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千葉演習林産植物目録

List of Plants， Tokyo University Forest in Chiba 

千葉演習林

The University Forests in Chiba 

本悶識は， 1930'"'-'1978年の問に千葉演習林職員によって採紫された標本を議礎とし，さらに

その後1983年までの楠生調査等によって得られた資料を加えて，糟谷自助がまとめたものであ

る。学名は主として新版千葉県棟物誌(1975)に従った。

凡例

出現頻度の高いもの...・ H ・..・ H ・H ・H ・H ・.....・ H ・......・ H ・..……...・ H ・H ・H ・.....・ H ・H ・H ・.....・ H ・.. (多)

やや普通にみられるもの...・ H ・.....・ H ・.....・ H ・..…...・ H ・.....・ H ・H ・H ・..…...・ H ・.....・ H ・..……(中)

稀なもの…...・ H ・.....・ H ・.....・ H ・H ・H ・..…...・ H ・.....・ H ・.....・ H ・..…...・ H ・.....・ H ・.....・ H ・..……(少)

植栽離 (見本林を除く ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (栽)

Ji!l出穂...・ H ・..…...・ H ・.....・ H ・H ・H ・..…...・ H ・..…...・ H ・..…...・ H ・..…...・ H ・.....・ H ・.....・ H ・..…(ム)

参考 文献

1) 千草~9誕生物学会謀議(1975)，新版千葉燥機物総，列二上議活・ 5終2九 567N

2) 務t谷自助・佼援者銘夫(1974)，ごfW1i災翌林の繍生1J竜王量級官会，演轡林(東大)18: 67~78 

(1984年 4月14El受滋)
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千葉機習林産楠物悶鍛

被子機物 ANGIOSPERMAE 

双子葉植物 DICOTYLEDONEAE 

合弁花強 GAMOPET ALAE 

Compositae キタ手ヰ

Adenocaulon himalaicum EDGEW. 

Adenostemma lavenia O. KUN叩 E

Ainsliaea apiculata SCH・BIP・

A. cordifolia FRANCH・etSAV. 

Ambrosia artemisiaefolia L. 

ノブキ

ヌマダイコン

キッコウハグマ

テイショウソウ

var. elatior DESCOUTILS 

Anaphalis margaritacea BENTll. et HOOK. fil. 

ブタクサ

var. angustior NAKAl 

Anthemis cotula L. 

Artemisia feddei LEv. et VAN. 

A. japonica THUNs・

A. princeps PAMPAN. 

Aster ageratoides TURCZ. 

ヤマハハコ

カミツレモドキ

ヒメヨモギ

オトコヨモギ

ヨモギ

var. harac KITAMURA 
シロヨメナ
(ヤマシロギク)

ノコンギク

ヒメシオン

シラヤマギク

ホウキギク

アキワギク
(キヨスミギク)

オケラ

センダングサ

アメリカセンダングサ
(セイタカウコギ)

コセンダングサ

シロノセンダングサ

var. ovatus Ni¥Ki¥l 

A. fastigiatus FlSCll・

A. scaber Tl!UNll. 

A. subulatus MICl1X. 

A. sugimotoi KJ1'AMURA 

Atractylodes japonica KOIDZUMI・

Bidens biternata MER註.et SHERFF 

B. frondasa L. 

B. pilosa L. 

var. minor SI凶作F

(中)

(少)

(多)

(少)

(少)

(少)

(少)

(少)

(少)

(多)

中

山

叩

少

少

少

多

少

少

中

少

少
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B. tripartita L. タウコギ (少)

Cacalia delphiniifolia SIEs・etZucじ町 モミジガサ (多)

Carduus crispus L. ヒレアザミ (少)

Carpesium abrotanoides L. ヤブタノfコ (中)

C. cernuum L. コヤブタノfコ (少)

C. divaricatum SIEs. et Zucc. ガンクビソウ
(中)

(キパナガンクビソウ)

C. glossophyllum MAXIM. サジガンクビソウ (少)

C. rosulatum MIQ. ヒメガンクピソウ (中)

Centipeda minima A.日RAUNet ASCHERS. トキンソウ (少)

Chrysanthemum makinoi MATSUMURA et NAKAl リュウノウギク (多)

Cirsium japonicum DC. ノアザミ (少)

C. microspicatum NAKAI プズマヤマアザミ (中)

C. nipponicum MAKINO イガアザミ (少)

var. comosum Krr州 URA

var. incomptum KITAMURA タイアザミ (中)

C. tanakae担ATSUMURA ノハラアザミ (中)

Conyza japonica LESS. 
イズノ、ノ、コ

(少)
(ワグナ)

Crassocephalum crepidioides S. MOOIm ベニバナボロギク (中)

Eclipta prostrata L. タカサブロウ (少)

Erechtites hieracifolia RAFIN. ダンドボロギク (中)

Erigeron annuus P肌 S. ヒメジョオン (多)

E. bonariensis L. アレチノギク (少)

E. canadensis L. ヒメムカシヨモギ (多)

E. pusi11us N UTT・ ケナシヒメムカシヨモギ (少)

E. philadelphicus L. ハルジオン (中)

E. sumatrensis RETZ. オオアレチノギク (多)

E. pseudoannuus MAK・ ヤナギパヒメジオン (少)

E. thunbergii A. GRA Y アズマギク (少)

Eupatorium chinense L. 

var. simplicifo1ium KITAMURA ヒヨドリノfナ (多)

E. Iindleyanum DC. サワじ 3ドリ (少)

Farfugium japonicum KITAMURA ツワブ~;f- (中)
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Gnaphalium affine D. DON 
ハハコグサ (中)
(ホウユグサ)

G. hypoleucum DC. アキノハハコグサ (少)

G. japonicum THUNs・ チチコグサ (中)

Gynura japonica J U詑L
サンシチソウ (少)

Hemistepta lyrata BUNGE キツネプ-lfミ (中)

Inula salicina L. カセンソウ (少)

var. asiatica Kn‘AMURA 

Ixeris chinensis N AKAI グカサゴソウ (少)

var. strigosa OHWI 

1. dentata N AKAI ニガナ (少)

1. japonica N AI仁川
オオジシパリ (少)

1. stolonifera A. GRAY ジシパリ (中)

Kalimeris pinnatifida KITAMU託A ユウガギク (少)

K. yomena KITAMURA ヨメナ (少)

Lactuca indica L. アキノノゲシ (中)

var. laciniata HARA 

L. raddeana MAXI ヤマニガナ (多)

var. elata KITAMURA 

L. sororia MIQ・ ムラサキニガナ (中)

Lapsana apogonoides MAXIM. タビラコ (少)

L. humilis MAKINO ヤブタビラコ (少)

Leibnitzia anandria N AKAI センボンヤリ (少)

Pertya glabrescens SCH. BIP. ナガノfノコウヤボウキ (多)

P. robusta BEAUVERD カシワパハグマ (中)

P. scandens SCH. BIP. コウヤボウキ (多)

Petasites japonicus MAXIM. フキ (中)

Picris hieracioides L. コウゾリナ (中)

var. glabrescens Of!¥VI 

Prenanthes acerifolia MATSUMURA ブクオウソウ (少)

P. tanal.王aeKOIDZUMI オオニガナ (少)

Phynchospermum verticillatum REINW. シュウブ.ンソウ (多)

Rudbeckia serotina N UTT 
アラゲハンゴンソウ (少)
(キヌガサギク)
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Saussurea pulchella FISCH・ ヒメヒゴタイ (少)

S. ussllriensis MAXIM. キクアザミ (少)

S. nikoensis FR. et SAV. シラネアザミ (少)

S. nikoensis MIQ サワギク (少)

S. vulgaris L. ノボロギク (中)

S. pierotii叫IQ・ サワオグ/レマ (少)

Serratula coronata L. タムラソウ (少)

var. inslllaris Kn'AMURA 

Siegesbeckia pubescens MAKINO メナモミ (中)

Solidago altissima L. セイグカアワダチソウ (少)

S. virga‘allrea L. アキノキリンソウ (中)

var. asiatica NAKAI 

SonchllS asper HILL オニノゲシ (少)

S. oleraceus L. ノゲシ (中)

Syneilesis palmata MAXM. ヤブレガサ (多)

Synurlls exCelsllS KrrMIURA ハパヤマボクチ (少)

S. pllngens KrrAMURA オヤマボクチ (少)

Taraxacum platycarpum DAHLST. カントウタンポポ (中)

T. officinale WEBE註 セイヨウタンポポ (少)

Xanthium italicum MORETTI イガオナモミ (少)

X. strumarium L. オナモミ (少)

Y oungia denticulata KrrAMURA ヤクシソウ (中)

Y. japonica DC. オニタビラコ (中)

Campan ulaceae キキョウ科

Ad巴nophoratriphylla A. DC目 ツリガネニンジン (少)

var. japonica HARA 

Campanula punctata LAMARCK ホタノレブクロ (中)

Codonopsis lanceolata TRAUTV ツルニンジン (中)

Lobelia chinesis LoじR. アゼムシロ
(少)(ミゾカクシ)

Peracarpa carnosa HOOK. fil. et THO~IS. タニギキョウ (少)

var. circaeoides MAI<Irの
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Wahlenbergia marginata A. DC. ヒナギキョウ (少)

Cucurbitaceae ウリ科

Gynostemma pentaphyllum MAKINO アマチャズル (少)

Melothria japonica MAXIM. スズメウリ (中)

Trichosanthes cucumeroides MAXIM. カラスウリ (中)

T. Kirilowii MAXIM. 

var. japonica KrrAMURA キカラスウリ (少)

Valerianaceae オミナエシ科

Patrinia scabiosaefolia FISCII・ オミナエシ (中)

P. vi11 osa J uss・ オトコエシ (中)

Valeriana flaccidissima MAXIM. ツノレカノコソウ (中)

Dipsacaceae マツムシソウ科

Scabiosa japonica MIQ・ マツムシソウ (少)

Caprifoliaceae スイカズラ草ヰ

Abelia spathulata SIEB. et ZUcc. ツクパネウツギ (少)

Lonicera graci1ipes抗IQ・ ヤマウグイスカズラ (少)

var. glabra抗IQ・ ウグイスカズラ (中)

しjaponica TIIUNs・ スイカズラ (多)

Sambucus chinensis LINDL. ソクズ (少)

S. sieboldiana BLUME ニワトコ (r:l:t ) 

Viburnum dilatatum TlIUNs. ガマズミ (多)

V. erosum TI!UN日. コノてノガマズミ (多)

V. plicatum THUNs・ ヤブデマリ (多)

var¥tomentosum MIQ・

V. sieboldii MIQ・ ゴマギ (少)

V. awabuki K. KOCH ムサンゴジュ (少)

t 
Weigela coraeensis TI!UNs・ ハコネウツギ (多)
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Rubiaceae アカネ科

Damnacanthus indicus G AERTN. fil. アリドウシ (中)

f. microphyllus MAKINO ヒメアリドウシ (少)

D. major SIEs. et Zucc. ジュズネノキ (Itl) 

Galium gracilens MAKINO ヒメヨツノてムグラ (少)

