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報告書
H7
瀬戸

第4号 第7号

1 ミズゴケ目 ミズゴケ科 ミズゴケ属 オオミズゴケ Sphagnum palustre ○ ○ NT
2 ミズゴケ目 ミズゴケ科 ミズゴケ属 ミズゴケ属 Sphagnum  sp. ○
3 キセルゴケ目 キセルゴケ科 イクビゴケ属 イクビゴケ Diphyscium fulvifolium ○
4 スギゴケ目 スギゴケ科 タチゴケ属 ヒメタチゴケ Atrichum rhystophyllum ○
5 スギゴケ目 スギゴケ科 タチゴケ属 ナミガタタチゴケ Atrichum undulatum ○
6 スギゴケ目 スギゴケ科 ニワスギゴケ属 ホウライスギゴケ Pogonatum cirratum ○
7 スギゴケ目 スギゴケ科 ニワスギゴケ属 コスギゴケ Pogonatum inflexum ○ ○
8 スギゴケ目 スギゴケ科 スギゴケ属 ウマスギゴケ Polytrichum commune ○
9 ホウオウゴケ目 ホウオウゴケ科 ホウオウゴケ属 コホウオウゴケ Fissidens adelphinus ○
10 ホウオウゴケ目 ホウオウゴケ科 ホウオウゴケ属 トサカホウオウゴケ Fissidens dubius ○
11 ホウオウゴケ目 ホウオウゴケ科 ホウオウゴケ属 ガーベルホウオウゴケ Fissidens gardneri ○
12 ホウオウゴケ目 ホウオウゴケ科 ホウオウゴケ属 ナガサキホウオウゴケ Fissidens geminiflorus ○
13 ホウオウゴケ目 ホウオウゴケ科 ホウオウゴケ属 ヒメホウオウゴケ Fissidens gymnogynus ○
14 ホウオウゴケ目 ホウオウゴケ科 ホウオウゴケ属 ホウオウゴケ Fissidens nobilis ○
15 ホウオウゴケ目 ホウオウゴケ科 ホウオウゴケ属 キャラボクゴケ Fissidens taxifolius ○
16 ホウオウゴケ目 ホウオウゴケ科 ホウオウゴケ属 チャボホウオウゴケ Fissidens tosaensis ○
17 シッポゴケ目 キンシゴケ科 ヤノウエノアカゴケ属 ヤノウエノアカゴケ Ceratodon purpureus ○
18 シッポゴケ目 キンシゴケ科 キンシゴケ属 キンシゴケ Ditrichum pallidum ○
19 シッポゴケ目 シッポゴケ科 シシゴケ属 シシゴケ Brothera leana ○ ○
20 シッポゴケ目 シッポゴケ科 ツリバリゴケ属 ヤマトフデゴケ Campylopus japonicus ○ ○
21 シッポゴケ目 シッポゴケ科 ツリバリゴケ属 フデゴケ Campylopus umbellatus ○ ○
22 シッポゴケ目 シッポゴケ科 コブゴケ属 チヂミバコブゴケ Oncophorus crispifolius ○
23 シッポゴケ目 シッポゴケ科 ススキゴケ属 ホウライオバナゴケ Dicranella coarctata ○
24 シッポゴケ目 シッポゴケ科 ススキゴケ属 ススキゴケ Dicranella heteromalla ○
25 シッポゴケ目 シッポゴケ科 ススキゴケ属 ヒロハススキゴケ Dicranella palustris ○
26 シッポゴケ目 シッポゴケ科 シッポゴケ属 カギカモジゴケ Dicranum hamulosum ○
27 シッポゴケ目 シッポゴケ科 シッポゴケ属 シッポゴケ Dicranum japonicum ○
28 シッポゴケ目 シッポゴケ科 シッポゴケ属 カモジゴケ Dicranum scoparium ○
29 シッポゴケ目 シッポゴケ科 ナガダイゴケ属 ユミダイゴケ Trematodon longicollis ○ ○
30 シッポゴケ目 シラガゴケ科 シラガゴケ属 アラハシラガゴケ Leucobryum bowringii ○
31 シッポゴケ目 シラガゴケ科 シラガゴケ属 ホソバオキナゴケ Leucobryum juniperoideum ○ ○
