum (Maxim.) O.E.Schulz 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

582 種子植物 ツチトリモチ科 ツチトリモチ Balanophora japonica Makino 　　－ 絶滅危惧種 　

583 種子植物 ツチトリモチ科 ミヤマツチトリモチ Balanophora nipponica Makino 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

584 種子植物 ビャクダン科 ツクバネ Buckleya lanceolata (Siebold & Zucc.) Miq. 希少種 希少種 　

585 種子植物 ビャクダン科 ヒノキバヤドリギ Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. 希少種 希少種 　

586 種子植物 ヤドリギ科 マツグミ Taxillus kaempferi (DC.) Danser var. kaempferi 絶滅危惧種 希少種 　

587 種子植物 ヤドリギ科 オオバヤドリギ Taxillus yadoriki (Siebold ex Maxim.) Danser 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

588 種子植物 タデ科 イブキトラノオ
Bistorta officinalis Delarbre subsp. japonica (H.Hara) 
Yonek.

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

589 種子植物 タデ科 クリンユキフデ Bistorta suffulta (Maxim.) H.Gross 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

590 種子植物 タデ科 ハルトラノオ
Bistorta tenuicaulis (Bisset & S.Moore) Nakai var. 
tenuicaulis

希少種 絶滅危惧種 　

591 種子植物 タデ科 ヤナギヌカボ
Persicaria foliosa (H.Lindb.) Kitag. var. paludicola 
(Makino) H.Hara

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

592 種子植物 タデ科 ナガバノウナギツカミ Persicaria hastatosagittata (Makino) Nakai 　　－ 絶滅寸前種 　

593 種子植物 タデ科 サデクサ Persicaria maackiana (Regel) Nakai 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

594 種子植物 タデ科 ヌカボタデ Persicaria taquetii (H.Lév.) Koidz. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

595 種子植物 タデ科 コギシギシ Rumex dentatus L. subsp. klotzschianus (Meisn.) Rech.f. 　　－ 絶滅危惧種 　

596 種子植物 タデ科 ノダイオウ Rumex longifolius DC. 情報不足種 絶滅種 　

597 種子植物 タデ科 マダイオウ Rumex madaio Makino 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

598 種子植物 モウセンゴケ科 イシモチソウ Drosera peltata Thunb. var. nipponica (Masam.) Ohwi 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

599 種子植物 モウセンゴケ科 モウセンゴケ Drosera rotundifolia L. 希少種 希少種 　

600 種子植物 モウセンゴケ科 コモウセンゴケ Drosera spathulata Labill. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

601 種子植物 ナデシコ科 オオヤマハコベ
Stellaria monosperma Buch.-Ham. ex D.Don var. japonica 
Maxim.

希少種 希少種 　

602 種子植物 ヤマゴボウ科 ヤマゴボウ Phytolacca acinosa Roxb. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

603 種子植物 ミズキ科 ゴゼンタチバナ Cornus canadensis L. 絶滅種 絶滅寸前種 　

604 種子植物 アジサイ科 ギンバイソウ Deinanthe bifida Maxim. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

605 種子植物 アジサイ科 キレンゲショウマ Kirengeshoma palmata Yatabe 絶滅寸前種 絶滅寸前種
奈良県特定希少野
生動植物

606 種子植物 アジサイ科 バイカアマチャ Platycrater arguta Siebold & Zucc. 希少種 絶滅危惧種 　

607 種子植物 カキノキ科 リュウキュウマメガキ Diospyros japonica Siebold & Zucc. 希少種 絶滅危惧種 　

608 種子植物 カキノキ科 トキワガキ Diospyros morrisiana Hance 希少種 希少種 注目種
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

550 種子植物 ミソハギ科 ヒメビシ Trapa incisa Siebold & Zucc. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

551 種子植物 アカバナ科 ウシタキソウ Circaea cordata Royle 　　－ 絶滅危惧種 　

552 種子植物 アカバナ科 ケゴンアカバナ Epilobium amurense Hausskn. subsp. amurense 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

553 種子植物 アカバナ科 ウスゲチョウジタデ
Ludwigia epilobioides Maxim. subsp. greatrexii (H.Hara) 
P.H.Raven

　　－ 情報不足種 　

554 種子植物 ムクロジ科 ナンゴクミネカエデ Acer australe (Momot.) Ohwi & Momot. 希少種 希少種 　

555 種子植物 ムクロジ科
ホソエカエデ（ホソエ
ウリハダ）

Acer capillipes Maxim. 希少種 希少種 注目種

556 種子植物 ムクロジ科 ミツデカエデ Acer cissifolium (Siebold & Zucc.) K.Koch 希少種 希少種 　

557 種子植物 ムクロジ科
カジカエデ（オニモミ
ジ）

Acer diabolicum Blume ex K.Koch 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

558 種子植物 ムクロジ科 カラコギカエデ Acer ginnala Maxim. var. aidzuense (Franch.) Pax 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

559 種子植物 ムクロジ科
ハウチワカエデ（メイ
ゲツカエデ）

Acer japonicum Thunb. 希少種 希少種 　

560 種子植物 ムクロジ科
メグスリノキ（チョウ
ジャノキ）

Acer nikoense Maxim. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

561 種子植物 ムクロジ科 テツカエデ
Acer nipponicum H.Hara subsp.  nipponicum var. 
nipponicum

絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

562 種子植物 ムクロジ科
イトマキイタヤ（モト
ゲイタヤ）

Acer pictum Thunb. subsp. savatieri (Pax) H.Ohashi 希少種 希少種 　

563 種子植物 ムクロジ科 ヒナウチワカエデ Acer tenuifolium (Koidz.) Koidz. 希少種 希少種 　

564 種子植物 ムクロジ科
オガラバナ（ホザキカ
エデ）

Acer ukurunduense Trautv. & C.A.Mey. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

565 種子植物 アオイ科 ラセンソウ Triumfetta japonica Makino 情報不足種 情報不足種 　

566 種子植物 ジンチョウゲ科 コショウノキ Daphne kiusiana Miq. 希少種 希少種 　

567 種子植物 ジンチョウゲ科 チョウセンナニワズ Daphne koreana Nakai 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

568 種子植物 ジンチョウゲ科 オニシバリ（ナツボウズ） Daphne pseudomezereum A.Gray 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

569 種子植物 ジンチョウゲ科 ミヤマガンピ Diplomorpha albiflora (Yatabe) Nakai 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

570 種子植物 ジンチョウゲ科 コガンピ Diplomorpha ganpi (Siebold & Zucc.) Nakai 希少種 希少種 　

571 種子植物 アブラナ科
ハクサンハタザオ（ツ
ルタガラシ）

Arabidopsis halleri (L.) O'Kane & Al-Shehbaz subsp. 
gemmifera (Matsum.) O'Kane & Al-Shehbaz var. senanensis 
(Matsum.) Yonek.

希少種 希少種 　

572 種子植物 アブラナ科 カワチスズシロソウ Arabis flagellosa Miq. var. kawachiensis S.Fujii 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

573 種子植物 アブラナ科
シコクハタザオ（フジ
ハタザオ）

Arabis serrata Franch. & Sav. var. sikokiana (Nakai) Ohwi 希少種 希少種 　

574 種子植物 アブラナ科 ミツバコンロンソウ Cardamine anemonoides O.E.Schulz 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

575 種子植物 アブラナ科 ヒロハコンロンソウ Cardamine appendiculata Franch. & Sav. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

576 種子植物 アブラナ科 ミズタガラシ Cardamine lyrata Bunge 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

577 種子植物 アブラナ科 クモマナズナ Draba nipponica Makino var. nipponica 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

578 種子植物 アブラナ科 ワサビ Eutrema japonicum (Miq.) Koidz. 希少種 希少種 　
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大切にしたい奈良県の野生動植物

No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

609 種子植物 サクラソウ科 カラタチバナ Ardisia crispa (Thunb.) A.DC. 希少種 希少種 　

610 種子植物 サクラソウ科 ツマトリソウ
Lysimachia europaea (L.) U.Manns & Anderb. var. 
europaea 

絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

611 種子植物 サクラソウ科 ミヤマコナスビ Lysimachia tanakae Maxim. 希少種 希少種 　

612 種子植物 サクラソウ科 クサレダマ Lysimachia vulgaris L. var. davurica (Ledeb.) R.Knuth 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

613 種子植物 サクラソウ科
ツルマンリョウ（ツル
アカミノキ）

Myrsine stolonifera (Koidz.) E.Wakler 希少種 希少種 　

614 種子植物 サクラソウ科 クリンソウ Primula japonica A.Gray 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

615 種子植物 サクラソウ科 ユキワリソウ
Primula modesta Bisset & S.Moore subsp. modesta (Bisset 
& S.Moore) Pax var. modesta

絶滅寸前種 絶滅種 　

616 種子植物 サクラソウ科
コイワザクラ（オオミ
ネコザクラ）

Primula reinii Franch. & Sav. var. reinii 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

617 種子植物 サクラソウ科 イワザクラ Primula tosaensis Yatabe var. tosaensis 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

618 種子植物 ツバキ科 ヒコサンヒメシャラ Stewartia serrata Maxim. 希少種 希少種 　

619 種子植物 ハイノキ科 ハイノキ（イノコシバ） Symplocos myrtacea Siebold & Zucc. var. myrtacea 情報不足種 情報不足種 　

620 種子植物 ハイノキ科 クロミノニシゴリ Symplocos paniculata (Thunb.) Miq. 絶滅危惧種 絶滅寸前種 　

621 種子植物 ハイノキ科 カンザブロウノキ Symplocos theophrastifolia Siebold & Zucc. 希少種 希少種 注目種

622 種子植物 イワウメ科 ヒメイワカガミ Schizocodon ilicifolius Maxim. var. ilicifolius 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

623 種子植物 イワウメ科 イワカガミ
Schizocodon soldanelloides Siebold & Zucc. var. 
soldanelloides

希少種 希少種 　

624 種子植物 エゴノキ科 ハクウンボク Styrax obassia Siebold & Zucc. 希少種 希少種 　

625 種子植物 マタタビ科 ミヤママタタビ Actinidia kolomikta (Maxim. & Rupr.) Maxim. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

626 種子植物 ツツジ科 コメバツガザクラ Arcterica nana (Maxim.) Makino 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

627 種子植物 ツツジ科 ウメガサソウ Chimaphila japonica Miq. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

628 種子植物 ツツジ科 ミヤマホツツジ Elliottia bracteata (Maxim.) Hook.f. 　　－ 絶滅寸前種 注目種

629 種子植物 ツツジ科 ホツツジ Elliottia paniculata (Siebold & Zucc.) Benth. & Hook.f. 希少種 希少種 　

630 種子植物 ツツジ科 イワナシ Epigaea asiatica Maxim. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

631 種子植物 ツツジ科 ハナヒリノキ Eubotryoides grayana (Maxim.) H.Hara var. grayana 希少種 希少種 　

632 種子植物 ツツジ科 シャクジョウソウ Monotropa hypopithys L. 　　－ 絶滅危惧種 　

633 種子植物 ツツジ科
ギンリョウソウモドキ
（アキノギンリョウソウ）

Monotropa uniflora L. 希少種 希少種 　

634 種子植物 ツツジ科 ツガザクラ Phyllodoce nipponica Makino subsp. nipponica 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

635 種子植物 ツツジ科 イチヤクソウ Pyrola japonica Klenze ex Alefeld 希少種 希少種 　

636 種子植物 ツツジ科 マルバノイチヤクソウ Pyrola nephrophylla (Andres) Andres 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

637 種子植物 ツツジ科 ユキグニミツバツツジ
Rhododendron lagopus Nakai var. niphophilum (T.Yamaz.) 
T.Yamaz.

　　－ 情報不足種 　

638 種子植物 ツツジ科 コヨウラクツツジ Rhododendron pentandrum (Maxim.) Craven 希少種 希少種 　
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大切にしたい奈良県の野生動植物

No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

639 種子植物 ツツジ科 アケボノツツジ
Rhododendron pentaphyllum Maxim. var. shikokianum 
T.Yamaz.

希少種 希少種 注目種

640 種子植物 ツツジ科 バイカツツジ Rhododendron semibarbatum Maxim. 希少種 希少種 　

641 種子植物 ツツジ科
シロバナウンゼンツツ
ジ（シロバナウンゼン）

Rhododendron serpyllifolium (A.Gray) Miq. var. albiflorum 
Makino

希少種 希少種 注目種

642 種子植物 ツツジ科 コメツツジ Rhododendron tschonoskii Maxim. subsp. tschonoskii 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

643 種子植物 ツツジ科 オオバスノキ Vaccinium smallii A.Gray var. smallii 希少種 希少種 　

644 種子植物 ツツジ科 コケモモ Vaccinium vitis-idaea L. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

645 種子植物 アカネ科 ルリミノキ Lasianthus japonicus Miq. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

646 種子植物 アカネ科 ヒロハコンロンカ Mussaenda shikokiana Makino 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

647 種子植物 アカネ科 サツマイナモリ Ophiorrhiza japonica Blume var. japonica 　　－ 絶滅危惧種 　

648 種子植物 アカネ科 イナモリソウ Pseudopyxis depressa Miq. 希少種 希少種 　

649 種子植物 アカネ科 オオキヌタソウ
Rubia chinensis Regel & Maack var. glabrescens (Nakai) 
Kitag.

絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

650 種子植物 アカネ科 ヤマトグサ Theligonum japonicum Okubo & Makino 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

651 種子植物 リンドウ科 フデリンドウ Gentiana zollingeri Fawc. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

652 種子植物 リンドウ科 ムラサキセンブリ Swertia pseudochinensis H.Hara 絶滅種 絶滅種 　

653 種子植物 リンドウ科 イヌセンブリ Swertia tosaensis Makino 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

654 種子植物 マチン科 ホウライカズラ Gardneria nutans Siebold & Zucc. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

655 種子植物 マチン科 ヒメナエ Mitrasacme indica Wight 絶滅種 絶滅種 　

656 種子植物 マチン科 アイナエ Mitrasacme pygmaea R.Br. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

657 種子植物 キョウチクトウ科 チョウジソウ Amsonia elliptica (Thunb.) Roem. & Schult. 情報不足種 情報不足種 　

658 種子植物 キョウチクトウ科 サカキカズラ Anodendron affine (Hook. & Arn.) Druce 　　－ 希少種 注目種

659 種子植物 キョウチクトウ科 イケマ Cynanchum caudatum (Miq.) Maxim. 絶滅危惧種 希少種 　

660 種子植物 キョウチクトウ科 コイケマ Cynanchum wilfordii (Maxim.) Hemsl. 希少種 希少種 　

661 種子植物 キョウチクトウ科 シタキソウ Jasminanthes mucronata (Blanco) W.D.Stevens & P.T.Li 　　－ 絶滅危惧種 　

662 種子植物 キョウチクトウ科 キジョラン Marsdenia tomentosa C.Morren & Decne. 　　－ 希少種 　

663 種子植物 キョウチクトウ科 コカモメヅル Tylophora floribunda Miq. 　　－ 絶滅危惧種 　

664 種子植物 キョウチクトウ科 クサタチバナ Vincetoxicum acuminatum Decne. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

665 種子植物 キョウチクトウ科 フナバラソウ Vincetoxicum atratum (Bunge) C.Morren & Decne. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

666 種子植物 キョウチクトウ科 タチカモメヅル Vincetoxicum glabrum (Nakai) Kitag. var. glabrum 希少種 希少種 　

667 種子植物 キョウチクトウ科 ツルガシワ
Vincetoxicum macrophyllum Siebold & Zucc. var. nikoense 
Maxim.

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

668 種子植物 キョウチクトウ科 ホソバノロクオンソウ Vincetoxicum multinerve Franch. & Sav. 絶滅種 絶滅種 　

669 種子植物 キョウチクトウ科 スズサイコ Vincetoxicum pycnostelma Kitag. 希少種 希少種 　
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

609 種子植物 サクラソウ科 カラタチバナ Ardisia crispa (Thunb.) A.DC. 希少種 希少種 　

610 種子植物 サクラソウ科 ツマトリソウ
Lysimachia europaea (L.) U.Manns & Anderb. var. 
europaea 

絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

611 種子植物 サクラソウ科 ミヤマコナスビ Lysimachia tanakae Maxim. 希少種 希少種 　

612 種子植物 サクラソウ科 クサレダマ Lysimachia vulgaris L. var. davurica (Ledeb.) R.Knuth 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

613 種子植物 サクラソウ科
ツルマンリョウ（ツル
アカミノキ）

Myrsine stolonifera (Koidz.) E.Wakler 希少種 希少種 　

614 種子植物 サクラソウ科 クリンソウ Primula japonica A.Gray 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

615 種子植物 サクラソウ科 ユキワリソウ
Primula modesta Bisset & S.Moore subsp. modesta (Bisset 
& S.Moore) Pax var. modesta

絶滅寸前種 絶滅種 　

616 種子植物 サクラソウ科
コイワザクラ（オオミ
ネコザクラ）

Primula reinii Franch. & Sav. var. reinii 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

617 種子植物 サクラソウ科 イワザクラ Primula tosaensis Yatabe var. tosaensis 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

618 種子植物 ツバキ科 ヒコサンヒメシャラ Stewartia serrata Maxim. 希少種 希少種 　

619 種子植物 ハイノキ科 ハイノキ（イノコシバ） Symplocos myrtacea Siebold & Zucc. var. myrtacea 情報不足種 情報不足種 　

620 種子植物 ハイノキ科 クロミノニシゴリ Symplocos paniculata (Thunb.) Miq. 絶滅危惧種 絶滅寸前種 　

621 種子植物 ハイノキ科 カンザブロウノキ Symplocos theophrastifolia Siebold & Zucc. 希少種 希少種 注目種

622 種子植物 イワウメ科 ヒメイワカガミ Schizocodon ilicifolius Maxim. var. ilicifolius 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

623 種子植物 イワウメ科 イワカガミ
Schizocodon soldanelloides Siebold & Zucc. var. 
soldanelloides

希少種 希少種 　

624 種子植物 エゴノキ科 ハクウンボク Styrax obassia Siebold & Zucc. 希少種 希少種 　

625 種子植物 マタタビ科 ミヤママタタビ Actinidia kolomikta (Maxim. & Rupr.) Maxim. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

626 種子植物 ツツジ科 コメバツガザクラ Arcterica nana (Maxim.) Makino 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

627 種子植物 ツツジ科 ウメガサソウ Chimaphila japonica Miq. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

628 種子植物 ツツジ科 ミヤマホツツジ Elliottia bracteata (Maxim.) Hook.f. 　　－ 絶滅寸前種 注目種

629 種子植物 ツツジ科 ホツツジ Elliottia paniculata (Siebold & Zucc.) Benth. & Hook.f. 希少種 希少種 　

630 種子植物 ツツジ科 イワナシ Epigaea asiatica Maxim. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

631 種子植物 ツツジ科 ハナヒリノキ Eubotryoides grayana (Maxim.) H.Hara var. grayana 希少種 希少種 　

632 種子植物 ツツジ科 シャクジョウソウ Monotropa hypopithys L. 　　－ 絶滅危惧種 　

633 種子植物 ツツジ科
ギンリョウソウモドキ
（アキノギンリョウソウ）

Monotropa uniflora L. 希少種 希少種 　

634 種子植物 ツツジ科 ツガザクラ Phyllodoce nipponica Makino subsp. nipponica 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

635 種子植物 ツツジ科 イチヤクソウ Pyrola japonica Klenze ex Alefeld 希少種 希少種 　

636 種子植物 ツツジ科 マルバノイチヤクソウ Pyrola nephrophylla (Andres) Andres 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

637 種子植物 ツツジ科 ユキグニミツバツツジ
Rhododendron lagopus Nakai var. niphophilum (T.Yamaz.) 
T.Yamaz.

　　－ 情報不足種 　

638 種子植物 ツツジ科 コヨウラクツツジ Rhododendron pentandrum (Maxim.) Craven 希少種 希少種 　
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

670 種子植物 ムラサキ科 サワルリソウ Ancistrocarya japonica Maxim. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

671 種子植物 ムラサキ科 ムラサキ Lithospermum erythrorhizon Siebold & Zucc. 絶滅種 絶滅種 　

672 種子植物 ムラサキ科 ホタルカズラ Lithospermum zollingeri A.DC. 　　－ 希少種 　

673 種子植物 ヒルガオ科 アオイゴケ Dichondra micrantha Urb. 　　－ 希少種 　

674 種子植物 ナス科 ヤマホオズキ Physaliastrum chamaesarachoides (Makino) Makino 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

675 種子植物 ナス科 イガホオズキ Physaliastrum echinatum (Yatabe) Makino 　　－ 希少種 　

676 種子植物 ナス科 アオホオズキ Physaliastrum japonicum (Franch. & Sav.) Honda 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

677 種子植物 ナス科 ヤマホロシ Solanum japonense Nakai var. japonense 希少種 希少種 　

678 種子植物 モクセイ科 ヤマトアオダモ Fraxinus longicuspis Siebold & Zucc. var. longicuspis 　　－ 希少種 　

679 種子植物 モクセイ科 ハシドイ Syringa reticulata (Blume) H.Hara var. reticulata 絶滅危惧種 絶滅寸前種 注目種

680 種子植物 イワタバコ科 シシンラン Lysionotus pauciflorus Maxim. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

681 種子植物 イワタバコ科 イワギリソウ Opithandra primuloides (Miq.) B.L.Burtt 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

682 種子植物 オオバコ科 マルバノサワトウガラシ Deinostema adenocaulum (Maxim.) T.Yamaz. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

683 種子植物 オオバコ科 アブノメ Dopatrium junceum (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

684 種子植物 オオバコ科 シソクサ
Limnophila chinensis (Osbeck) Merr. subsp. aromatica 
(Lam.) T.Yamaz.

絶滅危惧種 絶滅寸前種 　

685 種子植物 オオバコ科 キタミソウ Limosella aquatica L. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

686 種子植物 オオバコ科 ヒヨクソウ Veronica laxa Benth. 希少種 希少種 　

687 種子植物 オオバコ科 クワガタソウ Veronica miqueliana Nakai 希少種 希少種 　

688 種子植物 オオバコ科 イヌノフグリ Veronica polita Fr. subsp. lilacina (T.Yamaz.) T.Yamaz. 希少種 絶滅危惧種 　

689 種子植物 オオバコ科 カワヂシャ Veronica undulata Wall. 希少種 希少種 　

690 種子植物 オオバコ科 ナンゴククガイソウ
Veronicastrum japonicum (Nakai) T.Yamaz. var. australe 
(T.Yamaz.) T.Yamaz.

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

691 種子植物 オオバコ科 クガイソウ Veronicastrum japonicum (Nakai) T.Yamaz. var. japonicum 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

692 種子植物 ゴマノハグサ科 オオヒナノウスツボ Scrophularia kakudensis Franch. 絶滅寸前種 絶滅危惧種 　

693 種子植物 アゼナ科 シソバウリクサ Lindernia setulosa (Maxim.) Tuyama ex H.Hara 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

694 種子植物 シソ科 カワミドリ Agastache rugosa (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

695 種子植物 シソ科 オウギカズラ Ajuga japonica Miq. 希少種 希少種 　

696 種子植物 シソ科 ニシキゴロモ Ajuga yesoensis Maxim. ex Franch. & Sav. 希少種 希少種 　

697 種子植物 シソ科 コムラサキ Callicarpa dichotoma (Lour.) K.Koch 情報不足種 情報不足種 　

698 種子植物 シソ科 タニジャコウソウ Chelonopsis longipes Makino 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

699 種子植物 シソ科 ジャコウソウ Chelonopsis moschata Miq. 希少種 絶滅危惧種 　

700 種子植物 シソ科 コケトウバナ
Clinopodium multicaule (Maxim.) Kuntze var. yakusimense 
(Masam.) Yahara

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

701 種子植物 シソ科 ミヤマヒキオコシ Isodon shikokianus (Makino) H.Hara var. shikokianus 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　
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大切にしたい奈良県の野生動植物

No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

702 種子植物 シソ科 メハジキ Leonurus japonicus Houtt. 希少種 希少種 　

703 種子植物 シソ科 キセワタ Leonurus macranthus Maxim. 　　－ 絶滅寸前種 　

704 種子植物 シソ科
マネキグサ（ヤマキセ
ワタ）

Loxocalyx ambiguus (Makino) Makino 希少種 希少種 　

705 種子植物 シソ科 シロネ Lycopus lucidus Turcz. ex Benth. 　　－ 情報不足種 　

706 種子植物 シソ科 エゾシロネ Lycopus uniflorus Michx. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

707 種子植物 シソ科 ラショウモンカズラ Meehania urticifolia (Miq.) Makino 希少種 希少種 　

708 種子植物 シソ科 ヤマジソ Mosla japonica (Benth. ex Oliv.) Maxim. var. japonica 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

709 種子植物 シソ科 スズコウジュ Perillula reptans Maxim. 　　－ 絶滅寸前種 　

710 種子植物 シソ科 ナツノタムラソウ
Salvia lutescens (Koidz.) Koidz. var. intermedia (Makino) 
Murata

絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

711 種子植物 シソ科 ウスギナツノタムラソウ Salvia lutescens (Koidz.) Koidz. var. lutescens 絶滅危惧種 絶滅寸前種 注目種

712 種子植物 シソ科
ミゾコウジュ（ユキミ
ソウ）

Salvia plebeia R.Br. 希少種 絶滅危惧種 　

713 種子植物 シソ科 ハルノタムラソウ Salvia ranzaniana Makino 希少種 希少種 　

714 種子植物 シソ科 ヒメナミキ Scutellaria dependens Maxim. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

715 種子植物 シソ科 ヤマタツナミソウ
Scutellaria pekinensis Maxim. var. transitra (Makino) 
H.Hara

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

716 種子植物 シソ科 ミヤマナミキ Scutellaria shikokiana Makino var. shikokiana 希少種 希少種 　

717 種子植物 シソ科 イヌゴマ Stachys riederi Cham. var. hispidula (Regel) H.Hara 希少種 希少種 　

718 種子植物 シソ科 カリガネソウ Tripora divaricata (Maxim.) P.D.Cantino 　　－ 希少種 　

719 種子植物 シソ科 ハマゴウ Vitex rotundifolia L.f. var. rotundifolia 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

720 種子植物 ハマウツボ科 オオナンバンギセル Aeginetia sinensis G.Beck 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

721 種子植物 ハマウツボ科 マツラコゴメグサ
Euphrasia insignis Wettst. subsp. insignis var. pubigera 
(Koidz.) Murata

絶滅種 絶滅種 　

722 種子植物 ハマウツボ科 ケヤマウツボ
Lathraea japonica Miq. var. miqueliana (Franch. & Sav.) 
Ohwi

絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

723 種子植物 ハマウツボ科
クチナシグサ（カガリ
ビソウ）

Monochasma sheareri (S.Moore) Maxim. 希少種 希少種 　

724 種子植物 ハマウツボ科 シオガマギク
Pedicularis resupinata L. subsp. oppositifolia (Miq.) 
T.Yamaz.

絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

725 種子植物 ハマウツボ科 キヨスミウツボ Phacellanthus tubiflorus Siebold & Zucc. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

726 種子植物 ハマウツボ科 コシオガマ Phtheirospermum japonicum (Thunb.) Kanitz 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

727 種子植物 ハマウツボ科 ヒキヨモギ Siphonostegia chinensis Benth. ex Hook. & Arn. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

728 種子植物 ハマウツボ科 オオヒキヨモギ Siphonostegia laeta S.Moore 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

729 種子植物 タヌキモ科 ノタヌキモ Utricularia aurea Lour. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

730 種子植物 タヌキモ科 イヌタヌキモ Utricularia australis R.Br. 　　－ 希少種 　

731 種子植物 タヌキモ科 ミミカキグサ Utricularia bifida L. 希少種 希少種 　

732 種子植物 タヌキモ科 ホザキノミミカキグサ Utricularia caerulea L. 希少種 希少種 　

733 種子植物 タヌキモ科 フサタヌキモ Utricularia dimorphantha Makino 絶滅種 絶滅種 　
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
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備考

670 種子植物 ムラサキ科 サワルリソウ Ancistrocarya japonica Maxim. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

671 種子植物 ムラサキ科 ムラサキ Lithospermum erythrorhizon Siebold & Zucc. 絶滅種 絶滅種 　

672 種子植物 ムラサキ科 ホタルカズラ Lithospermum zollingeri A.DC. 　　－ 希少種 　

673 種子植物 ヒルガオ科 アオイゴケ Dichondra micrantha Urb. 　　－ 希少種 　

674 種子植物 ナス科 ヤマホオズキ Physaliastrum chamaesarachoides (Makino) Makino 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

675 種子植物 ナス科 イガホオズキ Physaliastrum echinatum (Yatabe) Makino 　　－ 希少種 　

676 種子植物 ナス科 アオホオズキ Physaliastrum japonicum (Franch. & Sav.) Honda 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

677 種子植物 ナス科 ヤマホロシ Solanum japonense Nakai var. japonense 希少種 希少種 　

678 種子植物 モクセイ科 ヤマトアオダモ Fraxinus longicuspis Siebold & Zucc. var. longicuspis 　　－ 希少種 　

679 種子植物 モクセイ科 ハシドイ Syringa reticulata (Blume) H.Hara var. reticulata 絶滅危惧種 絶滅寸前種 注目種

680 種子植物 イワタバコ科 シシンラン Lysionotus pauciflorus Maxim. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

681 種子植物 イワタバコ科 イワギリソウ Opithandra primuloides (Miq.) B.L.Burtt 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

682 種子植物 オオバコ科 マルバノサワトウガラシ Deinostema adenocaulum (Maxim.) T.Yamaz. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

683 種子植物 オオバコ科 アブノメ Dopatrium junceum (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

684 種子植物 オオバコ科 シソクサ
Limnophila chinensis (Osbeck) Merr. subsp. aromatica 
(Lam.) T.Yamaz.

絶滅危惧種 絶滅寸前種 　

685 種子植物 オオバコ科 キタミソウ Limosella aquatica L. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

686 種子植物 オオバコ科 ヒヨクソウ Veronica laxa Benth. 希少種 希少種 　

687 種子植物 オオバコ科 クワガタソウ Veronica miqueliana Nakai 希少種 希少種 　

688 種子植物 オオバコ科 イヌノフグリ Veronica polita Fr. subsp. lilacina (T.Yamaz.) T.Yamaz. 希少種 絶滅危惧種 　

689 種子植物 オオバコ科 カワヂシャ Veronica undulata Wall. 希少種 希少種 　

690 種子植物 オオバコ科 ナンゴククガイソウ
Veronicastrum japonicum (Nakai) T.Yamaz. var. australe 
(T.Yamaz.) T.Yamaz.

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

691 種子植物 オオバコ科 クガイソウ Veronicastrum japonicum (Nakai) T.Yamaz. var. japonicum 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

692 種子植物 ゴマノハグサ科 オオヒナノウスツボ Scrophularia kakudensis Franch. 絶滅寸前種 絶滅危惧種 　

693 種子植物 アゼナ科 シソバウリクサ Lindernia setulosa (Maxim.) Tuyama ex H.Hara 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

694 種子植物 シソ科 カワミドリ Agastache rugosa (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

695 種子植物 シソ科 オウギカズラ Ajuga japonica Miq. 希少種 希少種 　

696 種子植物 シソ科 ニシキゴロモ Ajuga yesoensis Maxim. ex Franch. & Sav. 希少種 希少種 　

697 種子植物 シソ科 コムラサキ Callicarpa dichotoma (Lour.) K.Koch 情報不足種 情報不足種 　

698 種子植物 シソ科 タニジャコウソウ Chelonopsis longipes Makino 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

699 種子植物 シソ科 ジャコウソウ Chelonopsis moschata Miq. 希少種 絶滅危惧種 　

700 種子植物 シソ科 コケトウバナ
Clinopodium multicaule (Maxim.) Kuntze var. yakusimense 
(Masam.) Yahara

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

701 種子植物 シソ科 ミヤマヒキオコシ Isodon shikokianus (Makino) H.Hara var. shikokianus 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　
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大切にしたい奈良県の野生動植物

No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

734 種子植物 タヌキモ科
ミカワタヌキモ（イト
タヌキモ）

Utricularia exoleta R.Br. 絶滅寸前種 絶滅種 　

735 種子植物 タヌキモ科 ヒメタヌキモ Utricularia minor L. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

736 種子植物 タヌキモ科 ムラサキミミカキグサ Utricularia uliginosa Vahl 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

737 種子植物 タヌキモ科 タヌキモ Utricularia × japonica Makino 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

738 種子植物 キツネノマゴ科 スズムシバナ Strobilanthes oligantha Miq. 　　－ 絶滅寸前種 　

739 種子植物 クマツヅラ科 クマツヅラ Verbena officinalis L. 　　－ 情報不足種 　

740 種子植物 モチノキ科 ミヤマウメモドキ Ilex nipponica Makino 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

741 種子植物 モチノキ科 ホソバツルツゲ Ilex rugosa F.Schmidt var. stenophylla (Koidz.) Sugim. 絶滅寸前種 絶滅危惧種 　

742 種子植物 キキョウ科
ヒメシャジン（ミヤマ
シャジン）

Adenophora nikoensis Franch. & Sav. var. nikoensis 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

743 種子植物 キキョウ科 ソバナ Adenophora remotiflora (Siebold & Zucc.) Miq. 希少種 希少種 　

744 種子植物 キキョウ科 シデシャジン Asyneuma japonicum (Miq.) Briq. 情報不足種 情報不足種 　

745 種子植物 キキョウ科 ヤマホタルブクロ Campanula punctata Lam. var. hondoensis (Kitam.) Ohwi 希少種 希少種 注目種

746 種子植物 キキョウ科 ツルギキョウ
Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. & Thomson subsp. 
japonica (Makino) Lammers

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

747 種子植物 キキョウ科 サワギキョウ Lobelia sessilifolia Lamb. 絶滅危惧種 希少種 　

748 種子植物 キキョウ科 キキョウ Platycodon grandiflorus (Jacq.) A.DC. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

749 種子植物 ミツガシワ科 ヒメシロアサザ Nymphoides coreana (H.Lév.) H.Hara 絶滅種 絶滅種 　

750 種子植物 ミツガシワ科 ガガブタ Nymphoides indica (L.) Kuntze 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

751 種子植物 ミツガシワ科 アサザ Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

752 種子植物 キク科 ノコギリソウ Achillea alpina L. var. longiligulata H.Hara 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

753 種子植物 キク科 ヌマダイコン Adenostemma lavenia (L.) Kuntze var. lavenia 希少種 絶滅危惧種 　

754 種子植物 キク科 オカダイコン Adenostemma madurense A.DC. 　　－ 希少種 　

755 種子植物 キク科 モミジハグマ Ainsliaea acerifolia Sch.Bip. var. acerifolia 希少種 希少種 　

756 種子植物 キク科 テイショウソウ Ainsliaea cordifolia Franch. & Sav. var. cordifolia 希少種 希少種 　

757 種子植物 キク科 カワラハハコ
Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. subsp. 
yedoensis (Franch. & Sav.) Kitam.

絶滅危惧種 絶滅寸前種 　

758 種子植物 キク科 イヌヨモギ Artemisia keiskeana Miq. 　　－ 絶滅危惧種 　

759 種子植物 キク科 ヒメヨモギ Artemisia lancea Vaniot 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

760 種子植物 キク科 ヒメシオン Aster fastigiatus Fisch. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

761 種子植物 キク科 ゴマナ Aster glehnii F.Schmidt var. hondoensis Kitam. 　　－ 絶滅寸前種 　

762 種子植物 キク科
ヤマジノギク（アレノ
ノギク）

Aster hispidus Thunb. var. hispidus 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　
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大切にしたい奈良県の野生動植物

No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

763 種子植物 キク科 コモノギク（タマギク） Aster komonoensis Makino 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

764 種子植物 キク科 サワシロギク Aster rugulosus Maxim. var. rugulosus 希少種 希少種 　

765 種子植物 キク科
ホソバノギク（キシュ
ウギク）

Aster sohayakiensis Koidz. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

766 種子植物 キク科 オケラ Atractylodes ovata (Thunb.) DC. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

767 種子植物 キク科 タウコギ Bidens tripartita L. var. tripartita 　　－ 希少種 　

768 種子植物 キク科
コバナガンクビソウ（バ
ンジンガンクビソウ）

Carpesium faberi C.Winkl. 希少種 希少種 　

769 種子植物 キク科
キクタニギク（アワコ
ガネギク）

Chrysanthemum lavandulifolium (Fisch. ex Trautv.) Makino 　　－ 希少種 　

770 種子植物 キク科 イワギク
Chrysanthemum zawadzkii Herbich subsp. naktongense 
(Nakai) Y.N.Lee var. dissectum (Y.Ling) Kitag.

絶滅寸前種 絶滅種 　

771 種子植物 キク科 ヒッツキアザミ Cirsium congestissimum Kitam. 希少種 希少種 　

772 種子植物 キク科 モリアザミ Cirsium dipsacolepis (Maxim.) Matsum. var. dipsacolepis 絶滅種 絶滅種 　

773 種子植物 キク科 ギョウジャアザミ Cirsium gyojanum Kitam. 　　－ 希少種 　

774 種子植物 キク科 ニセツクシアザミ Cirsium pseudosuffultum Kadota 絶滅寸前種 絶滅危惧種
奈良県特定希少野
生動植物　注目種

775 種子植物 キク科
クサノオウバノギク
（クサノオウバノヤク
シソウ）

Crepidiastrum chelidoniifolium (Makino) Pak & Kawano 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

776 種子植物 キク科 イズハハコ（ワタナ） Eschenbachia japonica (Thunb.) Koster 絶滅危惧種 絶滅寸前種 　

777 種子植物 キク科 ヨツバヒヨドリ Eupatorium glehnii F.Schmidt ex Trautv. 　　－ 絶滅危惧種 　

778 種子植物 キク科 フジバカマ Eupatorium japonicum Thunb. 絶滅種 絶滅種 　

779 種子植物 キク科 ヤナギタンポポ Hieracium umbellatum L. 　　－ 絶滅種 　

780 種子植物 キク科 オグルマ Inula britannica L. subsp. japonica (Thunb.) Kitam. 絶滅危惧種 希少種 　

781 種子植物 キク科 ホソバオグルマ Inula linariifolia Turcz. 　　－ 絶滅寸前種 　

782 種子植物 キク科 カセンソウ Inula salicina L. var. asiatica Kitam. 絶滅種 絶滅種 　

783 種子植物 キク科 ホソバニガナ Ixeridium beauverdianum (H.Lév.) Spring. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

784 種子植物 キク科 ドロニガナ
Ixeridium dentatum (Thunb.) Tzvelev subsp. kitayamense 
(Murata) Pak & Kawano

絶滅危惧種 希少種 　

785 種子植物 キク科 タカサゴソウ
Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai subsp. strigosa (H.Lév. & 
Vaniot) Kitam.

