
 

表 3-2 （参考）カテゴリー別種数一覧（改訂第2版2006） 

 

  カテゴリー 

分類群 

絶滅 

(EX) 

野生 

絶滅 

(EW) 

絶 滅 危 惧 Ⅰ 類 絶滅危惧

Ⅱ類 

(VU)

準絶滅

危惧 

(NT)

絶滅のおそれ

のある地域個

体群 

(LP) 

情報 

不足 

(DD) 

合  計

  ⅠＡ類

(CR) 
ⅠＢ類

(EN)

菌 類 0 12 9 41 1 37 100 

維管束植物 10 3 349 220 129 187 51 － 85 685 

蘚苔類 0 0 35 32 0 － 13 80 

藻 類 0 0 10 14 31 0 26 81 

合 計 13 394 242 123 1 161 946 

※ 絶滅危惧Ⅰ類はⅠＡ類とⅠＢ類の和を示す。また、菌類、蘚苔類、藻類の各分類群は、ⅠＡ類とⅠＢ類に細分

せずⅠ類（CR+EN）として表示した。 
 

 

表 3-3 (参考)カテゴリー別種数一覧（初版1996） 

 

  カテゴリー 

分類群 

 

絶 滅 種 

 

絶 滅 危 惧 種

 

危 急 種

 

希 少 種

 

地域個体群 

未決定

種 
合  計

菌 類 0 0 0 24 1 100 125 

維管束植物 16 99 347 91 － 138 691 

蘚苔類 0 0 0 54 － 15 69 

藻 類 1 4 2 5 0 0 12 

合 計 17 103 349 174 1 253 897 

 

３．２  掲載種リスト
レッドデータおきなわ 改訂第３版（菌類編・植物編） 平成30(2018)年3月

＜ 菌　　　類　（子 の う 菌 類） ＞

絶滅危惧Ⅰ類(CR+EN)

イリオモテクモタケ Cordyceps cylindrica 
ハエヤドリトガリツブタケ Cordyceps iriomoteana 
ヒメハルゼミタケ Cordyceps polycephala 
エダウチタンポタケ Cordyceps ramosistipitata 
アカエノツトノミタケ Cordyceps rubiginosostipitata 
サキシマヤドリバエタケ Cordyceps sakishimensis 
シロアリタケ Cordyceps termitophila 

絶滅危惧Ⅱ類（VU）

イリオモテツブハリタケ Cordyceps fasciculatostromata 
ウスキタンポセミタケ Cordyceps pleuricapitata 
イリオモテセミタケ Cordyceps pseudolongissima 
イリオモテトルビエラクモタケ Torrubiella minuta 
イリオモテコロモクモタケ（イリオモテツブクモタケ） Torrubiella ryukyuensis 

情報不足（DD）

ウスベニコップタケ Cookeina sulcipes 
アラゲウスベニコップタケ Cookeina tricholoma 
エダウチホコリタケモドキ Dendrosphaera eberhardti 
アミガサタケ Morchella esculenta var. esculenta
ニクアツベニサラタケ Phillipsia domingensis 
マユハキタケ Trichocoma paradoxa 

＜ 菌　　　類　（担 子 菌 類） ＞

絶滅危惧Ⅰ類(CR+EN)

ヒジリタケ Lignosus rhinocerotis 
キアミズキンタケ Simblum periphragmoides 

絶滅危惧Ⅱ類（VU）

アラゲカワウソタケ Inonotus cuticularis 
ナンバンオオカワウソタケ Inonotus patouillardii 
ヤエヤマキコブタケ Inonotus pachyphloeus
ダイダイサルノコシカケ Pyrofomes albomarginatus 

準絶滅危惧（NT）
オオミダレアミタケ Lenzites vespacea 
スッポンタケ Phallus impudicus 
サンコタケ Pseudocolus schellenbergiae 
モミジタケ Thelephora palmata 

絶滅のおそれのある

地域個体群(LP)
コンルリキュウバンタケ Mycena lazulina
　　　<対象地域： 沖縄島＞

オオシロアリタケ（シロアリシメジ (新称)） Termitomyces eurrhizus 
　　　<対象地域： 沖縄島＞

情報不足（DD）

タマゴタケ Amanita caesareoides 
カブラテングタケ Amanita gymnopus 
テングタケ Amanita pantherina 
コテングタケ Amanita porphyria 
フチドリタマゴタケ Amanita rubromarginata 
チャタマゴタケ Amanita similis 
ヘビキノコモドキ Amanita spissacea 
シロオニタケ Amanita virgineoides 
ヌメリアシナガイグチ(アキノアシナガイグチ) Aureoboletus viscosus
ナガエノウラベニイグチ Boletus quercinus
アワタケ Boletus subtomentosus 
ヒメウグイスイグチ Boletus viridis 
クロニクイロアナタケ Chaetoporus hypobrunneus 
キアブラシメジ Cortinarius vibratilis 
ムニンヒメチャヒラタケ Crepidotus uber 
アケボノホウロクタケ Daedalea aurora 
ナンバンウチワタケ Daedaliopsis scopulosa 
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トゲオシロイタケ Echinoporia hydnophora 
キイボカサタケ Entoloma murrayi 
コンイロイッポンシメジ Entoloma subnitidum 
アミヒカリタケ Favolaschia manipularis 
オオスルメタケ Fomitella rhodaphaea 
シママンネンタケ Ganoderma boninense 
コゲイロカイガラタケ Gloeophyllum abietinum 
オウギタケ Gomphidius roseus 
ムニンキヤマタケ Hygrocybe miniatostriata 
ムジナタケ Lacrymaria lacrymabunda 
カラハツモドキ Lactarius insulsus 
オガサワラハツタケ Lactarius ogasawarashimensis 
ツチカブリ Lactarius piperatus 
ケガワタケ Lentinus squarrosulus 
カエンオチバタケ Marasmius opulentus 
ヒロヒダタケ Megacollybia clitocyboidea 
ウスムラサキヒラタケ Melanotus eccentricus 
コガネハナガサタケ Mycena auricoma 
ネッタイヌメリタケ Oudemansiella canarii 
カワキタケ Panus conchatus 
ヒメヒガサヒトヨタケ Parasola plicatilis 
アナタケモドキ Porogramma calceum 
オガサワライタチタケ Psathyrella boninense 
ホオベニシロアシイグチ Pseudoaustroboletus valens
サケバタケ Pseudomerulius curtisii 
キアミアシイグチ Retiboletus ornatipes 
ウスムラサキハツ Russula lilacea 
クロハツ Russula nigricans
ヤマブキハツ Russula ochroleuca 
イロガワリベニタケ Russula rubescens 
オキナクサハツ Russula senecis 
ニセクロハツ Russula subnigricans 
アイタケ Russula virescens 
ニワタケ Tapinella atrotomentosa
ヒメサジタケ Trogia stereoides 
スミレニガイグチ Tylopilus obscureviolaceus 
フクロタケ Volvariella volvacea var. volvacea
ヒメアワタケ Xerocomus parvulus 

＜ 維　管　束　植　物　（種 子 植 物） ＞

絶滅（EX）

ジュンサイ Brasenia schreberii
ソロハギ Flemingia strobilifera
トチカガミ Hydrocharis dubia
ヒメミクリ Sparganium stenophyllum
ジンヤクラン Arachnis labrosa

野生絶滅（EW）

オリヅルスミレ Viola stoloniflora
リュウキュウアセビ Pieris koidzumiana
クメジマツツジ Rhododendron amanoi var. glandulistylum

絶滅危惧ⅠA類（CR）
ニオウヤブマオ Boehmeria gigantea
ランダイミズ Elatostema platyphyllum
ヨナクニトキホコリ Elatostema yonakuniense
ミズヒキ Antenoron filiforme
ダイトウサクラタデ Persicaria japonica  var. taitoinsularis
ヒメハマナデシコ Dianthus kiusianus
カワラナデシコ Dianthus superbus var. longicalycinus
テングノハナ Illigera luzonensis
アキカラマツ Thalictrum mimus var. hypoleucum
オナガサイシン（カツウダケカンアオイ） Asarum leptophyllum
モノドラカンアオイ Asarum monodoriflorum
ヒナカンアオイ Asarum okinawensis
センカクカンアオイ（センカクアオイ） Asarum senkakuinsulare
センカクオトギリ Hypericum senkakuinsulare
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トゲオシロイタケ Echinoporia hydnophora 
キイボカサタケ Entoloma murrayi 
コンイロイッポンシメジ Entoloma subnitidum 
アミヒカリタケ Favolaschia manipularis 
オオスルメタケ Fomitella rhodaphaea 
シママンネンタケ Ganoderma boninense 
コゲイロカイガラタケ Gloeophyllum abietinum 
オウギタケ Gomphidius roseus 
ムニンキヤマタケ Hygrocybe miniatostriata 
ムジナタケ Lacrymaria lacrymabunda 
カラハツモドキ Lactarius insulsus 
オガサワラハツタケ Lactarius ogasawarashimensis 
ツチカブリ Lactarius piperatus 
ケガワタケ Lentinus squarrosulus 
カエンオチバタケ Marasmius opulentus 
ヒロヒダタケ Megacollybia clitocyboidea 
ウスムラサキヒラタケ Melanotus eccentricus 
コガネハナガサタケ Mycena auricoma 
ネッタイヌメリタケ Oudemansiella canarii 
カワキタケ Panus conchatus 
ヒメヒガサヒトヨタケ Parasola plicatilis 
アナタケモドキ Porogramma calceum 
オガサワライタチタケ Psathyrella boninense 
ホオベニシロアシイグチ Pseudoaustroboletus valens
サケバタケ Pseudomerulius curtisii 
キアミアシイグチ Retiboletus ornatipes 
ウスムラサキハツ Russula lilacea 
クロハツ Russula nigricans
ヤマブキハツ Russula ochroleuca 
イロガワリベニタケ Russula rubescens 
オキナクサハツ Russula senecis 
ニセクロハツ Russula subnigricans 
アイタケ Russula virescens 
ニワタケ Tapinella atrotomentosa
ヒメサジタケ Trogia stereoides 
スミレニガイグチ Tylopilus obscureviolaceus 
フクロタケ Volvariella volvacea var. volvacea
ヒメアワタケ Xerocomus parvulus 

