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前 文

　野生の高等植物は，農業をとりまく植生環境を形作っているだけでなく，農地の雑草と

して，植物病原微生物の宿主として，また昆虫の食草として，農作物をめぐる生物問相互

作用の重要な一翼を担っている．それらにっいての知識は，農業環境の研究に欠くことの

できないものであり，特に分類学的知見はすべての基本となるものであるが，そのために

は同定のよりどころとなる標本の整備が大切である．

　この標本目録には，1993年現在農林水産省農業環境技術研究所の病理昆虫標本館に保管

されているシダ類以上の高等植物の標本を収録した．そのほとんどは筆者の採集によるも

のである．ごく少数の栽培品を含むが，大部分は野生品である．

　筆者が高等植物の採集に着手したのは，東海近畿農業試験場茶業部に在勤中の1958年

であった．最初のきっかけは，農業関係の研究者の常識として，身近にある雑草の名前を

覚えようとしたことであった．その後各地を転勤するのに伴い，行った先々で勤務のかた

わらその地方の植物の採集を続けることとなった．中でも期間の長かった中国農業試験場

在勤中に行った採集の結果は，すでに松本和夫氏と共著で「中国農業試験場（福山）構内

の植物誌」及び「福山市周辺の植物相」として中国農業試験場報告誌上に発表したところ

である98）．

　採集した植物はすべて常法により押し葉標本として，当初は自宅に保管していた．しか

し，保管条件が必ずしも良くなかったため，一部のものは害虫の食害を受け廃棄せざるを

得なかった．また，標本数が多くなるにっれて，保管場所のスペースに困ることとなり，

個人の管理能力に限界を感ずるようになった．そのころ，たまたま農業技術研究所の筑波

移転によって病理昆虫標本館が設置され，その中に植物標本を収納できる場所のあること

がわかったので，当時の病理科長の梶原敏宏氏にお願いして筆者の標本を寄贈させていた

だくこととし，同科に保存管理を一任することとした．これがのちに機構改革によって農

業環境技術研究所微生物管理科に引き継がれ，現在に至っている．

　採集は筆者の退官後の現在も引き続き行っており，標本数は年々少しずっ増加している

が，すでに総数が7，000点余りに達したので，一応この辺で現在保管されている標本をリ

ストアップして記録に留めておくのは有意義なことと考え，この標本目録を取りまとめる

こととした次第である．将来は他の方の採集された標本も加えて，より充実したハーバリ

ウムとなることが望ましいと考えている．

　標本の中には，筆者が発見した新変種ビンゴムグラ（0α1伽nρsθ嘱oα⑫名211π吻Makino

var．δ伽goθnso　MurataetEzuka）のisotypeが含まれている．また，同じく筆者の発見に

よる新帰化植物オオクスダマッメクサ（勝山新称）（T7⑳」¢襯α郷2祝7n　Pollich）の標本も

ある．これらについては，別項で詳述する．

　なお参考までに，よくできた標本のうち若干のものを選んで写真を付した．これらの写
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真は必ずしも珍しい植物ばかりではないので，念のためお断りしておく．

　この標本目録に収録した標本は1958年から1992年までの間に採集したものであるが，

このうち，1985年以前の採集品（No．1－4898）は主として元静岡県文化財専門委員の杉

本順一氏に，1986年以後の採集品（No．4899－6025）は神奈川県立博物館の勝山輝男氏に

依頼してご同定いただいた．また，一一部の標本にっいては笠原安夫氏，北川政夫氏，長田

武正氏，橋本　保氏，村田　源氏のご教示をもいただいた．これらの諸先生の懇切なご指

導に対して厚くお礼申しあげる次第である．また，標本の保存管理を担当され，この標本

目録の原稿作成にご協力いただいた微生物管理科微生物特性・分類研究室の各位に対して

深謝の意を表する．
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新　　植　　物

0α1伽窺ρso裾oα砂名θ1伽n　Makino　var．配ngo6nsθMurata　et　Ezuka

ビンゴムグラ

　1982年9月，福山市駅家町服部本郷の里山の路傍で筆者が採集した．標本を検した杉本

順一氏が既知のヤエムグラ属植物と異なることに気付かれ，前京都大学講師村田　源氏に

同定をお願いした結果，オオバノヤエムグラの新変種と認められ，1992年植物分類，地理

43（2）誌上に発表された9）．和名ビンゴムグラ，変種名δ¢ngoθnsθは筆者の提案により採

集地の旧地名「備後の国」にちなんで命名したものである．その後，他の地域で採集され

た標本の中にもビンゴムグラに該当する植物が見いだされている9）．

　村田9）に従って本植物の特徴を記述すると次のとおりである（126ぺ一ジ写真参照）．概

形オオバノヤエムグラに似ているが，それに比べてやや繊細，葉は茎の基部から4枚輪生

し，倒卵状楕円形ないし長楕円形，長さ（7）9－22（25）mm，幅（3）5－10（12）mmでそれ

よりやや幅広く，先が円頭になる傾向がある．葉はまれに茎の中部では5（6）輪生するこ

とがある．オオバノヤエムグラでは葉は多くが5枚輪生し，まれに6枚輪生することがあ

るが，4枚輪生となることは上部の枝を除けばほとんどない．

　本植物のholotypeは京都大学理学部の標本庫に保管されており，農業環境技術研究所

にはisotypeが保管されている．

T7荻）1づz卿zαz6名2z6ηz　Pollich

オオクスダマッメクサ（勝山新称）

　1992年7月，長野県南佐久郡南牧村野辺山の路傍で筆者が採集したものである．標本を

検した勝山輝男氏によってT7¢ノbl知解α郷召祝窺Pollich1’2虫25）と同定された．原産地はヨー

ロッパであり，我が国への帰化の記録はないと思われる．同じくヨーロッパ原産のT7乞一

力1¢％7ncα7nρos舵Schreb．（英名：hoptrefoil）は既に帰化が認められており，クスダマツ

メクサの和名が与えられている1913）．丁側名卿nの英名はlarge　hop　trefoilであるので，

勝山氏は本種にオオクスダマッメクサの和名を与えるのが適当であるとした．

　オオクスダマッメクサはクスダマッメクサによく似ているが，花と葉が大きく，頂小葉

にほとんど柄がないことで区別される（127ぺ一ジ写真参照）．

　採集地の周辺には牧草地が多く，牧草の種子に混じって侵入した可能性が考えられる．

ただし，わずか4個体が見つかっただけであるので，安定した帰化植物と認めるためには

更に観察例を増やす必要があると思われる．
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凡 例

1．　この標本目録に収録した標本の総数は7，082点（重複標本数を含む），種類数は未同定

　のものを除いて165科1，978種類（亜種，変種，品種を含む）である．

2。目録中の植物の科以上の配列順序は自然分類に従い，科内の植物名の配列順序は学名

　のアルファベット順とした．この順序は，標本館内における標本の配列順序と一致する．

3．植物の学名及び和名は，原則として杉本20’23）によった．ただし，一部他の参考文献に

　よったものがある．

4，植物名の下に記した数字は標本番号を示す．標本番号に続くかっこ内には，その標本

　の採集地を示す都府県名を記した．自生，栽培，帰化，逸出の別を示す必要のある場合

　にはそれぞれ自，栽，帰，逸と記したが，何も記してないものは自生品である．同じ番

　号の重複標本があるものはその点数をも付記した．例えば，

　　1357（広島栽2）

　は，No．1357の標本が広島県産で，栽培品で，標本数が2点あることを示し，

　　2468（千葉）

　は，No．2468の標本が千葉県産で，自生品で，標本数が1点だけであることを示す．



Divisio　PTERlDOPHYTA

農業環境技術研究所所蔵植物標本目録

シダ植物門

LYCOpODIACEAE　　　　　　　　　　　　　　　ヒカゲノカズラ科

LycopodiumcemuumL．　　　　　　　　　　　　ミズスギ
　　3585（広島2）

LycopodiumclavatumL．var．nipponicumNakai　　ヒカゲノカズラ
　　799（京都），2197（広島），4734（広島）

Lycopodium　obscurum　L．form．strictum　Nakai　　　タチマンネンスギ

　　5853（長野2）

LycopodiumserratumThmb．　　　　　　　　　　トウゲシバ（ホソバトウゲシバ）
　　1883（広島），3807（広島），5262（静岡），5273（静岡）

Lycopodium　serratum　Thunb．form，intermedium　ヒロハトウゲシバ

Nakai
　　511（静岡），991（広島），5272（静岡）

SELAGINELLACEAE
Selaginella　heterostachys　Bak．

　　4055（広島）

Selaginella　involvens　SP「in9

　　4057（広島）

Selaginella　remotifolia　Spring

　　51（兵庫），2805（広島2）

Selaginella　uncinata　Spring

　　1041（広島栽）

EQUISETACEAE
Equisetum　arvense　L．

　　1759（広島），2210（広島》

Equisetum　arvense　L．form．boreale　L6ve

　　2812（広島），3260（広島2）

Equisetum　palustre　L　form．ver｛ici11atum　Milde

　　4993（千葉）

イワヒバ科

ヒメタチクラマゴケ

カタヒバ

クラマゴケ

コンテリクラマゴケ

トクサ科

スギナ

オクエゾスギナ

イヌスギナ

OSMUNDACEAE　　　　　　　　　　　　　　　ゼンマイ科
Osmunda　cinnamomea　L．var．fokiensis　Copel．　　　　ヤマドリゼンマイ

　　3471（広島2），3940（広島2），5724（長野2），5728（長野）

Osmunda　claytoniana　L．　　　　　　　　　　　　　　　オニゼンマイ

　　5375（長野）

Osmunda　japonica　Thunb．　　　　　　　　　　　　　　ゼンマイ

　　2072（広島），3989（広島）

Osmunda　lancea　Thunb．　　　　　　　　　　　　　　　ヤシャゼンマイ

　　4225（広島2）

SCHIZAEACEAE
Lygodium　japonicum　Sw。
　　400（広島），1897（広島）

カニクサ科

カニクサ

GLEICHEMACEAE　　　　　　　　　　　　　　ウラジロ科
DicranopterispedataNakaike　　　　　　　　　　コシダ
　　2164（広島），4441（広島2），4449（広島），4588（広島）

Gleichenia　laponica　Spring　　　　　　　　　　　　　　　　ウラジロ

　　1082（広島2），3196（広島2），4448（広島）

13
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HYMENOPHYLLACEAE　　　　　　　　　　　　　　コケシノブ科
Crepidomanes　insigne　Fu　　　　　　　　　　　　　　　アオホラゴケ

　1515（広島）

Hymenophyllum　barbatum　Bak．　　　　　　　　　　　コウヤコケシノブ

　4834（広島），4836（広島）

LacosteopsisorientalisNakaike　　　　　　　　　　　ハイホラゴケ

　4607（広島）

PLAGIOGYRIACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　キジノオシダ科

PlagiogyriajaponicaNakai　　　　　　　　　　　キジノオシダ
　1645（三重），2254（広島），3815（広島2），4387（広島），4388（広島）

PTERIDACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　イノモトソウ科
Adiantum　monochlamys　Eaton　　　　　　　　　　　ハコネシダ（ハコネソウ）

　1619（三重）

Adiantum　pedatum　L．　　　　　　　　　　　　　　　　クジャクシダ

　1377（広島），1506（鳥取），4284（広島2），4792（広島2）

Coniogramme　intermedia　Hieron．form．villosa　ウラゲイワガネ

Kurata

　5122（京都）

Coniogramme　japonica　Diels　　　　　　　　　　　　　イワガネソウ

　993（広島），1946（広島），4242（広島），4253（広島）

Dennstaedtia　hirsuta　Mett．　　　　　　　　　　　　　イヌシダ

　1392（広島），1635（三重），1801（広島），4832（広島2）

Hypolepis　punctata　Mett．　　　　　　　　　　　　　イワヒメワラビ

　2117（広島）

Microlepia　marginata　C．Chr．　　　　　　　　　　　　フモトシダ

　　1603（三重），2151（広島），4833（広島）

Onychium　japonicum　Kunze　　　　　　　　　　　　　タチシノブ

　　1081（広島），2672（広島），2896（広島）

Pteridium　aquilinum　Kuhn　var．latiusculum　Underw．ワラビ

　726（広島）
PterisexcelsaGaud．　　　　　　　　　　　　　　オオバノハチジョウシダ
　4072（広島），4831（広島）

Pteris　multifida　Poir．　　　　　　　　　　　　　　　　イノモトソウ

　623（広島），1817（広島），2162（広島），3746（広島），3748（広島）

PterisnervosaThunb．　　　　　　　　　　　　　　　オオバノイノモトソウ

　992（広島），3744（広島），3747（広島），3749（広島），3751（広島）

Sphenomeris　chinensis　Maxon　　　　　　　　　　　ホラシノブ

　926（広島），1589（三重2）

ASPIDIACEAE
Arachniodes　exilis　Ching

　1514（広島）

Arachniodes　simplicior　Ohwi

　2684（広島），2837（広島）

Arachniodes　sporadosora　Nakaikle

　1602（三重），5351（静岡）

Arachniodes　standishii　Ohwi

　3745（広島2），4322（広島），4526（広島2）

Athyrium　deltoidofrons　Mak．

　3537（広島）

オシダ科

ホソバカナワラビ

ハカタシダ

コバノカナワラビ

リョウメンシダ

サトメシダ
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Athyrium　iseanum　Rosenst．

　4323（広島）

Athyrium　niponicum　Hance

　2071（広島），2103（千葉2）

Athyrium　vidalii　Nakai

　4705（広島）

Athyrium　vidalii　Nakai　form．yamadae　Kurata

　1390（広島）

Athyrium　wardii　Mak．

　3476（広島2），4574（広島），4828（広島2）

Athyrium　yokoscense　Christ

ホソバイヌワラビ

イヌワラービ

ヤマイヌワラビ

エゾイヌワラビ

ヒロハイヌワラビ

15

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘビノネゴザ
　2589（広島），2768（広島），3104（広島2），3683（広島），3685（広島），4688（岡山），5887（長

　野2），5972（長野2）

Cyclosorus　acuminatus　Nakai　　　　　　　　　　　　ホシダ

　1513（広島），1689（広島2），2681（広島），3672（広島），3750（広島），3752（広島），4469（岡

　山2）
Cyrtomium　falcatum　Pres1　　　　　　　　　　　　　　オニヤブソテツ

　2080（広島），4325（広島），4620（広島）

Cyrtomium　fortmei　J．Smith　　　　　　　　　　　　　ヤブソテツ

　1264（広島），2123（広島），3862（広島），4467（岡山），4589（広島），4810（広島），4830（広島

　3），4942（山梨）

Cyrtomium　fortunei　J．Smith　var．clivicola　Tagawa　ヤマヤブソテツ

　4542（広島），4719（広島），4896（広島），4933（長野）

Cyrtomium　fortunei　J．Smith　var．intermedium　ミヤコヤブソテツ

Tagawa
　4527（広島），4549（広島），4550（広島），4809（広島2）

DiplaziopsiscavalerianaC．Chr．　　　　　　　　　イワヤシダ

　4522（広島），4524（広島3）

Diplazium　subsinuatum　Tagaw＆　　　　　　　　　　　ヘラシダ

　1599（三重），5600（静岡2）

DryopterisatrataChing　　　　　　　　　　　　　イワヘゴ

　3688（広島）

Dryopteris　commixta　Tagawa　　　　　　　　　　　　ツクシイワヘゴ

　4605（広島2）

Dryopteris　crassirhizoma　Nakai　　　　　　　　　　　オシダ

　5720（長野2），5912（山梨）

DryopterisdickinsiiC．Chr．　　　　　　　　　　　オオクジャクシダ

　4519（広島）

DryopteriserythrosoraO．Kuntze　　　　　　　　　ベニシダ
　1389（広島），1567（三重），1590（三重），1601（三重），2152（広島2），2153（広島），2154（広

　島），3167（岡山2），3191（広島2），4614（広島2），4979（千葉），5595（静岡）

Dryopteris　erythrosora　O．Kuntze　var．dilatata　トウゴクシダ

Sugim．

　2042（広島，ベニシダとの中間型）

DryopterisfuscipesC．Chr．　　　　　　　　　　　　　マルバベニシダ

　4587（広島）

DryopterishondoensisKoidz．　　　　　　　　　　　オオベニシダ

　4977（千葉）

DryopterislaceraO．Kuntze　　　　　　　　　　　クマワラビ
　1265（広島），2686（広島），3083（広島），3142（広島2），4684（広島2），4749（広島2）

Dryopteris×mitsuii　Saerizawa　　　　　　　　　　　アイノコクマワラビ

　1358（広島），2138（広島2），4613（広島）
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Dryopteris　unifomis　Mak．　　　　　　　　　　　　　オクマワラビ
　1237（広島），2126（広島），2407（広島），2439（広島），3075（広島3），5025（千葉），5026（千

　葉），5027（千葉）

DryopterisvariaO。Kuntze　　　　　　　　　　　ナンカイイタチシダ
　1087（広島）

Dryopteris　varia　O．Kuntze　subsp．hikonensis　Sugim．オオイタチシダ

　2230（広島）

Dryopteris　varia　O．Kuntze　subsp．sacrosancta　ヒメイタチシダ

Sugim．

　927（広島），3352（広島），4845（広島2）

Dryopteris　varia　O。Kuntze　subsp．saxifraga　Sugim．　イワイタチシダ

　820（静岡），4671（広島）

Dryopteris　varia　O．Kuntze　subsp。setosa　Sugim．　　ヤマイタチシダ（イタチシダ）

　1244（広島），2139（広島），2053（広島），2685（広島），4559（広島），4560（広島），4978（千葉），

　5010（千葉）

Gymnocarpium　oyamense　Ching　　　　　　　　　　　エビラシダ

　819（静岡）
Leptogramma　pozoi　Nakaike　subsp．mollissima　ミゾシダ

Nakaike
　1401（島根），2125（広島），2858（広島），3331（広島），3333（広島），4107（広島），4324（広島），

　4584（広島），5770（千葉）

Leptorumohra　miqueliana　H．Ito　　　　　　　　　　　ナライシダ

　1388（広島）

Lunathyrium　japonicum　Kurata　　　　　　　　　　　シケシダ

　1568（三重2），1569（三重），1570（三重），1872（広島），1873（広島），2879（広島）

Lunathyrium　okuboanum　Sugim．　　　　　　　　　　オオヒメワラビ
　2555（広島），2690（広島），4897（広島）

Lunathyrium　pseudo－conilii　Serizawa　　　　　　　　フモトシケシダ

　5865（千葉2）

Lunathyrium　pycnosorum　Koidz．form．glabrum　K．　ミヤマシケシダ

Ohtsuka
　4345（広島）

Lunathyrium　viridifrons　Kurata　　　　　　　　　　　ミドリワラビ

　4742（広島2）

Matteuccia　orientalis　Trev．　　　　　　　　　　　　　イヌガンソク

　4182（岡山4），5809（長野2）

Matteuccia　struthiopteris　Todaro　　　　　　　　　　クサソテツ

　3072（広島2），3913（広島2），4487（岡山）

Onoclea　sensibilis　L　var．interrupta　Maxim．　　’　コウヤワラビ

　5710（長野）

Phegopterisdecursive－pimataF6e　　　　　　　　ゲジゲジシダ
　　1105（広島），1600（三重），3351（広島），3663（広島2）

Polystichum　craspedosorum　Diels　　　　　　　　　　ッルデンダ

　821（静岡），4554（広島3）

PolystichumpolyblepharumPresl　　　　　　　イノデ
　2391（広島2），2399（広島2），2671（広島），2848（広島），2913（広島），3043（広島2），4106

　　（広島），4479（岡山2），4826（広島2），5266（静岡），5349（静岡）

Polystichumretroso－paleaceumTagawa　　　　　　サカゲイノデ
　　2701（広島），3118（広島），3477（広島），4788（広島）

Polystichum　tripteron　Pres1　　　　　　　　　　　　　ジュウモンジシダ

　　1267（広島），1631（三重），3119（広島），4243（広島），4543（広島）

Polystichum　tsus－simense　J．Smith　　　　　　　　　　ヒメカナワラビ
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　3509（広島2），4279（広島3），4546（広島）

Rhachidosorus　mesosorus　Ching　　　　　　　　　　　ヌリワラビ

　4083（広島2），4814（広島2），4386（広島）

ThdypterisglanduligeraChing　　　　　　　　　　ハシゴシダ
　1522（広島），1571（三重），1572（三重），2124（広島），4492（岡山2）

ThelypterisglanduligeraChingvaLelatiorKurata　コハシゴシダ
　925（広島），1573（三重），2122（広島），4472（岡山），4484（岡山），4488（岡山），4493（岡山2）

ThelypterisjaponicaChing　　　　　　　　　　　　ハリガネワラビ
　3360（広島），3661（広島2），3771（広島2），4482（岡山2），4580（広島），5024（千葉），5866

　（千葉）

Thelypteris　japonica　Ching　form。viridescens　H．Ito　シロジクハリガネワラビ

　1566（三重2）

Thelypteris　japonica　Ching　var．formosa　Nakaike　　イワハリガネワラビ

　5441（長野）

ThelypterislaxaChing　　　　　　　　　　　　　ヤワラシダ
　1592（三重），4183（岡山3），4393（広島）

ThelypterisnipponicaChing　　　　　　　　　　　ニッコウシダ

　5904（長野），5944（長野2）

ThelypterispalustrisSchott　　　　　　　　　　　ヒメシダ

　4175（広島4），4503（広島）

Thelypteris　torresiana　Alston　var．elegans　Iwatsuki　ヒメワラビ

　402（広島），1321（広島），2000（広島），3415（広島2），4478（岡山），4480（岡山），4575（広島），

　4576（広島）

Thelypteris　viridifrons　Tagawa　　　　　　　　　　　　　ミドリヒメワラビ

　2691（広島2），4373（広島），5020（千葉）

Woodsia　manchuriensis　Hook．　　　　　　　　　　フクロシダ

　5305（長野）

Woodsia　polystichoides　Eaton　　　　　　　　　　イワデンダ

　5896（長野）

BLECHNACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　シシガシラ科
StruthiopterisniponicaNakai　　　　　　　　　　シシガシラ
　403（広島），2118（広島），4198（広島）

Woodwardia　orientalis　Sw．　　　　　　　　　　　コモチシダ

　1974（広島），2966（広島2），4660（広島2）

ASPLENiACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　チャセンシダ科
Asplenium　incisum　Thunb．　　　　　　　　　　　　　トラノオシダ

　1179（広島），2157（広島）

Asplenium　trichomanes　L．　　　　　　　　　　　　　チャセンシダ

　3622（広島）

Asplenium　tripteropus　Nakai　　　　　　　　　　　　イヌチャセンシダ

　1104（広島）
Neottopteris　nidus　J．Smith　　　　　　　　　　　　　　シマオオタニワタリ

　947（広島栽）

Phillitis　scolopendrium　Newm．　　　　　　　　　　　コタニワタリ

　4523（広島2），4552（広島），4718（広島），4808（広島）

POLYPODIACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　ウラボシ科
CrypsinushastatusCopel．　　　　　　　　　　　　ミッデウラボシ（ウラボシ）

　930（広島），2156（広島2），5337（静岡）

Lemmaphyllum　microphyllum　Pres1　　　　　　　　マメヅタ
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　　1107（広島），1998（広島）

Lepisorus　thunbergianus　Ching

　　996（広島），2161（広島）

Pyrrosia　lingua　Farwell

　　178（兵庫），3563（広島2），4686（広島）

MARSILEACEAE
Marsilea　quadrifolia　L．
　　　　　ンし　　645（広島）

AZOLLACEAE
Azolla　imbricata　Nakai

　　905（広島）

SALVINIACEAE
Salvinia　natans　AIL

　　725（広島）

Divisio　SPERMATOPHYTA
　　　（ANTHOPHYTA）
Subdivisio　GYMNOSPERMAE

GINKGOACEAE
Ginkgo　biloba　L．

　　1851（広島栽）

TAXACEAE
Taxas　cuspidata　Sieb．et　Zucc．vaL　nana　Rehd．

　　1492C鳥取）

Torreya　nucifera　Sieb．et　Zucc．

　　1346（広島），2044（広島），4893（広島2）

PODOCARPACEAE
Podocarpus　macrophyllus　D．Don　var．maki　Sieb．

　　3345（広島栽2）

ノキシノブ

ヒトツバ

デンジソウ科

デンジソウ

アカウキクサ科

アカウキクサ

サンショウモ科

サンショウモ

種子植物門

（顕花植物門）

裸子植物亜門

イチョウ科

イチョウ

イチイ科

キャラボク

カヤノキ

マキ科

ラカンマキ（マキ）

CEPHALOTAXACEAE　　　　　　　　　　　　　　　イヌガヤ科

Cephalotaxushar極ngtoniaK．Koch　　　　　　　　　イヌガヤ
　　1474C鳥取），2268（広島），3008（広島）

Cephalotaxus　harringtonia　K．Koch　subsp．nana　ハイイヌガヤ
Kitag．

　　4786（広島2），4821（広島2）

PINACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　　マツ科
Abies　homolepis　Sieb．et　Zucc．　　　　　　　　　　　　ウラジロモミ

　　4180（岡山2）

LarixleptolepisGord．　　　　　　　　　　　　　　カラマツ
　　1374（広島栽），4248（広島栽2），5311（長野2）

PinusdensifloraSieb．etZucc．　　　　　　　　　　アカマツ（メマツ）

　　534（広島），2279（広島）

PinusthunbergiiParL　　　　　　　　　　　　　　クロマツ（オマツ）
　　2280（広島），2325（広島）
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Tsuga　sieboldii　Carr．

　　2935（広島）

ツガ

TAXODIACEAE
Cryptomeria　japonica　D．Don

　　2036（広島）

スギ科

スギ

CUPRESSACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　ヒノキ科
Chamaecyparis　obtusa　Sieb．et　Zucc．　　　　　　　　　ヒノキ

　　2035（広島）

Jmiperus　rigida　Sieb．et　Zucc．　　　　　　　　　　　　ネズミサシ（ネズ）

　　263（広島），304（広島），305（広島），4383（広島），4440（広島），4453（広島）

ThujopsisdolabrataSieb．etZucc．　　　　　　　　　アスナロ
　　1398（島根），3217（広島）

Subdivisio　ANGIOSPERMAE
Classis　DICOTYLEDONEAE

Subclassis　CHORIPETALAE

　　　　　（ARCHICHLAMYDEAE）

SAURURACEAE
Houttuynia　cordata　Thunb．

被子植物亜門

双子葉綱

離弁花亜綱

（古生花被亜綱）

ドクダミ科

ドクダミ

　373（広島），4011（広島2），4027（広島），4070（広島），4103（広島），5338（静岡），5731（千葉

　　2）

Saumrus　chinensis　Bail1．　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハンゲショウ

　　9（兵庫）

CHLORANTHACEAE　　　　　　　　　　　　　センリョウ科
Chloranthus　glaber　Mak．　　　　　　　　　　　　　　センリョウ

　　1917（静岡栽）
ChloranthusjaponicusSieb．　　　　　　　　　　　　ヒトリシズカ
　　782（福井），834（広島），3785（広島），3823（広島）

Chloranthus　serratus　Roem．et　Schult．　　　　　　　　フタリシズカ

　　1380（広島），2890（広島），3111（広島2），3970（広島），4710（広島），5249（静岡），5823（長

　　野2）

SALICACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤナギ科

Populus　sieboldi　Miq．　　　　　　　　　　　　　　　ヤマナラシ（ハコヤナギ）

　　1064（広島），2217（広島），4185（広島）

SalixalopechloaKimura　　　　　　　　　　　　サイコクキツネヤナギ
　　1000（広島），2370（広島），3254（広島2），3328（広島2）

Salix　bakko　Kimura　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤマネコヤナギ（バッコヤナギ）

　　5302（長野2），5310（長野），5632（長野），5706（長野）

Salix　chaenomeloides　Kimura　　　　　　　　　　　　アカメヤナギ（マルバヤナギ）

　　1834（広島），1906（千葉），2236？（広島），3155（広島），4195（広島），4629（広島），5018（千葉），

　　5758（千葉）

SalixeriocarpaFr．etSav．　　　　　　　　　　　ジャヤナギ
　　266？（広島），424（広島），1976（広島），2171（広島），2220（広島），2322（広島），3836（広島），

　　4194（広島）

Salix　gracilistyla　Miq．　　　　　　　　　　　　　　　ネコヤナギ

　　1955（広島），2191（広島），2245（広島），2946（広島）

SalixintegraThunb。　　　　　　　　　　　　　イヌコリヤナギ
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　2169（広島2），2371（広島2），2943（広島），2944（広島），2955（広島），2957（広島），3158（広

　島），3832（広島），3833（広島），5312（長野〉，5633（長野），5636（長野2），5708（長野2），5709

　（長野）

SalixjaponicaThunb．　　　　　　　　　　　　　シバヤナギ

　524（静岡）
SalixsachalinensisFr．Schm．　　　　　　　　　　オノエヤナギ
　5313（長野），5635（長野），5707（長野2），5757（千葉）

SalixsubfragilisAnderss．　　　　　　　　　　　タチヤナギ
　1868？（広島），2166？（広島），2167？（広島），2168（広島），2170（広島），2172？（広島），2369（広

　島），2956（広島），3156（広島），3157（広島），5615（千葉）

MYRICACEAE
Myrica　mbra　Sieb．et　Zucc．

　1299（広島），3873（広島），4067（広島）

ヤマモモ科

ヤマモモ

JUGLANDACEAE　　　　　　　　　　　　　　クルミ科
Juglans　mandshurica　Maxim．subsp．sieboldiana　オニグルミ

Kitam．

　1844（広島），3106（広島）

Platycaryastrobilacea　Sieb．et　Zucc．　　　　　　　　ノグルミ

　38（兵庫），372（広島），2383（広島），2442（広島2），2477（広島），4098（広島）

PterocaryarhoifoliaSieb．etZucc．　　　　　　　　サワグルミ

　4137（広島）

PterocaryastenopteraDC．　　　　　　　　　　　　シナサワグルミ（カンポウジュ）

　3095（広島栽2）

BETULACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　カバノキ科
AlnushirsutaTurcz．　　　　　　　　　　　　　　　　ケヤマハンノキ

　2248（広島），2249（広島）

AlnushirsutaTurcz．var．sibiricaSchneid．　　　　　ヤマハンノキ

　698（広島，ケヤマハンノキとの中間型），2218（広島）

Alnus　japonica　Steud．　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハンノキ

　1616（三重），1907（千葉），3564（広島2），4926（千葉）

Alnus　pendula　Matsum．　　　　　　　　　　　　　　ヒメヤシャブシ

　262（広島），303（広島），2193（広島），2234（広島），2950（広島2）

AlnusserrulatoidesCallier　　　　　　　　　　　カワラハンノキ
　3555（広島2），3684（広島2），4204（広島）

Alnus　sieboldiana　Matsum．　　　　　　　　　　　　　オオバヤシャブシ

　302（広島），2177（広島），2196（広島），2219（広島），2270（広島），2289（広島），2948（広島）

Betula　ermani　Cham．　　　　　　　　　　　　　　　　　ダケカンバ

　5779（長野）

BetulaplatyphyllaSukatchevvaLjaponicaHara　　シラカバ（シラカンバ）

　5303（長野2），5457（長野3）

CarpinuscordataBL　　　　　　　　　　　　　　サワシバ
　4761（広島2），5384（長野）

CarpinuslaponicaB1．　　　　　　　　　　　　　クマシデ

　1460C鳥取）
CarpinuslaxifloraBL　　　　　　　　　　　　　　アカシデ
　2052（広島），2260（広島2），2558（広島2），2904（広島），3697（広島2），4301（島根2）

Carpinus　tschonoskii　Maxim．　　　　　　　　　　　　イヌシデ

　3294（広島2），3473（広島），3599（広島2）

CarpinusturczaninoviiHance　　　　　　　　　　イワシデ



　　　　　　　　　　　　　　　　農業環境技術研究所所蔵植物標本目録

　　3963（広島2）

CorylusheterophyllaFisch．var．thunbergiiB1．　　　ハシバミ

　　3978（広島3），4935（長野），5107（長野），5634（長野）

CorylussieboldianaB1．　　　　　　　　　　　　　　　　ツノハシバミ

　　1405（島根），1467C鳥取），2562（広島），2570（広島），3700（広島）

OstryajaponicaSarg．　　　　　　　　　　　　　　アサダ
　　3102（広島）

FAGACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブナ科
Castanea　crenata　Sieb．et　Zucc．　　　　　　　　　　　　　　　　　クリ

　　1092（広島），2710（広島），3228（広島2），3244（広島），3502（広島），3692（広島），

　　島2）

CastanopsiscuspidataSchottky　　　　　　　　　　スダジイ
　　4165（岡山2），4983（千葉）

Castanopsis　cuspidata　Schottky　subsp．thunbergii　ツブラジイ

Sugim．

　　2656（静岡），2665（広島），2666（広島），2667（広島），3727（広島2）

CyclobalanopsisacutaOerst　　　　　　　　　　　アカガシ
　　2874（広島），2875（広島），3736（広島），4912（千葉）

CyclobalanopsisglaucaOerst　　　　　　　　　　　アラカシ
　　1878（広島），2320（広島），3718（広島），3719（広島），3721（広島）

Cyclobalanopsis　myrsinaefolia　Oerst．　　　　　　　　シラカシ

　　1085（広島），2698（広島），3486（広島2），4058（広島），4059（広島），4416（岡山），

　　葉），4975（千葉），5012（千葉），5362（千葉）

Cyclobalanopsis　salicina　Oerst。form．angustata　ウラジロガシ

Honda
　　1086（広島），2051（広島），2251（広島），3567（広島），3766（広島），4557（広島）

FaguscrenataBL　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブナノキ

　　1475C鳥取），3701（広島2）

Fagus　japonica　Maxim．　　　　　　　　　　　　　　イヌブナ

　　1430（広島）

Pasania　edulis　Mak．　　　　　　　　　　　　　　　　マテバシイ

　　5357（千葉栽2）

PasaniaglabraOerst．　　　　　　　　　　　　　　シリブカガシ
　　1819（広島），2939（広島），3575（広島2），3650（岡山），3808（広島），4332（広島2）

QuercusacutissimaCarr．　　　　　　　　　　　クヌギ
　　3494（岡山栽2），2314？（広島），5625（千葉），5647（千葉）

QuercusalienaBl．　　　　　　　　　　　　　　　　ナラガシワ

　　3706（広島2），3710（広島2），4080（広島2）

QuercusalienaB1．var．pellucidaBl．　　　　　　　　アオナラガシワ

　　1342（広島），1796（広島）

Quercus　dentata　Thunb．　　　　　　　　　　　　　　　　　　カシワ

　　1915（静岡栽），3237（広島2），5838（長野）

Quercus　mongolica　Fisch．var．grosseserrata　Rehd　et　ミズナラ

Wils．

　　1403（島根），5725（長野），5778（長野）

Quercus　mongolica　Fisch．var。undulatifolia　Kitam．　ミヤマナラ

et　T．Horikawa

　　1461C鳥取）

QuercusphillyraeoidesA．Gray　　　　　　　　　　ウバメガシ
　　1298（広島），1706（和歌山）

Quercus　serrata　Murr．　　　　　　　　　　　　　　　コナラ
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　　535（広島），1836（広島），2214？（広島），2294（広島），2297（広島），2297（広島），2406（広島），

　　3578（広島2），3580（広島），3709（広島2），3722（広島2），3724（広島），3725（広島），3726

　　（広島），3728（広島），3729（広島），3730（広島），3735（広島），3740（広島），4843（広島2）

Quercus　serrata　Murr．form．donarium　Sugim．　　　テリハコナラ

　　3579（広島2）

QuercusvariabilisBL　　　　　　　　　　　　　　　アベマキ
　　1015（広島），1536（広島），2213（広島），2313（広島），2315（広島），2792（広島2），2793（広

　　島），2984（広島2），3495（広島），3741（広島2）

Quercussp．　　　　　　　　　　　　　　　カシワ属の1種（クヌギ×アベマキ？）
　　2791（広島）

ULMACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニレ科

AphanantheasperaPlanch．　　　　　　　　　　ムクノキ
　　544（広島），1178（広島），2694（広島），4927（千葉）

CeltisjessoensisKoidz．　　　　　　　　　　　　　　　エゾエノキ

　　2015（広島），3107（広島2）

CeltissinensisPers．　　　　　　　　　　　　　　エノキ
　　2282（広島），2529（広島），3108（広島）

Ulmus　parvifolia　Jacq．　　　　　　　　　　　　　　　アキニレ

　　1850（広島），3640（広島2）

Zelkova　serrata　Mak．　　　　　　　　　　　　　　　　ケヤキ

　　2016（広島），2703（広島），3101（広島2），4091（広島）

MORACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　クワ科
BroussonetiakazinokiSieb．　　　　　　　　　　ヒメコウゾ
　　1029（広島），1799（広島），2447（広島2），5352（静岡2）

Broussonetia　papyrifera　Vent．　　　　　　　　　　　　　　カジノキ

　　624（広島）

FatouavillosaNakai　　　　　　　　　　　　　クワクサ
　　164（兵庫），2092（広島），2891（広島），3645（広島），4379（広島），4423（岡山），4563（広島2），

　　5609（千葉）

Ficus　erecta　Thunb．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イヌビワ

　　434（福岡），1852（広島），2385（広島），3188（広島）

FicuserectaThunb．vaLbeecheyanaKing　　　　　ケイヌビワ
　　2030（広島），3636（広島2）

Ficus　pumila　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オオイタビ

　　4398（広島2）

Ficus　sarmentosa　Roxb．var．nipPonica　Comer　　　　イタビカズラ

　　1657（三重），2011（広島），4585（広島）

Humulus　Iupulus　L．vaL　cordifolius　Maxim．　　　　　カラハナソウ

　　4672（広島），4811（広島2），5146（長野），5489（長野）

Humulus　scandens　Merr．　　　　　　　　　　　　　　カナムグラ

　　101（兵庫），1151（広島），5557（長野）

Moms　alba　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カラヤマグワ（マグワ，カラグワ）

　　2358（広島逸），2462（広島逸2），2629（広島逸）

Morus　bombycis　Koidz．　　　　　　　　　　　　　　ヤマグワ

　　699（広島），3048（広島2），4796（広島），4988（千葉），5214（千葉）

Moms　latifolia　Poir．　　　　　　　　　　　　　　　　ログワ

　　3134（広島栽？2），3159（広島逸）

Morus　tiliaefolia　Mak．　　　　　　　　　　　　　　　ケグワ

　　2641（広島），2774（広島），2775（広島），3081（広島），3085（広島）
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URTICACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　イラクサ科
Boehmeria　holosericea　Bl．　　　　　　　　　　　　　　オニヤブマオ

　631（広島），4336（広島）

Boehmeria　nivea　Gaudich．　　　　　　　　　　　　　　ナンバンカラムシ

　5610（千葉帰）

Boehmeria　nivea　Gaudich．subsp．nippononivea　クサマオ（カラムシ，チョマ）
Kitam．

　685（広島，アオカラムシとの中間型），2766（広島2），4335（広島）

Boehmeria　nivea　Gaudich．subsp．nippononivea　アオカラムシ
Kitam．form．concolor　Kitam．

　1443（広島），4420（岡山2）
Boehmeria　platanifolia　Fr．et　Sav．　　　　　　　　　一メヤブマオ

　911（広島），2625（広島），4244（広島），4421（岡山），5506？（長野）

Boehmeria　spicata　Thunb。　　　　　　　　　　　　　　コアカソ

　1442（広島），4275（広島）

Boehmeria　tricuspis　Mak．subsp．paraspicata　Kitam．　クサコアカソ

　4293（広島），4302（島根），5889（長野2）

Elatostema　laetevirens　Mak．　　　　　　　　　　　　ヤマトキホコリ

　1330（広島），2838（広島），2900（広島）

Elatostema　umbellatum　Bl．var．majus　Maxim．　　　ウワバミソウ

　1551（鳥取），2355（広島），2773（広島2），4521（広島），4720（広島2），5061（京都）

Gonostegia　hirta　Miq．　　　　　　　　　　　　　　　ツルマオ

　635（島根）
Laportea　bulbifera　Wedd．　　　　　　　　　　　　ムカゴイラクサ

　1548（鳥取2），5894（長野2），5956（長野），5968（長野）

Laportea　bulbifera　Wedd．form．inemis　Sugim。　　メムカゴイラクサ

　2502（広島），4558（広島）

Laportea　macrostachya　Ohwi　　　　　　　　　　　　ミヤマイラクサ

　3507（広島2），4135（広島），4239（広島）

NanocnidejaponicaBL　　　　　　　　　　　　　カテンソウ
　1207（広島），1740（広島），1741（広島），4642（広島）

Pe11ionia　minima　Mak．　　　　　　　　　　　　　　　サンショウソウ

　1630（三重2），5062（京都）
Pilea　hamaoi　Mak．　　　　　　　　　　　　　　　　　ミズ

　966（広島），5167（京都）

pilea　japonica　Hand．rMazz．　　　　　　　　　　　　　ヤマミズ

　247（静岡），2645（広島）

Pilea　mongolica　Wedd．　　　　　　　　　　　　　アオミズ

　1687（広島）

PileapetiolarisBl．　　　　　　　　　　　　　ミヤマミズ
　670（広島），2064（広島），2624（広島2），4351（広島）

PileapseudopetiolarisHatus．　　　　　　　　　コミヤマミズ

　919（広島）
Urtica　platyphylla　Wedd．　　　　　　　　　　　　エゾイラクサ（オオバイラクサ）

　1497C鳥取）
？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イラクサ科の1種
　2639（広島，幼植物）

SANTALACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　ビャクダン科
Buckleya　lanceolata　Miq．　　　　　　　　　　　　　　ックバネ

　1344（広島），2571（広島2），3324（広島2）
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Buckleya　lanceolata　Miq．form．tanigawaensis　タニガワツクバネ
Sugim．

　1424（広島）

Thesium　chinense　Turcz．　　　　　　　　　　　　　　カナビキソウ

　539（広島），1805（広島），4372（広島）

LORANTHACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤドリギ科
Taxillus　kaempferi　Danser　　　　　　　　　　　　　　マッグミ

　995（広島）

ViscumalbumL．subsp．coloratumKomar．　　　　ヤドリギ
　1496（鳥取）

ARISTOLOCHIACEAE　　　　　　　　　　　　　　ウマノスズクサ科
AristolochiadebilisSieb．etZucc．　　　　　　　　　ウマノスズクサ

　1294（広島），3504（広島），4148（広島）

Asamm　asperum　F．Maek．　　　　　　　　　　　　　ミヤコアオイ

　3010（広島4），4060（広島3）

Asamm　caulescens　Maxim．　　　　　　　　　　　　　フタバアオイ

　2354（広島2），3906（広島2），4023（広島）

Asarum　kurosawae　Sugim．　　　　　　　　　　　　　イワタカンアオイ

　6024（静岡），6025（静岡）

Asarum　takaoi　F．Maek．var．hisauchii　F．Maek．　　　ゼニバカンァオイ

　3019（広島栽2）

Asarumsp．　　　　　　　　　　　　　　カンアオイ属の1種
　5254（静岡）

POLYGONACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　タデ科
Antenoron　filiforme　Robert．　　　　　　　　　　　　　ミズヒキ

　155（兵庫），1949（広島），4425（岡山），5468（千葉2）

Antenoron　neofiliforme　Hara　　　　　　　　　　　　　シンミズヒキ

　5117（京都）

Bilderdykia　convolvulus　Dum．　　　　　　　　　　　　ソバカズラ

　4948（埼玉帰）

BilderdykiadentatoalataNakai　　　　　　　　　　オオッルイタドリ

　4872（広島帰3）
Bistorta　major　S．F．Gray　var．laponica　Hara　　　　　イブキトラノオ

　5405（長野2），5440（長野2）

BistortasuffultaGreene　　　　　　　　　　　　　　クリンユキフデ

　5307（長野）

BistortatenuicaulisNakai　　　　　　　　　　　ハルトラノオ
　776（京都），3006（広島4），4639（広島2）

Chylocaly「xpe㎡01iatusHassk．　　　　　　　　　　イシミカワ

　445（広島），2089（広島），5553（長野）

Fagopyrum　cymosum　Meissn．　　　　　　　　　　　シャクチリソバ
　　2083（広島栽），5582（千葉帰2），5583（千葉帰2）

Fagopyrum　sagittatum　Gilib．　　　　　　　　　　　　ソバ

　383（広島栽？）

LaguneaorientalisNakai　　　　　　　　　　　オオケタデ
　　815（京都逸），1902（広島逸）

Persicaria　breviochreataOhki　　　　　　　　　　　　ホソバヤノネグサ

　　671（広島〉

PersicariaconspicuaNakai　　　　　　　　　　サクラタデ
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　1172（広島）

PersicariadebilisH．Gross　　　　　　　　　　　　　ミヤマタニソバ

　5886（長野），5898（長野2）

Persicaria　erectominor　Nakai　　　　　　　　　　　　　ヒメタデ

　362（広島），1782（広島）

PersicariafoliosaKitag．var．nikaiiHara　　　　　　サイコクヌカボ

　981（広島）
PersicariahastatosagittataNakai　　　　　　　　　ナガバヤノネグサ（ナガバウナギッカミ）

　496（広島）
PersicariahydropiperSpach　　　　　　　　　　ヤナギタデ
　127（兵庫），2826（広島），2862（広島）

PersicarialaponicaH．Gross　　　　　　　　　　シロバナサクラタデ
　126（兵庫），1982（広島），5586（千葉2），5592（千葉）

Persicaria　japonica　H．Gross　var。micranthum　Sugim．　ヒメサクラタデ

　　1681（広島2）

PersicariajaponicaH．Grossvar．micranthumSugim．シロバナヒメサクラタデ

form．leucantha　Nakai

　3376（広島2）

PersicarialapathifoliaS．F．Gray　　　　　　　　サナエタデ
　348（広島），1278（広島），1279（広島），1785（広島）

PersicarialapathifoliaS．F．Grayvar．rubraS．F．Gray　ヒロハサナエタデ

　360（広島）
Persicaria　lapathifolia　S．F．Gray　var．salicifolia　ウラジロサナエタデ

Miyabe
　　1258（広島），1280（広島），1281（広島），1785（広島）

PersicarialongisetaKitag．　　　　　　　　　　　イヌタデ
　385（広島），1676（広島），2683（広島2），2798（広島），5580（長野）

PersicarialongisetaKitag．var．brevifoliaHonda　　マルバイヌタデ

　361（広島），1832（広島）

Persicaria　mitis　Gilib．　　　　　　　　　　　　　　　　ハルタデ

　　355（広島），359（広島），1049（広島），2593（広島）

Persicaria　mitis　Gilib．var．pubescens　Nemoto　　　　オオハルタデ

　　719（広島），5426（千葉）

Persicaria　nepalensis　H．Gross　　　　　　　　　　　　　　タニソバ

　　1542（鳥取2），4518（広島2），5581（長野）

PersicarianipponensisH．Gross　　　　　　　　　　　ヤノネグサ
　　499（広島）

Persicaria　praetermissa　Hara　　　　　　　　　　　　　ホソバウナギツカミ

　　598（広島），2619（広島）

PersicariapubescensHara　　　　　　　　　　　ボントクタデ
　　122（兵庫），1675（広島），1682（広島），2807（広島3），4375（広島）

Persicaria　sagittata　H．Gross　vaL　aestiva　Masam．　　ウナギツカミ

　　601（広島），2534（広島），5499（長野）

PersicariasagittataH．Grossvar．sieboldiNakai　　アキノウナギッカミ

　　484（広島），4274（広島），5130（長野）

PersicariasenticosaH．Gross　　　　　　　　　　　トゲソバ（ママコノシリヌグイ）

　　401（広島），3183（広島），5343（静岡）

PersicariataquetiiKoidz．form．minutulaHiyama　　ヌカボタデ
　　114（兵庫）

Persicaria　tenuiflora　Hara　　　　　　　　　　　　　　　　　　オオイヌタデ

　　88（兵庫），720（広島），1170（広島），1181（広島），1833（広島），2028（広島），5153（長野2），

　　5485（長野），5543（長野）
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PersicariathunbergiiH．Gross　　　　　　　　　　　ミゾソバ

　477（広島），2850（広島），5157（京都）

Persicaria　thunbergii　H．Gross　vaL　hastatotriloba　オオミゾソバ

Miyabe
　5546（長野2），5955（長野2）

PersicariaviscoferaH．Gross　　　　　　　　　　ケネバリタデ（ネバリタデ）

　　1046（広島）

PersicariaviscoferaH．Grosssubsp．robustaHiyamaオオネバリタデ
　　1449（広島），2741（長野），4205（広島）

PersicariayokusaianaNakai　　　　　　　　　　ヤブタデ（ハナタデ）
　　753（広島），2814（広島），4417（岡山），5127（京都2），5168（京都），5177（京都2），5574（長

　野2），5603（千葉2），5611（千葉2）
Persicaria　yokusaiana　Nakai　form．laxiflora　Hiyama　ナガボハナタデ（ヌカボハナタデ）

　　2004（広島），2682（広島2），2797（広島），2804（広島），5943（長野2），5945（長野）

Pleuropterus　multiflorus　Turcz．　　　　　　　　　　　ッルドクダミ

　　2527（広島逸），2823（広島2逸）

PolygonumaviculareL．　　　　　　　　　　　　ニワヤナギ（ミチヤナギ）
　　427（福岡），1810（広島），5486（長野）

Reynoutria　japonica　Houtt．　　　　　　．　　　　　　　　　イタドリ

　　728（広島），3534（広島），4286（広島2），4331（広島），5522（長野）

Rumex　acetosa　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　スイバ

　　553（広島）

Rumex　acetosella　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒメスイバ

　　3036（広島帰2），5667（千葉帰）

Rumex　conglomeratus　Murr．　　　　　　　　　　　　アレチギシギシ

　　1285（兵庫帰），4953（千葉帰），5001（千葉帰），5327（千葉帰）

RumexjapoηicusHoutt．　　　　　　　　　　　　ギシギシ
　　575（広島），786（京都），2420（広島），5003（千葉），5330（千葉）

Rumex　madaio　Mak．　　　　　　　　　　　　　　　　マダイオウ

　　1418（広島），3964（広島2），4021（広島2），4081（広島）

RumexobtusifoliusL．　　　　　　　　　　　　　エゾノギシギシ（ヒロハギシギシ）
　　590（広島帰），1054（広島帰），2451（広島帰），4077（広島帰），5002（千葉帰），5762（千葉帰）

CHENOPODIACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　アカザ科

AtriplexgmeliniC．A．Mey　　　　　　　　　　ホソバノハマアカザ
　　2081（広島2）

Chenopodium　acuminatum　Willd．subsp．virgatum　カワラアカザ
Kitam．

　　956（広島），4307（広島），4438（広島），4532（広島2），4533（広島）

ChenopodiumalbumL．　　　　　　　　　　　　シロザ
　　3632（広島帰2），3916（広島帰2），4436（広島帰2），4591（広島帰），5590（千葉帰）

Chenopodium　ambrosioides　L．　　　　　　　　　　　アリタソウ

　　90（兵庫帰），1453（鳥取帰），1961（広島帰），2659（広島帰），3634（広島帰），4427（岡山帰），

　　4432（広島帰2）

Chenopodium　ambrosioides　L．form．pubescens　ケアリタソウ

Hiyama
　　1095（広島帰）

ChenopodiumficifoliumSmith　　　　　　　　　コァカザ
　　5427（千葉帰）

ChenopodiumglaucumL．　　　　　　　　　　　ウラジロアカザ
　　1190（岡山帰），1929（岡山帰），3917（広島帰），5587（千葉帰）
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Salsola　komarovi　Iljin　　　　　　　　　　　　　　　　オカヒジキ

　3595（広島4），4116（広島），4534（広島2）

AMARANTHACEAE　　　　　　　　　　　　　　　ヒユ科
Achyranthes　bidentata　BL　var．japonica　Miq．　　　　ヒカゲイノコヅチ（イノコヅチ）

　674（広島），4257（広島），4289（広島），4340（広島），4422（岡山），5123（京都）

Achyranthes　bidentata　BL　var。tomentosa　Hara　　　　ヒナタイノコヅチ

　458（広島），4399（広島2），5174（京都2），5179（京都）

Achyranthes　longifolia　Mak．　　　　　　　　　　　　ヤナギイノコヅチ

　5987（千葉2）

Amaranthus　cruentus　L．　　　　　　　　　　　　　　ホソアオゲイトウ

　5591（千葉帰），5990（茨城帰2）

Amaranthus　palmeri　S．Wats．　　　　　　　　　　オオホナガアオゲイトウ

　2758（広島帰），5483（長野帰）

Amaranthus　retroflexus　L．　　　　　　　　　　　　　アオゲイトウ

　657（広島帰），2787（広島帰），5555（長野帰）

CelosiacristataL．var．childsiiHort．　　　　　　　ヤリゲイトウ

　4410（広島逸）

Euxolus　lividus　Moq．　　　　　　　　　　　　　　　　イヌビユ

　2097（千葉），2107（千葉），2130（広島）

Euxolus　viridis　Moq．　　　　　　　　　　　　　　　　ホナガイヌビユ（アオビユ）

　384（広島帰），1044（広島帰），1056（広島帰），3635（広島帰），4113（広島帰）

Gomphrena　globosa　L．　　　　　　　　　　　　　　　　センニチソウ

　　2076（広島栽）

NYCTAGINACEAE　　　　　　　　　　　　　　　オシロイバナ科
Mirabilis　jalapa　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　オシロイバナ

　　2078（広島逸）

PHYTOLACCACEAE　　　　　　　　　　　　　ヤマゴボウ科
Phytolacca　americana　L．　　　　　　　　　　　　　　　ヨウシュヤマゴボウ（アメリカヤマゴボウ）

　　60（兵庫帰），1860（広島帰2），5467（千葉帰）

PhytolaccaesculentaHoutt．　　　　　　　　　　　　ヤマゴボウ

　　1001（広島逸），4962（千葉逸）

Phytolacca　japonica　Mak．　　　　　　　　　　　　　マルミヤマゴボウ

　　2762（広島2），3413（広島）

AIZOACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　ザクロソウ科
Mollugo　pentaphylla　L．　　　　　　　　　　　　　　ザクロソウ

　　722（広島）

Mollugo　verticillata　L．　　　　　　　　　　　　　　　クルマバザクロソウ

　　443（広島帰），2019（広島帰），4186（広島帰），4854（広島帰2），5872（茨城帰）

TetragoniatetragonoidesO．Kuntze　　　　　　　　　ッルナ
　　2079（広島），2085（広島），4115（広島）

PORTULACACEAE　　　　　　　　　　　　　　　スベリヒユ科
PortulacaoleraceaL．　　　　　　　　　　　　　　スベリヒユ
　　1881（広島），3576（広島）

BASELLACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　ツルムラサキ科
BasellaalbaL．　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツルムラサキ

　　2102（広島栽）
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CARYOPHYLLACEAE　　　　　　　　　　　　　ナデシコ科
Arenaria　serpyllifolia　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　ノミノツヅリ

　299（広島），3958（広島），5193（千葉），5723（長野）

Cerastium　glomeratum　Thui11．　　　　　　　　　　　　オランダミミナグサ

　249（広島帰），5184（千葉帰2），5186（千葉帰），5326（長野帰2）

Cerastium　holosteoides　Fries　subsp．triviale　Moscho1　ミミナグサ

var．angustifolium　Mizushima

　1714（広島），5294（長野）

Cucubalus　baccifer　L．var．japonicus　Miq．　　　　　　ナンバンハコベ

　238（静岡）
DianthusjaponicusThunb．　　　　　　　　　　　ハマナデシコ（フジナデシコ）
　2032（広島），3162（岡山），3363（広島），4118（広島），4839（広島）

DianthusjaponicusThunb．form．albiflorusOhara　　シロバナハマナデシコ

　4840（広島2）

DianthussuperbusL．　　　　　　　　　　　　　　エゾカワラナデシコ
　2389（広島），4042（広島）

DianthussuperbusL．subsp．10ngicalycinusKitam．　カワラナデシコ（ナデシコ）

　625（広島），2754（広島2），4122（広島），5519（長野2），5520（長野）

LychniscoronataDesr．　　　　　　　　　　　　　スイセンノウ

　2437（広島逸）

Lychnis　miqueliana　Rohrb．　　　　　　　　　　　　　　フシグロセンノウ

　945（鳥取），1349（広島），2549（広島），3543（広島），3545（広島），5891（長野2）

Malachium　aquaticum　Fries　　　　　　　　　　　　　ウシハコベ

　597（広島），4051（広島），5206（千葉）

Melandryum　album　Garcke　　　　　　　　　　　　　マッヨイセンノウ

　5834（長野帰），5847（長野帰2）

Melandryum　firmum　Rohrb．　　　　　　　　　　　　フシグロ

　2699（広島）

Melandryum　firmum　Rohrb．form．pubescens　Mak．　ケフシグロ

　　1185（広島），1361（広島），2897（広島）

Melandryum　noctiflorum　Fries　　　　　　　　　　　ッキミセンノウ

　　5408（長野帰）

Moehringia　lateriflora　Fenzl　　　　　　　　　　　　オオヤマフスマ

　　1538（東京），5317（長野2），5377（長野），5795（長野2）

PseudostellariaheterophyllaPax　　　　　　　　　　ワダソウ

　　5318（長野）

SaginajaponicaOhwi　　　　　　　　　　　　　ツメクサ
　　214（静岡），2363（広島），2393（千葉），5668（千葉）

SaponariaofficinalisL．　　　　　　　　　　　　　サボンソウ
　　3287（広島栽？）

SileneanglicaL．　　　　　　　　　　　　　　　　　シロバナマンテマ

　　3878（広島帰2），4124（広島帰2），4659（広島帰）

Silene　anglica　L．var．quinquevulnera　Mert．et　Koch　マンテマ

　　862（広島帰），3973（広島帰2）

Silene　armeria　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムシトリナデシコ

　　2418（広島逸），3173（広島逸），4766（広島逸），5346（静岡逸），5821（長野逸2）

SileneconicoidesL．　　　　　　　　　　　　　　オオシラタマソウ
　　5132（長野帰）

SpergulaarvensisL．　　　　　　　　　　　　　ノハラツメクサ
　　3777（広島帰3），3834（広島帰）

Spergula　arvensis　L．var．sativa　Mert．et　Koch　　　　オオッメクサ

　　550（広島帰）
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Spergularia　marina　Griseb．var．asiatica　Hara

　　1930（岡山）

Stellaria　alsine　Grimm　var．undulata　Ohwi

　　296（広島），5210（千葉）

Stellaria　fenzlii　Rege1

　　5398（長野）

Stellaria　media　Vi11．

　　1811（広島帰2），2324（広島帰），2954（広島帰）

Stellaria　media　Vill．subsp．neglecta　Murb．

　　300（広島），2394（千葉），5230（千葉2）

Stellaria　sessiliflora　Yabe

　　4717（広島3），4733（広島）

Stellaria　uchiyamana　Mak．

　　555（広島），1731（広島）

NYMPHAEACEAE
Brasenia　schreberi　J．F．Gmel．

　　2431（広島），3995（広島2）

Euryale　ferox　Salisb．

　　664（広島）

Nelumbo　nucifera　Gaertn．

　　35（兵庫），3119（広島）

Nuphar　japonicum　DC．

　　3288（広島4）

Nymphaea　odorata　Soland．

　　3252（広島逸？2），4207（広島逸？2）

Nymphaea　tetragona　Georgi　var．angusta　Casp．

　　151（兵庫），3272（広島2）

CERATOPHYLLACEAE
Ceratophyllum　demersum　L．

　　954（広島）

CERCIDIPHYLLACEAE
Cercidiphyllum　japonicum　Sieb．et　Zucc．

　　3903（広島2），4760（広島2）

EUPTELEACEAE
Euptelea　polyandra　Sieb．et．Zucc．

　4028（広島2），4090（広島2）

ウシオツメクサ

ノミノフスマ

シラオイハコベ（エゾフスマ）

コノ、コベ

ハコベ（ミドリバコベ）

ミヤマハコベ

ヤマハコベ

スイレン科

ジュンサイ

オニバス

ハス

コウホネ

ニオイスイレン（シハイスイレン）

ヒツジグサ（スイレン）

マツモ科

マッモ（キンギョモ）

カツラ科

カツラ

フサザクラ科

フサザクラ

RANUNCULACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　キンポウゲ科
Aconitum　deflexum　Nakai　　　　　　　　　　　　　エンコウブシ（ヤマトリカブト）

　2717（長野），5129（長野）

Aconitum　napiforme　L6v．et　Van’t．　　　　　　　　　タンナトリカブト

　　1560C鳥取），3601（広島），3606（広島），3617（広島）

Aconitum　napiforme　L6v．et　Van’t．var．latifolium　ウンゼントリカブト

Nakai
　　1348（広島）

Actaea　asiatica　Hara　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルイヨウショウマ

　　1480（鳥取）

Anemone　flaccida　Fr．Schm．　　　　　　　　　　　　　ニリンソウ
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　4638（広島2），4675（広島）

Anemone　hupehensis　Lemoine　var．japonica　Bowles　キブネギク（シュウメイギク）

et　Stearn

　2919（広島帰3），3664（広島帰），3712（広島帰2）

AnemonekeiskeanaT．lto　　　　　　　　　　　ルリイチゲ（ユキワリイチゲ）
　2201（広島3），3758（広島），3761（広島2）

Anemone　nikoensis　Maxim．　　　　　　　　　　　　イチリンソウ

　　1204（広島），2982（広島3），3821（広島），4627（広島），4632（広島2）

Anemone　stolonifera　Maxim．　　　　　　　　　　　　サンリンソウ

　5285（長野），5301（長野），5369（長野2）

AnemonopsismacrophyllaSieb．etZucc．　　　　　レンゲショウマ
　5953（長野）

Aquilegia　buergeriana　Miq．　　　　　　　　　　　　　ヤマオダマキ

　802（長野）
Aquilegia　buergeriana　Miq．form．flavescens　Mak．　　キバナヤマオダマキ

　5090（長野），5777（長野）

Batrachium　nipponicum　Kitam．vaL　majus　Kitam．　バイカモ

　　5579（長野2，ミシマバイカモ型）

Cimicifuga　acerina　Tanaka　var．macrophylla　Hara　　オオバショウマ

　　1327（広島），2055（広島），2856（広島）

Cimicifuga　japonica　Spreng．　　　　　　　　　　　　　イヌショウマ

　　1455（鳥取）

Cimicifuga　simplex　Wormsk．　　　　　　　　　　サラシナショウマ
　　1494（鳥取），2744（長野3），2901（広島），5525（長野2），5545（長野）

Clematis　apiifolia　DC．　　　　　　　　　　　　　　　　ボタンヅル

　　79（兵庫），2680（広島）

Clematis　apiifolia　DC．var．bitemata　Mak．　　　　　　コボタンヅル（メボタンヅル）

　　5939（長野）

Clematis　japonica　Thunb．　　　　　　　　　　　　　　ハンショウヅル

　　2522（広島），3099（広島），4743（広島2），5253（静岡）

Clematis　lasiandra　Maxim．　　　　　　　　　　　　　タカネハンショウヅル

　　2880（広島2）

Clematis　patens　Morr．et　Decne．　　　　　　　　　　カザグルマ

　　4681（広島2）

Clematis　stans　Sieb．et　Zucc．　　　　　　　　　　　　　クサボタン

　　1484（鳥取），1552（鳥取2），4851（鳥取），5507（長野2），5942（長野2），5965（長野）

Clematis　temiflora　DC．　　　　　　　　　　　　　　　センニンソウ

　　1899（広島），4262（広島）

Coptis　japonica　Mak．var．major　Satake　　　　　　　コセリバオウレン

　　1376（広島）

Hepatica　nobilis　Schreb．var．japonica　Nakai　form．スハマソウ

variegata　Kitam．

　　4545（広島2）

Paeonia　japonica　Miyabe　et　Takeda　　　　　　　　　ヤマシャクヤク

　　4785（広島2）

Pulsatillacemua　Spreng．　　　　　　　　　　　　　　オキナグサ

　　711（島根）

RanunculuscantoniensisDC．　　　　　　　　　　　ケキツネノボタン
　　1775（広島），5664（千葉）

Ranunculus　japonicus　Thunb．　　　　　　　　　　　　ウマノアシガタ（キンポウゲ）

　　1711（広島），5365（長野2），5700（長野）

RanunculusquelpaertensisNakaivar．glaberHara　キッネノボタン
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　1052（広島），1802（広島），4136（広島），5342（静岡2）

RanunculusquelpaertensisNakaivaLglaberHara　ヤエキツネノボタン
form．plenifloms　Ohtani　et　S．Suzuki

　　1771（広島5），3056（広島），3064（広島），3114（広島）

RanunculussceleratusL．　　　　　　　　　　　　タガラシ
　　1722（広島），5194（千葉）

RanunculustematusThunb．　　　　　　　　　　ヒキノカサ
　　1697（広島2），5297（長野）

Semiaquilegia　adoxoides　Mak．　　　　　　　　　　　ヒメウズ

　　1696（広島）

Thalictmm　actaefolium　Sieb．et　Zucc．　　　　　　　　シギンカラマツ

　　1341（広島），1451（広島），2058（広島），2627（広島2）

Thalictrum　aquilegifolium　L．var．sibiricum　Regel　et　マンセンカラマツ

Tiling

　　5437（長野3），5445（長野3）

Thalictrum　minus　L．var．hypoleucum　Miq．　　　　　アキカラマッ

　　622（広島）

TrolliushondoensisNakai　　　　　　　　　　　キンバイソウ
　　5443（長野）

LARDIZABALACEAE
Akebia　quinata　Decne．

　273（広島），1716（広島）

Akebia　trifoliata　Koidz．

　274（広島），1702（広島）

Stauntonia　hexaphylla　Decne．

　565（広島），2647（広島），3655（広島）

アケビ科

アケビ

ミツバアケビ

ムベ

BERBERlDACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　メギ科

BerberisthunbergiiDC．　　　　　　　　　　　メギ
　5675（山梨）

Epimedium　diphyllum　Lodd．　　　　　　　　　　　　バイカイカリソウ

　311（広島），1725（広島）

Epimedium　grandiflorum　Morr．var．thunbergianum　イカリソウ

Nakai

　5288（長野）

Epimedium　grandiflorum　Morr。subsp．sempervirens　トキワイカリソウ

Kitam．

　764（京都），781（福井）

Epimedium×setosum　Koidz．　　　　　　　　　　　　オオバイカイカリソウ

　3000（広島2），3829（広島3），3843（広島2），4679（広島）

Mahonia　fortunei　Fedde　　　　　　　　　　　　　　ホソバヒイラギナンテン

　3642（広島栽2）
Nandina　domestica　Thunb．　　　　　　　　　　　　　　　ナンテン

　　1861（広島栽），2127（広島），4166（岡山）

MEMSPERMACEAE
Cocculus　trilobus　DC．

　626（広島）
Menispermum　dauricum　DC．form．pilosum　Kitag．

　4764（広島2）

Sinomenium　acutum　Rehd．et　Wils．

ツヅラフジ科

アオツヅラフジ（カミェビ）

コウモリカズラ

オオツヅラフジ（ツヅラフジ）
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1800（広島），2010（広島），2050（広島），2557（広島）

MAGNOUACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　モクレン科
Illicium　religiosum　Sieb．et　Zucc．　　　　　　　　　　シキミ

　989（広島），1885（広島），2198（広島），5113（京都）

KadsurajaponicaJuss．　　　　　　　　　　　　　サネカズラ（ビナンカズラ）

　1521（広島），2392（広島）

Magnolia　grandiflora　L．　　　　　　　　　　　　　　タイサンボク

　3280（広島栽）

Magnolia　kobus　DC．　　　　　　　　　　　　　　　　コブシ

　4932（千葉），4976（千葉）

Magnolia　obovata　Thunb．　　　　　　　　　　　　　ホオノキ

　855（静岡），2041（広島），3174（広島）

Magnolia　salicifolia　Maxim．　　　　　　　　　　　　タムシバ

　2223（広島），2227（広島），2484（広島），2573（広島2），3657（広島），3765（広島），3768（広

　島），3770（広島），3771（広島）

SchisandrachinensisBai1L　　　　　　　　　　　　チョウセンゴミシ

　5713（長野2），5727（長野2）

Schisandra　repanda　Radlk．　　　　　　　　　　　　　マツブサ

　3224（広島2），3247（広島2）

LAURACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　クスノキ科
Actinodaphne　lancifolia　Meissn．　　　　　　　　　　カゴノキ（コガノキ）

　874（広島），2878（広島），3671（広島2）

Cimamomum　camphora　Sieb．　　　　　　　　　　　　クスノキ

　1300（広島）

Cimamomum　japonicum　Sieb。　　　　　　　　　　　ヤブニッケイ

　990（広島），2098（千葉），3098（広島），4573（広島）

Cinnamomum　sieboldi　Meissn．　　　　　　　　　　　ニッケイ

　5111（京都逸？）

LaurusnobilisL．　　　　　　　　　　　　　　　ゲッケイジュ
　2111（千葉栽）

Lindera　erythrocarpa　Mak．　　　　　　　　　　　　　カナクギノキ

　520（静岡），1324（広島），2045（広島），2269（広島），3093（広島2）

LinderaglaucaBL　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤマコウバシ
　890（広島），1824（広島），1838（広島），4489（岡山）

LinderaobtusilobaBL　　　　　　　　　　　　　　ダンコウバイ
　877（広島），2184（広島），2194（広島），2228（広島），2259（広島），2299（広島），2631（広島2），

　2952（広島），3773（広島），5642？（長野），5900（長野）

LinderastrychnifoliaVi11．　　　　　　　　　　　　　テンダイウヤク

　5054（京都帰）

Lindera　subsericea　Mak．　　　　　　　　　　　　　　ミヤマクロモジ（ウスゲクロモジ）

　2770（広島），3519（広島2），4759（広島）

Lin（1era　umbellata　Thunb．　　　　　　　　　　　　　クロモジ

　516（静岡），1396（島根），1655（三重），3221（広島）

Lindera　umbellata　Thmb．var．lancea　Momiyama　　ヒメクロモジ

　3850（広島2），3851（広島2）

Machilus　japonica　Sieb．et　Zucc．　　　　　　　　　　アオガシ（ホソバタブ）

　1954（広島），2500（広島），3087（広島），5350（静岡）

NeolitseasericeaKoidz．　　　　　　　　　　　　　　シロダモ

　867（広島），1355（広島），1516（広島），2905（広島），3656（広島），3733（広島3），3734（広島

　　2），3737（広島），4929（千葉），5021（千葉）
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ParabenzoinpraecoxNakai　　　　　　　　　　　　アブラチャン
　518（静岡），1414（広島），2200（広島），2347（広島2），3676（広島2），3757（広島3）

Parabenzoin　trilobum　Nakai

　1641（三重）

シロモジ

PAPAVERACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　ケシ科
Chelidonium　japonicum　Thunb．　　　　　　　　　　　ヤマブキソウ

　3897（広島3），4674（広島）

Chelidonium　majus　L．subsp．asiaticum　Hara　　　　　クサノオウ

　47（兵庫），1745（広島），3868（広島），5039（京都）

Macleaya　cordata　R．BL　　　　　　　　　　　　　　　タケニグサ

　803（長野），1890（広島），4156（広島），5514（長野）

FUMARIACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤブケマン科
Corydalis　decumbens　Pers．　　　　　　　　　　　　　ジロボウエンゴサク

　508（静岡）
CorydalisincisaPers．　　　　　　　　　　　　　　　ムラサキケマン（ヤブケマン）

　839（広島），1710（和歌山），1719（広島），1734（広島），2962（広島2），3011（広島2），5227

　（千葉2），5298（長野2）

Corydalis　ochotensis　Turcz．form．raddeana　Nakai　　ナガミノッルキケマン

　1495C鳥取），3518（広島），3605（広島2），3610（広島），4562（広島），5537（長野2）

CorydalispallidaPers．　　　　　　　　　　　　　　フウロケマン

　1527（広島），1749（広島），2977（広島2），2987（広島2）

CorydalispallidaPers．var．tenuisYatabe　　　　　　ミヤマキケマン

　837（広島），1709（和歌山），3804（広島2），3962（広島），5643（長野）

CAPPARIDACEAE
Cleome　spinosa　L．

　4184（岡山逸）

フウチョウソウ科

ハリフウチョウソウ

CRUCIFERAE　　　　　　　　　　　　　　　　　アブラナ科
ArabidopsisthalianaHeynh．　　　　　　　　　　　　シロイヌナズナ

　1698（広島2），2981（広島）

Arabis　flagellosa　Miq．　　　　　　　　　　　　　　　スズシロソウ

　2189（広島），4630（広島2），4640（広島2）

Arabis　flagellosa　Miq。form．1asiocarpa　Ohwi　　　　ケスズシロソウ

　1206（広島），2182（広島），3759（広島2）

Arabis　gemmifera　Mak．　　　　　　　　　　　　　　ッルタガラシ（ハクサンハタザオ）

　99（兵庫），1735（広島），2975（広島2），4645（広島），5038（京都）

ArabisglabraBemh．　　　　　　　　　　　　　　ハタザオ
　1727（広島），3172（広島），3805（広島），3929（広島）

Arabis　hirsuta　Scop．subsp．nipponica　Kitam．　　　　ヤマハタサオ

　1269（広島），5401（長野）

ArabispendulaL．　　　　　　　　　　　　　　　　エゾハタザオ

　5963（長野）

ArabisstelleriDC。var．japonicaFLSchm．　　　　　ハマハタザオ

　771（京都）
BarbareaorthocerasLedeb．　　　　　　　　　　　ヤマガラシ
　1651（三重）

BarbareavulgarisR．Br．　　　　　　　　　　　　　フユガラシ（セイヨウヤマガラシ，ハルザキ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤマガラシ）
　5074（長野帰），5198（千葉帰），5241（千葉帰2），5289（長野帰2）



34 農業環境技術研究所資料　第15号（1994）

BrassicajunceaCzem．　　　　　　　　　　　　　　セイヨウカラシナ
　1694（広島帰2），3353（広島帰2），3779（広島帰4），3783（広島帰2），5225（千葉帰），5239

　（千葉帰2）
BrassicanapusL．　　　　　　　　　　　　　　　　セイヨウアブラナ

　5223（千葉帰），5242（千葉帰），5628（千葉帰3）

Capsella　bursapastoris　Medic．var．triangularis　　　ナズナ
　　　　　レ～
Grunner
　1695（広島2），5183（千葉2），5638（長野2）

Cardamine　flexuosa　With．　　　　　　　　　　　　タネツケバナ

　1726（広島），5189（千葉），5631（千葉）

Cardamine　flexuosa　With．var．latifolia　Mak．　　　　ミズタネッケバナ

　5191（千葉）

Cardamine　flexuosa　With．subsp．fallax　O．E．Schulz．タチタネツケバナ

　　1733（広島），4663（広島），5263（静岡）

Cardamine　impatiens　L．var．eriocarpa　DC．　　　　　ケジャニンジン

　　1736（広島2），3039（広島2），3089（広島），3090（広島）

Cardamine　leucantha　O．E．Schulz．　　　　　　　　　　コンロンソウ

　3896（広島2），3910（広島），3966（広島），4678（広島），5689（長野）

Cardamine　lyrata　Bunge　　　　　　　　　　　　　　　ミズタガラシ

　330（広島）
Cardamine　scutata　Thunb．　　　　　　　　　　　　　　オオバタネッケバナ（ヤマタネツケバナ）

　765（滋賀），1732（広島），3109（広島），3788（広島），5315（長野2），5719（長野）

Cardamine　tanakae　Fr．et　Sav．　　　　　　　　　　　　マルバコンロンソウ

　　1209（広島），2274（広島）

Draba　nemorosa　L．　ε　　　　　　　　　　　　　　　　イヌナズナ

　527（広島），2980（広島2），5299（長野2），5616（千葉2），5637（長野2），5645（長野2）

HutchinsiaalpinaR．Br．　　　　　　　　　　　　　　カラクサナズナ（カラクサガラシ）

　3915（広島帰3）
Lepidium　virginicum　L．　　　　　　　　　　　　　　　マメグンバイナズナ

　　1847（広島帰），5734（茨城帰）

Nasturtium　officinale　R．Br．　　　　　　　　　　　　　オランダガラシ

　4726（広島帰2），4992（千葉帰），5199（千葉帰），5237（千葉帰2），5240（千葉帰2），5282（千

　葉帰），5360（千葉帰2），5820（長野帰）

Orychophragmus　violaceus　O．E．Schulz．　　　　　　オオアラセイトウ（ショカッサイ）

　　2961（広島逸2），3015（広島逸），4651（広島逸2），5205（千葉逸）

Raphanus　sativu翫L．var．hortensis　Backer　form．ノダイコン（ハマダイコン）

raphanistroides　Mak。

　　2386（広島逸2），3161（岡山逸2），3193（広島逸），4658（広島逸2），4666（広島逸）

Rorippa×brachyceras　Kitam．　　　　　　　　　　　ヒメイヌガラシ
　　5663（千葉）

RorippacantoniensisOhwi　　　　　　　　　　　コイヌガラシ
　　1781（広島），1786（広島），5656（茨城）

RorippaindicaHieron．　　　　　　　　　　　　　イヌガラシ
　　1774（広島），5005（千葉），5658（茨城）

RorippaislandicaBorb．　　　　　　　　　　　　　　スカシタゴボウ
　　718（広島），1612（三重），1783（広島），1787（広島），4908（千葉），4949（千葉），5192（千葉），

　　5630（千葉2）

Sisymbrium　officinale　Scop．　　　　　　　　　　　　　ケカキネガラシ（カキネガラシ）

　　4922（千葉帰3），5218（千葉帰2），5238（千葉帰2），5654（茨城帰2）

Sisymbrium　orientale　L．　　　　　　　　　　　　　　　イヌカキネガラシ

　　1730（広島帰）

Wasabia　japonica　Matsum．　　　　　　　　　　　ワサビ
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　1245（広島），1652（三重），2273（広島）

Wasabia　tenuis　Matsum．

　　1211（広島），2188（広島）

ユリワサビ
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DROSERACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　モウセンゴケ科
Drosera　peltata　Smith　var．nipponica　Ohwi　　　　　イシモチソウ

　314（広島）

DroserarotundifoliaL．　　　　　　　　　　　　　モウセンゴケ
　　3（兵庫），3258（広島），3433（広島2），4824（広島）

DroseraspathulataLabill．　　　　　　　　　　　　コモウセンゴケ

　1581（三重）

CRASSULACEAE　　　　　　　　　　　　　　　ベンケイソウ科
OrostachyserubescensOhwi　　　　　　　　　　ツメレンゲ
　3675（広島2）

OrostachyserubescensOhwivar．japonicusOhwi　　ヒロハッメレンゲ
　4841（広島2）

Penthorum　chinense　Pursh　　　　　　　　　　　　　タコノアシ

　1131（広島）

Sedum　aizoon　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホソバノキリンソウ

　5073（長野），5434（長野），5462（長野）

Sedum　bulbiferum　Mak．　　　　　　　　　　　　　　コモチマンネングサ

　　1818（広島），5013（千葉），5740（千葉）

Sedum　japonicum　Sieb．　　　　　　　　　　　　　　　メノマンネングサ

　4364（兵庫）

Sedum　lineare　Thunb．　　　　　　　　　　　　　　　オノマンネングサ

　　1779（広島），2757（広島）

Sedum　makinoi　Maxim．　　　　　　　　　　　　　　マルバマンネングサ

　54（兵庫），1941（広島），2449（広島），4089（広島）

Sedum　mexicanum　Britt．　　　　　　　　　　　　　　メキシコマンネングサ

　4917（千葉栽），5265（静岡帰）

Sedum　sarmentosum　Bunge　　　　　　　　　　　　　ツルマンネングサ’．

　4698（広島帰），4865（広島帰2），5281（千葉帰）

Sedum　tricarpum　Mak．　　　　　　　　　　　　　　タカネマンネングサ
　　1980（島根）

Sedum　verticillatum　L．　　　　　　　　　　　　　　　ミッバベンケイ

　4238（広島2），4292（広島），4350（広島2），4867（広島2），5570（長野）

Sedum　sp．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オカタイトゴメ　（ヒメコマッ）

　　5739（千葉逸），5864（千葉逸）

SAXIFRAGACEAE　　　　　　　　　　　　　　　ユキノシタ科
Astilbe　microphylla　Knoll　　　　　　　　　　　　　　チダケサシ

　1437（島根），3380（広島2），4218（広島），5071（長野），5453（長野）

Astilbe　simplicifolia　Mak．　　　　　　　　　　　　　　ヒトッバショウマ

　823（静岡）
Astilbe　thmbergii　Miq．　　　　　　　　　　　　　　アカショウマ

　　1408（島根），2465（広島），2857（広島），3306（広島），3326（広島3），4093（広島），5446（長

　野），5932（長野）

CardiandraaltemifoliaSieb．etZucc．　　　　　　　クサアジサイ
　　1547（鳥取2），2898（広島2），2899（広島），3301（広島），3395（広島2），5164（京都2）

