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はじめに
本標本目録は，2015年（平成27年）3月31日現在で

「なごや生物多様性センター」に収蔵されている維管束 
植物標本（NBC-NP）1517点のうち，2014年（平成26年）
4月1日以降に登録または再同定された標本の目録であ
る．ただし，「NBC-NP」は標本庫の国際略号ではない．
なお，2014年（平成26年）3月31日以前の目録につい
ては，中村（2015）を確認されたい．

科の配列および学名
科の配列は，シダ植物ではChristenhusz et al.（2011a），
裸子植物ではChristenhusz et al.（2011b），被子植物では
The Angiosperm Phylogeny Group.（2009）およびJames 
L. Reveal and Mark W. Chase（2011）に準拠している．
学名および和名は「日本維管束植物目録」（邑田（監修）・
米倉，2012），「日本の野生植物シダ」（岩槻，1999），「日
本の野生植物　草本1，2，3」（佐竹ほか，1981，1982），
「日本の野生植物　木本1，2」（佐竹ほか，1989），「日本
の帰化植物」（清水，2003），「新牧野日本植物圖鑑」（牧
野ほか，2008）に概ね準拠しているが，狭義の水草につ
いては「日本の水草」（角野，2014）を，サクラ属につい
ては「サクラハンドブック」（大原，2009）を，帰化植物
については「日本帰化植物写真図鑑」（清水ほか，2001） 
および「日本帰化植物写真図鑑　第2巻」（植村ほか，
2010）などを参考に，適宜新しい知見を反映している．

標本の配列
・ 標本データは，採集された自治体ごとに配列し，『採集
地：採集日.採集者（採集者番号）［NBC-NP登録標本
番号］』の順に記載している．ただし，採集者番号が 
無い標本については「s.n.」とした．
・ 自治体名は2014年（平成26年）4月5日現在の名称を
用い，総務省の自治体コードの順に並べている．ただ
し，生育地が限られているものについては必要に応じ
て詳細な採集地情報を非公開とした．
・ 採集日は「年.月.日」の順に「（4桁）.（2桁）.（2桁）」と
表記し，採集日が不明な場合には「ハイフン（-）」を
用いて補完している．

絶滅危惧種
和名の後に［　］があるものは，「レッドデータブッ
ク2014―日本の絶滅のおそれのある野生生物―8 植物Ⅰ
（維管束植物）」（環境省（編），2015），および「レッドリス
トあいち2015」（愛知県，第三次レッドリスト「レッドリ
ストあいち2015」，http://www.pref.aichi.jp/0000079215.
html，2015年1月22日確認），「名古屋市の絶滅のおそれ
のある野生生物　レッドデータブックなごや2015―植物
編―」（名古屋市（編），2015）のカテゴリーを示す．

環境省レッドリスト
　EX ：絶滅
　EW ：野生絶滅
　CR ：絶滅危惧IA類
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　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

愛知県版レッドリスト（2015年）
　EX ：絶滅
　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

名古屋市版レッドリスト（2015年）
　EX ：絶滅
　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
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Lycopodiales　ヒカゲノカズラ目
Lycopodiaceae　ヒカゲノカズラ科

Lycopodiella cernua （L.） Pic.Serm.
ミズスギ
愛知県名古屋市天白区高島：2014.09.13. 中村肇（696）［1327］．

Equisetales　トクサ目
Equisetaceae　トクサ科

Equisetum arvense L.
スギナ
愛知県名古屋市天白区高島：2014.09.13. 中村肇（746）［1357］．

Ophioglossales　ハナヤスリ目
Ophioglossaceae　ハナヤスリ科

Ophioglossum thermale Kom. var. nipponicum （Miyabe et Kudô） M.Nishida
コハナヤスリ　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：NT］
愛知県名古屋市天白区天白町八事裏山：2000.05.27. 渡辺幸子（4252）［1263］．

Osmundales　ゼンマイ目
Osmundaceae　ゼンマイ科

Osmunda japonica Thunb.
ゼンマイ
愛知県名古屋市緑区大将ケ根：1994.06.13. 渡辺幸子（1657）［1234］．

Salviniales　サンショウモ目
Salviniaceae　サンショウモ科

Salvinia molesta D.S.Mitch.
オオサンショウモ
愛知県名古屋市千種区鍋屋上野町汁谷：2014.07.19. 鬼頭保（s.n.）［1416］（※1）．
  （※1） Det.2015.03.03. 中村肇 .

Polypodiales　ウラボシ目
Lindsaeaceae　ホングウシダ科

Sphenomeris chinensis （L.） Maxon
ホラシノブ
愛知県名古屋市天白区土原：1994.08.22. 渡辺幸子（1751）［1235］．

Pteridaceae　イノモトソウ科
Ceratopteris gaudichaudii Brongn. var. vulgaris Masuyama et Watano
ヒメミズワラビ
愛知県名古屋市千種区田代町：2014.09.28. 中村肇（776）［1382］; 名古屋市中
川区水里：2014.10.26. 中村肇（836） ［1474］．

Thelypteridaceae　ヒメシダ科
Thelypteris decursive-pinnata （H.C.Hall） Ching
ゲジゲジシダ
愛知県名古屋市天白区御幸山：1994.11.17. 渡辺幸子（1960）［1245］．

Athyriaceae　メシダ科
Cornopteris decurrenti-alata （Hook.） Nakai
シケチシダ
愛知県名古屋市名東区梅森坂：2002.05.18. 渡辺幸子（5077）［1281］．

Dryopteridaceae　オシダ科
Arachniodes standishii （T.Moore） Ohwi
リョウメンシダ
愛知県名古屋市熱田区神宮：2013.09.06. 中村肇（482）［1391］．

Cyrtomium devexiscapulae （Koidz.） Ching
ナガバヤブソテツ
愛知県名古屋市天白区天白町平針黒石：1995.03.08. 渡辺幸子（1965）［1246］．

Cyrtomium fortunei J.Sm.
ヤブソテツ（別名：ツヤナシヤブソテツ）
愛知県名古屋市熱田区神宮：2013.09.06. 中村肇（480）［1496］．

Dryopsis maximowicziana （Miq.） Holttum et P.J.Edwards
キヨスミヒメワラビ
愛知県名古屋市名東区藤巻町：2002.09.21. 渡辺幸子（5165）［1286］．

Dryopteris erythrosora （D.C.Eaton） Kuntze
ベニシダ
愛知県名古屋市熱田区神宮：2013.09.06. 中村肇（479）［1495］．

Dryopteris nipponensis Koidz.
トウゴクシダ
愛知県名古屋市天白区植田：2002.08.05. 渡辺幸子（4147）［1283］．

Ginkgoales　イチョウ目
Ginkgoaceae　イチョウ科

Ginkgo biloba L.
イチョウ
愛知県名古屋市熱田区神宮：2013.09.06. 中村肇（467）［1388］．

Nymphaeales　スイレン目
Cabombaceae　ハゴロモモ科

Brasenia schreberi J.F.Gmel.
ジュンサイ　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：CR］
三重県松阪市山室町：2013.09.28. 中村肇（529）［1513］．