＜ 維　管　束　植　物　（種 子 植 物） ＞

絶滅（EX）

ジュンサイ Brasenia schreberii
ソロハギ Flemingia strobilifera
トチカガミ Hydrocharis dubia
ヒメミクリ Sparganium stenophyllum
ジンヤクラン Arachnis labrosa

野生絶滅（EW）

オリヅルスミレ Viola stoloniflora
リュウキュウアセビ Pieris koidzumiana
クメジマツツジ Rhododendron amanoi var. glandulistylum

絶滅危惧ⅠA類（CR）
ニオウヤブマオ Boehmeria gigantea
ランダイミズ Elatostema platyphyllum
ヨナクニトキホコリ Elatostema yonakuniense
ミズヒキ Antenoron filiforme
ダイトウサクラタデ Persicaria japonica  var. taitoinsularis
ヒメハマナデシコ Dianthus kiusianus
カワラナデシコ Dianthus superbus var. longicalycinus
テングノハナ Illigera luzonensis
アキカラマツ Thalictrum mimus var. hypoleucum
オナガサイシン（カツウダケカンアオイ） Asarum leptophyllum
モノドラカンアオイ Asarum monodoriflorum
ヒナカンアオイ Asarum okinawensis
センカクカンアオイ（センカクアオイ） Asarum senkakuinsulare
センカクオトギリ Hypericum senkakuinsulare

ジャニンジン Cardamine impatiens
リュウキュウベンケイ Kalanchoe integra
オキナワヒメウツギ Deutzia naseana var. amanoi
キンミズヒキ Agrimonia pilosa
ガクタヌキマメ Crotalaria calycina
ヤエヤマタヌキマメ Crotalaria montana
エダウチタヌキマメ(ダエンタヌキマメ) Crotalaria uncinella subsp. elliptica
ヌスビトハギ Desmodium podocarpum subsp. oxyphyllum
ノアズキ（ヒメクズ） Dunbaria villosa
ホソバツルマメ Glycine max subsp. formosana
タシロマメ（タイヘイヨウテツボク、シロヨナ） Intsia bijuga
ハマエンドウ Lathyrus japonicus
ヤエヤマシタン Pterocarpus indicus  f. echinatus
タデハギ Tadehagi triquetrum
ホソバフジボグサ Uraria picta
サクヤアカササゲ Vigna vexillata
リュウキュウダイゲキ Euphorbia liukiuensis
ハナコミカンボク Phyllanthus leptoclados
ドナンコバンノキ Phyllanthus oligospermus subsp. donanensis
タチバナ Citrus tachibana
リュウキュウヒメハギ Polygala longifolia
ヌルデ Rhus javanica var. roxburghii
タイワンアサマツゲ Buxus microphylla subsp. sinica
クニガミクロウメモドキ Rhamnus calcicola
ヒメクロウメモドキ Rhamnus kanagusukii
ハマヤブガラシ Cayratia maritima
ツタ Parthenocissus tricuspidata
アツバウオトリギ Grewia biloba
ラセンソウ Triumfetta japonica
センカクトロロアオイ Abelmoschus moschatus  var. betulifolius
コショウノキ Daphne kiusiana
アキグミ Elaeagnus umbellata
クスドイゲ Xylosma congestum
アマミスミレ Viola amamiana
シマジリスミレ Viola okinawensis
イシガキスミレ Viola tashiroi var. tairae
オキナワスミレ Viola utchinensis
シマバラソウ（ヤンバルミゾハコベ） Bergia serrata
ゴバンノアシ Barringtonia asiatica
ヒメノボタン Osbeckia chinensis
テリハモモタマナ Terminalia nitens
ナガバアリノトウグサ（ホソバアリノトウグサ） Haloragis chinensis
ホザキノフサモ（キンギョモ） Myriophyllum spicatum
ミツバウコギ Eleutherococcus trifoliatus
ウマノミツバ Sanicula chinensis
センカクツツジ Rhododendron simsii  var. tawadae
シナマンリョウ（シナヤブコウジ、シナタチバ
ナ）

Ardisia chinensis

ヤブコウジ Ardisia japonica
イズセンリョウ Maesa japonica
ツルマンリョウ Myrsine stolonifera
ホザキザクラ Stimpsonia chamaedrioides
センカクハマサジ Limonium senkakuense
タイワンハマサジ Limonium sinense
トゲイボタ Ligustrum tamakii
タイワンチトセカズラ Gardneria shimadae
ミヤココケリンドウ Gentiana takushii
マメヅタカズラ Dischidia formosana
スズサイコ Vincetoxicum pycnostelma
ヨナクニカモメヅル Vincetoxicum yonakuniense
ヤエヤマハシカグサ Hedyotis auricularia
ナガバアサガオ Aniseia martinicensis
トゲミノイヌチシャ Cordia cumingiana
シマスナビキソウ（タイワンルリソウ） Cynoglossum lanceolatum var. formosanum
ホウライムラサキ Callicarpa formosana
ホソバムラサキ Callicarpa pilosissima
ハマクサギ Premna microphylla
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アワゴケ Callitriche japonica
キランソウ（テリハキランソウ） Ajuga decumbens
ヤマトウバナ Clinopodium multicaule
ケサヤバナ Coleus scutellarioides  var. crispipilus
ヒメキセワタ Lamium chinense var. tuberiferum
クラルオドリコソウ Paraphlomis javanica
イラブナスビ Solanum miyakojimense
ゴマクサ Centranthera chevalieri
カントラノオ（ハマトラノオ） Pseudolysimachion sieboldianum
ツルウリクサ Torenia concolor var. formosana
リュウキュウスズカケ Veronicastrum liukiuense
ミヤコジマソウ（ヒロハサギゴケ） Hemigraphis reptans
オギノツメ Hygrophila salicifolia
ナガミカズラ Aeschynanthus acuminatus
タイワンシシンラン Lysionotus apicidens
ホザキミミカキグサ Utricularia caerulea
タイワンツクバネウツギ Abelia chinensis var. ionandra
マルバハタケムシロ Lobelia loochooensis
マルバミゾカクシ Lobelia zeylanica
ワタヨモギ Artemisia gilvescens
イソノギク Aster asa-grayi
ヨナグニイソノギク Aster walkeri
タカサゴアザミ Cirsium japonicum  var. australe
ダイトウワダン Crepidiastrum lanceolatum  var. daitoense
サワヒヨドリ Eupatorium lindleyanum
コケセンボンギク Lagenophora lanata
サワオグルマ Senecio pierotii
アオヤギソウ（アオヤギバナ） Solidago yokusaiana
ウリカワ Sagittaria pygmaea
ヤナギスブタ Blyxa japonica
ホソウミヒルモ Halophila okinawensis
ミズヒキモ Potamogeton octandrus  var. miduhikimo
イトクズモ Zannichellia palustris
イトトリゲモ Najas japonica
イシガキソウ Sciaphila multiflora
オモトソウ Sciaphila sugimotoi
タカクマソウ Sciaphila takakumensis
キバナノヒメユリ（キバナスゲユリ） Lilium callosum var. flaviflorum
ヨナグニノシラン Ophiopogon reversus
タイワンホトトギス Tricyrtis formosana
ルゾンヤマノイモ Dioscorea luzonensis
アケビドコロ Dioscorea pentaphylla
ヒナノシャクジョウ Burmannia championii
ミドリシャクジョウ Burmannia coelestris
ホシザキシャクジョウ Oxygyne shinzatoi
スズメノヤリ Luzula capitata
アマノホシクサ Eriocaulon amanoanum
オキナワホシクサ Eriocaulon miquelianum  var. lutchuense
ビロードメヒシバ Digitaria mollicoma
アカヒゲガヤ Heteropogon contortus
ヒメカモノハシ Ischaemum indicum
コハナカモノハシ Ischaemum setaceum
アシカキ Leersia japonica
イネガヤ Oryzopsis obtusa
オオヌカキビ Panicum paludosum
アイアシ Phacelurus latifolius
コモロコシガヤ Sorghum nitidum
ニッパヤシ Nypa fruticans
ヤマコンニャク Amorphophallus hirtus var. kiusianus
オキナワテンナンショウ Arisaema heterocephalum subsp. okinawense
ユズノハカズラ Pothos chinensis
サキシマハブカズラ Rhaphidophora kortharthii
ヒメハブカズラ Rhaphidophora liukiuensis
リュウキュウヒエスゲ Carex collifera
トックリスゲ Carex rhynchachaenium
チャガヤツリ Cyperus amuricus
コウシュンスゲ Cyperus pedunculatus
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アワゴケ Callitriche japonica
キランソウ（テリハキランソウ） Ajuga decumbens
ヤマトウバナ Clinopodium multicaule
ケサヤバナ Coleus scutellarioides  var. crispipilus
ヒメキセワタ Lamium chinense var. tuberiferum
クラルオドリコソウ Paraphlomis javanica
イラブナスビ Solanum miyakojimense
ゴマクサ Centranthera chevalieri
カントラノオ（ハマトラノオ） Pseudolysimachion sieboldianum
ツルウリクサ Torenia concolor var. formosana
リュウキュウスズカケ Veronicastrum liukiuense
ミヤコジマソウ（ヒロハサギゴケ） Hemigraphis reptans
オギノツメ Hygrophila salicifolia
ナガミカズラ Aeschynanthus acuminatus
タイワンシシンラン Lysionotus apicidens
ホザキミミカキグサ Utricularia caerulea
タイワンツクバネウツギ Abelia chinensis var. ionandra
マルバハタケムシロ Lobelia loochooensis
マルバミゾカクシ Lobelia zeylanica
ワタヨモギ Artemisia gilvescens
イソノギク Aster asa-grayi
ヨナグニイソノギク Aster walkeri
タカサゴアザミ Cirsium japonicum  var. australe
ダイトウワダン Crepidiastrum lanceolatum  var. daitoense
サワヒヨドリ Eupatorium lindleyanum
コケセンボンギク Lagenophora lanata
サワオグルマ Senecio pierotii
アオヤギソウ（アオヤギバナ） Solidago yokusaiana
ウリカワ Sagittaria pygmaea
ヤナギスブタ Blyxa japonica
ホソウミヒルモ Halophila okinawensis
ミズヒキモ Potamogeton octandrus  var. miduhikimo
イトクズモ Zannichellia palustris
イトトリゲモ Najas japonica
イシガキソウ Sciaphila multiflora
オモトソウ Sciaphila sugimotoi
タカクマソウ Sciaphila takakumensis
キバナノヒメユリ（キバナスゲユリ） Lilium callosum var. flaviflorum
ヨナグニノシラン Ophiopogon reversus
タイワンホトトギス Tricyrtis formosana
ルゾンヤマノイモ Dioscorea luzonensis
アケビドコロ Dioscorea pentaphylla
ヒナノシャクジョウ Burmannia championii
ミドリシャクジョウ Burmannia coelestris
ホシザキシャクジョウ Oxygyne shinzatoi
スズメノヤリ Luzula capitata
アマノホシクサ Eriocaulon amanoanum
オキナワホシクサ Eriocaulon miquelianum  var. lutchuense
ビロードメヒシバ Digitaria mollicoma
アカヒゲガヤ Heteropogon contortus
ヒメカモノハシ Ischaemum indicum
コハナカモノハシ Ischaemum setaceum
アシカキ Leersia japonica
イネガヤ Oryzopsis obtusa
オオヌカキビ Panicum paludosum
アイアシ Phacelurus latifolius
コモロコシガヤ Sorghum nitidum
ニッパヤシ Nypa fruticans
ヤマコンニャク Amorphophallus hirtus var. kiusianus
オキナワテンナンショウ Arisaema heterocephalum subsp. okinawense
ユズノハカズラ Pothos chinensis
サキシマハブカズラ Rhaphidophora kortharthii
ヒメハブカズラ Rhaphidophora liukiuensis
リュウキュウヒエスゲ Carex collifera
トックリスゲ Carex rhynchachaenium
チャガヤツリ Cyperus amuricus
コウシュンスゲ Cyperus pedunculatus