Chrysospleniurb　album　Maxim．　　　　　　　　　　　シロバナネコノメ

　3784（広島），3791（広島），4643（広島），4739（広島）
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Chrysosplenium　album　Maxim．var．stamineum　Hara　ハナネコノメ

　2970（広島2）

Chrysosplenium　flagellifemm　Fr．Schm．　　　　　　　ッルネコノメ

　5641（長野2），5703（長野2）

Chrysosplenium　grayamm　Maxim．　　　　　　　　　ネコノメソウ

　1215（広曇），1529（広島），5673（山梨）

Chrysosplenium　japonicum　Mak．　　　　　　　　　　ヤマネコノメ

　2187（広島），3760（広島），4641（広島）

Chrysosplenium　macrostemon　Maxim．　　　　　　　イワボタン（ミヤマネコノメ）

　1660（三重）

Deinanthe　bifida　Maxim．　　　　　　　　　　　　　　ギンバイソウ

　3512（広島2），4139（広島2），4525（広島），5917（長野2）

DeutziacrenataSieb．etZucc．　　　　　　　　　　ウッギ
　884（広島），892（広島），3166（岡山），3997（広島），4994（千葉），5043（京都）

DeutziagracilisSieb．etZucc．　　　　　　　　　　ヒメウツギ

　854（静岡），2344（広島），3858（広島2）

Deutzia　gracilis　Sieb．et　Zucc．form．1atifolia　Sugim．　ヒロハヒメウッギ

　830（広島）

DeutziascabraThunb．　　　　　　　　　　　　マルバウツギ
　1019（広島），4945（山梨），5257（静岡）

Hydrangea×amagiana　Mak．　　　　　　　　　　　アマギコアジサイ

　1393（広島）

HydrangeahirtaSieb．etZucc．　　　　　　　　　　コアジサイ
　1338（広島），1386（広島），1634（三重2），2708（広島），3205（広島2），3248（広島），5041（京

　都2），5354（静岡）

HydrangeainvolucrataSieb．　　　　　　　　　　　タマアジサイ

　5986（長野3）

HydrangealuteovenosaKoidz．　　　　　　　　　コガクウツギ
　561（広島），1769（広島），1770（広島）

Hydrangea　macrophylla　Ser．　　　　　　　　　　　　ガクアジサイ

　4835（広島栽？2），5746（千葉栽）

HydrangeapaniculataSieb．　　　　　　　　　　ノリウツギ
　851（静岡），1609（三重2），5095（長野）

HydrangeapetiolarisSieb．etZucc．　　　　　　　　　ッルアジサイ（ッルデマリ，ゴトウヅル）

　1427（広島），1887（広島），2494（広島）

Hydrangeascand麟psSer。　　　　　　　　　　　　ガクウツギ
　846（静岡），1622（三重），1623（三重），5255（静岡2），5269（静岡）

HydrangeaserrataSer．　　　　　　　　　　　　　　ヤマアジサイ
　1422（広島），1549（鳥取，エゾアジサイとの中間型），1638（三重），1639（三重），1640（三重），

　1644（三重），2635（広島），2771（広島），3201（広島2），4094（広島3），4347（広島），4812（広

　島），5163（京都）

Hydrangea　serrata　SeL　subsp．yezoensis　Kitam．　　　エゾアジサイ

　1487（鳥取）
Mitella　stylosa　Boiss．　　　　　　　　　　　　　　　　チャルメルソウ

　1216（広島），3792（広島），3809（広島）

PamassiafoliosaHook．fiLetThoms．subsp．num一シラヒゲソウ
mularia　Kitam．et　Murata

　3392（広島2），3470（広島3），3538（広島），3693（広島）

Pamassia　palustris　Ledeb．var．multiseta　Ledeb．　　　ウメバチソウ

　187（兵庫），2915（広島），4601（広島）

Philadelphus　satsumi　Sieb．　　　　　　　　　　　　　　バイカウッギ

　2340（広島栽），2359（広島栽）
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PhiladelphussatsumiSieb．form．nikoensisOhwi　　ケバイカウッギ（ニッコウバイカウッギ）

　4744（広島2），4762（広島），5793（長野2）

RibesfasciculatumSieb．etZucc．　　　　　　　　　ヤブサンザシ
　1184（広島），2266（広島）

Ribes、fasciculatum　Sieb．et　Zucc．var．chinense　トウヤブサンザシ

Maxim。

　3714（広島栽？3），3932（広島栽？2）

Ribes　japonicum　Maxim．　　　　　　　　　　　　　　コマガタケスグリ

　5309（長野），5688（長野）

RibesmaximowiczianumKomar．　　　　　　　　ザリコミ
　5716（長野）

Rodgersia　podophylla　A．Gray　　　　　　　　　　　　ヤグルマソウ

　5571（長野2），5715（長野2），5789（長野），5801（長野3），5928（長野）

SaxifragacortusaefoliaSieb．etZucc．　　　　　　　　ジンジソウ

　　1334（広島），3600（広島3），4520（広島），4869（広島2）

Saxifraga　fortunei　Hook．fiL　var．suwoensis　Nakai　　ナメラダイモンジソウ

　　1331（広島），3682（広島2）

SaxifragastoloniferaCurt．　　　　　　　　　　　　ユキノシタ
　　1391（広島帰），2450（広島帰），4025（広島帰2），5336・（静岡逸）

Schizophragma　hydrangeoides　Sieb．et　Zucc．　　　　イワガラミ

　　1523（広島），1888（広島），2490（広島），2491（広島），2640（広島），3080（広島3），3327（広

　　島），4033（広島），4066（広島2）

PITTOSPORACEAE　　　　　　　　　　　　　　トベラ科
Pittosporum　tobira　Ait．　　　　　　　　　　　　　　　トベラ

　1305（広島），2428（広島），3164（岡山2），3194（広島），4000（広島）

HAMAMELIDACEAE　　　　　　　　　　　　　マンサク科
Corylopsis　gotoana　Mak．　　　　　　　　　　　　　　コウヤミズキ（ミヤマトサミズキ）

　1220（広島）

Hamamelis　japonica　Sieb．et　Zucc。　　　　　　　　　　マンサク
　1219（広島），2292（広島），3057（広島2），3267（広島2），3754（広島2），4062（広島）

Hamamelis　japonica　Sieb．et　Zucc．vaL　bitchuensis　アテツマンサク

Ohwi
　2192（広島2），2563（広島），3430（広島2），3755（広島3）

ROSACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　バラ科
Agrimonia　pilosa　Ledeb．vaL　japonica　Nakai　　　　　キンミズヒキ

　73（兵庫），1896（広島），4313（広島），5106（長野），5120（京都）

AmelanchierasiaticaEndL　　　　　　　　　　　　ザイフリボク
　287（広島），1020（広島），2277（広島），3799（広島）

AmncusdioicusFem．var．tenuifoliusHara　　　　　ヤマブキショウマ

　1470C鳥取），4850（鳥取），5855（長野）

Chaenomeles　japonica　LindL　　　　　　　　　　　　　クサボケ

　1051（広島）

Duchesnea　chrysantha　Miq。　　　　　　　　　　　　ヘビイチゴ

　532（広島），5207（千葉2）

Duchesnea　indica　Focke　var．major　Mak．　　　　　　ヤブヘビイチゴ

　769（滋賀），1712（広島）

EriobotryajaponicaLind1．　　　　　　　　　　　　　ビワ

　1940（広島逸）

Filipendula　multijuga　Maxim．　　　　　　　　　　　シモツケソウ
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　5150（長野）

Filipendula　multijuga　Maxim．var．ciliata　Koidz．　　アカバナシモッケソウ

　2722（長野2），5089（長野），5151（長野）

Geum　alepPicum　Jacq．　　　　　　　　　　　　　　　　オオダイコンソウ

　807（長野），5082（長野2），5433（長野）

Geum　japonicum　Thunb．　　　　　　　　　　　　　　ダイコンソウ

　26（兵庫），1934（広島），2554（広島），4235（広島2），5052（京都），5883（長野）

KerriajaponicaDC．　　　　　　　　　　　　　　　　ヤマブキ

　829（広島），1319（広島），1931（広島），2205（広島），2964（広島2），3849（広島），5692（長野）

Malus　sieboldi　Rehd．　　　　　　　　　　　　　　　　ズミ

　5325（長野），5670（長野）

Photinia　glabra　Maxim．　　　　　　　　　　　　　　カナメモチ

　1093（広島），2250（広島），2661（広島），3569（広島）

Potentilla　amurensis　Maxim．　　　　　　　　　　　　コバナキジムシロ

　5735（茨城帰）

Potentilla　centigrana　Maxim．　　　　　　　　　　　　ヒメヘビイチゴ

　5711（長野）

PotentillachinensisSeL　　　　　　　　　　　　　　カワラサイコ

　1069（広島）

Potentilla　cryptotaeniae　Maxim．vaL　insularis　Kitag．ミツモトソウ

　5884（長野），5918（長野2）

Potentilla　fragarioides　L．var．malor　Maxim．　　　　キジムシロ

　255（広島）
Potentilla　freyniana　Bomm．　　　　　　　　　　　　　ミツバツチグリ

　509（静岡），1212（広島），2233（広島），5296（長野）

Potentilla　kleiniana　Wight　et　Am．subsp．anemone一オヘビイチゴ

folia　Murata

　294（広島），1784（広島），5234（千葉2）

PourthiaeavillosaDecne．　　　　　　　　　　　　　ワタゲカマツカ

　1825（広島）

PourthiaeavillosaDecne．var．laevisStapf．　　　　　コバノカマツカ（ケナシカマツカ）

　2885（広島），3021（広島2），3930（広島）

PourthiaeavillosaDecne．var．zollingeri　Nakai　　　ウスゲカマッカ

　321（広島），568（広島），1076（広島）

Prunus　buergeriana　Miq．　　　　　　　　　　　　　　イヌザクラ

　4928（千葉），4987（千葉），5032（千葉），5209（千葉2），5245（千葉3）

Prunus　grayana　Maxim．　　　　　　　　　　　　　　ウワミズザクラ

　880（広島），2014（広島），2244（広島），2892（広島2），2990（広島2），3845（広島3），3837

　（広島2）

PrunusjamasakuraSieb．　　　　　　　　　　　　ヤマザクラ
　2225（広島），2247（広島），5620（静岡栽）

Prunus　jamasakura　Sieb．form．pubescens　Koidz．　　ウスゲヤマザクラ

　2212（広島），2215（広島），2231（広島），2408（広島），2992（広島），2994（広島），2997（広島），

　2999（広島2），3133（広島2）

Prunus　lannesiana　Wils．　　　　　　　　　　　　サトザクラ

　1196（広島逸？），2237（広島逸？2）

PrunusmaximowicziiRupr．　　　　　　　　　　　ミヤマザクラ
　5383（長野），5404（長野2），5684（長野）

Prunus　mume　Sieb．et　Zucc．　　　　　　　　　　　　　ウメ

　1692（広島栽），2190（広島逸2，コウメ），2942（広島逸2），3124（広島逸2，コウメ），3138（広

　島逸）

Prunus　pendula　Maxim．form．ascendens　Ohwi　　　エドヒガン
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　2958（広島逸？2）

PrunuspersicaBatsch　　　　　　　　　　　　　　　モモ（ノモモ）

　2433（広島逸），2959（広島逸），2976（広島逸），3790（広島逸）

PrunussahcinaLindl．　　　　　　　　　　　　　　スモモ
　2222（広島逸），2229（広島栽），4634（広島逸）

PrunusspinulosaSieb．etZucc．　　　　　　　　　　リンボク
　4394（広島2）

Prunus　tomentosa　Thunb．　　　　　　　　　　　　　　ユスラウメ

　2211（広島栽）

PrmusverecmdaKoehne　　　　　　　　　　　　カスミザクラ
　1363（広島栽？），1614（三重），1617（三重），3776（広島3）

Prums×yedoensis　Matsum．　　　　　　　　　　　ソメイヨシノ

　2960（広島栽3），3135（広島栽2）

PyruslasiogynaKoidz．var．lanuginosaNakai　　　　ニジッセイキナシ
　2232？（広島逸？）

PymspyrifoliaNakai　　　　　　　　　　　　　　　ヤマナシ
　2996（広島2），3496（広島），4628（広島），5293（長野），5314（長野）

Pyrus　pyrifolia　Nakai　vaL　culta　Nakai　　　　　　　　　ニホンナシ（ナシ）

　2271（広島栽），2979（広島逸？）

Rhaphiolepis　umbellata　Mak．　　　　　　　　　　　　シャリンバイ

　2360（広島），3034（広島栽2）

Rhaphiolepis　umbe11ata　Mak．var．integerrima　Rehd．マルバシャリンバイ

　2676（広島）
Rhodotypos　scandens　Mak。　　　　　　　　　　　　　シロヤマブキ

　3037（広島4），3038（広島），3141（広島3），3830（広島3）

RosacentifoliaL．　　　　　　　　　　　　　　　　セイヨウバラ

　3596（広島栽2）
Rosa　multiflora　Thunb．　　　　　　　　　　　　　　　ノイバラ

　999（広島），1778（広島），4991（千葉），5797（長野）

Rosa　sambucina　Koidz．　　　　　　　　　　　　　　　　ヤマイバラ

　972（広島），3570（広島2），3707（広島2），3708（広島），3925（広島2）

Rosa　wichuraiana　Cr6p．　　　　　　　　　　　　　　　　テリハノイバラ

　595（広島），3189（広島2）

Rubus　buergeri　Miq．　　　　　　　　　　　　　　　　フユイチゴ

　5112（京都）
RubuscaesiusL．　　　　　　　　　　　　　　　　　オオナワシロイチゴ

　1302（広島帰），2678（広島帰3），3186（広島帰2）

RubuscorchorifoliusL．fiL　　　　　　　　　　　　ビロードイチゴ

　2510（広島2），2512（広島），4374（広島），4391（広島），4446（広島）

Rubus　corchorifolius　L．fil．form．glaber　Matsum．　　ウスゲビロードイチゴ

　1791（広島），2257（広島3），2302（広島），2357（広島），2511（広島），3828（広島2）

RubuscrataegifoliusBunge　　　　　　　　　　　　クマイチゴ
　　1249（広島），1767（広島），2062（広島），2141（広島），2258（広島），3945（広島），4152（広島），

　5379（長野），5721（長野）

RubushakonensisFr．etSav．　　　　　　　　　　　ミヤマフユイチゴ

　967（広島），1943（広島），2070（広島）

RubushirsutusThunb．　　　　　　　　　　　　　クサイチゴ
　510（静岡），1723（広島），4655（岡山2）

RubusillecebrosusFocke　　　　　　　　　　　　バライチゴ
　　1478C鳥取）

RubuskoehneanusFocke　　　　　　　　　　　　　ミヤマニガイチゴ
　　5726（長野）
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Rubus　mesogaeus　Focke　　　　　　　　　　　　　　　クロイチゴ

　5803（長野2）

RubusmicrophyllusL．fi1．　　　　　　　　　　　　ニガイチゴ

　523（静岡），2378（広島），2379（広島），3838（広島2），5622（静岡）

Rubus　palmatus　Thunb．　　　　　　　　　　　　　　　ナガバモミジイチゴ

　1528（広島），1654（三重），2216（広島），2238（広島）

Rubus　palmatus　Thunb．var．coptophyllus　O．Kuntze　モミジイチゴ

　513（静岡），3827（広島），3853（広島2），5624（千葉2）

RubusparvifoliusL．　　　　　　　　　　　　　　ナワシロイチゴ
　584（広島），1821（広島），5808（長野）

Rubus　phoenicolasius　Maxim．　　　　　　　　　　　ウラジロイチゴ（エビガライチゴ）

　　1016（広島）

Rubus　sumatoranus　Miq．　　　　　　　　　　　　　　コジキイチゴ

　4160（岡山）

RubustrifidusThunb．　　　　　　　　　　　　　カジイチゴ
　5228（千葉栽？）

RubusyoshinoiKoidz．　　　　　　　　　　　　　キビナワシロイチゴ
　3311（広島4），3409（広島2），3971（広島），4145（広島），4737（広島），4763（広島2）

SanguisorbaofficinalisL．var．cameaRegel　　　　　ワレモコウ

　464（広島）
SanguisorbaofficinalisL．var．pilosellaOhwi　　　　ウラゲワレモコウ

　5492（長野2）

Sorbaria　kirilowii　Rege1　　　　　　　　　　　　　　　　ニワナナカマド

　3261（広島栽2）
SorbusalnifoliaC．Koch　　　　　　　　　　　　　　　　アズキナシ

　697（広島），1304（広島），2286（広島），2330（広島），3027（広島），3872（広島2）

Sorbus　commixta　HedL　form．mfofermginea　　　　　サビハナナカマド

Schneid．

　　5392（長野）

Sorbus　commixta　HedL　form．wilfordii　Sugim．　　　　ッシマナナカマド

　　1553嶋取），3942（広島2）

SorbusjaponicaHedl．　　　　　　　　　　　　ウラジロノキ
　　879（広島），1014（広島）

Spiraea　chamaedrifolia　L．var．pilosa　Hara　　　　　　アイズシモッケ

　　5679（山梨2）

SpiraeajaponicaL．fiL　　　　　　　　　　　　　　シモッケ
　　5436（長野4），5455（長野3）

SpiraeanervosaFr．et　Sav．　　　　　　　　　　　　　イブキシモッケ

　　1096（広島），3861（広島）

Spiraea　nervosa　Fr。et　Sav．var．latifolia　Kitam．　　　キビシモッケ

　　1077（広島），1530（広島2）

SpiraeaprunifoliaSieb．etZucc．　　　　　　　　　　　シジミバナ

　　696（広島逸），3811（広島栽），4649（広島逸）

SpiraeathunbergiiSieb．　　　　　　　　　　　　ユキヤナギ
　　2173（広島栽），3283（広島栽？），4941（長野栽？）

StephanandraincisaZabe1　　　　　　　　　　　コゴメウツギ
　　1384（広島），1429（広島），1633（三重），3956（広島），5267（静岡），5788（長野）

LEGUMINOSAE
Acacia　baileyana　F．Muell．

　824（広島栽）

Acacia　confusa　Merr．

マメ科

ギンバアカシア

ソウシジュ
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　4303（島根栽2）
Acacia　meamsii　De　Wild。　　　　　　　　　　　　和名不明

　4045（広島栽4）
Acacia　mollissima　Willd．　　　　　　　　　　　　モリシマアカシア

　1277（広島栽）

Aeschynomene　indica　L．　　　　　　　　　　　　　　クサネム

　67（兵庫），1985（広島），2021（広島）

AlbiziajulibrissinDurazz．　　　　　　　　　　　ネムノキ
　2436（広島），2480（広島2），3362（広島2）

AmorphafmticosaL．　　　　　　　　　　　　　　イタチハギ（クロバナエンジュ）
　56（兵庫逸），585（広島逸），4074（広島逸2），5048（京都逸），5152（長野逸）

AstragalussinicusL．　　　　　　　　　　　　　ゲンゲ（レンゲソウ）
　290（広島逸）

AstragalussinicusL．form．leucanthusNakai　　　シロバナゲンゲ
　349（広島逸）

AzukiaangularisOhwi　var．nipponensisOhwi　　　ヤブッルァズキ
　3493（岡山），3503（広島）

Azukia　umbellata　Ohwi　　　　　　　　　　　　　　　ッルアズキ

　3497（広島栽？4），3625（広島栽？2）

Caesalpinia　decapetala　Merr．　　　　　　　　　　　　ジャケツイバラ

　1772（広島）

Cassia　nomame　Honda　　　　　　　　　　　　　　　　カワラケツメイ

　1149（広島），3460（広島2），3483（山口2）

CassiaobtusifoliaL．　　　　　　　　　　　　　　　　　エビスグサ

　498（広島逸），1671（広島逸）

CassiatorosaCav．　　　　　　　　　　　　　　　　ハブソウ

　4366（岡山栽）

Cladrastis　platycarpa　Mak．　　　　　　　　　　　　　フジキ

　3202（広島4），3398（広島），4751（広島），4779（広島），4783（広島2），4802（広島），4855（広

　　島2）
Cladrastis　shikokiana　Mak．　　　　　　　　　　　　　ミヤマフジキ（ユクノキ）

　　1794（広島），3295（広島4），3399（広島），4782（広島2），4784（広島2）

CoronillavariaL　　　　　　　　　　　　　　　　　タマザキクサフジ

　4723（岡山逸），4801（岡山逸）

Crotalaria　juncea　L．　　　　　　　　　　　　　　　和名不明

　3524（広島栽2），3668（広島栽3）

CrotalariasessilifloraL．　　　　　　　　　　　　　　タヌキマメ

　　4474（岡山2），4486（岡山2）

Cytisus　leucanthus　Waldst．et　Kit．　　　　　　　　シロエニシダ

　　3882（広島栽？2），4046（広島栽？）

CytisusscopariusLink　　　　　　　　　　　　　エニシダ
　　566（広島逸），1761（広島栽），3309（広島逸），3310（広島逸），3361（広島逸），3377（広島逸），

　　3378（広島逸），3379（広島逸），3883（広島逸），3887（広島逸2），3888（広島逸），3949（広島逸

　　2），3976（広島逸2），4002（広島逸3），4036（広島逸），4037（広島逸2），4769（広島逸2）

Desmodium　caudatum　DC．　　　　　　　　　　　　　　ミソナオシ

　　135（兵庫），944（広島）

Desmodium　laxum　DC．　　　　　　　　　　　　　　　オオバヌスビトハギ（サイコクトキワヤブハ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギ）
　　5598（静岡6）
Desmodium　oldhami　Oliv．　　　　　　　　　　　　　　フジカンゾゥ

　　677（広島），2009（広島），4281（広島）

Desmodium　paniculatum　DC．　　　　　　　　　　　　アレチヌスビトハギ
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　2020（広島帰2），3593（広島帰3），3633（広島帰4），4435（広島帰），5159（京都帰3）

Desmodium　podocarpum　DC．　　　　　　　　　　　　マルバヌスビトハギ

　980（広島），1072（広島）

Desmodium　podocarpum　DC．subsp．fallax　Ohashi　　ケヤブハギ

　134（兵庫），1948（広島）

Desmodium　podocarpum　DC．subsp．oxyphyllum　ヌスビトハギ
Ohashi
　912（広島），4314（広島），5584（千葉），5954（長野）

DolichoslablabL．　　　　　　　　　　　　　　　　フジマメ

　1901（広島栽）

Dumasia　truncata　Sieb．et　Zucc．　　　　　　　　　　　ノササゲ（キツネササゲ）

　1464C鳥取），2509（広島），2634（広島）

Dunbaria　viHosa　Matsum．　　　　　　　　　　　　　　ヒメクズ（ノアズキ）

　425（広島）
Gleditsia　japonica　Miq．　　　　　　　　　　　　　　　サイカチ

　3952（広島），3954（広島），3981（広島2），4092（広島），4757（広島3），4781（広島），4856（広

　島2）

GlycinesojaSieb．etZucc．　　　　　　　　　　　　　　ツルマメ

　441（広島），1171（広島），3662（広島），4898（茨城2）

IndigoferadecoraLindL　　　　　　　　　　　　　ニワフジ
　1276（広島栽），1367（島根）

Indigofera　pseudotinctoria　Matsum．　　　　　　　　　コマツナギ

　395（広島），612（島根栽），4312（広島）

Indigofera　pseud．otinctoria　Matsum．form．albiflora　シロバナコマツナギ

Okuyama
　2617（広島）

Kummerovia　striata　Schindl．　　　　　　　　　　　　ヤハズソウ

　649（広島）

LathyrusdavidiiHance　　　　　　　　　　　　　イタチササゲ
　3214（広島2），3323（広島2），3446（広島），4288（広島），5435（長野）

Lathyrus　japonicus　Willd．　　　　　　　　　　　　ハマェンドウ

　1624（三重2），3033（広島3），3195（広島2），4665（広島2）

LathyrusquinquenerviusLitv．　　　　　　　　　　　レンリソウ

　5374（長野）

LespedezabicolorTurcz．　　　　　　　　　　　　ヤマハギ
　1563（鳥取），2670（広島），2727（長野），4470（岡山2），5083（長野），5880（長野）

Lespedeza　buergeri　Miq．　　　　　　　　　　　　　　キハギ

　232（静岡），1339（広島）

LespedezacuneataDon　　　　　　　　　　　　　メドハギ
　451（広島），4311（広島）

Lespedeza　cyrtobotrya　Miq．　　　　　　　　　　　　マルバハギ

　724（広島）

LespedezahomolobaNakai　　　　　　　　　　　ツクシハギ
　455（広島），2486（広島），2705（広島），3649（岡山），4485（岡山），4876（広島），4887（広島）

LespedezapilosaSieb．etZucc．　　　　　　　　　　ネコハギ
　2711（広島），4403（広島）

LespedezathunbergiiNakai　　　　　　　　　　　ミヤギノハギ
　1065（広島栽），3348（広島栽）

LespedezatomentosaSieb．　　　　　　　　　　　イヌハギ
　452（広島），2545（広島）

LespedezavirgataDC．　　　　　　　　　　　　　マキエハギ
　436（広島），1981（広島），4310（広島）
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LotuscomiculatusL．　　　　　　　　　　　　　　セイヨウミヤコグサ（バーズフットトレフォ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イル）
　610（島根栽）

Lotus　comiculatus　L．vaL　japonicus　Rege1　　　　　　ミヤコグサ

　374（広島），3139（広島2）

Maackia　amurensis　Rupr．et　Maxim．var．pubescens　ケハネミイヌエンジュ

Sugim．

　2569（広島），3210（広島），3245（広島），4154（広島）

Medicago　lupulina　L．　　　　　　　　　　　　　　　　コメツブウマゴヤシ

　272（広島帰），5651（茨城帰）

Medicago　polymorpha　L．　　　　　　　　　　　　　　ウマゴヤシ

　279（広島帰），2207（広島帰），3879（広島帰）

Medicago　sativa　L．　　　　　　　　　　　　　　　　ムラサキウマゴヤシ（アルファルファ）

　　394（広島帰），2654（広島栽），3346（広島帰），3367（広島帰）

Melilotus　albus　Desv．　　　　　　　　　　　　　　　　シロバナシナガワハギ

　　4746（広島帰3）

Melilotus　indicus　All．　　　　　　　　　　　　　　　コシナガワハギ

　　356（広島帰）

Melilotus　officinalis　Medik．　　　　　　　　　　　　　セイヨウエビラハギ（イエロースイート1ク

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ローバー）
　　609（島根栽）

Milletia　japonica　A．Gray　　　　　　　　　　　　　　ナツフジ

　　16（兵庫），1894（広島2），3369（広島2），4264（広島），4886（広島）

PuerarialobataOhwi　　　　　　　　　　　　クズ
　　91（兵庫），2547（広島）

Rhynchosia　acuminatifolia　Mak．　　　　　　　　　　トキリマメ

　　53（兵庫），2515（広島）

RhynchosiavolubilisLouL　　　　　　　　　　　　　タンキリマメ

　　656（広島），2550（広島）

Robinia　pseudoacacia　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハリエンジュ

　　2365（広島逸）

RobiniapseudoacaciaL．form．inermisDC．　　　　　トゲナシハリエンジュ

　　2095（広島逸）

SesbaniacannabinaPers．　　　　　　　　　　　　ツノクサネム

　　3667（広島栽2）

SesbaniaexaltataRydb．　　　　　　　　　　　　　アメリカツノクサネム

　　2776（広島帰4）

Sophora　flavescens　Ait．var．angustifolia　Kitag．　　　　クララ

　　371（広島），3277（広島2）

Trifolium　aureum　Pollich　　　　　　　　　　　　　オオクスダマッメクサ（勝山新称）

　　5841（長野帰）

Trifolium　hybridum　L．　　　　　　　　　　　　　　　タチツメクサ（アルサイククローバー）

　　608（島根栽）

Trifolium　pratense　L．var。sativum　Schreb．　　　　　アカツメクサ（ムラサキツメクサ，レッドク

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ローバー）
　　611（島根栽），1777（広島帰），3936（広島帰），3992（広島帰），5754（千葉帰）

Trifolium　pratense　L．var．sativum　Schreb．form．シロバナアカツメクサ

albiflorum　Alef．

　　1962（広島帰），3969（広島帰），3991（広島帰）

Trifolium　repens　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　シロツメクサ（ホワイトクローバー）

　　295（広島帰），3977（広島帰），5755（千葉帰）

ViciacraccaL．　　　　　　　　　　　　　　　　クサフジ
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　2714（長野），5473（長野）

ViciadasycarpaTen．var．glabrescensG．Beck　　　ナヨクサフジ
　343（広島帰），1753（広島帰），5774（千葉帰2）

Vicia　deflexa　Nakai　var．minor　Murata　　　　　　　ヒメヨツバハギ

　1421（広島）

ViciahirsutaS．F．Gray　　　　　　　　　　　　　　スズメノエンドウ

　285（広島）
Vicia　nipPonica　Matsum．　　　　　　　　　　　　　　ヨツバハギ

　368（広島），463（広島），3546（広島）

Vicia　pseudo－orobus　Fisch．et　Mey．　　　　　　　　　オオバクサフジ

　1448（広島），3544（広島4），4343（広島）

ViciasativaL．subsp．nigraEhr．var．segetalisSer．　ヤハズエンドウ（カラスノエンドウ）

　289（広島），5219（千葉）

Vicia　sativa　L．subsp．nigra　Ehr．var．segetalis　Ser．シロバナヤハズエンドウ

form．leucantha　Sugim．

　529（広島）
Vicia　tetrasperma　Schreb．　　　　　　　　　　　　　　カスマグサ

　282（広島）
ViciaunijugaA．Br．　　　　　　　　　　　　　　ナンテンハギ
　369（広島），489（広島），3339（広島），3468（広島），4753（広島），5139（長野），5848（長野2）

Wisteria　brachybotrys　Sieb．et　Zucc．　　　　　　　ヤマフジ

　1797（広島），3100（広島），3125（広島2），3127（広島），3839（広島2）

Wisteria　floribunda　Rehd．et　Wils．　　　　　　　　フジ（ノダフジ）

　315（広島），2312（広島）

GERANIACEAE　　　　　　　　　　　　　　　フウロソウ科
Geranium　carolinianum　L．　　　　　　　　　　　　　アメリカフウロ

　537（広島帰），1830（広島帰），3068（広島帰2），3835（広島帰2），3914（広島帰2），5247（千

　葉帰2）
Geranium　eriostemon　Fisch．var．reinii　Maxim．form．グンナイフウロ

onoei　Hara

　5378（長野），5451（長野），5776（長野）

Geranium　krameri　Fr．et　Sav．　　　　　　　　　　　　タチフウロ

　805（長野），5097（長野），5099（長野）

Geranium　sobolifemm　Komar．　　　　　　　　　　　アサマフウロ

　2719（長野2），5101（長野），5102（長野）

GeraniumthunbergiiSieb．etZucc。　　　　　　　ゲンノショゥコ
　92（兵庫），2001（広島），4349（広島），5487（長野）

Geranium　thunbergii　Sieb．et　Zucc．form．roseum　ベニバナゲンノショウコ

Murata
　93（兵庫），1999（広島），4232（広島），4290（広島），5109（京都），5966（長野2）

Geranium　yoshinoi　Mak．　　　　　　　　　　　　　　ビッチュウフウロ

　3465（広島3）

OXALIDACEAE　　　　　　　　　　　　　　　力タバミ科
OxaliscomiculataL．　　　　　　　　　　　　　　カタバミ
　2361（広島），2362（広島，アカカタバミ），5412（千葉）

Oxalis　corymbosa　DC．　　　　　　　　　　　　　　　　ムラサキカタバミ

　794（京都帰），1831（広島帰）

OxalisfontanaBunge　　　　　　　　　　　　　　　エゾタチカタバミ
　　1904（広島），1942（広島），4690（広島）

Oxalis　griffithii　Edgew．et　Hook．fil．　　　　　　　　　　ミヤマカタバミ
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783（福井），1550（鳥取），3602（広島）

RUTACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミカン科
Boenninghausenia　albiflora　Meissn．var．japonica　S．マツカゼソウ

Suzuki

　49（兵庫），2455（広島），2692（広島），4390（広島），5114（京都）

FagaraailanthoidesEngL　　　　　　　　　　　カラスザンショウ
　2457（広島），2560（広島2），4161（岡山），4162（岡山），4173（広島）

FagaramantchuricaHonda　　　　　　　　　　　イヌザンショウ
　　19（兵庫），2060（広島），4450（広島）

OrixajaponicaThunb．　　　　　　　　　　　　　コクサギ
　　1027（広島），1659（三重），2267（広島）

Phellodendron　amurense　Rupr．var．japonicum　Ohwi　オオバノキハダ

　5394（長野）

PoncirustrifoliataRafin．　　　　　　　　　　　　　カラタチ

　　2285（広島逸？）

Skimmia　japonica　Thunb．　　　　　　　　　　　　　　ミヤマシキミ

　　562（広島），3051（広島），3659（広島），3731（広島），3795（広島2）

Zanthoxylum　piperitum　DC．　　　　　　　　　　　　サンショウ

　　885（広島），4857（広島2）

Zanthoxylum　piperitum　DC．form．inerme　Mak．　　　アサクラザンショウ

　　4940（長野栽）

ZanthoxylumplanispinumSieb．etZucc．　　　　　フユザンショウ
　　6（兵庫），644（広島）

SIMAROUBACEAE　　　　　　　　　　　　　　　ニガキ科
Ailanthus　altissima　Swingle　　　　　　　　　　　　　ニワウルシ（シンジュ）

　1071（広島逸），2414（広島逸），2521（広島逸2），3263（広島逸）

Picrasma　quassioides　Benn．　var．　glabrescens　ニガキ

Pampan．

　　1290（兵庫），2493（広島），4745（広島3）

MELIACEAE
Melia　azedarach　L．

　1262（広島帰）

POLYGALACEAE
Polygala　japonica　Houtt．

　256（広島）
Salomonia　oblongifolia　DC．

　　1154（広島）

センダン科

センダン

ヒメハギ科

ヒメハギ

ヒナノカンザシ

DAPHNIPHYLLACEAE　　　　　　　　　　　　　　ユズリハ科
Daphniphyllum　macropodum　Miq．　　　　　　　　　ユズリハ

　2764（広島），4008（広島），4961（千葉），5623（千葉栽）

Daphniphyllum　macropodum　Miq．subsp．humile　エゾユズリハ

H皿usawa
　　1399（島根）

Daphniphyllu卑teijsmami　ZolL　　　　　　　　　　　ヒメユズリハ

　　1916（静岡）

EUPHORBIACEAE トウダイグサ科

45



46　　　　　　　　　　　　　　　農業環境技術研究所資料　第15号（1994）

Acalypha　australis　L．　　　　　　　　　　　　　　　　エノキグサ

　129（兵庫），2087（広島）

AlchomeadavidiiFr．　　　　　　　　　　　　　　オオバベニガシワ
　3285（広島栽？）

Chamaesyce　maculata　Smal1　　　　　　　　　　　　　オオニシキソウ

　233（静岡帰），1539C鳥取帰），1968（広島帰），3282（広島帰2），4355（広島帰），5126（京都帰

　2）
Chamaesyce　supina　Moldenke　　　　　　　　　　　コニシキソウ

　220（静岡帰），1867（広島帰），5411（千葉帰）

Mallotus　japonicus　Muell．Arg．　　　　　　　　　　　アカメガシワ

　627（広島），628（広島），4104（広島），4263（広島），5023（千葉），5417（千葉）

Mercurialis　leiocarpa　Sieb．et　Zucc。　　　　　　　　　ヤマアイ

　1205（広島），2989（広島），3787（広島），4652（岡山）

Phyllanthus　flexuosus　Muel1．Arg．　　　　　　　　　コバンノキ

　1431（広島），1793（広島），2561（広島），3110（広島），3417（広島2），3541（広島2），4829（広

　島）
PhyllanthusurinariaL．　　　　　　　　　　　　コミカンソウ

　237（静岡）
Phyllanthus　ussuriensis　Rupr．et　Maxim．　　　　　　ヒメミカンソウ

　150（兵庫），2476（広島），2822（広島），4256（広島），4315（広島）

SaPium　jaPonicum　Pax　　　　　　　　　　　　　　　　シラキ

　1274（広島），1337（広島），1426（広島），1621（三重2），2524（広島），3079（広島），4820（広

　島）
SecurinegasuffruticosaRehd．var．japonicaHuru一　　ヒトッバハギ

sawa
　63（兵庫），440（広島），1845（広島）

Tithymalus　helioscopius　H皿　　　　　　　　　　　　　トウダイグサ

　297（広島），5232（千葉）

Tithymalus　pekinensis　Hara　var．onoei　Hara　　　　　タカトウダイ

　5093（長野），5366（長野）

Tithymalus　sieboldiams　Hara　　　　　　　　　　　　ナツトウダイ

　1368（島根），4735（広島2），5323（長野2），5367（長野），5372（長野）

Triadica　sebifera　Smal1　　　　　　　　　　　　　　　ナンキンハゼ

　1862（広島栽），1866（広島栽），3168（岡山逸）

VemiciafordiiA．Shaw　　　　　　　　　　　　シナアブラギリ（オオアブラギリ）
　2937（広島栽？2），3175（広島栽？），3278（広島栽？）

CALLITRICHACEAE　　　　　　　　　　　　　　　アワゴケ科
Callitriche　vema　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　ミズハコベ

　596（広島），4800（広島2）

BUXACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツゲ科
Pachysandra　terminalis　Sieb．et　Zucc．　　　　　　　　フッキソウ

　4022（広島），4637（広島2）

ANACARDIACEAE　　　　　　　　　　　　　　　ウルシ科
Rhus　ambigua　Laval1．　　　　　　　　　　　　　　　　ッタウルシ

　3961（広島3），4142（広島2）

Rhus　chinensis　Mil1．　　　　　　　　　　　　　　　　ヌルデ

　81（兵庫），2745（広島）

RhussuccedaneaL．　　　　　　　　　　　　　　　ハゼノキ
　2031（広島），2284（広島），2427（広島），2429（広島），3103（広島），3680（広島），3681（広島
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　　3），4064（広島2），4065（広島2），4395（広島4），4412（広島）

RhussylvestrisSieb．etZucc．　　　　　　　　　　　ヤマハゼ
　1002（広島），4995、（千葉）

Rhus　trichocarpa　Miq．　　　　　　　　　　　　　　　ヤマウルシ

　998（広島）

RhusvemicifluaStokes　　　　　　　　　　　　ウルシノキ
　　1289（兵庫栽？）

AQUIFOLIACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　モチノキ科
11ex　chinensis　Sims　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナナメノキ

　　182（兵庫），2163（広島），2789（広島）

11excrenataThunb．　　　　　　　　　　　　　イヌッゲ
　871（広島），3223（広島），5017（千葉）

IlexintegraThunb．　　　　　　　　　　　　　　　　モチノキ
　　2664（広島），3028（広島2）

11ex　latifolia　Thunb．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タラヨウ

　　1（兵庫），560（広島），2203（広島）

Ilex　micrococca　Maxim．　　　　　　　　　　　　　　タマミズキ

　　3587（広島2）

Ilex　pedunculosa　Miq．　　　　　　　　　　　　　　　ソヨゴ

　　1025（広島），2146（広島），2295（広島），3232（広島2），4001（広島），5046（京都）

IlexrotundaThunb．　　　　　　　　　　　　　　　クロガネモチ
　　2655（静岡），3029（広島2）

IlexserrataThunb．　　　　　　　　　　　　　ウメモドキ
　　3171（広島栽3）

11ex　serrata　Thunb．form．argutidens　Kurata　　　　　イヌウメモドキ

　　714（広島），4326（広島2），4443（広島2）

CELASTRACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　ニシキギ科
Celastrus　flageHaris　Rupr．　　　　　　　　　　　　　　　　　イワウメヅル

