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１ 維管束植物 

今回の見直しによって新たにレッドリストに掲載された各植物について、種ごとに形態的な特徴

や分布、県内の状況等を解説した。記述の項目、内容等は以下の凡例のとおりとした。準絶滅危惧

と評価された種についてもこれらが目にふれる機会が多いことを考慮し、また情報不足と判断され

た種についてはどこまで情報があるか明示するため、絶滅種・絶滅危惧種とほぼ同じ様式で記述し

た。 

なお、今回の見直しにおいて和名・学名が確定できたアキギボウシ（旧リストではコフキイワギ

ボウシ）については、愛知県とその近辺に固有の分類群であることから、特に修正した解説文を掲

載した。 

【 掲載種の解説（維管束植物）に関する凡例 】 

【分類群名等】 
対象種の分類上の位置を示す門、綱、科名等を各頁左上に記述した。科の区分と配列は、シダ植

物は Copeland の分類系を一部修正したものを使用し、種子植物は APGⅢ分類系に従った。科内の
配列は、学名のアルファベット順とした。

【評価区分】 
対象種の愛知県における評価区分を各頁右上に記述した。参考として「植物 I（維管束植物）環境

省第 4 次レッドリスト」（環境省, 2012）の全国での評価区分も各頁右上に記述した。また、各評価
区分に対応する英文略号も同じ場所に記述した。

【和名・学名】 
対象種の和名及び学名を各頁上の枠内に記述した。和名及び学名は、原則として「日本の野生植

物」（平凡社）に準拠した。

【選定理由】 
対象種を愛知県版レッドリスト掲載種として選定した理由について記述した。評価の基礎になっ

た個体数、集団数、生育環境、人為圧力、固有度の階級値も示した。

【形 態】 
対象種の形態の概要を記述した。この部分の記述は、特に断っていない限り全国的な資料に基づ

くものである。

【分布の概要】 
対象種の分布状況について、県内・国内・世界での概要を記述した。県内の分布は、1985 年以後

に生育が確認された区画（3、4 頁参照）を略称で示し、区画ごとに代表的な標本を原則として 1 点
（複数の市町村が含まれる区画は市町村ごとに 1 点）引用した。引用標本は愛知みどりの会標本室
に収蔵されているものを優先し、また原則として採集年月日の新しいものを優先したが、標本の状
態等を考慮してこの原則によらなかった場合もある。引用は採集者氏名（ただし芹沢は名を省略）、
標本番号、採集年月日、標本の所在（ただし愛知みどりの会は表示省略）にとどめたが、その区画
内の既知産地で絶滅が確認されたものについては採集地（市町村名はラベルに表記されているもの）
を加えた。また、必要に応じて 1985 年以前に採集された標本はあるがその後生育が確認されていな
い区画、記録はあるが裏付けとなる標本が確認できない区画を付記した。

標本の所在は、以下の略号で示した。

無表示 ：愛知みどりの会（AICH）
CBM ：千葉県立中央博物館
HNSM ：新城市立鳳来寺自然科学博物館
KYO ：京都大学総合博物館
MAK ：首都大学東京牧野標本館
TI ：東京大学総合研究博物館
TMNH ：豊橋市立自然史博物館
TNS ：国立科学博物館
TOFO ：東京大学農学部森林植物学教室



2

※ 千葉県立中央博物館については、収蔵されている故井波一雄氏、稲垣貫一氏採集の標本に
ほとんど標本番号がないので、同館の維管束植物標本登録番号を併記した。

県内分布図は図示せず、そのかわりに、絶滅種については過去に分布していた区画に対応するす
べてのメッシュ（標準地域メッシュ・システムにおける 5 倍メッシュ）、それ以外の種については 1985
年以後に分布が確認されている区画地域（その後の調査で絶滅が確認されている区画を含む）に対
応するすべてのメッシュを「要配慮地区図」として掲載した。

【生育地の環境／生態的特性】 
対象種の生育環境及び生態的特性について記述した。また、横に地形、縦におよその水条件（草・

岩は草地・岩崖地等の略）をとった区分図に、主要な生育範囲を示した。岩崖地等の樹林を構成す
る種は森林、草・岩双方をマークし、林内の沢沿い小湿地に生育する種は森林のみ、湿地林の構成
種は湿地のみをマークした。

【現在の生育状況／減少の要因】 
対象種の愛知県における現在の生育状況、減少の要因等について記述した。
絶滅種については【過去の生育状況／絶滅の要因】として、対象種の愛知県における過去の生育

状況、絶滅の主な要因についてわかる範囲で記述した。

【保全上の留意点】 
対象種を保全する上で留意すべき主な事項を記述した。

【特記事項】 
異名、近似種との識別点、和名の語源等、以上の項目で記述できなかった事項を記述した。

【引用文献】 
記述中に引用した文献を、著者、発行年、表題、掲載頁または総頁数、雑誌名または発行機関と

その所在地の順に示した。

【関連文献】 
対象種の理解の助けになる一般的文献を、著者、発行年、表題、掲載頁、雑誌名または発行機関

とその所在地の順に掲載した。

 多くの種に関連する文献については、以下の略号を用いた。

保シダ ：田川基二, 1959. 原色日本羊歯植物図鑑. 保育社, 大阪. 
保草Ⅰ ：北村四郎ほか, 1957. 原色日本植物図鑑 草本編Ⅰ. 保育社, 大阪. 
保草Ⅱ ：北村四郎ほか, 1961. 原色日本植物図鑑 草本編Ⅱ. 保育社, 大阪. 
保草Ⅲ ：北村四郎ほか, 1964. 原色日本植物図鑑 草本編Ⅲ. 保育社, 大阪. 
保木Ⅰ ：北村四郎ほか, 1971. 原色日本植物図鑑 木本編Ⅰ. 保育社, 大阪. 
保木Ⅱ ：北村四郎ほか, 1979. 原色日本植物図鑑 木本編Ⅱ. 保育社, 大阪. 
平シダ ：岩槻邦男, 1992. 日本の野生植物 シダ. 平凡社, 東京. 
平草Ⅰ ：佐竹義輔ほか, 1982. 日本の野生植物 草本Ⅰ 単子葉類. 平凡社, 東京. 
平草Ⅱ ：佐竹義輔ほか, 1982. 日本の野生植物 草本Ⅱ 離弁花類. 平凡社, 東京. 
平草Ⅲ ：佐竹義輔ほか, 1981. 日本の野生植物 草本Ⅲ 合弁花類. 平凡社, 東京. 
平木Ⅰ ：佐竹義輔ほか, 1989. 日本の野生植物 木本Ⅰ .平凡社, 東京. 
平木Ⅱ ：佐竹義輔ほか, 1989. 日本の野生植物 木本Ⅱ. 平凡社, 東京. 
ＳＯＳ旧版 ：愛知県植物誌調査会, 1996. 植物からの SOS－愛知県の絶滅危惧植物. 同会, 刈谷. 
ＳＯＳ新版 ：愛知県自然史研究連絡会, 2002. 自然からの SOS－レッドデータブックあいち・植

物編解説. 愛知みどりの会, 刈谷. 
環境庁 ：環境庁（編）, 2000. 改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブ

ック－植物Ⅰ（維管束植物）. 自然環境研究センター, 東京. 
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表 1 調査区画一覧

地域 番号 略称 範囲

1 豊根東部 豊根村（旧富山村）

2 豊根西部 豊根村（旧村域）

3 東栄 東栄町

4 津具 設楽町（旧津具村）

東 6 設楽西部 設楽町（旧町域の寒狭川・境川以西）

7 設楽東部 設楽町（旧町域の寒狭川・境川以東）

8 鳳来北東部 新城市（旧鳳来町の中央構造線以北、寒狭川・海老川以東）

9 鳳来南部 新城市（旧鳳来町の中央構造線以南）

三 10 鳳来北西部 新城市（旧鳳来町の寒狭川・海老川以西）

11 作手 新城市（旧作手村）

12 新城 新城市（旧市域）

13 豊川 豊川市

河 14 蒲郡 蒲郡市

15 豊橋北部 豊橋市の東海道本線以北

16 豊橋南部 豊橋市の東海道本線以南

17 田原東部 田原市（旧田原町、旧赤羽根町）

18 田原西部 田原市（旧渥美町）

5 稲武 豊田市（旧稲武町）

19 旭 豊田市（旧旭町）

20 足助 豊田市（旧足助町）

21 下山 豊田市（旧下山村）

22 小原 豊田市（旧小原村）

西 23 藤岡 豊田市（旧藤岡町）

24 豊田東部 豊田市（旧市域の矢作川・御船川以東）

25 豊田北西部 豊田市（旧市域の矢作川・御船川以西、国道 153 号バイパス以北）

26 豊田南西部 豊田市（旧市域の矢作川・御船川以西、国道 153 号バイパス以南）

三 27 みよし みよし市

28 額田 岡崎市（旧額田町）

29 岡崎北部 岡崎市（旧市域の矢作川・乙川・男川以北）

30 岡崎南部 岡崎市（旧市域の矢作川・乙川・男川以南）

河 31 幸田 幸田町

32 刈谷知立 刈谷市、知立市

33 安城 安城市

34 高浜碧南 高浜市、碧南市

35 西尾北部 西尾市（旧市域）

36 西尾南部 西尾市（旧幡豆町、旧吉良町、旧一色町）

37 瀬戸尾張旭 瀬戸市、尾張旭市

38 長久手日進 長久手市、日進市

39 豊明東郷 東郷町、豊明市

40 大府東浦 大府市、東浦町

41 東海知多 東海市、知多市

42 半田武豊 阿久比町、半田市、武豊町

43 常滑 常滑市

尾 44 美浜南知多 美浜町、南知多町

45 犬山 犬山市

46 江南丹羽 丹羽郡、江南市

47 小牧 小牧市

48 春日井 春日井市

49 岩倉西春日井 岩倉市、豊山町、北名古屋市、清須市

50 名古屋北部 名古屋市西区、北区、中区、東区、守山区、千種区、名東区

張 51 名古屋南東部 名古屋市昭和区、瑞穂区、南区、天白区、緑区

52 名古屋南西部 名古屋市中村区、熱田区、中川区、港区

53 一宮東部 一宮市（奥町を除く旧市域）

54 一宮西部 一宮市（奥町、旧尾西市、旧木曽川町）

55 稲沢 稲沢市（旧市域、旧平和町、旧祖父江町）

56 あま大治 あま市、大治町

57 津島愛西 津島市、愛西市

58 海部南部 弥富市、蟹江町、飛島村
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図 1 調査区画図
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＜種子植物 被子植物 真正双子葉類 セリ科＞ 愛知県：絶滅 （国：リスト外）

＜ANGIOSPERMAE UMBELLIFERAE＞ AICHI：EX （JAPAN：－）

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

【選定理由】
 草地や明るい疎林内に生育する植物で、愛知県では過去に採集された標本はあるが、現存を確認
できない。

【形 態】
 多年生草本。茎は直立して高さ 70～130cm になり、上部で枝を分ける。根出葉には長さ 7～12cm
の柄があり、葉身は長楕円形、長さ 8～12cm、幅 2～3cm、先端は鋭頭、基部は狭いくさび形、全
縁、葉脈は平行状である。茎葉は互生し、下部のものは倒披針形、上部のものは楕円形、基部は拡
がって茎を抱く。花期は 7～8 月、花序は複散形で茎や枝の先端につき、花は黄色で小さい。果実は
長楕円形で、長さ 3.5～4mm である。

【分布の概要】 

【県内の分布】 
 東：14 蒲郡（西浦海岸 , 井波一雄 s.n., 
1957-10-26, CBM 74626）。

【国内の分布】 
 本州、四国、九州。 

【世界の分布】 
 日本、朝鮮半島、中国大陸。エゾホタルサ
イコ var. sachalinense は小総苞片が大きく、
サハリン、北海道、ウスリーに分布する。

【生育地の環境／生態的特性】 
 山地の尾根の草地、谷戸田周辺の草地、明るい二次林内などに
生育する。

【過去の生育状況／絶滅の要因】
 標本は茎長 120cm に達するよく発育した個体である。生育状況に関しては情報がないが、西浦海
岸には他にも山地性の草地性植物が生育している（いた）から、それと同じような林縁部に生育し
ていて、森林化の進行によって絶滅したと思われる。

【保全上の留意点】
 現地での再発見は困難と思われるが、本来は山地性で長野県まで行けばそれほど少ない植物では
ないから、三河山間部の草地には生育している可能性がある。今後特に注意して探索する必要があ
る。

【特記事項】
 ミシマサイコ（県 EN）に比べ、大形で葉の幅が広い。

【関連文献】
保草Ⅱp.9、平草Ⅱp.280。

（執筆者 芹沢俊介）

要配慮地区図

■■
■■■
■■

 山 地 丘 陵 平 野 海 浜

森 林

草･岩  ○   

湿 地

水 域



6

＜シダ植物 オシダ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＡ類（国：リスト外）

＜PTERIDOPHYTA DRYOPTERIDACEAE＞ AICHI：CR （JAPAN：－）

ナガサキシダ Dryopteris sieboldii (van Houtte ex Moore) Kuntze

【選定理由】 
 個体数階級 4、集団数階級 4、生育環境階級 2、人為圧力階級 3、地域固有性 3、総点 16。暖地性
のシダ植物で、愛知県では生育地も個体数も極めて少ない。 

