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はじめに
本標本目録は，2014年（平成26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）1215点の目録である．ただし，「NBC-
NP」は標本庫の国際略号ではない．

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，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，環境省レッドリスト

（2012年（平成24年）8月28日公表）のカテゴリー，およ
び『愛知県の絶滅のおそれのある野生生物　レッドデー
タブックあいち2009―植物編―』（愛知県環境調査セン
ター（編），2009），『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2010（2004年版補遺）』
（名古屋市，2010）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
　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2009
　EX ：絶滅
　CR ：絶滅危惧IA類
　EN ：絶滅危惧IB類



― 68 ―

中村（2015）　なごや生物多様性センター収蔵植物標本目録 （1）

　VU ：絶滅危惧II類
　NT ：準絶滅危惧

名古屋市版レッドリスト2010
　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

引 用 文 献
愛知県．2012．STOP！移入種　守ろう！あいちの生態系～

愛知県移入種対策ハンドブック～．愛知県環境部自然

環境課，愛知．225pp．

愛知県環境調査センター（編）．2009．愛知県の絶滅のおそ

れのある野生生物　レッドデータブックあいち2009―

植物編―．愛知県環境部自然環境課，愛知．759pp．

The Angiosperm Phylogeny Group.  2009. An update of 

the Angiosperm Phylogeny Group classification  for 

the orders and  families of  flowering plants: APG III. 

Botanical Journal of the Linnean Society, 161: 105-121.

Christenhusz, M. J. M., Zhang, X.-C. and Schneider, H. 2011a. 

A  linear  sequence of  extant  families  and genera of 

lycophytes and ferns. Phytotaxa 19: 7-54.

Christenhusz, M.  J. M.,  J.  L. Reveal, A. K. Farjon, M. 

F. Gardner, R. R. Mill  and M. W. Chase.  2011b. A 

new  classification  and  linear  sequence  of  extant 

gymnosperms. Phytotaxa 19: 55-70.

岩槻邦男．1999．日本の野生植物シダ．平凡社，東京．

311pp．

James L.  Reveal  and Mark W. Chase.  2011. APG  III: 

Bibliographical  Information  and  Synonymy  of 

Magnoliidae. Phytotaxa 19: 71-134.

牧野富太郎（原著）・大橋広好・邑田仁・岩槻邦男．2008．

新牧野日本植物圖鑑．北隆館，東京．1458pp．

邑田仁（監修）・米倉浩司．2012．日本維管束植物目録．北

隆館，東京．379pp．

名古屋市．2010．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2010（2004年版補遺）．名古

屋市環境局環境都市推進部生物多様性企画室，名古屋．

316pp．

佐竹義輔・原寛・亘理俊次・冨成忠夫．1989．日本の野生植

物　木本1．平凡社，東京．321pp．

佐竹義輔・原寛・亘理俊次・冨成忠夫．1989．日本の野生植

物　木本2．平凡社，東京．305pp．

佐竹義輔・大井次三郎・北村四郎・亘理俊次・冨成忠夫．

1982．日本の野生植物　草本1　単子葉類．平凡社，東

京．305pp．

佐竹義輔・大井次三郎・北村四郎・亘理俊次・冨成忠夫．

1982．日本の野生植物　草本2　離弁花類．平凡社，東

京．318pp．

佐竹義輔・大井次三郎・北村四郎・亘理俊次・冨成忠夫．

1981．日本の野生植物　草本3　合弁花類．平凡社，東

京．259pp．

清水建美．2003．日本の帰化植物．平凡社，東京．337pp．
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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土原：1992.10.18. 渡辺幸子（772）［758］．

Lycopodium clavatum L.
ヒカゲノカズラ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2000.06.26. 渡辺幸子（4333）［929］．

Equisetaceae　トクサ科
Equisetum ramosissimum Desf.
イヌドクサ
愛知県名古屋市港区西福田：2009.05.26. 渡辺幸子（5883）［1092］．