　　4541（広島2），4741（広島2）

CelastrusorbiculatusThunb．　　　　　　　　　ツルウメモドキ
　　1233（広島），3928（広島），4004（広島2），5264（静岡）

Celastrus　orbiculatus　Thunb．form．papillosus　Hara　イヌッルウメモドキ

　　5819（長野）

Celastrus　orbiculatus　Thunb．var．strigillosus　Mak．　オニッルウメモドキ

　　5391（長野）

Euonymus　alatus　Sieb．　　　　　　　　　　　　　　　ニシキギ

　　20（兵庫），351（広島），2374（広島），2525（広島，コマユミとの中間品），5385（長野）

Euonymus　alatus　Sieb．form．ciliatodentatus　Hiyama　コマユミ

　　857（静岡栽），2364（広島）

Euonymus　fortunei　Hand．一Mazz．vaL　radicans　Rehd．ツルマサキ

　　2387（広島），4121（広島）

Euonymus　fortunei　Hand．一Mazz．var．villosus　Hara　ケツルマサキ

　　882（広島）

Euonymus　Japonicus　Thunb．　　　　　　　　　　　　マサキ

　　1863（広島栽），4844（広島2）

Euonymus　lanceolatus　Yatabe　　　　　　　　　　　　ムラサキマユミ

　　1402（島根）

Euonymus　oxyphyllus　Miq．　　　　　　　　　　　　ツリバナ

　　850（静岡），1397（島根），3816（広島），3825（広島），5213（千葉2），5386（長野）

Euonymus　planipes　Koehne　　　　　　　　　　　　　オオツリバナ
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　1466？（鳥取）

Euonymus　sieboldianus　Bl．　　　　　　　　　　　　　マユミ（カンサイマユミ）

　433（福岡），1263（広島），2372（広島）

Euonymus　siebold．ianus　BL　var．sanguineus　Nakai　　カントウマユミ（ユモトマユミ）

　3145（広島2），5103（長野），5400（長野），5836（長野2）

STAPHYLEACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　ミツバウツギ科

EuscaphisjaponicaKanitz　　　　　　　　　　　　　ゴンズイ
　2281（広島），2422（広島2），3269（広島），5335（静岡）

StaphyleabumaldaDC．　　　　　　　　　　　　ミツバウツギ
　838（広島），1742（広島），1746（広島），2343（広島），3296（広島2），3859（広島），3898（広島）

lCACINACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　クロタキカズラ科
Hosiea　japonica　Mak．　　　　　　　　　　　　　　　クロタキカズラ

　2048（広島），2902（広島），3126（広島4），3297（広島4），3965（広島），4528（広島），4787（広

　島）

ACERACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カエデ科

Acer　amoenum　Carr．　　　　　　　　　　　　　　　　オオモミジ

　3911（広島2）

Acer　argutum　Maxim．　　　　　　　　　　　　　　　アサノハカエデ

　5818（長野）

Acer　buergerianum　Miq．　　　　　　　　　　　　　　トウカエデ

　2834（広島栽）

AcercarpinifoliumSieb．etZucc．　　　　　　　　ヤマシバカエデ（チドリノキ）

　1435（広島），2463（広島），3598（広島2），3912（広島2），4895（広島）

Acer　cissifolium　Sieb．et　Zucc．　　　　　　　　　　　　ミッデカエデ

　3902（広島2），3953（広島3）

Acer　crataegifolium　Sieb．et　Zucc．　　　　　　　　　　ウリカエデ

　517（静岡），1187（広島），2246（広島），2265（広島），4452（広島）

Acer　diabolicum　Bl．　　　　　　　　　　　　　　　　　オニモミジ

　4088（広島），4677（広島）

Acer　ginnula　Maxim．var．aidzuense　Ogata　　　　　カラコギカエデ

　5402（長野）

Acer　japonicum　Thunb．　　　　　　　　　　　　　　　ハウチワカエデ

　1465（鳥取），5791（長野）

Acer　mono　Maxim．var．ambiguum　Rehd．　　　　　　オニイタヤ（ケイタヤ）

　1751（広島），2693（広島），3901（広島2），3972（広島2），4271（広島），4551（広島），4553（広

　島）

Acer　mono　Maxim．var．marmoratum　Hara　form．イタヤカエデ

heterophyllum　Nakai
　　1482C鳥取）

Acer　nikoense　Maxim．　　　　　　　　　　　　　　　メグスリノキ

　4141（広島）

Acer　palmatum　Thunb．　　　　　　　　　　　　　　　イロハカエデ（イロハモミジ，タカオカエデ）

　　1201（広島），2261（広島），2704（広島），4151（広島），4939（長野栽？），5004（千葉）

AcerrufinerveSieb．etZucc．　　　　　　　　　　ウリハ，ダカエデ

　563（広島），875（広島），2298（広島），2377（広島），3238（広島2），3999（広島2），4661（広

　　島）

HIPPOCASTANACEAE
Aesculus　turbinata　B1．

トチノキ科

トチノキ
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5813（長野）

SAPINDACEAE
Cardiospermum　halicacabum　L．

　391（広島栽）

Sapindus　mukorossi　Gaertn．

　　3679（広島2），3742（広島2），4032（広島2）

ムクロジ科

フウセンカズラ

ムクロジ

SABIACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　　アワブキ科
Meliosma　myriantha　Sieb．et　Zucc．　　　　　　　　　アワブキ

　　1343（広島），1795（広島），2460（広島），3088（広島2），4797（広島2）

Meliosma　tenuis　Maxim．　　　　　　　　　　　　　　ミヤマホウソ

　　1509（鳥取），3300（広島4），4144（広島2）

BALSAMINACEAE　　　　　　　　　　　　　　ツリフネソウ科
Impatiens　nolitangere　L．　　　　　　　　　　　　　　キッリフネ

　3611（広島4），3686（広島2），5476（長野）

Impatiens　textori　Miq．　　　　　　　　　　　　　　　ツリフネソウ

　676（広島），2008（広島），2718（長野），2818（広島2），2869（広島），3448（広島），4273（広島），

　4285（広島），5491（長野2）

Impatiens　textori　Miq．form．pallescens　Hara　　　　　シロッリフネ

　　3425（広島），3447（広島3）

RHAMNACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　クロウメモドキ科
BerchemiamagnaKoidz．　　　　　　　　　　　　オオクマヤナギ
　3305（広島2）

Berchemia　racemosa　Sieb．et　Zucc．　　　　　　　　　　クマヤナギ

　　1075（広島），4352（広島），4795（広島）

Berchemiella　berchemiaefolia　Nakai　　　　　　　　　ヨコグラノキ

　　2630（広島）

Frangula　crenata　Miq．　　　　　　　　　　　　　　　イソノキ

　　712（広島），3268（広島3）

HoveniadulcisThunb．　　　　　　　　　　　　　ケンポナシ
　　2105（千葉）

Rhamnella　franguloides　Weberb．　　　　　　　　　ネコノチチ
　　1347（広島），1428（広島），3303（広島2），3475（広島2），3705（広島）

Rhamnus　davurica　Pa1L　var．nipponica　Mak．　　　　クロツバラ

　　5515（長野），5835（長野）

Zizyphus　jujuba　Mill．var．inemis　Rehd．　　　　　　ナッメ

　　2528（広島栽）

VITACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブドウ科
Ampelopsis　brevipedunculata　Trautv．　　　　　　　　ノブドウ

　439（広島）
Ampelopsis　brevipedunculata　Trautv．form．citru1・　キレハノブドウ

loides　Reh（i．

　　1295（広島），5160（京都）

Ampelopsis　brevipedunculata　Trautv．form．glabri一　テリハノブドウ

folia　Kitam．

　　3670（広島2）

CayratiajaponicaGagn．　　　　　　　　　　　　　ヤブカラシ（ビンボウカズラ）

　　1891（広島2）
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ParthenocissustricuspidataPlanch。　　　　　　　　　ツタ

　1079（広島），2790（広島2）

VitiscoignetiaePulliat　　　　　　　　　　　　　ヤマブドウ

　5393（長野）
Vitis　ficifolia　Bunge　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エビヅル

　940（広島）
Vitis　ficifolia　Bunge　form．sinuata　Murata　　　　　　キクバエビヅル

　655（広島）

VitisflexuosaThunb．　　　　　　　　　　　　　サンカクヅル
　2054（広島），2559（広島2），3097（広島），3231（広島）

Vitis　saccharifera　Mak．var．yokogurana　Ohwi　　　ヨコグラブドウ

　564（広島）

TI　LIACEAE

Tilia　japonica　Simonk．

　5964（長野）

Corchoropsis　tomentosa　Mak．

　1683（広島）

シナノキ科

シナノキ

カラスノゴマ

MALVACEAE
Abutilon　theophrasti　Medic．

　716（広島逸）

Hibiscus　mutabilis　L。

　3464（広島栽？2），3553（広島逸？2）
Hibiscus　syriacus　L．

　3365（広島栽2），3484（広島栽），4181（岡山逸？）

Malva　parviflora　L．

　337（広島帰），3165（岡山帰2）

Malva　sylvestris　L．vaL　mauritiana　Masters

　3200（広島逸2），4040（広島逸），5767（千葉逸）

アオイ科

キリアサ（イチビ）

フヨウ

ムクゲ

ウサギアオイ

ゼニアオイ

ACTlNlDIACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　マタタビ科

ActinidiaargutaPlanch．　　　　　　　　　　　　　サルナシ
　2049（広島），3572（広島），3317（広島2）

Actinidia　kolomikta　Maxim．　　　　　　　　　　　　ミヤママタタビ

　5382（長野3）

Actinidia　polygama　Planch．　　　　　　　　　　　　　マタタビ

　861（広島），1413（広島），2492（広島），3229（広島），3967（広島），4082（広島），5347（静岡）

THEACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツバキ科
Camellia　japonica　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤブッバキ

　1886（広島），2275（広島），4931（千葉）

CamelliasasanquaThunb．　　　　　　　　　　　サザンカ
　192（兵庫栽）

Camellia　sinensis　O．Kuntze　　　　　　　　　　　　　　チャノキ

　2181（広島逸），3666（広島逸）

CleyerajaponicaThunb．　　　　　　　　　　　　　サカキ
　619（広島），1822（広島），3653（広島2），3813（広島）

EuryajaponicaThunb．　　　　　　　　　　　　　　ヒサカキ
　264（広島），1691（広島）

Stewartia　pseudocamellia　Maxim．　　　　　　　　　ナツツバキ（シャラノキ）

　2291（広島），2517（広島3）



農業環境技術研究所所蔵植物標本目録

Temstroemia　gymnanthera　Sprague
　2290（広島）

モクコク
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GUTTIFERAE　　　　　　　　　　　　　　　　オトギリソウ科
Hypericum　ascyron　L．　　　　　　　　　　　　　　　　トモエソウ

　5065（長野），5080（長野），5907（長野2）

Hypericum　erectum　Thunb．　　　　　　　　　　　　　オトギリソウ

　1047（広島），1665（広島），5926（長野），5937（長野2）

Hypericum　oliganthum　Fr．et　Sav．　　　　　　　　　　アゼオトギリ

　2508（広島2），3432（広島）

Hypericum　pseudo－petiolatum　Keller　　　　　　　　サワオトギリ

　2067（広島）

NoryscachinensisSpachvar．salicifoliaY．Kimura　ビヨウヤナギ

　5775（千葉栽）

SarothrajaponicaY．Kimura　　　　　　　　　　ヒメオトギリ
　12（兵庫），2532（広島）

Sarothra　laxa　Y．Kimura　　　　　　　　　　　　　　　コケオトギリ

　103（兵庫），2537（広島），2622（広島）

ELATINACEAE
Elatine　triandra　Schk．var．pedicellata　Krylov

　733（広島）

ミゾハコベ科

ミゾハコベ

VIOLACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　　スミレ科
Viola　acuminata　Ledeb．　　　　　　　　　　　　　　　エゾタチッボスミレ

　5690（長野）

Viola　acuminata　Ledeb．form．alba　Moriya　　　　　　シロバナエゾタチッボスミレ

　5319（長野），5701（長野）

Viola　betonicifolia　Smith　var．albescens　F．Maek．et　アリアケスミレ

Hashimoto
　1715（広島），1720（広島）

Viola　bisseti　Maxim．　　　　　　　　　　　　　　　　ナガバスミレサイシン

　1658（三重）

Viola　confusa　Champ．subsp。minor　F。Maek．et　Ha一　ヒメスミレ

shimoto
　199（静岡），1626（三重）

Viola　eizanensis　Mak．　　　　　　　　　　　　　　　エイザンスミレ

　5639（長野）

ViolagrypocerasA．Gray　　　　　　　　　　　　　タチツボスミレ
　766（滋賀），1653（三重2），2183（広島），2971（広島），4644（広島2），4731（広島2，変異型），

　5626（千葉），5680（山梨2）
Viola　grypoceras　A．Gray　form．uncinata　Sugim．　　カギタチッボ

　507（静岡）
ViolagrypocerasA．Grayvar．exilisNakai　　　　　コタチツボスミレ
　2252（広島），3803（広島），5291（長野）

ViolagrypocerasA．Grayvar．pubescensNakai　　　ケタチツボスミレ
　4631（広島2）

Viola　hirtipes　S．Moore　　　　　　　　　　　　　　　サクラスミレ

　3117（広島2），5286（長野）

Viola　hondoensis　W．Beckr．et　Boiss．　　　　　　　アオイスミレ

　　1952（広島），3756（広島），3762（広島3），3763（広島2），3764（広島）

Viola　keiskei　Miq．form．okuboi　Hashimoto　　　　　ケマルバスミレ
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　　2973（広島）

Viola　kusanoana　Mak．　　　　　　　　　　　　　　　オオタチッボスミレ

　　2239（広島）

Viola　mandshurica　W．Beckr．　　　　　　　　　　スミレ
　　284（広島），3781（広島2），4633（広島），5619（静岡）

Viola　mirabilis　L．var．subglabra　Ledeb．　　　　　　　イブキスミレ

　　5644（良野）

Viola　orientalis　W．BeckL　　　　　　　　　　　　キスミレ（イチゲキスミレ）
　　196（静岡）

Viola　ovato－oblonga　Mak．　　　　　　　　　　　　　ナガバタチツボ

　　2179（広島2），2317（広島），2972？（広島），2974（広島），3782（広島3）

Viola　ovato－oblonga　Mak．form．albiflora　Honda　　　シロバナナガバタチツボ

　　1210（広島）

Viola　ovato－oblonga　Mak．form．pubescens　F．Maek．ケナガバタチツボ

　　826（広島）

Viola　patrini　DC．form．glabra　F．Maek．　　　　　　　ハダカシロスミレ

　　1226（広島）

Viola　phalacrocarpa　Maxim．　　　　　　　　　　　　アカネスミレ

　　4174（広島2）

Viola　phalacrocarpa　Maxim．form．subpubescens　F．ウスゲオカスミレ

Maek．

　　2272（広島），2998（広島2）

Viola　sieboldi　Maxim．　　　　　　　　　　　　　　　フモトスミレ

　　1628（三重），1661（三重）

Viola　vagfnata　Maxim．　　　　　　　　　　　　　　　スミレサイシン

　　3236（広島）

ViolaverecundaA．Gray　　　　　　　　　　　　　　ニョイスミレ（ツボスミレ）

　　292（広島），1627（三重），2368（広島），3846（広島），5211（千葉），5306（長野），5322（長野2）

Viola　verecunda　A．Gray　var．semilmaris　Maxim．　　アギスミレ

　　713（広島），2601（広島），3273（広島2），3988（広島）

Viola　violacea　Mak．　　　　　　　　　　　　　　　　シハイスミレ

　　825（広島），2482（広島），3358（広島），3359（広島），3800（広島），3802（広島2）

Viola　violacea　Mak．form．albida　F．Maek．　　　　　　シロバナシハイスミレ

　　3798（広島），3801（広島）

Viola　yedoensis　Mak。　　　　　　　　　　　　　　　ノジスミレ

　　827（広島）

FLACOURTIACEAE
Idesia　polycarpa　Maxim．

　　2638（広島）

Xylosma　japonicum　A．Gray

　　1517（広島）

イイギリ科

イイギリ

クスドイゲ

STACHYURACEAE　　　　　　　　　　　　　　　キブシ科
StachyumspraecoxSieb．etZucc．　　　　　　　　　キブシ
　　514（静岡），1325（広島，ケキブシとの中間型），1502G鴇取），4934（長野），5261（静岡）

StachyumspraecoxSieb．etZucc．var．1eucotrichus　ケキブシ
Hayashi
　　1798（広島2），3852（広島）

THYMELAEACEAE
Diplomorpha　gampi　Nakai

ジンチョウゲ科

コガンピ
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　39（兵庫），2504（兵庫），2615（広島），4261（広島）

Diplomorpha　sikokiana　Honda　　　　　　　　　　　　ガンピ

　3565（広島2）

Diplomorpha　trichotoma　Nakai　　　　　　　　　　　キガンピ

　2075（山口）

Edgeworthia　chrysantha　Lindl．　　　　　　　　　　　　ミツマタ

　521（静岡逸），1308（広島逸），2043（広島逸），2185（広島逸），3793（広島逸）

ELAEAGNACEAE　　　　　　　　　　　　　　　グミ科
ElaeagnusglabraThunb．　　　　　　　　　　　　　ッルグミ

　3463（広島）

Elaeagnus　multiflora　Thunb．var。hortensis　Serv．　　トウグミ

　　1705（広島栽）

ElaeagnuspungensThunb．　　　　　　　　　　　ナワシログミ
　　168（兵庫），2160（広島），3814（広島），3826（広島），4339（広島）

Elaeagnus　umbellata　Thunb．　　　　　　　　　　　　アキグミ

　　291（広島），2660（広島），2675（広島）

Elaeagnus　umbellata　Thunb．var．coreana　L6v．　　　　ミチノクアキグミ（カラアキグミ）

　　1615（三重2），1756（広島），2283（広島），3884（広島）

Elaeagnus　yoshinoi　Mak．　　　　　　　　　　　　　ナッアサドリ

　　899（広島）

LYTHRACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミソハギ科
Ammamia　coccinea　Rottb．　　　　　　　　　　　　　ホソバヒメミソハギ

　3628（大阪帰2），4864（広島帰）

Ammannia　multiflora　Roxb．　　　　　　　　　　　　　ヒメミソハギ

　642（広島），659（広島），1130（広島）

Lythrum　salicaria　L．　　　　　　　　　　　　　　　　エゾミソハギ

　615（島根），2590（広島），3438（広島2），4861（島根2）

Lythrum　salicaria　L．subsp．anceps　Hara　　　　　　　ミソハギ

　935（広島）
Rotala　indica　Koehne　var．uliginosa　Koehne　　　　　キカシグサ

　　735（広島）

RotalapusillaTulasne　　　　　　　　　　　　　　　ミズマツバ
　　661（広島）

ALANGIACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　ウリノキ科

Alangium　platanifolium　Harms　var．trilobum　Ohwi　ビロードウリノキ

form．velutinum　Sugim．

　　1273（広島），3113（広島2），4020（広島2）

MYRTACEAE
Eucalyptus　leucoxylon　F．Mul1．

　　1856（広島栽），3347（広島栽3）

Eucalyptus　robusta　Smith

　　1191（岡山栽）

フトモモ科

ヤナギユーカリ

オオバユーカリ

ONAGRACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　アカバナ科
Chamaenerion　angustifolium　Scop．　　　　　　　　　ケナシヤナギラン（ヤナギラン）

　　5924（長野2），5925（長野3）

CircaeacordataRoyle　　　　　　　・　　　　　　　ウシタキソウ
　　1950（広島），2040（広島），2648（広島），4178（岡山），5970（長野2）
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CircaeaerubescensFr．etSav．　　　　　　　　　タニタデ
　221（静岡）
Circaea　mollis　Sieb．et　Zucc．　　　　　　　　　　　　　ミズタマソウ

　46（兵庫），1945（広島），3419（広島2），4280（広島），5420（千葉），5466（千葉），5957（長野

　　2）

Epilobium　amurense　Hausskn．　　　　　　　　　　　　ケゴンアカバナ

　5569（長野），5951（長野）

Epilobium　cephalostigma　Hausskn．　　　　　　　　　イワアカバナ

　5069（長野）

Epilobium　fauriei　L6v．　　　　　　　　　　　　　　　　ヒメアカバナ

　1544C爲取）
Epilobium　pyrricholophum　Fr．et　Sav．　　　　　　　　アカバナ

　62（兵庫），2065（広島），2751（広島）

Epilobium　pyrricholophum　FL　et　Sav．var．curvato一　ムッァカバナ

pilosum　Hara
　5913（山梨）

Ludwigia　decurrens　Walt．　　　　　　　　　　　　ヒレタゴボウ（アメリカミズキンバイ）

　658（広島帰），3437（広島帰2）

Ludwigia　epilobioides　Maxim．　　　　　　　　　　　チョウジタデ

　730（広島）
Ludwigia　ovalis　Miq．　　　　　　　　　　　　　　　　ミズユキノシタ

　　1129（広島），2620（広島）

Oenothera　biennis　L．　　　　　　　　　　　　　　　　アレチマツヨイグサ（メマツヨイグサ）

　　1892（広島帰），1910（千葉帰），4191（広島帰），4193（広島帰），4196（広島帰），4215（広島帰），

　4220（広島帰），4222（広島帰），4231（広島帰），5470（長野帰）

Oenothera　ery・throsepala　Borb．　　　　　　　　　　　オオマツヨイグサ

　791（京都帰），1843（広島帰），4221（広島帰），4223（広島帰），4229（広島帰），5811（長野帰）

Oenothera　grandiflora　Ait．　　　　　　　　　　　　　オニマツヨイグサ

　4330（広島帰3），4433（広島帰2）

OenotheralaciniataHill　　　　　　　　　　　　　　　コマツヨイグサ

　　1859（広島帰），1991（広島帰2），3289（広島帰），4125（広島帰），4431（広島帰），5736（茨城帰

　　2），5876（茨城帰2）

Oenotheraspeciosa　Nutt．　　　　　　　　　　　　　ヒルザキッキミソウ

　4038（広島逸3），4777（広島逸2），5751（千葉逸）

Oenothera　striata　Ledeb．　　　　　　　　　　　　　　マツヨイグサ

　298（広島帰），3885（広島帰）

TRAPACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒシ科
Trapa　japonica　Nakai　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒシ

　459（広島），3253（広島2）

HALORAGACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　アリノトウグサ科
Haloragis　micrantha　R．BL　　　　　　　　　　　　　　アリノトウグサ

　　13（兵庫），1882（広島）

Myriophyllum　brasilense　Cambers　　　　　　　　　オオフサモ

　　4592（広島帰2），4593（広島帰2）

Myriophyllum　ussuriense　Maxim．　　　　　　　　　タチモ
　　1125（広島）

Myriophyllum　verticillatum　L．　　　　　　　　　　　フサモ

　　1175（広島）

Myriophyllumsp．　　　　　　　　　　　　フサモ属の1種（フサモ／ホザキノフサモ）
　　3639（広島）
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ARALIACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウコギ科
Acanthopanax　divaricatus　Seem．　　　　　　　　　　オオウコギ（ケヤマウコギ，オニウコギ）

　5554（長野）

AcanthopanaxsciadophylloidesFr．etSav．　　　　　コシアブラ

　1188（広島），2872（広島），3233（広島2）

Acanthopanax　spinosus　Miq．　　　　　　　　　　　　ヤマウコギ

　1936（広島），3146（広島2），4793（広島2）

Aralia　cordata　Thunb．　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウド

　1477C鳥取），2728（長野），4216（広島2），5575（長野2）

Aralia　cordata　Thunb．var．sachalinensis　Nakai　　　　カラフトウド

　5500（長野2）

Aralia　elata　Seem．　　　　　　　　　　　　　　　　　　タラノキ

　934（広島2）
Dendropanax　trifidus　Mak．　　　　　　　　　　　　　カクレミノ

　432（福岡），1605（三重），2588（広島）

EvodiopanaxinnovansFLetSav．　　　　　　　　　イモノキ（タカノツメ）

　2920（広島），3573（広島），4683（広島2），5047（京都）

FatsiajaponicaDecne．etPlanch．　　　　　　　　ヤッデ
　190（兵庫栽），2129（広島）

Hedera　rhombea　Sieb．et　Zucc．　　　　　　　　　　　　キヅタ

　157（兵庫），1743（広島），1938（広島），2017（広島），2933（広島）

Helwingiajaponica　Dietr．　　　　　　　　　　　　　　　ハナイカダ

　1026（広島），1525（広島，コバノハナイカダとの中間型），2345（広島），2687（広島），3230（広

　島2），4656（岡山2），5812（長野）

Helwingia　japonica　DietL　var．parvifolia　Mak．　　　　コバノハナイカダ

　2303（広島），5275（静岡），5356（静岡）

KalopanaxpictusNakai　　　　　　　　　　　ハリギリ
　3431（広島），4990（千葉）

Kalopanax　pictus　Nakai　form．magnificus　Sugim．　　ケハリギリ

　1524（広島），2375（広島），3243（広島）

Panax　japonicus　C．A．Mey．　　　　　　　　　　　　　トチバニンジン

　1028（広島），3313（広島2）

UMBELUFERAE　　　　　　　　　　　　　　セリ科
Aegopodium　alpestre　Ledeb．　　　　　　　　　　　　　エゾボウフウ

　5802（長野），5840（長野2）

AngelicadahuricaBenth．etHook．　　　　　　　　　　ヨロイグサ

　3506（広島），4291（広島），4357（広島2）

AngelicadecursivaFr．etSav．　　　　　　　　　　　ノダケ

　983（京都），1353（広島），4402（広島2），4502（広島）

Angelica　d．ecursiva　Fr．et　Sav．form．albiflora　Nakai　シロバナノダケ

　465（広島），4361（広島2），5559（長野），5576（長野）

Angelica　edulis　Miyabe　　　　　　　　　　　　　　　アマニュウ

　5929（長野3）

Angelica　polymorpha　Maxim．　　　　　　　　　　　シラネセンキュウ
　f333（広島），4510（広島2），4863（広島3），5551（長野），5562（長野）

Angelica　pubescens　Maxim．　　　　　　　　　　　　シシウド

　1316（広島），5078（長野2）

Bupleurum　longeradiatum　Turcz．var．breviradiatum　ホタルサイコ

Fr．Schm．

　2737（長野），5479（長野），5934（長野3），5969（長野）
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Bupleurum　scorzoneraefolium　Wi11d．var．steno一　　ミシマサイコ

phyUum　Nakai
　946（広島），2785（広島）

CentellaasiaticaUrban　　　　　　　　　　　　　　ツボクサ
　2445（広島），3400（広島2），3402（広島）

Chamaele　decumbens　Mak．　　　　　　　　　　　　セントウソウ

　531（広島），3780（広島2）

Cnidium　japonicum　Miq．　　　　　　　　　　　　　　ハマゼリ

　811（福井）
CryptotaeniajaponicaHassk．　　　　　　　　　　　ミッバ（ミツバゼリ）

　1313（広島），1593（三重），5890（長野）

Daucus　carota　L．var．sativus　Hoffm．　　　　　　　　ニンジン

　27（兵庫逸）

Foeniculum　vulgare　Gaertn．　　　　　　　　　　　　　ウイキョウ

　　7（兵庫逸）

Glehnia　littoralis　Fr．Schm．　　　　　　　　　　　　　ハマボウフウ

　3251（静岡栽），4123（広島2）

Heracleum　moellendorffi　Hance　vaL　nipponicum　ハナウド

Sugim．

　4026（広島），4034（広島3），4247（広島）

HydrocotylejavanicaThunb．　　　　　　　　　　　オオバチドメ
　44（兵庫），2646（広島），4254（広島2）

Hydrocotyle　maritima　Honda　　　　　　　　　　　　ノチドメ

　379（広島），2435（広島），5772（千葉）

Hydrocotyle　sibthorpioides　Elmer　　　　　　　　　　チドメグサ

　2918（広島2）

Hydrocoty「1e　y「abei　Mak．form．japonica　Hiroe　　　　ミヤマチドメ

　245（静岡）
LibanotiscoreanaKitag．　　　　　　　　　　　　　　イブキボウフウ

　910（広島），2755（広島），5505（長野），5547（長野）

OenanthejavanicaDC．　　　　　　　　　　　　セリ
　630（広島），4267（広島），5860（千葉）

Osmorhiza　aristata　Mak．　　　　　　　　　　　　　　ヤブニンジン

　1417（広島），2352（広島），2968（広島2），4071（広島2），5649（千葉）

OstericumsieboldiNakai　　　　　　　　　　　　ヤマゼリ
　968（広島），1335（広島），1336（広島），2034（広島），2802（広島），2843（広島），4084（広島），

　4514（広島），4608（広島），5572（長野）

Peucedanum　laponicum　Thunb．　　　　　　　　　　　ボタンボウフウ

　812（福井），4120（広島2）

Peucedanum　terebinthinaceum　Fisch．　　　　　　　　カワラボウフウ（シラカワボウフウ）

　119（兵庫），2137（広島），4363（広島）

Ptemopetalum　tanakae　Hand，rMazz．　　　　　　　　イワセントウソウ

　5897（長野）

SaniculachinensisBunge　　　　　　　　　　　　　ウマノミツバ
　　1102（広島），1416（広島），3314（広島），4073（広島），5899（長野2）

Sium　serra　Kitag．　　　　　　　　　　　　　　　　　　タニミツバ

　5895（長野2）

Sium　sisarum　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムカゴニンジン

　4297（広島），4481（岡山2）

Spuriopimpinella　calycina　Kitag．　　　　　　　　　　カノツメソウ

　231（静岡），3391（広島2），3511（広島2），5935（長野）

SpuriopimpinellanikoensisKitag．　　　　　　　　ヒカゲミッバ
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　1444（広島），3608（広島2），3396（広島2），4283（広島），4346（広島），4359（広島2），4404

　（広島），4540（広島）

TorilisjaponicaDC．　　　　　　　　　　　　　　　ヤブジラミ

　388（広島），1875（広島），4050（広島），5488（長野），5573（長野2），5756（千葉2），5892（長

　野）

TorilisscabraDC．　　　　　　　　　　　　　　　　オヤブジラミ
　1820（広島），3875（広島），3926（広島），4007（広島）

CORNACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　ミズキ科
AucubajaponicaThunb．　　　　　　　　　　　　　アオキ
　836（広島），2007（広島），4973（千葉），5208（千葉）

Benthamidia　japonica　Hara　　　　　　　　　　　　　　ヤマボウシ

　1404（島根），2565（広島），3132（広島），3212（広島3），4019（広島2），5815（長野）

Chamaepericlymenum　canadense　Asch．et　Graebn．　ゴゼンタチバナ

　808（長野）
Comus　brachypoda　C．A．Mey．　　　　　　　　　　　クマノミズキ

　1275（広島），2382（広島），2396（千葉栽），2458（広島），2464？（広島），2470（広島），3249（広

　島），3341（広島），4085（広島）

Comus　controversa　Hemsl．　　　　　　　　　　　　　　ミズキ

　4986（千葉），5011（千葉），5279（神奈川）

Subclassis　GAMOPETALAE

　　　　（METACHLAMYDEAE》

合弁花亜綱

（後生花被亜綱）

CLETHRACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　　リョウブ科

ClethrabarbinervisSieb．etZucc．　　　　　　　　リョウブ
　904（広島），2459（広島），2483（広島），4209（広島）

DIAPENSIACEAE　　　　　　　　　　　　　　イワウメ科
Schizocodon　soldanelloides　Mak．var．magnus　Hara　オオイワカガミ

　774（京都）
Schizocodon　soldanelloides　Mak．var．magnus　Hara　シロバナオオイワカガミ

form．niveus　Hara

　818（京都）

PYROLACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　イチヤクソウ科
Chimaphila　japonica　Miq．　　　　　　　　　　　　　　ウメガサソウ

　1283（広島），3819（広島）

Monotropastrum　humile　Hara　var．tripetalum　Hara　マルミギンリョウソウ（ユウレイタケ，ギン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リョウソウ）
　545（広島），3042（広島）

Pyrola　incamata　Fisch．　　　　　　　　　　　　　　　ベニイチヤクソウ（ベニバナイチヤクソウ）

　5817（長野3）

PyrolajaponicaKlenze　　　　　　　　　　　　　　イチヤクソウ

　365（広島）
Pyrola　nephrophylla　H．Andres　　　　　　　　　　　　　マルバイチヤクソウ

　5458（長野），5888（長野2）

ERICACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツツジ科
Enkianthus　campanulatus　Nichols．var．palibini　Bean　ベニサラサドウダン

　5389（長野栽？）

Hugeria　japonica　Nakai アクシバ
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　1503（鳥取）

LyonianezikiNakaietHara　　　　　　　　　　　　ネジキ（カシオシミ）

　1840（広島2），2441（広島），3197（広島）

Menziesia　ciliicalyx　Maxim．var．lasiostipes　Ohwi　　ケナガウスギヨウラク

　760（福井），1650（三重2）

PierisjaponicaD．Don　　　　　　　　　　　　　　　アセビ
　2145（広島），2199（広島），2951（広島），3767（広島）

Rhododendron　dilatatum　Miq．　　　　　　　　　　　ミッバッッジ

　519（静岡），4936（長野）

Rhododendron×hortenseNakai　　　　　　　　　ムラサキリュウキュウ
　858（静岡栽）

RhododendronjaponicumSuring．　　　　　　　　レンゲツツジ
　1373（広島），2376（広島），3841（広島），3941（広島），5380（長野2）

Rhododendron　japonicum　Suring。forIn．flavum　キレンゲッッジ

Nakai
　　1251（広島）

Rhododendron　kaempferi　Planch．　　　　　　　　　　ヤマッッジ

　306（広島），1577（三重），5396（長野）

Rhododendron　kaempferi　Planch．var．iyoense　イヨッッジ
Sugim．

　3190（広島），3986（広島）

Rhododendron　macrosepalum　Maxim．　　　　　　　モチッッジ

　842（静岡），4938（長野栽？），5250（静岡），5251（静岡）

Rhododendron×oomurasaki　Mak．　　　　　　　　　オオムラサキ
　　1576（三重栽）

Rhododendron　reticulatum　D．Don　　　　　　　　　　コバノミツバツツジ

　　1580（三重），1700（広島），1701（広島），1841（広島），3797（広島），3844（広島）

Rhododendron　ripense　Mak．　　　　　　　　　　　　キシッッジ

　　1192（広島），3046（広島2），3652（広島），3957（広島2）

Rhododendron　ripense　Mak．form．leucanthum　シロバナキシッツジ
Sugim．

　　4682（広島2）

Rhododendron　semibarbatum　Maxim．　　　　　　　バイカッッジ
　　2264（広島2），2296（広島），2519（広島2），3264（広島3），3848（広島）

Rhododendron　serpyllifolium　Miq．form．albiflorum　シロバナウンゼン

Hara
　　2963（広島3），2965（広島2），2993（広島2），3654（広島2），3660（広島），3796（広島3），

　　4685（広島3）

Rhododendron　wadanum　Mak．　　　　　　　　　　　トウゴクミツバツツジ

　　5674（山梨2）

Tripetaleia　paniculata　Sieb．et　Zucc．var．latifolia　ホッッジ

Maxim．

　　1505（鳥取）

Vaccinium　bracteatum　Thunb．　　　　　　　　　　　シャシャンボ

　　1084（広島），1588（三重），1646（三重），2941（広島2），3031（広島），5056（京都），5057（京

　　都）

Vaccinium　hirtum　Thunb．　　　　　　　　　　　　　　ウスノキ（カクミスノキ）

　　567（広島），898（広島），1613（三重），3265（広島），5036（三重）

Vaccinium　hirtum　Thunb．form．lasiocarpum　Ohwi　ケウスノキ
　　5256（静岡）

Vaccinium　oldhami　Miq．　　　　　　　　　　　　　　ナッハゼ

　　352（広島），3240（広島）
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MYRSINACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤブコウジ科
Ardisia　crenata　Sims．　　　　　　　　　　　　　　　　マンリョウ

　1918（静岡），2128（広島）

ArdisiajaponicaBL　　　　　　　　　　　　　　　　ヤブコウジ

　931（広島），1884（広島）

Maesa　laponica　Moritzi　　　　　　　　　　　　　　　イズセンリョウ

　5063（京都2），5110（京都2），5115（京都）

Myrsine　seguinii　L6v。　　　　　　　　　　　　　　　タイミンタチバナ

　1303（広島），2673（広島），3030（広島2）

PRIMULACEAE　　　　　　　　　　　　　　　サクラソウ科
Lysimachia　acroadenia　Maxim．　　　　　　　　　　　ミヤマタゴボウ（ギンレイカ）

　2（兵庫），1034（広島），4164（岡山），5053（京都）

Lysimachia　clethroides　Duby　　　　　　　　　　　　　オカトラノオ

　5（兵庫），1837（広島2），4099（広島），5456（長野）

Lysimachia　fortunei　Maxim．　　　　　　　　　　　　ヌマトラノオ

　621（広島），1871（広島）

Lysimachia　japonica　Thunb．form．subsessilis　コナスビ

Murata
　886（広島），3335（広島）

Lysimachia　mauritiana　Lam．　　　　　　　　　　　　ハマボッス

　2086（広島），2423（広島2），3184（広島）

Lysimachia　vulgaris　L．subsp．davurica　Tatew．　　　クサレダマ（イオウソウ）

　3384（広島2），5076（長野），5877（長野2），5878（長野）

Primula　sieboldi　Morr．　　　　　　　　　　　　　　　サクラソウ

　5287（長野2），5320（長野）

EBENACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　カキノキ科
DiospyroskakiThunb．　　　　　　　　　　　　　カキ（カキノキ）

　2380（広島逸？）

Diospyros　kaki　Thunb．var。sylvestris　Mak．　　　　　ヤマガキ

　2552（広島）
DiospyroslotusL．　　　　　　　　　　　　　　　　　マメガキ

　2037（広島逸），4780（広島逸4）

SYMPLOCACEAE　　　　　　　　　　　　　　　ハイノキ科
Dicalyx　glauca　Migo　　　　　　　　　　　　　　　　　ミミズバイ

　1595（三重）

DicalyxlucidaHara　　　　　　　　　　　　　　　クロキ
　3581（広島4），3772（広島）

Dicalyx　myrtacea　Hara　　　　　　　　　　　　　　　ハイノキ

　3732（広島2），4579（広島2）
Dicalyx　prunifolia　Hara　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クロバイ

　2663（広島），2669（広島），3026（広島2），3032（広島2）

PalurachinensisKoidz．　　　　　　　　　　　　サワフタギ
　1383（広島），1610（三重），2543（広島），2568（広島），4989（千葉），5033（千葉），5381（長野

　　3），5388（長野）

PaluracoreanaNakai　　　　　　　　　　　　　タンナサワフタギ
　3219（広島2）

PaluratanakanaNakai　　　　　　　　　　　　クロミサワフタギ

　1507嶋取）
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STYRACACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　エゴノキ科
Pterostyrax　corymbosus　Sieb．et　Zucc．　　　　　　　　アサガラ

　1792（広島），2038（広島），2039（広島），3122（広島2），3204（広島2），4224（広島3）

PterostyraxhispidusSieb．etZucc．　　　　　　　　オオバアサガラ

　5045（京都），5059（京都）

StyraxjaponicusSieb．etZucc．　　　　　　　　　エゴノキ
　559（広島），2300（広島），2496（広島），2580（広島），2583（広島），2616（広島），3147（広島），

　5284（千葉2）

StyraxobassiaSieb．etZucc．　　　　　　　　　　　　　ハクウンボク

　3222（広島2）

OLEACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　モクセイ科
ForsythiaviridissimaLindl．　　　　　　　　　　　シナレンギョウ

　2221（広島栽）

FraxinusjaponicaBL　　　　　　　　　　　　　　トネリコ
　4903（千葉栽），5087（長野），5243（千葉栽），5429（千葉栽），5430（千葉栽）

FraxinuslongicuspisSieb．etZucc．　　　　　　　　　ヤマトアオダモ

　4138（広島2）

FraxinussieboldianaB1．　　　　　　　　　　　　　　マルバアオダモ
　25（兵庫），835（広島），1738（広島），3234（広島），3241（広島），3242（広島），3246（広島2），