32 シッポゴケ目 シラガゴケ科 シラガゴケ属 オオシラガゴケ Leucobryum scabrum ○
33 センボンゴケ目 センボンゴケ科 ネジクチゴケ属 ネジクチゴケ Barbula unguiculata ○
34 センボンゴケ目 センボンゴケ科 ハマキゴケ属 ハマキゴケ Hyophila propagulifera ○
35 センボンゴケ目 センボンゴケ科 コゴケ属 ツチノウエノコゴケ Weissia controversa ○ ○
36 センボンゴケ目 センボンゴケ科 コゴケ属 ツチノウエノタマゴケ Weissia crispa ○
37 センボンゴケ目 センボンゴケ科 コゴケモドキ属 ホソコゴケモドキ Weisiopsis anomala ○
38 ギボウシゴケ目 ギボウシゴケ科 ギボウシゴケ属 ケギボウシゴケ Grimmia pilifera ○
39 ギボウシゴケ目 ギボウシゴケ科 チヂレゴケ属 ハチヂレゴケ Ptychomitrium dentatum ○
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40 ギボウシゴケ目 ギボウシゴケ科 チヂレゴケ属 シナチヂレゴケ Ptychomitrium gardneri ○
41 ギボウシゴケ目 ギボウシゴケ科 チヂレゴケ属 ナガバチヂレゴケ Ptychomitrium linearifolium ○
42 ギボウシゴケ目 ギボウシゴケ科 シモフリゴケ属 コバノスナゴケ Racomitrium barbuloides ○
43 ギボウシゴケ目 ギボウシゴケ科 シモフリゴケ属 スナゴケ Racomitrium canescens ssp. latifolium ○
44 ギボウシゴケ目 ギボウシゴケ科 シモフリゴケ属 エゾスナゴケ Racomitrium japonicum ○
45 ギボウシゴケ目 ギボウシゴケ科 シモフリゴケ属 トカチスナゴケ Racomitrium laetum ○
46 ギボウシゴケ目 ギボウシゴケ科 シモフリゴケ属 ナガエノスナゴケ Racomitrium fasciculare var. atroviride ○
47 ギボウシゴケ目 ギボウシゴケ科 ミズギボウシゴケ属 ホソバギボウシゴケ Schistidium strictum ○
48 ギボウシゴケ目 ヒナノハイゴケ科 サヤゴケ属 サヤゴケ Glyphomitrium humillimum ○ ○
49 ギボウシゴケ目 ヒナノハイゴケ科 ヒナノハイゴケ属 クチベニゴケ Venturiella sinensis ○
50 ヒョウタンゴケ目 ヒョウタンゴケ科 ヒョウタンゴケ属 ヒョウタンゴケ Funaria hygrometrica ○
51 ヒョウタンゴケ目 ヒョウタンゴケ科 ツリガネゴケ属 ヒロクチゴケ Physcomitrium eurystomum ○ ○
52 ヒョウタンゴケ目 ヒョウタンゴケ科 ツリガネゴケ属 アゼゴケ Physcomitrium sphaericum ○
53 ホンマゴケ目 ハリガネゴケ科 ウリゴケ属 ホソウリゴケ Brachymenium exile ○ ○
54 ホンマゴケ目 ハリガネゴケ科 ハリガネゴケ属 エゾハリガネゴケ Bryum arcticum ○
55 ホンマゴケ目 ハリガネゴケ科 ハリガネゴケ属 ギンゴケ Bryum argenteum ○
56 ホンマゴケ目 ハリガネゴケ科 ハリガネゴケ属 ハリガネゴケ Bryum capillare ○
57 ホンマゴケ目 ハリガネゴケ科 ハリガネゴケ属 オオハリガネゴケ Bryum pseudotriquetrum ○
58 ホンマゴケ目 ハリガネゴケ科 ヘチマゴケ属 ケヘチマゴケ Pohlia flexuosa ○ ○
59 ホンマゴケ目 ハリガネゴケ科 カサゴケ属 オオカサゴケ Rhodobryum giganteum ○
60 ホンマゴケ目 チョウチンゴケ科 チョウチンゴケ属 ナメリチョウチンゴケ Mnium laevinerve ○