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

786 種子植物 キク科 コウスユキソウ
Leontopodium japonicum Miq. var. spathulatum (Kitam.) 
Murata

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

787 種子植物 キク科 オタカラコウ Ligularia fischeri (Ledeb.) Turcz. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

788 種子植物 キク科 ハンカイソウ Ligularia japonica (Thunb.) Less. 　　－ 絶滅寸前種 　

789 種子植物 キク科 メタカラコウ Ligularia stenocephala (Maxim.) Matsum. & Koidz. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

790 種子植物 キク科
オオモミジガサ（トサ
ノモミジガサ）

Miricacalia makinoana (Yatabe) Kitam. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

791 種子植物 キク科 フクオウソウ Nabalus acerifolius Maxim. 希少種 希少種 　

792 種子植物 キク科 カニコウモリ
Parasenecio adenostyloides (Franch. & Sav. ex Maxim.) 
H.Koyama

絶滅寸前種 絶滅危惧種 　
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

734 種子植物 タヌキモ科
ミカワタヌキモ（イト
タヌキモ）

Utricularia exoleta R.Br. 絶滅寸前種 絶滅種 　

735 種子植物 タヌキモ科 ヒメタヌキモ Utricularia minor L. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

736 種子植物 タヌキモ科 ムラサキミミカキグサ Utricularia uliginosa Vahl 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

737 種子植物 タヌキモ科 タヌキモ Utricularia × japonica Makino 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

738 種子植物 キツネノマゴ科 スズムシバナ Strobilanthes oligantha Miq. 　　－ 絶滅寸前種 　

739 種子植物 クマツヅラ科 クマツヅラ Verbena officinalis L. 　　－ 情報不足種 　

740 種子植物 モチノキ科 ミヤマウメモドキ Ilex nipponica Makino 絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

741 種子植物 モチノキ科 ホソバツルツゲ Ilex rugosa F.Schmidt var. stenophylla (Koidz.) Sugim. 絶滅寸前種 絶滅危惧種 　

742 種子植物 キキョウ科
ヒメシャジン（ミヤマ
シャジン）

Adenophora nikoensis Franch. & Sav. var. nikoensis 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

743 種子植物 キキョウ科 ソバナ Adenophora remotiflora (Siebold & Zucc.) Miq. 希少種 希少種 　

744 種子植物 キキョウ科 シデシャジン Asyneuma japonicum (Miq.) Briq. 情報不足種 情報不足種 　

745 種子植物 キキョウ科 ヤマホタルブクロ Campanula punctata Lam. var. hondoensis (Kitam.) Ohwi 希少種 希少種 注目種

746 種子植物 キキョウ科 ツルギキョウ
Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. & Thomson subsp. 
japonica (Makino) Lammers

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

747 種子植物 キキョウ科 サワギキョウ Lobelia sessilifolia Lamb. 絶滅危惧種 希少種 　

748 種子植物 キキョウ科 キキョウ Platycodon grandiflorus (Jacq.) A.DC. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

749 種子植物 ミツガシワ科 ヒメシロアサザ Nymphoides coreana (H.Lév.) H.Hara 絶滅種 絶滅種 　

750 種子植物 ミツガシワ科 ガガブタ Nymphoides indica (L.) Kuntze 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

751 種子植物 ミツガシワ科 アサザ Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

752 種子植物 キク科 ノコギリソウ Achillea alpina L. var. longiligulata H.Hara 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

753 種子植物 キク科 ヌマダイコン Adenostemma lavenia (L.) Kuntze var. lavenia 希少種 絶滅危惧種 　

754 種子植物 キク科 オカダイコン Adenostemma madurense A.DC. 　　－ 希少種 　

755 種子植物 キク科 モミジハグマ Ainsliaea acerifolia Sch.Bip. var. acerifolia 希少種 希少種 　

756 種子植物 キク科 テイショウソウ Ainsliaea cordifolia Franch. & Sav. var. cordifolia 希少種 希少種 　

757 種子植物 キク科 カワラハハコ
Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. subsp. 
yedoensis (Franch. & Sav.) Kitam.

絶滅危惧種 絶滅寸前種 　

758 種子植物 キク科 イヌヨモギ Artemisia keiskeana Miq. 　　－ 絶滅危惧種 　

759 種子植物 キク科 ヒメヨモギ Artemisia lancea Vaniot 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

760 種子植物 キク科 ヒメシオン Aster fastigiatus Fisch. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

761 種子植物 キク科 ゴマナ Aster glehnii F.Schmidt var. hondoensis Kitam. 　　－ 絶滅寸前種 　

762 種子植物 キク科
ヤマジノギク（アレノ
ノギク）

Aster hispidus Thunb. var. hispidus 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　
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大切にしたい奈良県の野生動植物

No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

821 種子植物 ウコギ科 ウラジロウコギ Eleutherococcus hypoleucus (Makino) Nakai 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

822 種子植物 ウコギ科 オカウコギ
Eleutherococcus spinosus (L.f.) S.Y.Hu var. japonicus 
(Franch. & Sav.) H.Ohba

絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

823 種子植物 ウコギ科 ウラゲウコギ
Eleutherococcus spinosus (L.f.) S.Y.Hu var. nikaianus 
(Koidz. ex Nakai) H.Ohba

絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

824 種子植物 ウコギ科 ミヤマウコギ Eleutherococcus trichodon (Franch. & Sav.) H.Ohashi 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

825 種子植物 ウコギ科 ハリブキ Oplopanax japonicus (Nakai) Nakai var. japonicus 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

826 種子植物 セリ科 ミヤマトウキ
Angelica acutiloba (Siebold & Zucc.) Kitag. subsp. 
iwatensis (Kitag.) Kitag.

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

827 種子植物 セリ科 ヒメノダケ
Angelica cartilaginomarginata (Makino ex Y.Yabe) Nakai 
var. cartilaginomarginata

希少種 希少種 　

828 種子植物 セリ科 ハナビゼリ Angelica inaequalis Maxim. 希少種 絶滅危惧種 　

829 種子植物 セリ科 イヌトウキ Angelica shikokiana Makino ex Y.Yabe 　　－ 希少種 　

830 種子植物 セリ科 カワゼンゴ Angelica tenuisecta (Makino) Makino 絶滅寸前種 絶滅寸前種
奈良県特定希少野
生動植物

831 種子植物 セリ科 ホタルサイコ
Bupleurum longiradiatum Turcz. var. elatius (Koso-Pol.) 
Kitag.

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

832 種子植物 セリ科 ミシマサイコ Bupleurum stenophyllum (Nakai) Kitag. var. stenophyllum 絶滅種 絶滅種 　

833 種子植物 セリ科 ヒナセントウソウ
Chamaele decumbens (Thunb.) Makino var. gracillima 
H.Wolff

希少種 希少種 　

834 種子植物 セリ科 ドクゼリ Cicuta virosa L. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

835 種子植物 セリ科 オオハナウド Heracleum lanatum Michx. subsp. lanatum 絶滅寸前種 情報不足種 　

836 種子植物 セリ科 イブキボウフウ
Libanotis  ugoensis (Koidz.)  Kitag.  var.  japonica 
(H.Boissieu) T.Yamaz.

絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

837 種子植物 セリ科 ヤマゼリ Ostericum sieboldii (Miq.) Nakai 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

838 種子植物 セリ科
カワラボウフウ（シラ
カワボウフウ・ヤマニ
ンジン）

Peucedanum terebinthaceum (Fisch. ex Trevir.) Fisch. ex 
Turcz.

絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

839 種子植物 セリ科 カノツメソウ（ダケゼリ） Spuriopimpinella calycina (Maxim.) Kitag. 絶滅危惧種 絶滅寸前種 　
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

793 種子植物 キク科 モミジガサ
Parasenecio delphiniifolius (Siebold & Zucc.) H.Koyama 
var. delphiniifolius

　　－ 希少種 　

794 種子植物 キク科 ウスゲタマブキ
Parasenecio farfarifolius (Siebold & Zucc.) H.Koyama var. 
farfarifolius

絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

795 種子植物 キク科 コウモリソウ
Parasenecio maximowiczianus (Nakai & F.Maek. ex 
H.Hara) H.Koyama var. maximowiczianus

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

796 種子植物 キク科
テバコモミジガサ（テ
バコモミジソウ）

Parasenecio tebakoensis (Makino) H.Koyama 　　－ 希少種 　

797 種子植物 キク科 ニシノヤマタイミンガサ
Parasenecio yatabei (Matsum. & Koidz.) H.Koyama var. 
occidentalis (F. Maek. ex Kitam.) H.Koyama

絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

798 種子植物 キク科 クルマバハグマ Pertya rigidula (Miq.) Makino 　　－ 情報不足種 　

799 種子植物 キク科 アキノハハコグサ Pseudognaphalium hypoleucum (DC.) Hilliard & B.L.Burtt 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

800 種子植物 キク科 ホクチアザミ Saussurea gracilis Maxim. 絶滅種 絶滅種 　

801 種子植物 キク科 ミヤコアザミ Saussurea maximowiczii Herder var. maximowiczii 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

802 種子植物 キク科 オオダイトウヒレン Saussurea nipponica Miq. subsp. nipponica var. nipponica 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

803 種子植物 キク科 ミヤマトウヒレン Saussurea pennata Koidz. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

804 種子植物 キク科 ヒメヒゴタイ Saussurea pulchella (Fisch.) Fisch. 絶滅寸前種 絶滅種 　

805 種子植物 キク科 キクアザミ Saussurea ussuriensis Maxim. var. ussuriensis 絶滅寸前種 絶滅種 　

806 種子植物 キク科 アオヤギバナ Solidago yokusaiana Makino 　　－ 絶滅寸前種 　

807 種子植物 キク科 ヤブレガサ Syneilesis palmata (Thunb.) Maxim. 　　－ 希少種 　

808 種子植物 キク科 ハバヤマボクチ Synurus excelsus (Makino) Kitam. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

809 種子植物 キク科 ヤマザトタンポポ Taraxacum arakii Kitam. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

810 種子植物 キク科 オカオグルマ
Tephroseris integrifolia (L.) Holub subsp. kirilowii (Turcz. 
ex DC.) B.Nord.

絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

811 種子植物 レンプクソウ科 レンプクソウ Adoxa moschatellina L. var. moschatellina 　　－ 絶滅寸前種 　

812 種子植物 レンプクソウ科 ゴマキ（ゴマギ） Viburnum sieboldii Miq. var. sieboldii 希少種 希少種 　

813 種子植物 スイカズラ科 ナベナ Dipsacus japonicus Miq. 希少種 希少種 　

814 種子植物 スイカズラ科 ウスバヒョウタンボク Lonicera cerasina Maxim. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

815 種子植物 スイカズラ科 キンキヒョウタンボク
Lonicera ramosissima Franch. & Sav. ex Maxim. var. 
kinkiensis (Koidz.) Ohwi

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

816 種子植物 スイカズラ科 キンレイカ Patrinia triloba (Miq.) Miq. var. palmata (Maxim.) H.Hara 希少種 希少種 　

817 種子植物 スイカズラ科 マツムシソウ Scabiosa japonica Miq. var. japonica 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

818 種子植物 スイカズラ科 カノコソウ Valeriana fauriei Briq. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

819 種子植物 スイカズラ科 イワツクバネウツギ Zabelia integrifolia (Koidz.) Makino ex Ikuse & S.Kuros. 絶滅危惧種 絶滅寸前種 注目種

820 種子植物 ウコギ科
ケヤマウコギ（オニウ
コギ）

Eleutherococcus divaricatus (Siebold & Zucc.) S.Y.Hu 希少種 希少種 　
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

821 種子植物 ウコギ科 ウラジロウコギ Eleutherococcus hypoleucus (Makino) Nakai 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

822 種子植物 ウコギ科 オカウコギ
Eleutherococcus spinosus (L.f.) S.Y.Hu var. japonicus 
(Franch. & Sav.) H.Ohba

絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

823 種子植物 ウコギ科 ウラゲウコギ
Eleutherococcus spinosus (L.f.) S.Y.Hu var. nikaianus 
(Koidz. ex Nakai) H.Ohba

絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

824 種子植物 ウコギ科 ミヤマウコギ Eleutherococcus trichodon (Franch. & Sav.) H.Ohashi 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

825 種子植物 ウコギ科 ハリブキ Oplopanax japonicus (Nakai) Nakai var. japonicus 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

826 種子植物 セリ科 ミヤマトウキ
Angelica acutiloba (Siebold & Zucc.) Kitag. subsp. 
iwatensis (Kitag.) Kitag.

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

827 種子植物 セリ科 ヒメノダケ
Angelica cartilaginomarginata (Makino ex Y.Yabe) Nakai 
var. cartilaginomarginata

希少種 希少種 　

828 種子植物 セリ科 ハナビゼリ Angelica inaequalis Maxim. 希少種 絶滅危惧種 　

829 種子植物 セリ科 イヌトウキ Angelica shikokiana Makino ex Y.Yabe 　　－ 希少種 　

830 種子植物 セリ科 カワゼンゴ Angelica tenuisecta (Makino) Makino 絶滅寸前種 絶滅寸前種
奈良県特定希少野
生動植物

831 種子植物 セリ科 ホタルサイコ
Bupleurum longiradiatum Turcz. var. elatius (Koso-Pol.) 
Kitag.

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

832 種子植物 セリ科 ミシマサイコ Bupleurum stenophyllum (Nakai) Kitag. var. stenophyllum 絶滅種 絶滅種 　

833 種子植物 セリ科 ヒナセントウソウ
Chamaele decumbens (Thunb.) Makino var. gracillima 
H.Wolff

希少種 希少種 　

834 種子植物 セリ科 ドクゼリ Cicuta virosa L. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

835 種子植物 セリ科 オオハナウド Heracleum lanatum Michx. subsp. lanatum 絶滅寸前種 情報不足種 　

836 種子植物 セリ科 イブキボウフウ
Libanotis  ugoensis (Koidz.)  Kitag.  var.  japonica 
(H.Boissieu) T.Yamaz.

絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

837 種子植物 セリ科 ヤマゼリ Ostericum sieboldii (Miq.) Nakai 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

838 種子植物 セリ科
カワラボウフウ（シラ
カワボウフウ・ヤマニ
ンジン）

Peucedanum terebinthaceum (Fisch. ex Trevir.) Fisch. ex 
Turcz.

絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

839 種子植物 セリ科 カノツメソウ（ダケゼリ） Spuriopimpinella calycina (Maxim.) Kitag. 絶滅危惧種 絶滅寸前種 　
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

793 種子植物 キク科 モミジガサ
Parasenecio delphiniifolius (Siebold & Zucc.) H.Koyama 
var. delphiniifolius

　　－ 希少種 　

794 種子植物 キク科 ウスゲタマブキ
Parasenecio farfarifolius (Siebold & Zucc.) H.Koyama var. 
farfarifolius

絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

795 種子植物 キク科 コウモリソウ
Parasenecio maximowiczianus (Nakai & F.Maek. ex 
H.Hara) H.Koyama var. maximowiczianus

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

796 種子植物 キク科
テバコモミジガサ（テ
バコモミジソウ）

Parasenecio tebakoensis (Makino) H.Koyama 　　－ 希少種 　

797 種子植物 キク科 ニシノヤマタイミンガサ
Parasenecio yatabei (Matsum. & Koidz.) H.Koyama var. 
occidentalis (F. Maek. ex Kitam.) H.Koyama

絶滅寸前種 絶滅寸前種 注目種

798 種子植物 キク科 クルマバハグマ Pertya rigidula (Miq.) Makino 　　－ 情報不足種 　

799 種子植物 キク科 アキノハハコグサ Pseudognaphalium hypoleucum (DC.) Hilliard & B.L.Burtt 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

800 種子植物 キク科 ホクチアザミ Saussurea gracilis Maxim. 絶滅種 絶滅種 　

801 種子植物 キク科 ミヤコアザミ Saussurea maximowiczii Herder var. maximowiczii 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

802 種子植物 キク科 オオダイトウヒレン Saussurea nipponica Miq. subsp. nipponica var. nipponica 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

803 種子植物 キク科 ミヤマトウヒレン Saussurea pennata Koidz. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

804 種子植物 キク科 ヒメヒゴタイ Saussurea pulchella (Fisch.) Fisch. 絶滅寸前種 絶滅種 　

805 種子植物 キク科 キクアザミ Saussurea ussuriensis Maxim. var. ussuriensis 絶滅寸前種 絶滅種 　

806 種子植物 キク科 アオヤギバナ Solidago yokusaiana Makino 　　－ 絶滅寸前種 　

807 種子植物 キク科 ヤブレガサ Syneilesis palmata (Thunb.) Maxim. 　　－ 希少種 　

808 種子植物 キク科 ハバヤマボクチ Synurus excelsus (Makino) Kitam. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

809 種子植物 キク科 ヤマザトタンポポ Taraxacum arakii Kitam. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

810 種子植物 キク科 オカオグルマ
Tephroseris integrifolia (L.) Holub subsp. kirilowii (Turcz. 
ex DC.) B.Nord.

絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

811 種子植物 レンプクソウ科 レンプクソウ Adoxa moschatellina L. var. moschatellina 　　－ 絶滅寸前種 　

812 種子植物 レンプクソウ科 ゴマキ（ゴマギ） Viburnum sieboldii Miq. var. sieboldii 希少種 希少種 　

813 種子植物 スイカズラ科 ナベナ Dipsacus japonicus Miq. 希少種 希少種 　

814 種子植物 スイカズラ科 ウスバヒョウタンボク Lonicera cerasina Maxim. 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

815 種子植物 スイカズラ科 キンキヒョウタンボク
Lonicera ramosissima Franch. & Sav. ex Maxim. var. 
kinkiensis (Koidz.) Ohwi

絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

816 種子植物 スイカズラ科 キンレイカ Patrinia triloba (Miq.) Miq. var. palmata (Maxim.) H.Hara 希少種 希少種 　

817 種子植物 スイカズラ科 マツムシソウ Scabiosa japonica Miq. var. japonica 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

818 種子植物 スイカズラ科 カノコソウ Valeriana fauriei Briq. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

819 種子植物 スイカズラ科 イワツクバネウツギ Zabelia integrifolia (Koidz.) Makino ex Ikuse & S.Kuros. 絶滅危惧種 絶滅寸前種 注目種

820 種子植物 ウコギ科
ケヤマウコギ（オニウ
コギ）

Eleutherococcus divaricatus (Siebold & Zucc.) S.Y.Hu 希少種 希少種 　

71

大切にしたい奈良県の野生動植物2016 改訂版大切にしたい奈良県の野生動植物2016 改訂版



73

大切にしたい奈良県の野生動植物

No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

29 苔類 クサリゴケ科 ヨシナガクロウロコゴケ Dicranolejeunea yoshinagana (S.Hatt.) Mizut.  　　－ 絶滅寸前種 　

30 苔類 クサリゴケ科 サンカクゴケ Drepanolejeunea teysmannii Steph.  　　－ 絶滅寸前種 注目種

31 苔類 クサリゴケ科 オガサワラクサリゴケ Lejeunea anisophylla Mont.  　　－ 絶滅寸前種 　

32 苔類 クサリゴケ科 コダマクサリゴケ Lejeunea kodamae Ikegami & Inoue  　　－ 絶滅寸前種 　

33 苔類 クサリゴケ科 ツジベゴヘイゴケ Tuzibeanthus chinensis (Steph.) Mizut.  　　－ 絶滅危惧種 　

34 苔類 ムチゴケ科 マエバラムチゴケ Bazzania mayebarae S.Hatt.  　　－ 希少種 　

35 苔類 ムチゴケ科 カネマルムチゴケ Bazzania ovistipula (Steph.) Abeyw.  　　－ 絶滅危惧種 注目種

36 苔類 ムチゴケ科 ヤマムチゴケ Bazzania pearsonii Steph.  　　－ 絶滅危惧種 　

37 苔類 ウロコゴケ科 スケバウロコゴケ Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort.  　　－ 希少種 　

38 苔類 ハネゴケ科 ムチハネゴケ
Chiastocaulon dendroides (Nees) Carl
 [= Plagiochila dendroides (Nees) Lindenb. ]

　　－ 絶滅寸前種 　

39 苔類 ハネゴケ科 コダマハネゴケ
Plagiochila exigua (Taylor) Taylor
  [= P. corniculata Dumort. ]

　　－ 絶滅寸前種 　

40 苔類 ハネゴケ科 チチブハネゴケ Plagiochila flexuosa Mitt.  　　－ 希少種 　

41 苔類 ハネゴケ科 トサハネゴケ Plagiochila fruticosa Mitt.  　　－ 希少種 　

42 苔類 ハネゴケ科 ミヤマハネゴケ Plagiochila hakkodensis Steph.  　　－ 希少種 　

43 苔類 ハネゴケ科 マキノハネゴケ Plagiochila nepalensis Lindenb.  　　－ 希少種 　

44 苔類 ハネゴケ科 ヒメマルバハネゴケ Plagiochila orbicularis (S.Hatt.) S.Hatt.  　　－ 希少種 　

45 苔類 ハネゴケ科 キハネゴケ Plagiochila trabeculata Steph.  　　－ 希少種 　

46 苔類 ハネゴケ科 コモチハネゴケ Xenochila integrifolia (Mitt.) Inoue  　　－ 希少種 　

47 苔類 ヤバネゴケ科 イイシバヤバネゴケ Iwatsukia jishibae (Steph.) N.Kitag.  　　－ 絶滅危惧種 　

48 苔類 コヤバネゴケ科 オオミネヤバネゴケ Cephaloziella kiaeri (Austin) Douin  　　－ 絶滅危惧種 　

49 苔類 コヤバネゴケ科 ウニヤバネゴケ Cephaloziella spinicaulis Douin  　　－ 希少種 　

50 苔類 コヤバネゴケ科 ツクシヤバネゴケ Cylindrocolea recurvifolia (Steph.) Inoue  　　－ 絶滅危惧種 　

51 苔類 ヒシャクゴケ科 タカネアミバゴケ Anastrophyllum assimile (Mitt.) Steph.  　　－ 希少種 　

52 苔類 ヒシャクゴケ科 アミバゴケ Anastrophyllum michauxii (F.Weber) H.Buch  　　－ 絶滅危惧種 　

53 苔類 ヒシャクゴケ科 コダマイチョウゴケ
Crossocalyx hellerianus (Nees ex Lindenb.) Meyl.
  [= Anastrophyllum hellerianum (Nees) R.M.Schust. ]

　　－ 絶滅寸前種 　

54 苔類 ヒシャクゴケ科 タチイチョウゴケ Lophozia ascendens (Warnst.) R.M.Schust.  　　－ 絶滅寸前種 　

55 苔類 ヒシャクゴケ科 コミゾゴケモドキ Scapania apiculata Spruce  　　－ 絶滅寸前種 　

56 苔類 ヒシャクゴケ科 キヒシャクゴケ Scapania bolanderi Austin  　　－ 絶滅寸前種 注目種

57 苔類 ヒシャクゴケ科 トゲハヒシャクゴケ Scapania hirosakiensis Steph. ex Müll.Frib.  　　－ 絶滅危惧種 　

58 苔類 ヒシャクゴケ科 カラフトヒシャクゴケ Scapania irrigua (Nees) Nees  　　－ 絶滅寸前種 　

59 苔類 ヒシャクゴケ科 ヒメミヤマヒシャクゴケ Scapania nipponica (Amakawa & S.Hatt.) Amakawa  　　－ 絶滅危惧種 注目種
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

1 苔類 ウスバゼニゴケ科
シャクシゴケ（ミドリ
シャクシゴケ）

Cavicularia densa Steph.  　　－ 絶滅危惧種 　

2 苔類 ジンガサゴケ科 ヨシナガサイハイゴケ
Asterella leptophylla (Mont.) Grolle
  [= A. yoshinagana (Horik.) Horik. ]

　　－ 絶滅寸前種 　

3 苔類 ヤワラゼニゴケ科 ヤワラゼニゴケ Monosolenium tenerum Griff.  　　－ 希少種 　

4 苔類 ウキゴケ科 ウキゴケ Riccia fluitans L.  　　－ 情報不足種 　

5 苔類 チヂレヤハズゴケ科 エゾヤハズゴケ Hattorianthus erimonus (Steph.) R.M.Schust. & Inoue  　　－ 希少種 　

6 苔類 フタマタゴケ科 コオイフタマタゴケ Metzgeria crassipilis (Lindb.) A.Evans  　　－ 絶滅危惧種 　

7 苔類 スジゴケ科 ナミガタスジゴケ Riccardia chamedryfolia (With.) Grolle  　　－ 希少種 　

8 苔類 スジゴケ科 コダマテングサゴケ Riccardia kodamae Mizut. & S.Hatt.  　　－ 絶滅寸前種 　

9 苔類 クラマゴケモドキ科 トサクラマゴケモドキ
Porella acutifolia (Lehm. & Lindenb.) Trevis. subsp. tosana 
(Steph.) S.Hatt. 

　　－ 希少種 　

10 苔類 クラマゴケモドキ科 カギクラマゴケモドキ Porella caespitans (Steph.) S.Hatt. var. nipponica S.Hatt.  　　－ 絶滅寸前種 　

11 苔類 クラマゴケモドキ科 ホソクラマゴケモドキ Porella gracillima Mitt.  　　－ 希少種 　

12 苔類 クラマゴケモドキ科 タカキクラマゴケモドキ Porella oblongifolia S.Hatt.  　　－ 絶滅危惧種 　

13 苔類 ケビラゴケ科 ヒラケビラゴケ Radula complanata (L.) Dumort.  　　－ 絶滅寸前種 　

14 苔類 ケビラゴケ科 エゾノケビラゴケ Radula obtusiloba Steph.  　　－ 希少種 　

15 苔類 ヤスデゴケ科 アオシマヤスデゴケ Frullania aoshimensis Horik.  　　－ 絶滅危惧種 注目種

16 苔類 ヤスデゴケ科 カミムラヤスデゴケ Frullania brotheri Steph.  　　－ 絶滅寸前種 　

17 苔類 ヤスデゴケ科
ヒラヤスデゴケ（マエ
バラヤスデゴケ）

Frullania inflata Gottsche  　　－ 絶滅危惧種 　

18 苔類 ヤスデゴケ科 ツルギヤスデゴケ Frullania inflexa Mitt.  　　－ 絶滅寸前種 　

19 苔類 ヤスデゴケ科
オニヤスデゴケ（ニシ
ヤマヤスデゴケ）

Frullania nepalensis (Spreng.) Lehm. & Lindenb.
  [= Frullania nishiyamensis Steph. ]

　　－ 絶滅危惧種 　

20 苔類 クサリゴケ科 ツクシクロウロコゴケ Archilejeunea kiushiana (Horik.) Verd. 　　－ 希少種 　

21 苔類 クサリゴケ科 ヒメシロクサリゴケ Cheilolejeunea japonica (Horik.) W.Ye & R.L.Zhu  　　－ 希少種 　

22 苔類 クサリゴケ科 キタガワシロクサリゴケ Cheilolejeunea kitagawae W.Ye & R.L.Zhu  　　－ 絶滅寸前種 　

23 苔類 クサリゴケ科 ヤマトクサリゴケ Cheilolejeunea nipponica (S.Hatt.) S.Hatt.  　　－ 絶滅危惧種 　

24 苔類 クサリゴケ科 オオスミクサリゴケ Cheilolejeunea osumiensis (S.Hatt.) Mizut.  　　－ 絶滅寸前種 　

25 苔類 クサリゴケ科 ケヨウジョウゴケ Cololejeunea floccosa (Lehm. & Lindenb.) Schiffn.  　　－ 絶滅危惧種 　

26 苔類 クサリゴケ科 ナカジマヒメクサリゴケ Cololejeunea nakajimae S.Hatt.  　　－ 絶滅寸前種 　

27 苔類 クサリゴケ科 ミヤジマヨウジョウゴケ Cololejeunea planissima (Mitt.) Abeyw.  　　－ 絶滅危惧種 　

28 苔類 クサリゴケ科 シコクヒメクサリゴケ Cololejeunea shikokiana (Horik.) S.Hatt.  　　－ 絶滅危惧種 注目種
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