【形 態】 
 常緑性のシダ植物。根茎は短く、斜上し、少数の葉を束生する。葉柄は長さ 40cm に達し、基部
に褐色で披針形～線形の鱗片を密生するが、上部では鱗片は小さく、まばらになる。葉身は広卵形、
長さ、幅とも 45cm に達し、単羽状複生、3～4 対の側羽片とはっきりした頂羽片がある。羽片は幅
3～4cm、鋭尖頭、やや厚い革質で下部はほとんど全縁、上部は辺縁に低い鋸歯がある。胞子のう群
は羽片裏面に散在し、直径 1.5～2mm、包膜は円腎形である。

【分布の概要】 

【県内の分布】 
 西：21 下山（芹沢 86599, 2010-11-4）。小
林（2006）によれば設楽町（西部か東部かは
不明）でも 1 株確認されているという。 

【国内の分布】 
 本州（千葉県以西）、四国、九州に分布する。
九州では比較的多く見られる種類で、千葉県
でも極めて少ないというほどではないが、そ
れ以外では稀である。 

【世界の分布】 
 日本、中国大陸。 

【生育地の環境／生態的特性】 
 下山の生育地は標高約 500m のスギ造林地で、伏流状の流れが
ある源流部の沢すじに小群落がある。九州では造林地や人里周辺
のやぶ状の場所などにも生育している。愛知県の場合、新葉は秋
に展開し、胞子は晩秋に成熟する。

【現在の生育状況／減少の要因】 
 下山では、胞子のう群をつけた葉を持つ株が 3 株、幼株を含めると 12 株が生育している（個体数
階級は、繁殖可能な個体だけを数えるので 4 になる）。設楽町では、「自生地は 30 年ほどのスギ造林
地である。見つけた株はまだ胞子がついていないものの、充実した葉が 4 枚展開していた」と報告
されている。
【保全上の留意点】 
 下山の自生地は開発のための環境影響評価調査で発見されたもので、開発予定地に隣接しており、
直接の改変は回避されているが、今後の存続が懸念される。

【特記事項】 
 オシダ属の中では著しく変わった形態を持つ種で、独立属 Pycnopteris とされることもあるが、見
かけほど異なるものではない。 
【引用文献】 

小林元男, 2006. 北設楽の植物. 282pp. 愛知県林業試験研究推進協議会, 新城. 
【関連文献】 

保シダ p.92、平シダ p.185-186。 

倉田 悟・中池敏之(編), 1979. .日本のシダ植物図鑑 1:484-489. 東京大学出版会, 東京.
（執筆者 芹沢俊介）

要配慮地区図

■■
■■■■
■■■

■

 山 地 丘 陵 平 野 海 浜

森 林 ○    

草･岩

湿 地

水 域
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＜種子植物 被子植物 単子葉類 サトイモ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＡ類（国：リスト外）

＜ANGIOSPERMAE ARACEAE＞ AICHI：CR （JAPAN：－）

ザゼンソウ Symprocarpus foetidus Nutt. var. latissimus (Makino) H.Hara

【選定理由】
 個体数階級 4、集団数階級 4、生育環境階級 3、人為圧力階級 3、地域固有性 2、総点 16。寒冷地
の湿地に生育する植物で、愛知県では生育地も個体数も極めて少ない。

【形 態】
 多年生草本。葉は束生して開出し、長さ 20～35cm の柄があり、葉身は円心形、長さ、幅とも 40cm
に達し、先端は鋭頭、辺縁は全縁である。花期は 4 月、花序は葉の展開前に出て長さ 7～10cm の花
茎の先につき、太い肉穂状で長さ 1.5～2cm、付属体はなく、果期には長さ 3～6cm になる。仏炎苞
は卵円形でボート状、長さ 20cm、直径 15cm に達し、暗紫褐色で厚く、外側に隆起条があり、先端
は前屈して鋭頭である。

【分布の概要】

【県内の分布】
 東：4 津具（芹沢 86691, 2011-4-10）。

【国内の分布】
 北海道、本州。

【世界の分布】
 サハリン、日本、朝鮮半島、アムール、ウ
スリー。

【生育地の環境／生態的特性】
 山地の林縁や林内の湿地に生育する。愛知県の生育地は造林地
中の小さな流れに沿った平坦地である。

【現在の生育状況／減少の要因】
 数株が小群落となって生育している。自生状であるが、道から近い場所なので、誰かが植え込ん
だ可能性は完全には否定できない。

【保全上の留意点】
 個別的な保全が必要である。

【特記事項】
 茶臼山の長野県側、県境から 200m ほどの場所には生育していて、愛知県でも以前から発見が期
待されていた植物の一つである。花には悪臭がある。

【関連文献】
保草Ⅲp.190-191、平草Ⅰp.138。

（執筆者 芹沢俊介）

要配慮地区図
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＜種子植物 被子植物 単子葉類 ラン科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＡ類（国：絶滅危惧Ⅱ類）

＜ANGIOSPERMAE ORCHIDACEAE＞ AICHI：CR （JAPAN：VU）

キンセイラン Calanthe nipponica Makino

【選定理由】
 個体数階級 3、集団数階級 4、生育環境階級 2、人為圧力階級 4、地域固有性 3、総点 16。美しい
花をつけるラン科植物で、愛知県では生育地も個体数も極めて少ない。

【形 態】
 多年生草本。茎は高さ 25～35cm になり、基部はふくらんで球状の偽球茎となり、数年分が残存
して横に並ぶ。葉は茎の基部に 3～5 個つき、線状楕円形～披針状楕円形、長さ 15～25cm、幅 1.5
～2.8cm、先端は鋭頭、無毛、このほか茎上に 1 個の鱗片葉がつく。花期は 6～7 月、花は茎の上部
にややまばらに 3～8 個つき、淡黄緑色、苞は披針形、長さ 1.2～2cm である。がく片は広披針形、
長さ 1.5～2cm、幅 4～6mm、側花弁はがく片よりやや幅が狭い。唇弁は 3 裂し、側裂片は小さく、
中裂片は卵形～四角状卵形、先端は尖り、辺縁は波状、中央にとさか状のひだがある。

【分布の概要】

【県内の分布】
 東：7 設楽東部（天野保幸 s.n., 2009-6-9）。

【国内の分布】
 北海道、本州、四国、九州。

【世界の分布】
 日本固有種。

【生育地の環境／生態的特性】
 山地の林内に生育する。愛知県での生育地は、1 カ所はよく育
ったスギ造林地、他の 1 カ所は二次林である。

【現在の生育状況／減少の要因】
やや離れた 2 カ所に、どちらもごく小数の株が生育している。

【保全上の留意点】
 エビネ類の中ではやや小型で地味な種であるが、一方で希少種であり、園芸目的の採取で失われ
るリスクは大きい。直接採取されなくても、写真撮影に訪れる人が多くなれば、周辺部の踏み荒ら
しによる生育環境の劣化も懸念される。位置情報の公表については特に慎重な配慮が必要である。2
カ所のうち 1 カ所はもともとは 20 株以上生育していたらしいが、インターネット上で詳細な位置が
流されており、2013 年 6 月の調査では約 10 株確認できただけであった。
【特記事項】
 愛知県のエビネ属としては、エビネ、ナツエビネおよび本種の他にサルメンエビネが豊根村や豊
田市に生育していると言われている。今後も一層の探索が必要である。

【関連文献】
保草Ⅲp.54-55、平草Ⅰp.223-224。

（執筆者 芹沢俊介）

要配慮地区図

■
■■
■■
■■

 山 地 丘 陵 平 野 海 浜

森 林 ○    

草･岩

湿 地

水 域



9

＜種子植物 被子植物 単子葉類 カヤツリグサ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＡ類（国：リスト外）

＜ANGIOSPERMAE CYPERACEAE＞ AICHI：CR （JAPAN：－）

スナジスゲ Carex glabrescens (Kük.) Ohwi

【選定理由】 
 個体数階級 4、集団数階級 4、生育環境階級 3、人為圧力階級 3、地域固有性 2、総点 16。愛知県
では生育地も個体数も極めて少ない。

【形 態】 
 多年生草本。長い匍匐枝を出し、株を作る。茎は高さ 30～50cm、3 稜があり、基部の葉鞘は赤褐
色を帯び、糸網がある。葉は細い線形、幅 3～4mm である。果期は 4 月下旬～5 月上旬、小穂は茎
の上部に数個つき、先端の 2～3 個はやや接近して雄性、線形で長さ 1.5～3.5cm、鱗片は淡褐色で
周辺部が赤褐色を帯び、下方の 2～3 個は互いにやや離れて雌性、広線形で長さ 2～4cm である。苞
は長い葉身があり、鞘は短い。果胞は長さ約 5mm、表面にはややまばらに毛があり、先端は次第に
細くなって嘴状になり、鋭い 2 歯がある。雌花の柱頭は 3 個である。 

【分布の概要】 

【県内の分布】 
33 安城（堀田喜久 16413, 2009-4-26）。25

豊田北西部（畑佐武司 1619, 2001-4-21）もス
ナジスゲの可能性があるが、花期の標本なの
でよくわからない。 

【国内の分布】 
 本州（岩手県～愛知県）。

【世界の分布】 
 日本、朝鮮半島、中国大陸東北部。

【生育地の環境／生態的特性】 
 矢作川に近い神社の境内に、小群落があったという。 

【現在の生育状況／減少の要因】 
 標本はあるが、2013 年の現地調査では確認できなかった。 

【保全上の留意点】 
 生育地の個別的な保全が必要である。 

【特記事項】 
 ビロードスゲに似ているが、果胞は毛が少なく、先端が急に細くならない。ビロードスゲは、愛
知県では豊根西部、東栄、津具、稲武、設楽西部、旭、足助、下山、豊田東部、豊田北西部、刈谷
知立、江南丹羽、名古屋北部、一宮西部で記録されている。 

【関連文献】 
勝山輝男. 2005. ネイチャーガイド 日本のスゲ p.351. 文一総合出版, 東京.

（執筆者 芹沢俊介）

要配慮地区図
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＜種子植物 被子植物 単子葉類 カヤツリグサ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＡ類（国：絶滅危惧Ⅱ類）

＜ANGIOSPERMAE CYPERACEAE＞ AICHI：CR （JAPAN：VU）

ハタベカンガレイ Schoenoplectus gemmifer C.Sato, T.Maeda et Uchino

【選定理由】
 個体数階級 4、集団数階級 4、生育環境階級 3、人為圧力階級 3、地域固有性 2、総点 16。2004
年に新種として記載されたカンガレイ類の 1 種で、栃木県から九州中部まで分布しているが稀であ
る。愛知県では生育地が極めて少ない。一時底土がさらわれて消失状態になったが、その後多少復
活した。

【形 態】
 多年生草本。カンガレイに似ているが、通常流水中に生じ、常緑性で、茎の先端からしばしば無
性芽を生じ、その無性芽と茎の基部に葉身のある葉を生じ、雌ずいの柱頭の多くが 2 本であること
で異なる。苞は短く、通常斜めに伸びる。ただし愛知県のものは、緩やかな流水中に生育している
が、形態は線形葉も無性芽もつけていない止水型である。柱頭の多くが 2 本であるという特性は流
水型と変わらない。

【分布の概要】

【県内の分布】
 東：11 作手（小菅崇之 s.n., 2010-9-25）。

【国内の分布】
 本州、四国、九州。

【世界の分布】
 日本固有種。

【生育地の環境／生態的特性】
 通常は他のカンガレイ類と異なり流水中に生じ、線形葉と無性
芽をつける。愛知県の自生地は、谷戸田最上流部の小水路である。

【現在の生育状況／減少の要因】
20m ほどの範囲に数十株程度の個体が生育していた。水路の整備により底土をさらわれて一時消

滅したが、その後多少復活した。

【保全上の留意点】
 自生地の谷戸田と水路を保全することが必要である。

【関連文献】
Maeda, T., C.Sato and A.Uchino. 2004. Variation of Schoenoplectus gemmifer in morphological comparison with S. 

mucronatus and S. triangularis. J.Jpn. Bot. 79:29-42. 
Sato, C., T.Maeda and A.Uchino. 2004. A new species of Schoenoplectus sect. Actaeogeton (Cyperaceae). J. Jpn. Bot. 

79:23-28.  
（執筆者 芹沢俊介）

要配慮地区図
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＜種子植物 被子植物 真正双子葉類 ナデシコ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＡ類（国：リスト外）

＜ANGIOSPERMAE CARYOPHYLLACEAE＞ AICHI：CR （JAPAN：－）

ツカモトハコベ Stellaria hibinoi Seriz.