Cabomba caroliniana A.Gray
ハゴロモモ
愛知県名古屋市守山区瀬古：2014.09.23. 中村肇（714）［1332］; 名古屋市緑区
長根町：2013.10.31. 中村肇（564）［1456］．

Nymphaeaceae　スイレン科
Nymphaea tetragona Georgi
ヒツジグサ　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：EX］
愛知県名古屋市天白区天白町八事裏山：1972.09.19. 中沢武（s.n.）［1313］．

Nymphaea sp.
園芸スイレン（別名：外来スイレン）
愛知県名古屋市名東区高針：2014.10.04. 中村肇（685）［1322］．

Austrobaileyales　アウストロベレイヤ目
Schisandraceae　マツブサ科

Kadsura japonica （L.） Dunal
サネカズラ
愛知県名古屋市熱田区神宮：2013.09.06. 中村肇（471）［1492］．

Magnoliales　モクレン目
Magnoliaceae　モクレン科

Magnolia sp.
愛知県名古屋市天白区天白町平針黒石：2011.07.21. 倉田三恵子（s.n.）［1311］．
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Alismatales　オモダカ目
Araceae　サトイモ科

Lemna sp.
愛知県名古屋市西区名塚町：1989.08.22. 榊原靖（s.n.）［1448］（※1）; 名古屋市西
区山田町比良：1989.08.17. 榊原靖（s.n.）［1445］（※1）; 名古屋市守山区瀬古：
1989.08.17. 榊原靖（s.n.）［1441］（※1）; 名古屋市緑区大高町：1989.08.15. 榊原靖
（s.n.）［1435］（※1）; 名古屋市天白区道明町：1989.08.24. 榊原靖（s.n.）［1452］
（※1）．
  （※1） Det.2015.03.04. 中村肇 .

Spirodela polyrhiza （L.） Schleid.
ウキクサ
愛知県名古屋市北区名城：2014.07.05. 中村肇（657）［1409］; 名古屋市守山区
瀬古：1989.08.17. 榊原靖（s.n.）［1442］（※1）; 名古屋市緑区大高町：1989.08.15.
榊原靖（s.n.）［1436］（※1）; 名古屋市天白区道明町：1989.08.24. 榊原靖（s.n.）
［1453］（※1）．
  （※1） Det.2015.03.04. 中村肇 .

Alismataceae　オモダカ科
Sagittaria aginashi Makino
アギナシ　［環境省：NT，愛知県：国リスト，名古屋市：VU］
愛知県名古屋市天白区高島：2014.09.13. 中村肇（698）［1329］．

Sagittaria trifolia L.
オモダカ
愛知県名古屋市中川区富永：2014.10.26. 中村肇（837）［1475］; 名古屋市緑区
神の倉：2014.07.30. 中村肇（674）［1407］．

Hydrocharitaceae　トチカガミ科
Egeria densa Planch.
オオカナダモ
愛知県名古屋市北区猿投町：2014.09.23. 中村肇（719）［1336］; 名古屋市瑞
穂区大殿町：1989.08.16. 榊原靖（s.n.）［1439］（※1）; 名古屋市中川区柳瀬町：
2014.08.30. 中村肇（737）［1350］; 名古屋市中川区富永：2014.10.26. 中村肇
（770）［1372］; 名古屋市守山区瀬古：2014.09.23. 中村肇（712）［1330］．
  （※1） Det.2015.03.04. 中村肇 .

Elodea nuttallii  （Planch.） H.St.John
コカナダモ
愛知県名古屋市瑞穂区大殿町：1989.08.16榊原靖（s.n.）［1440］（※1）; 名古屋市
緑区鳴海町：1981.07.28. 榊原靖（32）［1427］．
  （※1） Det.2015.03.04. 中村肇 .

Hydrilla verticillata （L.f.） Royle
クロモ
愛知県名古屋市守山区下志段味：1981.07.30. 榊原靖（s.n.）［1433］（※1）． 三重
県松阪市山室町：2013.09.28. 中村肇（526）［1512］．
  （※1） Det.2015.03.04. 中村肇 .

Hydrocharis dubia （Blume） Backer
トチカガミ　［環境省：NT，愛知県：EN，名古屋市：EX］
愛知県名古屋市港区：1981.07.20. 榊原靖（43）［1426］（※1）．
  （※1）  標本ラベルでは採集地情報が「名古屋市港区　戸田川」となって

いる．

Limnobium laevigatum （Humb. et Bonpl. ex Willd.） Heine
アマゾントチカガミ

愛知県名古屋市中区二の丸：2013.10.13. 中村肇（546）［1499］, 2014.08.30. 中
村肇（759）［1365］．

Najas ancistrocarpa A.Braun ex Magnus
ムサシモ　［環境省：EN，愛知県：EN，名古屋市：－］
愛知県名古屋市千種区田代町：2014.09.29. 滝川正子（1）［1418］．

Najas gracillima （A.Braun ex Engelm.） Magnus
［Syn］ Najas japonica Nakai
イトトリゲモ　［環境省：NT，愛知県：国リスト，名古屋市：NT］
愛知県名古屋市千種区田代町：2014.09.29. 今尾由美子（2）［1421］．

Najas graminea Delile
ホッスモ　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：EX］
愛知県名古屋市千種区田代町：2014.09.29. 滝川正子（2）［1419］．

Najas sp.
愛知県名古屋市千種区田代町：2014.09.29. 今尾由美子（1）［1420］（※1）（※2）; 豊
橋市飯村町：2014.10.16. 中村肇（803）［1386］．
  （※1） Det.2015.03.04. 中村肇 .
  （※2）  標本ラベルには「トリゲモ（Det.2014.09.29. 小菅崇之）」とある

が，この目録では「Najas sp.」として扱う．

Ottelia alismoides （L.） Pers.
ミズオオバコ　［環境省：VU，愛知県：国リスト，名古屋市：国リスト］
愛知県名古屋市港区南陽町西福田：1981.07.29. 榊原靖（s.n.）［1430］（※1）．
  （※1） Det.2015.03.04. 中村肇 .