61 ホンマゴケ目 チョウチンゴケ科 ツルチョウチンゴケ属 コツボゴケ Plagiomnium acutum ○
62 ホンマゴケ目 チョウチンゴケ科 ツルチョウチンゴケ属 ツボゴケ Plagiomnium cuspidatum ○
63 ホンマゴケ目 チョウチンゴケ科 ツルチョウチンゴケ属 ツルチョウチンゴケ Plagiomnium maximoviczii ○ ○
64 ホンマゴケ目 チョウチンゴケ科 ウチワチョウチンゴケ属 ケチョウチンゴケ Rhizomnium tuomikoskii ○
65 ホンマゴケ目 チョウチンゴケ科 コバノチョウチンゴケ属 コバノチョウチンゴケ Trachycystis microphylla ○ ○
66 ホンマゴケ目 ヒノキゴケ科 ヒノキゴケ属 ヒノキゴケ Pyrrhobryum dozyanum ○
67 ホンマゴケ目 ヒノキゴケ科 ヒノキゴケ属 ヒロハヒノキゴケ Pyrrhobryum latifolium ○
68 ホンマゴケ目 タマゴケ科 タマゴケ属 オオタマゴケ Bartramia pomiformis ○
69 ホンマゴケ目 タマゴケ科 サワゴケ属 カマサワゴケ Philonotis falcata ○
70 ホンマゴケ目 タマゴケ科 サワゴケ属 オオサワゴケ Philonotis turneriana ○
71 ホンマゴケ目 タマゴケ科 サワゴケ属 エゾサワゴケ Philonotis yezoana ○
72 タチヒダゴケ目 タチヒダゴケ科 タチヒダゴケ属 コゴメタチヒダゴケ Orthotrichum fortunatii ○
73 タチヒダゴケ目 タチヒダゴケ科 タチヒダゴケ属 タチヒダゴケ Orthotrichum consobrinum ○
74 タチヒダゴケ目 タチヒダゴケ科 ミノゴケ属 ミノゴケ属 Macromitrium  sp. ○ ○
75 イヌマゴケ目 カワゴケ科 コシノヤバネゴケ属 コシノヤバネゴケ Dichelyma japonicum ○ CR+EN
76 イヌマゴケ目 イトヒバゴケ科 スズゴケ属 ヒメスズゴケ Forsstroemia cryphaeoides ○
77 イヌマゴケ目 オオトラノオゴケ科 オオトラノオゴケ属 オオトラノオゴケ Thamnobryum subseriatum ○
78 イヌマゴケ目 ヒムロゴケ科 オオキヌタゴケ属 オオキヌタゴケ Oedicladium serricuspe ○
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79 イヌマゴケ目 ハイヒモゴケ科 イトゴケ属 キヌヒバゴケ Barbella cubensis ○
80 イヌマゴケ目 ハイヒモゴケ科 イトゴケ属 キヨスミイトゴケ Barbella flagellifera ○
81 イヌマゴケ目 ハイヒモゴケ科 イトゴケ属 イトゴケ Barbella pendula ○ CR
82 イヌマゴケ目 ハイヒモゴケ科 シノブイトゴケ属 ヒロハシノブイトゴケ Floribundaria aurea ssp. nipponica ○ NT
83 イヌマゴケ目 ハイヒモゴケ科 ハイヒモゴケ属 コハイヒモゴケ Meteorium buchananii ssp. helminthocladulum ○
84 イヌマゴケ目 ヒラゴケ科 ヒラゴケ属 チャボヒラゴケ Neckera humilis ○
85 イヌマゴケ目 ヒラゴケ科 リボンゴケ属 リボンゴケ Neckeropsis nitidula ○
86 アブラゴケ目 アブラゴケ科 イバラゴケ属 イバラゴケ Calyptrochaeta japonica ○ VU
87 アブラゴケ目 アブラゴケ科 アブラゴケ属 リュウキュウアブラゴケ Hookeria acutifolia ○
88 アブラゴケ目 クジャクゴケ科 クジャクゴケ属 クジャクゴケ Hypopterygium fauriei ○
89 シトネゴケ目 コゴメゴケ科 コゴメゴケ属 コゴメゴケ Fabronia matsumurae ○