【選定理由】
 個体数階級 3、集団数階級 3、生育環境階級 3、人為圧力階級 2、地域固有性４、補正＋1（シカ食
害）、総点 16。愛知県～大阪府に生育する植物で、県内では生育地が少ない。

【形 態】
 多年生草本で、地下茎は長く地中をはい、白色で直径約 1mm、各節から細い匍匐枝を出す。地上
茎は高さ 6～20cm、ほぼ直立し、下部はまばらに、上部は接近して数対の葉をつける。葉は長さ 0.7
～3cm の柄があり、葉身は三角状卵形、先端は鋭頭で微凸端、最大のものは長さ 2.5～5cm、幅 1.5
～4cm、基部はほぼ切形で葉柄上部に流れて翼をつくる。花期は 6～7 月、花は長さ 1.5～3.5cm の
細い柄の先に 1 個ずつつき、がく片は 5 枚、披針形で長さ 4.5～6mm、花弁はない。花柄は花後下
向きに垂れ、やや伸長して楕円形の蒴果をつける。
【分布の概要】 

【県内の分布】
 東 ： 9 鳳 来 南 部 （ 小 林 元 男 64305, 
1998-6-15）。西：5稲武（芹沢 84394, 2009-7-4,
正 基準標 本 ）、 19 旭（ 塚本威 彦 657, 
1993-7-16）。

【国内の分布】
 本州（愛知県～大阪府）。

【世界の分布】
 日本固有種。

【生育地の環境／生態的特性】 
 沢沿いの林縁や林内に生育する。

【現在の生育状況／減少の要因】
 稲武では 3 カ所に生育しており、うち 1 カ所では個体数が比較的多かったが、同所に生育する他
の植物と共に、ニホンジカに食害されて激減した。別の 1 カ所は小群落である。他の 1 カ所は近況
未確認。鳳来南部も近況が確認されていない。
【保全上の留意点】
 現在確実に生育が確認されているのは、稲武の 2 カ所と旭の 1 カ所である。シカ食害防止のため
の施策が必要であるが、小型の植物なので、遷移の進行を抑えることも必要である。

【特記事項】
 サワハコベからは、地上茎が直立してほとんど分枝せず、葉が大きく（日本海側のオオサワハコ
ベ form. robusta Mizus. も葉が大きいが、それより更に大きい）、花期が遅く、花弁がない（ただ
しサワハコベも、稀に花弁がないことがある）ことで区別できる。環境省のレッドリストには掲載
されていないが、その基準で評価すれば絶滅危惧ⅠB 類になるはずである。
【関連文献】

芹沢俊介, 2015. 本州中部産ハコベ属の 1 新種ツカモトハコベ. シデコブシ 3:1-4 
芹沢俊介・渡邊幹男・加藤淳太郎・長谷部光泰, 2011. 見てわかる生物多様性①植物の多様性を調べる p.8. 愛知教育大学自然

科学系生物領域, 刈谷. 
（執筆者 芹沢俊介）

要配慮地区図
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＜シダ植物 ハナヤスリ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＢ類（国：リスト外）

＜PTERIDOPHYTA OPHIOGLOSSACEAE＞ AICHI：EN （JAPAN：－）

シチトウハナワラビ Sceptridium atrovirens Sahashi

【選定理由】 
 個体数階級 3、集団数階級 4、生育環境階級 3、人為圧力階級 2、地域固有性 3、総点 15。伊豆諸
島～九州に分布するシダ植物で、愛知県が分布域の北限に当たる。県内では生育地、個体数ともに
少ない。

【形 態】 
 常緑性の多年生草本。根茎は短く直立する。葉は年に 1 枚、秋に出て翌夏まで残存する。共通柄
は長さ 3.5～7cm、栄養葉は長さ 5～12cm の柄があり、葉身は五角形、長さ 9～13cm、幅 11～18cm、
3 回羽状浅裂～4 回羽状中裂、オオハナワラビより鮮やかな緑色である。胞子葉は長さ 13～15cm の
柄があり、葉身は長さ 6～7cm、幅 4cm 程度、2～3 回羽状に切れ込む。胞子は 10 月下旬～11 月に
熟す。

【分布の概要】

【県内の分布】 
 東：17 田原東部（芹沢 83802, 2008-11-2）。
尾：37 尾張旭（芹沢 85210, 2009-10-18）。尾
張旭のものは、葉の切れ込みが深く葉縁の鋸
歯が鋭いモトマチハナワラビと呼ばれている
型で、発見者は村松正雄氏である。

【国内の分布】 
 本州（伊豆諸島、愛知県、紀伊半島）、四国
および九州に分布する。

【世界の分布】 
 日本固有種

【生育地の環境／生態的特性】 
 尾張旭はやや平坦な二次林内である。田原東部では沢沿いの造
林地内に生育していた。 

【現在の生育状況／減少の要因】 
 尾張旭では、森林公園内の 1カ所に、オオハナワラビと混生して、約 20 株の小群落がある。何か
が植栽されている場所ではないので、本来の自生と思われる。田原東部では少数株が確認されただ
けである。 

【保全上の留意点】 
 田原は社寺境内、尾張旭は森林公園内なので、生育地は将来とも保全されると思われる。 

【特記事項】 
 オオハナワラビに似ているが、葉の共通柄が長いことで区別される。

【関連文献】 
平シダ p.67（Botrychium atrovirens として）。 

（執筆者 芹沢俊介）

要配慮地区図
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＜シダ植物 イノモトソウ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＢ類（国：リスト外）

＜PTERIDOPHYTA PTERIDACEAE＞ AICHI：EN （JAPAN：－）

ミカワイワガネ Coniogramme sp.

【選定理由】 
 個体数階級 3、集団数階級 3、生育環境階級 2、人為圧力階級 3、地域固有性 4、総点 15。現在の
ところ愛知県と岐阜県に固有の未記載のシダ植物。県内では 3 区画の各 1 カ所に生育しているだけ
で、個体数も少ない。

【形 態】 
 夏緑性または半常緑性の多年生草本。根茎は横にはい、直径 5～7mm である。葉は 1～3cm 間隔
で出て、葉柄は帯緑色で長さ 35～70cm、葉身は広三角状卵形、長さ 60～80cm、幅 45～65cm、2
回羽状に切れ込むが、最下羽片の下側第 1 小羽片は時に 1 個の側裂片をつけることもある。葉片は
切れ込まず、披針形、長さ 10～30cm、幅 1.8～5cm、先端は鋭尖頭でやや尾状に伸び、辺縁は細鋸
歯縁、中～下部の葉片は基部が広いくさび形～切形でしばしば両側に小突起を出す。葉脈はまばら
に結合する。胞子のう群は葉縁部 1～5mm を除く葉脈上に長くつき、包膜はない。

【分布の概要】

【県内の分布】 
 西：19 旭（芹沢 87222, 2011-8-7）、21 下
山（芹沢 86043, 2010-7-27）、25 豊田北西部
（芹沢 86431, 2010-10-6）。

【国内の分布】 
 本州（愛知県と岐阜県南東部）。

【世界の分布】 
 日本固有種。

【生育地の環境／生態的特性】 
 沢沿い斜面の、腐植質の多いやや湿った林内に生育する。 

【現在の生育状況／減少の要因】 
 豊田北西部では一つの沢の上流部に点在しているが、多いものではない。旭では 300m ほど離れ
た 2 地点、下山では 1 地点に生育しているだけである。 

【保全上の留意点】 
 現在の生育地の多くは造林地であるが、さしあたりその林を保全することが必要である。 

【特記事項】 
 葉脈がまばらに結合する点でイワガネソウとイワガネゼンマイの雑種とされるイヌイワガネソウ
C.×fauriei Hieron. に似ているが、胞子は正常で、雑種性の植物ではない。現在のところ豊田市の
3 カ所と岐阜県多治見市の 1 カ所で確認されているだけであるが、ていねいに探索すれば新しい産地
が追加される可能性はある。
【関連文献】 

阿萬朱未・加藤淳太郎・芹沢俊介, 2011. 日本産イワガネソウ属の再検討(2)イヌイワガネソウの核 DNA 含量. シデコブシ 2: 
41-46. 

（執筆者 芹沢俊介）
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＜シダ植物 シシガシラ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＢ類（国：リスト外）

＜PTERIDOPHYTA BLECHNACEAE＞ AICHI：EN （JAPAN：－）

オオカグマ Woodwardia japonica (L.f.) Sm.

【選定理由】 
 個体数階級 4、集団数階級 4、生育環境階級 2、人為圧力階級 2、地域固有性 3、総点 15。西日本
系のシダ植物で、愛知県は分布域の東限になる。愛知県では生育地も個体数も極めて少ない。

【形 態】 
 常緑性のシダ植物。根茎は太くて短く、横にはうか斜上し、葉を束生する。葉柄は長さ 50cm に
達し、基部に褐色、披針形で長さ 2cm 以上になる大形の鱗片を密生するが、上部では鱗片は小さく、
またややまばらになる。葉身は長楕円形～細い卵形、長さ 75cm、幅 30cm に達し、2 回羽状中裂し
て革質、葉身の先端部は急に狭くなってやや頂羽片状になる。側羽片は 15～18 対、幅 2～3cm、先
端は鋭尖頭、基部は無柄、裂片は斜三角状で鈍頭、葉脈は網状である。胞子のう群は裂片の中肋に
沿った葉脈に内向きにつき、長さ 2～4mm、蓋状の包膜がある。 

【分布の概要】 

【県内の分布】 
 西：23 藤岡（芹沢 84747, 2009-8-23）。発
見者は畑佐武司氏である。

【国内の分布】 
 本州（愛知県以西）、四国、九州に分布する
が、山口県、高知県西部と九州以外では稀で
ある。

【世界の分布】 
 日本、朝鮮半島（済州島）、台湾、中国大陸、
インドシナ、ビルマ。

【生育地の環境／生態的特性】 
 愛知県での生育地は、どこにでもありそうなやぶ状の若い二次
林内である。九州でも造林地や人里周辺のやぶ状の場所などにも
生育していて、特殊な環境でなければ生育できない植物ではない。
沢近くから尾根すじまで見られるが、あまり湿潤な場所には生育
しない。

【現在の生育状況／減少の要因】 
1 カ所に 4 株（ただし、もともとは 1 株だったかもしれない）がまとまって生育している。現在の

ところ周辺に子株は見られない。比較的近年になって愛知県に分布を拡大してきた植物と思われ、
そのため特に減少要因となるようなものは見あたらない。 

【保全上の留意点】 
 個体数が少なく、また道路に近い場所に生育しているので、偶然の変動や道路の拡幅で失われる
可能性がある。個別的な配慮が必要である。

【特記事項】 
 コモチシダと異なり、林床性の植物である。 

【関連文献】 
保シダ p.145、平シダ p.156。 
倉田 悟・中池敏之(編), 1987. 日本のシダ植物図鑑 5:706-713. 東京大学出版会, 東京.

（執筆者 芹沢俊介）
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＜シダ植物 オシダ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＢ類（国：リスト外）

＜PTERIDOPHYTA  DRYOPTERIDACEAE＞ AICHI：EN （JAPAN：－）

ハチジョウベニシダ Dryopteris caudipinna Nakai

【選定理由】 
 個体数階級 4、集団数階級 4、生育環境階級 3、人為圧力階級 2、地域固有性 2、総点 15。全国的
にあまり多くないシダ植物で、愛知県でも生育地、個体数ともに少ない。

【形 態】 
 常緑性のシダ植物。根茎は斜上し、葉を束生する。葉柄は長さ 30～50cm、基部に披針形～狭披
針形、長さ 15～20mm、黒褐色の鱗片をつけ、中上部にもより小さい鱗片をつける。葉身は卵形～
長卵形、長さ 50～70cm、幅 23～35cm、2 回羽状複生～3 回羽状深裂、先端はやや急に狭くなって
鋭尖頭となる。羽片は 10～15 対、披針形～広披針形で長さ 10～22cm、幅 2.5～10cm、小羽片は
15～22 対、特に大きいもの以外は線状楕円形であまり鎌状に曲がらない。胞子は 6 月に熟し、胞子
のう群は中肋寄りまたは中肋と辺縁の中間につき、包膜は円腎形、若時紅色を帯びることが多いが、
帯びない個体もある。
【分布の概要】