G. pogonanthum FRANCH. et SAV. ヤマムグラ (ヰ1) 

G. pseudo-asprellum MAKINO オオノfノヤエムグラ (少)

G. spurium L. ヤエムグラ (中)

var. echinospermon HAYEK 

G. trachyspermum A. GIlAY ヨツパムグラ (中)

Hedyotis diffusa WII.LP. ブグパムグラ (少)

日.lindleyana HOOI(' ハシカグサ (中)

var. hirsuta HARA 

Mitchella undulata Snis. et. Zucc. ツ/レアリドウシ (多)

Ophiorrhiza japonica BWME サツマイナモリ (中)

Paederia scandens MERRILL ヘクソカズラ (多)

var. mairei HARA 

Rubia akane N AKAI アカネ (多)

Uncaria rhynchophylla MIQ・ カギカズラ (少)

Plan taginaceae オオノ〈コ科

Plantago asiatica L. オオノTコ (多)

P. lanceolata L. ヘラオオパコ (少)

Phrymaceae ハスドタソウ科

Phryma leptostachya L. ハエドクソウ (中)

Acan thaceae キツネノマゴ科

] usticia procumbens L. キツネノマゴ (中)

var. leucantha HONDA 

Gesneriaceae イワタノ〈コ科

Conandron ramondioides SIIm. et ZUCC イワグノfコ (中)
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Orobanchaceae ハマウツボ手ヰ

Aeginetia indica L. 

var. gracilis N AKAI ナンパンギゼル ( 1や)

A. sinensis G. BECK オオナンノてンギゼル (少)

Phacellanthus Tubiflorus SIEぉ.et Zucc. キヨスミウツボ、 (少)

Scrophulariaceae ゴマノハグサ科

Lindernia pyxidaria L. アゼ、ナ (少)

Mazus japonicllS O. KUNTZE トキワハゼ (中)

M. miquelii MAKINO ムラサキサギゴケ ( r.t) 

Mim11111S inflatus N AKAI ミゾホウズキ (少)

Pedicularis gloriosa BISS則、 etS. MOORE 
ハンカイシオガマ (中)
(ハンカイアザミ)

P. resupinata L. シオガマギク (少)

Phtheirospermum japonicum KANI'lな コシオガマ (少)

Siphonostegia chinensis BENTH. ヒキヨモギ (少)

Vandellia anagallis Y AMAZAKI スズメノトウガラシ (少)

var. verbenaefolia Y AMAZAKI 

V. angustifolia BENTll. アゼトウガラシ (少)

V. crustacea BENTH. ウリクサ (少)

Veronica arvensis し グチイヌノアグリ (中)

V. didyma TENORE イヌノアグリ (少)

var. lilacina Y AMAZAKI 

V. peresica POIR. オオイヌノブグリ (中)

Solanaceae ナス科

Lycium chinense MILLER. クコ (少)

Rhysaliastrl1m japonicum HONDA イガホウズキ (少)

P. angulata L. センナリホウズキ (少)

P. chamaesarachoides抗AKINO ヤマホウズキ (少)

Solanum lyratum TIIUNB・ ヒヨドリジョウゴ (少)

S. moximowiczii KOIDZUMI マJレノTノホロシ (少)
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S. japonense N AKAl ヤマホロシ (少)

S. nigrum 1. イヌホウズキ (少)

Tubocapsicum anomalum MAKINO ハグ*カホウズキ (中)

Labiatae シソ科

Ajuga decumbens THUNB. キランソウ (少)

Chelonopsis moschata MIQ・ ジャコウソウ (仁和)

C1inopodium chinense O. KUNTZE クルマパナ (少)

var. paruiflorum HA技A

C. gracile O. KUNTZE トウパナ (少)

var. multicaule OHWl ヤマトウパナ (多)

var. sachalinense OHWl ミヤマトウパナ (少)

C. micranthum HARA イヌトウパナ (少)

Elsholtzia argyi LEV. 

var. nipponica M開 ATA フトボナギナタコウジュ (少)

Glechoma hederacea L. カキドウシ (中)

Lamillm amplexicaule 1. ホトケノザ (少)

Leonurus macranthus MAXIM. キセワタ (少)

L. sibiriclls 1. メハジキ (少)

Leucosceptrum japonicum KlTMURA et M山 ATA テンニンセウ (少)

Lycopus ramosissimlls MAKINO var. japonicus KITAMURA コシロネ (少)

Mosla dianthera MAXIM. ヒメジソ (少)

M. punctlllata N AKAl イヌコウジュ (少)

Perilla trlltescens BRITTON var. citriodora OHWI レモンエゴマ (少)

Plectranthus inflexlls V AHL ヤマハッカ (中)

P. japonicus KOlDZUMl ヒキオコシ (少)

PruneIla vulgaris 1. var. Iilacina N AKAI ウツボグサ (中)

Salvia japonica THUNB・ アキノタムラソウ (多)

S. nipponica MIQ・ キノマナアキキリ (少)

ScutelIaria indica 1. タツナミソウ (少)

S. p巴kinensisMAXIM. var. Transitra HARA ヤマグツナミソウ (少)

Stachys japonica MIQ・var.intermedia OI1WI イヌゴマ (少)

Tellcrium japonicum HOUTT・ ニガクサ (少)
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す.viscidum BI.UME var. miquelianum HARA ツルニガクサ (中)

Verbenaceae クマツヅラ科

Callicarpa japonica THUNs・ ムラサキシキブ (多)

C. mollis SlE日.et Zucc. ヤフ*ムラサキ (多)

Caryopteris divar匂ataMAXJM. カリガネソウ (少)

Clerodendron Trichotomum THUNs. クサギ (多)

Verbena officinalis 1. クマツ、ゾラ (少)

Boraginaceae ムラサキ科

Ancistrocarya japonica MAXJiv1. サヴルリソウ (少)

Bothriospermum tenellum FJSCII・etMEY. ハナイパナ (少)

Buglossoides zollingeri JOHNSTON ホタルカズラ (少)

Cynoglossum asperrimum NAKAJ オニルリソウ (少)

C. zeylanicum THUNJ3・ var.villosulum OJJWJ オオルリソウ (少)

Lithospermum erythrorhizon SlEJl. et Zucc. ムラサキ (少)

Omphalodes japonica MAXJM. ヤマルリソウ ( 1や)

Trigonotis Peduncularis BENTH・ キュウリグサ (中)

Con volvulaceace ヒルガオ科

Calystegia japonica CIIOISY ヒルガオ (少)

Cl1scuta japonica CHOISY ネナシカズラ (少)

Asclepia正laceae ガガイモ科

Cynanchum atratl1m BUNGE ブナノfラソウ (少)

C. panic111atl1m KrrAGAWA スズサイコ (少)

Marsdenia tomentosa MORREN et D詑CAI日間 キジョラン (中)

Metaplexis japonica MAKINO ガガイモ (少)

Stephanotis japonica MAKINO シタキソウ (中)

Tylophora ar匂tolochioidesMIQ・ オオカモメズル (少)

T. nikoensis MATSUMURA コカモメズJレ (多)
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Apocynaceae キョウチクトウ科

Anodendron affine DRUCE サカキカズラ (中)

Trachelospermum asiaticum NAI<AI テイカカズ、ラ (多)

Gen tianacea巴 リンドウ科

Gentiana scabra BUNGE var. buergeri MAXIM. リンドウ (中)

G. sqllarrosa LEDE日. コケリンドウ (少)

G. zollingeri FAWCET"1、 フデリンドウ (少)

Swertia bimaClllata Hool<. et THOMS. アケボノソウ (少)

S. japonica MAKINO センブリ (少)

Tripterospennum japonicum Mi¥XIM. ツルリンドウ (多)

Loganiaceae フジウツギ平ヰ

Bl1ddleja japonica H誌ilISL. ブジウツギ (少)

Gardneria nlltans SIEB. et ZUCC. ホウライカズラ (中)

Mitrasacme pygmaea R. BR. アイナエ (少)

Oleaceae モクセイ科

Fraxinlls sieboldiana BLUME マルノてアオダモ (多)

Ligl1strum japonicl1m THUNB・ ネズミモチ (少)

し obtllsifolium5mB. et ZUCC. イボタノキ (少)

L. tschonoskii DECA!SNE ミヤマイボタ (少)

var. kiyoZllmianllm OI1IVI キヨズミイボタ (多)

Osmanthlls hcterophyllus P.S. GI<EEN ヒイラギ、 (多)

Styracaceae エゴノキ手ヰ

Styrax japonica SIEB・etZUcc. エゴノキ (多)

S. obassia Sm日.et Zucc. ハクウンボク (少)

Symplocaceae ノ、イノキ科

Symplocos prllnifolia SIE日.et ZUCC. クロノマイ (中)
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日benaceae カキノキ科

Diospyros japonica SIEs・et.Zucc リュウキュウマメガキ (中)

var. glabra叫AKINO

D. kaki TllUNs・ ヤマガキ (少)

var. sylvestris MAKINO 

Primulaceae サクラソウ科

Lysimachia acroadenia MAXIM. ギンレイカ
(少)

(ミヤマグゴボウ)

L. clethroides Dusy オカトラノオ (中)

L. japonica Tl!UNB・ コナスピ (多)

L. sikokiana MIQ・ モロコシソウ (中)

Myrsinaceae ヤブコウジ科

Ardisia crenata Sl附 マンリョウ (中)

A. crispa Dc. カラタチノfナ (少)

A. japonica B仁川E ヤブコウジ (多)

A. montana SIE払 オオツJレコウジ (少)

Maesa japonica Mo註lTZl イズセンリョウ (多)

Myrsine segllinii LEV. タイミンタチノTナ (少)

Ericaceae ツツジ事ヰ

Lyonia ovalifolia DRUDE ネジキ (中)

var. el1iptica HAND-MAZZ. 

Pieris japonica D. DON アセビ (多)

Rhododendron dilatatllm MIQ・ ミツバツツジ (中)

R. kaempferi PLANCH・ ヤマツツジ (多)

R. keiskei MIQ. ヒカグツツジ (少)

R. kiyosllmense MAKINO キヨスミミツツジ (中)

R. semibarbatllm MAXIM. パイカツツジ (少)

Vaccinillm bracteatllm TllUNs. シャシャンボ (多)

V. smallii A. GRA Y スノキ (多)
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Pyrolaceae イチヤタソウ科

Chimaphila japonica MIQ・ ウメガサソウ (少)

Monotropa hypopithys L. シャクジョウソウ (少)

M. uniflora L. ギンリョウソウモドキ (少)

Pyrola japonica KLENZE イチヤクソウ (中)

Clethraceae リョウブ科

Clethra barbinervis 5IEB. et Zucc. リョウブ (少)

離弁花類 C狂ORIPETALAE

Cornaceae ミズキ科

Aucuba japonica THUNB. アオキ (多)

Cornus brachypoda C.A. MEY・ クマノミズキ (少)

C. controversa HEMSL. ミズキ (多)

C. kousa BUERG. ヤマボウシ (中)

Helwingia japonica F.G. DIET詫. ハナイカダ (多)

U mbelliferae セり科

Angelica decursiva FRANCH. et 5AV. ノダケ (少)

A. polymorpha MAXIM. シラネセンキュウ (多)

A. pubescens MAXIM. シシウド (少)

Bupleurum longiradiatum TURCZ 

var. breviradiatum FR. 5CHM. ホタルサイコ (少)

Centella asiatica URB. ツボクサ (中)

Chamaele decumbens MAKINO セントウソウ (少)

Cryptotaenia japonica HASSK. ミツノて (中)

Hydrocotyle javanica TlIUNB・ オオノてチドメ (中)

日.maritima HONDA ノチドメ (少)

日 • ramiflora MAXIM. ヤマチドメ
(少)

(オオチドメ)

H. sibthorpioides LAM・ チドメグサ (少)

H. yabei MAKINO 
ヒメチドメ

(少)
(ミヤマチドメ)
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Oenanthe javanica DC. セリ (中)

Osmorhiza aristata MAK!NO et YA日誌 ヤブニンジン (少)

Sanicula chinensis BUNGE ウマノミツノて (中)

Seseli libanotis KOCH イブキボウブウ (少)

var. japonica H. BOISS. 