Vallisneria asiatica Miki
セキショウモ
愛知県名古屋市北区光音寺町野方：2014.10.12. 中村肇（797）［1376］; 名古屋
市北区喜惣治：2014.10.12. 中村肇（798）［1377］; 名古屋市港区：1981.07.20.
榊原靖（34）［1424］（※1）．
  （※1）  標本ラベルでは採集地情報が「名古屋市港区　戸田川」となって

いる．

Vallisneria denseserrulata （Makino） Makino
コウガイモ　［環境省：－，愛知県：VU，名古屋市：EX］
愛知県名古屋市港区：1981.07.20. 榊原靖（37）［1425］（※1）．
  （※1）  標本ラベルでは採集地情報が「名古屋市港区　戸田川」となって

いる．

Vallisneria sp.
愛知県名古屋市北区辻本通：2014.09.23. 中村肇（720）［1337］; 名古屋市中川
区柳瀬町：2014.08.30. 中村肇（738）［1351］; 名古屋市守山区瀬古：2014.09.23.
中村肇（717）［1335］．

Zosteraceae　アマモ科
Zostera japonica Asch. et Graebn.
コアマモ
愛知県蒲郡市竹島町：2013.08.24. 中村肇（439）［1454］．

Potamogetonaceae　ヒルムシロ科
Potamogeton crispus L.
エビモ
愛知県名古屋市西区名塚町：1989.08.22. 榊原靖（s.n.）［1449］（※1）; 名古屋
市中区二の丸：2014.08.30. 中村肇（761）［1366］; 名古屋市瑞穂区大殿町：
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1981.07.28. 榊原靖（33）［1428］; 名古屋市中川区柳瀬町：2014.08.30. 中村肇
（736）［1349］; 名古屋市守山区瀬古：2014.09.23. 中村肇（713）［1331］; 長久
手市神門前：2012.09.13. 中村肇（185）［1402］．
  （※1） Det.2015.03.04. 中村肇 .

Potamogeton distinctus A.Benn.
ヒルムシロ
愛知県名古屋市西区山田町比良：1989.08.17. 榊原靖（s.n.）［1447］（※1）; 名古屋
市守山区大森八龍：2014.10.25. 中村肇（731）［1338］; 名古屋市守山区下志段
味：1981.07.30. 榊原靖（49）［1432］; 尾張旭市：1981.06.19. 榊原靖（50）［1422］
（※2）． 三重県松阪市中万町：2013.09.28. 中村肇（539）［1517］．
  （※1） Det.2015.03.04. 中村肇 .
  （※2）  標本ラベルでは採集地情報が「尾張旭市　海老蔓池隣の小池」と

なっている．

Potamogeton oxyphyllus Miq.
ヤナギモ
愛知県名古屋市北区中切町：2014.10.12. 中村肇（800）［1379］; 名古屋市西
区名塚町：1989.08.22. 榊原靖（s.n.）［1450］（※1）; 名古屋市西区山田町比良：
1981.07.30. 榊原靖（48）［1431］; 名古屋市中川区春田：2014.03.12. 宇地原永吉
（s.n.）［1415］（※2）; 名古屋市南区星崎：1989.08.15. 榊原靖（s.n.）［1438］（※1）．
  （※1） Det.2015.03.04. 中村肇 .
  （※2） Det.2015.03.03. 中村肇 .

Potamogeton pectinatus L.
［Syn］ Stuckenia pectinata （L.） Börner
リュウノヒゲモ　［環境省：NT，愛知県：国，名古屋市：－］
愛知県西尾市一色町：2014.09.28. 中村肇（866）［1477］．

Potamogeton wrightii  Morong
ササバモ　［環境省：－，愛知県：VU，名古屋市：－］
愛知県名古屋市北区光音寺町野方：2014.10.12. 中村肇（795）［1375］（※1）．
  （※1） 植栽 .

Potamogeton spp.
愛知県名古屋市北区喜惣治：2014.10.12. 中村肇（799）［1378］（※2）; 名古屋市
西区枇杷島町：1989.08.17. 榊原靖（s.n.）［1443］（※1）（※2）; 名古屋市西区山田
町比良：1989.08.17. 榊原靖（s.n.）［1446］（※1）（※2）; 名古屋市瑞穂区大殿町：
1981.07.28. 榊原靖（47）［1429］（※1）（※2）; 名古屋市南区星崎：1989.08.15. 榊原靖
（s.n.）［1437］（※1）（※2）; 名古屋市守山区瀬古：2014.09.23. 中村肇（715）［1333］
（※2）; 名古屋市緑区神の倉：2014.11.16. 中村肇（792）［1381］（※2）．
  （※1） Det.2015.03.04. 中村肇 .
  （※2） 狭葉性のヒルムシロ属は迷宮入りとする．

Asparagales　キジカクシ目
Orchidaceae　ラン科

Gastrodia pubilabiata Y.Sawa
クロヤツシロラン　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：EN］
愛知県名古屋市天白区：1993.12.06. 渡辺幸子（1435）［1228］（※1）．
  （※1） 詳細な採集地情報は非公開とする．

Spiranthes sinensis （Pers.） Ames var. amoena （M.Bieb.） H.Hara
ネジバナ（別名：モジズリ）
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2014.06.26. 中村肇（641）［1411］; 名古屋
市中区二の丸：2014.07.05. 中村肇（655）［1410］．

Amaryllidaceae　ヒガンバナ科
Allium triquetrum L.
サンカクニラ（別名：ミツカドネギ）
愛知県名古屋市天白区元八事：2013.04.23. 渡辺幸子（6485）［1137］（※1）（※2）．
  （※1） Det.2015.04.23. 中村肇 .
  （※2）  標本ラベルでは「サンカクニラ」と同定されているが，中村（2015）

において「ハナニラ」と誤同定したため訂正．

Asparagaceae　キジカクシ科
Hosta longissima Honda ex F.Maek.
ミズギボウシ
愛知県名古屋市天白区高島：2014.09.13. 中村肇（742）［1355］．

Ophiopogon japonicus （L.f.） Ker Gawl. var. umbrosus Maxim.
ナガバジャノヒゲ
愛知県名古屋市熱田区神宮：2013.09.06. 中村肇（477）［1390］．

Reineckea carnea （Andrews） Kunth
キチジョウソウ
愛知県名古屋市熱田区神宮：2013.09.06. 中村肇（469）［1389］．

Commelinales　ツユクサ目
Commelinaceae　ツユクサ科

Commelina benghalensis L.
マルバツユクサ
愛知県名古屋市天白区元八事：2014.07.08. 中村肇（880）［1508］．

Commelina communis L.
ツユクサ
愛知県名古屋市熱田区神宮：2013.09.06. 中村肇（475）［1493］; 名古屋市天白
区元八事：2014.09.11. 中村肇（752）［1374］．

Murdannia keisak （Hassk.） Hand.-Mazz.
イボクサ
愛知県名古屋市北区名城：2014.07.05. 中村肇（656）［1505］． 三重県松阪市山
室町：2013.09.28. 中村肇（523）［1509］．

Pollia japonica Thunb.
ヤブョウガ
愛知県名古屋市熱田区神宮：2013.09.06. 中村肇（481）［1497］．

Pontederiaceae　ミズアオイ科
Eichhornia crassipes （Mart.） Solms
ホテイアオイ
愛知県名古屋市千種区鍋屋上野町汁谷：2014.07.19. 鬼頭保（s.n.）［1417］（※1）; 
名古屋市中区二の丸：2014.06.08. 中村肇（615）［1504］．
  （※1） Det.2015.03.03. 中村肇 .