【県内の分布】 
 東：18 田原西部（芹沢 87618, 2012-6-17）。
1 カ所で確認されているだけである。発見者
は犬飼 清氏である。

【国内の分布】 
 本州（関東地方以西、伊豆諸島には特に多
い）、四国、九州（鹿児島県本土まで）。

【世界の分布】 
 日本および朝鮮半島南部の離島。

【生育地の環境／生態的特性】 
 比較的自然度の高い照葉樹林内の、沢沿いや沢沿い斜面下部に
生育している。

【現在の生育状況／減少の要因】 
 他のベニシダ類と混生して、少数株が生育している。 

【保全上の留意点】 
 当面は現状のまま存続すると思われるが、自生地が 1 カ所だけなので、それなりに注意していく
必要がある。 

【特記事項】 
Yamamoto et al.（2010）により、愛知県に生育することが報告された。近縁のベニシダが 3 倍体

で無融合生殖を行うのに対し、本種は 2 倍体で有性生殖を行う。

【引用文献】 
Yamamoto, K., N.Murakami and A.Ebihara. 2010. The distribution of Dryopteris caudipinna (Dryopteridaceae), a 

sexually reproducing counterpart of the apogamous D. erythrosora, in Japan. Acta Phytotax. Geobot. 61:109-114.
【関連文献】 

平シダ p.199。 

（執筆者 芹沢俊介）
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＜シダ植物 ウラボシ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＢ類（国：リスト外）

＜PTERIDOPHYTA POLYPODIACEAE＞ AICHI：EN （JAPAN：－）

ミカワノキシノブ Lepisorus mikawanus Sa.Kurata

【選定理由】 
 個体数階級 3、集団数階級 3、生育環境階級 2、人為圧力階級 2、地域固有性 4、総点 14。愛知県
とその周辺に固有のシダ植物で、個体数が極めて少ない。 

【形 態】 
 常緑性のシダ植物。根茎はやや長くはい、直径 2～3mm、広披針形で長さ 3～4mm、黒褐色の鱗
片におおわれる。葉は 3～10mm の間隔で出て、葉柄は長さ 1～4cm、黒褐色を帯びる。葉身は長さ
8～25cm、幅 8～20mm、中央部または中央より下で最も幅広くなり、両端に向かって次第に狭くな
り、先端は鋭尖頭でやや鈍端となり、革質～厚い革質、裏面にはまばらに小鱗片が残る。新葉は秋
に展開し、胞子のう群はほぼ円形、中肋と辺縁の中間またはやや中肋寄りに 1 列に並び、若時円形
の小鱗片におおわれる。
【分布の概要】 

【県内の分布】 
 東：3 東栄（芹沢 87398, 2011-9-24）、8 鳳
来北東部（芹沢 40758, 1984-9-23）。西：24
豊田東部（芹沢 36655, 1983-5-1）、28 額田（芹
沢 86637, 2010-11-24）。尾：45 犬山（芹沢
86590, 2010-10-31）。12 新城（日吉,鳥居栄一
s.n., 1962-3,TOFO,正基準標本）でも採集さ
れている。

【国内の分布】 
 本州。愛知県とそれに隣接する静岡県、岐
阜県の一部に生育している。

【世界の分布】 
 日本固有種。

【生育地の環境／生態的特性】 
 今まで確認されている場所は、ほとんどが山地の川に沿った道
路わきの岩上である。 

【現在の生育状況／減少の要因】 
 ところどころに生育しているが、どこも個体数は極めて少ない。鳳来北東部と豊田東部はどちら
もかなり前に採集したもので、最近の状態は確認されていない。新城市の基準標本産地は、原記載
の際に「最近破壊の憂き目にあった」（倉田, 1965）と記述されている。 

【保全上の留意点】 
 どこも個体数が少なく、保全策を立てにくい。保全の対象となりそうなある程度まとまった集団
を探索する必要がある。

【特記事項】 
 ノキシノブ黒柄型（クロノキシノブ）によく似ているが、6 倍体（クロノキシノブは 4 倍体）で葉
幅が広い。本種とノキシノブ緑柄型 4 倍体（ミドリノキシノブ）の雑種と推定される 5 倍体植物は、
37 刈谷（芹沢 86644,, 2010-12-1）と 45 犬山（芹沢 86592, 2010-10-31）で確認されている。
【引用文献】 

倉田 悟, 1965. 日本のノキシノブ属. 横須賀市博物館研究報告（自然科学）(11):20-40. 
【関連文献】 

芹沢俊介・阿萬朱未, 2011. ノキシノブの 2 型. シデコブシ 2:11-22. 
（執筆者 芹沢俊介）
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＜種子植物 被子植物 単子葉類 カヤツリグサ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＢ類（国：リスト外）
＜ANGIOSPERMAE CYPERACEAE＞ AICHI：EN （JAPAN：－）

アオミヤマカンスゲ Carex multifolia Ohwi var. pallidisquama Ohwi

【選定理由】 
 個体数階級 4、集団数階級 4、生育環境階級 3、人為圧力階級 2、地域固有性 1、補正＋1（シカ食
害）、総点 15。愛知県では生育地も個体数も極めて少ない。 

【形 態】 
 常緑性の多年生草本。匍匐枝はなく、株を作る。愛知県産のものでは茎は高さ 8～18cm、基部の
葉鞘は褐色で、後に多少繊維状になる。葉は細い線形、幅 1.5～3mm である。果期は 4 月下旬～5
月上旬、小穂は通常 3 個で互いに離れてつき、頂小穂は雄性、線状楕円形で長さ 7～12mm、鱗片
は灰白色で中央は緑色となり、褐色を帯びない。側小穂は雌性で長さ 5～12mm、少数の果胞をつけ
る。苞は長い鞘があり、葉身は短い。果胞は長さ 3～4mm、表面には毛があり、先端は次第に細く
なって短い嘴状になる。雌花の柱頭は 3 個である。

【分布の概要】 

【県内の分布】 
28 額田（村松正雄 s.n., 2012-4-29）。 

【国内の分布】 
 本州、四国、九州（トカラ列島黒島まで）。

【世界の分布】 
 日本固有。種としても日本固有である。

【生育地の環境／生態的特性】 
 沢沿いの砂がたまった場所に生育していた。 

【現在の生育状況／減少の要因】 
 小群落で、しかもニホンジカに食害されており、小さい株しか見当たらなかった。 

【保全上の留意点】 
 シカ食害の防止が必要である。

【特記事項】 
 ミヤマカンスゲに比べ、葉は細くてやわらかく、雄鱗片は褐色を帯びない。発育のよくない標本
しか得られていないが、勝山氏の同定に従い、本変種にあてておく。 

【関連文献】 
勝山輝男, 2005. ネイチャーガイド 日本のスゲ p.205. 文一総合出版, 東京.

（執筆者 芹沢俊介）
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＜種子植物 被子植物 単子葉類 カヤツリグサ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＢ類（国：リスト外）

＜ANGIOSPERMAE CYPERACEAE＞ AICHI：EN （JAPAN：－）

ヌマハリイ Eleocharis mamillata Lindb.f. var. cyclocarpa Kitag.

【選定理由】
 個体数階級 4、集団数階級 4、生育環境階級 3、人為圧力階級 2、地域固有性 1、総点 14。愛知県
では生育地も個体数も極めて少ない。

【形 態】
 多年生草本。地下茎は長くはい、1～2.5cm 間隔で数本の地上茎を束生する。地上茎は高さ 30～
60cm、直径 1.5～3mm、軟らかく円柱形で平滑、基部の鞘は赤褐色～淡赤褐色である。葉は茎の基
部について葉鞘のみに退化し、緑色または淡褐色である。花期は 6～7 月、小穂は茎の先端に 1 個つ
き、卵状長楕円形～広披針形で直立し、長さ 7～14mm、直径 3～4.5mm、鱗片は長卵形、鈍頭～円
頭、中肋は淡緑色でその周辺は濃褐色になり、辺縁部は淡褐色である。果実は広倒卵形でレンズ状、
長さ 1.5～2mm、柱基は小さく、刺針状花被片は 5～6 個で果実のほぼ倍長、逆向きの小刺がある。

【分布の概要】

【県内の分布】
 西：5 稲武（芹沢 87648, 2012-6-22）。

【国内の分布】
 北海道、本州、九州。

【世界の分布】
 日本、朝鮮半島、中国大陸東北部、ウスリ
ー。

【生育地の環境／生態的特性】
 山間部の湿地に小群落となって生育している。

【現在の生育状況／減少の要因】
1m×50cm ほどの範囲に群生しているが、他では発見されていない。

【保全上の留意点】
 生育地の個別的な保全が必要である。

【特記事項】
 今まで愛知県内での生育が期待されながら、なかなか見つけることができなかった植物である。
オオヌマハリイとも呼ばれる。

【関連文献】
保草Ⅲp.229、平草Ⅰp.173（オオヌマハリイとして）.  
星野卓二・正木智美・西本眞理子, 2011. 日本カヤツリグサ科植物図譜 pp.634-635. 平凡社, 東京（オオヌマハリイとして）. 

（執筆者 芹沢俊介）
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＜種子植物 被子植物 単子葉類 イネ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＢ類（国：リスト外）

＜ANGIOSPERMAE GRAMINEAE＞ AICHI：EN （JAPAN：―）

ヒメタイヌビエ Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. var. formosensis Ohwi

【選定理由】
 個体数階級 3、集団数階級 4、生育環境階級 2、人為圧力階級 3、地域固有性 2、総点 14。雑草的
な植物であるが、愛知県では生育地も個体数も極めて少ない。

【形 態】
 あまり大きい株にならない 1 年生草本。稈は直立し、高さ 50～60cm になる。葉身は斜上し、線
形、長さ８～15cm、幅 5～7mm、先端は鋭尖頭、鮮緑色で縁に狭い白色部がある。花期は愛知県で
は 10 月、花序は長さ 5～7cm、幅 1～3cm、枝は 3～5 本で、密に小穂をつける。小穂は淡緑色、卵
形で長さ 2～3mm、芒はない。

【分布の概要】

【県内の分布】
 尾： 51 名古屋南東部（芹沢 89062, 
2013-10-16）。愛知県では 2013 年に初めて確
認された種類で、現在のところ生育地は 1 カ
所だけである。ただし特殊な環境に生育する
植物ではないので、注意して探索すれば他で
も発見できる可能性はある。

【国内の分布】
 本州（関東以西）、四国、九州、琉球。

【世界の分布】
 日本から東南アジア、インドにかけて広く
分布する。

【生育地の環境／生態的特性】
 水湿地に生育する。名古屋市の自生地は人工的に整備され、ハ
ナショウブが植栽された湿地であった。

【現在の生育状況／減少の要因】
1m 四方ほどの範囲に、イヌビエと混生して生育していた。過去からの増減は不明である。

【保全上の留意点】
 雑草的な植物であるから、現実問題として保全は難しい。まずは愛知県での分布状況を正確に把
握する必要がある。場合によっては、生育地外での系統保存を考えてもよい。

【特記事項】
 イヌビエやタイヌビエに比べ植物体は全体に細く、鮮緑色である。ヒメイヌビエからは水湿地に
生育することで異なる。名古屋市のレッドデータブックでは、地域固有性の代わりに県内分布（階
級 4 になる）を使用しているため、総点 16 で CR と評価されている。

【関連文献】
長田武正, 1989. 日本イネ科植物図譜 pp.574-575. 平凡社, 東京. 

（執筆者 芹沢俊介）
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＜種子植物 被子植物 単子葉類 イネ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＢ類（国：絶滅危惧Ⅱ類）

＜ANGIOSPERMAE GRAMINEAE＞ AICHI：EN （JAPAN：VU）

タキキビ Phaenosperma globosum Munro

【選定理由】
 個体数階級 4、集団数階級 4、生育環境階級 2、人為圧力階級 2、地域固有性 3、総点 15。愛知県
では生育地も個体数も極めて少ない。

【形 態】
 大形の多年生草本。根茎は短くはう。稈は束生し、高さ 120～200cm になる。葉は稈の基部に叢
生すると共に稈上に 4～5 個つき、稈上の葉の葉身は広線形、長さ 30～50cm、幅 2～4.5cm、基部
でねじれて表裏が逆転する。葉鞘は長さ 15～20cm、葉舌は葉鞘と同質で長さ 7～15mm ある。花期
は 6 月、円錐花序は長さ 35～50cm、枝は各節に単生するが花序の基部では 2 節が極めて接近してつ
き、また枝の基部で 3～5 本の枝を出すため、輪生状に見える。小穂はまばらにつき、淡緑色、長さ
3.5～4mm、1 小花からなる。果実期の小花は下向きになり、果実は球形で直径 2.5～3mm である。

【分布の概要】

【県内の分布】
 東：12 新城（加藤等次 18450, 2009-6-4）。

【国内の分布】
 本州（中部地方以西）、四国、九州。

【世界の分布】
 日本、朝鮮半島南部、台湾、中国大陸。

【生育地の環境／生態的特性】
 山麓部の水がしみ出す道沿いの崖状地に、小群落となって生育
している。

【現在の生育状況／減少の要因】
 高さ 2m 近くになり、現在のところ生育状況は良好であるが、将来的には遷移の進行によって被圧
される可能性がある。

【保全上の留意点】
 生育地の個別的な保全が必要である。道路の拡幅などの際には、特に注意が必要である。

【特記事項】
 カシマガヤの別名があり、この名は蒲郡市鹿島町に由来すると言われている。しかし蒲郡産の資
料は未確認である。

【関連文献】
保草Ⅲp.330-331、平草Ⅰp.107.    
長田武正, 1989. 日本イネ科植物図譜 pp.74-75. 平凡社, 東京. 

