
絶滅危倶野生植物一覧

シダ植物

県ランク 国ランク

ヒカゲノカズラ科

チシマヒカゲノカズラ CR EN 

スギラン DD EN 

イワヒパ科

イワヒノ号 vu 
ミズニラ科

ヒメミズニラ EN vu 
ミズニラ vu vu 

トクサ科

トクサ EN 

イヌドクサ vu 
ウラジロ科

ウラジロ EX 

コケシノブ科

アオホラゴケ EX 

シノブ科

シノブ EN 

ホウライシダ干斗

ミズ、ワラビ CR 

ハコネシダ CR 

リシリシノブ EN 

カラクサシダ vu 
チャセンシダ科

イワトラノオ CR 

クモノスシダ EN 

オシダ科

ニオイシダ CR 

ミサキカグマ EN 

ミヤマクマワラビ EN 

イワデンダ科

コウライイヌワラビ EX EN 

ウスヒメワラビ CR 

ヌリワラビ CR 

イワヤシダ CR 

コガネシダ CR 
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ウサギシダ EN 

ウラボシ科

ヒメノキシノブ CR 

ヒメサジラン CR 

ビロードシダ DD 

イワオモダカ DD 

デンジソウ科

デンジソウ CR vu 
サンショウモ干斗

サンショウモ vu vu 
アカウキクサ干斗

オオアカウキクサ vu vu 
種子植物

裸子植物

ヒノキ科

ノ、イネズ CR 

ハイビャクシン EN 

被子植物

双子葉植物

離弁花類

ヤナギ科

ドロノキ CR 

エゾノキヌヤナギ CR 

マルパヤナギ EN 

オオパヤナギ vu 
カバノキ科

クマシデ EN 

ハシバミ EN 

アサダ EN 

イヌシデ、 DD 

イラクサ科

ヤマミズ CR 

コケミズ CR 

ヤプマオモドキ vu 
ヤドリギ科

ホザキヤドリギ CR 
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ツチトリモチ科

ミヤマッチトリモチ CR vu 
タデ干斗

ナガバノウナギツカミ EX 

ヌカボタデ CR vu 
ヤナギヌカボ CR vu 
ホソノTイヌタデ CR EN 

ハマミチヤナギ CR 

マダイオウ EN 

ニオイタデ vu 
サナエタデ NT 

ノダイオウ NT vu 
ボントクタデ DD 

ツルナ手斗

ツルナ CR 

ナデシコ科

イトハコベ EX 

ハマハコベ EN 

オオバナノミミナグサ vu 
チョウカイフスマ NT vu 

アカザ科

ヤマアカザ EX 

カワラアカザ EX 

モクレン科

チョウセンゴミシ EN 

クスノキ科

シロダモ NT 

ヤマグルマ科

ヤマグルマ vu 
キンポウゲ科

コキツネノボタン EX vu 
ヒメキンポウゲ EX vu 
ガッサントリカブト CR 

イイデトリカブト CR 新

サンリンソウ CR 

カザグルマ CR vu 
エゾイチゲ CR 
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ミチノクフクジュソウ EN vu 
オキナグサ EN vu 
オオバショウマ EN 

セリパオウレン EN 

オオレイジンソウ vu 
アズマレイジンソウ vu 
フクジュソウ NT vu 
エゾノリュウキンカ NT 

ミスミソウ NT NT 

パイカモ NT 

メギ科

ナンブソウ EN 

トガクシショウマ vu vu 
アケビ科

ムベ EN 

スイレン科

オゼコウホネ CR vu 
マツモ科

マツモ NT 

ドクダミ科

ハンゲショウ EN 

ウマノスズクサ科

マルパウマノスズクサ EN EN 

ミチノクサイシン EN vu 
アラカワカンアオイ vu 
オクエゾサイシン NT 

コシノカンアオイ NT NT 

ボタン科

ベニバナヤマシャクヤク EN EN 

ヤマシャクヤク vu vu 
オトギリソウ科

トモエソウ vu 
ケシ科

コマクサ vu 
オサパグサ vu 
ナガミノツルキケマン NT NT 
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アブラナ科