90 シトネゴケ目 コゴメゴケ科 ケゴケ属 キノウエノケゴケ Schwetschkea matsumurae ○
91 シトネゴケ目 シノブゴケ科 チャボスズゴケ属 チャボスズゴケ Boulaya mittenii ○
92 シトネゴケ目 シノブゴケ科 コバノキヌゴケ属 コメバキヌゴケ Haplocladium microphyllum ○
93 シトネゴケ目 シノブゴケ科 イワイトゴケ属 イワイトゴケモドキ Haplohymenium sieboldii ○ ○
94 シトネゴケ目 シノブゴケ科 イワイトゴケ属 イワイトゴケ Haplohymenium triste ○
95 シトネゴケ目 シノブゴケ科 ラセンゴケ属 ラセンゴケ Herpetineuron toccoae ○
96 シトネゴケ目 シノブゴケ科 シノブゴケ属 ヒメシノブゴケ Thuidium cymbifolium ○
97 シトネゴケ目 シノブゴケ科 シノブゴケ属 トヤマシノブゴケ Thuidium kanedae Sak. ○
98 シトネゴケ目 シノブゴケ科 シノブゴケ属 コバノエゾシノブゴケ Thuidium recognitum var. delicatulum ○
99 シトネゴケ目 シノブゴケ科 シノブゴケ属 オオシノブゴケ Thuidium tamariscinum ○
100 シトネゴケ目 アオギヌゴケ科 アオギヌゴケ属 ナガヒツジゴケ Brachythecium buchananii ○
101 シトネゴケ目 アオギヌゴケ科 アオギヌゴケ属 ヒツジゴケ Brachythecium moriense ○
102 シトネゴケ目 アオギヌゴケ科 アオギヌゴケ属 アオギヌゴケ属 Brachythecium  sp. ○
103 シトネゴケ目 アオギヌゴケ科 アオギヌゴケ属 ハネヒツジゴケ Brachythecium plumosum ○ ○
104 シトネゴケ目 アオギヌゴケ科 ヤノネゴケ属 ヤノネゴケ Bryhnia novae-angliae ○
105 シトネゴケ目 アオギヌゴケ科 ツルハシゴケ属 ツクシナギゴケモドキ Eurhynchium hians ○
106 シトネゴケ目 アオギヌゴケ科 カヤゴケ属 コカヤゴケ Rhynchostegium pallidifolium ○
107 シトネゴケ目 ツヤゴケ科 ツヤゴケ属 ヒロツヤゴケ Entodon challengeri ○
108 シトネゴケ目 ツヤゴケ科 ツヤゴケ属 エダツヤゴケ Entodon rubicundus ○
109 シトネゴケ目 サナダゴケ科 サナダゴケ属 ジョウロウイチイゴケ Plagiothecium euryphyllum ○
110 シトネゴケ目 サナダゴケ科 サナダゴケ属 ミヤマサナダゴケ Plagiothecium nemorale ○
111 シトネゴケ目 ナガハシゴケ科 カガミゴケ属 カガミゴケ Brotherella henonii ○ ○
112 シトネゴケ目 ナガハシゴケ科 コモチイトゴケ属 コモチイトゴケ Pylaisiadelpha tenuirostris ○
113 シトネゴケ目 ナガハシゴケ科 ナガハシゴケ属 ナガハシゴケ Sematophyllum subhumile ssp. japonicum ○ ○
114 シトネゴケ目 ハイゴケ科 クサゴケ属 クサゴケ Callicladium haldanianum ○
115 シトネゴケ目 ハイゴケ科 ミヤマハイゴケ属 ミヤマハイゴケ Eurohypnum leptothallum ○
116 シトネゴケ目 ハイゴケ科 ハイゴケ属 ヒメハイゴケ Hypnum oldhamii ○
117 シトネゴケ目 ハイゴケ科 ハイゴケ属 ハイゴケ Hypnum plumaeforme ○ ○
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118 シトネゴケ目 ハイゴケ科 アカイチイゴケ属 アカイチイゴケ Pseudotaxiphyllum pohliaecarpum ○ ○