Torilis japonica DC. ヤブジラミ (少)

Araliacea邑 ウコギ科

Acanthopanax nipponicus拭AKINO オカウコギ (少)

A. spinosus M!Q・
ウコギ (少)
(ヤマウコギ)

A. trichodon FRANCII. et SAVAT. ミヤマウコギ (多)

Aralia cordata TlIUNぉ. ウド (少)

A. elata SEEMANN タラノキ (中)

var. subinermis OIlW! メダラ (中)

Dendropanax trifidus MAK!NO カクレミノ (多)

Fatsia japonica DECNE・etPLANCH・ ヤツデ (少)

Hedera rhombea BEAtす キズタ (多)

Kalopanax pictus N AJ(A! ハリギリ (中)

Panax japonicus C.A. MEYER トチパニジン (中)

Haloragaceae ア 1)ノトウグサ科

Haloragis micrantha R. BR. アリノトウグサ (少)

Oenotheraceae アカパナ科

Circaea cordata ROYLE ウシタキソウ (少)

C. erubescens FRANCIl. et SJ(V. タニグデ (少)

C. mollis SU!ll. et Zucc. ミズタマソウ (少)

Epilobillm pyrricholophllm FRANCII. et S.t¥V. アカノfナ (少)

Ludwigia prostrata ROXB・ チョウジグデ (少)

Alangiaceae ウリノキ手ヰ

Alangium platanifolium H，収MS ウリノキ (少)



Lythraceae ミソノ、ギ手ヰ

Lythrum anceps MAKINO 

Rotala indica KOEHNE 

Elaeagnaceae グミ科

Elaeagnus glabra THUNB・

E. macrophylla THUNll・

E. multiflora Tuu対話.

E. submacrophylla SERV. 

E. umbellata THUNB. 

Thymelaeaceae ジンチョウゲ科

Daphne kiusiana MIQ・

D. pscudo-mezereum A. GRAY 

Wikstroemia ganpi MAXIM. 

Edgeworthia chrysantha LINDL・

Begoniaceae シュウカイドウ科

Begonia grandis DRY. 

Stachyuraceae キブシ手ヰ

Stachyurus praecox 5mB・etZUCC. 

Flacourtiaceae イイギ 1)科

Idesia polycarpa MAXIM. 

Violaceae スミレ科

Viola acuminata LEBEB. 

V. grypoceras A. GRAY 

V. hondoensis W. BECKE託 etH. BOISS. 

ミソハギ

キカシクサ

ツJレグミ

マルパグミ
(オオノてグミ)

ナツグミ

オオノてグミ
(アカノてグミ)

アキグミ

コショウノキ

オニシパリ
(ナツボウズ)

コガンピ

(ふ)ミツマグ

(，6)シュウカイドウ

キブシ

イイギリ

エゾノグチツボスミレ

タチツボスミレ

アオイスミレ
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(少)

(少)

(多)

(中)

(中)

(少)

(少)

(中)

(中)

(少)

(少)

(少)

(多)

(多)

(少)

(多)

(少)
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V. japonica LANGSD・ コスミレ (少)

V. keiskei抗IQ. マルノてスミレ (少)

V. mandshurica W. BEC!(ER スミレ (少)

V. maximowicziana MAKINO コミヤマスミレ (少)

V. obtusa MAKINO ニオイタチツボスミレ (少)

V. phalacrocarpa MAXIM. アカネスミレ (少)

V. pumilio W. BEC!(ER フモトスミレ (中)

V. takedana MAKINO ヒナスミレ (少)

V. verecunda A. GRAY ツボスミレ (少)

Guttiferae オトギリソウ科

Hypericum ascyr・onL. トモエソウ (少)

日.erectum TIIUNs・ オトギリソウ (中)

H. japonicum TIIUNs・ ヒメオトギリ (少)

H. laxum KOIDZUMI コケオトギリ (中)

百.patulum THUNs. (，6)キンシパイ (中)

Theaceae ツバキ科

Camellia japonica L. 
ツパ?キ

(多)
(ヤブツバキ)

Cleyera japonica THUNs. サカキ (多)

Eurya japonica THUNs・ ヒサカキ (多)

Ternstroemia gymnathera SPRAGUE モッコク (少)

Actinidiaceae マタタど科

Actinidia arguta PLANCH. サjレナシ (多)

A. hypoleuca N AKAI ウラジロマタタピ (少)

A. polygama MAXIM. マタタピ (多)

Malvaceae アオイ科

Hibiscus mutabilis L. (6)フヨウ (少)



Tiliaceae シナノキ科

Corchoropsis tomentosa MAKINO 

Tilia japonica SIMONKAI 

Gr母wiarhombifolia KANEHlRA et SASAKI 

カラスノゴマ

シナノキ

(ム)ウオトリギ

Elaeocarpaceae ホルトノキ科

Elaeocrpl1S sylvestris POlR・
*1レトノキ
(モガン)

var. ellipticl1s HARA 

Vitaceae ブドウ科

Ampelopsis brevipedl1nc111ata TRAUTV. 

Cayratia japonica GAGN. 

Parthenocissl1s tricl1spidata PI.ANCH. 

Vitis ficifolia BUNGE 

ノブドウ

ヤブガラシ

ッタ

エピズル

サンカクズル
(ギョウジャノミズ)

ウスゲサンカクズル

V. flexl10sa THむNB.

var. tSl1kl1bana MAKINO 

Rhamnaceae クロウメモドキ科

Berchemia racemosa SIEB. et Zucc 

var. magna MAKINO 

Rnamnella frang1110ides W EB. 

クマヤナギ

オオクマヤナギ

仏)ネコノチチ

Balsaminaceae ツ1)フネソウ科

Impatiens noli.tangere L. 

I.tεxtori MJQ・

キツリフネ

ツリブネソウ

Sabiaceae アワブキ科

Meliosma myriantha SIEs・ etZucc. 

M. tenl1S MAXIM. 

アワブキ

ミヤマホウソ

Sapindaceae ムクロジ科q

Sapindl1s ml1korossi GAERJN・ ムクロジ
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(少)

(中)

(少)

少

(多)

(r:t ) 

(中)

(中)

(多)

(少)

(中)

(少)

(少)

少

中

中

少
(

(

 

少
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Aceraceae カニとデ科

Acer carpinifolium SIEB・etZucc. チドリノキ (少)

A. Crataegifolium SIEB. et Zucc. ウリカエデ (多)

A. mono MAXIM. オニイタヤ (中)

subsp. ambigllllm KrrAlIW託A

slIbsp. marmoratum KrrAMURA エンコウカエデ、 (多)

var. connivens I-L¥RA ウラゲエンコウカエデ (少)

A. palmatllm THUNs・

var¥palmatllm イロハモミジ (多)

var. amoenum OIlWI オオモミジ (中)

Staphyleaceae ミツノ〈ウツギ科

Euscaphis japonica KANITZ ゴンズイ (少)

Staphylea bumalda DC. ミツノfウツギ、 (少)

Celastraceae ニシキギ科

Celastrus orbiclllatlls TIIlJNs. ツJレウメモドキ (多)

C. stephanotifolills MAKINO オオツルウメモドキ (少)

ElIonymlls alatus 5mB. ニシキギ (少)

f. ciliatodentatlls HrYAMA コマユミ (中)

E. fortunei HAND. ツ/レマサキ (中)

var. rac1icans RZllD. 

日 japonicllsTr.llJNB・ マサキ (少)

E. melananthus FRANCH. et S，'¥VAT. サワダツ (仁jJ)

E. oxyphyllus MrQ・ ツリノてナ (多)

E. siebolc1ianlls BLUME マユミ (中)

Aquifoliaceae モチノキ科

I1ex crenata TlrじN日. イヌツゲ (中)

I. integra TIIUNB・ モチノキ (多)

I. macropoc1a抗rQ・ アオハダ (少)

I. rotunda TlltiNB. クロガネモチ (1や)
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Anacardiaceae ウルシ科

Rhus ambigua LAVALLEE ツタウルシ (多)

R. japonica L. ヌルデ (多)

R. succedanea L. ハゼ (多)

R. sylvestris SIEB. et Zucc. ヤマハゼ (少)

R. trichocarpa MIQ ヤマウルシ (多)

R. verniciflua STOKES (ゐ)ウルシ (少)

Coriariaceae ドタウツギ科

Coriaria japonica A. GRA Y ドクウツギ (少)

Euphorbiaceae トウダイグサ科

Acalypha australis L. エノキグサ (少)

Aleurites cordata R‘BROWN et STEUDEL (ム)アブラギリ (少)

Daphniphyllum macropodum MIQ・ ユズリハ (中)

D. teijsmannii ZOLL・ ヒメユズリハ (中)

Euphorbia helioscopia L. トウダイグサ (少)

E. pekinensis Rup託・ グカトウダイ (少)

E. pseudochamaesyce FISCH・ ニシキソウ (少)

E. sieboldiana説。RR.et DECNE. ナットウダイ (中)

E. supina RAFIN・ コニシキソウ (少)

Mallotus japonicus MUEII. ARG. アカメガシワ (多)

Phyllanthus matsumurae H.WATA ヒメミカンソウ (少)

Sapium japonicum PAX et HOFFM. シラキ (中)

Polygalaceae ヒメノ、ギ科

Polygala japonica HOUTT・ ヒメハギ (中)

Simaroubaceae ニガキ科

Picrasma quassioides BENN・ ニガキ (中)



32 

Rutaceae ミカン科

Boenninghausenia japonica NAKAI マツカゼ、ソウ (多)

Citrus junos SIEB. (ゐ)ユズ (少)

Orixa japonica TI1UNB・ コクサギ (少)

Skimmia japonica THUN日. ミヤマシキミ (多)

f. rugosa OHWI ウチダシミヤマシキミ (ゆ)

Zanthoxylum ailanthoides SIEB. et Zucc. カラスザ、ンショウ (ヰ1) 

Z. piperitum DC. サンショウ (多)

Z. planispinum SIEB・etZucc. ブユザンショウ (少)

Z. schinifolium SIE自・ etZucc. イヌザンショウ (少)

Oxalidaceae カタノ〈ミ科

Oxalis corniculata 1. カグノTミ (中)

