植物Ⅰ（維管束植物）

別添資料４―⑨
【植物Ⅰ（維管束植物）】環境省レッドリスト2015＜分類順＞
●絶滅（EX） 32種
コウヨウザンカズラ
タカネハナワラビ
イオウジマハナヤスリ
オオイワヒメワラビ
オオアオガネシダ
コバヤシカナワラビ
ウスバシダモドキ
ヒトツバノキシノブ
ホソバノキミズ
カラクサキンポウゲ
ツクシアキツルイチゴ
ソロハギ
サガミメドハギ
オオミコゴメグサ
マツラコゴメグサ
クモイコゴメグサ
トヨシマアザミ
ヒメソクシンラン
ミドリシャクジョウ
キリシマタヌキノショクダイ
タカノホシクサ
ヒュウガホシクサ
ホソスゲ
タチガヤツリ
ホクトガヤツリ
チャイロテンツキ
イシガキイトテンツキ
タイワンアオイラン
ツクシサカネラン
ツシマラン
ジンヤクラン
ムニンキヌラン

Lycopodium cunninghamioides
Botrychium boreale
Ophioglossum parvifolium
Hypolepis tenuifolia
Asplenium austrochinense
Arachniodes yasu-inouei var. angustipinnula
Tectaria dissecta
Pyrrosia angustissima
Elatostema lineolatum var. majus
Ranunculus gmelinii
Rubus hatsushimae
Flemingia strobilifera
Lespedeza hisauchii
Euphrasia insignis subsp. insignis var. omiensis
Euphrasia insignis subsp. insignis var. pubigera
Euphrasia multifolia var. kirisimana
Cirsium toyoshimae
Aletris makiyataroi
Burmannia coelestris
Thismia tuberculata
Eriocaulon cauliferum
Eriocaulon seticuspe
Carex disperma
Cyperus diaphanus
Cyperus procerus
Fimbristylis leptoclada var. takamineana
Fimbristylis pauciflora
Acanthephippium striatum
Neottia kiusiana
Odontochilus poilanei
Renanthera labrosa
Zeuxine boninensis

●野生絶滅（EW） 10種

【凡例】

ハイミミガタシダ
シビイタチシダ
コブシモドキ
リュウキュウベンケイ
ツクシカイドウ
ナルトオウギ
オリヅルスミレ
ムジナノカミソリ
コシガヤホシクサ
キノエササラン

↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種

Thelypteris aurita
Dryopteris shibipedis
Magnolia pseudokobus
Kalanchoe spathulata
Malus hupehensis
Astragalus sikokianus
Viola stoloniflora
Lycoris sanguinea var. koreana
Eriocaulon heleocharioides
Liparis uchiyamae
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
●絶滅危惧ⅠA類（CR） 519種
イヌヤチスギラン
ヒモスギラン
ボウカズラ
ヒメヨウラクヒバ
リュウキュウヒモラン
コスギトウゲシバ
チシマヒメドクサ
ミヤマハナワラビ
イブリハナワラビ
ヒノタニリュウビンタイ
キクモバホラゴケ
サキシマホラゴケ
マルバコケシダ
シマヤマソテツ
イヌイノモトソウ
シノブホングウシダ
コビトホラシノブ
ヤエヤマホラシノブ
ホソバコウシュンシダ
シマタキミシダ
ホソバイワガネソウ
オオバシシラン
イトシシラン
タイワンアマクサシダ
アシガタシダ
カワバタハチジョウシダ
ホウライウスヒメワラビ
ヤマドリトラノオ
ホコガタシダ
フササジラン
ヒメタニワタリ
ウスイロホウビシダ
タイヨウシダ
シマヤワラシダ
キタダケデンダ
タイワンアリサンイヌワラビ
シビイヌワラビ
ヤクイヌワラビ
シイバサトメシダ
ヤマグチタニイヌワラビ
タカサゴイヌワラビ
トゲヤマイヌワラビ
シマイヌワラビ
ヤクシマタニイヌワラビ
ジャコウシダ
ヒュウガシケシダ
アオイガワラビ

Lycopodium carolinianum
Lycopodium fargesii
Lycopodium laxum
Lycopodium salvinioides
Lycopodium sieboldii var. christensenianum
Lycopodium somae
Equisetum variegatum
Botrychium lanceolatum
Botrychium microphyllum
Angiopteris fokiensis
Callistopteris apiifolia
Cephalomanes atrovirens
Didymoglossum bimarginatum
Plagiogyria stenoptera
Lindsaea ensifolia
Lindsaea kawabatae
Odontosoria minutula
Odontosoria yaeyamensis
Microlepia obtusiloba var. angustata
Antrophyum formosanum
Coniogramme gracilis
Haplopteris forrestiana
Haplopteris mediosora
Pteris formosana
Pteris grevilleana
Pteris kawabatae
Acystopteris tenuisecta
Asplenium castaneoviride
Asplenium ensiforme
Asplenium griffithianum
Hymenasplenium cardiophyllum
Hymenasplenium subnormale
Thelypteris erubescens
Thelypteris gracilescens
Woodsia subcordata
Athyrium arisanense
Athyrium kenzo-satakei
Athyrium masamunei
Athyrium neglectum subsp. australe
Athyrium otophorum var. okanum
Athyrium silvicola
Athyrium spinescens
Athyrium tozanense
Athyrium yakusimense
Deparia formosana
Deparia minamitanii
Diplazium kawakamii

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
フクレギシダ
ムニンミドリシダ
リュウキュウキンモウワラビ
イツキカナワラビ
ツルダカナワラビ
ヒュウガカナワラビ
アタシカカナワラビ
ヒゴカナワラビ
クマヤブソテツ
ムカシベニシダ
クマイワヘゴ
エビノオオクジャク
ホソバヌカイタチシダ
キリシマイワヘゴ
ムラサキベニシダ
オオミネイワヘゴ
マルバヌカイタチシダモドキ
ツツイイワヘゴ
オオヤグルマシダ
オキナワアツイタ
スルガイノデ
キュウシュウイノデ
タカネシダ
アマミデンダ
サクラジマイノデ
ツルキジノオ
ワラビツナギ
コモチナナバケシダ
ナガバウスバシダ
カザリシダ
ハカマウラボシ
アマミアオネカズラ
オニマメヅタ
ウロコノキシノブ
オキノクリハラン
ヒロハヒメウラボシ
ヒトツバマメヅタ
タイワンビロードシダ
エゾマメヤナギ
アポイカンバ
サキシマエノキ
オオヤマイチジク
オガサワラグワ
アマミサンショウソウ
ヒメトキホコリ
ヨナクニトキホコリ
トウカテンソウ
セキモンウライソウ
ナンブトラノオ

Diplazium pin-faense
Diplazium subtripinnatum
Hypodematium fordii
Arachniodes cantilenae
Arachniodes chinensis
Arachniodes hiugana
Arachniodes oohorae
Arachniodes simulans
Cyrtomium macrophyllum var. microindusium
Dryopteris anadroma (in schedule)
Dryopteris anthracinisquama
Dryopteris ebinoensis
Dryopteris gymnosora var. angustata
Dryopteris hangchowensis
Dryopteris labordei var. purpurascens
Dryopteris lunanensis
Dryopteris tsugiwoi
Dryopteris tsutsuiana
Dryopteris wallichiana
Elaphoglossum callifolium
Polystichum fibrillosopaleaceum var. marginale
Polystichum grandifrons
Polystichum lachenense
Polystichum obae
Polystichum piceopaleaceum
Lomariopsis spectabilis
Arthropteris palisotii
Tectaria fauriei
Tectaria kusukusensis
Aglaomorpha coronans
Drynaria roosii
Goniophlebium amamianum
Lemmaphyllum pyriforme
Lepisorus oligolepidus
Leptochilus decurrens
Oreogrammitis nipponica
Pyrrosia adnascens
Pyrrosia linearifolia var. heterolepis
Salix nummularia
Betula apoiensis
Celtis biondii var. insularis
Ficus iidaiana
Morus boninensis
Elatostema oshimense
Elatostema yakushimense
Elatostema yonakuniense
Nanocnide pilosa
Procris boninensis
Bistorta hayachinensis

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
ダイトウサクラタデ
エゾタカネツメクサ
チシマツメクサ
アポイマンテマ
トカチビランジ
タカネマンテマ
カンチヤチハコベ
オオイワツメクサ
ミドリアカザ
イワアカザ
インドヒモカズラ
クロボウモドキ
イトスナヅル
テングノハナ
イイデトリカブト
コウライブシ
イヤリトリカブト
キタダケトリカブト
オンタケブシ
オオサワトリカブト
キリギシソウ
ヒダカソウ
コウヤハンショウヅル
クモマキンポウゲ
リュウキュウヒキノカサ
ヤツガタケキンポウゲ
ミョウギカラマツ
ウジカラマツ
ホウザンツヅラフジ
ホウライツヅラフジ
シモツケコウホネ
タイヨウフウトウカズラ
オナガサイシン
スエヒロアオイ
グスクカンアオイ
シジキカンアオイ
ジュロウカンアオイ
オナガカンアオイ
モノドラカンアオイ
シモダカンアオイ
ヒナカンアオイ
トリガミネカンアオイ
サツマアオイ
センカクカンアオイ
アサトカンアオイ
クニガミヒサカキ
センカクオトギリ
トサオトギリ
ムジナモ

Persicaria japonica var. taitoinsularis
Minuartia arctica var. arctica
Sagina saginoides
Silene repens var. apoiensis
Silene tokachiensis
Silene uralensis
Stellaria calycantha
Stellaria nipponica var. yezoensis
Chenopodium bryoniifolium
Chenopodium gracilispicum
Deeringia polysperma
Polyalthia liukiuensis
Cassytha glabella
Illigera luzonensis
Aconitum iidemontanum
Aconitum jaluense subsp. jaluense
Aconitum japonicum subsp. maritimum var. iyariense
Aconitum kitadakense
Aconitum metajaponicum
Aconitum senanense subsp. senanense var. isidzukae
Callianthemum kirigishiense subsp. kirigishiense
Callianthemum miyabeanum
Clematis obvallata var. obvallata
Ranunculus pygmaeus
Ranunculus ternatus var. lutchuensis
Ranunculus yatsugatakensis
Thalictrum minus var. chionophyllum
Thalictrum ujiinsulare
Cocculus orbiculatus
Pericampylus formosanus
Nuphar submersa
Piper postelsianum
Asarum caudigerum
Asarum dilatatum
Asarum gusk
Asarum hexalobum var. controversum
Asarum kinoshitae
Asarum minamitanianum
Asarum monodoriflorum
Asarum muramatsui var. shimodanum
Asarum okinawense
Asarum pellucidum
Asarum satsumense
Asarum senkakuinsulare
Asarum tabatanum
Eurya zigzag
Hypericum senkakuinsulare
Hypericum tosaense
Aldrovanda vesiculosa

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
ヘラハタザオ
ハナナズナ
ハナハタザオ
シリベシナズナ
ソウウンナズナ
ハマタイセイ
ヒゴミズキ
ナナツガママンネングサ
コミノヒメウツギ
オキナワヒメウツギ
トカラタマアジサイ
クロミノハリスグリ
キヨシソウ
エゾノクモマグサ
ユウバリクモマグサ
コバトベラ
オオカナメモチ
ホシザクラ
コバノアマミフユイチゴ
チシマイチゴ
チチジマイチゴ
エゾモメンヅル
ガクタヌキマメ
ヤエヤマタヌキマメ
エダウチタヌキマメ
モダマ
タイワンミヤマトベラ
ホソバツルマメ
ボウコツルマメ
チョウセンニワフジ
タシロマメ
ヤエヤマシタン
ツクシムレスズメ
タデハギ
ホソバフジボグサ
サクヤアカササゲ
スナジマメ
タシロカワゴケソウ
オオヨドカワゴロモ
アマミカタバミ
ヤクシマフウロ
マツバニンジン
リュウキュウタイゲキ
セキモンノキ
エノキフジ
ハギクソウ
アマミナツトウダイ
ヒュウガタイゲキ
アカハダコバンノキ

Arabis ligulifolia
Berteroella maximowiczii
Dontostemon dentatus
Draba igarashii
Draba nakaiana
Isatis tinctoria
Corylopsis gotoana var. pubescens
Sedum drymarioides
Deutzia hatusimae
Deutzia naseana var. amanoi
Hydrangea involucrata var. tokarensis
Ribes horridum
Saxifraga bracteata
Saxifraga nishidae
Saxifraga yuparensis
Pittosporum parvifolium
Photinia serratifolia
Prunus tamaclivorum
Rubus amamianus var. minor
Rubus arcticus
Rubus nakaii
Astragalus japonicus
Crotalaria calycina
Crotalaria montana var. angustifolia
Crotalaria uncinella
Entada tonkinensis
Euchresta formosana
Glycine max subsp. formosana
Glycine tabacina
Indigofera kirilowii
Intsia bijuga
Pterocarpus vidalianus
Sophora franchetiana
Tadehagi triquetrum
Uraria picta
Vigna vexillata var. vexillata
Zornia cantoniensis
Cladopus fukienensis
Hydrobryum koribanum
Oxalis exilis
Geranium shikokianum var. yoshiianum
Linum stelleroides
Chamaesyce liukiuensis
Claoxylon centinarium
Discocleidion ulmifolium
Euphorbia octoradiata
Euphorbia sp.
Euphorbia watanabei subsp. minamitanii
Margaritaria indica

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
ドナンコバンノキ
コウライタチバナ
ホソバハマセンダン
ササキカズラ
リュウキュウヒメハギ
シンチクヒメハギ
タイワンフシノキ
アマミカジカエデ
アマミヒイラギモチ
ヒロハタマミズキ
ナガバヒゼンマユミ
アンドンマユミ
タイワンアサマツゲ
ワダツミノキ
ヒメクロウメモドキ
クマガワブドウ
ゴバンノアシ
ヒシバウオトリギ
チュウゴクボダイジュ
マンシュウボダイジュ
ケナシハテルマカズラ
センカクトロロアオイ
オオシマガンピ
タンゴグミ
クマヤマグミ
コバノクスドイゲ
アマミスミレ
シロコスミレ
シマジリスミレ
テリハオリヅルスミレ
イシガキスミレ
イシガキカラスウリ
サツマスズメウリ
ヒメキカシグサ
ミズスギナ
ムニンノボタン
ヒルギモドキ
テリハモモタマナ
エダウチアカバナ
ヤエヤマヤマボウシ
ミヤマノダケ
ヒュウガセンキュウ
オオウバタケニンジン
イシヅチボウフウ
シナノノダケ
ホソバハナウド
キイウマノミツバ
アマミイワウチワ
イチゲイチヤクソウ