カガシラ（ヒメシンジュガヤ） Diplacrum caricinum
カヤツリマツバイ Eleocharis retroflexa  subsp. chaetaria
マシカクイ Eleocharis tetraquetra
トモエバテンツキ Fimbristylis fimbristyloides
チャイロテンツキ Fimbristylis leptoclada  var. takamineana
ウナズキテンツキ Fimbristylis nutans
イシガキイトテンツキ（ハリテンツキ） Fimbristylis pauciflora
カギテンツキ Fimbristylis schoenoides
アンペラ Lepironia articulata
ヒンジガヤツリ Lipocarpha microcephala
ミクリガヤ Rhynchospora malasica
イヌノハナヒゲ Rhynchospora rugosa
イヘヤヒゲクサ Schoenus calostachyus
マネキシンジュガヤ Scleria rugosa var. glabrescens
タイワンアオイラン Acanthephippium striatum
クスクスラン Bulbophyllum affine
タマザキエビネ（ササバキエビネ） Calanthe densiflora
カツウダケエビネ Calanthe discolor f. kanashiroi
オオスズムシラン Cryptostylis arachnites
タカオオオスズムシラン Cryptostylis taiwaniana
アキザキナギラン（オトメナギラン） Cymbidium javanicum  var. aspidistrifolium
カンラン Cymbidium kanran
ホウサイラン Cymbidium sinense
オキナワセッコク Dendrobium okinawense
キバナノセッコク Dendrobium tosaense
コカゲラン Didymoplexiella siamensis
ジョウロウラン Disperis siamensis
カキラン Epipactis thunbergii
オサラン Eria reptans
ホソフデラン Erythrodes formosana
タカサゴヤガラ Eulophia taiwanensis
ツツガタヤツシロラン Gastrodia okinawensis
ナンゴクヤツシロラン Gastrodia shimizuana
ヤブミョウガラン Goodyera fumata
シュスラン Goodyera velutina
ニオイラン Haraella retrocalla
サキシマスケロクラン Lecanorchis flavicans var. flavicans
ヤエヤマスケロクラン Lecanorchis japonica  var. tubiformis
コバナチケイラン Liparis sp. aff. elegans
ナンバンカゴメラン（ナンバンカモメラン） Macodes petola
カンダヒメラン Malaxis kandae
オキナワヒメラン Malaxis purpurea
フウラン Neofinetia falcata
ウズラバムカゴサイシン（新称） Nervilia sp.
コカゲトンボ（新称） Peristylus elegans
ガンゼキラン Phaius flavus
ヒメカクラン Phaius mishmensis
クニガミトンボソウ（ソノハラトンボ） Platanthera sonoharai
ナゴラン Sedirea japonica
イリオモテラン（ニュウメンラン） Trichoglottis ionosma
コウトウヒスイラン Vanda lamellata
オオキヌラン（センカクキヌラン） Zeuxine nervosa
キヌラン（ホソバラン）(狭義) Zeuxine strateumatica var. strateumatica

絶滅危惧ⅠB類（EN）

ムクノキ Aphananthe aspera
サキシマエノキ Celtis biondii var. insularis
アラゲタデ Persicaria tomentosa
オキナワマツバボタン Portulaca okinawensis var. okinawensis
インドヒモカズラ Deeringia polysperma
クロボウモドキ Polyalthia liukiuensis
イトスナヅル Cassytha pergracilis
リュウキュウヒキノカサ Ranunculus extorris var. lutchuensis
ヤエヤマカンアオイ Asarum yaeyamensis
クニガミヒサカキ Eurya zigzag
トカラアジサイ Hydrangea kawagoeana
リンボク Prunus spinulosa
ヤエヤマネムノキ Albizia retusa
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ガランピネムチャ（リュウキュウカワラケツメ
イ）

Chamaechrista garambiensis

リュウキュウミヤマトベラ（タイワンミヤマトベ
ラ）

Euchresta formosana

ウチワツナギ Phyllodium pulchellum
エノキフジ Discocleidion ulmifolium
アカハダコバンノキ Margaritaria indica
ハナシンボウギ Glycosmis citrifolia
シマイヌザンショウ Zanthoxylum schinifolium  var. okinawense
シンチクヒメハギ Polygala chinensis
ヒメミソハギ Ammannia multiflora
ミズキカシグサ Rotala leptopetala  var. littorea
ヒメウマノミツバ Sanicula lamelligera
シマイワウチワ（シマイワカガミ、ランダイイワ
ウメ）

Shortia rotundifolia

ケラマツツジ Rhododendron scabrum
タイワンヤマツツジ（シナヤマツツジ） Rhododendron simsii var. simsii
カラタチバナ Ardisia crispa
イソマツ（種内分類群を含む） Limonium wrightii
ヤワラケガキ Diospyros eriantha
シマソケイ Ochrosia oppositifolia
ハシカグサ Neanotis hirsuta
ヒジハリノキ（シナミサオノキ） Randia sinensis
カキバチシャノキ Cordia dichotoma
ナンバンルリソウ Heliotropium indicum
オオニンジンボク Vitex quinata
ミズハコベ Callitriche palustris
ヤエヤマジュウニヒトエ（ヤエヤマキランソウ） Ajuga taiwanensis
オキナワヒヨドリジョウゴ（ムラサキヒヨドリ
ジョウゴ）

Solanum kayamae

ヒメサギゴケ Mazus goodenifolius
ミズビワソウ（ヤエヤマイワタバコ） Cyrtandra yaeyamae
ハマウツボ Orobanche coerulescens
イヌタヌキモ Utricularia tenuicaulis
タチミゾカクシ（アブノメミゾカクシ） Lobelia alsinoides
キクバイズハハコ Conyza aegyptiaca
ネバリイズハハコ Conyza leucantha
トゲウミヒルモ Halophila decipiens
オオウミヒルモ Halophila major
ヒメウミヒルモ Halophila minor
リュウノヒゲモ Potamogeton pectinatus
イトモ Potamogeton pusillus
カワツルモ Ruppia maritima
イバラモ Najas marina
トリゲモ Najas minor
ホンゴウソウ Sciaphila japonica
ウエマツソウ Sciaphila tosaensis
ヒメヤブラン Liriope minor
アラガタオオサンキライ（アラガタサンキライ） Smilax bracteata var. verruculosa
シロシャクジョウ Burmannia cryptopetala
ルリシャクジョウ Burmannia itoana
イグサ（イ、トウシンソウ） Juncus effusus var. decipiens
オオホシクサ Eriocaulon buergerianum
ホシクサ Eriocaulon cinereum
スイシャホシクサ Eriocaulon nigrum  var. suishaense
ビロードキビ Brachiaria villosa var. villosa
イゼナガヤ Eriachne armitti
アオシバ Garnotia acutigluma
ケナシハイチゴザサ Isachne lutchuensis
ヒメネズミノオ Sporobolus hancei
オオハンゲ Pinellia tripartita
ヒメツルアダン Freycinetia williamsii
アリサンタマツリスゲ Carex arisanensis
ホウザンスゲ Carex hoozanensis
リュウキュウタチスゲ Carex maculata var. tetsuoi
アオゴウソ Carex phacota
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シロシャクジョウ Burmannia cryptopetala
ルリシャクジョウ Burmannia itoana
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リュウキュウタチスゲ Carex maculata var. tetsuoi
アオゴウソ Carex phacota

コウボウシバ Carex pumila
シオクグ Carex scabrifolia
オオホウキガヤツリ Cyperus digitatus
ヒメホウキガヤツリ Cyperus nutans var. subprolixus
ツクシテンツキ Fimbristylis dichotoma  subsp. podocarpa
ハナシテンツキ Fimbristylis globulosa
クロタマガヤツリ Fuirena ciliaris
ノグサ Schoenus apogon
ホタルイ Scirpus juncoides var. hotarui
イヌフトイ Scirpus litoralis
サンカクイ Scirpus triqueter
ナガボフトイ（ナンゴクフトイ） Scirpus validus
ホソバシンジュガヤ Scleria biflora
ケシンジュガヤ Scleria rugosa var. rugosa
エンレイショウキラン Acanthephippium pictum
タイワンショウキラン Acanthephippium sylhetense
キバナシュスラン Anoectochilus formosanus
オオギミラン（イナバラン） Anoectochilus inabai
コウシュンシュスラン Anoectochilus koshunensis
シコウラン Bulbophyllum macraei
タイワンエビネ Calanthe formosana
アリサンムヨウラン（アノマラン、ヨシヒサラ
ン）