（執筆者 芹沢俊介）
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＜種子植物 被子植物 真正双子葉類 バラ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＢ類（国：リスト外）

＜ANGIOSPERMAE ROSACEAE＞ AICHI：EN （JAPAN：－）

ミヤマワレモコウ Sanguisorba longifolia Bertol.

【選定理由】
 個体数階級 3、集団数階級 3、生育環境階級 3、人為圧力階級 3、地域固有性 3、総点 15。最近種
名を確定できた湿地性の植物である。最近の状況については情報が少ないが、少なくとも平野部で
は極めて危機的な状況にある可能性が高い。個体数階級と集団数階級は見込み値である。
【形 態】
 多年生草本。高さ 70～150cm になる。根出葉には長い柄があり、葉身は羽状複葉、小葉は 7～13
個で披針状長楕円形、長さ 3～7cm、幅 0.8～1.8cm、先端は鋭頭～円頭、基部は切形～心形で長さ 1
～13mm の柄があり、辺縁には鋭い三角状の鋸歯がある。茎葉は互生し、茎の上部に向かって次第
に小さくなり、柄も短くなる。花期は 8 月下旬～10 月、花序は茎や枝の先端に 1 個ずつつき、円柱
形で長さ 1.2～4.4cm、直径 6～9mm、直立または斜めに傾き、花は密集してついて通常暗紅色、時
に白色、花糸は短く花外に出る。
【分布の概要】 
【県内の分布】
 東：11 作手（芹沢 56513, 1990-8-24）、13
豊川（芹沢 64468, 1992-10-30）、17 田原東
部（芹沢 56704, 1990-8-28）、18 田原西部（小
林元男 49252, 1993-10-31, 白花）。西：24
豊田東部（佐藤久美子 841, 1993-9-11）、26
豊田南西部（落合鈴枝 933, 1996-9-16）、27
みよし（芹沢 63682, 1992-9-28）、30 岡崎南
部（芹沢 67703, 1993-9-15）、32 刈谷（芹沢
71366, 1994-10-25; 芹沢 38123, 1983-9-17, 
白花）、33 安城（堀田喜久 2064, 1992-10-25）。
尾：39 東郷（芹沢 64212, 1992-10-13）, 豊
明（芹沢 59851, 1991-8-23）、40 大府（中村
裕治 1102, 1994-9-22）、47 小牧（村松正雄
16351, 1995-8-24）、50 名古屋北部（鳥居ち
ゑ子 1522, 1998-10-19）。
【国内の分布】
 本州および北海道。本州中部では日本海側
の山地に多い。
【世界の分布】
 日本、朝鮮半島、中国大陸。
【生育地の環境／生態的特性】 
 作手では山地の湿原、それ以外の場所では標高 100m 程度また
はそれ以下の浅い丘陵地にあるため池の岸の小湿地や堰堤、平野
部の山すそに近い場所を流れる河川堤防の草地などに生育してい
る。

【現在の生育状況／減少の要因】
 以前は比較的あちこちで見られたが、ごく最近の状況はほとんど確認できていない。開発等によ
り、平野部ではかなりの場所で極めて危機的な状況に追い込まれていると思われる。
【保全上の留意点】
 本種が生育する湧水湿地でも典型的な低湿地でもない湿性草地は、もともと開発圧力が高い上に、
今まで保全上あまり重視されていなかった。そのため本種については、まずは詳細な現況を把握す
る必要がある。本種が確認された場合には、可能な限り生育地を保全するとともに、それが不可能
な一時的立地に生育している場合も含めて、正確な状況を報告してほしい。
【特記事項】
 一時は、水田地帯の中に新設された道路の中央分離帯などに生育していることもあった。しかし
現在では、そのような場所のものは全て消失してしまった。
【関連文献】

鳴橋直弘・堀井雄治郎・岩坪美兼・酒井紀美栄・大西真都香・三島美佐子・須山知香, 2001. 日本産ミヤマワレモコウ Sanguisorba 
longifolia の形態、分布、及び染色体数. 植物地理・分類研究 49:129-135. 

芹沢俊介, 2013. 愛知県のミヤマワレモコウ. シデコブシ 2:112-113. 
（執筆者 芹沢俊介）
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＜種子植物 被子植物 真正双子葉類 カバノキ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＢ類（国：リスト外）

＜ANGIOSPERMAE BETULACEAE＞ AICHI：EN （JAPAN：－）

ダケカンバ Betula ermanii Cham.

【選定理由】
 個体数階級 4、集団数階級 4、生育環境階級 2、人為圧力階級 2、地域固有性 2、総点 14。亜高山
性の樹木で、愛知県では生育地、個体数ともに少ない。シラカンバでさえ多くない本県に本種が生
育しているのは、驚くべきことである。
【形 態】
 落葉性の高木。幹は高さ 20m、直径 80cm に達するが、愛知県のものはそれほど太くない。樹皮
は淡赤褐色で、横に紙状にはがれる。枝には長枝と短枝がある。葉は長枝には互生、短枝には 2 枚
が対をなしてつき、葉柄は長さ 2～2.5cm、葉身は卵形、長さ 7～9cm、幅 4～6cm、先端は鋭尖頭、
基部は切形～浅い心形、辺縁には不ぞろいな鋭鋸歯があり、表面は深緑色、裏面は淡色で腺点が多
い。葉の側脈は 8～11 対である。花と果実は未確認であるが、小林（2010, 2012）によれば愛知県
でも開花結実しているという。
【分布の概要】 

【県内の分布】
 東：2 豊根西部（芹沢 87702, 2012-7-7）。

【国内の分布】
 北海道、本州（中部地方以北）、四国。

【世界の分布】
 カムチャッカ半島、千島列島、サハリン、
日本、朝鮮半島、中国大陸。

【生育地の環境／生態的特性】 
 本来は亜高山性の樹木で、陽樹として崩壊地などに生育する。
森林限界付近では安定した林となることもある。

【現在の生育状況／減少の要因】
 尾根沿いの二次林内の 50m 四方ほどの範囲に、7～8 本が生育している。以前あった林を伐採した
時に長野県方面から入ってきたと思われ、最大の個体は樹高 15m、直径 30cm 程度に育っている。
比較的若い個体も見られる。林が伐採されなければ、しばらくは現状のまま存続すると思われる。
【保全上の留意点】
 生育地の個別的な保全が必要である。
【特記事項】
 小林（2010, 2012）により愛知県に生育することが記録された。以前から見ていた場所であるが、
まさか愛知県に本種が生育しているとは思わず、見逃していたものである。シラカンバからは、樹
皮がやや赤味を帯び、葉の側脈が多く、果穂は上向きにつくことで区別される。シラカンバも愛知
県が分布域の南限で、県内では三河山地に点在するほか、下山（芹沢 61935, 1992-6-26）、日進長
久手（芹沢 62279, 1992-7-27）などでも確認されている。
【引用文献】 

小林元男, 2010. 第 7 章第 2 節 愛知県の絶滅危惧植物. 愛知県史編さん委員会(編), 愛知県史別編自然 pp.574-596. 愛知県. 
小林元男, 2012. 愛知県樹木誌. 620pp. 自刊.
【関連文献】

保木Ⅱp.294、平木Ⅰp.58 
（執筆者 芹沢俊介）
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＜シダ植物 コケシノブ科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類 （国：準絶滅危惧）

＜PTERIDOPHYTA  HYMENOPHYLLACEAE＞ AICHI：VU （JAPAN：NT）

コケホラゴケ Crepidomanes makinoi (C.Chr.) Copel.

【選定理由】 
 個体数階級 3、集団数階級 3、生育環境階級 3、人為圧力階級 2、地域固有性 2、総点 13。全国的
にあまり多くないシダ植物で、愛知県でも生育地、個体数ともに少ない。

【形 態】 
 小型の常緑多年生草本。根茎は長くはい、黒褐色の毛を密につける。葉は長さ 1～2cm の柄があ
り、葉身は長卵形～長楕円形、長さ 4～8cm、幅 1.5～2.5cm、2 回（一部 3 回）羽状に切れ込み、
裂片は幅 0.8～1.5mm、先端はしばしば鋭頭になる。胞子のう群は各羽片基部上側の裂片のみに頂
生することが多いが、数個の裂片につくこともあり、包膜は長さ 2～2.5mm、下部はコップ状、上
部は三角形の 2 弁状になる。

【分布の概要】

【県内の分布】 
 東：8 鳳来北東部（芹沢 84490, 2009-7- 
15 ）、 9 鳳 来 南 部 （ 小 林 元 男 50124, 
1994-3-20）。西： 19 旭（塚本威彦 564, 
1993-5-16 ）、 22 小原（塚本威彦 1087, 
1994-5-28）。

【国内の分布】 
 本州（南部）、四国、九州。

【世界の分布】 
 日本および中国大陸。

【生育地の環境／生態的特性】 
 山地の沢沿いの陰湿な岩上に生育する。 

【現在の生育状況／減少の要因】 
 宇連川上流部では点在するが、多いものではない。矢作川流域では、最近の状況は確認されてい
ない。 

【保全上の留意点】 
 沢沿いの森林を保全し、空中湿度の高い状態を維持することが必要である。 

【特記事項】 
 近縁のアオホラゴケからは、葉の切れ込みがやや浅く、葉裂片は幅広く、より斜めにつき、包膜
もやや大きくて先端が三角状に尖ることで区別される。アオホラゴケとの区別がやや難しいので今
まで評価を保留してきたが、国のレッドリストで NT と評価されたため、リストに追加した。

【関連文献】 
平シダ p.90（アオホラゴケに含めて説明）。 

（執筆者 芹沢俊介）
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＜シダ植物 メシダ科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類 （国：リスト外）

＜PTERIDOPHYTA WOODSIACEAE＞ AICHI：VU （JAPAN：－）

コヒロハシケシダ Deparia pseudo-conilii (Seriz.) Seriz. var. subdeltoidofrons (Seriz.) Seriz.

【選定理由】 
 個体数階級 3、集団数階級 3、生育環境階級 2、人為圧力階級 2、地域固有性 2、総点 12。全国的
にあまり多くないシダ植物で、愛知県でも生育地、個体数ともに少ない。

【形 態】 
 夏緑性のシダ植物。根茎は細く、長くはう。葉は 2 型性、葉柄は胞子のう群をつけない葉では長
さ 3～10cm、胞子のう群をつける葉では長さ 10～20cm、わら色で紫色を帯びない。葉身は三角状、
長さ 10～20cm、幅 5～10cm、2 回羽状深裂して草質、最下羽片は他よりも特に長くなる。羽片は
中軸からほぼ直角に開出し、裂片も広い角度で相互に多少離れてつき、表裏とも脈上に軟毛がある。
胞子のう群は裂片の中肋寄りにつき、長さ 1.5～4mm、包膜は通常鈎形にならない。

【分布の概要】

【県内の分布】 
 西：21 下山（芹沢 84454, 2009-7-14）、22
小原（芹沢 81700, 2007-7-7）、25 豊田北西部
（芹沢 86442, 2010-10-6）。

【国内の分布】 
 本州（関東地方、中部地方）および九州（鹿
児島県）に分布する。

【世界の分布】 
 日本固有。基準変種のフモトシケシダは本
州、四国、九州に分布し、愛知県でも低山地
に点在している。

【生育地の環境／生態的特性】 
 腐植質の多い林内に生育する。愛知県の場合、下山と小原は造
林地の林床、豊田北西部はよく発達した二次林内のやや攪乱され
た場所である。

【現在の生育状況／減少の要因】 
3 区画とも小群落があるだけで、個体数は少ない。下山の自生地は開発予定地に隣接しており、直

接の改変は回避されているが、今後の存続が懸念される。 

【保全上の留意点】 
 シケシダ類は識別が難しく、本種もよく探索すれば他の産地が発見される可能性もある。 

【特記事項】 
 フローサイトメーターを用いて測定したところでは、基準変種のフモトシケシダが 6 倍体と推定
されるのに対し、本変種は 4 倍体と推定される。おそらくは独立種として扱われるべき植物である。

【関連文献】 
平シダ p.247。 
芹沢俊介, 1973. 日本、琉球、台湾のシケシダ類. 東京都高尾自然科学博物館研究報告(5):1-28.

（執筆者 芹沢俊介）
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＜種子植物 被子植物 初期分岐群 ウマノスズクサ科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類 （国：リスト外）

＜ANGIOSPERMAE ARISTOLOCHIACEAE＞ AICHI：VU （JAPAN：－）

オオバウマノスズクサ Aristolochia kaempferii Willd.