119 シトネゴケ目 ハイゴケ科 キャラハゴケ属 コウライイチイゴケ Taxiphyllum alternans ○
120 シトネゴケ目 ハイゴケ科 キャラハゴケ属 キャラハゴケ Taxiphyllum taxirameum ○
121 シトネゴケ目 イワダレゴケ科 リュウビゴケ属 フトリュウビゴケ Loeskeobryum cavifolium ○
122 ゼニゴケ目 ジンガサゴケ科 ジンガサゴケ属 ジンガサゴケ Reboulia hemisphaerica subsp. orientalis ○ ○
123 ウスバゼニゴケ目 ムチゴケ科 コスギバゴケ属 ウスバゼニゴケ Kurzia makinoana ○
124 ゼニゴケ目 ジャゴケ科 ジャゴケ属 ジャゴケ Conocephalum conicum ○ ○ ○
125 ゼニゴケ目 ジャゴケ科 ジャゴケ属 ヒメジャゴケ Conocephalum japonicum ○
126 ゼニゴケ目 ケゼニゴケ科 ケゼニゴケ属 ケゼニゴケ Dumortiera hirsuta subsp. hirsuta ○ ○
127 ゼニゴケ目 ムチゴケ科 ムチゴケ属 トサノゼニゴケ Bazzania pompeana ○
128 ゼニゴケ目 ゼニゴケ科 ゼニゴケ属 ゼニゴケ Marchantia polymorpha subsp. ruderalis ○ ○
129 ゼニゴケ目 ムチゴケ科 スギバゴケ属 ヤワラゼニゴケ Lepidozia vitrea ○ VU
130 ゼニゴケ目 ウキゴケ科 ウキゴケ属 ハタケゴケ Riccia bifurca ○
131 ゼニゴケ目 ウキゴケ科 ウキゴケ属 コハタケゴケ Riccia huebeneriana ○
132 ゼニゴケ目 ウキゴケ科 ウキゴケ属 ミヤケハタケゴケ Riccia miyakeana ○
133 ゼニゴケ目 ミゾゴケ科 アカウロコゴケ属 イチョウウキゴケ Nardia assamica ○ ○ ＮＴ NT
134 ウロコゼニゴケ目 ムチゴケ科 ムチゴケ属 ミヤマミズゼニゴケ Bazzania tridens ○ VU
135 クモノスゴケ目 ムチゴケ科 スギバゴケ属 クモノスゴケ Lepidozia vitrea ○
136 ミズゼニゴケ目 ムチゴケ科 ムチゴケ属 ホソバミズゼニゴケ Bazzania pompeana ○
137 フタマタゴケ目 スジゴケ科 ミドリゼニゴケ属 ミズゼニゴケモドキ Aneura maxima ○
138 フタマタゴケ目 ヒシャクゴケ科 シロコオイゴケ属 ヤマトフタマタゴケ Diplophyllum serrulatum ○
139 フタマタゴケ目 ミゾゴケ科 アカウロコゴケ属 コモチフタマタゴケ Nardia assamica ○
140 ツボミゴケ目 ヒシャクゴケ科 シロコオイゴケ属 ノコギリコオイゴケ Diplophyllum serrulatum ○
141 ツボミゴケ目 ヒシャクゴケ科 ヒシャクゴケ属 チャボヒシャクゴケ Scapania stephanii ○
142 ツボミゴケ目 ヒシャクゴケ科 シロコオイゴケ属 チャボホラゴケモドキ Diplophyllum serrulatum ○
143 ツボミゴケ目 ミゾゴケ科 アカウロコゴケ属 トサホラゴケモドキ Nardia assamica ○
144 ツボミゴケ目 ミゾゴケ科 アカウロコゴケ属 アカウロコゴケ Nardia assamica ○
145 ツボミゴケ目 ムチゴケ科 ムチゴケ属 ヤマトムチゴケ Bazzania japonica ○
146 ツボミゴケ目 ムチゴケ科 ムチゴケ属 ムチゴケ Bazzania pompeana ○
147 ツボミゴケ目 ムチゴケ科 ムチゴケ属 コムチゴケ Bazzania tridens ○
148 ツボミゴケ目 ムチゴケ科 コスギバゴケ属 コスギバゴケ Kurzia makinoana ○
149 ツボミゴケ目 ムチゴケ科 スギバゴケ属 スギバゴケ Lepidozia vitrea ○ ○