Cheirostylis takeoi

ナギラン Cymbidium lancifolium
オオオサラン（ホザキオサラン） Eria corneri
ツボミヤツシロラン Gastrodia clausa
クニガミシュスラン Goodyera sonoharae
ダイサギソウ Habenaria dentata
テツオサギソウ（ナガバサギソウ） Habenaria stenopetala
オオカゲロウラン（テリハカゲロウラン） Hetaeria oblongifolia
クロムヨウラン（ムラサキムヨウラン） Lecanorchis nigricans
コクラン Liparis nervosa
ササバラン Liparis paradoxa
ホザキヒメラン Malaxis latifolia
ムカゴサイシン（ムカゴサイシンモドキを含む） Nervilia nipponica
クスクスヨウラクラン（アリサンヨウラクラン） Oberonia arisanensis
カクチョウラン（カクラン） Phaius tankervilliae
イリオモテトンボソウ Platanthera stenoglossa  subsp. iriomotensis
クモラン Taeniophyllum aphyllum
ヒメトケンラン Tainia laxiflora
ハガクレナガミラン Thrixspermum fantasticum
ヤクシマネッタイラン Tropidia nipponica
ミソボシラン（トミヤマフタオラン） Vrydagzynea nuda
ジャコウキヌラン（ジャコウシュスラン） Zeuxine odorata
オキナワハイネズ Juniperus taxifolia. var. lutchuensis

絶滅危惧Ⅱ類（VU）

ウバメガシ Quercus phillyraeoides
ウラジロガシ Quercus salicina
ヤエヤマラセイタソウ Boehmeria yaeyamensis
サンショウソウ Pellionia minima
オオサンショウソウ Pellionia radicans
ミヤマミズ Pilea petiolaris
ニンドウバノヤドリギ Scurrula longicerifolius
キイレツチトリモチ Balanophora wrightii
ハマツメクサ Sagina maxima
オカヒジキ Salsola komarovii
ケスナヅル Cassytha filiflormis var. duipraticola
ウマノアシガタ Ranunculus japonicus
ケナシサダソウ Peperomia japonica f. okinawensis
コウシュンウマノスズクサ Aristolochia tubiflora
オオクサアジサイ Cardiandra alternifolia  subsp. mollendorffii
ヤエヤマヒメウツギ Deutzia yaeyamensis
テンノウメ Osteomeles anthyllidifolia
タイワンウラジロイチゴ Rubus swinhoei
オキナワウラジロイチゴ（ホザキイチゴ） Rubus utchinensis
ナハキハギ Dendrolobium umbellatum
ボウコツルマメ Glycine tabacina
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コチョウインゲン Vigna adenantha
ボロジノニシキソウ Euphorbia sparrmanni
ダイトウセイシボク Excoecaria formosana  var. daitoinsularis
ヤマアイ Mercurialis leiocarpa
シラキ Sapium japonicum
ヒレザンショウ Zanthoxylum beecheyanum
ササキカズラ Ryssopterys timoriensis
コウシュンカズラ Tristellateia australasiae
リュウキュウツルマサキ Euonymus fortunei  var. austroliukiuensis
オキナワツゲ Buxus liukiuensis
クサミズキ Nothapodytes foetida
ヤエヤマハマナツメ Colubrina asiatica
ハテルマカズラ（コンペイトウヅルを含む） Triumfetta procumbens
ヤクシマスミレ Viola iwagawai
コウトウシュウカイドウ Begonia fenicis
コバノミヤマノボタン Bredia okinawensis
ヒルギモドキ Lumnitzera racemosa
ケミズキンバイ Ludwigia adscendens
ウスゲチョウジタデ Ludwigia epilobioides  subsp. greatrexii
アオキ Aucuba japonica
ヤエヤマヤマボウシ Cornus hongkongensis
ムニンハマウド Angelica japonica var. boninensis
モミジチドメ（タカサゴノチドメ） Hydrocotyle batrachium
サキシマツツジ Rhododendron amanoi  var. amanoi
セイシカ Rhododendron latoucheae
コバノアカテツ Planchonella obovata  var. dubia
ヤエヤマヒイラギ（イリオモテヒイラギ） Osmanthus heterophyllus  var. iriomotensis
ヤナギバモクセイ Osmanthus okinawensis
リュウキュウホウライカズラ Gardneria liukiuensis
シマアケボノソウ Swertia makinoana
ヒメシロアサザ Nymphoides coreana
ゴムカズラ Ecdysanthera utilis
キジョラン Marsdenia tomentosa
ケナシツルモウリンカ Tylophora tanakae var. glabrescens
ヒロハケニオイグサ Hydiotis verticillata
ニコゲルリミノキ Lasianthus bunzanensis
ヤエヤマアオキ Morinda citrifolia
ヘツカニガキ Sinoadina racemosa
ハマネナシカズラ Cuscuta chinensis
マルバアサガオガラクサ Evolvulus alsinoides
アツバアサガオ Ipomoea stolonifera
オオバケアサガオ Lepistemon binectariferum  var. trichocarpum
オオバハマアサガオ Stictocardia tiliifolia
リュウキュウチシャノキ Ehretia dichotoma
オキナワヤブムラサキ Callicarpa oshimensis  var. okinawensis
ルゾンハマクサギ Premna nauseosa
ヤエヤマハマゴウ Vitex bicolor
イヌコウジュ Mosla punctulata
ユキミソウ（ミゾコウジュ） Salvia plebeia
コナミキ Scutellaria guilielmi
ケナシイヌゴマ（リュウキュウイヌゴマ） Stachys riederi var. japonica
ヤエヤマスズコウジュ Suzukia luchuensis
エナシシソクサ Limnophila fragrans
スズメノハコベ Microcarpaea minima
ヒキヨモギ Siphonostegia chinensis
ツノギリソウ Hemiboea bicornuta
マツムラソウ Titanotrichum oldhami
ミカワタヌキモ（イトタヌキモ） Utricularia exoleta
ハマジンチョウ Myoporum bontioides
ヒメスイカズラ Lonicera japonica  var. miyagusukiana
ナガバハグマ Ainsliaea oblonga
オキナワギク Aster miyagii
タウコギ Bidens tripartita
モクビャッコウ Crossostephium chinense
ヤナギニガナ（アツバニガナ） Ixeris laevigata
コケタンポポ Solenogyne mikadoi
マルミスブタ（オオスブタ） Blyxa aubertii
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ヤナギニガナ（アツバニガナ） Ixeris laevigata
コケタンポポ Solenogyne mikadoi
マルミスブタ（オオスブタ） Blyxa aubertii

コスブタ（スブタ） Blyxa echinosperma
ウミショウブ Enhalus acoroides
オオミズオオバコ（ミズオオバコ） Ottelia alismoides
マツバウミジグサ Halodule pinifolia
コアマモ Zostera japonica
コショウジョウバカマ（ヒメショウジョウバカ
マ、シマショウジョウバカマ）

Heloniopsis kawanoi

オオシロショウジョウバカマ Heloniopsis leucantha
タヌキアヤメ Philydrum lanuginosum
タチコウガイゼキショウ Juncus krameri
コウガイゼキショウ（ヒラコウガイゼキショウ、
ヒロハノコモチゼキショウ）

Juncus leschenaultii

ツユクサ Commelina communis  var. communis
ザルゾコミョウガ Pollia secundiflora
ヤマヌカボ Agrostis clavata
オオマツバシバ Aristida takeoi
イリオモテガヤ Chikusichloa brachyanthera
ヒトタバメヒシバ Digitaria pruriens
ヤエガヤ Hackelochloa granularis
ハイチゴザサ Isachne nipponensis
ミヤマササガヤ Microstegium nudum
トキワススキ Miscanthus floridulus
オキナワミゾイチゴツナギ Poa acroleuca  var. ryukyuensis
オニシバ Zoysia macrostachya
コオニシバ Zoysia sinica var. sinica
シラスゲ Carex alopecuroides
タイワンカンスゲ Carex longistipes
サコスゲ Carex sakonis
オニクグ Cyperus javanicus
スナハマスゲ Cyperus stolonifer
オオハリイ Eleocharis congesta  var. congesta
ハリイ Eleocharis congesta  var. japonica
ミスミイ Eleocharis fistulosa
トクサイ Eleocharis ochrostachys
ヒメヒラテンツキ Fimbristylis autumnalis
オオアゼテンツキ Fimbristylis bisumbellata
アンペライ（ネビキグサ） Machaerina rubiginosa
トラノハナヒゲ Rhynchospora brownii
ヒメホタルイ Scirpus lineolatus
クロミノシンジュガヤ Scleria sumatrensis
オキナワチドリ Amitostigma lepidum
タネガシマムヨウラン Aphyllorchis montana
ナリヤラン Arundina graminifolia
マメヅタラン Bulbophyllum drymoglossum
レンギョウエビネ Calanthe lyroglossa
オナガエビネ（オキナワエビネ、リュウキュウエ
ビネ）

Calanthe masuca

ツルラン Calanthe triplicata
アカバシュスラン（タネガシマカイロラン、リュ
ウキュウカイロラン）

Cheirostylis liukiuensis

バイケイラン（チクセツラン） Corymborkis veratrifolia
ユウレイラン Didymoplexis pallens
タシロラン Epipogium roseum
リュウキュウセッコク Eria ovata
エダウチヤガラ Eulophia graminea
イモネヤガラ Eulophia zollingeri
タカツルラン Galeola altissima
カシノキラン Gastrochilus japonicus
コンジキヤガラ Gastrodia javanica
ハルザキヤツシロラン（ヤンバルヤツシロランを
含む）

Gastrodia nipponica

トサカメオトラン Geodorum densiflorum
ナンバンキンギンソウ Goodyera grandis
カゴメラン Goodyera hachijoensis  var. matsumurana
ヒゲナガキンギンソウ Goodyera longibracteata
シマシュスラン（オオシュスラン） Goodyera viridiflora
リュウキュウサギソウ（ナメラサギソウ） Habenaria longidenticulata
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ヤクシマアカシュスラン Hetaeria yakusimensis
オキナワムヨウラン Lecanorchis triloba
チケイラン Liparis bootanensis
ヤエヤマヒトツボクロ（アオイボクロ、ヤエヤマ
クマガイソウ）

Nervilia aragoana

コウトウシラン Spathoglottis plicata
イリオモテムヨウラン Stereosandra javanica
アコウネッタイラン Tropidia calcarata
ヤクシマヒメアリドオシラン Vexillabium yakushimense
アオジクキヌラン Zeuxine affinis
カゲロウラン Zeuxine agyokuana
イシガキキヌラン Zeuxine flava