　3857（広島）

Jasminum　humile　L．var．revolutum　Stokes　　　　　キソケイ

　3170（岡山逸？3）

Ligustrum　hisauchii　Mak．　　　　　　　　　　　　　オカイボタ

　　1406（島根栽？），3492（岡山栽2）

Ligustrum　japonicum　Thunb．　　　　　　　　　　　　ネズミモチ

　　381（広島），1703（広島），5361（千葉）

Ligustrum　obtusifolium　Sieb．et　Zucc．　　　　　　　　イボタノキ

　　2255（広島），2311（広島），2409（広島），2434（広島），4982（千葉栽？），4996（千葉）

Ligustrum　obtusifolium　Sieb．et　Zucc．form．regelia一　オニイボタ

num　Hiyama
　　1826（広島），2581（広島）

Ligustrum　ovalifolium　Hassk．　　　　　　　　　　　　オオバイボタ

　　4754（広島2），5359（千葉）

Ligustrum　tschonOskii　Decne．　　　　　　　　　　　　ミヤマイボタ

　　5849（長野），5911（山梨）

Ligustrum　tschonoskii　Decne．form．glabrescens　エゾイボタ

Sugim．

　　1490（鳥取）

OleaeuropaeaL．　　　　　　　　　　　　　　　　　オリーブノキ
　1301（広島栽？），3025（広島栽？）

Osmanthus　fragrans　Lour．var．aurantiacus　Mak．

　3629（広島栽）

Osmanthus　heterophyllus　P．S。Green

　994（広島），3571（広島），5353（静岡）

Syringa　reticulata　Hara

　5814（長野）

キンモクセイ

ヒイラギ

ハシドイ

LOGANIACEAE
Buddleja　davidii　Franch．

　　1865（広島帰2），1956（広島帰），4268（広島帰）

Mitrasacme　pygmaea　R．Br．

フジウツギ科

フサフジウッギ（チチブフジウツギ）

アイナエ
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797（京都），1168（広島）

GENTIANACEAE　　　　　　　　　　　　　　　リンドウ科
Gentiana　scabra　Bunge　var．buergeri　Maxim．　　　　リンドゥ

　183（兵庫2），2914（広島），3690（広島），4564（広島）

Gentiana　scabra　Bunge　var．buergeri　Maxim．form．ホソバリンドウ

stenophylla　Ohwi

　142（兵庫）
Gentiana　thunbergii　Griseb．　　　　　　　　　　　　　　　　ハルリンドウ

　201（静岡），1574（三重），5292（長野），5618（静岡）

GentianatrifloraPall．var．japonicaHara　　　　　エゾリンドウ

　5145（長野），5244（長野）

GentianazollingeriFawc．　　　　　　　　　　　フデリンドウ
　780（京都），4650（広島）

Halenia　comiculata　Cornaz　　　　　　　　　　　　　　　　ハナイカリ

　2738（長野2），5533（長野）

Swertia　bimaculata　Hook．fiL　et　Thoms．　　　　　　　アケボノソウ

　159（兵庫），2241（広島），2489（広島），2697（広島），2851（広島2），4511（広島），5170（京都

　2），5532（長野）

Swertia　diluta　Benth．et　Hook．fiL　var．tosaensis　Hara　イヌセンブリ

　189（兵庫）
Swertia　laponica　Mak．　　　　　　　　　　　　　　　センブリ

　184（兵庫），2922（広島），2924（広島2），4508（広島）

Tripterospermum　laponicum　Maxim．　　　　　　　　ッルリシドウ

　105（兵庫），2584（広島2），3445（広島），3469（広島）

MENYANTHACEAE
Nymphoides　indica　O．Kunt2e

　422（広島），4476（岡山）

ミツガシワ科

カガブタ

APOCYNACEAE　　　　　　　　　　　　　　　キョウチクトウ科
Nerium　indicum　Mil1．　　　　　　　　　　　　　　　キョウチクトウ

　3262（広島栽2），5358（千葉栽）

Trachelospermum　asiaticum　Nakai　　　　　　　　　チョウセンテイカカズラ

　888（広島），2514（広島），4063（広島）

Trachelospermum　asiaticum　Nakai　var．intermedium　テイカカズラ

Nakai
　1433（広島），2149（広島2），3140（広島），3148（広島），4774（広島），5044（京都）

Trachelospermum　lasminoides　Lemaire　var。pubes一ケテイカカズラ

cens　Mak．

　1900（広島），2150（広島）

Vinca　major　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツルニチニチソウ

　2544（広島逸3），3871（広島逸3），4039（広島逸）

ASCしEPIADACEAE
Cynanchum　caudatum　Maxim．

　5472（長野）

Cynanchum　caudatum　Maxim．var．tanzawamon－

tanum　Kigawa
　5075（長野）

Cynanchum　wilfordii　HemsL

　1895（広島2），3163（岡山2）』3673（広島2）

ガガイモ科

イケマ

タンザワイケマ

コイケマ
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Marsdenia　tomentosa　Morr．et　Decne．　　　　　　　　キジョラン

　1078（広島），2636（広島），4586（広島2）

Metaplexis　japonica　Mak．　　　　　　　　　　　　　ガガイモ

　89（兵庫），1959（広島）

Vincetoxicum　atratum　Morr．et　Decne．　　　　　　　フナバラソウ

　1816（広島2）

Vincetoxicum　pycnostelma　Kitag．　　　　　　　　　　スズサイコ

　607（広島）

CONVOLVULACEAE　　　　　　　　　　　　　　　ヒルガオ科
Calystegia　hederacea　Wall．　　　　　　　　　　　　コヒルガオ

　579（広島），1804（広島），5331（千葉）

Calystegia　hederacea　Wal1．form．sakuraii　Hiyama　　シロバナコヒルガオ

　2096（千葉2），4904（千葉）

CalystegiajaponicaChois．　　　　　　　　　　　　　ヒルガオ

　1846（広島）

Calystegia　sepium　R．Br．var．communis　Hara　　　　ヒロハヒルガオ

　3375（広島2），3621（広島3）

Calystegia　soldanella　Roem．et　Schult．　　　　　　　ハマヒルガオ

　2088（広島），3185（広島2）

CuscutaaustralisR．BL　　　　　　　　　　　　　　　マメダオシ

　11（兵庫），131（兵庫），717（広島）

CuscutalaponicaChois．　　　　　　　　　　　　　ネナシカズラ
　96（兵庫），3522（広島2），3532（広島），3554（広島）

Cuscuta　pentagona　Engelm．　　　　　　　　　　　　　アメリカネナシカズラ

　1970（広島帰），3370（広島帰2），4428（岡山帰）

Ipomoea　hederacea　Jacq．　　　　　　　　　　　　　　マルバアメリカアサガオ

　2795（広島帰3），3408（広島帰），3435（広島帰2），3530（広島帰2）

Ipomoea　lacunosa　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　マメアサガオ

　1994（広島帰2），3434（広島帰2），3528（広島帰2），3529（広島帰），3550（広島帰2），4371

　（広島帰）

PharbitishederaceaChois．　　　　　　　　　　　　アメリカアサガオ

　4342（広島帰2）
Pharbitisni1Chois．var．japonicaHara　　　　　　　アサガオ

　2084（広島逸？），3527（広島逸），3531（広島逸2）

Quamoclit　coccinea　Moench　　　　　　　　　　　　　マルバルコウ

　486（広島帰），2003（広島帰），4252（広島帰2）

BORAGINACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　ムラサキ科
Ancistrocarya　japonica　Maxim．　　　　　　　　　　　サワルリソウ

　1109（広島），3616（広島2），4529（広島），4790（広島3）

Bothriospermum　tenellum　Fisch．et　Mey．　　　　　　ハナイバナ

　276（広島），4318（広島）

BuglossoideszollingeriJohnston　　　　　　　　　ホタルカズラ
　309（広島），3831（広島）

EhretiaovalifoliaHassk．　　　　　　　　　　　チシャノキ
　1018（広島），2471（広島2），2469（広島），2503（広島）

Omphalodes　japonica　Maxim．　　　　　　　　　　　ヤマルリソウ

　1208（広島），1656（三重），2240（広島），3786（広島）

Symphytum　officinale　L．　　　　　　　　　　　　　　ヒレハリソウ（コンフリー）

　1762（広島逸），3880（広島逸2），5403（長野逸）

Trigonotis　brevipes　Maxim．　　　　　　　　　　　　　ミズタビラコ
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　　1371（広島），1632（三重），2452（広島），2923（滋賀），3092（広島），5060（京都）

TrigonotispeduncularisBenth．　　　　　　　　　　　キュウリグサ（タビラコ）

　280（広島），5216（千葉2），5220（千葉）

VERBENACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　クマツヅラ科
Callicarpa　dichotoma　K．Koch　　　　　　　　　　　　コムラサキ

　　100（兵庫）

CallicarpajaponicaThunb．　　　　　　　　　　　　ムラサキシキブ

　　1177（広島），2461（広島），2582（広島），2936（広島），5418（千葉）

Callicarpa　japonica　Thunb．form．taquetii　Ohwi　　　コバノムラサキシキブ

　　883（広島）

Callicarpa　mollis　Sieb．et　Zucc．　　　　　　　　　　　ヤブムラサキ

　　893（広島），2481（広島），4061（広島）

Clerodendron　trichotomum　Thunb．　　　　　　　　　クサギ

　　83（兵庫），2651（広島）

VerbenaofficinalisL．　　　　　　　　　　　　　　クマツヅラ

　　8（兵庫），1686（広島）

VitexrotundifoliaL．fiL　　　　　　　　　　　　　　ハマゴウ

　　2674（広島），3368（広島2），4308（広島）

SOLANACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　ナス科
Datura　metel　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チョウセンアサガオ（マンダラゲ）

　　17（兵庫帰）

Datura　meteloides　Dunal　　　　　　　　　　　　　　　アメリカチョウセンアサガオ

　　1989（広島逸3）

Datura　stramonium　L．　　　　　　　　　　　　　　　　シロバナチョウセンアサガオ

　　1992（広島逸），4458（広島逸2）

Lycium　chinense　Mill．　　　　　　　　　　　　　　　クコ

　　1913（千葉），1993（広島），3548（広島）

Nicotiana　tabacum　L．　　　　　　　　　　　　　　　　タバコ

　　3371（広島栽2）

Physaliastrum　chamaesarchoides　Mak．　　　　　　　ヤマホオズキ

　　4419（岡山4）
Physalis　alkekengi　L．var．franchetii　Hort．form．ホオズキ

bunyardii　Mak．

　　4999（千葉逸），5008（千葉逸），5752（千葉逸2）

Solanum　carolinense　L．　　　　　　　　　　　　　　　ワルナスビ

　　1912（千葉帰），3374（広島帰3），5765（千葉帰）

Solanum　lyratum　Thunb．　　　　　　　　　　　　　　ヒョドリジョウゴ

　　110（兵庫），1446（広島），2093（広島），4407（広島2）

Solanum　mammosum　L．　　　　　　　　　　　　　　ツノナス
　　2596（広島栽2）

Solanum　maximowiczii　Koidz．　　　　　　　　　　　マルバノホロシ

　　2637（広島2）
Solanum　memphiticum　Mart．　　　　　　　　　　　ムラサキイヌホオズキ

　　2142（広島帰2），3743（広島帰2）

Solanum　nigrum　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　イヌホオズキ

　　715（広島），1690（広島），4434（広島）

Solanum　pseudo－capsicum　L　　　　　　　　　　　　　フユサンゴ（タマサンゴ）

　　1919（静岡栽）

Solanum　torvum　Swartz　　　　　　　　　　　　　　セイバンナスビ（スズメナスビ）

　　2595（広島栽2），2657（広島栽）
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Solanum　toxicarium　Rich．

　3372（広島栽2）
Solanum　tuberosum　L．

　3276（広島栽）

Solanum　sp．
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トキシカリウム

ジヤガイモ（バレイショ）

ナス属の1種（テリミ／アメリカ／

ムラサキ／カンザシイヌホオズキ）

　5339（静岡自／帰），5596（静岡自／帰），5760（千葉自／帰），5859（千葉自／帰）

Tubocapsicum　anomalum　Mak．　　　　　　　　　　ハダカホオズキ

　974（広島），2761（広島），4418（岡山）

LABIATAE　　　　　　　　　　　　　　　　　　シソ科
Agastache　rugosa　O．Kuntze　　　　　　　　　　　　　　　カワミドリ

　921（広島），3533（広島3），5962（長野2）

Ajuga　decumbens　Thunb．　　　　　　　　　　　　　　キランソウ

　265（広島），3054（広島）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

Ajuga　japonica　Maxim．　　　　　　　　　　　　　　　オウギカズラ

　1415（広島），4128（広島2），4738（広島）

Ajuga　nipponensis　Mak．　　　　　　　　　　　　　　ジュウニヒトエ

　2336（広島），4654（岡山）

Ajuga　nipponensis　Mak．form．nivea　Hiyama　　　　シロバナジュウニヒトエ

　324（広島），2367（広島），2390（広島2），3905（広島），4653（岡山）

Ajuga　shikotanensis　Miyabe　et　Tatew．　　　　　　　ッルカコソウ

　5845（長野3）

Ajuga　shikotanensis　Miyabe　et　Tatew．form．hirsuta　ケブカッルカコソウ

Murata
　5395（長野）

Chelonopsis　moschata　Miq．　　　　　　　　　　　　ジャコウソウ

　1499（鳥取）

Clinopodium　chinense　O．Kuntze　subsp．grandiflo一　クルマバナ

mm　Hara　var．parviflorum　Hara

　29（兵庫），1933（広島），2575（広島），2577（広島），4803（広島），5067（長野），5068（長野），

　5077（長野），5563（長野）

Clinopodium　gracile　O．Kuntze　　　　　　　　　　　　トウバナ

　318（広島），2438（広島）

Clinopodium　micranthum　Hara　　　　　　　　　　　イヌトウバナ

　1441（広島），2628（広島），2688（広島），2689（広島），3451（広島2），3539（広島），5854（長

　野2），5952（長野）

Clinopodium　sachalinense　Koidz．　　　　　　　　　　ミヤマトウバナ

　　1412（広島）

Elsholtzia　argyi　L6v．var．nipponica　Murata　　　　　フトボナギナタコウジュ

　4539（広島）

ElsholtziaciliataHylander　　　　　　　　　　　　ナギナタコウジュ
　751（広島），2724（長野），2849（広島），2865（広島），3713（広島），4871（広島2），5138（長野）

Glechoma　hederacea　L．subsp．grandis　Hara　　　　　カキドオシ

　　1198（広島），1758（広島），3020（広島）

Lamium　album　L．var．barbatum　FL　et　Sav．　　　　　オドリコソウ

　275（広島），1721（広島），3115（広島2），5694（長野）

Lamium　ambiguum　Ohwi　　　　　　　　　　　　　　マネキグサ

　3514（広島），3612（広島）

LamiumamplexicauleL．　　　　　　　　　　ホトケノザ
　　1754（広島），5182（千葉）

Lamium　purpureum　L．　　　　　　　　　　　　　　　ヒメオドリコソウ
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　2206（千葉帰2），5185（千葉帰）

LeonurusjaponicaHoutt．　　　　　　　　　　　　　メハジキ
　393（広島），1879（広島）

Leucosceptrum　stellipilum　Kitam．et　Murata　　　　　ミカエリソウ

　987（京都），5161（京都2）

Lycopus　lucidum　Turcz．　　　　　　　　　　　　　　　シロネ

　620（広島），2578（広島），2658（広島）

Lycopus　maackiams　Mak．　　　　　　　　　　　　　ヒメシロネ

　1606（三重2），2609（広島），2726（長野），3933（広島），4076（広島），4228（広島2），5481（長

　野）
Lycopus　ramosissimus　Mak．　　　　　　　　　　　　ヒメサルダヒコ

　653（広島）
Lycopus　ramosissimus　Mak．var．laponicus　Kitam．　コシロネ

　4296（広島）

Meehania　urticifolia　Mak。　　　　　　　　　　　　　ラショウモンカズラ

　1747（広島），3890（広島3），3899（広島），3943（広島），5718（長野）

Mentha　arvensis　L．subsp．piperascens　Hara　　　　　ハッカ

　28（兵庫），2091（広島），4892（広島）

Mentha　spicata　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　ミドリハッカ

　2074（広島逸）

Mosla　chinensis　Maxim．　　　　　　　　　　　　　　ホソバヤマジソ

　480（広島）
Mosla　dianthera　Maxim。　　　　　　　　　　　　　　ヒメジソ

　481（広島），3557（広島），3623（広島3），3637（広島），3651（広島2），4430（岡山），5158（京

　都）
Mosla　punctulata　Nakai　　　　　　　　　　　　　　イヌコウジュ

　494（広島），1670（広島），3558（広島），3631（広島），4447（広島）

PerillafrutescensBritt．var．acutaKudo　　　　　　シソ
　2099（千葉栽），2824（広島逸），3420（広島逸）

Perilla　frutescens　Britt．var．acuta　Kudo　form．viridis　アオシソ

Kudo
　2077（広島栽），2825（広島逸）

Perilla　fmtescens　Britt．var．citriodora　Ohwi　　　　　レモンエゴマ

　125（兵庫），2059（広島），2847（広島），4413（岡山2），4465（岡山2）

PerillafrutescensBritt．vaLjaponicaHara　　　　　　エゴマ

　970（広島逸），2893（広島逸）

PhysostegiavirginianaBenth．　　　　　　　　　カクトラノオ（ハナトラノオ）

　3459（広島逸2）
Prmella　vulgaris　L．subsp。asiatica　Hara　　　　　　　ウッボグサ（カコソウ）

　366（広島），3266（広島），4105（広島），5447（長野）

Prunella　vulgaris　L．subsp．asiatica　Hara　form．albi一　シロバナウッボグサ

flora　Nakai

　894（広島）
RabdosiaeffusaHara　　　　　　　　　　　　　　　セキヤノアキチョウジ

　6019（長野）

RabdosiainflexaHara　　　　　　　　　　　　　　　　ヤマハッカ
　165（兵庫），1678（広島2），2716（長野），4615（広島），5478（長野2）

Rabdosia　inflexa　Hara　form．leucantha　Hara　　　　　シロバナヤマハッカ

　964（広島）
RabdosiajaponicaHara　　　　　　　　　　　　　　ヒキオコシ
　1511（広島），2134（広島2），2830（広島），5178（京都2），5516（長野）

RabdosialongitubaHara　　　　　　　　　　　　　　アキチョウジ
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　684（広島），2813（広島），2842（広島），2867（広島），4377（広島），4455（広島），5169（京都）

RabdosiatrichocarpaHara　　　　　　　　　　　　　クロバナヒキオコシ

　1557（鳥取2），2120（兵庫），5172（京都）

Rabdosia　umbrosa　Hara　var．1eucantha　Hara　form．カメバヒキオコシ

kameba　Hara
　5490（長野2），5517（長野），5558（長野）

Salvia　glab艶scens　Mak．　　　　　　　　　　　　　　ミヤマアキギリ（アキギリ）

　763（京都）
SalviajaponicaThunb．　　　　　　　　　　　　　　アキノタムラソウ
　389（広島），1877（広島），4201（広島），4202（広島），4208（広島），5444（長野），5465（千葉），

　5909（山梨2）

Salvia　japonica　Thunb．form．albiflora　Hiyama　　　　シロバナアキノタムラソウ

　923（広島）
SalvianipPonicaJacq．　　　　　　　　　　　　　キバナアキギリ（アキギリ）
　482（広島），1510（島根），2832（広島），5949（長野）

SalviaplebeiaR．Br．　　　　　　　　　　　　　　　ミゾコウジュ

　582（広島），2180（広島），2402（広島2）

ScutellariabrachyspicaNakaietHara　　　　　　　オカタツナミソウ
　1378（広島），4664（広島）

Scutellaria　dependens　Maxim．　　　　　　　　　　　ヒメナミキ

　5066（長野）

ScutellariaindicaL．　　　　　　　　　　　　　　　タツナミソウ
　313（広島），1708（和歌山），2337（広島），2388（広島），2400（広島2）

Scutellaria　indica　L．var．parvifolia　Mak．　　　　　　コバノタツナミソウ

　2338（広島），2381（広島）

ScutellariaiyoensisNakai　　　　　　　　　　　　　ハナタツナミソウ
　1387（広島），1537（広島），2398（広島），3226（広島）

Scutellaria　laeteviolacea　Koidz．　　　　　　　　　　　　　シソバタツナミソウ

　4199（広島），4582（広島）

Scutellaria　pekinensis　Maxim．var．transitra　Hara　　ヤマタツナミソウ

　1038（広島）

Stachys　riederi　Cham．var．intermedia　Kitam．　　　　イヌゴマ

　5079（長野），5566（長野），5869（茨城2），5936（長野2）

Stachys　riederi　Cham．vaL　japonica　Hara　　　　　　　ケナシイヌゴマ

　1908（千葉2）

Teucrium　japonicum　Houtt．　　　　　　　　　　　　　ニガクサ

　48（兵庫）

Teucrium　viscidum　BL　　　　　　　　　　　　　　　　ッルニガクサ

　2643（広島），3411（広島3），4168（岡山），4177（岡山4），4200（広島）

Thymus　quinquecostatus　Celak．　　　　　　　　　　　イブキジャコウソウ

　804（長野）
Thymus　vulgaris　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　キダチジャコウソウ（タイム）

　5747（千葉逸）

SCROPHULARIACEAE
Deinostema　violaceum　Yamazaki

　1144（広島），1158（広島）

Dopatrium　junceum　Hamilt．

　741（広島）
EIlisiophyllum　pinnatum　Mak．var．reptans　Yama－

zaki

　1035（広島），4169（岡山3）

ゴマノハグサ科

サワトウガラシ（アカヌマソウ）

アブノメ

キクガラクサ
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Euphrasia　maximowiczii　Wettst．　　　　　　　　　タチコゴメグサ
　　5561（長野）

Limnophila　sessiliflora　B1．　　　　　　　　　　　　　　キクモ

　　115（兵庫），1156（広島），1666（広島）

Linaria　canadensis　Dum．　　　　　　　　　　　　　　マツバウンラン

　　5037（京都帰）

LindemiadubiaPemell　　　　　　　　　　　　　アメリカアゼナ
　　5873（茨城帰2），6003（茨城帰），6004（茨城帰）

Lindemia　procumbens　Phil．　　　　　　　　　　　　　アゼナ

　　411（広島）

Mazus　miquelii　Mak．　　　　　　　　　　　　　　　　ムラサキサギゴケ

　　258（広島），5652（茨城2）

Mazus　miquelii　Mak。var．rotmdifolius　Nakai　　　　ヤマサギゴケ

　　2209（広島）

Mazus　pumilus　Steenis　　　　　　　　　　　　　　　トキワハゼ

　　281（広島），5233（千葉2）

Melampyrum　Iaxum　Miq．　　　　　　　　　　　　　シコクママコナ

　　2478（広島），2591（広島2），2700（広島），2749（広島），2817（広島2）

Melampymm　laxum　Miq．var．nikkoense　Beauv．　　　ミヤマママコナ

　　3388（広島），4294（広島3），4392（広島2），4401（広島2），4451（広島），5901（長野）

Melampymm　roseum　Maxim．　　　　　　　　　　　ツシマママコナ
　　4127（広島2），4172（広島2）

Melampyrum　roseum　Maxim．vaL　laponicum　Fr．et　ママコナ

Sav．

　　1407（島根），3393（広島2），4862（島根），5508（長野2）

Mimulus　nepalensis　Benth．var．japonicus　Miq．　　　ミゾホオズキ

　　2456（広島）

Monochasma　japonicum　Mak．　　　　　　　　　　　クチナシグサ

　　1535（広島2）
PedicularisresupinataL．　　　　　　　　　　　　シオガマギク

　　985（京都），1545嶋取），2713（長野）

Phtheirospermum　japonicum　Kanitz　　　　　　　　　コシオガマ

　　963（広島），2871（広島），2887（広島？），4590（広島）

Scrophularia　duplicatoserrata　Mak．　　　　　　　　　ヤマヒナノウスツボ

　　2767（広島）

’ScrophulariakakudensisFranch．　　　　　　　　　オオヒナノウスツボ
　　2556（広島），2765（広島），3535（広島），5108（長野）

SiphonostegiachinensisBenth．　　　　　　　　　　ヒキヨモギ

　　939（広島）

Siphonostegia　laeta　Moore　　　　　　　　　　　　　オオヒキョモギ

　　80（兵庫），4333（広島2）

VandelliaangustifoliaBenth．　　　　　　　　　　アゼトウガラシ
　　816（京都），412（広島）

VandelliaantipodaL．　　　　　　　　　　　　　スズメノトウガラシ
　　421（広島），2917（広島）

VandelliacrustaceaBenth．　　　　　　　　　　　ウリクサ
　　2090（広島）

Verbascum　thapsus　L．　　　　　　　　　　　　　　　　ビロードモウズイカ

　　2415（広島帰），2444（広島帰2），3774（広島帰），4117（広島帰），4306（広島帰），5364（千葉帰），

　　5753（千葉帰）

VeronicaarvensisL．　　　　　　　　　　　　　　タチイヌノフグリ

　　277（広島帰），5187（千葉帰2），5248（千葉帰）
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Veronica　didyma　Ten．var．1ilacina　Yamazaki　　　　イヌノフグリ

　　1197（広島），3775（広島2），4668（広島）

Veronica　miqueliana　Nakai　　　　　　　　　　　　　　クワガタソウ

　　5687（長野2），5699（長野）

VeronicaperegrinaL．　　　　　　　　　　　　　ムシクサ
　　1729（広島），5196（千葉），5655（茨城）

Veronicape戸sicaPoiL　　　　　　　　　　　　　オオイヌノフグリ
　　252（広島帰），5221（千葉帰）

Veronica　rotunda　Nakai　var．subintegra　Yamazaki　ヒメトラノオ（ヤマトラノオ）

　　1045（広島），2730（長野），5512（長野3），5518（長野3）

Veronica　mdulata　Wa11．　　　　　　　　　　　　カワジサ
　　549（広島），1780（広島），3060（広島），5653（茨城2），5666（千葉）

Veronicasp．　　　　　　　　　　　　　　クワガタソウ属の1種（カワジサ／オオカワ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジサ）
　　5200（千葉自／帰），5235（千葉自／帰2）

Veronicastrum　sibiricum　Penn．var．australe　Ya一　　ナンゴククガイソウ

mazaki
　　1559（鳥取）

Veronicastrum　sibiricum　Penn．var．japonicum　Hara　クガイソウ

　　5072（長野），5084（長野），5879（長野）

BIGNONIACEAE　　　　　　　　　　　　　　　ノウゼンカズラ科
CatalpaovataDon　　　　　　　　　　　　　　　キササゲ
　　2466（広島帰），2468（広島帰2），2649（広島帰），4269（広島帰），4277（広島帰）

Catalpa　speciosa　Warder　　　　　　　　　　　　ハナキササゲ（オオバキササゲ，オオアメリ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カキササゲ）
　　896（広島逸？）

：Paulownia　tomentosa　Steud．　　　　　　　　　　　　　キリ

　　2165（広島），2339（広島）

OROBANCHACEAE
Aeginetia　indica　L．var．gracilis　Nakai

　　240（静岡）

Aeginetia　sinensis　G．Beck．

　　3386（広島），3426（広島）

ハマウツボ科

ナンバンギセル

オオナンバンギセル

GESNERIACEAE　　　　　　　　　　　　　　　イワタバコ科
Conandron　ramondioides　Sieb．et　Zucc．　　　　　　　イワタバコ

　　222（静岡），1452（広島），2644（広島），3414（広島），4555（広島）

LENTIBULARIACEAE，　　　　　　　　　　　　　タヌキモ科
UtriculariaaureaLour．　　　　　　　　　　　　　　ノタヌキモ
　　32（兵庫）

UtriculariabifidaL．　　　　　　　　　　　　　　　　　ミミカキグサ

　　31（兵庫）

Utricularia　racemosa　Wal1．　　　　　　　　　　　ホザキノミミカキグサ

　　42（兵庫），3583（広島）

Utricularia　vulgaris　L．var．japonicarTamura　　　　　タヌキモ

　　467（広島2），2535（広島），3994（広島），4206（広島2）

Utricularia　vulgaris　L．var．tenuicaulis　Komiya　　　イヌタヌキモ

　　4149（広島5）

Utricularia　yakusimensis　Masamune　　　　　　　　ムラサキミミカキグサ
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41（兵庫）

ACANTHACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　キツネノマゴ科
Dicliptera　japonica　Mak．var．subrotunda　Matsuda　　ハグロソウ

　1445（広島），1944（広島）

Hygrophila　lancea　Miq．　　　　　　　　　　　　　　　オギノツメ

　737（広島），4463（広島）

Justicia　procumbens　L．var．1eucantha　Honda　　　　シロバナキッネノマゴ

　4473（岡山），4499（岡山2）

Justicia　procumbens　L．var．1eucantha　Honda　form．キツネノマゴ

japonica　Hara

　448（広島）
Strobilanthes　oliganthus　Miq．　　　　　　　　　　　スズムシバナ

　3418（広島2），4414（岡山3）

PHRYMACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　ハエドクソウ科
Phryma　leptostachya　L．subsp．asiatica　Kitam．　　　ハエドクソウ

　1594（三重，ナガバハエドクソウとの中間型），1951（広島），4535（広島2），5009（千葉），5597

　　（静岡），5902（長野）

Phryma　leptostachya　L．subsp．asiatica　Kitam．vaL　ナガバハエドクソウ

oblongifolia　Honda

　1306（広島），1434（広島），2454（広島），4068（広島），4087（広島），5050（京都），5908（山梨）

PLANTAGINACEAE　　　　　　　　　　　　　オオバコ科
PlantagoasiaticaL．var．densiusculaPilger　　　　　オオバコ

　746（広島）

PlantagolanceolataL．　　　　　　　　　　　　　ヘラオオバコ
　785（京都帰），2411（広島帰），2412（広島帰），5748（千葉帰2）

Plantago　lanceolata　L．var．mediterranea　Pilger　　　オオヘラオオバコ

　1853（広島帰），2410（広島帰）

RUBIACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　　アカネ科
AsperulaodorataL．　　　　　　　　　　　　　　　　　クルマバソウ

　778（京都），1459（鳥取）

Damnacanthus　indicus　Gaertn．fi1．　　　　　　　　　　アリドオシ

　2082（広島）

Damnacanthus　indicus　Gaertn．fil．var．major　Mak．コバニセジュズネノキ

form．parvifolius　Sugim．

　　1596（三重）

Diodia　teres　Walt．var．setifer　Fem．et　Griscom　　　オオフタバムグラ

　683（広島帰），1964（広島帰）

Galium　japonicum　Mak．　　　　　　　　　　　　　　クルマムグラ

　3508（広島2），3908（広島2），4129（広島）

Galium　kikumugura　Ohwi　　　　　　　　　　　　　キクムグラ

　701（広島），1036（広島），1713（広島），3040（広島），4014（広島），4056（広島）

Galium　pogonanthum　FL　et　Sav．　　　　　　　　　　ヤマムグラ

　216（静岡），3665（広島2），4189（広島2）

Galium　pogonanthum　Fr．et　Sav．form．trichopetalum　オヤマムグラ

Ohwi
　367（広島），4010（広島），4134（広島）

Galium　pseudoasprellum　Mak．　　　　　　　　　　　オオバノヤエムグラ
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　3307（広島2），3397（広島），4013（広島），4030（広島），4130（広島），4131（広島），4226（広

　島），4246（広島），5568（長野），5783（長野），5958（長野）

Galium　pseudoasprellum　Mak．var．bingoense　ビンゴムグラ

Murata　et　Ezuka

　2796（広島），3547（広島7，isotype），3717（広島），3794（広島），4212（広島2），4873（広島）

Galium　spurium　L．var．echinospermon　Hayek　　　　ヤエムグラ

　301（広島），4689（岡山2），5283（千葉2）

Galium　tokyoense　Mak．　　　　　　　　　　　　　　ハナムグラ

　5856（長野2）

Galium　trachyspermum　A．Gray　　　　　　　　　　　ヨツバムグラ

　5344（静岡2）

Galium　trifidum　L．var．brevipedunculatum　Regel　　ホソバヨツバムグラ

　1293（兵庫），4997（千葉），5014（千葉）

Galium　vemm　L．var．asiaticum　Nakai　form．nikko一　カワラマツバ

ense　Ohwi

　364（広島），3366（広島2），4044（広島2），4100（広島）

Galium　vemm　L．vaL　trachycarpum　DC．form．album　チョウセンカワラマツバ

Nakai

　2474（広島），5431（長野）

Gardenia　jasminoides　Ellis　form．grandiflora　Mak．　　クチナシ

　1296（広島），2148（広島），2174（広島）

Hedyotis　diffusa　Willd．　　　　　　　　　　　　　フタバムグラ

　690（広島），2614（広島）

Hedyotis　diffusa　Willd．var．longipes　Hara　　　　　ナガエフタバムグラ

　113（兵庫）
Hedyotis　japonica　Masam．　　　　　　　　　　　　　ハシカグサ

　78（兵庫），2600（広島2），2709（広島），4321（広島）

Mitchella　mdulata　Sieb．et　Zucc．　　　　　　　　　　ッルアリドオシ

　137（兵庫），1472（鳥取），2147（広島），3769（広島），3812（広島）

Paederia　scandens　Merr．f6rm．microphylla　Hara　　　ホソバヤイトバナ（コバノヘクソカズラ）

　2144（広島），2586（広島）

Paederia　scandens　Merr．vaL　mairei　Hara　　　　　　ヤイトバナ（ヘクソカズラ）

　398（広島），1870（広島），2906（広島）

Paederia　scandens　Merr．var．maritima　Hara　　　　　ハマヘクソカズラ

　4442（広島2）

Pseudopyxis　depressa　Miq．　　　　　　　　　　　　　イナモリソウ

　1030（広島）

RubiaakaneNakai　　　　　　　　　　　　　　　　アカネ
　1519（広島），4236（広島），4287（広島）

SerissajaponicaThunb．　　　　　　　　　　　ハクチョウゲ
　431（福岡栽），4969（千葉栽）

CAPRIFOLIACEAE　　　　　　　　　　　　　　　スイカズラ科
Abelia×grandifloraRehd．　　　　　　　　　　ハナックバネウッギ
　1911（千葉栽），3284（広島栽？2）

AbeliaserrataSieb．etZucc．　　　　　　　　　　コツクバネウツギ

　5042（京都）

AbeliaserrataSieb．etZucc．form．colorataHiyama　キバナツクバネウッギ
　320（広島），2305（広島），3993（広島2）

AbeliaspathulataSieb．etZucc．　　　　　　　　　ックバネウッギ
　1248（広島），4937（長野栽？）

AbeliatetrasepalaHaraetKurosawa　　　　　　　メックバネウツギ
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　3855（広島3）

Lonicera　cerasina　Maxim．　　　　　　　　　　　　　ウスバヒョウタンボク

　1218（広島），2348（広島）

Lonicera　gracilipes　Miq．　　　　　　　　　　　　　　ヤマウグイスカグラ

　876（広島）
Lonicera　gracilipes　Miq．form．glabra　Hiyama　　　　ウグイスガグラ

　2256（広島2），2373（広島）

Lonicera　gracilipes　Miq．var．glandulosa　Maxim．　　ミヤマウグイスカグラ

　868（広島），3235（広島2），4750（広島3），4827（広島），5316（長野）

LonicerajaponicaThunb．　　　　　　　　　　　　スイカズラ
　344（広島），859（広島），3987（広島），3998（広島），4003（広島）

Lonicera　sempervirens　L．　　　　　　　　　　　　　　ッキヌキニンドウ

　5750（千葉栽）

Sambucus　chinensis　LindL　　　　　　　　　　　　　　ソクズ

　618（島根逸），2650（広島逸2），4170（岡山逸），4213（広島逸），5055（京都逸）

Sambucus　sieboldiana　BL　　　　　　　　　　　　　　　ニワトコ

　1271（広島），1748（広島），2013？（広島），4626（広島），4930（千葉），4944（山梨），4984（千葉），

　5215（千葉），5702（長野2）

Sambucus　sieboldiana　BL　form．glaberrima　Hara　　　ケナシニワトコ

　522（静岡），832（広島）

Vibumum　dilatatum　Thunb．　　　　　　　　　　　　ガマズミ

　870（広島），1823（広島），3143（広島），3177（広島2），3208（広島2），3220（広島）

Vibumum　erosum　Thunb．　　　　　　　　　　　　　　コバノガマズミ

　307（広島），308（広島），702（広島），1578（三重），1579（三重），2278（広島），2288（広島），

　2306（広島），2307（広島），2308（広島），2309（広島），2310（広島），3012（広島），3013（広島），

　3014（広島），3022（広島），3322（広島），5040（京都）

Vibumum　furcatum　B1．　　　　　　　　　　　　　　　ムシカリ（オオカメノキ）

　1463（鳥取），5678（山梨）

Vibumum　odoratissimum　Ker．　　　　　　　　　　　サンゴジュ

　3436（広島栽），4913（千葉栽）

Vibumum　opulus　L．subsp．calvescens　Sugim．　　　　カンボク

　5409（長野），5787（長野2），5806（長野2）

VibumumplicatumThunb．form．tomentosumRehd．ヤブデマリ
　　1649（三重），3074（広島2），3121（広島2），3215（広島），3299（広島2），4711（広島2）

Vibumum　sieboldii　Miq．　　　　　　　　　　　　　　ゴマギ

　4752（広島），4791（広島）

Vibumum　wrightii　Miq．　　　　　　　　　　　　　　　ミヤマガマズミ

　5397（長野），5810（長野2），5816（長野）

Vibumum　wrightii　Miq．form．eglandulosum　Hiyama　ホシナシミヤマガマズミ

　2287（広島）

Weigela　coraeensis　Thunb．　　　　　　　　　　　ハコネウツギ

　　1379（広島），3178（広島栽2）

Weigela　decora　Nakai　　　　　　　　　　　　　　ニシキウッギ

　4970（千葉栽），5390（長野）

Weigela　floribunda　K．Koch　　　　　　　　　　　ヤブゥッギ

　　1620（三重），3094（広島4），3955（広島）

Weigela　fujisanensis　Nakai　fom．rosea　Sugim．　　　フジベニウッギ

　　853（静岡），5259（静岡）

VALERIANACEAE
Patrinia×hybrida　Mak．

　4406（広島3）

オミナエシ科

オトコオミナエシ
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PatriniascabiosaefoliaFisch．　　　　　　　　　　オミナエシ
　37（兵庫），2576（広島），4214（広島），4483（岡山），5906（長野）

PatriniavillosaJuss．　　　　　　　　　　　　　オトコエシ
　74（兵庫），1664（広島），4356（広島），4405（広島2），5124（京都），5125（京都），5973（長野

　2）
Valeriana　flaccidissima　Maxim．　　　　　　　　　　ツルカノコソウ

　1739（広島），3900（広島）

Valeriana　sambucifolia　Mikan　var．fauriei　Hara　　　カノコソウ

　1370（広島），4714（広島2），4729（広島5）

Valerianella　olitoria　Poll．　　　　　　　　　　　　　　　　　ノジシャ

　1728（広島帰2），5280（神奈川帰），5662（千葉帰）

DpSACACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　マツムシソウ科
Dipsacus　japonicus　Miq．　　　　　　　　　　　　　　ナベナ