Phyllanthus oligospermus subsp. donanensis
Citrus nippokoreana
Tetradium glabrifolium
Ryssopterys timoriensis
Polygala longifolia
Polygala polifolia
Rhus javanica var. javanica
Acer amamiense
Ilex dimorphophylla
Ilex macrocarpa
Euonymus oblongifolius
Euonymus oligospermus
Buxus sinica var. sinica
Nothapodytes amamianus
Rhamnus kanagusukui
Vitis romanetii
Barringtonia asiatica
Grewia rhombifolia
Tilia mandshurica var. chugokuensis
Tilia mandshurica var. mandshurica
Triumfetta procumbens var. glaberrima
Abelmoschus moschatus var. betulifolius
Diplomorpha phymatoglossa
Elaeagnus arakiana
Elaeagnus epitricha
Croton sp.
Viola amamiana
Viola lactiflora
Viola okinawensis
Viola sp.
Viola tashiroi var. tairae
Trichosanthes homophylla var. ishigakiensis
Zehneria perpusilla var. deltifrons
Rotala elatinomorpha
Rotala hippuris
Melastoma tetramerum var. tetramerum
Lumnitzera racemosa
Terminalia nitens
Epilobium fastigiatoramosum
Cornus kousa var. chinensis
Angelica cryptotaeniifolia var. cryptotaeniifolia
Angelica minamitanii
Angelica mukabakiensis
Angelica saxicola
Angelica sinanomontana
Heracleum lanatum subsp. akasimontanum
Sanicula lamelligera var. wakayamensis
Shortia rotundifolia var. amamiana
Moneses uniflora

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
ゴヨウザンヨウラク
リュウキュウアセビ
ムニンツツジ
ハヤトミツバツツジ
センカクツツジ
ウラジロヒカゲツツジ
アマミセイシカ
ヤドリコケモモ
ナガボナツハゼ
マルバタイミンタチバナ
ヒメミヤマコナスビ
ヘツカコナスビ
カッコソウ
ヒメコザクラ
ミョウギイワザクラ
チチブイワザクラ
センカクハマサジ
タイワンハマサジ
ムニンクロキ
ウチダシクロキ
トゲイボタ
リュウキュウホウライカズラ
タイワンチトセカズラ
ヒナリンドウ
ミヤココケリンドウ
ホソバヤロード
シマソケイ
ゴムカズラ
アマミイケマ
マメヅタカズラ
エゾノクサタチバナ
ヨナグニカモメヅル
ヤツガタケムグラ
ヤエヤマハシカグサ
シソノミグサ
アマミアワゴケ
ハナシノブ
ナガバアサガオ
マメダオシ
クシロネナシカズラ
オオバケアサガオ
トゲミノイヌチシャ
タイワンルリソウ
リュウキュウチシャノキ
エゾルリムラサキ
イワムラサキ
エゾルリソウ
ハイルリソウ
ホウライムラサキ

Menziesia goyozanense
Pieris koidzumiana
Rhododendron boninense
Rhododendron dilatatum var. satsumense
Rhododendron eriocarpum var. tawadae
Rhododendron keiskei var. hypoglaucum
Rhododendron latoucheae var. amamiense
Vaccinium amamianum
Vaccinium sieboldii
Myrsine okabeana
Lysimachia liukiuensis
Lysimachia ohsumiensis
Primula kisoana var. kisoana
Primula macrocarpa
Primula reinii var. myogiensis
Primula reinii var. rhodotricha
Limonium senkakuense
Limonium sinense
Symplocos boninensis
Symplocos kawakamii
Ligustrum tamakii
Gardneria liukiuensis
Gardneria shimadai
Gentiana aquatica
Gentiana takushii
Excavatia hexandra
Ochrosia iwasakiana
Urceola micrantha
Cynanchum boudieri
Dischidia formosana
Vincetoxicum inamoenum
Vincetoxicum yonakuniense
Galium triflorum
Hedyotis auricularia
Knoxia sumatrensis
Ophiorrhiza yamashitae
Polemonium kiushianum
Aniseia martinicensis
Cuscuta australis
Cuscuta europaea
Lepistemon binectariferum var. trichocarpum
Cordia aspera subsp. kanehirae
Cynoglossum lanceolatum var. formosanum
Ehretia philippinensis
Eritrichium nipponicum var. albiflorum
Hackelia deflexa
Mertensia pterocarpa var. yezoensis
Omphalodes prolifera
Callicarpa formosana

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
シマムラサキ
タカクマムラサキ
ヤエヤマハマゴウ
オオニンジンボク
ルリハッカ
ケサヤバナ
イヌニガクサ
イラブナスビ
イナコゴメグサ
エゾノダッタンコゴメグサ
ベニシオガマ
センリゴマ
リュウキュウスズカケ
スズカケソウ
ミヤコジマソウ
ナガミカズラ
タイワンシシンラン
マツムラソウ
シマウツボ
タイワンツクバネウツギ
オニツクバネウツギ
ヒメスイカズラ
クロブシヒョウタンボク
ウゼンベニバナヒョウタンボク
ホザキツキヌキソウ
オオベニウツギ
シマキンレイカ
ツクシイワシャジン
ヤチシャジン
ユウバリシャジン
トウシャジン
タチミゾカクシ
マルバミゾカクシ
オオナガバハグマ
ヤクシマウスユキソウ
エゾノチチコグサ
オオイソノギク
ヤクシマノギク
アイズヒメアザミ
シライワアザミ
アポイアザミ
タカサゴアザミ
ウゼンヒメアザミ
ヘイケモリアザミ
ヒュウガアザミ
ニッポウアザミ
キクバイズハハコ
コヘラナレン
ダイトウワダン

Callicarpa glabra
Callicarpa longissima
Vitex bicolor
Vitex quinata
Amethystea caerulea
Coleus formosanus
Teucrium veronicoides var. brachytrichum
Solanum miyakojimense
Euphrasia multifolia var. inaensis
Euphrasia pectinata var. obtusiserrata
Pedicularis koidzumiana
Rehmannia japonica
Veronicastrum liukiuense
Veronicastrum villosulum
Hemigraphis okamotoi
Aeschynanthus acuminatus
Lysionotus apicidens
Titanotrichum oldhamii
Orobanche boninsimae
Abelia chinensis var. ionandra
Abelia serrata var. tomentosa
Lonicera japonica var. miyagusukiana
Lonicera kurobushiensis
Lonicera uzenensis
Triosteum pinnatifidum
Weigela florida
Patrinia triloba var. kozushimensis
Adenophora hatsushimae
Adenophora palustris
Adenophora pereskiifolia var. yamadae
Adenophora stricta
Lobelia chevalieri
Lobelia zeylanica
Ainsliaea oblonga var. latifolia
Anaphalis sinica var. yakusimensis
Antennaria dioica
Aster ujiinsularis
Aster yakushimensis
Cirsium aidzuense
Cirsium akimotoi
Cirsium apoense
Cirsium japonicum var. australe
Cirsium katoanum
Cirsium lucens var. bracteosum
Cirsium masami-saitoanum
Cirsium nippoense
Conyza aegyptiaca
Crepidiastrum grandicollum
Crepidiastrum lanceolatum var. daitoense

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
ミヤマノギク
コケセンボンギク
ヤマタバコ
ニッコウコウモリ
シマトウヒレン
ヤクシマヒゴタイ
フタナミソウ
ホソバヘラオモダカ
カラフトグワイ
ガシャモク
イヌイトモ
ナガバエビモ
ヤハズカワツルモ
ヒメイバラモ
イシガキソウ
リシリソウ
クロカミシライトソウ
キバナホウチャクソウ
ウケユリ
キバナスゲユリ
タモトユリ
ヨナグニノシラン
サツマオモト
ナガエチャボゼキショウ
タイワンホトトギス
サツマホトトギス
ルゾンヤマノイモ
ユワンオニドコロ
アマミタチドコロ
ナスヒオウギアヤメ
ヒナノボンボリ
ホシザキシャクジョウ
ヤクノヒナホシ
オキナワイ
エゾイトイ
ミヤマゼキショウ
アマノホシクサ
エゾイヌノヒゲ
スイシャホシクサ
キリシマノガリヤス
ビロードメヒシバ
タイシャクカモジ
エゾムギ
オニカモジ
ケナシハイチゴザサ
ヒメハイチゴザサ
ヒメカモノハシ
オオヌカキビ
イネガヤ

Erigeron miyabeanus
Lagenophora lanata
Ligularia angusta
Parasenecio hastatus subsp. orientalis var. nantaicus
Saussurea insularis
Saussurea yakusimensis
Scorzonera rebunensis
Alisma canaliculatum var. harimense
Sagittaria natans
Potamogeton lucens var. teganumensis
Potamogeton obtusifolius
Potamogeton praelongus
Ruppia occidentalis
Najas tenuicaulis
Sciaphila multiflora
Anticlea sibirica
Chionographis koidzumiana var. kurokamiana
Disporum uniflorum
Lilium alexandrae
Lilium callosum var. flaviflorum
Lilium nobilissimum
Ophiopogon reversus
Rohdea japonica var. latifolia
Tofieldia coccinea var. kiusiana
Tricyrtis formosana
Tricyrtis hitra var. masamunei
Dioscorea luzonensis
Dioscorea tabatae
Dioscorea zentaroana
Iris setosa var. nasuensis
Oxygyne hyodoi
Oxygyne shinzatoi
Oxygyne yamashitae
Juncus decipiens f. filiformis
Juncus potaninii
Juncus yakeisidakensis
Eriocaulon amanoanum
Eriocaulon perplexum
Eriocaulon truncatum
Calamagrostis autumnalis
Digitaria mollicoma
Elymus koryoensis
Elymus sibiricus
Elymus tsukushiensis var. tsukushiensis
Isachne lutchuensis
Isachne myosotis
Ischaemum indicum
Panicum paludosum
Piptatherum kuoi

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
キタダケイチゴツナギ
ハラヌメリ
フォーリーガヤ
コモロコシガヤ
ヒメネズミノオ
ヒメウシノシッペイ
ホソバドジョウツナギ
ニッパヤシ
オドリコテンナンショウ
ホロテンナンショウ
オオアマミテンナンショウ
オキナワテンナンショウ
イナヒロハテンナンショウ
イシヅチテンナンショウ
トクノシマテンナンショウ
アマギテンナンショウ
ヤクシマヒロハテンナンショウ
ヒュウガヒロハテンナンショウ
ナギヒロハテンナンショウ
ツクシテンナンショウ
セッピコテンナンショウ
ユズノハカズラ
サキシマハブカズラ
ヒメハブカズラ
ホソミアダン
トダスゲ
アリサンタマツリスゲ
リュウキュウヒエスゲ
オクタマツリスゲ
トナカイスゲ
ホウザンスゲ
ヤリスゲ
セトウチスゲ
ヒメミコシガヤ
センジョウスゲ
タイワンカンスゲ
チャボカワズスゲ
チチブシラスゲ
トックリスゲ
ヌマスゲ
コヌマスゲ
ダイセンアシボソスゲ
ムニンヒョウタンスゲ
オオホウキガヤツリ
ホウキガヤツリ
ニイガタガヤツリ
ヒメホウキガヤツリ
ムギガラガヤツリ
クロミノハリイ

Poa glauca var. kitadakensis
Sacciolepis myosuroides
Schizachne purpurascens subsp. callosa
Sorghum nitidum
Sporobolus hancei
Thaumastochloa cochinchinensis
Torreyochloa natans
Nypa fruticans
Arisaema aprile
Arisaema cucullatum
Arisaema heterocephalum subsp. majus
Arisaema heterocephalum subsp. okinawense
Arisaema inaense
Arisaema ishizuchiense subsp. ishizuchiense
Arisaema kawashimae
Arisaema kuratae
Arisaema longipedunculatum var. yakumontanum
Arisaema minamitanii
Arisaema nagiense
Arisaema ogatae
Arisaema seppikoense
Pothos chinensis
Rhaphidophora kortharthii
Rhaphidophora liukiuensis
Pandanus daitoensis
Carex aequialta
Carex arisanensis
Carex collifera
Carex filipes var. kuzakaiensis
Carex globularis
Carex hoozanensis
Carex kabanovii
Carex kagoshimensis
Carex laevissima
Carex lehmannii
Carex longistipes
Carex omiana var. yakushimana
Carex planiculmis var. urasawae
Carex rhynchachaenium
Carex rostrata var. borealis
Carex rotundata
Carex scita var. parvisquama
Carex yasuii
Cyperus digitatus
Cyperus distans
Cyperus niigatensis
Cyperus nutans var. subprolixus
Cyperus unioloides
Eleocharis atropurpurea

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
カヤツリマツバイ
カドハリイ
エゾワタスゲ
トモエバテンツキ
イッスンテンツキ
ウナヅキテンツキ
ビャッコイ
コウシュンスゲ
イヘヤヒゲクサ
エンレイショウキラン
タイワンショウキラン
ミスズラン
キバナシュスラン
コウシュンシュスラン
クスクスラン
タネガシマシコウラン
キソエビネ
アマミエビネ
タガネラン
タマザキエビネ
ホシツルラン
サクラジマエビネ
アリサンムヨウラン
モイワラン
オキナワヒメラン
オオスズムシラン
タカオオオスズムシラン
ヘツカラン
スルガラン
コラン
ホウサイラン
チョウセンキバナアツモリソウ
ホテイアツモリ
ドウトウアツモリソウ
コカゲラン
ホザキヒメラン
サガリラン
ジョウロウラン
アオキラン
ホソフデラン
タカツルラン
タカサゴヤガラ
マツゲカヤラン
シロテンマ
ナンゴクヤツシロラン
ヤブミョウガラン
ヒメクリソラン
クシロチドリ
オオカゲロウラン

Eleocharis retroflexa subsp. chaetaria
Eleocharis tetraquetra var. tsurumachii
Eriophorum scheuchzeri var. tenuifolium
Fimbristylis fimbristyloides
Fimbristylis kadzusana
Fimbristylis nutans
Isolepis crassiuscula
Remirea maritima
Schoenus calostachyus
Acanthephippium pictum
Acanthephippium sylhetense
Androcorys pusillus
Anoectochilus formosanus
Anoectochilus koshunensis
Bulbophyllum affine
Bulbophyllum macraei var. tanegashimense
Calanthe alpina var. schlechteri
Calanthe amamiana
Calanthe davidii
Calanthe densiflora
Calanthe hoshii
Calanthe mannii
Cheirostylis takeoi
Cremastra aphylla
Crepidium purpureum
Cryptostylis arachnites
Cryptostylis taiwaniana
Cymbidium dayanum var. leachianum
Cymbidium ensifolium
Cymbidium koran
Cymbidium sinense
Cypripedium guttatum
Cypripedium macranthos var. macranthos
Cypripedium shanxiense
Didymoplexiella siamensis
Dienia ophrydis
Diploprora championii
Disperis neilgherrensis
Epipogium japonicum
Erythrodes blumei
Erythrorchis altissima
Eulophia taiwanensis
Gastrochilus ciliaris
Gastrodia elata var. pallens
Gastrodia shimizuana
Goodyera fumata
Hancockia uniflora
Herminium monorchis
Hetaeria oblongifolia