準絶滅危惧（NT）
ムクイヌビワ Ficus irisana
クニガミサンショウヅル Elatostema suzukii
ケイタオミズ（アリサンサンショウソウ） Pellionia keitaoensis
リュウキュウツチトリモチ Balanophora fungosa
ナツノウナギツカミ Persicaria dichotoma
ホソバノウナギツカミ Persicaria hastato-auriculata
マルバニッケイ（コウチニッケイ） Cinnamomum daphnoides
オキナワヤマコウバシ（オキナワコウバシ） Lindera communis  var. okinawensis
ダイトウシロダモ Neolitsea sericea var. argentea
オオツヅラフジ Sinomenium acutum
ハンゲショウ Saururus chinensis
オモロカンアオイ Asarum dissitum
エクボサイシン（エクボカンアオイ） Asarum gelasinum
サキシマヒサカキ Eurya sakishimensis
アリサンバライチゴ Rubus rosaefolius var. formosanus
コウシュンモダマ Entada phaseoloides
ミヤコジマツルマメ Glycine koidzumii
ワニグチモダマ Mucuna gigantea
ナガバコバンモチ Elaeocarpus multiflorus
イシガキカラスウリ Trichosanthes ishigakiensis
ミズガンピ Pemphis acidula
マヤプシキ（ハマザクロ） Sonneratia alba
コニシハイノキ Symplocos cochinchinensis  subsp. laurina
ナタオレノキ Osmanthus insularis
オオソナレムグラ Hedyotis strigulosa  var. luxurians
ヒルギダマシ Avicennia marina
アツバクコ Lycium sandwicense
サイヨウシャジン Adenophora triphylla
ホソバウミジグサ Halodule tridentata
ウミジグサ（ニラウミジグサ） Halodule uninervis
シオニラ（ボウバアマモ） Syringodium isoetifolium
コヤブランモドキ Liriope muscari var. stolonifera
ホソバツユクサ Commelina communis var. ludens
チャボチヂミザサ Oplismenus undulatifolius  var. microphyllus
ヤエヤマヤシ Satakentia liukiuensis
オキナワヒメナキリ Carex sacrosancta  var. tamakii
タマハリイ Eleocharis geniculata
タイワンヒデリコ Fimbristylis miliacea  subsp. koidzumiana
イリオモテクマタケラン Alpinia flabellata
ツユクサシュスラン Goodyera foliosa
タカサゴサギソウ Habenaria formosana
ボウラン（タカサゴボウランを含む） Luisia teres

情報不足（DD）

ホソバノキミズ（オオキミズ） Elatostema lineolatum  var. majus
オトギリマオ Gonostegia pentandra  var. hypericifolia
コウトウウラジロマオ Maoutia setosa
イワガネ Oreocnide frutescens
タイワンヤマモガシ Helicia formosana
アオモジ Litsea cubeba
コバノボタンヅル Clematis pierotii
ホウライツヅラフジ Pericampylus formosanus
ヨツバリマツモ Ceratophyllum demersum  var. quadrispinum
イシモチソウ Drosera peltata var. nipponica
スナジマメ Zornia cantoniensis
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ヤクシマアカシュスラン Hetaeria yakusimensis
オキナワムヨウラン Lecanorchis triloba
チケイラン Liparis bootanensis
ヤエヤマヒトツボクロ（アオイボクロ、ヤエヤマ
クマガイソウ）

Nervilia aragoana

コウトウシラン Spathoglottis plicata
イリオモテムヨウラン Stereosandra javanica
アコウネッタイラン Tropidia calcarata
ヤクシマヒメアリドオシラン Vexillabium yakushimense
アオジクキヌラン Zeuxine affinis
カゲロウラン Zeuxine agyokuana
イシガキキヌラン Zeuxine flava

準絶滅危惧（NT）
ムクイヌビワ Ficus irisana
クニガミサンショウヅル Elatostema suzukii
ケイタオミズ（アリサンサンショウソウ） Pellionia keitaoensis
リュウキュウツチトリモチ Balanophora fungosa
ナツノウナギツカミ Persicaria dichotoma
ホソバノウナギツカミ Persicaria hastato-auriculata
マルバニッケイ（コウチニッケイ） Cinnamomum daphnoides
オキナワヤマコウバシ（オキナワコウバシ） Lindera communis  var. okinawensis
ダイトウシロダモ Neolitsea sericea var. argentea
オオツヅラフジ Sinomenium acutum
ハンゲショウ Saururus chinensis
オモロカンアオイ Asarum dissitum
エクボサイシン（エクボカンアオイ） Asarum gelasinum
サキシマヒサカキ Eurya sakishimensis
アリサンバライチゴ Rubus rosaefolius var. formosanus
コウシュンモダマ Entada phaseoloides
ミヤコジマツルマメ Glycine koidzumii
ワニグチモダマ Mucuna gigantea
ナガバコバンモチ Elaeocarpus multiflorus
イシガキカラスウリ Trichosanthes ishigakiensis
ミズガンピ Pemphis acidula
マヤプシキ（ハマザクロ） Sonneratia alba
コニシハイノキ Symplocos cochinchinensis  subsp. laurina
ナタオレノキ Osmanthus insularis
オオソナレムグラ Hedyotis strigulosa  var. luxurians
ヒルギダマシ Avicennia marina
アツバクコ Lycium sandwicense
サイヨウシャジン Adenophora triphylla
ホソバウミジグサ Halodule tridentata
ウミジグサ（ニラウミジグサ） Halodule uninervis
シオニラ（ボウバアマモ） Syringodium isoetifolium
コヤブランモドキ Liriope muscari var. stolonifera
ホソバツユクサ Commelina communis var. ludens
チャボチヂミザサ Oplismenus undulatifolius  var. microphyllus
ヤエヤマヤシ Satakentia liukiuensis
オキナワヒメナキリ Carex sacrosancta  var. tamakii
タマハリイ Eleocharis geniculata
タイワンヒデリコ Fimbristylis miliacea  subsp. koidzumiana
イリオモテクマタケラン Alpinia flabellata
ツユクサシュスラン Goodyera foliosa
タカサゴサギソウ Habenaria formosana
ボウラン（タカサゴボウランを含む） Luisia teres

情報不足（DD）

ホソバノキミズ（オオキミズ） Elatostema lineolatum  var. majus
オトギリマオ Gonostegia pentandra  var. hypericifolia
コウトウウラジロマオ Maoutia setosa
イワガネ Oreocnide frutescens
タイワンヤマモガシ Helicia formosana
アオモジ Litsea cubeba
コバノボタンヅル Clematis pierotii
ホウライツヅラフジ Pericampylus formosanus
ヨツバリマツモ Ceratophyllum demersum  var. quadrispinum
イシモチソウ Drosera peltata var. nipponica
スナジマメ Zornia cantoniensis

フユザンショウ Zanthoxylum armatum  var. subtrifoliolatum
ホザキサルノオ（ウスバサルノオ） Hiptage benghalensis
タイワンフシノキ（タイワンヌルデ） Rhus javanica var. javanica
イヌソヨゴ Ilex kusanoi
ハマナツメ Paliurus ramosissimus
ノブドウ Ampelopsis brevipedunculata  var. heterophylla
アカミノヤブガラシ Cayratia yoshimurai
サンカクヅル Vitis flexuosa
フウセンアカメガシワ Kleinhovia hospita
ミズマツバ Rotala pusilla
ホザキキカシグサ（マルバキカシグサ） Rotala rotundifolia
ミヤマハシカンボク Blastus cochinchinensis
オオバチドメ Hydrocotyle nepalensis
ホウライアオカズラ Gymnema sylvestre
タイワンキジョラン（イリオモテキジョラン） Marsdenia formosana
シソノミグサ Knoxia corymbosa
ハリザクロ（ハリクチナシ） Randia spinosa
カワリバアサガオ Ipomoea polymorpha
マルバノホロシ Solanum maximowiczii
コフジウツギ（ウラジロフジウツギ） Buddleja curviflora
ヒメクチバシグサ Lindernia tenuifolia
ケウリクサ Lindernia viscosa
オオナンバンギセル Aeginetia sinensis
ヤブタバコ Carpesium abrotanoides
ヤマヒヨドリバナ（ヤマヒヨドリ） Eupatorium variabile
オグルマ Inula brittanica subsp. japonica
タカサゴソウ Ixeris chinensis subsp. strigosa
ヨメナ Kalimeris yomena
コメナモミ Siegesbeckia orientalis  subsp. glabrescens
カンサイタンポポ Taraxacum japonicum
コバノヒルムシロ（トゲミズヒキモ） Potamogeton cristatus
オオハマオモト Crinum asiaticum var. asiaticum
キリシマシャクジョウ Burmannia liukiuensis
アオコウガイゼキショウ Juncus papillosus
クロホシクサ Eriocaulon parvum
ヌカボ Agrostis exarata subsp. nukabo
タイワンイヌビエ Echinochloa glabrescens
ヒメスズメガヤ Eragrostis pilosissima
ウンヌケモドキ Eulalia quadrinervis
コバノウシノシッペイ Hemarthria compressa
コツブチゴザサ Isachne globosa var. brevispicula
ウスギキンエノコロ Setaria cinerea
コササキビ Setaria plicata
ヒメウシノシッペイ Thaumastochloa cochinchinensis
ヤエヤマクワズイモ Alocasia atropurpurea
イトハナビテンツキ Bulbostylis densa
アゼナルコスゲ（アゼナルコ） Carex dimorpholepis
コウボウムギ Carex kobomugi
タイワンヒエスゲ Carex manca subsp. takasagoana
フサスゲ（シラホスゲ） Carex metallica
ゴウソ Carex pruinosa subsp. maximowiczii
ビトウクグ Cyperus compactus
オオガヤツリ（オオハナビガヤツリ） Cyperus imbricatus
タイトウクグ Cyperus sesquiflorus  var. subtriceps
タカオガヤツリ Cyperus tuberosus
セイタカハリイ Eleocharis attenuata
ヤリハリイ Eleocharis congesta  var. subvivipara
シカクイ Eleocharis wichurai  var. wichurai
オキナワイヌシカクイ（リュウキュウハリイ） Eleocharis wichurai var. liukiuensis
チクシテンツキ Fimbristylis dichotoma  var. tikushiensis
ビロードテンツキ Fimbristylis sericea
オニテンツキ Fimbristylis thomsonii
ヒロハノカラン（ダルマエビネ） Calanthe alismaefolia
キエビネ Calanthe striata
タコガタサギソウ（ヒュウガトンボ、ヒメトン
ボ）

