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Ⅰ

概要





1 本書の目的
㟼ᒸ┴ࣞࢵࢻࢹ࣮ࢱࣈࢵࢡࡣࠊ㟼ᒸ┴࠾ࡅࡿ⤯⁛ࡢྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ㔝⏕⏕≀ࡢศᕸࡸ⏕ᜥ࣭⏕⫱
≧ἣࡘ࠸࡚ࠊヲ⣽ࡾࡲࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㟼ᒸ┴ࡣࠊᆅᇦࣞ࣋ࣝࡢ㈗㔜࡞⮬↛⎔ቃࡢಖࢆ
┠ⓗࡋ࡚ࠊᖹᡂ 㸦㸧ᖺ㟼ᒸ┴ࣞࢵࢻࢹ࣮ࢱࣈࢵࢡ㸦㸧ࢆసᡂࡋࡓࠋ㔝⏕⏕≀ࡢ⏕ᜥ࣭
⏕⫱≧ἣࡣⴭࡋࡃኚࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊ㔝⏕⏕≀ࡘ࠸࡚ࡢ᪂ࡓ࡞▱ぢࡶᚓࡽࢀࠊෆᐜࡢぢ┤ࡋࡀ
ᚲせ࡞ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘࡽᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘࡲ࡛㟼ᒸ┴ෆࡢᕼᑡ㔝⏕ື
᳜≀ࢆ୰ᚰㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊࡑࢀࡽᇶ࡙࠸ࡓ㟼ᒸ┴ࣞࢵࢻࢹ࣮ࢱࣈࢵࢡࡢᨵゞసᴗࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋ
ᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘࡣ㟼ᒸ┴ࣞࢵࢻࢹ࣮ࢱࣈࢵࢡᥖ㍕ࡍࡁྛศ㢮⩌ࡢ㔝⏕⏕≀ࡘ࠸࡚ࠊ⤯
⁛ࡢ࠾ࡑࢀࡢ⛬ᗘ࡛ࣛࣥࢡࡅࡋࡓࣜࢫࢺ㸦ࣞࢵࢻࣜࢫࢺ㸧ࡢぢ┤ࡋసᴗࡀ⤊ࡋࠊᖹᡂ 㸦㸧
ᖺ  ᭶ᨵゞ∧ࡢ㟼ᒸ┴ࣞࢵࢻࣜࢫࢺࢆྲྀࡾࡲࡵ࡚බ⾲ࡋࡓࠋ
ᮏ᭩ࡣࠊᖹᡂ 㸦㸧ᖺ  ᭶බ⾲ࡋࡓື≀⦅⥆࠸࡚ࠊ᳜≀⳦㢮ࡢ㟼ᒸ┴ࣞࢵࢻࣜࢫࢺᥖ
㍕✀ࡘ࠸࡚ࠊ⏕ᜥ≧ἣ➼ࢆࡾࡲࡵ⦅ࡉࢇࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ㇏࡞⮬↛⎔ቃᜨࡲࢀࡓ㟼ᒸ┴ࡢ⏕≀ከᵝᛶࡢᑗ᮶ീࡸࠊࡑࡢಖྥࡅࡓࠕࡩࡌࡢࡃ
⏕≀ከᵝᛶᆅᇦᡓ␎㸦ᖹᡂ 㸦㸧ᖺ㸱᭶⟇ᐃ㸧
ࠖࡢᇶ♏㈨ᩱࡋ࡚ࡶᮏࣜࢫࢺཬࡧࣞࢵࢻࢹ
࣮ࢱࣈࢵࢡࡀά⏝ࡉࢀࡿࠋ
㟼ᒸ┴ࣞࢵࢻࢹ࣮ࢱࣈࢵࢡࡢ࡞ᙺ࣭┠ⓗࡣ௨ୗࡢ㸲ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
ձ㟼ᒸ┴ࡢᐇ࠶ࡗࡓᕼᑡ✀ࡢ⨨࡙ࡅࢆ⾜࠺ࠋ
ղ⮬↛ಖㆤࡢᇶ♏ࢹ࣮ࢱࡍࡿ㸦Ᏺࡿࡁື᳜≀ࡢ✀㢮ࠊ⏕ᜥሙᡤࠊ≉ᛶ➼㸧
ࠋ
ճ㈗㔜࡞⮬↛⎔ቃࡀẼ࡙ࢀ࡞࠸࠺ࡕຎࡋ࡚࠸ࡃࡢࢆ㜵Ṇࡍࡿࠋ
մ┴Ẹࡢ⮬↛⎔ቃಖࡢ㛵ᚰ⌮ゎࢆ῝ࡵࠊ⮬↛ಖㆤព㆑ࡢᬑཬࢆᅗࡿࠋ



2 本書の内容
ᮏ᭩࡛ࡣࠊࡑࡢ⤯⁛ࡢྍ⬟ᛶࡼࡾᑐ㇟✀ࢆ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ༊ศࡋࡓࠋ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ༊ศࡣࠊᇶᮏⓗ
㟼ᒸ┴ࣞࢵࢻࢹ࣮ࢱࣈࢵࢡ㸦㸧ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ༊ศࢆ㋃くࡋࡓࠊ⎔ቃ┬ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ༊ศ
㸦㸧ࡢᐃᛶⓗせ௳ࢆ‽⏝ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㟼ᒸ┴⊂⮬ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡋ࡚ࠕせὀ┠✀ࠖࢆ᥇ᢥࡋࡓࠋ
ࠕせὀ┠✀ࠖࡣࠊ⎔ቃ┬ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣヱᙜࡋ࡞࠸ࡀࠊ㟼ᒸ┴࡛ࡢ㔝⏕⏕≀ಖㆤୖ㔜せ࡞✀ࢆ
༊ศࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ༊ศࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
静岡県レッドデータブックカテゴリー一覧
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ࡇࢀࡽࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡈࠊᑐ㇟✀ࡢゎㄝࠊศᕸࠊ⏕ᜥ⎔ቃࠊ⏕ᜥ≧ἣࠊῶᑡࡢせᅉ⬣ጾࠊಖ
ㆤᑐ⟇ࠊ≉グ㡯ࠊ࡞ᩥ⊩ࠊᶆᮏࡘ࠸࡚ᥖ㍕ࡋࡓࠋୖグ௨እศᕸᅗ㸦୍㒊ࡢ✀ࡘ࠸࡚ࡣಖ
ㆤୖࡢほⅬࡽ㠀බ⾲ࡋࡓ㸧ࠊ┿㸦ᙳᮇࠊᙳሙᡤࠊ᥇㞟⪅ࡲࡓࡣᙳ⪅ࢆ᫂♧㸧ࡶᥖ㍕
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࡞࠾ࠊࡇࡢ㟼ᒸ┴ࣞࢵࢻࢹ࣮ࢱࣈࢵࢡࡣࠊࡑࢀ⮬యࡀἲⓗつไ➼ࡢᙉไຊࢆᣢࡘࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ
ຠᯝⓗ࡞ಖㆤᑐ⟇ࢆ᥎㐍࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ㔝⏕⏕≀ࡢ࠾ࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࢆᗈࡃ୍⯡⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓ
ࡵࠊሗᥦ౪ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ



静岡県レッドデータブック（植物・菌類編）種の解説記載内容
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≀࡛ࡣྡ⪅ࡲ࡛ࠊ⳦㢮࡛ࡣグ㍕ᖺࡲ࡛グ㍕ࡋࡓࠋ୍㒊ࡢ✀࡛ࡣࠊᶆ‽ྡ
ࡢୗ㸦㸻 㸧ู࡛ྡࢆグ㍕ࡋࡓࠋ
㟼ᒸ┴ࣞࢵࢻࢹ࣮ࢱࣈࢵࢡ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢලయⓗせ௳ࢆグ㍕ࡋ
ࡓࠋ
㟼ᒸ┴ࣞࢵࢻࢹ࣮ࢱࣈࢵࢡ㸦㸧ࡽ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀኚࢃࡗࡓሙྜࡣࠊࡑࡢ
⌮⏤ࢆู⾲㸦S㸧ࡢࠕኚ᭦ࢥ࣮ࢻࠖࡽ␒ྕࢆ㑅ࡧࠊグ㍕ࡋࡓࠋ
⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆグ㍕ࡋࡓࠋヱᙜࡋ࡞࠸ሙྜࡣࠕ࡞ࡋࠖࡋࡓࠋ

┿

ぢࡸࡍࡃࠊ✀ࡢ≉ᚩࡢࢃࡾࡸࡍ࠸┿ࢆᥖ㍕ࡋࡓࠋ⏕ែ┿ࡢሙྜࡣࠊ
ᙳ᪥ࠊᙳሙᡤࠊᙳ⪅ࢆグ㍕ࡋࡓࠋᶆᮏ┿ࡢሙྜࡣࠊ᥇㞟᪥ࠊ᥇㞟ሙᡤࠊ
᥇㞟⪅ࡲࡓࡣᙳ⪅ࢆグ㍕ࡋࡓࠋ

ศᕸᅗ

ศ㢮⩌ࡼࡾࠊศᕸᅗࡢ࣓ࢵࢩࣗࡢ༢ࡣḟ࣓ࢵࢩࣗ㸦 ᆅᙧᅗ
┦ᙜ㸧ࢆᇶᮏࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊಖㆤୖᚲせ࡞ሙྜࡣࠊヲ⣽࡞ᆅྡཬࡧศᕸᅗࡣ㠀බ⾲ࡍࡿ࡞ࠊᕼ
ᑡ✀ࡢಖㆤ᭱㝈㓄៖ࡋࡓࠋ

✀ࡢゎㄝ

ᙧែࠊ⏕ែⓗ≉ᛶࠊ㏆ఝ✀ࡢ༊ูࠊ⏕άྐ࡞ࢆグ㍕ࡋࡓࠋ

ศᕸ

ᅜእࠊ㟼ᒸ┴ෆእ࠾ࡅࡿศᕸ≧ἣࡢᴫ␎ࡘ࠸࡚グ㍕ࡋࡓࠋ᪂つࡢ⳦㢮௨
እ࡛ࡣࠊྍ⬟࡞㝈ࡾ㟼ᒸ┴ࣞࢵࢻࢹ࣮ࢱࣈࢵࢡ㸦㸧ࡽࡢศᕸ≧ἣࡢኚ
ࢆຍ࠼ࡓࠋ

⏕⫱⎔ቃ

ᑐ㇟✀ࡢ⏕⫱⎔ቃࡘ࠸࡚グ㍕ࡋࡓࠋ

⏕⫱≧ἣ

㟼ᒸ┴࠾ࡅࡿ⌧ᅾࡢ⏕⫱≧ἣࢆグ㍕ࡋࡓࠋ⌧ᅾࡢ≧ἣཬࡧྍ⬟࡞ࡶࡢࡣ
௦ኚ㑄ࡘ࠸࡚グ㍕ࡋࡓࠋ

ῶᑡࡢせᅉ⬣ጾ ῶᑡ⮳ࡗࡓ࡞ཎᅉࡘ࠸࡚グ㍕ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⏕Ꮡᑐࡍࡿ⬣ጾࢆグ㍕ࡋࠊ
ู⾲ S㹼 ࡢࠕᏑ⥆ࢆ⬣ࡋ࡚࠸ࡿせᅉࡢࢱࣉ༊ศࠖࡽヱᙜࡍࡿࢱ
ࣉ༊ศࢆ≉ᐃࡋࠊせᅉෆᐜࡢᚋࢁヱᙜࡍࡿࢥ࣮ࢻ␒ྕࢆᣓᘼ᭩ࡁ࡛グ㍕
ࡋࡓࠋ
ಖㆤᑐ⟇

ಖㆤᑐ⟇ࡢ࠶ࡿࡶࡢࡘ࠸࡚グ㍕ࡋࠊྍ⬟࡞ࡶࡢࡣ┴ࡢಖㆤࡶグ㍕ࡋ
ࡓࠋࡲࡓࠊᚋ⪃࠼ࡽࢀࡿࠊᮇᚅࡉࢀࡿಖㆤᑐ⟇ࡀ࠶ࢀࡤグ㍕ࡋࡓࠋ

≉グ㡯

㛵㐃ἲ௧ࠊᏛ⾡ⓗ౯್➼ࡘ࠸࡚グ㍕ࡋࡓ㸦ኳ↛グᛕ≀➼ࡢಖㆤつไ≧ἣ࣭
Ꮫ⾡ⓗ࡞౯್ࡸ⨨࡙ࡅ➼㸧ࠋ᳜≀ࡢ≉グ㡯ࡣࠊᚲせᛂࡌ࡚ୖグ㡯┠
ᥖ㍕ࡋࡓࠋ

࡞ᩥ⊩

✀ࡢゎㄝ➼࠾࠸࡚ཧ⪃ࡋࡓᩥ⊩ࢆグ㍕ࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊ㟼ᒸ┴ࣞࢵࢻࢹ࣮
ࢱࣈࢵࢡ㸦㸧ཬࡧ⎔ቃ┬ࣞࢵࢻࢹ࣮ࢱࣈࢵࢡࡘ࠸࡚ࡣࠊ⯡ⓗཧ⪃
ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡇ࡛ࡢグ㍕ࢆ┬␎ࡋࡓࠋ᳜≀ࡢᩥ⊩ࡣࠊศ㢮⩌ࡢゎㄝ㡫㞟
⣙ࡋࡓࠋ

ᶆᮏ

ศᕸࡢ᰿ᣐ࡞ࡿᶆᮏࡀබⓗᶵ㛵ಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊࡑࡢಖ⟶ሙᡤ➼ࢆ
グ㍕ࡋࡓࠋ᳜≀ࡢᶆᮏࡣࠊศ㢮⩌ࡢゎㄝ㡫㞟⣙ࡋࡓࠋ

ᇳ➹⪅

᭱⤊⾜ᇳ➹⪅ྡࢆᥖ㍕ࡋࡓࠋ



別表
1R

変更コード

ࣛࣥࢡࢵࣉ࣭᪂つ



⏕⫱⎔ቃࡀ㝈ᐃࡉࢀࡿ㸦ྵࡴᐟ౫Ꮡ㸧



⦾Ṫຊࡀࡁࢃࡵ࡚ᙅ࠸



እᩛࡢศᕸࠊ㣗ᐖࡀᣑࡋ࡚࠸ࡿ



᪂ࡓ☜ㄆࡉࢀ⤯⁛༴㝤ᗘࡀ㧗࠸



☜ㄆࡀᐜ᫆࡞✀ࡔࡀ☜ㄆグ㘓ࡀ࡞࠸



⏕ᜥᆅࡀᾘኻࡋࡓ



◊✲➼ࡢ᪂▱ぢ࡛༴ᛴᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓ



᪂✀グ㍕ࡉࢀ  ✀ࡀ」ᩘ✀⣽ศࡉࢀࡓ



ࡑࡢ

1R

ࣛࣥࢡࢲ࣭࢘ࣥ๐㝖

 ⤯⁛ࡋࡓ⪃࠼ࡽࢀࡓࡀⓎぢࡉࢀࡓ
 ಶయᩘࡀከ࠸ࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ
 ಶయᩘࡢቑຍഴྥࡀࡳࡽࢀࡿ
 ᪂⏘ᆅࡢ☜ㄆᩘࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿ
 ಙ㢗ᛶࡢ࠶ࡿ☜ㄆグ㘓࣭ᶆᮏࡀ࡞࠸
 㟼ᒸ┴ෆ࡛ࡣእ᮶ಶయ⩌ヱᙜࡍࡿ
 ㏆ᖺグ㘓ࡀ࡞ࡗࡓ✀ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ
 ࡑࡢ

別表

存続を脅かしている要因のタイプ区分（植物・菌類）

せᅉ
᳃ᯘఆ᥇
†㛤Ⓨ
Ἑᕝ㛤Ⓨ
ᾏᓊ㛤Ⓨ
‵ᆅ㛤Ⓨ
ⲡᆅ㛤Ⓨ
▼⅊᥇᥀
ࢦࣝࣇሙ
ࢫ࣮࢟ሙ
ᅵᆅ㐀ᡂ
㐨㊰ᘓタ
ࢲ࣒ᘓタ
Ỉ㉁ở⃮

ࢥ࣮ࢻ














せᅉ
㎰⸆ởᰁ
ᅬⱁ᥇ྲྀ
⸆⏝᥇ྲྀ
ேࡢ㋃ࡳࡘࡅ
ࢩ࢝㣗ᐖ
ࡑࡢື≀㣗ᐖ
⟶⌮ᨺᲠ
⮬↛㑄⛣
ⅆᒣᄇⅆ
ᖐ➇ྜ
⏘ᆅᒁ㝈
ࡑࡢ
᫂

ͤ⎔ቃ┬ࣞࢵࢻࢹ࣮ࢱࣈࢵࢡࡼࡾᘬ⏝



ࢥ࣮ࢻ














3 検討体制・検討内容
㟼ᒸ┴ࣞࢵࢻࢹ࣮ࢱࣈࢵࢡࡢᨵゞᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊື᳜≀㛵ࡍࡿᅜෆ➨୍ே⪅ࡢ┘ಟࢆ࠾㢪࠸ࡍ
ࡿࡶࠊ㟼ᒸ┴ෆࡢ㔝⏕ື᳜≀ࡢᑓ㛛ᐙࡽ࡞ࡿࠕ㟼ᒸ┴⮬↛⎔ቃಖㆤㄪᰝጤဨࠖࢆタ⨨ࡋࠊ
ࡑࡢୗྛ⏕≀ศ㢮⩌ࡢᑓ㛛㒊ࢆ⨨࠸࡚ࠊᥖ㍕✀ࡢ㑅ᐃ᪉ἲࠊㄪᰝෆᐜ࣭᪉ἲࠊホ౯᪉ἲ➼ࡘ
࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋᅇࠊ᳨ウᑐ㇟ࡋࡓࡢࡣࠊᨵゞ๓ᑐ㇟ࡋࡓ᳜≀ࠊ့ங㢮ࠊ㫽㢮ࠊ∐㢮ࠊ୧
⏕㢮ࠊῐỈ㨶㢮ࠊ᪻㢮ࠊ㝣࣭ῐỈ⏘㈅㢮ࡢ㸶ศ㢮⩌ࠊ᪂ࡓࢡࣔ㢮ࠊ⳦㢮ࢆຍ࠼ࡓ  ศ㢮⩌
࡛࠶ࡿࠋ
静 岡 県 レ ッ ド デ ー タ ブ ッ ク 編 さ ん 体 制

静岡県レッドデータブック改訂監修委員
【内容】 ࣭㟼ᒸ┴ࡢ㔝⏕⏕≀┠㘓ᨵゞࡢ┘ಟ
࣭㟼ᒸ┴∧ࣞࢵࢻࣜࢫࢺ࣭ࣞࢵࢻࢹ࣮ࢱࣈࢵࢡᨵゞࡢ┘ಟ
【委員】 㸳ே

監 修

自然環境保護調査委員会㸦᪤Ꮡࡢ㟼ᒸ┴⮬↛⎔ቃಖㆤ᳨ウጤဨࢆᣑ㸧
【内容】࣭㔝⏕ື᳜≀⏕ᜥ➼ᐇែㄪᰝ⤖ᯝࡢྲྀࡾࡲࡵ
ࠉࠉࠉࠉ࣭㟼ᒸ┴ࡢ㔝⏕⏕≀┠㘓ࠊ㟼ᒸ┴∧ࣞࢵࢻࣜࢫࢺ࣭ࣞࢵࢻࢹ࣮ࢱࣈࢵࢡ
ࠉࠉࠉࠉࠉࡢᨵゞཎࡢసᡂ
ጤဨ㛗

ᯈ㝯ᙪ㸦ඖ㟼ᒸ┴❧Ꮫᩍᤵ㸧

ጤဨ 㸯㸮ศ㢮⩌ࡢ㒊㛗➼㸦Ꮫᩍᤵࠊಖㆤᅋయࡢ௦⾲⪅➼㸧
㸦 㒊㸧

᳜
≀

့
ங
㢮

㫽
㢮

∐

㢮
࣭
୧
⏕
㢮

ῐ
Ỉ
㨶
㢮

᪻

㢮

㝣
࣭
ῐ
Ỉ
⏘
㈅
㢮

ࢡ
ࣔ
㢮

調査員（約120人）
㸺Ꮫᩍᤵࠊ㧗ᰯᩍဨࠊಖㆤᅋయ࣭Ꮫࡢ௦⾲⪅࣭ဨ➼㸼
 ົ ᒁ

静岡県くらし・環境部自然保護課
ふじのくに地球環境史ミュージアム



⳦
㢮

᳨ウᚲせ࡞㔝⏕ື᳜≀ࡢሗࡣࠊᩥ⊩࣭ᶆᮏ࣭⌧ᆅㄪᰝࡼࡾ㞟ࡋࡓࠋㄪᰝࡢᐇయࡣࠊ
㟼ᒸ┴ෆ࡛㔝⏕⏕≀ࡢ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿྛጤဨࠊྛ㒊ဨཬࡧㄪᰝဨ㸦⣙  ே㸧࡛࠶ࡿ㸦ጤဨ
ྡ⡙ཧ↷㸧ࠋࡑࡢࠊᑓ㛛ᐙࡢཌពࡼࡾᥦ౪ࡉࢀࡓ┴ෆྛᆅࡢᕼᑡ㔝⏕⏕≀ࡢ⏕ᜥ࣭⏕⫱➼
ሗࢆά⏝ࡋ࡚ᮏ᭩ࡣసᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏጤဨࡢㄪᰝ᪉ἲࡣࠊᚲࡎࡋࡶ㟼ᒸ┴ࣞࢵࢻࢹ࣮ࢱࣈࢵࢡ㸦㸧సᡂࡢㄪᰝ᪉ἲྠ୍࡛ࡣ
࡞࠸ࡓࡵࠊ㟼ᒸ┴ࣞࢵࢻࢹ࣮ࢱࣈࢵࢡ㸦㸧ᮏ᭩ᥖ㍕ࡉࢀࡓศᕸሗࢆ༢⣧ẚ㍑ࡋࠊศᕸᇦ
ࡢኚࢆ⪃࠼ࡿࡇࡣ㐺ᙜ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ┤㏆ࡢ⌧ᆅㄪᰝࡼࡿศᕸሗࡀ࡞࠸ሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ
㐣ཤࡢㄪᰝࡼࡾ☜ㄆࡉࢀࡓᆅᇦ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࡢ✀ࡢ⏕ᜥࡢྍ⬟ᛶࢆྰᐃࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞
࠸ࠋ


【名簿】
監修委員 委員名簿（５人）

Ặྡ
ᒾᵳ㑥⏨

ᡤᒓ

ᑓ㛛

ᮾிᏛྡᩍᤵ

᳜≀

රᗜ┴❧ே⮬↛ࡢ༤≀㤋ྡ㤋㛗
㏆⏣ᩥᘯ

ᅜ❧⛉Ꮫ༤≀㤋ྡ◊✲ဨ

᳜≀

୕ᾆៅᝅ

᪩✄⏣Ꮫྡᩍᤵ

့ங㢮

ᒣᓊ ဴ

㜰ᕷ❧Ꮫྡᩍᤵ

㫽㢮

රᗜ┴❧ࢥ࢘ࣀࢺࣜࡢ㒓බᅬྡᅬ㛗
▼ ᐇ

㜰ᗓ❧Ꮫྡᩍᤵ࣭Ꮫ㛗㢳ၥ

᪻㢮

静岡県自然環境保護調査委員会 委員名簿（10 人）

༊ศ

ศ㢮⩌

Ặྡ

ጤဨ㛗 ⥲ᣓ࣭ῐỈ㨶㢮 ᯈ㶾ᙪ

ᡤᒓ

ᙺ⫋

㟼ᒸῐỈ㨶◊✲

㛗

ጤဨ㛗 ᳜≀

ὸಖ㞝

㟼ᒸ᳜≀◊✲

㛗

ጤဨ㛗 ့ங㢮

୕Ꮿ 㝯
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⌮㛗

ᕝᤩᗣ

㟼ᒸ┴Ώࡾ㫽◊✲

௦⾲

ጤဨ

㫽㢮

ጤဨ

∐㢮࣭୧⏕㢮 ᅧ㡿ᗣᘯ

ᚿኴ⮬↛ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ

㛗

ጤဨ

ῐỈ㨶㢮

ᒣ⏣㎮⨾

ᖖⴥᏛ

ྡᩍᤵ

ጤဨ

᪻㢮

ㄶゼဴኵ

㟼ᒸ᪻ྠዲ

㛗

ጤဨ

㝣࣭ῐỈ⏘㈅㢮 ᯇᮏ㞞㐨

ࠝ༤ኈ㸦㎰Ꮫ㸧ࠞ



ጤဨ

ࢡࣔ㢮

ᑠᯘಇᶞ

᪥ᮏࢡࣔᏛ

ဨ

ጤဨ

⳦㢮

ụࣨ㇂ࡢࡾᏊ

᪥ᮏ⳦Ꮫ 㟼ᒸᮌࡢᏊࡢ

ဨ



静岡県自然環境保護調査委員会
ศ㢮⩌

Ặྡ

ᡤᒓ

ศ㢮⩌

部会員名簿
Ặྡ

ᡤᒓ

᳜≀

ὸಖ㞝 

㸦๓ฟ㸧

ῐỈ㨶㢮

ሯၿᘯ

ओ㟼⎔᳨ᰝࢭࣥࢱ࣮

 ே

ᩪ⸨ ⊛

㟼ᒸ᳜≀◊✲



㔠ᕝ┤ᖾ

㟼ᒸῐỈ㨶◊✲



ᚨᒸ ᚭ

㟼ᒸᏛ⌮Ꮫ㒊



ᕝᔱᑦṇ



୰ụᩄஅ

ඖ༓ⴥ┴❧⮬↛ྐ༤≀㤋

㟼ᒸ┴ෆỈ㠃⁺ᴗ༠ྠ⤌ྜ㐃ྜ




ෆ⸨Ᏹబᙪ

㐲ᕞ⮬↛◊✲



ཎె㑻

ओ⎔ቃࢭࢫ࣓ࣥࢺࢭࣥࢱ࣮



⣽ဴ✑

᪥ᮏࢩࢲࡢ



ᚋ⸨⿱ᗣ

㟼ᒸ┴



ᐑᓮ୍ኵ

㐲ᕞ⮬↛◊✲



ᕝᾈ୍
 ࡽ 

㟼ᒸ┴

့ங㢮

୕Ꮿ 㝯 

㸦๓ฟ㸧



㕥ᮌ㑥ᘯ

㟼ᒸ┴

 ே

ሙᏕ⿱

㟼ᒸ┴



ᒣ⏣㎮⨾

㸦๓ฟ㸧



ᑠ㛗㇂ᑦᘯ

᪥ᮏ့ங㢮Ꮫ

᪻㢮

ㄶゼဴኵ 

㸦๓ฟ㸧



బࠎᮌᙲኸ
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 ே

▼ᕝ ᆒ

㟼ᒸ᪻ྠዲ



㫽ᒃᕫ

ዉⰋᩍ⫱Ꮫ



ᯞ ᜨኴ㑻

㟼ᒸ᪻ྠዲ

㫽㢮

ᕝᤩᗣ 

㸦๓ฟ㸧



ຍ㡲ᒇ ┿

㟼ᒸ᪻ྠዲ

 ே

᪂ ┿

㟼ᒸ⊛⚺◊✲



ⓑఙ

㟼ᒸ᪻ྠዲ



Ᏹᅵබ㈆ᏹ ᪥ᮏ㔝㫽ࡢὠᨭ㒊



㧗ᶫ┿ᘪ

㟼ᒸ᪻ྠዲ



ᑠ⢛⚽
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ከẚⰋ

㟼ᒸ᪻ྠዲ



ᙳᒣ⚽㞝

᪥ᮏ㔝㫽ࡢ༡ᐩኈᨭ㒊



ᖹඞ⏨

㟼ᒸ᪻ྠዲ



㓇ὒᖹ

ఀ㇋㔝㫽ឡዲ



⚟㡰

㟼ᒸ᪻ྠዲ



᳃⏣๛๎

᪥ᮏ⮬↛ಖㆤ༠

㝣㺃ῐỈ

ᯇᮏ㞞㐨 

㸦๓ฟ㸧

 ⏘㈅㢮

ຍ⸨ ᚭ

㟼ᒸ┴

 ே

ຍ⸨ ┿

ி㒔ᏛᏛ㝔ே㛫࣭⎔ቃᏛ◊
✲⛉

ࢡࣔ㢮

ᑠᯘಇᶞ 

㸦๓ฟ㸧

 ே

ᑠᯘஂಇ
 ࡲ࡛ 

ඖ᪥ᮏࢡࣔᏛ



ஂಖ⏣ඞဢ

㟼ᒸ┴



㇂ᕝ᫂⏨

ᮾிᏛ㎰Ꮫ㒊⏕≀ከᵝᛶ⛉Ꮫ
◊✲ᐊ

⳦㢮

ụࣨ㇂ࡢࡾᏊ

㸦๓ฟ㸧

 ே

⛅ᒣᐩ㞝

㟼ᒸᮌࡢᏊࡢ

∐㢮࣭ ᅧ㡿ᗣᘯ 

㸦๓ฟ㸧

୧⏕㢮  Ụ㢌ᖾኈ㑻
 ࡽ 
 ே

ᕞᕷ❧࠸ࡢࡕࡢࡓࡧ༤≀㤋

㈏㈗Ύ
 ࡽ 

ᮾᾏᏛᾏὒᏛ㒊Ỉ⏘Ꮫ⛉



டᓮ┤ᶞ

⚄ᡞᕷ❧㡲☻ᾏỈ᪘㤋



ຍ⸨ⱥ᫂

㟼ᒸᏛᩍ⫱Ꮫ㒊



ຍ⸨୍
 ࡽ 
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■静岡県カテゴリー
༊ศཬࡧᇶᮏᴫᛕ
⤯⁛
Extinct㸦EX㸧

ලయⓗせ௳㸦ᐃᛶⓗせ௳㸧
㐣ཤ㟼ᒸ┴⏕ᜥ࣭⏕⫱ࡋࡓࡇࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㣫⫱࣭᱂ᇵୗࢆྵࡵࠊ
㟼ᒸ┴࡛ࡣ᪤⤯⁛ࡋࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿ✀

㟼ᒸ┴࡛ࡣ᪤⤯⁛ࡋࡓ
⪃࠼ࡽࢀࡿ✀㸦ὀ㸧

㔝⏕⤯⁛

㐣ཤ㟼ᒸ┴⏕ᜥ࣭⏕⫱ࡋࡓࡇࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㣫⫱࣭᱂ᇵୗ࡛ࡣᏑ⥆

Extinct in the Wild㸦EW㸧 ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㟼ᒸ┴࠾࠸࡚ࡣ㔝⏕࡛ࡣ᪤⤯⁛ࡋࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿ✀
㣫⫱࣭᱂ᇵୗ࡛ࡢࡳᏑ⥆ࡋ
࡚࠸ࡿ✀

࠙☜ᐇ࡞ሗࡀ࠶ࡿࡶࡢࠚ
ձಙ㢗࡛ࡁࡿㄪᰝࡸグ㘓ࡼࡾࠊ᪤㔝⏕࡛⤯⁛ࡋࡓࡇࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ղಙ㢗࡛ࡁࡿ」ᩘࡢㄪᰝࡼࡗ࡚ࡶࠊ⏕ᜥ࣭⏕⫱ࡀ☜ㄆ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
࠙ሗ㔞ࡀᑡ࡞࠸ࡶࡢࠚ

⤯⁛༴

ճ㐣ཤ  ᖺ㛫๓ᚋࡢ㛫ࠊಙ㢗࡛ࡁࡿ⏕ᜥ࣭⏕⫱ࡢሗࡀᚓࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ

⤯⁛༴Ϩ㢮
㸦CR+EN㸧

ḟࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿ✀

⤯⁛ࡢ༴ᶵℜࡋ

࠙☜ᐇ࡞ሗࡀ࠶ࡿࡶࡢࠚ

⤯⁛༴Ϩ㸿㢮
Critically Endangered
㸦CR㸧

࡚࠸ࡿ✀

ձ᪤▱ࡢࡍ࡚ࡢಶయ⩌࡛ࠊ༴ᶵⓗỈ

ࡈࡃ㏆࠸ᑗ᮶࠾ࡅࡿ㔝⏕࡛ࡢ⤯⁛

‽ࡲ࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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Vulnerable㸦VU㸧
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Threatened Local Population㸦LP㸧
ᆅᇦⓗᏙ❧ࡋ࡚࠸ࡿಶయ⩌࡛ࠊ⤯⁛ࡢ
࠾ࡑࢀࡀ㧗࠸ࡶࡢࠋ
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レッドリストの選定方針及び結果

(1)選定方針
ア 評価対象
ホ౯ᑐ㇟ࡣࠊ㟼ᒸ┴ෆグ㘓ࡢ࠶ࡿࠊࡲࡓࡣᅇࡢㄪᰝ࡛☜ㄆࡉࢀࡓ㔝⏕⏕≀ࡋࡓࠋཎ๎
ࡋ࡚እ᮶✀㸦ᅜእ࣭ᅜෆ㸧ࡣᑐ㇟እࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊእ᮶࠺ࡢุ᩿ࡀᅔ㞴࡞ሙྜࡣᑐ㇟
ࡋࡓࠋ
① 既存分類群（植物）
࣭⥔⟶᮰᳜≀ࡢ✀ࠊள✀ཬࡧኚ✀ࢆホ౯ࡢᑐ㇟ࡋࡓࠋ
࣭ရ✀ཬࡧ㞧✀ࡣ㝖࠸ࡓࡀࠊศᕸୖࠊࡲࡓࠊ㑇ఏⓗࠊᙧែⓗὀ┠ࡉࢀࡿሙྜࡣᑐ㇟ࡋࡓࠋ
② 新規分類群（菌類）
࣭Ꮚᄞ⳦࣭ᢸᏊ⳦㸦࢟ࣀࢥ㢮㸧ࢆᑐ㇟ࡋࡓࠋ
イ 評価方法等
① 既存分類群（植物）
࣭⥔⟶᮰᳜≀ࡢホ౯ࡣࠊᖹᡂ 㹼 ᖺᗘᐇࡋࡓᩥ⊩ࠊᶆᮏㄪᰝཬࡧᖹᡂ 㹼 ᖺᗘᐇ
ࡋࡓ⌧ᆅㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡿࡶࠊ㒊ဨࡽᥦ౪ࡢ࠶ࡗࡓ◊✲ᡂᯝࠊ▱ぢ➼ᇶ࡙ࡁ
ᐃᛶⓗホ౯ࢆᇶᮏࡋࡓࠋ
࣭⌧ᆅㄪᰝ࡛ᚓࡽࢀࡓ⏘ᆅࡢ≧ἣཬࡧ⏘㔞ࠊ㐣ཤࡢグ㘓ཬࡧ⏘㔞ࠊ᥇㞟ᅽࡢࡁࡉࡸ㛤Ⓨࡢᙳ㡪
➼ࢆᇶホ౯ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊᅜⓗ࡞ศᕸࠊ⏘㔞ࠊศᕸࡢ㝈⏺࡞ศᕸࡢ㔜せᛶཬࡧಖㆤࡢ≧ἣ
࡞ࡶຍࡋࡓࠋ
② 新規分類群（菌類）
࣭ᖹᡂ 21㹼28 ᖺᗘᐇࡋࡓᩥ⊩ㄪᰝཬࡧ⌧ᆅㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᐃᛶⓗホ౯ࢆᇶᮏࡋࡓࠋ
(2)結果
ア 掲載種
㟼ᒸ┴ࣞࢵࢻࣜࢫࢺᥖࡆࡽࢀࡓ✀㸦✀ࡲࡓࡣள✀㸧ࡢ㞟ィࢆ  ࣮࣌ࢪ♧ࡍࠋ
イ 各分類群の特徴・変更理由等
ศ㢮⩌ẖࡢࠊホ౯ᑐ㇟ࡋࡓ㟼ᒸ┴⏘✀ᩘᑐࡍࡿ⤯⁛ࡢ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ✀ࡢྜཬࡧ㟼ᒸ┴ࣞ
ࢵࢻࣜࢫࢺ✀ࡢྜࢆ  ࣮࣌ࢪ♧ࡍࠋ
ࡲࡓศ㢮⩌ẖࡢῶᑡഴྥ࠶ࡿ✀ࡢ≉ᚩ➼ࢆ௨ୗ♧ࡍࠋ
① 既存分類群（植物）

࣭ ࣛࣥ⛉᳜≀ࡣ᥇ྲྀࡼࡿᙳ㡪ࡀࡁࡃࠊࣞࢵࢻࣜࢫࢺ  ✀ࡀ㑅ᐃࡉࢀࠊෆ  ✀ࡀ⤯⁛ࡢ
࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ✀ヱᙜࡋࡓࠋ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ࡶ  ✀ከࡃ㑅ᐃࡉࢀࡓࠋ
࣭ ‵⏕᳜≀࡛ࡣ㛤Ⓨཬࡧ⟶⌮ᨺᲠ࡞ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢ⇱ࡀ㐍ࡳࠊࡲࡓࠊᾏ᳜≀ࡣ㛤Ⓨ


ࡼࡿᙳ㡪ࡀࡁࡃࠊ≉⤯⁛༴ϩ㢮ࡉࢀࡓ✀ࡀከࡗࡓࠋ
࣭ ࢟࢟ࣙ࢘࡞ࠊ㔛ᆅ࣭㔛ᒣ࠶ࡿ㌟㏆࡞᳜≀ࡢ୰࡛ῶᑡഴྥ࠶ࡿ✀ࡢ㏣ຍ㑅ᐃࡼࡾࠊࣞ
ࢵࢻࣜࢫࢺᑐ㇟✀ࡀቑຍࡋࡓࠋ
࣭ ᪂つグ㘓ࡲࡓࡣಶయᩘ࣭⏕⫱⎔ቃࡢῶᑡ≧ἣࡽࠊࢡࢧࢱࢳࣂࢼࠊࢡࣟࢡࣔ࢟ࣜࢯ࢘ࠊࣁࢱ
࣋࢝ࣥ࢞ࣞ࡞  ✀ࢆ᪂ࡓ㏣ຍࡋࡓࠋ
࣭ ࢩࣔࢲ࢝ࣥ࢜ࡣࠊ࣐ࢠ࢝ࣥ࢜⤫ྜࡉࢀࡓࡇࡽ㝖እࡋࡓࠋ

② 新規分類群（菌類）

࣭ ⮬↛࡞ᾏ◁ᆅࠊ⪁㱋ᮌࢆྵࡴከ✀ከᵝ࡞⮬↛ᯘࠊᯘෆࡢ‵ᆅཬࡧከ‵⎔ቃࡀࠊ᳃ᯘఆ᥇ࠊ
㛤Ⓨ➼ࡼࡗ࡚ῶᑡࡍࡿక࠸ࠊ⏕⫱⎔ቃࡀ㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ✀ࡢ⏕Ꮡࡀ⬣ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ ᾏᓊᯘࡽ㔛ᒣࡅ࡚ࡣࠊ㛤Ⓨࠊ᳜ᯘຍ࠼ࠊ࣐ࢶᯤࢀ➼ࡼࡿᐟᶞ✀ࡢῶᑡࠊᯘࡢ
ᡭධࢀ㊊ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢᝏࠊ㑄⛣ࡢ㐍⾜ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓ✀ࡀ㑅ᐃࡉࢀࡓࠋ
࣭ ಶయᩘࠊ⏕⫱⎔ቃࡢῶᑡ≧ἣࡽࠊࢫࢼ࣐ࣖࢳࣕ࣡ࣥࢱࢣࠊ࣐ࢶࢱࢣ࡞  ✀ࢆ⤯⁛༴✀
ࡋ࡚࠶ࡆࡓࠊࢩࣙ࢘ࣟࠊ࢚ࣅࢱࢣ࡞  ✀ࢆሗ㊊ࡲࡓࡣ㒊ὀ┠✀➼ࡋࡓࠋ




分類群別、カテゴリー別レッドリスト種数一覧
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 㸦㸧

࢝ࢸࢦ࣮ࣜ
⤯⁛
㔝⏕⤯⁛
⤯⁛༴
Ϩ㢮

‽⤯⁛༴
ሗ㊊
⤯⁛ࡢ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ
ᆅᇦಶయ⩌
⌧≧᫂
せὀ┠✀

ศᕸୖὀ┠
✀➼
㒊ὀ┠✀

ྜィ


సᡂࡉࢀࡓ
┴⏘┠㘓✀ᩘͤ
ホ౯ᑐ㇟ࡋࡓ
┴⏘✀ᩘͤ
⤯⁛ࡢ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ
✀ᩘࡢྜィ
⤯⁛ࡢ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ
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ͤ ┴⏘┠㘓✀ᩘࡣ⌧ᅾࡲ࡛ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࠋ᳜≀ࡣ⌧ᅾࡲ࡛グ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⥔⟶᮰᳜≀ࡢ✀㢮ᩘࠋ
✀ᩘࡣ✀ཬࡧள✀ࢆྵࡳࠊ᳜≀ࡣኚ✀ࠊရ✀ཬࡧ୍㒊ࡢ㞧✀ࢆࠊ⳦㢮ࡣኚ✀ࠊရ✀ࢆࠊ୧⏕㢮ࡣ⣔⤫ࢆྵࡴࠋ
ͤ ཎ๎ࡋ࡚ホ౯ᑐ㇟ࡣᅾ᮶✀㸦እ᮶✀ࠊഅ⏘✀➼ࠊྛ㒊ุ࡛᩿ࡋࡓࡶࡢࢆ㝖࠸ࡓࡶࡢ㸧ࠋ
᳜≀ࡣ✀ࠊள✀ཬࡧኚ✀ࢆྵࡳࠊ⳦㢮ཬࡧື≀࡛ࡣ✀ཬࡧள✀ࢆࠊ୧⏕㢮ࡣ⣔⤫ࢆྵࡴࠋ
ͤ ࢺࣥ࣎┠ࠊࢦ࢟ࣈࣜ┠ࠊ࣐࢝࢟ࣜ┠ࠊࢼࢼࣇࢩ┠ࠊࣁࢧ࣑࣒ࢩ┠ࠊࣂࢵࢱ┠ࠊࢥ࢘ࢳࣗ࢘┠ࠊࢳࣙ࢘┠ཬࡧ࣓࣒࢝
ࢩ┠㸦Ỉ⏕✀㸧㝈ࡿࠋ
ὀ㸧⤯⁛ࡢ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ✀ᩘࡢྜ㸻ホ౯ᑐ㇟ࡋࡓ┴⏘✀ᩘᑐࡍࡿྜ
㸦 㸧ෆࡣ๓ᅇ  ᖺ∧ 5'%㸦ࡑࡢᚋ୍㒊ᨵゞ࠶ࡾ㸧ࡢ✀ᩘཬࡧྜࢆ♧ࡍࠋ



選定種一覧（植物）(1/4)
࢝ࢸࢦ࣮ࣜ
⤯⁛㸦(;㸧
 ✀ ࣁ࣐ࢼࢶ࣓
㔝⏕⤯⁛㸦(:㸧 
ヱᙜ࡞ࡋ
⤯⁛༴Ϩ㸿  ✀ ࢳࢩ࣐ࣄ࢝ࢤࣀ࢝ࢬࣛ
㢮㸦&5㸧

࣑࣐ࣖࣁࢼ࣡ࣛࣅ


ࢫࢪࣄࢺࢶࣂ


ࢧࢦࢡ࣍ࣥࢢ࢘ࢩࢲ


ࢩ࣒ࣛࣀࢹ


࢜ࢻࣜࢥࢸࣥࢼࣥࢩࣙ࢘


ࢩࣂࢼ


ࢪࣥࣜࣙ࢘ࣘࣜ


࣑ࢫࢬࣛࣥ


࢚࢟ࣅࢿ


ࢡࢤࢾ࣐ࣛࣥ


࣍ࢸࢶࣔࣜࢯ࢘


࣒࢝ࢦࢺࣥ࣎


࢞ࣥࢮ࢟ࣛࣥ


࢝ࣛࣇࢺ࣡ࢫࢤ


࣐ࣖ࢜࢜࢘ࢩࣀࢣࢢࢧ


ࢺ࢟࣍ࢥࣜ


࢟ࢱࢲࢣࢼࢬࢼ


࣑࣐ࣖࣁࢼࢩࣀࣈ


࣒ࢩࢺࣜࢫ࣑ࣞ


࣑ࢥࢩࢠࢡ
⤯⁛༴Ϩ㹀  ✀ ࢭࢱ࢝࣡ࣄ࣓࣡ࣛࣅ
㢮㸦(1㸧

ࣖࢡࢩ࣐࣍࢘ࣅࢩࢲ


ࢱࢳࣄ࣓࣡ࣛࣅ


࣑ࢻࣜ࣡ࣛࣅ


࢜ࢺࢥࢩࢲ


ࢱ࢝ࢿࢩࢲ


࣑ࣙ࢘ࢠࢩࢲ


ࢩࢥࢡࣄࣟࣁࢸࣥࢼࣥࢩࣙ࢘


ࣜࣗ࢘ࣀࣄࢤࣔ


࣑࢝࣡ࣂࢣࢯ࢘


࢝ࢥࣂࣔ


ࣘ࢘ࢩࣗࣥࣛࣥ


ࣁࢥࢿࣛࣥ


ࣄࣟࣁࢶࣜࢩࣗࢫࣛࣥ


࣑࢜࢜ࢬࢺࣥ࣎


ࢡࣟࢡࣔ࢟ࣜࢯ࢘


ࢧ࢝ࢿࣛࣥ


ࢩ࣐ࣟ࢘ࢳࢻࣜ


ࢾ࣐࣒࢝ࢦ


ࣄ࣓ࢩࣕ࢞


ࢫࢬࣛࣥ


ࢺࢲࢫࢤ


࢜࢜ࢡࢢ


ࢺࢿࢸࣥࢶ࢟


ࢱ࢝ࢿࢱࢳࢳࢦࢶࢼࢠ


࢟ࢱࢲࢣ࢝ࢽࢶࣜ


ࣄࣟࣁ࣊ࣅࣀ࣎ࣛࢬ


ࣄ࢟ࣀ࢝ࢧ


ࣁ࣐ࣅࢩ


ࣁࢦࣟࣔࢢࢧ


ࣇࢪࢱࢤ࢟


࣑࣐ࣖࢫ࣑ࣞ


࣑ࢬ࢟࢝ࢩࢢࢧ


ࢡࣔࢼࢬࢼ


ࢼ࢞ࣂࣀࢩࣔࢳࢯ࢘


ࢧ࣡ࢺࣛࣀ࢜


ࢼ࢞࣎ࢼࢶࣁࢮ


ࢥࣄࢼࣜࣥࢻ࢘


ࣄ࣓ࢭࣥࣈࣜ


࣒ࣛࢧ࢟


࣐ࣝࣂࣀࢧ࣡ࢺ࢘࢞ࣛࢩ


࣑ࢬࢿࢥࣀ࢜


ࢥࢼ࣑࢟


ࢥࢱࢾ࢟ࣔ


ࣄ࣓ࢩࣟࢧࢨ


࣋ࢺ࢘ࣄࣞࣥ


ࢥࢦ࣓ࣄࣙ࢘ࢱࣥ࣎ࢡ


ࣇ࣑࢟ࣖࢶࣂ

✀ ྡ
ࣁ࣐ࢧࢪ

ࢼࣥ࢝ࢡࣛࣥ
ࢳࣕ࣎ࣁࢼࣖࢫࣜ
ࢹࣥࢪࢯ࢘
࢟ࢱࢲࢣࢹࣥࢲ
࢟ࣞࣁ࢜࢜ࢡ࣎ࢩࢲ
࣐ࢠࢸࣥࢼࣥࢩࣙ࢘
ࢱࢾ࢟ࣀࢩࣙࢡࢲ
ࢫࣝ࢞ࢪࣙ࢘ࣟ࢘࣍ࢺࢺࢠࢫ
࢟ࢯ࢚ࣅࢿ
ࢧ࣓࢚ࣝࣥࣅࢿ
࢝ࣥࣛࣥ
ࢶࣔࣜࢯ࢘
ࢡࣔࢪ࢞ࣂࢳ
ࢼࢦࣛࣥ
ࢵࢫࣥࢸࣥࢶ࢟
࢟ࢱࢲࢣࢳࢦࢶࢼࢠ
ࢱࢳࢫࢬࢩࣟࢯ࢘
ࢱ࢝ࢿ࣐ࣥࢸ࣐
࣒ࣛࢧ࢟ࢶࣜ࢞ࢿࢶࢶࢪ
ࣇࢧࢱࢾ࢟ࣔ
࣐ࣖࢱࣂࢥ
ࣁࢳࢪࣙ࢘ࢩࢲ
࣑࢝࢞ࣔࢩࢲ
ࣝࣜࢹࣛࢾ࣡ࣛࣅ
ࢥ࢞ࢿࢩࢲ
ࢼ࢞ࢧ࢟ࢩࢲ
࢜ࢽࣀࢹ
ࣄࢶࢪࢢࢧ
࣑࢜࢜ࢿࢸࣥࢼࣥࢩࣙ࢘
࣍ࣥࢦ࢘ࢯ࢘
ࢳࣕ࣎ࢩࣛࢺࢯ࢘
ࣄ࣓࣐ࢼ
ࢱ࢝ࢿ࢜ࢳࢻࣜ
ࢺࣛ࢟ࢳࣛࣥ
ࣇࢪࢳࢻࣜ
ࣖࢡࢩ࣐࢝ࢩࣗࢫࣛࣥ
ࣇ࢞ࢡࢫࢬ࣒ࢩࢯ࢘
ࣄࢼࢳࢻࣜ
ࢺ࢟ࢯ࢘
࢜࢜ࣁࢡ࢘ࣥࣛࣥ
ࢬࢧࢶ࢟
ࢡࣟ࣍ࢩࢡࢧ
࣡࣎ࢫࢤ
ࢱ࢝ࢿࢼࣝࢥ
࣑ࢡࣜ࢞ࣖ
ࢱࢳࢳࢦࢶࢼࢠ
ࢶࣝࢣ࣐ࣥ
࢜࢜ࢧ࣡ࢺࣜ࢝ࣈࢺ
ࢺ࣐࢟࣡ࣥࢧࢡ
ࢾࣁࢠ
ࣚࢥࢢࣛࣀ࢟
࢝ࣥࢥࣀ࢟
࣐ࢶࣂࢽࣥࢪࣥ
ࣄ࣓ࣅࢩ
ࢩ࣐ࣟ࢘ࢼࢬࢼ
࣓࢘࢘ࢶࢠ
ࢡࣜࣥࢯ࢘
ࣁࢼ࣒ࢢࣛ
࢜ࣀ࢚ࣜࣥࢻ࢘
ࢩࣀࣀ࣓ࢯ࢘
࣐ࣖ࣍࢜ࢬ࢟
࢝ࢪࣥࢻ࢘
࣑ࢬࢺࣛࣀ࢜
ࢦ࣐ࢡࢧ
ࣄ࣓ࢱࢾ࢟ࣔ
ࢬ࣐ࢠࢡ
ࣄ࣓ࣄࢦࢱ
࣡ࢶࢡࣂࢿ࢘ࢶࢠ
ࢾ࣐ࢮࣜ



࣑࢝࣡ࢩ࣐࢜࢞

ࣄࣔࣛࣥ
࢜ࢽࢮ࣐ࣥ
࣐ࣖࢯࢸࢶ
ࢫࣝ࢞ࣀࢹ
ࣄࣟࣁࣄ࣓࢘ࣛ࣎ࢩ
࣐ࣝࣂ࢜ࣔࢲ࢝
ࣄࣟࣁࣀ࣐ࢼ
࣡ࢳࢻࣜ
࢟ࣥࢭࣛࣥ
࣍ࢸࣛࣥ
࢟ࣂࢼࣀࢶࣔࣜࢯ࢘
ࢧ࣡ࣛࣥ
࣒࢝ࢦࢧࢩࣥ
࢚ࢰࢺ
ࣖࣜࢸࣥࢶ࢟
࣋ࢽࣂࢼ࣐ࣖࢩࣕࢡࣖࢡ
ࣁࢼࣁࢱࢨ࢜
࢝ࣥࢳࣖࢳࣁࢥ࣋
ࢯࢼࣞࢭࣥࣈࣜ
࢝࣡ࣛࣀࢠࢡ

ࢽࢩࣀࢥࣁࢳࢪࣙ࢘ࢩࢲ
ࢳࣙ࢘ࢩࢲ
ࢥ࢘ࣛࢾ࣡ࣛࣅ
ࣄࣟࣁࢶࢱ
ࢭࣥࢪࣙ࢘ࢹࣥࢲ
ࢡࣛ࢞ࣜࢩࢲ
࣐࢜࢜ࣖࣞࣥࢤ
࣒ࢧࢩࣔ
࢚࣐࢘ࢶࢯ࢘
ࢥࢩࣀࢥࣂࣔ
ࣄࢼࣛࣥ
࣐ࣖࣛࣥ
ࢼࣚࢸ࣐ࣥ
ࢲࢧࢠࢯ࢘
ࣄ࣓ࣀࣖ࢞ࣛ
ࢭࢱ࢝ࢫࢬ࣒ࢩࢯ࢘
࣓࢝ࣔࣛࣥ
࢝ࢩࣀ࢟ࣛࣥ
ࢩࣙ࢘࢟ࣛࣥ
ࢫࢸࢦࣅࣝ
ࢦ࣐ࢩ࢜࣍ࢩࢡࢧ
ࣁࢩࢼ࢞࢝ࣥࢫࢤ
ࣀࣁࣛࢸࣥࢶ࢟
࣑࢝࣡ࢩࣥࢪࣗ࢞ࣖ
࣑࣐ࣖ࢝ࢽࢶࣜ
ࢼ࣑࢞ࣀࢶࣝࢣ࣐ࣥ
࢜࢟ࢼࢢࢧ
ࢱࢳࣔ
ࣄࢼࣀ࢟ࣥࢳࣕࢡ
ࢥࣂࣀࢳࣙ࢘ࢭ࢚ࣥࣀ࢟
ࣄࢺࢶࣂࣁࢠ
ࢮ࢜ࢺࢠࣜ
ࢱࢳࣂࢼ
ࢥࢠࢩࢠࢩ
࢜࢜ࢶࣝࢥ࢘ࢪ
ࢧࢡࣛࢯ࢘
ࢧࣥࣉࢡࣜࣥࢻ࢘
࢝ࢩࣜࣥࢻ࢘
ࢡࢧࢱࢳࣂࢼ
ࢩࢩࣥࣛࣥ
࣒ࢩࣕࣜࣥࢻ࢘
࢟ࢭ࣡ࢱ
࣑࢝࣡ࢱࢾ࢟ࣔ
ࣄ࣓࣑࣑࢝࢟ࢢࢧ
ࢿࢥ࣐ࣖࣄࢦࢱ
ࢥ࢘ࣜࣥ࢝
࣐ࣖࢼࢩ࣐࢘ࣀ࣑ࢶࣂ


選定種一覧（植物）(2/4)
࢝ࢸࢦ࣮ࣜ
⤯⁛༴ϩ㢮  ✀
㸦98㸧












































































































































ࢫࢠࣛࣥ
࣐ࢶࣂࣛࣥ
࢝࢘࢟ࢡࢧ
ࢱ࣑࢟ࢩࢲ
ࣁࢳࢪࣙ࢘ࢩࢲࣔࢻ࢟
ࢸࣂࢥ࣡ࣛࣅ
ࢽࢭࢥࢡࣔ࢘ࢡࢪࣕࢡ
࢝ࢶࣔ࢘ࣀࢹ
ࢶࢡࢩࣖࣈࢯࢸࢶ
ࢶࢠࣀࢾ࢝ࢱࢳࢩࢲ࣐࢞
ࢱ࢝ࣀࣁ࢘ࣛ࣎ࢩ
࣡ࢱ࢝ࣥ࢜
ࢩࣟࣔࢪ
ࣄࣥࢪࣔ
ࢫࣈࢱ
ࢺࢺࣜࢤࣔ
ࢺࣔ
ࢬࢻࢥࣟ
ࢼࢶ࢚ࣅࢿ
ࢡ࣐࢞ࢯ࢘
ࢧࢠࢯ࢘
࢝ࢤࣟ࢘ࣛࣥ
ࣇ࢘ࣛࣥ
࢘ࢳࣙ࢘ࣛࣥ
ࢶࣞࢧࢠࢯ࢘
࣐ࣖࢺ࢟ࢯ࢘
࣒࢝ࢹࣛࣥ
࣑ࢬ࢜
ࣄ࣓࣑ࢡࣜ
ࢱ࢝ࢿ࣑ࣖ࢞ࢫࢤ
࢜࢜ࢱ࣐ࢶࣜࢫࢤ
࢝ࢱࢫࢤ
ࢫࣝ࢞ࢫࢤ
࢜ࣀ࢚ࢫࢤ
ࢥࢶࣈࢾ࣐ࣁࣜ
࢝࢞ࢩࣛ
ࢬ࣐࢞ࣖ
࢘ࣥࢾࢣ
ࣇࢡࢪࣗࢯ࢘
࣑ࢫ࣑ࢯ࢘
ࢱ࣐࣐࢝ࣛࢶ
ࣖࢩࣕࣅࢩࣕࢡ
࣐ࢶࣀࣁ࣐ࣥࢿࣥࢢࢧ
ࢡࢧࣇࢪ
࢘ࣛࢪࣟ࢟ࣥࣂ
ࢡࣟࢶࣂࣛ
ࣀ࢘ࣝࢩ
࢟ࢫ࣑ࣞ
ࢳࣙ࢘ࢭࣥࢼࢽ࣡ࢬ
࣑࣐ࣖࢶࢳࢺࣜࣔࢳ
ࢩࣔࢳࢯ࢘
࢚ࣥࢩࣗ࢘ࢶࣜࣇࢿࢯ࢘
ࢡࣔࢥࢨࢡࣛ
࣐࢟ࣙ࢘ࣝࢩࣕࢡࢼࢤ
࣍ࢯࣂࣀࢶࣝࣜࣥࢻ࢘
ࢳࣙ࢘ࢪࢯ࢘
ࣁࢩࢻ
ࢺࣛࣀ࢜ࢫࢬ࢝ࢣ
ࣄ࣓ࣁࢵ࢝
࣐ࣖࢪࣀࢱࢶࢼ࣑ࢯ࢘
ࣁ࣐࢘ࢶ࣎
ࢱࢾ࢟ࣔ
ࣂࢯࣈ
ࢧࢨ
ࣘ࢟ࣚࣔࢠ
ࣇࢪࣂ࣐࢝
ࣖࢼࢠࢱ࣏࣏ࣥ
࣍ࢯࣂࢽ࢞ࢼ
ࢡࢧࣀ࢜࢘ࣂࣀࢠࢡ
ࢽࢵࢥ࢘ࣄࣙ࢘ࢱࣥ࣎ࢡ
࣍ࢯࣂࣁࢼ࢘ࢻ

✀ ྡ
࣑ࢬࢽࣛ
ࢩ࣐ࣟࣖࢮ࣐ࣥ
࢜࢜࢝࢘࢟ࢡࢧ
ࢼ࣑࢝ࢩࢩࣛࣥ
ࣄࣀ࢟ࢩࢲ
࣡ࣖࢩࢲ
࢜࢟࢞ࣁࣛ࢘ࢧࢠࢩࢲ
ࢬࣖࣈࢯࢸࢶ
࣍࢜ࣀ࢝࣡ࢩࢲ
ࢱࢽ࣊ࢦ
࢜ࢽࣂࢫ
࣐ࢠ࢝ࣥ࢜
ࣄࢺࢶࣂࢸࣥࢼࣥࢩࣙ࢘
ࢠࢼࢩ
ࢺࢳ࣑࢝࢞
ࢺࣜࢤࣔ
ࢺࢡࢬࣔ
࢟ࣂࢼࣀ࣐ࢼ
ࢼࢠࣛࣥ
ࢳࣚ࢘ࣛࣥ
࣑ࢬࢺࣥ࣎
࢚ࣥࢩ࣒ࣗ࢘ࣚ࢘ࣛࣥ
ࣄ࣓࣒ࣚ࢘ࣛࣥ
ࢽࣙ࣍࢘ࢳࢻࣜ
࣐࢜࢜ࣖࢧࢠࢯ࢘
࣐ࢶࣛࣥ
࢟ࣂࢼࣀࢩࣙ࢘࢟ࣛࣥ
࣑࢜࢜ࢡࣜ
ࢩࣛࢱ࣐࣍ࢩࢡࢧ
ࣁࣜ࢞ࢿࢫࢤ
ࢧࢼࢠࢫࢤ
ࢧ࣡ࣄ࣓ࢫࢤ
࢚ࢰࢶࣜࢫࢤ
ࢾ࢜ࢫࢤ
ࣄࢤࣁࣜࢫࢤ
࣑࣐ࣖࣁࣝ࢞ࣖ
ࣄࢼࢨࢧ
ࣁࢿ࢞ࣖ
࢝ࢨࢢ࣐ࣝ
࣑ࢩ࣐ࣂ࢝ࣔ
ࣇࢵ࢟ࢯ࢘
ࣖࣈࢧࣥࢨࢩ
࣑࣐ࣖࢺ࣋ࣛ
ࣄࢼࣀ࢝ࣥࢨࢩ
࣑࣐ࣖ࣡ࣞࣔࢥ࢘
ࢪࢰ࢘࢝ࣥࣂ
ࢥ࣐࣡ࣖࢼࢠ
ࢧ࣐ࣇ࢘ࣟ
࢚ࢰࣁࢱࢨ࢜
ࢧࢥࢡࢾ࢝࣎
࢜࢜ࣅࣛࣥࢪ
࢜࢜ࢧࢡࣛࢯ࢘
ࢩࢼࣀࢥࢨࢡࣛ
࣐࢜࢜ࣖࢶࢶࢪ
࣒ࣛࢧ࢟ࢭࣥࣈࣜ
ࢫࢼࣅ࢟ࢯ࢘
࢜࢜ࣈࣀ࣓
࢟ࢱࢲࢣ࢜ࢻࣜࢥࢯ࢘
࣐ࣖࢪࢯ
ࣄ࣓ࢼ࣑࢟
ࣀࢱࢾ࢟ࣔ
࣒ࣛࢧ࣑࣑࢟࢝࢟ࢢࢧ
࢟࢟ࣙ࢘
ࢺࢲࣁࣁࢥ
ࢩࣈ࢝࣡ࢩࣟࢠࢡ
࢟ࣀࣁࣁࢥࢢࢧ
ࢱ࢝ࢧࢦࢯ࢘
ࣖࣁࢬࢺ࢘ࣄࣞࣥ
ࢫࣝ࢞ࣄࣙ࢘ࢱࣥ࣎ࢡ
ࢯࢼ࣐ࣞࢶ࣒ࢩࢯ࢘




ࣄ࣓ࣁࢼ࣡ࣛࣅ
ࢧࣥࢩࣙ࢘ࣔ
ࣘࣀ࣑ࢿࢩࢲ
ࢥࣁࢳࢪࣙ࢘ࢩࢲ
࣍ࢯࣂࢩ࣐ࣙࣜ
ࣚࢡࢪࣕࢡ
࣡࢘ࢧࢠࢩࢲ
ࣄࣟࣁࣖࣈࢯࢸࢶ
ࢾ࢝ࢱࢳࢩࢲ࣐࢞
ࢼࢹࣥࢲ
࢝ࢠ࢞ࢱ࢜
ࢬࢯ࢘࢝ࣥ࢜
࣑࣑࢞ࢱࢸࣥࢼࣥࢩࣙ࢘
࣐࣑ࣝࢫࣈࢱ
ࢧ࣑࢞ࢺࣜࢤࣔ
ࢶࢶࢺࣔ
࢝࣡ࢶࣝࣔ
ࢳࣕ࣎࣍ࢺࢺࢠࢫ
ࢥࢶࣔࣜࢯ࢘
ࣁࣝࢨ࢟ࣖࢶࢩࣟࣛࣥ
࣒࢝ࢦࢯ࢘
ࢫࢬ࣒ࢩࢯ࢘
࢜ࣀ࢚ࣛࣥ
࣑ࢬࢳࢻࣜ
࢜࢜ࣂࢼ࣐࢜࢜ࣖࢧࢠࢯ࢘
࣑ࣔࣛࣥ
࢝࢟ࢶࣂࢱ
࣐ࣖࢺ࣑ࢡࣜ
ࢺࢸࣥࢶ࢟
࣑࣐ࣖࢪࣗࢬࢫࢤ
࣍ࢯࣂࣄ࢝ࢤࢫࢤ
࢟ࢩࣗ࢘ࢼ࢟ࣜ
ࢪࣥࢢ࢘ࢫࢤ
࢜ࢽࢼࣝࢥࢫࢤ
ࣁࢱ࣋࢝ࣥ࢞ࣞ
࣑ࢠ࣡ࢺࢲࢩࣂ
࢘ࣥࢾࢣࣔࢻ࢟
ࣜࢩࣜ࢝ࢽࢶࣜ
ࣁࢥࢿࢩࣟ࢝ࢿࢯ࢘
ࢭࢶࣈࣥࢯ࢘
ࢥ࣑࢘ࣖࢬ࢟
ࣄࢺࢶࣂࢩ࣐ࣙ࢘
ࣞࣥࣜࢯ࢘
࢟ࣥࣟࣂ
ࣁࢥࢿࢢ࣑
ࢩࣛࣄࢤࢯ࢘
ࢧࢡࣛࢫ࣑ࣞ
ࢺࢲ࢝ࣂࢼ
ࢡ࣐ࣔࢼࢬࢼ
ࢾ࢝࣎ࢱࢹ
ࢩࢥࢱࣥࣁࢥ࣋
ࢥ࣡ࢨࢡࣛ
࢝ࢼࣥࢧࣛࢧࢻ࢘ࢲࣥ
ࢼ࢞ࣂࢪࣗࢬࢿࣀ࢟
ࣄ࣓ࢼ࢚
ࣁ࣐ࢿࢼࢩ࢝ࢬࣛ
ࢫࢬ࣓ࣁࢥ࣋
ࣛࢩࣙ࢘ࣔࣥ࢝ࢬࣛ
ࢩ࣐ࢪࢱ࣒ࣛࢯ࢘
ࢬࢥࢦ࣓ࢢࢧ
ࢾࢱࢾ࢟ࣔ
ࢶࣝࢠ࢟ࣙ࢘
࢞࢞ࣈࢱ
࢟ࢱࢲࢣࣚࣔࢠ
࢘ࣛࢠࢡ
ࣖࢼࢠࣀࢠࢡ
ࢡ࣐ࣔࢽ࢞ࢼ
ࣁࢳࢪࣙ࢘ࢼ
ࢳࢩ࣐ࣄࣙ࢘ࢱࣥ࣎ࢡ
࣑ࢩ࣐ࢧࢥ


選定種一覧（植物）(3/4)
࢝ࢸࢦ࣮ࣜ
‽⤯⁛༴
 ✀
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ࢸࣥࣜࣗ࢘ࢾࣜࢺࣛࣀ࢜
࢚ࣅ࣐ࣔ
࣐࣓ࢷࢱࣛࣥ
࢚ࣅࢿ
ࢱࢩࣟࣛࣥ
࣑ࢡࣜ
ࢡ࣐ࣔࢫࢬ࣓ࣀࣄ࢚
࣐ࣖࢩࣕࢡࣖࢡ
ࢶ࣓ࣞࣥࢤ
ࢧࢡࣛࣂࣁࣥࣀ࢟
࢘ࢫࢤࢳࣙ࢘ࢪࢱࢹ
ࢡ࣑ࣟࣀࢽࢩࢦࣜ
ࢩࢱ࢝ࢶࢶࢪ
ࣁࢥࢿࢥ࣓ࢶࢶࢪ
ࢫࢬࢧࢥ
࢝ࣜ࢞ࢿࢯ࢘
࣑ࢰࢥ࢘ࢪࣗ
ࢱࢸ࣐ࣖࢠࢡ
࣡ࢱ࣒࢟ࢨ࣑
ࢱ࢝ࢿࢥ࢘ࣜࣥ࢝
ࣄ࣓࢘ࣛࢪࣟ
ࢸࣥࣜࣗ࢘࢝ࣥ࢜
࢜࢞ࢩ
ࢥࣂࣀࣄ࣒ࣝࢩࣟ
ࢱ࢝ࢿ
࣡ࣞࣥࢤ
ࢼ࣋ࢨ࣑
ヱᙜ࡞ࡋ

✀ ྡ
ࢪࣗࣥࢧ
ࢥ࣐ࣔ
࣒ࢠࣛࣥ
࢟ࣥࣛࣥ
ࢡࣟࣖࢶࢩࣟࣛࣥ
ࢼ࢚࣑࢞ࢡࣜ
ࢭࣥࢲࢫࢤ
࢟ࣂࢼࣁࢼࢿࢥࣀ࣓
ࢱࢥࣀࢩ
ࢥ࢜ࢺࢠࣜ
ࢧࢡࣛ࢞ࣥࣆ
࣐ࢠࢶࢶࢪ
࢚ࣥࢩࣗ࢘ࢩࣕࢡࢼࢤ
ࢾࢭࣥࣈࣜ
࢜࣍࢜ࢬ࢟
ࢱࢳ࢟ࣛࣥࢯ࢘
࢜࢜ࣄ࢟ࣚࣔࢠ
ࢬ࢝ࢽࢥ࢘ࣔࣜ
ࢬࣁࣁࢥ

ࣄ࣓ࣂ࣑ࣛࣔ
ࢱ࣐ࣀ࢝ࣥ࢜
࣑࢘ࣄࣝࣔ
ࢧࢧࣂࣛࣥ
࣑ࢬࢱ࢝ࣔࢪ
࣑ࣔࢪ࢝ࣛࢫ࢘ࣜ
ࢻࣟࢽ࢞ࢼ


࢜ࢺ࣓࢜
ࢩࣛࣥ
࣑࣐࣒ࣖࢠࣛࣥ
ࢭࢵࢥࢡ
࢘ࢫࢠ࣒ࣚ࢘ࣛࣥ
ࢡࣟࢾࣀࣄࢤ
ࣄ࣓ࢥࢾ࢝ࢢࢧ
࣒࢝ࢦࢿࢥࣀ࣓ࢯ࢘
ࢧࣥࢩࣙ࢘ࣂࣛ
࣑ࢬ࣐ࢶࣂ
ࣖࢼࢠࢾ࢝࣎
࣐ࢠࢩࣕࢡࢼࢤ
ࢩࣈ࢝࣡ࢶࢶࢪ
ࢡࢧࢼࢠ࢜ࢦࢣ
ࢾࣀࣇࢢࣜ
࣐ࢿ࢟ࢢࢧ
ࢧ࣡ࢠ࢟ࣙ࢘
ࣔࣜࢨ࣑
࢝࣡ࣛࢽ࢞ࢼ

ࣄ࣓ࢥ࢘࣍ࢿ
ࢫ࢚ࣄࣟ࢜
ࢱࢳ࣐ࣔ
࢘ࣛࢪࣟࢠ࣎࢘ࢩ
ࢳࢳࢵࣃ࣋ࣥࢣ
࣑ࢬࢫࢠࢼ




ࣖࢶ࢞ࢱࢣࢩࣀࣈ
࢚ࢰ࣓ࢩࢲ
ࣖࢡ࢝ࢼ࣡ࣛࣅ
ࢡ࣑ࣟࣀࢱࢳࢩࢲ
ࣁࢼࢮ࢟ࢩࣙ࢘
ࣄࣟࣁࣀ࢚ࣅࣔ
࣐࣐ࣖࢻࢥࣟ
ࢳࣕࢩࣂࢫࢤ
ࢱ࣐࣡ࣥࣖ
ࢺࢳࢦࢶࢼࢠ
࣓ࣔࣥࢷࣝ
ࣁࢳࢪࣙ࢘ࢳࢦ
ࣁࢩࣂ࣑
ࣄ࣓ࢫ࣑ࣞࢧࢩࣥ
ࢩࣛ࢜ࣁࢥ࣋
ࣁ࣐࣐ࢶࢼ
ࢺࢿࣜࢥ
ࢧࢶ࢟ࣄࢼࣀ࢘ࢫࢶ࣎
ࣁ࣐࣋ࣀࢠࢡ
ࢻࢡࢮࣜ
ࣜࣗ࢘ࣅࣥࢱ
ࢣ࣍ࢩࢲ
ࣇࢪࣀࢹ
ࢽࢩࣀ࣍ࣥࣔࣥࢪࢫࢤ
ࣄ࣓࣐࢝ࣛࢶ
ࣅ࣮ࣟࢻࢳࢦ
࣑࣐ࣖࢶ࣓ࢡࢧ
ࢺ࢘ࣖࢡࣜࣥࢻ࢘
࣍ࢡࢳࢨ࣑


࢜ࢳࣕࢭࣥࢩࢲ
࢜ࢡ࣐ࣖ࣡ࣛࣅ
࢝ࣛࣇࢺ࣓࣐ࣥ
ࢳࣙ࢘ࢭࣥࢦ࣑ࢩ
ࣂࣛࣔ
ࢩࣟࣂࢼࢩࣙ࢘ࢪࣙ࢘ࣂ࣐࢝
ࢱ࣐࣑ࢡࣜ
࢟ࣥࢳࣕࢡࢫࢤ
ࣄࢤࣀ࢞ࣜࣖࢫ
࣐ࣖࣈ࢟ࢯ࢘
ࣄࣟࣁࣀ࢝࣡ࣛࢧࢥ
࢟ࣅࢼ࣡ࢩࣟࢳࢦ
ࣇࢪࢫ࣑ࣞ
ࢼ࢞ࣂࣀࣖࣀࢿࢢࢧ
ࣁ࣐࢝ࢨ
࣡࢘ࢳ࣡
ࣄࣚࢡࢯ࢘
ࣁࣝࣀࢱ࣒ࣛࢯ࢘
ࢭࢱ࢝ࢺ࢘ࣄࣞࣥ
࢝࣡ࣛ࣎࢘ࣇ࢘
࢜ࢻࣜࢥ࢝ࢢ࣐
ࣁࢥࣔࢳࢩࢲ
࢜࢟ࢼ࣡ࣁࢿࢬ
࣐ࢩ࢝ࢡ
࣑࢝࣡ࢳ࣓ࣕࣝࣝࢯ࢘
ࣔࢡࣞࢩ
࢘ࣥࢮࣥࢶࢶࢪ
ࢩࣈ࢝࣡ࢽࣥࢪࣥ
ࣁࢳࢪࣙ࢘࢟ࣀ࢟ࣜࣥࢯ࢘


ࢽࢵࢥ࢘ࢩࢲ
ࢶࢡࢩࢾ࣡ࣛࣅ
ࢽ࢜ࢩࢲ
࣑ࢬࣂࢩࣙ࢘
ࢭࣥࢽࣥࣔ
ࣄ࣓ࢬ
ࢾ
ࢧࢠࢫࢤ
࢟ࢲࢳࣀࢿࢬ࣑࢞ࣖ
࣐ࣖࢣ࣐ࣥ
ࢡࣔࢨࢡࣛ
ࣀࢢ࣑ࣝ
ࢤࣥࢪࢫ࣑ࣞ
࣡ࢲࢯ࢘
ࢯ࣍࢘࢟ࢠ
࢟ࣂࢼ࣐࢝࣡ࣛࢶࣂ
ࢦ࣐ࣀࣁࢢࢧ
ࢼ࣑࢟ࢯ࢘
ࢡ࣐ࣀࢠࢡ

ࣄ࣓ࣁࢩࢦࢩࢲ
ࢱ࢝ࢧࢦࢩࢲ
ࢱ࢝ࢿࢧࢠࢯ࢘
ࣄࢼ࢞ࣜࣖࢫ
࣒ࣛࢧ࣓࢟ࣔࣥࢷࣝ
ࣁࢡࢭࣥࢼࢬࢼ
ࣄࣟࣁࢥࣥࣟࣥ࢝
࣑ࢶ࢞ࢩ࣡
ࣜࣥࢿࢯ࢘



選定種一覧（植物）(4/4)
࢝ࢸࢦ࣮ࣜ
㒊ὀ┠✀
 ✀
㸦1Ϫ㸧






































































ࢫࣄ࢝ࢬࣛ
ࢳࢳࣈ࣍ࣛࢦࢣ
ࢸࢶ࣍ࢩࢲ
࣡ࢾ࣡ࣛࣅ
ࢾ࢝ࢱࢳࢩࢲࣔࢻ࢟
ࣂࣜࣂࣜࣀ࢟
ࣄࢼࣀࢩࣕࢡࢪࣙ࢘
࢝ࢱࢡࣜ
࢜࢟ࣛࣥ
࣋ࢽࢩࣗࢫࣛࣥ
ࢥࣁࢡࣛࣥ
࢜ࣇࢱࣂࣛࣥ
࣍ࢯࣂࣀ࢟ࢯࢳࢻࣜ
ࣄ࣓ࢽࣛ
ࢧࢶ࣐ࢫࢤ
ࣖࣈࢫࢤ
ࢡࢪࣗ࢘ࢡࣜࢸࣥࢶ࢟
࢚ࢰ࢘࢟ࣖ࢞ࣛ
ࢥ࢘ࣖࢨࢧ
࣐ࣖࢺ࣎ࢩ࢞ࣛ
࢘࢟ࢩࣂ
ࢳࣜࣥࢯ࢘
ࣞࣥࢤࢩ࣐ࣙ࢘
ࢳࢩ࣐ࢿࢥࣀ࣓ࢯ࢘
ࣇࢧࣔ
࣍࢘ࣟࢡࢳࢦ
࣑࣐ࣖࢽ࢞࢘ࣜ
ࣚࣇ࢘ࣟ
ࣄࢤࢿ࣡ࢳ࢞ࢯ࢘
ࣔࣟࢥࢩࢯ࢘
࣐࣓ࢲ࢜ࢩ
࣍ࢼ࢞ࢱࢶࢼ࣑ࢯ࢘
࢟ࣚࢫ࣑࢘ࢶ࣎
࣑࣐ࣖࢥ࢘ࣔࣜࢯ࢘
ࣀࢽ࢞ࢼ
ࣞࣥࣉࢡࢯ࢘

✀ ྡ
ࣁ࣐ࣁࢼࣖࢫࣜ
࢚ࢲ࢘ࢳ࣍ࣥࢢ࢘ࢩࢲ
࣓ࢽࢵࢥ࢘ࢩࢲ
࢘ࢫࣂ࣑࣐ࣖࣀࢥࢠࣜࢩࢲ
࢜ࢿ࢝ࢬࣛ
࣑ࢶࣂࢸࣥࢼࣥࢩࣙ࢘
࣐ࢼ
࣍ࢯࣂࣀ࣐ࢼ
ࢩࣟࢸ࣐ࣥ
ࢩࣗࢫࣛࣥ
ࢠ࣎࢘ࢩࣛࣥ
࣍ࢨ࢟ࢳࣚ࢘ࣛࣥ
ࣄࢺࢶ࣎ࢡࣟ
࢜࢜࢟ࢶࢿࣀ࣑࢝ࢯࣜ
࣐ࣥࢩࣗ࢘ࢡࣟ࢝࣡ࢫࢤ
ࣄ࣓࢜࢞ࣖࢶࣜ
ࢥ࣐ࢶ࢝ࢧࢫࢫ࢟
ࢣࢩࣥࢪࣗ࢞ࣖ
ࢨࣛࢶ࢟ࣄࢼ࢞ࣜࣖࢫ
ࣁࢡࢧࣥࢳࢦࢶࢼࢠ
ࣁࢫࣀࣁ࢝ࢬࣛ
࢟ࢡࢨ࢟ࢳࢤ
࣐࢜࢜࢝ࣛࢶ
࣒࢝ࢦࣘ࢟ࣀࢩࢱ
࢝࣡ࣛࢧࢥ
ࢼ࢞࣎ࣀ࢝࣡ࣞࣔࢥ࢘
࣓࣡࢘ࢷࣝ
ࢥࢾ࢞ࣛࢩ
࣍ࢯࣂࣁ࣐࢝ࢨ
ࢼࣔࣜࢯ࢘
ࣁ࣐ࢡ࣡࢞ࢱ
ࢱ࢝ࢿ࣐࣐ࢥࢼ
࣡ࢩࣕࢪࣥ
ࣀࢵ࣏ࣟ࢞ࣥࢡࣅࢯ࢘
࢜ࢼ࣑ࣔ
࢝ࣀࢥࢯ࢘



࢜࢜ࣁ࣍ࣛࢦࢣ
ࢥࢱࢽ࣡ࢱࣜ
࣑ࢰࢩࢲࣔࢻ࢟
ࢶࢡࢩ࣡࣊ࢦ
࢘ࢫࣂࢧࢩࣥ
࣑ࢬ࢜࢜ࣂࢥ
࢜࢜࢘ࣂࣘࣜ
ࢠࣥࣛࣥ
ࢣ࣎ࣀࢩࣗࢫࣛࣥ
ࣀࣅࢿࢳࢻࣜ
ࣄ࣓ࣇࢱࣂࣛࣥ
ࣜࢻ࢜ࢩࣛࣥ
ࢥ࢟ࣥࣂࢨࢧ
࣐ࣖࢮࢫࢤ
ࣄ࢝ࢤࢩࣛࢫࢤ
ࢩࣟ࢞ࣖࢶࣜ
࣐ࢶ࢝ࢧࢫࢫ࢟
ࢥ࣑࣐ࣖࢾ࢝࣎
࢜࢜ࢺ࣎ࢩ࢞ࣛ
࣒࢝ࢦࢶࢷࣜ
࢟ࢱࢨ࣡ࣈࢩ
ࢬ࣐ࢳࢤ
ࢶࢤ
ࢬ࣐ࢶ࣓ࢡࢧ
࣑࣐࣑ࣖࣔࢪࢳࢦ
࢝ࣛࣁࢼࢯ࢘
ࣄࢦࢫ࣑ࣞ
ࢼ࢞ࣂࣀ࢘ࢼࢠࢶ࣑࢝
࣑ࢻࣜ࢝ࢨ
ࣇࢼࣂࣛࢯ࢘
ࢩࢱ࢝ࢪࣕࢥ࢘ࢯ࢘
ࣄ࢟ࣚࣔࢠ
ࢩࢹࢩࣕࢪࣥ
࣑ࢬࢠࢡ
࣐ࣖࣄࣙ࢘ࢱࣥ࣎ࢡ
ࢼ࣋ࢼ

選定種一覧（菌類）
࢝ࢸࢦ࣮ࣜ
⤯⁛㸦(;㸧

ヱᙜ࡞ࡋ
㔝⏕⤯⁛㸦(:㸧 
ヱᙜ࡞ࡋ
⤯⁛༴Ϩ㸿 
ヱᙜ࡞ࡋ
㢮㸦&5㸧


⤯⁛༴Ϩ㹀  ✀ ࢫࢼ࣐ࣖࢳࣕ࣡ࣥࢱࢣ
㢮㸦(1㸧

ࢶࢡࢶࢡ࣎࢘ࢩࢭ࣑ࢱࢣ


ࢩࣔࢥࢩ


ࢥࢼ࢚࢞ࣀ࢝࢝ࢦࢱࢣ
⤯⁛༴ϩ㢮  ✀ ࢡࢳ࢟ࢺࢧ࢝ࢱࢣ
㸦98㸧

ࢱ࣏ࣥࢱࢣࣔࢻ࢟


ࢩࣟࢩ࣓ࢪ


ࢥ࢝ࣥࣂࢱࢣ


ࢽࣥࢠࣙ࢘ࢱࢣ
‽⤯⁛༴
 ✀ ࣁࢫࣀ࣑ࢡࣔࢱࢣ
㸦17㸧

ࢥࣈ࢞ࢱࣜࢱࢣ


ࢳࣕ࢜ࢽࢸࣥࢢࢱࢣ


࣑࢜࢜ࣔࢱࢣ


ࢾ࣓ࣜࢶࣂࢢࢳ


ࢡࣟ࢝࣡
ሗ㊊㸦''㸧  ✀ ࣐ࣘࣁ࢟ࢱࢣ


ࢣ࣎ࣀࢱࢣ


ࣄࢲ࣍ࢸࢱࢣ


ࢧࢨࢼ࣑ࢢࢳ


ࢩࣙ࢘ࣟ


࢜࢜࢝࣎ࢳࣕࢱࢣ


ࢣࢩࣙ࢘ࢩࣟࣁࢶ
⤯⁛ࡢ࠾ࡑࢀ 
ヱᙜ࡞ࡋ
ࡢ࠶ࡿᆅᇦ
ಶయ⩌㸦/3㸧 
せὀ┠✀


⌧≧᫂

ヱᙜ࡞ࡋ
㸦1Ϩ㸧
ศᕸୖὀ┠✀ 
ヱᙜ࡞ࡋ
➼㸦1ϩ㸧


㒊ὀ┠✀
 ✀ ࢩࣟ࢜ࢽࢱࢣࣔࢻ࢟
㸦1Ϫ㸧

࢜ࢽࣇ࢘ࢭࣥࢱࢣ


ࢩࣟࢥࢣࢩࢪ࣑࢞ࢧ ௬⛠㸧


ࢩࣕ࢝ࢩ࣓ࢪ


ࢲࢲࢢࢳ


࢜ࢰ࣓ࢡࣟࢶࣈࢱࢣ


ࢦ࣒ࢩࣙ࢘ࣟ


࢝࢝ࢱࢣ


࢝ࣂࣀࢼࢱࢣ


࢚ࣅࢱࢣ


ࢧ࣡ࣇࢱࢠࢱࢣ


࢝ࢩ࣎ࢯࢳࢳࢱࢣ㸦௬⛠㸧

✀ ྡ




ࣁࣖ࢝࣡ࢭ࣑ࢱࢣ
ࢫࢬ࢟ࢭ࣑ࢱࢣ
ࣄࣚࣜࣄ࣓ࢶࢳࢢࣜ
࣒࢜࢜ࣛࢧ࢟ࣥࢬࢱࢣ
࣒࢝ࣥࣜࢱࢣ
࣍ࣥࢩ࣓ࢪ㸦ࢲࢥࢡࢩ࣓ࢪ㸧
࣐ࢶࢱࢣ
ࢳ࣐ࣙࣞࢱࢣ
ࢾ࣓ࣜࢱࢣ
࢘ࢫ࢟ࢱ࣏ࣥࢭ࣑ࢱࢣ
࢟࢘ࣟࢥࢸࣥࢢࢱࢣ
࢜࢜ࢶ࢞ࢱࢣ
ࣂ࣐࢝ࢶࢱࢣ
ࢡࣟ࢘ࢫࢱࢣ
ࢥ࢘ࢱࢣ
ࢱࣝࢮࢵࢱ ࢝ࢸࢾࢫ
࢝ࣂࣟ࢜࢜࣍࢘ࣛࢱࢣ
࣒࢘ࣛࣛࢧ࢟ࢩ࣓ࢪ
ࣄ࣓࢘ࢢࢫࢢࢳ
࢘ࢬࢱࢣ
࢚ࢰࢩ࣑ࣟࢱࢣ
ࣇࢳࢻࣜࢡࣟࢳࢳࢱࢣ






ࢡࢧࢠ࣒ࢩࢱࢣ
ࣂࢱࢣࢩ࣎࢘ࢬࢱࢣ
ࣥࢻࣥࢱࢣ

ࣇࢺࢡࣅࢡࢳ࣒࢟ࢩࢱࢣ
ࢶࣀࢩ࣓ࢪ
ࢩࢢࣟࢽ࢜ࢢࢳ
࢜ࣟ࢘ࢪ
ࣇࢧࣁࣜࢱࢣ
࣋ࢽࣟࢡࢳ࣒࢟ࢩࢱࢣ
ࣁࣟ࢜ࢽࢱࢣ
࢟ࣄࢲࢵ࣏ࣥࢩ࣓ࢪ
ࢺࢤ࣑ࣀࣄ࣓ࢢࢳ
ࢶࣖࢼࢩ࣐ࣥࢿࣥࢱࢣ

࢝ࣈࣛࢸࣥࢢࢱࢣ
ࣄࣙ࢘ࣔࣥ࢘ࣛ࣋ࢽ࢞ࢧ
ࣖࢩࣕࢢࢳ
࣑࣐ࣖ࢟ࣄࢲࢱࢣ
ࣄ࣓࢜ࢶࢿࣥࢱࢣ
ࢭࣥࢽࣥࢱࢣ











࢝ࣂࣟࢥࢼࢸࣥࢢࢱࢣ
ࢯࣛࣟࢱࢣ
ࣄ࣓ࢧࢡࣛࢩ࣓ࢪ
ࢩࢼ࢞ࢢࢳ
ࢼ࢚࢞ࣀ࢘ࣛ࣋ࢽࢢࢳ
࣑࢝࣡ࢡ࣑ࣟࢩࢢࢳ
ࢩࣟࣥࢬࢱࢣ
࣒࢝ࢩ࣑࢜࢜ࢲࣞࢱࢣ
࢚ࣈࣜࢥ
ࢣ࣎ࣀࣁࣜࢱࢣ
࢘ࢧࢠࢱࢣ
࢟ࢶࢿࣁࢶ



࣑࣐࣒ࣖࣛࢧ࢟ࣇ࢘ࢭࣥࢱࢣ
࢝ࣥࢰ࢘ࢱࢣ
ࢼ࣓ࢽࢭ࣒ࢡ࢚ࢱࢣ
࢜࢜࢟ࣀ࣎ࣜࢢࢳ
࢟ࣥࢳ࣐ࣕࣖࢢࢳ
ࢼ࢟࢝ࢲ࣐ࢱࢣ
࢜ࢽ࢘ࢫࢱࢣ
ࣖࢣࢥࢤࢱࢣ
ࢶ࣐࢞ࢱࢣ
ࢶࣂ࣐ࢶ࢜࢘ࢪ㸦௬⛠㸧
ࣝࣜࣁࢶࢱࢣ






5

保護方針

ࡩࡌࡢࡃ⏕≀ከᵝᛶᆅᇦᡓ␎㸦㸧࡛ࡣࠊ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡈಖㆤ᪉㔪ᇶ࡙ࡃᑐᛂࢆᥖ㍕
ࡋࡓࠋᑐᛂࡘ࠸࡚ࡣ⎔ቃ┬⥲ྜ⎔ቃᨻ⟇ᒁ⎔ቃᙳ㡪ホ౯ㄢ┘ಟ㸦㸧ࠕ⎔ቃࢭࢫ࣓ࣥࢺᢏ⾡
࢞ࢻ⏕≀ࡢከᵝᛶ࣭⮬↛ࡢゐࢀྜ࠸ࠖࡋࡓࡀ࠸ࠊ⎔ቃಖᥐ⨨ࡢ᪉ྥࡋ࡚ࠊᅇ㑊ࠊపῶࠊ
௦ൾᥐ⨨ࡋࡓࠋ
ࣞࢵࢻࢹ࣮ࢱࣈࢵࢡᥖ㍕ࡉࢀࡓ✀ᑐࡍࡿಖㆤࡣࠊࡍ࡚ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡇࡀ⌮࡛࠶ࡿࡀࠊ⌧
ᐇⓗࡣࡈࠊᅇ㑊ࡽ௦ൾᥐ⨨ࡲ࡛ࡢከᵝ࡞ᑐᛂࡀᚲせ࡞ࢁ࠺ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡢಖㆤ
᪉㔪ࡣࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡢ๓ྥࡁ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆつไࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⏕ᜥ࣭⏕⫱⎔ቃࡢᙳ㡪ࡢᅇ㑊ࡲ
ࡓࡣపῶࢆඃඛࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

࢝ࢸࢦ࣮ࣜ


Ϩ㸿㢮

⤯
⁛
༴


保護方針及び対応
ಖㆤ᪉㔪
ࡇࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜヱᙜࡍࡿ✀ࡢಶయᩘࢆῶᑡࡉࡏ
ࡿᙳ㡪ཬࡧせᅉࡣ᭱㝈ࡢດຊࢆࡶࡗ࡚㝖ࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ᑐᛂ
ᅇ㑊ࢆཎ๎ࡍࡿ

Ϩ㹀㢮

ࡇࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜヱᙜࡍࡿ✀ࡢಶయᩘࢆῶᑡࡉࡏ
ࡿᙳ㡪ཬࡧせᅉࡣ㍍ῶཪࡣ㝖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ᅇ㑊ཪࡣపῶࢆ
ཎ๎ࡍࡿ

ϩ㢮

ࡇࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜヱᙜࡍࡿ✀ࡢಶయᩘࢆῶᑡࡉࡏ
ࡿᙳ㡪ཬࡧせᅉࡣ᭱ᑠ㝈ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

పῶࢆཎ๎ࡍࡿ

‽⤯⁛༴

ࡇࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜヱᙜࡍࡿ✀ࡢಶయᩘࢆῶᑡࡉࡏ
ࡿᙳ㡪ࡣྍ⬟࡞㝈ࡾ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺ὀពࡍࡿࠋ

పῶཪࡣ௦ൾᥐ⨨ࢆ
ཎ๎ࡍࡿ

ሗ㊊

ࡇࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜヱᙜࡍࡿ✀ࡢಶయᩘࢆῶᑡࡉࡏ
ࡿᙳ㡪ࡣྍ⬟࡞㝈ࡾ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺㓄៖ࡍࡿࠋ

ྍ⬟࡞㝈ࡾ
௦ൾᥐ⨨㸨

ᆅᇦಶయ⩌

ࡇࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜヱᙜࡍࡿᆅᇦಶయ⩌ࡢಶయᩘࢆ
ῶᑡࡉࡏࡿᙳ㡪ཬࡧせᅉࡣ᭱ᑠ㝈ࡵࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋ

పῶࢆཎ๎ࡍࡿ

⌧≧᫂

ࡇࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜヱᙜࡍࡿ✀ࡢಶయᩘࢆῶᑡࡉࡏ
ࡿᙳ㡪ཬࡧせᅉࡣ㍍ῶཪࡣ㝖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ᅇ㑊ཪࡣపῶࢆ
ཎ๎ࡍࡿ㸨

ศᕸୖὀ┠✀➼

ࡇࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜヱᙜࡍࡿ✀ࡢಶయᩘࢆῶᑡࡉࡏ
ࡿᙳ㡪ࡣྍ⬟࡞㝈ࡾ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺ὀពࡍࡿࠋ

పῶཪࡣ௦ൾᥐ⨨ࢆ
ཎ๎ࡍࡿ

㒊ὀ┠✀

ࡇࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜヱᙜࡍࡿ✀ࡢಶయᩘࢆῶᑡࡉࡏ
ࡿᙳ㡪ࡣྍ⬟࡞㝈ࡾ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺㓄៖ࡍࡿࠋ

ྍ⬟࡞㝈ࡾ
௦ൾᥐ⨨㸨


せ
ὀ
┠
✀

㸨ヱᙜ✀ࡢ୰ࡣࠊ᪂ࡓ࡞ሗࡲࡓࡣ▱ぢࡀᚓࡽࢀࡓሙྜࠊ⤯⁛༴Ϩ㸿㢮࡞ୖ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺
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Ⅱ

種の解説





1.

植物

（１）静岡県における生育種及び分布の特性
静岡県は本州のほぼ中央にあり、北部の広大な山域と南部の長く複雑な海岸線、わが国の最高峰で
ある富士山や南アルプスの山岳地を持つなど、多様な環境を有している。
気候帯の分布により、植生は標高別に、常緑広葉樹林、落葉広葉樹林、亜高山針葉樹林、高山植生
などが見られる。特に国内の高山帯の分布から、高山植物の中には静岡県を南限とする種類も多い。
一方、南方系の植物には静岡県を北東限とする種類も多い。
植物地理学上では東部・伊豆がフォッサマグナ地域に、中部・西部はソハヤキ地域に入るとされ、
これらの地域を特徴づける植物が生育している。植物は、維管束植物として種、亜種及び変種を評価
対象とした。品種及び雑種は除いたが、分布上、また、遺伝的、形態的に注目される場合は扱った。
これまでに県内では 4,070 種類の記録があるが、近年の新たな分類体系の導入などから、分離・統合
の未整理のものがある。

（２）調査の概要
調査は、現地調査、標本調査及び文献調査を実施するとともに、部会員と調査員以外からの情報も
入手した。開始当初の数年は「静岡県希少野生動植物保護条例」の指定希少野生動植物の選定を主目
的とし、2009 年から南アルプス、富士、伊豆、里山その他の地域ごとに各 1〜2 年かけ、レッドリス
トのカテゴリーが高いものを中心に静岡県レッドデータブック（2004）時からの変化を念頭に実施し
た。調査費や調査体制の制約上、本来検討すべきいわゆる普通種などの全県的な調査はできず、RDB
改訂としては、十分な調査はできなかった。

（３）レッドリスト種の選定経緯
静岡県レッドデータブック（2004）にリストアップされた 663 種類のうち、それ以降に情報が得ら
れたものは 401 種類、1,945 点であった。
評価は、それら文献調査、標本調査及び現地調査の結果を踏まえるとともに、部会員等から提供の
あった研究成果、知見等に基づき、定性的評価を基本とした。2004 年以降の生育量、分布または分類
等に関する新たな情報を踏まえ、産地の状況及び産量、過去の記録及び産量、採集圧の大きさや開発
の影響等を基に評価した。

（４）レッドリストの改訂で明らかになった点
今回静岡県版レッドリストとして掲載した種類数は次のとおりである。

カテゴリー
絶滅（EX）

2004 年
RDB

2020 年
RDB

2004 年
RDB

2020 年
RDB

現状不明

61

59

分布上注目

32

27

87

108

663

691

カテゴリー

5

3

要注目種

絶滅危惧ＩＡ類（CR）

38

62

絶滅危惧ＩＢ類（EN）

161

143

種等

絶滅危惧Ⅱ類（VU）

202

211

部会注目種

準絶滅危惧（NT）

55

5

情報不足（DD）

22

20

合計



今回新規でリストアップしたものは 39 種類である。カテゴリーを変更したものは 42 種類であり、
そのうちランクアップは 39 種類、ランクダウンは 3 種類である。
2004 年レッドリストからカテゴリーを変更したものについては、各種解説の表題部分に表記した。
また、2017 年レッドリスト発表後に見直した 2 種類については、巻末にその理由を記載した。

（５）減少の主要因と脅威
植物の生育地・生育数の減少について、その要因を特定することは大変困難だが、調査の結果、推
定される主要因として最も多かったものは、247 種類で取り上げられた自然遷移であった。これはレ
ッドリスト 692 種類のうち 36％に当たる。
上記の次に多かった主要因としては、225 種類で取り上げられた森林伐採、172 種類で取り上げら
れた園芸採取、91 種類で取り上げられた道路建設がある。
2004 年レッドデータブックではラン科植物で採取による影響が大きいとされたが、今回の結果では
その影響がラン科以外でも多くあげられた。また、必ずしも原因特定は難しいものの、シカによる食
害の影響が 70 種類で取り上げられたほか、主要因をその他として分類した 112 種類の中には、生育
環境の変化が大多数含まれている。
近年、生物多様性への影響として大きく上げられている管理放棄と帰化競合は、今回 33 種類と 7
種類であげられたに過ぎなかったが、最大の主要因とされた自然遷移にも関連する内容でもある。植
物の減少をもたらす要因が開発や採取といった直接的事象以外で深く係わってきていることが示唆
される。

（６）注目される種のカテゴリーと変更理由
2004 年に絶滅とされたウチワホラシノブは雑種とされたことからリストから除外し、シムライノデ
は県内唯一の生育地において再確認されたことからカテゴリーを変更した。
里地・里山にある身近な植物の中で減少傾向にある種の見直しにより、絶滅危惧ⅠＢ類からランク
アップした種が 22 種と多かった。

（７）考えられる保全対策、今後の留意点
植物に対する保全対策として最も多くあげられたことは、生育地の保護・現状維持であった。確認
された個体及びその生育地では、開発に伴う改変等を避けるとともに、人の立ち入りによる踏みつけ、
保護と称して行われる過度な移植も生育環境の保持を念頭に留意したい。
また、インターネットで絶滅危惧種を掲載しているホームページなどがみられるが、風景写真から
も生育地が特定されるおそれがあるため、情報公開には注意が必要である。
植物を取り巻く今日の環境は、めまぐるしく変動している。今後の保全は、植物個体の保護ととも
に、可能な範囲で、林床や草地の管理、シカからの食害対策、外来種の駆除などの実施が望まれ、さ
らに気候変動をとらえた保全のあり方を考えていかなければならない。
（湯浅保雄）
※文献及び標本は、植物の解説の末尾（p.381 以降）を参照。



ハマナツメ

Paliurus ramosissimus (Lour.) Poir.

静岡県カテゴリー

クロウメモドキ科

絶滅（EX）変更なし
［2004 年版カテゴリー

絶滅（EX）：環境省カテゴリー

１．種の解説
やや匍匐性の落葉低木。若い木には托葉の変化した刺が
あり、また若い枝には細毛が密生している。葉は広卵形で
長さ 3〜6 cm、3 行脈がある。花期は 7〜9 月。花序は数花
からなる。花は径約 5 mm で淡緑色。花弁は萼片より短い。
果実は倒円錐形の核果で白茶色の毛で覆われる。果頭の周
縁に 3 浅裂した広い翼が発達する。種子は偏円形で紫褐色。
２．分布
国外では韓国（済州島）、台湾、中国、インドシナに、国
内では本州（東海地方、近畿地方、山陽地方）、四国、九州、
琉球に分布する。県内では中部に分布する。
３．生育環境
静岡県植物誌（1984）によると、大正時代初めまで生育し
ていたが、生育地が工場用地として開発されたために見ら
れなくなったという。
４．生育状況
工場などの造成で生育地が消滅したため絶滅した。
５．減少の主要因と脅威
生育地の開発（14）が絶滅の主要因である。
６．保護対策
生育が再確認されたら、生育地を生育に最適な環境に保
全すること。
（湯浅保雄）

三重県

Rhamnaceae

絶滅危惧Ⅱ類（VU）］

2019 年 9 月 16 日

宮崎一夫

ハマサジ Limonium tetragonum (Thunb.) A. A. Bullock
静岡県カテゴリー

イソマツ科

絶滅（EX）変更なし
［2004 年版カテゴリー

絶滅（EX）：環境省カテゴリー

Plumbaginaceae
準絶滅危惧（NT）］

１．種の解説
越年草。高さ 30〜60 cm。葉は根際に束生し、長楕円形で
長さ 8〜17 cm、質は厚く全縁である。花期は 9〜10 月。花
茎は多く分枝して曲がりくねる。多数の小穂からなる円錐
花序を作る。萼は白色、花冠は黄色で長さ 7 mm。近似種は
ないが葉のみの時季ではマツヨイグサやコウゾリナの仲間
に見える。
２．分布
国外では朝鮮半島、中国に、国内では本州、四国、九州に
分布する。県内では中部に分布する。
３．生育環境
愛知県 2019 年 8 月 13 日 宮崎一夫
入江や内浦及び河口に近い、潮の動きが緩慢な潮間帯の
塩性湿地に生育する。
４．生育状況
1980 年代に清水区の記録はあるが、その後は確認されて
いない。記録地の周辺は一部に湿った砂地が残っているが
ほとんど護岸され、現在の環境では再生する可能性は少な
い。
５．減少の主要因と脅威
海浜の埋め立てや造成（14）が主要因である。海岸沿い
の護岸や道路の開発（24）も脅威である。
６．保護対策
生育していた記録がある潜在的な生育地を復元保全する。（宮崎一夫）


ミカワシオガマ
静岡県カテゴリー

Pedicularis resupinata L.
subsp. oppositifolia (Miq.) T. Yamaz. var. microphylla Honda
ハマウツボ科

絶滅（EX）変更なし
［2004 年版カテゴリー

絶滅（EX）：環境省カテゴリー

１．種の解説
多年草。シオガマギクの変種で、葉は小型、披針形で長さ
1〜2 cm。花は 8〜9 月に開き、紅紫色で花冠上唇の先が短
くつまる。
２．分布
日本固有変種で、本州（愛知県、岐阜県、静岡県）に分布
する。県内では西部に分布し、東限自生地である。
３．生育環境
日当たりのよい丘陵地の湧水湿地に生育する。
４．生育状況
浜名湖周辺の記録がある。近年の生育記録がない。
５．減少の主要因と脅威
湿地開発による生育地の消失（15）や湿地の管理放棄に
よる生育環境の乾燥化や植生の遷移（53）で絶滅した。
６．保護対策
再発見された場合は、生育環境の管理、保全が重要であ
る。
（内藤宇佐彦）



愛知県

Orobanchaceae

絶滅危惧Ⅱ類（VU）］

2007 年 10 月 22 日

宮崎一夫



チシマヒカゲノカズラ
静岡県カテゴリー

Lycopodium alpinum L. 
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ⓗ࡞㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢ⥥ᐦ࡞ㄪᰝࡀᚲせࠋ㋃ࡳࡘࡅࡼࡿᙳ㡪ࢆ㜵ࡄᑐ⟇ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ㸦⣽ဴ✑㸧

ナンカクラン

Huperzia fordii (Baker) Dixit

静岡県カテゴリー 絶滅危惧ⅠA 類（CR） せ௳㸫ձղճյ ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ   ࣄ࢝ࢤࣀ࢝ࢬࣛ⛉/\FRSRGLDFHDH
 㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ%㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
 ᶞᮌ╔⏕ࡍࡿᑠ㹼୰ᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋᑠᆺࡢࡶࡢࡣ┤❧
ࡲࡓࡣᩳୖࠊ㛗ࡉ 㹼 FP ࡶ࡞ࡿࡶࡢࡣୗᆶࡍࡿࠋⱼࡣ
ᇶ㒊࡛ཪ≧ศᒱࠊྀ⏕ࡍࡿᯞࡣᩘᅇཪ≧ศᒱࡍࡿࠋⴥࡣᗈ
ᢨ㔪ᙧࡽ㛗ᴃᙧࠊ୰㒊ࡀᖜᗈ࡛㗦㢌ࠊ୰⫘ࡣ᫂░ࠋ⬊Ꮚᄞ
ࡣᑠᯞࡘࡁࠊ⬊Ꮚᄞ✑ࡢࡲࡲࡾࡣ࡞࠸ࠋศⱆ⦾Ṫࡶࡍࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊ୰ᅜࠊࣄ࣐ࣛࣖࡽᮾ༡ࢪࠊᅜෆ࡛ࡣ
ᮏᕞ㸦ఀ㇋༙ᓥࠊ⣖ఀ༙ᓥ㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫ࠊఀ㇋ㅖᓥࠊ
ᑠ➟ཎศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋㸦Ἑὠ⏫㸧ศᕸࡋࠊศᕸ
㝈ࠋ
３. 生育環境
ᬮᆅ᳃ᯘෆࠊ‵ࡗࡓᒾୖࡸࢥࢣ㢮ࡢࡘࡃᶞᖿ╔⏕ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
 ᖺ௦ࡢἙὠ⏫㔩ࡢグ㘓ࡢࡳ࡛ࠊ㏆ᖺࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸ࠋᙜᆅ࡛ࡣ⤯⁛ࡋ࡚࠸ࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏘ᆅࡀ㝈ࡽࢀ㸦㸧ࠊ⮬↛⎔ቃࡢ㑄⛣㸦㸧ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧
ࡼࡿῶᑡ⤯⁛ࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅཬࡧ㢮ఝ⎔ቃࡢሙᡤ࡛ࡢ☜ㄆࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ⏕⫱
ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ⏕⫱⎔ቃ㓄៖ࡋࡓಖㆤࡀᚲせ࡞
ࡿࠋ 㸦⣽ဴ✑㸧



12 ,0$*(








ヒモラン

Huperzia sieboldii (Miq.) Holub

静岡県カテゴリー 絶滅危惧ⅠA類（CR）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ  ࣄ࢝ࢤࣀ࢝ࢬࣛ⛉ /\FRSRGLDFHDH
㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$㢮㸦&5㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ%㢮㸦(1㸧㹛 

１．種の解説
ᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋⱼࡣ⣽ࡃࠊᙧࡣ⣣≧࡛࠶ࡿࠋᇶ㒊࡛ᩘᅇ⧞
ࡾ㏉ࡋศᒱࠊᯞࡀྀ⏕ࡍࡿࡼ࠺ぢ࠼ࡿࠋᯞࡣศᒱࠊ㛗
ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣࠊ㫣∦≧࡛ᑠࡉࡃࠊ୕ゅ≧༸ᙧࡽ༸ᙧ
ࢆ࿊ࡋࠊⱼᅽ╔ࡋ࡚ࡘࡁࠊୗ㒊ࡣⱼྜ╔ࠋ⬊Ꮚᄞࡣᑠᯞ
ࡢⴥ⭆ࡘࡁࠊ⬊Ꮚᄞ✑ࡢ㒊ศࡣࡸࡸኴࡃ࡞ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ᪥ᮏࠊᮅ㩭༙ᓥࠊྎ‴ࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦⚄
ዉᕝ┴ࡽ⣖ఀ༙ᓥ㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊ㞃ᒱศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ
࡛ࡣఀ㇋ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᆅࡢᒣᆅࡢࠊࡸࡸ㝜‵࡞ሙᡤࠊ✵୰‵ᗘࡢ㧗࠸ᒾቨࡸᶞ
ᖿ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
㏆ᖺࡣᯇᕷ㒊ࢆ㝖ࡁࠊ┠ᧁࠊ᥇㞟ሗࡣᑡ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ
⛥ᙉ㢼ᚋⴠୗࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀほᐹࡉࢀࡿ⛬ᗘࠋᅜⓗぢ
࡚ࡶࠊᕞ༡㒊௨እࡢ⏘ᆅ࡛ࡣ༴ᛴ✀࡛࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᒣᯘఆ᥇㸦㸧ࠊ⏕⫱ᆅࡢ⎔ቃኚ࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋᅬⱁ
᥇ྲྀ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡢᒣᯘࡢᶞᮌఆ᥇ࠊᅬⱁ᥇ྲྀࡢ㜵Ṇࠋ
㸦⣽ဴ✑㸧

ミヤマハナワラビ
静岡県カテゴリー

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




Botrychium lanceolatum (S. G. Gmel.) Angst.

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࣁࢼࣖࢫࣜ⛉ 2SKLRJORVVDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴პ$ 㢮㸦&5㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㹛 

１．種の解説
ᑠᆺࡢኟ⥳ᛶࢩࢲ᳜≀ࠋ᰿ⱼࡣ▷ࡃࠊⴥࢆ  ᯛฟࡍࠋⴥ
ࡣᢸⴥయࠊᰤ㣴ⴥࠊ⬊Ꮚⴥศࡍࡿࠋᢸⴥయࡣⴥࡢ㛗ࡉ
ࡢ 㹼 ࢆ༨ࡵࠊᰤ㣴ⴥࡣᗈ༸ᙧ࡛  ᅇ⩚≧῝ࠊ⩚∦
ࡣᢨ㔪ᙧ࡛῝ࠊ∦ࡣ㛗ᴃᙧ࡞ࡿࠋ⬊Ꮚⴥࡣᰤ㣴ⴥ
ྠ㛗ࡃࡽ࠸࡛㗹ᙧࠊ㛗ࡉ 㹼FP ࡛ࠊ ᅇ⩚≧
ศᒱࡍࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣࣟࢩࠊ୰ᅜᮾ㒊ࠊࢩ࣋ࣜࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࠊ࢝
ࢼࢲࠊ⡿࡞ศᕸࡍࡿࠋᅜෆ࡛ࡣࠊᾏ㐨ࠊᮾᆅ᪉༡
㒊ࠊ୰㒊ᆅ᪉࡞ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣࠊᮾ㒊㸦ᐩኈᒣ㸧ࠊ
୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
㧗ᒣᖏࡢྥ㝧ࡢᒾ㛫ࠊⲡཎ࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࠊಶయᩘࡶࡁࢃࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋ⬊Ꮚࡼࡗ࡚⦾Ṫࡍ
ࡿࡀ⏕⫱㐺ᆅࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
⮬↛ࡢ㑄⛣㸦㸧㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࡼࡿῶᑡࡀᠱᛕࡉࢀ
ࡿࠋ
６．保護対策
Ⓩᒣ㐨࡞࡛㋃ࡳࡘࡅ࡞ேⅭࡼࡿῶᑡࢆ㜵ࡄᚲせࡀ
࠶ࡿࠋ           㸦⣽ဴ✑࣭ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧



㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ






チャボハナヤスリ
静岡県カテゴリー

Ophioglossum parvum M. Nishida et Kurita

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࣁࢼࣖࢫࣜ⛉ 2SKLRJORVVDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１．種の解説
ᑠᆺࡢኟ⥳ᛶࢩࢲࠋ㧗ࡉ FP ௨ୗࠋⴥࢆ 㹼 ᯛྀ⏕≧
ࡘࡅࡿࠋ⬊Ꮚᄞ✑ࡣ㛗ࡉ 㹼 PPࠊⴥ⬦ḟ⬦ࡣⓎ㐩
ࡋ࡞࠸ࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴㸧ࠊᕞࠊఀ㇋ㅖᓥศᕸ
ࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡋࠊ㟼ᒸ┴ࡀ㝈⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
ᇶ‽⏘ᆅࡣᕝᕷ࡛࠶ࡿࠋ
３．生育環境
 ᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸ⲡᆅࡸᆅࡢᆅୖ⏕⫱ࡍࡿࠋࡁ࡞㞟
ᅋࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
４．生育状況
ᕝᕷ⏕⫱ࡍࡿࠋ⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸࡚ಶయᩘࡶᑡ࡞
࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ࡶࡶ⛥ᑡ࡞᳜≀࡛⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ㸦㸧ࠊ⏕⫱ᆅࡢ◚
ቯ㸦㸧࡛ᐜ᫆⤯⁛ࡢ༴㝤ࡀ࠶ࡿࠋᑠᆺ࡛┠❧ࡓ࡞࠸ࡢ
࡛㋃ࡳࡘࡅࡢᚰ㓄ࡀ࠶ࡿ㸦㸧ࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊࡑࡢ⏕⫱⎔ቃࡢ⥔ᣢ⟶⌮
ດࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ          㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

オニゼンマイ

ᕝᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝



Osmunda claytoniana L.

静岡県カテゴリー 絶滅危惧ⅠA類（CR）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ          ࢮ࣐ࣥ⛉ 2VPXQGDFHDH
    㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ%㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ᆺࡢኟ⥳ᛶࢩࢲࠋ࣐ࣖࢻࣜࢮ࣐ࣥఝࡿࡀࠊⴥ㌟ࡢ
ᙧᛶࡣ㒊ศⓗ࡛ୗ᪉ࡢ 㹼 ᑐࡢ⩚∦ࡀ⬊Ꮚᄞ⩌ࢆࡘࡅࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⬊Ꮚᄞࢆࡘࡅ࡞࠸⩚∦ࡣⓑ⥳Ⰽ࡛⥺≧ᢨ㔪ᙧࠊ∦ࡣ
㢌࡛⦕࡛࠶ࡿࠋ⬊Ꮚᄞࢆࡘࡅࡿ⩚∦ࡣࠊࡘࡅࡿ⩚∦ࡢ
 ࡢ㛗ࡉࠋ⬊Ꮚࡀ㣕ࢇࡔ࠶ࡣ㯮〓Ⰽ࡞ࡾࠊࡸࡀ࡚ᯤࢀ
ⴠࡕࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊྎ‴ࠊ୰ᅜࠊࣄ࣐ࣛࣖࠊࣟࢩᮾ㒊ࠊ
࣓ࣜ࢝࡞ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦ᮾᆅ᪉༡㒊ࠊ㛵ᮾᆅ᪉
㒊ࠊ୰㒊ᆅ᪉㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊㸦ᚚẊሙᕷ㸧
ศᕸࡍࡿࠋࡇࡇࡣศᕸ༡㝈ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
ᯘෆࡢྥ㝧ࡢཎ㔝ࠊ‵ᆅ⏕ࡌࠊ⩌⏕ࡍࡿࡇࡀከ࠸ࠋ
４. 生育状況
┴ෆ࡛ࡣᚚẊሙᕷ༳㔝ᅵሙࡢࡳグ㘓ࡀ࠶ࡿࠋ㏆ᖺࡢ⏕⫱
ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᮏ᮶ࡢศᕸᇦࡢ༡ࠊഅⓎⓗ⏕ࡌࡓࡶࡢᛮࢃࢀࡿ
㸦㸧ࠋ㑄⛣ࡢ㐍⾜ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢ⎔ቃኚ㸦㸧ࡀᠱᛕࡉ
ࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢ☜ㄆࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ⏕⫱ᆅࡢ☜ㄆࡀ࡞ࡉࢀࡓ
ሙྜࡣࠊ⏕⫱⎔ቃ㓄៖ࡋࡓಖㆤᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦⣽ဴ✑㸧



ᚚẊሙᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ⣽ဴ✑






Cheiropleuria integrifolia (D. C. Eaton ex Hook.) M. Kato,

スジヒトツバ

Y. Yatabe, Sahashi et N. Murak.
静岡県カテゴリー 絶滅危惧ⅠA 類(CR) せ௳㸫ձղճ ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ   ࣖࣈࣞ࢞ࢧ࢘ࣛ࣎ࢩ⛉'LSWHULGDFHDH



 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ᑠ㹼୰ᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋᙧⴥ࡛ࠊᰤ㣴ⴥࡣ༢ⴥࠊඛࡀ
ཪࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋⴥ㠃ぢࡽࢀࡿ 㹼 ⬦ࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࠋ
⬊Ꮚⴥࡢⴥ㌟ࡣ⥺≧ᢨ㔪ᙧࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠊࡸࡸཌࡃ࡚
⬦ࡀ  ᮏࡣࡋࡿࡔࡅࡢࡇࡀከ࠸ࠋᰤ㣴ⴥࡢⴥ㌟ࡣࡸࡸ◳
ࡃ࡚ᗈ༸ᙧࠊᇶ㒊ࡣᙧࠊඛ➃ࡣ㗦ᑤ㢌ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣཪ≧ศᒱࠊ
พ㒊ࡢᗈ࠸  ∦ࢆసࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜ༡㒊ࠊࣥࢻࢩࢼࡽࢽ࣮ࣗࢠࢽࡲ࡛ࠊᅜ
ෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴ࠊ⣖ఀ༙ᓥ㸧ᅄᅜ㸦༡㒊㸧ࠊᕞ㸦す࣭
༡㒊㸧ࠊ⌰⌫ࠊఀ㇋ㅖᓥศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊㸦ᕝᕷ㸧
ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ẚ㍑ⓗ࠸ࡓᒣᆅ㇂㛫ࡢᩳ㠃ࡢᯘୗࡢᆅୖࠊᒾୖࡽ
㇂ࡢࡸࡸ‵ᗘࡢ㧗࠸ᓴᆅࡢᒾୖࠊᩳ㠃࡞⏕ࡎࡿࠋ
４. 生育状況
ᕝᕷᑠ➟ᒣࡢ㇂㛫ࡢᒾቨ╔⏕ࠊ⩌ⴠࢆసࡗ࡚⏕⫱ࡋ
࡚࠸ࡿࠋᮏ┴࡛ࡣ၏୍ࡢ⏕⫱ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᒣᯘఆ᥇࡞ࡼࡿ⎔ቃኚ㸦㸧ࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⮬⏕ᆅࡢ⎔ቃಖࢆᣢ⥆ࡉࡏࡿࠋ㸦⣽ဴ✑㸧

デンジソウ



Marsilea quadrifolia L.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղյ㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ ࢹࣥࢪࢯ࢘⛉ 0DUVLOHDFHDH
㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ%㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
Ỉ⏕ࡢኟ⥳ᛶࢩࢲࠋ᰿ⱼࡣ⣽ࡃ㛗ࡃᶓ㉮ࠊᑠⴥࡣ  ᯛࠊࢡ
࣮ࣟࣂ࣮ࡢࡼ࠺  ᯛࡀ⏣ࡢᏐᙧ୪ࡪࠋⴥࡣ 㹼 FP
࡛ࠊ᰿ⱼࢆఙࡤࡋ࡚⩌ⴠࢆసࡿࠋ⬊Ꮚᄞᯝࡣࠊⴥࡢᇶ㒊
ࡽᑡࡋୖࡀࡗࡓࡇࢁࡽ▷࠸ᯞࡀฟ࡚ࠊࡑࢀ 㹼 ಶࡘ
ࡃࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ࣮ࣚࣟࢵࣃࠊ࣓ࣜ࢝ࠊᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊࣟࢩࠊ
ࣥࢻࢩࢼ࡞ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞࠊἈ
⦖ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣྛᆅศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
పᆅࡢỈ⏣ࠊụࠊ‵ᆅ࡞ࡋࡤࡋࡤ⩌⏕ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ࡘ࡚ࡣࠊ┴࡛ࡈࡃࡩࡘ࠺▱ࡽࢀࡓࡀࠊ㏆ᖺࡣࢇ
☜ㄆࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
Ỉ⏣ࡢ႙ኻ㸦㸧ࠊ㝖ⲡࡢ⏝㸦㸧ࠊప‵ᆅࡢ㛤Ⓨ㸦㸧
࡞ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ṧᏑࡍࡿᮏ✀⏕⫱ᆅࡢ☜ㄆࡀᛴົࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ⏕⫱ࡀ☜
ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ༊ᇦࢆ㝈ᐃࡋ࡚ࠊ⏕⫱⎔ቃ㓄៖ࡋࡓಖ
ㆤࢆᅗࡾࡓ࠸ࠋ          
㸦⣽ဴ✑㸧



ᕝᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ



⩌㤿┴ ᱂ᇵ   ᖺ  ᭶  ᪥ すཱྀ⣖㞝






ヤマソテツ

Plagiogyria matsumureana Makino

静岡県カテゴリー 絶滅危惧ⅠA 類（CR） せ௳㸫ձࠊղ ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ ࢟ࢪࣀ࢜ࢩࢲ⛉3ODJLRJ\ULDFHDH
㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ%㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ኟ⥳ᛶࢩࢲࠋⴥࡣᙧᛶ࡛ࠊᰤ㣴ⴥࡣᗈࡀࡗ࡚ࡘࡁࠊⴥ㌟
ࡣࡁ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ FP ࠊ⩚≧ࠊ⩚∦ࡢ⦕⥳ࡣ
㔜㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋ⬊Ꮚⴥࡣᰤ㣴ⴥࡼࡾ㧗ࡃఙࡧࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣࣟࢩᮾ㒊ࠊᅜෆ࡛ࡣ᪥ᮏᾏഃከࡃࠊᾏ㐨ࠊ
ᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞࠊᒇஂᓥศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸ
ࡍࡿࠋ
３. 生育環境
῝ᒣࡢᒣᯘࠊࣈࢼᯘ࡞ࡢᯘୗ⏕ࡌࠊࡋࡤࡋࡤ⩌⏕ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᯇᕷࡢ㒊ࠊᪧỈ❑⏫ࡸᪧ㔝⏫࡞⏕⫱ࡍࡿࠋෆᖏ
᪥ᮏᾏഃࡢࣈࢼᯘ࡞࡛ࡣ⩌⏕ࡍࡿࡀࠊ┴ෆ࡛ࡣಶయᩘࡣᑡ
࡞ࡃࠊᯘෆⅬᅾࡍࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅࡢᒣᯘఆ᥇࡞㸦㸧ࡼࡿࠊ⏕⫱⎔ቃࡢኚࡼ
ࡿ⤯⁛ࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ᒣᯘఆ᥇࡞⎔ቃࡢᝏࡼࡿᙳ㡪ࢆ㜵ࡄᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸦⣽ဴ✑㸧

サイゴクホングウシダ
静岡県カテゴリー

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ⣽ဴ✑



Osmolindsaea japonica (Baker) Lehtonen et Christenh.

絶滅危惧ⅠA（CR）㸦せ௳㸫ձ㸧㸸ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ         ࣍ࣥࢢ࢘ࢩࢲ⛉ $OLVPDWDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ᑠᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋⴥ㛗 㹼 FPࠋ࣍ࣥࢢ࢘ࢩࢲఝࡿ
ࡀࠊࡑࢀࡼࡾᑠࡉࡃࠊഃ⩚∦ࡣ 㹼 ᑐࡄࡽ࠸ᑡ࡞࠸ࠋ⩚
∦ࡢ⬊Ꮚᄞ⩌ࡣࠊษࢀࡿࡇ࡞ࡃ㐃⥆ࠊ㎶⦕ἢࡗ࡚㛗ࡃఙ
ࡧࡿࠋࡲࡓⴥ㌟ࡢඛ➃ࡣࠊ㡬⩚∦ࡀࡣࡗࡁࡾࡋ࡞࠸࣍ࣥࢢ࢘
ࢩࢲ␗࡞ࡾࠊಽ୕ゅᙧࡢ㡬⩚∦ࢆసࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊྎ‴ࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴ࠊ
⣖ఀ༙ᓥ㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊἈ⦖ࠊఀ㇋ㅖᓥศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ
࡛ࡣఀ㇋㸦Ἑὠ⏫㸧ศᕸࡍࡿࠋศᕸࡢ㝈ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᆅࡢᒣᆅࠊᒣ୰ࡢὶ㏆ࡃࡢỈࡢᙜࡓࡿࡼ࠺࡞ᒾୖࢥ
ࢣ㢮ࡶ⏕ࡎࡿࠋ
４. 生育状況
ࡲ࡛ࡢࡇࢁἙὠ⏫ࡢࡳ⏕⫱ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋἙᕝἢ
࠸ᑠつᶍ࡞⩌ⴠࡀ▱ࡽࢀࡿࡀࠊಶయᩘࡣࡁࢃࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏘ᆅࡣᒁ㝈ࡉࢀ㸦㸧ࠊᒣᯘఆ᥇㸦㸧ࠊἙᕝᨵಟ㸦㸧ࠊ
㐨㊰ᣑᖜ㸦㸧࡞ࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅᒣᯘࡢఆ᥇ࠊἙᕝࡢᨵಟࠊᣑᖜᕤ࡞ࡼࡿ⎔ቃ
ኚࢆ㜵ࡂࡓ࠸ࠋ⏝ព࡞㛤Ⓨࡼࡿᾘኻࢆ㜵ࡂࡓ࠸ࠋ
㸦⣽ဴ✑㸧



Ἑὠ⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝






キタダケデンダ

Woodsia subcordata Turcz.

㸦㸻ࣄ࣓ࢹࣥࢲ㸧
静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղյ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     

  ࣡ࢹࣥࢲ⛉ :RRGVLDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㹛

１．種の解説
㧗ᒣᛶࡢኟ⥳ᛶࢩࢲࠋⴥࡣ㛗ࡉ FP 㐩ࡋࠊ᰿ⱼࡣ
┤❧≧ࢆ࿊ࡍࡿࠋ୍ぢࡋ࡚ࠊྠᒓ࣡ࢹࣥࢲࡢ㊃ࡁࡀ࠶ࡿࡀࠊ
⩚∦ࡣ୰㹼ὸࠊⴥࡢ㛵⠇ࡣࠊⴥࡢ༙ศࡽࡸࡸୖࡢᡤ
࠶ࡿࠋᇶ㒊ࡸࡸᐦ࡞㫣∦ࡀ࠶ࡾࠊ᰿ⱼࠊⴥᇶ㒊ࡢ㫣∦
ࡣࠊ༸≧ᢨ㔪ᙧࡽᢨ㔪ᙧࢆ࿊ࡍࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊࣟࢩᮾ㒊ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊ
ᮏᕞ㸦୰㒊ᆅ᪉༡ࣝࣉࢫඵࣨᓅ㸧ࡢ㧗ᒣศᕸࡍࡿࠋ┴
ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
㧗ᒣᖏࡢᒾࡢࢀ┠࡞ࠊࡁࢃࡵ࡚⛥⏕ࡎࡿࠋ
４．生育状況
㏆ᖺ⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ⏕⫱⎔ቃࡢᝏࠊࡑࡢ࡞
ࢇࡽࡢ⌮⏤࡛ࠊ┴ෆ࡛ࡣ⤯⁛ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࡶ
ᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᒾሙࡢᒾቨᔂⴠ࡞⏕⫱⎔ቃኚ㸦㸧ࠊⓏᒣ⪅ࡢቑຍ㸦㸧
ࡼࡿ⤯⁛ࡀ༴ࡉࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡢ☜ㄆࡀᛴົ࡛࠶ࡿࠋ᪩ᛴ࡞ಖㆤᑐ⟇ࠊⓏᒣ㐨ࡢ
ᣦᐃ࡞ࡢᑐ⟇ࡼࡾࠊ⤯⁛ᅇ㑊ࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸦⣽ဴ✑㸧

ᒣ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍






スルガイノデ

Polystichum shizuokaense Nakaike

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղյ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࢜ࢩࢲ⛉ 'U\RSWHULGDFHDH



㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㹛 

１．種の解説
 ᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋࢫ࢝ࣀࢹࡢኚ✀ㄝࡶ࠶ࡿࠋⴥࡢ㛗ࡉ
FPࡲ࡛ࠋⴥୖ㒊ࡢ㫣∦ࡣࡸࡸᖜᗈࡃࠊ⬊Ꮚᄞ⩌ࡣᑠ⩚
∦ࡢ㎶⦕ᐤࡾࡘࡃࡢࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋࢫ࢝ࣀࢹࡢሙྜࠊࡑ
ࢀࡣࠊᑠ⩚∦ࡢ୰⫘㎶ࡢ୰㛫ࡘࡃࠋ
２．分布
 ᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊ⏘ᆅࡣ㟼ᒸ┴ࡢᮾ㒊㸦〈㔝ᕷ㡲ᒣ࡞㸧ࡢࡳ
࡛࠶ࡿࠋᇶ‽⏘ᆅࡶྠᆅᇦ࡛ࠊྡࡶᙜᆅ᪉ࡢᪧᅜྡ㸦㥴Ἑ㸧
ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
３．生育環境
 ᒣᆅࡢᯘෆࠊࡸࡸ㝜‵࡞ሙᡤከࡃ⏕⫱ࡍࡿࠋࣀࢹ㢮ࡣே
ᕤᯘୗࢆዲࡴഴྥࡀ࠶ࡾࠊᮏ✀ࡶࡑࡢὤࢀ࡞࠸ࠋ
４．生育状況
 㟼ᒸ┴ᮾ㒊ࡢ〈㔝ᕷ㸦㡲ᒣ㸧ࡸᚚẊሙᕷ㸦༳㔝ࠊோᮡ㸧࡞
⏕⫱ࡢ☜ㄆࡀ࠶ࡿࡀࠊ⏘ᆅࡣᑡ࡞ࡃᒁ㝈ࡉࢀࠊಶయᩘࡶࡁࢃ
ࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
 ⏘ᆅࡣᒁ㝈ࡉࢀ㸦㸧ࠊᶞᮌࡢఆ᥇࡞ࡼࡿᒣᯘࡢ㛤Ⓨࠊ
◚ቯ㸦㸧࡞ࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
 ᒣᯘఆ᥇ࡼࡿ⎔ቃኚ࡛⏕ࡌࡿ⤯⁛ࢆ㜵ࡄᑐ⟇ࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋ
㸦⣽ဴ✑㸧



12 ,0$*(






シムライノデ

Polystichum shimurae Sa. Kurata ex Seriz.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ    ࢜ࢩࢲ⛉ 'U\RSWHULGDFHDH



 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛㸦(;㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛

１．種の解説
୰㹼ᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋ᰿ⱼࡣ▷ࡃࠊᩳୖࡋሢ≧ࠋⴥ
ࡣࠊᐦ㫣∦ࢆࡘࡅࡿࠋୗ㒊ࡢ㫣∦ࡣᗈᢨ㔪ᙧࠊᬯ㉥〓Ⰽ࡛
㯮〓Ⰽࡢࡶࡢࡀΰࡌࡿࠋⴥ㠃ࠊࡃࡍࢇࡔ⥳Ⰽ࡛ගἑࡀ࠶ࡾࠊ
࢝ࢱࣀࢹఝࡿࠋᑠ⩚∦ࡢඛ➃ࡀ่≧࡞ࡿࡇࠊ⬊Ꮚᄞ
⩌ࡢໟ⭷㎶⦕ࡢⴭࡋ࠸Ḟ้ࡀ࠶ࡿࡇࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋྡࠊ
Ꮫྡࡣࠊ㟼ᒸ┴ฟ㌟ࡢᚿᮧ⩏㞝Ặ⊩ྡࡉࢀࡓࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࡢύỤ┬ࡶࡇࢀᙜࡓࡿᆺࡀグ㘓ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ࠸࠺ࠋᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ᪉ࠊ㟼ᒸ┴㸧ࠊ┴ෆ࡛ࡣ
ᮾ㒊㸦ᚚẊሙ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
పᆅࡢᒣᯘࡢᯘᗋࠊ㝜‵࡞ሙᡤࡢᆅ㠃ୖ⏕ࡎࡿࠋ
４．生育状況
ᅜⓗࡶ⏕ᜥᆅࡀᒁ㝈ࡉࢀࠊಶయᩘࡶࡁࢃࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋ
ᮏ┴၏୍ࡢ⏘ᆅࡣࠊ୍Ỉ㊰ࡢ㐀ᡂᕤ࡛ᨵኚࡉࢀࠊ ᖺ
∧ࣞࢵࢻࢹ࣮ࢱࣈࢵࢡ࡛ࡣ⤯⁛✀ࡉࢀࡓࡀࠊࡑࡢᚋࠊ⏕⫱
ࡀ☜ㄆࡉࢀࠊ⤯⁛✀࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ
５．減少の主要因と脅威
⏘ᆅࡀ㝈ࡽࢀ㸦㸧ࠊᒣᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࠊ࿘㎶Ỉ㊰ࡢᕤ
㸦㸧࡞࡛ࠊ⤯⁛ࡋ࡚ࡋࡲ࠺༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
６.保護対策
 ᒣᯘఆ᥇ࡸᅵᆅࡢᨵኚ࡞⎔ቃࡢᝏࡼࡿᙳ㡪ࢆ㜵ࡄᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋ                㸦⣽ဴ✑㸧

キレハオオクボシダ
静岡県カテゴリー

ᚚẊሙᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝


Tomophyllum sakaguchianum (Koidz.) B. S. Paris

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղյ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࢘ࣛ࣎ࢩ⛉ 3RO\SRGLDFHDH
 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１．種の解説
 ᑠᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋⴥࢆᩘᯛྀ⏕ࡋࠊⴥ㌟ࡣ⥺≧ᢨ㔪ᙧ
ࡽ⥺ᙧࠊ㛗ࡉࡣ 㹼FPࠊ⩚≧ࡰࡍࡿࠋഃ∦ࡣ༸
≧㛗ᴃᙧࠊ㕌㢌ࡽ㗦㢌࡛㕌㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋ୧㠃⣙ PP
ࡢẟࡀ⏕࠼ࡿࠋ⬊Ꮚᄞ⩌ࡣഃ⬦⫼⏕ࠊᙧ࡛〄ฟࡍࡿࠋ
࢜࢜ࢡ࣎ࢩࢲⱝᖸఝࡿࡀࠊⴥ㌟ᖜᗈࡃࠊ⩚∦ࡣὸ㹼୰ࠊ
⬊Ꮚᄞ⩌ࡣ⩚∦୰  ಶ๓ᚋࡘࡃࠋ
２. 分布
 ᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦⛛∗ᆅ᪉ࠊᒣ┴ࠊ㛗㔝┴ࠊ㟼ᒸ┴ࠊ
⣖ఀ༙ᓥ㸧ࠊᕞ㸦ᐙⲮ㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋㸦ఀ
㇋ᕷ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
 ᒣᆅࡢ῝࠸᳃ᯘ୰ࡢᶞᖿࡸᒾୖ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
 ⏘ᆅࡶᒁ㝈ࡉࢀࠊಶయᩘࡶࡈࡃᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
 ⏘ᆅࡀ㝈ࡽࢀ㸦㸧ࠊ⏕⫱ᆅ㏆ࡢᒣᯘఆ᥇ࡸ㸦㸧ࠊ࿘
㎶Ἑᕝ㇂ࡢ㛤Ⓨ㸦㸧࡞ࡼࡿ⤯⁛ࡀᠱᛕࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⌧⏕⫱ࡢ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ⮬⏕ᆅࡢ⎔ቃಖࡣᙜ↛ࡢࡇ
࡞ࡀࡽࠊ᪂ࡓ⏘ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ⏕⫱⎔ቃ㓄៖
ࡋࡓಖㆤࢆᅗࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ       㸦⣽ဴ✑㸧



12 ,0$*(





ヒロハヒメウラボシ Oreogrammitis nipponica (Tagawa et K. Iwats.) B. S. Parris
静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࢘ࣛ࣎ࢩ⛉ 3RO\SRGLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴პ$ 㢮㸦&5㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㹛 

１. 種の解説
ᑠᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋ᰿ⱼࡣ▷ࡃ㏺࠺ࠋⴥࡣ⥺≧ᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ
㹼FPࠊⴥ⬦ࡣ༢⏕  ᅇศᒱࡋࠊⴥࡢ⾲㠃 PP ࡢ㉥
〓Ⰽࡢẟࡀ࠶ࡿࠋ⬊Ꮚᄞ⩌ࡣ୰⫘ᐤࡾ୪ࡧࠊᙧࡽ㛗ᴃ
ᙧ࡛ࠊᡂ⇍ࡍࡿ㞄᥋ࡍࡿࡶࡢ㐃࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ఀ㇋༙ᓥ௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊᒇஂᓥࠊ
ఀ㇋ㅖᓥศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᖏࡢᕝἢ࠸ࡢᒾୖࡸᶞᖿୖࠊࢥࢣᇙࡲࡿࡼ࠺⏕⫱ࡍ
ࡿࠋ
４. 生育状況
Ἑὠ⏫㔝⏫ࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࠋ㏆ᖺࡣ⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᒣᯘఆ᥇㸦㸧ࡸἙᕝ㛤Ⓨ㸦㸧ࡼࡿࠊ✵୰‵ᗘࡢపୗ
࡞ࡀ⤯⁛ࡢཎᅉ࡞ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ⏕⫱⎔ቃ㓄៖ࡋࡓಖㆤࢆᅗࡾ
ࡓ࠸ࠋ
               㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

オドリコテンナンショウ
静岡県カテゴリー

12 ,0$*(




Arisaema aprile J. Murata

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࢧࢺࣔ⛉ $UDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋഇⱼࡣࡸࡸ▷࠸ࠋⴥࡣ  ಶ࡛ࠊ
ᑠⴥ  ಶࡀ㫽㊊≧ࡘࡁᑠⴥ㛫ࡢⴥ㍈ࡣࢇⓎ㐩ࡋ࡞
࠸ࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼᗎࡣⴥࡼࡾࡸࡸ᪩ࡃ㛤ࡃࠋ⅖ⱖࡣ
⥳ⰍࠋⰼᗎᒓయࡣᲬ≧࡛ῐⰍࠋഇⱼࡢ㛤ཱྀ㒊ࡀあ≧㛤ฟ
ࡍࡿࠋኳᇛᓘ࡛Ⓨぢࡉࢀࡓࡓࡵࠕఀ㇋ࡢ㋀Ꮚࠖࡕ࡞ࢇ࡛ྡ
࡙ࡅࡽࢀࡓࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴ࠊ⚄ዉᕝ┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴
ෆ࡛ࡣఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᖏࡢⴠⴥᶞᯘࡢᆅୖ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ኳᇛᒣすኳᇛ⏕⫱ࡍࡿࠋ⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸࡚ಶయᩘࡣ
ᑡ࡞࠸ࠋᅜⓗ⏘ᆅࡢ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿ᳜≀࡛࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᒣᯘఆ᥇㸦㸧ࠊᯘ㐨ᕤ㸦㸧࡞ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢᾘ
ኻ࡛⤯⁛ࡢ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ✀ࡢಖᏑἲᇶ࡙ࡃࠕ≉ᐃ➨୍✀ᅜෆᕼᑡ㔝⏕ື᳜≀
✀ࠖࠋఆ᥇ࡸᕤ࡞࡛ࡣ๓ㄪᰝᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ఀ㇋ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ



㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧








アマギテンナンショウ
静岡県カテゴリー

Arisaema kuratae Seriz.

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࢧࢺࣔ⛉ $UDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣ  ಶࡁ  ಶ࡛ࠊⴥࡣഇ
ⱼࡼࡾࡣࡿ㛗ࡃࠊⴥ㌟ࡣ㫽㊊≧ศࡍࡿࠋᑠⴥ㛫ࡣⴥ
㍈ࡀࡸࡸⓎ㐩ࡍࡿࠋᑠⴥࡣ 㹼 ᯛࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼᗎ
ࡣⴥࡼࡾ▷ࡃࠊ⅖ⱖࡣ⣸〓Ⰽࡲࡓࡣ⥳Ⰽࠋⰼᗎᒓయࡣኴ
Წ≧࡛ⓑⰍࡲࡓࡣῐ⥳Ⰽࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀ࠋఀ㇋༙ᓥᅛ᭷࡛࠶ࡾࠊኳᇛᒣࡢᮾ༡㒊ศ
ᕸࡋ࡚࠸ࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᖏࡢᯘᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ಶయᩘࡣከࡃࡣ࡞࠸ࡀࠊ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝࡽࢇ
ኚࡣ࡞࠸ࠋࢩ࢝ࡢႴዲᛶ᳜≀࡛࠶ࡿࡀࠊ㣵࡞ࡿ᳜≀ῶ
ᑡࡽࠊ㣗ᐖ࠶ࡗ࡚࠸ࡿಶయࡶぢࡽࢀࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
 ᅬⱁ⏝᥇ྲྀ㸦㸧ࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖ㸦㸧ࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ✀ࡢಖᏑἲᇶ࡙ࡃ≉ᐃ➨୍✀ᅜෆᕼᑡ㔝⏕ື᳜≀✀ࠋࢩ
࢝ࡼࡿ㣗ᐖࢆ㜵ࡄࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧

マルバオモダカ
静岡県カテゴリー

ᮾఀ㇋⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ὸಖ㞝


Caldesia parnassilifolia (Bassi. ex L.) Parl.

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձ㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ      ࢜ࣔࢲ࢝⛉ $OLVPDWDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ᾋⴥᛶࡽᢳỈᛶࠊࡲࡓࡣᾋⴥ㹼ᢳỈᛶࡢ୍ᖺⲡࠋᡂⴥࡣ
Ỉ῝ᛂࡌ࡚ⴥࡀ P ࡲ࡛ఙࡧࡿࠋⴥ㌟ࡣࡰᙧ࡛ࠊ
㛗ࡉ 㹼FP ࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼⱼࢆỈୖฟࡋࠊ」
⥲≧ⰼᗎࢆసࡾࠊⓑⰍࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼࡣ୧⏕࡛ⴟ∦  ᯛ㛗
ࡉ PPࠊⰼᘚ  ᯛ㛗ࡉ PPࠊ㞝ⷁࡣ  ᮏࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ࣮ࣘࣛࢩ㝣ࠊࣇࣜ࢝㝣ࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ
㝣ࡢ ᖏ㹼⇕ᖏᇦࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
†ࠊࡓࡵụࠊỈ⏣ࠊỈ㊰࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡼࢀࡤࠊࡘ࡚ࡣ⏕⫱ᆅࡸಶయᩘ
ࡣᑡ࡞࠸ࡀࠊ┴ෆྛᆅศᕸࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࠊ ᖺᗘ
∧ 5'% ㄪᰝ࡛ࡶࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶࡑࡢ⏕⫱ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ụࠊ‵ᆅࡢ㛤Ⓨ㸦ࠊ㸧᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀῶᑡࡢ
せᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
⏕⫱ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ⏕⫱㐺ࡋࡓ⎔ቃࡢ㐀ᡂಖ
ࢆ⾜࠺ࠋ               㸦ὸಖ㞝㸧



12 ,0$*(








シバナ Triglochin asiatica (Kitag.) A. et D. L|ve
静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ    ࢩࣂࢼ⛉ -XQFDJLQDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣኟ⥳ᛶ࡛᰿⏕ࡋ⥺ᙧ࡛㛗ࡉ
㹼FPࠊ⫗㉁࡛ཌࡃ᩿㠃ࡣ୕᪥᭶ᙧࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼ
ⱼࡣ┤❧ࡋ࡚ⰼࡣῐ⥳Ⰽ࡛ⰼⱼࡢୖ㒊⥲≧ⰼᗎࢆసࡿࠋⰼ
ࡣ㛗ࡉ PPࠋⰼ⿕∦ࡣ  ಶࠋᚰ⓶ࡣ  ಶࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ༙⌫ࡢ ᖏࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊ
ᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ࠊ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ἙཱྀࡸධࡾỤࡢ₻㛫ᖏ࡛ࠊ₻ࡢᖸ‶ࡀ✜ࡸ࡞ሷᛶ‵ᆅ
⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ྡ†࡞㐣ཤࡢグ㘓ᆅࡣ࿘㎶ࡀㆤᓊࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⊃࠸⠊
ᅖ࡛ሷᛶ‵ᆅࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊỈ㉁ࡣởᰁࡉࢀ࡚࠸࡚⏕࡛
ࡁࡿ⎔ቃ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
Ἑཱྀࡸ‴ෆࡢㆤᓊࡸᇙࡵ❧࡚࡞ࡢᾏᓊࡢ㛤Ⓨ⾜Ⅽ㸦㸧
ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋỈ㉁ởᰁ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡓグ㘓ࡀ࠶ࡿ₯ᅾⓗ࡞⏕⫱ᆅࢆಖࡍࡿࠋᚋ
ࡶὀពࡋ࡚᥈⣴ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ     
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

タヌキノショクダイ
静岡県カテゴリー

ᯇᕷ ᳜᱂   ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




Thismia abei (Akasawa) Hatus.

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࢱࢾ࢟ࣀࢩࣙࢡࢲ⛉ 7KLVPLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
⳦ᚑᒓᰤ㣴ࡢከᖺⲡࠋ᰿ⱼࡣ⣒≧ࠊ㛗ࡃ㏺ࡗ࡚ศᯞࡋࠊ
⠇ࡽⰼⱼࡀ❧ࡘࠋⰼⱼࡣ㛗ࡉ 㹼ੈࠋⴥࡣᑡᩘ࡛㫣∦
≧ࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣⰼⱼࡢ㡬  ಶࡘࡃࠋⰼ⿕ࡣⓑ
Ⰽࠋእⰼ⿕∦  ಶࠊෆⰼ⿕∦  ಶࠋෆⰼ⿕∦ࡣ㛗ࡃఙ㛗ࡋ
ඛ࡛ྜ╔ࡋ࡚ࠊⰼෙࡢୖ㒊  ಶࡢ❆ࢆᣢࡘ✵Ὕࢆసࡾࠊ
⊂≉࡞ᙧែࢆసࡗ࡚࠸ࡿࠋ㞝ⷁࡣ  ಶࠋⰼᰕࡣ  ಶࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊఀ㇋ㅖᓥ
㸦⚄ὠᓥ㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
↷ⴥᶞᯘୗࡢⴠⴥࡢୗ⏕࠼ࡿࠋ
４. 生育状況
┴ෆ࡛ࡣఀᮾᕷࠊᪧᘬబ⏫࡛☜ㄆࡉࢀࡓࠋ┴ෆࡢ↷ⴥᶞ
ᯘෆࡣᗈࡃศᕸࡍࡿࡶࡢᛮࢃࢀࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
≉ู᥈ࡉࡡࡤぢࡘࡅࡿࡇࡢ࡛ࡁ࡞࠸᳜≀࡞ࡢ࡛ࠊࡑ
ࡢቑῶࡣ⡆༢ࡣุ᩿࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ↷ⴥᶞᯘࡢఆ᥇㸦㸧
ࡣ⏕⫱⎔ቃࢆ◚ቯࡍࡿࡶࡢ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡀぢࡘࡗࡓࡽࠊ㋃ࡳࡘࡅࢆ㜵ࡄࡓࡵ❧ࡕධࡾ
ࢆไ㝈ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ          㸦ὸಖ㞝㸧



ఀᮾᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ຍ⸨ᚭ




ヒロハノアマナ
静岡県カテゴリー

Amana erythronioides (Baker) D. Y. Tan et D. Y. Hong

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ      ࣘࣜ⛉ /LOLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋᆅ୰῝ࡃ༸ᙧࡢ㫣ⱼࡀ࠶ࡿࠋ
ⴥࡣ  ಶ࠶ࡾᗈ⥺ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼PPࠊୖ㠃ࡢ
୰ኸἢࡗ࡚ᗈ࠸ⓑ᮲ࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⱖⴥࡣ⥺≧
ᢨ㔪ᙧ࡛ࡩࡘ࠺ࡣ  ಶࡘࡃࠋ㛗࠸ⱼࡢඛ  ⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼ
ࡣᬕኳ㛤ࡃࠋⰼ⿕∦  ಶࡣ㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠊ
ᇶ㒊ࡀ⥳㯤Ⰽ࡛ࢃࡎῐ㉥〓Ⰽࡢ➽ࡀࡣ࠸ࡾⓑⰍࠋ㏆ఝ✀
ࡢ࣐ࢼࡣⱖࡀ  ಶ࡛ⴥࡢᖜࡀ 㹼PP ࡛ⓑ᮲ࡀ࡞࠸ࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ᪉ࡽ㏆␥ᆅ᪉㸧ࠊᅄᅜศ
ᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ୣ㝠ࡸపᒣࡢⴠⴥᶞᯘୗ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣᒁ㝈ࡋ࡚࠸࡚ࠊᰴᩘࡶࡁࢃࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋ㛤ⰼࡍࡿࡈ
᥇ྲྀࡉࢀࠊ࡞࠾ࡘࢱࢣࡀධࡋ࡚ࡁ࡚⏕⫱ࡢᅽຊ࡞
ࡾ⤯⁛ࡢ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋ㏆ᖺࡣᰴᩘࡀ⃭ῶࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ┠ⓗࡢ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡶ
⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⾜ᨻࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢಖㆤ⟶⌮ࡀᮃࡲࢀࡿࠋሗࡢබ㛤ࡣ
ៅ㔜࡞㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ          
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ジンリョウユリ
静岡県カテゴリー

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




Lilium abeanum Honda

絶滅危惧ⅠA 類（CR） 㸦せ௳㸫ձղճյ㸧ኚ᭦࡞ࡋ      ࣘࣜ⛉ /LOLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋⱼࡣ⣽ࡃᚄ  PP ⛬ᗘ࡛㧗ࡉ 㹼 FPࠋⴥࡣᢨ㔪ᙧ࡛㛗
ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼FPࠊࡲࡤࡽ⏕ࡍࡿࠋⴥ⦕ࡣⓑࡃ㝰ྲྀࡿ
ࡇࡀከ࠸ࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⱼ㡬㛗ࡉ 㹼FP ࡢⰼࢆ 㹼 ಶࡘࡅ
ࡿࠋⰼࡣ࣮ࣟࢺ≧࡛ῐ᱈㹼ῐ⣚Ⰽࠊࡲࡓࡣ⃰⣚Ⰽ࡛ࠊⰼ⿕∦ࡢᇶ㒊ࡢ
Ⰽࡀ⃰ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㢮ఝࡢࢧࢧࣘࣜࡢⰼࡣ㛗ࡉ 㹼 FP ࡁ
࠸ࠋ┴ෆࡢࡶࡢࡣࠊⰼࡀⓑⰍ࡛࢝࣡ࢿࣘࣜ⛠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴㸧ࠊᅄᅜศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊
ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᒣᆅࡢᯘ⦕ࠋᇶ‽⏘ᆅࡢᚨᓥ┴⚄㡿࡛ࡣ⺬⣠ᒾᆅ⏕⫱ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣࠊᪧᕝ᰿⏫ࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊ๓ᅇ
 ᖺㄪᰝ࡛ࡶࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳜⏕ࡢ㑄⛣㸦㸧ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ⏕⫱⎔ቃ㓄៖ࡋࡓಖㆤࢆ⾜࠸
ࡓ࠸ࠋ                  㸦ὸಖ㞝㸧






ף㹎㹇㹖㹒㸿



スルガジョウロウホトトギス

Tricyrtis ishiiana (Kitag. et T. Koyama) Ohwi et
Okuyama var. surugensis T. Yamaz.

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ         ࣘࣜ⛉ /LOLDFHDH

静岡県カテゴリー

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋࢧ࣑࢞ࢪࣙ࢘ࣟ࢘࣍ࢺࢺࢠࢫࡢኚ✀࡞ࡗ࡚࠾
ࡾࠊᆅୗⱼࢆఙࡤࡋ࡚⦾Ṫࡍࡿᛶ㉁ࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 
㹼 ᭶ࠋⱼ㡬 㹼 ಶࡢ㯤Ⰽ࠸ⰼࢆࡘࡅࡿࠋⱼࠊⴥࡶ↓
ẟ࡛࠶ࡿࠋ㟼ᒸ┴ࠊᒣ┴ࠊ㛗㔝┴ࡢ  ┴ࢃࡓࡾࠊ࢟ࢪ
ࣙ࢘ࣟ࢘࣍ࢺࢺࢠࢫࡼࡃఝࡓࢱࣉࡢࡶࡢࡀぢࡽࢀࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛、ᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴ࠊᒣ┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴
ෆ࡛ࡣᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ἑ➽ࡢ✵୰‵ᗘࡢ㧗࠸ᒾቨ⏕⫱ࡍࡿࠋሙᡤࡼࡗ࡚ࡣ୍
ᯛᒾࡢ⾲㠃ࡘ࠸ࡓࢥࢣࡢ୰⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ே┠ゐࢀ࡞࠸ሙᡤࡢࡶࡢࡣࠊ࠾࠾ࡴࡡ⏕⫱ࡣ᪲┒࡛࠶ࡿ
ࡀࠊኳೃࡢᙳ㡪ࢆ࡞ࡾཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
࣐ࢽࡼࡿ᥇ྲྀࠊᴗ⪅ࡢ┐᥀ࡼࡿ⿕ᐖࡀከࡃࠊᒣ᥇ࡾ
ࡼࡾቯ⁛ⓗ࡞⿕ᐖࡀⓎ⏕ࡍࡿ㸦㸧ࠋ
６. 保護対策
 ✀ࡢಖᏑἲᇶ࡙ࡃ≉ᐃ➨୍✀ᅜෆᕼᑡ㔝⏕ື᳜≀✀ࠋ㆙
ᐹᐁࡢᖖ㥔࡞ࠊᚭᗏࡋࡓྲྀࡾ⥾ࡲࡾࡢᚲせ࡞ᮇࡁ࡚࠸
ࡿࠋ                 㸦すཱྀ⣖㞝㸧

イワチドリ


ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ すཱྀ⣖㞝 

Amitostigma keiskei (Maxim. ex Franch. et Sav.) Schltr.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ       ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋሢ᰿ࡣ⣳㗽ᙧࠋⴥࡣ  ᯛ࠶ࡾ㛗ᴃ
ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠊᇶ㒊ࡣⱼࢆᢪࡃࠋⰼᮇࡣ  ᭶ࠋⰼࡣῐ
⣚⣸Ⰽ࡛ᩘಶࡘࡅࡿࠋ ⴟ∦ഃⰼᘚࡀණ≧࡞ࡿࠋ၁ᘚࡣ
㛗ࡉ  FP ๓ᚋ࡛  ῝ࡋ࡚ࠊ୰∦ࡣࡉࡽ  ὸࡍࡿࠋ
㊥ࡣ㛗ࡉ 㹼 PPࠋ㏆ఝ✀ࡢࣄࢼࣛࣥࡣ၁ᘚࡢ୰∦ࡀ
 ࡋ࡞࠸ࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦୰㒊ᆅ᪉ࠊ㏆␥ᆅ᪉㸧ࠊᅄᅜࠊఀ㇋
ㅖᓥศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮ ᖏࡢἙᓊ࡛ᒾቨࡢࡸࡸ᪥㝜ࡢ‵ࡗࡓⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏕⫱㐺ࡋࡓ⎔ቃࡣṧࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᰴᩘࡀࡁࢃࡵ࡚ᑡ࡞ࡃ
࡞ࡗࡓࠋ᥇ྲྀࡀᅔ㞴࡞⨨ࡢࡳ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿ༴ᶵⓗ࡞≧ἣ
࡛࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ┠ⓗࡢ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋἙᓊࡢᨵಟ㸦㸧
ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⮬⏕ᆅࡢ⾜ᨻⓗ࡞ಖㆤ⟶⌮ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ⏘ᆅሗࡢබ㛤
ࡣៅ㔜࡞㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ       㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧




ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ






Androcorys pusillus (Ohwi et Fukuy.) Masam.

ミスズラン

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղյ㸧ኚ᭦࡞ࡋ       ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋⰼⱼࡢ㧗ࡉࡣ 㹼ࠋⴥࡣ㸯ಶ࡛ಽᢨ㔪≧ᴃ
ᙧࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼FPࠊᇶ㒊ࡣ⣽ࡃ࡞ࡗ࡚ⴥ≧
࡞ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋῐ⥳Ⰽࡢⰼࢆᩘಶࡲࡤࡽࡘࡅࡿࠋ⫼
ⴟ∦ഃⰼᘚࡣණ≧࡞ࡿࠋ၁ᘚࡣ୕ゅ≧⯉ᙧࠋഃⴟ∦ࡣ㛗
ᴃᙧࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊྎ‴ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦ᮾᆅ᪉ࡽ
୰㒊ᆅ᪉㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
෭ ᖏࡢ㔪ⴥᶞᯘࡢᯘᗋࠋ
４. 生育状況
 ᖺᐩኈᒣ࡛ࠊ ᖺ༡ࣝࣉࢫ࡛☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊࡑࡢᚋࡢ☜ㄆグ㘓ࡣ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡸᯘ㐨㛤タ㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢᾘኻࡀ
ῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ෭ ᖏ࡛ࡢ᳃ᯘఆ᥇ࡸ㐨㊰ᘓタࡣᴟຊ⾜ࢃ࡞࠸ࡇࠋ

㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ຍ⸨ᚭ



                
㸦ὸಖ㞝㸧

キソエビネ





Calanthe alpina Hook. f. ex Lindl.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHD
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ⌫ⱼࡣᩘ⌔≧㐃࡞ࡿࠋⴥࡣಽ༸
≧⊃㛗ᴃᙧ࡛ࡸࡸἼᡴࡕࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ
ⰼⱼࡢୖ㒊ⰼࢆᩘಶࡘࡅࡸࡸୗྥࡁ㛤ࡁῐ⣸⣚Ⰽࠋ၁ᘚ
ࡣ㉥ⰍࡢᑠᩬⅬࡀ࠶ࡾࠊ ࡋ࡞࠸࡛ᕳ࠸࡚༙ᙧ࡛ඛࡢ⦕
ࡣ᷸≧⣽ࡍࡿࠋ㊥ࡣ㛗ࡉ 㹼PPࠊᚋ᪉ࡲࡗࡍࡄఙࡧ
ࡿࠋ㏆ఝ✀ࡢ࢟ࣥࢭࣛࣥࡣ၁ᘚࡀ  ࡍࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦ᮾᆅ᪉ࡽ୰㒊ᆅ
᪉㸧ࠊᅄᅜศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࢆ㝖ࡃྛᆅศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᖏࡽள㧗ᒣᖏ࡛῝ᒣࡢἑἢ࠸࡞ࡢࠊⱏࡴࡍᆅୖࡸಽ
ᮌୖ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
今回の調査では 1 ヶ所で確認されたのみであるࠋグ㘓ᆅࡣ
ከࡃ࠶ࡿࡀ⏘㔞ࡀᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ┠ⓗࡢ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡶ
⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿ₯ᅾⓗ࡞⮬⏕ᆅࢆಖࡍࡿࠋᚋࡶ⥅⥆
ࡋ࡚᥈⣴ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ         㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧




ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ຍ⸨ᚭ







キンセイラン Calanthe nipponica Makino
静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ       ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ⌫ⱼࡣ⌫ᙧ࡛ᩘ⌔≧㐃࡞ࡿࠋⴥࡣ 㹼 ಶ
ࡘࡁᗈᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼⱼࡢୖ㒊▷ẟࡀ࠶
ࡾࠊ㯤Ⰽࡢⰼࢆ 㹼 ಶࡲࡤࡽࡘࡅࡿࠋⱖࡣᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋⴟ
∦ࡣᗈᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋഃⰼᘚࡣ⊃ᢨ㔪ᙧࠋ၁ᘚࡣᇶ㒊ࡼࡾᛴ
ᗈࡀࡗ࡚ࠊ ࡋ࡚୰∦  ᮲ࡢぁࡀ࠶ࡿࠋ㏆ఝ✀ࡢ࢚࢟ࣅࢿࡣⰼࡀ
ࡁࡃᐦࡘࡅࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣࢳ࣋ࢵࢺࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ᐑᓮ୍ኵ
３. 生育環境
෭ ᖏᒣᆅࡢ࣑ࣔࠊࢶ࢞㢮ࡢᖖ⥳㔪ⴥᶞᯘୗ࡛⭉᳜ᅵࡀሁ✚
ࡋࡓ◁♟ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡶᰴࡶⅬᅾࡍࡿࠋ⏘ᆅࡶ⏘㔞ࡶῶᑡࡋࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ┠ⓗࡢ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡸ᳜
⏕㑄⛣㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢಖᅬⱁ᥇ྲྀࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊ⏘ᆅሗࡢබ㛤ࡣៅ
㔜࡞㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ           㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

キエビネ Calanthe striata R. Br.
静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ     ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣᗈᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊ
ᖜ 㹼FPࠊࡸࡸගἑࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼⱼࡣ┤❧
ࡋࠊ㹼 ಶࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼࡣ⣧㯤Ⰽ࡛࢚ࣅࢿࡼࡾࡁ࠸ࠋ
ⴟࡣ㛗ࡉ 㹼 PPࠋഃⰼᘚࡣ㛗ࡉ 㹼 PPࠋ၁ᘚࡣ㛗ࡉ
㹼PPࠊ ୰ࡋ࡚୰∦ 㹼 ࡢぁ≧ࡢ㝯㉳ࡀ࠶ࡿࠋ
㊥ࡣ㛗ࡉ PPࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊ㡑ᅜࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦୰㒊௨す㸧ࠊ
ᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ㟼ᒸ┴ࡣ
ᮾ㝈⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮ ᖏࡢᖖ⥳ᗈⴥᶞᯘࡸࢫࢠᯘ࡞ࡢᯘᗋ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㏆ᖺࡢ☜ㄆࡣ࡞ࡃࠊ⏕⫱≧ἣࡣ࡛᫂࠶ࡿࠋ ᖺ௦ᚋ༙
ᘬబ⏫ࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀ᭱ࡓࡿせᅉ࡛࠶ࡿࠋ᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡶ⬣
ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⮬⏕⏘ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣᅬⱁ᥇ྲྀࡀ༴ࡉࢀࡿࡢ࡛ࠊ
ሗࡢබ㛤ࡣៅ㔜࡞㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧






ᒱ㜧┴ ᳜᱂   ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




サルメンエビネ Calanthe tricarinata Lindl.
静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ       ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
 ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ⌫ⱼࡣ⌫≧ࠋⴥࡣಽ༸≧⊃㛗ᴃ
ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋⰼᮇࡣ  ᭶ࠋⰼⱼࡢୖ༙㒊ࡢ⥲≧ⰼ
ᗎ 㹼 ಶࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋ ᯛࡢⴟ∦ഃⰼᘚࡣ㯤⥳Ⰽࠋ
၁ᘚࡣ⣸⣚〓Ⰽ࡛ࠊ ࡋ࡚୰∦  ᮲ࡢࡉ≧ࡢ✺㉳
ࡀ࠶ࡾࠊඛ➃ࡣࡇࡴࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊྎ‴ࠊ୰ᅜࠊࣄ࣐ࣛࣖࠊᅜෆ࡛ࡣ
ᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ
୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ࣈࢼᖏᒣᆅࡢⴠⴥᶞᯘୗࡸࢫࢠࠊࣄࣀ᳜࢟ᯘ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣࠊఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࡢグ㘓ࡀ࠶
ࡿࡀࠊࡑࡢᚋࡢ☜ㄆሗࡣ࡞࠸ࠋࢫࢠࠊࣄࣀ࢟ᯘࡢᯘᗋṧ
Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ㛤ⰼ๓᥇㞟ࡉࢀࡿࡓࡵࠊ⮬⏕ᆅ
࡛㛤ⰼᰴࢆぢࡿࡇࡀᅔ㞴࡞≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ┠ⓗࡢ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡶ
⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿ₯ᅾⓗ࡞⏕⫱ᆅࢆಖࡍࡿࠋሗࡢබ㛤
ࡣៅ㔜⾜࠸ࠊ⏕⫱ᆅࡢಖㆤࢆᅗࡾࡓ࠸ࠋ  㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ホテイラン

᪂₲┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




Calypso bulbosa (L.) Oakes var. speciosa (Schltr.) Makino

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ       ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋ⌫ⱼࡣ⊃༸ᙧࠋⴥࡣᆅ⾲᥋ࡋ࡚
 ಶ࠶ࡾࠊ༸≧ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊ㢧ⴭ࡞⦪⓾ࡀ࠶ࡾࠊ
㠃ࡣ⣸Ⰽࠋⰼᮇࡣ  ᭶ࠋⰼⱼࡢ㡬ⰼࢆ  ಶࡘࡅ࡚⣸⣚Ⰽࠋ
၁ᘚࡣ⿄≧࡛ୗᆶࡋ࡚ࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠋ㊥ࡣ  ཫศࢀ
࡚⯨㒊ࡽ✺ࡁฟࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣḢᕞࠊࢩ࣋ࣜࠊ࢝ࢼࢲࠊ⡿ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㛵
ᮾᆅ᪉ࠊ୰㒊ᆅ᪉㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ࠊ୰㒊㸦༡ࣝ
ࣉࢫ㸧ࠊᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᖏୖ㒊ࡽள㧗ᒣᖏ࡛㔪ⴥᶞᯘୗࡢᩳ㠃ࡸ㇂㛫⏕⫱ࡍ
ࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣᑡ࡞ࡃࠊᰴᩘࡀ⃭ῶࡋ࡚࠾ࡾࠊ⏕⫱ࡣ༴ᶵⓗ࡞≧ἣ࡛
࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ┠ⓗࡢ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡶ
⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 㟼ᒸ┴ᣦᐃᕼᑡ㔝⏕ື᳜≀ࠋ⏘ᆅሗࡢබ㛤ࡣៅ㔜࡞㓄៖
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ              㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧




㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ








クゲヌマラン

Cephalanthera longifolia (L. ) Fritsch

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղճյ㸧ኚ᭦࡞ࡋ           ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
  㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋⱼࡢ㧗ࡉ 㹼FPࠋ⛸ࡣ┠❧ࡓ࡞࠸ࠋⴥࡣ 㹼
ಶ࡛⊃㛗ᴃᙧࠋ㛗ࡉ 㹼 FPࠋᖜ 㹼 FPࠊᇶ㒊ࡣⱼࢆᢪ
ࡃࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⓑⰍࡢⰼࢆ 㹼 ಶࡘࡅࡿࠋࢠࣥࣛࣥ
ࡸࢧࢧࣂࢠࣥࣛࣥఝࡿࡀࠊⰼࡢ㊥ࡀ▷࠸ࡇࡸࠊ㛤ⰼࡢ
᳜≀యࡢࡊࡽࡘࡁࡸⴥࡢ⓾ࡀᑡ࡞ࡃࠊⴥ⬦ࡀ┠❧ࡓ࡞࠸ࡇ
࡞࡛༊ู࡛ࡁࡿ࠸࠺ࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ࣮ࣘࣛࢩ㝣ࡽࣇࣜ࢝㒊ᅜෆ࡛ࡣᾏ
㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊㸦ᐩኈᕷࡢἢ
ᓊ㒊㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮ ᖏࡢⴠⴥᗈⴥᶞᯘࡸἢᓊ㒊ࡢࢡ࣐ࣟࢶᯘࡢᯘᗋࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ᐩኈᕷࡢ⏣Ꮚࡢᾆグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊ
ࡑࡢᚋࠊ㛗ࡽࡃぢࡘࡗ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋࡇࢁࡀࠊ ᖺࠊ
ᐩኈᕷ࡛㔞Ⓨ⏕ࡋࡓࡢࡀぢࡘࡗࡓࠋ㏆ᖺࠊ㐀ᡂᆅࡸ㒔
ᕷබᅬ࡞࡛ᛴ㏿ศᕸࢆᗈࡆ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᾏᓊࢡ࣐ࣟࢶᯘࡢᯘᗋ᳜⏕ࡢኚ㸦㸧ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ⴠࡕⴥᥙࡁࡸ㝖ⲡࡼࡿᾏᓊࢡ࣐ࣟࢶᯘࡢᯘᗋ⟶⌮ࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧

㤶ᕝ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ すཱྀ⣖㞝



カンラン Cymbidium kanran Makino
静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ       ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ᖖ⥳ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⴥࡣ᮰⏕ࡋ࡚⣽ࡃᖜ 㹼 PPࠊ୰ኸ⬦ࡔ
ࡅࡀ࠶ࡾ㗦ᑤ㢌ࠊ⦕ࡣ㗬ṑࡀ࡞ࡃࡊࡽࡘ࡞࠸ࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⴟ∦ࡣ
ࡁࡃ㛤ࡁ㛗ࡉ 㹼FPࠋⰼⱼࡢୖ㒊ⰼࢆ 㹼 ಶࡘࡅࠊᚄ 㹼FP ࡛ⰾ
㤶ࡀ࠶ࡿࠋⰼⰍࡣῐ㯤⥳Ⰽࠊᖏ⣚⣸Ⰽ࡞ኚࡀ࠶ࡿࠋ၁ᘚࡣ⣚⣸ᩬࡀ࠶ࡾ
እ᭤ࡍࡿࠋ㏆ఝ✀ࡢࢩࣗࣥࣛࣥࡣⰼࡀ  ಶ࡛ⴥࡢ⦕ᚤ⣽࡞㗬ṑࡀ࠶ࡾ 
ⴥ⬦ࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦ᮾᾏᆅ᪉௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫ิᓥ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ୣ㝠ࡽᒣᆅࡢᩳ㠃୰㒊ࡽୖ㒊ࡢᖖ⥳ᶞᯘୗ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
 ᖺ௨㝆࡛ࡣ☜ㄆࡀ࡞ࡃࠊ㔝⏕࡛ࡣ⤯⁛ࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀ᭱ࡓࡿせᅉ࡛࠶ࡿࠋ᳜ᯘࡢⓙఆ㸦㸧ࡶ⬣
ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢಖᅬⱁ᥇ྲྀࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊ⏘ᆅሗࡢබ㛤ࡣៅ
㔜࡞㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧
 






ࣜࣛࣈࣛࢺ࢛ࣇף



キバナノアツモリソウ
静岡県カテゴリー

Cypripedium yatabeanum Makino

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ       ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣ⏕࡛࠶ࡿࡀࠊ᥋㏆ࡋ࡚  ᯛྥ࠸
ྜࡗ࡚ࡘࡁࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼FPࠋⱼࡸᏊᡣࡶ⭢ẟࡀࡣ
࠼ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠊ⣽㛗࠸ⰼⱼࡢඛࠊᶓྥࡁ  ಶࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋ
ⰼࡣᚄ FPࠋ⿄≧ࡢ၁ᘚࡣᗈࡃ㛤ཱྀࡋࠊഃⰼᘚࡶⲔ〓ⰍࡢᩬⅬࡀ
࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ࣒࢝ࢳࣕࢶ༙࢝ᓥࠊ࣮ࣜࣗࢩࣕࣥิᓥࡽࣛࢫ࢝ࠊᅜ
ෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦ᮾᆅ᪉༡㒊㹼୰㒊ᆅ᪉㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ
ᮾ㒊ࠊ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᒣ┴ ᖺ  ᭶  ᪥ᐑᓮ୍ኵ
ள㧗ᒣᖏࡽ෭ ᖏࡢⴠⴥᶞᯘෆⲡཎ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ᐩኈᒣ༡ࣝࣉࢫࡢグ㘓ࡣ࠶ࡿࡀࠊ
๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝ࡛ࡶࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ⲡཎࡢῶᑡ㸦㸧ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡾࠊ
ࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ࠕ㟼ᒸ┴ᣦᐃᕼᑡ㔝⏕ື᳜≀ࠖᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⏕⫱ᆅࡢ
☜ㄆࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧

ホテイアツモリソウ
静岡県カテゴリー

Cypripedium macranthos Sw. var. macranthos

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ       ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣ㛗ࡉ FPࠊᖜ FP ࡛
ⱼࢆᢪࡃࠋⰼᮇࡣ 㹼᭶ࠋⱼࡢඛ➃  ಶࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋ
⫼ⴟ∦ࡣᗈ༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠋ၁ᘚࡣ㛗ࡉ⣙  FPࠊᖜ⣙
FPࠊṇ㠃ࡽぢࡿᶓ㛗ࡢ⿄≧࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣࣟࢩἢᾏᕞࠊ୰ᅜᮾ㒊ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊ
ᮏᕞ㸦୰㒊㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศ
ᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ள㧗ᒣ㹼㧗ᒣᖏୗ㒊ࡢⲡཎࡸᯘෆ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
 ༡ࣝࣉࢫᒁᡤⓗ࡞ࡾ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ๓ᅇ㸦
ᖺ㸧ㄪᰝࡶᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ
࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ✀ࡢಖᏑἲᇶ࡙ࡃࠕ≉ᐃ➨୍✀ᅜෆᕼᑡ㔝⏕ື᳜≀✀ࠖ
ཬࡧࠕ㟼ᒸ┴ᣦᐃᕼᑡ㔝⏕ື᳜≀ࠖᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢩ࢝
ࡼࡿ㣗ᐖࢆ㜵ࡄࡇࠋ         㸦ὸಖ㞝㸧




㟼ᒸ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ 㑻








アツモリソウ

Cypripedium macranthos Sw. var. speciosum (Rolfe) Koidz.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղյ㸧ኚ᭦࡞ࡋ            ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣ⏕ࡋࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ
㹼 FP ࡢ㛗ᴃᙧࠋⱼࡶ᭷ẟࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⱼ
㡬ᚄ 㹼FP ࡢῐ⣚㹼⣚⣸Ⰽࡢⰼࢆ ಶࡘࡅࡿࠋ⫼ⴟ∦
ࡣ༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊഃⴟ∦ࡣྜ╔ࡋࠊ⫼ⴟ∦ࡼࡾᑡࡋ▷
࠸ࠋഃⰼᘚ  ಶࡣ༸≧ᢨ㔪ᙧࠋ၁ᘚࡣࡁ࡞⿄≧࡛ࠊෆ㒊
㛗ẟࢆᩓ⏕ࡍࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊྎ‴ࠊࢪᮾ㒊ࡽ࣮ࣚࣟࢵࣃᮾ
㒊ࠊᅜෆ࡛ࡣ༡༓ᓥࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦㏆␥ᆅ᪉௨㸧ศ
ᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ளᐮᖏࡽ෭ ᖏࡢⲡཎࡸᯘෆࠋ
４. 生育状況
㐣ཤࡣᐩኈᒣࡑࡢ࿘㎶ከࡃ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ๓ᅇ
㸦 ᖺ㸧ㄪᰝ࡛ࡶᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ⲡཎࡢᾘኻ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶
ࡿࠋ
６. 保護対策
 ✀ࡢಖᏑἲࡼࡿࠕ≉ᐃ➨୍✀ᅜෆᕼᑡ㔝⏕ື᳜≀✀ࠖࠊ
ࠕ㟼ᒸ┴ᣦᐃᕼᑡ㔝⏕ື᳜≀ࠖᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⏕⫱ᆅࡀ
☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ⏕⫱⎔ቃࡢಖࢆ⾜࠺ࡇࠋࡲࡓࠊᅬⱁ᥇ྲྀ
ࢆ㜵ࡄࡓࡵ⏘ᆅሗࡢබ㛤ࡣៅ㔜⾜࠺ࡇࠋ㸦ὸಖ㞝㸧

サワラン

ᒣ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ






Eleorchis japonica (A. Gray) F. Maek.

㸦㸻ࢧࣄࣛࣥ㸧
静岡県カテゴリー 絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ     ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋᇶ㒊༸≧ࡢഇ⌫ⱼࡀ࠶ࡿࠋⴥࡣ
 ಶࠊᗈ⥺ᙧ࡛┤❧ࡋࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼FPࠋ⦪ࡢ⬦ࡀ
┠❧ࡘࠋⰼᮇࡣ  ᭶ࠋⱼ㡬ࡩࡘ࠺㸯ಶࡢ⣚⣸Ⰽࡢⰼࢆࡘࡅ
ࡿࠋⰼࡣᩳࡵᶓࢆྥ࠸࡚ဏࡃࠋⰼ⿕∦ࡣ၁ᘚ௨እࡰྠᙧ࡛ᖹ
㛤ࡋ࡞࠸ࠋ㛗ࡉ 㹼FPࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊ༡༓ᓥࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦୰㒊௨㸧ศᕸࡍ
ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸࣑ࢬࢦࢣࡢ⏕࠼ࡿ‵ᆅࠋ
４. 生育状況
ᩘᖺ๓ఀ㇋༙ᓥࡽ᭱ᚋࡢ  ಶయࡀᾘ࠼ࡓࠋࡑࡢᚋࠊ┴ෆ
࡛ࡢ⏕⫱☜ㄆࡣ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
‵ᆅࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ᅬⱁ⏝᥇ྲྀ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ᭱㐺࡞⏕⫱⎔ቃࢆ㐀ᡂࠊಖࡋࠊ
ࡉࡽᅬⱁ⏝᥇ྲྀࢆ㜵ࡄࡇࠋ      
㸦ὸಖ㞝㸧




ឡ▱┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ





ムカゴトンボ

Peristylus flagellifer (Makino) Ohwi ex K. Y. Lang

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղյ㸧ኚ᭦࡞ࡋ            ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⴥࡣⱼࡢୗ᪉ 㹼 ᯛࡘࡅࠊ㛗ࡉ 㹼
FPࠊᖜ 㹼FP ࡢᢨ㔪ᙧࠋⰼᮇࡣ 㹼᭶ࠋᚄ 㹼PP ࡢῐ㯤⥳Ⰽࡢ
ⰼࢆከࡃࡘࡅࡿࠋ၁ᘚࡣ㛗ࡉ⣙ PPࠊᇶ㒊㏆ࡃ࡛  ࡋ୰∦ࡣ⯉≧ࠋ
㊥ࡣ⣳㗽≧ࠊ㛗ࡉ 㹼PP ࡛ඛ➃ࡣษᙧ  ὸࡍࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮾࢪࠊࣥࢻࢩࢼࠊᮾࣄ࣐ࣛࣖࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦༓ⴥ
┴௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫㸦ᚨஅᓥ௨㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊
ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮ ᖏࡽள⇕ᖏࡢ᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸‵ࡗࡓⲡᆅࡸἲ㠃ࠋ
ࣜࣛࣈࣛࢺ࢛ࣇף
４. 生育状況
ᪧᕷグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝࡸᅇࡢㄪᰝ
࡛ࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
‵ᆅࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࡸ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢᾘኻࡀ
ῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
⏕⫱ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ᭱㐺࡞⏕⫱⎔ቃࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇࠋ                  
㸦ὸಖ㞝㸧

クモイジガバチ

Liparis truncata F. Maek. ex T. Hashim.

㸦㸻࣓࢘࢞ࢩ࣐ࢪ࢞ࣂࢳࢯ࢘㸧              
静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠA 類（CR） 㸦せ௳㸫ձղճյ㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⰼᮇࡣ 㹼᭶ࠋⱼ㡬 㹼ಶࡢ
⣚⣸Ⰽࡽ⣚〓Ⰽࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋ၁ᘚࡣᶓᗈࡀࡾඛ➃ࡀୗ
ᕳࡁ㎸ࡳࠊ⣚⣸Ⰽࡢ⬦ࡀ࠶ࡿࠋ၁ᘚᇶ㒊ࡢ⫗≧✺㉳ࡣࡰ୕ゅ
ᙧࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㛵ᮾࠊ୰㒊㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰
㒊す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
෭ ᖏࡢⴠⴥᶞࡢᶞᖿ╔⏕ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㐣ཤ  ࣨᡤ࡛☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝ࡛
ࡶᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡸᯤṚ㸦㸧࡞ࡼࡿࠊ╔⏕࡛ࡁࡿᚄᮌ
ࡢῶᑡࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࡀࠊᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡢᙳ㡪ࡶᣦ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏘ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊᅬⱁ᥇ྲྀࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊሗࡢබ㛤
ࡣៅ㔜⾜࠺ࡁ࡛࠶ࡿࠋ       
㸦ὸಖ㞝㸧




ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝




ムカゴサイシン
静岡県カテゴリー

Nervilia nipponica Makino

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋᆅୗᚄ PPࡢ⌫ⱼࡀ࠶ࡿࠋ
ⴥࡣⰼᮇ࡞ࡃࠊ⛅ゅ≧ᚰᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FP ࡢⴥࢆฟ
ࡍࠋⰼᮇࡣ 㹼᭶ࠋⰼⱼࡣ⭷㉁ࡢ㠧≧ⴥࢆ 㹼ಶࡘࡅࠊ㡬
  ⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼࡣ⣸〓Ⰽ࡛ᶓྥࡁᩳ㛤ࡋ࡚㊥ࡣ࡞࠸ࠋ
ⴟ∦ഃⰼᘚཬࡧ၁ᘚࡣࡰྠ㛗࡛㛗ࡉ FPࠋ၁ᘚࡣⓑⰍ࡛
ࡃࡧࢀࡿࡼ࠺  ὸࡋࠊ୰∦ࡣಽ༸ᙧ࡛⣚⣸ⰍࡢᩬⅬ
ங㢌≧ࡢẟ᮰ࡀ࠶ࡿࠋ㏆ఝ✀ࡢ࣒࢝ࢦࢧࢩࣥࣔࢻ࢟ࡣᕞ
௨༡ศᕸࡋࠊ၁ᘚங㢌≧ࡢẟ᮰ࡀ࡞࠸ࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㛵ᮾ௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫ศᕸ
ࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᆅࡢᾏ㏆࠸ୣ㝠ᆅࡢᖖ⥳ᶞᯘୗ࡛ࠊ‵ࡾẼࡢ࠶ࡿ⭉᳜
ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ⏕⫱㐺ࡋࡓ⎔ቃࡣከࡃ࠶ࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࠊ⏘㔞ࡣᑡ࡞࠸ࠋ㏆ᖺࡣ᪂⏘ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ▸
ᑠࡢࡓࡵࡲࡔ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸⏘ᆅࡀ࠶ࡿᛮ៖ࡉࢀࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ᅵᆅ㐀ᡂ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ᳜⏕㑄
⛣㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ศᕸㄪᰝࡣࠊⰼᮇࡔࡅ࡛࡞ࡃⴥࡀฟ⌧ࡋ࡚࠸ࡿᏘࡶ⾜
࠺ࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ           㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧



ᯇᕷ༊  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ


ガンゼキラン

Phaius flavus (Blume) Lindl.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ       ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋഇ⌫ⱼࡣ༸≧⊃㗹ᙧ࡛⛸ࡀ࠶
ࡿࠋⴥࡣᖖ⥳࡛ 㹼 ᯛ࠶ࡾࠊᗈಽᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋ
ⰼᮇࡣ  ᭶ࠋⰼⱼࡣഃ⏕ࡋࠊⰼࡣ㯤Ⰽࠋⴟ∦ഃⰼᘚࡣࡸࡸ
ཌࡃ⊃㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋ၁ᘚࡣᴂ≧ಽ༸ᙧ࡛ඛ➃
ࡢ⦕ぁࡀ࠶ࡿࠋ㊥ࡣᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠊᚋ᪉✺ฟࡍ
ࡿࠋ㐲┠࡛ࡣ࢚࢟ࣅࢿぢ࠼ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮾ༡ࢪࡽࣥࢻࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊ
ᕞࠊ⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ㟼ᒸ┴ࡣ
㝈⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
ᖖ⥳ᶞᯘୗ࡛‵ࡾẼࡢ࠶ࡿᒾሙ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
 ᰴ௨ୗࡢᰴᩘ࡛࠶ࡿࠋ ᖺ┴ෆࡢศᕸࡀ☜ㄆࡉࢀ
ࡓࠋ ᖺ௨㝆ࡣ⏕⫱ࡀ࡛᫂࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ┠ⓗࡼࡿ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀ᭱ࡓࡿ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣ⾜ᨻࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢಖㆤ⟶⌮ࡀᮃࡲ
ࢀࡿࠋ⏘ᆅሗࡢබ㛤ࡣៅ㔜࡞㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧




ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ





ナゴラン

Sedirea japonica (Lindenb. et Rchb. f.) Garay et H. R. Sweet

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ       ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ᶞᮌ╔⏕ࡍࡿከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣ⫗㉁ࡢ⊃㛗ᴃ
ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠊ㹼 ⴥࡀ  ิࡘࡃࠋⰼᮇࡣ 㹼
᭶ࠋⰼⱼࡣഃ⏕ࡋ࡚㛗ࡉ 㹼FPࠊ㹼 ಶࡢⰼࢆ⥲≧ࡘ
ࡅࡿࠋⰼࡣῐ⥳ⓑⰍ࡛ᚄ 㹼FPࠊᚤ㤶ࡀ࠶ࡿࠋⴟ∦ࡣ㛗ᴃ
ᙧࠊ၁ᘚࡣⴟ∦ྠ㛗࡛⣚⣸ⰍࡢᩬⅬࡀ࠶ࡾ  ࡋࠊഃ
∦ࡣᑠࡉࡃࠊ୰∦ࡣಽ༸ᙧ࡛ࠊ⦕ࡣἼ≧ࡢ⣽࠸Ḟ้ࡀ࠶
ࡿࠋ㏆ఝ✀ࡢ࣐ࢶࣛࣥࡣⴥࡀ  ิ⏕ࡋ㛗ࡉ 㹼FPࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴௨す㸧ࠊ
ᅄᅜࠊᕞࠊఀ㇋ㅖᓥࠊ⌰⌫ࠊ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮ ᖏࡽள⇕ᖏࡢᖖ⥳ᗈⴥᶞᯘෆࡢᶞᖿ╔⏕ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧୰㒊ࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࠋ⏘ᆅࡣᒁ㝈ⓗ
࡛⏘㔞ࡣࡁࢃࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝ࡛ࡶᅇࡢㄪ
ᰝ࡛ࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ㏆ᖺࡢ⏕⫱≧ἣࡣ࡛᫂࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏘ᆅࡀ㝈ࡽࢀࡿ㸦㸧。ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛ࠊ᳃ᯘ
ఆ᥇㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ࡁࢃࡵ࡚ಶయᩘࡀᑡ࡞࠸✀࡛࠶ࡿࡽࠊ⏕⫱ᆅࡢಖㆤᅬ
ⱁ᥇ྲྀࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊ⏘ᆅሗࡢබ⾲ࡣៅ㔜࡞㓄៖ࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࠋ                㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

エゾイトイ


ዉⰋ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ





Juncus potaninii Buchenau

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࢢࢧ⛉ -XQFDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ᳜≀యࡣ㌾ᙅ࡛ᓴࡽᆶࢀୗࡀࡿࠋⱼࡣ㧗ࡉ 㹼
 FPࠊⱼⴥࡣࡩࡘ࠺  ಶࠊ⣒≧ࠊⱼࡢᇶ㒊ࡢⴥࡣ 㹼 ಶ
࠶ࡿࠋⓑⰍᑠᆺࡢⴥ⪥ࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㢌ⰼࡣ 㹼
 ಶࡘࡁࠊ㹼 ⰼࡽ࡞ࡿࠋࢺఝࡿࡀࠊⰼ⿕∦ࡣᖜᗈ
ࡃ⊃ᢨ㔪ᙧࠊⰼ⣒ࡣⰼ⿕∦ࡼࡾࡸࡸ▷࠸ࠋ㞝ⷁࡣⰼ⿕∦ࡼࡾ
㛗ࡃࠊ✀Ꮚࡣ㛗ࡉ⣙ PPࠋ᪥ᮏ⏘✀ࡣࢺࡢᑠᆺࡢࡶࡢ
ࡢ⪃࠼ࡀ࠶ࡾࠊᚋࡢ◊✲ࡀᚲせࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞ୰㒊
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
㧗ᒣᖏࡢࡸࡸ‵ࡗࡓᒾୖ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
༡ࣝࣉࢫࡢሷぢᓅ࡞グ㘓ࡀ࠶ࡿࠋ⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸
࡚ಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱⎔ቃࡢኚࡼࡿ᳜⏕ࡢ㑄⛣㸦㸧ࠊ⏕⫱ᆅࡢᒁᡤ
㸦㸧ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ⏕⫱⎔ቃኚືࢆ࠼࡞࠸
ࡼ࠺࡞ᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ         㸦ᩧ⸨ ⊛㸧



㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ຍ⸨ᚭ








カラフトイワスゲ
静岡県カテゴリー

Carex rupestris Bellardi ex All.

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ᰿ⱼࡣᶓ㏺࠺ࠋⱼࡣ◳ࡃࠊ┤❧ࡋࠊ㧗ࡉ 㹼
FPࠋ⛸ࡣ㗦ࡃࠊୖ᪉ࡀࡊࡽࡘࡃࠋⴥࡣᖜ 㹼 PPࠊᑠ✑ࡣ
 ಶࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼PPࠊᢨ㔪ᙧ࡛ࠊୖ᪉㞝ⰼ㒊ࢆ
ࡘࡅ┤❧ࡋࠊᬯ㉥〓Ⰽࢆᖏࡧࡿࠋᯝᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋᯝ⬊ࡣಽ༸
ᙧ࡛ࠊ㛗ࡉ 㹼PPࠊნࡣ▷ࡃࠊᰕ㢌ࡣ  ᒱࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣࢧࣁࣜࣥࠊᮅ㩭༙ᓥ㒊ࡽ࣮ࣚࣟࢵࣃཬࡧ
࣓ࣜ࢝ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ
୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
㧗ᒣᖏࡢᒾࡢ㝽㛫ࠊᒾ♟ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
 ㉥▼ᒣ⬦グ㘓ࡀ࠶ࡿࠋ㏆ᖺ⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱⎔ቃࡢኚࡼࡿ᳜⏕ࡢ㑄⛣㸦㸧ࠊⓏᒣ⪅ࡢ㋃ࡳࡘ
ࡅ㸦㸧ࠊ⏕⫱ᆅࡢᒁᡤ㸦㸧ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ⏕⫱⎔ቃኚືࢆ࠼࡞࠸
ࡼ࠺࡞ᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
         㸦ᩧ⸨ ⊛㸧

12 ,0$*(






イッスンテンツキ
静岡県カテゴリー

Fimbristylis kadzusana Ohwi

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㹛 

１. 種の解説
୍ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣࡸࡸ▷ࡃࠊᖜࡣ PP ࠋ
ⰼᗎࡣ 㹼 ಶࡢᑠ✑ࢆࡘࡅࠊᑠ✑ࡣ㛗ᴃᙧ࡛ගἑࡀ࡞ࡃࠊ
〓Ⰽ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠋ㫣∦ࡣⷧ⭷㉁࡛พ㢌ࠋ⦕ᑡࡋẟࡀ࠶
ࡿࠋᯝᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋᯝᐇࡣࣞࣥࢬ≧ᗈಽ༸ᙧ࡛㛗ࡉ⣙ 
PPࠋ㯮〓Ⰽࠋᰕ㢌ࡣ  ᒱࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦༓ⴥ┴ࠊᮾᾏᆅ᪉㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴
ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡋࠊᯇᕷ୕᪉ཎ†すᕷᱵ⏣グ㘓ࡀ
࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
ᾏᓊ㏆ࡃࡢపᆅࡢ‵ᆅࠋ
４. 生育状況
㐣ཤࡣグ㘓ࡣ࠶ࡿࡀࠊ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝ࡛ࡶᅇࡢ
ㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
‵ᆅ㛤Ⓨࠊᅵᆅ㐀ᡂࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢᾘኻ㸦ࠊ㸧ࡀῶ
ᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
⏕⫱ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊࡑࡢ‵ᆅࢆಖࡍࡿࡇࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧






ឡ▱┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ




ヤリテンツキ

Fimbristylis ovata (Burm. f.) Kern

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ   ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋ᰿ⱼࡣ▷⦰ࡋ࡚ⴥⱼࢆྀ⏕ࡍ
ࡿࠋⱼࡣ⣽࠸㔪㔠≧ࠊⴥࡣ⥺ᙧ࡛ᖜ 㹼PPࠊⱼࡼࡾ▷࠸ࠋ
ᑠ✑ࡣⱼࡢඛ➃ࡩࡘ࠺  ಶࡘࡅࡿࠋࡸࡸᡥᖹ࡛㛗ࡉ 㹼
PPࠊᖜ 㹼 PPࠋ㫣∦ࡣࡩࡘ࠺ᕥྑ  ิ୪ࡧࠊῐ࠸ࢃࡽⰍ
࡛❳㦵ࡀ࠶ࡿࠋᯝᐇࡣ⛅⇍ࡋࠊῐⓑⰍ࡛ᗈ༸ᙧࠋ㛗ࡉ 㹼
PPࠋ㢮ఝࡢ࣐࡛ࣖࡣࠊᑠ✑ࡢ㫣∦ࡣࡽࡏࢇ≧ࡘࡃࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᮅ㩭༙ᓥࠊྎ‴ࠊࣥࢻࠊࣥࢻࢿࢩࠊ
ࣇࣜ࢝ࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦༓ⴥ┴ࠊ⚄ዉ
ᕝ┴ࠊ㟼ᒸ┴ࠊḷᒣ┴㸧ࠊᕞࠊ⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛
ࡣఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᾏ㏆࠸ࡇࢁࡸᾏᓊࡢⰪᆅࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣୗ⏣ᕷࡢⓑᾏᓊࡢグ㘓ࡀ㍕ࡗ
࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢᚋࡢ☜ㄆࡢሗࡣ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᾏᓊࡢ㛤Ⓨᩚഛ㸦㸧᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛
࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ⏕⫱⎔ቃ㓄៖ࡋࡓಖㆤᑐ
⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ            㸦ὸಖ㞝㸧

ヤマオオウシノケグサ
静岡県カテゴリー

12 ,0$*(




Festuca hondoensis (Ohwi) Ohwi

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࢿ⛉ 3RDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ࢜࢜࢘ࢩࣀࢣࢢࢧఝ࡚࠾ࡾࠊⴥࡣ
⥺ᙧ࡛ࠊᖜ 㹼PP ࡛᮰⏕ࡍࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠊㆤ✛ࡣࡍࡳࢀ
ⰍࢆᖏࡧࠊⰢࡀ࡞࠸ࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦⮳ᒣࠊ㛗㔝┴ࠊⓑᒣ୕ࣀᓠ࡞
㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
㧗ᒣᖏࡢᒾሙࠊᒾ♟ᆅࠊ◁♟ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㉥▼ᒣ⬦㸦୕అᓘࠊⲨᕝᓅࠊ༓ᯛᓅࠊἑᓅࠊඡᓅࠊ⪷ᖹ㸧
⏕⫱ࡍࡿࡀಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
Ⓩᒣ⪅ࡢ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࠊࢩ࢝㣗ᐖ㸦㸧ࠊ⏕⫱⎔ቃࡢኚ
ࡼࡿ᳜⏕ࡢ㑄⛣㸦㸧࡞ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ࢩ࢝㣗ᐖࡢᙳ㡪ࡀࡁࡃࠊ⏕⫱ᆅࢆྵࡴ㧗ᒣ⛸⥺ࡣࢩ࢝
ᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ            
㸦ᩧ⸨ ⊛㸧






㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍



キタダケイチゴツナギ
静岡県カテゴリー

Poa glauca Vahl var. kitadakensis (Ohwi) Ohwi

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࢿ⛉ 3RDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋࢱ࢝ࢿࢱࢳࢳࢦࢶࢼࢠࡢኚ✀
࡛ࠊⰼᗎࡢᯞࡀࡸࡸ㛗ࡃࠊⱖ✛ࡣࡁࡃ࡚㛗ࡉ 㹼PPࠊㆤ✛
ࡣ 㹼PP ࡞ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦୰㒊㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ༡
ࣝࣉࢫ㧗ᒣᖏศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
㧗ᒣᖏࡢᒾሙࠊᒾ♟ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㉥▼ᒣ⬦グ㘓ࡀ࠶ࡿ㸦㛫ࣀᓅࠊሷぢᓅࠊⲨᕝᓅࠊ⼆⼉ᓅࠊ
ᮾᓅࠊ㉥▼ᓅ㸧ࠋ⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸࡚ಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
Ⓩᒣ⪅ࡢ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࠊࢩ࢝㣗ᐖ㸦㸧ࠊ⏕⫱⎔ቃࡢኚ
ࡼࡿ᳜⏕ࡢ㑄⛣㸦㸧ࠊ⏕⫱ᆅࡢᒁᡤ㸦㸧࡞ࡀ࠶
ࡆࡽࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ࢩ࢝㣗ᐖࡢᙳ㡪ࡀࡁࡃࠊ⏕⫱ᆅࢆྵࡴ㧗ᒣ⛸⥺ࡣࢩ࢝
ᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ            
㸦ᩧ⸨ ⊛㸧

㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍


ベニバナヤマシャクヤク Paeonia obovata Maxim.
静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ       ࣎ࢱࣥ⛉ 3DHRQLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ↓ẟ࡛ᇶ㒊㠧≧ࡢ㫣∦ࡀ࠶
ࡿࠋⴥࡣ  ᅇ  ฟ」ⴥࠊ㡬ᑠⴥࡢඛࡣᑤᙧࡲࡓࡣ㕌ᙧࠋⰼᮇ
ࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣⱼ㡬  ಶ࡛ᚄ 㹼 FPࠊⴥࡼࡾࡶ㛗ࡃᢤ
ࡁฟ࡚ࠊᙧࡀ⦪㛗࡛࠶ࡿࠋⰼෙࡣῐ⣚ⰍࠊⓑⰍ࡛࠶ࡿࠋ
㞤ⷁࡣ 㹼 ಶࠋᰕ㢌ࡣᙉࡃእ᭤ࡍࡿࠋ⿄ᯝࡣ‴᭤ࡍࡿࠋ㏆ఝ
✀ࡢ࣐ࣖࢩࣕࢡࣖࢡࡣ㡬ᑠⴥࡢඛࡀᑤᙧ࡛㞤ⷁࡣ 㹼 ಶࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊࢧࣁࣜࣥࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏ
ᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ࠊᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
పᒣࡸୣ㝠ᆅࡢⲡᆅࡸⴠⴥᶞᯘୗࡀᮏ᮶ࡢ⏕⫱⎔ቃ࡛࠶ࡿ
ࡀࠊ࡛ࡣࢇࡀࢫࢠ᳜ᯘୗࡢ◁♟ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣࠊྛᆅⅬᅾࡋ࡚࠸ࡓグ㘓ࡀ࠶
ࡿࡀ⃭ῶࡋ࡚࠸ࡿࠋ  ⴥࡔࡅࡢᑠⱑࡀぢࡽࢀࡿ⛬ᗘ࡛㔝
⏕≧ែࡢ㛤ⰼࢆぢࡽࢀࡿᶵࡣࠊࢇ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ┠ⓗࡢ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ᳜ᯘࡼࡿ⿕㝜㸦㸧
ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ࡁࢃࡵ࡚ಶయᩘࡢᑡ࡞࠸⛥⏘✀࡞ࡾࠊබⓗ࡞యไࡢୗ
⏕⫱ᆅࡢಖㆤ⟶⌮ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ       㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧





ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ




トキホコリ

Elatostema densiflorum Franch. et Sav. ex Maxim.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ        ࣛࢡࢧ⛉ 8UWLFDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
୍ᖺⲡࠋⱼࡣ㧗ࡉ 㹼 FP ࡛㛤ฟẟࡀ࠶ࡿࠋⴥࡣ㛗ᴃ
ᙧ࡛ᕥྑྠ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋୖ༙ศ㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋࡃ⥳
㯮Ⰽ࡞ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㞤㞝ྠᰴࠋⴥ⭆ከᩘࡢ㞝ⰼ
㞤ⰼࢆΰ⏕ࡍࡿࠋ㞝ⰼࡣ  ᯛࡢⰼ⿕ࠊ ᮏࡢ㞝ⷁࡀ࠶ࡾࠊ㞤
ⰼࡣ 㹼 ᯛࡢⰼ⿕ࡀ࠶ࡿࠋ㢮ఝࡢ࣐ࣖࢺ࢟࣍ࢥࣜࡣከᖺⲡ
࡛ࠊⱼࡣࢇẟࡀ࡞ࡃࠊࡲࡓࠊⴥࡣࡃ㯤⥳Ⰽ࡞ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦୰㒊㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ
ᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮ ᖏࡢ‵ࡗࡓ⏿ࡸ㐨ࡤࡓ⏕࠼ࡿࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣࠊᐩኈᐑᕷࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊ๓ᅇ
㸦 ᖺ㸧ㄪᰝ࡛ࡶᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅࡢ⎔ቃኚ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ⏕⫱⎔ቃࡢಖࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧


⚄ዉᕝ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍





タチスズシロソウ Arabidopsis kamchatica (DC.) K. Shimizu et Kudoh
subsp. kawasakiana (Makino) K. Shimizu et Kudoh
静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ    ࣈࣛࢼ⛉ %UDVVLFDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ⤯㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ%㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
㉺ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⱼࡣⴥࡶ⥳ⓑⰍ࡛↓ẟࠋ
᰿ฟⴥࡣ୧㠃ẟࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼᘚࡣⓑⰍ࡛
㛗ࡉ 㹼 PPࠋ㛗ゅᯝࡣ⥺ᙧࠊ㛗ࡉ 㹼 FPࠋ✀Ꮚࡣᖹࡓࡃ
ᴃᙧࠊ㛗ࡉ 㹼PP ࡛⩼ࡣ࡞࠸ࠋᇶᮏள✀ࡢ࣑࣐ࣖࣁࢱ
ࢨ࢜ࡣከᖺⲡ࡛ࠊ✀Ꮚࡢඛ➃⊃࠸⩼ࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮾࢪࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦ᮾᾏᆅ᪉ࠊ㏆␥ᆅ᪉㸧ࠊ
ᅄᅜ㸦㧗▱┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᾏᓊࡸ†ᓊࡢ◁ᆅࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᾏᓊࡢࢡ࣐ࣟࢶᯘෆࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡼࢀࡤ  ᖺ௦㟼ᒸᕷࡢ୕ಖ
ᾏᓊࡸ㔛ᾏᓊ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡓ࠸࠺ࠋࡋࡋࠊࡑࡢᚋࡢ☜
ㄆሗࡣ࡞ࡃࠊࡲࡓ๓ᅇ  ᖺ ㄪᰝ࡛ࡶࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ
☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᾏᓊࡢ㛤Ⓨ㸦㸧◁ࡢῶᑡ㸦㸧ࠊࢡ࣐ࣟࢶ㜵㢼ᯘࡢ
ୗᒙ᳜⏕ࡢ⦾ⱱ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ᾏᓊ◁ᆅࡢಖࢡ࣐ࣟࢶᯘෆࡢⴠࡕⴥᥙࡁࡼࡿୗᒙ
᳜⏕ࡢᢚไࠋ               㸦ὸಖ㞝㸧



12 ,0$*(







ハナハタザオ

Dontostemon dentatus (Bunge) Ledeb.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࣈࣛࢼ⛉ %UDVVLFDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$㸦&5㸧㹛 

１. 種の解説
㉺ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣୖ㒊࡛ከࡃศᯞࡍࡿࠋⴥࡣ⥺
≧ᢨ㔪ᙧࠊ୧➃ࡣ⣽ࡃ࡞ࡾ⦕ࠊࡲࡓࡣ㗦㗬ṑ⦕ࠋ୧㠃᭷ẟࠋ
㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼PPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼᘚࡣ⣚⣸Ⰽࠋ
㛗ࡉ 㹼PPࠋ㛗ゅᯝࡣ┤❧ࡲࡓࡣࡸࡸᩳୖࡋࠊ⥺ᙧࠊ㛗ࡉ 
㹼FPࠋ✀Ꮚࡣ〓Ⰽ࡛༸ᙧࠊ⦕⊃࠸⩼ࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
 ᅜእ࡛ࡣࢩ࣋ࣜᮾ㒊ࠊ୰ᅜ㒊ࠊᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣ
ᮏᕞ㸦ᮾᆅ᪉༡㒊㹼୰㒊ᆅ᪉ࡢኴᖹὒഃ㸧ࠊᕞ㸦⇃ᮏ┴㸧
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᒣᆅ࠶ࡿ࠸ࡣᾏᓊᆅᇦࡢ᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸ⲡཎ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࠊ┴ᮾ㒊ࡢ୕ᅜᒣᆅࡸᐩኈᒣᮾ㯄
⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡓグ㘓ࡣ࠶ࡿࡀࠊ๓ᅇ  ᖺ ㄪᰝࡶᅇࡢ
ㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ⲡཎࡢ⟶⌮ᨺᲠࡼࡿ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ⲡཎࡢⅆධࢀኟᮇࡢสࡾྲྀࡾࡼࡾࠊࢫࢫ࢟ࡢ⦾ⱱࢆᢚ
࠼࡞ࡀࡽ⥔ᣢࡍࡿࡇࠋ          㸦ὸಖ㞝㸧

キタダケナズナ
静岡県カテゴリー



ᒣ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ


Draba kitadakensis Koidz.

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࣈࣛࢼ⛉ %UDVVLFDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺ⏕ࠋ㧗ࡉ  FP ๓ᚋࠋⱼࡣྀ⏕ࡋࠊⴥࡶᫍ≧
ẟࢆᐦ⏕ࡍࡿࠋ᰿ฟⴥࡣ 㹼 PPࠊᖜ 㹼 PPࠊ↓ࠋ
ⱼⴥࡣ 㹼PPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ  ಶࡢⰼࡀ✑≧
ⰼᗎᐦ⏕ࡋࠊⓑⰍ࡛ᚄ⣙ PPࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ඵࣨᓅࠊ༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
㧗ᒣᖏࡢᒾ♟ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧༡ࣝࣉࢫᝏἑᓅࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿ
ࡀࠊ๓ᅇ  ᖺ ㄪᰝࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅࡢᔂቯ㸦㸧࡞ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ࡛᫂࠶ࡿ㸦㸧ࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ㋃ࡳࡘࡅ࡞ࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊⓏᒣ⪅ࡢ
❧ࡕධࡾࢆไ㝈ࡍࡿࡇࠋ         
㸦ὸಖ㞝㸧





ᒣ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ






タカネマンテマ Silene uralensis (Rupr.) Bocquet
静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ ࢼࢹࢩࢥ⛉ &DU\RSK\OODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ༢୍࡛┤❧ࡋࠊ㌾ẟࡀከ࠸ࠋⴥ
ࡣಽᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊ㗦㢌࡛ᇶ㒊ࡣ⣽ࡲࡾࡰ↓ࠋⰼ
ᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣⱼ㡬  ಶࡘࡁࠊጞࡵࡣᩳࡵୗྥ㛤ࡁࠊᚎ
ࠎୖࢆྥࡁࠊ┿ୖࢆྥ࠸࡚ᯤࢀ࡚❧ࡘࠋⴟ⟄ࡣ㛗ᴃᙧࠊ㯮
Ⰽࡢẟࡀ⏕࠼ࡓ  ⬦ࡀ㝯㉳ࡍࡿࠋⰼᘚࡣ㛗ࡉ 㹼PPࠊῐ⣚Ⰽ
ࡽⓑⰍࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣࣟࢩ ࢡ࣮ࣜࣝࠊ࣒࢝ࢳࣕࢶ࢝ࠊࢩ࣋ࣜ ࠊࣚ
࣮ࣟࢵࣃࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ࠊ┴ෆ࡛ࡣ୰
㒊ศᕸࡍࡿࠋ
㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ
３. 生育環境

㧗ᒣᖏࡢᒾሢୖࡸᒾ♟ᆅࡢⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ㢼⾪ᆅࡸ᪥↷
㛫ࡢ▷࠸⎔ቃୗ࡛☜ㄆࡉࢀࡿࡇࡀẚ㍑ⓗከ࠸ࠋ
４. 生育状況
ࡘ࡚ࡣࠊ༡ࣝࣉࢫࡢᩘ⟠ᡤ࡛☜ㄆࡉࢀࡓࡀࠊ⌧ᅾࡣࡑࡢ
࠺ࡕ୍㒊㝈ࡽࢀࡓ⟠ᡤ࡛ࡢࡳ☜ㄆࡉࢀࡿࠋ⥲ᰴᩘࡣࡁࢃࡵ࡚ᑡ
࡞ࡃᏑ⥆ࡣ༴ᶵⓗ࡞≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏘ᆅࡣࡁࢃࡵ࡚㝈ᐃࡋ㸦㸧ࠊேࡢ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࡸ┐᥀㸦㸧
ຍ࠼࡚ࠊࢩ࢝ࡢ㣗ᐖ㸦㸧ࡸ㋃ࡳⲨࡽࡋࡢࠊ᳜⏕㑄⛣
㸦㸧ࡸᒾሢࡢᔂቯ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
「㟼ᒸ┴ᣦᐃᕼᑡ㔝⏕ື᳜≀ࠖᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ┴ࡢಶయࡣࠊ⎔ቃ┬᪂ᐟᚚⱌෆ✀ᏊཬࡧⓎⱆಶ
యࡀಖᏑࡉࢀࠊಖㆤቑṪࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦ᒣ㷂⏤ᬕ࣭ᐑᓮ୍ኵ㸧

カンチヤチハコベ
静岡県カテゴリー

Stellaria calycantha (Ledeb.) Bong.

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ         ࢼࢹࢩࢥ⛉ &DU\RSK\OODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣྀ⏕ࡋࠊⴥࡣ⊃㛗ᴃᙧࠊ
㛗ࡉ 㹼PPࠊ⦕ẟࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣࡲࡤࡽ
ࡢ㞟ᩓⰼᗎࡘࡃࠋⴟ∦ࡣ 㹼 ಶࠊᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ PPࠋ
ⰼᘚࡣ࡞࠸ࠊ࠶ࡗ࡚ࡶⴟ∦ࡢ  ࡢ㛗ࡉࠋⰼᘚࡣⓑⰍ࡛ 
῝ࠋⵧᯝࡣ㗹≧༸ᙧࠋ✀Ꮚࡣ✺㉳ࡣ࡞࠸ࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ༙⌫㒊ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦୰㒊ᆅ
᪉㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ள㧗ᒣᖏࡽ㧗ᒣᖏࡢ‵ᆅࡸᒾࡢ㛫ࠋ
４. 生育状況
༡ࣝࣉࢫ⏕⫱ࡍࡿࡀ⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸࡚ಶయᩘࡣᑡ
࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏘ᆅࡀ㝈ࡽࢀࡿ㸦㸧ࠋ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡸⓏᒣ⪅ࡼࡿ㋃
ࡳࡘࡅ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ㋃ࡳࡘࡅࡢᙳ㡪ࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵࠊⓏᒣ㐨௨እ❧ࡕධࡽ࡞࠸
ࡼ࠺࡞ᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧



12 ,0$*(







ミヤマハナシノブ
静岡県カテゴリー

Polemonium caeruleum L. subsp. yezoense (Miyabe et Kudô)
H. Hara var. nipponicum (Kitam.) Koji Ito

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ     ࣁࢼࢩࣀࣈ⛉ 3ROHPRQLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺ⏕ࠋ㧗ࡉ  FP ⛬ᗘࠋⱼࡣ⛸ࡀ࠶ࡾࠊⴥࡣወᩘ⩚
≧」ⴥ࡛ᑠⴥࡣ  ᯛ࡛⦕࡛࠶ࡿࠋ㛗ࡉࡣ⣙ FPࠋⰼ
ᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⱼࡢୖ㒊ࡢᩓᡣⰼᗎῐ㟷⣸Ⰽࡢⰼࢆࡘࡅ
ࡿࠋⰼෙࡣ  ῝ࡋࠊ㛗ࡉ⣙ FPࠋⰼࡣ▷⭢ẟࡀᐦ
⏕ࡋࠊⓑẟࡀࡲࡤࡽ⏕࠼ࡿࠋ✀ෆศ㢮⩌ࡋ࡚ࡢㄆ㆑ࡣ
᭦࡞ࡿ᳨ウࡀᚲせࡢぢゎࡶ࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝ
ࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ள㧗ᒣᖏࡽ㧗ᒣᖏࡢⲡཎࡸᯘ⦕⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࠊ༡ࣝࣉࢫࡢⲨᕝᓅࡢグ㘓ࡀ
࠶ࡿࡀࠊ๓ᅇ  ᖺ ㄪᰝࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅࡢ⎔ቃኚ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡣࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖ㸦㸧ࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ࢩ࢝ࡢ㣗ᐖᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ     㸦ὸಖ㞝㸧

ムラサキツリガネツツジ
静岡県カテゴリー

ᒣ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ






Rhododendron lasiophyllum (Nakai) Yonek. 
var.lasiophyllum

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ             ࢶࢶࢪ⛉ (ULFDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ⴠⴥపᮌࠋ㧗ࡉ 㹼Pࠋⴥࡣ㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋ⾲
㠃⢒࠸㛗ẟࡀᐦ⏕࠼ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠊ㹼 ಶࡢናᆺࡢ
ⰼࢆᯞඛࡽୗᆶࡍࡿࠋⰼࡢ㛗ࡉࡣ 㹼FPࠋⰼࡣ㛗ẟࡀ
ᐦ⏕ࡍࡿࠋⰼෙࡣ㛗ࡉ 㹼PPࠋࡩࡘ࠺యࡀ⃰⣚⣸Ⰽ࡛࠶
ࡿࠋ㢮ఝࡢ࢘ࣛࢪࣟࣚ࢘ࣛࢡࡢⴥࡢ⾲㠃ࡣ↓ẟࠊࡲࡓࡣ㛗ẟ
ࡀᑡࡋ࠶ࡿࠋⰼෙࡣ⣚⣸Ⰽ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊ⚄ዉᕝ┴ࠊᒣ┴ࠊ㟼ᒸ┴ศᕸࡍࡿࠋ┴
ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
෭ ᖏᒣᆅࡢᒾሙࡸ㢼⾪ⲡཎ⏕࠼ࡿࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ  ࠊఀ㇋ࡸᐩኈᒣࠊ㔠ᒣࠊឡ㮚ᒣࡢグ
㘓ࡀ࠶ࡿࡀ๓ᅇ  ᖺ ㄪᰝ࡛ࡶࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ᥇ྲྀ  ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
┐᥀㜵Ṇ✀ࢆᣦᐃࡋ࡚ಖㆤࢆᅗࡾࡓ࠸ࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧




ᒣ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍








ソナレセンブリ
静岡県カテゴリー

Swertia noguchiana Hatus.

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࣜࣥࢻ࢘⛉*HQWLDQDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
୍ᖺⲡ㸦㛤ⰼᚋᯤࢀࡿ㸧ࠋ㧗ࡉ 㹼PPࠋⴥࡣࢯࢼ࣒ࣞ
ࢢࣛఝࡿࠋⱼࡣࡼࡃศᒱࡋ㏺࠺ࠋⴥࡣᑐ⏕ࠊࡽᙧ࡛ᇶ㒊
ࡣὶࢀⱼᐦ╔ࡍࡿࠋⴥࡣཌࡃࠊ୰ᚰࡢⴥ⬦ࢆቃࠊ
ഃࡾ㏉ࡾࠊ⾲㠃ගἑࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ
ⓑⰍ࡛㟷⣸Ⰽࡢ➽ࡀᨺᑕ≧ࠊྛⰼᘚ 㹼 ᮏఙࡧࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊఀ㇋ᓥఀ㇋༙ᓥศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ
ఀ㇋༙ᓥ∎ᮌᓮⅬᅾࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ୗ⏣ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ すཱྀ⣖㞝
ᾏᓊࡢ㢼ᙜࡓࡿᩳ㠃⏕࠼ࡿࠋ

４. 生育状況
ୗ⏣ᕷࡢࡳぢࡽࢀࡿࠋ〄ᆅࢆዲࡴࡀࠊᑡ࡞࠸Ỉศࠊ
ࡢ᳜≀ࡢ⿕そᅽࡢᚤጁ࡞ࣂࣛࣥࢫᙳ㡪ࡉࢀࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏘ᆅࡀ㝈ࡽࢀࡿ㸦㸧ࠋከ⫗࡞ⴥࢆࡶࡘࡀࠊ᪥↷ࡾ㸦㸧
ࡶᙳ㡪ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊᒾୖࡢ〄ᆅࢆዲࡴࡢ࡛ࠊ㔮ࡾே࡞
ࡢ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࡶࡉࡽࡉࢀࠊᅬⱁ⏝࡞ࡢ᥇ྲྀ㸦㸧
ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
⮬⏕ᆅࡢ❧ࡕධࡾつไࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᏳ᫆ᡂᰴࢆ᥇ྲྀ
ࡋ࡚ࡢ⛣᳜ቑṪࡣྍ⬟࡛࠶ࡾࠊៅ㔜࡞ᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
⛣᳜ቑṪ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ⮬⏕ᰴ᥇ྲྀ๓ៅ㔜࡞᳨ウࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ㸦すཱྀ⣖㞝㸧

ムシトリスミレ

Pinguicula vulgaris L. var. macroceras (Pall. ex Link) Herder

静岡県カテゴリー 絶滅危惧ⅠA 類(CR) (せ௳ ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ             ࢱࢾ࢟ࣔ⛉ /HQWLEXODULDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀ 1Ϩ⌧≧᫂ 㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋⴥࡣ㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼FPࠋ᰿㝿
㹼 ᯛᗈࡆࡿࠋ⾲㠃ࡣ⭢ẟࡀᐦ⏕ࡋࠊ⢓ᾮࢆศἪࡍࡿࠋⰼ
ᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㧗ࡉ 㹼FP ࡢⰼࢆ 㹼 ᮏఙࡤࡋࠊࡑ
ࡢඛࢫ࣑ࣞఝࡓ၁ᙧࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼෙࡣ⣸㹼ῐ⣸Ⰽ࡛ࠊ
ୖ၁ࡣὸࡃ  ࡋࠊୗ၁ࡣ῝ࡃ  ࡍࡿࠋⵧᯝࡣ༸⌫ᙧ࡛㛗
ࡉ PPࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ༓ᓥิᓥࡽኴᖹὒᇦࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏ
ᕞ ㏆␥ᆅ᪉௨ ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
‵ࡾẼࡢ࠶ࡿᒾቨࡸᆅ㠃ࡲࡓࡣ‵ᆅࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ  ࡢグ㘓௨ᚋࠊ☜ㄆሗࡀ࡞ࡗࡓࡀࠊ
 ᖺ༡ࣝࣉࢫ࡛⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅࡢ⎔ቃኚ  ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
６. 保護対策
 ┐᥀ࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊ⏘ᆅሗࡢබ㛤ࡣៅ㔜⾜࠺ࡇࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧

㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ຍ⸨ᚭ










フサタヌキモ

Utricularia dimorphantha Makino

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ   ࢱࢾ࢟ࣔ⛉ /HQWLEXODULDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ỿỈᛶࡢከᖺⲡࠋ㣗᳜≀ࠋỈ୰ࡢⴥࡣᇶ㒊࡛ 㹼 ಶࡢᑠ
ⴥศࢀࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠋᑠⴥࡣከᩘࡢ⣽∦ศᒱࡋᡣࡢ
ࡼ࠺ᰂࡽ࠸ࠋᤕᄞࡣⴥࡢ∦ࡈࡃᑡᩘࡋࡘࡅ࡞࠸ࠋ
ⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㧗ࡉ 㹼 FP ࡢⰼⱼ 㹼 ಶࡢⰼࢆࡘ
ࡅࠊⰼᘚࡣ㯤㹼ῐ㯤ⓑⰍ࡛┤ᚄ FP ⛬ᗘࠋ┤ᚄ 㹼PP ࡢ㛢
㙐ⰼࡶࡘࡅࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㏆␥ᆅ᪉௨ᮾ㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ
ᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ࡢపᆅศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ụࡢỈ୰⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ྛᆅグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀ⛥࡛࠶ࡿࠋ㏆ᖺ⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ụࡢᾘኻ㸦㸧ࡸỈ㉁ࡢᝏ㸦㸧ࡀࡑࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᚋࡢㄪᰝ࡛⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣ⮬⏕ᆅࡢಖࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࠋ             
 㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

12 ,0$*(






カワラノギク

Aster kantoensis Kitam.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղյ㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ      ࢟ࢡ⛉ $VWHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ FP ෆእࠋⱼࡣྀ⏕ࡋࠊୖ㒊࡛ศᯞࡋከᩘࡢ
ⴥࢆࡘࡅࡿࠋⰼࡣ᰿ฟⴥࡸୗ㒊ࡢⴥࡣᯤṚࡋ࡚࠸ࡿࠋ୰㒊
ࡢⴥࡣ⥺ᙧ࡛ࠊ㛗ࡉ 㹼 FPࠊ⦕࡛⾲㠃ࡢ⦕㠃▷ẟࢆ
ᩓ⏕ࡍࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㢌ⰼࡣᚄ 㹼 FP ࡛ᩓᡣ≧
ࡲࡓࡣ㗹≧ࡘࡃࠋ⟶≧ⰼࡢⰼෙࡣ㛗ࡉ PP ࡛⣸Ⰽࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ᪉㟼ᒸ┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ
࡛ࡣᮾ㒊୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᕝᓊࡢ᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸◁♟ᆅࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ  ὠᕷ㟼ᒸᕷࡢᏳಸᕝ⏕⫱ࠊグ
㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢᚋ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
◁᥇ྲྀ㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢᾘኻࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶
ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࢆ☜ㄆࡋࠊ⏕⫱㐺ࡋࡓ⎔ቃࢆᣑࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋ                
 㸦ὸಖ㞝㸧




ᮾி㒔  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




ミコシギク

Leucanthemella linearis (Matsum.) Tzvelev

㸦㸻࣍ࢯࣂࣀࢭࢱ࢝ࢠࢡ㸧
静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ        ࢟ࢡ⛉ $VWHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋ㛗ࡃᆅୗⱼࢆࡦࡁࠊࡑࡢඛ
᪂ⱑࢆసࡿࠋⱼࡣྀ⏕ࡍࡿࠋⴥࡣࡩࡘ࠺ 㹼 ᑐ⩚ࡋࠊ
∦ࡣᖜ 㹼PPࠋ⾲㠃ࡣࡊࡽࡘࡁࠊ⦕ࡣഃ᭤ࡍࡿࠋ
ⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㢌ⰼࡣ㛗࠸ࡀ࠶ࡗ࡚ᚄ 㹼FPࠋⰼෙࡣ
ⓑⰍࠋ⑭ᯝࡣⴭࡋ࠸  ⫘ࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᕞศᕸࡍ
ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧†すᕷ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࡀ⤯⁛
ࡋࡓグࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢᚋࡢ☜ㄆሗࡣ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
‵ᆅࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡀぢࡘࡗࡓሙྜࡣࠊ⏕⫱㐺ࡋࡓ⎔ቃࢆ⥔ᣢ⟶
⌮ࡍࡿࡇࠋ               
㸦ὸಖ㞝㸧


ឡ▱┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




ヤマタバコ Ligularia angusta (Nakai) Kitam.
静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠA 類（CR）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࢟ࢡ⛉ $VWHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 Pࠋ᰿ࡣኴࡃከᩘ࠶ࡿࠋⱼࡣࡸࡸኴࡃ
┤❧ࡍࡿࠋ᰿ฟⴥࡣ᮰⏕ࡋ࡚ࠊⴥࡣ㛗ࡉ 㹼FPࠊⴥ㌟ࡣ
㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋⱼⴥࡣࡩࡘ࠺  ಶࡀ┤❧ࡍࡿࠋⰼ
ᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㢌ⰼࡣ㛗࠸⥲≧ⰼᗎࢆ࡞ࡋࠊⰼࡢ୰ኸᑠⱖ
ࡀ  ಶ࠶ࡿࠋ⥲ⱖࡣ⟄ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 PPࠋ⯉≧ⰼࡣ 㹼 ಶ࠶
ࡾ㯤Ⰽࠋ⑭ᯝࡣ㛗ࡉ 㹼PPࠋ㏆ఝ✀ࡢ࣓ࢱ࢝ࣛࢥ࢘ࡣⴥ㌟
ࡀ୕ゅ≧㖝ᙧ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦୰㒊ࠊ㛵ᮾᆅ᪉㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛
ࡣ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᖏࡢᒣᆅࡢ᪥ᙜࡾࡢࡼ࠸ⲡᆅࡸᯘ⦕⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᮾ㒊୰㒊࡛グ㘓ࡀ࠶ࡿࠋ⏘ᆅࡣᒁ㝈ࡍࡿࠋ⏘㔞ࡶࡁࢃࡵ࡚
ᑡ࡞ࡃࠊᏑ⥆ࡣ༴ᶵⓗ࡞≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ࢧࢧࡢ⿕㝜࡞ࡢ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ࣐ࢽ
ࡼࡿ᥇ྲྀ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᳜⏕㑄⛣ࢆᢚไࡍࡿࡓࡵࢧࢧ㢮ࢆ㝖ཤࡋࠊᅬⱁ᥇ྲྀࢆ㜵
ࡄࡓࡵ❧ࡕධࡾࢆ⚗Ṇࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧





㟼ᒸ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ すཱྀ⣖㞝




セイタカイワヒメワラビ

Hypolepis alpina (Blume) Hook.

静岡県カテゴリー 絶滅危惧ⅠB類（EN） せ௳㸫ձղ ኚ᭦࡞ࡋ  ࢥࣂࣀࢩ࢝ࢢ࣐⛉'HQQVWDHGWLDFHDH
 㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ%㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲ㸦㟼ᒸ┴࡛ࡣኟ⥳ᛶ㸧ࠋ࣡ࣄ࣓࣡ࣛࣅ
ఝࡿࡀࠊ㐭ᆺ࡛ࠊⴥࡣ P 㐩ࡋࠊⴥࡶኴ࠸ࠋ
ⴥࡣ㍈ࡶⴥ㠃ࡶ⢓ẟࢆᐦࡘࡅࠊ⏕ࡣࡡࡤࡘࡃࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊ୰ᅜࠊࣇࣜࣆࣥࠊࣥࢻࢩࢼࠊࢽ࣮ࣗࢪ
࣮ࣛࣥࢻࠊ࣏ࣜࢿࢩࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴ࠊ୕㔜┴㸧ࠊ
ᅄᅜࠊᕞ㸦㮵ඣᓥ┴㸧ࠊఀ㇋ㅖᓥࠊᑠ➟ཎࠊἈ⦖┴ศᕸ
ࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣすఀ㇋⏫㸦ᪧ㈡ⱱᮧஂ㡲㸧ࡀ၏୍ࡢ⏘ᆅ࡛ࠊ
ศᕸࡢ㝈࡛࠶ࡿࠋ

３. 生育環境
すఀ㇋⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝

పᒣᆅࡢࡸࡸ᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸ᒣᆅࡢᯘ⦕ࠊࡸࡸ‵₶࡞ࡇ
ࢁ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᮏ┴࡛ࡣすఀ㇋⏫㸦ᪧ㈡ⱱᮧ㸧ࡢࡳ⮬⏕ࡍࡿࠋ⏘ᆅࡣࡁ
ࢃࡵ࡚ᒁ㝈ࡉࢀࠊಶయᩘࡶࡈࡃ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ᙜᆅࡣ
࣡ࣄ࣓࣡ࣛࣅࡢ㞧✀ࠊ࣡ࣄ࣓࣡ࣛࣅࡶ▱ࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏘ᆅࡀ㝈ࡽࢀ㸦㸧ࠊ᳜⏕ࡢ㑄⛣㸦㸧࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⏕⫱ᆅᒣᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࠊᯘ㐨ࡢᕤ㸦㸧ࡸࠊỈࡢࡓࡵ

ࡢࢲ࣒ᘓタ㸦㸧࡞ࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ῶᑡࡢせᅉ࡞ࡿ⾜Ⅽࡀ࡞ࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡞ᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㸦⣽ဴ✑㸧

ハチジョウシダ
静岡県カテゴリー

Pteris fauriei Hieron.

絶滅危惧ⅠB 類（EN） 㸦せ௳㸫ձղյ㸧ኚ᭦࡞ࡋ ࣀࣔࢺࢯ࢘⛉ 3WHULGDFHDH
 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ࡸࡸᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋⴥࡣ㛗ࡉ  P 㐩ࡋࠊ ᅇ⩚
≧ࠊ⾲㠃ࡣࢶࣖࡀ࠶ࡿࠋ᭱ୗ⩚∦ࡣ㛗࠸ᑠ⩚∦ࢆ 㹼 ಶ
ฟࡍࠋ⩚∦ࡣᇶ㒊㏆ࡃ࡛ࡸࡸᣳࡲࡾࠊ୰㒊㏆ࡃࡀ᭱ࡶᖜᗈ࡛
࠶ࡿࠋᑠ⩚∦ࡢ㎶ࡣ⬊Ꮚᄞ⩌ࡀඛ➃㏆ࡃࡲ࡛ࡘࡁࠊࡘ࡞
࠸㒊ศࡣ⦕࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊ୰ᅜࠊࣇࣜࣆࣥࠊࣥࢻࢩࢼࠊᅜෆ࡛
ࡣᮏᕞ༡㒊㸦ఀ㇋༙ᓥࠊ⣖ఀ༙ᓥ㸧ࠊᅄᅜ༡す➃ࠊᕞ༡㒊
⌰⌫ࠊఀ㇋ㅖᓥศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋㸦ୗ⏣ᕷ㡲ᓮ୕
ࠊ༡ఀ㇋⏫㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᾏᓊ㏆࠸᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸ᆅࠊపᒣᆅࡢᯘ⦕⏕ࡎࡿࠋ
４. 生育状況
┴ෆࡢ㐣ཤࡢグ㘓ᆅ࡛ࡶࠊࢇࡢሙᡤ࡛⌧Ꮡࡀ☜ㄆࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿᡤ࡛ࡶࠊಶయᩘࡣᴟᑡ࡛࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᒣᯘఆ᥇࡞㸦㸧ࡼࡿ⤯⁛ࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ᳜⏕ࡢ㑄⛣
క࠺⏕⫱ᆅࡢ⎔ቃኚ㸦㸧ࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢᒣᯘఆ᥇ࡸᅵᆅࡢᨵኚࠊ㐨㊰ࡢᨵಟ࡞ࡀ⾜ࢃࢀ
࡞࠸ࡼ࠺࡞ಖㆤᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦⣽ဴ✑㸧






Ἑὠ⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ⣽ဴ✑







ニシノコハチジョウシダ
静岡県カテゴリー

Pteris kiuschiuensis Hieron. 

絶滅危惧ⅠB類（EN）
）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࣀࣔࢺࢯ࢘⛉ 3WHULGDFHDH
 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ࡸࡸᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋⴥࡣ 㹼FP 㐩ࡋࠊⴥ㌟ࡶ
㛗ࡉ 㹼FP 㐩ࡍࡿࠋ ᅇ⩚≧」ⴥ࡛ⴥࡣ༸≧୕ゅᙧ࡛ࠊ
⩚∦ࡣ⩚≧ࠊᇶ㒊࡛ᑡࡋ▷ࡃ࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋⴥࡣⴥ
ᑐࡋ࡚ഴ࠸࡚ࡘࡁࠊ⩚∦ࡣ┤ゅࡘ࠸࡚㙊≧᭤ࡀࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦⚄ዉᕝ┴ࠊ㟼ᒸ┴㸧ࠊᅄᅜࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋㸦すఀ㇋⏫㸦ᪧ㈡ⱱᮧ㸧ࡸἙὠ⏫ୖ
బࣨ㔝㖊ࣀᒣ࡞㸧ศᕸࡍࡿࠋ㝈ࡣ⚄ዉᕝ┴࡛ࠊ㟼ᒸ┴
ࡣ‽㝈࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᆅࡢࡸࡸ㝜‵࡞ᅵተࠊᖖ⥳ᶞᯘୗࡸࢫࢠࡢேᕤᯘୗ⏕
⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣᒁ㝈ࡉࢀࠊಶయᩘࡶᴟᑡ࡛࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏘ᆅࡀ㝈ࡽࢀ㸦㸧ࠊࡓࡲࡓࡲ᰿࡙࠸ࡓ⏕⫱ᆅ࡛ࡶࠊࡑࡢ
ᚋ⎔ቃኚ㸦㸧࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋᒣᯘఆ᥇ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢ
ᾘῶ㸦㸧ࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢᒣᯘఆ᥇ࠊᯘ㐨ࡢᩚഛࡸἙᕝᨵಟᕤ࡞ࡼࡿ
⏕⫱ᆅࡢ⎔ቃኚࡼࡿ⏕⫱ᆅ࡛ࡢᾘኻࢆ㜵ࡄᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
       㸦⣽ဴ✑㸧

ヤクシマホウビシダ
静岡県カテゴリー



Ἑὠ⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ⣽ဴ✑


Hymenasplenium obliquissimum (Hayata) Sugim.