エゾハタザオ CR 

ヒロハコンロンソウ vu 
ベンケイソウ手斗

アオノイワレンゲ EN 

ユキノシタ科

シコタンソウ CR 

オオシラヒゲソウ EN 

タコノアシ EN vu 
ホクリクネコノメ vu 
ヤシャビシャク vu vu 
エゾスグリ DD 

ザリコミ DD 

パラ科

シモキタイチゴ EX 

ザイフリボク CR 

カワラサイコ CR 

エゾツルキンパイ CR 

キンロパイ CR vu 
ヤマナシ CR 

イワテヤマナシ CR 

クロパナロウゲ CR 

クサボケ EN 

オオウラジロノキ EN 

マルパシャリンパイ EN 

ミツモトソウ EN 

ヒロハノカワラサイコ vu 
エチゴツルキジムシロ vu 
オオタカネパラ vu 
タカネパラ vu 
フユイチゴ vu 
コキンノてイ vu 
アオナシ DD 

マメ科

マキエハギ CR 

センダイハギ CR 

ヨツバハギ EN 
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フウロソウ科

トウダイグサ科

ミカン科

カエデ科

モチノキ科

ニシキギ科

ツゲ科

クロウメモドキ手斗

ジンチョウゲ科

スミレ科

コマツナギ

エゾノレンリソウ

イヌハギ

イタチササゲ

タカネグンナイフウロ

タチフウロ

チシマフウロ

ミツバフウロ

トウダイグサ

ノウルシ

マツカゼ、ソウ

チドリノキ

オオイタヤメイゲツ

メグスリノキ

モチノキ

ウメモドキ

オクノフウリンウメモドキ

イワウメヅyレ

ツゲ

クロカンバ

ナニワズ

エゾノタチツボスミレ

サクラスミレ

ケマルパスミレ

アナマスミレ

シロスミレ

ヒゴスミレ

vu 
vu 
vu 
vu 

EX 

EX 

CR 

CR 

CR 

NT 

EN 

CR 

EN 

vu 

CR 

CR 

EN 

NT 

vu 

vu 

vu 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

EN 
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vu 

vu 
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コタチツボスミレ EN 

ツルタチツボスミレ EN 

エイザンスミレ vu 
イソスミレ vu 
ニオイタチツボスミレ vu 
ヒナスミレ vu 

ウリ科

ゴキヅル vu 
ミソハギ科

ミズキカシグサ CR EN 

ミズマツバ EN vu 
ヒシ科

ヒメビシ EN vu 
アカパナ手ヰ

ヤナギラン vu 
アリノトウグサ科

オグラノフサモ CR vu 
ホザキノフサモ vu 
タチモ vu NT 

ヤマトグサ科

ヤマトグサ vu 
スギナモ科

スギナモ EX 

セリ科

ホタルサイコ vu 
ムカゴニンジン NT 

合弁花類

イチヤクソウ科

ベニバナイチヤクソウ vu 
ツツジ手斗

アプラツツジ EX 

エゾツツジ EX 

イワヒゲ CR 

トウゴクミツノすツツジ EN 

ヒメシャクナゲ vu 
ハリガネカズラ vu 
イソツツジ vu 
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アズマシャクナゲ NT 

