
別紙３　新たに指定する植物種（116種）

和名 別名 学名

イワヒバ科 ヒモカズラ Selaginella shakotanensis

ハナヤスリ科 ヒメハナワラビ アキノハナワラビ，ヘビノ
シタ

Botrychium lunaria

ハナヤスリ科 ナガホノナツノハナワラビ ナガボノナツハナワラビ Botrychium strictum 

ハナヤスリ科 ハマハナヤスリ Ophioglossum thermale

ハナヤスリ科 ヒロハハナヤスリ オオハナヤスリ，ハルハ
ナヤスリ，エゾノハナヤス

Ophioglossum vulgatum

イノモトソウ科 ハコネシダ ハコネソウ Adiantum monochlamys

イノモトソウ科 タキミシダ Antrophyum obovatum

イノモトソウ科 ナチシダ Pteris wallichiana

ヒメシダ科 テツホシダ Thelypteris interrupta 

メシダ科 ヘイケイヌワラビ Athyrium eremicola

オシダ科 ハチジョウベニシダ Dryopteris caudipinna 

オシダ科 ホソイノデ Polystichum braunii

オシダ科 カラクサイノデ シノブイノデ、キタノカラク
サイノデ

Polystichum microchlamys var. microchlamys

ウラボシ科 ホテイシダ Lepisorus annuifrons

ウラボシ科 ヒメノキシノブ Lepisorus onoei 

ウラボシ科 サジラン Loxogramme duclouxii

ウラボシ科 ビロードシダ タイワンビロードシダ Pyrrosia linearifolia

ヤナギ科 オオバヤナギ Salix cardiophylla var. urbaniana

カバノキ科 ミヤマハンノキ Alnus viridis  subsp. maximowiczii var. maximowiczii

クワ科 カラハナソウ Humulus lupulus var. cordifolius

タデ科 イブキトラノオ Bistorta officinalis subsp. japonica 

ナデシコ科 エゾカワラナデシコ Dianthus superbus var. superbus

キンポウゲ科 ニリンソウ Anemone flaccida f. semiplena

キンポウゲ科 ヤマオダマキ Aquilegia buergeriana 

キンポウゲ科 サンインシロカネソウ Dichocarpum nipponicum var. sarmentosum 

キンポウゲ科 ヒルゼンバイカモ Ranunculus nipponicus var. okayamensis

キンポウゲ科 ミヤマカラマツ Thalictrum tuberiferum

メギ科 ルイヨウボタン Caulophyllum robustum 

ウマノスズクサ科 マルバウマノスズクサ Aristolochia contorta 

ボタン科 ベニバナヤマシャクヤク Paeonia obovata 

ケマンソウ科 エゾキケマン Corydalis speciosa 

アブラナ科 シコクハタザオ Arabis serrata var. sikokiana

ベンケイソウ科 メノマンネングサ Sedum japonicum subsp. japonicum

ベンケイソウ科 ツシママンネングサ Sedum polytrichoides subsp. yabeanum var. yabeanum

ユキノシタ科 ホクリクネコノメ Chrysosplenium fauriei

ユキノシタ科 チシマネコノメソウ Chrysosplenium kamtschaticum

スグリ科 ヤシャビシャク Ribes ambiguum 

スグリ科 ヤブサンザシ Ribes fasciculatum 

バラ科 オニシモツケ Filipendula camtschatica 

バラ科 オオズミ Malus toringo var. zumi

バラ科 シロヤマブキ Rhodotypos scandens

バラ科 シモツケ Spiraea japonica

マメ科 ハマナタマメ Canavalia lineata

マメ科 タヌキマメ Crotalaria sessiliflora

アオイ科 ハマボウ Hibiscus hamabo

ジンチョウゲ科 コガンピ Diplomorpha ganp

スミレ科 サクラスミレ Viola hirtipes

スミレ科 マルバスミレ Viola keiskei

アカバナ科 イワアカバナ Epilobium amurense subsp. cephalostigma 

セリ科 ヨロイグサ Angelica dahurica

セリ科 エゾノヨロイグサ Angelica sachalinensis

セリ科 ホタルサイコ Bupleurum longiradiatum var. breviradiatum

セリ科 タケシマシシウド Dystaenia takesimana　（※3）

ツツジ科 ユキグニミツバツツジ Rhododendron lagopus var. niphophilum

種名（※1）
科名
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ツツジ科 アラゲナツハゼ Vaccinium ciliatum