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ   ࢳࣕࢭࣥࢩࢲ⛉ $VSOHQLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ᑠᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋ࣍࢘ࣅࢩࢲఝࡿࡀࠊࡑࢀࡼࡾయᑠ
ᆺ࡛ࠊⴥ㛗ࡣ FP ࡛⊃ᢨ㔪ᙧࠋ᰿ⱼࡢ㫣∦ࡣ࣍࢘ࣅࢩ
ࢲࡼࡾᖜᗈ࡛ࠊῐ〓Ⰽ࡛࠶ࡿࠋⴥ㉁ࡣࡁࢃࡵ࡚ⷧࡃࠊ㏱ࡅ࡚
ぢ࠼ࡿࡇࡀከ࠸ࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊ୰ᅜࠊࣥࢻࢩࢼࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦ఀ㇋
༙ᓥࠊ⣖ఀ༙ᓥ㸧ࠊᕞ㸦㮵ඣᓥ┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ
Ἑὠ⏫ࣀᕝศᕸࡍࡿࠋఀ㇋ࡣᮏ✀ࡢศᕸ㝈࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
ᒣᯘ୰ࡢὶἢ࠸ࠊ㝜‵࡛Ỉࡀࡋࡓࡓࡿࡼ࠺࡞ᒾቨ⏕⫱
ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴࡛ࡣἙὠ⏫ࡢ၏୍ಶᡤ⏕⫱ࠊᑠ⩌ⴠࢆసࡗ࡚⏕⫱
ࡋࠊಶయᩘࡶᴟᑡ࡛࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏘ᆅࡀ㝈ࡽࢀ㸦㸧ࠊἙᕝࡢᨵಟࠊࢲ࣒ᘓタ࡞ࡼࡿ⏕
⫱⎔ቃࡢᝏ㸦ࠊ㸧ࡼࡿ⤯⁛ࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 Ἑᕝࡢᨵಟࠊࢲ࣒ࡢᘓタ࡞࡛ࠊ⏕⫱ᆅࡢ⎔ቃࡀᙳ㡪ࢆཷ
ࡅ࡞࠸ࡼ࠺࡞ᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦⣽ဴ✑㸧







Ἑὠ⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ








カミガモシダ

Asplenium oligophlebium Baker

㸦㸻ࣄ࣓ࢳࣕࢭࣥࢩࢲ㸧
静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ   ࢳࣕࢭࣥࢩࢲ⛉ $VSOHQLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ᑠᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲ᳜≀ࠋࢾࣜࢺࣛࣀ࢜ $ QRUPDOH ఝࡿ
ࡀࠊᙧࡸࡸᑠࡉࡃࠊⴥ㛗 FP ࡲ࡛ࠋ᰿ⱼࡣ▷ࡃᩳୖ
ࡋࠊⴥࢆྀ⏕ࡍࡿࠋ༢⩚≧」⏕࡛ࠊⴥ୰㍈ࡣ⣸〓Ⰽ࡛࠶
ࡿࠋ⩚∦ࡣ୰㹼῝ࡋࠊ⪥∦ࡣ✺ฟࡍࡿࠋ↓ᛶⱆࢆࡘࡅࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦᪂₲┴࣭ఀ㇋༙ᓥ௨す㸧ࠊᅄᅜࠊ
ᕞࠊᒇஂᓥࠊ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋す㒊ศᕸࡍࡿࠋఀ㇋ࡣኴᖹ
ὒഃࡢᮾ㝈⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
 ᬮᆅࡢᯘෆࠊࡸࡸ㝜‵࡞ሙᡤࡢᒾୖࠊᆅୖ⏕⫱ࡍࡿࠋ୰
㍈ࡢඛࡀఙࡧ࡚ࠊᆅ᥋ࡋࡓࡇࢁ࡛ⱆࢆࡘࡅ↓ᛶⓗṪ࠼
ࡿࡢ࡛ࠊఀ㇋ࡢ⏕⫱ᆅ࡛ࡣ㠃✚ࡣ⊃࠸ᒾ㠃࡛࠶ࡿࡀࠊࡸࡸᐦ
࡞⩌ⴠࢆࡘࡃࡗ࡚࠸ࡿࠋ
４. 生育状況
 ఀ㇋ᕷ†すᕷ⏕⫱ࡍࡿࠋ⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ⏕⫱ᆅ
࡛ࡣ⩌⏕ࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ㏆ᖺ⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
 ᒣᯘఆ᥇㸦㸧ࠊ㐨㊰ᕤ㸦㸧࡞ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢᝏ
࣭ᾘኻࡀᚰ㓄ࡉࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 㟼ᒸ┴ࡣศᕸࡢ㝈⏺ᆅ࡛࠶ࡾࠊ⏕⫱ᆅࡢಖࡣ≉㔜せ࡛
࠶ࡿࠋ            㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ࣭⣽ဴ✑㸧



†すᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ


イチョウシダ

Asplenium ruta-muraria L.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ       ࢳࣕࢭࣥࢩࢲ⛉ $VSOHQLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ᑠᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋ᰿ⱼࡣሢ≧࡛ⴥࢆྀ⏕ࡍࡿࠋⴥ㌟ࡣ㛗ࡉ
㹼FPࠊ ᅇࡲࡓࡣ༢⩚≧࡛୕ゅ≧ࠊ∦ࡣᡪᙧࡲࡓࡣ⳻ᙧ࡛
࠶ࡿࠋࡇࡢ∦ࡢᙧ≧ࡀྡࡢ⏤᮶࡛࠶ࡿࠋ⬊Ꮚᄞ⩌ࡣᩘಶࡀ
∦ࡢ୰ኸ㞟ࡲࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ༙⌫ࡢ ᖏࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࡽᕞศᕸࡍ
ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ࡢ▼⅊ᒾᆅᖏศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ள㧗ᒣᖏࡽ ᖏࡢᯘ୰ࡲࡓࡣࡸࡸ〄ฟࡋࡓ▼⅊ᒾࡢᒾ㝽
⏕ࡌࡿࠋ
４. 生育状況
ᪧỈ❑⏫ࡢ▼⅊ᒾᆅࡢᒾ㝽ᑡᩘᰴࡀ⏕⫱ࡍࡿࠋῶᑡഴྥࡀ
ⴭࡋ࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ࡶࡶ⏘ᆅࡶಶయᩘࡶᑡ࡞ࡃ㸦㸧ࠊᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀῶ
ᑡࡢ୍ᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ▼⅊ᒾᆅࡢಖࠊᅬⱁ᥇ྲྀࢆ㜵ࡄࡓࡵ⏘ᆅሗࡢබ⾲
ࡣ༑ศ࡞㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
    㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧






ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




タチヒメワラビ
静岡県カテゴリー

Thelypteris bukoensis (Tagawa) Ching

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ  ࣄ࣓ࢩࢲ⛉ 7KHO\SWHULGDFHDH
 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
୰ᆺࡽࡸࡸᆺࡢኟ⥳ᛶࢩࢲࠋ᰿ⱼࡣ㛗ࡃ㏺࠸ࠊⴥࢆ
ࡽฟࡍࠋ㫣∦ࡣ〓Ⰽࠊయᫍ≧ศᒱẟࠊ㔪≧ẟࡀከ࠸ࠋⴥ
㌟ࡣᗈᢨ㔪ᙧ࡛㗦ᑤ㢌ࠊᇶ㒊ࡣ⊃ࡲࡾᅇ⩚≧῝ࡍࡿࠋᑠ
⩚∦ࡢᇶ㒊ࡣ⩚㍈ὶࢀࠊ⊃࠸⩼࡞ࡗ࡚ὶࢀࡘࡃࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ᒾᡭ┴ࠊ᪂₲┴ࠊ㛵ᮾᆅ᪉す㒊ࠊ୰㒊
ᆅ᪉ᮾ㒊㸧ࠊᅄᅜ㸦㧗▱┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊㸦ᑠᒣ
⏫㸧ศᕸࡋࠊᮏᕞ࠾ࡅࡿศᕸ༡㝈࡛࠶ࡿࠋᅜእ㸦ࣥࢻ㸧
ࡽࡢሗ࿌ࡣ☜࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
ᒣᆅࡢࡸࡸ㟝ࡀከ࠸⭉᳜ᅵࡢཌ࠸ᯘᗋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣⲡཎ⏕
⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
┴ෆ࡛ࡣᑠᒣ⏫ࡢ୕ᅜᒣሢࡈࡃ⛥▱ࡽࢀࡿࡢࡳ࡛࠶
ࡿࠋ㏆㞄ࡢᒣࠊ㛗㔝࡛ࡣከ⏘ᆅࡀ࠶ࡿࡀࠊ㟼ᒸ┴ࡣỴࡋ࡚
⏕⫱㐺ᆅ࡛ࡣ࡞࠸ᛮࢃࢀࡿࠋ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝ௨㝆⬊
Ꮚᄞ⩌ࢆࡘࡅࡓᰴࡀⱝᖸ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏘ᆅࡀᒁ㝈ࡉࢀࠊಶయᩘࡶᑡ࡞࠸㸦㸧ࠋࡼࡗ࡚᳜⏕ࡢኚ
ࡼࡿ⎔ቃࡢኚࡀ⬣ጾ㸦㸧࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢ᳜⏕ࡢ㑄⛣ࡼࡿ⎔ቃኚࡸࠊᒣᯘఆ᥇ࠊ㛤Ⓨ⾜
Ⅽࡼࡿᙳ㡪ࢆ㜵ࡄᚲせࡀ࠶ࡿࠋ      㸦⣽ဴ✑㸧

ルリデライヌワラビ
静岡県カテゴリー



Athyrium wardii (Hook.) Makino var. inadae Tagawa

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࣡ࢹࣥࢲ⛉ :RRGVLDFHDH



 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
 ୰ᆺࡢኟ⥳ᛶࢩࢲࠋࣄࣟࣁࢾ࣡ࣛࣅࡢ୍ኚ✀ࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊࡇࢀఝ࡚࠸ࡿࡀࠊⴥ㌟ࡢඛࡣᛴ⊃ࡃ࡞ࡾࠊ୍ぢ㡬⩚
∦ࡀ࠶ࡿࡼ࠺ぢ࠼ࡿࠋᑠ⩚∦ࡣࡇࡳྜࡗ࡚ࡘࡁࠊᑠ⩚∦ࡢ
ඛࡣ㕌㢌ࡽ㢌࡛࠶ࡿࠋ⩚∦ᇶ㒊ࡣ⩚㍈ὶࢀࠊἢ╔ࡍࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦⚄ዉᕝ┴௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศ
ᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋㸦ᪧኳᇛࣨᓥ⏫ࠊἙὠ⏫࡞㸧ศ
ᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
పᒣᆅࡢᯘෆࠊ≉ࢫࢠࡢேᕤᯘୗ⏕ᜥࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ಶయᩘࡣࡁࢃࡵ࡚ᑡ࡞ࡃࠊ⏕⫱≧ἣࡶᩓᅾⓗ࡛࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅཬࡧ㏆㞄ᆅᇦࡢᒣᯘఆ᥇࡞⎔ቃኚ㸦㸧ࡼࡿ
ಶయᩘࡢῶᑡࠊ⤯⁛ࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
６. 保護対策
ᮏ✀ࡢ⏕⫱ᆅࡢࢇࡣࠊࢫࢠࡢேᕤᯘୗ࠶ࡿࠋᒣᯘ
ఆ᥇࡞⏕⫱ᆅ⎔ቃࡢᨵኚࢆ㜵ࡄᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㸦⣽ဴ✑㸧







ᑠᒣ⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ⣽ဴ✑



ఀ㇋ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ⣽ဴ✑






コウライイヌワラビ
静岡県カテゴリー

Deparia coreana (H. Christ) M. Kato

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࣡ࢹࣥࢲ⛉ :RRGVLDFHDH
㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ%㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
୰ᆺࡽࡸࡸᆺࡢኟ⥳ᛶࢩࢲࠋ᰿ⱼࡣ▷ࡃ㏺࠸ࠊⴥࢆྀ
⏕ࡍࡿࠋⴥࡣ༢⩚≧」⏕࡛ࠊ࣓࢜࢜ࢩࢲఝࡿࡀయࡣࡎࡗ
ᑠᆺ࡛ࠊⴥ FP ࠊⴥ㌟ࡣ P ࡲ࡛ࠋ⩚∦ࡣ୰
㹼῝ࡋࠊᑠ⩚∦ࡢᇶ㒊ࡣ⩚㍈ὶࢀࠊᖜ PP ࡢ⩼ࢆసࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࡢᮾ㒊ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㟷᳃
┴௨༡ࡢᮾᆅ᪉ࠊᰣᮌ┴ࠊᒣ┴ࠊ㟼ᒸ┴㸧ࠊᅄᅜ㸦ឡ
┴㸧ࠊᕞ㸦㛗ᓮ┴ࠊศ┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊㸦ᚚ
Ẋሙᕷࠊ〈㔝ᕷࠊᐩኈᐑᕷ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
పᒣᆅࡢᯘෆࠊࡸࡸ᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸㝜‵࡞ሙᡤ⏕ࡌࡿࠋ
４. 生育状況
┴ෆ⏘ᆅࡢࢇࡢሙᡤ࡛⤯⁛ࡋࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳜⏕ࡢ㑄⛣㸦㸧ࠊ⏕⫱ᆅࡢ㐀ᡂᕤ㸦㸧ࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ࡈࡃᑡ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ⏕⫱ᆅཬࡧࡑࡢ࿘㎶࡛ࡣࠊᒣᯘఆ᥇࡞
ࡼࡿ⇱ࠊྥ㝧ࢆ㜵ࡄᚲせࡀ࠶ࡿࠋ⏝ព࡞㛤Ⓨࡼ
ࡿῶᑡࡸ⤯⁛ࢆ㜵ࡄᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
            㸦⣽ဴ✑㸧

ミドリワラビ

Deparia viridifrons (Makino) M. Kato 

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࣡ࢹࣥࢲ⛉ :RRGVLDFHDH
 㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ%㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ᆺࡢኟ⥳ᛶࢩࢲࠋ᰿ⱼࡣ▷࠸ࡀኴࡃ㏺࠸ࠊⴥࢆᐦ⏕ࡉࡏ
ࡿࠋ࢜࢜ࣄ࣓࣡ࣛࣅࡢⓎ⫱ࡢࡼ࠸ⴥఝࡿࡀࠊⴥ㌟ࡣࡰ୕
ゅᙧ≧ࠊᑠ⩚∦ࡣὸ㹼୰ࡋࠊ⩚㍈⊃࠸⩼ࢆࡶࡘࠋⴥࡣ 
P ๓ᚋࡶ㐩ࡋࠊⴥ㫣∦ࡣῐⲔⰍࠊᗈᢨ㔪ᙧ≧࡛ࡽ࡛࠶
ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦ኴᖹὒഃ㸧ࠊ
ᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣࠊᮾ㒊㸦ᚚẊሙᕷ㸧ࠊఀ㇋
㸦ᪧኳᇛࣨᓥ⏫ࠊἙὠ⏫㸧ࠊす㒊㸦㔝⏫㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
పᒣᆅࡢᯘෆࠊᒣࡍࡑࡢࡸࡸ㝜‵࡞ᆅୖ⏕⫱ࡍࡿࠋእ
ே㔛㏆࠸పᆅከࡃ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
┴ෆࡢ⏘ᆅࡣࠊே㔛㏆࠸పᆅࡢᒣࡍࡑࠊᩳ㠃࡞࡛࠶ࡾࠊ
⌧ࡇࢀࡲ࡛グ㘓ࡢ࠶ࡗࡓᡤ࡛ࡶࠊ࡛ࡣࢇ☜ㄆࡀ
࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅཬࡧ㏆㞄ࡢᆅࡢᒣᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࠊἙᕝࡢᨵಟ㸦㸧
࡞ࠊ⏕ᜥ⎔ቃࡢᝏࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅᒣᯘࡢఆ᥇ࠊἙᕝᕤࠊ࿘㎶ࡢ㐨㊰ᣑᖜᕤ࡞
ࡼࡿ⎔ቃኚࠊྥ㝧ࢆ㜵ࡂࡓ࠸ࠋ⏝ព࡞㛤Ⓨࡼࡾࠊ
⤯⁛ࡋ࡞࠸ࡼ࠺ࡋࡓ࠸ࠋ   
㸦⣽ဴ✑㸧






ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝


ᚚẊሙᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ⣽ဴ✑






コガネシダ

Woodsia macrochlaena Mett. ex Kuhn

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࣡ࢹࣥࢲ⛉ :RRGVLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ᑠᆺࡢኟ⥳ᛶࢩࢲࠋⴥࡢ㛵⠇ࡣ㡬➃࠶ࡿࠋ୰㍈ࡸ⩚∦
ࡣẟࡀ࠶ࡾ㫣∦ࡣ࡞࠸ࠋⴥࡣ 㹼 ⩚≧」ⴥࠋ⩚∦ࡣ୰㹼῝
ࡋᇶ㒊⪥∦ࡣ࡞࠸ࠋ⬊⭷⦕ẟࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊࣟࢩᮾ㒊ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊ
ᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊす㒊ศᕸࡍ
ࡿࠋ
３. 生育環境
ᒣ㯄ࡢᯘෆࡸᯘ⦕࡞ࡢᒾୖ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸࡚⏘㔞ࡣᑡ࡞࠸ࠋ⏕⫱ᆅࡢᾘኻࡸ᳜⏕ࡢ
㑄⛣࡛⤯⁛ࡋࡓࡇࢁࡶ࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏘ᆅࡀ㔛ᆅ࠶ࡿࡇࢁࡶ࠶ࡾ⏕⫱ᆅࡀኻࢃࢀࡸࡍ࠸
㸦㸧ࠋ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡢᙳ㡪ࡶ↓ど࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
６. 保護対策
 㐀ᡂᕤ࡞࡛⏕⫱ᆅࡀᾘኻࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡞ᑐ⟇ࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋ                

㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

ヒロハアツイタ
静岡県カテゴリー

ఀᮾᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝

Elaphoglossum tosaense (Yatabe) Makino

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࢜ࢩࢲ⛉ 'U\RSWHULGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋⴥࡣᰤ㣴ⴥ⬊Ꮚⴥࡢ  ᙧࡀ࠶ࡿࠋᰤ㣴ⴥࡢ
ⴥࡣ㛗ࡉ 㹼FPࠊⴥ㌟ࡣ㛗ࡉ 㹼FPࠊ㠉㉁㛗ᴃ㹼⊃
ᴃᙧ࡛ⴥ⦕༙㏱᫂ࡢⷧ⭷ࡀ࠶ࡿࠋ⬊Ꮚⴥࡢⴥࠊⴥ㌟ࡣ
ᰤ㣴ⴥࡰྠ㛗ࠊⴥ୍㠃⬊Ꮚᄞࡀᗈࡀࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴ࠊ⣖ఀ༙ᓥ㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊ
ᒇஂᓥࠊఀ㇋ㅖᓥศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋す㒊ศᕸࡍ
ࡿࠋ
３. 生育環境
㝜‵࡞ᒣᯘ୰ࡢᶞᖿࡸᒾୖ⏕ࡌࡿࠋ
４. 生育状況
す㒊ࡢᒣ୰ࠊ῝࠸㇂㛫࡛ᕝᓊࡢᒾᑡᩘᰴࡀ⏕⫱ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ࡶࡶ⛥ᑡ࡞᳜≀࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡸ⮬↛⅏
ᐖ㸦㸧࡛ᐜ᫆ᾘ⁛ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅ㏆ࡢ᳃ᯘಖㆤᅬⱁ᥇ྲྀࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊ⏘ᆅሗࡢ
බ⾲ࡣៅ㔜࡞㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧









ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




オトコシダ

Arachniodes yoshinagae (Makino) Ching

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࢜ࢩࢲ⛉ 'U\RSWHULGDFHDH
㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ%㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋⴥࡣ FPࠊⴥ㌟ࡣ FP 㐩ࡍ
ࡿࠋⴥ㌟ࡣ༢⩚≧ࡽ ᅇ⩚≧」⏕ⓗ࡞ࡾࠊ⩚∦ࡣὸ㹼
ࡍࡿࠋ∦ࡣࡰ⦕ࠊ⬊Ꮚᄞ⩌ࡣ∦ࡢ୰⫘㎶⦕
ࡢ୰㛫⨨ࡋࠊᙧ࡛ࠊ㎶ࡀ⦕ࡢໟ⭷࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊࣥࢻࢩࢼࠊࢱࠊࣅ࣐ࣝࠊࣄ࣐ࣛࣖ
ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦⚄ዉᕝ┴ࠊఀ㇋༙ᓥࠊ⣖ఀ༙ᓥࠊᒣཱྀ
┴㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋㸦Ἑὠ⏫ࠊす
ఀ㇋⏫㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᆅࡢᒣᯘෆࡢᯘᗋࠊࡸࡸ㝜‵࡞㇂㛫ࡢᩳ㠃ࡸᯘෆ⏕
⫱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
４. 生育状況
ศᕸࡣᒁ㝈ࡉࢀࠊಶయᩘࡶᴟᑡ࡛࠶ࡿࠋ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧
ࡢẁ㝵ࡼࡾࠊࡉࡽῶᑡࡢഴྥ࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᒣᯘఆ᥇࡞ࡼࡿ⏕ᜥ⎔ቃࡢᝏ㸦㸧ࡼࡾ⤯⁛ࡀ
༴ࡉࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢᒣᯘఆ᥇ࡸᯘ㐨ࡢᣑᖜࠊᨵಟᕤ࡞ࡼࡾࠊ
⏕⫱⎔ቃᙳ㡪ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺࡞ᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
              㸦⣽ဴ✑㸧

ナガサキシダ
静岡県カテゴリー

Dryopteris sieboldii (Van Houtte ex Mett.) Kuntze
絶滅危惧ⅠB類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࢜ࢩࢲ⛉ 'U\RSWHULGDFHDH



 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋ᰿ⱼࡣ▷ࡃ㏺࠸ࠊⴥࢆྀ⏕ࡍࡿࠋⴥࡣ㛗
ࡉ FP 㐩ࡋࠊ༢⩚≧」⏕࡛ࠊࡣࡗࡁࡾࡋࡓ㡬⩚∦ࢆࡶࡘࠋ
ഃ⩚∦ࡣ  ᑐ๓ᚋ࡛ࠊ⬊Ꮚᄞ⩌ࡣ⩚∦㠃ᩓᅾࡋ࡚ࡘࡃࠋ⬊
Ꮚᄞ⩌ࢆࡘࡅࡿ⩚∦ࡣࠊࡘࡅ࡞࠸⩚∦ࡼࡾࡸࡸ⊃ࡃ࡞ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦༓ⴥ┴௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋㸦⇕ᾏᕷࠊἙὠ⏫㸧ࠊ୰㒊㸦㟼ᒸᕷ㸧
ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᆅࡢᒣᆅᯘෆࠊࡸࡸ㝜‵࡞ሙᡤ⏕⫱ࡍࡿࡀࠊ⛥࡛࠶ࡿࠋ
４. 生育状況
Ἑὠ⏫ࡢ⏘ᆅ࡛ࡣࠊ⌧ᅾࡶ⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊಶయᩘ
ࡀῶࢀࡤࠊ⤯⁛ࡢ࠾ࡑࢀࡶ࠶ࡿࠋグ㘓ࡢ࠶ࡿࡢሙᡤ࡛ࡣࠊ
᪥࡛ࡣ⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡎࠊ⤯⁛ࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅࡢ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࠊᒣᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ
࡛࠶ࡿࠋᒣᯘࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࠊἙᕝࡢࢲ࣒ᘓタ࡞㸦㸧ࡶ༴
ࡉࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ᒣᯘఆ᥇ࡸࠊἙᕝࡢᨵಟࠊࢲ࣒ᘓタ࡞ࡼࡾࠊ⏕⫱⎔ቃ
ᙳ㡪ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺࡞ᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦⣽ဴ✑㸧




Ἑὠ⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝


12 ,0$*(








センジョウデンダ
静岡県カテゴリー

Polystichum atkinsonii Bedd.

絶滅危惧ⅠB類（EN）㸦せ௳㸫ձղյ㸧ኚ᭦࡞ࡋ   ࢜ࢩࢲ⛉ 'U\RSWHULGDFHDH
  㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ%㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ%㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ᑠᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋⴥࡣ㛗ࡉ FPࠊⴥ㌟ࡣ༢⩚≧」⏕࡛
㛗ࡉ 㹼 FP ࠋ୍ぢࢶࣝࢹࣥࢲఝࡿࡀࠊ↓ᛶⱆࡣⴥ
㌟ඛ➃㏆ࡃࡢⴥ㍈ୖ⏕ࡌࠊᑠ⩚∦ࡣ㛗ᴃᙧ࡛ࠊ༸ᙧ㏆
࠸ࠋ⬊Ꮚᄞ⩌ࡣࠊ୰⫘㎶⦕ࡢ୰㛫ࡘࡁࠊໟ⭷ࡣࡁࡃࠊ
12 ,0$*(
ᚄ 㹼PP ࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣࣄ࣐ࣛࣖࠊࢿࣃ࣮ࣝࠊᅜෆ࡛ࡣ༡ࣝࣉࢫࡢ
ᓅ㸦㛗㔝┴㸧ࠊᝏἑᓅ㸦㟼ᒸ┴㸧ศᕸࡍࡿࠋࣄ࣐ࣛࣖࡢ
ࡶࡢู✀ࡍࡿ⪃࠼࡛ࡣᏛྡ 3JUDFLOLSHV&&KUYDU

JHPPLIHUXP 7DJDZD ࡞ࡾࠊࡇࡢሙྜࡣ༡ࣝࣉࢫᅛ᭷ኚ✀

࡞ࡿࠋ
３. 生育環境
㧗ᒣᖏࡢᒾࡢࢀ┠ࡈࡃ⛥⏕ࡎࡿࠋࣄ࣐ࣛࣖࠊࢿࣃ࣮
ࣝ⏕ࡎࡿࡶࡢࡣࠊள㧗ᒣᖏࡢ㔪ⴥᶞᯘୗࠊὶ㏆ࡃࡢࡸࡸ
‵ࡗࡓᒾୖ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㏆ᖺࡣ⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱ࡢグ㘓ࡢ࠶ࡿᡤ࡛ࡣࠊ⮬↛⎔ቃࡢᝏ㸦㸧ࡼࡿ⤯
⁛ࡀᠱᛕࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅ࡛ࡢ☜ㄆࡀ㠀ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢ⏕⫱ᆅ࠶ࡿ࠸ࡣ㏆㞄࡛ࡢ⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ
⏕⫱⎔ቃኚືࢆ࠼࡞࠸ࡼ࠺࡞ᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㸦⣽ဴ✑㸧

タカネシダ Polystichum lachenense (Hook.) Bedd.
静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࢜ࢩࢲ⛉ 'U\RSWHULGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㹛 

１. 種の解説
ᑠᆺࡢኟ⥳ᛶࢩࢲࠋ᰿ⱼࡣ▷ࡃᐦ㫣∦ࢆࡘࡅࡿࠋⴥࡣ
ࡸࡸኴࡃ㛗ࡉ 㹼FPࠊⴥࡀᯤࢀࡓᚋࡶṧࡿࠋⴥ㌟ࡣ༢⩚≧
」ⴥࡢ⥺ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋ⩚∦ࡣ㛗༸ᙧ࡛ࢃࡎ⩚ࡍ
ࡿࠋᐃⱆࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ⬊Ꮚᄞ⩌ࡣ୰⫘ࡼࡾࡘࡁໟ⭷ࡣ୰
ᚰ࡛ࡘࡃࠋ㏆ఝ✀ࡢࢼࢹࣥࢲࡣⴥࡀ⣽ࡃࠊໟ⭷ࡣ୰ᚰ
ࡽࡎࢀ࡚ࡘࡃࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊྎ‴ࠊ༡ࢪࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ୰㒊㸦ᒣ
┴ࠊ㛗㔝┴ࠊ㟼ᒸ┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝ
ࣉࢫ㸧ᮾ㒊㸦ᐩኈᒣ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ள㧗ᒣࡽ㧗ᒣࡢᒾୖࡸᒾ㝽⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣᒁ㝈ⓗ࡛࠶ࡿࠋ⏘㔞ࡣࡁࢃࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋࡁ࡞ᒾࡢ
㝽㛫ࡸୗ㒊⏕⫱ࡍࡿࠋ༡ࣝࣉࢫࡢ⏘ᆅࡣ᪤▱࡛࠶ࡿࡀࠊ
ᐩኈᒣࡣ᪂⏘ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᒾሢࡢᔂቯ㸦㸧ࡸ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀ⏕⫱ࡢᅽຊ࡛࠶ࡿࠋ
Ⓩᒣ⪅ࡢ㋃ᅽ㸦㸧ࡸ᥇ྲྀ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏘ᆅ㋃ᅽࢆ࠼࡞࠸ࡼ࠺Ⓩᒣ㐨ࡢ㎽ᅇᩚഛࢆࡍࡿࠋ
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧




㟼ᒸᕷ ᖺ  ᭶  ᪥ᐑᓮ୍ኵ




オニイノデ

Polystichum rigens Tagawa

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ       ࢜ࢩࢲ⛉ 'U\RSWHULGDFHDH
 㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ%㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
୰ᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋⴥࡢ㛗ࡉࡣ FP 㐩ࡍࡿࠋ᰿ⱼ
ࡣ▷ࡃ┤❧㹼ᩳୖࡍࡿࠋⴥࡣᗈᢨ㔪ᙧ࡛  ᅇ⩚≧」⏕ࠋⴥ㉁
ࡣࡓ࠸㠉㉁࡛ࠊᑠ⩚∦ࡣ༸≧㛗ᴃᙧࠊከࡃࡣᇶ㒊࡛ἢ╔ࠊ
㎶⦕ࡣὸ࠸㗬ṑ⦕࡛ࠊ㗬ṑࡢඛࡣ③࠸ࡓ࠸่࡞ࡿࠋ
ⴥࡢ㫣∦ࡣῐ〓Ⰽ࡛ᗈᢨ㔪ᙧࠊⴥ㍈ࡢ㫣∦ࡣⰍࡀ⃰ࡃࠊ〓
Ⰽࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ⬊Ꮚᄞ⩌ࡣࠊࡸࡸ୰⫘ᐤࡾࡘࡃࠋࡼࡃఝ
ࡓ✀㢮ࣄ࣓࢝ࢼ࣡ࣛࣅ࢜࢜࢟ࣚࢬ࣑ࢩࢲࡀ࠶ࡾࠊ࢜ࢽ
ࣀࢹࣄ࣓࢝ࢼ࣡ࣛࣅࡢ୰㛫ࡢᙧ㉁ࢆࡶࡘࡢࡀࠊ࢜࢜࢟ࣚࢬ
࣑ࢩࢲ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦Ⲉᇛ┴௨༡㸧ศᕸࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᆅࡢᒣᆅࠊᯘᗋࡸὶἢ࠸ࡢࡸࡸ㝜‵࡞ᩳ㠃࡞⏕⫱
ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ኳᇛᒣ୰ࠊ⟽᰿ᒣᆅ࡞ศᕸࡀ☜ㄆࡉࢀࡿࡶࡢࡢࠊಶయ
ᩘࡣࡁࢃࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᒣᯘࡢᶞᮌఆ᥇㸦㸧ࡸᯘ㐨ࡢᨵಟࠊᩚഛ㸦㸧࡞ࡼ
ࡿ⏕⫱ᆅࡢᾘኻࠊ⤯⁛ࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ᯘ㐨ࡢᨵಟࠊᩚഛࠊᒣᯘࡢఆ᥇࡞ࡼࡿ⎔ቃᝏࡽࠊ
⏕⫱ᆅࢆಖㆤࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ       㸦⣽ဴ✑㸧



ᑠᒣ⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ⣽ဴ✑


クラガリシダ

Lepisorus miyoshianus (Makino) Fraser-Jenk.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࢘ࣛ࣎ࢩ⛉ 3RO\SRGLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋእぢࡣࢩࢩࣛࣥఝࡿࠋ᰿ⱼࡣ▷ࡃ㏺࠺ࠋⴥࡣࡦࡶ
≧࡛ࠊ㛗ࡉ  FP 㐩ࡍࡿࠋ⬊Ꮚᄞ⩌ࡣⴥ㍈ࡢ୧ഃࡢ⁁ࡘࡃࠋⴥ
㍈ࡣⴥࡢ⾲㠃ࡣ❑ࡳࠊ㠃ࡣ✺ฟࡍࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊ୰ᅜࠊࣥࢻࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦୰㒊ᆅ᪉௨す㸧ࠊ
ᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
✵୰‵ᗘࡢ㧗࠸⮬↛ᯘࡢྂᮌᶞᖿࡸᒾୖ╔⏕ࡋᆶࢀୗࡀࡿࠋ
４. 生育状況
ᪧỈ❑⏫࡞⏕⫱ࡍࡿࠋࢇࡢ⏕⫱ᆅࡀኻࢃࢀࡓࠋ

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ
５. 減少の主要因と脅威
ᒣᯘఆ᥇㸦㸧ࠊἙᕝ㛤Ⓨ㸦㸧࡞ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢᾘኻࠊ✵
୰‵ᗘࡢపୗ࡞࡛ࠊ⤯⁛ࡍࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ✵୰‵ᗘࡢ㧗࠸ࡇࢁ⏕⫱ࡍࡿࡢ࡛ࠊ⌧Ꮡࡍࡿ⏕⫱ᆅࡣ࿘㎶
㒊ࡶࡩࡃࡵᗈࡃಖࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ╔⏕ࡍࡿྂᮌ
࣭ᮌࡢಖᏑࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧








ミョウギシダ

Polypodium someyae Yatabe

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ   ࢘ࣛ࣎ࢩ⛉ 3RO\SRGLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ኟ⥳ᛶࢩࢲࠋ᰿ⱼࡣ㛗ࡃ㏺࠸ࠊ㫣∦࡛⿕ࢃࢀ〓Ⰽ࡛࠶ࡿࠋ
ⴥ㌟ࡣ㛗ࡉ 㹼FP ๓ᚋࠊⲡ㉁ࡢ༸ᙧ࡛⩚≧῝ࡋ࡚ඛ
ࡣᛴᑿ≧࡞ࡿࠋഃ∦ࡣ 㹼 ᑐ࠶ࡾ⦕ࡣ⢒࠸㕌㗬ṑ
ࡀ࠶ࡿࠋⴥ⬦ࡣ㒊ศⓗ⥙┠ࡀ࠶ࡿࠋ㏆ఝ✀ࡢ࢜ࢿ࢝ࢬࣛ
ࡣ⥳ᛶ࡛᰿ⱼࡣ㟷⥳Ⰽࠊⴥࡣ㠉㉁ࡢ୕ゅ≧㛗ᴃᙧ࡛࠶
ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ᪉ࠊ୰㒊ᆅ᪉㸧ࠊᅄᅜศᕸ
ࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᖏ῝ᒣࡢ㇂ἢࡗࡓᒾୖࡸᶞᖿ╔⏕ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ࡢᏳಸᓘ࡞ࡸす㒊ࡢỈ❑࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ
㏆ᖺࡣ☜ㄆࡉࢀࡎࠊࢇࡢ⏘ᆅࡀኻࢃࢀࡓᛮࢃࢀࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ྂᮌࡢఆ᥇㸦㸧ࡸἙᕝᨵⰋ㸦㸧ࠊᯘ㐨ᕤ㸦㸧ࡼ
ࡿ⏕⫱⎔ቃࡢᝏཬࡧᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⌧Ꮡࡍࡿ⏕⫱ᆅࡢ⎔ቃಖㆤࡸࠊ᥇㞟⾜Ⅽࡽࡲࡶࡿࡇࡣ
㔜せ࡛࠶ࡿࠋ               㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

12 ,0$*(



ヒツジグサ Nymphaea tetragona Georgi
静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࢫࣞࣥ⛉ 1\PSKDHDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ᾋⴥᛶࡢከᖺⲡࠋᾋⴥ᳜≀࡛ࠊᆅୗⱼࡣሢ≧࡛ኴࡃ▷࠸ࠋ
ỿỈⴥࡣഃ∦ࡀᶓᗈࡀࡾ▮ᑼᙧ࡛㛗ࡉ FPࠋᾋⴥࡣ༸
ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊ῝ࡃษࢀ㎸ࡴࠋⴥࡣῐ㉥⣸ⰍࠋẼᏍ
ࡣⴥࡢ⾲㠃ࡢࡳ࠶ࡾ㠃ࡣ࡞࠸ࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ
ᚄ 㹼FPࠋⴟ∦ࡣ  ಶࠊⰼᘚࡣⓑⰍ࡛ 㹼 ಶࠋ㞝ⷁࡣከ
ᩘࡢᚰ⓶ࡀྜ⏕ࡍࡿࠋ㛤ⰼᮇ㛫ࡣ 㹼 ᪥ࠋ㞤ᛶඛ⇍࡛㞤ⷁ
ࡣ  ᪥┠ᡂ⇍ࡍࡿࠋ㞝ⷁࡣ  ᪥┠ᡂ⇍ࡍࡿࠋ㏆ఝ✀ࡢࢫ
ࣞࣥࡣᅬⱁ㐓ฟ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ࣮ࣚࣟࢵࣃࠊᮾࢪࠊࣥࢻࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ
㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
పᆅࡢࡸࡸᐩᰤ㣴࡞ụ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣࠊపᆅࡢᗈࡃグ㘓ࡀ࠶ࡾࠊ≉
す㒊࡛ࡣከࡃࡢ⏘ᆅࡀグ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⏘ᆅࡣᑡ࡞ࡃ⏘㔞
ࡶᑡ࡞࠸ࠋࡋࡋ㏆ᖺࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ụࡢ◚ቯ㸦㸧ࡸࣁࢫ࡞ࡢỈ⏕᳜≀ࡢ➇ྜ㸦㸧ࡀ
⏕⫱ࡢᅽຊ࡛࠶ࡿࠋᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ↓⏝࡞ࡗࡓྂụࡶඛఫ⏕≀ࡢ⏕Ꮡᶒࡀ࠶ࡿࡢ࡛◚ቯࡍ
ࡿࡇࡣ㑊ࡅࡿࠋ            㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧







ᕝᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝




オオヤマレンゲ Magnolia sieboldii K. Koch subsp. japonica K. Ueda
静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࣔࢡࣞࣥ⛉ 0DJQROLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ⴠⴥపᮌࠋ㧗ࡉ Pࠋᖿࡣᩳୖࡋ࡚ᒅ᭤ࡍࡿࠋⴥࡣ⦕࡛
⏕ࡋᗈಽ༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣ㛗ࡉ 㹼FPࠋⰼᮇ
ࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣᚄ 㹼FPࠊⓑⰍ࡛㡬⏕ࡋࡸࡸୗྥ㛤ࡁ
ⰾ㤶ࡀ࠶ࡿࠋእⰼ⿕∦㸦ⴟ∦㸧ࡣ  ಶ࡛㉥Ⰽࢆᖏࡧࠊෆⰼ⿕
∦㸦ⰼᘚ㸧ࡣ  ಶ࡛ⓑⰍࠋ㞝ⷁࡣከᩘ࠶ࡾࠊⵂࡣῐ㯤Ⰽࠋ㞟
ྜᯝࡣ㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ FPࠊ㉥⇍ࡍࡿࠋ㏆⦕✀ࡢ࣍࢜ࣀ࢟ࡣ
ⰼࡀୖࢆྥ࠸࡚㛤ࡃࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ᪉௨す㸧ࠊ
ᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᖏᒣᆅࡢᑿ᰿ἢࡗࡓᒾ♟ᆅࡢⴠⴥᶞᯘ୰⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣᯇᕷኳ❳༊ᒁ㝈ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏘㔞ࡣᴟᗘᑡ࡞
࠸ࠋᯤࢀࡓぶᰴࡢ᰿ඖࡽⴌⱆࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏕⫱ࡣ࿘ᅖࡢ㔪ⴥ
ᶞ⿕㝜ࡉࢀ࡚Ⰻ࡛࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ⴠⴥᶞᯘࡢⓙఆ㸦㸧ࠊ⿕㝜ࡼࡿ⏕⫱㜼ᐖ㸦㸧ࡀ
せᅉ࡛࠶ࡿࠋᅬⱁ┠ⓗࡢ᥇ྲྀ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⴠⴥᶞᯘࡢఆ᥇ࢆᅇ㑊ࡍࡿࠋ࿘㎶ᶞᮌࡢఆ㛤ࡼࡾග᮲௳
ࡢᨵၿࢆᅗࡿࠋ             㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

シコクヒロハテンナンショウ
静岡県カテゴリー



ף㹎㹇㹖㹒㸿


Arisaema longipedunculatum M. Hotta

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࢧࢺࣔ⛉ $UDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ FP ࠋⴥࡣ  ಶ⛥  ಶࠋഇⱼ㒊ࡣⴥ
㒊ࡼࡾ▷ࡃࠊഇⱼ㒊ࡢ㛤ཱྀ㒊ࡣあ≧ᗈࡀࡽ࡞࠸ࠋᑠⴥࡣ
㹼 ಶ࡛ᑠⴥ㛫ࡢⴥ㍈ࡣࢇⓎ㐩ࡋ࡞࠸ࠋᑠⴥࡢ⦕ࡣ
⢒࠸㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ  ᭶ࠋⰼࡢⰼࡣⴥࡼࡾ▷ࡃ
⅖ⱖࡣⓑ⥳Ⰽ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴ࠊᒣ┴㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศ
ᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ⴠⴥᶞᯘࡢᯘෆ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸᕷᪧ୰ᕝ᰿⏫⏕⫱ࡍࡿࠋ⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚ಶయᩘࡣ
ᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᒣᯘఆ᥇㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢᾘኻࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅ࠾ࡅࡿᒣᯘఆ᥇ࡢไ㝈࡞ࡢಖㆤᑐ⟇ࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧








㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ




オオミネテンナンショウ

Arisaema nikoense Nakai
subsp. australe (M. Hotta) Seriz.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࢧࢺࣔ⛉ $UDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⴥࡣ  ಶࡁ  ಶࠊഇⱼ㒊
ⴥ㒊ࡣࡰྠ㛗ࠋⴥ㌟ࡣ 㸦㹼 ᑠⴥศࢀࠊᑠⴥ㛫ࡢ
ⴥ㍈ࡣࢇⓎ㐩ࡋ࡞࠸ࠋⰼᗎࡣⰼࡣⴥࡼࡾࡶ㛗
࠸ࠋ⅖ⱖࡣ⣸〓Ⰽࡽᖏ⣸Ⰽࠋⰼᗎᒓయࡣ⣽Წ㹼ࡸࡸᲨ
Წ≧ࠋῐ⣸〓Ⰽ࡛ᩬࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋᆅୗࡢ⌫ⱼࡢ⭆
ⱆࡣᏊ⌫Ⓨ㐩ࡍࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷ள✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴ࠊᒣ┴ࠊ㏆␥ᆅ᪉ࡢᓠ
ᒣ⣔㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ

３. 生育環境
〈㔝ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ὸಖ㞝
ᖏᯘࡢᯘᗋ⏕⫱ࡍࡿࠋ

４. 生育状況
ఀ㇋༙ᓥࠊᮾ㒊ࡢᐩኈᒣ㯄ࠊ୰㒊ࡢᏳಸᓘࡽᒣఅ࿘㎶
グ㘓ࡀ࠶ࡿࠋ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝ௨㝆ࠊᐩኈᒣ㯄ࡸᕝࡢ
┴Ẹࡢ᳃࿘㎶࡛᪂ࡓ࡞⏘ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡀࠊࡑࡢ࠺ࡕ┴Ẹ
ࡢ᳃࡛ࡣࠊᛴ⃭ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ⏝᥇ྲྀ㸦㸧ࠊࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせ
ᅉ࡛࠶ࡿࠋࢸࣥࢼࣥࢩࣙ࢘ᒓ᳜≀ࡣࢩ࢝ࡢႴዲ᳜≀࡛࠶ࡿ
ࡀࠊࢩ࢝ࡢ㣗ࡀㄆࡵࡽࢀࡿಶయࡶ࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ࢩ࢝ࡼࡅࡢᰙࢆタ⨨ࡍࡿࡇࠋ     㸦ὸಖ㞝㸧                  

ムサシモ

Najas ancistrocarpa A. Braum ex Magnus

㸦㸻࣐࣑࢞ࣜࢧࣖࣔ㸧
静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ  ࢺࢳ࣑࢝࢞⛉ +\GURFKDULWDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ỿỈᛶࡢ୍ᖺⲡࠋⱼࡣ⣽ࡃࡼࡃศᯞࡍࡿࠋⴥࡣ⣒≧࡛㛗ࡉ
㹼FPࠊᖜ 㹼PP ࡛⦕㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋⴥ㠧ࡣษᙧ࡛
࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㞝ⰼࡣⱖ㠧ໟࡲࢀࠊ㞤ⰼࡢᇶ㒊ࡶ
ⱖ㠧ࡀ࠶ࡿࠋ✀Ꮚࡣ୕᪥᭶ᙧ࡛ⴥ⬥ࡘࡃࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊ⡿㸦ᖐ㸽㸧ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ࡢపᆅศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
పᆅࡢụࡸᕝ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᯇᕷ࡞⏕⫱ࡍࡿࠋಶయᩘࡶከࡃⰋዲ࡞⏕⫱ሙᡤࡶ࠶
ࡗࡓࠋ㣴㨶ሙ㊧ࡢ⏕⫱ᆅࡣࢇᾘ⁛ࡋࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ụࡢᇙࡵ❧࡚㸦㸧ࡸỈ㉁ᝏ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶
ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅỈ㉁ࡢಖࠊ℺₅⏝ࡏࡁṆࡵࡓᕝࡀ⏕⫱ᆅࡢࡶ
ࡢࡣࠊ⌧ἣࡢ⥔ᣢࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧







ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ






リュウノヒゲモ
静岡県カテゴリー

Potamogeton pectinatus L. 

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ       ࣄ࣒ࣝࢩࣟ⛉ 3RWDPRJHWRQDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17 㹛 

１. 種の解説
ỿỈᛶࡢከᖺⲡࠋỈ୰ⱼࡣࡁࢃࡵ࡚⣽ࡃࠊࡼࡃศᯞࡋ㛗ࡉ
㹼P ࡞ࡿࠋⴥࡣỈ୰ⱼ⏕ࡋࠊ㔪≧࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊ
ᖜ 㹼 PPࠋⴥࡢᇶ㒊ࡣᡸⴥྜ╔ࡋ࡚ⴥ㠧࡞ࡾⱼࢆ
ᢪࡃࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⴥ⭆ࡽ⣽࠸ 㹼FP ࡢⰼⱼࢆฟࡋࠊ
ࡑࡢඛ㛗ࡉ 㹼FP ࡢ✑≧ⰼᗎࢆࡘࡅࠊỈ㠃ୖࡼࡇࡓ
ࢃࡿࠋⰼࡣ୧ᛶⰼ࡛ⰼ⿕∦ᵝࡢⵂ㝸ᒓ✺㉳ࡀ  ಶࠊᚰ⓶ࡀ
 ಶ࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣୡ⏺ᗈࡃࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞࠊ
⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᖏࡽ⇕ᖏࡢῐỈࡽỶỈࡢ†ࡸỈ㊰ࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧࡛ࡣࠊᯇᕷኳ❳༊ࡸྡ†࿘㎶ࡢ
グ㘓ࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝ࡛ࡣ㐲ᕞℿὀࡄἙᕝ
ࡢἙཱྀ࡛☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᅇࡶす㒊࡛☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
Ἑᕝࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࡸᾏᓊᩚഛ㸦㸧࡞ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢ
ᾘኻࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓỈ㉁ở⃮㸦 ࡢᙳ㡪ࡶᣦ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱⎔ቃ㓄៖ࡋࡓಖㆤࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ  㸦ὸಖ㞝㸧

ホンゴウソウ
静岡県カテゴリー



ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ຍ⸨ ᚭ




Sciaphila nana Blume
絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ  ࣍ࣥࢦ࢘ࢯ࢘⛉ 7ULXULGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
⳦ᚑᒓᰤ㣴᳜≀ࡢከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࠊⴥࡣ⣸㉥Ⰽࠋ
ⴥࡣ㫣∦≧㏥ࡋࠊⴥ⥳⣲ࡣ࡞࠸ࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㹼
ಶࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋ㞝ⰼࡢⵂ㝸ᒓ✺㉳ࡀ࠶ࡿࠋᑠᆺ࡛ᬯ࠸
Ⰽ࡞ࡢ࡛ࠊ┠❧ࡕࡃ࠸ࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮾ༡ࢪࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦༓ⴥ┴௨す㸧ࠊᅄ
ᅜࠊᕞࠊἈ⦖ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣࠊఀ㇋ࠊ୰㒊ࠊす㒊
ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ࢫࢠᯘ࡞ࡢᬯ࠸ᯘࡢⴠࡕⴥࡢ㛫⏕࠼ࡿࠋ
４. 生育状況
ఀᮾᕷࠊ㟼ᒸᕷࠊ୕ࣨ᪥⏫࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ
࡚࠸࡚ࠊ⏕⫱ᆅ࡛ࡢಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
㋃ࡳࡘࡅࡢᙳ㡪㸦㸧ࡣཷࡅࡿࡀࠊ᳃ᯘఆ᥇㸦㸧࡞ࡢ
⎔ቃࡢኚࡢᙳ㡪ࡀࡁ࠸ࠋ
６. 保護対策
 ⮬⏕ᆅࡢ❧ࡕධࡾࡣࠊᴟຊ㑊ࡅࡓ࠸ࠋከᖺⲡ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ
㛗ᮇ㛫ྠ୍ሙᡤ⏕⫱ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡞ࡢ࡛✚ᴟⓗ࡞ಖㆤࡣ㞴
ࡋ࠸ࠋ
㸦すཱྀ⣖㞝㸧







㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ すཱྀ⣖㞝




ウエマツソウ
静岡県カテゴリー

Sciaphila secundiflora Thwaites ex Benth.
絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ   ࣍ࣥࢦ࢘ࢯ࢘⛉ 7ULXULGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98 㹛 

１. 種の解説
⳦ᚑᒓᰤ㣴᳜≀ࡢከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋయ㉥⣸Ⰽࢆ
ᖏࡧࡿࠋⱼࡢᚄ PP ࡛ࢇศᯞࡋ࡞࠸ࠋⴥࡣ㫣∦≧࡛
㛗ࡉ⣙ PPࠊⴥ⥳⣲ࡣ࡞࠸ࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠊ⥲≧ⰼᗎࡣ㛗ࡉ
㹼FP ࡛ࠊୖ㒊㞝ⰼࠊୗ㒊㞤ⰼࡀࡘࡃࠋ㞝ⰼࡢⰼ⿕ࡣ῝
ࡃ  ࡋࠊ∦ࡣ⣽࠸⥺ᙧࠊ㞤ⰼࡢⰼ⿕ࡶ  ࡍࡿࡀࠊ∦ࡣ
㞝ⰼࡼࡾᖜᗈࡃᢨ㔪ᙧ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊ㤶 ࠊࢱࠊࢽ࣮ࣗࢠࢽࠊࢫࣜࣛࣥ࢝ࠊ
ᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦᪂₲┴ࠊ㛵ᮾ௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫ࠊᑠ
➟ཎศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮ ᖏࡢᶞᯘෆࡢᬯ࠸ᆅୖ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
┴ෆ࡛ࡣึࡵ࡚ఀᮾᕷ࡛☜ㄆࡉࢀࡓࡀࠊࡑࡢᚋࡢᾘ㛗ࡣ᫂
࡛࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳃ᯘࡢఆ᥇㸦 ࡸ㛤Ⓨ㸦 ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊࡑࡢ⏕⫱⎔ቃࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧

ミカワバイケイソウ
静岡県カテゴリー



ఀᮾᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ຍ⸨ᚭ



Veratrum stamineum Maxim. var. micranthum Satake

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࢩࣗࣟࢯ࢘⛉ 0HODQWKLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋ㧗ᆅ⏕࠼ࡿᇶᮏ✀ࡢࢥࣂࢣ
ࢯ࢘ẚࠊⰼࡣᑠࡉࡃⰼ⿕∦ࡢ⦕ࡀ⣽ࡃษࢀ㎸ࡴࠋ㞝ⷁࡣࠊ
ⰼ⿕∦ࡢ  ಸ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⱼ㡬㗹ⰼᗎࡀࡘࡁࠊⰼ
ࡣⓑ⥳Ⰽ࡛࠶ࡿࠋࢥࣂࢣࢯ࢘ࡀ‵ᆅ㑇Ꮡࡋ࡚ศࡋࡓࠊ㈗
㔜࡞᳜≀࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴ࠊឡ▱┴ࠊ㛗㔝┴ࠊᒱ㜧┴ࠊ୕
㔜┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ྎᆅ࿘㎶ࡢỈ‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᯇᕷ⏕⫱ࡍࡿࠋࡘ࡚ࡣ୕᪉ࣨཎྎᆅ࿘㎶ࡢỈ‵ᆅᗈ
ࡃࡳࡽࢀࡓࡀࠊ⛥࡞᳜≀࡞ࡗࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
‵ᆅࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࠊ⟶⌮ᨺᲠࡼࡿ㑄⛣ࡢ㐍⾜㸦㸧ࠊ⇱
࡞㸦㸧࡛ከࡃࡣᾘ⁛ࡋࡓࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢ❧ࡕධࡾࡢ⚗Ṇࠊⲡสࡾ࡞ࡢ᳜⏕㑄⛣ࡢᢚไࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࠋ             
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧







ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




チャボシライトソウ
静岡県カテゴリー

Chionographis koidzumiana Ohwi

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࢩࣗࣟࢯ࢘⛉ 0HODQWKLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋ᰿ฟⴥࡣ༸ᙧ㹼⊃༸ᙧ࡛ࠊ
ඹ㛗ࡉ 㹼FPࠋⰼᮇࡣ  ᭶ࠋⰼⱼࡢୖ㒊ࡲࡤࡽ 㹼
 ಶࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼ⿕∦ࡣⓑⰍ࠶ࡿ࠸ࡣ⥳ⓑⰍࠊᖏ⣸
Ⰽ࡛ࠊୖ᪉ࡢ  ⰼ⿕∦ࡣ⣒≧࡛ඛࡣᗈࡃ࡞ࡽࡎ㛗ࡉ 㹼PPࠊ
ୗ᪉ࡢ  ⰼ⿕∦ࡣ㏥ࡍࡿࠋ㞝ⷁࡣ  ಶࠋⵧᯝࡣ㛗ࡉ 㹼
PPࠋ㢮ఝࡢࢩࣛࢺࢯ࢘ࡣⰼࢆᐦࡘࡅࠊⰼ⿕∦ࡢ㛗ࡉࡣ 
PP ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴ࠊឡ▱┴ࠊ⣖ఀ༙ᓥ㸧ࠊᅄᅜࠊ
ᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮ ᖏࡢ㇂㛫ࡢࡸࡸ‵ࡗࡓᯘᗋࡸᒾ▼ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸࡚ಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦 ⏕⫱⎔ቃࡢᝏ㸦 ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶
ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢಖㆤࠊᅬⱁ᥇ྲྀࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊ⏘ᆅሗࡢබ㛤
ࡣៅ㔜࡞㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ       
㸦ὸಖ㞝㸧

コシノコバイモ
静岡県カテゴリー



ࣜࣛࣈࣛࢺ࢛ࣇף


Fritillaria koidzumiana Ohwi

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ         ࣘࣜ⛉ /LOLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ㫣ⱼࡣ⌫ᙧ࡛ᚄ FPࠊ༙⌫ᙧࡢ
 ಶࡢ㫣∦ࡽ࡞ࡿࠋⱼࡢୖ㒊  ᯛࡢᑐ⏕ⴥࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ
ୖ  ᯛࡢ㍯⏕ⴥࢆࡘࡅࡿࠋⴥࡣ↓࡛ᢨ㔪ᙧࡽᗈ⥺ᙧ࡛
㛗ࡉࡣ 㹼 FPࠋⰼᮇࡣ  ᭶ࠋⰼࡣᗈ㚝ᙧ࡛ⱼ㡬  ಶࡘࡁ
ୗྥࡁ㛤ࡃࠋⰼ⿕∦ࡣ㛗ࡉ 㹼PPࠊ㛗ᴃᙧ࡛ῐ㯤Ⰽࠊ
ᬯ⣸Ⰽࡢ⥙┠ᶍᵝࡀධࡿࠋෆⰼ⿕∦ࡢ⦕ᑠ✺㉳ࡀ࠶ࡿࠋⵂ
ࡣࢡ࣮࣒ࣜⰍࠋ㏆ఝ✀ࡢ࣑ࣀࢥࣂࣔࡣෆⰼ⿕∦ࡢ⦕ࡣᖹ
࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ᒣᙧ┴ࠊ⚟ᓥ┴㹼▼ᕝ┴ࠊ㟼ᒸ┴ࠊ
ᒱ㜧┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᒣᆅࡢᯘᗋ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣᑡ࡞࠸ࠋ⏘㔞ࡣᑡ࡞࠸ࠋ㛤ⰼᰴࡣᑡ࡞࠸ࡀ୍ⴥࡢᰴ
ࡣከࡃぢࡽࢀࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ᳜ᯘࡸ࢜࢟࡞ࡢᖖ⥳
ᶞࡼࡿ⿕㝜㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢಖㆤᅬⱁ᥇ྲྀࢆ㜵ࡄࡓࡵ❧ࡕධࡾࢆ⚗Ṇࡍ
ࡿࠋ                   㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧






㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




カイコバイモ
静岡県カテゴリー

Fritillaria kaiensis Naruh.
絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࣘࣜ⛉ /LOLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡢୖ㒊  ᯛࡢⴥࡀᑐ⏕ࡋࠊ
ࡑࡢୖ  ᯛࡢⴥࡀ㍯⏕ࡍࡿࠋⱼ㡬  ಶࡢᮼ≧㚝ᆺࡢⰼࢆ
ୗྥࡁࡘࡅࡿࠋⰼࡢ࣮࢝ࣈࡣࠊᅜෆ⏘ࢥࣂࣔࡢ୰࡛ࠊ᭱
ࡶࡺࡗࡓࡾࡋ࡚ඃ⨾࡛࠶ࡿࠋⰼ⿕∦ࡣ  ᯛ࠶ࡾ㛗ࡉ 㹼
FP ࡛ྠᙧྠࠋෆ㒊ࡢ୰⫘ࠊ⦕✺㉳ࡣ࡞࠸ࠋⰼ⿕∦ࡢ
እ㒊ࡣࠊῐ⣸Ⰽࡢࡰࢇࡸࡾࡋࡓᩬ⣠ࡀ࠶ࡾࠊ୰ኸࡸࡸ
⃰࠸ᩬ⣠ࡀ࠶ࡿࠋᮏ┴⏘ࡢಶయࡣࠊᩬ⣠ࡀࡸࡸ⃰࠸ࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ᮾி㒔ࠊᒣ┴ࠊ㟼ᒸ┴㸧ศᕸࡍ
ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ すཱྀ⣖㞝
ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊㸦ᐩኈᕷࠊᐩኈᐑᕷࠊᪧⰪᕝ⏫㸧ศᕸࡍ

ࡿࡀࠊ᭱㏆ࠊ୰㒊㸦㱟∎ᒣ㏆㸧࡛ࡶⓎぢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
３. 生育環境
ⴠⴥᗈⴥᶞࡢ᫂ࡿ࠸ᯘࡢഴᩳᆅࢆዲࡴࠋ
４. 生育状況
ᑠᆺ࡛┠ࡘࡁࡃࡃࠊ⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ┠ⓗࡢ᥇ྲྀ㸦㸧ࡣ⬣ጾ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ᭱ࡢ⬣ጾࡣࠊ
ࢫࢠࠊࣄࣀ࢟ࡢ᳜ᯘ㸦㸧ࠊᯘࡢᨺ⨨㸦㸧ࡼࡿୗⲡࡢ
⦾ⱱࠊࢧࢧࡢධ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ≉ᐃ➨୍✀ᅜෆᕼᑡ㔝⏕ື᳜≀✀ཬࡧ㟼ᒸ┴ᣦᐃᕼᑡ㔝

⏕ື᳜≀ᣦᐃࠋ㔛ᒣࡢ᳜≀࡛࠶ࡾࠊ㐺ᗘᡭධࢀࡉࢀࡓᯘ
ࡢ⥔ᣢࡀḞࡏ࡞࠸ࠋ⏕ែᙳ㡪せᅉࢆࡼࡃ⌮ゎࡋࡓಖㆤᅋయࡢ⫱ᡂ࡞ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㸦すཱྀ⣖㞝㸧

ヒメアマナ
静岡県カテゴリー

Gagea japonica Pascher
絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ         ࣘࣜ⛉ /LOLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋᆅୗ㫣ⱼࢆࡶࡕࠊ 㹼 FP ࡢⱼࢆ࠶ࡆ
࡚ࠊ㯤Ⰽࡢᑠࡉ࡞ⰼࢆဏࡏࡿࠋ᰿ฟⴥࡣ  ᯛࠋⴥࡣࠊ㛗ࡉ
㹼FP ࡛ࠊᕵࡣ PP ࡢ⥺ᙧ࡛࠶ࡿࠋ༙⟄ᙧ࡛ෆ㠃
ࡀ❑ࡴࠋⰼࡣ㛗ࡉ 㹼PPࠋ⧄⣽࡞ⰼ࡛ࠊ㹼ಶࡘࡃࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᾏ㐨ࡽᮏᕞ㸦㛗㔝┴ࠊ㟼ᒸ┴ࠊ㈡┴㸧
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
పᒣࡢ‵ࡗࡓⲡཎ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᮅ㟝㧗ཎࡢⲡཎ⏕⫱ࡍࡿࠋಶయᩘࡣᑡ࡞ࡃࠊࢇ┠
ࡘ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ⲡᆅࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࠊᒣᯘఆ᥇㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢಖㆤ᳜⏕ࡢ㑄⛣ࢆ㜵ࡄࡇࡀᛴົ࡛࠶ࡿࠋ

㸦すཱྀ⣖㞝㸧

12 ,0$*(











ヒナラン

Amitostigma gracile (Blume) Schltr.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ         ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ᰿ࡣ⣳㗽≧⫧ཌࡋ࡚࠸ࡿࠋⴥࡣ
ⱼࡢୗ㒊  ᯛࡘࡁࠊ㛗ࡉ 㹼 FPࠊᖜ 㹼 FP ࡢ㛗ᴃ㹼
ᗈᢨ㔪ᙧ࡛ᇶ㒊ࡣⱼࢆᢪࡃࠋⰼⱼࡣࡸࡸᩳࡵ❧ࡘࠋⰼᮇࡣ
㹼 ᭶ࠋῐ⣚Ⰽࡢᑠⰼࡀ 㹼 ಶࠊ୍᪉೫ࡗ࡚ࡘࡃࠋ၁
ᘚࡣࡢⰼ⿕∦ࡼࡾ㛗࡛ࠊࡰ୰ኸ࡛  ࡍࡿࠋ㊥ࡣ⣽࠸
⟄≧࡛㛗ࡉ 㹼PP ▷࠸ࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ᪉௨す㸧ࠊ
ᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᒣᆅࡢᶞᯘୗࡢᒾୖ╔⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋᕝἢ࠸ࡢᒾୖࡶ
ぢࡽࢀࡿࠋ
４. 生育状況
┴ෆ࡛ࡣ၏୍ᯇᕷኳ❳༊బஂ㛫⏫࡛ぢࡘࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᒣᯘఆ᥇㸦㸧࡞ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢᝏࡸἙᕝᕤ㸦㸧
ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ᳃ᯘఆ᥇࡞ࡢᛴ⃭࡞⎔ቃኚࢆ㜵
ࡄࡇࠋࡲࡓࠊᅬⱁ᥇ྲྀࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊ⏘ᆅሗࡢබ㛤ࡣៅ
㔜࡞㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ           㸦ὸಖ㞝㸧

ユウシュンラン
静岡県カテゴリー

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝




Cephalanthera erecta (Thunb.) Blume
var. subaphylla (Miyabe et Kudô) Ohwi

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛

１. 種の解説
⳦ᚑᒓᰤ㣴ࡢከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣ㏥ࡋ࡚㛗ࡉ 
FPࠊῐ⥳Ⰽ࡛ࡸࡸཌࡳࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ  ᭶ࠋⰼࡣⓑⰍ࡛㛗ࡉ 
PPࠊⱼ㡬ᩘಶୖྥࡁ༙㛤ࡍࡿࠋ၁ᘚࡣ〓Ⰽࡢ➽ࡀ࠶ࡿࠋ㊥
ࡣᩳࡵ✺ࡁฟࡿࠋ㏆ఝ✀ࡢࢠࣥࣛࣥࡣⰼࡢ㛗ࡉ 㹼 PP ࡛
࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ῭ᕞᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊ
ᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᖏࡽள㧗ᒣᖏࡢᒣᆅࡢⴠⴥᶞᯘୗ࡛ࠊᩳ㠃ࡢୗ㒊࠶ࡿ
◁♟ࡢከ࠸ᯘᗋ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣ୰㒊ࡢዟᆅ࡛⏘㔞ࡣᑡ࡞࠸ࠋ▸ᑠ࡛┠❧ࡓ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ
☜ㄆࡀࡸࡸᅔ㞴࡞✀࡛࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧⎔ቃኚ㸦㸧ࡀせᅉ࡞ࡿࠋ
６. 保護対策
 ≉Ṧ࡞⏕ែࡢ᳜≀࡞ࡢ࡛᳃ᯘఆ᥇ࡢᅇ㑊ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⏕⫱⎔
ቃࡢಖࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ  
 㸦すཱྀ⣖㞝࣭ᐑᓮ୍ኵ㸧





ᕝ᰿ᮏ⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ





タカネアオチドリ

Dactylorhiza viridis (L.) R. M. Bateman,
A. M. Pridgeton et M. W. Chase

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣ⏕ࡋࡩࡘ࠺ 㹼 ಶ࠶ࡾ㛗ᴃ
ᙧࠋⰼࡣ⥲≧ࡘࡁ⥳Ⰽࠋⴟ∦ࡣ⊃༸ᙧ࡛㛗ࡉ  PPࠋ၁ᘚࡣࡸ
ࡸᴂᙧ࡛㛗ࡉ  PPࠊඛࡀὸࡃ  ࡍࡿࠋ㏆⦕✀ࡢ࢜ࢳࢻࣜࡣ
෭ ᖏศᕸࡋ࡚㧗ࡉ 㹼FPࠋ
２. 分布
日本ᅛ᭷✀࡛༡ࣝࣉࢫศᕸࡋࠊ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
㧗ᒣᖏୗࡢࣁ࣐ࢶᯘୗ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣ༡ࣝࣉࢫᒁ㝈ⓗ࡛࠶ࡿࠋ⏘㔞ࡣࡁࢃࡵ࡚ᑡ࡞࠸ᛮ
៖ࡉࢀࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛
࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ᳜⏕㑄⛣ࢆᢚไࡍࡿ࡞ࡢ⏕
⫱⎔ቃࢆ⥔ᣢ⟶⌮ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ  
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧




㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍

マヤラン Cymbidium macrorhizon Lindl.
静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
⳦ᚑᒓᰤ㣴ࡢከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⰼⱼࡣῐ⥳Ⰽࡢᰕ
ᙧ࡛ࠊୗ㒊⭷㉁㠧≧ࡢⴥࡀ㏥ࡋࡓ㫣∦ⴥࢆࡘࡅࡿࠋⰼᮇࡣ
㹼 ᭶ࠋⰼࡣⓑⰍ࡛ 㹼 ಶࡘࡁᚄ  FPࠊ⣚⣸Ⰽࡢᩬᶍᵝࡀ
࠶ࡿࠋⴟ∦ࡣ⓶㔪ᙧ࡛ඛࡀࡀࡾ㛗ࡉ FPࠋ၁ᘚࡣ㛗ᴃᙧ࡛
᭤ࡋ㛗ࡉ PPࠋ㏆⦕✀ࡢࢼࢠࣛࣥࡣⴥࡀ⊃㛗ᴃᙧࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊྎ‴ࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㛵ᮾ௨す㸧ࠊ
ᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᖏࡢᖖ⥳ᶞᯘࡸࢫࢠᯘࡢᯘෆࡸᯘ⦕⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᯇᕷఀᮾᕷ⏕⫱ࡋࠊ⏘㔞ࡣᒁᡤ⩌⏕ࡍࡿࠋ⏕⫱≧ἣ
ࡣᖺࡼࡿᾘ㛗ࡀ࠶ࡾࠊⓎ⏕ࡍࡿሙᡤࡶ㏆ࡃ⛣ືࡍࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳜⏕ࡢ㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋほᐹ⪅ࡸᙳ⪅ࡢ㋃ᅽ
㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡣ㐣ཤࡢሙᡤࡶྵࡵ࡚ࠊ❧ࡕධࡾࢆ⚗Ṇࡍࡿࡇࡀ㔜
せ࡛࠶ࡿࠋ⏘ᆅሗࡢබ⾲ࡣៅ㔜࡞㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧 




↝ὠᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




ハコネラン
静岡県カテゴリー

Ephippianthus sawadanus (F. Maek.) Ohwi ex Masam. et Satomi
絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ       ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣ  ᯛ࡛ᴃ≧ᙧࠊ㛗ࡉࡣ
㹼 FPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼⱼ 㹼 ⰼࢆࡘࡅࡿࠋయ
ࢥࢳࣚ࢘ࣛࣥఝࡿࡀࠊⰼࡣ⥳㯤Ⰽ࡛၁ᘚṑ∳ࡀ࠶
ࡾࠊⷁᰕࡢୖ᪉୧ഃ⩼≧ࡢ✺㉳ࡀ࠶ࡿࠋࣇ࢛ࢵࢧ࣐ࢢࢼせ
⣲ࡢ᳜≀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ᮾி㒔ࠊ⚄ዉᕝ┴ࠊḷᒣ┴㸧ศ
ᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊㸦ឡ㮚ᒣࠊᐩኈᒣ㸧ࠊ୰㒊㸦Ᏻ
ಸዟ㸧ࠊす㒊㸦ᪧỈ❑⏫㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ࣈࢼᖏ㏆ࡢ⭉᳜ᅵ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㐨㊰ࡢἲ㠃࡞ࡢ⭉᳜ᅵ⏕⫱ࡍࡿࠋඛࡢ㝆Ỉ㔞ࡶᕥ
ྑࡉࢀࠊᖺࡼࡗ࡚ᾘ㛗ࡀ⃭ࡋ࠸ࠋࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖࡶぢ࡚࠸
ࡿࠋಶయᩘࡣᑡ࡞ࡃࠊ⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᒣᯘఆ᥇㸦㸧࡞ࡢ⏕⫱ᆅࡢ◚ቯࡀᚰ㓄ࡉࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ᑠᆺࡢᆅ࡞࡛ࣛࣥ࠶ࡾࠊᅬⱁ┠ⓗࡢ᥇ྲྀࡣ☜ㄆࡋ࡚࠸࡞
࠸ࠋ㋃ࡳࡘࡅࠊ᳃ᯘࡢఆ᥇ࡣᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
㸦すཱྀ⣖㞝㸧

トラキチラン
静岡県カテゴリー

〈㔝ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ 㤶す༤Ꮚ



Epipogium aphyllum Sw.
絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
⳦ᚑᒓᰤ㣴ࡢከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⱼࡣ⫗㉁࡛ࡲࡤࡽ
㠧≧ⴥࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⱼࡢୖ㒊 㹼 ಶࡢⰼࢆ
⥲≧ࡘࡅࡿࠋⰼࡣῐ㯤〓Ⰽ࡛⣚⣸Ⰽࡢ⣽Ⅼࡀ࠶ࡿࠋⴟ∦
ⰼ⿕∦ࡣ⊃ᢨ㔪ᙧ࡛ࠊ㛗ࡉ 㹼 PPࠋ၁ᘚࡣ  ࡋ࡚୰
∦ࡣୖ᪉᭤ࡍࡿࠋ㊥ࡣ┤❧ࡋ࡚㛗ࡉ 㹼 PPࠋ㏆⦕✀ࡢ
࢜࢟ࣛࣥࡣ၁ᘚࡀ  ࡋ࡞࠸୕ゅ≧࡛ෆഃ᭤ࡍࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊ࣮ࣘࣛࢩ㝣ࠊᅜෆ࡛ࡣ
ᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦ᮾࠊ୰㒊㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡
ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ள㧗ᒣᖏࡢ㔪ⴥᶞᯘୗ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣ༡ࣝࣉࢫᒁ㝈ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏘㔞ࡣᑡ࡞࠸ࠋ⏕⫱≧
ἣࡣᖺࡼࡿ⏘㔞ࡢᾘ㛗ࡀ࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋᅵተࡢὶฟ㸦㸧ࡸ࣐ࢽ
ࡼࡿ᥇ྲྀ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡣ㐣ཤࡢሙᡤࡶྵࡵ࡚ࠊ❧ࡕධࡾࢆ⚗Ṇࡍࡿࡇࡀ
㔜せ࡛࠶ࡿࠋ⏘ᆅሗࡢබ⾲ࡣៅ㔜࡞㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧





㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ຍ⸨ᚭ






ナヨテンマ

Gastrodia gracilis Blume

㸦㸻ࢼ࢞ࣔࣖ࢞ࣛࠊࢱ࣡ࣥࢣࣖ࢞ࣛ㸧
静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH 
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛

１. 種の解説
⳦ᚑᒓᰤ㣴ࡢከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⴥࡣ㏥ࡋࠊ㫣∦
ⴥࢆࡘࡅࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㹼 ಶࡢⓑ〓Ⰽࡢⰼࢆࡘࡅ
ࡿࠋ၁ᘚࡣ୕ゅᙧ࡛ᇶ㒊ࡣษᙧࠊ⦕ࡣ⣽ࡋ࡞࠸ࠋ၁ᘚࡣࠊ
㢼ࡸேࡀゐࡿ࡞ࡢື࡛ୖᕳࡁୖࡀࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ
㇋ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᖏࡢ↷ⴥᶞᯘୗࠊࢫࢠᯘ⮬⏕ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᮾఀ㇋⏫ࠊ㟼ᒸᕷࠊ↝ὠᕷࠊᕝᕷࠊ᳃⏫࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ
ᖺࡼࡾᾘ㛗ࡀ⃭ࡋ࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᒣᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࠊᯘࡢୗⲡࡢఆ᥇ࠊ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧࡞ࠊ
ࢹࣜࢣ࣮ࢺ࡞᳜≀࡛࠶ࡿࠋఱࡀ࠺ᝏᙳ㡪࡞ࡢㄪᰝࡶ࡛
ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱᮲௳ࡀ᫂࡞ࡢ࡛ࠊࡢࡇࢁࡑࡗࡋ࡚࠾ࡃࡋ᪉
ἲࡀ࡞࠸ࠋ              㸦すཱྀ⣖㞝㸧


ヒロハツリシュスラン
静岡県カテゴリー



↝ὠᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ

Goodyera pendula Maxim.
f. brachyphylla (F. Maek.) Masam. et Satomi

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ       ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
 ᶞᮌ╔⏕ࡍࡿከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠊᆶࢀୗࡀࡿࠋⴥࡣ
ᖖ⥳࡛ᩘಶ࠶ࡾࠊ༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ✑≧
ⰼᗎࡣⰼࢆከᩘࡘࡅࠊୖྥ᭤ࡀࡿࠋⴟ∦ࡣ㛗ࡉ  PPࠋⰼࡣ
ⓑⰍࠋഃⰼᘚࡣ⊃ಽᢨ㔪ᙧࠋ၁ᘚࡣᗈ༸ᙧ࡛ࠊⴟࡼࡾࡶᑡࡋ▷
ࡃᇶ㒊ࡀ⿄≧࡛࠶ࡿࠋ㏆⦕✀ࡢࢶࣜࢩࣗࢫࣛࣥࡣⴥࡀᗈᢨ㔪
ᙧ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷ရ✀࡛ࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦୰㒊௨㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴
ෆ࡛ࡣす㒊ࠊ୰㒊ࠊᮾ㒊ࠊఀ㇋ศᕸࡋ࡚࠾ࡾࠊ㟼ᒸ┴ࡣ༡㝈
⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
ᖏ῝ᒣࡢ㞼㟝そࢃࢀࡿ⪁ᮌࡢᶞᖿ࡛ࠊ᪥㝜ഃࡢⱏࡴࡋ
ࡓ୰⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣከࡃⅬᅾࡍࡿࠋྛᆅࡶ⏘㔞ࡣᑡ࡞࠸ࠋᕧᶞࡀᮙࡕ࡚
ᙉ㢼࡛ಽࢀࡿࠊ⏕⫱ࡀᝏࡍࡿࡇࡸ᥇ྲྀࡀᐜ᫆࡞ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ಽᮌࡸ᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࡀࠊᅬⱁ┠ⓗࡢ᥇ྲྀ
㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᳃ᯘఆ᥇ࡢ㝿ࡣⓙఆࡏࡎᕧᮌࡣಖࡍࡿࠋ㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧







㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍




フジチドリ
静岡県カテゴリー

Neottianthe fujisanensis (Sugim.) F. Maek.
絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ       ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ᶞᮌ╔⏕ࡍࡿከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣୗ᪉  ᯛࠊ㹼
FP ⥺≧ಽᢨ㔪ᙧ࡛㡬ࠊୖᑠᙧ⥺≧ᢨ㔪ᙧࡢ  ⴥࠊࡉࡽ
ᑠᆺࡢⴥ≧ࡢⱖࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ  ᭶ࠋⰼࡣ 㹼 ಶࠊῐ⣚Ⰽࠊ
၁ᘚࡣ㛗ᴃᙧ࡛୰㒊୧ഃ  ᑐࡢ⪥≧ᑠ∦࠶ࡾࠋ㊥ࡣᴃᙧ
࡛▷࠸ࠋྡࡣࠊᐩኈᒣ࡛Ⓨぢࡉࢀࡓࡇ⏤᮶ࡍࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㟷᳃┴ࠊ⛅⏣┴ࠊ᪂₲┴ࠊᒣ┴ࠊ㟼
ᒸ┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣࠊᮾ㒊㸦ᐩኈᒣࠊឡ㮚ᒣ㸧ࠊ୰㒊
㸦Ᏻಸᓘ㸧ࠊす㒊㸦ⓑᅜ᭷ᯘ㸧グ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊ㏆ᖺ☜ㄆࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
３. 生育環境
ᖏࡢࣈࢼࡢᶞᖿୖ╔⏕ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㏆ᖺ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᒣᯘఆ᥇㸦㸧ࡸࣈࢼ࡞ࡢྂᮌࡢᯤṚ㸦㸧࡛ῶᑡࡋࡓࠋ
６. 保護対策
 ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ⏘ᆅࡢබ㛤㓄៖ࡍࡿࡇࡢࠊៅ㔜࡞
㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦すཱྀ⣖㞝㸧

ダイサギソウ
静岡県カテゴリー


㟼ᒸ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ బ⸨ᨻᖾ



Habenaria dentate (Sw.) Schltr.
絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡢୗ㒊ࠊ㹼 ᯛࡢⴥࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓୖ
㒊ᑡᩘࡢ㫣∦ⴥࡀ࠶ࡿࠋⴥࡣඛࡢᑤࡗࡓᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FP ๓
ᚋࠊᕵ PP ๓ᚋࡢⓑ࠸⦕ྲྀࡾࡀ࠶ࡿࠋⰼࡣࠊⴟ∦ࠊⰼᘚࡶⓑ࠸ࠋ
၁ᘚࡢ୰∦ࡣ⣽࠸ࡀࠊഃ∦ࡣᕵᗈࡃࠊእ⦕ᩚ࡞㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮾ༡ࢪࠊࢿࣃ࣮ࣝࠊࢩࢵ࣒࢟࡞ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦༓
ⴥ┴௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊἈ⦖ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸‵ᆅࡸ‵ࡗࡓⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᑠ➟ᒣ࿘㎶ࡸᪧబஂ㛫⏫ࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࠋ㏆ᖺ⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ⲡᆅࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࠊ⟶⌮ᨺᲠࡼࡿ⎔ቃࡢኚ㸦㸧࡞࡛
ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏘ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ⏕⫱ᆅࡢ❧ࡕධࡾࡢ⚗Ṇࠊᅬⱁ
᥇ྲྀ⏕⫱⎔ቃࡢᨵኚࢆ㜵ࡄᡭ❧࡚ࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㸦すཱྀ⣖㞝㸧









ף㹎㹇㹖㹒㸿



オオミズトンボ

Habenaria linearifolia Maxim.

㸦㸻ࢧ࣡ࢺࣥ࣎㸧                           
静岡県カテゴリー 絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH 
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣⱼࡢୗ㒊ᩘಶ࠶ࡾࠊ⥺ᙧ࡛㛗ࡉ
㹼 FPࠊᇶ㒊ࡣⱼࢆᢪࡃࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣⓑⰍ࡛㛗ࡉ 㹼
FPࠊⱼࡢୖ㒊 㹼 ಶࡘࡅࡿࠋⴟ∦ࡣ༸ᙧ࡛㛗ࡉ PPࠋ၁ᘚ
ࡣ༑Ꮠ≧ࠊྛ∦ࡣ⥺ᙧ࡛⣽ࡃ㛗ࡉ PPࠋ၁ᘚࡢഃ∦ࡣୗྥࡁ
‴᭤ࡍࡿࠋ㊥ࡣ㛗ࡉ 㹼FPࠋ㏆⦕✀ࡢ࣑ࢬࢺࣥ࣎ࡣ၁ᘚࡢഃ
∦ࡀᩳୖࡋࠊ㊥ࡣ㛗ࡉ FPࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ࢘ࢫ࣮ࣜࠊ࣒࣮ࣝࠊ୰ᅜࠊᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ
㐨ࠊᮏᕞ㸦୰㒊௨㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᖏࡢ᪥ᙜࡓࡾࡀࡼ࠸‵ཎࡢⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ

ឡ▱┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ᮾ㒊す㒊ྛ  ࣨᡤࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࠋ
๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ࡢㄪᰝᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡸ‵ཎࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋᅬⱁ᥇
ྲྀ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ࡁࢃࡵ࡚ಶయᩘࡀᑡ࡞࠸✀࡛࠶ࡾࠊ⏕⫱ᆅࡢಖㆤᅬⱁ᥇ྲྀ
ࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊ⏘ᆅሗࡢබ⾲ࡣៅ㔜࡞㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ヤクシマアカシュスラン Rhomboda yakusimensis (Masam.) Ormerod
静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ᰿ⱼࡣᆅୖࢆ㏺࠺ࠋⱼࡣ┤❧ࡍࡿࠋ
ⴥࡣ⃰⥳Ⰽࡢࡸࡸࣅ࣮ࣟࢻ≧࡛୰ኸ⬦ࡀῐ⥳Ⰽࠊ༸≧㛗ᴃᙧ
࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊ㹼 ಶ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋᖏ⣚ⓑⰍࡢⰼ
ࢆ 㹼 ಶࡘࡅࡿࠋⴟ∦ⰼᘚࡣඹ㛗ࡉ PPࠋ၁ᘚࡣෆ㒊
✺㉳ࡀ࠶ࡿࠋ㏆⦕✀ࡢࣄ࣓ࣀࣖ࢞ࣛࡣᬑ㏻ⴥࡀ࡞࠸ࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊࢪࣕ࣡ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴す㒊௨す㸧ࠊ
ᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡋࠊᮾ㝈ࡢ⮬⏕
ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᖏపᒣࡢᖖ⥳ᶞᯘୗ࡛ࠊⷧᬯ࠸‵ࡗࡓᡤ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㏆ᖺࠊす㒊࡛☜ㄆࡉࢀࡓࠋ⏘㔞ࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅵተࡢ⇱㸦㸧ࡸ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋᅬ
ⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ศᕸࡢ㝈⏺⏕⫱ࡍࡿ㈗㔜࡞᳜≀࡛࠶ࡾࠊ⏕⫱ᆅࡢಖㆤಖ
ࢆᅗࡾࡓ࠸ࠋ⏘ᆅሗࡢබ⾲ࡣៅ㔜࡞㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧






☬⏣ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ






ヒメノヤガラ

Chamaegastrodia sikokiana Makino et F. Maek.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
⳦ᚑᒓᰤ㣴ࡢከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋᆅୖⱼࡣẟࡀ࡞ࡃ
㫣∦ⴥࢆ⏕ࡍࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ⥲≧ⰼᗎ 㹼 ಶࡢⰼ
ࢆࡘࡅࡿࠋⰼࡶⱼࡶᶳⰍࠋⴟ∦ഃⰼᘚࡢ㛗ࡉࡣ 㹼PP ࡛
⟄≧࡞ࡗ࡚ඛࡀࢃࡎ㛤ࡃࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥ༡㒊ࠊ୰ᅜ༡す㒊ࡽࣄ࣐ࣛࣖࠊᅜෆ
࡛ࡣᮏᕞ㸦ᒾᡭ┴௨༡㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ
ఀ㇋ᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮ ᖏࡢⴠⴥᗈⴥᶞᯘࡸᖖ⥳ᗈⴥᶞᯘࡢࡸࡸ᫂ࡿ࠸ᯘᗋࠋ
４. 生育状況
ࡇࢀࡲ࡛☜ㄆࡉࢀࡓ⏘ᆅࡸಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊ┠
❧ࡓ࡞࠸᳜≀࡞ࡢ࡛ࠊࡼࡃ᥈ࡏࡤ࡞ࡾᗈ࠸⠊ᅖศᕸࡋ࡚
࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᖖ⥳ᗈⴥᶞᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࡸᒣᯘࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࡀῶᑡࡢ
せᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
≉࡞ࡋࠋ              㸦ὸಖ㞝㸧

クロクモキリソウ

㈡ⱱ㒆ᯇᓮ⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ

Liparis koreana Nakai var. honshuensis K. Inoue

㸦㸻ࢡࣟࢡࣔ࢟ࣜ㸧
静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ղճ㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ      ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ  FPࠋⱼࡣ⫧ཌࡋ࡚⌫≧ࠋⴥࡣ  ᯛ࡛ᴃᙧࠋ⦕
ࡣ⣽ࡃ⦰ࢀࡿࠋᖜ 㹼FPࠊ㛗ࡉ FP ࡛࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼
᭶ࠋⰼⱼ 㹼 ಶࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼࡣᬯ⣸Ⰽ࡛၁ᘚࡣཌࡃࠊ
ᆶ┤እ᭤ࡍࡿࠋ㏆⦕ࡢࣇ࢞ࢡࢫࢬ࣒ࢩࡣࠊᶞୖ╔⏕ࡋࠊⰼⱼࡢ
㧗ࡉࡣ 㹼FPࠊⴥࡶ 㹼FP ᑠࡉ࠸ࠋ
㛗㔝┴࡛Ⓨぢࡉࢀࠊ┴ෆ࡛ࡣ  ᖺ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ࢜࢜ࣇ࢞ࢡ
ࢫࢬ࣒ࢩࡢ㢮⦕㛵ಀࡶᚋࡢ᳨ウㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ୰㒊ࠊ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
෭ ᖏࡢᯘᗋࡸⱏࡢ⏕࠼ࡓᒾୖ࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᕝ※ὶ㒊ᆅᇦ࡛ࡣࠊሙᡤࡼࡗ࡚ࡣ࡞ࡾࡢᐦᗘ࡛⏕⫱
ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ࡛ࡣ㠀ᖖᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛
࠶ࡿࠋᅬⱁ᥇㞟㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
⏕⫱ᆅࢩ࢝ࡢ㜵ㆤᰙࢆタ⨨ࡋಖㆤࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧







㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ὸಖ㞝







フガクスズムシソウ
静岡県カテゴリー

Liparis fujisanensis F. Maek. ex F. Konta et S. Matsumoto

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ       ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ᶞᮌ╔⏕ࡍࡿከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋࢫ
ࢬ࣒ࢩࢯ࢘ఝ࡚ࠊ၁ᘚࡣ୰㒊࡛ᚋ᪉ᙉࡃ༙᭤ࡍࡿࠋ၁ᘚࡣࠊ
ࢫࢬ࣒ࢩࢯ࢘ྠᵝ⣸Ⰽࠋࡢⰼᘚࡣ⣽ࡃࠊࢃࡎ⣸Ⰽࢆᖏ
ࡧࡿࠋᐩኈᒣࡀᇶ‽⏘ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊
㸦ᐩኈᒣࠊឡ㮚ᒣ㸧ࠊ୰㒊㸦Ᏻಸᕝୖὶ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ࣈࢼࠊ࢚࢝ࢹ࡞ࡢᕧᮌᙇࡾ࠸ࡓࢥࢣࡢ୰╔⏕ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏕⫱ᇶ┙࡛࠶ࡿ╔⏕᳜≀యࡀⴭࡋࡃῶᑡഴྥ࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ┠ⓗࡢ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋࡑࡢࠊ╔⏕᳜≀య
ࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣࠊ㓟ᛶ㞵࡞ࡢᙳ㡪㸦㸧ࡶ⪃࠼ࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
⪁ᮌࠊྂᮌࡢಖㆤࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋಽᮌࡶ┠❧ࡘࡀࠊಽᮌ╔
⏕ࡋ࡚࠸ࡿಶయࡣࠊᯤṚࡶࡋࡃࡣேⅭⓗ࡞᥇ྲྀࡼࡾቯ⁛ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࢆಖㆤࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
㸦すཱྀ⣖㞝㸧

セイタカスズムシソウ
静岡県カテゴリー

ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ


Liparis japonica (Miq.) Maxim.

絶滅危惧ⅠB 類 （EN）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ       ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉࡣ 㹼FPࠋⴥࡣᗈᴃᙧࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠊ
ᖜ 㹼FPࠋ ಶࡘࡅࡿࠋⰼⱼࡣ┤❧ࡍࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ
ῐ⥳Ⰽࡲࡓࡣᖏ⣸Ⰽࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋ၁ᘚࡢ㛗ࡉࡣ 㹼PPࠋ
ഃⴟ∦ࡣ⥺≧ᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PP ࡛࠶ࡿࠋ㢮ఝࡢࢫࢬ࣒ࢩ
ࢯ࡛࢘ࡣࠊ၁ᘚࡢ㛗ࡉࡀ 㹼 PPࠊഃⴟ∦ࡣᗈ⥺ᙧ࡛㛗ࡉ
㹼PP ࡛࠶ࡿࡢ࡛༊ู࡛ࡁࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ࣒࣮ࣝࠊ୰ᅜ㸦ᮾ㸧ࠊᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣ
ᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊ
す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ளᐮᖏ㹼෭ ᖏᯘࡢᯘᗋࡸⱏࡢ⏕࠼ࡓᒾࡢୖࠋ
４. 生育状況
ྛᆅグ㘓ࡣ࠶ࡿࡀࠊ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ࡢㄪᰝ࡛ࡶᅇࡢ
ㄪᰝ࡛ࡶ⏕⫱ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢᾘኻࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶
ࡿࡀࠊᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡶ୍ᅉ࡛࠶ࡿᣦࡉࢀࡿࠋ
６. 保護対策
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ⏕⫱ᆅࡢ⎔ቃࢆಖࡋࠊᅬⱁ᥇
ྲྀࢆ㜵ࡄࡓࡵሗබ㛤ࡣៅ㔜⾜࠺ࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧




ᒣ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ






サカネラン Neottia papilligera Schltr.
静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH 
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
⳦ᚑᒓᰤ㣴ࡢከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ᰿ࡣ᮰⏕ࡋࠊඛࡀୖ
ྥࡍࡿࠋⱼࡣࡸࡸኴࡃ⫗㉁࡛ẟࡀᐦ⏕ࡋࠊ㠧≧ࡢ㏥ⴥࢆࡘࡅ
ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼᗎయῐ㯤〓Ⰽࡢ▷⭢ẟࡀ࠶ࡿࠋⰼ
ࡣῐ㯤〓Ⰽ࡛ከᩘᐦ⏕ࡍࡿࠋⴟ∦ࡸⰼᘚࡣಽ༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼
PPࠋ၁ᘚࡣ㛗ࡉ 㹼PPࠊ ୰ࡋ࡚∦ࡣᶓࡁࡃ㛤ࡃࠋ
㊥ࡣ࡞࠸ࠋ㏆⦕✀ࡢࣄ࣓࣒ࣚ࢘ࣛࣥࡣ၁ᘚࡢ㛗ࡉࡀ 㹼PPࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊࢧࣁࣜࣥࠊࢩ࣋ࣜࠊᅜෆ࡛ࡣ
ᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦୰㒊௨㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊㸦༡
ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
෭ ᖏࡢᒣᆅୖ㒊ࡽள㧗ᒣᖏࡢⴠⴥᶞࡢᯘᗋ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ᮾ㒊༡ࣝࣉࢫグ㘓ࡀ࠶ࡿࠋ๓
ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᳃ᯘఆ᥇ࡣⓙఆࡋ࡞࠸࡛ࠊᢥఆࡋ࡚ࡁ࡞⎔ቃࡢኚࢆ࠼
࡞࠸ࡼ࠺㓄៖ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ヒナチドリ

ᒣ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ


Ponerorchis chidori (Makino) Ohwi

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN） 㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ         ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
 ᶞᮌ࡞╔⏕ࡍࡿከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⴥࡣୗ㒊ࡢ
 ᯛ࠶ࡾࠊᗈᢨ㔪ᙧࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼FPࠋᇶ㒊
ࡣⱼࢆᢪࡃࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ⣚⣸Ⰽࡢⰼࢆᩘಶࡘࡅࡿࠋⓑ
Ⰽⰼࡶ࠶ࡿࠋ⫼ⴟ∦ࡣ㛗ᴃᙧࠊഃⴟ∦ࡣᩳ༸ᙧࠊࡶ㛗
ࡉ 㹼PPࠋഃⰼᘚࡣᗈ༸ᙧࠊⴟ∦ࡼࡾ▷࠸ࠋ၁ᘚࡣ῝ࡃ 
ࡋࠊ㛗ࡉ 㹼PPࠋ㊥ࡣ㛗ࡉ 㹼PP ࡛ࠊᇶ㒊ࡣࢃࡎ
ኴࡃ࡞ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ
ఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
෭ ᖏࡢᒣᆅࡢⱏࡢ⏕࠼ࡓᶞᖿࡸᒾ▼╔⏕ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
 ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝ࡛ࡣ  ࣨᡤ࡛☜ㄆࡉࢀࡓࡀࠊᅇ
ࡢㄪᰝ࡛ࡣ☜ㄆࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ኳ↛ᯘࡢఆ᥇㸦㸧ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛
࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᚄᮌࡽ࡞ࡿኳ↛ᯘࡢఆ᥇ࢆไ㝈ࡋࠊࡲࡓᅬⱁ᥇ྲྀࢆ
㜵ࡄࡓࡵ⏘ᆅሗࡢබ㛤ὀពࡍࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧






㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝






カモメラン

Galearis cyclochila (Franch. et Sav.) Soó

㸦㸻ࢳࣚ࢘ࢳࢻࣜ㸧
静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ         ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ᰿ࡣ⣣≧࡛࠶ࡿࠋⱼࡣ⩼ࡀ࠶ࡿࠋ
ⴥࡣᗈᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠊᖜ 㹼 FPࠊ ಶ࡛࠶ࡿࠋⰼᮇ
ࡣ 㹼 ᭶ࠋⱖⴥࡣⰼࡢୗ  ಶࡘࡁ㛗ᴃᙧࠋⰼࡣ  ಶ࡛ῐ
⣚Ⰽࠊ⛥ⓑⰍࠋⴟ∦ⰼᘚࡣそ㍯≧⃰࠸⣚⣸Ⰽࡢ⦕ࡀ࠶
ࡿࠋ၁ᘚࡣᗈᴃᙧ࡛ඛࡀࡃ⣚⣸ⰍࡢᩬⅬࡀ࠶ࡿࠋ㏆⦕✀ࡢ
ࣁࢡࢧࣥࢳࢻࣜࡣⴥࡸⰼࡢᩘࡀࡼࡾከࡃࠊ၁ᘚࡢඛࡀᑿ≧㗦ᑤ
㢌࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣࢧࣁࣜࣥࠊᮅ㩭༙ᓥࠊ࢘ࢫ࣮ࣜࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊ
ᮏᕞࠊᅄᅜศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᖏࡽள㧗ᒣᖏ࡛῝ᒣࡢ‵Ẽࡢከ࠸ᯘ⦕ࡸὶἢ࠸ࡢᒾ
ୖ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᐩኈᒣࠊ༡ࣝࣉࢫࠊᪧỈ❑⏫࡛☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᰴᩘࡣᑡ
࡞࠸ࠋⲡᆅࡢ୰ࠊᩘᰴࡎࡘࡀࡲࡲࡗ࡚⏕࠼࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ┠ⓗࡼࡿ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᅬⱁ᥇ྲྀࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊ⏘ᆅሗࡢබ㛤ࡣៅ㔜࡞㓄៖ࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࠋ                 㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

シロウマチドリ
静岡県カテゴリー

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ


Limnorchis convallarifolia (L.) Lindl.

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ᰿ࡢ୍㒊ࡣ⣳㗽≧⫧ཌࡍࡿࠋⴥ
ࡣᩘಶࡀ⏕ࡋࠊᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊୖ᪉ࡢࡶࡢࡣḟ➨
ᑠࡉࡃ࡞ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ㯤⥳Ⰽ࡛ከᩘࢆ⥲≧ࡘࡅ
ࡿࠋⱖࡣᢨ㔪ᙧ࡛ⰼࡼࡾࡶ㛗࠸ࠋഃⴟ∦ࡣ༸ᴃᙧࠋ၁ᘚࡣ㛗
ᴃ≧༸ᙧ࡛㛗ࡉ  PPࠋ㊥ࡣ⫼ⴟ∦ྠ㛗࡛ 㹼 PPࠋ㏆⦕
✀ࡢ࣑ࢬࢳࢻࣜࡣⰼࡀ⣧ⓑⰍ࡛ࠊ㊥ࡢ㛗ࡉࡀ⫼ⴟ∦ࡼࡾࡶ㛗
࠸ࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ༓ᓥࠊ࣒࢝ࢳࣕࢶ࢝ࠊ࣮ࣜࣗࢩࣕࣥࠊᅜෆ࡛ࡣ
ᾏ㐨ࠊᮏᕞ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧
ศᕸࡋ࡚࠾ࡾࠊ㟼ᒸ┴ࡣศᕸࡢ༡㝈⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
㧗ᒣᖏࡢࡸࡸ‵ࡗࡓⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧༡ࣝࣉࢫࡢグ㘓ࡀ࠶ࡾࠊ๓ᅇ㸦
ᖺ㸧☜ㄆࡣ࡞ࡗࡓࡀࠊᅇ༡ࣝࣉࢫ࡛☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⇱ࡼࡿ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡸ㋃ᅽ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡣࠊ᳜⏕㑄⛣ࢆᢚไࡍࡿ࡞ࡢ⏕⫱⎔ቃࢆ⥔ᣢ⟶⌮
ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ          㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧




㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ຍ⸨ᚭ






トキソウ

Pogonia japonica Rchb. f.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ       ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋⱼࡢᇶ㒊㫣∦ⴥࡀ࠶ࡾࠊ㏻ᖖࠊⴥࡣⱼࡢ୰ኸ
ࡘࡃࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ⣚⣸Ⰽ࡛ⱼࡢඛ➃  ಶᶓྥࡁ
ࡘࡁࠊᩳࡵᖹ㛤ࡍࡿࠋ၁ᘚࡣ  ࡋ㊥ࡣ࡞࠸ࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊࣟࢩᮾ㒊ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨
ࡽᕞࡲ࡛ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ┴ୗᗈࡃศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸ᒣᆅࡢ‵ᆅ⮬⏕ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ྛᆅࡢ‵ᆅ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࢇࡢ⏘ᆅࡀኻࢃࢀ
ࡓࠋ᭱㏆ࡣࠊ✄ྲྀࡢ⣽㔝㧗ཎ௨እ⮬⏕ሗࡣ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
‵ᆅࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࠊ⟶⌮ᨺᲠࡼࡿ᳜⏕ࡢ㑄⛣㸦㸧࡞
࡛⃭ῶࡋ࡚࠸ࡿࠋᅬⱁ┠ⓗࡢ᥇ྲྀ㸦㸧࡛ࠊ᭱ᚋࡢᑡᩘࡶ⤯
⁛ࡀ༴ࡉࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ᮾఀ㇋⏫⣽㔝㧗ཎࡢ⏕⫱ᆅࡣ㟼ᒸ┴ᣦᐃࡢኳ↛グᛕ≀
ࡋ࡚ಖㆤࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
               㸦すཱྀ⣖㞝㸧

カシノキラン
静岡県カテゴリー

ᮾఀ㇋⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ すཱྀ⣖㞝 

Gastrochilus japonicus (Makino) Schltr.
絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ       ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ᶞᮌ╔⏕ࡍࡿከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ▷ࡃẼ᰿࡛ᨭ࠼
ࡽࢀࠊᆶࢀ࡞࠸ࠋⱼࡣ▷ࡃඛ➃ࡣᩳୖࡍࡿࠋⴥࡣ  ิ⏕ࡋ
࡚ಽᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊᇶ㒊ࡣⱼࢆᢪࡃࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ
ⰼᗎࡣ⭆⏕ࡋ࡚ⴥࡼࡾ▷ࡃ 㹼 ಶࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋⴟ㎶ഃ
ⰼᘚࡣῐ㯤Ⰽࡢ⊃ᴃᙧ࡛㛗ࡉ  PPࠋ၁ᘚࡣඛࡀᡪ≧ᗈࡀ
ࡾࠊᇶ㒊ࡣ༙⌫≧ࡢ⿄࡞ࡾᬯ⣚〓Ⰽࡢᩬ⣠ࡀ࠶ࡿࠋ㏆⦕✀ࡢ
࣑ࣔࣛࣥࡣⱼࡀᆶࢀ࡞࠸࡛╔ࡋࠊⴥࡢ㛗ࡉࡀ FP ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦༓ⴥ┴௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊ
Ἀ⦖ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᖏୗ㒊ࡢᖖ⥳ᶞྂᮌࡢᶞᖿ╔⏕ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
∾அཎྎᆅ࡛☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ╔⏕ࡍࡿᖖ⥳ᶞࡢྂᮌࡀᑡ
࡞ࡃࠊ⏘㔞ࡣࡁࢃࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛
࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ࡁࢃࡵ࡚ಶయᩘࡀᑡ࡞࠸✀࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ⏕⫱ᆅࡢಖㆤᅬ
ⱁ᥇ྲྀࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊ⏘ᆅሗࡢබ⾲ࡣៅ㔜࡞㓄៖ࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࠋ                 㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧




∾அཎᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝




Platanthera iinumae (Makino) Makino

イイヌマムカゴ
静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）

せ௳㸫ձղյ  ኚ᭦࡞ࡋ      ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ FPࠋ୰⛬  ಶࡢⴥࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢୖᢨ㔪
ᙧࡢ㫣∦ⴥࡀᩘಶࡘࡃࠋⴥࡣ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼FPࠊᇶ㒊
ࡣࡉࡸ࡞ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶㡭ࠋ㯤⥳Ⰽࡢᑠⰼࢆከᩘࠊ⥲≧
ࡘࡅࡿࠋ၁ᘚࡣⓑࡃ⯉≧ࠋ㊥ࡣୗᆶࡋࠊ㛗ࡉ 㹼PP ࡛ኴ
ࡃ▷࠸ࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᾏ㐨༡㒊ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
෭ ᖏࡽᬮ ᖏࡢᒣᆅࡢᯘ⦕ࡸ‵ࡗࡓⲡᆅࠋ
４. 生育状況
㐣ཤࡣྛᆅⅬᅾࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝ࡛ࡶࠊ
ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᒣᯘఆ᥇㸦㸧ࠊᯘ㐨ࡸⓏᒣ㐨ࡢᩚഛ㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱ᆅ
ࡢ◚ቯࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ⏕⫱⎔ቃ㓄៖ࡋ࡚ಖㆤࡍࡿࡇࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧

12 ,0$*(






オオハクウンラン
静岡県カテゴリー

Kuhlhasseltia fissa (F. Maek.) Yukawa

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ             ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣⱼࡢୗ㒊 㹼 ᯛࡘࡁࠊ༸
ᙧࡲࡓࡣᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⱼࡢୖ㒊ⓑ
Ⰽࡢⰼࢆ 㹼 ಶࡘࡅࡿࠋഃⴟ∦ࡣ㛗ࡉ 㹼 PPࠊᇶ㒊ࡢࡳྜ
╔ࡋࠊ၁ᘚࡢᇶ㒊ࢆໟࡴࠋ၁ᘚࡢᇶ㒊ࡣࡩࡃࡽࢇࡔ㊥࡞ࡾࠊ
ඛࡣᅄゅ≧࡞ࡿࠋ㢮ఝࡢࣁࢡ࢘ࣥࣛࣥࡣࠊⴥࡢ㛗ࡉ 㹼PPࠋ
ഃⴟ∦ࡢ㛗ࡉࡣ 㹼PP ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴㸧ఀ㇋ㅖᓥศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ
࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᖖ⥳ᗈⴥᶞᯘࡢᯘᗋࠋ
４. 生育状況
ᩘᮏࡎࡘᅛࡲࡗ࡚⏕⫱ࡍࡿࠊಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧
ࡢᐩኈᒣ㯄ࡢグ㘓ࡣࠊࣁࢡ࢘ࣥࣛࣥࡢㄗྠᐃࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ᶆᮏࡢࢳ࢙ࢵࢡࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᒣᯘఆ᥇㸦㸧ࡼࡿ⎔ቃࡢኚࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᒣᯘఆ᥇ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢᛴ⃭࡞⎔ቃኚࢆ㑊ࡅࡿࡇࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧






12 ,0$*(






ショウキラン
静岡県カテゴリー

Yoania japonica Maxim.
絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH 
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
⳦ᚑᒓᰤ㣴ࡢከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣኴࡃῐ᱈Ⰽࢆ
ᖏࡧࡓⓑⰍ࡛ࡽ㫣∦ⴥࢆࡘࡅࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ
ῐ⣚Ⰽ࡛㛗ⰼࡢඛ 㹼 ಶࡘࡅࡿࠋⴟ∦ࡣᗈᴃᙧ࡛㛗
ࡉ FPࠊᖹ㛤ࡍࡿࠋ၁ᘚࡣⴟ∦ྠ㛗࡛ࠊ୰ኸᖜࡀᗈ࠸
⣽✺㉳ࡢ᮲ࡀ࠶ࡾࠊ⣸ⰍࡢᩬⅬࡀ࠶ࡿࠋ㊥ࡣῐ㯤Ⰽࡢ㛗ᴃ
ᙧ࡛㛗ࡉ PPࠋ㏆⦕✀ࡢ࢟ࣂࢼࣀࢩࣙ࢘࢟ࣛࣥࡣⴟ∦ࡀᩳ
㛤ࡍࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊ୰ᅜࠊࢵࢧ࣒ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊ
ᅄᅜࠊᕞ㸦ᒇஂᓥ㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰
㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᖏࡽள㧗ᒣᖏࡢ‵ࡾẼࡢ࠶ࡿᯘᗋ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㏆ᖺࡢ☜ㄆࡣᮾ㒊ࡢ  ࣨᡤ࡛࠶ࡿࠋ⏘㔞ࡣࡁࢃࡵ࡚ᑡ࡞
࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ㞵ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢᨩ
㸦㸧ࠊほᐹ⪅ࡸᙳ⪅ࡼࡿ㋃ᅽ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ࡁࢃࡵ࡚ಶయᩘࡀᑡ࡞࠸✀࡛࠶ࡿࡽࠊ⏕⫱ᆅࡢಖㆤ
ᅬⱁ᥇ྲྀࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊ⏘ᆅሗࡢබ⾲ࡣៅ㔜࡞㓄៖ࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ              㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ヒメシャガ



㛗㔝┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




Iris gracilipes A. Gray

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࣓ࣖ⛉ ,ULGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋⴥࡣ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ FP ๓ᚋ࡛ගἑࡀ࡞࠸ࠋ
ࡣᯤࢀࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠊⰼⱼࡣ⣽㛗ࡃ 㹼FPࠊ
㹼 ࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼࡢ┤ᚄࡣ⣙  FP ࡛ῐ⣸Ⰽࠋ✀Ꮚࡣ㉥
〓Ⰽࠋಽ༸ᙧ࡛㛗ࡉ PPࠊ ⛸ࡀ࠶ࡿࠋ㢮ఝࡢࢩࣕ࢞ࡢⴥࡣ
㛗ࡉ 㹼FP ࡛ගἑࡀ࠶ࡾᖖ⥳ࠋⰼࡣࡰⓑⰍࠋ ಸయ࡛
࠶ࡿࡓࡵᯝᐇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴
ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᒣᆅࡢࡸࡸ࠸ࡓᯘෆࡸᯘ⦕㒊⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊಶయᩘࡣ㠀ᖖᑡ࡞࠸ࠋᅇࡢㄪᰝ
࡛☜ㄆࡉࢀ࡞ࡗࡓࡇࡣㄪᰝ㊊ࡀཎᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳃ᯘࡢఆ᥇⏝㸦㸧ࡸⓏᒣ㊰ࡢᩚഛ㸦㸧ࠊᅬⱁ᥇ྲྀ
㸦㸧࡞ࠋ≉ᅬⱁ᥇ྲྀࡢᙳ㡪ࡀࡁ࠸ࠋ
６. 保護対策
 ⏘ᆅࡢ❧ࡕධࡾࢆ⚗Ṇࡍࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧





ᑠᒣ⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝




イズアサツキ

Allium schoenoprasum L. var. idzuense (H. Hara) H. Hara

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ  ࣄ࢞ࣥࣂࢼ⛉ $PDU\OOLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋࢧࢶ࢟ఝࡿࠋⰼᮇࡣ  ᭶ࠋⰼ⿕∦ࡣⓑⰍ
࡛ࠊ㛗ࡉࡣ 㹼PP ࡛ࠊඛࡣ▷ࡃᑤࡿࠋᙜึࠊⰼⱼࡀⴥ
ࡣูฟࡿࡶࡢࡘ࠸࡚ࠊᏛྡࡀࡘࡅࡽࢀࡓࡀࠊᚋࢧ
ࢶ࢟ྠࡌࡃⴥࡢ୰ኸࡽⰼⱼࡀฟࡿࡶࡢࡀ㒊ศ࡛࠶ࡿ
ࡇࡀࢃࡗࡓࠋ
ࢬࢧࢶ࢟ࡢ㒊ศࡢⰼࡣ᱈Ⰽ࡛࠶ࡿࡀࠊࢬࢧࢶ
࢟ࡢṇᇶ‽ᶆᮏࡣⓑⰼ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦⚄ዉᕝ┴ࠊ㟼ᒸ┴㸧ศᕸࡍ
ୗ⏣ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ すཱྀ⣖㞝
ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᾏᓊࡢᒾሙࡢ❑ᆅ࡞ࠊᙉ࠸᪥ࡊࡋ₻㢼ࡢᙜࡓࡿሙᡤ
⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ୗ⏣ᕷ∎ᮌᓮ⏕⫱ࡍࡿࠋ㹼 ᮏࡢ㞟ᅋ࡛⏕⫱ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࢬࢧࢶ࢟㸦᱈Ⰽⰼ㸧ࡢಶయᩘࡃࡽ࡚ࠊࢬ
ࢧࢶ࢟㸦ⓑⰼ㸧ࡣࠊ୍㒊ࡢሙᡤࡈࡃᑡᩘぢࡽࢀࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ཝࡋ࠸⎔ቃ᮲௳⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᖸࡤࡘ࡞ࡢ␗ᖖ
Ẽ㇟㸦㸧ࡀᚰ㓄ࡉࢀࡿࠋ≉ࢬࢧࢶ࢟㸦ⓑⰼ㸧ࡣಶ
యᩘࡶᑡ࡞ࡃࠊᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ࢬࢧࢶ࢟㸦ⓑⰼ㸧ࡢከ࠸ᆅᇦࡘ࠸࡚ࡣࠊཝ㔜࡞❧ࡕධࡾつไࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㸦すཱྀ⣖㞝㸧

ステゴビル



Allium inutile Makino 

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղյ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࣘࣜ⛉ /LOLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㫣ⱼࡣ⌫ᙧ࡛ᚄ 㹼 PPࠋ᰿ฟⴥࡣᑡᩘ࡛㛗ࡉ⣙ 
FPࠊ⥺ᙧ࡛ᡥᖹࠊᬌ⛅ฟ࡚⩣ᖺࡢኟᯤࢀࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠊ
ⰼⱼࡣ⛅࡞ࡗ࡚ฟ࡚㧗ࡉ 㹼 FPࠋⰼⱼࡢඛ➃ᩓᙧ≧ 㹼
 ಶࡢⰼࡀࡘࡃࠋⰼ⿕∦ࡣⓑⰍ࡛  ಶࠊᇶ㒊ࡣᗈ㚝ᙧ⒵ྜࡋୖ㒊
ࡣ㛤ฟࡍࡿࠋⵧᯝࡣᡥᙧ࡛㛗ࡉ PPࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦Ⲉᇛ┴ࠊ㟼ᒸ┴ࠊឡ▱┴ࠊᒱ㜧┴ࠊி㒔ᗓ㸧
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
‵ࡗࡓཎ㔝⏕⫱ࡍࡿࠋ

ឡ▱┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣࠊ☬⏣ᕷࠊᯇᕷࠊ†すᕷ࡞ࡢ
グ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝ࡛ࡶᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆ࡛
ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ⲡᆅࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࡸ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡀぢࡘࡗࡓሙྜࡣࠊ⏕⫱⎔ቃ㓄៖ࡋࡓಖㆤࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࠋ               
㸦ὸಖ㞝㸧








スズラン

Convallaria majalis L. var. manshurica Kom.

㸦㸻࣑࢟࢝ࢤࢯ࢘㸧
静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ             ࣘࣜ⛉ /LOLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋⴥࡣ༸≧㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼FPࠋ
↓ẟ࡛㠃ࡣࡸࡸ⢊ⓑⰍࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼⱼࡣ㛗ࡉ 㹼
FP ࡛ⴥྀࡢഃ⏕ࡌࠊⓑⰍࡢᗈ㚝ᙧࡢⰼࢆ  ಶࡘࡅࡿࠋ
ⰼ⣒ࡣ㩭㯤Ⰽ࡛ⰼ⣒ྠ㛗ࠋࢻࢶࢫࢬࣛࣥࡢⰼⱼࡣⴥྀࡢ
୰ᚰ❧ࡕࠊⰼ⣒ࡣῐ⥳Ⰽ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊࢩ࣋ࣜᮾ㒊ࠊᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ
㐨ࠊᮏᕞࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᖏࡢᒣᆅⲡཎ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
┴ෆ࡛ࡣᐩኈᒣ㯄ࡢⲡཎࡳࡽࢀࡿࠋ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ࡢㄪ
ᰝ࡛ࡣ  ࣨᡤ࡛☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ
࡞ࡗࡓࠋᾘ⁛ࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࡽࠊ⏕⫱⎔ቃࢆ᭱㐺࡞ࡶࡢᨵⰋࡋࠊ⥔
ᣢࡍࡿࡇࠋࡲࡓࠊᅬⱁ᥇ྲྀࢆ㜵ࡄࡓࡵ⏕⫱ሗࡢබ㛤ὀ
ពࡍࡿࡇࠋ             
㸦ὸಖ㞝㸧

ᒣ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ


クロホシクサ

Eriocaulon parvum Koern.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࣍ࢩࢡࢧ⛉ (ULRFDXODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
୍ᖺⲡࠋⴥࡣ⥺ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠊᖜ 㹼 PPࠋⰼᮇࡣ 
㹼 ᭶ࠋ㢌ⰼࡣ⌫ᙧ࡛⸛㯮Ⰽࠊ㛗ࡉ 㹼PPࠊⓑⰍࡢ▷ẟࡀ࠶
ࡿࠋ࣍ࢩࢡࢧࡢ㢌ⰼࡀ⅊㯮Ⰽࢆᖏࡧࡿಶయࡀ࠶ࡿࡢ࡛ྠᐃ
ࡣὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍ
ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ụࡸỈ⏣࡞ࡢ‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ࡘ࡚ࡣᡤࠎ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢᛮࢃࢀࡿࡀࠊ᭱㏆࡛ࡣ
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡎࠊῶᑡഴྥࡀⴭࡋ࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
‵ᆅࡸᆅࡢ㛤Ⓨࠊ‵⏣ࡢῶᑡ㸦ࠊ㸧ࡸ㝖ⲡࡢᙳ㡪
㸦㸧ࡼࡗ࡚ῶᑡࡋࡓࡶࡢᛮࢃࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢಖ㸦‵ᆅ㸧ࠊỈ⏣ࡢሙྜࡣ⪔సᙧែࡢ⥔ᣢࡀ㔜
せ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧







ᒱ㜧┴ ᳜᱂   ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




ゴマシオホシクサ
静岡県カテゴリー

Eriocaulon senile Honda

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࣍ࢩࢡࢧ⛉ (ULRFDXODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
୍ᖺⲡࠋࢡࣟ࣍ࢩࢡࢧఝࡿࠋⴥࡢᖜࡀᗈࡃ 㹼PP ࡛ 
㹼 ⬦࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㢌ⰼࡣ⌫ᙧ࡛ᚄ 㹼PPࠊⰼ
ᗋࡀ↓ẟ࡛ࠊ㞤ⰼࡢⰼᘚࡢୖ➃ࡣพᙧ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊࣄ࣐ࣛࣖࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴ࠊ୕㔜
┴㸧ࠊᕞ㸦㛗ᓮ┴ࠊ⇃ᮏ┴ࠊᐑᓮ┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛
ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ụࡸỈ⏣࡞ࡢ‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᪧ㇏ᒸᮧࡢఇ⪔⏣⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ᭱㏆࡛ࡣぢࡽࢀ࡞
࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
‵⏣ࡢῶᑡ㸦㸧ࡸ㞧ⲡࡢ⦾ⱱ㸦㸧ࠊ㝖ⲡࡢᙳ㡪㸦㸧
ࡼࡗ࡚ῶᑡࡋࡓࡶࡢᛮࢃࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 Ỉ㉁ࡢಖ⏕⫱ᆅࡢ᳜⏕㑄⛣ࡢ㐍⾜ࢆᢚไࡍࡿࡇࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

トダスゲ



☬⏣ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ

Carex aequialta Kük.

㸦㸻࣡ࢫࢤ㸧
静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ᰿ⱼࡣ▷ࡃྀ⏕ࡍࡿࠋⴥࡣᖜ 
㹼 PP ࡛ୗ㠃ࡣ⢊ⓑⰍࠋⱼࡢᇶ㒊ࡢⴥ㠧ࡣ㉥〓Ⰽࡲࡓࡣ㯮
⣸Ⰽࠋᯝᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋᑠ✑ࡣⱼࡢୖ᪉ 㹼 ಶ㞟ࡲࡗ࡚ࡘ
ࡃࠋ㡬ᑠ✑ࡣ㞝ᛶࠋ⥺ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋഃᑠ✑ࡣ㞤ᛶࠊ
ᰕᙧ࡛┤❧ࡋࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠋ㞤㫣∦ࡣ⥳ⓑⰍࠋᯝ⬊ࡣ༸
ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠊ⑭ᯝࡣ༸ᙧ࡛ࣞࣥࢬ≧ࠋᰕ㢌ࡣ  ᒱࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ᪉
ࡽ㏆␥ᆅ᪉㸧ࠊᕞ㒊ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸ
ࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᖹᆅࡸἙᓊࡢ‵ᛶࡢⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
 ᖺ∧ 5'% ࡣᪧᕷ⏕⫱ࡍࡿグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
‵ᆅࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࡸᅵᆅ㐀ᡂ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶
ࡿࠋ
６. 保護対策
ࢫࢤࡢ௰㛫ࡣከᩘ࠶ࡾศ㢮ࡀ㞴ࡋ࠸ࠋྠᐃࡣៅ㔜⾜࠸ࠊ
㈗㔜✀ࢆぢⴠࡍࡇࡢ࡞࠸ࡼ࠺ࡋࡓ࠸ࠋ⎔ቃ㓄៖ࡋ
ࡓಖࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ          㸦ὸಖ㞝㸧







ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝




アワボスゲ

Carex brownii Tuck.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ     ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1პ ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ᰿ⱼࡣ▷ࡃྀ⏕ࡍࡿࠋⱼࡢᇶ㒊ࡢⴥ
㠧ࡣ⃰㉥Ⰽࠋⴥࡣᖜ 㹼PPࠋᯝᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋᑠ✑ࡣ 㹼 ಶࠋ
㡬ᑠ✑ࡣ㞝ᛶ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠋഃᑠ✑ࡣ㞤ᛶ࡛㛗ࡉ 㹼
FPࠋᯝ⬊ࡣ㛗ࡉ PPࠊᗈ༸ᙧ࡛ୖ➃ࡣᛴ▷࠸ნ࡞ࡾࠊ㛗ࡉ
PP ⛬ᗘࠋࣖ࣡ࣛࢫࢤఝࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮾࢪࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࡽᕞศᕸࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣఀ㇋す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
పᆅࡸୣ㝠ᆅࡢ‵ࡗࡓⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᕝᕷෆᑡᩘᰴࡀ⏕⫱ࡍࡿࠋ㏆ᖺࠊ⌧Ꮡࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
㔛ᒣࡢⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࡓࡵࠊᅵᆅ㐀ᡂࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢᾘኻ
㸦㸧ⲡᆅࡢ⟶⌮ᨺᲠࡼࡿ㑄⛣㐍⾜㸦㸧࡛ᾘ⁛ࡍࡿ༴㝤
ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⪔సᆅ࿘㎶ࡢⲡสࡾ࡞ࡢ⟶⌮⥅⥆ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⏕
⫱ᆅࢆྵࡵࡓ㔛ᒣ⎔ቃࡢಖࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

ハシナガカンスゲ
静岡県カテゴリー


ᕝᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ

Carex phaeodon T. Koyama

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղյ㸧ኚ᭦࡞ࡋ       ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ㛗࠸ᯞࢆఙࡤࡋ࡚ࠊࡲࡤࡽ
ྀ⏕ࡍࡿࠋⱼࡢᇶ㒊ࡢⴥ㠧ࡣ㉥〓Ⰽࠋⴥࡣᖖ⥳࡛ᖜ 㹼PPࠋ
ᯝᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㡬ᑠ✑ࡣ㞝ᛶ࡛⣸〓Ⰽࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠋഃᑠ
✑ࡣ㞤ᛶ࡛ 㹼 ಶࡘࡁࠊ㛗ࡉ 㹼 FPࠋᯝ⬊ࡣ㛗ࡉ 㹼
PPࠊ↓ẟ࡛ნࡣ㛗ࡃࠊ⇍ࡍእ᭤ࡍࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ᒣ┴㟼ᒸ┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛
ࡣ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᒣᆅࡢᶞᯘෆࡸᒾሙࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡶಶయᩘࡶᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧࡞ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢᛴ⃭࡞ኚࡀῶᑡࡢ
せᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ‵₶࡞ᒾሙࡸᯘෆ⏕⫱ࡍࡿࡢ࡛ࠊᒣᯘఆ᥇࡞࡛⏕⫱ᆅࢆ
⇱ࡉࡏ࡞࠸ࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧







㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ




オオクグ

Carex rugulosa Kük.

㸦㸻࣒࢜࢜ࢩࣕࢫࢤ㸧
静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ㛗ࡃᶓ㏺࠺᰿ⱼࡽࠊࡲࡤࡽ
⏕࠼ࡿࠋⱼࡢᇶ㒊ࡢⴥ㠧ࡣ㉥Ⰽࠋⴥࡢᖜࡣ 㹼 PPࠋᯝ
ᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋୖ㒊ࡢᑠ✑ 㹼 ಶࡣ㞝ᛶ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊୗ
᪉ࡢ 㹼 ಶࡣ㞤ᛶ࡛ᰕᙧࢆ࡞ࡋࠊ㛗ࡉ 㹼 FPࠋᯝ⬊ࡣ
㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠋ㝯㉳ࡋࡓ⣽⬦ࡀ࠶ࡿࠋἙཱྀ࡞ࡢ
ሷ‵ᆅ⏕࠼ࡿࢩ࢜ࢡࢢࡣࠊⴥࡢᖜࡀ PP ௨ୗ࡛ࠊ㞤ᛶᑠ
✑ࡢ㛗ࡉࡶ 㹼FP ▷࠸ࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜᮾ㒊ࠊ࢘ࢫ࣮ࣜࠊᅜෆ࡛ࡣ
ᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᾏỈࡢฟධࡾࡍࡿἙཱྀࡸ†ᓊࠋ
４. 生育状況
ྡ†ࡢ†ᓊ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡓグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊ㏆ᖺ⏕⫱ࡀ
☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
†ᓊࡢ㛤Ⓨᩚഛ㸦㸧ࠊ㔮ࡾேࡢ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ⏕⫱⎔ቃ㓄៖ࡋࡓಖㆤࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࠋ               㸦ὸಖ㞝㸧

12 ,0$*(




タカネナルコ

Carex siroumensis Koidz.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋᯞࡀ࡞ࡃࠊᰴࢆసࡿࠋⱼࡢ
ᇶ㒊ࡢⴥ㠧ࡣ〓Ⰽࠋⴥࡣᖜ 㹼PPࠋᯝᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋᑠ✑
ࡣ 㹼 ಶࡘ࠸࡚ࠊ㡬ᑠ✑ࡣ㞤㞝ᛶࡲࡓࡣ㞝ᛶࠊഃᑠ✑ࡣ㞤
ᛶ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊᲨᲬ≧㛗ᴃᙧࠋᯝ⬊ࡣᢨ㔪ᙧ࡛ᡥᖹࠊ
㛗ࡉ 㹼PPࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥ㒊ࠊ୰ᅜᮾ㒊ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ୰㒊
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
㧗ᒣᖏࡢᒾΰࡌࡾࡢⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㉥▼ᒣ⬦㸦㛫ࣀᓅࠊሷぢᓅࠊᑠἙෆᓅࠊⲨᕝᓅࠊᮾಛࠊග
ᓅ㸧⏕⫱ࡍࡿࡀಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
Ⓩᒣ⪅ࡢ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࠊࢩ࢝㣗ᐖ㸦㸧ࠊ⏕⫱⎔ቃࡢ
ኚࡼࡿ᳜⏕ࡢ㑄⛣㸦㸧ࠋ
６. 保護対策
 ࢩ࢝㣗ᐖࡢᙳ㡪ࡀࡁࡃࠊ⏕⫱ᆅࢆྵࡴ㧗ᒣ⛸⥺ࡣࢩ࢝
ᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᩧ⸨ ⊛㸧





㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍









ノハラテンツキ
静岡県カテゴリー

Fimbristylis pierotii Miq.

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղյ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋᆅ୰ࢆᶓ㏺࠺᰿ⱼࡀ࠶ࡿࠋⱼࡣ
༢⏕ࡋࠊᇶ㒊ᑡᩘࡢⴥࢆྀ⏕ࡍࡿࠋⴥࡣⱼࡼࡾ▷ࡃࠊᖜࡣ 
㹼PPࠋᯝᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⱼࡢ㡬 㹼 ಶࡢᑠ✑ࢆࡘࡅࡿࠋ
ᑠ✑ࡣᗈᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 PPࠋᯝᐇࡣⓑⰍ࡛  ⛸ࡢ࠶ࡿᗈ
ಽ༸ᙧࠊ㛗ࡉ PPࠊ⾲㠃ᑠࡉ࠸Ἳ≧ࡢ✺㉳ࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊࣇࣜࣆࣥࠊࣥࢻࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄ
ᅜࠊᕞࠊ⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸‵ᛶࡢⲡᆅࡸᯘ⦕ࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧༡ఀ㇋⏫ఀἼᓮࡢグ㘓ࡀ࠶
ࡿࡀࠊ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝ࡛ࡶࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚
࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱ⲡᆅࡢேᕤᯘࡸ㛤Ⓨ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ⏕⫱⎔ቃ㓄៖ࡋ࡚ಖㆤࡍࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧

12 ,0$*(




トネテンツキ

Fimbristylis stauntonii Debeaux et Franch.
var. tonensis (Makino) Ohwi ex T. Koyama

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղյ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
୍ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ⣽ࡃ⥺ᙧࡢⴥࢆྀ⏕ࡍࡿࠋⱼ
ᇶ㒊ࡢⴥ㠧ࡣᡥᖹࠋᑠ✑ࡣ༸ᙧ࡛ࠊᑠⰼࡢᰕ㢌ࡣ㛗ࡃఙࡧࠊ
ⰼᰕࡶ㛗ࡉ 㹼 PPࠋᰕ㢌ࡣࡩࡘ࠺  ᒱࡍࡿࠋᯝᮇ
ࡣ 㹼 ᭶ࠋᯝᐇࡣ㛗ࡉ 㹼PPࠊᴃᙧ࡛᱁Ꮚ≧ࡢ⣠ࡀ࠶
ࡿࠋⰼᰕࡣᯝࡶᐟᏑࡍࡿࠋ㢮ఝࡍࡿࣁࢱࢣࢸࣥࢶ࢟ࡢⰼ
ᰕࡶᐟᏑࡍࡿࡀࠊࢺࢿࢸࣥࢶ࢟ẚᰕ㢌ࡣ▷ࡃࠊⰼᰕ
ࡶ 㹼PP ࡞ࡢ࡛༊ศ࡛ࡁࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㛵ᮾ㹼㏆␥ᆅ᪉㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴
ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
పᆅࡢἙ␁ࡸ‵ᆅࠊࡲࡓࡣࡓࡵụࡢᓊ㎶ࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ᑠ➟ᒣࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᚋ☜
ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ụࡸ‵ᆅࡢ㛤Ⓨ㸦ࠊ㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡀぢࡘࡗࡓሙྜࡣࠊ⏕⫱⎔ቃ㓄៖ࡋ࡚ಖࡍࡿ
ࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧





12 ,0$*(






ミクリガヤ

Rhynchospora malasica C. B. Clarke

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣ୰㞟ࡲࡗ࡚ࡘࡃࠋ㢌≧
ⰼᗎࡣ 㹼 ಶࡘࡁ⌫ᙧ࡛ᚄ FPࠋᑠ✑ࡣ㛗ࡉ 㹼PPࠋᯝᮇ
ࡣ 㹼 ᭶࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊྎ‴ࠊ࣐࣮༙ࣞᓥࠊࣥࢻࢿࢩࠊᅜ
ෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦ᮾᾏᆅ᪉ࠊ㏆␥ᆅ᪉༡㒊ࠊ୰ᅜᆅ᪉㸧ࠊᕞࠊ⌰
⌫ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ㟼ᒸ┴ࡣᮾ㝈⮬⏕ᆅ
࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
పᒣᆅࡢỈ‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
†すᕷࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࠋ㏆ᖺ⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ⤯⁛ࡋ
࡚࠸ࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
Ꮿᆅ㐀ᡂࡼࡿ‵ᆅࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࠊ⟶⌮ᨺᲠࡼࡿ㑄⛣㐍
⾜㸦㸧࡞ࡀࡑࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣ⏕⫱ᆅࡢಖດࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

ミカワシンジュガヤ
静岡県カテゴリー



ឡ▱┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ

Scleria mikawana Makino

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH 
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
୍ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ᮰⏕ࡍࡿࠋⴥࡣ⊃࠸⥺ᙧ࡛㛗ࡉ
㹼FPࠋⴥ㠧࡛ⱼࢆໟࡳ⩼ࡣ࡞࠸ࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋศⰼᗎ
ࡣ 㹼 ಶ࠶ࡾ㛗ࡉ 㹼 FPࠋᯝᐇࡣ⌫ᙧ࡛ᚄ 㹼 PPࠊ⅊
Ⰽ࡛ගἑࡀ࡞ࡃ᱁Ꮚ⣠ࡀ࠶ࡾᬯ⅊Ⰽ⇍ࡍࠋ㏆⦕✀ࡢࢥࢩࣥࢪ
ࣗ࢞ࣖࡣⴥ㠧ᗈ࠸⩼ࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣࣥࢻࠊࢽ࣮ࣗࢠࢽࠊࣇࣜ࢝ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ
㸦Ⲉᇛ┴௨す㸧ࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ୣ㝠ᆅࡢ㎶⦕⏕⫱ࡍࡿࠋⲡᮌࡀࡽ࡞⑭ࡏࡓᅵተ࡛ࠊỈࡀ
ࡋࡳฟࡿ⛬ᗘࡢỈ‵ᆅࡀ㐺ᛶ⎔ቃ࡛࠶ࡿࠋ
４. 生育状況
す㒊࡛☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⇱ࡼࡾ᳜⏕㑄⛣ࡀ㐍⾜ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ⏘㔞ࡣᑡ࡞࠸ࠋ⏕⫱⠊ᅖࡀ⊃ࡃࠊ⏘㔞ࡣᖺࡼࡿᾘ㛗ࡀ࠶
ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
‵ᆅࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛
࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⲡสࡾ࡞᳜⏕㑄⛣ࢆᢚไࡋ࡚⏕⫱⎔ቃࢆ⥔ᣢ⟶⌮ࡍࡿࡇ
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ               㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧







ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




タカネタチイチゴツナギ
静岡県カテゴリー

Poa glauca Vahl

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࢿ⛉ 3RDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋࢳࢦࢶࢼࢠࡸࡸఝࡿࡀࠊࡣపࡃࠊ⛩ࡣᖹ࡛ࠊ
ⴥ⯉ࡣࡣ࡞ࡣࡔ▷ࡃࠊษᙧࠋᇶ㒊▷࠸᰿ฟⴥࡀ㞟ࡲࡿࡢࡀ┠
❧ࡘࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼᗎࡣ㛗ࡉ 㹼FPࠊᢨ㔪ᙧ࡛ࠊᯞࡣ▷
࠸ࠋᑠ✑ࡣ㛗ࡉ  PPࠊ㹼 ᑠⰼࡽ࡞ࡾࠊㆤ✛ࡣ㛗ࡉ 
㹼PPࠊࢇ⥥ẟࡀ࡞࠸ࠋⵂࡣ㛗ࡉ 㹼PPࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣࢧࣁࣜࣥࠊᮅ㩭༙ᓥ㒊ࡽ༙⌫ࡢ㧗ᒣࠊᅜෆ
࡛ࡣᮏᕞ୰㒊ࡢ㧗ᒣ㸦ࣝࣉࢫࠊ༡ࣝࣉࢫࠊඵࣨᓅ㸧ศ
ᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
㧗ᒣᖏࡢᒾሙࡸ◁♟ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
༡ࣝࣉࢫ Ⲩᕝᓅ࿘㎶ ⏕⫱ࡍࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
Ⓩᒣ⪅ࡢ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࠊࢩ࢝㣗ᐖ㸦㸧ࠊ⏕⫱⎔ቃࡢኚ
ࡼࡿ᳜⏕ࡢ㑄⛣㸦㸧ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ࢩ࢝㣗ᐖࡢᙳ㡪ࡀࡁࡃࠊ⏕⫱ᆅࢆྵࡴ㧗ᒣ⛸⥺ࡣࢩ࢝ᑐ
⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᩧ⸨ ⊛㸧

タチイチゴツナギ
静岡県カテゴリー



㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍


Poa nemoralia L.

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࢿ⛉ 3RDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋࢳࢦࢶࢼࢠఝࡿࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋᰴࢆసࡽ࡞
࠸ࠋⴥࡣⴥ㠧ࡼࡾ㛗ࡃ㸦᭱ୖ㒊ࡢⴥ࡛ 㹼 ಸ㸧ࠊⴥ⯉ࡣ▷ࡃ
ษᙧ࡛┠❧ࡓ࡞࠸ࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼᗎࡣ㛗ࡃ✺ࡁฟࡿࠋᑠ
✑ࡣᡥᖹ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠊ㹼 ᑠⰼࡽ࡞ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣࢪࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࠊ࣓ࣜ࢝࡞ࠊᅜෆ࡛ࡣ
ᮏᕞ㸦୰㒊㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸ
ࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᖏࡽள㧗ᒣᖏࡢᯘෆࡸⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᕝୖὶ㒊⮬⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᖐ✀⮬⏕✀ࡀ࠶
ࡾࠊ῝ᒣࡢࡶࡢࡣ⮬⏕✀࡛࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᒣᯘఆ᥇㸦㸧ࠊἙᕝࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࡸỏ℃క࠺⏕⫱ᆅࡢ
ᾘኻ㸦㸧ࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡀⓎぢࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ⠊ᅖࢆ≉ᐃࡋ࡚ಖㆤࢆᅗࡿࡇ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ⮬⏕✀ࡢಖࡀᑐ㇟࡞ࡿࠋ

㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧




㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ




Trisetum koidzumianum Ohwi

ミヤマカニツリ

㸦㸻ࢱ࢝ࢿ࢝ࢽࢶࣜ㸧
静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࢿ⛉ 3RDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㗹ⰼᗎࡣᐦ
ᑠ✑ࢆࡘࡅⰼ㍈ࠊᯞࡶ↓ẟ࡛ᖹࠋᑠ✑ࡣ㛗ࡉ 㸬㹼PPࠋ
ከࡃࡣ  ᑠⰼࡽ࡞ࡾࠊㆤ㢒ࡢඛࡣⰢ࡞ࡾࠊࡃࡢᏐᙧ᭤ࡀ
ࡿࠋᇶ‽ᶆᮏ⏘ᆅࡣ㉥▼ᓅ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦୰㒊㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡
ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡋ࡚࠾ࡾࠊ༡ࣝࣉࢫࡣ༡㝈⮬⏕ᆅࠋ
３. 生育環境
㧗ᒣᖏࡢⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
༡ࣝࣉࢫ⏕⫱ࡍࡿࠋಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅࡢ᳜⏕ࡢ㑄⛣㸦㸧Ⓩᒣ⪅ࡢ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࡢᙳ
㡪ࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 Ⓩᒣ㐨௨እ❧ࡕධࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࡋࠊ⏕⫱ᆅࡢ⎔ቃኚື
ࢆ࠼࡞࠸ࡼ࠺࡞ᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

キタダケカニツリ
静岡県カテゴリー



㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ


Trisetum spicatum (L.) K. Richt. subsp. molle （Kunth） Hulten

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࢿ⛉ 3RDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋࣜࢩࣜ࢝ࢽࢶࣜࡢẟࡢᑡ࡞࠸ள
✀ࠋయẟࡀᑡ࡞ࡃࠊࡁࡣ↓ẟ㏆࠸ࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ
ᑠ✑ࡣ㛗ࡉ 㹼PPࠊ㹼 ᑠⰼࡽ࡞ࡾࠊⰼ㍈ࡢẟࡣᚤᑠ࡛
ࡲࡤࡽ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷ள✀࡛ࠊᮏᕞ୰㒊ࡢ㧗ᒣ㸦༡ࣝࣉࢫࠊ୰ኸࣝ
ࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
㧗ᒣᖏࡢࢃࡎⲡࡀ⏕࠼࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞◁♟ᆅ⏕⫱ࡍ
ࡿࠋ
４. 生育状況
㉥▼ᒣ⬦㸦㛫ࣀᓅࠊ㎰㫽ᓅࠊᗈἙෆᓅࠊⲨᕝᓅࠊᮾᓅࠊ༓
ᯛᓅࠊἑᓅࠊඡᓅࠊୖἙෆᓅ㹼Ⲕ⮻ᓅ㛫㸧࡛グ㘓ࡀ࠶ࡿࡀ
ಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
Ⓩᒣ⪅ࡢ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࠊࢩ࢝㣗ᐖ㸦㸧ࠊ⏕⫱⎔ቃࡢ
ኚࡼࡿ᳜⏕ࡢ㑄⛣㸦㸧ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ࢩ࢝㣗ᐖࡢᙳ㡪ࡀࡁࡃࠊ⏕⫱ᆅࢆྵࡴ㧗ᒣ⛸⥺ࡣࢩ࢝
ᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ           
㸦ᩧ⸨ ⊛㸧




㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍




ツルケマン

Corydalis ochotensis Turcz. 

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ             ࢣࢩ⛉ 3DSDYHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
୍㹼㉺ᖺⲡࠋⱼࡣ  P ௨ୖఙࡧ࡚ࠊಽࢀ࡚ᩳୖࡋࠊ࠶ࡿ
࠸ࡣᆅࢆ㏺࠺ࠋⴥࡣ 㹼 ᅇ  ฟࡢ」ⴥࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼ
ࡣῐ㯤Ⰽ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠋⵧᯝࡣ㛗ಽ༸ᙧࠊ㛗ࡉ 㹼PPࠊ
ᖜ 㹼PPࠋ✀Ꮚࡣ㯮Ⰽ࡛  ิ୪ࡪࠋ㢮ఝࡢࢼ࣑࢞ࣀࢶ
ࣝࢣ࣐ࣥࡣࠊⰼࡣ㩭㯤Ⰽࠊⵧᯝࡣ⥺≧ಽᢨ㔪ᙧ࡛ᖜ 㹼PPࠋ
✀Ꮚࡣ  ิ୪ࡪࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣࢩ࣋ࣜᮾ㒊ࠊ࣮࢜࣍ࢶࢡἢᓊࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ
㸦୰㒊ᆅ᪉௨㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศ
ᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
෭ ᖏᒣᆅࡢ㇂➽࡛ࠊከᑡ‵ࡾẼࡢ࠶ࡿሙᡤࠋ
４. 生育状況
 ᖺᗘ∧ 5'% ࡛ࡣࠊᕝୖὶ㒊グ㘓ࡀ࠶ࡿࠋᅇࡢ
ㄪᰝ࡛ࡣࢼ࣑࢞ࣀࢶࣝࢣ࣐ࣥࡣ☜ㄆࡉࢀࡓࡀࠊᮏ✀ࡣ☜ㄆࡉ
ࢀ࡞ࡗࡓࠋ㐣ཤࡢグ㘓ࡣࢼ࣑࢞ࣀࢶࣝࢣ࣐ࣥࡢㄗㄆࡶ⪃࠼
ࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊᶆᮏࡼࡿ☜ㄆࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢኚࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᒣᯘఆ᥇ࡼࡿ⇱࡞ࡢᛴ⃭࡞⎔ቃኚࢆ㑊ࡅࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧

ナガミノツルケマン

12 ,0$*(




Corydalis raddeana Regel

㸦㸻ࢼ࢚࢞ࣀࢶࣝࢣ࣐ࣥ㸧
静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ղ㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ        ࢣࢩ⛉ 3DSDYHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ᖺⲡࠋⱼࡣ⛸ࡀ࠶ࡾࠊಽఅࡋ࡞ࡀࡽᶓఙࡧ࡚㛗ࡉ 
P ࡶ࡞ࡿࠋ㹼 ᅇ  ฟࡢ」ⴥࢆ⏕ࡍࡿࠋᑠⴥࡣ㛗ࡉᖜ
ࡶ 㹼PPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ㩭㯤Ⰽ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠊ
ⱖࡣ⊃༸ᙧࠋⵧᯝࡣ⥺≧ᢨ㔪ᙧ࡛ᖜ 㹼 PPࠋ✀Ꮚࡣࡰ୍
ิ୪ࡪࠋ㢮ఝࡢࢶࣝࢣ࣐ࣥࡣࠊⰼࡀῐ㯤Ⰽࠊⱖࡣᗈ༸㹼༸
ᙧࠊⵧᯝࡢᖜࡣ 㹼PP ࡛✀Ꮚࡣ  ิ୪ࡪࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊྎ‴ࠊࢩ࣋ࣜᮾ㒊ࠊᅜෆ࡛
ࡣᮏᕞࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦ᕝୖὶ㒊㸧
ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᯘ⦕ࡸⲡᆅࠋ≉ᯘ㐨ἢ࠸ከࡃぢࡽࢀࡿࠋ
４. 生育状況
๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝẚࡿࠊᯘ㐨ࡢ⿵ಟᕤࡼ
ࡗ࡚⏕⫱ᆅࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋࢶࣝࢣ࣐ࣥࡢㄗㄆࡀከ࠸ࡼ࠺
࡛࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᯘ㐨ࡢ⿵ಟᕤ㸦㸧ࡸ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࠋ
６. 保護対策
 ᯘ㐨ࡢ⿵ಟᕤࢆ⾜࠺㝿ࡣࠊ⏕⫱ࡢ☜ㄆࢆ⾜࠸ࠊ⩌⏕ᆅ
ᡭࢆຍ࠼࡞࠸ࡼ࠺㓄៖ࡍࡿࡇࠋ   㸦ὸಖ㞝㸧






㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ὸಖ㞝






ヒロハヘビノボラズ
静岡県カテゴリー

Berberis amurensis Rupr.

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ             ࣓ࢠ⛉ %HUEHULGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ⴠⴥపᮌࠋ㧗ࡉࡣ P ࡞ࡿࠋᯞࡣ⦪⛸⁁ࡀ࠶
ࡿࠋⴥࡣಽ༸ᙧ࡞࠸ࡋ༸ᙧࠋ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼FPࠊ
ඛࡀ่≧࡞ࡗࡓ⣽࠸㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ▷ᯞ
ࡢඛ⥲≧ⰼᗎࢆୗᆶࡋࠊ ᩘಶࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼࡣ㯤Ⰽ
࡛ᚄ PP ࠋᯝᐇࡣᴃᙧࠊ㛗ࡉ FP ࡛㉥⇍ࡍࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜᮾ㒊ࠊ࣒࣮ࣝᆅ᪉ࠊᅜෆ࡛
ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰
㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
෭ ᖏࡢᒣᯘෆࠋ
４. 生育状況
༡ࣝࣉࢫࡢ㇂ἢ࠸ࡢᶞᯘୗẚ㍑ⓗከࡃぢࡽࢀࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢ⎔ቃኚࡀῶᑡࡢせᅉ
࡛࠶ࡿࠋ㏆ᖺࡣࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱⎔ቃ࡛࠶ࡿ᳃ᯘࢆಖࡍࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧


オオサワトリカブト
静岡県カテゴリー

㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ὸಖ㞝

Aconitum senanense Nakai subsp. senanense
var. isidzukae (Nakai) Kadota

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࣏࢟ࣥ࢘ࢤ⛉ 5DQXQFXODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㹛 

１. 種の解説
ఝ୍ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡢୖ㒊ࡣ㛤ฟẟࡀ࠶ࡿࠋ
ⴥࡣ  ῝ࡋࠊ∦ࡣ⩚≧῝ࡋ⣽࠸ࠋ㠃⬦≧㛤ฟẟ
ࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼⰍࡣ㟷⣸Ⰽࠋⰼᘚࡢ㊥ࡀኴࡃ
ࡘ㛗࠸ࠋⰼࡣ㛤ฟẟࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ᒣ┴ࠊ㟼ᒸ┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ㠀ᖖⰋࡃఝ࡚࠸ࡿ࣍ࢯࣂࢺࣜ
࢝ࣈࢺࡣᐩኈᒣࡣศᕸࡋ࡞࠸ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
３. 生育環境
ᐩኈᒣࡢᒣᆅᖏࡽள㧗ᒣᖏࡢⲡᆅࡸᯘ⦕ࠋ
４. 生育状況
ᐩኈᒣすഃࡢ᳃ᯘ㝈⏺㏆ぢࡽࢀࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⌧ᅾࡣቑຍഴྥ࠶ࡿࡀࠊⰼࡢ⨾ࡋ࠸᳜≀࡞ࡢ࡛ษࡾⰼ
ࡋ࡚᥇ྲྀࡉࢀࡿ㸦㸧ࡇࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ࢩ࢝ࡼࡿ㋃ࡳࡘࡅࢆ㜵ࡄᑐ⟇ࢆ❧࡚ࡿࡇࠊ㈗㔜࡞
᳜≀࡛࠶ࡿࡇࢆ࿘▱ࡉࡏࡿࡇࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧





ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝




オキナグサ Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. et J. Presl
静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࣏࢟ࣥ࢘ࢤ⛉ 5DQXQFXODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉࡣ 㹼 FPࠊⰼᚋࡣ㧗ࡉ  FP ᡂ㛗ࡍ
ࡿࠋⲡⓑ㛗ẟࡀ࠶ࡿࠋ᰿ⱼࡣኴࡃࠊ᰿ฟⴥࡣ᮰⏕ࡋࠊⴥ
ࡣ㛗ࡉ 㹼FPࠊⴥ㌟ࡣ୕ゅ≧༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋࠊ
 ᅇ⩚≧」ⴥ࡛࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣⱼ㡬༢⏕ࡋ࡚
ᬯ㉥⣸Ⰽࡢ㚝ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋⴟ∦ࡣ  ಶࠋ⑭ᯝࡣ⣳㗽ᙧ
࡛㛗ࡉ  PPࠋⰼᰕࡣఙ㛗ࡋ࡚㛗ࡉ 㹼 FP ࡞ࡾࠊ⅊ⓑⰍ
ࡢ▷ẟࡀᐦ⏕ࡍࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊࣟࢩࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊ
ᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ࠊᮾ㒊ࠊఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ୣ㝠ᆅࡢ᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸Ἑᕝᩜࡸⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ▼⅊ᒾ
ᆅࢆዲࡴࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣᩓᅾࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ ᖺ௨๓ࡼࡾࡶῶࡗ࡚࠸ࡿࠋ⟶
⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⏘ᆅࡶ࠶ࡿࠋᰴᩘࡶῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ┠ⓗࡢ᥇ྲྀ㸦㸧࡛࠶ࡿࠋⲡᆅࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࡸ᳜⏕㑄
⛣㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
ⲡᆅࡢⲡสࡾ࡞ࡢ⟶⌮ᕠどࡼࡾ᥇ྲྀࢆ㜵Ṇࡍࡿࠋ㔝
↝ࡁࢆࡋ࡚₯ᅾⓗ࡞⏕⫱ᆅࢆඖࡍࡿࠋ   㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ヒキノカサ



ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ


Ranunculus ternatus Thunb.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࣏࢟ࣥ࢘ࢤ⛉ 5DQXQFXODFHDH

  㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ᰿ࡣ⣳㗽ᙧ⫧ཌࡍࡿࠋ᰿ฟⴥࡣ
㛗ࡉ 㹼FPࠊᤸ≧ 㹼 ࡋࠊ∦ࡣࡉࡽ 㹼 ࡍ
ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⱼ㡬㯤Ⰽ࠸ⰼࡀᩘಶࡘࡁࠊᚄ  PP
๓ᚋ࡛ࠊⰼᘚࡣ 㹼 ಶ࡛ගἑࡀ࠶ࡿࠋ⑭ᯝࡣ༸≧⌫ᙧࠊ㛗
ࡉ 㹼PPࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ㡑ᅜ㸦῭ᕞᓥ㸧ࠊྎ‴ࠊ୰ᅜ༡㒊ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏ
ᕞ㸦㛵ᮾᆅ᪉௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋
ᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸‵ࡗࡓⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᐩኈᕷࠊὠᕷ࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ⏘ᆅࡣᑡ࡞࠸ࠋⲡสࡾ࡞
ᐃᮇⓗ⟶⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙᡤ࡛ࡣⰋዲ࡞⏕⫱ࡀࡳࡽࢀࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅵᆅ㐀ᡂ࡞ࡢ‵ᆅࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࠊⲡสࡾ࡞ࡢ⟶⌮ᨺᲠ
㸦㸧࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ࡍࡿ‵ᆅࡸỈ⏣ࡢಖࠊᐃᮇⓗ࡞ⲡสࡾ࡞ࡢ⟶⌮
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧




ὠᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ




トキワマンサク
静岡県カテゴリー

Loropetalum chinense (R. Br.) Oliv.

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࣐ࣥࢧࢡ⛉ +DPDPHOLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ᖖ⥳ᑠ㧗ᮌࠋ㧗ࡉ 㹼Pࠋⴥࡣࡸࡸཌࡃࠊ༸ᙧࡲࡓࡣ༸
ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠊ୧㠃ᫍ≧ẟࢆᩓ⏕ࠋⰼᮇࡣ  ᭶୰᪪
㹼 ᭶ࠋⰼࡣ㡬⏕ࡋ࡚ 㹼 ಶࡘࡁࠊⰼᘚࡣ  ᯛࠊ㛗ࡉ⣙ FP
࡛⥺ᙧࠊ㯤ⓑⰍ࡛࠶ࡿࠋⵧᯝࡣ㛗ࡉ 㹼PPࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊ୰ᅜ୰༡㒊ࠊࣥࢻ㒊࣭ᮾ㒊ࠊᅜෆ࡛
ࡣᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴ࠊ୕㔜┴㸧ࠊᕞ㸦⇃ᮏ┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴
ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ㟼ᒸ┴ࡣᮾ㝈⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᖏࡢ⑭ࡏᒣ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
†すᕷෆ࡛㸯ࣨᡤ⏕⫱ࡍࡿࠋⓎぢᙜึࡣᗂᮌࡶྵࡵ  ᰴ
ぢࡽࢀࡓࡼ࠺ࡔࡀࠊ࡛ࡣᡂᮌ࡛⣙ 㹼 ᰴ⛬ᗘ࡛࠶
ࡾࠊᗂᮌࡣࢇぢࡽࢀࡎᰴᩘࡢῶᑡഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
࣐࢝ࢶࡢᯤṚ࡞ࡼࡿ᳜⏕ࡢኚ㸦㸧ࡸࠊᵝࠎ࡞ே
ⓗᖸ΅㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 †すᕷࡢ⏘ᆅࡣࠊ┴ࡢኳ↛グᛕ≀ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᒣᯘ
ࡢ㛫ఆ࡞㑄⛣㐍⾜ࡢᢚไಖㆤ༊ᇦෆࡢ❧ࡕධࡾつไࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ               㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

タチモ

†すᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ


Myriophyllum ussuriense (Regel) Maxim.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ           ࣜࣀࢺ࢘ࢢࢧ⛉ +DORUDJDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㞤㞝␗ᰴࠋⱼࡣ┤❧ࡋศᯞࡋ࡞࠸ࠋ‵ᆅ࡛ࡣ㧗ࡉ
⣙ 㹼FP ࡛࠶ࡿࡀỈ୰࡛ࡣ FP ࡶ࡞ࡿࠋⴥࡣ 㹼 ಶ
㍯⏕ࡍࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠊⰼᘚࡣ  ಶࠊ㛗ᴃ≧༸ᙧ࡛㛗
ࡉ⣙  PPࠊῐ⣚Ⰽࠋ▼ᯝࡣ༸ᙧ࡛࣎≧✺㉳  ⁁ࡀ࠶
ࡿࠋ㛗ࡉ⣙ PPࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ࣒࣮ࣝࠊ࢘ࢫ࣮ࣜࠊྎ‴ࠊᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜᮾ
㒊ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࡽᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊
ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
㈋ᰤ㣴࡞†ࡸࡓࡵụࡢỈ୰ࠊῐỈࡢࡸ‵ᆅࠊỈ㎶ࡢ‵
ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣࠊᕝࠊ⿄ࠊᑠ➟ᒣ࿘㎶ࠊ
ᯇࠊྡ†࿘㎶ࡢụࡸỈ⏣⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡓグ㘓ࡀ࠶ࡿࠋࡋ
ࡋࠊ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡎࠊᅇࡶ☜ㄆ࡛
ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ụࡢᇙࡵ❧࡚㸦㸧ࠊỈ㊰ࡢࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㸦㸧ࠊỈ
⏣࡛ࡢ㝖ⲡᩓᕸ㸦㸧࡞ࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱⎔ቃࡢಖࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ     㸦ὸಖ㞝㸧




ࣜࣛࣈࣛࢺ࢛ࣇף




ハマビシ

Tribulus terrestris L. 

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN） 㸦せ௳㸫ձղյ㸧ኚ᭦࡞ࡋ       ࣁ࣐ࣅࢩ⛉ =\JRSK\OODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
୍ᖺⲡࡲࡓࡣ㉺ᖺⲡࠋⱼࡣࡋ  P 㐩ࡍࠋⴥࡣഅᩘ
⩚≧」ⴥ࡛ᆺⴥᑠᆺⴥࡀ࠶ࡿࠋᆺⴥࡣ 㹼 ᑐࡢᑠ
ⴥࠊᑠᆺⴥࡣ 㹼 ᑐࡢᑠⴥࡀࡘࡃࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ
ᑠᆺⴥࡢ⭆ࡘࡃࠊᆺⴥᑐ⏕ࡋ࡚ࡘࡃࠋⰼᘚࡣ㯤Ⰽ
࡛  ಶࠊ㛗ࡉ⣙ PPࠋᏊᡣⓑẟࢆᐦᕸࡍࡿࠋⵧᯝࡣᚄ⣙
FPࠊᯝ⓶ࡣ◳ࡃ  ᮏࡢ่ከࡃࡢ่≧ࡢẟࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣୡ⏺ࡢ⇕ᖏࡽᬮ ᖏࡢᆅᇦࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ
㸦༓ⴥ┴࣭⚟┴௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ
୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᾏᓊࡢ◁ᆅࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧  ᖺ㟼ᒸᕷΎỈ༊ࡢ୕ಖᾏ
ᓊ࡛ぢࡽࢀࡓࡢグ㍕ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᚋࡢ☜ㄆሗࡣ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᾏᓊࡢ㛤Ⓨ㸦㸧᳜⏕ኚ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊࣁ࣐ࣅࢩࡢ⏕⫱⎔ቃࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓ
ࡵ࿘ᅖࡢ᳜⏕⟶⌮ࢆ⾜࠺ࡇࠋ     
㸦ὸಖ㞝㸧

イヌハギ



ף㹎㹇㹖㹒㸿




Lespedeza tomentosa (Thunb.) Siebold. ex Maxim.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ               ࣐࣓⛉ )DEDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ  ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࡋࡤࡋࡤ༙పᮌࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋయ㯤〓Ⰽࡢ㌾
ẟࡀ࠶ࡿࠋⴥࡣ  ฟ」ⴥ࡛⏕ࡋࠊᑠⴥࡣᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼
FPࠋ⾲㠃ࡣ⥳Ⰽࠋ㠃ࡣⓑⰍࢆᖏࡧࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋᯞࡢ
ୖ㒊ࡢⴥ⭆ࡽ⥲≧ⰼᗎࢆฟࡋࠊⓑⰍࡢ⼖ᙧⰼࢆከᩘࡘࡅࡿࠋ
ⰼࡢ㛗ࡉࡣ 㹼PPࠋᘚࡢ୰ኸ㉥࠸⥺ࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᮅ㩭༙ᓥࠊࣥࢻࠊࣄ࣐ࣛࣖࠊᅜෆ࡛ࡣᮏ
ᕞࠊᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊
ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮ ᖏࡽ෭ ᖏࡢἙཎࡸᾏ㏆࠸◁ᆅࠊᒣᆅࡢⲡཎ࡞
⏕࠼ࡿࠋ
４. 生育状況
㐣ཤࡣ┴ෆࡢᗈ࠸⠊ᅖ࡛ぢࡽࢀࡓࡀࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ☜
ㄆࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ⲡᆅ㛤Ⓨ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏘ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ⏕⫱⎔ቃࡶಖㆤࡍࡿࡇࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧







ᯇᕷ ᳜᱂   ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ






ヒナノキンチャク Polygala tatarinowii Regel
静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࣄ࣓ࣁࢠ⛉

3RO\JDODFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
୍ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⴥࡣ༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠋⴥ⦕ࡣ
⦕࡛ࠊ⣽ẟࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣῐ⣚⣸Ⰽ࡛㛗ࡉ 
㹼 PPࠊࡸࡸഃ⏕ࡋ࡚ᐦࡘࡁ⥲≧ⰼᗎࢆ࡞ࡍࠋⴟ∦ࡣ  ಶ
࡛ࠊഃⴟ∦  ಶࡣ❳㦵ᘚࡢᕥྑᩳࡵୗⰼᘚࡢࡼ࠺㛤ࡃࠋ
ⰼᘚࡣ  ಶ࡛❳㦵ᘚࡣ࠸⿄≧࡛ඛࡀᑤࡿࠋᯝᐇࡣⱼࡢ∦ഃ
∦ᐤࡗ࡚ࡘࡁࠊ⥳Ⰽࡢᡥᖹ࡞ᴃᙧ࡛ᚄ  PPࠋ㏆⦕✀ࡢࣄ
࣓ࣁࢠࡣከᖺⲡ࡛ⰼࡢ㛗ࡉࡀ PP ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᮅ㩭༙ᓥࠊྎ‴ࠊᮾ༡ࢪ࡞ࠊᅜෆ࡛
ࡣᮏᕞ㸦⚟ᓥ┴ࠊᒣᙧ┴௨༡㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ
࡛ࡣᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸ཎ㔝ࡸᔂቯᆅࠊ▼⅊ᒾᆅ⏕࠼ࡿࠋ
４. 生育状況
๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝ࡛ࡶᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣ࡼࡿ⏕⫱ᑐࡍࡿᅽຊ㸦㸧ࡀせ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ᳜⏕㑄⛣ࢆᢚ࠼ࡿ⟇ࢆࡿ
ࡁ࡛࠶ࡿࠋ                
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ᒣ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




ハゴロモグサ

Alchemilla japonica Nakai et H. Hara

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ               ࣂࣛ⛉ 5RVDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣ㛗࠸ࡀ࠶ࡾ᰿⏕ࡍࡿࠋⴥ㌟ࡣ
ᚰᙧ࡛ᚄ 㹼FPࠊὸࡃ 㹼 ࡋࠊ⦕ṑ∳≧ࡢ㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋ
୧㠃ࡣ㌾ẟࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡢୖ㒊ᩓᙧࡢⰼᗎ
ࢆసࡗ࡚㯤⥳Ⰽࡢᑠⰼࢆᐦ⏕ࡍࡿࠋⰼࡣⰼᘚࡣ࡞࠸ࠋⴟ∦ࠊ
ⴟ∦ࠊ㞝ⷁࡶ  ಶࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣࢧࣁࣜࣥࠊᅜෆ࡛ࡣ༡༓ᓥࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞศᕸ
ࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
㧗ᒣࡢⲡཎ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ࡢㄪᰝ࡛ࡶࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ༡ࣝࣉࢫࡢ୍
㒊࡛☜ㄆࡉࢀࡓ㐣ࡂ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱⎔ቃࡀᑡ࡞࠸㸦㸧ࡇࠊ⦾Ṫຊࡢᙅࡉ㸦㸧ࡀῶᑡ
ࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ㏆ᖺࡣࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅ❧ࡕධࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࡋࠊ㋃ࡳࡘࡅࢆ㜵ࡄࡇࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࠋ
 㸦ὸಖ㞝㸧







㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍




ヨコグラノキ

Berchemiella berchemiifolia (Makino) Nakai

㸦㸻࢚ࣀ࢟㸧
静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ   ࢡ࣓ࣟ࢘ࣔࢻ࢟⛉ 5KDPQDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ⴠⴥᑠ㧗ᮌࠋ㧗ࡉ 㹼Pࠋᯞࡣ⣸〓Ⰽࢆᖏࡧ↓ẟࠋⴥࡣ㛗ᴃ
ᙧࡲࡓࡣ༸≧㛗ᴃᙧࠊ㗦ᑤ㢌ࠊ⦕ࠋ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 
㹼FPࠋ㠃ࡣ⢊ⓑⰍࠋഃ⬦ࡣ 㹼 ᑐࠋⰼᮇࡣ  ᭶ࠋⰼᗎࡣ
ᑠࡉ࡞㞟ᩓⰼᗎ࡛ࠊᯞࡢୖ㒊ࡢⴥ⭆ฟ࡚ࠊᯞࡢඛ࡛ࡣ㛗ࡉ 
FP ࡢ✑࡞ࡿࠋⰼࡣᑠࡉࡃ㯤Ⰽ࡛ࠊᚄ 㹼PPࠋ᰾ᯝࡣ
ᰕ≧㛗ᴃᙧࠊ㛗ࡉ 㹼PPࠋ㯤Ⰽࡽ⣚Ⰽࢆ⤒࡚ᬯ㉥Ⰽ
࡞ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᮅ㩭༙ᓥ༡㒊ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᖏࡢᒣᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
∾ࣀཎᕷࡢᒣᆅ࡛☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ༡ఀ㇋⏫ࡢ⏘ᆅࡣࠊᅇ
ࡢㄪᰝ࡛ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
▼⅊ᒾࡢ᥇᥀㸦㸧᳃ᯘࡢఆ᥇㸦㸧ཬࡧ᳜⏕㑄⛣㸦㸧
ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢಖ᳜⏕⟶⌮ࢆ⾜࠺ࡇࠋ   㸦ὸಖ㞝㸧

コバノチョウセンエノキ
静岡県カテゴリー

∾அཎᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍


Celtis biondii Pamp.

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࢧ⛉ &DQQDEDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ⴠⴥᑠ㧗ᮌࠋ࢚ࣀ࢟ఝࡿࡀࠊⴥ㌟ࡣ㛗ࡉ 㹼FP ࡛ࡸࡸ
ࡓࡃཌࡃࠊ୰㒊௨ୖᑡᩘࡢ㗬ṑࡀ࠶ࡾࠊඛ➃ࡣᑿ≧ఙ
ࡧࠊ⾲㠃అ⢒ẟࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ  ᭶ࠋ㞝ⰼࠊ㞤ⰼࡣᑠࡉࡃࠊ
ⱝᯞ⬥⏕ࡍࡿࠋᯝᐇࡣ㯮〓Ⰽ⇍ࡍࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊྎ‴ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴ࠊ
ឡ▱┴௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸ
ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㟼ᒸ┴ࡣᮾ㝈⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
▼⅊ᒾࡢᒾୖ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᪧᘬబ⏫ෆࡢ▼⅊ᒾ㟢㢌ࡈࡃᑡᩘࡢಶయࡀ⏕⫱ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
▼⅊ᒾࡢ᥇᥀㸦㸧ࡸఆ᥇㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ
６. 保護対策
 ࡛ࡣ▼⅊ᒾࡢ᥇᥀ࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ㈗㔜࡞ᮌ࡛࠶ࡿ
ࡇࢆㄆ㆑ࡋ࡚ఆ᥇ࡋ࡞࠸ࡼ࠺ὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧




ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ




フジタイゲキ
静岡県カテゴリー

Euphorbia watanabei Makino subsp. watanabei
絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ  ࢺ࢘ࢲࢢࢧ⛉ (XSKRUELDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ P ௨ୖࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶㸦᭱┒ᮇ  ᭶㸧ࠋ⥲
ⱖⴥࡣࡰ  ᯛࠋ⭢యࡣ㢌ᙧࠋࢫࢫ࢟ⲡཎ⏕࠼ࡿࡢࡀ≉
ᚩࠋ㏆⦕ࡢ࣡ࢱࢤ࢟ࡣᾏᓊᒾሙ⏕࠼ࠊⰼᮇࡢ᭱┒ᮇࡣ
 ᭶ࠊⲡࡣ 㹼FP ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
㟼ᒸ┴ࡢᅛ᭷ள✀࡛࠶ࡾࠊఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ࢫࢫ࢟ⲡཎ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᐩኈᒣ㯄࡛᭱ึグ㘓ࡉࢀࠊྛᆅ⩌⏕ᆅࡀ࠶ࡗࡓࡼ࠺ࡔ
ࡀࠊࡑࡢࢇࡣ⌧≧ࡀ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋᕝᕷࠊ
⳥ᕝᕷࡢⲔⲡሙ࡞ࡾࡢಶయᩘࡀⓎぢࡉࢀࡓࠋ㟼ᒸ✵ ࡢ
ᩜᆅ࡛ಖㆤࡉࢀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ᭱㏆ࠊᐩኈᒣ㯄ᮾᐩኈ₇⩦ሙ࡛
ࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
Ⲕⲡሙࡋ࡚ࡶ㑧㨱⪅࡛࠶ࡾࠊ㔜せࡉࢆ࿘▱ᚭᗏࡋ࡞࠸
㝖ࡉࢀࡿࠋ⟶⌮ᨺᲠ㸦㸧ࠊⲡᆅ㛤Ⓨ㸦㸧࡞ࡢᠱᛕ
ࡣ࠶ࡿࠋゐࡿࡪࢀࡿ᳜≀࡛࠶ࡾࠊᅬⱁⓗ࡞᥇ྲྀࡢᑐ㇟
࡞ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
６. 保護対策
 ᳃ᯘ࡞ࡢ㑄⛣ࢆ㜵ࡄᚲせࡀ࠶ࡿࠋᐃᮇⓗ࡞ⲡสࡾࠊⅆ
ධࢀ࡞ࡣḞࡏ࡞࠸ࠋ          㸦すཱྀ⣖㞝㸧

カンコノキ

ᕝᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ


Glochidion obovatum Siebold et Zucc.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࣑࢝ࣥࢯ࢘⛉ 3K\OODQWKDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ⴠⴥࡲࡓࡣ༙ⴠⴥపᮌࠋ㞤㞝␗ᰴࡲࡓࡣྠᰴࠋ㧗ࡉ 㹼Pࠋ
▷࠸ᑠᯞࡢඛ➃㒊ศࡣ่≧࡞ࡿࠋⴥࡣಽ༸ᙧࡽ⊃༸ᙧ࡛
⏕ࡍࡿࠋ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼FPࠋ㠃ࡣከᑡ⢊
ⓑⰍࢆᖏࡧࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⴥ⭆ⰼࡢ࠶ࡿᑠࡉ࡞ⓑ
Ⰽࡢⰼࢆ᮰⏕ࡍࡿࠋⴟࡣ  ࡋ࡚㛗ᴃ≧༸ᙧࠋⰼᘚࡣ࡞࠸ࠋ
㞝ⰼࡣ  ᮏࡢ㞝ⷁࠊ㞤ⰼࡣ  ᐊࡢ  Ꮚᡣࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮ ᖏࡽள⇕ᖏࡅ࡚ࡢᾏᓊ㏆࠸ୣ㝠ᆅࡢⲡཎࡸ
ᯘࠋఀ㇋࡛ࡣᓴᆅࡢ࢘ࣂ࣓࢞ࢩ࡞ࡢᯘෆⅬᅾࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ୗ⏣ᕷ⏕⫱ࡍࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅵᆅ㛤Ⓨ㸦㸧ࡸ㐨㊰ᣑᖜᕤ㸦㸧࡞ࡀῶᑡࡢせᅉ
࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᯘ⦕ࡶ⏕࠼ࡿࡢ࡛ࠊ㐨㊰ࡢἲ㠃ࡸᯘ⦕ࡢ➇ྜࡍࡿ᳜⏕
ࢆᩚ⌮ࡍࡿ࡞ᑐ⟇ࢆ❧࡚ࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧





ୗ⏣ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ຍ⸨ᚭ






ヒトツバハギ

Flueggea suffruticosa (Pall.) Baill.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࣑࢝ࣥࢯ࢘⛉ 3K\OODQWKDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ⴠⴥపᮌࠋ㞤㞝␗ᰴࠋ㧗ࡉ 㹼Pࠊࡼࡃศᯞࡍࡿࠋ ᖺ┠
ࡢᯞࡣ⓶┠ࡀከ࠸ࠋⴥࡣ⏕ࠋⴥ㌟ࡣ㛗ᴃᙧࠊ㛗ࡉ 㹼
FPࠊ⦕ࡣ⦕࡛୧㠃ࡶ↓ẟࠋ⾲㠃ࡣ⥳Ⰽࠊ㠃ࡣⓑⰍࢆ
ᖏࡧࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㞝ⰼࡣⴥ⭆ከᩘࡘࡃࠋⰼᘚࡣ࡞
ࡃࠊⴟ∦ࡣ  ಶࠊ㛗ࡉࡣ PP ࠋ㞤ⰼࡣⴥ⭆ 㹼 ಶ
ࡘࡃࠋⰼᘚࡣ࡞ࡃࠊⴟ∦ࡣ  ಶࠊⰼᰕࡣ  ಶࠋⵧᯝࡣᡥ⌫ᙧ
࡛ࠊᚄ 㹼PPࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᮾࢩ࣋ࣜࠊࣄ࣐ࣛࣖࠊᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ
࡛ࡣᮏᕞ㸦୰㒊ᆅ᪉௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛
ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ୣ㝠ᆅࡢᅵᡭࡸᯘෆࠋ
４. 生育状況
ᮏᩘࡣᑡ࡞࠸ࡀࠊྛᆅⅬᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᕼᑡ࡞᳜≀ㄆ㆑ࡉࢀࡎࠊ㝖ⲡసᴗ㸦㸧ࡼࡗ࡚
ࡢ᳜≀ࡶสࡾྲྀࡽࢀࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ⰼࡶ┠❧ࡓ࡞࠸᳜≀࡞ࡢ࡛ࠊᗈࡃࣄࢺࢶࣂࣁࢠࡢᏑᅾࢆ▱
ࡽࡋࡵࡿࡇࠋ             㸦ὸಖ㞝㸧

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ




ミヤマスミレ

Viola selkirkii Pursh ex Goldie

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ            ࢫ࣑ࣞ⛉ 9LRODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ↓ⱼ✀ࠋᆅୗⱼࡣ⣽ࡃࠊ㛤ⰼᚋ
ᆅୗᯞࢆఙࡤࡋ᪂ᰴࢆసࡿࠋⴥࡣ༸ᙧ࡛ࠊඛ➃ࡣᛴ
ᑤࡾࠊᇶ㒊ࡣ῝࠸ᚰᙧࠋ⦕ࡣⲨ࠸㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋ୧㠃ࡶὸ
⥳Ⰽ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ⣚⣸Ⰽࠊ၁ᘚࡢᇶ
㒊ࡣⓑⰍ࡛⣸Ⰽࡢ➽ࡀ࠶ࡿࠋഃᘚࡣ↓ẟࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ࣮ࣚࣟࢵࣃࠊ࣓ࣜ࢝ࡢ෭ ᖏᇦࠊ୰ᅜࠊᮅ㩭
༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ
ᮾ㒊୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
෭ ᖏࡢⴠⴥᶞᯘෆࠋ
４. 生育状況
ⱼ࡛⦾Ṫࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊศᕸ⠊ᅖࡣᗈ࠸ࡀಶయ
⩌ࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳃ᯘࡢఆ᥇࣭᭦᪂㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢኚࡀῶᑡࡢ
せᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⮬⏕ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊࡑࡇࡢ᳃ᯘࢆఆ᥇ࡋ࡞࠸ࡼ࠺ࡍ
ࡿࡇࠋ
 㸦ὸಖ㞝㸧






㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ὸಖ㞝




マツバニンジン Linum stelleroides Planch.
静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࣐⛉ /LQDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㹛 

１. 種の解説
୍ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ↓ẟ࡛⣽ࡃ┤❧ࡋୖ༙ࡣศ
ᒱࡍࡿࠋⴥࡣࡰ⦕↓࡛⏕ࡋ⥺≧ᴃᙧ࡛  ⬦ࡀ࠶ࡿࠋ
ⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⴟ∦ࡣ⦕✺㉳≧ࡢ㯮Ⰽ⭢Ⅼࡀ࠶ࡿࠋⰼෙ
ࡣᚄ⣙ FPࠊⰼࡣᬕኳࡢ๓㡭㛤ࡁࠊ༗ᚋࡣⴠⰼࡍࡿࠋ
ⰼᘚࡣῐ⣚⣸Ⰽ࡛㟷࠸➽ࡀ࠶ࡿࠋᯝᐇࡣᚄ PPࠋ㏆ఝ✀ࡢ࢟
ࣂࢼࣀ࣐ࢶࣂࢽࣥࢪࣥࡣⰼࡀ㯤Ⰽ࡛ᖐ✀࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮾ༡ࢪࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊ
ᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᖏࡽᬮᖏࡢ᪥ᙜࡾࡢࡼ࠸ࠊ࠸ࡓἙཎࡸᒣᆅࡢ〄ᆅ
⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣᮾ㒊ఀ㇋ࡢྛᆅグ㘓ࡀ࠶ࡿࠋ
➇தᙅࡃ⎔ቃࡢᙳ㡪ࢆᙉࡃཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ㏆ᖺࡢ☜ㄆሗࡣ
࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⮬↛㑄⛣ࡼࡿ〄ᆅࡸⲡᆅࡢῶᑡ㸦㸧࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᒣ↝ࡁ࡞ࡼࡾ᳜⏕ࡢ㑄⛣ࢆṆࡵࡿࡇࡶಖㆤᡭẁࡢ
୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ               㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧



ឡ▱┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ


アゼオトギリ

Hypericum oliganthum Franch. et Sav.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ  ࢜ࢺࢠࣜࢯ࢘⛉ +\SHULFDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⱼࡣࡃ⛸ࡀ࡞ࡃࠊᩳୖ࠶ࡿ࠸
ࡣಽఅࡍࡿࠋⴥ㉁ࡣⷧࡃᰂࡽࡃࠊⴥ㌟ࡣ㛗ᴃ㹼ಽᢨ㔪ᙧࠋ
㛗ࡉ 㹼PPࠊᖜ 㹼PPࠋⴥ㌟ࡢෆഃࡣ᫂Ⅼࡀᐦ࠶ࡿ
ࡣ㯮Ⅼࡢࡳ࠶ࡾࠊ㎶⦕ࡣ㯮Ⅼࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ
ᚄ 㹼PP ࡢ㯤Ⰽࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋⴟ∦ࡢෆഃࡢ⭢ࡣࢇ
᫂Ⅼࠋ㞝ⷁࡣ 㹼 ಶࡀ  ᮰ࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦ᐑᇛ┴௨༡㸧ࠊᅄᅜࠊ
ᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍ
ࡿࠋ
３. 生育環境
ཎ㔝ࡸỈ⏣ࡢ␏ࠊỈ㊰⬥࡞ࡢ‵ࡗࡓ㝧ගࡢᆅࠋ
４. 生育状況
㐣ཤࡣᩘࡣᑡ࡞࠸ࡀྛᆅ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡓࡼ࠺ࡔࡀࠊ๓ᅇ
㸦 ᖺ㸧ㄪᰝཬࡧᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
‵ᆅࡢῶᑡ㸦㸧ࠊ⪔ᆅᩚഛࡼࡿỈ⏣Ỉ㊰ࡢࢥࣥࢡ࣮ࣜ
ࢺ㸦㸧ࠊ㎰⸆ࡢ⏝㸦㸧ࠊỈ㉁ࡢᝏ㸦㸧ࡀῶᑡࡢ
せᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊࡑࡢ࿘㎶ࡢ⎔ቃᩚഛࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧






ᰣᮌ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍




ミズキカシグサ
静岡県カテゴリー

Rotala rosea (Poir.) C. D. K. Cook

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࣑ࢯࣁࢠ⛉ /\WKUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
୍ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ┤❧ࡋᯞࢆࢃࡅࡿࠋⴥࡣ
ᑐ⏕ࡋ⿕㔪ᙧ࡛ᑤࡾࠊᯞࡢⴥࡣࡼࡾᑠࡉ࠸ࠋⰼᮇࡣ 㹼
᭶ࠋⰼࡣⱼࡢୖ㒊ⴥ⭆ࡘࡁࠊࡀ࡞ࡃࠊᖏ⣚Ⰽ࡛࠶ࡿࠋ
ᯝᐇࡣ⌫ᙧ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊᮾ༡ࢪࠊ༡ࢪࠊࣇ
࢞ࢽࢫࢱࣥࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫ศᕸࡍ
ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
Ỉ⏣ࡸ‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ࡘ࡚ࡣỈ⏣ࡢ㞧ⲡࡋ࡚࡞ࡾぢࡽࢀࡓࠋ๓ᅇ㸦
ᖺ㸧ㄪᰝ࡛ࡣす㒊ఀ㇋ࡢ୰ᒣ㛫ᆅࡢỈ⏣࡛ࡈࡃ⛥☜ㄆ
ࡉࢀࡓࡀࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
Ỉ⏣ࡢ㝖ⲡ⏝㸦㸧ࠊ⪔సᨺᲠ࡞㸦㸧ࡀῶᑡࡢ
せᅉ࡛࠶ࡿࠋᅾ᮶ࡢỈ⏣㞧ⲡࡢ⃭ῶࡀ῝้࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⌧Ꮡࡋ࡚࠸ࡿỈ⏣࡛ࡢ⪔సᙧែࡢ⥔ᣢࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

ヒメビシ

ᯇᕷ ᖺ  ᭶  ᪥ෆ⸨Ᏹబᙪ

Trapa incisa Siebold et Zucc.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN） 㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࣄࢩ⛉ 7UDSDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ᾋⴥ⏕ࡢ୍ᖺⲡࠋᾋỈⴥࡣᗈ༸≧⳻ᙧ࡛ᚄ 㹼FPࠋỿỈ
ⴥࡣ⣒≧⩚≧῝ࡍࡿࠋ㠃ࡣࡰ↓ẟࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ
ⰼࡣ୧ᛶⰼࠋⰼᘚࡣⓑⰍ࡛ࡁ⣚Ⰽࢆᖏࡧࡿࠋᚄ 㹼PPࠋ
ⴟ∦ⰼᘚࡣࡶ  ಶࠋ▼ᯝࡣಽ  ゅᙧ࡛ᐟᏑⴟ∦ࡀኚ
ࡋࡓ  ᮏࡢ่ࡀ࠶ࡾୖ㒊ࡢᖜࡣ 㹼FPࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ࢘ࢫ࣮ࣜࠊ୰ᅜᮾ㒊ࠊᮅ㩭༙ᓥࠊྎ‴ࠊᅜෆ
࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ࠊ
す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ụࡸỈ㊰࡞ࡢỈ୰⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㐣ཤࡣ୰㒊す㒊ᗈࡃศᕸࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࢀࡽࡢ
ࢇࡢሙᡤ࡛⏕⫱ࡀ☜ㄆ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ụ㛤Ⓨ㸦㸧ࠊỈ㊰ࡢᩚഛ㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢῶᑡ
Ỉ㉁ở⃮㸦㸧࡞ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ࡢࣄࢩ㢮ࡢ➇ྜࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊ⏕⫱ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓ
ࡽࡢࣄࢩ㢮ࡢ⏕⫱ࢆไᚚࡍࡿࡇࡶᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧





☬⏣ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝




タチバナ

Citrus tachibana (Makino) Tanaka

㸦㸻ࢽࢵ࣏ࣥࢱࢳࣂࢼࠊ࣐ࣖࢺࢱࢳࣂࢼ㸧
静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ       ࣑࢝ࣥ⛉ 5XWDFHDH 
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ᖖ⥳ᑠ㧗ᮌࠋⱝᯞࡣ⥳Ⰽࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋᯝᐇࡣᡥ⌫ᙧࠊ
࠸࡚◚ࡋ✀Ꮚࢆ㣕ࡤࡍࠋᯝᐇࡣࠊ㓟ࡀᙉ࠸ࡀࠊ⏑ࡳࡢ
࠶ࡿ㓟ࡔ࠸࠺ࠋ
ᕞ࡞ࡢ⮬⏕ᆅࡢࢱࢳࣂࢼࡣࠊᮅ㩭༙ᓥ⣔ࡢ✀ࡢ㑇ఏᏊ
ởᰁࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶゝ࠺ࠋᅜෆᮾ㝈ࡢ⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡿఀ㇋༙
ᓥࡢࢱࢳࣂࢼࡣ㈗㔜࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴௨す㸧ࠊᅄᅜࠊ
ᕞࠊ⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
┴ෆ࡛ࡣἢᾏୣ㝠ᆅࡢᛴᩳ㠃ୖ㒊ࡽ⛸⥺ࡢࢫࢲࢪࡸ
ࢱࣈࣀ࢟ࡀඃ༨ࡍࡿᯘෆ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⮬⏕ᆅࡣᑿ᰿ࢆศࡅ࡚  㞟ᅋ࡛ࠊ࠾ࡼࡑ  ᮏ࠶ࡿࠋࡁ
࠸ᮌࡣᶞ㧗 㹼Pࠋ⬚㧗࿘ᅖ FP ࠶ࡿࠋࡼࡃ㛤ⰼࡍࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ከࡃࡣ⸄Ⅳᯘ⏝ఆ᥇ࡉࢀࡓࡀࠊṧᏑࡋ࡚࠸ࡿࠋᨺ⨨ࡉࢀ
ࡿ㑄⛣ࡀ㐍ࡳ㸦㸧ࠊῶᑡࡍࡿ༴㝤ࡀ࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ࢫࢲࢪࡸࢱࣈࣀ࢟࡞ୖ㒊ࢆそ࠺᳜≀ࢆ㛫ఆࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋ                  㸦すཱྀ⣖㞝㸧

ὠᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ すཱྀ⣖㞝

クモイナズナ

Arabis tanakana Makino

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ           ࣈࣛࢼ⛉ %UDVVLFDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋⱼࡣ 㹼 ᮏ᮰⏕ࡋࠊ㧗ࡉ 㹼 FPࠋ᰿ฟⴥࡣࣟ
ࢮࢵࢺ≧ࠊಽᢨ㔪ᙧ࡛ඛࡣ㗦ᙧࠊ㛗ࡉ 㹼PPࠊᖜ 㹼PPࠋ
୧㠃ᫍ≧ẟࡀ࠶ࡿࠋⱼࡣࡀ࡞ࡃࠊ㛗ᴃᙧࠊ㛗ࡉ 
㹼PPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼᘚࡣⓑⰍ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠋ㛗
ゅᯝࡣ㛗ࡉ 㹼 PP ࡛ከᑡࡡࡌࢀࡿࠋ✀Ꮚࡣᴃᙧ࡛㛗
ࡉ⣙ PPࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦୰㒊㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡
ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ༡ࣝࣉࢫࡣ༡㝈ࡢ⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
㧗ᒣࡢ࠸ࡓⲡཎࠋ
４. 生育状況
༡ࣝࣉࢫࡢ࠸ࡃࡘࡢ㧗ᒣ⏕⫱ࡍࡿࡀಶయᩘࡣᑡ࡞
࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱㐺ࡋࡓ⎔ቃࡀᑡ࡞࠸㸦㸧ࡇࠊ⦾Ṫຊࡢᙅࡉ
㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅ❧ࡕධࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࡋࠊ㋃ࡳࡘࡅࢆ㜵ࡄࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧





12 ,0$*(









シロウマナズナ
静岡県カテゴリー

Draba shiroumana Makino

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࣈࣛࢼ⛉ %UDVVLFDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋⱼⴥࡣᰴ≧ᐦ⏕ࡋࠊ㧗ࡉ 㹼FPࠋ᰿ฟⴥࡣከࡃ
ᐦ⏕ࡋࠊࡽ≧⥺ᙧࡽ㛗ᢨ㔪ᙧࠊ㛗ࡉ 㹼PPࠊᖜ 㹼PPࠋ
⦕ࡔࡅẟࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼⱼࡣ㧗ࡉ 㹼FPࠋୖ㒊
ⓑⰍࡢⰼࢆᐦࡘࡅࡿࠋ▷ゅᯝࡣᗈ⥺ᙧ࡛ࠊ㛗ࡉ⣙ FPࠋ✀Ꮚࡣ
㛗ࡉ 㹼ੈ࡛ᑿ≧ࡢᒓయࡣ࡞࠸ࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦୰㒊㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝ
ࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ༡ࣝࣉࢫࡣ༡㝈ࡢ⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
㧗ᒣᖏࡢᒾୖࡸⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
༡ࣝࣉࢫ⏕⫱ࡍࡿࡀ⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱㐺ࡋࡓ⎔ቃࡀᑡ࡞࠸㸦㸧ࡇࠊ⦾Ṫຊᙅࡉ㸦㸧
ࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅ❧ࡕධࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࡋࠊ㋃ࡳࡘࡅࢆ㜵ࡄࡇࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧

コギシギシ

㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍

Rumex dentatus L. subsp. klotzschianus (Meisn.) Rech. f.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղյ㸧ኚ᭦࡞ࡋ             ࢱࢹ⛉ 3RO\JRQDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋୗ㒊ࡢⴥࡣ㛗ࡀ࠶ࡾࠊ㛗ᴃ≧ಽᢨ
㔪ᙧࠊᇶ㒊ࡣษᙧ࠶ࡿ࠸ࡣࡃࡉࡧᙧࠋ㛗ࡉ 㹼 FPࠋⰼᮇࡣ 㹼
᭶ࠋ㗹ⰼᗎᑠࡉ࡞ⰼࡀከࡃࡘࡃࠋᯝᐇࢆྲྀࡾᕳࡃⰼ⿕ࡣ༸ᙧࠊ
⦕ 㹼ੈࡢ่ࡀ࠶ࡿࠋ୰⫘ࡣࡇࡪ≧ࡩࡃࢀࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᮅ㩭༙ᓥࠊྎ‴ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㛵ᮾ௨す㸧ࠊᅄ
ᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮ ᖏࡢỈ⏣ࡸἙᕝἢ࠸࡞ࡢ‵ࡗࡓࡇࢁࠋ
４. 生育状況
Ỉ⏣ከࡃ⏕⫱ࡋࠊಶయᩘࡶከ࠸ࡀࠊ⏣᳜࠼๓ࡢ⪔⪗ࡼࡗ࡚ࡍ

㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ὸಖ㞝
ࡁ㎸ࡲࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࠊぢⴠࡋࡀከ࠸ᛮࢃࢀࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏣᳜࠼ࡀ᪩ࡃ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡇ㸦㸧㝖ⲡ⏝
㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿ⏣ࡢ⪔⪗ࡸ㝖ⲡࡣ✀Ꮚࡀ⤖ᐇࡋ࡚ࡽ⾜࠸ࡓ
࠸ࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧









ナガバノイシモチソウ
静岡県カテゴリー

Drosera indica L.

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղᆘ 㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࣔ࢘ࢭࣥࢦࢣ⛉ 'URVHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
୍ᖺⲡࠋᆅୗሢⱼࡀ࡞࠸ࠋⱼࡢ㧗ࡉࡣ 㹼FPࠋⴥࡣ
⏕ࡋࠊ⊃⥺ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠊඛࡣḟ➨⣽ࡃ࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ⾲㠃ከᩘࡢ㛗⭢ẟࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⴥᑐ⏕
ࡋ࡚⥲≧ⰼᗎࢆฟࡋࠊࡲࡤࡽᩘಶࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼᘚࡣ
 ᯛ࡛ⓑⰍ࠶ࡿ࠸ࡣῐ⣚Ⰽࠊ㛗ࡉ 㹼PPࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊྎ‴ࠊ࣐࣮ࣞࢩࠊࣥࢻࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛ
ࣜࠊࣇࣜ࢝ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦୰㒊㸧ࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ᯇᕷ†すᕷࠊᪧᕷࡢグ
㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝ࡛ࡶᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆ
ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱⎔ቃࡢᾘኻ㸦㸧ᅬⱁ⏝᥇ྲྀ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせ
ᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱⎔ቃ㓄៖ࡋࡓಖㆤࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ  㸦ὸಖ㞝㸧

ウメウツギ

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝


Deutzia uniflora Shirai

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࢪࢧ⛉ +\GUDQJHDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
෭ ᖏ⏕⫱ࡍࡿ㧗ࡉ P ࡢⴠⴥపᮌࠋⴥࡣᴃᙧ
࡛ᑐ⏕ࡋࠊ㉁ࡣⷧࡃࠊⴥ⬦ࡣ㠃㝯㉳ࡋ࡚࠸ࡿࠋⴥ⦕
ࡣᥞ࠸࡞⣽࠸㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋᖺᯞࡣࢆᣢࡗࡓⲨ࠸ᫍ
≧ẟ࡛ᐦそࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ㹼 ᭶㡭ྂ࠸ᯞࡢṇᖖⴥࡢ࡞࠸
ⴥ⭆ⓑ࠸ⰼࢆ༢⏕ࡍࡿࠋⰼᘚࡣ  ಶ࡛ᱵࡢⰼఝ࡚࠸ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ᪉す㒊ཬࡧᒣ┴ࠊ㟼ᒸ┴㸧
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋᮅ㩭༙ᓥ⏘ࡍࡿ
ࢳࣙ࢘ࢭ࣓ࣥ࢘࢘ࢶࢠྠ୍✀ࡍࡿពぢࡀᙉ࠸ࠋ
３. 生育環境
୍⯡▼⅊ᒾࡢᒾᆅ⏕⫱ࡍࡿゝࢃࢀࡿࡀࠊ㟼ᒸ┴࡛
ࡣᛴഴᩳᆅࡢⴠⴥᶞᯘෆぢࡽࢀࡿࠋ
４. 生育状況
ಶయᩘࡀ㠀ᖖᑡ࡞ࡃࠊ⛥࡞᳜≀࡛࠶ࡿࠋᅇࡢㄪᰝ࡛
ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
⏕⫱ᆅࢆ㜵ㆤᰙ࡞࡛ᅖ࠸ࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖࢆ㜵ࡄࡇࠋ

 㸦ὸಖ㞝㸧







ᒣ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍



オオツルコウジ
静岡県カテゴリー

Ardisia walkeri Yuen P. Yang

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղյ㸧ኚ᭦࡞ࡋ         ࢧࢡࣛࢯ࢘⛉ 3ULPXODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ᖖ⥳ᑠపᮌࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⱼࡣ㛗ࡃࠊⴥࢆࡘࡅ࡞
࠸ࠋⱼࡣᩳୖࡋ࡚ࠊᚄ 㹼 PPࠊࡑࡢୖ㒊ࡣⰼᗎࡸⴥ
ࡶ⢏≧ẟከ⣽⬊ࡢ〓Ⰽ㛗㛤ฟ㌾ẟࡀ࠶ࡿࠋⴥࡣⱼࡢୖ
㒊 㹼 ᯛ㍯⏕≧ࡘࡃࠋⴥࡣ㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠊ
ᖜ 㹼 FPࠋ㢮ఝࡢࣖࣈࢥ࢘ࢪࡣከ⣽⬊ࡢ㛗ẟࡀ࡞ࡃࠊࢶࣝ
ࢥ࢘ࢪࡣⱼⴥࢆࡘࡅࡿࡢ࡛༊ู࡛ࡁࡿࠋᮏ✀ࡣࣖࣈࢥ
࢘ࢪࢶࣝࢥ࢘ࢪࡢ㞧✀ࡶ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦༓ⴥ┴௨す㸧ࠊᕞࠊఀ㇋ㅖᓥศ
ᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮ ᖏࡢᯘෆ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣྛᆅࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᚋࠊ
㛗࠸㛫⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋᅇࡢㄪᰝ࡛ࡼ࠺ࡸࡃ
㸯ࣨᡤࡢ⏕⫱ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡸ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢኚࡀ
ῶᑡࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࢆ᭱㐺࡞⏕⫱⎔ቃಖࡘࡇࠋ   㸦ὸಖ㞝㸧

サワトラノオ
静岡県カテゴリー

↝ὠᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ

Lysimachia leucantha Miq.
絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࢧࢡࣛࢯ࢘⛉ 3ULPXODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋᶓ㏺࠺ᆅୗⱼࡽᆅୖⱼࡀ┤
❧ࡍࡿࠋⴥࡣ⏕ࡋಽᢨ㔪≧⥺ᙧࠊ㯮Ⰽࡢ⭢Ⅼࡀᩓᅾࡍࡿࠋ
ⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣⓑⰍ࡛ⰼᘚࡣ  ᯛࠊ㛗ࡉ PPࠋ⥲≧ⰼ
ᗎከᩘࡘࡃࠋ∦ࡣಽ༸ᙧ࡛ඛࡣ࠸ࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴
ෆ࡛ࡣᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
పᆅࡢ᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋࣚࢩ࡞ࡢ⫼ࡢ
㧗࠸ⲡᮏ㐺ᗘᏲࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
４. 生育状況
ὠᕷᐩኈᕷ⏕⫱ࡍࡿࠋ⛅ࡽⲡสࡾࡀ⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡿ⏕⫱ᆅ࡛ࡣࠊಶయᩘࡶከࡃࠊ⏕⫱ࡣ᪲┒࡛࠶ࡿࠋᾋᓥබ
ᅬ࡛ࡣࠊᡭཌࡃಖㆤࡉࢀ࡚࠸࡚ಶయᩘࡣቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ
௨እࡢ⮬⏕ᆅࡣቯ⁛ࡋࡓᛮࢃࢀࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅵᆅ㐀ᡂ࡞ࡢ‵ᆅ㛤Ⓨ㸦㸧⟶⌮ᨺᲠࡼࡿ᳜⏕ࡢ
㑄⛣㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢ୍㒊ࡣ⾜ᨻࡼࡾಖㆤࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡢ⏕⫱
ᆅࡢಖㆤࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ≉ᐃࡢ㑇ఏᏊࡢ㞟ᅋࡢࡳࡢಖㆤ࡛
ࡣࠊ⏕ຊࡢపୗࢆᣍࡁࡡ࡞࠸ࠋಖㆤࡣࠊᮇࡢⲡสࡾ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ             㸦すཱྀ⣖㞝㸧




ᐩኈᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ すཱྀ⣖㞝 



クリンソウ Primula japonica A. Gray
静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࢧࢡࣛࢯ࢘⛉ 3ULPXODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋᆅୗⱼࡣ▷ࡃศᯞࡋ࡚᪂ࡓ࡞ᰴ
ࢆࡘࡃࡿࠋⴥࡣ᰿⏕ࡋ࡚㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋⰼᮇࡣ 
᭶ࠋⰼⱼࢆఙࡤࡋ 㹼 ẁⰼࢆ㍯⏕ࡍࡿࠋⴟࡣᮼᙧ࡛㛗ࡉ 
㹼PPࠊ ୰ࡍࡿࠋⰼෙࡣ⣸⣚Ⰽ࡛ᚄ 㹼FPࠋⰼⰍኚ
␗ࡀከࡃ࠶ࡿࠋⵧᯝࡣ⌫ᙧ࡛ᚄ PPࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜศᕸࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᒣᆅࡢพᆅࡸ㇂㛫ࡢ᫂ࡿࡃ࡚‵ࡗࡓⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㏆ᖺࡢ☜ㄆᆅࡣᶆ㧗 P ࡢᑿ᰿࡛࠶ࡾ⮬⏕⎔ቃࡣᛮ
࠼࡞࠸ࠋࡲࡓ㏆᫇ࡢᘓ≀㊧ࡀ࠶ࡾࠊᙜ᳜᱂ࡋࡓṧᏑ
ᛮ៖ࡉࢀࡿࠋ᳜᱂ࡋࡓᛮࢃࢀࡿሙᡤࡶ࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ┠ⓗࡢ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ᳃ᯘఆ᥇㸦㸧
ࡼࡿⲨᗫ⇱ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡓグ㘓ࡀ࠶ࡿ₯ᅾⓗ࡞⏕⫱ᆅࢆඖಖࡍࡿࠋ

㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

サクラソウ

〈㔝ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ

Primula sieboldii E. Morren

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࢧࢡࣛࢯ࢘⛉ 3ULPXODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋⰼⱼࡣ 㹼FPࠋⴥࡣ㛗ࡉ 㹼FPࠊ㛗ᴃ㹼
༸≧ᴃᙧ࡛㛗࠸ࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼⱼࡢඛ 㹼
 ಶࡢⰼࢆᩓᙧࡘࡅࡿࠋⰼෙࡣ⣚⣸Ⰽ࡛῝ࡃ  ࡋᚄ 㹼
FPࠋⵧᯝࡣᡥ⌫ᙧ࡛ᚄ PPࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜᮾ㒊ࠊࢩ࣋ࣜࠊᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣ
ᾏ㐨༡㒊ࠊᮏᕞࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
‵ࡾẼࡢከ࠸ⲡᆅࡸᕝᓊࠋ
４. 生育状況
ࡘ࡚ࡣᐩኈᒣ㯄ᗈࡃศᕸࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࡣࢃࡎ
ṧࡿࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ⲡᆅࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࡸ⟶⌮ᨺᲠ㸦㸧ࡼ
ࡿ᳜⏕ࡢ㑄⛣㸦㸧ࠋ 
６. 保護対策
 ᅬⱁ᥇ྲྀࡢ㜵Ṇ⏕⫱ᆅࡢ᳜⏕⟶⌮ࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧








ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝



ナガボナツハゼ

Vaccinium sieboldii Miq.

㸦㸻࣍ࢼ࢞ࢼࢶࣁࢮ㸧
静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࢶࢶࢪ⛉ (ULFDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㹛

１. 種の解説
ⴠⴥపᮌࠋ㧗ࡉ 㹼Pࠋⴥࡢ㎶⦕ࡣ⦕࡛ࠊ㗬ṑࡣ࡞࠸ࠋ
⾲㠃ࡢ⬦ୖ▷ẟࡀᩓ⏕ࡍࡿࡣ↓ẟࠋⰼᮇࡣ  ᭶ࠋⰼ
ࡣ 㹼 FP ࡢ⥲≧ⰼᗎୗࢆྥ࠸࡚ከᩘࡘࡃࠋⰼෙࡣⓑⰍ
࡛࠶ࡿࠋࢼࢶࣁࢮఝࡿࡀࠊໟⴥࡀࡁ࠸ࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊ㟼ᒸ┴す㒊ࡽឡ▱┴ᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ┴
ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
⑭ࡏࡓపᒣᆅࡸྎᆅࡢᯘෆࡸᯘ⦕⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ྡ†࿘㎶ࡸ୕᪉ཎྎᆅࡢୣ㝠ᆅࡢᯘ࡛⏕⫱ࡍࡿࠋ⏕⫱
ᆅࡣᑡ࡞ࡃࠊಶయᩘࡶᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅵᆅ㐀ᡂ㸦㸧ࡼࡾῶᑡࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㑄⛣ࡢ㐍⾜ࡼࡿ
⿕㝜㸦㸧ࡶῶᑡせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⌧Ꮡࡍࡿ⏕⫱ᆅࡢಖ⏕⫱ᆅ࠾ࡅࡿ㐺ᗘ࡞㞧ᮌࡢఆ
᥇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊㄗࡗ࡚ఆ᥇ࡍࡿࡇࡶὀពࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

ハナムグラ



ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ

Galium tokyoense Makino

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղյ㸧ኚ᭦࡞ࡋ            ࢝ࢿ⛉ 5XELDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋⱼⴥᶓᗈࡀࡗ࡚ᩳୖࡋ㛗ࡉ 㹼FPࠊ ⛸ࡀ࠶ࡾࠊ
⛸ࡣୗྥࡁࡢ่≧ẟࡀ࠶ࡿࠋⴥࡣ 㹼 ᯛ㍯⏕ࡋࠊಽᢨ㔪ᙧ࡛㛗
ࡉ 㹼 FPࠊᖜ 㹼 PPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋᯞඛⴥ⭆ࡽⰼᗎࢆ
ఙࡤࡋࠊከᩘࡢⓑⰍࡢᑠⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼෙࡣ  ࡋᚄ  PPࠋᯝᐇ
ࡣᖹ↓ẟᚤ✺㉳ࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜᮾ㒊ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞศᕸࡍࡿࠋ┴
ෆ࡛ࡣᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᕝᓊࡢ‵ࡗࡓⲡᆅࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ᐩኈᒣ㯄࡛ࡢ☜ㄆࡢグ㍕ࡀ࠶ࡿࡀࠊ
๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝ࡛ࡶࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅࡢ⎔ቃኚ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ⏕⫱᭱㐺࡞⎔ቃࢆ⥔ᣢࡍࡿࡼ࠺ດ
ࡵࡿࡇࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧









ᰣᮌ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍



サンプクリンドウ
静岡県カテゴリー

Comastoma pulmonarium (Turcz.) Toyok.
subsp. sectum (Satake) Toyok.

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࣜࣥࢻ࢘⛉ *HQWLDQDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
㉺ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ⛸ࡀ࠶ࡾ⣸〓Ⰽࠊศᒱࡣ 㹼
 ᮏࠋⱼⴥࡣࡀ࡞ࡃ୕ゅ≧ᗈᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠊ୰⬦
ࡀ┠❧ࡘࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣⴥ⭆ࡽఙࡧࡓᯞ㡬⏕ࡍ
ࡿࠋⰼෙࡣ㛗ࡉ 㹼FP ࡛㟷⣸ⰍࡽⓑⰍࠋⰼෙᇶ㒊ࡢෆ
㠃⻤⭢ࡀ  ಶࠋ㏆⦕ࡢ࢜ࣀ࢚ࣜࣥࢻ࢘ࡣ⻤⭢ࡀ  ಶࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷ள✀࡛ࠊᮏᕞ㸦୰㒊ᆅ᪉㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ
୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋᮏ┴ࡣศᕸ༡㝈ࠋ
３. 生育環境
㧗ᒣᖏࡢᒾ♟ᆅࡸⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
༡ࣝࣉࢫࡢ୍㒊ᒁ㝈ࡋ࡚⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢇࡢ⏘
ᆅ࡛ࡣࠊⲡᮏ㢮ࡢᅽຊࢆཷࡅ࡚ࠊ⏘㔞ࡣከࡃ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏘ᆅࡀࡁࢃࡵ࡚㝈ᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸦㸧ࠊேࡢ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧
ࡸ┐᥀㸦㸧ࡼࡿಶయᩘῶᑡࡀᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ
ࢩ࢝ࡢ㣗ᐖ㸦㸧ࠊ᳜⏕ኚ㸦㸧ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᮏ┴ࡢಶయࡣࠊ⎔ቃ┬᪂ᐟᚚⱌ✀ᏊࡀಖᏑࡉࢀࠊಖㆤቑ
Ṫࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ       㸦ᒣ㷂⏤ᬕ࣭ᐑᓮ୍ኵ㸧



㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ

コヒナリンドウ Gentiana laeviuscula Toyok.
静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ      ࣜࣥࢻ࢘⛉ *HQWLDQDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
୍ᖺⲡࡲࡓࡣ㉺ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋ᰿ฟⴥࡣ༸ᙧ࡛㛗ࡉ
㹼 PPࠋ㞷ゎࡅ┤ᚋࡢ▷࠸ᮇ㛫㛤ⰼࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ
ⰼࡣᇶ㒊ࡽศᒱࡋࡓⱼ㡬ࡘࡁࠊỈⰍࢆᖏࡧࡓⓑⰍ࡛ୖྥ
ࡁ㛤ࡃࠋⴟ⟄ࡣ㛗ࡉ 㹼PPࠊ∦ࡣ୕ゅᙧࠋⰼෙࡣ㛗ࡉ
㹼PPࠊ∦ࡣ༸ᙧ࡛࠶ࡿࠋⲡࡀపࡃࠊⰼᮇࡶ▷࠸ᮇ㛫
ࡢࡓࡵࠊⓎぢࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦᪥ගࠊⓑᒣࠊ༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍ
ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
㧗ᒣᖏࡢ᪥ᙜࡓࡾࡀࡼ࠸ⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸࡚ࠊಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏘ᆅࡀࡁࢃࡵ࡚㝈ᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸦㸧ࠊேࡢ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧
ࡸ┐᥀㸦㸧ࡼࡿಶయᩘῶᑡࡀᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ
ࢩ࢝ࡢ㣗ᐖ㸦㸧ࠊ᳜⏕ኚ㸦㸧ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
６. 保護対策
 Ⓩᒣ㐨ࢆ㎽ᅇᩚഛࡋࠊ㋃ࡳࡘࡅࢆ㑊ࡅࡿᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋ
㸦ᒣ㷂⏤ᬕ࣭ᐑᓮ୍ኵ㸧





㟼ᒸᕷ  ᖺ㸦᭶᪥᫂㸧 ᒣ㷂⏤ᬕ



オノエリンドウ

Gentianella amarella (L.) Borner
subsp. takedae (Kitag.) Toyok.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ       ࣜࣥࢻ࢘⛉ *HQWLDQDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⴥࡣᑐ⏕ࡋ࡚ⱼࢆᢪࡃࠋⰼᮇࡣ 
㹼 ᭶ࠋⴟ⟄ࡣ㛗ࡉ 㹼PPࠋⰼࡣⱼࡢୖ㒊ᩘಶࡘࡅࠊୖྥ
ࡁࡽᶓྥࡁ㛤ࡃࠋⰼෙࡣ⟄ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠊ⣚⣸Ⰽ
࡛࠶ࡿࡀ⛥ⓑⰍࡀ࠶ࡿࠋⰼෙ∦ࡣ୕ゅᙧ࡛ᩳ㛤ࡍࡿࠋෆ
∦ࡣ⣽ࡃ୰ࡍࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷ள✀࡛ࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦୰㒊ᆅ᪉㸧ศᕸࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡋࠊศᕸࡢ༡㝈࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
㧗ᒣᖏࡢ◁♟ᆅ࡛ࠊⲡᮏࡀࡽ࡛‵₶࡞ⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣᒁ㝈ࡋ࡚࠸࡚ࠊ⏘㔞ࡶࡁࢃࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏘ᆅࡀࡁࢃࡵ࡚㝈ᐃࡉࢀ㸦㸧ࠊேࡢ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࡸ┐
᥀㸦㸧ࡼࡿಶయᩘῶᑡࡀᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊࢩ࢝
ࡢ㣗ᐖ㸦㸧ࠊ᳜⏕ኚ㸦㸧ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᮏ┴ࡢಶయࡣࠊ⎔ቃ┬᪂ᐟᚚⱌ✀ᏊࡀಖᏑࡉࢀࠊಖㆤቑ
Ṫࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⏘ᆅሗࡢබ㛤㓄៖ࡋ࡚ࠊࡉࡽ࡞ࡿ⮬
⏕ᆅࡢ⾜ᨻⓗ࡞ಖㆤࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
               㸦ᒣ㷂⏤ᬕ࣭ᐑᓮ୍ኵ㸧

アカイシリンドウ
静岡県カテゴリー



㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ


Gentianopsis yabei (Takeda et H. Hara) Ma ex Toyok.
var. akaisiensis T. Yamaz.

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ      ࣜࣥࢻ࢘⛉ *HQWLDQDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
୍ᖺ㹼㉺ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠊ FPࠋⱼࡣୖ㒊࡛ศᯞࡍ
ࡿࠋⱼⴥࡣ↓࡛ⱼࢆᢪࡁࠊ᭱ୗ㒊ࡢⴥࡣࡁࡃᗈᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ
FPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣⱼ㡬ࡸୖ㒊ࡢⴥ⭆ࡽࠊ㹼FP ࡢ
ⰼࢆఙࡤࡋ༢⏕ࡍࡿࠋⰼෙࡣ㛗ࡉ 㹼PPࠊ∦ࡣ∦ᕳ≧
୪ࡧ㟷⣸Ⰽ࡛ୖഃࡢ⦕ࡣᖹࡓࡃ࡞ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀ࡘ༡ࣝࣉࢫᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦୰㒊ᆅ᪉㸧ศ
ᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
㧗ᒣᖏࡢᑿ᰿࿘㎶࡛◁♟ᆅࡢపⱼⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣᒁ㝈ࡍࡿࠋᰴᩘࡶࡁࢃࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧࣐ࢽࡼࡿ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
ᮏ┴ࡢಶయࡣࠊ⎔ቃ┬᪂ᐟᚚⱌ✀ᏊࡀಖᏑࡉࢀࠊಖㆤቑṪ
ࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⏘ᆅሗࡢබ㛤㓄៖ࡋ࡚ࠊࡉࡽ࡞ࡿ⮬⏕ᆅ
ࡢ⾜ᨻⓗ࡞ಖㆤࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ᒣ㷂⏤ᬕ࣭ᐑᓮ୍ኵ㸧






㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ὸಖ㞝





ヒメセンブリ

Lomatogonium carinthiacum (Wulfen) Rchb.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࣜࣥࢻ࢘⛉ *HQWLDQDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
୍ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣᑐ⏕ࡋࠊ㛗ᴃᙧࡲࡓࡣ༸ᙧ
࡛ࡀ࡞ࡃࠊ㛗ࡉ 㹼 FPࠊᖜ 㹼 PPࠋⰼᮇࡣ  ᭶ᮎ㹼
᭶ࠊⱼ㡬 㹼ᩘಶࡘࡅࡿࠋⰼෙࡣῐ㟷⣸Ⰽࠊ῝ࡃ 㹼 ࡋࠊ
∦ࡣ㛗ࡉ 㹼 FPࠊୗ㒊  ಶࡢ⻤⭢ࡀ࠶ࡾࠊ⻤⭢ࡣᩘ
ࡍࡿ㫣∦࡛ᅖࡲࢀࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣࢪࡽ༙⌫ࡢᐮᖏᗈࡃࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ
㸦ඵࣨᓅࠊ༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝ
ࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ㟼ᒸ┴ࡣ༡㝈⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
㧗ᒣᖏࡢ◁♟ᆅ⏕࠼ࡿࠋⓏᒣ㐨ἢ࠸ࡶࡳࡽࢀࡿࠋ
４. 生育状況
ᑠᆺ࡛ⰼࡀ㛤࠸࡚࠸࡞࠸┠❧ࡓ࡞࠸ࠋࡁࢃࡵ࡚⛥࡞᳜≀
࡛⏘㔞ࡶᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏘ᆅࡀࡁࢃࡵ࡚㝈ᐃࡉࢀ㸦㸧ࠊேࡢ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࡸ┐
᥀㸦㸧ࡼࡿಶయᩘῶᑡࡀᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊࢩ࢝
ࡢ㣗ᐖ㸦㸧ࡸ㋃ࡳⲨࡽࡋࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᳜⏕㑄⛣
㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ㋃ࡳࡘࡅࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵࠊⓏᒣ㐨௨እ❧ࡕධࡽ࡞࠸ࡼ࠺
ࡍࡿᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ       㸦ᒣ㷂⏤ᬕ㸧

㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ⲨᕝྐᏊ


シノノメソウ

Swertia swertopsis Makino

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ         ࣜࣥࢻ࢘⛉ *HQWLDQDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
୍ᖺ㹼ᖺⲡࠋⱼࡣ᪉ᙧ࡛┤❧ࡋࠊ㧗ࡉࡣ 㹼 FPࠋⱼ
ⴥࡣ༸≧ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠊᖜ 㹼 FPࠋ⭷㉁࡛ 㹼
 ⬦ࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶㡭࡛ⴥ⭆᮰⏕ࡍࡿࠋⓑⰍ㚝ᙧ
࡛ 㹼 PP ࡢࡀ࠶ࡿࠋⰼෙࡣ㛗ࡉ 㹼 PPࠋ ῝ࡋෆ
㠃ୖ㒊⣸ⰍࡢᩬⅬࡀ࠶ࡿࠋ୰ኸࡽᑡࡋୗ᪉ᴃᙧࡢ⻤
⭢⁁ࡀ  ಶ࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍ
ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋఀ㇋ࡣᮾ㝈⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
㏻ᖖࡣࠊୣ㝠ᆅࡽ‵ࡗࡓ㇂㛫ࡲ࡛ᗈ࠸⠊ᅖ⏕⫱ࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣᬮᖏୖࡢⴠⴥᶞᯘࠊᮌ₃ࢀ᪥ࢆཷࡅ࡚⏕⫱ࡍ
ࡿࠋ
４. 生育状況
㏆ᖺࠊࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖ࡛ࢇᾘ⁛ࡋࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
 ᅬⱁ┠ⓗࡢ᥇ྲྀ㸦㸧ࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖ㸦㸧ࡀῶᑡࡢ
せᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖࢆ㜵ࡄࡓࡵ㜵ㆤᰙࢆタ⨨ࡍࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧





ఀ㇋ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ຍ⸨ᚭ






クサタチバナ

Vincetoxicum acuminatum Decne.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ ࢟ࣙ࢘ࢳࢡࢺ࢘⛉ $SRF\QDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ┤❧ࡍࡿࠋⴥࡣᑐ⏕ࡋࠊ༸
㹼㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊඛࡣ㗦ࡃᑤࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ
ⰼࡣⱼࡢୖ㒊㞟ࡲࡾ㛗࠸ࡀ࠶ࡾࠊⰼෙࡣᚄ⣙ FPࠊⓑⰍ
࡛  ࡍࡿࠋ⿄ᯝࡣᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜ㸦ᮾ㒊㹼ᮾ㒊㸧ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏ
ᕞ㸦⚟ᓥ┴༡㒊௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす
㒊ศᕸࡍࡿࠋ㏆ᖺࠊ┴ෆࡢศᕸࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
３. 生育環境
పᒣᆅࡢḟᯘෆ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
†すᕷෆࡢⴠⴥᶞᯘෆᑡᩘᰴࡀ⏕⫱ࡍࡿࠋⰼࡘࡁࡣᑡ࡞
࠸ࡀࠊࡼࡃ⤖ᐇࡣࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⏕⫱ᆅࡀࢥࢼࣛ࡞ࡢḟᯘෆ
࡛࠶ࡿࡓࡵᯘࡢ㑄⛣㐍⾜ࡼࡿ⿕㝜㸦㸧ࡼࡾ⏕⫱⎔ቃࡀ
ᝏࡍࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᯘࡢಖࡢࡓࡵࠊ㛫ఆࡸୗⲡสࡾ࡞ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

ムラサキ


†すᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ


Lithospermum erythrorhizon Siebold et Zucc.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ         ࣒ࣛࢧ࢟⛉ %RUDJLQDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉࡣ 㹼FPࠋ᰿ࡣኴࡃࠊࢩࢥࢽࣥ࠸࠺Ⰽ⣲
ࢆྵࡳࠊ⇱ࡍࡿ⃰⣸Ⰽ࡞ࡿࠋⱼࡣୖ㒊࡛ᯞศࢀࡋࠊⴥ
ࡶᩳୖࡍࡿ㛗࠸⢒ẟࡀከ࠸ࠋⴥࡣᢨ㔪ᙧ࡛⏕ࡋࠊ⾲㠃
ࡢ⬦ࡶᩘಶࡢഃ⬦ࡀࡇࡴࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⴥ⭆
ⓑⰍ࡛ࠊᚄ⣙ PP ࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼ⟄ࡢඛ➃ࡣ  ࡅᖹ㛤
ࡍࡿࠋᯝᐇࡣ  ಶࡢศᯝศࢀࡿࠋ㢮ఝࡢࢾ࣒ࣛࢧ࢟ࡢ
ⴥ࡛ࡣࠊ⬦ࡢࡳࡀࡇࡴࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ࣒࣮ࣝࠊ୰ᅜࠊᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏ
ᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊす㒊ศᕸ
ࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮ ᖏ෭ ᖏࡢᒣᆅࠊୣ㝠ᆅࠊᒣ㯄࡞ࡢ࠸ࡓⲡཎࠋ
４. 生育状況
㐣ཤࡣᗈࡃศᕸࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ⏘ᆅࡶಶయᩘࡶ㠀ᖖᑡ࡞ࡃ
࡞ࡗࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ⲡᆅ㛤Ⓨ㸦㸧ࡸⲡᆅࡢ⟶⌮ᨺᲠࡼࡿ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡢ
㐍⾜࡛⏕⫱⎔ቃࡀᾘኻࡋࡓࡇࡀࠊῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⲡᆅࡢ⥔ᣢ⟶⌮ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢಖࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧







ᚚẊሙᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝



ヤマホウズキ

Physaliastrum chamaesarachoides (Makino) Makino

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）せ௳㸦ձղյ㸧ኚ᭦࡞ࡋ      ࢼࢫ⛉ 6RODQDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣ༸ᙧ࡛㉁ⷧࡃࠊ⦕ࡣᑡᩘ
ࡢ࠶ࡽ࠸㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋⴥࡣ㛗ࡉ 㹼 FPࠊⴥ㌟ࡣ㛗ࡉ 㹼
FPࠊᖜ 㹼FPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⴥ⭆  ⰼࢆࡘࡅࡿࠋ
ⰼෙࡣⓑⰍࠊᮼ≧࡛ὸࡃ  ࡍࡿࠋᚄ 㹼PPࠋᾮᯝࡣ⌫≧
࡛⇍ࡍ㯤Ⰽ࡞ࡿࠋⴟࡣ⥳Ⰽ࡛ᯝࡣඛࡢࡘࡰࢇࡔ⿄≧
࡞ࡾࠊ㛗ࡉ 㹼PPࠋ ᮏࡢ⛸ࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ
㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮ ᖏᒣᆅࡢࡸࡸ‵ࡗࡓ↷ⴥᶞᯘෆࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣࠊከࡃࡢ⏘ᆅࡀ㍕ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ
๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝ࡛ࡶࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆ࡛ࡁ࡞ࡗ
ࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡸᅵᆅ㐀ᡂ㸦㸧࡞࡛⏕⫱ᆅࡢᾘ⁛ࡀῶ
ᑡࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡀぢࡘࡗࡓሙྜࡣࠊ⏕⫱⎔ቃ㓄៖ࡋࡓಖㆤࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ               㸦ὸಖ㞝㸧

シシンラン

12 ,0$*(





Lysionotus pauciflorus Maxim.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ   ࣡ࢱࣂࢥ⛉ *HVQHULDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ᶞᮌ╔⏕ࡍࡿᖖ⥳ᑠపᮌࠋⱼࡣ 㹼 PP ⣽ࡃࠊᶞᖿ
╔⏕ࡍࡿࢥࢣࡢ୰ࢆ㏺࠸ࠊࡲࡤࡽ 㹼 FP ࡢᯞࢆฟࡍࠋ
ⴥࡣᑐ⏕ࠊࡲࡓࡣ 㹼 ᯛࡀ㍯⏕ࡍࡿࠋⴥ㌟ࡣཌ࠸㠉㉁ࠋ㛗ࡉ
㹼FP ࡢᢨ㔪ᙧࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋୖ㒊ࡢⴥ⭆▷࠸ⰼᗎࢆ
ฟࡋ  ⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼෙࡣῐ᱈Ⰽ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋ⟄≧࡛ඛࡣ
ὸࡃ  ࡍࡿࠋⵧᯝࡣ㛗ࡉ 㹼FP ࡢ⥺ᙧ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ఀ㇋༙ᓥཬࡧி㒔௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᖏࡢ⮬↛ᯘ࡛ࠊࢥࢣࡢࡘ࠸ࡓᮌ╔⏕ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
 ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝࡣఀ㇋࡛☜ㄆࡉࢀࡓࡀࠊᅇࡢㄪ
ᰝ࡛ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ኳ↛ᯘࡢఆ᥇㸦㸧ᮌࡢᯤṚ㸦㸧ࠊᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀ
ῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ኳ↛ᯘࡑࢀࢆᵓᡂࡍࡿኴᚄᮌࡢಖࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧








ᯇᕷ ᳜᱂  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




マルバノサワトウガラシ
静岡県カテゴリー

Deinostema adenocaulum (Maxim.) T. Yamaz.

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࢜࢜ࣂࢥ⛉ 3ODQWDJLQDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
୍ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣᇶ㒊ࡽᩘᮏศࢀ┤❧ࡍ
ࡿࠋⴥࡣᑐ⏕ࡋࠊ༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠊᖜ 㹼PP ࡛ 㹼 ᮏ
ࡢ⬦ࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋୖ㒊ࡢⴥ⭆ࡽ⣽㛗࠸ⰼࢆฟ
ࡋࠊ㛗ࡉ PP ࡢῐ⣸Ⰽࡢ  ⰼࢆࡘࡅࡿࠋⵧᯝࡣ༸ᙧ࡛㛗
ࡉ PPࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ㡑ᅜࡢ῭ᕞᓥࠊ୰ᅜࡢ㈗ᕞ┬ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄ
ᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
‵ᆅࡸỈ⏣ࠋ
４. 生育状況
 ᖺ∧ 5'% ࠊ ᖺ௨๓ᯇᕷࡢ୰⏣ᓥᾏᓊ࡛☜ㄆ
ࡉࢀࡓ࠸࠺ሗࡀ㍕ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢᚋࠊ┴ෆ࡛ࡣ☜ㄆࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᾏᓊᩚഛ㸦㸧ࡼࡿ◁㜵ᯘ㛫ࡢ‵ᆅࡢᾘኻࡀῶᑡࡢせᅉ
࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊࡑࡢ⏕⫱⎔ቃ㓄៖ࡋ࡚ಖㆤࡍ
ࡿࡇࠋ                  
㸦ὸಖ㞝㸧

12 ,0$*(






カイジンドウ

Ajuga ciliata Bunge var. villosior A. Gray ex Nakai 

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ        ࢩࢯ⛉ /DPLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ┤❧ࡋࠊⴥࡶከ⣽⬊ࡢ
ⓑ࠸ẟࢆᐦ⏕ࡍࡿࠋ୰㒊ࡢⴥࡣ༸ᙧࡲࡓࡣᗈ༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼
FPࠊᥞ࠸࡞࠶ࡽ࠸㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋୖ㒊ࡢⴥ⭆
ᩘಶࡢⰼࢆᐦ㍯≧ࡘࡅࡿࠋⰼෙࡣ⣚⣸Ⰽ࡛ࠊ⣽࠸⟄㒊ࡢ
㛗ࡉࡣ 㹼PPࠋᯝᐇࡣ  ಶࡢศᯝࡽ࡞ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ
ᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ࡸࡸ࠸ࡓ᫂ࡿ࠸ⴠⴥᶞᯘෆࡸⲡཎ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᐩኈᒣ࿘㎶ศᕸࡍࡿࡀࠊ⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀಶయᩘࡶᑡ࡞ࡃࠊ
ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱⎔ቃ࡛࠶ࡿⲡཎࡢேᕤᯘ㸦㸧ࠊṧᏑⲡཎ࡛ࡣ⟶
⌮㊊ࡼࡿ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ≉࡞ࡋࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧









ᒣ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




ムシャリンドウ
静岡県カテゴリー

Dracocephalum argunense Fisch. ex Link

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղյ㸧ኚ᭦࡞ࡋ         ࢩࢯ⛉ /DELDWDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡢ᩿㠃ࡣ  ゅ࡛ୗྥࡁࡢ⣽ẟ
ࡀ࠶ࡿࠋⴥࡣᑐ⏕ࡋࠊᗈ⥺ᙧ࡛㉁ࡣཌࡃࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ
㹼FPࠋࡲࡓࠊⴥ⭆ᩘಶࡢⴥࢆྀ⏕ࡍࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼
 ᭶ࠋⱼ㡬▷࠸✑ࢆసࡾࠊ㟷⣸Ⰽࡢⰼࢆᐦࡘࡅࡿࠋⰼෙ
ࡣ 㹼FPࠋእ㠃ẟࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣࢩ࣋ࣜᮾ㒊ࠊ୰ᅜ㒊ࠊᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣ
ᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦୰㒊௨㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ศᕸ
ࡋࠊឡ▱┴ࡶศᕸࡢ༡㝈⏕⫱ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
ᖏࡢ᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸ⲡཎࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣࠊఀ㇋༙ᓥࡢ⋞ᓅࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿ
ࡀࠊࡑࡢᚋࠊ☜ㄆࡉࢀࡓሗࡣ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ⲡཎࡢ⟶⌮ᨺᲠ㸦㸧ࡼࡿ᳜⏕ࡢ㑄⛣㸦㸧ࡀῶᑡࡢ
せᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊᐃᮇⓗ࡞ⲡสࡾࡼࡗ࡚ࠊⲡཎࢆ⥔
ᣢ⟶⌮ࡍࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧

ᾏ㐨  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ


ミズネコノオ

Pogostemon stellatus (Lour.) Kuntze

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB（EN㸧㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ               ࢩࢯ⛉ /DPLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
୍ᖺⲡࠋ㧗ࡉࡣ 㹼FPࠋᶓ㉮ࡍࡿᆅୗⱼࡸᯞࢆฟ
ࡉ࡞࠸ࠋⱼࡢ୰࡛ከࡃศᯞࡍࡿࠋⴥࡣ 㹼 ಶࡎࡘ㍯⏕
ࡋࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼FPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼ✑ࡣⱼ
㡬ᯞඛ࡛ࡁࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠊᚄ 㹼 PPࠋⰼࡣⓑⰍࡲࡓ
ࡣῐ⣚Ⰽ࡛ᐦࡘࡃࠋ㢮ఝࡢ࣑ࢬࢺࣛࣀ࢜ࡣከᖺⲡ࡛ࠊᶓ
㉮ࡍࡿᆅୗⱼࡸᯞࡀ࠶ࡾࠊⴥࡣࡩࡘ࠺  ㍯⏕ࠊⰼ✑ࡢ
ᚄࡣ 㹼PP ኴ࠸ࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᮅ㩭༙ᓥࠊᮾ༡ࢪࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ
㸦㛵ᮾ௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫㸦ᚨஅᓥ㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴
ෆ࡛ࡣ୰㒊す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ఇ⪔⏣ࡸప‵ᆅࠋ
４. 生育状況
 ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ⏕⫱ᆅࡣ  ࣨᡤࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ㟼ᒸᕷࡢ㯞
ᶵ㐟Ỉᆅ࿘㎶ಖㆤࡉࢀ࡚࠸ࡿ⏕⫱ᆅࡀ࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
‵ᆅࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࡸ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ཬࡧỈ⏣࡛ࡢ㝖ⲡ
ࡢ⏝㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᨩࡍࡿᇙᅵ✀ᏊࡀⓎⱆࡍࡿࡢ࡛ࠊࡘ࡚ࡢ⏕⫱ᆅࢆ
✚ᴟⓗᨩࡍࡿࡇࠋ         㸦ὸಖ㞝㸧




㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




ミズトラノオ
静岡県カテゴリー

Pogostemon yatabeanus (Makino) Press
絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ         ࢩࢯ⛉ /DPLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ᰿ⱼࢆᘬ࠸࡚⩌⏕ࡍࡿࠋⴥࡣᗈ
⥺ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊ㹼 ಶࢆ㍯⏕ࡍࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ
ⰼ✑ࡣ㛗ࡉ 㹼 FP ࠶ࡾࠊⱼ㡬  ಶࢆ┤❧ࡍࡿࠋⰼࡣ⣚
⣸Ⰽ࡛ᐦ⏕ࡋࠊ㞝ⷁࢆྵࡵࡓ㛗ࡉࡣ  PPࠋⰼ⣒ࡣ⣚⣸Ⰽ࡛
㛗ẟࡀᐦ⏕ࡍࡿࠋศᯝࡣ㛗ࡉ PP ࡛ᬯ〓Ⰽࠋ㏆⦕✀ࡢ࣑
ࢬࢿࢥࣀ࢜ࡣࠊⴥࡀ 㹼 ಶ㍯⏕ࡋ࡚ࠊⰼࡣ㞝ⷁࢆྵࡵࡓ㛗
ࡉ PPࠊⰼ⣒ࡣ▷ẟࡀࡽ࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
పᆅࡢከ‵ᆅࡸ⪔సᨺᲠỈ⏣⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
す㒊࠶ࡗࡓࡀࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ⏕⫱
㐺ᆅࡀᅵᆅ㐀ᡂࡼࡾࡀኻࢃࢀࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏣‵ᆅ㛤Ⓨ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ㎰⸆ࡢᙳ㡪㸦㸧
ࡸᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࠊ㋃ᅽ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
‵ᆅ㛤Ⓨࢆᅇ㑊ࡋ࡚ࠊ⏕⫱ᆅࢆಖㆤಖࡍࡿࡇࡀ㔜せ
࡛࠶ࡿࠋ㋃ᅽࢆ㜵ࡄࡓࡵᮌ㐨ࢆᩜタࡍࡿࡇࡶᚲせ࡛࠶
ࡿࠋ                  㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

キセワタ

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ


Leonurus macranthus Maxim.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ      ࢩࢯ⛉ /DPLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ┤❧ࡋᅄゅᙧࠋⴥࡣ༸ᙧ࠶ࡿ
࠸ࡣ⊃༸ᙧ࡛ࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼FPࠋḞ้≧ࡢ࠶ࡽ࠸㗬ṑ
ࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣୖ㒊ࡢⴥ⭆ᩘಶࡎࡘࡘࡁࠊ⣚⣸
Ⰽ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠊⴟࡣ㛗ࡉ PP ࡛࠶ࡽ࠸ẟࡀ࠶ࡿࠋⰼෙ
ࡣእ㒊ⓑẟࡀᐦ࠶ࡗ࡚ⓑࡃぢ࠼ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜ㝣ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᒣᆅࡸୣ㝠ࡢⲡᆅࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᕝᓊࡢⲡᆅࠋ
４. 生育状況
⌧ᅾ࡛ࡣఀ㇋༙ᓥࡢⲡཎࢃࡎぢࡽࢀࡿࡔࡅ࡞ࡗ
ࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ⲡཎࡢῶᑡ㸦㸧ࠋࡘ࡚ࡣྛᆅࡢⱴสሙ࡞ࡢⲡᆅᗈࡃ
ศᕸࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊⲡᆅࡢேᕤᯘࡶῶᑡࡋࡓࠋ
６. 保護対策
⌧Ꮡࡍࡿⲡཎࢆⅆධࢀⲡสࡾ࡛⥔ᣢࡍࡿࡇࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧









∾அཎᕷ ᖺ  ᭶  ᪥ෆ⸨Ᏹబᙪ



コナミキ

Scutellaria guilielmii A. Gray

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）㸦せ௳㸫ղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࢩࢯ⛉ /DPLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉࡣ 㹼FPࠋⱼࡣ⣽ࡃ┤❧ࡋࠊᇶ㒊࡛ࢃࡎ
ศᯞࡍࡿࠋⱼࡢᆅୗ⣽㛗࠸㉮ฟᯞࡀฟࡿࠋⴥࡣᚰᙧ࡛
ඛࡣࡃࠊ㛗ࡉᖜࡶ 㹼FPࠋ୧㠃ẟࡀ࠶ࡿࠋⰼࡣ  ᭶
ⴥ⭆  ಶࡎࡘࡘࡁࠊⓑⰍ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠋⴟࡣ⭢ࢆࡶ
ࡗࡓ㛤ฟ㌾ẟࡀ࠶ࡿࠋศᯝࡣ⩼ࡀ࠶ࡗ࡚ᚄ⣙ PPࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦༓ⴥ┴௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᾏᓊ㏆࠸ⲡᆅࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣࠊୗ⏣ᕷ㟼ᒸᕷࡢᔂᾏᓊࡀ
グ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ࡢㄪᰝ࡛ࡶࠊᅇࡢㄪ
ᰝ࡛ࡶ⏕⫱ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᾏᓊࡢᩚഛ㸦㸧᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋ
６. 保護対策
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ⏕⫱㐺ࡋࡓ⎔ቃࢆಖࡍࡿ
ࡇࠋ                  㸦ὸಖ㞝㸧

ゴマクサ

12 ,0$*(




Centranthera cochinchinensis (Lour.) Merr.
var. lutea (H. Hara) H. Hara

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB（EN）㸦せ௳㸫ձղյ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࣁ࣐࢘ࢶ࣎⛉ 2UREDQFKDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ  ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
୍ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ┤❧ࡋ࡚ࢇᯞࢆฟࡉࡎⴥࡣཌ
ࡃ⊃ᢨ㔪ᙧ࡛ඛࡣᑤࡾࠊ୧㠃๛ẟࡀ⏕࠼ࡿࠋ⦕ࡣ⦕ᑡᩘࡢ㗬ṑ
ࡀ࠶ࡾࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠋᖜ 㹼FPࠋୖ㒊ࡢⴥࡣᑠᆺ࡛ⱖⴥ࡞ࡿࠋ
ⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⱼࡢୖ㒊✑≧ⰼᗎࢆసࡾࠊ㯤Ⰽ࡞ⰼࢆࡲࡤࡽࡘ
ࡅࡿࠋⰼෙࡣ㚝ᙧ࡛㛗ࡉ FPࠊඛ➃ࡣ㛤࠸࡚  ࡍࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊࣥࢻࢩࢼࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㛵ᮾ௨す㸧ࠊ
ᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
‵ᆅࠊụࠊ‵⏣࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ᒸ⏫ࠊᯇᕷࠊ†すᕷ࡞ࡢグ㘓ࡀ
࠶ࡿࡀࠊ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝཬࡧᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ⏕⫱ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ
࡞ࡗࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
‵ᆅࡢᇙࡵ❧࡚ࡸ⏣㸦㸧ࠊ㝖ⲡᩓᕸ㸦㸧࡞ࡀῶᑡ
ࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
⏕⫱ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ⏕⫱⎔ቃ㓄៖ࡋࡓಖㆤࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧





ף㹎㹇㹖㹒㸿



Utricularia exoleta R. Br.