Habenaria sumatrana  var. triangularis

ヨウラクラン Oberonia japonica
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＜ 維　管　束　植　物　（シ ダ 植 物） ＞

絶滅（EX）

ゼンマイ Osmunda japonica
ヒメウラジロ Cheilanthes argentea
トラノオシダ Asplenium incisum
ウスバシダモドキ Tectaria dissecta
クリハラン Neocheiropteris ensata

絶滅危惧ⅠA類（CR）
ボウカズラ Lycopodium laxum
ヒメヨウラクヒバ Lycopodium salvinioides
リュウキュウヒモラン Lycopodium sieboldii  var. christensenianum
フユノハナワラビ Botrychium ternatum
ミヤコジマハナワラビ Helminthostachys zeylanica
コブラン Ophioglossum pendulum
ホウライハナワラビ Sceptridium formosanum
フサシダ Schizaea digitata
マルバコケシダ Trichomanes bimarginatum
セイタカイワヒメワラビ（シマイワヒメワラビ） Hypolepis alpina
オオイワヒメワラビ Hypolepis tenuifolia 
アイノコホラシノブ Sphenomeris intermedia
ワラビツナギ Arthropteris palisotii 
スキヤクジャク Adiantum diaphanum
イワガネソウ Coniogramme japonica
シマタキミシダ Antrophyum formosanum
アシガタシダ Pteris grevilleana
ヒメタニワタリ Asplenium cardiophyllum
ウスバクジャク Asplenium cheilosorum
カミガモシダ Asplenium oligophlebium  var. oligophlebium
イエジマチャセンシダ Asplenium oligophlebium  var. iezimense
トキワトラノオ Asplenium pekinense
ウスイロホウビシダ Asplenium subnormale
オトメシダ Asplenium tenerum
アオガネシダ Asplenium wilfordii
オキナワアツイタ Elaphoglossum callifolium
コモチナナバケシダ Tectaria fauriei
ナガバウスバシダ（サキミウスバシダ） Tectaria kusukusensis
クワレシダ Diplazium esculentum
リュウキュウキンモウワラビ Hypodematium fordii
カザリシダ Aglanomorpha coronans
タイワンクリハラン Colysis hemionitidea
ハカマウラボシ Drynaria fortunei
シナノキシノブ（オオクリハラン） Microsorium fortunei
タイワンアオネカズラ（シマアオネカズラ） Polypodium formosanum
ヒトツバマメヅタ Pyrrosia adnascens
タイワンビロードシダ Pyrrosia linearifolia  var. heterolepis

絶滅危惧ⅠB類（EN）

ミゾシダ Stegnogramma pozoi  subsp. mollissima
ヨウラクヒバ Lycopodium phlegmaria
イワヒバ Selaginella tamariscina
タカサゴキジノオ Plagiogyria adnata
カンザシワラビ Schizaea dichotoma
キクモバホラゴケ Cephalomanes apiifolium
ナンバンホラゴケ（シャムオニホラゴケ） Cephalomanes obscurum  var. siamense
ヒメチヂレコケシノブ Hymenophyllum denticulatum
ウスバイシカグマ Microlepia substrigosa
ヒメホングウシダ（コバノエダウチホングウシ
ダ）

Lindsaea cambodgensis

イヌイノモトソウ Lindsaea ensifolia
マキノシダ Asplenium loriceum
クルマシダ Asplenium wrightii
ツルキジノオ Lomariopsis spectabilis
リュウキュウシダ Dryopteris hasseltii
タヌキシダ Dryopteris labordei
ムラサキベニシダ Dryopteris purpurella
ゲジゲジシダ Thelypteris decursive-pinnata
オキナワコクモウクジャク Diplazium virescens  var. okinawense

絶滅危惧Ⅱ類（VU）

ナンカクラン Lycopodium hamiltonii
オニトウゲシバ Lycopodium serratum  var. longipetiolatum
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＜ 維　管　束　植　物　（シ ダ 植 物） ＞

絶滅（EX）

ゼンマイ Osmunda japonica
ヒメウラジロ Cheilanthes argentea
トラノオシダ Asplenium incisum
ウスバシダモドキ Tectaria dissecta
クリハラン Neocheiropteris ensata

絶滅危惧ⅠA類（CR）
ボウカズラ Lycopodium laxum
ヒメヨウラクヒバ Lycopodium salvinioides
リュウキュウヒモラン Lycopodium sieboldii  var. christensenianum
フユノハナワラビ Botrychium ternatum
ミヤコジマハナワラビ Helminthostachys zeylanica
コブラン Ophioglossum pendulum
ホウライハナワラビ Sceptridium formosanum
フサシダ Schizaea digitata
マルバコケシダ Trichomanes bimarginatum
セイタカイワヒメワラビ（シマイワヒメワラビ） Hypolepis alpina
オオイワヒメワラビ Hypolepis tenuifolia 
アイノコホラシノブ Sphenomeris intermedia
ワラビツナギ Arthropteris palisotii 
スキヤクジャク Adiantum diaphanum
イワガネソウ Coniogramme japonica
シマタキミシダ Antrophyum formosanum
アシガタシダ Pteris grevilleana
ヒメタニワタリ Asplenium cardiophyllum
ウスバクジャク Asplenium cheilosorum
カミガモシダ Asplenium oligophlebium  var. oligophlebium
イエジマチャセンシダ Asplenium oligophlebium  var. iezimense
トキワトラノオ Asplenium pekinense
ウスイロホウビシダ Asplenium subnormale
オトメシダ Asplenium tenerum
アオガネシダ Asplenium wilfordii
オキナワアツイタ Elaphoglossum callifolium
コモチナナバケシダ Tectaria fauriei
ナガバウスバシダ（サキミウスバシダ） Tectaria kusukusensis
クワレシダ Diplazium esculentum
リュウキュウキンモウワラビ Hypodematium fordii
カザリシダ Aglanomorpha coronans
タイワンクリハラン Colysis hemionitidea
ハカマウラボシ Drynaria fortunei
シナノキシノブ（オオクリハラン） Microsorium fortunei
タイワンアオネカズラ（シマアオネカズラ） Polypodium formosanum
ヒトツバマメヅタ Pyrrosia adnascens
タイワンビロードシダ Pyrrosia linearifolia  var. heterolepis

絶滅危惧ⅠB類（EN）

ミゾシダ Stegnogramma pozoi  subsp. mollissima
ヨウラクヒバ Lycopodium phlegmaria
イワヒバ Selaginella tamariscina
タカサゴキジノオ Plagiogyria adnata
カンザシワラビ Schizaea dichotoma
キクモバホラゴケ Cephalomanes apiifolium
ナンバンホラゴケ（シャムオニホラゴケ） Cephalomanes obscurum  var. siamense
ヒメチヂレコケシノブ Hymenophyllum denticulatum
ウスバイシカグマ Microlepia substrigosa
ヒメホングウシダ（コバノエダウチホングウシ
ダ）

Lindsaea cambodgensis

イヌイノモトソウ Lindsaea ensifolia
マキノシダ Asplenium loriceum
クルマシダ Asplenium wrightii
ツルキジノオ Lomariopsis spectabilis
リュウキュウシダ Dryopteris hasseltii
タヌキシダ Dryopteris labordei
ムラサキベニシダ Dryopteris purpurella
ゲジゲジシダ Thelypteris decursive-pinnata
オキナワコクモウクジャク Diplazium virescens  var. okinawense

絶滅危惧Ⅱ類（VU）

ナンカクラン Lycopodium hamiltonii
オニトウゲシバ Lycopodium serratum  var. longipetiolatum

コケカタヒバ Selaginella leptophylla
イヌカタヒバ Selaginella moellendorffii
イヌドクサ Equisetum ramosissimum
リュウキュウキジノオ Plagiogyria koidzumii
サキシマホラゴケ Cephalomanes atrovirens
マメホラゴケ Crepidomanes kurzii
マツバコケシダ Crepidomanes latemarginale
ホソバコケシノブ Hymenophyllum polyanthos
マメゴケシダ Trichomanes motleyi
コウシュンシダ Microlepia obtusiloba
ヒメシシラン Vittaria anguste-elongata
シシラン Vittaria flexuosa
ミミモチシダ Acrostichum aureum
マツザカシダ Pteris nipponica
オオタニワタリ Asplenium antiquum
ラハオシダ Asplenium excisum
オオギミシダ Woodwardia harlandii
コミダケシダ Ctenitis eatoni var. iriomotensis
カレンコウアミシダ Tectaria simonsii
ヒメミゾシダ Stegnogramma gymnocarpa  subsp. amabilis
アミシダ Stegnogramma wilfordii
タイワンハシゴシダ Thelypteris castanea
ミミガタシダ Thelypteris subaurita
ヒロハミヤマノコギリシダ（タカサゴノコギリシ
ダ）

Diplazium petri

ハンコクシダ Diplazium pullingeri
ニセシロヤマシダ Diplazium taiwanense 
ノコギリシダ Diplazium wichurae
ホコザキノコギリシダ Diplazium yaoshanense
タカウラボシ（ミズカザリシダ） Microsorium rubidum
ヒメウラボシ Grammitis dorsipila
シマムカデシダ Prosaptia kanashiroi

準絶滅危惧（NT）
ツルカタヒバ Selaginella biformis
ヒメホラゴケ Crepidomanes humilis
コケハイホラゴケ（ニセアミホラゴケ） Crepidomanes subclathratum
リュウキュウコケシノブ Hymenophyllum riukiuense
ヤンバルフモトシダ Microlepia hookeriana 
タイワンホウビシダ Asplenium apogamum
コウザキシダ Asplenium ritoense
クシノハシダ Thelypteris jaculosa
イブダケキノボリシダ（ノコギリキノボリシダ） Diplazium crassiusculum
イワヒトデ Colysis elliptica
コウラボシ Lepisorus uchiyamae
ミツデヘラシダ Microsorium pteropus