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
オオキヌラン
サキシマスケロクラン
ヤエヤマスケロクラン
ヤクムヨウラン
アワムヨウラン
ミドリムヨウラン
シマクモキリソウ
キバナコクラン
ヒメスズムシソウ
クモイジガバチ
コゴメキノエラン
ナンバンカモメラン
シマホザキラン
ツクシアリドオシラン
カイサカネラン
オオバヨウラクラン
ハツシマラン
クロカミラン
アワチドリ
コハクラン
ヒゲナガトンボ
タコガタサギソウ
ヒメカクラン
オオバナオオヤマサギソウ
ヤクシマトンボ
ハチジョウツレサギ
クニガミトンボソウ
ソハヤキトンボソウ
ヒメシラヒゲラン
ハガクレナガミラン
ケイタオフウラン

Heterozeuxine nervosa
Lecanorchis flavicans var. flavicans
Lecanorchis japonica var. tubiformis
Lecanorchis nigricans var. yakusimensis
Lecanorchis trachycaula
Lecanorchis virella
Liparis hostifolia
Liparis nigra var. sootenzanensis
Liparis nikkoensis
Liparis truncata
Liparis viridiflora
Macodes petola
Malaxis boninensis
Myrmechis tsukusiana
Neottia furusei
Oberonia makinoi
Odontochilus hatusimanus
Orchis graminifolia var. kurokamiana
Orchis graminifolia var. suzukiana
Oreorchis itoana
Peristylus calcaratus
Peristylus lacertifer
Phaius mishmensis
Platanthera hondoensis
Platanthera mandarinorum subsp. hachijoensis var. masamunei
Platanthera okuboi
Platanthera sonoharae
Platanthera stenoglossa subsp. hottae
Pristiglottis rubricentra
Thrixspermum fantasticum
Thrixspermum saruwatarii

●絶滅危惧ⅠB類（EN） 519種
チシマヒカゲノカズラ
ヨウラクヒバ
ヒモラン
オオバシナミズニラ
ミヤコジマハナワラビ
サクラジマハナヤスリ
コブラン
ムニンホラゴケ
ミカワコケシノブ
シノブホラゴケ
ミウラハイホラゴケ
カンザシワラビ
ナンゴクデンジソウ
アカウキクサ
オオアカウキクサ
リュウキュウキジノオ

Lycopodium alpinum
Lycopodium phlegmaria
Lycopodium sieboldii var. sieboldii
Isoetes sinensis var. coreana
Helminthostachys zeylanica
Ophioglossum kawamurae
Ophioglossum pendulum
Crepidomanes bonincola
Hymenophyllum mikawanum
Vandenboschia maxima
Vandenboschia miuraensis
Schizaea dichotoma
Marsilea crenata
Azolla imbricata
Azolla japonica
Plagiogyria koidzumii

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
メヘゴ
ウチワホングウシダ
ヒメムカゴシダ
ミミモチシダ
ホウライクジャク
オトメクジャク
タキミシダ
イワウラジロ
ヒノタニシダ
ヤワラハチジョウシダ
トゲハチジョウシダ
ヒカゲアマクサシダ
ヒメイノモトソウ
マキノシダ
イエジマチャセンシダ
ラハオシダ
タイワンハリガネワラビ
サカバイヌワラビ
コモチイヌワラビ
ホウライイヌワラビ
アオグキイヌワラビ
ホソバシケチシダ
アソシケシダ
イヨクジャク
ヒロハナライシダ
コキンモウイノデ
サツマシダ
ホウライヒメワラビ
センジョウデンダ
ヒイラギデンダ
ヤシャイノデ
シムライノデ
コマチイワヒトデ
タイワンアオネカズラ
ミョウギシダ
ヒメウラボシ
トヨグチウラボシ
クラガリシダ
ナガバコウラボシ
タカウラボシ
オオエゾデンダ
ヤクシマウラボシ
キレハオオクボシダ
ヤツガタケトウヒ
ヤクタネゴヨウ
エゾノタカネヤナギ
チチブミネバリ
ヤチカンバ
ランダイミズ

Cyathea ogurae
Lindsaea simulans
Monachosorum arakii
Acrostichum aureum
Adiantum capillus-junonis
Adiantum edgeworthii
Antrophyum obovatum
Cheilanthes krameri
Pteris nakasimae
Pteris natiensis
Pteris setulosocostulata
Pteris tokioi
Pteris yamatensis
Asplenium formosae
Asplenium oligophlebium var. iezimaense
Hymenasplenium excisum
Thelypteris uraiensis
Athyrium reflexipinnum
Athyrium strigillosum
Athyrium subrigescens
Athyrium viridescentipes
Cornopteris banajaoensis
Deparia otomasui
Diplazium okudairae
Arachniodes quadripinnata subsp. fimbriata
Ctenitis microlepigera
Ctenitis sinii
Dryopteris hendersonii
Polystichum atkinsonii
Polystichum lonchitis
Polystichum neolobatum
Polystichum shimurae
Colysis elegans
Goniophlebium formosanum
Goniophlebium someyae
Grammitis dorsipila
Lepisorus clathratus
Lepisorus miyoshianus
Oreogrammitis tuyamae
Phymatosorus nigrescens
Polypodium vulgare
Selliguea yakuinsularis
Tomophyllum sakaguchianum
Picea koyamae
Pinus amamiana
Salix nakamurana subsp. yezoalpina
Betula chichibuensis
Betula ovalifolia
Elatostema platyphyllum

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
チョクザキミズ
アラゲサンショウソウ
ムニンビャクダン
アラゲタデ
キブネダイオウ
コバノミミナグサ
ハイツメクサ
カムイビランジ
チシママンテマ
カラフトマンテマ
ヤクシマサワハコベ
エゾハコベ
エゾイワツメクサ
テリハコブガシ
ダイトウシロダモ
ハナカズラ
シレトコトリカブト
ダイセツトリカブト
シコクイチゲ
シコクハンショウヅル
コウヤシロカネソウ
ツクモグサ
タカネキンポウゲ
キタダケキンポウゲ
オオイチョウバイカモ
ヒメバイカモ
チトセバイカモ
マンセンカラマツ
イシヅチカラマツ
ヒレフリカラマツ
ムラサキカラマツ
オキナワスナゴショウ
ミヤビカンアオイ
カギガタアオイ
ハツシマカンアオイ
コウヤカンアオイ
ムラクモアオイ
オオバカンアオイ
コトウカンアオイ
ナゼカンアオイ
ホシザキカンアオイ
マルミカンアオイ
サンコカンアオイ
カケロマカンアオイ
ヤエヤマカンアオイ
ムニンヒサカキ
アゼオトギリ
ツキヌキオトギリ
エゾオオケマン

Lecanthus peduncularis
Pellionia brevifolia
Santalum boninense
Persicaria attenuata subsp. pulchra
Rumex nepalensis var. andreanus
Cerastium furcatum var. ibukiense
Minuartia biflora
Silene hidaka-alpina
Silene repens var. latifolia
Silene repens var. repens
Stellaria diversiflora var. yakumontana
Stellaria humifusa
Stellaria pterosperma
Machilus pseudokobu
Neolitsea sericea var. argentea
Aconitum ciliare
Aconitum misaoanum
Aconitum yamazakii
Anemone sikokiana
Clematis obvallata var. shikokiana
Dichocarpum numajirianum
Pulsatilla nipponica
Ranunculus altaicus subsp. shinanoalpinus
Ranunculus kitadakeanus
Ranunculus nipponicus var. major
Ranunculus trichophyllus var. kazusensis
Ranunculus yezoensis
Thalictrum aquilegiifolium var. sibiricum
Thalictrum minus var. yamamotoi
Thalictrum toyamae
Thalictrum uchiyamae
Peperomia okinawensis
Asarum celsum
Asarum curvistigma
Asarum hatsushimae
Asarum kooyanum var. kooyanum
Asarum kumageanum var. satakeanum
Asarum lutchuense
Asarum majale
Asarum nazeanum
Asarum sakawanum var. stellatum
Asarum subglobosum
Asarum trigynum
Asarum trinacriforme
Asarum yaeyamense
Eurya boninensis
Hypericum oliganthum
Hypericum sampsonii
Corydalis gigantea

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
ツルキケマン
リシリヒナゲシ
タチスズシロソウ
リシリハタザオ
オオマルバコンロンソウ
ハナタネツケバナ
ミヤウチソウ
ナンブイヌナズナ
キタダケナズナ
ヤツガタケナズナ
モイワナズナ
トガクシナズナ
シロウマナズナ
ハリナズナ
タカネグンバイ
トキワマンサク
ミセバヤ
オオチチッパベンケイ
ヒメキリンソウ
ムニンタイトゴメ
モミジバショウマ
アマミクサアジサイ
ヤエヤマヒメウツギ
クモマユキノシタ
チシマイワブキ
オオミノトベラ
クロミサンザシ
ヤクシマシロバナヘビイチゴ
ノカイドウ
ユウバリキンバイ
ヤブザクラ
ブコウマメザクラ
キリタチヤマザクラ
マメナシ
ミチノクナシ
シロヤマブキ
ゴショイチゴ
タイワンウラジロイチゴ
エゾノトウウチソウ
ナンブトウウチソウ
オオバネムノキ
ヤエヤマネムノキ
カラフトモメンヅル
トカチオウギ
カリバオウギ
ガランピネムチャ
カラフトゲンゲ
コシキジマハギ
リシリゲンゲ

Corydalis ochotensis
Papaver fauriei
Arabidopsis kamchatica subsp. kawasakiana
Arabidopsis umezawana
Cardamine arakiana
Cardamine pratensis
Cardamine trifida
Draba japonica
Draba kitadakensis
Draba oiana
Draba sachalinensis
Draba sakuraii
Draba shiroumana
Subularia aquatica
Thlaspi japonicum
Loropetalum chinense
Hylotelephium sieboldii var. sieboldii
Hylotelephium sordidum var. oishii
Phedimus sikokianus
Sedum japonicum subsp. boninense
Astilbe platyphylla
Cardiandra amamiohsimensis
Deutzia yaeyamensis
Saxifraga laciniata
Saxifraga nelsoniana var. reniformis
Pittosporum boninense var. chichijimense
Crataegus chlorosarca
Fragaria nipponica var. yakusimensis
Malus spontanea
Potentilla matsumurae var. yuparensis
Prunus hisauchiana
Prunus incisa var. bukosanensis
Prunus sargentii var. akimotoi (in schedule)
Pyrus calleryana
Pyrus ussuriensis var. ussuriensis
Rhodotypos scandens
Rubus chingii
Rubus swinhoei
Sanguisorba hakusanensis var. japonensis
Sanguisorba obtusa
Albizia kalkora
Albizia retusa
Astragalus schelichovii
Astragalus tokachiensis
Astragalus yamamotoi
Cassia mimosoides
Hedysarum hedysaroides
Lespedeza argyrophylla
Oxytropis campestris subsp. rishiriensis

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
エゾオヤマノエンドウ
レブンソウ
マシケゲンゲ
ウチワツナギ
イソフジ
オオバフジボグサ
ヒメツルアズキ
アカササゲ
カワゴケソウ
ヤクシマカワゴロモ
ハマビシ
テリハニシキソウ
アソタイゲキ
ハナコミカンボク
アツバシロテツ
ヒナノキンチャク
チャンチンモドキ
シバタカエデ
タイシャクイタヤ
アオカズラ
エンシュウツリフネソウ
ムニンモチ
ヒゼンマユミ
クサミズキ
ヤエヤマハマナツメ
ミヤマハンモドキ
シラガブドウ
ナガバコバンモチ
ツクシボダイジュ
カラピンラセンソウ
ツチビノキ
カツラギグミ
ヤクシマグミ
ジンヨウキスミレ
タニマスミレ
タデスミレ
オキナワスミレ
ナガバキブシ
ハザクラキブシ
ムニンカラスウリ
ホザキキカシグサ
ムニンフトモモ
ハハジマノボタン
ナガバアリノトウグサ
クマノダケ
ウバタケニンジン
レブンサイコ
ヤクシマセントウソウ
ツルギハナウド

Oxytropis japonica var. sericea
Oxytropis megalantha
Oxytropis shokanbetsuensis
Phyllodium pulchellum
Sophora tomentosa
Uraria lagopodioides
Vigna nakashimae
Vigna vexillata var. tsusimensis
Cladopus doianus
Hydrobryum puncticulatum
Tribulus terrestris
Chamaesyce hirta var. glaberrima
Euphorbia pekinensis subsp. asoensis
Phyllanthus liukiuensis
Melicope grisea var. crassifolia
Polygala tatarinowii
Choerospondias axillaris
Acer miyabei var. shibatae
Acer pictum subsp. taishakuense
Sabia japonica
Impatiens hypophylla var. microhypophylla
Ilex mertensii var. beecheyi
Euonymus chibae
Nothapodytes nimmonianus
Colubrina asiatica
Rhamnus ishidae
Vitis amurensis
Elaeocarpus multiflorus
Tilia mandshurica var. rufovillosa
Triumfetta semitriloba
Daphnimorpha capitellata
Elaeagnus takeshitae
Elaeagnus yakusimensis
Viola alliariifolia
Viola epipsiloides
Viola thibaudieri
Viola utchinensis
Stachyurus macrocarpus var. macrocarpus
Stachyurus macrocarpus var. prunifolius
Trichosanthes ovigera var. boninensis
Rotala rotundifolia
Metrosideros boninensis
Melastoma tetramerum var. pentapetalum
Haloragis chinensis
Angelica shikokiana var. mayebarana
Angelica ubatakensis
Bupleurum ajanense
Chamaele decumbens var. micrantha
Heracleum sphondylium var. tsurugisanense

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
カサモチ
ツクシボウフウ
ヤマナシウマノミツバ
ツシマノダケ
エゾイチヤクソウ
ヤチツツジ
ヤクシマヨウラクツツジ
アマギツツジ
アマクサミツバツツジ
ヒダカミツバツツジ
オオスミミツバツツジ
トキワバイカツツジ
タカクマミツバツツジ
チョウセンヤマツツジ
オオツルコウジ
トチナイソウ
サクラソウモドキ
トウサワトラノオ
サワトラノオ
オニコナスビ
カムイコザクラ
ユウバリコザクラ
ホザキザクラ
ムニンノキ
ヤワラケガキ
コニシハイノキ
チチジマクロキ
ショウドシマレンギョウ
ヤナギバモクセイ
オオモクセイ
サンプクリンドウ
コヒナリンドウ
ヤクシマリンドウ
オノエリンドウ
ユウバリリンドウ
チチブリンドウ
アカイシリンドウ
ヒメセンブリ
ハナヤマツルリンドウ
ナンゴクカモメヅル
ヒメイヨカズラ
コバンムグラ
ハハジマハナガサノキ
ヒジハリノキ
ハクチョウゲ
カラフトハナシノブ
マルバアサガオガラクサ
ムラサキ
ツルカメバソウ