ミカワタヌキモ
（＝イトタヌキモ）
静岡県カテゴリー

［2004 年版カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）：環境省カテゴリー

１. 種の解説
浮遊性または湿生の一年生または多年生。食虫植物。葉
はごくまばらで捕虫嚢も 1〜2 個である。花期は 8〜10 月。
高さ 5〜15 cm の花茎に花を 1〜3 個つけ、淡い黄色で全幅
3〜4 mm である。
２. 分布
国外ではオーストラリアに、国内では本州、九州、琉球
に分布する。県内では東部と西部に分布する。
３. 生育環境
低地の丘陵地にある湿地やため池に生育する。
４. 生育状況
浜名湖周辺と浮島沼の記録がある。近年生育が確認され
ていない。
５. 減少の主要因と脅威
湿地や池沼の消失（12、15）や水質の悪化（31）がその
要因である。
６. 保護対策
生育地が確認された場合は生育環境に配慮した保護が
必要である。
（内藤宇佐彦）

コタヌキモ

タヌキモ科

絶滅危惧ⅠB 類（EN）（要件−①②）変更なし

愛知県

Lentibulariaceae
絶滅危惧Ⅱ類（VU）］ 

1975 年 8 月 29 日

内藤宇佐彦

Utricularia intermedia Heyne

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）（要件−①②）変更なし
［2004 年版カテゴリー

１. 種の解説
浮遊性または湿生の多年生。食虫植物。水中葉は小型で分
岐し捕虫嚢をつけないが、地中茎にはたくさんの捕虫嚢をつ
ける。花期は 6〜9 月。高さ 5〜15 cm の花茎に花を 1〜5 個つ
け、黄色で全幅 12〜15 mm である。
２. 分布
国外では千島、朝鮮半島より北半球に広く、国内では北海
道、本州、九州に分布する。県内では伊豆、中部、西部の低
地に稀に分布する。
３. 生育環境
湿地や池沼の浅水域に生育する。
４. 生育状況
沼津市と藤枝市の記録がある。近年生育が確認されていな
い。
５. 減少の主要因と脅威
湿地や池沼の消失（12、15）や水質の悪化（31）がその要
因である。
６. 保護対策
生育地が確認された場合は自生地の保全が必要である。
（内藤宇佐彦）



タヌキモ科

Lentibulariaceae

絶滅危惧ⅠB 類（EN）：環境省カテゴリー

12

,0$*(

なし］ 

ヒメタヌキモ

Utricularia minor L.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）（要件−①②）変更なし
［2004 年版カテゴリー

タヌキモ科

絶滅危惧ⅠB 類（EN）：環境省カテゴリー

１. 種の解説
浮遊性または湿生の多年生。食虫植物。葉はまばらで裂片
が二又状に 3〜4 回分岐し、捕虫嚢をまばらにつける。花期は
8〜9 月。高さ 5〜25 cm の花茎に花を 2〜10 個つけ、淡い黄色
で直径 8〜10 mm であるが、開花は稀である。
２. 分布
国外では北半球の温帯〜亜寒帯域に広く、国内では北海道、
本州、四国、九州に分布する。県内では中部と西部に分布す
る。
３. 生育環境
低地や丘陵地にある湖沼、ため池や湿地に生育する。
４. 生育状況
静岡市と浜名湖周辺の記録がある。近年生育が確認されて
いない。
５. 減少の主要因と脅威
湿地や池沼の消失（12、15）や水質の悪化（31）がその要
因である。
６. 保護対策
生育地が確認された場合は自生地の保全が必要である。

12

Lentibulariaceae
準絶滅危惧（NT）］ 

,0$*(

（内藤宇佐彦）

ヒメミミカキグサ
静岡県カテゴリー

Utricularia minutissima Vahl
タヌキモ科

絶滅危惧ⅠB 類（EN）（要件−①②）変更なし
［2004 年版カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）：環境省カテゴリー

１. 種の解説
小型の多年草。食虫植物。糸状の茎と葉が地下に伸びる。
地下部にまばらに捕虫嚢をつけ、花期は 8〜9 月。高さ 1〜
3 cm の花茎に花を 1〜5 個つけ、淡紫色で長さ約 2〜3 mm、
距は前へ向く。
２. 分布
国外ではアジアからオーストラリアに、国内では本州（静
岡県、愛知県、三重県）に分布する。県内では西部に分布
する。
３. 生育環境
低地や丘陵地にある湿地の主として泥上に生育する。
４. 生育状況
浜名湖周辺の記録がある。近年生育が確認されていない。
きわめて小型の植物であり、見落とされているおそれもあ
る。
５. 減少の主要因と脅威
宅地開発で水源が絶たれたことによる湿地の荒廃（23）
と湿地そのものの消失（15）がその要因である。
６. 保護対策
生育地が確認された場合は自生地の保全が必要である。
（内藤宇佐彦）



愛知県

Lentibulariaceae

絶滅危惧ⅠB 類（EN）］

1976 年 8 月 4 日

内藤宇佐彦

ヒメシロアサザ
静岡県カテゴリー

Nymphoides coreana (H. Lév.) H. Hara
［2004 年版カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）：環境省カテゴリー

１. 種の解説
浮葉性の多年草。葉は 1〜3 個つき、卵形または卵状円形
で径 2〜5 cm。花期は 7〜9 月。花は径約 8 mm、白色で中心
は黄色の花である。ガガブタに似ているが、葉も花も小型で、
花冠裂片の縁に毛がある。
２. 分布
国外では朝鮮半島、中国、ベトナムに、国内では本州、四
国、九州、琉球（宮古島、石垣島、西表島、与那国島）に分
布する。県内では西部に分布する。
３. 生育環境
池沼に生育する浮葉植物である。
４. 生育状況
浜松市に生育している。生育地の減少や湿地、池の乾燥化
による縮小の傾向が見られ、生育環境が厳しくなっている。
５. 減少の主要因と脅威
生育地の湿地や池が、土地造成のために埋め立てられ消
失した（15、23）ことや、乾燥化のために生育環境が悪化
（54）したことが要因である。
６. 保護対策
現在残る生育地の保全と乾燥化対策も必要がある。
（内藤宇佐彦）

アズマギク

ミツガシワ科

絶滅危惧ⅠB 類（EN）（要件−①②）変更コード 6

浜松市

Menyanthaceae

絶滅危惧Ⅱ類（VU）］

2002 年 8 月 27 日

杉野孝雄

Erigeron thunbergii A. Gray subsp. thunbergii

静岡県カテゴリー

キク科

絶滅危惧ⅠB 類（EN）（要件―①②）変更なし
［2004 年版カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）：環境省カテゴリー

１. 種の解説
多年草。高さ 20〜30 cm 短い地下茎がある。根出葉は束
生し、へら形で長さ 4.5〜8 cm、幅 1〜2 cm。花期は 4〜7
月。根出葉の間から花茎を出し、その先に 1 個の頭花をつ
ける。頭花は径 3〜3.5 mm。舌状花は雌性で、多数が 3 列に
ならぶ。舌部は青紫色で長さ 15 mm、幅 1.5 mm。筒状花は
両性で黄色。痩果は狭長楕円形で長さ 2 mm、冠毛は帯赤色。
２. 分布
日本固有亜種で、本州（中部地方以北）に分布する。県内
では伊豆、東部、中部に分布する。
３. 生育環境
暖温帯から冷温帯の乾いた草原。
４. 生育状況
かつては広い範囲に生育していたが、草原の減少に伴い
ほとんど見られなくなった。
５. 減少の主要因と脅威
草原の減少（16）と植生遷移（54）、さらに園芸採取（41）
が減少の主要因である。
６. 保護対策
定期的な火入れや刈り払いによって、草原を維持管理す
ること。
（湯浅保雄）



Asteraceae

新潟県

2016 年 5 月 22 日

なし］

宮崎一夫

ネコヤマヒゴタイ

Saussurea modesta Kitam.

（＝キリガミネトウヒレン）
静岡県カテゴリー

［2004 年版カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）：環境省カテゴリー

１. 種の解説
多年草。高さ 35〜70 cm。根出葉や茎の基部の葉は披針形
または線状披針形。葉柄を含めて長さ 15〜25 cm、茎の葉は
茎に沿下する。花期は 8〜10 月。頭花は少数で密散房状につ
く。総苞は長さ 9〜10 mm で紫褐色、くも毛がある。花冠は
長さ約 9 mm で紫色。
２. 分布
日本固有種。国内では本州（関東地方〜中国地方）に、
県内では西部に分布する。
３. 生育環境
山地の湿原。県内では低地の湿原。
４. 生育状況
前回（2004 年）調査では 3 ヶ所で確認されているが、今
回の調査では 1 ヶ所しか確認できなかった。
５. 減少の主要因と脅威
湿原の開発（15）や管理放棄による植生遷移（54）の進
行が減少の主要因である。
６. 保護対策
本県の生育地は高原植物の遺存生育地であり貴重であ
る。生育地が見つかった場合は、適切な管理と保全が必要で
ある。
（湯浅保雄）

アベトウヒレン
静岡県カテゴリー

キク科

絶滅危惧ⅠB 類（EN）（要件−①②）変更なし

伊東市

Asteraceae

絶滅危惧Ⅱ類（VU）］

2012 年 8 月 31 日

加藤 徹

Saussurea nipponica Miq. subsp. savatieri (Franch.) Kitam.
var. savatieri (Franch.) Ohwi
キク科

絶滅危惧ⅠB 類（EN）（要件−①②）変更コード 3
［2004 年版カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）：環境省カテゴリー

１. 種の解説
多年草。高さ 40〜70 cm。茎は直立し翼があり、褐色と黒褐色
の毛がある。下部の茎葉は狭卵形から卵形で、長さ 7〜16 mm、幅
5〜10 mm、あらい鋸歯があり、先端は尾状鋭尖頭、基部は心形。
葉柄は長さ 3〜11 cm で翼がある。花期は 8〜10 月。枝先に散房
状に頭花をつける。総苞は鐘状筒形で長さ 12〜18 mm、径 6〜10
mm。花冠は紅紫色。
２. 分布
日本固有変種で、本州（静岡県）に分布する。県内では中部（安
倍川源流部）に分布する。
３. 生育環境
冷温帯の落葉広葉樹林内と林縁。
４. 生育状況
現在の生育地はシカの近寄れない崖地に限られている。
５. 減少の主要因と脅威
シカによる食害（52-1）が減少の主要因である。
６. 保護対策
シカの食害を防ぐ対策が必要である。
（湯浅保雄）



Asteraceae

静岡市

2002 年 7 月 9 日

なし］

杉野孝雄

ヒメヒゴタイ

Saussurea pulchella (Fisch. ex Hornem.) Fisch.

（＝コウライヒメヒゴタイ）
静岡県カテゴリー

［2004 年版カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）：環境省カテゴリー

１. 種の解説
二年草。高さ 50〜150 cm。茎は直立して稜があり、上部で分
枝する。根出葉は花時には枯れる。茎葉は楕円形で長さ 12〜18
cm、羽状深裂または全縁。花期は 8〜10 月。頭花は径 12〜16 mm
で多数つく。総苞は筒形で長さ 11〜13 mm、総苞片は先端に淡紅
紫色の付属体がある。花冠は紫紅色。冠毛は 2 列。近縁のミヤ
コアザミやキクアザミは総苞片先端に付属体がない。
２. 分布
国外では朝鮮半島、中国、モンゴル、サハリンなどに、国内で
は北海道、本州、四国、九州に分布する。県内では西部、中部、
東部に分布する。
３. 生育環境
丘陵地から低山の日当たりのよい草地や崖地に生育して、蛇
紋岩地にも見られる。
４. 生育状況
産地、産量は少ない。産量は年による消長がある。
５. 減少の主要因と脅威
植生遷移（54）が主要因である。林道の整備拡幅などによる
崖状地の改変（24）、園芸採取（41）なども脅威である。
６. 保護対策
植生遷移を抑制することや、林道法面などに外来種やコンク
リートを吹き付けないことが重要である。
（宮崎一夫）

コウリンカ

キク科

絶滅危惧ⅠB 類（EN）（要件−①②）変更コード 9,18

静岡市

Asteraceae

絶滅危惧Ⅱ類（VU）］

2018 年 10 月 22 日

宮崎一夫

Tephroseris flammea (Turcz. ex DC.) Holub
subsp. glabrifolia (Cufod.) B. Nord.

静岡県カテゴリー

キク科

絶滅危惧ⅠB 類（EN）（要件−①②）変更コード 3
［2004 年版カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）：環境省カテゴリー

１. 種の解説
多年草。高さ 50〜60 cm。茎は直立し枝を分けない。上方は
白色の綿毛が多く、下方は紫色を帯びて角張っている。根葉は
さじ形で翼のある長い柄がある。花期は 7〜9 月。茎の先に散
房状に 6〜13 個の頭花をつける。頭花の径は 3〜4 cm。長い舌
状花は濃い橙色を帯びた赤色である。痩果の長さは 3 mm、密
に毛があり、冠毛は長さ 6.5〜8 mm、汚白色。
２. 分布
国外では朝鮮半島に、国内では本州に分布する。県内では
東部に分布する。
３. 生育環境
温帯の適湿の草原。
４. 生育状況
最近になってシカによる食害で急激に減少した。
５. 減少の主要因と脅威
草原の管理放棄（53）による植生変化（54）。最近ではシ
カによる食害（52-1）で急激に減少している。
６. 保護対策
草刈りなどによる草原の維持とシカによる食害を防ぐこ
と。
（湯浅保雄）



富士宮市

Asteraceae

絶滅危惧Ⅱ類（VU）］

1999 年 9 月 18 日

杉野孝雄

コゴメヒョウタンボク
静岡県カテゴリー

Lonicera linderifolia Maxim. var. konoi (Makino) Okuyama
スイカズラ科

絶滅危惧ⅠB 類（EN）（要件−①②⑤）変更なし    
［2004 年版カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）：環境省カテゴリー

１. 種の解説
落葉低木。葉は楕円形で、長さ 10〜18 mm、幅 5〜8 mm、
先は鋭頭、両面やや長い軟毛がある。花期は 5 月。5〜10
mm の花柄の先に濃紫紅色の 2 花を下垂する。花は 5 数性で
高盆形。長さ約 5 mm、裂片は 5 つ、同形同大で長さ 1.5
mm。液果は球形で 2 個ならんで赤く熟す。径 4 mm。数個の
種子がある。
２. 分布
日本固有変種で、長野県南部（八ヶ岳）と静岡県に分布
する。県内では中部（南アルプス）に分布する。
３. 生育環境
亜高山帯から高山帯。
４. 生育状況
静岡県植物誌（1984）に荒川岳の記録があるが、その後
確認されていない。
５. 減少の主要因と脅威
個体数が少ない植物であり、生育地の環境変化（71）が
減少の主要因と考えられる。
６. 保護対策
生育地周辺では、登山路以外の立ち入りを禁止するなど
の対策が必要である。
（湯浅保雄）

イワツクバネウツギ

長野県

Caprifoliaceae

絶滅危惧ⅠB 類（EN）］

2017 年 6 月 5 日

室伏幸一

Zabelia integrifolia
(Koidz.) Makino ex Ikuse et S. Kuros.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）（要件−②）変更なし   
［2004 年版カテゴリー

スイカズラ科

絶滅危惧ⅠB 類（EN）：環境省カテゴリー

１. 種の解説
落葉低木。高さ 2 m 以下。枝には 6 条の縦溝がある。葉は
対生し、倒卵形から披針状長楕円形。長さ 2.5〜7 cm、幅 1
〜3.2 cm。基部はふくらんで相対する葉と合着する。花期は
5〜6 月。枝の先端に 2 花をつける。萼片は 4 個。花冠は白色
で淡紅色を帯びる。筒部は長さ 8〜15 mm。先端は 4 裂片に分
かれる。
２. 分布
日本固有種で、本州（中西部）、四国、九州に分布する。
県内では西部に分布する。
３. 生育環境
石灰岩地、稀に蛇紋岩地に生育する。
４. 生育状況
産地は限られており、個体数も少ない。
５. 減少の主要因と脅威
産地は限られており（61）、生長の速い他の植物との競合
（71）が減少の主要因である。
６. 保護対策
生育地を消失させないことと、生長の速い隣接木の整理が
必要である。
（湯浅保雄）



Caprifoliaceae

絶滅危惧Ⅱ類（VU）］

浜松市(植栽) 2008 年 8 月 11 日

宮崎一夫

ヤマナシウマノミツバ
静岡県カテゴリー

Sanicula kaiensis Makino et Hisauti
セリ科

絶滅危惧ⅠB 類（EN）（要件−①②⑤）変更なし   
［2004 年版カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）：環境省カテゴリー

１. 種の解説
多年草。高さ 15 cm、花後に 80 cm に達す。茎は直立し、ふ
つう枝分かれせず、先端に 2 枚の葉をほぼ対生につける。根生
葉には柄があるが、対生葉はほぼ無柄。葉は 3 深裂し、裂片は
長楕円形、縁に鋭い鋸歯と切れ込みがある。花期は 5〜6 月。茎
頂に 1〜5 個の複散形花序をつけ、白色または紫色を帯びた花
をつける。果実は楕円体、長さ約 4 mm。
２. 分布
日本固有種で、本州（山梨県、長野県、静岡県）に分布する。
県内では東部に分布する。
３. 生育環境
冷温帯の落葉広葉樹林内。
４. 生育状況
静岡県植物誌（1984）には、小山町の三国山地と富士宮市の
毛無山の記録があるが、前回（2004 年）調査でも今回の調査で
も確認できなかった。
５. 減少の主要因と脅威
森林伐採（11）による生育環境の変化とシカによる食害（521）が減少の主要因と考えられる。
６. 保護対策
落葉広葉樹林の針葉樹林への林種転換を避けること。生育地
が見つかったら、シカよけの柵を設置すること。
（湯浅保雄）

フキヤミツバ

Sanicula tuberculata Maxim.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）（要件−①②）変更なし
［2004 年版カテゴリー

山梨県

１. 種の解説
小型の多年草。高さ 8〜20 cm。根出葉は細長い柄があ
り、径 1.5〜3 cm、5 全裂する。花茎状の茎があり、頂部
には葉状の総苞片が対生してつき 3 深裂する。花期は 4〜
5 月。花は緑色または白色で小さい。
２. 分布
国外では朝鮮半島中南部に、国内では本州（静岡県以
西）、四国、九州に分布する。県内では西部に分布してお
り、静岡県は東限自生地である。
３. 生育環境
低山地の明るい二次林内に生育する。
４. 生育状況
浜松市北区に生育する。個体数はごくわずかである。
５. 減少の主要因と脅威
生育地の林の伐採（11）や遷移進行（常緑樹の生育に
よる被陰）（54）によって容易に消滅するおそれがある。
６. 保護対策
産地は少ないので生育地が消失しないようにし、植生遷
移を抑制して保護を図る必要がある。
（内藤宇佐彦）



絶滅危惧ⅠB 類（EN）］

2019 年 7 月 7 日

セリ科

絶滅危惧ⅠB 類（EN）：環境省カテゴリー

浜松市

Apiaceae

室伏幸一

Apiaceae

絶滅危惧Ⅱ類（VU）］

2013 年 3 月 31 日

内藤宇佐彦

ヌマゼリ

Sium suave Walter var. nipponicum (Maxim.) H. Hara

（＝サワゼリ）
静岡県カテゴリー

セリ科

絶滅危惧ⅠB 類（EN）（要件−①②⑤）変更なし   
［2004 年版カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）：環境省カテゴリー

１. 種の解説
多年草。高さは 60〜100 cm。茎は中空で稜がある。葉は
1 回羽状複葉で小葉は対生して 7〜9 個。側小葉は細長く長
披針形で無柄、長さ 3〜10 cm。花期は 7〜9 月。枝先にやや
小さい複散形花序をつけ、白色の花を多数つける。花弁は 5
枚、雄蕊 5 本。果実は倒卵形で長さ 3 mm。果実の断面はほ
ぼ五角形である。
２. 分布
国外では中国北部、朝鮮半島に、国内では北海道、本州、
四国、九州に分布する。県内では中部、西部に分布する。
３. 生育環境
池沼の岸や湿地に生える。
４. 生育状況
静岡県植物誌（1984）に静岡市と湖西市の記録があるが、
前回（2004 年）調査でも今回の調査でも確認できていない。
５. 減少の主要因と脅威
沼沢地（12）や湿地の開発（15）が減少の主要因であろ
う。
６. 保護対策
生育地が見つかったら、最適な生育環境で保護すること。
（湯浅保雄）



宮崎県

Apiaceae

絶滅危惧Ⅱ類（VU）］

2002 年 9 月 29 日

内藤宇佐彦



スギラン

Huperzia cryptomerina (Maxim.) Dixit

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ ࣄ࢝ࢤࣀ࢝ࢬࣛ⛉ /\FRSRGLDFHDH
㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ᶞᮌ╔⏕ࡍࡿᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋⱼࡣ  ᅇ๓ᚋᯞศࢀࢆࡋࠊ
㛗ࡉ 㹼FP 㐩ࡍࡿࠋ୍ぢጼࡣࢺ࢘ࢤࢩࣂఝࡿࡀࠊ
ⴥࡣ⥺≧ᢨ㔪ᙧࡽ⊃ᢨ㔪ᙧ࡛⥳Ⰽࡽ῝⥳Ⰽࠊ㠉㉁࡛
⦕ࠊ㛗ࡉࡣࡸࡸᥞ࠸࡛ࠊඛ➃ࡣ㗦㢌ࠋୖ㒊ࡢⴥࡣ⊃ࡃࠊ
ࡸࡸ▷ࡃ࡞ࡿࠋ⬊Ꮚᄞࡣᯞ➃㏆ࡃࡘࡃࡀࠊ⬊Ꮚᄞ✑࠸
࠺ࡲࡲࡾࡣ࡞࠸ࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊྎ‴ࠊࣥࢻࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊ
ᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ┴Ⅼᅾศᕸࡍ
ࡿࡀࠊఀ㇋㸦ኳᇛᒣ㸧ࠊᮾ㒊㸦ᐩኈᒣࠊឡ㮚ᒣ㸧ከ࠸ࠋ
３. 生育環境
ᒣᯘࡢ᳃ᯘᖏࠊᶞୖ╔⏕ࡍࡿࡢࡀࡩࡘ࠺ࡔࡀࠊ⛥ࡣ
ᒾୖ╔⏕ࡍࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋ
４. 生育状況
┴ࡢᒣᯘ୰⏕⫱ࡍࡿࡀࠊ⏘ᆅࡶ㝈ࡽࢀࠊಶయᩘࡶࡈࡃᑡ
࡞࠸ࠋᙉ㢼ࡼࡾ╔⏕ᮌࡀಽࢀࡓࡾࠊᮌࡣಽࢀ࡞ࡃ࡚ࡶࢫࢠࣛ
ࣥࡑࡢࡶࡢࡀ྿ࡁⴠࡉࢀࡿࡇࡶከ࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᒣᯘࡢᶞᮌఆ᥇㸦㸧ࡸྂᮌࡢᯤṚ࡞⮬↛㑄⛣㸦㸧ࡼ
ࡿῶᑡࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋᅬⱁ᥇㞟㸦㸧ࡼࡿῶᑡࡶⴭࡋ࠸ࠋ
６. 保護対策
 ྂᮌ╔⏕ࡍࡿࡇࡀከࡃࠊᒣᯘ୰ࡢᶞᮌఆ᥇ࢆ㜵ࡄᑐ⟇
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦⣽ဴ✑㸧

ミズニラ



ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ

Isoetes japonica A. Braun

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ       ࣑ࢬࢽࣛ⛉ ,VRHWDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
Ỉ⏕ࡢኟ⥳ᛶࢩࢲࠋሢⱼࡣ 㹼 FPࠊᗏࡣὸࡃ  ศࡍࡿࠋⴥ
ࡣ᮰⏕ࡋࠊ㛗ࡉ 㹼 FPࠋỈ῝࡞ࡢ᮲௳ࡼࡾኚ␗ࡀࡁ
ࡃࠊ ⛸ࡢ࠶ࡿᰕ≧࡛ඛ➃ࡣḟ➨⣽ࡃ࡞ࡿࠋᇶ㒊ࡣᗈࡀࡗ
࡚༸≧࡞ࡾࠊ⬊Ꮚᄞࢆࡘࡅࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ
࡛ࡣྛᆅศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ࡓࡵụࠊụࠊ‵ᆅࠊỈ⏣࡞ỿỈ࠶ࡿ࠸ࡣᢳỈࡋ࡚⏕⫱
ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⏕⫱⎔ቃࡢ≉Ṧᛶࡽῶᑡഴྥࡀⴭࡋ
࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ụ࣭‵ᆅࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࠊࡓࡵụࡢᨵಟ㸦㸧ࠊỈ⏣ࡢ⏣
㸦㸧ࡸ㎰⸆⏝ࡼࡿỈ㉁ᝏ㸦㸧࡞ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ࡍࡿỈ‵ᆅࡢಖㆤࠊỈ⏣࡛ࡣ⌧ᅾࡢ⪔సᙧែ⥔ᣢࡀ㔜
せ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧







ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ





ヒメハナワラビ
静岡県カテゴリー

Botrychium lunaria (L.) Sw.

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࣁࢼࣖࢫࣜ⛉ 2SKLRJORVVDHDH
  㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ᑠᆺࡢኟ⥳ᛶࢩࢲࠋ᰿ⱼࡣ⣽࠸ᰕ≧ࠋⴥࡣඹ㏻ࡢඛ
࡛ᰤ㣴ⴥ⬊Ꮚⴥศࢀ࡚࠸ࡿࠋᰤ㣴ⴥࡣ▷ࡀ࠶ࡾࠊ
༢⩚≧」ⴥ࡛⩚∦ࡣᡪᙧࠊ㹼 ᑐ࠶ࡗ࡚㡬⩚∦ࢆ㝖࠸࡚
ࡰྠᙧࠋ⬊Ꮚⴥࡣ⥲≧ࡲࡓࡣ㗽≧࡛  ᅇ⩚≧ࠊ⬊Ꮚ
ᄞࢆᐦࡘࡅࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ༙⌫㸦 ᖏ࿘ᴟᆅᇦ㸧ࠊ༡༙⌫㸦࢜ࢭࢽ
ࡢ㧗ᒣ㸧ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦୰㒊௨㸧ศ
ᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ὸಖ㞝
ள㧗ᒣᖏཬࡧ㧗ᒣᖏࡢࠊ᪥ࡢࡼࡃᙜࡓࡿᒾ♟ᆅࡸⲡཎ
⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡶ㝈ࡽࢀࠊಶయᩘࡶࡁࢃࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋ⏕⫱⎔ቃࡢᝏ
ࡼࡾࠊⴭࡋࡃῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
Ⓩᒣ⪅ࡢ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࠊ᳜⏕㑄⛣㸦㸧࡞ࡀῶᑡࡢせ
ᅉ࡛࠶ࡿࠋᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 Ⓩᒣ㐨ࡢᣦᐃࡼࡾࠊⓏᒣ⪅ࡢ㋃ࡳࡘࡅࡸᅬⱁ᥇ྲྀࢆ㜵ࡂࠊ
⏕⫱⎔ቃᙳ㡪ࢆ࠼࡞࠸ࡼ࠺࡞ᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
                      㸦⣽ဴ✑㸧

マツバラン

Psilotum nudum (L.) P. Beauv.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࣐ࢶࣂࣛࣥ⛉ 3VLORWDFHDH
 㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ᑠ㹼୰ᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋ㛗ࡉࡣ FP ๓ᚋ㐩ࡍࡿࠋᬮᆅ࡛
ᶞୖ╔⏕ࡔࡀࠊ᪉࡛ࡣᒾୖ╔⏕ࡀከࡃࠊᆅୖࡶぢࡿࠋ
ⱼࡣᆅୖⱼࠊᆅୗⱼศࢀࠊᆅୗⱼ᰿ࡣ࡞ࡃ௬᰿ࡀ࠶ࡿࠋ
ᆅୖⱼࡣཪ≧ᩘᅇศᒱࡍࡿࠋⴥࡣ࡞ࡃࠊⱼ㫣∦≧ࡢᑠ✺㉳
ࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊྎ‴ࠊ୰ᅜࡽୡ⏺ࡢள⇕ᖏ㹼⇕ᖏᆅᇦ
ᗈࡃࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦ᐑᇛ┴ࠊ▼ᕝ┴௨༡ࠊ௨す㸧ࠊᅄᅜࠊ
ᕞࠊᑠ➟ཎࠊἈ⦖ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣྛᆅศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᆅࡢపᒣᆅࠊᒣ㯄ࡢᶞୖࡸᒾୖ╔⏕ࠊࡣᓴᆅࠊᆅୖ
⏕⫱ࡍࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋ
４. 生育状況
┴ෆ⮬⏕ᆅࡀⅬᅾࡍࡿࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⏕⫱ᆅ࡛ࡢಶయᩘࡣ
ᑡ࡞ࡃࠊಶయࡢࡁࡉࡶᑠࡉ࠸ࡶࡢࡀከ࠸ࠋᕷ⾤ᆅ࿘㎶ࡢ▼ᇉ
࡞ぢࡿࡶࡢࡣࠊከࡃࡣ᱂ᇵရࡽࡢ㐓ฟ࡛࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᶞᮌࡢఆ᥇࡞ࡢᒣᯘࡢ㛤Ⓨ⾜Ⅽ㸦㸧࡛⃭ῶࡋ࡚࠸ࡿࠋỤ
ᡞ௦ࡢ᫇ࡽࠊほⴥ᳜≀ࡋ࡚᱂ᇵࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ᪥ࡶ࡞࠾
ᅬⱁ⏝᥇ྲྀࡉࢀࡿࡇ㸦㸧ࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅ࡛ࡣࠊᒣᯘࡢఆ᥇ࡸ㛤Ⓨࡼࡿࠊ⏕⫱ᆅࡢ⎔ቃ◚ቯ࡞
ࡢᙳ㡪ࢆ⏕ࡌࡉࡏ࡞࠸ᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ  㸦⣽ဴ✑㸧





㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ 㟷ᓥ୍ᶞ



シロヤマゼンマイ
静岡県カテゴリー

Osmunda banksiifolia (C. Presl) Kuhn 

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ       ࢮ࣐ࣥ⛉ 2VPXQGDFHDH
  㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋⴥ㛗ࡣ P ๓ᚋ㐩ࡍࡿࠋⴥࡣ㛗
ࡃࠊ㫣∦ࡣࡘ࡞࠸ࠋⴥࡣ㠉㉁࡛⾲㠃ගἑࡀ࠶ࡿࠋⴥ㌟ࡣ
༢⩚≧࡛⩚∦ࡣⴥ㍈ rࡢ⊃࠸ゅᗘࡘࡁࠊᇶ㒊
㛵⠇ࡀ࠶ࡿࠋୗ㒊ࡢ⩚∦⬊Ꮚᄞ⩌ࡀࡘ࠸࡚ࠊ࡞ᙧ
ᛶࢆ࿊ࡍࡿࠋ⬊Ꮚᄞ⩌ࡢࡘ࠸ࡓ⩚∦ࡣ〓Ⰽ࡛ࠊ▷ࡃᑠࡉ࠸ࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊ୰ᅜࠊࣇࣜࣆࣥࠊࣥࢻࢩࢼࠊࢪࡢ
⇕ᖏࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴ࠊḷᒣ┴㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊ
ᑠ➟ཎࠊ⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋㸦ᪧ㈡ⱱᮧ㸧す㒊
ศᕸࡍࡿࠋ
∾அཎᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝
３. 生育環境
ᬮᆅࡢᒣᆅᯘୗࡢᯘᗋࡸᯘ⦕ࠊὶ㏆ࡃࡢ‵ࡗࡓᓴᆅ࡞
⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡀᒁ㝈ࡉࢀࠊ⏕⫱ᆅ࡛ࡢಶయᩘࡶᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᯘ㐨ࡢᩚഛ㸦㸧ࠊἙᕝࡢᨵಟࡸ㛤Ⓨ㸦㸧ࠊᒣᯘࡢఆ᥇㸦㸧
࡞ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢᝏࡀᚰ㓄ࡉࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 Ἑᕝࡢᨵಟࠊᒣᯘࡢఆ᥇ࡢ㝿ࠊ␃ពࡍࡿࠋ⥭ᛴಖㆤࡢ᪉⟇
ࢆㅮࡎࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ            㸦⣽ဴ✑㸧

サンショウモ

Salvinia natans (L.) All.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࢧࣥࢩࣙ࢘ࣔ⛉ 6DOYLQLDFHDH

   㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ᾋ㐟ᛶࡢ୍ᖺ⏕ࢩࢲࠋⱼࡣ㛗ࡉ 㹼FP ࡞ࡾࠊⴥࡣྛ⠇
୕㍯⏕ࡍࡿࠋⴥࡣᑐ⏕ࡍࡿᾋⴥ࡞ࡗ࡚Ỉ㠃ᾋࡧࠊ
୍ⴥࡣỈ୰ⴥ࡛⣽ࡋ࡚᰿≧࡞ࡾࠊỈ୰ᆶࢀࡿࠋᾋⴥࡣ
༢ⴥ࡛ᴃ㹼㛗ᴃᙧࠊ㢌ࠊ㛗ࡉࡣ  FP ࡛ᖜࡣ  FP
௨ୗ࡛࠶ࡿࠋ⾲㠃ࡣᑠ᮰ẟࢆᐦࡘࡅࠊ㠃ࡣ㌾ẟࢆࡘ
ࡅࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊࣥࢻࢩࢼࠊࣥࢻࠊࣟࢩࠊ
࣮ࣚࣟࢵࣃࠊ⡿ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ
ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ
┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
పᆅࡢỈ⏣ࠊụࡢỈ㠃ᾋ㐟ࡋ࡚⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㐲Ụࡢ༡㒊పᆅ࡛ࡣࠊ᪥ࡶྛᆅⅬᅾࠊ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ
ࡢࠊࡘ࡚ぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡢᆅ༊࡛ࡣࠊⴭࡋࡃῶᑡࡋࠊ
ࢇぢࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ụࡸỈ㊰ࡢᾘኻ㸦ࠊ㸧ࠊỈ⏣ࡢ⪔ᆅᩚ⌮ࡸᾘኻ㸦㸧
ࡶከࡃࠊ᪤⤯⁛ࡋࡓᡤࡀከ࠸ࠋỈ⏣㝖ⲡࡸ㎰⸆ࡶᙅ࠸
ࡼ࠺࡛ࠊࡇࢀࡼࡿỈ㉁ࡢᝏ㸦㸧ࡶᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
６. 保護対策
 పᆅỈ⏣ࠊụࡢ⏕⫱⎔ቃ㓄៖ࡋࡓಖㆤᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋụࡸỈ㊰ࡢᩚഛᕤࡶẼࢆ㓄ࡾࠊⰋ
ዲ࡞⏕⫱⎔ቃࡢ⥔ᣢࡀᮃࡲࢀࡿࠋ㸦⣽ဴ✑㸧







アカウキクサ

Azolla imbricata (Roxb. ex Griff.) Nakai

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࢧࣥࢩࣙ࢘ࣔ⛉ 6DOYLQLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ᾋ㐟ᛶࡢᑠᆺᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋⱼࡣỈ㠃࡛Ỉᖹఙࡧ࡚ศᒱࡋࠊ
ⴥᑡᩘࡢ᰿ࢆ⏕ࡌࡿࠋ᳜≀యࡣ୕ゅᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋⴥ
ࡣ↓࡛㛗ࡉ PPࠋⱼࡶ⾲㠃⢏≧✺㉳ࡀᐦ⏕ࡍࡿࠋ
᰿ࡣศᒱࡋ࡚Ỉ୰ỿࡳࠊ㛗࠸᰿ẟࡀ࠶ࡿࠋ⬊Ꮚᄞ⩌ࡣ⛅௨㝆
ᡂ⇍ࡋࠊ⬊Ꮚࡣከᩘࡢᾋ㐟ჾᐁࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᮅ㩭༙ᓥ༡㒊ࠊྎ‴ࠊࣥࢻ࡞ࠊᅜෆ
࡛ࡣᮏᕞ㸦ᮾி㒔ᮾᾏᆅ᪉௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫ศ
ᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
Ỉ⏣ࠊụࠊ⁁࡞ࠋ
４. 生育状況
ࡘ࡚ࡣ┴す㒊ᗈࡃศᕸࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ࡢ
ㄪᰝࡣ  ࣨᡤࠊᅇࡣࢃࡎ  ࣨᡤ࡛☜ㄆࡉࢀࡓ㐣ࡂ
࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
㎰⸆ࡢ⏝㸦㸧Ỉ⏣ࡢᅡሙᩚഛ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ
࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 Ỉ⏣࡛⏕⫱ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࡽࠊ㎰⸆ࡢ⏝ࢆṆࡵࠊ᭷ᶵ㎰ἲ
࡛✄సࢆ⾜࠸ࡓ࠸ࠋ            㸦ὸಖ㞝㸧

オオアカウキクサ
静岡県カテゴリー

12 ,0$*(




Azolla japonica (Franch. et Sav.) Franch. et Sav. ex Nakai

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ  ࢧࣥࢩࣙ࢘ࣔ⛉ 6DOYLQLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
 ᖖ⥳ࡢᾋ㐟ᛶᑠᆺỈ⏕ࢩࢲࠋⱼࡣỈ㠃࡛⩚≧ศᒱࡍࡿࠋ
ⴥࡣ㫣∦≧࡛⏕ࡋ࡚ᐦ⏕ࡍࡿࠋ㛗ࡉࡣ⣙ PP ࡛ࠊⴥ㠃ࡢ✺
㉳ࡣࢇ࡞࠸ࠋ᰿ࡣỈ୰ఙࡧࡿࡀ᰿ẟࡀ࡞࠸ࠋ⬊Ꮚᄞ
⩌ࡣึኟࡽኟᡂ⇍ࡍࡿࠋ
２. 分布
 ᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞࠊ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ
୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࡀࠊ≉ᮾ㒊す㒊ከ࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
 పᆅࡢ†ࠊ㣴㫐ሙࡢ㊧ᆅࠊỈ⏣ࡸࡑࡢỈ㊰ࠊἙᕝࡢṆỈ
ΎỈ⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝
ᇦ࡞ࡢỈ㠃ᾋ㐟ࡋ࡚⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
 ྛᆅࡢపᆅࡢỈ⏣ᆅᖏⅬᅾࡍࡿࠋ᮲௳ࡀࡼࡅࢀࡤࠊỈ⏣ࡸ
ụ⩌⏕ࡍࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋỈ⏣ࡢᾘኻࡼࡾ⤯⁛ࡋࡓᡤࡶ
ࡩ࠼࡚ࡁࡓࠋ㎰⸆ࡸ㝖ⲡࡶᙅ࠸ࡼ࠺࡛⃭ῶࡋࡓࡀࠊ㏆ᖺࡣ
୍㒊ࡢᡤ࡛άࡢࡋࡶぢࡽࢀࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
 Ỉ⏣ᆅᖏࡢᩚഛ࣭ᾘኻ㸦㸧ࠊỈ㊰ࡢᨵಟ㸦㸧࡞ࡼ
ࡿῶᑡࡶከ࠸ࠋࡉࡽࠊ㎰⸆ࠊ㝖ⲡࡢ⏝㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛
࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
Ỉ⏣ࠊࡑࢀక࠺Ỉ㊰ࡢᨵಟ࡞ࡀῶᑡࠊ⤯⁛ࡢ༴ᶵࢆᣍ࠸
࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡇࢀࡽࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢᝏࢆ㜵ࡄ᪉⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㸦⣽ဴ✑࣭ὸಖ㞝㸧







ユノミネシダ

Histiopteris incisa (Thunb.) J. Sm.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋࢥࣂࣀࢩ࢝ࢢ࣐⛉'HQQVWDHGWLDFHDH



 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲ㸦┴ෆ࡛ࡣ༙ᖖ⥳㸧ࠋⴥࡣඛ➃ࡢᡂ㛗
ࡀࡲࡽ࡞࠸ࡓࡵࠊⴥ㌟ࡣ 㹼P ࡲ࡛㐩ࡍࡿࠋ
᰿ⱼࡣ㛗ࡃ㏺࠸ࠊᚄ  FP ࢆ㉸࠼ࡿࠋⴥࡣ㛗ࡉ 㹼
FPࠊᇶ㒊࡛ᚄ FP ࡶ࠶ࡾࠊᬯ〓Ⰽ࡛ගἑࡀ࠶ࡿࠋ
ⴥࡢࡣࡸࡸ⢊ⓑ࡞ࡿࠋⴥ㌟ࡣ 㹼 ᅇ⩚≧ࠊ⬊Ꮚᄞ⩌
ࡣᑠ⩚∦ࡢ㎶㐃࡞ࡾࠊഇໟ⭷࡛そࢃࢀࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊ୰ᅜࠊࣇࣜࣆࣥࠊᮾ༡ࢪࠊ࣮࢜ࢫ
ࢺࣛࣜࠊኴᖹὒㅖᓥࠊࣇࣜ࢝ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㟼ᒸ

┴ࠊḷᒣ┴㸧ࠊᕞࠊ⌰⌫ࠊఀ㇋ㅖᓥศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ
すఀ㇋⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ⣽ဴ✑
࡛ࡣఀ㇋す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᆅࡢࠊྥ㝧ᆅࡔࡀࡸࡸ‵₶࡞ᯘෆࡸᯘᗋࠊὶἢ࠸࡞
ࡢᆅୖ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣࡁࢃࡵ࡚ᒁ㝈ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡣ⩌⏕ࡍࡿᡤࡶ࠶ࡿࡀࠊ
ᚋࡢ⏕⫱⎔ቃࡢ⥅⥆ࡀᚰ㓄࡛࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᯘ㐨ࡢᩚഛᕤ㸦㸧ࠊࢲ࣒ᘓタ㸦㸧ࠊᒣᯘࡢᶞᮌఆ᥇
㸦㸧࡞ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢᝏࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡣศᕸࡢ㝈ᆅ࠸࠺㈗㔜࡞ሙᡤ࡛࠶ࡿࠋᯘ㐨ࡢᩚഛࠊᒣᯘࡢఆ᥇࡞ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢ◚ቯࡢ
⬣ጾ␃ពࡋ࡞ࡀࡽࠊᣐⅬಶᡤࢆỴࡵ࡚ࡢ⏕⫱ᆅࡢಖㆤࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㸦⣽ဴ✑㸧

タキミシダ
静岡県カテゴリー

Antrophyum obovatum Baker
絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ      ࢩࢩࣛࣥ⛉ 9LWWDULDFHDH
㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ%㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ᑠᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋⴥࡣከࡃࡣ FP ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡀࠊ⎔ቃࡀ
ࡼࡅࢀࡤ  FP ࡲ࡛㐩ࡍࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋࡸࡸ㛗࠸༸㹼
㛗ᴃᙧࡢⴥࢆᩘᯛࡘࡅࠊⴥ㌟ࡣࡣࡗࡁࡾࡋࡓⴥ㍈ࡣ࡞࠸ࠋ
⬦ࡣ⥙≧࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊⴥ⫗ࡀཌࡃ࡚ぢ࠼࡞࠸ࠋ⬊Ꮚᄞ⩌ࡣ
ⴥࡢ❑ࢇࡔὸ࠸⁁ࡘࡁࠊⴥ㠃యᗈࡀࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊ୰ᅜࠊࣥࢻࢩࢼࠊࢱࠊࣥࢻࠊᅜෆ࡛
ࡣᮏᕞ㸦༓ⴥ┴௨すࠊᐩᒣ┴௨༡㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣྛᆅศᕸࡋ࡚࠸ࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᆅࡢᒣᆅᯘෆࠊ࠶ࡿ࠸ࡣὶ㏆ࡃࡢࡸࡸ‵ࡗࡓᒾቨࡸᒾୖ
ὠᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ
ࠊࢥࢣ㢮ࡶ╔⏕ࡋࠊ⏕⫱ࡍࡿࠋ

４. 生育状況
⏘ᆅࡣ┴Ⅼᅾࡍࡿࡀࠊ⏕⫱ሙᡤࡣᒁ㝈ࡉࢀࠊಶయᩘࡣࡁ
ࢃࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᒣᯘࡢᶞᮌఆ᥇㸦㸧࡞ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢ⇱ࠊ⎔ቃࡢ
ᝏࠊᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀ⤯⁛ࡸῶᑡࡢ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢ⏕⫱⎔ቃࡢಖㆤࡀᚲせ࡛ࠊᒣᯘࡢᶞᮌఆ᥇ࡸᯘ㐨ࡢ
ᩚഛ࡞ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢ⇱ࢆ㜵Ṇࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸦⣽ဴ✑㸧







ナカミシシラン
静岡県カテゴリー

Haplopteris fudzinoi (Makino) E. H. Crane 

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ       ࢩࢩࣛࣥ⛉ 9LWWDULDFHDH
 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ᑠ㹼୰ᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋⴥࡣ㛗ࡉ 㹼 FP 㐩ࡋࠊ
ⴥ㌟ࡣ⥺ᙧࠊᖜࡣ 㹼 PP ࡛⫗㉁࡛࠶ࡿࠋ୰⫘ࡣ㠃࡛ࡸࡸ㝯
㉳ࠊᖜᗈࡃࠊ㠃ࡶᑡࡋ㝯㉳ࠊࡑࡢ୧ഃ᫂░࡞  ᮲ࡢ⁁ࡀ
࠶ࡿࠋ⏕ែࠊᙧែࡶఝࡓࢩࢩࣛࣥࡣࠊ⾲㠃ࡢ⁁ࡀ  ᮲࡛࠶
ࡿࡇ࡛ࠊ༊ู࡛ࡁࡿࠋ
２. 分布
 ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦ᮾி㒔௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋㸦ኳᇛᒣ㸧ࠊᮾ㒊㸦ឡ㮚ᒣ㸧ࠊす㒊㸦
㐲㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
῝ᒣࡢᒣᯘෆࠊᶞᖿࡸᒾቨࠊᒾୖ╔⏕ࡋ࡚⏕⫱ࡋࠊୗᆶࡍ
ࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡀᒁ㝈ࡉࢀࠊᩘᑡ࡞࠸⏘ᆅ࡛ࡶಶయᩘࡣᑡ࡞ࡃࠊῶᑡࠊ
⤯⁛ࡢ༴ᶵ࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
㝈ࡽࢀࡿ⏕ᜥᆅࡢᾘኻ㸦㸧࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋᒣᯘࡢᶞᮌఆ
᥇㸦㸧࡞ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃᝏࡶ⬣ጾ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
６. 保護対策
 ╔⏕᳜≀ࡢሙྜࠊఱࡶᮏ✀㝈ࡽࢀࡿヂ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ╔⏕ࡍࡿ
ᶞᮌࡢಖㆤࡀ➨୍⩏ⓗ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ⏕⫱ᆅࡢᒣᯘఆ᥇ࡼࡿ
⎔ቃࡢᙳ㡪ࢆ㜵ࡄࡇࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ     㸦⣽ဴ✑㸧

アイコハチジョウシダ
静岡県カテゴリー



ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ

Pteris laurisilvicola Sa. Kurata

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձ㸧㸸ኚ᭦࡞ࡋ           ࢜ࣔࢲ࢝⛉ $OLVPDWDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
୰ᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲ㸦┴ෆ࡛ࡣ༙ᖖ⥳㸧ࠋⴥ㛗 F 㐩
ࡍࡿࠋⴥ㌟ࡣ  ᅇ⩚≧」ⴥ࡛ࠊ⩚∦ࡣࡸࡸᩳୖࠊ୰ኸ㒊ࡀᗈ
ࡃ࡞ࡾࠊᇶ㒊ࡣᴂᙧࡽษᙧࠋྡࡢࠕࠖࡣ୰㛫ࢆព
ࡋࠊࢽࢩࣀࢥࣁࢳࢪࣙ࢘ࢩࢲࣁࢳࢪࣙ࢘ࢩࢲࣔࢻ࢟ࡢ୰㛫
ⓗ࡞≉ᚩࢆࡶࡘࡀࠊ⬊Ꮚṇᖖ࡛ࠊ㞧✀࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴ࠊ⣖ఀ༙ᓥ㸧ࠊᅄ
ᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋㸦ୗ⏣ᕷࠊ༡ఀ㇋⏫㸧ࠊᮾ
㒊㸦ὠᕷ㸧ࠊ୰㒊㸦㟼ᒸᕷ㸧ศᕸࡍࡿࠋ㟼ᒸ┴ࡣศᕸ㝈
࣭ᮾ㝈ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᆅᒣᆅࡢᒣᯘෆࡸⲡᆅࠊ㐨ἢ࠸⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏕⫱ᆅࡣᒁ㝈ࡉࢀࠊಶయᩘࡶᑡ࡞ࡃࠊࡘ࡚▱ࡽࢀࡓ⏕⫱ᆅ
࡛ࡶࠊࡣ▱ࡽࢀ࡞࠸ᡤࡀከ࠸ࠋఀ㇋࡛ࡣࠊ ᬮࡼࡿศᕸ
ࡢୖࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ⏕⫱㐺ᆅࡣࡲࡔᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅࡣᒁ㝈ࡉࢀ㸦㸧ࠊฟ⌧ࡋ࡚ࡶࡑࡢᚋࡢ⎔ቃኚ㸦㸧
࡛ぢࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡿࡇࡀከ࠸ࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࠊ࿘㎶ࡢᒣᯘࡢఆ᥇ࠊᯘ㐨ࡢᨵಟ࡞ࡼࡿ⎔ቃኚ
ࢆ㜵ࡄᚲせࡀ࠶ࡿࠋ             㸦⣽ဴ✑㸧




㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝





ハチジョウシダモドキ

Pteris oshimensis Hieron.


㸦㸻ࢥࣁࢳࢪࣙ࢘ࢩࢲ㸧
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࣀࣔࢺࢯ࢘⛉ 3WHULGDFHDH
 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
୰㹼ᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋࣁࢳࢪࣙ࢘ࢩࢲఝࡿࡀࠊⴥ㉁ࡣ
ࡸࡸⷧࡃࡸࡸ㠉㉁ࠋ༢⩚≧」⏕࡛⩚∦ࡣᖜࡀࡰᖹ⾜ⓗ࡛ᇶ
㒊ࡣᗈᴂᙧࠋⴥ㍈ࡣ rࡢゅᗘ࡛ᩳୖࡋ࡚ฟࡿࠋⴥࡣ
㛗ࡉ FP 㐩ࡋࠊ⩚∦ࡣ 㹼 ᑐࠊୗࡽ  ␒┠
ࡲ࡛ࡢ⩚∦ࡣࡰྠ㛗ࠊୗ㒊⩚∦ᑠࡀ࠶ࡿࠋ᭱ୗ⩚∦እ
ഃ 㹼 ಶࡢ㛗࠸ᑠ⩚∦ࢆฟࡍࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊࣥࢻࢩࢼࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ（༓ⴥ┴ࡽ
⣖ఀ༙ᓥ㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋㸦ఀ㇋ᕷࠊ

Ἑὠ⏫ࠊᪧ㈡ⱱᮧ㸧࡞ศᕸࡍࡿࠋ
すఀ㇋⏫Ᏻᇛᓁ  ᖺ  ᭶  ᪥ ⣽ဴ✑
３. 生育環境

ᬮᆅࡢᒣᆅࡢᯘୗࡸᖹᆅࡢᯘෆ⛥⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
４. 生育状況
ఀ㇋ᆅ᪉ࡢᩘࣨᡤ⏕⫱ࡀ㝈ᐃࡉࢀࠊಶయᩘࡶ୍⯡ᑡ࡞
࠸ࡀࠊ⎔ቃࡀࡼ࠸ࡓࡵࠊሙᡤࡼࡗ࡚ࡣᑠ⩌ⴠࢆసࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᯘ㐨ᩚഛᕤ㸦㸧ࡸᶞᮌఆ᥇㸦㸧࡞ࡼࡿ⏕⫱⎔
ቃࡢᝏࡀ⬣ጾ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᒣᯘࡢᶞᮌఆ᥇ࠊᑠἙᕝࠊ㇂ࡢᩚഛᕤࠊᯘ㐨ࡢᨵಟ࡞
࡛ࠊ⏕ᜥ⎔ቃࡢᝏᙳ㡪ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺࡞ᑐ⟇ࢆㅮࡎࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋ               㸦⣽ဴ✑㸧

ヒノキシダ

Asplenium prolongatum Hook.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ   ࢳࣕࢭࣥࢩࢲ⛉ $VSOHQLDFHDH



 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
୰ᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋ᰿ⱼࡣ▷ࡃᩳୖཪࡣ┤❧ࡋࠊⴥࢆྀ⏕
ࡍࡿࠋⴥࡣ  ᅇ⩚≧」⏕࡛ࠊ㛗ࡉ FP ๓ᚋ㐩ࡍࡿࠋ୰㍈
ࡢඛ➃ࡣఙ㛗ࡋ࡚↓ᛶⱆࢆࡘࡅࡿࠋ⬊Ꮚᄞ⩌ࡣࠊᑠ⩚∦ෆഃ
ࡢ㎶ᐤࡾ  ࡘࡎࡘࡘࡁࠊ⥺ᙧ࡛ࠊྠᙧࡢໟ⭷そࢃࢀࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊྎ‴ࠊ୰ᅜࠊࣥࢻࢩࢼࠊࣥࢻࠊࢫ
ࣜࣛࣥ࢝ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴ࠊ⣖ఀ༙ᓥ㸧ࠊᅄᅜࠊ
ᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋す㒊ศᕸࡍࡿࠋ㟼ᒸ┴ࡣศ
ᕸࡢ㝈ࠊᮾ㝈ᆅࠋ
３. 生育環境
ᬮᆅࡢᒣᆅᯘෆࡢὶἢ࠸ࡢᒾୖࠊᒾቨ╔⏕ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ఀ㇋ࡣᮾᾏᓊࠊすᾏᓊࢆ୰ᚰࠊⅬᅾࡔࡀ⏘ᆅࡣ⤖ᵓከ࠸ࠋ
↓ᛶⱆ࡛⦾Ṫࡍࡿࡢ࡛ࠊ⩌ⴠࡀᙧᡂࡉࢀࡿࡇࡶከ࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᶞᮌఆ᥇㸦㸧ࡸἙᕝᨵಟ㸦㸧ࠊࢲ࣒ᘓタ㸦㸧ࠊᯘ㐨
ᩚഛ㸦㸧࡞ࡀࡁ࡞⬣ጾ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
６. 保護対策
 ࿘ᅖࡢᒣᯘఆ᥇ࡸᯘ㐨ᩚഛࡣࠊ⏕⫱ᆅࡢ᪥ᙜࡓࡾࢆࡼࡃࡋ
ࡓࡾ✵୰‵ᗘࢆపୗࡉࡏࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓࡇ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ⏕
ᜥᆅࡢ⎔ቃᙳ㡪ࡀ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿࡇࡀᚲせࠋ㸦⣽ဴ✑㸧




ὠᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ⣽ဴ✑





ホソバショリマ
静岡県カテゴリー

Thelypteris beddomei (Baker) Ching

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࣄ࣓ࢩࢲ⛉ 7KHO\SWHULGDFHDH
 㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
୰ᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲ㸦㟼ᒸ┴࡛ࡣኟ⥳ᛶ㸧ࠋ᰿ⱼࡣ㛗ࡃ㏺
࠸ࠊࡑࡢඛ➃㏆ࡃⴥࢆࡸࡸᐦ⏕ࡋ࡚ࡘࡅࠊ⩌ⴠࢆ࡞ࡍࠋ
ⴥࡣ┤❧ࡋࠊ ᅇ⩚≧῝ࠋⴥ㌟ࡣಽᢨ㔪ᙧ࡛㗦ᑤ㢌ࠋୗ
㒊⩚∦ࡣࡔࢇࡔࢇ▷ࡃ࡞ࡾࠊⴭࡋࡃ▷ࡃ࡞ࡗ࡚ࢇ⪥
∦≧࡞ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊྎ‴ࠊ୰ᅜࠊࣇࣜࣆࣥࠊࣥࢻࢿ
ࢩࠊࣥࢻࠊࢫࣜࣛࣥ࢝ࠊࢽ࣮ࣗࢠࢽࠊᅜෆ࡛ࡣᮏ
ᕞ㸦㟼ᒸ┴ࠊᒱ㜧┴ࠊ୕㔜┴ࠊᗈᓥ┴㸧ࠊᅄᅜ㸦ᚨᓥ┴ࠊ
ឡ┴㸧ࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊㸦ᐩኈᐑᕷ㸧
ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝
ศᕸࡍࡿࠋ

３. 生育環境
ᬮᆅࡢ‵ཎࡸᒣᆅᯘෆࡢࡸࡸ‵ࡗࡓᆅୖࠊᯘ⦕ᩳ㠃࡞
⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣࡈࡃ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⩌ⴠࡣṧࡗ࡚࠸ࡿࡀẼᜥ
ࠎࡢ⏕⫱ᆅࡶ࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
‵ཎࡢ㛤Ⓨ⾜Ⅽ㸦㸧ࠊ࿘㎶ࡢᶞᮌఆ᥇㸦㸧ࠊ㐨㊰
ᩚഛᕤ㸦㸧࡞ࡀ⏕ᜥᆅᾘኻࡸ⎔ቃᝏࢆࡲࡡࡃࠋ
６. 保護対策
 ᮏ✀⏕⫱ᆅࡣᐩኈᐑᕷࡢኳ↛グᛕ≀ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊ⎔ቃࡢಖ࡞ࠊಖㆤ⾜ᨻࡀࡋࡗࡾᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡣᛮࢃࢀ࡞࠸ࠋ㸦⣽ဴ✑㸧

テバコワラビ

Athyrium atkinsonii Bedd.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࣡ࢹࣥࢲ⛉ :RRGVLDFHDH
 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ᆺࡢኟ⥳ᛶࢩࢲࠋ᰿ⱼࡣ▷ࡃ㏺࠸ࠊⴥࡣᐦ᥋ࡋ࡚ࡘࡁࠊⴥ
㛗 㹼FPࠊᗈ༸ᙧࡲࡓࡣ୕ゅ≧༸ᙧ࡛ࠊ୕ࠊᅄᅇ⩚≧」
⏕ࡍࡿࠋ⩚∦ࠊᑠ⩚∦ࡣ᭷࡛⏕ࠊᑠ⩚∦ࡣෆඛ࡛࠶ࡿࠋ
∦ࡣᗈᴃᙧ࡛ࠊ㢌ࠊᑠ㗬ṑ⦕ࠋ⬊Ꮚᄞ⩌ࡣࡸࡸ୰⫘ᐤࡾ
⨨ࠊ㎶⦕ᑠṑ∳ࡢ࠶ࡿᑠࡉ࡞ໟ⭷ࢆࡶࡘࠋ
２. 分布
 ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊ୰ᅜࠊࣥࢻࠊࢿࣃ࣮ࣝࠊࣃ࢟ࢫࢱࣥࠊᅜ
ෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㛵ᮾࠊ୰㒊ࠊ㏆␥㒊ࠊᒣཱྀ┴㸧ࠊᅄᅜࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦㟼ᒸᕷ㸧す㒊㸦ᪧᮏᕝ᰿⏫㸧ศ
ᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᒣᆅࡸ㧗ཎࡢᯘෆࠊᯘᗋࠊࡸࡸ‵₶࡞㇂㛫࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣᒁ㝈ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊಶయᩘࡶࡁࢃࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋᯘ㐨ἢ࠸
ࡢࠊேࡢࡼࡃṌࡃᡤࡶぢࡽࢀࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᯘ㐨ᩚഛᕤ㸦㸧ࠊᶞᮌఆ᥇㸦㸧࡞ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢ
⎔ቃᝏࡸࠊ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࡼࡿᙳ㡪ࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ๓㡯グ㍕ࡋࡓ⬣ጾࡽ⤯⁛ࢆ㜵ࡄᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
㸦⣽ဴ✑㸧




㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ






Diplaziopsis cavaleriana (H. Christ) C. Chr.

イワヤシダ

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ       ࣡ࢹࣥࢲ⛉ :RRGVLDFHDH



 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ᆺࡢኟ⥳ᛶࢩࢲࠋ᰿ⱼࡣ┤❧ࡲࡓࡣᩳୖࠊⴥࢆྀ⏕ࡍࡿࠋ
ⴥ㌟ࡣᢨ㔪㹼ᗈᢨ㔪ᙧ࡛ࠊ㛗ࡉ  FP ࡲ࡛࡞ࡿࠋⴥࡣ
ⷧࡃࡸࢃࡽ࠸ⲡ㉁ࠊ㡬⩚∦ࡀࡣࡗࡁࡾࡋࡓ༢⩚≧ࠋ㡬⩚∦ࠊ
ഃ⩚∦ࡣྠ࡛ྠᙧࠋⴥᇶ㒊ࡣ㯮〓Ⰽࡢ㫣∦ࠋ⬊Ꮚᄞ⩌
ࡣ୰⫘㏆ࡃ୪ࡧࠊࡇࢀࢆໟ⭷ࡀໟࡳ㎸ࢇ࡛ࢯ࣮ࢭ࣮ࢪ≧
࡞ࡿࠋࠕ࣡ࣖࠖࡣឡ┴ᒾᒇᑎࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ᕷኳᇛᒣ୰ࡢᩘࣨᡤ⏘ࡍࡿࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᆅࡢᒣᆅᯘෆࠊࡸࡸ㝜‵࡞ᯘୗ⛥⏕⫱ࡍࡿࠋ≉ࢫ
ࢠࡢᯘୗከ࠸ࠋ
４. 生育状況
ኳᇛᒣ୰ࡢࡈࡃࢃࡎ࡞ᡤ⏕⫱ࡍࡿࡔࡅ࡛ࠊ⩌ⴠࢆసࡗ࡚
࠸ࡿᡤࡶ࠶ࡿࡀࠊಶయᩘࡣከࡃ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᒣᯘఆ᥇࡞㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢᝏ࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㏆ᖺࡣࠊࢩ࢝ࡢ㣗ᐖ㸦㸧ࡼࡿ⬣ጾࡉࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᒣᯘࡢᶞᮌఆ᥇ࠊἙᕝࡢᨵಟࠊᯘ㐨ࡢᩚഛ࡞ࡼࡿ⏕⫱ᆅ
ࡢ⇱ࠊ⎔ቃࡢᝏࢆ㜵ࡂࡓ࠸ࠋ
㸦⣽ဴ✑㸧

イヨクジャク
静岡県カテゴリー



 ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝

Diplazium okudairae Makino
絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࣡ࢹࣥࢲ⛉ :RRGVLDFHDH
 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
୰ᆺࡢኟ⥳ᛶࢩࢲࠋࣀࢥࢠࣜࢩࢲఝࡿࡀࠊⴥ㌟ࡣ㠉㉁
࡛᰿ⱼࡣࡸࡸ▷ࡃࠊⴥࡣ᥋㏆ࡋ࡚ฟࡿࠋⴥࡣ FP ࡲ
࡛࡛ࠊ༢⩚≧ࠋ⩚∦ࡣ 㹼 ᑐ࡛ࠊ⩚∦ᇶ㒊ୖഃࡁ
࡞⪥∦ࢆࡶࡘࠋୖ㒊⩚∦ᇶ㒊ࡣⴥ㍈ἢ╔ࡋࠊ⩚≧῝ࡢ
㡬⩚∦ࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡞ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴௨す
ࡢኴᖹὒഃ㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋㸦ኳ
ᇛᒣ㸧ࠊᮾ㒊㸦ឡ㮚ᒣ㸧ศᕸࡋࠊ㟼ᒸ┴ࡀศᕸࡢᮾ㝈࡛
࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᆅࡢᒣᯘୗࡢὶἢ࠸࡞ࠊࡸࡸ㝜‵࡞ᆅୖ⏕ࡎࡿࠋ
４. 生育状況
┴ෆ࡛ࡣࡈࡃ⛥⏕ᜥࡍࡿࡇࡀศࡗ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ
᰿ⱼࢆఙࡤࡋ࡚⦾Ṫࡍࡿࡀࠊࡁ࡞⩌ⴠࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᒣᯘࡢᶞᮌఆ᥇࡞㸦㸧ࡼࡿ⎔ቃኚࡼࡾࠊῶᑡࡋ
࡚࠸ࡿࠋ㏆ᖺࡣࢩ࢝ࡢ㣗ᐖ㸦㸧ࡶ┠❧ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
６. 保護対策
 ᒣᯘࡢᶞᮌఆ᥇ࠊἙᕝࡢᨵಟࠊᯘ㐨ᨵಟ࡞ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢ
⇱࡞⎔ቃࡢᝏࢆ㜵ࡄᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸦⣽ဴ✑㸧




ఀ㇋ᕷ

ᐩኈᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝





ニセコクモウクジャク
静岡県カテゴリー

Diplazium virescens Kunze
var. conterminum (H. Christ) Sa. Kurata

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࣡ࢹࣥࢲ⛉ :RRGVLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋࢥࢡࣔ࢘ࢡࢪࣕࢡࡢኚ✀ࠋⴥࡣ㛗ࡉ
Pࠊᖜ FP 㐩ࡍࡿࠋⴥୗ㒊ࡢ㫣∦ࡣ㯮㹼㯮〓Ⰽࠋ
ⴥ㌟ࡣ  ᅇ⩚≧ࠋ᭱ୗ⩚∦ࡣ᫂░࡞ࢆࡶࡘࠋᑠ⩚∦ࡣὸ㹼
୰ࠊᇶ㒊ࡣษᙧ㏆࠸ࠋ⬊Ꮚᄞ⩌ࡣ㛗ᴃᙧ࡛㎶⦕ᐤࡾ
ࡘࡃ㸦ࢥࢡࣔ࢘ࢡࢪࣕࢡࡣ୰⫘㎶⦕ࡢ୰㛫ࡘࡃࠋ㸧
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࠊࢱࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦⚄ዉᕝ
┴㹼⣖ఀ༙ᓥࡢኴᖹὒᓊ㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫ิᓥศᕸࡍ
ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᒣᆅᯘୗࡢ㇂➽࡞ࡸࡸ‵Ẽࡢከ࠸ሙᡤ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏕⫱ᆅ࡛ࡣ᰿ⱼࡀ㏺ࡗ࡚⦾Ṫࡍࡿࡢ࡛ࠊ⩌ⴠࢆసࡿࠋࡋ
ࡋࠊᅵ◁ᔂⴠࡸᒣᯘఆ᥇࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿᡤࡶ࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
Ἑᕝᨵಟ㸦㸧ࠊᓴᔂࢀ࡞ࡢ⮬↛⅏ᐖ㸦㸧ࠊᯘ㐨ᩚ
ഛ㸦㸧ࠊᒣᯘఆ᥇㸦㸧ࡼࡾῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢᒣᯘఆ᥇ࠊᯘ㐨ࡢᣑᖜ࡞ࡢᨵಟᕤࠊἙᕝୖὶ
㒊ࡢ㛤Ⓨ࡞ࡼࡿ⎔ቃࡢᝏࢆ㜵ࡂࡓ࠸ࠋ
              㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ࣭⣽ဴ✑㸧

アオキガハラウサギシダ
静岡県カテゴリー

†すᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman
var. aokigaharaense Nakaike

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ       ࣡ࢹࣥࢲ⛉ :RRGVLDFHDH
  㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
୰ᆺࡢኟ⥳ᛶࢩࢲࠋ࢘ࢧࢠࢩࢲࡢኚ✀࡛࠶ࡿࠋⴥ㌟ࡣ  ᅇ
⩚≧」⏕ࡍࡿࠋⴥࠊⴥ㍈ࡀ↓ẟ࡛࠶ࡿࡇࡣ࢘ࢧࢠࢩࢲఝ
ࡿࡀࠊⴥ㌟ᙧࡣ࢘ࢧࢠࢩࢲ࣡࢘ࢧࢠࢩࢲࡢ୰㛫ⓗ࡞ᙧ
ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋୗࡽ  ␒┠ࡢ⩚∦ࡶࡀ࠶ࡿࡢࡀ≉ᚩࡔࡀࠊ
ࡇࡢ  ␒┠ࡢࡀ᫂░࡛࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ᮾᆅ᪉༡㒊ࠊ㛵ᮾᆅ᪉ࠊ୰㒊ᆅ᪉㸧
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊㸦ᑠᒣ⏫ࠊᐩኈᐑᕷ㸧ࠊ୰㒊㸦㟼ᒸ
ᕷ㸧ศᕸࡍࡿࠋ㟼ᒸ┴ࡣศᕸ༡㝈࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
ᒣᆅᯘୗࡢࡸࡸ㝜‵࡞ᒾቨ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᰿ⱼࡀ㏺࠺ࡇ
࡛⦾Ṫࡍࡿࡢ࡛ࠊᑠつᶍ࡞ࡀࡽ⩌ⴠࢆసࡿࠋ
４. 生育状況
⏕ᜥᆅࡶᒁ㝈ࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊྛ⏕⫱ᆅ࡛ࡢಶయᩘࡶᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
㑄⛣ࡢ㐍⾜㸦㸧ࠊᶞᮌఆ᥇㸦㸧ࡼࡿ⇱ࠊⓏᒣ㐨ࡢ
㏆ࡃ࡛ࡢ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࡼࡿῶᑡࠊ⤯⁛ࡢ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᒣᯘఆ᥇ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢ⇱ࠊⓏᒣ㐨ࡢᩚഛࠊⓏᒣ⪅ࡼ
ࡿ㋃ࡳࡘࡅ࡞ࢆ㜵ࡂࡓ࠸ࠋ         㸦⣽ဴ✑㸧





ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ⣽ဴ✑







イワウサギシダ
静岡県カテゴリー

Gymnocarpium jessoense (Koidz.) Koidz.

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ      ࣡ࢹࣥࢲ⛉ $WK\ULDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ኟ⥳ᛶࢩࢲࠋ᰿ⱼࡣ㛗ࡃᶓ㉮ࡋ࡚ᬯ〓Ⰽࠋⴥࡣ㛗ࡉ 㹼
FPࠋⴥ㌟ࡣ୕ゅ≧㛗༸ᙧࠋⴥࡣ㛗ࡉ 㹼FPࠊ⣽ࡃ࡚⭢ẟ
ࡀ࠶ࡾᇶ㒊㫣∦ࡀ࠶ࡿࠋ᭱ୗ⩚∦ࡣ➨  ⩚∦ࡼࡾᑡࡋࡁ
ࡃ᭷࡛࠶ࡿࠋ⬊Ꮚᄞ⩌ࡣ∦ࡢ㎶⦕ࡢ㏆ࡃࡘࡁࡰᙧ
࡛࠶ࡿࠋ㏆⦕✀ࡢ࢜࢟࢞ࣁࣛ࢘ࢧࢠࢩࢲࡣ➨  ⩚∦ࡶ᭷
࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ༙⌫ࡢ ᖏࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦ዉⰋ┴
௨ᮾ㸧ࠊᅄᅜศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศ
ᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ள㧗ᒣᖏࡢⲡᮏ㢮ࡀࡲࡤࡽ࡞⺬⣠ᒾࡸ▼⅊ᒾࡽ࡞ࡿᒾ
♟ᆅ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣගᓅࠊⲨᕝᓅ࿘㎶ᒁ㝈ࡍࡿࠋᰴᩘࡣࡁࢃࡵ࡚ᑡ
࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡸ㋃ᅽ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ࣐ࢽࡼ
ࡿ᥇ྲྀ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 Ⓩᒣ㐨ࢆ㎽ᅇᣦᐃࡋ࡚㋃ᅽࢆ㍍ῶࡍࡿࠋ   㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

カツモウイノデ
静岡県カテゴリー



㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍

Ctenitis subglandulosa (Hance) Ching

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձ㸧ኚ᭦࡞ࡋ      ࢜ࢩࢲ⛉ 'U\RSWHULGDFHDH
  㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ᆺࡢᖖ⥳ࢩࢲࠋⴥࡣ P ௨ୖ㐩ࡍࡿࠋ᰿ⱼࡣᩳୖࠊⴥ
ୗ㒊ࡣ㛗࠸⥺ᙧࡢⲔ〓Ⰽࡢ㫣∦ࡀᐦ⏕ࠊⴥࠊⴥ㍈ࡣ〓Ⰽ
࡛ᢨ㔪ᙧࡢ㫣∦ࡀࡣࡾࡘࡃࠋⴥ㌟ࡣ༸≧୕ゅᙧ࡛  ᅇ⩚≧῝
ࡍࡿࠋ⬊Ꮚᄞ⩌ࡣᑠ⩚㍈㏆ࡃࡘࡁࠊໟ⭷ࡣᙧ࡛㎶⦕ࡣつ
๎ࡅࠊ⭢≧ࠊẟ≧ࡢ✺㉳ࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊ୰ᅜࠊࣇࣜࣆࣥࠊࣥࢻࢩࢼࠊࣥࢻࠊ
ᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦༓ⴥ┴ࠊ㟼ᒸ┴ࠊ⣖ఀࠊᓥ᰿┴㸧ࠊᅄᅜ㸦ኴᖹ
ὒഃ㸧ࠊᕞࠊ⌰⌫ࠊఀ㇋ㅖᓥศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊ୰
㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᒣᆅࡢ㇂㛫ࠊᯘୗࡢࡸࡸ‵ࡗࡓࡇࢁࡽᑿ᰿➽ࡲ࡛⏕ࡌࠊ
⩌⏕ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᡤࡼࡗ࡚ࡣ⩌⏕ᆅࡶ࠶ࡿࡀࠊከࡃࡣᑠ⩌ⴠ࡛ಶయᩘࡣᑡ
࡞࠸ࠋ୰㒊ࠊす㒊ࡢ⏘ᆅࡶᴟ⛥࡛ࠊಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᒣᯘఆ᥇㸦㸧ࡼࡾࠊ⤯⁛ࡋࡓᡤࡶฟ࡚ࡁࡓࠋ⮬↛⅏ᐖ
㸦㸧ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿᡤࡶ࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᒣᯘఆ᥇ࡸᯘ㐨ᩚഛᕤ࡞࡛ࠊ⏕ᜥᆅࡢ⎔ቃࡀᨵኚࡉࢀ
ࡓࡾࡋ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸦⣽ဴ✑㸧




∾அཎᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝



イズヤブソテツ
静岡県カテゴリー

Cyrtomium atropunctatum Sa. Kurata

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ      ࢜ࢩࢲ⛉ 'U\RSWHULGDFHDH
  㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋⴥࡣ  P 㐩ࡋࠊ᰿ⱼࡣሢ≧ࠊⴥ
㌟ࡣ༢⩚≧ࠋ㡬⩚∦ࡣ᫂ࡽ࡛ࠊഃ⩚∦ࡣ 㹼 ᑐࠊᗈᢨ㔪
ᙧ࡛୧⦕ࡣࡸࡸᖹ⾜ⓗ࡛࠶ࡿࠋ⪥∦ࡣࢇ࡞࠸ࠋⴥࡢ⾲㠃
ࡣࡸࡸ㯮ࡢ࠶ࡿ⥳Ⰽࠊ⬊Ꮚᄞ⩌ࡣ⩚∦ࡢ୰ᩓᅾࠊໟ⭷ࡢ୰
ᚰࡣ㯮〓Ⰽ࡛ࠊ㎶ࡣࡸࡸつ๎ษࢀࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦Ⲉᇛ┴ࠊ⚄ዉᕝ┴௨す㸧ࠊᕞศᕸ
ࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋୰㒊ศᕸࡍࡿࠋఀ㇋ࡣᮏ✀ࡢᇶ‽⏘ᆅ
࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᆅࡢᯘෆࡸὶἢ࠸࡞㝜‵࡞ሙᡤࡢᆅୖ⏕⫱ࡍࡿࠋ
≉ࢫࢠࡢேᕤᯘୗከ࠸ࠋ
４. 生育状況
ᒣᆅᯘୗⅬᅾศᕸࡋࠊಶయᩘࡣᑡ࡞ࡃࠊ⛥࡛࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᶞᮌఆ᥇㸦㸧ࠊᯘ㐨࣭Ἑᕝࡢᨵಟ㸦ࠊ㸧ࠊࢲ࣒ᘓタ
㸦㸧ࠊ㏆ᖺࡣࢩ࢝ࡢ㣗ᐖ㸦㸧ࡢᙳ㡪ࡶཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᒣᯘࡢఆ᥇ࠊ㐨㊰ᨵಟࠊἙᕝᨵಟ࡞࡛ࠊ⏕⫱ᆅࡢ⎔ቃᙳ
㡪ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸦⣽ဴ✑㸧

ヒロハヤブソテツ
静岡県カテゴリー

すఀ㇋⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ⣽ဴ✑

Cyrtomium macrophyllum (Makino) Tagawa

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࢜ࢩࢲ⛉ 'U\RSWHULGDFHDH
  㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ᆺࡢᖖ⥳ᛶࡢࢩࢲࠋⴥࡣ㛗ࡉ P ๓ᚋ㐩ࡍࡿࠋⴥ
ୗ㒊㯮〓Ⰽࠊ༸㹼ᢨ㔪ᙧࡢ㫣∦ࠋࡁࡃ࡚ᖜᗈ࠸㡬⩚∦
ࡢୗ 㹼 ᑐࡢഃ⩚∦ࡀ࠶ࡿࠋഃ⩚∦ࡣᙧ࡛ࠊ⪥∦ࡣ࡞
࠸ࠋ⬊Ꮚᄞ⩌ࡣⴥᩓᅾࠊໟ⭷ࡣ⥳Ⰽࡽ⅊ⓑⰍ࡛ࠊࡸ
ࡸ᪩ⴠᛶ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊࣄ࣐ࣛࣖࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦༓ⴥ┴௨
すࠊ᪂₲┴బΏ௨༡㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ
ఀ㇋ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᆅࡢᒣᆅᯘୗࠊࡸࡸ㝜‵࡞ሙᡤࡢᯘෆ⏕ࡎࡿࠋ
４. 生育状況
ఀ㇋࡛ࡣྛᡤⅬᅾศᕸࡍࡿࡀࠊಶయᩘࡣྛᡤࡶᑡ࡞
࠸ࠋ୰㒊ࠊす㒊ࡣ⏘ᆅ⮬యࡶᑡ࡞ࡃࠊಶయᩘࡶᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᶞᮌఆ᥇㸦㸧ࠊほᐹ㊰ࡸᯘ㐨ࡢᩚഛ㸦㸧ࠊࢩ࢝ࡢ㣗ᐖ
㸦㸧࡞ࡼࡿ⤯⁛ࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ᒣᯘࡢᶞᮌఆ᥇ࡸࠊἙᕝỈ㊰ࡢᨵಟࠊᩚഛࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢᾘ
ኻ࡞ࠊ⏕⫱⎔ቃᙳ㡪ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡼ
ࢀᛮࡗ࡚࡞ࡉࢀࡿほᐹ㊰ࡢᩚഛ࡞ࡶὀពࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ                   㸦⣽ဴ✑㸧





ఀ㇋ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ⣽ဴ✑





ツクシヤブソテツ
静岡県カテゴリー

Cyrtomium macrophyllum (Makino) Tagawa
var. tukusicola (Tagawa) Tagawa

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࢜ࢩࢲ⛉ 'U\RSWHULGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
୰㹼ᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋࣄࣟࣁࣖࣈࢯࢸࢶࡢኚ✀࡛࠶ࡿࠋ
ⴥ㌟ࡣ 㹼FP ࡛ࠊ㛗ᴃ㹼ᗈᢨ㔪ᙧࠋ㡬⩚㎶ࡢୗ 㹼
 ᑐࡢഃ⩚∦ࡀ࠶ࡾࠊࡇࡢഃ⩚∦ࡣᖜࡸࡸ⊃ࡃࠊᇶ㒊ࡣ
ࡳࢆࡶࡓࡎᴂᙧ࡞ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦༓ⴥ┴ࠊᰣᮌ┴௨すࠊ㛗
㔝┴௨༡㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊ୰㒊ࠊ
す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᆅᯘୗࡢ㝜‵࡞ᡤࠊὶἢ࠸࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ྛᆅⅬᅾศᕸࡍࡿࡀࠊࡶࡶ⏕⫱ሙᡤࡣᑡ࡞࠸ୖࠊྛ
⏕⫱ᆅ࠾࠸࡚ࡶಶయᩘࡣࡈࡃᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᶞᮌఆ᥇㸦㸧ࠊᯘ㐨ࡢᩚഛ㸦㸧࡞ࡼࡾࠊ⏕⫱ᆅ⮬
యࡢᾘኻࠊ⤯⁛ࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ㔝⏕ື≀ࡢ㣗ᐖ㸦㸫㸧ࡢᙳ
㡪ࡶཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᒣᯘࡢఆ᥇ࠊἙᕝࡢᨵಟ࡞ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢᾘኻࠊᮏኚ✀
ࡢ⤯⁛ࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ⏕⫱⎔ቃᙳ㡪ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ              㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

ホオノカワシダ
静岡県カテゴリー

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ

Nothoperanema shikokiana (Makino) Ching

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࢜ࢩࢲ⛉ 'U\RSWHULGDFHDH
  㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋⴥࡣ㛗ࡉ FP ๓ᚋ㐩ࡋࠊ᰿ⱼࡣᩳ
ୖࡍࡿࠋⴥࠊⴥ㍈㯮〓Ⰽࠊᗈᢨ㔪ᙧࡢ㫣∦ࢆᐦ⏕ࡍࡿࠋ
ⴥ㌟ࡣ㛗༸ᙧ࡛  ᅇ⩚≧」⏕ࡋࠊ᭱ୗ⩚∦ࡀ᭱࡞ࡿࠋ⬊
Ꮚᄞ⩌ࡣࡸࡸ୰⫘ᐤࡾࡘࡁࠊໟᶍࢆḞࡃࠋࠕ࣍࢜ࣀ࢝࣡ࠖ
ࡣࠊ㧗▱┴㡲ᓮᮔࡢᕝᒣᅉࡴࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦⚄ዉᕝ┴௨すࠊ⚟┴௨
༡ࡢࡋ࡚ኴᖹὒഃ㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ
ఀ㇋㸦ኳᇛᒣ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᆅࡢᒣᆅᯘୗࠊὶἢ࠸ࡢᯘෆ࡞ࠊࡸࡸ㝜‵࡞ሙᡤࡢ
ᆅୖ⏕ࡎࡿࠋ
４. 生育状況
ఀ㇋༙ᓥࡢ୰༡㒊⏕⫱ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊྛ⏕⫱ᆅ࡛ࡢ
ಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᒣᯘఆ᥇㸦㸧ࠊἙᕝᨵಟ㸦㸧ࠊᯘ㐨ᩚഛ㸦㸧࡞
ࡼࡿ⎔ቃᝏ࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᒣᯘఆ᥇ࠊἙᕝᨵಟ࡞ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢᾘኻࢆ㜵ࡂࠊῶᑡࠊ
⤯⁛ࢆ㜵ࡄᚲせࡀ࠶ࡿࠋ          㸦⣽ဴ✑㸧






Ἑὠ⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝



ヌカイタチシダマガイ
静岡県カテゴリー

Dryopteris simasakii (H. Itô) Sa. Kurata

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࢜ࢩࢲ⛉ 'U\RSWHULGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋࢾ࢝ࢱࢳࢩࢲࣔࢻ࢟ࢧࢦࢡ࣋ࢽࢩࢲ
ࡢ୰㛫ⓗᛶ㉁ࢆࡶࡘࠋⴥ㠃ࡣගἑࡀᑡ࡞ࡃࠊⴥࡣ  ᅇ⩚≧
」⏕ࠋ⩚∦ࡣ⩚㍈ࡰ┤ゅࡘࡃࠋᑠ⩚∦ࡣ㛫㝸ࡀ࠶ࡾࠊ
ࡍࡅ࡚ぢ࠼ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜ㸦༡㒊㸧ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦୰㒊ᆅ᪉ࠊ㏆
␥ᆅ᪉㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋す㒊
ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
పᒣᆅࡢ࠸ࡓᯘᗋ⏕⫱ࡍࡿࠋ
†すᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ
４. 生育状況
⏕⫱ᆅ࡛ࡢಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅࡀ㔛ᆅ㏆࠸ࡓࡵࠊᅵᆅ㛤Ⓨ㸦㸧࡞ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ
ࡸࡍ࠸ࠋ
６. 保護対策
 ⏘ᆅࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿ᳜≀࡞ࡢ࡛⏘ᆅࡢಶูࡢಖㆤࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋ
 㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧



アツギノヌカイタチシダマガイ
静岡県カテゴリー

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

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࢜ࢩࢲ⛉ 'U\RSWHULGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
୰ᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋࢾ࢝ࢱࢳࢩࢲ࣐࢞ఝࡿࡀࠊⴥ
ⴥ㍈ࡢ㫣∦ࡢ㔞ࡀࡼࡾከࡃࠊⴥ㠃ࡢගἑࡶቑࡍࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜ㸦༡㒊㸧ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㟼ᒸ
┴௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋す㒊ศ
ᕸࡍࡿࠋᮏ┴ࡣศᕸࡢᮾ㝈࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
పᒣᆅࡢᯘᗋ࡛࠸ࡓᒾሙࡸᆅୖ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᯇᕷ༊࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ⏕⫱ᆅ࡛ࡢಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅࡀே㔛㏆࠸ࡓࡵࠊ㐨㊰ࡢᣑᙇ㸦㸧ࡸࠊ᳃ᯘఆ
᥇㸦㸧ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡸࡍࡃࠊᐜ᫆ᾘ⁛ࡍࡿ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
⏘ᆅࡢ㝈ࡽࢀࡓ᳜≀࡞ࡢ࡛⏕⫱ᆅࡀᾘኻࡋ࡞࠸ࡼ࠺ὀ
ពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ᪤▱⏘ᆅࡢࡶࡢࡣ᳨ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧







ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ



タニヘゴ

Dryopteris tokyoensis (Makino) C. Chr.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࢜ࢩࢲ⛉ 'U\RSWHULGDFHDH



 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ᆺࡢኟ⥳ᛶࢩࢲࠋ᰿ⱼࡣሢ≧࡛ࡰ┤❧ࡍࡿࠋⴥࡣ P 
ࡶ㐩ࡋࠊ༢⩚≧」⏕ࡍࡿࠋⴥୗ㒊ῐⲔⰍࠊ㛗༸ᙧࡢ㫣
∦ࢆࡸࡸᐦࡘࡅࡿࠋⴥ㌟ࡣಽᢨ㔪ᙧ࡛ࠊୗ㒊⩚∦ࡣḟ➨▷
ࡃ࡞ࡾࠊ᭱ୗ⩚∦ࡣࢇ⪥∦≧࡞ࡿࠋ⩚∦ࡣὸ㹼୰ࠊ
ษࢀ㎸ࡳලྜࡣኚࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊ
ᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᒣᆅࡢ᫂ࡿ࠸‵ᆅ⏕ࡌࡿࠋ
４. 生育状況
ᐩኈᐑ⏣㈏†࡛ࡣ᪥ࡶከ⏘ࡍࡿࡀࠊ┴ෆࡢࡢ⏕⫱ᆅ࡛
ࡣࠊఱࢀࡶ⤯⁛ࡋࡓࠊ⤯⁛ࡢ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋẚ㍑ⓗ᭱㏆ࠊ୕
ᓥ࡛ࡶぢࡘࡗࡓࡀࠊ⏕⫱ᆅᨵኚ࡛⤯⁛ࡋࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡸ⏕⫱ᆅࡢᨵኚᕤ㸦㸧ࡼࡾῶᑡ࣭ᾘ
ኻࠊほᐹ㊰ᩚഛ㸦㸧࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿᡤࡶ࠶ࡿࠋ᪥ᮏᾏഃከ
ࡃࠊኴᖹὒഃࡣᑡ࡞࠸ࠋ ᬮ㸦㸧ࡢ㐍ࡴ୰࡛ࡣࠊᮾᾏ࡛
ࡣ⁛ࡧࡺࡃ✀㢮࡛࠶ࡿࡶ▱ࢀ࡞࠸ࡇ␃ពࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅ࡛࠶ࡿ㧗ཎࡢ‵ᆅ࿘㎶ࡢᨵኚᕤࠊᶞᮌఆ᥇࡞ࡼ
ࡿᅵᆅࡢᨵኚ࡞ࢆ㜵ࡄᚲせࡀ࠶ࡿࠋ᳜⏕ࡢ㑄⛣Ẽࢆ㓄ࡾ࡞
ࡀࡽࠊほගᆅ࡛ࡣほᐹ㊰ࡢᩚഛࡼࡿỈࡢ㐽᩿␃ពࡍࡿᚲせ
ࡶ࠶ࡿࠋ                 㸦⣽ဴ✑㸧

イナデンダ

ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝


Polystichum capillipes (Baker) Diels

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձ㸧㸸ኚ᭦࡞ࡋ           ࢜ࢩࢲ⛉ 'U\RSWHULGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ⴥ㛗 㹼FPࠊᑠᆺࡢኟ⥳ᛶࢩࢲ᳜≀࡛࠶ࡿࠋ᰿ⱼࡣᑠࡉࡃࠊ
ⴥࡣⲔⰍ࡛ᢨ㔪ᙧࡢ㫣∦ࢆࡲࡤࡽࡶࡘࠋⴥ㌟ࡣ  ᅇ⩚
≧」ⴥ࡛ࠊୗ㒊⩚∦ࡣᑡࡋࡎࡘ▷ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠋᑠ⩚∦ࡣୗ㒊
ࡢࡰ  ᑐࡀ⊂❧ࡋࠊࡢ⩚∦ࡣ⩚㍈ἢ╔ࡍࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦⛛∗ࠊ༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ
࡛ࡣ୰㒊㸦㟼ᒸᕷ࡞㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ள㧗ᒣ㹼㧗ᒣᖏࡢࠊࡸࡸ‵ࡗࡓᒾୖࡸᒾࡢ㛫ࠊᶞᖿ࡞⏕
⫱ࡍࡿࠋዲ▼⅊ᒾࢩࢲ᳜≀࡛࠶ࡿࠋ
４. 生育状況
⏕⫱ᆅࡣᒁ㝈ࡉࢀࠊಶయᩘࡶᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣ࠊࢃࡎ࡞⎔ቃኚ㸦㸧ࡀῶᑡࠊ⤯⁛ࡘ࡞ࡀ
ࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋⓏᒣ⪅ࡢ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡞ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢ᳜⏕㑄⛣ࠊ⎔ቃኚ␃ពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋⓏᒣ⪅
ࡀⓏᒣ㐨௨እ❧ࡕධࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࡋࠊ⏕⫱⎔ቃࡢᝏࢆ㜵ࡄ
ᚲせࡶ࠶ࡿࠋ               㸦⣽ဴ✑㸧






㛗㔝┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍





タカノハウラボシ

Selliguea engleri (Luerss.) Fraser-Jenk. 

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࢘ࣛ࣎ࢩ⛉ 3RO\SRGLDFHDH

静岡県カテゴリー



 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
୰ᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋⴥࡣ㛗ࡉ 㹼 FP 㐩ࡋࠊ᰿ⱼ㛗
ࡃ㏺࠸ࠊⴥᇶ㒊ࠊ᰿ⱼࠊⲔ〓Ⰽࠊᢨ㔪ᙧࠊ⦕ࡢ㫣∦ࢆ
ᐦ⏕ࡍࡿࠋⴥ㌟ࡣ༢ⴥ࡛ࠊᖜࡣᖹ⾜ⓗ⣽㛗࠸ࠋ࣑ࢶࢹ࢘
ࣛ࣎ࢩࡢ༢ⴥࡢࡶࡢఝࡿࡀ  ฟࡋ࡞࠸ࠋ⬊Ꮚᄞ⩌ࡣࡃࠊ
୰㛫ࡼࡾࡸࡸෆഃධࡗࡓࡇࢁࡘࡃࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊྎ‴ࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㟼ᒸ
┴ࠊ⣖ఀ༙ᓥ༡༙ࠊᒣཱྀ┴㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࡢ༡༙ࠊఀ㇋ㅖᓥ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᆅࡢᒣᆅᯘୗࠊࡸࡸ‵ࡗࡓᶞᖿࡸᒾቨ╔⏕ࠊ⏕⫱ࡍ
ࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀࠊྛ⏕⫱ᆅ࡛ࡢಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࡀࠊ᰿ⱼࢆఙ
ࡤࡋ࡚⦾Ṫࠊᑠ⩌ⴠࢆసࡗ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᯘ㐨ᨵಟᕤ㸦㸧ࠊࡑࢀక࠺ᒣᯘࡢᶞᮌఆ᥇㸦㸧ࠊ
ࢲ࣒ᕤ㸦㸧࡞ࡼࡿ⏕⫱ᆅ◚ቯࠊᾘኻࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᯘ㐨ࡢᨵಟࠊᒣᯘఆ᥇࡞ࡀ⬣ጾ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ
ࡼࡿ⎔ቃᝏࢆ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
                     㸦⣽ဴ✑㸧

オニバス

☬⏣ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝



Euryale ferox Salisb. 

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ           ࢫࣞࣥ⛉ 1\PSKDHDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
浮水性の୍ᖺⲡࠋⴥࡣ┪≧ࡘࡃࠋỈୖⴥࡣ⓾ࡀ࠶ࡾࠊ
㠃ࡣ⣸Ⰽ࡛⥙┠≧ⴥ⬦ࡀ㝯㉳ࡋࠊ୧㠃ࡢ⬦ୖ่ࡀ࠶
ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣᚄ⣙ FPࠋⴟࡣᇶ㒊࡛ྜ╔ࡋ࡚ⴟ
⟄ࢆసࡾእ㠃่ࡀ࠶ࡿࠋⰼᘚࡣከᩘ࡛⣸Ⰽࠋ㞝ⷁࡣከᩘࠋ
Ꮚᡣࡣࡩࡘ࠺  ᐊ࡛ⰼᗋ୰࠶ࡿࠋỈ୰ࡣከᩘ㛢㙐ⰼࢆࡘ
ࡅࡿࠋᯝᐇࡣᴃ㹼⌫ᙧ่࡛ࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣࣥࢻࠊ୰ᅜ㸦༡㒊㸧ࠊྎ‴ࠊᮅ㩭༙ᓥࠊࣟࢩ
㸦ἢᾏᆅ᪉㸧ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦ᐑᇛ┴௨༡㸧ࠊᅄᅜࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᯇᕷ ᳜᱂   ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ
ụࡸࡓࡵụ࡞ᐩᰤ㣴࡞Ỉ୰ࠋ
４. 生育状況
す㒊ᗈࡃศᕸࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊฟ⌧ᩘࡀᖺࡼࡗ࡚ࡁࡃኚື
ࡍࡿࡓࡵࠊ࠶ࡿ࠸ࡣㄪᰝ㊊ࡢࡓࡵᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ☜ㄆ࡛
ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ụࡢ㛤Ⓨ  ࡛ከࡃࡢ⏕⫱ᆅࡀᾘኻࡋࡓࡇࠊ㔮ࡾࡢ
㑧㨱࡞ࡿࡓࡵ㝖ཤ  ࡉࢀࡓࡇࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⌧Ꮡࡍࡿ⏕⫱ᆅ࡛ࡣࠊ⏕⫱⎔ቃࢆಖࡍࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧






Asarum curvistigma F. Maek.

カギガタアオイ
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ  ࣐࢘ࣀࢫࢬࢡࢧ⛉ $ULVWRORFKLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ᖖ⥳ከᖺⲡࠋⰼࡣ⛅㛤࠸࡚ࡲ࡛ṧࡿࠋⴟ⟄ࡣᗈ㚝ᙧ࡛
㛗ࡉ 㹼FPࠋୖ㒊ࡣࡃࡧࢀࡿࠋⰼᰕࡣ㏫㛗㠐ᙧ࡛∎ඛࡣ
㛗ࡃ✺ฟࡍࡿࠋ࣐ࢠ࢝ࣥ࢜ఝࡿࡀࠊⰼⴥࠊⴥࡢ
ࡣ⃰⣸Ⰽ࡛ࠊⴥ⬦ࡣᖹࡽ࡛࠶ࡿⅬ࡛␗࡞ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ᒣ┴す㒊㟼ᒸ┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ⛅ⴥᒣࡀᇶ‽⏘ᆅ࡛
࠶ࡾࠊ㟼ᒸ┴ࡀࡓࡿ⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᖏࡽ ᖏࡢᶆ㧗 㹼P ࡢᯘୗぢࡽࢀࡿࠋ
４. 生育状況
⮬↛ᯘཬࡧ㛗ࡃᨺ⨨ࡉࢀ࡚⮬↛ᯘ㏆࠸ᯘከ࠸ࠋす㒊ࠊ
୰㒊ከࡃࠊᮾ㒊࡛ࡣᑡ࡞ࡃࠊⰪᕝ⏫ࡸᐩኈᐑᕷࡲ࡛⏕⫱ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⮬⏕ᆅࡢᒣᯘఆ᥇㸦㸧ࠊᅵᆅᨵኚ㸦㸧࡛ࡣ⃭ῶࡍࡿࠋ
⦾Ṫࡢ⛣ື㏿ᗘࡣ㐜ࡃࠊ᳜⏕ࡢ㑄⛣㸦㸧ࡶᑐᛂ࡛ࡁ࡞
࠸ࠋ
６. 保護対策
 ⮬⏕ᆅሗࢆ⣽ࡃᢕᥱࡋࠊつᶍ࡞᳃ᯘఆ᥇ࡸᅵᆅᨵኚ
ࢆ㜵ࡂࡓ࠸ࠋ               㸦すཱྀ⣖㞝㸧

イワタカンアオイ
静岡県カテゴリー

ᕝᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ὸಖ㞝

Asarum kurosawae Sugim.

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ  ࣐࢘ࣀࢫࢬࢡࢧ⛉$ULVWRORFKLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ᖖ⥳ከᖺⲡࠋⴥࡣࣄ࣓࢝ࣥ࢜ఝ࡚ᙧ࡛㛗ࡉᖜࡶ
㹼FPࠊᇶ㒊ࡣᚰᙧࠊඛࡣ㕌㢌࡛࠶ࡿࠋⴟ∦⣽ẟࡀ࠶ࡾࠊ
ⴟ⟄ෆࡢ᱁Ꮚ⣠ࡣ⣽ࡃ⦪⬦ࡣ⣙  ᮏ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼
᭶࡛ࣄ࣓࢝ࣥ࢜ࡼࡾ᪩࠸ࠋ
２. 分布
 ᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴ឡ▱┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ
࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ☬⏣ᕷࡀᇶ‽⏘ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
ୣ㝠ᆅࡢᯘෆࡸᯘ⦕⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
☬⏣ᕷྡ†࿘㎶࡞⏕⫱ࡍࡿࠋಶయᩘࡀከ࠸ᡤࡶ࠶
ࡿࡀศᕸᇦࡀࡈࡃ⊃ࡃࠊ⏕⫱ᆅࡢῶᑡࡀࡳࡽࢀࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊேࡢ⏕άᇦ㏆࠸ୣ㝠
ᆅࡀ࡞⏕⫱ᆅ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊఫᏯᆅ࣭ᕤሙ࣭㎰ᆅ࡞ࡢᅵᆅ㐀
ᡂ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏘ᆅሗࡢ⟶⌮ᅵᆅ㛤Ⓨ㝿ࡋ࡚ࡣ༑ศ࡞๓ㄪᰝ᳨ウ
ࠊ㐺ษ࡞ᥐ⨨ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧







†すᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ



アマギカンアオイ
静岡県カテゴリー

Asarum muramatsui Makino

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ࣐࢘ࣀࢫࢬࢡࢧ⛉ $ULVWRORFKLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ᖖ⥳ከᖺⲡࠋⴥ㌟ࡣ༸ᙧࡲࡓࡣ༸≧㛗୕ゅᙧ࡛ࠊ㛗ࡉ 㹼
ࠊᖜ 㹼 ࠋ⾲㠃ࡣ㩭⥳Ⰽ࡛ගἑࡀᙉࡃࠊⴥ⬦ࡣⴭࡋࡃ
㝗ධࡍࡿࠋ⦕ࡢ㏆ࡃ▷ẟࢆᩓ⏕ࡍࡿࠋⴥࡣ⥳Ⰽࡽᬯ⣸
Ⰽኚᐩࡴࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⴟ⟄ࡣ▷࠸⟄ᙧࠊⴟ⟄ධࡾ
ཱྀࡣཱྀ⎔ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢ࿘ᅖࡣ㝯㉳ࡋࡓࡋࢃ≧ࡢቨ
ࡀ࠶ࡿࠋⴟ∦ࡢୖ㠃ࡣ▷ẟࢆᐦ⏕ࡍࡿࠋⴥࡢⰍࡢ㐪࠸
ู࡛✀ࡉࢀ࡚࠸ࡓࢩࣔࢲ࢝ࣥ࢜ࡣᮏ✀⤫ྜࡍࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ

ఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
ᮾఀ㇋⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍
３. 生育環境
ᾏᓊ㏆࠸ᖖ⥳ᶞᯘࡽᒣᆅࡢⴠⴥᗈⴥᶞᯘࡲ࡛ࠋࡲࡓࠊࡑ
ࡢ⠊ᅖෆࡢࢫࢠࠊࣄࣀ࢟ࡢ᳜ᯘᆅࠋ
４. 生育状況
✀Ꮚࡢศᩓ⬟ຊࡀᑠࡉ࠸ࡓࡵࠊᑠࡉ࠸㞟ᅋࢆᙧᡂࡋ࡚⏕⫱
ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ☜ㄆᆅⅬࡀᑡ࡞࠸ࡀࠊㄪᰝ㊊ࡀᙳ
㡪ࡋ࡚࠸ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᯘᆅ㛤Ⓨ㸦㸧ࠊᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࠊࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖ㸦㸧
ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᳃ᯘ㛤Ⓨࡢつไࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖ㜵Ṇࢆ⾜࠺ࡇࠋ㸦ὸಖ㞝㸧

ズソウカンアオイ
静岡県カテゴリー

Asarum savatieri Franch. subsp. pseudosavatieri (F. Maek.)
T. Sugaw. var. pseudosavatieri

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ ࣐࢘ࣀࢫࢬࢡࢧ⛉ $ULVWRORFKLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ᖖ⥳ከᖺⲡࠋⴥ㌟ࡣ༸ᙧࡽᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 
㹼FPࠋᇶ㒊ࡣᚰᙧࠊඛࡣᗄศᑤࡿࠋ⾲㠃ࡣගἑࡀ࡞ࡃࠊẟ
ࢆᩓ⏕ࠋⴟ⟄ࡢ㛗ࡉࡣ 㹼PP ࡛ࠊୖ㒊࡛ᗄศࡃࡧࢀࡿࠋⰼ
ᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ࢜ࢺ࣓࢜ࡼࡃఝࡿࡀⰼᮇࡀ␗࡞ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦⚄ዉᕝ┴ࠊ㟼ᒸ┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
పᒣࡢᶞᯘᆅࠋ
４. 生育状況
ఀ㇋ࡢᅜᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝
๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝẚࡿࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ⏕⫱ᆅ
ࡀ᱁ẁῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୍ᅉࡋ࡚ㄪᰝ㊊ࡀ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ✀Ꮚࡢศᩓ⬟ຊࡀᑠࡉ࠸ࡓࡵࠊᑠ㞟ᅋ࡛⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ
⏕⫱ᆅࡢ☜ㄆࢆᅔ㞴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳃ᯘࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࠊᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࠊࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖ㸦㸧
ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᳃ᯘ㛤Ⓨࡢᢚไࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖࡢ㜵Ṇ⟇ࡢ⪃ࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧








シロモジ Lindera triloba (Siebold et Zucc.) Blume
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ  ࢡࢫࣀ࢟⛉ /DXUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ⴠⴥపᮌࠋ㧗ࡉ 㹼Pࠋᖿࡣ┤❧ྀ⏕ࡍࡿࠋⴥࡣ᭷࡛
⏕ࡋࠊᗈ༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊᇶ㒊ࡣࡃࡉࡧᙧ࡛  ⾜⬦ࡀ࠶
ࡾࠊከࡃࡣ  ୰ࡋ࡚∦ࡢ㛫ࡳࡀ࠶ࡿࠋ㞤㞝␗ᰴࠋⰼ
ᮇࡣ  ᭶ࠋⰼᗎࡣ㛗ࡉ 㹼PPࠋⰼࡣ 㹼 ಶࡀ㞟ࡲࡾῐ㯤
Ⰽ࡛ⴥඛ❧ࡗ࡚㛤ࡃࠋᯝᐇࡣ⌫ᙧ࡛ᚄ FPࠋ㏆⦕✀ࡢࢲࣥ
ࢥ࢘ࣂࡣⰼᗎࡀ࡞ࡃࠊ ࡍࡿⴥࡣὸࡃࡅ࡚ࠊᇶ㒊ࡀ
ᙧࡽὸᚰᙧ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦୰㒊ᆅ᪉௨す㸧ࠊᅄᅜࠊ
ᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡋ࡚࠾ࡾࠊ㟼ᒸ┴ࡣᮾ
㝈⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᖏࡽ ᖏࡢᒣᆅ࡛㐺‵࡞ⴠⴥᶞᯘ୰⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣす㒊ᒁ㝈ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㏆ᖺࠊከᩘᰴࡢ⩌⏕ࡀ☜ㄆ
ࡉࢀࡓࠋࡋࡋ᳜ᯘࡢ㧗ᮌ⿕㝜ࡉࢀ࡚⏕⫱ࡣⰋ࡛࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
 ᮏ✀ࢆྵࡴⴠⴥᶞᯘࡢⓙఆ㸦㸧ࠊ࿘ᅖࡢ㧗ᮌࡼࡿ⿕
㝜㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
ⴠⴥᶞᯘࡢⓙఆࢆᅇ㑊ࡍࡿࠋ࿘㎶ᶞᮌࡢఆ㛤ࡼࡾග᮲௳
ࡢᨵၿࢆᅗࡿࠋ              㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ヒトツバテンナンショウ
静岡県カテゴリー

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ


Arisaema monophyllum Nakai

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ              ࢧࢺࣔ⛉ $UDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋᆅୗⱼࡣᡥ⌫ᙧ࡛ࠊᏊ⌫ࡣࡘ࡞࠸ࠋⴥࡣ 㸦㹼
㸧ᯛࠋⴥ㌟ࡣ㫽㊊≧ศࡋࠊᑠⴥࡣ 㹼 ᯛࠋᑠⴥ㛫ࡢⴥ
㍈ࡣࡼࡃⓎ㐩ࡍࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ⯨㒊ࡣእ㠃⥳Ⰽࠊෆ㠃
ࡣࣁࡢᏐᙧࡢ⃰⣸Ⰽࡢᩬࡀ࠶ࡿࠋⰼᗎᒓయࡣ᭷࡛⣽࠸Წ
≧ࠋୖ㒊࡛๓᭤ࡀࡿࠋ⅖ⱖ⯨㒊ࡢෆ㠃యࡀ⣸〓Ⰽ࡞
ࡿရ✀ࢡࣟࣁࢩࢸࣥࢼࣥࢩࣙ࢘ࡶᑐ㇟࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦୰㒊㸧ࠊ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊ
୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮ ᖏࡽ෭ ᖏࡢᯘෆࡸᯘ⦕⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣᑡ࡞࠸ࡀࠊ⏕⫱ሙᡤ࡛ࡣ࡞ࡾࡢಶయᩘࡀぢࡽࢀࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ࣄࣀ࢟ࠊࢫࢠேᕤᯘࡢቑຍ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱⎔ቃࡢಖࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧





㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ὸಖ㞝



ミミガタテンナンショウ

Arisaema limbatum Nakai et F. Maek.

㸦㸻࢜࢟ࣀࢩ࣐ࢸࣥࢼࣥࢩࣙ࢘㸧
静岡県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࢧࢺࣔ⛉ $UDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ FP 㐩ࡍࡿࠋⴥࡣ㏻ᖖ  ಶࠋⴥ㌟ࡣ㫽㊊
≧ศࡋࠊᑠⴥ㛫ࡣⴥ㍈ࡀࡸࡸⓎ㐩ࡍࡿࠋᑠⴥࡣ 㹼
ᯛࠊⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼᗎࡣⴥࡼࡾ᪩ࡃᒎ㛤ࡋࠊⰼࡣⰼ
ᗎࡣⴥࡼࡾ㛗ࡃఙࡧࡿࠋ⅖ⱖࡣ㯮⣸Ⰽ࡛ⓑ࠸⦪᮲ࡀ
┠❧ࡘࠋ⟄㒊ࡣཱྀ㎶㒊ࡀ⪥≧ᗈࡃ㛤ฟࡍࡿࠋⰼᗎᒓయࡣ
Წ≧ࡽᲨᲬ≧࡛ࠊ⅖ཱྀ㒊ࡼࡾ㛗ࡃฟࡿࠋ⌫ⱼࡢ⭆ⱆࡣᏊ
ⱼ࡞ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦ᮾᆅ᪉㹼୰ᅜᆅ᪉ᮾ㒊
ࡢኴᖹὒഃࠊරᗜ┴㸧ࠊᅄᅜ㸦㧗▱┴Ἀࡢᓥ㸧ࠊᕞ㸦
ศ┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᖏୖ㒊ࡽ ᖏࡢⴠⴥᶞᯘෆࡸᯘ⦕ࠋ
４. 生育状況
๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝẚⴭࡋࡃῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᒣᯘࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ᅬⱁ⏝᥇ྲྀ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶
ࡿࠋࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᅵᆅ㐀ᡂࢆไ㝈ࡍࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧

ヒンジモ



ᑠᒣ⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ὸಖ㞝

Lemna trisulca L.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ       ࢘࢟ࢡࢧ⛉ /HPQDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ỿỈᛶࡢከᖺⲡࠋ෭Ỉ⣔ࡢỈⲡ࡛࠶ࡿࠋⴥ≧యࡣ༸≧ᴃ
ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠊᕵ 㹼PPࠋ ᯛࡢⴥࡢ㛫  ᯛࡢⴥࡀ
ࡘࡁࠊࡑࡢ᰿ඖࡀఙࡧࡓⱼࡢඛࠊ ᯛࡢⴥࡀࡘࡃࠋ⩌య≧
࡞ࡿࠋⰼࡣࠊᅜෆ࡛ࡣ㛤ⰼࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ༡ࣇࣜ࢝ࢆ㝖ࡃୡ⏺ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏ
ᕞࠊᅄᅜศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ࡁỈࡢ෭Ỉ⏕⫱ࡍࡿࣂ࢝ࣔ࡞ࡽࡳࡘ࠸࡚⏕
⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ΎỈ⏫ᐩኈᐑᕷ⮬⏕ࡍࡿࠋᐩኈᐑᕷࡢ㢌ࡣࠊᅜෆ᭷
ᩘ࠸࠺ᢡࡾ⣬ࢆࡘࡅࡽࢀࡓ⏕⫱ᆅࡔࡗࡓࡀࠊࣂ࢝ࣔࢆᚭᗏ
ⓗᤲ㝖ࡉࢀࠊࢇぢࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ὶỈࡢ୰࡛ࠊࣂ࢝ࣔ࡞ࡋࡀࡳࡘ࠸࡚⏕ࡁ࡚࠸ࡿ᳜≀
࡞ࡢ࡛ࠊᕝᤲ㝖ࡋ࡚ࣂ࢝ࣔ࡞ࡀ㝖ཤࡉࢀࡿ㸦㸧⃭
ῶࡍࡿࠋ
６. 保護対策
 ᙜヱ⮬యࠊὶỈࡢ⟶⌮⪅ࡢゎࢆࡗ࡚ࠊࡋࡗࡾࡋࡓ
ಖㆤィ⏬ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ          㸦すཱྀ⣖㞝㸧





ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ すཱྀ⣖㞝



アギナシ

Sagittaria aginashi Makino

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձ㸧ኚ᭦࡞ࡋ             ࢜ࣔࢲ࢝⛉ $OLVPDWDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ᰿ⱼࡣ▷⦰⫧ཌࡋ࡚㉮ฟᯞࡣ࡞
࠸ࠋ⛅࡞ࡿⴥ⭆ከᩘࡢᑠ⌫ⱆࢆసࡿࠋⴥࡣ㛗࠸ࡀ࠶
ࡾ᰿ඖࡽྀ⏕ࡍࡿࠋⴥ㌟ࡣ▮ࡌࡾᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋ
∦ࡣ⥺ᙧࡲࡓࡣ㛗ᢨ㔪ᙧࠋഃ∦ࡢඛ➃ࡣᑤࡾ⣒≧ࠋⰼᮇࡣ
㹼 ᭶ࠋⰼⱼࡢ㗹ⰼᗎⓑⰍࡢⰼࢆ㍯⏕ࡍࡿࠋⰼࡣ༢ᛶ
࡛ࠊୖ㒊㞝ⰼࢆࠊୗ㒊㞤ⰼࢆࡘࡅࡿࠋ㢮ఝࡢ࢜ࣔࢲ࢝ࡣ
ᑠ⌫ⱆࢆసࡽࡎࠊ㉮ฟᯞࢆฟࡍࠋࡲࡓࠊഃ∦ࡢඛ➃ࡣᑤࡿ
ࡀࠊᚤ㕌➃࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ụࡸ‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝ࡛ࡶᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ⏕⫱ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚
࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ụࡢᇙࡵ❧࡚㸦㸧ࡸ‵ᆅࡢ⇱㸦㸧ࡀῶᑡࡢせ
ᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢụࡸ‵ᆅࡢಖࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧

㛗㔝┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍

マルミスブタ

Blyxa aubertii Rich.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ  ࢺࢳ࣑࢝࢞⛉ +\GURFKDULWDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ỿỈᛶࡢ୍ᖺⲡࠋࢫࣈࢱఝ࡚ⴥࡣ᰿⏕ࡋ࡚ᰴࢆసࡿࠋ
ⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ✀Ꮚࡢ୧➃ᑿ≧✺㉳ࡀ࡞࠸ࠋ㢮ఝࡋࡓ
ࢫࣈࢱࡣ✀Ꮚᑿ≧✺㉳ࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣࢪᮾ㒊ࠊࣥࢻࠊࢫࣜࣛࣥ࢝ࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ
ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞࠊἈ⦖ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛
ࡣఀ㇋す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᖹᆅࡸୣ㝠ᆅࡢỈ⏣⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᪧಟၿᑎ⏫ᪧ᪂ᒃ⏫⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡓࡀ⌧Ꮡࡀ☜ㄆ࡛ࡁ
࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
‵⏣ࡢᾘኻ㸦㸧ࡸỈ㉁ࡢᝏ㸦㸧࡞ࡼࡾῶᑡࡋ
ࡓࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢỈ⏣࡛ࡣ⪔సᙧែࡢ⥔ᣢࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧










†すᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ




スブタ

Blyxa echinosperma (C. B. Clarke) Hook. f.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ   ࢺࢳ࣑࢝࢞⛉ +\GURFKDULWDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ỿỈᛶࡢ୍ᖺⲡࠋⴥࡣ᰿⏕ࡋ࡚ᰴࢆసࡾࠊ⥺ᙧ࡛ඛࡣḟ➨
⣽ࡃ࡞ࡿࠋ㛗ࡉ 㹼 FPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼᘚࡣ  ᯛ
࡛⣽㛗ࡃⓑⰍ࡛࠶ࡿࠋ✀Ꮚࡣ⣳㗽ᙧ࡛୧➃ࡣ㛗ࡃఙࡧࡿᑿ
≧✺㉳ࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣࢪᮾ㒊ࠊࣥࢻࠊࢫࣜࣛࣥ࢝ࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ
ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞࠊἈ⦖ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛
ࡣᮾ㒊す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
పᆅࡸୣ㝠ᆅࡢỈ⏣ࡸࡓࡵụ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ࡘ࡚ࡣỈ⏣㞧ⲡࡋ࡚ከࡃぢࡽࢀࡓࠋす㒊࡛ࡣྛᆅⅬ
ᅾࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ᭱㏆࡛ࡣ࡞࡞ぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅࡢ⏣ࠊ⪔ᆅᩚ⌮㸦㸧ࡸ㎰⸆⏝㸦㸧࡞
ࡼࡾῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ࡍࡿỈ⏣ࡢ⪔సᙧែࡢ⥔ᣢࡀ㔜せ⪃࠼ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

トチカガミ

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ


Hydrocharis dubia (Blume) Backer

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸧ኚ᭦࡞ࡋ           ࢺࢳ࣑࢝࢞⛉ +\GURFKDULWDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ  ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ᾋ㐟ᛶࡢከᖺⲡࠋ㞤㞝ྠᰴࠋⴥ㌟ࡣᚰᙧࠊᚄ 㹼 FPࠋ
ⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㹼FP ࡢࡀ࠶ࡿ㞝ࡢⱖ㠧ࡢ࡞ 㹼
 ಶࡢ㞝ⰼࡀ࡛ࡁࡿࠋⰼࡣ  ᪥ⰼ࡛  ಶࡎࡘ㛤ⰼࡍࡿࠋ㞤ࡢ
ⱖ㠧ࡢ୰ࡣ  ಶࡢ㞤ⰼࡀ࡛ࡁࡿࠋ㞝ⰼࡢⰼᘚࡣ  ಶ࡛ⓑ
Ⰽࠊ㛗ࡉ 㹼PPࠋ ಶࡢ㞝ⷁ  ಶࡢ௬㞝ⷁࡀ࠶ࡿࠋ㞤ⰼ
ࡢⰼᘚࡣ㞝ⰼྠࡌࠋ ᮏࡢ㞤ⷁ  ಶࡢ௬㞝ⷁࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣࢪࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊ
ᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
෭ ᖏࡽ⇕ᖏࡢᰤ㣴ሷ㢮ࡢከ࠸†ࡸࡓࡵụࠊỈ⏣ࠊỈ
㊰࡞ࠋ
４. 生育状況
๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝ࡛ࡣ  ࣨᡤ࡛☜ㄆࡉࢀࡓࡀࠊᅇࡢㄪ
ᰝ࡛ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ụࡢᇙࡵ❧࡚㸦㸧Ỉ㉁ࡢᝏ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ
࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ⎔ቃࡢᨵၿࢆ⾜࠸ಖࡍࡿࡇࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧




ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝



サガミトリゲモ

Najas chinensis N. Z. Wang

㸻ࣄࣟࣁࢺࣜࢤࣔ                      
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ   ࢺࢳ࣑࢝࢞⛉ +\GURFKDULWDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ỿỈᛶࡢ୍ᖺⲡࠋⴥࡣࢺࣜࢤࣔ㢮࡛ࡣ᭱ࡶᖜᗈࡃࠊⴥ㠧ࡣ
ษᙧࡲࡓࡣᙧ࡛࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ✀Ꮚࡣᅄ㹼භゅ
ᙧࡢ⥙┠ᶍᵝࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣࢪᮾ㒊ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞࠊἈ⦖
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
పᆅࡽୣ㝠ᆅࡢࡓࡵụࡸỈ⏣⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᯇᕷ࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶୣ㝠ᆅࡸ୰ᒣ㛫㒊ࡢࡁ
ࢀ࠸࡞Ỉࡢὶࢀ㎸ࡴỈ⏣࡛ࠊಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⪔ᆅᩚ⌮ࡸ⏣㸦㸧࡛⏕⫱ᆅࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋỈ㉁
ᝏ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿỈ⏣࡞ࡢಖ⪔సᙧែ⥔ᣢࡀ㔜せ࡛࠶
ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧



ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ


イトトリゲモ

Najas gracillima (A. Braun ex Engelm.) Magnus

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ   ࢺࢳ࣑࢝࢞⛉ +\GURFKDULWDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ỿỈᛶࡢ୍ᖺⲡࠋⴥࡣࢺࣜࢤࣔ㢮୰᭱ࡶ⣽ࡃࠊⴥ㠧ࡣษᙧ
࡛࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ✀Ꮚࡣ  ಶ୪ࢇ࡛ࡘࡁࠊ⾲㠃ࡣ
⦪㛗ࡢ⥙┠ᶍᵝࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮾࢪࠊࢱࣜ㸦ᖐ㸧ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊ
ᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊す㒊ศᕸࡍ
ࡿࠋ
３. 生育環境
పᆅࡽୣ㝠ᆅࡢụࡸỈ⏣⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
୰㒊す㒊Ⅼᅾࡍࡿࠋᖹᆅ࡛ࡣࡁࢃࡵ࡚ᑡ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ୰
ᒣ㛫㒊ࡢỈ⏣࡛ࡣẚ㍑ⓗṧࡗ࡚࠸ࡿᡤࡶ࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⪔ᆅᩚ⌮ࠊ⏣㸦㸧ࡸỈ㉁ᝏ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶
ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿụࡢಖㆤࡸỈ⏣ࡢ⪔సᙧែࡢ⥔ᣢࡀ㔜せ࡛
࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧









†すᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ



トリゲモ

Najas minor All.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ   ࢺࢳ࣑࢝࢞⛉ +\GURFKDULWDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ỿỈᛶࡢ୍ᖺⲡࠋⱼࡣ㛗ࡉ 㹼FP ࡛ࡼࡃศᯞࡍࡿࠋⴥ
ࡣ▷ࡃ㛗ࡉ 㹼FPࠋ㗬ṑࡀ㢧ⴭ࡛ⴭࡋࡃࡾ㏉ࡿࡇࡀከ
࠸ࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ✀Ꮚ⾲㠃⦪㛗ࡢ⥙┠ᶍᵝࡀ࠶ࡿࠋ㞝
ⷁࡢⵂࡀ୍ᐊ࡛࠶ࡿࠋእぢ࡛ࡣ࢜࢜ࢺࣜࢤࣔࡢ༊ูࡀࡘࡁ
ࡃࡃࠊྠᐃࡣៅ㔜ࢆᮇࡋࡓ࠸ࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣୡ⏺ࡢ ᖏࡽ⇕ᖏࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊ
ᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
పᆅࡢụࡸỈ㊰⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
†すᕷࡸᯇᕷ࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ⏘ᆅࡣᑡ࡞ࡃࠊಶయᩘࡶ
ᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ụࡢᇙࡵ❧࡚㸦㸧ࡸỈ㉁ᝏ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶
ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅ࡛࠶ࡿụࡸỈ㊰ࡢಖㆤࡸỈ㉁ࡢಖࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

ツツイトモ



†すᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ


Potamogeton pusillus L.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ   ࣄ࣒ࣝࢩࣟ⛉ 3RWDPRJHWRQDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ỿỈᛶࡢከᖺⲡࠋࢺࣔఝ࡚࠸ࡿࠋⴥࡣ↓ࠊ⥺ᙧ࡛㛗
ࡉ 㹼 FPࠋᡸⴥࡢ୧ഃࡀྜ╔ࡋ࡚⟄≧࡞ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼
 ᭶ࠋⰼࡣୖୗẁศࢀ࡚ࡘࡃࠋṪⱆࡣࡈࡃ⣽ࡃࠊ㛗ࡉ
㹼FPࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᗈࡃୡ⏺ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
పᆅࡢụࡸἙᕝࠊỈ㊰⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸᕷࠊᯇᕷࠊ†すᕷ࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ụࡢᇙࡵ❧࡚㸦㸧ࡸ⏕⫱ᆅࡢỈ㉁ᝏ㸦㸧ࡀῶᑡࡢ
ཎᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢᇙࡵ❧࡚ࡢ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡑࡢಖㆤࡀ㔜せ࡛
࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧








†すᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ




イトモ

Potamogeton bercholdii Fieber

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ   ࣄ࣒ࣝࢩࣟ⛉ 3RWDPRJHWRQDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ỿỈᛶࡢከᖺⲡࠋ㈋ᙅ࡞ᆅୗⱼࡀᶓ㉮ࡋ୍⠇࠾ࡁỈ୰
ⱼࡀఙࡧࡿࠋⴥࡣ⥺ᙧࠊ㛗ࡉ 㹼FP ࡛↓ࠊ⦕࡛ඛ➃
ࡣ㗦㢌࡞ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣࡓࡲࡗ࡚ࡘࡃࠋṪ
ⱆࡣࡁࡃኴ࠸ࠋ࣍ࢯࣂ࣑ࢬࣄ࢟ࣔࡢὶỈᆺࡸ㏆ఝ✀㛫ࡢ
㞧✀ఝ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊྠᐃࡣὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᗈࡃୡ⏺ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊ
ᕞࠊἈ⦖ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍ
ࡿࠋ
３. 生育環境
పᆅࡸୣ㝠ᆅࡢụࡸỈ㊰࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸᕷᯇᕷ࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ┴ෆᗈࡃศᕸࡋ࡚࠸
ࡓࡀ⏕⫱㐺ᆅࡣῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ụࡢᇙࡵ❧࡚㸦㸧ࠊἙᕝᨵಟ㸦㸧ࡸ⏕⫱ᆅࡢỈ
㉁ᝏ㸦㸧࡞ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢಖࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

イトクズモ



ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ


Zannichellia palustris L.

㸦㸻࣑࢝ࢬ࢟ࢺࣔ㸧                    
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ   ࣄ࣒ࣝࢩࣟ⛉ 3RWDPRJHWRQDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ỿỈᛶࡢ୍ᖺⲡࡲࡓࡣ㉺ᖺⲡࠋⴥࡣᑐ⏕ࡶࡋࡃࡣ㍯⏕
≧ࠊ↓ࠊ⥺ᙧ࡛ࠊඛ➃ࡣ㗦㢌࡛㗬ṑࡣ࡞࠸ࠋᆅ୰ࢆ㏺࠺
ᆅୗⱼࡽỈ୰ⱼࡀఙࡧࡿࠋⰼᮇࡣኟࠋⰼࡣ༢ᛶⰼ࡛ࠊ㞝
ⰼ㞤ⰼࡀྠࡌⴥ⭆୪ࢇ࡛ࡘࡃࠋᯝᐇࡣ୕᪥᭶ᙧ࡛⫼㠃
ṑ∳ࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᗈࡃୡ⏺ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊἈ⦖ศ
ᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ἢᾏᆅࡢụ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ྡ†ᓊࡢ㣴㨶ሙ㊧ࡢụ⏕⫱ࡍࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ụࡢᇙࡵ❧࡚㸦㸧ࡸࠊỈ㉁ࡢᝏ㸦㸧࡛ῶᑡࡋࡓࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢụࡢᇙࡵ❧࡚ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡇࡸࠊࣚࢩ࡞
ࡢ᳜≀ࡢ㝖ཤࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧









ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ




カワツルモ

Ruppia maritima L.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ      ࢝࣡ࢶࣝࣔ⛉ 5XSSLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ỿỈᛶࡢከᖺⲡࠋᆅୗⱼࡀᶓ㉮ࡋࠊྛ⠇ࡽỈ୰ⱼࡀఙ
ࡧࡿࠋⴥࡣ㔪≧࡛ࠊⴥ⦕㗬ṑࡀ࠶ࡾࠊᇶ㒊ࡣⴥ㠧࡞ࡗ
࡚ⱼࢆᢪࡃࠋⰼᮇࡣࡽ⛅ࠋᯝᐇࡣᕥྑ㠀ᑐ⛠ࡢ༸⌫ᙧ
࡛ඛࡣნ≧✺ฟࡍࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᗈࡃୡ⏺ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊ
ᕞࠊἈ⦖ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᾏᓊἢ࠸ࡢụࡸỈࡓࡲࡾ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ྡ†ᓊ⏕⫱ࡍࡿࠋࡘ࡚ࡣᾏᓊἢ࠸ࡢỈ‵ᆅᗈࡃ
⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࢇࡢ⏘ᆅࡀኻࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ụࡢᇙࡵ❧࡚㸦㸧ࠊᾏᓊࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࡀῶᑡࡢ
せᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᇙࡵ❧࡚ࡢ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ⏕⫱ᆅࡢಖㆤࡀ㔜せ࡛࠶
ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

イズドコロ



†すᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ


Dioscorea izuensis Akahori

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճյ㸧ኚ᭦࡞ࡋ   ࣐ࣖࣀࣔ⛉ 'LRVFRUHDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ࡘࡿᛶࡢከᖺⲡࠋ㞤㞝␗ᰴࠋ᰿ⱼࡣከ⫗㉁࡛ᶓ㏺࠺ࠋⱼ
ࡢୗ㒊ࡣ㛗ⓑẟࡀ࠶ࡿࡀࠊୖ㒊ࡣࡸࡸ↓ẟࠋⴥࡣ⏕ࡋ࡚
 ゅ≧༸ᙧࠊඛࡣ㛗ࡃᑤࡾࠊᇶ㒊ࡣᚰᙧ࡛୧ഃࡣ⪥≧ᙇࡾ
ฟࡍࠋ⦕ࡣᥞ࠸࡞ᑠ✺㉳ࡀ࠶ࡿࠋⷧ࠸㠉㉁࡛ࡃ㯮Ⰽ
ኚࢃࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㞝ⰼᗎࠊ㞤ⰼᗎࡶୗᆶࡍࡿࠋ
ⵧᯝࡣ㯮Ⰽࢆᖏࡧࠊ✀Ꮚࡣ࿘⩼ࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ
㇋ศᕸࡍࡿࠋఀ㇋༙ᓥ≉⏘✀ࠋ
３. 生育環境
ᬮᖏࡢ᫂ࡿ࠸ᯘୗ࠶ࡿ࠸ࡣᯘ⦕ࠋ
４. 生育状況
ಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࡀࠊఀ㇋༙ᓥࡢἢᓊ㒊ᗈࡃ⏕⫱ࡍࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
㞧ᮌᯘࡢᨺ⨨ࡼࡿᖖ⥳ᶞᯘ㸦㸧ࡼࡿග⎔ቃࡢᝏ
ࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 㞧ᮌᯘࡢᖖ⥳ᗈⴥᶞᯘࢆ㜵ࡂࠊᯘᗋࡢග⎔ቃࢆ᭱㐺࡞
≧ែࡍࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧







ୗ⏣ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ




キバナノアマナ Gagea nakaiana Kitag.
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ         ࣘࣜ⛉ /LOLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ㫣ⱼࡣ༸ᙧ࡛㛗ࡉ PPࠋ᰿ฟ
ⴥࡣ  ಶ࠶ࡾࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼PPࠋⰼᮇࡣ  ᭶ࠋ
ⰼࡣⱼ㡬 㹼 ಶࠊᩓᙧ≧ࡘࡃࠋⰼࡣ㛗ࡉ 㹼FPࠋ
ⱖࡣ㛗▷ࡢ  ಶࡀ࠶ࡾᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋⰼ⿕∦ࡣ⥺≧
㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠋึኟࡽఇ╀ࡋ࡚ᆅୖ㒊ࡣᾘ࠼
ࡿࠋ㏆⦕✀ࡢࣄ࣓࣐ࢼࡣ᰿ฟⴥࡢᖜࡀ⊃ࡃࠊ㹼PPࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣࢧࣁࣜࣥࠊᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊࣟࢩࠊᅜෆ࡛ࡣ
ᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ᮾ㒊
ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᒣᆅࡢᯘ⦕ࡸⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡶᑡ࡞ࡃ⏘㔞ࡶᑡ࡞࠸ࠋ㛤ⰼᰴࡣ࠶ࡿࡀ⦾Ṫࡍࡿᰴ
ᩘࡼࡾࡶࠊ᥇ྲྀ࡞ࡼࡾῶᑡࡍࡿᰴᩘࡢ᪉ࡀከࡃቑຍࡣ
ᮃࡵ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ┠ⓗࡢ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋⲡᆅࡢῶᑡ㸦㸧
ࡑࡢ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᕠどࡼࡾ᥇ྲྀࢆ㜵ࡂࡓ࠸ࠋⲡᆅࡢಖ᳜⏕㑄⛣ࢆṆ
ࡵࡿⅭࡢᡭධࢀࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ       㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

チャボホトトギス
静岡県カテゴリー

ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ


Tricyrtis nana Yatabe

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ         ࣘࣜ⛉ /LOLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣ᥋㏆ࡋ࡚⏕ࡋಽ⓶㔪ᙧࠊ⾲
ࡣගἑࡀ࠶ࡾⴭࡋ࠸⣸〓ᩬࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼ
ࡣ▷ࡃ࡚ẟࢆᐦ⏕ࡍࡿࠋⰼࡣ㡬ࠊࡲࡓࡣୖⴥ⬥ 㹼 ⰼࡘ
ࡁࠊୖྥࡋ㯤Ⰽ࡛ෆ㠃ᑠࡉ࡞⣸〓ⰍࡢⅬࡀ࠶ࡿࠋⰼࡣ㛗ࡉ
㹼PPࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ᮾᾏ㹼㏆␥ᆅ᪉㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศ
ᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊す㒊ศᕸࡋ࡚࠾ࡾࠊ㟼ᒸ┴ࡣࠊᮾ
㝈⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ すཱྀ⣖㞝
ᒣᆅࡢᯘ⦕ࡸ㐨ἢ࠸ࡢᆅୖ⏕⫱ࡍࡿࠋ

４. 生育状況
㟼ᒸᕷࠊ⸨ᯞᕷ࡞┴୰㒊ࡢᒣከ࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋつᶍ࡞᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡶ
ῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⰼ௨እࡣ࠶ࡲࡾ┠❧ࡓ࡞࠸ࠋᅬⱁ᥇ྲྀࡼࡾ୍ῶᑡࡋ
ࡓࡀࠊ㏆ᖺᅇࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ⮬↛ࡢᒣࡢᗏຊࢆಙ㢗ࡋࡓ࠸ࠋ                         
㸦すཱྀ⣖㞝㸧







ナツエビネ Calanthe puberula Lindl. var. reflexa (Maxim.) M. Hiroe
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ         ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋഇ㫣ⱼࡀ㐃࡞ࡾࠊᇶ㒊ྂ࠸ⴥ
ࡢ⧄⥔ࡀṧࡿࠋⴥࡣ⊃㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠊ㹼 ಶ
࠶ࡾ⦪⓾ࡀ┠❧ࡘࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⴥࡢ⬥ࡽⰼⱼࢆ❧࡚
࡚ 㹼 ಶࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼࡣῐ⣸Ⰽ࡛ᚄ  FPࠋⴟ∦ࡣ
㛗ࡉ 㹼PPࠊᚋ᪉ᙉࡃࡾ㏉ࡿࠋ၁ᘚࡣᗈ༸ᙧ࡛  ῝
ࠊ⯨㒊ࡣᖹࡽ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊྎ‴ࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊ
ᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸ
ࡍࡿࠋ
３. 生育環境
పᒣࡽᒣᆅࡢᩳ㠃ࡢ‵ࡗࡓᯘᗋ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣከ࠸ࠋ⏘㔞ࡣࡸࡸከ࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ᳜⏕㑄⛣㸦㸧᳃ᯘ
ఆ᥇㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢಖㆤᅬⱁ᥇ྲྀࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊ⏘ᆅሗࡢබ⾲
ࡣៅ㔜࡞㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
     㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ナギラン



ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ

Cymbidium nagifolium Masam.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ         ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋഇ⌫ⱼࡣ⣳㗽ᙧ࡛ࡑࡢୖ 㹼
 ಶࡢⴥࢆࡘࡅࡿࠋⴥࡣᖖ⥳ࡢ⊃㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊ
㠉㉁࡛㛗ࡀ࠶ࡾඛࡣᑤࡾࠊ⦕⣽㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼
 ᭶ࠋⰼࡣⰼⱼ 㹼 ಶࢆ⏕ࡋⓑⰍ〓⣸Ⰽࡀΰࡌࡿࠋ
ⴟ∦ࡣ⊃ಽᢨ㔪ᙧ࡛ࡼࡃᖹ㛤ࡍࡿࠋഃⰼᘚࡣಽᢨ㔪ᙧ࡛ⴟ
∦ࡼࡾࡸࡸ▷࠸ࠋ၁ᘚࡣಽ༸≧ᴃᙧ࡛ὸࡃ  ࡋࠊഃ∦
ࡣ┤❧ࡋ୰∦ࡢඛࡣ  ゅ≧⣽ࡃ࡞ࡿࠋ㏆⦕✀ࡢ࣐ࣖࣛ
ࣥࡣⰼࡀఝࡿࡀᖖ⥳ࡢⴥࡀ࡞࠸ࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ㡑ᅜ㸦῭ᕞᓥ㸧ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㛵ᮾ༡㒊௨す㸧ࠊ ∾அཎᕷ┦Ⰻ⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ

ᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊ
す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᖏୗࡢ↷ⴥᶞᯘୗ࡛ࡸࡸ࠸ࡓࡇࢁ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣከ࠸ࠋ⏘㔞ࡣᑡ࡞࠸ࠋ⏕⫱≧ἣࡣྛ⏘ᆅࡶ⩌⏕
ࡍࡿࡇ࡞ࡃᑠⱑࡶᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡸ᳜⏕
㑄⛣㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
⏕⫱ᆅࡢಖㆤᅬⱁ᥇ྲྀࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊ⏘ᆅሗࡢබ⾲ࡣៅ㔜࡞㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧







コアツモリソウ Cypripedium debile Rchb. f.
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⴥࡣ㛗ࡉ 㹼 FPࠊ ಶࡀᑐ
⏕ࡋ  ⬦ࡀ┠❧ࡕ⦕ࡣἼࢆᡴࡘࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣᚄ⣙
FPࠊⴥࡢ㛫ࡽฟࡿ⣽㛗࠸ⰼࡢඛࡘࡁᆶࢀୗࡿࠋⰼ
ᗈ⥺≧ࡢໟⴥࡀ  ಶ࠶ࡿࠋⴟ∦ഃⰼᘚࡣῐ㯤⥳Ⰽ࡛㛗ࡉ
㹼 FPࠋ၁ᘚࡣ⿄≧࡛ᬯ⣚⣸Ⰽࡢ᮲ᩬࡀ࠶ࡿࠋᯝᮇ࡞
ࡿᯝࡣ❧ࡕୖࡀࡿࠋ㏆⦕✀ࡢࢡ࣐࢞ࢯ࢘ࡣⰼࡶⴥࡶࡼ
ࡾࡁ࠸ࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜศᕸࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᒣᆅᖏ࡛῝ᒣࡢᖖ⥳㔪ⴥᶞᯘୗ⏕⫱ࡍࡿࠋ᳜ᯘࡢᯘᗋ
ࡶṧᏑࡋࠊᑿ᰿ࡽᩳ㠃ࡅ࡚⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣす㒊ࡢᒣᆅ࡛ࠊ⏘㔞ࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ┠ⓗࡢ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡶ
⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢಖᅬⱁ᥇ྲྀࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊ⏘ᆅሗࡢබ㛤ࡣ
ៅ㔜࡞㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ᳃ᯘఆ᥇ࡢ㝿ࡣⓙఆࡋ࡞࠸࡛ᢥ
ఆࡍࡿࠋ                㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ


クマガイソウ Cypripedium japonicum Thunb.
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋᆅୗⱼࡣኴࡃ◳ࡃ⠇ࡀ࠶ࡾỈᖹ
ఙࡧࡿࠋⱼࡣ┤❧ࡍࡿࠋⱼࡢୖ㒊ࡢⴥࡣᡪᙧ࡛  ಶ࠶ࡾᚄ 
㹼FPࠊⱼ㡬ᑐ⏕≧ࡘࡁࠊᨺᑕ≧ከᩘࡢ⓾ࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇ
ࡣ 㹼 ᭶ࠋⴥࡢ㛫ࡽⰼࢆఙࡤࡋ  ಶࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼࡣ
⣙ FPࠋⴟഃⰼᘚࡣᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ⣙ FPࠊῐ㯤⥳Ⰽ࡛㛤ࡃࠋ
၁ᘚࡣᖏ⣚㯤ⓑⰍࡢ⓾ࡢ࠶ࡿ⿄≧࡛ୖ㠃㛤ཱྀ㒊ࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊ
ᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣపᒣࢆ୰ᚰᗈ⠊ᅖศᕸࡍࡿࠋ
ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ
３. 生育環境
ᬮ ᖏࡢᖹᆅࡽᒣᆅࡲ࡛ࡢ➉ᯘࡸ᳜ᯘཬࡧⴠⴥ࣭ᖖ⥳ᗈⴥ
ᶞᯘࡢᯘᗋ࡞ከᵝ࡞⎔ቃ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡶᰴᩘࡶከࡃࠊ⩌⏕ࡋ࡚࠸ࡿᡤࡶ࠶ࡾ㛤ⰼᰴࡶከࡃぢࡽ
ࢀࡿࠋ⏕⫱ᆅࡣ➉ᯘࡸⴠⴥᗈⴥᶞᯘୗ࡛ࡣᑡ࡞ࡃࠊ࡛ࡣ
ࢇࡀ᳜ᯘୗṧᏑࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ┠ⓗࡢ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡶ⬣
ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 㔝⏕࡛ぢࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡿ๓ࠊ⾜ᨻࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢಖㆤ⟶⌮ࡀ
ᮃࡲࢀࡿࠋ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡓグ㘓ࡀ࠶ࡿ₯ᅾⓗ࡞⏕⫱ᆅࢆಖࡍࡿࠋ㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧








イチヨウラン Dactylostalix ringens Rchb. f.
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ         ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⴥࡣᆅ⾲㏆ࡃ㸯ಶ࠶ࡾࠊ⫗ཌ࡞
༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ┤❧ࡋࡓⰼⱼࡢඛ
  ಶࡘࡁ㛗ࡉ FPࠋⱖࡣᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 PPࠋⴟ∦ഃⰼ
ᘚࡣῐ⥳Ⰽ࡛⣸ⰍࡢᩬⅬࡀ࠶ࡾࠊ⊃㛗ᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋ
၁ᘚࡣ  ࡋ࡚ࠊഃ∦ࡣ⣚⣸Ⰽࢆᖏࡧ࡚ࠊ୰∦ࡣᇶ㒊ࡀࡃ
ࡧࢀࡓᡪᙧ࡛㛗ࡉ PPࠋ㏆⦕✀ࡢࢥࢳࣚ࢘ࣛࣥࡣⰼࡀᑠࡉࡃ
㛗ࡉ PP ࡛ᩘಶࡘࡅࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ
࡛ࡣす㒊୰㒊ࠊఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
పᒣࡽள㧗ᒣࡲ࡛ࡢᗈ࠸⠊ᅖ࡛ࠊ᳜ᯘࡸ㔪ⴥᶞᯘࡢ‵ࡾẼ
ࡀ࠶ࡿᯘᗋ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣ㒊ࡢᒣᆅከ࠸ࠋ⏘㔞ࡣከࡃ࡞࠸ࠋ⩌⏕ࡍࡿࡇࡣ
ᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ┠ⓗࡢ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡶ⬣
ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᳃ᯘఆ᥇ࡢ㝿ࡣⓙఆࡋ࡞࠸ࠋ⏘ᆅሗࡢබ㛤ࡣៅ㔜࡞㓄៖
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ               㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ハルザキヤツシロラン
静岡県カテゴリー



㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᒣ㷂⏤ᬕ



Gastrodia nipponica (Honda) Tuyama

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ         ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
⳦ᚑᒓᰤ㣴ࡢከᖺⲡࠋⰼࡢ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ
ⰼᗎ࠶ࡓࡾ 㹼 ಶࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋⴟࡣ୕ゅ≧⟄ᙧ࡛㛗ࡉ FPࠊ
Ⰽࡀᖏ⣸ᬯ〓Ⰽ࡛࿘㎶ࡢⴠࡕⴥࡸࠊᅵተࡢⰍྠࠋⴟ⟄ࡢඛࡣ
㛤ࡁࠊ୰ഃⰼᘚ၁ᘚࡀぢ࠼ࡿࠋⵧᯝࡣ㛗ࡉ  FPࠋⰼᚋࡢ
 ᭶ࡣᯝࡀ FP ࡲ࡛ఙࡧࠊῐ〓Ⰽ࡛┤❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㏆
⦕✀  ᭶㛤ⰼࡍࡿ࢟ࢨ࢟ࣖࢶࢩࣟࣛࣥࢡࣟࣖࢶࢩࣟࣛ
ࣥࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞࠊἈ⦖ศᕸࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣす㒊୰㒊ࠊఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᖏࡢࢩࡢᕧᶞᯘୗከ࠸ࡀࠊ♫ᑎᯘࡸ᳜ᯘࡢᯘᗋ࡛ⴠⴥ
ࡀሁ✚ࡋࡓⷧᬯ࠸ᡤ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣす㒊ከࡃࠊ㏆ᖺ⏘ᆅ⏘㔞ࡣቑ࠼࡚࠸ࡿࡀࠊᖺࡼࡾⓎ
⏕ኚືࡀ࠶ࡿࠋ┴ෆྛᆅ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ඹ⏕⳦ࡀ࡞ࡃ࡚ࡣ⏕⫱ࡋ࡞࠸᳜≀࡞ࡢ࡛ࠊ⳦㢮ࡀ⏕⫱࡛ࡁࡿ
⎔ቃࡀ࡞ࡃ࡞ࡿ㸦㸧ࡇࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ࢩࡢᕧᶞࢆఆ᥇ࡋ࡞࠸ࡇࡸ♫ᑎᯘࢆಖࡍࡿࡇ࡛ࠊ⳦
㢮ࡀ⏕⫱࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆ⥔ᣢࡍࡿࠋ       㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧






ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ






サギソウ

Pecteilis radiata (Thunb.) Raf.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋᆅ୰ࡢ⌫ⱼࡽᆅୖⱼࢆฟࡍࠋ
ⴥࡣᗈ⥺ᙧ࡛ⱼࡢୗ㒊ᩘಶࡘࡁ㛗ࡉ 㹼FPࠋⰼᮇࡣ 㹼
 ᭶ࠋⰼࡣⓑⰍ࡛ᚄ⣙ FPࠊⱼ㡬ᩘಶࡘࡃࠋⴟ∦ࡣ⥳Ⰽ࡛
㛗ࡉ 㹼FPࠋഃⰼᘚ၁ᘚࡣⓑⰍࠋ၁ᘚࡣ  ῝ࡋ࡚ࠊ
ᡪᙧࡢഃ∦ࡢ⦕ࡣ⣒≧⣽ࡍࡿࠋ㊥ࡣ⥺ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼
FPࠊඛ➃ࡅ࡚ኴࡃ࡞ࡾୗᆶࡍࡿࠋ㏆⦕✀ࡢ࣑࢜࢜ࢬࢺࣥ
࣎ࡸ࣑ࢬࢳࢻࣜࡣ⥲≧ⰼᗎࢆ࡞ࡍࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣࣟࢩࠊ୰ᅜࠊᮅ㩭༙ᓥࠊྎ‴ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊ
ᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
᪥ᙜࡓࡾࡀࡼࡃ㈋ᰤ㣴ࡢỈ‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣᑡ࡞࠸ࠋ⏘㔞ࡣከ࠸ࠋ↓ᛶᰴࡶከ࠸ࠋ⇱᳜⏕
㑄⛣ࡼࡾ⾶㏥ࡋࡓ⏘ᆅࡶ࠶ࡿࠋᅬⱁᨺᲠᛮࢃࢀࡿᩬධࡾ
ࡢಶయࡶぢཷࡅࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛
࠶ࡿࠋᅬⱁᨺᲠࡣ㑇ఏᏊࢆᨩࡍࡿ㸦㸧ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ‵ᆅࡢ௦⾲ⓗ࡞᳜≀࡛࠶ࡾࠊⲡྲྀࡾࡸⲡสࡾࢆࡋ࡚᳜⏕㑄
⛣ࡢ㐍⾜ࢆṆࡵࡿࠋ            㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ


ミズトンボ Habenaria sagittifera Rchb. f.
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⴥࡣୗ㒊ᩘಶ࠶ࡾ⥺ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼
FPࠊᇶ㒊ࡣⱼࢆᢪࡃࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣῐ㯤⥳Ⰽ࡛㛗ࡉ 
㹼FPࠊⱼࡢୖ㒊ከᩘࡘࡅࡿࠋⴟ∦ࡣᚰᙧ࡛㛗ࡉ PPࠋ၁
ᘚࡣ༑Ꮠ≧ࠊྛ∦ࡣ⥺ᙧ࡛⣽ࡃࠊ㛗ࡉ PPࠋഃ∦ࡣᩳୖ
‴᭤ࡍࡿࠋ㊥ࡣ㛗ࡉ FPࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍ
ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᖏࡢపᆅࡽపᒣࡢ᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸‵ᆅࡸ⪔సᨺᲠỈ⏣
⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
༊✄ྲྀ⏕⫱ࡍࡿࠋ⏘ᆅࡣᑡ࡞࠸ࠋ⏘㔞ࡣ୍㒊࡛⩌⏕ࡍ
ࡿࠋᨺᲠỈ⏣࡛ࡣ㑄⛣ࡼࡾᖺࠎᰴᩘࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᅬⱁ᥇ྲྀࡸ㋃ᅽࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊ⏕⫱ᆅࡢ❧ࡕධࡾࢆ⚗Ṇࡍࡿ
ࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ⏘ᆅሗࡢබ⾲ࡣៅ㔜࡞㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋ
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧







ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ



ムカゴソウ Herminium lanceum (Thunb. ex Sw.) J. Vuijk
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ղ㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ         ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋᴃᙧࡢ⌫≧ࡢ᰿ࡽⱼࡀฟࡿࠋ
⌔ⱆࡣᆅୖࡢⱼࡢ⭆࡛ࡁࡿࠋⴥࡣ୰㒊 㹼 ಶࡀ⏕ࡋ⥺
ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣῐ⥳Ⰽ࡛✑≧ⰼᗎ
ᐦከᩘࡘࡅࡿࠋⴟ∦ 㹼PPࠋ၁ᘚࡣ⯉≧࡛  ୰ࡍࡿࠋ
ഃ∦ࡣ⥺≧࡛㛗ࡃ๓ྥࡁ࡛ࠊ୰∦ࡣᑠ✺㉳≧࡛࠶ࡿࠋ㊥
ࡣ࡞࠸ࠋ⎔ቃ┬ࡢᑐ⛠✀࡛࠶ࡾࠊ⏘ᆅࡶ⏘㔞ࡶᑡ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ
ᅇࣜࢫࢺࢵࣉࡋࡓࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣࢪࠊࢽ࣮ࣗࢠࢽࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊ
ᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす
㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᖏᬮᖏࡢ‵ཎࠊᆅࡸ‵ࡗࡓᯘ⦕ࡢⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ᮾ㒊ከࡃࠊ୰㒊す㒊ࡶ⏘ᆅࡢ
グ㘓ࡀ࠶ࡿࠋᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ  ࣨᡤ࡛☜ㄆࡉࢀࡓࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ⇱㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶
ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ᳜⏕㑄⛣ࢆᢚไࡍࡿ࡞ࡢ⏕⫱
⎔ቃࢆ⥔ᣢ⟶⌮ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ    㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

カゲロウラン

ᮾఀ㇋⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ຍ⸨ᚭ

Zeuxine agyokuana Fukuy.

㸦㸻࢜࢜ࢫ࣑࢟ࢾࣛࣥ㸧                         
静岡県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ         ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ᰿ⱼࡣኴࡃ㏺࠺ࠋⱼࡣ┤❧ࡍࡿࠋ
ⴥࡣᖖ⥳࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠊ⃰⥳Ⰽ࡛ࣅ࣮ࣟࢻ≧ࡢගἑࡀ࠶ࡾ
⦕ࡣἼᡴࡘࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣῐ㯤ⓑⰍ࡛ᩘಶࡘࡅࡿࠋ
ഃⴟ∦ࡣᢨ㔪ᙧ࡛ෆഃᕳࡁᶓᖹ㛤ࡍࡿࠋ၁ᘚࡣ㛗༸ᙧ࡛
ඛ➃ࡣ  ࡋ࡞࠸ࠋ㏆⦕✀ࣖࢡࢩ࣐࢝ࢩࣗࢫࣛࣥࡢഃⴟ∦
ࡣ༸ᙧ࡛ෆഃᕳ࡞࠸ࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞࠊἈ⦖ศᕸ
ࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ࠊ୰㒊ࠊఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ୣ㝠ᆅࡽపᒣࡢ࣐࢝ࢶᯘࡸᖖ⥳ᶞᯘୗ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣグ㘓ࡀ࡞ࡃࠊ㏆ᖺ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ⏘
㔞ࡣ  ᰴ௨ୗࡢ⏘ᆅࡀከ࠸ࠋ⏘ᆅࡣ┴ෆᗈࡃⅬᅾࡍࡿࠋ㛤
ⰼࡍࡿᰴࡢྜࡶከ࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅵᆅ㐀ᡂ㸦㸧ࡸ᳃ᯘఆ᥇㸦㸧࡞ࡢ㛤Ⓨ⾜Ⅽࡀせᅉ࡛
࠶ࡿࠋ࣐ࢽࡼࡿ᥇ྲྀ㸦㸧ࡶከᑡࡣ⬣ጾ࡞ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᒣᯘࡢ㛤Ⓨࢆᅇ㑊ࡍࡿࠋ᳃ᯘఆ᥇ࡢ㝿ࡣࠊⓙఆࡋ࡞࠸࡛ᖺ
᭶ࢆ㈝ࡸࡋ࡚ᑡࡋࡎࡘᢥఆࡍࡿࠋ       㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧






ᯇᕷ

 ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ



エンシュウムヨウラン
静岡県カテゴリー

Lecanorchis suginoana (Tuyama) Seriz.

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ           ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
⳦ᚑᒓᛶᰤ㣴ࡢከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣ㏥ࡋ࡚㫣
∦≧࡛࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⱼ㡬ᩘಶࡢ㯤〓Ⰽࡢⰼࢆ⥲
≧ࡘࡅࡿࠋ၁ᘚࡣᕥྑࡢഃ∦ࡀࡃࠊ࿘㎶㒊㗬ṑࡀ࡞
ࡃࠊ㯤Ⰽࡢẟࡀ࠶ࡿࠋⷁᰕඛ➃ࡀษᙧ࡛࠶ࡿࠋⰼඛ➃ࡀ⭾
ࡽࡴࠋ㏆⦕✀ࡢ࢘ࢫࢠ࣒ࣚ࢘ࣛࣥࡣⰼᮇࡀ  ᭶ࠊ၁ᘚࡢẟࡢ
Ⰽࡀ⣸〓Ⰽ࡛ࠊ⦕ࡢẟங㢌≧ࡢ✺㉳ࡀ࠶ࡾࠊⷁᰕඛ➃ࡀ 
࡛࠶ࡿࠋ࣒ࣚ࢘ࣛࣥࡣ㧗ࡉࡀ FP ௨ୖ࠶ࡾࠊ၁ᘚࡢ⦕ࡢ
ẟங㢌≧ࡢ✺㉳ࡀ࡞࠸ࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞࠊᅄᅜศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศ
ᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᒣᆅࡢࢥࢼࣛࡸࢩ㢮ࡢᯘᗋ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣす㒊ࢆ୰ᚰቑຍഴྥ࠶ࡿࠋ⏘㔞ࡣᩓ⏕ࡋ࡚࠸
࡚ከࡃࡣ࡞࠸ࠋࢥࢼࣛᯘࡢᯘᗋከࡃ⏕⫱ࡍࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡸᙳ
⪅ࡢ㋃ᅽ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ࢥࢼࣛᯘࡢఆ᥇ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡶࠊ᳜⏕㑄⛣ࡼࡿ⎔
ቃࡢᝏࢆᢚไࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ   㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

スズムシソウ

ᕝᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ


Liparis makinoana Schltr.

㸦㸻ࢫࢬ࣒ࢩࣛࣥ㸧                           
静岡県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣ  ᯛ࡛ᇶ㒊ࡀⴥ⩼≧
ᗈࡃὶࢀ࡚ⱼࢆᢪࡁࠊ㹼FPࠊ㕌㢌࡛⦪⬦ࡀ⾲ฟࡿࠋ
ⰼⱼࡣ⛸ࡀ࠶ࡾࠊୗࡢ᪉ࡽⰼࢆ 㹼 ࡘࡅࡿࠋⰼᮇࡣ
㹼 ᭶ࠋⰼࡣࠊⴟࡣῐ⥳࡛ࠊഃⴟ∦ࡀ⣒≧࡛၁ᘚࡢୗ
ࡃࢀࡿࠋⰼᘚ၁ᘚࡣⷧ࠸⣸〓Ⰽࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊ
ᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍ
ࡿࠋ
３. 生育環境
ᖏࠊᬮᖏࡢᒣᆅࡢᯘෆ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ྛᆅᗈࡃⅬᅾࡋ࡚࠸ࡓࠋᅬⱁ᥇ྲྀ࡞࡛ῶᑡࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᒣᯘఆ᥇㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢᾘኻᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀ
⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢಖㆤᅬⱁ᥇ྲྀࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊ⏘ᆅሗࡢබ㛤
ࡣៅ㔜࡞㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦すཱྀ⣖㞝㸧






ᑠᒣ⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝




フウラン 㸦㸻ࣇ࢘࢟ࣛࣥ㸧
静岡県カテゴリー

Neofinetia falcata (Thunb.) Hu

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ᖖ⥳ࡢ╔⏕ࡍࡿከᖺⲡࠋⴥࡣཌ࠸㠉㉁࡛ࠊ㹼 ᑐ᥋㏆ࡋ
࡚ࡘࡁࠊᶓ᩿㠃ࡣ 9 Ꮠᙧ࡞ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣⓑⰍ
࡛㛗࠸㊥ࡀᆶࢀ࡚ⰾ㤶ࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ㡑ᅜ㸦῭ᕞᓥ㸧ࠊྎ‴ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㛵ᮾ௨
༡㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊἈ⦖ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ
୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᖏࠊᬮᖏࡢ⮬↛ᯘࡸ♫ᑎᯘࡢྂᮌࡸᒾୖ╔⏕ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
す㒊ࢆ୰ᚰࠊ୰㒊ࠊᮾ㒊ࠊఀ㇋Ⅼᅾࡍࡿࠋ㏆ᖺࡢ☜ㄆ
ࡣᑡ࡞࠸ࠋྂᮌࡢఆ᥇ࡸᅬⱁ᥇ྲྀ࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ྂᮌࡢఆ᥇㸦㸧ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶
ࡿࠋ
６. 保護対策
 ╔⏕ࡍࡿ⮬↛ᯘࡸ♫ᑎᯘࡢಖㆤࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᅬⱁ᥇ྲྀ
ࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊ⏘ᆅሗࡢබ㛤ࡣៅ㔜࡞㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋ
㸦すཱྀ⣖㞝㸧

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ



ヒメムヨウラン Neottia acuminata Schltr.
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ         ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡ⳦ᚑᒓᰤ㣴᳜≀ࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋ᰿ࡣ㔪㔠ᵝ࡛▷
ࡃୖྥࡁ᮰⏕ࡍࡿࠋⱼࡣ⣽ࡃ┤ᚄ PPࠊ㉥〓Ⰽ࡛⭷㉁⟄≧
ࡢ㠧≧ⴥࢆ 㹼 ಶࡘࡅࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⱖࡣ༸ᙧ࡛㛗ࡉ
㹼PPࠋⰼࡣῐ〓Ⰽ࡛ಽ❧ࡍࡿࠋⴟ∦ഃⰼᘚࡣ༸≧ᗈᢨ
㔪ᙧ࡛㛗ࡉ PPࠊ᭤ࡍࡿࠋ၁ᘚࡣ୕ゅ≧༸ᙧ࡛㛗ࡉ PPࠊ
ୖ᪉⨨ࡍࡿࠋ㏆⦕✀ࡢࢧ࢝ࢿࣛࣥࡣⱼࡀ⫗㉁࡛ኴࡃࠊ┤
ᚄ PP ࠶ࡾయࡀ㯤ⓑⰍ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣࣟࢩ㸦ࢧࣁࣜࣥࠊ࢘ࢫ࣮ࣜࠊ࣒࢝ࢳࣕࢶ࢝㸧ࠊ
ᮅ㩭༙ᓥࠊྎ‴ࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦୰࣭㒊㸧
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ள㧗ᒣᖏ㔪ⴥᶞᯘୗࡢⴠⴥࡀሁ✚ࡋࡓ⭉᳜ᅵ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᐩኈᒣ༡ࣝࣉࢫ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏘ᆅࡣᑡ࡞࠸ࠋ⏘㔞
ࡣᑡ࡞࠸ࠋ┠❧ࡓ࡞࠸ࡓࡵ☜ㄆ㊊ࡶ࠶ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡀせᅉ࡛ࠊᯘ㐨ᩚഛ㸦㸧ࡸ㋃ᅽ㸦㸧
ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⮬↛ᯘࡢಖࢆࡍࡿࠋ⏕⫱ࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿᛮࢃࢀࡿ⎔ቃ
ࡣࠊ᳃ᯘఆ᥇ࡸ㛤Ⓨ⾜Ⅽࢆៅ㔜⾜࠸ࡓ࠸ࠋ 㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧






ᚚẊሙᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ






オノエラン Chondradenia fauriei (Finet) Sawada ex F. Maek.
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋ᰿ࡣኴ࠸⣣≧ࠋⴥࡣ㛗ᴃᙧ࡛
㛗ࡉ 㹼 FPࠊⱼࡢᇶ㒊  ಶ࠶ࡿࠋⰼᮇ 㹼 ᭶ࠋⱼ㡬
ⓑⰍࡢⰼࢆ 㹼 ಶࡘࡅࡿࠋⱖࡣᗈᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋⴟ
∦ࡣ㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠋ၁ᘚࡣࡃࡉࡧᙧ࡛  ὸࡋ࡚
ႃ㒊 : Ꮠᙧࡢ㯤〓Ⰽࡢᩬ⣠ࡀ࠶ࡿࠋ㊥ࡣᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼
PPࠊᇶ㒊࡛ࡃࡧࢀࡿࠋ㏆⦕✀ࡢ࣓࢝ࣔࣛࣥࡣⴥࡀ  ಶ࡛၁
ᘚ : Ꮠᙧࢆࡋࡓ㯤〓Ⰽࡢᩬ⣠ࡀ࡞ࡃ⣚⣸ⰍࡢᩬⅬࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦୰㒊ࠊ⣖ఀ༙ᓥ㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴

ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
㟼ᒸᕷⵇ༊ඵ⣫ᕊ  ᖺ  ᭶  ᪥ᐑᓮ୍ኵ
３. 生育環境

෭ ᖏࡢ῝ᒣ࡛᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸ᒾ♟ᆅࡢⲡᆅࡸᑿ᰿ࡢᒾ
ሙ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᐩኈᒣ࿘㎶Ᏻಸᕝὶᇦࡢᒣᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ⏘ᆅࡣᑡ࡞
࠸ࠋᰴᩘࡣ⊃࠸⠊ᅖᩘᰴࡀ㛤ⰼࡋ࡚࠸ࡿࠋⓏᒣ㐨⬥⏕࠼
࡚࠸ࡿࡇࡀከࡃᅬⱁ᥇ྲྀࡉࢀࡿ༴㝤ᛶࡀ㧗࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ┠ⓗࡼࡿ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ᳜⏕㑄⛣㸦㸧
ࡸ㋃ᅽ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⮬⏕ᆅࢆಖㆤࡍࡿࡶᅬⱁ᥇ྲྀࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊศᕸ
ሗࡢබ⾲ࡣៅ㔜࡞㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ   㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ウチョウラン
静岡県カテゴリー

Ponerorchis graminifolia Rchb. f.
絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋሢ᰿ࡣ⌫ᙧࠋⴥࡣ 㹼 ಶ࠶ࡾ
⏕ࡋ࡚ᗈ⥺ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊᇶ㒊ࡣⱼࢆᢪࡁࠊඛࡣ㗦ᑤࡍ
ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ⣚⣸Ⰽ࡛ከᩘࢆ⥲≧ࡘࡅࡿࠋⴟ
∦ഃⰼᘚࡣ༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠋ၁ᘚࡣ  ῝ࡋ࡚㛗ࡉ 
PPࠊ୰∦ࡣᴃᙧࠋ㊥ࡣ㛗ࡉ 㹼PPࠋ㏆⦕✀ࡢࢽࣙ࣍
࢘ࢳࢻࣜࡣ၁ᘚࡀ  ὸ࡛୰∦ࡣᅄゅᙧ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍ
ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᖏᬮᖏࡢ᪥ᙜࡓࡾࡀࡼ࠸ᒾቨ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣ୰㒊す㒊ከ࠸ࠋ⏘㔞ࡣከࡃ࡞࠸ࠋቑṪᢏ⾡ࡀⓎ
㐩ࡋ࡚ࠊᅬⱁ᥇ྲྀࡣᑡ࡞ࡃ࡞ࡗࡓឤࡌࡿࡀࠊᏳ᫆᥇ྲྀ࡛
ࡁࡿሙᡤ࡛ࡣᰴᩘࡀᴟ➃ᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋᒾ♟ࡢᔂቯ㸦㸧ࡸ᳜⏕
㑄⛣㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢಖㆤᅬⱁ᥇ྲྀࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊ⏘ᆅሗࡢබ⾲
ࡣៅ㔜࡞㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ        㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧




ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




ニョホウチドリ
静岡県カテゴリー

Ponerorchis joo-iokiana (Makino) Nakai

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ         ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋᆅୗከ⫗࡛ᡥ⌫ᙧࡢሢ᰿ࡀ
࠶ࡿࠋⴥࡣ  ಶ๓ᚋࡘࡁᢨ㔪ᙧ࡛⫗㉁ࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠋⰼ
ᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ⣚⣸Ⰽ࡛ⰼⱼࡢୖ㒊ࡸࡸ୍᪉ྥᩘ
ಶࡘࡃࠋ၁ᘚࡣᡪᙧࡢࡸࡸ⫗㉁࡛㛗ࡉ 㹼PPࠊⴟ∦ࡼ
ࡾࡶ㛗ࡃ┠❧ࡕࠊඛࡣ  ὸࡋ࡚୰∦ࡣᑡࡋࡁࡃඛࡀ
ᑡࡋࡇࡴࠋ㊥ࡣ⟄≧⥺ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠊᚋ᪉✺ࡁ
ฟࡍࠋ㏆⦕✀ࡢ࢘ࢳࣙ࢘ࣛࣥࡸࣄࢼࢳࢻࣜࡣᒾୖࡸᶞୖ
╔⏕ࡍࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦୰㒊ᆅ᪉ࠊ㛵ᮾᆅ᪉㒊㸧ศᕸ
ࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ᮾ㒊㸦ኳᏊᒣ⣔㸧
ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ள㧗ᒣᖏࡢᒾሙࡸ◁♟ᆅࡢⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣᑡ࡞࠸ࠋ⏘㔞ࡣࡑࢀከࡃࡣ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ┠ⓗࡼࡿ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋᒾ♟ࡢᔂቯ
㸦㸧ⲡᆅࡢ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ㏆ᖺࡣࢩ࢝
ࡼࡿ㣗ᐖ㸦㸧ࡶⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᅬⱁ┠ⓗࡸ࣐ࢽࡢ᥇ྲྀࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊ⏘ᆅሗࡢබ㛤
ࡣៅ㔜࡞㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ       㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧



㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᒣ㷂⏤ᬕ 


ミズチドリ Platanthera hologlottis Maxim.
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⴥࡣ⥺≧ᢨ㔪ᙧ࡛ 㹼 ಶࡀ⏕
ࡋࠊୗ᪉ࡢⴥࡣ㛗ࡉ 㹼 FPࠊୖ㒊ࡢⴥࡣࡋࡔ࠸ᑠࡉࡃ࡞
ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ⣧ⓑⰍ࡛ከᩘࢆ⥲≧ࡘࡅࠊⰾ㤶ࡀ࠶
ࡿࠋ၁ᘚࡣ⯉≧ࡢಽ༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 PPࠋ㊥ࡣ⣽ࡃୗᆶࡋ࡚㛗
ࡉ 㹼 PPࠋ㏆⦕✀ࡢ࣑ࢬࢺࣥ࣎ࡣⰼࡀῐ㯤⥳Ⰽ࡛၁ᘚࡀ༑
Ꮠ≧࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊࣟࢩ㸦ࢩ࣋ࣜ㸧ࠊᅜෆ࡛ࡣ
ᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋㸦⣽㔝‵
ཎ㸧ᮾ㒊㸦ᑠ⏣㈏‵ཎ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᖏࡢ‵ᆅࠊ‵ཎࡸ␁⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣᑡ࡞࠸ࠋ⏘㔞ࡣከࡃ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧⇱㸦㸧
ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ㏆ᖺࡣࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖ㸦㸧ࡶ࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ‵ᆅࡣከᵝ࡞✀ࡀ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ✀ࡢከᵝᛶࢆ⥔ᣢࡍࡿ
ࡓࡵࡶࠊ᳜⏕㑄⛣ࢆᢚไࡋ࡚ಖ⟶⌮ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶
ࡿࠋ                    㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧






ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ






ツレサギソウ

Platanthera japonica (Thunb.) Lindl.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣᩘಶࡀ⏕ࡋ㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 
㹼FPࠊ୰⬦ࡀ㗦ࡃ✺ฟࡍࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣⓑⰍ࡛ࠊ
ⰼⱼࡢୖ㒊ከᩘࡘࡁ⥲≧ⰼᗎࢆ࡞ࡍࠋⱖࡣ⥺≧ᢨ㔪ᙧ࡛ⰼࡼࡾ
ࡶ㛗࠸ࠋ၁ᘚࡣ㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ FPࠊᇶ㒊ࡢ୧ഃ✺㉳ࡀ࠶ࡿࠋ
㊥ࡣ⣽࠸⟄ᙧࡢᖏ⥳ⓑⰍ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠊୗᆶࡍࡿࠋ㏆⦕✀ࡢ࣑
ࢬࢳࢻࣜࡣ၁ᘚᇶ㒊✺㉳ࡀ࡞࠸ࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜศᕸࡍࡿࠋᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊ
ᅄᅜࠊᕞࠊ┴ෆ࡛ࡣす㒊ࠊ୰㒊ࠊᮾ㒊ࠊఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮ ᖏࡢᒣᆅ࡛᪥ᙜࡓࡾࡀࡼࡃ‵ࡗࡓⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
┴ෆᗈࡃศᕸࡋ࡚࠸ࡓࡀῶᑡࡋ࡚⏘ᆅࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ┠ⓗࡼࡿ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ࿘ᅖࡢⲡᮏ㧗
ᮌࡼࡿ⿕㝜㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖ㸦㸧
ࡶቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࢆ⿕㝜ࡋ࡚࠸ࡿᶞᮌࢆఆ㛤ࡋ࡚ග᮲௳ࢆᨵၿࡍࡿࠋ㑄⛣
ࢆᢚไࡍࡿ㝖ⲡࡶຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧



ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ

オオヤマサギソウ Platanthera sachalinensis F. Schmidt
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ         ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⴥࡣୗࡢ  ಶࡀࡁࡃಽᢨ㔪
≧㛗ᴃᙧ࡛⏕ࡋࠊ㛗ࡉ 㹼 FPࠋୖࡢⴥࡣ 㹼 ಶ࠶
ࡾ⊃ᴃᙧࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣῐ⥳ⓑⰍࠋഃⴟ∦ࡣ༸ᙧ
࡛㛗ࡉ 㹼PPࠋ၁ᘚࡣᆶࢀୗࡀࡾ⦕ࡢᗈ⥺ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼
PPࠊ㊥ࡢධࡾཱྀ⫗㉁㝯㉳ࡀ࠶ࡿࠋ㊥ࡣ⣽ࡃ㛗ࡉ 㹼
PPࠋ㏆⦕✀ࡢ࢜࢜ࣂࢼ࣐࢜࢜ࣖࢧࢠࢯ࢘ࡣഃⴟ∦ࡀ㛗ࡉ 
PPࠊ၁ᘚࡢዟ࠶ࡿ⫗㉁㝯㉳ࡀ㢧ⴭ࡛࡞࠸ࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣࢧࣁࣜࣥࠊྎ‴ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄ
ᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍ
ࡿࠋ
３. 生育環境
ᖏࡽள㧗ᒣᖏࡢᯘᗋ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
୰㒊す㒊Ⅼᅾࡍࡿࡀᑡ࡞࠸ࠋ⏘㔞ࡣࡁࢃࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛ࠊᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶
ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏘ᆅࡢ᳃ᯘࡣⓙఆࡍࡿࡇ࡞ࡃᢥఆࡋ࡚ࠊᛴ⃭࡞⏕⫱⎔
ቃࡢኚࢆ࠼࡞࠸ࡼ࠺㓄៖ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧






㛗㔝┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍






オオバナオオヤマサギソウ
静岡県カテゴリー

Platanthera hondoensis (Ohwi) K. Inoue

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ         ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋ᰿ⱼࡣ⣳㗽≧࡛ᩘಶ㞟ࡲࡿࠋⴥ
ࡣୗࡢ  ಶࡀࡁࡃ࡚⏕ࡋࠊಽᢨ㔪≧㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼
 FPࠋୖࡢⴥࡣ 㹼 ಶ࠶ࡾ⊃ᴃᙧࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼ
ࡣ⥳ⓑⰍࠋഃⴟ∦ࡣ༸ᙧ࡛㛗ࡉ PPࠋ၁ᘚࡢዟ࠶ࡿ⫗㉁㝯
㉳ࡀ㢧ⴭ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㊥ࡣ㛗ࡉ 㹼 PPࠋ㏆⦕✀ࡢ࣐࢜࢜ࣖ
ࢧࢠࢯ࢘ࡢഃⴟ∦ࡣ༸ᙧ࡛ࠊ㛗ࡉ 㹼PPࠊ㊥ࡣ㛗ࡉ 㹼
PPࠊ၁ᘚࡢዟ࠶ࡿ⫗㉁㝯㉳ࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㛵ᮾ㹼㏆␥ᆅ᪉㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ
࡛ࡣᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᖏࡽள㧗ᒣᖏࡢᯘ⦕ࡸⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣᐩኈᒣ࿘㎶ᒁ㝈ࡍࡿࠋ⏘㔞ࡣࡁࢃࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋ᥇
ྲྀ㣗ᐖ㐼ࡗ࡚☜ㄆ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ⏘ᆅࡶ࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋᅬⱁ᥇
ྲྀ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏘ᆅࡢ᳃ᯘࡣⓙఆࡍࡿࡇ࡞ࡃᢥఆࡋ࡚ࠊᛴ⃭࡞⏕⫱⎔ቃ
ࡢኚࢆ࠼࡞࠸ࡼ࠺㓄៖ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ヤマトキソウ
静岡県カテゴリー



ᒣ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍




Pogonia minor (Makino) Makino
絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⴥࡣ୰ୖ㒊  ಶࡘࡅࠊࡸࡸཌ
ࡃ⫗㉁ࡢ㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠋⱖⴥࡣ⊃ᴃᙧࠋⰼᮇࡣ
 ᭶ࠋⰼࡣⱼ㡬  ಶࡘࡅࠊᖏ⣚ⓑⰍ࡛ୖྥࡁࢃࡎ㛤
ࡃࠋ⫼ⴟ∦ࡣ⥺≧ᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ  PPࠋ၁ᘚࡣഃⰼᘚࡼࡾࡶ
▷ࡃ㛗ᴃᙧ࡛  ࡋ࡚ࠊ୰∦ࡣ⫗㉁ࡢẟ≧✺㉳ࡀᐦ⏕ࡍ
ࡿࠋ㏆⦕✀ࡢࢺ࢟ࢯ࢘ࡣ၁ᘚࡀഃⰼᘚࡼࡾࡶ㛗࠸ࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊྎ‴ࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊ
ᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊
ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮ ᖏࡢୣ㝠ᆅࡢ᪥ᙜࡓࡾࡀࡼ࠸ࠊ༙〄ᆅ≧ࡢ⑭ࡏ࡚࠸
ࡓⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣ┴ෆᗈࡃࡸࡸከ࠸ࠋ⏘㔞ࡣࡸࡸከ࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛ࠊᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᳜⏕㑄⛣ࢆᢚไࡋ࡚ࠊ༙〄ᆅ≧ែࡢ⮬↛⎔ቃࢆ⥔ᣢ⟶⌮ࡍ
ࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧





ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ






マツラン

Gastrochilus matsuran (Makino) Schltr.

㸦㸻࣋ࢽ࢝ࣖࣛࣥ㸧
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺ⏕ࡢ╔⏕᳜≀ࠋ᰿ࡣኴ⣒≧࡛ᶞ⓶╔⏕ࡋୗᆶࡍ
ࡿࠋⴥࡣᖖ⥳ࡢཌ࠸ゅ㉁࡛⏕ࡋ࡚  ิ⏕ࡋ㛗ࡉ 㹼FPࠊ
ᬯ⣸Ⰽࡢᩬ⣠ࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼᗎࡣⴥ⭆ࡽఙࡧ
࡚ࠊⰼࢆ 㹼 ಶࡘࡅࡿࠋⰼࡣᚄ 㹼PPࠊῐ㯤⥳Ⰽ࡛⣚⣸
Ⰽࡢ⣽Ⅼࡀ࠶ࡿࠋ၁ᘚࡣᇶ㒊ࡀᄷ≧ࡩࡃࡽࡴࠋ㏆⦕✀ࡢ
࢝ࣖࣛࣥࡣ၁ᘚࡢᇶ㒊ᄷࡀ࡞࠸ࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦ᒾᡭ┴௨༡ࡢኴᖹ
ὒഃ㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
῝ᒣࡢ㞼㟝ࡀࡿⱏࡴࡋࡓᕧᶞࡢᖿࡸᯞ╔⏕ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣす㒊࠶ࡾᑡ࡞࠸ࠋᰴᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ᥇ྲྀࡢࡓࡵ
ᡭࡢᒆࡃ⨨ࡣࢇ⏕⫱ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋᙉ㢼ࡸ㑄⛣ࡼࡿಽᮌ
㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏘ᆅࡢ⮬↛ᯘࡣ᳃ᯘఆ᥇ࡍࡿࡇ࡞ࡃಖࡍࡿࡇࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ               㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

モミラン



㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝


Gastrochilus toramanus (Makino) Schltr.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ᶞᮌ╔⏕ࡍࡿከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣᶞᖿୖࢆ㏺࠸
㛗ࡉ 㹼 FPࠋⴥࡣ  ิ⏕ࡋ࡚㛗ᴃᙧ࡛  ⬦࠶ࡾ㛗ࡉ 
㹼PPࠊᬯ⣸ⰍࡢᩬⅬࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼᗎࡣ⭆⏕
ࡋ࡚ࠊ㯤⥳Ⰽࡢⰼࢆ 㹼 ಶࡘࡅࡿࠋⴟࡣ㛗ࡉ㹼PPࠋ
၁ᘚࡣⓑⰍ࡛ᡥᙧࠊ⦕つ๎࡞⣽࠸Ἴ≧㗬ṑࡀ࠶ࡾࠊ
୰ኸࡽᇶ㒊▷ẟࢆᐦ⏕ࡋ࡚ࠊᇶ㒊ࡣᰕᙧ࡛㛗ࡉ  PP
ࡢ㊥࡞ࡿࠋ㏆⦕✀ࡢ࣐ࢶࣛࣥࡣ၁ᘚࡢᇶ㒊ࡀᄷ≧ࡩࡃࡽ
ࡴࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ᐑᇛ┴௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍ
ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮ ᖏࡢ㞼㟝ࡀⓎ⏕ࡍࡿᶞᖿ╔⏕ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣす㒊࠶ࡾᑡ࡞࠸ࠋ⏘㔞ࡣᑡ࡞࠸ࠋᶞᖿࡢ㧗࠸⨨
⏕⫱ࡋ☜ㄆࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡶ⬣ጾ
࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ╔⏕ࡋ࡚࠸ࡿᶞᮌࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⏕⫱ᆅࡢ᳃ᯘࢆᗈࡃಖࡍ
ࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ          㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧




12 ,0$*(






ムカデラン Cleisostoma scolopendrifolius (Makino) Garay
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ᶞᮌ╔⏕ࡍࡿከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣࡲࡤࡽศ
ᯞࡋ࡚ⓑⰍࡢኴ࠸᰿ࢆฟࡍࠋⴥࡣከ⫗࡞೫ᰕᙧ࡛  ⁁ࡀ
࠶ࡾ㛗ࡉ 㹼PPࠊ ิ⏕ࡍࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ
ⴥࡢᑐഃࡽ  ⰼࢆฟࡋ࡚ῐ⣚⣸Ⰽ࡛ᚄ  PPࠋⴟ∦ࡣᴃ
ᙧ࡛㛗ࡉ  PPࠋ၁ᘚࡣⓑⰍࡢ⫗㉁࡛ඛ➃ࡀ  ࡋ࡚ഃ
∦ࡣ⪥≧ࠊ୰∦ࡣ୕ゅ≧࡛࠶ࡿࠋ㏆ఝ✀ࡢࢡࣔࣛࣥࡣከ⫗
࡞ⴥ≧ࡢ᰿ࢆᨺᑕ⥺≧ᗈࡆࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ㡑ᅜ㸦῭ᕞᓥ㸧ࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ
㸦㛵ᮾᆅ᪉௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ
୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮ ᖏࡢᒣᆅࡢ᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸ᒾୖࡸᶞᖿ╔⏕ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣす㒊࠶ࡿࡀᑡ࡞࠸ࠋ⏘㔞ࡣᑠ⩌⏕ࡍࡿࠋᆶ┤
࡞ᒾቨ╔⏕ࡋ࡚ᐦ⏕ࡍࡿࡀ㛤ⰼᰴࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣ࡼࡿᶞෙࡢ⿕㝜㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋᅬⱁ
᥇ྲྀ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢಖㆤᅬⱁ᥇ྲྀࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊ⏘ᆅሗࡢබ⾲
ࡣៅ㔜࡞㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ      㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

キバナノショウキラン
静岡県カテゴリー



ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ


Yoania amagiensis Nakai et F. Maek.

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ         ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
⳦ᚑᒓᰤ㣴ࡢከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ᰿ⱼࡣኴࡃࠊࣔ
≧࡛࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋኴ࠸㯤〓Ⰽࡢ FP ⛬ᗘࡢⱼࢆ
࠶ࡆࠊ㹼 ⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼࡶ㯤〓Ⰽ࡛Ꮚᡣⱼࡲ࡛ࡢ㛗ࡉ
㹼FPࠋⰼ⿕ࡣ㞳⏕ࡋࠊ༸≧ᴃᙧ࡛㢌ࠋ၁ᘚࡣⓑⰍࠋ
ⰼᚋࠊᰴࡣᯤࢀࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㛵ᮾ㹼୰㒊ᆅ᪉㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศ
ᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᖏࡽ ᖏࡢ⭉᳜㉁ࡢከ࠸ᯘୗࠊ㇂➽࡞Ⓨ⏕ࡍࡿࠋ
⮬↛ᗘࡢ㧗࠸ᯘࠊᨺ⨨➉ᯘࠊᗫᮦ㞟✚ᡤ࡞ከ࠸ࠋ
４. 生育状況
ྛᆅᗈࡃⅬᅾࡍࡿࠋࡈࡃᑡᩘᩓ⏕ࡍࡿᡤ⩌⏕ࡍࡿᡤ
ࡀ࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᒣᯘఆ᥇㸦㸧ࠊ᳜⏕ࡢ㑄⛣㸦㸧ࠊ⇱㸦㸧ࡀ࠶
ࡆࡽࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ẖᖺⓎ⏕ࡍࡿሙᡤࡣࠊ⎔ቃࢆᨵኚࡍࡿࡇࡣ㑊ࡅࡓ࠸ࠋ
 
㸦すཱྀ⣖㞝㸧





㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ すཱྀ⣖㞝




Iris laevigata Fisch.

カキツバタ

㸦㸻࢝ࢵࢥࣂࢼ㸧
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࣓ࣖ⛉ ,ULGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋࣀࣁࢼࢩࣙ࢘ࣈఝࡿࡀࠊⴥࡣ
୰⫘ࡀ᫂ࠋᕵ 㹼 FPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ㟷⣸Ⰽࠊᚄ
FPࠊእ∦ࡢᘚ㒊ࡣᆶࢀࠊ∎㒊⥙ᩬࡣ࡞ࡃࠊ༢⣧ⓑཪ
ࡣῐ㯤Ⰽࠋෆ∦ࡣ❧ࡕಽᢨ㔪ᙧ࡛ᑡࡋᑤࡾ FPࠊⵂࡣⓑⰍࠋ
᰿ⱼࡣศᒱࡋ࡚⧄⥔㉁そࢃࢀࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊࢩ࣋ࣜᮾ㒊ࠊࢧࣁࣜࣥࠊᅜ
ෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋
す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᖏࠊ ᖏࡢụࠊ⏝Ỉ㊰࡞⏕⫱ࡍࡿࠋࣁࢼࢩࣙ࢘ࣈࠊ
࣓ࣖᮏ✀ࡢ  ✀ࡢ୰࡛ࠊᮏ✀ࡀ᭱ࡶỈࢆዲࡴࠋ
４. 生育状況
ఀ㇋ᕷࠊ☬⏣ᕷࠊᯇᕷ༊୕ࣨ᪥⏫ࠊᘬబ⏫࡞⏕⫱
ࡍࡿࠋࣚࢩ࡞➇ྜࡋ࡚ࠊ⾶㏥ࡋ࡚࠸ࡿᡤࡶ࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅ࡛࠶ࡿࠊụ࿘㎶ࡢᒣᯘఆ᥇㸦㸧ࡸ᳜⏕㑄⛣㸦㸧
ࡼࡿ➇ྜ࡞ࠊ⏕⫱⎔ቃࡢኚࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ
６. 保護対策
⏕⫱ᆅࢆ⟶⌮ࡍࡿࡇ࡛ࠊ⏕⫱㐺ࡍࡿ᮲௳ᩚ࠼ࡿࡇ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ             㸦すཱྀ⣖㞝㸧

ミズアオイ

☬⏣ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ




Monochoria korsakowii Regel et Maack.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ       ࣑ࢬ࢜⛉ 3RQWHGHULDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
୍ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣᶓ㏺࠺᰿ⱼ࡞ࡾࠊᩳୖࡋ
࡚ⴥࢆ᮰⏕ࡍࡿࠋⴥ㌟ࡣᚰᙧ࡛ࠊ㛗ࡉ 㹼 FPࠊ⦕࡛ගἑ
ࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼⱼࡣⴥࡼࡾ㧗ࡃఙࡧࠊୖ᪉ 
㹼 ಶࡢⰼࢆ⥲≧ࡘࡅࡿࠋⰼࡣ  ᪥ⰼ࡛ࠊᩘಶࡎࡘဏࡃࠋ
ⰼ⿕∦ࡣ㟷⣸Ⰽ࡛㛗ࡉ 㹼PP ࡢᴃᙧ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮾࢪࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ụࡸỈ⏣ࠊỈ㊰࡞ࠋ
４. 生育状況
ྛᆅ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊⴭࡋࡃ⏘ᆅࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ụࡢᇙࡵ❧࡚㸦㸧ࡸ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࠋ⪔ᆅᩚഛࡼࡿ
Ỉ⏣Ỉ㊰ࡢࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㸦㸧ࠊỈ⏣ࡢ⏣㸦㸧࡞
ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ụ࡛ࡣࠊ᳜⏕㑄⛣ࡢ㐍⾜ࢆᢚ࠼ࠊᇙᅵ✀ᏊࡢⓎⱆࢆಁࡍࡓ
ࡵᐃᮇⓗᨩࡍࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧








☬⏣ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




オオミクリ

Sparganium erectum L. var. macrocarpum (Makino) H. Hara

㸦㸻ࢬ࣐࣑ࢡࣜ㸧                           
静岡県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࣐࢞⛉ 7\SKDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ᢳỈᛶࡢከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋᆅୗⱼࡣࡃࡧࢀࡢ࠶
ࡿሢⱼࢆసࡾᶓ㏺࠸ࠊඛ᪂ⱑࢆࡘࡅࡿࠋⴥࡣỈ୰ࡽ
ᢳฟࡋ࡚ࠊ ิ⏕ࡋᗈ⥺ᙧ࡛᩿㠃ࡣ୕ゅᙧ࡛࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 
㹼 ᭶ࠋ㞤㞝ྠᰴࠋⰼⱼࡣศᯞࡋ࡚ࠊୗ㒊㞤ᛶࡢ㢌ⰼࢆᩘ
ಶࡘࡅࠊୖ㒊㞝ᛶࡢ㢌ⰼࢆᩘಶࡘࡅࡿࠋ㞟ྜᯝࡣ⥳Ⰽࡢ
⌫ᙧ࡛ᚄ 㹼 PPࠋᯝᐇࡣࢻ࣮࣒≧⳻ᙧ࡛㛗ࡉ  PPࠋ㏆
⦕✀ࡢ࣑ࢡࣜࡣᯝᐇࡀಽᗈ༸ᙧ࡛㛗ࡉ PPࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞศᕸࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ỈࡀὶධࡋࠊἾᅵࡀሁ✚ࡋࡓᑠᕝࡸụ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣす㒊ࡢ  ࣨᡤᒁ㝈ࡍࡿࠋ⏘㔞ࡣᒁᡤⓗᑠ⩌⏕
ࡍࡿࠋ㞵ࡸὥỈࡼࡾ⏕⫱ࢆ㜼ᐖࡉࢀࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
Ἑᕝࡸụࡢ㛤Ⓨࡸᨵಟ㸦ࠊ㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ㎰
⸆ởᰁ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ┴ෆ၏୍ࡢ㈗㔜࡞⏕⫱ᆅࡀᾘኻࡋ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ㛤Ⓨࡸᨵ
ಟࢆᅇ㑊ࡋ࡚ಖㆤಖࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ヤマトミクリ
静岡県カテゴリー



ᯇᕷ༊  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ


Sparganium fallax Graebn.
絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࣐࢞⛉ 7\SKDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ᢳỈᛶࡢከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋᆅୗⱼࡣᶓ㏺࠸ࠊඛ
᪂ⱑࢆࡘࡅࡿࠋⴥࡣỈ୰ࡽᢳฟࡋ࡚ࠊ ิ⏕ࡋ⥺ᙧ࡛ࠊ
᩿㠃ࡣ୕ゅᙧ࡛࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㞤㞝ྠᰴࠋⰼⱼࡣศᯞ
ࡏࡎ⭆ୖ⏕ࠊୗ㒊㞤ᛶࡢ㢌ⰼࢆᩘಶࡘࡅࠊୖ㒊㞝ᛶࡢ㢌
ⰼࢆᩘಶࡘࡅࡿࠋ㞟ྜᯝࡣ⥳Ⰽࡢ⌫ᙧ࡛ᚄ 㹼 PPࠋᯝᐇ
ࡣ⣳㗽ᙧ࡛㛗ࡉ PPࠋ㏆⦕✀ࡢࢼ࢚࣑࢞ࢡࣜࡣⰼⱼࡀ⭆⏕࡛
࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣࣅ࣐ࣝࠊࣥࢻࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
పᆅࡢỈࡀὶධࡋࠊἾᅵࡀሁ✚ࡋࡓᑠᕝ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣす㒊ࡢ  Ἑᕝᒁ㝈ࡍࡿࠋ⏘㔞ࡣከ࠸ࠋὶ㏿ࡀ᪩࠸
ࡓࡵ㛤ⰼࡣᑡ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊᰤ㣴⦾Ṫ࡛⩌⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᑠᕝࡸụࡢ㛤Ⓨࡸᨵಟᕤ㸦ࠊ㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
㎰⸆ởᰁ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 Ἑᕝᨵಟࢆࡍࡿࡣᰴࢆ୍ⓗ㑊㞴ࡉࡏ࡚ࠊᨵኚᚋ
᳜࠼ᡠࡍࡇࡶಖㆤࡘ࡞ࡀࡿ⾜࡛࠶ࡿࠋ 㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧




ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ






ヒメミクリ Sparganium subglobosum Morong
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࣐࢞⛉ 7\SKDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ᢳỈᛶࡢከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋᆅୗⱼࡣᶓ㏺࠸ࠊඛ᪂
ⱑࢆࡘࡅࡿࠋⴥࡣỈ୰ࡽᢳฟࡋ࡚ࠊ ิ⏕ࡋ⥺ᙧ࡛┤❧ࡋ࡚ࠊ
᩿㠃ࡣ୕ゅᙧ࡛࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㞤㞝ྠᰴࠋⰼⱼࡣศ
ᯞࡋࠊୗ㒊㞤ᛶࡢ㢌ⰼࢆ  ಶࡘࡅࠊୖ㒊㞝ᛶࡢ㢌ⰼࢆ 
㹼 ಶࡘࡅࡿࠋ㞟ྜᯝࡣ⥳Ⰽࡢ⌫ᙧ࡛ᚄ 㹼PPࠋᯝᐇࡣࡀ
࡞ࡃಽ༸ᙧ࡛㛗ࡉ  PPࠋ㏆⦕✀ࡢࢼ࢚࣑࢞ࢡࣜࡣᯝᐇ▷ࡀ
࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮾ༡ࢪࠊࣥࢻ࡞ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊ
ᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ụ࡞Ỉ㎶ࡢỈ‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣᮾ㒊す㒊㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⏘㔞ࡣࡁࢃࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋ
ụࡢ⦕ࡢ㧗ᮌࡼࡿ⿕㝜ࢆཷࡅ࡚⏕⫱ࡀᝏࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ࡓࡵụࡢ◚ቯ㸦㸧ࡀせᅉ࡛ࠊ⿕㝜㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿỈ‵ᆅࡢ⎔ቃࢆ㔜せどࡋ࡚ࠊ⏕⫱⎔ቃࢆಖㆤಖ
ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

シラタマホシクサ
静岡県カテゴリー



☬⏣ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ

Eriocaulon nudicuspe Maxim.

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࣍ࢩࢡࢧ⛉ (ULRFDXODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
୍ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⴥࡣ⥺ᙧ࡛ 㹼 FPࠊᖜ 㹼
PPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㢌ⰼࡣ⌫ᙧ࡛ᚄ 㹼PPࠊయⓑⰍࡢ
▷ẟࡀᐦ⏕ࡍࡿࠋⰼࡣከᩘࡓࡲࡗ࡚ࡘࡃࠋ⥲ⱖ∦ࡣᗈಽ༸
ᙧ࡛ඛࡀࡃࠊ↓ẟࠊ㢌ⰼࡼࡾ▷࠸ࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴ࠊឡ▱┴ࠊᒱ㜧┴ࠊ୕㔜┴㸧
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊㸦ኳ❳ᕝ௨す㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ୣ㝠ᆅࡢ᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸Ỉ‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᯇᕷࡸ†すᕷ࡞ࡢ㝈ࡽࢀࡓ‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋỈ‵ᆅ
ࡢᾘኻ࡛⏘ᆅಶయᩘࡣῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ୣ㝠ᆅࡢ㛤Ⓨ㸦ᕤሙࠊఫᏯࠊ㎰ᴗ⏝ᆅࠊ㐨㊰㸧㸦㺂㸧
ࡼࡗ࡚⏕⫱ᆅࡀࡁࡃῶᑡࡋࡓࠋᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡶ↓ど࡛ࡁ
࡞࠸ࠋ
６. 保護対策
 ࿘㎶ࡢᒣᯘࡲ࡛ྵࡵࡓỈ‵ᆅࡢಖࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲ
ࡓࠊᅬⱁ᥇ྲྀ㜵Ṇࡢࡓࡵࡢᑐ⟇ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧








ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




イトテンツキ

Bulbostylis densa (Wall.) Hand. -Mazz. var. capitata (Miq.) Ohwi

㸦㸻ࢡࣟࣁࢱ࢞ࣖ㸧                       
静岡県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ᑠᆺࡢ୍ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ⣒≧࡛ከᩘࡘࡃࠋࢺ
ࣁࢼࣅࢸࣥࢶ࢟ఝࡿࡀࠊⰼᗎࡀ㢌≧▷⦰ࡍࡿࠋᯝᮇࡣ 
㹼 ᭶ࠋᑠ✑ࡣᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ PPࠊ㫣∦ࡣ༸ᙧࠊᰩ〓Ⰽ࡛ࡸ
ࡸ㗦㢌ࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣࣥࢻࢿࢩࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦୰㒊௨す㸧ࠊᅄ
ᅜࠊᕞࠊ⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊす㒊ศ
ᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ୣ㝠ᆅࡸపᒣᆅࡢ᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸Ⲩᆅࡸ⏿ࠊⰪᆅ࡞⏕
⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᯇᕷࡸ᳃⏫࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ᳜⏕ࡢ㈋ᙅ࡞༙〄ᆅ≧ࡢሙ
ᡤ࡛ࠊᩓⓎⓗ⏕ࡌࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ୣ㝠ᆅࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࡼࡿⲡᆅࡢῶᑡࡸ㑄⛣㸦㸧ࡼࡿ
⏕⫱㐺ᆅࡢᾘኻࡀࡑࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ࡓࡔࡢⲨᆅᛮࢃࢀࡿሙᡤࡶࡇࡢࡼ࠺࡞≉Ṧ࡞⎔ቃ⏕
࠼ࡿ᳜≀ࡗ࡚ࡣ⏕⫱㐺ᆅ࡛࠶ࡿࡢ࡛ὀពࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ                  㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

タカネヤガミスゲ
静岡県カテゴリー

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ


Carex lachenalii Schkuhr.

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ᭷ⰼⱼࡣ㧗ࡉ 㹼 FPࠊⴥࡣ⃰⥳Ⰽࠋᑠ✑ࡣ᥋㏆ࡋ࡚
㹼 ಶࡘࡃࠋᯝᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋᑠ✑ࡣ㞤㞝ᛶ࡛㛗ᴃᙧࠊ㛗ࡉ 㹼
PP ࠶ࡗ࡚ᬯ〓Ⰽࠋᯝ⬊ࡣ㛗ࡉ  PP ࡛ῐᰩ〓Ⰽࠋᯝ⬊ࡢ⫼㠃㛗࠸
ࡅ┠ࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ༓ᓥ㹼༙⌫ࡢᆅࡲࡓࡣ㧗ᒣࠊᅜෆ࡛
ࡣᾏ㐨㸦㞷ᒣ㸧ࠊᮏᕞ㸦୰㒊௨㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊
㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
㧗ᒣᖏࡢⲡᆅࠊᒾᆅࠊ◁♟ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㉥▼ᒣ⬦㸦Ⲩᕝᓅࠊᑠ㉥▼ᓅ㸧グ㘓ࡀ࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
Ⓩᒣ⪅ࡢ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࠊࢩ࢝㣗ᐖ㸦㸧ࠊ⏕⫱⎔ቃࡢኚ
ࡼࡿ᳜⏕ࡢ㑄⛣㸦㸧ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ࢩ࢝㣗ᐖࡢᙳ㡪ࡀࡁࡃࠊ⏕⫱ᆅࢆྵࡴ㧗ᒣ⛸⥺ࡣࢩ࢝ᑐ
⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᩧ⸨ ⊛㸧









㛗㔝┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍



ハリガネスゲ

Carex capillacea Boott var. capillacea

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣᖹࠋⴥࡣࡓࡃᖜ 㹼
PPࠋᯝᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋᑠ✑ࡣ▷ࡃ㛗ࡉ 㹼 PPࠋ㞝ⰼ㒊ࡣ 
㹼 ಶࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋᯝ⬊ࡣᗈ༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 PP ࠶ࡿࠋ
㏆⦕✀ࡢ࣐ࢶࣂࢫࢤࡢᑠ✑ࡣ㛗ࡉ 㹼PPࠋᯝ⬊ࡣ㛗ࡉ 
㹼PP
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊࣥࢻࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࠊᅜ
ෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸ
ࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᒣ୰ࡢỈࡢὶࢀࡿ‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᯇᕷ༊⏕⫱ࡍࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
☜ㄆࡉࢀࡓ⏕⫱ᆅࡣᑠつᶍ࡛࠶ࡿࠋ㑄⛣ࡢ㐍⾜㸦㸧ࡸ᳃
ᯘ㛤Ⓨ㸦ࠊ㸧ࡼࡗ࡚ᾘኻࡢ༴㝤ᛶࡀ㧗࠸ࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ࡍࡿ‵ᆅࡢಖㆤᯘ㐨ᩚഛࡢ㝿ࡣὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

ミヤマジュズスゲ
静岡県カテゴリー

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ


Carex dissitiflora Franch.

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋᑠࡉ࠸ᰴࢆసࡾࠊ㩭⥳Ⰽ࡛ࡸࢃ
ࡽ࠸ࠋⴥࡣᡥᖹ࡛ᖜ 㹼PPࠋᯝᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋᑠ✑ࡣᯞࡈ
ࡲࡤࡽࡘࡃࠋ㞤㞝ᛶ࡛ୖ▷࠸㞝ⰼ㒊ࠊୗ㞤ⰼ㒊ࠋ
ᯝ⬊ࡣ┤❧ࡋ࡚㛗ࡉ 㹼PPࠊნࡣ㛗ࡃࠊ⣽⬦ࡀ࠶ࡗ࡚↓ẟࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊ༡༓ᓥࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸ
ࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
‵ࡗࡓᶞᯘෆࡸᯘ⦕ࠋ
４. 生育状況
ఀ㇋ᐩኈᒣ࿘㎶グ㘓ࡀ࠶ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ⛥ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇ࡼࡿᅵᆅᨵኚ㸦㸧ࠊᅵᆅ㐀ᡂ㸦㸧ࠊ㐨㊰࣭
ᯘ㐨ᘓタ㸦㸧ࠊࢩ࢝㣗ᐖ㸦㸧ࠊ⏕⫱⎔ቃࡢኚࡼࡿ
᳜⏕ࡢ㑄⛣㸦㸧ࡀ࡞せᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᳃ᯘ㛤Ⓨࠊ㐨㊰ᩚഛ࡞࡛ࡣࠊ๓ࡢㄪᰝ࡛ぢⴠࡋࡢ࡞
࠸ࡼ࠺ὀពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸦ᩧ⸨ ⊛㸧









ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍




オオタマツリスゲ
静岡県カテゴリー

Carex filipes Franch. et Sav. var. rouyana (Franch.) Kük.

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉࡣ 㹼FPࠋᇶ㒊ࡢ㠧ࡣῐⰍࠋⴥࡢᖜࡣ 㹼
PPࠋᯝᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㞝ᑠ✑ࡣ⥺ᙧ࡛㛗ࡃࠊᖖ㛗࠸ࡀ࠶
ࡿࠋᯝ⬊ࡣ㛗ࡉ 㹼 PP ࡛↓ẟࠊნࡣⴭࡋࡃ㛗࠸ࠋ㏆⦕✀ࡢ
ࢱ࣐ࢶࣜࢫࢤఝࡿࡀࡸࡸࡁ࠸ࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊
ศᕸࡍࡿ
３. 生育環境
ᒣᆅࡢࡸࡸ‵ࡗࡓᯘ⦕ࡸᯘෆ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᐩኈᐑᕷ⏕⫱ࡍࡿࠋ⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⏕⫱ᆅ࡛ࡢಶయ
ᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ࡶࡶ⛥࡞᳜≀࡛ࠊ⌧ᅾࡢ⏕⫱ᆅࡶᑠつᶍ࡛࠶ࡾࠊ᳃ᯘఆ
᥇㸦㸧ࠊᯘ㐨ᩚഛ㸦㸧ࡼࡗ࡚ᾘኻࡢ༴㝤ᛶࡀ㧗࠸ࠋ
６. 保護対策
 ᳃ᯘࡢಖࡸ㛤Ⓨィ⏬ࡢ๓ㄪᰝಖᏑᑐ⟇ࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧


サナギスゲ

ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ


Carex grallatoria Maxim.
var. heteroclita (Franch.) Kük. ex Matsum.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋᇶ㒊ࡢ㠧ࡣ㉥Ⰽࠋⴥࡣᖜ 㹼
PPࠋᯝᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㞤㞝ྠᰴ࡛ᑠ✑ࡣ㛗ࡉ 㹼FPࠊୖ༙
ࡀ㞝ᛶࠊୗ༙ࡀ㞤ᛶ࡛࠶ࡿࠋᯝ⬊ࡣ㛗ࡉ 㹼PPࠋ㏆⦕✀
ࡢࣄࢼࢫࢤࡣ㞤㞝␗ᰴ࡛ࠊⴥࡢᖜࡣࡸࡸ⊃࠸ࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㛵ᮾ㹼㏆␥ᆅ᪉㸧ࠊᅄᅜࠊ
ᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᖏᒣᆅࡢᯘෆࡢᒾᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ఀ㇋࡛ࡣኳᇛᒣࡢᑿ᰿㏆ࡢᒾࡢከ࠸ࡇࢁ࡛ࠊᑡᩘࡢಶ
యࡀ⏕⫱ࡍࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
Ⓩᒣᐈࡀከ࠸ᡤ࡛࠶ࡾࠊⓏᒣ㐨ࡢⲨᗫࡸ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧࡞
ࡼࡗ࡚ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
６. 保護対策
 Ⓩᒣ㐨ࡢ⥔ᣢ⟶⌮ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧







ఀ㇋ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ




ホソバヒカゲスゲ
静岡県カテゴリー

Carex humilis Leyss. var. nana (H. Lév. et Vaniot) Ohwi

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ᭷ⰼⱼࡣపࡃ࡚㧗ࡉ 㹼FP ࡛ⴥࡢ㛫ࡃࢀࡿࠋ
ⴥࡣ⣽ࡃᖜ 㹼PPࠋᯝᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋᑠ✑㛫ࡣᖹࠊ㡬
ᑠ✑ࡣ㞝ᛶ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠊഃᑠ✑ࡣ㞤ᛶ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠊ
ᯝ⬊ࡣ PPࠊࢇ↓ნ࡛↓ẟࠋ㏆⦕ࡢࣄ࢝ࢤࢫࢤࡢ᭷ⰼ
ⱼࡣ㧗ࡉ 㹼FP ࡛ⴥࡼࡾࡶ㧗࠸ࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜᮾ㒊ࠊࢩ࣋ࣜᮾ㒊ࠊᅜෆ࡛
ࡣ༡༓ᓥࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ
ఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
పᒣᆅࡢࡸࡸ࠸ࡓᯘࡢᒾᆅࡸᩳ㠃⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ఀ㇋ᕷࠊᐩኈᐑᕷࠊ☬⏣ᕷࠊᯇᕷࠊ†すᕷ࡞⏕⫱ࡍ
ࡿࠋ⏕⫱ᆅ࡛ࡢಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅࡢ᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡸḟᯘࡢ㑄⛣㐍⾜㸦㸧ࡼࡾ
ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢ࿘㎶ࢆྵࡵࡓಖㆤࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

カタスゲ

ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ὸಖ㞝


Carex macrandrolepis H. Lév.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋ᰿ⱼࡣ㛗ࡃ㏺࠸ࠊᇶ㒊ࡢ㠧ࡣᬯ
〓Ⰽࠊ⧄⥔ࢆከᩘࡘࡅࡿࠋⴥࡣᖜ 㹼PPࠋᯝᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ
ᑠ✑ࡣ 㹼 ಶࡀࡲࡤࡽࡘࡁࠊ㡬ᑠ✑ࡣ㞝ᛶ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊ
ࡣ㞤ᛶ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠋᯝ⬊ࡣ㕌୕⛸㹼ࡦࡋᙧ࡛㛗ࡉ
㹼PPࠊᚤẟࡀ࠶ࡾࠊඛࡣ⊃ࡲࡾ㛗࠸ნ࡞ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥ༡㒊ࠊྎ‴ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦ᮾᾏᆅ᪉
௨す㸧ࠊᕞࠊఀ㇋ㅖᓥศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊す㒊
ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᾏᓊ㏆ࡃࡢᯘ⦕ࡸⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᚚ๓ᓮᕷ⏕⫱ࡍࡿࠋ⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸࡚ࠊྠᕷෆ࡛ᑠ⩌
ⴠࡀ  ࣨᡤ☜ㄆࡉࢀࡓ㐣ࡂ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᾏᓊᯘఆ᥇㸦㸧ࠊⲡᆅࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࠊ㐨㊰ᩚഛ㸦㸧࡞
ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ࢫࢤ㢮ࡣከᩘ࠶ࡾศ㢮ࡀ㞴ࡋ࠸ࠋಖㆤୖ㔜せ࡞✀ࡢぢⴠ
ࡋࡀ࡞࠸ࡼ࠺Ẽࢆࡘࡅࡓ࠸ࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧






ᚚ๓ᓮᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ




Carex mira Kük.

サワヒメスゲ

㸦㸻ࢧ࣡ࣄࢼࢫࢤ㸧
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉࡣ 㹼 FPࠋᇶ㒊ࡢ㠧ࡣ〓Ⰽࡽ㉥〓Ⰽࠋ
ⴥࡣᖜ 㹼PPࠋᯝᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㡬ᑠ✑ࡣ㞝ᛶ࡛㛗ࡉ 㹼
 FPࠊ㯮㉥〓Ⰽࠊഃ⏕ࡢᑠ✑ࡣ㞤ᛶ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠊࡀ
࡞ࡃ㛗ᴃᙧ࡛ 㹼 ಶ࠶ࡾࠊ࠸᥋⥆ࡋ࡚ࡘࡃࠋᯝ⬊ࡣ㛗
ࡉ 㹼PP ࡛ᅽẟࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴௨す㸧ࠊᅄᅜࠊ
ᕞ㸦ᐑᓮ┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ㟼ᒸ
┴ࡣศᕸࡢᮾ㝈⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
ᕝᓊ⏕⫱ࡍࡿࡀࠊ┴ෆ࡛ࡣపᒣᆅࡢⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᯇᕷ༊⏕⫱ࡍࡿࠋ⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚⏕⫱ᆅ࡛ࡢಶయᩘ
ࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ࡶࡶ⛥࡞᳜≀࡛࠶ࡾࠊࡉࡽⲡᆅࡢ㑄⛣㐍⾜㸦㸧࡛
ᚋࡶῶᑡࡍࡿ༴㝤ᛶࡀ㧗࠸ࠋ
６. 保護対策
 పᒣᆅࡢⲡᆅࡢಖㆤࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ☜ㄆࡉࢀࡓ⏕⫱ᆅࡣ
ࡶᕼᑡ࡞ⲡᆅᛶ᳜≀ࡀ⏕⫱ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࢚ࣜయࢆಖࡍ
ࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ          㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

キシュウナキリ

ᯇᕷ༊  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ


Carex nachiana Ohwi

㸦㸻࢟ࢩࣗ࢘ࢼ࢟ࣜࢫࢤ㸧
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋᇶ㒊ࡢ㠧ࡣ⃰〓Ⰽࠊ⧄⥔≧
⣽ࡍࡿࠋⴥࡣ◳ࡃࠊᖜ 㹼PPࠋᯝᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋᑠ✑
ࡣ  ⠇ 㹼 ಶࡘࡁࠊࡁᯞศࢀࡋ࡚㛗ࡉ 㹼 FPࠊ
࡚㞤㞝ᛶ࡛㞝ⰼ㒊ࡣ▷࠸ࠋᯝ⬊ࡣࡲࡤࡽࡘࡁࠊ㛗ࡉ 
㹼PP ࡛ࠊ⣽⬦ࡀከᩘ࠶ࡾࠊ⦕ࡔࡅᑠẟࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᾏᓊ㏆࠸ୣ㝠ᆅࡸపᒣᆅࡢᯘෆ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸࡚ࠊྡ†࿘㎶⏕⫱ࡍࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ୣ㝠ᆅࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࡸᒣᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ
࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ୣ㝠ᆅࡸపᒣᆅࡢ㇂㛫ࡸ࿘㎶ࡢᒣᯘࡢಖㆤࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧








†すᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ




スルガスゲ

Carex omurae T. Koyama

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ      ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋ࢜ࢡࣀ࢝ࣥࢫࢤఝࡿࡀᯞ
ࡣ࡞࠸ࠋᇶ㒊ࡢ㠧ࡣᬯ⣸〓Ⰽࠋⴥࡣ 㹼 PPࠊ⦕㏫ᑠṑࡀ
࠶ࡿࠋᯝᮇࡣ  ᭶ࠋ㡬ᑠ✑ࡣ㞝ᛶ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠊഃᑠ✑
ࡣ㞤ᛶ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠋᯝ⬊ࡣ㛗ࡉ 㹼 PPࠊࡲࡤࡽࡘ
ࡁࠊ↓ẟ࡛ࡑࡢඛࡣὸ࠸ṑࡢ࠶ࡿნ࡞ࡿࠋ
㟼ᒸᕷࡀᇶ‽⏘ᆅ࡛࠶ࡿࠋྡࡣ⏘ᆅ⏤᮶ࡍࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴ࠊᒣ┴ࠊ㛗㔝┴㸧ศᕸࡍ
ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ ᖺ∧࡛ࡣᮏᕝ᰿⏫ࡢศᕸ
ࡀグ㘓ࡉࢀࡓࡀࠊᶆᮏࡢྠᐃࡢ⤖ᯝࠊࣄ࣓࢝ࣥࢫࢤࡉࢀ
ࡓࠋ
３. 生育環境
ᒣᆅࡢᯘෆ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸᕷ⏕⫱ࡍࡿࠋ⏕⫱ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸࡚ῶᑡഴྥࡀࡳࡽ
ࢀࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᒣᯘఆ᥇㸦㸧ࡸᯘ㐨ᩚഛ㸦㸧ࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅ࡛࠶ࡿ᳃ᯘࡢಖࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ  㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧



㟼ᒸᕷⵇ༊  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ

エゾツリスゲ

Carex papulosa Boott

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧㸸ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ   ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1პ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋᇶ㒊ࡢ㠧ࡣⓑⰍ࡛⬦ࡀ⥳Ⰽࠋⴥࡣ
ᖜ 㹼PP ࡛⅊⥳Ⰽࢆᖏࡧࡿࠋᯝᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋᑠ✑ࡣ 㹼 ಶࠊ
㡬ᑠ✑ࡣ㞝ᛶ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠊ㛗࠸ࡀ࠶ࡿࠋഃᑠ✑ࡣ㞤ᛶ
࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊ㛗࠸ࡀ࠶ࡗ࡚ୗᆶࡍࡿࠋᯝ⬊ࡣ㛗ࡉ 㹼PP
࡛⣽✺㉳ࡀ࠶ࡾࠊᗈ༸ᙧ࡛㛗࠸ნ࡞ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ࢘ࢫ࣮ࣜࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦୰
㒊௨㸧ࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᖏᒣᆅࡢ‵ཎ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᐩኈᐑᕷ⏕⫱ࡍࡿࠋ⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ๓ᅇㄪᰝ௨ᚋࠊ
⌧Ꮡࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
‵ཎࡢ⇱ࡸ㑄⛣㐍⾜ࡼࡿ⿕㝜㸦㸧࡛ῶᑡഴྥ࠶
ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱‵ᆅࡢಖⲡᆅࡢ⥔ᣢ⟶⌮ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧









ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ



Carex sacrosancta Honda

ジングウスゲ

㸦㸻ࣄ࣓ࢼ࢟ࣜࢫࢤ㸧                      
静岡県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋᇶ㒊ࡢ㠧ࡣ〓Ⰽࠋⴥࡣ◳ࡃࠊᖜ 
㹼PPࠋᯝᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋᑠ✑ࡣ 㹼 ಶ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊࡲ
ࡤࡽ㞤ⰼࢆࡘࡅࠊୖ᪉▷ࡃ㞝ⰼࡀࡘࡃࠋᯝ⬊ࡣ㛗ࡉ PP
ࠊᴃᙧ࡛⬦ୖࡲࡤࡽᑠ่ẟࡀ࠶ࡾࠊნࡣࡸࡸ㛗࠸ࠋ
ࡸࡸ⧄⣽࡛ࢼ࢟ࣜࢫࢤఝࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦ఀ㇋௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᯇᕷ༊  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ
పᒣᆅࡢᯘෆࡸᯘ⦕⏕⫱ࡍࡿࠋ

４. 生育状況
ᯇᕷ༊࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚⏕⫱ᆅ࡛ࡢಶ
యᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ࡶࡶ⏘ᆅࡢᑡ࡞࠸᳜≀࡛࠶ࡾࠊࡉࡽᯘ㐨ᣑᖜ㸦㸧ࠊ
ᒣᯘࡢఆ᥇㸦㸧࡛ῶᑡࡍࡿഴྥ࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᯘ㐨⬥ࡸࡑࡢ㏆ࡃ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ㐨㊰ᕤࡢ㝿ࡣ
ὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

オノエスゲ

Carex tenuiformis H. Lév. et Vaniot

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣᖜ 㹼PPࠋᯝᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ
ᑠ✑ࡣࡲࡤࡽ 㹼 ಶࡘࡁࠊ㡬ᑠ✑ࡣ㞝ᛶ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊ
ࡀ࠶ࡗ࡚ᢳฟࠋഃᑠ✑ࡣ㞤ᛶ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠊ㛗࠸ࡀ࠶
ࡿࠋᯝ⬊ࡣ༸≧⣳㗽ᙧ࡛ࠊ㛗ࡉ 㹼PPࠊ㛗࠸ნ࡞ࡾ⦕ࡣࡊ
ࡽࡘࡃࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜᮾ㒊ࠊࣟࢩ㸦ࢧࣁࣜࣥࠊࢡ࣮ࣜ
ࣝࠊࢩ࣋ࣜᮾ㒊㸧ࠊᅜෆ࡛ࡣ༡༓ᓥࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦୰࣭㒊㸧
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
㧗ᒣᖏࡢ◁♟ᆅࡸⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
༡ࣝࣉࢫⅬᅾࡍࡿࠋಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳜⏕ࡢ㑄⛣㸦㸧Ⓩᒣ⪅ࡢ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸
ࡿࠋ
６. 保護対策
 Ⓩᒣ㐨ࡽࡢࡣࡳࡔࡋࢆ㜵ࡂࠊ㋃ࡳࡘࡅࡸ⏕⫱⎔ቃᙳ㡪ࢆ
࠼࡞࠸ࡼ࠺࡞ᑐ⟇ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧




㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍




ヌイオスゲ

Carex vanheurckii Müll. Arg.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋᇶ㒊ࡢ㠧ࡣ㉥⣸Ⰽ࡛⦪ࡢ⧄⥔
ศゎࡍࡿࠋⴥࡢᖜ PP ௨ୗࠋᯝᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㡬ᑠ✑ࡣ
㞝ᛶ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠊഃᑠ✑ࡣ㞤ᛶ࡛㛗ࡉ 㹼 PPࠋᯝ⬊
ࡣ㛗ࡉ 㹼 PPࠊୖࡽぢ࡚࠸ࠋࣄ࣓ࢫࢤࡼࡃఝ࡚
࠸ࡿࡀࠊ㞝ᑠ✑ࡀ㞤ᑠ✑ࡼࡾࡶⴭࡋࡃ㛗࠸ࡇ㸦FP ௨ୖ㸧
࡛༊ู࡛ࡁࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣࢩ࣋ࣜᮾ㒊ࡽࢧࣁࣜࣥࠊ༓ᓥิᓥࠊᅜෆ
࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦୰㒊௨㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊
㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
㧗ᒣᖏࡢᒾ♟ᆅࠊ◁♟ᆅࠊⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㉥▼ᒣ⬦㸦Ⲩᕝᓅࠊᮾᓅࠊ༓ᯛᓅࠊ㉥▼ᓅ㸧グ㘓ࡀ࠶
ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
Ⓩᒣ⪅ࡢ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࠊࢩ࢝㣗ᐖ㸦㸧ࠊ⏕⫱⎔ቃ
ࡢኚࡼࡿ᳜⏕ࡢ㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ࢩ࢝㣗ᐖࡢᙳ㡪ࡀࡁࡃࠊ⏕⫱ᆅࢆྵࡴ㧗ᒣ⛸⥺ࡣࢩ
࢝ᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᩧ⸨ ⊛㸧

オニナルコスゲ

㛗㔝┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍


Carex vesicaria L.

㸦㸻࣍ࢯ࣎ࢼࣝࢥࢫࢤ㸧                      
静岡県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
多年草。高さ 㹼FPࠋᆅୗᯞࡀ࠶ࡾࠊᇶ㒊ࡢ㠧ࡣ⾑
⣸Ⰽ࡛ᑡࡋ⣒⥙ࡀ࠶ࡿࠋⴥࡢᖜ 㹼PPࠋᯝᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋୖ
᪉ 㹼 ಶࡢᑠ✑ࡣ㞝ᛶ࡛⥺ᙧࠊ㛗ࡉ 㹼 FPࠋୗ᪉ࡢ 㹼
ಶࡣ㞤ᛶ࡛▷࠸ᰕᙧࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠋᯝ⬊ࡣ㛗ࡉ 㹼PPࠊ
ୖ᪉ࡣࡸࡸᛴ࡞୰ࡢნ࡞ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ༙⌫ࡢ ᖏᇦࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
‵ᆅࠋ
４. 生育状況
ᾋᓥࡢಖᆅ༊࡛ࡣࡲࡔᅾ࡛࠶ࡿࡀࠊ୍☐†࡛ࡣぢ
ࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
‵ᆅ ࡢ 㛤 Ⓨ   ᳜⏕ ࡢ㑄 ⛣  ࡀ ῶ ᑡ ࡢ せ ᅉ࡛ ࠶
ࡿࠋ
６. 保護対策
 ‵ᆅࡢಖࡑࡢ⟶⌮ࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧



ఀᮾᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ









コツブヌマハリイ
静岡県カテゴリー

Eleocharis parvinux Ohwi

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ      ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋᱰࡣࡃ࡚ᖹࠊኴࡉ 㹼PPࠋᯝᮇ
ࡣ 㹼 ᭶ࠋᑠ✑ࡣᴃᙧࡽᗈᴃᙧࠋ㛗ࡉ 㹼 PPࠊኴࡉ 
㹼PPࠋ⑭ᯝࡣಽ༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠋ่㔪≧ⰼ⿕∦ࡣ  ಶࠋࡸ
ࡸ◳ࡃࠊ㛗ࡉࡣ⑭ᯝࡢ⣙  ಸ࠶ࡿࠋᰕᇶࡣ୕ゅᙧ࡛ࠊࡑࡢᖜࡣ⑭ᯝ
ࡢᖜࡢ༙ศ௨ୗ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞࡢ㛵ᮾᆅ᪉ᮾᆅ᪉ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛
ࡣ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ụࡸᕝᓊࡢ‵ᆅࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸᕷࡢ㯞ᶵ㐟Ỉᆅ࡛☜ㄆࡉࢀࡓࡀࠊ᳜⏕㑄⛣ࡀ㐍ࡳಶయ
ᩘࡀ㠀ᖖᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳜⏕ࡢ㑄⛣㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ሙᡤࢆᐃᮇⓗᨩࡍࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧




㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍

ヒゲハリスゲ

Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ᑠᆺࡢከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋᯞࡀ࡞ࡃ࡚ᐦ࡞ᑠᰴࢆࡘ
ࡃࡿࠋᇶ㒊ࡢ㠧ࡣᖜࡀᗈࡃ࡚ගἑ࠶ࡾᬯᰩ〓Ⰽࠊⱼࡣ⣽ࡃ࡚┤
❧ࡋࠊࡸࡸከᩘࡘࡃࠋⴥࡣ⣒≧࡛┤❧ࡋࠊⱼࡰྠ㛗ࠋᯝᮇ
ࡣ 㹼 ᭶ࠋ✑≧ⰼᗎࡣ⥺ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊ㡬ᑠ✑ࡣ㞝ᛶࠊ
ഃᑠ✑ࡣ㞤㞝ࡢᑠ✑ࡀᑐ࡞ࡗ࡚ࡘࡃࠋᯝ⬊ࡣྜ╔ࡋ࡞
࠸ࡓࡵᯝᐇࡢ୍㒊ࡀ㟢ฟࡍࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ༓ᓥิᓥࠊᮅ㩭༙ᓥࡽ༙⌫㸦࣮ࣚࣟࢵࣃࠊࢪ
ࠊ࣓ࣜ࢝㸧ࡢ㧗ᒣࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦୰㒊㸧
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
㧗ᒣᖏࡢᒾᆅࠊⲡᆅ࡛ࠊ㧗ᒣᖏࡢ㢼⾨ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㉥▼ᒣ⬦㸦⇃ࡢᖹࠊ㛫ࣀᓅࠊ㎰㫽ᓅࠊሷぢᓅࠊⲨᕝᓅࠊᮾᓅࠊ
㉥▼ᓅ㸧グ㘓ࡀ࠶ࡿࠋⲨᕝᓅࠊᮾᓅ࿘㎶࡛☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
Ⓩᒣ⪅ࡢ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࠊࢩ࢝㣗ᐖ㸦㸧ࠊ⏕⫱⎔ቃࡢኚ
ࡼࡿ᳜⏕ࡢ㑄⛣㸦㸧ࡀ࡞せᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ࢩ࢝㣗ᐖࡢᙳ㡪ࡀࡁࡃࠊ⏕⫱ᆅࢆྵࡴ㧗ᒣ⛸⥺ࡣࢩ࢝ᑐ
⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ          
㸦ᩧ⸨ ⊛㸧




㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍






ハタベカンガレイ
静岡県カテゴリー

Schoenoplectus gemmifer C. Sato, T. Maeda et Uchino

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ    ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ỿỈࡲࡓࡣᢳỈᛶࡢከᖺⲡࠋ⛩ࡢ㛗ࡉࡣ 㹼FPࠋὶỈ୰
࡛ࡣ⛩ࡀࡓ࠾ࢀ࡚Ỉ࡞ࡧࡃࠋᯝᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋᑠ✑ࡣ༸ᙧ࡛
㛗ࡉ⣙ FPࠊ㹼 ಶ㞟ࡲࡗ࡚ࡘࡃࠋỈ୰࡛ࡣᑠ✑ࡢᇶ㒊ࡽ
↓ᛶⱆࡀᙧᡂࡉࢀࡿࠋ࢝ࣥ࢞ࣞఝࡿࡀࠊᰕ㢌ࡀ  ᒱ㸦⛥
 ᒱ㸧ࡍࡿࡇ࡛༊ูࡉࢀࡿࠋ
㏆ᖺࠊ᪂✀グ㍕ࡉࢀࡓ᳜≀࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㛵ᮾ௨す㸧ࠊᅄᅜࠊ
ᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
Ỉࡢ࠶ࡿἙᕝࡸỈ㊰ࠊᒣࡽỈࡀධࡿࡓࡵụ࡞⏕⫱
ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᯇᕷ⏕⫱ࡍࡿࠋ⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀࠊಶయᩘࡶᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
Ἑᕝᨵಟ㸦㸧Ỉ㉁ࡢᝏ㸦㸧࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
６. 保護対策
 Ỉ※ᆅࡢ☜ಖỈ㉁ࡢಖࠊ⏕⫱ሙᡤ࡛ࡣࡑࡢ⎔ቃࡢಖㆤࡀ
㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

カガシラ

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ


Diplacrum caricinum R. Br.