情報不足（DD）

アツイタ Elaphoglossum yoshinagae
ホソバシケチシダ Cornopteris banajaoensis
デンジソウ Marsilea quadrifolia

＜ 蘚　苔　類 ＞

絶滅危惧Ⅰ類(CR+EN)

コバノイクビゴケ Diphyscium perminutum 
クロコゴケ Luisierella barbula
ジャバシラガゴケ Leucobryum javense
フトスジカタシロゴケ Calymperes crassinerve 
ヤクシマアミゴケ Syrrhopodon yakushimensis 
フチドリコゴケ Pachyneuropsis miyagii 
マルバツガゴケ Distichophyllum obtusifolium 
タカサゴハイヒモゴケ Meteoriopsis reclinata var. subreclinata
イボミスジヤバネゴケ Clastobryum cuculligerum 
ランヨウイボゴケ Taxithelium kerianum 
ヒメハシボソゴケ Taxithelium lindbergii 
シマフデノホゴケ Acroporium secundum 
マムシゴケ Meiothecium microcarpum 
リュウキュウカギホソエゴケ Radulina borbonica 
ミミヒラゴケ Calyptothecium recurvulum 
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ハネエビスゴケ Himantocladium plumula
セイナンヒラゴケ Neckeropsis calcicola 
エビスゴケ Neckeropsis cyclophylla 
マメハネゴケ（ヒメハネゴケ） Pinnatella ambigua 
モミノキゴケ Taiwanobryum anacamptolepis 
ウキゴケ（カズノゴケ） Riccia fluitans 
イチョウウキゴケ（イチョウウキクサ､イチョウ
モ）

Ricciocarpos natans 

イリオモテウロコゼニゴケ Fossombronia myrioides 
ヤエヤマスギバゴケ Neolepidozia mamillosa
テララゴケ Telaranea neesii 
アマノウロコゴケ Heteroscyphus aselliformis 
トゲバウロコゴケ Heteroscyphus wettsteinii 
サガリヤスデゴケ Frullania trichodes 
キララヨウジョウゴケ Cololejeunea ceratilobula 
マルバサンカクゴケ Drepanolejeunea obtusifolia 
ゴマダラクサリゴケ Stictolejeunea iwatsukii 
オガサワラキブリツノゴケ Dendroceros tubercularis 

絶滅危惧Ⅱ類（VU）

シラガゴケモドキ Exostratum blumii 
ニセハブタエゴケ Leucophanes angustifolium 
イサワゴケ Syrrhopodon tosaensis 
ジャバホウオウゴケ Fissidens javanicus 
コイボホウオウゴケ Fissidens schwabei 
フガゴケ Gymnostomiella longinervis 
キダチゴケ Hypnodendron vitiense 
カクレゴケ Garovaglia elegans 
キジノオゴケ Cyathophorum adiantum 
フチナシツガゴケ Distichophyllum osterwaldii 
サオヒメゴケ Callicostella papillata 
トサノタスキゴケ Aerobryidium laosiense
ヒカゲノカズラモドキ Aerobryopsis parisii 
リュウキュウイボゴケ Taxithelium liukiuense 
カタナワゴケ Oedicladium fragile 
ヤワラゼニゴケ Monosolenium tenerum 
タガワヤバネゴケ Cylindrocolea tagawae 
ミジンコゴケ Zoopsis liukiuensis 
サケバキハネゴケ Plagiochila fordiana 
キヤスデゴケ Frullania gaudichaudii 
イリオモテヤスデゴケ Frullania iriomotensis 
アマカワヒメゴヘイゴケ Archilejeunea amakawana 
リュウキュウシゲリゴケ Cheilolejeunea ryukyuensis 
オオシマヨウジョウゴケ Cololejeunea inflata
ヤマトケクサリゴケ Cololejeunea schmidtii 
イヌイムシトリゴケ Colura inuii 
ツメクサリゴケ Stenolejeunea apiculata
ケミドリゼニゴケ Aneura hirsuta 

準絶滅危惧（NT）
ヒメハミズゴケ Pogonatum camusii 
ヒメハゴロモゴケ Circulifolium exiguum 
ホウライハゴロモゴケ Circulifolium microdendron 
トサヒラゴケ Neckeropsis obtusata 
オキナワサイハイゴケ Asterella wallichiana 

情報不足（DD）

ヘビゴケ Campylopodium medium 
イボイボカタシロゴケ Calymperes strictifolium 
トゲバイバラゴケ Calyptrochaeta parviretis
ミナミツガゴケ Distichophyllum montagneanum 
クロジクツガゴケ Distichophyllum nigricaule
イボエシノブゴケ Thuidium plumulosum 
タイワンケゴケ Helicodontium formosicum 
（和名無し） Aerobryopsis leptosigmata
アブラハイゴケ Chaetomitrium papillifolium
ムカシヤバネゴケ Cephaloziella crispata 
トガリバクラマゴケモドキ Porella acutifolia var. acutifolia
オキナワヤスデゴケ Frullania okinawensis 
ユーレンキララゴケ Cololejeunea yulensis 
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ハネエビスゴケ Himantocladium plumula
セイナンヒラゴケ Neckeropsis calcicola 
エビスゴケ Neckeropsis cyclophylla 
マメハネゴケ（ヒメハネゴケ） Pinnatella ambigua 
モミノキゴケ Taiwanobryum anacamptolepis 
ウキゴケ（カズノゴケ） Riccia fluitans 
イチョウウキゴケ（イチョウウキクサ､イチョウ
モ）

Ricciocarpos natans 

イリオモテウロコゼニゴケ Fossombronia myrioides 
ヤエヤマスギバゴケ Neolepidozia mamillosa
テララゴケ Telaranea neesii 
アマノウロコゴケ Heteroscyphus aselliformis 
トゲバウロコゴケ Heteroscyphus wettsteinii 
サガリヤスデゴケ Frullania trichodes 
キララヨウジョウゴケ Cololejeunea ceratilobula 
マルバサンカクゴケ Drepanolejeunea obtusifolia 
ゴマダラクサリゴケ Stictolejeunea iwatsukii 
オガサワラキブリツノゴケ Dendroceros tubercularis 

絶滅危惧Ⅱ類（VU）

シラガゴケモドキ Exostratum blumii 
ニセハブタエゴケ Leucophanes angustifolium 
イサワゴケ Syrrhopodon tosaensis 
ジャバホウオウゴケ Fissidens javanicus 
コイボホウオウゴケ Fissidens schwabei 
フガゴケ Gymnostomiella longinervis 
キダチゴケ Hypnodendron vitiense 
カクレゴケ Garovaglia elegans 
キジノオゴケ Cyathophorum adiantum 
フチナシツガゴケ Distichophyllum osterwaldii 
サオヒメゴケ Callicostella papillata 
トサノタスキゴケ Aerobryidium laosiense
ヒカゲノカズラモドキ Aerobryopsis parisii 
リュウキュウイボゴケ Taxithelium liukiuense 
カタナワゴケ Oedicladium fragile 
ヤワラゼニゴケ Monosolenium tenerum 
タガワヤバネゴケ Cylindrocolea tagawae 
ミジンコゴケ Zoopsis liukiuensis 
サケバキハネゴケ Plagiochila fordiana 
キヤスデゴケ Frullania gaudichaudii 
イリオモテヤスデゴケ Frullania iriomotensis 
アマカワヒメゴヘイゴケ Archilejeunea amakawana 
リュウキュウシゲリゴケ Cheilolejeunea ryukyuensis 
オオシマヨウジョウゴケ Cololejeunea inflata
ヤマトケクサリゴケ Cololejeunea schmidtii 
イヌイムシトリゴケ Colura inuii 
ツメクサリゴケ Stenolejeunea apiculata
ケミドリゼニゴケ Aneura hirsuta 

準絶滅危惧（NT）
ヒメハミズゴケ Pogonatum camusii 
ヒメハゴロモゴケ Circulifolium exiguum 
ホウライハゴロモゴケ Circulifolium microdendron 
トサヒラゴケ Neckeropsis obtusata 
オキナワサイハイゴケ Asterella wallichiana 

情報不足（DD）

ヘビゴケ Campylopodium medium 
イボイボカタシロゴケ Calymperes strictifolium 
トゲバイバラゴケ Calyptrochaeta parviretis
ミナミツガゴケ Distichophyllum montagneanum 
クロジクツガゴケ Distichophyllum nigricaule
イボエシノブゴケ Thuidium plumulosum 
タイワンケゴケ Helicodontium formosicum 
（和名無し） Aerobryopsis leptosigmata
アブラハイゴケ Chaetomitrium papillifolium
ムカシヤバネゴケ Cephaloziella crispata 
トガリバクラマゴケモドキ Porella acutifolia var. acutifolia
オキナワヤスデゴケ Frullania okinawensis 
ユーレンキララゴケ Cololejeunea yulensis 

ヤエヤマサンカクゴケ Drepanolejeunea spicata 

＜ 藻　　　類　（淡 水 藻 類） ＞

－緑　藻－

絶滅危惧Ⅰ類(CR+EN)

ウムトゥチュラノリ Ulva limnetica 
絶滅危惧Ⅱ類（VU）

エビヤドリモ Cladogonium ogishimae 
チョウチンミドロ Dichotomosiphon tuberosus 

－紅　藻－

絶滅危惧Ⅰ類(CR+EN)

オオイシソウモドキ Compsopogonopsis japonica 
イバラオオイシソウ Compsopogon aeruginosus 
インドオオイシソウ Compsopogon hookeri 
ミナミホソカワモズク Batrachospermum periplocum 
ヤエヤマカワモズク Batrachospermum tortuosum  var. majus
ミナミイトカワモズク Kumanoa gracillima 
イリオモテカワモズク Kumanoa iriomotensis
ミナミクロカワモズク Kumanoa mahlacensis
シマチスジノリ Thorea gaudichaudii 
オキチモズク Nemalionopsis tortuosa 

絶滅危惧Ⅱ類（VU）

オオイシソウ Compsopogon caeruleus 
アオカワモズク Batrachospermum helminthosum 
チャイロカワモズク Sheathia arcuata 

準絶滅危惧（NT）
タンスイベニマダラ Hildenbrandia rivularis 

－車　軸  藻－

絶滅危惧Ⅰ類(CR+EN)