Nothosmyrnium japonicum
Pimpinella thellungiana var. gustavohegiana
Sanicula kaiensis
Tilingia tsusimensis
Pyrola minor
Chamaedaphne calyculata
Menziesia yakushimensis
Rhododendron amagianum
Rhododendron amakusaense
Rhododendron dilatatum var. boreale
Rhododendron mayebarae var. ohsumiense
Rhododendron uwaense
Rhododendron viscistylum
Rhododendron yedoense var. poukhanense
Ardisia walkeri
Androsace chamaejasme subsp. lehmanniana
Cortusa matthioli subsp. pekinensis var. sachalinensis
Lysimachia candida
Lysimachia leucantha
Lysimachia tashiroi
Primula hidakana var. kamuiana
Primula yuparensis
Stimpsonia chamaedryoides
Planchonella boninensis
Diospyros eriantha
Symplocos konishii
Symplocos pergracilis
Forsythia togashii
Osmanthus insularis var. okinawensis
Osmanthus rigidus
Comastoma pulmonarium subsp. sectum
Gentiana laeviuscula
Gentiana yakushimensis
Gentianella amarella subsp. takedae
Gentianella amarella subsp. yuparensis
Gentianopsis contorta
Gentianopsis yabei var. akaisiensis
Lomatogonium carinthiacum
Tripterospermum distylum
Vincetoxicum austrokiusianum
Vincetoxicum matsumurae
Hedyotis chrysotricha
Morinda umbellata subsp. boninensis var. hahazimensis
Randia sinensis
Serissa japonica
Polemonium caeruleum subsp. laxiflorum var. laxiflorum
Evolvulus alsinoides var. rotundifolius
Lithospermum erythrorhizon
Trigonotis iinumae

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
チョウセンカメバソウ
ウラジロコムラサキ
シマカコソウ
ヒイラギソウ
アマミタムラソウ
ヒメタツナミソウ
ムニンタツナミソウ
ケミヤマナミキ
エゾニガクサ
ムニンホオズキ
ヤマホオズキ
イズコゴメグサ
ツクシコゴメグサ
カミガモソウ
エナシシソクサ
ヒメサギゴケ
ホソバママコナ
ウスユキクチナシグサ
キバナシオガマ
ツルウリクサ
ホソバヒメトラノオ
イスミスズカケ
ユウバリソウ
ホソバウルップソウ
ヒシモドキ
フサタヌキモ
ヒメミミカキグサ
スルガヒョウタンボク
キタカミヒョウタンボク
ツシマヒョウタンボク
コゴメヒョウタンボク
ヤブヒョウタンボク
キンキヒョウタンボク
オオチョウジガマズミ
トキワガマズミ
ヒロハガマズミ
チシマキンレイカ
オオキンレイカ
ホウオウシャジン
シマシャジン
ヤツシロソウ
マルバハタケムシロ
ホソバエゾノコギリ
オオウサギギク
ワタヨモギ
キタダケヨモギ
オオバヨモギ
ユキヨモギ
イソノギク

Trigonotis radicans var. sericea
Callicarpa parvifolia
Ajuga boninsimae
Ajuga incisa
Salvia pygmaea var. simplicior
Scutellaria kikai-insularis
Scutellaria longituba
Scutellaria shikokiana var. pubicaulis
Teucrium veronicoides var. veronicoides
Lycianthes boninensis
Physalis chamaesarachoides
Euphrasia insignis subsp. iinumae var. idzuensis
Euphrasia multifolia var. multifolia
Gratiola fluviatilis
Limnophila fragrans
Mazus goodenifolius
Melampyrum setaceum
Monochasma savatieri
Pedicularis oederi subsp. heteroglossa
Torenia concolor var. formosana
Veronica linariifolia
Veronicastrum sp.
Lagotis takedana
Lagotis yesoensis
Trapella sinensis
Utricularia dimorphantha
Utricularia minutissima
Lonicera alpigena subsp. glehnii var. watanabeana
Lonicera demissa var. borealis
Lonicera fragrantissima
Lonicera linderifolia var. konoi
Lonicera linderifolia var. linderifolia
Lonicera ramosissima var. kinkiensis
Viburnum carlesii var. carlesii
Viburnum japonicum var. boninsimense
Viburnum koreanum
Patrinia sibirica
Patrinia triloba var. takeuchiana
Adenophora takedae var. howozana
Adenophora tashiroi
Campanula glomerata var. dahurica
Lobelia loochooensis
Achillea ptarmica subsp. macrocephala var. yezoensis
Arnica sachalinensis
Artemisia gilvescens
Artemisia kitadakensis
Artemisia koidzumii var. megaphylla
Artemisia momiyamae
Aster asagrayi var. asagrayi

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
ヨナクニイソノギク
シブカワシロギク
クルマギク
チョウセンノギク
アシノクラアザミ
ガンジュアザミ
ハッポウアザミ
カツラカワアザミ
ニセツクシアザミ
タネガシマアザミ
ウスバアザミ
ネバリイズハハコ
ユズリハワダン
イワヤクシソウ
フタマタタンポポ
アポイアズマギク
アキノハハコグサ
エゾコウゾリナ
ホソバニガナ
エゾウスユキソウ
ハヤチネウスユキソウ
ヒメキクタビラコ
ミヤマコウモリソウ
シマコウヤボウキ
ヒナヒゴタイ
ツクシトウヒレン
ウスユキトウヒレン
コウリンギク
ヤブレガサモドキ
クザカイタンポポ
クモマタンポポ
タカネタンポポ
タカネコウリンギク
キバナコウリンカ
アズミノヘラオモダカ
セトヤナギスブタ
ムサシモ
タカクマソウ
イズアサツキ
カンカケイニラ
コシキイトラッキョウ
ヤクシマイトラッキョウ
ハマタマボウキ
タマボウキ
ミノシライトソウ
カイコバイモ
ヒメアマナ
ウラジロギボウシ
ウバタケギボウシ

Aster asagrayi var. walkeri
Aster rugulosus var. shibukawaensis
Aster tenuipes
Chrysanthemum zawadskii var. alpinum
Cirsium ashinokuraense
Cirsium ganjuense
Cirsium happoense
Cirsium opacum
Cirsium pseudosuffultum
Cirsium tanegashimense
Cirsium tenue
Conyza leucantha
Crepidiastrum ameristophyllum
Crepidiastrum yoshinoi
Crepis hokkaidoensis
Erigeron thunbergii subsp. glabratus var. angustifolius
Gnaphalium hypoleucum
Hypochaeris crepidioides
Ixeridium beauverdianum
Leontopodium discolor
Leontopodium hayachinense
Myriactis japonensis
Parasenecio farfarifolius var. acerinus
Pertya yakushimensis
Saussurea japonica
Saussurea nipponica subsp. higomontana
Saussurea yanagisawae
Senecio argunensis
Syneilesis tagawae
Taraxacum kuzakaiense
Taraxacum trigonolobum
Taraxacum yuparense
Tephroseris flammea subsp. flammea
Tephroseris furusei
Alisma canaliculatum var. azuminoense
Blyxa alternifolia
Najas ancistrocarpa
Sciaphila tenella
Allium schoenoprasum var. idzuense
Allium togashii
Allium virgunculae var. koshikiense
Allium virgunculae var. yakushimense
Asparagus kiusianus
Asparagus oligoclonos
Chionographis hisauchiana subsp. minoensis
Fritillaria kaiensis
Gagea japonica
Hosta hypoleuca
Hosta pulchella

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
セトウチギボウシ
ノヒメユリ
ヒメユリ
ジンリョウユリ
ミヤマスカシユリ
サクライソウ
ウスギワニグチソウ
コウライワニグチソウ
アラガタオオサンキライ
アッカゼキショウ
ゲイビゼキショウ
サガミジョウロウホトトギス
スルガジョウロウホトトギス
キバナノツキヌキホトトギス
カワユエンレイソウ
ツクシタチドコロ
キリガミネヒオウギアヤメ
タヌキノショクダイ
ヒゼンコウガイゼキショウ
エゾノミクリゼキショウ
ホロムイコウガイ
セイタカヌカボシソウ
ユキイヌノヒゲ
アズミイヌノヒゲ
オキナワホシクサ
オオムラホシクサ
ハライヌノヒゲ
ゴマシオホシクサ
イズノシマホシクサ
ユキクラヌカボ
オオマツバシバ
ビロードキビ
ザラツキヒナガリヤス
オニビトノガリヤス
タシロノガリヤス
ユウバリカニツリ
シマギョウギシバ
イヌカモジグサ
タカネエゾムギ
イゼナガヤ
ヤマオオウシノケグサ
アカヒゲガヤ
エゾコウボウ
シマカモノハシ
ナンブソモソモ
タチイチゴツナギ
ヒゲナガコメススキ
フクロダガヤ
キタダケカニツリ

Hosta pycnophylla
Lilium callosum var. callosum
Lilium concolor
Lilium japonicum var. abeanum
Lilium maculatum var. bukosanense
Petrosavia sakuraii
Polygonatum cryptanthum
Polygonatum desoulavyi
Smilax bracteata subsp. verruculosa
Tofieldia coccinea var. akkana
Tofieldia coccinea var. geibiensis
Tricyrtis ishiiana var. ishiiana
Tricyrtis ishiiana var. surugensis
Tricyrtis perfoliata
Trillium channellii
Dioscorea asclepiadea
Iris setosa var. hondoensis
Thismia abei
Juncus hizenensis
Juncus mertensianus
Juncus tokubuchii
Luzula elata
Eriocaulon dimorphoelytrum
Eriocaulon mikawanum var. azumianum
Eriocaulon miquelianum var. lutchuense
Eriocaulon omuranum
Eriocaulon ozense
Eriocaulon senile
Eriocaulon zyotanii
Agrostis hideoi
Aristida takeoi
Brachiaria villosa
Calamagrostis nana subsp. hayachinensis
Calamagrostis onibitoana
Calamagrostis tashiroi
Deschampsia cespitosa var. levis
Digitaria platycarpha
Elymus gmelinii var. tenuisetus
Elymus yubaridakensis
Eriachne armittii
Festuca hondoensis
Heteropogon contortus
Hierochloe pluriflora
Ischaemum ischaemoides
Poa hayachinensis
Poa nemoralis
Stipa alpina
Tripogon longearistatus var. japonicus
Trisetum spicatum subsp. molle

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
ツルギテンナンショウ
アマミテンナンショウ
オモゴウテンナンショウ
シコクテンナンショウ
シコクヒロハテンナンショウ
タカハシテンナンショウ
オオミネテンナンショウ
カラフトヒロハテンナンショウ
ヒメツルアダン
チシマミクリ
オハグロスゲ
カヤツリスゲ
タカネシバスゲ
チチジマナキリスゲ
ゲンカイモエギスゲ
カンチスゲ
ハタベスゲ
アカンスゲ
ノルゲスゲ
タカネヒメスゲ
スルガスゲ
キビノミノボロスゲ
マンシュウクロカワスゲ
クグスゲ
ヒロハイッポンスゲ
ウシオスゲ
カラフトイワスゲ
シュミットスゲ
ラウススゲ
ツクシナルコ
エゾハリスゲ
サヤスゲ
ツクシオオガヤツリ
トサノハマスゲ
ミスミイ
ハハジマテンツキ
ハタケテンツキ
ハナシテンツキ
ミクリガヤ
ロッカクイ
ツクシアブラガヤ
ホソバシンジュガヤ
ヒナラン
イワチドリ
タネガシマムヨウラン
ヤクシマラン
ナリヤラン
シコウラン
キリシマエビネ

Arisaema abei
Arisaema heterocephalum subsp. heterocephalum
Arisaema iyoanum subsp. iyoanum
Arisaema iyoanum subsp. nakaianum
Arisaema longipedunculatum var. longipedunculatum
Arisaema nambae
Arisaema nikoense subsp. australe
Arisaema sachalinense
Freycinetia williamsii
Sparganium hyperboreum
Carex bigelowii
Carex bohemica
Carex capillaris
Carex chichijimensis
Carex genkaiensis
Carex gynocrates
Carex latisquamea
Carex loliacea
Carex mackenziei
Carex melanocarpa
Carex omurae
Carex paxii
Carex peiktusanii
Carex pseudocyperus
Carex pseudololiacea
Carex ramenskii
Carex rupestris
Carex schmidtii
Carex stylosa
Carex subcernua
Carex uda
Carex vaginata
Cyperus ohwii
Cyperus rotundus var. yoshinagae
Eleocharis acutangula
Fimbristylis longispica var. hahajimensis
Fimbristylis stauntonii var. stauntonii
Fimbristylis umbellaris
Rhynchospora malasica
Schoenoplectus mucronatus var. ishizawae
Scirpus rosthornii var. kiushuensis
Scleria biflora
Amitostigma gracile
Amitostigma keiskei
Aphyllorchis montana
Apostasia wallichii var. nipponica
Arundina graminifolia
Bulbophyllum macraei var. macraei
Calanthe aristulifera var. kirishimensis

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
タイワンエビネ
オオキリシマエビネ
キエビネ
トクノシマエビネ
ホテイラン
チクセツラン
カンダヒメラン
サガミランモドキ
カンラン
アキザキナギラン
レブンアツモリソウ
キバナノセッコク
オキナワセッコク
ヒメヤツシロラン
キリガミネアサヒラン
トラキチラン
オオオサラン
リュウキュウセッコク
イモラン
イモネヤガラ
ムニンヤツシロラン
ナヨテンマ
トサカメオトラン
ヒロハツリシュスラン
クニガミシュスラン
ダイサギソウ
オオミズトンボ
リュウキュウサギソウ
テツオサギソウ
ヤチラン
ムカゴソウ
ジャコウキヌラン
ギボウシラン
オオフガクスズムシソウ
ヒメジガバチソウ
ササバラン
クロクモキリソウ
ムニンボウラン
ハハジマホザキラン
タンザワサカネラン
フジチドリ
ムカゴサイシン
クスクスヨウラクラン
オオギミラン
サツマチドリ
ムカゴトンボ
イヨトンボ
ヤクシマチドリ
シマツレサギソウ

Calanthe formosana
Calanthe izuinsularis
Calanthe sieboldii
Calanthe tokunoshimensis
Calypso bulbosa var. speciosa
Corymborkis subdensa
Crepidium kandae
Cymbidium aberrans
Cymbidium kanran
Cymbidium lancifolium
Cypripedium macranthos var. rebunense
Dendrobium catenatum
Dendrobium okinawense
Didymoplexis minor
Eleorchis japonica var. conformis
Epipogium aphyllum
Eria corneri
Eria ovata
Eulophia toyoshimae
Eulophia zollingeri
Gastrodia boninensis
Gastrodia gracilis
Geodorum densiflorum
Goodyera pendula var. brachyphylla
Goodyera sonoharae
Habenaria dentata
Habenaria linearifolia var. linearifolia
Habenaria pantlingiana
Habenaria stenopetala
Hammarbya paludosa
Herminium lanceum
Heterozeuxine odorata
Liparis auriculata
Liparis koreojaponica
Liparis krameri var. shichitoana
Liparis odorata
Liparis sp.
Luisia boninensis
Malaxis hahajimensis
Neottia inagakii
Neottianthe fujisanensis
Nervilia nipponica
Oberonia anthropophora var. arisanensis
Odontochilus tashiroi
Orchis graminifolia var. micropunctata (in schedule)
Peristylus flagellifer
Peristylus iyoensis
Platanthera amabilis
Platanthera boninensis