㸦㸻ࣄ࣓ࢩࣥࢪࣗ࢞ࣖ㸧                     
静岡県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ᑠᆺࡢከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⱼࡣ  ⛸ᙧ࡛ࡁᇶ㒊
࡛ᑡࡋศᒱࡍࡿࠋᯝᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋศⰼᗎࡣ▷࠸ࡀ࠶ࡗ࡚
⭆⏕ࡋࠊῐ⥳Ⰽࠊᐦᑠ✑ࢆࡘࡅࡿࠋᯝࡣ⌫ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼
PPࠊⓑⰍࠊつ๎࡞⦪⛸ࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜ༡㒊ࠊྎ‴ࠊᮾ༡ࢪࠊࣥࢻࠊࢫࣜࣛࣥ
࢝ࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦༓ⴥ┴௨す㸧ࠊᅄᅜࠊ
ᕞࠊ⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ୣ㝠ᆅࡢ᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᯇᕷ༊࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋỈ
‵ᆅࡢᾘኻࡶῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ୣ㝠ᆅࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࡼࡿ‵ᆅࡢῶᑡࡸᾘኻࠊ㑄⛣㐍⾜㸦㸧
ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ࿘㎶㒊ࢆྵࡵࡓ‵ᆅࡢಖㆤ㑄⛣ᢚไࡢࡓࡵࡢ㞧ᮌఆ᥇
ࡸ㝖ⲡࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧







ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ




ミヤマハルガヤ
静岡県カテゴリー

Anthoxanthum odoratum L. subsp. nipponicum (Honda) Tzvelev

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ           ࢿ⛉ 3RDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ୰ᛶᑠⰼࡢㆤ✛ࡣᑡࡋࡁࡃࠊ㛗ࡉ
㹼PPࠊࡑࡢୖ᪉ࡢ  ෆእࡣࢇẟࡀ࡞࠸ࠋⰢࡣᑠ✑
ࡢእࡼࡾ㛗ࡃ✺ࡁฟࡿࠋࣁࣝ࢞ࣖࡼࡃఝ࡚࠸ࡿࡀࠊ୰ᛶᑠⰼ
ࡢㆤ✛ࢆ㝖ࡁయࡲࡗࡓࡃẟࡀ࡞ࡃࠊⱖ✛ࡣẟࡶ⣽Ⅼࡶ࡞࠸ࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥ㒊ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨㸦ᑼᓅ㸧ࠊᮏᕞ㸦༡
ࣝࣉࢫ㸧ࠊ༡༓ᓥศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧
ศᕸࡋ࡚࠾ࡾࠊ㟼ᒸ┴ࡣ༡㝈⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
㧗ᒣᖏࡢⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㉥▼ᒣ⬦㸦㛫ࣀᓅࠊሷぢᓅࠊ⼆⼉ᓅࠊᮏ㇂ᒣࠊ୕అᓘࠊⲨᕝ
ᓅࠊᮾᓅࠊ༓ᯛᓅࠊ㉥▼ᓅ㸧࡛グ㘓ࡀ࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
Ⓩᒣ⪅ࡢ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࠊࢩ࢝㣗ᐖ㸦㸧ࠊ⏕⫱⎔ቃࡢ
ኚࡼࡿ᳜⏕ࡢ㑄⛣㸦㸧ࡀ࡞せᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ࢩ࢝㣗ᐖࡢᙳ㡪ࡀࡁࡃࠊ⏕⫱ᆅࢆྵࡴ㧗ᒣ⛸⥺ࡣࢩ࢝ᑐ
⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᩧ⸨ ⊛㸧


ミギワトダシバ



㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍

Arundinella riparia Honda

㸦㸻࣑ࢠ࣡࢞ࣖ㸧                              
静岡県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ           ࢿ⛉ 3RDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ  FPࠋ᰿ⱼࡣఙ㛗ࡋ࡞࠸ࠋⰼᮇࡣ 㹼
᭶ࠋⰢࡀ 㹼PP ࠶ࡗ࡚ࠊ㍍ࡃᒅ᭤ࡍࡿࠋ㏆⦕✀ࡢࢺࢲ
ࢩࣂࡣ᰿ⱼࡀఙ㛗ࡋࠊⰢࡀ࡞࠸▷࠸ࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴ࠊ⣖ఀ༙ᓥ㸧ࠊᅄᅜ㸦ᚨᓥ
┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ㟼ᒸ┴ࡣᮾ㝈
⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
ኳ❳ᕝὶᇦࡢቑỈࡣỈὶࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ᓊቨ⏕
⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᯇᕷኳ❳༊⏕⫱ࡍࡿࠋ⏕⫱ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋಶయ
ᩘࡶᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
Ἑᓊᕤ㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱ሙᡤࡢᾘኻࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ࡋࡑ࠺࡞ሙᡤ࡛ࡢἙᓊᕤࡢ㝿ࡣ༑ศ࡞㓄៖ࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧







ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ




アズマガヤ

Hystrix duthiei (Stapf) Bor subsp. longearistata (Hack.) Baden,
Fred. et Seberg

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ           ࢿ⛉ 3RDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⰼᗎࡢࡍࡄୗⰼ㍈ࡸ⠇㌾
ẟࡀᐦ⏕ࡍࡿࠋⴥࡣᇶ㒊㏆ࡃ࡛ࡼࡌࢀ࡚⾲ࡀ㏫㌿ࡍࡿࠋ
ⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋᑠ✑ࡣ  ಶࡎࡘࡘࡁࠊⱖ㢒ࡣ 㹼 PP ࡢ
㔪≧࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡶ࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊ
ᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᒣᆅࡸே㔛㏆ࡃࡢᯘෆ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ୗ⏣ᕷࠊすఀ㇋⏫ࠊᐩኈᐑᕷࠊ†すᕷ࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ
⏘ᆅࡣᒁᡤⓗ࡛⏕⫱ᆅ࡛ࡢಶయᩘࡣከ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᒣᯘఆ᥇㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢኚࡸࠊே㔛㏆ࡃࡢࡶ
ࡢࡣᅵᆅ㐀ᡂ㸦㸧࡞ࡼࡗ࡚ᐜ᫆⏕⫱ᆅࡀᾘኻࡍࡿ
༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢ⎔ቃಖ⏕⫱ሙᡤࢆ☜ಖࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

ヒナザサ



†すᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ


Coelachne japonica Hack.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ           ࢿ⛉ 3RDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ᑠᆺࡢ୍ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣ㛗ࡉࡢᖜࡀᗈࡃࠊ
ⴥ⯉ࡣ࡞࠸ࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㗹ⰼᗎࡣᯞࡀ▷ࡃࠊ⣙ 
ಶࡢᑠ✑ࡽ࡞ࡿࠋᑠ✑ࡣ㛗ࡉ⣙  PPࠋࡸࡸఝࡓࣁࢳ
ࢦࢨࢧࡣẟ≧ࡢⴥ⯉ࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ
㇋す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ୣ㝠ᆅࡸᒣᆅࡢࡓࡵụࡢᓊ㎶࡞ࡢ‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᯇᕷ༊࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸࡚ಶయᩘࡣ
ᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ࡓࡵụࡢᨵಟ㸦㸧ࡸ‵ᆅ㛤Ⓨ㸦㸧࡞ࡼࡾῶᑡࡋ
ࡓࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢಖㆤࡣࠊ⏕⫱⎔ቃ㓄៖ࡋࡓᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋ
 㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧







ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ




ウンヌケモドキ Eulalia quadrinervis (Hack.) Kuntze
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ           ࢿ⛉ 3RDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼Pࠋ⛩ࡣ᮰⏕ࡋ࡚┤❧ࡋࠊᇶ㒊ࡣ
ࡩࡃࡽࡳࡀ࡞ࡃ㉥〓Ⰽࢆᖏࡧࠊࡇࢀࢆໟࡴ㠧ࡣࡰ↓ẟ࡛
࠶ࡿࠋⴥࡣ㛗ࡉ 㹼 FPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼᗎࡣ㛗ࡉ
⣙ FP ࠶ࡿ 㹼 ಶࡢ⥲ࡽ࡞ࡿࠋᑠ✑ࡣ㛗ࡉ 㹼FPࠋ
➨୍ⱖ㢒ࡢእഃࡣẟࡀࡲࡤࡽ࡛࠶ࡿࠋ⇍ࡍᑠ✑ࡢ㞟ࡲࡾ
ࡀ⠇ࡈษࢀ࡚ᑠ✑ࢆࡘࡅࡓࡲࡲⴠࡕࡿࠋ㏆ఝ✀ࡢ࢘ࣥ
ࢾࢣࡣ⛩ࡢᇶ㒊ࡀࡩࡃࡽࢇ࡛㯤〓Ⰽࡢẟࡀᐦ⏕ࡍࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊࣥࢻࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞࠊ
Ἀ⦖ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ୣ㝠ᆅࡢ⇱ࡋ࡚⑭ࡏࡓ༙〄ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣす㒊ࡢᩘࣨᡤ࠶ࡿࠋ⏘㔞ࡣࡑࢀከࡃࡣ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅵᆅ㐀ᡂ㸦㸧࡞ࡢ㛤Ⓨࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ㛗ᖺ᭶࡛ࡣ
⮬↛㑄⛣㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡞ࡿࠋ
６. 保護対策
 〄ᆅ࡛ࡶ࡞ࡃⲡᆅ࡛ࡶ࡞࠸ࡇࡢࡼ࠺࡞༙〄ᆅࡶࠊ✀ࡢከ
ᵝᛶࡢ୍⩼ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛㛤Ⓨࢆᅇ㑊ࡋ࡚ಖࡍࡿࠋ
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ウンヌケ



ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ


Eulalia speciosa (Debeaux) Kuntze

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ           ࢿ⛉ 3RDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ⛩ࡣ㧗ࡉ 㹼FPࠋ⛩ࡢᇶ㒊ࡣ㯤〓Ⰽࡢẟࡀᐦ
⏕ࡍࡿ㠧ᅖࡲࢀࡿࠋⴥࡣ㛗ࡉ 㹼 FPࠊᖜ 㹼 PPࠊ
ࡁᇶ㒊㛗ẟࡀ࠶ࡿࡣ↓ẟࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ⥲ࡣᩘ
ಶ࠶ࡗ࡚┤❧ࡋࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠊ㛵⠇ࡀ࠶ࡗ࡚⇍ࡍᢡࢀ
࡚⬺ⴠࡍࡿࠋᑠ✑ࡣᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ⣙ PPࠊ⣙ FP ࡢⰢࡀ࠶
ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊࢱࠊࣥࢻࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ
㸦㟼ᒸ┴す㒊ࠊឡ▱┴ࠊᒱ㜧┴༡㒊ࠊරᗜ┴㸧ࠊᅄᅜ㒊ࠊ
ᕞ㒊ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ㟼ᒸ┴ࡣᮾ
㝈⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
ୣ㝠ᆅࡸᒣᆅࡢ᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸ⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᯇᕷ࡞⏕⫱ࡍࡿࠋከᩘࡢಶయࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙᡤࡶ࠶
ࡿࠋῶᑡഴྥ࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ୣ㝠ᆅࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࡸ⟶⌮㊊㸦㸧ࡼࡿⲡᆅࡢῶᑡࡀ
ࡑࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅ࡛࠶ࡿⲡᆅࡢಖㆤ⥔ᣢ⟶⌮ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧






ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ




ハネガヤ

Stipa pekinensis Hance

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧㸸ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ           ࢿ⛉ 3RDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ⛩ࡣ┤❧ࡋࠊศᒱࡋ࡞࠸ࠋⰼᮇࡣ 
㹼 ᭶ࠋ㗹ⰼᗎࡣࡁࡃࠊᯞࡣ㛤ฟࡋ࡚㍯⏕≧࡞ࡿࠋᑠ✑ࡣ
 ᑠⰼࡽ࡞ࡾࠊ㛗ࡉ  FPࠊㆤ㢒㛗ࡉ 㹼 FP ࡢ㛗࠸Ⱒࡀ
࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜ㒊ࠊࢧࣁࣜࣥࠊᴟᮾࢩ࣋ࣜࠊ༓ᓥࠊᅜෆ࡛
ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᖏᒣᆅࡢ‵ࡗࡓⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᐩኈᐑᕷ⏕⫱ࡍࡿࠋ⏕⫱ᆅࡣ㝈ࡽࢀࠊಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ ᖏ
ᛶࡢ᳜≀࡛㛗㔝┴࡛ࡣ⌋ࡋ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊᮏ┴࡛ࡣ⛥࡞᳜
≀࡛࠶ࡿࠋ㏆ᖺࠊ⌧Ꮡࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ⲡᆅࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࡸ㐨㊰ᨵಟ㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢᾘኻࡀᠱ
ᛕࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ⟶⌮ᨺᲠ㸦㸧ࡼࡿ᳜⏕ࡢ㑄⛣㐍⾜ࡢࡓࡵ
⏕⫱⎔ቃࡀᝏࡍࡿࡇࡶᚰ㓄࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢಖㆤࠊⲡสࡾ࡞ⲡᆅࡢ⥔ᣢ⟶⌮ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

リシリカニツリ



ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ

Trisetum spicatum (L.) K. Richt.
subsp. alascanum (Nash) Hulten

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ           ࢿ⛉ 3RDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠊୖ᪉ⰼᗎࡶⓑ࠸㌾ẟࢆ
ࡘࡅࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼᗎࡣᐦᑠ✑ࢆࡘࡅ࡚ࢇ
✑≧ࡢᰕᙧࢆ࡞ࡋࠊ㛗ࡉ 㹼 FPࠋᑠ✑ࡣῐ㯤⥳Ⰽ࡛ࠊ
㛗ࡉ 㹼PPࠋㆤ✛ࡢඛࡣ῝ࡃ  ࠊ∦ࡢඛࡣᑤࡾࠊ∦
ࡢ㛫ࡽⰢࡀฟࡿࠋⰢࡣࡼࡌࢀ࡚እഃ᭤ࡀࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ༡୧༙⌫ࡢᐮᖏ⇕ᖏࡢ㧗ᒣࠊᅜෆ࡛ࡣ༡
༓ᓥࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝ
ࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
㧗ᒣᖏࡢ࠸ࡓⲨࢀᆅࠊᒾᆅࠊⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
༡ࣝࣉࢫ㸦㛫ࣀᓅࠊ㎰㫽ᓅࠊሷぢᓅࠊᑠἙෆᓅࠊ⼆⼉ᓅࠊ
୕అᓘࠊⲨᕝᓅࠊᮾᓅࠊ༓ᯛᓅࠊ㉥▼ᓅࠊ⪷ᓅࠊୖἙෆᓅ࡞
㸧࡛グ㘓ࡀ࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
Ⓩᒣ⪅ࡢ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࠊࢩ࢝㣗ᐖ㸦㸧ࠊ⏕⫱⎔ቃࡢ
ኚࡼࡿ᳜⏕ࡢ㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ࢩ࢝㣗ᐖࡢᙳ㡪ࡀࡁࡃࠊ⏕⫱ᆅࢆྵࡴ㧗ᒣ⛸⥺ࡣࢩ
࢝ᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ          㸦ᩧ⸨ ⊛㸧




㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍





フクジュソウ  Adonis ramosa Franch.
㸦㸻࢞ࣥࢪࢶࢯ࢘㸧
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ   ࣏࢟ࣥ࢘ࢤ⛉ 5DQXQFXODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⴥࡣ⏕ࡋ࡚ 㹼 ᅇ⩚≧
⣽ࡍࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⴥⰼࡣྠ㛤ࡃࠋⰼࡣᚄ 
㹼FPࠋⰼᘚⴟ∦ࡢ㛗ࡉࡣࡰ➼ࡋ࠸ࠋⴟ∦ࡣ 㹼 ಶࠋ
ⰼᘚࡣ 㹼 ಶࠋ⾲㠃ගἑࡢ࠶ࡿ㯤㔠Ⰽࠋ㞟ྜᯝࡣಽ༸
ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 PPࠋ㛤ⰼᚋⱼࡀఙࡧࡿࠋ㏆⦕✀ࡢ࣑ࢳ
ࣀࢡࣇࢡࢪࣗࢯ࢘ࡣⴟ∦ࡢ㛗ࡉࡀⰼᘚࡢ  ࡽ ࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊
ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᒣᆅࡢⴠⴥᶞᯘୗ࡛༡ᩳ㠃ࡢ◁♟ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ⏕⫱ᆅ
㏆࠸ᡤ࡛⏣ࡢ␏ࡸࠊ␊ࡢ࿘㎶ࡶṧᏑࡋ࡚⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣኳ❳༊㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⏘㔞ࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡸᙳ⪅ࡢ㋃ᅽ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
ⴠⴥᶞᯘࡀఆ᥇ࡉࢀ㸦㸧ࠊ᳜ᯘࡉࢀࡿࡇࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⴠⴥᶞᯘࡢఆ᥇ࢆᅇ㑊ࡋ࡚⏕⫱ᆅࢆಖㆤࡋࠊᕠどࡼࡾ
᥇ྲྀࢆ㜵Ṇࡋࡓ࠸ࠋ
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ

カザグルマ Clematis patens C. Morren et Decne.
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ   ࣏࢟ࣥ࢘ࢤ⛉ 5DQXQFXODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ⴠⴥ⸨ᮏࠋⱼࡣ◳ࡃ⣽㛗࠸ࠋⴥࡣኟ⥳ᛶ࡛  ᅇ  ฟ」
ⴥࠋᑠⴥࡣ⊃༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠋⴥࡣ㛗ࡉ 㹼 FP
࡛≀ࡽࡲࡿࠋⰼᮇࡣ  ᭶ࠋⰼࡣᙜᖺᯞࡢ㡬༢⏕
ࡋ࡚ᚄ FPࠋⴟ∦ࡣᴃᙧ࡛  ಶ࠶ࡾⓑⰍࡲࡓࡣῐ⣸Ⰽ
࡛ୖྥࡁᖹ㛤ࡍࡿࠋ⑭ᯝࡣᗈ༸ᙧ࡛㛗ࡉ  PPࠋᅬⱁ✀
ࡢࢡ࣐ࣞࢳࢫࡣࡩࡘ࠺ⴟ∦ࡀ  ಶ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮ ᖏࡢୣ㝠ᆅࡽᒣᆅࡢᯘ⦕ࡸỈ‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
⺬⣠ᒾᆅࡶࡼࡃ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣす㒊ࡢࡳ㞟୰ࡋ࡚ከ࠸ࠋ⏘㔞ࡣᑡ࡞࠸ࡀࠊ⩌⏕
ࡋ࡚࠸ࡿᡤࡶ࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ┠ⓗࡢ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ᳜⏕㑄⛣ࡼࡿ
㧗ᮌࡢ⿕㝜㸦㸧ࠊᅵᆅ㐀ᡂ㸦㸧ࠊ㐨㊰ᕤ㸦㸧࡞
ࡢ㛤Ⓨࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ศᕸࡢ㝈ࡽࢀࡓ᳜≀࡛࠶ࡾࠊ࿘㎶ࡢ⎔ቃࡶྵࡵ࡚ࠊ⮬⏕
ᆅࡢ⾜ᨻⓗ࡞ಖㆤ⟶⌮ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ  㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧






ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ






ハコネシロカネソウ

Dichocarpum hakonense (F. Maek. et Tuyama ex Ohwi)
W. T. Wang et P. K. Hsiao

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࣏࢟ࣥ࢘ࢤ⛉ 5DQXQFXODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
▸ᑠ࡞ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ᰿ⱼࡣ▷ࡃ㏺࠸ࠊࡁ࡞
㫣∦ࢆࡸࡸࡲࡤࡽࡘࡅࡿࠋⱼⴥࡣ  ಶᑐ⏕ࡋࠊ㡬ᑠⴥࡣ
ᗈ⳻≧༸ᙧࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠊ࠶ࡽ࠸㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇ
ࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣᚄ 㹼PPࠊⴟ∦ࡣⓑⰍ࡛ࠊ㛤ฟࡲࡓࡣ
ࡸࡸ㛤ฟࡍࡿࠋ㏆⦕✀ࡢࢶࣝࢩࣟ࢝ࢿࢯ࢘ࡣᆅ୰ࢆᶓ㉮ࡍ
ࡿᯞࡀ࠶ࡾࠊⰼࡣᚄ 㹼PPࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴ࠊ⚄ዉᕝ┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᒣᆅࡢἑ➽ࠊ⮬↛ᯘࡢᯘᗋ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊす㒊Ⅼᅾࡋࠊ⩌⏕ᆅࡶ࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅ࡛࠶ࡿᒣᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅ࡛࠶ࡿᒣᯘࡢಖㆤࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

ミスミソウ

ఀ㇋ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ

Hepatica nobilis Schreb. var. japonica Nakai

㸦㸻ࣘ࢟࣡ࣜࢯ࢘㸧                       
静岡県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ   ࣏࢟ࣥ࢘ࢤ⛉ 5DQXQFXODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ᖖ⥳ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ᰿ฟⴥࡣ᮰⏕ࡋ㛗ࡀ࠶ࡿࠋ
ⴥ㌟ࡣᗈ୕ゅᙧ࡛  ୰ࡋ∦ࡣᑤ㢌ࠋⰼࡢࡍࡄୗ  ᯛ
ࡢⱼⴥࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ  ᭶୰᪪㹼 ᭶ࠋⰼࡣᚄ 㹼 FPࠊ
ⰼᘚࡣ࡞ࡃࠊⴟ∦ࡣ 㹼 ಶ࡛ⰼᘚ≧ࠊ㟼ᒸ┴࡛ࡣⓑⰍ࡛
࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ᪉௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞ㸦⚟
ᒸ┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ㒊ࢆ㝖ࡁᇦศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ⴠⴥᗈⴥᶞᯘࡢᯘᗋ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᐩኈᐑᕷࠊᯇᕷ࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ⏕⫱ᆅ࡛ࡢಶయᩘࡣ
ᑡ࡞ࡃࠊῶᑡഴྥࡀⴭࡋ࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
㞧ᮌᯘࡢ⟶⌮ᨺᲠ㸦㸧ࡼࡿ㑄⛣㐍⾜ࠊ㞧ᮌᯘࡢᾘኻ
㸦㸧ࡸᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ⮬⏕ᆅࡢಖㆤᅬⱁ᥇ྲྀࡸほᐹ⪅ࡢ㋃ࡳⲨࡽࡋࢆ㜵ࡄ
ࡓࡵ⏘ᆅሗࡢ⟶⌮ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧






ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᐑᓮ୍ኵ




ミシマバイカモ
静岡県カテゴリー

Ranunculus nipponicus Nakai var. japonicus (Nakai) H. Hara

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ         ࣏࢟ࣥ࢘ࢤ⛉ 5DQXQFXODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ỿỈᛶࡢᖖ⥳ከᖺⲡࠋⱼࡣ P ࠋỿỈⴥࡢⴥ㌟ࡣᡪᙧ࠶
ࡿ࠸ࡣ࣎ࣥ࣎ࣜ≧࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊ ᅇ  ฟࡋࠊᖜ PP ࡢ
⣒≧∦ศࢀࡿࠋᾋⴥࡣᗈಽ༸ᙧࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠊ ୰
ࡍࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣⴥ⭆ࡽ༢⏕ࡋࠊỈ㠃ࡲࡓࡣỈ
ୖⓑⰍࡢᚄ 㹼PP ࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼᘚࡣ  ಶࠊᗈಽ༸ᙧ
࡛ⓑⰍࠋ
ྡࡣ୕ᓥᕷ⏤᮶ࡍࡿࠋ⌧ᅾࠊࢳࣙ࢘ࣂ࢝ࣔࠊ࢜࢜
ࢳࣙ࢘ࣂ࢝ࣔࡶ  ࡘࡢኚ✀ࡲࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
２. 分布
ΎỈ⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨㸦༓ṓᕝ㸧ࠊᮏᕞ㸦㛗㔝┴ࠊ

㟼ᒸ┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
Ἑᕝࡸ†ࡢࡁỈࡢὶỈ୰ỿỈࡋ࡚⏕࠼ࡿࠋⰼᾋⴥ
ࡣỈ㠃ࡶฟࡿࠋⱼࡣ༓ษࢀ࡚ὶୗࡍࡿࠋ
４. 生育状況
 ⏘ᆅࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ┴ෆ࡛ࡣᰠ⏣ᕝୖὶ㒊ࡢỈ㏆ከ
ࡃぢࡽࢀࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
 Ỉῶᑡ㸦㸧Ỉ㉁ở⃮㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢ❧ࡕධࡾ⚗ṆࠊỈ㉁ở⃮㜵Ṇ࡞ࡼࡾࠊಖ
ࡣࢆᮇࡋࡓ࠸ࠋ᱂ᇵࡼࡿಖࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦ὸಖ㞝㸧

セツブンソウ Eranthis pinnatifida Maxim.
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࣏࢟ࣥ࢘ࢤ⛉ 5DQXQFXODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉࡣ 㹼FPࠋሢⱼࡣ⌫ᙧ࡛ᚄ 㹼FPࠋ
Ꮚⴥ᳜≀࡛࠶ࡿࡀࠊᏊⴥࡣྜ╔ࡋ࡚  ಶ࡛࠶ࡿࠋ᰿ฟⴥࡣ
㛗ࡀ࠶ࡾ༢⏕ࡋࠊゅ≧ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊ ࡍ
ࡿࠋⱼⴥࡣ↓࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣⱼ㡬
༢⏕ࡋ࡚┤ᚄ 㹼FPࠊᶓྥࡁࡽୖྥࡁ㛤ࡃࠋⴟ∦
ࡣࡩࡘ࠺  ಶ࠶ࡾᗈᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊⰼᘚ≧ᖹ㛤
ࡋ࡚ⓑⰍࠋⰼᘚࡣ㹗ࡢᏐᙧ  ᒱࡋ࡚ࠊᶳ㯤Ⰽࡢ⻤⭢࡞
ࡿࠋⵂࡣ⣸Ⰽࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ᪉௨す㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛
ࡣす㒊ࠊᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
పᒣࡸୣ㝠ᆅࡢᯘ⦕ࡸⴠⴥᶞᯘୗࡢⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ▼⅊
ᒾᆅࢆዲࡴഴྥࡀ࠶ࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣᮾ㒊す㒊࠶ࡿࡀᑡ࡞࠸ࠋ⏘㔞ࡣከ࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ┠ⓗࡢ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋᙳ⪅ࡼࡿᨩ
ࡸ㋃ᅽ㸦㸧᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ୍␒ほ㈹࡛ࡁࡿ౯್ࡢ㧗࠸㔝⏕᳜≀࡞ࡢ࡛ࠊ⏕⫱ᆅࡢ
ಖㆤ⟶⌮ࢆࡋࠊᕠどࡼࡾ᥇ྲྀࢆ㜵ࡂࡓ࠸ࠋ 㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧




ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ






タマカラマツ

Thalictrum watanabei Yatabe

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU ) 㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ       ࣏࢟ࣥ࢘ࢤ⛉ 5DQXQFXODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98 㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ᰿ࡣ⌫ᙧࡽ⣳㗽ᙧ⫧ཌ
ࡍࡿࠋⴥࡣ  ᅇ  ฟ」ⴥࠊᑠⴥࡣᗈ༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼
FPࠊ ὸࡍࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼᗎࡣᩓᡣ≧ࡽ」ᩓ
ᡣ≧ࠋⰼࡣⰼᘚࡣ࡞ࡃࠊⴟ∦ࡣಽ༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼
PPࠊⓑⰍ࡛᪩ⴠᛶࠋⵂࡶⓑⰍࠋ⑭ᯝࡣ 㹼 ಶࠊ㛗ࡉ 㹼
PP ࡛⣳㗽ᙧࠊᡥᖹ࡛  ⬦ࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴ࠊ㏆␥㸧ࠊᅄᅜࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ㟼ᒸ┴ࡣᮾ㝈⮬
⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
 ෭ ᖏࡢⴠⴥᗈⴥᶞᯘෆࡢᆅୖࡸ‵ࡗࡓᒾୖ⏕⫱ࡍ
ࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸࡚࠸ࡿࡀࠊಶయᩘࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅࡢᒣᯘఆ᥇  ࡼࡿ⎔ቃኚⓏᒣ㊰ᩚഛ
 ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢ◚ቯࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢ᳃ᯘࡢಖ㋃ࡳࡘࡅ㜵Ṇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧



ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝


フッキソウ Pachysandra terminalis Siebold et Zucc.
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࢶࢤ⛉ %X[DFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ᖖ⥳▸ᑠపᮌࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⱼࡢୗ㒊ࡣ᰿ⱼ≧㏺
࠸ୖ㒊ࡣ❧ࡘࠋⴥࡣ⏕ࡋ࡚ᯞඛ㞟ࡾࠊ⳻≧༸ᙧ࡛㛗ࡉ
㹼FPࠊୖ㒊⢒㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼ✑ࡣⱼ
㡬┤❧ࡋࠊୖ㒊ࡣ㞝ⰼࡀࡘࡁࠊୗ㒊㞤ⰼࡀࡘࡃࠋ㞝ⰼ
ࡣ  ಶࡢⰼ⣒ࡀⓑࡃኴࡃ┠❧ࡘࠋ㞤ⰼࡣ  ಶࡢⰼᰕࡀⓑ
ࡃ┠❧ࡕእ᭤ࡍࡿࠋ▼ᯝࡣ༸⌫ᙧ࡛㛗ࡉ  FPࠊⓑ⇍ࡋ
ⰼᰕࡀṧᏑࡍࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮ ᖏᒣᆅࡢᯘᗋࡸᯘ⦕⏕⫱ࡍࡿࠋ⚄♫ࡢ᳃ぢࡽ
ࢀࡿࡶࡢࡣ᳜᱂ಶయᛮࢃࢀࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣᮾ㒊Ⅼᅾࡍࡿࡀᑡ࡞࠸ࠋ⏘㔞ࡶᑡ࡞࠸ࠋᶞෙࡢ⿕
㝜ࡼࡾ⏕⫱ࡀᝏࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ఆ᥇ࢆ㑊ࡅ࡚⏕⫱ᆅࢆಖࡍࡿࠋ
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧







୕ᓥᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍



コウヤミズキ

Corylopsis gotoana Makino

㸦㸻࣑࣐ࣖࢺࢧ࣑ࢬ࢟㸧
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࣐ࣥࢧࢡ⛉ +DPDPHOLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ⴠⴥపᮌࠋ㧗ࡉ 㹼Pࠋⴥࡣᗈ༸ᙧ࡛ᇶ㒊ࡣᚰᙧࠊ㛗ࡉ 
㹼FPࠋⰼᮇࡣ  ᭶ᮎ㹼 ᭶ࠋⰼᗎࡣ 㹼FP ࡛ୗᆶࡋࠊⰼ
ࡀ 㹼 ಶࡘࡃࠋⰼᘚࡣ㯤Ⰽ࡛⊃ಽ༸ᙧࠊ㛗ࡉ 㹼PPࠋ㞝
ⷁࡣⰼᘚྠ㛗࡛ⵂࡣ㉥Ⰽ࡛࠶ࡿࠋⵧᯝࡣ⌫ᙧ࡛ᚄ 㹼PPࠊ
↓ẟࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ᒣ┴す㒊ࠊ㛗㔝┴༡ᮾ㒊ࠊ㟼ᒸ┴
௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸ᓴᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᯇᕷ⏕⫱ࡍࡿࠋ⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸࡚ಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
⌧Ꮡࡍࡿ⏕⫱ᆅ࡛ࡶ⿕㝜ࡸࠊఆ᥇࡛ῶᑡഴྥࡀⴭࡋ࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
㎰ᆅ㐀ᡂ㸦㸧ࠊ⮬↛ᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࠊ㑄⛣ࡢ㐍⾜㸦㸧
ࡼࡿ⿕㝜ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏘ᆅࡢ㝈ࡽࢀࡓ᳜≀࡛࠶ࡾࠊ⏕⫱⎔ቃ㓄៖ࡋࡓಖㆤࢆᅗ
ࡾࡓ࠸ࠋ
                㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ


ヤシャビシャク Ribes ambiguum Maxim.
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳̿ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࢫࢢࣜ⛉ *URVVXODULDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ⴠⴥᑠపᮌࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋᶞᖿࡢ⫤╔⏕ࡋࠊᖿࡣ
᭤ࡀࡗ࡚ศᯞࡍࡿࠋⴥࡣ⏕ࡋ࡚▷ᯞࡢඛ᮰⏕ࡍࡿࠋⴥ
ࡣ▷ẟࢆᐦ⏕ࡋࠊⴥ㌟ࡣ⭈ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊᇶ㒊ࡣ
῝ᚰᙧ࡛ 㹼 ὸࡍࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ㛵⠇ࡀ
࠶ࡾ  ಶࡢᑠⱖࡀᑐ⏕ࡍࡿࠋⰼࡣ୧⏕࡛▷ᯞ 㹼 ಶࡘ
ࡃࠋⴟࡣῐ⥳ⓑⰍ࡛  ῝ࡋࠊⴟ∦ࡣⰼᘚࡢࡼ࠺ぢ࠼
ࡿࠋⰼᘚࡣⴟ∦ࡼࡾᑠࡉࡃ⥳Ⰽࡲࡓࡣ㉥⣸Ⰽ࡛┤❧ࡍ
ࡿࠋᾮᯝࡣ⥳Ⰽࡢ⌫ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠊ่ẟࡀᐦ⏕ࡍࡿࠋ
㏆⦕✀ࡢࢨࣜࢥ࣑ࡣᆅ⏕࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ

┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᖏᒣᆅࡢࣈࢼࡸ࣑ࢬࢼࣛ╔⏕ࡋ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣᗈࡃྛᆅ࠶ࡿࠋ⏘㔞ࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡶ⬣
ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᕧᮌࡣఆ᥇ࡋ࡞࠸࡛ಖᥐ⨨ࢆࡿࠋ 㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧
                   








ヤブサンザシ

Ribes fasciculatum Siebold et Zucc.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࢫࢢࣜ⛉ *URVVXODULDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ⴠⴥపᮌࠋ㧗ࡉ P ⛬ᗘࠋୗ㒊ࡽࡼࡃศᯞࡍࡿࠋⴥࡣᗈ
༸ᙧࠊඛࡣᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊᤸ≧ 㹼 ὸ࣭୰ࡍࡿࠋ
ⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㞤㞝␗ᰴࠋⰼࡣ᮰≧ഃ⏕ࡋࠊⴟ∦ࡣ㯤⥳Ⰽ
࡛ⰼᘚࡢࡼ࠺ぢ࠼ࡿࠋⰼᘚࡣࡽᙧࠊ㛗ࡉ PPࠋ⭆ᯝࡣ
⌫ᙧࠊᚄ 㹼PP ࡛㉥ࡃ⇍ࡍࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
 ḟᯘෆࡸᒾ♟ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ▼⅊ᒾᆅࡶ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᯇᕷ༊⏕⫱ࡍࡿࠋಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
┴ෆ࡛ࡣ⏕⫱࡛ࡁࡿ⎔ቃࡀᑡ࡞࠸ࠋ᳜⏕ࡢ㑄⛣㸦㸧ࡸ▼
⅊ᒾࡢ᥇▼㸦㸧࡞࡛ಶయᩘࡀῶᑡࡋࡓࠋࡲࡓᯘ㐨ᣑᖜᕤ
㸦㸧࡛ࡢ⏕⫱ᆅᾘኻࡢ༴㝤ᛶࡶᣦࡉࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢಖㆤ⿕㝜ࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵ㏆ࡢࡢ᳜≀ࡢ㛫
ఆ࡞ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

ヒトツバショウマ



ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ


Astilbe simplicifolia Makino

静岡県カテゴリー絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ         ࣘ࢟ࣀࢩࢱ⛉ 6D[LIUDJDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋ᰿ⱼࡣ▷ࡃᚄ  FP ࡛᰿ฟⴥࢆ
᮰⏕ࡍࡿࠋ᰿ฟⴥࡣ㛗࠸ࢆࡶࡘ༢ⴥ࡛࠶ࡿࠊⴥ㌟ࡣᗈ༸㹼
⊃༸ᙧ࡛ࠊࡋࡤࡋࡤ  ὸࡍࡿࠋ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼FPࠋ
ⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼⱼࡣࡲࡤࡽᯞࢆศࡅࡿ㗹ⰼᗎ࡛ࠊⓑ
࠸ᑠࡉ࡞ⰼࢆከᩘࡘࡅࡿࠋⰼᘚࡣ⥺ᙧ࡛㛗ࡉ⣙  PPࠋ㞝
ⷁ  ᮏࠊ㞤ⷁࡣ  ಶࠋⰼ㍈ࡸⰼࡣ⭢ẟࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦⚄ዉᕝ┴ࠊ㟼ᒸ┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴
ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
෭ ᖏࡽᬮ ᖏࡢὶἢ࠸ࡢ‵ࡗࡓᒾቨࠋ
４. 生育状況
ឡ㮚ᒣ㯄ࡣẚ㍑ⓗከࡃぢࡽࢀࡿࡀࠊῶᑡഴྥ࠶ࡿࠋ
ࡢ⏘ᆅࡢሗࡣ࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ᥇ྲྀ  ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏘ᆅࡀ㝈ࡽࢀࡓᕼᑡ࡞᳜≀࡛࠶ࡿࡇࢆ࿘▱ࡉࡏ࡚ࠊᅬⱁ
᥇ྲྀࢆ㜵ࡄࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧







ᐩኈᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍




マツノハマンネングサSedum hakonense Makino
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࣋ࣥࢣࢯ࢘⛉ &UDVVXODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋⱼࡣᇶ㒊࡛ศᯞࡋࠊ᭷ⰼⱼ↓ⰼⱼࢆᐦ⏕ࡍࡿࠋ᭷
ⰼⱼࡣ㛗ࡉ 㹼FP ࡛⃰⣚⣸Ⰽࢆᖏࡧࡿࠋⴥࡣᑐ⏕ࡋ⥺ᙧ࡛
⫗㉁ࠋ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼PPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋᯞඛࡢ㞟
ᩓⰼᗎ⃰㯤Ⰽࡢⰼࢆከᩘࡘࡅࡿࠋⰼࡣ  ᩘᛶ࡛ⴟࠊⰼᘚࡣྛ
 ಶࠊ㞝⸹  ᮏࠊᚰ⓶ࡣ  ಶ࡛ᯝᩳࡵ㛤ࡃࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ᇸ⋢┴ࠊ⚄ዉᕝ┴ࠊᒣ┴ࠊ㟼ᒸ┴㸧
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
෭ ᖏࡢࣈࢼ࡞ࡢᶞᖿⱏࡶ╔⏕ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
┴ෆࡢᗈ࠸⠊ᅖศᕸࡍࡿࡀࠊಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ኳ↛ᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࡸᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶
ࡿࠋ
６. 保護対策
 ኳ↛ᯘࡢఆ᥇ࢆᢚไࡋࠊ⏕⫱⎔ቃࢆಖࡍࡿࡇࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧

㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝


ミヤマトベラ

Euchresta japonica Ｈook. f. ex Maxim.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ                ࣐࣓⛉ )DEDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ᖖ⥳༙పᮌࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱝ࠸ⱼࡣ⥳Ⰽ࡛▷ẟࢆᐦ⏕ࠊ
ᚋ↓ẟ࡞ࡿࠋⴥࡣ㠉㉁࡛  ᑠⴥࡽ࡞ࡿࠋᑠⴥࡣᴃᙧ
࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼FPࠊ㠃అࡋࡓ▷ẟࢆᐦ⏕ࡍࡿࠋ
ⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㛗ࡉ 㹼 FP ࡢ⥲≧ⰼᗎ㛗ࡉ  FP 
ࡢⓑⰍࡢⰼࢆከᩘࡘࡅࡿࠋᯝᐇࡣᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠊ
ᖜ 㹼PPࠋ㯮⣸Ⰽ⇍ࡍࠋ✀Ꮚࡣ  ಶࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊ㡑ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦Ⲉᇛ┴௨す㸧ࠊᅄ
ᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
⫧Ỻ࡞ᯘෆࡸ㇂➽ࡢᔂⴠᅵተࡢࡇࢁࠋ
４. 生育状況
ಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࡀࠊࡲࡔఀ㇋ᆅᇦࡣࡳࡽࢀࡿࠋす㒊ᆅᇦ
ࡢ⮬⏕ᆅࡣ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝࡶᅇࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳃ᯘࡢఆ᥇㸦㸧᳜ᯘࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࢩ
࢝ࡼࡿ㣗ᐖ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅ࡛ࡣ⎔ቃኚࢆ࠼࡞࠸ࡼ࠺᳃ᯘఆ᥇ࡣ༑ศὀ
ពࡍࡿࡇࠋ              㸦ὸಖ㞝㸧





Ἑὠ⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝




レンリソウ

Lathyrus quinquenervius (Miq.) Litv.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࣐࣓⛉ )DEDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ FP ࡞ࡿࠋⱼࡣ  ⛸ᙧ࡛  ᯛࡢ⩼ࡀ࠶ࡿࠋ
ᑠⴥࡣ 㹼 ᯛࠊ⥺≧⊃ᴃᙧ࡛ᑤࡾࠊ㛗ࡉ 㹼 FPࠊඛ➃
ศᒱࡋ࡞࠸ᕳࡁࡦࡆࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ⣸Ⰽ࡛ࠊ
㛗ࡉ 㹼FPࠊ⥲≧ⰼᗎ 㹼 ಶࡘࡃࠋ㇋ᯝࡣᗈ⥺ᙧ࡛㛗
ࡉ 㹼FPࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊࣟࢩ㸦ࢩ࣋ࣜᮾ㒊ࠊ࣒࣮
ࣝࠊ࢘ࢫ࣮ࣜ㸧ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛
ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
‵ࡗࡓⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᐩኈᒣ㯄ኳ❳ᕝὶᇦ࡞⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⏕⫱ᆅ
࡛ࡢಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋす㒊ࡢ⏘ᆅ࡛ࡣࠊሐ㜵ࡢⲡᆅᑠ⩌ⴠ
ࡀⅬᅾࡋ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅࡢሐ㜵ࡢᨵಟ㸦㸧ࡸ⟶⌮㊊㸦㸧ࡼࡿⲡᆅࡢ
ᾘኻࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢಖㆤᐃᮇⓗ࡞ⲡสࡾ࡞ࡼࡿⲡᆅࡢಖࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ               㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

クサフジ

☬⏣ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ


Vicia cracca L.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU㸧㸦せ௳㸧ኚ᭦࡞ࡋ                   ࣐࣓⛉ )DEDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋⱼࡣࡘࡿ≧࡛㛗ࡉ  FP 㐩ࡍࡿࠋⴥࡣ㛗ࡉ 㹼
FP ࡛ࠊඛ➃ࡣศᯞࡍࡿᕳࡁࡦࡆ࡞ࡿࠋᑠⴥࡣ 㹼 ᯛࠋ
⊃༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 PPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ㟷⣸Ⰽ࡛㛗ࡉ
㹼 PPࠋ⥲≧ⰼᗎ୍᪉ྥࡅ࡚ᐦࡘࡃࠋ㇋ᯝࡣ㛗ࡉ 
㹼FPࠊ✀Ꮚࡣ㛗ࡉ⣙ PP ࡛  ಶධࡗ࡚࠸ࡿࠋ㢮ఝࡢࢶ
ࣝࣇࢪࣂ࣐࢝ࡢᑠⴥࡣ 㹼 ᯛᑡ࡞ࡃࠊⰼࡣ⣚⣸Ⰽ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ༙⌫ࡢ෭ ᖏࡽளᐮᖏᇦࠊᅜෆ࡛ࡣ༡༓ᓥࠊ
ᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
෭ ᖏ㹼ளᐮᖏࡢ᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸ⲡཎࡸᯘ⦕⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᐩኈᒣす㯄ࡢᮅ㟝㧗ཎ࡞⏕⫱ࡍࡿࡀࠊಶయᩘࡣᑡ࡞ࡃࠊ
ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ☜ㄆࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱⎔ቃ࡛࠶ࡿⲡཎࡢῶᑡ㸦㸧ⲡཎࡢ᳜⏕㑄⛣㸦㸧
ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⲡཎࡢ⥔ᣢ⟶⌮ࡼࡗ࡚⏕⫱⎔ቃࢆಖࡍࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧







ᒱ㜧┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍




ヒナノカンザシ
静岡県カテゴリー

Salomonia ciliata (L.) DC.

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ      ࣄ࣓ࣁࢠ⛉ 3RO\JDODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
୍ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ⣽ࡃ┤❧ࡋࠊⴥࡣࡲࡤࡽ⏕
ࡋࠊⱼࡢᇶ㒊ࡘࡃࡶࡢࢆ㝖࠸࡚⊃ᴃ㹼⊃༸ᙧࠊ㛗ࡉ 㹼
PPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ⣸Ⰽࢆᖏࡧࠊ㛗ࡉ 㹼PP ࡛ࠊ⣽㛗࠸
✑≧ⰼᗎࡘࡃࠋⵧᯝࡣᡥᖹ࡛⭈ᙧࠊᚄ PPࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥ༡㒊ࠊྎ‴ࠊ୰ᅜࠊᮾ༡ࢪࠊ࣑࣐ࣕࣥ
࣮ࠊࢿࣃ࣮ࣝࠊࣥࢻࠊࢫࣜࣛࣥ࢝ࠊࢽ࣮ࣗࢠࢽࠊ࣮࢜ࢫࢺ
ࣛࣜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす
㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ୣ㝠ᆅࡢ᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ྡ†࿘㎶ࡸᑠ➟ᒣ࿘㎶ࡢ‵ᆅᗈࡃ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡓࠋ⏕⫱ᆅ
࡛࠶ࡿ‵ᆅࡢᾘ⁛࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏕⫱ᆅ࡛ࡢಶయᩘࡣᑡ࡞
࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ୣ㝠ᆅࡢ㛤Ⓨࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢᾘኻ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ‵ᆅࢆ࿘㎶㒊㸦Ỉ※㸧ࡲ࡛ྵࡵ࡚ಖㆤࡍࡿࡇࡸࠊ᳜⏕ࡢ
㑄⛣ࢆᢚไࡍࡿ㐺ษ࡞⟶⌮ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ  㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧



ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ

キンロバイ Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. var. fruticosa
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳̿ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࣂࣛ⛉ 5RVDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ⴠⴥᑠపᮌࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋᖿࡣࡼࡃศᯞࡋ࡚ᗈࡀࡿࠋ
ⴥࡣ  ᑠⴥࡲࡓࡣ  ᑠⴥࠋᑠⴥࡣ⦕ࡢᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼
FPࠊⱝ࠸ࡣ୧㠃㛗ẟࡀ࠶ࡿࠋⴥࡣ⣽ࡃ᭷ẟ࡛㛗ࡉ 
㹼PPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⴟ∦ࡣ୕ゅ≧༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠋ
ⰼࡣᚄ 㹼 FPࠋⰼᘚࡣᙧࡢ⦕࡛㯤ⰍࠋⰼᘚࡀⓑⰍࡢ
ࣁࢡࣟࣂࡲࡓࡣࢠࣥࣟࣂࡶྠࡌᢅ࠸࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣࢧࣁࣜࣥࠊ༓ᓥࠊᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊࣄ࣐ࣛࣖࠊ
ᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡
ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ள㧗ᒣᖏࡽ㧗ᒣᖏࡢ⺬⣠ᒾࠊ▼⅊ᒾᆅ࡛᪥ᙜࡓࡾࡀࡼ
ࡃࠊࡢᮌᮏ㢮ࡢධࡀᅔ㞴࡞ᒾ♟ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡀᒁ㝈ⓗ࡛࠶ࡿࠋ⏘㔞ࡣࡑࢀከࡃ࡞࠸ࠋ⏕⫱⠊ᅖ
ࡣ⊃࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⮬↛㑄⛣㸦㸧ᅬⱁ┠ⓗࡢ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ࠕ㟼ᒸ┴ᣦᐃᕼᑡ㔝⏕ື᳜≀ࠖᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧





ᒣ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᒣ㷂⏤ᬕ




ウラジロキンバイ Potentilla nivea L. var. camtschatica Cham. et Schltdl.
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ           ࣂࣛ⛉ 5RVDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ᰿ࡣኴ࠸ࠋ᰿ฟⴥࡣ᮰⏕ࡋ  ฟ」ⴥ
࡛ࠊ⾲㠃ࡣ⥳Ⰽ࡛㠃ࡣⓑ⥥ẟࡀᐦ⏕ࡋ࡚ⓑⰍ࡛࠶ࡿࠋᑠⴥࡣ
ᗈ༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠊ㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼᗎࡣ
㹼 ಶⰼࢆ㞟ᩓ≧ࡘࡅࡿࠋⰼࡣ⣽ࡃ㛗ࡉ 㹼FPࠊⓑ⥥ẟ
そࢃࢀࡿࠋⴟ∦ࡣᗈᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 PPࠋⰼࡣᚄ 㹼
FPࠋⰼᘚࡣ  ಶ࠶ࡾ㯤Ⰽࠋ㏆ఝ✀ࡢ࣑࣐ࣖ࢟ࣥࣂࡣⴥࡢ୧㠃
ࡀ⥳Ⰽ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ༙⌫ࡢளᐮᖏ㧗ᒣᖏࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞ
㸦୰㒊ᆅ᪉㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸ
ࡍࡿࠋ
３. 生育環境
㧗ᒣᖏࡢᒾୖࡸᒾ♟ࡢከ࠸ᐮ෭࡞㢼⾪ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
 ࣓ࢵࢩ࡛ࣗ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏘ᆅࡣ༡ࣝࣉࢫࡢ㒊ከ࠸ࠋ
ᰴᩘࡣᑡ࡞ࡃⅬᅾࡍࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡸᒾሢࡢᔂቯ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋⓏᒣ⪅
ࡼࡿ㋃ᅽ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
Ⓩᒣ㐨ࢆᣦᐃࡋ࡚㋃ᅽࡢ⬣ጾࢆ࡞ࡃࡍࠋ   㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ミヤマワレモコウ
静岡県カテゴリー

㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ


Sanguisorba longifolia Bertol.

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ          ࣂࣛ⛉ 5RVDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ࣡ࣞࣔࢥ࢘ࢼ࢞࣎ࣀ࣡ࣞࣔࢥ࢘ࡢ
୰㛫ⓗ࡞ᙧែࡢ᳜≀࡛࠶ࡿࠋ࣡ࣞࣔࢥ࢘ࡼࡾⰼᗎࡀ㛗࠸ࡀࢼ࢞࣎ࣀ
࣡ࣞࣔࢥ࢘ࡢࡼ࠺ᆶࢀୗࡀࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓ㞝ⷁࡣⴟࡼࡾᑡࡋ㛗࠸ࡀ
ࢼ࢞࣎ࣀ࣡ࣞࣔࢥ࡛࢘ࡣ࡞࠸ࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼᗎࡣᬯ㉥〓
Ⰽࠋ
 ᖺ∧࡛ࡣ†すᕷࡢ⏘ᆅࡢࡶࡢࡣࢼ࢞࣎ࣀ࣡ࣞࣔࢥ࢘ࡉࢀ
ࡓࡀࠊࡑࡢᚋࡢ◊✲࡛ᮏ✀ࡉࢀࡓࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊྎ‴ࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨㸦༡㒊㸧ࠊᮏ
ᕞ㸦୰㒊㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ୣ㝠ᆅࡢ‵ࡗࡓⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
†すᕷ⏕⫱ࡍࡿࠋಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ᭱㏆ࡓࡵụࡢᨵಟ࡛⃭ῶ
ࡋࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
Ỉ⏣ࡢᩚഛ㸦㸧ࡸࡓࡵụࡢᨵಟ㸦㸧࡛⏕⫱ᆅࡀᾘኻࡍ
ࡿ༴㝤ᛶࡀ㧗࠸ࠋ᳜⏕ࡢ㑄⛣㐍⾜㸦㸧࡛ⲡᆅ⎔ቃࡀᝏࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢಖㆤⲡสࡾ࡞ⲡᆅࡢ⥔ᣢ⟶⌮ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧






†すᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ





ハコネグミ

Elaeagnus matsunoana Makino

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ             ࢢ࣑⛉ (ODHDJQDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ⴠⴥᑠ㧗ᮌࠋ᪂ࡋ࠸ᯞࡣࠊⴥࡶῐ㯤〓Ⰽࡢ㫣∦
そࢃࢀࠊࡉࡽྠⰍࡢᫍ≧ẟࢆᩓ⏕ࡍࡿࠋⴥࡣⷧࡃࠊᴃᙧ
࡛ࠊ㛗ࡉ 㹼 FPࠋ⾲㠃ࡣ㯤⥳Ⰽ࡞࠸ࡋ⅊⥳Ⰽ࡛ගἑࡀ࡞
ࡃࠊ⛅ࡲ࡛ṧࡿῐ㯤〓Ⰽࡢᫍ≧ẟࡀከ࠸ࠋ㠃ࡣ㖟Ⰽࡢ㫣∦
ࢆⷧࡃࡋࡁࠊῐ㯤〓Ⰽࡢᫍ≧ẟࢆᩓ⏕ࡍࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ
ⰼࡣⴥ⭆  ಶࠊⰼᘚࡣ࡞ࡃࠊⴟ⟄ࡣ㛗ࡉ 㹼PP ࡁ
࠸ࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ᒣ┴ࠊ⚄ዉᕝ┴ࠊ㟼ᒸ┴㸧ศᕸ
ࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮ ᖏ㹼෭ ᖏࡢⴠⴥᗈⴥᶞᯘෆࡸⲡᆅࠋ
４. 生育状況
⟽᰿እ㍯ᒣᐩኈᒣࡢ࿘㎶ᗈࡃ⏕⫱ࡋࠊಶయᩘࡣࡲࡔẚ
㍑ⓗከ࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅵᆅ㛤Ⓨ  ࡸᗈⴥᶞᯘࡢࢫࢠࠊࣄࣀ࢟ᯘ  ࠊ᳜⏕ࡢ
㑄⛣  ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 せ࡞⏕⫱⎔ቃ࡛࠶ࡿⴠⴥᗈⴥᶞᯘࢆಖࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ                   㸦ὸಖ㞝㸧

クロツバラ



ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ


Rhamnus davurica Pall. var. nipponica Makino

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղኚ᭦࡞ࡋ          ࢡ࣓ࣟ࢘ࣔࢻ࢟⛉ 5KDPQDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ⴠⴥపᮌࡲࡓࡣᑠ㧗ᮌࠋ㧗ࡉ 㹼Pࠋ㛗ᯞࡢඛࡣ่࡞ࡿࠋ
ⴥࡣᑐ⏕ࡲࡓࡣࡸࡸᑐ⏕ࡋࠊ⊃㛗ᴃᙧࡲࡓࡣ⥺≧㛗ᴃ
ᙧࠋ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼FPࠋ㞤㞝␗ᰴࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ
ⰼࡣ᪂ࡋ࠸ᯞࡢୗ㒊ࡢⴥ⭆ࡘࡃࠋⰼࡣ㯤⥳Ⰽ࡛ᚄ 㹼PPࠋ
 ᩘᛶࠋ㞤ⰼࡢⰼෙࡣⓎ㐩ࡀᝏ࠸ࠋᯝᐇࡣ⌫ᙧ࡛ᚄ  PP 
ࠋ⇍ࡍ㯮Ⰽ࡞ࡿࠋࡩࡘ࠺  ಶࡢศ᰾ࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦୰㒊㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ
㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮ ᖏࡽ෭ ᖏࡢᒣᆅࡸ㧗ཎࠋ
４. 生育状況
ᮾ㒊ࡢẚ㍑ⓗᗈ࠸⠊ᅖศᕸࡍࡿࡀಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᒣᯘࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ேᕤᯘ㸦㸧ཬࡧ㧗ཎࡢῶᑡ㸦㸧
ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ⲡཎࡢ⥔ᣢ⟶⌮ᗈⴥᶞᯘࡢಖᏑࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧







ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ὸಖ㞝




ジゾウカンバ

Betula globispica Shirai

㸦㸻ࢾࣈࢩ㸧
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࢝ࣂࣀ࢟⛉ %HWXODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ⴠⴥ㧗ᮌࠋ㧗ࡉ 㹼Pࠋᶞ⓶ࡣ⅊ⓑⰍ࡛⾲⓶ࡀⷧࡃᶓ
ࡣࡀࢀࡿࠋⴥࡣ㛗ᯞ⏕ࡋࠊ▷ᯞ  ᯛࡎࡘࡘࡃࠋⴥ㌟ࡣ
ᗈ༸ᙧࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠋඛ➃ࡣ▷㗦ᑤᙧࠊᇶ㒊ࡣᙧࡽὸᚰ
ᙧࠋ㠃ⴥ⬦ୖⓑⰍ㛗ẟࡀṧࡿࠋⰼᮇࡣ  ᭶㡭ࠋ๓ᖺࡢ⛅
㛗ᯞࡢඛ➃㏆ᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓ㞝ⰼᗎࡣࠊ㛤ⴥࡶ
㛤ⰼࡋࠊ㞤ⰼᗎࡣ᪂ࡋ࠸▷࠸ᯞࡢඛࡘࡃࠋᯝ✑ࡣ  ᭶㡭
⇍ࡋࠊ⌫ᙧࡽᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ᰣᮌ┴ࠊ⩌㤿┴ࠊᇸ⋢┴ࠊᮾி㒔ࠊ
ᒣ┴ࠊ㛗㔝┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ศᕸࡍ
ࡿࠋ
３. 生育環境
෭ ᖏࡢᒣᆅ࡛᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸ᑿ᰿࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝࡽࢇኚࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳃ᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢ᳃ᯘᡤ᭷⪅ࠊࡑࡢᏑᅾ㈗㔜ᛶࢆ࿘▱ࡉࡏࡿࡇ
ࠋ                 
㸦ὸಖ㞝㸧

シラヒゲソウ
静岡県カテゴリー



㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ຍ⸨ᚭ


Parnassia foliosa Hook. f. et Thoms.var. foliosa
絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ      ࢽࢩ࢟ࢠ⛉ &HODVWUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ᰿ฟⴥࡣᗈ༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊ
㛗࠸ࡀ࠶ࡿࠋᩘಶࡢ↓ࡢⱼⴥࡀẁ࡞ࡗ࡚ࡘࡃࠋⰼᮇࡣ
㹼 ᭶ࠋⰼࡣᚄ 㹼 FPࠊⓑⰍ࡛ⰼᘚࡢ⦕ࡀ⣒≧῝ࡃษ
ࢀ㎸ࡴࠋ௬㞝ⷁࡣ  ࡋ࡚ࠊඛ➃⭢యࡀ࠶ࡿࠋⵧᯝࡣ㛗ࡉ
㹼PPࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜす㒊ࠊࣥࢻ㒊ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㛵ᮾ௨
す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ศ
ᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᒣᆅࡢὶࡢᒾቨ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ឡ㮚ᒣࠊ⟽᰿እ㍯ᒣࠊᏳಸ࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ⏕⫱ᆅࡢ
ಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ⏕⫱ᆅࡢ⎔ቃࡶᝏ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢỈ※㒊ࡢಖᅬⱁ᥇ྲྀࢆ㜵ࡄᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋ
㸦すཱྀ⣖㞝㸧







㛗Ἠ⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ




ノウルシ

Euphorbia adenochlora C. Morren et Decne.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࢺ࢘ࢲࢢࢧ⛉ (XSKRUELDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋษࡿⓑ࠸ஙᾮࢆฟࡍࠋⱼ㡬
 ᯛࡢⴥࢆࡘࡅࠊྛⴥ⭆ࡽ  ᮏࡢᯞࢆฟࡍࠋⰼᮇࡣ 㹼
᭶ࠋⰼᗎࡢୗࡢⱖⴥࡀ㯤ⰍࡃⰍ࡙ࡁࠊⰼᘚࡢࡼ࠺ぢ࠼ࡿࠋ
⭢యࡣ㢌࡛㯤ⰍⰍ࡙ࡃࠋⵧᯝࡣ⌫≧࡛㛗ࡉ⣙ PP ᖜ⣙
PPࠋ
２. 分布
 ᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴
ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
పᆅࡸἙᓊࡢ‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᮾ㒊ࡢᾋᓥ࡛ࡣಶయᩘࡣከ࠸ࠋす㒊࡛ࡣᑡ࡞࠸ࠋᆅୗⱼ
ࡼࡾቑṪࡋ⩌⏕ࡍࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
‵ᆅࡢ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࠊ㛤Ⓨࡸᅵᆅ㐀ᡂ㸦㸧ࡼࡾከ
ࡃࡢ⏕⫱ᆅࡀᾘኻࡋࡓࠋ
６. 保護対策
 ᮾ㒊ࡢ⏕⫱ᆅ࡛ࡣࠊ୍㒊ࡢᆅᇦࡀ⮬యࡼࡾಖࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ⌧Ꮡࡍࡿ‵ᆅࡢಖㆤࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࣚࢩ࡞ࡢ㧗ⱼⲡ
ᮏࡢⲡสࡾ࡞ࡢ⟶⌮ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ    
㸦すཱྀ⣖㞝㸧

コマイワヤナギ
静岡県カテゴリー



ᐩኈᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ

Salix rupifraga Koidz.

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ             ࣖࢼࢠ⛉  6DOLFDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ⴠⴥᑠపᮌࠋ㞤㞝␗ᰴࠋᙜᖺᛶࡢᯞࡣࡩࡘ࠺ⓑ࠸⤱ẟ≧⥥
ẟ࡛ᐦ⏕ࡍࡿࠋⴥࡣ㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼FPࠋ
ᡂⴥࡢ㠃ࡣ⅊㟷Ⰽ࡛ⓑⰍࡢఅ㛗㌾ẟࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ  ᭶ࠋ
㞝ⰼ✑ࡣ 㹼 FPࠋ㞤ⰼ✑ࡣ㛗ࡉ 㹼 FP ࡛ࠊⰼᗎ
㍈ࡀぢ࠼࡞࠸ᐦⰼࢆࡘࡅࡿࠋ㢮ఝࡢࢩࣂࣖࢼࢠࡢⴥ
ࡣࠊࡣࡌࡵⓑ⤱ẟࡀ࠶ࡿࡀᚋ↓ẟࠊ㞝ⰼ✑ࡣ 㹼 FPࠋ㞤
ⰼ✑ࡣ FP ࡛ⰼᗎ㍈ࡀぢ࠼ࡿࠋᮏ✀ࡢㄗㄆࡶከ࠸ᛮࢃࢀ
ࡿࠋᶆᮏࡀ࠶ࢀࡤ᳨ドࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦⩌㤿┴ࠊᒣ┴ࠊ㛗㔝┴ࠊ㟼ᒸ┴㸧
㛗㔝┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ

３. 生育環境
෭ ᖏࡽளᐮᖏࡢᯘ⦕ࡸᒾୖࠊἙᕝἢ࠸ࡸ㐨ἢ࠸ࡢᓴᆅ
࡞ࠋ
４. 生育状況
๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊᮾ㒊ࡢឡ㮚ᒣࠊኳᏊᒣᆅࠊ୰
㒊ࡢᏳಸᕝୖὶࠊᕝୖὶ࡞࡛グ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᅇ
ࡢㄪᰝ࡛ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᒣᯘఆ᥇㸦㸧ࠊἙᕝᩚഛ㸦㸧ࠊ㐨㊰ᕤ㸦㸧ࡀῶᑡ
ࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ⏕⫱ᆅࢆ◚ቯࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡞ᑐ⟇ࢆ❧࡚ࡿࡇࠋ㸦ὸಖ㞝㸧






サクラスミレ

Viola hirtipes S. Moore

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࢫ࣑ࣞ⛉ 9LRODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠊ↓ⱼ✀ࠋᆅୗⱼࡣ࡞࠸ࠋⴥ㌟ࡣ⾲
㠃ࡀᬯ⣸Ⰽ࡛㠃ࡣࡋࡤࡋࡤ⣸Ⰽࢆᖏࡧࠊ㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 
㹼FPࠊᯝᮇࡢⴥࡣࡁࡃࠊ㛗ࡉ 㹼FP ࡞ࡿࠋⴥⰼ
㛤ฟẟࡀ┠❧ࡘࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣῐ⣚⣸Ⰽࠊᚄ⣙
FPࠋⰼᘚࡢ㛗ࡉ 㹼PPࠋഃᘚࡢᇶ㒊ࡣ᭷ẟࠋ
ⴥ⬦⣚⣸〓Ⰽࡢᩬࡢධࡿࡢࡣရ✀ࢳࢩ࢜ࢫ࣑ࣞ࠸࠺ࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜᮾ㒊ࠊᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊ
ᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊
ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮ ᖏࡽ෭ ᖏࡢⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㐣ཤࡣ┴ෆᗈࡃศᕸࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣᮾ㒊
ఀ㇋ࡢ  ࣨᡤ࡛ࡋ☜ㄆ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ⲡཎࡢᾘኻ㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢῶᑡᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀ
ῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿⲡᆅࢆ⥔ᣢ⟶⌮ࡍࡿࡇࠋ   㸦ὸಖ㞝㸧

ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




キスミレ

Viola orientalis (Maxim.) W. Becker

㸦㸻ࢳࢤ࢟ࢫ࣑ࣞ㸧                          
静岡県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࢫ࣑ࣞ⛉ 9LRODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋᆅୗⱼࡣ▷ࡃ࡚┤❧ࡍࡿࠋ᰿ฟ
ⴥࡣ 㹼 ಶ࠶ࡾᚰᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠋⱼⴥࡣୖ㒊  ಶ
ࡀ᥋㏆ࡋ࡚ࡘࡃࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋࢫ࣑ࣞᒓࡢⰼᘚࡣୖᘚ ࠊ
ഃᘚ ࠊ၁ᘚ  ࡢ  ᯛ࠶ࡾࠊᮏ✀ࡣ㯤Ⰽ࡛၁ᘚࡀᑠࡉࡃࠊ㊥
ࡀ࠶ࡿࠋⰼᘚࡣ㛗ࡉ 㹼PPࠋഃᘚࡣᇶ㒊ẟ᮰ࡀ࠶ࡿࠋ
ᰕ㢌ࡢඛࡣࡩࡃࢀ୧ഃẟࡀ࠶ࡿࠋ㏆⦕✀ࡢ࢜࢜ࣂ࢟ࢫ࣑
ࣞࡣⴟ∦ࡢᒓయࡀ┠❧ࡓ࡞࠸ࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊࣟࢩࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦ᒣ
┴௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰
㒊ࠊす㒊ศᕸࡋ࡚࠾ࡾࠊ㟼ᒸ┴ࡣᮾ㝈⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮ ᖏࡢୣ㝠ࡸ㧗ཎ࡛ᯘෆࡸࢧࢧཎࠊⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣከ࠸ࠋᮾ㒊୰㒊⌧Ꮡࡍࡿࡀࠊῶᑡࡋࡓࠋ⏘㔞ࡣ
ከ࠸ᆅⅬࡶ࠶ࡿࡀࠊᴫࡋ࡚ᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ⲡᆅࡢᾘኻ㸦㸧᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋᅬ
ⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᳜⏕㑄⛣ࢆᢚไࡍࡿⅭ㔝↝ࡁࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ
                    㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧




ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




Geranium soboliferum Kom. var. hakusanense (Matsum.) Kitag.

アサマフウロ
静岡県カテゴリー



絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࣇ࢘ࣟࢯ࢘⛉ *HUDQLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼⴥୗྥఅẟࡀ࠶ࡿࠋⴥ
ࡣᤸ≧῝ࡃ  ῝ࡋ࡚ࠊ∦ࡣ᭦  ࡋ࡚ࠊᑠ∦ࡣ⣽ࡲ
ࡿࠋⴥ⾲ᚤẟࡀ࠶ࡿࠋᡸⴥࡣⲡ㉁࡛ྜ⏕ࡍࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼
᭶ࠋⰼࡣ┤ᚄ 㹼FPࠊ⃰㉥⣸Ⰽࠋⰼᘚ⃰Ⰽࡢ⭆ࡀ┠❧ࡘࠋ
ⰼୗྥᅽఅẟࡀ࠶ࡿࠋ㞤ⷁࡣ㛗ࡉ PPࠊ ῝ࡍࡿࠋᑠ
ⰼࡣᯝࡶ┤❧ࡍࡿࠋ㏆⦕✀ࡢࣚࣇ࢘ࣟࡣⰼࡀᯝ
Ỉᖹ࡞ࡾࠊࣁࢡࢧࣥࣇ࢘ࣟࡣᆶࢀࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ᪉ࠊ୰
㒊ᆅ᪉㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
㧗ཎࡢỈ‵ᆅ⏕࠼ࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣᮾ㒊ᒁ㝈ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏘㔞ࡣ⩌⏕ࡋ࡚࠸ࡓࡀῶᑡഴ
ྥ࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⇱ࡀ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࢆಁ㐍ࡋ࡚ࠊ⏕⫱ࢆ㜼ᐖࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ほᐹ⪅ࡸᙳ⪅ࡢ㋃ᅽ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᮌ㐨ࢆᩜタࡍࡿ࡞ࡋ࡚㋃ᅽࢆᅇ㑊ࡍࡿࠋ  㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

トダイアカバナ


ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ

Epilobium platystigmatosum C. B. Rob.

㸦㸻ࢧࣚ࢘࢝ࣂࢼ㸧 
絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ղ㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ      ࢝ࣂࢼ⛉ 2QDJUDFHDH

静岡県カテゴリー

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋከࡃᯞࢆศࡅࠊ㠃᭤ࡀࡗࡓẟ
ࡀ࠶ࡿࠋⴥࡣ⥺㹼ᢨ㔪ᙧ࡛⦕ 㹼 ᑐࡢ⣽㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋ㛗ࡉ 
㹼FPࠊᖜ 㹼PPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠊⰼᘚࡣῐ⣚ⰍⓑⰍࠊ
㛗ࡉ 㹼 PPࠋᰕ㢌ࡣኴ࠸ᲨᲬ≧࠶ࡿ࠸ࡣ㢌≧ࠋᏊᡣ⭢ẟࡣ
࡞࠸ࠋ㢮ఝࡢ࣍ࢯࣂ࢝ࣂࢼࡣࢇᯞศࢀࡏࡎࠊⴥࡣ
⦕ࠋࡲࡓᏊᡣ⭢ẟࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ㡑ᅜࠊྎ‴ࠊ୰ᅜ༡㒊ࠊࣇࣜࣆࣥࠊᅜෆ࡛ࡣᮏ
ᕞ㸦⚄ዉᕝ┴௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞ㸦ᐑᓮ┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ
࡛ࡣ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᖏࡢ‵ࡗࡓᡤࡸ◁㉁ࡢ〄ᆅ⏕࠼ࡿࠋ
４. 生育状況
ሙᡤࡼࡗ࡚ࡣࠊ┦ᙜࡢᮏᩘࡀ㧗ᐦᗘ࡛⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࡢ᳜≀ࡢ⦾ⱱࡼࡾᚎࠎῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭱㏆ࠊ┴ෆ⏕⫱ࡍ
ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
㐨㊰ᕤ㸦㸧ࠊἙᕝᨵಟᕤ㸦㸧ࠊ㛤Ⓨᕤ㸦㸧ࠊ᳜
⏕㑄⛣㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅ࡛ࡣࠊ⌧⎔ቃࢆ⥔ᣢࡍࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧







㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ὸಖ㞝




チョウセンナニワズ Daphne koreana Nakai
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ       ࢪࣥࢳࣙ࢘ࢤ⛉ 7K\PHODHDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ⴠⴥᑠపᮌࠋ㧗ࡉ 㹼Pࠋⱼࡣศᯞࡋở⅊ⲔⰍࠋⴥ
ࡣᖏ㯤⥳Ⰽ࡛ࡸࡸⷧࡃಽᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊ⏕ࡋᬌ
⛅ⴠⴥࡋ࡚ᒎⴥࡍࡿࠋഃ⬦ࡣ 㹼 ᑐࠋⰼᮇࡣ 㹼
᭶ࠋⰼࡣῐ㯤⥳Ⰽ࡛ 㹼 ಶࡀ㞟ࡲࡗ࡚ⴥ⭆ࡘࡃࠋᾮᯝ
ࡣᴃᙧ࡛㛗ࡉ PPࠊ㹼 ᭶㉥⇍ࡍࡿࠋ㏆⦕✀ࡢ࢜ࢽࢩ
ࣂࣜࡣⴥࡀ⛅ᒎⴥࡋ࡚ኟⴠⴥࡋࠊഃ⬦ࡀ᫂░࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊࣟࢩἢᾏᕞࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦༡
ࣝࣉࢫ㹼⛛∗Ṋ⏥ᒣ㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡
ࣝࣉࢫ㸧ࠊᮾ㒊㸦ᐩኈᒣ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᖏ῝ᒣࡢ▼⅊ᒾᆅᖏࡢᒾᓴᆅࡸᒾ♟ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࠊ⏘㔞ࡣᑡ࡞࠸ࠋ㛤ⰼᰴࡶᑡ࡞ࡃ⏕⫱ࡶᝏ࠸ࠋ≉␗
࡞ᆅ㉁⏕⫱ࡍࡿ᳜≀࡞ࡢ࡛ࠊ㛤Ⓨࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡸࡍ࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࠊ᥇▼㸦㸧ࠊᯘ㐨ᣑᖜᕤ㸦㸧ࡀ
せᅉ࡛࠶ࡿࠋᒾሢࡸ♟ᆅࡢ⮬↛ᔂቯ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
▼⅊ᒾᆅࡢ᳃ᯘఆ᥇ࡸᯘ㐨ᕤ㝿ࡋ࡚ࡣὀពࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋࡲࡓ▼⅊ᒾࢆ᥇▼ࡋ࡞࠸࡛ಖࡍࡿࠋ
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ὸಖ㞝


エゾハタザオ

Catolobus pendula (L.) Al-Shehbaz

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ         ࣈࣛࢼ⛉ %UDVVLFDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
㉺ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⱼࡣ┤❧ࡋ࡚ୖ㒊࡛ᯞࢆศࡅ
ࡿࠋⴥࡣ㛗ᴃ≧ᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠊᇶ㒊ࡣⱼࢆࡸࡸ
ᢪࡃࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⓑⰍࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼᘚࡣ㛗ࡉ 㹼
PPࠋ⥲≧ⰼᗎࡣᯝࡲࡤࡽ࡞ࡾࠊ㛗ゅᯝࡣ⥺ᙧ࡛㛗ࡉ
㹼FPࠊ⣽㛗ࡃᆶࢀୗࡀࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊࣔࣥࢦࣝࠊࣟࢩࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ
ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦୰㒊௨㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛
ࡣ୰㒊す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᖏᒣᆅࡢᯘ⦕ࡸᯘෆ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᯇᕷኳ❳༊⏕⫱ࡍࡿࠋ⏕⫱ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋಶయᩘࡶ
ᑡ࡞࠸ࠋ ᖏᛶࡢ᳜≀࡛࠶ࡾࠊ㞄┴ࡢ㛗㔝┴࡛ࡣᑡ࡞࠸ࡶࡢ࡛
ࡣ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
㐨㊰ᘓタࡸᩚഛ㸦㸧࡛⮬⏕ᆅࡢᾘኻࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏘ᆅࡢ㝈ࡽࢀࡓ᳜≀࡛࠶ࡾࠊ⏕⫱⎔ቃ㓄៖ࡋࡓಖㆤࢆᅗࡾ
ࡓ࠸ࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧






ᯇᕷ

 ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ



クモマナズナ

Draba sakuraii Makino var. nipponica (Makino) Takeda

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࣈࣛࢼ⛉ %UDVVLFDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣᰴ≧ࠋ᰿ฟⴥࡣࡽ≧⥺ᙧࡽ
ಽᢨ㔪ᙧࠊ῝࠸㗬ṑ⦕ࠋ⾲㠃ගἑࡀ࠶ࡾࠊ୧㠃ࡣᫍ≧ẟࡀ
⏕࠼࡚࠸ࡿࠋ㛗ࡉ 㹼PPࠊᖜ 㹼PPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼ
ᘚࡣⓑⰍ࡛㛗ࡉ⣙ PPࠋඛࡣพᙧࠋ▷ゅᯝࡣ㛗ࡉ 㹼PPࠋ
ᗈ⥺ᙧ࡛ࡸࡸࡡࡌࢀࡿࠋ✀Ꮚࡣ㛗ࡉ⣙  PP ࡛ࠊ▷࠸ᑿ≧ࡢ
✺㉳ࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡
ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ༡ࣝࣉࢫࡣ༡㝈ࡢ⮬⏕ᆅࠋ
３. 生育環境
㧗ᒣࡢᒾୖࠋ
４. 生育状況
༡ࣝࣉࢫ⏕⫱ࡍࡿࡀಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱⎔ቃࡢኚ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 Ⓩᒣ㊰௨እࡣ❧ࡕධࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࡋࠊ⏕⫱⎔ቃࡢಖㆤ㋃
ࡳࡘࡅࢆ㜵ࡄࡇࠋ

㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ຍ⸨ᚭ


㸦ὸಖ㞝㸧

ミヤマツチトリモチ Balanophora nipponica Makino
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࢶࢳࢺࣜࣔࢳ⛉ %DODQRSKRUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋᐤ⏕᳜≀ࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋᆅୗ㒊ศࡣᐤࡢ᰿
᥋ྜࡋ࡚ࡇࡪ≧⌫ᙧ⫧ࡍࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㞤㞝␗ᰴ
࡛㞝ᰴࡣⓎぢࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᡂ㛗ࡋ࡚ࡁࡃ࡞ࡗࡓࡇࡪࡽ
ᆅୖⰼⱼࢆฟࡍࠋⰼ✑ࡣ㛗ᴃయ࡛⾲㠃ࡣ⢏≧ࡢಽ༸య
࡛そࢃࢀࠊࡑࡢୗ㞤ⰼࡀ࠶ࡿࠋᶳ㉥㹼ᶳ㯤Ⰽ࡛Ⰽࡢኚࡀ
ከ࠸ࠋ㏆⦕✀ࡢࢶࢳࢺࣜࣔࢳࡣ┴ෆ࡛ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚࡞࠸ࡀࠊ
ࣁࣀ࢟⛉ࡢᶞᮌࢆᐤࡋ࡚ⰼ✑ࡣྠᙧ࡛࠶ࡿࡀ㉥Ⰽ࡛
࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす
㒊ࠊ୰㒊ࠊᮾ㒊ࠊఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᖏࡢⴠⴥᶞᯘୗ࡛ࢥ࣑ࢿ࢚࢝ࢹ࡞ࢆᐤࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣẖᖺⓎ⏕ࡍࡿࡣ㝈ࡽࡎࠊᖺࡼࡿᾘ㛗ࡀ࠶ࡿࠋ⏘
ᆅ࡛ࡣᩘᰴࡀᩓ⏕ࡍࡿࡇࡀከ࠸ࡀࠊᩘ༑ᰴࡀ⩌⏕ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇࡶ࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ⴠⴥᶞᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ㔪ⴥᶞᯘࡀ⿕㝜
࡞ࡾᐤࡢ⏕⫱ࡀᝏ࠸ࡇࡶ࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᐤ࡛࠶ࡿⴠⴥᶞᯘࢆఆ᥇ࡋ࡞࠸ࠋ    㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧






㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ຍ⸨ᚭ




サイコクヌカボ
静岡県カテゴリー

Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.
var. nikaii (Makino) H. Hara

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ        ࢱࢹ⛉ 3RO\JRQDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
୍ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋࣖࢼࢠࢾ࢝࣎ఝࡿࠋᡸⴥ㠧ࡢ
⦕ẟࡀ㛗ࡃᡸⴥ㠧ࡰྠ㛗࡛࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼᗎ
ࡣࡸࡸ㛗ࡃඛࡣᆶࢀࠊⰼࡀ࠸ࡗࡑ࠺ࡲࡤࡽࡘࡃࠋ⑭ᯝࡣᑡ
ࡋࡁࡃࠊ㛗ࡉ 㹼 PP ࡛࠶ࡿࠋᮏኚ✀ࡣ  ᖺᗘ∧
࡛ࡣࣖࢼࢠࢾ࢝࣎ྵࡵ࡚࠸ࡓࡀࠊ⎔ቃ┬∧ࡢᩚྜᛶࢆᅗ
ࡾࠊ†すᕷࡢࡶࡢࡣࢧࢥࢡࢾ࢝࣎ࡋࡓࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜᮾ㒊ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ᪉௨す㸧ࠊᅄ
ᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ୣ㝠ᆅࡢࡓࡵụࡢ␁⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
†すᕷ⏕⫱ࡍࡿࠋ᭱㏆࡛ࡣ⏕⫱ࡀ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ࡓࡵụࡢᨵಟ㸦㸧ࡸࡢ᳜≀㸦ᖐ✀ࡶྵࡵ࡚㸧ࡢ➇
ྜ㸦㸧ࡀᣦࡉࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢ➇ྜࡍࡿᖐ᳜≀࡞ࢆ㝖ཤࡍࡿࡇ࡞ࠊ⏕⫱
⎔ቃࡢ⥔ᣢ⟶⌮ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

ヌカボタデ



†すᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ


Persicaria taquetii (H. Lév.) Koidz.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ         ࢱࢹ⛉ 3RO\JRQDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
୍ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⱼࡢୗ㒊ࡣᆅࢆ㏺ࡗ࡚ከࡃࡢᯞ
ࢆศࡕࠊୖ㒊ࡣ┤❧ࡍࡿࠋⴥࡣ↓࡛㉁ⷧࡃࠊ㛗ᢨ㔪ᙧࠊ
୧➃ࡣ⣽ࡲࡾࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼PPࠋ୧㠃అẟࡀ࠶
ࡾࠊ㠃ࡣ⭢Ⅼࡣ࡞࠸ࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋᯞඛ⑭ࡏࡓഇ
⥲≧ⰼᗎࢆฟࡋࠊࡲࡤࡽ⣚Ⰽࢆᖏࡧࡓᑠࡉ࡞ⰼࢆࡘࡅࡿࠋ
ⰼᘚࡣ࡞ࡃࠊⴟࡣ  ῝ࡍࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜᮾ㒊ࠊ㡑ᅜ㸦῭ᕞᓥ㸧ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄ
ᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
Ỉ⏣࡞ࡢከ‵ᆅࡸᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⌧ᅾࠊ㟼ᒸᕷ㯞ᶵ㐟Ỉᆅ࡞⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀࡿࡀࠊỈ⏣࡛㝖
ⲡᩓᕸࢆࡸࡵࡿࠊᇙᅵ✀ᏊࡽⓎ⏕ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
‵ᆅࡸἑᆅࡢᇙࡵ❧࡚㸦ࠊ㸧ࠊỈ⏣࡛ࡢ㝖ⲡ
⏝㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱⎔ቃࡢ‵ᆅࡢಖࠊỈ⏣࡛ࡢ㝖ⲡᩓᕸࢆṆࡵࡿࡇ
ࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧





㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᰩᒣ⏤ెᏊ





イシモチソウ

Drosera peltata Thunb. var. nipponica (Masam.) Ohwi

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ   ࣔ࢘ࢭࣥࢦࢣ⛉ 'URVHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㣗᳜≀ࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ୕᪥᭶ᙧࡢⴥࢆࡘࡅࠊ
ᖜ 㹼 PPࠊⴥࡢ⾲㠃⦕⭢ẟࡀ࠶ࡿࠋⴥࡣ㛗ࡉ 㹼
PPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ⥲≧ⰼᗎࢆฟࡋࠊ㹼 ⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼ
ᘚࡣⓑⰍ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠋⵧᯝࡣࡸࡸ⌫ᙧ࡛㛗ࡉ PPࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊྎ‴ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㛵ᮾ௨
す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫㸦す⾲ᓥ㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊
す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ୣ㝠ᆅࡢ᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ࡘ࡚ࡣす㒊ࡢす༡㒊ࡢୣ㝠ᆅ㇏ᐩ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ
ୣ㝠ᆅࡢ㛤Ⓨࡼࡾ⃭ῶࡋࡓࠋ⏕⫱ᆅ࡛ࡢಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ఫᏯᆅ࣭ᕤሙ࣭㎰ᆅ࡞ࡢᅵᆅ㐀ᡂ㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢᾘ
ኻࡀ⃭ῶࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⌧Ꮡࡍࡿ⏕⫱ᆅࡢಖࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧



ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ


オオビランジ Silene keiskei Miq. var. keiskei
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࢼࢹࢩࢥ⛉ &DU\RSK\OODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ❧ࡕୖࡀࡿᓴࡽᆶࢀୗࡀ
ࡿࠋⴥࡣ↓࡛ᢨ㔪ᙧࠊ㛗ࡉ 㹼FP ࡛⦕ẟࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 
㹼 ᭶ࠋⰼࡣ㛗ࡉ 㹼FPࠋⰼࡣ  ฟ㞟ᩓⰼᗎ≧ࡲࡤࡽ
ࡘࡅࠊⴟࡣ㛗༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋⰼෙࡣᚄ 㹼FPࠋ
ⰼᘚࡣ⣚⣸Ⰽ࡛  ὸࡍࡿࠋⵧᯝࡣ⊃ᴃᙧ࡛㛗ࡉ⣙  FPࠋ
㏆⦕✀ࡢࢱ࢝ࢿࣅࣛࣥࢪࡣⰼࡀ༢⏕ࡍࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦୰㒊ᆅ᪉㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰
㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᖏᒣᆅࡢᒾሙࡸᔂቯᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣ୰㒊ࡢᒣᆅ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⏘㔞ࡣᑡ࡞࠸ࠋ⏕⫱ᆅࡣ
༴㝤࡞ሙᡤ࡛࠶ࡿࡀࠊ᥇ྲྀࡼࡾᡭ㏆࡞⠊ᅖࡣࢇ⏕
࠼࡚࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ┠ⓗࡢ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ⏕⫱ᆅࡢ⮬↛
ᔂቯ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 Ⓩᒣ㐨ࢆᣦᐃࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ⏕⫱ᆅධࡽ࡞࠸ࡼ࠺
ࡍࡿࠋ                  㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧





㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ຍ⸨ᚭ




シコタンハコベ

Stellaria ruscifolia Willd. ex Schltdl.

㸦㸻ࢿ࣒ࣟࣁࢥ࣋㸧
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ      ࢼࢹࢩࢥ⛉ &DU\RSK\OODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⱼࡣྀ⏕ࡍࡿࠋⴥࡣ↓ࡢ㛗༸
ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊඛࡣ㗦ᑤࡋࡸࡸཌࡃ⥳ⓑⰍ࡛ᑠἜⅬࡀ࠶
ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⴟ∦ࡣᗈᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 PPࠋⰼෙ
ࡣ 㹼 FP ࡢ㛗࠶ࡾⓑⰍ࡛ᚄ⣙  FPࠋⰼᘚࡣⴟࡢ 
㹼 ಸ㛗࡛  ῝ࡍࡿࠋⰼᰕ 㹼 ಶࠋ㏆⦕✀ࡢ࢝ࣥࢳࣖࢳ
ࣁࢥ࣋ࡣⰼࡢᚄࡀ⣙ PPࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣࣟࢩ㸦༓ᓥࠊࢧࣁࣜࣥࠊ࣒࢝ࢳࣕࢶ༙࢝ᓥ㸧ࠊ
ᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡
ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡋࠊ㟼ᒸ┴ࡣ༡㝈⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
㧗ᒣࡢᩳ㠃ୗ㒊㏆࡛໙㓄ࡢ⦆࠸ᒾ♟ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣ༡ࣝࣉࢫᒁ㝈ࡋࠊ⏘㔞ࡣᩬ≧⩌⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
㞷ᔂ࡞ࡼࡿᒾ♟ࡢ⛣ື㸦㸧Ⓩᒣ⪅ࡢ㋃ᅽ㸦㸧
ࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ㋃ᅽࢆ㍍ῶࡍࡿࡓࡵ⏕⫱ሙᡤࢆ㑊ࡅ࡚Ⓩᒣ㐨ࢆ㎽ᅇᩚ
ഛࡍࡿࠋ
 㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

エンシュウツリフネソウ
静岡県カテゴリー

㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ


Impatiens hypophylla Makino
var. microhypophylla (Nakai) H. Hara

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ      ࢶࣜࣇࢿࢯ࢘⛉ %DOVDPLQDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
୍ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⴥࡣᢨ㔪ᙧࠊ⏕ࠋᑤࡗࡓṑ∳
ࡀ࠶ࡿࠋⰼᗎࡣⴥࡢ࠺ࡽഃᖹ⾜ࡋ࡚ඛࡢ᪉ࡀᆶࢀࡿࠋⰼࡣ
ࢶࣜࣇࢿࢯ࢘ᙧ࡛ῐ⣸Ⰽᬯ⣸Ⅼࡀ࠶ࡿࠋ㛗ࡉ 㹼 PPࠊ
๓᪉᭤ࡀࡿ㊥ࡀ࠶ࡿࠋ㊥ࡣᕳ࡞࠸ࠋⰼࡣ 㹼 ᭶ࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦୰㒊㸧ࠊᕞ㸦ศ┴㸧ศᕸࡍ
ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᖏࡢὶἢ࠸ࡸ‵₶࡞ᯘෆࡢᯘ㐨ἢ࠸⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
Ỉ❑⏫ࡢ㒊ᒣᆅⅬᅾࡋࠊ⩌⏕ᆅࡶ࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ࡇࡢ௰㛫ࡢῶᑡࡢせᅉࡣࠊᒣᯘఆ᥇㸦㸧ࠊἙᕝ㛤Ⓨ㸦㸧ࠊ
ᯘ㐨ࡸⓏᒣ㐨ࡢᩚഛ㸦㸧࡞࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅ࡛ࡢᒣᯘఆ᥇ࡸᯘ㐨ࡢᩚഛࡣៅ㔜⾜࠸ࡓ࠸ࠋ

 㸦すཱྀ⣖㞝㸧





ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ






オオサクラソウ Primula jesoana Miq. var. jesoana
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࢧࢡࣛࢯ࢘⛉ 3ULPXODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋ᰿ⱼࡣ▷ࡃᶓ㏺࠺ࠋⴥࡣᚰ
ᙧ࡛ᚄ 㹼FPࠊ⦕ࡣ 㹼 ୰ࡍࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼ
ࡣ 㹼FP ࡛⣽ẟࡀ࠶ࡿࠋⴟࡣ⟄ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠋⰼࡣ
⃰⣚⣸Ⰽ࡛ᚄ FPࠊ㹼 ಶࢆ 㹼 ẁࡢ㍯≧ࡘࡅࡿࠋ㏆⦕
✀ࡢ࣡ࢨࢡࣛࡣⴥᚄࡀ 㹼FP ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊
㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡋࠊ༡㝈⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ὸಖ㞝
ள㧗ᒣᖏୖࡢ㇂➽ࡢ‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡾࠊࡈࡃ୍㒊࡛ࡢࡳ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⏘
㔞ࡣࡑࢀከࡃࡣ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
Ⓩᒣ⪅ࡼࡿ㋃ᅽ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋᯘ㐨ᩚഛࠊ᳃ᯘ
⎔ቃࡢ㑄⛣ཬࡧఆ᥇㸦㸧ࠊᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡼࡿῶᑡࠊࢩ
࢝ࡢ㋃ࡳⲨࡽࡋ࡞㸦㸧ࡢᙳ㡪ࡶᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
６. 保護対策
 ࠕ㟼ᒸ┴ᣦᐃᕼᑡ㔝⏕ື᳜≀ࠖࠋ㟼ᒸᕷ࡞ࡼࡾ㜵㮵ᰙ
ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ⎔ቃ┬᪂ᐟᚚⱌෆ✀ᏊࡀಖᏑࡉ
ࢀࠊಖㆤቑṪࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋⓏᒣ㐨ࢆᮌ㐨ࡋ࡚㋃ᅽࡢ㜵Ṇࡀᮃࡲࢀࡿࠋ㸦ᒣ㷂⏤ᬕ࣭ᐑᓮ୍ኵ㸧

コイワザクラ
静岡県カテゴリー

Primula reinii Franch. et Sav. var. reinii
絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋࢧࢡࣛࢯ࢘⛉ 3ULPXODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⴥࡣᩘಶࢆ᮰⏕ࡋࠊⴥ㌟ࡣ
ᙧ࡛ᚄ 㹼FPࠊᇶ㒊ࡣᚰᙧ࡛⦕ࡣつ๎ὸࡋࠊ㗬ṑ
ࡣ㕌ࡃ୧㠃㌾ẟࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ  ᭶ࠋⰼࡣ 㹼 ಶࢆᩓ
ᙧࡘࡅࡿࠋⴟࡣ㛗ࡉ 㹼PPࠊ ୰ࡋ࡚ඛ➃◳Ⅼࡀ
࠶ࡿࠋⰼࡣ⣸⣚Ⰽࠋⰼෙࡣ㧗ᮼᙧ࡛  ୰ࡋ࡚ࠊᚄ 㹼
FPࠋⵧᯝࡣ㛗ᴃᙧ࡛ 㹼FPࠋ㏆⦕✀ࡢࢡࣔ
ࢥࢨࢡࣛࡣࠊⴥࡀὸࡋ࡚㗬ṑࡀᑤࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ᪉す༡㒊ࠊ୰㒊ᆅ᪉༡㒊ࠊ
⣖ఀ༙ᓥ㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ࠊᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᖏୖ㒊⏕⫱ࡍࡿࠋᒣᆅࡢᑡࡋ᫂ࡿ࠸ᕝᓊࡸࡢ㏆
࡛ࠊ㣕ἓࢆᾎࡧࡿࡼ࠺࡞‵ࡗࡓᒾሙ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣᮾ㒊༡ࣝࣉࢫⅬᅾࡍࡿࠋ⏘㔞ࡣከ࠸ࡀ㛤ⰼ
ᰴࡣᑡ࡞࠸ࠋಶయࡢከࡃࡣ᥇ྲྀᅔ㞴࡞ሙᡤ⏕⫱ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋᒾᆅࡢᔂቯ㸦㸧
ࡼࡿᾘኻࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢಖㆤᅬⱁ᥇ྲྀࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊ⏘ᆅሗࢆබ⾲
ࡍࡿ㝿ࡣࠊៅ㔜࡞㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧






㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ὸಖ㞝








クモイコザクラ
静岡県カテゴリー

Primula reinii Franch. et Sav. var. kitadakensis (H. Hara) Ohwi

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࢧࢡࣛࢯ࢘⛉ 3ULPXODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣᩘಶࢆ᮰⏕ࡍࡿࠋⴥ㌟ࡣ⭈
ᙧ࡛ᚄ 㹼 FPࠊὸࡼࡾࡶࡸࡸ῝ࡃ  ࡅ࡚
㗬ṑࡀᑤࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⴟࡣ  ୰ࡋ࡚∦ࡣᢨ㔪ᙧ
࡛㛗ࡉ 㹼PPࠋⰼෙࡣ⣚⣸Ⰽ࡛ⰼႃ㒊ࡣῐᶳ㯤Ⰽࠊ㧗ᮼᙧ
࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠊ⟄㒊ࡣ㛗ࡉ 㹼 PPࠋⵧᯝࡣ㛗ᴃ
ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠋ㏆⦕✀ࡢࢥ࣡ࢨࢡࣛࡣⴥࡀ῝ࡋ࡚
㗬ṑࡣ㕌࠸ࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦୰㒊ᆅ᪉㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ
୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ள㧗ᒣᖏࡢ᪥ᙜࡓࡾࡀࡼࡃࠊࡘ㇂ࡽ㞼㟝ࡼࡃそࢃ
ࢀࡿࠊᒾሢࡸᒾᓴࡢᒾ㝽⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣ୰㒊ࡢᒣᓅ࠶ࡾᑡ࡞࠸ࠋ⏘㔞ࡣࡸࡸከ࠸ࠋᶞᮌ
ࡼࡿ⿕㝜࡛ࡸࡸ⏕⫱Ⰻ࡞ሙᡤࡶ࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᒾሢࡢᔂቯࡸ࿘ᅖࡢᶞᯘࡼࡿ⿕㝜㸦㸧ࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࢆ⿕㝜ࡋ࡚࠸ࡿᶞᮌࢆఆ᥇ࡋ࡚ග᮲௳ࢆᨵၿࡍ
ࡿࠋ
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

シナノコザクラ
静岡県カテゴリー



㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᒣ㷂⏤ᬕ



Primula tosaensis Yatabe var. brachycarpa (H. Hara) Ohwi

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ   ࢧࢡࣛࢯ࢘⛉ 3ULPXODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋⴥⰼⱼ㛤ฟ㌾ẟࡀ࠶ࡿࠋⴥࡣ⾲㠃ࡀ↓ẟ࡛ࠊ
㠃ࡣ⬦ୖ㌾ẟࡀ࠶ࡿࠋⴟࡣ  ୰ࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ
⣸⣚Ⰽࠋⵧᯝࡣ㛗ᴃᙧཪࡣ᭤ᰕᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 PPࠊⴟࡢ
㹼 ಸࡢ㛗ࡉ࡛࠶ࡿࠋ㏆⦕✀ࡢ࣡ࢨࢡࣛࡣࠊⵧᯝࡀ┤
ᰕᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PP ࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ᪉ࠊ୰㒊ᆅ᪉㸧ศᕸࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣす㒊୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᒣᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋᕝᓊࡸᆶࢀⴠࡕࡿỈࡋࡪࡁࡀᙜࡓࡿࠊ‵ࡗ
ࡓࡸࡸ࠺ࡍᬯ࠸ᆶ┤࡞ᒾሙ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣኳ❳༊࡞࠶ࡾᑡ࡞࠸ࠋ⏘㔞ࡣࡸࡸከ࠸ࠋ㛤ⰼᰴࡣ
ῶᑡࡢ୍㏵࡛࠶ࡾࠊಶయࡢከࡃࡣ᥇ྲྀᅔ㞴࡞ሙᡤ⏕⫱ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋᒾᆅࡢᔂቯ㸦㸧ࡼࡿ
ᾘኻࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢಖㆤᅬⱁ᥇ྲྀࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊ⏘ᆅሗࢆබ⾲ࡍ
ࡿ㝿ࡣࠊៅ㔜࡞㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ     㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧






ᯇᕷኳ❳༊  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




カイナンサラサドウダン Enkianthus sikokianus (Palib.) Ohwi
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࢶࢶࢪ⛉ (ULFDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ 㹛 

１. 種の解説
ⴠⴥపᮌࠋ㧗ࡉ 㹼Pࠋⴥࡣ 㹼PPࠋⴥࡣᯞඛ
㞟ࡲࡗ࡚⏕ࡍࡿࠋⴥ㌟ࡣᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊ⦕ࠊඛ
ẟࡀ࠶ࡿ⣽㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ  ᭶ࠋⰼᗎࡣ㛗ࡉ 㹼
FPࠊ⥲≧࡛ᯞඛࡽୗᆶࡍࡿࠋⰼࡣ㛗ࡉ 㹼FPࠋⰼ
ࡣ 㹼 ಶࡘࡁࠊⰼᰕࡣ↓ẟࠋⰼෙ∦ࡣ⦕࡛᭤ࡋ࡞
࠸ࠋᯝࡣ‴᭤ࡋ࡚ࠊᯝᐇࡣୖྥࡁࡘࡃࠋ㏆⦕✀ࡢࢧࣛ
ࢧࢻ࢘ࢲࣥࡣⰼᗎࡢ㛗ࡉࡀ 㹼FP ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ᮾᾏᆅ᪉ࠊ⣖ఀ༙ᓥ㸧ࠊᅄᅜศᕸ
ࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡋࠊᮾ㝈⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
ୣ㝠ᆅࡽపᒣࡢᒾᆅࡸᒾ♟ᆅࡢᯘ⦕⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣኳ❳༊೫ᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏘㔞ࡣࡸࡸከ࠸ࠋࡋࡋ
᳜ᯘࡼࡿ⿕㝜ࡢⅭ㛤ⰼᰴࡀᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅬⱁ┠ⓗࡢ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ࿘ᅖࡢᶞᯘࡼ
ࡿ⿕㝜㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࢆ⿕㝜ࡋ࡚࠸ࡿᶞᮌࢆఆ㛤ࡋ࡚ග᮲௳ࢆᨵၿࡍ
ࡿࠋ     㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

キョウマルシャクナゲ
静岡県カテゴリー

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ


Rhododendron japonoheptamerum Kitam.
var. kyomaruense (T. Yamaz.) T. Yamaz.

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࢶࢶࢪ⛉ (ULFDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ᖖ⥳పᮌࠋ㧗ࡉ 㹼Pࠋⴥࡣ㛗ࡉ 㹼PPࠋⱝⴥࡢ
⾲㠃ࡣࡣࡌࡵ㯤〓Ⰽࡢఅẟࡀ࠶ࡗ࡚ኟࡲ࡛ṧࡾࠊୗ㠃ࡣᅽ
అࡋࡓᯞศࢀࡋ࡞࠸⥥ẟࡀ࠺ࡍࡃそ࠺ࠋⰼෙࡣ࡛ⷣࣆࣥ
ࢡⰍࠊ㛤ⰼࡣῐ⣚Ⰽࡽࢺ࢟Ⰽ࡞ࡿࠋⰼ 㹼PPࠊ
ⰼෙࡣඛࡀ  ࡋᚄ 㹼 FPࠊ㞝ⷁ  ಶࠋⰼᰕࡣ㞝ⷁࡼ
ࡾࡶ▷࠸ࠋ㏆ఝ✀ࡢ࣍ࣥࢩࣕࢡࢼࢤࡣⴥ⾲ࡢẟࡀ᪩ⴠࡋࠊ
ࢬ࣐ࢩࣕࢡࢼࢤࡢⴥࡢ⥥ẟࡣᯞศࢀࡍࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㛗㔝┴༡㒊ࠊ㟼ᒸ┴㒊㸧ศ
ᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᖏࡽள㧗ᒣᖏୗ㒊ࡢ῝ᒣ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣኳ❳༊ᒁ㝈ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏘㔞ࡣᑡ࡞࠸ࠋᯘෙࡢ᪥
㝜ࡼࡾ⏕⫱ࡀᝏࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
㑄⛣ࡢ㐍⾜㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡶ⬣
ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᯘෙࢆそࡗ࡚࠸ࡿᶞᮌࢆఆ㛤ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ⿕㝜ࢆᅇ
㑊ࡋ࡚ග᮲௳ࢆᨵၿࡍࡿࠋ  
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧




ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝




オオヤマツツジ
静岡県カテゴリー

Rhododendron transiens Nakai

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ         ࢶࢶࢪ⛉ (ULFDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
༙ᖖ⥳పᮌࠋ㧗ࡉ  Pࠋⴥࡣ㛗ࡉ 㹼 FPࠊ࣐ࣖࢶࢶࢪ
ࡼࡃఝ࡚࠸ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ࣐ࣖࢶࢶࢪࡼࡾࡁࡃࠊ
⣚⣸Ⰽ࡛ୖഃෆ㒊⃰ⰍࡢᩬⅬࡀ࠶ࡿࠋ㞝ⷁࡣ 㹼 ಶࡢࡇ
ࡶ࠶ࡿࡀࡩࡘ࠺ࡣ  ಶࠋᏊᡣࡣⓑⰍࡢᐦẟࡀ࠶ࡿࠋ㏆⦕
✀ࡢ࣐ࣖࢶࢶࢪࡣ㞝ⷁࡀ  ಶࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ᪉ࠊ㟼ᒸ┴ࠊᒸᒣ┴ࠊᒣཱྀ┴㸧
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ୣ㝠ᆅࡽᒣᆅࡢ᪥ᙜࡓࡾࡀࡼ࠸ᩳ㠃ࡢᯘ⦕⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣᩓᅾࡍࡿࠋ⏘㔞ࡣᑡ࡞࠸ࠋ㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧
ఀ㇋ࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᚋࡢ☜ㄆሗࡣ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ㧗ᮌࡼࡿ⿕㝜㸦㸧ࡶ
⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᳜⏕㑄⛣ࢆᢚไࡍࡿ࡞ࡢ⏕⫱⎔ቃࢆ⥔ᣢ⟶⌮ࡍࡿࡇ
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ             
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ナガバジュズネノキ
静岡県カテゴリー



ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ


Damnacanthus giganteus (Makino) Nakai

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ         ࢝ࢿ⛉ 5XELDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ᖖ⥳పᮌࠋ㧗ࡉ 㹼 Pࠋ᰿ࡣᩘ⌔≧࡞ࡿࠋⴥࡣ㛗
ᴃᙧ࡛ඛ➃ࡶᇶ㒊ࡶ㗦ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠋⴥࡢᇶ㒊
▷࠸่ࡀ࠶ࡿࡇࡀከ࠸ࡀࠊᮏ┴ࡢࡶࡢࡣࢇ࡞࠸ࠋ
ⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣࡸࡸ⥳ࡀࡗࡓⓑⰍ࡛ࠊⰼ⟄ࡣ㛗ࡉ
㹼PPࠋᾮᯝࡣ⌫ᙧ࡛┤ᚄ 㹼PPࠋ㉥⇍ࡍࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴す㒊ࠊឡ▱┴௨
す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
㟼ᒸ┴ࡣᮾ㝈⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᆅࡢపᒣᆅࡢᖖ⥳ᗈⴥᶞᯘෆ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᯇᕷ༊⏕⫱ࡍࡿࠋಶయᩘࡣᑡ࡞ࡃࠊⓎぢᙜึࡼࡾ
ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ሖሐ࿘㎶ᕤ㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢ
ᾘኻࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ᳜ᯘෆࡢࡶࡢࡣఆ᥇ࡉࢀࡓࠋ
６. 保護対策
 ṧࡿ⏕⫱ᆅࡢಖㆤࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧






ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ




ホソバノツルリンドウ Pterygocalyx volubilis Maxim.
㸦 ࣍ࢯࣂࢶࣝࣜࣥࢻ࢘㸧
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ     ࣜࣥࢻ࢘⛉ *HQWLDQDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ࢶࣝᛶࡢ୍ᖺⲡࠋⴥࡣᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊඛࡀ㛗ࡃ
ᑤࡾࠊ㠃ࡣ⣸Ⰽ࡞ࡽ࡞࠸ࠋⰼᮇࡣ  ᭶ࠋⰼෙࡣ⟄≧࡛
㛗ࡉ 㹼 PPࠊῐ⣸Ⰽࠊඛࡣ  ࡍࡿࠋⵧᯝࡣ⊃㛗ᴃ
ᙧ࡛㛗ࡉ PP ෆእࠋఝ࡚࠸ࡿࢶࣝࣜࣥࢻ࢘ࡣⴥࡀ⣸Ⰽ
ࢆᖏࡧࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊྎ‴ࠊࣟࢩ㸦࢘ࢫ࣮ࣜࠊ
࣒࣮ࣝࠊࢧࣁࣜࣥ㸧ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜศ
ᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᖏᒣᆅࡢᯘ⦕ࡸⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ▼⅊ᒾᆅࡶࡳࡽࢀ
ࡿࠋ
４. 生育状況
ᯇᕷኳ❳༊ࡸ㟼ᒸᕷⵇ༊࡞⏕⫱ࡍࡿࠋಶయᩘࡣᑡ
࡞࠸ࠋ㏆ᖺࠊㄪᰝࡀ㐍ࡳࠊ᪂ࡓ࡞⏕⫱ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᯘ㐨ࡢ㐀ᡂ㸦㸧ࠊᅵᆅᔂⴠ㸦㸧࡞ࡼࡿࡇࡢ᳜≀
ࡢ⏕⫱㐺ᆅࡢῶᑡࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ┠❧ࡕࡃ࠸᳜≀࡛࠶ࡾࠊ᳃ᯘఆ᥇ࡸᯘ㐨ࡢ⟶⌮࣭㐀ᡂ
࠶ࡓࡗ࡚ࡣ⏕⫱ᆅࢆ◚ቯࡋ࡞࠸ࡼ࠺ὀពࡍࡿᚲせࡀ
࠶ࡿࠋ                㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

ムラサキセンブリ
静岡県カテゴリー

㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ὸಖ㞝


Swertia pseudochinensis H. Hara

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ      ࣜࣥࢻ࢘⛉ *HQWLDQDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
୍ᖺⲡࡲࡓࡣ㉺ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣኴࡃᬯ⣸Ⰽࢆᖏࡧ
 ⛸ࡀ࠶ࡿࠋⴥࡣ⥺≧ᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ
ⰼࡣῐ⣸Ⰽ⃰⣸ࡢ⬦ࡀ࠶ࡿࠋⰼෙ∦ࡣ㛗ࡉ 㹼PPࠊᖜ 
㹼PPࠋࢭࣥࣈࣜఝ࡚࠸ࡿࡀࠊⴥࡣᑡࡋᗈࡃࠊⰼᘚࡶᗈ࠸ࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜ㸦ᮾ㒊ࠊ㒊㸧ࠊࣟࢩ㸦࢘ࢫ࣮ࣜ㸧
ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨す༡㒊ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ
࡛ࡣఀ㇋す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
పᒣᆅࡢⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ⺬⣠ᒾᆅࡢⲡᆅࡶࡳࡽࢀࡿࠋ
４. 生育状況
ྡ†㏆ࡢ⏘ᆅ࡛ࡣࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࡲࡲࡗࡓಶయᩘࡀࡳࡽࢀ
ࡿࠋ࡛ࡣᑡ࡞ࡃࠊῶᑡഴྥ࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ㸦㸧ࡸࠊⲡᆅࡀ㑄⛣ࡢ㐍⾜㸦㸧
ࡼࡾῶᑡഴྥ࠶ࡿࡇࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢಖㆤⲡᆅ⥔ᣢࡢࡓࡵࡢ⟶⌮㸦㞧ᮌఆ᥇࣭ⲡสࡾ㸧
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧







ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ



ヒメナエ

Mitrasacme indica Wight

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࣐ࢳࣥ⛉ /RJDQLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
୍ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣⱼయࡲࡤࡽࡘࡁࠊᢨ㔪ᙧ
ࡽ⥺ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠊᑐ⏕ࡋࡰ↓ẟࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼ
ࡣᑠᆺ࡛ⓑⰍࠊⴥ⭆  ಶࡎࡘࡘࡃࠋⰼෙࡣ㚝ᙧ࡛ඛࡣ  
ࡋࠊᚄ PPࠋⵧᯝࡣ⌫ᙧ࡛ᚄ PPࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊࣥࢻࠊ࣐࣮ࣞࢩࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛ
ࣜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛
ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
పᆅࡸୣ㝠ᆅࡢ᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᯇᕷ࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚ಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋᾏ
ᓊ㒊ࡢ‵ᆅ࡛ࡣ࡞ࡾከࡗࡓࡀࠊ᭱㏆࡛ࡣࢇぢࡽࢀ࡞
ࡃ࡞ࡗࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
㜵㢼ᯘࡢᕤ㸦㸧ࠊᕤሙࡸᏯᆅࡢ㐀ᡂ㸦㸧ࠊᇙࡵ❧࡚
㸦㸧࡞ࡼࡗ࡚‵ᆅࡀᾘኻࡋࡓࡇࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢ‵ᆅࡢಖㆤỈ※ࡢಖࠊ᳜⏕㑄⛣ࡢᢚไࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋ                  㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ


チョウジソウ

Amsonia elliptica (Thunb.) Roem. et Schult.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ   ࢟ࣙ࢘ࢳࢡࢺ࢘⛉ $SRF\QDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋⱼⴥ┤❧ࡋࠊ㧗ࡉ 㹼 FP ࡞ࡿࠋⴥࡣẟ
ࡀ࡞ࡃࠊᢨ㔪ᙧ࡛ࠊඛࡣ㗦ࡃᑤࡾࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼
FPࠋࡩࡘ࠺ࡣ⏕ࡍࡿࡀࠊࡁ୍㒊ᑐ⏕ࡍࡿࠋⰼᮇࡣ
㹼 ᭶࡛ࠊⱼࡢඛከᩘࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼෙࡣ㟷⸛Ⰽࠊ
ᚄ PPࠊ ∦ศࢀࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᕞศᕸ
ࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᕝᓊࡸụࡢ␁࡞ࡢ‵ࡗࡓࡇࢁ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ࡢㄪᰝࡁ࡞ኚࡣ࡞࠸ࡀࠊ᳜⏕
㑄⛣ࡀ㐍ࢇ࡛ಶయᩘࡣῶᑡഴྥ࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᳜⏕㑄⛣ࢆᢲࡉ࠼ࠊᮏ✀ࡢ⏕⫱㐺ࡋࡓ⎔ቃࢆ⥔ᣢࡍ
ࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧










ఀᮾᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




スナビキソウ Heliotropium japonicum A. Gray
㸦㸻ࣁ࣐࣒ࣛࢧ࢟㸧
静岡県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ      ࣒ࣛࢧ࢟⛉%RUDJLQDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⴥࡣ⏕ࡋ࡚㛗ࡉ 㹼 FP ࡢ
㛗ᴃ≧ᢨ㔪ᙧ࡛ཌࡃ⦕࡛࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⱼࡢඛ
▷࠸ᩓᡣⰼᗎࢆฟࡍࠋⰼෙࡣⓑⰍ࡛ᚄ PPࠊ୰ᚰࡣ㯤Ⰽ࡛ࠊ
ඛࡣ  ୰ࡋ࡚ᩳ㛤ࡍࡿࠋⰼࡣࡼ࠸㤶ࡾࡀࡍࡿࠋ᰾ᯝࡣࢥࣝ
ࢡ㉁࡛㛗ࡉ PPࠊᾏὶᩓᕸࡉࢀࡿࠋ㏆⦕✀ࡢࣁ࣐࣒ࣛࢧ࢟ࣀ
࢟ࡣ㮵ඣᓥ┴௨༡ศᕸࡍࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
Ἴࡢ᭱฿╔ᆅⅬᾏᓊᯘࡢ㛫ࡢ◁⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣ୰㒊ఀ㇋ᒁ㝈ࡍࡿࠋ⏘㔞ࡣࡁࢃࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᾏ㛤Ⓨ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ◁ᾏᓊࡢᾐ㣗㸦㸧
㋃ᅽ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᾏᓊ㛤Ⓨࢆᅇ㑊ࡍࡿࡶࠊ⏕⫱ᆅࡢ❧ࡕධࡾࢆไ㝈ࡋ
࡚⎔ቃࢆಖㆤಖࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ  㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ハマネナシカズラ
静岡県カテゴリー

∾அཎᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ


Cuscuta chinensis Lam.

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ    ࣄࣝ࢞࢜⛉ &RQYROXYXODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
୍ᖺ⏕ࠋࡘࡿᛶࡢᐤ⏕᳜≀ࠋⱼࡣ⣽ࡃ⣒≧࡛ࣁ࣐ࢦ࢘࡞
ࡽࡳࡘࡁࠊⓑ㹼ῐ⥳㯤ⓑⰍࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ࣐
࣓ࢲ࢜ࢩఝࡿࡀࠊ㢡⟄ⴭࡋ࠸  ➽ࡀ㝯㉳ࡍࡿࡓࡵᫍ
ᙧぢ࠼ࠊⰼෙࡣᯝᐇࢆࢇໟࡳ㎸ࡴࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊᮾ༡ࢪࠊࣥࢻࠊ࣮࢜ࢫ
ࢺࣜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦⚄ዉᕝ┴௨すࡢኴᖹὒഃ℩ᡞ
ෆᾏἢᓊ㸧ࠊᅄᅜศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ศᕸ
ࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᾏᓊࡢ◁⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᐩኈᕷ࡞⏕⫱ࡍࡿࠋᅜⓗࡶῶᑡࡢⴭࡋ࠸✀࡛࠶
ࡿࠋ⏕⫱⎔ቃࡀኳ↛◁࡛࠶ࡾࠊᮏ┴࡛ࡶࡑࡢ⎔ቃࡀⴭࡋ
ࡃᝏࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᾏᓊ㛤Ⓨࡸㆤᓊᕤ࡞㸦㸧࡛⏕⫱ᆅࡀῶᑡࡋࡓࠋࡲ
ࡓࠊ࣓ࣜ࢝ࢿࢼࢩ࢝ࢬࣛࡢ➇ྜ㸦㸧ࡶ↓ど࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
６. 保護対策
 ࡸᑡ࡞ࡃ࡞ࡗࡓኳ↛ࡢᾏᓊࡢ◁ࡢಖㆤࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋ                 㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧





ᐩኈᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ




ハシドイ

Syringa reticulata (Blume) H. Hara

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ             ࣔࢡࢭ⛉ 2OHDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ⴠⴥᑠపᮌࠋ㧗ࡉ 㹼 Pࠋᶞ⓶ࡣᶓఙࡧࡿ⓶┠ࡀ࠶
ࡿࠋⴥࡣᗈ༸㹼༸ᙧࠋඛࡣ㗦㢌ࠊᇶ㒊ࡣᙧࡲࡓࡣὸᚰᙧࠋ
ⴥ㌟ࡢ㛗ࡉ FPࠊᖜ 㹼FPࠋ⾲㠃ࡣ↓ẟࠊ㠃ࡣ▷ẟ
ࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㗹ⰼᗎⓑⰍࡢ୧ᛶⰼࢆከᩘ
ࡘࡅࡿࠋⰼෙࡣ⣙  PP ࡛  ࡍࡿࠋ㞝⸹ࡣ  ಶࠋⵧᯝࡣ
⊃㛗ᴃᙧࠊ㛗ࡉ 㹼 PPࠋ✀Ꮚࡣᡥᖹ࡞ᴃᙧ࡛࿘ᅖ
⩼ࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣ༡༓ᓥࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊ
ᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
෭ ᖏᒣᆅࡢᯘෆࡸᯘ⦕⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᯇᕷ㒊㸦ᪧỈ❑⏫㸧⏕⫱ࡍࡿࠋ⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸
࡚ಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦 ⏕⫱ᆅࡢᒣᯘఆ᥇㸦 ࡀῶᑡࡢせᅉ
࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࢆ࿘㎶ࡢ⎔ቃࡶಖㆤࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋ                   㸦ὸಖ㞝㸧

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ

オオアブノメ Gratiola japonica Miq.
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࢜࢜ࣂࢥ⛉ 3ODQWDJLQDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
୍ᖺⲡࠋỈ⏕᳜≀ࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ⫗㉁࡛┤❧ࡍࡿࠋ
ⴥࡣ㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋࡸࡸ⫗㉁ࡢ↓࡛ᑐ⏕ࡍࡿࠋ
ⴟࡢᇶ㒊  ಶࡢᑠⱖࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣⴥ⭆
ࡘࡁ⟄ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠋⰼෙࡣⓑⰍ࡛㛢㙐ⰼࡶ࠶ࡿࠋⵧᯝ
ࡣ㛗ࡉ 㹼PP ࡢ⌫ᙧ࡛ࣈࡢ║ࢆᛮࢃࡏࡿࠋ㏆⦕✀ࡢࣈ
ࣀ࣓ࡣⴟࡢᇶ㒊ᑠⱖࡀ࡞࠸ࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊࣟࢩ㸦࢘ࢫ࣮ࣜ㸧ࠊᅜෆ࡛
ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦ᐑᇛ┴௨༡㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴
ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
పᆅࡢỈ⏣ࡸụ࡞ࡢỈ‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ⏘ᆅࡣከࡃࡣ࡞࠸ࠋ⏘
㔞ࡣᖺࡼࡿᾘ㛗ࡀ࠶ࡿࠋ⏕⫱⎔ቃࡀᨵኚࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤࠊ✺
↛Ⓨ⏕ࡍࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᅵᆅ㐀ᡂ㸦㸧ࡸ㎰⸆ởᰁ㸦㸧⏣㸦㸧ࡢᙳ㡪
ࢆᙉࡃཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ
６. 保護対策
 ㎰⸆ࡢ⏝㔞ࢆῶࡽࡋ࡚ࠊᅵᆅ㐀ᡂ࡞ࡢ㛤Ⓨࢆᅇ㑊ࡍࡿ
ࡶ₯ᅾⓗ࡞⏕⫱ᆅࢆඖಖࡍࡿࠋ 㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧




ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




スズメハコベ

Microcarpaea minima (J. Koenig ex Retz.) Merr.

㸦㸻ࢫࢬ࣓ࣀࣁࢥ࣋㸧                      
静岡県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࢜࢜ࣂࢥ⛉ 3ODQWDJLQDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ᑠᆺࡢ୍ᖺⲡࠋⱼࡣศᒱࡋ࡚ࡍࡿࠋⴥࡣ↓࡛ᑠࡉ
ࡃ㛗ࡉ 㹼PPࠊⴥ⬦ࡣ᫂ࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣⴥ⭆
ࡘࡁࠊⴟࡣ  ࡋࠊⰼෙࡣῐ⣚Ⰽ࡛㛗ࡉ PPࠋⵧᯝࡣ
༸ᙧ࡛㛗ࡉ PPࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜ༡㒊ࠊྎ‴ࠊࢱࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࠊ
࣐࣮ࣞࢩࠊࣥࢻࢿࢩࠊ࢜ࢭࢽࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊ
ᅄᅜࠊᕞࠊἈ⦖ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊୰㒊ศᕸ
ࡍࡿࠋ
３. 生育環境
పᆅࡢỈ⏣࡞ࡢ‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸᕷࠊᓥ⏣ᕷࠊᕝᕷࠊᯇᕷ࡞⏕⫱ࡍࡿࠋᑠࡉ
࡞᳜≀ࡢࡓࡵಶయᩘࡣከࡃぢ࠼ࡿࡀࠊ⏕࠼࡚࠸ࡿሙᡤࡣࡏ
ࡲࡃࠊ⏕⫱ᆅࡶᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
‵ᆅࡸᆅࡢ㛤Ⓨ㸦ࠊ㸧ࠊỈ⏣࡛ࡢ㝖ⲡ⏝㸦㸧
ࡸ⏣࣭⪔ᆅᩚ⌮㸦㸧ࡼࡗ࡚ῶᑡࡋࡓࠋ
６. 保護対策
 ‵ᆅࡢಖㆤỈ⏣ࡢ⏕⫱ᆅ࡛ࡣ⌧ᅾࡢ⪔సᙧែࡢ⥔ᣢ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ            㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

トラノオスズカケ
静岡県カテゴリー



ᯇᕷ༊  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ

Veronicastrum axillare (Siebold et Zucc.) T. Yamaz.

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࢜࢜ࣂࢥ⛉ 3ODQWDJJLQDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋⱼࡣ‴᭤ࡋ࡚ᆶࢀୗࡀࡾࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠋⴥ
ࡣ༸㹼㛗ᴃᙧ࡛ඛࡣ▷ࡃᑤࡾࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠋⱼⴥ
ࡣ↓ẟࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ⣚⣸Ⰽ࡛㗹ᙧࡢⰼ✑ከᩘ
ࡘࡃࠋⰼෙࡣ㛗ࡉ PPࠊඛࡣ  ࡲ࡛  ࡋࠊ㞝ⷁ 
ᮏࡣⰼእ㛗ࡃࡘࡁฟࡍࠋⵧᯝࡣ༸ᙧ࡛㛗ࡉ PPࠋⱼࡢඛ
➃ࡀᆅ㠃᥋ࡍࡿ᪂ⱑࢆ⏕ࡎࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴㸧ࠊᅄᅜ㸦༡㒊㸧ࠊ
ᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡋ࡚࠾ࡾࠊ㟼ᒸ┴ࡣ
ᮾ㝈⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᖏୗ㒊ࡢᖖ⥳ᶞᯘෆ⏕⫱ࡍࡿࠋ➉ᯘࡶࡳࡽࢀࡿࠋ
４. 生育状況
す㒊ࡢᚚ๓ᓮࡽᑠ➟ᒣ㏆ࡲ࡛ࡢᒣᆅࠊୣ㝠ᆅࡢᯘෆ
Ⅼᅾࡍࡿࠋ⏘㔞ࡣ࠶ࡲࡾከࡃ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
㔛ᒣࡢ᳜≀࡛ேⅭⓗ࡞ᙳ㡪ࢆཷࡅࡸࡍ࠸ࠋᒣᯘఆ᥇㸦㸧ࠊ
Ꮿᆅ㐀ᡂ㸦㸧࡞⏕⫱ᆅࡢᾘኻ࡛ῶᑡࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏝ព࡞ᒣᯘఆ᥇࡞࡛⏕⫱⎔ቃኚືࢆ࠼࡞࠸ࡇ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ             㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧






ᕝᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ





キタダケオドリコソウ

Lamium album L. var. kitadakense N. Yonez.

㸦㸻࣑࣐ࣖ࢜ࢻࣜࢥࢯ࢘㸧                    
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࢩࢯ⛉ /DPLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⴥࡣᑐ⏕ࡋ༸≧୕ゅᙧ࡛㛗ࡉ
㹼FPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣῐ㯤Ⰽ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊⴥ
⭆ࡘࡃࠋ㏆⦕✀ࡢ࢜ࢻࣜࢥࢯ࢘ࡣ㔛ᆅࡽୣ㝠ᆅࡢࡍࡑ
⏕⫱ࡋ࡚ࠊⰼᮇࡀ 㹼 ᭶ࠊⰼࡣ㛗ࡉ 㹼FPࠊⓑⰍ
ࡲࡓࡣῐ⣸⣚Ⰽ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
༡ࣝࣉࢫᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ᒣ┴ࠊ㟼ᒸ┴㸧ศᕸ
ࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境

෭ ᖏࡽள㧗ᒣᖏࡢᶆ㧗 㹼 P ࡢࠊἑ➽ࡢ
㟼ᒸᕷ ᱂ᇵ㛤ⰼ   ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝
ᯘ⦕ࡸⲡᆅࡢ‵ࡗࡓࡇࢁ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝ࡛ࡶᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ
⏘ᆅࡣ༡ࣝࣉࢫᒁ㝈ࡍࡿࠋ⏘㔞ࡣࡁࢃࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋ⏕⫱≧
ἣࡣ⿕㝜ࡼࡿ⾶㏥ࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᶞෙࡢ⿕㝜ࡸᅵ◁ࡼࡿὶኻ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋᯘ㐨
㛤Ⓨ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᅵ▼ὶࢆⓎ⏕ࡉࡏ࡞࠸ࡓࡵࡶࠊ᳃ᯘఆ᥇ࡣⓙఆࡋ࡞࠸࡛ィ
⏬ⓗᢥఆࢆࡍࡿࡇࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ    㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ラショウモンカズラ
静岡県カテゴリー

Meehania urticifolia (Miq.) Makino

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ         ࢩࢯ⛉ /DPLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋయ㤶Ẽࡀ࠶ࡾࠊⰼࡀ⤊ࢃࡿ
㛗࠸㉮ฟᯞࡀⱼࡢୗ㒊ࡽఙࡧࡿࠋⴥࡣ 㹼 FP ࡢⴥࡀ࠶
ࡾࠊ୕ゅ≧ᚰᙧ࡛࠶ࡽ࠸㕌㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ  ᭶ࠋⰼෙࡣ
ࡁࡃ㛗ࡉ 㹼FPࠊ၁ᙧ࡛⣸Ⰽ࡛࠶ࡿࠋศᯝࡣ㛗ࡉ⣙ PPࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜᮾ㒊ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊ
ᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᒣᆅࡢ᳃ᯘࡢᯘ⦕ࡸⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᐩኈᒣ㯄す㒊ࡢ┴ቃ㏆⏕⫱ࡍࡿࠋ㛗㔝┴࡛ࡣࡩࡘ࠺
ぢࡽࢀࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅ࡛ࡢᯘ㐨ࡢᣑᙇࡸᩚഛ㸦㸧ࠊ㧗ཎᆅᖏࡢ㛤Ⓨ㸦㸧
ࡼࡾῶᑡࡋࡓࠋ
６. 保護対策
 㐨㊰ᩚഛ࡞ࡀ⏕⫱ᆅᙳ㡪ࢆ࠼࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿࡇ
ࠊ⏕⫱ᆅࡢ⮬↛ᯘⲡᆅࡢಖㆤࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧









ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ




ヒメハッカ

Mentha japonica (Miq.) Makino

㸦㸻ࣄ࣓࣓ࢢࢧ㸧                             
静岡県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ           ࢩࢯ⛉ /DPLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋᰴࢇ↓ẟࠋ㛗ࡃᆅୗ
ⱼࢆࡦࡃࠋⴥࡣ༸≧ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠊ⦕࡛ඛࡀ㕌
࠸ࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣῐ⣚⣸Ⰽ࡛㛗ࡉ 㹼 PPࠊⱼ
ࡢඛከᩘ㞟ࡲࡗ࡚ࡘࡃࠋศᯝࡣᡥᖹ࡛ࡰᙧࠊᚄ⣙ 
PPࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦ḷᒣ┴௨㸧ศᕸࡍ
ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᮾఀ㇋⏫ᾋᓥ࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅࡢ‵ᆅ㛤Ⓨ㸦㸧ࠊ᳜⏕ࡢ㑄⛣㸦㸧ࠊỈ㉁ở⃮
㸦㸧ࠊ‵ᆅࡢ⇱㸦㸧࡞ࡀ⏕⫱⬣ጾࢆ࠼࡚࠸ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢ୍㒊ࡣࠊ⾜ᨻࡼࡿಖㆤᆅᇦෆ࠶ࡿࠋࡢ⏘
ᆅࡶྠᵝࡢಖㆤࢆᅗࡾࡓ࠸ࠋ
㸦すཱྀ⣖㞝㸧


ヤマジソ



ᮾఀ㇋⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ すཱྀ⣖㞝



Mosla japonica (Benth. ex Oliv.) Maxim.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࢩࢯ⛉ /DPLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
୍ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋࣄ࣓ࢪࢯఝࡿࠋⴥࡣ㛗ࡉ 㹼
FPࠊ༸㹼ᗈ༸ᙧ࡛▷ẟࢆᩓ⏕ࡍࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼ✑
ࡣ 㹼FP ࡛ᐦⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼෙࡣῐ⣚Ⰽࠋⱖࡣ༸ᙧ࡛㛗
ࡉ 㹼PPࠊୗ㒊ࡢࡶࡢࡣⴟࡼࡾ㛗࠸ࠋศᯝࡣ⌫ᙧ࡛㛗ࡉ 
PPࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ㡑ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศ
ᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᒣᆅࡸୣ㝠ᆅࡢ᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸〄ᆅ≧ࡢሙᡤ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
┴ෆᗈࡃ⏕⫱ࡍࡿࠋಶయᩘࡢከ࠸ሙᡤࡶ࠶ࡿࠋ⏕⫱⎔ቃ
ࡢᝏࡢᙳ㡪ࢆཷࡅῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࡸⲡᆅࡢ⟶⌮ᨺᲠ㸦㸧క࠺㑄⛣㐍
⾜ࡼࡗ࡚ῶᑡࡋࡓࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢಖㆤࡣⲡสࡾࢆࡍࡿ࡞ⲡᆅࡢ⥔ᣢࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧




ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ



シマジタムラソウ
静岡県カテゴリー

Salvia isensis Nakai ex H. Hara

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ           ࢩࢯ⛉ /DPLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣ  ᅇ⩚≧」ⴥ࡛ࠊⱼࡢୗ㒊
㞟ࡲࡿഴྥࡀ࠶ࡾࠊࡸࡸཌ࠸ࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣⱼࡢඛ
✑≧ࡲࡤࡽࡘࡁࠊⰼෙࡣ㛗ࡉ 㹼PP ࡛ῐ㟷⣸Ⰽࠋ㞝ⷁࡀ
ⰼࡢእ✺ࡁฟࡿࠋศᯝࡣࡰᙧ࡛㛗ࡉ⣙ PPࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴ࠊᒱ㜧┴ࠊឡ▱┴ࠊ୕㔜┴㸧
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸⺬⣠ᒾᆅࡢⲡᆅࡸᯘ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᯇᕷኳ❳༊ࠊ༊ࡢ⺬⣠ᒾᆅࡢ㝈ࡽࢀࡓᆅᇦ⏕⫱ࡍࡿࠋ
ࡲࡲࡗࡓᩘࡢಶయᩘࡀࡳࡽࢀࡿᡤࡶ࠶ࡿࠋῶᑡഴྥࡀࡳࡽࢀ
ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ⲡᆅࡢ⟶⌮㊊క࠺㑄⛣㐍⾜㸦㸧ࡼࡗ࡚ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢಖㆤࡣᶞᯘࡢఆ᥇ࡸⲡสࡾ࡞ࡼࡿⲡᆅࡢ⥔ᣢ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧


ヤマジノタツナミソウ
静岡県カテゴリー



ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ

Scutellaria amabilis H. Hara

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ               ࢩࢯ⛉ /DPLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋⱼࡣ᮰⏕ࡋࠊ▷࠸ᆅୗⱼࡽ⏕࠼ࡿࠋ㧗ࡉ 㹼
FPࠋୖྥࡁࡢẟࡀ࠶ࡿࠋⴥࡣᗈ༸㹼༸ᚰᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋ
ᖜ 㹼FPࠋ⦕ࡣ࠶ࡽ࠸㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋ୧㠃⣽ẟࡀ࠶ࡿࠋ
ⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼᗎࡣ▷ࡃࠊⰼࡣࡲࡤࡽࡘࡃࠋⰼෙࡣ㛗
ࡉ 㹼FP ࡛㟷⣸Ⰽࠋᇶ㒊࡛ᢡࢀ᭤ࡀࡾ❧ࡕୖࡀࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦୰㒊ᆅ᪉ࠊ㏆␥ᆅ᪉㸧ศᕸࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮ ᖏࡢᒣᆅࡸୣ㝠ᆅࡢᯘෆࡸᯘ⦕ࠋ㐨㊰ἢ࠸ࡢⲡᆅࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸࡚ಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ࡢㄪ
ᰝ࡛ࡣᪧ୰ᕝ᰿⏫࡛☜ㄆࡉࢀࡓࡀࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ
࡚࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᒣᯘఆ᥇㸦㸧ࡼࡿᛴ⃭࡞⎔ቃኚ㐨㊰ᕤ㸦㸧
ࡼࡿ⮬⏕ᆅࡢᾘኻࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 㐨㊰ᕤ࡞ࢆ⾜࠺ሙྜࡣࠊ᳜≀ࡢ๓ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊࢱࢶ
ࢼ࣑ࢯ࢘㢮ࡀぢࡘࡗࡓࡽࠊ☜ᐇ࡞ྠᐃࢆ⾜࠸ࠊ࣐ࣖࢪࣀࢱ
ࢶࢼ࣑ࢯ࡛࢘࠶ࡗࡓࡽࠊಖㆤ⟇ࢆࡓ࡚ࡿࡇࠋ 㸦ὸಖ㞝㸧




12 ,0$*(






ヒメナミキ

Scutellaria dependens Maxim.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࢩࢯ⛉ /DPLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
⧄⣽࡞ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥ㌟ࡣ▷࠸ࡘࡁࠊ୕ゅ≧ᢨ
㔪ᙧࡲࡓࡣ୕ゅ≧༸ᙧ࡛ࠊ㛗ࡉ 㹼FP ࡛࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ
ⰼࡣⴥ⭆  ಶࡎࡘࡘࡁࠊ㛗ࡉ 㹼PPࠊⓑⰍ࡛ࢃࡎῐ⣚⣸Ⰽ
ࢆᖏࡧࡿࠋศᯝࡣ㛗ࡉ⣙ PPࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜ㸦ᮾ㒊ࠊ㒊㸧ࠊࣟࢩ㸦࢘ࢫ࣮ࣜࠊ
࣒࣮ࣝࠊᮾࢩ࣋ࣜ㸧ࠊࣔࣥࢦࣝࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊ
ᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
‵ᆅࡸᆅࡢⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ὠᕷ࡞⏕⫱ࡍࡿࠋࡲࡲࡗࡓᩘࡢಶయᩘࡀࡳࡽࢀࡿሙᡤࡶ
࠶ࡿࠋྛᆅⅬᅾࡋ࡚࠸ࡓࡀᾘኻࡋࡓᡤࡶ࠶ࡿࠋす㒊ࡢఇ⪔⏣
ࡢ⏕⫱ᆅࡣᾘኻࡋࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅࡢ‵ᆅࡸᆅࡢ㛤Ⓨ㸦ࠊ㸧ࡼࡗ࡚ῶᑡࡋࡓࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢ‵ᆅ⎔ቃࡢಖࠊⲡᆅࡢ㑄⛣㐍⾜ࢆᢚไࡍࡿࡓࡵ
ⲡสࡾ࡞ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧



イズコゴメグサ
静岡県カテゴリー



ὠᕷ ᖺ  ᭶  ᪥ෆ⸨Ᏹబᙪ

Euphrasia insignis Wettst. subsp. iinumae (Takeda) T. Yamaz.
var. idzuensis (Takeda) T. Yamaz.

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࣁ࣐࢘ࢶ࣎⛉ 2UREDQFKDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
୍ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡢᖜࡣ⊃ࡃ༸≧㛗ᴃᙧ࡛
㗬ṑࡣ  ᑐ࡛࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⓑⰍ࡛ୗ၁ෆ㠃㯤
ᩬࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦⚄ዉᕝ┴ࠊ㟼ᒸ┴ࠊឡ▱┴㸧
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᖏࡢୣ㝠ᆅࠊⲡཎࡢ᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸ᩳ㠃࡞⏕⫱
ࡍࡿࠋ⇱ࡋࡸࡍ࠸ᑿ᰿ࡸṌ㐨࡞ࡶぢࡽࢀࡿࠋ
４. 生育状況
ᮾఀ㇋⏫ࡸᯇᕷ࡞⏕⫱ࡍࡿࠋಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ⏕
⫱ᆅ࡛ࡣ⫼ࡢ㧗࠸ࡢ᳜≀ࡢ➇ྜࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅ࡛ࡢⲡཎࡢᾘኻ㸦㸧ࡸ᳜⏕ࡢ㑄⛣㐍⾜㸦㸧
ࡼࡿ⿕㝜࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⲡཎࡢಖㆤⲡสࡾ࡞࡛ࡑࡢ⥔ᣢ⟶⌮ࡀ㔜せ࡛࠶
ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧







ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ



ハマウツボ Orobanche coerulescens Stephan ex Willd.
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࣁ࣐࢘ࢶ࣎⛉ 2UREDQFKDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
୍ᖺⲡࠋᐤ⏕᳜≀ࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋయⓑⰍࡢ㌾
ẟࡀከ࠸ࠋⱼࡣ㯤〓Ⰽ࡛ኴࡃ୰✵࡛┤❧ࡋ࡚ศᯞࡋ࡞࠸ࠋ
ⴥࡣ㫣∦≧࡛㯤〓Ⰽࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼᗎࡣ✑≧ࠋⱖࡣ୕
ゅ≧ᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 PPࠋⴟࡣ㛗ࡉ  FP ࡛ⴟ∦ࡣ  
ࡍࡿࠋⰼࡣ↓ࠊῐ⣸〓Ⰽ࡛㛗ࡉ PPࠋ㏆⦕✀ࡢࣖࢭ࢘ࢶ
࣎ࡣᖐ᳜≀࡛ࠊ㧗ࡉ 㹼FPࠊⰼෙࡣῐ㯤Ⰽ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊࢩ࣋ࣜࠊᮾ࣮ࣚࣟࢵ
ࣃࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫ศᕸࡍ
ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᾏᓊࡢ◁ᆅ⏕࠼㸪࢝࣡ࣛࣚࣔࢠࡢ᰿ᐤ⏕ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࠊ⏘㔞ࡣࡁࢃࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋᐟࡢ⏕⫱౫Ꮡࡍࡿࠋ
ᖺࡼࡿᰴᩘࡢᾘ㛗ࡀ࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᾏ㏆ࡃࡢࡁ࡞ᨵኚ㸦㸧ࡸἙᕝᩜࡢ㐀ᡂ㸦㸧ࡀ
せᅉ࡛࠶ࡿࠋほᐹ⪅ࡸᙳ⪅ࡢ㋃ᅽ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ࢝࣡ࣛࣚࣔࢠ㐺ࡋࡓ⏕⫱
⎔ቃࢆ⥔ᣢ⟶⌮ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ  㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ノタヌキモ

ឡ▱┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ


Utricularia aurea Lour. 

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU) 㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ   ࢱࢾ࢟ࣔ⛉ /HQWLEXODULDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98 㹛 

１. 種の解説
ᾋ㐟ᛶࡢ୍ᖺⲡࠋ㣗᳜≀ࠋ㉺ⱆࢆసࡽ࡞࠸ࠋⴥࡣ
⏕ࡋࠊᅄ᪉⣒≧ศࡋ࡚❧యⓗᗈࡀࡿࠋ∦ࡢᇶ㒊
㏆ࡃᑡᩘࡢᤕ⿄ࢆࡘࡅࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⴥ⭆ࡽ
㹼FP ࡢⰼⱼࢆỈୖ┤❧ࡋࠊ㯤Ⰽࡢⰼࢆ 㹼 ಶࡘࡅ
ࡿࠋⰼෙࡣᚄ 㹼PPࠋⰼⱼࡣ㫣∦ⴥࡣ࡞࠸ࠋⵧᯝࡣ⌫ᙧ
࡛ࠊࡰྠࡌ㛗ࡉఙ㛗ࡋࡓⰼᰕࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿࠋࢱࢾ࢟ࣔ
ࡢỈ୰ⴥࡣ∦ࢆ୍ᖹ㠃ୖ㓄ิࡋࠊࡲࡓⰼⱼ㫣∦ⴥࡀ
࠶ࡾࠊࡉࡽ㉺ⱆࢆసࡿࡢ࡛༊ู࡛ࡁࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥ༡㒊ࡽࣥࢻࠊ࣐࣮ࣞࢩࠊᅜෆ
࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍ
ࡿࠋ
３. 生育環境
ụࠊࡓࡵụࠊỈ⏣ࡢ⏝Ỉ㊰࡞ࡢỈ୰ࠋ
４. 生育状況
ࡘ࡚ࡣ┴す㒊ᗈࡃศᕸࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ⏕⫱ᆅࡢᾘኻ
Ỉ㉁ᝏࡀཎᅉ࡛ࠊࢇぢࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ụࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢᾘኻࠊ㎰⸆ởᰁ㸦㸧ࠊ
Ỉ㉁ở⃮㸦㸧࡞ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ụࡢỈ㉁ίࢆ⾜࠺ࡇࠋ      㸦ὸಖ㞝㸧







⿄ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




イヌタヌキモ

Utricularia australis R. Br.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࢱࢾ࢟ࣔ⛉ /HQWLEXODULDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
浮遊性のከᖺⲡࠋ㣗᳜≀ࠋ㉺ⱆࢆ⛅⏕ࡌ㛗ᴃᙧࠋⴥ
ࡣ⏕ࡋࠊ⩚≧ศᯞࡋࠊࡉࡽᩘᅇศᯞࡍࡿࠋⴥࡢ∦ከ
ᩘࡢᤕᄞࢆࡘࡅࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㯤Ⰽࡢⰼࢆ 㹼 ಶࡘ
ࡅࠊⰼෙࡣ⣙ FPࠋⵧᯝࡣ⌫ᙧ࡛┤ᚄ⣙ PPࠋⴥࡣࢱࢾ࢟ࣔ
ఝࡿࡀࠊⰼⱼࡣ୰ᐇࠊ㉺ⱆࡣ㛗ᴃᙧ࡛ᬯ〓Ⰽࠊ㛗ࡉ 㹼
PPࠊᖜ 㹼PP ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣࢪࠊࣇࣜ࢝ࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࠊ
ᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞࠊἈ⦖ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛
ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
పᆅࡸᒣᆅࡢụࡸỈ⏣࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
す㒊ࡢụỈ⏣⏕⫱ࡍࡿࠋಶయᩘࡢከ࠸ᡤࡶ࠶ࡿࡀ⏕⫱
ᆅࡣᑡ࡞ࡃࠊῶᑡഴྥ࠶ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ụࡢᇙࡵ❧࡚ࡸ㛤Ⓨ㸦㸧ࠊỈ⏣࡛ࡢ㎰⸆⏝㸦㸧ࡸ⪔
ᆅᩚ⌮ࡼࡿ⏣㸦㸧ࡼࡗ࡚ῶᑡࡋࡓࠋ
６. 保護対策
 ụࡢಖỈ⏣ࡢ⏕⫱ᆅ࡛ࡣ⌧ᅾࡢ⪔సᙧែࡢ⥔ᣢࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࠋ            㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

タヌキモ



ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ

Utricularia × japonica Makino

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࢱࢾ࢟ࣔ⛉ /HQWLEXODULDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
浮遊性のከᖺⲡࠋ㣗᳜≀ࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⰼⱼࡢ୰ᚰ
Ẽ㐨ࡀ࠶ࡿࠋⱼࡣศᯞࡋ࡚㛗ࡉ P ࡞ࡿࠋⴥࡣ⏕ࡋ࡚
ᇶ㒊࡛  ಶࡢᑠⴥศࢀࠊᑠⴥෆࡢศᯞࡣᖹ㠃ⓗ࡛࠶ࡿࠋ
∦ࡣῐ㯤⥳Ⰽࡢᤕᄞࢆࡘࡅࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋỈ㠃
ࡽୖⰼⱼࢆఙࡤࡋ࡚ⰼࢆ 㹼 ಶࡘࡅࡿࠋⰼෙࡣ㩭㯤Ⰽ
ࡢ၁ᙧ࡛㛗ࡉ FPࠊୗ၁㉥〓Ⰽࡢ⦤ᶍᵝࡀ࠶ࡿࠋ㉺ⱆ
ࡣ⌫ᙧ࡛࠶ࡿࠋ㏆⦕✀ࡢࣀࢱࢾ࢟ࣔࡣⰼⱼ✵Ὕࡣ࡞࠸ࠋ
２. 分布
ᅜእࡢศᕸࡣ᫂ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ
࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
పᆅࡢࡓࡵụࡸụ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣᑡ࡞࠸ࠋ⏘㔞ࡣᑠ⩌⏕ࡍࡿࠋỈ㔞ࡢῶᑡࡸỈ㉁ࡢᝏ
ࡼࡾ⏕⫱≧ἣࡣᝏࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ࡓࡵụࡢᨵⰋࡸቯ⁛㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋụࡢỈ㔞ࡀ
ῶᑡ㸦㸧ࡍࡿࡇࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏝ࡋ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡓࡵụࡶࠊ⏕Ꮡᶒࢆࡶࡗࡓ⏕≀ࡀ⏕ᜥ
ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡓࡵụࡢ◚ቯࡣៅ㔜࡞㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
                 㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧







ᮾఀ㇋⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ຍ⸨ᚭ



ムラサキミミカキグサ
静岡県カテゴリー

Utricularia uliginosa Vahl

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ  ࢱࢾ࢟ࣔ⛉ /HQWLEXODULDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㣗᳜≀ࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣࡽᙧ࡛ 㹼PPࠋ
ᤕᄞࡣ⌫ᙧ࡛┤ᚄ 㹼 PPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ⸛⣸㹼
ⓑⰍࠊ㛗ࡉ⣙ PP ࡛ⰼࡀ࠶ࡿࠋ㊥ࡣୗഃ๓᪉ࢆྥࡃࠋ㏆⦕
✀ࡢ࣑࣑࢝࢟ࢢࢧࡣⰼࡀ㯤Ⰽࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣࢪࡽ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏ
ᕞࠊᅄᅜࠊᕞࠊᒇஂᓥศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊす
㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
పᆅࡽᒣᆅ࠶ࡿ‵ᆅࡢࠊࡋ࡚Ἶୖ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
す㒊ࡢ‵ᆅከࡃぢࡽࢀࡓ᳜≀࡛࠶ࡿࡀࠊ‵ᆅࡢᾘኻ࡛ⴭࡋ
ࡃῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋᆅᇦ࡛ࡣᮾఀ㇋⏫⏕⫱ࡍࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ୣ㝠ᆅࡢ㛤Ⓨ㸦ᕤሙࠊఫᏯࠊ㎰ᴗ⏝ᆅࠊ㐨㊰㸧㸦ࠊ㸧
క࠺‵ᆅࡢᾘኻࡼࡾῶᑡࡋࡓࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱‵ᆅࡢಖㆤࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ‵ᆅ᳜⏕ࡢ㑄⛣㐍⾜ࢆᢚไࡍ
ࡿᑐ⟇ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋᮏ✀ࡢⓑⰼရࢩࣟࣂࢼ࣑࣑࢝࢟ࢢࢧࡶᑐ
㇟࡛࠶ࡿࠋ               㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧



ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ


ツルギキョウ

Codonopsis javanica (Blume) Hook. f. et Thomson
subsp. japonica (Makino) Lammers

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࢟࢟ࣙ࢘⛉ &DPSDQXODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ࡘࡿᛶከᖺⲡࠋࡣ㛗ࡉ 㹼Pࠋⱼࡣ⣽ࡃ࡚ⴥ࡛ⲡᮌ࡞
ࡽࡳࡘࡃࠋⴥࡣ㛗ࡀ࠶ࡾ༸ᚰᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠋⰼ
ᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ⭆⏕ࡋ࡚ᆶࢀୗࡀࡿࠋⰼෙࡣᗈ㚝ᙧ࡛㛗
ࡉ 㹼 PPࠊඛࡣ  ୰ࡋ࡚ࡾ㏉ࡾࠊእഃࡀῐ⥳ⓑⰍ࡛
ෆഃࡢዟࡣᬯ㉥⣸Ⰽࠋᾮᯝࡣᡥ⌫ᙧ࡛ᚄ 㹼 PPࠋ㏆⦕✀
ࡢࢶࣝࢽࣥࢪࣥࡣⰼෙ∦ࡀ  ὸ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ᪉௨す㸧ࠊ
ᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊
ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᬮᖏࡢⲡཎࡸపᒣࡢᯘ⦕ࡸ㇂⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣⅬᅾࡍࡿࠋ⏘㔞ࡣࡁࢃࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋᅬⱁ᥇ྲྀࡶ࠶ࡾ
⏘㔞ࡣῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡸ᳜⏕㑄⛣ࡢ㐍⾜㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 㛤Ⓨࡍࡿ㝿ࡣぢ㐣ࡈࡉ࡞࠸ࡼ࠺ⰼᮇ᳜≀ㄪᰝࢆ⾜
࠺ࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ⏘ᆅሗࡢබ⾲ࡣៅ㔜࡞㓄៖ࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࠋ                 㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧






∾அཎᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




バアソブ

Codonopsis ussuriensis (Rupr. et Maxim.) Hemsl.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ղ㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ      ࢟࢟ࣙ࢘⛉&DPSDQXODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ࡘࡿᛶࡢከᖺ⏕ⲡᮏࠋࢶࣝࢽࣥࢪࣥఝ࡚࠸ࡿࡀࠊయᑠᆺ࡛ሢ
᰿ࡣ▷ࡃࠊ⌫ᙧ࡛࠶ࡿࠋⴥࡣ㛗ࡉ ̾FP ࡛㠃ẟࡀከ࠸ࠋⰼᮇ
ࡣ ̾ ᭶ࠋⰼෙࡣ㚝≧࡛ ̾ FPࠊෆ㠃ࡣ⣸Ⰽ࡛ࠊୗ༙㒊⃰⣸ࡢ
ᩬⅬࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜᮾ㒊ࠊࣟࢩ㸦࢘ࢫ࣮ࣜࠊ࣒࣮ࣝ㸧ࠊ
ᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࡽᕞࠊ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸ
ࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᒣᆅࡸୣ㝠ᆅࡢᯘ⦕ࡸⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ

ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ
４. 生育状況
ᐩኈᐑᕷ࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ⏕⫱ᆅࡀᑡ࡞ࡃࠊಶయᩘࡶᑡ࡞࠸ࠋ᳜
⏕㑄⛣⿕㝜ࡼࡾ㛤ⰼᰴࡀᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ⲡᆅࡸᯘࡢ㛤Ⓨࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢᾘኻ㸦㸧ࡸࠊ⏕⫱ᆅࡢ㑄⛣
㐍⾜㸦㸧ࡼࡿ⿕㝜࡛ῶᑡࡋࡓࠋ
６. 保護対策
ⲡᆅ࣭ⲡཎࡢಖㆤ㑄⛣㐍⾜ࡢᢚไࡢࡓࡵⲡสࡾ࡞ࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋ          
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ࣭ᐑᓮ୍ኵ㸧

キキョウ

Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࢟࢟ࣙ࢘⛉ &DPSDQXODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ᰿ⱼࡣኴ࠸ࠋⱼࢆษࡿⓑⰍࡢ
ஙᾮࡀฟࡿࠋⴥࡣ㛗༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠊࢇ↓࡛ࠊ
⏕ࠊ㍯⏕ࠊᑐ⏕ከᵝࠋୗ㠃ࡣ⢊ⓑⰍࢆᖏࡧࡿࠋⰼᮇࡣ 
㹼 ᭶ࠋⰼෙࡣ㟷⣸Ⰽ࡛  ୰ࡋ࡚ᚄ 㹼 FPࠋ᳜᱂ࡶࡉࢀ
ᅬⱁရ✀ࡣከᩘࠋ㏆⦕✀ࡢࣄࢼࢠ࢟ࣙ࢘ࡣ㧗ࡉࡀ FP ௨ୗ
࡛ࠊⰼෙࡀᚄ 㹼 PP ࡛࠶ࡿࠋ ᖺᚋ㔝⏕࡛ぢࡽࢀࡿ☜
⋡ࢆ♧ࡍࡓࡵࡢᣦᶆ࡞ࡿ௦⾲✀࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊࣟࢩ㸦࢘ࢫ࣮ࣜࠊ࣒࣮ࣝ㸧
ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞࠊ⨾ศᕸࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᒣ㔝ࡢ᪥ࡢᙜࡓࡿⲡཎ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣከࡃ࠶ࡾᗈ⠊ᅖⅬᅾࡍࡿࠋ⏘㔞ࡣከ࠸ࠋ᳜⏕㑄⛣
ࡢᅽຊࡸᅬⱁ᥇ྲྀࡼࡾῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ⲡᆅࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࡸ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋᅬⱁ
᥇ྲྀ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ᳜⏕㑄⛣ࢆᢚไࡍࡿ࡞ࠊ⎔ቃᛂࡌ࡚ၿฎࡍࡿࡇࡀ㔜
せ࡛࠶ࡿࠋ                㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧




ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




ガガブタ

Nymphoides indica (L.) Kuntze

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ   ࣑ࢶ࢞ࢩ࣡⛉  0HQ\DQWKDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
Ỉ⏕ࡢከᖺⲡࠋᆅୗⱼࡣ࡞࠸ࠋⱼࡣ⣽㛗ࡃࠊỈᗏࡢἾࡢ
୰ࡦࡆ≧ࡢ᰿ࢆୗࢁࡋ࡚࠸ࡿࠋⴥࡣ≧ᚰ⮚ᙧ࡛ᙧ 㹼
FPࠋ⾲㠃ࡣ⥳Ⰽ࡛㠃ࡣ⣸Ⰽࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⴥᇶ
㒊ከᩘࡢⰼࢆ᮰⏕ࡋࠊ㹼FP ࡢⰼࡢඛⓑⰍࡢⰼࢆ
㛤ࡃࠋⰼෙࡣᚄ⣙  PPࠋⴟࡣ῝ࡃ  ࡋ⥳Ⰽࠋⰼෙࡶ῝
ࡃ  ࡋࠊ⦕ࡣ⣒≧⣽ࡃࡅࡿࠋ㞝ⷁ  ᮏࠊ㞤ⷁ  ᮏࠋ
ⵧᯝࡣᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᮅ㩭༙ᓥࠊᮾ༡ࢪࠊࣇࣜ࢝ࠊ࣮࢜
ࢫࢺࣛࣜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴
ෆ࡛ࡣ୰㒊す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ụࡸ㎰ᴗ⏝ࡓࡵụ࡞ࡢỈ୰ࠋ
４. 生育状況
๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ࡢㄪᰝ࡛ࡣ  ࣨᡤࡢụ࡛ぢࡽࢀࡓࡀࠊ
ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ  ࣨᡤ࡛ࡋ☜ㄆ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
㝖ⲡࡸᏛ⫧ᩱࡢὶධ㸦㸧ࠊ㔮ࡾ㣵ࡼࡿỈ㉁ở⃮
 ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᅬⱁ᥇ྲྀ  ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 Ỉ㉁ở⃮ࢆ㜵ࡂࠊࡲࡓụࡢᨵಟࡣ⏕⫱⎔ቃࢆᦆ࡞
ࢃ࡞࠸ࡼ࠺༑ศὀពࡍࡿࡇࠋ     㸦ὸಖ㞝㸧

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ


アサザNymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU)

せ௳㸫ձղճኚ᭦࡞ࡋ㸧        ࣑ࢶ࢞ࢩ࣡⛉ 0HQ\DQWKDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㢮㸦17 㹛 

１. 種の解説
Ỉ⏕ࡢከᖺⲡࠋ᰿ⱼࡣỈᗏࡢἾࡢ୰ࢆ㏺࠸ࠊࡑࢀࡽኴ
࠸ⱼࢆฟࡍࠋⴥࡣỈ㠃ᾋࡧࠊ༸ᙧࡲࡓࡣᙧ࡛ᚄ 㹼
 FPࠋ⦕Ἴ≧ࡢ㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋ⾲㠃⥳Ⰽࠊ㠃ࡣῐ⣸Ⰽ
࡛⢏≧ࡢ⭢Ⅼࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⴥ⭆ࡽᩘᮏࡢⰼ
ⱼࢆฟࡋ㯤ⰍࡢⰼࢆỈ㠃㛤ࡃࠋⰼෙࡣ  ࡋࠊ⦕ࡣ⣒≧
ࡅࡿࠋ㞝ⷁ  ᮏࠊ㞤ⷁ  ᮏࠋᯝᐇࡣᡥᖹࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࡽ࣮ࣘࣛࢩ㝣ࡢ෭ ᖏ
ᗈࡃࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦ᐑᇛ┴௨༡㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ụࡢỈ୰ࠋ
４. 生育状況
๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝ࡛ࡣࠊ┴ෆࡢ  ࣨᡤ࡛グ㘓ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡀࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ụࡢᇙࡵ❧࡚㸦㸧ࡸᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ
࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅ࡛ࡣ⏕⫱⎔ቃࢆ◚ቯࡋ࡞࠸ࡼ࠺ດࡵࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧





ᯇᕷ ᳜᱂   ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




トダイハハコ

Anaphalis sinica Hance var. pernivea T. Shimizu

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ղ㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ        ࢟ࢡ⛉ $VWHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㞝ᛶ୧ᛶ␗ᰴࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࠊ㢌ⰼࡢࠊ
ⴥࡀⓑⰍࡢ⥥ẟ࡛ཌࡃそࢃࢀࡿࠋⴥࡣ▷ࡃᖜࡀᗈࡃ↓ࠊ
ᇶ㒊ࡣ⊃ࡃ࡞ࡗ࡚ⱼἢࡗ࡚⩼≧ὶࢀࡿࠋᇶ‽ள✀ࡢࣖ
ࣁࢬࣁࣁࢥࡢⴥࡢ⾲㠃ࡣ⥳Ⰽ࡛ࠊึࡵ⅊ⓑⰍࡢ⥥ẟࡀ࠶ࡿ
ࡀࠊᚋⷧࡃ࡞ࡿࠋࡑࢀẚᮏள✀ࡢ⥥ẟࡣ࠶ࡲ࡛ṧ
ࡾከ࠸ࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫࠊ⛛∗ᒣᆅ㸧
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᒾ▼ᆅࡸᒾࡢከ࠸◁♟ᆅࠋἲ㠃ࡢᒾቨ࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
┴ෆ⏘ࡣࣖࣁࢬࣁࣁࢥࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊヲ⣽࡞᳨ウࡢ
⤖ᯝࠊᮏ✀࡛࠶ࡿࡇࡀุ᫂ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ௨๓᥇㞟ࡉࢀ
ࡓᶆᮏࢆㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝࠊୖグࡢሙᡤศᕸࡋ࡚࠸ࡿࡇ
ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣  ࠊ㐨㊰ࡢᣑᖜ  ࡸἲ㠃⥳  ࡀῶᑡ
ࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 㐨㊰ᕤࢆ⾜࠺ࡁࡣࠊ⏕⫱ࡢ᭷↓ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧

キタダケヨモギ
静岡県カテゴリー

㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ὸಖ㞝


Artemisia kitadakensis H. Hara et Kitam.

絶滅危惧Ⅱ類（VU） せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ         ࢟ࢡ⛉ $VWHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮 98 㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ளపᮌࠋⱼࡣᐦྀ⏕ࡋࠊⰼⱼࡣ㧗ࡉ 㹼 FPࠋ↓ⰼⱼ
ࡣ 㹼FP ࡛ඛⴥࢆᐦ⏕ࡍࡿࠋⱼⴥࡢⴥ㌟ࡣ㛗ࡉ 㹼
PPࠊᖜ 㹼PPࠊ㹼 ᅇ  ࡋࠊ∦ࡣ⥺ᙧࠋ୧㠃ⓑ
Ⰽࡢ㛗࠸ẟࢆᐦ⏕ࡍࡿࠋⰼᮇࡣ  ᭶ࠋ㢌ⰼࡣⰼⱼከᩘ⥲≧
ࡘࡃࠋ㢌ⰼࡣᖜ PPࠋ⥲ⱖࡣ༙⌫ᙧ࡛⤱ẟࢆᐦ⏕ࡍࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ᒣ┴ࠊ㛗㔝┴ࠊ㟼ᒸ┴㸧ࠊ┴ෆ
࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
㧗ᒣࡢ◁♟ᆅࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡲࡔಶయᩘࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣  ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅ❧ࡕධࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡞ᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧








㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ




ユキヨモギ

Artemisia momiyamae Kitam.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ            ࢟ࢡ⛉ $VWHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮 98 㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ P ෆእࠋⱼࡣྀ⏕ࡍࡿࠋୗ㒊ࡢⴥࡣ㛗ᴃ
ᙧ࡛㛗ࡉ FPࠊ⩚≧  ࡋࠊ⩚∦ࡣࡉࡽ  ୰ࡍࡿࠋ
⾲㠃ࡣࡃࡶẟࡀ࠶ࡾࠊ㠃ࡣ⅊ⓑⰍࡢ⥥ẟࡀᐦ⏕ࡋ࡚࠸
ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㗹ⰼᗎከᩘࡢ㢌ⰼࢆࡘࡅࡿࠋ㢌ⰼ
ࡣ⟄㚝ᙧ࡛ࠊ㛗ࡉ PPࠊᖜ 㹼PPࠋⓑ⥥ẟࡀᐦ⏕ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࣇ࢛ࢵࢧ࣭࣐ࢢࢼせ⣲ࡢ᳜≀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ᮾி㒔୕Ꮿᓥࠊ⚄ዉᕝ┴ࠊ㟼ᒸ┴㸧
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᾏᓊࡢᓴᆅࡸ◁ᆅࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊಶయᩘࡶከࡃ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᾏᓊࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱㐺ᆅࡢᾘኻࡀῶᑡࡢせᅉ࡛
࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢ⎔ቃࢆ࠶ࡲࡾኚࡉࡏ࡞࠸ࡇࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧

ὠᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ὸಖ㞝


シブカワシロギク Aster rugulosus Maxim. var. shibukawaensis Kitam. et Murata
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ         ࢟ࢡ⛉ $VWHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋᆅୗⱼࡣࡋ࡞࠸ࠋⱼࡣ⣽ࡃ┤
❧ࡋศᯞࡣᑡ࡞࠸ࠋⴥࡣ⏕ࡋ࡚⥺≧ᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊ
ࡸࡸ◳ࡃࡊࡽࡘࡁ⦕ࡲࡤࡽప࠸㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋ᰿ฟⴥࡣⰼ
ࡶṧࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㢌ⰼࡣⓑⰍ࡛ᚄ PPࠋ⥲ⱖࡣ
㛗ࡉ 㹼 PPࠋ⥲ⱖ∦ࡣ  ิࠋ⯉≧ⰼࡣⓑⰍ࡛ 㹼 ಶࡘࡁ
㞤ᛶ࡛࠶ࡿࠋᰕ㢌ࡣ  ࠋ⟄≧ⰼࡣ㯤Ⰽ࡛ⰼෙࡢඛࡀ  ࡍ
ࡿࠋ㏆⦕✀ࡢࢧ࣡ࢩࣟࢠࢡࡣⱼࡀ࠶ࡾࠊ᰿ฟⴥࡀⰼ
ࡣ࡞࠸ࠋᯇᕷ༊ᕝࡀᇶ‽⏘ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
㟼ᒸ┴ᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊ┴ෆ࡛ࡣす㒊ࠊ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
⺬⣠ᒾᆅᖏࡢ◁♟ᆅࡸⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣᑡ࡞ࡃᕝ࿘㎶ᒁ㝈ࡍࡿࠋ⏘㔞ࡣᑠ⩌⏕ࡍࡿࠋ᳜
⏕㑄⛣ࡢᅽຊࢆཷࡅ࡚ࠊ⏕⫱ࡀ⾶㏥ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
㛤Ⓨ㸦㸧᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋື≀ࡢ㣗ᐖ
㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 Ꮿᆅ㐀ᡂ࡞⏘ᆅ࿘㎶ࡢ㛤Ⓨࡣࠊៅ㔜࡞㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
᳜⏕㑄⛣ࢆᢚไࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ    
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧







ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




ウラギク

Tripolium pannonicum (Jacq.) Schur

㸦㸻ࣁ࣐ࢩ࢜ࣥ㸧
絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࢟ࢡ⛉ $VWHUDFHDH

静岡県カテゴリー

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
㉺ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ↓ẟ࡛ศᯞࡍࡿࠋⴥࡣᢨ㔪
ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㢌ⰼࡣᚄ FP ࡛⯉≧
ⰼࡣ⣸Ⰽ࡛࠶ࡿࠋෙẟࡣ 㹼 PP 㐩ࡍࡿࠋ⑭ᯝࡣ⊃㛗ᴃ
ᙧ࡛ᡥᖹࠊ㛗ࡉ 㹼PPࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣࢪࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࠊࣇࣜ࢝ࠊᅜෆ࡛ࡣࠊ
ᾏ㐨ࡽᕞࡲ࡛ࡢኴᖹὒᓊศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣࠊ୰㒊
す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
Ἑཱྀ㏆ࡢሷ‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ᪧΎỈᕷᪧ⣽Ụ⏫⏕⫱ࡍࡿࠋᾏᓊࡢࣚࢩࡢ㛫ࠊࣚࢩ
Ᏺࡽࢀࡿࡼ࠺⏕⫱ࡍࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅࡢᾏ㎶ࠊ†ᓊࡢᖸᣅࡸㆤᓊᕤ࡞㸦ࠊ㸧࡛ࠊ
⏕⫱⎔ቃࡀዣࢃࢀῶᑡࡋࡓࠋ
６. 保護対策
 ⌧Ꮡࡍࡿ⏕⫱ᆅ࡛ࡣࠊ⎔ቃ㓄៖ࡋࡓಖㆤᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋ
㸦すཱྀ⣖㞝㸧


フジバカマ



ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ すཱྀ⣖㞝

Eupatorium japonicum Thunb.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ         ࢟ࢡ⛉ $VWHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼Pࠋⱼࡢୗ㒊ࡣ↓ẟࠊୖ㒊ࡸࡸᐦ⦰⣽ẟ
ࡀ࠶ࡿࠋⴥࡣࡩࡘ࠺  ῝ࡋࠊ∦ࡣ㛗ᴃᙧ࠶ࡿ࠸ࡣᢨ㔪≧㛗ᴃ
ᙧࠋ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼FPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㢌ⰼࡣᯞࡢඛ
ከᩘࡘࡃࠋ⥲ⱖࡣ㛗ࡉ 㹼PPࠊ∦ࡣ  ಶࠋᑠⰼࡣ  ಶࠋ⑭ᯝࡣ
㛗ࡉ  PPࠋ㢮ఝࡢࢧ࣡ࣄࣚࢻࣜࡸࣄࣚࢻࣜࣂࢼࡣⴥ⭢Ⅼࡀ࠶
ࡿࡀࠊᮏ✀ࡣ⭢ⅬࢆḞࡃࠋዉⰋ௦୰ᅜࡲࡓࡣᮅ㩭༙ᓥࡽఏ᮶
ࡋࡓ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ᪉௨す㸧ࠊᅄ
ᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
Ἑཎࡸሐ㜵ࠊ㐨ࡤࡓࡢ‵₶࡞ᡤࠋ
４. 生育状況
ࡘ࡚୰㒊す㒊ࡢἙཎ࡞ᗈࡃⅬᅾࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ๓ᅇ
㸦 ᖺ㸧ࡢㄪᰝࡶࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
Ἑᕝᨵಟ㸦㸧ࡸᅵᆅࡢ㐀ᡂᕤ㸦㸧ࠊ᳜⏕ࡢ㑄⛣㸦㸧
ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⮬⏕⏕⫱ᆅࡀぢࡘࡗࡓࡽࠊ⏕⫱㐺ࡋࡓ⎔ቃࢆ⥔ᣢࡋಖ
ࡍࡿࡇࠋ                 㸦ὸಖ㞝㸧





ᕝᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝



アキノハハコグサ Pseudognaphalium hypoleucum (DC.) Hilliard et B. L. Burtt
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ

         ࢟ࢡ⛉ $VWHUDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
୍ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⱼࡣⓑⰍࡢ⥥ẟࡀ࠶ࡿࠋⴥࡣᗈ
⥺ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠊඛࡣ㗦ࡃᇶ㒊ࡣࡸࡸⱼࢆᢪࡃࠋⴥࡣ
ⓑ⥥ẟࡀᐦ⏕ࡍࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㢌ⰼࡣ㩭㯤Ⰽ࡛ᯞඛ
㞟ࡲࡿࠋ⥲ⱖࡣ⌫≧㚝ᙧ࡛㛗ࡉ PPࠊ⥲ⱖ∦ࡣῐ㯤Ⰽ  ิࠋ
ෙẟࡣởⓑⰍ࡛㛗ࡉ  PPࠋ㏆⦕✀ࡢࣁࣁࢥࢢࢧࡣ㧗ࡉࡀ 
FP ௨ୗ࡛⥲ⱖ∦ࡣ  ิ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊྎ‴ࠊࣇࣜࣆࣥࠊࣥࢻ࡞
ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊ
ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ
ᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ

３. 生育環境
ᬮᖏࡢୣ㝠ࡽᒣᆅࡢ࠸ࡓᓴ≧ᆅࡸ᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸
ⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣⅬᅾࡍࡿࠋ⏘㔞ࡣࡸࡸࡲࡲࡗ࡚࠶ࡿࠋᰴᩘࡣᖺ
ࡼࡿᾘ㛗ࡀ࠶ࡿࠋ᳜⏕㑄⛣ࡼࡾࢽࢵࢳࢆዣࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᶞෙࡢ⿕㝜ⲡᆅࡢ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋᓴ≧
ᆅእ᮶✀ࡢ྿ࡁࡅࢆࡍࡿࡇࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿ㸦㸧ࠋ
６. 保護対策
 ᓴ≧ᆅࡸⲡᆅࢆಖࡋࠊ㐣ཤ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡓ₯ᅾⓗ࡞⏕⫱
ᆅࢆࠊ⏕⫱㐺ࡍࡿ⎔ቃᅇࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ヤナギノギク

Aster hispidus Thunb. var. leptocladus (Makino) Okuyama

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ         ࢟ࢡ⛉ $VWHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
㉺ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋ࣐ࣖࢪࣀࢠࢡࡢኚ✀࡛࠶ࡿࠋⱼ
ࡣ୰ࠊୖ㒊࡛ከࡃᯞࢆศࡅࠊᩳୖࡍࡿࠋⴥࡣ⥺ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼
FPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㢌ⰼࡣῐ㟷⣸Ⰽ࡛ࡸࡸᑠࡉࡃᚄ FPࠊ
ෙẟࡣ 㹼PP ࡛࣐ࣖࢪࣀࢠࢡࡼࡾ▷࠸ࠋᚑ᮶ࠊᮏኚ✀ࡣ
㧗▱┴ࡢ⺬⣠ᒾᆅᖏᅛ᭷ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ᭱㏆࡛ࡣᮏ┴ឡ
▱┴┴ቃ㏆⏕⫱ࡍࡿࡶࡢࡶᮏኚ✀ࡉࢀࡓࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴ࠊឡ▱┴㸧ࠊᅄᅜ㸦㧗▱┴㸧
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
⺬⣠ᒾᆅᖏࡢ༙〄ᆅୖࡸⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ಶయᩘࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱ࡍࡿⲡᆅࡸ〄ᆅࡢ㑄⛣㐍⾜㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶
ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⲡᆅࡢಖࡢࡓࡵࠊⲡสࡾ࡞㑄⛣ᢚไࡢᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧







ᯇᕷ༊  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




ヤナギタンポポ
静岡県カテゴリー

Hieracium umbellatum L.

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࢟ࢡ⛉ $VWHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋⱼࡢ㧗ࡉ 㹼FPࠋୖ㒊ࡣ▷ẟᫍ≧ẟࡀᐦ⏕ࡍࡿࠋ
ⱼⴥࡣከᩘ⏕ࡋࠊᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠊᖜ 㹼 PP ࡛⦕ࡣ
ᑡᩘࡢ㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⱼࡢඛᩓᡣ≧ᚄ  FP ๓ᚋ
ࡢ㢌ⰼࢆ 㹼 ಶࡘࡅࡿࠋ㢌ⰼࡣ⯉≧ⰼࡢࡳࡽ࡞ࡾⰼෙࡣ㯤Ⰽࠋ
⑭ᯝࡣᰕᙧ࡛ࠊ㛗ࡉ 㹼PPࠊ㯮〓Ⰽ࡛  ⫘ࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ༙⌫ࡢ෭ ᖏᇦࠊᅜෆ࡛ࡣ༡༓ᓥࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄ
ᅜศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
୍⯡ࡣ෭ ᖏᒣᆅࡢࡸࡸ‵ࡗࡓࡇࢁ⏕࠼ࡿࡀࠊᐩኈᒣ࡛ࡣ
◁♟ᆅ⏕࠼ࡿࠋ

㛗㔝┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍
４. 生育状況
ᐩኈᒣࡑࡢ࿘㎶⏕⫱ࡍࡿࡀ⏘ᆅཬࡧಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅࡢ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࢩ࢝
ࡼࡿ㣗ᐖ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿⲡᆅࡢ⥔ᣢ⟶⌮ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧


タカサゴソウ

Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai
subsp. strigosa (H. Lév. et Vaniot) Kitam.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ         ࢟ࢡ⛉ $VWHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⰼⱼࡣ┤❧ࡋࠊ᰿ฟⴥࡣ⥺≧ᢨ㔪ᙧ࡛
㛗ࡉ 㹼FPࠋⰼᮇࡶࡼࡃⓎ㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋⴥ⦕ࡣ∳ṑ≧
⩚≧ࡢḞ้ࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㢌ⰼࡣᚄ 㹼PPࠋᑠⰼࡣ
⯉≧ⰼ࡛ 㹼 ಶࠋⰼෙࡣⓑⰍ࡛ࠊῐ⣸Ⰽࡢ⦕ྲྀࡾࡀ࠶ࡿࠋ⑭ᯝ
ࡣ㛗ࡉ⣙ PP ࡛ෙẟࡣ⣧ⓑⰍࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣࠊ୰ᅜࠊᮅ㩭༙ᓥࠊྎ‴ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊ
ᕞࠊἈ⦖ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍ
ࡿࠋ
３. 生育環境
᫂ࡿ࠸࠸ࡓⲡཎࠋ
４. 生育状況
ࡘ࡚ࡣ┴ෆࡢⲡᆅᗈࡃศᕸࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧
ㄪᰝࡣࠊᕝᕷෆࡢ  ࣨᡤ࡛☜ㄆࡉࢀࡓࡍࡂࡎࠊᅇࡢㄪ
ᰝ࡛ࡣࡃ☜ㄆ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ⲡཎࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࡸ⟶⌮ᨺᲠ㸦㸧ࡼࡿ᳜⏕ࡢኚࡀῶᑡࡢ
せᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
 ⏕⫱ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࡽࠊࡑࡢ࿘㎶ࢆྵࡵ࡚ⲡཎࡋࠊࡑࡢ⥔ᣢ⟶
⌮ࢆ⾜࠺ࡇࠋ             㸦ὸಖ㞝㸧






ᕝᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝



クモマニガナ Ixeridium dentatum (Thunb.) Tzvelev
subsp. kimuranum (Kitam.) J. H. Pak et Kawano
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ

          ࢟ࢡ⛉$VWHUDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋ᰿ฟⴥࡣᗈᴃᙧࠋⱼⴥࡣⱼࢆ
ᢪ࡞࠸ࠋ᭷ⰼⱼࡢⴥࡣ⥺ᙧ࡛࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ  ᭶ࠋ㢌ⰼࡣ㯤
Ⰽࠋࢩࣟࣂࢼࢡ࣐ࣔࢽ࢞ࢼࡣⓑⰍ࡛ྠࡌᢅ࠸࡛࠶ࡿࠋᑠⰼࡣ
㹼 ಶ࠶ࡿࠋ⑭ᯝࡣ㛗ࡉ 㹼 PPࠋ㏆⦕✀ࡢࢽ࢞ࢼࡣᑠ
ⰼᩘࡀ 㹼 ಶ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷ள✀࡛ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦୰㒊௨㸧ศ
ᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ள㧗ᒣᖏ㧗ᒣᖏୗࡢᒾሙࡸᒾ♟ᆅࡢᩳ㠃࡛ࠊ⇱ࡋࡓ
ⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣ༡ࣝࣉࢫᒁ㝈ࡍࡿࠋ⏘㔞ࡣࡁࢃࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋ᳜
⏕㑄⛣ࡢᅽຊࢆཷࡅ࡚ࠊ⏕⫱ࡀ⾶㏥ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋⓏᒣ⪅ࡢ㋃ᅽ㸦㸧ࡶ⬣
ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
Ⓩᒣ㐨ࡢ㎽ᅇᩚഛࡸⓏᒣ⪅ࡢ࣐ࢼ࣮ࡼࡾ㋃ᅽࢆᅇ㑊ࡍ
ࡿࠋ                  㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

12 ,0$*(



ホソバニガナ

Ixeridium beauverdianum (H. Lév.) Springate

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ

           ࢟ࢡ⛉ $VWHUDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋⱼࡢ㧗ࡉ 㹼FPࠋ᰿ฟⴥࡣ⥺≧ᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 
㹼FPࠊᖜ 㹼PPࠋⱼⴥࡣࡩࡘ࠺  ᯛ࠶ࡿࡀⱼࢆᢪ࡞࠸ࠋ
ⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㢌ⰼࡣ㯤Ⰽ࡛┤ᚄ⣙ FPࠋᑠⰼࡣ 㹼 ಶࠋ⑭
ᯝࡣ㛗ࡉ⣙ PPࠊ ⫘ࡀ࠶ࡿࠋⴥࡢᖜࡣ㐪࠺ࡀࠊࢽ࢞ࢼࡢⱼ
ⴥࡣⱼࢆᢪࡁࠊఝࡓ⎔ቃ⏕࠼ࡿࣀࢽ࢞ࢼࡢⱼⴥࡶ▮ᑼ≧
ⱼࢆᢪࡃࡢ࡛ᐜ᫆༊ู࡛ࡁࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࡽࣄ࣐ࣛࣖࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ᪉௨
す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
‵ᆅ࿘㎶ࡢⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣࠊᪧᕷࡢグ㘓ࡶ࠶ࡿࡀࠊ⌧ᅾ
ࡣ㟼ᒸᕷࡢࡳぢࡽࢀࡿࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱⎔ቃࡢ‵ᆅࡢῶᑡ㸦㸧᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀῶᑡࡢ
せᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿⲡᆅࡢ⥔ᣢ⟶⌮ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧







㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍



ヤハズトウヒレン
静岡県カテゴリー

Saussurea sagitta Franch.

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ

        ࢟ࢡ⛉ $VWHUDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ⣽ࡃࠊⴥࡣⱼࡢୖ᪉ࡲ࡛ࡘ
ࡁࠊ▷࠸ࡢ࠶ࡿ▮ࡌࡾᙧࡢ୕ゅᙧ࡛ࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠊᇶ㒊
ࡣⱼἢୗࡍࡿࠋ᰿ฟⴥࡣ㛤ⰼࡣ࡞࠸ࠋⰼᮇࡣ  ᭶ࠋ㢌
ⰼࡣᚄ FPࠊ⣽㛗࠸ࡢඛࡘࡃࠋ⥲ⱖࡣ㛗ࡉ 㹼FPࠊ
⥲ⱖ∦ࡣ  ิࠋⰼෙࡣῐ⣸Ⰽࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦୰㒊㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰
㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ள㧗ᒣᖏ㧗ᒣᖏࡢⲡཎࡸᒾ▼ᆅࠋ
４. 生育状況
ㄪᰝ㊊ࡼࡾ᫂ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧Ⓩᒣ⪅ࡼࡿ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࡀῶᑡࡢ
せᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖ㸦㸧ࡶ⬣
ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
Ⓩᒣ⪅ࡢ⏕⫱ᆅࡢ❧ࡕධࡾࢆไ㝈ࡋࠊࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖ
ࢆ㜵ࡄᑐ⟇ࢆ⾜࠺ࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧

ハチジョウナ

Sonchus brachyotus DC.

静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ

12 ,0$*(



         ࢟ࢡ⛉ $VWHUDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ㛗࠸ᆅୗⱼࢆฟࡋ࡚⦾Ṫࡍࡿࠋ
ⴥࡣ⏕ࠋᗈ࠸ᢨ㔪ᙧ࡛⦕ࡣᑠࡢ㗬ṑࡀ࠶ࡾࠊᇶ㒊ࡣ
ⱼࢆᢪࡃࠋⱼࡶ↓ẟ࡛㠃ࡣ⢊ⓑⰍࠋⰼᮇࡣ 㹼
᭶ࠋ㢌ⰼࡣᚄ 㹼FPࠋ⥲ⱖࡣ 㹼FP ࡛ᐦ⥥ẟࡀ⏕
࠼ࡿࠋᑠⰼࡢⰼ⿕∦ࡣ㯤Ⰽࠋ⑭ᯝࡣ㛗ࡉ PPࠋ୧㠃⦪
㉮ࡿᩘᮏࡢ⥺ࡀ࠶ࡿࠋෙẟࡣ㛗ࡉ PP ࡛ⓑⰍࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣࢲࣇࣜࠊࣝࢱࠊࢧࣁࣜࣥࠊࢡ࣮ࣜࣝࠊ
୰ᅜࠊᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣ༡༓ᓥࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊ
ᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
Ⲩࢀᆅࡸᾏ㎶ࡢ◁ᆅࠋ
４. 生育状況
 ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝ࡛ࡣࠊ⏕⫱⠊ᅖࡣቑຍࡋࡓࡀಶయᩘ
ࡣῶᑡࡋ࡚࠸ࡓࠋᅇࡣㄪᰝ㊊࡛☜ㄆ࡛ࡁ࡞ࡗࡓ
５. 減少の主要因と脅威
⏕⫱⎔ቃࡢῶᑡ㸦㸧ࡢᾏ᳜≀ࡢ➇ྜ㸦㸧ࡀῶ
ᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
⏕⫱ᆅࡢಖ➇ྜࡍࡿ᳜≀ࡢ㝖ཤࡀᚲせ࡛࠶ࡿ

㸦ὸಖ㞝㸧







ୗ⏣ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ



クサノオウバノギク Crepidiastrum chelidoniifolium (Makino) J. H. Pak et Kawano
㸦㸻ࢡࢧࣀ࢜࢘ࣂࣀࣖࢡࢩࢯ࢘㸧
静岡県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ
        ࢟ࢡ⛉ $VWHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼⴥࡣ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼
FP ࡛ࠊ㉁ࡣⷧࡃࠊ⩚≧ࡍࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ
㢌ⰼࡣ  ಶࡢᑠⰼࡀࡘࡃࠋⰼ⿕ࡣ㯤Ⰽࠋ⑭ᯝࡣ⣳㗽ᙧ࡛
㛗ࡉ 㹼PPࠊඛࡣ PP ࡢნ࡞ࡿࠋෙẟࡣⓑ
Ⰽࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜᮾ㒊ࠊᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦ᰣ
ᮌ┴ࠊ㟼ᒸ┴ࠊ୕㔜┴ࠊዉⰋ┴㸧ࠊᅄᅜศᕸࡍࡿࠋ┴
ෆ࡛ࡣᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᒣᆅࡢᒾୖࡸᒾࡢࢀ┠⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸࡚ࠊಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳃ᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࡸ⟶⌮ᨺᲠ㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢ
ኚࠋ
６. 保護対策
⏕⫱ᆅ࠾࠸࡚ࡣ᭱㐺࡞⏕⫱⎔ቃࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧


スルガヒョウタンボク
静岡県カテゴリー

ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ



Lonicera alpigena L. subsp. glehnii (F. Schmidt) H. Hara
var. viridissima (Nakai) Nakai ex H. Hara

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࢫ࢝ࢬࣛ⛉ &DSULIROLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１. 種の解説
ⴠⴥపᮌࠋ㧗ࡉ P ࠋᯞࡣ  ࡲࡓࡣ  ಶࡢ⛸ࡀ࠶ࡿࠋ
ⴥࡣ㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼FPࠋ⦕ẟ௨እࡣẟ
ࡀᑡ࡞࠸ࠋⰼᮇࡣ  ᭶ࠋⰼෙࡣ〓⣚Ⰽ࡛㛗ࡉ⣙  PPࠋᾮᯝ
ࡣ⌫ᙧ࡛  ಶࡀ༙ࡤ௨ୖྜ╔ࡋ࡚⣚Ⰽ⇍ࡍࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ 㛗㔝┴ࠊᒣ┴ࠊ㟼ᒸ┴ ศᕸࡍ
ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
෭ ᖏࡽள㧗ᒣᖏࡢᯘෆࡸᯘ⦕ࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸࡚ࠊಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳜⏕ࡢኚ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࡀࠊࢩ࢝ࡼࡿ㣗
ᐖ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
ᯘෆࡸᯘ⦕ከࡃ⏕⫱ࡍࡿࡢ࡛ࠊⓏᒣ㊰ࡢᩚഛ࡛ࡣὀពࡍ
ࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧

㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ຍ⸨ᚭ








チシマヒョウタンボク Lonicera chamissoi Bunge
静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࢫ࢝ࢬࣛ⛉ &DSULIROLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ⴠⴥᑠపᮌࠋ㧗ࡉ  Pࠋᯞࡣᅄゅ࡛୰ᐇࠋⴥࡣᴃᙧ࡛㛗
ࡉ 㹼FPࠊⴥࡣ▷ࡃࠊ↓ẟ࡛ᑐ⏕ࡍࡿࠋഃ⬦ࡣ 㹼 ᑐ࠶
ࡾ㠃㝯㉳ࡍࡿࠋⰼᮇࡣ  ᭶ࠋⰼࡣ㛗ࡉ 㹼PPࠋⰼࡣ
⃰⣚⣸Ⰽ࡛ࠊᏊᡣࡀ⒵╔ࡋࡓ  ⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼෙࡣ  ၁ᙧ࡛
㛗ࡉ 㹼PPࠋୖ၁ࡣ㛗ࡉ 㹼PP ࡛  ࡍࡿࠋᾮᯝࡣ  ಶ
ࡀྜ╔ࡋ࡚⣚⇍ࡍࡿࠋ㏆⦕✀ࡢࢫࣝ࢞ࣄࣙ࢘ࢱࣥ࣎ࢡ㸦࢚ࢰ
ࣄࣙ࢘ࢱࣥ࣎ࢡ㸧ࡣⰼࡀ⥳㯤〓Ⰽࡽ〓⣚Ⰽ࡛࠶ࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣࣟࢩ㸦ࢧࣁࣜࣥࠊ࣒࢝ࢳࣕࢶ࢝ࠊ࣒࣮ࣝࠊ࢜
࣮࣍ࢶࢡ㸧ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦୰㒊௨㸧ࠊᾏ㐨ศᕸࡍ
ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
㧗ᒣᖏࡢ᪥ᙜࡓࡾࡀࡼࡃࠊᒾ♟ࡀከ࠸ࡸࡸ‵ࡗࡓพᆅ⏕
⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
⏘ᆅࡣ༡ࣝࣉࢫ࡛᭱ࡶࡢᆅᇦᒁ㝈ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏘㔞ࡣ
ࡁࢃࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧Ⓩᒣ⪅ࡼࡿ㋃ᅽ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
Ⓩᒣ㐨ࢆᣦᐃࡋ࡚ࠊ㋃ᅽࡼࡿᙳ㡪ࢆ㍍ῶࡍࡿࠋ
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ニッコウヒョウタンボク
静岡県カテゴリー

㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ຍ⸨ᚭ


Lonicera mochidzukiana Makino

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ         ࢫ࢝ࢬࣛ⛉ &DSULIROLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１. 種の解説
ⴠⴥపᮌࠋ㧗ࡉ P 㐩ࡍࡿࠋⱝᯞࡣᅄゅ࡛↓ẟࠋⴥࡣ
༸ᙧࡽᢨ㔪ᙧ࡛ඛࡣ▷ࡃᑤࡿࠋ㛗ࡉ 㹼 FPࠋᖜ 㹼
FPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㹼 PP ࡢⰼࡢඛ  ⰼࢆࡘࡅࡿࠋ
ⰼෙࡣ၁ᙧ࡛㛗ࡉ FPࠊⓑⰍ࡛ᚋở㯤Ⰽࢆᖏࡧࡿࠋᾮᯝࡣ
⌫ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠋ㹼 ᭶㉥ࡃ⇍ࡍࠋኚ✀ࡢ࣐ࣖࣄࣙ࢘
ࢱࣥ࣎ࢡࡣ┴す㒊ࡢ⺬⣠ᒾᆅᖏศᕸࡋࠊⴥࡣࡼࡾᑠࡉࡃඛ
ࡀ࠶ࡲࡾᑤࡽ࡞࠸ࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ᪉ࠊ୰㒊ᆅ᪉ࠊ㏆␥ᆅ᪉㸧
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦㒊ᆅᇦ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
෭ ᖏࡽள㧗ᒣᖏࡢᶞᯘෆཬࡧᯘ⦕ࠋ
４. 生育状況
༡ࣝࣉࢫࡢᒣ㯄⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳃ᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢኚࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
㏆ᖺࡣࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖ㸦㸧ࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊࡑࡢ᳃ᯘࢆఆ᥇ࡋ࡞࠸ࡇࠋᯘ⦕
ࡶ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛Ⓩᒣ㊰ᩚഛ࡛ࡣὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧





㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ຍ⸨ᚭ




ソナレマツムシソウ
静岡県カテゴリー

Scabiosa japonica Miq. var. littoralis (Nakai) T. Ohba

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ  ࢫ࢝ࢬࣛ⛉ &DSULIROLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ࣐ࢶ࣒ࢩࢯ࢘ࡢኚ✀࡛ࠊࡀపࡃ㧗ࡉ 㹼FP ࡛
࠶ࡿࠋⴥࡣ㠉㉁࡛࣐ࢶ࣒ࢩࢯ࢘ࡼࡾཌ࠸ࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ
ᚑ᮶ࠊ࣐ࢶ࣒ࢩࢯ࢘ࡢရ✀ࡋ࡚ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡓࡀ㡲ᒣ
㸦㸧ࡼࡗ࡚ኚ✀ࡉࢀࡓࠋࢩࢱ࣐࢝ࢶ࣒ࢩࢯ࢘ࡶྠ୍
ࡢศ㢮⩌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭱㏆࡛ࡣⓑ㫽㸦㸧ࡼࡗ࡚ࠊ
ࢯࢼ࣐ࣞࢶ࣒ࢩࢯ࢘ࢩࢱ࣐࢝ࢶ࣒ࢩࢯ࢘ࡣྠ୍ࡢࡶࡢ
ࡳ࡞ࡍࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡢぢゎࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ᪉ࠊ㟼ᒸ┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴
ෆ࡛ࡣఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᾏᓊࡸᒣᆅࡢ㛤ࡅࡓⲡᆅࡸ♟ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４. 生育状況
ୗ⏣ᕷ⏕⫱ࡍࡿࠋಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
ᾏᓊࡢⲡᆅ㛤Ⓨ㸦㸧ࡸࡢⲡᮏ㢮ࡢ⦾ⱱ㸦㸧࡛⏕⫱ሙ
ᡤࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
⏕⫱ሙᡤࡢಖㆤ᳜⏕ࡢ㑄⛣ᢚไࡢࡓࡵࡢ⥔ᣢ⟶⌮ࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࠋᅬⱁ᥇ྲྀࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵ⏘ᆅሗࡢ⟶⌮ࡶᚲせ࡛࠶
ࡿࠋ                  㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

ミシマサイコ
静岡県カテゴリー



ୗ⏣ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ


Bupleurum stenophyllum (Nakai) Kitag.
絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղճ㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࢭࣜ⛉ $SLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１. 種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣୖ㒊࡛ከᩘศᒱࡍࡿࠋⴥࡣ
㛗ࡉ 㹼FPࠊ㉁◳ࡃࠊᖹ⾜⬦ࡀ࠶ࡾࠊ⣽㛗ࡃⓑ⥳Ⰽࠋ᰿ฟ
ⴥࡣୗ᪉ࡀࡋࡔ࠸⣽ࡃ࡞ࡾ࠺ࡘࡾࠊⱼⴥࡣ↓ࠊⴥඛ
ࡣᑤࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㯤Ⰽࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋ
୕ᓥࡢ࠶ࡿ⸆✀ၥᒇࡽࠊゎ⇕ࡋ࡚㔞᥇ྲྀࠊฟⲴ
ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋྡࡣ㞟ᩓᆅࡢ୕ᓥ⏤᮶ࡍࡿࠋ
２. 分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞࠊᑐ㤿
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣࠊఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
ᖏࠊᬮᖏࡢ᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸ࠊࡸࡸ࠸ࡓⲡᆅ⏕⫱ࡍ
ࡿࠋ
４. 生育状況
ྛᆅⅬᅾࡍࡿࠋಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
⸆ⲡࡋ࡚㔞᥇ྲྀࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦㸧ࠋⲡཎࡢῶᑡ
 ࠊ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡶᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
６. 保護対策
⮬⏕ᆅࡢᐃᮇⓗ࡞ⲡสࡾࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ⸆ⲡࡋ࡚ࡢ᥇ྲྀ
࣭ฟⲴࢆ⚗Ṇࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ      
㸦すཱྀ⣖㞝㸧







ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ



ホソバハナウド
静岡県カテゴリー

Heracleum lanatum Michx. subsp. akasimontanum (Koidz.) Kitam.

絶滅危惧Ⅱ類（VU）㸦せ௳㸫ձղ㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࢭࣜ⛉ $SLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㹛 

１. 種の解説
㉺ᖺⲡ㹼ከᖺⲡࠋⱼࡢ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣ⩚≧」ⴥ࡛ᑠ
ⴥࡣ  ಶࠋᑠⴥࡣࡉࡽ῝ࡃศࡍࡿࠋ∦ࡣᢨ㔪ᙧ࡛ඛࡣ
㗦ࡃᑤࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋᩓᙧⰼᗎከᩘࡢⓑⰍࡢⰼࢆࡘࡅ
ࡿࠋⰼᘚࡣ  ಶࠊ㞝ⷁ  ᮏࠊⰼᗎ࿘㎶ࡢⰼࡣࡼࡾࡁ࡞ⰼ
ᘚࢆࡘࡅࡿࠋࡁ࡞ⰼᘚࡣ῝ࡃ  ࡘศࢀࡿࠋᯝᐇࡣᡥᖹ
࡛ࡁࡃࠊୖ㒊  ᮏࡢ⥺≧ᶍᵝࡀ࠶ࡿࠋ
２. 分布
᪥ᮏᅛ᭷ள✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ᒣ┴ࠊ㛗㔝┴ࠊ㟼ᒸ┴㸧ศᕸ
ࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ୍ᖏ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３. 生育環境
෭ ᖏࡽளᐮᖏࡢⲡᆅࡸᯘ⦕ࠋ
４. 生育状況
ᗈࡃ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５. 減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ㏆ᖺࡣࢩ࢝ࡼࡿ
㣗ᐖ㸦㸧ࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６. 保護対策
ࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖࢆ㜵ࡄࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧





㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ὸಖ㞝




テンリュウヌリトラノオ
静岡県カテゴリー

Asplenium shimurae (H. Itô) Nakaike

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳DE㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ    ࢳࣕࢭࣥࢩࢲ⛉ $VSOHQLDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１．種の解説
ᑠ㹼୰ᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋࢾࣜࢺࣛࣀ࢜ఝࡿࡀⴥࡀ⣽㛗
ࡃࠊ↓ᛶⱆࡣ୰㍈ࡢ㏵୰ࡁࠊඛ➃ࡶࡘࡅࡿࠋ
 ௨๓ࡣࢾࣜࢺࣛࣀ࢜ࡢኚ✀ࡋ࡚ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ᭱㏆
ࡢ◊✲࡛⊂❧✀ࡋ࡚ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᪧబஂ㛫⏫ࡀᇶ‽⏘
ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊࢿࣃ࣮ࣝࠊࣈ࣮ࢱࣥࠊࣁ࣡ࠊࣇࣜ࢝ࠊ
ᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦⚟┴࣭㟼ᒸ┴࣭⣖ఀ༙ᓥ㸧ࠊᅄᅜࠊᕞ㸦⇃
ᮏ┴࣭ᐑᓮ┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊㸦ኳ❳ᕝ୰ὶᇦ㸧
ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
 ᬮᖏୖ㒊ࡢ㝜‵࡞㇂㛫ࡢᓴᆅࠋᮏ✀ࡣࢾࣜࢺࣛࣀ࢜㢮ࡢ
୰࡛ࡣ᭱ࡶ㝜‵࡞ሙᡤ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
ᯇᕷኳ❳༊⏕⫱ࡍࡿࠋ⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚ಶయᩘࡣᑡ࡞
࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᒣᯘఆ᥇㸦㸧ࡸᯘ㐨ᕤ㸦㸧࡞ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢᾘኻࠊ
⏕⫱⎔ቃࡢᝏ㸦㸧࡛ಶయᩘࡀῶᑡࡍࡿ༴㝤ᛶࡀ㧗࠸ࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡢ᳃ᯘಖㆤࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ   㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧



ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ


ジュンサイ Brasenia schreberi J. F. Gmel.
静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DEF㸧ኚ᭦࡞ࡋ     ࢪࣗࣥࢧ⛉ &DERPEDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ᾋⴥᛶࡢከᖺⲡࠋⱼࠊⴥࠊⴥࡣ⢓ᾮ≀㉁そࢃࢀࡿࠋ
ⴥࡣᴃᙧ࡛㛗ᚄ 㹼FPࠊỈ㠃ᾋࡧࠊ᰿ⱼࡽఙࡧ
ࡓ㛗࠸ⴥࡀ┪≧ࡘࡃࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣỈ㠃ୖ㛤
ࡁ⣸〓Ⰽ࡛ᚄ FPࠋ㞤ᛶඛ⇍࡛  ᪥┠ࡣ㞤ᛶᮇ࡛  ᪥┠ࡣ
㞝ᛶᮇ࡛࠶ࡿࠋ㏆ఝ✀ࡣ࡞࠸ࡀࠊࣄ࣓ࢩࣟࢧࢨࡢⴥࡣ‴ධ
ࡋ࡚ࠊⴥࡣ┪≧ࡘ࡞࠸ࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ࣓ࣜ࢝ࠊᮾ࣭༡ࢪࠊすࣇࣜ࢝ࠊᅜෆ
࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞࠊἈ⦖ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ
す㒊ఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
పᆅࡢ᪥ᙜࡓࡾࡀࡼࡃࠊỈᗏ᭷ᶵ≀ࡀሁ✚ࡋ࡚࠸࡚ࠊ
Ỉ㉁ࡀࡸࡸ㓟ᛶࡢụ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣఀ㇋す㒊Ⅼᅾࡍࡿࠋ⏘㔞ࡣࡸࡸከ࠸ࠋ㊃ྥࡢ࠶
ࡿᒣ࡛⳯࠶ࡿࡀࠊ⏕⫱ࡢ⬣ጾ࡞ࡿࡣ᥇ྲྀࡣࡉࢀ࡚
࠸࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ụࡢἲ㠃ᔂቯ㸦㸧ࡸ㎰⸆ởᰁ㸦㸧ࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
ụࡢಖᏑῶ㎰⸆ດࡵࡿࠋ      㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧





ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ








オトメアオイ

Asarum savatieri Franch.

静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DEF㸧ኚ᭦࡞ࡋ    ࣐࢘ࣀࢫࢬࢡࢧ⛉ $ULVWRORFKLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１．種の解説
常緑ከᖺⲡࠋⴥ㌟ࡣ༸ᙧࡲࡓࡣᴃᙧࠋ㛗ࡉ 㹼FPࠋᖜ
㹼FPࠋᇶ㒊ࡣᚰᙧࠋ⾲㠃ࡣගἑ࡞ࡃẟࢆᩓ⏕ࡍࡿࠋⰼᮇࡣ
㹼 ᭶ࠋⴟ⟄ࡣࡳࢆᖏࡧࡓ⟄ᙧࠋୖ㒊࡛ᑡࡋࡃࡧࢀࡿࠋႃ
㒊ཱྀ⎔ࡀ࠶ࡿࠋⴟ⟄ෆ㒊ࡢ⦪ぁࡣ 㹼 ᮏࠊ⥙┠≧࡞
ࡿࠋⰼࡣᖺࢆ㉺ࡋ⩣ᖺࡢ 㹼 ᭶⤖ᐇࡍࡿࠋⰼᬑ㏻ⴥࡣ୍
ᖺ࠾ࡁ௦ࡋ࡚ᙧᡂࡉࢀࡿ≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦⚄ዉᕝ┴ࠊ㟼ᒸ┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴
ෆ࡛ࡣఀ㇋ᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
 ᬮᖏࡽ ᖏࡢᶞᯘୗ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
ࢫࢠࡸࣄࣀ࢟ࡢ᳜ᯘᆅࡀᨺ⨨ࡉࢀࠊᯘᗋࡀᬯࡃ࡞ࡾ⏕⫱⎔
ቃࡀᝏࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖ࡛ࠊಶయᩘࡢῶᑡ
ࡶࠊⴥࡶᑠࡉࡃ࡞ࡾ㛤ⰼಶయࡶῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳜ᯘᆅࡢ⟶⌮ᨺᲠ㸦㸧ࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖ㸦㸧ࠊᅬⱁ
⏝᥇ྲྀ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
᳜ᯘᆅࡢ㝖㛫ఆࢆ⾜࠺ࡇࠊࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖࢆ㜵ࡄࡓࡵ
ࡢᰙࢆタ⨨ࡍࡿࡇࠋ 
㸦ὸಖ㞝㸧

エビアマモ

㛗Ἠ⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ


Phyllospadix japonicus Makino

静岡県カテゴリー 準絶滅危惧（NT）（せ௳㸫DE㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࣐ࣔ⛉ =RVWHUDFHDH
㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛

１．種の解説
ỿỈᛶࡢከᖺⲡࠋ᰿ⱼࡶ⠇㛫ࡶ▷ࡃࠊ⠇ࡽከᩘࡢ᰿ࢆฟ
ࡋࠊᐦ⏕ࡍࡿ᰿ẟࡼࡾᒾᅛ╔ࡍࡿࠋⴥࡣ⥺ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼
 FPࠊᖜ 㹼 PPࠊࡃ㯮ኚࡍࡿࠋᰴࡽ▷࠸ⰼࢆ
ฟࡋࠊ㹼 FP ࡢ⥲ⱖෆ⫗✑ⰼᗎࢆసࡿࠋ㞤㞝␗ᰴࠋ
㞝ᰴࡢⰼᗎࡣ㞝ⷁࡀ⏕  ิ୪ࡪࠋ㞤ᰴࡢⰼᗎࡣ㞤ⷁ
௬㞝ⷁࡀ⦪୪ࡪิࡀ  ิ࡛ࡁࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ୰㒊௨すᕞ㒊ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ
࡛ࡣఀ㇋す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
Ἴࡢ࠶ࡽ࠸῝ࡉ 㹼P ࡢᒾ♋ୖ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᾏᓊࡢ㛤Ⓨࡸᩚഛ࡛⏕⫱ᆅࡀῶᑡࡋ
ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᾏᓊࡢᩚഛ㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢῶᑡࡀせᅉ࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊ
ᾏ୰⏕⫱ࡍࡿࡓࡵㄪᰝ㊊ࡼࡿ☜ㄆᩘࡢῶᑡࡶ༑ศ
࠶ࡾᚓࡿࠋ
６．保護対策
ᾏᓊࡢᩚഛࡸ㛤Ⓨࢆィ⏬ࡋࡓࡽࠊ๓ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ⏕⫱
ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽಖㆤ⟇ࢆ❧࡚ࡿࡇࠋ
 㸦ὸಖ㞝㸧




12 ,0$*(






コアマモ

Zostera japonica Asch. et Graebn.

静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DE㸧ኚ᭦࡞ࡋ           ࣐ࣔ⛉ =RVWHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ỿỈᛶࡢከᖺⲡࠋ᰿ⱼࡣ⣽ࡃ┤ᚄ 㹼 PP ࡛ᶓ㏺
࠸ࠊ⠇ࡽ᰿ࠊⴥࡔࡅࢆࡘࡅࡿᯞࠊⰼᗎࢆࡘࡅࡿᯞ
ࢆฟࡍࠋⴥࡣ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼PPࠋⰼᮇࡣẼೃࡸỈ
㠃ࡢᏘ⠇ⓗኚࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࠋⰼⱼࡣ┤❧ࡋࠊⰼᗎࡣ 
㹼 FP ࡛ⴥ㠧ໟࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ✀Ꮚࡣᚰ⓶ෆ  ಶ࡛
ࡁࠊ✀⓶ࡣ〓Ⰽ࡛◳ࡃᖹ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮾࢪ㸦ࣟࢩᴟᮾ㒊ࠊࢧࣁࣜࣥࠊ୰ᅜࠊᮅ㩭
༙ᓥࠊ࣋ࢺࢼ࣒㒊㸧ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊ
ᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
Ỉ῝ P ௨ୗࡢෆᾏࡸἙཱྀࠋᾏỈࡸỶỈࡢ◁࣭◁Ἶᆅࠋ
４．生育状況
ὠᕷ࣭ᚚ๓ᓮᕷ࣭ྡ†⏕⫱ࡍࡿࡀࠊ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧
ࡢㄪᰝࠊᅇࡢㄪᰝࡶྡ†࡛ࡋ☜ㄆࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋ
ࡓࡔࡋࠊㄪᰝ㊊ࡶ࠶ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᾏᗏࠊ†ᗏࡢ⎔ቃኚỈ㉁ởᰁ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ
࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
Ỉ㉁ࡢởᰁࠊở⃮ࢆ㜵ࡄᑐ⟇ࢆㅮࡌࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧

シラン

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ⰼᏕஅ




Bletilla striata (Thunb.) Rchb. f. var. striata

静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DEF㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１．種の解説
 ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ᰿ⱼࡣ⫧ཌࡋᶓ⮩ࡍࡿࠋⴥࡣᩘ
ಶࡀ⏕ࡋᢨ㔪ᙧ࡛ࠊ⦪ぁࡀ࠶ࡾ㛗ࡉ 㹼FPࠋⰼᮇࡣ
㹼 ᭶ࠋⰼࡣ⣸⣚ⰍࡁⓑⰍ࡛ 㹼㸵ಶࡘࡅࡿࠋⴟ∦ഃ
ⰼᘚࡣ⊃㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋ၁ᘚࡣඛࡀ  ࡋ࡚ࠊ
୰∦ࡣᙧ࡛⦪ࡢぁࡀ  ಶ࠶ࡿࠋ㊥ࡣ࡞࠸ࠋ㏆ఝ✀ࡢ࢚ࣅ
ࢿࡣⴥࡀ㛗ᴃᙧ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
 ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦⚟ᓥ┴௨す㸧ࠊ
ᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍ
ࡿࠋ
３．生育環境
 ᬮᖏࡢୣ㝠ᆅ࡛᪥ᙜࡾࡢࡼ࠸‵ࡗࡓⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋᅬⱁ
᱂ᇵࡶࡉࢀࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣ≉す㒊ከ࠸ࠋ⏘㔞ࡣከ࠸ࠋᅬⱁ᥇ྲྀࡢᙳ㡪ࡶᑡ
࡞ࡃ⏕⫱ࡣⰋዲ࡛࠶ࡿࠋ㐓ฟ⮬⏕ุ᩿ࡀᅔ㞴࡞⏕⫱ᆅࡶ
࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
᳜⏕㑄⛣ࢆᢚไࡍࡿ࡞ࠊ⎔ቃᛂࡌ࡚ၿฎࡍࡿࡇࡀ㔜
せ࡛࠶ࡿࠋ               㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧




ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




マメヅタラン

Bulbophyllum drymoglossum Maxim. ex Okubo

静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DEF㸧ኚ᭦࡞ࡋ

       ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１．種の解説
ᖖ⥳ከᖺⲡࠋᶞᮌ࡞╔⏕ࡍࡿࠋⱼࡣ⣒≧࡛◳ࡃࠊᶓ
ఙࡧ࡚ࡇࢁࡇࢁࡽ᰿ࢆฟࡍࠋⴥࡣୗ㒊⫧ཌࡋࡓ㒊
ศࡀ࡞ࡃࠊከ⫗࡞㠉㉁ࡢ༸ᙧࠋ㛗ࡉ 㹼FPࠋⰼᮇࡣ
㹼 ᭶ࠋⰼࡣῐ㯤Ⰽ࡛ᚄ FPࠊⴥ⭆ࡽࡈࡃ⣽࠸ⰼⱼࢆฟ
ࡋ࡚  ಶࢆࡘࡅࡿࠋ၁ᘚࡣᗈᢨ㔪ᙧ࡛᭤ࡍࡿࠋ㏆⦕✀ࡢ
࣒ࢠࣛࣥࡣ༸ᙧ⫧ཌࡋࡓഇ⌫ⱼࡢୖ➃ࡽ  ಶࡢⴥࢆฟ
ࡋࠊⴥࡣಽᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FP ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦⚟ᓥ┴
௨༡㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ
୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᖏᒣᆅࡢᶞୖࡸᒾୖ╔⏕ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣ୰㒊す㒊ከ࠸ࠋ⏘㔞ࡣከ࠸ࠋᶞୖࡢ㧗ᡤࡸᒾሢ
╔⏕ࡍࡿࡢ࡛ࠊṇ☜ࡣ࡛᫂࠶ࡿࡀࠊⴠᯞࡘ࠸࡚࠸ࡿ
≧ἣࡽ⏕⫱ࡣⰋዲ᥎ ࡉࢀࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡶከᑡ
ࡢ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
ྂᮌࡢఆ᥇ࡣࡋ࡞࠸࡛ಖᏑࡍࡿࠋ    㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ムギラン

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




Bulbophyllum inconspicuum Maxim.

静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DEF㸧ኚ᭦࡞ࡋ

         ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１．種の解説
ᖖ⥳ከᖺⲡࠋᶞᮌ࡞╔⏕ࡍࡿࠋ᰿ⱼࡣ⣽ࡃ࡚ࡸࡸ◳
ࡃ㏺࠺ࠋഇ⌫ⱼࡣ༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 PPࠊඛ➃ཌ࠸  ⴥࡀ
ࡘࡃࠋⴥࡣ㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠊඛࡣ㕌㢌ࠋⰼᮇࡣ 
㹼 ᭶ࠋⰼᗎࡣഃ⏕ࡋࠊ㯤ⓑⰍࡢⰼࢆ 㹼 ಶࡘࡅࡿࠋⴟ∦
ഃⰼᘚࡣ༸≧ᴃᙧ࡛ 㹼 ੈࠊ⦕ẟࡀ࠶ࡿࠋ၁ᘚࡣ
⊃༸ᙧ࡛᭤ࡍࡿࠋ㏆⦕✀ࡢ࣑࣐࣒ࣖࢠࣛࣥࡣⴥࡢ㛗ࡉࡀ
PP ௨ୖ࠶ࡾࠊඛࡀ㗦ᑤ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦ᐑᇛ┴௨༡㸧ࠊᅄ
ᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊
ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
 ᬮᖏࡢᶞᖿࡸᒾୖ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣ୰㒊す㒊ከ࠸ࠋ⏘㔞ࡣከ࠸ࠋ⏕⫱≧ἣࡣ⩌⏕
ࡍࡿࡣ㛤ⰼᩘࡀᑡ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡸ㢼ಽᮌࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋᒾሢࡢᔂቯ㸦㸧
ࡸᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
╔⏕ࡋ࡚࠸ࡿᶞᮌࡢఆ᥇ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧






ᓥ⏣ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᩧ⸨⊛




ミヤマムギラン
静岡県カテゴリー

Bulbophyllum japonicum (Makino) Makino

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DEF㸧ኚ᭦࡞ࡋ

          ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１．種の解説
ᖖ⥳ከᖺⲡࠋᶞᮌ࡞╔⏕ࡍࡿࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ
ศᯞࡍࡿࠋഇ⌫ⱼࡣ༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠊඛ➃㸯ⴥࢆࡘ
ࡅࡿࠋⴥࡣᖖ⥳ࡢ㠉㉁࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋⴥඛࡣ㗦ᑤࠋⰼᮇࡣ
㹼 ᭶ࠋⰼⱼࡣⱼࡢᇶ㒊ࡽഃ⏕ࡋ࡚ 㹼 ಶࡢⰼࢆࡘࡅ
ࡿࠋⰼࡣᬯ⣚⣸Ⰽࡁ㯤Ⰽࠋ၁ᘚࡣཌࡃ㛗ࡉ PPࠋ㏆⦕
✀ࡢ࣒ࢠࣛࣥࡣⴥࡢ㛗ࡉࡀ PP ௨ୗ࡛ࠊඛࡀ㕌㢌࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴௨す㸧ࠊᅄ
ᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮ ᖏࡢᒣᆅ࡛㞼㟝ࡀࡿᒣ୰ࡢࠊከࡃࡣᒾୖ࡛࠶ࡿ
ࡀᶞᖿࡶ╔⏕ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣす㒊ࡢࡳ࡛ࡸࡸᑡ࡞࠸ࠋ⏘㔞ࡣࡸࡸᑡ࡞࠸ࠋ⏕⫱≧
ἣࡣ⩌⏕ࡍࡿࡣ㛤ⰼᩘࡀᑡ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋᒾ▼ࡢᔂቯ㸦㸧ࡸᶞ
ᮌࡢఆ᥇㸦㸧ಽᮌࡸⴠᯞ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
╔⏕ࡋ࡚࠸ࡿᶞᮌࡢఆ᥇ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
                  㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

エビネ

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝


Calanthe discolor Lindl.

静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DEF㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１．種の解説
ᖖ⥳ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋഇ⌫ⱼࡣ⌫ᙧ࡛ᚄ FPࠋⴥ
ࡣ 㹼 ಶ࠶ࡾࠊ㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠊ⦪  ᮏࡢ⬦
ࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼⱼࡢ༙ࡤࡼࡾୖከᩘࡢⰼࢆࡘ
ࡅࡿࠋⴟ∦ഃⰼᘚࡣᬯ〓Ⰽࠋ၁ᘚࡣῐ⣚ⰍࡽⓑⰍ࡛  ῝
ࡋࠊ୰∦ࡣ  ὸࡍࡿࠋ㊥ࡣ㛗ࡉ 㹼PPࠊ‴᭤ࡍࡿࠋ
ᯝᐇࡣ༸≧ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊୗᆶࡍࡿࠋ㏆⦕✀ࡢࢧ
࣓࢚ࣝࣥࣅࢿࡣ㊥ࡀ࡞࠸ࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞࠊ⌰
⌫ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᖏࡽ ᖏୗࡢᒣᆅࡢᯘୗ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣ㧗ᒣᖏள㧗ᒣᖏࢆ㝖࠸࡚ᗈ⠊ᅖ࠶ࡾࠊከ࠸ࠋ⏘
㔞ࡣࡁࢃࡵ࡚ከ࠸ࠋ⏕⫱≧ἣࡣ༢⏕ࡽ⩌⏕ࡲ࡛࠶ࡾࠊ㏆ᖺ
ࡣ┠❧ࡗࡓῶᑡࡀ࡞ࡃࠊ᳜ᯘࡢᯘᗋከࡃ⏕⫱ࡍࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡶ⬣ጾ
࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
᳃ᯘఆ᥇ࡢ㝿ࡣࠊᝏᙳ㡪ࢆపῶࡍࡿࡶࠊ⛣᳜ࡋ࡚
௦ൾᥐ⨨ࢆ⾜࠺ࠋ             㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧




ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ








キンラン

Cephalanthera falcata (Thunb.) Blume

静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳DEF㸧ኚ᭦࡞ࡋ

          ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ᰿ࡣࡸࡸኴࡃ⌫ࡣ࡞࠸ࠋⴥࡣࡸ
ࡸཌࡃ 㹼 ಶࡀ⏕ࡋ㛗ࡉ 㹼FPࠊⱼࢆᢪࡁࠊⴥ⬦ࡀ㝯
㉳ࡋ࡚┠❧ࡕࠊ㏱ࡍ  ⓑ⥺ࡑࡢ୰ 㹼 ಶࡢ⥳⥺ࡀ
࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⱼࡢୖ㒊⥲≧ⰼᗎ㩭㯤Ⰽࡢⰼࢆ
㹼 ಶࡘࡅࡿࠋⰼࡣୖྥࡁ༙㛤ࡋ࡚㛗ࡉ 㹼PPࠋ၁
ᘚ㯤〓Ⰽࡢ⫧ཌࡋࡓ㝯㉳᮲ࡀ࠶ࡿࠋ㊥ࡣ⟄ᙧࠋ㏆⦕✀ࡢ
ࢠࣥࣛࣥࡢⴥࡣⷧࡃࠊ㊥ࡣ㗹ᙧࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
 ᬮᖏࡽ ᖏࡢᒣ㔝ࡢᯘୗ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣ㧗ᒣᖏள㧗ᒣᖏࢆ㝖࠸࡚ᗈ⠊ᅖ࠶ࡾከ࠸ࠋ⏘㔞
ࡣࡁࢃࡵ࡚ከ࠸ࠋ⏕⫱≧ἣࡣࡼ࠸ࡀᅬⱁ᥇ྲྀࡼࡾᰴᩘࡀῶ
ᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛
࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⮬↛⏘≀ࡣඹ᭷ࡢ㈈⏘࡛࠶ࡾࠊከࡃࡢ┴Ẹࡀほ㈹࡛ࡁࡿࡼ
࠺ࠊಖㆤࢆၨⓎࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ  㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ


セッコク Dendrobium moniliforme (L.) Sw.
静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DEF㸧ኚ᭦࡞ࡋ            ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ᖖ⥳ከᖺⲡࠋᶞᮌ࡞╔⏕ࡍࡿࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ
⫗㉁࡞ᰕᙧ࡛⠇ࡀ࠶ࡾࠊᇶ㒊ࡽ᪂ⱑࡀฟྀ࡚⏕ࡍࡿࠋⴥ
ࡣ  ᖺ⏕࡛ཌࡃᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ
ᖺ┠ࡢⴥࡀⴠࡕࡓⱼࡢୖ㒊ࡢ⠇ࠊⓑⰍࡲࡓࡣῐ⣚Ⰽࡢⰼ
ࢆ 㹼ᩘಶࡘࡅࡿࠋⴟ∦ࡣᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠋ၁ᘚࡣ
⊃༸≧୕ゅᙧ࡛୰ኸከᩘࡢ▷ẟࡀ࠶ࡿࠋ㏆⦕✀ࡢ࢟ࣂࢼ
ࣀࢭࢵࢥࢡࡣⰼᮇࡀ 㹼 ᭶࡛ࠊⰼࡀῐ㯤⥳Ⰽ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊྎ‴ࠊ୰ᅜࠊࣄ࣐ࣛࣖࠊᅜෆ࡛ࡣᮏ
ᕞࠊᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰
㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮ ᖏࡢᕧᮌࡢᶞୖཪࡣᒾቨୖ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣᗈ⠊ᅖ࠶ࡾከ࠸ࠋ⏘㔞ࡣከ࠸ࠋ⚄♫ࡢቃෆࡢಖᏑ
ᶞ╔⏕ࡍࡿࡇࡀከ࠸ࠋᅬⱁ᥇ྲྀࡼࡾῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡸ㢼ಽ
ᮌ࣭ⴠᯞ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
ᕧᶞྂᮌࡣṔྐⓗ࡞౯್ࡀ㧗ࡃࠊື᳜≀ࡢఫࡳᐙ࡛ࡶ࠶
ࡾಖᏑࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ      㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧




࿘ᬛ㒆᳃⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ








タシロラン

Epipogium roseum (D. Don) Lindl.

静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DE㸧ኚ᭦࡞ࡋ            ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１．種の解説
⳦ᚑᒓᛶᰤ㣴ࡢከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋᆅୗⱼࡣᴃ
ᙧࠋⱼࡣⓑ㯤Ⰽࠋⴥࡣ㯤ⓑⰍ࡛ࠊ㏥ࡋ࡚㠧≧࡛࠶ࡿࠋⰼᮇ
ࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣⓑⰍ࡛⥲≧ⰼᗎࡘࡃࠋⴟ∦ࠊഃⰼᘚࠊ၁
ᘚࡣࡶ㛗ࡉ 㹼PPࠋ၁ᘚࡣᗈ༸ᙧ࡛⣸⣚Ⰽࡢ⣽Ⅼࢆ
ᩓࡾࡤࡵ⫼㠃ࡀⴭࡋࡃࡩࡃࢀࠊෆ㠃ࡢ୰ኸ  ᮲ࡢࡉ
≧ࡢ㝯㉳ࡀ࠶ࡿࠋ㊥ࡣ㛗ᴃᙧ࡛ PPࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ⇕ᖏࣇࣜ࢝ࠊࢪࠊ࢜ࢭࢽࠊᅜෆ࡛ࡣ
ᮏᕞ㸦㛵ᮾ௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ
ఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
 ⇕ᖏࠊᬮᖏࠊ ᖏࡢࠊᖖ⥳ᶞࡢ⭉ⴥᅵࡀከࡃ࡚ⷧᬯ࠸ᯘᗋ
⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣపᆅከ࠸ࠋ⏘㔞ࡣከ࠸ࠋ㏆ᖺ࡛ࡣ᪂⏘ᆅࡢ☜ㄆ
ሗࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋᖺࡼࡿⓎ⏕ࡸᰴᩘࡢᾘ㛗ࡀ࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
ᖖ⥳ᗈⴥᶞᯘࢆಖࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧 

クロヤツシロラン

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




Gastrodia pubilabiata Y. Sawa

静岡県カテゴリー 準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DE㸧ኚ᭦࡞ࡋ           ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛

１．種の解説
⳦ᚑᒓᛶᰤ㣴ࡢከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⱼ
ࡢඛ➃ 㹼 ಶࡢⰼࢆᩓᙧ≧ࡘࡅࡿࠋⰼࡣᖏ⣸〓Ⰽ࡛ࢃࡎ
⮯࠸ໝ࠸ࡀ࠶ࡿࠋⴟഃⰼᘚࡣྜ╔ࡋ࡚ࠊඛࡀศࢀ࡚ᖹ
㛤ࡋࠊᚄ 㹼PPࠋ၁ᘚࡢඛ➃㏆  ಶࡢ୕ゅ≧ࡢ✺㉳ࡀ
࠶ࡾࠊෆ㠃ࢡ࣮࣒ࣜⰍࡢẟࢆᐦ⏕ࡍࡿࠋ㏆⦕✀ࡢ࢟ࢨ࢟ࣖ
ࢶࢩࣟࣛࣥࡣ⏕⫱⎔ቃࡶⰼᮇࡶࡰྠࡌ࡛࠶ࡿࡀࠊⰼࡀᖹ㛤ࡋ
࡞࠸࡛၁ᘚẟࡀ࡞࠸ࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㛵ᮾ௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮ ᖏࡢ➉ᯘࡸᖖ⥳ᶞᯘୗ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣす㒊ࢆࡋ࡚ከ࠸ࠋ⏘㔞ࡣࡸࡸከ࠸ࠋྂ࠸➉⸈ࡢ㐺
‵࡛ᮙࡕࡓ➉ࡢᯘᗋ⏕⫱ࡍࡿࡇࡀከ࠸ࠋ⏘ᆅཬࡧ⏘㔞ࡣᖺ
ࡼࡿᾘ㛗ࡀ࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
➉ᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࡸ㛤Ⓨ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
➉ᯘࡣᙉ࠸⦾Ṫຊ࡛ໃຊࢆᗈࡆ㔛ᆅࡸ᳜ᯘᆅᝏᙳ㡪ࢆ
࠼࡚࠸ࡿࡀࠊ➉ᯘࢆ⏕άࡢሙࡋ࡚ඛఫᶒࢆࡶࡘ⏕≀ࡀఫࢇ࡛
࠸ࡿࡢ࡛ࠊ㛤Ⓨࡣៅ㔜㓄៖ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
                     㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧




ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ








ウスギムヨウラン

Lecanorchis kiusiana Tuyama

㸦㸻࢘ࢫ࣒࢟ࣚ࢘ࣛࣥ㸧
静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DE㸧ኚ᭦࡞ࡋ            ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
［ ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧］ 

１．種の解説
⳦ᚑᒓᰤ㣴ࡢከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋᆅୖⱼࡣ┤❧ࡋࠊ
㯤〓Ⰽ࡛࠶ࡿࡀࡃ㯮Ⰽ࡞ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣⱼ
㡬ࡲࡤࡽᩘಶࡘࡅ࡚ࠊῐ㯤Ⰽࠊ㛗ࡉ  FP ᮍ‶࡛༙㛤ࡍ
ࡿࠋ၁ᘚ୰∦ࡢෆ㠃⣚Ⰽࡢẟࡀ࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊ㡑ᅜ㸦῭ᕞᓥ㸧ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ
᪉௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊す
㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ୣ㝠ᆅࡸపᒣᆅࡢᖖ⥳ᗈⴥᶞᯘෆ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
୰㒊す㒊ᗈࡃ⏕⫱ࡋ⩌⏕ᆅࡶ࠶ࡿࠋ᳃ᯘࡢఆ᥇࡛ῶᑡ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅ࡛࠶ࡿ᳃ᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡢ᳃ᯘࡢಖㆤࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧


ミクリ

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ

Sparganium erectum L. var. coranum (H. Lév.) H. Hara

静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DE㸧ኚ᭦࡞ࡋ

            ࣐࢞⛉ 7\SKDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１．種の解説
ᢳỈᛶࡢከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋᆅୗⱼࡣᶓ㏺࠸ࠊඛ
᪂ⱑࢆࡘࡅࡿࠋⴥࡣỈ୰ࡽᢳฟࡋ࡚ࠊ ิ⏕ࡋ⥺ᙧ࡛┤❧ࡋࠊ
᩿㠃ࡣ୕ゅᙧ࡛࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㞤㞝ྠᰴࠋⰼⱼࡣศᯞ
ࡋ࡚ࠊୗ㒊㞤ᛶࡢ㢌ⰼࢆ 㹼 ಶࡘࡅࠊୖ㒊㞝ᛶࡢ㢌ⰼࢆ
㹼ᩘಶࡘࡅࡿࠋ㞟ྜᯝࡣ⥳Ⰽࡢ⌫ᙧ࡛ᚄ 㹼PPࠋᯝᐇࡣಽ
ᗈ༸ᙧ࡛㛗ࡉ PPࠋ㏆⦕✀ࡢࣄ࣓࣑ࢡࣜࡣ㧗ࡉ 㹼FPࠊᯝ
ᐇࡀಽ༸ᙧ࡛㛗ࡉ PPࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣࢪࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࠊࣇࣜ࢝ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ
㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞࠊ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
 పᆅࡢỈࡀὶධࡋࠊἾᅵࡀሁ✚ࡋࡓᕝࡸụࡢỈ‵ᆅ⏕
⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣ୰㒊す㒊࠶ࡾከ࠸ࠋ⏘㔞ࡣከ࠸ࠋᰴᩘࡢ㛤ⰼ
ᰴࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
Ἑᕝᨵಟ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋὥỈ㸦㸧ࡶ୍ⓗ⏕⫱
ࡢ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
Ἑᕝᨵಟࡍࡿࡣࠊ୍᪦ࠊูࡢ㐺ᆅࡸࣂࢣࢶ⛣᳜ࡋ࡚࠾
ࡁࠊᨵಟᚋ᳜࠼ᡠࡋ࡚ඖࡍࡿࠋ     㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧




ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ






ナガエミクリ

Sparganium japonicum Rothert

静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DE㸧ኚ᭦࡞ࡋ           ࣐࢞⛉ 7\SKDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１．種の解説
ᢳỈᛶࡢከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣ  ิ⏕ࡋࠊ᩿㠃
ࡣ୕ゅᙧ࡛࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㞤㞝ྠᰴࠋⰼᗎࡣ⭆⏕࡛
ศᯞࡋ࡞࠸ࠋⰼᗎࡢ㞤㢌ⰼࡣ 㹼 ಶࡘࡁࠊୗ᪉ࡢ㞤㢌ⰼࡣ
ࡀ࠶ࡿࠋୖ᪉ࡢ࡞࠸㞝㢌ⰼࡀᩘಶࡘࡃࠋ㞟ྜᯝࡣ⌫ᙧ
࡛ᚄ 㹼 FPࠋᯝᐇࡣ▷ࡀ࠶ࡾ⣳㗽ᙧ࡛㛗ࡉ  PPࠋ㏆
⦕✀ࡢࢱ࣐࣑ࢡࣜࡣᯝᐇࡢ୰ኸ㒊ศࡀࡃࡧࢀࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍ
ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ࠊ୰㒊ࠊᮾ㒊ࠊఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ỈࡀὶධࡍࡿᑠᕝࡢἾᅵࡀሁ✚ࡋࡓᡤ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣከ࠸ࠋ⏘㔞ࡣࡁࢃࡵ࡚ከ࠸ࠋὶ㏿ࡀ㏿࠸㛤ⰼࢆࡍ
ࡿᰴࡣᑡ࡞࠸ࡀࠊᰤ㣴⦾Ṫࡋ࡚࠸࡚⩌⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
Ἑᕝᨵಟ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡞ࡿࠋỈ㉁ࡢᝏ㸦㸧
ࡸỈ㔞ࡢῶᑡ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
Ἑᕝᨵಟࢆࡍࡿࡣࠊ୍᪦ࠊูࡢ㐺ᆅࡸࣂࢣࢶ⛣᳜ࡋ
࡚࠾ࡁࠊᨵಟᚋ᳜࠼ᡠࡋ࡚ඖࡍࡿࠋ  㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

クロイヌノヒゲ
静岡県カテゴリー

⿄ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ



Eriocaulon atrum Nakai

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DE㸧㸸ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ

     ࣍ࢩࢡࢧ⛉ (ULRFDXODFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１．種の解説
୍ᖺⲡࠋⴥࡣ⥺ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠊ୰㒊ࡢᖜ 㹼 PP
࡛᰿㒊ࡽྀ⏕ࡍࡿࠋⰼⱼࡣ㧗ࡉ 㹼FPࠊ㹼 ⫘࠶ࡿࠋ
ⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㢌ⰼࡣᚄ 㹼PP ࠶ࡿࠋ⥲ⱖ∦ࡣ༸≧ᢨ
㔪ᙧ࡛ୖ㒊ࡣ㯮Ⰽࢆᖏࡧࡿࠋⰼᗋࡣ↓ẟ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊࣄ࣐ࣛࣖࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊ
ᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
ఀ㇋グ㘓ࡢ࠶ࡿࡶࡢࡣࢶࢡࢩࢡࣟࢾࣀࣄࢤ࡛࠶ࡿࠋ
３．生育環境
 పᒣᆅࡢࡓࡵụࡢ␁ࡢ‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
ᯇᕷ༊⏕⫱ࡍࡿࠋ⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚ಶయᩘࡣᑡ࡞
࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᮏ┴࡛ࡣ⏕⫱ᆅࡸ⏕⫱⎔ቃࡀ㝈ᐃࡉࢀ㸦㸧ࠊᏑ⥆ࡢ༴
㝤ᛶࡀ㧗࠸᳜≀࡛࠶ࡿࠋ⏕⫱ᆅ࡛࠶ࡿࡓࡵụࡢᇙࡵ❧࡚
㸦㸧ࡸࠊ࿘㎶ࡢ‵ᆅࡢ㑄⛣㐍⾜㸦㸧࡛ᾘኻࡢ༴㝤ᛶ
ࡀ㧗࠸ࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡢಖㆤ࿘㎶ࡢ‵ᆅࡢ⥔ᣢ⟶⌮ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧






ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ



クモマスズメノヒエ
静岡県カテゴリー

Luzula arcuate (Wahlenb.) Sw.
subsp. unalaschkensis (Buchenau) Hultén.

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DE㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࢢࢧ⛉ -XQFDFHDH
 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣඛࡀ◳㉁ࡋ࡞࠸࡛㗦ᙧࠋ
ⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼᗎࡣᑠᯞࡀ⣽ࡃᆶࢀୗࡀࡿࠋⰼࡣ 㹼 ಶ
ࡎࡘࡘࡁ㛗ࡉ PPࠊᬯ〓Ⰽ࡛ୖ᪉ῐⰍࠊᑠⱖࡣ㎶ẟࡀ࠶ࡾࠊ
ⰼ⿕∦ࡣ㗦ᑤࡍࡿࠋⵧᯝࡣⰼ⿕ྠ㛗ࠋ㏆ఝ✀ࡢࢱ࢝ࢿࡣ
ⴥࡢඛࡀ◳㉁ࡋ࡚㕌ᙧࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ༓ᓥࠊᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊ⡿ࠊḢࠊᅜෆ࡛ࡣ
ᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦୰㒊௨㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡
ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
㧗ᒣᖏࡢ࠸ࡓᒾᆅࡸ◁♟ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
༡ࣝࣉࢫࡢᗈ⠊ᅖ࡛グ㘓ࡀ࠶ࡿࠋ㏆ᖺࡢ⏘ᆅ࡛ࡣᮾᓅ
ࡢ☜ㄆሗࡀ࠶ࡿࠋ⏘㔞ࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡢ㐍⾜ࡀせᅉᛮࢃࢀࡿࠋ
６．保護対策
☜ㄆ⏘ᆅࡣⓏᒣ㐨ࢆ㎽ᅇࡍࡿ࡞≧ἣ࠶ࡗࡓᩚഛࢆࡍ
ࡿࠋ
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍

センダイスゲ

Carex lenta D. Don var. sendaica (Franch.) T. Koyama

静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DE㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ      ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋࢼ࢟ࣜࢫࢤఝࡿࠋ᰿ⱼࡣᶓ
㏺࠺ࠋᯝᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋᑠ✑ࡣⱖࡢ㠧ෆࡽ 㹼 ಶฟ࡚ࠊ
㞤㞝ᛶ࡛࠶ࡾࠊୖ᪉▷ࡃ㞝ⰼࡀࡘࡁࡑࡢୗ㞤ⰼࢆࡘࡅ
ࡿࠋᯝ⬊ࡣᗈᴃᙧ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᾏᓊ㏆ࡢᯘෆࡸᯘ⦕⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
ୗ⏣ᕷ⏕⫱ࡍࡿࠋ⏕⫱ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸࡚ಶయᩘࡣᑡ࡞
࠸ࠋ㏆ᖺࠊ┴ෆ࠾࠸࡚᪂ࡓศᕸࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᾏᓊ㏆ࡢ㐟Ṍ㐨ἢ࠸⏕⫱ࡍࡿࡢ࡛Ṍ㐨ᩚഛ㸦㸧࡞
࡛⏕⫱ᆅࡀᾘኻࡍࡿ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
６．保護対策
㐟Ṍ㐨ᩚഛࡢ㝿ࡣᮏ✀ࢆㄆ㆑ࡋࠊ⏕⫱ᆅࡢಖㆤດࡵࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧





ୗ⏣ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ






ヒメコヌカグサ
静岡県カテゴリー

Agrostis valvata Steud.

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳DE㸧ኚ᭦࡞ࡋ

             ࢿ⛉ 3RDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ⛩ࡣࡸࡸከᩘ᮰⏕ࡋࠊ⣽ࡃ࡚ᰂ
ࡽ࠸ࠋⴥ㌟ࡣᡥᖹ࡛ẟࡣ࡞ࡃࠊᖜ 㹼 PPࠋⰼᮇࡣ 㹼
᭶ࠋ㗹ⰼᗎࡢᯞࡣ༙㍯⏕࡛ࠊ㛗ࡉ 㹼 PP ࡢᑠ✑ࢆࡲ
ࡤࡽࡘࡅࡿࠋᑠⰼࡣⱖ㢒ྠ㛗ࡼࡾᑡࡋ㛗ࡃࠊᑠⰼࡀᩓ
ࡗࡓࡢࡕࡶୖⱖ㢒ࡀṧࡿࠋⰢࡣ࡞࠸ࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ᪉௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศᕸ
ࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
 ୣ㝠ᆅࡢᯘෆࡸᯘ⦕ࡢ‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
す㒊Ⅼᅾࡍࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅࡣ㛤Ⓨࡉࢀࡸࡍ࠸‵ᆅ࡞ࡢ࡛ࠊῶᑡഴྥ࠶ࡿ
㸦㸧ࠋ
６．保護対策
ᅵᆅ㛤Ⓨࡢ㝿ࡣ๓ㄪᰝࡑࡢಖㆤᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

ᯇᕷ༊  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ



ヤマシャクヤク Paeonia japonica (Makino) Miyabe et Takeda
静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DEF㸧ኚ᭦࡞ࡋ           ࣎ࢱࣥ⛉ 3DHRQLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ↓ẟ࡛ᇶ㒊㠧≧ࡢ㫣∦ࡀ
࠶ࡿࠋⴥࡣ  ᅇ  ฟ」ⴥࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣⱼ㡬  ಶ
࡛ᚄ 㹼FPࠋⴟ∦ࡣ⥳Ⰽ༸ᙧࠊࡩࡘ࠺  ಶࠋⰼᘚࡣⓑⰍࠊ
㹼 ᯛࠋ㞤ⷁࡣ 㹼 ಶࠋᰕ㢌ࡣࡸࡸእ᭤ࡍࡿࠋ⿄ᯝࡣ‴᭤
ࡍࡿࠋ㏆⦕✀ࡢ࣋ࢽࣂࢼ࣐ࣖࢩࣕࢡࣖࢡࡣ㡬ᑠⴥࡢඛࡀ㗦
ᙧࡲࡓࡣ㕌ᙧ࡛ࠊ㞤ⷁࡣ㹼 ಶࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴
ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮ ᖏࡢపᒣࡽ ᖏᒣᆅ࡛ኟ⥳ᛶᗈⴥᶞᯘࡢᯘᗋࡸ
ᯘ⦕⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣ┴ෆᗈࡃ࠶ࡿࠋ⏘㔞ࡣከ࠸ࠋᅬⱁ᥇ྲྀࡼࡾῶᑡ
ࡢ୍㏵ࢆ㎺ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᅬⱁᑐ㇟✀ࡋ࡚ࡢ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ᳃ᯘఆ
᥇㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏘㔞ࡀῶᑡࡋ࡞࠸࠺ࡕ୍㒊ࡣ୍⯡ேබ㛤ࡋ࡚ほ㈹࡛
ࡁࡿࡼ࠺ಖㆤᩚഛࡍࡿࠋ         㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧





ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ






キバナハナネコノメ
静岡県カテゴリー

Chysosplenium album Maxim. var.flavum

H. Hara

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DE㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࣘ࢟ࣀࢩࢱ⛉ 6D[LIUDJDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ᰿㝿ࡢⱼࡣⰼᚋఙ㛗ࡍࡿࠋⰼⱼ
ࡣⓑⰍࡢ㌾ẟࡀ࠶ࡾࠊⱼⴥࡣ 㹼 ᑐࢆᑐ⏕ࡍࡿࠋⴥ㌟ࡣᡪ
≧㹼⭈ᙧ࡛ࠊ㛗ࡉ 㹼 PPࠊᖜ 㹼 PPࠋⰼᮇࡣ 㹼
᭶ࠋⴟ∦ࡣ┤❧ࡋ࡚㛗༸ᙧࠊඛ➃ࡀᑤࡾࠊ㯤Ⰽ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴ࠊឡ▱┴ࠊᒱ㜧┴ࠊ㛗㔝┴㸧
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ࠊ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
 ᒣᆅࡢἑἢ࠸ࡢᒾୖ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
㒊ᒣᆅࡢྛᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࡸᯘ㐨ࡢᘓタ㸦㸧࡞࡛ῶᑡഴྥ
࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅ࡛࠶ࡿ᳃ᯘࡢಖㆤࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
                 
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

ムカゴネコノメソウ



ᯇᕷኳ❳༊  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ


Chrysosplenium maximowiczii Franch. et Sav.

静岡県カテゴリー 準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DE㸧ኚ᭦࡞ࡋ       ࣘ࢟ࣀࢩࢱ⛉ 6D[LIUDJDFHDH
㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋᆅ୰ᛶࡢ㉮ฟᯞࡢඛ➃㛗ࡉ 
FP ࡢ⌔ⱆࡀฟ᮶ࡿࠋᆅୖᛶࡢ㉮ฟᯞࡣࡩࡘ࠺ⴥࡀࡘ
ࡃࠋⰼⱼࡣ๓ᖺᆅ୰࡛ࡁࡓ⌔ⱆࡽฟ࡚ࠊⓑẟࡀࡲࡤࡽ
ࡘࡃࠋⱼⴥࡣ 㹼 ᑐࡀᑐ⏕ࡲࡓࡣ୍㒊⏕ࡍࡿࠋⴥ㌟ࡣ
༸㹼ᗈಽ༸ᙧ࡛㛗ࡉᖜࡶ 㹼 ੈࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼ
ᗎࡣࡲࡤࡽᑡᩘࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋⴟ∦ࡣ┤❧ࡋࠊᗈ༸ᙧ࡛
⥳Ⰽࡲࡓࡣῐ⥳Ⰽࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㛵ᮾ࣭ᮾᾏᆅ᪉㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ
࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮ 㹼෭ ᖏࡢࡸࡸ‵ࡗࡓᶞᯘୗࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣᑡ࡞ࡃࠊᒣᆅࡢ㛤Ⓨ࡞ࡼࡾῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᒣᯘఆ᥇  ࡼࡿᛴ⃭࡞⎔ቃኚࡸேᕤᯘࡢ⟶⌮ᨺᲠ
㸦㸧ࡼࡿୗᒙ᳜⏕ࡢቑຍࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ
ࢩ࢝ࡼࡿ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡑࡢ࿘㎶ࡢ᳜⏕⟶⌮ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧




㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍






ツメレンゲ

Orostachys japonica (Maxim.) A. Berger
準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DEF㸧ኚ᭦࡞ࡋ㹛      ࣋ࣥࢣࢯ࢘⛉ &UDVVXODFHDH

㹙静岡県カテゴリー

［ ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧］ 

１．種の解説
ከᖺᛶࠋከ⫗᳜≀ࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣከ⫗ࡢᢨ㔪ᙧ࡛
㛗ࡉ 㹼 FPࠊඛ➃ࡀ㗦ࡃᑤࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼⱼ
ࡣ┤❧ࡋࠊሪ≧ࠋⴟ∦ࡣᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ  PPࠋⰼᘚࡣⓑⰍࡢ
ᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 PPࠋ⻤⭢ࡣᅄゅᙧ࡛㛗ࡉ  PPࠋⵂࡣ
ᬯ⣚⣸Ⰽࠋࣟࢮࢵࢺ࡛㉺ࡋ࡚ࠊ㛤ⰼࡋࡓᰴࡣᯤࢀࡿࠋ㏆⦕
✀ࡢ࣡ࣞࣥࢤࡣⵂࡀ㯤Ⰽ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㛵ᮾ௨す㸧ࠊ
ᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍ
ࡿࠋ
３．生育環境
ᾏᓊࡽᒣᆅࡢ᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸ᒾୖ⏕⫱ࡍࡿࠋྂ࠸ⱴ
ⵌࡁࡸ⎰ࡢᒇ᰿ࠊᒣ㔛ࡢẸᐙࢆᅖ࠺▼ᇉࡶ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣఀ㇋す㒊ከ࠸ࠋ⏘㔞ࡣከ࠸ࠋࣟࢮࢵࢺࡶከࡃ⏕
⫱ࡣᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᅬⱁ᥇ྲྀࡢᙳ㡪ࡀ࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
㐨㊰ࡢᣑᖜ㸦㸧࡞ᕤࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢ◚ቯࡀせᅉ
࡛࠶ࡿࠋᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
㐨㊰ࡢᣑᖜᕤࡸࠊ㔠⥙ࡸ྿ࡁࡘࡅࡼࡿⴠ▼㜵Ṇࡢᕤ
ࡼࡿᝏᙳ㡪ࢆᅇ㑊ࡍࡿࠋ       㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

タコノアシ

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ



Penthorum chinense Pursh

㸦㸻ࢧ࣡ࢩ࢜ࣥ㸧
静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DE㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࢱࢥࣀࢩ⛉ 3HQWKRUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１．種の解説
ከᖺᛶࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ◳ࡃୗ㒊࡛ኴࡃ┤❧ࡍࡿࠋ
ⴥࡣ⣽㗬ṑࡀ࠶ࡾࠊࢇ↓ࡢᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋ
ⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ⥲≧ⰼᗎࡣⱼࡢୖ㒊ࡽᩳୖࡋࠊ ᕳ≧ࡽ
ᚎࠎ㛤ࡃࠋⰼࡣᚄ 㹼 PP ࡛ከᩘࡀ୪ࡧࠊⰼᘚࡣ࡞࠸ࠋⵧ
ᯝࡣᚄ 㹼 PPࠋ✀Ꮚࡣ⊃༸ᙧ࡛㛗ࡉ  PPࠋⱼࡸⰼᗎࡣᯤ
ࢀࡓ≧ែ࡛࡛ࡶṧࡾ㉥〓Ⰽࡽᬯ〓Ⰽࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮾࢪࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍ

ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ὸಖ㞝
３．生育環境
Ἑᕝࡸụࡢ⦕࡛Ἶᅵࡀሁ✚ࡋ࡚᰿ඖỈࡀᾐࡿ⛬ᗘࡢἾ
‵ᆅ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣపᆅࡢᗈ⠊ᅖ࠶ࡾከ࠸ࠋ⏘㔞ࡣᖺࡼࡿኚືࡀ࠶
ࡿࡀయ࡛ࡣከ࠸ࠋἙᕝࡢฟỈࡼࡿ᧠ࡀ㉳ࡇࡿࠊ㑄⛣ࢆ
ᢚไࡋ࡚᪂ࡓ࡞⏕⫱ࡢሙ࡞ࡾࠊᇙᅵ✀Ꮚࡽᐇ⏕ࡀ⏕ࡎࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
Ἑᕝࡢᨵಟࡸሐ㜵ࡢ㐀⠏ࡀ㸦㸧⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋࡓࡵụࢆ㛤
Ⓨ㸦㸧ࡋ࡚࡞ࡃࡍࡇࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡢሙࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࢆ⏝࠸ࡓᕤࢆ㑊ࡅࡿࡇࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧






サンショウバラ
静岡県カテゴリー

Rosa hirtula (Regel) Ｎakai

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DE㸧ኚ᭦࡞ࡋ

        ࣂࣛ⛉ 5RVDFHDHH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１．種の解説
ⴠⴥᑠ㧗ᮌࠋᖿࡣኴࡃ  FP ௨ୖ࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋᯞ
ࡣᡥᖹ࡞่ࡀ࠶ࡿࠋⴥࡣወᩘ⩚≧」ⴥ࡛ࠊᑠⴥࡣ 㹼 ᑐࠊ
㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊ⦕⣽࠸ከᩘࡢ㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋⰼ
ࡣ  ᭶ᑠᯞࡢඛࡘࡁࠊᚄ 㹼 FP ࡁ࠸ࠋⰼᘚࡣಽ
༸ᙧ࡛ῐ⣚Ⰽࠊⴟ⟄ࡣ㠃่ࡀ࠶ࡿࠋഇᯝࡣᚄ FP 
ࡢ⌫ᙧ่࡛ࡀከ࠸ࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ᒣ┴ࠊ⚄ዉᕝ┴ࠊ㟼ᒸ┴㸧ศᕸ
ࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋࣇ࢛ࢵࢧ࣐ࢢࢼせ⣲
ࡢ᳜≀ࡉࢀࡿࠋ
３．生育環境
୰㛫 ᖏࡽ෭ ᖏࡅ࡚ࡢᒣᯘෆࡸᯘ⦕ࠋ
４．生育状況
ಶయᩘࡣከࡃ࡞࠸ࡀࠊᐩኈ࣭⟽᰿ࢆ୰ᚰᗈࡃศᕸࡍࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᒣᯘࡢࢫࢠ࣭ࣄࣀ࢟ᯘ  ᅵᆅ㛤Ⓨ  ࡀῶᑡࡢ
せᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡢ㛤Ⓨࡸࢫࢠ࣭ࣄࣀ࢟ࡢᶞ✀㌿ࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡇ
ࠋ                  㸦ὸಖ㞝㸧

サクラバハンノキ
静岡県カテゴリー

ᚚẊሙᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝




Alnus trabeculosa Hand. -Mazz.