【選定理由】
 個体数階級 3、集団数階級 3、生育環境階級 3、人為圧力階級 3、地域固有性 1、総点 13。愛知県
では生育地が少なく、しかもその生育地はいずれも開発圧力の高い尾張部の丘陵地である。なお、
今回の絶滅危惧Ⅱ類という評価は、基準変種に限定したものである。

【形 態】
 高さ数 m になる木質のつる植物。若い茎は軟毛を密生する。葉は互生し、長さ 3～5cm の柄があ
る。葉身は卵状心形～三角状心形、長さ 6～14cm、幅 5～13cm、先端は鋭頭～縁頭、辺縁は全縁、
裏面には密に斜上する短毛がある。幼株の葉身はしばしば細長くなり、基部両側に丸い耳状の裂片
がつく。花期は 4 月下旬～6 月上旬、花は葉腋に 1 個つき、長さ 2～3.5cm の柄があり、がく筒は基
部で下を向き、途中で強く曲がって上を向き、舷部は円形に拡がって直径 2cm 程度になり、筒部内
壁と舷部の脈は暗紫褐色になる。果実は長さ 5cm 程度の長楕円形で、6 本の稜がある。

【分布の概要】 

【県内の分布】
 尾：37 瀬戸（芹沢 88317, 2013-5-11）およ
び尾張旭（村松正雄 26335, 2012-4-28）、38
長久手（半田多美子 2844, 1999-7-23, 葉の
み）、47 小牧（村松正雄 16489, 1995-9-9）、
50 名古屋北部（芹沢 77228, 2001-4-28）。

【国内の分布】
 本州（関東地方以西）、四国、九州。

【世界の分布】
 日本固有種。

【生育地の環境／生態的特性】 
 丘陵地の林縁に生育する。

【現在の生育状況／減少の要因】
 尾張旭では現在のところよく繁茂しているが、個体数は少ない。瀬戸でも少数株が生育している
だけである。名古屋北部（守山区）では、多く生育していた場所は土地造成工事により破壊された。
長久手市と小牧市では最近の状況が確認されていない。

【保全上の留意点】
 生育地はいずれも開発圧力の極めて高い場所である。開発に際しては細心の注意が必要である。

【特記事項】
 従来愛知県でオオバウマノスズクサとされてきた植物は、大部分が変種のタンザワウマノスズク
サ var. tanzawana Kigawa にあたる。タンザワウマノスズクサは、葉裏の毛が開出し、がく筒内壁
に多くの紫点があることでオオバウマノスズクサから区別される。

【関連文献】
保草Ⅱp.318、平草Ⅱp.102-103. 

（執筆者 芹沢俊介）
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＜種子植物 被子植物 単子葉類 ラン科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類 （国：リスト外）

＜ANGIOSPERMAE ORCHIDACEAE＞ AICHI：VU （JAPAN：－）

ベニシュスラン Goodyera macrantha Maxim.

【選定理由】
 個体数階級 3、集団数階級 3、生育環境階級 3、人為圧力階級 3、地域固有性 1、総点 13。三河山
地南部には点在するが個体数は少なく、最近見る機会も減少している。

【形 態】
 常緑性の多年生草本。茎は横にはい、先端は斜上～直立して高さ 3～6cm になる。葉は直立部に数
個が互生し、長さ 0.5～1cm の柄があり、葉身は卵形～やや長卵形、大きいもので長さ 2.5～4cm、
幅 1.2～2cm、先端は鋭頭～鈍頭、表面は全体緑色または主脈に沿って不明瞭な白条がある。葉柄の
基部は葉鞘となって茎をつつむ。花期は 7～8 月、花は茎の上部に 1～3 個つき、淡紅色で筒状、花
被片は長さ 3～3.5cm、先端は斜開し、苞は広披針形で長さ 18～23mm である。

【分布の概要】

【県内の分布】
 東：2 豊根西部（芹沢 77980, 2002-8-24）、
3 東栄（小林元男 41184, 1993-4-5）、8 鳳来
北東部（芹沢 84488, 2009-7-15）、9 鳳来南部
（小林元男 49561, 1993-11-14）。

【国内の分布】
 本州（関東地方以西）、四国、九州。

【世界の分布】
 日本および朝鮮半島。

【生育地の環境／生態的特性】 
 山地の沢沿いの陰湿な岩上に生育する。群生することはなく、
どこも少数の個体が生育しているだけである。

【現在の生育状況／減少の要因】
もともとそれほど多い植物ではなかったが、最近特に見かける機会が減少している。園芸目的の

採取が原因と思われるが、はっきりしない。

【保全上の留意点】
 沢沿いの森林を保全することが必要である。また園芸目的の採取を防止するため、分布情報の公
表に際し、慎重な配慮が必要である。

【特記事項】
 シュスラン属の中では例外的に花の大きい種類であるが、花が筒状なので、それほど目立つわけ
ではない。

【関連文献】
保草Ⅲp.41、平草Ⅰp.212。

（執筆者 芹沢俊介）
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種子植物 被子植物 単子葉類 キジカクシ科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類 （国：リスト外）

＜ANGIOSPERMAE ASPARAGACEAE＞ AICHI：VU （JAPAN：－）

アキギボウシ Hosta longipes (Franch. et Sav.) Matsum. var. lancea Honda

【選定理由】 
 個体数階級 2、集団数階級 2、生育環境階級 3、人為圧力階級 2、地域固有性 4、総点 13。分布域
の狭い固有種である。 

【形 態】 
 多年生草本。茎は短い。葉は数枚束生し、長さ 10～25cm の柄があり、葉身は卵形、時に長卵形
または広卵形、長さ 13～28cm、幅 5～13cm、先端は鋭尖頭、基部は浅い心形のことが多いが広い
くさび形のこともあり、裏面は粉白を帯びるものと帯びないものがある。側脈は片側に 6～8 本ある。
花期は 8 月下旬～9 月、花茎は長さ 15～30cm、先端の長さ 8～23cm の総状花序に多数の花をつけ
る。苞は長卵形～広披針形、時に倒長卵形、長さ 1.3～3cm、開花初期には斜開するが、末期にはし
おれる。花冠は長さ 4～5cm、狭筒部は広筒部より短く、先端は 6 裂し、淡紫色である。 

【分布の概要】 

【県内の分布】 
 東：1 豊根東部（芹沢 87922, 2012-9-22）、
2 豊根西部（芹沢 87914, 2012-9-22）、3 東栄
（芹沢 87350, 2011-9-13）、7 設楽東部（芹沢
82059, 2007-8-18）、8鳳来北東部（芹沢 82167, 
2007-9-2）。

【国内の分布】 
 本州（静岡県西部～愛知県東部）。

【世界の分布】 
 日本固有。種としても日本固有である。

【生育地の環境／生態的特性】 
 通常は川沿いの岩場に生育するが、鳳来寺山では尾根近くの岩
場にも生育している。 

【現在の生育状況／減少の要因】 
 どこにでもあるというわけではないが、ところどころに群落がある。ウラジロギボウシほどでは
ないが、園芸目的で採取されることがある。道路拡幅のため消滅した自生地もある。 

【保全上の留意点】 
 川沿いの岩場地形の保全が求められる。道路工事の際には特に注意が必要である。

【特記事項】 
 基準変種のイワギボウシからは、低標高地の川沿いの岩場に生ずること、花期が遅いことで異な
る。ホソバイワギボウシと呼ばれることもあるが、葉形はイワギボウシとさほど変わらない。葉裏
が白色を帯びるものはしばしばウラジロギボウシと混同されるが、葉数が多く、花期が遅い。レッ
ドデータブックあいち 2009 植物編では、コフキイワギボウシの名で掲載されている。

【関連文献】 
杉本順一, 1984. 静岡県植物誌 p.603, 第一法規出版, 東京. 

（執筆者 芹沢俊介）
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＜種子植物 被子植物 単子葉類 カヤツリグサ科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類 （国：リスト外）

＜ANGIOSPERMAE CYPERACEAE＞ AICHI：VU （JAPAN：－）

ヒメモエギスゲ Carex pocilliformis Boott

【選定理由】
 個体数階級 3、集団数階級 3、生育環境階級 3、人為圧力階級 2、地域固有性 1、総点 12。2012
年に初めて県内での生育が確認された植物で、現在のところ生育地が少ない。

【形 態】
 多年生草本。匍匐枝はなく、株をつくる。茎は高さ 15～40cm、3 稜があり、基部の葉鞘は褐色～
淡褐色、後に繊維状になる。葉は細い線形、幅 1.5～4mm である。果期は 5 月～6 月上旬、小穂は 3
～5 個、最上部の 2～3 個は接近し、他はやや離れてつき、頂小穂は雄性、線形で長さ 12～25mm、
側小穂は雌性で円柱形、長さ 10～20mm、下部のものは長さ 2～6cm の柄がある。苞は葉状で、最
下のものの基部は長い鞘となる。果胞は紡錘状楕円形、長さ 2.5～3mm、嘴は短く、表面に短毛が
ある。
【分布の概要】

【県内の分布】
 東：9 鳳来南部（畑佐武司 8333, 2012-6-1）、
17 田原東部（畑佐武司 8302, 2012-5-27）。
尾：45 犬山（畑佐武司 8207, 2012-5-8）。

【国内の分布】
 本州（関東地方以西）、四国、九州、琉球。

【世界の分布】
 日本、朝鮮半島、台湾、中国大陸。

【生育地の環境／生態的特性】
 鳳来南部は沢沿い、田原東部は尾根近くの登山道沿いの林縁、
犬山は道路沿いの崖状地や沢に面した岩場である。生育地はいず
れも特別な環境の場所ではなく、どのような場所を好むのか、ま
だ十分把握できていない。

【現在の生育状況／減少の要因】
 犬山では 20 株程度が点々と生育しており、田原西部でも同程度の株数が確認された。鳳来南部で
は 1 株生育していただけであった。

【保全上の留意点】
 まずは生態的特性を把握する必要がある。犬山では林道沿いに生育しているので、道路の改修や
拡幅を行う場合は配慮が必要である。

【特記事項】
 モエギスゲ C. tristachya Thunb. に似ているが、雄花序が細く、鱗片はややまばらにつき、基部
がコップ状に合着する。最下の雌花序は通常他からやや離れてつき、長い柄がある。2012 年に初め
て県内での生育が確認された種類で、今後の調査によっては更に産地が追加され、絶滅危惧種とし
てのランクが低下する可能性もある。
【関連文献】

保草Ⅲp.276. 
勝山輝男, 2005. ネイチャーガイド 日本のスゲ p.230. 文一総合出版, 東京. 
星野卓二・正木智美・西本眞理子, 2011. 日本カヤツリグサ科植物図譜 pp.348-349. 平凡社, 東京. 

（執筆者 芹沢俊介）
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＜種子植物 被子植物 単子葉類 カヤツリグサ科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類 （国：リスト外）

＜ANGIOSPERMAE CYPERACEAE＞ AICHI：VU （JAPAN：－）

クグテンツキ Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl var. floribunda (Miq.) T.Koyama

【選定理由】
 個体数階級 2、集団数階級 3、生育環境階級 3、人為圧力階級 3、地域固有性 1、総点 12。愛知県
では生育地も個体数も少ない。

【形 態】
 多年生草本。根茎は短く、株になって茎を束生する。茎は長さ 45～85cm、基部の鞘は淡褐色で毛
があることもほとんど無毛のこともある。葉は叢生し、線形、幅 1.2～3mm である。花期は 8～10
月、花序は散形状または複散形状、枝は長いもので 2～6cm になり、苞は葉状で 1～2 個つき、花序
より長い。小穂は長楕円状卵形～広披針形、黄褐色～赤褐色、長さ 5～7mm で多数つくものと、長
さ 8～12mm で少数つくものがある。鱗片は広卵形、長さ約 2.5mm、先端は短くとがる。果実は倒
卵形で長さ約 1mm である。
【分布の概要】

【県内の分布】
 東：12 新城（小林元男 39062, 1992-8-30）、
14 蒲郡（渡辺幸子 5672, 2006-10-30）、16 豊
橋南部（小林元男 70669, 2000-10-9）。尾：
43 常滑（芹沢 76029, 1999-8-3）。蒲郡と豊橋
南部は小穂がやや小さくて数多くつく狭義ク
グテンツキの型、新城と常滑は小穂がやや少
ない型である。

【国内の分布】
 本州、四国、九州。

【世界の分布】
 十分検討されていない。

【生育地の環境／生態的特性】
 蒲郡は埋立地の水たまり、常滑は谷戸田のわきの草地である。
新城と豊橋南部については記録がない。

【現在の生育状況／減少の要因】
 蒲郡と常滑では、生育範囲は限られているが、そこではかなりの個体数が生育している。新城と
豊橋南部については、ごく最近の状況は確認されていない。

【保全上の留意点】
 常滑については谷戸田環境の保全が必要である。蒲郡については埋立に伴って形成された一時的
な環境に生育しているので長期の保全は困難と思われ、種子保存などの施策が必要と思われる。

【特記事項】
 従来品種の階級で扱われることが多かったので評価を避けてきたが、星野ほか（2011）の図譜で
変種として扱われたので、県レッドリストに掲載することにした。

【引用文献】
星野卓二・正木智美・西本眞理子, 2011. 日本カヤツリグサ科植物図譜 pp.598-599. 平凡社, 東京. 