Monochoria vaginalis （Burm.f.） C.Presl ex Kunth
コナギ
愛知県尾張旭市：1981.06.19. 榊原靖（s.n.）［1423］（※1）（※2）．
  （※1） Det.2015.03.04. 中村肇 .
  （※2）  標本ラベルでは採集地情報が「滝の水池隣の小池」となってい

る．
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Zingiberales　ショウガ目
Zingiberaceae　ショウガ科

Zingiber mioga （Thunb.） Roscoe
ミョウガ
愛知県名古屋市天白区元八事：2014.09.30. 中村肇（700）［1348］（※1）．
  （※1） 植栽 .

Poales　イネ目
Typhaceae　ガマ科

Sparganium fallax Graebn.
ヤマトミクリ　［環境省：NT，愛知県：NT，名古屋市：EN］
愛知県名古屋市守山区中志段味：2010.07.02. 渡辺幸子（6030）［1308］．

Eriocaulaceae　ホシクサ科
Eriocaulon atrum Nakai
クロイヌノヒゲ　［環境省：NT，愛知県：－，名古屋市：－］
愛知県名古屋市守山区中志段味：2000.10.01. 渡辺幸子（4514）［1269］．

Eriocaulon miquelianum Körn.
イヌノヒゲ
愛知県名古屋市緑区大高町：2000.10.05. 渡辺幸子（4529）［1271］．

Eriocaulon nudicuspe Maxim.
シラタマホシクサ　［環境省：VU，愛知県：VU，名古屋市：EN］
愛知県名古屋市天白区高島：2014.09.13. 中村肇（697）［1328］．

Eriocaulon taquetii  Lecomte
ニッポンイヌノヒゲ
愛知県名古屋市守山区大森八龍：2009.09.27. 飯尾俊介（s.n.）［1312］（※1）．
  （※1）  標本ラベルでは採集地情報が「名古屋市千種区田代町　東山新

池」となっているが，「名古屋市守山区大森　八竜湿地」の間違
いであると考える．

Eriocaulon sp.
愛知県名古屋市守山区中志段味：2013.06.20. 中村肇（293）［1398］．

Juncaceae　イグサ科
Juncus bufonius L.
ヒメコウガイゼキショウ　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：NT］
愛知県名古屋市緑区定納山：2001.08.19. 渡辺幸子（4830）［1276］．

Juncus decipiens （Buchenau） Nakai
イグサ
愛知県名古屋市中区二の丸：2014.08.30. 中村肇（753）［1363］．

Juncus tenuis Willd.
クサイ
愛知県名古屋市千種区鍋屋上野町汁谷：2013.05.26. 中村肇（259）［1394］; 名
古屋市守山区中志段味：2013.06.20. 中村肇（305）［1489］．

Luzula capitata （Miq.） Miq.
スズメノヤリ
愛知県名古屋市千種区鍋屋上野町汁谷：2013.05.26.中村肇（264）［1485］; 名古
屋市天白区元八事：2013.04.23. 中村肇（215）［1483］; 名古屋市天白区井口：
1998.04.18. 渡辺幸子（3213）［1255］．

Cyperaceae　カヤツリグサ科
Bolboschoenus fluviatilis （Torr.） Soják subsp. yagara （Ohwi） T.Koyama
ウキヤガラ
滋賀県守山市山賀町：2014.07.01. 中村肇（644）［1462］．

Bolboschoenus koshevnikovii （Litv.） A.E.Kozhevn.
コウキヤガラ
愛知県名古屋市港区潮見町：2002.04.27. 渡辺幸子（5040）［1280］．

Bolboschoenus planiculmis （F.Schmidt） T.V.Egorova
イセウキヤガラ　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：EN］
愛知県名古屋市中川区下之一色町：2014.07.12.中村肇（661）［1315］; 2014.07.12.
中村肇（662）［1316］; 2014.07.12. 中村肇（663）［1317］; 名古屋市港区宝神町：
2014.07.13. 中村肇（665）［1318］; 2014.07.27. 中村肇（834）［1465］; 2014.12.07.
中村肇（821）［1412］; 名古屋市港区船見町：2014.07.14. 中村肇（721）［1319］; 
名古屋市南区元柴田東町：2014.07.14. 中村肇（729）［1320］．

Bulbostylis barbata （Rottb.） Kunth
ハタガヤ
愛知県名古屋市瑞穂区茨木町：1997.08.21. 渡辺幸子（3195）［1251］．

Carex alopecuroides D.Don ex Tilloch et Taylor var. chlorostachya C.B.Clarke
シラスゲ
愛知県名古屋市天白区天白町八事裏山：2000.05.27. 渡辺幸子（4250）［1262］．

Carex brevior （Dewey） Mack. ex Lunell
ヒレミヤガミスゲ
愛知県名古屋市天白区御幸山：2007.04.10. 渡辺幸子（5698-2）［1299］．

Carex candolleana H.Lév. et Vaniot
メアオスゲ
愛知県名古屋市天白区御幸山：1992.04.18. 渡辺幸子（79）［1217］．

Carex conica Boott
ヒメカンスゲ
愛知県名古屋市天白区御幸山：1992.04.09. 渡辺幸子（62）［1216］．

Carex dimorpholepis Steud.
アゼナルコ
愛知県名古屋市中区二の丸：2014.06.08. 中村肇（831）［1460］．

Carex idzuroei Franch. et Sav.
ウマスゲ　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：CR］
愛知県名古屋市港区藤前：2002.04.27. 渡辺幸子（5034）［1278］．

Carex lonchophora Ohwi
オオアオスゲ
愛知県名古屋市天白区御幸山：1992.04.29. 渡辺幸子（159）［1220］．

Carex maackii Maxim.
ヤガミスゲ
愛知県名古屋市港区藤前：2002.04.27. 渡辺幸子（5035）［1279］．

Carex maculata Boott
タチスゲ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1994.06.01. 渡辺幸子（1627）［1230］．
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Carex mitrata Franch. var. aristata Ohwi
ノゲヌカスゲ
愛知県名古屋市昭和区八事富士見：2006.04.30. 渡辺幸子（5622）［1295］; 
2006.04.30. 渡辺幸子（5623）［1296］．