イワツツジ DD 

サクラソウ干斗

ミヤマタゴボウ CR 

クリンソウ CR 

オオサクラソウ CR 

ユキワリコザクラ CR 

サクラソウ CR vu 
コツマトリソウ CR 

ヤナギトラノオ NT 

ハイハマボッス NT vu 
エゴノキ科

オオパアサガラ CR 

モクセイ手斗

デワノトネリコ CR 

ヤマトアオダモ EN 

ハシドイ EN 

リンドウ科

ハルリンドウ CR 

イヌセンブリ CR vu 
テングノコヅチ CR EN 

ホソパノツルリンドウ CR EN 

リンドウ vu 
イイデリンドウ vu vu 
アケボノソウ NT 

ミツガシワ科

アサザ EW vu 
キョウチクトウ科

チョウジソウ vu vu 
テイカカズラ NT 

ガガイモ科

フナノすラソウ EX 

コカモメヅル EX 

スズサイコ NT vu 
アカネ科

ハナムグラ EX EN 

フタノTムグラ vu 
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アカネムグラ NT 

キクムグラ DD 

ムラサキ科

ムラサキ CR EN 

ハマベンケイソウ CR 

エチゴルリソウ DD 

コシジタビラコ DD 

クマツヅラ科

コムラサキ CR 

カリガネソウ CR 

アワゴケ科

ミズハコベ vu 
シソ手斗

カイジンドウ EX EN 

ムシャリンドウ EX EN 

フトボナギナタコウジュ EX 

ミズトラノオ EX vu 
ヤマジソ EX vu 
キセワタ CR vu 
ミヤマタムラソウ CR 

メハジキ EN 

テイネニガクサ DD EN 

イヌニガクサ DD CR 

フジウツギ科

フジウツギ EN 

ゴマノハグサ科

エゾルリトラノオ EX 

イワプクロ CR 

ビロードトラノオ CR 

イヌノフグリ CR vu 
カワヂシヤ CR NT 

シコクママコナ CR 

ツシマママコナ CR 

マルパコゴメグサ CR vu 
アブノメ CR 

タチコゴメグサ EN 

ミヤマクワガタ EN 
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マルバノサワトウガラシ vu EN 

ヤマルリトラノオ vu 
エチゴトラノオ vu 
エゾヒナノウスツボ vu 
ヒヨクソウ DD  

ヒシモドキ科

ヒシモドキ CR CR 

ハマウツボ科

ハマウツボ EN 

ナンバンギセル vu 
オオナンバンギセル vu 
キヨスミウツボ DD 

タヌキモ干斗

フサタヌキモ EX CR 

ホザキノミミカキグサ EN 

ミミカキグサ vu 
ヒメタヌキモ vu vu 
ムラサキミミカキグサ vu vu 
イヌタヌキモ NT vu 

スイカズラ手斗

リンネソウ CR 

クロブシヒョウタンボク CR 

ウゼンベニバナヒョウタンボク CR 

コウグイスカグラ EN 

ソクズ vu 
レンプクソウ科

レンプクソウ EN 

オミナエシ科

オミナエシ vu 
カノコソウ vu 

マツムシソウ手斗

マツムシソウ CR 

ナベナ EN 

キキョウ科

シデシヤジン CR 

イワギキョウ CR 

フクシマシヤジン EN 
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キキョウ EN vu 
ヤマホタルプクロ vu 

キク科

キタノコギリソウ EX vu 
タカサゴソウ EX vu 
シカギク EX 

オカオグルマ EX 

ノコギリソウ CR 

エゾノコギリソウ CR 

アサギリソウ CR 

ヒメシオン CR 

モリアザミ CR 

トウノアザミ CR 

ウゴシオギク CR 

アキノハハコグサ CR EN 

シュウブンソウ CR 

ヒメヒゴタイ CR vu 
エゾムカシヨモギ CR 

ヤマタイミンガサ EN 

オオガンクビソウ EN 

ヒメガンクビソウ EN 

カワラニガナ EN vu 
クロトウヒレン EN 

エゾノタウコギ EN 

ホソノTコンギク vu 
チョウカイアザミ vu vu 
ザオウアザミ vu 
イワインチン vu 
アズマギク vu 
ムラサキニガナ vu 
センダイトウヒレン vu 
オクキタアザミ vu 
サワギク vu 
アオヤギパナ vu 
タチアザミ NT 

オオニガナ NT vu 
ミヤマキタアザミ NT vu 
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トガヒゴタイ NT 

オクコガネギク NT 

ウスギタンポポ NT 

単子葉植物

オモダカ科

マルパオモダカ CR vu 
サジオモダカ EN 

アギナシ vu NT 

トチカガミ科

スブタ CR vu 
トチカガミ EN 

ヤナギスプタ vu 
クロモ vu 
ミズオオバコ vu 
セキショウモ DD 

ホロムイソウ科

ホロムイソウ CR 

ヒルムシロ科

リュウノヒゲ、モ EX vu 
センニンモ CR 

ホソノtヒルムシロ CR vu 
エゾヤナギモ CR 

ササパモ CR 

エゾノヒルムシロ EN 

イトモ vu vu 
イノtラモ科

オオトリゲモ EX 

イトイノtラモ CR CR 

イトトリゲモ EN EN 

ホッスモ vu 
ユリ科

ミヤマラッキョウ EX 

エゾタケシマラン EX 

アマナ CR 

ススラン CR 

コジマエンレイソウ CR vu 
シロノ守ナエンレイソウ CR 
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クロユリ EN 