【関連文献】
保草Ⅲp.233. 

（執筆者 芹沢俊介）

要配慮地区図

■
■■ ■■
■■ ■■■■
■■ ■■ ■■■
■■ ■■■ ■

■■ ■
■■■
■■■
■■

 山 地 丘 陵 平 野 海 浜

森 林

草･岩

湿 地  ○ ○  

水 域



30

＜種子植物 被子植物 真正双子葉類 ユキノシタ科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類 （国：リスト外）

＜ANGIOSPERMAE SAXIFRAGACEAE＞ AICHI：VU （JAPAN：－）

チシマネコノメソウ Chrysosplenium kamtschaticum Fisch.

【選定理由】
 個体数階級 2、集団数階級 3、生育環境階級 3、人為圧力階級 2、地域固有性 2、補正＋1（シカ食
害）、総点 13。愛知県では生育地が少なく、個体数も 1 カ所以外は少ない。

【形 態】
 小型の多年生草本。茎は高さ 5～10cm になり、基部から地上性の走出枝を出す。走出枝は花後伸
長して長さ 10～20cm になり、1～2 回枝を分け、先端にロゼット状の小株をつける。根出葉は花時
まで残り、短い柄があり、葉身は長さ 5～10mm、幅 6～15mm、基部は広いくさび形で葉柄に続き、
上半部は半円形で鈍鋸歯がある。茎葉はないか、あっても 1 対である。花期は 4 月、花序部は 2～3
回分枝する。花は直径 3～4mm で黄緑色、愛知県のものについては雄ずいの数や葯の色は未確認で
ある。さく果は斜開する。

【分布の概要】 

【県内の分布】
 東 ： 2 豊 根 西 部 （ 村 松 正 雄 26369, 
2012-5-5）。西：5 稲武（村松正雄 25242, 
2010-7-3）。

【国内の分布】
 北海道、本州（近畿地方以北、日本海側に
多い）。

【世界の分布】
 カムチャッカ半島、千島列島、サハリン、
日本。

【生育地の環境／生態的特性】 
 沢沿いの林内に生育する。地上に生育することも岩上に生育す
ることもある。

【現在の生育状況／減少の要因】
 稲武では 2 カ所で確認されており、そのうち 1 カ所では沢に沿って点在していて、個体数も比較
的多い。しかし他の 1 カ所では小群落が 2 つ、豊根西部でも小群落が 1 つ確認されているだけであ
る。

【保全上の留意点】
 沢沿いの森林を保全することが必要である。

【特記事項】
 花後長い匍匐枝を出すことが特徴である。愛知県での生育は、村松正雄氏により確認された。

【関連文献】
保草Ⅱp.141、平草Ⅱpp.158-159. 

（執筆者 芹沢俊介）

要配慮地区図
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＜種子植物 被子植物 真正双子葉類 グミ科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類 （国：リスト外）

＜ANGIOSPERMAE ELAEAGNACEAE＞ AICHI：VU （JAPAN：－）

アリマグミ Elaeagnus murakamiana Makino

【選定理由】
 個体数階級 3、集団数階級 3、生育環境階級 3、人為圧力階級 3、地域固有性 1、総点 13。西三河
北部から名古屋市にかけての低山地～丘陵地に生育しているが、個体数が少ない。

【形 態】
 落葉性の小高木。高さ数 m になる。枝は赤褐色の星状毛や鱗片に覆われる。葉は互生し、長さ 3
～6mm の柄があり、葉身は長楕円形～倒卵状長楕円形、長さ 4～8cm、幅 1.5～3.5cm、先端は鋭頭
または短く鋭尖頭で鈍端、基部はくさび形～円形、紙質で全縁、表面にははじめ淡黄褐色の星状毛
が多く、裏面は白色の星状鱗片と星状毛をつける。花期は 4 月下旬～5 月上旬、花は葉腋に 1～2 個
つき、花柄は長さ 8～10mm、がく筒は長さ 7～8mm、先は 4 裂して平開し、裂片は卵形～広卵形、
長さ 3～5mm である。果実は長さ 3cm 程度の柄の先について赤熟する。
【分布の概要】 

【県内の分布】
 西：20 足助（芹沢 69709, 1994-6-7）、23
藤岡（塚本威彦 509, 1993-5-1）、25 豊田北
西部（土場トシ子 1230, 1996-6-15）。尾：
37 瀬戸（芹沢 75703, 1999-6-4）、38 長久手
（半田多美子 1930, 1995-5-22）。51 名古屋
南東部（昭和区妙見町）で採集された標本（犬
飼 清 s.n., 1967-5-3）もある。小林（2012）
は「東三河の中央構造線東側と猿投山付近の
丘陵地～低山地に分かれて分布している」と
述べているが、東三河のものは少なくともア
リマグミそのものではない。
【国内の分布】
 本州（静岡県～兵庫県）および四国（香川
県）。
【世界の分布】
 日本固有種。

【生育地の環境／生態的特性】 
 丘陵地の林縁などに生育しているが、既知の自生地ではどこも
個体数が少ない。

【現在の生育状況／減少の要因】
 今までレッドリストに掲載されていなかったこともあって、ごく最近の状況はほとんど確認でき
ていない。開発圧力の高い場所に生育しているため、かなりの場所で極めて危機的な状況に追い込
まれていると思われる。

【保全上の留意点】
 まずは詳細な現況を把握することが必要である。個体数の少ない植物なので、おそらくは個別的
な保全が必要である。

【特記事項】
今まで東三河のものも含めて評価していたので絶滅危惧種の基準に達しなかったが、最近になっ

て改めて検討したところ、真のアリマグミは今回記述した範囲だけに生育していることが判明した。

【引用文献】
小林元男, 2012. 愛知県樹木誌. 620pp. 自刊.
【関連文献】

保木Ⅰp.218、平木Ⅱp.85.  
（執筆者 芹沢俊介）

要配慮地区図
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＜種子植物 被子植物 真正双子葉類 ミソハギ科＞         愛知県：絶滅危惧Ⅱ類 （国：リスト外）

＜ANGIOSPERMAE LYTHRACEAE＞ AICHI：VU （JAPAN：－）

エゾミソハギ Lithrum salicaria L.

【選定理由】
 個体数階級 3、集団数階級 3、生育環境階級 3、人為圧力階級 3、地域固有性 1、総点 13。愛知県
では生育地も個体数も少ない。

【形 態】
 湿地に群生する多年生草本。茎は直立し、高さ 1m 以上になるが、愛知県のものは高さ 70cm 程度
である。葉は対生または 3 輪生し、広披針形～披針形、長さ 4.5～6.5cm、幅 1.2～2cm、先端は鋭
頭～鈍頭、基部は無柄で多少なりとも茎を抱き、辺縁は全縁、裏面にはまばらに、またはやや密に
短毛がある。花期は 7 月中旬～8 月、花序は穂状で長さ 10～20cm、軸や苞葉には白毛が多い。花は
苞葉の腋に集まってつき、がく筒は長さ 4～6mm、裂片は 6 個、裂片間の付属片は披針形～長三角
形でほぼ直立する。

【分布の概要】 

【県内の分布】
 東：4 津具（芹沢 82939, 2008-7-5）、13
豊川（小林元男 79923, 2003-8-21）、18 田原
西部（芹沢 87171, 2011-7-17）。尾：41 知多
（鳥居ちゑ子 3244、2013-7-22）。

【国内の分布】
 北海道、本州、四国、九州。

【世界の分布】
 北半球の温帯に広く分布する。

【生育地の環境／生態的特性】 
 湿地に生育する。

【現在の生育状況／減少の要因】
 津具では湿地周辺部の道沿い、田原西部ではため池の岸に生育しているが、どちらも個体数は少
ない。豊川の状況はよくわからない。知多では休耕田に比較的大きい群落があったが、耕作が再開
されて、2014 年には少数個体が残存しているだけであった。

【保全上の留意点】
 生育地の湿地を保全することが必要である。

【特記事項】
 津具のものは 4 倍体、渥美のものは 2 倍体である。本種とミソハギの中間型であるアイミソハギ
は、津具、設楽西部、田原西部、稲武、名古屋北部に生育しており、豊根西部で採集された標本（鳥
居喜一 354, 1958-9-22, 鳳来寺自然科学博物館）もある。アイミソハギを区別した結果、真のエゾミ
ソハギは絶滅危惧Ⅱ類に該当することが判明した。

【関連文献】
保草Ⅱp.49、平草Ⅱp.261. 

（執筆者 芹沢俊介）

要配慮地区図
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＜種子植物 被子植物 真正双子葉類 タデ科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類 （国：リスト外）

＜ANGIOSPERMAE POLYGONACEAE＞ AICHI：VU （JAPAN：－）

マダイオウ Rumex madaio Makino

【選定理由】
 個体数階級 3、集団数階級 3、生育環境階級 3、人為圧力階級 2、地域固有性 2、総点 13。山地に
点在しているが個体数は少なく、最近では見かける機会が減少している。

【形 態】
 大形の多年生草本。高さ 1m 以上になる。茎の基部の葉は大きく、長い柄があり、葉身は卵状楕円
形～卵状長楕円形、長さ 40cm、幅 22cm に達し、先端は鈍頭、基部は心形、辺縁は波状、裏面脈上
に短剛毛がある。茎の上部の葉は互生し、次第に小さくなる。花果期は 6 月、果実をかこむ花被片
は幅広い心形、長さ 5～6mm、幅 6～9mm、辺縁の特に下半部には長く鋭い歯牙状の欠刻があり、
中肋の下部は小さくこぶ状になる。果柄には節がある。

【分布の概要】 

【県内の分布】
 東 ： 7 設 楽 東 部 （ 小 林 元 男 59593, 
1996-6-2）、 11 作手（小林元男 59659, 
1996-6-15）。西：5 稲武（日比野修 4468, 
1998-5-14）、19 旭（芹沢 80614, 2006-7-15）、
20 足助（芹沢 66506, 1993-7-6）、22 小原（日
比野修 2949, 1995- 6-28）。以上のほか設楽
西部、豊橋北部、藤岡、瀬戸などにもそれら
しいものがあるが、開花株を確認できない。

【国内の分布】
 本州、四国、九州。

【世界の分布】
 日本固有種。

【生育地の環境／生態的特性】 
 山地の谷戸田わき草地や林縁などに生育する。

【現在の生育状況／減少の要因】
 点在しているが、もともと個体数の多いものではなかった。最近見かける機会が減少しているが、
原因ははっきりしない。

【保全上の留意点】
 まずは詳細な現況を把握することが必要である。生育地は多くの場合どうしても草刈りされやす
い場所なので、状況によっては個別的な保全を考慮する必要もある。

【特記事項】
10 倍体と報告されている植物で、種子はあまり形成されない。

【関連文献】
保草Ⅱp.298、平草Ⅱp.16. 

（執筆者 芹沢俊介）

要配慮地区図
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＜種子植物 被子植物 単子葉類 カヤツリグサ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：リスト外）

＜ANGIOSPERMAE CYPERACEAE＞ AICHI：NT （JAPAN：－）

キイトスゲ Carex alterniflora Franch. var. fulva (Ohwi) Ohwi

【選定理由】 
 個体数階級 2、集団数階級 4、生育環境階級 3、人為圧力階級 1、地域固有性 1、総点 11。愛知県
では生育地が限られている。 

【形 態】 
 多年生草本。長い匍匐枝があり、小さい株を作る。茎は高さ 20～35cm、基部の葉鞘は淡褐色～
淡黄褐色で、後に多少繊維状になる。葉は細い線形、幅 1.2～2.5mm である。果期は 5 月下旬～6
月、小穂は 3～4 個で互いに離れてつき、頂小穂は雄性、線状楕円形で長さ 1～2.5cm、鱗片は黄褐
色で中央は緑色となる。側小穂は雌性で長さ 1～2cm、7～12 個の果胞をややまばらにつける。苞は
長い鞘があり、葉身は長くても 5cm 程度である。果胞は長さ 2.5～3mm、先端は次第に細くなって
短い嘴状になる。雌花の柱頭は 3 個である。

【分布の概要】 

【県内の分布】 
 東：2 豊根西部（畑佐武司 8404, 2012-6-8）。 

【国内の分布】 
 北海道、本州（中部地方～中国地方）。

【世界の分布】 
 日本固有。種としても日本固有である。

【生育地の環境／生態的特性】 
 落葉広葉樹林の林床や林縁に生育する。 

【現在の生育状況／減少の要因】 
 愛知県内では茶臼山で確認されているだけであるが、そこでは個体数は多い。現在のところ特に
減少してはいないが、ニホンジカの食害により衰退する可能性がある。 

【保全上の留意点】 
 食害が顕著になった場合は、防護柵の設置を検討する必要がある。 

【特記事項】 
 丘陵地に生育するチャイトスゲによく似ているが、山地性で、雌鱗片が黄褐色を帯びる。愛知県
の山地に多いオオイトスゲ（シロイトスゲ）からは、茎基部の鞘や雄小穂が褐色を帯びることで見
分けられる。いままで「チャイトスゲに似ているが、他産地とは相当離れているのでどうもおかし
い」と思っていた植物で、勝山氏の同定に従い、本変種にあてておく。

【関連文献】 
保草Ⅲp.271. 
勝山輝男, 2005. ネイチャーガイド 日本のスゲ p.218. 文一総合出版, 東京.