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DE㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࢝ࣂࣀ࢟⛉ %HWXODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１．種の解説
ⴠⴥ㧗ᮌࠋ㧗ࡉ  P 㐩ࡍࡿࠋᗂᮌࡣ㒊ศⓗࢥࢡࢧ
ࢠᆺⴥᗎ࡞ࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋⴥࡣ㛗ࡉ 㹼 FP ࡢࡀ࠶
ࡾࠊ㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊ⣽㗬ṑࡀ࠶ࡾഃ⬦ࡣ 㹼
ᑐࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㞝ⰼᗎࡣᯞࡢඛ 㹼 ಶࢆࡘࡅୗᆶ
ࡍࡿࠋ㞤ⰼᗎࡣ㞝ⰼᗎࡢୗ᪉ࡘࡁୖྥࡁ࡛▷ࡀ࠶ࡿࠋ
㏆⦕✀ࡢࣁࣥࣀ࢟ࡣⴥࡢഃ⬦ࡀ 㹼 ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦ᒾᡭ┴௨༡㸧ࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᖏపᆅࡢࡸࡸ‵ࡗࡓሙᡤࡽỈ‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣす㒊ᒁ㝈ࡍࡿࠋ⏘㔞ࡣከࡃ࡞࠸ࠋᗂᮌࡽᡂᮌ
ࡲ࡛࠶ࡾ⏕⫱ࡣⰋዲ࡛࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
⇱㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ‵ᆅࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࡶ⬣ጾ
࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
㐨㊰ᕤ࡞ࡢ㛤Ⓨ⾜Ⅽ࡛ᆅୗỈ⬦ࢆศ᩿ࡋ࡞࠸ࠋ
                 
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧







ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




コオトギリ

Hypericum hakonense Franch. et Sav.

㸦㸻ࢥ࢜ࢺࢠࣜࢯ࢘㸧
静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DF㸧ኚ᭦࡞ࡋ      ࢜ࢺࢠࣜࢯ࢘⛉ +\SHULFDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋᩘᮏࡢⱼࡀྀ⏕ࡋࠊⱼࡣᰕ
ᙧࠋⴥࡣࡸࡸཌࡃࠊᢨ㔪㹼ᴃᙧ࡛ࠊ㛗ࡉ 㹼 PPࠊᖜ 
㹼PPࠋ᫂Ⅼ㉥Ⅼࢆ࠼㎶⦕㯮Ⅼࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼
᭶ࠋⰼࡣ 㹼 ಶࡀᯞඛࡘࡃࠋⰼᘚࡣ㯤Ⰽ࡛ෆഃ㯮⥺
㯮Ⅼࡀ࠶ࡾࠊ⦕㯮Ⅼࡀ࠶ࡿࠋ㞝ⷁࡣ 㹼 ಶ࡛  ᮰
ࡲࡲࡿࠋ㏆⦕✀ࡢࢡࣟࢸࣥࢥ࢜ࢺࢠࣜࡣⴥ㯮Ⅼࡢࡳࡀ
࠶ࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ᮾி㒔ࠊ⚄ዉᕝ┴ࠊᒣ┴ࠊ㟼ᒸ┴㸧
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ᗈࡃศᕸࡍ
ࡿࠋࣇ࢛ࢵࢧ࣐ࢢࢼせ⣲ࡢ᳜≀ࡉࢀࡿࠋ
３．生育環境
ᒣᆅࡢ‵ࡾẼࡢ࠶ࡿᯘ⦕ࡸᯘ㐨ࡢษࡾྲྀࡾἲ㠃ୗ㒊ࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡢ⠊ᅖࡣᗈ࠸ࠋ⏘㔞ࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᯘ㐨ࡢ⟶⌮ࡸᩚഛ㸦㸧ࠋⓏᒣ⪅ࡢ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࠋ
６．保護対策
ᯘ㐨ἲ㠃ࡸⓏᒣ㐨ࡢⲡสࡾࢆ⾜࠺ࡁࡣࠊࢲ࣓࣮ࢪࢆ
࠼࡞࠸ࡼ࠺ὀពࡍࡿࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧

ミズマツバ

ᑠᒣ⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝


Rotala mexicana Cham. et Schltdl.

静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）（せ௳㸫DE㸧ኚ᭦࡞ࡋ         ࣑ࢯࣁࢠ⛉ /\WKUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１．種の解説
୍ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋᇶ㒊ࡣᯞࢆఙࡤࡋ࡚ᆅ㠃ࢆ㏺࠺ࠋ
ⴥࢆ 㹼 ᯛ㍯⏕ࡋࠊ⥺㹼㛗ᢨ㔪ᙧࠊ㛗ࡉ 㹼PP ࡛࠶ࡿࠋ
ⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣⴥ⭆༢⏕ࡋῐ⣚Ⰽࠊⴟ⟄ࡣ୕ゅ
ᙧࡢ∦ࡀ࠶ࡾࠊ㛗ࡉ PPࠋⰼᘚࡣ࡞࠸ࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊࣇࣜࣆࣥࠊࣥࢻࠊ୰ኸ㹼
すࢪࠊࣇࣜ࢝ࠊ୰ኸ࣓ࣜ࢝࡞ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊ
ᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊ୰㒊ࠊす㒊
ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᖹᆅࡽᒣ㛫㒊ࡢỈ⏣ࠊụࡸ୰ᑠἙᕝࡢἙཱྀ㒊࡞ࡢ
‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
ྛᆅ⏕⫱ࡍࡿࡀ⏘ᆅࡢᾘኻ࡛ῶᑡࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
Ỉ⏣࡞࡛ࡣ⪔సᨺᲠ㸦㸧ࡢቑຍ࡛⏕⫱㐺ᆅࡢᾘኻࠊ
㎰⸆ᩓᕸ㸦㸧࡞ࡼࡾỈ㉁ࡀᝏࡋࡓࡇ࡛ῶᑡࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡢỈ⏣࡛ࡣ⌧ᅾࡢ⪔సᙧែࡢ⥔ᣢࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧




☬⏣ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ



ウスゲチョウジタデ
静岡県カテゴリー

Ludwigia epilobioides Maxim.
subsp. greatrexii (H. Hara) P. H. Raven

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳DE㸧ኚ᭦࡞ࡋ

         ࢝ࣂࢼ⛉ 2QDJUDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１．種の解説
୍ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ┤❧ࡍࡿࠋⴥࡣ⏕ࡋ▷
ࡀ࠶ࡾ⦕ࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ㯤Ⰽࠊⰼ
ᘚࠊⴟ∦ࡣ  ಶࡎࡘࠋⰼᗋⓑẟࡀᐦ⏕ࡍࡿࠋูள✀ࡢࢳࣙ
࢘ࢪࢱࢹࡣⰼᘚࠊⴟ∦ࡀ  ಶࡎࡘ࡛ࠊⰼᗋࡣࡰ↓ẟ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜ༡㒊ࠊྎ‴ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ᪉௨す㸧ࠊ
ᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊ୰㒊ࠊす㒊
ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
‵ᆅỈ⏣ࠊỈ㊰࡞࡛࠶ࡿࠋ
４．生育状況
๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝẚ☜ㄆ⟠ᡤࡀᖜῶᑡࡋ࡚࠸
ࡿࠋㄪᰝ㊊ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
‵ᆅࡢᇙࡵ❧࡚㸦㸧ࡸ‵ᆅࡢ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࠊỈ⏣࡛ࡢ
㝖ⲡࡢ⏝㸦㸧ࠊࡉࡽỈ㊰ࡢࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㸦㸧ࡀ
ῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
ᮏ✀ࢆಖࡍࡿࡣࠊ‵ᆅࢆᐃᮇⓗᨩࡍࡿ࡞ࠊࣚࢩ
ࡢᐦ⏕ࢆ㜵ࡄᑐ⟇ࢆㅮࡌࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ  㸦ὸಖ㞝㸧



㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ


サクラガンピ Diplomorpha pauciflora (Franch. et Sav.) Nakai
㸦㸻ࣄ࣓࢞ࣥࣆ㸧
静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DE㸧ኚ᭦࡞ࡋ      ࢪࣥࢳࣙ࢘ࢤ⛉ 7K\PHUDHFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１．種の解説
ⴠⴥపᮌࠋ㧗ࡉ  P ࠋⴥࡣ༸ᙧ࡛  ิ⏕ࡍࡿࠋ
ୗ㠃అẟࡀ࠶ࡾࠊ㛗ࡉ 㹼PPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼᗎ
ࡣࡺࡿࡃศᒱࡋࠊᩘⰼࡎࡘ㞟ࡲࡿࠋⰼࡣῐ㯤Ⰽ࡛ࠊⴟ⟄ࡣ㛗
ࡉ⣙ PPࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦⚄ዉᕝ┴ࠊ㟼ᒸ┴㸧ศᕸ
ࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋࣇ࢛ࢵࢧ࣐ࢢࢼせ⣲ࡢ᳜
≀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᖏࡢ  ḟᯘࠊᒾሙࠊ㐨㊰ࡢഃቨ࡞᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸ᡤ
ࢆዲࡴࠋ
４．生育状況
ఀ㇋ࡢపᆅᗈࡃ⏕⫱ࡍࡿࠋಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
㑄⛣ࡢ㐍⾜㸦㸧ࡼࡾ⿕㝜ࡉࢀࡿ⾶㏥ࡍࡿࠋಟၿᑎ
༙⣬ࡢཎᩱࡋ࡚㐣ཤ㔞᥇ྲྀࡉࢀࡓ㸦㸧ࠋࡣ༙
⣬ࡢཎᩱࡋ࡚ࡢ᥇ྲྀࡣ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
６．保護対策
➇ྜ㛵ಀ࠶ࡿ㧗ⱼ㞧ⲡࢆᐃᮇⓗสࡾྲྀࡿࡇࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࠋ                㸦すཱྀ⣖㞝㸧





ఀ㇋ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ 㤶す༤Ꮚ






ヤナギヌカボ

Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.
var. paludicola (Makino) H. Hara

静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DE㸧ኚ᭦࡞ࡋ           ࢱࢹ⛉ 3RO\JRQDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１．種の解説
୍ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡢୗ㒊ࡣᩳࡵಽࢀࠊ⠇ࡽ
᰿ࢆฟࡋࠊୖ㒊ࡣ❧ࡘࠋⴥࡣࢇ↓࡛⣽㛗ࡃࠊ㠃
⭢Ⅼࡀ࠶ࡾࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋഇ⥲≧ⰼᗎⰼ
ࡣ㡬⏕ཬࡧ⭆⏕࡛ࡰ┤❧ࡋࠊⰼࢆࡲࡤࡽࡘࡅࡿࠋⴟࡣ 
ࡋ࡚ῐ⣚Ⰽࠊ㛗ࡉ 㹼PPࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜᮾ㒊ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏ
ᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศ
ᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
 పᆅࡸୣ㝠ᆅࡢᆅࡸụ࡞ࡢỈ㎶⏕࠼ࡿࠋ
４．生育状況
㟼ᒸᕷ⏕⫱ࡍࡿࠋ⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚ಶయᩘࡣᑡ࡞ࡃῶᑡ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᆅࡸ‵ᆅࡢ㛤Ⓨ㸦㸧࡛⏕⫱ᆅࡀᾘኻࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓỈ
㎶ࡢ᳜⏕ࡢ㑄⛣㐍⾜㸦㸧࡛⏕⫱⎔ቃࡀᝏࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ
ཎᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡢಖㆤⲡสࡾ࡞㑄⛣㐍⾜ࡢᢚไࡀ㔜せ࡛࠶
ࡿࠋ                  㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

クロミノニシゴリ



㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ

Symplocos paniculate (Thunb.) Miq.

静岡県カテゴリー 準絶滅危惧（NT）（せ௳㸫DE㸧ኚ᭦࡞ࡋ        ࣁࣀ࢟⛉ 6\PSORFDFHDH
㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛

１．種の解説
ⴠⴥపᮌࠋᶞ⓶ࡣ⣬≧ⷧࡃࡣࡀࢀࡿࠋᑠᯞⰼᗎࡣẟࡀ࡞
࠸ࠋⴥࡣಽ༸㹼㛗ᴃᙧ࡛㎶⦕ప࠸⣽㗬ṑࡀ࠶ࡾࠊ㛗ࡉ 㹼
FPࠊ୧㠃ࡶ↓ẟ࡛࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣⓑⰍ࡛㗹
ⰼᗎከᩘࡘࡃࠋᯝᐇࡣ༸⌫ᙧ࡛㯮ࡃ⇍ࡋࠊ㛗ࡉ 㹼PPࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ᮏᕞ㸦ᮾᾏᆅ᪉ࠊ㏆␥ᆅ᪉㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴
ෆ࡛ࡣす㒊㸦ྡ†࿘㎶㸧ศᕸࡋ࡚࠾ࡾࠊ㟼ᒸ┴ࡣᮾ㝈⮬⏕
ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３．生育環境
ୣ㝠ᆅࡢࡓࡵụࡸ‵ᆅࡢࡾ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
ྡ†࿘㎶⏕⫱ࡍࡿࠋ⏕⫱ᆅಶయᩘࡣᑡ࡞ࡃࠊῶᑡഴྥ
ࡀࡳࡽࢀࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅࡀே㔛࿘㎶࡛࠶ࡾࠊᅵᆅ㛤Ⓨ㸦ࠊ㸧ࡢ༴㝤ᛶࡀ㧗
ࡃࠊᾘኻࡋࡓ⏘ᆅࡶ࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅ࡛࠶ࡿࡓࡵụࡸୣ㝠ᆅ࿘㎶ࡢ‵ᆅࡢಖㆤ⏕⫱ሙᡤ
ࡢ⿕㝜ࢆࡉࡅࡿࡓࡵ㛫ఆ࡞ࡢᥐ⨨ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧






ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ




アマギツツジ

Rhododendron amagianum （Makino）Makino

静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DEF㸧ኚ᭦࡞ࡋ           ࢶࢶࢪ⛉ (ULFDFHDH
［ ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ㹀㢮㸦(1㸧］ 

１．種の解説
ⴠⴥపᮌࠋ㧗ࡉ 㹼 Pࠋⱝᯞࡸⴥࡣῐ〓Ⰽࡢ㛗ẟࡀ
ᐦ⏕ࡍࡿࠋⴥࡣᯞඛ  ᯛ㍯⏕ࡍࡿࠋⴥ㌟ࡣࡸࡸཌࡃ⳻ᙧ≧
ᙧࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠋᖜ 㹼FPࠋ୧㠃ࡶ㛗ẟࢆᩓ⏕ࡋࠊ
㠃ࡢ⬦ୖࡣᐦ⏕ࡍࡿࠋ ᭶ୗ᪪㹼 ᭶୰᪪ᯞඛࠊ୍
ಶࡢⰼⱆࡽ 㹼 ಶࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼෙࡣᮒⰍ࡛ࠊᚄ 㹼
FPࠋ㞝ⷁࡣ  ᮏࠊᏊᡣࡣῐ〓Ⰽࡢ㛗ẟࡀᐦ⏕ࡍࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋
ศᕸࡍࡿࠋఀ㇋༙ᓥ≉⏘ࠋ
３．生育環境
ᬮᖏୖ㒊ࡽ ᖏࡢᑿ᰿➽ࠋ
４．生育状況
ሙᡤࡼࡗ࡚ࡣ⩌⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊయⓗࡣῶᑡࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࡸேᕤᯘ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶
ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡢ᳃ᯘࡣⴠⴥᗈⴥᶞ࡛⥔ᣢࡍࡿࡇࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧

アマギシャクナゲ
静岡県カテゴリー

ఀ㇋ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ຍ⸨ ᚭ


Rhododendron degronianum Carriére
var. amagianum (T.Ｙamaz.) T.Ｙamaz.

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DE㸧ኚ᭦࡞ࡋ             ࢶࢶࢪ⛉ (ULFDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ᖖ⥳పᮌࠋ㧗ࡉ 㹼PࠋⱝᯞࡣⓑⰍࡢ⥥ẟࡀ⏕࠼ࡿࠋ
ⴥࡣ㠉㉁㛗ᴃᙧࠊⱝ࠸ࡁࡣ⾲㠃ⓑ࠸అẟࡀ࠶ࡿࠋ
ᡂⴥࡢࡣ▷࠸ᯞ≧ẟࡀᐦ⏕ࡍࡿࠋ ᭶㡭ᯞඛ▷࠸
⥲≧ⰼᗎࢆఙࡤࡋࠊ㹼 ಶࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼෙࡣ⣚⣸Ⰽ
࡛ᚄ 㹼 FPࠋࡩࡘ࠺  ࡍࡿࡀ 㹼 ࡢࡶࡢࡶࡲࡌ
ࡿࠋ㞝ⷁࡣ  ᮏࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ
ఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋఀ㇋༙ᓥ≉⏘ࠋ
３．生育環境
ᬮᖏୖ㒊ࡽ ᖏࡢᑿ᰿➽ࡢ᫂ࡿ࠸ⴠⴥᗈⴥᶞᯘࡢ
ᯘෆࡸᒾሙࠋ
４．生育状況
⩌⏕ᆅࡀ࠶ࡾಶయᩘࡶከ࠸ࡀࠊῶᑡࡋࡘࡘ࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ྎ㢼ࡼࡿ⿕ᐖ㸦㸧ࡸⓏᒣ⪅ࡼࡿ᰿ඖࡢ㋃ࡳࡘࡅ
㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
Ⓩᒣ⪅ࡢ⩌ⴠෆࡢ❧ࡕධࡾࢆไ㝈ࡍࡿࡇࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧





ఀ㇋ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




アシタカツツジ
静岡県カテゴリー

Rhododendron komiyamae Makino

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DE㸧ኚ᭦࡞ࡋ

        ࢶࢶࢪ⛉ (ULFDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１．種の解説
༙ᖖ⥳పᮌࡲࡓࡣ㧗ᮌࠋ㧗ࡉ 㹼Pࠋ P 㐩ࡍࡿࠋ
ⱝᯞࡸⴥࡣῐ〓Ⰽ๛ẟࡀᐦ⏕ࡍࡿࠋⴥࡣⴥኟⴥࡀ
࠶ࡾࠊኟⴥࡣᑠࡉࡃ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼PP ࡛ࢆ㉺ࡍࠋ
㹼 ᭶㡭ࠊᯞඛࡢ  ಶࡢⰼⱆࡽ 㹼 ಶࡢⰼࢆ㛤ࡃࠋⰼෙ
ࡣ⣚⣸Ⰽ࡛ᚄ 㹼FPࠋ㞝ⷁࡣࡩࡘ࠺  ᮏࠊࡁ 㹼 ᮏࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊ㟼ᒸ┴≉⏘࡛࠶ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ศᕸࡍ
ࡿࠋ
３．生育環境
ᖏࡢᯘෆࡸᯘ⦕࠶ࡿ࠸ࡣᒾᆅࠋ
４．生育状況
௨๓ࡣࠊ࡞ࡾࡢಶయᩘࡀᗈ࠸⠊ᅖ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ᳃
ᯘఆ᥇ࡸᯘ✀㌿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㛤Ⓨ㐀ᡂࡼࡗ࡚⏕⫱㠃✚ࡀῶ
ᑡࡋࠊಶయᩘࡶῶᑡࡋࡓࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘ㛤Ⓨ㸦㸧ࡸᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿ᳃ᯘࡢಖࢆᅗࡿࡇࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧

エンシュウシャクナゲ

〈㔝ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




Rhododendron makinoi Tagg ex Nakai

㸦㸻
㸻࣍ࢯࣂࢩࣕࢡࢼࢤ㸧
静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DEF㸧ኚ᭦࡞ࡋ         ࢶࢶࢪ⛉ (ULFDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１．種の解説
ᖖ⥳పᮌࠋ㧗ࡉ 㹼Pࠋⱝᯞࡸⴥࡣ〓Ⰽࡢ⥥ẟࡀᐦ⏕
ࡍࡿࠋⴥࡣ㛗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣ⊃㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼
FPࠊᖜ 㹼FPࠊ㠉㉁࡛ᯞඛ㞟ࡲࡗ࡚ࡘࡃࠋⰼᮇࡣ  ᭶ࠋ
ⰼࡣᯞඛ 㹼 ಶࢆ⥲≧ⰼᗎࡘࡅࡿࠋⰼෙࡣ₃ᩯᙧ࡛
㛗ࡉ 㹼 FPࠊ ୰ࡋ࡚⣚⣸Ⰽࠋ㞝ⷁࡣ  ಶࠋⰼᗎࡢⱖ
∦ࡣ㛤ⰼࡶṧࡿࠋ㏆⦕✀ࡢࢬ࣐ࢩࣕࢡࢼࢤࡣⴥᖜࡀ
㹼FPࠊⰼᗎࡢⱖ∦ࡣ㛤ⰼࡣⴠࡕࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴ࠊឡ▱┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ
࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᒣᆅࡢᑿ᰿ἢࡗࡓᒾሙ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣす㒊ᒁ㝈ࡋ࡚࠸ࡿࠋᑠⱑࢆྵࡵࡿᰴᩘࡣࡸࡸ
ከ࠸ࡀࠊ᳜ᯘ⿕ࢃࢀ࡚㛤ⰼᰴࡣᑡ࡞࠸ࠋᅬⱁ᥇ྲྀࡼࡾῶ
ᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍㒊࡛ࡣಖㆤ࣭ಖࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᶞෙࡢ⿕㝜ࡼࡿ⾶㏥㸦㸧ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀ⬣ጾ࡛
࠶ࡿࠋ
６．保護対策
ᯘෙࡢఆ㛤ࡼࡿග᮲௳ࡢᅇࢆᅗࡿࠋ
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧






ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




シブカワツツジ
静岡県カテゴリー

Rhododendron sanctum Nakai

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DEF㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࢶࢶࢪ⛉ (ULFDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１．種の解説
ⴠⴥపᮌࠋᇶᮏ✀ࢪࣥࢢ࢘ࢶࢶࢪࡢኚ✀ࠋ㧗ࡉ 㹼Pࠋ
࠶ࡲࡾୗᯞࡀᶓᙇࡽࡎࠊᯞࡣୖఙࡧࡿഴྥࡀᙉ࠸ࡢ࡛
࠺ࡁ≧ࡢᶞᙧࢆసࡿࠋⴥࡣࡸࡸࡁࡃᯞඛ  ㍯⏕ࡍࡿࠋ
ⰼⱆⓑ㌾ẟࡀࡸࡸᐦ⏕࠼ࡿࠋⰼࡣ⣚⣸Ⰽ࡛ 㹼 ᭶ୖ᪪
㛤ࡃࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴ࠊឡ▱┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ
࡛ࡣす㒊㸦ᯇᕷ༊㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
⺬⣠ᒾᆅᖏ⩌⏕ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋಶయᩘࡣከ࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅ࡛࠶ࡿ⺬⣠ᒾᆅ࡛ࡢᯘࡢ㑄⛣㐍⾜㸦㸧࡛ῶᑡഴ
ྥࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡲࡓᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡢ༴㝤ᛶࡶᣦࡉࢀࡿࠋ
６．保護対策
ᪧᘬబ⏫ෆ࡛ࡣ⮬⏕ᆅࡢ⩌ⴠࡀ┴ࡢኳ↛グᛕ≀ᣦᐃࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ⏕⫱ሙᡤ࡛ࡢ㛫ఆ࡞ࠊ㑄⛣ᢚไࢆࡣࡿ㐺ษ
࡞⥔ᣢ⟶⌮ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡲࡓᅬⱁ᥇ྲྀ࡞ࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓ
ࡵࡢၨⓎάືࡶษ࡛࠶ࡿࠋ
             㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ࣭ᐑᓮ୍ኵ㸧

ハコネコメツツジ
静岡県カテゴリー

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ




Rhododendron tsusiophyllum Sugim.

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DEF㸧ኚ᭦࡞ࡋ           ࢶࢶࢪ⛉ (ULFDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１．種の解説
ᖖ⥳ᑠపᮌࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋᖿࡣᒅ᭤ࡋࠊᯞࡣ㌴㍯≧
ฟ࡚ᐦ⏕ࡍࡿࠋⱝᯞࡣ〓Ⰽࡢẟࡀᐦ⏕࠼ࡿࠋⴥࡣ⏕ࡋࠊ
ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠊᖜ 㹼PPࠋ୧㠃◳࠸ẟࡀ⏕࠼ࠊ
㠃⬦ୖࡣ〓Ⰽࡢఅẟࡀ⏕࠼ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⴥࡢ㛫
ⓑⰍࡢᑠࡉ࡞⟄ᙧࡢⰼࢆ㛤ࡃࠋⰼෙࡢ⟄㒊ࡣ㛗ࡃ⣙ PPࠋ
ඛࡣὸࡃ 㹼 ࡋࠊⰼࡣ〓Ⰽࡢẟࡀᐦ⏕࠼ࡿࠋ㞝ⷁ
ࡣ  ᮏࠋⵂࡣ⦪ࡅࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦⛛∗࣭ᐩኈᒣ࿘㎶࣭ἑ࣭⟽᰿㏆㸧ࠊ
ᚚⶶᓥศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᐩኈᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍

ᒣᆅࡢᒾሙ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
ᒣᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ⩌⏕ࡋ࡚࠸ࡿᡤࡶ࠶ࡿࠋࡋࡋࠊᅬ
ⱁ⏝᥇ྲྀࡼࡗ࡚ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᅬⱁ⏝᥇ྲྀ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
ᅬⱁ᥇ྲྀࢆ㜵ࡄ᪉⟇ࢆㅮࡎࡿࠋ
                  
㸦ὸಖ㞝㸧










イヌセンブリ
静岡県カテゴリー

Swertia tosaensis Makino
準絶滅危惧（NT）㸦せ௳DE㸧ኚ᭦࡞ࡋ

        ࣜࣥࢻ࢘⛉ *HQWLDQDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１．種の解説
୍ᖺⲡࡲࡓࡣ㉺ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋࢭࣥࣈࣜࡼࡃఝࡿࠋ
ⴥࡣᑐ⏕ࡋࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠊಽᢨ㔪ᙧ࡛ඛࡣ㕌࠸ࠋⰼᮇࡣ 
㹼 ᭶ࠋⰼࡣ⊃࠸㗹≧ࡘࡁ  ᩘᛶࠊⰼෙࡣᚄ PPࠊⓑⰍ
࡛ῐ⣸Ⰽࡢ᮲ࡀ࠶ࡿࠋⲡⱞࡀ࡞ࡃࠊ⸆ࡣ⏝࠸ࡽࢀ࡞
࠸ࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศ
ᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ୣ㝠ᆅࡸపᒣᆅࡢࡓࡵụࡢࡾࡸỈ⏣ࡢ࿘㎶࡞ࡢ‵ࡗ
ࡓⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
ྛᆅⅬᅾࡋࠊ⩌⏕ࡋ࡚࠸ࡿᡤࡶ࠶ࡿࠋ㛤Ⓨࡉࢀࡸࡍ࠸ᡤࡀ
⏕⫱ᆅࡢࡓࡵῶᑡഴྥࡀ࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ࡓࡵụࡢᨵಟ㸦㸧ࡸᅵᆅ㐀ᡂ㸦㸧ࡼࡗ࡚⏕⫱ᆅࡀῶ
ᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊỈ⏣ࡢᅵᡭ࡞࡛ࡣ⟶⌮㊊㸦㸧ࡼ
ࡗ࡚⏕⫱㐺ᆅࡀᾘኻࡋ࡚࠸ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡢಖㆤࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊⲡสࡾ࡞ࢆࡋ࡚ⲡᆅ⎔ቃࡢ
⥔ᣢ⟶⌮ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧



ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ


クサナギオゴケ Vincetoxicum katoi (Ohwi) Kitag.
㸦㸻࣐ࣖ࣡࢟࢜ࢦࢣ㸧
静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DE㸧ኚ᭦࡞ࡋ

     ࢟ࣙ࢘ࢳࢡࢺ࢘⛉ $SRF\QDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ┤❧ࡋ࡚ୖ㒊ࡀᩳୖࡋࠊࢶࣝ
ఙࡧࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋⴥࡣ 㹼 FPࠋⴥࡣⱼࡢ୰㒊ᩘ
ᑐ࠶ࡾࠊ㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊඛࡣᑤࡾᇶ㒊ࡣࡃࡉࡧᙧࠋ
ⱼ㡬㏆࠸ⴥ⭆ࡽᯞศࡍࡿⰼᗎࢆฟࡋࠊⰼࢆࡘࡅࡿࠋ
ⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣῐ⣸〓Ⰽ࡛ᚄ 㹼PPࠋ㏆⦕✀ࡢࢱࢳ࢝
࣓ࣔࢷࣝࡣⴥࢆከᩘࡘࡅ࡚ᇶ㒊ࡀᙧ࡛࠶ࡿࠋⰼࡀⓑⰍࡢࡶ
ࡢࡣရ✀ࢩࣟࣂࢼࢡࢧࢼࢠ࢜ࢦࢣ࠸࠺ࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ᪉௨す㸧ࠊᅄᅜศᕸࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᖏࡢࡸࡸ‵ࡗࡓⲡᆅࡸᖖ⥳ᶞᯘࡢᯘᗋ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣከ࠸ࠋ⏘㔞ࡣከ࠸ࠋ᳜⏕㑄⛣ࡢᅽຊࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ᅬⱁ᥇ྲྀࡶ࠶ࡾῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋᶞෙࡢ⿕㝜࡞ࡗ࡚࠸࡚
⏕⫱ࡀᝏࡃ㛤ⰼᰴᩘࡀᑡ࡞࠸ࠋ
６．保護対策
⿕㝜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㧗ᮌࢆᢥఆࡋ࡚ࠊග᮲௳ࡢᨵၿࢆᅗࡿࡇ
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ             㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧





ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ






スズサイコ

Vincetoxicum pycnostelma Kitag.

静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DE㸧ኚ᭦࡞ࡋ

      ࢟ࣙ࢘ࢳࢡࢺ࢘⛉ $SRF\QDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋࡦࡆ᰿ࡣኴࡃ࡚ከ࠸ࠋⴥࡣ㛗ᢨ㔪
㹼⥺≧㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠊⱼ⏕ࡍࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼
 ᭶ࠋⰼᗎࡣⱼࡢඛࡸୖ㒊ࡢⴥ⭆ࡽฟ࡚ࠊ㞟ᩓ≧ࡲࡤࡽ
ⰼࢆࡘࡅ㯤〓Ⰽ࡛࠶ࡿࠋⰼࡣᮅ㛤ࡁ᪥ࡀᙜࡓࡿ㛢ࡌࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊࢲࣇࣜࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏ
ᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊
ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᖏࡽ ᖏࡢୣ㝠ᆅࡢⲡཎࠊᒣ㯄࡞ࡢ࠸ࡓ᪥ᙜࡓࡾ
ࡢࡼ࠸ሙᡤ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
ྛᆅ⏕⫱ࡍࡿࡀᑡ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅ࡛࠶ࡿⲡᆅ᳜⏕ࡢ㑄⛣㐍⾜㸦㸧࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
６．保護対策
ᯘ࿘㎶ࡸⲡᆅࠊ㎰ᆅࡢᅵᡭ࡞࡛ࡣⲡสࡾ࡞ࢆࡋ࡚ࠊ
ⲡᆅ⎔ቃࡢ⥔ᣢࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ࣭ᐑᓮ୍ኵ㸧

アオホオズキ

ᕝᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




Physaliastrum japonicum (Franch. et Sav.) Honda

静岡県カテゴリー 準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DE㸧ኚ᭦࡞ࡋ            ࢼࢫ⛉ 6RODQDFHDH
㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣ㛗ᴃᙧ࡛ࠊⴥ㌟ࡢ㛗ࡉࡣ 
㹼FPࠊᖜ 㹼FPࠋ㹼FP ࡢࡀ࠶ࡾࠊⱼ
ࡶ▷ẟࢆᩓ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⴥ⭆ࡩࡘ࠺  ಶ
ࡢୗྥࡁࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼෙࡣῐ⥳Ⰽ࡛ᚄ  ࠋᗈ㚝ᙧ࡛
ඛࡣὸࡃ  ࡋࠊእ㠃▷ẟࡀࡸࡸᐦ⏕࠼ࡿࠋᾮᯝࡣ㛗ᴃ
ᙧ࡛㛗ࡉ FPࠊ⥳Ⰽ࡛▷࠸่ࡢ࠶ࡿⴟໟࡲࢀࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞࠊᅄᅜศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ
㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᒣᆅࡢ㇂ἢ࠸ࡢࡸࡸ‵ࡾẼࡢ࠶ࡿᯘ୰⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
Ⅼᅾࡋࠊಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ࢩ࢝ࡼࡿ㋃ࡳࡘࡅ㣗ᐖ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
ࢩ࢝ࡢಶయᩘㄪ⠇ࡸ㜵ㆤᰙࡢタ⨨ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧





ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝






イヌノフグリ

Veronica polita Fr. var. lilacina (T. Yamaz.) T. Yamazaki

静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DE㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࢜࢜ࣂࢥ⛉ 3ODQWDJLQDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１．種の解説
㉺ᖺⲡࠋⱼࡣୗ㒊࡛ศᯞࡋ࡚ᗈࡀࡿࠋⴥࡣ▷ࡀ࠶ࡾࠊୗ㒊
࡛ࡣᑐ⏕ࡋ࡚ୖ㒊࡛ࡣ⏕ࡋࠊⴥ㌟ࡣ༸ᙧ࡛㛗ࡉ  FPࠊ
ࢇ↓ẟ࡛㎶⦕ࡣ⢒࠸㕌㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼ
ࡣⱼࡢୖ㒊ࡢⴥ⭆ࡘࡃࠋⰼࡣ㛗ࡉ PP ࡛࠶ࡿࠋⰼෙࡣᚄ
 PP ࡛  ࡋ࡚ࠊᖏ⣚ⓑⰍ࡛⣸⣚Ⰽࡢ᮲⥺ࡀ࠶ࡿࠋⵧᯝࡣࡸ
ࡸᡥᖹ࡞⌫ᙧ࡛୰ኸࡀࡃࡧࢀࡿࠋ㏆⦕✀ࡢࣇࣛࢧࣂࢯ࢘ࡣⱼࠊ
ⴥࠊⴟ㛗ẟࡀ⏕࠼ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮾࢪࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞࠊἈ⦖ศ
ᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ࠊ୰㒊ࠊᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ྛᆅࡢ᪥ᙜࡓࡾࡀࡼ࠸ᅵᡭࡸ㐨㊰⬥ࡢⲡᆅࠊࡲࡓࡣ▼ᇉ
⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣᗈࡃⅬᅾࡋከ࠸ࠋ⏘㔞ࡣ୍㒊࡛⩌⏕ࡍࡿࡀᑡ࡞࠸ࠋ⌧
ᅾࡣ㒔ᕷᆺఫᏯ⎔ቃࡀከࡃࠊ⏕⫱㐺ࡋࡓ⎔ቃࡀᑡ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᅵᆅ㐀ᡂ㸦㸧ࡸⲡᆅࡢῶᑡ㸦㸧᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡢᅽ
ຊࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ㎰⸆ởᰁ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
᫇࡞ࡀࡽࡢ㔛ᆅࡢ㢼ᬒ࡞ࡿᅵᡭࡸᅵࡢ㐨ࠊࡑࡋ࡚Ẹᐙࡢ
▼✚ࡳࢆṧࡍࡇࡶษ࡛࠶ࡿࠋ      㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ






カリガネソウ

Tripora divaricate (Maxim.) P. D. Cantino

静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DE㸧ኚ᭦࡞ࡋ             ࢩࢯ⛉ /DPLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ P ࠋⱼࡣᅄゅࠊୖ㒊࡛ศᯞࡍࡿࠋⴥࡣᗈ
༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠊᖜ 㹼 FP ࡛ࠊ㹼 FP ࡢⴥࡀ
࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ၁ᙧ࡛㟷⣸Ⰽࠊ㞝ⷁࡣୗྥࡁ‴
᭤ࡋࠊⰼᰕࡶⰼእ✺ࡁฟࡿࠋᙉ࠸⮯Ẽࡀ࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊ
ᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
పᒣᆅࡢ㇂㛫⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
すఀ㇋⏫ࠊ㟼ᒸᕷࠊᯇᕷࠊ†すᕷ࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ⏘ᆅ
ಶయᩘࡣᑡ࡞ࡃࠊῶᑡഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅࡢᒣᯘఆ᥇㸦㸧ࡸᯘ㐨ᣑᖜ㸦㸧࡞ࡼࡗ࡚ῶ
ᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅ࡛࠶ࡿᒣᯘࡢಖㆤࢆᅗࡾࡓ࠸ࠋ

㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧





すఀ㇋⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ 㤶す༤Ꮚ






タチキランソウ

Ajuga makinoi Nakai 

㸦㸻࢚ࣥࢩࣗ࢘࢟ࣛࣥࢯ࢘㸧
静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫E㸧ኚ᭦࡞ࡋ

          ࢩࢯ⛉ /DPLDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋⱼࡣᩘᮏࡀᩳୖࡍࡿಽఅࡋࠊ㛗ࡉ 㹼FP 
࡞ࡿࠋୗ㒊ࡢ 㹼 ᑐࡢⴥࡣ㫣∦≧ࡲࡓࡣࡉࡌ≧࡞ࡿࠋⰼ
ᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⱼࡢୖ㒊ࡢⴥ⭆ 㹼 ಶࡢ⃰࠸㟷⣸Ⰽࡢ၁
ᙧⰼࢆ㍯≧ࡘࡅࡿࠋⰼෙࡣ㛗ࡉ PP ࡛ࠊୖ၁ࡣ┤❧ࡋ 
㹼PP ࠶ࡗ࡚  ࡍࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ᪉す༡㒊㹼ᮾᾏᆅ
᪉㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᒣᆅࡢᯘ⦕ࡸ㐨㊰⬥ࡢ◁♟ᆅࠋ
４．生育状況
๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝẚࡿࠊᯘ㐨⬥ࡢ᳜⏕ࡢⓎ㐩
࡞ࡼࡾ⏕⫱⟠ᡤ࣭ಶయᩘࡣᖜῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᯘ⦕ࡸ㐨㊰⬥ࡢ᳜⏕ࡢⓎ㐩㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢኚࠋ
６．保護対策
≉࡞ࡋࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧


マネキグサ

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




Loxocalyx ambiguus (Makino) Makino 

㸦㸻࣐ࣖ࢟ࢭ࣡ࢱ㸧
静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DE㸧ኚ᭦࡞ࡋ

           ࢩࢯ⛉ /DPLDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣᅄゅᙧ࡛┤❧ࡋศᯞࡍࡿࠋ
⛸ࡣୗྥࡁⓑẟࡀ⏕࠼ࡿࠋⴥࡣࡲࡤࡽᑐ⏕ࡋࠊୗ㒊ࡢ
ⴥࡣᚰᙧࠊୖ㒊ࡢⴥࡣ༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊ⢒㗬ṑࡀ࠶ࡾࠊ⾲
㠃ࡸ⦕ⓑẟࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⴟࡣ  ၁ᙧ࡛࠶ࡿࠋⰼ
ࡣⴥࡢ⬥ 㹼 ಶࡘࡅࠊ ၁ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 PPࠊⰼࡣᬯ⣚
⣸Ⰽ࡛ⓑⰍࡢ⦕ྲྀࡾࡀ࠶ࡿࠋ㏆⦕✀ࡢ࢟ࢭ࣡ࢱࡣⴟࡀ  ὸ
ࡍࡿࠋࡲࡓ࣐ࣖࢪ࢜࢘ࡣ㧗ࡉࡀ FP ௨ୗ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ᰣᮌ┴௨すࡢኴᖹὒഃ㸧ࠊᅄᅜࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
పᒣࡽ ᖏࡢᒣᆅࡢᯘෆࠊᯘ⦕ࡸ㇂ἢ࠸࡞ࡢ‵ࡗࡓᯘ
ᗋ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣྛᆅⅬᅾࡍࡿࠋ⏘㔞ࡣᑡ࡞࠸ࠋᑠ⠊ᅖ⩌⏕ࡍࡿ
ࡀࠊ⎔ቃᝏࡼࡾᙅࠎࡋࡃ⾶ᙅࡋ࡚࠸ࡿಶయࡶ࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣ࡢᅽຊᶞෙࡢ⿕㝜㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ㐺‵
࡞⎔ቃࡀኻࢃࢀࡿࡇࡸᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⿕㝜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㧗ᮌࢆᢥఆࡋ࡚ࠊග᮲௳ࡢᨵၿࢆᅗࡿࡇ
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ             㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧






ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ






Salvia plebeia R. Br.

ミゾコウジュ



㸦㸻࣑ࣘ࢟ࢯ࢘㸧 
静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DE㸧ኚ᭦࡞ࡋ           ࢩࢯ⛉ /DPLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１．種の解説
㉺ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ᰿ฟⴥࡣ㉺ࡋⰼࡣ࡞࠸ࠋⱼⴥ
ࡣᑐ⏕ࡋ㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊ⾲㠃ࡣ⬦ࡀࡇࡳࠊ⣽࠸ࡋ
ࢃࡀ┠❧ࡘࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋᯞඛⰼ✑ࢆฟࡋࠊῐ⣸Ⰽࡢᑠࡉ
࡞၁ᙧⰼࢆከᩘࡘࡅࡿࠋⰼෙࡣ㛗ࡉ 㹼PP ࡛ࠊୗ၁ࡣ⣸Ⰽࡢ
ᩬⅬࡀ࠶ࡿࠋ㞝ⷁࡢⵂ㝸ࡢୖୗࡢ㛗ࡉࡀྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ㏆⦕✀ࡢ
࢟ࣀࢱ࣒ࣛࢯ࢘ࡣⰼᮇࡀ  ᭶௨㝆࡛ࠊⴥࡣ⩚ࡋ࡚ࠊⵂ㝸ࡢୖഃ
ࡣⰼ⣒≧㛗ࡃⰼእ✺ࡁฟࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮾ༡ࢪࠊ࣐࣮ࣞࢩࠊࣥࢻࠊ࣮࢜ࢫࢺࣜࠊ
ᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ
㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
పᆅࡢ⏣ࡢ␁ࡸఇ⪔⏣⏕⫱ࡍࡿࠋἙᕝᩜࡸ‵ࡗࡓ㐨➃ࡶ
ぢࡽࢀࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣᗈ⠊ᅖ࠶ࡾከ࠸ࠋ⏘㔞ࡣᑡ࡞࠸ࠋ⏘㔞ࡣᖺࡼࡿᾘ㛗
ࡀ࠶ࡾࠊ⩌⏕ࡍࡿࡇࡶ࠶ࡿࡀᴫࡋ࡚ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
㎰⸆ởᰁ㸦㸧ࡸ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ⇱㸦㸧
ࡢᙳ㡪ࡶぢࡽࢀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏘ᆅࡢᅡሙᩚഛࡸἙᕝ㛤Ⓨ࡛ࡣࠊྍ⬟࡞㝈ࡾ⏕⫱ࡢᝏᙳ㡪
㓄៖ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ         㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

オオヒキヨモギ
静岡県カテゴリー

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




Siphonostegia laeta S. Moore

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DE㸧ኚ᭦࡞ࡋ       ࣁ࣐࢘ࢶ࣎⛉ 2UREDQFKDFHDH
 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１．種の解説
୍ᖺⲡࠋ༙ᐤ⏕᳜≀ࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋయ㛤ฟࡋࡓ⭢ẟ
ࡀᐦ⏕࠼ࡿࠋⱼࡣᩳୖࡍࡿࠋⴥࡣᑐ⏕ࡋ㸪୕ゅ≧༸ᙧ࡛
ࡁ࡞∦ࡅࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣୖ㒊ࡢⴥ⭆  ಶࡎ
ࡘࡘࡅࡿࠋⴟࡣ⣽࠸⟄ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠋⰼෙࡣ⅊㯤Ⰽ࡛
㛗ࡉ FPࠋୖ၁ࡣඛࡀษᙧ࡛  ࡋ࡞࠸ࠋ㏆⦕✀ࡢࣄ࢟ࣚ
ࣔࢠࡣయ⭢ẟࡀ࡞ࡃ▷ẟࡀ⏕࠼ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ᪉௨す㸧ࠊᅄᅜ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᒣᆅࡢᯘ㐨⬥ࡸᓴᆅࡢࢫࢫ࢟࡞ࡢⲡᮏ㢮ࡲࡌࡗ࡚⏕⫱
ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣす㒊ከ࠸ࠋ⏘㔞ࡣᩘᰴࡎࡘᩓ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡸᯘ㐨ᩚഛ㸦㸧ࡼࡾᰴᩘࡀῶᑡࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
６．保護対策
ⲡཎࡸⲡᆅࡣ✀ࡢከᵝᛶࡢᐆᗜ࡛࠶ࡿࡢ࡛ಖࡍࡁ࡛࠶
ࡿࠋ              㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧




ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ





サワギキョウ
静岡県カテゴリー

Lobelia sessilifolia Lamb.
準絶滅危惧（NT）㸦せ௳DE㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ        ࢟࢟ࣙ࢘⛉ &DPSDQXODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣኴࡃ୰✵࡛ศᯞࡣ࡞ࡃࠊษࡿ
ⓑỒࡀฟࡿࠋⴥࡣከᩘࡀ⏕ࡋᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊୖ㒊ࡢ
ࡶࡢᑠᆺ࡞ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⱼୖ㒊ࡢ⥲≧ⰼᗎከᩘ
ࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼෙࡣ⃰⣸Ⰽ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊ ၁ᙧ࡛ୖ၁ࡣ
 ῝ࡋ࡚ࠊୗ၁ࡣ  ὸࡍࡿࠋⵧᯝࡣ⌫ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 PPࠋ
㏆ఝ✀ࡢ࣑ࢰ࢝ࢡࢩࡣ㧗ࡉࡀ 㹼FP ࡛ⰼࡢ㛗ࡉࡀ FPࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ༓ᓥิᓥࠊࢧࣁࣜࣥࠊྎ‴ࠊᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜᮾ㒊ࠊ
ᮾࢩ࣋ࣜ࡞ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍ
ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᖏࡽ ᖏࡢཎ㔝ࡸୣ㝠ᆅࡢ‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋࡋࡤࡋࡤ⪔
సᨺᲠỈ⏣ࡶ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣⅬᅾࡋ࡚ᑡ࡞࠸ࠋ⏘㔞ࡣ⩌⏕ࡽᩓ⏕ࡍࡿࠋ᳜⏕㑄⛣
ࡢᅽຊࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋᅬⱁ᥇ྲྀࡼࡾῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
‵ᆅࡢ㛤Ⓨ㸦㸧᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋᅬⱁ᥇
ྲྀ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
‵ᆅ࠾ࡅࡿ✀ࡢከᵝᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡶࠊ㛤Ⓨ⾜Ⅽࢆᅇ
㑊ࡋ࡚ಖࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ      㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




タテヤマギク Aster dimorphophyllus Franch. et Sav.
静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DEF㸧ኚ᭦࡞ࡋ

           ࢟ࢡ⛉ $VWHUDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋᆅୗⱼ࡛⦾Ṫࡍࡿࠋⱼࡣᒅ᭤ࡋࠊ
ୖ㒊࡛ࢃࡎศᯞࡍࡿࠋⴥࡣ༸ᙧ࡛ᇶ㒊ࡣᚰ⮚ᙧࠋ㛗ࡉ
FP ࡛ࠊࡁ࡞ṑ∳≧ࡢࡶࡢࡽࠊᤸ≧ࡲࡓࡣ⩚≧୰
ࡍࡿࡶࡢࡲ࡛ኚ␗ࡀࡁ࠸ࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㢌ⰼࡣ⦆
࠸ᩓᡣ≧ࡘࡁࠊᚄࡣ⣙ 㹼FPࠋ⯉≧ⰼࡣⓑⰍࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦⚄ዉᕝ┴ࠊ㟼ᒸ┴㸧ࠊᅄᅜศᕸࡍ
ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᖏࡢᯘෆࡸᯘ⦕⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
ࡇࢀࡲ࡛ಶయᩘࡣẚ㍑ⓗከࡗࡓࡀࠊ㏆ᖺࡣࢩ࢝ࡼࡿ
㣗ᐖ࡛ᛴ⃭ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
㜵ㆤᰙࡢタ⨨ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
    
㸦ὸಖ㞝㸧





㛗Ἠ⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ






イズカニコウモリ
静岡県カテゴリー

Parasenecio amagiensis (Kitam.) H. Koyama

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DE㸧ኚ᭦࡞ࡋ

            ࢟ࢡ⛉ $VWHUDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ⣽࠸ᆅୗⱼࢆఙࡤࡋ⦾Ṫࡍࡿࠋⴥ
ࡣࡩࡘ࠺  ಶࠋୗ㠃ẟࡀ࠶ࡿࠋୗ㒊ࡢⴥࡣ⭈ᙧࠊඛࡣࡃ࠶
ࡽ࠸㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋ㛗ࡉ FPࠊᖜ FPࠊᇶ㒊ࡣ῝࠸ᚰᙧࠊⴥ
ࡣ㛗ࡉ  FP ࠋᇶ㒊ࡣᢪⱼࡋࠊⴥ㠧࡞ࡿࠋⰼᮇࡣ 
㹼 ᭶ࠋ⥲≧㗹ⰼᗎከᩘࡢ㢌ⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼ⦰ẟࢆ
ᐦ⏕ࡍࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦⚄ዉᕝ┴ࠊ㟼ᒸ┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴
ෆ࡛ࡣఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
 ᬮᖏࡽ ᖏୗ㒊ࡢᗈⴥᶞᯘࡸࢫࢠேᕤᯘࡢ⫧Ỻ࡞ᯘᗋࠋ
４．生育状況
ࢩ࢝ࡢᚷ㑊᳜≀࡛ࠊࡢ᳜≀ࡀ࡞࠸ࢫࢠேᕤᯘ࡞ࡢᯘᗋ
㧗ᐦᗘ࡛⩌⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢኚࡀῶᑡࡢせᅉ࡛
࠶ࡿࠋࢩ࢝ࡢႴዲᛶ᳜≀࡞ࡢ࡛ࠊ⌧ᅾࡣࡢ᳜≀ࡀ࡞ࡃ࡞
ࡗࡓᯘᗋࠊࢬ࢝ࢽࢥ࢘ࣔࣜࡔࡅࡀṧࡗ࡚⩌⏕ࡍࡿ≧ἣࢆ
┠ࡍࡿࡀࠊࢩ࢝ࡢ㣗㣵᳜≀ࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ⌧≧࡛ࡣࠊఱࠊ
㣗ᐖྜ࠺㛫ࡢၥ㢟࡛࠶ࢁ࠺㸦㸫㸧ࠋ
６．保護対策
᳃ᯘࡢ㐺ษ࡞⟶⌮ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ     㸦ὸಖ㞝㸧

モリアザミ

ఀ㇋ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ 㤶す༤Ꮚ




Cirsium dipsacolepis (Maxim.) Matsum.

㸦㸻ࢦ࢜࣎࢘ࢨ࣑ࠊࣖࣈࢨ࣑㸧
静岡県カテゴリー 準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DEF㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ
        ࢟ࢡ⛉ $VWHUDFHDH
㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋୗ㒊ࡢⴥࡣ㛗࠸ࡀ࠶ࡾࠊࢆ
ྵࡵ࡚㛗ࡉ 㹼FPࠊⴥ㌟ࡣ㛗ᴃᙧࡲࡓࡣ༸ᙧ࡛ὒ⣬㉁ࠋ
ࡋࡤࡋࡤ⩚≧ษࢀ㎸ࡴࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㢌ⰼࡣᯞඛ༢
⏕ࡋࠊⰼࡣ┤❧ࡍࡿࠋ⥲ⱖࡣᡥ⌫ᙧࠋ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 
㹼FPࠊࡃࡶẟࡀ࠶ࡿࠋ⥲ⱖ∦ࡣ 㹼 ิ࡛እ㎶ࡣ㛤ฟࡍࡿࠋ
ⰼෙࡣᖏ⣸Ⰽࠊࡲࡓࡣ⣚⣸Ⰽࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ
㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
࠸ࡓᒣᆅࡢⲡཎࠋ
４．生育状況
ᐩኈᒣす㯄ࡢᮅ㟝㧗ཎ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊಶయᩘࡣ㠀ᖖ
ᑡ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ⲡཎࡢ⟶⌮ᨺᲠ㸦㸧ࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖ㸦㸧ࡀῶᑡࡢ
せᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱㐺ࡋࡓⲡཎࡢ⥔ᣢ⟶⌮ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸦బ㔝 ᘯ࣭ὸಖ㞝㸧








㛗㔝┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍




ワタムキアザミ
静岡県カテゴリー

Cirsium tashiroi Kitam.

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DE㸧ኚ᭦࡞ࡋ

           ࢟ࢡ⛉ $VWHUDFHDH

［ ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧］ 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ᰿ฟⴥࡣⰼࡶ⏕Ꮡࡋ࡚⩚≧
῝࡛࠶ࡿࠋⴥࡣ㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊ⩚≧῝ࡍ
ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㢌ⰼࡣῐ⣚Ⰽ࡛ⱼ㡬ࡘࡁࠊᩳࡵୗ
ྥࡁ㛤ࡃࠋⱖⴥࡣ 㹼 ಶ࠶ࡾᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋ⥲
ⱖࡣ⟄ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠊ⢓ࡾࡣ࡞࠸ࠋ⥲ⱖ∦ࡣ 㹼 ิࠊ
ᩳୖࡋ࡚ඛ➃ࡣ᭤ࡍࡿࠋ㏆⦕✀ࡢࢫࢬ࢝ࢨ࣑ࡣ㧗ࡉࡀ
㹼FP ࡛⥲ⱖࡣ⢓ࡾࠊ⥲ⱖ∦ࡣ 㹼 ิ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴ࡽ㈡┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴
ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ㟼ᒸ┴ࡣᮾ㝈⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３．生育環境
ᖏᒣᆅࡢᯘෆࡸᯘ⦕⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣす㒊ࡢᒣᆅᒁ㝈ࡍࡿࠋ⏘㔞ࡣከ࠸ࠋ⏕⫱≧ἣࡣ
᳜⏕㑄⛣ࡢᅽຊࢆཷࡅ࡚ࡸࡸ⾶㏥ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡸᯘ㐨࡞ࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏘ᆅࡢ㛤Ⓨ⾜Ⅽࡣ⣽ᚰࡢὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ᳜⏕㑄⛣ࢆ
ᢚไࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ       㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

イズハハコ

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




Conyza japonica (Thunb.) Less.

㸦㸻࣡ࢱࢼ㸧
静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DE㸧ኚ᭦࡞ࡋ

           ࢟ࢡ⛉ $VWHUDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１．種の解説
୍ᖺⲡ㹼㉺ᖺⲡࠋ㧗ࡉ FP ࠋయ⅊ⓑⰍࡢ㌾ẟࡀከ
࠸ࠋⴥࡣୗ㒊ࡸࡸࣟࢮࢵࢺ≧㞟ࡲࡾࠊ㛗ᴃᙧ࡛㢌ࠊ㛗
ࡉ 㹼FP ࡛ࠊᇶ㒊ࡣⱼࢆᢪࡃࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㢌ⰼࡣ㛗⌫
㹼ᰕᙧࠊᚄ⣙ PPࠊⱼ㡬ᐦ㞟ࡋ࡚ࡘࡃࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊ࣐࣮ࣞࢩࠊࣥࢻࠊࣇ࢞ࢽࢫࢱࣥࠊᅜ
ෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ᪉௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
 㐨㊰ࡢษᅵ㠃ࡸᓴᆅ࡞༙〄ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
ྛᆅᗈࡃ⏕⫱ࡍࡿࠋࡼࡃ㛤ⰼ⤖ᐇࡋ✀Ꮚࡣ㢼࡛ᗈࡀࡿࠋ⏕
⫱ᾘ㛗ࡀ࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
㐨㊰ᕤ㸦㸧ࡸᅵᆅ㐀ᡂ㸦㸧࡞ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢᾘኻࡸ
ⲡᆅࡢ㑄⛣㐍⾜㸦㸧ࡼࡿ⿕㝜࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡢಖㆤࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡀࠊ༙〄ᆅ≧ࡢ⎔ቃ⏕⫱ࡍࡿ᳜
≀࡞ࡢ࡛ⲡสࡾ࡞᳜⏕㑄⛣ࡢᢚไࡀ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ࣭ᐑᓮ୍ኵ㸧




ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ






カワラニガナ

Ixeris tamagawaensis (Makino) Kitam.

静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DE㸧ኚ᭦࡞ࡋ

        ࢟ࢡ⛉ $VWHUDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ᰿ⱼࡽᖜ 㹼PP ࡢ⣽
㛗࠸ⴥⰼⱼࢆከᩘ᮰⏕ࡍࡿࠋⴥඛࡣᑤࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ
㢌ⰼࡣ㯤Ⰽࠊඛࡣ୍ࡘࡢⰼⱼ  ಶࠊኟࡣࡸࡸᑠᆺࡢ
ⰼࢆከᩘࡘࡅࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦୰㒊ᆅ᪉௨㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛
ࡣ୰㒊す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
㐺ᗘⲨࢀ࡚ࠊ㐺ᗘࢥࢣࠊᑠᆺⲡᮏ࡞ࡢ⏕⫱ࡍࡿ
ᏳᐃࡋࡓἙཎࡢ◁♟ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
Ᏻಸᕝࠊᕝࠊኳ❳ᕝࡑࡢᨭὶ⏕⫱ࡍࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
Ἑᕝᨵಟࠊ◁᥇ྲྀ㸦㸧࡞ࡣ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
↓⛛ᗎ࡞◁᥇ྲྀࡣࠊไ㝈ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㸦すཱྀ⣖㞝㸧

タカネコウリンカ
静岡県カテゴリー

㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ὸಖ㞝




Tephroseris takedana (Kitam.) Holub

準絶滅危惧（NT）㸦せ௳㸫DE㸧ኚ᭦࡞ࡋ

          ࢟ࢡ⛉ $VWHUDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ┤❧ࡋⴥࡶⓑ⥥ẟࡀ
࠶ࡿࠋ᰿ฟⴥࡣⰼࡶ⏕Ꮡࡋࠊⴥ㌟ࡣ㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 
㹼 FPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㢌ⰼࡣⱼ㡬 㹼 ಶࡀᩓᙧ≧
ࡘࡁᚄ 㹼FPࠋ㯤Ⰽ࡛⣸Ⰽࢆᖏࡧࡿࠋ⥲ⱖࡣ⟄ᙧ࡛㛗ࡉ
㹼FPࠊ㯮⣸Ⰽ࡛┠❧ࡘࠋ⯉≧ⰼࡣ㛗ࡉ PPࠋ⑭ᯝࡣ
ᰕᙧ࡛㛗ࡉ  PPࠋෙẟࡣởⓑⰍ࡛㛗ࡉ 㹼 PPࠋ㏆⦕✀
ࡢࢥ࢘ࣜࣥ࢝ࡣ⯉≧ⰼࡢ㛗ࡉࡀ 㹼PP ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㛗㔝┴ࠊᒣ┴ࠊ㟼ᒸ┴㸧ศᕸࡍ
ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
㧗ᒣᖏࡢᑿ᰿ࡽᩳ㠃ࡢ◁♟ᆅࡸⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣ༡ࣝࣉࢫࡢᗈ⠊ᅖ࡛࠶ࡿࠋ⏘㔞ࡣከ࠸ࠋ⩌⏕ࡋ࡚
࠸࡚㛤ⰼᰴࡶከ࠸ࠋࡋࡋ᳜⏕㑄⛣ࡼࡾࡸࡸ⏕⫱ࡀᝏ࠸
⏘ᆅࡶ࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋⓏᒣ⪅ࡸᙳ⪅ࡼࡿ
㋃ᅽ㸦㸧ࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
Ⓩᒣ㐨ࡢ㎽ᅇᩚഛࡸⓏᒣ⪅ࡢ࣐ࢼ࣮ࡼࡾ㋃ᅽࢆᅇ㑊ࡍ
ࡿࠋ                  㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧







㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ






ヒメウラジロ

Aleuritopteris argentea (S. G. Gmel.) Fée

静岡県カテゴリー

情報不足（DD）㸦せ௳㸫EH㸧ኚ᭦࡞ࡋ

      ࣀࣔࢺࢯ࢘⛉ 3WHULGDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ሗ㊊㸦''㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１．種の解説
ᖖ⥳ᛶࢩࢲࡔࡀࠊ᪉࡛ࡣኟ⥳ᛶࡢࢩࢲ᳜≀࡛࠶ࡿࠋ᰿ⱼࡣ
ᩳୖࠊⴥୗ㒊ࡶᢨ㔪ᙧⲔ〓Ⰽࡢ㫣∦ࢆࡶࡘࠋⴥࡣ FP
๓ᚋ㐩ࡋࠊⴥࡢ᪉ࡀ㛗࠸ࠋⴥࡣⲔ〓Ⰽࠋⴥ㌟ࡣ  ゅᙧ࡛ࠊ
᭱ୗ⩚∦ࡣ  ᅇ⩚≧ࠊୖ㒊ࡣ༢⩚≧ࠋⴥࡣ⢊ⓑ࡛࠶ࡿࠋ⬊Ꮚ
ᄞ⩌ࡣ㎶ࡘࡁࠊ㐃⥆ࡍࡿໟ⭷࡛そࢃࢀࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊࣔࣥࢦࣝࠊࣟࢩᮾ㒊ࠊྎ‴ࠊ୰ᅜࠊࣇ
ࣜࣆࣥࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞࠊἈ⦖ศᕸࡍࡿࠋ┴
ෆ࡛ࡣ୰㒊グ㘓ࡀ࠶ࡿࠋ
３．生育環境
ᒣᆅࡢྥ㝧ࡢᒾୖࡸࠊ㊰ഐࡢ▼ᇉࡢ㛫࡞╔⏕ࡍࡿࠋ┴ෆ
ࡢ⏘ᆅࡣᇛ㊧ࡢ▼ᇉ࡛࠶ࡿࠋ
４．生育状況
┴ෆ࡛ࡣ㟼ᒸᕷࡢ㥴ᗓᇛ㊧▼ᇉࡢࡳ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ᪥
࡛ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡢ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࡀࠊ᱂ᇵࡣᅔ㞴ࡉࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡢ☜ㄆࡀᛴົ࡛࠶ࡿࠋ☜ㄆࡀ࡞ࡉࢀࢀࡤࠊ⏕⫱ᆅ
ࡢ᪩ᛴ࡞ಖㆤᑐ⟇ࡼࡿ⏕⫱ᆅ☜ಖࡢᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸦⣽ဴ✑࣭୰ụᩄஅ㸧

㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ⣽ဴ✑


ヒメバラモミ

Picea maximowiczii Regel ex Carrière

静岡県カテゴリー

情報不足（DD）㸦せ௳㸫EH㸧ኚ᭦࡞ࡋ

            ࣐ࢶ⛉ 3LQDFHDH

 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ሗ㊊㸦''㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１．種の解説
ᖖ⥳㧗ᮌࠋ㧗ࡉ⣙  Pࠊᚄ  P ࡞ࡿࠋᶞ⓶ࡣ⅊㹼⅊〓
Ⰽࠋⴥࡣ⥺ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠊᖜ PPࠋⴥࡢ᩿㠃ࡣᅄゅ㹼
⳻ᙧࠋ 㠃ⓑⰍࡢẼᏍᖏࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋẦᯝࡣ 
᭶⇍ࡋࠊ↓࡛ୗᆶࡍࡿࠋᴃ≧⟄ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊᚄ
FPࠋ┴ෆ⏕⫱ࡍࡿࣁ࣑ࣜࣔ㸦㛗ࡉ 㹼FPࠊᚄ FP㸧ࠊ
࣑ࣛࣔ㸦㛗ࡉ 㹼FPࠊᚄ FP㸧ࡢẦᯝࡣࡇࢀࡼࡾࡁ࠸ࠋ
ᇶ‽⏘ᆅࡣᐩኈᒣࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ୰㒊㸦⛛∗࣭ඵࣨᓅすᓅ࣭༡ࣝࣉࢫࡢ
ᓅཬࡧࡑࡢ࿘㎶㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ள㧗ᒣᖏࡢᒣᆅࠋ
４．生育状況
ᐩኈᒣ⏕⫱ࡍࡿࡢሗࡶ࠶ࡿࡀ᫂ࠋ
５．減少の主要因と脅威
᫂㸦㸧ࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ⏕⫱ᆅࢆྵࡴᗈ࠸⠊ᅖࡢ᳃ᯘࢆಖࡍ
ࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧







㛗㔝┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ຍ⸨ᚭ



詳細な生育地不明





ヒメコウホネ
静岡県カテゴリー

Nuphar subintegerrima (Casp.) Makino
情報不足（DD）㸦せ௳DG㸧ኚ᭦࡞ࡋ

        ࢫࣞࣥ⛉ 1\PSKDHDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ሗ㊊㸦''㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１．種の解説
浮葉性のከᖺⲡࠋ᰿ⱼࡣࡼࡃⓎ㐩ࡋࠊỈᗏࡢἾࡢ୰ࢆᶓ
㏺࠺ࠋⴥࡣ᰿ⱼࡢඛ➃᮰⏕ࡍࡿࠋỈୖⴥỈ୰ⴥࡀ࠶ࡾࠊ
ỈୖⴥࡣỈ㠃ᾋࡧࠊᗈ༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼FPࠋ
ⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣⰼࡢඛ㸯ಶࡘࡅᚄ 㹼FPࠋⴟ∦ࡣ
 ಶ࡛㯤Ⰽࡢⰼᘚ≧ࠊⰼᘚࡣⴟ∦ࡼࡾ▷ࡃࠊࡽ≧࡛ከᩘ࠶
ࡿࠋ㢮ఝࡢࢥ࢘࣍ࢿࡣࠊⴥࡀ㛗ࡉ 㹼FP ࡁࡃࠊࡲࡓ
ỈୖⴥࡀỈࡢୖᢤࡁฟࡿࡢ࡛༊ู࡛ࡁࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす
㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
Ỉࡢ࠶ࡿࡓࡵụࡸἙᕝࡢᾷࡳࠊỈ㊰࡞ࠋ
４．生育状況
∾㔝ᐩኴ㑻ࡣ᳜≀Ꮫ㞧ㄅ㸦㸧ᯇᕷ࡛᥇㞟ࡉࢀࡓᶆ
ᮏࢆᘬ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊヲࡋ࠸ሙᡤࡣ࡛᫂࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢ
ᚋࡢ☜ㄆሗࡶ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
Ἑᕝࡢᩚഛ㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢኚࡀ࡞ῶᑡࡢせᅉ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡀぢࡘࡗࡓࡽࠊ᭱㐺࡞⏕⫱⎔ቃࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧



ᒱ㜧┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍


詳細な生育地不明



テンリュウカンアオイ Heterotropa draconis Sugim.
静岡県カテゴリー

情報不足（DD）㸦せ௳㸫DG㸧ኚ᭦࡞ࡋ      ࣐࢘ࣀࢫࢬࢡࢧ⛉ $ULVWRORFKLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ሗ㊊㸦''㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ࢝ࣥࢺ࢘࢝ࣥ࢜ࡼࡃఝࡿࠋⴥࡣ༸ᙧ࡛ඛࡣ
㗦ᙧࠊ㛗ࡉ 㹼 FPࠊⴟ∦ࡣⴟ⟄ࡼࡾ㛗ࡃ㛗୕ゅᙧ࡛⾲㠃
ẟࡀ࠶ࡿࠋⴟ⟄ෆࡶ᭷ẟࠋⰼᮇࡣ 㹼㸯᭶ࠋ
࢝ࣥࢺ࢘࢝ࣥ࢜ࢫࢬ࢝࢝ࣥ࢜ࡽࡣࠊⴟ⟄ෆ㒊
ẟࡀ࠶ࡿࡇ࡛༊ูࡉࢀࡿࠋࡋࡋࠊ⌧ᅾࡣࡑࡢᏑᅾࡣㄆ
ࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋᇶ‽ᶆᮏグ㍕ᩥࡢ᭷↓ࢆ☜ㄆ
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊
㸦ᪧኳ❳ᕷ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
᫂ࠋ
４．生育状況
᫂ࠋ
５．減少の主要因と脅威
᫂㸦㸧ࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽ⎔ቃ㓄៖ࡋ࡚ಖㆤࡍࡿࡇࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧





12 ,0$*(







タマノカンアオイ
静岡県カテゴリー

Asarum tamaense Makino

情報不足（DD）㸦せ௳㸫DE㸧ኚ᭦࡞ࡋ   ࣐࢘ࣀࢫࢬࢡࢧ⛉ $ULVWRORFKLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ሗ㊊㸦''㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋⴥࡣ༸㹼ᗈᴃᙧࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠋ⾲㠃ࡣᬯ⥳
Ⰽ࡛ගἑࡣᙅࡃࠊ⬦ࡣ㝗ධࡍࡿࡀ࣐ࢠ࢝ࣥ࢜ⴭࡋ
ࡃࡣ࡞࠸ࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣᬯ⣸Ⰽ࡛ᙧែࡣࢇ࣐
ࢠ࢝ࣥ࢜ྠࡌࠋᚄ 㹼PPࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ᪉༡す㒊㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ
࡛ࡣఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
 ᬮᖏࡢᶞᯘᆅࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ఀ㇋༙ᓥす㒊ࡢጔⰋ࡛ࡢ☜ㄆグ㘓
ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᚋࡢሗࡣ࡞࠸ࠋᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆ࡛ࡁ࡞
ࡗࡓࠋ
５．減少の主要因と脅威
᫂㸦㸧ࠋ
６．保護対策
┴ෆࡢグ㘓ࡣᶆᮏࡢࡅࡣ࡞ࡃࠊ☜ㄆᆅᇦࡽࡳ࡚
࣐ࢠ࢝ࣥ࢜㸦ࢩࣔࢲ࢝ࣥ࢜ࢆྵࡴ㸧ࡢㄗㄆࡢྍ⬟ᛶ
ࡀᙉ࠸ࠋ⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ⎔ቃ㓄៖ࡋ࡚ಖㆤࡍࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧

スエヒロアオイ

ף㹎㹇㹖㹒㸿



Asarum dilatatum (F. Maek.) T. Sugaw.

静岡県カテゴリー 情報不足（DD）㸦せ௳㸫DG㸧ኚ᭦࡞ࡋ      ࣐࢘ࣀࢫࢬࢡࢧ⛉ &UDVVXODFHDH
㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ሗ㊊㸦''㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$㢮㸦&5㸧㹛

１．種の解説
ከᖺⲡࠋⴥࡣⷧࡃ༸ᙧࡲࡓࡣ༸≧ᴃᙧࠋ㛗ࡉ 㹼FPࠊ
ᖜ 㹼FPࠋ⾲㠃ࡣගἑࡀ࡞ࡃࠊⓑᩬࡀࡣ࠸ࡿࠋ⦕࿘㎶▷ẟ
ࡀᩓ⏕ࡍࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ〓Ⰽࠊⴟ⟄ࡀୖ᪉ᗈࡀ
ࡗࡓ▷࠸⟄ᆺ࡛ࠊⴟ⟄ධࡾཱྀࡶᗈࡃࠊෆ㒊ࡢ㞤㞝ⷁࡣࡼࡃぢ
࠼ࡿࠋ㛗ࡉ 㹼 PPࠊᚄ 㹼 PPࠋⴟ∦ࡣᗈ༸ᙧ࡛㛗ࡉ 
㹼PPࠋ↓ẟࠋ௨๓ࡣࣄ࣓࢝ࣥ࢜ࡢኚ✀ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ
ࡣ⊂❧✀࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㏆␥ᆅ᪉㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ
㇋ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
ࣄ࣓࢝ࣥ࢜ࡣす㒊ᗈࡃศᕸࡍࡿࠋ┴ෆࡢ㐣ཤࡢ  ᆅ
Ⅼ࡛ࡢ☜ㄆሗࡣࠊࣄ࣓࢝ࣥ࢜ࡢㄗㄆࡢྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡢ
࡛ࠊᶆᮏ࡛ࡢ᳨ドࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
３．生育環境
ᒣᆅᖏࡢᗈⴥᶞᯘෆࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ఀ㇋すᾏᓊᪧ㡲㈡⏫ࡢグ㘓ࡀ
࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᚋࡢ☜ㄆሗࡣ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
᫂㸦㸧ࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ⏕⫱⎔ቃ㓄៖ࡋ࡚ಖㆤࡍࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧




12 ,0$*(








アオガシ

Machilus japonica Siebold et Zucc. ex Blume

㸦㸻࣍ࢯࣂࢱࣈ㸧
静岡県カテゴリー

情報不足（DD）㸦せ௳㸫EF㸧ኚ᭦࡞ࡋ               ࢡࢫࣀ࢟⛉ /DXUDFHDH
［ ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ሗ㊊㸦''㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ］ 

１．種の解説
ᖖ⥳㧗ᮌࠋᙜᖺᯞࡣ⥳Ⰽࡔࡀ๓ᖺᯞࡣ㉥〓Ⰽࡢ࠶ࡽ࠸ᶞ
⓶ࢆࡘࡅࡿࠋⱆ㫣ࡢ⦕ࡣ⅊ⓑⰍࡢ⣽ẟࢆิ⏕ࡍࡿࠋⴥࡣⷧ
࠸㠉㉁࡛ࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼FPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ
ⰼᗎࡣ᪂ᯞ⭆⏕ࡋࠊ㗹ᙧ࡛㛗࠸ࡀ࠶ࡾࠊศᯞࡣᶓᗈ
ࡀࡿࠋⰼࡣ㯤⥳Ⰽࠋᯝᐇࡣᚄ⣙ FP ࡛㯮⣸Ⰽ⇍ࡍࠋ㢮ఝ
ࡢࢱࣈࣀ࢟ࡢⴥࡣ㠉㉁࡛㛗ࡉࡣࡰྠࡌࡔࡀࠊᖜࡀ 㹼FP
ᗈ࠸ࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊᮅ㩭༙ᓥ༡㒊ࠊ୰ᅜ༡㒊ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏ
ᕞ㸦㛵ᮾ࣭୰㒊ᆅ᪉௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᖏࡢపᒣࠊୣ㝠ᆅࠋ
４．生育状況
┴す㒊グ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊሗࡀᑡ࡞ࡃࠊࢱࣈࣀ࢟ࡢㄗ
ㄆࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ᳨࡛ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ࿘㎶ࡢ᳃ᯘࡶಖᏑࡋࡓ࠸ࠋ㸦ὸಖ㞝㸧

ウミヒルモ

12 ,0$*(





Halophila ovalis (R. Br.) Hook. f.

静岡県カテゴリー

情報不足（DD）㸦せ௳㸫DE㸧ኚ᭦࡞ࡋ          ࢺࢳ࣑࢝࢞⛉ +\GURFKDULWDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ሗ㊊㸦''㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ᰿ⱼࡣᶓ㏺࠸ࠊᚄ⣙  PPࠊྛ⠇ࡽ᰿ࢆ  ᮏฟ
ࡍࠋ⠇ࡽฟࡓ㫣∦ⴥࡢ⭆ࡽ  ಶࡢⴥࢆỈ୰ฟࡍࠋⴥࡣ
㹼FP ࡢⴥࡀ࠶ࡾࠊⴥ㌟ࡣ༸㹼㛗ᴃᙧ࡛ࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠊ
ⰼᮇࡣᐃᮇࠋ㞤㞝␗ᰴࠊⴥࡢᇶ㒊㠧≧ࡢᡸⴥࡀ࠶ࡾࠊࡑ
ࡢ୰㸯ಶࡢⰼࢆࡘࡅỈ୰࡛㛤ⰼࡍࡿࠋⰼࡣⰼᘚࡀ࡞ࡃࠊⴟ
∦ࡣ  ಶࠋ㞝ⰼࡢⴟ∦ࡣ㏱࡛᫂㛗ࡉ  PPࠊᖜ  PPࠊ㞝ⷁࡣ 
ಶࠋ㞤ⰼࡣ༸ᙧࡢᏊᡣࡢୖ 㹼PP ࡢⴟ⟄ࡀ࠶ࡿࠋᯝᐇࡣ༸
⌫ᙧ࡛㛗ࡉ⣙ PPࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣࣥࢻὒࡽすኴᖹὒࡢἢᓊࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ
ὠᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ຍ⸨ ᚭ

㒊ࡽ⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
 ◁ࡸ◁Ἶࡽ࡞ࡿᾏᗏ⏕࠼ࡿࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣఀ㇋༙ᓥすᓊࠊୗ⏣ᕷࠊすᾆᾏᓊ
ࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᚋࡢ☜ㄆࡢグ㘓ࡣᑡ࡞࠸ࠋ⏕⫱ᆅࡀᾏᗏ
ࡢࡓࡵㄪᰝࡀ༑ศ⾜ࢃࢀࡎࠊࡑࡢࡇࡀሗ㊊ࡢ୍ᅉ࡛࠶
ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᾏᓊࡢ㛤Ⓨᩚഛ㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢ◚ቯࡀῶᑡࡢ
せᅉ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ⏕⫱⎔ቃࢆ◚ቯࡋ࡞࠸ࡼ࠺᪉⟇ࢆࡿࡇࠋ㸦ὸಖ㞝㸧








タチアマモ

Zostera caulescens Miki

静岡県カテゴリー

情報不足（DD）㸦せ௳㸫DFG㸧ኚ᭦࡞ࡋ

      ࣐ࣔ⛉ =RVWHUDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ሗ㊊㸦''㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ᰿ⱼࡣࡸࡸᡥᖹ࡛┤ᚄ 㹼 PPࠊᶓ㏺࠺ࠋⴥࡣ
㛗ࡉ FP ࡞ࡿࠋᖜ 㹼PPࠊ㹼 ᮏࡢ⬦ࡀ࠶ࡿࠋ
ⰼⱼࡣ┤❧ࡋࠊ㹼P ௨ୖࡶ࡞ࡾࠊୗ㒊ⰼᗎࢆࡘࡅࠊୖ
㒊ࡣⴥࡢࡳ࡞ࡿࠋⰼᗎࡣ㛗ࡉ 㹼FPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ✀
Ꮚࡣ㛗ᴃᙧࠊ㛗ࡉ⣙  PP ࡛ᖹࠋ㢮ఝࡢ࣐ࣔࡣⴥᖜ 
㹼FP ࡛ 㹼 ᮏࡢ⬦ࡀ࠶ࡾࠊ✀Ꮚࡣ⦪⛸ࡀ࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ༓ᓥิᓥࠊᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࡽᮏᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ⌧ᅾ࡛ࡣኴᖹὒഃࡢ
ศᕸ⠊ᅖࡣ⚄ዉᕝ┴௨࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
３．生育環境
Ỉ῝ 㹼P ࡢෆ‴ࡢᾏᗏࡢ◁Ἶᆅ⏕࠼ࡿࠋ
４．生育状況
᳜≀Ꮫ㞧ㄅ➨  ᕳ୕ᮌẶࡀࠊ┴ෆࡢศᕸࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸
ࡿࡀࠊࡑࡢᚋࠊ☜ㄆࡢグ㘓ࡀ࡞ࡃ⏕⫱≧ἣࡣ࡛᫂࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᾏᓊ㛤Ⓨ  ࡞࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊỈ
῝ P ௨ୖࡢᾏᗏ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ☜ㄆࡀᅔ㞴࡛ࠊ┴ෆ࡛
ࡢቑῶࡣ࡛᫂࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡢྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿᾏᓊࡢ㛤Ⓨࡣᴟຊ㑊ࡅࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧

コバノヒルムシロ

12 ,0$*(




詳細な生育地不明



Potamogeton cristatus Regel et Maack 

㸦㸻ࢺࢤ࣑࣑ࢬࣄ࢟ࣔ㸧
静岡県カテゴリー

情報不足（DD）㸦せ௳㸫EF㸧ኚ᭦࡞ࡋ

     ࣄ࣒ࣝࢩࣟ⛉ 3RWDPRJHWRQDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ሗ㊊㸦''㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１．種の解説
沈水〜浮葉性のከᖺⲡࠋỈ୰ⴥࡣ⣒≧࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 
PP ௨ୗࠋᾋỈⴥࡣ㛗ᴃᙧ࡛ⴥ㌟ࡢ㛗ࡉࡣ 㹼PPࠊᖜࡣ 
㹼PPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋᾋỈⴥࡢⴥ⭆ࡽ 㹼FP ࡢ✑≧
ⰼᗎࢆฟࡋࠊῐ㯤⥳Ⰽࡢᑠࡉ࡞୧⏕ⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼ⿕ࡣ࡞ࡃࠊ
 ಶࡢⵂ㝸ᒓ✺㉳ࡀⰼ⿕≧Ⓨ㐩ࡋⵂࢆそࡗ࡚࠸ࡿࠋ㞝ⷁ 
ᮏࠊᚰ⓶ࡣ  ಶࠋ㢮ఝࡢࣄ࣒ࣝࢩࣟࡢᾋỈⴥࡣࠊⴥ㌟ࡢ㛗ࡉ 
㹼FPࠊᖜ 㹼FP ࡁ࠸ࡢ࡛ᐜ᫆༊ู࡛ࡁࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ࢘ࢫ࣮ࣜࠊ୰ᅜࠊᮅ㩭༙ᓥࠊྎ‴ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊ
ᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ụࡸỈ⏣࡞ࡢ⁁⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧↝ὠᕷࡢグ㘓ࡀ㍕ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ
ᚋࡢ☜ㄆグ㘓ࡣ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ụࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࡸỈ⏣ࡢ⪔ᆅᩚഛ㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃ
ࡢᾘኻࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡀぢࡘࡗࡓࡽࠊ᭱㐺࡞⏕⫱⎔ቃࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇࠋ
          㸦ὸಖ㞝㸧





12 ,0$*(






ササバラン

Liparis odorata (Willd.) Lindl.

静岡県カテゴリー

情報不足（DD）㸦せ௳ E㸧ኚ᭦࡞ࡋ

            ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ሗ㊊㸦''㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋഇ⌫ⱼࡣ༸ᙧ࡛㛗ࡉ FPࠋⴥࡣ
㹼 ಶࡀୗ㒊㞟ࡲࡾⱼࢆᢪࡁࠊ⊃㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼
FPࠊ⦪⓾ࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ㯤⥳Ⰽࡽở⣸Ⰽ࡛ࠊ
ⱼࡢୖ༙㒊ከᩘࡘࡃࠋⴟ∦ࡣᢨ㔪ᙧࠋഃⰼᘚࡣ⥺ᙧࠋ၁ᘚ
ࡣಽ༸ᙧ࡛㛗ࡉ PPࠊ᭤ࡍࡿࠋ㏆⦕✀ࡢࢡࣔ࢟ࣜࢯ࢘ࡸࢥ
ࢡࣛࣥࡣᮏ✀ⰼࡀఝࡿࡀࠊⴥࡀ༸≧ᴃᙧ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊྎ‴ࠊࣄ࣐ࣛࣖࠊࣥࢻ࡞ࠊᅜෆ࡛ࡣ
ᮏᕞ㸦ᰣᮌ┴௨༡㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛
ࡣఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮ ᖏࡢ᪥ᙜࡓࡾࡀࡼ࠸⑭ࡏࡓⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣಟၿᑎࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᚋ
ࡢ☜ㄆሗࡣ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛
࠶ࡿࠋ
６．保護対策
グ㘓ࡀ࠶ࡿ⏕⫱ᆅࡢಖࢆᅗࡾࠊ⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜ
ࡣࠊ⎔ቃᛂࡌࡓၿฎࢆᅗࡾࠊ⏘ᆅሗࡢබ㛤ࡣៅ㔜࡞㓄៖
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ              㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ウラジロギボウシ
静岡県カテゴリー


㟼ᒸ┴ ᱂ᇵ   ᖺ  ᭶  ᪥ すཱྀ⣖㞝





Hosta hypoleuca Murata
      ࢡࢧࢫࢠ࢝ࢬࣛ⛉ $VSDUDJDFHDH

情報不足（DD）㸦せ௳ E㸧ኚ᭦࡞ࡋ

 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ሗ㊊㸦''㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⴥࡣⴠⴥᛶ࡛㛗ࡀ࠶ࡾⴥ㌟ࡣ
༸ᙧ࡛ࡁࡃ㛗ࡉ 㹼 FPࠊ㉁ࡣཌࡃᇶ㒊ࡣᚰᙧࠊୖ㠃ࡣ
ῐ⥳Ⰽࠊ㠃ࡣ⢊ⓑⰍ࡛⬦ࡣ㝯㉳ࡋ࡞࠸ࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⱖ
ࡣᴃ≧⯪ᗏᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠊⓑⰍ࡛㛤ⰼ㛤ฟࡏ
ࡎⴎࢀ࡞࠸ࠋⰼⱼࡣ㛗ࡃ⥲≧ⰼᗎࢆ࡞ࡍࠋⰼ⿕ࡣ㛗ࡉ 㹼
㹡㹫ࠊⓑⰍ࡛ෆ㠃୰ኸ㒊ࡣᖏ⣸Ⰽࠋ㞝ⷁࡣⰼ⟄ࡽእฟ
ࡿࠋ㏆⦕✀ࡢ࢜࢜ࣂࢠ࣎࢘ࢩࡣࠊⴥࡀῐ⥳Ⰽ࡛⬦ࡀ㝯㉳ࡋ
࡚ࠊⱖࡣ㛤ฟࡍࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ឡ▱┴ࠊ㟼ᒸ┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ
࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᒣᆅࡢ㇂ἢ࠸ࡢ‵ࡗࡓ▼⅊ᒾࡢᒾቨ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣỈ❑ࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᚋࡢ
☜ㄆሗࡣ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ⏕⫱ሙᡤࡀᒁ㝈㸦㸧ࡍ
ࡿࡇࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⮬⏕ࡋ࡚࠸ࡓグ㘓ࡀ࠶ࡿ₯ᅾⓗ࡞⏕⫱ᆅࢆಖࡍࡿࠋᚋ
ࡶ⥅⥆ࡋ࡚᥈⣴ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ      㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧




ឡ▱┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ





詳細な生育地不明





タカネイ

Juncus triglumis L.

静岡県カテゴリー

             ࢢࢧ⛉ -XQFDFHDH

情報不足（DD）㸦せ௳ E㸧ኚ᭦࡞ࡋ

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ሗ㊊㸦''㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ▸ᛶྀ࡛⏕ࡍࡿࠋⱼࡣ⣽࠸ᰕᙧࠋ
ⴥࡣ 㹼 ಶࡀୗ㒊ࡘࡁඛࡀ◳㉁ࡋ࡚㕌ᙧࠊ⟄≧㔪ᙧ࡛
㛗ࡉ 㹼 FPࠊ㠧㒊ࡢ⪥∦ࡣᆺࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㢌ⰼࡣ 
ಶࡀ㡬⏕ࡋ 㹼 ⰼࡽ࡞ࡿࠋⰼ⿕∦ࡣ༸≧ᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 
PPࠊ〓Ⰽࠋ㏆⦕✀ࡢࢺࡣⰼ⿕∦ࡀ⊃ᢨ㔪ᙧ࡛ⓑⰍ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣࢧࣁࣜࣥࠊ୰ᅜࠊᮅ㩭༙ᓥࠊࣄ࣐ࣛࣖࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ
ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࡢ㧗ᒣᖏศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰
㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡋ࡚࠾ࡾࠊ㟼ᒸ┴ࡣ༡㝈⮬⏕ᆅ࡛࠶
ࡿࠋ
３．生育環境
㧗ᒣᖏࡢ‵ࡾẼࡢ࠶ࡿ◁♟ᆅࡸⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣ༡ࣝࣉࢫᮾᓅࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊ
ࡑࡢᚋࡢ☜ㄆሗࡣ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅࡀᒁ㝈㸦㸧ࡋ࡚࠸࡚ᰴᩘࡶᑡ࡞࠸ᛮࢃࢀࡿࠋ
６．保護対策
☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣⓏᒣ㐨ࢆ㎽ᅇࡍࡿ࡞⏘ᆅᛂࡌࡓಖ
ㆤᑐ⟇ࢆࡍࠋ              㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

12 ,0$*(




ミズタカモジ Elymus humidus (Ohwi et Sakam.) A. Löve
㸦㸻࣑ࢬࢱ࢝ࣔࢪࢢࢧ㸧
静岡県カテゴリー

情報不足（DD）㸦せ௳ DEF㸧ኚ᭦࡞ࡋ             ࢿ⛉ 3RDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ሗ㊊㸦''㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ᮰⏕ࡋࠊಽఅࡋࡓ⠇ࡽ᰿
ᯞࢆฟࡋࠊ⩣ᖺࡢ᪂ࡋ࠸ᰴ࡞ࡿࠋⴥࡣ㛗ࡉ 㹼 FPࠊᖜ 
㹼PPࠋⰼᮇ 㹼 ᭶ࠋ✑≧ⰼᗎࡣ⣽ࡃ┤❧ࠋᑠ✑ࡣⰼᮇࡶ
ⰼ㍈ᅽ╔ࠊ㹼 ᑠⰼࡽ࡞ࡾࠊࡣࡌࡵῐ⥳Ⰽ࡛ᡂ⇍ࡍࡿ
⣸〓Ⰽᰁࡲࡿࠋⰼ✑ࡀᡂ⇍ࡍࡿࠊ୍␒ୖࡢ⠇ࡽⴥࢆࡘ
ࡅࡓࡲࡲ⬺ⴠࡍࡿࠋ
᪥ᮏᅛ᭷✀୰ᅜཎ⏘ࡢᖐ᳜≀࠸࠺ࡘࡢぢゎࡀ࠶
ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛
ࡣᮾ㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
⏣᳜࠼๓ࡢỈ⏣ࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧୕ᓥᕷࠊᑠ➟ᒣ࣭୕ᓥᕷᖐ
ࡢグ㍕ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᚋࡢሗࡣ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
Ỉ⏣ࡢ⟶⌮᪉ἲࡢኚ㸦㸧㎰⸆ࡢ⏝㸦㸧ࡀῶᑡࡢ
せᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽ⏕⫱⎔ቃ㓄៖ࡋ࡚ಖㆤࡍࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧
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チチッパベンケイ

Hylotelephium sordidum (Maxim.) H. Ohba var. sordidum

㸦㸻ࣁ࣐࣋ࣥࢣࢯ࢘㸧
静岡県カテゴリー

        ࣋ࣥࢣࢯ࢘⛉ &UDVVXODFHDH

情報不足（DD）㸦せ௳ E㸧ኚ᭦࡞ࡋ

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ሗ㊊㸦''㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣࡩࡘ࠺⏕ࡋࠊ༸㹼༸ᙧࠊ
㛗ࡉ 㹼 FPࠊở㉥⣸Ⰽࢆᖏࡧࡿࠋⴥࡣ࡞࠸ࡀࠊᇶ㒊
ࡣᛴ⣽ࡲࡾ≧࡞ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼᗎࡣᩓᡣ≧࡛
⌫ᙧࠊῐ㯤⥳Ⰽࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦୰㒊㒊㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛
ࡣᮾ㒊㸦ᐩኈᒣ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
 ᒣᆅࡢᒾୖࠊ⛥ᶞୖ࡞╔⏕ࡍࡿࠋᒇ᰿ࡢୖ⏕࠼ࡿ
ࡇࡶ࠶ࡿࠋ
４．生育状況
ሗࡀᑡ࡞ࡃ᳨ウࢆせࡍࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᫂㸦㸧ࠋ
６．保護対策
≉࡞ࡋࠋ
㸦すཱྀ⣖㞝㸧

イワレンゲ

12 ,0$*(




詳細な生育地不明

Orostachys malacophylla (Pall.) Fisch.
var. iwarenge (Makino) H. Ohba

静岡県カテゴリー

        ࣋ࣥࢣࢯ࢘⛉ &UDVVXODFHDH

情報不足（DD）㸦せ௳ E㸧ኚ᭦࡞ࡋ

［ ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ሗ㊊㸦''㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧］ 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋయࡀⓑ⥳Ⰽࢆᖏࡧࡿࠋᚄ FP
ࡢࣟࢮࢵࢺ≧ᗈࡀࡿࠋࣟࢮࢵࢺࡢⴥࡣ㛗ࡉ 㹼 FPࠊಽ
ᢨ㔪ᙧࠊඛ➃ࡣᑤࡽ࡞࠸ࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼᘚࡣⓑⰍࠊ⊃
ಽᢨ㔪ᙧࠊ㛗ࡉ 㹼PPࠋⵂࡣ㯤Ⰽࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ᪉௨す㸧ࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᾏᓊࡸᾏ㎶ࡢᒾୖࡸ᩿ᓴ⏕⫱ࡍࡿࠋᒇ᰿ࡢୖ⏕࠼ࡿࡇ
ࡶ࠶ࡿࠋ
４．生育状況
᱂ᇵࡶࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ┴ෆࡢࡶࡢࡣࠊ⮬⏕㐓ฟุ᩿ࡀ㞴
ࡋ࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀ୍␒ࡢ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊேᐙࡽ㠀ព
ᅗⓗ㐓ฟࡀ࠾ࡇࡾࡸࡍ࠸ࠋ
６．保護対策
ᅬⱁ᥇ྲྀ㜵Ṇࡢ࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㐓ฟ㜵Ṇࡢ
ࡧࡅࡶྠᵝᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦すཱྀ⣖㞝㸧
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モミジカラスウリ
静岡県カテゴリー

Trichosanthes multiloba Miq.

情報不足（DD）㸦せ௳ DG㸧ኚ᭦࡞ࡋ

           ࢘ࣜ⛉ &XFXUELWDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ሗ㊊㸦''㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ࢶࣝᛶࡢከᖺⲡࠋⴥࡣᗈ༸ᙧ࠶ࡿ࠸ࡣゅ≧༸ᙧ࡛ᇶ㒊ࡣ
῝࠸ᚰᙧࠋ㹼 ࡢ∦୰࣭῝ࡋࠊ୧㠃▷ẟࢆᩓ⏕ࡋࠊ
Ⅼ≧ࡢ✺㉳ࡀ࠶ࡿࠋ㞤㞝␗ᰴࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㞝ⰼᗎࡣ㛗
ࡉ 㹼 FPࠋ㞤ⰼࡣ༢⏕ࡍࡿࠋⰼࡣ┤ᚄ 㹼 FP ࡛  
ࡋࠊඛࡣ⣒≧ศࡍࡿࠋᯝᐇࡣᾮᯝ࡛㛗ࡉ  FP 㐩ࡍ
ࡿࠋ✀Ꮚࡣ PP ࡛ᗈᴃᙧࠊ㯮〓Ⰽࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ఀ㇋༙ᓥ௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศᕸ
ࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
ࣜࣛࣈࣛࢺ࢛ࣇף
３．生育環境
 ᬮᖏࡢᒣᆅࡢᯘ⦕㒊ࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࠊఀ㇋ࡢἙὠ⏫ࠊ༡ఀ㇋⏫ࠊᮾ㒊
ࡢ୕ᓥᕷࠊ୰㒊ࡢ⸨ᯞᕷࠊす㒊ࡢᑠ➟㒆࡛ࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊ
๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝ࡛ࡶࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᒣᯘࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
࢝ࣛࢫ࢘ࣜࡢㄗㄆࡢྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࠊᶆᮏࡢ᳨ウࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࠋ⏕⫱ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ⏕⫱⎔ቃࡢಖࢆ⾜࠺ࠋ㸦ὸಖ㞝㸧

ミズスギナ





Rotala hippuris Makino

静岡県カテゴリー

情報不足（DD）㸦せ௳ EH㸧ኚ᭦࡞ࡋ

       ࣑ࢯࣁࢠ⛉ /\WKUDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ሗ㊊㸦''㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ᰿ⱼࡣ⣽ࡃỈᗏࡢἾࡢ୰ࢆᶓ㏺࠺ࠋⱼࡣከࡃࡢ
⠇ࡢ࠶ࡿᰕᙧ࡛ࡲࡗࡍࡄఙࡧ࡚ࠊୖ㒊ࡣỈ㠃ࡢୖ❧ࡕ
ୖࡀࡿࠋⴥࡣ 㹼 ಶ㍯⏕ࡋࠊỿỈⴥࡣ⣒≧⥺ᙧࠊỈୖⴥࡣ
⥺ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼PPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ
ⓑⰍ࡛⣽ࡃࠊỈ㠃ୖఙࡧࡓ㒊ศࡢⴥ⭆༢⏕ࡍࡿࠋⴟ 
ಶࠊⰼᘚ  ಶࠋⴟ⟄ࡣ㛗ࡉ⣙ PPࠊ∦ࡣ  ゅᙧࠋⰼᘚࡣ
ⴟࡢ⦕ࡘࡃࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ᪉ࡽ㏆␥ᆅ᪉༡㒊㸧ࠊᅄᅜࠊ
ᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
†ࡸࡓࡵụࠊ‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
᪥ᮏỈⲡᅗ㚷㸦㸧ࡢศᕸᅗࡣࠊ㟼ᒸ┴ෆࡢ⏘ᆅࡀ♧
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊヲ⣽࡞ሙᡤ⏕⫱≧ἣࡣ࡛᫂࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
ࡑࡢᚋࠊ☜ㄆࡉࢀࡓሗࡣᚓࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ụࡸ‵ᆅࡢ㛤Ⓨ㸦ࠊ㸧Ỉ⏣ࡢ⪔ᆅᩚഛ㸦㸧࡞
ࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࡽࠊ᭱㐺࡞⏕⫱⎔ቃࢆಖࡍࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧
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詳細な生育地不明





イナベアザミ

Cirsium magofukui Kitam.

静岡県カテゴリー

情報不足（DD）㸦せ௳E㸧ኚ᭦࡞ࡋ

             ࢟ࢡ⛉ $VWHUDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ሗ㊊㸦''㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋ᰿ฟⴥࡣⰼࡣ࡞࠸ࠋⰼᮇࡣ
㹼 ᭶ࠋ㢌ⰼࡣ㛗ࡢඛⅬ㢌ࡋ࡚ࡘࡁᚄ 㹼PPࠊ⥲ⱖ
∦ࡣ᭤ࡋ⥺≧ᢨ㔪ᙧ࡛ඛࡣ㛗㗦ᑤ㢌ࠊ⦕่ࡀ࠶ࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㈡┴ࠊ୕㔜┴ࠊᒱ㜧┴ࠊ⚟┴㸧
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊㸦Ỉ❑㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
῝ᒣࡢᯘୗ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
ࡢࡇࢁ☜ᐇ࡞ሗࡀᚓࡽࢀ࡞࠸ࠋグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀㄪᰝࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᫂㸦㸧ࠋ
６．保護対策
≉࡞ࡋࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

ドロニガナ
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Ixeridium dentatum (Thunb.) Tzvelev
subsp. kitayamense (Murata) J. H. Pak et Kawano

静岡県カテゴリー

情報不足（DD）㸦せ௳ EH㸧ኚ᭦࡞ࡋ

           ࢟ࢡ⛉ $VWHUDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ሗ㊊㸦''㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ FP ⛬ᗘࠋྀ⏕ࡋ㉮ฟᯞࡣ࡞࠸ࠋⱼࡣࡼࡃศ
ᯞࡋ᭷ẟࠋⴥࡣᢨ㔪ᙧ࡛⏕ࡍࡿࠋⱼⴥࡣࡃࡉࡧᙧ࡛ⱼࢆᢪ
࡞࠸ࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㞟ᩓⰼᗎࢆฟࡋ㯤Ⰽࡢ㢌ⰼࢆࡘࡅࡿࠋ
⯉≧ⰼࡣ 㹼 ಶࠋ┴ෆࡢࡶࡢࡣู✀ࡍࡿㄝࡀ࠶ࡿࡀࠊ༑
ศ࡞᳨ウ㈨ᩱࡀᚓࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷ள✀࡛ࠊᮏᕞ㸦୰࣭す㒊㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ
す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ቑỈỈἐࡍࡿὶࡢᒾୖࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣࠊᪧỈ❑⏫ᪧబஂ㛫⏫ࡢグ㘓
ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᚋࡢ☜ㄆሗࡣ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ࢲ࣒ᘓタ㸦㸧ࡸὥỈ㸦㸧࡞ࡼࡗ࡚ᾘ⁛ࡋࡓྍ⬟ᛶ
ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
ࢲ࣒ࡸ◁㜵ሖሐ࡞ࡢᘓタࡣࠊࡑࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ⠊ᅖ
ࡢ๓ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ⏕⫱ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࡽಖㆤᑐ⟇ࢆㅮࡌࡿࡇ
ࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧
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詳細な生育地不明



ヤツガタケシノブ

Cryptogramma stelleri (S. G. Gmel.) Prantl

静岡県カテゴリー 要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ           ࣀࣔࢺࢯ࢘⛉ 3WHULGDFHDH
㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１．種の解説
ᑠᆺࡢኟ⥳ᛶࢩࢲࠋ᰿ⱼࡣⴵⴇࠊᚄ PPࠊ〓Ⰽ⭷㉁ࡢ㫣∦
ࢆࡘࡅࡿࠋⴥࡣ㛗ࡉ FP ⛬ᗘࠊⴥ㌟ࡣ 㹼 ᅇ⩚≧」ⴥ࡛ࠊ
ୗ㒊⩚∦ࡣ  ฟ≧ศᒱࡍࡿࠋࡸࡸᙧ࡛ࠊᰤ㣴ⴥࡣ༸㹼㛗
ᴃᙧࠋ⬊Ꮚⴥࡢ⩚∦ࠊ∦ࡣᢨ㔪㹼⥺ᙧࠋ⬊Ꮚᄞ⩌ࡣࡃࠊ
㌿ࡋࡓⷧ࠸ⴥ⦕࡛ໟࡲࢀࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊ୰ᅜࠊࣔࣥࢦࣝࠊࢩ࣋ࣜࠊࣄ࣐ࣛࣖࠊḢ
ᕞࠊ⡿ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㛗㔝┴ࠊᇸ⋢┴ࠊᒣ┴ࠊ㟼ᒸ
┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ༡ࣝࣉࢫ㸦ᮾᓅࠊሷぢᓅࠊᮾಛࠊ
すಛ㸧࡞ศᕸࡍࡿࠋ㟼ᒸ┴ࡢ༡ࣝࣉࢫࡣࠊᮏ✀ศᕸࡢ
༡㝈࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
３．生育環境
㧗ᒣᖏࡽள㧗ᒣᖏࡅ࡚ࡢ‵ࡗࡓᒾୖࠊࢥࢣ㢮࡞
ࡶ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴ෆ࡛ࡣࠊ༡ࣝࣉࢫࡢ㧗ᒣᖏ⛥ศᕸࡢグ㘓ࡀ࠶
ࡿࡀࠊࡇࡇ㏆ᖺࡣ⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
⮬↛ࡢ㑄⛣㸦㸧ࠊ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧࡞ࡼࡿᾘኻࡸ⤯⁛
ࡢ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡢ⇱ࠊࡾࢃࡅⓏᒣ㐨ࡢᩚഛࡸⓏᒣ⪅ࡼࡿ㋃
ࡳࡘࡅ࡞ࡼࡿ⎔ቃࡢᝏࢆ㜵ࡂࡓ࠸ࠋ  㸦⣽ဴ✑㸧

アオチャセンシダ
静岡県カテゴリー

㛗㔝┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍




Asplenium viride Huds.

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ       ࢳࣕࢭࣥࢩࢲ⛉ $VSOHQLDFHDH
 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ᑠᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋ᰿ⱼࡣ▷ࡃᩳୖࡍࡿࠋᑠᆺࡢࢺࣛࣀ࢜
ࢩࢲࡢษࢀ㎸ࡳࡢᑡ࡞࠸ᙧఝࡿࡀࠊୗ㒊⩚∦ࡣࢇᑠ
ࡉࡃ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࢳࣕࢭࣥࢩࢲࡶఝࡿࡀࠊⴥࠊⴥ㍈⩼ࡀ
࡞࠸ࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊࣄ࣐ࣛࣖࠊࣟࢩࠊḢᕞࠊ⡿ࠊᅜෆ࡛
ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦⩌㤿┴ࠊ᪂₲┴ࠊᇸ⋢┴ࠊ㛗㔝┴ࠊᒣ┴ࠊ
㟼ᒸ┴㸧ࠊᅄᅜ㸦ᚨᓥ┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡
ࣝࣉࢫᮾಛ࣭ሷぢᓅ࡞㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
㧗ᒣᖏࠊள㧗ᒣᖏࡢᯘ୰⏕ࡌࠊከࡃࡣ▼⅊ᒾࡢᒾቨ╔
⏕ࡍࡿࠋ
４．生育状況
┴ෆ࡛ࡣ㏆ᖺ⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
⮬↛ࡢ㑄⛣㸦㸧ࠊⓏᒣ㐨ࡢᩚഛ㸦㸧ࠊⓏᒣ⪅ࡼࡿ
㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࡀࠊῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡢ⇱ࠊⓏᒣ㐨ᩚഛࡸⓏᒣ⪅ࡼࡿ㋃ࡳࡘࡅ࡞
ࡼࡿ⮬↛⎔ቃࡢᝏࢆ㜵ࡂࡓ࠸ࠋ     㸦⣽ဴ✑㸧





㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝




ニッコウシダ
静岡県カテゴリー

Thelypteris nipponica (Franch. et Sav.) Ching
要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ

       ࣄ࣓ࢩࢲ⛉ 7KHO\SWHULGDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
୰ᆺࡢኟ⥳ᛶࢩࢲࠋⴥࡣ FP ๓ᚋ㐩ࡋࠊ᰿ⱼࡣ▷ࡃ㏺࠺ࠋ
ⴥࡣῐ〓㹼Ⲕ〓Ⰽࠊ༸≧ᢨ㔪ᙧࡢ㫣∦ࢆࡲࡤࡽࡶࡘࠋⴥ
㌟ࡣᢨ㔪ᙧࠊୗ㒊ࡣࡔࢇࡔࢇ▷ࡃ࡞ࡿࠋ⬊Ꮚᄞ⩌ࡣ୰㛫ᛶ࡛ࠊ
⭈ᙧࠊ⭢ẟẟࢆࡶࡘໟ⭷࡛そࢃࢀࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊࣟࢩᮾ㒊ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊ
ᮏᕞ㸦୰㒊ᆅ᪉௨㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊㸦ᑠᒣ⏫ࠊᚚ
Ẋሙᕷࠊὠᕷࠊᐩኈᕷࠊᐩኈᐑᕷ࡞㸧ศᕸࡍࡿࠋឡ㮚ᒣ
ࠎ㯄ࡣࠊᮏ✀ࡢ༡㝈⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３．生育環境
ᖏᒣᆅࡢࡸࡸ‵ࡗࡓⲡཎࠊ᫂ࡿ࠸ྥ㝧ࡢ‵ཎ⏕ࡎࡿࠋࡋ
ࡤࡋࡤ⩌⏕ࡍࡿࠋ
４．生育状況
ࢽࢵࢥ࢘ࢩࢲࡣ㏆ᖺࠊྛᆅ࡛ࡳᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋኚ✀
࣓ࢽࢵࢥ࢘ࢩࢲࡣࠊᐩኈᒣ⣔ᒣᆅࡋࡤࡋࡤぢࡽࢀࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
⮬↛㑄⛣㸦㸧ࡼࡿῶᑡࠊ⤯⁛ࠊⓏᒣ⪅ࡢ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧
࡞ࡼࡿ⎔ቃኚࡀࡑࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
ᒣᯘࡢᶞᮌఆ᥇ࡸ㋃ࡳࡘࡅ࡞ࡼࡿ⮬↛⎔ቃࡢኚࢆ㜵ࡄ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ                㸦⣽ဴ✑㸧

ὠᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ⣽ဴ✑




エゾメシダ Athyrium sinense Rupr.
静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ         ࣡ࢹࣥࢲ⛉ :RRGVLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ᆺࡢኟ⥳ᛶࢩࢲࠋ࣑࣐࣓ࣖࢩࢲఝࡿࡀࠊⴥࡣⴥ㌟
ࡰྠࡌࡃࡽ࠸ࡢ㛗ࡉ࡛㉥〓Ⰽࢆᖏࡧࡿࡇࡀከ࠸ࠋⴥୗ
㒊ࡢ㫣∦ࡣࠊⲔ㹼Ⲕ〓Ⰽ࡛ࠊ࣑࣐࣓ࣖࢩࢲࡢ㯮〓㹼㯮Ⰽࡢ㫣
∦␗࡞ࡿࡀࠊࡇࡢ୧⪅ࡣ⣮ࡽࢃࡋ࠸ಶయࡶከ࠸ࠋ࣑࣐ࣖ
࣓ࢩࢲࡢ༊ูࡀ㞴ࡋ࠸ಶయࡀከࡃࠊṇ☜࡞ㄪᰝࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜᮾ㒊ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞ
㸦୰㒊௨㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸ
ࡍࡿࠋ༡ࣝࣉࢫࡣศᕸࡢ༡㝈࠸࠺ࡀࠊ⏕⫱ࡢ☜ㄆࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࠋ
３．生育環境
㧗ᒣᖏࠊள㧗ᒣᖏࡢᒣᆅᯘୗࠊ㝜‵࡞ሙᡤ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
㏆ᖺࠊ⏕⫱ᆅ࡛ࡢ⏕⫱ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ⌧ᆅ࡛ࡢ☜
ㄆࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
⮬↛㑄⛣㸦㸧ࡸࠊⓏᒣ㐨࡛ࡢ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࡀࠊῶᑡࡢ
せᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
㋃ࡳࡘࡅ࡞ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢ⎔ቃኚࢆ㜵ࡄᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ᙜ㠃ࠊ⏕⫱ᆅ࡛ࡢ⏕⫱☜ㄆࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 㸦⣽ဴ✑㸧





12 ,0$*(








オクヤマワラビ
静岡県カテゴリー

Athyrium alpestre (Hoppe) Clairv.

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ         ࣡ࢹࣥࢲ⛉ :RRGVLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
୰ᆺࡢኟ⥳ᛶࢩࢲࠋ᰿ⱼࡣኴࡃࠊᩳୖࠊⴥୗ㒊ῐⲔⰍࠊ
ᢨ㔪ᙧࡢ㫣∦ࠋⴥࡣ FP ๓ᚋ࡞ࡾࠊ ᅇ⩚≧୰㹼῝ࡍ
ࡿࠋ⩚∦ࡣ  ᑐ࡛ࠊ᭱ୗ⩚∦ࡣୖࡢ⩚∦ࡼࡾࡸࡸ▷࠸ࠋ
ໟ⭷ࡣࡈࡃ▷࠸ࠋ
２．分布
国外では༙⌫ࡢ ᖏᗈࡃศᕸࡋࠊ࿘ᴟせ⣲ࡢ✀࠸ࢃࢀ
ࡿࠋᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦୰㒊ᆅ᪉ࠊᮾᆅ᪉㸧ศᕸࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ༡ࣝࣉࢫࡣศᕸࡢ
༡㝈࡛࠶ࡿࠋ
３．生育環境
 ள㧗ᒣ㹼㧗ᒣᖏࡢⲡཎࡸᒾሙ㏆ࡃ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
㏆ᖺࠊグ㘓ࡢ࠶ࡿ㉥▼ᓅཬࡧ㏆㞄ࡢ༡ࣝࣉࢫࡢᒣ୰࡛ࡣࠊ
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
⮬↛ࡢ㑄⛣㸦㸧ࠊ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧࡞ࡼࡿ⎔ቃኚࡀ
ῶᑡࡢ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
Ⓩᒣ㐨ࡢᩚഛ࡞␃ពࡋࠊ㋃ࡳࡘࡅ࡞ࡼࡿ⎔ቃኚࢆ
㜵ࡄᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸦⣽ဴ✑㸧
  

ツクシイヌワラビ

㛗㔝┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍




Athyrium kuratae Seriz.

静岡県カテゴリー 要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ          ࣡ࢹࣥࢲ⛉ :RRGVLDFHDH
㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛

１．種の解説
୰ᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋࢱࢽࢾ࣡ࣛࣅఝࡿࡀࠊⴥᇶ㒊㫣
∦ࡣⲔ㹼Ⲕ〓Ⰽ㸦ࢱࢽࢾ࣡ࣛࣅࡣ㯮㹼㯮〓Ⰽ㸧ࠋⴥ㉁ࡣࡸ
ࡸཌࡃࠊᑠ⩚∦ࡣ㕌㢌ࠊᇶ㒊ࡣⴥ㍈ὶࢀࡿࡇࡀከ࠸ࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦୰㒊ᆅ᪉௨す㸧ࠊ
ᅄᅜࠊᕞࠊඵᓥศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋㸦ᮾఀ㇋⏫ࠊ
すఀ㇋⏫ࠊἙὠ⏫࡞㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᆅࡢᒣᆅࡢᯘୗࠊࡸࡸ㝜‵࡞ሙᡤ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
４．生育状況
ఀ㇋࡛グ㘓ࡣ࠶ࡿࡀࠊ㏆ᖺࡣ⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᒣᯘ㛤Ⓨ㸦㸧ࠊᯘ㐨ᩚഛ㸦㸧ࠊἙᕝᨵಟ㸦㸧࡞
ࡼࡿ⎔ቃࡢᝏ࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
６．保護対策
ᒣᯘఆ᥇ࠊἙᕝᨵಟࠊᯘ㐨ᩚഛ࡞ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢᾘኻࡸ
ῶᑡࢆ㜵ࡂࡓ࠸ࠋ
㸦⣽ဴ✑㸧



12 ,0$*(











ヤクカナワラビ
静岡県カテゴリー

Arachniodes yakusimensis (H. Itô) Nakaike

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ              ࢜ࢩࢲ⛉ 'U\RSWHULGDFHDH
［ ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ］ 

１．種の解説
୰㹼ᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋ࢜࢜࢝ࢼ࣡ࣛࣅఝࡿࡀࠊ࢜࢜࢝
ࢼ࣡ࣛࣅẚࡋ࡚ⴥ㌟⣽㛗ࡃࠊᑠ⩚∦ࡢษࢀ㎸ࡳࡣ῝࠸ࠋእ
ぢࡣࢥࣂࣀ࢝ࢼ࣡ࣛࣅࡢ㞧✀ࢸࣥࣜࣗ࢘࢝ࢼ࣡ࣛࣅఝࡿ
ࡀࠊᮏ✀ࡣ㞧✀࡛ࡣ࡞࠸ࠋໟ⭷ࡣ↓ẟ࡛ࠊ㎶⦕ࡣ⦕࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴㸧ࠊᕞ㸦㮵
ඣᓥ┴༡㒊㸧ࠊἈ⦖ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋㸦すఀ㇋⏫Ᏹ
ஂ㡲㸧ศᕸࡍࡿࠋఀ㇋ࡣศᕸࡢᮾ㝈ࠊ㝈࡛࠶ࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᆅࡢᒣᆅᯘෆࠊ㝜‵࡞ሙᡤ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
ఀ㇋ࡢ⏕⫱ᆅࡣࠊ㏆ᖺ⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ⏕⫱ࡢ
☜ㄆࡀᮃࡲࢀࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᒣᯘࡢఆ᥇ࡸ㛤Ⓨ㸦㸧ࠊᯘ㐨ࡢᩚഛࡸᨵಟ㸦㸧࡞
ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢ⎔ቃኚࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
ᒣᯘࡢఆ᥇࣭㛤Ⓨࠊᯘ㐨ࡢᩚഛ࣭ᨵಟ࡞ࡼࡿ⎔ቃኚ
ࢆ㜵ࡂࡓ࠸ࠋ
㸦⣽ဴ✑㸧

カラフトメンマ
静岡県カテゴリー

12 ,0$*(



Dryopteris sichotensis Kom.

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ              ࢜ࢩࢲ⛉ 'U\RSWHULGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ᆺࡢኟ⥳ᛶࢩࢲࠋ᰿ⱼࡣሢ≧࡛ࠊⴥࡣ  FP 㐩
ࡍࡿࠋⴥୗ㒊ᗈᢨ㔪ᙧࠊῐ〓Ⰽ࡛ᰩⰍࡢࡲࡌࡿ㫣∦ࢆᐦ
⏕ࡍࡿࠋ࢜ࢩࢲఝࡿࡀࠊ⬊Ꮚᄞ⩌ࡣⴥ㌟ࡢୖ༙ࡘࡁࠊᑠ
⩚∦ࡣ㛫㝸ࡸࡸᗈࡃࠊඛ➃ࡣࡸࡸ㗦㢌࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊࣟࢩᮾ㒊ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞ
㸦⚟ᓥ┴ࠊ୰㒊ᆅ᪉㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉ
ࢫⲨᕝᓅࠊ᳷ᓥࠊ༓ᯛᓅࠊᮾಛ࡞㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
 ள㧗ᒣᖏ᳃ᯘෆ࡛ᯘᗋࡢࡸࡸ‵ࡗࡓᡤ⛥⏕ࡌࡿࠋ
４．生育状況
ள㧗ᒣᖏ᳃ᯘࡢᯘᗋ⏕ࡌࡿࡀࠊ⛥࡛ࠊ࢜ࢩࢲࡢࡼ࠺ࡣ
⩌⏕ࡋ࡞࠸ࠋ㏆ᖺࡣᕝୖὶࡢ᳷ᓥ௨እࡣ⏕⫱ࡀ▱ࡽࢀ
࡚࠸࡞࠸ࠋ᳷ᓥ࡛ࡣࠊ࢜ࢩࢲࡢ㞧✀ᛮࢃࢀࡿࡶࡢࡶぢࡘ
ࡿࠋಶయᩘࡶᑡ࡞ࡃ⛥࡞ࡇࡶ࠶ࡗ࡚ࠊ㏆ᖺࡢ⏕⫱ࡣ
ࢇ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
⮬↛ࡢ㑄⛣㸦㸧ࠊࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖ  ࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࠊ㏆㞄ᆅᇦࠊ㢮ఝࡢ⎔ቃࡢሙᡤ࡛ࡢ☜ㄆࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ⏕⫱⎔ቃ㓄៖ࡋࡓಖㆤࡀᚲせ
࡞ࡿࠋ
㸦⣽ဴ✑㸧





ᒣ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍








ニオイシダ

Dryopteris fragrans (L.) Schott

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ

      ࢜ࢩࢲ⛉ 'U\RSWHULGDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ᑠᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋ᰿ⱼࡣኴࡃ▷ࡃᩳୖࠊⴥ㌟ࡣ  FP ⛬
ᗘ㐩ࡋ᮰⏕ࡍࡿࠋ᰿ⱼࡣྂ࠸ⴥࡀ⦰ࢇࡔ≧ែ࡛ࡘࡁࠊᯤࢀ
ࡓⴥࡶṧࡿࠋⴥ㌟ࡣ  ᅇ⩚≧࡛ࠊୗ㒊⩚∦ࡣࡸࡸ▷ࡃ࡞ࡿࠋ
⬊Ꮚᄞ⩌ࡣ୰ຓ୧ഃ  ิࡘࡁࠊ㞄ྠኈ㔜࡞ࡾྜ࠺ࡁ࡞
ໟ⭷ࢆࡶࡘࠋໟ⭷㎶ࡣつ๎ࡅࠊ⭢ẟࡀ࠶ࡿࠋ⭢ẟࡽศ
Ἢࡍࡿⰾ㤶࡛ࠊྡࡣࡑࢀ⏤᮶ࡍࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥᮾ㒊ࠊ୰ᅜ㒊ࠊࣟࢩࠊ⡿ࡢ ᖏࡽ
ளᐮᖏᗈࡃࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦୰㒊ᆅ᪉௨㸧ศ
ᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫᑠἙෆᓅࡽᑠすಛ㸧
ศᕸࡍࡿࠋ㟼ᒸ┴ࡣศᕸ༡㝈ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３．生育環境
㧗ᒣࡢᒾቨࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᯘෆࡢᒾୖ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
┴ෆ࡛ࡣ㏆ᖺࡢ⏕⫱ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠸ࠋ┴እ࡛ࡶࡈࡃ⛥࡛࠶
ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
⏕⫱ࡢ▱ࡽࢀࡓሙᡤࡢ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡼࡿ⎔ቃኚࠊⓏ
ᒣ⪅ࡼࡿ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅ࡛ࡢㄪᰝࡼࡿ☜ㄆࡀ㠀ࡶᚲせࠋࡲࡓࠊ㋃ࡳ
ࡘࡅࡼࡿᙳ㡪ࢆ㜵ࡄᚲせࡀ࠶ࡿࠋ     㸦⣽ဴ✑㸧

クロミノイタチシダ
静岡県カテゴリー

12 ,0$*(




Dryopteris melanocarpa Hayata

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ         ࢜ࢩࢲ⛉ 'U\RSWHULGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
୰ᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋࢼ࢞ࣂࣀࢱࢳࢩࢲఝ࡚ࠊⴥ㌟ࡣ
 ᅇ⩚≧」⏕ࡋࠊᙧ  ゅᙧ≧༸ᙧ࡛ࠊୖ㒊⩚∦ࡣᛴ▷
ࡃ࡞ࡿࠋⴥࡣ㯮〓Ⰽࠊୗ㒊ᗈᢨ㔪ᙧࡢ㫣∦ࢆࡶࡘࠋ⬊
Ꮚᄞ⩌ࡣࡸࡸ୰⫘ᐤࡾࠊ⦕ࡢໟ⭷ࢆࡶࡘࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦ఀ㇋༙ᓥࠊ⣖ఀ༙ᓥ㸧ࠊ
ᕞ༡㒊ࠊఀ㇋ㅖᓥศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋㸦すఀ㇋㸧
ศᕸࡍࡿࠋఀ㇋ࡣศᕸࡢᮾ㝈࡛࠶ࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᆅᒣᆅࠊᯘෆࡢὶ㏆ࡃ࡞ࠊࡸࡸ㝜‵࡞ሙᡤ⏕⫱
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
４．生育状況
┴ෆ࡛ࡣすఀ㇋⏫࡛ᖺ௨ୖ๓ࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࠋ㏆ᖺࠊ☜ᐇ
࡞グ㘓ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡚࠾ࡽࡎࠊࢼ࢞ࣂࣀࢱࢳࢩࢲ㓞ఝࡋࠊ
ࡲࡔ⣮ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᯘ㐨ࡢᩚഛ㸦㸧ࠊἙᕝࡢᨵಟࡸ㛤Ⓨ㸦㸧ࠊᒣᯘࡢఆ
᥇㸦㸧࡞ࡼࡿ⎔ቃࡢᝏࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
６．保護対策
Ἑᕝࡢᨵಟࠊᯘ㐨ࡢᩚഛࠊᒣᯘࡢఆ᥇࡞ࠊὀពࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࠋ               㸦⣽ဴ✑㸧





すఀ㇋⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝








チョウセンゴミシ
静岡県カテゴリー

Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ        ࣐ࢶࣈࢧ⛉ 6FKLVDQGUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ࢶࣝᛶࡢⴠⴥᮌᮏࠋⴥࡣཌ⭷㉁࡛㛗ᴃᙧࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠊ
ᖜ 㹼FPࠋඛࡣᑤࡾ㗦ᑤ㢌ࠊᇶ㒊ࡣ㗦ᙧࠋ⦕ࡣࡲࡤࡽ࡞⭢
≧㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋⴥ⬦ࡣࡇࡳ㠃✺ࡁฟࡿࠋ㞤㞝␗ᰴࠋⰼᮇ
ࡣ 㹼 ᭶ࠋᚄ⣙  FP ࡢ㯤ⓑⰍࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰾ㤶ࡀ࠶ࡿࠋ
ⰼ⿕ࡣ 㹼 ᯛࠋ㞟ྜᯝࡣ㛗ࡉ 㹼FP ࡛ᆶࢀୗࡀࡿࠋᯝᐇࡣ
㉥ࡃ⇍ࡋࠊࡁࡉࡀᥞ࠸࡛࠶ࡿࠋ✀Ꮚࡣ㯮Ⰽ࡛⌫ᙧࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣࣟࢩ㸦࣒࣮ࣝࠊࢧࣁࣜࣥ㸧ࠊᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊ
ᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦୰࣭㒊㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ
୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
෭ ᖏࡢᒣᯘෆᯘ⦕ࠋ
４．生育状況
๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝ࡛ࡶࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆ࡛ࡁ࡚࠸࡞
࠸ࠋࡋࡋࠊ㏆ᖺ༡ࣝࣉࢫᆅᇦ࡛ぢࡽࢀࡓ࠸࠺ሗࡣ࠶
ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇  ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࡀࠊ㏆ᖺࡣࢩ࢝ࡼࡿ
㣗ᐖ  ࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊࢩ࢝ࡢ㣗ᐖࡽಖㆤࡍࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧



㛗㔝┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




ミズバショウ

Lysichiton camtschatcense (L.) Schott

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ            ࢧࢺࣔ⛉ $UDFHDH
 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋኴ࠸᰿ⱼࡀ࠶ࡿࠋⴥࡣᗈ༸ᙧࡲࡓࡣᴃᙧ࡛ࠊ㛗
ࢆྵࡵ࡚㛗ࡉ  FP 㐩ࡍࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼᗎࡣⴥ
ඛ❧ࡗ࡚㛤ࡁࠊⰼⱼࡣ 㹼FPࠋ⅖ⱖࡢ⯨㒊ࡣⓑⰍࠋ
ⰼࡣᑠࡉࡃࠊᲬ≧ࡢⰼ㍈ୖᐦࡘࡃࠋῐ⥳㹼㯤Ⰽࠋⰼ⿕ࡣ
 ಶࠊ㞝ⷁ  ᮏࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣࣟࢩ㸦࢘ࢫ࣮ࣜࠊࢧࣁࣜࣥࠊ࣒࢝ࢳࣕࢶ࢝ࠊ
ࢡ࣮ࣜࣝ㸧ࠊᅜෆ࡛ࡣ༡༓ᓥࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞศᕸࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
‵ཎࡸᯘෆࡢ‵ᆅࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ᐩኈᕷࡢᾋᓥ࡛ぢࡽࢀࡓ࠸࠺
グ㍕ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᚋ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
Ẽೃኚື㸦㸧‵ᆅࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ⏕⫱⎔ቃ㓄៖ࡋ࡚ಖࡍࡿࡇࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧





ᒣᙧ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ








ハナゼキショウ
静岡県カテゴリー

Tofieldia nuda Maxim. var. nuda

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ

     ࢳࢩ࣐ࢮ࢟ࢩࣙ࢘⛉ 7RILHOGLDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ᰿ⱼࡣ▷ᑠ࡛㉮ฟᯞࢆḞࡃࠋ᰿ฟ
ⴥࡣ⥺ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋࢃࡎ‴᭤ࡋඛ➃ࡣ㛗ࡃᑤࡿࠋ
ⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼⱼࡢୖ㒊⥲≧ⓑ࠸ᑠⰼࢆࡘࡅࡿࠋⴟ
ࡣ  ࡋࠊ∦ࡣ༸ᙧࠋⰼ⿕∦ࡣ  ಶ࡛㛗ࡉ 㹼 PPࠊ⥺
≧ࡢࡽᙧࠋ㞝ⷁࡣ  ಶ࡛ⰼ⿕∦ࡼࡾᑡࡋ㛗࠸ࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ᪉௨す㸧ࠊᕞ㸦బ
㈡┴ࠊ㛗ᓮ┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
෭ ᖏࡢ㇂➽ࠊࡲࡓࡣ‵ࡗࡓᒾቨ࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣ㟼ᒸᕷⵇ༊ᱵࣨᓥࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿ
ࡀࠊࡑࡢᚋࡢ☜ㄆሗࡣ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅࡢ⎔ቃኚ㸦㸧ᅬⱁ⏝᥇ྲྀ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせ
ᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡀぢࡘࡗࡓࡽࠊ᭱㐺࡞⏕⫱⎔ቃࢆ⥔ᣢࡍࡿࡼ࠺
ࡘࡵࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧

ࣜࣛࣈࣛࢺ࢛ࣇף






イバラモ Najas marina L.
静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ

       ࢺࢳ࣑࢝࢞⛉ +\GURFKDULWDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ỿỈᛶࡢ୍ᖺⲡࠋⱼࡣ่ࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡞࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
ⴥࡣ⥺ᙧ 㹼FPࠊᖜࡣ PP ࡛ṑ∳ࡀ࠶ࡿࠋ㞤㞝␗ᰴࠋⰼᮇ
ࡣ 㹼 ᭶ࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣୡ⏺ᗈࡃࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
పᆅࡢ†ࠊࡓࡵụࡸࠊ⛥ἙᕝࠊỈ㊰⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
ᾋᓥࠊ㟼ᒸᕷࠊᑠ➟ᒣࠊᯇᕷ࡞ࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࠋ㏆ᖺ
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
†࣭ࡓࡵụࡢᇙࡵ❧࡚㸦㸧ࡸỈ㉁ᝏ㸦㸧ࡼࡾῶ
ᑡࡋࡓࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊࡑࡢಖㆤࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧





12 ,0$*(






センニンモ

Potamogeton maackianus A. Benn.

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ       ࣄ࣒ࣝࢩࣟ⛉ 3RWDPRJHWRQDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ỿỈᛶࡢከᖺⲡࠋ᰿ⱼࡣἾ୰ࢆᶓ㏺࠺ࠋⱼࡣ⣽ࡃ࡚ࡲࡤ
ࡽศᯞࡋࠊỈ୰┤❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋⴥࡣࡍ࡚ỿỈᛶ࡛ᗈ⥺
ᙧࠊ㛗ࡉ 㹼 FPࠊᖜ 㹼 PPࠋ⦕⣽࠸㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋⴥ
ࡢᇶ㒊ࡣᡸⴥྜ╔ࡋ࡚ⴥ㠧࡞ࡗ࡚ⱼࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿࠋⰼᮇ
ࡣ 㹼 ᭶ࠋᯞඛⰼⱼࢆఙࡤࡋࠊࡑࡢୖ㒊 FP ࡢ✑
≧ⰼᗎࢆࡘࡅࡿࠋⰼࡣⰼ⿕ࡣ࡞ࡃࠊⵂ㝸ᒓ✺㉳ࡀ  ಶ࡛
ⰼ⿕∦≧࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㞝ⷁ  ಶࠊ㞤⸹  ಶࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮾ༡ࢪ㒊ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊ
ᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
పᆅࡢụࡸἙᕝࠊỈ㊰࡞ࡢỈ୰ࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣᪧோ⏫ᐩኈᕷࡢᾋᓥࠊ㟼
ᒸᕷࡢ㪒ࣨụࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᚋࠊ⏕⫱ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚
࠸࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ụࡢ㛤Ⓨ㸦㸧Ἑᕝ࣭Ỉ㊰ࡢᩚഛ㸦㸧ࠊỈ㉁ở⃮
㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊỈ㉁ίࡸ➇ྜ᳜≀ࡢ㝖ཤ࡞ࠊ⏕
⫱⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿࡇࠋ          㸦ὸಖ㞝㸧

ヒロハノエビモ

12 ,0$*(




Potamogeton perfoliatus L.

静岡県カテゴリー 要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ
          ࣄ࣒ࣝࢩࣟ⛉ :RRGVLDFHDH
㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛

１．種の解説
ỿỈᛶࡢከᖺⲡࠋᆅୗⱼࡣᶓ㏺࠸ࠊ ⠇࠾ࡁỈ୰ⱼ
ࢆฟࡍࠋⴥࡣࡍ࡚ỿỈⴥ࡛ࠊⴥ㌟ࡣᗈᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼
FPࠊᖜ 㹼FPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⴥ⭆ࡽ 㹼FP ࡢ
ࡢ࠶ࡿ✑≧ⰼᗎࢆฟࡋࠊᐦⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼࡣⵂ㝸ᒓ
✺㉳ࡀ  ಶࠊᚰ⓶ࡀ  ಶ࠶ࡿࠋᯝᐇࡣᗈ༸ᙧࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ༡࣓ࣜ࢝ࢆ㝖ࡃୡ⏺ࡢ෭ ᖏࡽள⇕ᖏᗈ
ࡃࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࡽᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊
ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ụࡸỈ㊰ࡢỈ୰ࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ᯇᕷࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊ๓ᅇ㸦
ᖺ㸧ㄪᰝ࡛ࡶᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ụࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࡸἙᕝᨵಟ㸦㸧ࠊࡉࡽỈ㉁ở⃮㸦㸧
ࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ⏕⫱ᚲせ࡞⎔ቃ᮲௳ࢆ⥔ᣢࡍࡿ
ࡇࠋ
                 㸦ὸಖ㞝㸧





⚟┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ








シロバナショウジョウバカマ
静岡県カテゴリー

Helonias breviscapa (Maxim.) N. Tanaka
var. flavida (Nakai) Yonek.

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ

        ࢩࣗࣟࢯ࢘⛉ 0HODQWKLDFHDH

［ ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ］ 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ᰿ⱼࡣ▷ࡃ┤❧ࡋࠊࡑࡇࡽከ
ᩘࡢⴥࡀᗈࡀࡾࣟࢮࢵࢺ≧ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋⴥࡣࡸࡸⷧࡃࠊ⦕
ࡣ⣽࠸Ἴ≧㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ᰿ฟⴥࡢ୰ᚰ
ࡽⰼⱼࢆฟࡋࡑࡢ㡬 㹼 ಶࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼࡣⓑⰍ
ࡽῐ⣚Ⰽࠋⰼ⿕∦ࡢᇶ㒊ࡣࡩࡃࡽࡴࠋ㢮ఝࡢࢶࢡࢩࢩࣙ࢘ࢪ
ࣙ࢘ࣂ࣐࢝ࡢⰼ⿕∦ᇶ㒊ࡣࡩࡃࡽࡲ࡞࠸ࡢ࡛༊ู࡛ࡁࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㏆␥ᆅ᪉࣭୰ᅜᆅ᪉㸧ࠊᅄᅜ㸦ᮾ
㒊㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᒣᆅࡢࡸࡸ‵ࡗࡓᯘෆࡸⲡᆅࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧⇕ᾏᕷࡢ᪥㔠ᒣࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊ
ࡑࡢᚋ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ᪥㔠ᒣࡣⓑ࠸ⰼࢆࡘࡅࡿࢶࢡ
ࢩࢩࣙ࢘ࢪࣙ࢘ࣂ࣐࢝ࡀ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ
㸦 グ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿᮏ✀ࡣࡑࡢㄗㄆࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ⲡᆅࡢ⟶⌮ᨺᲠ㸦㸧ࡼࡿ᳜⏕㑄⛣ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧
ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱⎔ቃࡋ࡚ࡢⲡᆅࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇࠋ  㸦ὸಖ㞝㸧

ヒメイズイ

୕㔜┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




Polygonatum humile Fisch. ex Maxim.

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ

         ࢟ࢪ࢝ࢡࢩ⛉ $VSDUDJDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋ᰿ⱼࡣ⣽ࡃ㛗࠸ࠋⱼࡣ⛸ゅࡀ࠶
ࡿࠋⴥࡣ㛗ᴃ≧ᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠊᖜ 㹼 PPࠋୗ㠃
ࡣῐ⥳Ⰽࠋⴥ⦕㠃⬦ୖᑠ✺㉳ࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ
ⴥ⭆ 㹼 ಶࡢῐ㯤⥳Ⰽࡢⰼࢆୗᆶࡍࡿࠋⰼࡣ⟄ᙧ࡛㛗ࡉ 
㹼PPࠊඛࡣ  ࡍࡿࠋᾮᯝࡣ⌫ᙧ࡛ࠊᚄ 㹼PPࠊ㯮⣸Ⰽ
⇍ࡍࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣࣟࢩ㸦ࢩ࣋ࣜࠊࢧࣁࣜࣥ㸧ࠊᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜᮾ
㒊ࠊᅜෆ࡛ࡣ༡༓ᓥࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦୰࣭㒊㸧ࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
 ෭ ᖏࡢᒣᆅࡸᾏᓊࡢⲡᆅࡸᯘෆࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣࠊᚚẊሙᕷࠊᐩኈᐑᕷ⏕⫱ࡍࡿ
グ㍕ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᚋࠊ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡸᗈⴥᶞᯘࡢேᕤᯘ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせ
ᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏘ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ⏕⫱⎔ቃࢆಖࡋಖㆤࡍࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧




ᒱ㜧┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ


詳細な生育地不明





ヤマアマドコロ
静岡県カテゴリー

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
var. thunbergii (C. Morren. et Decne.) H. Hara

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ



      ࢟ࢪ࢝ࢡࢩ⛉ $VSDUDJDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡢ㛗ࡉࡣ 㹼FPࠋୗ㠃⬦ୖ
⣽✺㉳ࡀ࠶ࡿࡇࡀ≉ᚩࡉࢀࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼ⟄ࡢ
㛗ࡉࡣ 㹼 PPࠋ㢮ఝࡢ࣐ࢻࢥࣟࡣࠊⱼࡢ㧗ࡉࡣ 㹼
FP ࡛ⴥࡢ⬦ୖࡣᚤ⣽✺㉳ࡀ࠶ࡾࠊⰼ⟄ࡢ㛗ࡉࡣ 㹼PP
࡛༊ูࡉࢀࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ศᕸࡍ
ࡿࠋ
３．生育環境
ᖏࡢᒣᆅࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣࠊ⏘ᆅࡋ࡚ឡ㮚ᒣࡀ㍕ࡗ࡚࠸
ࡿࡀࠊࡑࡢᚋࡢ☜ㄆሗࡣ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢኚࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ᭱㐺࡞⏕⫱⎔ቃࢆ⥔ᣢࡋࠊࢩ࢝ࡼ
ࡿ㣗ᐖᑐ⟇ࡶㅮࡌࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧

タマミクリ

12 ,0$*(




詳細な生育地不明

Sparganium glomeratum (Beurl. ex Laest.) L. M. Newman

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅰ現状不明）㸦せ௳ 㸧ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ

     ࣐࢞⛉ 7\SKDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ሗ㊊㸦''㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１．種の解説
ᢳỈᛶࡢከᖺ⏕ࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋᆅୗⱼࡣᶓ㏺࠺ࠋⴥ
ࡣỈ୰ࡽᢳฟࡋ࡚ࠊ ิ⏕ࡋ⥺ᙧ࡛ࠊ᩿㠃ࡣ୕ゅ≧࡛࠶ࡿࠋ
ⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㞤㞝ྠᰴࠋⰼⱼࡣศᯞࡏࡎࠊୗ㒊㞤ᛶࡢ
㢌ⰼࢆ 㹼 ಶࡘࡅࠊ⭆⏕⭆ୖ⏕ࡀࡲࡌࡾࠊୖ㞝ᛶࡢ㢌
ⰼࢆ 㹼 ಶࡘࡅࡿࠋ㞟ྜᯝࡣ⥳Ⰽࡢ⌫ᙧ࡛ᚄ 㹼PPࠋᯝ
ᐇࡣᗈ༸ᙧ࡛㛗ࡉ PPࠊ୰ኸ㒊ศ࡛ࡃࡧࢀࡿࠋ㏆⦕✀ࡢࣄ࣓
࣑ࢡࣜࡣᯝᐇࡀಽ༸ᙧ࡛㛗ࡉ PPࠊࡃࡧࢀࡣ࡞࠸ࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣࢪࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࠊ࣓ࣜ࢝ࠊᅜෆ࡛ࡣ
ᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦୰㒊௨㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊す㒊
ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᶆ㧗ࡢ㧗࠸ᒣᆅࡢࡓࡵụࡸụࠊỈ㊰⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣࠊ⿄᭹⧊㸦㟼ᒸᕷⵇ༊⩚㫽㸧
ࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᚋࡢ☜ㄆሗࡣ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ࡓࡵụࡸụࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ⏘ᆅᛂࡌ࡚ၿฎࡍࡿࡇࡀ
㔜せ࡛࠶ࡿࠋ               㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧





12 ,0$*(








イヌイ

Juncus fauriei H. Lév. et Vaniot

㸦㸻ࣄࣛࠊࢿࢪ㸧
静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ

            ࢢࢧ⛉ -XQFDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉࡣ 㹼FPࠋ᰿ⱼࡣኴࡃ 㹼PPࠊⱼࡣᡥᖹ
࡛ᩘᅇࡡࡌࢀࡿࠋⴥࡣⱼࡢୗ㒊㫣∦≧ࡘ࠸࡚࠸ࡿࠋⰼᮇ
ࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ  ಶࡢⰼᗎ 㹼 ಶࡘࡃࠋ㞝ⷁࡣ  ᮏ࡛ࠊ
ⵂࡣⰼ⣒ࡼࡾⴭࡋࡃ㛗࠸ࠋⵧᯝࡣ㛗ᴃᙧ࡛㯮〓Ⰽࠊගἑ࠶
ࡾࠋ㛗ࡉࡣ 㹼PPࠋ✀Ꮚࡣᗈᴃᙧ࡛㕲ࡉࡧⰍࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣࣟࢩ㸦ࢧࣁࣜࣥࠊࢡ࣮ࣜࣝ㸧ࠊᅜෆ࡛ࡣ༡༓
ᓥࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍ
ࡿࠋ
３．生育環境
ᾏᓊࡢ◁ᆅࡸᒣᆅࡢ‵ᆅࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣ┴す㒊࡛ࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊ๓ᅇ
㸦 ᖺ㸧ㄪᰝࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᾏࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࡸᾏᓊ◁ᆅࡢᾘኻࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ⏕⫱ᆅࡢ⎔ቃࢆಖࡍࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧

12 ,0$*(






チャシバスゲ

Carex caryophyllea Latour. var. microtricha (Franch.) Kük.

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ

        ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH

 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ㛗࠸ᯞࢆఙࡤࡋ࡚⏕ࡍࡿࠋᯝ
ᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋᑠ✑ࡣୖ㒊᥋㏆ࡋ࡚ࡘࡁࠊ㡬ᑠ✑ࡣ㞝ᛶ࡛ 
ಶࠊᲨᲬ≧࡛ῐ〓Ⰽࠋࡑࡢୗ㞤ᑠ✑ࡀ 㹼 ಶࠊ㛗ࡉ 㹼FP
࡛ࠊ㞤㫣∦ࡣ᫂ࡽ࡞〓Ⰽ㒊ศࡀ࠶ࡿࠋᯝ⬊ࡣ㛗ࡉ PP ࠊ
⣽⬦ࡀ࠶ࡗ࡚᭷ẟࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣࣟࢩ㸦ࢧࣁࣜࣥࠊࢡ࣮ࣜࣝࠊ࣒࢝ࢳࣕࢶ࢝㸧ࠊ
ᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣ༡༓ᓥࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦୰㒊௨㸧
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᒣᆅࡸᾏᓊࡢⰪᆅࠊ㟼ᒸ┴࡛ࡣ㧗ᒣࡢ◁♟ᆅࡸⲡᆅࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧༡ࣝࣉࢫࡢሷぢᓅࡢグ㘓ࡀグ㍕
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝ࡛ࡶࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜
ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
⏕⫱⎔ቃࡢኚ㸦㸧ࡀせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࢩ࢝
ࡼࡿ㣗ᐖ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
㋃ࡳࡘࡅࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊⓏᒣ㐨௨እ❧ࡕධࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࡍ
ࡿࡇࠋ                 㸦ὸಖ㞝㸧




12 ,0$*(








キンチャクスゲ

Carex mertensii Presc. var. urostachys (Franch.) Kük.

㸦㸻࣡࢟ࢫࢤ㸧
静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ

   ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ᰿ⱼࡣ▷ࡃྀ⏕ࡍࡿࠋⴥࡣᰂࡽ
ࡃࠊᖜ 㹼 PPࠋᯝᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋᑠ✑ࡣ 㹼 ಶࠊ㞤㞝ᛶ࡛
㞤ⰼࡢ㒊ศࡀከࡃࠊᇶ㒊㞝ⰼ㒊ࡀ࠶ࡿࠋ㛗ࡉ 㹼FPࠊ㛗࠸
ࡀ࠶ࡗ࡚Ⅼ㢌ࡍࡿࠋ㞤㫣∦ࡣ㯮〓Ⰽ࡛ࠊᯝ⬊ࡼࡾ▷࠸ࠋᯝ
⬊ࡣᡥᖹ࡛ࠊ㛗ࡉ 㹼 PPࠋ⑭ᯝࡣ㛗ಽ༸ᙧ࡛  ⛸ࡀ࠶ࡿࠋ
ᰕ㢌ࡣ  ᒱࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣࣟࢩ㸦ࢡ࣮ࣜࣝ㸧ࠊᅜෆ࡛ࡣ༡༓ᓥࠊᾏ
㐨ࠊᮏᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍ
ࡿࠋ┴ෆࡢ⏘ᆅࡣศᕸࡢ༡㝈࡛࠶ࡿࠋ
３．生育環境
㧗ᒣᖏࡢ୰⏕ⲡᆅࠋ
４．生育状況
㏆ᖺ⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
Ⓩᒣ⪅ࡼࡿ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀῶᑡࡢ
せᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
Ⓩᒣ㐨࿘㎶࡛ࡣ㋃ࡳࡘࡅὀពࡍࡿࠋ
   㸦ὸಖ㞝㸧



㛗㔝┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍




サギスゲ Eriophorum gracile K. Koch
静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ         ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋᆅୗⱼࡣ㛗࠸ᯞࡀ࠶ࡾࠊⱼࡣ
ᰴࢆసࡽࡎࠊࡲࡤࡽྀ⏕ࡍࡿࠋⱼࡣ㕌  ⛸ᙧࠊ᰿ฟⴥࡣ 
⛸ᙧ࡛⣽ࡃṇ㠃⁁ࡀ࠶ࡿࠋⱼⴥࡣ▷࠸ࡀࠊୗ㒊ࡣ㛗࠸㠧
࡞ࡗ࡚ࠊⱼࡢୗ㒊ࢆໟࡴࠋⰼᮇࡣ  ᭶ࠋⱼࡢඛᩓᙧⰼᗎ
ࢆసࡾࠊ㛗▷ྠࡢ 㹼 ᮏࡢᯞඛᑠ✑ࢆࡘࡅ㛤ⰼࡍࡿࠋ
ᯝᐇࡣ  ⛸ࡢ࠶ࡿ⊃㛗ᴃᙧ࡛ࠊ㛗ࡉ 㹼 PPࠋ㹼 ᭶
⇍ࡍࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ࣮ࣘࣛࢩࠊ࣓ࣜ࢝ࠊᅜෆ࡛ࡣ
ᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦୰࣭㒊㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ศᕸ
ࡍࡿࠋ
３．生育環境
෭ ᖏࡽளᐮᖏࡢ‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ᐩኈᐑᕷࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊ๓ᅇ
㸦 ᖺ㸧ㄪᰝ࡛ࡶᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
５．減少の主要因と脅威
⏕⫱⎔ቃࡢᾘኻ㸦㸧ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ
࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱⎔ቃࡢ‵ᆅࢆಖࡍࡿࡇࠋ     㸦ὸಖ㞝㸧




ף㹎㹇㹖㹒㸿






タイワンヤマイ
静岡県カテゴリー

Schoenoplectus wallichii (Nees) T. Koyama

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ

         ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ Cyperaceae

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
 ᖺⲡࡲࡓࡣከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ⣽࠸ᰕᙧྀ࡛
⏕ࡍࡿࠋᯝᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼᗎࡣ 㹼 ಶࡢ↓ࡢᑠ✑ࡽ࡞
ࡿࠋᑠ✑ࡣᢨ㔪ᙧ࡛⇍ࡋ࡚ࡶῐ࠸⥳Ⰽࢆಖࡘࠋ⣽่㔪≧ⰼ⿕∦
ࡣᯝᐇࡢ  ಸࡢ㛗ࡉࡀ࠶ࡿࠋ㢮ఝࡢ࣍ࢱࣝࡢᑠ✑ࡣ༸ᙧ࡛ࠊ
่㔪≧ⰼ⿕∦ࡣᯝᐇࡼࡾ▷࠸ࠊࢃࡎ㛗࠸ࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊྎ‴ࠊᮅ㩭༙ᓥࠊࣥࢻࠊࣥࢻࢿࢩࠊ
ᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊す㒊
ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ụ␁ࠊ‵ᆅࠊỈ⏣㊧ᆅࠋ
４．生育状況
 ⸨ᯞᕷࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝ࡛ࡶࠊᅇࡢㄪ
ᰝ࡛ࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ụࡸ‵ᆅࡢᇙࡵ❧࡚㸦㸧ࡸᩚഛ㸦㸧ࠊ㎰⸆ࡼࡿở
ᰁ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱⎔ቃ㓄៖ࡋ࡚ಖࡍࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧

ヒゲノガリヤス

12 ,0$*(




Calamagrostis longiseta Hack.

静岡県カテゴリー 要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ
                ࢿ⛉ 3RDFHDH
㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ᰿ⱼࡣ▷ࡃࠊⱼࡣ᮰⏕ࡍࡿࠋⴥ
㌟ࡣ㛗ࡉ 㹼 FPࠊᖜ 㹼 PP ࡛ࢃࡎෆഃᕳࡃࠋ
ୖ㠃ⓑ⥳Ⰽࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㗹ⰼᗎࡣ㛗ࡉ 㹼 FPࠋ
ᯞࡣ༙㍯⏕≧ࡘࡁࠊᑠ✑ࡣࡸࡸᐦࡘࡃࠋᑠ✑ࡣ㛗ࡉ 
㹼PP ࡛  ᑠⰼࡽ࡞ࡿࠋໟ✛ࠊㆤ✛ࡶࡰྠ㛗ࠋⰢࡣ
㛗ࡉ 㹼PP ࡛ࠊ㏵୰࡛ࡼࡌࢀᒅ᭤ࡍࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦୰࣭㒊ࠊ㏆␥ᆅ᪉㸧
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊㸦ẟ↓ᒣ㸧୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧
ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
෭ ᖏࡽᐮᖏࡢⲡᆅࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ᮾ㒊ࡢẟ↓ᒣ୰㒊ࡢ༡ࣝࣉ
ࢫ㉥▼ᓅࡢグ㘓ࡀ㍕ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪ
ᰝ࡛ࡶࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧࡞ࡢ⏕⫱⎔ቃࡢኚࡀῶᑡࡢせᅉ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱⎔ቃ㓄៖ࡋ࡚ಖࡍࡿࡇࠋ   
㸦ὸಖ㞝㸧




㛗㔝┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍








キダチノネズミガヤ

Muhlenbergia ramose (Hack.) Makino 

㸦㸻ࣖࣈࢿࢬ࣑࢞ࣖ㸧
静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ

               ࢿ⛉ 3RDFHDH

 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ］

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ᰿ⱼࡣ㛗ࡃ 㹼PP ࡞ࡾࠊ
ᚄࡣ 㹼 PP ࡛⣬㉁ࡢⷧ࠸㫣∦そࢃࢀࡿࠋⴥࡣ㛗ࡉ 㹼
FPࠊᖜ 㹼PP ࡛ᰂࡽ࠸ࠋⱼࡣኵ࡛ከࡃࡢᯞࢆศࡕ
ⰼᗎࢆࡘࡅࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋᑠ✑ࡣ⅊⥳Ⰽ࡛ࡋࡤࡋࡤῐ
⣸Ⰽࢆᖏࡧࠊ ᑠⰼࡽ࡞ࡿࠋㆤ✛ࡢⰢࡣ┤❧ࡋ㛗ࡉ 㹼PPࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜ୰㒊ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦୰㒊௨す㸧ࠊᅄᅜࠊ
ᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᖏࡢᯘෆࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣࠊ㟼ᒸᕷ㛛ᒇᕝᕷᑠ➟ᒣࡢグ
㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝ࡛ࡶᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࢿࢬ࣑࢞ࣖᒓࡢ᳜≀ࡣࡼࡃఝ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ㐣ཤ
ࡢグ㘓ࡣᶆᮏࡢ☜ㄆࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ᭱㐺࡞⏕⫱⎔ቃࢆ⥔ᣢࡍࡿࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧

イトイチゴツナギ
静岡県カテゴリー



12 ,0$*(




Poa matsumurae Hack.

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ

               ࢿ⛉ 3RDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋᆅୗⱼࡣ⣽ࡃ FP ௨ୖ࡞ࡾࠊ
ࡇࢁࡇࢁࡢ⠇ࡽᱰࢆฟࡍࠋⴥࡣᰂࡽࡃ㩭⥳Ⰽࠋ㛗ࡉ
㹼FPࠊᖜ 㹼PPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼᗎࡣ㛗ࡉ 㹼
FPࠊᖜ 㹼 FPࠋᯞࡣࡲࡤࡽ࡛ᶓ㛤ࡃࠋᑠ✑ࡣࡲࡤࡽ࡛ᡥ
ᖹࠊ㛗ࡉ 㹼PP ࡛ 㹼 ⰼࡼࡾ࡞ࡿࠋᇶ┙ࡢ⥛ẟࡣ㛗ࡃ࡚┠
❧ࡘࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦࣭୰㒊㸧ศᕸࡍ
ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境

ᖏࠊள㧗ᒣᖏࡢᯘෆࡸᯘ⦕ࠋ
４．生育状況
┴ᮾ㒊ࡢឡ㮚ᒣグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝࡸ
ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢኚࡸᯘ㐨ࡢ㛤タ㸦㸧
࡞ࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡣࠊ⏕⫱⎔ቃࡢಖࠊࢩ࢝ࡼࡿ
㋃ࡳࡘࡅཬࡧ㣗ᐖᑐฎࡍࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧




12 ,0$*(




詳細な生育地不明





ヤマブキソウ

Hylomecon japonica (Thunb.) Prantl et Kundig

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ

         ࢣࢩ⛉ 3DSDYHUDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋ᰿ฟⴥࡣ㛗࠸ࡀ࠶ࡿ⩚≧」
ⴥࠋ㛗ࡉ FP ࡶ࡞ࡿࠋᑠⴥࡣ 㹼 ಶࠋⱼⴥࡣ▷࡛ᑠ
ⴥࡣ 㹼 ಶࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㩭㯤Ⰽࡢ  ᘚࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋ
ⴟ∦ࡣ⥳Ⰽ࡛  ಶࠋⰼᘚࡣ㛗ࡉ⣙ FPࠊⴟ∦ࡣ㛤ⰼ๓
ⴠࡕࡿࠋⱼࡸⴥࡣ㯤Ⰽࡢᾮࢆྵࡴࠋⵧᯝࡣ⣽࠸ᰕᙧ࡛㛗
ࡉ FP ࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣࢩ࣋ࣜᮾ㒊ࠊ୰ᅜࠊᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᮏ
ᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋୰㒊ศᕸࡍ
ࡿࠋ
３．生育環境
෭ ᖏࡽᬮ ᖏࡢ‵₶⫧Ỻ࡞ⴠⴥᶞᯘෆ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡶಶయᩘࡶᑡ࡞ࡃࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞ࡗ
ࡓࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢኚࡸࠊ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࠊ
ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ⏕⫱⎔ቃࢆ᭱㐺࡞ࡶࡢᩚ࠼ಖ
ࡍࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧

ヤマケマン

ᮾி㒔  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




Corydalis ophiocarpa Hook. f. et Thomson

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ

            ࢣࢩ⛉ 3DSDYHUDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⴥࡣ༸㹼⊃༸ᙧ࡛ᩘᅇ⩚≧ศ
ࡍࡿࠋ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼FPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⱼ㡬
㛗ࡉ 㹼FP ࡢ⥲≧ⰼᗎࢆసࡾࠊῐ㯤Ⰽࡢᑠࡉ࡞ⰼࢆከ
ᩘࡘࡅࡿࠋⰼࡣ㛗ࡉ 㹼PP ࡛ࠊඛࡀ၁≧㛤ࡁࠊ᪉ࡢඛ
➃ࡣ᭤ࡀࡗ࡚ᑡࡋࡩࡃࢀࡓ㊥࡞ࡿࠋⵧᯝࡣ⥺≧࡛㛗ࡉ⣙ 
FPࠊᑡࡋࡡࡌࢀ࡚࠸ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣࢩ࣋ࣜᮾ㒊ࠊ୰ᅜࠊྎ‴ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㛵
ᮾᆅ᪉㸧ࠊᅄᅜศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
෭ ᖏࡢ㇂ἢ࠸ࡢᒾୖ࡞ࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣࠊᪧᮏᕝ᰿⏫ᪧỈ❑⏫ࡢグ㘓
ࡀ࠶ࡿࡀࠊ๓ᅇ㸦ᖺ㸧ㄪᰝࠊᅇࡢㄪᰝࡶ⏕⫱ࡀ☜ㄆ
ࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᒣᯘఆ᥇㸦㸧ࡼࡿ⎔ቃࡢኚࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ⏕⫱㐺ࡋࡓ⎔ቃࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧
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モメンヅル

Astragalus reflexistipulus Miq.

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ             ࣐࣓⛉ )DEDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣᩳୖࡍࡿࠋⴥࡣወᩘ⩚≧」ⴥ
࡛ࠊᑠⴥࡣ㛗༸㹼㛗ᴃᙧ࡛ࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼FPࠋ
ᩘࡣ 㹼 ᯛࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼᗎࡣ㛗ࡉ 㹼FP ࡛  ಶ
ࡢ㯤Ⰽࡢ⼖ᙧⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼࡢ㛗ࡉࡣ 㹼 PPࠋ㇋ᯝ
ࡣ⇍ࡍ┤❧ࡍࡿࠋ⣽࠸ᰕᙧ࡛ࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠊኴࡉ⣙
PP ࡛▷ẟࡀ࠶ࡿࠋ ᐊศࢀከᩘࡢ✀Ꮚࢆධࢀࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊
ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
෭ ᖏࡢᒣ㯄ࡢⲡᆅࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧┴す㒊ࡢグ㘓ࡀ㍕ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑ
ࡢᚋࡢ☜ㄆሗࡣ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ⲡᆅࡢ⟶⌮ᨺᲠࡼࡿ᳜⏕ኚ㸦㸧ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣⲡᆅࡢ᳜
ᯘ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
⮬⏕⏘ᆅࡀぢࡘࡗࡓࡽࠊ᭱㐺࡞⏕⫱⎔ቃࢆసࡾ⥔ᣢࡍࡿ
ࡇࠋ                   㸦 ὸಖ㞝㸧

ヒロハノカワラサイコ
静岡県カテゴリー

12 ,0$*(




Potentilla niponica Th. Wolf

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ             ࣂࣛ⛉ 5RVDFHDH

 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ┤❧ࡲࡓࡣᩳୖࡋࠊ㌾ẟࢆ
ᐦ⏕ࡍࡿࠋⴥࡣወᩘ⩚≧」ⴥ࡛ᑠⴥࡣ 㹼 ᯛࠊᑠⴥ㛫
ᒓᑠⴥ∦ࡣ࡞࠸ࠋ⾲㠃ࡣ⥳Ⰽ࡛ࡰ↓ẟࠋ㠃ࡣⓑ⥥ẟࡀᐦ
⏕ࡍࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⱼ㡬ࡲࡤࡽࡢᩓᡣ≧㞟ᩓⰼᗎࢆ
సࡾࠊࡲࡤࡽ㯤Ⰽࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼࡢᚄࡣ⣙ FPࠋ㢮ఝࡢ
࢝࣡ࣛࢧࢥࡣࠊᑠⴥࡢᩘࡀ 㹼 ᯛከࡃࠊࡲࡓᑠⴥ㛫
ᒓᑠⴥ∦ࡀ࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣࣟࢩ㸦࢘ࢫ࣮ࣜ㸧ࠊ୰ᅜᮾ㒊ࠊᮅ㩭༙ᓥࠊ
ᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰
㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸ⲡᆅࡸἙᕝᩜ⏕࠼ࡿࠋ
４．生育状況
㐣ཤࡣࠊಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࡀᗈࡃศᕸࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࠊ
๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝ࡛ࡶࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳜ᯘ㸦㸧ࡸ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡼࡿⲡᆅࡢῶᑡࡀῶᑡࡢ
せᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ⏕⫱㐺ࡋࡓ⎔ቃࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧
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クモイザクラ
静岡県カテゴリー

Cerasus nipponica (Matsum.) Ohle ex H. Ohba
var. alpina (Koidz.) H. Ohba
要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ

             ࣂࣛ⛉ 5RVDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ⴠⴥపᮌࠋⴥࡣಽ༸ᙧ࡛㛗ࡉ FP ࠋⴥࡣẟࡀ
ࢇ࡞࠸ࠋ⻤⭢ࡣⴥࡢୖ㒊ࡘࡁࠊ㗬ṑඛ➃ࡢ⭢యࡣ᫂
ࡽ࡛࡞࠸ࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋᩓᡣ≧ࡢⰼᗎᚄ  FP ๓ᚋ
ࡢῐ⣚Ⰽࡢⰼࢆ 㹼 ಶࡘࡅࡿࠋⱖࡣࡁࡃᯝࡶṧࡿࠋ
ⰼᗎࡣᇶᮏ✀ࡢࢱ࢝ࢿࢨࢡࣛ␗࡞ࡾ 㹼 FP ࡢ㛗࠸
⥲ⰼࡀ࠶ࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦୰㒊㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊
㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ༡ࣝࣉࢫ≉⏘࡛࠶ࡿࠋ
３．生育環境
㧗ᒣᖏࡢከᑡ‵ࡗࡓᒾ♟ᆅࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣ༡ࣝࣉࢫࡢⲨᕝᓅ࡛  ᖺ
  ᖺ☜ㄆࡉࢀࡓࡇࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊࡑ
ࡢᚋࡢ☜ㄆሗࡣ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᔂቯ࡞ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢᾘኻ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ᥎
ࡉࢀࡿࡀṇ☜ࡣ᫂㸦㸧࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ⏕⫱ᆅ┙ࡢಖࢆᅗࡿࡇࠊࢩ࢝
ࡼࡿ㣗ᐖࢆ㜵ࡄࡇࠋ         㸦ὸಖ㞝㸧

12 ,0$*(




ハチジョウイチゴ Rubus ribisoideus Matsum.
静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ

 ࣂࣛ⛉ 5RVDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ⴠⴥపᮌࠋⱼࡣ┤❧ࡋࠊࡼࡃศᯞࡍࡿࠋⱼࡸᯞࡣึࡵ⤧ẟ
ࢆᐦ⏕ࡍࡿࡀࠊྂࡃ࡞ࡿⴠࡕࡿࠋⴥࡣ㛗ࡀ࠶ࡾࠊⴥ㌟ࡣ
ᙧࠊᖜ 㹼 FPࠊ㹼 ୰ࡍࡿࠋ㠃ⴥࡣ⤧ẟᐦ
そࢃࢀࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣᯞඛ 㸦㹼㸧ಶⅬ㢌ࡋࠊ
ᚄ 㹼FPࠋⰼᘚࡣⓑⰍ࡛  ᯛࠋⰼࠊⴟࡶ⤧ẟそࢃࢀ
ࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴ࠊ⣖ఀ༙ᓥࠊᒣཱྀ┴㸧ࠊᅄᅜࠊ
ᕞࠊఀ㇋ᓥศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᾏᓊ㏆ࡃࡢⲡᆅࡸᯘ⦕ࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣࠊᮾఀ㇋⏫ࠊ༡ఀ㇋⏫ࠊୗ⏣ᕷ
ࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᚋࡢ☜ㄆሗࡣ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ἢᓊ㒊ࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ⎔ቃ㓄៖ࡋ࡚ಖࡍࡿࡇࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧
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キビナワシロイチゴ
静岡県カテゴリー

Robus yoshinoi Koidz.

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ              ࣂࣛ⛉ 5RVDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ᛶࡢⴠⴥᑠపᮌࠋⱼࡣ 㹼FP ࡞ࡿࡀࠊࡑࡢᚋᶓ
㛗ࡃఙࡧ࡚ᆅ㠃ࢆ㏺࠺ࠋⴥࡣ⏕ࠋ᭷ࠊ ฟ」ⴥࠋ㡬ᑠⴥࡣ
㛗ᴃᙧ࡛㗦ᑤ㢌ࠊᇶ㒊ࡣᚰᙧࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋᮏᖺᯞࡢඛ
➃⥲≧ⰼᗎࢆసࡾࠊ⣚⣸Ⰽࡢᑠⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼᘚࡣಽ༸ᙧࡢ
ࡽᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠊⴟࡶ┤❧ࡍࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ᮾ㹼୰ᅜᆅ᪉㸧ࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮ ᖏࡽ෭ ᖏୗࡢⲡཎࡸᯘ⦕ࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣ⸨ᯞᕷࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᚋࡢ
☜ㄆሗࡣ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
᫂㸦㸧ࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ⏕⫱⎔ቃ㓄៖ࡋࠊಖࢆ⾜࠺ࡇࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧

㛗㔝┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍






ノグルミ

Platycarya strobilacea Siebold et Zucc.

静岡県カテゴリー 要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ
           ࢡ࣑ࣝ⛉ -XJODQGDFHDH
㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛

１．種の解説
ⴠⴥ㧗ᮌࠋ㧗ࡉ Pࠊᚄ FP 㐩ࡍࡿࠋᖿࡣ┤❧ࡋࠊⱝ
ᯞࡣ㌾ẟࡀᐦ⏕ࡍࡿࡀᚋ↓ẟ࡞ࡿࠋᯞࡣ⓶┠ࡀ┠❧
ࡘࠋⴥࡣወᩘ⩚≧」ⴥ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠋ㹼 ᯛࡢᑠⴥࡀ
࠶ࡿࠋᑠⴥࡣ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼FPࠋⰼᮇࡣ  ᭶ࠋᯞඛ
┤❧ࡍࡿ㛗ࡉ 㹼 FP ࡢᑿ≧ࡢ㞝ⰼᗎࠊ༸≧㛗ᴃᙧ
࡛ 㹼FP ࡢ㞤ⰼᗎࢆࡘࡅࡿࠋᯝ✑ࡣᢨ㔪ᙧࡢⱖࡀᐦ
㔜࡞ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊྎ‴ࠊ୰ᅜ㝣ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࠊᅜෆ࡛
ࡣᮏᕞ㸦⚄ዉᕝ┴௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ
ఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮ ᖏࡢ᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸ᯘ⦕⏕࠼ࡿࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣࠊኳᇛᒣึᓥࡢグ㘓ࡀ㍕ࡗ࡚
࠸ࡿࡀࠊ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞
ࡗࡓࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᒣᯘఆ᥇㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࡽࠊ᭱㐺࡞⏕⫱⎔ቃࢆ⥔ᣢࡋ࡚ಖㆤࡍࡿ
ࡇࠋ                  㸦ὸಖ㞝㸧




ࣜࣛࣈࣛࢺ࢛ࣇף




ハシバミ

Corylus heterophylla Fisch. ex Besser var. thunbergii Blume

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ                ࢝ࣂࣀ࢟⛉ %HWXODFHDH
［ ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ］ 

１．種の解説
ⴠⴥపᮌࠋከࡃࡢሙྜᰴ❧ࡕ࡞ࡾࠊ㧗ࡉ P 㐩ࡍࡿࡶ
ࡢࡶ࠶ࡿࠋⱝᯞࡸⴥࡣ㌾ẟࡀ࠶ࡿࠋⴥࡣᗈᴃᙧ࡛㛗ࡉ
ᖜࡶ 㹼 FPࠋࡸࡸḞ้≧ࡢ㔜㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼
᭶ࠋ㞤㞝ྠᰴࠋ㞝ⰼᗎࡣᑿ≧ୗᆶࡋࠊ㞤ⰼᗎࡣᑠࡉࡃᩘⰼ
ࡀ㢌≧ࡘࡃࠋሀᯝࡣ⌫ᙧ࡛ᚄ⣙ FPࠋⴥ≧࡛ඛࡀᩘࡋ
࡚࠸ࡿ⥲ⱖ  ᯛࡼࡗ࡚ໟࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣࣟࢩ㸦࣒࣮ࣝࠊ࢘ࢫ࣮ࣜ㸧ࠊ୰ᅜࠊᮅ㩭༙ᓥ
ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊
す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮ ᖏࡽ෭ ᖏࡢྥ㝧ࡢᒣᆅࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣ┴ෆ  ࣨᡤࡢ⏕⫱ᆅࡀグ㍕ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢᚋࠊ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᒣᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࡸ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ⏕⫱⎔ቃ㓄៖ࡋ࡚ಖㆤࡍࡿࡇ
ࠋ                  㸦ὸಖ㞝㸧

フジスミレ

㛗㔝┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍





Viola tokubuchiana Makino var. tokubuchiana

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ

             ࢫ࣑ࣞ⛉ 9LRODFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ↓ⱼ✀ࠋ㛤ⰼࡢᚋᆅ୰ᯞࢆఙ
ࡤࡋ᪂ᰴࢆసࡿࠋⴥࡣ༸ᙧ࡛ඛ➃ࡣ㗦ᙧࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠋ
⾲㠃ࡣᬯ⥳Ⰽࠊ⬦ἢࡗ࡚ⓑᩬࡀ࠶ࡿࠋ㠃ࡣ⣸Ⰽࢆᖏࡧࠊ
▷ẟࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ⣚⣸Ⰽࠋᚄ 㹼 FPࠋ
ഃᘚࡢᇶ㒊ࡲࡤࡽẟࡀ࠶ࡿࠋள✀ࡢࣄࢼࢫ࣑ࣞ㛫㐪
࠸ࡸࡍ࠸ࡢ࡛ࠊⴥࡢᙧࡸ㗬ṑࠊⰼࡢ㊥࡞ࡢ㐪࠸ࢆ☜ㄆࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ᰣᮌ┴ࠊ㛗㔝┴ࠊ㟼ᒸ┴㸧ศᕸ
ࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
 ෭ ᖏࡢⴠⴥᗈⴥᶞᯘࡢ‵ࡾẼࡢ࠶ࡿᯘᗋࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࠊ㟼ᒸᕷࠊ㔝⏫ࠊỈ❑⏫ࡢグ㘓
ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᚋぢࡘࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢኚࡸᯘ㐨ࡢ㛤タ㸦㸧
࡞ࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
⮬⏕ᆅࡀぢࡘࡗࡓࡽࠊ⏕⫱⎔ቃࢆࡑࡢࡲࡲಖࡍࡿࡇ
ࠋ                   㸦ὸಖ㞝㸧





ࣜࣛࣈࣛࢺ࢛ࣇף



詳細な生育地不明





ゲンジスミレ

Viola variegate Fisch. ex DC. var. nipponica Makino

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ      

    ࢫ࣑ࣞ⛉ 9LRODFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࠊⴥࠊⰼࠊⴟ∦ࠊⵧᯝ
⣽࠸ẟࡀᐦ⏕ࡍࡿࠋⴥࡣᚰᙧ࡞࠸ࡋᗈ༸ᚰᙧࠋ㛗ࡉ 
㹼FPࠋప࠸㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋ⾲㠃ࡣᬯ⣸Ⰽࠋ㠃ࡣᖏ⣸Ⰽࠋⰼ
ᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣⴥࡼࡾ▷ࡃ㧗ࡉ 㹼FPࠋⰼࡣᖏ⣚⣸
Ⰽࠋⰼᘚࡢ㛗ࡉ 㹼PPࠋഃᘚẟࡀ࠶ࡿࠋ㊥ࡣ⣽㛗ࡃࠊ
㛗ࡉ 㹼PPࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦୰࣭㒊ࠊᒸᒣ┴㸧ࠊᅄᅜ㸦ឡ
┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᖏࠋ᫂ࡿ࠸ⴠⴥᶞᯘࡸṌ㐨⬥࡞ࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ឡ㮚ᒣ࡛᥇ྲྀࡉࢀࡓࡢሗࡀ㍕
ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢᚋࠊ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦 ࡸ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ⏕⫱⎔ቃࡶಖࡍࡿࡇࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧

ヒメスミレサイシン
静岡県カテゴリー

ף㹎㹇㹖㹒㸿


詳細な生育地不明

Viola yazawana Makino

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ

           ࢫ࣑ࣞ⛉ 9LRODFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ሗ㊊㸦''㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ↓ⱼ✀ࠊᆅୗᯞࡣฟ࡞࠸ࠋྂ࠸
ⴥࡀṧࡿࠋⴥࡣᑡ࡞ࡃⰼ㐜ࢀ࡚㛤ࡃࠋᗈ༸ᙧ࡛ඛࡣᑤࡿࠋ
㛗ࡉ 㹼FPࠋⰼᮇࡣ  ᭶ࠋⰼࡢඛⓑⰍࡢⰼࢆ㛤ࡃࠋⰼ
ᘚࡢ㛗ࡉࡣ 㹼PPࠋ၁ᘚ⣸ࡢ➽ࡀ࠶ࡿࠋഃᘚࡣ↓ẟࠋ㊥
ࡣ▷ࡃ㛗ࡉ 㹼PPࠋⵧᯝࡣ㛗ࡉ 㹼PP ࡛ࠊ⣸ᩬࡀ࠶ࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㛗㔝┴ࠊᇸ⋢┴ࠊ㟼ᒸ┴㸧ศᕸࡍ
ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
෭ ᖏࡽளᐮᖏࡢᯘᗋࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣẟ↓ᒣ㸦㸧ᐩኈᒣ㯄ࡢグ
㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᚋࡃ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
⮬⏕ᆅࡀぢࡘࡗࡓࡽࠊࡑࡢ⏕⫱⎔ቃࢆಖࡍࡿࡇࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧

ᒣ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍












ナガバノヤノネグサ
静岡県カテゴリー

Persicaria breviochreata (Makino) Ohki

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ

           ࢱࢹ⛉ 3RO\JRQDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
୍ᖺⲡࠋⱼࡣ᰿ඖࡽศᯞࡋᩳୖࡍࡿࠋࡩࡘ࠺  ิࡢୗྥ
ࡁࡢ่ẟࡀ࠶ࡿࠋⴥࡣ㛗ᴃ≧ᢨ㔪ᙧࠊᇶ㒊ࡣὸ࠸▮ࡌࡾᙧ
ὸ࠸ᚰᙧࠋ⪥㒊ࡣ୕ゅᙧࠋ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼FPࠋᡸⴥ
ᑠⴥ▷ࡃࠊ㛗ࡉ 㹼PPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⱼࡢඛ➃ୖ㒊ࡢ
ⴥ⭆ⰼᗎࢆฟࡋ࡚ࡲࡤࡽ 㹼 ಶࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼᘚࡣ࡞
ࡃࠊⴟࡣ⣚Ⰽࢆᖏࡧࡓῐ⥳Ⰽ࡛῝ࡃ  ࡍࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥ༡㒊ཬࡧ῭ᕞᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ
᪉௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ἑἢ࠸ࡢᯘᗋࡸᯘ⦕⏕࠼ࡿࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ኳᇛᒣࡢグ㘓ࡀ㍕ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑ
ࡢᚋ☜ㄆࡉࢀࡓሗࡣ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢኚࡀῶᑡࡢせᅉ⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊࡑࡢ᳜≀㐺ࡋࡓ⏕⫱⎔ቃࢆಖ
ࡍࡿࡇࠋ                
㸦ὸಖ㞝㸧

ᒱ㜧┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍


詳細な生育地不明



ワダソウ

Pseudostellaria heterophylla (Miq.) Pax

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ        ࢼࢹࢩࢥ⛉ &DU\RSK\OODFHDH
 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ᰿ࡣ⣳㗽≧࡛  ಶࠋⴥࡣᑐ⏕ࡋࠊࡋࡤࡋࡤ 
ᙧࢆࡋࡵࡍࠋୖ㒊ࡢⴥࡣᗈᢨ㔪ᙧࡽᗈ༸ᙧ࡛  ᯛࡢⴥࡀ
᥋㏆ࡋ࡚㍯⏕≧ࡘࡁࠊୗ㒊ࡢⴥࡣಽᢨ㔪ᙧ࡛ 㹼 ᑐࡣ
࡞ࢀ࡚ࡘࡃࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋୖ㒊ࡢⴥ⭆ࡽ▷ẟࡢ࠶ࡿ
ⰼࢆฟࡋࠊࡑࡢඛⓑⰍࡢ  ⰼࢆୖྥࡁࡦࡽࡃࠋ㢮ఝ
ࡢࣄࢤࢿ࣡ࢳ࢞ࢯ࢘ࡣⰼࡢẟࡢ᭷↓࡛༊ู࡛ࡁࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊࣟࢩ㸦࢘ࢫ࣮ࣜ㸧ࠊᅜෆ
࡛ࡣᮏᕞ㸦୰㒊ᆅ᪉௨㸧ࠊᕞ㒊ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛
ࡣᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
෭ ᖏᒣᆅࡢⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣᐩኈᒣ࿘㎶ࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊ
๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝ࡛ࡶࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆ࡛ࡁ࡞ࡗ
ࡓࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ⏕⫱㐺ࡋࡓ⎔ቃࢆಖࡍࡿࡇ
ࠋ                  㸦ὸಖ㞝㸧

㛗㔝┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍











シラオイハコベ

Stellaria fenzlii Regel

㸦 ࢚ࢰࣇࢫ࣐㸧
静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ

   ࢼࢹࢩࢥ⛉ &DU\RSK\OODFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ┤❧ࡋࠊୖ㒊࡛ᯞࢆศࡅࡿࠋ
ⴥࡣ↓࡛ᗈᢨ㔪ᙧࠊ㛗ࡉ 㹼 FPࠊᖜ 㹼 PPࠋⰼᮇࡣ 
㹼 ᭶ࠋⰼࡣࡲࡤࡽࡢ㞟ᩓⰼᗎࡘࡃࠋⴟ∦ࡣᗈᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ
㹼PPࠊⰼᘚࡣⓑⰍࠋⴟ∦ࡼࡾ▷ࡃ  ῝ࡍࡿࠋࡲࡓࡣⰼᘚ
ࡣ࡞࠸ࠋᯝᐇࡣ㛗༸ᙧࠊ㛗ࡉ 㹼PPࠋ✀Ꮚࡣ✺㉳ࡣ࡞࠸ࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣࣟࢩ㸦࢘ࢫ࣮ࣜࠊ࣒࣮ࣝࠊࢡ࣮ࣜࣝࠊࢧࣁ
ࣜࣥࠊ࣮࢜࣍ࢶࢡࠊ࣒࢝ࢳࣕࢶ࢝㸧ࠊᅜෆ࡛ࡣ༡༓ᓥࠊ
ᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦୰㒊௨㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ศᕸࡍ
ࡿࠋ༡ࣝࣉࢫࡣ༡㝈⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３．生育環境
༡ࣝࣉࢫࡢள㧗ᒣᖏࡢ㔪ⴥᶞᯘෆࡢᒾୖ࡞⏕࠼ࡿࠋ
４．生育状況
๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝࡶࠊᅇࡶ☜ㄆ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
５．減少の主要因と脅威
ኳ↛ᛶ㔪ⴥᶞᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢኚࡀῶᑡ
ࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⌧Ꮡࡍࡿள㧗ᒣᖏࡢ㔪ⴥᶞᯘࢆಖࡍࡿࡇࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧

㛗㔝┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍



ハマアカザ Atriplex subcordata Kitag.
静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ            ࣄࣘ⛉ $PDUDQWKDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
୍ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ┤❧ࡍࡿࠋⴥࡣ⏕ࡋ࡚୕ゅ
≧ᢨ㔪ᙧ࡛⦕ࡣ⢒࠸㗬ṑࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓⴥࡢᇶ㒊ࡣୖྥࡁ
ࡢ∦ࡀ࠶ࡿࠋ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼FPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ
ᯞඛ✑ࢆฟࡋ࡚ῐ⥳Ⰽࡢⰼᘚࡢ࡞࠸ⰼࢆࡘࡅࡿࠋ㞤㞝␗ᰴࠋ
㞝ⰼࡣⱖࡀ࡞ࡃ  ࡋࡓⴟ∦ࡀ࠶ࡿࠋ㞤ⰼࡣ  ಶࡢⱖࡀ
࠶ࡿࡀⴟ∦ࡣ࡞࠸ࠋ㢮ఝࡢ࣍ࢯࣂࣁ࣐࢝ࢨࡢⴥࡣࠊ⦕Ἴ
≧ࡢప࠸ṑ∳ࡣ࠶ࡿࡀᇶ㒊ࡢ∦ࡣ࡞࠸ࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣࣟࢩ㸦ࢡ࣮ࣜࣝࠊࢧࣁࣜࣥ㸧ࠊᮅ㩭༙ᓥࠊᅜ
ෆ࡛ࡣ༡༓ᓥࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊす㒊
ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᾏᓊࡢ◁ᆅࡸෆ‴ࡸἙཱྀࡢ‵ᆅࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣࠊึᓥࠊୗ⏣ᕷࠊᪧ㡲㈡⏫ࡢグ
㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᚋ☜ㄆグ㘓ࡣ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
◁ࡢῶᑡࡸᾏᓊࡢᩚഛཬࡧㆤᓊᕤ㸦㸧࡞ࡼࡿ⏕
⫱㐺ᆅࡢᾘኻࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ⏕⫱᭱㐺࡞⎔ቃࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇ
ࠋ                   㸦ὸಖ㞝㸧




12 ,0$*(






イソホウキギ

Bassia scoparia (L.) A. J. Scott var. scoparia

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ            ࣄࣘ⛉ $PDUDQWKDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
୍ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⱼࡣ┤❧ࡋࠊయከࡃࡢᯞࢆฟࡍࠋ
ⴥࡣ⏕ࡋ⥺≧ᢨ㔪ᙧ࡛⦕ࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼PPࠋⰼᮇࡣ 
㹼 ᭶ࠋⴥ⭆ῐ⥳Ⰽࡢⰼࢆ 㹼 ಶࡘࡅࡿࠋ୧ᛶⰼ㞤ⰼࡀ࠶ࡿࠋ
୧ⰼࡶⰼᘚࡣ࡞ࡃࠊⴟࡣ  ࡋ㛗ࡉ PPࠋᯝᮇࡣ㞤ⰼࡢⴟ∦
ࡣࠊୖ㒊ࡀᗈ༸ᙧ࡛⦕ࡢ⩼࡞ࡗ࡚ࠊᖹࡓ࠸⌫ᙧࡢ⬊ᯝࢆໟࡴࠋ
᱂ᇵࡉࢀࡿ࣍࢘࢟ࢠࡣࠊⴥࡀⷧ࠸ࡇࡸ㞤ⰼࡢⴟୖ㒊ࡢ⩼ࡢ⦕
つ๎࡞ษࢀ㎸ࡳࡀ࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡢ㔝⏕᳜≀㸦㸧ࡼࡿࠊࠕࡘ
࡚ࡣู✀ࡋ࡚༊ูࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊཎ⏘ᆅ࡛ࡣኚ␗ࡀࡁࡃู࡚✀
ࡍࡿࡢࡣ↓⌮ࡀ࠶ࡿࠖࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜᮾ㒊ࠊᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦ᮾᾏᆅ᪉௨す㸧ࠊ
ᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᾏ㎶ࡢ◁Ἶᆅࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣ㟼ᒸᕷࠊᪧΎỈᕷࠊᪧᚚ๓ᓮ⏫ࡢグ
㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᚋࠊ☜ㄆࡉࢀࡓグ㘓ࡣ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᾏᓊࡢ㛤Ⓨࡸᩚഛ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ⏕⫱㐺ࡋࡓ⎔ቃࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧

ハママツナ



ឡ▱┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ

Suaeda maritima (L.) Dumort. var. maritima

静岡県カテゴリー 要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ            ࣄࣘ⛉ $PDUDQWKDFHDH
㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛

１．種の解説
୍ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⱼࡣศᯞࡋࠊⴥࡣ⫗㉁ࡢ⥺ᙧ࡛
㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼PPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣⴥྜ╔
ࡋ࡞࠸ࠋⰼࡣୖ㒊ࡢⴥ⭆ᩘಶࡘࡃࠋⱼࡸⴥࡣ⛅⣚ⴥࡍࡿࠋ
㏆⦕✀ࡢ࣐ࢶࢼࡣⰼࡀⴥྜ╔ࡍࡿࠋࣄࣟࣁࣁ࣐࣐ࢶࢼࡣ
ⰼࡀⴥྜ╔ࡋ࡞࠸ࡀⴥࡢᖜࡀ 㹼PP ࡼࡾᗈ࠸ࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ༙⌫ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦ᐑᇛ┴௨༡㸧ࠊᅄᅜࠊ
ᕞࠊἈ⦖ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
‶₻ᾏỈࡀ᳜≀యࢆἐࡍࡿ₻㛫ᖏࡢࠊἼࡀ✜ࡸ࡞ධ
ࡾỤࡸἙཱྀࡢሷ‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣࠊ୕ಖఀ㇋ᾏᓊࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿ
ࡀࠊࡑࡢᚋࡢ☜ㄆሗࡣ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ධࡾỤࡸἙཱྀࡢㆤᓊࡸ㛤Ⓨ㸦ࠊ㸧ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢᨵኚ
ࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
ධࡾỤࡸἙཱྀࡣ㛤Ⓨࡢᅽຊࡀ㧗ࡃሷᛶ‵ᆅࡀῶᑡࡋ࡚࠸
ࡿࡢ࡛ࠊ₻㛫ᖏࢆከࡃṧࡍ⟇ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧




ឡ▱┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍






イワウチワ

Shortia uniflora (Maxim.) Maxim.

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ              ࣓࣡࢘⛉ 'LDSHQVLDFHDH
［ ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ］ 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋⱼࡣ⣽ࡃᆅࢆ㏺࠸ࠊᯞඛⴥࢆ᮰⏕ࡍࡿࠋⴥࡣ
㠉㉁࡛㛗࠸ࡀ࠶ࡾࠊᗈᙧࡲࡓࡣᗈᴃᙧ࡛ඛࡀࡸࡸ
ࡇࡴࠋᇶ㒊ࡣᚰᙧࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⴥ⭆ࡽ⣽㛗࠸ⰼⱼࢆ
ఙࡤࡋࠊῐ⣚Ⰽࡢ  ಶࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼෙࡣᗈ㚝ᙧ࡛ඛࡣ
 ࡋࠊྛ∦ࡣࡉࡽ⦕ࡀ⣽ࡃࡅࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ᮾᆅ᪉㹼୰ᅜᆅ᪉ᮾ㒊㸧ศᕸ
ࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᖏ୰㒊ࡽ ᖏୗࡢᯘෆࡢᒾሙ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣᮾ㒊ࡢឡ㮚ᒣす㒊ࡢⓑᒣ
ࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝࡸᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜
ㄆ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡸ᳃ᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࡼࡿ⎔ቃࡢኚࡀ
せᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ⎔ቃࡢᛴ⃭࡞ኚࢆ㑊ࡅࡿࠋࡲࡓࠊ
ᅬⱁ᥇ྲྀࢆ㜵ࡄࡓࡵ⏘ᆅሗࡢබ㛤ࡣៅ㔜⾜࠺ࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧

キバナカワラマツバ
静岡県カテゴリー

㛗㔝┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ



詳細な生育地不明



Galium verum L. subsp. asiaticum (Nakai) T. Yamaz.
var. asiaticum Nakai f. luteolum Makino

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ             ࢝ࢿ⛉ 5XELDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ┤❧ࡋࠊ⣽ẟࡣ࠶ࡿࡀ่≧
✺㉳ࡣ࡞࠸ࠋⴥࡣ 㹼 ᯛ㍯⏕ࡋࠊ⭢≧࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ
㹼PPࠋ⦕ࡣࡸࡸഃࡾ㏉ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⱼࡢ
ඛࡸࠊୖ㒊ࡢⴥ⭆ࡽࡢᯞඛ㗹≧ࡢ㞟ᩓⰼᗎࢆసࡾࠊᑠ
ࡉ࡞ῐ㯤Ⰽࡢⰼࢆᐦࡘࡅࡿࠋⰼෙࡣᚄ  PP ࡛  ࠋᯝᐇ
ࡣᑠࡉࡃᚄ 㹼PP ࡛↓ẟࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
 ෭ ᖏࡽᬮ ᖏࡢ⇱ࡋࡓⲡཎࡸⲨࢀᆅࠊᅵᡭ࡞
⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࠊᚚẊሙᕷࠊ〈㔝ᕷࠊᐩኈᐑᕷࡢ
ẟ↓ᒣࠊ༡ࣝࣉࢫࡢ୕అᓘࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧
ㄪᰝࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢኚࡀせᅉ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡀぢࡘࡗࡓࡽࠊ᭱㐺࡞⏕⫱⎔ቃࢆ⥔ᣢࡍࡿࡼ࠺
ດࡵࡿࡇࠋ              㸦ὸಖ㞝㸧




㈡┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ








トネリコ

Fraxinus japonica Blume ex K. Koch

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ

        ࣔࢡࢭ⛉ 2OHDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ⴠⴥ㧗ᮌࠋ㧗ࡉ Pࠊᚄ FP ௨ୖ࡞ࡿࠋⴥࡣወᩘ⩚
≧」ⴥ࡛ࡶ㛗ࡉ 㹼FPࠊᑠⴥࡣ 㹼 ᑐࠊ㛗༸
ᙧ࡛ඛࡣᑤࡾ㛗ࡉ 㹼 FPࠊᖜ 㹼 FPࠋ⦕ప࠸㗬ṑࡀ
࠶ࡿࠋ࡞㞝ᛶ୧ᛶ␗ᰴࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋᖺᯞࡢඛ
㗹ⰼᗎࢆฟࡋࠊῐ⥳Ⰽࡢᑠࡉ࠸ⰼࢆከᩘࡘࡅࡿࠋⰼᘚࡣ
࡞࠸ࠋ㞝ⰼࡣ  ᮏࡢ㞝ⷁࠊ㞤ⰼࡣ  ᮏࡢ㞤ⷁࡀ࠶ࡿࠋ
୧⏕ⰼࡶ࠶ࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦୰㒊௨㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ
㇋ᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
෭ ᖏࡽᬮ ᖏࡢࡸࡸ‵ࡗࡓࡇࢁࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ኳᇛᒣᐩኈᒣࡢሗࡀ㍕ࡗ࡚࠸
ࡿࡀࠊࡑࡢᚋ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᒣᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ࿘㎶ࡢ᳃ᯘࡶಖࡍࡿࡇ
ࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧

ヒヨクソウ

ۑ

୕ᓥᕷ㸦᳜᱂㸧  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍

詳細な生育地不明



Veronica laxa Benth.

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ         ࢜࢜ࣂࢥ⛉ 3ODQWDJLQDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣᑐ⏕ࡋࢇࡀ࡞࠸ࠋ
ⴥ㌟ࡣ༸ᙧ࡛ඛࡣᑤࡿࡀᇶ㒊ࡣᙧࠋⱼࡶ୧㠃㌾
ẟࡀᐦ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㛗ࡉ 㹼FPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋୖ㒊ࡢ
ⴥ⭆ࡽ⣽࠸ⰼᗎࢆฟࡋࠊከࡃࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼෙࡣ⣸Ⰽ
࡛ࠊᚄ 㹼PPࠋⵧᯝࡣಽᚰᙧ࡛⦕ẟࡀ⏕࠼ࡿࠋᨺᑕ┦⛠
  ࡍࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊࣃ࢟ࢫࢱࣥࠊࣥࢻࠊࣄ࣐ࣛࣖࠊᅜෆ
࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ศᕸ
ࡍࡿࠋ
３．生育環境
᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸ⲡཎࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ᐩኈᒣ㯄࡛ࡢࠊᱵᮧ⏒ኴ㑻
㸦㸧ⴭ⪅ࡢᮡᮏ㡰୍㸦㸧ࡢ☜ㄆグ㘓ࡀ㍕ࡗ࡚
࠸ࡿࡀࠊࡑࡢᚋࡢ☜ㄆሗࡣ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ⲡᆅࡢ⟶⌮㊊㸦㸧᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ
࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
ⲡཎࡢ㐺ษ࡞⥔ᣢ⟶⌮ࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧




ᒱ㜧┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍


詳細な生育地不明





ゴマノハグサ

Scrophularia buergeriana Miq.

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ     ࢦ࣐ࣀࣁࢢࢧ⛉ 6FURSKXODULDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ┤❧ࡋࠊ᰿ࡢ୍㒊ࡣ⣳㗽≧
⫧ࡍࡿࠋⴥࡣᑐ⏕ࡋࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼FP ࡛༸ᙧࢆ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⦕ࡸࡸᑤࡗࡓከᩘࡢ㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ
ⱼࡢඛ⣽㛗࠸⥲≧ⰼᗎࢆసࡾࠊከࡃࡢ㯤⥳Ⰽࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋ
ⰼෙࡣࡩࡃࡽࢇࡔና≧࡛ඛࡣὸࡃ  ࡍࡿࠋⰼࡣ▷࠸⭢
ẟࡀࡸࡸᐦ⏕࠼ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜ㸦࣭ᮾ㒊㸧ࠊᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ
㸦㛵ᮾᆅ᪉༡㒊ࠊ୰㒊ᆅ᪉ࠊ୰ᅜᆅ᪉㸧ࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᖏࡢࡸࡸ‵ࡗࡓⲡཎࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣࠊఀ㇋༙ᓥ࡛ࡢ  ࣨᡤࡢ⏘ᆅࡀ
㍕ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢᚋࡢ☜ㄆグ㘓ࡣ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ⲡཎࡢேᕤᯘ㸦㸧⟶⌮ᨺᲠ㸦㸧ࡼࡿ᳜⏕㑄⛣㸦㸧
ࡢ㐍⾜ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ⏕⫱㐺ࡋࡓ⎔ቃࡢ㐀ᡂࡑࡢಖ
ࢆ⾜࠺ࡇࠋ             
㸦ὸಖ㞝㸧

サツキヒナノウスツボ
静岡県カテゴリー



ᰣᮌ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍




Scrophularia musashiensis Bonati

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ     ࢦ࣐ࣀࣁࢢࢧ⛉ 6FURSKXODULDFHDH
 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺ⏕ࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ  ⛸ࡀ࠶ࡿࠋⴥࡣᑐ⏕ࡋࠊⷧ
ࡃ༸≧㛗ᴃᙧࡲࡓࡣ༸ᙧ࡛ࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼FPࠋⴥ
ࡣ⊃࠸⩼ࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ  ᭶ᮎ㹼 ᭶ࠋⴥ⭆ࡽ 㹼 ಶ
ࡢⰼࡢࡘ࠸ࡓⰼᗎࢆฟࡍࠋⰼෙࡢ㛗ࡉࡣ 㹼 PPࠋ㢮ఝࡢࣄ
ࢼࣀ࢘ࢫࢶ࣎ࡣⰼᮇࡀ 㹼 ᭶࡛ࠊⱼ㡬㗹ⰼᗎࢆฟࡍࠋࡲ
ࡓⰼࡢ㛗ࡉࡣ 㹼PP ᑠࡉ࠸ࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ᪉す㒊ࠊ㕥㮵ᒣᆅ㸧ศᕸࡍ
ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᒣᆅࡢᯘ⦕ࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣࠊ⏘ᆅࡋ࡚ᮾ㒊ࡢኳᏊᒣᆅࠊ
す㒊ࡢᪧỈ❑⏫ࠊ†す㐃ᓠࡀ㍕ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢᚋࡢ☜ㄆ
ሗࡣ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘࡢఆ᥇㸦㸧᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡸࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖ㸦
㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ⏕⫱⎔ቃࡢಖࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖ
ࢆ㜵ࡄࡇࠋ               㸦ὸಖ㞝㸧




ᮾி㒔  ᖺ  ᭶  ᪥ すཱྀ⣖㞝



ハルノタムラソウ
静岡県カテゴリー

Salvia ranzaniana Makino

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ              ࢩࢯ⛉ /DPLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣࡸࡸⰼⱼ≧࡛ࠊⴥࡣᇶ㒊
㞟ࡲࡗ࡚ࣟࢮࢵࢺ≧ࢆ࿊ࡋ࡚࠸ࡿࠋⴥࡣ㛗࠸ࡀ࠶ࡾࠊⴥ
㌟ࡣ 㹼 ᅇ⩚≧」ⴥࠋⴥࡣⰼᗎࡶ㛤ฟẟࡀ࠶ࡿࠋ
ⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼෙࡣⓑⰍࡽῐ⣸Ⰽࠋⰼෙࡢ㛗ࡉࡣ⣙ 
PPࠋ㢮⦕✀ࡢࢩ࣐ࢪࢱ࣒ࣛࢯ࢘ࡣⰼᮇࡀ 㹼 ᭶࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴ࠊ⣖ఀ༙ᓥ㸧ࠊᅄᅜࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᖏࡢ㇂㛫ࡢ‵ࡗࡓᮌ㝜ࡸࢥࢣࡢ⏕࠼ࡓᒾࡢୖࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧  ᖺᮾ㒊ࡢ  ࣨᡤ࡛☜ㄆࡉ
ࢀࡓ࠸࠺グ㏙ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᚋ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢᛴ⃭࡞ኚࡀῶᑡࡢ
せᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡀぢࡘࡗࡓࡽࠊ⏕⫱⎔ቃ㓄៖ࡋ࡚ಖࡍࡿࡇ
ࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧

୕㔜┴  ᖺ  ᭶  ᪥ᐑᓮ୍ኵ






ナミキソウ Scutellaria strigillosa Hemsl.
静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ              ࢩࢯ⛉ /DPLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋᆅୗⱼࢆఙࡤࡋ࡚⦾Ṫࡍࡿࠋⴥ
ࡣ㛗ᴃ≧ᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠊᖜ㸯㹼PPࠋ⦕
ࡣ㕌㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣୖ㒊ࡢⴥ⭆  ಶࡎ
ࡘࡘࡁࠊ㛗ࡉ 㹼 FP ࡛㟷⣸Ⰽࠋᇶ㒊࡛ᢡࢀ᭤ࡀࡗ࡚
ࡰ┤❧ࡍࡿࠋศᯝࡣ㛗ࡉ⣙ PP ࡛༙ᙧࠋ࠸ᑠ✺㉳ࡀ
࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣࣟࢩ㸦ࢧࣁࣜࣥࠊࢡ࣮ࣜࣝ㸧ࠊ୰ᅜᮾ㒊ࠊ
ᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣ༡༓ᓥࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᾏᓊࡢ◁ᆅࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣᐩኈᕷ⏣ᏊࡢᾆᪧΎỈᕷ୕ಖ
࡛ࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝ࡛ࡶࠊᅇࡢㄪᰝ
࡛ࡶぢࡘࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᾏᓊࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡀぢࡘࡗࡓࡽࠊᗈ⠊ᅖ᭱㐺࡞⎔ቃࢆಖࡍࡿ
ࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧







ᐩኈᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝




ハマベノギク

Aster arenarius (Kitam.) Nemoto

㸦㸻ࢫࢼࢪࣀࢠࢡ㸧
静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ             ࢟ࢡ⛉ $VWHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
㉺ᖺⲡࠋⱼࡣᆅࢆ㏺࠺ࠋⴥࡣࡉࡌᙧࠊඛࡣࡃࠊ㎶ẟ࠶ࡾࠋ
ⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㢌ⰼࡣᚄ  FPࠊ⥲ⱖ∦ࡣࡉࡌᙧࠋ⯉≧ⰼ
ࡣῐ⣸Ⰽ࡛ࠊࡑࡢෙẟࡣ PPࠊ⟄ⰼࡣ㯤Ⰽ࡛ࠊࡑࡢෙẟࡣ 
㹼PPࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㝣㹼ᒣ㝜㸧ࠊᕞࠊᑐ㤿ศᕸࡍ
ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ∎ᮌᓮᚚ๓ᓮ⏫ࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࠋ⮬⏕グ㘓ࢆ᳨
ドࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
３．生育環境
ᾏᓊࡢᓴᆅࡢ᪥ᙜࡓࡾᆅ࡛ࠊ㧗ⱼⲡᮏそࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ሙ
ᡤ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
グ㘓ᆅࡢୗ⏣ᕷ∎ᮌᓮࠊᪧᚚ๓ᓮ⏫ࡶ㏆ᖺࠊ⏕⫱ࡣ☜
ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
᫂㸦㸧ࠋ
６．保護対策
≉࡞ࡋࠋ
㸦すཱྀ⣖㞝㸧

セイタカトウヒレン

⚟┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ


Saussurea tanakae Franch. et Sav. ex Maxim.

静岡県カテゴリー 要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ              ࢟ࢡ⛉ $VWHUDFHDH
㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋᖖ⊃࠸⩼ࡀࡘࡃࠋ᰿ฟⴥࡣ㛤
ⰼࡣᯤࢀ࡚࡞࠸ࠋⱼⴥࡣ᭷࡛ࠊⴥ㌟ࡣᚰᙧࡲࡓࡣᗈ༸
ᙧࠊඛࡣ㗦ᑤ㢌࡛⦕ࡣᥞ࠸ࡢ㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋ㛗ࡉ 㹼FPࠋ
㢌ⰼࡣᚄ PPࠋⰼᮇࡣ  ᭶ࠋⱼࡢୖ㒊࡛ศᯞࡋࠊᩓᡣ≧࠶ࡿ
࠸ࡣ⥲≧ᬯ⣸Ⰽࡢ㢌ⰼࢆࡘࡅࡿࠋ㢌ⰼࡣᚄ PPࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㛵ᮾ࣭୰㒊࣭୰
ᅜᆅ᪉㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
෭ ᖏࡢᒣᆅⲡཎࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ᐩኈᒣศᕸࡍࡿグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊࡑࡢᚋ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⌧ᅾ࡛ࡣࢩ
࢝ࡼࡿ㣗ᐖ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏘ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ⏕⫱⎔ቃ㓄៖ࡋࡓྲྀࡾᢅ࠸ࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧







ᒣ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍



詳細な生育地不明





クマノギク

Sphagneticola calendulacea (L.) Pruski 

㸦㸻ࣁ࣐ࢢ࣐ࣝ㸧
静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ                  ࢟ࢡ⛉ $VWHUDFHDH
［ ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ］ 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋⱼࡣᆅࢆ㏺ࡗ࡚⠇ࡽ᰿ࢆฟࡋ࡚ఙࡧࡿࠋⴥࡣᑐ
⏕ࡋࠊᢨ㔪㹼㛗ᴃᙧࠊ㛗ࡉ 㹼 FPࠊᖜ 㹼 PPࠊὒ⣬
㉁࡛㠃ࡣࡊࡽࡘࡃࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㛗࠸ࡢ࠶ࡿ㯤Ⰽࡢ㢌
ⰼࢆⱼࡢඛ  ಶࡘࡅࡿࠋᚄ 㹼FPࠋ⑭ᯝࡣಽ༸ᙧ࡛㛗
ࡉ PPࠊୖ㒊࠶ࡽ࠸ẟࡀ࠶ࡿࠋෙẟࡣ⦕ࡢḞࡅࡓᮼ≧
࡛㛗ࡉ PPࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜ༡㒊ࠊྎ‴ࠊ࣐࣮ࣞࢩࠊࣥࢻࠊᅜෆ
࡛ࡣᮏᕞ㸦ఀ㇋༙ᓥࠊ⣖ఀ༙ᓥ㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫ศ
ᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᾏᓊࡢࡸࡸ‵ࡗࡓ◁ᆅ࡞⏕࠼ࡿࠋ
４．生育状況
ᮾఀ㇋⏫ୗ⏣ᕷ࡞グ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧
ㄪᰝࡶᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ⏕⫱ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᾏᓊࡢ㛤Ⓨᩚഛ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ⏕⫱⎔ቃࢆಖࡍࡿࡇࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧

ドクゼリ

ף㹎㹇㹖㹒㸿




Cicuta virosa L.

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ

               ࢭࣜ⛉ $SLDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ᢳỈᛶࡢከᖺⲡࠋ㧗ࡉ Pࠋᆅୗⱼࡣኴࡃࠊ⠇㛫㒊ࡣ୰✵ࠋ
ⱼࡣ୰✵࡛┤❧ࡋୖ㒊࡛ศᯞࡍࡿࠋⴥࡣ 㹼 ᅇ⩚≧」ⴥ࡛ࠊ
ᑠⴥࡣ㛗ᴃ≧ᢨ㔪ᙧ࡛㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋ㛗ࡉ 㹼 FPࠊᖜ 㹼
PPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ」ᩓᙧⰼᗎࢆฟࡋ࡚ⓑⰍࡢⰼࢆࡘࡅ
ࡿࠋᯝᐇࡣᡥ⌫ᙧ࡛ࠊ㛗ࡉ⣙ PPࠋ
ᆅୗⱼࡸ᰿ࢩࢡࢺࢡࢩࣥ࠸࠺᭷ẘᡂศࢆከࡃྵࡴࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ࣮ࣘࣛࢩ㝣ᗈࡃࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊ
ᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍ
ࡿࠋ
３．生育環境
 ᬮ ᖏࡽ෭ ᖏࡢụࡸ‵ཎ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
ࡘ࡚ࡣᗈࡃศᕸࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝ࡛ࡶࠊ
ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
５．減少の主要因と脅威
ụࡸ‵ᆅࡢᇙࡵ❧࡚ࡸ㛤Ⓨ㸦ࠊ㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛
࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊࡑࡢ⏕⫱⎔ቃࢆᨵၿࡋಖࡍࡿࡇ
ࠋ                   㸦ὸಖ㞝㸧




⚟┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ








カワラボウフウ
静岡県カテゴリー

Kitagawia terebinthaceum (Fisch. ex Trevir.) Pimenov
var. deltoidea (Makino) Yonek.

要注目種（N-Ⅰ現状不明）ኚ᭦࡞ࡋ

          ࢭࣜ⛉ $SLDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϩ⌧≧᫂㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ FP 㐩ࡍࡿࠋⱼࡣ┤❧ࡋ࡚ࠊࡋࡤࡋࡤ⣚
⣸Ⰽࢆᖏࡧࡿࠋⴥࡣ  ᅇ⩚≧」ⴥ࡛◳ࡃⴥ㠃ࡣගἑࡀ࠶
ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋᯞඛ」ᩓᙧⰼᗎࢆฟࡋࠊከᩘࡢᑠⰼ
ࢆࡘࡅࡿࠋ ᯛࡢⰼᘚࡣෆഃ᭤ࡀࡿࠋᯝᐇࡣᡥᖹ࡛ᗈᴃ
ᙧࠊ୧㎶ࡣ⩼≧ࠋ㛗ࡉ 㹼PPࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣࣟࢩ㸦ࢩ࣋ࣜᮾ㒊ࠊ࣒࣮ࣝࠊ࢘ࢫ࣮ࣜࠊ
ࢡ࣮ࣜࣝ㸧ࠊᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣ༡༓ᓥࠊᾏ㐨ࠊ
ᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ

㛗㔝┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ຍ⸨ᚭ
３．生育環境

ᐮᖏࡽᬮ ᖏࡢ᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸ⲡᆅࡸᒾሙࠊἙཎ࡞ࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࠊᪧኳ❳ᕷ࡛ࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑ
ࡢᚋࡢ⏕⫱≧ἣࡣ࡛᫂࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ⲡᆅࡢᾘኻ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿ᥎ᐃࡉࢀࡿࠋ
詳細な生育地不明
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ⏕⫱⎔ቃࢆ᭱㐺࡞≧ែࡋ࡚ಖㆤ
ࡍࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧
      







リュウビンタイ
静岡県カテゴリー

Angiopteris lygodiifolia Rosenst.

要注目種（N-Ⅱ分布上注目種等）ኚ᭦࡞ࡋ      ࣜࣗ࢘ࣅࣥࢱ⛉ 0DUDWWLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1ϩศᕸୖὀ┠✀➼㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋ᰿ⱼࡣࡁ࡞ࡶࡢ࡛ࡣᚄ FP 
ࡶ࡞ࡾࠊᩘᯛྀ⏕ࡍࡿⴥࡣ P ࡶཬࡪࠋⴥࡣᴃᙧ࡛  ᅇ
⩚≧」⏕ࠋᑠ⩚∦ࡣᢨ㔪ᙧ࡛ࠊᇶ㒊࡛ᕥྑྠᙧࠋ⬊Ꮚᄞ⩌ࡣ
㎶⦕㏆ࡃ⨨ࠊᑠ⬦ࡢ㛫ഇ⬦ࡀఙࡧࠊ⦕ᑠ⩚㍈ࡢ 
ࡲ࡛㐩ࡍࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴௨す㸧ࠊᅄᅜࠊ
ᕞࠊఀ㇋ㅖᓥࠊᑠ➟ཎࠊἈ⦖ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋㸦ఀ
ᮾᕷࠊ⇕ᾏᕷࠊすఀ㇋⏫㸧す㒊㸦ᕝᕷ㸧ศᕸࡍࡿࠋఀ
㇋ࡣࠊᮏ✀ศᕸࡢᮾ㝈࡛࠶ࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᆅࡢᒣᆅᯘୗࡢࡸࡸከ‵ࡢᯘᗋ⏕ࡎࡿࠋ
４．生育状況
ఀᮾᕷࡢ⩌⏕ᆅࡣࠊᅜࡢኳ↛グᛕ≀ᣦᐃࢆཷࡅࠊ⏕⫱≧ἣ
ࡶⰋዲ࡛࠶ࡿࠋ⇕ᾏࠊすఀ㇋࡛ࡣࠊಶయᩘࡀࡈࡃᑡ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᒣᯘࡢᶞᮌఆ᥇㸦㸧ࠊ㇂ࡢᩚഛᕤ㸦㸧ࠊᯘ㐨ᨵಟ
㸦㸧ࠊᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧࡞ࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
ᒣᯘࡢᶞᮌఆ᥇ࠊᒣ୰ᑠἙᕝࡢᩚഛᕤࠊᯘ㐨ᨵಟ࡞
ࡼࡿ⎔ቃࡢᝏᙳ㡪ࢆ㜵ࡄᚲせࡀ࠶ࡿࠋ   㸦⣽ဴ✑㸧

オドリコカグマ
静岡県カテゴリー

ఀᮾᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




Microlepia sinostrigosa Ching

要注目種（N-Ⅱ分布上注目種等）ኚ᭦࡞ࡋ

ࢥࣂࣀࢩ࢝ࢢ࣐⛉ 'HQQVWDHGWLDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1ϩศᕸୖὀ┠✀➼㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋࣇࣔࢺ࢝ࢢ࣐ࢩ࢝ࢢ࣐ࡢ୰㛫ⓗ࡞
ᙧ㉁ࢆࡶࡘࡀࠊ⬊Ꮚࡣṇᖖ࡛࠶ࡿࠋᑠ⩚∦ࡢษࢀ㎸ࡳࡣ῝ࡃࠊ
⩚㍈ୖ㠃ࡀ↓ẟ࡛࠶ࡿࡇ࡛ࠊࣇࣔࢺ࢝ࢢ࣐༊ูᐜ᫆ࠋ⬊Ꮚ
ᄞ⩌ࡀ㎶⦕ࡼࡾෆഃࡣ࠸ࡿࡇ࡛ࠊࢩ࢝ࢢ࣐ࡢ༊ูࡶ
ᐜ࡛᫆࠶ࡿࠋྡࡣࠊᑠㄝࠕఀ㇋ࡢ㋀Ꮚࠖᅉࡴࡶࡢࡉࢀࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ఀ㇋㸧ࠊᅄᅜ㸦ᚨᓥ┴㸧ࠊᕞ㸦୰࣭
༡㒊㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋㸦すఀ㇋⏫ࠊ༡ఀ㇋⏫ࠊἙὠ
⏫ࠊୗ⏣ᕷ࡞㸧ศᕸࡍࡿࠋఀ㇋ࡣศᕸࡢᮾ㝈࡛࠶ࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᆅᒣᆅࡢࡸࡸྥ㝧ࡢᯘୗࡸࠊ㇂㛫࡞ὶ㏆ࡃ⏕ࡎࡿࠋ
４．生育状況
ᑠ⩌ⴠࢆసࡗ࡚⏕⫱ࡍࡿࠋఀ㇋࡛ࡣ༡༙Ⅼᅾศᕸࡍࡿࡇ
ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࣇࣔࢺ࢝ࢢ࣐࡞⣮ࢀ࡚ࠊࡲࡔศᕸࡣ
ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᯘ㐨ࡢᨵಟ㸦㸧ࠊᶞᮌࡢఆ᥇㸦㸧࡞ࡼࡾࠊࡍ࡛
⤯⁛ࡋࡓᡤࡶ࠶ࡿࠋ
６．保護対策
ᒣᯘࡢᶞᮌఆ᥇ࠊᯘ㐨ࠊᒣ㐨ࡢᨵಟ࡞ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢ◚
ቯࠊ⎔ቃࡢᝏࢆ㜵ࡄᚲせࡀ࠶ࡿࠋ     㸦⣽ဴ✑㸧





Ἑὠ⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝




ヒメハシゴシダ
静岡県カテゴリー

Thelypteris cystopteroides (D. C. Eaton) Ching

要注目種（N-Ⅱ分布上注目種等）ኚ᭦࡞ࡋ

    ࣄ࣓ࢩࢲ⛉ 7KHO\SWHULGDFHDH

 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1ϩศᕸୖὀ┠✀➼㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ᑠᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋ᰿ⱼࡣ㛗ࡃᶓ㉮ࡋࠊⴥࡣࡸࡸࡲࡤࡽ
ฟࡿࠋⴥୗ㒊㫣∦ࡣࡲࡤࡽ࡛ᢨ㔪ᙧࠊⲔ〓Ⰽ࡛⦕ࠋࢥࣁ
ࢩࢦࢩࢲఝࡿࡀࠊ⩚∦ࡣᩘಶࡢᑠ⩚∦ࢆࡶࡘࡔࡅ࡛ࠊ⩚∦ࠊ
ᑠ⩚∦ࡢඛ➃ࡣ㕌㢌࡛࠶ࡿࠋ⬊Ꮚᄞ⩌ࡣᙧࠊໟ⭷ࡣ⭈ᙧ
࡛᭷ẟ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴ࠊ⣖ఀ
༙ᓥࠊᗈᓥ┴㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊἈ⦖ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ
㇋㸦ୗ⏣ᕷ㸧ᮾ㒊㸦ᐩኈᕷ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᆅᯘ⦕ࡢⲡᆅࠊ㊰ഐࠊᓴᆅࠊᯘᗋࡢࡸࡸྥ㝧ࡢሙᡤ⏕
⫱ࠊ᰿ⱼ࡛ᑠࡉ࡞⩌ⴠࢆసࡿࠋ
４．生育状況
ୗ⏣ᕷ㡲ᓮ࡛ࡣࠊᑠࡉ࡞⩌ⴠࢆసࡿࡀࠊಶయᩘࡣᑡ࡞ࡃࠊ
ᐩኈᕷ㡲ὠ㇂࡛ࡣࠊ⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅཬࡧ࿘㎶ࡢᒣ㐨ࡢᩚഛ㸦㸧ࠊᶞᮌࡢఆ᥇㸦㸧
࡞ࡀࠊ⤯⁛ࠊῶᑡࡢ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅཬࡧࡑࡢ࿘㎶ࡢᒣ㐨ࠊᯘ㐨ࡢᩚഛࠊᶞᮌఆ᥇࡞
ࡼࡿ⎔ቃࡢᝏࢆ㜵ࡂࡓ࠸ࠋ       㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

ケホシダ

ୗ⏣ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ




Thelypteris parasitica (L.) Tardieu

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅱ分布上注目種等）ኚ᭦࡞ࡋ       ࣄ࣓ࢩࢲ⛉ 7KHO\SWHULGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1ϩศᕸୖὀ┠✀➼㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋ᰿ⱼࡣ㛗ࡃᶓ㉮ࡋࠊᑠ⩌ⴠࢆసࡿࠋ࣍
ࢩࢲఝࡿࡀࠊⴥ㌟ࡣ▩≧࡞ࡽࡎࠊᚑࡗ࡚㡬⩚∦ࡣࡣࡗࡁ
ࡾࡋ࡞࠸ࠋⴥ㌟ୗ㒊ࡢ  ᑐࡢ⩚∦ࡣୗྥࡍࡿࠋⴥࡣ୧㠃
ẟࡀⴭࡋ࠸ࠋ⬊Ꮚᄞ⩌ࡣࡸࡸ㎶⦕ᐤࡾ࡛࠶ࡿࠋ⭈ᙧࡢໟ
⭷ࡣ᭷ẟ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊྎ‴ࠊ୰ᅜࡽᮾ༡ࢪࠊኴᖹὒㅖ
ᓥࠊࣇࣜ࢝ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦ఀ㇋༙ᓥ㸧ࠊᅄᅜ㸦༡㒊㸧ࠊ
ᕞ㸦༡㒊㸧ࠊἈ⦖ࠊඵᓥࠊᑠ➟ཎㅖᓥศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ
࡛ࡣఀ㇋㸦ୗ⏣ᕷࠊ༡ఀ㇋⏫㸧ศᕸࡍࡿࠋඵᓥࡀศᕸࡢ
ᮾ㝈ࠊఀ㇋༙ᓥࡀศᕸࡢ㝈࡛࠶ࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᆅࡢᾏᓊᐤࡾࡢᒣ㯄ࠊᒣ㔝ࡢᯘෆࡸ㊰ഐ࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏕⫱ᆅࡶᑡ࡞ࡃࠊ⩌⏕ᆅࡶ࠶ࡿࡀಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡸᒣᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࠊᒣ㐨ࡢᩚഛᕤ㸦㸧
࡞ࡼࡿ⎔ቃኚࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡢ⎔ቃࡢᨵኚࡀ࡞ࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡞ᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋ
㸦⣽ဴ✑㸧




ୗ⏣ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ⣽ဴ✑








ハイコモチシダ Woodwardia unigemmata (Makino) Nakai
㸦㸻ࢪࣙ࢘ࣞࣥࢩࢲ㸧
静岡県カテゴリー

ࢩࢩ࢞ࢩࣛ⛉ %OHFKQDFHDH

要注目種（N-Ⅱ分布上注目種等）ኚ᭦࡞ࡋ

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1ϩศᕸୖὀ┠✀➼㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛

１．種の解説
ᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋ᰿ⱼࡣ▷࠸ࡀ㏺࠸ࠊ⩌ⴠࢆసࡿࠋⴥࡣ
ᆺ࡞ࢀࡤ  P 㐩ࡍࡿࠋࢥࣔࢳࢩࢲఝࡿࡀࠊⱆ❧ࡕࡢ
ࡣ⣚Ⰽࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋⴥࡢ⾲㠃ࡣࢥࣔࢳࢩࢲ␗࡞ࡾ↓ᛶⱆࢆ
ࡶࡓ࡞࠸ࡀࠊୖ㒊⩚∦ࡢᇶ㒊ࡣⴥ㍈ୖᩘಶࡢࡁ࡞↓ᛶⱆ
ࢆࡘࡅࡿࠋࢥࣔࢳࢩࢲࡢ㞧✀ࢆࢬࢥࣔࢳࢩࢲ࠸࠺ࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊ୰ᅜࠊࣇࣜࣆࣥࠊࣥࢻࢩࢼࠊࢿࣃ࣮ࣝࠊ
ࣥࢻࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦ఀ㇋༙ᓥ㸧ࠊᕞ㸦⇃ᮏ┴ࠊ㮵ඣᓥ
┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋㸦ఀ㇋ᕷࠊἙὠ⏫ࠊすఀ㇋⏫࡞
㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᆅࡢᒣᆅࠊᯘෆࡢ㝜‵࡞ᓴ㠃ࡸᩳ㠃⏕ࡎࡿࠋ
４．生育状況
ኳᇛࣨᓥίⶈࡢࡢ⏕⫱ᆅࡣናࡢ࿘㎶ࠊቨ㠃࡞⏕⫱ࠊ
Ⰻዲ࡞⏕⫱≧ἣ࡛࠶ࡿࠋすఀ㇋⏫୍Ⰽࡢ⩌⏕ᆅࡶࠊ⏕⫱≧ἣࡣ
ࡁࢃࡵ࡚Ⰻዲ࡛࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
すఀ㇋⏫ࡢ⩌⏕ᆅࡣࠊᒣᯘࡢᶞᮌఆ᥇㸦㸧ࠊᯘ㐨ࡢಟࠊ
ᨵⰋᕤ㸦㸧࡞ࡼࡿ⬣ጾࡀ࠶ࡿࠋ
６．保護対策
ᒣᯘࡢᶞᮌఆ᥇ࠊᯘ㐨ࡢಟࠊᨵⰋᕤ࡞ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢ
⎔ቃኚࢆ㜵ࡄᚲせࡀ࠶ࡿࠋ         㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

すఀ㇋⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ


タカサゴシダ

Dryopteris formosana (H. Christ) C. Chr.

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅱ分布上注目種等）ኚ᭦࡞ࡋ       ࢜ࢩࢲ⛉ 'U\RSWHULGDFHDH





㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1ϩศᕸୖὀ┠✀➼㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１．種の解説
୰㹼ᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋⴥࡣ㛗ࡉ FP 㐩ࡍࡿࠋⴥࡢ
㫣∦ࡣ〓Ⰽ࡛ᢨ㔪ᙧࠊ⦕࡛࠶ࡿࠋⴥ㌟ࡣ  ᅇ⩚≧࡛༸≧୕
ゅᙧࡲࡓࡣゅᙧ࡛ࠊୖ㒊ࡣ⩚∦ࡀᛴ▷ࡃ࡞ࡾ▩≧࡞
ࡿࠋୗྥࡁ➨  ᑠ⩚∦ࡣ㛗ࡃఙࡧࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ㡑ᅜ㸦῭ᕞᓥ㸧ࠊ୰ᅜࠊྎ‴ࠊࣇࣜࣆࣥࠊᅜ
ෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴௨す㸧ࠊᕞࠊᒇஂᓥࠊᚨஅᓥศᕸࡍ
ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ㟼ᒸ┴ࡣᮾ㝈⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᖏࡢపᒣᆅࡸୣ㝠ᆅࡢࠊᯘෆࡢ࠸ࡓᒾሙࡸᓴ⏕⫱ࡍ
ࡿࠋ
４．生育状況
ᑠ➟ᒣ㏆ྡ†࿘㎶⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚ಶయᩘࡣᑡ࡞
࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅࡢᒣᯘఆ᥇㸦㸧ࡸᅵᆅ㐀ᡂ㸦㸧࡛ῶᑡࡍࡿ༴㝤
ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡢಖㆤ᳃ᯘఆ᥇ࡢᅇ㑊࡛⎔ቃࡢ⥔ᣢࢆᅗࡿࡇ
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ            㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧





ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ





フジイノデ

Polystichum ohmurae Sa. Kurata
var. fujipedis Namegata et Sa. Kurata

静岡県カテゴリー 要注目種（N-Ⅱ分布上注目種等）ኚ᭦࡞ࡋ       ࢜ࢩࢲ⛉ 'U\RSWHULGDFHDH
㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1ϩศᕸୖὀ┠✀➼㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛

１．種の解説
୰ᆺࡢኟ⥳ᛶࢩࢲࠋⴥ㛗 FP ࡲ࡛ࠋࢺࣚࢢࢳࣀࢹࡢ
ኚ✀ࡉࢀࠊⴥࠊⴥ㍈ࡢⲔⰍࡀࡗ࡚⃰ࡃ࡞ࡿ㫣∦ࡢᙧ≧࡞
ࡣࢺࣚࢢࢳࣀࢹ㓞ఝࡍࡿࡀࠊᑠ⩚∦ࡣᖜ⊃ࡃࠊ⬊Ꮚᄞ⩌
ࡣ୰⫘㎶⦕ࡢ୰㛫ࡘࡃ㸦ࢺࣚࢢࢳࣀࢹࡣᑠ⩚∦ࡢ㎶⦕
ᐤࡾࡘࡃ㸧ࠋᇶ‽⏘ᆅࡣᐩኈᒣ㸦ᒣ┴ᐩኈྜྷ⏣ᕷ㸧࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ᒣ┴ࠊ㛗㔝┴ࠊ㟼ᒸ┴㸧ศᕸࡍ
ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊㸦ᐩኈᒣ㸧୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ༡㒊㸧ศᕸ
ࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᖏࡽள㧗ᒣᖏࡢᒣᆅᯘୗࡢᒾࡢ࠶ࡿᡤࠊᯘෆࡸ㐨ἢ࠸ࡢ
ᒾୖࡸᆅ㠃ୖ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣࡁࢃࡵ࡚㝈ࡽࢀࡿࠋಶయᩘࡶᑡ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅཬࡧ࿘㎶ࡢᒣᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࠊᒣ㐨ࡢᩚഛࠊᨵಟ㸦㸧
ࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋⓏᒣ⪅ࡢ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࡶᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡢᒣᯘࡢᶞᮌఆ᥇࡞ࡼࡿ⎔ቃኚࢆ㜵ࡂࡓ࠸ࠋ
ࡲࡓࠊⓏᒣ⪅ࡢ㋃ࡳࡘࡅࡼࡿᾘኻࡶ㜵ࡄᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
         㸦⣽ဴ✑㸧

オキナワハイネズ
静岡県カテゴリー

12 ,0$*(





Juniperus taxifolia Hook. et Arn.
var. lutchuensis (Koidz.) Satake

要注目種（N-Ⅱ分布上注目種等）ኚ᭦࡞ࡋ             ࣄࣀ࢟⛉ &XSUHVVDFHDH
［ ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1ϩศᕸୖὀ┠✀➼㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ］ 

１．種の解説
ᖖ⥳పᮌࠋᖿࡣᆅఅࡋ࡚◁ࢆ㏺࠺ࠋⴥࡣ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 
㹼 PPࠊᖜ 㹼 PPࠋ ㍯⏕  ิ࡛ᐦࡘࡃࠋୖ㠃ࡣ
⢊ⓑⰍࠊୗ㠃ࡣῐ㯤⥳Ⰽࠊඛ➃㕌㢌ࠋⴥࡢୖ㠃ࡣᑡࡋࡇ
ࢇ࡛࠸ࡿࡀ⁁≧ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㞤㞝␗ᰴࠋẦᯝࡣ〓Ⰽ࡛⌫
ᙧࠋᚄ 㹼PPࠋ✀Ꮚࡣ  ゅ≧༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠋ
㢮ఝࡢࣁࢿࢬࡢⴥࡣࠊඛ➃ࡀ่≧ᑤࡾࠊࡲࡓ⾲㠃ࡣࡇ
ࢇ࡛῝࠸⁁≧࡞ࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ᡣ⥲༙ᓥ㹼ᮾᾏᆅ᪉㸧ࠊఀ㇋ᓥࠊ
⨾ᓥ௨༡ࡢ⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋す㒊ศ
ᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸ᾏᓊࡢᒾ▼ᆅࡸ◁ࠋ
４．生育状況
ከ⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊఀ㇋༙ᓥ༡㒊࡛ࡣྛᆅᩓ⏕
࠶ࡿ࠸ࡣ⩌⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᾏᓊࡢᩚഛ࣭㛤Ⓨ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࢆྵࡴᆅᇦࢆ㛤Ⓨࡸᩚഛࡍࡿࡁࡣࠊ⏕⫱ᆅࢆ
◚ቯࡋ࡞࠸ࡼ࠺༑ศ㓄៖ࡍࡿࡇࠋ   㸦ὸಖ㞝㸧




ୗ⏣ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ




タカネサギソウ
静岡県カテゴリー

Platanthera maximowicziana (Schltr.) K. Inoue

要注目種（N-Ⅱ分布上注目種等）ኚ᭦࡞ࡋ          ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1ϩศᕸୖὀ┠✀➼㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ᰿ࡢ୍㒊ࡣ⣳㗽ᙧࠋⴥࡣ᭱ୗࡢ 
ᯛࡣࡁࡃ⊃ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠊୖࡢⴥࡣᑠࡉࡃᢨ㔪ᙧ
࡛ᑤࡿࠋ㫣∦ⴥࡣᢨ㔪ᙧ࡛ୖ᪉ࡢࡶࡢᑠࡉࡃ࡞ࡿࠋⰼᮇ
ࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣῐ㯤⥳Ⰽ࡛ 㹼 ಶࢆࡘࡅࡿࠋⱖࡣᢨ㔪ᙧ࡛
ⰼࡼࡾࡶ㛗ࡃ┠❧ࡘࠋ⫼ⴟ∦ࡣ༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 PPࠋ၁
ᘚࡣᗈᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ PPࠋ㊥ࡣୗྥ࡛ 㹼PPࠋ㏆ఝ✀ࡢࣖ
࣐ࢧࢠࢯ࢘ࡣ㫣∦ⴥࡀ 㹼 ಶ࠶ࡾࠊ㧗ࡉ 㹼FP ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ༓ᓥࠊࢩ࣋ࣜࠊᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜᮾ㒊ࠊᅜෆ
࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦࣭୰㒊㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡
ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡋࠊ༡㝈⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３．生育環境
 ள㧗ᒣᖏࡢࡸࡸ‵ࡗࡓⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣ༡ࣝࣉࢫࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑ
ࡢᚋࡢ☜ㄆሗࡣ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
⇱ࡼࡿ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧
ࡸ㋃ᅽ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ᳜⏕㑄⛣ࢆᢚไࡍࡿ࡞ࡢ⏕
⫱⎔ቃࢆ⥔ᣢ⟶⌮ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ  㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ニシノホンモンジスゲ
静岡県カテゴリー

㛗㔝┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍

Carex stenostachys Franch. et Sav. var. stenostachys

要注目種（N-Ⅱ分布上注目種等）ኚ᭦࡞ࡋ

   ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1ϩศᕸୖὀ┠✀➼㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ᭷ⰼⱼࡣ 㹼 FP ࡞ࡿࠋ᰿ⱼࡣ▷ࡃᐦྀ
⏕ࡍࡿࠋⴥࡢᖜࡣ 㹼PPࠋᯝᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㡬ᑠ✑ࡣ㞝ᛶࠋ
⥺ᰕᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊ〓Ⰽࠋഃᑠ✑ࡣ㞤ᛶ࡛ 㹼 ಶࠊ
ࡸࡸ㞳ࢀ࡚ࡘࡃࠋ⣽ᰕᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋⱖࡣ᭷㠧࡛ⴥ㌟
ࡣᑠ✑ྠ㛗ࠋ㞤㫣∦ࡣᰩ〓Ⰽࠋᯝ⬊ࡣ㛗ࡉ⣙ PP ࡛᭷ẟࠋ
ᰕ㢌ࡣ  ᒱࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦᪂₲┴㹼୰ᅜᆅ᪉ࡢ᪥ᮏᾏ
ഃ㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᗈⴥᶞᯘෆࠊᯘ⦕ࠊⲡᆅࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧  ᖺᪧኳ❳ᕷ࡛☜ㄆࡉࢀ
ࡓグ㘓ࡀ㍕ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢᚋࡢሗࡣ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢኚࡸ᳜⏕㑄⛣㸦㸧
ࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ᭱㐺࡞⏕⫱⎔ቃࢆ⥔ᣢࡍࡿࡼ࠺
㓄៖ࡍࡿࡇࠋ             㸦ὸಖ㞝㸧





ᒱ㜧┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍





マシカクイ

Eleocharis tetraquetra Nees

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅱ分布上注目種等）ኚ᭦࡞ࡋ      ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1ϩศᕸୖὀ┠✀➼㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋⓑ〓Ⰽࡢ㫣∦そࢃࢀࡓᯞࢆᘬࡃࠋᯞⱼࡸࡸ㗦
࠸  ⛸ࡀ࠶ࡾࠊ㧗ࡉ 㹼 FPࠋᯝᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋᑠ✑ࡣ  ಶ
࡛ഴ࠸࡚ࡘࡁࠊ่㔪ࡣᯝᐇࡼࡾ  ಸ㛗࡛㏫⣽㔪ࡀ࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊྎ‴ࠊࣥࢻࠊࢫࣜࣛࣥ࢝ࠊᮾ༡ࢪࠊ࢜
࣮ࢫࢺࣛࣜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦୰㒊ᆅ᪉௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊ
⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡋ࡚࠾ࡾࠊ㟼ᒸ┴ࡀᮾ㝈
⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３．生育環境
ୣ㝠ᆅࡸపᒣᆅࡢࡓࡵụࡢᓊ㎶ࡸఇ⪔⏣࡞ࡢ‵ᆅ⏕⫱
ࡍࡿࠋ
４．生育状況
ᯇᕷࡸ†すᕷ࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚ಶయᩘࡣᑡ
࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ࡓࡵụࡢᨵಟ㸦㸧ࡸ‵ᆅࡢ⇱㸦㸧࡛⏕⫱ᆅࡢᾘኻ
ࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡢಖㆤࠊⲡสࡾ࡞㑄⛣㐍⾜ࢆᢚไࡍࡿᑐ⟇ࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࠋ                  
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

†すᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ

ヒナガリヤス

Calamagrostis nana Takeda subsp. nana

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅱ分布上注目種等）ኚ᭦࡞ࡋ          ࢿ⛉ 3RDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1ϩศᕸୖὀ┠✀➼㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ㛗࠸᰿ⱼࢆᘬ࠸࡚ࠊࡑࡢ⠇ࡈ
Ⓨⱆࡍࡿࠋⴥࡢ㒊ศࡣ᰿⏕ࡋࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼PPࠋ
ࡃෆഃᕳ࠸࡚ᚄ㸯㹼 PP ࡢ⣽࠸⟶࡞ࡿࠋ㗹ⰼᗎࡣ
㛗ࡉ 㹼FPࠋᯞࡣྛ⠇ 㹼 ᮏࠋᑠ✑ࡣῐ⣸Ⰽ࡛  ⰼࡽ
࡞ࡿࠋⰢࡣ▷ࡃᑠ✑ࡢእฟ࡞࠸ࠋⰼᗎࡢᯞࡶᑠ✑ࡢࡶᖹࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ࣓ࣜ࢝㒊ࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃᮾ㒊ࠊࣟࢩ㸦࣒࢝
ࢳࣕࢶ࢝ࠊࢡ࣮ࣜࣝࠊࢧࣁࣜࣥ㸧ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦࣭୰㒊㸧
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ༡ࣝ
ࣉࢫࡢⲨᕝᓅࡣศᕸࡢ༡㝈⮬⏕ᆅࠋ
３．生育環境
㧗ᒣᖏࡢ◁♟ᆅࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣ༡ࣝࣉࢫࡢⲨᕝᓅࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿ
ࡀࠊ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝ࡛ࡶᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸ࠋ┠❧ࡓ࡞࠸᳜≀࡞ࡢ࡛ㄪᰝ࡛ࡢぢⴠࡋࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
Ⓩᒣ⪅ࡢ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࡶῶᑡࡢ୍せᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
Ⓩᒣ⪅ࡀ⏕⫱ᆅ㋃ࡳධࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿࡇࠋ

㛗㔝┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍

㸦ὸಖ㞝㸧







ヒメカラマツ

Thalictrum alpinum L. var. stipitatum Y. Yabe

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅱ分布上注目種等）ኚ᭦࡞ࡋ     ࣏࢟ࣥ࢘ࢤ⛉ 5DQXQFXODFHDH
 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1ϩศᕸୖὀ┠✀➼㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣศᯞࡋ࡞࠸ࠋ᰿ฟⴥࡣⰼᮇ
ࡶṧᏑࡋ 㹼 ᅇ  ฟ」ⴥࠋⴥࡣࡸࡸ㉁ࡀཌࡃⴥ⬦ࡣୗ㠃
㝯㉳ࡋࠊᡸⴥࡣ⭷㉁ࠊ⦕࡛ῐ〓Ⰽࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼ
ᗎࡣ⥲≧࡛ୗᆶࡍࡿࠋⰼࡣ㛗ࡉ 㹼 FPࠋⰼࡣᚄ 
㹼FPࠊⰼᘚࡣ࡞ࡃࠊⴟ∦ࡣ  ᯛ࡛᪩ⴠᛶࠋ㞝ⷁከᩘࡀ᮰⏕
ࡋ㛗ࡉ PPࠊⰼ⣒ࡣ⣒≧࡛⣸Ⰽࠋⵂࡣ㩭㯤Ⰽࠋ㏆⦕✀ࡢ࢟
࣐࢝ࣛࢶࡣ᰿ฟⴥࡣⰼᮇࡣ࡞ࡃࠊ㗹ⰼᗎࢆ࡞ࡍࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦୰㒊ᆅ᪉㸧ࠊᅄᅜศᕸࡍࡿࠋ┴
ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
㧗ᒣᖏࡢ㢼⾪ᆅࡢᒾୖࡸᒾ♟ᆅࡢⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣ༡ࣝࣉࢫ࠶ࡾᑡ࡞࠸ࠋ⏘㔞ࡣከ࠸ࠋ▸ᑠ࡛㌾ᙅ
࡞᳜≀࡞ࡢ࡛᳜⏕㑄⛣ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱ᅽຊࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋⓏᒣ⪅
ࡼࡿ㋃ᅽ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
Ⓩᒣ㐨ࡢ㎽ᅇᩚഛࡸⓏᒣ⪅ࡢ㓄៖ࡼࡾ㋃ᅽࢆᅇ㑊ࡍࡿࠋ
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ミカワチャルメルソウ
静岡県カテゴリー

㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ



Mitella furusei Ohwi var. furusei

要注目種（N-Ⅱ分布上注目種等）ኚ᭦࡞ࡋ   ࣘ࢟ࣀࢩࢱ⛉ 6D[LIUDJDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1ϩศᕸୖὀ┠✀➼㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ᰿ⱼࡣ▷ࡃࠊ᰿ฟⴥࢆ᮰⏕ࡍࡿࠋ
ⴥࡣᚰ༸ᙧ࡛ᥞ࠸ࡢ㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ⣚
⣸Ⰽࠋⰼᘚࡣ⩚≧࡛ 㹼 ࡍࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴ࠊឡ▱┴ࠊᒱ㜧┴ࠊ㛗㔝┴㸧
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡋ࡚࠾ࡾࠊ㟼ᒸ┴ࡣᮾ㝈⮬
⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３．生育環境
ᒣᆅࡢഃࡸ‵ࡗࡓᯘୗ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
す㒊ࡢ㒊ᒣᆅࡢᡤࠎ࡛ぢࡽࢀࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࠊᯘ㐨ࡢᘓタ࡞㸦㸧࡛ῶᑡഴྥ࠶
ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡢ᳃ᯘಖㆤࠊ㐨㊰ᕤࡢ㝿ࡣ๓ㄪᰝ⏕⫱ࡀ
☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࡑࡢಖㆤᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧





ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ





ムラサキモメンヅル Astragalus laxmannii Jacq. var. adsurgens (Pall.) Kitag.
静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅱ分布上注目種等）ኚ᭦࡞ࡋ

࣐࣓⛉ )DEDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1ϩศᕸୖὀ┠✀➼㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣྀ⏕ࡋᩓ㛤ࡋ࡚ᆅ⾲㏺࠺ࠋⴥ
ࡣወᩘ⩚≧」ⴥࠋᑠⴥࡣ 㹼 ಶࠊ⊃ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠊ
ୗ㠃అẟࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼᗎࡣ⥲≧࡛⭆⏕ࡋⰼࢆ 
㹼 ಶࡘࡅࡿࠋⰼࡣ㟷⣸Ⰽ࡛㛗ࡉ 㹼 PPࠋⴟࡣ㛗ࡉ 㹼
PPࠊ㯮〓ⰍⓑⰍࡢఅẟࡀΰ⏕ࡍࡿࠋ㇋ᯝࡣ↓ࡢ㛗ᴃ
ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠊ㯮〓ⰍⓑⰍࡢఅẟࡀΰ⏕ࡍࡿࠋ㏆⦕✀
ࡢ࣓ࣔࣥࢷࣝࡣⰼࡀ㯤ⓑⰍ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦ᒾᡭ┴ࠊ୰㒊ᆅ᪉㸧ศᕸ
ࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊㸦ᐩኈᒣ㸧ศᕸࡋ࡚࠾ࡾࠊศᕸࡢ༡㝈⮬
⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３．生育環境
㧗ᒣᖏࡢⅆᒣ◁♟ࡸ▼⅊ᒾᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣᐩኈᒣᒁ㝈ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏘㔞ࡣከ࠸ࠋⓏᒣ⪅ࡀቑ࠼࡚
㋃ᅽࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
Ⓩᒣ⪅ࡢ㋃ᅽ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ◁♟ࡢ⛣ືࡶ⬣ጾ࡛࠶
ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅⅬࢆ㑊ࡅࡓⓏᒣ㐨ࡢᩚഛࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

ᚚẊሙᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ

㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ビロードイチゴ
静岡県カテゴリー

Rubus corchorifolius Ｌ. f.