O. corymbosa DC. ムラサキカタノTミ (少)

Geraniaceae フウ口ソウ科

Geranium thunbergii SIEB・etZucc. ゲンノショウコ (中)

Leguminosae マメ手ヰ

Aeschynomene indica L. クサネム (少)

Albizia jlllibrissin DURAZZ. ネムノキ (多)

Amphicarpaea edgeworthii BENTN・ ヤブマメ (少)

var. japonica OLlVER 

Apios fortunei MAXIM. *ド (少)

Caesalpinia japonica SIEB・etZucc. ジャケツイノfラ (中)

Cassia nomame百ONDA カワラケツメイ (少)

Cladrastis platycarpa MAKINO フジキ (少)

Crotalaria sessiliflora 1. タヌキマメ (少)

Desmodium laxum DC. オオパヌスどトハギ (中)

D. oldhamii OLlVER ブジカンゾウ (少)

D. podocarpum DC. マルパヌスビトハギ (少)

sllbsp. oxyphyllllm OHASHI ヌスピトハギ (多)

var. oxyphyllum 
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var. mandshuricum MAXIM. ヤブハギ (少)

Dumasia truncata SlEB. et ZUCC. 
ノササゲ

(多)
(キツネササゲ)

Dunbaria villosa MAKINO 
ヒメクズ (少)
(ノアズキ)

Euchresta japonica BENTH. ミヤマトベラ (中)

Glycine soja SlEB・etZUCC. ツjレマメ (少)

Indigofera ps告udo-tinctoria問ATSUMURA コマツナギ (中)

Kummerovia striata SCHlNDLER ヤハズソウ (多)

Lespedeza bicolor TUl~CZ. ヤマハギ (少)

1. buergeri MIQ・ キハギ (多)

1. cuneata G. DON メドハギ (中)

var. serpens OHWI ハイメドハギ (少)

L. cyrtobotrya MIQ・ マ/レパハギ (多)

L. pilosa SIEB・etZUCC. ネコハギ (中)

L. tomentosa SlEB. イヌハギ (少)

1. virgata DC. マキコニハギ (少)

Lotus corniculatus 1. ミヤコグサ (中)

var. japonicus REGEL 

Maackia amurensis RUPR. et MAXIM. イヌエンジュ (中)

Medicago polymorpha L. ウマゴヤシ (少)

Pueraria lobata OHWl クズ やや)

Rhynchosia acuminatifo1ia MAKINO トキリマメ (少)

R. volubilis LOUR. タンキリマメ (少)

Robinia pseudo-acacia 1. 
ハリエンジュ

いr(ニセアカシヤ) (少)

Sophora flavescens ArrON クララ (少)

Trifolium pratense 1. 
アカツメクサ (仁I~) 
(ムラサキツメクサ)

T. repens LINN. シロツメクサ (多)

Vicia cracca 1. クサフジ (少)

V. hirsuta S.F. GRAY スズメノエンドウ (少)

V. tetrasperma SCHREB カスマグサ (少)

V. unijuga A. BR. ナンテンハギ (少)
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Vigna angularis OHWI et OHASHI ヤブツルアズキ (少)

var. nipponensis OIlIVI et OlIASI!l 

Wisteria floribunda DC. フジ (多)

Rosaceae ノ〈ラ科

Agrimonia pilosa LEDEB・ キンミズヒキ (中)

Duchesnea chr・ysanthaMIQ・ ヘビイチゴ (中)

D. indica FOCKE ヤブヘビイチゴ (中)

Geum japonicum THUNB. ダイコンソウ (中)

Ker吋ajaponica DC. ヤマブキ (少)

Malus Tschonoskii (MAXIM.) C.K. SCHN・ オオウラジロノキ (少)

Potentilla centigrana MAXIM. ヒメヘビイチゴ (少)

P. fragarioides L. キジムシロ (中)

var. major MAXIM. 

P. freyniana BORNM. ミツバッチグリ (中)

P. kleiniana WIGHT・etARNO・rT オヘビイチゴ (少)

Pourthiaea vil10sa DECNE・
カマツカ (多)
(ウシコロシ)

vak. laevis STAPF 

Prunus buergeriana M1Q・ イヌザクラ (中)

P. grayana MAXIM・ ウワミズザクラ (中)

P. incisa THUNB. マメザクラ (多)

P. jamasakura SIEB・ ヤマザクラ (多)

P. spinulosa SIEB. et ZUCC. リンボク (多)

P. verecunda KOEHNE 
カスミザクラ (中)
(ケヤマザクラ)

P. zippe1iana MIQ・ ノfクチノキ (少)

Rosa luciae FRANCH. et ROCHEE到し ヤマテリハノイノてラ (多)

R. multiflora THUNB・ ノイノfラ (仁I~)

R. wichuraiana CREP. テリハノイノてラ (少)

Rubus buergeri MIQ・ フユイチゴ (多)

R. crataegifolius BじNGE クマイチゴ (仁科)

R. hakonensis FRANClI. et SAV . ミヤマブユイチゴ (少)

R. hirsutus THUNB・ クサイチゴ (多)



35 

R. microphyllus L. fil. ニガイチゴ (中)

R' minusculus L立VEIIぱ etVANIOT ヒメノてライチゴ (少)

R. palmatus THむNB・ モミジイチゴ (多)

var. coptophyllus O. KUNTZE 

R. parvifolius L. ナワシロイチゴ (中)

R. phoenicolasius MAXIM. ウラジロイチゴ
(少)(エピガライチゴ)

R. sorbifolius MAXIM. コジキイチゴ (少)

Sanguisorba officinaIis L. ワレモコウ (少)

Sorbus alnifoIia C. KOCH アズキナシ (少)

S. graciIis C. KOCH ナンキンナナカマド (少)

Spiraea japonica L. fil. シモツケ (中)

Stephanandra incisa ZABEL コゴメウツギ (中)

Pittosporaceae トベラ科

Pittosporum tobira Arr. トベラ (多)

Saxifragaceae ユキノシタ科

Astilbe microphylla KNOLL チダケサシ (少)

A. thunbergii MIQ. アカシュウマ (多)

Cardiandra alternifolia SIEB. et ZUCC. クサアジサイ (多)

Chrysosplenium fIagelliferum FR. SC!lM. ツルネコノメソウ (少)

C. grayanum MAXIM. ネコノメソウ (少)

C. japonicum MAKINO ヤマネコノメソウ (少)

C. macrostemon MAXIM. イワボタン
(少)(ミヤマネコノメソウ)

var. atrandrum HARA ヨゴレネコノメソウ (少)

C. maximowiczii F召ANCH・etSAVAT. ムカゴネコノメソウ (少)

Deutzia crenata SIEB. et ZUCC. ウツギ (多)

D. gracilis SIEB. et ZUCC. ヒメウツギ (多)

D. scabra THUNB・ マルパウツギ (多)

var. scabra 

Hydrangea involucrata SIEB・ タマアジサイ (多)
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H. macrophylla SER. 
ヤマアジサイ
(サワアジサイ)

var. acuminata MAI<INO 

Parnassia palustris L. 

Philadelphus satsumi 5mB. 

Saxifraga fortunei Hool<. fil. 

var. crassifolia NAKAI 

Schizophragma hydrangeoides 5mB. et Zucc. 

)
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1

1
 

(
 

ウメパチソウ (少)

パイカウツギ (中)

イズノシマダイモンジソウ (中)

イワガラミ (中)
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コモチマンネングサ

キリンソウ

Crusiferae アブラナ科

Arabis hirsuta ScoP. 

A. serrata FRANCH. et SAV. 

var. japonica OIIWI 

Gapsella bursa-pastoris MEDIK・

Cardamine flexuosa Wrm. 

ヤマハグザオ

イワハグザオ

ナズナ

タネツケノてナ

ヤマタネツケノマナ
(オ;;fパタネツケパナ)

イヌガラシ

スカシタゴ71Tウ

グンパイナズナ

C. scutata THUNB・

Rorippa indica HIZRN 

R. islandica BORBs.S 

Thlaspi arvense L. 

Papaveraceae ケシ科

Chelidonium majus L. 

var. asiaticum OHWI 

Corydalis heterocarpa SI立8・etZucc. 

var. japonia OHWI 

C. incisa PERS. 

クサノオウ

キケマン

ムラサキケマン

C. pallida PERS. 

var. tenuis YATABE 

Macleya cordata R. BR. 

ミヤマキケマン

タケニグサ

(少)

(少)

(少)

(少)

(中)

(中)

(少)

(中)

(少)

(少)

(少)

(少)

(少)

(少)

(少)
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Lauraceae クスノキ科

Actinodaphne lancifolia MElSN・ カゴノキ (多)

A. longifolia N AKAl 
ノてリパリノキ

(中)
(アオカゴノキ)

Cinnamomum camphora S1EB・ クスノキ (少)

C. japonicum S1EB. ヤブニッケイ (多)

Lindera glauca BLUME ヤマコウノてシ (多)

L. umbellata THUNB. クロモジ (多)

L. citriodora狂EMSL. (ゐ)アオモジ (少)

Machilus thunbergii SIEB・etZUCC. イヌグス
(多)(タブノキ)

N eo1itsea aciculata KOIDZUMI イヌガシ (少)

N. sericea KOIDz. シロダモ (多)

Magnoliaceae モクレン科

Il1icium re1igiosum S1EB. et ZUCC. シキミ (多)

Kadsura japonica DUNAL ビナンカズラ (多)

Magnolia obovata Tl!UNB・ ホオノキ (中)

Michelia compressa SA叫・ オガタマノキ (少)

Schisandra repanda RADLK. マップサ (多)

M enispermacea邑 ツヅラフジ科

Cocculus trilobus DC. カミエピ
(中)

(アオツヅラフジ)

Sinomenium aCl1tum REHD. et WILS. ツヅラフジ (中)

Ber beridaceae メギ科

Berberis thl1nbergii DC. メギ (中)

Lardizabalaceae アケビ科

Akebia pentaphylla MAKINO ゴヨウアケビ (少)

A. quinata DECAlSNE アケビ (多)

A. trifoliata K01DZUMl ミツバアケビ (多)
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Stauntonia hexaphylla DECAISNE 

Ranunculaceae キンポウゲ科

Aconitum japonicum TlIUN日.

var. montanum N AKAI 

Anemone f!accida FR. SCIIM. 

A‘hupehensis LEtvlorNE 

var. japonica BOWLES et STEARN 

Aguilegia adoxoides 0mVI 

Cimicifuga japonica SPRENG. 

C. simplex WORz..lSK・

Clematis apiifolia DC. 

var. biternata MAKINO 

C. japonica THUNB・

C. stans SIEB et ZじCC・

C. terniflora DC. 

C‘tosaensis MAKINO 

Coptis japonica MAKINO 

var. dissecta NAKAI 

Hepatica nobilis Schreber var. nipponica N AKAI 

Pulsatilla cernua Sp註ENG.

Ranunculus japonicus THUNs・

R. quelpaertensis N AKAI 

R. sceleratus L. 

Thalictrum minus し

var. hypoleucum MIQ・

Cercidiphyllaceae カツラ科

Cercidiphyllum japonicum SIEB. et Zucc. 

Eupteleaceae フサザクラ科

Euptelea polyanctra SlIm・etZUCC. 