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
ツクシチドリ
イイヌマムカゴ
イリオモテトンボソウ
ガッサンチドリ
ナゴラン
イリオモテラン
アコウネッタイラン
ハチジョウネッタイラン
ヤクシマネッタイラン
ミソボシラン
キバナノショウキラン
シナノショウキラン
アオジクキヌラン

Platanthera brevicalcarata subsp. yakumontana
Platanthera iinumae
Platanthera stenoglossa subsp. iriomotensis
Platanthera takedae subsp. uzenensis
Sedirea japonica
Trichoglottis lutchuensis
Tropidia angulosa
Tropidia nipponica var. hachijoensis
Tropidia nipponica var. nipponica
Vrydagzynea nuda
Yoania amagiensis
Yoania flava
Zeuxine affinis

●絶滅危惧Ⅱ類（VU） 741種
ヒモヅル
スギラン
ミズニラモドキ
シナミズニラ
コケカタヒバ
アマミクラマゴケ
イヌカタヒバ
エゾノヒモカズラ
ヤチスギナ
ヒメドクサ
フサスギナ
ヒメハナワラビ
ミドリハナワラビ
トネハナヤスリ
チャボハナヤスリ
ハハジマホラゴケ
マメゴケシダ
カネコシダ
デンジソウ
サンショウモ
ヒメホングウシダ
ムニンエダウチホングウシダ
コウシュンシダ
オオイシカグマ
イワホウライシダ
ヒメウラジロ
エビガラシダ
ヒメシシラン
カワリバアマクサシダ
キドイノモトソウ
サツマハチジョウシダ
ヤクシマハチジョウシダ
オオタニワタリ
クロガネシダ

Lycopodium casuarinoides
Lycopodium cryptomerinum
Isoetes pseudojaponica
Isoetes sinensis var. sinensis
Selaginella leptophylla
Selaginella limbata
Selaginella moellendorffii
Selaginella sibirica
Equisetum pratense
Equisetum scirpoides
Equisetum sylvaticum
Botrychium lunaria
Botrychium triangularifolium
Ophioglossum namegatae
Ophioglossum parvum
Abrodictyum boninense
Didymoglossum motleyi
Gleichenia laevissima
Marsilea quadrifolia
Salvinia natans
Lindsaea cambodgensis
Lindsaea repanda
Microlepia obtusiloba var. obtusiloba
Microlepia speluncae
Adiantum ogasawarense
Cheilanthes argentea
Cheilanthes chusana
Haplopteris ensiformis
Pteris cadieri
Pteris kidoi
Pteris satsumana
Pteris yakuinsularis
Asplenium antiquum
Asplenium coenobiale

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
ナンカイシダ
ムニンシダ
オクタマシダ
テンリュウヌリトラノオ
オトメシダ
タイワンハシゴシダ
トサノミゾシダモドキ
オオギミシダ
テバコワラビ
ヘイケイヌワラビ
ヒメホウビシダ
サカバサトメシダ
ナンゴクシケチシダ
コウライイヌワラビ
ウスバシケシダ
シマクジャク
ニセシロヤマシダ
キンモウワラビ
タイワンヒメワラビ
ヤクシマカナワラビ
シビカナワラビ
ハガクレカナワラビ
コミダケシダ
ムニンベニシダ
イワカゲワラビ
ヒロハアツイタ
アツイタ
コモチイノデ
オニイノデ
オガサワラツルキジノオ
キクシノブ
タイワンクリハラン
ムニンサジラン
オオクリハラン
ヒメバラモミ
トガサワラ
リシリビャクシン
シマムロ
ユビソヤナギ
ヒダカミネヤナギ
コマイワヤナギ
ハナガガシ
オオトキワイヌビワ
タイワントリアシ
トキホコリ
タチゲヒカゲミズ
ナガバサンショウソウ
ソハヤキミズ
ミヤマツチトリモチ

Asplenium micantifrons
Asplenium polyodon
Asplenium pseudowilfordii
Asplenium shimurae
Asplenium tenerum
Thelypteris castanea
Thelypteris flexilis
Woodwardia harlandii
Athyrium atkinsonii
Athyrium eremicola
Athyrium nakanoi
Athyrium palustre
Cornopteris opaca
Deparia coreana
Deparia longipes
Diplazium longicarpum
Diplazium taiwanense
Hypodematium crenatum subsp. fauriei
Acrophorus nodosus
Arachniodes cavalerii
Arachniodes hekiana
Arachniodes yasu-inouei var. yasu-inouei
Ctenitis iriomotensis
Dryopteris insularis
Dryopteris laeta
Elaphoglossum tosaense
Elaphoglossum yoshinagae
Polystichum anomalum
Polystichum rigens
Lomariopsis boninensis
Humata repens
Colysis hemionitidea
Loxogramme boninensis
Neolepisorus fortunei
Picea maximowiczii
Pseudotsuga japonica
Juniperus communis var. montana
Juniperus taxifolia var. taxifolia
Salix hukaoana
Salix nakamurana subsp. kurilensis
Salix rupifraga
Quercus hondae
Ficus nishimurae
Boehmeria formosana
Elatostema densiflorum
Parietaria micrantha var. coreana
Pellionia yosiei
Pilea swinglei
Balanophora nipponica

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
ヒメイワタデ
ヒメタデ
サイコクヌカボ
ヤナギヌカボ
ヌカボタデ
コギシギシ
カラフトノダイオウ
ノダイオウ
ヌマハコベ
オキナワマツバボタン
カトウハコベ
チョウカイフスマ
ミツモリミミナグサ
タガソデソウ
タカネミミナグサ
タチハコベ
ヒナワチガイソウ
ナンブワチガイソウ
クシロワチガイソウ
アオモリマンテマ
エゾマンテマ
オグラセンノウ
マツモトセンノウ
エンビセンノウ
テバコマンテマ
オオハコベ
イトハコベ
シコタンハコベ
アッケシソウ
シチメンソウ
ヒロハマツナ
ケスナヅル
シナクスモドキ
オキナワコウバシ
ガッサントリカブト
センウズモドキ
マシケレイジンソウ
キタザワブシ
ミョウコウトリカブト
ワガトリカブト
タカネトリカブト
シコクフクジュソウ
ウラホロイチゲ
フタマタイチゲ
キタダケソウ
クロバナハンショウヅル
ムニンセンニンソウ
キバナサバノオ
ヒメキンポウゲ

Aconogonon ajanense
Persicaria erectominor var. erectominor
Persicaria foliosa var. nikaii
Persicaria foliosa var. paludicola
Persicaria taquetii
Rumex dentatus subsp. nipponicus
Rumex gmelinii
Rumex longifolius
Montia fontana
Portulaca okinawensis
Arenaria katoana
Arenaria merckioides var. chokaiensis
Cerastium arvense var. ovatum
Cerastium pauciflorum var. amurense
Cerastium rubescens var. koreanum
Moehringia trinervia
Pseudostellaria heterantha var. linearifolia
Pseudostellaria japonica
Pseudostellaria sylvatica
Silene aomorensis
Silene foliosa
Silene kiusiana
Silene sieboldii
Silene wilfordii
Silene yanoei
Stellaria bungeana
Stellaria filicaulis
Stellaria ruscifolia
Salicornia europaea
Suaeda japonica
Suaeda malacosperma
Cassytha pubescens
Cryptocarya chinensis
Lindera communis var. okinawensis
Aconitum gassanense
Aconitum jaluense subsp. iwatekense
Aconitum mashikense
Aconitum nipponicum subsp. micranthum
Aconitum nipponicum subsp. nipponicum var. septemcarpum
Aconitum okuyamae var. wagaense
Aconitum zigzag
Adonis shikokuensis
Anemone amurensis
Anemone dichotoma
Callianthemum hondoense
Clematis fusca
Clematis terniflora var. boninensis
Dichocarpum pterigionocaudatum
Halerpestes kawakamii

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
オキナグサ
コキツネノボタン
ヒキノカサ
ダイセンカラマツ
ハルカラマツ
アポイカラマツ
チャボカラマツ
ナガバカラマツ
コゴメカラマツ
イワカラマツ
ノカラマツ
ヤクシマカラマツ
タマカラマツ
サイコクイカリソウ
クモイイカリソウ
オニバス
オグラコウホネ
オゼコウホネ
ネムロコウホネ
ヒメコウホネ
エゾベニヒツジグサ
シマゴショウ
キビヒトリシズカ
マルバウマノスズクサ
コウシュンウマノスズクサ
ナンゴクアオイ
キナンカンアオイ
ミチノクサイシン
ミヤマアオイ
フジノカンアオイ
キンチャクアオイ
ツクシアオイ
アケボノアオイ
クワイバカンアオイ
イワタカンアオイ
アマギカンアオイ
ナンカイアオイ
サカワサイシン
トクノシマカンアオイ
タマノカンアオイ
ウンゼンカンアオイ
オニカンアオイ
ベニバナヤマシャクヤク
マメヒサカキ
コウライトモエソウ
エゾオトギリ
ダイセツヒナオトギリ
ナガバノモウセンゴケ
ナガバノイシモチソウ

Pulsatilla cernua
Ranunculus chinensis
Ranunculus ternatus var. ternatus
Thalictrum aquilegiifolium var. daisenense
Thalictrum baicalense
Thalictrum foetidum var. apoiense
Thalictrum foetidum var. glabrescens
Thalictrum integrilobum
Thalictrum microspermum
Thalictrum sekimotoanum
Thalictrum simplex var. brevipes
Thalictrum tuberiferum var. yakusimense
Thalictrum watanabei
Epimedium diphyllum subsp. kitamuranum
Epimedium koreanum var. coelestre
Euryale ferox
Nuphar oguraensis
Nuphar pumila var. ozeensis
Nuphar pumila var. pumila
Nuphar subintegerrima
Nymphaea tetragona var. erythrostigmatica
Peperomia boninsimensis
Chloranthus fortunei
Aristolochia contorta
Aristolochia zollingeriana
Asarum crassum
Asarum fauriei var. austrokiiensis (in schedule)
Asarum fauriei var. fauriei
Asarum fauriei var. nakaianum
Asarum fudsinoi
Asarum hexalobum var. perfectum
Asarum kiusianum var. kiusianum
Asarum kiusianum var. tubulosum
Asarum kumageanum var. kumageanum
Asarum kurosawae
Asarum muramatsui var. muramatsui
Asarum nipponicum var. nankaiense
Asarum sakawanum var. sakawanum
Asarum simile
Asarum tamaense
Asarum unzen
Asarum yakusimense
Paeonia obovata
Eurya minutissima
Hypericum ascyron var. longistylum
Hypericum yezoense
Hypericum yojiroanum
Drosera anglica
Drosera indica

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
チドリケマン
カワチスズシロソウ
クモイナズナ
タカチホガラシ
エゾノジャニンジン
トモシリソウ
クモマナズナ
ミギワガラシ
ヒダカミセバヤ
ムラサキベンケイソウ
エッチュウミセバヤ
ツガルミセバヤ
チャボツメレンゲ
コモチレンゲ
イワレンゲ
ゲンカイイワレンゲ
マツノハマンネングサ
ウンゼンマンネングサ
ヤハズマンネングサ
オオチダケサシ
オオクサアジサイ
ウメウツギ
ブンゴウツギ
リュウキュウコンテリギ
ヒュウガアジサイ
キレンゲショウマ
マルバチャルメルソウ
ワタナベソウ
トカチスグリ
エチゼンダイモンジソウ
ハハジマトベラ
チョウセンキンミズヒキ
ハゴロモグサ
アポイヤマブキショウマ
エゾサンザシ
シコクシモツケソウ
テンノウメ
ツチグリ
キンロバイ
メアカンキンバイ
ヒロハノカワラサイコ
ウラジロキンバイ
アオナシ
サンショウバラ
シマバライチゴ
サナギイチゴ
エゾシモツケ
リシリオウギ
ミヤコジマツルマメ

Corydalis kushiroensis
Arabis flagellosa var. kawachiensis
Arabis tanakana
Cardamine kiusiana
Cardamine schinziana
Cochlearia oblongifolia
Draba nipponica
Rorippa globosa
Hylotelephium cauticola f. cauticola
Hylotelephium pallescens
Hylotelephium sieboldii var. ettyuense
Hylotelephium ussuriense var. tsugaruense
Meterostachys sikokianus
Orostachys malacophylla var. boehmeri
Orostachys malacophylla var. iwarenge
Orostachys malacophylla var. malacophylla
Sedum hakonense
Sedum polytrichoides
Sedum tosaense
Astilbe rubra
Cardiandra moellendorffii
Deutzia uniflora
Deutzia zentaroana
Hydrangea liukiuensis
Hydrangea serrata var. minamitanii
Kirengeshoma palmata
Mitella nuda
Peltoboykinia watanabei
Ribes triste
Saxifraga acerifolia
Pittosporum beecheyi
Agrimonia coreana
Alchemilla japonica
Aruncus dioicus var. subrotundus
Crataegus jozana
Filipendula tsuguwoi
Osteomeles anthyllidifolia var. subrotunda
Potentilla discolor
Potentilla fruticosa var. rigida
Potentilla miyabei
Potentilla niponica
Potentilla nivea
Pyrus ussuriensis var. hondoensis
Rosa hirtula
Rubus lambertianus
Rubus pungens var. oldhamii
Spiraea sericea
Astragalus frigidus subsp. parviflorus
Glycine koidzumii

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種

27 / 45 ページ

○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
チョウセンキハギ
クロバナキハギ
イヌハギ
ヒダカミヤマノエンドウ
コチョウインゲン
ウスカワゴロモ
カワゴロモ
オオヤマカタバミ
カイフウロ
ツクシフウロ
ボロジノニシキソウ
ハツバキ
フジタイゲキ
ダイトウセイシボク
ムニンゴシュユ
ヤクシマカラスザンショウ
クロビイタヤ
クスノハカエデ
ハナノキ
サクノキ
ムニンイヌツゲ
ヒメマサキ
リュウキュウツルマサキ
アオツリバナ
コバノクロヅル
オキナワツゲ
ハマナツメ
ヤエヤマネコノチチ
キビノクロウメモドキ
チョウセンナニワズ
シャクナンガンピ
ミヤマガンピ
サクラガンピ
ハコネグミ
イソスミレ
チシマウスバスミレ
ホソバシロスミレ
タチスミレ
アポイタチツボスミレ
シソバキスミレ
コウトウシュウカイドウ
ミズマツバ
ミズキカシグサ
ヒメビシ
ヒメフトモモ
ミヤマハシカンボク
コバノミヤマノボタン
イオウノボタン
ヒメノボタン