要注目種（N-Ⅱ分布上注目種等）ኚ᭦࡞ࡋ           ࣂࣛ⛉ 5RVDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1ϩศᕸୖὀ┠✀➼㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ⴠⴥపᮌࠋⱼࡣഴᩳࡋࠊ⤧ẟࢆᐦ⏕ࡋ่ࡀ࠶ࡿࠋⴥࡣ㛗ᴃ
ᙧ࡛ࠊ  ὸࡋ㛗ࡉ 㹼FPࠋ⾲㠃ࡣ⤧ẟࡀᐦ⏕ࡍ
ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⓑⰍࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼᘚࡣಽ༸ᙧࡢ
ࡽᙧ࡛㛗ࡉ⣙  PPࠋᯝᐇࡣ⌫ᙧ࡛ᚄ⣙  PPࠊ㯤⣚Ⰽ⇍
ࡍࠋⰼᡸ▷ẟࡀ࠶ࡾࠊᑠ᰾ᯝࡶ▷ẟࡀᐦ⏕ࡍࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴௨す㸧ࠊ
ᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊す㒊ศᕸࡍࡿࠋ㟼
ᒸ┴ࡣศᕸࡢᮾ㝈⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３．生育環境
ᬮ ᖏࡢ㇂➽ࡢᯘෆࡸᯘ⦕ࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣ୍㒊ࡢᆅᇦ㞟୰ࡋ࡚࠾ࡾࠊಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࡸᯘ㐨㛤タࡑࡢᩚഛ㸦㸧ࡀῶᑡࡢ
せᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⮬⏕ࢆ☜ㄆࡋࡓࡽࠊᯤṚࡉࡏ࡞࠸ࡼ࠺ྲྀࡾᢅ࠺ࡇࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧

ᓥ⏣ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ









モクレイシ

Microtropis japonica (Franch. et Sav.). Hallier f. var. japonica

静岡県カテゴリー 要注目種（N-Ⅱ）ኚ᭦࡞ࡋ               ࢽࢩ࢟ࢠ⛉ &HODVWUDFHDH
㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1ϩศᕸୖὀ┠✀➼㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛

１．種の解説
ᖖ⥳ᑠ㧗ᮌࠋ㧗ࡉ  Pࠋᖺᯞࡣᬯ⣸Ⰽࠊ๓ᖺᯞ௨ୖࡣ⅊
Ⰽ࡞ࡿࠋⴥࡣ㠉㉁࡛ᑐ⏕ࡋࠊ༸ᙧ࡞࠸ࡋᴃᙧࠋ㛗ࡉ 
㹼FPࠊᖜ 㹼FPࠋ⦕࡛ᑡࡋഃࡾ㏉ࡿࠋ㞤㞝
␗ᰴࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋᯞඛࡢⴥ⭆ῐ㯤⥳Ⰽ࡛ᚄ⣙ PP ࡢ
ⰼࢆᩘಶࡘࡅࡿࠋⰼࡣ  ᩘᛶ࡛ࠊⰼෙࡢ∦ࡣᙧ࡛⣙ PPࠋ
ⵧᯝࡣᴃᙧࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠊ ∦㛤ࡋ㉥Ⰽࡢᆺࡢ 
ಶࡢ✀Ꮚࢆฟࡍࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᕞࠊ⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮ ᖏࡢᒣࡍࡑࡢᯘෆࠋ
４．生育状況
ẚ㍑ⓗ⏘ᆅࡸಶయᩘࡣከ࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᒣᯘࡢఆ᥇㸦㸧ᅵᆅ㛤Ⓨ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
ᒣᯘࡢ㛤Ⓨࢆไ㝈ࡍࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧

ハクセンナズナ
静岡県カテゴリー

ୗ⏣ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ


Macropodium pterospermum F. Schmidt

要注目種（N-Ⅱ分布上注目種等）ኚ᭦࡞ࡋ            ࣈࣛࢼ⛉ %UDVVLFDFHDH
［ ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1ϩศᕸୖὀ┠✀➼㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ］ 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ༢୍࡛ᩳୖࡍࡿࠋ᰿ฟⴥࡣᗈ
༸ᙧ࡛㛗࠶ࡾࠊⱼⴥࡣᗈᢨ㔪ᙧ࡛㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼
᭶ࠋⰼᗎࡣ㛗ࡉ 㹼FP ࡛ከࡃࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋⴟ∦ⰼᘚࡣ
⃰⣸Ⰽ࡛⣽࠸ࠋ㞝ⷁࡣ✺ࡁฟࡍࠋᯝᐇࡣ㛗࠸ᯝࡢඛࡘࡁࠊ
ኴ࠸Წ≧࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣࢧࣁࣜࣥࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦୰㒊௨
㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡋ࡚࠾ࡾࠊ
㟼ᒸ┴ࡣ༡㝈⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３．生育環境
㧗ᒣᖏୗ᳃ᯘ㝈⏺㏆ࡢỈሙࡢ࿘㎶ࡸ‵ࡗࡓⲡᆅ⏕
⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
㏆ᖺࡢ⏕⫱≧ἣࡣ࡛᫂࠶ࡿࠋ⏕⫱⎔ቃࡢኚࡼࡾᰴᩘࡀ
ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱ࡢᅽຊ⇱㸦㸧ࡼࡿ⎔
ቃࡢᝏ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
Ⓩᒣ⪅ࡣỈሙ࿘㎶ࡢ㋃ࡳⲨࡽࡋὀពࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧




ᾏ㐨  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍




ミヤマツメクサ

Minuartia macrocarpa (Pursh) Ostenf.
var. jooi (Makino) H. Hara

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅱ分布上注目種等）ኚ᭦࡞ࡋ          ࢼࢹࢩࢥ⛉ &DU\RSK\OODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1ϩศᕸୖὀ┠✀➼㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋྀ⏕ࡋ࡚࣐ࢵࢺ≧࡞ࡿࠋⱼࡣ
⭢ẟࡀ࠶ࡿࠋⴥࡣ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠊᖜ 㹼PP ࡛  ⬦
ࡀ࠶ࡿࠋⴥ⦕࿘ᑡ✺㉳ࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⱼ㡬ᚄ
FP ࡢࡁ࡞ⓑⰍࡢⰼࢆ  ಶࡘࡅࡿࠋⰼࡣ⭢ẟࢆᐦ⏕ࡍ
ࡿࠋ㢮ఝࡢࢱ࢝ࢿࢶ࣓ࢡࢧࡢⴥࡣࠊᖜࡀ 㹼PP ⣽ࡃࠊ
 ⬦࡛࠶ࡾࠊⴥ㌟ࡢᇶ㒊ࡢࡳᑠ✺㉳ࡀ࠶ࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡
ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
㧗ᒣࡢ◁♟ᆅࡸᒾ♟ᆅࠋ
４．生育状況
༡ࣝࣉࢫࡢ㧗ᒣᖏ⏕⫱ࡍࡿࡀࠊ⏘ᆅಶయᩘࡣᑡ࡞
࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅࡢ⎔ቃኚ㸦㸧Ⓩᒣ⪅ࡢ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࡀῶᑡ
ࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
Ⓩᒣ㐨௨እ❧ࡕධࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࡋࠊ㋃ࡳࡘࡅࢆ㜵ࡄࡇ
ࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧

㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍



ウンゼンツツジRhododendron serpyllifolium (A. Gray) Miq. var. serpyllifolium
静岡県カテゴリー 要注目種（N-Ⅱ分布上注目種等）ኚ᭦࡞ࡋ
       ࢶࢶࢪ⛉ (ULFDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1ϩศᕸୖὀ┠✀➼㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
༙ᖖ⥳ࡢపᮌࠋ㧗ࡉ  P ࠋⱝᯞࡸⴥࡣ๛ẟࡀ
ᐦ⏕ࡍࡿࠋⴥࡢಽᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉࡣ 㹼 PPࠊᖜ 㹼 PPࠊ
ඛࡣᑤࡗ࡚⭢≧✺㉳ࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠊᯞඛࡢ  ಶࡢ
ⰼⱆࡽ  ಶࡢᗈ₃ᩯ≧ࡢⰼࢆ㛤ࡃࠋⰼෙࡣῐ⣚⣸Ⰽ࡛ࠊ
ᚄ 㹼 FPࠋ㞝ⷁࡣ  ᮏࠊⰼ⣒ࡢୗ㒊ⓑ࠸▷ẟࡀ࠶
ࡾࠊᏊᡣࡣ㛗ẟࡀᐦ⏕ࡍࡿࠋⵧᯝࡣ㛗ࡉ⣙ PP ࡛ࠊ〓Ⰽ
㛗ẟࡀᐦ⏕ࡍࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ఀ㇋༙ᓥࠊ⣖ఀ༙ᓥ㸧ࠊᅄᅜ㸦༡
㒊㸧ࠊᕞ㸦㝮༙ᓥ㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ศᕸࡍ
ࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᖏࡢᒣᆅࡢᑿ᰿ࡸᒾሙࠊᒾ▼ᆅ࡞ࠋ
４．生育状況
ಶయᩘࡣከࡃࡣ࡞࠸ࡀࠊᗈ࠸⠊ᅖ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋ
ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊㄪᰝ㊊ࡶ࠶ࡾࠊ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘ㛤Ⓨ㸦㸧ࡸᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
᳃ᯘ㛤Ⓨࡣࠊ๓ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ⏕⫱ᆅࢆಖࡍࡿࡇ
ࠋࡲࡓࠊᅬⱁ⏝ࡢ᥇ྲྀࢆ⚗Ṇࡍࡿࡇࠋ 㸦ὸಖ㞝㸧




ఀ㇋ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝





ヒロハコンロンカ
静岡県カテゴリー

Mussaenda shikokiana Makino

要注目種（N-Ⅱ分布上注目種等）ኚ᭦࡞ࡋ         ࢝ࢿ⛉ 5XELDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1ϩศᕸୖὀ┠✀➼㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ⴠⴥపᮌࠋ㧗ࡉ 㹼 Pࠋᖿࡣ┤❧ࡋ࡚ഃ⏕ࡋᯞࡣࡸࡸᆶࢀ
ࡿࠋⴥࡣᑐ⏕ࡋ࡚ⴥࡣ㛗ࡉ 㹼FPࠊⴥ㌟ࡣᗈ༸ᙧ࡛㛗ࡉ
㹼 FPࠊ㉁ࡣⷧࡃ㌾ࡽࡃࠊഃ⬦ࡣ  ಶ๓ᚋ࠶ࡾ✺ฟ
ࡍࡿࠋᡸⴥࡣྛ⠇  ಶ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ㯤Ⰽ࡛㞟
ᩓⰼᗎࢆ࡞ࡍࠋⴟ∦ࡢ  ಶࡣᆺ࡛ⓑⰍࡢⰼᘚ≧࡞ࡾ┠❧
ࡘࠋᯝᐇࡣᴃᙧ࡛⥳Ⰽࡽᬯ⥳Ⰽ⇍ࡍࠋ㏆⦕✀ࡢࢥࣥࣟࣥ
࢝ࡣࡸࡸࢶࣝ≧࡛ᡸⴥࡣྛ⠇  ಶ࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴௨す㸧ࠊᅄᅜࠊ
ᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋す㒊ศᕸࡋ࡚࠾ࡾࠊ㟼ᒸ┴
ࡣᮾ㝈⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᖏࡢᬮ࡞ᯘෆࡸᯘ⦕⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣఀ㇋す㒊࠶ࡾᑡ࡞࠸ࠋ⏘㔞ࡶᑡ࡞࠸ࠋ᳜ᯘࡢ⿕㝜
ࢆ㑊ࡅࡿࡼ࠺ࠊᯘ⦕ࡽࡾฟࡋ࡚⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳜ᯘࡼࡿ⿕㝜㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ᳜ᯘࢆⓙఆ㸦㸧ࡍ
ࡿఆ᥇ࡉࢀࡿ࠾ࡑࢀࡶ࠶ࡿࠋ
６．保護対策
ศᕸࡢᮾ㝈࡛࠶ࡾศᕸୖࡢᏛ⾡ⓗࡶ㈗㔜࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊఆ
᥇ࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺ಖㆤࡢ⟇ࢆࡍࡿࠋ     㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

トウヤクリンドウ
静岡県カテゴリー

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ


Gentiana algida Pall.

要注目種（N-Ⅱ分布上注目種等）ኚ᭦࡞ࡋ       ࣜࣥࢻ࢘⛉ *HQWLDQDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1ϩศᕸୖὀ┠✀➼㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ↓ᛶᮇࡣ᰿ฟⴥ࡛ࠊⰼᮇࡢⱼⴥࡣ↓
࡛ᗈ⥺ᙧࡽᢨ㔪ᙧ࡛୰⬦ࡀࡇࡳ㛗ࡉ 㹼 FPࠋⰼᮇࡣ 
㹼 ᭶ࠋⰼෙࡣ⟄≧࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠊῐ㯤Ⰽ࡛⥳ⰍࡢᩬⅬࡀ
࠶ࡿࠋⰼࡣⱼ㡬༢⏕ࡋࠊ᪥ࢆཷࡅ࡚ୖྥࡁ㛤ࡁࠊⰼෙ∦
ࡣᖹ㛤ࡍࡿࡇ࡞ࡃᩳ㛤ࡋࠊ∦ࡣప࠸ࠋ㏆⦕✀ࡢ࣐࢜ࣖࣜࣥ
ࢻ࢘ࡣⱼ㡬ࡢⴥ⭆㟷⣸Ⰽࡢⰼࢆᩘಶࡘࡅࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊࢩ࣋ࣜ࡞ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊ
ᮏᕞ㸦୰㒊௨㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧
ศᕸࡍࡿࠋ㟼ᒸ┴ࡣ༡㝈⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３．生育環境
㧗ᒣᖏ࠾ࡅࡿᑿ᰿࿘㎶ࡢᒾ♟ᆅࡽⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣ༡ࣝࣉࢫࡢࡰᇦ࡛࠶ࡿࠋ⏘㔞ࡣ᭷ᛶᰴ௨እࡢ᰿
ฟⴥࡶከࡃぢࡽࢀ⏕⫱ࡣᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
Ⓩᒣ⪅ࡼࡿ㋃ᅽ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ㞷✚ῶᑡࡸ ᬮ
㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
ⰼࢆぢࡿࡓࡵ࡛ࡶⓏᒣ㐨ࢆ㐓⬺ࡋ࡞࠸ࡼ࠺ၨⓎࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋ ᬮࡼࡾᰴᩘࡀῶᑡࡍࡿ⏕⫱≧ἣࢆὀどࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋ                  㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧




㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




シブカワニンジン
静岡県カテゴリー

Codonopsis lanceolata (Siebold et Zucc.) Trautv.
var. omurae T. Koyama

要注目種（N-Ⅱ分布上注目種等）ኚ᭦࡞ࡋ      ࢟࢟ࣙ࢘⛉ &DPSDQXODFHDH
 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1ϩศᕸୖὀ┠✀➼㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ࢶࣝᛶࡢከᖺⲡࠋࢶࣝࢽࣥࢪࣥࡢኚ✀࡛࠶ࡿࠋⴥࡣ⣽ࡃ
㠃ẟࡀᐦ⏕ࡍࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼෙࡣ⟄≧㔮㚝ᙧ࡛ඛ
ࡣ  ࡍࡿࠋᪧᘬబ⏫ࡀᇶ‽⏘ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ᮾᾏᆅ᪉ࠊ⣖ఀ༙ᓥ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
⺬⣠ᒾᆅᖏ⏕⫱ࡍࡿࡀࠊࡑࢀ௨እࡶぢࡽࢀࡿࠋ
４．生育状況
ᯇᕷ༊ࡸᯇᕷኳ❳༊࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ⺬⣠ᒾᆅᖏ
ࢆ୰ᚰ⏕⫱ࡋࠊ⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅࡀᯘ㐨ᩚഛ㸦㸧ࡸᅵᆅ㐀ᡂ㸦㸧࡞࡛ᾘኻࡍ
ࡿ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ᳜⏕㑄⛣ࡢ㐍⾜㸦㸧࡛⏕⫱㐺ᆅ
ࡢῶᑡࡶᣦࡉࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡢಖㆤ㛫ఆ࡞ࡢ᳜⏕㑄⛣ࡢ㐍⾜ࢆᢚไࡍࡿᑐ
⟇ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

ミツガシワ
静岡県カテゴリー

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ




Menyanthes trifoliata L.
要注目種（N-Ⅱ分布上注目種等）ኚ᭦࡞ࡋ     ࣑ࢶ࢞ࢩ࣡⛉ 0HQ\DQWKDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1ϩศᕸୖὀ┠✀➼㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説 ᢳỈᛶࡢከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋ᰿ⱼࡣ
⟄ᙧ࡛ኴࡃᚄ 㹼 FPࠊᆅ୰ࢆ㏺࠺ࠋ᰿ฟⴥࡣ⏕ࡋ࡚
㛗ࡀ࠶ࡾ  ฟⴥ࡛ࠊࡸࡸ⫗ཌ࡛ගἑࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼
᭶ࠋⰼⱼࡣ┤❧ࡋ࡚ 㹼 ಶࡢⰼࢆ⥲≧ⰼᗎࡘࡅࡿࠋⱖࡣ
ᗈ༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠋⰼෙࡣ₃ᩯ≧࡛῝ࡋ࡚ᚄ 㹼FPࠊ
ⓑⰍ࡛ෆ㠃ẟࡀ࠶ࡿࠋ㛗ᰕⰼ▷ᰕⰼࡀ࠶ࡿࠋᐮ෭ᮇࡢ㑇
Ꮡ✀࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊࢩ࣋ࣜ࡞ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ
㐨ࠊᮏᕞࠊᕞ㒊ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊఀ㇋ࠊす㒊
ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ከ‵ᆅࡸụࡢὸ࠸Ỉ୰ࡽᢤࡁฟࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣⅬᅾࡍࡿࠋ⏘㔞ࡣᑡ࡞࠸ࠋ⏕⫱≧ἣࡣ᳜⏕㑄⛣ࡢᅽ
ຊࢆཷࡅ࡚ࠊ⏕⫱ࡀ⾶㏥ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
‵ᆅࡢ⇱㛤Ⓨ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ ᬮࡼࡿ
Ẽೃኚື㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
ᮌ㐨ࢆᩜタࡍࡿ࡞㋃ᅽࡢᙳ㡪ࢆ㍍ῶࡋࠊ᳜⏕㑄⛣ࢆᢚไ
ࡍࡿ࡞ࠊ⏕⫱⎔ቃࢆಖࡋ࡚⥔ᣢ⟶⌮ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶
ࡿࠋ                   㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧






ᯇᕷ ᳜᱂   ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ






ホクチアザミ Saussurea gracilis Maxim.
静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅱ分布上注目種等）ኚ᭦࡞ࡋ

࢟ࢡ⛉ $VWHUDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1ϩศᕸୖὀ┠✀➼㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ⣽ࡃࠊⴥࡣ㛗୕ゅᙧ࡛ࠊ㛗ࡉ
㹼FPࠊୗ㠃ࡣ⥥ẟࡀᐦ⏕ࡋ࡚ⓑⰍࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㢌ⰼ
ࡣ⣚⣸Ⰽ࡛࠶ࡿࠋ⥲ⱖࡣ㛗ࡉ 㹼PPࠊᖜ 㹼PPࠊከᑡࡃ
ࡶẟࡀ࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴௨す㸧ࠊᅄᅜࠊ
ᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ㟼ᒸ┴ࡣᮾ㝈⮬
⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３．生育環境
ᒣᆅࡢ᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸ⲡཎࠋ
４．生育状況
๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ࡢㄪᰝࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
５．減少の主要因と脅威
ⲡཎࡢ⟶⌮ᨺᲠ㸦㸧᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛
࠶ࡿࠋ
６．保護対策
ⲡཎࡢ⥔ᣢᮏ✀㐺ࡋࡓ⟶⌮ࢆ⾜࠺ࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧




ハチジョウアキノキリンソウ
静岡県カテゴリー

12 ,0$*(




Solidago virgaurea L. subsp. leiocarpa (Benth.)
Hultén var. praeflorens Nakai

要注目種（N-Ⅱ分布上注目種等）ኚ᭦࡞ࡋ           ࢟ࢡ⛉ Asteraceae
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1ϩศᕸୖὀ┠✀➼㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣ༸ᙧ࡛ගἑࡀ࠶ࡾཌ࠸ࠋⰼᮇ
ࡣ 㹼 ᭶ࠋ㢌ⰼࡣⱼࡢඛᅛࡲࡗ࡚ࡘࡁࠊᚄ 㹼FPࠋⰼ
ᗎࡢୖ㒊ࡣࡰᖹࡽ࡞ࡿࠋ⑭ᯝࡣ↓ẟ㸦ᇶᮏள✀ࡢ࢟ࣀ࢟
ࣜࣥࢯ࢘ࡢ⑭ᯝࡣ᭷ẟ㸧ࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ᪉ࠊ㟼ᒸ┴㸧ࠊఀ㇋ㅖᓥ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋⇕ᾏᕷึᓥศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᾏᓊࡢᒾሙࡸᒾ♟ᆅࠋ
４．生育状況
๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ࡢㄪᰝ࡛ࡣ  ࣨᡤ࡛☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ᅇࡣㄪᰝ㊊ࡢࡓࡵ☜ㄆ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᾏᓊࡢᩚഛ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅ❧ࡕධࡗ࡚㋃ࡳࡘࡅ࡞࠸ࡼ࠺ᑐ⟇ࢆㅮࡌࡿࡇ
ࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧

12 ,0$*(












リンネソウ

Linnaea borealis L.

静岡県カテゴリー 要注目種（N-Ⅱ分布上注目種等）ኚ᭦࡞ࡋ
      ࢫ࢝ࢬࣛ⛉ &DSULIROLDFHDH
㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1ϩศᕸୖὀ┠✀➼㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛

１．種の解説
▸ᛶపᮌࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣᚄ PPࠊࡼࡃศᯞࡋࠊ㛗ࡃ
ᆅࢆ㏺࠺ࠋ㛤ฟẟࡀ࠶ࡿࠋⴥࡣᑐ⏕ࡋࠊⴥ㌟ࡣ༸ᙧࠊᇶ㒊
ࡣᗈ࠸ࡃࡉࡧᙧࠋ㛗ࡉ 㹼PPࠋඛ 㹼 ಶࡢ㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋ
୧㠃ẟࢆᩓ⏕ࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ⭢ẟࡢ࠶ࡿⰼⱼࢆ❧࡚ࠊୖ
㒊࡛  ศᯞࡋࡓඛ  ಶࡎࡘⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼෙࡣ₃ᩯ≧㚝ᙧ
࡛㛗ࡉ 㹼PPࠋඛࡣ  ࡋ࡚ᗈࡀࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣࣟࢩ㸦ࢧࣁࣜࣥࠊࢡ࣮ࣜࣝࠊ࣒࢝ࢳࣕࢶ࢝㸧ࠊ
ᮅ㩭༙ᓥ㒊ࠊ୰ᅜࠊࣔࣥࢦࣝࠊࢩ࣋ࣜࠊ࢝ࣇ࢝ࢬࠊ࣮ࣚ
ࣟࢵࣃࠊ࣮ࣜࣗࢩࣕࣥࠊ࣓ࣜ࢝す㒊ࠊᅜෆ࡛ࡣ༡
༓ᓥࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦୰㒊௨㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊
㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
㧗ᒣࡢ༙㝜ᆅࡸள㧗ᒣᖏ㔪ⴥᶞᯘࡢᯘᗋࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡸ⇱㸦㸧࡞ࡢ⏕⫱⎔ቃࡢኚࡀῶ
ᑡࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅ❧ࡕධࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡞ᑐ⟇ࢆࡋࠊ㋃ࡳࡘࡅὀពࡍ
ࡿࡇࠋ                 㸦ὸಖ㞝㸧





㛗㔝┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ








アスヒカズラ

Lycopodium complanatum L.

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ        ࣄ࢝ࢤࣀ࢝ࢬࣛ⛉ /\FRSRGLDFHDH
［ ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ］ 

１．種の解説
ᑠᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋⱼࡣ㛗ࡃ㏺࠸ࠊࡲࡤࡽศᒱࠊ㫣∦
ᵝࡢⴥࢆࡲࡤࡽࡘࡅࡿࠋഃᯞࡣᡪᙧศᒱࡍࡿࠋ┤❧ⱼࡢᑠ
ᯞࡣᡥᖹࠊ⾲㠃ࡣ⥳Ⰽࠊࡣῐ⥳Ⰽ࡛➽ࡣࡣࡗࡁࡾࡍࡿࠋ⬊Ꮚ
ᄞ✑ࡣ 㹼 FP ࡢ㛗ࡉࡢ 㹼 ಶࡘࡁᰕᙧࠊ⬊Ꮚⴥࡣᐦ
ࡘࡁࠊᗈ༸ᙧ࡛㗦ᑤ㢌࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ༙⌫ࡢ ᖏࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦ᒸᒣ┴௨
㸧ࠊᅄᅜ㸦ᚨᓥ┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊㸦ᐩኈᒣ㸧ࠊ୰
㒊㸦༡ࣝࣉࢫⲨᕝᓅࠊ᳷ᓥ࡞㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᒣᓅᆅᖏࡢᯘෆࠊࡸࡸ㝜‵₶ᆅࠊྥ㝧ࡢᒣᆅᯘୗࡸⲡཎᗈ
ࡃศᕸࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣࡁࢃࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
⮬↛㑄⛣㸦㸧ࡼࡿ⮬↛⎔ቃࡢᝏࠊ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࡸ
⇱㸦㸧࡞ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢ◚ቯࠊῶᑡࡸ⤯⁛ࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
６．保護対策
Ⓩᒣ㐨ࡢᩚഛࠊⓏᒣ⪅ࡼࡿ㋃ࡳࡘࡅ࡞ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢ
⇱ࠊ⎔ቃኚࢆ㜵ࡄᚲせࡀ࠶ࡿࠋ      㸦⣽ဴ✑㸧

ハマハナヤスリ
静岡県カテゴリー

㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




Ophioglossum thermale Kom.

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ     ࣁࢼࣖࢫࣜ⛉ 2SKLRJORVVDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ 㒊ὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ᑠᆺࡢኟ⥳ᛶࢩࢲࠋࡁ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ  FP ࠋ⬊Ꮚⴥ
ᰤ㣴ⴥศࢀࠊୗ㒊࡛ඹ㏻࡞ࡿࠋ⬊Ꮚⴥࡣࡸࡸ⊃ࡃ⥺
ᙧࠋ⏕⫱ᮇ㛫ࡣ 㹼 ᭶࡛ࠊ⬊Ꮚࡣึኟࡽ⇍ࡋጞࡵࡿࠋ⬊
Ꮚࡢ⾲㠃ᶍᵝࡣࢥࣄࣟࣁࣁࢼࣖࢫࣜఝ࡚࠸ࡿࠋణࡋࠊෆ㝣
ࡢࡶࡢࡣࢥࣁࢼࣖࢫࣜࡶఝ࡚ࡁ࡚ࠊ୰㛫ᆺࡶ࠶ࡾࠊ༊ูᅔ
㞴ࡢᆺࡢࡶࡢࡀከࡃ࡞ࡿࠋࢥࣁࢼࣖࢫࣜࡢ㛵㐃ࡘ࠸࡚ࡣ
ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣࣟࢩ㸦࣒࢝ࢳࣕࢶ࢝ࠊࢩ࣋ࣜ㸧ࠊ୰ᅜࠊྎ‴ࠊ
༡ὒㅖᓥࠊᅜෆ࡛ࡣ᪥ᮏᅵศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊㸦୕
ᓥᕷ㸧ࠊす㒊㸦ᚚ๓ᓮᕷࠊ☬⏣ᕷࠊᯇᕷ࡞㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᾏᓊ㏆ࡃࡢ‵ࡗࡓ◁ᆅከࡃࠊἙཎࡢ◁ᆅࡶ⏕࠼ࡿࠋෆ
㝣ࡶ⛥࠶ࡾࠊᆅ⏕ࡎࡿࡇࡶ࠶ࡿࡀࠊᑡ࡞࠸ࠋ
４．生育状況
⏕⫱ᆅࡶᑡ࡞ࡃࠊಶయᩘࡶᑡ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ࡁࢃࡵ࡚㝈ࡽࢀࡓ⎔ቃࡢୗ⏕⫱ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㛤Ⓨ⾜Ⅽ㸦㸧
ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢᾘኻࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡾࠊ⌧≧࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡢ⎔ቃኚࠊ⏕⫱ᆅཬࡧࡑࡢ࿘㎶ࡢ㛤Ⓨ⾜Ⅽࢆ㜵ࡄ
ࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ            㸦⣽ဴ✑㸧





⳥ᕝᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝






オオハイホラゴケ
静岡県カテゴリー

Vandenboschia birmanica (Bedd.) Ching

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ

    ࢥࢣࢩࣀࣈ⛉ +\PHQRSK\OODFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
୰ᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋࢥࢣࢩࣀࣈࡢ௰㛫ࡋ࡚ࡣᆺ࡛ࠊ༶
ࡕࣁ࣍ࣛࢦࢣఝࡿࡀࡎࡗࡁࡃࠊⴥ㛗  FP ࡶ㐩
ࡍࡿࠋ᰿ⱼࡣ㛗ࡃ㏺࠸ࠊᚄ PP ࠶ࡾࠊᬯ〓㹼㯮Ⰽࡢ
ẟࢆᐦࡘࡅࡿࠋⴥ㌟ࡣᗈᢨ㔪ᙧࠊ㗦㢌࡛  ᅇ⩚≧」ⴥࠋ
ⴥࡣࢇᇶ㒊ࡲ࡛ᖜࡢᗈ࠸⩼ࢆࡘࡅࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊ୰ᅜࠊࣥࢻࢩࢼࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦ఀ㇋
༙ᓥࠊ⣖ఀ༙ᓥ㸧ࠊᕞࠊἈ⦖ࠊఀ㇋ㅖᓥศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ
࡛ࡣఀ㇋㸦すఀ㇋⏫ⓑᕝ㸧▱ࡽࢀࠊࡇࡇࡀศᕸࡢᮾ㝈࡛࠶
ࢁ࠺ࠋ
３．生育環境
ᬮᆅࡢᒣᯘෆࡢὶἢ࠸ࡸ㝜‵࡞ሙᡤࡢᒾୖࠊᆅୖ⏕
⫱ࡍࡿࠋࡋࡤࡋࡤỈࢀࡿࡢᡤ⏕ࡌࡿࠋ
４．生育状況
⏕⫱ᆅࡣᒁ㝈ࡉࢀࠊᑠ⩌ⴠࢆᙧᡂࡍࡿࡀࠊ⊃࠸⠊ᅖࡈ
ࡃࢃࡎ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿ࠸ࡗࡓ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᒣᯘఆ᥇㸦㸧ࡼࡿῶᑡࠊᮏ✀ࡢ⏕⫱ሙᡤࡢ㐨㊰⬥ࡢ
ᒾቨࡀ◚ቯ㸦㸧ࡉࢀࡿࡇࡀࠊఱࡼࡾࡶࡢ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
ᒣᯘఆ᥇ࡸேࡢᡭࡼࡿ⏕⫱ᆅᒾቨࡢ◚ቯ࡞ࠊ⎔ቃ◚
ቯࢆ㜵ࡄᚲせࡀ࠶ࡿࠋ           㸦⣽ဴ✑㸧

チチブホラゴケ
静岡県カテゴリー

すఀ㇋⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ⣽ဴ✑




Crepidomanes schmidtianum (Zenker. ex Taschner) K. Iwats.

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ     ࢥࢣࢩࣀࣈ⛉ +\PHQRSK\OODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ᑠᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋ⣒≧ࡢ᰿ⱼࡀ㛗ࡃ㏺࠸ࠊⴥࡀࡲࡤࡽ
ฟࡿࠋⴥࡣ  ᅇ⩚≧῝࡛ࠊ∦ࡣ㔜࡞ࡾྜ࠸ࠊඛ➃ࡣ㕌㢌
࡛࠶ࡿࠋ୍ぢ࢜࣍ࣛࢦࢣఝࡿࡀࠊⴥ⫗୰ഇ⬦ࡀ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓࣁ࣍ࣛࢦࢣࡢᑠᆺရࡶఝࡿࡀࠊࢳࢳࣈ࣍ࣛࢦࢣࡣ
ⴥࢇ⩼ࡀ࡞࠸ࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊ୰ᅜࠊࣄ࣐ࣛࣖࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦⚟ᓥ┴ࠊ
㛵ᮾᆅ᪉ࠊ୰㒊ᆅ᪉ࠊ⣖ఀ༙ᓥ㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣす㒊㸦ᪧᮏᕝ᰿⏫ࠊᯇᕷ㒊㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᒣᆅᯘෆࡢὶἢ࠸ࠊỈẼࡢከ࠸㝜‵࡞ሙᡤࡢᒾୖ࡞
ࠊࢥࢣ㢮ࡶ⏕⫱ࡋࠊ⩌⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
４．生育状況
┴ෆ࡛ࡣ⏕⫱ᆅࡀ㝈ᐃࡉࢀࠊኚᑡ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᒣᯘఆ᥇㸦㸧ࡸᯘ㐨ࡢᨵⰋᕤ㸦㸧࡞ࠊ⏕⫱⎔ቃࡢ
ኚ࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏕⫱ᆅࡀᾘኻࡋࡓᡤࡶฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡣᑡ࡞ࡃࠊ⏕⫱⎔ቃࡶࡁࢃࡵ࡚㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᒣᆅ
ࡢᒣᯘఆ᥇ࠊᯘ㐨ࡢᨵⰋᕤ࡞ࡽࠊᮏ✀⏕⫱ᆅࡢ◚ቯࡸ
ኚࢆ㜵ࡄࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ        㸦⣽ဴ✑㸧




12 ,0$*(






エダウチホングウシダ
静岡県カテゴリー

Lindsaea chienii Ching

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ       ࣍ࣥࢢ࢘ࢩࢲ⛉ /LQGVDHDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ᑠᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋ᰿ⱼࡣࡈࡃ▷ࡃ㏺࠸ࠊⴥࢆᐦฟࡍࠋ
ⴥࡣ 㹼 ᅇ⩚≧」⏕ࡋࠊࡁ࡞ࡶࡢࡣ㛗ࡉ FP 㐩ࡍ
ࡿࠋ⬊Ꮚᄞ⩌ࡣᑠ⩚∦ࡢ㎶⦕㏆ࡃ∦ࡈࡘࡃࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊ୰ᅜࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࠊࢱࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦ఀ
㇋༙ᓥ௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊఀ㇋ㅖᓥࠊ⌰⌫ิᓥศᕸࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
పᒣᆅࡢᖖ⥳ᶞᯘࡢ‵ࡗࡓᯘෆ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
ఀ㇋ࠊ୰㒊ࠊす㒊ࡢྛᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ⏘ᆅࡣᑡ࡞ࡃಶయᩘࡣ
ᑡ࡞࠸ࠋከࡃࡢಶయᩘࡀ⏕⫱ࡍࡿሙᡤࡶ࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᒣᯘ㛤Ⓨ㸦㸧࡞࡛⏕⫱ᆅࡀᾘኻࡍࡿ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡲ
ࡓࠊᒣᯘఆ᥇㸦㸧࡞ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃᝏࡢᙳ㡪ࡶᠱᛕࡉ
ࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡢᒣᯘࡢಖㆤࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧


†すᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ


コタニワタリ

Asplenium scolopendrium L.

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ       ࢳࣕࢭࣥࢩࢲ⛉ $VSOHQLDFHDH
 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
୰ᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋ᰿ⱼࡣ▷ࡃࠊᩳୖࠊⴥୗ㒊ࡶ
ῐ〓Ⰽࡢᢨ㔪ᙧࡢ㫣∦ࢆࡶࡘࠋⴥ㌟ࡣᢨ㔪ᙧ࡛ FP ࡲ
࡛ࠋⴥ㌟ࡢᇶ㒊ࡣࡸࡸ⊃ࡃ࡞ࡾࠊࡃࡧࢀࠊ୧ഃ⪥∦ࢆసࡿࠋ
ⴥࡣࡸࡸከ⫗㉁ࠊ㎶⦕ࡣ⦕ࠋ⬊Ꮚᄞ⩌ࡣ୰⫘┤ゅ㏆࠸
ゅᗘ࡛ࡘࡁࠊ⥺ᙧ࡛㛗࠸ࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣࢩ࣋ࣜࠊᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊḢᕞࠊ⡿ࠊᅜෆ
࡛ࡣ᪥ᮏᅵࠊ≉᪥ᮏᾏഃከࡃศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋
㸦ෆ㝣㒊㸧す㒊㸦ᪧ㔝⏫㸧グ㘓ࡀ࠶ࡿࠋ
３．生育環境
ᖏᒣᆅࡢᯘୗࠊࡸࡸ㝜‵࡞ᯘᗋ⏕ࡌࡿࠋᒾࡢ㏆ࡃࡢࡼ
࠺࡞ᡤዲࢇ࡛⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
┴ෆ⏕⫱ᆅࡣᒁ㝈ࡉࢀࠊ⏘ᆅࡀᑡ࡞࠸ୖࠊಶయᩘࡶᑡ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅࡢᒣᆅᒣᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࠊỈ㊰ཬࡧࡑࡢഃ㐨ࡢᨵಟ
ᕤ㸦ࠊ㸧࡞ࡼࡿ⎔ቃኚࡀᾘ⁛ࡢ⬣ጾ࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡢᒣᆅࡢᒣᯘఆ᥇ࠊỈ㊰ཬࡧࡑࡢഃ㐨ࡢᨵಟᕤ
ࡼࡿ⎔ቃኚࢆ㜵ࡂࡓ࠸ࠋ    
㸦⣽ဴ✑㸧




ఀ㇋ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ⣽ဴ✑






テツホシダ
静岡県カテゴリー

Thelypteris interrupta (Willd.) K. Iwats.
要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ       ࣄ࣓ࢩࢲ⛉ 7KHO\SWHULGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋ┴ෆ࡛ࡣኟ⥳ᛶ࡞ࡿࠋⴥࡣࡁ࠸ࡶ
ࡢ࡛ࡣ FP 㐩ࡍࡿࠋ᰿ⱼࡀ㛗ࡃᶓ㉮ࡍࡿࡇࠊⴥࡢඛ
➃ࡀ▩≧࡞ࡾ㡬⩚∦ࡀ⊂❧ࡍࡿࡇࡣ࣍ࢩࢲఝࡿࡀࠊ⩚
∦ᇶ㒊ࡣᑡࡋ⊃ࡃ࡞ࡾࠊ⩚∦ࡣ㗬ṑ≧ษࢀࠊ⬊Ꮚᄞ⩌ࡣ㎶
⦕ᐤࡾ⨨ࡍࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣள⇕ᖏࡽ⇕ᖏࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦ఀ㇋༙ᓥ௨す㸧ࠊ
ᅄᅜ㸦ᚨᓥ┴࣭㧗▱┴㸧ࠊᕞࠊ⌰⌫ิᓥศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛
ࡣᮾ㒊㸦ὠᕷ℩ᓮࠊᪧᡞ⏣ᮧ⏣ࠊᐩኈᕷᾋᓥ㸧す㒊
㸦ᪧ⣽Ụ⏫ᑠ㔝㸧ศᕸࡍࡿࠋᮏ┴ࡣᮾ㝈⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３．生育環境
ᾏᓊ㏆ࡃࡢụࡢࡾ࡞ࡢྥ㝧ࡢ‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏕⫱ᆅࡀᒁ㝈ࡉࢀࠊὠᕷ℩ᓮ௨እࡣಶయᩘࡶᑡ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
‵ᆅ㛤ⓎࠊỈ⏣ࡢᨵኚᕤ㸦㸧࡞ࡼࡿ⏕⫱ᆅᾘኻࠊ
ᶞᮌఆ᥇㸦㸧ࠊ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡼࡿ⎔ቃኚࠊほගᐈ࡞
ࡼࡿ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࡶ༴ࡉࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡢ㛤Ⓨࠊᕤࠊఆ᥇ࠊほᐹ㊰ࡢ⟶⌮ࡢ㝿ࡣ㓄៖ࢆせ
ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ᳜⏕㑄⛣ࢆᢚไࡍࡿࡓࡵࡢⲡสࡾ࡞⥔ᣢ⟶⌮
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ        㸦⣽ဴ✑࣭ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

メニッコウシダ
静岡県カテゴリー

ὠᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ


Thelypteris nipponica (Franch. et Sav.) Ching
var. borealis (H. Hara) H. Hara

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ       ࣄ࣓ࢩࢲ⛉ 7KHO\SWHULGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
୰ᆺࡢኟ⥳ᛶࢩࢲࠋᇶᮏ✀ࢽࢵࢥ࢘ࢩࢲࡢ୍ኚ✀࡛ࠊእᙧ
ࡣࡇࢀࡼࡃఝ࡚࠸࡚ࠊࡕࡽ࠸࠺ᒣᆅᆺࡢࢽࢵࢥ࢘
ࢩࢲ࠸࠺ᙧࡢࡶࡢࡀከ࠸ࠋ⬊Ꮚᄞ⩌ࡢໟ⭷ࡣࠊ⭢ࡔࡅ࠶
ࡗ࡚ࠊ↓ẟ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊࢽࢵࢥ࢘ࢩࢲࡣ⭢ࡶẟࡶ࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦୰㒊
௨㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊㸦ᑠᒣ⏫㡲㉮ࠊᚚẊሙᕷ༳
㔝ࠊᐩኈᐑᕷࡢᐩኈⓏᒣ㐨㸧୰㒊㸦㒊ᒣᆅ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᖏᒣᆅࡢࡸࡸ᫂ࡿ࠸‵ࡗࡓⲡཎࠊᯘෆ⏕⫱ࡋࠊࡋࡤࡋ
ࡤ⩌⏕ࡍࡿࠋࢽࢵࢥ࢘ࢩࢲྠᵝࡢᡤ⏕ࡎࡿࡀࠊࡑࢀࡼࡾ
ࡶ㧗࠸ᡤࠊᒣᆅከ࠸ࠋ
４．生育状況
ᮏኚ✀ࡶ௨๓ẚ࡚ᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
⮬↛㑄⛣㸦㸧ࡸⓏᒣ⪅ࡢ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࡼࡿῶᑡࡶ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
⮬↛㑄⛣ࡼࡿᾘኻࠊῶᑡࡢୖࠊ㋃ࡳࡘࡅࡼࡿῶᑡࡸ
⎔ቃኚࢆ㜵ࡄࡼ࠺ࠊⓏᒣ㐨ࡢ⟶⌮ࡣࠊ≉㓄៖ࢆせࡍࡿࠋ
㸦⣽ဴ✑㸧




ᑠᒣ⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝






ミゾシダモドキ

Thelypteris leveillei (H. Christ) C. M. Kuo

静岡県カテゴリー 要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ        ࣄ࣓ࢩࢲ⛉ 7KHO\SWHULGDFHDH
㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛

１．種の解説
୰ᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋⴥࡣ㛗ࡉ FP ⛬ᗘࠋⴥ㌟ࡣ  ᅇ⩚≧
୰㹼῝ࡋࠊ᭱ୗ⩚∦ࡣⴭࡋࡃ▷ࡃ࡞ࡿࠋ⩚∦ࡢࡘࡅ᰿ࡢ
㒊ศᑠ✺㉳ࢆࡶࡘࠋ⬊Ꮚᄞ⩌ࡣᙧ࡛ໟ⭷ࢆḞࡃࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜ㸦ᅄᕝ┬ࠊ㞼༡┬㸧ࠊྎ‴ࠊࣇࣜࣆࣥࠊ
ᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦༓ⴥ┴௨す㸧ࠊᅄᅜ㸦ᚨᓥ┴ࠊឡ┴㸧ࠊ
ᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᖏࡢᒣᆅࡢ㇂㛫ࠋỈࡋࡪࡁࡀࡿࡼ࠺࡞㝜‵࡞ᒾቨ
⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
ఀ㇋ࠊ୰㒊ࠊす㒊ࡢྛᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ⏘ᆅࡣ㝈ᐃࡉࢀࠊ⏕
⫱ᆅ࡛ࡢಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᒣᯘఆ᥇㸦㸧࡞࡛⏕⫱⎔ቃࡀᝏࡋࠊῶᑡഴྥࡀࡳࡽ
ࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡢᒣᯘಖㆤ࡞ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

イワイヌワラビ
静岡県カテゴリー

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ


Athyrium nikkoense Makino

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ              ࣡ࢹࣥࢲ⛉ :RRGVLDFHDH
［ ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ］ 

１．種の解説
ᑠᆺࡢኟ⥳ᛶࢩࢲࠋ࣊ࣅࣀࢿࢦࢨఝ࡚ࠊࡑࢀࢆᑠࡉࡃࡋࡓ
ࡼ࠺࡞ጼࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋⴥ㌟ࡣᢨ㔪ᙧ࡛ୗ㒊ࡣࡔࢇࡔࢇ⊃ࡃ࡞ࡿࠋ
ⴥࡣ▷࠸ࠋ⩚∦ࡣὸ㹼୰ࡋࠊෆഃ⪥∦ࢆࡶࡘࠋ⬊Ꮚᄞ⩌
ࡣ∦ࡢ㎶⦕㏆ࡃࡘࡁࠊࡁࡃ࡚  ิ୪ࡧࠊ㖋ᙧ࡛⭈ᙧ
ࡢໟ⭷࡛そࢃࢀࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦୰㒊௨㸧ࠊᅄᅜศᕸࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣఀ㇋㸦⊧㉺ᓘࠊ⓶Ꮚᖹ㸧ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊㸦Ᏻಸᓘ࡞㸧
ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᖏᒣᆅࡢᒣ୰ࠊࡸࡸ᫂ࡿ࠸ᓴᆅࡢᒾቨࡈࡃ⛥╔⏕ࡋࠊ
ⴥࡣୗᆶࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏕⫱ᆅࡣᒁ㝈ࡉࢀࠊᒾቨ㠃╔⏕ࡋ࡚ᑠ⩌ⴠࢆᙧᡂࡍࡿࡀࠊ
୍⯡ⓗಶయᩘࡣከࡃ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅ࿘㎶ࡢᒣᯘఆ᥇㸦㸧࡞ࡼࡿ⎔ቃ◚ቯࡀ⬣ጾ࡛࠶
ࡿࠋཪࠊᮏ✀ࡢࡼ࠺ẚ㍑ⓗ┠ࡘࡁࡸࡍ࠸ᒣ㐨ἢ࠸ࡢቨ㠃
⏕ࡎࡿ⛥ᑡ࡞✀㢮ࡣ᥇㞟ᅽ㸦㸧ࡉࡽࡉࢀࠊࡇࢀࡶ⬣ጾ࡛࠶
ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡢᒾቨ㏆ࡢᒣᯘఆ᥇࡞㓄៖ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋ                    㸦⣽ဴ✑㸧




ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝






ウスバミヤマノコギリシダ
静岡県カテゴリー

Diplazium deciduum N. Ohta et M. Takamiya

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ         ࣡ࢹࣥࢲ⛉ :RRGVLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ 㒊ὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
୰ᆺࡢኟ⥳ᛶࢩࢲࠋ࣑࣐ࣖࣀࢥࢠࣜࢩࢲࡢ୍ኚ✀࡛ࠊẕ
✀ࡣᖖ⥳ᛶࠋ࣑࣐ࣖࣀࢥࢠࣜࢩࢲᙧࡣࡼࡃఝࡿࡀࠊⴥ
㉁ࡣⲡ㉁࡛ᰂࡽࡃࠊ⩚∦ࡣ୍⯡ⓗ῝ࡃษࢀ㎸ࡴࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ఀ㇋༙ᓥ௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศ
ᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋㸦Ἑὠ⏫ࠊᯇᓮ⏫㸧ࠊ୰㒊㸦㟼ᒸᕷ㸧ࠊ
す㒊㸦ᪧ㔝⏫࣭Ỉ❑⏫࣭బஂ㛫⏫࣭ኳ❳ᕷ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᆅࡢᯘෆࠊࡸࡸ㝜‵࡞ሙᡤࡢᆅୖぢࡽࢀࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣⅬᅾศᕸࠊ⏕⫱ᆅࡣᒁ㝈ࡉࢀࠊ᰿ⱼࡣᶓ㉮ࡋ࡚ᑠ
⩌ⴠࢆసࡿࡀࠊಶయᩘࡣࡑ࠺ከࡃ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᒣᯘࡢᶞᮌఆ᥇㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢኚࠊ◚ቯࡀ⬣
ጾ࡛࠶ࡿࠋ୍㒊ࡢ⏘ᆅ࡛ࡣࠊⓏᒣ㐨ἢ࠸⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࡓ
ࡵࠊ㐨ࡢᨵಟᕤ㸦㸧ࡸⓏᒣ⪅ࡢ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࡀ⬣ጾ
࡞ࡿࠋ
６．保護対策
ᒣᯘࡢఆ᥇ࠊ㐨ࡢᨵಟࡣ㓄៖ࢆせࡍࡿࠋ㋃ࡳࡘࡅ
ࡼࡿ◚ቯࢆ㜵ࡄࡼ࠺ࠊⓏᒣ㐨⟶⌮ࡶὀពࡀᚲせࠋ
㸦⣽ဴ✑㸧

ツクシイワヘゴ
静岡県カテゴリー

ᯇᓮ⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ⣽ဴ✑




Dryopteris commixta Tagawa

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ

     ࢜ࢩࢲ⛉ 'U\RSWHULGDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
୰ᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋ᰿ⱼࡣሢ≧࡛ࠊᩳୖࠊ┤❧ࡍࡿࠋⴥࡣ
FP 㐩ࡋࠊ࣡࣊ࢦఝࡿࡀ⩚∦ࡢᩘࡣ 㹼 ᑐࠊ
ከࡃ࡚ࡶ  ᑐࡃࡽ࠸ࡲ࡛ࠋⴥ㉁ࡣⲡ㉁࡛⏕ࡣࡸࡸཌࡰ
ࡗࡓ࠸ࠋⴥࡢ㫣∦ࡣගἑࡀ࡞ࡃ㯮〓㹼ῐ㯮Ⰽࠋໟ⭷ࡣⴭࡋ
ࡃⓎ㐩ࡀᝏ࠸ࡢࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦▼ᕝ┴ࠊᡣ⥲༙ᓥ௨す㸧ࠊᅄᅜࠊ
ᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮ࡞ᒣᆅࡢᯘୗࡢࡸࡸ‵ࡗࡓሙᡤ⏕ࡎࡿࠋ
４．生育状況
⏕⫱ᆅࡣᒁ㝈ࡉࢀࠊ⏕⫱ࡀ▱ࡽࢀࡿሙᡤ࡛ࡶಶయᩘࡣከ
ࡃ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᒣᯘࡢᶞᮌఆ᥇㸦㸧ࠊᯘ㐨ࡢᕤ㸦㸧࡞ࡼࡿ⎔
ቃኚ࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
６．保護対策
ᒣᯘࡢᶞᮌఆ᥇ࠊᯘ㐨ࡢᨵಟᕤࠊᒣ୰ࡢỈ㊰ࡢᕤ࡞
ࡼࡿ⎔ቃኚࡽࠊᮏ✀ࡢ⏕⫱⎔ቃࡢᨵኚࢆ㜵ࡄࡇࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦⣽ဴ✑㸧





୕ᓥᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ⣽ဴ✑




ヌカイタチシダモドキ
静岡県カテゴリー

Dryopteris labordei (H. Christ) C. Chr.
var. indusiata (Makino) Seriz.

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ         ࢜ࢩࢲ⛉ 'U\RSWHULGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
୰ᆺࡢᖖ⥳ᛶࢩࢲࠋ᰿ⱼࡣ▷ࡃࠊᩳୖࡋⴥࢆྀ⏕ࡍࡿࠋⴥ
ୗ㒊ࡢ㫣∦ࡣ⥺ୖᢨ㔪ᙧ࡛㯮㹼㯮〓Ⰽࠋⴥࡣ  FP ๓ᚋ㐩
ࡋࠊⴥ㌟ࡣ༸≧୕ゅᙧࢆ࿊ࡍࡿࠋ⩚∦ࡣࢇ↓࡛ࠊⴥ㍈
ࡰ┤ゅฟࡿࠋ⩚㍈㠃ࡣ⿄≧㫣∦ࡀࡲࡤࡽࡘࡃࠋ⬊
Ꮚᄞ⩌ࡣ୰⫘㎶⦕ࡢ୰㛫⨨ࡋࠊໟ⭷ⱆ❧ࡕࡣ㉥ࡳࢆ
ᖏࡧࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊ
Ἀ⦖ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋㸦ᮾఀ㇋⏫ࠊἙὠ⏫ࠊ༡ఀ㇋⏫ࠊ
すఀ㇋⏫㸧す㒊㸦ᯇᕷ㸧ศᕸࡋ࡚࠸ࡿࠋ
３．生育環境
పᒣᆅࡢᯘෆࠊ㝜‵࡞ሙᡤࠊᅵᓴቨ㠃࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
ྛ⏕⫱ᆅࡶࠊಶయᩘࡣከࡃ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᒣᆅࡢᅵᆅࡢᨵኚࠊᒣᯘࡢఆ᥇ࠊᒣ୰ࡢᅵᓴࡢ๐ࡾࡾᕤ
࡞㸦ࠊࠊ㸧࡛⏕⫱ᆅ⮬యࡢᾘኻࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅཬࡧࡑࡢ࿘㎶ࡢᒣᯘࡢᶞᮌఆ᥇ࠊᒣ୰ࡢᅵᓴࡢ◚ቯࡸ
ᒣ㐨ࡢ⎔ቃᩚഛࡢࡓࡵࡢᨵಟ⟶⌮ὀពࡋࠊ⏕⫱ᆅࡢ⎔ቃᨵኚ
Ẽࢆࡘࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ          㸦⣽ဴ✑㸧

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ⣽ဴ✑


アオネカズラ

Goniophlebium niponicum (Mett.) Bedd.

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ        ࢘ࣛ࣎ࢩ⛉ 3RO\SRGLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ᑠᆺࡢ⥳ᛶࢩࢲࠋⴥࡣࡁ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ FP 㐩ࡍࡿࡇ
ࡶ࠶ࡿࠋ㟷⥳Ⰽࠊ⢊ⓑࡢ᰿ⱼࡣ㛗ࡃ㏺࠸ࠊⲔ〓Ⰽ࡛ᗈᢨ㔪ᙧࡢ
 PP ࡢ㫣∦ࡀࡲࡤࡽࡘࡃࠋⴥ㉁ࡣཌ࠸ࡀࠊᰂࡽ࠸ⲡ
㉁࡛⾲㠃ࡣࡲࡤࡽࠊ㠃ࡣᐦ㛤ฟẟࡀ࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜ༡㒊ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦ᐩᒣ┴ཬࡧ㛵ᮾᆅ᪉す
㒊௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᒣᆅ㒊ᗈࡃⅬᅾ
ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᆅࡢపᒣᆅࡢᒣᯘࡢᶞᖿࡸᒾୖ╔⏕ࡍࡿࠋ
４．生育状況
ྛᆅᗈࡃศᕸࡍࡿࡀࠊᮾ㒊࡛ࡣ⏕⫱ᆅࡀᒁ㝈ࡉࢀࠊಶయᩘ
ࡶᑡ࡞࠸ࠋす㒊࡛ࡣࡋ࡚ෆ㝣㒊ࡔࡀࠊྜᗈࡃ⏘ࡍࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᒣᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࠊᒣ୰ࡢỈ㊰ᕤ㸦㸧ࡸᯘ㐨ࡢᨵಟᕤ
㸦㸧ࡼࡿ⎔ቃኚ࡛ࠊ⏕⫱ᆅࡶῶࡾࠊಶయᩘࡶ᭦ῶࡗ
࡚ࡁࡓࠋᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡶᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
６．保護対策
ᮏ✀ࡢ⏕⫱ᆅࢆᏲࡾࠊ⏕⫱⎔ቃࡢኚࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊ⏕⫱ᆅ
ཬࡧࡑࡢ࿘㎶ࡢᒣᯘఆ᥇ࠊỈ㊰ࠊᯘ㐨ࡢᨵಟࡣ㓄៖ࢆせࡍ
ࡿࠋࡼࡃ▱ࡽࢀࡓᅬⱁ᳜≀࡛࠶ࡿࡇࡽࠊᅬⱁ᥇ྲྀࡶ㜵Ṇ
ࡋࡓ࠸ࠋ                 㸦⣽ဴ✑㸧




ὠᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ⣽ဴ✑




ウスバサイシン

Asarum sieboldii Miq.



㸦㸻ࢧࢩࣥ㸧
静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ   ࣐࢘ࣀࢫࢬࢡࢧ⛉ $ULVWRORFKLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋⱼࡢඛࡽ  ᯛࡢⴥࢆᕥྑ㛤ࡃࠋⴥ㌟ࡣⷧ
ࡃ㛗ࡉ 㹼FPࠊ༸ᙧ࡛ඛࡣ㗦ᙧࠊⴥࡣᬯ⣸Ⰽࠋⰼᮇࡣ
㹼 ᭶ࠋ㛤ⴥ┤๓  ᯛࡢⴥࡢ㛫ࡽ  ⰼࢆ㛤ࡃࠋⰼᚄ 
㹼PP ῐở⣚⣸Ⰽ࡛ⴟ⟄ࡣᡥ⌫ᙧࠊࡸࡸ㌾㉁࡛ෆഃࡣ 
㹼 ᮏࡢ⦪ぁࡀࡣࡋࡿࠋⴟ∦ࡣ୕ゅ≧ᗈ༸ᙧ࡛ඛࡣᑤࡿࠋ
㞝ⷁࡣ  ಶࠊⰼᰕࡣ  ಶࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜ୰༡㒊ࠊᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㛵ᮾ༡
㒊㹼୰ᅜᆅ᪉㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศ
ᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᖏᯘෆࡢᑡࡋ‵ࡗࡓᡤࠋ
４．生育状況
ࡘ࡚ࡣᮾ㒊ࡢẟ↓ᒣᒣ㯄ࠊ୰㒊ࡢᕝ※ὶ㒊ࠊす㒊ࡢ
㛗㔝┴ࡢ┴ቃ㏆࡛☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ
ᕝ※ὶ㒊࡛ࡋ☜ㄆ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋㄪᰝ㊊ࡶ࠶ࢁ࠺ࡀࠊ
ࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖࡀࡁ࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢኚࠊᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࠊ
ࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
ࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖࢆ㜵ࡄࡇࠋ       㸦ὸಖ㞝㸧

バリバリノキ



㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ὸಖ㞝

Actinodaphne acuminate (Blume) Meisn.



㸦㸻࢜࢝ࢦࣀ࢟㸧
静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ           ࢡࢫࣀ࢟⛉ /DXUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ᖖ⥳㧗ᮌࠋ㧗ࡉ  P ࡞ࡿࠋⴥࡣ⏕ࠊᯞࡢୖ㒊ࡸࡸ
㌴㍯≧㞟ࡲࡾࠊ㛗ᢨ㔪ᙧࡲࡓࡣಽᢨ㔪ᙧ࡛ඛࡣ㛗㗦ᑤ㢌ࠊ
㛗ࡉ 㹼 FPࠊᖜ 㹼 PPࠋⷧ࠸㠉㉁ࠊ⾲㠃ࡣ῝⥳Ⰽ࡛
ගἑࡀ࠶ࡿࠋ㠃ࡣ⅊ⓑⰍ࡛ᑡࡋఅẟࡀ࠶ࡿࠋ㞤㞝␗ᰴࠋⰼ
ᮇࡣ  ᭶ࠊⴥ⭆ࡽ▷ᯞࢆฟࡋࠊᯞࡢඛ 㹼 ಶࡢⰼᗎࢆ
ࡘࡅࡿࠋᯝᐇࡣ⩣ᖺࡢ  ᭶㯮⣸Ⰽ⇍ࡋࠊ㛗ᴃᙧ࡛⣙ 
FPࠋ✀Ꮚࡣ  ಶࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦༓ⴥ┴௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᖏୗࡢ㇂㛫ࡢ⫧Ỻᆅࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣᑡ࡞࠸ࡀࠊಶయᩘࡣ㏆ᖺࡑࢀࡢኚࡣ࡞࠸
ᛮࢃࢀࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘࡢఆ᥇  ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿ᳃ᯘࢆಖㆤᯘࡋ࡚ṧࡍࡇࠋ㸦ὸಖ㞝㸧





Ἑὠ⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ὸಖ㞝







ミツバテンナンショウ
静岡県カテゴリー

Arisaema ternatipartitum Makino

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ            ࢧࢺࣔ⛉ $UDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ⌫ⱼࡣᡥ⌫ᙧࠋⴥࡣ  ಶࠋᑠⴥࡣ
ࡀ࡞ࡃ༸ᙧ࡛  ಶ࠶ࡾࠊ⦕ᚤ㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ
ⰼᗎࡣⴥࡼࡾࡶ᪩ࡃᒎ㛤ࡍࡿࠋ⅖ⱖࡣ⣸〓Ⰽཱྀ࡛㎶㒊ࡣ⪥
≧᭤ࡍࡿࠋᒓయࡣᰕ≧࡛ࠊඛࡣࡸࡸࡩࡃࢀ࡚㢌ࠋ
㏆⦕✀ࡢ࣒ࢧࢩࣈ࣑ࡣⴥࡢ⦕㗬ṑࡀ࡞ࡃࠊᒓయࡢඛࡣ
㚞≧࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴
ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᖏᒣᆅࡢⴠⴥᶞᯘෆࡢἑἢ࠸࡞ࡢࠊࡸࡸ‵ࡗࡓ◁♟ᆅ
⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣ୰㒊ᒁ㝈ⓗ࡛ᑡ࡞࠸ࠋ⏘㔞ࡣከ࠸ࠋ᳜ᯘࡉࢀࡓᯘ
ᗋࡶከࡃṧᏑࡋ࡚࠸ࡿࡀ㛤ⰼᰴࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ⿕㝜ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
᳜⏕㑄⛣ࢆᢚไࡍࡿ࡞ࡢ⏕⫱⎔ቃࢆ⥔ᣢ⟶⌮ࡍࡿࡇࡀ
㔜せ࡛࠶ࡿࠋ               㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍

ミズオオバコ Ottelia alismoides (L.) Pers.
静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ 

ࢺࢳ࣑࢝࢞⛉ +\GURFKDULWDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１．種の解説
ỿỈᛶࡢ୍ᖺⲡࡲࡓࡣከᖺⲡࠋ㧗ࡉỈ୰࡛ 㹼FPࠋⴥࡣ
᮰⏕ࡋ࡚ⴥࡀ࠶ࡾࠊⴥ㌟ࡣᰂࡽࡃ༸≧ᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼
FPࠊࡣ FP 㐩ࡋࠊ⏕⫱⎔ቃࡼࡾⴭࡋ࠸ኚ␗ࡀ࠶
ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⴥ㛫ࡽⰼⱼࢆฟࡋ࡚ࠊඛ➃ࡢⱖ㠧ࡢ୰
ࡽᚄ  FP ࡢ୧ᛶⰼࢆ  ಶࠊࡲࡓࡣ༢ᛶⰼࢆ」ᩘಶࡘࡅỈ
ୖ㛤ࡃࠋⰼᘚࡣ༸ᙧ࡛ⓑⰍࡲࡓࡣῐ᱈Ⰽ࡛  ಶࠋ㞝ⷁ  ಶࠋ
㞤ⷁ  ಶࠋ㏆⦕✀ࡢࢫࣈࢱࡣⰼᘚࡀ⥺≧ᢨ㔪ᙧ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊྎ‴ࠊ୰ᅜࠊࣇࣜࣆࣥࠊࣥࢻࠊ࢚
ࢪࣉࢺࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊ
ᕞࠊ⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
⪔సỈ⏣ࠊఇ⪔⏣ࡸ⁁ࡢ୰࡞ỿỈࡋ࡚⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣⅬᅾࡍࡿࠋ⏘㔞ࡣࡸࡸከ࠸ࠋᖺࡼࡿᾘ㛗ࡀ࠶ࡿࠋ
ᅇࡽㄪᰝᑐ㇟ࡋࡓࡢ࡛ࠊࡇࡢࡢ⏘ᆅࡶ࠶ࡿᛮࢃࢀ
ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
㎰⸆ởᰁ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ⏣㸦㸧ࡶ⏕⫱ࡢ⬣
ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
ῶ㎰⸆㎰ᴗࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧





ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




ヒナノシャクジョウ
静岡県カテゴリー

Burmannia championii Thwaites

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ   ࣄࢼࣀࢩࣕࢡࢪࣙ࢘⛉ %XUPDQQLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ⳦ᚑᒓᰤ㣴᳜≀ࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥ⥳⣲ࢆḞࡁ
యࡀࡰⓑⰍࠋ᰿ⱼࡣࡩࡃࡽࡳࡦࡆ᰿ࡀ࠶ࡿࠋⱼࡣ▷ࡃ❧ࡘࠋ
ⴥࡣ⏕ࡋ࡚㫣∦≧࡛ᑠࡉ࠸ࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ㛗ࡉ 
FPࠊ↓࡛ⱼ㡬ᩘಶࡀ㢌≧㞟ࡲࡿࠋⰼ⿕∦ࡣᇶ㒊࡛ྜ╔
ࡋ⩼ࡀ࡞ࡃࠊඛࡀ  ࡋ࡚㛤ࡃ㯤Ⰽࡀ┠❧ࡘࠋ㏆⦕✀ࡢࢩ
ࣟࢩࣕࢡࢪࣙ࢘ࡣᩘಶࡢⰼࡀ⥲≧ࡘࡁⰼ⿕∦⩼ࡀ࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊ୰ᅜࠊᮾ༡ࢪࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㛵ᮾ
ᆅ᪉௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊἈ⦖ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊ
ᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᖏୣ㝠ᆅࡢ㇂㛫ከࡃࠊᖖ⥳ᶞᯘࡸ᳜ᯘࡢᯘᗋ࡞ࠊࡸ
ࡸⷧᬯࡃከ‵࡞⭉᳜ᅵࡸἾ‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣ୰㒊࡛ࡣᑡ࡞ࡃす㒊ከࡃ࠶ࡿࠋᒁᡤⓗ⩌⏕ࡋ࡚
࠸ࡿ⏘ᆅࡶ࠶ࡿࠋⓎ⏕ᰴᩘࡣᖺࡼࡾᾘ㛗ࡀ࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡸᅵᆅ㛤Ⓨ㸦㸧ࡼࡾ⏘ᆅࡀῶᑡࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱࡛ࡁࡿ⎔ቃࡢ౫Ꮡᗘࡀ㧗࠸ࡢ࡛ࠊ⏕⫱㐺ࡍࡿࡼ࠺
ಖࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ       㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

アマナ

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ


Amana edulis (Miq.) Honda

静岡県カテゴリー 要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ              ࣘࣜ⛉ /LOLDFHDH
㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋᆅ୰῝ࡃᗈ༸ᙧࡢ㫣ⱼࡀ࠶
ࡿࠋⴥࡣ  ಶ࠶ࡾ⥺ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠊᖜ 㹼 PPࠊⓑ
᮲ࡣ࡞࠸ࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⱖⴥࡣ⥺≧ᢨ㔪ᙧ࡛ࡩࡘ࠺ࡣ 
ಶࡘࡃࠋ㛗࠸ⱼࡢඛ  ⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼࡣᬕኳ㛤ࡃࠋⰼ
⿕∦  ಶࡣ㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠊⓑⰍ࡛ᇶ㒊ࡀ⥳㯤Ⰽ
࡛ῐ㉥〓Ⰽࡢ➽ࡀࡣ࠸ࡿࠋ㏆⦕✀ࡢࣄࣟࣁࣀ࣐ࢼࡣⱖⴥ
ࡀ  ಶ࡛ⴥࡢᖜࡀ 㹼PP ࡛ⓑ᮲ࡀ࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ࠊᮾ㒊ࠊఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ୣ㝠ᆅࡸపᒣࡢ᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸ᯘ⦕ࡸⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣᗈ⠊ᅖከ࠸ࠋ⏘㔞ࡶከ࠸ࠋࡋࡋᅬⱁ᥇ྲྀࡼࡾ
㛤ⰼᰴࡣᑡ࡞ࡃᰴᩘࡶῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
ⲡสࡾ࡞ࢆ⾜࠸᳜⏕㑄⛣ࢆṆࡵࡿࡇࡶಖㆤᑐ⟇ࡢ୍
ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧





ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




オオウバユリ

Cardiocrinum cordatum (Thunb.) Makino
var. glehnii (Fr. Schmidt) H. Hara

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ                  ࣘࣜ⛉ /LOLDFHDH
［ ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ］ 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉࡣ㹼Pࠋᆅୗ᰿ฟⴥࡢࡀࡩࡃࢀࡓⓑ
Ⰽ㫣∦ࡀ࠶ࡿࠋⴥࡣⱼࡢ୰㒊௨ୗᩘಶ㞟ࡲࡗ࡚ࡘࡃࠋⴥࡣ༸
≧㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠊᇶ㒊ࡣᚰᙧࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ
ⱼࡢୖ㒊 㹼 ಶࡢⓑⰍࡢⰼࢆỈᖹࡘࡅࡿࠋⰼࡢ㛗ࡉࡣ
㹼FPࠋ࢘ࣂࣘࣜࡢⰼࡢ㛗ࡉࡣ 㹼FPࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣࢧࣁࣜࣥࠊᅜෆ࡛ࡣ༡༓ᓥࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦୰࣭
㒊㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ༡ࣝࣉࢫࡀศ
ᕸࡢ༡㝈࡛࠶ࡿࠋ
３．生育環境
෭ ᖏࡢ㇂➽ࡢⲡᆅࡸᯘ⦕ࠋ
４．生育状況
ᕝୖὶ㒊ࡢ㇂➽⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㏆ᖺࠊࢩ࢝ࡼࡿ㣗
ᐖ࡛ᛴ㏿ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࡼࡿ᳜⏕ࡢኚࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖ㸦
㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࢆࢩ࢝ࡼࡅࡢᰙ࡛ᅖࡴࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧

カタクリ

㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ὸಖ㞝

Erythronium japonicum Decne.

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ                  ࣘࣜ⛉ /LOLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ 㒊ὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ㫣ⱼࡣ⟄≧ᴃᙧ࡛㛗ࡉ FPࠋ
ⴥࡣ㛤ⰼࡍࡿᰴ࡛ࠊ ಶ࠶ࡾ㛗ᴃ㹼⊃༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼
FPࠊ⾲㠃㏻ᖖࡣᬯ⣸Ⰽࡢᩬࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ
ⰼࡢඛ  ಶࡘࡅࡿࠋⰼ⿕∦ࡣᢨ㔪ᙧ࡛ࠊ᪥ࢆཷࡅࡿ
㌿ࡋ⣚⣸Ⰽ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠊෆഃࡢዟ : Ꮠࡢ⻤ᶆࡀ࠶
ࡾࠊࡑࡢዟ⻤ࡀ࠶ࡿࠋⵂࡣ⃰⣸Ⰽࠋⵧᯝࡣ  ⛸ᙧࠋရ✀ࡢ
ࢩࣟࣂࢼ࢝ࢱࢡࣜࡣⰼ⿕∦ࡀ⣧ⓑ࡛ⵂࡀ㯤Ⰽ࡛࠶ࡿࠋ✀Ꮚ
ࡀⓎⱆࡋ࡚㛤ⰼࡍࡿࡲ࡛㸵㹼 ᖺࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊࢧࣁࣜࣥࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊ
ᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊
ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᖏࡽ ᖏࡢୣ㝠ᆅ࣭ᒣᆅࡢⴠⴥᶞᯘୗ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅཬࡧ⏘㔞ࡣࡁࢃࡵ࡚ከ࠸ࠋಖㆤࡉࢀ࡚⩌⏕ࡍࡿᡤࠊ
᳜⏕㑄⛣ࡸᅬⱁ᥇ྲྀࡢᙳ㡪࡛ᩓ⏕ࡍࡿᡤࡀ࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ࢧࢧ⩌ⴠ࡞ࡢ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࢫࢠ࣭ࣄࣀ࢟ࡢ᳜ᯘ
ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
᳜ᯘᆅࡣⴠⴥᶞᯘࡢ㌿ࢆᅗࡿࠋ⏕⫱ᆅࡢಖㆤᅬⱁ
᥇ྲྀࢆ㜵ࡄࡓࡵ❧ࡕධࡾࢆ⚗Ṇࡍࡿࠋ  㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧




ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ








ホソバノアマナ
静岡県カテゴリー

Lloydia triflora (Ledeb.) Baker

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ

        ࣘࣜ⛉ /LOLDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ㫣ⱼࡣᴃᙧ࡛ᚄ FPࠋ᰿ฟⴥ
ࡣ  ಶࡀ❧ࡕୖࡀࡾ᩿㠃ࡣ  ⛸ᙧ࡛㛗ࡉ  FPࠋⱼⴥࡣ୰㒊
  ಶ࠶ࡾ㛗ࡉ FPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⱼࡣศᯞࡋ࡚ 㹼 ಶ
ࡢⰼࢆࡘࡅࠊ᪥ࢆཷࡅࡿୖࢆྥ࠸࡚㛤ࡃࠋⰼ⿕∦ࡣ⊃㛗ᴃ
ᙧ࡛ᚄ 㹼 FPࠊᇶ㒊⭢యࡣ࡞ࡃࠊⓑⰍ࡛㠃ῐ⥳
Ⰽࡢ⥺≧ᩬࡀ࠶ࡿࠋ㏆⦕✀ࡢࢳࢩ࣐࣐ࢼࡣ  ⱼ  ⰼ࡛ⰼ⿕
∦ࡢᇶ㒊⭢యࡀ࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊࣟࢩ࡞ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊ
ᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊す㒊ศᕸࡍ
ࡿࠋ
３．生育環境
ᖏᒣᆅࡢ㐺‵࡞ⲡཎࡸࠊ᫂ࡿ࠸ⴠⴥᶞᯘෆ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣኳ❳༊㝈ᐃⓗ࡛ᑡ࡞࠸ࠋ⏘㔞ࡣࡁࢃࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋ
᳜⏕㑄⛣ࡢᅽຊࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡀࠊᰴࡢᏑ⥆ࡣ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ⇱㸦㸧ᅬⱁ᥇ྲྀ
㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
᳜⏕㑄⛣ࡢᢚไ⏕⫱⎔ቃࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࠊ❧ࡕධࡾࢆ
⚗Ṇࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ        㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ギンラン

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ






Cephalanthera erecta (Thunb.) Blume var. erecta

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ           ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋ᰿ⱼࡣኴࡉ 㹼 PPࠊ㛤ฟࡋࡓῐ
〓Ⰽࡢ᰿ẟࡀࡘࡃࠋⱼࡢୗ㒊〓Ⰽࡢ㫣∦ⴥࡀ 㹼 ಶࡘࡃࠋ
ⴥࡣ 㹼 ಶࡀ⏕ࡋῐ⥳Ⰽࡢ⊃ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊᖹ⾜
⬦ࡀฝ࡞ࡾᩘಶ࠶ࡾࠊⱼࢆᢪࡃࠋⱖࡣ⥺ᙧ࡛ PPࠋⰼᮇ
ࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ⣧ⓑ࡛ୖྥࡁ༙㛤ࡋ࡚ࠊ㛗ࡉ 㹼PPࠋ㊥ࡣ
㗹ᙧ࡛㛗ࡉ PPࠋ၁ᘚࡣ  ࡋ࡚ࠊ୰∦ࡣᴃᙧࠋ㏆⦕✀
ࡢࢧࢧࣂࢠࣥࣛࣥࡣ୰∦ࡀᚰᙧ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊྎ‴ࠊ୰ᅜࠊࣄ࣐ࣛࣖࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ
㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊ
す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᖏࡽ ᖏୗࡢᯘᗋ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣྛᆅⅬᅾࡍࡿࠋ⏘㔞ࡣᑡ࡞࠸ࠋ⏕⫱≧ἣࡣᅬⱁ᥇ྲྀ
ࡸ᳜⏕㑄⛣ࡢᅽຊࢆཷࡅῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛ࠊ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⮬↛⏘≀ࡣඹ᭷ࡢ㈈⏘࡛࠶ࡾࠊከࡃࡢ┴Ẹࡀほ㈹࡛ࡁࡿࡼ࠺
ࠊಖㆤࢆၨⓎࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ    㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧





ᕝᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ






アオキラン

Epipogium japonicum Makino

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ           ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ⳦ᚑᒓᰤ㣴᳜≀ࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⱼࡣ⫗㉁࡛ῐ㯤
〓Ⰽࠊࡲࡤࡽ㠧≧ⴥࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣⱼࡢୖ㒊
㹼 ಶࡀ⥲≧ࡘࡃࠋⰼࡣῐ〓Ⰽ࡛⣸Ⰽࡢ⣽Ⅼࡀ࠶ࡿࠋⴟ∦
ⰼ⿕∦ࡣ⊃ᢨ㔪ᙧ࡛ 㹼 PPࠋ၁ᘚࡣ୕ゅ≧࡛ෆഃᕳࡃࠋ
㊥ࡣ 㹼 PPࠋ㏆⦕✀ࡢࢱࢩࣟࣛࣥࡣయⓑⰍ࡛ࠊⰼ⿕∦ࡣ
ᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠋ㊥ࡣ㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ PP ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦ᮾ࣭୰㒊ᆅ᪉㸧
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋᐩኈᒣ
ࡶ⏕⫱ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
３．生育環境
෭ ᖏࡢⴠⴥᶞᯘୗ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣ༡ࣝࣉࢫᒁ㝈ࡋ࡚ᑡ࡞࠸ࠋ⏘㔞ࡣᩓ⏕ࡍࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋᅵተࡢὶฟ㸦㸧ࡸ࣐ࢽ
ࡼࡿ᥇ྲྀ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡣ㐣ཤࡢሙᡤࡶྵࡵ࡚ࠊ❧ࡕධࡾࢆ⚗Ṇࡍࡿࡇࡀ
㔜せ࡛࠶ࡿࠋ⏘ᆅሗࡢබ⾲ࡣៅ㔜࡞㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

シロテンマ

㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ຍ⸨ ᚭ

Gastrodia elata Blume f. pallens (Kitag.) Tuyama

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ           ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ⳦ᚑᒓᛶᰤ㣴᳜≀ࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥ⥳⣲ࡀ࡞
ࡃయࡀῐ㯤ⓑⰍࠋሢⱼࡣ⫧ཌࡋࡓᴃᙧࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ
ⰼࡣ⥲≧ 㹼 ಶࡘࡃࠋⰼࡣ  ⴟ∦ࡀྜ╔ࡋ࡚ና≧ࠋ၁ᘚ
ࡣ༸≧㛗ᴃᙧࠋ㏆⦕✀ࡢ࢜ࢽࣀࣖ࢞ࣛࡣ㧗ࡉࡀ 㹼FP
࠶ࡾⰼࡀ 㹼 ಶࠊయࡀ㯤〓Ⰽࠊ࢜ࢸ࣐ࣥࡣ㧗ࡉࡀ 
㹼FP ࠶ࡾⰼࡀ 㹼 ಶࠊయࡀ⥳Ⰽࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦⩌㤿┴㹼㈡┴㸧
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᖏᒣᆅࡢ㞧ᮌᯘࡢᯘෆ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣᩓᅾࡍࡿࠋ⏘㔞ࡣᑡ࡞࠸ࠋ㏆ᖺࡢṇ☜࡞⏕⫱≧ἣࡣ
࡛᫂࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋほᐹ⪅ࡸᙳ⪅ࡢ㋃ᅽ
㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡢ⎔ቃࢆኚࡉࡏ࡞࠸ࡓࡵࠊ❧ࡕධࡾࢆไ㝈ࡍࡿ
ࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ⏘ᆅሗࡢබ⾲ࡣៅ㔜࡞㓄៖ࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋ                  㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧





ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ





アケボノシュスラン
静岡県カテゴリー

Goodyera foliosa (Lindl.) Benth. ex C. B. Clarke
var. laevis Finet
    ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ᖖ⥳ከᖺⲡࠋⱼࡣᇶ㒊ࡀ㏺࠸ࠊᩳୖࡋ 㹼FPࠋⴥࡣ 
㹼 ಶࢆ⏕ࡋࠊ༸ᙧ࡛⥳Ⰽ࡛࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼ
ࡣⰼⱼ 㹼 ಶࡘࡅࠊ㚝ᙧ࡛ῐ⣚⣸Ⰽ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣ༡༓ᓥࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊ
ᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸ
ࡍࡿࠋ
３．生育環境
ୣ㝠ᆅࡽᒣᆅࡢ㇂➽࡞‵ࡗࡓᶞᯘୗ⏕⫱ࡍࡿࠋ⏕
⫱ࡍࡿሙᡤࡢᶆ㧗ᕪࡣ࡞ࡾ࠶ࡿࠋ
４．生育状況
ྛᆅ⏕⫱ࡍࡿࡀࠊ⏕⫱ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸࡚࠸ࡿࠋ⩌⏕ࡍ
ࡿሙᡤࡶ࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ୣ㝠ᆅࡢ⏘ᆅ࡛ࡣᅵᆅ㐀ᡂ㸦㸧࡞ࡼࡗ࡚ᾘኻࡢ༴
㝤ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᒣ㛫㒊ࡢ⏕⫱ᆅ࡛ࡣ᳃ᯘఆ᥇㸦㸧
ࡼࡾ⏕⫱⎔ቃࡢᝏࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅཬࡧ⏕⫱ࡍࡿ᳃ᯘࡢಖㆤࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

†すᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ

ベニシュスラン Goodyera biflora (Lindl.) Hook. f.
静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ

ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ᖖ⥳ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ⣙ 㹼FPࠋⱼࡣᆅୖࢆ㏺࠸ࠊୖ㒊ࡣᩳୖࡍ
ࡿࠋⴥࡣ༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊ⾲㠃ࡣࣅ࣮ࣟࢻ≧ࡢ⃰⥳Ⰽ࡛ⓑⰍ
ࡢ⥙┠ᶍᵝࡀධࡿಶయࡶ࠶ࡾࠊᆅୖࢆ㏺࠺ࢸ࢝࢝ࢬࣛࡢⴥ
ఝ࡚࠸ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣᖏ⣚ᶳⰍ࡛㛗ࡉ 㹼 FPࠊ⟄
≧࡛ᶓྥࡁࡽࡸࡸୖྥࡁඛ➃㒊ࡀ㛤ࡃࠋ㏆⦕✀ࡢࢩࣗࢫࣛ
ࣥࡸࢣ࣎ࣀࢩࣗࢫࣛࣥࡣⰼࡀᑠࡉࡃ㛗ࡉ FP ௨ୗ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᖏࡢୣ㝠ࡸᒣᆅ࡛ἑἢ࠸࡞‵ࡾẼࡀ࠶ࡾࠊᑡࡋ᫂ࡿ࠸ⱏ
ࡴࡋࡓ♟ᆅࡸᒾୖ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣす㒊ከ࠸ࡀྛᆅⅬᅾࡍࡿࠋ⏘㔞ࡣᑡ࡞࠸ࠋከࡃࡣⱏ
ࡴࡋࡓᒾୖᩘᰴࡀ㞟ࡲࡾࠊࡑࡢ୍㒊ࡢᰴࡀ㛤ⰼࡍࡿࠋᅬⱁ᥇ྲྀ
࡛ᰴᩘࡀᛴῶࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳜≀యࡢⰼࡀࡁࡃ⳹ࡸ࡛࠶ࡿࡢ࡛ᅬⱁ౯್ࡀ㧗ࡃ
᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
᥇ྲྀࢆࡍࡿࡇ࡞ࡃࠊ⮬⏕ᆅ࡛⫼ᬒࢆྵࡵࡓ⎔ቃࡶྠほ
㈹ࡍࡿࡼ࠺ၨⓎࡍࡿࡇࡀษ࡛࠶ࡿࠋ    㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧




ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ






シュスラン

Goodyera velutina Maxim. 

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ

            ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣᶓ㏺࠸ࠊඛ➃ࡀୖྥࡍࡿࠋ
ⴥࡣᩘಶࡘࡅᬯ⥳Ⰽ࡛୰ኸⓑⰍࡢ  ᮲࠶ࡾࠊ㛗༸ᙧ࡛㛗ࡉ
㹼 FPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣᖏ⣚ⓑⰍ࡛ 㹼 ಶࢆ⥲≧ⰼ
ᗎࡘࡅࡿࠋⰼࡣ㛗ࡉ 㹼PPࠊᶓྥࡁ༙㛤ࡍࡿࠋ㏆⦕✀ࡢ
࣑࣐ࣖ࢘ࢬࣛࡣⴥࡩࡘ࠺⥙┠ᶍᵝࡀ࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊྎ‴ࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ
᪉௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊ୰
㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮ ᖏࡢᖖ⥳ᶞᯘୗࡢከ‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣⅬᅾࡍࡿࠋ⏘㔞ࡣᑡ࡞࠸ࠋ↓ᛶᰴࡀᑠ⩌ⴠࢆᙧᡂࡋࠊ
୍㒊ࡀ㛤ⰼࡍࡿ┠❧ࡕࠊᅬⱁ᥇ྲྀࡢ༴㝤ᛶࡀ㧗ࡲࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋᅵተࡢ⇱㸦㸧ࡶ⬣
ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡢಖㆤᅬⱁ᥇ྲྀࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊ⏘ᆅሗࡢබ⾲
ࡣៅ㔜࡞㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ノビネチドリ



†すᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ



Neolindleya camtschatica (Cham.) Nevski

静岡県カテゴリー 要注目種（N-Ⅲ部会注目種）
） ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ           ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⱼࡣᰕ≧⫧ཌࡍࡿ᰿ࡽฟ
ࡿࠋⴥࡣᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊࡸࡸⱼࢆᢪࡁࠊ⦪⓾ࡀ࠶ࡾࠊ
⦕ࡀἼ≧࡛࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣῐ⣚⣸Ⰽ࡛㛗ࡉ PPࠊ
ከᩘࢆ⥲≧ࡘࡅࡿࠋ၁ᘚࡣᴂ≧ᗈ༸ᙧ࡛ඛࡀ  ὸࡍࡿࠋ
㊥ࡣ㛗ࡉ 㹼 PPࠋ㏆ఝ✀ࡢࢶࣞࢧࢠࢯ࢘ࡣ၁ᘚࡀᇶ㒊࡛ 
ࡍࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊࣟࢩ㸦ࢧࣁࣜࣥࠊ࣒࢝ࢳࣕࢶ࢝㸧ࠊ
ᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ
㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᖏᒣᆅࡢᶞᯘୗࡢ‵ࡗࡓ⫧Ỻᅵ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ᐩኈᒣኳ❳༊グ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊ
ࡑࡢᚋࡢ☜ㄆሗࡣ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᅵ◁ࡢὶฟ㸦㸧࡞⏕⫱ᆅࡢ⎔ቃᝏࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ⎔ቃᛂࡌ࡚ၿฎࡍࡿࡇࡀ㔜
せ࡛࠶ࡿࠋ⏘ᆅሗࡢබ⾲ࡣៅ㔜࡞㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
              㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧




▼ᕝ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ


詳細な生育地不明





コハクラン
静岡県カテゴリー

Oreorchis indica (Lindl.) Hook. f.
要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ                ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
［ ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧］ 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋഇ⌫ⱼࡣⓑⰍ࡛ࡽࡗࡁࡻ࠺ࡢࡼ࠺
࡞ᙧࠋⴥࡣ  ಶ࠶ࡾᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ FPࠊ⦪⓾ࡀ࠶ࡾ୰ኸ⬦ࡀ
ⓑⰍ࡛࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ⌸⌂Ⰽ࡛ 㹼 ಶࢆ⥲≧ⰼ
ᗎࡘࡅࡿࠋⴟ∦ഃⰼᘚࡣ⊃ᴃᙧ࡛ᩳ㛤ࡋ 㹼FPࠋ၁
ᘚࡣⓑⰍ࡛⣚⣸Ⰽࡢᩬ⣠ࡀ࠶ࡾඛࡣ  ࡋࠊ㝯㉳⥺ࡣ࡞࠸ࠋ
㏆ఝ✀ࡢࢥࢣࣛࣥࡢ၁ᘚࡣ⦪  ಶࡢ㝯㉳⥺ࡀ࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊ୰ᅜࠊࣄ࣐ࣛࣖࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦୰㒊㸧
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ࠊᮾ㒊㸦ᐩኈᒣ㸧ศ
ᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ள㧗ᒣᖏࡢ㔪ⴥᶞᯘෆࡸᯘ⦕⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣ༡ࣝࣉࢫᒁ㝈ࡍࡿࠋ⏘㔞ࡣᑡ࡞࠸ࠋⓏᒣ㐨⬥ᩓ
ぢࡉࢀࡿ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
ࠕᅜෆᕼᑡ㔝⏕ື᳜≀✀ࠖᣦᐃࠋ᳃ᯘࢆఆ᥇ࡍࡿࡁࡣ
ⓙఆࡋ࡞࠸࡛ࠊᢥఆࡋ࡚ᛴ⃭࡞⎔ቃࡢኚࢆ࠼࡞࠸ࡼ࠺
㓄៖ࢆࡍࡿࠋ               㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ギボウシラン

㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᒣ㷂⏤ᬕ




Liparis auriculata Blume ex Miq. 

㸦㸻࣏࢟ࣥࢡࣛࣥ㸧
静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ            ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ㢮㸦(1㸧㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣ  ᯛࡘࡁࠊᗈ༸ᙧ࡛ᇶ㒊ࡣᚰ
ᙧࠋ㛗ࡉ 㹼 FPࠊᖜ 㹼 FPࠊⴥ⬦ࡢ㛫ࡀ❑ࡳࠊ⦪⓾ࡀ
┠❧ࡘࠋⰼᮇࡣ㸵㹼 ᭶ࠋῐ㯤⥳Ⰽࡢᑠⰼࢆ༑ᩘಶࡘࡅࡿࠋ၁
ᘚࡢ୰ᚰࡣᖏ≧ᬯ⣸Ⰽᰁࡲࡿࠋⰼ⿕∦ࡢ㛗ࡉࡣ⣙ PPࠋ
ࢡࣔ࢟ࣜࢯ࢘ఝࡿࡀࠊ၁ᘚࡢᬯ⣸Ⰽࡢᖏ≧ᶍᵝࠊⴥࡢⴥ⬦㛫
ࡀ❑ࡴࡇ࡞࡛༊ู࡛ࡁࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ㡑ᅜ㸦῭ᕞᓥ㸧ࠊྎ‴ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊ
ᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
෭ ᖏࡽᬮ ᖏࡢᯘᗋࡸ‵ཎ⏕࠼ࡿࠋ
４．生育状況
๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ࡢㄪᰝࡸᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᅬⱁ⏝᥇ྲྀ  ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⮬⏕ᆅࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓሙྜࡣࠊᅬⱁ᥇ྲྀࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵࠊ⏘ᆅ
ሗࡢබ㛤ࡣៅ㔜㓄៖ࡍࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧

ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ











ヒメフタバラン

Neottia japonica (Blume) Szlach.



㸦㸻࣒ࣛࢧ࢟ࣇࢱࣂࣛࣥ㸧
静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ      

    ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⱼࡢ᩿㠃ࡣᅄゅᙧࠋⴥࡣ୕ゅ≧
༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊⱼࡢୖ㒊ᑐ⏕ࡍࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ
ⰼࡣῐ⣸〓Ⰽࠋ၁ᘚࡣ㛗ࡉ 㹼 PPࠊᇶ㒊ࡢᕥྑ⪥≧∦
ࡀ࠶ࡾࠊ ῝ࡋ࡚㏫ < Ꮠᙧ㛤ࡃࠋရ✀ࡢࣇࣜࣄ࣓ࣇࢱ
ࣂࣛࣥࡣⴥࡢ୰⫘ⓑ᮲ࡀࡣ࠸ࡾࠊ࣑ࢻࣜࣄ࣓ࣇࢱࣂࣛࣥࡣ
ⰼࡀῐ⥳Ⰽࠋ㏆⦕✀ࡢ࢜ࣇࢱࣂࣛࣥࡣⰼᮇࡀ  ᭶࡛၁ᘚࡀ
 ୰ࡍࡿࠋ
２．分布

᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞࠊἈ⦖ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ
࿘ᬛ㒆᳃⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ
࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ

３．生育環境
ୣ㝠ࡽపᒣࡢࡸࡸ‵ࡗࡓ࣐࢝ࢶࡢᯘୗࡸᖖ⥳ᗈⴥ
ᶞᯘୗ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣ㏆ᖺከࡃ☜ㄆࡉࢀ࡚ቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ⏘㔞ࡣᩓ⏕ࡲࡓࡣ
ᑠ⩌⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡀせᅉ࡛ࠊᯘ㐨㛤Ⓨ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
ᆅୖ㒊ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡢࡣ▷ᮇ㛫࡞ࡢ࡛ࠊୣ㝠ࡸపᒣࡢᯘ㐨
㛤Ⓨࡸ㐀ᡂࢆࡍࡿࡁࡣࠊⰼᮇࢭࢫ࣓ࣥࢺㄪᰝࢆ⾜࠺ࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

アオフタバラン
静岡県カテゴリー

Neottia makinoana (Ohwi) Szlach.

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ           ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣⱼࡢୗ㒊ᑐ⏕ࡋࠊ୕ゅ≧༸
ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊ㟷⥳Ⰽ࡛ⓑᩬࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼⱼ
ࡣ┤❧ࡋ࡚㫣∦ⴥࡀᩘಶ࠶ࡾࠊⓑⰍ▷ẟࡀᐦ⏕ࡋࠊୖ㒊⥳Ⰽ
ࡢⰼࢆࡲࡤࡽ 㹼 ಶࡘࡅࡿࠋⴟ∦ഃⰼᘚࡣ⥺≧ᢨ㔪ᙧ࡛
㛗ࡉ 㹼PPࠋ၁ᘚࡣᇶ㒊⪥≧ࡢ∦ࡀ࡞ࡃࠊ๓ᙇࡾฟࡋ
࡚㛗ࡉ 㹼PPࠊඛࡀ  ὸ㹼୰ࡋ࡚∦ࡣᴃᙧࠋ㏆⦕✀
ࡢࢱ࢝ࢿࣇࢱࣂࣛࣥࡣࠊ၁ᘚࡢᇶ㒊⪥≧ࡢ∦ࡀ࡞࠸ࡀࠊ
ⴥࡣⱼࡢ୰㒊ࡘࡃࠋࡲࡓࣄ࣓ࣇࢱࣂࣛࣥࡣ၁ᘚࡢᇶ㒊⪥≧
ࡢ∦ࡀ࠶ࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊ
ᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮ ᖏᒣᆅࡢ⭉᳜ᅵࡀከ࠸ᶞᯘୗ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣከ࠸ࠋ⏘㔞ࡣከ࠸ࠋ⩌⏕ࡍࡿࡣ㛤ⰼࡍࡿᰴᩘࡣࡑ
ࢀከࡃࡣ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
᳃ᯘఆ᥇ࡣⓙఆࡋ࡞࠸࡛ࠊᢥఆࡋ࡚ࡁ࡞⎔ቃࡢኚࢆ࠼
࡞࠸ࡼ࠺㓄៖ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ   㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧




ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ






ホザキイチヨウラン
静岡県カテゴリー

Malaxis monophyllos (L.) Sw.

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ           ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣୗ㒊  ಶࡘࡁࠊᗈ༸ᙧ࡛㛗ࡉ
㹼 FPࠊࡸࡸ⫗㉁࡛ගἑࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣῐ⥳㯤
Ⰽ࡛ⰼⱼࡢୖ㒊ከᩘࡀ✑≧ࡘࡃࠋⱖࡣ୕ゅ≧ᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ
㹼PPࠋⴟࡣᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ PPࠋഃⰼᘚࡣ⥺ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼
PPࠋ၁ᘚࡣᇶ㒊㏆ࡃࡢ୧⦕⫗㉁ࡢ∦ࡀ࠶ࡿࠋ㧗ࡉ FP 
ࡢಶయࡸ  FP ࡶ࡞ࡿಶయࡶ࠶ࡿࠋ㏆ఝ✀ࡢࢽࣛࣂࣛࣥࡣᮏ
┴࡛ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀἢᾏࡢⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣࢩ࣋ࣜࠊᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊྎ‴ࠊࣇࣜࣆࣥࠊḢ
ᕞࠊ⡿ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ
す㒊ࠊ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ࠊᮾ㒊㸦ᐩኈᒣ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᖏࡽ㧗ᒣᖏࡢ㐺‵࡞ᯘ⦕ࡸⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣᆶ┤ࡶỈᖹࡶᗈ⠊ᅖ࡛࠶ࡿࠋ⏘㔞ࡣࡑࢀከࡃ
ࡣ࡞ࡃࠊྛᆅᩓ⏕ࡽ༢⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
㑄⛣ࡸ⇱㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ㋃ᅽ㸦㸧ࡸᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧
ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱⬣ጾࢆ࠼࡞࠸ࡼ࠺ࠊⓏᒣ㐨ࢆ㎽ᅇᩚഛࡍࡿࡇࡶ
㔜せ࡛࠶ࡿࠋ                㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

アリドオシラン
静岡県カテゴリー

㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




Myrmechis japonica (Rchb. f.) Rolfe

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ            ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH
 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⴥࡣ 㹼 ಶࡘࡁ࢝ࢿ⛉ࡢࣜ
ࢻ࢜ࢩఝ࡚ᗈ༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 PPࠊ⾲㠃⢏≧ᚤ✺㉳ࡀ
࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ 㹼 ಶࡘࡁⓑⰍࠋⰼⱼከ⣽⬊
ࡢⓑⰍ⦰ẟࡀ࠶ࡿࠋⱖࡣ⭷㉁ࡢᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠋⴟ∦
ࡣᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠋഃⰼᘚࡣᗈᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠋ
၁ᘚࡣᇶ㒊ࡀࡩࡃࢀ࡚㛗ࡉ  FPࠊ⯨㒊ࡢඛࡣ  ࡍࡿࠋ㏆
⦕✀ࡢࣄ࣓࣑࣐ࣖ࢘ࢬࣛࡣᘻ㒊ࡢඛࡣ  ࡋ࡞࠸ࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣࣟࢩ㸦ࢡ࣮ࣜࣝ㸧ࠊᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊᅜෆ

〈㔝ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ
࡛ࡣ༡༓ᓥࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ࠊ

୰㒊ࠊᮾ㒊ࠊఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᖏࡽள㧗ᒣᖏ࡛῝ᒣࡢ㔪ⴥᶞୗ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣᗈ⠊ᅖ࠶ࡾከ࠸ࠋ⏘㔞ࡶከ࠸ࠋ㛤ⰼᰴࡶከࡃ⏕⫱
≧ἣࡣⰋዲ࡛࠶ࡿࠋከᑡ࡞ࡾ᳜⏕㑄⛣ࡢᅽຊࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ᱂ᇵࡀ
ᅔ㞴࡛࠶ࡾࡘ▸ᑠ࡛ⰼࡶᑠࡉࡃࠊᅬⱁⓗ࡞౯್ࡀⷧ࠸Ⅽ
ᅬⱁ᥇ྲྀࡉࢀࡿࡇࡣᑡ࡞࠸ࠋ
６．保護対策
᳃ᯘࢆఆ᥇ࡍࡿࡣⓙఆ࡛ࡣ࡞ࡃᢥఆࡋ࡚ࠊ⏕⫱⎔ቃࡢᛴ⃭࡞ኚࢆ㑊ࡅࡿࠋ㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧






ホソバノキソチドリ
静岡県カテゴリー

Platanthera tipuloides (L. f.) Lindl. subsp. tipuloides
var. sororia (Schltr.) Soó
   ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋⱼࡢ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣୗ㒊  ᯛࡘࡁࠊ⊃㛗
ᴃ㹼༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼FPࠋࡑࡢୖᢨ㔪ᙧࡢ
㫣∦ⴥࡀ 㹼 ಶࡘࡃࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼⱼῐ㯤⥳Ⰽࡢ
ⰼࢆከᩘࡸࡸᐦࡘࡅࡿࠋ⫼ⴟ∦ࡣ༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠋ၁
ᘚࡣᗈ⥺ᙧ࡛ 㹼PPࠋ㊥ࡣୗᆶࡲࡓࡣ๓᪉‴᭤ࡋࠊ㛗ࡉ
㹼PPࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣࣟࢩ㸦ࢡ࣮ࣜࣝ㸧ศᕸࡍࡿࠋᅜෆ࡛ࡣ༡༓
ᓥࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
෭ ᖏࡽள㧗ᒣᖏࡢ᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸ⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
༡ࣝࣉࢫ࿘㎶ࡢᒣᆅᗈࡃศᕸࡍࡿࡀࠊಶయᩘࡣᑡ࡞
࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣  ࡼࡿⲡᆅࡢῶᑡࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
㏆ᖺࡣࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
ࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖࢆ㜵ࡄࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧

ヒトツボクロ

Tipularia japonica Matsum.

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ



㛗㔝┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍

ࣛࣥ⛉ 2UFKLGDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋⴥࡣ  ಶ࡛㛗ࡀ࠶ࡾ༸≧ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊ ⬦ࡢ
⦪⓾ࡀ࠶ࡿࠋⴥࡢ⾲㠃ࡣ῝⥳Ⰽ࡛ࡸࡸගἑࡀ࠶ࡾ୰⫘ࡀⓑⰍ࡛࠶ࡿࠋ
ⴥࡢ㠃ࡣ㉥⣸Ⰽ࡛⥳Ⰽ࡛࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼⱼࡣ┤❧ࡋ
࡚㛗ࡉ 㹼FPࠋⰼࡣᑠࡉࡃῐ㯤⥳Ⰽ࡛ᩘಶࡘࡃࠋ၁ᘚࡣಽ༸ᙧ࡛
㛗ࡉ FPࠊ ࡋ࡚୰∦ࡣᗈ⥺ᙧࠋ㊥ࡣῐ⣚⣸Ⰽ࡛㛗ࡉ FPࠊ
ୗᆶࡍࡿࠋ㏆ఝ✀ࡢࢳࣚ࢘ࣛࣥࡣⰼࢆ༢⏕ࡍࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ
࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ୣ㝠ᆅࡢ࣐࢝ࢶᯘࡸ᳜ᯘࡽᒣᆅࡢ㔪ⴥᶞᯘୗࡲ࡛ᗈ⠊ᅖ
⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣす㒊ࢆࡋ࡚ከࡃⅬᅾࡍࡿࠋ⏘㔞ࡣ⩌⏕ࡍࡿࡇࡣ࡞
ࡃࠊᑡᩘࡢ㛤ⰼᰴࡀ࠶ࡾࡑࡢ㏆ᩘᰴࡢ↓ᛶᰴࡀ⏕⫱ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋࣛࣥ⛉࡛࠶ࡿࡀⰼࡀᑠࡉࡃ
ほ㈹౯್ࡀຎࡿࡓࡵᅬⱁ᥇ྲྀࡼࡿ⬣ጾࡣᑡ࡞࠸ࠋ
６．保護対策
᳃ᯘࢆⓙఆࡍࡿࡇ࡞ࡃᢥఆࡋ࡚ࠊᛴ⃭࡞⏕⫱⎔ቃࡢኚࢆࡉ
ࡏ࡞࠸ࠋ                   㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧




ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ຍ⸨ ᚭ



コキンバイザサ
静岡県カテゴリー

Hypoxis aurea Lour.

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ      ࢟ࣥࣂࢨࢧ⛉ +\SR[LGDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ᰿ⱼࡣሢ≧࡛ᚄ 㹼PPࠋ▷࠸ⱼⴥࢆᩘᯛ᮰⏕
ࡍࡿࠋⴥࡣ⥺ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼PPࠋయ㛗࠸ẟ
ࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㛗ࡉ 㹼 FP ࡢⰼⱼࢆฟࡋ࡚ࠊࡑ
ࡢඛ 㹼 ಶࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼ⿕∦ࡣ㯤Ⰽ࡛  ಶࠊᢨ㔪≧ᴃ
ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠋⵧᯝࡣ㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠊ✀Ꮚ
ࡣ⌫ᙧ࡛ᚄ 㹼PPࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜ༡㒊ࠊྎ‴ࠊ࣐࣮ࣞࢩࠊࣥࢻࠊᅜෆ࡛
ࡣᮏᕞ㸦ᐑᇛ┴௨༡㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ

㈡ⱱ㒆ᮾఀ㇋⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ
࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ

３．生育環境
ᬮ ᖏࡢⲡᆅࡸṌ㐨⬥࡞ࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸࡚ಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
㛤Ⓨࡸ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡼࡿⲡᆅࡢᾘኻ㸦㸧ࡀῶᑡࡢ
せᅉ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊேࡼࡿ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
ⲡᆅࢆ⥔ᣢ⟶⌮ࡍࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧

ヒメニラ

Allium monanthum Maxim.

静岡県カテゴリー 要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ       ࣄ࢞ࣥࣂࢼ⛉ $PDU\OOLGDFHDH
㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ㫣ⱼࡣ⌫ᙧ࡛ᚄ PPࠋⴥࡣ⥺ᙧ
࡛㛗ࡉࡣ 㹼FPࠊ㹼 ಶࡘࡁ᩿㠃ࡀ୕᪥᭶ᙧ࡛ࢽࣛࡢໝ
࠸ࡀࡍࡿࠋⰼᮇࡣ  ᭶ࠋⰼࡣ㚝ᙧ࡛㛗ࡉ PPࠊⰼⱼࡢඛ 
㹼 ಶࡘࡅࡿࠋ୧ᛶᰴ㞝ᛶᰴ㞤ᛶᰴࡀ࠶ࡿࠋⰼ⿕∦ࡣ 
ಶ࡛ࠊⓑⰍࡲࡓࡣᚤ⣚Ⰽ࡛ᖹ㛤ࡣࡋ࡞࠸ࠋ㏆⦕✀ࡢ࣐ࣖࣛࢵ
࢟ࣙ࢘ࡣⰼⱼࡢඛከᩘࡢⰼࢆࡘࡅࠊⰼ⿕∦ࡀ⣸⣚Ⰽ࡛࠶
ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊ࢘ࢫ࣮ࣜࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊ
ᮏᕞࠊᅄᅜศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍ
ࡿࠋ
３．生育環境
ᒣᆅࡢ‵ࡾẼࡢ࠶ࡿⲡᆅࡸⴠⴥᗈⴥᶞᯘෆ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣⅬᅾࡍࡿࠋ⏘㔞ࡣ⩌⏕ࡋ࡚ከ࠸ࠋᆅୖ㒊ࡀ⌧ࢀ࡚࠸
ࡿᮇ㛫ࡀ 㹼 ᭶▷࠸ࡇ┦ࡲࡗ࡚ࠊ▸ᑠ࡛⧄⣽࡞ࡢ࡛
⏘ᆅࡀぢⴠࡉࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
᳜⏕㑄⛣ࢆᢚไࡍࡿ࡞ࡢ⏕⫱⎔ቃࢆ⥔ᣢ⟶⌮ࡍࡿࡇ
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ              㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧




ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ






オオキツネノカミソリ
静岡県カテゴリー

Lycoris sanguinea Maxim.
var. kiushiana (Makino) Makino ex Akasawa

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ            ࣄ࢞ࣥࣂࢼ⛉ $PDU\OOLGDFHDH
［ ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ］ 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ⣙ 㹼FPࠋⴥࡣ⥺ᙧ࡛㛗ࡉ⣙ FPࠊᖜ 
㹼FPࠋⴥࡣ㛤ⰼᮇࡣ࡞࠸ࠋⰼᮇࡣ㸵㹼 ᭶ࠋⰼⱼࡢඛ
㹼 ಶࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼࡣᆺ࡛ⰼ⿕∦ࡣ㯤㉥Ⰽࠊ㛗ࡉࡣ FP
ෆእࠊ㞝ⷁࡣⰼ⿕∦ࡼࡾ㛗ࡃⰼෙࡢእ✺ࡁฟࡿࠋ㢮ఝࡢ࢟ࢶ
ࢿࣀ࣑࢝ࢯ࡛ࣜࡣࠊ㞝⸹ࡣⰼ⿕∦ࡰྠࡌ࡛ⰼෙࡢእ✺ࡁ
ฟࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ᪉௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศᕸ
ࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮ ᖏࡢⴠⴥᶞᯘෆࡸᯘ⦕ࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣ㟼ᒸᕷࠊ↝ὠᕷࠊᪧኳ❳ᕷࠊᪧబஂ㛫⏫ࠊᪧỈ❑⏫ࡢ
୍㒊㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡁ࡞⩌ⴠࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿᡤࡶ࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࡼࡿ⎔ቃࡢኚࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅ࡛ࡣ᳃ᯘࡢⓙఆࡸேᕤᯘࢆ㑊ࡅࡿࡇࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ


ヤマアゼスゲ

Carex heterolepis Bunge

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ         ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋᆅୗኴ࠸ᯞࡀ࠶ࡿࠋᇶ㒊ࡢ
㠧ࡣῐ〓Ⰽ࡛ᑡࡋ⣒⥙ࡀ࠶ࡿࠋⴥࡣᖜ 㹼PPࠋᯝᮇࡣ 㹼
 ᭶ࠋᑠ✑ࡣ 㹼 ಶࡘ࠸࡚┤❧ࡋࠊ㡬⏕ࡢࡶࡢࡣ㞝ᛶࠊഃ
⏕ࡢࡶࡢࡣ㞤ᛶࡢᰕᙧࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠊࡀ࡞࠸ࠋᯝ⬊ࡣ
ୖ➃ࡀᛴ▷࠸ნ࡞ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨す༡㒊ࠊᮏ
ᕞࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᒣᆅࡢἙᕝࡢỈ㎶ࡸ‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
ᮾ㒊す㒊ࡢྛᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ⏘ᆅࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
Ἑᕝࡢ◁᥇ྲྀࡸἙᕝ㛤Ⓨ㸦㸧࡛⏕⫱ᆅࡀῶᑡࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓࠊ᳜⏕㑄⛣ࡢ㐍⾜㸦㸧࡛⏕⫱⎔ቃࡀᝏࡋ࡚ࡁ
࡚࠸ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡢಖㆤ㝖ⲡ࡞⏕⫱⎔ቃࡢ⥔ᣢࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧





ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ




サツマスゲ

Carex ligulata Nees ex Wight

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ

     ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋⲡ 㹼FPࠋᯞࡣ࡞ࡃࠊࡺࡿࡃྀ⏕ࡍࡿࠋᇶ
㒊ࡢ㠧ࡣⴥ㌟ࡀ࡞ࡃࠊୖ㒊ࡢ㠧ࡣⴥ㌟ࢆࡘࡅࡿࠋⴥࡣᖜ 㹼
PPࠋᑠ✑ࡣ 㹼 ಶࠊⱼࡢୖ㒊᥋㏆ࡋ࡚ࡘࡅࡿࠋ㡬ᑠ✑ࡣ㞝
ᛶ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋഃᑠ✑ࡣ㞤ᛶ࡛ࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠋᯝ⬊ࡣ㛗
ࡉ 㹼 PP ࡛⅊ⓑⰍࡢẟࡀᐦ⏕ࡋࠊඛࡣࡸࡸ㛗࠸ნ࡞ࡿࠋ
ᯝᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᮅ㩭༙ᓥࠊྎ‴ࠊࣥࢻࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ
㸦㛵ᮾᆅ᪉༡㒊௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊᑐ㤿ࠊࢺ࢝ࣛิᓥศ
ᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᖏࡢ‵ࡾẼࡢ࠶ࡿᯘෆࡸᯘ⦕ࠋ
４．生育状況
๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝẚࡿ☜ㄆሙᡤࡀᖜῶᑡࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᅵᆅ㛤Ⓨ㸦㸧᳃ᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
㛤Ⓨணᐃᆅ࡛⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊᑗ᮶ࡶಖࡀᢸಖࡉ
ࢀࡿሙᡤ⛣᳜ࡍࡿࡇࠋ         㸦ὸಖ㞝㸧

㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ






マンシュウクロカワスゲ
静岡県カテゴリー

Carex peiktusani Kom.

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ      ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⱼࡣྀ⏕ࡋᇶ㒊ࡢ㠧ࡣᬯ㉥〓Ⰽࠋ
ⴥࡢᖜࡣ 㹼 PPࠋⴥࡢୗ㠃ࡣங㢌≧✺㉳ࡀᐦ⏕ࡋ࡚࠸࡚⢊ⓑ
Ⰽࠋᑠ✑ࡣ㞤㞝ᛶ࡛㛗ࡉ 㹼 PPࠋ㞤㫣∦ࡣῐ〓Ⰽࠋᯝ⬊ࡣ
㹼 ᭶⇍ࡍࠋᰕ㢌ࡣ  ᒱࠋᯝ⬊ࡣῐ㟷Ⰽࡢ  ⛸ᙧ࡛㛗ࡉࡣ 
㹼PPࠋ㏆⦕✀ࡢࣄࣛࢠࢩࢫࢤࡣࠊᯝⱖࡀ༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PP
࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ୰㒊㸦ඵࣨᓅ࣭༡
ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ள㧗ᒣᖏࡢᒾሙ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣኳ❳༊㝈ᐃࡍࡿࠋ⏘㔞ࡣᑠ⩌⏕ࡍࡿࠋ⏕⫱≧ἣࡣ᳜
⏕㑄⛣ࡢᅽຊࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
᳜⏕㑄⛣ࢆᢚไࡍࡿ࡞ࡢࠊ⏕⫱⎔ቃࢆ⥔ᣢ⟶⌮ࡍࡿࡇࡀ
㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧





ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ຍ⸨ᚭ




ヒカゲシラスゲ
静岡県カテゴリー

Carex planiculmis Kom.

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ       ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋᯞࢆఙࡤࡋࡲࡤࡽ⏕࠼ࡿࠋ
ᇶ㒊ࡢ㠧ࡣῐⰍࠋⴥࡣ㩭⥳Ⰽ࡛ⓑⰍࢆᖏࡧࡎࠊᖜ 㹼PPࠋ
ᯝᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋᑠ✑ࡣ 㹼 ಶࡸࡸ㞳ࢀ࡚ࡘࡃࠋᯝ⬊ࡣ㛗ࡉ
㹼PPࠊნࡣ㛗ࡃࠊ⬦ࡀ᫂ࡽ࡛↓ẟࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜᮾ㒊ࠊࣟࢩ㸦࢘ࢫ࣮ࣜࠊࢧࣁ
ࣜࣥ㸧ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦୰㒊௨㸧ศᕸࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ள㧗ᒣᖏࡢ㇂➽ࠊᯘୗࠊⲡᆅࠊ㔪ⴥᶞᯘࡢᯘᗋ⏕࠼ࡿࡇ
ࡀከ࠸ࠋ
４．生育状況
ᕝୖὶ㸦すಛ࣭༓ᯛᓅ㯄࣭ᝏἑ࡞㸧ࡢ㧗ᡤグ㘓ࡀ
࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡼࡿᅵᆅᨵኚࠊᅵᆅ㐀ᡂ㸦㸧ࠊ㐨㊰࣭
ᯘ㐨ᘓタ㸦㸧ࠊࢩ࢝㣗ᐖ㸦㸧ࠊ⏕⫱⎔ቃࡢኚࡼࡿ
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࠊᅵ◁ᔂቯࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢᾘኻ㸦㸧ࠋ
６．保護対策
᳃ᯘ㛤Ⓨࠊ㐨㊰ᩚഛ࡞࡛ࡣࠊ๓ࡢㄪᰝ࡛ぢⴠࡋࡢ࡞
࠸ࡼ࠺ὀពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ      㸦ᩪ⸨ ⊛㸧

ヤブスゲ



ᒱ㜧┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍


Carex rochebrunei Franch. et Sav.

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ        ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FP ࠋ᰿ⱼࡣ▷ࡃᐦྀ⏕ࡍࡿࠋ
ⴥࡢᖜࡣ 㹼PPࠋᯝᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼᗎࡣ 㹼 ಶࡢᑠ✑ࢆ
ࡘࡅࡿࠋⱖࡣⴥ≧࡛ⰼᗎࡼࡾⴭࡋࡃ㛗࠸ࠋᑠ✑ࡣ㞤㞝ᛶ࡛ୖ
㒊ከᩘࡢ㞤ⰼࢆࠊᇶ㒊ᑡᩘࡢ㞝ⰼࢆࡘࡅࡿࠋᯝ⬊ࡣ༸≧
ᢨ㔪ᙧ࡛ᡥᖹࠋ⦕⊃࠸⩼ࡀ࠶ࡾࡊࡽࡘࡃࠋཱྀ㒊ࡣ  ṑ࡞
ࡿࠋᰕ㢌ࡣ  ᒱࠋᐩኈᒣࡀᇶ‽⏘ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊྎ‴ࠊࣥࢻࠊ࣐࣮ࣞࢩࠊᅜෆ࡛ࡣ
ᮏᕞࠊᅄᅜศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᖹᆅࡽపᒣࡢᯘෆࡸⲡᆅࠋ
４．生育状況
ᐩኈᒣ᳜≀ㄅ㸦ᱵᮧ⏒ኴ㑻 㸧ࡢグ㘓௨᮶⏕⫱ࡀ☜
ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࡀࠊᩘᖺ๓ࠊࢭࢫ࣓ࣥࢺㄪᰝ࡛ᑠᒣ
⏫⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘࡢ㛤Ⓨ  ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢㄪᰝ࠾࠸࡚ࡣࠊᚲࡎᯝᮇㄪᰝࢆ⾜࠺ࡇ
ࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧






ᒣ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍




ヒメアオガヤツリ
静岡県カテゴリー

Cyperus extremiorientalis Ohwi

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ

        ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
୍ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣྀ⏕ࡍࡿࠋⴥࡣ⣽ࡃࠊᖜ 㹼
PPࠋᯝᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⱼࡢ㡬㛗ࡉ 㹼FP ࡢⱖⴥࢆࡘ
ࡅࠊከᩘࡢ↓ࡢᑠ✑ࢆ㢌≧ᐦࡘࡅࡿࠋⰼᗎࡢᚄࡣ 㹼
PPࠋᑠ✑ࡣ㛗ࡉ 㹼PPࠊᖜ PPࠊࡸࡸᡥᖹ࡛ከࡃࡢ
ⰼࡀࡰ  ิ୪ࡪࠋᯝᐇࡣᴃᙧ࡛ࡰࣞࣥࢬᙧࠋ㢮ఝࡢ
ࢩࣟ࢞ࣖࢶࣜࡢᯝᐇࡣ⦕⊃࠸⩼ࡀ࠶ࡿࡢ࡛༊ู࡛ࡁ
ࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞࠊᅄᅜศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊
ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ụࡢᓊ㎶ࡸỈ⏣࡞ࡢከ‵ᆅࠋ
４．生育状況
┴ෆࡢ⏘ᆅࡣ⛥࡛ࠊ⏘㔞ࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ㟼 ᒸ┴ ᳜ ≀ㄅ
㸦㸧ᕝᕷ࡛ࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ࡢㄪ
ᰝࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
５．減少の主要因と脅威
ụࡸ‵ᆅࡢ㛤Ⓨ㸦ࠊ㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࡽࠊ⏕⫱⎔ቃࡶಖㆤࡍࡿࡇ
ࠋ                  㸦ὸಖ㞝㸧

12 ,0$*(




シロガヤツリ Cyperus pacificus (Ohwi) Ohwi
静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ

࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
୍ᖺⲡࠋᯝᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼᗎࡣ㢌≧࡛⌫ᙧࠊ㛗ࡉᖜࡶ 㹼
PP ࡛ከᩘࡢᑠ✑ࢆࡘࡅࡿࠋᑠ✑ࡣ㛗ࡉ 㹼PPࠊࡸࡸᡥᖹࠊ
 ิ୍࡛㒊ࡽࡏࢇ≧㫣∦ࢆࡘࡅࡿࠋᯝᐇࡣ⊃ᴃᙧ࡛⦕ࡣ⊃࠸
⩼࡞ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ
࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
పᆅࡸୣ㝠ᆅࡢᖸୖࡀࡗࡓࡓࡵụ࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
†すᕷᕝᕷ⏕⫱ࡍࡿࠋ⏕⫱ᆅ࡛ࡢಶయᩘࡣᖺࡼࡗ࡚
ኚືࡋࠊከࡃࡢಶయࡀฟ⌧ࡍࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ࡓࡵụࡢᇙࡵ❧࡚ࡸᨵಟ㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢᾘኻࡀᠱᛕࡉ
ࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅ࡛࠶ࡿࡓࡵụࡢᇙࡵ❧࡚ࡸᨵಟ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊࡇࡢ᳜
≀ࡢಖㆤࡘ࠸࡚㓄៖ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧





†すᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ




クジュウクリテンツキ
静岡県カテゴリー

Fimbristylis cymosa R. Br.
f. depauperata (T. Koyama) T. Koyama ex Yonek.

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ        ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
୍ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ᰿ⱼࡣ▷ࡃศᯞࡋࠊᰴ❧ࡕ࡞ࡿࠋ
ⴥࡣྀ⏕ࡋࠊ⧄⣽࡛↓ẟࠋᯝᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼᗎࡣᩓᙧࠊᑠ
✑ࡣ⊃༸ᙧࠋᯝᐇࡣࣞࣥࢬ≧࡛㯮〓Ⰽࠋᰕ㢌ࡣ  ᮏࠋẕ✀ࡢ
ࢩ࢜࢝ࢮࢸࣥࢶ࢟ࡢⱼࡢ㧗ࡉࡣ 㹼FP ࡞ࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷ရ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦༓ⴥ┴ࠊ㟼ᒸ┴㸧ࠊ┴ෆ࡛ࡣす
㒊ศᕸࡍࡿࠋẕ✀ࡣࢩ࢜࢝ࢮࢸࣥࢶ࢟࠸࠺ࡀ㟼ᒸ┴
ࡣศᕸࡋ࡞࠸ࠋ
３．生育環境
ᾏᓊࡢ‵ࡾẼࡢ࠶ࡿ◁ᆅࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣᪧᒸ⏫࡛ࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊ๓
ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝ࡛ࡶࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᾏᓊࡢᩚഛ㛤Ⓨ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
６．保護対策
ᾏᓊࢆᩚഛࡍࡿࡁࠊ๓ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ⏕⫱ࡀ☜ㄆ࡛
ࡁࡓࡽࠊಖㆤᑐ⟇ࢆㅮࡎࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧

コマツカサススキ

12 ,0$*(




Scirpus fuirenoides Maxim.

静岡県カテゴリー 要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ         ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ࣐ࢶ࢝ࢧࢫࢫ࢟ఝࡿࡀࠊయࡀࡸࡸ⣽࠸ࠋⴥ㌟ࡣ⥺
ᙧ࡛ᖜ 㹼 PPࠋᯝᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋഃ⏕ࡢศⰼᗎࡣ 㹼 ಶࡢᑠ
✑㞟ᅋࢆࡘࡅࠊ㡬⏕ࡢศⰼᗎࡣ  ᅇศᒱࡋ 㹼 ಶࡢᑠ✑㞟ᅋࢆ
ࡘࡅࡿࠋᑠ✑㞟ᅋࡣ 㹼 ಶࡢᑠ✑ࡽ࡞ࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊ
ᮾ㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
‵ཎࡸ‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ⪔సᨺᲠỈ⏣࡞ฟ⌧ࡍࡿࠋ
４．生育状況
ྛᆅ⏕⫱ࡍࡿࡀ⏘ᆅࡣᑡ࡞ࡃࠊಶయᩘࡶᑡ࡞࠸ࠋ⪔సᨺᲠỈ
⏣ࡢࡶࡢࡣᾘ㛗ࡀ࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
‵ᆅࡸ‵ཎࡢ㛤Ⓨ㸦㸧࡛⏕⫱ᆅࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ‵
ᆅ᳜⏕㑄⛣ࡢ㐍⾜㸦㸧࡛⏕⫱⎔ቃࡢᝏࡶᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡍࡿ‵ᆅࡸ‵ཎࡢಖㆤࠊ᳜⏕㑄⛣ࡢ㐍⾜ࡢᢚไࡢࡓࡵࡢ
ⲡสࡾ࡞ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧





†すᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ






マツカサススキ
静岡県カテゴリー

Scirpus mitsukurianus Makino

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）
）ኚ᭦࡞ࡋ           ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
［ ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ］ 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 Pࠋⱼࡣ㕌  ⛸ᙧࠋⴥࡣ⥺ᙧࠊᡥᖹ࡛
ᖜ 㹼 PPࠋᯝᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼᗎࡣ 㹼 ಶࡢศⰼᗎࡽ࡞
ࡾࠊഃ⏕ࡢࡶࡢࡣᑠࡉࡃࠊ㡬⏕ࡢࡶࡢࡣࡁ࠸ࠋ〓㯮⅊Ⰽࡢᑠ
✑ࢆ 㹼 ಶࡘࡅࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊
す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᖹᆅࡢἙᓊ࡞ࡢ‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
ᯇᕷࠊ☬⏣ᕷࠊྜྷ⏣⏫࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸
࡚ಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᾏᓊࡸἙᕝࡢ㛤Ⓨ㸦ࠊ㸧࡛⏕⫱ᆅࡢᾘኻࡸಶయᩘࡢῶ
ᑡࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
６．保護対策
ᾏᓊ㛤ⓎࡸἙᕝࡢㆤᓊᕤ࡞㝿ࡋ࡚ࡣ⏕⫱ᆅࡢ‵ᆅ᳜
⏕ࡢಖㆤ㓄៖ࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

エゾウキヤガラ

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ


Bolboschoenus koshevnikovii (Litv. ex Zinger) A. E. Kozhevn.

㸦㸻ࢥ࢘࢟ࣖ࢞ࣛ㸧
静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ           ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉࡣ 㹼 FPࠋ᰿ⱼࡣ㛗࠸ᯞࢆฟࡍࠋⴥ
㌟ࡣ⥺ᙧ࡛ᖜ 㹼 PPࠋ⛩ࡢඛ↓ࡢᑠ✑ࢆ 㹼 ಶ㢌≧
ࡘࡅࡿࠋⰼᰕࡣ  ᒱࡍࡿࠋᯝᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋᯝᐇࡣࣞࣥ
ࢬᙧ࡛ගἑࡢ࠶ࡿ〓Ⰽ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊࣟࢩ㸦ࢧࣁࣜࣥࠊ࣒࣮ࣝ㸧
ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᾏ㏆࠸†ࡸἙཱྀ㒊ࡢὸỈᇦ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
ᚚ๓ᓮᕷྡ†࿘㎶⏕⫱ࡍࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
†ᓊ㛤Ⓨ㸦㸧ࡸụࡢᇙࡵ❧࡚㸦㸧࡞࡛ῶᑡഴྥ
࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅ࡛࠶ࡿ†ᓊ࡞ࡢ‵ᆅ᳜⏕ࢆಖㆤࡍࡿࡇࡸụࡢ
ᇙࡵ❧࡚ᅇ㑊ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧





ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ




ケシンジュガヤ
静岡県カテゴリー

Scleria rugosa R. Br. var. rugosa

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ

     ࢝ࣖࢶࣜࢢࢧ⛉ &\SHUDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
୍ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⱼࡣྀ⏕ࡍࡿࠋⱼⴥࡣ㌾ࡽ࠸
ⓑẟࡀᐦ⏕ࡍࡿࠋⴥ㌟ࡣ⥺ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋⴥ㠧⩼ࡣ࡞
࠸ࠋศⰼᗎࡢࡣ‴᭤ࡍࡿࠋᯝᐇࡣ⌫ᙧ࡛ᚄ 㹼 PPࠊ⅊
ⓑⰍ࡛ගἑࡀ࠶ࡿࠋᮏ✀ࡢኚ✀ࡢ࣐ࢿ࢟ࢩࣥࢪࣗ࢞ࣖࡣⱼⴥ
ࡀ↓ẟ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊྎ‴ࠊ࣐࣮ࣞࢩ࡞ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏ
ᕞ㸦ᰣᮌ┴௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ
す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ୣ㝠ᆅࡢ⑭ࡏࡓᅵተ࡛ࡋࡳฟࡿ⛬ᗘࡢỈ‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣᑡ࡞࠸ࠋ⏘㔞ࡣᑡ࡞࠸ࠋ⏕⫱ྍ⬟࡞⠊ᅖࡀ⊃ࡃࠊ⏘
㔞ࡣᖺࡼࡿᾘ㛗ࡀ࠶ࡾࠊ᳜⏕㑄⛣ࡢᅽຊࢆཷࡅ࡚ῶᑡࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
‵ᆅࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ‵ᆅࢆ㋃ࡳṌࡃ㋃ᅽ
㸦㸧ࡶ⏕⫱ࡢ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
‵ᆅࡢ㛤Ⓨࢆࡍࡿࡣࠊ☜ㄆㄪᰝࢆᯝᮇ⾜࠺ᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ㋃ᅽࢆ㜵ࡄࡓࡵᮌ㐨ࢆᩜタࡍࡿࡇࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

コミヤマヌカボ
静岡県カテゴリー

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




Agrostis mertensii Trin.

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ              ࢿ⛉ 3RDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋྀ⏕ࡍࡿࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥ㌟ࡣෆᕳࡁࡋ࡚⣒≧
࡞ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ࣑࣐ࣖࢾ࢝࣎ࡼࡃఝࡿࡀࠊⵂࡣᴃ
ᙧ࡛ࡼࡾ▷ࡃࠊ㛗ࡉ 㹼PPࠊከࡃࡣㆤ✛ࡢ㛗ࡉࡢ 
ࡼࡾ▷࠸ࠋⰢࡣ㛗ࡉ 㹼PP ࡸࡸ▷ࡃࠊㆤ✛ࡢ୰ኸ㒊ࡼࡾ
ࢃࡎୗࡽ⫼㠃✺ࡁฟࡍࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ༙⌫ࡢ㧗ᒣཬࡧᐮᖏᆅ᪉ࠊᅜෆ࡛ࡣ༡༓ᓥࠊ
ᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦୰㒊ࡢ㧗ᒣ㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ศᕸࡍ
ࡿࠋ
３．生育環境
ள㧗ᒣᖏࡽ㧗ᒣᖏࡢᒾሙࠊ◁♟ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
༡ࣝࣉࢫ⏕⫱ࡋࠊሷぢᓅ࡛グ㘓ࡀ࠶ࡿࠋ㢮ఝ✀ࡢ࣑࣐ࣖ
ࢾ࢝࣎ࡣ༡ࣝࣉࢫࡢྛᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
Ⓩᒣ⪅ࡢ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࠊࢩ࢝㣗ᐖ㸦㸧ࠊ⏕⫱⎔ቃࡢ
ኚࡼࡿ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
ࢩ࢝㣗ᐖࡢᙳ㡪ࡀࡁࡃࠊ⏕⫱ᆅࢆྵࡴ㧗ᒣ⛸⥺ࡣࢩ࢝
ᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᩪ⸨ ⊛㸧





12 ,0$*(






コウヤザサ

Brachyelytrum japonicum (Hack.) Hack. ex Honda

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ             ࢿ⛉ 3RDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋࠊ㧗ࡉ 㹼FPࠋ⛩ࡣ⣽࠸ࠋⴥࡣⷧࡃ࡚⣽㛗ࡃࠊ
ⴥ㠃ࡸ⦕㌾ẟࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㗹ⰼᗎࡣ⊃㛗࡛┤
❧ࡋࠊᑠ✑ࡣࡸࡸᩘࡀᑡ࡞࠸ࠋㆤ㢒ࡣ⊃ᢨ㔪ᙧ࡛Ⱒࡣ㛗ࡉ 㹼
PP ࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ㡑ᅜ㸦῭ᕞᓥ㸧ࠊ୰ᅜᮾ㒊ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᒣᆅࡢᯘෆࡸᯘ⦕⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
ᐩኈᐑᕷࠊ〈㔝ᕷࠊᯇᕷ༊࡞ࡼࡃ⏕⫱ࡍࡿࠋす㒊࡛
ࡣࡲࡲࡗࡓಶయᩘࡀ☜ㄆࡉࢀࡓᡤࡶ࠶ࡿࡀ⏕⫱㐺ᆅࡢῶᑡ
ࡀࡳࡽࢀࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅࡀே㔛ẚ㍑ⓗ㏆࠸ࡓࡵᒣᯘ㛤Ⓨ㸦㸧ࡸᅵᆅ㐀ᡂ
㸦㸧ࡢ༴㝤ᛶࡀᣦࡉࢀࡿࠋ
６．保護対策
ࢿ⛉ࡢᆅ࡞᳜≀࡛ぢⴠࡍࡇࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ⏕⫱ᆅࡀ㛤
Ⓨࡉࢀࡿሙྜࡣὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

ザラツキヒナガリヤス

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ὸಖ㞝




Calamagrostis nana Takeda
subsp. hayachinensis (Ohwi) Tateoka

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）
）ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ             ࢿ⛉ 3RDFHDH
 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ% 㢮㸦(1㸧㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣᇶ㒊ࡢ㏆ࡃ㞟ࡲࡿࠋⴥ⯉
ࡣ PP ௨ୗࠋ㗹ⰼᗎࡣ┤❧ࡋ࡚  ᑠⰼࡽ࡞ࡿࠋⰼᗎᯞ
ࡸᑠ✑ࡣࡊࡽࡘࡃࠋⰢࡣ▷ࡃᑠ✑ࡢእࡲ࡛ఙࡧฟࡍࡇࡣ
࡞࠸ࠋᑠ✑ࡣῐ⣸Ⰽࡲࡓࡣ㯤ⓑⰍࠋᇶẟࡣㆤ㢒ࡢ༙㛗௨ୗࠋ
㏆⦕✀ࡢࣄࢼ࢞ࣜࣖࢫࡣⰼᗎᯞࡸᑠ✑ࡀࡊࡽࡘࡎᖹ
࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷ள✀࡛ࠊᮏᕞ㸦୰㒊᪩ụᓠᒣ㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴
ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ㟼ᒸ┴ࡣ༡㝈⮬⏕ᆅ
࡛࠶ࡿࠋ
３．生育環境
㧗ᒣࡢ⇱ࡋࡓⲡཎ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣࠊ ᖺ㛫ࣀᓅࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿ
ࡀࠊࡑࡢᚋࡢ☜ㄆሗࡣ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
⏘ᆅࡀᒁ㝈㸦㸧ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵᛮ៖ࡉࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏘ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ㋃ᅽ࡞ࡢᝏᙳ㡪ࢆ࠼࡞࠸ࡼ
࠺࡞⟇ࢆ⾜࠺ࠋ             
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧





12 ,0$*(




詳細な生育地不明



Festuca extremiorientalis Ohwi
㸦㸻࢜ࢽࢺ࣎ࢩ࢞ࣛࠊࢺ࢘ࢺ࣎ࢩ࢞ࣛ㸧
オオトボシガラ
静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ             ࢿ⛉ 3RDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛

１．種の解説
ᆺࡢከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋ⣽ࡃ㛗࠸᰿ⱼࡽⱼࢆ༢❧ࠊ࠶
ࡿ࠸ࡣᩘᮏ᮰⏕ࡍࡿࠋⴥࡣ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼PPࠋⰼᮇࡣ 㹼
 ᭶ࠋⰼᗎࡣࡁࡃ 㹼 FPࠋᯞࡣ⠇ 㹼 ಶࡎࡘࡘࡁࠊᶓᗈ
ࡀࡗ࡚ඛࡣᆶࢀࡿࠋᑠ✑ࡣ㛗ࡉ 㹼PP ࡛ 㹼 ᑠⰼࡽ࡞ࡿࠋㆤ✛
ࡣ㛗ࡉ 㹼PPࠊⰢࡣ 㹼PP ࡞ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣࢩ࣋ࣜᮾ㒊ࠊ୰ᅜ㒊ࠊᅜෆ࡛ࡣ༡༓ᓥࠊᾏ㐨ࠊᮏ
ᕞ㸦୰㒊௨㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦ᕝ※ὶ㒊㸧ศᕸࡍ
ࡿࠋ
３．生育環境
ᖏࠊள㧗ᒣᖏࡢ㇂➽ࠋ
４．生育状況
㐣ཤࡣᕝ※ὶ㒊࡛ࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪ
ᰝ࡛ࡶᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᩳ㠃ᔂቯࡸฟỈ㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢᾘኻࡀῶᑡࡢせᅉ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊ⏕⫱ᆅ┙ࡢᏳᐃࢆᅗࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧





㛗㔝┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍

ヤマトボシガラ Festuca japonica Makino
静岡県カテゴリー

ࢿ⛉ 3RDFHDH

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ⣽ࡃ࡚ከᩘ᮰⏕ࠋⴥࡣ㛗ࡉ 
㹼FPࠊᖜ 㹼PPࠋⰼᗎࡣ㛗ࡉ 㹼FP ࡛ྛ⠇
ࡽ  ᮏࡎࡘࡢᯞࢆฟࡍࠋᯞࡢඛ 㹼 ಶࡢᑠ✑ࢆࡲࡤࡽ
ࡘࡅࡿࠋᑠ✑ࡣ 㹼 ಶࡢᑠⰼࡽ࡞ࡿࠋⰼᮇ 㹼 ᭶ࠋ㢮ఝ
ࡢࢺ࣎ࢩ࡛࢞ࣛࡣࠊᯞࡣྛ⠇ࡽ  ᮏ࡛ฟࡿࠋࡲࡓࠊㆤ✛ࡢ
ඛ➃ࡽ 㹼PP ࡢⰢࡀฟࡿࠋ࣐ࣖࢺ࣎ࢩ࢞ࣛࡣⰢࡣ࡞࠸ࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᮅ㩭༙ᓥࠊྎ‴ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦୰࣭
㒊㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᖏⴠⴥᶞᯘࡢᯘෆࡸᯘ⦕ࠋ
４．生育状況
 ᖺ๓ᚋࡣᐩኈᒣ㯄ࡢᗈⴥᶞᯘෆ࡛☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᅇࡢㄪᰝ࡛☜ㄆ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡢࡣㄪᰝ㊊ࡢࡓࡵᛮࢃࢀ
ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࢩ࢝ࡼࡿ㋃ࡳࡘࡅࡸ㣗ᐖ㸦㸧ࡀῶ
ᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࢆᰙ࡛ᅖࡳࢩ࢝ࡼࡿᐖࢆ㜵ࡄࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧





12 ,0$*(






ハクサンイチゴツナギ
静岡県カテゴリー

Poa hakusanensis Hack.

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ              ࢿ⛉ 3RDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ▷࠸᰿ⱼࡀ࠶ࡿࠋⴥ㠧ࡣᖹࠋ
ᇶ㒊ࡢⴥࡢⴥ㠧ࡣཱྀ㏆ࡃࡲ࡛ྜ╔ࡍࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼ
ᗎࡣ῝ࡃᆶࢀࠊᯞࡣࡰᖹࠋᑠ✑ࡣࡲࡤࡽࡘࡁࠊ㛗ࡉ 
㹼PPࠊⵂࡣ㛗ࡉ 㹼PPࠊㆤ✛ࡢ㛗ࡉࡢ  ௨ୗࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦୰㒊௨㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴
ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧⏕⫱ࡍࡿࠋ
３．生育環境
ள㧗ᒣᖏࡽ㧗ᒣᖏࡢⲡཎࠊᶞᯘୗ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
༡ࣝࣉࢫ⏕⫱ࡋࠊ㛫ࣀᓅࠊᑠἙෆᓅࠊ୕అᓘࠊⲨᕝᓅࠊ
ᮾᓅ࡞࡛グ㘓ࡀ࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ࢩ࢝㣗ᐖ㸦㸧ࠊ⏕⫱⎔ቃࡢኚࡼࡿ᳜⏕㑄⛣㸦㸧
ࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
ࢩ࢝㣗ᐖࡢᙳ㡪ࡀࡁࡃࠊ⏕⫱ᆅࡣࣇ࢙ࣥࢫ࡞ࡢᑐ⟇
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᩪ⸨ ⊛㸧



㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍




ムカゴツヅリ

Poa tuberifera Faurie ex Hack.

静岡県カテゴリー 要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ              ࢿ⛉ 3RDFHDH
㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ᰿ⱼࡣ࡞ࡃࠊᇶ㒊ࡢ 㹼 ⠇ࡀࡩ
ࡃࢀ࡚ࠊỈศࡢከ࠸⌫ⱼ≧࡞ࡿࠋⴥࡣ㛗ࡉ 㹼FPࠋᖜ 
㹼PP ࡛ୖୗ㠃ࡶᖹࠋⴥ㠧ࡣࢃࡎᡥᖹ࡛⫼⛸ࡀ࠶
ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼᗎࡣ㛗ࡉ 㹼FPࠋᯞࡣྛ⠇ 㹼
㸦㸧ᮏฟࡿࠋᑠ✑ࡣ㛗࠸ࢆࡶࡕࠊ㛗ࡉ 㹼PPࠋ㹼㸦㸧
ಶࡢᑠⰼࡽ࡞ࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞࠊ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊す㒊
ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᖏࡢⴠⴥᶞᯘෆࡸᯘ⦕⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏕⫱⟠ᡤࡸ⏕⫱㠃✚ࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢኚࡸ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࠊ
㐨㊰⟶⌮ࡼࡿ㝖ⲡ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ሙᡤࡢ᳃ᯘࡢಖᯘෆࡢపᮌࡢ㝖ཤࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧







ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ὸಖ㞝




ウキシバ

Pseudoraphis sordida (Thwaites) S. M. Phillips et S. L. Chen

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ                    ࢿ⛉ 3RDFHDH
［ ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ］ 

１．種の解説
ᢳỈᛶࡢከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋᱰࡣỈ୰ࢆఙࡧࠊࡑࡇ
ࡽᢳฟࡋࡓᯞࡣ┤❧ࡍࡿࠋⴥࡣ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼PPࠋ
ⴥ㠧ࡣⴥ㌟ྠ㛗ࠋ㧗ࡉ PP ᮍ‶ࡢ⭷≧ࡢⴥ⯉ࡀࡿࠋⰼᮇࡣ
㹼 ᭶ࠋ✵୰ⰼᗎࢆฟࡍࠋⰼᗎࡢᇶ㒊ࡣⴥ㠧୰࠶ࡿࠋ㛗
ࡉ 㹼 FP ࡢ୰㍈ࡽᯞࢆฟࡋࠊࡑࡢ୰㒊㏆ࡃᑠ✑ࢆ
୍ಶࡎࡘࡘࡅࡿࠋᑠ✑ࡣ㞝ⰼ㞤ⰼྛ  ಶࡢ  ᑠⰼࡽ࡞ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᮅ㩭༙ᓥࠊ༡ࢪࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊ
ᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
‵ᆅࡸࡢࡾ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ㄪᰝ࡛ࡶᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ụࡢᩚഛ㸦㸧ࡸỈ㉁ở⃮㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊࡑࡢ⏕⫱⎔ቃࡢᨵၿಖᏑࢆ⾜
࠺ࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧

ハスノハカズラ
静岡県カテゴリー

12 ,0$*(




Stephania japonica (Thunb.) Miers

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ       ࢶࢷࣛࣇࢪ⛉ 0HQLVSHUPDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ࢶࣝᛶࡢᖖ⥳ᮌᮏࠋⴥࡣ୕ゅ≧༸ᙧ࡛┪≧ࡘࡃࠋⰼᮇࡣ
㹼 ᭶ࠋⴥ⭆ࡽࡢ࠶ࡿ」ᩓᙧࡢⰼᗎࢆฟࡋࠊῐ⥳Ⰽࡢ
ᑠࡉ࡞ⰼࢆከᩘࡘࡅࡿࠋᯝᐇࡣ㉥⇍ࡍࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜ㸦୰༡㒊㸧ࠊྎ‴ࠊࣥࢻࢩࢼ༙
ᓥࠊࣥࢻࢿࢩࡽࣥࢻࠊࢫࣜࣛࣥ࢝ࠊࣂࣥࢢࣛࢹࢩ
ࣗࠊࢿࣃ࣮ࣝࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࠊ࣏ࣜࢿࢩࠊᅜෆ࡛ࡣᮏ
ᕞ㸦⚄ዉᕝ┴௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛
ࡣఀ㇋す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᾏᓊ㏆࠸పᒣᆅࡢᯘ⦕⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
ྡ†࿘㎶⏕⫱ࡍࡿࠋ⏘ᆅࡣᑡ࡞࠸ࡀ⩌⏕ࡍࡿᡤࡶ࠶
ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
㛤Ⓨࡉࢀࡸࡍ࠸ᡤࡀ⏕⫱ᆅ࡛࠶ࡾࠊ᳃ᯘ㛤Ⓨ㸦㸧ࠊ㐨
㊰ᕤ㸦㸧ࡸᅵᆅ㐀ᡂ㸦㸧࡞࡛ῶᑡࡍࡿ༴㝤ᛶࡀ࠶
ࡿࠋ
６．保護対策
㛤Ⓨ๓ࡢ๓ㄪᰝ࡛⏕⫱ᆅࡢಖㆤࢆᅗࡾࡓ࠸ࠋ

㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧




†すᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ








キタザワブシ

Aconitum nipponicum Nakai subsp. micranthum (Nakai) Kadota

㸦㸻ࢧࢡࣛ࢘ࢬ㸧
静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ

   ࣏࢟ࣥ࢘ࢤ⛉ 5DQXQFXODFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ୰㒊ࡢⱼⴥࡣ⭈ᙧࠊ㛗ࡉ 㹼
FPࠊᖜ 㹼FPࠋ ῝ࡋ∦ࡣ⣽࠸ࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋᩓᡣ
㹼⥲≧ࡢⰼᗎ㛗ࡉ 㹼 FP ࡢ㟷⣸㹼㟷Ⰽࡢⰼࢆࡘࡅ
ࡿࠋⰼࡣᒅẟࡀ࠶ࡿࠋ㐣ཤࡣࠊ㞝ⷁࡀ↓ẟ࡞ࡶࡢࡀࢧ
ࢡࣛ࢘ࢬࠊ᭷ẟ࡞ࡶࡢࡣ࢟ࢱࢨ࣡ࣈࢩࡋ࡚༊ูࡉࢀ࡚࠸
ࡓࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷ள✀࡛ࠊᮏᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝ
ࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
㧗ᒣ㹼ள㧗ᒣᖏࡢⲡཎࡸᯘ⦕ࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸࡚ಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ⲡᆅࡢ㑄⛣㸦㸧ࡸⓏᒣ⪅ࡼࡿ㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࡀῶᑡࡢ
せᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
Ⓩᒣ㐨௨እ❧ࡕධࡽ࡞࠸ࡼ࠺ᑐ⟇ࢆㅮࡎࡿࡇࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧



ᒣ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍


イチリンソウ

Anemone nikoensis Maxim.

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ       ࣏࢟ࣥ࢘ࢤ⛉ 5DQXQFXODFHDH





㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ᰿ⱼࡣ⣳㗽ᙧ࡛ᆅ୰ࢆỈᖹఙࡧ
ࡿࠋⱼࡣ༢୍࡛┤❧ࡍࡿࠋ᰿ฟⴥࡣ  ಶࠊ㹼 ᅇ  ฟ」ⴥ࡛࠶
ࡿࠋᑠⴥࡣ⩚≧῝ࡍࡿࠋⱼⴥࡣ  ಶࠊ ㍯⏕ࠊ ࡋ࡚ࠊ
ୖ㠃ⓑᩬఅẟࡀ࠶ࡾࠊᶓᗈࡀࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ
ⓑⰍ࡛  ಶࢆ㡬⏕ࡋࠊᚄ 㹼 FPࠋⴟ∦ࡣ 㹼 ಶ࠶ࡾᴃ
ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠋⵂࡣ㯤Ⰽࠋ㏆⦕✀ࡢ࢟ࢡࢨ࢟ࢳࢤࡸ
ࢬ࣐ࢳࢤࡣⴟ∦ࡀ 㹼 ಶ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊
㸦ᐩኈᒣ࿘㎶㸧ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ⴠⴥᶞᯘࡢᯘෆࡸᯘ⦕⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣᮾ㒊す㒊ከ࠸ࠋ⏘㔞ࡣ୍㒊⩌⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅬⱁ
᥇ྲྀࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶
ࡿࠋ
６．保護対策
ᅬⱁᑐ㇟✀࡞ࡿ㔝⏕✀ࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵ୍⯡┴ẸၨⓎ
ࡍࡿࠋ
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧




ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




キクザキイチゲ
静岡県カテゴリー

Anemone pseudoaltaica H. Hara
       ࣏࢟ࣥ࢘ࢤ⛉ 5DQXQFXODFHDH

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋ᰿ⱼࡣᰕ≧࡛ᚄ 㹼 PPࠊᆅ୰
ࢆỈᖹఙࡧࡿࠋⱼࡣ༢୍࡛┤❧ࡍࡿࠋ᰿ฟⴥࡣ  ಶ࡛  ᅇ 
ฟ⩚≧」ⴥࠊ∦ࡣ  ῝ࡍࡿࠋⱼⴥࡣ  ಶࠊ ㍯⏕ࠊ 
ࡋࠊᑠⴥࡣᶓᗈࡀࡾ  ࡋ࡚ࠊⴥࡣ㛗ࡉ 㹼 FPࠋⰼᮇ
ࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣῐ㟷⣸ⰍཪࡣⓑⰍ࡛༢⏕ࡋᚄ 㹼FPࠊ᪥ࡀ
ᙜࡓࡿᖹ㛤ࡍࡿࠋⴟ∦ࡣ 㹼 ಶ࠶ࡾࠊᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼
PPࠋⵂࡣⓑⰍࠋ㏆⦕✀ࡢࢬ࣐ࢳࢤࡣᑠⴥࡀᆶࢀࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦රᗜ┴௨㸧
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᖏࡁᬮᖏୖࡢᯘෆࡸᯘ⦕⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣᗈ⠊ᅖከ࠸ࠋ⏘㔞ࡣከ࠸ࠋ᳜⏕㑄⛣ࡼࡿ⏕⫱ࡢᅽ
ຊࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ⮬⏕ᆅࡀከ࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶
ࡿࠋ
６．保護対策
ᅬⱁᑐ㇟✀࡞ࡿ㔝⏕✀ࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵ୍⯡┴ẸၨⓎ
ࡍࡿࠋ                  㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧



ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




アズマイチゲ

Anemone raddeana Regel

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ       ࣏࢟ࣥ࢘ࢤ⛉ 5DQXQFXODFHDH



 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ᰿ⱼࡣ⣳㗽ᙧ࡛ᚄ 㹼PPࠊᆅ
୰ࢆỈᖹఙࡧࡿࠋⱼࡣ༢୍࡛┤❧ࡍࡿࠋ᰿ฟⴥࡣ  ಶ࡛ 
ᅇ  ฟ⩚≧」ⴥࠊ∦ࡣ  ὸࡍࡿࠋⱼⴥࡣ  ಶࠊ ㍯⏕ࠊ
 ࡋ࡚ᆶࢀࠊᑠⴥࡣ  ṑࡀ࠶ࡾࠊⴥࡣ㛗ࡉ 㹼FPࠋ
ⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣⓑⰍ࡛༢⏕ࡋᚄ 㹼 FPࠊ᪥ࡀᙜࡓࡿ
ᖹ㛤ࡍࡿࠋⴟ∦ࡣ 㹼 ಶ࠶ࡾࠊᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠋ
ⵂࡣⓑⰍࠋ㏆⦕✀ࡢ࢟ࢡࢨ࢟ࢳࢤࡣᑠⴥࡀᶓᗈࡀࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊࣟࢩ㸦ࢧࣁࣜࣥࠊ࢘ࢫ࣮ࣜ࡞
㸧ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴
ෆ࡛ࡣす㒊ᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᖏᯘࡢᯘෆࡸᯘ⦕⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣᮾ㒊す㒊࠶ࡾከ࠸ࠋ⏘㔞ࡣ⩌⏕ࡋ࡚ከ࠸ࠋ㛤ⰼ
ᰴᩘࡶከࡃ⏕⫱ࡣⰋዲ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋᅬⱁࡢ᥇ྲྀᅽࢆཷࡅ࡚
࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᯘ⦕ⲡᆅࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࡸᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
ಖㆤᰙࢆタ⨨ࡋ࡚㚷㈹⪅ࡸᙳ⪅ࡢ㋃ᅽࡸ᥇ྲྀࡽಖㆤ
ࡍࡿࠋ 㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧




ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ






レンゲショウマ
静岡県カテゴリー

Anemonopsis macrophylla Siebold et Zucc.

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ      ࣏࢟ࣥ࢘ࢤ⛉ 5DQXQFXODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⱼࡣᩳୖࡋ࡚ୖ㒊࡛ 㹼 ᅇ
ศᯞࡍࡿࠋ᰿ฟⴥࡣⰼᮇࡶᏑᅾࡋࠊᆺ࡛  ಶࠊ㹼 ᅇ
 ฟ」ⴥ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋⱼⴥ 㹼 ಶ࠶ࡾࠊ㛗ࡉ 㹼
FPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ⥲≧ⰼᗎࡢࡣⴭࡋࡃ㛗ࡃࠊᩘಶࡢⰼ
ࢆࡘࡅࡿࠋⰼࡣᚄ 㹼FPࠊୗྥࡁ㛤ࡃࠋᑠⱖࡣ㛗ࡉ 㹼
PPࠋⴟ∦ࡣࡸࡸ⫗㉁ࡢᗈᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊῐ⣚
⣸Ⰽࠋⰼᘚࡣಽ༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊῐ⣸Ⰽࠋ⿄ᯝࡣ 㹼
 ಶࠊ㛗ࡉࡣ 㹼FPࠋ㏆⦕✀ࡣ࡞࠸ࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ᒾᡭ┴㹼㟼ᒸ┴ࠊ⣖ఀᒣᆅ㸧ࠊᅄᅜ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ள㧗ᒣᖏࡽ ᖏୖࡢᯘෆ⏕࠼ࡿࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣఀ㇋ࢆ㝖ࡃྛᆅࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿ
ࡀࠊ⏘ᆅཬࡧ⏘㔞ࡶῶᑡࡋ࡚࠸ࡿᛮ៖ࡉࢀࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
᥇ྲྀࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊศᕸࡢሗࢆබ⾲ࡍࡿ㝿ࡣࠊៅ㔜
࡞㓄៖ࡢᚲせࡀ࠶ࡿࠋ      
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

オオカラマツ
静岡県カテゴリー

㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ຍ⸨ ᚭ




Thalictrum minus L. var kemense (Fr.) Trelease
要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ

࣏࢟ࣥ࢘ࢤ⛉ 5DQXQFXODFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⴥࡣ 㹼 ᅇ  ฟ」⏕ࡋࠊୗ㠃
⭢ẟࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼᗎࡣ㗹≧࡛ⰼࢆࡲࡤࡽࡘࡅ
ࡿࠋᯝࡣ 㹼PP 㛗ࡃࠊ⑭ᯝ⭢ẟࡀ࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣࢪࡽ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢ㒊ᗈࡃࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ
㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᖹᆅᗈࡃศᕸࡍࡿ࣐࢟࢝ࣛࢶࡼࡾ㧗ᆅ࡛ࠊ ᖏࡽள㧗
ᒣᖏࡢᒾୖ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
ᯇᕷኳ❳༊Ỉ❑⏫࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅ࡛࠶ࡿ▼⅊ᒾࡢᔂⴠ㸦㸧ࡸᯘ㐨ᕤ㸦㸧࡞࡛⏕
⫱ሙᡤࡀᾘኻࡍࡿ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
６．保護対策
ᯘ㐨ᕤ࡞࡛ࡣ๓ㄪᰝ࡛☜ㄆࡋࡓ⏕⫱ᆅࢆಖㆤࡍࡿࡇ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ               
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧





ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ




ツゲ

Buxus microphylla Siebold et Zucc.
var. japonica (Müell. Arg. ex Miq.) Rehder et E. H. Wilson

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ             ࢶࢤ⛉ %X[DFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ᖖ⥳పᮌࠋ㧗ࡉ 㹼Pࠋᖿࡣศᒱࡀከ࠸ࠋᯞࡣ↓ẟ࡛⛸
ࡀ࠶ࡿࠋⴥࡣᑐ⏕ࡋ  ิ⏕ࡋ࡚ࠊཌ࠸㠉㉁ࡢಽ༸ᙧ࡛㛗ࡉ
㹼FPࠋ⦕࡛ⴥඛࡣᚤพᙧࠋ㞤㞝ྠᰴࠋⰼࡣ 㹼 ᭶ࠋ
ⰼࡣ⭆⏕ྀ࡛⏕ࡋῐ㯤Ⰽࠊ㞝ⰼᅖࡲࢀ࡚  ಶࡢ㞤ⰼࡀ࠶
ࡿࠋⵧᯝࡣ㛗ࡉ FP ࡛  ᒱࡋࡓⰼᰕࡀゅ≧ṧࡿࠋ㢮ఝ✀
ࡢࢾࢶࢤࡣࣔࢳࣀ࢟⛉࡛ⴥࡀ⏕ࡋࠊᚤ㗬ṑࡀ࠶ࡾⴥඛ
ࡣᚤฝᙧ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ᒣᙧ┴௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊᒇஂ
ᓥศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮ ᖏᒣᆅࡢᑿ᰿ࡸᒾᆅ࡛▼⅊ᒾࡸ⺬⣠ᒾࢆዲࡴࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣᑡ࡞࠸ࠋ⏘㔞ࡶከࡃࡣ࡞࠸ࠋ⏕⫱ᆅ࿘㎶ࡢ㧗ᮌᒙ
ࡀ⿕㝜࡞ࡗ࡚⏕⫱≧ἣࡀᝏࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᯘෙࡢ⿕㝜㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿ
６．保護対策
࿘㎶ࡢ㧗ᮌࢆఆ㛤ࡋ࡚ග᮲௳ࢆᨵၿࡍࡿࠋ
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

チシマネコノメソウ

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ὸಖ㞝


Chrysosplenium kamtschaticum Fisch. ex Ser.

静岡県カテゴリー 要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ        ࣘ࢟ࣀࢩࢱ⛉ 6D[LIUDJDFHDH
㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛

１．種の解説
ከᖺⲡࠋⰼᚋࠊ᰿ฟⴥࡢⴥ⭆ࡽ㉮ฟᯞࢆฟࡋࠊࡑࡢඛ
ࣟࢮࢵࢺࢆసࡾ㉺ࡍࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼⱼࡣ㧗ࡉ 㹼
PP ࡛↓ⴥ୍ᑐࡢⴥࢆᑐ⏕ࡍࡿࠋⰼⱼࡢඛࡢ㞟ᩓⰼᗎ
୧ᛶࡢᑠⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼᗎࡣⴥ≧ࡢⱖࡀ࠶ࡿࠋⰼᘚࡣ࡞ࡃ
ⴟ∦ࡀ  ಶ࡛ᯝࡲ࡛ṧࡿࠋⰼࡢᚄࡣ 㹼PPࠋⴟ∦ࡣⰼ
ᖹ㛤ࡋ㯤⥳Ⰽࠋⰼ┙ࡣῐ㯤⥳Ⰽ࡛┠❧ࡘࠋⵂࡣ  ಶ࡛㩭
㯤Ⰽࡲࡓࡣở⣚Ⰽࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣࣟࢩ㸦࣒࢝ࢳࣕࢶ࢝ࠊࢡ࣮ࣜࣝࠊࢧࣁࣜࣥ㸧
ࠊᅜෆ࡛ࡣ༡༓ᓥࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦㏆␥ᆅ᪉௨㸧ศᕸ
ࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
༡ࣝࣉࢫࡢளᐮᖏࡽ෭ ᖏࡢ᳃ᯘそࢃࢀࡓἑἢ࠸
ࡢ㝜‵ᆅ⏕࠼ࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸࡚ಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
㔞ฟỈࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢ◚ቯ㸦㸧ࡸ᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࡼ
ࡿ⎔ቃࡢኚࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽ᳃ᯘఆ᥇࡞ࡼࡿᛴ⃭࡞⎔ቃኚ
ࢆ࠼࡞࠸ࡇࠋ            㸦ὸಖ㞝㸧




㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍




ムカゴユキノシタ
静岡県カテゴリー

Saxifraga cernua L.

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ             ࣘ࢟ࣀࢩࢱ⛉ 6D[LIUDJDFHDH
［ ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ］ 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋ᰿ฟⴥࡣ㛗ࡉ 㹼 FP ࡢࡀ࠶
ࡾࠊ⭆㉥Ⰽࡢ㛗༸ᙧ࡛㛗ࡉ  PP ࡢ⌔ⱆࢆࡘࡅࡿࠋⴥ㌟
ࡣᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 PPࠊᇶ㒊ࡣᚰᙧ࡛ 㹼 ୰ࡍࡿࠋⱼ
ⴥࡣ⭢ẟࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ  ᭶ࠋࡩࡘ࠺ṇᖖⰼࡣⰼⱼࡢ㡬
ࡁ 㹼 ಶࡘࡅࠊࡣ⌔ⱆ࡞ࡿࠋⰼᘚࡣⓑⰍ࡛ᩳୖࡋ࡚
ಽᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ༙⌫ࡢᐮᖏཬࡧ㧗ᒣࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦୰㒊ᆅ
᪉㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
㧗ᒣᖏࡢᒾ♟ࡢከ࠸ⲡᆅࡸᒾୖࡢࡸࡸ‵ࡗࡓᡤ⏕⫱
ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣ༡ࣝࣉࢫ࡛ᑡ࡞࠸ࠋ⏘㔞ࡣᩘᰴࡎࡘࡀ⏕⫱ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱ࡢᅽຊࢆぢཷࡅࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋ
Ⓩᒣ⪅ࡢ㋃ᅽ㸦㸧ࡶཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ
６．保護対策
Ⓩᒣ㐨ࢆ⏕⫱ሙᡤࡽᅇ㑊ࡋ࡚ᩚഛࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

アズマツメクサ
静岡県カテゴリー



㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ


Tillaea aquatica L.

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ       ࣋ࣥࢣࢯ࢘⛉ &UDVVXODFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１．種の解説
୍ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣᇶ㒊࡛ศᯞࡋ᮰⏕ࡍࡿࠋⴥࡣ
⥺≧ᢨ㔪ᙧࠊ㗦㢌ࠊ㛗ࡉ PPࠋᖜ⣙ PPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ
ⰼࡣⴥ⭆༢⏕ࡋࠊ ᩘᛶࠋⰼᘚࡣⓑⰍࠋⰼࡣᑠᲬ≧ࡢ⻤
⭢ࡀ࠶ࡿࠋ⿄ᯝࡣῐ⣚Ⰽࠋ୍ぢጼࡀఝ࡚࠸ࡿࢶ࣓ࢡࢧ㸦ࢼࢹ
ࢩࢥ⛉㸧ࡢⰼࡣ  ᩘᛶ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ༙⌫ࡢ ᖏᇦࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞศᕸ
ࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
‵ᆅࡸ⏣ࢇࡰࠋ
４．生育状況
㟼ᒸᕷࡸ↝ὠᕷࡢỈ⏣ぢࡽࢀࡿࡀࠊ⏕⫱ᆅࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
‵ᆅࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࡸ㎰⸆ࡢ⏝㸦 ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶
ࡿࠋ
６．保護対策
Ỉ⏣࡛ࡢ㎰⸆ࡢ⏝ࢆᑡ࡞ࡃࡍࡿࡇࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧





☬⏣ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ






フサモ

Myriophyllum verticillatum L.



㸦㸻࢟ࢶࢿࣀ࢜㸧
静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ 

   ࣜࣀࢺ࢘ࢢࢧ⛉ +DORUDJDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ỿỈᛶࡢከᖺⲡࠋⱼࡣ㛗ࡃఙࡧ࡚ศᯞࡍࡿࠋⴥࡣ 㹼 ㍯
⏕࡛⩚≧⣽ࡍࡿࠋỈ୰⏝ࡢⴥࡢ㛗ࡉࡣ 㹼FPࠋẼ୰ⴥ
ࡣ 㹼PPࠋ㞤㞝ྠᰴࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼᗎࡣ 㹼FP ࡛
Ỉ㠃ୖฟࡿࠋୖ㒊㞝ⰼࠊୗ㒊㞤ⰼࢆࡘࡅࡿࠋ㞝ⰼࡣⰼ
ᘚ  ᯛ࡛㞝ⷁࡀ  ᮏࠋ㞤ⰼࡣⴟ⟄ࡢඛ  ಶࡢᰕ㢌ࡀእྥࡁ
ࡘࡃࠋ▼ᯝࡣ༸≧⌫ᙧ࡛  ᐊࠋ⛅ⱼࡸഃᯞࡢඛ㉺ⱆ
㸦Ṫⱆ㸧ࢆᙧᡂࡍࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ࣮ࣚࣟࢵࣃࠊࣇࣜ࢝㒊ࠊࢪࠊ࣓ࣜ࢝
ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛
ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ụࡸᑠᕝࡢỈ୰⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ࡢㄪᰝ࡛ࡶᅇࡢㄪᰝ࡛ࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ụࡢᇙࡵ❧࡚㸦㸧ࠊỈ㊰ࡢࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㸦㸧ࠊỈ
㉁ở⃮㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
Ỉ㉁ࢆྵࡵࡓ⏕⫱⎔ቃࡢಖࠋ     㸦ὸಖ㞝㸧

12 ,0$*(




カワラサイコ

Potentilla chinensis Ser.

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ              ࣂࣛ⛉ 5RVDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋⱼࡢ㧗ࡉ 㹼FP ࡛㛗ẟࡀ⏕࠼ࡿࠋⴥࡣወᩘ⩚≧
」ⴥࠋ᰿ฟⴥࡣ᮰⏕ࡋࠊⱼⴥࡣ⏕ࡍࡿࠋᑠⴥࡣ 㹼 ᯛࠊ
ᑠⴥࡢ㛫ᑠࡉ࡞ᒓᑠⴥ∦ࢆࡘࡅࡿࠋ⾲㠃ࡣ⥳Ⰽ࡛ẟࡣᑡ࡞
࠸ࡀࠊ㠃ࡣⓑ⥥ẟࡀᐦ⏕ࡍࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⱼ㡬ࡢᩓ
ᡣ≧㞟ᩓⰼᗎከᩘࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼࡣᚄ 㹼PPࠋⰼᘚࡣ㯤
Ⰽࠋ㢮ఝࡢࣄࣟࣁࣀ࢝࣡ࣛࢧࢥࡢᑠⴥࡣ 㹼 ᯛ࡛ࠊᒓᑠ
ⴥ∦ࡣ࡞࠸ࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᴟᮾࣟࢩࠊ୰ᅜࠊᮅ㩭༙ᓥࠊྎ‴ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏ
ᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸ
ࡍࡿࠋ
３．生育環境
෭ ᖏࡸᬮ ᖏࡢ᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸◁♟ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
ᐩኈᒣ㯄ࡢ◁♟㉁ࡢ〄ᆅࡸࡁ࡞ἙᕝࡢἙཎ࡞⏕⫱ࡋ
࡚࠸ࡿࡀಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡼࡿ〄ᆅࡢῶᑡࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽࠊࡑࡢ࿘ᅖࡢ⿕そ᳜≀ࢆ㝖ཤࡋࠊ᪥ᙜ
ࡓࡾࢆࡼࡃࡍࡿࡇࠋ           㸦ὸಖ㞝㸧





ᐩኈᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ






ミヤマモミジイチゴ
静岡県カテゴリー

Rubus pseudoacer Makino

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ            ࣂࣛ⛉ 5RVDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１．種の解説
ⴠⴥᑠపᮌࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⱼࡣ┤❧ࡲࡓࡣᩳୖࡋ࡚ࠊ
ࡁࡲࡤࡽᑠࡉ࡞่ࡀ࠶ࡿࠋⴥࡣ⏕ࡋ࡚ᚰᙧ࡛ᚄ 㹼
FPࠊᇶ㒊ࡣᚰᙧ࡛ࠊ࢚࢝ࢹ㢮ఝ࡚ᤸ≧ 㹼 ῝ࡋࠊ᭦Ḟ
้㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋⴥࡣ㛗ࡉ 㹼 FPࠊᑠࡉ࡞่ࡀ࠶ࡿࠋ
ⰼࡣ  ᭶ࠋⰼࡣⓑⰍ࡛ᚄ 㹼 PPࠊⴟ∦ࡣඛࡀᑿ≧ᑤࡿࠋ
㞟ྜᯝࡣ⌫ᙧ࡛ᚄ FPࠊ ᭶㉥⇍ࡍࡿࠋ㏆⦕✀ࡢ࣑࣐ࣖࢽ࢞
ࢳࢦࡣⴥࡀ㛗༸ᙧ࡛  ୰࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦⛛∗ᒣᆅ௨す㸧ࠊᅄᅜศ
ᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ள㧗ᒣᖏࡢᯘ⦕ࡸᒾᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣ⪷ᓅࡸ㒊ࡢᒣᓅグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊ
ࡑࡢᚋࡢ☜ㄆሗࡣ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
࿘㎶ࡢᶞᮌࡼࡿ⿕㝜㸦㸧ࡀ⬣ጾᛮࢃࢀࡿࠋ
６．保護対策
☜ㄆࡋࡓࡣ⏕⫱ᆅ㐺ࡋࡓᑐᛂᥐ⨨ࢆ⾜࠺ࠋ
      㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ホウロクイチゴ
静岡県カテゴリー



ᒱ㜧┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍


Rubus sieboldii Blume

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ            ࣂࣛ⛉ 5RVDFHDH
 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ࢶࣝᛶࡢᖖ⥳పᮌࠋⱼࡣᘪ≧ᶓఙࡧࠊῐ〓Ⰽࡢ⥥ẟࡀ
ᐦ⏕ࡋࠊ㔪≧ࡢ่ࡀࡲࡤࡽ࠶ࡿࠋⴥࡣ⏕ࡋ༸ᙧ࡛㛗ࡉ
㹼FPࠊὸࡃࡅ⦕ࡣ㗦࠸㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋⴥ㉁ࡣཌࡃࠊⴥ
⬦ࡣ㠃㝯㉳ࡍࡿࠋ㠃ࡸⴥῐ〓Ⰽࡢ㌾ẟࡀᐦ⏕ࡋᑠ
ࡉ࡞่ࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣⴥ⭆ࡘࡁᚄ  FPࠋⰼ
ᘚࡣⓑⰍࡢᗈᴃᙧ࡛⦕ࡣἼᡴࡘࠋ㞟ྜᯝࡣ⌫ᙧ࡛ᚄ FPࠋ
㹼 ᭶㉥⇍ࡍࡿࠋ㏆⦕✀ࡢ࢜࢜ࣇࣘࢳࢦࡣⰼᮇࡀ 㹼
᭶࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ᪉௨す㸧ࠊᅄᅜࠊ
ᕞࠊ⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ἢᾏࡢᒣᆅࡢᯘ⦕⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
グ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⏘ᆅࡣ  ࣨᡤ࡛࠶ࡿࡀࠊ⏕⫱ࡢヲ⣽ࡣ᫂
࡛࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇㸦㸧క࠺⏕⫱ࡢ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡢグ㘓ࡀ࠶ࡗࡓᆅᇦࡢ㛤Ⓨࢆࡍࡿࡣࠊ☜ㄆㄪᰝࢆⰼ
ᮇᯝᮇ⾜࠺ࠋ 
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧





୕㔜┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ








ナガボノアカワレモコウ
静岡県カテゴリー

Sanguisorba tenuifolia Fisch. ex Link

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ             ࣂࣛ⛉ 5RVDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋⱼࡣ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣወᩘ⩚≧」ⴥࠋᑠⴥࡣ
㹼 ᯛࠋ⊃ᴃᙧࡽᗈᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼FPࠊ
⦕㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼᗎࡣ㡬⏕ࡋࠊ㛗ᰕᙧ
࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊᚄ 㹼PPࠋ⣚⣸Ⰽࡢᑠⰼࢆᐦ⏕ࡍࡿࠋⰼ
ࡣⰼᗎࡢඛ➃ࡽ㛤ⰼࡍࡿࠋⰼࡣⰼᘚࡣ࡞ࡃࠊⴟ∦ࡣ῝ࡃ
 ࡍࡿࠋ㞝ⷁࡣ  ಶ࡛ⰼᚋࡶᐟᏑࡍࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ᮏ✀ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓ┴ෆ⏘ࡢ୍㒊ࡣࠊᮏ✀࣡ࣞࣔࢥ࢘ࡢ୰㛫ⓗᙧែࢆ
᭷ࡍࡿ࣑࣐ࣖ࣡ࣞࣔࢥ࡛࢘࠶ࡿࡇࡀุ᫂ࡋࡓࠋⰼᗎࡀ࠶ࡲ
ࡾୗᆶࡏࡎࠊࡲࡓ㞝ⷁࡀⰼᚋ⬺ⴠࡍࡿࡇ࡛ᮏ✀༊ูࡉ
ࢀࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮾ࣮ࣚࣟࢵࣃࠊࣟࢩࠊᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊᅜෆ
࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊
ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ụ࿘㎶ࡢ‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣᑡ࡞ࡃࠊಶయᩘࡶᑡ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
ụ࿘㎶ࡢⲡᆅࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇࠋ 㸦ὸಖ㞝㸧

ף㹎㹇㹖㹒㸿




カラハナソウ Humulus lupulus L.
var. cordifolius (Miq.) Maxim. ex Franch. et Sav.
静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）
） ኚ᭦࡞ࡋ

ࢧ⛉ &DQQDEDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ࢶࣝᛶࡢከᖺⲡࠋⱼࡣୗྥࡁࡢ่ẟࡀ࠶ࡾࠊᶞᮌ࡞ࡼࡌ
Ⓩࡗ࡚⦾ⱱࡍࡿࠋⴥࡣ༸ᙧ࡛࠶ࡿࡀࠊ㹼 ࡍࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋ
㞤㞝␗ᰴࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㞤ⰼᗎࡣ㛗ࡉ 㹼FP ࡢ༸ᙧ࡛ࠊ
㞝ⰼᗎࡣࡁ࡞㗹ⰼᗎ࡞ࡿࠋ⑭ᯝࡢ⾲㠃ࡣⱞࡳࢆྵࡴ㯤
Ⰽࡢᑠ⭢Ⅼࡀከࡃ࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜ㒊ࠊᅜෆ࡛ࡣ༡༓ᓥࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦୰㒊௨
㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
෭ ᖏᇦࡢ㞧ᮌᯘࡢᯘ⦕ࡸἙཎ࡞ࡢ᫂ࡿ࠸ሙᡤࠋ
４．生育状況
ᐩኈᒣす㯄ࡢᮅ㟝㧗ཎ࡛ࡣࡲࡔぢࡽࢀࡿࡀࠊࡢᆅᇦ࡛ࡣࣄ
ࣀ࢟࡞ࡢ᳜ᯘࡀ㐍ࡳࢇぢࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ
５．減少の主要因と脅威
ⲡᆅ㸦㸧ࡸ㞧ᮌᯘࡢῶᑡ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
᫂ࡿ࠸ᯘ⦕ࢆకࡗࡓⴠⴥᛶࡢ㞧ᮌᯘࢆಖᏑࡍࡿࡇࠋ
                     
㸦ὸಖ㞝㸧





ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




ミヤマニガウリ
静岡県カテゴリー

Schizopepon bryoniifolius Maxim.

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ           ࢘ࣜ⛉ &XFXUELWDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ࢶࣝᛶࡢ୍ᖺⲡࠋᕳࡁࡦࡆࡣⴥᑐ⏕ࡋࠊ ᒱࡋ࡚㛗࠸ࠋ
ⴥࡣⷧࡃᚰᙧ࡛ 㹼 ゅᙧࠋ㞝ᰴ୧ᛶⰼᰴࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ
㹼 ᭶ࠋ㞝ⰼࡣ⥲≧ࡘࡁࠊⰼෙࡣⓑⰍ࡛  ࡋ࡚ᚄ PPࠋ
୧⏕ⰼࡣⴥ⭆ࡽฟࡿ㛗༢⏕ࡋ࡚ࠊ㯤Ⰽࡳࢆᖏࡧࡓⓑ
Ⰽࠋᾮᯝࡣᴃᙧ࡛㛗ࡉ⣙ FPࠋ✀Ꮚࡣ 㹼 ಶࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣࣟࢩ㸦࢘ࢫ࣮ࣜࠊࢧࣁࣜࣥ㸧ࠊ୰ᅜᮾ㒊ࠊᮅ
㩭༙ᓥศᕸࡍࡿࠋᅜෆ࡛ࡣ༡༓ᓥࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᕞࠊ
┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ளᐮᖏࡽ෭ ᖏࡢ㇂➽ࡢᯘ⦕ࡸᯘ㐨⬥ࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸࡚ࠊಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࡼࡿ⎔ቃኚࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
ᯘ㐨ࡢ⿵ಟᕤ࡞࡛ࠊ⏕⫱ᆅࢆ◚ቯࡋ࡞࠸ࡼ࠺༑ศὀ
ពࡍࡿࡇࠋ
㸦ὸಖ㞝㸧

イワウメヅル

㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ὸಖ㞝


Celastrus flagellaris Rupr.

静岡県カテゴリー 要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ          ࢽࢩ࢟ࢠ⛉ &HODVWUDFHDH
㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛

１．種の解説
ࢶࣝᛶࡢⴠⴥపᮌࠋᯞࡢഃⱆࡢୖࡽẼ᰿ࢆฟࡋ࡚ᮌࡸᒾ
㏺࠸ୖࡀࡿࠋᖺᯞࡣ㯤⥳Ⰽࠊ๓ᖺᯞࡣᬯ⣸Ⰽࠋᖺᯞ๓
ᖺᯞࡣங㢌≧✺㉳ࢆᐦ⏕ࡍࡿࠋⴥࡣᙧ࡞࠸ࡋ⳻ᙧ≧༸ᙧࠋ
㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼FPࠋ㞤㞝␗ᰴࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⴥ⭆
㞝ⰼࡣ 㹼 ಶࠊ㞤ⰼࡣ㸯ಶࡘࡅࡿࠋⰼࡣ㯤⥳Ⰽࠊᚄ 㹼
PPࠋᯝᐇࡣ 㹼 ᭶ࡈࢁ㯤⇍ࡋࠊ〓Ⰽࡢ✀Ꮚࡀ 㹼 ಶ࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜᮾ㒊ࠊ࣒࣮ࣝࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊ
ᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮ ᖏࡽ෭ ᖏᒣᆅࡢᒾࡸᶞᖿ㏺࠸ୖࡀࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᐩኈᒣ࿘㎶⏕⫱ࡍࡿࡀಶయᩘࡣᑡ
࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ఆ᥇ࡼࡿኳ↛ᯘࡢῶᑡ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋᚋࡣࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
ኳ↛ᯘࡢఆ᥇ࢆᢚ࠼ࠊేࡏ࡚ࢩ࢝ࡢ㢌ᩘࢆไ㝈ࡍࡿࡇࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧






ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍




Viola chaerophylloides (Regel) W. Becker
var. sieboldiana (Maxim.) Makino

ヒゴスミレ

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ            ࢫ࣑ࣞ⛉ 9LRODFHDH

静岡県カテゴリー

［ ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ］ 

１．種の解説
ᑠᆺࡢከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ࢚ࢨࣥࢫ࣑ࣞఝ࡚ࠊⴥࡣ
ࡉࡽ⣽ࡍࡿࠋⴥ㌟ࡣ  ࡋࠊ∦ࡀࡉࡽ  ᅇ῝ࡍ
ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣᚄ 㹼FPࠊⓑⰍ࡛၁ᘚ⣸᮲ࡀ࠶
ࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦⛅⏣┴௨༡㸧ࠊᅄᅜࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᒣᆅࡢ᫂ࡿ࠸ᯘෆࡸᯘ⦕⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
ᐩኈᐑᕷࠊ㟼ᒸᕷΎỈ༊ࠊᯇᕷ࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ⏕⫱ᆅࡣ
ᑡ࡞࠸ࠋ⩌⏕ࡍࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᒣᯘఆ᥇㸦㸧ࠊᯘ㐨ᕤ㸦㸧ࡸⲡᆅ㛤Ⓨ㸦㸧࡞࡛⏕
⫱ᆅࡀᾘኻࡍࡿ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ᳜⏕㑄⛣㐍⾜㸦㸧ࡼ
ࡿ⿕㝜࡛⏕⫱⎔ቃࡀᝏࡋಶయᩘࡢῶᑡࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋࡉࡽ
ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡢ༴㝤ᛶࡶᣦࡉࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡢಖㆤࡸ㛫ఆ࡞ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃ⥔ᣢࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋࡲࡓࠊᅬⱁ᥇ྲྀࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵ⏘ᆅሗࡢ⟶⌮ࡶᚲせ࡛
࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧

イヨフウロ

ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ


Geranium shikokianum Matsum. var. shikokianum

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ        ࣇ࢘ࣟࢯ࢘⛉ *HUDQLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ㛤ฟࡸࡸୗྥࡁࡢ㛗ẟࡀ
࠶ࡿࠋⱼⴥࡣ⭈ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊᤸ≧  ୰㹼῝ࡋࠊ
୧㠃㛗ẟࡀ࠶ࡿࠋᡸⴥࡣྜ⏕ࡋ࡚ᗈ༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠊ
⭷㉁࡛〓Ⰽࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣⱼ㡬ࡸᯞඛ  ಶࡎࡘࡘ
ࡁࠊ⣚⣸Ⰽ࡛ᚄ 㹼PPࠋⰼᰕࡣ  ῝ࡍࡿࠋⰼࡣᯝ
Ỉᖹ௨ୗ࡞ࡾࠊศᯝࡣ㛗ࡉ  FPࠋ㏆⦕✀ࡢࢧ࣐ࣇ࢘
ࣟࡣⱼࡢẟࡀୗྥࡁࡢఅẟ࡛ࠊⰼࡣⰼᮇ┤❧ࡍࡿࠋ
２．分布

ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ຍ⸨ᚭ
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦ᮾᾏᆅ᪉௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞศ

ᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᖏୖࡽள㧗ᒣᖏࡢ᪥ࡀᙜࡓࡿⲡᆅࡸ〄ฟࡋࡓᒾᆅ
⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣឡ㮚ᒣࠊᐩኈᒣࠊⲨᕝᓅࠊ㯮ἲ
ᖌᓅ࡞ྛᆅࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊ㑄⛣ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ
ᛮࢃࢀࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
㑄⛣ࡢ㐍⾜㸦㸧ࡀ⬣ጾ࡞ࡗ࡚࠸ࡿᛮ៖ࡉࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡁࡣ⏕⫱≧ἣࢆᢕᥱࡋ࡚ᑐ⟇ࢆ⦎ࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧






コイヌガラシ

Rorippa cantoniensis (Lour.) Ohwi

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ  ࣈࣛࢼ⛉%UDVVLFDFHDH&UXFLIHUDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１．種の解説
୍ᖺⲡࠋⱼ୰࣭ୗ㒊ࡢⴥࡣ⩚≧῝ࡋࠊ∦ࡣ㛗ᴃᙧ࡛
㗬ṑࡀ࠶ࡾࠊⱼୖ㒊ࡢⴥࡣ↓ࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋྛⰼⱖⴥ
ࡀ࠶ࡿࠋⰼࡣ  ಶ࡛⭆⏕ࡍࡿࠋⰼࡣ㯤Ⰽࠊⰼᘚࡢ㛗ࡉ 㹼
PPࠋᯝᐇࡣᰕ≧㛗ᴃᙧࠊ㛗ࡉ 㹼PPࠊᯝࡣࡈࡃ▷࠸ࠋ
ᮾࢪᗈᕸࡍࡿࠋ㏆ఝ✀ࡢࢾ࢞ࣛࢩࡣ⥲≧ⰼᗎࢆ࡞
ࡍࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊᮾ༡ࢪࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊ
ᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
Ỉ⏣࡞ࡢỈ‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣ⸨ᯞࡢグ㘓ࡀ࠶ࡾࠊ⏘ᆅࡣࡑࡢ
࿘㎶࡛☜ㄆࡉࢀࡓࠋ↝ὠᕷࡸᕝᕷ࡞⏕⫱ࡋࠊ⩌⏕ࡍࡿ
ᡤࡶ࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
Ỉ⏣ࡢ⏣㸦㸧㎰⸆ởᰁ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏣ࡣ㎰ᴗ⏕⏘ࡢຠ⋡࡛࠶ࡾ⮴ࡋ᪉࡞࠸ࡀῶ㎰⸆
ດࡵࡿࠋ                 
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ナガバノウナギツカミ
静岡県カテゴリー



↝ὠᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ


Persicaria hastatosagittata (Makino) Nakai

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ   ࢱࢹ⛉ 3RO\JRQDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛 

１．種の解説
୍ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡢୗ㒊ࡣᆅࢆ㏺࠸ࠊୖ㒊ࡣ┤
❧ࡋ࡚㏫่ࡀ࠶ࡿࠋⴥࡣ▷ࡀ࠶ࡾ⏕ࡋ࡚ࠊᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ
㹼FPࠊඛࡣ㗦ᑤᙧࠊᇶ㒊ࡣ㖝ᙧࡲࡓࡣ▮ᑼᙧ࡛࠶ࡿࠋᡸ
ⴥ㠧ࡣษᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊ⦕ẟࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼
᭶ࠋῐ⣚⣸Ⰽࡢᑠⰼࢆ⥲≧ⰼᗎᐦ㞟ࡋ࡚㢌≧࡞ࡿࠋⰼ
ࡣ㯮࠸⭢ẟࢆᐦ⏕ࡍࡿࠋ㏆ఝ✀ࡢ࢟ࣀ࢘ࢼࢠࢶ࣑࢝ࡣⰼ
ࡀ↓ẟ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊ࢘ࢫ࣮ࣜࠊᅜෆ࡛ࡣ
ᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊す㒊
ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᖏపᆅࡢỈ‵ᆅ⏕࠼ࡿࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣᮾ㒊す㒊ࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊ⮬
⏕⎔ቃࡀኻࢃࢀ࡚࠸ࡿᛮ៖ࡉࢀࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
‵ᆅ㛤Ⓨ㸦㸧ࡀࡓࡿせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
‵ᆅࡀኻࢃࢀ࡚࠸ࡿ⌧≧㚷ࡳࠊ‵ᆅࡢ㛤Ⓨࢆ㑊ࡅ࡚ಖ
ࡍࡿࠋ               
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧





༓ⴥ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍





ヒゲネワチガイソウ
静岡県カテゴリー

Pseudostellaria palibiniana (Takeda) Ohwi

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ   ࢼࢹࢩࢥ⛉ &DU\RSK\OODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋࡸࡸࡩࡃࡽࢇࡔ᰿ࡀ 㹼 ᮏ࠶ࡿࠋ
ⱼࡣᯞศࢀࡏࡎ┤❧ࡍࡿࠋⴥࡣᑐ⏕ࡋࠊࡋࡤࡋࡤ  ᙧࢆࡋࡵ
ࡍࠋୖ㒊ࡢⴥࡣᗈᢨ㔪ᙧࡽᗈ༸ᙧ࡛  ᯛࡢⴥࡀ᥋㏆ࡋ࡚㍯⏕
≧࡞ࡿࠋୗ㒊ࡢⴥࡣಽᢨ㔪ᙧ࡛ 㹼 ᑐࡣ࡞ࢀ࡚ࡘࡃࠋⰼᮇ
ࡣ 㹼 ᭶ࠋⱼࡢඛ➃ࡽ↓ẟࡢⰼࢆฟࡋࠊⓑⰍࡢ  ⰼࢆୖ
ྥࡁ㛤ࡃࠋ㢮⦕✀ࡢ࣡ࢲࢯ࢘ࡣⰼࡢẟࡢ᭷↓࡛༊ู࡛ࡁ
ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦⚟ᓥ┴௨༡ࡽ୰㒊㸧
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
෭ ᖏࡢⴠⴥᶞᯘෆࠋ
４．生育状況
๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ࡢㄪᰝ࡛ࡣᪧỈ❑⏫ᪧబஂ㛫⏫ࡢグ㘓ࡀ࠶
ࡿࡀࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡑࡢᆅᇦ࡛ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
５．減少の主要因と脅威
ⴠⴥᗈⴥᶞᯘࡢࢫࢠ࣭ࣄࣀ࢟ࡢேᕤᯘ㸦㸧ࠋ᭱㏆࡛ࡣࢩ
࢝ࡼࡿ㣗ᐖ㸦㸧ࡀ࡞ῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࢩ࢝㜵㝖ࡢᰙࢆసࡿࡇࠋ    㸦ὸಖ㞝㸧


ホソバハマアカザ

ᕝ᰿ᮏ⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




Atriplex patens (Litv.) Iljin

㸦㸻࣍ࢯࣂࣀࣁ࣐࢝ࢨ㸧
静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ  ࣄࣘ⛉ $PDUDQWKDFHDH
 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
୍ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋࣁ࣐࢝ࢨఝࡿࠋⴥࡣ㛗ࡉ 㹼
FPࠊ⣽ࡃ⦕ࡣ⦕ከᑡṑⱆࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㞤
ⰼࡢᑠⱖࡣ⳻≧୕ゅᙧ࡛ᇶ㒊ࡣ㕌ᙧࡰษᙧ࡛࠶ࡿࠋᯝᮇ
ࡣࣁ࣐࢝ࢨࡼࡾ㐜࠸ࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣࢪᮾ㒊ࠊᅜෆ࡛ࡣ༡༓ᓥࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊ
ᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศ
ᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᾏᓊࡢ◁ࠊሷ‵ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
ὠᕷࡸᯇᕷす༊࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᾏᓊ㛤Ⓨ㸦㸧ࡸᾏᓊ᳜⏕ࡢኚ␗㸦㸧࡞࡛⏕⫱ᆅࡀῶ
ᑡࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡢಖㆤࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ㸧





ᯇᕷす༊  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ




ミドリアカザ

Chenopodium bryoniifolium Bunge ex Trautv.

㸦㸻࣐ࣖ࢝ࢨ㸧
静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ    ࣄࣘ⛉ $PDUDQWKDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧㹛 

１．種の解説
୍ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ⣽ࡃ┤❧ࡋ࡚ศᯞࡍࡿࠋⴥࡣ
⥳Ⰽ࡛㛗࠶ࡾ⳻≧༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊඛࡣᑤࡾᇶ㒊ࡣษᙧ
ࡲࡓࡣᗈᴂᙧ࡛ࠊ㹼 ᑐࡢ∦ࡀ࠶ࡾ⦕࡛࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼
 ᭶ࠋⰼᗎࡣ㛗ࡉ 㹼FPࠊࡲࡤࡽⰼࢆࡘࡅࡿࠋⴟࡣ  ῝
ࡋ࡚∦ࡣ㛗ࡉ  PPࠋ㏆ఝ✀ࡢࢩࣟࢨࡣⴥࡢᇶ㒊∦ࡀ
࡞ࡃࠊⱝ࠸ⴥⓑⰍࡢ⢊≧ẟࡀ࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣࣟࢩ㸦ࢩ࣋ࣜࠊ࣒࣮ࣝࠊ࢘ࢫ࣮ࣜ㸧ࠊᮅ㩭༙
ᓥࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ
୰㒊す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᖏୖࡢᒣࡍࡑࡢ᪥ࡀᙜࡓࡿ♟ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏕⫱グ㘓ࡀ࠶ࡿ⏘ᆅࡣᑡ࡞ࡃࠊ⏘㔞ࡶᑡ࡞࠸ᛮࢃࢀࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᯘ㐨ࡢᩚഛࡸᣑᖜᕤ㸦㸧ࡀ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
ᯘ⦕ࢆᕤࡍࡿࡣὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
              㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

モロコシソウ Lysimachia sikokiana Miq.
㸦㸻࣐ࣖࢡࢿࣥ࣎㸧
静岡県カテゴリー

12 ,0$*(




詳細な生育地不明



要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ

ࢧࢡࣛࢯ࢘⛉ 3ULPXODFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ┤❧ࡲࡓࡣᩳୖࡍࡿࠋⴥࠊⰼᗎ
ࡶᚤ⣽࡞⭢ẟࢆᩓ⏕ࡍࡿࠋⴥࡣ⏕ࡋࠊ㛗ࡉ 㹼 FPࠊ
ᖜ 㹼 FPࠋ↓ẟࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋୖ㒊ࡢⴥ⭆  ⰼࡎࡘࡘ
ࡅࡿࠋⰼࡣ⣽ࡃࠊ㛗ࡉ 㹼 FP ࡛ᚄ 㹼 FP ࡢ㯤Ⰽࡢⰼࢆ
ࡘࡅࡿࠋⵧᯝࡣ⌫ᙧ࡛ᚄ  PPࠊ⅊ⓑⰍ⇍ࡍࠋ᳜≀యࠊࡃ
୍✀ࡢ㤶ࡾࡀࡍࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ᪉༡㒊௨す㸧ࠊᅄᅜࠊ
ᕞࠊἈ⦖ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᆅࡢᾏᓊ㏆ࡃࡢᯘෆ‵ࡗࡓ㐨➃࡞ࠋ
４．生育状況
ఀ㇋ᆅᇦᗈࡃศᕸࡋࠊಶయᩘࡣᑡ࡞࠸ࡀࠊ๓ᅇ㸦 ᖺ㸧
ࡢㄪᰝࡽࡁ࡞ኚࡣ࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘࡢఆ᥇㸦㸧ᅵᆅ㐀ᡂ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
ᯘ㐨ᩚഛࡣࠊ๓ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽ㐺
ษᑐฎࡍࡿࡇࠋ
                    
㸦ὸಖ㞝㸧





すఀ㇋⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ






イナモリソウ

Pseudopyxis depressa Miq.

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ      ࢝ࢿ⛉5XELDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥࡣⱼ㡬  ᑐࠊ⊃࠸ᖜ࡛㍯⏕≧
ࡘࡃࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣῐ⣚⣸Ⰽࠋⰼෙࡣ⟄≧ࡢ₃ᩯᙧ
࡛ඛࡀ㸳ࡍࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㛵ᮾᆅ᪉༡㒊௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᖏࡢୣ㝠ᆅࡢᯘෆࡸᯘ⦕ࠊࡸࡸ‵ࡗࡓሙᡤ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
ᮾఀ㇋⏫ᘬబ⏫࡞⏕⫱ࡍࡿࠋ⩌⏕ᆅࡶ࠶ࡿࡀ⏘ᆅࡣ
㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᯘ㐨ᩚഛ㸦㸧࡞ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋࡢ᳜≀ࡢ⦾
ⱱࡼࡿ⿕㝜㸦㸧࡛ῶᑡࡍࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋⓏᒣ㐨ἢ࠸࡛ࡣࠊ
㋃ࡳࡘࡅ㸦㸧ࡼࡗ࡚ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
６．保護対策
ᯘ㐨ᕤ࡞ࡢ㝿ࡣ⏕⫱ᆅࢆ㑊ࡅࡿ࡞ᕤኵࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋࡲࡓࠊⲡสࡾࠊ㛫ఆ࡞ࡼࡿ⏕⫱ᆅࡢ⥔ᣢ⟶⌮ࡶᚲせ
࡛࠶ࡿࠋ
㸦ෆ⸨Ᏹబᙪ࣭すཱྀ⣖㞝㸧


フナバラソウ



ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ

Vincetoxicum atratum (Bunge) C. Morren et Decne.

静岡県カテゴリー 要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ  ࢟ࣙ࢘ࢳࢡࢺ࢘⛉ $SRF\QDFHDH
㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋయⓑⰍࡢẟࡀ࠶ࡿࠋⱼࡣ┤❧
ࡋ࡚ศᯞࡋ࡞࠸ࠋⴥࡣᑐ⏕ࡋ࡚ᗈᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋⰼ
ᮇࡣ  ᭶ࠋⰼࡣୖ㒊ࡢⴥ⭆㞟ࡗ࡚ࡘࡃࠋⰼෙࡣᬯ⣸〓Ⰽ࡛ࠊ
 ࡋ࡚ᚄ 㹼 FPࠋ⿄ᯝࡣ᭷ẟ࡛㛗ࡉ  FPࠋ㏆⦕✀ࡢ
ࢱࢳ࢞ࢩ࣡ࡣ ᖏⴠⴥᶞᯘୗ⏕⫱ࡋ࡚ࠊⰼࡀⱼ㡬㞟ࡲࡗ
࡚ࡘࡃࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊఀ㇋ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ୣ㝠ᆅࡽᒣᆅࡢⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋᯘ⦕ࡸᒣ㛫㒊ࡢ⏣⏿࡞
⪔సᆅࡢ࿘㎶ࡶ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣྛᆅⅬᅾࡍࡿࠋ⏘㔞ࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
ⲡᆅࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡢᅽຊ
ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡸኴ㝧ගⓎ㟁ࡢ㐺ᆅࡋ࡚ⲡ
ཎࡀ㛤Ⓨ㸦㸧ࡉࢀࡿࡇࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
ⲡᆅࡸⲡཎࡢ㛤Ⓨࢆᅇ㑊ࡋ࡚ಖࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
                     㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧





ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ






マメダオシ
静岡県カテゴリー

Cuscuta australis R. Br.
要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ               ࣄࣝ࢞࢜⛉ &RQYROYXODFHDH
［ ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ$ 㢮㸦&5㸧］ 

１．種の解説
ࢶࣝᛶࡢ୍ᖺⲡࠋ࣐࣓⛉ࡢ᳜≀ᐤ⏕ࡍࡿࠋⱼࡣ⣒≧࡛ᕥ
ᕳࡁࠋⴥࡣ㏥ࡋ࡚ࡲࡤࡽ㫣≧࡛༸ᙧࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ
ⴟ⟄⫼㠃㝯㉳ࡍࡿ⛸ࡣ࡞࠸ࠋⰼࡣ᮰⏕ࠊⰼෙࡣⓑⰍ࡛  
ࡋ࡚㛗ࡉ PPࠊ∦ࡣᯝ᭤ࡋ࡞࠸ࠋⰼᰕࡣ  ಶࠋⵧᯝ
ࡣᡥ⌫ᙧ࡛ PPࠋ㏆⦕✀ࡢࣁ࣐ࢿࢼࢩ࢝ࢬࣛࡣⴟ⟄⫼㠃㝯
㉳ࡍࡿ  ⛸ࡀ࠶ࡿࠋ࣓ࣜ࢝ࢿࢼࢩ࢝ࢬࣛࡢⰼෙ∦ࡣᯝ
᭤ࡍࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊᮾ༡ࢪࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࠊ
ᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ
࡛ࡣఀ㇋ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸ⲡᆅࡸᾏᓊ⏕⫱ࡋ㇋⏿Ⓨ⏕ࡍ
ࡿࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣࠊྛᆅⅬᅾࡋࡓグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊ
㏆ᖺࡢ⏕⫱≧ἣࡣ࡛᫂࠶ࡿࠋᾘ㛗ࡢኚࡀⴭࡋ࠸✀࡛࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᖐ➇ྜ㸦㸧ࡸᅵᆅ㛤Ⓨ㸦㸧ࡀせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ⎔ቃᛂࡌ࡚ၿฎࡍࡿࡇࡀ㔜
せ࡛࠶ࡿࠋ㎰స≀⿕ᐖࡀཬࡪࡢࡣ㑊ࡅࡓ࠸ࡀࠊ⏘ᆅࢆ㝈ᐃ
ࡋ࡚ಖㆤಖࡍࡿࡇࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ    㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

12 ,0$*(




詳細な生育地不明

ハマクワガタ

Veronica javanica Blume

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ         ࢜࢜ࣂࢥ⛉ 3ODQWDJLQDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１．種の解説
୍ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣศᯞࡋ᭤ẟࡀ࠶ࡿࠋⴥࡣᑐ⏕
ࡋୗ㒊ࡢⴥࡣ᭷࡛୕ゅ≧༸ᙧࠊᇶ㒊ࡣษᙧࠊ⦕ࡣ㕌⢒㗬ṑ
ࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋୖ㒊ࡢⴥ⭆ࡽ▷࠸⥲≧ⰼᗎࢆఙࡤ
ࡋ  ಶࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼෙࡣῐ⣚⣸Ⰽ࡛ᚄ 㹼FPࠋ
ⴟࡣ  ῝ࡋᗈ⥺ᙧࠋⵧᯝࡣಽᚰ⮚ᙧ࡛࠶ࡿࠋ㏆⦕✀ࡢࣄࣚ
ࢡࢯ࢘ࡣⰼࡢᚄࡀ 㹼PP ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊ୰ᅜࠊᮾ༡ࢪࡽࣥࢻࠊࣇࣜ࢝ࠊ
ᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴௨す㸧ࠊᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣ୰㒊す㒊ศᕸࡍࡿࠋᮏ┴ࡣᮾ㝈⮬⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋ
３．生育環境
ἢᓊᆅࡢⲨࢀࡓⲡᆅࡸ◁♟ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣἢᾏࡢྛᆅ⏕⫱ࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿ
ࡀࠊ㏆ᖺࡢ⏕⫱≧ἣࡣ࡛᫂࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ἢᾏࡢሐ㜵ࡸᅵᆅ㐀ᡂ࡞ࡢ㛤Ⓨ⾜Ⅽ㸦㸧ࡀせᅉᛮ
ࢃࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ⏕⫱ᆅᛂࡌࡓಖㆤಖࡢ
⟇ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ             㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧




12 ,0$*(




詳細な生育地不明



Chelonopsis yagiharana Hisauti et Matsuno

アシタカジャコウソウ
㸦㸻ࢱ࢝ࢿࢪࣕࢥ࢘ࢯ࢘㸧
静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ 㹛

       ࢩࢯ⛉ /DPLDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋ᰿ࡣᮌ㉁ࡋⱼࢆྀ⏕ࡍࡿࠋⱼ
⛸ࡣ࡞ࡃࠊศᯞࡏࡎࠊᰕᙧ࡛ⴥࡶୗྥࡁࡢ㛤ฟ
ẟࢆᩓ⏕ࡍࡿࠋⴥࡣ㛗ࡉ 㹼FP ࡛ࠊ୍㒊  ᑐࡢⴥࡀ㞟ࡲࡾ
ഇ㍯⏕≧ࢆ࿊ࡍࡿࠋⰼᮇࡣࢪࣕࢥ࢘ࢯ࢘ࡼࡾᑡࡋ᪩ࡃ 㹼
᭶ࠋⴟ⟄ࡶ㛤ฟẟࡀ࠶ࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴ࠊ⚄ዉᕝ┴す㒊ࠊᒣ┴༡㒊㸧
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣࠊఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᖏࠊ ᖏࡢ㇂➽⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
๓ᅇ㸦 ᖺ㸧ࡢㄪᰝ௨㝆ࠊࢩ࢝ࡢ㣗ᐖࡼࡗ࡚ࠊᓴ
ᆅ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ௨እࡣࢇᾘ⁛ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ
５．減少の主要因と脅威
ࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖ㸦㸧ᅬⱁ⏝᥇ྲྀ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせ
ᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
ࢩ࢝ࡢ㣗ᐖᑐ⟇ࢆ⾜࠺ࡇࠋ
               㸦ὸಖ㞝㸧


ホナガタツナミソウ
静岡県カテゴリー

ὠᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ▼ᕝᆒ


Scutellaria laeteviolacea Koidz.
var. maekawae (H. Hara) H. Hara

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ   ࢩࢯ⛉ /DPLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉࡣ 㹼 FPࠋⱼࡣᅄゅᙧࠊୗྥࡁࡢ᭤ࡀࡗࡓ
ⓑẟࡀᐦ⏕࠼ࡿࠋⴥࡣⱼࡢୗ㒊㞟ࡲࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋⴥࡣ
㛗ࡉ 㹼FPࠋⴥ㌟ࡣ㛗༸㹼ᗈ༸ᙧ࡛ࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 
㹼FPࠊ⦕ࡣ㕌㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋ୧㠃ࡶẟࡀࡲࡤࡽ⏕࠼ࡿࠋ
ⰼᮇࡣ  ᭶ࠋⱼࡢ㡬 㹼FP ࡢⰼ✑ࢆࡘࡅࠊᑡᩘࡢ၁ᙧⰼࢆ
ࡘࡅࡿࠋⰼෙࡣ⣸Ⰽ࡛㛗ࡉ FPࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦⚟ᓥ┴௨༡㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ
ఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮ ᖏࡢࡸࡸ‵ࡗࡓᒣᯘෆࠋ
４．生育状況
⩌⏕ᆅࡣ࠶ࡿࡀ⏘ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘෆࡢୗⲡࡢ⦾ⱱࡼࡿ⿕ᅽ㸦㸧ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀ
ῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿ᳃ᯘࡢᯘᗋ᳜⏕ࡢ⦾ⱱࢆᢚไࡍࡿࡇࠋ

㸦ὸಖ㞝㸧




ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




タカネママコナ
静岡県カテゴリー

Melampyrum laxum Miq. var. arcuatum (Nakai) Soó

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ 㹛   ࣁ࣐࢘ࢶ࣎⛉ 2UREDQFKDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１．種の解説
୍ᖺⲡࠋ༙ᐤ⏕᳜≀ࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⱼࡣ┤❧ࡋᑡᩘࡢᯞ
ࢆฟࡍࠋⴥࡣ▷࠸ࡀ࠶ࡾࠊ㛗ࡉ 㹼 FPࠊ⣽ẟࡀ࠶ࡿࠋ᪥ᙜ
ࡓࡾࡢࡼ࠸ᡤ⏕࠼ࡿࡶࡢࡣⴥࡀ⣚Ⰽࢆᖏࡧࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼
᭶ࠋⰼෙࡣῐ㯤ⓑⰍ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠋⱖࡣ⊃ᢨ㔪ᙧ࡛⣽࠸ࠋ㏆
⦕✀ࡢ࣑࣐࣐࣐ࣖࢥࢼࡣⰼෙࡀ⣚⣸Ⰽ࡛ࠊⱖࡀ༸㹼ᢨ㔪ᙧ࡛࠶
ࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ୰㒊㸦⏥ᩫ㥖ࣨᓅࠊ㬅ตᒣࠊඵࣨᓅࠊ
⛛∗ࠊ༡ࣝࣉࢫ㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊㸦༡ࣝࣉࢫ㸧
ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᒣᆅࡢ㔪ⴥᶞᯘ୰ࡢ᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸⇱ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣࠊụཱྀᓅࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊ㏆ᖺࡢ
ṇ☜࡞⏕⫱≧ἣࡣ࡛᫂࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᶞෙࡢ⿕㝜ࡸ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ᳜⏕㑄⛣ࢆᢚไࡍࡿ࡞ࡢ⏕⫱
⎔ቃࢆ⥔ᣢ⟶⌮ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
                      㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ヒキヨモギ



ᒣ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐊఅᖾ୍


詳細な生育地不明

Siphonostegia chinensis Benth. ex Hook. et Arn.

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ    ࣁ࣐࢘ࢶ࣎⛉ 2UREDQFKDFHDH
 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
୍ᖺⲡࠋ༙ᐤ⏕᳜≀ࠋⲡ᭤ࡀࡗࡓ▷ẟࡀᐦ⏕ࡍࡿࠋⴥ
ࡣ༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊࣚࣔࢠ≧῝ࡋ࡚∦ࡣ⣽࠸ࠋⰼ
ᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ၁ᙧ࡛ⴥ⭆ࡈ㩭㯤Ⰽࡢ  ⰼࢆࡘࡅࡿࠋ
ⴟࡣ⣽࠸⟄ᙧ࡛ࠊ㛗ࡉ 㹼PPࠋⴟ∦ࡣ㛗ࡉ 㹼PPࠋⵧ
ᯝࡣ⊃㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠋ㏆⦕✀ࡢ࢜࢜ࣄ࢟ࣚࣔࢠ
ࡢⰼࡣ⅊㯤Ⰽ࡛ࠊⲡ⭢ẟࡀᐦ⏕ࡍࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊྎ‴ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊ
ᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊ
す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᒣ㔝ࡢ᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸ⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣࠊ༡ࣝࣉࢫࢆ㝖ࡃᗈ⠊ᅖグ
㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊῶᑡࡋ࡚࠸ࡿᛮ៖ࡉࢀࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋⲡᆅ㛤Ⓨ㸦㸧ࡀ⬣ጾ
࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
᳜⏕㑄⛣ࢆᢚไࡍࡿ࡞ࡢ⏕⫱⎔ቃࢆ⥔ᣢ⟶⌮ࡍࡿࡇ
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧





ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝






キヨスミウツボ

Phacellanthus tubiflorus Siebold et Zucc.

㸦㸻࢟ࣚࢬ࣑࢘ࢶ࣎㸧
静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ

  ࣁ࣐࢘ࢶ࣎⛉ 2UREDQFKDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋᐤ⏕᳜≀ࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋ᰿ⱼࡣ⣒≧ఙࡧࠊ
ࡸࡸኴ࠸ⱼࢆᆅୖฟࡍࠋయࡀⓑⰍ࡛ࡢࡕ㯤Ⰽኚࡿࠋ
㫣∦ⴥࡣ┤❧ࡋ࡚ࡘࡁ༸ᙧ࡛ 㹼 PPࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣ
㢌≧ᩘಶࡀ㞟ࡲࡾࠊ⟄≧၁ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠋ㏆⦕✀ࡢࣁ
࣐࢘ࢶ࣎ࡣⰼࡀ✑≧ࡘࡃࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊࣟࢩ㸦࢘ࢫ࣮ࣜࠊࢧࣁࣜࣥ㸧ࠊ
ᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊ
ᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᖏࡽ ᖏ⏕⫱ࡍࡿࠊ࣒ࣛࢧ࢟ࢩ࢟ࣈ࣭ࢱ࣐ࢪࢧ࣭
ࢥࢪࢧ࡞ࡢ᰿ᐤ⏕ࡍࡿࠋ᳜ᯘࡉࢀࡓᯘᗋࡶ⏕⫱ࡍ
ࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣⅬᅾࡍࡿࠋ⏘㔞ࡣᒁᡤⓗࡣከ࠸ࠋᖺࡼࡿᰴᩘࡢᾘ
㛗ࡀ࠶ࡾࠊ⩌⏕ࡍࡿࡇࡶ࠶ࡿࡀᴫࡋ࡚ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
⮬↛ᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋᐟࡢ⾶㏥㸦㸧ࡀ
⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋື≀ࡢ㣗ᐖ㸦㸧ࢆぢཷࡅࡿࠋ
６．保護対策
᳜ᯘୗ࡛ࡶᐟ࡛࠶ࡿపᮌࢆఆ᥇ࡋ࡞࠸ࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
            㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

ᓥ⏣ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




イワシャジン Adenophora takedae Makino
静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ

࢟࢟ࣙ࢘⛉ &DPSDQXODFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋⱼࡢ㛗ࡉ 㹼FPࠋ᰿ⱼࡣࡸࡸኴࡃᒾࡢࢀ┠
ධࡿࠋⱼࡣ⣽ࡃࡸࡸᆶࢀࡿࠋ᰿ฟⴥࡣ㛗ࡀ࠶ࡾ༸ᙧࠋⱼⴥࡣ
⥺≧ᢨ㔪ᙧ࡛⏕ࡋ▷ࡀ࠶ࡾࠊ⦕ࡣప㗬ṑ࡛ඛࡣᑿ≧ᑤ㗦
ᙧࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⱼ㡬⥲≧ⰼᗎࢆసࡿࠋⴟ∦ࡣ⥺ᙧ࡛
ᑡࡋṑ∳ࡀ࠶ࡿࠋⰼࡣ⃰⣸Ⰽ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠊୗྥࡁ㛤ࡃࠋ
ⰼෙࡣ㚝ᙧ࡛㛗ࡉᚄ FPࠊඛࡣ  ὸࡍࡿࠋ㏆⦕✀ࡢࢯࣂࢼࡣ
ⴟ∦ࡀᢨ㔪ᙧ࡛⦕࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦⚄ዉᕝ┴ࠊ㟼ᒸ┴ࠊᒣ┴ࠊ㛗㔝┴ࠊ
ឡ▱┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᖏࡽ ᖏᒓࡍࡿᒣᆅࡢὶࡸࠊ㇂➽ࡢᒾሙᆶࢀୗࡀ
ࡗ࡚⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣከ࠸ࠋ⏘㔞ࡣከ࠸ࠋ⏕⫱≧ἣࡣࡼ࠸ࡀ୍㒊࡛ࡣᅬⱁ᥇
ྲྀࡼࡾ㛤ⰼᰴᩘࡣῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
᪥ᮏࡢ୍㒊ᆅᇦࡔࡅ⏕⫱ࡍࡿ㈗㔜✀࡛࠶ࡿࡽࠊᅬⱁ᥇ྲྀ
ࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊ⏕⫱ᆅࡢ❧ࡕධࡾࢆ⚗Ṇࡍࡿࠋ 㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧




㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ






シデシャジン

Asyneuma japonicum (Miq.) Briq.

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ    ࢟࢟ࣙ࢘⛉ &DPSDQXODFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⱼࡣ┤❧ࡋ࡚⦪ࡢ㝯㉳⥺ࡀ࠶ࡿࠋ
ⴥࡣ⏕ࡋ㛗ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊ⦕ࡣᩚ㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋ
ⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⱼ㡬ⴥ⭆⥲≧ⰼᗎࢆసࡿࠋⰼෙࡣ㟷⣸Ⰽ
࡛  ࡋ࡚ࠊ∦ࡣ⥺ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 PPࠊᖹ㛤ࡋ࡚ඛࡣ
ࡾ㏉ࡿࠋ㞝ⷁࡣ  ಶࠋᰕ㢌ࡣ  ࡍࡿࠋⵧᯝࡣᡥ⌫ᙧ࡛ᚄ
PPࠋ㏆ఝ✀ࡢࢶࣜ࢞ࢿࢽࣥࢪࣥࡣⰼෙࡀ㚝ᙧ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊࣟࢩ㸦࣒࣮ࣝࠊ࢘ࢫ࣮ࣜ㸧
ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊ
す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᖏᒣᆅࡢࡸࡸ‵ࡗࡓᯘ⦕ࡸⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣከ࠸ࠋ⏘㔞ࡣከࡃ࡞࠸ࠋ᳜⏕㑄⛣ࡸᅬⱁ᥇ྲྀࡢᙳ㡪
ࢆཷࡅ࡚ࠊ㛤ⰼᰴᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛
࠶ࡿࠋ
６．保護対策
 ᳜⏕㑄⛣ࢆᢚไࡍࡿ࡞ࡢ⏕⫱⎔ቃࢆ⥔ᣢ⟶⌮ࡍࡿࡶ
ࠊᅬⱁ᥇ྲྀࡽࡢಖㆤࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ   㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧



Parasenecio farfarifolius (Siebold et Zucc.) H. Koyama
㸦㸻࣑ࣔࢪࢱ࣐ࣈ࢟㸧 var. acerinus (Makino) H. Koyama
ミヤマコウモリソウ

静岡県カテゴリー 要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ         ࢟ࢡ⛉ $VWHUDFHDH
㹙ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ%㢮㸦(1㸧㹛

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋⴥ㠧ࡣⱼࢆᑡࡋᢪࡃࡀ⟄≧
㛢ࡌࡿ࡛ࡣ࡞࠸ࠋⴥ㌟ࡣ  ゅ≧ᚰᙧ࡛⦕ࡀᤸ≧୰ࡋ
࡚∦ࡢඛࡀᑤࡾࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠋⴥ⭆⌔ⱆࡀࡘࡃࠋ⥲ⱖ
ࡣ㛗ࡉ 㹼 PPࠋ⥲ⱖ∦ࡣ  ิࠋᑠⰼࡣⓑⰍ࡛ 㹼 ಶࠋⰼ
ෙࡣ  ࡋ࡚ࡾ㏉ࡾࠊ㯤Ⰽࡽࡋࡔ࠸〓Ⰽࢆᖏࡧࡿࠋ⑭
ᯝࡣ㛗ࡉ PPࠋෙẟࡣ㛗ࡉ PPࠋ㏆⦕✀ࡢࢬ࢝ࢽࢥ࢘ࣔࣜ
ࡣⴥ㠧ࡀ⟄≧ⱼࢆᢪࡁࠊⴥ㌟ࡣ⭈ᙧ࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴ࠊ⣖ఀ༙ᓥ㸧ࠊᅄᅜࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᖏᒣᆅࡢᯘᗋ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣࠊᗈ⠊ᅖࡢᒣᆅᖏグ㘓ࡀ࠶ࡿࠋ
㏆ᖺࡣ☜ㄆࡢሗࡀ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ᳜⏕㑄⛣ࢆᢚไࡍࡿ࡞ࡢ⏕
⫱⎔ቃࢆ⥔ᣢ⟶⌮ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧






ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ


12 ,0$*(




詳細な生育地不明



ノッポロガンクビソウ
静岡県カテゴリー

Carpesium divaricatum Siebold et Zucc.
var. matsuei (Tatew. et Kitam.) Kitam.

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ                            ࢟ࢡ⛉ $VWHUDFHDH
［ ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ］ 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋୖ㒊࡛ከࡃᯞࢆศࡅࡿࠋ᰿ฟⴥ
ࡣⰼࡣ࡞ࡃࠊୗ㒊ཬࡧ୰㒊ࡢⱼⴥࡣࡁࡃࠊ༸ᙧࡲࡓࡣᗈ
༸ᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼FPࠊᇶ㒊ࡣὸᚰᙧࡲࡓࡣ
ᙧࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㢌ⰼࡣᯞࡢ㡬ࡁࡘࡁࠊ᭷࡛ⰼࡣ
Ⅼ㢌ࡍࡿࠋ⥲ⱖࡣ༙⌫ᙧ࡛㛗ࡉ⣙ PPࠋᖜ PPࠋ⥲ⱖ∦ࡣ
࡚ྠ㛗ࠋ⑭ᯝࡣ㛗ࡉ  PPࠊࡸࡸ⢓╔ࡍࡿࠋ㏆⦕✀ࡢ࢞ࣥࢡ
ࣅࢯ࢘ࡸ࣍ࢯࣂ࢞ࣥࢡࣅࢯ࢘ࡢ⥲ⱖ∦ࡣእഃࡢࡶࡢࡀᑠࡉ࠸ࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦㈡┴௨㸧ศᕸࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮ ᖏࡽ෭ ᖏࡢᯘෆࡸᯘ⦕ࡢᑡࡋ‵ࡗࡓሙᡤࠋ
４．生育状況
ᐩኈᒣ㯄ࠊኳᏊᒣᆅࠊᏳಸᕝὶᇦ⏕⫱ࡍࡿࡀࠊ⏘ᆅࡣᑡ࡞
ࡃࠊࡲࡓ㏆ᖺࡣࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖ࡛ⴭࡋࡃῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇  ࡼࡿ⎔ቃࡢኚࢩ࢝ࡼࡿ㣗ᐖ㸦㸧
ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
᳃ᯘఆ᥇➼ࡢᛴ⃭࡞⎔ቃኚࢆ㑊ࡅࡿࠋ   㸦ὸಖ㞝㸧

ミズギク

12 ,0$*(




Inula ciliaris (Miq.) Maxim.

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ                  ࢟ࢡ⛉ $VWHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋ᰿ฟⴥࡣࡉࡌᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊ
ⰼࡶᏑᅾࡍࡿࠋⴥࡢ⬦ୖ㛗ࡉ PP ࡢ㛗ẟࡀ࠶ࡿࠋ
ⱼⴥࡣᩘಶ࠶ࡾࡸࡸᢪⱼࡍࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㢌ⰼࡣ⯉≧
ⰼࡢࡳࡽ࡞ࡾ㯤Ⰽ࡛ᚄ 㹼 FPࠊ㹼ᩘಶࢆᯞඛࡘࡅୖྥ
ࡁ㛤ࡃࠋ⥲ⱖࡣ༙⌫ᙧࠋ⥲ⱖ∦ࡣࡍ࡚ྠ㛗࡛࠶ࡿࠋ㏆⦕✀
ࡢ࢜ࢢ࣐ࣝࡣ᰿ฟⴥࡀⰼᯤࢀࠊⴥࡢ⬦ୖ㛗ࡉ  PP
ࡢ▷ẟࡀ࠶ࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᾏ㐨㸦㟼⊁㸧ࠊᮏᕞ㸦୕㔜┴௨ᮾ㸧ࠊᕞ
㸦ᐑᓮ┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᒣ୰ࡢ‵ᆅࠊ㎶⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣᑡ࡞࠸ࠋ⏘㔞ࡣᑠ⩌⏕ࡍࡿࡀᑡ࡞࠸ࠋ᳜⏕㑄⛣ࡢᅽຊ
ࢆཷࡅ࡚ࠊ⏕⫱ࡀ⾶㏥ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
‵ᆅࡢᾘኻ㸦㸧ࡸ᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ‵ᆅ
ࡢ⇱㸦㸧ࠊᅬⱁ᥇ྲྀ㸦㸧ࡸ㋃ᅽ㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
ᅬⱁ᥇ྲྀࡸ㋃ᅽࢆ㜵ࡄࡓࡵ⏕⫱ᆅࡢ❧ࡕධࡾࢆ⚗Ṇࡍࡿ
ࡇࡸᮌ㐨ࢆᩜタࡍࡿࠋ
            㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧




ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ








ノニガナ

Ixeris polycephara Cass.

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ

     ࢟ࢡ⛉ $VWHUDFHDH

㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
୍ᖺⲡࡲࡓࡣ㉺ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⱼࡢ୰㒊ࡢⴥࡣ▮
ࡌࡾ≧ⱼࢆᢪࡁࠊ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼FPࠋ↓ẟ࡛
⥳ⓑⰍࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㢌ⰼࡣᚄ PP ࡛ᩓᡣ≧ 㹼 ಶ
ࡘࡃࠋᑠⰼࡣ 㹼 ಶࠊⰼෙࡣ㯤Ⰽࠋ⑭ᯝࡣ㛗ࡉ⣙  PPࠊ
⩼≧ࡢ  ⫘ࡀ࠶ࡿࠋෙẟࡣⓑⰍࠋ㢮ఝࡢࢽ࢞ࢼࡢⱼⴥࡶⱼ
ࢆᢪࡃࡀࠊ▮ࡌࡾ≧࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛༊ู࡛ࡁࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᮅ㩭༙ᓥࠊྎ‴ࠊࣥࢻࠊࢥ࣮࢝ࢧࢫࠊ
ᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ
୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
Ỉ⏣ࡢ␏ࡸἙཎࡢᅵᡭࠋ
４．生育状況
㟼ᒸᕷࠊᕝᕷࠊᪧ⚟⏣⏫ࠊᯇᕷ࡞ぢࡽࢀࡿࠋ⏘ᆅ
ࡣᑡ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
Ἑཎࡢᅵᡭ࡛ࡢⲡสࡾᅇᩘࡢ㊊㸦㸧ࡸ␏㐨࡛ࡢ㝖ⲡ
㸦㸧ࡢ⏝ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅ࠾࠸࡚ࡣ㐺ᗘⲡสࡾࡼࡗ࡚㝖ⲡࢆ⾜࠸ࠊ㝖
ⲡࡣ⏝ࡋ࡞࠸ࡇࠋ         㸦ὸಖ㞝㸧

オナモミ



ᯇᕷ ᖺ  ᭶  ᪥ ຍ⸨ ᚭ

Xanthium strumarium L. subsp. sibiricum (Patrin ex Widder) Greuter

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦ࢥ࣮ࢻ       ࢟ࢡ⛉ $VWHUDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛 

１．種の解説
୍ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋⴥࡣ⏕ࡋ࡚㛗ࡀ࠶ࡾࠊ༸≧
୕ゅᙧ࡛㛗ࡉ 㹼FPࠊ㹼 ὸࡋ࡚ᩚ㗬ṑࡀ࠶ࡾࠊ୧㠃
ࡶ๛ẟࡀ࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㞤㞝␗ⰼྠᰴࠋⱼࡢඛ
ࡢ࠶ࡿ㞝ⰼࡀࡘࡁࠊⴥ⭆㞤ⰼࡀࡘࡃࠋ⟄≧ⰼࡣⓑⰍࠋഇᯝ
ࡣ༸≧ᴃᙧ࡛㛗ࡉ 㹼 PPࠊ⾲㠃ᑠ㫣∦ẟࡀ࠶ࡾගἑࡣ
࡞ࡃࠊ⅊〓Ⰽᡂ⇍ࡍࡿࠋ่ࡣඛ➃ࡀ㕍≧᭤ࡀࡾ㛗ࡉ 㹼
PPࠊᑠ㫣∦ẟࡣ࡞࠸ࠋ㏆⦕✀ࡢ࢜࢜࢜ࢼ࣑ࣔࡣഇᯝࡢ㛗ࡉ 
㹼PP ࠶ࡾࠊ⾲㠃ࡣᑠ㫣∦ẟࡀࢇ࡞ࡃගἑࡀ࠶ࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷ள✀࡛ࠊ༡༓ᓥࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞࠊ⌰⌫
ᐩኈᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮡ㔝Ꮥ㞝

ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ࡽᮾ㒊ࠊఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ㏆ᖺࡣ
ᮾ㒊࡛☜ㄆࡀ࠶ࡿࠋ
３．生育環境
పᆅࡢⲨࢀᆅࡽᾏᓊࡸἙཎ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣᑡ࡞࠸ࠋ⏘㔞ࡣࡁࢃࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋ㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧
ࡣ༡ࣝࣉࢫࢆ㝖ࡃపᆅᗈ⠊ᅖࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࠋࡋࡋ࢜
࢜࢜ࢼ࣑ࣔࢽࢵࢳࢆዣࢃࢀࡓᛮ៖ࡉࢀࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
ᖐ✀ࡢ➇ྜ㸦㸧␗✀㞧ࡼࡿ⛱ࡀせᅉ࡛࠶
ࡿࠋ
６．保護対策
ᖐ✀ࡢ㥑㝖ᑐ⟇ࢆ⾜࠺ࠋ⏕⫱ᆅ࡛ࡣ⎔ቃᛂࡌ࡚ၿฎࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧






レンプクソウ

Adoxa moschatellina L.



㸦㸻ࢦࣜࣥࣂࢼ㸧 
静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ   ࣞࣥࣉࢡࢯ࢘⛉ $GR[DFHDH
 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ከᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼FPࠋᆅୗⱼࡣⓑⰍ࡛⣽㛗ࡃࠊඛ➃⌫
ⱼࢆసࡾቑ࠼ࡿࠋ᰿ฟⴥࡣ  ᅇ  ฟ」ⴥࠋⱼⴥࡣᑐ⏕ࡍࡿࠋ
ⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋⰼࡣῐ㯤⥳Ⰽ࡛ࠊⱼ㡬㏻ᖖ  ಶࡢᑠⰼࢆ
㢌≧ࡘࡅ࡚ࠊඛ➃ࡢ  ⰼࡢⰼෙࡣ  ࡋࠊഃ᪉ࡢ  ⰼࡣ 
ࡍࡿࠋ᪥ᮏ⏘ࡢⰼࡣ㤶ࡾࡀ࡞࠸ࠋ㏆⦕✀ࡢࢩ࣐ࣞࣥࣉࢡࢯ
࢘ࡣᅜᚋᓥ⏘ࡍࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣ༙⌫ࡢ ᖏࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᖏୖࡽ ᖏࡢᒣᆅ࡛ࠊ‵ࡾẼࡢ࠶ࡿⴠⴥᶞᯘୗࡸᯘ
⦕ࡢⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡣⅬᅾࡍࡿࠋ⏘㔞ࡣከ࠸ࠋᰤ㣴⦾Ṫࡼࡾᑠ⩌⏕ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡼࡿ⏕⫱ᅽຊࡀせᅉ࡛࠶ࡿࠋ㋃ᅽ㸦㸧
ࡸᅵተࡢᑠつᶍ࡞⛣ື㸦㸧ࡶ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
᳜⏕㑄⛣ࡸ㋃ᅽࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊ⏕⫱ᆅࡢ❧ࡕධࡾࢆ⚗Ṇࡍ
ࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ          㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧

㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ






ヤマヒョウタンボク Lonicera mochidzukiana Makino var. nomurana (Makino) Nakai
静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ  ࢫ࢝ࢬࣛ⛉ &DSULIROLDFHDH
㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
ⴠⴥపᮌࠋ㧗ࡉࡣ P 㐩ࡍࡿࠋᯞࡣ  ⛸ᙧ࡛↓ẟࠋⴥࡣ
༸㹼㛗ᴃᙧࠊ㛗ࡉ 㹼 FPࠊᖜ 㹼 FPࠋከࡃࡣ㕌㢌
ࡲࡓࡣ㢌ࠋ୧㠃ẟࢆᩓ⏕ࠊࡁⴥ⬦ୖⓑⰍ㛤ฟẟࡀ
࠶ࡿࠋⰼᮇࡣ  ᭶ࠊⴥ⭆ࡽ 㹼FP ࡢⰼࢆฟࡋࠊࡑࡢඛ
၁ᙧࡢ  ⰼࢆࡘࡅࡿࠋⰼෙࡣⓑⰍ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠋᾮᯝࡣ⌫ᙧ
࡛୰㒊ࡲ࡛ྜ⏕ࡋ⣚Ⰽ⇍ࡍࠋ┴ෆ㒊ࡢ ᖏࡽள㧗ᒣᖏ
ࡅ࡚ࡣࠊᇶᮏ✀ࡢࢽࢵࢥ࢘ࣄࣙ࢘ࢱࣥ࣎ࢡࡀศᕸࡍࡿࡀࠊࡑ
ࢀࡽࡢⴥࡣ㗦ᑤ㢌ࡲࡓࡣ㗦㢌࡛࠶ࡿࠋ
２．分布
᪥ᮏᅛ᭷ኚ✀࡛ࠊࡣᮏᕞ㸦ᮾᾏ࣭㏆␥࣭୰ᅜᆅ᪉㸧ࠊᅄᅜࠊ
ᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᬮᖏᒣᆅࡢᑿ᰿➽ࡢࡼ࠺࡞⑭ࡏࡓᅵᆅࡢ᫂ࡿ࠸ᯘෆ⏕࠼
ࡿࠋࡁ▼⅊ᒾᆅࡸ⺬⣠ᒾᆅぢࡽࢀࡿࠋ
４．生育状況
ಶయᩘࡣ࠶ࡲࡾከࡃ࡞࠸ࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣ࡼࡿᖖ⥳ᗈⴥᶞᯘ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ࡛࠶
ࡿࠋ
６．保護対策
᫂ࡿ࠸ⴠⴥᗈⴥᶞᯘࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇࠋ  㸦ὸಖ㞝㸧




ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ෆ⸨Ᏹబᙪ




カノコソウ

Valeriana fauriei Briq. 

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ㹛  ࢫ࢝ࢬࣛ⛉ &DSULIROLDFHDH
 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛

１．種の解説
ከᖺⲡࠋⱼࡣ┤❧ࡋࠊ㧗ࡉ 㹼FPࠋ⠇ⓑ࠸㛗ẟࡀ࠶
ࡿࠋⴥࡣᑐ⏕ࡋࠊ⩚≧ࡍࡿࠋ⩚∦ࡣ῝࠸㗬ṑࡀ࠶ࡿࠋ
ⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ㞟ᩓⰼᗎῐ⣚Ⰽࡢᑠࡉ࡞ⰼࢆᐦࡘࡅࡿࠋ
ⰼෙࡣ  ࡋࠊୗ㒊ࡣ⣽㛗࠸ⰼ⟄࡞ࡗ࡚ࠊ㛗ࡉ 㹼PPࠋ
ᯝᐇࡣᢨ㔪ᙧ࡛㛗ࡉ⣙  PPࠊୖ㒊ෙẟ≧ఙࡧࡓⴟࡀ࠶
ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣྎ‴ࠊᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊࣟࢩ㸦࢘ࢫ࣮ࣜࠊࢧࣁ
ࣜࣥ㸧ࠊᅜෆ࡛ࡣ༡༓ᓥࠊᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศ
ᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᖏᒣᆅࡢࡸࡸ‵ࡗࡓⲡᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
４．生育状況
㟼ᒸ┴᳜≀ㄅ㸦㸧ࡣࠊឡ㮚ᒣࡸ༑ᯛᒣࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿ
ࡀࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
５．減少の主要因と脅威
᳜⏕㑄⛣㸦㸧ࡸᒣᯘఆ᥇㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ
６．保護対策
⏕⫱ᆅࡢ⌧᳜⏕ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇࠊᒣᯘఆ᥇࡞࡛⏕⫱
⎔ቃᛴ⃭࡞ኚࢆ࠼࡞࠸ࡇࠋ   㸦ὸಖ㞝㸧

ナベナ



㈡┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ

Dipsacus japonicus Miq.