（執筆者 芹沢俊介）
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＜種子植物 被子植物 単子葉類 カヤツリグサ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：リスト外）

＜ANGIOSPERMAE CYPERACEAE＞ AICHI：NT （JAPAN：－）

ニイタカスゲ Carex aphanandra Franch. et Sav.

【選定理由】 
 個体数階級 2、集団数階級 4、生育環境階級 3、人為圧力階級 1、地域固有性 1、総点 11。愛知県
では生育地が限られている。 

【形 態】 
 小型の多年生草本。匍匐枝はなく、株を作る。愛知県のものでは茎は高さ 6～18cm、基部の葉鞘
は淡褐色～褐色で、後に繊維状になる。葉は細い線形、幅 1.5～3mm である。果期は 5～6 月、小
穂は 3～4 個で最下のものは根際に、他は茎頂部に集まってつき、頂小穂は雄性、長さ 4～7mm、
鱗片は淡褐色で中央は緑色となる。側小穂は雌性で長さ 3～8mm、3～7 個の果胞をつける。苞は短
い鞘があり、葉身の先端は頂小穂の先端と同程度になる。果胞は長さ 2.5～3mm、先端は次第に細
くなり、まばらに毛がある。雌花の柱頭は 3 個である。 

【分布の概要】 

【県内の分布】 
 東：2 豊根西部（畑佐武司 8411, 2012-6-8）、
4 津具（鈴木 学 834, 1983-5-8）。

【国内の分布】 
 本州（主に太平洋側）、四国、九州。

【世界の分布】 
 日本、朝鮮半島、台湾、中国大陸。

【生育地の環境／生態的特性】 
 落葉広葉樹林の林床や林縁に生育する。 

【現在の生育状況／減少の要因】 
 愛知県内では茶臼山と面ノ木峠で確認されているだけであるが、そこでは個体数は比較的多い。
現在のところ特に減少してはいないが、ニホンジカの食害により衰退する可能性がある。

【保全上の留意点】 
 食害が顕著になった場合は、防護柵の設置を検討する必要がある。ただし防護柵を設置すると、
他の植物に被陰される可能性もある。 
【特記事項】 
 メアオスゲからは苞葉が短いことで、イトアオスゲからは茎が短く、根際に雌小穂をつけること
で異なる。勝山（2005）には「葉は大きさの割に幅が広く、ふつう幅 2～3mm、ときに 4mm に達
し････」と記述されているが、愛知県のものの葉幅は他のアオスゲ類とそれほど異ならない。今ま
で「メアオスゲのような、イトアオスゲのような････」と思っていた植物で、勝山氏の同定に従い、
本種にあてておく。しかし、今後更に検討が必要かもしれない。 

【関連文献】 
勝山輝男. 2005. ネイチャーガイド 日本のスゲ p.240. 文一総合出版, 東京.

（執筆者 芹沢俊介）
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＜種子植物 被子植物 真正双子葉類 キク科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：リスト外）

＜ANGIOSPERMAE COMPOSITAE＞ AICHI：NT （JAPAN：－）

ムラサキトキンソウ Centipeda sp.

【選定理由】
 個体数階級 2、集団数階級 2、生育環境階級 3、人為圧力階級 2、地域固有性 2、総点 11。2012
年に初めて県内での現存が確認された植物で、現在のところ生育地が少ない。

【形 態】
 トキンソウに似ているが、頭花はやや大きく、紫色を帯びる。福井県立大学の赤井賢成氏が研究
中なので、詳細な記述は控える。

【分布の概要】 

【県内の分布】
 西：32 刈谷（芹沢 89100, 2013-12-5）。尾：
37 尾張旭（芹沢 88178, 2012-10-27）、45 犬
山（芹沢 88160, 2012-10-25）、48 春日井（芹
沢 88149, 2012-10-25）、50 名古屋北部（芹
沢 88194, 2012-10-27）。

【国内の分布】
 赤井氏が研究中。

【世界の分布】
 日本固有種。

【生育地の環境／生態的特性】 
 秋期干上がったため池の岸に生育する。個体数は年変動が激し
く、水が引かない年には全く出現しないこともある。

【現在の生育状況／減少の要因】
 現在までに 7 カ所のため池で生育が確認された。池によっては多量に生育していたが、個体数は
年変動が激しいと思われる。2011 年にも探索したが、ほとんどの池で水が引かず、全く確認できな
かった。過去には多くのため池に生育していたが、埋め立てや水質汚濁によって生育地が減少し、
現在の状態に至ったと思われる。

【保全上の留意点】
 愛知県の丘陵地には多くの農業用ため池があり、秋期干上がったため池の岸には多くの希少植物
が生育するが、最近ため池利用が低下して水管理が放棄され、満水状態のままのところも多くなっ
ている。ため池の水質保全のためにも、適切な水管理を継続することが重要である。

【特記事項】
 福井県立大学の赤井賢成氏が研究中の未記載の植物である。尾張旭市で井波一雄氏が 1984 年 10
月 15 日に採集された標本が千葉県立中央博物館に収蔵されていたが、2012 年になって赤井氏によ
り、県内での現存が確認された。今後の調査によっては更に産地が追加され、絶滅危惧種のリスト
から外れる可能性もある。

【関連文献】
現在のところ、文書として公表されている一般的な文献はない。

（執筆者 芹沢俊介）
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＜種子植物 被子植物 真正双子葉類 バラ科＞ 愛知県：情報不足 （国：リスト外）

＜ANGIOSOERMAE ROSACEAE＞ AICHI：DD （JAPAN：－）

ホウロクイチゴ Rubus sieboldii Blume

【選定理由】 
 愛知県に生育するという報告があるが、標本を確認できない。記述から推定すれば、絶滅危惧Ⅰ
Ｂ類になると思われる。 

【形 態】 
 常緑つる性木本で長さ 2～3m になる。茎は太く黄褐色毛を密生し、細い刺も散生する。斜上また
は横にはい、先で地面に接すると根を出す。葉は互生し、大きく広卵形で長さ 8～20cm、深緑色で
厚く硬質、縁は欠刻と粗鋸歯があり、裏面に汚黄白色毛を密生し、葉脈上に刺がある。花は大きく
白色で 5～6 月に開花し、葉腋の短総状花序に 1～数個つく。萼は淡黄褐色の綿毛を密生する。花弁
は 1.5～2cm で萼片より長い。実は集合果、球形で径約 2cm、6～7 月に紅色に熟す（小林, 2012）。
ただしこの記述が愛知県産の材料についてのものか、もっと広域の材料についてのものかはよくわ
からない。
【分布の概要】 

【県内の分布】 
 東：18 田原西部で記録されている（小林
2010, 2012）。2007 年 5 月に撮影されたとい
う写真も掲載されている。 

【国内の分布】 
 本州（中部地方以西）、四国、九州、琉球。
紀伊半島南部まで行けばそれほど稀でない種
類である。

【世界の分布】 
 日本固有種。

【生育地の環境／生態的特性】 
 暖地の海岸近くの林縁などに生育する。愛知県の自生地は、「常
緑樹林の中のギャップ」と記述されている。 

【現在の生育状況／減少の要因】 
 「群生」と記述されている。

【保全上の留意点】 
 一般的には攪乱地に生育する植物なので、遷移が進行すればやがて消失すると思われるが、その
一方で他の場所に出現する可能性もある。もちろん過度の攪乱地には生育しないので、沿海域の自
然環境の全般的な保全が必要である。 
【特記事項】 
 オオフユイチゴ R. pseudo-sieboldii Makino は茎葉が本種とフユイチゴの中間のような形状をし
ている植物で、愛知県では豊川、蒲郡、豊橋北部、田原東部、岡崎南部、西尾南部に生育している。

【引用文献】
小林元男, 2010. 第 7 章第 2 節 愛知県の絶滅危惧植物. 愛知県史編さん委員会(編), 愛知県史別編自然 pp.574-596. 愛知県. 
小林元男, 2012. 愛知県樹木誌. 620pp. 自刊.
【関連文献】 

保木Ⅱp.79-80、平木Ⅰp.207. 
（執筆者 芹沢俊介）
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＜種子植物 被子植物 真正双子葉類 サクラソウ科＞ 愛知県：情報不足 （国：絶滅危惧ⅠＢ類）

＜ANGIOSPERMAE PRIMULACEAE＞ AICHI：DD （JAPAN：EN）

オオツルコウジ Ardisia montana (Miq.) Sieb.

【選定理由】 
 愛知県に生育するという報告があるが、標本を確認できない。記述から推定すれば、絶滅危惧Ⅰ
Ａ類またはⅠＢ類になると思われる。 

【形 態】 
 常緑性小低木で高さ 10～20cm になる。ほふく茎は長く伸び、葉はつかない。茎の上部は葉柄や
花柄とともに淡褐色の開出長軟毛と粒状毛がある。葉は 3～5 輪生し、楕円形で長さ 5～10cm、や
や革質で光沢があり、鋸歯縁で裏面の脈に長軟毛がある。花はやや紅を帯びた白色で、6～8 月に開
花し、葉腋に散形状に数個つく。実は液果、球形で径 6～8mm、12～1 月に赤色に熟す（小林, 2012）。
ただしこの記述が愛知県産の材料についてのものか、もっと広域の材料についてのものかはよくわ
からない。 
【分布の概要】 

【県内の分布】 
 東：17 田原東部で記録されている（小林
2010, 2012）。2006 年 7 月に撮影されたとい
う写真も掲載されている。 

【国内の分布】 
 本州（関東地方南部以西）、九州。

【世界の分布】 
 日本固有種。

【生育地の環境／生態的特性】 
 「スダジイが優占し、モチノキやクロガネモチ、マダケが混生
する北斜面の暗い林床」と記述されている。 

【現在の生育状況／減少の要因】 
 量的な記述はない。

【保全上の留意点】 
 一般的に言えば、生育地の林を保全する必要がある。

【特記事項】 
 ヤブコウジとツルコウジの中間的な形状をした植物である。ツルコウジは愛知県では新城、豊川、
蒲郡、豊橋北部、額田、岡崎北部、西尾南部に生育している。

【引用文献】
小林元男, 2010. 第 7 章第 2 節 愛知県の絶滅危惧植物. 愛知県史編さん委員会(編), 愛知県史別編自然 pp.574-596. 愛知県. 
小林元男, 2012. 愛知県樹木誌. 620pp. 自刊. 

【関連文献】 
保木Ⅰp.110、平木Ⅱp.159.

（執筆者 芹沢俊介）
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＜種子植物 被子植物 真正双子葉類 スイカズラ科＞ 愛知県：情報不足 （国：リスト外）

＜ANGIOSPERMAE CAPRIFOLIACEAE＞ AICHI：DD （JAPAN：－）

キンレイカ Patrinia triloba (Miq.) Miq. var. palmata (Maxim.) H.Hara

【選定理由】 
 愛知県に生育するという報告があるが、標本を確認できない。記述から推定すれば、絶滅危惧Ⅰ
Ａ類になると思われる。 

【形 態】 
 葉は対生し、掌状に 3～5 中裂し、裂片には欠刻または鋸歯がある。花は黄色で 7 月に開花し、花
弁に明確な距がある（小林, 2010）。植物体の大きさ、葉の大きさなどについての具体的な記述はな
い。

【分布の概要】 

【県内の分布】 
 東：3 東栄で記録されている（小林, 2010）。
2008 年 7 月に撮影したという写真も掲載さ
れている。 

【国内の分布】 
 本州（関東地方以西の太平洋側）、九州。基
準変種のコキンレイカ（ハクサンオミナエシ）
は花がやや小さく、距も小さいもので、本州
日本海側の山地に分布する。

【世界の分布】 
 日本固有。種としても日本固有である。

【生育地の環境／生態的特性】 
 通常は岩崖地に生育するが、愛知県の自生地については記述が
ない。 

【現在の生育状況／減少の要因】 
 「1 カ所少数株を確認した。この自生地も、ニホンカモシカによる食害が発生しており、開花個体
はほとんどなく存続が危惧される」と記述されている。 

【保全上の留意点】 
 一般的に言えば、生育地の個別的保全と園芸目的の採取の防止が必要である。記述からは、食害
防止も重要と思われる。 

【引用文献】
小林元男, 2010. 第 7 章第 2 節 愛知県の絶滅危惧植物. 愛知県史編さん委員会(編), 愛知県史別編自然 pp.574-596. 愛知県. 

【関連文献】 
保草Ⅰp.103、平草Ⅲp.147. 

（執筆者 芹沢俊介）
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