サクラソウ科 サクラソウ Primula sieboldii

サクラソウ科 ハイハマボッス Samolus parviflorus

モクセイ科 ハシドイ Syringa reticulata

リンドウ科 ムラサキセンブリ Swertia pseudochinensis

リンドウ科 イヌセンブリ Swertia tosaensis

ミツガシワ科 ミツガシワ Menyanthes trifoliata

キョウチクトウ科 チョウジソウ Amsonia elliptica

ガガイモ科 フナバラソウ Vincetoxicum atratum

ガガイモ科 スズサイコ Vincetoxicum pycnostelma

ムラサキ科 ホタルカズラ Lithospermum zollingeri

ムラサキ科 ハマベンケイソウ Mertensia maritima subsp. asiatica

シソ科 カイジンドウ Ajuga ciliata var. villosior

シソ科 キセワタ Leonurus macranthus 

シソ科 オオヤマジソ Mosla japonica var. hadae

シソ科 コナミキ Scutellaria guilielmii

ゴマノハグサ科 スズメハコベ スズメノハコベ Microcarpaea minima

ゴマノハグサ科 トモエシオガマ Pedicularis resupinata subsp. teucriifolia var. caespitosa

ゴマノハグサ科 ゴマノハグサ Scrophularia buergeriana 

ゴマノハグサ科 サンインクワガタ Veronica muratae 

ゴマノハグサ科 サンイントラノオ Veronica ogurae

ゴマノハグサ科 ナンゴククガイソウ Veronicastrum japonicum var. australe

ハマウツボ科 オオナンバンギセル Aeginetia sinensis

タヌキモ科 ホザキノミミカキグサ Utricularia caerulea

スイカズラ科 キンギンボク Lonicera morrowii

キク科 ヒッツキアザミ Cirsium congestissimum

キク科 モリアザミ Cirsium dipsacolepis

キク科 ヤナギタンポポ Hieracium umbellatum 

キク科 ニシノヤマタイミンガサ Parasenecio yatabei var. occidentalis

キク科 ネコヤマヒゴタイ Saussurea modesta

キク科 キクアザミ Saussurea ussuriensis

キク科 ハチジョウナ Sonchus brachyotus 

キク科 ヤマザトタンポポ Taraxacum arakii 

アマモ科 タチアマモ Zostera caulescens 

ユリ科 ユウスゲ Hemerocallis citrina var. vespertina

ユリ科 ホソバノアマナ Lloydia triflora

ユリ科 キンコウカ Narthecium asiaticum

ユリ科 タマガワホトトギス Tricyrtis latifolia 

キンバイザサ科 コキンバイザサ Hypoxis aurea

アヤメ科 ヒオウギアヤメ Iris setosa var. setosa 

イネ科 アズマガヤ Hystrix duthiei subsp. longearistata

イネ科 アイアシ Phacelurus latifolius 

サトイモ科 ヒロハテンナンショウ Arisaema ovale var. ovale

サトイモ科 ヒメザゼンソウ Symplocarpus nipponicus

ミクリ科 ミクリ Sparganium erectum 

ミクリ科 ヤマトミクリ Sparganium fallax 

ミクリ科 ヒメミクリ Sparganium subglobosum 

カヤツリグサ科 ベニイトスゲ Carex alterniflora var. rubrovaginata

カヤツリグサ科 ヒルゼンスゲ Carex aphyllopus var. impura

カヤツリグサ科 ヒメスゲ Carex oxyandra 

カヤツリグサ科 スジヌマハリイ Eleocharis equisetiformis

カヤツリグサ科 マシカクイ Eleocharis tetraquetra 

ラン科 サルメンエビネ Calanthe tricarinata 

ラン科 クゲヌマラン Cephalanthera longifolia

ラン科 マヤラン Cymbidium macrorhizon

ラン科 シロテンマ Gastrodia elata var. pallens 

ラン科 ムカゴソウ Herminium lanceum

ラン科 ホクリクムヨウラン Lecanorchis japonica var. hokurikuensis

ラン科 フガクスズムシソウ Liparis fujisanensis
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ラン科 セイタカスズムシソウ Liparis japonica

ラン科 サギソウ Pecteilis radiata

ラン科 コバノトンボソウ Platanthera tipuloides subsp. nipponica

※3 タケシマシシウドの学名については、グリーンリストではなく、島根県のレッドデータブック（改訂
　　　しまねレッドデータブック２０１３植物編）より引用した。

※1 和名・学名の表記は、原則としてグリーンリスト（Ito, M. et al. 2015. Green List ver.b2.3；Ito, M. et al. 2015.
　　　GymGlist ver.b2；Ebihara, A. et al. Ferns Green List ver.b2）に従った。
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