29 苔類 クサリゴケ科 ヨシナガクロウロコゴケ Dicranolejeunea yoshinagana (S.Hatt.) Mizut.  　　－ 絶滅寸前種 　

30 苔類 クサリゴケ科 サンカクゴケ Drepanolejeunea teysmannii Steph.  　　－ 絶滅寸前種 注目種

31 苔類 クサリゴケ科 オガサワラクサリゴケ Lejeunea anisophylla Mont.  　　－ 絶滅寸前種 　

32 苔類 クサリゴケ科 コダマクサリゴケ Lejeunea kodamae Ikegami & Inoue  　　－ 絶滅寸前種 　

33 苔類 クサリゴケ科 ツジベゴヘイゴケ Tuzibeanthus chinensis (Steph.) Mizut.  　　－ 絶滅危惧種 　

34 苔類 ムチゴケ科 マエバラムチゴケ Bazzania mayebarae S.Hatt.  　　－ 希少種 　

35 苔類 ムチゴケ科 カネマルムチゴケ Bazzania ovistipula (Steph.) Abeyw.  　　－ 絶滅危惧種 注目種

36 苔類 ムチゴケ科 ヤマムチゴケ Bazzania pearsonii Steph.  　　－ 絶滅危惧種 　

37 苔類 ウロコゴケ科 スケバウロコゴケ Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort.  　　－ 希少種 　

38 苔類 ハネゴケ科 ムチハネゴケ
Chiastocaulon dendroides (Nees) Carl
 [= Plagiochila dendroides (Nees) Lindenb. ]

　　－ 絶滅寸前種 　

39 苔類 ハネゴケ科 コダマハネゴケ
Plagiochila exigua (Taylor) Taylor
  [= P. corniculata Dumort. ]

　　－ 絶滅寸前種 　

40 苔類 ハネゴケ科 チチブハネゴケ Plagiochila flexuosa Mitt.  　　－ 希少種 　

41 苔類 ハネゴケ科 トサハネゴケ Plagiochila fruticosa Mitt.  　　－ 希少種 　

42 苔類 ハネゴケ科 ミヤマハネゴケ Plagiochila hakkodensis Steph.  　　－ 希少種 　

43 苔類 ハネゴケ科 マキノハネゴケ Plagiochila nepalensis Lindenb.  　　－ 希少種 　

44 苔類 ハネゴケ科 ヒメマルバハネゴケ Plagiochila orbicularis (S.Hatt.) S.Hatt.  　　－ 希少種 　

45 苔類 ハネゴケ科 キハネゴケ Plagiochila trabeculata Steph.  　　－ 希少種 　

46 苔類 ハネゴケ科 コモチハネゴケ Xenochila integrifolia (Mitt.) Inoue  　　－ 希少種 　

47 苔類 ヤバネゴケ科 イイシバヤバネゴケ Iwatsukia jishibae (Steph.) N.Kitag.  　　－ 絶滅危惧種 　

48 苔類 コヤバネゴケ科 オオミネヤバネゴケ Cephaloziella kiaeri (Austin) Douin  　　－ 絶滅危惧種 　

49 苔類 コヤバネゴケ科 ウニヤバネゴケ Cephaloziella spinicaulis Douin  　　－ 希少種 　

50 苔類 コヤバネゴケ科 ツクシヤバネゴケ Cylindrocolea recurvifolia (Steph.) Inoue  　　－ 絶滅危惧種 　

51 苔類 ヒシャクゴケ科 タカネアミバゴケ Anastrophyllum assimile (Mitt.) Steph.  　　－ 希少種 　

52 苔類 ヒシャクゴケ科 アミバゴケ Anastrophyllum michauxii (F.Weber) H.Buch  　　－ 絶滅危惧種 　

53 苔類 ヒシャクゴケ科 コダマイチョウゴケ
Crossocalyx hellerianus (Nees ex Lindenb.) Meyl.
  [= Anastrophyllum hellerianum (Nees) R.M.Schust. ]

　　－ 絶滅寸前種 　

54 苔類 ヒシャクゴケ科 タチイチョウゴケ Lophozia ascendens (Warnst.) R.M.Schust.  　　－ 絶滅寸前種 　

55 苔類 ヒシャクゴケ科 コミゾゴケモドキ Scapania apiculata Spruce  　　－ 絶滅寸前種 　

56 苔類 ヒシャクゴケ科 キヒシャクゴケ Scapania bolanderi Austin  　　－ 絶滅寸前種 注目種

57 苔類 ヒシャクゴケ科 トゲハヒシャクゴケ Scapania hirosakiensis Steph. ex Müll.Frib.  　　－ 絶滅危惧種 　

58 苔類 ヒシャクゴケ科 カラフトヒシャクゴケ Scapania irrigua (Nees) Nees  　　－ 絶滅寸前種 　

59 苔類 ヒシャクゴケ科 ヒメミヤマヒシャクゴケ Scapania nipponica (Amakawa & S.Hatt.) Amakawa  　　－ 絶滅危惧種 注目種

72

大切にしたい奈良県の野生動植物

蘚苔類レッドリスト（希少性の観点：絶滅種～情報不足種）

No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

1 苔類 ウスバゼニゴケ科
シャクシゴケ（ミドリ
シャクシゴケ）

Cavicularia densa Steph.  　　－ 絶滅危惧種 　

2 苔類 ジンガサゴケ科 ヨシナガサイハイゴケ
Asterella leptophylla (Mont.) Grolle
  [= A. yoshinagana (Horik.) Horik. ]

　　－ 絶滅寸前種 　

3 苔類 ヤワラゼニゴケ科 ヤワラゼニゴケ Monosolenium tenerum Griff.  　　－ 希少種 　

4 苔類 ウキゴケ科 ウキゴケ Riccia fluitans L.  　　－ 情報不足種 　

5 苔類 チヂレヤハズゴケ科 エゾヤハズゴケ Hattorianthus erimonus (Steph.) R.M.Schust. & Inoue  　　－ 希少種 　

6 苔類 フタマタゴケ科 コオイフタマタゴケ Metzgeria crassipilis (Lindb.) A.Evans  　　－ 絶滅危惧種 　

7 苔類 スジゴケ科 ナミガタスジゴケ Riccardia chamedryfolia (With.) Grolle  　　－ 希少種 　

8 苔類 スジゴケ科 コダマテングサゴケ Riccardia kodamae Mizut. & S.Hatt.  　　－ 絶滅寸前種 　

9 苔類 クラマゴケモドキ科 トサクラマゴケモドキ
Porella acutifolia (Lehm. & Lindenb.) Trevis. subsp. tosana 
(Steph.) S.Hatt. 

　　－ 希少種 　

10 苔類 クラマゴケモドキ科 カギクラマゴケモドキ Porella caespitans (Steph.) S.Hatt. var. nipponica S.Hatt.  　　－ 絶滅寸前種 　

11 苔類 クラマゴケモドキ科 ホソクラマゴケモドキ Porella gracillima Mitt.  　　－ 希少種 　

12 苔類 クラマゴケモドキ科 タカキクラマゴケモドキ Porella oblongifolia S.Hatt.  　　－ 絶滅危惧種 　

13 苔類 ケビラゴケ科 ヒラケビラゴケ Radula complanata (L.) Dumort.  　　－ 絶滅寸前種 　

14 苔類 ケビラゴケ科 エゾノケビラゴケ Radula obtusiloba Steph.  　　－ 希少種 　

15 苔類 ヤスデゴケ科 アオシマヤスデゴケ Frullania aoshimensis Horik.  　　－ 絶滅危惧種 注目種

16 苔類 ヤスデゴケ科 カミムラヤスデゴケ Frullania brotheri Steph.  　　－ 絶滅寸前種 　

17 苔類 ヤスデゴケ科
ヒラヤスデゴケ（マエ
バラヤスデゴケ）

Frullania inflata Gottsche  　　－ 絶滅危惧種 　

18 苔類 ヤスデゴケ科 ツルギヤスデゴケ Frullania inflexa Mitt.  　　－ 絶滅寸前種 　

19 苔類 ヤスデゴケ科
オニヤスデゴケ（ニシ
ヤマヤスデゴケ）

Frullania nepalensis (Spreng.) Lehm. & Lindenb.
  [= Frullania nishiyamensis Steph. ]

　　－ 絶滅危惧種 　

20 苔類 クサリゴケ科 ツクシクロウロコゴケ Archilejeunea kiushiana (Horik.) Verd. 　　－ 希少種 　

21 苔類 クサリゴケ科 ヒメシロクサリゴケ Cheilolejeunea japonica (Horik.) W.Ye & R.L.Zhu  　　－ 希少種 　

22 苔類 クサリゴケ科 キタガワシロクサリゴケ Cheilolejeunea kitagawae W.Ye & R.L.Zhu  　　－ 絶滅寸前種 　

23 苔類 クサリゴケ科 ヤマトクサリゴケ Cheilolejeunea nipponica (S.Hatt.) S.Hatt.  　　－ 絶滅危惧種 　

24 苔類 クサリゴケ科 オオスミクサリゴケ Cheilolejeunea osumiensis (S.Hatt.) Mizut.  　　－ 絶滅寸前種 　

25 苔類 クサリゴケ科 ケヨウジョウゴケ Cololejeunea floccosa (Lehm. & Lindenb.) Schiffn.  　　－ 絶滅危惧種 　

26 苔類 クサリゴケ科 ナカジマヒメクサリゴケ Cololejeunea nakajimae S.Hatt.  　　－ 絶滅寸前種 　

27 苔類 クサリゴケ科 ミヤジマヨウジョウゴケ Cololejeunea planissima (Mitt.) Abeyw.  　　－ 絶滅危惧種 　

28 苔類 クサリゴケ科 シコクヒメクサリゴケ Cololejeunea shikokiana (Horik.) S.Hatt.  　　－ 絶滅危惧種 注目種
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

60 苔類 ヒシャクゴケ科 ムカシヒシャクゴケ Scapania ornithopodioides (With.) Waddell 　　－ 絶滅寸前種 　

61 苔類 チチブイチョウゴケ科
チチブイチョウウロコ
ゴケ

Acrobolbus ciliatus (Mitt.) Schiffn.  　　－ 絶滅危惧種 　

62 苔類 ツキヌキゴケ科 ミドリホラゴケモドキ Calypogeia granulata Inoue 　　－ 絶滅危惧種 　

63 苔類 ツボミゴケ科 ハガワリイチョウゴケ
Hattoriella morrisoncola (Horik.) Bakalin
  [= Leiocolea morrisoncola (Horik.) Furuki & Mizut. ]

　　－ 絶滅寸前種

64 苔類 ツボミゴケ科 エゾツボミゴケ Jungermannia atrovirens Dumort.  　　－ 希少種 　

65 苔類 ツボミゴケ科 イギイチョウゴケ Leiocolea igiana (S.Hatt.) Inoue  　　－ 絶滅寸前種 　

66 苔類 ツボミゴケ科 マエバラヤバネゴケ Leiocolea mayebarae (S.Hatt.) Furuki & Mizut.  　　－ 絶滅寸前種 　

67 苔類 ソロイゴケ科 ハラウロコゴケ Nardia scalaris Gray subsp. harae (Amakawa) Amakawa  　　－ 絶滅危惧種 　

68 苔類 ソロイゴケ科 マルバツボミゴケ Solenostoma cyclops (S.Hatt.) R.M.Schust.  　　－ 絶滅危惧種 　

69 苔類 ソロイゴケ科 ヒメツボミゴケ
Solenostoma emarginatum (Amakawa) Váňa, Hentschel & 
J.Heinrichs  

　　－ 絶滅寸前種 　

70 苔類 ソロイゴケ科
ツムウロコゴケ（サイ
シュウソロイゴケ）

Solenostoma fusiforme (Steph.) R.M.Schust.  　　－ 希少種 　

71 苔類 ソロイゴケ科 オチツボミゴケ Solenostoma otianum (S.Hatt.) Potemkin & Nyushko  　　－ 絶滅危惧種 　

72 苔類 ソロイゴケ科 ハネツボミゴケ Solenostoma plagiochilaceum (Grolle) Váňa & D.G.Long  　　－ 絶滅寸前種 　

73 苔類 ソロイゴケ科 ナシガタソロイゴケ Solenostoma pyriflorum Steph.  　　－ 希少種 　

74 苔類 ソロイゴケ科 コナシガタソロイゴケ
Solenostoma pyriflorum Steph. var. minutissimum 
(Amakawa) Bakalin  

　　－ 希少種 　

75 苔類 ソロイゴケ科 ツボミゴケ Solenostoma rosulans (Steph.) Váňa & D.G.Long  　　－ 絶滅寸前種 　

76 苔類 ソロイゴケ科 アカツボミゴケ Solenostoma rubripunctatum (S.Hatt.) R.M.Schust.  　　－ 絶滅寸前種 　

77 苔類 ソロイゴケ科 マルミノソロイゴケ Solenostoma sphaerocarpum (Hook.) Steph.  　　－ 絶滅寸前種 　

78 苔類 ソロイゴケ科 マイマイツボミゴケ Solenostoma torticalyx (Steph.) C.Gao  　　－ 絶滅寸前種 　

79 苔類 ソロイゴケ科 キブリツボミゴケ Solenostoma virgatum (Mitt.) Váňa & D.G.Long  　　－ 希少種 　

80 苔類 ソロイゴケ科 チャツボミゴケ Solenostoma vulcanicola (Schiffn.) Nyushko  　　－ 絶滅寸前種 　

81 苔類 ソコマメゴケ科 タカネカマウロコゴケ Harpanthus flotovianus (Nees) Nees  　　－ 絶滅危惧種 　

82 苔類 ミゾゴケ科 サンゴサキジロゴケ Gymnomitrion corallioides Nees  　　－ 希少種 　

83 苔類 ミゾゴケ科 ヒロハミゾゴケ
Marsupella emarginata (Ehrh.) Dumort. subsp. tubulosa 
(Steph.) N.Kitag. var. apertifolia (Steph.) N.Kitag. 