ヒメサユリ EN EN 

チシマゼキショウ EN 

チャボゼキショウ EN 

ギョウジャニンニク vu 
ヤマスカシユリ vu vu 
クルマノ号ツクノ守ネソウ vu 
ヒメイズイ vu 
コシノコパイモ NT 

トビシマカンゾウ NT 

ミズアオイ科

ミズアオイ DD vu 
アヤメ干斗

ヒメシャガ NT NT 

カキツノtタ NT vu 
イグサ科

イトイ EX 

ヤマスズメノヒエ CR 

ドロイ vu 
クモマスズメノヒエ DD NT 

ツユクサ科

ヤブミョウガ EN 

ホシクサ科

ホシクサ CR 

ヒメイヌノヒゲ CR 

ミヤマヒナホシクサ CR 

タカユイヌノヒゲ DD 

イネ科

ユキクラヌカボ CR EN 

ツクシガヤ CR vu 
ヒロハノハネガヤ CR 

カラフトドジョウツナギ EN 

ヒメウキガヤ vu 
アズマガヤ vu 
ハマムギ DD 

サトイモ科

ヒトツノすテンナンショウ CR 
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オオマムシグサ CR 

ヒメカイウ EN 

トウゴクマムシグサ vu 
ウキクサ科

ホクリクアオウキクサ DD 

ミクリ科

ヤマトミクリ CR vu 
オオミクリ CR 

タマミクリ EN vu 
エゾミクリ EN 

ヒメミクリ vu vu 
ミクリ vu NT 

ホソパタマミクリ vu 
ナガエミクリ NT NT 

カヤツリグサ科

ジョウロウスゲ EX EN 

スナジスゲ EX 

エゾツリスゲ EX 

ムジナスゲ CR 

センダイスゲ CR 

ホロムイスゲ CR 

ダケスゲ CR vu 
ヤブスゲ CR 

オオクグ CR vu 
シオクグ CR 

カンエンガヤツリ CR vu 
セイタカハリイ CR 

マルホハリイ CR 

トネテンツキ CR vu 
マツカサススキ CR 

アイズスゲ CR 

サッポロスゲ EN 

マスクサ EN 

ニシノホンモンジスゲ EN 

オオカワズスゲ EN 

タカネクロスゲ EN vu 
コシンジュガヤ EN 
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ホソノtヒカゲスゲ vu 
ホソノすカンスゲ vu 
シラコスゲ vu 
ナガエスゲ vu 
タカネハリスゲ NT vu 
オニナルコスゲ NT 

ツルアブラガヤ NT 

タカネヤガミスゲ DD NT 

ハマアオスゲ DD 

ヤマアゼスゲ DD 

ヤガミスゲ DD 

カンスゲ DD 

ヒロハイツポンスゲ DD EN 

アシボソスゲ DD NT 

オノエスゲ DD vu 
ヌイオスゲ DD vu 
エゾノ、リイ DD 

ラン科

ヒロハツリシュスラン EX EN 

サカネラン EX EN 

ナツエビネ CR vu 
サルメンエビネ CR EN 

ユウシュンラン CR vu 
キンラン CR vu 
クマガイソウ CR vu 
アツモリソウ CR EN 

イチョウラン CR 

オオミズトンボ CR EN 

サギソウ CR vu 
ギボウシラン CR 

フガクスズムシソウ CR EN 

スズムシソウ CR 

ヒナチドリ CR vu 
カモメラン CR EN 

ウチョウラン CR vu 
ガッサンチドリ CR vu 
ヒトツボクロ CR 
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イイヌマムカゴ CR EN 

オオハタウンラン CR EN 

キンセイラン EN EN 

サワラン EN 

ヤマサギソウ EN 

タカネトンボ EN vu 
ヤマトキソウ EN 

コアニチドリ vu vu 
エビネ vu vu 
ギンラン vu 
トケンラン vu EN 

アオスズラン vu 
ミズトンボ vu vu 
トキソウ vu vu 
カキラン NT 

コアツモリソウ DD vu 
アオキラン DD CR 

ミヤマモジズリ DD 

ムカゴソウ DD 

セイタカスズムシソウ DD 

フタノtラン DD 
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