150 ツボミゴケ目 ウロコゴケ科 ウロコゴケ属 オオウロコゴケ Heteroscyphus coalitus ○
151 ツボミゴケ目 ウロコゴケ科 ウロコゴケ属 ツクシウロコゴケ Heteroscyphus planus ○
152 ツボミゴケ目 ウロコゴケ科 トサカゴケ属 トサカゴケ Lophocolea heterophylla ○
153 ツボミゴケ目 ウロコゴケ科 トサカゴケ属 ヒメトサカゴケ Lophocolea minor ○
154 ツボミゴケ目 ハネゴケ科 ハネゴケ属 コハネゴケ Plagiochila sciophila ○
155 ツボミゴケ目 ヤスデゴケ科 ヤスデゴケ属 カギヤスデゴケ Frullania hamatiloba ○
156 ツボミゴケ目 ヤスデゴケ科 ヤスデゴケ属 シダレヤスデゴケ Frullania moniliata ○
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157 ツボミゴケ目 ヤスデゴケ科 ヤスデゴケ属 カラヤスデゴケ Frullania muscicola ○
158 ツボミゴケ目 ヒメウルシゴケ科 ヒメウルシゴケ属 ヒメウルシゴケ Jubula hutchinsiae ○
159 ツボミゴケ目 クサリゴケ科 ミノリゴケ属 ヒメミノリゴケ Acrolejeunea pusilla ○
160 ツボミゴケ目 クサリゴケ科 ミノリゴケ属 フルノコゴケ Acrolejeunea sandvicensis ○
161 ツボミゴケ目 クサリゴケ科 ヒメクサリゴケ属 ヤマトヨウジョウゴケ Cololejeunea japonica ○
162 ツボミゴケ目 クサリゴケ科 ヒメクサリゴケ属 ナガシタバヨウジョウゴケ Cololejeunea raduliloba ○
163 ツボミゴケ目 クサリゴケ科 ヒメクサリゴケ属 ヨウジョウゴケ Cololejeunea trichomanis ○ ＮＴ EN
164 ツボミゴケ目 クサリゴケ科 クサリゴケ属 ヤマトコミミゴケ Lejeunea japonica ○
165 ツボミゴケ目 クサリゴケ科 カビゴケ属 カビゴケ Leptolejeunea elliptica ○ ＮＴ VU
166 ツボミゴケ目 クラマゴケモドキ科 クラマゴケモドキ属 チヂミカヤゴケ Porella ulophylla ○
合計 21目 54科 106属 42 1 150 1 0 0 7 6
注1）種名及び配列等は、「日本産蘚類チェックリスト、タイ類・ツノゴケ類チェックリスト」（公益財団法人服部植物研究所HP、令和2年2月閲覧）を基本とした。
注2）確認種リストは文献での記録を元に作成しているため、分布に疑義がある種も含まれている。
注3）科、属等までで種として確定していないものも、1種として計上している。
重要種凡例）
文化財：「文化財保護法」（昭和25年6月30日法律第214号、最終改正：平成30年6月）
　　特天：特別天然記念物、天：天然記念物
種の保存法：「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成4年法律第75号、最終改正：令和2年1月）
　　国内：国内希少野生動植物種、緊急：緊急指定種
環境省RL：「環境省レッドリスト2019の公表について」（環境省報道発表資料、平成31年1月）
　　EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR＋EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群
愛知県RL：「レッドリストあいち2015」（愛知県、平成27年1月）
　　EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR＋EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群

166種


