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・ 本リストは「岐阜県の絶滅のおそれのある野生生物-動物編-（可児市生息状況）」と「岐阜県の絶滅のおそれのある野生生物-植物編-（可

児市生育状況）」の２つのリストで構成されている。 

・ 本リストは、「岐阜県の絶滅のおそれのある野生生物（植物編）改訂版-岐阜県レッドデータブック（植物編）改訂版-」（平成 26 年改訂）

（以下、「H26 県 RDB 植物編」とする）、及び「岐阜県の絶滅のおそれのある野生生物（動物編）改訂版-岐阜県レッドデータブック（動

物編）改訂版-」（平成 22 年改訂）（以下、「H22 県 RDB 動物編」とする）を基に作成し、文献又は現地調査により可児市で確認されて

いる状況と、可児市で確認されていて環境省レッドリストのみに掲載されている種を追加したものである。 

・ 「動物編」の科の範囲、名称、配列は、H22 県 RDB 動物編に従った。 

・ 「植物編」の科の範囲、名称は H26 県 RDB 植物編に従った。 

・ 「植物編」の科の配列は、米倉浩司・梶田忠 (2007-) 「植物和名ー学名インデックス YList」（YList），（http://ylist.info）に従った。 

・ 「岐阜県リスト」のカテゴリーは、植物は「H26 県 RDB 植物編」、動物は「H22 県 RDB 動物編」に準ずる。（表１） 

・ 「環境省リスト」のカテゴリーは、「環境省レッドリスト 2019」に準ずる。（表２） 

・ 「可児市生息/生育状況」の「文献等」は文献等による記録、「現調」は平成 28 年以降の環境課現地調査にて記録されている種を示す。 



岐阜県の絶滅のおそれのある野生生物-動物編-（可児市生息状況）

分類
岐阜県

リスト

環境省

リスト

可児市

生息状況
科　名 種　名 学　名 備　考

哺乳類 Ⅰ Ⅱ ヒナコウモリ クロホオヒゲコウモリ Myotis pruinosus Yoshiyuki

哺乳類 Ⅰ Ⅱ ヒナコウモリ ノレンコウモリ Myotis nattereri (Kuhl)

哺乳類 Ⅰ Ⅱ ヒナコウモリ モリアブラコウモリ Pipistrellus endoi Imaizumi

哺乳類 Ⅰ Ⅱ ヒナコウモリ クビワコウモリ Eptesicus japonensis Imaizumi

哺乳類 Ⅰ Ⅱ ヒナコウモリ ヤマコウモリ Nyctalus aviator Thomas

哺乳類 Ⅰ - ヒナコウモリ ヒナコウモリ Vespertilio sinensis (Peters)

哺乳類 Ⅰ - ヒナコウモリ チチブコウモリ Barbastella leucomelas (Cretzschmar)

哺乳類 Ⅱ - ヒナコウモリ ヒメホオヒゲコウモリ Myotis ikonnikovi Ognev

哺乳類 Ⅱ - ヒナコウモリ カグヤコウモリ Myotis frater Allen

哺乳類 Ⅱ - ヒナコウモリ ユビナガコウモリ Miniopterus fuliginosus (Hodgson)

哺乳類 Ⅱ Ⅱ ヒナコウモリ テングコウモリ Murina leucogaster Milne-Edwards

哺乳類 Ⅱ - ヒナコウモリ コテングコウモリ Murina ussuriensis Ognev

哺乳類 Ⅱ 準 イタチ オコジョ Mustela erminea  Linnaeus 改訂前の和名はホンドオコジョである。

哺乳類 準 - ヒナコウモリ ウサギコウモリ Plecotus auritus (Linnaeus)

哺乳類 準 - リス ホンドモモンガ Pteromys momonga Temminck

哺乳類 準 準 ヤマネ ヤマネ Glirulus japonicus (Schinz)

哺乳類 準 - ネズミ ヤチネズミ Eothenomys andersoni (Thomas)

哺乳類 準 - 文献等 ネズミ カヤネズミ Micromys minutus (Pallas)

哺乳類 準 準 トガリネズミ アズミトガリネズミ Sorex hosonoi  Imaizumi

哺乳類 準 - トガリネズミ トガリネズミ Sorex caecutiens  Laxmann
改訂前の和名はホンシュウトガリネズミであ

る。

哺乳類 準 - モグラ ミズラモグラ Euroscaptor mizura (Gunther)

哺乳類 不足 - モグラ ヒメヒミズ Dymecodon pilirostris  True

鳥類 Ⅰ ⅠB タカ イヌワシ Aquila chrysaetos japonica Severtzov

鳥類 Ⅰ ⅠB ライチョウ ライチョウ Lagopus mutus japonicus Clark

鳥類 Ⅰ ⅠB ブッポウソウ ブッポウソウ Eurystomus orientalis calonyx Sharpe

鳥類 Ⅰ ⅠA モズ チゴモズ Lanius tigrinus Drapiez

鳥類 Ⅰ ⅠB モズ アカモズ Lanius cristatus superciliosus Latham

鳥類 Ⅱ 準 サギ ヨシゴイ Ixobrychus sinensis sinensis (Gmelin)

鳥類 Ⅱ Ⅱ サギ ミゾゴイ Gorsakius goisagi  (Temminck)

鳥類 Ⅱ ⅠB 文献等 タカ クマタカ Spizaetus nipalensis orientalis Temminck et Schlegel

鳥類 Ⅱ 準 クイナ ヒクイナ Porzana fusca erythrothorax (Temminck et schlegel)

鳥類 Ⅱ 準 シギ オオジシギ Gallinago hardwickii (Gray)

鳥類 Ⅱ Ⅱ 文献等 カモメ コアジサシ Sterna albifrons sinensis Gmelin

鳥類 Ⅱ - フクロウ コノハズク Otus scops japonicus Temminck et Schlegel

鳥類 準 - 文献等 カイツブリ カイツブリ Podiceps ruficollis poggei (Reichenow)

鳥類 準 不足 文献等 カモ オシドリ Aix galericulata  (Linnaeus)

鳥類 準 準 文献等 タカ ハチクマ Pernis apivorus japonicus  Kuroda

鳥類 準 準 文献等 タカ オオタカ Accipiter gentilis fujiyamae  (Swan et Hartert)

鳥類 準 準 文献等 タカ ハイタカ Accipiter nisus nisosimilis (Tickell)



岐阜県の絶滅のおそれのある野生生物-動物編-（可児市生息状況）

分類
岐阜県

リスト

環境省

リスト

可児市

生息状況
科　名 種　名 学　名 備　考

鳥類 準 Ⅱ 文献等 タカ サシバ Butastur indicus  (Gmelin)

鳥類 準 Ⅱ 文献等 ハヤブサ ハヤブサ Falco peregrinus japonensis Gmelin

鳥類 準 - 現調 キジ ヤマドリ Phasianus soemmerringii scintillans Gould

鳥類 準 Ⅱ 文献等 タマシギ タマシギ Rostratula benghalensis benghalensis (Linnaeus)

鳥類 準 Ⅱ チドリ シロチドリ Charadrius alexandrinus nihonensis Deignan

鳥類 準 - フクロウ アオバズク Ninox scutulata japonica (Temminck et Schlegel)

鳥類 準 - 文献等 フクロウ フクロウ Strix uralensis Pallas

鳥類 準 準 ヨタカ ヨタカ Caprimulgus indicus jotaka Temminck et Schlegel

鳥類 準 - 文献等 カワセミ ヤマセミ Ceryle lugubris lugubris (Temminck)

鳥類 準 - 文献等 カワセミ アカショウビン Halcyon coromanda major (Temminck et Schlegel)

鳥類 準 Ⅱ 文献等 サンショウクイ サンショウクイ Pericrocotus divaricatus divaricatus  (Raffles)

鳥類 準 - 文献等 ウグイス センダイムシクイ Phylloscopus occipitalis coronatus (Temminck et Schlegel)

鳥類 準 - 文献等 ヒタキ コサメビタキ Muscicapa latirostris  Raffles

鳥類 準 - 現調 カササギヒタキ サンコウチョウ Terpsiphone atrocaudata atrocaudata  (Eyton)

鳥類 準 - ホオジロ ホオアカ Emberiza fucata fucata  Pallas

鳥類 準 準 ホオジロ ノジコ Emberiza sulphurata Temminck et Schlegel

鳥類 不足 - 文献等 タカ ツミ Accipiter gularis gularis  (Temminck et Schlegel)

鳥類 不足 - 文献等 ハト アオバト Sphenurus sieboldii sieboldii (Temminck)

鳥類 不足 - 現調 フクロウ オオコノハズク Otus bakkamoena semitorques Temminck et Schlegel

鳥類 不足 - 文献等 アマツバメ ハリオアマツバメ Chaetura caudacuta caudacuta  (Latham)

鳥類 不足 - ツグミ マミジロ Turdus sibiricus davisoni (Hume)

鳥類 不足 - 文献等 ツグミ トラツグミ Turdus dauma aureus Holandre

鳥類 不足 - キバシリ キバシリ Certhia familiaris japonica Hartert

鳥類 不足 - 文献等 ホオジロ クロジ Emberiza variabilis Temminck

は虫・両生類 Ⅰ Ⅱ サンショウウオ カスミサンショウウオ Hynobius nebulosus  (Temminck et Schlegel)

は虫・両生類 Ⅰ ⅠB サンショウウオ ハクバサンショウウオ Hynobius hidamontanus  Matsui
ヤマサンショウウオからハクバサンショウウオ

に種名、学名変更した。

は虫・両生類 Ⅱ 準 サンショウウオ クロサンショウウオ Hynobius nigrescens  Stejneger

は虫・両生類 Ⅱ 準 サンショウウオ コガタブチサンショウウオ Hynobius yatsui  Oyama

ブチサンショウウオから細分化された。環境省

のカテゴリーは細分化される前のブチサンショ

ウウオのカテゴリーである。

は虫・両生類 Ⅱ Ⅱ 文献等 オオサンショウウオ オオサンショウウオ Andrias japonicus  (Temminck)

は虫・両生類 Ⅱ ⅠB 文献等 アカガエル ナゴヤダルマガエル Rana porosa brevipoda  Ito
ダルマガエルからナゴヤダルマガエルに亜種名

変更した。

は虫・両生類 準 準 文献等 サンショウウオ ヒダサンショウウオ Hynobius kimurae  Dunn

は虫・両生類 準 - ヒキガエル ナガレヒキガエル Bufo torrenticola  M. Matsui

は虫・両生類 準 - 文献等 アカガエル ニホンアカガエル Rana japonica  Boulenger

は虫・両生類 準 準 文献等 イシガメ ニホンイシガメ Mauremys japonica (Temminck et Schlegel)

は虫・両生類 不足 - 文献等 アカガエル ナガレタゴガエル Rana sakuraii  Matsui et Matsui

は虫・両生類 不足 - 文献等 アオガエル モリアオガエル Rhacophorus arboreus  (Okada et Kawano)
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分類
岐阜県

リスト

環境省

リスト

可児市

生息状況
科　名 種　名 学　名 備　考

は虫・両生類 不足 - 文献等 イシガメ クサガメ Chinemys reevesii  (Gray)

は虫・両生類 不足 不足 文献等 スッポン ニホンスッポン Pelodiscus sinensis  (Wiegmann)

魚類 Ⅰ ⅠA 文献等 コイ イチモンジタナゴ Acheilognathus cyanostigma  Jordan et Fowler

魚類 Ⅰ ⅠA 文献等 コイ イタセンパラ Acheilognathus longipinnis  Regan

魚類 Ⅰ ⅠB 文献等 コイ シロヒレタビラ Acheilognathus tabira tabira  Jordan et Thompson

魚類 Ⅰ ⅠB 文献等 コイ カワバタモロコ Hemigrammocypris rasborella Fowler

魚類 Ⅰ ⅠA コイ ウシモツゴ Pseudorasbora pumila  subsp.