ムベ

ヤマトリカブト

ニリンソウ

シュウメイギク

ヒメウズ

イヌショウマ

サラシナショウマ

ボタンズル

コボ、グンズル

ハンショウズル

クサボタン

センニンソウ

トリガグハンショウズル

セリノてオウレン

スハマソウ

オキナグサ

ウマノアシガグ

キツネノボタン

グガラシ

アキカラマツ

カツラ

ブサザクラ

(多)

中

少

少

少

多

多

多

多

中

少

中

少

中

(中)

(少)

(中)

(少)

(少)

中

少

(多)
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N ymphaeaceae スイレン手ヰ

Cabomba caro1iniana A. GRA Y ブサジュンサイ (少)

Caryophyllaceae ナデシコ科

Arenaria serpyllifolia L. ノミノツヅリ (少)

Cerastium glomeratum Tl!UILL. オランダミミナグサ (中)

C. holosteoides FRIES 

var. hallaisanense MlZUSIIIMA ミミナグサ (多)

Cucubalus baccifera し

var. japonicus MIQ・ ナンパンハコベ (少)

Dianthus armeria L. ノハラナデシコ (少)

D. superbus L. カワラナデシコ (少)

var. longicalycinus WII.LIAMS 

Melandryum firmum ROHR日・ ブシグロ (少)

Sagina japonica OIIWI ツメクサ (中)

Stellaria alsine GRIMM ノミノフスマ やが)

var. undulata OIlWI 

S. aquatica Scor. ウシハコベ (少)

S. diversiflora MAXIM. サワハコベ (少)

S. neglecta W EIHE 
ミドリハコベ (中)
(ノ、コべ)

S. sessiliflora Y A日誌 ミヤマハコベ (少)

Portulacaceae スベリヒユ科

Portulaca oleracea L. スベリヒユ (中)

Aizoaceae ツルナ科

Mollugo pentaphylla L. ザクロソウ (少)

M. verticillata L. クルマパザクロソウ (少)

Phytolaccaceae ヤマゴボウ寺ヰ

Phytolacca americana L. ヨウシュヤマゴボウ (少)

P. esculenta V AN HouT'l‘E ヤマゴボウ (少)
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Theligonaceae ヤマトグサ科

The1igonum japonicum OKUsO et MAKINO. ヤマトグサ (少)

Amaran thaceae ヒユ科

Achyranth出 japonicaN AKAI イノコズチ (多)

Amaranthus 1ividus 1. イヌピユ (中)

Chenopodiaceae アカザ科

Chenopodium album 1. シロサif (少)

var. centrorubrum MAKINO アカザ (中)

C. ambrosioides 1. ケアリタソウ (少)

var. pubescens MAK・

Polygonaceae タデ科

Polygonum aviculare 1. ミチヤナギ (少)

P. caespitosum BLUME 

var. laxiflorum MEISN. ハナタデ (中)

P. conspicuum NAKAI サクラタデ (少)

P. convolvulus 1. ソパカズラ (少)

P. cuspidatum SIEs. et ZむとC. イタドリ (中)

P. filiforme THUNs・ ミズヒキ (多)

P. hydropiper L. ヤナギタデ (少)

P. lapathifolium 1. オオイヌタデ (少)

P. longisetum DE BRUYN イヌタデ (中)

P. makinoi NAKAI オオネパリタデ (少)

P. multiflorum THUN詰. ツ/レドクダミ (少)

P. nipponense MAKINO ヤノネグサ (少)

P. orientale 1. オオケタデ (少)

P. pubescens BWME ボントクタデ (少)

P. scabrum MOENCH サナエタデ、 (少)

P. sieboldii MEISN. アキノウナギ、ツカミ (少)

P. taquetii L立UEILL~ ヌカボタデ (少)
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P. thunbergii 5mB・etZUCC. ミゾソノf (中)

P. viscoferum MAKINO ネノてリタデ (少)

Rumex acetosa L. スイノT (中)

R. acetosella L. ヒメスイノT (中)

R. conglomeratus MURR. アレチギシギシ (少)

R. japonicus HOUTT・ ギシギシ (中)

R. longifolius DC. ノダイオウ (少)

Aristolochiaceae ウマノスズクサ科

Aristolochia kaempf，記riWn.LD・ オオノマウマノスズクサ (多)

Asarum kooyanum MAKJNO カンアオイ (多)

var. nipponicum KJTAMURA 

Loranthaceae ヤド 1)ギ科

Korthalsella japnica ENGL. ヒノキパヤドリギ (少)

Taxillus kaempferi DANSER マツグミ (少)

San talaceae ビャクダン科

Buckleya lanceolata MIQ・ ツクノてネ (少)

Thesium chinensis Tu記CZ. カナビキソウ (少)

Urticaceae イラクサ科

Boehmeria holosericea BLUME オニヤブマオ (少)

B. kiyozumensis SATAKE キヨズミヤプマオ (少)

B. longispica STEUD・ ヤブマ会 (少)

B. nipononivea KOlDZUMI. カラムシ (多)

B. nivea GAUDlCH. クサマオ (少)

subsp. nipononivea Krr，屯MURA

B. platanifolia F託ANCH・etSAVAT. メヤブマオ (中)

B. sieboldiana BLUME ナガノfヤブマオ (少)

B. spicata THUNB・ コアカソ (多)

B. tricuspis MAKINO クサコアカソ (多)

var unicuspis MAKINO 
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Debregeasia edulis WEDD・ ヤナギイチゴ (中)

Elatostema densiflorum FRANCH. et SAVAT. トキホコリ (少)

E. umbellatum BLU:VlE ウヴノてミソウ (多)

var. majus MAXIM. 

Laportea bulbifera W EDDELL. ムカゴイラクサ (中)

Pellionia scabra B在NTH. キミズ (少)

Pilea hamaoi MAKItぜひ ミズ (中)

P. japonica HAND.-MAZZ. ヤマミズ (少)

P. mongolica WEDDELL. プオミズ (少)

Urtica thunbergiana SIEB. et ZUCc. イラクサ (中)

Moraceae クワ科

Broussonetia kazinoki SIE日. コウゾ (多)

Fatoua villosa N AKAI クワクサ (少)

Ficus erecta THUNB. イヌビワ (多)

F. nipponica FRANCH. et SAVAT. イタビカズラ (多)

日umulusjaponicus SIEB. et ZUCC. カナムグラ (中)

Morl1s bombycis KOIDZUMI ヤマグワ (多)

Ulmaceae ニレ科

Aphananthe aspera PLANCH. ムクノキ (少)

Celtis jessoensis KOIDZUMl エノキ (仁ド)

Zelkova serrata MAKINO ケヤキ (中)

Fagaceae ブナ平ヰ

Castanea crenata SIEB. et ZUCC. クリ (多)

Castanopsis cuspidata SCHOTTKY 
スダジイ

(多)
(シイ)

var. sieboldii NAI<AI 

Fagl1s japonica MAXIM・ イヌブナ (少)

Pasania edulis MAKINO マテノてシイ (中)

Quercus acuta THじNB. アカガシ (多)

Q. acutissima C."RRUTII. クヌギ (少)
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Q. dentata TllUr-.:B. カシワ (少)

Q. gilva BLUME イチイガシ (少)

Q. glauca THUN日・ アラカシ (多)

Q. myrsinaefolia BLUME シラカシ (中)

Q. phi1lyraeoides A. GRAY (ふ)ウパメガシ (少)

Q. salicina BLUME ウラジロガシ (多)

Q. serrata THUNB・ コナラ (多)

Q. sessi!ifolia BLUME ツクパネガシ (少)

Q. takaoyamensis MAKINO オオツクノfネガシ (少)

Betulaceae カノ〈ノキ科

Alnus hirsuta TURCZ. 

var. sibirica c.K. SCHN. 仏)ヤマハンノキ (少)

A. japonica STEUD. (，0.)ハンノキ (少)

A. pendula MATSUMURA (ム)ヒメヤシャブシ (少)

ん sieboldianaMATSUMURA (，0.)オオパヤシャブシ (少)

Carpinus japonica BLUM詑 クマシデ (少)

C. laxiflora BLUME アカシデ (中)

C. tschonoskii MAXIM. イヌシデ ( 1キ1) 

Ostrya japonica SARG・ アサダ (少)

Juglandaceae クルミ科

J uglans ailanthifolia CARR・ オニグ/レミ (少)

Myricaceae ヤマモモ科

Myrica rubra SIEB・etZUCC. ヤマモモ (中)

Salicaceae ヤナギ科

Populus sieboldii MIQ・ ヤマナラシ (少)

Sa!ix bakko Knv1USA 
ノてッコヤナギ (少)
(ヤマネコヤナギ)

S. gilgiana SEEIv!. 
カワヤナギ (少)
(ナガノてカワヤナギ)
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S. gracilistyla MIQ. ネコヤナギ (少)

S. hisauchii KOIDZUMI ブジヤナギ (少)

S. integra THUN日. イヌコリヤナギ (少)

S. japonica THtJNs. シパヤナギ (多)

S. sachalinensis FR. SCI!M. オノエヤナギ (少)

S. subfragilis ANDERS. グチヤナギ (少)

S. vulpina ANDERS. キツネヤナギ (少)

Chloran thaceae セン 1):3ウ科

Chloranthus glaber MAKINO センリョウ (少)

C. serratus ROEM・色tSCHtJL' フタリシズカ (中)

Piperaceae コショウ科

Piper kadzura OmVI フウトウカズラ (中)

Saururaceae ドクダミ手ヰ

日outtuyniacordata THUNs. ドクダミ (多)

単子葉描物 MONOCOTYLEDONEAE 

Orchidaceae ラン科

Bletilla striata REICHs. fil. シラン (少)

Bulbophyllum drymoglossum MAXIM. 
マメ、ゾグラン

(少)
(マメラン)

B. inconspicuum MAXIM. ムギラン (少)

Calanthe discolor LINDL・ エビネ (多)

C. reflexa MAX!M. ナツエビネ (多)

C. falcata BLtJME キンラン (少)

C. longibracteata BLtJME ササパギンラン (少)

Cremastra variabilis N AI<AI サイハイラン (中)

Cymbidium lancifolium HOOI<. ナギラン (少)

C. nipponicum MAK!NO マヤラン (少)
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C. virescens LINDL・ シュンラン
(多)

(ホクロ)

Cypripedium debile REICI1B. fil. コアツモリソウ (少)

C. japonicum TI1UNB・ クマガイソウ (I:t ) 

Dendrobium moniliforme Sw. セキコク (少)

Epipactis thunbergii A. GRAY カキラン (少)

Galeola septentrionalis 設EICHB・fi1. ツチアケビ (少)

Gastrodia confusa HONDA et TUYAMA アキザ、キヤツシロラン (少)

G. elata BLUME オニノヤガラ (少)

Goodyera macrantha MAXIM. ベニシュスラン (少)

G. maximowicziana MAKINO アケボノシュスラン (少)

G. schlechtendaliana REICHB. fil. ミヤマウズラ (中)

G. velutina MAXIM. シュスラン (中)

Hetaeria sikokiana TUYAMA ヒメノヤガラ (少)