　1947（広島），2760（広島），4251（広島3），6012（長野）

Scabiosa　japonica　Miq．　　　　　　　　　　　　　　　マツムシソウ

　1328（広島），5502（長野），5565（長野），5976（長野3），6021（長野）

CUCURBITACEAE　　　　　　　　　　　　　　ウリ科
Actinostemma　lobata　Maxim．　　　　　　　　　　　　ゴキヅル

　85（兵庫），3355（広島3）

Gynostemma　pentaphyllum　Mak．　　　　　　　　　　アマチャヅル

　4320（広島3），4531（広島），4894（広島），4965（千葉），5029（千葉），5119（京都）

Melothria　japonica　Maxim．　　　　　　　　　　　　　スズメウリ

　955（広島），1869（広島），2932（広島），4411（広島）

Schizopepon　bryoniaefolius　Maxim．　　　　　　　　　ミヤマニガウリ

　2069（広島），5948（長野）

SicyosangulatusL．　　　　　　　　　　　　　　　　アレチウリ

　1979（広島帰），2101（千葉帰），4341（広島帰），4368（広島帰2）

Trichosanthes　cucumeroides　Maxim．　　　・　　　　カラスウリ

430（福岡），2551（広島2），3412（広島2）

Trichosanthes　kirilowii　Maxim．var。japonica　Kitam．キカラスウリ

　2523（広島）

CAMPANULACEAE　　　　　　　　　　　　　　キキョウ科
Adenophora　remotiflora　Miq．　　　　　　　　　　　　ソバナ

　1486（鳥取），1546（鳥取），3318（広島），3390（広島2），4849（鳥取），5979（長野）

Adenophora　remotiflora　Miq．form．1eucantha　Honda　シロバナソバナ

　4848C鳥取）
Adenophora　triphylla　DC．　　　　　　　　　　　　　ナガサキシャジン

　3466（広島），3501（広島）

AdenophoratriphyllaDC．var．japonicaHara　　　　ツリガネニンジン
　72（兵庫），1677（広島），5480（長野）

AsyneumajaponicumBriq．　　　　　　　　　　　シデシャジン
　5903（長野2），5961（長野3）

Campanula　punctata　Lam．　　　　　　　　　　　　　　ホタルブクロ

　1419（広島2），3279（広島2），4086（広島），4756（広島）

Campanula　punctata　Lam．subsp．hondoensis　Kitam．ヤマホタルブクロ

　806（長野），5448（長野），5459（長野）

Codonopsis　lanceolata　Trautv．　　　　　　　　　　　　　　ッルニンジン

　678（広島），2895（広島），3540（広島）
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Peracarpa　camosa　Hook．fi1．et　Thoms．var．circae一　　タニギキョウ

oides　Mak．

　2353（広島），4015（広島），4740（広島），4794（広島），5885（長野）

Platycodon　grandiflomm　A．DC．　　　　　　　　　　キキョウ

　643（広島），4299（広島）

Platycodon　grandiflorum　A．DC．form．albiflorum　シロギキョウ

Hara

　723（広島）
SpeculariaperfoliataDC．　　　　　　　　　　　　　ダンダンギキョウ（キキョウソウ）

　5049（京都帰）

Wahlenbergia　marginata　A．DC．　　　　　　　　　ヒナギキョウ

　338（広島）

LOBELIACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　ミゾカクシ科
LobeliachinensisLour．　　　　　　　　　　　　　　ミゾカクシ（アゼムシロ）

　405（広島）
Lobelia　sessilifolia　Lamb．　　　　　　　　　　　　　　サワギキョウ

　141（兵庫），2721（長野2），3429（広島），5495（長野2）

COMPOSITAE　　　　　　　　　　　　　　　　キク科
AchilleaalpinaL．　　　　　　　　　　　　　　ノコギリソウ
　1921（静岡栽）
Achillea　alpina　L．var．discoidea　Kitam．　　　　　　　ヤマノコギリソウ

　2734（長野），5100（長野），5782（長野）

Achillea　millefolium　L．　　　　　　　　　　　　　　　セイヨウノコギリソウ

　1973（広島帰），3160（広島帰2），3922（広島帰），4776（広島帰2），5105（長野栽？）

Adenocaulon　himalaicum　Edgew．　　　　　　　　　　ノブキ

　672（広島），2226（広島），2695（広島），2806（広島），5165（京都），5919（長野2），5950（長野）

Adenostemma　lavenia　O．Kuntze　　　　　　　　　　　ヌマダイコン

　94（兵庫）

AinsliaeaacerifoliaSch．Bip．　　　　　　　　　　　　モミジハグマ

　681（広島）
AinsliaeaacerifoliaSch．Bip．var．subapodaNakai　オクノモミジハグマ（エイザンハグマ）

　5941（長野2）

AinsliaeaapiculataSch．Bip．　　　　　　　　　　　　キッコウハグマ

　503（広島），4581（広島2）

Ambrosia　artemisiaefolia　L．var．elatior　Descourtils　ブタクサ

　82（兵庫帰），2022（広島帰），4408（広島帰2），5535（長野帰）

Ambrosia　trifida　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　クワモドキ（オオブタクサ）

　　1978（広島帰），3505（広島帰2），5536（長野帰），5550（長野帰）

Anaphalis　margaritacea　Benth．et　Hook．fiL　　　　　ヤマホウコ（ヤマハハコ）

　　1493（鳥取），5070（長野），5882（長野2），5974（長野）

Anaphalis　margaritacea　Benth．et　Hook．fiL　subsp．ホソバヤマホウコ

japonica　Kitam．

　　1558（鳥取）

Anaphalis　margaritacea　Benth．et　Hook．fiL　subsp．カワラホウコ

yedoensis　Kitam．

　207（静岡）
Anthemis　tinctoria　L．　　　　　　　　　　　　　　　　コウヤカミルレ（コウヤカミ．ッレ）

　　1284（広島帰）

Artemisia　annua　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　クソニンジン

　　2026（広島帰），4329（広島帰2），4409（広島帰2）
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Artemisia　apiacea　Hance　　　　　　　　　　　　　　　カワラニンジン

　444（広島），1965（広島），5992（茨城）

ArtemisiacapillaceaThunb．　　　　　　　　　　　カワラヨモギ
　148（兵庫），2018（広島），5982（長野）

Artemisia　feddei　L6v．et．Van’t．　　　　　　　　　　　　ヒメヨモギ

　2029（広島）

ArtemisiajaponicaThunb．　　　　　　　　　　　オトコヨモギ
　1155（広島）

Artemisia　keiskeana　Miq．　　　　　　　　　　　　　　イヌヨモギ

　170（兵庫），4097（広島），4132（広島），4157（広島），4477（岡山），5959（長野）

Artemisia　monophy11a　Kitam．　　　　　　　　　　　　ヒトッバヨモギ

　1562（鳥取2）

Artemisia　montana　Pampan．　　　　　　　　　　　　ヤマヨモギ（オオヨモギ）

　1564嶋取），5960（長野），5975（長野）

Artemisia　princeps　Pampan．　　　　　　　　　　　　　ヨモギ

　128（兵庫），2094（広島），3551（広島2），3552（広島2），3566（広島），3627（広島2），5092

　（長野），5147（長野），5538（長野），5578（長野2）

Aster　ageratoides　Turcz．subsp．amplexifolius　Kitam．イナカギク

　976（広島），2115（広島），3614（広島2），3618（広島2），3619（広島2），5180（京都2）

Aster　ageratoides　Turcz．subsp．leiophyllus　Kitam．　シロヨメナ

　2835（広島），2840（広島），2864（広島），2866（広島）

AsterageratoidesTurcz．subsp．ovatusKitam．　　　ノコンギク

　977（広島），2066（広島），2743（長野），2839（広島），2852（広島），2853（広島），4604（広島2），

　4622（広島），4875（岡山2），5128（京都），5133（長野2），5136（長野），5143（長野2），5171

　　（京都）

Aster　ageratoides　Turcz．subsp．ovatus　Kitam．form．シロバナノコンギク

albidus　Kitam．

　1679（広島），2876（広島）

AsterageratoidesTurcz．subsp．ovatusKitam．var。ホソバコンギク
angustifolius　Kitam．

　4512（広島2）

Aster　ageratoides　Turcz．subsp．ovatus　Kitam．var．コンギク

hortensis　Kitam．

　2132（広島栽）

Aster　glehni　Fr．Schm．　　　　　　　　　　　　　　　　ゴマナ

　　1556（鳥取），2733（長野），5134（長野2），5137（長野）

Aster　rugulosus　Maxim．　　　　　　　　　　　　　　サワシロギク

　　1059（広島），1608（三重）

AsterscaberThunb．　　　　　　　　　　　　　　シラヤマギク
　71（兵庫），2116（広島），3452（広島2），4445（広島），5477（長野）

Aster　subulatus　Michx．　　　　　　　　　　　　　　ホウキギク

　453（広島帰），5589（千葉帰）

Aster　tataricus　L．fiL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シオン

　3521（広島3），5141（長野栽）

AtractylodesjaponicaKoidz．　　　　　　　　　　　オケラ
　　169（兵庫），1663（広島）

BidensbipinnataL．　　　　　　　　　　　　　　　　　コバノセンダングサ

　　140（兵庫帰）

Bidens　bitemata　Merr．et　Sherff　　　　　　　　　　　センダングサ

　　450（広島），2846（広島），3594（広島），4369（広島），4429（岡山）

Bidens　frondosa　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　アメリカセンダングサ（セイタカタウコギ）

　　124（兵庫帰），2119（広島帰），2844（広島帰），5607（千葉帰）



農業環境技術研究所所蔵植物標本目録 75

BidenspilosaL．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コセンダングサ

　4426（岡山帰2），4437（広島帰3），5604（千葉帰2），5613（千葉帰2）

BidenspilosaL．var．radiataSherff　　　　　　　　　タチアワユキセンダングサ

　5181（沖縄帰）

BidenstripartitaL．　　　　　　　　　　　　　　タウコギ

　154（兵庫）
Cacalia　delphiniifolia　Sieb。et　Zucc．　　　　　　　　　モミジガサ

　2056（広島），2501（広島），3453（広島），4602（広島），5920（長野）

CacaliafarfaraefoliaSieb．etZucc．　　　　　　　　ウスゲタマブキ

　1340（広島），2057（広島），2696（広島），3624（広島2），4603（広島），5992（長野2），5985（長

　野3），6018（長野）

Cacalia　nikomontana　Matsum．　　　　　　　　　　　オオカニコウモリ

　　1473C鳥取）

CarduuscrispusL．　　　　　　　　　　　　　　　ヒレアザミ
　329（広島帰），3877（広島帰），3950（広島帰），4005（広島帰），4012（広島帰），5807（長野帰）

CarduuscrispusL．form．albusHara　　　　　　　シロバナヒレアザミ
　335（広島帰），3951（広島帰2）

Carpesium　abrotanoides　L．　　　　　　　　　　　　　ヤブタバコ

　　1518（広島），4466（岡山）

Carpesium　cemuum　L．　　　　　　　　　　　　　　　　コヤブタバコ

　　108（兵庫），2623（広島），2668（広島），2794（広島），3461（広島），3568（広島2），5118（京都）

Carpesium　divaricatum　Sieb．et　Zucc．　　　　　　　　ガンクビソウ（キバナガンクビソウ）

　　163（兵庫）

Carpesium　divaricatum　Sieb。et　Zucc。var．ab一　ホソバガンクビソウ

rotanoides　Kitam．

　　2809（広島2），2921（広島2），3454（広島2），3462（広島），3562（広島）

Carpesium　glossophyllum　Maxim．　　　　　　　　　サジガンクビソウ

　　58（兵庫），1880（広島），5469（千葉）

Carpesium　hosokawae　Kitam。　　　　　　　　　　　　バンジンガンクビソウ

　　3574（広島）

Carpesium　macrocephalum　Fr．et　Sav．　　　　　　　　オオガンクビソウ

　　6016（長野）

Carpesium　rosulatum　Miq．　　　　　　　　　　　　　ヒメガンクビソウ

　　1113（広島），2930（広島）

CentaureacyamsL．　　　　　　　　　　　　　　ヤグルマギク
　　3179（広島栽）

Centipeda　minima　A．Br．et　Aschers．　　　　　　　　　トキンソウ

　　1905（広島），6005（茨城）

Chrysanthemum　coronarium　L．　　　　　　　　　　　シュンギク

　　3293（広島逸2）

Chrysanthemum　coronarium　L。vaL　spatiosum　リュウキュウシュンギク
Bailey

　　3292（広島逸）

Chrysanthemum　indicum　L．　　　　　　　　　　　　　シマカンギク（アブラギク）

　　758（広島），2133（広島），3687（広島）

Chrysanthemum　leucanthemum　L　　　　　　　　　　フランスギク
　　3077（広島栽），3889（広島逸），3895（広島逸），3946（広島逸），5278（静岡栽），5399（長野逸）

Chrysanthemum　makinoi　Matsum．et　Nakai　　　　　リュウノウギク

　　180（兵庫），2136（広島），2140（広島），2916（広島），4572（広島），4617（広島）

Chrysanthemum　morifolium　Ramat　　　　　　　　　キク

　　3703（広島栽），3704（広島栽）
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Chrysanthemum　omatum　HemsL　var．spontaneum　ノジギク
Kitam．

　191（兵庫）
CirsiumbitchuenseNakai　　　　　　　　　　　　ビッチュウアザミ
　1351？（広島），1352？（広島），3515（広島3），3609（広島），3613（広島2）

Cirsium　bitchuense　Nakai　var．manisanense　Kitam．　マニサンアザミ

　1456？C鳥取），3604（広島）

Cirsium　buergeri　Miq．　　　　　　　　　　　　　　　ヒメアザミ

　3677（広島2），3678（広島2），4561？（広島2），4600（岡山3），4612（広島2）

Cirsium　dipsacolepis　Matsum．　　　　　　　　　　　モリアザミ＾

　5548（長野2），5556（長野）

CirsiumjaponicumDC．　　　　　　　　　　　　ノアザミ
　1381（広島），1582（三重），2335（広島），5260（静岡），5827（長野）

CirsiumjaponicumDC．var．vestitumKitam．　　　ケショウアザミ
　865（広島），1806（広島）

CirsiumjaponicumDC．var。vestitumKitam。form．シロバナケショウアザミ
arakii　Kitam．

　895（広島）
CirsiumlucensKitam．　　　　　　　　　　　　　テリハアザミ
　3510（広島2），3603（広島3），4870（広島）

CirsiummicrospicatumNakaivar．kiotenseKitam．　オハラメアザミ
　984（京都），5162（京都），5166（京都）

CirsiumnipponicumMak．vaLincomptumKitam．　タイアザミ（トネアザミ）

　5135（長野）

CirsiumnipponicumMak．var．sawadaeKitam．　　ハコネアザミ
　2715（長野）

Cirsium　nipponicum　Mak．var．yatsugatakense　ヤッガタケアザミ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4Kitam．

　5513？（長野），5560？（長野），6011？（長野）

Cirsium　nipponicum　Mak．vaL　shikokianum　Kitam．　シコクアザミ

　4415（岡山），4515？（広島），4536（広島），4537（広島2）

Cirsium　nipponicum　Mak．var．yoshinoi　Kitam．　　　ヨシノアザミ

　975（広島），1512（広島），2068（広島），2784（広島3），2800（広島），2803（広島），2836（広島），

　　2841（広島），2863（広島），2868（広島），3455（広島），3517（広島），3695（広島2），3702（広

　　島），4516（広島），4517（広島），4888（広島），4889（広島），4890（広島2）

Cirsium　purpuratum　Matsum．　　　　　　　　　　　フジアザミ

　　5534（長野）

Cirsium　sieboldi　Miq．　　　　　　　　　　　　　　　マアザミ（キセルアザミ）

　　144（兵庫），3428（広島），3449（広島3），3500（広島），4882（広島2）

CirsiumsuzukaenseKitam．　　　　　　　　　　　スズカアザミ
　　1604（三重）

Cirsium　tanakae　Matsum．　　　　　　　　　　　　　ノハラアザミ

　　2725（長野），5449（長野），5503（長野）

Cirsium　tenue　Kitam．　　　　　　　　　　　　　　　　ウスバアザミ

　　2063（広島），2925（広島2），4544（広島2），4548（広島2）

CoreopsislanceolataL．　　　　　　　　　　　　　オオキンケイギク
　　4755（広島逸3），4197（広島逸），4035（広島逸），3180（広島逸4），3187（広島逸），5438（長野

　　逸）

CoreopsistinctoriaNutt．　　　　　　　　　　　　ハルシャギク
　　5861（千葉逸3），5870（茨城逸）

Cosmos　bipinnatus　Cav．　　　　　　　　　　　　　　　コスモス

　　3644（広島逸），4500（広島逸）
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Cosmos　sulphureus　Cav．　　　　　　　　　　　　　　　キバナコスモス

　414（広島栽）

Crassocephalum　rubens　S．Moore　　　　　　　　　　ベニバナボロギク

　505（広島帰），1688（広島帰），4538（広島帰）

EcliptaprostrataL．　　　　　　　　　　　　　　　タカサブロウ
　1983（広島），1984（広島），4319（広島）

ErechtiteshieracifoliaRafin．　　　　　　　　　　　ダンドボロギク

　479（広島帰），2542（広島帰），4376（広島帰）

ErigeronannuusPers．　　　　　　　　　　　　　ヒメジョオン
　375（広島帰），1808（広島帰），1849（広島帰），4233（広島帰），4838（広島帰），4959（千葉帰），

　5452（長野帰），5766（千葉帰2）

ErigeronbonariensisL。　　　　　　　　　　　　　アレチノギク

　603（広島帰），5764（千葉2帰）

ErigeroncanadensisL．　　　　　　　　　　　　　ヒメムカシヨモギ
　651（広島帰），3478（広島帰）

ErigeronphiladelphicusL．　　　　　　　　　　　　ハルジオン（ハルジョオン）

　4906（千葉帰），5006（千葉帰），5236（千葉帰）

Erigeron　sumatrensis　Retz．　　　　　　　　　　　　　オオアレチノギク

　　652（広島帰），3479（広島帰），4327（広島帰），4334（広島帰）

Eupatorium　chinense　L．var．dissectum　Hara　　　　　キクバヒョドリ

　　2488（広島），2756（広島2）

Eupatorium　chinense　L．var．simplicifolium　Kitam．　ヒヨドリバナ

　　23（兵庫），1555（鳥取），1680（広島），4378（広島），5116（京都）

Eupatorium　glehni　FL　Schm。　　　　　　　　　　　　ヨッバピヨドリ

　　1541C鳥取2），5475（長野）

Eupatorium　lindleyanum　DC　　　　　　　　　　　　　サワヒヨドリバナ

　　138（兵庫），2746（広島），2748（広島），2783（広島），2788（広島2），5498（長野）

Eupatorium　lindleyanum　DC．form．trisectifolium　ミツバサワヒヨドリ

Hiyama
　　756（広島），809（長野），1540（鳥取），2487（広島），2613（広島），2747（広島）

Farfugium　japonicum　Kitam．　・　　　　　　　　　　　ツワブキ

　　177（兵庫），3182（広島），4096（広島），4609（広島）

GalinsogaciliataBlake　　　　　　　　　　　　　ノ￥キダメギク
　　1969（広島帰），2104（千葉帰），2938（広島帰），3715（広島帰），3716（広島帰），5022（茨城帰），

　　5140（長野帰2），5421（千葉帰）

GalinsogaparvifloraCav．　　　　　　　　　　　　コゴメギク
　　1288（兵庫帰），4853（鳥取帰）

Gnaphalium　affine　D。Don　　　　　　　　　　　　　　ホウコグサ（ハハコグサ）

　　278（広島），3061（広島），4967（千葉），5276（静岡），5659（千葉）

Gnaphalium　japonicum　Thunb．　　　　　　　　　　　チチコグサ

　　577（広島）

Gnaphalium　purpureum　L．　　　　　　　　　　　　　ウスベニチチコグサ

　　3974（広島帰）

Gnaphalium　purpureum　L．var．spathulatum　Bak。　　チチコグサモドキ

　　589（広島帰），1803（広島帰2），4770（広島帰2），4909（千葉帰）

Gymnaster　savatieri　Kitam．　　　　　　　　　　　　　ミヤマヨメ・ナ

　　1033（広島），1750（広島），1790（広島2），3959（広島）

Gymnaster　savatieri　Kitam．var．hortorum　Kitam．　　ミヤコワスレ

　　3018（広島栽2）

HelianthustuberosusL．　　　　　　　　　　　　キクイモ
　　97（兵庫逸），2073（広島逸），4305（広島逸），4509（広島逸），5527（千葉逸）

Helianthus　tuberosus　L．form．？　　　　　　　　　　　　ヤエキクイモ
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　2520（広島逸？，学名要調査）

HemisteptalyrataBunge　　　　　　　　　　　　キッネアザミ
　325（広島），5246（千葉）

HeteropappusarenariusKitam．　　　　　　　　　スナジノギク（ハマベノギク）

　810（福井）
HeteropappushispidusLess．　　　　　　　　　　　アレノノギク（ヤマジノギク）

　501（広島），1674（広島），2135（広島），2886（広島），4621（広島）

Hieracium　umbellatum　L．　　　　　　　　　　　　　　ヤナギタンポポ

　5567（長野），6017（長野2）

Hololeion　krameri　Kitam．　　　　　　　　　　　　　　スイラン

　　143（兵庫），1607（三重），4494（岡山2），4881（広島）

HypochoerisradicataL．　　　　　　　　　　　　　ブタナ

　3181（広島帰2），3207（広島帰2）

Inula　salicina　L．var．asiatica　Kitam．　　　　　　　　　カセンソウ

　　2732（長野），5081（長野）

Ixeris　chinensis　Nakai　var．strigosa　Ohwi　　　　　　　タカサゴソウ

　　578（広島）

Ixerisdebilis　A．Gray　　　　　　　　　　　　　　　オオジシバリ（ツルニガナ）

　　1776（広島），5197（千葉）

Ixeris　dentata　Nakai　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニガナ

　　1765（広島），4924（千葉），5780（長野2），5800（長野）

Ixeris　dentata　Nakai　form．albida　Kitam．　　　　　　　シロニガナ

　　1827（広島），5799（長野2）

Ixeris　dentata　Nakai　form．partita　Kitam．　　　　　　キレバニガナ

　　5355（静岡）

Ixeris　dentata　Nakai　var．albiflora　Nakai　　　　　　　　シロバナハナニガナ

　　3225（広島2），4716（広島），4732（広島）

Ixeris　dentata　Nakai　var．albiflora　Nakai　form．amp一　オオバニガナ（ハナニガナ）

1ifolia　Hiyama

　　3227（広島），3924（広島），3980？（広島），4017（広島）

IxerispolycephalaCass．　　　　　　　　　　　　　　ノニガナ

　　1222（広島）

IxerisstoloniferaA．Gray　　　　　　　　　　　　　イワニガナ（ジシバリ）

　　1768（広島），5348（静岡）

Kalimerispinnatifida　Kitam．　　　　　　　　　　　ユウガギク

　　4874（岡山），5142（長野2），5144（長野），5156（長野2）

Kalimeris　pseudoyomena　Kitam．　　　　　　　　　　カントウヨメナ

　　2106（千葉），5868（茨城）

Kalimeris　yomena　Kitam．　　　　　　　　　　　　　　ヨメナ

　　466（広島），1966（広島），2888（広島）

Lactucaind．icaL．　　　　　　　　　　　　　　　　アキノノゲシ
　　132（兵庫），1971（広島）

Lactuca　indica　L．form．indivisa　Hara　　　　　　　　　ホソバアキノノゲシ

　　744（広島），1972（広島）

Lactuca　indica　L．var．dracoglossa　Kitam．　　　　　　リュウゼッサイ

　　2024（広島逸）

Lactuca　raddeana　Maxim．var．elata　Kitam．　　　　　ヤマニガナ

　　1312（広島），1447（広島），5923（長野2），5933（長野2）

Lactuca　sororia　Miq．　　　　　　　　　　　　　　　　ムラサキニガナ

　　616（島根），2763（広島2），4111（広島），4159（岡山）

Lactuca　sororia　Miq．form．pilipes　Sugim．　　　　　　ケムラサキニガナ

　　2453（広島2），2498（広島2），5051（京都2）
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Lactuca　triangulata　Maxim．　　　　　　　　　　　　ミヤマアキノノゲシ

　5930（長野）

Lapsana　apogonoides　Maxim．　　　　　　　　　　　タビラコ（コオニタビラコ）

　1225（広島）

Lapsana　humilis　Mak．　　　　　　　　　　　　　　　ヤブタビラコ

　317（広島），2404（広島）

LeibnitziaanandriaTurcz．　　　　　　　　　　　　センボンヤリ
　1718（広島），4506（広島2），4566（広島）

Leontopodium　japonicum　Miq。　　　　　　　　　　　ウスユキソウ

　5927（長野2），5931（長野2）

LigulariadentataHara　　　　　　　　　　　　　　　マルバダケブキ

　2731（長野），5977（長野）

LigulariafischeriTurcz．　　　　　　　　　　　　　オタカラコウ
　988（京都），3474（広島），3499（広島4），4358（広島），5947（長野）

LigulariajaponicaLess．　　　　　　　　　　　　　　　ハンカイソウ

　1307（広島），4108（広島3）

Ligularia　stenocephala　Matsum．et　Koidz．　　　　　　メタカラコウ

　5085（長野），5967（長野）

ParaixerisdenticulataNakai　　　　　　　　　　　ヤクシソウ
　　172（兵庫），1684（広島），2262（広島），4623（広島2），5154（長野）

Paraixeris　denticulata　Nakai　form．pallescens　Mo一　　ウスイロヤクシソウ

miyama　et　Tsuyama

　2934（広島）

Paraixeris　denticulata　Nakai　form．pinnatipartita　ハナヤクシソウ

Nakai
　2033（広島），2143（広島），2706（広島），2855（広島）

Pertya　robusta　Mak．　　　　　　　　　　　　　　　カシワバハグマ

　3498（広島2），4825（広島2），5988（千葉）

PertyascandensSch．Bip．　　　　　　　　　　　　コウヤボウキ
　　161（兵庫），175（兵庫），2224（広島），2854（広島），4569（広島），4619（広島）

Petasites　japonicus　Maxim．　　　　　　　　　　　　フキ

　　515（静岡），1693（広島），2243（広島），4625（広島）

PicrishieracioidesL．subsp．japonicaKrylov　　　　コウゾリナ

　473（広島），1673（広島），4725（広島2），5501（長野），5660（千葉2）

Rhynchospermum　verticillatum　Reinw．　　　　　　　シュウブンソウ

　　102（兵庫），2553（広島），2772（広島），4424（岡山），5121（京都）

Rudbeckia　hirta　L．var．sericea　Fem．　　　　　　　　キヌガサギク（アラゲハンゴンソウ）

　　5088（長野逸），5523（長野逸），5524（長野逸）

RudbeckialaciniataL．　　　　　　　　　　　　　　　オオハンゴンソウ

　　5098（長野逸）

Rudbeckia　laciniata　L．var．hortensis　Bailey　　　　　ハナガサギク

　　1963（広島逸），4249（広島逸2），4730（広島逸），4804（広島逸），4858（広島逸），5104（長野逸），

　　5984（長野逸）

Saussurea　gracilis　Maxim．　　　　　　　　　　　　　ホクチアザミ

　　1554（鳥取）

Saussurea　modesta　Kitam．　　　　　　　　　　　　　ネコヤマヒゴタイ（キリガミネトウヒレン）

　　5148（長野）

SaussureapulchellaFisch．　　　　　　　　　　　　　　　ヒメヒゴタイ

　　3626（広島4）

SaussureatanakaeFLetSav．　　　　　　　　　　　セイタカトウヒレン
　　2736（長野），5149（長野）

SeneciocannabifoliaLess．　　　　　　　　　　　　　ハンゴンソウ
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　2729（長野），5510（長野）

Senecio　flammeus　Turcz．subsp．glabratus　Kitam．　　コウリンカ

　5094（長野）

Senecio　integrifolius　Clairv．subsp．fauriei　Kitam．　　オカオグルマ

　546（広島），3854（広島），3894（広島），3948（広島2）

Senecio　nemorensis　L．subsp．fuchsii　Durand　　　　　キオン

　2739（長野），5096（長野），5482（長野2），6020（長野2）

Senecio　nikoensis　Miq．　　　　　　　　　　　　　　　サワギク（ボロギク）

　1637（三重2），4069（広島2），5794（長野2）

Senecio　pierotii　Miq．　　　　　　　　　　　　　　　　サワオグルマ

　268（広島）
SeneciovulgarisL．　　　　　　　　　　　　　　　ノボロギク
　594（広島帰），1809（広島帰），5188（千葉帰2），5217（千葉帰）

Serratula　coronata　L．subsp．insularis　Kitam．　　　　タムラソウ

　　186（兵庫），951（広島），2720（長野），3597（広島2），5541（長野），6014（長野2）

Siegesbeckia　glabrescens　Mak．　　　　　　　　　　　コメナモミ

　　149（兵庫），2799（広島），2834（広島），5176（京都）

Siegesbeckia　pubescens　Mak．　　　　　　　　　　　　メナモミ

　　158（兵庫），2833（広島），3615（広島），5173（京都）

Solidago　altissima　L．　　　　　　　　　　　　　　　　セイタカアワダチソゥ

　　188（兵庫帰），2112（広島帰），4594（広島帰），4596（広島帰），4598（広島帰），4599（岡山帰），

　5612（千葉帰）

SolidagogiganteaAit．var．1eiophyllaFem．　　　　　オオアワダチソウ

　650（広島逸），3342（広島逸2），5521（長野逸）

Solidago　virgaurea　L．subsp．asiatica　Kitam．　　　　　アキノキリンソウ

　　181（兵庫），1561（鳥取），2113（広島），4565（広島2），5131（長野）

SonchusasperL．　　　　　　　　　　　　　　　オニノゲシ
　　789（京都帰），1755（広島帰），5204（千葉帰2）

SonchusoleraceusL．　　　　　　　　　　　　　　ノゲシ（ハルノノゲシ）
　　66（兵庫），1760（広島），1807（広島），3810（広島），4968（千葉），5203（千葉）

Syneilesis　palmata　Maxim．　　　　　　　　　　　　　ヤブレガサ

　　2518（広島2），4143（広島2），4583（広島），5086（長野2），5450（長野2）

Synurus　palmatopimatifidus　Kitam．　　　　　　　　キクバヤマボクチ

　　160（兵庫），2861（広島），4571（広島）

Synurus　pungens　Kitam．　　　　　　　　　　　　　　　オヤマボクチ

　　5542（長野），5549（長野）

Taraxacum　albidum　Dahlst．　　　　　　　　　　　　　シロバナタンポポ（シロタンポポ）

　　828（広島），2991（広島），4618（広島），5195（千葉2）

Taraxacum　japonicum　Koidz．　　　　　　　　　　　　カンサイタンポポ

　　1224（広島），2208（広島）

Taraxacum　officinale　Weber　　　　　　　　　　　セイヨウタンポポ
　　1699（広島帰），3250（広島帰），5190（千葉帰2），5290（長野帰）

VittadiniatrilobaDC．　　　　　　　　　　　　　ペラペラヨメナ
　　4114（広島逸2）

Xanthium　canadense　Mil1．　　　　　　　　　　　　　オオオナモミ

　　5594（千葉帰）

Xanth量um　stmmarium　L．　　　　　　　　　　　　　　オナモミ

　　123（兵庫），1672（広島）

YoungiajaponicaDC．　　　　　　　　　　　　　　オニタビラコ
　　1717（広島），1737（広島），3866（広島），4813（広島），5646（千葉3）

　　Classis　MONOCOTYLEDONEAE　　　　　　　　　　単子葉綱
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TYPHACEAE
Typha　domingensis　Pers．

　　1042（広島），1893（広島），5863（千葉）

Typha　latifolia　L．

　　1858（広島）

Typha　orientalis　Presl

　　4176（広島3）

ガマ科

ヒメガマ

ガマ

コガマ

SPARGANIACEAE
Sparganium　stoloniferum　Buch．一Ham．

　　1292（兵庫）

ミクリ科

ミクリ

POTAMOGETONACEAE
Potamogeton　berchtoldii　F重eber

　739（広島）
Potamogeton　crispus　L．

　740（広島），2405（広島），4241（広島）

Potamogeton　distinctus　A．Benn．

　36（兵庫），2430（広島），2602（広島2）

Potamogeton　fryeri　A．Benn．

　3689（広島2），3981（広島2），4703（広島）

Potamogeton　maackianus　A，Benn．

　　1127（広島），1174（広島）

Potamogeton　octandrus　Poir．

　　2536（広島），2778（広島），4397（広島）

Potamogeton　octandrus　Poir　v哉r．miduhikimo　Hara

　　1439（広島）

ヒルムシロ科

イトモ

エビモ

ヒルムシロ

フトヒルムシロ

センニンモ

ホソバミズヒキモ

ミズヒキモ

NAJADACEAE
Najas　minor　AIL

　　1126（広島）

イバラモ科

トリゲモ

ALISMATACEAE
Alisma　canaliculatum　A．Br．et　Bouch6

　952（広島），3457（広島3），3489（広島）

Sagittaria　aginashi　Mak．

　33（兵庫），3482（山口3），4155（広島2）

Sagittaria　pygmaea　Miq．

　4859（広島）
Sagittaria　trifolia　L．

　3536（広島2），4054（広島），5414（千葉）

Sagittaria　trifolia　L．var．edulis　Ohw三

　　2592（広島逸）

オモダ力科

ヘラオモダカ

アギナシ

ウリカワ

オモダカ

クワイ

HYDROCHARITACEAE
Blyxa　japonica　Maxim．

　729（広島）
HyFdrilla　verticillata　Royle

　　743（広島），4396（広島）

Ottelia　alismoides　Pers．

　3356（広島）

Ottelia　alismoides　Pers．var．japonica　Komar．

ドチカガミ科

ヤナギスブタ

クロモ

オオミズオオバコ

ミズオオバコ
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　428（福岡）
VallisneriagiganteaGraebn．　　　　　　　　　　セキショウモ

　973（広島）

GRAMINEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　　イネ科
Achnatherum　pekinense　Ohwi　　　　　　　　　　　　ハネガヤ

　2742（長野2），5552（長野2），6015（長野2）

Agropyron　racemifemm　Koidz．　　　　　　　　　　　アオカモジグサ

　1012（広島），4910（千葉）

Agropyron　racemiferum　Koidz．var．japonense　タチカモジグサ
Sugim．

　1812（広島），1813（広島），4029（広島）

Agropyron　tsukushiense　Ohwi　var．transiens　Ohwi　カモジグサ

　551（広島），1815（広島），4049（広島），4901（千葉），5661（千葉）

Agrostis　alba　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コヌカグサ（レッドトップ）

　1287（兵庫帰），2566（広島帰），2587（広島帰），3344（広島帰2），5741（千葉帰2），5784（長野

　帰2），5828（長野帰），5871（茨城帰），5881（長野帰2）

AgrostisclavataTrin．　　　　　　　　　　　　　ヤマヌカボ
　5805（長野）

Agrostis　clavata　Trin．subsp．matsumurae　Tateoka　ヌカボ

　334（広島），3116（広島）

AgrostisnipponensisHonda　　　　　　　　　　　　　ヒメコヌカグサ

　569（広島），1372（広島），4709（広島2）

AgrostispalustrisHuds．　　　　　　　　　　　　　ハイコヌカグサ（クリーピングベントグラ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ス）
　6士7（島根逸）

AiracapillarisHost　　　　　　　　　　　　　　　　ヌカススキ

　863（広島）
AlopecurusaequalisSobo1．　　　　　　　　　　　　ノハラスズメノテッポウ

　5665（千葉帰）

Alopecurus　aequalis　SoboL　var．amurensis　Ohwi　　　スズメノテッポウ

　260（広島）
AlopecuruslaponicusTrin．　　　　　　　　　　　　セトガヤ
　　1757（広島）

Andropogon　brevifolius　Sw．　　　　　　　　　　　　　ウシクサ

　488（広島），3488（広島2）

Anthoxanthum　odoratum　L．　　　　　　　　　　　　　ハルガヤ（スイートバーナルグラス）

　558（広島帰），3169（岡山帰2），3947（広島帰），5629（千葉帰），5830（長野帰2）

Arrhenathemm　elatius　Pres1　　　　　　　　　　　　　オオカニツリ（トールオートグラス）

　571（広島栽）

Arthraxon　hispidus　Mak．　　　　　　　　　　　　　コブナグサ

　474（広島）
ArundinellahirtaTanaka　　　　　　　　　　　アラゲトダシバ（ケトダシバ）
　　76（兵庫），460（広島），745（広島），2610（広島）

ArundinellahirtaTanakaform．ciliataSugim．　　　ウスゲトダシバ
　　437（広島），438（広島），3404（広島），3405（広島2），4382（広島）

AsperellalongearistataOhwi　　　　　　　　　　　アズマガヤ
　　1268（広島），3084（広島），3960（広島），4031（広島）

AvenafatuaL．　　　　　　　　　　　　　　　　カラスムギ（チャヒキグサ）
　　1010（広島帰），5224（千葉帰）

Avena　fatua　L．var．glabrata　Peterm．　　　　　　　　　コカラスムギ

　　543（広島帰），3863（広島帰），4667（広島帰2）
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AvenasativaL．　　　　　　　　　　　　　　　　マカラスムギ（オートムギ，エンバク）
　　703（広島栽）

Beckmamia　syzigachne　Fem．subsp．baicalensis　カズノコグサ（ミノゴメ）

KoyamaetKawano
　　540（広島）

BothriochloaparvifloraOhwi　　　　　　　　　　　ヒメアブラススキ
　　490（広島）

Brachyelytmmjaponicum　Hack．　　　　　　　　　コウヤザサ
　　1088（広島），1425（広島），2759（広島），4133（広島）

Brachypodium　sylvaticum　Beauv．　　　　　　　　　　エゾヤマカモジグサ

　　687（広島），2927（広島），3389（広島），5971（長野）

Brachypodium　sylvaticum　Beauv．var．misemm　ヤマカモジグサ
Koidz．

　　755（広島），2475（広島），3364（広島），4102（広島），4846（広島）

Briza　maxima　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コバンソウ

　　788（京都帰），4778（広島帰）

Briza　minor　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒメコバンソウ

　　339（広島帰）

Bromus　catharticus　Vahl　　　　　　　　　　　　　　イヌムギ（レスクグラス）

　　554（広島帰），3870（広島帰），3874（広島帰），4747（広島帰），4767（広島帰），4773（広島帰），

　　4919（千葉帰），5201（千葉帰）

Bromus　inermis　Leyss．　　　　　　　　　　　　　　　　コスズメノチャヒキ（スムースブロームグラ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ス）
　　706（広島栽），5504（長野帰）

Bromus　japonicus　Thunb．　　　　　　　　　　　　　　スズメノチャヒキ

　　574（広島），3869（広島2），4956（千葉），5669（千葉）

Bromus　remotiflorus　Ohwi　　　　　　　　　　　　　　キッネガヤ

　　605（広島），5732（千葉），5769（千葉2），5921（長野2）

BromusrigidusRoth．　　　　　　　　　　　　　オオキツネガヤ（ヒゲナガスズメノチャヒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ）
　　4657（広島帰）

Bromus　secalinus　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　カラスノチャヒキ（マウンテンブロームグラ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ス）
　　707（広島栽）

Brylkinia　schmidtii　Ohwi　　　　　　　　　　　　　　ホガエリガヤ
　　　マ　　3203（広島2），5910（山梨）

Calamagrostis　arundinacea　Roth　var．brachytricha　ノガリヤス

Hack．

　　167（兵庫），2811（広島），2894（広島），4505（広島），4570（広島），5602（千葉），6013（長野），

　　6022（長野）

Calamagrostis　epigeios　Roth　　　　　　　　　　　　　ヤマアワ

　　1587（三重），5474（長野），5763（千葉2）

Calamagrostis　gigas　Ohwi　　　　　　　　　　　　　　オニノガリヤス

　　5539（長野），5829（長野）

Calamagrostis　hakonensis　Fr．et　Sav．　　　　　　　　　ヒメノガリヤス

　　1488（鳥取），5946（長野2），5978（長野），6023（長野）

ChlorisgayanaKunth　　　　　　　　　　　　　　アフリカヒゲシバ（ローズグラス）

　　3526（広島栽2）

ChlorisradiataSw．　　　　　　　　　　　　　　　ヒゲシバ（コウセンガヤ）

　　243（静岡帰）

Coelachne　japonica　Hack．　　　　　　　　　　　　　ヒナザサ

　　147（兵庫），1141（広島）
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Coix　lacryma－jobi　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　ジュズダマ

　435（福岡帰），1958（広島帰）

CortaderiadioicaSpeg．　　　　　　　　　　　　　　シロガネヨシ

　4444（広島栽？2）

Cymbopogon　tortilis　Hitchc．var．goering1i　Hand．一　オガルカヤ（カルカヤ）

Mazz．
　121（兵壷），2712（広島），2786（広島）

CynodondactylonPers．　　　　　　　　　　　　ギョウギシバ
　497（広島），3648（広島）

Dactylis　glomerata　L．　　　　　　　　　　　　　　　　カモガヤ（オーチャードグラス）

　580（広島帰），2395（千葉帰），3919（広島帰），3923（広島帰），3937（広島帰），4692（広島帰），

　4696（広島帰），4701（広島帰），4707（広島帰），4713（広島帰），4722（広島帰），4728（広島帰2），

　4918（千葉帰），5007（千葉帰），5839（長野帰）

DiarrhenajaponicaFr．etSav．　　　　　　　　　タッノヒゲ
　1193（広島），3607（広島），4237（広島），4270（広島），5893（長野2），5915（長野）