魚類 Ⅰ Ⅱ コイ デメモロコ Squalidus japonicus japonicus Sauvage

魚類 Ⅰ ⅠB ギギ ネコギギ Pseudobagrus ichikawai  (Okada et Kubota)

魚類 Ⅰ ⅠA トゲウオ ハリヨ Gasterosteus aculeatus leiurus  Cuvier

魚類 Ⅱ Ⅱ 文献等 ヤツメウナギ スナヤツメ北方種 Lethenteron  sp. 1 スナヤツメが細分化した。

魚類 Ⅱ - シラウオ シラウオ Salangichthys microdon  Bleeker

魚類 Ⅱ 準 サヨリ クルメサヨリ Hyporhamphus intermedius  Cantor

魚類 Ⅱ Ⅱ カジカ カマキリ（アユカケ） Cottus kazika  Jordan et Starks

魚類 Ⅱ ⅠB カジカ カジカ小卵型 Cottus reinii Hilgendorf

魚類 準 Ⅱ 文献等 ヤツメウナギ スナヤツメ南方種 Lethenteron sp. 2 スナヤツメが細分化した。

魚類 準 準 文献等 コイ ヤリタナゴ Tanakia lanceolata (Temminck et Schlegel)

魚類 準 準 コイ アブラボテ Tanakia limbata (Temminck et Schlegel)

魚類 準 - 文献等 コイ ヌマムツ Nipponocypris sieboldii (Temminck et Schlegel)

魚類 準 - 文献等 コイ イトモロコ Squalidus gracilis gracilis (Temminck et Schlegel)

魚類 準 ⅠB 文献等 ドジョウ ホトケドジョウ Lefua echigonia  Jordan and Richardson

魚類 準 準 文献等 サケ サツキマス（アマゴ） Oncorhynchus masou ishikawae Jordan et McGregor

魚類 準 - スズキ スズキ Lateolabrax japonicus (Cuvier)

魚類 準 - 文献等 ドンコ ドンコ Odontobutis obscura  (Temminck et Schlegel)

魚類 準 - ハゼ ビリンゴ Gymnogobius breunigii (Steindachner)

魚類 準 - ハゼ マハゼ Acanthogobius flavimanus (Temminck et Schlegel)

魚類 準 - ハゼ アシシロハゼ Acanthogobius lactipes (Hilgendorf)

魚類 準 準 ハゼ トウカイヨシノボリ Rhinogobius  sp. TO

魚類 準 - ハゼ チチブ Tridentiger obscurus (Temminck et Schlegel)

魚類 不足 ⅠB コイ ツチフキ Abbottina rivularis  (Basilewsky)

魚類 不足 準 サケ サクラマス（ヤマメ） Oncorhynchus masou masou (Brevoort)

魚類 不足 - カワアナゴ カワアナゴ Eleotris oxycephala  Temminck et Schlegel

魚類 不足 - ハゼ オオヨシノボリ Rhinogobius  sp. LD

魚類 - Ⅱ メダカ ミナミメダカ Oryzias latipes 県リスト未記載

昆虫類 絶 ⅠB シジミチョウ シルビアシジミ Zizina otis emelina (de I'Orza)

昆虫類 絶 準 タテハチョウ ヒョウモンチョウ Brenthis daphne rabdia (Butler)

昆虫類 絶 ⅠA タテハチョウ オオウラギンヒョウモン Fabriciana nerippe (C.et R.Felder)

昆虫類 絶 ⅠA タテハチョウ ヒョウモンモドキ Melitaea scotosia Butler

昆虫類 Ⅰ ⅠB アオイトトンボ コバネアオイトトンボ Lestes japonicus Selys

昆虫類 Ⅰ ⅠA トンボ ベッコウトンボ Libellula angelina Selys
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分類
岐阜県

リスト

環境省

リスト

可児市

生息状況
科　名 種　名 学　名 備　考

昆虫類 Ⅰ ⅠB 文献等 トンボ マダラナニワトンボ Sympetrum maculatum Oguma

昆虫類 Ⅰ ⅠB トンボ オオキトンボ Sympetrum uniforme Selys

昆虫類 Ⅰ ⅠB ハンミョウ カワラハンミョウ Cicindela laetescripta Motschulsky

昆虫類 Ⅰ ⅠB ゲンゴロウ ギフムカシゲンゴロウ Phreatodytes elongatus S.Ueno

昆虫類 Ⅰ Ⅱ ゲンゴロウ ゲンゴロウ Cybister japonicus Sharp

昆虫類 Ⅰ Ⅱ ゲンゴロウ コガタノゲンゴロウ Cybister tripunctatus orientalis Gschwendtner

昆虫類 Ⅰ 絶 ゲンゴロウ スジゲンゴロウ Hydaticus satoi Wewalka

昆虫類 Ⅰ - コガネムシ シナノエンマコガネ Onthophagus bivertex Heyden

昆虫類 Ⅰ 準 コガネムシ ヤマトエンマコガネ Onthophagus japonicus Harold

昆虫類 Ⅰ - コガネムシ キモンエンマコガネ Omthophagus solivagus Harold

昆虫類 Ⅰ - コガネムシ マルエンマコガネ Onthophagus viduus Harold

昆虫類 Ⅰ 準 コガネムシ クロモンマグソコガネ Aphodius variabilis Waterhouse

昆虫類 Ⅰ ⅠB セセリチョウ ホシチャバネセセリ Aeromachus inachus inachus (Menetries)

昆虫類 Ⅰ ⅠB セセリチョウ アカセセリ Hesperia florinda (Butler)

昆虫類 Ⅰ ⅠB セセリチョウ チャマダラセセリ Pyrgus maculatus maculatus (Bremer et Grey)

昆虫類 Ⅰ 準 アゲハチョウ ヒメギフチョウ Luehdorfia puziloi inexpecta Sheljuzhko

昆虫類 Ⅰ ⅠB シロチョウ ヤマキチョウ Gonepteryx rhamni maxima Butler

昆虫類 Ⅰ ⅠB シロチョウ ヒメシロチョウ Leptidea amurensis (Menetries)

昆虫類 Ⅰ - シジミチョウ クロミドリシジミ Favonius yuasai Shirozu

昆虫類 Ⅰ Ⅱ シジミチョウ アサマシジミ Lycaeides subsolanus yarigadakeanus (Matsumura)

昆虫類 Ⅰ Ⅱ シジミチョウ ゴマシジミ Maculinea teleius hosonoi A.Takahashi

昆虫類 Ⅰ 準 シジミチョウ クロツバメシジミ Tongeia fischeri (Eversmann)

昆虫類 Ⅰ ⅠA 文献等 ジャノメチョウ ヒメヒカゲ Coenonympha oedippus annulifer Butler

昆虫類 Ⅰ ⅠB ジャノメチョウ クロヒカゲモドキ Lethe marginalis (Motschulsky)

昆虫類 Ⅰ Ⅱ 文献等 ジャノメチョウ ウラナミジャノメ Ypthima motschulskyi niphonica Murayama

昆虫類 Ⅰ - ヤガ オンタケクロヨトウ Apamea ontakensis Sugi

昆虫類 Ⅱ 準 イトトンボ ベニイトトンボ Ceriagrion nipponicum Asahina

昆虫類 Ⅱ 準 ヤンマ アオヤンマ Aeschnophlebia longistigma Selys

昆虫類 Ⅱ Ⅱ 文献等 コオイムシ タガメ Lethocerus deyrollei (Vuillefroy)

昆虫類 Ⅱ - 現調 タイコウチ ヒメタイコウチ Nepa hoffmanni Esaki

昆虫類 Ⅱ Ⅱ ハンミョウ ホソハンミョウ Cicindela gracilis Pallas

昆虫類 Ⅱ 準 オサムシ オオヒョウタンゴミムシ Scarites sulcatus Olivier

昆虫類 Ⅱ Ⅱ クワガタムシ オオクワガタ Dorcus hopei (E.Saunders)

昆虫類 Ⅱ - オサムシ ヒダオオクロナガオサムシ Leptocarabus (Leptocarabus) kumagaii kumagaii Kimura et Komiya

昆虫類 Ⅱ 準 コガネムシ オオチャイロハナムグリ Osmoderma opicum Lewis

昆虫類 Ⅱ ⅠB 文献等 ホタル コクロオバボタル Lucidina okadai Nakane et Ohbayashi

昆虫類 Ⅱ - ツツシンクイ オオメツツシンクイ Melittomma oculare (Nakane)

昆虫類 Ⅱ - カミキリムシ フタスジカタビロハナカミキリ Brachyta bifasciata japonica  (Matsushita)

昆虫類 Ⅱ - カミキリムシ キベリカタビロハナカミキリ Pachyta erebia erebia Bates

昆虫類 Ⅱ - カミキリムシ オニホソコバネカミキリ Necydalis gigantea gigantea Kono
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分類
岐阜県

リスト

環境省
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可児市

生息状況
科　名 種　名 学　名 備　考

昆虫類 Ⅱ 準 セセリチョウ タカネキマダラセセリ Carterocephalus palaemon satakei (Matsumura)

昆虫類 Ⅱ 準 シロチョウ ミヤマモンキチョウ Colias palaeno sugitanii Esaki

昆虫類 Ⅱ ⅠB 文献等 シロチョウ ツマグロキチョウ Eurema laeta bethesaba (Janson)

昆虫類 Ⅱ - シジミチョウ ハヤシミドリシジミ Favonius ultramarinus (Fixsen)

昆虫類 Ⅱ ⅠB シジミチョウ ミヤマシジミ Lycaeides argyrognomon praeterinsularis (Verity)

昆虫類 Ⅱ - 現調 シジミチョウ ミドリシジミ Neozephyrus japonicus  (Murray)

昆虫類 Ⅱ ⅠB シジミチョウ クロシジミ Niphanda fusca  (Bremer)

昆虫類 Ⅱ - シジミチョウ ムモンアカシジミ Shirozua jonasi (Janson)

昆虫類 Ⅱ 準 シジミチョウ キマダラルリツバメ Spindasis takanonis (Matsumura)

昆虫類 Ⅱ - シジミチョウ ミヤマカラスシジミ Strymonidia mera (Janson)

昆虫類 Ⅱ - シジミチョウ カラスシジミ Strymonidia w-album fentoni (Butler)

昆虫類 Ⅱ - ジャノメチョウ オオヒカゲ Ninguta schrenckii (Menetries)

昆虫類 Ⅱ Ⅱ ジャノメチョウ タカネヒカゲ Oeneis norna asamana Matsumura

昆虫類 Ⅱ - ヤガ タカネモンヤガ Xestia wockei tundrana (Bang-Haas)

昆虫類 準 - イトトンボ ムスジイトトンボ Cercion sexlineatum  (Selys)

昆虫類 準 - イトトンボ エゾイトトンボ Coenagrion lanceolatum (Selys)

昆虫類 準 - イトトンボ ルリイトトンボ Enallagma boreale circulatum Selys

昆虫類 準 準 現調 モノサシトンボ グンバイトンボ Platycnemis foliacea sasakii Asahina

昆虫類 準 準 カワトンボ アオハダトンボ Calopterys japonica Selys

昆虫類 準 - サナエトンボ ホンサナエ Gomphus postocularis Selys

昆虫類 準 Ⅱ サナエトンボ ナゴヤサナエ Stylurus nagoyanus (Asahina)

昆虫類 準 - エゾトンボ カラカネトンボ Cordulia aenea amurensis Selys

昆虫類 準 - 文献等 エゾトンボ トラフトンボ Epitheca marginata (Selys)

昆虫類 準 準 エゾトンボ キイロヤマトンボ Macromia daimoji Okumura

昆虫類 準 Ⅱ 文献等 エゾトンボ ハネビロエゾトンボ Somatochlora clavata Oguma

昆虫類 準 - トンボ マイコアカネ Sympetrum kunckeli (Selys)

昆虫類 準 - 文献等 セミ ヒメハルゼミ Euterpnosia chibensis chibensis Matsumura

昆虫類 準 - ハンミョウ マガタマハンミョウ Cicindela ovipennis Bates

昆虫類 準 準 シデムシ ヤマトモンシデムシ Nicrophorus japonicus Harold

昆虫類 準 不足 コガネムシ アカマダラコガネ Poecilophilides rusticola  (Burmeister)

昆虫類 準 - コメツキダマシ ヒゲコメツキダマシ Cerophytum japonicum Sasaji

昆虫類 準 - オオキノコムシ ミイロムネビロオオキノコ Microsternus tricolor Lewis

昆虫類 準 - テントウムシ ダイモンテントウ Coccinella hasegawai Miyatake

昆虫類 準 - ナガクチキムシ ヒイロホソナガクチキ Dapsiloderus nomurai (Nakane et Hayashi)

昆虫類 準 - カミキリムシ オオツツホソナガクチキ Xylita laevigata (Hellenius)

昆虫類 準 - ハナノミ オオオビハナノミ Glipa shirozui Nakane

昆虫類 準 - カミキリムシ ベーツヒラタカミキリ Eurypoda batesi Gahan

昆虫類 準 - カミキリムシ トホシハナカミキリ Brachyta punctata (Faldermann)

昆虫類 準 - カミキリムシ カラフトホソコバネカミキリ Necydalis sachalinensis Matsumura et Tamanuki

昆虫類 準 準 カミキリムシ コトラカミキリ Plagionotus pulcher Blessig
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岐阜県

リスト

環境省
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可児市

生息状況
科　名 種　名 学　名 備　考

昆虫類 準 - カミキリムシ トラフカミキリ Xylotrechus chinensis Chevrolat

昆虫類 準 - カミキリムシ セダカコブヤハズカミキリ Parechthistatus gibber gibber (Bates)

昆虫類 準 - カミキリムシ ヨコヤマヒゲナガカミキリ Dolichoprosopus yokoyamai (Gresiitt)

昆虫類 準 - カミキリムシ タニグチコブヤハズカミキリ Mesechthistatus taniguchii (Seki)

昆虫類 準 - 文献等 ハムシ カツラネクイハムシ Donacia katsurai Kimoto

昆虫類 準 - ゾウムシ ヌタッカゾウムシ Trichalophus nutakkanus Kono

昆虫類 準 - ゾウムシ ムネビロイネゾウモドキ Dorytomus notaroides Kono

昆虫類 準 - ゾウムシ ノヒラツツキクイゾウムシ Magdalis nohirai Morimoto

昆虫類 準 - コウモリガ オオギンスジコウモリ Gazoryctra macilenta (Eversmann)

昆虫類 準 準 文献等 セセリチョウ ギンイチモンジセセリ Leptalina unicolor (Bremer et Grey)

昆虫類 準 - 文献等 セセリチョウ ミヤマチャバネセセリ Pelopidas jansonis (Butler)

昆虫類 準 準 セセリチョウ スジグロチャバネセセリ Thymelicus leoninus leoninus (Butler)