Lecanorchis japonica BLUME ムヨウラン (少)

Liparis krameri FRANCH. et S，W. ジメrノてチソウ (少)

L. kumokiri F. MAEKAWA クモキリソウ (少)

L. nervosa LINDL. コクラン (中)

Listera japonica BLUME ヒメフタノてラン (少)

N eofinetia falcata Hじ フウラン (少)

Oberonia japonica問AKINO ヨウラクラン (少)

Orchis graminifolia T ANG et W ANG アワチドリ (少)

var. suzukiana OHWI 

Platanthera japonica LINDL・ ツレサギソウ (少)

P. minor REICI1B. fil. ノヤマトンボソウ
(少)(オオノfノトンボソウ)

Saccolabium japonicum MAKINO カシノキラン (少)

S. matsuran MAKINO 
マツラン

(少)
(ベニカヤラン)

Sarcochi1us japonicus MIQ・ カヤラン (少)

Spiranthes sinensis AMES 
モジズリ (中)
(ネジパナ)

var. amoena HA制

Taeniophyllum aphyllum MAKINO クモラン (少)

Tipularia japonica MATSUMURA ヒトツボクロ (少)
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Tulotis iinumae HARA イイヌマムカゴ (中)

T. ussuriensis HARA トンボソウ (少)

Zingiberaceae ショウガ科

Alpinia japonica MIQ. ハナミョウガ (多)

Zingiber mioga ROSCOE ミョウガ (少)

lridaceae アヤメ科

Belamcanda chinensis DC. ヒオウギ (少)

Iris ensata TIIUNB. ノハナショウブ (少)

var spontanea N AKAI 

1. japonica THUNB・ シャガ (仁I~)

Sisyrinchium atlanticum BICKN・ ニワゼ、キショウ (中)

Tritonia crocosmaeflora LEMOINE ヒメヒオウギズイセン (中)

Dioscoreaceae ヤマノイモ科

Dioscorea japonica TIIUNB. ヤマノイモ (多)

D. septemloba TIIじNB・ キクノfドコロ (中)

D. tenuipes FRANCH・etS，w. ヒメドコロ (中)

D. tokoro MAKINO 
トコロ (多)
(オニドコロ)

Amaryllidaceae ヒガンバナ科

Lycoris radiata HE間・ ヒガンバナ (中)

N arcissus tazetta L. (6)スイセン (少)

var. chinensis ROEMER 

Liliaceae ユリ科

Allium grayi REGEL ノビル (少)

A. thunbergii G. DON ヤマラッキョウ (少)

Disporum sessile DON. *'ウチャクソウ (多)

D. smilacinum A. GRA Y チゴユリ (少)

Heloniopsis orientalis C. T A;:.JAI<A 
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var. flavida 01111'1 
シロノfナショウジョウノfカ

(少)山、フ

HemerocalIis fulva L. ヤブカンゾウ (少)

var. kwanso REGEL 

H. longituba MIQ・ ノカンゾウ (少)

Hosta kiyosumiensis F. MAEKAWA キヨスミギボウシ (多)

Lilium auratum LINDL. ヤマユリ (中)

L. cordatum KOIDZUMI ウノてユリ (中)

Liriope minor MAKINO ヒメヤブ。ラン (中)

L. platyphylla W ANG et T ANG ヤブラン (少)

Ophiopogon japonicus KER-G川NL. ジャノヒゲ (多)

O. planiscapus NAKAI オオノマジャノとゲ (多)

Polygonatum falcatum A. GRA Y ナルコユリ (中)

P. lasianthum MAXIM. ミヤマナノレコユリ (r:t ) 

P. odoratum DRUCE アマドコロ (少)

var. pluriflorum OHlVI 

Reineckia carnea KUNTH 半チジョウソウ (多)

Rohdea japonica ROTJ! オモト (中)

Scilla scilloides DRUCE ツJレボ (少)

Smilax china L. サルトリイノてラ (多)

S. riparis A. DC. シオデ (中)

var. ussuriensis HARA et T. KOYAMA 

Tricyrtis macropoda MIQ・ ヤマホトトギス (中)

T. hirta HOOK. ホトトギス (中)

Veratrum maackii REGEL シュロソウ (少)

var. japonicum T. SHlMIZU 

Juncaceae イグサ科

]uncus alatus FRANCH. et SAV. ハナビゼキショウ (少)

]. bufonius L. ヒメコウガイゼキショウ (少)

]. effusus L. イ (少)

var. decipiens BUCHEN. 

]. krameri FRANCH. et SAV. タチコウガイゼキショウ (少)
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]. yokoscensis SATAKE 

Luzula capitata MIQ・

し plumosaE. MEYER 

Var. macrocarpa 0H1VI 

Pontederiaceae ミズアオイ手ヰ

Monochoria vaginalis PRESL 

var. plantaginea SOLMS-LAUs. 

Commelinaceae ツユクサ科

Kneilema keisak HASSI<' 

Commelina benghalensis L. 

C. communis L. 

Pollia japonica 1'HじNIl・

1'radescantia fluminensis V ELL. 

Eriocaulaceae ホシクサ科

Eriocaulon robustius MAKINO 

Lemnaceae ウキクサ科

Spirodela polyrhiza SCHLEID. 

Araceae サトイモ科

Acorus gramineus SOLAND・

Arisaema aequinoctiale NAKAI et F. MAEKA¥VA 

A. urashima HARA 

Pinellia ternata B拙 ITENs・

Cyperaceae カヤツリグサ手ヰ

Carex aphanolepis FRANCH. et SAV・

C. blepharicarpa FRANCH. 

C. breviculumis R. BR. 

イヌイ

スズメノヤリ

ヌカボシソウ

コナギ

イボクサ

マルパツユクサ

ツユクサ

ヤブミョウガ

ノハカタカラクサ
(トキワツユクサ)

ヒロハイヌノヒゲ

ウ正予クサ

セキショウ

ビガンマムシグサ

ウラシマソウ

カラスピシャク

エナシヒゴクサ

ショウジョウスゲ

アオスゲ

(少)

(中)

(少)

中

(中)

(少)

(中)

(中)

(少)

(少)

少

(中)

(多)

(少)

(中)

(少)

(少)

(少)
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C. brunnea THUNs. コゴメスゲ (少)

C. conica BOOTT ヒメカンスゲ (多)

C. curvicollis FRANCH. et SAV. ナルコスゲ (少)

C. dimorpholepis STEUD・ アゼナルコ (少)

C. dolichostachya HAYATA 

var. glaberrima T. KOYAMA ミヤマカンスゲ (多)

C. doniana SPRENG. シラスゲ (中)

C. duvaliana FRANCH. et SA V. ケスゲ (少)

C. gibba W AHL・ マスクサ (少)

C. incisa BOOTT カワラスゲ (少)

C. insaniae KOIDZUMI アオパスゲ (少)

var. papillaticulmis OHWI 

C. ischnostachya STEUD ジュズスゲ (少)

C. japonica THUNs. ヒゴクサ (少)

M. kiotensis FRANCH. et Sl¥V. テキリスゲ (少)

C. lanceolata Boorr ヒカゲスゲ (少)

C. lenta D. DON var. lenta ナキリスグ (多)

C. maximowiczii MIQ・ ゴウソ (少)

C. mol1icula BOOTT ヒメシラスゲ (少)

C. morrowii BOOTT カンスゲ (多)

C. oahuensis C.A. MEY. ヒゲスゲ (少)

var. robusta FRANCH. et SKV. 

C. parciflora BOOTT コジュズスゲ (少)

var. macroglossa OIIWI 

C. pisiformis Boorr ホンモンジスグ (少)

C. planata FRANCH. et Sl¥VAT. タカネマスクサ (少)

C. rhizopoda MAXIM. シラコスゲ (少)

C. rochebrunii FRANCH et SKVAT. ヤブスゲ (少)

C. sachalinensis FR. SCHM. 

var. alterniflora OIIWI オオイトスゲ (少)

C. transversa BOOTT ヤワラスゲ (少)

Cyperus amuricus Ml¥XIM. チャガヤツリ (少)

C. brevifolius Hl¥SSK. ヒメクグ (少)
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var. leiolepis T. KOYAMA 

C. compressus し クグガヤツリ (少)

C. difformis L. タマガヤツリ (少)

C. flaccidus R. BR. とナガヤツリ (少)

C. globosus ALL. アゼガヤツリ (少)

C. haspan L. コアゼガヤツリ (少)

C. iria L. コゴメガヤツリ (少)

C. nipponicus FRANCl!. et SAVAT. アオガヤツリ (少)

C. orthostachyus F武ANCH・巴tSKVA'!¥ ウシクグ (少)

C. pacificus OHWI シロガヤツリ (少)

C. rotundus L. ハマスゲ (少)

C. sanguinolentus V AHL カワラスガナ (少)

Eleocharis acicularis ROEM. et SCHULT 

var. longiseta SVENSON マツノTイ (少)

E. congesta D. DON ハリイ (少)

E. kamtschatica KOM. クロハリイ (少)

f. reducta OHW! 

Fimbristylis autumnalis ROEM. et SCHUL' ヒメテンツキ (少)

F. dichotoma VA日L テンツキ (少)

var. dichotoma 

F. diphylloides MAKINO クロテンツキ (少)

F. littoralis GAUDICH. ヒデリコ (少)

F. subbispicata NEES et MEYEN ヤマイ (少)

F. verrucifera MAKINO アオテンツキ (少)

Lipocarpha microcephala KUNTH ヒンジガヤツリ (少)

Scirpus juncoide日ROXs. ホタ/レイ (少)

S. triqueter L. サンカクイ (少)

S. wichurae BOCKL註・ アイパソウ (少)

Gramineae イネ科

Achnatherum P色kinseOHWI ハネガヤ (少)

Agropyron ciliare FRANOI. アオカモジグサ (少)

var， minus OHWI 
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A. tSllkllShiense OH¥VI カモジグサ (少)

Agrostis clavata TRIN・ ヤマヌカボ (少)

var. nllkabo OmVI ヌカボ (少)

A. alba 1. コヌカグサ (少)

Alopecllrlls aequalis SOsOL・ スズメノテッポウ (少)

var. amllrensis OHWI 

A. japonicllS S'rIiUU. セトガヤ (少)

Andropogon brevifolillS SWARTZ ウシクサ (少)

Arthraxon hispidus MAKINO コブナグサ (多)

Arundinella hirta C. T ANAKA トダシパ (少)

Avena fatlla 1. カラスムギ (少)

Beckmannia syzigachne FERNAW カズノコグサ (少)

Bothriochloa porviflora OHWI ヒメアブ‘ラススキ (少)

Brachypodillm sylvaticllm P. BEAUV. ヤマカモジグサ (中)

Bromus catharticus Vi¥HL イヌムギ (少)

B. japonicllS THUNs. スズメノチャヒキ (少)

B. pallciflorllS HACK・ キツネガヤ (少)

Calamagrostis arllndinacea ROTH. ノガリヤス (少)

var. brachytricha HACK. 