オウシャジクモ

イトシャジクモ

ケナガシャジクモ

コイトシャジクモ

アメリカシャジクモ

ハダシシャジクモ

チャボフラスコモ

トガリフラスコモ

ミルフラスコモ

ジュズフサフラスコモ

チリフラスコモ

Chara corallina var. corallina 
Chara fibrosa subsp. gymnopitys 
Chara fibrosa subsp. benthamii 
Chara fibrosa subsp. flaccida 
Chara sejuncta 
Chara zeylanica 
Nitella acuminata var. capitulifera 
Nitella acuminata var. subglomerata 
Nitella axilliformis 
Nitella comptonii 
Nitella microcarpa var. microcarpa

絶滅危惧Ⅱ類（VU）

シャジクモ Chara braunii 
クサシャジクモ Chara vulgaris var. vulgaris

情報不足（DD）

フシナシシャジクモ Chara corallina var. kyusyensis
ゲンカイイトシャジクモ Chara fibrosa var. microstephana
セッカイシャジクモ Chara vulgaris subsp. eu-vulgaris
チンバシャジクモ Chara vulgaris subsp. squamosa
コフラスコモ Nitella confervacea 
アミダネフラスコモ（新称） Nitella dictyosperma

＜ 藻　　　類　（汽 水 藻 類） ＞

－緑　藻－

準絶滅危惧（NT）
モツレチョウチン Boodleopsis pusilla

－紅　藻－

準絶滅危惧（NT）
ヒロハアヤギヌ Caloglossa adhaerens
アヤギヌ Caloglossa continua
セイヨウアヤギヌ Caloglossa leprieurii
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ホソアヤギヌ Caloglossa ogasawaraensis
ヒメアヤギヌ Caloglossa postiae
ササバアヤギヌ Caloglossa vieillardii
タニコケモドキ Bostrychia simpliciuscula

＜ 藻　　　類　（海 藻 類） ＞

－黄　緑　藻－

絶滅危惧Ⅰ類(CR+EN)

ウミフシナシミドロ Vaucheria longicaulis
カマクビウミフシナシミドロ(新称) Vaucheria vipera

絶滅危惧Ⅱ類（VU）

クビレミドロ Pseudodichotomosiphon constrictus
－緑　藻－

絶滅危惧Ⅰ類(CR+EN)

ケイワズタ Caulerpa fastigiata
ケブカフデモ Dasycladus vermicularis
ホソエガサ Acetabularia caliculus

絶滅危惧Ⅱ類（VU）

ヒメフカミドリシオグサ Pseudocladophora horii
ヒナイワズタ Caulerpa brachypus f. parvifolia
キザミズタ Caulerpa subserrata
イチイズタ Caulerpa taxifolia
テングノハウチワ Avrainvillea riukiuensis
オオハゴロモ Udotea argentea
ウスガサネ Cymopolia vanbosseae

準絶滅危惧（NT）
オオネダシグサ Rhizoclonium grande
ヒメミドリゲ Cladophoropsis fasciculata
タンポヤリ Struvea okamurae
マガタマモ Boergesenia forbesii
ホソバロニア Valoniopsis pachynema
アマミノクロキズタ Caulerpa scalpelliformis var. denticulata
フササボテングサ Halimeda borneensis
ソリハサボテングサ Halimeda distorta
ヒロハサボテングサ Halimeda macroloba
コバノサボテングサ Halimeda micronesica
コテングノハウチワ Avrainvillea erecta
イトゲノマユハキ Chlorodesmis caespitosa
ヒナマユハキモ Chlorodesmis haterumana
スズカケモ Tydemania expeditionis
ハネモモドキ Pseudobryopsis hainanensis
ナガミズタマ Bornetella nitida
カタミズタマ Bornetella oligospora
カサノリ Acetabularia ryukyuensis

情報不足（DD）

ウスバアオノリ Ulva linza
ヤブレグサ Umbraulva japonica
ミナミシオグサ Cladophora dotyana
ダンツウシオグサ Cladophora enomotoi
クダネダシグサ Siphonocladus tropicus
リュウキュウズタ Caulerpa sp.
ツナサボテングサ Halimeda cuneata
モロサボテングサ Halimeda fragilis
ニセハウチワ Rhipilia orientalis
ニセヒメイチョウ Rhipiliopsis echinocaulos
ヒメイチョウモドキ Rhipiliopsis yaeyamensis
ウスバハゴロモ Udotea yamadae

－褐　藻－

絶滅危惧Ⅰ類(CR+EN)

ウミボッス Nereia intricata
ウミトラノオ Sargassum thunbergii

絶滅危惧Ⅱ類（VU）

トゲミモク Sargassum denticarpum
ヒジキ Sargassum fusiforme

89

〈掲載種リスト〉



ホソアヤギヌ Caloglossa ogasawaraensis
ヒメアヤギヌ Caloglossa postiae
ササバアヤギヌ Caloglossa vieillardii
タニコケモドキ Bostrychia simpliciuscula

＜ 藻　　　類　（海 藻 類） ＞

－黄　緑　藻－

絶滅危惧Ⅰ類(CR+EN)

ウミフシナシミドロ Vaucheria longicaulis
カマクビウミフシナシミドロ(新称) Vaucheria vipera

絶滅危惧Ⅱ類（VU）

クビレミドロ Pseudodichotomosiphon constrictus
－緑　藻－

絶滅危惧Ⅰ類(CR+EN)

ケイワズタ Caulerpa fastigiata
ケブカフデモ Dasycladus vermicularis
ホソエガサ Acetabularia caliculus

絶滅危惧Ⅱ類（VU）

ヒメフカミドリシオグサ Pseudocladophora horii
ヒナイワズタ Caulerpa brachypus f. parvifolia
キザミズタ Caulerpa subserrata
イチイズタ Caulerpa taxifolia
テングノハウチワ Avrainvillea riukiuensis
オオハゴロモ Udotea argentea
ウスガサネ Cymopolia vanbosseae

準絶滅危惧（NT）
オオネダシグサ Rhizoclonium grande
ヒメミドリゲ Cladophoropsis fasciculata
タンポヤリ Struvea okamurae
マガタマモ Boergesenia forbesii
ホソバロニア Valoniopsis pachynema
アマミノクロキズタ Caulerpa scalpelliformis var. denticulata
フササボテングサ Halimeda borneensis
ソリハサボテングサ Halimeda distorta
ヒロハサボテングサ Halimeda macroloba
コバノサボテングサ Halimeda micronesica
コテングノハウチワ Avrainvillea erecta
イトゲノマユハキ Chlorodesmis caespitosa
ヒナマユハキモ Chlorodesmis haterumana
スズカケモ Tydemania expeditionis
ハネモモドキ Pseudobryopsis hainanensis
ナガミズタマ Bornetella nitida
カタミズタマ Bornetella oligospora
カサノリ Acetabularia ryukyuensis

情報不足（DD）

ウスバアオノリ Ulva linza
ヤブレグサ Umbraulva japonica
ミナミシオグサ Cladophora dotyana
ダンツウシオグサ Cladophora enomotoi
クダネダシグサ Siphonocladus tropicus
リュウキュウズタ Caulerpa sp.
ツナサボテングサ Halimeda cuneata
モロサボテングサ Halimeda fragilis
ニセハウチワ Rhipilia orientalis
ニセヒメイチョウ Rhipiliopsis echinocaulos
ヒメイチョウモドキ Rhipiliopsis yaeyamensis
ウスバハゴロモ Udotea yamadae

－褐　藻－

絶滅危惧Ⅰ類(CR+EN)

ウミボッス Nereia intricata
ウミトラノオ Sargassum thunbergii

絶滅危惧Ⅱ類（VU）

トゲミモク Sargassum denticarpum
ヒジキ Sargassum fusiforme

カラクサモク Sargassum pinnatifidum
コバモク Sargassum polycystum

準絶滅危惧（NT）
ヤバネモク Hormophysa cuneiformis
ツクシモク Sargassum assimile
マジリモク Sargassum carpophyllum
ナガミモク Sargassum longifructum
チュラシマモク Sargassum ryukyuense
キシュウモク Sargassum siliquosum

情報不足（DD）

ヒメヤハズ Dictyopteris repens
リュウキュウウミウチワ Padina ryukyuana
モズク Nemacystus decipiens
カヤモノリ Scytosiphon lomentaria
ヤツマタモク Sargassum patens

－紅　藻－

絶滅危惧Ⅰ類(CR+EN)

ハナヤナギ Chondria armata
絶滅危惧Ⅱ類（VU）

ケコナハダ Ganonema farinosum
ベニモズク Helminthocladia australis
アケボノモズク Trichogloea requienii
ヌルハダ Trichogloeopsis mucosissima
トゲキリンサイ Eucheuma serra
ベニゴウシ Haloplegma duperreyi
エツキアヤニシキ Neomartensia flabelliformis
カラゴロモ Vanvoorstia coccinea
ヒメカラゴロモ Vanvoorstia pectabilis
フクレソゾ Laurencia marianensis
タカサゴソゾ Palisada robusta

準絶滅危惧（NT）
カモガシラノリ Dermonema pulvinatum
ジュズフサノリ Scinaia moniliformis
ハイコナハダ Yamadaella caenomyce
ピリヒバ Corallina pilulifera
イソモッカ Catenella caespitosa
シオカワモッカ Catenella impudica
フクロフノリ Gloiopeltis furcata
フイリグサ Halymenia dilatata
カタメンキリンサイ Betaphycus gelatinus
ビャクシンキリンサイ Eucheuma arnoldii
キリンサイ Eucheuma denticulatum
モサオゴノリ Gracilaria coronopifolia
リュウキュウオゴノリ Gracilaria eucheumatoides
ツクシホウズキ Acrocystis nana

情報不足（DD）

コナハダモドキ Akalaphycus liagoroides
ナンバンガラガラモドキ Akalaphycus setchelliae
ホソバノガラガラモドキ Stenopeltis gracilis
エツキヒビロード Gibsmithia hawaiiensis
ヨナグニソウ Yonagunia tenuifolia
アツバノリ Sarcodia ceylanica
オカムラキリンサイ Eucheuma okamurae
オオキリンサイ Kappaphycus striatus
トサカノリ Meristotheca papulosa
カタオゴノリ Gracilaria edulis
ナンカイオゴノリ Gracilaria firma
オゴノリ Gracilaria vermiculophylla
ベニハウチワ Zellera tawallina
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