静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ部会注目種）ኚ᭦࡞ࡋ㹛ࢫ࢝ࢬࣛ⛉ &DSULIROLDFHDH
 㹙 ᖺ∧࢝ࢸࢦ࣮ࣜ せὀ┠✀㸦1Ϫ㒊ὀ┠✀㸧㸸⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛 

１．種の解説
㉺ᖺⲡࠋ㧗ࡉ 㹼Pࠋⱼࡣ┤❧ࡋ࡚ศᯞࡍࡿࠋయ◳࠸
่ࡀ࠶ࡿࠋⴥࡣᑐ⏕ࡋ࡚⩚≧ࡍࡿࠋⰼᮇࡣ 㹼 ᭶ࠋ
㢌ⰼࡣᚄ  FPࠋ⥲ⱖ∦ࡣ⥺ᙧ࡛ࡾ㏉ࡿࠋᑠⰼࡢⰼෙࡣ㛗
ࡉ  PPࠊῐ⣚⣸Ⰽ࡛ୖ㒊ࡣ  ࡋ࡚ࠊⵂࡀ㣕ࡧฟࡍࠋ⑭ᯝ
ࡢ⥲ⱖ∦ࡣ㛗ࡉ PPࠊ ⫘ࡀ࠶ࡿࠋ࡛ࡶᯤࢀ࡚❧ࡕࠊᑠⰼ
ࢆໟࡴ㫣∦ࡢඛࡀ๛ẟࢆకࡗ่࡚㔪࡞ࡿࠋ
２．分布
ᅜእ࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥࠊ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
３．生育環境
ᒣᆅࡢᒣ㯄ࠊἙཎࠊᯘ⦕ࠊᯘ㐨ἢ࠸࡞ࠊⲡᆅ⏕⫱ࡍ
ࡿࠋ
４．生育状況
⏘ᆅࡶᰴᩘࡶᑡ࡞࠸ࠋ᳜⏕㑄⛣ࢆ᎘࠸ࠊᨩᆅࢆዲࡴᛶ㉁
ࡀ࠶ࡾࠊᖺࡼࡿᰴᩘࡢᾘ㛗ࡀ࠶ࡿࠋ
５．減少の主要因と脅威
⮬↛㑄⛣㸦㸧ࡀせᅉ࡛࠶ࡿࡀࠊⲨᆅࢆ᧠ࡍࡿࡇ
ࡣ⏕⫱ࢆቑ㛗ࡍࡿࡀࠊ㛤Ⓨ㸦㸧ࡉࢀࡿࡇࡣ⬣ጾ࡛࠶ࡿࠋ
６．保護対策
㛤Ⓨࢆ᥍࠼࡚ࡶ㑄⛣ࡀ㐍⾜ࡍࢀࡤ⏕⫱࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛⮬↛
ࡢᨩ௵ࡏࡿࠋ㔝↝ࡁࡸⲡสࡾࡶ᭷ຠᛮࢃࢀࡿࠋ
㸦ᐑᓮ୍ኵ㸧




ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐑᓮ୍ኵ




（８）文献
【植物文献一覧】


ឡ▱┴㸦㸧ឡ▱┴ࡢ⤯⁛ࡢ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ㔝⏕⏕≀ࣞࢵࢻࢹ࣮ࢱ࠶࠸ࡕ᳜̿≀⦅̿㸬
ឡ▱┴⎔ቃ㒊⮬↛⎔ቃㄢ㸪ྡྂᒇᕷ㸪SS㸬



㉥ᇼ༓㔛㸦㸧⇕ᾏᕷᒾᡞᒣࡢ᳜≀┦㸬⚄ዉᕝ┴❧༤≀㤋◊✲ሗ࿌⮬↛⛉Ꮫ㸪  ̽



ᾏ⪁ཎ῟㸦㸧᪥ᮏ⏘ࢩࢲ᳜≀ᶆ‽ᅗ㚷Ϩ㸬Ꮫ◊ࣉࣛࢫ㸪ᮾி㸪SS㸬



ᾏ⪁ཎ῟㸦㸧᪥ᮏ⏘ࢩࢲ᳜≀ᶆ‽ᅗ㚷ϩ㸬Ꮫ◊ࣉࣛࢫ㸪ᮾி㸪SS㸬



ᶫᮏ ಖ࣭⚄⏣ ῟࣭ᮧᕝ༤ᐇ㸦㸧࣮࢝ࣛ∧㔝⏕ࣛࣥ㸬ᐙࡢග༠㸪ᮾி㸪SS㸬



⣽ဴ✑㸦D㸧ᮾ㥴࣭㇋ࡢࢱ࣑࢟ࢩࢲ㸬㟼ᒸ┴⮬↛ㄅ㸪  ̽



⣽ဴ✑㸦E㸧ᮾ㥴࣭㇋ࡢࢼ࣑࢝ࢩࢩࣛࣥ㸬㟼ᒸ┴⮬↛ㄅ㸪  ̽



⣽ဴ✑㸦F㸧ᮾ㥴࣭㇋ࡢࢫࢠࣛࣥ㸬㟼ᒸ┴⮬↛ㄅ㸪  



⣽ဴ✑㸦㸧ᮾ㥴࣭㇋ࡢࢱࢽ࣊ࢦ㸬㟼ᒸ┴⮬↛ㄅ㸪  ̽

 ⣽ဴ✑㸦㸧㟼ᒸ┴ࡢࢥ࢘ࣛࢾ࣡ࣛࣅ㸬㟼ᒸ┴ࡢࢩࢲϩ㸪S㸬⮬ห㸬
 ⸨ఙ㸦㸧ࢩࣟ࢞ࣖࢶࣜࡢ᪂ኚ✀㸬$3*㸪  ̽
 ᕸ㟼㤶㸦㸧ࢩࣙ࢘ࢪࣙ࢘ࣂ࣐࢝ᒓࡢከᵝᛶ㸬ࣉࣛࣥࢱ㸪  ̽
 ஂᏊ࣭㛵᰿ὒᏊ࣭᱔ཎ ῟࣭ཎె㑻࣭Ọ⏣ᾈྖ࣭ᇼ⏨㸦㸧㟼ᒸ┴ᓥ⏣ᕷ࠾ࡅ
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 ᮡ㔝Ꮥ㞝㸦㸧㥴㐲᳜≀ㄪᰝ㈨ᩱθ㸬㐲ᕞࡢ⮬↛㸪  
 ᮡ㔝Ꮥ㞝  ࢩࣔࢲ࢝ࣥ࢜ࡢ᳨ウ㸬㐲ᕞࡢ⮬↛㸪  㸸̽
 ᮡ㔝Ꮥ㞝㸦㸧㥴㐲᳜≀ㄪᰝ㈨ᩱ1R㸬㐲ᕞࡢ⮬↛㸪  
 ᮡ㔝Ꮥ㞝㸦㸧㥴㐲᳜≀ㄪᰝ㈨ᩱ㐲ᕞࡢ⮬↛  㸬
 ᮡ㔝Ꮥ㞝 㸧㟼ᒸ┴ࡢࢳࣕ࣎ࣁࢼࣖࢫࣜࢩ࣒ࣛࣀࢹࡢⓎぢ㸬᪥ᮏࢩࢲࡢሗ㸪
  
 ᮡ㔝Ꮥ㞝㸦㸧ᐩኈᒣࡢ㧗ᒣࢩࢲ  㢟㸬᪥ᮏࢩࢲࡢሗ㸪  ̽
 ᮡ㔝Ꮥ㞝㸦㸧㟼ᒸ┴⏘ᕼᑡ᳜≀ᅗ㚷㸬㟼ᒸ᪂⪺♫㸪㟼ᒸ㸪SS㸬
 㡲ᒣ▱㤶࣭ᮡ㔝Ꮥ㞝࣭᳜⏣㑥ᙪ㸦㸧ࢩࢱ࣐࢝ࢶ࣒ࢩࢯ࢘㸦࣐ࢶ࣒ࢩࢯ࢘⛉㸧ࡢࣞࢡࢺࢱ
ࣉ㑅ᐃࢯࢼ࣐ࣞࢶ࣒ࢩࢯ࢘㸬᳜≀◊✲㞧ㄅ㸪  ̽ 
 㕥ᮌஂ㞝㸦㸧㱟ᒣᮧ℩ᑼᅜ᭷ᯘࡢࢩࣟࣔࢪ㸬㐲ᕞࡢ⮬↛㸪
 㧗ᶫ⚽⏨㸦㸧㔝ⲡᅗ㚷㸬㶾㤋㸪ᮾி㸪SS㸬
 㧗ᐑṇஅ㸦㸧࣑ࢬࢽࣛᒓࡢ⮬↛ㄅศ㢮㸬᳜≀ศ㢮ᆅ⌮㸪̽
 ⏣ㅬㆡ㸦㸧ᾏ㐨᳜≀ᅗ㆕㸬⮬ห㸪SS㸬
 ㇏ᅜ⚽ኵ⦅㸦㸧᪥ᮏࡢ㧗ᒣ᳜≀㸬ᒣ㇂♫㸪ᮾி㸪SS㸬 
 ᳜ᯇ㞝㸦㸧ᒣࡢ᳜≀ㄅ㸬ୖ᭩ᗑ㸪ᮾி㸪SS㸬
 ᱵᮧ⏒ኴ㑻㸦㸧ᐩኈᒣ᳜≀ㄅ㸬௵ᴥ㸪ྡྂᒇ㸪SSSOV
 ▮ཎᚭ୍┘ಟ㸦㸧⤯⁛༴᳜≀ᅗ㚷ࣞࢵࢻࢹ࣮ࢱࣈࢵࢡ㸬ᒣ㇂♫㸪ᮾி㸪SS
 ▮ཎᚭ୍࣭⸨ఙ࣭ఀ⸨ඖᕫ࣭ᾏ⪁ཎ῟┘ಟ㸦㸧⤯⁛༴᳜≀ᅗ㚷ࣞࢵࢻࢹ࣮ࢱࣉࣛ
ࣥࢶቑ⿵ᨵゞ∧㸬ᒣ㇂♫㸪ᮾி㸪SS㸬
 ᒣᓮ ᩗ⦅㸦㸧᪥ᮏࡢ㧗ᒣ᳜≀㸬ᖹซ♫㸪ᮾி㸪SS㸬
 㐟ᕝ▱ஂ࣭୰ᒣ༤ྐ࣭㮚㔝ṇḟ㸦㸧᪥ᮏࡢࣛࣥࣁࣥࢻࣈࢵࢡ  పᆅ㺃పᒣ⦅㸬ᩥ୍⥲
ྜฟ∧㸪ᮾி㸪SS



【植物種別文献（図鑑類を除く）】

ࢬࣖࣈࢯࢸࢶ ᩥ⊩ 1R㸪

ࢥࣁࢳࢪࣙ࢘ࢩࢲ ᩥ⊩ 1R

ࢳࣚ࢘ࣛࣥ ᩥ⊩ 1R

࢜࢟࢞ࣁࣛ࢘ࢧࢠࢩࢲ ᩥ⊩ 1R㸪

ࢵࢫࣥࢸࣥࢶ࢟ ᩥ⊩ 1R

࢜ࢳࣕࢭࣥࢩࢲ ᩥ⊩ 1R

ࢼࢹࣥࢲ ᩥ⊩ 1R

࢜ࢿ࢝ࢬࣛ ᩥ⊩ 1R

ࣚࢡࢪࣕࢡ ᩥ⊩ 1R㸪

ࢫࣄ࢝ࢬࣛ ᩥ⊩ 1R

࣡ࢾ࣡ࣛࣅ ᩥ⊩ 1R

࣐ࢠ࢝ࣥ࢜ ᩥ⊩ 1R

࣡ࢱ࢝ࣥ࢜ ᩥ⊩ 1R

࣐ࢠࢸࣥࢼࣥࢩࣙ࢘ ᩥ⊩ 1R

࣡ࣖࢩࢲ ᩥ⊩ 1R

࣐ࢼ ᩥ⊩ 1R

࢘ࢫࣂ࣑࣐ࣖࣀࢥࢠࣜࢩࢲ ᩥ⊩ 1R



࢘ࣛࢾ࣡ࣛࣅ ᩥ⊩ 1R㸪

ࢫࢪࣄࢺࢶࣂ ᩥ⊩ 1R㸪

࢘ࣥࢾࢣ ᩥ⊩ 1R

ࢫࢬ࣓ࣁࢥ࣋ ᩥ⊩ 1R

࢚ࣥࢩ࣒ࣗ࢘ࣚ࢘ࣛࣥ ᩥ⊩ 1R

ࢫࣝ࢞ࣀࢹ ᩥ⊩ 1R㸪㸪

࢜࢜࢝࢘࢟ࢡࢧ ᩥ⊩ 1R

ࢭࢱ࢝࣡ࣄ࣓࣡ࣛࣅ ᩥ⊩ 1R

࢜࢜ࢧ࣡ࢺࣜ࢝ࣈࢺ ᩥ⊩ 1R

ࢭࢶࣈࣥࢯ࢘ ᩥ⊩ 1R

࢜࢜ࣁ࣍ࣛࢦࢣ ᩥ⊩ 1R

ࢭࣥࢪࣙ࢘ࢹࣥࢲ ᩥ⊩ 1R

࢜ࢡ࣐ࣖ࣡ࣛࣅ ᩥ⊩ 1R

ࢭࣥࢲࢫࢤ ᩥ⊩ 1R

࢜ࢺࢥࢩࢲ ᩥ⊩ 1R

ࢯࢼ࣐ࣞࢶ࣒ࢩࢯ࢘ ᩥ⊩ 1R㸪

࢜ࢻࣜࢥ࢝ࢢ࣐ ᩥ⊩ 1R

ࢱ࢝ࣀࣁ࢘ࣛ࣎ࢩ ᩥ⊩ 1R

࢜ࢻࣜࢥࢸࣥࢼࣥࢩࣙ࢘ ᩥ⊩ 1R

ࢱ࣑࢟ࢩࢲ ᩥ⊩ 1R㸪

࢜ࢽࣀࢹ ᩥ⊩ 1R

ࢱࢥࣀࢩ ᩥ⊩ 1R㸪

࢜ࢽࢮ࣐ࣥ ᩥ⊩ 1R㸪

ࢱࢩࣟࣛࣥ ᩥ⊩ 1R

࢜ࣀ࢚ࣛࣥ ᩥ⊩ 1R

ࢱࢳ࣐ࣔ ᩥ⊩ 1R

࢝ࢤࣟ࢘ࣛࣥ ᩥ⊩ 1R

ࢱࢽ࣊ࢦ ᩥ⊩ 1R㸪

࢝ࢱࢡࣜ ᩥ⊩ 1R

ࢳࢩ࣐ࣄ࢝ࢤࣀ࢝ࢬࣛ ᩥ⊩ 1R

࢝ࢶࣔ࢘ࣀࢹ ᩥ⊩ 1R

ࢳࢳࣈ࣍ࣛࢦࢣ ᩥ⊩ 1R

࢝ࣛࣇࢺ࣓࣐ࣥ ᩥ⊩ 1R

ࢳࣕ࣎ࣁࢼࣖࢫࣜ ᩥ⊩ 1R

࢞ࣥࢮ࢟ࣛࣥ ᩥ⊩ 1R

ࢳࣙ࢘ࢭࣥࢼࢽ࣡ࢬ ᩥ⊩ 1R

࢟ࢱࢲࢣ࢜ࢻࣜࢥࢯ࢘ ᩥ⊩ 1R

ࢶࢡࢩࢾ࣡ࣛࣅ ᩥ⊩ 1R

࢟ࢱࢲࢣࢹࣥࢲ ᩥ⊩ 1R

ࢶࢡࢩ࣡࣊ࢦ ᩥ⊩ 1R

࢟ࣂࢼࣀ࣐ࢼ ᩥ⊩ 1R

ࢶࢡࢩࣖࣈࢯࢸࢶ ᩥ⊩ 1R

࢟ࣚࢫ࣑࢘ࢶ࣎ ᩥ⊩ 1R

ࢶࣞࢧࢠࢯ࢘ ᩥ⊩ 1R

࢟ࣞࣁ࢜࢜ࢡ࣎ࢩࢲ ᩥ⊩ 1R

ࢸࢶ࣍ࢩࢲ ᩥ⊩ 1R

࢟ࣥࢭࣛࣥ ᩥ⊩ 1R

ࢸࣂࢥ࣡ࣛࣅ ᩥ⊩ 1R

ࢡࢧࢱࢳࣂࢼ ᩥ⊩ 1R

ࢹࣥࢪࢯ࢘ ᩥ⊩ 1R

ࢡ࣐࢞ࢯ࢘ ᩥ⊩ 1R

ࢸࣥࣜࣗ࢘ࢾࣜࢺࣛࣀ࢜ ᩥ⊩ 1R

ࢡ࣑ࣟࣀࢱࢳࢩࢲ ᩥ⊩ 1R

ࢺ࣐࢟࣡ࣥࢧࢡ ᩥ⊩ 1R

ࢡࣟࣖࢶࢩࣟࣛࣥ ᩥ⊩ 1R

ࢼ࢚࣑࢞ࢡࣜ ᩥ⊩ 1R

ࢣ࣍ࢩࢲ ᩥ⊩ 1R

ࢼ࢞ࢧ࢟ࢩࢲ ᩥ⊩ 1R

ࢥࢶࣔࣜࢯ࢘ ᩥ⊩ 1R

ࢼ࣑࢝ࢩࢩࣛࣥ ᩥ⊩ 1R㸪

ࢥࢱࢽ࣡ࢱࣜ ᩥ⊩ 1R

ࢼࣥ࢝ࢡࣛࣥ ᩥ⊩ 1R

ࢧࣥࢩࣙ࢘ࣔ ᩥ⊩ 1R

ࢽ࢜ࢩࢲ ᩥ⊩ 1R

ࢩࣂࢼ ᩥ⊩ 1R㸪㸪

ࢽࢩࣀࢥࣁࢳࢪࣙ࢘ࢩࢲ ᩥ⊩ 1R

ࢩ࣒ࣛࣀࢹ ᩥ⊩ 1R㸪

ࢽࢭࢥࢡࣔ࢘ࢡࢪࣕࢡ ᩥ⊩ 1R

ࢪࣗࣥࢧ ᩥ⊩ 1R

ࢽࢵࢥ࢘ࢩࢲ ᩥ⊩ 1R

ࢩࣟ࢞ࣖࢶࣜ ᩥ⊩ 1R

ࢾ࢝ࢱࢳࢩࢲࣔࢻ࢟ ᩥ⊩ 1R

ࢩࣟࣂࢼࢩࣙ࢘ࢪࣙ࢘ࣂ࣐࢝ ᩥ⊩ 1R㸪

ࣁࢥࣔࢳࢩࢲ ᩥ⊩ 1R

ࢩࣟࣔࢪ ᩥ⊩ 1R㸪

ࣁࢩࢼ࢞࢝ࣥࢫࢤ ᩥ⊩ 1R

ࢩ࣐ࣟࣖࢮ࣐ࣥ ᩥ⊩ 1R㸪

ࣁࢱ࣋࢝ࣥ࢞ࣞ ᩥ⊩ 1R㸪

ࢫࢠࣛࣥ ᩥ⊩ 1R㸪

ࣁࢳࢪࣙ࢘ࢩࢲ ᩥ⊩ 1R


ࣁࢳࢪࣙ࢘ࢩࢲࣔࢻ࢟ ᩥ⊩ 1R

࣑ࢻࣜ࣡ࣛࣅ ᩥ⊩ 1R

ࣁ࣐ࣁࢼࣖࢫࣜ ᩥ⊩ 1R

࣑࣐ࣖࢶࢳࢺࣜࣔࢳ ᩥ⊩ 1R

ࣁࣝࢨ࢟ࣖࢶࢩࣟࣛࣥ ᩥ⊩ 1R

࣑࣐ࣖࣁࢼ࣡ࣛࣅ ᩥ⊩ 1R

ࣄࣀ࢟ࢩࢲ ᩥ⊩ 1R

࣑࣐࣒ࣖࢠࣛࣥ ᩥ⊩ 1R

ࣄ࣓࢘ࣛࢪࣟ ᩥ⊩ 1R

࣑࣐ࣖ࣡ࣞࣔࢥ࢘ ᩥ⊩ 1R

ࣄ࣓ࢥ࢘࣍ࢿ ᩥ⊩ 1R

࣒࢝ࢦࢧࢩࣥ ᩥ⊩ 1R

ࣄ࣓ࣀࣖ࢞ࣛ ᩥ⊩ 1R

࣒࢝ࢦࢺࣥ࣎ ᩥ⊩ 1R

ࣄ࣓ࣁࢩࢦࢩࢲ ᩥ⊩ 1R

࣓ࢽࢵࢥ࢘ࢩࢲ ᩥ⊩ 1R

ࣄ࣓ࣁࢼ࣡ࣛࣅ ᩥ⊩ 1R㸪

ࣖࢡ࢝ࢼ࣡ࣛࣅ ᩥ⊩ 1R

ࣄ࣓ࣇࢱࣂࣛࣥ ᩥ⊩ 1R

ࣖࢡࢩ࣐࢝ࢩࣗࢫࣛࣥ ᩥ⊩ 1R

ࣄࣔࣛࣥ ᩥ⊩ 1R

ࣖࢡࢩ࣐࣍࢘ࣅࢩࢲ ᩥ⊩ 1R

ࣄࣟࣁࣖࣈࢯࢸࢶ ᩥ⊩ 1R㸪

ࣖࢶ࢞ࢱࢣࢩࣀࣈ ᩥ⊩ 1R

ࣇ࣑࢟ࣖࢶࣂ ᩥ⊩ 1R

࣐ࣖࢯࢸࢶ ᩥ⊩ 1R

ࣇࢪࣀࢹ ᩥ⊩ 1R

࣐ࣖࢺ࢟ࢯ࢘ ᩥ⊩ 1R

࣋ࢽࣂࢼ࣐ࣖࢩࣕࢡࣖ ᩥ⊩ 1R

ࣘࣀ࣑ࢿࢩࢲ ᩥ⊩ 1R

࣍࢜ࣀ࢝࣡ࢩࢲ ᩥ⊩ 1R

ࣜࣗ࢘ࣅࣥࢱ ᩥ⊩ 1R

࣍ࢯࣂࢩ࣐ࣙࣜ ᩥ⊩ 1R㸪

ࣝࣜࢹࣛࢾ࣡ࣛࣅ ᩥ⊩ 1R

࣍ࢯࣂࣀ࣐ࢼ ᩥ⊩ 1R

ࣞࣥࢤࢩ࣐ࣙ࢘ ᩥ⊩ 1R

࣐ࢶࣂࣛࣥ ᩥ⊩ 1R



࣑ࢡࣜ ᩥ⊩ 1R



࣑ࢬࢽࣛ ᩥ⊩ 1R






（９）標本（静岡県レッドリスト）
 ی国立科学博物館

377 種

㸦ᶆᮏ࣭㈨ᩱࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ KWWSGENDKDNXJRMSZHEPXVHXPVHDUFK"FOV FROBEB ࡼࡾ㸧
࠙⤯⁛༴Ϩ㸿㢮ࠚ

ࢳࢩ࣐ࣄ࢝ࢤࣀ࢝ࢬࣛࠊࣄࣔࣛࣥࠊࢳࣕ࣎ࣁࢼࣖࢫࣜࠊࢫࢪࣄࢺࢶࣂࠊࢹࣥࢪࢯ࢘ࠊࢧࢦࢡ࣍
ࣥࢢ࢘ࢩࢲࠊࢫࣝ࢞ࣀࢹࠊࢩ࣒ࣛࣀࢹࠊࣄࣟࣁࣄ࣓࢘ࣛ࣎ࢩࠊ࢜ࢻࣜࢥࢸࣥࢼࣥࢩࣙ࢘ࠊ
࣐ࢠࢸࣥࢼࣥࢩࣙ࢘ࠊࢩࣂࢼࠊࣄࣟࣁࣀ࣐ࢼࠊࢫࣝ࢞ࢪࣙ࢘ࣟ࢘࣍ࢺࢺࢠࢫࠊ࣡ࢳࢻࣜࠊ࢟
ࢯ࢚ࣅࢿࠊ࢟ࣥࢭࣛࣥࠊࢧ࣓࢚ࣝࣥࣅࢿࠊ࣍ࢸࣛࣥࠊ࢝ࣥࣛࣥࠊ࢟ࣂࢼࣀࢶࣔࣜࢯ࢘ࠊ
ࢶࣔࣜࢯ࢘ࠊࢡࣔࢪ࢞ࣂࢳࠊ࣒࢝ࢦࢧࢩࣥࠊ࢚ࢰࢺࠊࢵࢫࣥࢸࣥࢶ࢟ࠊ࣐ࣖ࢜࢜࢘ࢩ
ࣀࢣࢢࢧࠊ࢟ࢱࢲࢣࢳࢦࢶࢼࢠࠊ࣋ࢽࣂࢼ࣐ࣖࢩࣕࢡࣖࢡࠊࢱ࢝ࢿ࣐ࣥࢸ࣐ࠊ࢝ࣥࢳࣖࢳࣁࢥ
࣋ࠊࢯࢼࣞࢭࣥࣈࣜࠊ࢝࣡ࣛࣀࢠࢡࠊ࣐ࣖࢱࣂࢥ
࠙⤯⁛༴Ϩ㹀㢮ࠚ

ࢭࢱ࢝࣡ࣄ࣓࣡ࣛࣅࠊࣁࢳࢪࣙ࢘ࢩࢲࠊࢽࢩࣀࢥࣁࢳࢪࣙ࢘ࢩࢲࠊࣖࢡࢩ࣐࣍࢘ࣅࢩࢲࠊ࢝
࣑࢞ࣔࢩࢲࠊࢳࣙ࢘ࢩࢲࠊࢥ࢘ࣛࢾ࣡ࣛࣅࠊ࣑ࢻࣜ࣡ࣛࣅࠊࢥ࢞ࢿࢩࢲࠊࣄࣟࣁࢶࢱࠊ
ࢼ࢞ࢧ࢟ࢩࢲࠊࢱ࢝ࢿࢩࢲࠊ࢜ࢽࣀࢹࠊࢡࣛ࢞ࣜࢩࢲࠊ࣑ࣙ࢘ࢠࢩࢲࠊࣄࢶࢪࢢࢧࠊࢩࢥࢡࣄ
ࣟࣁࢸࣥࢼࣥࢩࣙ࢘ࠊ࣑࢜࢜ࢿࢸࣥࢼࣥࢩࣙ࢘ࠊ࣍ࣥࢦ࢘ࢯ࢘ࠊ࣑࢝࣡ࣂࢣࢯ࢘ࠊࢥࢩࣀࢥ
ࣂࣔࠊ࣐ࣖࣛࣥࠊࣁࢥࢿࣛࣥࠊࢺࣛ࢟ࢳࣛࣥࠊࢼࣚࢸ࣐ࣥࠊࣇࢪࢳࢻࣜࠊࣇ࢞ࢡࢫࢬ࣒ࢩࢯ࢘ࠊ
ࣄࢼࢳࢻࣜࠊ࣓࢝ࣔࣛࣥࠊࢩ࣐ࣟ࢘ࢳࢻࣜࠊࢺ࢟ࢯ࢘ࠊࣄ࣓ࢩࣕ࢞ࠊࢬࢧࢶ࢟ࠊࢦ࣐ࢩ࢜࣍
ࢩࢡࢧࠊࣁࢩࢼ࢞࢝ࣥࢫࢤࠊࢱ࢝ࢿࢼࣝࢥࠊ࣑࢝࣡ࢩࣥࢪࣗ࢞ࣖࠊࢱ࢝ࢿࢱࢳࢳࢦࢶࢼࢠࠊࢱ
ࢳࢳࢦࢶࢼࢠࠊ࣑࣐ࣖ࢝ࢽࢶࣜࠊ࢟ࢱࢲࢣ࢝ࢽࢶࣜࠊ࢜࢜ࢧ࣡ࢺࣜ࢝ࣈࢺࠊ࢜࢟ࢼࢢࢧࠊࣄ࢟
ࣀ࢝ࢧࠊࢺ࣐࢟࣡ࣥࢧࢡࠊࣁࢦࣟࣔࢢࢧࠊࣚࢥࢢࣛࣀ࢟ࠊࣇࢪࢱࢤ࢟ࠊࢮ࢜ࢺࢠࣜࠊࣄ࣓ࣅ
ࢩࠊࢱࢳࣂࢼࠊࢡࣔࢼࢬࢼࠊࢩ࣐ࣟ࢘ࢼࢬࢼࠊࢥࢠࢩࢠࢩࠊࢼ࢞ࣂࣀࢩࣔࢳࢯ࢘ࠊ࣓࢘࢘ࢶ
ࢠࠊ࢜࢜ࢶࣝࢥ࢘ࢪࠊࢧ࣡ࢺࣛࣀ࢜ࠊࢡࣜࣥࢯ࢘ࠊࢧࢡࣛࢯ࢘ࠊࢼ࢞࣎ࢼࢶࣁࢮࠊࢧࣥࣉࢡࣜࣥ
ࢻ࢘ࠊࢥࣄࢼࣜࣥࢻ࢘ࠊ࢜ࣀ࢚ࣜࣥࢻ࢘ࠊ࢝ࢩࣜࣥࢻ࢘ࠊࣄ࣓ࢭࣥࣈࣜࠊࢩࣀࣀ࣓ࢯ࢘ࠊ࣒
ࣛࢧ࢟ࠊ࣐ࣖ࣍࢜ࢬ࢟ࠊࢩࢩࣥࣛࣥࠊ࢝ࢪࣥࢻ࢘ࠊ࢟ࢭ࣡ࢱࠊࢥࢼ࣑࢟ࠊࣄ࣓ࢩࣟࢧࢨࠊ
ࢬ࣐ࢠࢡࠊ࣋ࢺ࢘ࣄࣞࣥࠊࣄ࣓ࣄࢦࢱࠊࢥ࢘ࣜࣥ࢝ࠊࢥࢦ࣓ࣄࣙ࢘ࢱࣥ࣎ࢡࠊ࣡ࢶࢡࣂࢿ
࢘ࢶࢠࠊࣇ࣑࢟ࣖࢶࣂ
࠙⤯⁛༴ϩ㢮ࠚ
ࢫࢠࣛࣥࠊ࣑ࢬࢽࣛࠊࣄ࣓ࣁࢼ࣡ࣛࣅࠊ࣐ࢶࣂࣛࣥࠊࢩ࣐ࣟࣖࢮ࣐ࣥࠊࢧࣥࢩࣙ࢘ࣔࠊ࢝࢘
࢟ࢡࢧࠊ࢜࢜࢝࢘࢟ࢡࢧࠊࣘࣀ࣑ࢿࢩࢲࠊࢱ࣑࢟ࢩࢲࠊࢼ࣑࢝ࢩࢩࣛࣥࠊࢥࣁࢳࢪࣙ࢘ࢩ
ࢲࠊࣁࢳࢪࣙ࢘ࢩࢲࣔࢻ࢟ࠊࣄࣀ࢟ࢩࢲࠊ࣍ࢯࣂࢩ࣐ࣙࣜࠊࢸࣂࢥ࣡ࣛࣅࠊ࣡ࣖࢩࢲࠊࣚࢡ
ࢪࣕࢡࠊࢽࢭࢥࢡࣔ࢘ࢡࢪࣕࢡࠊ࣡࢘ࢧࢠࢩࢲࠊ࢝ࢶࣔ࢘ࣀࢹࠊࢬࣖࣈࢯࢸࢶࠊࣄࣟࣁࣖ
ࣈࢯࢸࢶࠊࢶࢡࢩࣖࣈࢯࢸࢶࠊࢾ࢝ࢱࢳࢩࢲ࣐࢞ࠊࢶࢠࣀࢾ࢝ࢱࢳࢩࢲ࣐࢞ࠊࢱࢽ࣊
ࢦࠊ࢜ࢽࣂࢫࠊ࢝ࢠ࢞ࢱ࢜ࠊ࣡ࢱ࢝ࣥ࢜ࠊ࣐ࢠ࢝ࣥ࢜ࠊࢬࢯ࢘࢝ࣥ࢜ࠊࢩ
ࣟࣔࢪࠊࣄࢺࢶࣂࢸࣥࢼࣥࢩࣙ࢘ࠊ࣑࣑࢞ࢱࢸࣥࢼࣥࢩࣙ࢘ࠊࣄࣥࢪࣔࠊࢠࢼࢩࠊ࢝࣡ࢶࣝࣔࠊ
ࢬࢻࢥࣟࠊࢳࣕ࣎࣍ࢺࢺࢠࢫࠊࢼࢶ࢚ࣅࢿࠊࢼࢠࣛࣥࠊࢥࢶࣔࣜࢯ࢘ࠊࢡ࣐࢞ࢯ࢘ࠊࢳ
ࣚ࢘ࣛࣥࠊࣁࣝࢨ࢟ࣖࢶࢩࣟࣛࣥࠊ࣑ࢬࢺࣥ࣎ࠊ࣒࢝ࢦࢯ࢘ࠊ࢝ࢤࣟ࢘ࣛࣥࠊ࢚ࣥࢩ࣒ࣗ࢘ࣚ࢘
ࣛࣥࠊࣄ࣓࣒ࣚ࢘ࣛࣥࠊ࢘ࢳࣙ࢘ࣛࣥࠊࢽࣙ࣍࢘ࢳࢻࣜࠊ࢜࢜ࣂࢼ࣐࢜࢜ࣖࢧࢠࢯ࢘ࠊ࣐ࣖࢺ࢟
ࢯ࢘ࠊ࣒࢝ࢹࣛࣥࠊ࢟ࣂࢼࣀࢩࣙ࢘࢟ࣛࣥࠊ࢝࢟ࢶࣂࢱࠊ࣑ࢬ࢜ࠊࣄ࣓࣑ࢡࣜࠊࢩࣛࢱ࣐࣍


ࢩࢡࢧࠊࢺࢸࣥࢶ࢟ࠊ࣑࣐ࣖࢪࣗࢬࢫࢤࠊ࣍ࢯࣂࣄ࢝ࢤࢫࢤࠊ࢝ࢱࢫࢤࠊࢫࣝ࢞ࢫࢤࠊ࢜ࣀ࢚
ࢫࢤࠊࢾ࢜ࢫࢤࠊࣄࢤࣁࣜࢫࢤࠊࣁࢱ࣋࢝ࣥ࢞ࣞࠊ࢝࢞ࢩࣛࠊ࣑࣐ࣖࣁࣝ࢞ࣖࠊ࣑ࢠ࣡ࢺࢲ
ࢩࣂࠊࢬ࣐࢞ࣖࠊࣄࢼࢨࢧࠊ࢘ࣥࢾࢣࣔࢻ࢟ࠊ࢘ࣥࢾࢣࠊࣁࢿ࢞ࣖࠊࣜࢩࣜ࢝ࢽࢶࣜࠊ࢝ࢨࢢ
࣐ࣝࠊࣁࢥࢿࢩࣟ࢝ࢿࢯ࢘ࠊ࣑ࢫ࣑ࢯ࢘ࠊࢱ࣐࣐࢝ࣛࢶࠊࣖࢩࣕࣅࢩࣕࢡࠊࣄࢺࢶࣂࢩ࣐ࣙ࢘ࠊ
࣐ࢶࣀࣁ࣐ࣥࢿࣥࢢࢧࠊ࣑࣐ࣖࢺ࣋ࣛࠊ࢘ࣛࢪࣟ࢟ࣥࣂࠊࣁࢥࢿࢢ࣑ࠊࢪࢰ࢘࢝ࣥࣂࠊࢩࣛࣄ
ࢤࢯ࢘ࠊࣀ࢘ࣝࢩࠊ࢟ࢫ࣑ࣞࠊࢳࣙ࢘ࢭࣥࢼࢽ࣡ࢬࠊࢡ࣐ࣔࢼࢬࢼࠊ࣑࣐ࣖࢶࢳࢺࣜࣔࢳࠊࢾ࢝
࣎ࢱࢹࠊࢩࣔࢳࢯ࢘ࠊ࢜࢜ࣅࣛࣥࢪࠊࢩࢥࢱࣥࣁࢥ࣋ࠊ࢚ࣥࢩࣗ࢘ࢶࣜࣇࢿࢯ࢘ࠊ࢜࢜ࢧࢡࣛ
ࢯ࢘ࠊࢥ࣡ࢨࢡࣛࠊࢡࣔࢥࢨࢡࣛࠊࢩࢼࣀࢥࢨࢡࣛࠊ࢝ࢼࣥࢧࣛࢧࢻ࢘ࢲࣥࠊ࣐࢟ࣙ࢘ࣝ
ࢩࣕࢡࢼࢤࠊ࣐࢜࢜ࣖࢶࢶࢪࠊ࣍ࢯࣂࣀࢶࣝࣜࣥࢻ࢘ࠊ࣒ࣛࢧ࢟ࢭࣥࣈࣜࠊࣄ࣓ࢼ࢚ࠊࢳࣙ࢘ࢪ
ࢯ࢘ࠊࣁ࣐ࢿࢼࢩ࢝ࢬࣛࠊ࣐ࣖࢪࢯࠊࢩ࣐ࢪࢱ࣒ࣛࢯ࢘ࠊࢬࢥࢦ࣓ࢢࢧࠊࢱࢾ࢟ࣔࠊ࣒ࣛࢧ࢟
࣑࣑࢝࢟ࢢࢧࠊࢶࣝࢠ࢟ࣙ࢘ࠊࣂࢯࣈࠊ࢟࢟ࣙ࢘ࠊ࢞࢞ࣈࢱࠊࢺࢲࣁࣁࢥࠊ࢟ࢱࢲࢣࣚࣔࢠࠊ
ࣘ࢟ࣚࣔࢠࠊࢩࣈ࢝࣡ࢩࣟࢠࢡࠊ࢘ࣛࢠࢡࠊ࢟ࣀࣁࣁࢥࢢࢧࠊࣖࢼࢠࣀࢠࢡࠊࢱ࢝ࢧࢦࢯ࢘ࠊ
ࢡ࣐ࣔࢽ࢞ࢼࠊࣁࢳࢪࣙ࢘ࢼࠊࢡࢧࣀ࢜࢘ࣂࣀࢠࢡࠊࢫࣝ࢞ࣄࣙ࢘ࢱࣥ࣎ࢡࠊࢳࢩ࣐ࣄࣙ࢘ࢱࣥ
࣎ࢡࠊࢯࢼ࣐ࣞࢶ࣒ࢩࢯ࢘ࠊ࣑ࢩ࣐ࢧࢥࠊ࣍ࢯࣂࣁࢼ࢘ࢻ
࠙‽⤯⁛༴ࠚ
ࢸࣥࣜࣗ࢘ࢾࣜࢺࣛࣀ࢜ࠊ࢜ࢺ࣓࢜ࠊ࢚ࣅ࣐ࣔࠊࢩࣛࣥࠊ࣐࣓ࢷࢱࣛࣥࠊ࣒ࢠࣛࣥࠊ࣑ࣖ
࣐࣒ࢠࣛࣥࠊ࢚ࣅࢿࠊ࢟ࣥࣛࣥࠊࢱࢩࣟࣛࣥࠊࢡࣟࣖࢶࢩࣟࣛࣥࠊ࣑ࢡࣜࠊࢼ࢚࣑࢞ࢡࣜࠊࢡࣟ
ࢾࣀࣄࢤࠊࢡ࣐ࣔࢫࢬ࣓ࣀࣄ࢚ࠊࣄ࣓ࢥࢾ࢝ࢢࢧࠊ࣐ࣖࢩࣕࢡࣖࢡࠊ࢟ࣂࢼࣁࢼࢿࢥࣀ࣓ࠊ࣒
࢝ࢦࢿࢥࣀ࣓ࢯ࢘ࠊࢶ࣓ࣞࣥࢤࠊࢱࢥࣀࢩࠊࢧࣥࢩࣙ࢘ࣂࣛࠊࢧࢡࣛࣂࣁࣥࣀ࢟ࠊ࣑ࢬ࣐ࢶࣂࠊ
ࢧࢡࣛ࢞ࣥࣆࠊࣖࢼࢠࢾ࢝࣎ࠊࢡ࣑ࣟࣀࢽࢩࢦࣜࠊ࣐ࢠࢶࢶࢪࠊ࣐ࢠࢩࣕࢡࢼࢤࠊࢩࢱ࢝
ࢶࢶࢪࠊࢩࣈ࢝࣡ࢶࢶࢪࠊࣁࢥࢿࢥ࣓ࢶࢶࢪࠊࢾࢭࣥࣈࣜࠊࢡࢧࢼࢠ࢜ࢦࢣࠊࢫࢬࢧࢥࠊ
࢜࣍࢜ࢬ࢟ࠊࢾࣀࣇࢢࣜࠊࢱࢳ࢟ࣛࣥࢯ࢘ࠊ࣐ࢿ࢟ࢢࢧࠊ࣑ࢰࢥ࢘ࢪࣗࠊ࢜࢜ࣄ࢟ࣚࣔࢠࠊࢱ
ࢸ࣐ࣖࢠࢡࠊࢬ࢝ࢽࢥ࢘ࣔࣜࠊࣔࣜࢨ࣑ࠊ࣡ࢱ࣒࢟ࢨ࣑ࠊࢬࣁࣁࢥࠊ࢝࣡ࣛࢽ࢞ࢼࠊࢱ
࢝ࢿࢥ࢘ࣜࣥ࢝
࠙ሗ㊊ࠚ

ࣄ࣓࢘ࣛࢪࣟࠊ࣑ࢬࢱ࢝ࣔࢪ
࠙せὀ┠✀㸸⌧≧᫂ࠚ

ࣖࢶ࢞ࢱࢣࢩࣀࣈࠊ࢜ࢳࣕࢭࣥࢩࢲࠊࢽࢵࢥ࢘ࢩࢲࠊࢶࢡࢩࢾ࣡ࣛࣅࠊࣄࢤࣀ࢞ࣜࣖࢫࠊࣄ
ࣟࣁࣀ࢝࣡ࣛࢧࢥࠊࢡࣔࢨࢡࣛࠊࢺࢿࣜࢥࠊࢦ࣐ࣀࣁࢢࢧࠊࢭࢱ࢝ࢺ࢘ࣄࣞࣥ
࠙せὀ┠✀㸸ศᕸୖὀ┠✀➼ࠚ

ࣜࣗ࢘ࣅࣥࢱࠊ࢜ࢻࣜࢥ࢝ࢢ࣐ࠊࣄ࣓ࣁࢩࢦࢩࢲࠊࣁࢥࣔࢳࢩࢲࠊࢱ࢝ࢧࢦࢩࢲࠊ࢜࢟ࢼ࣡
ࣁࢿࢬࠊࣄ࣓࣐࢝ࣛࢶࠊ࣑࢝࣡ࢳ࣓ࣕࣝࣝࢯ࢘ࠊࣔࢡࣞࢩࠊࣁࢡࢭࣥࢼࢬࢼࠊ࣑࣐ࣖࢶ࣓ࢡ
ࢧࠊ࢘ࣥࢮࣥࢶࢶࢪࠊࢺ࢘ࣖࢡࣜࣥࢻ࢘ࠊࢩࣈ࢝࣡ࢽࣥࢪࣥ
࠙せὀ┠✀㸸㒊ὀ┠✀ࠚ

ࢫࣄ࢝ࢬࣛࠊࣁ࣐ࣁࢼࣖࢫࣜࠊ࢜࢜ࣁ࣍ࣛࢦࢣࠊࢳࢳࣈ࣍ࣛࢦࢣࠊ࢚ࢲ࢘ࢳ࣍ࣥࢢ࢘ࢩࢲࠊ
ࢥࢱࢽ࣡ࢱࣜࠊࢸࢶ࣍ࢩࢲࠊ࣓ࢽࢵࢥ࢘ࢩࢲࠊ࣑ࢰࢩࢲࣔࢻ࢟ࠊ࣡ࢾ࣡ࣛࣅࠊ࢘ࢫࣂ࣑࣐ࣖ
ࣀࢥࢠࣜࢩࢲࠊࢶࢡࢩ࣡࣊ࢦࠊࢾ࢝ࢱࢳࢩࢲࣔࢻ࢟ࠊ࢜ࢿ࢝ࢬࣛࠊ࣑ࢶࣂࢸࣥࢼࣥࢩࣙ࢘ࠊ
࣑ࢬ࢜࢜ࣂࢥࠊࢩࣗࢫࣛࣥࠊࢥࣁࢡࣛࣥࠊ࢜ࣇࢱࣂࣛࣥࠊ࣍ࢨ࢟ࢳࣚ࢘ࣛࣥࠊࣜࢻ࢜ࢩࣛ
ࣥࠊ࣐ࣖࢮࢫࢤࠊࣄ࢝ࢤࢩࣛࢫࢤࠊࢥ࣐ࢶ࢝ࢧࢫࢫ࢟ࠊ࣐ࢶ࢝ࢧࢫࢫ࢟ࠊࢥ࣑࣐ࣖࢾ࢝࣎ࠊࣁ


ࢡࢧࣥࢳࢦࢶࢼࢠࠊ࣒࢝ࢦࢶࢷࣜࠊࢳࣜࣥࢯ࢘ࠊ࢟ࢡࢨ࢟ࢳࢤࠊࢬ࣐ࢳࢤࠊࣞࣥࢤࢩ
࣐ࣙ࢘ࠊ࣐࢜࢜࢝ࣛࢶࠊࢶࢤࠊ࣑࣐࣑ࣖࣔࢪࢳࢦࠊ࣍࢘ࣟࢡࢳࢦࠊࣄࢦࢫ࣑ࣞࠊࢼ࢞ࣂࣀ࢘
ࢼࢠࢶ࣑࢝ࠊࣔࣟࢥࢩࢯ࢘ࠊࢼࣔࣜࢯ࢘ࠊࣇࢼࣂࣛࢯ࢘ࠊ࣐࣓ࢲ࢜ࢩࠊࣁ࣐ࢡ࣡࢞ࢱࠊࢩࢱ
࢝ࢪࣕࢥ࢘ࢯ࢘ࠊ࣡ࢩࣕࢪࣥࠊࢩࢹࢩࣕࢪࣥࠊࣀࢵ࣏ࣟ࢞ࣥࢡࣅࢯ࢘ࠊ࣑ࢬࢠࢡࠊ࢜ࢼ࣑ࣔࠊ
࣐ࣖࣄࣙ࢘ࢱࣥ࣎ࢡ

 یふじのくに地球環境史ミュージアム
㸦ὸಖ㞝ࢥࣞࢡࢩࣙࣥ  ✀㸧
࠙⤯⁛༴Ϩ㸿㢮ࠚ

࢜ࢻࣜࢥࢸࣥࢼࣥࢩࣙ࢘ࠊ࣐ࢠࢸࣥࢼࣥࢩࣙ࢘ࠊࣄࣟࣁࣀ࣐ࢼࠊࢫࣝ࢞ࢪࣙ࢘ࣟ࢘࣍ࢺࢺࢠ
ࢫࠊ࣍ࢸࣛࣥࠊࢡࢤࢾ࣐ࣛࣥࠊ࣒࢝ࢦࢧࢩࣥࠊࢯࢼࣞࢭࣥࣈࣜࠊ࣐ࣖࢱࣂࢥ
࠙⤯⁛༴Ϩ㹀㢮ࠚ

ࢳࣙ࢘ࢩࢲࠊࢩࢥࢡࣄࣟࣁࢸࣥࢼࣥࢩࣙ࢘ࠊ࣑࢜࢜ࢿࢸࣥࢼࣥࢩࣙ࢘ࠊࢥࢩࣀࢥࣂࣔࠊ࢝
ࢥࣂࣔࠊࣘ࢘ࢩࣗࣥࣛࣥࠊ࣐ࣖࣛࣥࠊࣁࢥࢿࣛࣥࠊࢼࣚࢸ࣐ࣥࠊࢡࣟࢡࣔ࢟ࣜࢯ࢘ࠊࢧ࢝ࢿࣛ
ࣥࠊ࣓࢝ࣔࣛࣥࠊࢺ࢟ࢯ࢘ࠊࢬࢧࢶ࢟ࠊࣁࢩࢼ࢞࢝ࣥࢫࢤࠊ࢟ࢱࢲࢣ࢝ࢽࢶࣜࠊࢼ࣑࢞ࣀࢶ
ࣝࢣ࣐ࣥࠊࣄࣟࣁ࣊ࣅࣀ࣎ࣛࢬࠊ࢜࢜ࢧ࣡ࢺࣜ࢝ࣈࢺࠊࣄ࢟ࣀ࢝ࢧࠊࢱࢳࣔࠊࢾࣁࢠࠊࣇࢪࢱ
ࢤ࢟ࠊ࢝ࣥࢥࣀ࢟ࠊ࣑࣐ࣖࢫ࣑ࣞࠊࢥࢠࢩࢠࢩࠊ࣓࢘࢘ࢶࢠࠊࢧ࣡ࢺࣛࣀ࢜ࠊࢧࢡࣛࢯ࢘ࠊࢼ
࢞࣎ࢼࢶࣁࢮࠊࢧࣥࣉࢡࣜࣥࢻ࢘ࠊ࢝ࢩࣜࣥࢻ࢘ࠊࢩࣀࣀ࣓ࢯ࢘ࠊ࣒ࣛࢧ࢟ࠊ࢟ࢭ࣡ࢱࠊ
࣋ࢺ࢘ࣄࣞࣥࠊࣄ࣓ࣄࢦࢱࠊࢥ࢘ࣜࣥ࢝ࠊ࣡ࢶࢡࣂࢿ࢘ࢶࢠ
࠙⤯⁛༴ϩ㢮ࠚ

࣑ࢬࢽࣛࠊ࣐ࢶࣂࣛࣥࠊ࢝࢘࢟ࢡࢧࠊ࢜࢜࢝࢘࢟ࢡࢧࠊࣘࣀ࣑ࢿࢩࢲࠊࣄࣀ࢟ࢩࢲࠊࢱࢽ࣊
ࢦࠊ࢝ࢠ࢞ࢱ࢜ࠊ࣡ࢱ࢝ࣥ࢜ࠊ࣐ࢠ࢝ࣥ࢜ࠊࢬࢯ࢘࢝ࣥ࢜ࠊࢩࣟࣔࢪࠊࣄ
ࢺࢶࣂࢸࣥࢼࣥࢩࣙ࢘ࠊ࣑࣑࢞ࢱࢸࣥࢼࣥࢩࣙ࢘ࠊࣄࣥࢪࣔࠊࢬࢻࢥࣟࠊ࢟ࣂࢼࣀ࣐ࢼࠊࢳ
ࣕ࣎࣍ࢺࢺࢠࢫࠊࢼࢶ࢚ࣅࢿࠊࢼࢠࣛࣥࠊࢡ࣐࢞ࢯ࢘ࠊࢳࣚ࢘ࣛࣥࠊࣁࣝࢨ࢟ࣖࢶࢩࣟࣛࣥࠊ
࢝ࢤࣟ࢘ࣛࣥࠊࣄ࣓࣒ࣚ࢘ࣛࣥࠊ࢘ࢳࣙ࢘ࣛࣥࠊࢽࣙ࣍࢘ࢳࢻࣜࠊ࣑ࢬࢳࢻࣜࠊࢶࣞࢧࢠࢯ࢘ࠊ
࣐࢜࢜ࣖࢧࢠࢯ࢘ࠊ࣐ࣖࢺ࢟ࢯ࢘ࠊ࣒࢝ࢹࣛࣥࠊ࢟ࣂࢼࣀࢩࣙ࢘࢟ࣛࣥࠊ࢝࢟ࢶࣂࢱࠊ࣐ࣖࢺ࣑
ࢡࣜࠊࢺࢸࣥࢶ࢟ࠊ࣑࣐ࣖࢪࣗࢬࢫࢤࠊ࢜࢜ࢱ࣐ࢶࣜࢫࢤࠊ࣍ࢯࣂࣄ࢝ࢤࢫࢤࠊࢫࣝ࢞ࢫࢤࠊ
ࢪࣥࢢ࢘ࢫࢤࠊ࢜ࢽࢼࣝࢥࢫࢤࠊࢥࢶࣈࢾ࣐ࣁࣜࠊࢬ࣐࢞ࣖࠊ࢘ࣥࢾࢣࠊࣁࢿ࢞ࣖࠊࣜࢩࣜ
࢝ࢽࢶࣜࠊ࢝ࢨࢢ࣐ࣝࠊࣁࢥࢿࢩࣟ࢝ࢿࢯ࢘ࠊ࣑ࢫ࣑ࢯ࢘ࠊࣇࢵ࢟ࢯ࢘ࠊࢥ࣑࢘ࣖࢬ࢟ࠊࣖࢩࣕ
ࣅࢩࣕࢡࠊࣄࢺࢶࣂࢩ࣐ࣙ࢘ࠊ࣐ࢶࣀࣁ࣐ࣥࢿࣥࢢࢧࠊ࣑࣐ࣖࢺ࣋ࣛࠊ࢟ࣥࣟࣂࠊࣁࢥࢿࢢ࣑ࠊ
ࢡࣟࢶࣂࣛࠊࢪࢰ࢘࢝ࣥࣂࠊࣀ࢘ࣝࢩࠊࢧࢡࣛࢫ࣑ࣞࠊ࢟ࢫ࣑ࣞࠊࢧ࣐ࣇ࢘ࣟࠊࢺࢲ࢝ࣂ
ࢼࠊࢳࣙ࢘ࢭࣥࢼࢽ࣡ࢬࠊࢡ࣐ࣔࢼࢬࢼࠊ࣑࣐ࣖࢶࢳࢺࣜࣔࢳࠊࢾ࢝࣎ࢱࢹࠊ࢜࢜ࣅࣛࣥࢪࠊࢩ
ࢥࢱࣥࣁࢥ࣋ࠊ࢜࢜ࢧࢡࣛࢯ࢘ࠊࢥ࣡ࢨࢡࣛࠊ࣍ࢯࣂࣀࢶࣝࣜࣥࢻ࢘ࠊ࣒ࣛࢧ࢟ࢭࣥࣈࣜࠊࢳ
ࣙ࢘ࢪࢯ࢘ࠊࣁ࣐ࢿࢼࢩ࢝ࢬࣛࠊ࢜࢜ࣈࣀ࣓ࠊࢺࣛࣀ࢜ࢫࢬ࢝ࢣࠊࣛࢩࣙ࢘ࣔࣥ࢝ࢬࣛࠊࣄ࣓
ࣁࢵ࢝ࠊ࣐ࣖࢪࢯࠊࢩ࣐ࢪࢱ࣒ࣛࢯ࢘ࠊࣄ࣓ࢼ࣑࢟ࠊࢬࢥࢦ࣓ࢢࢧࠊࢾࢱࢾ࢟ࣔࠊࢱࢾ࢟ࣔࠊ
ࢶࣝࢠ࢟ࣙ࢘ࠊ࢟࢟ࣙ࢘ࠊ࢞࢞ࣈࢱࠊࢺࢲࣁࣁࢥࠊ࢟ࢱࢲࢣࣚࣔࢠࠊࣘ࢟ࣚࣔࢠࠊࢩࣈ࢝࣡ࢩ
ࣟࢠࢡࠊ࢘ࣛࢠࢡࠊ࢟ࣀࣁࣁࢥࢢࢧࠊࣖࢼࢠࢱ࣏࣏ࣥࠊ࣍ࢯࣂࢽ࢞ࢼࠊࢫࣝ࢞ࣄࣙ࢘ࢱࣥ࣎ࢡࠊ
ࢳࢩ࣐ࣄࣙ࢘ࢱࣥ࣎ࢡࠊࢽࢵࢥ࢘ࣄࣙ࢘ࢱࣥ࣎ࢡࠊ࣑ࢩ࣐ࢧࢥࠊ࣍ࢯࣂࣁࢼ࢘ࢻ
࠙‽⤯⁛༴ࠚ


ࢪࣗࣥࢧࠊ࢜ࢺ࣓࢜ࠊࢩࣛࣥࠊ࣐࣓ࢷࢱࣛࣥࠊ࣒ࢠࣛࣥࠊ࣑࣐࣒ࣖࢠࣛࣥࠊ࢚ࣅࢿࠊ࢟ࣥ
ࣛࣥࠊࢭࢵࢥࢡࠊࢱࢩࣟࣛࣥࠊࢡࣟࣖࢶࢩࣟࣛࣥࠊ࢘ࢫࢠ࣒ࣚ࢘ࣛࣥࠊ࣑ࢡࣜࠊࢼ࢚࣑࢞ࢡࣜࠊ
ࢭࣥࢲࢫࢤࠊ࣐ࣖࢩࣕࢡࣖࢡࠊ࢟ࣂࢼࣁࢼࢿࢥࣀ࣓ࠊ࣒࢝ࢦࢿࢥࣀ࣓ࢯ࢘ࠊࢶ࣓ࣞࣥࢤࠊࢱࢥ
ࣀࢩࠊࢧࣥࢩࣙ࢘ࣂࣛࠊࢧࢡࣛࣂࣁࣥࣀ࢟ࠊࢥ࢜ࢺࢠࣜࠊ࣑ࢬ࣐ࢶࣂࠊ࢘ࢫࢤࢳࣙ࢘ࢪࢱࢹࠊ
ࢧࢡࣛ࢞ࣥࣆࠊࣖࢼࢠࢾ࢝࣎ࠊ࣐ࢠࢶࢶࢪࠊ࣐ࢠࢩࣕࢡࢼࢤࠊࢩࢱ࢝ࢶࢶࢪࠊࢩࣈ࢝࣡ࢶ
ࢶࢪࠊࢾࢭࣥࣈࣜࠊࢫࢬࢧࢥࠊ࢜࣍࢜ࢬ࢟ࠊࢾࣀࣇࢢࣜࠊ࢝ࣜ࢞ࢿࢯ࢘ࠊࢱࢳ࢟ࣛࣥࢯ
࢘ࠊ࣐ࢿ࢟ࢢࢧࠊ࣑ࢰࢥ࢘ࢪࣗࠊ࢜࢜ࣄ࢟ࣚࣔࢠࠊࢧ࣡ࢠ࢟ࣙ࢘ࠊࢱࢸ࣐ࣖࢠࢡࠊࢬ࢝ࢽࢥ࢘
ࣔࣜࠊࣔࣜࢨ࣑ࠊ࣡ࢱ࣒࢟ࢨ࣑ࠊࢬࣁࣁࢥࠊ࢝࣡ࣛࢽ࢞ࢼࠊࢱ࢝ࢿࢥ࢘ࣜࣥ࢝
࠙せὀ┠✀㸸⌧≧᫂ࠚ

࣐ࣖࣈ࢟ࢯ࢘
࠙せὀ┠✀㸸ศᕸୖὀ┠✀➼ࠚ

ࣄࢼ࢞ࣜࣖࢫࠊ࣒ࣛࢧ࣓࢟ࣔࣥࢷࣝࠊࣅ࣮ࣟࢻࢳࢦࠊࣔࢡࣞࢩࠊ࢘ࣥࢮࣥࢶࢶࢪࠊࣄࣟࣁࢥ
ࣥࣟࣥ࢝ࠊࢺ࢘ࣖࢡࣜࣥࢻ࢘ࠊࢩࣈ࢝࣡ࢽࣥࢪࣥࠊ࣑ࢶ࢞ࢩ࣡
࠙せὀ┠✀㸸㒊ὀ┠✀ࠚ

ࢫࣄ࢝ࢬࣛࠊ࣑ࢰࢩࢲࣔࢻ࢟ࠊࢾ࢝ࢱࢳࢩࢲࣔࢻ࢟ࠊ࢜ࢿ࢝ࢬࣛࠊ࢘ࢫࣂࢧࢩࣥࠊࣂࣜ
ࣂࣜࣀ࢟ࠊ࣑ࢶࣂࢸࣥࢼࣥࢩࣙ࢘ࠊࣄࢼࣀࢩࣕࢡࢪࣙ࢘ࠊ࣐ࢼࠊ࢜࢜࢘ࣂࣘࣜࠊ࢝ࢱࢡࣜࠊࢠ
ࣥࣛࣥࠊ࢜࢟ࣛࣥࠊࢣ࣎ࣀࢩࣗࢫࣛࣥࠊࣄ࣓ࣇࢱࣂࣛࣥࠊ࢜ࣇࢱࣂࣛࣥࠊ࣍ࢨ࢟ࢳࣚ࢘
ࣛࣥࠊࣜࢻ࢜ࢩࣛࣥࠊࣄࢺࢶ࣎ࢡࣟࠊࢥ࢟ࣥࣂࢨࢧࠊࣄ࣓ࢽࣛࠊ࢜࢜࢟ࢶࢿࣀ࣑࢝ࢯࣜࠊࢧ
ࢶ࣐ࢫࢤࠊࢥ࣐ࢶ࢝ࢧࢫࢫ࢟ࠊࢥ࢘ࣖࢨࢧࠊ࣐ࣖࢺ࣎ࢩ࢞ࣛࠊࣁࢡࢧࣥࢳࢦࢶࢼࢠࠊ࣒࢝ࢦࢶ
ࢷࣜࠊࢳࣜࣥࢯ࢘ࠊ࢟ࢡࢨ࢟ࢳࢤࠊࢬ࣐ࢳࢤࠊࣞࣥࢤࢩ࣐ࣙ࢘ࠊࢶࢤࠊ࣒࢝ࢦࣘ࢟ࣀࢩ
ࢱࠊࢬ࣐ࢶ࣓ࢡࢧࠊ࢝࣡ࣛࢧࢥࠊ࣑࣐࣑ࣖࣔࢪࢳࢦࠊ࢝ࣛࣁࢼࢯ࢘ࠊ࣑࣐ࣖࢽ࢞࢘ࣜࠊ
࣓࣡࢘ࢷࣝࠊࣄࢦࢫ࣑ࣞࠊࢥࢾ࢞ࣛࢩࠊࢼ࢞ࣂࣀ࢘ࢼࢠࢶ࣑࢝ࠊࣄࢤࢿ࣡ࢳ࢞ࢯ࢘ࠊࣔࣟࢥ
ࢩࢯ࢘ࠊࢼࣔࣜࢯ࢘ࠊࣇࢼࣂࣛࢯ࢘ࠊࢩࢱ࢝ࢪࣕࢥ࢘ࢯ࢘ࠊ࣍ࢼ࢞ࢱࢶࢼ࣑ࢯ࢘ࠊࣄ࢟ࣚࣔ
ࢠࠊ࢟ࣚࢫ࣑࢘ࢶ࣎ࠊ࣡ࢩࣕࢪࣥࠊࢩࢹࢩࣕࢪࣥࠊࣀࢵ࣏ࣟ࢞ࣥࢡࣅࢯ࢘ࠊ࣑ࢬࢠࢡࠊࣀࢽ࢞
ࢼࠊ࣐ࣖࣄࣙ࢘ࢱࣥ࣎ࢡࠊࣞࣥࣉࢡࢯ࢘ࠊࢼ࣋ࢼ





2.

菌類（キノコ類）
（１）静岡県における生育種及び分布の特性
⳦㢮ࡢ୰࡛ࠊ࢟ࣀࢥࡼࡤࢀࡿࠊ⫗║࡛☜ㄆ࡛ࡁࡿᏊᐇయࢆᙧᡂࡍࡿᏊᄞ⳦ཬࡧᢸᏊ⳦ࢆᑐ㇟ࡋ

ࡓࠋ⌧ᅾᅜෆࡢ࢟ࣀࢥ㢮ࡣࠊᏊᄞ⳦㢮ࠊᢸᏊ⳦㢮ྜࢃࡏ࡚  ✀ࡶ࠸ࢃࢀࡿࠋ㐣ཤࡢグ㘓ࠊ
ཬࡧᅇࡢㄪᰝ⤖ᯝࡽṇᘧグ㍕✀࡛࡞࠸ࡶࡢࡶྵࡵ࡚ࠊᏊᄞ⳦㛛࡛  ⥘  ┠  ⛉  ✀ࠊᢸᏊ⳦
㛛ࡣ  ⥘  ┠  ⛉  ✀ྜィ  ✀ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
┴ෆࡣ
෭

ᬮ࡛㝆Ỉ㔞ᜨࡲࢀࠊࡉࡽᾏᓊࡽᐩኈᒣཬࡧ༡ࣝࣉࢫࡲ࡛ᶆ㧗ᕪࡀࡁࡃࠊᬮ

ᖏࠊ

ᖏࠊள㧗ᒣᖏࠊ㧗ᒣᖏࡲ࡛ከᵝ࡞᳜⏕ࡀ࠶ࡾࠊ⏕⫱⎔ቃࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᶆ㧗ࡢప࠸ࡇࢁ࡛

ࡣ༡᪉⣔ࡢࠊᶆ㧗ࡢ㧗࠸ࡇࢁ࡛ࡣ᪉⣔ࡢ✀ࡀ☜ㄆࡉࢀࡿࠋ

（２）調査の概要
࢟ࣀࢥ㢮ࢆᑐ㇟ࡋ࡚ࠊ⌧ᆅㄪᰝཬࡧᩥ⊩ㄪᰝࢆᐇࡋࡓࠋ᪂つࡢศ㢮⩌࡛┴ෆᇦ࡛ࡢ㛗ᮇࢃ
ࡓࡿ࢟ࣀࢥ㢮⯡ࡢⓎ⏕ㄪᰝࡢࢹ࣮ࢱࡣ࡞࠸ࠋ ᖺⓎ㊊ࡢࠕ㟼ᒸᮌࡢᏊࡢࠖࡣᙜึ㛵භஓඛ⏕ࠊ
ᮏ㒓ḟ㞝ඛ⏕ࡈᣦᑟ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ⳦㢮㒊ࡣࠕ㟼ᒸᮌࡢᏊࡢࠖࡢဨཬࡧࠕ᪥ᮏኟⲡࡢࠖ
ဨࡽ࡞ࡾࠊ ᖺࡽ  ᖺࡲ࡛⌧ᆅㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝཬࡧࠊࠕ㟼ᒸᮌࡢᏊࡢ
ሗࠖ
ࠕ᪥ᮏኟⲡࡢࠖࡢάືグ㘓ࡼࡾ᳨ウࡋࡓࠋ⳦㢮ࡢᮏయࡣᇶ㉁୰㸦ᅵተࠊ⳦᰿ࠊⴠⴥⴠᯞࠊ
ᮌᮦࠊ᪻࡞㸧ᗈࡀࡿ⳦⣒࡛࠶ࡿࡀࠊ✀ࡢྠᐃࡣ⦾Ṫჾᐁ࡛࠶ࡿᏊᐇయࡢᙧ㉁ࡼࡗࡓࠋᏊᐇయ
ࡢⓎ⏕ᮇ㛫ࡣ㛗࠸✀ࡶ࠶ࡿࡀࠊ▷࠸✀ࡀከ࠸ࠋྠࡌㄪᰝᆅ࠾࠸࡚ࡶࠊ▷ᮇ㛫࡛Ⓨ⏕ࡍࡿ✀ࡣኚࡍ
ࡿࠋ㞵㔞ࠊẼ

࡞ࡢẼ㇟᮲௳ࡼࡗ࡚ࡶⓎ⏕≧ἣࡀኚࡋࡸࡍ࠸ࠋࡲࡓᩘᖺࢧࢡ࡛ࣝᏊᐇయࢆᙧ

ᡂࡍࡿ✀ࡶ࠶ࡿࠋ┴ෆࡢ⮬↛⎔ቃࡣከᵝ࡛ࠊㄪᰝᆅࡣከࡃࠊᑡᩘࡢ㒊ဨ࡛ࡢㄪᰝ࡛ࠊ⯡ㄪᰝ
㊊ࡢ≧ែ࡛࠶ࡿࠋ༙ᆅୗᏊᐇయࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿᆅୗ⏕⳦ࠊ㠀㣗⏝࡛ᚤᑠ࡞Ꮚᐇయࢆᙧᡂࡍࡿ✀࡞
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ≉ㄪᰝ㊊࡛࠶ࡿࠋ

（３）レッドリスト種の選定経緯
ᚑᒓᰤ㣴⏕≀࡛࠶ࡿ࢟ࣀࢥ㢮ࡣࠊᰤ㣴⋓ᚓ᪉ἲࡼࡾࠊ᳜≀㑇యࢆᰤ㣴※ࡍࡿ⭉⏕ᛶࡢ࢟ࣀ
ࢥ㸦௨ୗ⭉⏕⳦㸧ࠊᅜෆ࡛ࡣ࣐ࢶ⛉ࠊࣈࢼ⛉ࠊ࢝ࣂࣀ࢟⛉࡞ࡢᶞ✀ࢆᐟࡋ࡚⳦᰿ඹ⏕ࡍࡿ
እ⏕⳦᰿ᛶࡢ࢟ࣀࢥ㸦௨ୗእ⏕⳦᰿⳦㸧ࠊ᪻ࠊࢡࣔࠊᆅୗ⏕⳦࡞ࡢᐤ⏕⳦࡛࠶ࡿኟⲡ㢮ࠊᶞ
ᮌཎ⳦࡞ࡢᐤ⏕ᛶࡢ࢟ࣀࢥࡁࡃศࡅࡽࢀࡿࠋ
⭉⏕⳦࡛ࡣࠊ⏕⫱⎔ቃࡀᾏ◁ᆅࠊ‵ᆅࠊ෭

ᖏࠊள㧗ᒣᖏ࡞㝈ᐃࡉࢀࠊࡘᰤ㣴※ࡀῶᑡࡋ

࡚࠸ࡿ✀ࢆ㑅ᐃࡋࡓࠋእ⏕⳦᰿⳦࡛ࡣࠊ⳦᰿ඹ⏕ࡍࡿᐟᶞ✀ࡀῶᑡࡍࡿకࡗ࡚ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ
✀ࠊ➇ྜࡍࡿᚤ⏕≀ࡢᑡ࡞࠸⑭ࡏᆅࢆዲࡴ࡞⏕⫱⎔ቃࡀ㝈ᐃࡉࢀࠊࡑࡢ⏕⫱⎔ቃࡀᝏࡋ࡚࠸ࡿ✀
ࢆ㑅ᐃࡋࡓࠋኟⲡ㢮࡛ࡣከ‵⎔ቃ࡞⏕⫱⎔ቃࡀ㝈ᐃࡉࢀࡿ✀ࢆ㑅ᐃࡋࡓࠋ

（４）レッドリストの改訂で明らかになった点
ᥖ㍕✀ᩘࡣ  ✀࡛ࠊ⤯⁛༴Ϩ㹀㢮 (1  ✀ࠊ⤯⁛༴ϩ㢮 98  ✀࡛࠶ࡿࠋᾏ◁ᆅࠊ㈋ᰤ㣴
ᅵተࡢ࣐ࢶᯘཬࡧᯘෆࡢ‵ᆅࢆ⏕⫱⎔ቃࡍࡿ✀ࡀከ࠸ࠋ⮬↛࡞ᾏᓊ◁ࠊᯘෆࡢ‵ᆅࠊ⪁㱋ᶞࢆྵ
ࡴᵝࠎ࡞ᶞ㱋ࠊከᵝ࡞ᶞ✀ࡀ⏕⫱ࡍࡿኳ↛ᯘࡢ࡞ࡢ⏕⫱⎔ቃࡀࠊ㛤Ⓨࠊఆ᥇ࠊேᕤᯘ࡞ࡼࡾ
ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

（５）減少の主要因と脅威
㐲ᕞℿࡢ◁ᆅࡣࠊ⎔ቃ┬ࡢࣞࢵࢻࣜࢫࢺ࡛⤯⁛༴ϩ㢮ࡢࢥࢼ࢚࢞ࣀ࢝࢝ࢦࢱࢣຍ࠼࡚ࢫࢼ
࣐ࣖࢳࣕ࣡ࣥࢱࢣࠊࣂࢱࢣࢩ࣎࢘ࢬࢱࢣ࡞ࡢ⭉⏕⳦ࡀ⏕⫱ࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢ✀ࡢ⏕⫱⎔ቃࡣᅜෆ࡛




ࡣᾏᓊ◁ᆅ㝈ࡽࢀࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࡀࠊ㏆ᖺ◁ࡢῶᑡࠊᕤࡼࡿ◁ࡢ᥀ࡾ㏉ࡋࠊ⊛ᬬࡀ⥆࠸࡚◁ᆅ
⾲㠃ࡢẼ

ࡀ㧗࠸≧ែࡀ⥆ࡃ࡞ࠊᛴ㏿⏕⫱⎔ቃࡀᝏࡋࠊᏊᐇయࡢⓎ⏕ࡣῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ⎔ቃ┬

ࡢ⤯⁛༴ϩ㢮ࡢ࢝ࢲ࣐ࣀ࢜࢜ࢱ࣐ࢶࡣࠊ┴ෆࡶศᕸᆅ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ☜ㄆ࡛
ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
ᾏᓊᯘࡢࢩࣙ࢘ࣟ '' ࠊ㔛ᒣࡢ࣍ࣥࢩ࣓ࢪ 98 ࠊ࣐ࢶࢱࢣ 98 ࡞ࠊྂࡃࡽ㣗⏝࢟ࣀࢥࡋ࡚࡞
ࡌࡳ῝࠸ࡇࢀࡽࡢእ⏕⳦᰿⳦ࡣࠊ᮲௳ࡀᩚ࠼ࡤⓎ⏕ࡣከࡃࠊேࡢ⏕άࡢ㛵ಀ࡛ࡑࡢ⏕⫱⎔ቃࢆ☜ಖ
ࡋ࡚ࡁࡓ࠸࠼ࡿࡀࠊ┴ෆ࡛ࡣ㏆ᖺⴭࡋࡃῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋせᅉࡋ࡚ᡓᚋࡢேᕤᯘࡢቑຍࠊ⏕άࡢ୰
࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓᯇᯘࠊ㞧ᮌᯘ࡛ࡢⴠⴥᥙࡁ࡞ࡀ⾜ࢃࢀ࡞ࡃ࡞ࡾࠊᯘᗋⴠⴥࡀሁ✚ࡋ࡚ᐩᰤ㣴ࠊ
㑄⛣ࡀ㐍⾜ࠊࡉࡽ  ᖺ௦ࡲ࡛ࡣ㔛ᒣከࡃࡳࡽࢀࡓ࣐࢝ࢶࡀࠊእ᮶✀ࡢ࣐ࢶࣀࢨࢭࣥࢳࣗ
࢘ࡼࡿᯇᯤࢀ࡛ࠊ㠀ᖖῶᑡࡋࡓࡇ࡞ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ⌧ᅾࡣ࢝ࢩࣀࢼ࢞࢟ࢡ࣒ࢩࡀ፹ࡍࡿ
ཎ⳦ࡼࡿࢼࣛᯤࢀ࡛ࠊࣈࢼ⛉ᶞ✀ࡢῶᑡࡀ┴ෆ࡛ࡶ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࠋⓎ⏕ᩘࡀῶᑡࡋࡓ㣗⏝࢟ࣀࢥ࡛
ࡣ⬊Ꮚࡀᡂ⇍ࡍࡿ๓᥇ྲྀࡉࢀࡿࡇࡀከࡃࠊ⬊Ꮚࡢᩓᕸࡶ㜼ᐖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓᬮ

ᖏࡽ෭

ᖏୖࡲ࡛ࡢᯘෆࡢ‵ᆅ࡞ࡢከ‵⎔ቃ⏕⫱ࡍࡿ✀࠾࠸࡚ࡶࠊ㛤Ⓨ࡞

ࡼࡿࡑࡢῶᑡ࡛⏕⫱⎔ቃࡀᝏࡋ࡚࠸ࡿࠋ

（６）注目される種のカテゴリーと変更理由
≉ὀ┠ࡉࢀࡿヱᙜ✀ࡣ࡞࠸ࠋ

（７）考えられる保全対策、今後の留意点
⌧ᅾࡢ⏕⫱⎔ቃࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅಖᣢࡋࠊࡉࡽ㔛ᒣࡢ㞧ᮌᯘࢆቑࡸࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋእ⏕⳦᰿⳦࡛ࡣࠊ
ᐟᶞ✀ࡢ⏕⫱ࡍࡿ᳃ᯘࡢಖࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᾏᓊᯘࠊ㔛ᒣ࡛ே㛫ࡢάືࡼࡾ⏕⫱⎔ቃࡀ⥔ᣢࡉࢀ
࡚ࡁࡓ✀࡛ࡣࠊᯘᗋࡢᡭධࢀࢆࡍࡿࡇࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢಖࡀᚲせ࡞ࡿࠋ⪁㱋ᶞࡢ⏕❧ᮌࠊಽᮌ
ࡣ⭉⏕⳦ࡢ⏕⫱ሙᡤࡋ࡚㈗㔜࡛࠶ࡿࠋ⭉ᮙࡢ㐍⾜క࠸⏕⫱ࡍࡿ⭉⏕⳦ࡢ✀㢮ࡶኚࡍࡿࠋከᵝ࡞
ᶞ✀ࠊᵝࠎ࡞ᶞ㱋ࡢᶞᮌࡀ⏕⫱ࡍࡿ⮬↛ᯘ࡛ࡣࠊ⭉⏕⳦ࠊእ⏕⳦᰿⳦ࡢ✀ࡶ㇏ᐩ࡛ࠊ᳃ᯘෆࡢ≀㉁ᚠ
⎔ࡶ⾜ࢃࢀࡿࠋኟⲡ㢮ࡢኳᩛᚤ⏕≀ࡋ࡚ࡢാࡁࡶࡁ࠸ࠋᯘᗋ࡛ࡣࠊⴠⴥศゎ⳦ࠊእ⏕
⳦᰿⳦ࡢ⳦⣒ࡀ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࠋⓏᒣ㐨௨እࡢே㛫ࡢ㋃ࡳࡘࡅࡀከ࠸ࡇࢀࡽࡢ⏕⫱⎔ቃࢆᝏࡉࡏࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࢽ࣍ࣥࢪ࢝㣗ᐖࡼࡿୗᒙ᳜⏕ࡢῶᑡࡀࠊᯘᗋࡢ⇱ࠊ⛶ᶞࡢῶᑡᙳ㡪ࢆཬ
ࡰࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋኟࡢẼ

ࡀ㧗࠸≧ែࡶ⳦⣒ࡢ⏕⫱ᙳ㡪ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊㄪᰝࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ

࠶ࡿࠋ

（８）文献（多くの種で参考とした文献）
㔠Ꮚ⦾࣭బᶫ᠇⏕㸦㸧ࣈࢼᯘࢆࡣࡄࡃࡴ⳦㢮㸬ᩥ୍⥲ྜฟ∧㸪ᮾி㸪SS
ᮏㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊⯪ᶫSS
㛵භஓ࣭㇂ྜྷ㞝࣭ᮏ㒓ḟ㞝㸦㸧᪥ᮏࡢࡁࡢࡇቑ⿵ᨵゞ᪂∧㸬ᒣ㇂♫㸪ᮾி㸪SS

㸦ụࣨ㇂ࡢࡾᏊ㸧






スナヤマチャワンタケ

Peziza ammophila Durieu & Mont. 1847
ࢳࣕ࣡ࣥࢱࢣ⛉ 3H]L]DFHDH

［静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）（要件−①）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛



種の解説
 ⭉⏕⳦ࠋᏊᐇయࡣ⛅ࡽึࠊᾏᓊࡢ◁ᆅⓎ⏕ࠋ
Ꮚᄞ┙ࡣⲔ〓Ⰽࠊึࡵ⌫ᙧࠊࡢࡕ㡬㒊ࡀ㛤ཱྀࡋࠊ῝࠸
Ⲕ᳐ᙧ࡞ࡿࠋᚄ 㹼FP ࡛ࠊⲔ☇ࡢෆഃᏊᄞ⬊Ꮚ
ࢆసࡿࠋ᭷࡛ࠊᏊᐇయࡢୗ㒊ࡣ⳦⣒ࡼࡗ࡚◁ᅛ
ࡵࡽࢀࠊPP ⛬ᗘࡢᰕ≧ࡢሢ࡞ࡿࠋᏊᄞ⬊Ꮚࡣᴃ
ᙧࠊᖹ࡛࠶ࡿࠋ
分布
 ᅜእ࡛ࡣ࣮ࣚࣟࢵࣃࠊࣇࣜ࢝ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏ
ᕞࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
生育環境
 ᾏᓊࡢ㜵㢼ᯘἼᡴࡕ㝿ࡢ㛫ࡢ◁࡛ࠊࢃࡎᾏ
᳜≀ࡀ⏕࠼࡚࠸ࡿ◁ᆅ୰࡛᳜≀㑇యࢆศゎࡋ࡚⏕
㟼ᒸ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᓊ⃝ᗈᬗ
⫱ࡍࡿࠋ
生育状況
 ┴ෆ⏕⫱⎔ቃࢆ‶ࡓࡍ◁ࡀᑡ࡞ࡃࠊⓎ⏕ሙᡤࡣ
ࡈࡃ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ ᖺࡃࡽ࠸ࡲ࡛ࡣࠊẚ㍑ⓗᏊᐇ
యࡢⓎ⏕ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙᡤ࠾࠸࡚ࡶࠊ᭱㏆ࡣ㠀ᖖ
Ⓨ⏕ࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
減少の主要因と脅威
 ᾏ᳜≀ࡢᯤṚ᰿ࢆᰤ㣴※ࡋ࡚⏕⫱ࡋࠊẼ ࡀప
ୗࡋࡓ⛅ࡽᏊᐇయࢆⓎ⏕ࡉࡏ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡋࡋ⏕⫱⎔ቃࢆ‶ࡓࡍ◁ࡀῶᑡഴྥ࠶
ࡿࠋ㏆ᖺࡣ⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ◁࠾࠸࡚᥀ࡾ㏉
ࡋ࡞ࡀ⾜ࢃࢀࠊ◁୰ࡢᯤṚ᰿ࡢኚ࡞⏕⫱⎔ቃࡀ
ᝏࡋࡓࡓࡵࠊᏊᐇయࡢⓎ⏕ࡀⴭࡋࡃῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ
㸦㸧ࠋ
ࡲࡓṧᬬ࡛◁ᆅ⾲㠃ࡢ㧗 ≧ែࡀ㛗ࡃ⥆ࡃࡓࡵࠊᏊᐇయࡢⓎ⏕ᮇࡀ㐜ࡃ࡞ࡾࠊⓎ⏕㐺 ᮇ㛫ࡀ▷
ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ  ࠋ
保護対策
 ◁ࡢ᳜⏕≧ែࢆ⥔ᣢࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
特記事項
 ≉࡞ࡋࠋ
主な文献
ụ⏣Ⰻᖾ㸦㸧᪂∧ 㝣ࡢࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ᶫᮏ☜ᩥᇽ㸪㔠ἑ㸪SS㸬
ఀ⸨ၨ  㐲ᕞࡢ◁ࡢ࢟ࣀࢥ㟼ᒸᮌࡢᏊࡢሗ  ±
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
ᕤ⸨ఙ୍㸦㸧㟷᳃┴⏘ࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ࢡࢭࢫ༑୍ฟ∧㸪㟷᳃㸪SS㸬
㇂ྜྷ㞝㸦㸧⯆῝࠸᪥ᮏ⏘ࢳࣕ࣡ࣥࢱࢣ  ✀ࡘ࠸࡚㸬᪥⳦ሗ㸪±
標本
㟼ᒸ┴⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒
㸦ᓊ⃝ᗈᬗ㸧










ハヤカワセミタケ

Metarhizium owariense
(Kobayasi) Kepler, Rehner & Humber 2014
ࣂࢵ࢝ࢡ࢟ࣥ⛉ &ODYLFLSLWDFHDH

［静岡県カテゴリー 絶滅危惧ⅠB 類（EN）（要件−①⑥）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ㢮㸦&5㸩(1㸧㹛 

種の解説
ࢭ࣑ࡢᗂᐤ⏕ࡍࡿኟⲡ㸦࣭᪻ࢡ࣭ࣔᆅୗ
⏕⳦࡞ࡢᐤ⏕⳦㸧ࠋᏊᐇయࡣᮍ⇍ῐ࠸㯤Ⰽࠊᡂ
⇍ࡍࡿ῝࠸࣮࢜ࣜࣈⰍࢆ࿊ࡍࡿࠋᐟࡣ㟼ᒸ┴࠾
࠸࡚ࡣࢽࢽࢮ࣑ࡢࡼ࠺࡞ᑠᆺ࡞ࢭ࣑ࡢᗂࡀከ
࠸ࠋᏊᄞ⬊Ꮚࡣ⣒≧࡛ࠊḟ⬊Ꮚศࡋ࡞࠸ࠋ
分布
ᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴ࠊឡ▱┴ࠊி㒔ᗓ㸧ࠊᅄᅜ㸦㤶
ᕝ┴㸧ࠊ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
生育環境
㠀ᖖ‵ᗘࡢ㧗࠸పᆅࡢᗈⴥᶞᯘෆ㸦ἑ➽࡞㸧ࡢ
ᯘᗋⓎ⏕ࡍࡿࠋⓎ⏕ࡣᒁᆅⓗ࡛ࠊⓎ⏕⟠ᡤ࡛ࡶ⩌⏕
㟼ᒸ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ሯభ
ࡍࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋ
生育状況
┴ෆ࡛ࡣす㒊ࡢࡳ࡛☜ㄆࡉࢀࠊ࠺ࡕ㸯ࣨᡤࡀ㏆ᖺ㛤
Ⓨࡼࡾᾘኻࡋࡓࠋ
減少の主要因と脅威
ᮏ✀ࡢᡂ⇍ࡣከ‵ࠊ㧗 ࡀ⥔ᣢ࡛ࡁࡿ⎔ቃࡀᚲせ
ࡔ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᐤ⏕⳦࡛࠶ࡿࡇࡽࢭ࣑ࡢᗂ
保護上の観点から分布位置は非公表
ࡀẖᖺ㔞Ⓨ⏕ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞
⎔ቃࡀᗈⴥᶞᯘ࡛࠶ࡿࡀࠊ୍⯡ⓗࡣ㞧ᮌ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ
㛤Ⓨࡸᶞ✀㌿࡞㸦㸧࡛ᾘኻࡍࡿࣜࢫࢡࡀ㧗࠸ࠋ
保護対策
⏕ᜥᆅࡢከ‵࡞ᗈⴥᶞᯘࡀ㟼ᒸ┴ෆ࡛ࡣᕼᑡ࡞ࡓ
ࡵࠊ㐣ᗘ࡞ఆ᥇ࢆ㑊ࡅࠊ⌧ᅾࡢ᳜⏕ከ‵⎔ቃࢆ⥔ᣢࡍ
ࡿࡇ࡛⏕ᜥ⎔ቃࡢಖㆤࢆᅗࡿࠋ
特記事項
㟼ᒸ┴ෆࡢⓎ⏕ᆅࡢ୍ࡘࡣ᪥ᮏ᭷ᩘࡢᮏ✀Ⓨ⏕ᆅ࡛࠶ࡿࠋᐟࡀ⏕ᜥࡋ࡚࠸࡚ࡶࠊ⳦⮬యࡢ⏕ᜥ⎔ቃ
ࡋ࡚ࡢ‵ᗘࠊ ᗘࡀᦆ࡞ࢃࢀࡿⓎ⏕ࡋ࡞ࡃ࡞ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
主な文献
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
᪥ᮏኟⲡࡢ⦅㸦㸧ኟⲡ⏕ែᅗ㚷㸬ㄔᩥᇽ᪂ග♫㸪ᮾி㸪SS㸬
標本
㟼ᒸ┴⏘㸸㟼ᒸ┴❧᳃ᯘබᅬࣂ࣮ࢻࣆ
                                 㸦ሯభ㸧











クサギムシタケ

Cordyceps hepialidicola Kobayasi & Shimizu 1983
ࢧࢼࢠࢱࢣ⛉ &RUG\FLSLWDFHDH

［静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）（要件−①⑥）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ㢮 &5㸩(1㸧㹛



種の解説
ࢥ࢘ࣔࣜ࢞㢮ࡢᗂᐤ⏕ࡍࡿኟⲡ㸦࣭᪻ࢡ
࣭ࣔᆅୗ⏕⳦࡞ࡢᐤ⏕⳦㸧ࠋᆅ୰࠶ࡿ᰿ࡽⓎ⏕
ࡍࡿࡓࡵࠊእぢࡣᆅ㠃ࡽⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺ぢ࠼ࠊ
ᏊᐇయࡣᲨᲬᙧ࡛㯤Ⰽࢆ࿊ࡍࡿࠋᏊᄞ⬊Ꮚࡣ⣽࠸⣒≧ࠊ
ḟ⬊Ꮚࡣ⟄ᙧࠋ
分布
ᅜෆ࡛ࡣᅜ࡛Ⅼࠎࠊ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
生育環境
㠀ᖖ‵ᗘࡢ㧗࠸పᆅࡢἑἢ࠸࡞⏕࠼ࡿࢡࢧࢠ
ࡢ᰿₯⾜ࡍࡿࢥ࢘ࣔࣜ࢞㢮ࡢᗂࡽⓎ⏕ࡍࡿࠋ༢
⏕ࡢഴྥࡀ࠶ࡿࠋ
生育状況
㟼ᒸ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ሯభ
┴ෆ࡛ࡣす㒊ࡢࡳ࡛☜ㄆࡉࢀࠊ࠺ࡕ㸯ࣨᡤࡀ㏆ᖺ㛤
Ⓨࡼࡾᾘኻࡋࡓࠋ
 ┴ෆࡢⓎ⏕ᆅࡽࡣࡢࡇࢁࡈࡃᑡᩘࡋ☜ㄆ
ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
減少の主要因と脅威
ᮏ✀ࡢᡂ⇍ࡣከ‵ࠊ㧗 ࡀ⥔ᣢ࡛ࡁࡿ⎔ቃࡀᚲせ
保護上の観点から分布位置は非公表
ࡔ⪃࠼ࡽࢀࠊᇶᮏⓗࢡࢧࢠࡢ᰿₯⾜ࡍࡿᗂ
ࡽⓎ⏕ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢡࢧࢠࡣ୍⯡ⓗࡣ㞧ᮌ࡛
࠶ࡿࡓࡵࠊ㞧ᮌࡢฎ⌮࡞㸦㸧࡛⏕⫱ᆅࡀᾘኻࡍࡿࣜ
ࢫࢡࡀ㧗࠸ࠋ
保護対策
⏕⫱ᆅ࠾ࡅࡿࢡࢧࢠࡢఆ᥇ࢆ㑊ࡅࡿࠋࡲࡓࠊ㐣ᗘ࡞
ఆ᥇ࡼࡿከ‵⎔ቃࡢ⇱ࡶ㜵ࡄᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
特記事項
ᐟࡀ⏕ᜥࡋ࡚࠸࡚ࡶࠊ⳦⮬యࡢ⏕⫱⎔ቃࡋ࡚ࡢ‵ᗘࠊ ᗘࡀᦆ࡞ࢃࢀࡿⓎ⏕ࡋ࡞ࡃ࡞ࡿ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ
主な文献
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
᪥ᮏኟⲡࡢ⦅㸦㸧ኟⲡ⏕ែᅗ㚷㸬ㄔᩥᇽ᪂ග♫㸪ᮾி㸪SS㸬
標本
࡞ࡋࠋ
                                 㸦ሯభ㸧












ツクツクボウシセミタケ

Cordyceps kobayasii
Koval, Klavitsipital'nye Griby 1984.
ࢧࢼࢠࢱࢣ⛉ &RUG\FLSLWDFHDH

［静岡県カテゴリー 絶滅危惧ⅠB 類（EN）（要件−①）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㸧㹛


種の解説
ࢭ࣑ࡢᗂᐤ⏕ࡍࡿኟⲡ㸦࣭᪻ࢡ࣭ࣔᆅୗ⏕
⳦࡞ࡢᐤ⏕⳦㸧ࠋᏊᐇయࡣᲨᲬᙧࠊᮍ⇍ῐ࠸㯤
Ⰽࠊ㯤〓Ⰽࢆ࿊ࡍࡿࠋᐟࡣࢶࢡࢶࢡ࣎࢘ࢩࡔࡀࠊ
ࡢࢭ࣑ࡢᗂࡶᐤ⏕ࡍࡿࠋᏊᄞ⬊Ꮚࡣࢾࣥࢳࣕࢡ
ᙧࠊ୧➃ࡣᲨᲬᙧࠋḟ⬊Ꮚศࡋ࡞࠸ࠋ
分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦⚄ዉᕝ┴௨す㸧ࠊᅄᅜ
㸦㤶ᕝ┴㸧ࠊ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
生育環境
‵ᗘࡢ㧗࠸ᗈⴥᶞᯘෆࡸබᅬࡢᯘ⦕ࡢᯘᗋⓎ⏕ࡍ
ࡿࠋࢼࣔࣝࣇࡢࢶࢡࢶࢡ࣎࢘ࢩࢱࢣࡀከ㔞Ⓨ⏕ࡋ
ࡓ㝿ΰᅾࡍࡿࡇࡀከࡃࠊබᅬෆ࡛㔞Ⓨ⏕ࡋࡓ㝿
㟼ᒸ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᑠ㎮ᙪ
ᮏ✀ࡀΰᅾࡋ࡚࠸ࡓࠋ
生育状況
㟼ᒸ┴ᮾ㒊ࡢ  ࣨᡤࡢࡳ࡛☜ㄆࡉࢀࠊ௨㝆  ᅇࡶ☜
ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
減少の主要因と脅威
ᐤ⏕⳦࡛࠶ࡿࡇࡽࢭ࣑ࡢᗂࡀẖᖺ㔞Ⓨ⏕
ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⎔ቃࡀᗈⴥᶞᯘࡸබ
保護上の観点から分布位置は非公表
ᅬ࡛࠶ࡿࡀࠊබᅬᩚഛࡸᶞ✀㌿࡞㸦㸧࡛ᾘኻࡍࡿ
ࣜࢫࢡࡀ㧗࠸ࠋࡲࡓࠊࢶࢡࢶࢡ࣎࢘ࢩࢱࢣࡀ㔞Ⓨ
⏕ྍ⬟࡞⎔ቃࡀᚲせ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࠊᑡࡋࡢ⎔ቃኚ
࡛ࡶᾘኻࡍࡿᛮࢃࢀࡿࠋ
保護対策
⏕⫱ᆅ࠾࠸࡚ࠊࢭ࣑ࡢᗂࡢ㣵࡞ࡿᶞᮌࡢఆ᥇
ࢆ㑊ࡅࢭ࣑⮬యࡢῶᑡࢆ㑊ࡅࡿࠋࡲࡓࠊᶞᮌࡢఆ᥇ࢆ㑊ࡅࡿࡇࡣᮏ✀ࡢ⏕⫱⎔ቃ࡛࠶ࡿከ‵⎔ቃࡢಖㆤ
ࡶ⧅ࡀࡿࠋ
特記事項
ᐟࡀ⏕ᜥࡋ࡚࠸࡚ࡶࠊ⳦⮬యࡢ⏕⫱⎔ቃࡋ࡚ࡢ‵ᗘࠊ ᗘࡀᦆ࡞ࢃࢀࡿⓎ⏕ࡋ࡞ࡃ࡞ࡿ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ
主な文献
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
᪥ᮏኟⲡࡢ⦅㸦㸧ኟⲡ⏕ែᅗ㚷㸬ㄔᩥᇽ᪂ග♫㸪ᮾி㸪SS㸬
標本
࡞ࡋࠋ
                                 㸦ሯభ㸧

 








スズキセミタケ

Purpureocillium takamizusanense
(Kobayasi) S. ban, Azumma & Hirok Sato 2015

࢜ࣇ࢜ࢥࣝࢪࢣࣉࢫ⛉ 2SKLRFRUG\FLSLWDFHDH
［静岡県カテゴリー 絶滅危惧ⅠB 類（EN）（要件−①⑥）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴Ϩ㢮㸦&5㸩(1㸧㹛 


種の解説
ࢭ࣑ࡢᡂᐤ⏕ࡍࡿኟⲡ㸦࣭᪻ࢡ࣭ࣔᆅୗ
⏕⳦࡞ࡢᐤ⏕⳦㸧ࠋᮏ✀ࡣࢸࣞ࢜ࣔࣝࣇ㸦᭷ᛶୡ௦㸧ࠋ
ࢼࣔࣝࣇ㸦↓ᛶୡ௦㸧ࡣࢭ࣑ࣀࣁࣜࢭ࡛ࣥ࣎ࣥࠊࡇ
ࡕࡽࡣ┴ෆ࡛ࡩࡘ࠺ぢࡽࢀࡿࠋᐟࡢࢭ࣑ࡣ༙ศ⛬
ᗘᆅ㠃ᇙࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀከࡃࠊᲨᲬ≧ࡢᏊᐇయࢆ
ᙧᡂࡍࡿࠋᮍ⇍࡞ࡣῐᶳ〓Ⰽ࡛ࠊᡂ⇍ࡍࡿࡘࢀ㯮
Ⰽࢆ࿊ࡍࡿࠋྠ୍ᐟࢭ࣑ࣀࣁࣜࢭࣥ࣎ࣥࡀඹᏑࡍ
ࡿࡇࡀከ࠸ࠋᏊᄞ⬊Ꮚࡣ⣒≧࡛ࠊḟ⬊Ꮚศࡍ
ࡿࠋ
分布
ᅜෆ࡛ࡣᒾᡭ┴ࡽឡ┴ࡅ࡚Ⅼࠎࠊ┴ෆ࡛

㟼ᒸ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ሯభ
ࡣ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
生育環境
㠀ᖖ‵ᗘ ᗘࡀ㧗ࡃࠊࢭ࣑ࡀከࡃ⏕ᜥࡍࡿపᆅ
ࡢ᳃ᯘⓎ⏕ࡍࡿࠋ⩌⏕ࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋ
生育状況
㟼ᒸ┴ෆࡢⓎ⏕ᆅࡽࡣࡢᡤࡈࡃᑡᩘࡋ☜ㄆࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
保護上の観点から分布位置は非公表
減少の主要因と脅威
ᮏ✀ࡢᡂ⇍ࡣከ‵ࠊ㧗 ࡀ⥔ᣢ࡛ࡁࡿ⎔ቃࡀᚲせ
ࡔ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࢭ࣑ࣀࣁࣜࢭࣥ࣎ࣥࡢᐤ⏕ࢆཷࡅࠊศ
⏕Ꮚ᮰ࡀⓎ⏕ࡋࡓࢭ࣑ࡀⰋዲ࡞⎔ቃ࡛㉺ࡋࠊࡑࡢ
ᚋࢫࢬ࢟ࢭ࣑ࢱࢣࡢᏊᐇయࡀⓎ⏕ࡍࡿࡶࡢᛮࢃࢀࠊ
ሙ࡛ࡶ࠶ࡿ⛬ᗘࡢẼ ࠊ‵ᗘࡀ⥔ᣢ࡛ࡁࡿ⎔ቃࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࠋᶞ✀㌿ࡸ㛤Ⓨ࡞㸦㸧࡛⎔ቃ᮲௳ࡀኚࢃ
ࡾࠊᾘኻࡍࡿࣜࢫࢡࡀ㧗࠸ࠋ
保護対策
⏕⫱ᆅ࡛࠶ࡿపᆅࡢ᳃ᯘ࠾ࡅࡿ㐣ᗘ࡞ఆ᥇ࢆ㑊ࡅࠊከ‵⎔ቃࡢ⥔ᣢࢆᅗࡿࠋ
特記事項
  ᐟࡀ⏕ᜥࡋ࡚࠸࡚ࡶࠊ⳦⮬యࡢ⏕ᜥ⎔ቃࡋ࡚ࡢ ᗘࠊ ᗘࡀᦆ࡞ࢃࢀࡿⓎ⏕ࡋ࡞ࡃ࡞ࡿ⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ
主な文献
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
᪥ᮏኟⲡࡢ⦅㸦㸧ኟⲡ⏕ែᅗ㚷㸬ㄔᩥᇽ᪂ග♫㸪ᮾி㸪SS㸬
㧘ᒣኖᙪ㸦㸧ࢫࢬ࢟ࢭ࣑ࢱࢣࡘ࠸࡚㸬⮬↛ྐࡋࡎ࠾㸪  
標本
࡞ࡋࠋ
                                 㸦ሯభ㸧








アバタケシボウズタケ

Tulostoma adhaerens Lloyd 1922
ࣁࣛࢱࢣ⛉ $JDULFDFHDH

［静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）（要件−①②）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡞ࡋ㹛



種の解説
⭉⏕⳦ࠋᏊᐇయࡣᬌ⛅ࠊᾏ◁ᆅⓎ⏕ࠋᏊ
ᐇయࡣ࠸㢌㒊Წ≧ࡢࡽ࡞ࡾࠊᗂᆅ୰࠶ࡗ
࡚ࠊᡂ㛗ࡘࢀ࡚ࠊࡀఙࡧ࡚⅊Ⰽࡢ㢌㒊ࢆᆅ⾲ᢲ
ࡋฟࡍࠋ㢌㒊ࡢẇ⓶ࡣእ⓶ෆ⓶ࡽ࡞ࡾࠊᐇ㉁ⓗ࡞
㢌㒊ࡣෆ⓶࡛ᙧᡂࡉࢀࠊ⾲㠃እ⓶ࡢྡṧ࡞ࡀෆ⓶
‐↛୍య࡞ࡗ࡚ṧࡾࠊ࠶ࡤࡓ㠃࡞ࡿࡶࡢࡀከ࠸ࠋ
㡬㒊ࡣ⟄≧ࡢ㡬Ꮝࡀ㛤ࡃࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣ⌫ᙧࡽ㢮⌫
ᙧ࡛ࠊ࠸ࡰ≧✺㉳そࢃࢀࡿࠋ
分布
ᅜእ࡛ࡣ༡ࣇࣜ࢝ࠊ࣐ࢲ࢞ࢫ࢝ࣝࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ
ࠊ࣐࣮ࣞࢩࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㮵ᓥℿࠊ༑㔛
ࠊᮾி‴ࠊ㐲ᕞℿࠊఀໃ‴㸧ࡽᕞ⮳ࡿᗈ࠸⠊
㟼ᒸ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᑠ㎮ᙪ
ᅖศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
生育環境
ᾏ◁ᆅࡢࢥ࣒࢘࣎࢘ࢠ࡞ࡀ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
ࢁ࡛ࠊࡇࢀࡽᾏ᳜≀ࡢ◁୰ࡢᯤṚ᰿࡞ࢆᰤ㣴※
ࡋ࡚⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏊᐇయࡣẼ ࡀపୗࡋࡓᬌ⛅ࡲࡓ
ࡣᙧᡂࡉࢀࡿࠋ
生育状況
㐲ᕞℿࡢᾏ◁ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ㏆ᖺᏊᐇయⓎ⏕ࡣῶ
ᑡഴྥ࠶ࡾࠊ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸ᖺࡶ࠶ࡿࠋ
減少の主要因と脅威
⏕⫱⎔ቃ࡛࠶ࡿ⮬↛࡞ᾏ◁ᆅࡣᛴ⃭ῶᑡࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓ◁ࡢ᥀ࡾ㉳ࡇࡋ࡞ࡼࡾࠊ◁୰ࡢ⎔ቃࡀ
ኚࡋ࡚ᰤ㣴ࡀྲྀࢀ࡞ࡃ࡞ࡿࡓࡵࠊ⏕⫱࡛ࡁ࡞ࡃ࡞
ࡗ࡚࠸ࡿ㸦㸧ࠋ㐲ᕞℿࡣᾏⓎ⏕ࡍࡿ࢟ࣀࢥ㢮ࡢ
ᐆᗜࡉࢀࡿࡀࠊ⌧ᅾࡼࡾࡉࡽ◁ࡀῶᑡࡋࠊ⏕⫱
⎔ቃࡀኚࡍࡿࠊ⤯⁛ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
保護対策
⏕⫱ᆅࡢᾏ◁ᆅࡢ≧ἣ᳜⏕࡞ࡢ⮬↛⎔ቃࢆࠊ⌧≧ࡢࡲࡲ⥔ᣢ࣭ಖࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
特記事項
≉࡞ࡋࠋ
主な文献
$VDL, <$VDL  1HZUHFRUGVRIWZR7XORVWRPDVSHFLHVIURP-DSDQ0\FRVFLHQFH  
±
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
標本
㟼ᒸ┴⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒
㸦ᑠ㎮ᙪ㸧








シモコシ

Tricholoma auratum (Paulet) Gill. 1874
࢟ࢩ࣓ࢪ⛉ 7ULFKRORPDWDFHDH

［静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）（要件−①②）］ 㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛



種の解説
እ⏕⳦᰿⳦ࠋᏊᐇయࡣ⛅ࡽึ  㔪ⴥ࣐ࢶᯘෆ
ᆅୖⓎ⏕ࠋചࡣᚄ 㹼FPࠊࡲࢇࡌࡹ࠺ᙧࡽ୰ୣ
ᡥᖹ࡛ࠊࡰ◲㯤Ⰽࡽ㯤Ⰽࢆᖏࡧࡿࠋ⾲㠃ῐ㯤Ⰽ
ࡢᑠ㫣∦ࢆ⏕ࡌࠊ୰ኸ㒊࡛ᑠ㫣∦ࡣᐦ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
‵ᙅ࠸⢓ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡦࡔࡣⴌ㯤Ⰽ࡛ᐦࠋࡣᗂᇶ
㒊ࡀࡩࡃࡽࡴࡀࠊࡢࡕࡰୖୗྠᚄ࡞ࡿࠋ⾲㠃ࡣ
⧄⥔≧ࠋ⫗ࡣࡰⓑⰍ㺂ࡣ ࡛ⱞࡣ࡞࠸ࠋᢸᏊ⬊
Ꮚࡣᗈᴃᙧ࡛࠶ࡿࠋ
分布
༙⌫ࡢ  㔪ⴥ࣐ࢶศᕸᇦศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす
㒊ศᕸࡍࡿࠋ
生育環境
㟼ᒸ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᑠ㎮ᙪ
◁ᾏᓊᚋ⫼ᆅࡢࢡ࣐ࣟࢶᯘ࡛ࠊ⳦᰿ඹ⏕ࡋ࡚
⏕⫱ࡍࡿࡀࠊᒣᆅࡢ࣐࢝ࢶᯘ࡛ࡶ⏕⫱ࡍࡿࡇࡀ࠶
ࡿࠋ
生育状況
࣐ࢶᯘࡢ⏝ࡀῶᑡࡋࠊᡭධࢀࡀ⾜ࡁᒆ࡞࠸ࡓ
ࡵࠊᯘᗋⴠࡕⴥࡀሁ✚ࡋࠊᚤ⏕≀ࡀቑຍࡍࡿ࡞ࡋ
࡚⏕⫱㐺ࡉ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ
保護上の観点から分布位置は非公表
ࡘ࡚ࡣᾏᓊࡢ㜵㢼ᯘࡢ୍㒊⩌⏕ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊὠ
Ἴ㜵₻ሐࡢᘓタక࠸ࢡ࣐ࣟࢶᯘࡀᾘኻࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
ᒣᆅࡢ࣐࢝ࢶᯘࡶ⛥Ⓨ⏕ࡋࡓࡀࠊ࣐ࢶᯤࢀࡼ
ࡾ⎔ቃࡀᝏࡋ㏆ᖺࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
減少の主要因と脅威
⭉᳜ࡢᑡ࡞࠸ᾏᓊࡢ◁ᆅࢡ࣐ࣟࢶᯘ⏕⫱ࡍࡿࡓ
ࡵࠊ࣐ࢶᯘ⟶⌮㊊ࡼࡾ⏕⫱㐺ᆅࡀῶᑡ㸦㸧ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ࣐ࢶᯤࢀࡼࡿᐟᶞᮌࡢῶᑡ㸦㸧ࡼࡾⴭ
ࡋࡃῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
保護対策
⏕⫱ࡍࡿ࣐ࢶᯘࡢ⎔ቃᩚഛࠊ࣐ࢶᯤࢀᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
特記事項
≉࡞ࡋࠋ
主な文献
㟷ᮌ ᐇ࣭᪥ᮏࡁࡢࡇྠዲྡ㒊ࡳࡕ௦⦅㸦㸧᪥ᮏࡁࡢࡇᅗ∧➨ ᕳ㸬᪥ᮏࡁࡢࡇྠዲ
⚄ᡞSS
ụ⏣Ⰻᖾ㸦㸧᪂∧㝣ࡢࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ᶫᮏ☜ᩥᇽ㸪㔠ἑ㸪SS㸬
㛵භஓ࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ཎⰍ᪥ᮏ᪂⳦㢮ᅗ㚷㸦Ϩ㸧㸬ಖ⫱♫㸪㜰㸪SS㸬
㛵භஓ࣭㇂ྜྷ㞝࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ᒣ࣮࢝ࣛྡ㚷ቑ⿵ᨵゞ᪂∧᪥ᮏࡢࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪
ᮾி㸪SS㸬
ఀ⸨ㄔဢ㸦㸧᪥ᮏ⳦㢮ㄅ➨ᕳ࣭➨ྕ㣴㈼ᇽᮾிSS
 ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
標本
㟼ᒸ┴⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒
㸦ᑠ㎮ᙪ㸧








ヒヨリヒメツチグリ

Geastrum kotlabae V. J. Stanek 1958
ࣄ࣓ࢶࢳࢢࣜ⛉ *HDVWUDFHDH

［静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）（要件−①）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛



種の解説
 ⭉⏕⳦ࠋᗂᏊᐇయࡣ 㹼 ᭶◁ᆅ୰Ⓨ⏕ࠊእ
⓶ࡢ㛤ࡀጞࡲࡿᆅ⾲⌧ࢀࡿࠋ㢮⌫ᙧ࡛ࠊᚄ 㹼
 PPࠊᇶ㒊᰿≧⳦⣒᮰ࢆࡶࡘࠋእ⓶ࡣ‵ 㹼 ∦
ࡢᫍᙧࡅࠊ⇱⦰ࡋ࡚ෆ⓶ࢆそ࠺ࠋእ⓶ෆᒙ
ࡣ⇱〓Ⰽࠊ‵㯤〓Ⰽࠋෆ⓶ࡣ㯤〓Ⰽࠊ⣬㉁ࠊᚄ 
㹼PPࠊࢆḞࡃࠋࢢࣞࣂ㸦ᇶᮏయ㸧ࡣ⢊≧ࠊᬯⰍࠋ
ෆ⓶ࡢ㡬㒊ࠊࡦࡔ≧ࠊᬯ〓Ⰽࠊୖ㒊࡛࿀ྜࡍࡿᏍ⦕
┙ࢆࡶࡘࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣ⌫ᙧ࡛ᚄ 㹼ȣPࠊ࠶ࡽ࠸࠸
ࡰ≧✺㉳そࢃࢀࠊ〓Ⰽ࡛࠶ࡿࠋ
分布
 ᅜእ࡛ࡣ࣮ࣘࣛࢩ㝣ཬࡧ࣓࢟ࢩࢥศᕸࡋࠊࣚ
࣮ࣟࢵࣃࢆ୰ᚰࡋࡓ༙⌫ ᖏ௨ᗈࡃศᕸࡋ࡚
㟼ᒸ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ụࣨ㇂ࡢࡾᏊ
࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦Ⲉᇛ┴ࠊ༓ⴥ
┴ࠊ᪂₲┴ࠊᐩᒣ┴ࠊ㟼ᒸ┴㸧ศᕸࡋࠊ┴ෆ࡛ࡣす
㒊࡛☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
生育環境
 ᅜෆ࡛ࡣࢥ࣒࢘࣎࢘ࢠ࡞ࡢᾏ᳜≀ࡀඃ༨ࡍࡿ
ᾏᓊࡢ◁࡛ࡑࢀࡽࡢᯤṚ᰿࡞ࢆᰤ㣴※ࡋ࡚⏕⫱
ࡋࠊ◁㉁ᅵተ≉␗ⓗ⏕⫱ࡍࡿ⳦࡛࠶ࡿࡉࢀࡿࠋ
ୡ⏺ⓗࡣෆ㝣ࡢ◁ᆅࠊⲨࢀᆅࠊⲡཎ࡞ࡢ⇱ᆅ
ࡽ༙⇱ᆅࢆ୰ᚰ⏕⫱ࡍࡿࠋ
生育状況
 ⏕⫱⎔ቃࡣ㏆ᖺᝏࡋ࡚࠸ࡿࠋᏊᐇయࡣ୍ᖺ⛬ᗘṧ
Ꮡࡍࡿ࠸࠺ࡀࠊ☜ㄆᅇᩘࡣᑡ࡞࠸ࠋ
減少の主要因と脅威
 ┴ෆ࡛ࡣ◁ᾏᓊࡢῶᑡຍ࠼࡚ࠊ◁ࡢ᥀ࡾ㉳ࡋ࡞
ࡀ⾜ࢃࢀࠊ⏕⫱⎔ቃࡀᝏࡋ࡚࠸ࡿ㸦㸧ࠋ
保護対策
 ⌧ᅾࡢ⏕⫱⎔ቃࠊ◁ࡢ᥀ࡾ㉳ࡋ࡞ࡢᡭࢆຍ࠼࡞࠸ࡼ࠺ࠊ⌧≧ࡢಖᣢࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
特記事項
 ≉࡞ࡋࠋ
主な文献
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
ᆏᮏᬕ㞝࣭⣆㇂Ἑ㸦㸧◁ᾏᓊࡽ᥇㞟ࡉࢀࡓ᪥ᮏ᪂⏘✀*HDVWUXPNRWODEDH㸬᪥⳦ሗ㸪̽

標本
㟼ᒸ┴⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒
㸦ụࣨ㇂ࡢࡾᏊ㸧








アンドンタケ

Clathrus ruber P. Micheli ex Pers. f. kusanoi Kobayasi 1938
ࢫࢵ࣏ࣥࢱࢣ⛉ 3KDOODFHDH

［静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）（要件−①②）］ 㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛



種の解説
⭉⏕⳦ࠋᏊᐇయࡣኟࡽ⛅ࠊᗈⴥᶞᯘෆᆅୖⓎ
⏕ࠋᗂࠊᚄ FP ࡢⓑⰍࡢ⌫ᙧ࡛ࠊ⾲㠃ட⏥≧
ࡢ⁁⥺ࡀ࠶ࡿࠋᡂ⇍ࡍࡿእ⓶ࡀ㛤ࡋ 㹼 ᮏࡢ⭎
㸦ᰕ≧ᡸ㸧ࡇࢀࡽࢆᶓ⤖ࡧྜ࠺ᯞ⭎㸦᱁Ꮚᡸ㸧
࡛  ಶ๓ᚋࡢ࢝ࢦ┠ࢆ࡞ࡋࡓ㔮㚝≧ࡢ࢝ࢦ࡞ࡿࠋ࢝
ࢦࡣ㩭⣚Ⰽ࡛ෆഃᬯ〓Ⰽࡢࢢࣞࣂࢆࡘࡅࠊᝏ⮯ࢆᨺ
ࡘࠋ࢝ࢦ≧ࡢᙧែࡣ㛗ᣢࡕࡏࡎඛ➃㒊ࡽࡘࢀ
࡚ᗈࡀࡿࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣ㛗ᴃᙧ࡛ᖹ࡛࠶ࡿࠋ
分布
ᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦ᮾி㒔ࠊ༓ⴥ┴ࠊ㟼ᒸ┴ࠊឡ▱┴㸧
ࠊ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ

㟼ᒸ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ሯభ
生育環境
ୣ㝠ᖏ࡛ࠊᗈⴥᶞᯘෆࡢ⭉᳜ࢆศゎࡋ࡚⏕⫱ࡍࡿࠋ
生育状況
ᏊᐇయࡢⓎ⏕⮬యࡀ⛥࡞✀࡛ࠊ┴ෆ࠾࠸࡚ࡶす㒊
ࡢ㝈ࡽࢀࡓሙᡤ࡛☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ
減少の主要因と脅威
⏕⫱⎔ቃ࡛࠶ࡿ㔛ᒣࡢᗈⴥᶞᯘࡀࠊࢫࢠࠊࣄࣀ࢟ࡢ
᳜ᯘ㸦㸧ࠊᏯᆅ㸦㸧క࠸ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉ
ࡽ⏕⫱⎔ቃࡀ㝈ࡽࢀࠊ⏕ᜥᆅ࿘㎶ࡢ᳜ᯘࡢఆ᥇ࠊᒣ
⫙ࡢᔂቯ࡞ࡼࡾ⎔ቃࡀኚࢃࡿ⤯⁛ࡍࡿ༴㝤ࡀ࠶
ࡿࠋ
保護対策
⏕⫱ᆅࡢᯘࡢ≧ែ⎔ቃࢆࠊ⌧≧ࡢࡲࡲ⥔ᣢ࣭ಖ
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
特記事項
≉࡞ࡋࠋ
主な文献
㛵භஓ࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ཎⰍ᪥ᮏ᪂⳦㢮ᅗ㚷 ϩ 㸬ಖ⫱♫㸪㜰㸪SS㸬
㛵භஓ࣭㇂ྜྷ㞝࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ᒣ࣮࢝ࣛྡ㚷ቑ⿵ᨵゞ᪂∧᪥ᮏࡢࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪
ᮾி㸪SS㸬
ఀ⸨ၨ㸦㸧⌋⳦࣭ࣥࢻࣥࢱࢣࢆぢࡘࡅࡲࡋࡓ㟼ᒸᮌࡢᏊࡢሗ  
ఀ⸨ㄔဢ㸦㸧᪥ᮏ⳦㢮ㄅ➨ᕳ࣭➨ྕ㣴㈼ᇽᮾிSS
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
ᕤ⸨ఙ୍㸦㸧ᮾࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ᐙࡢග༠㸪ᮾி㸪SS㸬
ᗂ⳦ࡢ⦅㸦㸧࣮࢝ࣛ∧ࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ᐙࡢග༠㸪ᮾி㸪SS㸬
標本
㟼ᒸ┴⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒
㸦ᑠ㎮ᙪ㸧








コナガエノアカカゴタケ

Lysurus periphragmoides (Klotzch) Dring 1988
ࢫࢵ࣏ࣥࢱࢣ⛉ 3KDOODFHDH

［静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）（要件−①②）］ 㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛



種の解説
⭉⏕⳦ࠋᏊᐇయࡣึኟࡲࡓࡣึࠊᾏ◁ᆅ༢
⏕ࡽᩓ⏕ࠋ◁ୖጼࢆ⌧ࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศࡣᑡ࡞ࡃࠊ㢌
㒊ࡢୖ㒊ࢆぢࡏ࡚࠸ࡿሙྜࡀከ࠸ࠋ⳦ⷣࡣⓑⰍ࡛ࠊ
㢮⌫ᙧࡽ༸ᙧࠋᡂ⇍ࡍࡿᡸࢆఙࡤࡋ㧗ࡉ 㹼FPࠊ
ࣆࣥࢡⰍࡽᶳⰍࠋᡸࡢୖ㒊ࡣࣆࣥࢡⰍࡽᶳⰍ࡛
⥙┠ࢆࡶࡗࡓ࢝ࢦ≧࡛㢮⌫ᙧࡢ㢌㒊ࢆࡶࡘࠋࢢࣞࣂࡣ
⢓ᾮ≧࡛㢌㒊ᙧᡂࡉࢀࠊ࣮࢜ࣜࣈⰍࡽ〓Ⰽࠊᙉ࠸
่⃭⮯ࢆⓎࡍࡿࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣ㛗ᴃᙧ࡛࠶ࡿࠋ
分布
ᅜእ࡛ࡣࣇࣜ࢝ࠊࢪࠊ࣓ࣜ࢝ࠊ༡࣓ࣜ
࢝࡞ୡ⏺ࡢ⇕ᖏᗈࡃศᕸࡍࡿࠋᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦Ⲉ

㟼ᒸ┴

ᖺ

᭶

᪥
ụࣨ㇂ࡢࡾᏊ
ᇛ┴ࠊ༓ⴥ┴ࠊ㟼ᒸ┴ࠊឡ▱┴㸧ࠊ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศ
ᕸࡍࡿࠋ
生育環境
 ◁ᆅࢆዲࡳࠊᾏᓊࡢố⥺ࡢ㏆ࡃ࡛ࠊࢥ࣒࢘࣎࢘ࢠ࡞
ࡢᾏ᳜≀ࡀࡲࡤࡽ⏕࠼ࡿ◁⏕⫱ࡍࡿࠋ᰿≧
⳦⣒᮰ࢆ㛗ࡃఙࡤࡋࠊࢥ࣒࢘࣎࢘ࢠ࡞ࡢᾏ᳜≀ࡢ
ᯤṚࡋࡓ᰿㒊࡞ࡽᰤ㣴ࢆᦤྲྀࡋ࡚࠸ࡿࠋ
生育状況
 ⏕⫱㐺ࡍࡿᾏ◁ᆅࡀῶᑡࡋ࡚࠾ࡾࠊ⏕⫱⎔ቃࡣ
㠀ᖖ㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᏊᐇయࡢⓎ⏕ᩘࡶᑡ࡞࠸ࠋᏊ
ᐇయࡀ◁ୖฟ⌧ࡋ࡚࠸ࡿᮇ㛫ࡀ▷࠸ࡓࡵ☜ㄆࡣ㞴
ࡋ࠸ࡀࠊ◁ࡢ᥀ࡾ㏉ࡋࡼࡿ◁୰ࡢ⏕⫱⎔ቃࡢኚ
ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚ࠊᏊᐇయⓎ⏕ᩘࡣῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
減少の主要因と脅威
 ⏕⫱⎔ቃࡀࡁࢃࡵ࡚㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࠊ㜵Ἴሐᕤ
ࠊ㜵㢼ᯘᕤࠊሁ◁ᇉᕤ࡞࡛◁ࡀᨩࡉࢀࡿࠊᛴ㏿⏕⫱ሙᡤࡀኻࢃࢀࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿ㸦㸧ࠋ
保護対策
 ᮏ✀ࡢ⏕⫱ࡍࡿ◁ࡢ⌧≧ኚ᭦ࢆ⚗Ṇࡍࡿ࡞ࠊ⏕⫱ሙᡤࢆ✚ᴟⓗಖㆤࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
特記事項
≉࡞ࡋࠋ
主な文献 
ఀ⸨ၨ㸦㸧㐲ᕞࡢ◁ࡢ࢟ࣀࢥ㸬㟼ᒸᮌࡢᏊࡢሗ㸪  㸫
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
標本
㟼ᒸ┴⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒
㸦┿ᶫ♸ḟ㑻㸧








オオムラサキアンズタケ

Cantharellus purpuraceus Iwade 1944
ࣥࢬࢱࢣ⛉ &DQWKDUHOODFHDH

［静岡県カテゴリー

絶滅危惧ⅠB 類（EN）（要件−①②）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛



種の解説
እ⏕⳦᰿⳦ࠋᏊᐇయࡣ⛅㔪ⴥᶞ࣭ᗈⴥᶞΰ⏕ᯘෆ
ᆅୖⓎ⏕ࠋᏊᐇయࡢ㧗ࡉࡣ 㹼 ๓ᚋ࡛ࠊࡌࡻ࠺
ࡈᙧࠊࡽᙧࠊὸ࠸⮻ᙧ࡞ࡀᐤࡾ㞟ࡲࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀ
ࡿࠋ⦕㒊ࡣἼᡴࡘࠋᏊᐇᒙᡸࡣࡋࢃ≧࡛ࠊ㝯㉳ࡣ῝ࡃ
࡞࠸ࠋⰍࡣయࡀ㩭ࡸ࡞⣸Ⰽࡽ⣸㟷Ⰽࢆࡋ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊ⪁㏥Ⰽࡋ࡚ࡃࡍࢇࡔ⣸Ⰽ࡞ࡿࠋࡣྜ⏕ࡋࠊ
ചྠⰍࠋ⫗ࡣⓑⰍࠋໝ࠸ࡣ࡞࠸ࠋ⬊Ꮚ⣠ࡣᬯ〓Ⰽࠋ
ᢸᏊ⬊Ꮚࡣᴃᙧࠊᖹ࡛࠶ࡿࠋ
分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊ ᖏศᕸࡋ㸦ᮏᕞศᕸࡍࡿࡀࠊ
ࡑࢀ௨እࡣ᫂㸧ࠊ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
生育環境
㟼ᒸ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᑠ㎮ᙪ
┴ෆ࡛ࡣࠊୣ㝠ᆅࡢ㔪ⴥᶞ࣭ᗈⴥᶞΰ⏕ᯘෆ࡛⳦᰿
ඹ⏕ࡋ࡚⏕⫱ࡍࡿࡀࠊ⏕⫱ሙᡤࡣࡈࡃ㝈ᐃࡉࢀࡿࠋ
生育状況
⏕⫱ሙᡤࡀ㝈ᐃࡉࢀࠊᏊᐇయࡢⓎ⏕㔞ࡶῶᑡࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
減少の主要因と脅威
⏕⫱ሙᡤࡀ㝈ᐃࡉࢀࡿཎᅉࡋ࡚ᆅ㉁ⓗ࡞⎔ቃࡢ
ྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⏕⫱㐺ࡋࡓᅵተࡀ┴ෆ࡛ࡣ㝈
ࡽࢀࡓሙྜࠊࡑࡢᆅᇦ࡛ࡢࢫࢠࠊࣄࣀ࢟ࡢ᳜ᯘ㸦㸧ࠊ
࣐ࢶᯤࢀࠊࢼࣛᯤࢀ㸦㸧ࡼࡿᐟᶞᮌࡢῶᑡࡣࠊ
ᮏ⳦ࡢ⏕⫱⎔ቃࡢᝏࡢせᅉ࡞ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
保護対策
⏕⫱ᆅࡢᯘࡢ≧ἣ⎔ቃࢆ⌧≧ࡢࡲࡲ⥔ᣢ࣭ಖࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
特記事項
≉࡞ࡋࠋ
主な文献
㟷ᮌ ᐇ࣭᪥ᮏࡁࡢࡇྠዲྡ㒊ࡳࡕ௦⦅㸦㸧᪥ᮏࡁࡢࡇᅗ∧➨  ᕳ㸬᪥ᮏࡁࡢࡇྠዲ㸪
⚄ᡞSS
⣽▮ ๛࣭ᇙᶫᚿ✑⨾࣭ಖᆏኴ㑻࣭ᕤ⸨ఙ୍㸦㸧᪥ᮏ⏘ᅛ᭷⳦㢮┠㘓ࡢసᡂྥࡅ࡚⏕≀ከᵝ
ᛶࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ⏝ࡋࡓ᪥ᮏᅛ᭷ࡢࡁࡢࡇࣜࢫࢺసᡂࡢヨࡳ㸬᪥⳦ሗ㸪㸫
㛵භஓ࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ཎⰍ᪥ᮏ᪂⳦㢮ᅗ㚷 ϩ 㸬ಖ⫱♫㸪㜰㸪SS㸬
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
Ṋ⸨ᙪ   㟼ᒸᮌࡢᏊࡢ᥈⣴࡛᥇㞟ࡉࢀࡓࡁࡢࡇ²㟼ᒸ┴ෆ² 㹼  㟼ᒸᮌࡢᏊ
ࡢሗ  
ᗂ⳦ࡢ⦅㸦㸧࣮࢝ࣛ∧ࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ᐙࡢග༠㸪ᮾி㸪SS㸬
標本
࡞ࡋࠋ
㸦ᑠ㎮ᙪ㸧










クチキトサカタケ

Ascoclavulina sakaii Y. Otani 1974
ࣅࣙ࢘ࢱࢣ⛉ +HORWLDFHDH

［静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）（要件−①②）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛



種の解説
⭉⏕⳦ࠋᏊᐇయࡣኟࡽ⛅ࠊࣈࢼ࡞ࡢಽᮌୖ
Ⓨ⏕ࠋᙎຊ࠶ࡿ⫗㉁ࡢሢ≧࡛ࠊᖜࡣ 㹼 FPࠊ㧗ࡉ 
㹼FP ⛬ᗘࠋᡂ⇍ࡋࡓᆺⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣඹ㏻ࡢᇶ㒊
ࡽࡃࡉࡧᙧࡸつ๎࡞ⰼࡧࡽᙧ࡞ࡢ✺㉳ࢆ⏕ࡌࠊ
యࡋ࡚㭜ෙ≧࡞ࡿࠋ⾲㠃ࡣᖹࡶࡋࡃࡣᚤ⣽࡞⦪
⓾ࢆ⏕ࡌࠊ⅊㯤⥳Ⰽࡽ࣮࢜ࣜࣈ〓ⰍࠋᏊᐇᒙࡣ✺㉳
ࡢ⾲㠃యᙧᡂࡉࢀࡿࠋᏊᄞ⬊Ꮚࡣᴃᙧࠊᖹ࡛
࠶ࡿࠋ
分布
᪥ᮏ≉⏘✀࡛ࠊᅜෆࡢࣈࢼᯘศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࠾
࠸࡚ࡶྛᆅᇦࡢࣈࢼᯘศᕸࡍࡿࠋ
生育環境
ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᑠ㎮ᙪ
ࣈࢼᖏ࡛ࠊࣈࢼࡢಽᮌ⏕⫱ࡍࡿࠋ
生育状況
┴ෆྛᆅᇦࡢࣈࢼಽᮌୖᏊᐇయࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡓ
ࡀࠊ㏆ᖺⓎ⏕ᩘࡣ㠀ᖖῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ ᖺ௨㝆☜
ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣᮾ㒊ࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ
減少の主要因と脅威
ఆ᥇ࡼࡿࣈࢼᯘࡢῶᑡ㸦㸧ཬࡧᯘෆࡢ⏕⫱㐺
ࡋࡓࣈࢼಽᮌࡢῶᑡ㸦㸧ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
保護対策
⏕⫱ሙᡤ࡛࠶ࡿࣈࢼᯘࡢ≧ἣ⎔ቃࢆ⌧≧ࡢࡲࡲ
⥔ᣢ࣭ಖࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
特記事項
≉࡞ࡋࠋ
主な文献
㟷ᮌ ᐇ࣭᪥ᮏࡁࡢࡇྠዲྡ㒊ࡳࡕ௦⦅
㸦㸧᪥ᮏࡁࡢࡇᅗ∧➨  ᕳ㸬᪥ᮏࡁࡢࡇྠዲ⚄ᡞ㸪SS
ụ⏣Ⰻᖾ㸦㸧᪂∧㝣ࡢࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ᶫᮏ☜ᩥᇽ㸪㔠ἑ㸪SS㸬
 㛵භஓ࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ཎⰍ᪥ᮏ᪂⳦㢮ᅗ㚷㸦ϩ㸧㸬ಖ⫱♫㸪㜰㸪SS㸬
㛵භஓ࣭㇂ྜྷ㞝࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ᒣ࣮࢝ࣛྡ㚷ቑ⿵ᨵゞ᪂∧᪥ᮏࡢࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪
ᮾி㸪SS㸬
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
⎔ቃᗇ⦅㸦㸧ᨵゞ࣭᪥ᮏࡢ⤯⁛ࡢ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ㔝⏕⏕≀²ࣞࢵࢻࢹ࣮ࢱࣈࢵࢡ²᳜≀ϩ㸦⥔⟶
᮰᳜≀௨እ㸧㸬⮬↛⎔ቃ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸪ᮾி㸪SS㸬
 Ṋ⸨ᙪ   㟼ᒸᮌࡢᏊࡢ᥈⣴࡛᥇㞟ࡉࢀࡓࡁࡢࡇ²㟼ᒸ┴ෆ² 㹼  㟼ᒸᮌࡢᏊ
ࡢሗ  ± 
2WDQL<   $VFRFODYXOLQDDQHZJHQXVRI'LVFRP\FHWHV 7UDQV 0\FRO 6RF -DSDQ
±
標本
 ࡞ࡋࠋ
㸦ᑠ㎮ᙪ㸧








カンムリタケ

Mitrula paludosa Fr. 1816
࣑࣊ࣇ࢟ࢪ࣒࢘⛉ +HPLSKDFLGLDFHDH

［静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）（要件−①）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛



種の解説
⭉⏕⳦ࠋᏊᐇయࡣࡽึኟࠊΰ⏕ᯘෆࡢ‵ࡾẼࡢ
࠶ࡿⴠⴥᒙⓎ⏕ࡍࡿࠋᏊᄞᯝ㸦Ꮚᐇయ㸧ࡣ㢌㒊㸦Ꮚ
ᄞ┙㸧ࡽ࡞ࡾࠊ㧗ࡉ 㹼FPࠋᏊᄞ┙ࡣ㯤㹼ᶳ㯤Ⰽࠊ
┤ᚄ 㹼PP ࡢ㢮⌫ᙧࡽ༸ᙧࡽᲨᲬᙧ࡛㕌㢌ࠋ
᫂░༊ูࡉࢀࡿࠋࡣ㛗ࡉ 㹼FPࠊᖜ 㹼PP ࡢ
ᰕᙧ࡛ࠊᖹࠊⓑⰍࠋᏊᄞ⬊Ꮚࡣ⟄ᙧࡽ⊃⣳㗽ᙧࠊ
㝸⭷ࡣࡩࡘ࠺࡞ࡃ୍ᐊ࡛࠶ࡿࠋ
分布
ᅜእ࡛ࡣࢪࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࠊ࣓ࣜ࢝ࡢ ᖏศ
ᕸࡍࡿࠋᅜෆ࠾࠸࡚ࡶ ᖏศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊
ศᕸࡍࡿࠋ
生育環境
㟼ᒸ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᑠ㎮ᙪ
‵ᆅࠊࡺࡿࡸ࡞ὶỈ୰ࠊᯘෆࡢỈࡓࡲࡾሁ✚ࡋࡓ
ⴠⴥ⏕⫱ࡍࡿࠋ
生育状況
ᏊᐇయⓎ⏕☜ㄆᆅࡀ㝈ࡽࢀࡿࠋ⌧ᅾ༑ศ࡞ㄪᰝࡣ࡞
ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊሁ✚≀ࡀከࡃᖖᚤ࡞ὶࢀࡀ࠶ࡿ
ሙᡤ࡛ᏊᐇయⓎ⏕ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢᑐࡋࠊⴠⴥⴠ
ᯞࡀὶࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ᙉࡉࡢỈὶࡢሙᡤࠊ㏫ᾷ
ࢇ࡛࠸ࡿሙᡤ࡛ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
減少の主要因と脅威
ศᕸᇦࡀ㝈ࡽࢀࠊⓎ⏕㔞ࡶᑡ࡞࠸ࡢ࡛☜ㄆࡀᑡ࡞
ࡃ࡛᫂࠶ࡿࡀࠊ㐺ᗘ㐽ගࡉࢀࡓᯘෆࡢ‵ᆅࡢῶᑡ
ࡀせᅉࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿ㸦㸧ࠋ
保護対策
⌧ᅾࡢ⏕⫱⎔ቃᡭࢆຍ࠼࡞࠸ࡼ࠺ࠊ⌧≧ࡢಖࡀ
ᚲせࡉࢀࡿࠋ
特記事項
≉࡞ࡋࠋ
主な文献
㟷ᮌ ᐇ࣭᪥ᮏࡁࡢࡇྠዲྡ㒊ࡳࡕ௦⦅㸦㸧᪥ᮏࡁࡢࡇᅗ∧➨  ᕳ᪥ᮏࡁࡢࡇྠዲ㸪
⚄ᡞSS
ᮏ㒓ḟ㞝┘ಟ㸦㸧ᒣࣇ࣮ࣝࢻࣈࢵࢡࢫ ࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪ᮾி㸪SS㸬
㛵භஓ࣭㇂ྜྷ㞝࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ᒣ࣮࢝ࣛྡ㚷ቑ⿵ᨵゞ᪂∧᪥ᮏࡢࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪
ᮾி㸪SS㸬
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
ᕝᮧΎ୍㸦㸧ཎⰍ᪥ᮏ⳦㢮ᅗ㚷 㸵 㢼㛫᭩ᡣᮾிSS
 ᶓ⏣ຬ㸦㸧࣒࢝ࣥࣜࢱࢣࡢほᐹ᳨㙾㸬㟼ᒸᮌࡢᏊࡢሗ㸪  
標本
㟼ᒸ┴⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒

㸦ᑠ㎮ᙪ㸧








フトクビクチキムシタケ

Tolypocladium inflatum W. Gams 1971
࢜ࣇ࢜ࢥࣝࢪࢣࣉࢫ⛉ 2SKLRFRUG\FLSLWDFHDH

［静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）（要件−①⑥）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴ 17㸧㹛



種の解説
⏥ࡢᗂᐤ⏕ࡍࡿኟⲡ㸦࣭᪻ࢡ࣭ࣔᆅୗ⏕
⳦࡞ࡢᐤ⏕⳦㸧ࠋࣁࢫࣀ࣑ᙧࡢᏊᐇయࢆᙧᡂࡍࡿࠋⓑ
Ⰽࢆ࿊ࡍࡿࠋᏊᄞ⬊Ꮚࡣ⣒≧ࠋḟ⬊Ꮚศࡍࡿࠋ
分布
ᅜእ࡛ࡣ࣓ࣜ࢝࡞ࠊᅜෆ࡛ࡣᮾᆅ᪉௨༡
Ⅼࠎศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
生育環境
ẚ㍑ⓗ෭ᾴ࡛ࠊ‵ᗘࡢ㧗࠸ᗈⴥᶞᯘෆ㸦ࣈࢼᯘ࡞㸧
ࡢಽᮌ୰ࡢ⏥ࡢᗂࡽⓎ⏕ࡍࡿࠋⓎ⏕⟠ᡤࡣ⩌
⏕ࡍࡿࠋࡢ㒊ศࡣᮦࡢ୰࠶ࡿࡓࡵࠊእぢୖࡣᮦࡢ
⾲㠃ࡽࣁࢫࣀ࣑ᙧࡢᏊᐇయࡢࡳࡀฟ࡚࠸ࡿࠋ
生育状況
㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ሯభ
┴ෆ࡛ࡣ㸯ࣨᡤࡢࡳ࡛☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
減少の主要因と脅威
Ⓨ⏕⎔ቃ࡛࠶ࡿ෭ᾴࡘ‵ᗘࡢ㧗࠸ᗈⴥᶞᯘࡀ┴ෆ
ࡣᑡ࡞ࡃࠊᶞ✀㌿ࡼࡿఆ᥇㸦㸧࡞⎔ቃࡀኚ
ࢃࡿࣜࢫࢡࡉࡽࡉࢀࡸࡍ࠸ࠋ༡ࣝࣉࢫࡢⓎ⏕ᆅࡀ
ࣜࢽࡢ㛤タࡼࡾᾘኻࡍࡿᛮࢃࢀࡿ㸦㸧ࠋ
保護対策
Ⓨ⏕ᆅ࠾ࡅࡿ᳃ᯘࡢ㐣ᗘ࡞ఆ᥇ࢆ㑊ࡅࡿࡇ࡛ࠊ
ከ‵⎔ቃࡢಖㆤࢆᅗࡿࡶࠊᐟ࡛࠶ࡿ⏥ࡢᗂ
ࡢ⏕ᜥ⎔ቃࢆಖㆤࡍࡿࠋ
特記事項
ᐟࡀ⏕ᜥࡋ࡚࠸࡚ࡶࠊ⳦⮬యࡢ⏕⫱⎔ቃࡋ࡚ࡢ
‵ᗘࠊ ᗘࡀᦆ࡞ࢃࢀࡿⓎ⏕ࡋ࡞ࡃ࡞ࡿ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ
主な文献
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
᪥ᮏኟⲡࡢ⦅㸦㸧ኟⲡ⏕ែᅗ㚷㸬ㄔᩥᇽ᪂ග♫㸪ᮾி㸪SS㸬
標本
㟼ᒸᕷ⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒
                                    㸦ሯభ㸧








タンポタケモドキ

Tolypocladium japonicum
(Lloyd) C. A. Quandt, Kepler & Spatafora 2014
࢜ࣇ࢜ࢥࣝࢪࢣࣉࢫ⛉ 2SKLRFRUG\FLSLWDFHDH

［静岡県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類（VU）（要件−①⑥）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛


種の解説
ᆅୗ⏕⳦ࡢࢶࢳࢲࣥࢦᐤ⏕ࡍࡿኟⲡ㸦࣭᪻
ࢡ࣭ࣔᆅୗ⏕⳦࡞ࡢᐤ⏕⳦㸧ࠋᲨᲬᙧࡢᏊᐇయࢆᙧᡂ
ࡍࡿࠋᮍ⇍ࡣῐ㯤Ⰽࠊᡂ⇍ࡍࡿᬯ⥳〓Ⰽࢆ࿊ࡍࡿࠋ
Ꮚᄞ⬊Ꮚࡣ⣒≧࡛ࠊḟ⬊Ꮚศࡍࡿࠋ
分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜศᕸࡍࡿࠋᅜෆ࡛
ࡣྛᆅ࡛Ⅼࠎࠊ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
生育環境
ᐟࡢࢶࢳࢲࣥࢦࡣ⳦᰿⳦࡛ࠊ࣐ࢶࡸࣈࢼ⳦᰿ࢆ
ࡘࡃࡿࠋࢱ࣏ࣥࢱࢣࣔࢻ࢟ࡢ⏕⫱⎔ቃࡣࠊኟⲡ

ࡋ࡚ࡣẚ㍑ⓗ‵ᗘࡀపࡃࠊపᆅࡢ࣐ࢶࡀከࡃ⏕⫱ࡋ࡚
㟼ᒸ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ሯ♸
࠸ࡿࡇࢁ㝈ࡽࢀࡿࠋࢶࢳࢲࣥࢦࡀከ࠸⎔ቃ࡛ࡣ⩌
⏕ࡍࡿࠋ
生育状況
す㒊ࡢ㸯ࣨᡤࡢࡳ࡛☜ㄆࡉࢀࠊ⥅⥆ほᐹࡢ⤖ᯝࠊᯘἣ
ࡢኚࡼࡾⓎ⏕㢖ᗘࡀῶࡗ࡚࠸ࡿࠋ
減少の主要因と脅威
Ⓨ⏕⎔ቃࡀබᅬ࡞ࡢබ࡞ሙᡤ࡛࠶ࡿࡇࡀከࡃࠊ
保護上の観点から分布位置は非公表
බᅬᩚഛࡼࡿఆ᥇㸦㸧࡞⎔ቃࡀኚࢃࡿࣜࢫࢡࡉ
ࡽࡉࢀࡸࡍ࠸ࠋ㏆ᖺࡣ࣐ࢶᯤࢀࡼࡿ࣐ࢶࡢῶᑡ㸦㸧
ࡶせᅉ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
保護対策
⳦ᐤ⏕ࡢኟⲡࡣࢶࢳࢲࣥࢦࡢ⏕⫱ࡀᚲ㡲࡞ࡓ
ࡵࠊ⏕⫱ᆅ࠾ࡅࡿඹ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ࣐ࢶࢆᯇᯤࢀࡽಖ
ㆤࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
特記事項
ᐟࡀ⏕⫱ࡋ࡚࠸࡚ࡶࠊ⳦⮬యࡢ⏕⫱⎔ቃࡋ࡚ࡢ‵ᗘࠊ ᗘࡀᦆ࡞ࢃࢀࡿⓎ⏕ࡋ࡞ࡃ࡞ࡿ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ
主な文献
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
᪥ᮏኟⲡࡢ⦅㸦㸧ኟⲡ⏕ែᅗ㚷㸬ㄔᩥᇽ᪂ග♫㸪ᮾி㸪SS㸬
標本
㟼ᒸ┴⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒
                                    㸦ሯభ㸧








ホンシメジ

Lyophyllum shimeji (Kawam.) Hongo 1971

㸦㸻ࢲࢥࢡࢩ࣓ࢪ㸧                        ࢩ࣓ࢪ⛉ /\RSK\OODFHDH
［静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）（要件−①）］ 㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛



種の解説
እ⏕⳦᰿⳦ࠋᏊᐇయࡣ⛅ࢥࢼࣛᯘࡲࡓࡣ࣐࢝ࢶ࣭
ࢥࢼࣛΰ⏕ᯘෆᆅୖᰴ≧Ⓨ⏕ࠋചࡣ ࠥ FPࠊ༙
⌫ࠥࡲࢇࡌࡹ࠺ᙧࡽࢇᖹࡽ㛤ࡃࠋ⾲㠃ࡣᬯ
⅊〓Ⰽ࡛ᖹࠋࡦࡔࡣⓑࠥῐࢡ࣮࣒ࣜⰍࠊᐦࠊ‴⏕ࡲࡓ
ࡣ┤⏕ࠋ⫗ࡣⓑⰍࠋࡣ㛗ࡉ ࠥ FP ࡛ⓑⰍࠊୗ㒊ࡀ
ᚨ≧ࡩࡃࡽࡴࡓࡵࠊ㯮ᵝࡢ⭡ぢ❧࡚࡚ࢲࢥ
ࢡࢩ࣓ࢪࡤࢀࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣ⌫ᙧ࡛࠶
ࡿࠋ
分布
ᅜෆࡢ ᖏศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ࠊす㒊ࠊఀ㇋࡛
☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
生育環境
㟼ᒸ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᑠ㎮ᙪ
㔛ᒣࡢࢥࢼࣛᯘࠊ࣐࢝ࢶ࣭ࢥࢼࣛΰ⏕ᯘෆ࡛⳦᰿ඹ
⏕ࡋ࡚⏕⫱ࡍࡿࠋ
生育状況
 ᖺ௦ࡲ࡛ࡣୣ㝠ᆅ࠾࠸࡚ࡶࠊᏊᐇయࡢⓎ⏕ࡣ
ከࡗࡓࡀࠊ⌧ᅾࡣ⛥ࡲࡓࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ᳃ᯘࡢⲨᗫ
ຍ࠼࡚ࢼࣛᯤࢀ࡛ࣈࢼ⛉ࡢᮌࠎࡀᯤࢀࠊ ᖺ㡭ࡼ
ࡾࡣᒣ㛫ᆅ࡛ࡶⓎ⏕ᩘࡀ⃭ῶࡋ࡚࠸ࡿࠋᏊᐇయࡣ㔛ᒣ
保護上の観点から分布位置は非公表
ࡢ㣗⏝⳦ࡋ࡚ྡ㧗ࡃ᥇ྲྀᅽࡀ㧗࠸ࡀࠊ࡛ࡣᗁࡢ࢟
ࣀࢥ࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋ
減少の主要因と脅威
ࢼࣛᯤࢀࡼࡿᐟᶞᮌࡢᐖ⿕ᐖ㸦㸧ࡀⓎ⏕
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㔛ᒣࡢ  ḟᯘࡢ⟶⌮㊊㸦㸧ࠊ⨾࡞㣗
⏝⳦࡛࠶ࡿࡓࡵࡢ㧗࠸᥇ྲྀᅽ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ
ᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
保護対策
㝖ఆࠊ㛫ఆࡼࡿ㐺ṇ࡞᳃ᯘ⟶⌮ࠊ᥇ྲྀつไࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
特記事項
 ≉࡞ࡋࠋ
主な文献
ụ⏣Ⰻᖾ㸦㸧᪂∧㝣ࡢࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ᶫᮏ☜ᩥᇽ㸪㔠ἑ㸪SS
㛵භஓ࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ཎⰍ᪥ᮏ᪂⳦㢮ᅗ㚷㸦Ϩ㸧㸬ಖ⫱♫㸪㜰㸪SS㸬
㛵භஓ࣭㇂ྜྷ㞝࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ᒣ࣮࢝ࣛྡ㚷ቑ⿵ᨵゞ᪂∧᪥ᮏࡢࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪
ᮾி㸪SS㸬
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
標本
㟼ᒸ┴⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒
㸦⛅ᒣᐩ㞝㸧








ツノシメジ

Leucopholiota decorosa
(Peck) O. K. Mill., T. J. Volk & Bessette 1996
࢟ࢩ࣓ࢪ⛉ 7ULFKRORPDWDFHDH

［静岡県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類（VU）（要件−①）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛


 種の解説
⭉⏕⳦ࠋᏊᐇయࡣኟࡽึ⛅ࠊᗈⴥᶞᯤṚᮌୖ
Ⓨ⏕ࠋചࡣᚄ 㹼FP ࡛ࠊ༙⌫ᙧࡢࡕከᑡ୰㧗ࡢᖹࡓ
࠸ᒣᙧ࡞ࡿࠋ⾲㠃ࡣࠊ㯤〓㹼ᶳ〓Ⰽࡢᆅ⫙ࡢୖࢆࠊ
୰ኸゅ≧ࠊ࿘㎶ྥࡗ࡚๛ẟ≧ࡢᆺࡢ㫣∦ࡀᐦそ
࠺ࠋࡦࡔࡣⓑⰍ࡛ᐦࠋࡣୗ᪉ኴࡃ࡞ࡾࠊୖ㒊〓
Ⰽ࡛⭷㉁㫣∦≧ࡢࡘࡤࢆࡘࡅࡿࠋࡘࡤࡢୖ㒊ࡣῐⰍࠊ
ୗ᪉ࡣചࡢ࿘㎶ྠᵝࡢ㫣∦ᐦそࢃࢀࡿࠋᢸᏊ⬊
Ꮚࡣᴃᙧ࡛ࠊ↓Ⰽ࡛࠶ࡿࠋ
分布
ᅜእ࡛ࡣ࣮ࣚࣟࢵࣃࠊ࣓ࣜ࢝ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ
㸦㟷᳃┴ࠊᰣᮌ┴ࠊ㛗㔝┴ࠊᒣ┴ࠊ㟼ᒸ┴ࠊᒱ㜧┴
࡞㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᑠ㎮ᙪ
生育環境
෭ ᖏୖ㒊ࡽளᐮᖏᇦ࡛ࠊ࢝ࣂࣀ࢟ᒓ࡞ࡢᗈⴥ
ᶞࡢಽᮌ㸦ࡲࢀ❧ࡕᯤࢀᮌ㸧⏕⫱ࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ෭
ᖏୖ㒊Ἑᓊᯘࡢಽᮌ⏕⫱ࡋ࡚࠾ࡾࠊ෭ᾴ࡛‵ᗘࡀಖ
ࡓࢀࡿಽᮌ⏕⫱ࡍࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
生育状況
┴ෆ࡛ࡣᕝୖὶ㒊ࡢࢲࢣ࢝ࣥࣂᛮࢃࢀࡿಽᮌ
Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࢆ  ࣨᡤ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࡢࡳ࡛ࠊ
ᐩኈᒣ࡛ࡣᮍ☜ㄆ࡛࠶ࡿࠋ
減少の主要因と脅威
┴ෆ࡛ࡣ⌧⏕⫱ᆅࡢࡼ࠺࡞ࠊ෭ ᖏୖ㒊࠶ࡿ෭ᾴ
࡛‵ᗘࡢಖࡓࢀࡿἙᓊᯘࡣ㝈ࡽࢀࡿࠋ㐨㊰ᘓタ࡞
㸦㸧ࡼࡾ⌧⏕⫱ᆅࡀᾘኻࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
保護対策
≉࡞ࡋࠋ
特記事項
Ⓨ⏕ᆅࡢἙᓊᯘࡢ⎔ቃࡣࡢࡇࢁᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᚋ⏕⫱⎔ቃࡀಖᣢࡉࢀࡿࡣ࡛᫂࠶ࡿࠋ
主な文献
྿ಇග㸦㸧᳃ࡢఇ᪥ ぢࡘࡅ࡚ᴦࡋࡴࡁࡢࡇ࣡ࣥࢲ࣮ࣛࣥࢻ㸬ᒣ㇂♫㸪ᮾி㸪SS
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
ᕤ⸨ఙ୍㸦㸧ᮾࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ᐙࡢග༠㸪ᮾி㸪SS㸬
ᇛᕝᅄ㑻㸦㸧᳨ド࢟ࣀࢥ᪂ᅗ㚷㸬⟃Ἴ᭩ᡣ㸪ᮾி㸪SS㸬
標本
㟼ᒸᕷ⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒
㸦ᑠ㎮ᙪ㸧








シロシメジ

Tricholoma japonicum Kawamura 1954
࢟ࢩ࣓ࢪ⛉ 7UFLKRORPDWDFHDH

［静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）（要件−①②）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛



種の解説
እ⏕⳦᰿⳦ࠋᏊᐇయࡣᬌ⛅ࡽึ࣐ࢶᯘᆅୖ
⩌⏕ࠋചࡣࡲࢇࡌࡹ࠺ᙧࡽᖹࡽ㛤ࡃࠋ⾲㠃ࡣ‵ᙅ
࠸⢓ᛶࢆᖏࡧࠊ᭱ึⓑⰍࠊࡢࡕ୰ኸ㒊ࡽ⫙Ⰽࡂࡳࡢ〓
Ⰽࢆᖏࡧࡿࠋࡦࡔࡣୖ⏕ࡽ‴⏕ࠊⓑⰍ࡛ᐦࠊ⪁ᡂࡍࡿ
ở〓Ⰽࡢࢩ࣑ࡀ⌧ࢀࡿࠋࡣⓑⰍࡽῐ〓Ⰽ࡛ᇶ㒊
ࡣࡸࡸࡩࡃࡽࡴࠋ⫗ࡣ⦓ᐦ࡛↓⮯ࠊⱞࡀ࠶ࡿࠋᢸᏊ⬊
Ꮚࡣᴃᙧࡽᗈᴃᙧࠊᖹ࡛࠶ࡿࠋ
分布
ᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰
㒊ࠊす㒊࡛☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 生育環境
࣐࢝ࢶᯘࡸ࣐࢝ࢶࢼࣛ㢮ࡢΰ⏕ᯘ࡛⳦᰿
㟼ᒸ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᑠ㎮ᙪ
ඹ⏕ࡋ࡚⏕⫱ࡍࡿࠋ
生育状況
 ࢾࣀࣅ࢟࠸࠺ྂྡࡀ࠶ࡿࠋ㔛ᒣࡢ㣗⏝⳦࡛ࠊⓑ࠸ᕸ
ࢆᩜ࠸ࡓࡼ࠺Ꮚᐇయࡀ⩌⏕ࡍࡿࡽ࠸࠺ࡀࠊࢫࢠࠊ
ࣄࣀ࢟ࡢ᳜ᯘࡼࡾ࣐࢝ࢶࡸᗈⴥᶞࡢᯘࡀ⃭ῶࡋ
ࡓࡇຍ࠼ࠊ㏆ᖺࡣ࣐ࢶᯤࢀࡼࡾࠊᐟᶞᮌࡀ⃭ῶ
ࡋࡓࡓࡵࠊᏊᐇయࡢⓎ⏕㔞ࡣ㠀ᖖῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
減少の主要因と脅威
保護上の観点から分布位置は非公表
保護上の観点から分布位置は非公表
࣐࢝ࢶࠊࢼࣛ㢮ΰ⏕ᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࠊ࣐ࢶᯤࢀࡼ
ࡿᐟᶞᮌࡢῶᑡ㸦㸧ࡼࡾ⏕⫱ࡀ༴ࡪࡲࢀࡿࠋ
保護対策
⏕⫱ᆅࡢᯘࡢ≧ែ⎔ቃࢆࠊ⌧≧ࡢࡲࡲ⥔ᣢ࣭ಖࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
特記事項
≉࡞ࡋࠋ
主な文献
㟷ᮌ ᐇ࣭᪥ᮏࡁࡢࡇྠዲྡ㒊ࡳࡕ௦⦅㸦㸧᪥ᮏࡁࡢࡇᅗ∧➨  ᕳ㸬᪥ᮏࡁࡢࡇྠዲ㸪
⚄ᡞ SS
ụ⏣Ⰻᖾ㸦㸧᪂∧ 㝣ࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ᶫᮏ☜ᩥᇽ㸪㔠ἑ㸪SS㸬
㛵භஓ࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ཎⰍ᪥ᮏ᪂⳦㢮ᅗ㚷㸦Ϩ㸧㸬ಖ⫱♫㸪㜰㸪SS㸬
㛵භஓ࣭㇂ྜྷ㞝࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ᒣ࣮࢝ࣛྡ㚷ቑ⿵ᨵゞ᪂∧᪥ᮏࡢࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪
ᮾி㸪SS㸬
 ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
標本
㟼ᒸ┴⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒
㸦ᑠ㎮ᙪ㸧








マツタケ

Tricholoma matsutake (S. Ito & Imai) Singer 1943
࢟ࢩ࣓ࢪ⛉ 7ULFKRORPDWDFHDH

［静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）（要件−①②）］ 㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛



種の解説
እ⏕⳦᰿⳦ࠋᏊᐇయࡣ⛅ࠊ࣐ࢶᯘ࡞ࡢᆅୖⓎ
⏕ࠋചࡣ 㹼  FPࠊࡲࢇࡌࡹ࠺ᙧࡽ୰㧗ࡢᖹࡢ
ࡕ⦕㒊ࡀࡑࡾ㏉ࡿࠋ⾲㠃ࡣ〓Ⰽࡢ⧄⥔≧㫣∦そࢃࢀ
ࡿࡀࠊࡋࡔ࠸ࡅ┠ࡸࡦࡧࢀࡀ࡛ࡁࡿࠋࡦࡔࡣᐦࠊ
‴⏕ࠊⓑⰍࡢࡕ〓Ⰽࡢࢩ࣑ࢆ⏕ࡌࡿࠋࡣ㛗ࡉ 㹼
  FPࠊୖୗྠᖜࡲࡓࡣୗ᪉࡛ከᑡኴ࠸ࠋ〓Ⰽ⧄⥔
≧ࡢ㫣∦そࢃࢀࠊ㡬㒊ࡣⓑⰍࠋࡘࡤࡣ⥥ẟ≧ࠊỌᏑ
ᛶࠋ⫗ࡣⓑⰍࠊ≉᭷ࡢ㤶ࡾࡀ࠶ࡿࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣᗈᴃ
ᙧ࡛࠶ࡿࠋ
分布
ᅜእ࡛ࡣᮾࢪࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃศᕸࡍࡿࠋᅜෆ
ྛᆅศᕸࡋࠊ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊࡛☜ㄆࡉࢀ
㟼ᒸ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᑠ㎮ᙪ
࡚࠸ࡿࠋ
生育環境
㔛ᒣࡢ࣐࢝ࢶᯘᗈⴥᶞࡢΰ⏕ᯘཬࡧዟᒣࡢࢶ
࢞ࠊࢥ࣓ࢶ࢞ᯘ⏕⫱ࡍࡿࠋ
生育状況
㔛ᒣࡢ࣐࢝ࢶᯘ࡛ࡢ⏕⫱ࡣࠊ ᖺ௨㝆࣐ࢶᯤࢀ
ࡼࡿᐟᶞᮌࡢῶᑡࠊ࣐࢝ࢶᯘࡢᯇⴥࡢሁ✚ࡼ
保護上の観点から分布位置は非公表
ࡿ⏕⫱⎔ቃࡢᝏཬࡧ᥇ྲྀᅽ࡛⃭ῶࡋࡓࠋዟᒣࡢࢶ࢞ࠊ
保護上の観点から分布位置は非公表
ࢥ࣓ࢶ࢞ᯘ࠾࠸࡚ࡶ᥇ྲྀᅽࡀ㧗ࡃࠊ⃭ῶࡋ࡚࠸ࡿࠋ
減少の主要因と脅威
࣐ࢶᯤࢀࡼࡿᐟᶞᮌࡢῶᑡ㸦㸧ࠊ࣐࢝ࢶᯘ
ࡢᡭධࢀ㊊࡞ࡼࡿᯇⴥࡢሁ✚࡞ࡢ᳃ᯘࡢⲨ
ᗫ㸦㸧ࠊ᥇ྲྀᅽ㸦㸧ࡀῶᑡࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
保護対策
ᢠᛶ࣐ࢶࡢ᳜᱂㐺ṇ࡞᳃ᯘ⟶⌮ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ⬊Ꮚࡀᡂ⇍ࠊᩓᕸࡉࢀࡿ๓ࡢᮍ⇍࡞Ꮚᐇయࡀ᥇ྲྀࡉ
ࢀࡿࡇࡀከࡃࠊ᥇ྲྀไ㝈ࡀᚲせ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⌧ᅾᏊᐇయࡢⓎ⏕ࡀぢࡽࢀࡿᯘෆࡢᡭධࢀࢆࡋ࡚ࠊᯘᗋ
ࡢᐩᰤ㣴࡞ࢆ㜵ࡂࠊ⬊Ꮚࡢᩓᕸࡶ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺ಖㆤᑐ⟇ࢆࡋ࡚࠸ࡃࡇࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
特記事
ࢶ࢞ᒓࡢᯘ⏕⫱ࡍࡿࡶࡢࡣᆅ᪉ྡ࡛ࢶ࢞ࢱࢣࡶࡼࡤࢀࡿࠋ
主な文献
ụ⏣Ⰻᖾ㸦㸧᪂∧㝣ࡢࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ᶫᮏ☜ᩥᇽ㸪㔠ἑ㸪SS
ఀ⸨ㄔဢ㸦㸧᪥ᮏ⳦㢮ㄅ➨ᕳ࣭➨ྕ㸬㣴㈼ᇽ㸪ᮾி㸪SS
㛵භஓ࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ཎⰍ᪥ᮏ᪂⳦㢮ᅗ㚷㸦Ϩ㸧㸬ಖ⫱♫㸪㜰㸪SS㸬
㛵භஓ࣭㇂ྜྷ㞝࣭ᮏ㒓ḟ㞝 ⦅㸦㸧ᒣ࣮࢝ࣛྡ㚷ቑ⿵ᨵゞ᪂∧᪥ᮏࡢࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂
♫㸪ᮾி㸪SS㸬
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
標本
㟼ᒸ┴⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒
㸦⛅ᒣᐩ㞝㸧








アシグロニオイイグチ

Suillus punctipes (Peck) Singer 1945
ࢾ࣓ࣜࢢࢳ⛉ 6XLOODFHDH

［静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）（要件−①）］ 㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛



種の解説
 እ⏕⳦᰿⳦ࠋᏊᐇయࡣኟࠊࣁ࣐ࢶᶞୗⓎ⏕ࠋ
ചࡣᚄ 㹼FPࠊᒣᙧࡽᖹࡓ࠸ࡲࢇࡌࡹ࠺ᙧ㛤
ࡃࠋ⾲㠃ࡣᖏ〓ᶳ㹼㩭㯤ᅵⰍ࡛ࠊ⢓ᛶࡀ࠶ࡿࠋᏊᐇᒙ
ᡸࡣ⟶Ꮝ࡛ࠊῐ㯤ᅵ〓ⰍࡽᬯⰍࠋࡣ 㹼FP ࡛ୖ
ୗྠࠊࡘࡤࡣ࡞࠸ࠋചྠⰍ࡛ࠊ㯮ኚࡍࡿ⢏Ⅼࢆᐦ
⏕ࡍࡿࠋ⫗ࡣῐ㯤ⰍࠋᏊᐇయࡣ≉᭷ࡢⰾ㤶ࡀ࠶ࡿࠋ
ᢸᏊ⬊Ꮚࡣ㛗ᴃᙧࡽ㢮⣳㗽ᙧ࡛ᖹ࡛࠶ࡿࠋ
分布
 ᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴ࠊᐩᒣ┴㸧ࠊ┴ෆ
࡛ࡣ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋᐟᶞ✀ࡣࣁ࣐ࢶ࡛࠶ࡾࠊศ
ᕸࡢ༡㝈⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

生育環境
㟼ᒸ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ụࣨ㇂ࡢࡾᏊ
ࣁ࣐ࢶ⳦᰿ඹ⏕ࡋ࡚⏕⫱ࡍࡿࠋᐮᖏ⏕⫱ࡍࡿ
✀࡛ࠊ⌧ᅾᏊᐇయࡢⓎ⏕ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ┴᭱
㒊ࡢࣁ࣐ࢶᶞୗ࡛࠶ࡿࠋ
生育状況
 ┴ෆ࡛ࡣ⏕⫱㐺ᆅࡀࡈࡃ㝈ࡽࢀࠊᏊᐇయࡢⓎ⏕ᆅཬ
ࡧⓎ⏕㔞ࡣᑡ࡞࠸ࠋ
減少の主要因と脅威
 ኟࡽ⛅ࡅ࡚ࠊẼ ࡀ㧗࠸≧ែࡀ⥆ࡃࡼ࠺࡞
ࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊ ᬮࡼࡾࡉࡽῶᑡࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡿ㸦㸧ࠋ
保護対策
 ⌧ᅾࡢ⏕⫱⎔ቃᡭࢆຍ࠼࡞࠸ࡼ࠺⌧≧ࡢ⥔ᣢࠊಖ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
特記事項
✀ࡢྠᐃࡣ㸦㈈㸧᪥ᮏࡁࡢࡇࢭࣥࢱ࣮⳦◊✲ᡤࡢ㛗⃝ᰤྐ≉ู◊✲ဨࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋཌࡃᚚ♩⏦
ࡋୖࡆࡿࠋ
主な文献
㛵භஓ࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ཎⰍ᪂᪥ᮏ⳦㢮ᅗ㚷㸦ϩ㸧㸬ಖ⫱♫㸪㜰㸪SS㸬 
༳ᮾᘯ⋞࣭ᡂ⏣ബⶶ㸦㸧ࢥࣥࣃࢡࢺ∧  ཎⰍࡁࡢࡇᅗ㚷㸬㶾㤋㸪ᮾி㸪SS㸬
 ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
0XUDWD <   7KH EROHWXV RI +RNNDLGR  6XLOOXV 0LFKHOL H[ 6 ) *UD\ HP 6QHOO 7UDQV
0\FRO6RF-DSDQ
標本
࡞ࡋࠋ
㸦ụࣨ㇂ࡢࡾᏊ㸧








コカンバタケ

Buglossoporus quercinus (Schard.) Kotl. & Pouzar 1966
ࢶ࢞ࢧࣝࣀࢥࢩ࢝ࢣ⛉ )RPLWRSVLGDFHDH

［静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）（要件−①）］ 㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛


種の解説
 ⭉⏕⳦ࠋᏊᐇయࡣኟࡽ⛅ࠊ࣑ࢬࢼࣛ࡞ࢥࢼࣛ
ᒓࡢ⏕ᮌࡽᯤṚᮌୖⓎ⏕ࠋചࡣ༙ᙧࡽᡪᙧ࡛
ᇶ㒊ࡣ⣽ࡃ࡞ࡾࠊࢇ↓ࡽ೫ᚰ⏕ࡢ᭷ࠋ⾲
㠃ࡣ㯤〓ⰍࡽⲔ〓Ⰽ࡛ࠊⷧ࠸ẟ⿕≧⾲⓶ࡀ࠶ࡾࣅࣟ
࣮ࢻ≧ࡢࡕࡰᖹࡲࡓࡣ⣽࠸⢏ࢆᖏࡧࡿࠋച⫗ࡣ
ᇶ㒊㏆࡛ FPࠊ⦕ࡣⷧࡃࠊ㢮ⓑⰍ࡛⫗㉁ࠋᏊᐇᒙᡸ
ࡣ⟶Ꮝࠊ㢮ⓑⰍ࡛യࡘࡅࡿ〓ኚࡍࡿࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣᴃ
ᙧ࡛࠶ࡿࠋ
分布
 ᅜእ࡛ࡣ࣮ࣚࣟࢵࣃศᕸࡍࡿࠋᅜෆศᕸࡋࠊ┴
ෆ࡛ࡣ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
生育環境
 ┴ෆ࡛ࡣࠊ෭ ᖏୖ㒊ࡢ‵ᗘࡢ࠼ࡽࢀࡸࡍ࠸Ἑᓊ
㏆ࡢᯘෆ࡛ࠊ࣑ࢬࢼࣛࡢಽᮌࢆ〓Ⰽ⭉ᮙࡋ࡚⏕⫱ࡍ
ࡿࠋ
生育状況
 ┴ෆࡢ☜ㄆሙᡤࡣ  ࣨᡤ࡛ࠊࡈࡃ㝈ࡽࢀࡿࠋ
減少の主要因と脅威
 ‵ᗘࡢ࠼ࡽࢀࡸࡍ࠸෭ ᖏἙᓊᯘෆࡢ࣑ࢬࢼࣛ࡞
ࡢ⏕❧ᮌࡽಽᮌࢆ⏕⫱⎔ቃࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࠊ㐨㊰ᘓタ㸦㸧࡞ࡼࡾࠊ
⏕⫱㐺ᆅࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
保護対策
 ⌧ᅾࡢ⏕⫱ᆅࡢ⮬↛⎔ቃࡢಖᣢࠊἙᓊᯘ࡞‵
ᗘࡢ࠼ࡽࢀࡸࡍ࠸ሙᡤࡢ࣑ࢬࢼࣛᮌ࡞ࢆṧࡍࡇ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
特記事項
 ≉࡞ࡋࠋ
主な文献
ᮏ㒓ḟ㞝࣭ୖ⏣ಇ✑㸦㸧᪂∧ᒣࣇ࣮ࣝ
ࢻࣈࢵࢡࢫ  ࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪ᮾி㸪
SS㸬
ఀ⸨ㄔဢ㸦㸧᪥ᮏ⳦㢮ㄅ➨ᕳ࣭➨ᅄྕ㸬㣴
㈼ᇽ㸪ᮾி㸪SS
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵
ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
ᇛᕝᅄ㑻㸦㸧᳨ド࢟ࣀࢥ᪂ᅗ㚷㸬⟃Ἴ᭩ᡣ㸪ᮾ
ி㸪SS㸬
標本
㟼ᒸᕷ⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒



㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ụࣨ㇂ࡢࡾᏊ

㸦ụࣨ㇂ࡢࡾᏊ㸧









チョレイマイタケ

Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. 1821
ࢱ࣐ࢳࣙࣞࢱࢣ⛉ 3RO\SRUDFHDH
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絶滅危惧Ⅱ類（VU）（要件−①②）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛



種の解説
⭉⏕⳦ࠋᏊᐇయࡣኟࡽ⛅ࠊ⳦᰾ࡲࡓࡣᗈⴥᶞᮦୖ
Ⓨ⏕ࡍࡿࠋᏊᐇయࡣ」㞧ᯞศࢀࡋࡓചࡽ࡞
ࡿࠋࡣ᰿ࡶࡽᗄᅇࡶศᯞࡋඛ➃ചࢆࡘࡅࠊయ
ࡣ」㞧࡞ሢ࡞ࡿࠋചࡣࡰᙧ࡛ࠊὸ࠸₃ᩯᙧࠋ୍ࡘ
ࡢചࡣᚄ 㹼FPࠊ⾲㠃ࡣ㯤ⓑ㹼ῐ࠸ࡁࡘࡡⰍ࡛ࠊᖹ
⣽࠸㫣∦そࢃࢀࡿࠋᏊᐇᒙᡸࡣ㢮ⓑⰍࡢὸ࠸⟶Ꮝ
࡛ᆶ⏕ࡍࡿࠋᏍཱྀࡣ 㹼 ಶPPࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣ㛗ᴃ
ᙧࠊᖹ࡛࠶ࡿࠋ᪉⣔ࡢ⳦࡛࠶ࡿࠋ
分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࠊ࣓ࣜ࢝ࡢ෭ᾴᆅࠊ
ᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞ୰㒊௨ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ

㒊ࠊ୰㒊࡛☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㟼ᒸ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᑠ㎮ᙪ
生育環境
෭ ᖏࡢ‵ᗘࡀಖࡓࢀࡿᯘෆ࡛ࠊ࣑ࢬࢼࣛ࡞ࡢᗈ
ⴥᶞᯤṚᮌࢆⓑⰍ⭉ᮙࡋ࡚⏕⫱ࡍࡿࠋᐟࡢ᰿㏆ࡢ
ᆅ୰⳦᰾ࢆᙧᡂࡍࡿࠋ
生育状況
┴ෆ࠾࠸࡚ୖグࡢ⏕⫱⎔ቃࡣ⌧ᅾ࡞ࡾ㝈ࡽࢀࠊ
ᏊᐇయࡢⓎ⏕☜ㄆࡣ⛥࡛࠶ࡿࠋ
減少の主要因と脅威
‵ᗘࡀಖࡓࢀࡿἙᓊᯘ࡞ࡢࣈࢼࠊ࣑ࢬࢼࣛᯘࡢఆ
᥇ࡼࡿῶᑡ㸦㸧ࡀせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⳦᰾ࡣ⳦⣒ࡀ
ᐦ㞟ࡋ࡚ሢ≧࡞ࡾࠊఇ╀≧ែ࡞ࡗࡓ⪏ஂჾᐁ࡛࠶
ࡿࡀࠊᮏ⳦ࡢ⳦᰾ࡣ⊦ⱎ࠸ࢃࢀ₎᪉⸆ࡋ࡚᥇㞟ᅽ
ࡶ㧗࠸㸦㸧ࠋ⪏ஂჾᐁ࡛࠶ࡿ⳦᰾ࡢ᥇ྲྀࡣῶᑡࡢ⬣ጾ
࡞ࡿࠋ
保護対策
ࣈࢼࠊ࣑ࢬࢼࣛᯘࡢಖཬࡧ⋓ࡽࡢಖㆤࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
特記事項
 ≉࡞ࡋࠋ
主な文献
ụ⏣Ⰻᖾ㸦㸧᪂∧㝣ࡢࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ᶫᮏ☜ᩥᇽ㸪㔠ἑ㸪SS㸬
ఀ⸨ㄔဢ㸦㸧᪥ᮏ⳦㢮ㄅ➨ᕳ࣭➨ᅄྕ㸬㣴㈼ᇽ㸪ᮾி㸪SS
㛵භஓ࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ཎⰍ᪥ᮏ᪂⳦㢮ᅗ㚷 ϩ 㸬ಖ⫱♫㸪㜰㸪SS㸬
㛵භஓ࣭㇂ྜྷ㞝࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ᒣ࣮࢝ࣛྡ㚷ቑ⿵ᨵゞ᪂∧᪥ᮏࡢࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪
ᮾி㸪SS㸬
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
Ṋ⸨ᙪ   㟼ᒸᮌࡢᏊࡢࡢ᥈⣴࠾ࡅࡿ᥇㞟ࣜࢫࢺ 㹼 㸬㟼ᒸᮌࡢᏊࡢሗ㸪
 ±
標本
㟼ᒸ┴⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒
㸦ᑠ㎮ᙪ㸧








アオロウジ

Albatrellus caeruleoporus (Peck) Pourzar 1966
ࢽࣥࢠࣙ࢘ࢱࢣࣔࢻ࢟⛉ $OEDWUHOODFHDH

［静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）（要件−①②）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛



種の解説
እ⏕⳦᰿⳦ࠋᏊᐇయࡣ⛅ࠊ࣐ࢶᯘࡢᆅୖ༢⏕
ᩘಶయࡀ࠸⒵╔ࡋ࡚Ⓨ⏕ࠋᚄ 㹼FPࠋ⾲㠃ࡣ㟷
⥳Ⰽࡽ✵ⰍࡢࡕⰍ࠶ࡏ࡚⅊〓Ⰽ࡞ࡿࠋ⫗ࡣཌࡃࠊ
ῐ࠸ࣥࢬⰍࡽᶳ㯤ⰍࡔࡀࡢࡕⰍ࠶ࡏࡿࠋᏊᐇᒙ
ᡸࡣ⟶Ꮝ࡛㛗ࡉ 㹼PPࠋᏍཱྀࡣᑠࡉࡃ㸦㹼 ಶPP㸧ࠊ
ῐ㟷ⰍࡽࣥࢬⰍ࡞ࡿࠋࡣࡸࡸ୰ᚰࢆࡣࡎࢀ࡚
೫ᅾࡽഃ⏕ࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣ㢮⌫ᙧࠊᖹ࡛࠶ࡿࠋ
分布
ᅜእ࡛ࡣ࣓ࣜ࢝ศᕸࡍࡿࠋᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊ
┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
生育環境

┴ෆ࡛ࡣ㔛ᒣࡢ⑭ࡏࡓᅵ⏕⫱ࡍࡿ࣐࢝ࢶ⳦᰿
㟼ᒸ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᓊ⃝ᗈᬗ
ඹ⏕ࡋ࡚⏕⫱ࡍࡿࠋ
生育状況
࣐࢝ࢶࡢ࣐ࢶᯤࢀࡶࠊ ᖺ㡭ࡽᏊᐇ
యࡢⓎ⏕ࡀῶᑡࡋࡓࠋ
減少の主要因と脅威
࣐ࢶᯤࢀࡼࡿᐟࡢῶᑡ㸦㸧ຍ࠼࡚ࠊ⏕άࡢ
ኚࡼࡿᯇⴥᥙࡁࡢῶᑡࡢࡓࡵࠊᯘᗋࡢᯇⴥࡢཌ࠸
ሁ✚ࡼࡿᐩᰤ㣴ࡼࡾࠊ⏕⫱⎔ቃࡀᝏࡋ࡚࠸ࡿ
㸦㸧ࠋ
保護対策
ᢠᛶ࣐ࢶࡢ⿵᳜ࠊẖᖺᯘᗋࡢⲡࡸ℺ᮌ࡞ࡢ୍ᩧ
ୗⲡสࡾ࡛⏕⫱⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿࡇࡀᑐ⟇࡞ࡿࠋ
特記事項
 ≉࡞ࡋࠋ
主な文献
ụ⏣Ⰻᖾ㸦㸧᪂∧㝣ࡢࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ᶫᮏ☜ᩥᇽ㸪㔠ἑ㸪SS
㛵භஓ࣭㇂ྜྷ㞝࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ᒣ࣮࢝ࣛྡ㚷ቑ⿵ᨵゞ᪂∧᪥ᮏࡢࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪
ᮾி㸪SS㸬
㛵භஓ࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ཎⰍ᪥ᮏ᪂⳦㢮ᅗ㚷㸦ϩ㸧㸬ಖ⫱♫㸪㜰㸪SS㸬
ఀ⸨ㄔဢ㸦㸧᪥ᮏ⳦㢮ㄅ➨ᕳ࣭➨ᅄྕ㸬㣴㈼ᇽ㸪ᮾி㸪SS
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
Ṋ⸨ᙪ   㟼ᒸᮌࡢᏊࡢࡢ᥈⣴࠾ࡅࡿ᥇㞟ࣜࢫࢺ 㹼 㸬㟼ᒸᮌࡢᏊࡢሗ㸪
 ±
標本
㟼ᒸ┴⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒
㸦⛅ᒣᐩ㞝㸧








ニンギョウタケ

Albatrellus confluens（Alb. & Schw.）Kotl. & Pouz. 1957
ࢽࣥࢠࣙ࢘ࢱࢣࣔࢻ࢟⛉ $OEDWUHOODFHDH

［静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）（要件−①②）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ሗ㊊㸦''㸧㹛



種の解説
እ⏕⳦᰿⳦ࠋᏊᐇయࡣ⛅ࠊ࣐ࢶᯘ࡞ࡢᆅୖⓎ⏕ࠋ
㞟ྜᙧయࡢᚄࡀ FP ௨ୖࡶ࡞ࡿࠋചࡣ⫗ཌ࡛ᡪᙧ
ࡽ࣊ࣛᙧࠊ㢮ⓑⰍࡽῐᶳⰍ࡛⪁ᏊᐇయࡣⲔ〓Ⰽ࡞
ࡿࠋ⾲㠃ࡣ↓ẟ࡛ᖹࠋᏊᐇᒙᡸࡣⳢᏍ࡛ࠊ㛗ࡉ 㹼
PPࠊኴ࠸ᆶ⏕ࡍࡿࠋᏍཱྀࡣᑠࡉࡃ㸦㹼 ಶPP㸧ࠊ
ⓑࠥࢡ࣮࣒ࣜⰍࠋࡣ೫ᚰ⏕ࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣᗈᴃᙧࠊᖹ
࡛࠶ࡿࠋ
分布
ᅜእ࡛ࡣ༙⌫ᗈࡃศᕸࡍࡿࠋᅜෆ࡛ࡣྛᆅศᕸ
ࡋࠊ┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
生育環境

㟼ᒸ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ụࣨ㇂ࡢࡾᏊ
࣐ࢶࢱࢣࡀࡘ࡚᥇ࢀࡓ࠸࠺㔛ᒣࡢ࣐࢝ࢶᯘ࡛
⳦᰿ඹ⏕ࡋ࡚⏕⫱ࡍࡿࠋ
生育状況
௨๓ࡣ┴ෆྛᆅࡢ࣐࢝ࢶᯘ࡛ᏊᐇయࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸
ࡓࡀࠊ ᖺ㡭ࡼࡾ࣐ࢶᯤࢀ࡛ῶᑡࡋࡓࠋ ᖺࡃࡽ
࠸ࡽࡣࠊⓎ⏕ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡓ࣐࢝ࢶᯘෆ࠾࠸࡚ࡶ
⃭ῶࡋࠊ⌧ᅾ࡛ࡣ⛥࡛࠶ࡿࠋ
減少の主要因と脅威
࣐ࢶᯤࢀࡼࡾᐟᶞᮌࡢ࣐࢝ࢶࡀῶᑡࡋࡓ㸦㸧
ࡇࡀせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
保護対策
ᢠᛶ࣐ࢶࡢ᳜ᯘ⫱ᡂࠊ⏕⫱ᯘෆࡢᯇⴥᥙࡁࠊ㝖
ఆࠊ㛫ఆ࡞ࡢಖ⫱ᩚഛࡀᑐ⟇࡞ࡿࠋ
特記事項
 ≉࡞ࡋࠋ
主な文献
ụ⏣Ⰻᖾ㸦㸧᪂∧㝣ࡢࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ᶫᮏ☜ᩥᇽ㸪㔠ἑ㸪SS
㛵භஓ࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ཎⰍ᪥ᮏ᪂⳦㢮ᅗ㚷㸦ϩ㸧㸬ಖ⫱♫㸪㜰㸪SS㸬
㛵භஓ࣭㇂ྜྷ㞝࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ᒣ࣮࢝ࣛྡ㚷ቑ⿵ᨵゞ᪂∧᪥ᮏࡢࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪
ᮾி㸪SS㸬
ఀ⸨ㄔဢ㸦㸧᪥ᮏ⳦㢮ㄅ➨ᕳ࣭➨ᅄྕ㸬㣴㈼ᇽ㸪ᮾி㸪SS
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
 Ṋ⸨ᙪ   㟼ᒸᮌࡢᏊࡢ᥈⣴࡛᥇㞟ࡉࢀࡓࡁࡢࡇ²㟼ᒸ┴ෆ² 㹼  㟼ᒸᮌࡢᏊ
ࡢሗ  ±
 Ṋ⸨ᙪ   㟼ᒸᮌࡢᏊࡢࡢ᥈⣴࠾ࡅࡿ᥇㞟ࣜࢫࢺ 㹼 㸬㟼ᒸᮌࡢᏊࡢሗ㸪
 ±
標本
㟼ᒸ┴⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒
㸦⛅ᒣᐩ㞝㸧









ヌメリアイタケ

Albatrellus yasudae (Lloyd) Pouzar 1972
ࢽࣥࢠࣙ࢘ࢱࢣࣔࢻ࢟⛉ $OEDWUHOODFHDH

［静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）（要件−①）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛



種の解説
እ⏕⳦᰿⳦ࠋᏊᐇయࡣ⛅ࠊ࣐ࢶᗈⴥᶞࡢΰ⏕ᯘᆅ
⾲Ⓨ⏕ࠋചࡣᙧࠊᒣᙧࡽᖹࡽ㛤ࡁࠊᚄ 㹼FPࠊ
⾲㠃ࡣ⃰࠸㟷⸛Ⰽ࡛ࠊึࡵ࡞ࡵࡋ⓶≧ࡔࡀࠊࡋࡔ࠸ᙉ
࠸⢓ࡾࢆᖏࡧࠊࡃ㟷ࡳࢆኻ࠸ࠊࢽࢫ≧ࡢගἑࢆ⾲ࡍࠋ
⫗ࡣⓑⰍ࡛ࡸࡸⱞ࠸ࠊᏊᐇᒙᡸࡣ⟶Ꮝ࡛ࠊ㛗ࡉ 㹼PPࠋ
ᏍཱྀࡣᑠࡉࡃࠊⓑⰍࠋࡣ୰ᚰ⏕ࠊⓑࡃ࡚ᰕ≧ࠊ㛗ࡉ
FP ࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣᴃᙧࠊᖹ࡛࠶ࡿࠋ
分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᅜෆᗈࡃศᕸࡍࡿࡀࠊᏳᐃࡋࡓ⏕⫱
ᆅࡣᑡ࡞࠸ࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊࡛☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
生育環境
࣐ࢶᗈⴥᶞࡢΰ⏕ᯘ࡛⳦᰿ඹ⏕ࡋ࡚⏕⫱ࡍࡿࠋ

ᒣ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᑠ㎮ᙪ
生育状況
Ⰻዲ࡞⏕⫱⎔ቃୗ࡛ࡣẖᖺ⩌⏕ࡍࡿゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊ┴ෆࡢ⏕⫱ᆅ࡛ࡣࠊᩘᖺ࿘ᮇ࡛༢ⓎⓗᏊᐇయࡀⓎ
⏕ࡍࡿ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋ
減少の主要因と脅威
࣐ࢶᯤࢀࡼࡿᐟࡢῶᑡ㸦㸧ࠊ㔛ᒣࡢ㛤Ⓨ㸦㸧ࠊ
ᡭධࢀ㊊ࡼࡿ᳃ᯘࡢⲨᗫ㸦㸧ࠊ⮬↛㑄⛣㸦㸧ࡢ
保護上の観点から分布位置は非公表
ᙳ㡪ࡼࡾ⃭ῶࡋࡓࠋ
保護対策
ᐟᶞ✀ᯘࡢ㐺ṇ࡞⟶⌮ࡼࡾࠊ⏕⫱⎔ቃࢆಖࡍ
ࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
特記事項
≉࡞ࡋࠋ
主な文献
⣽▮ ๛࣭ᇙᶫᚿ✑⨾࣭ಖᆏኴ㑻࣭ᕤ⸨ఙ୍㸦㸧᪥ᮏ⏘ᅛ᭷⳦㢮┠㘓ࡢసᡂྥࡅ࡚⏕≀ከᵝᛶ
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ⏝ࡋࡓ᪥ᮏᅛ᭷ࡢࡁࡢࡇࣜࢫࢺసᡂࡢヨࡳ㸬᪥⳦ሗ㸪  ±
ụ⏣Ⰻᖾ㸦㸧᪂∧㝣ࡢࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ᶫᮏ☜ᩥᇽ㸪㔠ἑ㸪SS
㛵භஓ࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ཎⰍ᪥ᮏ᪂⳦㢮ᅗ㚷㸦ϩ㸧㸬ಖ⫱♫㸪㜰㸪SS㸬
㛵භஓ࣭㇂ྜྷ㞝࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ᒣ࣮࢝ࣛྡ㚷ቑ⿵ᨵゞ᪂∧᪥ᮏࡢࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪
ᮾி㸪SS㸬
ఀ⸨ㄔဢ㸦㸧᪥ᮏ⳦㢮ㄅ➨ᕳ࣭➨ᅄྕ㣴㈼ᇽᮾிSS
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
標本
࡞ࡋࠋ
㸦⛅ᒣᐩ㞝㸧







フサハリタケ

Hericium cirrhatum (Pers.) Nikol. 1950
ࢧࣥࢦࣁࣜࢱࢣ⛉ +HULFLDFHDH

［静岡県カテゴリー

絶滅危惧Ⅱ類（VU）（要件−①②）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛



種の解説
⭉⏕⳦ࠋᏊᐇయࡣ⛅ࠊᗈⴥᶞࡢᮙࡕᮌୖⓎ⏕ࠋച
ࡣ༙ᙧࡽ㈅Ẇᙧ࡛ࠊࡁࡉ 㹼FPࠋ㏻ᖖᩘಶࡢ
Ꮚᐇయࡀᇶ㒊࡛⒵╔ࡋ࡚㔜࡞ࡾྜ࠺ࠋചࡢ⾲㠃ࡣ㛗ࡉ
㹼PPࠊࡁ PP ࡢ▷࠸㔪≧ࡢ⢒ẟ࡛そࢃࢀࠊ
ⓑⰍࡽࢡ࣮࣒ࣜⰍࠊࡢࡕῐ㯤〓ⰍࢆᖏࡧࡿࠋᏊᐇ
ᒙᡸࡣ㔪≧ࠊ㔪ࡣ㛗ࡉ 㹼PP ࡛ച⾲㠃ྠⰍࠋ⫗ࡣ
ⓑⰍ࡛ཌࡃ㌾ࡽࡃࠊᙎຊᛶᐩࡴࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣᗈᴃ
ᙧ࡛࠶ࡿࠋ
分布
ᅜእ࡛ࡣ࣮ࣚࣟࢵࣃࠊ࣓ࣜ࢝す㒊ศᕸࡍࡿࠋ
ᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞ㸦㟷᳃┴ࠊ᪂₲┴ࠊᰣᮌ┴ࠊᇸ⋢
┴ࠊ㟼ᒸ┴㸧ࠊᕞ㸦ศ┴㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ
㟼ᒸ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᑠ㎮ᙪ
㒊࡛☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
生育環境
෭ ᖏࡢἙᓊᯘ࡛ࠊࣈࢼࠊࢧ࣡ࢢ࣑ࣝ࡞ࡢᗈⴥᶞࡢ
⭉ᮙᮦࢆศゎࡋ࡚⏕⫱ࡍࡿࠋ
生育状況
ᮾ㒊ࡢࣈࢼࡢಽᮌ࡛☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊⓎ⏕ࡣ⛥࡛ࠊ
 ᖺ௨㝆ࡣᮍ☜ㄆ࡛࠶ࡿࠋ
減少の主要因と脅威
ࣈࢼࡢᮌࡀῶᑡഴྥ࠶ࡿࠋᰤ㣴※࡛࠶ࡿࡶ
⏕⫱ሙᡤ࡞ࡿࠊἙᓊᯘࡢࣈࢼ࡞ࡢ❧ࡕᯤࢀᮌࡸ
ಽᮌࡢῶᑡࡣࠊᏊᐇయࡢⓎ⏕ῶᑡࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿ
㸦㸧ࠋⓎ⏕⎔ቃࡀ㝈ᐃࡉࢀ࡚Ⓨ⏕ࡀẚ㍑ⓗ⛥࡞࠺࠼
ࠊ⋓ࡼࡿ⤯⁛ࡀ༴ࡉࢀࡿ㸦㸧ࠋ
保護対策
ࣈࢼᯘࡢಖࠊࣈࢼᯘ⏕άືࠊᯘෆࡢᗈⴥᶞࡢᚄᮌಽᮌࡢ᧔ཤࢆࡋ࡞࠸ࡇࠊཬࡧ⋓ࡽࡢಖㆤ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
特記事項
≉࡞ࡋࠋ
主な文献
ᮏ㒓ḟ㞝┘ಟ㸦㸧᪂∧ᒣࣇ࣮ࣝࢻࣈࢵࢡࢫ ࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪ᮾி㸪SS㸬
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
ᕤ⸨ఙ୍㸦㸧㟷᳃┴⏘ࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ࢡࢭࢫ༑୍ฟ∧㸪㟷᳃㸪SS㸬
ᕤ⸨ఙ୍࣭ᡭሯ㇏࣭⡿ෆᒣᏹ㸦㸧㟷᳃ࡢࡁࡢࡇ㸬ࢢࣛࣇ㟷᳃㸪㟷᳃㸪SS
᪥ᮏ⳦Ꮫᮾᨭ㒊⦅  ᮾࡢ࢟ࣀࢥ㸬↓᫂⯋ฟ∧㸪SS
標本
࡞ࡋࠋ

㸦ᑠ㎮ᙪ㸧








ハスノミクモタケ

Cordyceps nelumboides Kobayasi & Shimizu 1977
ࢧࢼࢠࢱࢣ⛉ &RUG\FLSLWDFHDH

［静岡県カテゴリー

準絶滅危惧種（NT）（要件−①④）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛



種の解説
ᑠᆺ࡞ࢡࣔࡢᡂᐤ⏕ࡍࡿኟⲡ㸦࣭᪻ࢡࣔ
࣭ᆅୗ⏕⳦࡞ࡢᐤ⏕⳦㸧ࠋࢡࣔࡢయ⾲ࡰࡍ࡚ࢆ
⳦⣒࡛そ࠸ࠊࡑࡢ⾲㠃ࡽࣁࢫࣀ࣑ᙧࡤࢀࡿⶈࡢ
ᐇఝࡿᏊᐇయࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿࠋᏊᄞ⬊Ꮚࡣ⣒≧ࠋḟ
⬊Ꮚศࡍࡿࠋ
分布
ᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦ᒣᙧ┴௨༡㸧ࠊᅄᅜ㸦㤶ᕝ┴㸧ࠊ
┴ෆ࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
生育環境
㠀ᖖ‵ᗘࡢ㧗࠸పᆅࡢ᳃ᯘෆ㸦ἑἢ࠸࡞㸧ࡢప
ᮌࡢⴥⓎ⏕ࡍࡿࠋ⩌⏕ࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋ
生育状況

す㒊ࡢ  ࣨᡤࡢࡳ࡛☜ㄆࡉࢀࠊ ᖺ㛫ࡢ⥅⥆ほᐹࡢ
㟼ᒸ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ሯభ
⤖ᯝࠊᯘἣࡢኚࡼࡾⓎ⏕㢖ᗘࡀῶࡗ࡚࠸ࡿࠋ
減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅ࡞ࡿᗈⴥᶞᯘࡀ୍⯡ⓗ㞧ᮌ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ
㛤Ⓨ㸦㸧ࡸᶞ✀㌿㸦㸧࡞⎔ቃࡀኚࢃࡿࣜࢫࢡ
ࡉࡽࡉࢀࡸࡍ࠸ࠋ
保護対策
⏕⫱ᆅ࠾ࡅࡿ᳃ᯘࡢ㐣ᗘ࡞ఆ᥇ࢆ㑊ࡅࠊከ‵⎔ቃ
保護上の観点から分布位置は非公表
ࡢ⥔ᣢࢆᅗࡿࠋ
特記事項
ᐟࡀ⏕ᜥࡋ࡚࠸࡚ࡶࠊ⳦⮬యࡢ⏕⫱⎔ቃࡋ࡚ࡢ
‵ᗘࠊ ᗘࡀᦆ࡞ࢃࢀࡿⓎ⏕ࡋ࡞ࡃ࡞ࡿ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ
主な文献
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
᪥ᮏኟⲡࡢ⦅㸦㸧ኟⲡ⏕ែᅗ㚷㸬ㄔᩥᇽ᪂ග♫㸪ᮾி㸪SS㸬
標本
㟼ᒸ┴⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒
                                    㸦ሯభ㸧











ウスキタンポセミタケ

Cordyceps pleuricapitata Kobayasi & Shimizu 1982
ࢧࢼࢠࢱࢣ⛉ &RUG\FLSLWDFHDH

［静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）（要件−①）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⤯⁛༴ϩ㢮㸦98㸧㹛



種の解説
ࢭ࣑ࡢᗂᐤ⏕ࡍࡿኟⲡ㸦࣭᪻ࢡ࣭ࣔᆅୗ
⏕⳦࡞ࡢᐤ⏕⳦㸧ࠋᏊᐇయࡣṍ࡞ࢱ࣏ࣥᙧ࡛࠶ࡾࠊ
Ⰽࡣῐ㯤Ⰽࡽ〓Ⰽࢆ࿊ࡍࡿࠋࢫࢺ࣮࣐ࣟࡀ⣒ࡢࡼ࠺
⣽࠸ሙྜẚ㍑ⓗኴ࠸ሙྜࡢ  ࣃࢱ࣮ࣥࡀᏑᅾࡍ
ࡿࠋᏊᄞ⬊Ꮚࡣ⟄≧ࠋḟ⬊Ꮚศࡍࡿࠋ
分布
ᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦ᮾி㒔ࠊ㟼ᒸ┴㸧ࠊἈ⦖┴ࠊ┴ෆ
࡛ࡣす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
生育環境
㠀ᖖ‵ᗘࡢ㧗࠸పᆅࡢᗈⴥᶞᯘෆ㸦ἑ➽࡞㸧ࡢ
ᯘᗋⓎ⏕ࡍࡿࠋᮏ✀ࡢ࢜࢜ࢭ࣑ࢱࢣࡸࢶࣈࣀࢭ

࣑ࢱࢣ࡞ࡢࢭ࣑ᐤ⏕ኟⲡࡀከ⏘ࡍࡿ⎔ቃ࡛Ⓨ
㟼ᒸ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ሯభ
⏕ࡍࡿࠋ⩌⏕ࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋ
生育状況
す㒊ࡢࡳ࡛☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
減少の主要因と脅威
ᮏ✀ࡢᡂ⇍ࡣ㧗 ࡛ከ‵࡞⎔ቃࡀᚲせࡔ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡲࡓࠊᐤ⏕⳦࡛࠶ࡿࡇࡽࢭ࣑ࡢᗂࡀẖᖺ
保護上の観点から分布位置は非公表
㔞Ⓨ⏕ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⎔ቃࡀᗈ
ⴥᶞᯘ࡛࠶ࡿࡀࠊ୍⯡ⓗࡣ㞧ᮌ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ㛤Ⓨ㸦㸧
ࡸᶞ✀㌿࡞㸦㸧࡛ᾘኻࡍࡿࣜࢫࢡࡀ㧗࠸ࠋ
保護対策
⏕⫱ᆅ࡛࠶ࡿከ‵࡞ᗈⴥᶞᯘࡀ㟼ᒸ┴ෆ࡛ࡣᕼᑡ࡞
ࡓࡵࠊ㐣ᗘ࡞ఆ᥇ࢆ㑊ࡅࠊከ‵⎔ቃࡢ⥔ᣢࢆᅗࡿࠋࡲ
ࡓࠊ᳜⏕ࡢ⥔ᣢࡣᐟ࡛࠶ࡿࢭ࣑ࡢಖㆤࡶ⧅ࡀࡿࠋ
特記事項
ᐟࡀ⏕ᜥࡋ࡚࠸࡚ࡶࠊ⳦⮬యࡢ⏕⫱⎔ቃࡋ࡚ࡢ‵ᗘࠊ ᗘࡀᦆ࡞ࢃࢀࡿⓎ⏕ࡋ࡞ࡃ࡞ࡿ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ
主な文献
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
᪥ᮏኟⲡࡢ⦅㸦㸧ኟⲡ⏕ែᅗ㚷㸬ㄔᩥᇽ᪂ග♫㸪ᮾி㸪SS㸬
標本
㟼ᒸ┴⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒
                                 㸦ሯభ㸧








ベニイロクチキムシタケ

Cordyceps roseostromata Kobayasi & Shimizu 1983
ࢧࢼࢠࢱࢣ⛉ &RUG\FLSLWDFHDH

［静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）（要件−①）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛



種の解説
⏥ࡢᗂᐤ⏕ࡍࡿኟⲡ㸦࣭᪻ࢡ࣭ࣔᆅୗ
⏕⳦࡞ࡢᐤ⏕⳦㸧ࠋᏊᐇయࡣᲨᲬᙧ࡛࠶ࡾࠊ⣚Ⰽࢆ
࿊ࡍࡿࠋ㟼ᒸ┴࠾࠸࡚ࡣࠊᮙࡕᮌෆࡣ⣽᰿≧࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࡇࡀከ࠸ࠋᏊᄞ⬊Ꮚࡣ⣒≧ࠋḟ⬊Ꮚศ
ࡍࡿࠋ
分布
ᅜෆ࡛ࡣᅜⅬࠎࠊ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
生育環境
ẚ㍑ⓗ෭ᾴ࡛ࠊ‵ᗘࡢ㧗࠸෭ ᖏᗈⴥᶞᯘෆ㸦ࣈࢼ
ᯘ࡞㸧ࡢಽᮌ୰ࡢ⏥ࡢᗂࡽⓎ⏕ࡍࡿࠋⓎ⏕⟠
ᡤࡣ⩌⏕ࡍࡿࠋ
生育状況
ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ሯభ
ᐩኈᒣࡢࡳ࡛☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
減少の主要因と脅威
ᮏ✀ࡢᡂ⇍ࡣከ‵෭ᾴ࡞⎔ቃࡀᚲせࡔ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋࡲࡓࠊᐤ⏕⳦࡛࠶ࡿࡇࡽ⏥ࡢᗂࡀẖᖺ
㔞Ⓨ⏕ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⎔ቃࡀᗈⴥ
ᶞᯘ࡛࠶ࡿࡀࠊ୍⯡ⓗࡣ㞧ᮌ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ㛤Ⓨ㸦㸧
ࡸᶞ✀㌿࡞㸦㸧࡛ᾘኻࡍࡿࣜࢫࢡࡀ㧗࠸ࠋ
保護対策
ከ‵෭ᾴ࡞ᗈⴥᶞᯘࡀ㟼ᒸ┴ෆ࡛ࡣᕼᑡ࡞ࡓࡵࠊ⏕
⫱ᆅ࠾ࡅࡿ㐣ᗘ࡞᳃ᯘఆ᥇ࢆ㑊ࡅከ‵⎔ቃࡢ⥔ᣢࢆ
ᅗࡿࠋ
特記事項
ᐟࡀ⏕ᜥࡋ࡚࠸࡚ࡶࠊ⳦⮬యࡢ⏕⫱⎔ቃࡋ࡚ࡢ
‵ᗘࠊ ᗘࡀᦆ࡞ࢃࢀࡿⓎ⏕ࡋ࡞ࡃ࡞ࡿ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ
主な文献
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
᪥ᮏኟⲡࡢ⦅㸦㸧ኟⲡ⏕ែᅗ㚷㸬ㄔᩥᇽ᪂ග♫㸪ᮾி㸪SS㸬
標本
ᐩኈᐑᕷ⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒
                                 㸦ሯభ㸧








コブガタアリタケ

Ophiocordyceps pulvinata Kepler, Kaitsu & Spatafora 2011
࢜ࣇ࢜ࢥࣝࢪࢣࣉࢫ⛉ 2SKLRFRUG\FLSLWDFHDH

［静岡県カテゴリー

準絶滅危惧種（NT）（要件−①）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛



種の解説
࣒ࢿ࢝࢜࢜ࣜ࡞ࡢࣜࡢᡂᐤ⏕ࡍࡿ
ኟⲡ㸦࣭᪻ࢡ࣭ࣔᆅୗ⏕⳦࡞ࡢᐤ⏕⳦㸧ࠋᐟࡢ
ࣜࡢ㤳ඖ〓Ⰽ࡛ࢥࣈ≧ࡢᏊᐇయࢆᙧᡂࡍࡿࠋᏊᐇ
యࡣࠊᐤ⏕ࡉࢀࡓࣜࡀ⮬㌟ࡢ㢡࡛ᮌࡢᯞჶࡳࡘ࠸
࡚࠸ࡿ≧ែ࡛Ⓨ⏕ࡍࡿࠋᏊᄞ⬊Ꮚࡣኴ࠸⣒≧ࠋḟ⳦
⣒ࡣศࡋ࡞࠸ࠋ
分布
ᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㟷᳃┴ࠊᗈᓥ┴ࠊ㛗㔝┴ࠊ⚟ᓥ┴ࠊ
㟼ᒸ┴࡞㸧ࠊ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
生育環境
ኟⲡࡋ࡚ࡣẚ㍑ⓗ‵ᗘࡀప࠸ள㧗ᒣᖏࡢᯘෆ
ࡢᯞࠊᐟࡢࣜࡀᯞჶࡳࡘ࠸࡚ᅛᐃࡉࢀࡓ≧ែ
㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ሯభ
࡛Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋⓎ⏕⟠ᡤ࡛ࡣ⩌⏕ࡍࡿࠋ
生育状況
୰㒊࡛☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊⓎ⏕ሙᡤࡣ㝈ࡽࢀࡿࠋ
減少の主要因と脅威
⏕⫱ᆅࡀࠊ㐨㊰ᘓタ㸦㸧ࡸᶞ✀㌿㸦㸧࡞⎔
ቃࡀኚࢃࡿࣜࢫࢡࡉࡽࡉࢀࡸࡍ࠸ࠋ
保護対策
ள㧗ᒣᖏ࡛ࡢ᳜⏕ࡑࢀక࠺ᐟࡢࣜࡢ⏕ᜥࡀ
ᮏ✀ᚲ㡲ࡔ⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊ㐣ᗘ࡞ఆ᥇ࡼࡿ⎔
ቃࡢኚࢆ㑊ࡅࡿࠋ
特記事項
ᐟࡀ⏕ᜥࡋ࡚࠸࡚ࡶࠊ⳦⮬యࡢ⏕⫱⎔ቃࡋ࡚ࡢ
‵ᗘࠊ ᗘࡀᦆ࡞ࢃࢀࡿⓎ⏕ࡋ࡞ࡃ࡞ࡿ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ
主な文献
᪥ᮏኟⲡࡢ⦅㸦㸧ኟⲡ⏕ែᅗ㚷㸬ㄔᩥᇽ᪂ග♫㸪ᮾி㸪SS㸬
㧘ᒣኖᙪ㸦㸧ࣜࡽⓎ⏕ࡋࡓኟⲡࡢ☜ㄆ㸬⮬↛ྐࡋࡎ࠾㸪  
標本
㟼ᒸᕷ⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒
                                   㸦ሯభ㸧










キウロコテングタケ

Amanita alboflavescens Hongo 1970
ࢸࣥࢢࢱࢣ⛉ $PDQLWDFHDH

［静岡県カテゴリー

準絶滅危惧種（NT）（要件−①）］ 㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛


種の解説
እ⏕⳦᰿⳦ࠋᏊᐇయࡣኟࡽ⛅ࠊࣈࢼ⛉ᶞᯘᆅୖ
Ⓨ⏕ࠋചࡣࡲࢇࡌࡹ࠺ᙧࡽᖹࡽ㛤ࡃࠋ⾲㠃ࡣ⢊
≧ࠊࢇⓑⰍࡢࡕῐ㯤Ⰽ࡞ࡾࠊ⥥㉁ࡽ⭷㉁ࡢ
ᑠࡢࡘࡰࡢ◚∦ࢆ╔ࡋࠊ⦕㒊ࡣࡘࡤࡢ୍㒊ࡀṧ
ࡿࠋࡦࡔࡣ㢮ⓑⰍࡢࡕࢡ࣮࣒ࣜⰍࠋࡢ⾲㠃ࡣചྠ
Ⰽࠊᇶ㒊ࡣ⣳㗽≧ࡩࡃࡽࡴࠋࡘࡤࡣ◚ࢀཤࡾࡸࡍ࠸ࠋ
⫗ࡣⓑⰍࠊയࡘࡅࡿᙉࡃ㯤ᶳⰍኚⰍࡋࠊ୍✀ࡢⴭ
ࡋ࠸⮯Ẽࡀ࠶ࡿࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣ㛗ᴃᙧ࡛࠶ࡿࠋ
分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊ㡑ᅜࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ௨༡ศᕸࡍ
ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣす㒊ࠊ୰㒊ࠊఀ㇋࡛☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
生育環境
㔛ᒣ࡛ࠊࢡࢾࢠࠊࢥࢼࣛࠊࣛ࢝ࢩ࡞ࡢࣈࢼ⛉ࡢᗈ
ⴥᶞ⳦᰿ඹ⏕ࡋ࡚⏕⫱ࡍࡿࠋ
生育状況
  ᖺ௦ࡣ୰㒊ࡢୣ㝠ᆅ࠾࠸࡚ࡶ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡓ
ࡀࠊⰋዲ࡞⏕⫱⎔ቃࡀ࠼ࡽࢀࡃࡃ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ⌧
ᅾ⏕⫱ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊす㒊ఀ㇋࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ
ࡽࡢᆅᇦ࠾࠸࡚ࡶ⏕⫱ᆅࡣ㝈ࡽࢀࠊⓎ⏕㔞ࡶ㠀ᖖ
ᑡ࡞࠸ࠋ
減少の主要因と脅威
 㔛ᒣ࠾ࡅࡿ᳜ᯘ㸦㸧ཬࡧᏯᆅ㛤Ⓨ㸦㸧క࠺
㞧ᮌᯘࡢῶᑡࡼࡾࠊᐟᶞ✀ࡀῶᑡࡋࠊ⏕⫱⎔ቃࡶ
ᝏࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
保護対策
㔛ᒣ࠾ࡅࡿ㞧ᮌᯘ㸦ࣈࢼ⛉ᶞ✀ᯘ㸧ࡢಖㆤࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࠋ
特記事項
≉࡞ࡋࠋ
主な文献
㛵භஓ࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ཎⰍ᪥ᮏ᪂⳦㢮ᅗ㚷
㸦Ϩ㸧㸬ಖ⫱♫㸪㜰㸪SS㛵භஓ࣭㇂ྜྷ
㞝࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ᒣ࣮࢝ࣛྡ㚷ቑ⿵ᨵ
ゞ᪂∧᪥ᮏࡢࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪ᮾி㸪SS㸬
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾ
ᨭ㒊㸪ᮾி㸪SS㸬
Ṋ⸨ᙪ   㟼ᒸᮌࡢᏊࡢ᥈⣴࡛᥇㞟ࡉ
ࢀࡓࡁࡢࡇ²㟼ᒸ┴ෆ² 㹼 㸬㟼ᒸᮌࡢ
Ꮚࡢሗ㸪  ±
標本
᳃⏫⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒



࿘ᬛ㒆᳃⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ Ἑᮧṇᖾ

㸦Ἑᮧṇᖾ㸧











ハイイロオニタケ

Amanita japonica Hongo ex Bas 1969
ࢸࣥࢢࢱࢣ⛉ $PDQLWDFHDH

［静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）（要件−①②）］ 㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛



種の解説
እ⏕⳦᰿⳦ࠋᏊᐇయࡣኟࡽ⛅㞧ᮌᯘᆅ⾲Ⓨ
⏕ࠋചࡣᚄ FP ๓ᚋࠊ⾲㠃ࡣᬯ⅊Ⰽࡽ⅊〓Ⰽࠋࣇ࢙
ࣝࢺ≧ࡽ⥥㉁࡛Ọ⥆ᛶࡢゅ㗹ᙧࡢ࠸ࡰࢆࡘࡅࠊᡂ⇍
ࡍࡿ࠸ࡰࡢ࿘ᅖࡀட⏥≧ࡦࡧࢀ࡚ⓑࡗࡱ࠸ᆅ
⫙ࢆ⾲ࡍࠋࡦࡔࡣⓑⰍ࡛ᐦࠊ⦕ࡣ⢊≧ࠋࡣୖ㒊⥥
㉁࡛ⓑⰍࡢࡘࡤࡢ㊧ࡀṧࡾࠊୗ༙ศࡣ⧄⥔㉁ࠊᇶ㒊
ࡣ⣳㗽ᙧࡽࡸࡸᲨᲬ≧ࡩࡃࡽࡳࠊᆅୗ῝ࡃධࡾ
㎸ࡴࠋ⫗ࡣⓑⰍࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣᴃᙧ࡛࠶ࡿࠋ
分布
ᅜෆ࡛ࡣ㛵ᮾ௨すศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊ
ᮾ㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
生育環境
ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᑠ㎮ᙪ
㔛ᒣࡢࢥࢪᯘࠊ࣐࢝ࢶ࣭ࢥࢼࣛᯘ࡞࡛ࡇࢀࡽ
ࡢᶞᮌ⳦᰿ඹ⏕ࡋ࡚⏕⫱ࡍࡿࠋ
生育状況
⏕⫱ᆅࡣ⊃ࡃ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ ᖺ௨๓ࡣఀ㇋࡛
ࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࢀ௨㝆ࡢ☜ㄆᆅࡣᮾ㒊す㒊
ࡢ㝈ࡽࢀࡓሙᡤࡔࡅ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
減少の主要因と脅威
ࢫࢠࠊࣄࣀ࢟ࡢ᳜ᯘక࠸㔛ᒣࡢ㞧ᮌᯘࡀఆ᥇ࡉ
ࢀࠊᐟᶞ✀ࡢ᭷↓ࢆྵࡵ࡚⏕⫱ྍ⬟࡞⮬↛⎔ቃࡀῶ
ᑡࡋ࡚࠸ࡿ㸦㸧ࠋࡉࡽ᳜ᯘࡀ㐍ࡴ⤯⁛ࡢྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡿࠋ
保護対策
⏕⫱ᆅࡢᯘࡢ≧ἣ⎔ቃࢆ⌧≧ࡢࡲࡲ⥔ᣢ࣭ಖࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
特記事項
 ≉࡞ࡋࠋ
主な文献
㛵භஓ࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ཎⰍ᪥ᮏ᪂⳦㢮ᅗ㚷㸦Ϩ㸧㸬ಖ⫱♫㸪㜰㸪SS㸬
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
ᗂ⳦ࡢ⦅㸦㸧࣮࢝ࣛ∧ࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ᐙࡢග༠㸪ᮾி㸪SS㸬
標本
࡞ࡋࠋ
㸦ᑠ㎮ᙪ㸧











チャオニテングタケ

Amanita sculpta Coner & Bas 1962
ࢸࣥࢢࢱࢣ⛉ $PDQLWDFHDH

［静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）（要件−①②）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛


種の解説
 እ⏕⳦᰿⳦ࠋᏊᐇయࡣኟࡽ⛅ࠊࣈࢼ⛉ᶞᯘᆅୖ
Ⓨ⏕ࠋചࡣᆺࠋ⾲㠃ࡣᬯ〓Ⰽ࡛ࠊ⿕⭷ࡀࡅ࡚ࠊ
ゅ㗹≧ࡽᖹࡓ࠸࠸ࡰ≧࡞ࡿࠋ᮲⥺ࡣ࡞࠸ࠋࡦࡔࡣ
ῐ⅊Ⰽࡢࡕᬯ〓Ⰽ࡞ࡿࠋࡣ 㹼 FPࠊᇶ㒊ࡣሢ
ⱼ≧ࡩࡃࡽࡴࠋ⾲㠃ࡣῐ⅊Ⰽࡢࡕᬯ〓Ⰽ࡞ࡾࠊࡘ
ࡤࡼࡾୗࡣⴭࡋ࠸ࡉࡉࡃࢀࡀ࠶ࡿࠋࡘࡤࡣ⢊≧࡛ࠊ
᪩ⴠᛶࠋ⬊Ꮚ⣠ࡣⓑⰍࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣ⌫ᙧࡽ㢮⌫ᙧࠋ
࢜ࢽࢸࣥࢢࢱࢣࡣࠊࡦࡔࡢⰍࡀࢡ࣮࣒ࣜⓑⰍ࡛࠶ࡿࠋ
分布
 ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜᮾ༡㒊ࠊࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࠊᅜෆ࡛ࡣ㛵
ᮾ௨すศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊す㒊࡛☜ㄆࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
生育環境
 㔛ᒣ࡛ࢫࢲࢪࠊࣛ࢝ࢩࠊࢥࢼࣛ࡞ࡢᶞᮌ⳦
᰿ඹ⏕ࡋ࡚⏕⫱ࡍࡿࠋࣈࢼᯘ࡛ࡢ⏕⫱ࡶ࠶ࡿ࠸࠺ࡀࠊ
⌧ᅾ┴ෆ࡛☜ㄆ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ⏕⫱ᆅࡣ⪁㱋ᮌࡶከ࠸ẚ㍑
ⓗ‵ᗘࢆ࠼ࡽࢀࡸࡍ࠸ᖖ⥳ᗈⴥᶞᯘෆ࡛࠶ࡿࠋ
生育状況
  ᖺ௦す㒊ࡢ㔛ᒣ࡛☜ㄆグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊ⌧ᅾࡣ
☜ㄆ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ୰㒊ࡢ㔛ᒣ࡛☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊⓎ
⏕ᆅࠊᏊᐇయࡢⓎ⏕㔞ࡶᑡ࡞࠸ࠋ
減少の主要因と脅威
 ᗈⴥᶞᯘෆ࠾ࡅࡿ⏕⫱᮲௳ࡢᖜࡀ⊃ࡃࠊ⏕⫱㐺ᆅ
࠾ࡅࡿࣈࢼ⛉ᶞ✀ࡢఆ᥇㸦㸧ࡀせᅉ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ
保護対策
 ⌧ᅾࡢ⏕⫱ᆅᡭࢆຍ࠼࡞࠸ࡼ࠺ࠊ⮬↛⎔ቃࡢಖᣢ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
特記事項
 ≉࡞ࡋࠋ
主な文献
ᮏ㒓ḟ㞝┘ಟ㸦㸧᪂∧ᒣࣇ࣮ࣝࢻࣈࢵ
ࢡࢫ ࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪ᮾி㸪SS㸬
ụ⏣Ⰻᖾ㸦㸧᪂∧㝣ࡢࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ᶫᮏ☜ᩥ
ᇽ㸪㔠ἑ㸪SS㸬
Ṋ⸨ᙪ   㟼ᒸᮌࡢᏊࡢ᥈⣴࡛᥇㞟ࡉࢀ
ࡓࡁࡢࡇ²㟼ᒸ┴ෆ² 㹼 㟼ᒸᮌࡢᏊ
ࡢሗ  
ᗂ⳦ࡢ⦅㸦㸧࣮࢝ࣛ∧ࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ᐙࡢග༠
㸪ᮾி㸪SS㸬
標本
㟼ᒸᕷ⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒



㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ụࣨ㇂ࡢࡾᏊ

㸦ụࣨ㇂ࡢࡾᏊ㸧











オオツガタケ

Cortinarius turmalis (Fr.) Fr. 1838
ࣇ࢘ࢭࣥࢱࢣ⛉ &RUWLQDULDFHDH

［静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）（要件−①）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛



種の解説
እ⏕⳦᰿⳦ࠋᏊᐇయࡣኟࡽ⛅㔪ⴥᶞᯘᆅ⾲Ⓨ
⏕ࠋചࡣᆺࠋࡲࢇࡌࡹ࠺ᙧࡽᖹࡽ㛤ࡃࠋ⾲㠃ࡣ
ᖹ࡛⢓ᛶࡀ࠶ࡾࠊࡁࡘࡡⰍࡽᶳ〓Ⰽࠋ࿘㎶ⓑⰍ
⥥ẟ≧ࡢ⿕⭷ࡢ◚∦ࢆ╔ࡍࡿࡇࡀከ࠸ࠋࡦࡔࡣ㢮
ⓑⰍࡢࡕ㯤ᅵ〓Ⰽ࡛ࡸࡸᐦࠋࡣ୰ኸ࡛ከᑡࡩࡃࡽࡴ
ᰕᙧࠊⓑⰍࠊ⢓ᛶࡣ࡞࠸ࠋⓑⰍ⥥ẟᵝ⳦⣒ᐦそ
ࢃࢀࡿࡀࠊചࡀ㛤ࡃࡘࡤ࡞ࡗ࡚ࡢୖ㒊╔ࡍ
ࡿࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣ⣳㗽ᙧ࡛ᚤ⢏そࢃࢀࡿࠋ
分布
༙⌫୰㒊ศᕸࡍࡿࠋᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞ୰
㒊௨ࠊ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
生育環境

┴ෆ࡛ࡣள㧗ᒣᖏࡢኳ↛ᯘෆ࡛ࠊࢥ࣓ࢶ࢞࡞⳦
㟼ᒸ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᑠ㎮ᙪ
᰿ඹ⏕ࡋ࡚⏕⫱ࡍࡿࠋ
生育状況
Ⰻዲ࡞⏕⫱ᆅ࡛ࡣࠊᏊᐇయࡣ⩌⏕ࡍࡿࠋᐩኈᒣࡢࢶ
࢞ᒓࡢᯘ࡛ࡣྂ᮶ྠᒓࡢࢶ࢞ࢱࢣࡶከࡃ⏘ࡋࠊ
㣗⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࠸࠺ࡀࠊ⌧ᅾࠊᮏ✀ࡢⓎ⏕ࡣ⛥࡛
࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ┴ෆ࡛ࡣࢶ࢞ᒓࡢᯘⓎ⏕ࡍࡿ࣐ࢶࢱࢣ
ࡶࢶ࢞ࢱࢣࡼࡤࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡣ༊ูࡉࢀࡿࠋ
減少の主要因と脅威
᳃ᯘఆ᥇ࡼࡿኳ↛ᯘࡢῶᑡ㸦㸧క࠺ᐟᶞᮌ
ࡢῶᑡࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ௨๓ࡽ㣗⏝᥇ྲྀࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓ
ᐩኈᒣ࡛ࡣࠊ㏆ᖺ㏻ࡢ౽ࡀࡼࡃ࡞ࡗ࡚ள㧗ᒣᖏࡲ࡛
ධࡾ᫆ࡃ࡞ࡾࠊ᥇ྲྀᅽࡀ㧗࠸ࡇࡶ࠶ࡿࡀ㸦㸧ࠊ᥇ྲྀ
ࡢࡓࡵᯘᗋࡢேࡢ㋃ࡳࡘࡅࡀከࡃ㸦㸧ࠊ⏕⫱⎔ቃ
ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ
保護対策
⎔ቃኚࢆ࠼ࡿ㛤Ⓨࠊఆ᥇ࠊᯘෆࡢேࡢ㋃ࡳࡘࡅ࡞ࢆつไࡍࡿࡇࡀᑐ⟇࡞ࡿࠋ
特記事項
≉࡞ࡋࠋ
主な文献
ụ⏣Ⰻᖾ㸦㸧᪂∧㝣ࡢࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ᶫᮏ☜ᩥᇽ㸪㔠ἑ㸪SS㸬
㛵භஓ࣭㇂ྜྷ㞝࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ᒣ࣮࢝ࣛྡ㚷ቑ⿵ᨵゞ᪂∧᪥ᮏࡢࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪
ᮾி㸪SS㸬
ఀ⸨ㄔဢ㸦㸧᪥ᮏ⳦㢮ㄅ➨ᕳ࣭➨ྕ㣴㈼ᇽᮾிSS
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪ᮾி㸪SS㸬
ᕝᮧΎ୍㸦㸧ཎⰍ᪥ᮏ⳦㢮ᅗ㚷➨ᕳ㢼㛫᭩ᡣᮾிSS±
ᗂ⳦ࡢ⦅㸦㸧࣮࢝ࣛ∧ࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ᐙࡢග༠㸪ᮾி㸪SS㸬
標本
㟼ᒸ┴⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒
㸦ᑠ㎮ᙪ㸧










キヒダイッポンシメジ

Entoloma kansaiense (Hongo) Noordel. & Co-David 2009
ࢵ࣏ࣥࢩ࣓ࢪ⛉ (QWRORPDWDFHDH

［静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）（要件−①②）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛



種の解説
 Ꮚᐇయࡣኟࡽ⛅ࠊ࣐࢝ࢶ࣭ࢥࢼࣛᯘ࡞ࡢᆅ
ୖⓎ⏕ࠋചࡣࡲࢇࡌࡹ࠺ᙧࡽ୰㧗ࡢᖹࡽ㛤ࡃࠋ
⾲㠃ࡢ࿘㎶㒊ࡣ⅊㯤㹼ῐ࣮࢜ࣜࣈ㯤Ⰽࠊ୰ኸ㒊ࡣᬯ࢜
࣮ࣜࣈ㢮〓Ⰽ࡛ࠊᚤ㫣∦そࢃࢀࡿࠋࡦࡔࡣ㯤Ⰽࡢࡕ
⫗Ⰽࢆᖏࡧࡿࠋࡣ 㹼FPࠊୗ㒊ࡣࡸࡸ౽⭡ᙧࡩ
ࡃࡽࡴࠋ⾲㠃ࡣ⦪ࡢ⧄⥔≧᮲⣠ࡀ࠶ࡾࠊῐ⣸⅊Ⰽࠋ⫗
ࡣⓑⰍࠋ⬊Ꮚ⣠ࡣῐ⣚ⰍࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣ㹼ゅᙧ࡛ 
ȣP ࠶ࡿࠋྠᒓࡢ࢟ࣟ࢘ࣛ࣋ࢽࢱࢣࡶࡦࡔࡢ
Ⰽࡀῐ㯤Ⰽࡢࡕ⫗Ⰽࢆᖏࡧࡿࡀࠊച⾲㠃ࡣ㯤Ⰽᖹ࡛ࠊ
ᢸᏊ⬊Ꮚࡶ ȣP ࡸࡸᑠࡉ࠸ࠋ
分布
 ᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞ㸦㟼ᒸ┴ࠊ▼ᕝ┴ࠊ㈡┴ࠊி
㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ụࣨ㇂ࡢࡾᏊ
㒔ᗓࠊᗈᓥ┴㸧ศᕸࡋࠊ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊࡛☜ㄆࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
生育環境
 㔛ᒣࡢẚ㍑ⓗ‵ᗘࡀಖࡓࢀࡿࠊ࣐࢝ࢶࢥࢼࣛࡢ
ΰ⏕ᯘࡢᆅୖ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
生育状況
 ࡦࡔࡢⰍࡀࠊ㯤Ⰽࡽ⬊Ꮚࡢᡂ⇍క࠸ῐ⣚Ⰽࢆᖏ
ࡧࡿ࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡿࡀࠊᏊᐇయࡢⓎ⏕ࡣྠ୍ሙᡤ࡛
ẖᖺ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡼ࠺࡛ࠊ☜ㄆࡣ⛥࡛࠶ࡿࠋ
減少の主要因と脅威
ୖグࡢ⏕⫱⎔ቃࡀࠊ᳃ᯘఆ᥇㸦㸧ࠊᏯᆅ㛤Ⓨ㸦㸧ࠊ
㑄⛣㐍⾜㸦㸧࡞ࡼࡾῶᑡࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ
保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢ⮬↛⎔ቃࡢಖᣢࡀᑐ⟇࡞ࡿࠋ
特記事項
 ≉࡞ࡋࠋ
主な文献
⣽▮ ๛࣭ᇙᶫᚿ✑⨾࣭ಖᆏኴ㑻࣭ᕤ⸨ఙ୍㸦㸧᪥ᮏ⏘ᅛ᭷⳦㢮┠㘓ࡢసᡂྥࡅ࡚⏕≀ከᵝᛶ
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ⏝ࡋࡓ᪥ᮏᅛ᭷ࡢࡁࡢࡇࣜࢫࢺసᡂࡢヨࡳ㸬᪥⳦ሗ㸪±
ụ⏣Ⰻᖾ㸦㸧᪂∧㝣ࡢࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ᶫᮏ☜ᩥᇽ㸪㔠ἑ㸪SS㸬
 㛵භஓ࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧᪥ᮏཎⰍ᪂⳦㢮ᅗ㚷㸦Ϩ㸧㸬ಖ⫱♫㸪㜰㸪SS㸬
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
ᇛᕝᅄ㑻  ᳨ド࢟ࣀࢥ᪂ᅗ㚷㸬⟃Ἴ᭩ᡣ㸪ᮾி㸪SS
標本
㟼ᒸᕷ⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒
㸦ụࣨ㇂ࡢࡾᏊ㸧










オオモミタケ

Catathelasma imperiale (Fr.) Singer 1940
࢟ࢩ࣓ࢪ⛉ 7ULFKRORPDWDFHDH

［静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）（要件−①②）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛



種の解説
እ⏕⳦᰿⳦ࠋᏊᐇయࡣኟࡽ⛅ࠊࢺࢻ࣐ࢶࠊ࢘ࣛ
ࢪ࣑ࣟࣔ࡞ࡢᯘෆᆅୖⓎ⏕ࠋചࡣᆺ࡛ࠊࡲࢇࡌ
ࡹ࠺ᙧ㛤ࡃࠋ⾲㠃ࡣở㯤〓Ⰽࡢࡕ⃰〓Ⰽ࡛ࠊ୰ኸ
㏆᫂░࡞㫣∦ࡀ࠶ࡿࠋࡦࡔࡣᆶ⏕ࡋࠊⓑⰍࠋ
ࡣୖ㒊ࡀࡁࢃࡵ࡚ኴࡃࠊᇶ㒊ࡣ⣽ࡲࡗ࡚ᆅ୰῝ࡃ
ධࡿࠋࡢୖ㒊㔜ࡢࡘࡤࢆࡘࡅࡿࠋ⫗ࡣⓑⰍࠊ⢊
⮯ࡀ࠶ࡿࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣ㛗ᴃᙧࡽᰕᙧ࡛࠶ࡿࠋ
分布
༙⌫෭ ᖏ௨ศᕸࡍࡿࠋᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏ
ᕞࠊ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋ
生育環境
┴ෆ࡛ࡣள㧗ᒣᖏࡢཎ⏕ⓗ⮬↛ᯘ࡛࢘ࣛࢪ࣑ࣟࣔ࡞
㟼ᒸ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᑠ㎮ᙪ
ࡢ㔪ⴥᶞ⳦᰿ඹ⏕ࡋ࡚⏕⫱ࡍࡿࠋᅵ᰿⳦⣒ࡀ
୍యࡢሢ࡞ࡗࡓࢩࣟࡣࠊ⭉᳜ᒙୗࡢ⑭ࡏࡓᆅ୰῝ࡃ
ᙧᡂࡉࢀࡿࠋ
生育状況
ள㧗ᒣᖏ㔪ⴥᶞᯘෆ࡛ࡢ⏕⫱⎔ቃࡀ㝈ᐃࡉࢀࡿࡓࡵ
ࠊᏊᐇయࡢⓎ⏕ࡣ⛥࡛࠶ࡿࠋ୰㒊࡛ࡣ⌧ᅾᮍ☜ㄆ࡛࠶
ࡿࠋ
減少の主要因と脅威
ῶᑡせᅉࡋ࡚ࠊఆ᥇ࡼࡿᐟᶞᮌࡢῶᑡ㸦㸧ࠋ
⏕⫱⎔ቃࡀ㝈ࡽࢀࠊᒁᆅศᕸࡍࡿ㸦㸧ࠋᮍᡂ⇍Ꮚᐇయ
ࡢ᥇ྲྀࡀ㐣ᗘ⾜ࢃࢀࡿ⬊Ꮚࡢᩓᕸࡀ༑ศ⾜ࢃࢀ
࡞ࡃ࡞ࡿࡓࡵࠊ㣗⏝⳦࡛᥇ྲྀᅽࡀ㧗࠸㸦㸧ࡇࡀせ
ᅉࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
保護対策
⌧ᅾࡢ⮬↛⎔ቃኚࢆ࠼ࡿ⮬↛ᯘࡢఆ᥇ࠊ㛤Ⓨࠊ
Ꮚᐇయ᥇ྲྀࢆつไࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
特記事項
≉࡞ࡋࠋ
主な文献
㟷ᮌ ᐇ࣭᪥ᮏࡁࡢࡇྠዲྡ㒊ࡳࡕ௦⦅㸦㸧᪥ᮏࡁࡢࡇᅗ∧➨  ᕳ㸬᪥ᮏࡁࡢࡇྠዲ㸪
⚄ᡞ㸪SS
ᮏ㒓ḟ㞝┘ಟ㸦㸧᪂∧ᒣࣇ࣮ࣝࢻࣈࢵࢡࢫ ࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪ᮾி㸪SS㸬
ఀ⸨ㄔဢ㸦㸧᪥ᮏ⳦㢮ㄅ➨ᕳ࣭➨ྕ㸬㣴㈼ᇽ㸪ᮾி㸪SS
㛵භஓ࣭㇂ྜྷ㞝࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ᒣ࣮࢝ࣛྡ㚷ቑ⿵ᨵゞ᪂∧᪥ᮏࡢࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪
ᮾி㸪SS㸬
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
標本
㟼ᒸ┴⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒
㸦ᑠ㎮ᙪ㸧










バカマツタケ

Tricholoma bakamatsutake Hongo 1974
࢟ࢩ࣓ࢪ⛉ 7ULFKRORPDWDFHDH

［静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）（要件−①）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ‽⤯⁛༴㸦17㸧㹛



種の解説
እ⏕⳦᰿⳦ࠋᏊᐇయࡣኟࡽ⛅ࠊᗈⴥᶞᯘෆᆅୖ
Ⓨ⏕ࠋ୰ᆺ࡛ࠊചࡢ⾲㠃ࡣᰩ〓Ⰽࡽ〓Ⰽࠊᗂ⧄⥔≧
࡛ࠊࡢࡕࡅ࡚㫣∦≧࡞ࡿࠋࡦࡔࡣᐦ࡛ⓑⰍࠋࡣୖ
ୗྠ࡛ࠊ⧄⥔≧⭷㉁ࡢࡘࡤࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢୗ᪉ࡣചྠ
ᵝࡢ⧄⥔≧㫣∦࡛そࢃࢀࡿࠋ⫗ࡣⓑⰍࠊ㤶ࡾࡣ࣐ࢶࢱࢣ
ఝ࡚ࡉࡽᙉ࠸ࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣ㢮⌫ᙧࡽᗈᴃᙧ࡛࠶
ࡿࠋྠࡌࡃᗈⴥᶞᯘ⏕⫱ࡍࡿࢽࢭ࣐ࢶࢱࢣࡣ㤶ࡾࡀᚤ
ᙅ࡛ࠊࡢୗ㒊ࡀ⣽ࡃ࡞ࡿࠋ
分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜᮾ㒊ࠊ࣓ࣜ࢝ࠊࢽ࣮ࣗࢠࢽศ
ᕸࡍࡿࠋᅜෆྛᆅศᕸࡋࠊ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ࠊす㒊࡛☜ㄆ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
生育環境
ࢩࠊࢥࢼࣛࠊ࣑ࢬࢼࣛ࡞⳦᰿ඹ⏕ࡋ࡚⏕⫱ࡍࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣ㔛ᒣࡢࢥࢼࣛ࡞ࡢ㞧ᮌᯘ⏕⫱ࡍࡿࠋ⳦⣒
⳦᰿ࡀሢ࡞ࡗࡓࢩࣟࡣⴠⴥᒙࡢୗࡢ⫧࠼ࡓᅵተ୰
ᙧᡂࡉࢀࡿࠋ
生育状況
ᅜⓗῶᑡഴྥࡀᙉ࠸ࠋ┴ෆ࠾࠸࡚ࡶࠊ⏕⫱㐺
ࡋࡓ⎔ቃࡣࡈࡃ㝈ࡽࢀ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊᏊᐇయࡢⓎ⏕㔞ࡶᑡ
࡞࠸ࠋ
㟼ᒸ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᑠ㎮ᙪ
減少の主要因と脅威
㔛ᒣࡢࢫࢠࠊࣄࣀ࢟ࡢ᳜ᯘక࠺ᐟᶞ✀ࡢ⏕⫱
ࡍࡿ㞧ᮌᯘࡢῶᑡ㸦㸧ࡀせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
保護対策
⌧ᅾࡢ⏕⫱⎔ቃᡭࢆຍ࠼࡞࠸ࡼ࠺ࠊ⌧≧ࡢಖᣢࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ⏕⫱㐺ࡋࡓⰋዲ࡞㔛ᒣḟᯘࡢಖࡀ
ᮃࡲࢀࡿࠋ
特記事項
保護上の観点から分布位置は非公表
≉࡞ࡋࠋ
主な文献
㟷ᮌ ᐇ࣭᪥ᮏࡁࡢࡇྠዲྡ㒊ࡳࡕ௦⦅㸦㸧
᪥ᮏࡁࡢࡇᅗ∧➨  ᕳ᪥ᮏࡁࡢࡇྠዲ⚄
ᡞSS
ụ⏣Ⰻᖾ㸦㸧᪂∧㝣ࡢࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ᶫᮏ☜ᩥ
ᇽ㸪㔠ἑ㸪SS㸬
㛵භஓ࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ཎⰍ᪥ᮏ᪂⳦㢮ᅗ㚷 Ϩ 㸬ಖ⫱♫㸪㜰㸪SS㸬
㛵භஓᮏ㒓ḟ㞝┘ಟ㸪ᑠᕝ ┾⦅㸦㸧࣐ࣇ࣮࣭ࣝࣝࢩ࣮ࣜࢬぢࡿ࣭᥇ࡿ࣭㣗ࡿࡁࡢࡇ
࣮࢝ࣛᅗ㚷ㅮㄯ♫ᮾிSS
㛵භஓ࣭㇂ྜྷ㞝࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ᒣ࣮࢝ࣛྡ㚷ቑ⿵ᨵゞ᪂∧᪥ᮏࡢࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪
ᮾி㸪SS㸬
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
ᮏ㒓ḟ㞝┘ಟ㸦㸧᪂∧ᒣࣇ࣮ࣝࢻࣈࢵࢡࢫ  ࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪ᮾி㸪SS㸬
標本
࡞ࡋࠋ
㸦ᑠ㎮ᙪ㸧







トゲミノヒメイグチ

Boletellus shichianus (Teng & L. Ling) Teng 1964
ࢢࢳ⛉ %ROHWDFHD

［静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）（要件−①②）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛



種の解説
እ⏕⳦᰿⳦ࠋᏊᐇయࡣኟࡽ⛅㞧ᮌᯘᆅୖⓎ⏕ࠋ
ᑠᆺࠋച⾲㠃ࡣ↔ⲔⰍࡁ୰ኸ㉥ࢆᖏࡧࠊ่≧ᑠ
㫣∦ࡽ⢏≧ᑠ㫣∦そࢃࢀࡿࠋᏊᐇᒙᡸࡣ⟶Ꮝ࡛㯤
Ⰽࡽ࣮࢜ࣜࣈⰍࠊᏍཱྀࡣയࡘࡅࡿᬯ⣚Ⰽኚࡍࡿࠋ
ࡣ⣽㛗࠸ࠋ㡬㒊ࡀῐ㯤Ⰽ࡛௨ୗῐ㯤〓Ⰽࡽᖏ〓Ⰽ
⧄⥔≧ࠊᇶ㒊ῐ㯤ⓑⰍ⳦⣒ࢆࢃࡎࡘࡅࡿࠋ⫗ࡣ
ῐ㯤㹼ῐ〓Ⰽࠋ⬊Ꮚ⣠ࡣ࣮࢜ࣜࣈⰍࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣᗈᴃ
ᙧ࡛ࠊ㕌࠸่≧✺㉳ࢆࡶࡕࠊྡࡢ⏤᮶࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ
分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜ㸦㞼༡┬ࠊύỤ┬㸧ศᕸࡍࡿࠋᅜෆ
࡛ࡣᮏᕞ㸦ᇸ⋢┴ࠊ㟼ᒸ┴ࠊ▼ᕝ┴ࠊி㒔ᗓࠊ㫽ྲྀ┴ࠊ
ᒸᒣ┴㸧࡛☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊࡛☜ㄆࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
生育環境
㔛ᒣࡢࢥࢼࣛᯘࠊ࣐࢝ࢶ࣭ࢥࢼࣛΰ⏕ᯘ࡛⳦᰿ඹ
⏕ࡋ࡚⏕⫱ࡍࡿࠋ
生育状況
⌧☜ㄆᆅ࡛ࡣࢫࢠࠊࣄࣀ࢟ࡢ᳜ᯘࡢ୰ṧࡉࢀࡓࢃ
ࡎ࡞㞧ᮌᯘෆ࡛⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ┴ෆࡢ⏕⫱ᆅࡀ㝈ࡽ
ࢀࡿࡓࡵ☜ㄆࡀᑡ࡞࠸ࠋ⏕⫱ᆅ࡛ࡢᏊᐇయࡢⓎ⏕
㔞ࡶᑡ࡞࠸ࠋ
減少の主要因と脅威
㔛ᒣࡢࢫࢠࠊࣄࣀ࢟ࡢ᳜ᯘ㸦㸧ࡼࡾᐟᶞᮌ
ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᑠ㎮ᙪ
ࡀῶᑡࡍࡿࡶࠊ⏕⫱⎔ቃࡀᝏࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼
ࡽࢀࡿࡀヲ⣽ࡣ࡛᫂࠶ࡿ
保護対策
 ⌧⏕⫱ᆅᡭࢆຍ࠼࡞࠸ࡼ࠺⌧≧ࢆಖᣢࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㔛ᒣࡢࡲࡲࡗࡓᗈⴥᶞᯘࢆṧࡋࠊ⥔
ᣢ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ
特記事項
≉࡞ࡋࠋ
主な文献
㟷ᮌ ᐇ࣭᪥ᮏࡁࡢࡇྠዲྡ㒊ࡳࡕ௦⦅㸦㸧
᪥ᮏࡁࡢࡇᅗ∧➨  ᕳ㸬᪥ᮏࡁࡢࡇྠዲ 㸪
⚄ᡞ㸪SS
ụ⏣Ⰻᖾ㸦㸧᪂∧㝣ࡢࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ᶫᮏ☜ᩥ
ᇽ㸪㔠ἑ㸪SS㸬
㛵භஓ࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ཎⰍ᪥ᮏ᪂⳦㢮ᅗ㚷 Ϩ 㸬ಖ⫱♫㸪㜰㸪SS㸬
స୍࣭྿ಇග㸦㸧᳃ࡢఇ᪥ ぢࡘࡅ࡚ᴦࡋࡴࡁࡢࡇ࣡ࣥࢲ࣮ࣛࣥࢻ㸬ᒣ㇂♫㸪ᮾி㸪
SS
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
ᮏ㒓ḟ㞝┘ಟ㸦㸧᪂∧ᒣࣇ࣮ࣝࢻࣈࢵࢡࢫ ࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪ᮾி㸪SS㸬
標本
࡞ࡋࠋ
㸦ᑠ㎮ᙪ㸧







ヌメリツバイグチ

Suillus salmonicolor (Frost) Halling 1983
ࢾ࣓ࣜࢢࢳ⛉ 6XLOODFHDH

［静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）（要件−①②）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛



種の解説
 እ⏕⳦᰿⳦ࠋᏊᐇయࡣ⛅ࠊ 㔪ⴥ࣐ࢶᶞୗⓎ⏕ࠋ
ചࡣᖹࡓ࠸ࡲࢇࡌࡹ࠺ᙧ㛤ࡃࠋ⾲㠃ࡣⴭࡋࡃ⢓ᛶࡀ
࠶ࡾࠊᖏࣆࣥࢡ㯤Ⰽࡢࡕᬯ㯤〓Ⰽ࡞ࡿࠋᏊᐇᒙᡸࡣ
⟶Ꮝ࡛ࠊῐ㯤Ⰽࡢࡕᖏ㯤ᅵⰍ࡞ࡾࠊ〓Ⰽࡢࡋࡳࢆ⏕
ࡌࡿࠋࡣᶳ㯤ᅵⰍ࡛ࠊ〓Ⰽࡽ㯮Ⰽࡢ⣽࠸⢏Ⅼࡀ
࠶ࡿࠋ⭷㉁⢓ᛶ࡛ᾘኻᛶࡢࡘࡤࢆᙧᡂࡍࡿࠋ⫗ࡣⓑⰍ
ࡽῐ㯤Ⰽࠋ⬊Ꮚ⣠ࡣ㯤ᅵ〓ⰍࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣ⣳㗽ᙧ࡛
࠶ࡿࠋ
分布
 ᅜእ࡛ࡣ࣓ࣜ࢝ᮾ㒊ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞ
ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
生育環境
㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ụࣨ㇂ࡢࡾᏊ
 ࣁ࣐ࢶࠊࢦ࣐ࣚ࢘ࢶࠊ࢟ࢱࢦࣚ࢘࡞ࡢ  㔪ⴥ࣐
ࢶࠊࡁࡣ࣐࢝ࢶ⳦᰿ඹ⏕ࡋ࡚⏕⫱ࡍࡿࠋ┴ෆ
࡛⌧ᅾ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣள㧗ᒣᖏୗ㒊ࡢཎ⏕ⓗ⮬↛
ᯘࡢࢳࣙ࢘ࢭࣥࢦࣚ࢘ࠊ࢟ࢱࢦࣚ࢘ᶞୗ࡛࠶ࡿࠋࣁ
࣐ࢶᶞୗ࡛ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ
生育状況
 ୰㒊ᆅᇦࡢள㧗ᒣᖏ㔪ⴥᶞᯘ࡛ࡢᏊᐇయ☜ㄆሙᡤࡣ
ከࡃ࡞࠸ࠋᐩኈᒣ࡛ࡣ⌧ᅾᮍ☜ㄆ࡛࠶ࡿࠋ
減少の主要因と脅威
 ẚ㍑ⓗ‵ᗘࡢ࠼ࡽࢀࡸࡍ࠸ཎ⏕ⓗ⮬↛ᯘෆ⏕⫱ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ᳃ᯘఆ᥇ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢᝏࡀせᅉࡋ࡚
ᣲࡆࡽࢀࡿ  ࠋᐩኈᒣ࡛ࡣᯘᗋࡢேࡢ㋃ࡳࡘࡅࡢᙳ
㡪  ࡢྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ
保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢ⮬↛⎔ቃࢆಖᣢࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
特記事項
 ≉࡞ࡋࠋ
主な文献
ụ⏣Ⰻᖾ  ᪂∧㝣ࡢࡁࡢࡇᅗ㚷ᶫᮏ☜ᩥᇽ㔠ἑSS
㛵භஓ࣭ᮏ㒓ḟ㞝㸦㸧ཎⰍ᪥ᮏ᪂⳦㢮ᅗ㚷㸦ϩ㸧㸬ಖ⫱♫㸪㜰㸪SS㛵භஓ࣭㇂ྜྷ㞝
࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ᒣ࣮࢝ࣛྡ㚷 ቑ⿵ᨵゞ᪂∧ ᪥ᮏࡢࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪ᮾி㸪SS㸬
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
0XUDWD <   7KH EROHWXV RI +RNNDLGR  6XLOOXV 0LFKHOL H[ 6 ) *UD\ HP 6QHOO 7UDQV
0\FRO6RF-DSDQ±
標本
㟼ᒸᕷ⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒
㸦ụࣨ㇂ࡢࡾᏊ㸧










アクイロウスタケ

Cantharellus cinereus (Pers.) Fr. 1821
ࣥࢬࢱࢣ⛉ &DQWKDUHOODFHDH

［静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）（要件−①②）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛



種の解説
እ⏕⳦᰿⳦ࠋᏊᐇయࡣኟࡽ⛅ᗈⴥᶞᯘෆᆅୖ
Ⓨ⏕ࠋചࡣࡌࡻ࠺ࡈ≧࡛ࠊ⦕ࡣࡸࡸἼᡴࡕࠊ୰ኸࡢพࡳ
ࡣࡢ᰿ࡶࡲ࡛㐩ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿ㹿⾲㠃ࡣ⣽㫣∦
ࡀ࠶ࡾࠊ⅊〓Ⰽࡽᬯ〓ⰍࠋᏊᐇᒙᡸࡣ⬦≧ࡢࡋࢃࡦ
ࡔ࡛ࠊᆶ⏕ࡍࡿࠋⰍࡣῐ㯤〓Ⰽࡽῐ⅊〓Ⰽ࡛ࠊⓑⰍࡢ
ᚤ⢊ࢆᖏࡧࡿࠋࡣᇶ㒊ࡀ⣽ࡃ࡞ࡾࠊ㯮Ⰽࡽᬯ〓Ⰽࠋ
ᢸᏊ⬊Ꮚࡣᗈᴃᙧ࡛࠶ࡿࠋࢡࣟࣛࢵࣃࢱࢣࡣᏊᐇᒙ
ᡸࡀࢇᖹ࡛࠶ࡿࠋ
分布
ᅜእ࡛ࡣ࣮ࣚࣟࢵࣃࠊ࣓ࣜ࢝ࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ
㐨ࠊᮏᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣࠊ୰㒊ࠊす㒊ࠊఀ㇋
ศᕸࡍࡿࠋ
ᯇᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᑠ㎮ᙪ
生育環境
┴ෆ࡛ࡣ෭ ᖏࡢᑿ᰿㏆ࡢࣈࢼࠊ࣑ࢬࢼࣛᯘ࡛⳦
᰿ඹ⏕ࡋ࡚⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
生育状況
┴ෆࡢࣈࢼࠊ࣑ࢬࢼࣛᯘ࠾ࡅࡿᏊᐇయࡢⓎ⏕ᆅࡣ
ࡈࡃ㝈ࡽࢀࠊⓎ⏕㔞ࡶᑡ࡞࠸ࠋ
減少の主要因と脅威
ࢫࢠࠊࣄࣀ࢟ࡢ᳜ᯘࡼࡾᐟᶞᮌࡀῶᑡࡋࠊ⏕
⫱⎔ቃࡀᝏ㸦㸧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᐟᶞᮌࡢ᭷↓ࡔࡅ࡛࡞
ࡃࠊ⏕⫱⎔ቃࡀ㝈ࡽࢀࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊヲ⣽ࡣ᫂
࡛࠶ࡿࠋ
保護対策
⏕⫱ᆅࡢ⮬↛⎔ቃࢆ⌧≧ࡢࡲࡲ⥔ᣢ࣭ಖࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋ
特記事項
 ≉࡞ࡋࠋ
主な文献
 㟷ᮌ ᐇ࣭᪥ᮏࡁࡢࡇྠዲྡ㒊ࡳࡕ௦⦅㸦㸧᪥ᮏࡁࡢࡇᅗ∧➨  ᕳ㸬᪥ᮏࡁࡢࡇྠዲ㸪 
⚄ᡞ㸪SS
ụ⏣Ⰻᖾ  ᪂∧㝣ࡢࡁࡢࡇᅗ㚷ᶫᮏ☜ᩥᇽ㔠ἑSS
㛵භஓ࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ཎⰍ᪥ᮏ᪂⳦㢮ᅗ㚷 ϩ 㸬ಖ⫱♫㸪㜰㸪SS㸬
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
ᇛᕝᅄ㑻㸦㸧᳨ド࢟ࣀࢥ᪂ᅗ㚷㸬⟃Ἴ᭩ᡣ㸪ᮾி㸪SS㸬
標本
ᯇᕷ⏘ࠊἙὠ⏫⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒
㸦ᑠ㎮ᙪ㸧










ツヤナシマンネンタケ

Pyrrhoderma sendaiense (Yasuda) Imazeki 1955
ࢱࣂࢥ࢘ࣟࢥࢱࢣ⛉ +\PHQRFKDHWDFHDH

［静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）（要件−①）］ 㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ  ࡞ࡋ㹛



種の解説
⭉⏕⳦ࠋᏊᐇయࡣࣈࢼ࡞ࡢษࡾᰴࠊᇙᮌୖⓎ⏕ࠋ
ചࡣつ๎࡞ᙧ࡛ࠊᡥᖹ࠶ࡿ࠸ࡣ㈅Ẇ≧‴᭤ࡍࡿࠋ
⾲㠃ࡣࡪ࠸ගἑࢆᖏࡧࠊᨺᑕ≧㉮ࡿࡋࢃ≧ࡢพฝ
ὸ࠸⎔⁁ࢆࡑ࡞࠼ࡿࠋ᪂㩭㯮〓Ⰽࠊ⇱㯤〓Ⰽࠋ
Ꮚᐇᒙᡸࡣ⟶Ꮝ࡛⅊〓ⰍࠋᏍཱྀࡣᚤ⣽㸦㹼 ಶPP㸧ࠋ
ࡣ೫ᚰ⏕ࡽഃ⏕ࠊ⾲㠃ࡣཌࡃሀ࠸Ẇ⓶࡛そࢃࢀࡿࠋ
⫗ࡣ㯤〓Ⰽ࡛ཌࡉ 㹼PPࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣ㢮⌫ᙧ࡛࠶ࡿࠋ
分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᮏᕞࠊᅄᅜࠊᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛
ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
生育環境
෭ ᖏ࡛ࠊࣈࢼ࡞ࡢᗈⴥᶞษᰴࠊᇙᮌ࠸ࡗࡓ‵
ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᑠ㎮ᙪ
ᗘࡀಖࡓࢀࡸࡍ࠸ᗈⴥᶞᯤṚᮌࢆⓑⰍ⭉ᮙࡋ࡚⏕⫱
ࡍࡿࠋ
生育状況
ࣈࢼᯘෆ⏕⫱ࡍࡿࡀࠊ┴ෆࡢศᕸᆅࡣ㝈ࡽࢀࡿࠋ
ᏊᐇయࡢⓎ⏕ࡣẚ㍑ⓗᑡ࡞࠸ࠋ
減少の主要因と脅威
ఆ᥇ࡼࡾࣈࢼᯘࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸦㸧ࠊࣈ
ࢼࡢᚄᮌࡀῶᑡഴྥ࠶ࡿࠋᰤ㣴※࡛࠶ࡾ⏕⫱ሙᡤ
࡛࠶ࡿ‵ᗘࢆ࠼ࡽࢀࡸࡍ࠸ᡤ࠶ࡿࣈࢼ࡞ࡢษᰴࠊ
ᇙᮌࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ㸦㸧ࠋ
保護対策
ࣈࢼᯘࡀಖࡉࢀࡿࡇࡀᑐ⟇࡞ࡿࠋ
特記事項
≉࡞ࡋࠋ
主な文献
⣽▮ ๛࣭ᇙᶫᚿ✑⨾࣭ಖᆏኴ㑻࣭ᕤ⸨ఙ୍㸦㸧᪥ᮏ⏘ᅛ᭷⳦㢮┠㘓ࡢసᡂྥࡅ࡚⏕≀ከᵝᛶ
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ⏝ࡋࡓ᪥ᮏᅛ᭷ࡢࡁࡢࡇࣜࢫࢺసᡂࡢヨࡳ㸬᪥⳦ሗ㸪±
㛵භஓ࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ཎⰍ᪥ᮏ᪂⳦㢮ᅗ㚷 ϩ 㸬ಖ⫱♫㸪㜰㸪SS㸬
㛵භஓ࣭㇂ྜྷ㞝࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ᒣ࣮࢝ࣛྡ㚷 ቑ⿵ᨵゞ᪂∧ ᪥ᮏࡢࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂
♫㸪ᮾி㸪SS㸬
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
標本
㟼ᒸᕷ⏘ࠊᐩኈᐑᕷ⏘ࠊἙὠ⏫⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒
㸦ᑠ㎮ᙪ㸧










クロカワ

Boletopsis leucomelaena (Pers.) Fayod 1889
࣐ࢶࣂࣁࣜࢱࢣ⛉ %DQNHUDFHDH

［静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）（要件−①②）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ሗ㊊㸦''㸧㹛



✀ࡢゎㄝ
እ⏕⳦᰿⳦ࠋᏊᐇయࡣ⛅ࠊ࣐ࢶᯘࠊ࣑ࣔᯘ࡞ࡢᆅ
ୖⓎ⏕ࠋചࡣᒣᙧࠊᚄ 㹼FPࠋ⾲㠃ࡣ⅊ⓑⰍࡢ
ࡕࡋࡔ࠸㯮ࡃ࡞ࡿࠋᏊᐇᒙᡸࡣ⟶Ꮝࠊ㛗ࡉ ࠥ PP
ࠋᏍཱྀࡣᙧࡢࡕᙧࡀᔂࢀࡿࠋⓑⰍࡽ⅊Ⰽࠋ
ࡣኴࡃᰕ≧࡛ᐇࠊചྠⰍࠋച⫗ࡣⱞࡀ࠶ࡾཌ
ࡉ FP ௨ୖࠋⓑⰍࡔࡀࠊയࢆࡘࡅࡿ㉥⣸Ⰽ࡞ࡿࠋ
࡛ࡣ⅊〓ⰍࢆᖏࡧࡿࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣ㢮⌫ᙧࠊࡇࡪ≧ࡢ
࠸ࡰࢆᖏࡧ↓Ⰽ࡛࠶ࡿࠋ
分布
༙⌫ᗈࡃศᕸࡍࡿࠋᅜෆྛᆅศᕸࡋࠊ┴ෆ࡛
ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
生育環境
㟼ᒸ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᓊ⃝ᗈᬗ
┴ෆࡢ㔛ᒣࡽள㧗ᒣᖏࡢ࣐ࢶࠊ࣑ࣔ࡞⑭ࡏࡓ
ᅵተ୰࡛⳦᰿ඹ⏕ࡋ࡚⏕⫱ࡍࡿࠋ
生育状況
㔛ᒣ࡛ࡢᏊᐇయࡢⓎ⏕ࡣࠊ௨๓ࡣẖᖺᏊᐇయࡢⓎ⏕
ࡀ࠶ࡗࡓᡤ࡛ࡶࠊ㏆ᖺࡣࠊᩘᖺ୍ᗘࡢⓎ⏕࡞ࡾࠊ⃭
ῶࡋ࡚࠸ࡿࠋ
減少の主要因と脅威
࣐ࢶᯤࢀࡼࡿᐟᶞᮌࡢῶᑡ㸦㸧ຍ࠼࡚ࠊ⏕ά
ࡢኚࡼࡾ࣐࢝ࢶᯘࡀᡭධࢀ㊊࡞ࡾࠊᯇⴥࡢ
ཌ࠸ሁ✚ࡼࡗ࡚ᯘᗋࡀᐩᰤ㣴ࡋࡓࡇࡀせᅉ࡞
ࡗ࡚⏕⫱⎔ቃࡀᝏ㸦㸧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏊᐇయࡀ㣗⏝࡞
ࡿࡇࡽ᥇ྲྀᅽࡶ㧗࠸㸦㸧ࠋ
保護対策
㐺ษ࡞᳃ᯘ⟶⌮ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
特記事項
  ≉࡞ࡋࠋ
主な文献
ụ⏣Ⰻᖾ㸦㸧᪂∧㝣ࡢࡁࡢࡇᅗ㚷ᶫᮏ☜ᩥᇽ㔠ἑSS
㛵භஓ࣭㇂ྜྷ㞝࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ᒣ࣮࢝ࣛྡ㚷 ቑ⿵ᨵゞ᪂∧ ᪥ᮏࡢࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂
♫㸪ᮾி㸪SS
㛵භஓ࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ཎⰍ᪥ᮏ᪂⳦㢮ᅗ㚷㸦ϩ㸧㸬ಖ⫱♫㸪㜰㸪SS㸬
ఀ⸨ㄔဢ㸦㸧᪥ᮏ⳦㢮ㄅ➨ᕳ࣭➨ᅄྕ㣴㈼ᇽᮾிSS
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
標本
㟼ᒸ┴⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒
㸦⛅ᒣᐩ㞝㸧










コウタケ

Sarcodon aspratus (Berk) S. Ito 1955
࣐ࢶࣂࣁࣜࢱࢣ⛉ %DQNHUDFHDH

［静岡県カテゴリー

準絶滅危惧（NT）（要件−①）］ 㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛



種の解説
እ⏕⳦᰿⳦ࠋᏊᐇయࡣ⛅ࠊ࣐ࢶࢆࡲࡌ࠼ࡓᗈⴥᶞ
ᯘᆅୖⓎ⏕ࠋࢧ࢞࢜ᙧ㛤࠸ࡓࡌࡻ࠺ࡈᙧ࡛ࠊ㧗
ࡉ 㹼FPࠋചࡣᚄ 㹼FPࠊ୰ᚰࡣ῝ࡃࡢ᰿ࡶ
ࡲ࡛❑ࡴࠋ⾲㠃ࡣࡑࡾ㏉ࡗࡓཌ࠸ࡉࡉࡃࢀ࡛そࢃࢀࠊ
ῐⲔⰍࡽ⃰ⲔⰍࠊ㯮〓Ⰽ࡞ࡿࠋᏊᐇᒙᡸࡣ㔪
≧࡛⅊ⓑⰍࡢࡕᬯ〓Ⰽࠊ㛗ࡉ FP ࠋ⫗ࡣཌࡉ 㹼
PPࠊ⫗㉁࡛ࡃᙉ࠸㤶ࡾࢆᨺࡘࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣῐ〓
Ⰽࠊ㢮⌫ᙧ࡛࠸ࡰࢆᖏࡧ࡚࠸ࡿࠋ
分布
᪥ᮏ≉⏘✀ࠋᮏᕞ㸦ᮾᆅ᪉ࠊරᗜ┴ࠊᗈᓥ┴㸧࡛
▱ࡽࢀࡿࡀࠊศᕸࡢヲ⣽ࡣ᫂ࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ
୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋᴟࡵ࡚㢮ఝࡢࢩࢩࢱࢣ 6
㟼ᒸ┴ෆ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᑠ㎮ᙪ
LPEXULFDWXV )U  3 .DUVW ࡣࠊ᪥ᮏࢆྵࡵࡓࢪ
ࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࠊ࣓ࣜ࢝ࡶศᕸࡍࡿࠋ
生育環境
ࢥࢼࣛᯘࠊ࣐࢝ࢶ࣭ࢥࢼࣛᯘࠊࣈࢼ࣭࣑ࢬࢼࣛᯘ
࡞࡛ࠊᑡࡋ⢓ᅵࡢΰࡌࡗࡓ◳࠸ᅵࢆዲࢇ࡛ࠊ⳦᰿ඹ
⏕ࡍࡿࠋ
生育状況
ᐟᶞᮌࡀ⏕⫱ࡍࡿ㞧ᮌᯘࡢῶᑡຍ࠼࡚ࠊⰋዲ࡞
保護上の観点から分布位置は非公表
⏕⫱⎔ቃࡀῶᑡࡋࠊᏊᐇయࡢⓎ⏕ࡣ⛥࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
減少の主要因と脅威
ఆ᥇ࡼࡿᗈⴥᶞᯘࡢῶᑡࡼࡾ⏕⫱ᆅࡀῶᑡࡋ࡚
࠸ࡿ㸦㸧ࡇࠊ㣗⏝࡞ࡿࡓࡵᏊᐇయࡢ᥇ྲྀᅽࡀ㧗࠸
㸦㸧ࡇ࡞ࡀせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ᭱㏆ࡢࢼࣛᯤࢀ
ࡼࡿᐟῶᑡ㸦㸧ࡶῶᑡせᅉ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
保護対策
⏕⫱㐺ᆅ࡛ࠊࢥࢼࣛ࡞ࡢᐟ࡞ࡿⴠⴥᗈⴥᶞᯘࢆቑࡸࡍࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
特記事項
≉࡞ࡋࠋ
主な文献
ụ⏣Ⰻᖾ㸦㸧᪂∧㝣ࡢࡁࡢࡇᅗ㚷ᶫᮏ☜ᩥᇽ㔠ἑSS
㛵භஓ࣭㇂ྜྷ㞝࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ᒣ࣮࢝ࣛྡ㚷 ቑ⿵ᨵゞ᪂∧ ᪥ᮏࡢࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂
♫㸪ᮾி㸪SS㸬
㛵භஓ࣭ᮏ㒓ḟ㞝┘ಟ㸪ᑠᕝ ┾⦅㸦㸧࣐ࣇ࣮࣭ࣝࣝࢩ࣮ࣜࢬぢࡿ࣭᥇ࡿ࣭㣗ࡿࡁࡢࡇ
࣮࢝ࣛᅗ㚷㸬ㅮㄯ♫㸪ᮾி㸪SS
 㛵භஓ࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ཎⰍ᪥ᮏ᪂⳦㢮ᅗ㚷㸦ϩ㸧㸬ಖ⫱♫㸪㜰㸪SS㸬
ఀ⸨ㄔဢ㸦㸧᪥ᮏ⳦㢮ㄅ➨ᕳ࣭➨ᅄྕ㸬㣴㈼ᇽ㸪ᮾி㸪SS
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
ᕤ⸨ఙ୍㸦㸧ᮾࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ᐙࡢග༠㸪ᮾி㸪SS㸬
標本
㟼ᒸ┴⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒
㸦⛅ᒣᐩ㞝㸧









マユハキタケ

Trichocoma paradoxa Jungh. 1838
࣐ࣘࣁ࢟ࢱࢣ⛉ 7ULFKRFRPDFHDH

［静岡県カテゴリー

情報不足（DD）（要件−①②）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛



種の解説
⭉⏕⳦ࠋ࢚࢘ࣟࢳ࣒࢘┠ࡢከࡃࡣ࢝ࣅ࡛ࠊᮏ✀ࢆྵ
ࡴᑡᩘࡢ✀ࡀẚ㍑ⓗࡁ࡞Ꮚᄞᯝࢆᙧᡂࡋࠊ࢟ࣀࢥ
ࡳ࡞ࡉࢀࡿᙧែⓗ≉ᚩࢆࡶࡘࠋᏊᄞᯝࡣࢱࣈࣀ࢟࡞
ࡢᖿᶞ⓶ࢆ◚ࡗ࡚Ⓨ⏕ࠋึࡵࡣෆእ  ᒙࡢ⿕⭷そ
ࢃࢀࠊࢻࣥࢢࣜࡢẆᩯᵝࠊࡢࡕእ⿕⭷ࡣ◚ࢀࠊⷧ࠸ෆ
⿕⭷ໟࡲࢀࡓୖ㒊ࡢๅẟ≧ࡢᇶᮏయࡀᰕ≧ఙࡧ
ࡿࠋ㧗ࡉ 㹼 FPࠋᏊᄞࡣᇶᮏయ୰つ๎ᩓࡽࡤ
ࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࠊᏊᄞ⬊Ꮚࢆ⏕ࡌࡓࡢࡕᏊᄞ⭷ࡣᾘኻࡍ
ࡿࠋᏊᄞ⬊Ꮚࡣᴃᙧ࡛ࠊࡽࡏࢇ≧୪ࡪ㝯㉳ࡀ࠶ࡿࠋ
分布
ᅜእ࡛ࡣ࣓ࣜ࢝ࠊ༡࣓ࣜ࢝ࠊ࣎ࣝࢿ࢜ࠊࢫࣜ
ࣛࣥ࢝ศᕸࡍࡿࠋᅜෆ࡛ࡣᮏᕞᬮᖏᇦ௨༡ศᕸࡋࠊ
ᐩኈᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᑠ㎮ᙪ
┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ࠊఀ㇋࡛☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
生育環境
 ࢱࣈࠊࢶࣈࣛࢪࠊࢾࣅ࣡࡞ࡢᶞ⓶ࠊ⭉ᮙ㒊ୖ
⏕⫱ࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ࣑࢘࣡ࢬࢨࢡࣛࡢ❧ᯤᮌࡶ⏕
⫱ࡋ࡚࠸ࡓࠋ ᖺ௦ࡣࠊᬮ ᖏࡢୣ㝠ᆅ࡛☜ㄆࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ⌧ᅾ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ෭ ᖏ㏆
ࡽ෭ ᖏࡢࡸࡸ‵ᗘࡢ㧗࠸ᗈⴥᶞᯘෆ⏕⫱ࡍࡿ⪁ᮌ
ࡢᶞᖿୗ㒊ࡸಽᮌ࡛࠶ࡿࠋ
生育状況
ᯤṚᮌࡢᶞ⓶ᑠࡉ࠸Ꮚᄞᯝࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊྛ
⏕⫱ᆅࡢⓎ⏕ᮌࡣࡈࡃᑡ࡞࠸ࠋᚋ᪂ࡋ࠸⏕⫱ሙᡤࢆ
☜ಖ࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤࠊ⤯⁛ࡀ༴ࡉࢀࡿࠋ
減少の主要因と脅威
ᮏ┴࠾ࡅࡿ⏕⫱ᆅࡣ㝈ࡽࢀࠊᏊᐇయࡢⓎ⏕ࡀㄆࡵ
ࡽࢀࡿᯤṚᮌࡣࡁࢃࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࡀࠊࡑࡢせᅉࡣ࡛᫂࠶ࡿ㸦㸧ࠋ
保護対策
⏕⫱ᆅࡢᯘࡢ≧ἣ⎔ቃࢆ⌧≧ࡢࡲࡲ⥔ᣢ࣭ಖࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
特記事項
≉࡞ࡋࠋ
主な文献
ụ⏣Ⰻᖾ㸦㸧᪂∧㝣ࡢࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ᶫᮏ☜ᩥᇽ㸪㔠ἑ㸪SS
㛵භஓ࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ཎⰍ᪥ᮏ᪂⳦㢮ᅗ㚷㸦ϩ㸧㸬ಖ⫱♫㸪㜰㸪SS㸬
㛵භஓ࣭㇂ྜྷ㞝࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ᒣ࣮࢝ࣛྡ㚷ቑ⿵ᨵゞ᪂∧᪥ᮏࡢࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪
ᮾி㸪SS㸬
 ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
Ṋ⸨ᙪ㸦㸧㟼ᒸᮌࡢᏊࡢ᥈⣴࡛᥇㞟ࡉࢀࡓࡁࡢࡇ̿㟼ᒸ┴ෆ̿㸦㹼㸧㟼ᒸᮌࡢᏊ
ࡢሗ㸪  ±
標本
ᐩኈᕷ⏘ࠊఀ㇋ᕷ⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒
㸦ᑠ㎮ᙪ㸧








タルゼッタ

カティヌス

Tarzetta catinus (Hokmsk.) Korf & J. K. Rogers 1971
ࣆࣟࢿ࣐࢟ࣥ⛉ 3\URQHPDWDFHDH

［静岡県カテゴリー

情報不足（DD）（要件−①）］ 㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛



種の解説
 ⭉⏕⳦ࠋᏊᐇయࡣᯘෆ㸦ࡇࣈࢼᯘ㸧ࡢᆅୖⓎ
⏕ࡍࡿࠋᏊᄞ┙ࡣ᳐ᙧ࡛ࠊᚄ 㹼FPࠊῐࢡ࣮࣒ࣜⰍ
ࡽῐ㯤ᅵⰍࠋ⦕ࡣ㗬ṑ≧ࡢษࢀ㎸ࡳࡀ࠶ࡿࠋእഃࡣ
ⓑⰍࡢ▷ẟそࢃࢀࠊࣅ࣮ࣟࢻ≧ࠋ↓ࡶࡋࡃࡣ▷ࡃ
࡚ኴ࠸ࡀ࠶ࡿࠋᏊᄞ⬊Ꮚࡣᴃᙧࠊᖹ࡛࠶ࡿࠋ
分布
 ᅜእ࡛ࡣ࣮ࣚࣟࢵࣃࠊ࣓ࣜ࢝ࠊᅜෆ࠾ࡅࡿヲ
⣽࡞ศᕸᆅࡣ࡛᫂࠶ࡿࡀࠊᑡ࡞ࡃ࡚ࡶᮏᕞศᕸࡍ
ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊࡛☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
生育環境
 ┴ෆ࡛ࡣ෭ ᖏୖ㒊࡛ࣈࢼࠊ࣑ࢬࢼࣛ࡞ࡀ⏕⫱ࡍ
ࡿἙᓊᯘࠊ␁ᯘࡢ◁♟ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ụࣨ㇂ࡢࡾᏊ
生育状況
 ⌧ᅾ⏕⫱ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿሙᡤࡣཎ⏕ⓗ⮬↛ᯘࡢᯘᗋ
࡛࠶ࡿࡀࠊ㝈ࡽࢀࡿࠋ
減少の主要因と脅威
෭ ᖏୖ㒊ࡢࣈࢼ࣭࣑ࢬࢼࣛᯘෆࡢ◁♟ᆅ࡛ከ‵࡞
ሙᡤࡣࠊἙᓊᯘ࡞ከ࠸ࠋᶞᮌࡢఆ᥇㸦㸧࡞
ࡼࡿࠊ⏕⫱㐺ᆅࡢῶᑡࡀせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢ⮬↛⎔ቃࡢಖᣢࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
特記事項
 ≉࡞ࡋࠋ
主な文献
ᮏ㒓ḟ㞝࣭ୖ⏣ಇ✑㸦㸧᪂∧ᒣࣇ࣮ࣝࢻ
ࣈࢵࢡࢫ ࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪ᮾி㸪SS㸬
㛵භஓ࣭㇂ྜྷ㞝࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ᒣ࣮࢝ࣛྡ㚷ቑ⿵ᨵゞ᪂∧᪥ᮏࡢࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪
ᮾி㸪SS㸬
ᮏ ㅬ  ᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS

標本
ᐩኈᐑᕷ⏘ࠊ㟼ᒸᕷ⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒
㸦ụࣨ㇂ࡢࡾᏊ㸧








カブラテングタケ

Amanita gymnopus Corner & Bas 1962
ࢸࣥࢢࢱࢣ⛉ $PDQLWDFHDH

［静岡県カテゴリー

情報不足（DD）（要件−①）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛



種の解説
እ⏕⳦᰿⳦ࠋᏊᐇయࡣኟࡽ⛅ࠊᗈⴥᶞᯘෆᆅୖ
Ⓨ⏕ࠋᆺࠋച⾲㠃ࡣࢡ࣮࣒ࣜⰍࠋῐ㯤㹼ῐ〓Ⰽ࡛
ⷧ࠸⭷㉁ࡢእ⿕⭷ࡢ◚∦ࡀ╔ࡋࠊ⦕㒊ࡘࡤࡢṧ∦
ࡀᆶࢀୗࡀࡿࠋࡦࡔࡣ㯤ᅵⰍࠋࡢୖ㒊ࡣᾘኻࡋࡸ
ࡍ࠸⭷㉁ࡢࡘࡤࡀ࠶ࡾࠊᇶ㒊ࡀ࢝ࣈࣛ≧ⴭࡋࡃࡩࡃ
ࡽࡴࡢࡀ≉ᚩࠋࡘࡰࡣḞࡃࠋ⫗ࡣ㯤ⓑⰍ࡛യࢆࡘࡅࡿ
⦆ࡸ㉥〓Ⰽኚࢃࡿࠋయᙉ࠸⮯Ẽࡀ࠶ࡿࠋ
ᢸᏊ⬊Ꮚࡣ㢮⌫ᙧࡽᗈ༸ᙧ࡛࠶ࡿࠋ
分布
ᅜእ࡛ࡣ୰ᅜࠊ࣐࣮ࣞࢩศᕸࡋࠊᅜෆ࡛ࡣ㛵ᮾ
௨すศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣఀ㇋ࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ศᕸࡍ
ࡿࠋ
生育環境
ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᑠ㎮ᙪ
ᐟᶞ✀ࡣࠊࣈࢼ⛉㸦ࣈࢼࠊ࣑ࢬࢼࣛࠊࢥࢼࣛࠊ
࣐࣋࢟ࠊࢥࢪࠊ࣐ࢸࣂࢩ࡞㸧ࠊࡁ࢝ࣂࣀ࢟
⛉ࢩࢹᒓࡔࡀࠊ┴ෆ࡛ࡣ㔛ᒣ࡛ࢩ࡞⳦᰿ඹ
⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
生育状況
ᐟᶞ✀ࡢ᭷↓ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑࢀ௨እࡢ⏕⫱せᅉࡀ
㝈ࡽࢀࡿࡓࡵࠊᏊᐇయࡢⓎ⏕ᆅࡣ⊃ࡃ㝈ࡽࢀ࡚࠸࡚ࠊ
Ⓨ⏕㔞ࡶᑡ࡞࠸ࠋ ᖺ௦ࡣఀ㇋ᆅᇦ࠾࠸࡚ࡶⓎ
⏕ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ⌧ᅾࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
減少の主要因と脅威
ࢫࢠࠊࣄࣀ࢟ࡢ᳜ᯘࡼࡿ⏕⫱⎔ቃ࡛࠶ࡿࣈࢼ⛉
ᗈⴥᶞᯘࡢῶᑡ㸦㸧ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࢼࣛᯤࢀࡢᙳ㡪ࡶ
࠶ࡾࠊ⏕⫱㐺ࡋࡓᗈⴥᶞᯘࡀῶᑡࡍࡿ⤯⁛ࡍࡿ༴
㝤ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
保護対策
⌧ᅾࡢ⏕⫱⎔ቃᶞᮌఆ᥇࡞ࡢᡭࢆຍ࠼࡞࠸ࡼ࠺ࠊ⌧≧ࡢಖᣢࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㔛ᒣࡢࡲࡲࡗࡓᗈ
ⴥᶞᯘࢆṧࡋࠊ⥔ᣢࠊ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
特記事項
≉࡞ࡋࠋ
主な文献
ụ⏣Ⰻᖾ㸦㸧᪂∧㝣ࡢࡁࡢࡇᅗ㚷ᶫᮏ☜ᩥᇽ㔠ἑSS
㛵භஓ࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ཎⰍ᪥ᮏ᪂⳦㢮ᅗ㚷㸦Ϩ㸧㸬ಖ⫱♫㸪㜰㸪SS㸬
㛵භஓ࣭㇂ྜྷ㞝࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ᒣ࣮࢝ࣛྡ㚷 ቑ⿵ᨵゞ᪂∧ ᪥ᮏࡢࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂
♫㸪ᮾி㸪SS㸬
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
標本
࡞ࡋࠋ
㸦ᑠ㎮ᙪ㸧








アケボノタケ

Porpolomopsis calyptriformis (Berk.) Bresinsky 2008
ࢾ࣓ࣜ࢞ࢧ⛉ +\JURSKRUDFHDH

［静岡県カテゴリー

情報不足（DD）（要件−①②）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛


種の解説
 ⭉⏕⳦ࠋᏊᐇయࡣኟࡽ⛅ࠊⲡᆅࠊ᳃ᯘࠊ➉ᯘ࡞
ࡢᆅୖⓎ⏕ࠋചࡣ㗹ᙧࡽᖹࡽ㛤࠸ࡓࡢࡕࡶ୰
ኸ㗹≧ࡢ୰ୣࡀ࠶ࡿࠋ⾲㠃ࡣῐ࠸ࣂࣛ㹼ࣛࣛࢵ
ࢡⰍࠊ⧄⥔≧࡛ࢇ⢓ᛶࡣ࡞࠸ࠋᡂ⇍ࡍࡿ⦕㒊ࡣ
ᨺᑕ≧῝ࡃࡅࡿࠋࡦࡔࡣᖜᗈࡃࡸࡸࠋࡣ 㹼
FPࠊ୰✵ࠊከᑡ⦪⥺ࡀ࠶ࡾࡋࡤࡋࡤࡡࡌࢀࡿࠋചࡰ
ྠⰍࡽⓑⰍࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣᴃᙧ࡛࠶ࡿࠋ
分布
 ᅜእ࡛ࡣ࣮ࣚࣟࢵࣃࠊࢪࠊ࣓ࣜ࢝ศᕸࡍ
ࡿࠋᅜෆࡢศᕸᆅࡢヲ⣽ࡣ࡛᫂࠶ࡿࡀࠊ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊
࡛☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
生育環境
 ┴ෆ࡛☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿ⏕⫱ᆅࡣࠊே㛫ࡢάືࡢࢇ
࡞࠸ᯘෆⲡᆅ࡛࠶ࡿࠋ
生育状況
 ⌧ᅾࡢ☜ㄆᆅࡣࠊ୰㒊ࡢ୍ࣨᡤ࡛࠶ࡿࠋ
減少の主要因と脅威
  ᖺ௦ึᮇࡣࠊୣ㝠ᆅ࡛ࡢ☜ㄆࡀ࠶ࡗࡓࠋᅇ
ࡢ☜ㄆ࡛ࡣࠊ⫧ࡢ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ኳ↛ࡢⲡᆅⓎ
⏕ࡋ࡚࠾ࡾࠊே㛫ࡢάືࡀᑡ࡞࠸⎔ቃࢆዲࡴྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡿ㸦㸧ࠋ
保護対策
⌧ᅾࡢ⏕⫱ᆅࡢ⮬↛⎔ቃࢆಖࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
特記事項
 ⫧ࡢ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ኳ↛ࡢⲡᆅ࡛ࡢⓎ⏕ࡀከ࠸
࠸ࢃࢀࡿࠋ
主な文献
ᮏ㒓ḟ㞝┘ಟ㸦㸧᪂∧ᒣࣇ࣮ࣝࢻࣈࢵࢡ
ࢫ ࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪ᮾி㸪SS㸬
ụ⏣Ⰻᖾ㸦㸧᪂∧㝣ࡢࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ᶫᮏ☜ᩥ
ᇽ㸪㔠ἑ㸪SS
㛵භஓ࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ཎⰍ᪥ᮏ᪂⳦㢮ᅗ㚷
㸦Ϩ㸧㸬ಖ⫱♫㸪㜰㸪SS㸬
ఀ⸨ㄔဢ㸦㸧᪥ᮏ⳦㢮ㄅ➨ᕳ࣭➨ྕ 㣴㈼
ᇽᮾிSS
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ
㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
標本
㟼ᒸᕷ⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒






㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ụࣨ㇂ࡢࡾᏊ

㸦ụࣨ㇂ࡢࡾᏊ㸧








カバイロオオホウライタケ

Marasmius aurantioferrugineus Hongo 1965
࣍࢘ࣛࢱࢣ⛉0DUDVPLDFHDH

［静岡県カテゴリー

情報不足（DD）（要件−①⑤）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛



種の解説
 ⭉⏕⳦ࠋᏊᐇయࡣኟࡽ⛅ࠊᗈⴥᶞᯘࠊ࣐࢝ࣛࢶᯘ
࡞ࡢⴠⴥୖⓎ⏕ࠋചࡣᚄ 㹼FP ࡛ࠊࡰᖹࡽ㛤
ࡃࠋ⾲㠃ࡣ⢓ᛶࡀ࡞ࡃࠊᶳ〓Ⰽ࡛ᨺᑕ≧ࡢᑠࡌࢃࡀ࠶ࡿࠋ
ࡦࡔࡣⓑⰍࡽࢡ࣮࣒ࣜⰍ࡛ࠋࡣ⾲㠃ࡀⓑⰍࡢ⧄⥔
≧࡛ᙉ㠎࡛࠶ࡿࠋ⫗ࡣⓑⰍࠊⷧࡃ࡚ᙉ㠌ࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣ⣳
㗽≧㛗ᴃᙧ࡛࠶ࡿࠋ
分布
᪥ᮏᅛ᭷✀࡛ࠊᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ศᕸ
ࡍࡿࠋ
生育環境
┴ෆ࡛ࡣ෭ ᖏ࡛ࠊ‵ᗘࡀಖࡓࢀࡸࡍ࠸Ἑᓊࡢᗈⴥᶞ
ࡢⴠⴥࢆศゎࡋ࡚⏕⫱ࡍࡿࠋ
㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᑠ㎮ᙪ
生育状況
⌧ᅾ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ୰㒊ࡢἙᓊᯘཬࡧࡑࡢ࿘㎶
ࡢࠊ‵ᗘࡢಖࡓࢀࡿⴠⴥୖ࡛࠶ࡿࡀࠊ⏕⫱ሙᡤࡣ㝈ࡽ
ࢀࠊᏊᐇయࡢⓎ⏕㔞ࡶከࡃ࡞࠸ࠋ
減少の主要因と脅威
⌧ᅾ⏕⫱ᆅࡢ⎔ቃࡣᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㐨㊰ᘓタ㸦㸧ࠊ
㛤Ⓨ࡞㸦㸧ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠊ⏕⫱ᆅࡀῶᑡࡍࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ㠀ᖖ㧗࠸ࠋ
保護対策
⌧ᅾࡢ⏕⫱⎔ቃᡭࢆຍ࠼࡞࠸ࡼ࠺ಖㆤࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋ
特記事項
≉࡞ࡋࠋ
主な文献
㟷ᮌ ᐇ࣭᪥ᮏࡁࡢࡇྠዲྡ㒊ࡳࡕ௦⦅㸦㸧᪥ᮏࡁࡢࡇᅗ∧➨  ᕳ㸬᪥ᮏࡁࡢࡇྠዲ㸪
⚄ᡞ㸪SS
⣽▮ ๛࣭ᇙᶫᚿ✑⨾࣭ಖᆏኴ㑻࣭ᕤ⸨ఙ୍㸦㸧᪥ᮏ⏘ᅛ᭷⳦㢮┠㘓ࡢసᡂྥࡅ࡚⏕≀ከᵝᛶ
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ⏝ࡋࡓ᪥ᮏᅛ᭷ࡢࡁࡢࡇࣜࢫࢺసᡂࡢヨࡳ㸬᪥⳦ሗ㸪±
ụ⏣Ⰻᖾ  ᪂∧㝣ࡢࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ᶫᮏ☜ᩥᇽ㸪㔠ἑ㸪SS
㛵භஓ࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ཎⰍ᪥ᮏ᪂⳦㢮ᅗ㚷㸦Ϩ㸧㸬ಖ⫱♫㸪㜰㸪SS㸬
㛵භஓ࣭㇂ྜྷ㞝࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ᒣ࣮࢝ࣛྡ㚷ቑ⿵ᨵゞ᪂∧᪥ᮏࡢࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪
ᮾி㸪SS㸬
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
ᕤ⸨ఙ୍  㟷᳃┴⏘ࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ࢡࢭࢫ༑୍ฟ∧㸪㟷᳃㸪SS
標本
㟼ᒸᕷ⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒
㸦ᑠ㎮ᙪ㸧








ヒョウモンウラベニガサ

Pluteus pantherinus Courtecuisse & Uchida 1991
࢘ࣛ࣋ࢽ࢞ࢧ⛉ 3OXWHDFHDH

［静岡県カテゴリー

情報不足（DD）（要件−①）］ 㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛



種の解説

⭉⏕⳦ࠋᏊᐇయࡣึኟࡽ⛅ࠊᗈⴥᶞࡢ⭉ᮙᮌୖ
Ⓨ⏕ࠋചࡣ㔮㚝㹼ࡲࢇࡌࡹ࠺ᙧࡢࡕࢇᖹࡽࠊ
ࡉࡽ୰ኸࡣࡸࡸࡇࡴࠋ⾲㠃ࡣ⧄⥔≧࡛㯤ᅵⰍࡽ
ᬯ〓Ⰽࡢᆅᑠࡢⓑ㹼ở㯤ᅵⰍࡢᩬ⣠ࡀつ๎Ⅼ
ᅾࡍࡿࠋ⇱ࡍࡿ࿘㎶㒊つ๎࡞᮲⥺ࢆ࠶ࡽࢃࡍࠋ
ࡦࡔࡣ㞳⏕ࡋ࡚ᐦࠊⓑⰍࡢࡕ⫗⣚Ⰽ࡞ࡿࠋࡣୖୗ
ྠࡲࡓࡣୖ㒊ྥࡗ࡚⣽ࡃ࡞ࡾ୰ᐇࠊῐ㯤Ⰽ࡛ᖹ
ࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣ㢮⌫ᙧࡽᗈᴃᙧ࡛࠶ࡿࠋ
分布
ᅜእ࡛ࡣࠊࢱኚ✀ࡀศᕸࡍࡿࠋᅜෆ࡛ࡣᮏᕞࠊ
ᕞ࡛☜ㄆࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊす㒊࡛☜ㄆࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᑠ㎮ᙪ
生育環境
ᬮ ᖏࡢᯘෆ࡛ࠊ⭉ᮙࡋࡓᗈⴥᶞ⏕⫱ࡍࡿࠋ
生育状況
ᗈⴥᶞࡢಽᮌ⏕⫱ࡍࡿࡀࠊ࡞ࡾ⭉ᮙࡀ㐍ࢇࡔⓑ
Ⰽ⭉ᮙ㒊ᏊᐇయࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇࡀከ࠸ࠋⓎ⏕ࡀ⛥࡛
࠶ࡿࡇຍ࠼࡚ࠊ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿ⭉ᮙᮌࡀ▷ᮇ㛫࡛ᮙ
ࡕ࡚ࡋࡲ࠺ࡓࡵ☜ㄆࡀᑡ࡞࠸ࠋྂࡃ࡞ࡗࡓࢩࢱࢣ
ࡢ࣍ࢲᮌⓎ⏕ࡍࡿࡇࡀከ࠸ࠋ
減少の主要因と脅威
ࢫࢠࠊࣄࣀ࢟ࡢ᳜ᯘక࠺㞧ᮌᯘ୰ࡢᗈⴥᶞ⭉ᮙ
ᮌࡢῶᑡ㸦㸧ຍ࠼࡚ࠊࢩࢱࢣཎᮌ᱂ᇵࡢῶᑡక
࠺ᗫ࣍ࢲᮌࡢῶᑡ㸦㸧ࡼࡾࠊ⏕⫱⎔ቃࡀᝏࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
保護対策
⏕⫱ᆅࡢᯘࡢ≧ἣ⎔ቃࢆ⌧≧ࡢࡲࡲ⥔ᣢ࣭ಖࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
特記事項
≉࡞ࡋࠋ
主な文献
&RXUWHFXLVVH508FKLGD&$QGDU\ 7+RQJR  $QHZ$VLDWLFVSHFLHVRI 3OXWHXV
%DVLGLRP\FRWLQD 3OXWHDOHV  ZLWK GRWWHG SLOHXV DQG LWV YDULDWLRQV 7UDQV 0\FRO 6RF
-DSDQ±
ụ⏣Ⰻᖾ㸦㸧᪂∧㝣ࡢࡁࡢࡇᅗ㚷ᶫᮏ☜ᩥᇽ㔠ἑSS
㛵භஓ࣭㇂ྜྷ㞝࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ᒣ࣮࢝ࣛྡ㚷ቑ⿵ᨵゞ᪂∧᪥ᮏࡢࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪
ᮾி㸪SS㸬
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
Ṋ⸨ᙪ   㟼ᒸᮌࡢᏊࡢ᥈⣴࡛᥇㞟ࡉࢀࡓࡁࡢࡇ̿㟼ᒸ┴ෆ̿ 㹼  㟼ᒸᮌࡢᏊ
ࡢሗ㸪  ±
ᇛᕝᅄ㑻㸦㸧᳨ド࢟ࣀࢥ᪂ᅗ㚷㸬⟃Ἴ᭩ᡣ㸪ᮾி㸪SS㸬
標本
࡞ࡋࠋ
㸦ᑠ㎮ᙪ㸧








ヒダホテイタケ

Leucocortinarius bulbiger (Alb. & Schwein.) Singer 1945
࢟ࢩ࣓ࢪ⛉ 7ULFKRORPDWDFHDH

［静岡県カテゴリー

情報不足（DD）（要件−①②）］ 㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛



種の解説
 እ⏕⳦᰿⳦㸦㸽㸧ࠋᏊᐇయࡣ⛅ࠊ㔪ⴥᶞᯘෆࡢᆅୖ
Ⓨ⏕ࠋചࡣ୰ᆺࡽࡸࡸᆺࠊ༙⌫ᙧࡽࢇ
ᖹࡽ㛤ࡃࠋ⾲㠃ࡣῐᖏ〓Ⰽࡽ⢓ᅵⰍ࡛ࠊⓑⰍࡢ⿕
⭷ࡢṧ∦ࢆࡘࡅࡿࠋࡦࡔࡣⓑⰍࡢࡕࢡ࣮࣒ࣜⰍ࡛ᐦࠋ
ࡣ㢮ⓑⰍࠊᇶ㒊ࡣᡥᖹ࡞ሢⱼ≧ࡩࡃࡽࡴࠋᗂച
ࡢ㛫ࠊࣇ࢘ࢭࣥࢱࢣᒓࡢࡼ࠺࡞ࢡࣔࡢᕢ⭷ࡀ࠶
ࡿࠋ⬊Ꮚ⣠ࡣࢡ࣮࣒ࣜⰍࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣ༸ᙧࡽᗈᴃ
ᙧ࡛ᖹ࡛࠶ࡿࠋ
分布
 ᅜእ࡛ࡣ࣮ࣚࣟࢵࣃࠊᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࡢள㧗
ᒣᖏศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊࡛☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
生育環境
ᑠᒣ⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ụࣨ㇂ࡢࡾᏊ
 ┴ෆ࡛ࡣள㧗ᒣᖏࡢཎ⏕ⓗ⮬↛ᯘෆ࡛ࠊࢩࣛࣅࢯ࡞
࣑ࣔᒓᶞᮌ⳦᰿ඹ⏕ࡋ࡚⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ
生育状況
┴ෆ࡛⌧ᅾ⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣᐩኈᒣ࡛ࠊ
ᆅᇦ࡛ࡣᮍ☜ㄆ࡛࠶ࡿࠋᐩኈᒣ࠾࠸࡚ࡶᏊᐇయࡢⓎ
⏕☜ㄆࡣᑡ࡞࠸ࠋ
減少の主要因と脅威
ኳ↛ᯘࡢఆ᥇㸦㸧࡞ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢᝏࡀ⪃
࠼ࡽࢀࡿࡀ࡛᫂࠶ࡿࠋ
保護対策
Ⓩᒣ㐨௨እࡢᯘᗋࡢ㋃ࡳࡘࡅࢆつไࡋ࡚ࠊ⏕⫱ᆅࡢ
⮬↛⎔ቃࢆಖᣢࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ
特記事項
 ≉࡞ࡋࠋ
主な文献
ᮏ㒓ḟ㞝┘ಟ㸦㸧᪂∧ᒣࣇ࣮ࣝࢻࣈࢵࢡࢫ ࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪ᮾி㸪SS㸬
ఀ⸨ㄔဢ㸦㸧᪥ᮏ⳦㢮ㄅ➨ᕳ࣭➨ྕ㸬㣴㈼ᇽ㸪ᮾி㸪SS
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
ᰘ⏣ ᑦ㸦㸧᳃ࡢࡁࡢࡇࡓࡕ㸬ඵᆏ᭩ᡣ㸪ᮾி㸪SS㸬
標本
ᐩኈᐑᕷ⏘ࠊᑠᒣ⏫⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒
㸦ụࣨ㇂ࡢࡾᏊ㸧







ウラムラサキシメジ

Tricholosporum porphyrophyllum (S. Imai)
Guzman ex T. J. Baroni 1982
࢟ࢩ࣓ࢪ⛉

7ULFKRORPDWDFHDH

静岡県カテゴリー 情報不足（DD）（要件−①）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛


種の解説
⭉⏕⳦ࠋᏊᐇయࡣኟࡽ⛅ࠊᗈⴥᶞᯘෆⴠⴥୖⓎ
⏕ࠋചࡣࡲࢇࡌࡹ࠺ᙧࡽᖹࡽ㛤ࡃࠋ‵ᙅ࠸⢓ᛶࡀ
࠶ࡿࠋ⾲㠃ࡣ⣸Ⰽࢆᖏࡧࡓ⃰〓Ⰽࡽ᫂〓Ⰽࠋࡦࡔࡣᐦ
࡛ࠊ㩭ࡸ࡞⣸Ⰽࡽ⪁㯤〓Ⰽ࡞ࡿࠋࡦࡔࡣയࡀࡘ
ࡃࡺࡗࡃࡾ〓ኚࡍࡿࠋࡣᖏ㯤ᅵⓑⰍࡽ㯤〓Ⰽ࡛ࠊ
ୖୗྠᚄࡽᇶ㒊ࡸࡸ⌫᰿≧࡞ࡿࠋ⫗ࡣ㢮ⓑⰍࡽ
㢮㯤ⓑⰍࠋ⬊Ꮚ⣠ࡣⓑⰍࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣ༑Ꮠᙧࠊゅᙧ࡛࠶
ࡿࠋ
分布
ᅜእࡘ࠸࡚ࡣ᫂ࠋᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞ࡛☜ㄆࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊఀ㇋ศᕸࡍࡿࠋ
生育環境
༡ఀ㇋⏫  ᖺ  ᭶  ᪥ ᑠ㎮ᙪ
┴ෆ࡛ࡣࠊẚ㍑ⓗ‵ᗘࡢ࠼ࡽࢀࡿᗈⴥᶞᯘෆⴠⴥୖ
⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡓࠋᯘ㐨⬥ࠊබᅬᶞୗࡢⴠⴥᒙᏊᐇయࡢ
Ⓨ⏕ࡀࡳࡽࢀࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ
生育状況
ࡦࡔࡀ㩭ࡸ࡞⣸Ⰽ࡛≉ᚩࡀ࠶ࡿᏊᐇయࡔࡀࠊ┴ෆ
࡛ࡢⓎ⏕☜ㄆࡣᑡ࡞࠸ࠋⓎ⏕ࡀ⛥࡛ࠊ⏕⫱≧ἣࡣ᫂
࡞Ⅼࡀከ࠸ࠋ
減少の主要因と脅威
᳜ᯘࡼࡿ⏕⫱㐺ࡋࡓᗈⴥᶞᯘࡢῶᑡࡀ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿ㸦㸧ࠋ
保護対策
⥅⥆ㄪᰝ⌧⏕⫱ᆅࡢಖࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
特記事項
≉࡞ࡋࠋ
主な文献
㟷ᮌ ᐇ࣭᪥ᮏࡁࡢࡇྠዲྡ㒊ࡳࡕ௦⦅㸦㸧᪥ᮏࡁࡢࡇᅗ∧➨  ᕳ㸬᪥ᮏࡁࡢࡇྠዲ㸪
⚄ᡞ㸪SS
ᮏ㒓ḟ㞝㸦㸧᪥ᮏ⏘࢟ࢩ࣓ࢪᒓ㸬᪥⳦ሗ㸪  ±
ụ⏣Ⰻᖾ㸦㸧᪂∧㝣ࡢࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ᶫᮏ☜ᩥᇽ㸪㔠ἑ㸪SS 
ఀ⸨ㄔဢ㸦㸧᪥ᮏ⳦㢮ㄅ➨ᕳ࣭➨ྕ㸬㣴㈼ᇽ㸪ᮾி㸪SS
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
ᗂ⳦ࡢ⦅㸦㸧࣮࢝ࣛ∧ࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ᐙࡢග༠㸪ᮾி㸪SS㸬
標本
༡ఀ㇋⏫⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒
㸦ᑠ㎮ᙪ㸧








ヤシャイグチ

Austroboletus fusisporus (Kawamu. ex Imaz. & Hongo ) Wolfe 1980
ࢢࢳ⛉ %ROHWDFHDH

［静岡県カテゴリー

情報不足（DD）（要件−①②）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛



 種の解説
እ⏕⳦᰿⳦ࠋᏊᐇయࡣኟࠊᯘෆᆅୖⓎ⏕ࠋചࡣࡲࢇ
ࡌࡹ࠺ᙧ࡛ࠊ⦕㒊ⓑⰍ⭷㉁ࡢෆ⿕⭷◚∦ࢆ╔ࡍࡿࠋ⾲
㠃ࡣ⢓ᛶࡀ࠶ࡾࠊ㯤〓ⰍࡽࢽࢵࢣⰍ࡛ከᑡ㫣∦≧ࠋ
Ꮚᐇᒙᡸࡣ⟶Ꮝ࡛ࠊᏍཱྀࡣⓑⰍࡢࡕ⣚⣸〓Ⰽ࡞ࡿࠋࡣ
⣽㛗ࡃࠊ⾲㠃ࡣⓑ㹼ῐ㯤〓Ⰽ࡛⦪㛗ࡢ㝯㉳ࡋࡓ⥙┠ࡀ࠶
ࡾࠊ‵⢓ᛶࡀ࠶ࡿࠋ⫗ࡣⓑⰍࠊᙉ࠸㤶ࡾⱞࡀ࠶ࡿࠋ
ᢸᏊ⬊Ꮚࡣᗈ⣳㗽ᙧ࡛⾲㠃ࡣ࠸ࡰ≧࡛࠶ࡿࠋ࢜࢜ࣖࢩࣕ
ࢢࢳࡣయ⥳Ⰽࢆᖏࡧࡿࠋ
分布
ᅜෆ࡛ࡣ㛵ᮾ௨すࠊ┴ෆ࡛ࡣᮾ㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
生育環境
㔛ᒣࡢࢩ࣭࢝ࢩᯘࠊ࣐࢝ࢶ࣭ࢥࢼࣛᯘ⏕⫱ࡍࡿࠋ
生育状況
Ⓨ⏕ሙᡤࡀᒁᆅⓗ࡛ࠊᏊᐇయࡢⓎ⏕㔞ࡣᑡ࡞࠸ࠋ ᖺ
௨๓ࡣ୰㒊࠾࠸࡚ࡶⓎ⏕ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊ⌧ᅾࡣᮍ☜ㄆ࡛

࠶ࡿࠋ
ᐩኈᐑᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᑠ㎮ᙪ
減少の主要因と脅威
ࢫࢠ࣭ࣄࣀ࢟ࡢ᳜ᯘక࠸ࠊ⏕⫱ᆅ࡛࠶ࡿᗈⴥᶞᯘ
ࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ㸦㸧ࠋ⏕⫱⎔ቃࡀ㝈ᐃࡉࢀࡿࡓࡵ
ྛศᕸᆅࡣ⊃ࡃ⎔ቃࡢኚࡸ⮬↛⅏ᐖ㸦㸧࡞࡛ⴭ
ࡋࡃῶᑡࡍࡿ༴㝤ࡀ࠶ࡿࠋ
保護対策
⏕⫱ᆅࡢᯘࡢ≧ែ⎔ቃࢆࠊ⌧≧ࡢࡲࡲ⥔ᣢ㺃ಖࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ㔛ᒣ࡛ࡲࡲࡗࡓᗈⴥᶞᯘࢆṧࡋࠊ⥔
ᣢࠊ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
特記事項
 ≉࡞ࡋࠋ
主な文献
㟷ᮌ ᐇ࣭᪥ᮏࡁࡢࡇྠዲྡ㒊ࡳࡕ௦⦅㸦㸧
᪥ᮏࡁࡢࡇᅗ∧➨  ᕳ ᪥ᮏࡁࡢࡇྠዲ 㸪
⚄ᡞ㸪SS
ụ⏣Ⰻᖾ㸦㸧᪂∧㝣ࡢࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ᶫᮏ☜ᩥᇽ㸪㔠ἑ㸪SS
㛵භஓ࣭㇂ྜྷ㞝࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ᒣ࣮࢝ࣛྡ㚷ቑ⿵ᨵゞ᪂∧᪥ᮏࡢࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪
ᮾி㸪SS㸬
㛵භஓ࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ཎⰍ᪥ᮏ᪂⳦㢮ᅗ㚷㸦Ϩ㸧㸬ಖ⫱♫㸪㜰㸪SS㸬
ఀ⸨ㄔဢ㸦㸧᪥ᮏ⳦㢮ㄅ  㸬㣴㈼ᇽ㸪ᮾி㸪SS
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
Ṋ⸨ᙪ   㟼ᒸᮌࡢᏊࡢ᥈⣴࡛᥇㞟ࡉࢀࡓࡁࡢࡇ²㟼ᒸ┴ෆ² 㹼  㟼ᒸᮌࡢᏊ
ࡢሗ㸪  ±
Ṋ⸨ᙪ   㟼ᒸᮌࡢᏊࡢࡢ᥈⣴࠾ࡅࡿ᥇㞟ࣜࢫࢺ 㹼  㟼ᒸᮌࡢᏊࡢሗ㸪
 ±
標本
᳃⏫⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒
㸦ᑠ㎮ᙪ㸧








サザナミイグチ

Boletus subcinnamomeus Hongo 1978
ࢢࢳ⛉ %ROHWDFHDH

［静岡県カテゴリー

情報不足（DD）（要件−①）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛



種の解説
 እ⏕⳦᰿⳦ࠋᏊᐇయࡣኟࡽ⛅ࠊࢥࢼ࣭ࣛࢡࢾࢠᯘ
ෆᆅୖⓎ⏕ࠋചࡣ୰ᆺࡽᆺࠋ༙⌫ᙧࡽᖹࡽ࡞
ᒣᙧ㛤ࡃࠋ⾲㠃ࡣ᫂〓Ⰽ࡛ࠊࣅ࣮ࣟࢻ≧ࠋ‵ࡸࡸ
⢓ᛶࡀ࠶ࡿࠋ⟶Ꮝࡣῐ㯤Ⰽࡢࡕ࣮࢜ࣜࣈⰍࢆᖏࡧࡿࠋ
ࡣῐ㯤Ⰽࡽᖏ〓ῐ㯤Ⰽࠋ⥙┠ࡣ࡞ࡃࠊᇶ㒊㯤Ⰽ
ࡢ⳦⣒ࡀ࠶ࡿࠋ୰ᐇࠋ⫗ࡣῐ㯤Ⰽ࡛ࠊษ᩿㠃ࡣ㟷ኚࡏ
ࡎࠊࡋࡔ࠸⃰࠸㯤Ⰽ࡞ࡿࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣᰕ≧㢮⣳
㗽ᙧ࡛࠶ࡿࠋ
分布
 ᅜෆ࡛ࡣᮏᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ࠊす㒊࡛☜
ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
生育環境
㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ụࣨ㇂ࡢࡾᏊ
 ┴ෆ࡛ࡣᬮ ᖏࡢẚ㍑ⓗ‵ᗘࡢ࠼ࡽࢀࡿᯘᗋ࡛ࠊࢥ
ࢼࣛ࡞እ⏕⳦᰿ࢆᙧᡂࡋ࡚⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
生育状況
 ⏕⫱☜ㄆሙᡤࡣ┴ෆࡢᩘࣨᡤ࡛ࠊⓎ⏕ሙᡤࡣ㝈ࡽࢀ
ࡿࡼ࠺࡛ࠊⓎ⏕㔞ࡶᑡ࡞࠸ࠋ
減少の主要因と脅威
 㔛ᒣࡢ㞧ᮌᯘࡢఆ᥇ࡼࡿᐟᶞᮌࡢῶᑡཬࡧ⏕⫱
⎔ቃࡢᝏࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦㸧ࠋࢼࣛᯤࢀࡼࡿ⏕⫱
ᆅࡢᐟᶞᮌࡢῶᑡ㸦㸧ࡢྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ
保護対策
 ⌧ᅾࡢ⏕⫱ᆅࡢ⮬↛⎔ቃࢆಖᣢࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
特記事項
 ㈡┴ෆࡢࢥࢼ࣭ࣛࢡࢾࢠᯘ௨እࡽࡣࢇⓎ
⏕ሗ࿌ࡀ࡞࠸ࡢࡇࡔࡀࠊཎᅉࡣ࡛᫂࠶ࡿࠋ
主な文献
 㛵භஓ࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ཎⰍ᪥ᮏ᪂⳦㢮ᅗ㚷㸦ϩ㸧㸬ಖ⫱♫㸪㜰㸪SS㸬
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫࠊSS㸬
Ṋ⸨ᙪ㸦㸧㟼ᒸᮌࡢᏊࡢ᥈⣴࡛᥇㞟ࡉࢀࡓࡁࡢࡇ²㟼ᒸ┴ෆ² 㹼 㸬㟼ᒸᮌࡢᏊࡢ
ሗ㸪  ±
Ṋ⸨ᙪ㸦㸧㟼ᒸᮌࡢᏊࡢ᥈⣴࠾ࡅࡿ᥇㞟ࣜࢫࢺ 㹼 㟼ᒸᮌࡢᏊࡢሗ㸪  
±
ᗂ⳦ࡢ⦅㸦㸧࣮࢝ࣛ∧ࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ᐙࡢග༠㸪ᮾி㸪SS㸬
標本
㟼ᒸᕷ⏘ࠊᯇᕷ⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒
㸦ụࣨ㇂ࡢࡾᏊ㸧








ヒメウグイスイグチ

Boletus viridis (Heimm. & Gooss-Font.) Corner 1972
ࢢࢳ⛉ %ROHWDFHDH

［静岡県カテゴリー

情報不足（DD）（要件）①］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛


種の解説
 እ⏕⳦᰿⳦ࠋᏊᐇయࡣኟࡽ⛅ࠊࢩᯘࠊࢥࢼࣛᯘ
࡞ࡢᆅୖⓎ⏕ࠋചࡣᑠᆺࠊࡲࢇࡌࡹ࠺ᙧࡽࡰ
ᖹࡽ㛤ࡃࠋ⾲㠃ࡣࢮࣛࢳࣥᵝࡢ⢓ᛶ≀㉁そࢃࢀࠊ
⅊࣮࢜ࣜࣈⰍࡽ࣮࢜ࣜࣈ〓ⰍࠋᏊᐇᒙᡸࡣ⟶Ꮝ࡛ࠊ
㢮ⓑⰍࡢࡕῐ㯤〓Ⰽࠋࡣ 㹼FPࠊⓑⰍ࡛ࠊࢮࣛࢳ
ࣥᵝ⢓ᛶ≀㉁࡛そࢃࢀࡿࠋ⾲㠃ࡣചྠⰍࡢ⣽Ⅼࡀ
ᩓᅾࡍࡿࠋ⫗ࡣⓑⰍࠋ⬊Ꮚ⣠ࡣ㔠ⲔⰍࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣ㢮
ᰕᙧࡽᰕ≧⣳㗽ᙧ࡛࠶ࡿࠋ
分布
 ᅜእ࡛ࡣ୰ኸࣇࣜ࢝㸦ࢥࣥࢦ㸧ࠊᮾ༡ࢪࠊᅜ
ෆ࡛ࡣᮾᾏ௨す㸦㸽㸧ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊࡛☜ㄆ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
生育環境
 ᬮ ᖏࡢẚ㍑ⓗ᫂ࡿ࠸࣐࢝ࢶ࣭ࢥࢼࣛᯘࡢᯘᗋ࡛ࠊ
⳦᰿ඹ⏕ࡋ࡚⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
生育状況
 ⏕⫱☜ㄆሙᡤࡣ⌧ᅾ୍ࣨᡤ࡛ࠊⓎ⏕ᅇᩘࡶ㔞ࡶᑡ࡞
࠸ࠋ
減少の主要因と脅威
 㔛ᒣࡢࣈࢼ⛉ᶞ✀ࡢఆ᥇㸦㸧ࡼࡿᐟᶞᮌࡢῶ
ᑡࡣᮏ✀ῶᑡࡢせᅉ࡞ࡿࠋᮏ✀ࡢሙྜࠊࡑࢀ௨እࡢ
⏕⫱⎔ቃࡢኚࡶ㔜せ࡞ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ⑭ࡏᆅ
ࡢẚ㍑ⓗ᫂ࡿ࠸ᯘෆ⏕⫱ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⟶⌮ᨺᲠࡼࡿ
ᯘᗋࡢᐩᰤ㣴㸦㸧ࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
保護対策
 ⌧ᅾࡢ⏕⫱ᆅࡢ㞧ᮌఆ᥇࡞ࢆᴟຊ㑊ࡅ࡚ࠊ⮬↛⎔
ቃࢆಖᣢࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
特記事項
 ≉࡞ࡋࠋ
主な文献
ᮏ㒓ḟ㞝┘ಟ㸦㸧᪂∧ᒣࣇ࣮ࣝࢻࣈࢵ
ࢡࢫ ࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪ᮾி㸪SS㸬
 㛵භஓ࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ཎⰍ᪥ᮏ᪂⳦㢮ᅗ㚷
㸦ϩ㸧㸬ಖ⫱♫㸪㜰㸪SS㸬
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾ
ᨭ㒊㸪ᮾி㸪SS㸬
標本
㟼ᒸᕷ⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒




㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶ ụࣨ㇂ࡢࡾᏊ

㸦ụࣨ㇂ࡢࡾᏊ㸧








ミヤマキヒダタケ

Phylioporus pelletieri (Lev.) Quel. 1888
ࢢࢳ⛉ %ROHWDFHDH

［静岡県カテゴリー

情報不足（DD）（要件−①②）］㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛



種の解説
እ⏕⳦᰿⳦ࠋᏊᐇయࡣኟࡽ⛅ࠊள㧗ᒣᖏ㔪ⴥᶞ
ᯘෆᆅୖⓎ⏕ࠋചࡣࡲࢇࡌࡹ࠺ᙧࡽ㏫㗹ᙧ࡞
ࡿࠋ⾲㠃ࡣⲔ〓Ⰽࡽ㉥〓Ⰽ࡛ࠊ1+ ࡛⃰㟷ⰍኚⰍࡍ
ࡿࠋࡦࡔࡣ㩭㯤Ⰽࡢࡕ࣮࢜ࣜࣈ〓Ⰽࠊ㛗ࡃᆶ⏕ࡍ
ࡿࠋࡣῐ㯤Ⰽࡢᆅ〓Ⰽࡢᚤ㫣∦ࢆᐦ⏕ࡋࠊୖ㒊
ࡦࡔ᥋⥆ࡍࡿ⦪᮲ࡀ࠶ࡿࠋ⫗ࡣⓑⰍࠊ1+ ࡛㟷ኚࡍࡿ
ࡀࠊയࡢኚⰍࡣ࡞࠸ࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣ⣳㗽ᙧ࡛࠶ࡿࠋ࢟ࣄ
ࢲࢱࢣࡣ෭ ᖏ௨ୗ࡛ࣈࢼ⛉ᶞᮌୗ⏕⫱ࡋࠊ⫗
ࡣ 1+ ࡛ở⣸ⰍኚⰍࡍࡿࠋ
分布
ᅜእ࡛ࡣ࣮ࣚࣟࢵࣃࠊࢪศᕸࡍࡿࠋᅜෆ࡛
ࡣᮏᕞࠊ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᑠ㎮ᙪ
生育環境
ள㧗ᒣᖏࡢᑿ᰿㒊ศ࡞ࡢཎ⏕ⓗ⮬↛ᯘ࡛ࠊࢥ࣓ࢶ
࢞࡞⳦᰿ඹ⏕ࡋ࡚⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
生育状況
୰㒊ࡢள㧗ᒣᖏ㔪ⴥᶞᯘ࠾࠸࡚⏕⫱ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸
ࡿࡀࠊ⏕⫱ᆅࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᐩኈᒣ࡛ࡣ⌧ᅾᮍ☜ㄆ
࡛࠶ࡿࠋ
減少の主要因と脅威
 ᑿ᰿࡞ࡢ᳃ᯘఆ᥇ࡼࡿኳ↛ᯘࡢῶᑡࡼࡿᐟ
ᶞᮌࡢῶᑡཬࡧ⏕⫱⎔ቃࡢᝏࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦㸧ࠋሙ
ᡤࡼࡗ࡚ࡣࢩ࢝㣗ᐖࢆཷࡅࡓࢥ࣓ࢶ࢞⛶ᶞࡢᯤࢀᮌ
ࡀ࠶ࡾࠊᑗ᮶ⓗᙳ㡪ࢆཷࡅࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸦㸧ࠋ
保護対策
 ⌧ᅾࡢ⏕⫱ᆅࡢ⮬↛⎔ቃࢆ⥔ᣢࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
特記事項
 ᪥ᮏ࡛ࡢ᪂⏘☜ㄆࡣ  ᖺ࡛ࠊᐩኈᒣ࡛㐣ཤ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡓ࠺ࡣ࡛᫂࠶ࡿࠋ
主な文献
ụ⏣Ⰻᖾ㸦㸧᪂∧㝣ࡢࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ᶫᮏ☜ᩥᇽ㸪㔠ἑ㸪SS
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
標本
㟼ᒸᕷ⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒
㸦ụࣨ㇂ࡢࡾᏊ㸧








ショウロ

Rhizopogon roseolus (Corda) Th. Fr. 1909
ࢩࣙ࢘ࣟ⛉ 5KL]RSRJRQDFHDH

［静岡県カテゴリー

情報不足（DD）（要件−①②）］ 㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛



種の解説
እ⏕⳦᰿⳦ࠋᏊᐇయࡣ⛅ࢡ࣐ࣟࢶᯘᆅⓎ⏕ࠋ
༙ᆅୗ⏕ࠊ༸ᙧࡽᡥ⌫ᙧ࡛ᚄ ࠥFPࠊⓑⰍࡽ㯤
〓Ⰽࡢࡕ㉥〓Ⰽ࡞ࡿࠋᡭ࡛ࡇࡍࡿῐ㉥〓ⰍኚⰍ
ࡍࡿࠋ⾲㠃ࡣ⳦⣒᮰そࢃࢀࡿࠋࢢࣞࣂࡣつ๎࡞㏞
㊰≧ᑠ⭍ᐊࢆ࡞ࡋࠊึࡵⓑⰍࡋࡔ࠸㯤ᅵⰍࡽῐ〓
Ⰽ࡞ࡿࠋ≉᭷ࡢⰾ㤶ࡀ࠶ࡿࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣ㛗ᴃᙧࠊ
ῐ〓Ⰽࢆᖏࡧࡿࠋ
分布
༙⌫ศᕸࡍࡿࠋᅜෆ࡛ࡣࠊᮏᕞࠊᕞศᕸࡍ
ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ࠊす㒊ศᕸࡍࡿࠋ
生育環境
ࢡ࣐ࣟࢶ⳦᰿ඹ⏕ࡋࠊᾏᓊࡢࢡ࣐ࣟࢶᯘࡢ◁
㟼ᒸ┴  ᖺ  ᭶  ᪥ ᑠ㎮ᙪ
ᆅ⏕⫱ࡍࡿࠋ
生育状況
┴ෆࡢྛᆅᾏᓊࢡ࣐ࣟࢶᯘࡢ◁ᆅ࡛ࡣࠊࢩࣙ࢘ࣟࡣ
ࡩࡘ࠺⏘ࡋࠊ㣗⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋᯘᗋࡢᯇⴥᥙ
ࡁࡀῶࡾࠊᯇⴥࡀཌࡃሁ✚ࡋࡓ  ᖺ㡭ࡼࡾࠊ࣐ࢶᯤ
ࢀ⿕ᐖࡶᏊᐇయࡢⓎ⏕㔞ࡣ⃭ῶࡋࡓࠋⅣࡢᇙタ
ຠᯝ୍࡛ⓗάࡋࡓࡀࠊᇙタࢆṆࡵࡿⓎ⏕㔞ࡀ
ῶࡗࡓࠋ࡛ࡣ᳃ᯘᩚഛ⟠ᡤ௨እ࡛ࡣ⛥ࡋぢࡽࢀ
࡞࠸ࠋ
減少の主要因と脅威
࣐ࢶᯤࢀࡼࡿᐟᶞᮌࡢࢡ࣐ࣟࢶࡢῶᑡ㸦㸧ࡀ࠶
ࡿࠋຍ࠼࡚⏕άࡢኚ࡞ࡼࡾᯇⴥᥙࡁࡀῶࡗ࡚ᯇ
ⴥࡀሁ✚ࡍࡿࡇࡼࡾᯘᗋࡀᐩᰤ㣴ࡋࠊ㈋ᰤ㣴ᆅ
ࢆዲࡴࢩࣙ࢘ࣟࡀ⏕⫱࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ㸦㸧ࡇࡀせᅉ
ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
保護対策
⌧⏕⫱ᆅ࠾࠸࡚ࠊᯘᗋࡢᯇⴥᥙࡁ࡞ࡢಖ⫱ᩚഛࢆࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᐟᶞᮌࡢῶᑡࢆࡃ࠸Ṇ
ࡵࡿࡓࡵᢠᛶ࣐ࢶࡢ᳜᱂ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ
特記事項
  ≉࡞ࡋࠋ
主な文献
ụ⏣Ⰻᖾ㸦㸧᪂∧㝣ࡢࡁࡢࡇᅗ㚷 ᶫᮏ☜ᩥᇽ 㔠ἑSS
㛵භஓ࣭ᮏ㒓ḟ㞝┘ಟᑠᕝ┾⦅㸦㸧࣐ࣇ࣮࣭ࣝࣝࢩ࣮ࣜࢬぢࡿ࣭᥇ࡿ࣭㣗ࡿࡁࡢࡇ࢝ࣛ
࣮ᅗ㚷㸬ㅮㄯ♫ᮾிSS
㛵භஓ࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ཎⰍ᪥ᮏ᪂⳦㢮ᅗ㚷㸦ϩ㸧㸬ಖ⫱♫㸪㜰㸪SS㸬
㛵භஓ࣭㇂ྜྷ㞝࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ᒣ࣮࢝ࣛྡ㚷ቑ⿵ᨵゞ᪂∧᪥ᮏࡢࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪
ᮾி㸪SS㸬
ఀ⸨ㄔဢ㸦㸧᪥ᮏ⳦㢮ㄅ  㣴㈼ᇽᮾி㸪SS
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪ᮾி㸪SS㸬
బࠎᮌᘅᾏ࣭ᮌୗᙪ࣭ዉⰋ୍⚽㸦㸧ᆅୗ⏕⳦㆑ูᅗ㚷㸬ㄔᩥᇽ᪂ග♫㸪ᮾி㸪SS㸬
బ⸨ு㸦㸧ࢩࣙ࢘ࣟࢆぢࡘࡅࡲࡋࡓ㸬㟼ᒸᮌࡢᏊࡢሗ㸪  
標本
㟼ᒸ┴⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒
㸦⛅ᒣᐩ㞝㸧







ウズタケ

Coltricia montagnei (Fr.) Murrill 1920
ࢱࣂࢥ࢘ࣟࢥࢱࢣ⛉ +\PHQRFKDHWDFHD

［静岡県カテゴリー

情報不足（DD）（要件−①②）］ 㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛



種の解説
እ⏕⳦᰿⳦ࠋᏊᐇయࡣኟᗈⴥᶞᯘෆᆅୖⓎ⏕ࠋ
ཌࡳࡢ࠶ࡿࢥ࣐ᙧ࡛ࠊചࡢ⾲㠃ࡣ㯤〓ⰍࡽⲔ〓Ⰽࠊ
⧄⥔≧ࡽࣅ࣮ࣟࢻ≧࡛ᨺᑕ≧ࡢ⣽࡞➽⎔⣠ࡀ࠶
ࡿࠋᏊᐇᒙᡸࡣྠᚰ≧ࡢࡦࡔ࡛ࠊ୍㒊ࡲࡓࡣ㠃ࡀ
⟶Ꮝ࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋⰍࡣ⅊〓Ⰽࡽ↔ⲔⰍࠋࡣ
୰ᚰ⏕࡛ୗ㒊ྥࡗ࡚⣽ࡃ࡞ࡿࠋ↔ⲔⰍࡽ㯮〓Ⰽ
࡛ࣇ࢙ࣝࢺ≧ࠋ⫗ࡣ㯤〓Ⰽࡽࡉࡧ〓ⰍࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣ
༸ᙧࡽᴃᙧࠊᖹ࡛࠶ࡿࠋ
分布
ᅜእ࡛ࡣ༙⌫㸦୰ᅜࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࠊ࣓ࣜ࢝㸧
ᗈࡃศᕸࡍࡿࠋᅜෆࡶศᕸࡍࡿࡀࠊࡸࡸ⛥࡛࠶ࡿࠋ
┴ෆ࡛ࡣ୰㒊࡛☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
生育環境
┴ෆ࡛ࡣᬮ ᖏᗈⴥᶞᯘෆࡢᒾࡢከ࠸ᩳ㠃ࡸ〄ᆅ
⏕⫱ࡍࡿࠋ
生育状況
⌧ᅾ┴ෆ࡛☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿᏊᐇయࡢⓎ⏕ሙᡤࡣ㝈ᐃ
ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊⓎ⏕ᩘࡶᑡ࡞ࡃヲࡋ࠸ࡇࡣ࡛᫂࠶ࡿࠋ
減少の主要因と脅威
㔛ᒣࡢ㞧ᮌᯘࡢఆ᥇ࡼࡾࠊ⏕⫱ᆅࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ
㸦ࠊ㸧ࠋࡲࡓ⭉᳜ࡢᑡ࡞࠸ࠊ⑭ࡏᆅ⏕⫱ࡍࡿࡇ
ࡽࡢᚤ⏕≀ࡢ➇தᙅ࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊᯘᗋࡢ
ᐩᰤ㣴࡞ࡼࡿ⏕⫱⎔ቃࡢᝏ㸦㸧ࡼࡾࠊᐜ᫆
⤯⁛ࡍࡿ༴㝤ࡀ࠶ࡿࠋ
∾அཎᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᑠ㎮ᙪ
保護対策
⏕⫱ᆅࡢᯘࡢ≧ἣ⎔ቃࢆ⌧≧ࡢࡲࡲ⥔ᣢ࣭ಖࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
特記事項
≉࡞ࡋࠋ
主な文献
㟷ᮌ ᐇ࣭᪥ᮏࡁࡢࡇྠዲྡ㒊ࡳࡕ௦⦅㸦㸧
᪥ᮏࡁࡢࡇᅗ∧➨  ᕳ㸬᪥ᮏࡁࡢࡇྠዲ㸪⚄
ᡞ㸪SS
ụ⏣Ⰻᖾ㸦㸧᪂∧㝣ࡢࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ᶫᮏ☜ᩥ
ᇽ㸪㔠ἑ㸪SS
㛵භஓ࣭㇂ྜྷ㞝࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ᒣ࢝ࣛ
࣮ྡ㚷ቑ⿵ᨵゞ᪂∧᪥ᮏࡢࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪
ᮾி㸪SS㸬
㛵භஓ࣭㇂ྜྷ㞝࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ᒣ࣮࢝ࣛྡ㚷ቑ⿵ᨵゞ᪂∧᪥ᮏࡢࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪
ᮾி㸪SS㸬
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪ᮾி㸪SS㸬
ᇛᕝᅄ㑻㸦㸧⊷ࡢ⭜ࡅ㢮ࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ᆅ⌫♫㸪ᮾி㸪SS㸬
標本
࡞ࡋࠋ
㸦ᑠ㎮ᙪ㸧








ヒメオツネンタケ

Coltriciella pusilla (Imazeki & Kobayashi) Corner 1991
ࢱࣂࢥ࢘ࣟࢥࢱࢣ⛉ +\PHQRFKDHWDFHDH

［静岡県カテゴリー

情報不足（DD）（要件−①②）］ 㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛



種の解説
 Ꮚᐇయࡣኟࠊᯘෆࡢࢥࢣࡢ⏕࠼ࡓᆅୖࠊࢩ⭉ᮙ
ᮌୖⓎ⏕ࠋ㧗ࡉ FP ࠋചࡢᚄࡣ 㹼FPࠊ༙
ᙧࡽࡽᙧࠋ⾲㠃ࡣᬯ〓Ⰽࠊ㩭᫂࡞⎔≧ࡀ࠶ࡾࠊ
ࣅ࣮ࣟࢻ≧ࠋ⦕ࡣⷧࡃᚤ⣽࡞㗬ṑ≧ࠋᏊᐇᒙᡸࡣ⟶Ꮝ
࡛ࠊ㛗ࡉ PP ௨ୗࠋᏍཱྀࡣ㯤〓Ⰽࠊ㹼 ಶPPࠋࡣ
〓Ⰽ࡛⣽ࡃࠊഃ⏕ࡍࡿࠋച⫗ࡣࡁࢃࡵ࡚ⷧࡃࠊᾏ⥥≧
࡛〓ⰍࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣ༸ᙧࡽᴃᙧ࡛ࠊᚤ⣽࡞࠸ࡰ
そࢃࢀࠊῐ㯤〓Ⰽ࡛࠶ࡿࠋ
分布
ᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦ᮾி㒔ࠊ㟼ᒸ┴ࠊி㒔ᗓࠊරᗜ┴࡞
㸧ࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ࠊす㒊ࠊఀ㇋ศᕸ
ࡍࡿࠋ
生育環境
ᓥ⏣ᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᑠ㎮ᙪ
 ┴ෆ࡛ࡣࠊ㔛ᒣࡢᖖ⥳ᗈⴥᶞᯘෆࡢ⭉᳜ࡢᑡ࡞࠸ᆅ
ୖࡸᗈⴥᶞ⭉ᮙᮌୖ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
生育状況
 ⌧ᅾࡢ☜ㄆሙᡤࡣࠊ୰㒊ࠊす㒊ࠊఀ㇋ࡢྛ୍ࣨᡤ࡛ࠊ
ᏊᐇయࡢⓎ⏕㠃✚ࠊⓎ⏕㔞ࡶᑡ࡞࠸ࠋ
減少の主要因と脅威
 ᖖ⥳ᗈⴥᶞᯘෆ࡛ࠊ⏕⫱㐺ࡋࡓ⎔ቃࡀࠊ᳃ᯘఆ᥇
㸦㸧࡞ࡼࡾῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
保護対策
⌧ᅾࡢ⏕⫱⎔ቃᡭࢆຍ࠼࡞࠸ࡼ࠺ࠊ⌧≧ࡢಖᣢࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
特記事項
 ≉࡞ࡋࠋ
主な文献
ᮏ㒓ḟ㞝࣭ୖ⏣ಇ✑㸦㸧᪂∧ᒣࣇ࣮ࣝࢻࣈࢵࢡࢫ ࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪ᮾி㸪SS㸬
 㛵භஓ࣭ᮏ㒓ḟ㞝㸦㸧ཎⰍ᪥ᮏ᪂⳦㢮ᅗ㚷㸦ϩ㸧㸬ಖ⫱♫㸪㜰㸪SS㸬
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪ᮾி㸪SS㸬
標本
ᓥ⏣ᕷ⏘ࠊᕝᕷ⏘ࠊ༡ఀ㇋⏫⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒




㸦ụࣨ㇂ࡢࡾᏊ㸧
  







オオカボチャタケ

Hapalopilus croceus (Pers.) Donk 1933
ࢱ࣐ࢳࣙࣞࢱࢣ⛉ 3RO\SRUDFHDH

［静岡県カテゴリー

情報不足（DD）（要件−①）］ 㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛


種の解説
⭉⏕⳦ࠋᏊᐇయࡣኟࡽ⛅ࠊ࣑ࢬࢼࣛ࡞ࢼࣛ㢮
ࡢ⏕❧ᮌࠊᯤṚᮌୖⓎ⏕ࠋചࡢᚄࡣ 㹼FPࠊᒣ
ᙧࡽࡃࡉࡧᙧࠋ⾲㠃ࡣᶳ㯤Ⰽ࡛ࠊࣅ࣮ࣟࢻ≧ࠋࣝ࢝
ࣜࡼࡾ⃰㉥ⰍኚⰍࡍࡿࠋᏊᐇᒙᡸࡣ⟶Ꮝ࡛⃰ᶳⰍࠊ
Ꮝཱྀࡣᶳ㯤Ⰽࠊ㹼 ಶPPࠋ↓ࠋച⫗ࡣ㩭ᶳⰍ࡛ከỒ
࡞⫗㉁ࡔࡀࠊ⇱ࡍࡿ㯮〓Ⰽࡢࣖࢽ≧࡞ࡿࠋᢸᏊ
⬊Ꮚࡣᗈ༸ᙧࠊᖹ࡛࠶ࡿࠋ
分布
 ᅜእ࡛ࡣ࣮ࣚࣟࢵࣃࠊ୰ᅜࠊ࣓ࣜ࢝ᮾ㒊ࠊᅜෆ
࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ศᕸࡍ
ࡿࠋ
生育環境
 ┴ෆ࡛ࡣ෭ ᖏୖ㒊ࡢ⮬↛ᯘෆ࡛ࠊ࣑ࢬࢼࣛ⏕❧ᮌ
ࡢᖿ㎶ᮦ㒊ࡢയཱྀࡽධࡋ࡚ࠊᮦࢆⓑⰍ⭉ᮙࡋ࡚⏕
⫱ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᯤṚᮌ㸦ࢼࣛ㢮㸧ࡶ⏕⫱ࡍࡿࠋ
生育状況
 ⌧ᅾ☜ㄆ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡢࡣ୍ࣨᡤ࡛࠶ࡿࠋ
減少の主要因と脅威
 ఆ᥇ࡼࡿ⮬↛ᯘෆࡢ࣑ࢬࢼࣛࡢῶᑡࡀ㸦㸧⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ
保護対策
⌧ᅾࡢ⏕⫱⎔ቃᡭࢆຍ࠼࡞࠸ࡼ࠺ࠊ⌧≧ࡢಖᣢࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
特記事項
≉࡞ࡋࠋ
主な文献
ụ⏣Ⰻᖾ㸦㸧᪂∧㝣ࡢࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ᶫᮏ☜ᩥ
ᇽ㸪㔠ἑ㸪SS
㛵භஓ࣭㇂ྜྷ㞝࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ᒣ࢝ࣛ
࣮ྡ㚷ቑ⿵ᨵゞ᪂∧᪥ᮏࡢࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂
♫㸪ᮾி㸪SS㸬
ఀ⸨ㄔဢ㸦㸧᪥ᮏ⳦㢮ㄅ➨ᕳ࣭➨ᅄྕ㸬㣴㈼
ᇽ㸪ᮾி㸪SS
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾ
ᨭ㒊㸪ᮾி㸪SS㸬
ᇛᕝᅄ㑻㸦㸧⊷ࡢ⭜㢮ࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ᆅ⌫♫㸪
ᮾி㸪SS㸬
標本
㟼ᒸᕷ⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒



㟼ᒸᕷ ୖ ᖺ  ᭶  ᪥ࠊୗ ᖺ  ᭶  ᪥
ụࣨ㇂ࡢࡾᏊ


㸦ụࣨ㇂ࡢࡾᏊ㸧








エゾシロアミタケ

Haploporus odorus (Sommerf.) Bondartsev & Singer 1944
ࢱ࣐ࢳࣙࣞࢱࢣ⛉ 3RO\SRUDFHDH

［静岡県カテゴリー

情報不足（DD）（要件−①）］ 㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛


種の解説
⭉⏕⳦ࠋᏊᐇయࡣࠊᐮ෭ᆅࡢࣖࢼࢠ࡞ࡢᗈⴥᶞୖ
Ⓨ⏕ࠋ↓࡛ࠊച⾲㠃ࠊᏊᐇᒙᡸࡶ㢮ⓑⰍࡽῐ〓
ⰍࠋᏊᐇᒙᡸࡣ⟶Ꮝ࡛ࠊᏍཱྀࡣ  ಶPPࠋయᙉ࠸
ࢽࢫ≧ࡢⰾ㤶ࢆࡶࡘࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣ㢮⌫ᙧ࡛࠶ࡿࠋ
分布
ᐮ෭ᆅศᕸࡍࡿࠋᅜෆ࡛ࡣᾏ㐨ࠊᮏᕞࠊ┴ෆ࡛
ࡣ୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
生育環境
┴ෆ࡛ࡣ෭ ᖏୖ㒊࡛ࠊἙᓊᯘࡢࣖࢼࢠ㢮࡞ࡢᗈ
ⴥᶞ⏕⫱ࡋࠊⓑⰍ⭉ᮙࡍࡿࠋ
生育状況
ᏊᐇయࡢⓎ⏕☜ㄆࡣࡈࡃ㝈ࡽࢀࠊ☜ㄆሙᡤࡶ㝈ࡽࢀ
ࡿࠋᐩኈᒣ࡛ࡣ⌧ᅾᮍ☜ㄆ࡛࠶ࡿࠋ
減少の主要因と脅威
㐨㊰ᘓタ㸦㸧࡞క࠺⏕⫱ᆅ࡛࠶ࡿἙᓊᯘෆࡢࣖ
ࢼࢠ㢮ࡢᾘኻࡀ⬣ጾ࡞ࡿࠋ
保護対策
 ⌧ᅾࡢ⏕⫱⎔ቃࡢಖࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
特記事項
≉࡞ࡋࠋ
主な文献
ᮏ㒓ḟ㞝┘ಟ㸦㸧᪂∧ᒣࣇ࣮ࣝࢻࣈࢵࢡ
ࢫ ࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪ᮾி㸪SS㸬 
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ
㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
標本
㟼ᒸᕷ⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒



㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ụࣨ㇂ࡢࡾᏊ


㸦ụࣨ㇂ࡢࡾᏊ㸧








センニンタケ

Albatrellus pes-caprae (Pers.) Pouzar 1966
ࢽࣥࢠࣙ࢘ࢱࢣࣔࢻ࢟⛉ $OEDWUHOODFHDH

［静岡県カテゴリー

情報不足（DD）（要件−①）］ 㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛


種の解説
 እ⏕⳦᰿⳦ࠋᏊᐇయࡣ⛅ࠊ㔪ⴥᶞᯘෆࠊᮾᆅ᪉
࡛ࡣࣈࢼᯘෆࡢ〄ᆅⓎ⏕ࠋചࡣᚄ 㹼FPࠊ༙ᙧ
ࡶࡋࡃࡣ⭈⮚ᙧ࡛ࠊ⾲㠃ࡣᬯ㯤⥳Ⰽࡽ⥳〓Ⰽࠊࡸࡸ
ẟ⩚❧ࡗࡓ㫣∦࡛そࢃࢀࡿࠋᏊᐇᒙᡸࡣ⟶Ꮝ࡛ࠊ
ᆶ⏕ࡋࠊⓑⰍࡽ㯤ᅵⰍࠋᏍཱྀࡣࡸࡸゅࡤࡾࠊ㹼 ಶ
PPࠋࡣ㛗ࡉ 㹼FPࠊኴࡉ 㹼FPࠊഃ⏕ࡽ೫ᚰ
⏕࡛࠶ࡿࠋ⫗ࡣཌࡃࠊⓑ㹼ῐ㯤ⰍࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣᗈ༸ᙧ
ࡽ▷ᴃᙧ࡛࠶ࡿࠋ
分布
 ᅜእ࡛ࡣࢪࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࠊ࣓ࣜ࢝ࠊᅜෆ
࡛ࡣ㏆␥ᆅ᪉௨ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ศᕸࡍ
ࡿࠋ
生育環境
 ┴ෆ࡛ࡣள㧗ᒣᖏࡢ࢘ࣛࢪ࣑ࣟࣔᯘࠊࢥ࣓ࢶ࣭࢞ࢩ
ࣛࣅࢯᯘ࡛⳦᰿ඹ⏕ࡋ࡚ࠊᑿ᰿㏆ࡢཎ⏕ⓗ⮬↛ᯘෆ
ࡢ⭉᳜ࡢᑡ࡞࠸ᯘᗋ⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
生育状況
 ┴ෆ࡛ᏊᐇయࡢⓎ⏕ࡀ⌧ᅾ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ୰
㒊࡛ࠊⓎ⏕ሙᡤࡣ㝈ࡽࢀࠊⓎ⏕㔞ࡶᑡ࡞࠸ࠋ
減少の主要因と脅威
 ⏕⫱㐺ࡋࡓ⮬↛⎔ቃࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᯘ㐨ࡢᣑᙇ
ᕤ࡞㸦㸧࡛ཎ⏕ⓗ⮬↛ᯘࡀఆ᥇ࡉࢀࡿ㸦㸧࡞
ࠊ⎔ቃࡀኚࡍࡿࠊ⏕⫱ᆅࡀᾘኻࡍࡿᡤࡀ࠶ࡿࠋ
保護対策
 ⏕⫱ᆅࡢ⌧≧ࡢ⎔ቃࢆ⥔ᣢࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
特記事項
 ≉࡞ࡋࠋ
主な文献
ụ⏣Ⰻᖾ㸦㸧᪂∧㝣ࡢࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ᶫᮏ☜ᩥ
ᇽ㸪㔠ἑ㸪SS 
㛵භஓ࣭㇂ྜྷ㞝࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ᒣ࣮࢝ࣛ
ྡ㚷ቑ⿵ᨵゞ᪂∧᪥ᮏࡢࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪ᮾ
ி㸪SS㸬 
㛵භஓ࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ཎⰍ᪥ᮏ᪂⳦㢮ᅗ㚷
㸦ϩ㸧㸬ಖ⫱♫㸪㜰㸪SS㸬
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ
㒊㸪⯪ᶫ㸪SS㸬
ᕤ⸨ఙ୍㸦㸧㟷᳃┴⏘ࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ࢡࢭࢫ༑
୍ฟ∧㸪㟷᳃㸪SS
標本
㟼ᒸᕷ⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒  



㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᓊ⃝ᗈᬗ

㸦ᓊ⃝ᗈᬗ㸧









ケショウシロハツ

Lactarius controversus Pers. 1800
࣋ࢽࢱࢣ⛉ 5XVVXODFHDH

［静岡県カテゴリー

情報不足（DD）（要件−①）］ 㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛



種の解説
 እ⏕⳦᰿⳦ࠋᏊᐇయࡣኟࡽ⛅ࠊ࣐ࣖࢼࣛࢩᒓᶞ
ୗⓎ⏕ࠋചࡣ୰ኸࡀᑡࡋ❑ࡴࡲࢇࡌࡹ࠺ᙧࡽࡌࡻ
࠺ࡈᙧ࡞ࡿࠋ⾲㠃ࡣ⢓ᛶࡀ࠶ࡾࠊⓑⰍ࡛ࡁ࡞ῐ㉥
〓Ⰽࡢᩬ⣠ࡀ࡛ࡁࡿࠋ࿘㎶㒊ࡣῐ㉥〓Ⰽࡢ⎔⣠ࢆࡘ
ࡅࡿࠋࡦࡔࡣᆶ⏕ࡋࠊᐦࠋ㢮ⓑⰍࡢࡕ㉥ࡳࢆᖏࡧࡓ⫙
Ⰽ࡞ࡿࠋஙᾮࡣⓑⰍ࡛ᑡ㔞ࠊ㎞ࡀ࠶ࡿࠋࡣኴ▷
ࡃࠊചྠⰍࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣᴃᙧࡽᗈ༸ᙧ࡛⣽࠸⥙
┠ᑡᩘࡢ⣽⢏そࢃࢀࡿࠋ
分布
 ᅜෆࢆྵࡵ࡚༙⌫ ᖏ௨ศᕸࡍࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ
୰㒊ศᕸࡍࡿࠋ
生育環境
 ࣐ࣖࢼࣛࢩᒓᶞ✀⳦᰿ඹ⏕ࡋ࡚⏕⫱ࡍࡿࠋ┴ෆ࡛
㟼ᒸᕷ  ᖺ  ᭶  ᪥ ụࣨ㇂ࡢࡾᏊ 
⏕⫱ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ෭ ᖏ࡛Ἑᓊᯘࢆᙧᡂࡍ
ࡿࢻࣟࣀ࢟ᶞୗ࡛࠶ࡿࠋ
生育状況
 ┴ෆࡢࢻࣟࣀ࢟⏕⫱ᆅࡣ㝈ࡽࢀࡿࡓࡵࠊ☜ㄆᆅࡣᑡ
࡞࠸ࠋᘬࡁ⥆ࡁㄪᰝࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
減少の主要因と脅威
 ఆ᥇㸦㸧࡞ࡼࡿࢻࣟࣀ࢟⩌ⴠࡢᾘ⁛ࡣࠊ⏕⫱ᆅ
ࡢᾘኻࡘ࡞ࡀࡿࠋ
保護対策
 ᐟᶞ✀⩌ⴠࡢ⥔ᣢࠊ⌧ᅾࡢ⏕⫱⎔ቃࡢಖᣢࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࠋ
特記事項
 ≉࡞ࡋࠋ
主な文献
ᮏ㒓ḟ㞝┘ಟ㸦㸧᪂∧ᒣࣇ࣮ࣝࢻࣈࢵࢡࢫ ࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪ᮾி㸪SS㸬
ụ⏣Ⰻᖾ㸦㸧᪂∧㝣ࡢࡁࡢࡇᅗ㚷㸬ᶫᮏ☜ᩥᇽ㸪㔠ἑ㸪SS㸬
㛵භஓ࣭㇂ྜྷ㞝࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ᒣ࣮࢝ࣛྡ㚷ቑ⿵ᨵゞ᪂∧᪥ᮏࡢࡁࡢࡇ㸬ᒣ㇂♫㸪
ᮾி㸪SS㸬
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪ᮾி㸪SS㸬
標本
㟼ᒸᕷ⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒
㸦ụࣨ㇂ࡢࡾᏊ㸧








フチドリクロチチタケ

Lactarius nigroviolascens G. F. Atk. 1918
࣋ࢽࢱࢣ⛉ 5XVVXODFHDH

［静岡県カテゴリー

情報不足（DD）（要件−①）］ 㹙⎔ቃ┬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࡞ࡋ㹛



種の解説
እ⏕⳦᰿⳦ࠋᏊᐇయࡣኟࡽ⛅㞧ᮌᯘᆅୖⓎ⏕ࠋ
ചࡣᚄ 㹼 FPࠊࡲࢇࡌࡹ࠺ᙧࡽᖹࡽ㛤ࡃࡀࠊ୰
ኸࡣ❑ࡳࠊ㗹ᙧࡢ୰ୣࢆࡋࡤࡋࡤṧࡍࠋ⾲㠃ࡣࣅࣟ
࣮ࢻ≧࡛ᬯ〓Ⰽࡽ㯮〓Ⰽࠊᨺᑕ≧ࡢᑠࡌࢃࡀ࠶ࡿࠋ
ࡦࡔࡣࠋⓑⰍࡽஙⓑⰍ࡛ᬯ〓Ⰽ⦕ྲྀࡽࢀࡿࠋங
ᾮࡣⓑⰍࡽᬯ⣸ⰍኚⰍࠋࡣചྠⰍ࡛ࣅ࣮ࣟࢻ
≧ࠋ⫗ࡣⓑⰍ࡛യ⣸ኚࠋᢸᏊ⬊Ꮚࡣ㢮⌫ᙧ࡛ࠊ⢒࠸
่≧✺㉳ࡑࢀࢆ⤖ࡪ⥙┠そࢃࢀࡿࠋ
分布
ᅜእ࡛ࡣ⡿ᮾ㒊ศᕸࡍࡿࠋᅜෆ࡛ࡣᮏᕞ㸦㟼ᒸ
┴ࠊ▼ᕝ┴ࠊᐩᒣ┴ࠊி㒔ᗓࠊ㈡┴㸧࡛☜ㄆࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡣ୰㒊ࠊす㒊࡛☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
生育環境
㔛ᒣࡢ‵ᗘࢆ࠼ࡽࢀࡸࡍ࠸ࢩ࣭࢝ࢩᯘࠊࢥࢼࣛᯘࠊ
ࢥࢼ࣭࣐ࣛ࢝ࢶΰ⏕ᯘෆ࡛ࠊࡇࢀࡽࡢᶞᮌ⳦᰿ඹ
⏕ࡋ࡚⏕⫱ࡍࡿࠋ

生育状況
ᯇᕷ ᖺ  ᭶  ᪥ᑠ㎮ᙪ
⏕⫱ሙᡤࡀᒁᆅⓗ࡛ࠊᏊᐇయࡢⓎ⏕㔞ࡶᑡ࡞࠸ࠋ
減少の主要因と脅威
⏕⫱㐺ᆅࡢ㞧ᮌᯘࡢఆ᥇㸦㸧ࡀせᅉ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ
保護対策
⏕⫱ᆅࡢ㞧ᮌᯘࡢ⮬↛⎔ቃࢆಖࡍࡿࡇࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࠋ
特記事項
≉࡞ࡋࠋ
主な文献
㟷ᮌ ᐇ࣭᪥ᮏࡁࡢࡇྠዲྡ㒊ࡳࡕ௦⦅㸦㸧
᪥ᮏࡁࡢࡇᅗ∧➨  ᕳ ᪥ᮏࡁࡢࡇྠዲ 
⚄ᡞSS
ụ⏣Ⰻᖾ   ᪂∧㝣ࡢࡁࡢࡇᅗ㚷 ᶫᮏ
☜ᩥᇽ 㔠ἑSS
㛵භஓ࣭ᮏ㒓ḟ㞝⦅㸦㸧ཎⰍ᪥ᮏ᪂⳦㢮ᅗ㚷㸦ϩ㸧㸬ಖ⫱♫㸪㜰㸪SS㸬
ᮏ ㅬ㸦㸧᪥ᮏ⏘⳦㢮㞟ぴ㸬᪥ᮏ⳦Ꮫ㛵ᮾᨭ㒊㸪ᮾி㸪SS㸬 
標本
ᓥ⏣ᕷ⏘㸸ࡩࡌࡢࡃᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࣒
㸦ᑠ㎮ᙪ㸧






シロオニタケモドキ

Amanita hongoi Bas 1969
テングタケ科

［静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ

部会注目種）］ ［環境省カテゴリー

なし］

Amanitaceae


種の解説
外生菌根菌。子実体は夏から秋に、広葉樹林内地上に
発生する。傘は 15〜17 cm、半球形から平らに開く。表
面は淡黄褐色から淡褐色で、先の尖った錐状のいぼで
覆われる。ひだは離生し密、白色から淡クリーム色。柄
の基部は塊茎状で、輪状に小さいいぼが付着する。つば
は柄の頂部から垂れ下がり、膜質でクリーム色。肉は白
色。担子胞子は卵状類球形である。シロオニタケに似る
が、全体が帯褐色で、つばが永存性である。
分布
日本固有種で、国内では本州、九州に分布する。県内
では東部、中部、西部、伊豆で確認している。
生育環境
浜松市 2016 年 10 月 10 日 池ヶ谷のり子
県内では暖温帯のスダジイ、コナラ樹下で菌根共生
して生育している。
生育状況
県内の各地域に生育しているが、生育箇所は限られ
る。場所によっては、近年発生が確認できないところも
ある。
減少の主要因と脅威
丘陵地のブナ科樹木の伐採（11）、宅地開発（23）に
よる生育適地の減少がある。また県内生育地では、現在
ナラ枯れが進行しつつあり、影響を受ける可能性がある
（71）。
保護対策
現在の生育地の自然環境の保持が必要である。
特記事項
特になし。
主な文献
細矢 剛・埋橋志穂美・保坂健太郎・工藤伸一（2016）日本産固有菌類目録の作成に向けて生物多様性
データベースを利用した日本固有のきのこリスト作成の試み．日菌報，57: 77±84
本郷次雄 監修（2006）新装版山渓フィールドブックス きのこ．山と渓谷社，東京，384 pp．
池田良幸（2013）新版 北陸のきのこ図鑑．橋本確文堂，金沢，396 pp．
今関六也・本郷次雄 編（1987）原色日本新菌類図鑑（Ⅰ）．保育社，大阪，325 pp．
勝本 謙（2010）日本産菌類集覧．日本菌学会関東支部，東京，1177 pp．
幼菌の会 編（2001）カラー版きのこ図鑑．家の光協会，東京，335 pp．
標本
沼津市産、静岡市産、浜松市産：ふじのくに地球環境史ミュージアム

（池ヶ谷のり子）



カバイロコナテングタケ

Amanita rufoferruginea Hongo 1966
テングタケ科

［静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ

部会注目種）］ ［環境省カテゴリー

Amanitaceae

なし］



種の解説
外生菌根菌。子実体は夏から初秋に、主としてアカマ
ツ・コナラ林内地上に発生。傘は球形から平らに開く。
表面は明るい帯褐橙色で、同色の粉質物に覆われ、周辺
には短い溝線がある。ひだは離生し、白色、密。柄の上
部は細くなり、基部は球根状にふくらむ。表面は傘と同
様の粉物質に覆われ、上部に白色膜質のつばがあるが脱
落しやすい。肉は白色。担子胞子は球形から類球形であ
る。
分布
国外では中国、韓国に、国内では関東以西に分布する。
県内では東部、中部、西部、伊豆で確認している。
生育環境
森町 2016 年 9 月 23 日 幼子実体 河村正幸
里山のコナラ林、アカマツ・コナラ林内で、菌根共生
して生育する。
生育状況
アカマツ・コナラ林に生育するが、確認地は減少し、
子実体の発生量も減少傾向にある。
減少の主要因と脅威
植林化に伴う雑木林の減少（11）、マツ枯れによるア
カマツの減少（71）が主要因と考えられる。最近のナラ
枯れによるコナラの減少（71）の影響の可能性もある。
保護対策
アカマツ・コナラ林を残し、維持管理していく必要が
ある。
特記事項
森町 2018 年 9 月 26 日 河村正幸
特になし。
主な文献
池田良幸（2013）新版 北陸のきのこ図鑑．橋本確文
堂，金沢，396 pp.
今関六也・本郷次雄 編（1987）原色日本新菌類図鑑
（Ⅰ）．保育社，大阪，325 pp．
今関六也・大谷吉雄・本郷次雄 編（2011）山渓カラ
ー名鑑 増補改訂新版 日本のきのこ．山と渓谷社，
東京，648 pp．
勝本 謙（2010）日本産菌類集覧．日本菌学会関東
支部，東京，1177 pp．
武藤治彦（2010）静岡木の子の会の探索会における
採集リスト(2007〜2009)．静岡木の子の会会報，
(8): 9±28
標本
沼津市産、静岡市産、掛川市産、森町産、浜松市産：ふじのくに地球環境史ミュージアム

（河村正幸）




ミヤマムラサキフウセンタケ

Cortinarius hercynicus (Pers.) M. M. Moser 1967
フウセンタケ科

［静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ

部会注目種）］ ［環境省カテゴリー

Cortinariaceae

なし］



種の解説
外生菌根菌。子実体は夏から秋に、亜高山帯針葉樹
林内地上に発生。傘はまんじゅう形からやや中高の平
らに開く。表面は粘性なく暗紫色で細かいささくれた
鱗片に覆われる。ひだは幅広く疎で、青紫色からさび
褐色になる。柄は傘と同色。クモの巣膜がある。肉は
青紫色。担子胞子はアーモンド形でいぼに覆われる。
類似種のムラサキフウセンタケは、ブナ、ミズナラな
どの広葉樹林に発生する。
分布
国外ではヨーロッパ、北米に、国内では北海道、本
州（中部以北）に分布する。県内では東部、中部で確
認している。
小山町 2015 年 9 月 20 日 小倉辰彦
生育環境
県内では亜高山帯のトウヒ属、マツ属、モミ属の天
然林内で菌根共生して生育している。
生育状況
生育に適した亜高山帯針葉樹林は多くはなく、子実
体の発生量も少ない。
減少の主要因と脅威
森林伐採による天然林の減少（11）が考えられる。コ
ケに覆われた林床に子実体が発生しており、登山道以
外の林床の人による踏みつけは生育環境を悪化させる
可能性がある（51）。
保護対策
現在の自然環境を保持する必要がある。
特記事項
種の同定は（財）日本きのこセンター菌蕈研究所の長澤栄史特別研究員にしていただいた。
主な文献
今関六也・本郷次雄 編（1987）原色日本新菌類図鑑（Ⅰ）．保育社，大阪，325 pp．
勝本 謙（2010）日本産菌類集覧．日本菌学会関東支部，東京，1177 pp．
新潟きのこ同好会（2010）新潟県のきのこ．新潟日報事業社，新潟，159 pp．
標本
小山町産、静岡市産：ふじのくに地球環境史ミュージアム

（池ヶ谷のり子）



オニフウセンタケ

Cortinarius nigrosquamosus Hongo 1969
フウセンタケ科

［静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ

部会注目種）］ ［環境省カテゴリー

なし］

Cortinariaceae


種の解説
外生菌根菌。子実体は初夏及び秋に、広葉樹林内地上
に発生。傘はまんじゅう形から平らに開く。表面は黄上
色の地に黒色の多数の鱗片（中央部付近ではささくれ
状または錐状）をそなえる。ひだはニッケイ色でやや
疎。柄は下部がこん棒状にふくらみ、色は傘と同色。上
部につば（クモの巣膜）があり、つばより下は傘同様の
黒色の鱗片をつける。肉は類白色から淡黄土色。担子胞
子は類球形で、いぼに覆われる。
分布
国外ではニューギニア、国内では本州、四国、九州に
分布する。県内では東部、中部、伊豆に分布する。
生育環境
富士宮市 2016 年 6 月 4 日 小倉辰彦
宿主樹種はシイ、カシ、コナラ、ブナなどであるが、
県内では里山のシイ・カシ林、コナラ林で確認してい
る。
生育状況
県内での発生は稀で、発生地は限られる。宿主樹木の
生育する雑木林があっても、必ずしも子実体の発生が
みられるわけではなく、他の生育要因があると考えら
れるが、詳細は不明である。
減少の主要因と脅威
生育環境である里山のブナ科広葉樹林が、スギ、ヒノ
キの植林化（11）及び宅地化（23）して減少している。
保護対策
生育地の林の状況と環境を現状のまま維持・保全す
る必要がある。
特記事項
特になし。
主な文献
青木 実・日本きのこ同好会 名部みち代 編（2008）日本きのこ図版 第 4 巻．日本きのこ同好会 2，
神戸，850 pp.
池田良幸 (2013) 新版 北陸のきのこ図鑑．橋本確文堂，金沢，396 pp.
今関六也・大谷吉雄・本郷次雄 編（2011）山渓カラー名鑑 増補改訂新版 日本のきのこ．山と渓谷社，
東京，648 pp．
今関六也・本郷次雄 編（1987）原色日本新菌類図鑑（Ⅰ）．保育社，大阪，325 pp．
勝本 謙（2010）日本産菌類集覧．日本菌学会関東支部，船橋，1177 pp．
標本
富士宮市産：ふじのくに地球環境史ミュージアム

（小倉辰彦）



ソライロタケ

Entoloma virescens (Berk. & M. A. Curtis) E. Horak 1986
イッポンシメジ科

［静岡県カテゴリー

要注目種（N−Ⅲ

部会注目種）］ ［環境省カテゴリー

なし］

Entolomataceae


種の解説
腐生菌。子実体は夏から秋に、各種林内地上に発生。
全体が鮮やかな空色。傘は径 2〜3.5 cm の円錐形で、
表面は微細な繊維状の鱗片に覆われる。傷ついたり触
ったりすると黄色に変色する。ひだは柄に上生から離
生し、空色から胞子の成熟に伴い肌色を帯びる。柄は
表面に少しねじれたような繊維状の模様が見られる。
担子胞子は四角形である。
分布
国外では東南アジア（？）に分布する。国内では本
州から沖縄にかけて分布し、県内では中部、西部で確
認している。
生育環境
牧之原市 2016 年 9 月 19 日 胸組伸行
熱帯地方を中心に分布する。県内では暖温帯のアカ
マツ、コナラなどの混生林の腐葉土上に生育するが、
他県では竹林やスギ林に子実体が発生した例も報告さ
れている。
生育状況
若い子実体は鮮やかな空色で特徴があるが、県内で
は子実体の発生が稀である。一度に発生する量も少な
いため確認事例が少ない。
減少の主要因と脅威
不明である（99）。
保護対策
現在の生育地の自然環境を維持する必要がある。
特記事項
特になし。
主な文献
今関六也・大谷吉雄・本郷次雄 編（2011）山渓カラー名鑑 増補改訂新版 日本のきのこ．山と渓谷社，
東京，648 pp．
今関六也・本郷次雄 編（1987）原色日本新菌類図鑑（Ⅰ）．保育社，大阪，325 pp．
伊藤誠哉（1959）日本菌類誌 第二巻・第五号．養賢堂，東京，658 pp
勝本 謙（2010）日本産菌類集覧．日本菌学会関東支部，船橋，1177 pp．
武藤治彦（2007）静岡木の子の会探索会で採集されたきのこ²静岡県内²(1990〜2006)．静岡木の子の
会会報，(7): 14±25
標本
  なし。
（小倉辰彦）



カンゾウタケ

Fistulina hepatica (Schaeff.) With. 1792
カンゾウタケ科

［静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ

部会注目種）］ ［環境省カテゴリー

なし］

Fistulinaceae


種の解説
腐生菌。子実体は、5〜6 月または 10 月頃、シイ老木
の生立木の根際に発生することが多い。傘は肝臓から
牛の舌状。表面は赤紅色から暗赤褐色で、微粒を帯び
る。子実層托は独立した円柱状の管の集合体で、長さ 5
〜10 mm、径 0.2 mm ほど。孔口は黄白色から淡紅色。
肉は赤と白の縞模様をあらわし、赤い汁を含んで獣肉
様、酸味がある。担子胞子は卵形である。
分布
全世界に広く分布する。欧米ではナラ類に発生する
ことが多く、冷涼な地域にも分布するが、日本では主
にシイに発生し、暖温帯を中心に分布する。県内では
中部、西部に分布する。
浜松市 2016 年 5 月 25 日 真橋祐次郎
生育環境
照葉樹林内で、主にシイ類の大径木の心材部を褐色
腐朽して生育する。
生育状況
生育環境は限られており、子実体の発生が見られる
のは、樹木の繁茂する神社、寺院、公園などの暗い環境
下に生育するシイ類、コナラの古木（酒井敏明氏私信）
である。それら生立木の樹洞、地際または腐朽木の倒
木、切株に発生する。伊豆で生育確認が取れていないの
は、調査不足の可能性が高い。
減少の主要因と脅威
大きな心材部をもつ大径木のシイ類などが、伐採
（11）されて減少していることが要因となっている。さ
らに最近はカシノナガキクイムシによるナラ類やシイ
・カシ類が大量に枯れるナラ枯れ被害（71）もある。
保護対策
神社、寺院などのシイ類の古木を保護することが必要である。また生立木の心材腐朽菌のため、子実体
の発生年数は長く、腐朽を受けた木は倒木、切株からも子実体が発生する。生育に適した生立木の中に侵
入する機会は限られるため、子実体が発生している倒木の撤去はしないで、胞子の散布をできるだけ長期
間行わせた方がよいと考える。
特記事項
特になし。
主な文献
池田良幸（2013）新版 北陸のきのこ図鑑．橋本確文堂，金沢，396 pp．
今関六也・大谷吉雄・本郷次雄 編（2011）山渓カラー名鑑 増補改訂新版 日本のきのこ．山と渓谷社，
東京，648 pp．
今関六也・本郷次雄 編（1989）原色日本新菌類図鑑（Ⅱ）．保育社，大阪，402 pp．
伊藤誠哉（1955）日本菌類誌 第二巻・第四号．養賢堂，東京，450 pp.
勝本 謙（2010）日本産菌類集覧．日本菌学会関東支部，東京，1177 pp．
城川四郎（1996）猿の腰掛類図鑑．地球社，東京，207 pp．
標本
静岡市産、磐田市産、浜松市産：ふじのくに地球環境史ミュージアム
（真橋祐次郎）



シロコケシジミガサ(仮称）

Arrhenia sp.

［静岡県カテゴリー

部会注目種）］ ［環境省カテゴリー

ヌメリガサ科
要注目種（N-Ⅲ

種の解説
子実体は初夏から夏、斜面の湿ったコケの中に発生
する。傘は径 8 mm 前後、白色の茶椀形で柄はなく、周
辺部は不規則に波打つ。子実層托はややしわひだ状で
ある。担子胞子は楕円形である。
分布
日本。県内では中部に分布する。
生育環境
雪解け後の山地の斜面を流れるせせらぎに発生する
コケの植物体に、子実体がまとわりついて発生してい
るが、コケとの関係は不明である。
生育状況
冷温帯上部の沢に生育するが、調査不足のため詳細
は不明である。
減少の主要因と脅威
道路建設などにより、現生育地が消滅する可能性が
ある（24）。
保護対策
現在の自然環境を維持する必要がある。
特記事項
特になし。
主な文献
本郷次雄 監修（2006）新装版 山渓フィールドブッ
クス 7 きのこ．山と渓谷社，東京，383 pp．
標本
静岡市産：ふじのくに地球環境史ミュージアム



静岡市

Hygrophoraceae

なし］

2014 年 6 月 14 日



小倉辰彦


（小倉辰彦）



ヒメサクラシメジ

Hygrophorus capreolarius Kalchbr. 1875
ヌメリガサ科

［静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ

部会注目種）］ ［環境省カテゴリー

なし］

Hygrophoraceae


種の解説
外生菌根菌。子実体は秋に、主にモミ属の林内に発
生。傘は 2〜5 cm。中高のまんじゅう形から平らに開
く。表面は平滑、しばしば中央部に圧着小鱗片をもち
暗赤褐色。湿時粘性がある。ひだは淡褐色から赤褐色
で、疎。 柄はほぼ傘と同色で、中実。肉は白色から薄
い肉色で苦味はない。担子胞子は楕円形である。
分布
日本を含めて北半球温帯以北に分布する。県内では
中部、東部に分布する。
生育環境
モミ、ウラジロモミなどのモミ属の林で、菌根共生
して生育している。
富士宮市 2014 年 11 月 2 日 小倉辰彦
生育状況
山梨県内の富士川沿いに連続する山系のモミが残
っている場所では、多くの場所で子実体の発生が認め
られ、同山系の稜線に残された県内のモミ林でも発生
している。中部のウラジロモミ林では、近年は発生確
認が減少している。
減少の主要因と脅威
スギ、ヒノキの植林化に伴い、モミ林やモミの大木
が少なくなってきたためか発生量が減少気味である
（11）。
保護対策
ウラジロモミの人工林内では、子実体発生は確認さ
れておらず、菌根共生するモミが生育する現在の環境
を、現状のまま維持・保全する必要がある。
特記事項
特になし。
主な文献
青木 実・日本きのこ同好会 名部みち代 編（2008）日本きのこ図版 第 1 巻. 日本きのこ同好会 2,神
戸, 815 pp.
本郷次雄 監修（2006）新装版 山渓フィールドブックス 7 きのこ．山と渓谷社，東京，383 pp．
池田良幸（2013）新版 北陸のきのこ図鑑．橋本確文堂，金沢，396 pp．
伊藤誠哉（1959）日本菌類誌 第二巻・第五号. 養賢堂, 東京, 658 pp.
今関六也・大谷吉雄・本郷次雄 編（2011）山渓カラー名鑑 増補改訂新版 日本のきのこ．山と渓谷社，
東京，648 pp．
今関六也・本郷次雄 編（1987）原色日本新菌類図鑑（Ⅰ）．保育社，大阪，325 pp．
武藤治彦（2007）静岡木の子の会探索会で採集されたきのこ̶静岡県内̶(1990〜2006)．静岡木の子の会
会報，(7): 14‒25
標本
なし。
（小倉辰彦）



ナメニセムクエタケ

Phaeocollybia christinae (Fr.) R. Heim 1931
ヒメノガステル科

［静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ

部会注目種）］ ［環境省カテゴリー

種の解説
外生菌根菌。子実体は夏に、針葉樹林地上に単生から
群生。傘は径 3 cm 前後、赤茶色で多少粘性があり、中
央部は円錐形に尖る。ひだは黄褐色で密。柄は傘と同色
で細長く、軟骨質で中空、基部が根状に伸び地中に深く
潜る。担子胞子はアーモンド形で微いぼに覆われる。
分布
国外ではヨーロッパ、北アメリカに、国内では北海
道、本州（中部以北）に分布する。県内では中部で確認
している。
生育環境
県内では亜高山帯針葉樹林内で菌根共生している。
子実体の柄は地中にかなり深く潜っており、土と根と
菌糸が一体になった菌糸塊（シロ）は、腐植層の下深く
に広がっていると考えられる。
生育状況
原生的自然林のコメツガやシラビソの樹下に子実体
が発生するが、発生場所は限られる。富士山では現在未
確認である。
減少の主要因と脅威
亜高山帯針葉樹林における森林伐採による原生的自
然林の減少が要因の一つとして考えられる（11）。
保護対策
現在の生育地の自然環境を保全する必要がある。
特記事項
特になし。
主な文献
保坂健太郎（2017）小学館の図鑑・ネオきのこ．小
学館，東京，159 pp.
本郷次雄 監修（2006）新装版 山渓フィールドブッ
クス 7 きのこ．山と渓谷社，東京，383 pp．
伊藤誠哉（1959）日本菌類誌 第二巻・第五号. 養賢
堂, 東京, 658 pp.
勝本 謙（2010）日本産菌類集覧．日本菌学会関東
支部，船橋、1177 pp.
幼菌の会 編（2001）カラー版 きのこ図鑑．家の光
協会，東京，335 pp．
標本
静岡市産：ふじのくに地球環境史ミュージアム

静岡市

Hymenogasteraceae

なし］

2014 年 9 月 13 日



小倉辰彦


（小倉辰彦）



シャカシメジ

Lyophyllum fumosum (Pers.) P. D. Orton 1960
シメジ科

［静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ

部会注目種）］ ［環境省カテゴリー

なし］

Lyophyllaceae


種の解説
外生菌根菌。子実体は秋に、アカマツ・コナラ林な
どに発生。傘は径 1.5〜5 cm、半球形からまんじゅう
形のち平となり、さらにそり返って皿状となる。表面
は暗褐色のち灰色から淡褐色となる。ひだは白色から
淡灰色で、密。柄は長さ 1〜10 cm、白色から淡灰色、
根もとで多数が合着し、塊茎状の根株となる。担子胞
子は球形から類球形である。
分布
国内を含めて北半球温帯に分布する。県内では中
部、西部、伊豆に分布する。
生育環境
里山のアカマツ・コナラ林など、コナラ、クヌギ、
静岡県 2005 年 9 月 18 日 小倉辰彦
マツの混生林で菌根共生して生育する。
生育状況
宿主樹木の生育する里山の雑木林が、スギ、ヒノキ
の植林化などにより減少している。また除伐、間伐な
どの保育管理が不整備で雑木林が荒廃し、発生量が少
なくなっている。
減少の主要因と脅威
生育環境である雑木林が植林化により減少（11）し
保護上の観点から分布位置は非公表
ていることに加えて、生活の変化などにより雑木林の
手入れが行われなくなって荒廃し（53）、生育環境が悪
化している。里山の食用菌で採取圧も高い（42）。
保護対策
雑木林の維持と適正な管理が必要である。採取制限
による保護も必要と考えられる。
特記事項
特になし。
主な文献
池田良幸（2013）新版 北陸のきのこ図鑑．橋本確文堂，金沢，396 pp．
今関六也・本郷次雄 編（1987）原色日本新菌類図鑑（Ⅰ）．保育社，大阪，325 pp．
今関六也・大谷吉雄・本郷次雄 編（2011）山渓カラー名鑑 増補改訂新版 日本のきのこ．山と渓谷社，
東京，648 pp．
伊藤誠哉（1959）日本菌類誌 第二巻・第五号. 養賢堂, 東京, 658 pp.
勝本 謙（2010）日本産菌類集覧．日本菌学会関東支部，東京，1177 pp．
工藤伸一（2017）青森県産きのこ図鑑．アクセス二十一世紀出版，青森，535 pp．
標本
静岡県産：ふじのくに地球環境史ミュージアム

（秋山富雄）



アシナガイグチ

Boletellus elatus Nagas. 1984
イグチ科

［静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ

部会注目種）］ ［環境省カテゴリー

なし］

Boletaceae


種の解説
外生菌根菌。子実体は夏から秋に、林内ブナ科樹下に
発生。傘は半球形からまんじゅう形、表面は栗褐色から
帯紫茶褐色。子実層托は管孔で、柄の周囲で陥没し、黄
色のち緑色を帯びる。柄は長く 9〜23 cm、基部付近で
一方に曲がる。柄の表面は軟毛に覆われ、傘よりやや暗
色、中実。肉は淡黄色、切断面は無変色かやや赤変。担
子胞子は楕円形から円柱形で、縦条に覆われるが、横筋
はない。
分布
国外では北アメリカ（メキシコ）に、国内では本州、
九州に分布する。県内では東部、中部、西部、伊豆に分
布する。
生育環境
県内では、里山の常緑広葉樹林でシイ、カシなどと菌
根共生して生育する。
生育状況
沼津市 2012 年 9 月 22 日 岸澤広晶
県内において、現在各地域での子実体の発生を確認
しているが、発生場所は限定され、発生量も少ない。
減少の主要因と脅威
生育に適した良好な常緑広葉樹林が、森林伐採によ
り減少している（11）。
保護対策
現生育地の自然環境を保全することが必要である。
特記事項
特になし。
主な文献
池田良幸 (2013) 新版 北陸のきのこ図鑑．橋本確
文堂，金沢，396 pp.
今関六也・本郷次雄 編（1987）原色日本新菌類図鑑
（Ⅰ）．保育社，大阪，325 pp．
今関六也・大谷吉雄・本郷次雄 編（2011）山渓カラー名鑑 増補改訂新版 日本のきのこ．山と渓谷社，
東京，648 pp．
勝本 謙（2010）日本産菌類集覧．日本菌学会関東支部，東京，1177 pp．
武藤治彦（2007）静岡木の子の会探索会で採集されたきのこ̶静岡県内̶(1990〜2006)．静岡木の子の会
会報，(7): 14‒25
Nagasawa, E. (1984) Boletellus elatus, a new bolete from Japan. Trans. Mycol. Soc. Japan,
25: 361±366
標本
沼津市産、静岡市産、掛川市産：ふじのくに地球環境史ミュージアム

（岸澤広晶）



オオキノボリイグチ

Boletellus mirabilis (Murrill) Singer 1945
イグチ科

［静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ

部会注目種）］ ［環境省カテゴリー

なし］

Boletaceae


種の解説
外生菌根菌。子実体は夏から秋に、主にコメツガの
腐朽木、切株及びその周辺に発生。傘はまんじゅう形。
表面は乾燥して綿毛状の小さな鱗片で密に覆われ、暗
赤色から暗赤褐色。帯黄色の円形の斑紋がある。管孔
は淡黄色のちオリーブ黄色。孔口も同色で、傷時から
し色に変色。柄は下方にふくらむ。傘よりやや淡色で、
網目模様がある。担子胞子は長楕円形から紡錘形、平
滑である。
分布
国外では台湾、北アメリカに、国内では北海道、本
州中部に分布する。県内では東部、中部に分布する。
生育環境
県内では亜高山帯針葉樹林で、コメツガなどと菌根
共生して生育する。他の微生物との競争を避けるため
に、微生物の少ない褐色腐朽を受け、コケに覆われた
富士宮市 2011 年 9 月 19 日 岸澤広晶
コメツガなどの切株、倒木上に子実体を発生させるこ
とが多い。
生育状況
県内の亜高山帯針葉樹林内に比較的広く分布する
が、子実体の発生は少ない。他の微生物との競争に弱
く、生育場所が限られると考えられる。
減少の主要因と脅威
天然林伐採による宿主樹木の減少、生育環境の悪化
が挙げられる（11）。
保護対策
現在の生育環境を保全する必要がある。生育地林内
の針葉樹の腐朽倒木、切株などの撤去を控える必要が
ある。
特記事項
生育のためには、コメツガなどの宿主樹木が生育していることのほかに、褐色腐朽菌によって腐朽され
コケに覆われた腐朽木があることも必要と考えられる。
主な文献
今関六也・本郷次雄 編（1987）原色日本新菌類図鑑（Ⅰ）．保育社，大阪，325 pp．
今関六也・本郷次雄 監修，小川 眞 編（1987）マイフルール・シリーズ 見る・採る・食べるきのこカ
ラー図鑑．講談社, 東京, 254 pp
今関六也・大谷吉雄・本郷次雄 編（2011）山渓カラー名鑑 増補改訂新版 日本のきのこ．山と渓谷社，
東京，648 pp．
勝本 謙（2010）日本産菌類集覧．日本菌学会関東支部，船橋，1177 pp．
武藤治彦（2007）静岡木の子の会探索会で採集されたきのこ̶静岡県内̶(1990〜2006). 静岡木の子の会
会報，(7): 14‒25
標本
富士宮市産、静岡市産：ふじのくに地球環境史ミュージアム

（池ヶ谷のり子）



ダイダイイグチ

Boletus laetissimus Hongo 1968
イグチ科

［静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ

部会注目種）］ ［環境省カテゴリー

なし］

Boletaceae


種の解説
外生菌根菌。子実体は夏から秋に、ブナ科樹林内地上
に発生。全体が鮮やかな橙色を帯び、傷つくと速やかに
青変する。傘は径 4〜8 cm、まんじゅう形のち平たい丸
山形、表面はやや綿毛状またはほぼ平滑。子実層托は管
孔で、上生し、長さ 2.5〜7 cm。孔口は小さく、管孔よ
り濃色。柄は長さ 5〜7 cm、太さ 13〜17 mm、表面は無
毛平滑、中実。担子胞子は類紡錘形である。
分布
国内では本州（中部以西）に分布する。県内では中
部、西部、伊豆に分布する。
生育環境
暖温帯のコナラ、シイ、カシなどの広葉樹林で菌根
共生して生育する。
生育状況
県内で現在発生が確認されているのは、西部の丘陵
地帯が主である。しかし子実体の発生場所、発生量は、
西部においても近年減少している。
浜松市 2013 年 9 月 21 日 岸澤広晶
減少の主要因と脅威
森林伐採及びスギ・ヒノキの植林化により、外生菌根
を形成する宿主樹木のブナ科の広葉樹林が減少（11）し
て、生育環境が維持されなくなっている。
保護対策
里山のブナ科広葉樹林の保全が必要である。
特記事項
特になし。
主な文献
池田良幸（2013）新版 北陸のきのこ図鑑. 橋本確文
堂，金沢，396 pp．
今関六也・本郷次雄 編（1989）原色日本新菌類図鑑
（Ⅱ）．保育社，大阪，402 pp．
今関六也・大谷吉雄・本郷次雄 編（2011）山渓カラ
ー名鑑 増補改訂新版 日本のきのこ．山と渓谷社，東京，648 pp．
勝本 謙（2010）日本産菌類集覧．日本菌学会関東支部，船橋，1177 pp.
武藤治彦 (2007) 静岡木の子の会探索会で採集されたきのこ̶静岡県内̶(1990〜2006)．静岡木の子の
会会報，(7): 14‒25
武藤治彦（2010）静岡木の子の会の探索会における採集リスト(2007〜2009)．静岡木の子の会会報，(8):
9‒28
武藤治彦（2013）静岡木の子の会探索会における採集リスト(2010〜2012). 静岡木の子の会会報, (9):
10‒30
標本
磐田市産、浜松市産、湖西市産：ふじのくに地球環境史ミュージアム

（岸澤広晶）



ナガエノウラベニイグチ

Boletus quercinus Hongo 1967
イグチ科

［静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ

部会注目種）］ ［環境省カテゴリー

なし］

Boletaceae


種の解説
外生菌根菌。子実体は夏から秋に、ブナ科樹種下に発
生。傘は開くと平たいまんじゅう形となる。表面はオリ
ーブ色から淡帯褐灰色。子実層托は管孔で、淡黄色のち
オリーブ色を帯びる。孔口は赤色。ともに傷時緑青色に
変色する。柄は基部でふくらみ、こん棒状。淡いピンク
色のち下部は灰オリーブ色となる。頂部に紅色の細か
い網目模様がある。肉はほぼ白色で傷時わずかに青変。
担子胞子は紡錘形である。
分布
日本固有種で、本州、九州に分布する。県内では東部、
中部、西部、伊豆に分布する。
生育環境
伊豆の国市 2015 年 9 月 4 日 小倉辰彦
県内では、里山のシイ・カシ林、コナラ林、アカマツ
・コナラ林で、これらのブナ科樹種と菌根共生して生
育する。
生育状況
県内各地域で子実体の発生が認められるが、各地域
内の発生場所は限られ、発生量も少ない。
減少の主要因と脅威
里山でスギ、ヒノキ植林化などのために雑木林が伐
採される（11）ことによる宿主樹木の減少及び生育環
境の悪化が主要因と考えられる。
保護対策
里山のまとまった広葉樹林を残し、維持管理してい
く必要がある。
特記事項
特になし。
主な文献
細矢 剛・埋橋志穂美・保坂健太郎・工藤伸一（2016）日本産固有菌類目録の作成に向けて 生物多様
性データベースを利用した日本固有のきのこリスト作成の試み．日菌報，(57): 77±84
池田良幸（2013）新版 北陸のきのこ図鑑．橋本確文堂，金沢，396 pp．
今関六也・本郷次雄 編（1989）原色日本新菌類図鑑（Ⅱ）．保育社，大阪，402 pp．
勝本 謙（2010）日本産菌類集覧．日本菌学会関東支部，船橋，1177 pp．
幼菌の会 編（2001）カラー版きのこ図鑑．家の光協会，335 pp．
標本
御殿場市産、藤枝市産、島田市産、浜松市産、伊豆の国市産：ふじのくに地球環境史ミュージアム
（小倉辰彦）



キンチャヤマイグチ

Leccinum versipelle (Fr.) Snell 1944
イグチ科

［静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ

部会注目種）］ ［環境省カテゴリー

Boletaceae

なし］



種の解説
外生菌根菌。子実体は夏から秋に、カバノキ属林内
の地上に散生。傘はまんじゅう形のち平たい丸山形、
径 4〜20 cm、縁部は膜状となり管孔部から突出、表面
は帯褐橙黄色。子実層托は管孔状で汚白色から帯灰色。
柄は下方に向かって太くなり、長さ 5〜20 cm、表面に
はほぼ黒色の細鱗片が多数ある。肉は白色、切断する
と淡ワイン色のち黒色となる。胞子紋は褐色。担子胞
子は長紡錘形である。
分布
北半球の中北部に分布する。国内では本州中部以北
に、県内では東部、中部に分布する。
生育環境
静岡市 2016 年 9 月 18 日 岸澤広晶
県内では亜高山帯のダケカンバ樹下で菌根共生し
て生育している。
生育状況
中部の本菌の生育に適したダケカンバ林の林床では
子実体の発生を確認できるが、そのような良好なダケ
カンバ林は多くはない。富士山では限られる。
減少の主要因と脅威
現在、同じくダケカンバ林に生育するヤマイグチは
富士山でふつうに発生するが、本種の発生確認はごく
少なく、宿主の有無だけでなく、生育に適した良好な
林が減少傾向にあると考えられる。引き続き調査が必
要である（99）。
保護対策
現生育地の自然環境を保持する必要がある。
特記事項
特になし。
主な文献
池田良幸 (2013) 新版 北陸のきのこ図鑑. 橋本確文堂, 金沢, 396 pp.
今関六也・本郷次雄 編（1989）原色日本新菌類図鑑（Ⅱ）．保育社，大阪，402 pp．
今関六也・大谷吉雄・本郷次雄 編（2011）山渓カラー名鑑 増補改訂新版 日本のきのこ．山と渓谷
社，東京，648 pp．
勝本 謙（2010）日本産菌類集覧．日本菌学会関東支部，船橋，1177 pp．
標本
静岡市産：ふじのくに地球環境史ミュージアム

（岸澤広晶）



アオゾメクロツブタケ

Rossbeevera eucyanea Orihara 2012

（＝イロガワリクロツブタケ）
［静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ

イグチ科
部会注目種）］ ［環境省カテゴリー

種の解説
外生菌根菌。子実体は春から秋に、スダジイ樹下半
地中に発生する。子実体は類球形で径 3 cm 以下。外
皮はフェルト状で白色。グレバは迷路状に孔のあいた
小腔室がある。茶褐色で、切断時速やかに青変する。
無性基部があり、柄の名残がある。担子胞子は楕円形
で、表面縦方向に 4 本の肋があり、茶褐色である。
Chamonixia mucosa（=Rossbeevera mucosa）とされて
いたが、現在では別種と考えられている。
分布
国内では本州（静岡県、三重県、広島県）、九州（大
分県、宮崎県、鹿児島県）に分布する。県内では西部
で確認した。
生育環境
県内では暖温帯広葉樹林内のスダジイ樹下の切通
しで、子実体の発生を確認した。温暖な気候下、比較
的湿度がえられる里山の痩せた土で、スダジイと菌根
共生して生育していると考えられる。
生育状況
県内の生育確認場所は現在一ヶ所で、子実体の発生
も少ない。
減少の主要因と脅威
遷移の進行・植生の変化（54）による生育適地の減
少が考えられるが、調査不足である。
保護対策
現在の生育地の自然環境を保持する必要がある。
特記事項
特になし。
主な文献
保坂健太郎（2017）小学館の図鑑・ネオきのこ. 小
学館, 東京, 159 pp.
佐々木廣海・木下晃彦・奈良一秀（2016）地下生菌
識別図鑑．誠文堂新光社，東京，143 pp．
標本
湖西市産：ふじのくに地球環境史ミュージアム

湖西市

Boletaceae

なし］

2013 年 7 月 6 日



池ヶ谷のり子






（池ヶ谷のり子）



ミカワクロアミアシイグチ

Tylopilus sp.
イグチ科

［静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ

部会注目種）］ ［環境省カテゴリー

種の解説
外生菌根菌。子実体は初夏から夏に、常緑広葉樹林
内の地上に発生。傘は中型から大型で、表面は暗紫褐
色から帯紫黒色、フェルト状で、乾燥すると細かくひ
び割れる。子実層托は管孔で、柄に直生し、淡灰白色
から淡小豆色となる。柄は上下同大または下方にふく
らむ。管孔と同色で、明瞭な黒い二重の網目模様をも
つ。肉は灰白色で、切断面は赤色から紫色を経て黒色
に変色する。猛毒成分を含む。担子胞子は類紡錘形で
ある。
分布
国外の分布は不明で、国内では本州（愛知県、静岡
県）で確認されている。県内では西部に分布する。
生育環境
県内では蛇紋岩土壌付近のスダジイ・アラカシ・コ
ナラ林内で菌根共生して生育する。
生育状況
愛知県での生育地は限られ、子実体の発生も減少し
ている。県内での発生確認は一ヶ所だけで、発生量は
少ない。
減少の主要因と脅威
生育適地における宿主樹木伐採が考えられる（11）。
保護対策
まとまった低山の広葉樹林を残し、維持・管理して、
生育地の自然環境を保持していく必要がある。
特記事項
特になし。
主な文献
保坂健太郎（2017）小学館の図鑑・ネオきのこ. 小
学館, 東京, 159 pp. 
長沢栄史 監修（2003）日本の毒きのこ．学習研究
社，東京，280 pp．
中條長昭・菊山功嗣（2010）愛知県に於ける高等菌
類の絶滅種と危惧種の調査．名古屋産業大学・名
古屋経営短期大学環境経営研究所年報，9: 70‒82
標本
浜松市産：ふじのくに地球環境史ミュージアム





浜松市

Boletaceae

なし］

2016 年 10 月 10 日



池ヶ谷のり子

断面写真


（池ヶ谷のり子）



アナアキアカダマタケ

Melanogaster sp.
ヒダハタケ科

［静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ

部会注目種）］ ［環境省カテゴリー

Paxillaceae

なし］



種の解説
外生菌根菌。子実体は春から秋に、広葉樹林内地中
に発生。塊状、多くは球形で径 2〜7 cm。表面は赤褐
色で弾力があり、多くの凹みがある。内部は胞子がつ
まった類球形の多数の小腔黄室があり、黒色。外部に
続く直径 1 mm 程度の穴がある。担子胞子は広卵形か
ら紡錘形、褐色である。M. intermedius とされていた
が、現在では別種だと考えられている。アカダマタケ
（M. utriculatus）は、内部から外部への穴は開いて
いない。
分布
国外の分布は不明で、国内では本州（静岡県、兵庫
県、岡山県）、九州（大分県）で確認されている。県
浜松市 2013 年 7 月 13 日 小倉辰彦
内では西部に分布する。
生育環境
県内では、里山のブナ科樹種（コナラ、シイ、アラカシなど）と菌根共生して生育している。
生育状況
現在、確認場所は一ヶ所である。本県における地下
生菌の調査は未着手状態にあり、詳細は不明な部分が
多い。
減少の主要因と脅威
里山の雑木林のスギ、ヒノキ植林化（11）、宅地化
（23）により生育適地は減少している。
保護対策
生育地の林の自然環境を現状のまま維持・保全する
必要がある。里山のまとまった広葉樹林を残し、維持・
管理していく必要がある。
特記事項
特になし。
主な文献
佐々木廣海・木下晃彦・奈良一秀（2016）地下生菌識別図鑑．誠文堂新光社，東京，280 pp．
標本
浜松市産：ふじのくに地球環境史ミュージアム

（小倉辰彦）



ゴムショウロ

Rhizopogon sp.
ショウロ科

［静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ

部会注目種）］ ［環境省カテゴリー

種の解説
外生菌根菌。子実体は夏から秋に、マツ属樹下に発
生。子実体は直径 5 cm 以下の類球形。白色で弾力があ
る。外皮は平滑で、表面の菌糸束が圧着するが、目立
たない。グレバは迷路状に孔のあいた小腔室があり、
淡褐色。担子胞子は楕円形で透明である。ショウロに
似るが、本種の子実体は触ると徐々に褐変し、乾燥す
ると黒くなる。また軟骨質で和名のように弾力がある。
分布
国内では本州（静岡県、三重県、兵庫県）、九州（大
分県、鹿児島県）、沖縄県で確認されている。県内では
伊豆に分布する。
生育環境
県内では、暖温帯の落ち葉の堆積の少ないアカマツ
樹下で菌根共生して生育している。
生育状況
子実体の発生確認場所が限られているが、現在のと
ころ子実体の発生は続いている。
減少の主要因と脅威
マツ枯れによる宿主樹木の減少（71）、落ち葉の堆積
による林床の富栄養化の可能性がある（53）。
保護対策
現在の生育地の自然環境を維持、管理していくこと
が必要である。
特記事項
引き続き調査の必要がある。
主な文献
佐々木廣海・木下晃彦・奈良一秀（2016）地下生菌識
別図鑑．誠文堂新光社，東京，280 pp．
標本
伊豆の国市産：ふじのくに地球環境史ミュージアム

Rhizopogonaceae

なし］

伊豆の国市



2015 年 6 月 6 日

小倉辰彦

（池ヶ谷のり子）



シロアンズタケ

Gloeocantharellus pallidus (Yasuda) Giachini 2011
ラッパタケ科

［静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ

部会注目種）］ ［環境省カテゴリー

なし］

Gomphaceae


種の解説
外生菌根菌。子実体は夏から秋に、林内地上に群生。
子実体は高さ 10 cm 内外。不規則なじょうご形で、全
体が白〜クリーム色。子実層托は低いしわひだで、白色
から胞子の成熟に伴ってクリーム色になる。柄は偏心
生から側生、内部は充実する。担子胞子は紡錘形から円
柱形で、表面を細いぼが縦方向に覆う。
分布
日本固有種で、北海道、本州、四国に分布する。県内
では東部、西部、伊豆で確認している。
生育環境
県内では、暖温帯のシイ・カシ林、アカマツ・コナラ
林から冷温帯のブナ林にかけて生育している。落葉の
浜松市 2016 年 10 月 10 日 池ヶ谷のり子
堆積の少ない痩せ地のブナ科広葉樹林に生育している
と考えられる。
生育状況
全体が白色のアンズタケ形で確認しやすいが、過去
の確認記録がなく、確認場所は限られる。生育適地で
は、フェアリーリングを描いて子実体の発生が見られ
る。
減少の主要因と脅威
植林化による雑木林の伐採（11）、遷移の進行・植生
変化の影響（54）により、生育環境が悪化したと考えら
れる。
保護対策
現在の生育地の雑木林を残し、自然環境の保全をす
る必要がある。
特記事項
特になし。
主な文献
細矢 剛・埋橋志穂美・保坂健太郎・工藤伸一（2016）日本産固有菌類目録の作成に向けて生物多様性
データベースを利用した日本固有のきのこリスト作成の試み．日菌報，(57): 77‒84
池田良幸（2013）新版 北陸のきのこ図鑑．橋本確文堂，金沢，396 pp.
今関六也・大谷吉雄・本郷次雄 編（2011）山渓カラー名鑑 増補改訂新版 日本のきのこ．山と渓谷社，
東京，648 pp．
今関六也・本郷次雄 編（1989）原色日本新菌類図鑑（Ⅱ）．保育社，東京，402 pp．
伊藤誠哉（1954）日本菌類誌 第二巻・第四号．養賢堂，東京，450 pp.
勝本 謙（2010）日本産菌類集覧．日本菌学会関東支部，東京，1177 pp．
標本
伊豆の国市産、富士宮市産、浜松市産：ふじのくに地球環境史ミュージアム

（池ヶ谷のり子）



オニウスタケ

Turbinellus kauffmanii (A. H. Sm.) Giachini 2011
ラッパタケ科

［静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ

部会注目種）］ ［環境省カテゴリー

Gomphaceae

なし］



種の解説
外生菌根菌。子実体は夏から秋に、モミ属などの針
葉樹林及びその混生林内地上に発生。傘は径 4〜35 cm。
中実の円柱形から、のち柄の根もとまで窪んで中空の
ラッパ形となる。表面は淡肌色の地に、黄褐色の大型
のそり返った鱗片をもつ。子実層托は不規則な放射状
から網目状のしわで、柄に長く垂生する。黄白色から
きつね色で、傷時赤紫色に変色することがある。柄の
根もとは白色。担子胞子はやや細長い楕円形である。
分布
国外では北アメリカ西部に、国内では北海道及び本
州の山岳地帯に分布する。県内では東部、中部、西部
に分布する。
静岡市 2014 年 8 月 18 日 小倉辰彦
生育環境
県内では冷温帯上部から亜高山帯で、モミ属などの
樹木と菌根共生して生育している。
生育状況
暖温帯から亜高山帯のモミ属の林に生育するウスタ
ケや、冷温帯から亜高山帯でモミ属、ツガ属の林に生
育するフジウスタケに比較して、子実体の発生量、発
生場所ともに少なく限られる。
減少の主要因と脅威
比較的湿度をえやすい河岸のモミ属の林の森林伐採
による、宿主樹種の減少及び生育環境の悪化が考えら
れる（11）。
保護対策
現在の生育地の自然環境を保持する必要がある。
特記事項
特になし。
主な文献
本郷次雄 監修（2006）新装版山渓フィールドブックス 7 きのこ．山と渓谷社，東京，384 pp．
勝本 謙（2010）日本産菌類集覧．日本菌学会関東支部，船橋，1177 pp．
幼菌の会 編（2001）カラー版きのこ図鑑．家の光協会，東京，335 pp．
標本
富士宮市産、小山町産、静岡市産：ふじのくに地球環境史ミュージアム

（池ヶ谷のり子）



アカイカタケ

Aseroe rubra Labill. 1800
スッポンタケ科

［静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ

部会注目種）］ ［環境省カテゴリー

なし］

Phallaceae


種の解説
腐生菌。子実体は夏と秋に、林内や竹林内の肥沃な地
上に発生。幼子実体は球形から卵形で、白色から淡褐
色、径 2 cm ほど。成熟すると赤紅色の腕を 14〜23 本
直立させて柄を伸ばし、高さ 5〜10 cm となる。腕は放
射状水平に広がる。グレバは柄の上部の皿上部に生じ
て、黒褐色、粘液化して悪臭がある。担子胞子は長楕円
形、無色である。
分布
亜熱帯から熱帯に主に分布する。国外ではアフリカ、
東アジア、オーストラリア、ニュージーランド、北アメ
リカ南部、南アメリカに、国内では本州（東海地方以
西）、四国、九州に分布する。県内では中部、西部、伊
牧之原市 2016 年 6 月 27 日 小倉辰彦
豆で確認している。
生育環境
県内では暖温帯広葉樹林や竹林内の多湿で、落葉な
どの堆積の多い林床で植物遺体を分解して生育してい
る。
生育状況
伊豆、中部、西部の数ヶ所で、子実体の発生が確認さ
れている。子実体は展開後早くに崩れ、確認回数は多
くない。
減少の主要因と脅威
温暖な丘陵地の多湿な広葉樹林内という生育環境
が、森林伐採（11）、宅地開発（23）などにより減少し
ている。
保護対策
生育地の生育環境に手を加えないよう、現状の保持
が必要である。
特記事項
特になし。
主な文献
今関六也・本郷次雄 編（1989）原色日本新菌類図鑑（Ⅱ）．保育社，大阪，402 pp．
今関六也・大谷吉雄・本郷次雄 編（2011）山渓カラー名鑑 増補改訂新版 日本のきのこ．山と渓谷社，
東京，648 pp．
伊藤誠哉（1959）日本菌類誌 第 2 巻・第 5 号. 養賢堂, 東京, 658 pp.
勝本 謙（2010）日本産菌類集覧．日本菌学会関東支部，船橋，1177 pp．
武藤治彦（2007）静岡木の子の会探索会で採集されたきのこ̶静岡県内̶
（1990〜2006）．静岡木の子の
会会報，(7): 14‒25
標本
静岡市産：ふじのくに地球環境史ミュージアム

（池ヶ谷のり子）






ムカシオオミダレタケ

Elmerina holophaea (Pat.) Parmasto 1984
キクラゲ目所属科未確定

［静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ

部会注目種）］ ［環境省カテゴリー

なし］



種の解説
腐生菌。子実体は夏から秋に、ブナなどの腐朽木上
に発生。サルノコシカケ型。側着生で無柄。傘の表面は
羽毛状に分枝した毛に覆われる。子実層托は放射状か
ら迷路状のひだになっている。ややゼラチン質の肉質
をもつが、乾燥時は著しく収縮してかたくなる。担子
胞子は卵形、平滑。子実体の形は多孔菌に類似するが、
キクラゲ目に属する。
分布
日本各地のブナ林に分布する。県内では東部、中部、
西部に分布する。
生育環境
冷温帯で、比較的湿度がえられる腐朽したブナなど
浜松市 2014 年 7 月 21 日 池ヶ谷のり子
の倒木、立枯木に生育する。
生育状況
県内のブナ林は伐採などで減少傾向にあり、林内に
ブナなどの大木の倒木、立枯木は少ない。生育に適した
腐朽木の減少により、子実体の発生は減少している。
減少の主要因と脅威
森林伐採によるブナ林の減少（11）及び林内のブナ倒
木の撤去（71）が挙げられる。
保護対策
現在の生育環境を保全するとともに、林内のブナ倒
木を撤去しないことが必要である。
特記事項
特になし。
主な文献
池田良幸（2013）新版 北陸のきのこ図鑑．橋本確文
堂，金沢，396 pp.
今関六也・大谷吉雄・本郷次雄 編（2011）山渓カラー名鑑 増補改訂新版 日本のきのこ．山と渓谷社，
東京，648 pp．
今関六也・本郷次雄 編（1989）原色日本新菌類図鑑（Ⅱ）．保育社，大阪，402 pp．
勝本 謙（2010）日本産菌類集覧．日本菌学会関東支部，東京，1177 pp．
工藤伸一（2017）青森県産きのこ図鑑．アクセス二十一世紀出版，青森，535 pp．
武藤治彦（2007）静岡木の子の会探索会で採集されたきのこ̶静岡県内̶(1990〜2006)．静岡木の子の会
会報，(7): 14‒25
標本
富士宮市産、浜松市産：ふじのくに地球環境史ミュージアム

（池ヶ谷のり子）



ヤケコゲタケ

Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst. 1879
タバコウロコタケ科

［静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ

部会注目種）］ ［環境省カテゴリー

種の解説
腐生菌。子実体は主にミズナラ類の生立木に発生。
1 年生。傘は半円形。無柄で幹に側着。断面は毛被層、
肉層、管孔層からなる。初め毛被層は 10 mm 以上の厚
みがあるが、しだいに脱落する。生育時肉層はさび褐
色から赤褐色、柔軟で多量の水分を含むが、老化し乾
くと焼け焦げたように黒く軽く脆くなる。管孔も肉と
同色の変化。孔口は 2〜3 個/mm。傷時褐変。担子胞子
は楕円形から広楕円形、黒褐色である。
分布
国内を含めて北半球冷温帯以北に分布する。県内で
は中部に分布する。
生育環境
県内では冷温帯で、ミズナラ大木の生立木樹幹に子
実体を発生させていた。幹の傷などから侵入して生立
木の辺材部を白色腐朽する。
生育状況
県内での確認は稀である。ミズナラの樹幹に発生し
たものが確認されたが、生立木の上部の枝などに子実
体を発生させることもあり、この場合確認しにくい。
子実体は 1 年生で、乾燥して炭化したように黒くなっ
た子実体が林床に落下していることがある。
減少の主要因と脅威
森林伐採（11）によるブナ・ミズナラ林の減少、特
に生育に適するミズナラの大木の減少が主要因と考え
られる。
保護対策
ブナ・ミズナラ林の保全が必要である。
特記事項
特になし。
主な文献
今関六也・本郷次雄 編（1989）原色日本新菌類図鑑
（Ⅱ）．保育社，大阪，402 pp．
今関六也・大谷吉雄・本郷次雄 編（2011）山渓カラ
ー名鑑 増補改訂新版 日本のきのこ．山と渓谷
社，東京，648 pp．
伊藤誠哉（1955）日本菌類誌 第 2 巻・第 4 号. 養賢
堂, 東京, 450 pp.
勝本 謙（2010）日本産菌類集覧．日本菌学会関東支
部，東京，1177 pp．
城川四郎（2017）検証キノコ新図鑑．筑波書房，東
京，250 pp．
標本
静岡市産：ふじのくに地球環境史ミュージアム

Hymenochaetaceae

なし］



静岡市 2016 年 9 月 11 日 小倉辰彦
（下:生育初期の傘表面）

（小倉辰彦）



カバノアナタケ

Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilat 1942
タバコウロコタケ科

［静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ

部会注目種）］ ［環境省カテゴリー

Hymenochaetaceae

準絶滅危惧（NT）］



種の解説
腐生菌。カバノキ属の生立木の幹上に菌核を形成す
る。菌核は径 10〜20 cm、表面は黒色で石炭状。内部
は黄褐色で木質。子実体は背着性で、樹皮下に広がる。
子実層托は管孔で、孔口は茶褐色、微細。担子胞子は
短楕円形。子実体の発生は稀である。
分布
日本を含めて北半球に分布する。県内では東部、中
部、西部に分布する。
生育環境
県内では、亜高山帯のダケカンバ生立木の幹を白色
腐朽して、菌核を形成している。
生育状況
静岡市 2016 年 8 月 21 日 池ヶ谷のり子
富士山のダケカンバ林では、比較的ふつうに菌核の
発生があった（植松元春氏私信）が、近年は減少して
いる。
減少の主要因と脅威
近年菌核が民間薬として採取されている（42）。亜
高山帯まで入りやすい富士山では採取されやすい。菌
核は、菌糸が密集して塊状となり、一時休眠状態にな
った耐久器官であるため、菌核の採取圧が高くなると
減少の主要因となる可能性が高い。
保護対策
菌核の採取制限が必要である。
特記事項
特になし。
主な文献
今関六也・大谷吉雄・本郷次雄 編（2011）山渓カラー名鑑 増補改訂新版 日本のきのこ．山と渓谷社，
東京，648 pp．
伊藤誠哉（1955）日本菌類誌 第 2 巻・第 4 号. 養賢堂, 東京, 450 pp.
勝本 謙（2010）日本産菌類集覧．日本菌学会関東支部，東京，1177 pp．
工藤伸一（2017）青森県産きのこ図鑑．アクセス二十一出版，青森，535 pp.
標本
静岡県産：ふじのくに地球環境史ミュージアム

（池ヶ谷のり子）



エブリコ

Fomitopsis officinalis (Vill.) Bondartsev & Singar 1941
ツガサルノコシカケ科

［静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ

部会注目種）］ ［環境省カテゴリー

Fomitopsidaceae

なし］



 種の解説
腐生菌。子実体は、カラマツなどの老木の幹に発生。
蹄形または鐘形。無柄。多年生の木質で堅く、傘の上
面は汚灰褐色で成長とともに不規則なひび割れがで
き、やや不明瞭な環紋を表すことが多い。子実層托は
細かい管孔で、多層。クリーム色のち褐色を帯びる。
孔口は 3〜4 個/mm。肉は白色から黄白色、もろくカッ
テージチーズ様で苦味がある。担子胞子は楕円形であ
る。
分布
国外ではサハリン、千島列島、シベリア、中国東北
部、北ヨーロッパ、 北アメリカなど北半球冷温帯以北
に広く分布し、国内では北海道、本州の亜高山帯に分
富士宮市 2013 年 9 月 27 日 小倉辰彦
布する。県内では東部で確認している。
生育環境
寒冷な環境を好む北方系の種類で、県内では富士山
の標高 2,400m 付近の亜高山帯で、天然林の特にカラマ
ツ、またはトウヒ類などの老木の心材部を褐色腐朽し
て、生立木及び枯死木から子実体を発生させる。
生育状況
全国的に稀な種である。亜高山帯上部の天然林のカ
ラマツ老木などという生育環境は県内でも限られる。
減少の主要因と脅威
現在の生育地の環境は安定しているが、天然林のカラ
マツなどの巨樹は森林伐採で減少しており（11）、生育
場所は多くない。
保護対策
現在の生育環境を保全することが必要である。
特記事項
エブリコはアイヌ語で「薬用」の意味で、下剤や制汗薬として用いられたが、有毒という。
主な文献
今関六也・本郷次雄 編（1989）原色日本新菌類図鑑（Ⅱ）．保育社，大阪，402 pp．
伊藤誠哉（1955）日本菌類誌 第 2 巻・第 4 号．養賢堂，東京，450 pp.
勝本 謙（2010）日本産菌類集覧．日本菌学会関東支部，船橋，1177 pp．
長澤栄史 監修（2003）日本の毒きのこ．学習研究社，東京，280 pp．
城川四郎（2017）検証キノコ新図鑑．筑波書房，東京，250 pp．
標本
富士宮市産：ふじのくに地球環境史ミュージアム

（小倉辰彦）



ツガマイタケ

Osteina obducta (Berk.) Donk 1966
ツガサルノコシカケ科

［静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ

部会注目種）］［環境省カテゴリー

Fomitopsidaceae

情報不足（DD）］



種の解説
腐生菌。子実体は夏に、コメツガ、カラマツなどの
針葉樹の生立木の地際、枯死木上に発生。共通の基部
からへら形の傘を数枚張り出す。傘表面は黄白色で平
滑。子実層托は管孔で、白色。孔口は 3〜4 個/mm。柄
は側生。傘肉は白色で多湿柔軟だが、乾燥すると硬く
なる。担子胞子は楕円形である。
分布
国内では中部地方の山岳地帯に、県内では東部、中
部に分布する。
生育環境
県内では亜高山帯で、コメツガ、カラマツの主に生
立木の地際で子実体の発生を確認している。針葉樹を
小山町 2012 年 8 月 5 日 岸澤広晶
褐色腐朽して生育する。
生育状況
天然林で生育が確認されており、富士山では多くは
ないが、広く分布している。
減少の主要因と脅威
森林伐採による亜高山帯の天然林の減少が考えられ
る（11）。
保護対策
生育地の自然環境を保持する必要がある。
特記事項
特になし。
主な文献
Aoshima K. & H. Furukawa (1963) A note on
Grifola obducta (Berk.) Aoshima et Furukawa,
comb. nov. Trans. Mycol. Soc. Japan, 4: 91±93
本郷次雄・上田俊穂（2006）新装版 山渓フィールドブックス 7 きのこ．山と渓谷社，東京，384 pp．
今関六也・大谷吉雄・本郷次雄 編（2011）山渓カラー名鑑 増補改訂新版 日本のきのこ．山と渓谷社，
東京，648 pp．
勝本 謙（2010）日本産菌類集覧．日本菌学会関東支部，船橋，1177 pp．
城川四郎（1996）猿の腰掛類きのこ図鑑．地球社，東京，207 pp．
標本
小山町産、富士市産、富士宮市産、静岡市産：ふじのくに地球環境史ミュージアム

（池ヶ谷のり子）



エビタケ

Ganoderma tsunodae Yasuda 1919
マンネンタケ科

［静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ

部会注目種）］ ［環境省カテゴリー

Ganodermataceae

なし］



種の解説
腐生菌。子実体は主にブナの生立木、枯死木上に発
生。傘は幅 15 cm 以下、半円形から舌形で、無柄。表
面には不規則なしわと粒状突起があって粗荒。灰白色
から茶褐色となる。子実層托は管孔で、孔口は 4 個/mm
ほど、ほぼ白色のち汚褐色となる。肉は類白色、放射
状に貫通する菌糸束がある。生時は肉質だが、乾燥す
るときわめて硬くなる。担子胞子は二重膜のマンネン
タケ型、大型である。
分布
日本固有種で、国内のブナ林に分布する。県内では
伊豆、東部、中部に分布する。
生育環境
ブナの生立木、倒木を白色腐朽して生育する。
生育状況
県内のブナ林内で、比較的大径のブナに生育する
が、多くはない。
減少の主要因と脅威
伐採によるブナ林の減少（11）がある。
保護対策
ブナの立ち枯れ木、倒木を撤去しないで、そのまま
にしておくと生育場所がえられやすい。
特記事項
特になし。
主な文献
細矢 剛・埋橋志穂美・保坂健太郎・工藤伸一（2016）
伊豆市 2016 年 7 月 10 日 池ヶ谷のり子
日本産固有菌類目録の作成に向けて生物多様性
データベースを利用した日本固有きのこリスト
作成の試み．日菌報，(57): 77‒84
今関六也・大谷吉雄・本郷次雄 編（2011）山渓カラ
ー名鑑 増補改訂新版 日本のきのこ．山と渓谷社，
東京，648 pp．
今関六也・本郷次雄 編（1989）原色日本新菌類図鑑
（Ⅱ）．保育社，大阪，402 pp．
伊藤誠哉（1955）日本菌類誌 第 2 巻・第 4 号. 養賢
堂, 東京, 450 pp.
勝本 謙（2010）日本産菌類集覧．日本菌学会関東
支部，船橋，1177 pp．
工藤伸一（2017）青森県産きのこ図鑑．アクセス二
十一出版，青森，535 pp.
城川四郎（1996）猿の腰掛類きのこ図鑑．地球社，東
京，207 pp．
標本
伊豆市産、川根本町産：ふじのくに地球環境史ミュージアム

（池ヶ谷のり子）



アケボノハリタケ

Climacodon roseomaculatus (Henn. & E. Nym.) Julioh 1982
マクカワタケ科

［静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ

部会注目種）］ ［環境省カテゴリー

なし］

Phanerochaetaceae


種の解説
腐生菌。子実体はブナ林内地上に発生。革質の扇状
で 2〜3 個の子実体が癒合して不完全なじょうご状に
なることが多い。大きさは 8 cm 以下。表面は繊維状
の線が放射状にはしり、縁辺部ではしわ状になる。濃
紅〜ピンク色で、濃淡により同心円状の帯をあらわ
す。乾くと淡黄褐色になる。子実層托は長さ 1 mm 以
下の針状で、柄に垂生、表面と同色。柄は側生で表面
は繊毛状。担子胞子は楕円形である。
分布
国外ではボルネオ、ジャワに、国内では本州に分布
する。県内では東部に分布する。
生育環境
富士宮市 2015 年 8 月 21 日 小倉辰彦
県内ではブナ・ミズナラ林の林床で子実体の発生を
確認している。子実体は地上に発生するが、土壌中の
枯死木を腐朽している。
生育状況
年ごとの気象状況などにより発生状況に変化があ
り、多い年と少ない年の差が大きいが、全体として減
少傾向にあり、発生は稀になっている。東部以外のブ
ナ林では未確認である。
減少の主要因と脅威
植林化に伴うブナ・ミズナラ林の減少（11）が要因と
なる。入林が規制されている生育地では発生数が多い
ことから、人の踏みつけによる林床の生育環境の悪化
（51）も減少要因の一つとして考えられる。シカ食害
による下層植生の減少で林床が乾燥しやすくなってい
る（71）可能性もある。
保護対策
現在の生育環境を保持することが必要である。
特記事項
特になし。
主な文献
本郷次雄 監修（2006）新装版山渓フィールドブックス 7 きのこ．山と渓谷社，384 pp．
今関六也・本郷次雄 編（1989）原色日本新菌類図鑑（Ⅱ）．保育社，大阪，402 pp．
勝本 謙（2010）日本産菌類集覧．日本菌学会関東支部，東京，1177 pp．
武藤治彦（2007）静岡木の子の会探索会で採集されたきのこ̶静岡県内̶(1990〜2006)．静岡木の子の会
会報，(7): 14‒25
武藤治彦（2010）静岡木の子の会の探索会における採集リスト(2007〜2009)．静岡木の子の会会報，(8):
9‒28
城川四郎（1996）猿の腰掛け類きのこ図鑑．地球社，東京，207 pp．
標本
富士宮市産：ふじのくに地球環境史ミュージアム

（小倉辰彦）



ツバマツオウジ（仮称）

Neolentinus lepideus (Fr.) Redhead & Ginns 1985
タマチョレイタケ科

［静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ

部会注目種）］ ［環境省カテゴリー

Polyporacae

なし］



種の解説
腐生菌。子実体は初夏と初秋に、針葉樹の倒木や切
り株に単生から群生。傘の表面は淡灰白色から淡黄灰
白色で繊維状､淡褐色の圧着した鱗片に覆われ、粘性は
ない。ひだは垂生し、白色で、やや疎。縁は鋸歯状。
柄は傘と同色で同様の鱗片に覆われ、膜質白色のつば
がある。肉は強靭で松やに臭がある。担子胞子は円筒
状から長楕円形である。針葉樹の枯死木に生育するつ
ばのないもの（マツオウジ）とは別種とした。
分布
世界的に温帯以北に分布する。国内では主に冷温帯
以北（富士山、八ヶ岳周辺、東北地方）に分布する。
県内では東部で確認している。
小山町 2014 年 8 月 9 日 小倉辰彦
生育環境
県内では亜高山帯針葉樹林で倒木や切り株を褐色腐
朽して生育している。世界的にはカラマツ属、トウヒ
属、マツ属などの針葉樹の枯死木に生育する。東北地
方ではスギ、アカマツなどの枯死木に子実体が発生す
るという。
生育状況
東部の亜高山帯針葉樹林内における生育場所は、比
較的湿度のえられやすい天然林内に限られ、子実体の
発生は少ない。中部では現在未確認である。なお、つ
ばのないマツオウジはアカマツなどの針葉樹倒木にふ
つうに生育している。
減少の主要因と脅威
中部の亜高山帯で未確認となっているのは、調査不
足で不明である（）。
保護対策
現在の生育環境を保持する必要がある。
特記事項
特になし。
主な文献
池田良幸（2013）新版 北陸のきのこ図鑑．橋本確文堂，金沢，396 pp．
工藤伸一（2017）青森県産きのこ図鑑．アクセス二十一出版，青森，535 pp．
長澤栄史（2000）マツオウジについて．菌蕈，(1): 36‒38
城川四郎（2017）検証キノコ新図鑑．筑波書房，東京，250 pp．
標本
小山町産：ふじのくに地球環境史ミュージアム

（小倉辰彦）



サワフタギタケ

Perenniporia minutissima (Yasuda) T. Hatt. & Ryv. 1994
タマチョレイタケ科 Polyporaceae

［静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ

部会注目種）］ ［環境省カテゴリー

なし］



種の解説
腐生菌。子実体は夏から秋に、サワフタギ類の枯れ
木または生木地際に発生。無柄から半背着生。傘は径
4〜10 cm、厚さ基部で 2〜5 cm、半円形、扇形、また
それらが重合する。表面は茶褐色から暗褐色、周辺部
は類白色で、平滑または凹凸顕著な粗面。子実層托は
管孔で、孔口ともに乳白色。肉は乳白色で、生時ロウ
質で脆く、霜降り状に半透明な部分が散在する。担子
胞子は楕円形、厚壁、一端が切型である。
分布
国外では中国、朝鮮半島に、国内ではサワフタギ類
の分布する冷温帯落葉広葉樹林に広く分布する。県内
では東部、中部、西部、伊豆で確認している。
生育環境
冷温帯で落葉広葉樹林のサワフタギ類の枯木、生木
を白色腐朽して生育する。
生育状況
県内ではサワフタギ類（サワフタギ、タンナサワフ
タギ）は暖温帯の丘陵から冷温帯に分布するが、サワ
フタギタケの発生が見られるのは、冷温帯のサワフタ
ギ類で、多くない。
減少の主要因と脅威
静岡県の人工林率は 56 %と高く、落葉広葉樹林の面
積は多くない（11）。加えてシカ食害を受け、サワフ
タギ類の稚樹は減少している（52-1）。このため、サ
川根本町 2014 年 9 月 23 日 池ヶ谷のり子
ワフタギ類に特異的に生育する本種は、生育場所が減
少している。
保護対策
落葉広葉樹林の保護とシカによる食害を防除し、サ
ワフタギ類が生育できる環境を保護する必要がある。
特記事項
特になし。
主な文献
本郷次雄 監修（2006）新装版山渓フィールドブック
ス 7 きのこ．山と渓谷社，東京，384 pp．
池田良幸（2013）新版 北陸のきのこ図鑑．橋本確文
堂，金沢，396 pp．
勝本 謙（2010）日本産菌類集覧．日本菌学会関東
支部，船橋，1177 pp．
武藤治彦（2007）静岡木の子の会探索会で採集されたきのこ̶静岡県内̶(1990〜2006)．静岡木の子の会
会報，(7): 14‒25
城川四郎（1996）猿の腰掛類きのこ図鑑．地球社，東京，207 pp．
標本
静岡市産、川根本町産、浜松市産、河津町産：ふじのくに地球環境史ミュージアム

（真橋祐次郎）



ウサギタケ

Trametes trogii Berk. 1850
タマチョレイタケ科

［静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ

部会注目種）］ ［環境省カテゴリー

Polyporaceae

なし］



種の解説
腐生菌。子実体は夏から秋に、寒冷地の広葉樹（ヤ
ナギ類、ドロノキなど）枯死木上に発生する。無柄か
ら半背着生で、傘表面は灰黄色から灰褐色、剛毛に覆
われる。傘肉は類白色、コルク質。管孔の長さは 0.5
〜1 cm で、白色から灰黄色。孔口は 2 個/mm で円形か
ら角形だが、みだれやすく迷路状になりやすい。担子
胞子は円柱形である。
分布
北方系の菌で、日本を含めて北半球冷温帯以北に分
布する。県内では中部で確認している。
生育環境
県内では冷温帯の河岸林でヤナギ類、ドロノキなど
静岡市 2018 年 8 月 5 日 池ヶ谷のり子
の広葉樹枯死木を白色腐朽して生育している。
生育状況
県内での確認は多くないが、生育適地のヤナギ類の
倒木などには子実体の発生はよくみられる。
減少の主要因と脅威
冷温帯の河岸林のヤナギ類の伐採、倒木の撤去があ
げられる（71）。
保護対策
現在の生育環境に手を加えないよう、現状の保持が
必要である。
特記事項
特になし。
主な文献
本郷次雄・上田俊穂（2006）新装版 山渓フィールド
ブックス 7 きのこ．山と渓谷社，東京，384 pp．
池田良幸（2013）新版 北陸のきのこ図鑑．橋本確文堂，金沢，396 pp．
今関六也・本郷次雄（1989）原色日本新菌類図鑑（Ⅱ）．保育社，大阪，315 pp.
伊藤誠哉（1955）日本菌類誌 第二巻・第四号. 養賢堂, 東京, 450 pp.
勝本 謙（2010）日本菌類集覧．日本菌学会関東支部，船橋，1177 pp．
城川四郎（2017）検証キノコ新図鑑．筑波書房，東京，250 pp．
標本
静岡市産：ふじのくに地球環境史ミュージアム

（池ヶ谷のり子）



ルリハツタケ

Lactarius subindigo Verbeken & E. Horak 2000
ベニタケ科

［静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ

部会注目種）］ ［環境省カテゴリー

なし］

Russulaceae


種の解説
外生菌根菌。子実体は夏から秋、林内地上に発生。傘
は径 5〜10 cm、中央が窪むまんじゅう形から浅いじょ
うご形。表面は湿時弱い粘性があり、藍青色で濃淡の
環紋を表し、老成すると淡黄緑色となる。乳液は藍色
で空気に触れると緑変する。ひだも藍青色で、傷つく
と緑変する。柄は傘と同色。担子胞子は広楕円形、表面
に粗い網目がある。
分布
国外ではパプアニューギニア、中国、インドに、国内
では東北地方以南に分布する。県内では西部で確認し
ている。
生育環境
浜松市 2014 年 11 月 4 日 河村正幸
里山のマツ林、コナラ林、シイ林などに生育する。
生育状況
宿主樹種の有無だけでなく、地質的要因が影響して
いるためか生育環境が限定されるようである。子実体
発生場所が局地的で、子実体の発生量は少ない。
減少の主要因と脅威
生育適地の森林伐採、スギ・ヒノキの植林化（11）に
伴い、生育環境が悪化している。
保護対策
生育地の林の状況と環境を現状のまま維持・保全す
る必要がある。
特記事項
これまで L. indigo と同定され、北米東部との共通
分布種と考えられてきたが、近年の研究により日本産
はニューギニアのシイ属やマテバシイ属の林に生育する、2000 年に新たに記載された種と同種であるとさ
れるようになった。
主な文献
今関六也・大谷吉雄・本郷次雄 編（2011）山渓カラー名鑑 増補改訂新版 日本のきのこ．山と渓谷社，
東京，648 pp．
勝本 謙（2010）日本産菌類集覧．日本菌学会関東支部，船橋，1177 pp．
武藤治彦（2007）静岡木の子の会探索会で採集されたきのこ̶静岡県内̶(1990〜2006)．静岡木の子の会
会報，(7): 14‒25
武藤治彦（2010）静岡木の子の会の探索会における採集リスト(2007〜2009). 静岡木の子の会会報,
(8): 9‒28
標本
浜松市産：ふじのくに地球環境史ミュージアム

（小倉辰彦）



アカアシボソチチタケ（仮称）

Lactarius sp.
ベニタケ科

［静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ

部会注目種）］ ［環境省カテゴリー

Russulaceae

なし］



種の解説
外生菌根菌。子実体は夏から秋に、ブナ・ミズナラ
林内地上に発生。傘は径 2〜4 cm、中央突出のまんじ
ゅう形からややじょうご形となる。表面は粘性なく橙
黄色。ひだは垂生する。ひだ及び肉は淡橙黄色で、傷
つくと白色不変色の乳液を滲出する。無味。柄は傘と
同色で、濃色の条線がある。基部には橙黄色の細毛が
みられる。担子胞子は類球形で刺状突起と細い不完全
網目に覆われる。
分布
国内では本州に分布し、県内では東部、中部に分布
する。
生育環境
富士宮市 2012 年 10 月 8 日 小倉辰彦
冷温帯の河岸のブナ、ミズナラ林に生育しており、
冷涼な多湿環境を好むと考えられる。これらの樹木と
菌根共生して生育する。
生育状況
生育環境が適していれば子実体の発生は多い。入林
が規制されている河岸のブナ・ミズナラ林内では子実
体の発生は多い。
減少の主要因と脅威
森林伐採（11）によるブナ・ミズナラ林の減少があ
る。シカ食害(52-1)、人の踏みつけによる林床の乾燥
化（51）の可能性がある。
保護対策
生育適地の自然環境を保持する必要がある。
特記事項
特になし。
主な文献
池田良幸（2013）新版 北陸のきのこ図鑑．橋本確文堂，金沢，396 pp．
標本
富士宮市産、静岡市産：ふじのくに地球環境史ミュージアム

（池ヶ谷のり子）



キツネハツ

Russula earlei Peck 1902
ベニタケ科

［静岡県カテゴリー

要注目種（N-Ⅲ

部会注目種）］ ［環境省カテゴリー

Russulaceae

なし］



種の解説
外生菌根菌。子実体は夏から秋に、広葉樹林内地上
に発生する。傘は小〜中型。まんじゅう形から平らに
開く。表面は黄褐色で、粘性はなく、あらいささくれ
状。ひだは厚く、きわめて疎。傘とほぼ同色。柄はひ
だとほぼ同色で、中空。担子胞子は類球形で、刺状突
起に覆われる。
分布
近年、日本新産種として記録された種であり、国内
外の分布の詳細は不明。県内では東部、中部、伊豆に
分布する。
生育環境
県内では、暖温帯から冷温帯の比較的湿度のえやす
富士市 2014 年 8 月 20 日 小倉辰彦
いブナ科の広葉樹林内で、菌根共生して生育している。
生育状況
ひだがきわめて疎で厚いという特徴のある子実体で
あるが、県内での発生確認は少ない。
減少の主要因と脅威
森林伐採による湿度をえやすい生育適地のブナ科広
葉樹林の減少（11）が考えられる。
保護対策
現在の生育環境に手を加えないよう、現状の保持が
必要である。
特記事項
特になし。
主な文献
本郷次雄 監修（2006）新装版山渓フィールドブック
ス 7 きのこ．山と渓谷社，東京，384 pp．
勝本 謙（2010）日本産菌類集覧．日本菌学会関東支部，船橋，1177 pp．
工藤伸一 (2017) 青森県産きのこ図鑑．アクセス二十一出版，青森，535 pp.
標本
沼津市産、富士宮市産、静岡市産、伊豆の国市産：ふじのくに地球環境史ミュージアム

（池ヶ谷のり子）



調査協力、写真等提供者
分類群
植物

氏名
青島一樹、荒川史子、石川
香西博子、齊藤

均、石川美智子、内山義政、大友二郎、加藤

徹、

猛、杉野孝雄、内藤宇佐彦、中池敏之、西口紀雄、花井孝之、

細倉哲穂、宮崎一夫、村松美智子、室伏幸一、山口海夢、山﨑由晴、湯浅保雄
菌類

池ヶ谷憲司、池ヶ谷のり子、植松元春、大塚健佑、小倉辰彦、河村正幸、岸澤
広晶、酒井敏明、長澤栄史、武藤治彦、胸組伸行



レッドリスト 2017 公表からの訂正と変更
レッドリスト公表（2017 年 10 月）から、本書発刊までの生息情報の追加や検討により、一部変更や
訂正が必要となった。以下に変更及び訂正事項を示す。
カテゴリーの変更
分類群名

レッドリスト（2017 年 10 月）

本書改訂〔変更理由〕

変更事項

植物

センリゴマ
絶滅危惧Ⅱ類（VU）

リスト外
削除
〔本県では野生種ではなく園芸種であ
ると判断された。〕

菌類

アシボソムラサキハツ
情報不足（DD）

リスト外
削除
〔本年度現地調査等により本県で複数
の記録が確認された。〕
リスト外
削除
〔本年度現地調査等により本県での生
育環境が複数箇所で確認された。
〕

ニオイカワキタケ
要注目種（N-Ⅲ 部会注目種）

記載事項の訂正・変更
分類群名
菌類

レッドリスト（2017 年 10 月）

本書改訂

訂正・変更
事項

カンムリタケ
所属科未確定

カンムリタケ
ヘミファキジウム科

科名

フトクビクチキムシタケ

フトクビクチキムシタケ

学名

Elaphocordyceps subsessilis (Petch) Tolypocladium inflatum W.Gams 1971
G.H. Sung, J.M.Sung & Spatafora 2007
タンポタケモドキ

タンポタケモドキ

Elaphocordyceps japonica (Lloyd)

Tolypocladium japonicum (Lloyd)

学名

G.H. Sung, J.M. Sung & Spatafora 2007 C.A.Quandt, Kepler & Spatafora 2014
ナメニセムクエタケ
フウセンタケ科
注）植物では、目録の根拠（邑田

ナメニセムクエタケ
ヒメノガステル科
仁・米倉浩司

日本維管束植物目録



科名

北隆館 2012）に沿った訂正がある。

和名索引・環境省カテゴリー対照表
VU ： 絶滅危惧Ⅱ類

N−Ⅰ ： 要注目種 現状不明

CR : 絶滅危惧ⅠA 類

NT ： 準絶滅危惧カテゴリー

N−Ⅱ ： 要注目種 分布上注目種等

EN : 絶滅危惧ⅠB 類

DD ： 情報不足

N−Ⅲ ： 要注目種 部会注目種

CR+EN : 絶滅危惧Ⅰ類

LP ： 絶滅のおそれのある地域個体群

カテゴリー EX ： 絶滅

植物
（静岡県）
アイコハチジョウシダ （VU）
アオガシ
（DD）
アオキガハラウサギシダ
（VU）
アオキラン
（Ｎ-Ⅲ）
アオチャセンシダ
（Ｎ-Ⅰ）
アオネカズラ
（Ｎ-Ⅲ）
アオフタバラン
（Ｎ-Ⅲ）
アオホオズキ
（NT）
アカイシリンドウ
（EN）
アカウキクサ
（VU）
アギナシ
（VU）
アキノハハコグサ
（VU）
アケボノシュスラン
（Ｎ-Ⅲ）
アサザ
（VU）
アサマフウロ
（VU）
アシタカジャコウソウ
（Ｎ-Ⅲ）
アシタカツツジ
（NT）
アスヒカズラ
（Ｎ-Ⅲ）
アズマイチゲ
（Ｎ-Ⅲ）
アズマガヤ
（VU）
アズマギク
（EN）
アズマツメクサ
（Ｎ-Ⅲ）
アゼオトギリ
（EN）
アツギノヌカイタチシダマガイ
（VU）
アツモリソウ
（CR）
アベトウヒレン
（EN）
アマギカンアオイ
（VU）
アマギシャクナゲ
（NT）
アマギツツジ
（NT）
アマギテンナンショウ （CR）
アマナ
（Ｎ-Ⅲ）
アリドオシラン
（Ｎ-Ⅲ）
アワボスゲ
（EN）
イイヌマムカゴ
（EN）
イシモチソウ
（VU）
イズアサツキ
（EN）
イズカニコウモリ
（NT）
イズコゴメグサ
（VU）
イズドコロ
（VU）
イズハハコ
（NT）
イズヤブソテツ
（VU）
イソホウキギ
（Ｎ-Ⅰ）
イチョウシダ
（EN）

〔環境省〕
〔なし〕
・・・・
〔なし〕
・・・・

143
276

〔なし〕
〔CR〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔VU〕
〔EN〕
〔EN〕
〔NT〕
〔EN〕
〔なし〕
〔NT〕
〔NT〕
〔なし〕
〔VU〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔NT〕
〔EN〕

・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・

147
339
283
333
343
265
122
141
158
236
340
232
209
373
262
327
359
192
132
362
113

〔なし〕
〔VU〕
〔なし〕
〔VU〕
〔なし〕
〔EN〕
〔CR〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔EN〕
〔NT〕
〔EN〕
〔VU〕
〔EN〕
〔VU〕
〔VU〕
〔なし〕
〔なし〕
〔NT〕

・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・

151
52
133
155
261
261
43
336
344
98
93
213
95
270
227
163
271
149
305
68

イチヨウラン
（VU）
イチリンソウ
（Ｎ-Ⅲ）
イッスンテンツキ
（CR）
イトイチゴツナギ
（Ｎ-Ⅰ）
イトクズモ
（VU）
イトテンツキ
（VU）
イトトリゲモ
（VU）
イトモ
（VU）
イナデンダ
（VU）
イナベアザミ
（DD）
イナモリソウ
（Ｎ-Ⅲ）
イヌイ
（Ｎ-Ⅰ）
イヌセンブリ
（NT）
イヌタヌキモ
（VU）
イヌノフグリ
（NT）
イヌハギ
（EN）
イバラモ
（Ｎ-Ⅰ）
イヨクジャク
（VU）
イヨフウロ
（Ｎ-Ⅲ）
イワイヌワラビ
（Ｎ-Ⅲ）
イワウサギシダ
（VU）
イワウチワ
（Ｎ-Ⅰ）
イワウメヅル
（Ｎ-Ⅲ）
イワシャジン
（Ｎ-Ⅲ）
イワタカンアオイ
（VU）
イワチドリ
（CR）
イワツクバネウツギ
（EN）
イワヤシダ
（VU）
イワレンゲ
（DD）
ウエマツソウ
（EN）
ウキシバ
（Ｎ-Ⅲ）
ウスギムヨウラン
（NT）
ウスゲチョウジタデ
（NT）
ウスバサイシン
（Ｎ-Ⅲ）
ウスバミヤマノコギリシダ
（Ｎ-Ⅲ）
ウチョウラン
（VU）
ウミヒルモ
（DD）
ウメウツギ
（EN）
ウラギク
（VU）
ウラジロギボウシ
（DD）
ウラジロキンバイ
（VU）
ウンゼンツツジ
（Ｎ-Ⅱ）
ウンヌケ
（VU）
ウンヌケモドキ
（VU）
エゾイトイ
（CR）



〔なし〕
〔なし〕
〔CR〕
〔なし〕
〔VU〕
〔NT〕
〔NT〕
〔NT〕
〔NT〕
〔VU〕
〔なし〕
〔なし〕
〔VU〕
〔NT〕
〔VU〕
〔VU〕
〔なし〕
〔EN〕
〔NT〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔VU〕
〔EN〕
〔VU〕
〔なし〕
〔VU〕
〔VU〕
〔なし〕
〔NT〕
〔NT〕
〔なし〕

・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・

167
358
56
296
162
181
160
162
152
282
371
293
264
229
266
108
289
146
367
331
148
306
366
375
154
46
135
146
280
79
357
251
259
334

〔なし〕
〔VU〕
〔NT〕
〔VU〕
〔NT〕
〔EN〕
〔VU〕
〔なし〕
〔VU〕
〔NT〕
〔CR〕

・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・

332
172
276
117
235
278
204
322
193
193
55

エゾウキヤガラ
（Ｎ-Ⅲ）
エゾツリスゲ
（VU）
エゾハタザオ
（VU）
エゾメシダ
（Ｎ-Ⅰ）
エダウチホングウシダ （Ｎ-Ⅲ）
エビアマモ
（NT）
エビネ
（NT）
エンシュウシャクナゲ （NT）
エンシュウツリフネソウ （VU）
エンシュウムヨウラン
（VU）
オオアカウキクサ
（VU）
オオアブノメ
（VU）
オオウバユリ
（Ｎ-Ⅲ）
オオカラマツ
（Ｎ-Ⅲ）
オオキツネノカミソリ
（Ｎ-Ⅲ）
オオクグ
（EN）
オオサクラソウ
（VU）
オオサワトリカブト
（EN）
オオタマツリスゲ
（VU）
オオツルコウジ
（EN）
オオトボシガラ
（Ｎ-Ⅲ）
オオハイホラゴケ
（Ｎ-Ⅲ）
オオハクウンラン
（EN）
オオバナオオヤマサギソウ
（VU）
オオヒキヨモギ
（NT）
オオビランジ
（VU）
オオミクリ
（VU）
オオミズトンボ
（EN）
オオミネテンナンショウ （EN）
オオヤマサギソウ
（VU）
オオヤマツツジ
（VU）
オオヤマレンゲ
（EN）
オキナグサ
（EN）
オキナワハイネズ
（Ｎ-Ⅱ）
オクヤマワラビ
（Ｎ-Ⅰ）
オトコシダ
（EN）
オトメアオイ
（NT）
オドリコカグマ
（Ｎ-Ⅱ）
オドリコテンナンショウ （CR）
オナモミ
（Ｎ-Ⅲ）
オニイノデ
（EN）
オニゼンマイ
（CR）
オニナルコスゲ
（VU）
オニバス
（VU）
オノエスゲ
（VU）
オノエラン
（VU）
オノエリンドウ
（EN）
カイコバイモ
（EN）
カイジンドウ
（EN）
カイナンサラサドウダン （VU）
カガシラ
（VU）
ガガブタ
（VU）
カギガタアオイ
（VU）
カキツバタ
（VU）
カゲロウラン
（VU）

〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔NT〕
〔NT〕
〔VU〕
〔EN〕
〔なし〕
〔EN〕
〔VU〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔NT〕
〔なし〕
〔CR〕
〔なし〕
〔EN〕
〔なし〕
〔なし〕
〔VU〕

・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・

352
186
210
284
329
245
248
262
214
170
141
222
337
360
347
99
215
105
183
118
355
328
93

〔CR〕
〔VU〕
〔NT〕
〔VU〕
〔EN〕
〔EN〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔VU〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔NT〕
〔なし〕
〔CR〕
〔VU〕
〔VU〕
〔なし〕
〔なし〕
〔VU〕
〔VU〕
〔なし〕
〔EN〕
〔EN〕
〔VU〕
〔なし〕
〔VU〕
〔NT〕
〔EN〕
〔NT〕
〔NT〕

・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・

175
268
213
179
87
77
174
218
76
106
316
285
72
245
313
42
378
74
37
188
153
187
172
122
81
126
217
190
232
154
178
169

カザグルマ
カシノキラン
カタクリ
カタスゲ
カツモウイノデ
カノコソウ
カミガモシダ
カモメラン
カラハナソウ
カラフトイワスゲ
カラフトメンマ
カリガネソウ
カワツルモ
カワラサイコ
カワラニガナ
カワラノギク
カワラボウフウ
カンコノキ
ガンゼキラン
カンチヤチハコベ
カンラン
キエビネ
キキョウ
キクザキイチゲ
キシュウナキリ
キスミレ
キセワタ
キソエビネ
キタザワブシ
キタダケイチゴツナギ
キタダケオドリコソウ
キタダケカニツリ
キタダケデンダ
キタダケナズナ
キタダケヨモギ
キダチノネズミガヤ
キバナカワラマツバ
キバナノアツモリソウ
キバナノアマナ
キバナノショウキラン
キバナハナネコノメ
キビナワシロイチゴ
ギボウシラン
キョウマルシャクナゲ
キヨスミウツボ
キレハオオクボシダ
キンセイラン
キンチャクスゲ
キンラン
ギンラン
キンロバイ
クゲヌマラン
クサタチバナ
クサナギオゴケ
クサノオウバノギク
クサフジ


（VU）
（EN）
（Ｎ-Ⅲ）
（VU）
（VU）
（Ｎ-Ⅲ）
（EN）
（EN）
（Ｎ-Ⅲ）
（CR）
（Ｎ-Ⅰ）
（NT）
（VU）
（Ｎ-Ⅲ）
（NT）
（CR）
（Ｎ-Ⅰ）
（EN）
（CR）
（CR）
（CR）
（CR）
（VU）
（Ｎ-Ⅲ）
（VU）
（VU）
（EN）
（CR）
（Ｎ-Ⅲ）
（CR）
（VU）
（EN）
（CR）
（CR）
（VU）
（Ｎ-Ⅰ）
（Ｎ-Ⅰ）
（CR）
（VU）
（VU）
（NT）
（Ｎ-Ⅰ）
（Ｎ-Ⅲ）
（VU）
（Ｎ-Ⅲ）
（CR）
（CR）
（Ｎ-Ⅰ）
（NT）
（Ｎ-Ⅲ）
（VU）
（CR）
（EN）
（NT）
（VU）
（VU）

〔NT〕
〔VU〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔NT〕
〔なし〕
〔EN〕
〔なし〕
〔なし〕
〔NT〕
〔なし〕
〔NT〕
〔VU〕
〔なし〕
〔なし〕
〔VU〕
〔CR〕
〔EN〕
〔EN〕
〔VU〕
〔なし〕
〔VU〕
〔なし〕
〔VU〕
〔CR〕
〔なし〕
〔CR〕
〔NT〕
〔EN〕
〔CR〕
〔EN〕
〔EN〕
〔なし〕
〔なし〕
〔VU〕
〔なし〕
〔EN〕
〔NT〕
〔なし〕
〔EN〕
〔VU〕
〔なし〕
〔EN〕
〔VU〕
〔なし〕
〔VU〕
〔なし〕
〔VU〕
〔VU〕
〔NT〕
〔VU〕
〔VU〕
〔なし〕

・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・

195
92
337
184
148
380
68
91
365
56
286
266
163
363
272
64
312
111
54
61
50
48
231
359
185
208
128
47
358
58
224
103
40
60
233
296
306
51
164
177
255
300
342
217
375
41
48
294
249
338
203
50
124
264
240
202

クジュウクリテンツキ
クマガイソウ
クマノギク
クモイコザクラ
クモイザクラ
クモイジガバチ
クモイナズナ
クモマスズメノヒエ
クモマナズナ
クモマニガナ
クラガリシダ
クリンソウ
クロイヌノヒゲ
クロクモキリソウ
クロツバラ
クロホシクサ
クロミノイタチシダ
クロミノニシゴリ
クロヤツシロラン
ケシンジュガヤ
ケホシダ
ゲンジスミレ
コアツモリソウ
コアマモ
コイヌガラシ
コイワザクラ
コウヤザサ
コウヤミズキ
コウライイヌワラビ
コウリンカ
コオトギリ
コガネシダ
コギシギシ
コキンバイザサ
コゴメヒョウタンボク
コシノコバイモ
コタニワタリ
コタヌキモ
コツブヌマハリイ
コナミキ
コハクラン
コバノチョウセンエノキ
コバノヒルムシロ
コヒナリンドウ
コマイワヤナギ
ゴマクサ
ゴマシオホシクサ
コマツカサススキ
ゴマノハグサ
コミヤマヌカボ
サイコクヌカボ
サイゴクホングウシダ
サカネラン
サガミトリゲモ
サギスゲ
サギソウ

（Ｎ-Ⅲ）
（VU）
（Ｎ-Ⅰ）
（VU）
（Ｎ-Ⅰ）
（CR）
（EN）
（NT）
（VU）
（VU）
（EN）
（EN）
（NT）
（EN）
（VU）
（EN）
（Ｎ-Ⅰ）
（NT）
（NT）
（Ｎ-Ⅲ）
（Ｎ-Ⅱ）
（Ｎ-Ⅰ）
（VU）
（NT）
（Ｎ-Ⅲ）
（VU）
（Ｎ-Ⅲ）
（VU）
（EN）
（EN）
（NT）
（EN）
（EN）
（Ｎ-Ⅲ）
（EN）
（EN）
（Ｎ-Ⅲ）
（EN）
（VU）
（EN）
（Ｎ-Ⅲ）
（EN）
（DD）
（EN）
（VU）
（EN）
（EN）
（Ｎ-Ⅲ）
（Ｎ-Ⅰ）
（Ｎ-Ⅲ）
（VU）
（CR）
（EN）
（VU）
（Ｎ-Ⅰ）
（VU）

〔なし〕
〔VU〕
〔なし〕
〔VU〕
〔なし〕
〔CR〕
〔VU〕
〔NT〕
〔VU〕
〔なし〕
〔EN〕
〔なし〕
〔NT〕
〔EN〕
〔なし〕
〔VU〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔NT〕
〔なし〕
〔NT〕
〔VU〕
〔なし〕
〔なし〕
〔VU〕
〔VU〕
〔なし〕
〔なし〕
〔VU〕
〔なし〕
〔EN〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔VU〕
〔VU〕
〔CR〕
〔なし〕
〔VU〕
〔EN〕
〔VU〕
〔VU〕
〔EN〕
〔なし〕
〔VU〕
〔なし〕
〔VU〕
〔なし〕
〔VU〕
〔VU〕
〔なし〕
〔NT〕

・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・

351
166
311
216
299
53
115
253
211
238
74
119
252
88
205
96
287
260
250
353
314
302
166
246
368
215
354
199
70
134
258
71
116
346
135
80
329
130
189
129
342
110
277
121
207
129
97
351
308
353
212
39
90
160
294
168

サクラガンピ
（NT）
サクラスミレ
（VU）
サクラソウ
（EN）
サクラバハンノキ
（NT）
ササバラン
（DD）
サツキヒナノウスツボ （Ｎ-Ⅰ）
サツマスゲ
（Ｎ-Ⅲ）
サナギスゲ
（VU）
ザラツキヒナガリヤス （Ｎ-Ⅲ）
サルメンエビネ
（CR）
サワギキョウ
（NT）
サワトラノオ
（EN）
サワヒメスゲ
（VU）
サワラン
（CR）
サンショウバラ
（NT）
サンショウモ
（VU）
サンプクリンドウ
（EN）
シコクヒロハテンナンショウ
（EN）
シコタンハコベ
（VU）
シシンラン
（EN）
ジゾウカンバ
（VU）
シデシャジン
（Ｎ-Ⅲ）
シナノコザクラ
（VU）
シノノメソウ
（EN）
シバナ
（CR）
シブカワシロギク
（VU）
シブカワツツジ
（NT）
シブカワニンジン
（Ｎ-Ⅱ）
シマジタムラソウ
（VU）
シムライノデ
（CR）
シュスラン
（Ｎ-Ⅲ）
ジュンサイ
（NT）
ショウキラン
（EN）
シラオイハコベ
（Ｎ-Ⅰ）
シラタマホシクサ
（VU）
シラヒゲソウ
（VU）
シラン
（NT）
シロウマチドリ
（EN）
シロウマナズナ
（EN）
シロガヤツリ
（Ｎ-Ⅲ）
シロテンマ
（Ｎ-Ⅲ）
シロバナショウジョウバカマ
（Ｎ-Ⅰ）
シロモジ
（VU）
シロヤマゼンマイ
（VU）
ジングウスゲ
（VU）
ジンリョウユリ
（CR）
スエヒロアオイ
（DD）
スギラン
（VU）
スジヒトツバ
（CR）
スズサイコ
（NT）
スズムシソウ
（VU）
スズメハコベ
（VU）
スズラン
（EN）
ズソウカンアオイ
（VU）


〔VU〕
〔なし〕
〔NT〕
〔NT〕
〔EN〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔EN〕
〔VU〕
〔なし〕
〔EN〕
〔なし〕
〔EN〕
〔VU〕
〔VU〕
〔EN〕

・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・

259
208
119
257
278
308
348
183
354
49
269
118
185
52
257
140
121

〔EN〕
〔VU〕
〔VU〕
〔なし〕
〔なし〕
〔NT〕
〔VU〕
〔NT〕
〔EN〕
〔VU〕
〔なし〕
〔VU〕
〔EN〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔VU〕
〔なし〕
〔NT〕
〔VU〕
〔EN〕
〔なし〕
〔CR〕

・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・

76
214
125
206
376
216
123
44
234
263
324
226
41
341
244
94
304
180
206
246
91
116
350
339

〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔NT〕
〔EN〕
〔CR〕
〔VU〕
〔なし〕
〔NT〕
〔なし〕
〔VU〕
〔なし〕
〔NT〕

・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・

291
156
140
187
45
275
138
38
265
170
223
96
155

ステゴビル
（EN）
スナビキソウ
（VU）
スブタ
（VU）
スルガイノデ
（CR）
スルガジョウロウホトトギス
（CR）
スルガスゲ
（VU）
スルガヒョウタンボク
（VU）
セイタカイワヒメワラビ （EN）
セイタカスズムシソウ （EN）
セイタカトウヒレン
（Ｎ-Ⅰ）
セッコク
（NT）
セツブンソウ
（VU）
センジョウデンダ
（EN）
センダイスゲ
（NT）
センニンモ
（Ｎ-Ⅰ）
ソナレセンブリ
（CR）
ソナレマツムシソウ
（VU）
ダイサギソウ
（EN）
タイワンヤマイ
（Ｎ-Ⅰ）
タカサゴシダ
（Ｎ-Ⅱ）
タカサゴソウ
（VU）
タカネアオチドリ
（EN）
タカネイ
（DD）
タカネコウリンカ
（NT）
タカネサギソウ
（Ｎ-Ⅱ）
タカネシダ
（EN）
タカネタチイチゴツナギ （EN）
タカネナルコ
（EN）
タカネママコナ
（Ｎ-Ⅲ）
タカネマンテマ
（CR）
タカネヤガミスゲ
（VU）
タカノハウラボシ
（VU）
タキミシダ
（VU）
タコノアシ
（NT）
タシロラン
（NT）
タチアマモ
（DD）
タチイチゴツナギ
（EN）
タチキランソウ
（NT）
タチスズシロソウ
（CR）
タチバナ
（EN）
タチヒメワラビ
（EN）
タチモ
（EN）
タテヤマギク
（NT）
タニヘゴ
（VU）
タヌキノショクダイ
（CR）
タヌキモ
（VU）
タマカラマツ
（VU）
タマノカンアオイ
（DD）
タマミクリ
（Ｎ-Ⅰ）
チシマネコノメソウ
（Ｎ-Ⅲ）
チシマヒカゲノカズラ （CR）
チシマヒョウタンボク
（VU）
チチッパベンケイ
（DD）
チチブホラゴケ
（Ｎ-Ⅲ）
チャシバスゲ
（Ｎ-Ⅰ）

〔VU〕
〔なし〕
〔VU〕
〔CR〕

・・・・
・・・・
・・・・
・・・・

95
221
159
40

〔EN〕
〔EN〕
〔EN〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔NT〕
〔EN〕
〔なし〕
〔なし〕
〔VU〕
〔VU〕
〔EN〕
〔なし〕
〔NT〕
〔VU〕
〔なし〕
〔NT〕
〔NT〕
〔なし〕
〔CR〕
〔VU〕
〔VU〕
〔VU〕
〔CR〕
〔NT〕
〔なし〕
〔EN〕
〔NT〕
〔NT〕
〔VU〕
〔EN〕
〔NT〕
〔EN〕
〔NT〕
〔なし〕
〔NT〕
〔NT〕
〔なし〕
〔EN〕
〔NT〕
〔VU〕
〔VU〕
〔NT〕
〔なし〕
〔EN〕
〔VU〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕

・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・

46
186
240
66
89
310
249
197
73
253
290
63
242
86
295
315
237
83
279
272
317
73
102
99
374
61
181
153
142
256
250
277
102
267
59
115
69
107
269
152
44
229
198
275
292
361
35
241
280
328
293

チャボシライトソウ
チャボハナヤスリ
チャボホトトギス
チョウジソウ
チョウセンゴミシ
チョウセンナニワズ
ツクシイヌワラビ
ツクシイワヘゴ
ツクシヤブソテツ
ツゲ
ツツイトモ
ツメレンゲ
ツルギキョウ
ツルケマン
ツレサギソウ
テツホシダ
テバコワラビ
デンジソウ
テンリュウカンアオイ
テンリュウヌリトラノオ
トウヤクリンドウ
トキソウ
トキホコリ
トキワマンサク
ドクゼリ
トダイアカバナ
トダイハハコ
トダスゲ
トチカガミ
トネテンツキ
トネリコ
トラキチラン
トラノオスズカケ
トリゲモ
ドロニガナ
ナガエミクリ
ナガサキシダ
ナガバジュズネノキ
ナガバノイシモチソウ
ナガバノウナギツカミ
ナガバノヤノネグサ
ナガボナツハゼ
ナガボノアカワレモコウ
ナカミシシラン
ナガミノツルケマン
ナギラン
ナゴラン
ナツエビネ
ナベナ
ナミキソウ
ナヨテンマ
ナンカクラン
ニオイシダ
ニシノコハチジョウシダ
ニシノホンモンジスゲ
ニセコクモウクジャク


（EN）
（CR）
（VU）
（VU）
（Ｎ-Ⅰ）
（VU）
（Ｎ-Ⅰ）
（Ｎ-Ⅲ）
（VU）
（Ｎ-Ⅲ）
（VU）
（NT）
（VU）
（EN）
（VU）
（Ｎ-Ⅲ）
（VU）
（CR）
（DD）
（NT）
（Ｎ-Ⅱ）
（EN）
（CR）
（EN）
（Ｎ-Ⅰ）
（VU）
（VU）
（EN）
（VU）
（EN）
（Ｎ-Ⅰ）
（EN）
（VU）
（VU）
（DD）
（NT）
（EN）
（VU）
（EN）
（Ｎ-Ⅲ）
（Ｎ-Ⅰ）
（EN）
（Ｎ-Ⅲ）
（VU）
（EN）
（VU）
（CR）
（VU）
（Ｎ-Ⅲ）
（Ｎ-Ⅰ）
（EN）
（CR）
（Ｎ-Ⅰ）
（EN）
（Ｎ-Ⅱ）
（VU）

〔VU〕
〔VU〕
〔なし〕
〔NT〕
〔なし〕
〔VU〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔VU〕
〔NT〕
〔VU〕
〔EN〕
〔なし〕
〔なし〕
〔VU〕
〔VU〕
〔なし〕
〔VU〕
〔なし〕
〔NT〕
〔VU〕
〔EN〕
〔なし〕
〔VU〕
〔VU〕
〔CR〕
〔NT〕
〔VU〕
〔なし〕
〔EN〕
〔なし〕
〔VU〕
〔VU〕
〔NT〕
〔なし〕
〔なし〕
〔VU〕
〔NT〕
〔なし〕
〔CR〕
〔なし〕
〔なし〕
〔EN〕
〔VU〕
〔EN〕
〔VU〕
〔なし〕
〔なし〕
〔EN〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕

・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・

80
37
164
220
288
210
285
332
150
361
161
256
230
104
174
330
145
38
274
244
323
92
59
107
311
209
233
97
159
100
307
84
223
161
282
252
72
218
117
368
303
120
365
143
104
165
55
165
380
309
85
35
287
67
317
147

ニッコウシダ
（Ｎ-Ⅰ）
ニッコウヒョウタンボク （VU）
ニョホウチドリ
（VU）
ヌイオスゲ
（VU）
ヌカイタチシダマガイ （VU）
ヌカイタチシダモドキ （Ｎ-Ⅲ）
ヌカボタデ
（VU）
ヌマゼリ
（EN）
ネコヤマヒゴタイ
（EN）
ノウルシ
（VU）
ノグルミ
（Ｎ-Ⅰ）
ノタヌキモ
（VU）
ノッポロガンクビソウ
（Ｎ-Ⅲ）
ノニガナ
（Ｎ-Ⅲ）
ノハラテンツキ
（EN）
ノビネチドリ
（Ｎ-Ⅲ）
バアソブ
（VU）
ハイコモチシダ
（Ｎ-Ⅱ）
ハクサンイチゴツナギ （Ｎ-Ⅲ）
ハクセンナズナ
（Ｎ-Ⅱ）
ハコネグミ
（VU）
ハコネコメツツジ
（NT）
ハコネシロカネソウ
（VU）
ハコネラン
（EN）
ハゴロモグサ
（EN）
ハシドイ
（VU）
ハシナガカンスゲ
（EN）
ハシバミ
（Ｎ-Ⅰ）
ハスノハカズラ
（Ｎ-Ⅲ）
ハタベカンガレイ
（VU）
ハチジョウアキノキリンソウ
（Ｎ-Ⅱ）
ハチジョウイチゴ
（Ｎ-Ⅰ）
ハチジョウシダ
（EN）
ハチジョウシダモドキ （VU）
ハチジョウナ
（VU）
ハナゼキショウ
（Ｎ-Ⅰ）
ハナハタザオ
（CR）
ハナムグラ
（EN）
ハネガヤ
（VU）
ハマアカザ
（Ｎ-Ⅰ）
ハマウツボ
（VU）
ハマクワガタ
（Ｎ-Ⅲ）
ハマサジ
（EX）
ハマナツメ
（EX）
ハマネナシカズラ
（VU）
ハマハナヤスリ
（Ｎ-Ⅲ）
ハマビシ
（EN）
ハマベノギク
（Ｎ-Ⅰ）
ハママツナ
（Ｎ-Ⅰ）
ハリガネスゲ
（VU）
バリバリノキ
（Ｎ-Ⅲ）
ハルザキヤツシロラン （VU）
ハルノタムラソウ
（Ｎ-Ⅰ）
ヒカゲシラスゲ
（Ｎ-Ⅲ）
ヒキノカサ
（EN）

〔なし〕
〔なし〕
〔NT〕
〔VU〕
〔なし〕
〔なし〕
〔VU〕
〔VU〕
〔VU〕
〔NT〕
〔なし〕
〔VU〕
〔なし〕
〔なし〕
〔VU〕
〔なし〕
〔VU〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔VU〕
〔VU〕
〔NT〕
〔VU〕
〔VU〕
〔なし〕
〔VU〕
〔なし〕
〔なし〕
〔VU〕

・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・

284
241
173
188
151
333
212
137
133
207
300
228
377
378
100
341
231
315
356
321
205
263
196
84
109
222
98
301
357
190

〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔CR〕
〔VU〕
〔なし〕
〔なし〕
〔VU〕
〔VU〕
〔NT〕
〔VU〕
〔VU〕
〔なし〕
〔EN〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔VU〕
〔なし〕
〔なし〕
〔VU〕

・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・

325
299
66
144
239
289
60
120
194
304
228
372
33
33
221
327
108
310
305
182
334
167
309
349
106

ヒキヨモギ
ヒゲネワチガイソウ
ヒゲノガリヤス
ヒゲハリスゲ
ヒゴスミレ
ヒツジグサ
ヒトツバショウマ
ヒトツバテンナンショウ
ヒトツバハギ
ヒトツボクロ
ヒナガリヤス
ヒナザサ
ヒナチドリ
ヒナノカンザシ
ヒナノキンチャク
ヒナノシャクジョウ
ヒナラン
ヒノキシダ
ヒメアオガヤツリ
ヒメアマナ
ヒメイズイ
ヒメウラジロ
ヒメカラマツ
ヒメコウホネ
ヒメコヌカグサ
ヒメシャガ
ヒメシロアサザ
ヒメスミレサイシン
ヒメセンブリ
ヒメタヌキモ
ヒメナエ
ヒメナミキ
ヒメニラ
ヒメノヤガラ
ヒメハシゴシダ
ヒメハッカ
ヒメハナワラビ
ヒメバラモミ
ヒメヒゴタイ
ヒメビシ
ヒメフタバラン
ヒメミクリ
ヒメミミカキグサ
ヒメムヨウラン
ヒモラン
ヒヨクソウ
ビロードイチゴ
ヒロハアツイタ
ヒロハコンロンカ
ヒロハツリシュスラン
ヒロハノアマナ
ヒロハノエビモ
ヒロハノカワラサイコ
ヒロハヒメウラボシ
ヒロハヘビノボラズ
ヒロハヤブソテツ


（Ｎ-Ⅲ）
（Ｎ-Ⅲ）
（Ｎ-Ⅰ）
（VU）
（Ｎ-Ⅲ）
（EN）
（VU）
（VU）
（EN）
（Ｎ-Ⅲ）
（Ｎ-Ⅱ）
（VU）
（EN）
（VU）
（EN）
（Ｎ-Ⅲ）
（EN）
（VU）
（Ｎ-Ⅲ）
（EN）
（Ｎ-Ⅰ）
（DD）
（Ｎ-Ⅱ）
（DD）
（NT）
（EN）
（EN）
（Ｎ-Ⅰ）
（EN）
（EN）
（VU）
（VU）
（Ｎ-Ⅲ）
（EN）
（Ｎ-Ⅱ）
（VU）
（VU）
（DD）
（EN）
（EN）
（Ｎ-Ⅲ）
（VU）
（EN）
（VU）
（CR）
（Ｎ-Ⅰ）
（Ｎ-Ⅱ）
（EN）
（Ｎ-Ⅱ）
（EN）
（CR）
（Ｎ-Ⅰ）
（Ｎ-Ⅰ）
（CR）
（EN）
（VU）

〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔NT〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔NT〕
〔VU〕
〔なし〕
〔EN〕
〔なし〕
〔EN〕
〔なし〕
〔なし〕
〔EN〕
〔なし〕
〔VU〕
〔なし〕
〔VU〕
〔NT〕
〔NT〕
〔VU〕
〔なし〕
〔EN〕
〔NT〕
〔VU〕
〔なし〕
〔なし〕
〔VU〕
〔なし〕
〔NT〕
〔VU〕
〔VU〕
〔VU〕
〔VU〕
〔なし〕
〔VU〕
〔EN〕
〔VU〕
〔EN〕
〔なし〕
〔なし〕
〔VU〕
〔なし〕
〔EN〕
〔VU〕
〔なし〕
〔VU〕
〔CR〕
〔なし〕
〔なし〕

・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・

374
369
295
189
367
75
200
156
112
345
318
192
90
203
109
336
82
144
350
81
291
273
319
274
254
94
132
302
123
131
220
227
346
88
314
225
139
273
134
114
343
180
131
171
36
307
320
71
323
85
45
290
298
42
105
149

ヒンジモ
（VU）
フウラン
（VU）
フガクスズムシソウ
（EN）
フキヤミツバ
（EN）
フクジュソウ
（VU）
フサタヌキモ
（CR）
フサモ
（Ｎ-Ⅲ）
フジイノデ
（Ｎ-Ⅱ）
フジスミレ
（Ｎ-Ⅰ）
フジタイゲキ
（EN）
フジチドリ
（EN）
フジバカマ
（VU）
フッキソウ
（VU）
フナバラソウ
（Ｎ-Ⅲ）
ベニシュスラン
（Ｎ-Ⅲ）
ベニバナヤマシャクヤク（CR）
ホウロクイチゴ
（Ｎ-Ⅲ）
ホオノカワシダ
（VU）
ホクチアザミ
（Ｎ-Ⅱ）
ホザキイチヨウラン
（Ｎ-Ⅲ）
ホソバショリマ
（VU）
ホソバニガナ
（VU）
ホソバノアマナ
（Ｎ-Ⅲ）
ホソバノキソチドリ
（Ｎ-Ⅲ）
ホソバノツルリンドウ
（VU）
ホソバハナウド
（VU）
ホソバハマアカザ
（Ｎ-Ⅲ）
ホソバヒカゲスゲ
（VU）
ホテイアツモリソウ
（CR）
ホテイラン
（CR）
ホナガタツナミソウ
（Ｎ-Ⅲ）
ホンゴウソウ
（EN）
マシカクイ
（Ｎ-Ⅱ）
マツカサススキ
（Ｎ-Ⅲ）
マツノハマンネングサ （VU）
マツバニンジン
（EN）
マツバラン
（VU）
マツラン
（VU）
マネキグサ
（NT）
マメダオシ
（Ｎ-Ⅲ）
マメヅタラン
（NT）
マヤラン
（EN）
マルバオモダカ
（CR）
マルバノサワトウガラシ （EN）
マルミスブタ
（VU）
マンシュウクロカワスゲ （Ｎ-Ⅲ）
ミカワシオガマ
（EX）
ミカワシンジュガヤ
（EN）
ミカワタヌキモ
（EN）
ミカワチャルメルソウ
（Ｎ-Ⅱ）
ミカワバイケイソウ
（EN）
ミギワトダシバ
（VU）
ミクリ
（NT）
ミクリガヤ
（EN）
ミコシギク
（CR）
ミシマサイコ
（VU）

〔VU〕
〔VU〕
〔VU〕
〔VU〕
〔なし〕
〔EN〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔VU〕
〔EN〕
〔NT〕
〔なし〕
〔VU〕
〔なし〕
〔VU〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔EN〕
〔なし〕
〔なし〕
〔VU〕
〔CR〕
〔なし〕
〔なし〕
〔CR〕
〔EN〕
〔なし〕
〔VU〕
〔なし〕
〔なし〕
〔VU〕
〔CR〕
〔NT〕
〔VU〕
〔NT〕
〔CR〕
〔NT〕
〔VU〕
〔VU〕
〔VU〕
〔VU〕
〔EN〕
〔VU〕
〔VU〕
〔VU〕
〔なし〕
〔VU〕
〔VU〕
〔NT〕
〔EN〕
〔VU〕
〔VU〕

・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・

157
171
89
136
195
64
363
316
301
111
86
235
198
371
340
58
364
150
325
344
145
238
338
345
219
243
369
184
51
49
373
78
318
352
201
113
139
176
267
372
247
83
43
126
158
348
34
101
130
319
79
191
251
101
65
242

ミシマバイカモ
（VU）
ミズアオイ
（VU）
ミズオオバコ
（Ｎ-Ⅲ）
ミズキカシグサ
（EN）
ミズギク
（Ｎ-Ⅲ）
ミズスギナ
（DD）
ミスズラン
（CR）
ミズタカモジ
（DD）
ミズチドリ
（VU）
ミズトラノオ
（EN）
ミズトンボ
（VU）
ミズニラ
（VU）
ミズネコノオ
（EN）
ミズバショウ
（Ｎ-Ⅰ）
ミズマツバ
（NT）
ミスミソウ
（VU）
ミゾコウジュ
（NT）
ミゾシダモドキ
（Ｎ-Ⅲ）
ミツガシワ
（Ｎ-Ⅱ）
ミツバテンナンショウ （Ｎ-Ⅲ）
ミドリアカザ
（Ｎ-Ⅲ）
ミドリワラビ
（EN）
ミミガタテンナンショウ （VU）
ミヤマカニツリ
（EN）
ミヤマコウモリソウ
（Ｎ-Ⅲ）
ミヤマジュズスゲ
（VU）
ミヤマスミレ
（EN）
ミヤマツチトリモチ
（VU）
ミヤマツメクサ
（Ｎ-Ⅱ）
ミヤマトベラ
（VU）
ミヤマニガウリ
（Ｎ-Ⅲ）
ミヤマハナシノブ
（CR）
ミヤマハナワラビ
（CR）
ミヤマハルガヤ
（VU）
ミヤマムギラン
（NT）
ミヤマモミジイチゴ
（Ｎ-Ⅲ）
ミヤマワレモコウ
（VU）
ミョウギシダ
（EN）
ムカゴサイシン
（CR）
ムカゴソウ
（VU）
ムカゴツヅリ
（Ｎ-Ⅲ）
ムカゴトンボ
（CR）
ムカゴネコノメソウ
（NT）
ムカゴユキノシタ
（Ｎ-Ⅲ）
ムカデラン
（VU）
ムギラン
（NT）
ムサシモ
（EN）
ムシトリスミレ
（CR）
ムシャリンドウ
（EN）
ムラサキ
（EN）
ムラサキセンブリ
（VU）
ムラサキツリガネツツジ（CR）
ムラサキミミカキグサ
（VU）
ムラサキモメンヅル
（Ｎ-Ⅱ）
メニッコウシダ
（Ｎ-Ⅲ）
モクレイシ
（Ｎ-Ⅱ）


〔なし〕
〔NT〕
〔VU〕
〔VU〕
〔なし〕
〔CR〕
〔CR〕
〔VU〕
〔なし〕
〔VU〕
〔VU〕
〔NT〕
〔NT〕
〔なし〕
〔VU〕
〔NT〕
〔NT〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔CR〕
〔なし〕
〔なし〕
〔VU〕
〔EN〕
〔なし〕
〔なし〕
〔VU〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔VU〕
〔CR〕
〔VU〕
〔NT〕
〔NT〕
〔なし〕
〔EN〕
〔EN〕
〔EN〕
〔なし〕
〔EN〕
〔NT〕
〔なし〕
〔VU〕
〔NT〕
〔EN〕
〔なし〕
〔VU〕
〔EN〕
〔NT〕
〔VU〕
〔NT〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕

・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・

197
178
335
114
377
281
47
279
173
128
168
138
127
288
258
196
268
331
324
335
370
70
157
103
376
182
112
211
322
201
366
62
36
191
248
364
204
75
54
169
356
53
255
362
177
247
77
63
127
124
219
62
230
320
330
321

モミジカラスウリ
モミラン
モメンヅル
モリアザミ
モロコシソウ
ヤクカナワラビ
ヤクシマアカシュスラン
ヤクシマホウビシダ
ヤシャビシャク
ヤツガタケシノブ
ヤナギタンポポ
ヤナギヌカボ
ヤナギノギク
ヤハズトウヒレン
ヤブサンザシ
ヤブスゲ
ヤマアゼスゲ
ヤマアマドコロ
ヤマオオウシノケグサ
ヤマケマン
ヤマジソ
ヤマジノタツナミソウ
ヤマシャクヤク
ヤマソテツ
ヤマタバコ
ヤマトキソウ
ヤマトボシガラ
ヤマトミクリ
ヤマナシウマノミツバ
ヤマヒョウタンボク
ヤマブキソウ
ヤマホオズキ
ヤリテンツキ
ユウシュンラン
ユキヨモギ
ユノミネシダ
ヨコグラノキ
ラショウモンカズラ
リシリカニツリ
リュウノヒゲモ
リュウビンタイ
リンネソウ
ルリデライヌワラビ
レンゲショウマ
レンプクソウ
レンリソウ
ワダソウ
ワタムキアザミ

（DD）
（VU）
（Ｎ-Ⅰ）
（NT）
（Ｎ-Ⅲ）
（Ｎ-Ⅰ）
（EN）
（EN）
（VU）
（Ｎ-Ⅰ）
（VU）
（NT）
（VU）
（VU）
（VU）
（Ｎ-Ⅲ）
（Ｎ-Ⅲ）
（Ｎ-Ⅰ）
（CR）
（Ｎ-Ⅰ）
（VU）
（VU）
（NT）
（CR）
（CR）
（VU）
（Ｎ-Ⅲ）
（VU）
（EN）
（Ｎ-Ⅲ）
（Ｎ-Ⅰ）
（EN）
（CR）
（EN）
（VU）
（VU）
（EN）
（VU）
（VU）
（EN）
（Ｎ-Ⅱ）
（Ｎ-Ⅱ）
（EN）
（Ｎ-Ⅲ）
（Ｎ-Ⅲ）
（VU）
（Ｎ-Ⅰ）
（NT）

菌類
アオゾメクロツブタケ （N-Ⅲ）
アオロウジ
（VU)
アカアシボソチチタケ（仮称）
（N-Ⅲ）
アカイカタケ
（N-Ⅲ）
アクイロウスタケ
（NT)

〔なし〕
〔VU〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔VU〕
〔なし〕
〔NT〕
〔NT〕
〔なし〕
〔VU〕
〔VU〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔EN〕
〔なし〕
〔NT〕
〔なし〕
〔NT〕
〔なし〕
〔CR〕
〔なし〕
〔なし〕
〔NT〕
〔EN〕
〔なし〕
〔なし〕
〔EN〕
〔NT〕
〔VU〕
〔EN〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔VU〕
〔NT〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔VU〕

・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・

281
176
298
270
370
286
87
67
199
283
237
260
236
239
200
349
347
292
57
297
225
226
254
39
65
175
355
179
136
379
297
125
57
82
234
142
110
224
194
78
313
326
69
360
379
202
303
271

〔なし〕
〔なし〕

・・・・
・・・・

471
415

〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕

・・・・
・・・・
・・・・

489
477
432

アケボノタケ
（DD)
アケボノハリタケ
（N-Ⅲ）
アシグロニオイイグチ （VU)
アシナガイグチ
（N-Ⅲ）
アナアキアカダマタケ （N-Ⅲ）
アバタケシボウズタケ （EN）
アンドンタケ
（EN）
ウサギタケ
（N-Ⅲ）
ウスキタンポセミタケ
（NT)
ウズタケ
（DD)
ウラムラサキシメジ
（DD)
エゾシロアミタケ
（DD)
エビタケ
（N-Ⅲ）
エブリコ
（N-Ⅲ）
オオカボチャタケ
（DD)
オオキノボリイグチ
（N-Ⅲ）
オオツガタケ
（NT)
オオムラサキアンズタケ（EN）
オオモミタケ
（NT)
オニウスタケ
（N-Ⅲ）
オニフウセンタケ
（N-Ⅲ）
カバイロオオホウライタケ
（DD)
カバイロコナテングタケ （N-Ⅲ）
カバノアナタケ
（N-Ⅲ）
カブラテングタケ
（DD)
カンゾウタケ
（N-Ⅲ）
カンムリタケ
（VU)
キウロコテングタケ
（NT)
キツネハツ
（N-Ⅲ）
キヒダイッポンシメジ
（NT)
キンチャヤマイグチ
（N-Ⅲ）
クサギムシタケ
（EN）
クチキトサカタケ
（VU)
クロカワ
（NT)
ケショウシロハツ
（DD)
コウタケ
（NT)
コカンバタケ
（VU)
コナガエノアカカゴタケ （EN）
コブガタアリタケ
（NT)
ゴムショウロ
（N-Ⅲ）
サザナミイグチ
（DD)
サワフタギタケ
（N-Ⅲ）
シモコシ
（EN）
シャカシメジ
（N-Ⅲ）
ショウロ
（DD)
シロアンズタケ
（N-Ⅲ）
シロオニタケモドキ
（N-Ⅲ）
シロコケシジミガサ(仮称）
（N-Ⅲ）
シロシメジ
（VU)
スズキセミタケ
（EN）
スナヤマチャワンタケ （EN）
センニンタケ
（DD)
ソライロタケ
（N-Ⅲ）
ダイダイイグチ
（N-Ⅲ）


〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔VU〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕

・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・

439
484
412
466
473
398
401
487
420
449
443
452
483
481
451
467
426
403
428
476
459

〔なし〕
〔なし〕
〔NT〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔CR+EN〕
〔なし〕
〔DD〕
〔なし〕
〔なし〕
〔NT〕
〔VU〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔NT〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕

・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・

440
457
480
438
461
405
423
490
427
470
395
404
434
454
435
413
402
422
474
445
486
399
465
448
475
456

〔なし〕
〔なし〕
〔CR+EN〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕

・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・

462
410
397
393
453
460
468

タルゼッタ カティヌス （DD)
タンポタケモドキ
（VU)
チャオニテングタケ
（NT)
チョレイマイタケ
（VU)
ツガマイタケ
（N-Ⅲ）
ツクツクボウシセミタケ （EN）
ツノシメジ
（VU)
ツバマツオウジ（仮称） （N-Ⅲ）
ツヤナシマンネンタケ （NT)
トゲミノヒメイグチ
（NT)
ナガエノウラベニイグチ （N-Ⅲ）
ナメニセムクエタケ
（N-Ⅲ）
ニンギョウタケ
（VU)
ヌメリアイタケ
（VU)
ヌメリツバイグチ
（NT)
ハイイロオニタケ
（NT)
バカマツタケ
（NT)
ハスノミクモタケ
（NT)
ハヤカワセミタケ
（EN）
ヒダホテイタケ
（DD)
ヒメウグイスイグチ
（DD)
ヒメオツネンタケ
（DD)
ヒメサクラシメジ
（N-Ⅲ）
ヒョウモンウラベニガサ （DD)
ヒヨリヒメツチグリ
（EN）
フサハリタケ
（VU)
フチドリクロチチタケ
（DD)
フトクビクチキムシタケ （VU)
ベニイロクチキムシタケ（NT)
ホンシメジ（ダイコクシメジ）
（VU)
マツタケ
（VU)
マユハキタケ
（DD)
ミカワクロアミアシイグチ
（N-Ⅲ）
ミヤマキヒダタケ
（DD)
ミヤマムラサキフウセンタケ
（N-Ⅲ）
ムカシオオミダレタケ （N-Ⅲ）
ヤケコゲタケ
（N-Ⅲ）
ヤシャイグチ
（DD)
ルリハツタケ
（N-Ⅲ）

〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔NT〕
〔DD〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔DD〕
〔VU〕
〔なし〕
〔なし〕
〔NT〕
〔なし〕
〔CR+EN〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔NT〕
〔なし〕
〔NT〕
〔なし〕

・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・

437
407
425
414
482
396
409
485
433
430
469
464
416
417
431
424
429
419
394
442
446
450
463
441
400
418
455
406
421

〔なし〕
〔NT〕
〔なし〕

・・・・
・・・・
・・・・

408
411
436

〔なし〕
〔なし〕

・・・・
・・・・

472
447

〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕
〔なし〕

・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・

458
478
479
444
488
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