昆虫類 準 - 文献等 セセリチョウ ヘリグロチャバネセセリ Thymelicus sylvaticus sylvaticus (Bremer)

昆虫類 準 Ⅱ 現調 アゲハチョウ ギフチョウ Luehdorfia japonica Leech

昆虫類 準 準 シロチョウ クモマツマキチョウ Anthocharis cardamines isshikii Matsumura

昆虫類 準 - シジミチョウ キリシマミドリシジミ Chrysozephyrus ataxus kirishimaensis (Okajima)

昆虫類 準 準 シジミチョウ オオゴマシジミ Maculinea arionides takamukui (Matsumura)

昆虫類 準 準 シジミチョウ ヒメシジミ Plebejus argus micrargus (Butler)

昆虫類 準 - シジミチョウ フジミドリシジミ Sibatanoizephyrus fujisanus  (Matsumura)

昆虫類 準 - タテハチョウ コヒオドシ Aglais urticae connexa (Butler)

昆虫類 準 Ⅱ 文献等 タテハチョウ ウラギンスジヒョウモン Argyronome laodice japonica (Menetries)

昆虫類 準 Ⅱ タテハチョウ オオイチモンジ Limenitis populi jezoensis Matsumura

昆虫類 準 ⅠB タテハチョウ コヒョウモンモドキ Melitaea britomartis niphona (Butler)

昆虫類 準 - タテハチョウ フタスジチョウ Neptis rivularis insularum Fruhstorfer

昆虫類 準 準 ジャノメチョウ クモマベニヒカゲ Erebia ligea takanonis Matsumura

昆虫類 準 準 ジャノメチョウ ベニヒカゲ Erebia niphonica niphonica Janson

昆虫類 準 準 ジャノメチョウ キマダラモドキ Kirinia epaminondas (Staudinger)

昆虫類 準 - シャクガ ウチジロナミシャク Dysstroma truncata fusconebulosa Inoue

昆虫類 準 - シャクガ サザナミナミシャク Entephria caesiata nebulosa (Inoue)

昆虫類 準 - シャクガ アルプスカバナミシャク Eupithecia perpaupera Inoue

昆虫類 準 - シャクガ ソウウンクロオビナミシャク Heterothera taigana sounkeana (Matsumura)

昆虫類 準 - ヤガ アルプスギンウワバ Syngrapha nyiwonis Matsumura

昆虫類 準 準 ヤガ スゲドクガ Laelia coenosa sangaica Moore

昆虫類 準 - ヤガ ホッキョクモンヤガ Agrotis patula Walker

昆虫類 準 - ヤガ アルプスヤガ Anomogyna speciosa (Hubner)

昆虫類 準 - ヤガ ヤツガタケヤガ Anomogyna yatsugadakeana Matsumura

昆虫類 準 - ヤガ ナカトビヤガ Chersotis cuprea japonica  (Warnecke)

昆虫類 準 - ヤガ クモマウスグロヤガ Euxoa islandica rossica Staudinger

昆虫類 準 - ヤガ ダイセツヤガ Pachnobia imperita (Hubner)

昆虫類 準 - ヤガ タカネハイイロヨトウ Papestra biren (Goeze)
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昆虫類 準 - ヤガ イセキリガ Conistra sakabei (Sugi)

昆虫類 準 - ヤガ タカネヨトウ Sympistis  heliophila (Paykull)

昆虫類 準 - ヤガ ヤヒコカラスヨトウ Amphipoea subrigua Bremen et Grey.

昆虫類 準 - ヤガ アルプスクロヨトウ Apamea rubrirena pacifica Sugi

昆虫類 準 - ヤガ エチゴハガタヨトウ Asidemia inexpecta inexpecta (Sugi)

昆虫類 準 Ⅱ ヤガ オオチャバネヨトウ Nonagria puengeleri (Schawerda)

昆虫類 準 Ⅱ ヤガ シラユキコヤガ Eulocastra sasakii Sugi

昆虫類 準 - ヤガ ナマリキシタバ Catocala columbina Leech

昆虫類 準 - ヤガ カバフキシタバ Catocala mirifica Butler

昆虫類 準 - ヤガ イワアツバ Megaloctena punctilinealis (Leech)

昆虫類 準 - ヤガ オオキイロアツバ Pseudalelimma miwai Inoue

昆虫類 不足 準 サナエトンボ フタスジサナエ Trigomphus interruptus (Selys)

昆虫類 不足 準 文献等 サナエトンボ オグマサナエ Trigomphus ogumai Asahina

昆虫類 不足 準 ヤンマ ネアカヨシヤンマ Aeschnophlebia anisoptera Selys

昆虫類 不足 - 文献等 ヤンマ マルタンヤンマ Anaciaeschna martini (Selys)

昆虫類 不足 - コメツキムシ キスジホソクロコメツキ Ampedus kisuji Kishii

昆虫類 不足 - コメツキムシ ヒダウスカバイロコメツキ Chatanayus hidaensis Ohira

昆虫類 不足 - コメツキムシ キボシヒゲブトコメツキ Drapetes torigaii Nakane

昆虫類 不足 - オオキノコムシ シリグロオオキノコ Dactylotritoma atricapilla (Lewis)

昆虫類 不足 - カミキリモドキ オオズカミキリモドキ Indasclera nakanei Mizota

昆虫類 不足 ⅠB カミキリムシ ヨツボシカミキリ Stenygrinum quadrinotatum Bates

昆虫類 不足 - カミキリムシ タキグチモモブトホソカミキリ Cleomenes takiguchii Ohbayashi

昆虫類 不足 準 ボクトウガ ハイイロボクトウ Phragmataecia castaneae (Hubner)

昆虫類 不足 - マダラガ ルリイロスカシクロバ Illiberis consimilis  Leech

昆虫類 不足 準 メイガ ゴマフツトガ Chilo pulveratus  (Wileman et South)

昆虫類 不足 - 現調 トリバガ モウセンゴケトリバ Buckleria paludum (Zeller)

昆虫類 不足 - トガリバガ チョウセントガリバ Tethea ocularis tanakai Inoue

昆虫類 不足 - シャクガ カバシャク Archiearis parthenias (Linnaeus)

昆虫類 不足 - シャクガ シロオビコバネナミシャク Neopachrophilla albida Inoue

昆虫類 不足 準 シャクガ クワトゲエダシャク Apochima excavata (Dyar)

昆虫類 不足 - シャクガ タケウチエダシャク Biston takeuchii Matsumura

昆虫類 不足 - スズメガ ギンボシスズメ Parum colligata (Walker)

昆虫類 不足 - スズメガ イブキスズメ Hyles gallii (Rottenburg)

昆虫類 不足 - シャチホコガ キテンエグリシャチホコ Odontosia patricia marumoi Inoue

昆虫類 不足 準 シャチホコガ カバイロシャチホコ Ramesa tosta Walker

昆虫類 不足 - ヒトリガ ヒメキシタヒトリ Parasemia plantaginis melanomera (Butler)

昆虫類 不足 - ヤガ カギモンキリガ Orthosia nigromaculata (Hone)

昆虫類 不足 - ヤガ アオギンモンセダカモクメ Cucullia argentea (Hufnagel)

昆虫類 不足 - ヤガ ミヤマセダカモクメ Cucullia lucifuga (Denis et Schiffermuller)

昆虫類 不足 Ⅱ ヤガ ガマヨトウ Archanara aerata (Butler)
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昆虫類 不足 Ⅱ ヤガ キスジウスキヨトウ Archanara sparganii (Esper)

昆虫類 不足 Ⅱ ヤガ ヌマベウスキヨトウ Chilodes pacifica Sugi

昆虫類 不足 Ⅱ ヤガ エゾスジヨトウ Doerriesa crambiformis Sugi

昆虫類 不足 - ヤガ ヤンコウスキーキリガ Xanthocosmia jankowskii (Oberthur)

貝類 Ⅰ Ⅱ イシガイ オバエボシガイ Inversidens brandti (Kobelt）
岐阜県産の個体はかつてオリエボシという地域

型に区別されたことがある。

貝類 Ⅰ ⅠA ヒラマキガイ カワネジガイ Camptoceras terebra hirasei Walker

貝類 Ⅰ Ⅰ ムシオイガイ クロダアツクチムシオイガイ Chamalycaeus kurodatokubeii Minato

貝類 Ⅰ Ⅰ カワザンショウガイ ホラアナゴマオカチグサガイ Cavernacmella kuzuuensis (Suzuki）

貝類 Ⅰ Ⅰ
ニッポンマイマイ

（ﾅﾝﾊﾞﾝﾏｲﾏｲ）
ヤコビマイマイ Satsuma jacobii (Pilsbry)

貝類 Ⅰ 準 イシガイ ヨコハマシジラガイ Inversiunio yokohamensis (Ihering）

貝類 Ⅱ - 文献等 イシガイ イシガイ（ニホンイシガイ） Unio douglasiae nipponensis (Martens) 改訂前の和名はイシガイである。

貝類 Ⅱ Ⅱ 文献等 イシガイ カタハガイ Obovalis omiensis (Heimburg)

貝類 Ⅱ ⅠB カワシンジュガイ カワシンジュガイ Margaritifera laevis (Haas)

貝類 Ⅱ Ⅱ キセルガイ キョウトギセル Mundiphaedusa kyotoensis (Kuroda)

貝類 Ⅱ Ⅱ キバサナギガイ クチマガリスナガイ Bensonella plicidens (Benson)

貝類 Ⅱ Ⅱ
ニッポンマイマイ

（ﾅﾝﾊﾞﾝﾏｲﾏｲ）
ココロマイマイ Satsuma cardiostoma (Kobelt)

貝類 Ⅱ 準 キセルガイ シリボソギセル Tyrannophaedusa iotaptyx (Pilsbry)

貝類 Ⅱ 準 イシガイ トンガリササノハガイ Lanceolaria grayana (Lea)

貝類 Ⅱ Ⅱ オナジマイマイ ハクサンマイマイ Euhadra latispira latispira (Pilsbry et Hirase)

貝類 Ⅱ Ⅱ 文献等 ゴマオカタニシ ベニゴマオカタニシ Georissa shikokuensis Amano

貝類 Ⅱ 準 文献等 イシガイ マツカサガイ Pronodularia japanensis (Lea)

貝類 Ⅱ Ⅱ エゾマメタニシ マメタニシ Parafossarulus manchouricus japonicus (Pilsbry)

貝類 Ⅱ 準 キセルガイ ミカドギセル Tyrannophaedusa mikado (Pilsbry)

貝類 Ⅱ Ⅰ
イツマデガイ（ｶﾀﾔﾏ

ｶﾞｲ）
ヤママメタニシ Blanfordia integra Pilsbry

貝類 準 - オナジマイマイ オカノマイマイ Euhadra sandai okanoi Pilsbry et Cockerell
改訂前の和名はオカノマイマイ（ｺｶﾞﾈﾏｲﾏｲ）で

ある。

貝類 準 準 キセルガイ オクガタギセル Mundiphaedusa dorcas (Pilsbry)

貝類 準 Ⅱ ベッコウマイマイ カンムリレンズガイ Otesiopsis kanumuriyamensis Azuma

貝類 準 準 カワニナ クロダカワニナ Semisulcospira kurodai Kajiyama et Habe

貝類 準 準 文献等
ニッポンマイマイ

（ﾅﾝﾊﾞﾝﾏｲﾏｲ）
ケハダビロウドマイマイ Nipponochloritis fragilis (Gude)

貝類 準 準
ニッポンマイマイ

（ﾅﾝﾊﾞﾝﾏｲﾏｲ）
コシタカコベソマイマイ Satsuma fusca (Gude)

貝類 準 準 ゴマオカタニシ ゴマオカタニシ Georissa japonica Pilsbry

貝類 準 - キセルガイ シリオレギセル Tyrannophaedusa bilabrata (Smith)

貝類 準 準 キセルガイ トノサマギセル Mundiphaedusa ducalis (Kobelt)
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貝類 準 - オナジマイマイ ナミマイマイ Euhadra sandai communis Pilsbry オカノマイマイと亜種関係になっている。

貝類 準 準 オナジマイマイ ヒルゲンドルフマイマイ Trishoplita hilgendorfi (Kobelt)

貝類 準 Ⅱ 文献等 シジミ マシジミ Corbicula leana Prime

貝類 準 Ⅱ 文献等 タニシ マルタニシ Cipangopaludina chinensis laeta (Martens)

貝類 準 準
ニッポンマイマイ

（ﾅﾝﾊﾞﾝﾏｲﾏｲ）
ヤマタカマイマイ Satsuma papilliformis (Kobelt)

貝類 不足 -
ニッポンマイマイ

（ﾅﾝﾊﾞﾝﾏｲﾏｲ）
イビビロウドマイマイ Nipponochloritis sp.

貝類 不足 - ムシオイガイ イブキムシオイガイ Cipangocharax sp.