Lespedeza maximowiczii
Lespedeza melanantha
Lespedeza tomentosa
Oxytropis retusa
Vigna adenantha
Hydrobryum floribundum
Hydrobryum japonicum
Oxalis obtriangulata
Geranium shikokianum var. kaimontanum
Geranium soboliferum var. kiusianum
Chamaesyce sparrmannii
Drypetes integerrima
Euphorbia watanabei subsp. watanabei
Excoecaria formosana var. daitoinsularis
Melicope nishimurae
Zanthoxylum yakumontanum
Acer miyabei var. miyabei
Acer oblongum subsp. itoanum
Acer pycnanthum
Meliosma arnottiana subsp. oldhamii var. hachijoensis
Ilex matanoana
Euonymus boninensis
Euonymus fortunei var. austroliukiuensis (in schedule)
Euonymus yakushimensis
Tripterygium doianum
Buxus liukiuensis
Paliurus ramosissimus
Rhamnella franguloides var. inaequilatera
Rhamnus yoshinoi
Daphne koreana
Daphnimorpha kudoi
Diplomorpha albiflora
Diplomorpha pauciflora
Elaeagnus matsunoana
Viola grayi
Viola hultenii
Viola patrinii var. angustifolia
Viola raddeana
Viola sacchalinensis f. alpina
Viola yubariana
Begonia fenicis
Rotala mexicana
Rotala rosea
Trapa incisa
Syzygium cleyerifolium
Blastus cochinchinensis
Bredia okinawensis
Melastoma candidum var. alessandrense
Osbeckia chinensis

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
エゾミズタマソウ
オオアカバナ
トダイアカバナ
ケミズキンバイ
ミズキンバイ
オグラノフサモ
ヒロハスギナモ
ムニンヤツデ
ムニンハマウド
ツクシトウキ
イヌトウキ
ホソバトウキ
ヒュウガトウキ
カワゼンゴ
ヤクシマノダケ
トサボウフウ
ミシマサイコ
シムラニンジン
フキヤミツバ
ヌマゼリ
カラフトイチヤクソウ
チシマツガザクラ
ムラサキツリガネツツジ
ヨウラクツツジ
エゾムラサキツツジ
キョウマルシャクナゲ
アシタカツツジ
サカイツツジ
ホソバシャクナゲ
ナンゴクミツバツツジ
キリシマミツバツツジ
ウラジロミツバツツジ
シブカワツツジ
ジングウツツジ
ケラマツツジ
ハコネコメツツジ
ヤクシマヤマツツジ
ヤクシマミツバツツジ
ムニンシャシャンボ
ヒメツルコケモモ
アクシバモドキ
シナヤブコウジ
シマタイミンタチバナ
ノジトラノオ
ミチノクコザクラ
ヒダカイワザクラ
シコクカッコソウ
レブンコザクラ
クモイコザクラ

Circaea lutetiana subsp. quadrisulcata
Epilobium hirsutum
Epilobium platystigmatosum
Ludwigia adscendens
Ludwigia peploides subsp. stipulacea
Myriophyllum oguraense
Hippuris tetraphylla
Fatsia oligocarpella
Angelica boninensis
Angelica pseudoshikokiana
Angelica shikokiana var. shikokiana
Angelica stenoloba
Angelica tenuisecta var. furcijuga
Angelica tenuisecta var. tenuisecta
Angelica yakusimensis
Angelica yoshinagae
Bupleurum scorzonerifolium var. stenophyllum
Pterygopleurum neurophyllum
Sanicula tuberculata
Sium suave var. nipponicum
Pyrola faurieana
Bryanthus gmelinii
Menziesia lasiophylla
Menziesia purpurea
Rhododendron dauricum
Rhododendron japonoheptamerum var. kyomaruense
Rhododendron komiyamae
Rhododendron lapponicum subsp. parvifolium
Rhododendron makinoi
Rhododendron mayebarae var. mayebarae
Rhododendron nudipes var. kirishimense
Rhododendron osuzuyamense
Rhododendron sanctum var. lasiogynum
Rhododendron sanctum var. sanctum
Rhododendron scabrum
Rhododendron tsusiophyllum
Rhododendron yakuinsulare
Rhododendron yakumontanum
Vaccinium boninense
Vaccinium microcarpum
Vaccinium yakushimense
Ardisia chinensis
Myrsine maximowiczii
Lysimachia barystachys
Primula cuneifolia var. heterodonta
Primula hidakana var. hidakana
Primula kisoana var. shikokiana
Primula modesta var. matsumurae
Primula reinii var. kitadakensis

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
コイワザクラ
ソラチコザクラ
テシオコザクラ
キバナイソマツ
イソマツ
コバノアカテツ
オオバケエゴノキ
ミヤマシロバイ
ヒトツバタゴ
オキナワソケイ
ナンゴクモクセイ
チトセカズラ
オガサワラモクレイシ
ヒメナエ
リシリリンドウ
イイデリンドウ
リュウキュウコケリンドウ
ホソバツルリンドウ
シマアケボノソウ
ソナレセンブリ
シノノメソウ
イヌセンブリ
ヒメシロアサザ
バシクルモン
ロクオンソウ
フナバラソウ
イシダテクサタチバナ
ホウヨカモメヅル
イズカモメヅル
クサナギオゴケ
ヤマワキオゴケ
エゾキヌタソウ
エゾムグラ
ヤブムグラ
ヤクシマヤマムグラ
ハナムグラ
オガサワラクチナシ
マルバシマザクラ
ヒロハケニオイグサ
ヤエヤマアオキ
オガサワラボチョウジ
シマギョクシンカ
クシロハナシノブ
ミヤマハナシノブ
エゾハナシノブ
ハマネナシカズラ
ケルリソウ
ヒルギダマシ
ビロードムラサキ

Primula reinii var. reinii
Primula sorachiana
Primula takedana
Limonium wrightii var. luteum
Limonium wrightii var. wrightii
Planchonella obovata var. dubia
Styrax japonica var. tomentosa
Symplocos sonoharae
Chionanthus retusus
Jasminum sinense
Osmanthus enervius
Gardneria multiflora
Geniostoma glabrum
Mitrasacme indica
Gentiana jamesii var. jamesii
Gentiana jamesii var. robusta
Gentiana satsunanensis
Pterygocalyx volubilis
Swertia makinoana
Swertia noguchiana
Swertia swertopsis
Swertia tosaensis
Nymphoides coreana
Apocynum venetum var. basikurumon
Vincetoxicum amplexicaule
Vincetoxicum atratum
Vincetoxicum calcareum
Vincetoxicum hoyoense
Vincetoxicum izuense
Vincetoxicum katoi
Vincetoxicum yamanakae
Galium boreale var. kamtschaticum
Galium manshuricum
Galium niewerthii
Galium pogonanthum var. yakumontanum
Galium tokyoense
Gardenia boninensis
Hedyotis hookeri
Hedyotis verticillata
Morinda citrifolia
Psychotria homalosperma
Tarenna subsessilis
Polemonium caeruleum subsp. laxiflorum var. paludosum
Polemonium caeruleum subsp. yezoense var. nipponicum
Polemonium caeruleum subsp. yezoense var. yezoense
Cuscuta chinensis
Trigonotis radicans var. radicans
Avicennia marina
Callicarpa kochiana

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
オキナワヤブムラサキ
トサムラサキ
ダンギク
チシマミズハコベ
カイジンドウ
ツルカコソウ
ムシャリンドウ
ヒメキセワタ
キセワタ
オチフジ
ホソバヤマジソ
ミズトラノオ
シマジタムラソウ
シナノアキギリ
タジマタムラソウ
コナミキ
ヤクシマシソバタツナミ
エゾナミキ
ヤエヤマスズコウジュ
アオホオズキ
ゴマクサ
マルバノサワトウガラシ
ハチジョウコゴメグサ
イブキコゴメグサ
マルバコゴメグサ
コケコゴメグサ
ナヨナヨコゴメグサ
オオアブノメ
コキクモ
キタミソウ
タカネママコナ
スズメハコベ
ヤクシマシオガマ
ミカワシオガマ
ネムロシオガマ
ホザキシオガマ
ゴマノハグサ
オオヒキヨモギ
ハマクワガタ
キタダケトラノオ
ツクシトラノオ
サンイントラノオ
グンバイヅル
トウテイラン
イヌノフグリ
エゾミヤマクワガタ
ハマトラノオ
エゾヒメクワガタ
ルリトラノオ

Callicarpa oshimensis var. okinawensis
Callicarpa shikokiana
Caryopteris incana
Callitriche hermaphroditica
Ajuga ciliata var. villosior
Ajuga shikotanensis
Dracocephalum argunense
Lamium tuberiferum
Leonurus macranthus
Meehania montis-koyae
Mosla chinensis
Pogostemon yatabeanus
Salvia isensis
Salvia koyamae
Salvia omerocalyx
Scutellaria guilielmii
Scutellaria kuromidakensis
Scutellaria yezoensis
Suzukia luchuensis
Physaliastrum japonicum
Centranthera cochinchinensis subsp. lutea
Deinostema adenocaulum
Euphrasia hachijoensis
Euphrasia insignis subsp. iinumae var. iinumae
Euphrasia insignis subsp. insignis var. nummularia
Euphrasia kisoalpina
Euphrasia microphylla
Gratiola japonica
Limnophila indica
Limosella aquatica
Melampyrum laxum var. arcuatum
Microcarpaea minima
Pedicularis ochiaiana
Pedicularis resupinata subsp. oppositifolia var. microphylla
Pedicularis schistostegia
Pedicularis spicata
Scrophularia buergeriana
Siphonostegia laeta
Veronica javanica
Veronica kiusiana var. kitadakemontana
Veronica kiusiana var. kiusiana
Veronica ogurae
Veronica onoei
Veronica ornata
Veronica polita subsp. lilacina
Veronica schmidtiana subsp. senanensis var. yezoalpina
Veronica sieboldiana
Veronica stelleri var. longistyla
Veronica subsessilis

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
ナンゴククガイソウ
ツクシクガイソウ
キノクニスズカケ
シシンラン
イワギリソウ
ハマウツボ
コウシンソウ
ノタヌキモ
ミカワタヌキモ
ヤチコタヌキモ
ハマジンチョウ
エゾヒョウタンボク
ウスバヒョウタンボク
チシマヒョウタンボク
ネムロブシダマ
ハナヒョウタンボク
ベニバナヒョウタンボク
オニヒョウタンボク
ツキヌキソウ
シマガマズミ
オオシマガマズミ
イワツクバネウツギ
ソナレマツムシソウ
ヒナシャジン
シライワシャジン
シラトリシャジン
ツルギキョウ
バアソブ
オオハマギキョウ
キキョウ
キタノコギリソウ
マルバテイショウソウ
ナガバハグマ
トダイハハコ
クリヤマハハコ
オニオトコヨモギ
ハハコヨモギ
ヤブヨモギ
イワヨモギ
シコタンヨモギ
ヤナギノギク
カワラノギク
コシキギク
ヒゴシオン
オキナワギク
ホソバノギク
シオン
ヤナギタウコギ
コバナガンクビソウ

Veronicastrum japonicum var. australe
Veronicastrum sibiricum var. zuccarinii
Veronicastrum tagawae
Lysionotus pauciflorus
Opithandra primuloides
Orobanche coerulescens
Pinguicula ramosa
Utricularia aurea
Utricularia exoleta
Utricularia ochroleuca
Myoporum bontioides
Lonicera alpigena subsp. glehnii var. glehnii
Lonicera cerasina
Lonicera chamissoi
Lonicera chrysantha var. crassipes
Lonicera maackii
Lonicera sachalinensis
Lonicera vidalii
Triosteum sinuatum
Viburnum brachyandrum
Viburnum tashiroi
Zabelia integrifolia
Scabiosa japonica var. lasiophylla
Adenophora maximowicziana
Adenophora nikoensis var. teramotoi
Adenophora uryuensis
Campanumoea javanica var. japonica
Codonopsis ussuriensis
Lobelia boninensis
Platycodon grandiflorus
Achillea alpina subsp. japonica
Ainsliaea fragrans
Ainsliaea oblonga var. oblonga
Anaphalis sinica var. pernivea
Anaphalis sinica var. viscosissima
Artemisia congesta
Artemisia glomerata
Artemisia rubripes
Artemisia sacrorum
Artemisia tanacetifolia
Aster hispidus var. leptocladus
Aster kantoensis
Aster koshikiensis
Aster maackii
Aster miyagii
Aster sohayakiensis
Aster tataricus
Bidens cernua
Carpesium faberi

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
チシマコハマギク
オオシマノジギク
オオイワインチン
ピレオギク
イワギク
コイブキアザミ
オゼヌマアザミ
オガアザミ
イナベアザミ
サドアザミ
サツママアザミ
ヒダアザミ
ワタムキアザミ
イズハハコ
クサノオウバノギク
ヘラナレン
エゾタカネニガナ
モクビャクコウ
ワダンノキ
ヒゴタイ
ホソバムカシヨモギ
ハマサワヒヨドリ
ヤクシマヒヨドリ
ホソバオグルマ
ドロニガナ
イソニガナ
ヤナギニガナ
コスギニガナ
タカサゴソウ
ツルワダン
ホソバヒナウスユキソウ
カワラウスユキソウ
オオヒラウスユキソウ
ミコシギク
アソタカラコウ
イズカニコウモリ
オガコウモリ
ヒメコウモリソウ
カラフトアザミ
ユキバヒゴタイ
フォーリーアザミ
ミヤマキタアザミ
イナトウヒレン
ヒダカトウヒレン
ネコヤマヒゴタイ
ヒメヒゴタイ
トサトウヒレン
コケタンポポ
エゾヨモギギク

Chrysanthemum arcticum subsp. yezoense
Chrysanthemum crassum
Chrysanthemum pallasianum
Chrysanthemum weyrichii
Chrysanthemum zawadskii var. zawadskii
Cirsium confertissimum
Cirsium homolepis
Cirsium horiianum
Cirsium magofukui
Cirsium nipponicum var. sadoense
Cirsium sieboldii subsp. austrokiushianum
Cirsium tashiroi var. hidaense
Cirsium tashiroi var. tashiroi
Conyza japonica
Crepidiastrum chelidoniifolium
Crepidiastrum linguifolium
Crepis gymnopus
Crossostephium chinense
Dendrocacalia crepidifolia
Echinops setifer
Erigeron acer var. linearifolius
Eupatorium lindleyanum var. yasushii
Eupatorium yakushimense
Inula linariifolia
Ixeridium dentatum subsp. kitayamense
Ixeridium dentatum subsp. nipponicum
Ixeridium laevigatum
Ixeridium yakuinsulare
Ixeris chinensis subsp. strigosa
Ixeris longirostra
Leontopodium fauriei var. angustifolium
Leontopodium japonicum var. perniveum
Leontopodium miyabeanum
Leucanthemella linearis
Ligularia sibirica
Parasenecio amagiensis
Parasenecio ogamontanus
Parasenecio shikokianus
Saussurea acuminata var. sachalinensis
Saussurea chionophylla
Saussurea fauriei
Saussurea franchetii
Saussurea inaensis
Saussurea kudoana
Saussurea modesta
Saussurea pulchella
Saussurea yoshinagae
Solenogyne mikadoi
Tanacetum vulgare