　　－ 希少種 　

84 苔類 ミゾゴケ科 ヒラキバミゾゴケ
Marsupella emarginata (Ehrh.) Dumort. subsp. tubulosa 
(Steph.) N.Kitag. var. patens N.Kitag.  

　　－ 希少種 　

85 蘚類 ミズゴケ科 ホソバミズゴケ Sphagnum girgensohnii Russ. 　　－ 絶滅危惧種 　

86 蘚類 ミズゴケ科 ホソベリミズゴケ
Sphagnum junghuhnianum Dozy & Molk.  subsp . 
pseudomolle (Warnst.) H.Suzuki 

　　－ 絶滅危惧種 　
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

87 蘚類 ミズゴケ科 オオミズゴケ Sphagnum palustre L. 　　－ 絶滅危惧種 　

88 蘚類 ミズゴケ科 ゴレツミズゴケ Sphagnum quinquefarium (Lindb.) Warnst. 　　－ 絶滅寸前種 　

89 蘚類 ミズゴケ科 ウロコミズゴケ Sphagnum squarrosum Crome 　　－ 絶滅寸前種 　

90 蘚類 ミズゴケ科 ワタミズゴケ Sphagnum tenellum Ehrth. ex Hoffm. 　　－ 絶滅寸前種 　

91 蘚類 クロゴケ科 クロゴケ Andreaea rupestris Hedw. var. fauriei (Besch.) Takaki 　　－ 希少種 注目種

92 蘚類 イシヅチゴケ科 イシヅチゴケ Oedipodium griffithianum (Dicks.) Schwägr. 　　－ 希少種 　

93 蘚類 スギゴケ科 イボタチゴケモドキ Oligotrichum aligerum Mitt. 　　－ 希少種 　

94 蘚類 スギゴケ科 ミヤマスギゴケ Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L.Sm. 　　－ 絶滅寸前種 　

95 蘚類 スギゴケ科 エゾスギゴケ Polytrichastrum ohioense (Renauld & Cardot) G.L.Sm.  　　－ 希少種 注目種

96 蘚類 スギゴケ科 ハリスギゴケ Polytrichum piliferum Hedw. 　　－ 絶滅寸前種 　

97 蘚類 キセルゴケ科 ウチワチョウジゴケ Buxbaumia aphylla Hedw. 　　－ 絶滅寸前種 　

98 蘚類 キセルゴケ科 クマノチョウジゴケ Buxbaumia minakatae S.Okam. 　　－ 絶滅寸前種 　

99 蘚類 イクビゴケ科 カシミールクマノゴケ
Diphyscium khashmirense (H.Rob.) Magombo
 [= Theriotia kashmirensis H.Rob. ]

　　－ 絶滅危惧種

100 蘚類 ギボウシゴケ科 ツクシツバナゴケ Coscinodon yukonensis Hastings 　　－ 絶滅危惧種 　

101 蘚類 ギボウシゴケ科 コアミメギボウシゴケ Dryptodon brachydictyon (Cardot) Ochyra & Żarnowiec 　　－ 希少種 注目種

102 蘚類 ホウオウゴケ科 ジョウレンホウオウゴケ Fissidens geppii M.Fleisch. 　　－ 絶滅危惧種 注目種

103 蘚類 キンシゴケ科 ケキンシゴケ Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch & Schimp. 　　－ 絶滅寸前種 注目種

104 蘚類 キンシゴケ科 ハナガゴケ Ditrichum divaricatum Mitt. 　　－ 希少種 　

105 蘚類 キンシゴケ科 ヒメキンシゴケ Ditrichum macrorrhynchum Broth. ex Cardot 　　－ 希少種 　

106 蘚類 キンシゴケ科 アオゴケ Saelania glaucescens (Hedw.) Broth. 　　－ 絶滅寸前種 　

107 蘚類 ヤスジゴケ科 イヌカメゴケ Amphidium mougeotii (Bruch & Schimp.) Schimp. 　　－ 希少種 　

108 蘚類 ヤスジゴケ科 チャボサヤゴケ Glyphomitrium minutissimum (S.Okam.) Broth. 　　－ 希少種 　

109 蘚類 シッポゴケ科 ホウライオバナゴケ Dicranella coarctata (Müll.Hal.) Bosch & Sande Lac. 　　－ 希少種 　

110 蘚類 シッポゴケ科 イヨススキゴケ Dicranella gonoi Cardot 　　－ 希少種 　

111 蘚類 シッポゴケ科 ヒロハススキゴケ Dicranella palustris (Dicks.) Crundw. ex Warb. 　　－ 絶滅寸前種 　

112 蘚類 シッポゴケ科 ナガスジススキゴケ Dicranella varia (Hedw.) Schimp. 　　－ 希少種 　

113 蘚類 シッポゴケ科 アオシッポゴケ Dicranum caesium Mitt. 　　－ 希少種 　

114 蘚類 シッポゴケ科 ヤマトマイマイゴケ Holomitrium densifolium (Wilson) Wijk & Marg. 　　－ 希少種 　

115 蘚類 シッポゴケ科 イボマツバゴケ Leucoloma okamurae Broth. 　　－ 希少種 　

116 蘚類 シラガゴケ科 ヒロスジツリバリゴケ Campylopus subulatus Schimp. 　　－ 絶滅寸前種 　
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

60 苔類 ヒシャクゴケ科 ムカシヒシャクゴケ Scapania ornithopodioides (With.) Waddell 　　－ 絶滅寸前種 　

61 苔類 チチブイチョウゴケ科
チチブイチョウウロコ
ゴケ

Acrobolbus ciliatus (Mitt.) Schiffn.  　　－ 絶滅危惧種 　

62 苔類 ツキヌキゴケ科 ミドリホラゴケモドキ Calypogeia granulata Inoue 　　－ 絶滅危惧種 　

63 苔類 ツボミゴケ科 ハガワリイチョウゴケ
Hattoriella morrisoncola (Horik.) Bakalin
  [= Leiocolea morrisoncola (Horik.) Furuki & Mizut. ]

　　－ 絶滅寸前種

64 苔類 ツボミゴケ科 エゾツボミゴケ Jungermannia atrovirens Dumort.  　　－ 希少種 　

65 苔類 ツボミゴケ科 イギイチョウゴケ Leiocolea igiana (S.Hatt.) Inoue  　　－ 絶滅寸前種 　

66 苔類 ツボミゴケ科 マエバラヤバネゴケ Leiocolea mayebarae (S.Hatt.) Furuki & Mizut.  　　－ 絶滅寸前種 　

67 苔類 ソロイゴケ科 ハラウロコゴケ Nardia scalaris Gray subsp. harae (Amakawa) Amakawa  　　－ 絶滅危惧種 　

68 苔類 ソロイゴケ科 マルバツボミゴケ Solenostoma cyclops (S.Hatt.) R.M.Schust.  　　－ 絶滅危惧種 　

69 苔類 ソロイゴケ科 ヒメツボミゴケ
Solenostoma emarginatum (Amakawa) Váňa, Hentschel & 
J.Heinrichs  

　　－ 絶滅寸前種 　

70 苔類 ソロイゴケ科
ツムウロコゴケ（サイ
シュウソロイゴケ）

Solenostoma fusiforme (Steph.) R.M.Schust.  　　－ 希少種 　

71 苔類 ソロイゴケ科 オチツボミゴケ Solenostoma otianum (S.Hatt.) Potemkin & Nyushko  　　－ 絶滅危惧種 　

72 苔類 ソロイゴケ科 ハネツボミゴケ Solenostoma plagiochilaceum (Grolle) Váňa & D.G.Long  　　－ 絶滅寸前種 　

73 苔類 ソロイゴケ科 ナシガタソロイゴケ Solenostoma pyriflorum Steph.  　　－ 希少種 　

74 苔類 ソロイゴケ科 コナシガタソロイゴケ
Solenostoma pyriflorum Steph. var. minutissimum 
(Amakawa) Bakalin  

　　－ 希少種 　

75 苔類 ソロイゴケ科 ツボミゴケ Solenostoma rosulans (Steph.) Váňa & D.G.Long  　　－ 絶滅寸前種 　

76 苔類 ソロイゴケ科 アカツボミゴケ Solenostoma rubripunctatum (S.Hatt.) R.M.Schust.  　　－ 絶滅寸前種 　

77 苔類 ソロイゴケ科 マルミノソロイゴケ Solenostoma sphaerocarpum (Hook.) Steph.  　　－ 絶滅寸前種 　

78 苔類 ソロイゴケ科 マイマイツボミゴケ Solenostoma torticalyx (Steph.) C.Gao  　　－ 絶滅寸前種 　

79 苔類 ソロイゴケ科 キブリツボミゴケ Solenostoma virgatum (Mitt.) Váňa & D.G.Long  　　－ 希少種 　

80 苔類 ソロイゴケ科 チャツボミゴケ Solenostoma vulcanicola (Schiffn.) Nyushko  　　－ 絶滅寸前種 　

81 苔類 ソコマメゴケ科 タカネカマウロコゴケ Harpanthus flotovianus (Nees) Nees  　　－ 絶滅危惧種 　

82 苔類 ミゾゴケ科 サンゴサキジロゴケ Gymnomitrion corallioides Nees  　　－ 希少種 　

83 苔類 ミゾゴケ科 ヒロハミゾゴケ
Marsupella emarginata (Ehrh.) Dumort. subsp. tubulosa 
(Steph.) N.Kitag. var. apertifolia (Steph.) N.Kitag. 

　　－ 希少種 　

84 苔類 ミゾゴケ科 ヒラキバミゾゴケ
Marsupella emarginata (Ehrh.) Dumort. subsp. tubulosa 
(Steph.) N.Kitag. var. patens N.Kitag.  

　　－ 希少種 　

85 蘚類 ミズゴケ科 ホソバミズゴケ Sphagnum girgensohnii Russ. 　　－ 絶滅危惧種 　

86 蘚類 ミズゴケ科 ホソベリミズゴケ
Sphagnum junghuhnianum Dozy & Molk.  subsp . 
pseudomolle (Warnst.) H.Suzuki 

　　－ 絶滅危惧種 　
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

117 蘚類 シラガゴケ科 カタバユミゴケ Dicranodontium asperulum (Mitt.) Broth. 　　－ 希少種 　

118 蘚類 カタシロゴケ科 ヒメイサワゴケ Syrrhopodon armatus Mitt. [= S. fimbriatulus Müll. Hal. ] 　　－ 絶滅危惧種

119 蘚類 センボンゴケ科 イノウエネジクチゴケ Barbula hiroshii K.Saito 　　－ 希少種 　

120 蘚類 センボンゴケ科 オオフタゴゴケ Didymodon giganteus (Funck) Jur. 　　－ 希少種 　

121 蘚類 センボンゴケ科 オオハナシゴケ Gymnostomum aeruginosum Sm. 　　－ 希少種 　

122 蘚類 センボンゴケ科 センボンゴケ Pottia intermedia (Turner) Fuernr. 　　－ 希少種 　

123 蘚類 センボンゴケ科 ハナシセンボンゴケ Pottia truncata (Hedw.) Bruch & Schimp. 　　－ 希少種 　

124 蘚類 センボンゴケ科 センボンウリゴケ Timmiella anomala (Bruch & Schimp.) Limpr. 　　－ 希少種 　

125 蘚類 ハリガネゴケ科 カサゴケモドキ Rhodobryum ontariense (Kindb.) Kindb. 　　－ 絶滅寸前種 注目種

126 蘚類 チョウチンゴケ科 アカスジゴケ Epipterygium tozeri (Grev.) Lindb. 　　－ 希少種 　

127 蘚類 チョウチンゴケ科 ヒメトゲチョウチンゴケ Mnium spinulosum Bruch & Schimp. 　　－ 希少種 　

128 蘚類 チョウチンゴケ科 タチチョウチンゴケ Orthomnion dilatatum (Mitt.) P.C.Chen 　　－ 絶滅危惧種 　

129 蘚類 チョウチンゴケ科 ナミガタチョウチンゴケ Plagiomnium confertidens (Lindb. & Arn.) T.J.Kop. 　　－ 絶滅寸前種 　

130 蘚類 チョウチンゴケ科 ツブツブヘチマゴケ Pohlia drummondii (Müll.Hal.) A.L.Andrews 　　－ 希少種 　

131 蘚類 タマゴケ科 ナガクビサワゴケ Fleischerobryum longicolle (Hampe) Loeske 　　－ 絶滅寸前種 　

132 蘚類 タマゴケ科 ナガバサワゴケ Philonotis lancifolia Mitt. 　　－ 希少種 　

133 蘚類 タマゴケ科 エゾサワゴケ Philonotis yezoana Besch. & Cardot 　　－ 希少種 　

134 蘚類 タチヒダゴケ科 ホソミノゴケ
Macrocoma tenuis (Hook. & Grev.) Vitt subsp. sullivantii 
(Müll.Hal.) Vitt 

　　－ 絶滅危惧種 　

135 蘚類 タチヒダゴケ科 アカタチヒダゴケ Orthotrichum erubescens Müll.Hal. 　　－ 希少種 　

136 蘚類 タチヒダゴケ科 ヒログチキンモウゴケ Ulota eurystoma Nog. 　　－ 希少種 　

137 蘚類 タチヒダゴケ科 ナメリカメゴケモドキ Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid. var. rupestris Lindb. 　　－ 絶滅危惧種 　

138 蘚類 クジャクゴケ科 キジノオゴケ Cyathophorum adiantum (Griff.) Mitt. 　　－ 絶滅寸前種 　

139 蘚類 カワゴケ科 エゾカワゴケ Fontinalis antipyretica Hedw. var. gracilis (Lindb.) Schimp. 　　－ 絶滅寸前種 注目種

140 蘚類 コウヤノマンネングサ科 フロウソウ Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & Mohr 　　－ 絶滅危惧種 注目種

141 蘚類 コウヤノマンネングサ科 フジノマンネングサ Pleuroziopsis ruthenica (Weinm.) Kindb. ex Britt. 　　－ 希少種 　

142 蘚類 ヤナギゴケ科 ヤマトソリハゴケ Anacamptodon fortunei Mitt. 　　－ 希少種 　

143 蘚類 ヤナギゴケ科 ソリハヤナギゴケ Campylium squarrosulum (Besch. & Cardot) Kanda 　　－ 希少種 　

144 蘚類 ヤナギゴケ科 エゾコガネハイゴケ Campylium stellatum (Hedw.) C.E.O.Jensen 　　－ 希少種 　

145 蘚類 ヤナギゴケ科 テリハミズハイゴケ
Hygrohypnum alpinum (Lindb.) Loeske var. tsurugizanicum 
(Cardot) Nog. & Z.Iwats. 