貝類 不足 準 ナメクジ イボイボナメクジ Granulilimax fuscicornis Minato

貝類 不足 準 オオコウラナメクジ オオコウラナメクジ Nipponarion carinatus Yamaguchi et Habe

貝類 不足 準 文献等 イシガイ カラスガイ Cristaria plicata (Leach)

貝類 不足 - オナジマイマイ カンムリケマイマイ Aegista kanmuriyamensis M.Azuma et Y.Azuma

貝類 不足 準 ベッコウマイマイ スジキビ Parakaliella ruida (Pilsbry)

貝類 不足 準 ベッコウマイマイ タカキビ Trochochlamys praealta praealta (Pilsbry)

貝類 不足 Ⅱ ヤマタニシ トウカイヤマトガイ Japonia katorii Minato

貝類 不足 - マメシジミ ニホンマメシジミ Pisidium nipponense Kuroda

貝類 不足 - マメシジミ ハイイロマメシジミ Pisidium cinereum Alder

貝類 不足 Ⅱ エゾマメタニシ ヒメマルマメタニシ Bithynia kiusiuensis S.Hirase

貝類 不足 Ⅱ キセルガイ ホソヒメギセル Tyrannophaedusa gracilispira (Moellendorff)

貝類 不足 - マメシジミ マメシジミ Pisidium japonicum Pilsbry et Hirase

貝類 不足 不足 ベッコウマイマイ ミドリベッコウ Bekkochlamys kagaensis (Pilsbry et Hirase)

貝類 不足 - ベッコウマイマイ ミノベッコウ Nipponochlamys sp.

貝類 不足 準 オオコウラナメクジ ヤマコウラナメクジ Nipponolimax monticola Yamaguchi et Habe

貝類 不足 Ⅱ ベッコウマイマイ レンズガイ Otesiopsis japonica (Moellendorff)
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植物 Ⅰ - ヒカゲノカズラ科 ヒメスギラン Huperzia miyoshiana (Makino) Ching

植物 Ⅰ - イワヒバ科 エゾノヒメクラマゴケ Selaginella helvetica (L.) Spring

植物 Ⅰ - イワヒバ科 ヒモカズラ Selaginella shakotanensis (Franch. ex Takeda) Miyabe et Kudô

植物 Ⅰ 準 文献等 ミズニラ科 ミズニラ Isoetes japonica A.Braun

植物 Ⅰ - トクサ科 イヌスギナ Equisetum palustre L.

植物 Ⅰ - ハナヤスリ科 コハナヤスリ Ophioglossum thermale Kom. var. nipponicum (Miyabe et Kudô) M.Nishida

植物 Ⅰ - コケシノブ科 チチブホラゴケ Crepidomanes schmidtianum (Zenker ex Taschner) K.Iwats.

植物 Ⅰ ⅠB コケシノブ科 ミカワコケシノブ Hymenophyllum mikawanum (Seriz.) Seriz.

植物 Ⅰ ⅠB コバノイシカグマ科 ヒメムカゴシダ Monachosorum arakii Tagawa

植物 Ⅰ ⅠB シシラン科 タキミシダ Antrophyum obovatum Baker

植物 Ⅰ - イノモトソウ科 マツザカシダ Pteris nipponica W.C.Shieh

植物 Ⅰ - チャセンシダ科 ヒメイワトラノオ Asplenium capillipes Makino

植物 Ⅰ - チャセンシダ科 トキワトラノオ Asplenium pekinense Hance

植物 Ⅰ 準 チャセンシダ科 イチョウシダ Asplenium ruta-muraria L.

植物 Ⅰ - チャセンシダ科 アオガネシダ Asplenium wilfordii Mett. ex Kuhn

植物 Ⅰ - チャセンシダ科 トキワシダ Asplenium yoshinagae Makino

植物 Ⅰ - オシダ科 ナンタイシダ Athyriorumohra maximowiczii (Baker) Sugim.

植物 Ⅰ - オシダ科 メヤブソテツ Cyrtomium caryotideum (Wall. ex Hook. et Grev.) C.Presl

植物 Ⅰ - オシダ科 サクライカグマ Dryopteris gymnophylla (Baker) C.Chr.

植物 Ⅰ ⅠB オシダ科 ヒロハナライシダ Leptorumohra sinomiqueliana (Ching) Tagawa

植物 Ⅰ - 文献等 オシダ科 アスカイノデ Polystichum fibrillosopaleaceum (Kodama) Tagawa

植物 Ⅰ - ヒメシダ科 ホソバショリマ Thelypteris beddomei (Baker) Ching

植物 Ⅰ - ヒメシダ科 ヨコグラヒメワラビ Thelypteris hattorii (H.Itô) Tagawa

植物 Ⅰ - イワデンダ科 ツクシイヌワラビ Athyrium kuratae Seriz.

植物 Ⅰ - イワデンダ科 イワイヌワラビ Athyrium nikkoense Makino

植物 Ⅰ - イワデンダ科 ウラボシノコギリシダ Athyrium sheareri (Baker) Ching

植物 Ⅰ ⅠA イワデンダ科 シマイヌワラビ Athyrium tozanense (Hayata) Hayata

植物 Ⅰ - イワデンダ科 ナヨシダ Cystopteris filix-fragilis (L.) Bernh.

植物 Ⅰ - イワデンダ科 シマシロヤマシダ Diplazium doederleinii (Luerss.) Makino

植物 Ⅰ ⅠB イワデンダ科 イヨクジャク Diplazium okudairae Makino

植物 Ⅰ - イワデンダ科 エビラシダ Gymnocarpium oyamense (Baker) Ching

植物 Ⅰ ⅠB ウラボシ科 クラガリシダ Drymotaenium miyoshianum (Makino) Makino

植物 Ⅰ Ⅱ デンジソウ科 デンジソウ Marsilea quadrifolia L.

植物 Ⅰ Ⅱ サンショウモ科 サンショウモ Salvinia natans (L.) All.

植物 Ⅰ - クワ科 ヒメイタビ Ficus thunbergii Maxim.

植物 Ⅰ - イラクサ科 ミヤコミズ Pilea kiotensis Ohwi

植物 Ⅰ - ヤドリギ科 ホザキヤドリギ Loranthus tanakae Franch. et Sav.

植物 Ⅰ - タデ科 マダイオウ Rumex aquaticus L.

植物 Ⅰ Ⅱ タデ科 ノダイオウ Rumex longifolius DC.

植物 Ⅰ ⅠB ナデシコ科 コバノミミナグサ Cerastium furcatum Cham. et Schltdl. var. ibukiense Ohwi
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植物 Ⅰ Ⅱ ナデシコ科 タガソデソウ Cerastium pauciflorum Steven ex Ser. var. amurense (Regel) M.Mizush.

植物 Ⅰ - ナデシコ科 ワダソウ Pseudostellaria heterophylla (Miq.) Pax

植物 Ⅰ - ナデシコ科 ヒゲネワチガイソウ Pseudostellaria palibiniana (Takeda) Ohwi

植物 Ⅰ - ナデシコ科 ビランジ Silene keiskei Miq. var. minor (Maxim.) Ohwi et H.Ohashi

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

植物 Ⅰ - キンポウゲ科 レンゲショウマ Anemonopsis macrophylla Siebold et Zucc.

植物 Ⅰ - キンポウゲ科 サバノオ Dichocarpum dicarpon (Miq.) W.T.Wang et P.K.Hsiao

植物 Ⅰ 準 キンポウゲ科 ハコネシロカネソウ Dichocarpum hakonense (F.Maek. et Tuyama ex Ohwi) W.T.Wang et P.K.Hsiao

植物 Ⅰ Ⅱ キンポウゲ科 オキナグサ Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. et C.Presl

植物 Ⅰ - キンポウゲ科 ハイキンポウゲ Ranunculus repens L.

植物 Ⅰ - メギ科 オオバメギ Berberis tschonoskyana Regel

植物 Ⅰ Ⅱ スイレン科 オニバス Euryale ferox Salisb.

植物 Ⅰ Ⅱ スイレン科 オグラコウホネ Nuphar oguraensis Miki

植物 Ⅰ Ⅱ 現調 スイレン科 ヒメコウホネ Nuphar subintegerrima (Casp.) Makino

植物 Ⅰ Ⅱ ウマノスズクサ科 マルバウマノスズクサ Aristolochia contorta Bunge

植物 Ⅰ - ウマノスズクサ科 タンザワウマノスズクサ Aristolochia kaempferi Willd. var. tanzawana Kigawa

植物 Ⅰ - ケシ科 オサバグサ Pteridophyllum racemosum Siebold et Zucc.

植物 Ⅰ - アブラナ科 イワハタザオ Arabis serrata Franch. et Sav. var. japonica (H.Boissieu) Ohwi

植物 Ⅰ - アブラナ科 シコクハタザオ Arabis serrata Franch. et Sav. var. shikokiana (Nakai) Ohwi

植物 Ⅰ - アブラナ科 ミツバコンロンソウ Cardamine anemonoides O.E.Schulz

植物 Ⅰ - アブラナ科 エゾハタザオ Catolobus pendula (L.) Al-Shehbaz

植物 Ⅰ 準 アブラナ科 コイヌガラシ Rorippa cantoniensis (Lour.) Ohwi

植物 Ⅰ - アブラナ科 キバナハタザオ Sisymbrium luteum (Maxim.) O.E.Schulz

植物 Ⅰ - ベンケイソウ科 ベンケイソウ Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H.Ohba

植物 Ⅰ Ⅱ ベンケイソウ科 イワレンゲ Orostachys malacophylla (Pall.) Fisch. var. iwarenge (Makino) H.Ohba

植物 Ⅰ - ユキノシタ科 トウノウネコノメ Chrysosplenium pseudopilosum Wakab. et Hir.Takah. var. pseudopilosum

植物 Ⅰ - ユキノシタ科 フキユキノシタ Saxifraga japonica H.Boissieu

植物 Ⅰ Ⅱ バラ科 チョウセンキンミズヒキ Agrimonia coreana Nakai

植物 Ⅰ - バラ科 イワキンバイ Potentilla ancistrifolia Bunge var. dickinsii (Franch. et Sav.) Koidz.

植物 Ⅰ Ⅱ バラ科 ヒロハノカワラサイコ Potentilla niponica Th.Wolf

植物 Ⅰ ⅠB バラ科 マメナシ Pyrus calleryana Decne.

植物 Ⅰ - バラ科 キソキイチゴ Rubus kisoensis Nakai

植物 Ⅰ Ⅱ バラ科 サナギイチゴ Rubus pungens Camb.

植物 Ⅰ - マメ科 ミソナオシ Ohwia caudata (Thunb.) H.Ohashi

植物 Ⅰ - フウロソウ科 ヒメフウロ Geranium robertianum L.

植物 Ⅰ - トウダイグサ科 ヒトツバハギ Flueggea suffruticosa (Pall.) Baill.

植物 Ⅰ ⅠB ヒメハギ科 ヒナノキンチャク Polygala tatarinowii Regel

植物 Ⅰ ⅠB ツリフネソウ科 エンシュウツリフネソウ Impatiens hypophylla Makino var. microhypophylla (Nakai) H.Hara

植物 Ⅰ - クロウメモドキ科 ミヤマクマヤナギ Berchemia pauciflora Maxim.

植物 Ⅰ - クロウメモドキ科 ヨコグラノキ Berchemiella berchemiifolia (Makino) Nakai
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植物 Ⅰ - クロウメモドキ科 クロカンバ Rhamnus costata Maxim.

植物 Ⅰ - クロウメモドキ科 クロツバラ Rhamnus davurica Pall. var. nipponica Makino

植物 Ⅰ - スミレ科 ウスバスミレ Viola blandiformis Nakai

植物 Ⅰ - スミレ科 ヒゴスミレ Viola chaerophylloides (Regel) W.Becker var. sieboldiana (Maxim.) Makino

植物 Ⅰ - スミレ科 サクラスミレ Viola hirtipes S.Moore

植物 Ⅰ - スミレ科 イブキスミレ Viola mirabilis L. var. subglabra Ledeb.

植物 Ⅰ - スミレ科 シロスミレ Viola patrinii DC.

植物 Ⅰ Ⅱ ヒシ科 ヒメビシ Trapa incisa Siebold et Zucc.

植物 Ⅰ - ヒシ科 コオニビシ Trapa natans L. var. pumila Nakano ex Verdc.

植物 Ⅰ - アカバナ科 エゾアカバナ Epilobium montanum L.

植物 Ⅰ Ⅱ アリノトウグサ科 オグラノフサモ Myriophyllum oguraense Miki

植物 Ⅰ 準 文献等 アリノトウグサ科 タチモ Myriophyllum ussuriense (Regel) Maxim.

植物 Ⅰ - ウコギ科 ウラジロウコギ Eleutherococcus hypoleucus (Makino) Nakai

植物 Ⅰ - イチヤクソウ科 コイチヤクソウ Orthilia secunda (L.) House

植物 Ⅰ - イチヤクソウ科 ジンヨウイチヤクソウ Pyrola renifolia Maxim.

植物 Ⅰ - ツツジ科 ヒメシャクナゲ Andromeda polifolia L.

植物 Ⅰ - ツツジ科 オオバツツジ Rhododendron nipponicum Matsum.

植物 Ⅰ - ツツジ科 イワツツジ Vaccinium praestans Lamb.

植物 Ⅰ Ⅱ サクラソウ科 クモイコザクラ Primula reinii Franch. et Sav. var. kitadakensis (H.Hara) Ohwi

植物 Ⅰ 準 サクラソウ科 サクラソウ Primula sieboldii E.Morren

植物 Ⅰ - リンドウ科 コケリンドウ Gentiana squarrosa Ledeb.

植物 Ⅰ ⅠB リンドウ科 チチブリンドウ Gentianopsis contorta (Royle) Ma

植物 Ⅰ - リンドウ科 ハナイカリ Halenia corniculata (L.) Cornaz

植物 Ⅰ Ⅱ リンドウ科 ホソバツルリンドウ Pterygocalyx volubilis Maxim.