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
ツクシタンポポ
コウリンカ
オナモミ
トウゴクヘラオモダカ
マルバオモダカ
マルミスブタ
スブタ
ウミショウブ
トゲウミヒルモ
ミズオオバコ
ヒラモ
ホソバノシバナ
ホソバヒルムシロ
コバノヒルムシロ
ササエビモ
ツツイトモ
イトクズモ
オオアマモ
タチアマモ
サガミトリゲモ
トリゲモ
イトイバラモ
ホンゴウソウ
スズフリホンゴウソウ
ウエマツソウ
キイイトラッキョウ
ヒロハノアマナ
ステゴビル
アズマシライトソウ
クロヒメシライトソウ
ヤクシマシライトソウ
チャボシライトソウ
イズモコバイモ
ミノコバイモ
アワコバイモ
トサコバイモ
エゾヒメアマナ
コショウジョウバカマ
オオシロショウジョウバカマ
ザラツキギボウシ
ナガサキギボウシ
オゼソウ
タキユリ
カノコユリ
キバナノホトトギス
ジョウロウホトトギス
キイジョウロウホトトギス
シラオイエンレイソウ
コジマエンレイソウ

Taraxacum kiushianum
Tephroseris flammea subsp. glabrifolia
Xanthium strumarium
Alisma rariflorum
Caldesia parnassiifolia
Blyxa aubertii
Blyxa echinosperma
Enhalus acoroides
Halophila decipiens
Ottelia alismoides
Vallisneria natans var. higoensis
Triglochin palustris
Potamogeton alpinus
Potamogeton cristatus
Potamogeton nitens
Potamogeton pusillus
Zannichellia palustris var. indica
Zostera asiatica
Zostera caulescens
Najas chinensis
Najas minor
Najas yezoensis
Sciaphila nana
Sciaphila ramosa
Sciaphila secundiflora
Allium kiiense
Amana erythronioides
Caloscordum inutile
Chionographis hisauchiana subsp. hisauchiana
Chionographis hisauchiana subsp. kurohimensis
Chionographis japonica var. yakusimensis
Chionographis koidzumiana var. koidzumiana
Fritillaria ayakoana
Fritillaria japonica
Fritillaria muraiana
Fritillaria shikokiana
Gagea vaginata
Helonias kawanoi
Helonias leucantha
Hosta kikutii var. scabrinervia
Hosta tsushimensis var. tibae
Japonolirion osense
Lilium speciosum var. clivorum
Lilium speciosum var. speciosum
Tricyrtis flava subsp. flava
Tricyrtis macrantha
Tricyrtis macranthopsis
Trillium hagae
Trillium smallii

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
ミカワバイケイソウ
イズドコロ
エヒメアヤメ
キリシマシャクジョウ
クロコウガイゼキショウ
セキショウイ
サルゾコミョウガ
アオイカズラ
クロイヌノヒゲモドキ
ネムロホシクサ
ヤマトホシクサ
ツクシクロイヌノヒゲ
クシロホシクサ
ミカワイヌノヒゲ
シラタマホシクサ
シロエゾホシクサ
クロホシクサ
カラフトホシクサ
アズマホシクサ
ミヤマハルガヤ
マツバシバ
ミギワトダシバ
ヤクシマノガリヤス
ツクシガヤ
イリオモテガヤ
ミズタカモジ
ウンヌケ
チイサンウシノケグサ
イブキトボシガラ
タカネソモソモ
アオシバ
ヌマドジョウツナギ
オキナワミゾイチゴツナギ
タカネタチイチゴツナギ
ミヤマカニツリ
リシリカニツリ
ノヤシ
ヤマコンニャク
マイヅルテンナンショウ
カミコウチテンナンショウ
ハリママムシグサ
ユキモチソウ
ナベクラザゼンソウ
ヒンジモ
ホソバウキミクリ
オオミクリ
ウキミクリ
ヒメミクリ
オオサンカクイ

Veratrum stamineum var. micranthum
Dioscorea izuensis
Iris rossii
Burmannia liukiuensis
Juncus castaneus
Juncus covillei var. covillei
Pollia secundiflora
Streptolirion lineare
Eriocaulon atroides
Eriocaulon glaberrimum
Eriocaulon japonicum
Eriocaulon kiusianum
Eriocaulon kusiroense
Eriocaulon mikawanum var. mikawanum
Eriocaulon nudicuspe
Eriocaulon pallescens
Eriocaulon parvum
Eriocaulon sachalinense
Eriocaulon takae
Anthoxanthum nipponicum
Aristida boninensis
Arundinella riparia
Calamagrostis masamunei
Chikusichloa aquatica
Chikusichloa brachyanthera
Elymus humidus
Eulalia speciosa
Festuca chiisanensis
Festuca parvigluma var. breviaristata
Festuca takedana
Garnotia acutigluma
Glyceria spiculosa
Poa acroleuca var. ryukyuensis
Poa glauca var. glauca
Trisetum koidzumianum
Trisetum spicatum subsp. alascanum
Clinostigma savoryanum
Amorphophallus kiusianus
Arisaema heterophyllum
Arisaema ishizuchiense subsp. brevicollum
Arisaema minus
Arisaema sikokianum
Symplocarpus nabekuraensis
Lemna trisulca
Sparganium angustifolium
Sparganium eurycarpum subsp. coreanum
Sparganium gramineum
Sparganium subglobosum
Actinoscirpus grossus

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
ホザキマスクサ
アポイタヌキラン
ワンドスゲ
タルマイスゲ
ジョウロウスゲ
ヌマアゼスゲ
トカラカンスゲ
ハナビスゲ
クリイロスゲ
ヒメアゼスゲ
タイワンスゲ
サヤマスゲ
ヒルゼンスゲ
イトナルコスゲ
ムセンスゲ
ヌマクロボスゲ
キシュウナキリスゲ
ミヤマイワスゲ
ダケスゲ
ハシナガカンスゲ
アカネスゲ
シロホンモンジスゲ
アカスゲ
イトヒキスゲ
カラフトカサスゲ
シコタンスゲ
タカネナルコ
ミヤケスゲ
タイホクスゲ
ノスゲ
オノエスゲ
フサカンスゲ
セキモンスゲ
ホロムイクグ
ツシマスゲ
イワヤスゲ
ヌイオスゲ
カンエンガヤツリ
カガシラ
チシママツバイ
スジヌマハリイ
シロミノハリイ
コツブヌマハリイ
チャボイ
ツクシテンツキ
オノエテンツキ
ムニンテンツキ
ノハラテンツキ
トネテンツキ

Carex angustealata (in schedule)
Carex apoiensis
Carex argyi
Carex buxbaumii
Carex capricornis
Carex cinerascens
Carex conica var. scabrocaudata
Carex cruciata
Carex diandra
Carex eleusinoides
Carex formosensis
Carex hashimotoi
Carex impura
Carex laxa
Carex livida
Carex meyeriana
Carex nachiana
Carex odontostoma
Carex paupercula
Carex phaeodon
Carex poculisquama
Carex polyschoena
Carex quadriflora
Carex remotiuscula
Carex rostrata var. rostrata
Carex scita var. scabrinervia
Carex siroumensis
Carex subumbellata
Carex taihokuensis
Carex tashiroana
Carex tenuiformis
Carex tokarensis
Carex toyoshimae
Carex tsuishikarensis
Carex tsushimensis
Carex tumidula
Carex vanheurckii
Cyperus exaltatus var. iwasakii
Diplacrum caricinum
Eleocharis acicularis var. acicularis
Eleocharis equisetiformis
Eleocharis margaritacea
Eleocharis parvinux
Eleocharis parvula
Fimbristylis dichotoma subsp. podocarpa
Fimbristylis fusca
Fimbristylis longispica var. boninensis
Fimbristylis pierotii
Fimbristylis stauntonii var. tonensis

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
シマイガクサ
ムニンイヌノハナヒゲ
ハタベカンガレイ
イヌフトイ
ヒメカンガレイ
ヒメマツカサススキ
タカネクロスゲ
ミカワシンジュガヤ
クロミノシンジュガヤ
シマクマタケラン
コアニチドリ
オキナワチドリ
オガサワラシコウラン
ダルマエビネ
アサヒエビネ
レンギョウエビネ
オナガエビネ
キンセイラン
ナツエビネ
サルメンエビネ
ツルラン
ヒメホテイラン
ユウシュンラン
キンラン
クゲヌマラン
ヒメノヤガラ
アカバシュスラン
ムカデラン
バイケイラン
トケンラン
マヤラン
ナギラン
クマガイソウ
アツモリソウ
キバナノアツモリソウ
ハコネラン
ハマカキラン
オサラン
カシノキラン
マツラン
モミラン
コンジキヤガラ
ハルザキヤツシロラン
ナンバンキンギンソウ
シマシュスラン
ヒメミズトンボ
ミズトンボ
ヤクシマアカシュスラン
オオハクウンラン

Rhynchospora boninensis
Rhynchospora chinensis var. curvoaristata
Schoenoplectus gemmifer
Schoenoplectus littoralis subsp. subulatus
Schoenoplectus mucronatus var. mucronatus
Scirpus karuisawensis
Scirpus maximowiczii
Scleria mikawana
Scleria sumatrensis
Alpinia boninsimensis
Amitostigma kinoshitae
Amitostigma lepidum
Bulbophyllum boninense
Calanthe alismifolia
Calanthe hattorii
Calanthe lyroglossa
Calanthe masuca
Calanthe nipponica
Calanthe puberula var. puberula
Calanthe tricarinata
Calanthe triplicata
Calypso bulbosa var. bulbosa
Cephalanthera erecta var. subaphylla
Cephalanthera falcata
Cephalanthera longifolia
Chamaegastrodia sikokiana
Cheirostylis liukiuensis
Cleisostoma scolopendrifolium
Corymborkis veratrifolia
Cremastra unguiculata
Cymbidium macrorhizon
Cymbidium nagifolium
Cypripedium japonicum
Cypripedium macranthos var. speciosum
Cypripedium yatabeanum
Ephippianthus sawadanus
Epipactis papillosa var. sayekiana
Eria japonica
Gastrochilus japonicus
Gastrochilus matsuran
Gastrochilus toramanus
Gastrodia javanica
Gastrodia nipponica
Goodyera grandis
Goodyera viridiflora
Habenaria linearifolia var. brachycentra
Habenaria sagittifera
Hetaeria yakusimensis
Kuhlhasseltia nakaiana var. fissa (in schedule)

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
チケイラン
シマササバラン
フガクスズムシソウ
フウラン
ヒメムヨウラン
サカネラン
ヤエヤマヒトツボクロ
ヒナチドリ
ウチョウラン
ガンゼキラン
カクチョウラン
タカネトンボ
ヒロハトンボソウ
シロウマチドリ
アマミトンボ
ナガバトンボソウ
コウトウシラン
イリオモテムヨウラン
コオロギラン
ヒメトケンラン
イシガキキヌラン

Liparis bootanensis
Liparis formosana var. hachijoensis
Liparis fujisanensis
Neofinetia falcata
Neottia acuminata
Neottia nidus-avis var. mandshurica
Nervilia aragoana
Orchis chidori
Orchis graminifolia var. graminifolia
Phaius flavus
Phaius tankervilleae
Platanthera chorisiana
Platanthera fuscescens
Platanthera hyperborea
Platanthera mandarinorum subsp. hachijoensis var. amamiana
Platanthera tipuloides subsp. linearifolia
Spathoglottis plicata
Stereosandra javanica
Stigmatodactylus sikokianus
Tainia laxiflora
Zeuxine gracilis var. sakagutii

●準絶滅危惧（NT） 297種
ヒメミズニラ
ミズニラ
ツルカタヒバ
コウヅシマクラマゴケ
ホウライハナワラビ
マツバラン
リュウビンタイモドキ
マツバコケシダ
コケホラゴケ
エダウチクジャク
マルバホングウシダ
ヤンバルフモトシダ
ウスバイシカグマ
スキヤクジャク
リシリシノブ
ヤツガタケシノブ
クマガワイノモトソウ
シマオオタニワタリ
イチョウシダ
タイワンホウビシダ
ヒメミゾシダ
オオホシダ
ミヤマイワデンダ
イヌイワデンダ
ホソバオオカグマ
オオシケシダ

Isoetes asiatica
Isoetes japonica
Selaginella biformis
Selaginella doederleinii var. opaca
Botrychium formosanum
Psilotum nudum
Ptisana boninensis
Crepidomanes latemarginale
Crepidomanes makinoi
Lindsaea heterophylla
Lindsaea orbiculata var. orbiculata
Microlepia hookeriana
Microlepia substrigosa
Adiantum diaphanum
Cryptogramma crispa
Cryptogramma stelleri
Pteris deltodon
Asplenium nidus
Asplenium ruta-muraria
Hymenasplenium apogamum
Stegnogramma gymnocarpa subsp. amabilis
Thelypteris boninensis
Woodsia ilvensis
Woodsia intermedia
Woodwardia kempii
Deparia bonincola

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
イブダケキノボリシダ
ハンコクシダ
オキナワコクモウクジャク
ヒメノコギリシダ
ハチジョウカナワラビ
タカサゴシダ
ニセヨゴレイタチシダ
シロウマイタチシダ
コスギイタチシダ
イナデンダ
ナンピイノデ
ホソバクリハラン
ミヤマヤチヤナギ
エゾミヤマヤナギ
タライカヤナギ
サクラバハンノキ
ヤエガワカンバ
ヤエヤマラセイタソウ
クニガミサンショウヅル
ニンドウバノヤドリギ
ホソバイヌタデ
ナガバノウナギツカミ
ゲンカイミミナグサ
オオビランジ
シデコブシ
アカハダクスノキ
マルバニッケイ
ニッケイ
イブキレイジンソウ
ミチノクフクジュソウ
カザグルマ
ハコネシロカネソウ
ミスミソウ
シコタンキンポウゲ
イトキンポウゲ
ヒメキツネノボタン
セツブンソウ
タイシャクカラマツ
ヒメミヤマカラマツ
ヤチマタイカリソウ
シオミイカリソウ
トガクシソウ
トサノアオイ
オモロカンアオイ
コシノカンアオイ
ズソウカンアオイ
オトメアオイ
トカラカンアオイ
クロフネサイシン