　　－ 希少種 　
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

146 蘚類 ヤナギゴケ科 ヒロハヤナギゴケ Leptodictyum radicale (P.Beauv.) Kanda 　　－ 希少種 　

147 蘚類 ヤナギゴケ科 ハットリイトヤナギゴケ Platydictya hattorii Kanda 　　－ 希少種 　

148 蘚類 ヌマシノブゴケ科 スギバシノブゴケ Bryochenea vestitissima (Besch.) Touw 　　－ 希少種 　

149 蘚類 ウスグロゴケ科 マキハハリゴケ Claopodium assurgens (Sull. & Lesq.) Cardot 　　－ 絶滅種 　

150 蘚類 シノブゴケ科 オオアオシノブゴケ Thuidium subglaucinum Cardot 　　－ 希少種 　

151 蘚類 アオギヌゴケ科 ツブテゴケ Brachythecium glareosum (Spr.) Bruch & Schimp. 　　－ 希少種 　

152 蘚類 アオギヌゴケ科 ナガバヒゲバゴケ Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout 　　－ 希少種 　

153 蘚類 アオギヌゴケ科 キノクニオカムラゴケ Okamuraea plicata Cardot 　　－ 希少種 　

154 蘚類 ハイヒモゴケ科 キヌヒバゴケ Dicladiella trichophora (Mont.) Redf. & B.C.Tan 　　－ 希少種 　

155 蘚類 ハイヒモゴケ科 シノブイトゴケ Floribundaria floribunda (Dozy & Molk.) M.Fleisch. 　　－ 希少種 　

156 蘚類 ハイヒモゴケ科 イバラヤエゴケ Meteoriopsis undulata Horik. & Nog. 　　－ 希少種 　

157 蘚類 ハイヒモゴケ科 トサノタスキゴケ Pseudobarbella laosiensis (Broth. & Paris) Nog. 　　－ 希少種 　

158 蘚類 ハイゴケ科 ミヤマハイゴケ Eurohypnum leptothallum (Müll.Hal.) Ando 　　－ 絶滅危惧種 　

159 蘚類 ハイゴケ科 タマコモチイトゴケ Gammiella tonkinensis (Broth. & Paris) B.C.Tan 　　－ 絶滅危惧種 注目種

160 蘚類 ハイゴケ科 ラッコゴケ Gollania varians (Mitt.) Broth. 　　－ 希少種 　

161 蘚類 ハイゴケ科 チチブハイゴケ Hypnum calcicolum Ando 　　－ 希少種 　

162 蘚類 ハイゴケ科 クチキハイゴケ Hypnum densirameum Ando 　　－ 希少種 　

163 蘚類 ハイゴケ科 タマキチリメンゴケ Hypnum dieckii Renauld & Cardot 　　－ 希少種 　

164 蘚類 ハイゴケ科 エゾノヒラツボゴケ Isopterygiopsis muelleriana (Schimp.) Z.lwats. 　　－ 希少種 　

165 蘚類 ハイゴケ科 ユガミタチヒラゴケ Taxiphyllum arcuatum (Bosch & Sande Lac.) S.He 　　－ 希少種 　

166 蘚類 ハイゴケ科 キャラハラッコゴケ Taxiphyllum taxiphylloides (Ando & Higuchi) Higuchi 　　－ 絶滅危惧種 　

167 蘚類 ネジレイトゴケ科 レイシゴケ Myurella sibirica (Müll.Hal.) Reimers 　　－ 絶滅危惧種 　

168 蘚類 ネジレイトゴケ科 ネジレイトゴケ Pterigynandrum filiforme Hedw. 　　－ 希少種 　

169 蘚類 イワダレゴケ科 ヒメクシノハゴケ Ctenidium andoi N.Nishimura 　　－ 希少種 　

170 蘚類 イワダレゴケ科 ヒラハクシノハゴケ Ctenidium homalophyllum Broth. & Yasuda ex Iisiba 　　－ 希少種 　

171 蘚類 イワダレゴケ科 イトクシノハゴケ Ctenidium pinnatum (Broth. & Paris) Broth. 　　－ 希少種 　

172 蘚類 イワダレゴケ科 イボエクシノハゴケ Ctenidium pulchellum Cardot 　　－ 希少種 　

173 蘚類 イワダレゴケ科 ヒヨクゴケ Hylocomiastrum umbratum (Hedw.) M.Fleisch. ex Broth. 　　－ 絶滅寸前種 　

174 蘚類 イワダレゴケ科 オオフサゴケ Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. 　　－ 絶滅寸前種 　

175 蘚類 フトゴケ科 フトゴケ Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. 　　－ 絶滅寸前種 　

176 蘚類 サナダゴケ科 ハサナダゴケ Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Bruch & Schimp. 　　－ 希少種 　
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

117 蘚類 シラガゴケ科 カタバユミゴケ Dicranodontium asperulum (Mitt.) Broth. 　　－ 希少種 　

118 蘚類 カタシロゴケ科 ヒメイサワゴケ Syrrhopodon armatus Mitt. [= S. fimbriatulus Müll. Hal. ] 　　－ 絶滅危惧種

119 蘚類 センボンゴケ科 イノウエネジクチゴケ Barbula hiroshii K.Saito 　　－ 希少種 　

120 蘚類 センボンゴケ科 オオフタゴゴケ Didymodon giganteus (Funck) Jur. 　　－ 希少種 　

121 蘚類 センボンゴケ科 オオハナシゴケ Gymnostomum aeruginosum Sm. 　　－ 希少種 　

122 蘚類 センボンゴケ科 センボンゴケ Pottia intermedia (Turner) Fuernr. 　　－ 希少種 　

123 蘚類 センボンゴケ科 ハナシセンボンゴケ Pottia truncata (Hedw.) Bruch & Schimp. 　　－ 希少種 　

124 蘚類 センボンゴケ科 センボンウリゴケ Timmiella anomala (Bruch & Schimp.) Limpr. 　　－ 希少種 　

125 蘚類 ハリガネゴケ科 カサゴケモドキ Rhodobryum ontariense (Kindb.) Kindb. 　　－ 絶滅寸前種 注目種

126 蘚類 チョウチンゴケ科 アカスジゴケ Epipterygium tozeri (Grev.) Lindb. 　　－ 希少種 　

127 蘚類 チョウチンゴケ科 ヒメトゲチョウチンゴケ Mnium spinulosum Bruch & Schimp. 　　－ 希少種 　

128 蘚類 チョウチンゴケ科 タチチョウチンゴケ Orthomnion dilatatum (Mitt.) P.C.Chen 　　－ 絶滅危惧種 　

129 蘚類 チョウチンゴケ科 ナミガタチョウチンゴケ Plagiomnium confertidens (Lindb. & Arn.) T.J.Kop. 　　－ 絶滅寸前種 　

130 蘚類 チョウチンゴケ科 ツブツブヘチマゴケ Pohlia drummondii (Müll.Hal.) A.L.Andrews 　　－ 希少種 　

131 蘚類 タマゴケ科 ナガクビサワゴケ Fleischerobryum longicolle (Hampe) Loeske 　　－ 絶滅寸前種 　

132 蘚類 タマゴケ科 ナガバサワゴケ Philonotis lancifolia Mitt. 　　－ 希少種 　

133 蘚類 タマゴケ科 エゾサワゴケ Philonotis yezoana Besch. & Cardot 　　－ 希少種 　

134 蘚類 タチヒダゴケ科 ホソミノゴケ
Macrocoma tenuis (Hook. & Grev.) Vitt subsp. sullivantii 
(Müll.Hal.) Vitt 

　　－ 絶滅危惧種 　

135 蘚類 タチヒダゴケ科 アカタチヒダゴケ Orthotrichum erubescens Müll.Hal. 　　－ 希少種 　

136 蘚類 タチヒダゴケ科 ヒログチキンモウゴケ Ulota eurystoma Nog. 　　－ 希少種 　

137 蘚類 タチヒダゴケ科 ナメリカメゴケモドキ Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid. var. rupestris Lindb. 　　－ 絶滅危惧種 　

138 蘚類 クジャクゴケ科 キジノオゴケ Cyathophorum adiantum (Griff.) Mitt. 　　－ 絶滅寸前種 　

139 蘚類 カワゴケ科 エゾカワゴケ Fontinalis antipyretica Hedw. var. gracilis (Lindb.) Schimp. 　　－ 絶滅寸前種 注目種

140 蘚類 コウヤノマンネングサ科 フロウソウ Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & Mohr 　　－ 絶滅危惧種 注目種

141 蘚類 コウヤノマンネングサ科 フジノマンネングサ Pleuroziopsis ruthenica (Weinm.) Kindb. ex Britt. 　　－ 希少種 　

142 蘚類 ヤナギゴケ科 ヤマトソリハゴケ Anacamptodon fortunei Mitt. 　　－ 希少種 　

143 蘚類 ヤナギゴケ科 ソリハヤナギゴケ Campylium squarrosulum (Besch. & Cardot) Kanda 　　－ 希少種 　

144 蘚類 ヤナギゴケ科 エゾコガネハイゴケ Campylium stellatum (Hedw.) C.E.O.Jensen 　　－ 希少種 　

145 蘚類 ヤナギゴケ科 テリハミズハイゴケ
Hygrohypnum alpinum (Lindb.) Loeske var. tsurugizanicum 
(Cardot) Nog. & Z.Iwats. 

　　－ 希少種 　
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

177 蘚類 ツヤゴケ科 マルバツヤゴケ
Entodon concinnus (De Not.) Paris subsp. caliginosus (Mitt.) 
Mizush. 

　　－ 希少種 　

178 蘚類 ツヤゴケ科 ツクシツヤゴケ Entodon macropodus (Hedw.) Müll.Hal. 　　－ 希少種 　

179 蘚類 ツヤゴケ科 ミドリツヤゴケ Entodon viridulus Cardot 　　－ 希少種 　

180 蘚類 ナガハシゴケ科 リュウキュウホソエゴケ Trichosteleum lutschianum (Broth. & Paris) Broth. 　　－ 希少種 　

181 蘚類 イトヒバゴケ科 カワブチゴケ Cyptodontopsis leveillei (Thér.) P.Rao & Enroth 　　－ 絶滅寸前種 　

182 蘚類 イタチゴケ科 キタイタチゴケ Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. 　　－ 希少種 　

183 蘚類 ヒラゴケ科 ハナシタチヒラゴケ
Homaliadelphus targionianus (Mitt.) Dixon & P.de la Varde 
var. laevidentatus (S.Okam.) Nog. 

　　－ 希少種 　

184 蘚類 ヒラゴケ科 ヒメハゴロモゴケ Homaliodendron exiguum (Bosch & Sande Lac.) M.Fleisch. 　　－ 絶滅寸前種 　

185 蘚類 ヒラゴケ科 ホソヒラゴケ Neckera goughiana Mitt. 　　－ 希少種 　

186 蘚類 ヒラゴケ科 ハネヒラゴケ Neckera pennata Hedw. 　　－ 希少種 　

187 蘚類 ヒラゴケ科 トサヒラゴケ Neckeropsis obtusata (Mont.) M.Fleisch. 　　－ 絶滅危惧種 　

188 蘚類 ヒラゴケ科 キブリハネゴケ Pinnatella makinoi (Broth.) Broth. 　　－ 絶滅危惧種 　

189 蘚類 スズゴケ科 タイワントラノオゴケ Taiwanobryum speciosum Nog. 　　－ 絶滅寸前種 　

190 蘚類 コクサゴケ科 ケサガリゴケ
Neobarbella comes (Griff.) Nog. var. pilifera (Broth. & 
Yasuda) B.C.Tan 

　　－ 絶滅寸前種 　

191 蘚類 ナワゴケ科 ヤクシマナワゴケ
Oedicladium rufescens (Reinw. & Hornsch.) Mitt. var. 
yakushimense (Sakurai) Z.Iwats. 

　　－ 絶滅寸前種 　

192 蘚類 ナワゴケ科 キノクニキヌタゴケ Palisadula chrysophylla (Cardot) Toyama 　　－ 希少種 　

193 蘚類 ナワゴケ科 カトウゴケ Palisadula katoi (Broth.) Z.Iwats. 　　－ 希少種 　
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