植物 Ⅰ Ⅱ 文献等 リンドウ科 イヌセンブリ Swertia tosaensis Makino

植物 Ⅰ Ⅱ ミツガシワ科 ヒメシロアサザ Nymphoides coreana (H.Lév.) H.Hara

植物 Ⅰ 準 ミツガシワ科 ガガブタ Nymphoides indica (L.) Kuntze

植物 Ⅰ 準 現調 ミツガシワ科 アサザ Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze

植物 Ⅰ 準 キョウチクトウ科 チョウジソウ Amsonia elliptica (Thunb.) Roem. et Schult.

植物 Ⅰ 準 ガガイモ科 クサタチバナ Vincetoxicum acuminatum Decne.

植物 Ⅰ Ⅱ ガガイモ科 フナバラソウ Vincetoxicum atratum (Bunge) C.Morren et Decne.

植物 Ⅰ Ⅱ ガガイモ科 クサナギオゴケ Vincetoxicum katoi (Ohwi) Kitag.

植物 Ⅰ - アカネ科 ジュズネノキ Damnacanthus macrophyllus Siebold ex Miq.

植物 Ⅰ - アカネ科 カギカズラ Uncaria rhynchophylla (Miq.) Miq.

植物 Ⅰ - ムラサキ科 オオルリソウ Cynoglossum furcatum Wall. var. villosulum (Nakai) Riedl

植物 Ⅰ ⅠB ムラサキ科 ムラサキ Lithospermum erythrorhizon Siebold et Zucc.

植物 Ⅰ - クマツヅラ科 クマツヅラ Verbena officinalis L.

植物 Ⅰ - シソ科 オウギカズラ Ajuga japonica Miq.

植物 Ⅰ 準 シソ科 タチキランソウ Ajuga makinoi Nakai

植物 Ⅰ Ⅱ シソ科 ツルカコソウ Ajuga shikotanensis Miyabe et Tatew.
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植物 Ⅰ - シソ科 シモバシラ Collinsonia japonica (Miq.) Harley

植物 Ⅰ Ⅱ シソ科 キセワタ Leonurus macranthus Maxim.

植物 Ⅰ - シソ科 ミソガワソウ Nepeta subsessilis Maxim.

植物 Ⅰ 準 シソ科 ミズネコノオ Pogostemon stellatus (Lour.) Kuntze

植物 Ⅰ Ⅱ シソ科 ミズトラノオ Pogostemon yatabeanus (Makino) Press

植物 Ⅰ - シソ科 ミヤマナミキ Scutellaria shikokiana Makino

植物 Ⅰ Ⅱ シソ科 エゾナミキ Scutellaria yezoensis Kudô

植物 Ⅰ ⅠB ナス科 ヤマホオズキ Physalis chamaesarachoides Makino

植物 Ⅰ Ⅱ ゴマノハグサ科 イブキコゴメグサ Euphrasia insignis Wettst. subsp. iinumae (Takeda) T.Yamaz.

植物 Ⅰ ⅠA ゴマノハグサ科 イナコゴメグサ Euphrasia multifolia Wettst. var. inaensis Hid.Takah.

植物 Ⅰ - ゴマノハグサ科 ヤマウツボ Lathraea japonica Miq.

植物 Ⅰ - ゴマノハグサ科 トモエシオガマ Pedicularis resupinata L. subsp. teucriifolia (M.Bieb. ex Steven) T.Yamaz. var. caespitosaKoidz.

植物 Ⅰ ⅠA ゴマノハグサ科 センリゴマ Rehmannia japonica (Thunb.) Makino ex T.Yamaz.

植物 Ⅰ - ゴマノハグサ科 ヒキヨモギ Siphonostegia chinensis Benth. ex Hook. et Arn.

植物 Ⅰ ⅠA ゴマノハグサ科 スズカケソウ Veronicastrum villosulum (Miq.) T.Yamaz.

植物 Ⅰ - ハマウツボ科 オニク Boschniakia rossica (Cham. et Schltdl.) B.Fedtsch.

植物 Ⅰ - タヌキモ科 イイタカムシトリスミレ Pinguicula vulgaris L. var. floribunda S.Watan. et A.Takeda

植物 Ⅰ 準 文献等 タヌキモ科 イヌタヌキモ Utricularia australis R.Br.

植物 Ⅰ Ⅱ タヌキモ科 ミカワタヌキモ Utricularia exoleta R.Br.

植物 Ⅰ 準 タヌキモ科 ヒメタヌキモ Utricularia minor L.

植物 Ⅰ ⅠB 現調 タヌキモ科 ヒメミミカキグサ Utricularia minutissima Vahl

植物 Ⅰ - オミナエシ科 カノコソウ Valeriana fauriei Briq.

植物 Ⅰ - マツムシソウ科 ミカワマツムシソウ Scabiosa japonica Miq. var. breviligula Suyama et K.Ueda

植物 Ⅰ ⅠA キキョウ科 ヤチシャジン Adenophora palustris Kom.

植物 Ⅰ - 現調 キク科 センボンギク Aster microcephalus (Miq.) Franch. et Sav. var. microcephalus

植物 Ⅰ - キク科 ハコネギク Aster viscidulus (Makino) Makino

植物 Ⅰ - キク科 オニアザミ Cirsium borealinipponense Kitam.

植物 Ⅰ Ⅱ キク科 イナベアザミ Cirsium magofukui Kitam.

植物 Ⅰ Ⅱ キク科 ヒゴタイ Echinops setifer Iljin

植物 Ⅰ Ⅱ キク科 ホソバムカシヨモギ Erigeron acer L. var. linearifolius (Koidz.) Kitam.

植物 Ⅰ ⅠB キク科 ホソバニガナ Ixeridium beauverdianum (H.Lév.) Springate

植物 Ⅰ Ⅱ キク科 タカサゴソウ Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai subsp. strigosa (H.Lév. et Vaniot) Kitam.

植物 Ⅰ 準 文献等 キク科 カワラニガナ Ixeris tamagawaensis (Makino) Kitam.

植物 Ⅰ Ⅱ キク科 ミコシギク Leucanthemella linearis (Matsum.) Tzvelev

植物 Ⅰ - キク科 ハンカイソウ Ligularia japonica Less.

植物 Ⅰ - キク科 オオニガナ Nabalus tanakae Franch. et Sav. ex Y.Tanaka et Ono

植物 Ⅰ Ⅱ キク科 ネコヤマヒゴタイ Saussurea modesta Kitam.

植物 Ⅰ Ⅱ キク科 ヒメヒゴタイ Saussurea pulchella (Fisch. ex Hornem.) Fisch.

植物 Ⅰ Ⅱ 文献等 キク科 オナモミ Xanthium strumarium L.

植物 Ⅰ Ⅱ 文献等 トチカガミ科 スブタ Blyxa echinosperma (C.B.Clarke) Hook.f.



岐阜県の絶滅のおそれのある野生生物-植物編-（可児市生育状況）
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植物 Ⅰ 準 トチカガミ科 トチカガミ Hydrocharis dubia (Blume) Backer

植物 Ⅰ Ⅱ トチカガミ科 ミズオオバコ Ottelia alismoides (L.) Pers.

植物 Ⅰ - ヒルムシロ科 ヒルムシロ Potamogeton distinctus A.Benn.

植物 Ⅰ ⅠB イバラモ科 ムサシモ Najas ancistrocarpa A.Braun ex Magnus

植物 Ⅰ Ⅱ イバラモ科 サガミトリゲモ Najas chinensis N.Z.Wang

植物 Ⅰ 準 イバラモ科 イトトリゲモ Najas gracillima (A.Braun ex Engelm.) Magnus

植物 Ⅰ - イバラモ科 イバラモ Najas marina L.

植物 Ⅰ - イバラモ科 オオトリゲモ Najas oguraensis Miki

植物 Ⅰ Ⅱ 現調 ホンゴウソウ科 ホンゴウソウ Sciaphila nana Blume

植物 Ⅰ Ⅱ ユリ科 ステゴビル Allium inutile Makino

植物 Ⅰ Ⅱ ユリ科 ヒロハノアマナ Amana erythronioides (Baker) D.Y.Tan et D.Y.Hong

植物 Ⅰ ⅠB ユリ科 ミノシライトソウ Chionographis hisauchiana (Okuyama) N.Tanaka subsp. minoensis (H.Hara) N.Tanaka

植物 Ⅰ Ⅱ ユリ科 ミノコバイモ Fritillaria japonica Miq.

植物 Ⅰ - 現調 ユリ科 ヤマユリ Lilium auratum Lindl.

植物 Ⅰ - ユリ科 ホソバノアマナ Lloydia triflora (Ledeb.) Baker

植物 Ⅰ ⅠB 現調 ユリ科 サクライソウ Petrosavia sakuraii (Makino) J.J.Sm. ex Steenis

植物 Ⅰ - ユリ科 ヒメイズイ Polygonatum humile Fisch. ex Maxim.

植物 Ⅰ - ユリ科（シオデ科） マルバサンキライ Smilax stans Maxim.

植物 Ⅰ - ユリ科 ハコネハナゼキショウ Tofieldia coccinea Richards. var. gracilis (Franch. et Sav.) T.Shimizu

植物 Ⅰ - 文献等 ヤマノイモ科 カエデドコロ Dioscorea quinquelobata Thunb.

植物 Ⅰ 準 ミズアオイ科 ミズアオイ Monochoria korsakowii Regel et Maack

植物 Ⅰ - ヒナノシャクジョウ科 シロシャクジョウ Burmannia cryptopetala Makino

植物 Ⅰ - イグサ科 ヒロハノコウガイゼキショウ Juncus diastrophanthus Buchenau

植物 Ⅰ - イネ科 コゴメカゼクサ Eragrostis japonica (Thunb.) Trin.

植物 Ⅰ Ⅱ 文献等 イネ科 ウンヌケ Eulalia speciosa (Debeaux) Kuntze

植物 Ⅰ - イネ科 ヤマトボシガラ Festuca japonica Makino

植物 Ⅰ - イネ科 ハイドジョウツナギ Torreyochloa viridis (Honda) Church

植物 Ⅰ Ⅱ サトイモ科 マイヅルテンナンショウ Arisaema heterophyllum Blume

植物 Ⅰ ⅠA サトイモ科 イナヒロハテンナンショウ Arisaema inaense (Seriz.) Seriz. ex K.Sasamura et J.Murata

植物 Ⅰ - サトイモ科 ハリノキテンナンショウ Arisaema ishizuchiense Murata subsp. brevicollum (H.Ohashi et J.Murata) Seriz. var. alpicolaSeriz.

植物 Ⅰ - サトイモ科 ユモトマムシグサ Arisaema nikoense Nakai

植物 Ⅰ 準 ミクリ科 ミクリ Sparganium erectum L.

植物 Ⅰ - カヤツリグサ科 アワボスゲ Carex brownii Tuck.

植物 Ⅰ - カヤツリグサ科 ケタガネソウ Carex ciliatomarginata Nakai

植物 Ⅰ - 文献等 カヤツリグサ科 タマツリスゲ Carex filipes Franch. et Sav. var. filipes

植物 Ⅰ - カヤツリグサ科 オオタマツリスゲ Carex filipes Franch. et Sav. var. rouyana (Franch.) Kük.

植物 Ⅰ - カヤツリグサ科 ニッコウハリスゲ Carex fulta Franch.

植物 Ⅰ - カヤツリグサ科 センダイスゲ Carex lenta D.Don var. sendaica (Franch.) T.Koyama

植物 Ⅰ - カヤツリグサ科 ヌカスゲ Carex mitrata Franch. var. mitrata

植物 Ⅰ 準 カヤツリグサ科 ホソバオゼヌマスゲ Carex nemurensis Franch.
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植物 Ⅰ - カヤツリグサ科 ヒカゲハリスゲ Carex onoei Franch. et Sav.

植物 Ⅰ - カヤツリグサ科 オオカサスゲ Carex rhynchophysa C.A.Mey.

植物 Ⅰ - カヤツリグサ科 ツルカミカワスゲ Carex sabynensis Less. ex Kunth var. rostrata (Maxim.) Ohwi

植物 Ⅰ - カヤツリグサ科 ユキグニハリスゲ Carex semihyalofructa Tak.Shimizu

植物 Ⅰ - カヤツリグサ科 オオアゼスゲ Carex thunbergii Steud. var. appendiculata (Trautv. et C.A.Mey.) Ohwi

植物 Ⅰ Ⅱ カヤツリグサ科 カガシラ Diplacrum caricinum R.Br.

植物 Ⅰ Ⅱ カヤツリグサ科 トネテンツキ Fimbristylis stauntonii Debeaux et Franch. var. tonensis (Makino) Ohwi ex T.Koyama

植物 Ⅰ - 現調 カヤツリグサ科 イガクサ Rhynchospora rubra (Lour.) Makino

植物 Ⅰ ⅠB 文献等 ラン科 ヒナラン Amitostigma gracile (Blume) Schltr.

植物 Ⅰ ⅠB 文献等 ラン科 イワチドリ Amitostigma keiskei (Maxim. ex Franch. et Sav.) Schltr.

植物 Ⅰ ⅠA ラン科 キソエビネ Calanthe alpina Hook.f. ex Lindl.

植物 Ⅰ Ⅱ ラン科 ナツエビネ Calanthe puberula Lindl.

植物 Ⅰ Ⅱ ラン科 サルメンエビネ Calanthe tricarinata Lindl.