Carex nervata Franch. et Sav.
シバスゲ
愛知県名古屋市天白区井口：1998.04.16. 渡辺幸子（3212）［1254］．

Carex neurocarpa Maxim.
ミコシガヤ
愛知県名古屋市千種区鍋屋上野町汁谷：2013.05.26. 中村肇（276）［1488］．

Carex parciflora Boott var. macroglossa （Franch. et Sav.） Ohwi
コジュズスゲ
愛知県名古屋市天白区天白町八事裏山：2000.05.27. 渡辺幸子（4251）［1265］．

Carex pudica Honda
マメスゲ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1999.05.03. 渡辺幸子（3794）［1261］．

Carex thunbergii Steud.
アゼスゲ
愛知県名古屋市天白区天白町植田株田：1993.04.23. 渡辺幸子（876）［1224］．

Cyperus eragrostis Lam.
メリケンガヤツリ
愛知県名古屋市中区二の丸：2014.08.30. 中村肇（756）［1385］; 名古屋市名東
区猪高町上社池ノ表：2014.06.28. 中村肇（638）［1503］．

Cyperus flavidus Retz.
アゼガヤツリ
愛知県名古屋市天白区天白町植田株田：1992.09.18. 渡辺幸子（600）［1223］．

Cyperus orthostachyus Franch. et Sav.
ウシクグ
愛知県名古屋市天白区天白町植田株田：1992.09.18. 渡辺幸子（599）［1222］．

Cyperus pilosus Vahl
オニガヤツリ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2003.09.19. 渡辺幸子（5451）［1291］．

Cyperus rotundus L.
ハマスゲ
愛知県名古屋市千種区自由ヶ丘：2011.08.26. 渡辺幸子（6309）［1309］; 名古屋
市天白区音聞山：2011.09.09. 渡辺幸子（6314）［1310］．

Cyperus sanguinolentus Vahl
カワラスガナ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1994.09.19. 渡辺幸子（1846）［1236］．

Cyperus tenuispica Steud.
ヒメガヤツリ（別名：ミズハナビ）　［環境省：－，愛知県：VU，名古屋市：
EN］
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1994.10.09. 渡辺幸子（1920）［1238］．

Eleocharis acicularis （L.） Roem. et Schult. var. longiseta Svenson

マツバイ
愛知県名古屋市北区中切町：2014.10.12. 中村肇（801）［1380］; 名古屋市守山
区太田井：2014.10.25. 中村肇（735）［1342］．

Eleocharis congesta D.Don f. dolichochaeta T.Koyama
オオハリイ
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2014.08.12. 中村肇（829）［1469］．

Eleocharis kuroguwai Ohwi
クログワイ
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2012.10.02. 中村肇（191）［1403］． 
三重県松阪市中万町：2013.09.28. 中村肇（536）［1515］．

Eleocharis parvula （Roem. et Schult.） Link ex Bluff, Nees et Schauer
チャボイ　［環境省：VU，愛知県：国リスト，名古屋市：－］
愛知県西尾市一色町：2014.09.28. 中村肇（859）［1476］．

Fimbristylis diphylloides Makino
クロテンツキ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1994.10.09. 渡辺幸子（1918）［1237］; 豊明市沓掛
町：1994.10.09. 渡辺幸子（1931）［1242］．

Fimbristylis dipsacea （Rottb.） C.B.Clarke
アオテンツキ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1996.09.16. 渡辺幸子（2747）［1247］．

Fimbristylis velata R.Br.
メアゼテンツキ
愛知県名古屋市天白区久方：2002.09.05. 渡辺幸子（5149）［1285］; 豊明市沓掛
町：1994.10.09. 渡辺幸子（1930）［1241］．

Kyllinga brevifolia Rottb. var. leiolepis （Franch. et Sav.） H.Hara
ヒメクグ
愛知県名古屋市緑区定納山：2001.08.17. 渡辺幸子（4821）［1275］．

Schoenoplectus hotarui （Ohwi） Holub
ホタルイ
愛知県名古屋市天白区高島：2014.09.13. 中村肇（747）［1358］．

Schoenoplectus juncoides （Roxb.） Palla
イヌホタルイ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1993.08.26. 渡辺幸子（1198）［1226］．

Schoenoplectus lineolatus （Franch. et Sav.） T.Koyama
ヒメホタルイ
三重県松阪市中万町：2013.09.28. 中村肇（538）［1516］．

Scirpus mitsukurianus Makino
マツカサススキ　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：EN］
愛知県名古屋市守山区下志段味：2008.09.13. 渡辺幸子（5825）［1304］．

Scleria rugosa R.Br. var. onoei （Franch. et Sav.） Yonek.
マネキシンジュガヤ
愛知県愛知郡東郷町：1998.07.09. 渡辺幸子（3526）［1260］．

Scleria rugosa R.Br.
ケシンジュガヤ
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愛知県名古屋市守山区中志段味：2000.10.01. 渡辺幸子（4517）［1270］．

Poaceae　イネ科
Agrostis clavata Trin.
ヤマヌカボ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2000.05.28. 渡辺幸子（4753）［1264］．

Aira caryophyllea L.
ヌカススキ
愛知県名古屋市天白区道明町：1998.04.27. 渡辺幸子（3327）［1256］．

Arthraxon hispidus （Thunb.） Makino
コブナグサ
愛知県名古屋市緑区大高町：2002.10.18. 渡辺幸子（5230）［1287］．

Arundinella hirta （Thunb.） Tanaka
トダシバ
愛知県名古屋市緑区大高町：2000.10.05. 渡辺幸子（4544）［1272］．

Beckmannia syzigachne （Steud.） Fernald
カズノコグサ（別名：ミノゴメ）
愛知県名古屋市天白区島田：1992.04.23. 渡辺幸子（124）［1218］．

Bromus catharticus Vahl
イヌムギ
愛知県名古屋市千種区鍋屋上野町汁谷：2013.05.26. 中村肇（253）［1392］．

Calamagrostis brachytricha Steud.
ノガリヤス
愛知県名古屋市昭和区広路通：1996.10.02. 渡辺幸子（2825）［1248］; 名古屋市
緑区鳴海町：1997.10.19. 渡辺幸子（3254）［1253］．

Calamagrostis epigeios （L.） Roth
ヤマアワ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1998.06.15. 渡辺幸子（3491）［1258］; 名古屋市緑
区大将ケ根：1994.06.13. 渡辺幸子（1661）［1232］．

Coix lacryma-jobi L.
ジュズダマ
愛知県名古屋市千種区田代町：2014.09.28. 中村肇（777）［1383］．

Eragrostis aquatica Honda
ヌマカゼクサ　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：VU］
愛知県豊明市沓掛町：1994.10.09. 渡辺幸子（1932）［1243］．