Diplazium crassiusculum
Diplazium pullingeri
Diplazium virescens var. okinawaensis
Diplazium wichurae var. amabile
Arachniodes davalliiformis
Dryopteris formosana
Dryopteris hadanoi
Dryopteris shiroumensis
Dryopteris yakusilvicola
Polystichum inaense
Polystichum otomasui
Lepisorus boninensis
Salix fuscescens
Salix hidewoi
Salix taraikensis
Alnus trabeculosa
Betula davurica
Boehmeria yaeyamensis
Elatostema suzukii
Taxillus nigrans
Persicaria erectominor var. trigonocarpa
Persicaria hastatosagittata
Cerastium fischerianum var. molle
Silene keiskei
Magnolia stellata
Beilschmiedia erythrophloia
Cinnamomum daphnoides
Cinnamomum sieboldii
Aconitum chrysopilum
Adonis multiflora
Clematis patens
Dichocarpum hakonense
Hepatica nobilis var. japonica
Ranunculus grandis var. austrokurilensis
Ranunculus reptans
Ranunculus silerifolius var. yaegatakensis
Shibateranthis pinnatifida
Thalictrum kubotae
Thalictrum nakamurae
Epimedium grandiflorum var. grandiflorum
Epimedium trifoliatobinatum subsp. maritimum
Ranzania japonica
Asarum costatum
Asarum dissitum
Asarum megacalyx
Asarum savatieri subsp. pseudosavatieri var. pseudosavatieri
Asarum savatieri subsp. savatieri
Asarum tokarense
Asarum dimidiatum

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
ヤマシャクヤク
ハコネオトギリ
イシモチソウ
ナガミノツルキケマン
コイヌガラシ
キリシマミズキ
トサミズキ
アテツマンサク
ツメレンゲ
ハママンネングサ
オオメノマンネングサ
サツママンネングサ
アズマツメクサ
ミカワショウマ
ツクシアカショウマ
キバナハナネコノメ
ムカゴネコノメ
ヤクシマガクウツギ
モミジチャルメルソウ
ツクシチャルメルソウ
タキミチャルメルソウ
タコノアシ
ヤシャビシャク
センダイソウ
コヤスノキ
シマカナメモチ
ヤクシマイバラ
ハスノハイチゴ
ミヤマモミジイチゴ
リシリトウウチソウ
キイシモツケ
コウシュンモダマ
サツマハギ
ワニグチモダマ
イヨフウロ
アサマフウロ
ノウルシ
マルミノウルシ
センダイタイゲキ
タチバナ
シマイヌザンショウ
コウシュンカズラ
シマモチ
ハリツルマサキ
チョウセンヒメツゲ
ムニンアオガンピ
アワガタケスミレ
タカネスミレ
オオバタチツボスミレ

Paeonia japonica
Hypericum hakonense
Drosera peltata var. nipponica
Corydalis raddeana
Rorippa cantoniensis
Corylopsis glabrescens
Corylopsis spicata
Hamamelis japonica var. bitchuensis
Orostachys japonica
Sedum formosanum
Sedum rupifragum
Sedum satumense
Tillaea aquatica
Astilbe odontophylla var. okuyamae
Astilbe thunbergii var. longipedicellata
Chrysosplenium album var. flavum
Chrysosplenium maximowiczii
Hydrangea luteovenosa var. yakusimensis
Mitella acerina
Mitella kiusiana
Mitella stylosa var. stylosa
Penthorum chinense
Ribes ambiguum
Saxifraga sendaica
Pittosporum illicioides
Photinia wrightiana
Rosa onoei var. yakualpina (in schedule)
Rubus peltatus
Rubus pseudoacer
Sanguisorba stipulata var. riishirensis
Spiraea nipponica var. ogawae
Entada phaseoloides
Lespedeza thunbergii subsp. satsumensis
Mucuna gigantea
Geranium shikokianum var. shikokianum
Geranium soboliferum var. hakusanense
Euphorbia adenochlora
Euphorbia ebracteolata
Euphorbia sendaica
Citrus tachibana
Zanthoxylum schinifolium var. okinawensis
Tristellateia australasiae
Ilex mertensii var. mertensii
Maytenus diversifolia
Buxus sinica var. insularis
Wikstroemia pseudoretusa
Viola awagatakensis
Viola crassa
Viola langsdorfii subsp. sachalinensis

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
マルヤマシュウカイドウ
ヤクシマサルスベリ
シマサルスベリ
マヤプシギ
ウスゲチョウジタデ
タチモ
エゾゴゼンタチバナ
リュウキュウハナイカダ
エキサイゼリ
シマイワウチワ
オオウメガサソウ
ゲンカイツツジ
ツクシアケボノツツジ
ツルマンリョウ
シマギンレイカ
サクラソウ
シナノコザクラ
イワザクラ
ハイハマボッス
ハマサジ
ヤエヤマコクタン
ヤマトレンギョウ
ウスギモクセイ
ヨコヤマリンドウ
チシマリンドウ
シロウマリンドウ
ムラサキセンブリ
テングノコヅチ
ガガブタ
アサザ
チョウジソウ
ケナシツルモウリンカ
クサタチバナ
スズサイコ
シマザクラ
ニコゲルリミノキ
シチョウゲ
タチキランソウ
タニジャコウソウ
コケトウバナ
キタダケオドリコソウ
マネキグサ
ヒメハッカ
オオヤマジソ
ヤマジソ
ミズネコノオ
ミゾコウジュ
アツバタツナミソウ
テイネニガクサ

Begonia formosana
Lagerstroemia subcostata var. fauriei
Lagerstroemia subcostata var. subcostata
Sonneratia alba
Ludwigia epilobioides subsp. greatrexii
Myriophyllum ussuriense
Cornus suecica
Helwingia japonica subsp. liukiuensis
Apodicarpum ikenoi
Shortia rotundifolia var. rotundifolia
Chimaphila umbellata
Rhododendron mucronulatum var. ciliatum
Rhododendron pentaphyllum var. pentaphyllum
Myrsine stolonifera
Lysimachia decurrens
Primula sieboldii
Primula tosaensis var. brachycarpa
Primula tosaensis var. tosaensis
Samolus parviflorus
Limonium tetragonum
Diospyros egbert-walkeri
Forsythia japonica
Osmanthus fragrans var. thunbergii
Gentiana glauca
Gentianella auriculata
Gentianopsis yabei var. yabei
Swertia pseudochinensis
Tripterospermum japonicum var. involubile
Nymphoides indica
Nymphoides peltata
Amsonia elliptica
Tylophora tanakae var. glabrescens
Vincetoxicum acuminatum
Vincetoxicum pycnostelma
Hedyotis leptopetala
Lasianthus hispidulus
Leptodermis pulchella
Ajuga makinoi
Chelonopsis longipes
Clinopodium multicaule var. yakusimense
Lamium album var. kitadakense
Loxocalyx ambiguus
Mentha japonica
Mosla japonica var. hadae
Mosla japonica var. japonica
Pogostemon stellatus
Salvia plebeia
Scutellaria tsusimensis
Teucrium teinense

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
キクガラクサ
カワヂシャ
ウルップソウ
イヌタヌキモ
タヌキモ
オオタヌキモ
ヒメタヌキモ
ムラサキミミカキグサ
チョウジガマズミ
アソノコギリソウ
フクド
ヒロハヤマヨモギ
タテヤマギク
ブゼンノギク
ウラギク
トカラノギク
キクタニギク
ワカサハマギク
ナカガワノギク
オガサワラアザミ
チョウカイアザミ
ミヤマコアザミ
テリハアザミ
ヤクシマアザミ
フジバカマ
リュウキュウツワブキ
マンシュウスイラン
カワラニガナ
ヒメウスユキソウ
コモチミミコウモリ
モミジコウモリ
ヤクシマコウモリ
タイキンギク
ヤマザトタンポポ
オダサムタンポポ
タカネコウリンカ
アギナシ
ウミヒルモ
トチカガミ
リュウキュウスガモ
シバナ
オオシバナ
ベニアマモ
リュウキュウアマモ
マツバウミジグサ
ウミジグサ
イトモ
リュウノヒゲモ
ネジリカワツルモ

Ellisiophyllum pinnatum var. reptans
Veronica undulata
Lagotis glauca
Utricularia australis
Utricularia japonica
Utricularia macrorhiza
Utricularia minor
Utricularia uliginosa
Viburnum carlesii var. bitchiuense
Achillea alpina subsp. subcartilaginea
Artemisia fukudo
Artemisia stolonifera
Aster dimorphophyllus
Aster hispidus var. koidzumianus
Aster tripolium
Chrysanthemum ornatum var. tokarense
Chrysanthemum seticuspe var. boreale
Chrysanthemum wakasaense
Chrysanthemum yoshinaganthum
Cirsium boninense
Cirsium chokaiense
Cirsium japonicum var. ibukiense
Cirsium lucens var. lucens
Cirsium yakusimense
Eupatorium japonicum
Farfugium japonicum var. luchuense
Hololeion maximowiczii
Ixeris tamagawaensis
Leontopodium shinanense
Parasenecio auriculatus var. bulbifer
Parasenecio kiusianus
Parasenecio yakusimensis
Senecio scandens
Taraxacum arakii
Taraxacum platypecidum
Tephroseris takedana
Sagittaria aginashi
Halophila ovalis
Hydrocharis dubia
Thalassia hemprichii
Triglochin asiatica
Triglochin maritima
Cymodocea rotundata
Cymodocea serrulata
Halodule pinifolia
Halodule uninervis
Potamogeton berchtoldii
Potamogeton pectinatus
Ruppia cirrhosa

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
カワツルモ
シオニラ
エビアマモ
スゲアマモ
イトトリゲモ
シブツアサツキ
イトラッキョウ
ホソバナコバイモ
ヤマスカシユリ
ヒメサユリ
ヒメカカラ
タカクマホトトギス
ミズアオイ
ヒメシャガ
カキツバタ
ミヤマイ
タカネイ
クモマスズメノヒエ
コゴメヌカボシ
クロイヌノヒゲ
ヒメコヌカグサ
ヒナザサ
ウンヌケモドキ
タイワンアシカキ
コゴメビエ
ネズミシバ
ヤエヤマヤシ
ヒメカイウ
ミクリ
ヤマトミクリ
タマミクリ
ナガエミクリ
イトテンツキ
ネムロスゲ
ヤマクボスゲ
コケハリガネスゲ
クジュウツリスゲ
タカネヤガミスゲ
アサマスゲ
キノクニスゲ
ヤクシマカンスゲ
ホソバオゼヌマスゲ
シマタヌキラン
タカネハリスゲ
オオクグ
ジングウスゲ
サコスゲ
アシボソスゲ
ヒメウシオスゲ

Ruppia maritima
Syringodium isoetifolium
Phyllospadix japonicus
Zostera caespitosa
Najas gracillima
Allium schoenoprasum var. shibutuense
Allium virgunculae var. virgunculae
Fritillaria amabilis
Lilium maculatum var. monticola
Lilium rubellum
Smilax biflora
Tricyrtis flava subsp. ohsumiensis
Monochoria korsakowii
Iris gracilipes
Iris laevigata
Juncus beringensis
Juncus triglumis
Luzula arcuata subsp. unalaschkensis
Luzula piperi
Eriocaulon atrum
Agrostis valvata
Coelachne japonica
Eulalia quadrinervis
Leersia hexandra
Paspalidium distans
Tripogon chinensis
Satakentia liukiuensis
Calla palustris
Sparganium erectum
Sparganium fallax
Sparganium glomeratum
Sparganium japonicum
Bulbostylis densa var. capitata
Carex gmelinii
Carex hymenodon
Carex koyaensis var. yakushimensis
Carex kujuzana
Carex lachenalii
Carex lithophila
Carex matsumurae
Carex morrowii var. laxa
Carex nemurensis
Carex okuboi
Carex pauciflora
Carex rugulosa
Carex sacrosancta
Carex sakonis
Carex scita var. brevisquama
Carex subspathacea

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
オキナワヒメナキリ
ヒロハオゼヌマスゲ
エゾサワスゲ
ヤリテンツキ
ヒゲハリスゲ
ヒメワタスゲ
シラン
マメヅタラン
ムギラン
ミヤマムギラン
エビネ
トクサラン
コアツモリソウ
ユウレイラン
タシロラン
カモメラン
ヤクシマヒメアリドオシラン
シラヒゲムヨウラン
ウスギムヨウラン
オキナワムヨウラン
ボウラン
ニョホウチドリ
サギソウ
トキソウ
カゲロウラン
ヤンバルキヌラン

Carex tamakii
Carex traiziscana
Carex viridula
Fimbristylis ovata
Kobresia myosuroides
Trichophorum alpinum
Bletilla striata
Bulbophyllum drymoglossum
Bulbophyllum inconspicuum
Bulbophyllum japonicum
Calanthe discolor
Cephalantheropsis gracilis
Cypripedium debile
Didymoplexis pallens
Epipogium roseum
Galeorchis cyclochila
Kuhlhasseltia yakushimensis
Lecanorchis flavicans var. acutiloba
Lecanorchis kiusiana
Lecanorchis triloba
Luisia teres
Orchis joo-iokiana
Pecteilis radiata
Pogonia japonica
Zeuxine agyokuana
Zeuxine gracilis var. tenuifolia

●情報不足（DD） 37種
ハクウンシダ
オトギリマオ
タイワンヤマモガシ
ニセコガネギシギシ
エゾセンノウ
エゾヤママンテマ
オオバナオガタマノキ
イズモサイシン
シオカゼオトギリ
キタミオトギリ
アポイミセバヤ
オオバサンザシ
シバネム
ツシマカンコノキ
エチゴボダイジュ
フウセンアカメガシワ
ホウライアオカズラ
タイワンキジョラン
サツマビャクゼン
ハリザクロ
ヒメクチバシグサ

Blechnum hancockii
Gonostegia pentandra var. hypericifolia
Helicia formosana
Rumex trisetifer
Silene fulgens
Silene harae
Michelia compressa var. macrantha
Asarum maruyamae
Hypericum iwatelittorale
Hypericum kitamense
Hylotelephium cauticola f. montana
Crataegus maximowiczii
Smithia ciliata
Glochidion puberum
Tilia mandshurica var. toriiana
Kleinhovia hospita
Gymnema sylvestre
Marsdenia formosana
Vincetoxicum doianum
Xeromphis spinosa
Lindernia tenuifolia

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

植物Ⅰ（維管束植物）
マシュウヨモギ
ウサギソウ
タンバヤブレガサ
マルバオウセイ
チシマスズメノヒエ
オクトネホシクサ
オオミネヒナノガリヤス
オニコメススキ
アイヌムギ
コツブチゴザサ
タニイチゴツナギ
イヌノグサ
オクシリエビネ
ツシマニオイシュンラン
カラフトアツモリソウ
ムラサキムヨウラン

Artemisia tsuneoi
Ixeris chinensis subsp. chinensis
Syneilesis aconitifolia var. longilepis
Polygonatum falcatum var. trichosanthum
Luzula kjellmanniana
Paepalanthus kanaii
Calamagrostis nana subsp. ohminensis
Deschampsia cespitosa var. macrothyrsa
Hystrix komarovii
Isachne globosa var. brevispicula
Poa yatsugatakensis
Carpha aristata
Calanthe puberula var. okushirensis
Cymbidium sp.
Cypripedium calceolus
Lecanorchis purpurea

●絶滅のおそれのある地域個体群（LP） 0集団
－

【凡例】
↑：アップリスト種
↓：ダウンリスト種
◎：既存掲載種と統合されて評価された種
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○：新規掲載された種
◇：DDから変更された種
◆：DDへ変更された種