Digitaria　adscendens　Henry　　　　　　　　　　　　　　　　メヒシバ

　382（広島），648（広島），5989（茨城）

Digitaria　timorensis　Balansa　　　　　　　　　　　　　コメヒシバ

　646（広島帰），4860（広島帰3）

DigitariaviolaceaLink　　　　　　　　　　　　　　アキメヒシバ
　475（広島），28Q8（広島），3406（広島2）

DigitariaviolaceaLinkform．intersitaT．Koyama　　ウスゲアキメヒシバ
　　1183（広島）

DigitariaviolaceaLinkform．1asiophyllaHiyama　　アラゲアキメヒシバ
　　1182（広島）

Dimeria　omithopoda　Trin．var．tenera　Hack．　　　　　カリマタガヤ

　　1152（広島），3590（広島）

Eccoilopus　cotulifer　A．Camus　　　　　　　　　　　　アブラススキ

　2002（広島），4456（広島2），5175（京都），5606（千葉），6009（千葉）

Echinochloacrus－galliBeauv．　　　　　　　　　　　　イヌビエ（ノビエ）

　639（広島），640（広島），641（広島，ケイヌビエ），4192（広島，ケイヌビエ），5544（長野），6008

　　（茨城，ケイヌビエ）

Echinochloa　crus－galli　Beauv．var．formosensis　Ohwi　ヒメタイヌビエ

　647（広島），665（広島），693（広島2，イヌビエとの中間型）

Echinochloa、crus－galli　Beauv。vaL　oryzicola　Ohwi　　タイヌビエ

　666（広島），692（広島）

Echinochloa　cms－galli　Beauv．var．praticola　Ohwi　　ヒメイヌビエ

　638（広島），417（広島），5415（千葉），5484（長野2）

Eleusine　indica　Gaertn．　　　　　　　　　　　　　　　オヒシバ（チカラグサ）

　399（広島），6001（茨城）

EragrostiscilianensisLink　　　　　　　　　　　　　スズメガヤ

　　415（広島帰）

EragrostiscurvulaNees　　　　　　　　　　　　　　シナダレスズメガヤ（ウィーピングラブグラ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ス）
　　599（広島栽），4367（広島帰），4700（広島帰），5743（千葉帰）

EragrostisfermgineaBeauv．　　　　　　　　　　　カゼクサ
　　469（広島），4616（広島）

EragrostisjaponicaTrin．　　　　　　　　　　　　コゴメカゼクサ
　　689（広島）

Eragrostis　multicaulis　Steud．　　　　　　　　　　　　ニワホコリ

　　602（広島），5410（千葉）

Eragrostis　multispicula　Kitag．　　　　　　　　　　　　オオニワホコリ
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　721（広島帰？）

EragrostispoaeoidesBeauv．　　　　　　　　　　　　コスズメガヤ

　1914（神奈川帰），1928（岡山帰），2594（広島帰），4190（広島帰2）

EragrositissP．　　　　　　　　　　　　　カゼクサ属の1種
　3491（岡山帰2）
Eremochloa　ophiuroides　Hack．　　　　　　　　　　　チャボウシノシッペイ

　4866（山口逸）

EriochloavillosaKunth．　　　　　　　　　　　　　ナルコビエ

　40（兵庫），1960（広島）

EulariaquadrinervisO．Kuntze　　　　　　　　　　ウンヌケモドキ（コカリヤス）

　　1166（広島），1668（広島）

Festuca　elatior　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒロハノウシノケグサ（メドウフェスク）

　　709（広島栽）

Festuca　elatior　L．subsp．arundinacea　Hack．　　　　　オニウシノケグサ（トールフェスク）

　342（広島帰），708（広島栽），3864（広島帰），3876（広島帰），3881（広島帰），3920（広島帰），

　　4687？（広島帰，交雑？），4693（広島帰2），4695（広島帰2），4697（広島帰2），4702（広島帰2），

　　4706（広島帰2），4708（広島帰2），4712（広島帰2），4715（広島帰2），4721（広島帰2），4727

　　（広島帰2），4905（千葉帰），5826（長野帰）

Festuca　japonica　Mak．　　　　　　　　　　　　　　　ヤマトボシガラ

　　3904（広島），5714（長野），5790（長野）

Festuca　myuros　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナギナタガヤ

　　592（広島帰），5737（茨城帰）

Festuca　ovina　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウシノケグサ

　　5846（長野）

FestucaovinaL．var．duriusculaKoch　　　　　　　　コウライウシノケグサ

　　3211（広島2），3275（広島）

Festuca　parvigluma　Steud．　　　　　　　　　　　　　　トボシガラ

　　316（広島），5650（千葉），5781（長野2）

Festuca　rubra　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　オオウシノケグサ（レッドフェスク）

　　5406（長野帰），5798（長野帰2）

Festucasp．　　　　　　　　　　　　　　　ウシノケグサ属の1種
　　3886（広島帰，オニウシノケグサ×ヒロハノウシノケグサ？）

Glyceria　acutiflora　Torr．subsp．japonica　T．Koyama　ムッオレグサ（ミノゴメ）

et　Kawano
　　576（広島），4985（千葉）

GlyceriaischyroneuraSteud．　　　　　　　　　　ドジョウツナギ
　　328（広島），3149（広島2）

Hemarthria　sibirica　Ohwi　　　　　　　　　　　　　　ウシノシッペイ

　　406（広島），1909（千葉）

HierochloeodorataBeauv．subsp．pubescensHara　　コウボウ
　　5300（長野）

HolcuslanataL．　　　　　　　　　　　　　　　　シラゲガヤ（ベルベットグラス）

　　3096（広島帰2），3274（広島帰2），4724（広島帰2），5745（千葉帰2）

Imperata　cylindrica　Beauv．var．koenigii　Durand　et　チガヤ

Schinz

　　345（広島），3975（広島）

Imperata　cylindrica　Beauv．var．koenigii　Durand　et　ケナシチガヤ

Schinz　form．pallida　Ohwi

　　5231（千葉）

Isachne　globosa　O．Kmtze　　　　　　　　　　　　チゴザサ

　　378（広島），3281（広島2），3381（広島），5862（千葉）

IsachnenipponensisOhwi　　　　　　　　　　　　　ハイチゴザサ
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　　106（兵庫），4568（広島2）

Ischaemum　anthephoroides　Miq．　　　　　　　　　　ックシケカモノハシ

　2909（広島），4258（広島）

Ischaemum　anthephoroides　Miq．form．eriostachyum　ケカモノハシ

Honda
　2911（広島2）

Ischaemum　aristatum　L．var．glaucum　T．Koyama　　カモノハシ

　　14（兵庫），2531（広島2），3401（広島2），4380（広島）

KengiahackeliiPacker　　　　　　　　　　　　　チョウセンガリヤス
　487（広島），2882（広島）

KoeleriacristataPers．　　　　　　　　　　　　　　ミノボロ
　　587（広島）

Leersia　laponica　Mak．　　　　　　　　　　　　　　　アシカキ

　　908（広島），3286（広島）

LeersiasayanukaOhwi　　　　　　　　　　　　　サヤヌカグサ
　　1176（広島），1685（広島），2753（広島）

LeptochloachinensisNees　　　　　　　　　　　　　アゼガヤ
　　68（兵庫），2653（広島2）

Lolium　multiflorum　Lam．　　　　　　　　　　　　　　ネズミムギ（イタリアンライグラス）

　　572（広島栽），2417（広島帰），3035（広島帰），3996（広島帰），4047（広島帰），4694（広島帰2），

　　4691（広島帰），4699（広島帰）

Lolium　multiflorum　Lam．form．ramosum　Guss。　　　エダウチネズミムギ

　　4771（広島帰）

Lolium　pereme　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホソムギ（ペレニアルライグラス）

　　573（広島栽），3343（広島帰2），4048（広島帰）

Lophatherum　gracile　Brongn．　　　　　　　　　　　　ササクサ

　　50（兵庫），2505（広島），3589（広島2），5058（京都2）

Melica　nutans　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　コメガヤ

　　536（広島），2319（広島），3818（広島），3822（広島），5324（長野）

Melica　onoei　Fr．et　Sav．　　　　　　　　　　　　　　　ミチシバ（ハナビガヤ）

　　679（広島），1996（広島）

Microstegium　japonicum　Koidz．　　　　　　　　　　ササガヤ

　　495（広島），2928（広島）

Microstegium　vimineum　A．Camus　　　　　　　　　ヒメァシボソ（ヤブガヤ）

　　749（島根），5605（千葉）

Microstegium　vimineum　A．Camus　form．poly一アシボソ
stachyum　T．Koyama

　　478（広島），2929（広島2），4880（広島2）

Milium　effusum　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　イブキヌカボ

　　3909（広島2），5695（長野），5697（長野2），5712（長野3）

Miscanthus　floridulus　Warb．　　　　　　　　　　　トキワススキ

　　633（広島逸），3349（広島逸）

Miscanthus　sacchariflorus　Benth．　　　　　　　　　　オギ

　　1565（広島2），3669（広島2）

Miscanthus　sinensis　Anderss．　　　　　　　　　　　　ススキ（カヤ）

　　472（広島），4344（広島），4457（広島2），5526（長野）

Molinia　japonica　Hack．　　　　　　　　　　　　　　　ヌマガヤ

　　1062（広島），3382（広島2），4501（広島），5577（長野），5980（長野2）

Muhlenbergia　hakonensis　Mak．　　　　　　　　　　　タチネズミガヤ

　　2810（広島2），3516（広島2）

Muhlenbergia　japonica　Steud．　　　　　　　　　　　ネズミガヤ

　　969（広島）
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Muhlenbergia　longistolon　Ohwi　　　　　　　　　　オオネズミガヤ

　4282（広島），4348（広島）

Muhlenbergia　ramosa　Mak．　　　　　　　　　　　　キダチネズミガヤ

　5031（千葉）

Oplismenus　undulatifolius　Roem。et　Schult．　　　　チヂミザサ（ケチヂミザサ）

　673（広島），1997（広島），5601（千葉）

Oplismenus　undulatifolius　Roem．et　Schult．var．la一　コチヂミザサ（チヂミザサ）

ponicus　Koidz．

　491（広島），493（広島），1669（広島），2005（広島），4439（広島），5464（千葉）

Panicum　bisulcatum　Thunb．　　　　　　　　　　　　　ヌカキビ

　457（広島），971（広島），3643（広島2），5585（千葉）

Panicum　dichotomiflorum　Michx．　　　　　　　　　　オオクサキビ

　3485（広島帰2），4464（広島帰3），5991（茨城帰）

Panicum　repens　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハイキビ

　　3373（広島栽3），3525（広島栽2）

Panicum　sp．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グリーンパニック

　　4300（島根栽2，学名要調査）

Paspalum　dilatatum　PoiL　　　　　　　　　　　　　　シマスズメノヒエ（ダリスグラス）

　　1857（広島帰），4863（島根帰），5428（千葉帰）

Paspalum　distichum　L．　　　　　　　　　　　　　　　カリマタスズメノヒエ（キシュウスズメノヒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ）
　　413（広島帰），3549（広島帰），4266（広島帰）

Paspalum　notatum　Flngge　　　　　　　　　　　　　　アメリカスズメノヒエ（バヒアグラス）

　　2597（広島帰），2652（広島帰）

Paspalum　thunbergii　Kunth　　　　　　　　　　　　　スズメノヒエ

　　77（兵庫），2567（広島），4385（広島），4597（広島）

Pennisetum　alopecuroides　Spreng．　　　　　　　　　　チカラシバ

　　468（広島），4400（広島），4504（広島），5030（千葉）

Pennisetum　alopecuroides　Spreng．form．viridescens　アオチカラシバ

Ohwi
　　492（広島）

PhalarisarundinaceaL．　　　　　　　　　　　　クサヨシ
　　586（広島栽，シマガヤ，チグサ，リボングラス），591（広島），4772（広島），4921（千葉），5432

　　（長野），5825（長野2）

PhalariscanariensisL．　　　　　　　　　　　　　ヤリクサヨシ（カナリークサヨシ，ハーディ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンググラス）
　　710（広島栽），2419（広島帰2），5363（千葉帰）

Phleum　pratense　L　　　　　　　　　　　　　　　　　　オオアワガエリ（チモシー）

　　613（島根栽），2546（広島帰），2679（広島帰），4079（広島帰），4171（広島帰），5833（長野帰）

Phragmites　communis　Trin．　　　　　　　　　　　　　ヨシ（アシ）

　　476（広島），1089（広島），5540（長野），6002（茨城2）

Phragmites　japonica　Steud．　　　　　　　　　　　　　ッルヨシ

　　504（広島），4353（広島），5938（長野）

Phragmites　karka　Trin．　　　　　　　　　　　　　　　セイタカヨシ（セイコノヨシ）

　　750（島根），2599（広島）

Phyllostachys　bambusoides　Sieb．et　Zucc．　　　　　　マダケ

　　2178（広島），2473？（広島），2516（広島），2526（広島）

Phyllostachys　heterocycla　Matsum．form．pubescens　モウソウチク

Muroi
　　1903（広島栽），1926（静岡栽），2175（広島栽？），2421（広島栽？）

Phyllostachys　nigra　Mmro　var．henonis　Stapf．　　　ハチク

　　1927（静岡栽）
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Pleioblastus　chino　Mak．　　　　　　　　　　　　　　アズマネザサ

　4954（千葉），4980（千葉），4981（千葉），5226（千葉）

Pleioblastus　distichus　Muroi　et　I｛．Okamura　var．ネザサ

glaber　Sugim．

　　1575（三重），1625（三重），2513（広島2）

Pleioblastus　fortunei　Nakai　form．pubescens　Muroi　ケネザサ

　　1814（広島），1876（広島），2541（広島2）

Pleioblastus　simonii　Nakai　　　　　　　　　　　　　メダケ

　2158（広島）

PoaacroleucaSteud．　　　　　　　　　　　　　　ミゾイチゴツナギ
　336（広島），5202（千葉）

PoaannuaL．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スズメノカタビラ
　270（広島），4952（千葉），4966（千葉），5222（千葉）

PoahisauchiiHonda　　　　　　　　　　　　　　ヤマミゾイチゴツナギ
　2351（広島），5693（長野）

Poa　matsumurae　Hack．　　　　　　　　　　　　　　　イトイチゴツナギ

　5785（長野）

PoanipPonicaKoidz．　　　　　　　　　　　　　オオイチゴツナギ（カラスノカタビラ）
　　548（広島），2326（広島），5657（茨城）

PoapalustrisL．　　　　　　　　　　　　　　　　ヌマイチゴツナギ
　　5831（長野帰2），5857（長野帰）

Poa　pratensis　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナガハグサ（ケンタッキーブルーグラス）

　　570（広島帰），705（広島栽），4957（千葉帰），5373（長野帰）

PoasphondylodesTrin．　　　　　　　　　　　　イチゴツナギ
　　327（広島），581（広島），2416（広島），3921（広島），5842（長野2）

PoatrivialisL．　　　　　　　　　　　　　　　　　　オオスズメノカタビラ

　　5832（長野帰），5843（長野帰）

PoaviridulaPalib．　　　　　　　　　　　　　　アオイチゴツナギ
　　5771（千葉2）

Poasp．　　　　　　　　　　　　　　　　イチゴッナギ属の1種
　　5463（長野）

PolypogonfugaxSteud．　　　　　　　　　　　　　ヒエガエリ
　　347（広島），2331（広島），4053（広島），5334（千葉）

Polypogon　monspeliensis　Desf．　　　　　　　　　　　ハマヒエガエリ

　　346（広島）

Pseudoraphis　ukishiba　Ohwi　　　　　　　　　　　　　　ウキシバ

　　404（広島），2618（広島）

Pseudosasa　japonica　Mak．　　　　　　　　　　　　　ヤダケ

　　2159（広島），4662（広島）

SacciolepisindicaChase　　　　　　　　　　　　　　　　ノ￥イヌメリ

　　116（兵庫），2777（広島），2910（広島2），3582（広島）

SacciolepisindicaChase　var．oryzetoraOhwi　　　　ヌメリグサ

　　3620（広島3）
Sasa　boreahs　Mak．　　　　　　　　　　　　　　　　　スズ（スズダケ）

　　2202（広島），2276（広島）

Sasa　gracillima　Nakai　　　　　　　　　　　　　　　ウンゼンザサ

　　2186（広島2），2195（広島），3001（広島），3239（広島3），4635（広島）

Sasa　nipponica　Mak．　　　　　　　　　　　　　　　　ミヤコザサ

　　1889（広島2），5824（長野3）

Sasa　palmata　Nakai　　　　　　　　　　　　　　　　チマキザサ

　　2820（広島2，斑入り品），2995（広島）

Sasa　tsuboiana　Mak．　　　　　　　　　　　　　　　　イブキザサ
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　2953』（広島2）

Sasa　veitchii　Rehd．vaL　hirsutaS．Suzuki　　　　　チュウゴクザサ

　2815（広島，要再検），2873（広島），3698（広島3），4646（広島2）

Sasasp．　　　　　　　　　　　　　　　　クマザサ属の1種
　3699（広島）

Sasasp。？　　　　　　　　　　　　　　　　クマザサ属？の1種
　2819（広島2，幼株）
Seca豆ecerealeL．　　　　　　　　　　　　　　　ライムギ
　704（広島栽）

Setaria　faberii　Herrm．　　　　　　　　　　　　　　　　アキノエノコロ

　5423（千葉）

Setaria　faberii　Herrm．form。calvescens　Hiyama　　　ケナシアキノエノコロ

　604（広島），4328（広島），4337（広島），4354（広島），4370（広島）

Setaria　faberii　Herrm．form．virens　T．Koyama　　　　ミドリアキノエノコロ

　634（島根），1848（広島）

SetariaglaucaBeauv．　　　　　　　　　　　　　キンエノコロ
　407（広島），949（広島），1967（広島），4381（広島）

Setariapallide－fusca　StapfetC．E．Hubb．　　　　　　コッブキンエノコロ

　948（広島）
Setaria　palmifolia　Stapf　　　　　　　　　　　　　　　ササキビ

　4119（広島2）

Setaria×pycnocoma　Henr．　　　　　　　　　　　　　オオエノコロ
　　588（広島），632（広島），1854（広島），1855（広島），1874（広島），4052（広島），4112（広島），

　　4295（広島），4818（京都），5416（千葉2），5425（千葉），5867（千葉2）

Setaria　viridisBeauv．　　　　　　　　　　　　　　　　エノコログサ

　　902（広島），1842（広島2），2677（広島），4799（広島，奇形），5413（千葉）

Setaria　viridis　Beauv．form．misera　Honda　　　　　　ムラサキエノコロ

　　244（静岡），1835（広島），2027（広島），2100（千葉），4610（広島）

Setaria　viridis　Beauv．var．pachystachys　Mak．etハマエノコロ

Nemoto
　　762（福井），4847（広島2）

Setaria　viridis　Beauv．var．pachystachys　Mak．et　ムラサキハマエノコロ

Nemoto　form．rufescens　Honda
　　761　（ネ畠井）

Shibataea　kumasaca　Mak．　　　　　　　　　　　　　オカメザサ

　　2204（広島），2907（広島2），4891（広島），4943（山梨栽？）

Sorghum　halepense　Pers．　　　　　　　　　　　　　　セイバンモロコシ

　　982（京都帰），1990（広島帰），4595（広島帰），4611（広島帰）

Sorghum　halepense　Pers．form．muticum　C．E．Hubb．　ヒメモロコシ

　　2579（広島帰），5424（千葉帰），5528（千葉帰2）

Sorghum　nitidum　Pers．var．dichroandrum　Ohwi　　モロコシガヤ

　　629（広島），1898（広島），2912（広島2）

Sorghum　sudanense　Stapf　　　　　　　　　　　　　　スーダンモロコシ（スーダングラス）

　　637（島根栽）

SpodiopogonsibiricusTrin．　　　　　　　　　　　オオアブラススキ
　　909（広島），1995（広島），2908（広島），5471（長野），5981（長野2）

SporobolusfertilisClayt。　　　　　　　　　　　　ネズミノオ
　　471（広島）

Stenotaphrum　secundatum　O．Kuntze　　　　　　　　イヌシバ（セントオーガスチングラス）

　　3523（広島栽2）

Themeda　laponica　C．Tanaka　　　　　　　　　　　　　メガルカヤ（カルカヤ）

　　133（兵庫），2889（広島）
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Trisetum　bifidum　Ohwi　　　　　　　　　　　　　　　カニッリグサ

　333（広島）
ZizanialatifoliaTurcz．　　　　　　　　　　　　　マコモ
　397（広島），3638（広島），4265（広島），5588（千葉2）

ZoysiajaponicaSteud．　　　　　　　　　　　　　　　　シバ

　3354（広島2）

Zoysia　macrostachya　Fr．et　Sav．　　　　　　　　　　　オニシバ

　3403（広島2）

CYPERACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　　カヤツリグサ科

BulbostylisbarbataKunth　　　　　　　　　　　　　ハタガヤ
　442（広島），2829（鳥取）

Bulbostylis　densa　Hand．一Mazz．　　　　　　　　　　　イトハナビテンツキ

　　3490（広島2），3588（広島）

CarexarenicolaFr．Schm．　　　　　　　　　　　クロカワズスゲ
　　1629（三重2）

Carex　biwensis　Franch．　　　　　　　　　　　　　　　　マツバスゲ

　　lOO4（広島），3842（広島），3847（広島），3983（広島）

CarexblepharicarpaFranch．　　　　　　　　　　ショゥジョゥスゲ
　　3047（広島2），3892（広島2）

CarexcapillaceaBoott　　　　　　　　　　　　　ハリガネスゲ
　　2235（広島），5371（長野）

Carex　capricomis　Meinsh．　　　　　　　　　　　　　ジョウロウスゲ

　　5744（千葉2），5749（千葉3）

Carex　ciliatomarginata　Nakai　　　　　　　　　　　　ケタガネソウ

　　2121（広島）

Carex　conica　Boott　form．rubens　Knkenth．　　　　　　ベニカンスゲ

　　1254（広島）

Carex　curvicollis　Fr．et　Sav．　　　　　　　　　　　　　　　　ナルコスゲ

　　1531（広島2），2341（広島），2986（広島2），5671（山梨）

Carex　dickinsii　Fr．et　Sav．　　　　　　　　　　　　　　　　　オニスゲ

　　1315（広島），3337（広島2）

CarexdimorpholepisSteud．　　　　　　　　　　　　アゼナルコ

　　331（広島），1005（広島），5329（千葉），5742（千葉2）

CarexdispalataBoott　　　　　　　　　　　　　カサスゲ
　　784（京都），1532（広島2），3270（広島2），3935（広島），3985（広島）

CarexdissitifloraFranch．　　　　　　　　　　　　　ミヤマジュズスゲ

　　3129（広島2）

Carex　dolichostachya　Hayata　var．glaberrima　T．ミヤマカンスゲ

Koyama　form．multiflora　Sugim．

　2349（広島），3009（広島2）

Carex　doniana　Spreng．

　1457（鳥取），2327（広島），3153（広島2）

Carex　duvaliana　Fr．et　Sav．

　3003（広島），3128（広島2）

Carex　fedia　Nees　var．miyabei　T．Koyama

　3938（広島），5698（長野）

Carex　fernaldiana　L6v．et　Van’t．

　2346（広島），5676（山梨2）
Carex　filipes　Fr．et　Sav．

　3002（広島）

シラスゲ

ケスゲ

ビロードスゲ

イトスゲ

タマツリスゲ

CarexfoliosissimaFr。Schm．var．1atissimaAkiyamaハバビロスゲ
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　　3907（広島3），4670（広島），4789（広島2）

CarexforficulaFr．etSav．　　　　　　　　　　　　タニガワスゲ
　　5387（長野），5672（山梨2），5704（長野），5786（長野2）

Carex　gibba　Wahl．　　　　　　　　　　　　　　　マスクサ
　　1259（広島），2432（広島），2626（広島），3150（広島2），4101（広島2），5733（千葉）

CarexheterolepisBunge　　　　　　　　　　　　ヤマアゼスゲ
　　1023（広島），3052（広島2），3073（広島2），3123（広島2）

Carex　incisa　Boott　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カワラスゲ

　　1618（三重），3130（広島2），5681（山梨）

CarexischnostachyaSteud．　　　　　　　　　　ジュズスゲ
　　1636（三重2），1643（三重），3218（広島2），3308（広島），4806（広島2），4817（広島2）

Carex　ischnostachya　Steud．var．fastigiata　T．オキナワジュズスゲ

Koyama
　　5341（静岡）

CarexjaponicaThunb．　　　　　　　　　　　　ヒゴクサ
　　1365（島根），3065（広島2），3066（広島2），3086（広島），3927（広島2），5345（静岡）

Carex　lanceolata　Boott　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒカゲスゲ

　　1229（広島），1256（広島），2332（広島），2401（広島），2425（広島），5640（長野），5685（長野

　　3）

CarexlaticepsClarke　　　　　　　　　　　　　オオムギスゲ
　　1252（広島），2967（広島2），3918（広島2），4647（広島2）

Carex　lenta　D。Don　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナキリスゲ

　　962（広島），1106（広島），2769（広島），2816（広島），2845（広島），3647（広島）

CarexleucochloraBunge　　　　　　　　　　　　アオスゲ
　　1230（広島），1240（広島），2323（広島），4648（広島），5648（千葉）

CarexleucochloraBungevar．filiculmisKitag．　　　イトアオスゲ
　　5696（長野），5796（長野2），5822（長野）

CarexleucochloraBmgevar．horikawaeKatsuyama　ミセンアオスゲ
　　1241（広島），1526（広島），1764（広島），2293（広島），3023（広島），3078（広島），3824（広島）

CarexligulataNees　　　　　　　　　　　　　　サツマスゲ
　　1100（広島），2877（広島），2931（広島），4167（岡山），4577（広島）

Carex　maculata　Boott　　　　　　　　　　　　　　　　タチスゲ

　　1007（広島），1533（広島），3256（広島2），3271（広島）

Carex　maximowiczii　Miq．　　　　　　　　　　　　　　ゴウソ（タイツリスゲ）

　　354（広島），997（広島），4075（広島），5837（長野），5850（長野2）

Carex　mitrata　Franch．　　　　　　　　　　　　　　　　ヌカスゲ

　　2334（広島）

Carex　mollicula　Boott　　　　　　　　　　　　　　　　ヒメシラスゲ

　　3316（広島3），4389（広島2），4567（広島），4805（広島）

Carex　morrowii　Boott　　　　　　　　　　　　　　　　カンスゲ

　　512（静岡）

Carex　neurocarpa　Maxim。　　　　　　　　　　　　　ミコシガヤ

　　5332（千葉）

CarexnubigenaD．Donvar．franchetianaOhwi　　　ツクシミノボロスゲ
　　1382（広島），3979（広島2），4704（広島2）

CarexolivaceaBoottvar．angustiorK甑enth．　　　ミヤマシラスゲ
　　1598（三重），1642（三重）

CarexomianaFr．etSav。　　　　　　　　　　　　ヤチカワズスゲ
　　3939（広島2）
Carex　onoei　Fr．et　Sav．　　　　　　　　　　　　　　　ヒカゲハリスゲ（ハリスゲ）

　　5308（長野），5691（長野2）

CarexoxyandraKudo　　　　　　　　　　　　　ヒメスゲ
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　5683（山梨）

CarexparcifloraBoottvar．macroglossaOhwi　　　コジュズスゲ
　3151（広島2），3982（広島3）

CarexpaxiiK廿kenth．　　　　　　　　　　　　　キビノミノボロスゲ
　1260（広島）

CarexphacotaSpreng．　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒメゴウソ

　3990（広島2）

CarexplanataFr．etSav．　　　　　　　　　　　タカネマスクサ
　　1037（広島），2495（広島2），4807（広島2）

Carex　reinii　Fr．et　Sav．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コカンスゲ

　2342（広島），3789（広島），3860（広島）

Carex　rhizopoda　Maxim．　　　　　　　　　　　　　　シラコスゲ

　　1266（広島）

CarexrugataOhwi　　　　　　　　　　　　　　クサスゲ
　3055（広島2），3120（広島），3934（広島），3984（広島），4078（広島）

CarexsabynensisLess．var．rostrataOhwi　　　　　ッルカミカワスゲ

　5682（山梨）

Carex　sachalinensis　Fr．Schm．form．iwakiana　T．コイトスゲ

Koyama
　　5686（長野2），5804（長野），5940（長野2）

Carex　sachalinensis　Fr．Schm．var．altemiflora　Ohwi　オオイトスゲ

　　3004（広島），3082（広島2），4736（広島3）

Carex　sachalinensis　FL　Schm．var．sikokiana　Ohwi　ベニイトスゲ

　　2969（広島2）

CarexscabrifoliaSteud．　　　　　　　　　　　シオクグ
　　3867（広島2）

Carex　shimidzuensis　Franch．　　　　　　　　　　　　アズマナルコ

　　1369（島根）

CarexsiderostictaHance　　　　　　　　　　　　　　　　タガネソウ

　　200（静岡），228（静岡），2350（広島），4680（広島2），5705（長野）

CarexstenostachysFr．etSav．　　　　　　　　　ニジノホンモンジスゲ
　　1234（広島），1239（広島），1242（広島），1253（広島），2301（広島），2304（広島），2318（広島），

　　2333（広島），2426（広島）

Carex　tashiroana　Ohwi　　　　　　　　　　　　　　　　　ノスゲ

　　2978（広島），6077（広島）

CarexteinogynaBoott　　　　　　　　　　　　　フサナキリスゲ
　　1332（広島），2926（広島2）

CarexthunbergiiSteud．　　　　　　　　　　　　アゼスゲ
　　1231（広島），1611（三重）

Carex　transversa　Boott　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤワラスゲ

　　1008（広島），3152（広島3），3154（広島2）

CarextristachyaThunb．　　　　　　　　　　　　モェギスゲ
　　1227（広島），3024（広島）

CarextristachyaThunb．varpocilliformisK菰kenth．　ヒメモエギスゲ
　　2424（広島）

CyperusbrevifoliusHassk．　　　　　　　　　　アイダクグ（タイワンヒメクグ）
　　906（広島），2606（広島2），2884（広島）

Cyperus　brevifolius　Hassk．var．1eiolepis　T．Koyama　ヒメクグ

　　3421（広島），3456（広島），4879（広島2）

Cypems　brevifolius　Hassk．vaL　leiolepis　T．Koyama　オニヒメクグ

form．macrolepis　T．Koyama

　　5999（茨城）
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Cyperus　cyperoides　O．Kuntze　　　　　　　　　　　　　イヌクグ（クグ）

　950（広島），4095（広島），4187（広島）

Cyperus　difformis　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　タマガヤツリ

　420（広島），5995（茨城）

Cyperus　exaltatus　Retz．var．iwasakii　T．Koyamaa　　カンエンガヤツリ

　5993（茨城帰）

CyperusflaccidusR．Br。　　　　　　　　　　　　　　ヒナガヤツリ

　662（広島）
CyperusglobosusAIL　　　　　　　　　　　　　　アゼガヤツリ
　1133（広島），2780（広島），3442（広島），3444（広島），4459（広島）

Cyperus　glomeratus　L．　　　　　　　　　　　　　　　　ヌマガヤツリ

　2110（千葉），6000（茨城）

CyperushaspanL．　　　　　　　　　　　　　　　　コアゼガヤッリ（ミズハナビ）

　654（広島），1114（広島），2605（広島），2779（広島），4460（広島2），4475（岡山），4883（広島）

CyperusiriaL．　　　　　　　　　　　　　　　　　　コゴメガヤツリ

　410（広島），5875（茨城2），6007（茨城）

Cyperus　microiria　Steud．　　　　　　　　　　　　　　キガヤッリ（カヤツリグサ）

　937（広島），5994（茨城2）

Cyperus　monophyllus　Vah1　　　　　　　　　　　　　シチトウイ　（シチトウ，リュウキュウイ）

　2413（広島），2443（広島2），2821（広島），2828（広島2）

CyperusnipPonicusFr．etSav．　　　　　　　　　　アオガヤツリ
　1067（広島），4317（広島），5996（茨城）

CyperusorthostachyusFr．etSav．　　　　　　　ウシクグ
　1139（広島），2752（広島），2781（広島）

CyperuspacificusOhwi　　　　　　　　　　　　　　シロガヤツリ
　　1115（広島），2883（広島），5998（茨城）

CypemspilosusVah1　　　　　　　　　　　　　　　オニガヤツリ
　419（広島），4468（広島）

CyperuspolystachyosRottb．　　　　　　　　　　　イガガヤツリ
　　1094（広島），2023（広島）

CyperusrotundatusL．　　　　　　　　　　　　　ハマスゲ
　416（広島）
Cyperus　sanguinolentus　Vahl　form．nipPonicus　T．カワラスガナ

Koyama
　　3443（広島），3458（広島2），5530（千葉），5997（茨城2）

CyperusserotinusRottb．　　　　　　　　　　　　　ミズガヤツリ
　　447（広島），4365（岡山）

CyperustenuispicusSteud。　　　　　　　　　　　　ヒメガヤツリ
　　1140（広島）

Eleocharis　acicularis　Roem．et　Schult．var．longiseta　マツバイ

Svenson
　　747（広島），6006（茨城）

Eleocharis　atropurpurea　Presl　　　　　　　　　　　　　　　　クロミハリイ

　　1150（山口）

Eleocharis　congesta　D．Don　form．dolichochaeta　T．オオハリイ

Koyama
　　ll61（広島），4497（岡山）

Eleocharis　congesta　D．Don　var．japonica　T．Koyama　ハリイ

　　960（広島），1143（広島）

EleochariscongestaD．Donvar．subviviparaFisch．　ヤリハリイ

　　3840（広島）

EleocharisfistulosaLink　　　　　　　　　　　　ミスミイ
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　34（兵庫）

EleochariskuroguwaiOhwi　　　　　　　　　　　　クログワイ
　423（広島），3577（広島2）

Eleocharis　mamillata　Lindb．fiL　　　　　　　　　　　オオヌマハリイ　（ヌマハリイ）

　87（兵庫）

Eleocharis　wichurae　B6cklr．　　　　　　　　　　　　　　シカクイ
　1162（広島），2506（広島），2612（広島），4507（広島），4885（広島）

Fimbristylis　aestivalis　Vah1　　　　　　　　　　　　　コアゼテンツキ

　227（静岡）
Fimbristylis　autumnalis　Roem．et　Schult．　　　　　　ヒメヒラテンツキ（ヒメテンツキ）

　817（京都），4462（広島）

Fimbristylis　complanata　Link　form．exaltata　T．ノテンツキ

Koyama
　380（広島），1583（三重），2507（広島），2607（広島），2621（広島），3255（広島），4823（広島2）

Fimbristylis　dichotoma　Vahl　form．annua　Ohw三　　　テンツキ

　1121（広島）

Fimbristylis　dichotoma　Vahl　form．diphylla　Ohwi　　オテンッキ

　2782（広島）

Fimbristylis　diphylloides　Mak．　　　　　　　　　　　クロテンツキ

　1120（広島），5531（千葉）

FimbristylislittoralisGaudich．　　　　　　　　　ヒデリコ
　732（広島），4316（広島），4878（広島）

Fimbristylis　squarrosa　Vahl　var．esquarrosa　Mak．　　メアゼテンッキ

　386（広島），1116（広島）

Fimbristylis　subbispicata　Nees　et　MeyFen　　　　　　ヤマイ

　3487（広島），4260（広島），4461（広島）

Fimbristylis　verrucosa　Mak．　　　　　　　　　　　　アオテンツキ

　1117（広島）

Lipocarpha　microcephala　Kunth　　　　　　　　　　　ヒンジガヤッリ

　217（静岡），1145（広島）

Rhynchospora　chinensis　Nees　et　Meyen　　　　　　　イヌノハナヒゲ

　1164（広島），4211（広島2）

RhynchosporafaberiC．B．Clarke　　　　　　　　イトイヌノハナヒゲ
　4496（岡山）

Rhynchospora　fujiiana　Mak．　　　　　　　　　　　　コイヌノハナヒゲ

　1137（広島），．2604（広島），2611（広島），3584（広島），4884（広島2）

ScirpusfluviatilisA．Gray　　　　　　　　　　　　ウキヤガラ

　5759（千葉）

Scirpus　fuirenoides　Maxim．　　　　　　　　　　　　　コマツカサススキ

　1138（広島），2608（広島），3427（広島2），3440（広島），4219（広島）

Scirpus　juncoides　Roxb．var．hotarui　Ohwi　　　　　　ホタルイ

　1163（広島），2538（広島2），2603（広島）

Scirpus　lacustris　L．subsp．creber　T．Koyama　　　　　フトイ

　4998（千葉2），5015（千葉）

Scirpus　lacustris　L．subsp．creber　T．Koyama　form．ナミフトイ

1uxurians　Ohwi

　　1586（三重），3198（広島2），3290（広島），4768（広島2），4798（広島），5328（千葉），5761（千

　葉2）
Scirpus　lineolatus　Fr。et　Sav．　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒメホタノレイ

　　1122（広島）

Scirpus　mucronatus　L．　　　　　　　　　　　　　　　ヒメカンガレイ

　2539（広島2）
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Scirpus　nipPonicus　Mak．　　　　　　　　　　　　　　シズイ

　　1165（広島）

Scirpus　planiculmis　Fr．Schm．　　　　　　　　　　　　コウキヤガラ

　2329（広島）

ScirpustriangulatusRoxb．　　　　　　　　　　　カンガレイ
　　18（兵庫），2540（広島2），3439（広島），5019（千葉）

Scirpus　wichurae　B6cklr．　　　　　　　　　　　　　　　　アイバソウ

　55（兵庫），2533（広島），2702（広島），2750（広島），3416（広島）

Scirpus　wichurae　B6cklr．form．concolor　Ohwi　　　　アブラガヤ

　　1153（広島），5493（長野），5497（長野）

ScirpuswichuraeB6cklr。var．asiaticusT．Koyama　　ヒゲアブラガヤ

　　4877（広島2）

Scirpuswichurae　B6cklr．var．1ushanensis　T．Koyama　チュウゴクアブラガヤ

　　2598（広島）

PALMAE　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤシ科
Rhapis　humilis　BL　　　　　　　　　　　　　　　　　　シュロチク

　　4110（広島逸2）

ARACEAE　　’　　　　　　　　　　　　　　　サトイモ科
Acorus　calamus　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　ショウブ

　　1009（広島），2479（広島）

Acoms　gramineus　Soland．　　　　　　　　　　　　　　セキショウ

　　1013（広島），2988（広島2）

Arisaema　angustatum　Fr．et　Sav．　　　　　　　　　　ホソバテンナンショウ

　　5717（長野）

Arisaema　laponicum　Bl．　　　　　　　　　　　　　　　マムシグサ

　　1828（広島2），3070（広島），3071（広島）

Arisaema　nambae　Kitam．　　　　　　　　　　　　　　タカハシテンナンショウ

　　1040（広島），2253（広島），2263（広島），3005（広島），3049（広島），3050（広島），3820（広島

　　2）

Arisaema　ringens　Schott　　　　　　　　　　　　　　　ムサシアブミ

　　813（福井）

Arisaema　urashima　Hara　　　　　　　　　　　　　　　ウラシマソウ

　　1707（和歌山），5627（千葉2）

Arisaema　yamatense　Nakai　var．sugimotoi　Kitam．　　スルガテンナンショウ

　　5252（静岡2），5270（静岡），5271（静岡），5621（静岡2）

PinelliatemataBreit．　　　　　　　　　　　　　　カラスビシャク

　　2366（広島），3059（広島2）

Pinellia　temata　Breit．form．atropurpurea　Ohwi　　　ムラサキハンゲ

　　1744（広島）

LEMNACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウキクサ科

Lemna　paucicostata　Hegelm．　　　　　　　　　　　　アオウキクサ

　　907（広島）

SpirodelapolyrhizaSchleid．　　　　　　　　　　ウキクサ
　　734（広島）

ERlOCAULACEAE　　　　　　　　　　　　　　　ホシクサ科
Eriocaulon　buergerianum　Koem．　　　　　　　　　　オオホシクサ

　　1157（広島）

Eriocaulon　decemflorum　Maxim．　　　　　　　　　　イトイヌノヒゲ（コイヌノヒゲ）
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1134（広島），3441（広島），3467（広島），3592（広島），5564（長野）