Eragrostis multicaulis Steud.
ニワホコリ
愛知県名古屋市天白区中砂町：2001.07.02. 渡辺幸子（4779）［1274］．

Festuca parvigluma Steud.
トボシガラ
愛知県名古屋市天白区御幸山：1992.04.25. 渡辺幸子（154）［1219］．

Imperata cylindrica （L.） P.Beauv.
チガヤ
愛知県名古屋市港区野跡：2010.05.13. 中村肇（179）［1478］．

Isachne globosa （Thunb.） Kuntze
チゴザサ
愛知県名古屋市天白区天白町平針黒石：2008.06.21. 渡辺幸子（5823）［1302］．

Ischaemum aristatum L.
タイワンカモノハシ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2001.09.08. 渡辺幸子（4859）［1277］．

Lolium multiflorum Lam.
ネズミムギ
愛知県名古屋市千種区鍋屋上野町汁谷：2013.05.26. 中村肇（271）［1397］．

Microstegium vimineum （Trin.） A.Camus
アシボソ
愛知県名古屋市天白区御幸山：1994.10.30. 渡辺幸子（1946）［1244］．

Miscanthus floridulus （Labill.） Warb. ex K.Schum. et Lauterb.
トキワススキ
愛知県名古屋市天白区植田南：1997.07.23. 渡辺幸子（3163）［1250］．

Moliniopsis japonica （Hack.） Hayata
ヌマガヤ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1996.10.20. 渡辺幸子（2855）［1249］．

Oplismenus undulatifolius （Ard.） Roem. et Schult.
チヂミザサ
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2014.06.28. 中村肇（627）［1501］．

Panicum bisulcatum Thunb.
ヌカキビ
愛知県名古屋市緑区大高町：2002.10.18. 渡辺幸子（5231）［1288］．

Pennisetum alopecuroides （L.） Spreng.
チカラシバ
愛知県名古屋市緑区大高町：2002.10.18. 渡辺幸子（5237）［1289］．

Phalaris canariensis L.
カナリークサヨシ
愛知県名古屋市千種区自由ヶ丘：2009.05.08. 渡辺幸子（5874）［1305］; 名古屋
市天白区御幸山：2008.05.16. 渡辺幸子（5805）［1301］．

Phleum pratense L.
オオアワガエリ（別名：チモシー）
愛知県名古屋市天白区井口：1994.06.01. 渡辺幸子（1638）［1231］．

Pleioblastus kongosanensis Makino
コンゴウダケ（アキバザサを区別しない）
愛知県名古屋市天白区天白町八事裏山：2002.08.05. 渡辺幸子（5145）［1284］
（※1）．
  （※1） Det.2015.01.14. 中村肇 .

Poa compressa L.
コイチゴツナギ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2001.06.29. 渡辺幸子（4776）［1273］．

Poa trivialis L.
オオスズメノカタビラ
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愛知県名古屋市港区野跡：2005.05.20. 渡辺幸子（5163）［1294］．

Pseudoraphis sordida （Thwaites） S.M.Phillips et S.L.Chen
［Syn］ Pseudoraphis ukishiba Ohwi
ウキシバ　［環境省：－，愛知県：NT，名古屋市：NT］
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1994.10.09. 渡辺幸子（1925）［1239］; 豊明市沓掛
町：1994.10.09. 渡辺幸子（1925）［1240］．

Sasa chartacea （Makino） Makino var. simotsukensis Sad.Suzuki
アズマミヤコザサ
愛知県名古屋市天白区野並：2000.06.10. 渡辺幸子（4294）［1266］．

Setaria viridis （L.） P.Beauv.
エノコログサ
愛知県名古屋市南区加福町：2009.09.16. 渡辺幸子（5916）［1307］．

Setaria × pycnocoma （Steud.） Henrard ex Nakai
オオエノコロ
愛知県名古屋市天白区御幸山：2007.06.18. 渡辺幸子（5749）［1300］; 名古屋市
天白区島田：2000.08.02. 渡辺幸子（4394）［1267］．

Setaria sp.
ホナガキンエノコロ
愛知県名古屋市千種区大島町：2006.12.16. 渡辺幸子（5683）［1298］．

Themeda triandra Forssk. var. japonica （Willd.） Makino
メガルカヤ
愛知県名古屋市瑞穂区彌富町：2002.11.11. 渡辺幸子（5267）［1290］; 名古屋市
緑区鳴海町：1993.10.20. 渡辺幸子（1399）［1227］．

Ceratophyllales　マツモ目
Ceratophyllaceae　マツモ科

Ceratophyllum demersum L.
マツモ
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2014.09.26. 中村肇（828）［1471］; 名古屋
市千種区鍋屋上野町汁谷：2013.05.26. 中村肇（275）［1487］; 名古屋市中川区
富永：2014.10.26. 中村肇（771）［1373］．

Ranunculales　キンポウゲ目
Ranunculaceae　キンポウゲ科

Ranunculus cantoniensis DC.
ケキツネノボタン
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2014.06.28. 中村肇（833）［1468］．

Saxifragales　ユキノシタ目
Haloragaceae　アリノトウグサ科

Gonocarpus micranthus Thunb.
［Syn］ Haloragis micrantha （Thunb.） R.Br.
アリノトウグサ
愛知県名古屋市守山区中志段味：2013.06.20. 中村肇（296）［1400］; 名古屋市
天白区高島：2014.09.13. 中村肇（691）［1325］．

Myriophyllum spicatum L.
ホザキノフサモ　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：EN］
愛知県名古屋市西区枇杷島町：1989.08.17. 榊原靖（s.n.）［1444］（※1）．
  （※1） Det.2015.03.04. 中村肇 .

Myriophyllum × harimense Kadono et Sakiyama
ハリマノフサモ（※1）

愛知県名古屋市中川区野田：2014.08.30. 中村肇（740）［1353］; 名古屋市守山
区瀬古：2014.09.23. 中村肇（716）［1334］．
  （※1）  「名古屋市の絶滅のおそれのある野生生物　レッドデータブック

なごや2015―植物編―」（名古屋市（編），2015）では，オグラノ
フサモとして評価．

Crassulaceae　ベンケイソウ科
Sedum bulbiferum Makino
コモチマンネングサ
愛知県名古屋市千種区鍋屋上野町汁谷：2013.05.26. 中村肇（261）［1395］．

Vitales　ブドウ目
Vitaceae　ブドウ科

Ampelopsis glandulosa （Wall.） Momiy. var. heterophylla （Thunb.） Momiy.
ノブドウ
愛知県名古屋市中区丸の内：2013.10.22. 中村肇（569）［1459］; 名古屋市緑区
長根町：2013.10.31. 中村肇（566）［1457］．

Cayratia japonica （Thunb.） Gagnep.
ヤブカラシ（別名：ヤブガラシ，ビンボウカズラ）
愛知県名古屋市北区名城：2014.09.23. 中村肇（827）［1473］．