植物 Ⅰ Ⅱ ラン科 ヒメノヤガラ Chamaegastrodia sikokiana Makino et F.Maek.

植物 Ⅰ 準 ラン科 ニョホウチドリ Chusua joo-iokiana (Makino) P.F.Hunt

植物 Ⅰ Ⅱ ラン科 トケンラン Cremastra unguiculata (Finet) Finet

植物 Ⅰ Ⅱ ラン科 マヤラン Cymbidium macrorhizon Lindl.

植物 Ⅰ Ⅱ 文献等 ラン科 クマガイソウ Cypripedium japonicum Thunb.

植物 Ⅰ - 現調 ラン科 セッコク Dendrobium moniliforme (L.) Sw.

植物 Ⅰ - ラン科 サワラン Eleorchis japonica (A.Gray) F.Maek.

植物 Ⅰ 準 ラン科 カモメラン Galearis cyclochila (Franch. et Sav.) Soó

植物 Ⅰ - ラン科 ベニシュスラン Goodyera biflora (Lindl.) Hook.f.

植物 Ⅰ - ラン科 シュスラン Goodyera velutina Maxim.

植物 Ⅰ Ⅱ ラン科 ミズトンボ Habenaria sagittifera Rchb.f.

植物 Ⅰ - 現調 ラン科 ムヨウラン Lecanorchis japonica Blume

植物 Ⅰ - ラン科 キイムヨウラン Lecanorchis japonica Blume var. kiiensis (Murata) T.Hashim.

植物 Ⅰ Ⅱ ラン科 フガクスズムシソウ Liparis fujisanensis F.Maek. ex F.Konta et S.Matsumoto

植物 Ⅰ - ラン科 セイタカスズムシソウ Liparis japonica (Miq.) Maxim.

植物 Ⅰ - ラン科 スズムシソウ Liparis makinoana Schltr.

植物 Ⅰ - ラン科 ホザキイチヨウラン Malaxis monophyllos (L.) Sw.

植物 Ⅰ 準 現調 ラン科 サギソウ Pecteilis radiata (Thunb.) Raf.

植物 Ⅰ ⅠB ラン科 イイヌマムカゴ Platanthera iinumae (Makino) Makino

植物 Ⅰ - ラン科 ツレサギソウ Platanthera japonica (Thunb.) Lindl.

植物 Ⅰ - ラン科 ハシナガヤマサギソウ Platanthera mandarinorum Rchb.f. subsp. mandarinorum var. mandarinorum

植物 Ⅰ - ラン科 マイサギソウ Platanthera mandarinorum Rchb.f. subsp. mandarinorum var. neglecta (Schltr.) F.Maek. exK.Inoue

植物 Ⅰ - ラン科 ミヤマチドリ Platanthera takedae Makino

植物 Ⅰ 準 現調 ラン科 トキソウ Pogonia japonica Rchb.f.

植物 Ⅰ - 現調 ラン科 ヤマトキソウ Pogonia minor (Makino) Makino

植物 Ⅰ Ⅱ ラン科 ヒナチドリ Ponerorchis chidori (Makino) Ohwi

植物 Ⅰ Ⅱ ラン科 ウチョウラン Ponerorchis graminifolia Rchb.f.
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植物 Ⅰ - ラン科 クモラン Taeniophyllum glandulosum Blume

植物 Ⅰ - ラン科 ハクウンラン Vexillabium nakaianum F.Maek.

植物 Ⅰ 準 ラン科 ヤクシマヒメアリドウシラン Vexillabium yakushimense (Yamam.) F.Maek.

植物 Ⅰ ⅠB ラン科 キバナノショウキラン Yoania amagiensis Nakai et F.Maek.

植物 Ⅱ Ⅱ ヒカゲノカズラ科 スギラン Huperzia cryptomerina (Maxim.) Dixit

植物 Ⅱ - ヒカゲノカズラ科 ヤチスギラン Lycopodium inundatum L.

植物 Ⅱ - ハナヤスリ科 ヒロハハナヤスリ Ophioglossum vulgatum L.

植物 Ⅱ - キジノオシダ科 タカサゴキジノオ Plagiogyria adnata (Blume) Bedd.

植物 Ⅱ - 文献等 ホウライシダ科 ハコネシダ Adiantum monochlamys D.C.Eaton

植物 Ⅱ - シシラン科 ナカミシシラン Haplopteris fudzinoi (Makino) E.H.Crane

植物 Ⅱ - イノモトソウ科 ナチシダ Pteris wallichiana J.Agardh

植物 Ⅱ Ⅱ チャセンシダ科 オクタマシダ Asplenium pseudowilfordii Tagawa

植物 Ⅱ - オシダ科 ミドリカナワラビ Arachniodes nipponica (Rosenst.) Ohwi

植物 Ⅱ - 文献等 オシダ科 オワセベニシダ Dryopteris ryo-itoana Sa.Kurata

植物 Ⅱ - 文献等 オシダ科 ナガバノイタチシダ Dryopteris sparsa (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze

植物 Ⅱ - オシダ科 チャボイノデ Polystichum igaense Tagawa

植物 Ⅱ - ヒメシダ科 ツクシヤワラシダ Thelypteris hattorii (H.Itô) Tagawa var. nemoralis (Ching) Sa.Kurata

植物 Ⅱ - イワデンダ科 キタノミヤマシダ Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Sa.Kurata var. sibiricum

植物 Ⅱ - イワデンダ科 ウサギシダ Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman

植物 Ⅱ - ウラボシ科 ヤノネシダ Leptochilus buergerianus (Miq.) Bosman

植物 Ⅱ - ウラボシ科 ミヤマウラボシ Phymatopsis veitchii (Baker) H.Itô

植物 Ⅱ - 文献等 ウラボシ科 アオネカズラ Polypodium niponicum Mett.

植物 Ⅱ - 現調 ウラボシ科 イワオモダカ Pyrrosia hastata (Houtt.) Ching

植物 Ⅱ - ヒメウラボシ科 オオクボシダ Micropolypodium okuboi (Yatabe) Hayata

植物 Ⅱ Ⅱ ヤナギ科 コマイワヤナギ Salix rupifraga Koidz.

植物 Ⅱ - ブナ科 ナラガシワ Quercus aliena Blume

植物 Ⅱ - 文献等 イラクサ科 サンショウソウ Pellionia minima Makino

植物 Ⅱ - イラクサ科 ミヤマミズ Pilea angulata (Blume) Blume subsp. petiolaris (Siebold et Zucc.) C.J.Chen

植物 Ⅱ Ⅱ ツチトリモチ科 ミヤマツチトリモチ Balanophora nipponica Makino

植物 Ⅱ Ⅱ 文献等 タデ科 ヤナギヌカボ Persicaria foliosa (H.Lindb.) Kitag. var. paludicola (Makino) H.Hara

植物 Ⅱ Ⅱ タデ科 コギシギシ Rumex dentatus L. subsp. klotzschianus (Meisn.) Rech.f.

植物 Ⅱ - ナデシコ科 アオハコベ Stellaria uchiyamana Makino var. apetala (Kitam.) Ohwi

植物 Ⅱ 準 現調 モクレン科 シデコブシ Magnolia stellata (Siebold et Zucc.) Maxim.

植物 Ⅱ - マツブサ科 チョウセンゴミシ Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.

植物 Ⅱ - クスノキ科 イヌガシ Neolitsea aciculata (Blume) Koidz.

植物 Ⅱ - キンポウゲ科 カワチブシ Aconitum grossedentatum (Nakai) Nakai

植物 Ⅱ - キンポウゲ科 キヨミトリカブト Aconitum kiyomiense Kadota

植物 Ⅱ - キンポウゲ科 レイジンソウ Aconitum loczyanum Rapaics

植物 Ⅱ - キンポウゲ科 アズマレイジンソウ Aconitum pterocaule Koidz.

植物 Ⅱ Ⅱ キンポウゲ科 タカネトリカブト Aconitum zigzag H.Lév. et Vaniot subsp. zigzag
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植物 Ⅱ 準 キンポウゲ科 ミチノクフクジュソウ Adonis multiflora Nishikawa et Koji Ito

植物 Ⅱ - キンポウゲ科 フクジュソウ Adonis ramosa Franch.

植物 Ⅱ - キンポウゲ科 サンリンソウ Anemone stolonifera Maxim.

植物 Ⅱ - キンポウゲ科 エンコウソウ Caltha palustris L. var. enkoso H.Hara

植物 Ⅱ - キンポウゲ科 コバノリュウキンカ Caltha palustris L. var. pygmaea Makino

植物 Ⅱ 準 現調 キンポウゲ科 カザグルマ Clematis patens C.Morren et Decne.

植物 Ⅱ - キンポウゲ科 アズマシロカネソウ Dichocarpum nipponicum (Franch.) W.T.Wang et P.K.Hsiao

植物 Ⅱ 準 キンポウゲ科 セツブンソウ Eranthis pinnatifida Maxim.

植物 Ⅱ 準 キンポウゲ科 ミスミソウ Hepatica nobilis Schreb. var. japonica Nakai

植物 Ⅱ - キンポウゲ科 バイカモ Ranunculus nipponicus Nakai var. submersus H.Hara

植物 Ⅱ - キンポウゲ科 オトコゼリ Ranunculus tachiroei Franch. et Sav.

植物 Ⅱ - キンポウゲ科 キンバイソウ Trollius hondoensis Nakai

植物 Ⅱ - 現調 メギ科 ヘビノボラズ Berberis sieboldii Miq.

植物 Ⅱ Ⅱ ウマノスズクサ科 ミヤマアオイ Asarum fauriei Franch. var. nakaianum (F.Maek.) Ohwi ex T.Sugaw.

植物 Ⅱ 準 ボタン科 ヤマシャクヤク Paeonia japonica (Makino) Miyabe et Takeda

植物 Ⅱ - 文献等 オトギリソウ科 ヒメオトギリ Hypericum japonicum Thunb.

植物 Ⅱ 準 現調 モウセンゴケ科 イシモチソウ Drosera peltata Thunb. var. nipponica (Masam.) Ohwi

植物 Ⅱ 準 ケシ科 ナガミノツルキケマン Corydalis raddeana Regel

植物 Ⅱ - アブラナ科 スズシロソウ Arabis flagellosa Miq.

植物 Ⅱ - ベンケイソウ科 アオベンケイ Hylotelephium viride (Makino) H.Ohba

植物 Ⅱ 準 ユキノシタ科 ミカワショウマ Astilbe odontophylla (Miq.) var. okuyamae (H.Hara) H.Hara

植物 Ⅱ 準 ユキノシタ科 キバナハナネコノメ Chrysosplenium album Maxim. var. flavum H.Hara

植物 Ⅱ 準 ユキノシタ科 タキミチャルメルソウ Mitella stylosa H.Boissieu var. stylosa

植物 Ⅱ - ユキノシタ科 オオシラヒゲソウ Parnassia foliosa Hook.f. et Thomson var. japonica (Nakai) Ohwi

植物 Ⅱ 準 ユキノシタ科 タコノアシ Penthorum chinense Pursh

植物 Ⅱ 準 ユキノシタ科 ヤシャビシャク Ribes ambiguum Maxim.

植物 Ⅱ - ユキノシタ科 トガスグリ Ribes sachalinense (F.Schmidt) Nakai

植物 Ⅱ - バラ科 エゾノコリンゴ Malus baccata (L.) Borkh. var. mandshurica (Maxim.) C.K.Schneid.

植物 Ⅱ 準 バラ科 ミヤマモミジイチゴ Rubus pseudoacer Makino

植物 Ⅱ - バラ科 アイズシモツケ Spiraea chamaedryfolia L. var. pilosa (Nakai) H.Hara

植物 Ⅱ - マメ科 フジキ Cladrastis platycarpa (Maxim.) Makino

植物 Ⅱ - マメ科 ミヤマタニワタシ Vicia bifolia Nakai

植物 Ⅱ - 文献等 マメ科 クサフジ Vicia cracca L.

植物 Ⅱ Ⅱ カタバミ科 オオヤマカタバミ Oxalis obtriangulata Maxim.

植物 Ⅱ - フウロソウ科 エゾフウロ Geranium yesoense Franch. et Sav. var. yesoense

植物 Ⅱ 準 トウダイグサ科 ノウルシ Euphorbia adenochlora C.Morren et Decne.

植物 Ⅱ - トウダイグサ科 シナノタイゲキ Euphorbia sinanensis (Hurus.) T.Kuros. et H.Ohashi

植物 Ⅱ - 現調 ヒメハギ科 カキノハグサ Polygala reinii Franch. et Sav.

植物 Ⅱ - 現調 ヒメハギ科 ヒナノカンザシ Salomonia ciliata (L.) DC.

植物 Ⅱ - カエデ科 ホソエカエデ Acer capillipes Maxim.
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植物 Ⅱ - カエデ科 カジカエデ Acer diabolicum Blume ex K.Koch

植物 Ⅱ Ⅱ 現調 カエデ科 ハナノキ Acer pycnanthum K.Koch

植物 Ⅱ - クロウメモドキ科 ホナガクマヤナギ Berchemia longiracemosa Okuyama

植物 Ⅱ - 現調 ジンチョウゲ科 コショウノキ Daphne kiusiana Miq.

植物 Ⅱ - グミ科 マメグミ Elaeagnus montana Makino

植物 Ⅱ - スミレ科 シコクスミレ Viola shikokiana Makino

植物 Ⅱ - セリ科 キソガワシシウド Angelica sp.