Eriocaulon　hondoense　Satake

　lll（兵庫），1142（広島），3591（広島2）

Eriocaulon　miquelianum　Koem．

　145（兵庫）
Eriocaulon　robustius　Mak．

　146（兵庫），152（兵庫）

Eriocaulon　robustius　Mak．var．nigmm　Satake

　l159（広島）

ニッポンイヌノヒゲ

イヌノヒゲ

ヒロハイヌノヒゲ

クロヒロハイヌノヒゲ

COMMELINACEAE　　　　　　　　　　　　　　　ツユクサ科
Commelina　communis　L．　　　　　　　　　　　　　　　ッユクサ

　392（広島），5608（千葉）

Commelina　communis　L．form．hebespatha　Sugim．　ケッユクサ（ヒメオニツユクサ）

　4272（広島），5593（千葉）

Murdannia　keisak　Hand．一Mazz．　　　　　　　　　　イボクサ

　462（広島），3556（広島）

PolliajaponicaThunb．　　　　　　　　　　　　ヤブミョウガ
　61（兵庫），1597（三重），1922（静岡），2642（広島），4163（岡山2）

StreptolirionvolubileEdgew．　　　　　　　　　　アオイカズラ

　2881（広島2），3410（広島2）

TradescantiafluminensisVel1．　　　　　　　　　トキワツユクサ（ノハカタカラクサ）

　5768（千葉帰2）

PONTEDERIACEAE　　　　　　　　　　　　　　ミズアオイ科
Eichhomia　crassipes　Solms　　　　　　　　　　　　　ホテイアオイ

　3407（広島帰4），4304（広島帰）

Monochoria　vaginalis　Presl　var．plantaginea　Solms　コナギ

　731（広島），4259（広島）

JUNCACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　　イグサ科
JuncusalatusFr．etSav．　　　　　　　　　　　　　ハナビゼキショウ
　1024（広島），3350（広島）

JuncusdiastrophanthusBuchen．　　　　　　　　　　ヒロハコウガイゼキショウ

　5874（茨城）
Juncus　effusus　L。var．d．ecipiens　Buchen。　　　　　　イ　（イグサ）

　864（広島），3257（広島），3330（広島），5333（千葉）

JuncusleschenaultiiGay　　　　　　　　　　　　　コウガイゼキショウ
　600（広島），2403（広島）

JuncuspapiHosusFr．etSav．　　　　　　　　　　　アオコウガイゼキショウ
　　1146（広島）

Jmcus　tenuis　Willd．　　　　　　　　　　　　　　クサイ
　792（京都帰），1011（広島帰），2446（広島帰），5851（長野帰）

JuncuswallichianusLaharpe　　　　　　　　　　　ハリコウガイゼキショウ
　4498（岡山2）

Luzula　capitata　Miq．　　　　　　　　　　　　　　　　スズメノヤリ（スズメノヒエ）

　　250（広島）

Luzula　multiflora　Lej．　　　　　　　　　　　　　　　　ヤマスズメノヤリ（ヤマスズメノヒエ）

　　1200（広島），1724（広島），3144（広島2），5295（長野），5370（長野）

Luzula　plumosa　E．Mey．vaL　macrocarpa　Ohwi　　　ヌカボシソウ

　　840（広島），2356（広島）
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LILIACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　ユリ科
Aletris　luteoviridis　Fr．Schm．　　　　　　　　　　　　ノギラン

　24（兵庫），2485（広島）

Aletris　spicata　Franch．　　　　　　　　　　　　　　　　　ソクシンラン

　350（広島），3259（広島）

Allium　chinense　Don　　　　　　　　　　　　　　　　　ラッキョウ

　759（広島栽）

Allium　macrostemon　Bunge　　　　　　　　　　　　　ノビル

　1773（広島），4043（広島2）

Allium　thunbergii　Don　　　　　　　　　　　　　　　　ヤマラッキョウ

　185（兵庫），2870（広島），2903（広島），3691（広島），5155（長野）

Allium　tuberosum　RottL　　　　　　　　　　　　　　　ニラ

　4338（広島逸）

Amana　eduHs　Honda　　　　　　　　　　　　　　　　アマナ

　2242（広島）

Asparagus　cochinchinensis　Merr．var．lucidus　Hatus．クサスギカズラ

　4041（広島5），4842（広島2）
AsparagusofficinalisL．var．altilisL．　　　　　　　オランダキジカクシ（アスパラガス）

　95（兵庫栽）

AsparagusschoberioidesKunth　　　　　　　　　　キジカクシ

　6010（長野）
Aspidistra　elatior　Bl．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハラン

　3561（広島2）

Cardiocrinum　cordatum　Mak．　　　　　　　　　　　　ウバユリ

　2585（広島2）

Chionographis　japonica　Maxim．　　　　　　　　　　シライトソウ

　1648（三重2），3105（広島），4018（広島）

Convallaria　majalis　L．var．keiskei　Mak．　　　　　　スズラン（キミカゲソウ）

　5368（長野），5722（長野）

Disporum　sessile　Don　　　　　　　　　　　　　　　　ホウチャクソウ

　856（静岡），1752（広島），3302（広島），3332（広島2），3944（広島），5212（千葉），5268（静岡

　3）
Disporum　smilacinum　A．Gray　　　　　　　　　　　　チゴユリ

　1250（広島），2859（広島2），5274（静岡）

Erythronium　japonicum　Decne．　　　　　　　　　　　カタクリ

　195（静岡），4636（広島4）

Fritillaria　amabilis　Koidz．　　　　　　　　　　　　　　ホソバナコバイモ

　3753（山口栽）

HeloniopsisorientalisC．Tanaka　　　　　　　　　ショウジョウバカマ

　1213（広島），1662（三重）

Hemerocallis　citrinum　Baroni　var．vesperitina　M．ユウスゲ

Hotta

　2548（広島栽），3394（広島2），4250（広島），4298（広島），5454（長野）

Hemerocallis　dumortieri　Morr．　　　　　　　　　　　ヒメカンゾウ

　3137（広島栽）
Hemerocallis　fulva　L．var．disticha　M．Hotta　　　　　キンキカンゾウ

　2497（広島）
Hemerocallis　fulva　L．var．kwanso　Regel　　　　　　　ヤブカンゾゥ

　4147（広島帰2），4158（岡山帰），4837（広島帰）

Hemerocalhs　fulva　L．var．10ngituba　Maxim．　　　　ベニカンゾウ（ノカンゾウ）

　914（広島），4126（広島3）

Hosta　albomarginata　Ohwi　form。1ancifolia　Ohwi　　コバギボゥシ
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　3520（広島2），4217（広島4），4360（広島3），5091（長野）

HostacapitataNakai　　　　　　　　　　　　　　イヤギボウシ
　1436（広島）

Hosta　kiyosumiensis　F．Maek．　　　　　　　　　　　キヨスミギボウシ

　1647（三重）

Hosta　longipes　Matsum．var．caduca　N．Fujita　　　　サイコクイワギボウシ

　3560（広島3），4140（広島3）

Hosta　longissima　Honda　　　　　　　　　　　　　　　ミズギボウシ

　1063（広島）

Hosta　sieboldiana　Eng1．var．gigantea　Kitam．　　　　オオバギボウシ

　2572（広島2），3325（広島），4819（広島2），5460（長野），5461（長野）

Ipheion　uniflomm　Ra£　　　　　　　　　　　　　　　ハナニラ

　4624（広島逸）

Lilium　japonicum　Houtt．　　　　　　　　　　　　　　ササユリ

　1409（島根），1829（広島），3320（広島）

Lilium　leichtlinii　Hook．fi1．var．tigrinum　Nichols．　　コオニユリ

　916（広島），3422（広島），5983（長野）

Lilium　leichtlinii　Hook．fi1．var．tigrinum　Nichols．ホソバコオニユリ

form。tenuifolium　Mizushima

　4146（広島）

Liriope　minor　Mak．　　　　　　　　　　　　　　　　ヒメヤブラン

　21（兵庫），2801（広島3）

Liriope　platyphylla　Wang　et　Tang　　　　　　　　ヤブラン

　915（広島），1975（広島2），4384（広島）

LiriopespicataLour．　　　　　　　　　　　　　　　コヤブラン

　1450（広島）

Maianthemum　dilatatum　Nels．et　Macbr．　　　　　　マイヅルソウ

　4946（山梨），5304（長野）

OphiopogonjaponicusKer－Gawl．　　　　　　　　ジャノヒゲ（リュウノヒゲ）

　1864（広島），4179（岡山），4556（広島）

OphiopogonohwiiOkuyama　　　　　　　　　　ナガバジャノヒゲ
　5419（千葉）

Polygonatum　falcatum　A．Gray　　　　　　　　　　　　ナルコユリ

　2114（広島），2440（広島2），4009（広島），4925（千葉）

Polygonatum　lasianthum　Maxim．　　　　　　　　　　ミヤマナルコユリ

　2316（広島），2397（広島2），2860（広島），3176（広島2）

Polygonatum　macranthum　Koidz．　　　　　　　　　　オオナルコユリ

　3334（広島），3694（広島2），4816（広島2）

Polygonatum　odoratum　Dmce　var．pluriflomm　Ohwi　アマドコロ

　772（京都），4923（千葉），5407（長野）

RodheajaponicaRothetKunth　　　　　　　　　　オモト
　4676（広島）

Ruscus　aculeatum　L．　　　　　　　　　　　　　　　　ナギイカダ

　　1362（広島栽）

ScmascilloidesDruce　　　　　　　　　　　　　　　ッルボ（スルボ）
　　1356（広島），4309（広島），5529（千葉）

Smilax　china　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サルトリイバラ

　　1839（広島），5617（静岡）

Smilax　nipponica　Miq．　　　　　　　　　　　　　　　タチシオデ

　　844（静岡，ホソバタチシオデとの中問型），845（静岡，同前），848（静岡），5258（静岡）

Smilax　nipponica　Miq．form．tenuifolia　Hisauti　　　ホソバタチシオデ

　　843（静岡）
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SmilaxripariaA．DC．var．ussuriensisHara　　　　　シオデ
　1323（広島），1423（広島），2499（広島），4109（広島），4815（広島2）

Smilax　sieboldii　Miq．　　　　　　　　　　　　　　　　ヤマカシュウ

　3062（広島），3091（広島2），5792（長野）

TofieldねcoccineaRichards．var．kondoiHara　　　　チャボゼキショウ

　822（静岡，ハコネイワゼキショウ型）

Tricyrtis　latifolia　Maxim．　　　　　　　　　　　　　タマガワホトトギス

　5064（長野），5914（長野2）

Tricyrtis　macropoda　Miq．　　　　　　　　　　　　　ヤマホトトギス

　173（兵庫），1400（島根），2564（広島）

Tricyrtis　macropoda　Miq．var．chiugokuensis　Ohwi　チュウゴクホトトギス

　2012（広島2），2574（広島），2633（広島），2707（広島2），2827（広島），4852（鳥取）

TricyrtissetouchiensisH．Takahashi　　　　　　　セトウチホトトギス

　3542（広島），4454（広島2）

Trillium　tschonoskii　Maxim．　　　　　　　　　　　　シロバナエンレイソウ

　4673（広島5）

Trillium　tschonoskii　Maxim．form．violaceum　Mak．　ムラサキエンレイソウ

　5677（山梨3）

Veratrum　album　L．var．grandiflomm　Maxim．　　　バイケイソウ

　5442（長野2）

Veratrum　maackii　Regel　　　　　　　　　　　　　　ホソバシュロソウ（ナガバシュロソウ）

　1354（広島），3424（広島4），5494（長野），5496（長野，緑花型）

AMARYLLIDACEAE　　　　　　　　　　　　　　ヒガンバナ科
Lycoris　radiata　Herb。　　　　　　　　　　　　　　　　ヒガンバナ（マンジュシャゲ）

　1667（広島帰），2155（広島帰）

Lycoris　sanguinea　Maxim．　　　　　　　　　　　　　キッネノカミソリ

　920（広島），1932（広島）ダ4234（広島），4245（広島）

ZephyranthescandidaHerb．　　　　　　　　　　　タマスダレ
　3630（広島逸）

〉

DIOSCOREACEAE
Dioscorea　gracillima　Miq．

　583（広島），3192（広島2）

Dioscorea　japonica　Thunb．

　924（広島），1923（静岡），4255・（広島）

Dioscorea　quinqueloba　Thunb．

　1074（広島），1939（広島），4278（広島）

Dioscorea　tokoro　Mak．

　1317（広島），1937（広島），4240（広島）

ヤマノイモ科

タチドコロ

ヤマノイモ

カエデドコロ

オニドコロ（トコロ）

lRIDACEAE・　　　　　　　　　　　　　　　　アヤメ科
IrisensataThunb。vaLspontaneaNakai　　　　　ノハナショウブ
　1270（広島），1766（広島），3291（広島），3340（広島2），5439（長野3）

IrisgracilipesA．Gray　　　　　　　　　　　　　ヒメシャガ
　3016（広島栽）

IrisjaponicaThunb．　　　　　　　　　　　　　シャガ
　1246（広島帰），5229（千葉帰）

IrisnertchinskiaLodd．　　　　　　　　　　　　　　アヤメ
　1366（島根），3136（広島栽），3931（広島逸？），4024（広島），5277（静岡栽2），5376（長野）

IrispseudocorusL．　　　　　　　　　　　　　　キショウブ
　593（広島帰），4006（広島帰2）
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IrisrossiiBak．　　　　　　　　　　　　　　　　　　エヒメアヤメ（タレユエソウ）

　542（広島）
Sisyrinchium　atlanticum　Bickne11　　　　　　　　　　ニワゼキショウ

　212（静岡帰），1763（広島帰），2328（広島帰），3865（広島帰），5738（茨城帰）

Sisyrinchium　mucronatum　Michx．　　　　　　　　　ヒトフサニワゼキショウ

　5321（長野帰），5729（長野帰）

Tritonia×crocosmaeflora　N．E．Br．　　　　　　　　　ヒメヒオウギズイセン

　4758（広島帰），4775（広島帰）

ZINGIBERACEAE
Alpinia　japonica　Miq．

　5340（静岡）

Hedychium　coronarium　Koenig

　3641（広島栽2）
Zingiber　mioga　Rosc．

　2467（広島帰），2530（広島栽），4276（広島帰）

ショウガ科

ハナミョウガ

ハナシュクシャ

ミョウガ

ORCHIDACEAE　　　　　　　　　　　　　　　　　ラン科
Amitostigma　gracile　Schltr．　　　　　　　　　　　　　ヒナラン

　1432（広島），2448（広島）

Blettila　striata　Rchb．fiL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シラン

　3045（広島栽）

Calanthe　discolor　Lind1．form．viridialba　Honda　　　ヤブエビネ

　3017（広島栽）

Cremastra　appendicUlata　Mak．　　　　　　　　　　　サイハイラン

　4016（広島），4765（広島）

Cymbidium　goeringii　Rchb．fi1．　　　　　　　　　　　シュンラン

　310（広島），1704（広島），3806（広島）

Dendrobium　moniliforme　Sw．　　　　　　　　　　　　セッコク

　　1788（静岡）

EpipactisthunbergiiA．Gray　　　　　　　　　　　カキラン
　　4（兵庫），3329（広島），3338（広島），4490（岡山），4491（岡山），4822（広島2）

GoodyeraschlechtendalianaRchb．fi1．　　　　　　　ミヤマウズラ

　2632（広島），2662（広島）

HabenariaradiataSpreng。　　　　　　　　　　　　サギソウ
　　1329（広島）

HabenariasagittiferaRchb．fiL　　　　　　　　　ミズトンボ
　　1136（広島），4495（岡山2）

Liparis　kumokiri　Maekawa　　　　　　　　　　　　　クモキリソウ

　3315（広島），5844（長野），5916（長野2）

LiparisnervataLindL　　　　　　　　　　　　　　コクラン
　　5599（静岡）

NeofinetiafalcataHu　　　　　　　　　　　　　　　　フウラン

　　1920（静岡）

NeottianthecucullataSchltr．　　　　　　　　　　ミヤマモジズリ
　　5509（長野）

Oberonia　japonica　Mak．　　　　　　　　　　　　　　ヨウラクラン

　　1789（静岡）

Platanthera　hologlottis　Maxim．　　　　　　　　　　　ミズチドリ

　　5852（長野）

Platanthera　mandarinomm　Rchb．fil．form．brachy一　ヤマサギソウ

centron　Sugim．
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　　353（広島），1534（広島）

Platanthera　minor　Rchb．fiL

　　800（京都），1585（三重）

Pogonia　japonica　Rchb．fiL

　　1411（広島）

Spiranthes　sinensis　Ames　vaL　amoena　Hara

　　390（広島），4153（広島），5858（茨城2）

ノヤマトンボ（オオバノトンボソウ）

トキソウ

ネジバナ（モジズリ）
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Lythrum ・一　　　一。　　53
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ホタノレイ　　・…・…・　　94

ホタルカズラ　………　　　62

ホタルサイコ　　　…・…55

ホタルブクロ　…………・72

ボタンヅル…　　　一30
ボタンボウフウ　………・・56

ホッッジ…・・…・………一58

ホテイアオイ　………　　　96

ホトケノザ　…………　　　　64

ホナガイヌビユ……　　　27

ホラシノブ…………　　14
ボロギク　……………　　　80

ホワイトクローノ将一　　　 43

ボントクタデ…………・・25

　　　　　　マ
マアザミ　……………一…・76

マイヅルソウ　……………98

マウンテンブロームグラス
・・一　　　・の・D　83

農業環境技術研究所資料　第15号（1994）

マカラスムギ……………83
マキ科………・………・9…18

マキ　………・…・……・……18

マキェハギ………………42
マグワ　・一……………・…22

マコモ・・………………・…90

マサキ・・………………・…47

マスクサー………………・91

マダイオウ　………………26
マダケ　……・…・………・…87

マタタビ科………………50
マタタビ…・・……………・50

マツ科…………・・……・…18

マツカゼソウ……………45
マツグミ　・・………………・24

マツバイ　・……………・…・93

マツバウンラン…………67

マツバスゲ………………90
マツブサ　・……………・…・32

マツムシソウ科…………72

マツムシソウ………72，144
マツモ科・…・……………・2g

マッモ・…・……………・…29

マツヨイグサ　……………54

マツヨイセンノウ…28，131
マテバシイ　・………・……・21

マニサンアザミ　…………76

マネキグサ　………………64

ママコナ・…・……………・67

ママコノシリヌグイ　……25

マムシグサ　………………95

マメ科…・…・…………・…40

マメアサガオ……………62
マメガキ　…・・……………・59

マメグンバイナズナ　……34

マメダオシ　……・・……・…62

マメヅタ　……・…・………・17

マユミ　…・………一…・…48

マルバアオダモ　…………60

マルバアメリカアサガオ
　　　・。一一・一・・・・…　一・・。9一・。　62

マルバイチヤクソウ　……57

マルバイヌタデ　…………　25

マルバウッギ……………36
マルバコンロンソウ　……34

マルバシャリンバイ　……39

マルバダケブキ　…………79

マルバヌスビトハギ……42

マルバノホロシ…………63
マルバハギ　………………　42

マルバベニシダ…………　15

マルバマンネングサ　……35

マルバヤナギ………・・…

マルバルコウ　……………

マルミギンリョウソウ…
マルミヤマゴボウ　　・…・

マンサク科…………

マンサク　……………・…

マンジュシヤゲ……・…

マンセンカラマツ……・

マンダラゲ…………・…

マンテマ………………

マンリョウ……………

19

62

57

27

37

37

99

31

63

28

59

　　　　　　ヘ　　　　　　ミ

ミカエリソウ……………65
ミカン科………………一・45

ミクリ科……………’●…・81
ミクリ　　ー一。…　一・一一一。・・。・・。　81

ミコシガヤ…………91，150

ミシマサイコ　……………56

ミシマバイカモ　…………30

ミズ……………・・…・……23

ミズアオイ科……………96

ミズオオバコ　……………81

ミズガヤッリ　……………93

ミズキ科……………・・…・57

ミズキ・・………………・…57

ミズギボウシ……………98
ミズスギ…・……・………・13

ミズタガラシ……………34

ミズタネッケバナ…34，133

ミズタビラコ……………62
ミズタマソウ　……………54

ミズチドリ………………100

ミズトンボ………………100
ミズナラ　……………・・…・21

ミズハコベ　………………46

ミズハナビ………………93
ミズヒキ…・………・……・24

ミズヒキモ………………81

ミズマツバ………………53
ミスミイ……・・…………・93

ミズユキノシタ　…………54

ミセンアオスゲ…………91
ミゾイチゴツナギ・・……・88

ミゾカクシ科……………73
ミゾカクシ　………………73

ミゾコウジュ　……………66

ミゾシダ・・………………・16

ミゾソバ……・…・………・26

ミソナオシ・…・………・…41

ミソハギ科………………53
ミソハギ・・………………・53



ミゾハコベ科……………51

ミゾハコベ………………51
ミゾホオズキ　・…・…・……　67

ミチシバ・…………・・…9・・86

ミチノクアキグミ　………53

ミチヤナギ・……・………・26

ミツガシワ科……………61
ミツデウラボシ　……・・…・17

ミッデカエデ　・…・………・48

ミ　’ンノ薗　　・・一・…　一・…　一・…　一6・　56

ミツバアケビ・・…………・31

ミツバウツギ科・……一…48

ミツバウッギ　・…・………・48

ミツバサワヒヨドリ　……77
ミ　’ノノ粛ゼ’リ　　・・一。一・一一・・・…　　56

ミツバツチグリ　…………38

ミッバッッジ……………58

ミッバベンケイ　…………35

ミツマタ　……・・…………・53

ミツモトソウ………38，135
ミドリアキノエノコロ　…89

ミドリハコベ　……………　29

ミドリハッカ……………65
ミドリヒメワラビ・・……・17

ミドリワラビ…・…・…・…16

ミノゴメ（＝カズノコグサ）

　。・一・…　一…　。・9…　。・一・・。・一。　83

ミノゴメ　（＝ムツオレグサ）

　　　一・。。一一。・・一一・・。・9一・・　85

ミノボロ・…・……………・86

ミミカキグサ　……………68

ミミズバイ　………………　59

ミミナグサ…………28，131

ミヤギノハギ……………42

ミヤコアオイ　……………24

ミヤコグサ　………………43

ミヤコザサ　・・……………・88

ミヤコヤブソテツ・・……・15

ミヤコワスレ・・…………・77

ミヤマアキギリ　…………66

ミヤマアキノノゲシ
　。。。・9一一・…　一…　一…　　79，　146

ミヤマイボタ　……………60

ミヤマイラクサ…………23
ミヤマウグイスカグラ　…71

ミヤマウズラ…・……・・…100

ミヤマカタバミ　…………44

ミヤマガマズミ　……一…・71

ミヤマカンスゲ　…・・……・90

ミヤマキケマン……・…・・33

ミヤマクロモジ…………32

ミヤマザクラ………38，135
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　ミヤマシキミ　・・…………・45

　ミヤマシケシダ…………16
　ミヤマジュズスゲ　………　90

　ミヤマシラスゲ…………91
　ミヤマタゴボウ　…………59

　ミヤマタニソバ……25，130

　ミヤマチドメ　…・…・……・56

　ミヤマトウバナ　・・………・64

　ミヤマトサミズキ………37
　ミヤマナラ　・…・……・……21

　ミヤマナルコユリ　………98

　ミヤマニガイチゴ…39，136

　ミヤマニガウリ　…………72

　ミヤマネコノメ　…………36

　ミヤマハコベ……………29
　ミヤマフジキ・・………・…41

　ミヤマフユイチゴ………39

　ミヤマホウソ　……………49

　ミヤママタタビ…………50

　ミヤマママコナ…………67
　ミヤマミズ・・………・…・23

　ミヤマモジズリ…………100

　ミヤマヨメナ　・・………・…77

　ミョウガ・……………・・…　100

　　　　　　ム

ムカゴイラクサ……・…

ムカゴニンジン　………

ムクゲ………・…・・…・・…

ムクノキ…・………一…

ムクロジ科………………

ムクロジ”…………●…

ムサシアブミ　…………

ムシカリ　……………

ムシクサ………………

ムシトリナデシコ　………

ムッァカバナ　…………

ムツオレグサ　………・…

ムベ……………………
ムラサキ科…………●…

ムラサキイヌホオズキ…

ムラサキウマゴヤシ・・…

ムラサキエノコロ　………

ムラサキエンレイソウ

ムラサキカタバミ　……

ムラサキケマン…………

ムラサキサギゴケ……

ムラサキシキブ…………

ムラサキツメクサ……
ムラサキニガナ　・…・……

ムラサキハマエノコロ

ムラサキハンゲ……・・…

23

56

50

22

49

49

95

71

68

28

54

85

31

62

63

49

89

99

44

33

67

63

43

78

89

95

　　　　　　　　　　　123

ムラサキマユミ　…・・…　　47

ムラサキミミカキグサ　　68

ムラサキリュウキュウ　…68

　　　　　　メ

メアゼテンッキ　………

メガルカヤ……………

メギ科………………
メギ　・………・………・…

メキシコマンネングサ

メグスリノキ………

メタカラコウ………

メダケ　……・…………

メツクバネウッギ　…・…・・

メドウフェスク　・・……

メ　ドハギ　………・・…・…・・

メナモミ　………………

メノマンネングサ　…・・…

メハジキ　………………

メヒシバ　………・…・・…

メボタン’ゾノレ　・…………一

メマツ…………一……・

メマツヨイグサ　………

メムカゴイラクサ……
メヤブマオ　…………・…・

94

89

31

31

35，133

・・…48

79，147

…一88

　　　　　　モ

モウセンゴケ科……

モウセンゴケー…・

モウソウチク　………

モェギスゲ　…………

モクコク　ー…・……

モクセイ科…………
モクレン科・……・……

モジズリ・・………

モチツツジ…・………・

モチノキ科…………

モチノキ……………・・

モミジイチゴ…・…一
モミジガサ　・・…・……

モミジハグマ………

モモ…・…………・…■

モリアザミ　…………

モリシマアカシア・・

モロコシガヤ………

　　　　　　ヤ

ヤイトバナ　9・………・

ヤエキクイモ・…　　・・…

ヤェキッネノボタン

ヤエムグラ　…・…　……

70

85

42

80

35

65

84

30

18

54

23

23

35

35

87

92

51

60

32

101

58

47

47

40

75

73

39

76

41

89

70

77

31

70
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ヤクシソウ………………79
ヤグルマギク　……………75

ヤグルマソウ………37，134
ヤシ科…………・…・…・…95

ヤシャゼンマイ　…………13

ヤダケ　・・………………・…88

ヤチカワズスゲ…………91
ヤッガタケアザミ　………　76

ヤツデ…………・……・・…55

ヤドリギ科………………24
ヤドリギ………・………・・24

ヤナギ科…………・…・…・19

ヤナギイノコヅチ…27，130
ヤナギスブタ　……………81

ヤナギタデ　………………　25

ヤナギタンポポ……78，146
ヤナギユーカリ　…………53

ヤナギラン…………53，138
ヤノネグサ　………………25

ヤハズエンドウ　…………44

ヤハズソウ　………………42

ヤブウツギ…………・・…・71

ヤブエビネ………………　100

ヤブガヤ　…………………　86

ヤブカラシ　………………49

ヤブカンゾウ　……………97

ヤブケマン科……………33
ヤブケマン　………………33

ヤブコウジ科……………59

ヤブコウジ………………59
ヤブサンザシ　……………37

ヤブジラミ　………………57

ヤブソテツ　………………15

ヤブタデ・………・………・26

ヤブタバコ　………………75

ヤブタビラコ　……………79

ヤブッバキ・………・……・50

ヤブッルアズキ…………41
ヤブデマリ　………………71

ヤブニッケイ　……………32

ヤブニンジン　……………56

ヤブヘビイチゴ…………37

ヤブミョウガ……………96
ヤブムラサキ　……………63

ヤブラン・…・……………・98

ヤブレガサ…………80，147
ヤマアイ　………………一・46

ヤマアジサイ　……………36

ヤマアゼスゲ……………91
ヤマアワ　・………………・・83

ヤマイ　…………・・……・…94

ヤマイタチシダ…………16
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ヤマイヌワラビ…………15
ヤマイバラ　………………39

ヤマウグイスカグラ　……71

ヤマウコギ………………55

ヤマウルシ………………47
ヤマオダマキ　……………30

ヤマガキ・…………・……・59

ヤマカシュウ　……………99

ヤマカモジグサ　…………83

ヤマガラシ………………33
ヤマグワ　…………・…・…・22

ヤマコウバシ……………32
ヤマゴボウ科……………27
ヤマゴボウ　………………27

ヤマサギゴケ……………67

ヤマサギソウ……………100
ヤマザクラ　………………　38

ヤマジノギク　……………　78

ヤマシバカエデ　…………　48

ヤマシャクヤク　…………30

ヤマスズメノヒエ…96，152

ヤマスズメノヤリ…96，152
ヤマゼリ　…・…………・…・56

ヤマタツナミソウ　………66

ヤマタネツケバナ　………34

ヤマツツジ………………58
ヤマトアオダモ　…………60

ヤマトキホコリ　…………23

ヤマトボシガラ　…………85

ヤマトラノオ………68，143
ヤマトリカブト…………29
ヤマドリゼンマイ　………13

ヤマナシ…………・……・・39

ヤマナラシ………………19
ヤマニガナ………………78

ヤマヌカボ………………82
ヤマネコノメ　……………36

ヤマネコヤナギ　…………　19

ヤマノイモ科……………gg

ヤマノイモ………………gg
ヤマノコギリソウ　………　73

ヤマハギ…………………　42

ヤマハコベ………………29
ヤマハゼー………………・47

ヤマハタザオ　……………　33

ヤマハッカ　………………65

ヤマハハコ…………73，145
ヤマハンノキ……………20

ヤマヒナノウスツボ……67
ヤマブキ　………・…・……・38

ヤマブキショウマ　………37

ヤマブキソウ　……………33

ヤマフジ…・………・……・44

ヤマブドウ………………50

ヤマホウコ…………73，145

ヤマボウシ…一………一57
ヤマホオズキ……………63

ヤマホタルブクロ…72，145
ヤマホトトギス　…………99

ヤマミズ…………・…・…・23

ヤマミゾイチゴツナギ…88
ヤマムグラ　………………69

ヤマモモ科………………20
ヤマモモ・…………・……・20

ヤマヤブソテツ…………15

ヤマヨモギ…………74，146
ヤマラッキョウ　…………97

ヤマルリソウ　……………62

ヤリクサヨシ……………87
ヤリゲイトウ　……………　27

ヤリハリイ………………93
ヤワラシダ………………17
ヤワラスゲ　………………　92

　　　　　　ユ
ユウガギク　………・…・…

ユウスゲ…・…・………

ユウレイタケ……・…・

ユキノシタ科……・・

ユキノシタ　・……一……

ユキヤナギ……　…
ユキワリイ．チゲ…一

ユクノキ………　　　…

ユスラウメ　・…………・…

ユズリハ科……　……

ユズリハ………………

ユモトマユミ　ー………

ユリ科・………………・・

ユリワサビ……　…・

　　　　　　ヨ

ヨウシュヤマゴボウ　　…・

ヨウラクラン…・…・…

ヨコグラノキ…………．

ヨコグラブドウ　……

ヨシ………………・……・

ヨシノアザミ　・…　…

ヨツバハギ　……………

ヨツノ璽ヒヨドリ　・一・・。一一

ヨツバムグラ　…………・

ヨメナ・…・…………・

ヨモギ……………………
ヨロイグサ　…………　　・・

78・・

97

57

35

37

40
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41

39

45

45

48

97

35

27

100

49

50

87

76

44

77

70

78

74

55



農業環境技術研究所所蔵植物標本目録 125

　　　　　　ラ

ライムギ　…………

ラカンマキ・…・…・

ラショウモンカズラ

ラッキョウ・…・……

ラン科……・…・……

89

18

65

97

100

　　　　　　リ

リボングラス……　　　87
リュウキュウイ　…・…・…　93

リュウキュウシュンギク
　　6・一。…　。一・・一一・◎噸・一・　一　　75

リュウゼツサイ　…………78

リュウノウギク　　　　　75

リュウノヒゲ　………　　　98

リョウブ科…　　　　　　57

リョウブ………　　　　57
リョウメンシダ　　　　　14

リンドウ科・…・　・…　　61

リンドウ　　　………　　61

リンボク　…・・…　　　一・39

　　　　　　ル

ルイヨウショウマ

ルリイチゲ　…………

29

30

　　　　　　レ

レスクグラス・…・　　　83

レッドクローノ恩一　　　　 43

レッドトッフ。…・　　　　82

レッドフェスク　　…・　85

レモンエゴマ　・…　　　　65

レンゲショウマ

レンゲソウ

レンゲツツジ　・・

レンリソウ……・

ローズグラス

ログワ　…一…

□

　　　　　　ワ

ワサビ……一…

ワタゲカマツカ

ワダソウ………・

ワラビ…
ワルナスビ　・・…

ワレモコゥ

　　30
　　41

　　58
42，136

83

22

　　　　34
噂…　一　　　　　38

一・一　　28，　131

　…　　 14

　　　　63
　　　　40
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禦

＼

罵、、

測’喚

箔

鰹・

議

　　　窺
　　　　　簾ヤぐヤず　　　　　　ぱ

居“／〆“

　寧　　　　　　　　　　　蜘

》’yげ’

謬

Y〆
菜

♂

、斯聯、

　　適
　　　、

～

悔

ナ鰍　　罐

㌦一為軟

、炉　　　←

ヂ

羨
，、鄭

｝

琳〆

糠、

～、

諄

弄蝉』』憾

軌瓦
．陵

　　　・灘

　　　1　　ピv
　　　磨』』，♂博

緯繋．馨、難

＼ 萎ぐ御
謎串　　　　1

｝㌧募　ン　，、齢，

No．3547ビンゴムグラ（アカネ科）

Gal孟um　pseudoasprellum　Makino

var．bingoense　Murata　etEzuka

　　　　　　（ISOTYPE）
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稀 無

幽く1

P
，
f

　　　　　、ま撫

隔嚇ダ　

　　　　　　　瓢ノ

　　　　〆　　　ノ
　　　　　　　　／

　　　　　　　ノ

　　㍗脚－
、！〆

No，5841オオクスダマッメクサ（勝山新称）

　　　　　　　　（マメ科）

　　　Trifohum　aureum　Pollich
　　　　　　　（新帰化植物）
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雑沸哩．矯P 蜘PP

　　　、｝）
怖」編舞丸

タチマンネンスギ（ヒカゲノカズラ科）

Lycopodium　obscurum　form．strictum

瀞

・鞭

締

　　オシダ（オシダ科）

Dryopteris　crassirhizoma

匁
　コ　ト

　P　　1　ぐ』
　ン　レ　’㌔

ニッコウシダ（オシダ科）

Thelypteris　nipPonica

イワデンダ（オシダ科）

Woodsia　polystichoides
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篭

穐

オノエヤナギ（ヤナギ科）

　Salix　sachalinensis

　ヒメコウゾ（クワ科）

Broussonetia　kazinoki

／

＼＿

〃

墨

　　　クサコアカソ（イラクサ科）

Boehmeria　tricuspis　subsp．paraspicata

クリンユキフデ（タデ科）

　　Bistorta　suffulta
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　　　Rumex　obtusifolius
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Achyranthes　longifolia
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　　　Stel豆aria　fenzlii
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Aquilegia　buergeriana　form．flavescens
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　　　Arabis　gemmifera
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ミズタネッケバナ（アブラナ科）

Cardamine　flexuosa　var．latifolia

オランダガラシ（アブラナ科）

　Nasturtium　officinale
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　　　　　Sedum　aizoon

メキシコマンネングサ（ベンケイソウ科）

　　　　Sedum　mexicanum
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　Rodgersia　podophylla
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　　Geum　alepPicum
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　Potentilla　amurensis
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Prunus　buergeriana
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ミヤマザクラ（バラ科）

Prunus　maximowiczii
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Lathyrus　quinquenervius

瀞蝶

’
嚇

グンナイフウロ（フウロソウ科）

Geranium　eriostemon　vaL　reinii

　　　　　form．onoei
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　Geranium　soboliferum

ナツトウダイ（トウダイグサ科）

　Tithymalus　sieboldianus
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　イヌッルウメモドキ（ニシキギ科）

Celastrus　orbiculatus　form．papillosus

ツリバナ（ニシキギ科）

Euonymus　oxyphyllus
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　　　Viola　acuminata
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ケナシヤナギラン（ヤナギラン）

　　　　（アカバナ禾斗）

Chamaenerion　angustifolium

エゾボゥフゥ（セリ科）

Aegopodium　alpestre
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　　Sium　serra
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Spuriopimpinella　calycina
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　　　　　（サクラソウ科）

Lysimachia　vulgaris　subsp．davurica

サクラソウ（サクラソウ科）

　　Primula　sieboldi

脇

．嬉
　　　援

さ　㌻
　　、嘩

轟

雛

、

vノ

賊

》

勇
、ノ

耀γ

　噂

鞍

オオバアサガラ（エゴノキ科）

　Pterostyrax　hispidus

ハノレリンドウ（リンドウ禾斗）

　Gentiana　thunbergii
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アケボノソウ（リンドウ科）

　Swertia　bimaculata

タンザワイケマ（ガガイモ科）

Cynanchum　caudatum　var．
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ヒレノ＼リソウ　（コンフリー）

　　　（ムラサキ科）

Symphytum　officinale

　ケブカツルカコソウ（シソ科）

Ajuga　shikotanensis　form．hirsuta
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Rabdosia　japonica

タチコゴメグサ（ゴマノハグサ科）

　　Euphrasia　maximowiczii
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アメリカァゼナ（ゴマノハグサ科）

　　　　Lindernia　dubia

クワガタソウ（ゴマノハグサ科）

　　Veronica　miqueliana
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Veronica　rotunda　var．subintegra
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Veronicastrum　sibiricum　var．japonicum
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オオバノヤエムグラ（アカネ科）

　Galium　pseudoasprellum

チョウセンカワラマツバ（アカネ科）

Galium　verum　var．trachycarpum

　　　　　　form．album
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　　　　　Abelia　serrata

　　　カンボク（スイカズラ科）

Vibumum　opulus　subsp．calvescens
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マツムシソウ（マツムシソウ科）

　　　Scabiosa　japonica
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シデシャジン（キキョウ科）

　Asyneuma　japonicum
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Campanula　punctata　subsp．hondoensis
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サワギキョウ（ミゾカクシ科）

　　Lobelia　sessilifolia
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Ainsliaea　acerifolia　var．subapoda

ヤマホゥコ（ヤマハハコ）（キク科）

　　Anaphalis　margaritacea
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Hieracium　umbellatum

ミヤマアキノノゲシ（キク科）

　　Lactuca　triangulata
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Senecio　nemorensis　subsp．fuchsii

ヤブレガサ（キク科）

Syneilesis　palmata
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Calamagrostis　gigas

ヒメノガリヤス（イネ科）

Calamagrostis　hakonensis
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イトアオスゲ（カヤッリグサ科）

Carex　breviculmis　var．filiculmis

ジョウロウスゲ（カヤツリグサ科）

　　　Carex　capricornis
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ヒメスゲ（カヤツリグサ科）

　　Carexoxyandra

　　コイトスゲ（カヤツリグサ科）

Carex　sachalinensis　form．iwakiana
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カンエンガヤツリ（カヤツリグサ科）

Cyperus　exaltatus　var．iwasakii

ウキヤガラ（カヤツリグサ科）

　　Scirpus　fluviatilis
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Arisaema　yamatense　var．sugimotoi
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トキワツユクサ（ノハカタカラクサ）

　　　　（ツユクサ科）

　Tradescantia　fluminensis
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　　　　　　（イグサ科）

　　　　　Luzula　multiflora

スズラン（キミカゲソウ）（ユリ科）

Convallaria　majalis　var．keiskei
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Hosta　albomarginata　form．lancifolia

　　　コオニユリ（ユリ科）

Lilium　leichtlinii　var．tigrinum
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Smilax　nipPonica
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　　Tricyrtis玉atifolia
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ヒトフサニワゼキショウ（アヤメ科）

　　Sisyrinchium　mucronatum

クモキリソウ（ラン科）

　Liparis　kumokiri
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