C. hakonensis FRANCH. et Si¥V. ヒメノガリヤス (少)

Cymbopogon tortilis HrrCHc. 

var. goeringii HANU.-Mi¥zz. オガルガヤ (少)

Cynodon dactylon Pm，s. ギョウギシパ (少)

Dactylis glomerata 1. カモガヤ (少)

Digitaria adscendens HENR・ メヒシノマ (中)

D. timorensis BALANSA コメ tニシノf (少)

D. violascens LINK. アキメヒシノて (中)

Dimeria ornithopoda TRIN カリマグガヤ (少)

EccoiloPllS cotulifer A. CAMUS アプラススキ (少)

Echinochloa crlls-galli BEAUV・ イヌピエ (少)

var. crlls-galli 

Eleusine indica GAERTN オヒシノf (少)

Eragrostis CllrVllla N EES シナダレスズメガヤ (少)



52 

E. ferruginea BEAUV. カゼクサ (少)

E. multicaulis STEUD・ ニワホコリ (少)

E. pilosa BEAむV. ヌfオニワホコリ (少)

Eriochloa villosa KUNT!I ナルコピエ (少)

Festuca arundinacea SCHREB. オニウシノケグサ (少)

F. parvigluma STEUD. トボシガラ (少)

Glyceria ischyroneura S'I'EUD. ドジョウツナギ (少)

Holcus lanatus L. シラゲガヤ (少)

Imperata cylindrica B詑AUV.

var. koenigii DむR・etSCHINZ. チガヤ (中)

Isachne globosa O. KUNTZE チゴザサ (少)

1. nipponensis OHWI ハイチゴザサ (少)

Kengia hackelii P ACKE註 チョウセンガリヤス (少)

Leersia sayanuka OHWI サヤヌカグサ (少)

Lolium multiflorum LAM. ネズミムギ (少)

Microstegium japonicum KOID双山!I ササガヤ (少)

M. vimineum A. CAMUS アシボソ (中)

var polystachyum OHWI 

Miscanthus sacchariflorus BENTH. オギ (少)

M. sinensis ANDERSS・ ススキ (多)

Muehlenbergia hakonensis MAKINO タチネズミガヤ (少)

M. japonica STEUD・ ネズミガヤ (少)

M. ramosa MAKINO キダチネズミガヤ (少)

Oplismenus undulatifolius ROEM. et SCHULT・

var. japonicus KOIDZUMI チヂミザサ (多)

Panicum bisulcatum THUN ヌカキビ (少)

Paspalum dilatatum POIR・ シマスズメノヒエ (少)

P. thunbergii KUNTH スズメノヒエ (多)

Pennisetum alopecuroid告SSPRENG・ チカラシノf (少)

Phalaris arundinacea L. クサヨシ (少)

Phleum paniculatum HUDS. アワガエリ (少)

P. pratensεL オオアワガエリ (少)

Phragmites communis TRIN・ ヨシ (中)
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Poa acroleuca STEUD. ミゾイチゴツナギ、 (中)

P. annua L. スズメノカタビラ (中)

P. pratensis L. ナガハグサ (少)

P. sphondylodes TRIN・ イチゴツナギ (少)

Polypogon fugax STEUD・ ヒエガエリ (少)

Sacciolepis indica CHASE ハイヌメリ (少)

var. oryzetorum 011¥1'1 ヌメリグサ (少)

Setaria faberi HERRM・ アキノエノコログサ (少)

S. glauca BEAUV. キンコニノコロ (少)

S. viridis BEAUV. エノコログサ (中)

Sporobolus indicus R. BR. ネズミノオ (少)

S. japonicus MAXIM. ヒゲシパ (少)

Themeda japonica C. T ANAKA メガルカヤ (少)

Trisetum bifidum ORWI カニツリグサ (少)

Zoysia japonica STEUD. シパ (多)

Bambusaceae タケ科

Pleioblastus chino MAKINO アズマネザ、サ (中)

P. simoni NAKAI メグ、ケ (少)

Pseudosasa japonica MAKINO ヤダケ (少)

Sasa kiyozumiana N AKAI キヨズミザサ (少)

S. borealis MAKINO スズ (少)(スズグケ)

var. purpurascens MUIWI 

Phyllostachys bambusoides SIEB. et ZUCC. マダケ (少)

P. nigra MUNRO ハチク (少)

var. Henonis STAPF 

Sasa veitchii REHD. クマザサ (少)

Shibataea kumasaca MAKINO オカメザサ (少)

Triuridaceae ホンゴウソウ年ヰ

Sciaphila japonica MAKINO ホンゴウソウ (少)
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Hydrocharitaceae トチカガミ科

Blyxa ceratospεrma MAXIM. スフゃタ (少)

Elodea nuttalli St. JOHN. コカナダモ (少)

日ydrillaverticillata CASP・ クロモ (少)

Ottelia alismoides PERS. ミズオオバコ (少)

Alismataceae オモダカ科

Klisma canaliculatum A. BR. et BOUCH. ヘラオモグ、カ (少)

Sagittaria pygmaea MIQ・ ウリカワ (少)

S. trifolia L. オモダカ (少)

Najadaceae イノ〈ラモ科

N ajas minor ALL. トリゲモ (少)

Potamogetonac母ae ヒルムシロ科

Potamogetol1 distinctus A. BENN. ヒルムシロ (少)

Typhaceae ガマ科

Typha angustata BORY et CHAUIl・ ヒメガマ (少)

T. latifolia L. ガマ (少)

裸子植物 GYMNOSPERMAE 

Cupressaceae ヒノキ科

Chamaecyparis obtusa SIEB・etZuじC. ヒノキ (栽)

C. pisifera ENDL・ サワラ (栽)

J uniperus rigida 5mB・etZUCC. ネズミサン (少)

Taxodiaceae スギ科

Cryptomeria japonica D. DON スギ (栽)
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Pinaceae マツ科

Abies firma 5mB. et ZuCC. モミ (多)

Pinus densiflora SIEB. et ZuCC. アカマツ (中)

P. parviflora 5mB・etZuCC. ヒメコマツ (少)
(ゴヨウマツ)

P. thunbergii PARL・ クロマツ (少)

Tsuga sieboldii CARR・ ツガ (多)

Cephalotaxaceae イヌガヤ科

Cephalotaxus harringtonia K. KOCH. イヌガヤ (多)

Podocarpaceae マキ科

Podocarpus macrophylla D. DON イヌマキ (少)

Taxacea邑 イチイ科

Torreya nucifera Snm・etZucc. カヤ (多)

シダ槌物 PTERIDOPHYTA 

Lycopodiaceae ヒカゲノカズラ科

Lycopodium clavatum 1. 

var. nipponicum N目AKAI ヒカゲノカズラ (少)

1. serratum TlIuNB. トウゲシパ (多)

Selaginellaceae イワヒノ〈科

Selaginella involvens SPRING カタヒノf (少)

S. remotifolia SPRING クラマゴケ (少)

S. tamariscina SPIUNG イワヒノて (少)

Isoetaceae ミズニラ科

Isoetes japonica A. BR・ ミズニラ (少)
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Equisetaceae トクサ科

Equisetum arvense L. スギ、ナ (中)

Botrychiaceae ノ、ナワラビ手ヰ

J apanobotrychium strictum N ISHIDA ナガボノナツノハナワラビ (少)

J. virginianum N ISHIDA ナツノハナワラビ (少)

Sceptridium japonicum LYON オオハナワラビ (I:tl) 

S. ternatum LYON ブユノハナワラビ (r.t ) 

Ophioglossaceae ノ、ナヤス 1)科

Ophioglossum vulgatum M. ヒロハハナヤスリ (少)

Osmundaceae ゼンマイ科

Osmunda japonica THUNB・ ゼンマイ (多)

Lygodiaceae カニタサ科

Lygodium japonicum Sw. カニクサ (中)

Gleicheniaceae ウラジ口科

Dicrなnopterisdichotoma BERNH. コシダ (少)

Gleichenia japonica SPR・ ウラジロ (多)

Hymenophyllaceae コケシノブ科

Crepidomanes makinoi COPEL・ アオホラゴケ (少)

var. tosae K. IWATs. 

Gonocormus minutus V.d. Bosctr ウチワゴケ (少)

Hymenophyllum barbatum BAKER コウヤコケシノブ (少)

Mecodium oligosorum H. ho キヨスミコケシノブ (少)

Vandenboschia radicans COPEL. ハイホラゴケ (少)

var. orientalis H. ho 

Pteridaceae イノモトソウ汗ヰ

Adiantum monochlamys EAT. ハコネシダ (少)
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K. pedatum L. クジャクシダ (中)

Coniogramme intermedia HIE託ON・ イワガネゼンマイ (少)

C. japonica DIELS イワガネソウ (少)

Dennstaedtia hirsuta羽ETT. イヌシダ (少)

D. wilfordii KOlDZ. オウレンシダ (少)

Hypolepis punctata METT. イワヒメワラビ (少)

Microlepia marginata C. CHR‘ プモトシ夕、、 (中)

var. bipinnata MAKINO クジャクフモトシダ (少)

M. pseudo-strigosa MAKINO フモトカグマ (少)

Onychium japonicum KUNZE タチシノブ (中)

Pteridium aquilinum KUHN ワラピ (中)

var. latiusculum UND. 

Pteris cretica L. オオノTノイノモトソウ (多)

P. dispar KUNZE プマクサシ夕、、 (少)

P. inaequalis BAK・ オオパノハチジョウシダ (中)

var. aequata TAGAWA 

P. multifida POlR. イノモトソウ (少)

P. nipponica SHlEH マツザカシダ (少)

P. oshimensis HIERON. コハチジョウシグ作 (少)

P. wallichiana AGARDH ナチシダ (少)

Sphenomeris chusana COPEL・ ホラシノブ ( Iや)

Davalliaceae シノブ手ヰ

Daval1ia mariesii MOORE シノブ (少)

Plagiogyriaceae キジノオシダ科

Plagiogyria euphlebia METT・ オオキジノオ (少)

P. japonica NAKAI キジノオシダ (多)

Aspidiaceae オシダ科

Athyrium henryi DlELS 

var. kiyozumianum T AGAWA キヨズミメシ夕、、 (少)

A. iseanum ROSENST ホソノてイヌワラビ (少)
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A. niponicum HANCE イヌワラビ (*) 

A. okuboanum MAKINO オオヒメワラビ (少)

A. otophorum KOlDZUMl タニイヌワラビ (少)

A. sheareri Cl!lNG ウラボシノコギリシダ (少)

A. squamigerum OIlWl キヨタキシタ* (中)

K. vidaIii N AKAl ヤマイヌワラビ (少)

A. viridifrons MAKINO ミドリワラビ (中)

A. wardii MAKINO ヒロノ¥イヌワラビ (少)

A. yokoscense CIIR1ST へビノネコザ (少)

Cornopteris decurrenti-alata N AKAl シケチシダ (少)

var. pi10sella狂.ho タカオシケチシダ (少)

Ctenitis maximowicziana CHlNG 
シラガシグ、

(中)
(キヨスミヒメワラど)

C. subglandulosa CH!NG カツモウイノデ、 (少)

Cyrtomium caryotideum PRESL メヤブソテツ (少)

C. talcatum PRESL オニヤブソテツ (少)

C. fortunei J. S~!. ヤフ令ソテツ (少)

var. c1ivicola 1¥GA¥VA ヤマヤブソテツ (少)

var. intermedium TAGA¥VA ミヤコヤブソテツ (少)