植物 Ⅱ - セリ科 ホタルサイコ Bupleurum longiradiatum Turcz. var. elatius (Koso-Pol.) Kitag.

植物 Ⅱ - セリ科 ドクゼリ Cicuta virosa L.

植物 Ⅱ - セリ科 セリモドキ Dystaenia ibukiensis (Y.Yabe) Kitag.

植物 Ⅱ - セリ科 ハナウド Heracleum sphondylium L. var. nipponicum (Kitag.) H.Ohba

植物 Ⅱ - 現調 イワウメ科 ナンカイヒメイワカガミ Schizocodon ilicifolius Maxim. var. nankaiensis T.Yamaz.

植物 Ⅱ Ⅱ ツツジ科 キョウマルシャクナゲ Rhododendron japonoheptamerum Kitam. var. kyomaruense (T.Yamaz.) Kitam.

植物 Ⅱ - ツツジ科 チョウジコメツツジ Rhododendron tschonoskii Maxim. var. tetramerum (Makino) Komatsu

植物 Ⅱ 準 サクラソウ科 イワザクラ Primula tosaensis Yatabe var. tosaensis

植物 Ⅱ Ⅱ 現調 モクセイ科 ヒトツバタゴ Chionanthus retusus Lindl. et Paxton

植物 Ⅱ - マチン科 アイナエ Mitrasacme pygmaea R.Br.

植物 Ⅱ - ミツガシワ科 ミツガシワ Menyanthes trifoliata L.

植物 Ⅱ - アカネ科 ホソバオオアリドオシ Damnacanthus indicus Gaertn.f. var. lancifolius Makino

植物 Ⅱ - アカネ科 イナモリソウ Pseudopyxis depressa Miq.

植物 Ⅱ - ムラサキ科 エゾムラサキ Myosotis sylvatica (Ehrh.) Hoffm.

植物 Ⅱ - シソ科 セキヤノアキチョウジ Isodon effusus (Maxim.) H.Hara

植物 Ⅱ - 文献等 シソ科 ダンドタムラソウ Salvia lutescens (Koidz.) Koidz. var. stolonifera G.Nakai

植物 Ⅱ Ⅱ ナス科 アオホオズキ Physaliastrum japonicum (Franch. et Sav.) Honda

植物 Ⅱ Ⅱ 文献等 ゴマノハグサ科 オオアブノメ Gratiola japonica Miq.

植物 Ⅱ Ⅱ 文献等 ゴマノハグサ科 ミカワシオガマ Pedicularis resupinata L. subsp. oppositifolia (Miq.) T.Yamaz. var. microphylla Honda

植物 Ⅱ Ⅱ 現調 ゴマノハグサ科 オオヒキヨモギ Siphonostegia laeta S.Moore

植物 Ⅱ Ⅱ 文献等 ゴマノハグサ科 イヌノフグリ Veronica polita Fr. var. lilacina (T.Yamaz.) T.Yamaz.

植物 Ⅱ - 現調 ハマウツボ科 ナンバンギセル Aeginetia indica L.

植物 Ⅱ - ハマウツボ科 オオナンバンギセル Aeginetia sinensis G.Beck

植物 Ⅱ - オオバコ科 ハクサンオオバコ Plantago hakusanensis Koidz.

植物 Ⅱ - スイカズラ科 リンネソウ Linnaea borealis L.

植物 Ⅱ - スイカズラ科 ヤブウツギ Weigela floribunda (Siebold et Zucc.) K.Koch

植物 Ⅱ Ⅱ スイカズラ科 イワツクバネウツギ Zabelia integrifolia (Koidz.) Makino ex Ikuse et S.Kuros.

植物 Ⅱ - 現調 キク科 オケラ Atractylodes ovata (Thunb.) DC.

植物 Ⅱ Ⅱ キク科 コイブキアザミ Cirsium confertissimum Nakai

植物 Ⅱ - キク科 モリアザミ Cirsium dipsacolepis (Maxim.) Matsum.

植物 Ⅱ - キク科 リョウノウアザミ Cirsium grandirosuliferum Kadota

植物 Ⅱ ⅠB キク科 アキノハハコグサ Gnaphalium hypoleucum DC.

植物 Ⅱ - キク科 ヤナギタンポポ Hieracium umbellatum L.
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植物 Ⅱ - キク科 カセンソウ Inula salicina L. var. asiatica Kitam.

植物 Ⅱ - キク科 オカオグルマ Tephroseris integrifolia (L.) Holub subsp. kirilowii (Turcz. ex DC.) B.Nord.

植物 Ⅱ - 現調 トチカガミ科 ヤナギスブタ Blyxa japonica (Miq.) Maxim. ex Asch. et Gürke

植物 Ⅱ - トチカガミ科 コウガイモ Vallisneria denseserrulata (Makino) Makino

植物 Ⅱ - ホロムイソウ科 ホロムイソウ Scheuchzeria palustris L.

植物 Ⅱ 準 ヒルムシロ科 イトモ Potamogeton berchtoldii Fieber

植物 Ⅱ - 文献等 ユリ科 ソクシンラン Aletris spicata (Thunb.) Franch.

植物 Ⅱ Ⅱ 現調 ユリ科 キイイトラッキョウ Allium kiiense (Murata) Hir.Takah. et M.Hotta

植物 Ⅱ - ユリ科 ヒメニラ Allium monanthum Maxim.

植物 Ⅱ - ユリ科 ギョウジャニンニク Allium victorialis L. subsp. platyphyllum Hultén

植物 Ⅱ - ユリ科 キジカクシ Asparagus schoberioides Kunth

植物 Ⅱ - ユリ科 コシノコバイモ Fritillaria koidzumiana Ohwi

植物 Ⅱ - ユリ科 キバナノアマナ Gagea lutea (L.) Ker Gawl.

植物 Ⅱ Ⅱ 現調 ユリ科 ミカワバイケイソウ Veratrum stamineum Maxim. var. micranthum Satake

植物 Ⅱ 準 文献等 アヤメ科 カキツバタ Iris laevigata Fisch.

植物 Ⅱ - 現調 ヒナノシャクジョウ科 ヒナノシャクジョウ Burmannia championii Thwaites

植物 Ⅱ Ⅱ ホシクサ科 シラタマホシクサ Eriocaulon nudicuspe Maxim.

植物 Ⅱ Ⅱ ホシクサ科 クロホシクサ Eriocaulon parvum Koern.

植物 Ⅱ - 文献等 イネ科 ヌマカゼクサ Eragrostis aquatica Honda

植物 Ⅱ 準 文献等 イネ科 ウンヌケモドキ Eulalia quadrinervis (Hack.) Kuntze

植物 Ⅱ Ⅱ イネ科 イブキトボシガラ Festuca parvigluma Steud. var. breviaristata Ohwi

植物 Ⅱ - イネ科 イブキソモソモ Poa radula Franch. et Sav.

植物 Ⅱ - イネ科 ムカゴツヅリ Poa tuberifera Faurie ex Hack.

植物 Ⅱ - イネ科 ヒゲシバ Sporobolus japonicus (Steud.) Maxim. ex Rendle

植物 Ⅱ - サトイモ科 ホソバテンナンショウ Arisaema angustatum Franch. et Sav.

植物 Ⅱ Ⅱ サトイモ科 カミコウチテンナンショウ Arisaema ishizuchiense Murata subsp. brevicollum (H.Ohashi et J.Murata) Seriz.

植物 Ⅱ - サトイモ科 キシダマムシグサ Arisaema kishidae Makino ex Nakai

植物 Ⅱ - サトイモ科 ヒトツバテンナンショウ Arisaema monophyllum Nakai

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

植物 Ⅱ - カヤツリグサ科 クロヒナスゲ Carex gifuensis Franch.

植物 Ⅱ - カヤツリグサ科 ホソバヒカゲスゲ Carex humilis Leyss. var. nana (H.Lév. et Vaniot) Ohwi

植物 Ⅱ - カヤツリグサ科 ウマスゲ Carex idzuroei Franch. et Sav.

植物 Ⅱ - カヤツリグサ科 オオアオスゲ Carex lonchophora Ohwi

植物 Ⅱ - 文献等 カヤツリグサ科 コアゼテンツキ Fimbristylis aestivalis (Retz.) Vahl

植物 Ⅱ - 文献等 カヤツリグサ科 シズイ Schoenoplectus nipponicus (Makino) Soják

植物 Ⅱ - カヤツリグサ科 マツカサススキ Scirpus mitsukurianus Makino

植物 Ⅱ Ⅱ カヤツリグサ科 ミカワシンジュガヤ Scleria mikawana Makino

植物 Ⅱ - ショウガ科 ハナミョウガ Alpinia japonica (Thunb.) Miq.

植物 Ⅱ 準 現調 ラン科 エビネ Calanthe discolor Lindl.

植物 Ⅱ Ⅱ ラン科 ユウシュンラン Cephalanthera erecta (Thunb.) Blume var. subaphylla (Miyabe et Kudô) Ohwi
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植物 Ⅱ Ⅱ 現調 ラン科 キンラン Cephalanthera falcata (Thunb.) Blume

植物 Ⅱ - ラン科 ササバギンラン Cephalanthera longibracteata Blume

植物 Ⅱ - ラン科 ハクサンチドリ Dactylorhiza aristata (Fisch. ex Lindl.) Soó

植物 Ⅱ Ⅱ ラン科 マツラン Gastrochilus matsuran (Makino) Schltr.

植物 Ⅱ - 現調 ラン科 ホクリクムヨウラン Lecanorchis japonica Blume var. hokurikuensis (Masam.) T.Hashim.

植物 Ⅱ - 現調 ラン科 エンシュウムヨウラン Lecanorchis suginoana (Tuyama) Seriz.

植物 Ⅱ - ラン科 ヒメフタバラン Neottia japonica (Blume) Szlach.

植物 Ⅱ - ラン科 ヨウラクラン Oberonia japonica (Maxim.) Makino

植物 Ⅱ Ⅱ ラン科 ヒロハトンボソウ Platanthera fuscescens (L.) Kraenzl.

植物 Ⅱ - ラン科 ミズチドリ Platanthera hologlottis Maxim.

植物 Ⅱ - ラン科 ショウキラン Yoania japonica Maxim.

植物 準 - ハナヤスリ科 ヤマハナワラビ Botrychium multifidum (S.G.Gmel.) Rupr.

植物 準 - ハナヤスリ科 ナガホノナツノハナワラビ Botrychium strictum Underw.

植物 準 - チャセンシダ科 カミガモシダ Asplenium oligophlebium Baker

植物 準 - チャセンシダ科 イヌチャセンシダ Asplenium tripteropus Nakai

植物 準 - 文献等 チャセンシダ科 クルマシダ Asplenium wrightii D.C.Eaton ex Hook.

植物 準 - オシダ科 ホソバカナワラビ Arachniodes aristata (G.Forst.) Tindale

植物 準 - オシダ科 ミヤコヤブソテツ Cyrtomium yamamotoi Tagawa

植物 準 - 文献等 オシダ科 ナチクジャク Dryopteris decipiens (Hook.) Kuntze

植物 準 - イワデンダ科 タカネサトメシダ Athyrium pinetorum Tagawa

植物 準 - イワデンダ科 イワヤシダ Diplaziopsis cavaleriana (H.Christ) C.Chr.

植物 準 準 現調 カバノキ科 サクラバハンノキ Alnus trabeculosa Hand.-Mazz.

植物 準 - 現調 ブナ科 フモトミズナラ Quercus serrata Murray subsp. mongolicoides H.Ohba

植物 準 - イラクサ科 コミヤマミズ Pilea notata C.H.Wright

植物 準 - 現調 ヤドリギ科 マツグミ Taxillus kaempferi (DC.) Danser

植物 準 準 タデ科 ホソバイヌタデ Persicaria erectominor (Makino) Nakai var. trigonocarpa (Makino) H.Hara

植物 準 準 タデ科 ナガバノウナギツカミ Persicaria hastatosagittata (Makino) Nakai

植物 準 - タデ科 サデクサ Persicaria maackiana (Regel) Nakai

植物 準 - タデ科 ホソバノウナギツカミ Persicaria praetermissa (Hook.f.) H.Hara

植物 準 - 文献等 タデ科 ウナギツカミ Persicaria sagittata (L.) H.Gross var. sibirica (Meisn.) Miyabe

植物 準 Ⅱ タデ科 ヌカボタデ Persicaria taquetii (H.Lév.) Koidz.

植物 準 - ナデシコ科 シラオイハコベ Stellaria fenzlii Regel

植物 準 - ナデシコ科 ヤマハコベ Stellaria uchiyamana Makino

植物 準 - モクレン科 オオヤマレンゲ Magnolia sieboldii K.Koch subsp. japonica K.Ueda

植物 準 - 現調 スイレン科 ヒツジグサ Nymphaea tetragona Georgi

植物 準 - マツモ科 マツモ Ceratophyllum demersum L.

植物 準 - 現調 モウセンゴケ科 トウカイコモウセンゴケ Drosera tokaiensis (Komiya et C.Shibata) T.Nakam. et K.Ueda

植物 準 - ケシ科 キケマン Corydalis heterocarpa Siebold et Zucc. var. japonica (Franch. et Sav.) Ohwi

植物 準 - ケシ科 ヤマブキソウ Hylomecon japonica (Thunb.) Prantl et Kündig

植物 準 - アブラナ科 イブキハタザオ Arabis gemmifera (Matsum.) Makino var. alpicola H.Hara
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植物 準 準 現調 ベンケイソウ科 ツメレンゲ Orostachys japonica (Maxim.) A.Berger

植物 準 - ユキノシタ科 チシマネコノメソウ Chrysosplenium kamtschaticum Fisch. ex Ser.