Vitis ficifolia Bunge
エビヅル
愛知県名古屋市名東区高針：2014.07.15. 中村肇（666）［1404］．

Fabales　マメ目
Fabaceae　マメ科

Maackia amurensis Rupr.
イヌエンジュ
愛知県名古屋市守山区中志段味：2013.06.20. 中村肇（297）［1401］．

Rhynchosia volubilis Lour.
タンキリマメ
愛知県名古屋市名東区高針：2014.07.15. 中村肇（669）［1405］．

Trifolium pratense L.
ムラサキツメクサ
愛知県名古屋市天白区中砂町：2014.07.14. 中村肇（725）［1344］．

Trifolium repens L.
シロツメクサ
愛知県名古屋市港区野跡：2014.12.07. 中村肇（823）［1413］．

Vicia hirsuta （L.） Gray
スズメノエンドウ
愛知県名古屋市天白区元八事：2013.04.23. 中村肇（214）［1482］．

Vicia sativa L. subsp. nigra （L.） Ehrh.
ヤハズエンドウ（別名：カラスノエンドウ）
愛知県名古屋市天白区元八事：2013.04.23. 中村肇（221）［1484］．

Rosales　バラ目
Rosaceae　バラ科

Geum japonicum Thunb.
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ダイコンソウ
愛知県名古屋市天白区天白町島田山ノ杁：1998.07.01.渡辺幸子（3519）［1259］．

Potentilla freyniana Bornm.
ミツバツチグリ
愛知県名古屋市天白区天白町植田株田：1993.04.23. 渡辺幸子（877）［1225］．

Urticaceae　イラクサ科
Pilea kiotensis Ohwi
ミヤコミズ　［環境省：－，愛知県：CR，名古屋市：CR］
愛知県名古屋市名東区山香町：2003.09.26. 渡辺幸子（5464）［1292］．

Cucurbitales　ウリ目
Cucurbitaceae　ウリ科

Actinostemma tenerum Griff.
［Syn］ Actinostemma lobatum （Maxim.） Maxim. ex Franch. et Sav.
ゴキヅル　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：VU］
愛知県名古屋市中区二の丸：2013.04.12. 中村肇（204）［1479］; 2014.08.30. 中
村肇（755）［1364］．

Trichosanthes kirilowii Maxim. var. japonica （Miq.） Kitam.
キカラスウリ
愛知県名古屋市中区三の丸：2014.10.26. 中村肇（790）［1370］; 名古屋市港区
野跡：2013.11.10. 中村肇（557）［1500］; 名古屋市天白区植田南：2014.08.26.
中村肇（813）［1470］．

Myrtales　フトモモ目
Lythraceae　ミソハギ科

Trapa japonica Flerow
ヒシ
愛知県名古屋市千種区平和公園：1989.08.24. 榊原靖（s.n.）［1451］（※1）; 名古
屋市守山区弁天が丘：2014.10.25. 中村肇（732）［1339］; 名古屋市緑区鳴海
町：1989.08.15. 榊原靖（s.n.）［1434］（※1）; 名古屋市天白区天白町島田山ノ杁：
2014.07.30. 中村肇（680）［1406］． 三重県松阪市中万町：2013.09.28. 中村肇
（534）［1514］．
  （※1） Det.2015.03.04. 中村肇 .

Onagraceae　アカバナ科
Ludwigia grandiflora （Michx.） Greuter et Burdet
オオバナミズキンバイ
滋賀県守山市山賀町：2014.07.01. 中村肇（647）［1463］．

Ludwigia ovalis Miq.
ミズユキノシタ　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：NT］
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2012.10.02. 中村肇（194）［1314］．

Oenothera biennis L.
メマツヨイグサ
愛知県名古屋市中川区下之一色町：2014.07.12. 中村肇（830）［1466］; 名古屋
市南区大堀町：2014.07.14. 中村肇（728）［1345］．

Oenothera rosea L’Hér. ex Aiton
ユウゲショウ（別名：アカバナユウゲショウ）
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2014.06.28. 中村肇（832）［1467］．

Brassicales　アブラナ目
Brassicaceae　アブラナ科

Lepidium virginicum L.
マメグンバイナズナ
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2014.06.28. 中村肇（637）［1502］．

Caryophyllales　ナデシコ目
Polygonaceae　タデ科

Fagopyrum dibotrys （D.Don） H.Hara
シャクチリソバ
愛知県名古屋市中区三の丸：2014.10.26. 中村肇（789）［1369］．

Persicaria aestiva Ohki
ウナギツカミ　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：VU］
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.06.15. 髙木順夫（17824）［89］（※1）．
  （※1） 中村（2015）において学名の表記に間違いがあったため訂正．

Persicaria hydropiper （L.） Delarbre
ヤナギタデ
愛知県名古屋市中区二の丸：2014.10.05. 中村肇（787）［1367］; 名古屋市中川
区下之一色町：2014.07.12. 中村肇（660）［1321］．

Persicaria japonica （Meisn.） Nakai ex Ohki
シロバナサクラタデ
愛知県名古屋市千種区田代町：2014.09.28. 中村肇（779）［1384］．

Persicaria muricata （Meisn.） Nemoto
ヤノネグサ
愛知県名古屋市守山区中志段味：2013.06.20. 中村肇（334）［1491］; 名古屋市
名東区高針：2014.10.04. 中村肇（768）［1362］．

Persicaria perfoliata （L.） H.Gross
イシミカワ
愛知県名古屋市北区名城：2014.09.23. 中村肇（826）［1472］; 名古屋市中区二
の丸：2014.10.05. 中村肇（788）［1368］．

Persicaria sieboldii （Meisn.） Ohki
アキノウナギツカミ
愛知県名古屋市守山区中志段味：2013.06.20. 中村肇（295）［1399］; 名古屋市
天白区高島：2014.09.13. 中村肇（689）［1324］．

Persicaria thunbergii （Siebold et Zucc.） H.Gross
ミゾソバ
愛知県名古屋市千種区田代町：2014.10.02.中村肇（705）［1347］; 名古屋市中区
二の丸：2013.10.13.中村肇（550）［1455］; 名古屋市守山区大森八龍：2014.10.25.
中村肇（733）［1340］; 名古屋市緑区藤塚：2014.11.16. 中村肇（791）［1371］; 
名古屋市天白区高島：2014.09.13. 中村肇（744）［1356］．

Rumex acetosa L.
スイバ
愛知県名古屋市天白区元八事：2013.04.23. 中村肇（213）［1481］．

Droseraceae　モウセンゴケ科
Drosera tokaiensis （Komiya et C.Shibata） T.Nakam. et K.Ueda
トウカイコモウセンゴケ
愛知県名古屋市守山区中志段味：2013.06.20. 中村肇（319）［1490］; 名古屋市
天白区高島：2014.09.13. 中村肇（692）［1326］．
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Caryophyllaceae　ナデシコ科
Petrorhagia dubia （Raf.） G.López et Romo
イヌコモチナデシコ（※1）