C. macrophyllum TAGAWA tニロハヤブソテツ (少)

var. tukusicola TAGAWA ツクシヤブ。ソテツ (少)

Diplaziopsis cavaleriana C. CHR. イワヤシグ、 (少)

Diplazium chinense C. CHR. ヒカゲワラビ (少)

D. nipponicum TAGAWA オニヒカゲワラビ (少)

D. subsinuatum TAGAWA ヘラシダ (多)

D. wichurae DIELS ノコギリシダ (中)

Dryopteris atrata Cll!NG イワへゴ (少)

D. bissetiana C. CHR. 
ヤマイタチシダ

(中)(イタチシ夕、)

D. commixta T.>¥GAWA ツクシイワヘゴ (少)

D. decipiens O. KUNTZE ナチクジャク (少)

D. dickinsii C. Cml. オオクジャク (少)

var. namegatae KURATA キヨスミオオクジャク (少)
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D. erythrosora O. KUNη ペニシダ (多)

D. fuscipes C. CH立・ マルパベニシダ (少)

D. hondoensis KOIDZUMI オオベニシダ (件1) 

D. lacera O. KUNZE グマワラビ (多)

D. mayebarae TAGAWA イワヘブモドキ (少)

D. nipponensis KOI脱出!l トウゴクシダ (多)

D. pacifica T.<¥GAWA オオイタチシダ (中)

D. sabaei C. Cl-lR. ミヤマイタチシダ (中)

D. sacrosancta KOIDZUMI ヒメイタチシグ、 (少)

D. sieboldii O. KUNη詑
オオミツデ (少)
(オガサキシダ)

D. sparsa O. KUNTZE ナガパノイタチシダ (少)

D. toyamae TAGAWA ナガサキシ夕、、モドキ (少)

D. uniformis MAKINO オクマワラビ (少)

D. varia O. KUNTZE ナンカイイタチシダ (少)

Lunathyrium conilii KURATA ;[;ソノてシケシダ (少)

L. dimorphophyllum KURATA セイタカシケシグ内 (少)

L. japonicum KURATA シケシダ (中)

L. petersenii KURATA ナチシケシダ (少)

L. pycnosorum KOIDZUMI 
ハクモウイノデ

(少)
(ミヤマシケシダ)

Matteuccia orientalis TREV. イヌガンソク (少)

M. struthiopteris TODARO クサソテツ (少)

Onoclea sensibilis L. コウヤワラビ (少)

var. interrupta抗AXIM・

Polystichopsis amabilis TAGAWA オオカナワラビ (少)

P. aristata HOLTT. ホソノてカナワラビ (多)

P. peudo-aristata TAGAWA コノfノカナワラビ (多)

P. simplicior TAGKWA ハカタシダ (少)

Var. major TAGAWA オニカナワラピ (少)

P. standishii TAGAWA リョウメンシタや (中)

Polystichum craspedosorum DIELS ツノレデンダ (少)

P. lepidocaulon J. SM. オリズルシグ、 (中)
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f. appendiculatum SUGJMOT キヨズミオリヅルシダ (少)

P. fibrilloso・paleaceum ミウライノデ (少)

XP. polyblepharum 

P. xjitaroi KURATA ジタロウイノデ (少)

P. xkiyozumianum KURATA キヨスミイノデ (少)

P. xmashikoi KURATA アマギイノデ (少)

P. xnamegatea KURATA ミツイシイノデ (少)

P. makinoi 1'AGA¥¥'A カグイノデ (少)

P. polyblepharum PRESL イノデ (多)

var. fibrilloso・paleacεum1'AGAWA アスカイノデ、 (少)

P. pseudo-makinoi TAGAWA サイゴクイノデ (少)

P. tagawanum KURATA イノデモドキ (少)

P. tripteron PRESL ジュウモンジン夕、 (多)

P. tsussimense J. SM. 
キヨズミシ夕、

(中)(ヒナカナワラビ)

var. mayebarae KURATA オオキヨズミシグP (中)

W oodsia polystichoides EAT. イワデング、 (少)

Thelypteridaceae ヒメシダ科

Cyclosorus acuminatus NAKAI ホシダ (中)

Leptogramma mollissima CHlNG ミゾシダ (多)

Phegopteris decursive“pinnata FEE ゲジゲジシダ (多)

1'helypteris angustifrons CHlNG コハシゴシグ (少)

T. granduligera CHING・ ハシゴシダ (少)

T. japonica CHlNG ハリガネワラど (少)

T. laxa CHlNG ヤワラシダ (少)

T. oligophlebia CHING ヒメワラビ (中)

var. elegans CHJNG 

T. omeiensis CHJNG ミゾシダモドキ (少)

T. palustris SCHOTT ヒメシ夕、、 (少)

Blechnaceae シシガシラ科

Struthiopteris amabilis CHlNG オサシダ (中)
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S. niponica N AKAI シシガシラ (少)

Woodwardia orientalis Sw. コモチシダ (中)

var. formosana ROSENST・ ハチジョウカグマ (少)

Aspleniaceae チャセンシ夕、手ヰ

Asplenillm incisllm THUNB. トラノオシタゆ (少)

A. ritoens在日AYATA コウザキシダ (少)

A. sareIii HOOK. コノTノヒノキシグ事 (少)

A. llnilat告raleLAM. *ウビシタや (少)

Camptosorus sibiricus RUPR・ クモノスシグや (少)

Polypodiaceae ウラボシ科

Crypsinus hastatus Cop芭L・ ミツデウラボ、シ (少)

Lemmaphyllum microphyllum PRESL マメヅタ (中)

Lepisorus onoei CHlNG ヒメノキシノブや (少)

L. thunbergianus CHING ノキシノブャ (少)

Loxogramme salicifolia MAKINO イワヤナギシダ (少)

Microsorium buergerianum CHlNG ヌカボシクリハラン (少)

N eocheiropteris ensata CHlNG クリハラン (中)

N. subhastata TAGAWA ヤノネシダ (少)

Pryrrosia linearifolia CHING ビロードシダ (中)

P. lingua F ARWELL ヒトツノf ( Iや)

Vittariaceae シシラン科

Antrophyum obovatum BAK. タキミシダ (少)

Vittaria flexuosa FfiE シシラン (少)

Salviniaceae サンショウモ科

Azolla ]aponica FRANCH・etSAV・ オオアカウキクサ (少)

Salvinia natans ALL. サンショウモ (少)

計 153科 1，112種
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mi類数集計

手} 名 瀦数 変!lli穏綴 科 名 mi数 強変種縮 和↓ 名 額数 2変5滋穣

;f ク 99 15 イチヤクソウ 4 モ チ ノ キ 4 

キ キ :3 ウ 6 2 リ 3ヨ ウ フ l ウ /レ シ 6 

ウ リ 4 、、、 ズ キ 5 ドクウツギ 1 

オミナエシ 3 セ リ 17 2 トウグイグサ 12 
一

マツムシソウ l ウ コ ギ、 11 1 ヒ メ ハギ l 

スイカズラ 12 2 アリノトウグサ 1 一日 ガ キ 1 

ア カ ::f、 15 3 ア カ パナ 5 、、、、 カ ン 百

オ鳴 オノてコ 2 ウ ノ キ l カ タ ノt 、、、 2 

ハエドクソウ 1 、、、、 ソハギ 2 ブウロソウ l 

キツネノマゴ l 1 グ 、、、、 5 F、7 メ 43 5 

イワタノマコ 1 ジンチョウゲ 4 ノt ブ 36 3 

ハマウツボ 3 l シュウカイドウ 1 ト 円玉 ブ l 

ゴマノハグサ 14 2 キ ブ シ ユキノシタ 18 4 

ナ ス 9 イ イ ギ リ l ベンケイソウ 2 

シ ソ 27 10 ス 、、、旬 レ 12 ア ブラ すー 8 l 

クマツヅラ 5 オトギリソウ 5 ケ シ 5 2 

ム プ サ キ 8 1 ツ ノt キ 4 ク ス ノ キ 10 

ヒ / レガ オ 2 マタ タ ピ 3 モ ク レ ン 5 

ガ プJ イ モ 7 ア 主「 イ l ツツ'ラフジ 2 

キョウチクトウ 2 シナ ノ キ 3 メ ギ l 

リ ン ド ウ 6 l ホ ル ト ノ キ 1 1 ア ケ ピ 4 

ブジウツギ 3 プ ド ウ 6 1 キ ン ポ ウ ゲ 1 191 s 

モ ク セ イ 6 l クロウメモドキ 3 1 カ ツ プ l 

エ ゴノ キ 2 ツリブネソウ 2 ブサザクラ 1 

ハイ ノ キ 1 → / ワ ブ キ 2 ス イ レ ン 1 

カ キ ノ キ 2 2 ム ク ロ ジ l ナデシ コ 13 4 

サクラソウ 4 カ エ ア 7 5 スベリヒユ l 

ヤブコウジ 6 ミツノてウツギ 2 ツ /レ ナ 2 

ツ ツ ジ 9 1 一叩 シ キギ 9 2 ヤ マ ゴ ボ ウ 2 
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科 名 額数 立変五穏額 科 名 縄数 主変主穏種 科 名 種数 E変E1額司i

ヤマトグサ l タ ウ咽 9 2 4j-ンショウモ 2 

ヒ ニL 2 ホンゴウソウ l 

吋/ カ サや 3 トチカガミ 4 計ー 153 1，112 142 

タ ア 24 1 オ 司王 グゆ カ 3 

ウマノスス、クサ 2 イ ノて ラ そ 1 

ヤ 二干、 2 ヒ/レムシロ 1 

ピャクタゃン 2 3ぴ マ 2 

イ ブ ク ヲヂ 18 3 ヒ ノ キ 3 

ク ワ 6 ス ギ 1 

一 レ 3 マ ツ 5 l 

ブ ナ 15 1 イ ヌ ガ ヤ

カ ノて ノ キ 8 ス' キ l 

グ /レ 、、、、 1 イ チ イ l 

ヤマモ 司王 1 ヒカゲノカズラ 2 1 

ヤ ナ ギ 10 イ ワ と ノて 3 

センリョウ 2 、、、 ズニ プ l 

コ シ ヨ ウ 1 ク サ 1 

グダ 、、、 l ハナワラビ 4 

ブ 、/ 41 2 ハナヤスリ l 

シ 21 ウ 力、 2 ゼ ン? イ

サノ ヤ メ 5 1 カ 一 ク ザ同 1 

ヤマノイモ 4 ウ ブ ジ ロ 2 

ヒガンバナ 2 1 コケシノブ 5 l 

ニL リ 25 5 イノモトソウ 20 3 

イ グ -1f 7 2 シ ノ ブ令 1 

ミズアオイ 1 l キジノオンダ 2 

ツ コ命 ク y- 5 オ シ タや 78 11 

オz シ ク サ 1 ヒ メ シダ 10 

'/ キ ク サ 1 シシガシラ 4 

サ イ よそ 4 チャセンシダ 5 

カヤツリグサ 55 合 ウ ブ ボ シ 10 

イ ネ 76 10 シ シラ ン 2 
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