植物 準 - ユキノシタ科 アカヒダボタン Chrysosplenium nagasei Wakab. et H.Ohba var. porphyranthes Wakab. et H.Ohba

植物 準 - ユキノシタ科 ギンバイソウ Deinanthe bifida Maxim.

植物 準 - ユキノシタ科 シラヒゲソウ Parnassia foliosa Hook.f. et Thomson var. foliosa

植物 準 - ユキノシタ科 ヤワタソウ Peltoboykinia tellimoides (Maxim.) H.Hara

植物 準 - ユキノシタ科 ザリコミ Ribes maximowiczianum Kom.

植物 準 - バラ科 コキンバイ Geum ternatum (Stephan) Smedmark

植物 準 - 文献等 バラ科 カワラサイコ Potentilla chinensis Ser.

植物 準 - バラ科 ツルキンバイ Potentilla rosulifera H.Lév.

植物 準 - バラ科 エチゴキジムシロ Potentilla togasii Ohwi

植物 準 - バラ科 クロイチゴ Rubus mesogaeus Focke

植物 準 - バラ科 カライトソウ Sanguisorba hakusanensis Makino

植物 準 - バラ科 ミヤマワレモコウ Sanguisorba longifolia Bertol.

植物 準 - バラ科 イブキシモツケ Spiraea dasyantha Bunge

植物 準 - マメ科 モメンヅル Astragalus reflexistipulus Miq.

植物 準 Ⅱ マメ科 イヌハギ Lespedeza tomentosa (Thunb.) Siebold ex Maxim.

植物 準 - 文献等 マメ科 マキエハギ Lespedeza virgata (Thunb.) DC.

植物 準 - マメ科 ツルフジバカマ Vicia amoena Fisch. ex Ser.

植物 準 - マメ科 ヨツバハギ Vicia nipponica Matsum.

植物 準 - フウロソウ科 ビッチュウフウロ Geranium yoshinoi Makino ex Nakai

植物 準 - カエデ科 テツカエデ Acer nipponicum H.Hara subsp. nipponicum var. nipponicum

植物 準 - ニシキギ科 イワウメヅル Celastrus flagellaris Rupr.

植物 準 - 文献等 ウリ科 ゴキヅル Actinostemma tenerum Griff.

植物 準 - ミソハギ科 エゾミソハギ Lythrum salicaria L.

植物 準 - 現調 アカバナ科 ミズユキノシタ Ludwigia ovalis Miq.

植物 準 - ヤマトグサ科 ヤマトグサ Theligonum japonicum Okubo et Makino

植物 準 - 現調 セリ科 イブキボウフウ Libanotis ugoensis (Koidz.) Kitag. var. japonica (H.Boissieu) T.Yamaz.

植物 準 - イチヤクソウ科 シャクジョウソウ Monotropa hypopithys L.

植物 準 - ツツジ科 ミカワツツジ Rhododendron kaempferi Planch. var. mikawanum (Makino) Makino

植物 準 - 文献等 ヤブコウジ科 カラタチバナ Ardisia crispa (Thunb.) A.DC.

植物 準 - サクラソウ科 クリンソウ Primula japonica A.Gray

植物 準 - モクセイ科 ハシドイ Syringa reticulata (Blume) H.Hara

植物 準 - ガガイモ科 ツルガシワ Vincetoxicum macrophyllum Siebold et Zucc. var. nikoense Maxim.

植物 準 準 現調 ガガイモ科 スズサイコ Vincetoxicum pycnostelma Kitag.

植物 準 - 現調 ムラサキ科 ホタルカズラ Lithospermum zollingeri A.DC.

植物 準 準 シソ科 マネキグサ Loxocalyx ambiguus (Makino) Makino

植物 準 - シソ科 ヒメナミキ Scutellaria dependens Maxim.

植物 準 - シソ科 ホナガタツナミソウ Scutellaria laeteviolacea Koidz. var. maekawae (H.Hara) H.Hara

植物 準 - 文献等 ゴマノハグサ科 シソクサ Limnophila chinensis (Osbeck) Merr. subsp. aromatica (Lam.) T.Yamaz.
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植物 準 - 文献等 オミナエシ科 オミナエシ Patrinia scabiosifolia Fisch. ex Trevir.

植物 準 - オミナエシ科 コキンレイカ Patrinia triloba (Miq.) Miq. var. triloba

植物 準 - 文献等 マツムシソウ科 マツムシソウ Scabiosa japonica Miq. var. japonica

植物 準 Ⅱ 現調 キキョウ科 キキョウ Platycodon grandiflorus (Jacq.) A.DC.

植物 準 - キク科 ノコギリソウ Achillea alpina L. var. longiligulata H.Hara

植物 準 準 キク科 フジバカマ Eupatorium japonicum Thunb.

植物 準 - 現調 キク科 スイラン Hololeion krameri (Franch. et Sav.) Kitam.

植物 準 - 文献等 キク科 ミズギク Inula ciliaris (Miq.) Maxim.

植物 準 - キク科 ニシノヤマタイミンガサ Parasenecio yatabei (Matsum. et Koidz.) H.Koyama var. occidentalis (F. Maek. ex Kitam.)H.Koyama

植物 準 - キク科 ヤマタイミンガサ Parasenecio yatabei (Matsum. et Koidz.) H.Koyama var. yatabei

植物 準 - ユリ科 ユウスゲ Hemerocallis citrina Baroni var. vespertina (H.Hara) M.Hotta

植物 準 - ユリ科 コオニユリ Lilium leichtlinii Hook.f. f. pseudotigrinum (Carrière) H.Hara et Kitam.

植物 準 - 文献等 ユリ科 イワショウブ Triantha japonica (Miq.) Baker

植物 準 準 アヤメ科 ヒメシャガ Iris gracilipes A.Gray

植物 準 - イグサ科 ホソイ Juncus setchuensis Buchenau var. effusoides Buchenau

植物 準 準 文献等 イネ科 ヒメコヌカグサ Agrostis valvata Steud.

植物 準 準 文献等 イネ科 ヒナザサ Coelachne japonica Hack.

植物 準 - イネ科 セイタカヨシ Phragmites karka (Retz.) Trin. ex Steud.

植物 準 - イネ科 ミヤマアブラススキ Spodiopogon depauperatus Hack.

植物 準 - イネ科 オオアブラススキ Spodiopogon sibiricus Trin.

植物 準 - カヤツリグサ科 オキナワジュズスゲ Carex ischnostachya Steud. var. fastigiata T.Koyama

植物 準 - カヤツリグサ科 ニイタカスゲ Carex leucochlora Bunge var. aphanandra (Franch. et Sav.) T.Koyama

植物 準 - カヤツリグサ科 チャイトスゲ Carex sachalinensis F.Schmidt var. aureobrunnea (Ohwi) Ohwi

植物 準 - カヤツリグサ科 オオシロガヤツリ Cyperus nipponicus Franch. et Sav. var. spiralis Ohwi

植物 準 - カヤツリグサ科 コシンジュガヤ Scleria parvula Steud.

植物 準 - 現調 カヤツリグサ科 ケシンジュガヤ Scleria rugosa R.Br.

植物 準 - 文献等 カヤツリグサ科 マネキシンジュガヤ Scleria rugosa R.Br. var. onoei (Franch. et Sav.) Yonek.

植物 準 準 ラン科 マメヅタラン Bulbophyllum drymoglossum Maxim. ex Okubo

植物 準 準 現調 ラン科 ムギラン Bulbophyllum inconspicuum Maxim.

植物 準 - 現調 ラン科 ギンラン Cephalanthera erecta (Thunb.) Blume

植物 準 - ラン科 アオチドリ Coeloglossum viride (L.) Hartm. var. bracteatum (Muhl. ex Willd.) Richter ex Miyabe etT.Miyake

植物 準 - 現調 ラン科 ツチアケビ Cyrtosia septentrionalis (Rchb.f.) Garay

植物 準 - ラン科 イチヨウラン Dactylostalix ringens Rchb.f.

植物 準 - 現調 ラン科 カキラン Epipactis thunbergii A.Gray

植物 準 - ラン科 アキザキヤツシロラン Gastrodia verrucosa Blume

植物 準 - ラン科 ノビネチドリ Gymnadenia camtschatica (Cham.) Miyabe et Kudô

植物 準 - ラン科 アオフタバラン Listera makinoana Ohwi

植物 準 - ラン科 コケイラン Oreorchis patens (Lindl.) Lindl.

植物 準 - ラン科 ジンバイソウ Platanthera florentii Franch. et Sav.

植物 準 - ラン科 ヤマサギソウ Platanthera mandarinorum Rchb.f. subsp. mandarinorum var. oreades (Franch. et Sav.) Koidz.



岐阜県の絶滅のおそれのある野生生物-植物編-（可児市生育状況）

分類
岐阜県

リスト

環境省

リスト

可児市

生育状況
科　名 種　名 学　名 備　考

植物 不足 - チャセンシダ科 コウザキシダ Asplenium ritoense Hayata

植物 不足 ⅠB アカウキクサ科 アカウキクサ Azolla imbricata (Roxb. ex Griff.) Nakai

植物 不足 ⅠB アカウキクサ科 オオアカウキクサ Azolla japonica (Franch. et Sav.) Franch. et Sav. ex Nakai

植物 不足 - カバノキ科 チョウセンミネバリ Betula costata Trautv.

植物 不足 準 カバノキ科 ヤエガワカンバ Betula davurica Pall.

植物 不足 - ブナ科 シリブカガシ Lithocarpus glaber (Thunb.) Nakai

植物 不足 - ブナ科 クヌギ Quercus acutissima Carruth.

植物 不足 - ブナ科 カシワ Quercus dentata Thunb.

植物 不足 Ⅱ タデ科 ヒメタデ Persicaria erectominor (Makino) Nakai

植物 不足 - タデ科 ヌマダイオウ Rumex aquaticus L.

植物 不足 ⅠB キンポウゲ科 マンセンカラマツ Thalictrum aquilegiifolium L. var. sibiricum Regel et Tiling

植物 不足 - キンポウゲ科 シキンカラマツ Thalictrum rochebrunianum Franch. et Sav.

植物 不足 Ⅱ ボタン科 ベニバナヤマシャクヤク Paeonia obovata Maxim.

植物 不足 - バラ科 ヤマナシ Pyrus pyrifolia (Burm.f.) Nakai var. pyrifolia

植物 不足 - バラ科 イワテヤマナシ Pyrus ussuriensis Maxim.

植物 不足 ⅠA ツツジ科 ナガボナツハゼ Vaccinium sieboldii Miq.

植物 不足 - モクセイ科 シオジ Fraxinus platypoda Oliv.

植物 不足 ⅠA ヒルガオ科 マメダオシ Cuscuta australis R.Br.

植物 不足 Ⅱ ゴマノハグサ科 ルリトラノオ Veronica subsessilis (Miq.) Carrière

植物 不足 - ハマウツボ科 キヨスミウツボ Phacellanthus tubiflorus Siebold et Zucc.

植物 不足 - 文献等 キク科 カワラニンジン Artemisia carvifolia Buch.-Ham.

植物 不足 Ⅱ ヒルムシロ科 コバノヒルムシロ Potamogeton cristatus Regel et Maack

植物 不足 - イネ科 エゾヌカボ Agrostis scabra Willd.

植物 不足 - イネ科 タチネズミガヤ Muhlenbergia hakonensis (Hack.) Makino

植物 不足 - イネ科 アオイチゴツナギ Poa alta Hitchc.

植物 不足 - カヤツリグサ科 チャシバスゲ Carex caryophyllea Latour. var. microtricha (Franch.) Kük.

植物 不足 Ⅱ ラン科 キンセイラン Calanthe nipponica Makino

植物 不足 ⅠA ラン科 モイワラン Cremastra aphylla Yukawa

植物 不足 ⅠA ラン科 ホテイアツモリ Cypripedium macranthos Sw. var. macranthos

植物 不足 Ⅱ ラン科 アツモリソウ Cypripedium macranthos Sw. var. speciosum (Rolfe) Koidz.

植物 不足 - ラン科 エゾスズラン Epipactis papillosa Franch. et Sav.

植物 不足 - ラン科 ツリシュスラン Goodyera pendula Maxim.

植物 不足 ⅠB ラン科 ギボウシラン Liparis auriculata Blume ex Miq.

植物 不足 ⅠA ラン科 クモイジガバチ Liparis truncata F.Maek. ex T.Hashim.

植物 - Ⅱ 文献等 キク科 イワヨモギ Artemisia sacrorum 県リスト未記載

植物 - Ⅱ 現調 キク科 ドロニガナ Ixeridium dentatum subsp. kitayamense 県リスト未記載

植物 - Ⅱ 現調 ミソハギ科 ミズマツバ Rotala mexicana 県リスト未記載

植物 - 準 文献等 ゴマノハグサ科 カワヂシャ Veronica undulata 県リスト未記載

植物 - 準 現調 ラン科 シラン Bletilla striata 県リスト未記載

植物 - 準 文献等 ラン科 ウスギムヨウラン Lecanorchis kiusiana 県リスト未記載