愛知県名古屋市天白区元八事：2013.04.18. 中村肇（207）［1480］; 名古屋市天
白区八事石坂：1992.05.08. 渡辺幸子（205）［746］．
  （※1）  従来，イヌコモチナデシコとされていたものを，中村（2015a，

2015b）に基づいて再検討．

Stellaria aquatica （L.） Scop.
ウシハコベ
愛知県名古屋市千種区鍋屋上野町汁谷：2013.05.26. 中村肇（255）［1393］．

Ericales　ツツジ目
Actinidiaceae　マタタビ科

Actinidia polygama （Siebold et Zucc.） Planch. ex Maxim.
マタタビ　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：VU］
愛知県名古屋市守山区下志段味：2009.06.09. 渡辺幸子（5905）［1306］．

Gentianales　リンドウ目
Rubiaceae　アカネ科

Paederia foetida L.
ヘクソカズラ
愛知県名古屋市中区丸の内：2013.10.22. 中村肇（568）［1458］．

Apocynaceae　キョウチクトウ科
Trachelospermum asiaticum （Siebold et Zucc.） Nakai
テイカカズラ
愛知県名古屋市熱田区神宮：2013.09.06. 中村肇（476）［1494］．

Vincetoxicum pycnostelma Kitag.
［Syn］ Cynanchum paniculatum （Bunge） Kitag.
スズサイコ　［環境省：NT，愛知県：国リスト，名古屋市：CR］
愛知県名古屋市天白区島田：2006.09.01. 渡辺幸子（5657）［1297］．

Solanales　ナス目
Convolvulaceae　ヒルガオ科

Calystegia pubescens Lindl.
ヒルガオ
愛知県名古屋市南区上浜町：2014.07.14. 中村肇（730）［1346］; 名古屋市天白
区元八事：2014.06.18. 中村肇（619）［1461］; 2014.06.27. 中村肇（751）［1360］; 
名古屋市天白区植田南：2013.10.03. 中村肇（543）［1498］．

Lamiales　シソ目
Plantaginaceae　オオバコ科

Gratiola japonica Miq.
オオアブノメ　［環境省：VU，愛知県：VU，名古屋市：EN］
愛知県豊明市沓掛町：1994.06.13. 渡辺幸子（1646）［1233］．

Limnophila sessiliflora （Vahl） Blume
キクモ
愛知県名古屋市名東区猪高町上社井堀：2014.08.12. 中村肇（879）［1506］． 三
重県松阪市山室町：2013.09.28. 中村肇（525）［1511］．

Linderniaceae　アゼナ科
Lindernia procumbens （Krock.） Borbás
アゼナ
愛知県名古屋市中区二の丸：2014.08.02. 中村肇（683）［1507］．

Lamiaceae　シソ科
Mentha sp.
愛知県名古屋市南区芝町：2014.07.14. 中村肇（723）［1343］．

Pogostemon yatabeanus （Makino） Press
［Syn］ Eusteralis yatabeana （Makino） Murata
ミズトラノオ　［環境省：VU，愛知県：VU，名古屋市：EX］
愛知県名古屋市守山区中志段味：2000.10.01. 渡辺幸子（4509）［1268］．

Orobanchaceae　ハマウツボ科
Scutellaria indica L.
タツナミソウ　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：VU］
愛知県名古屋市天白区天白町植田株田：1992.05.17. 渡辺幸子（253）［1221］．

Aeginetia sinensis Beck
ナンバンギセル　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：NT］
愛知県名古屋市守山区城土町：2003.09.26. 渡辺幸子（5467）［1293］（※1）．
  （※1） Det.2015.06.11. 中村肇 .

Lentibulariaceae　タヌキモ科
Utricularia australis R.Br.
イヌタヌキモ　［環境省：NT，愛知県：国リスト，名古屋市：NT］
愛知県名古屋市名東区高針：2014.10.04. 中村肇（686）［1323］; 長久手市：
1997.10.02. 渡辺幸子（3239）［1252］（※1）（※2）．
  （※1） Det.2014.12.08. 中村肇 .
  （※2）  標本ラベルでは採集地情報が「愛知県愛知郡長久手町　愛知青少

年公園」となっている．

Verbenaceae　クマツヅラ科
Phyla canescens （Kunth） Greene
ヒメイワダレソウ
愛知県名古屋市天白区島田：2014.06.26. 中村肇（750）［1359］．

Verbena sp.
愛知県名古屋市天白区元八事：2014.09.11. 中村肇（824）［1414］．

Asterales　キク目
Campanulaceae　キキョウ科

Lobelia sessilifolia Lamb.
サワギキョウ　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：VU］
愛知県名古屋市天白区高島：2014.09.13. 中村肇（741）［1354］．

Menyanthaceae　ミツガシワ科
Nymphoides indica （L.） Kuntze
ガガブタ　［環境省：NT，愛知県：NT，名古屋市：VU］
愛知県名古屋市名東区高針：2014.10.04. 中村肇（687）［1361］． 三重県松阪市
山室町：2013.09.28. 中村肇（524）［1510］．

Asterales　キク目
Asteraceae　キク科

Inula salicina L. var. asiatica Kitam.
カセンソウ　［環境省：－，愛知県：EN，名古屋市：EX］
愛知県名古屋市天白区平針：2002.08.01. 渡辺幸子（5142）［1282］．

Ixeridium dentatum （Thunb.） Tzvelev
ニガナ
愛知県名古屋市千種区鍋屋上野町汁谷：2013.05.26. 中村肇（270）［1396］．
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Lapsanastrum apogonoides （Maxim.） Pak et K.Bremer
コオニタビラコ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1994.04.25. 渡辺幸子（1494）［1229］．

Soliva sessilis Ruiz et Pav.
メリケントキンソウ
愛知県名古屋市名東区高針：2014.06.17. 中村肇（618）［1464］．

Apiales　セリ目
Araliaceae　ウコギ科

Hydrocotyle verticillata Thunb. var. triradiata （A.Rich.） Fernald
ウチワゼニクサ（別名：ウォーターマッシュルーム，ウォーターコイン，タ
テバチドメグサ）

愛知県名古屋市中川区野田：2014.07.12. 中村肇（664）［1408］; 名古屋市中川
区野田：2014.08.30. 中村肇（739）［1352］; 豊橋市飯村町：2014.10.16. 中村肇
（805）［1387］．

Apiaceae　セリ科
Oenanthe javanica （Blume） DC.
セリ
愛知県名古屋市千種区鍋屋上野町汁谷：2013.05.2.6. 中村肇（265）［1486］; 名
古屋市守山区大森八龍：2014.10.25. 中村肇（734）［1341］．

Sium ninsi L.
ムカゴニンジン　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：VU］
愛知県名古屋市守山区下志段味：2008.09.12. 渡辺幸子（5829）［1303］．