Ophioglossaceae　ハナヤスリ科
Botrychium japonicum （Prantl） Underw.
オオハナワラビ　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：NT］
愛知県名古屋市天白区天白町平針荒池下：1995.12.12. 渡辺幸子（2583）［824］．

Botrychium ternatum （Thunb.） Sw.
フユノハナワラビ
愛知県名古屋市守山区大森八龍：2009.10.04. 仲井眞一郎（s.n.）［381］; 名古屋
市天白区天白町島田山ノ杁：2011.10.31. 髙木順夫（20523）［31］; 名古屋市天
白区天白町平針荒池下：1995.12.12. 渡辺幸子（2582）［823］．

Ophioglossum petiolatum Hook.
コヒロハハナヤスリ
愛知県名古屋市守山区下志段味：2009.06.09. 渡辺幸子（5906）［1094］; 名古屋
市緑区鳴海町：2010.06.08. 渡辺幸子（5984）［1105］; 名古屋市天白区平針：
1996.06.15. 渡辺幸子（2676）［835］．

Osmundaceae　ゼンマイ科
Osmunda japonica Thunb.
ゼンマイ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1999.05.03. 渡辺幸子（3795）［889］．

Osmundastrum cinnamomeum （L.） C.Presl var. fokiense （Copel.） Tagawa
ヤマドリゼンマイ　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：EN］
愛知県名古屋市緑区滝ノ水：1996.05.01. 渡辺幸子（2619）［828］．

Gleicheniaceae　ウラジロ科
Dicranopteris linearis （Burm.f.） Underw.
コシダ
愛知県名古屋市守山区中志段味：2013.11.09. 髙木順夫（22342）［739］; 名古屋
市緑区鳴海町：2009.10.20. 髙木順夫（18670）［184］．

Diplopterygium glaucum （Thunb. ex Houtt.） Nakai
Gleichenia japonica Spreng.
ウラジロ
愛知県名古屋市守山区中志段味：2013.11.09. 髙木順夫（22341）［738］; 名古屋
市緑区鳴海町：2009.09.17. 髙木順夫（18419）［158］．

Lygodiaceae　カニクサ科
Lygodium japonicum （Thunb.） Sw.
カニクサ
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.06.28. 猪俣佳江（s.n.）［321］， 2009.06. 
28. 藤岡嶺子（s.n.）［332］， 2009.06.28. 今尾由美子（s.n.）［352］; 名古屋市守山

区大森：2009.08.22. 飯尾俊介（s.n.）［655］; 名古屋市天白区平針：2009.06.28.
富田啓介（s.n.）［549］．

Plagiogyriaceae　キジノオシダ科
Plagiogyria japonica Nakai
キジノオシダ
愛知県名古屋市天白区天白町八事裏山：1996.11.10. 渡辺幸子（2928）［853］．

Lindsaeacea　ホングウシダ科
Sphenomeris chinensis （L.） Maxon
ホラシノブ
愛知県名古屋市千種区鍋屋上野町汁谷：2013.05.31. 髙木順夫（21860）［724］; 
名古屋市緑区鳴海町：1996.10.28. 渡辺幸子（2890）［851］．

Dennstaedtiaceae　コバノイシカグマ科
Dennstaedtia scabra （Wall. ex Hook.） T.Moore
コバノイシカグマ
愛知県名古屋市千種区天白町八事裏山：1996.11.10. 渡辺幸子（2927）［852］．

Dennstaedtia scabra （Wall. ex Hook.） T.Moore f. glabrescens （Ching） Tagawa
ウスゲコバノイシカグマ
愛知県名古屋市緑区桃山：1995.06.29. 渡辺幸子（2248）［801］．

Microlepia marginata （Panzer ex Houtt） C.Chr.
フモトシダ
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2012.09.07.髙木順夫（21245）［677］．

Microlepia marginata  （Panzer ex Houtt） C.Chr. f. yakusimensis  （H.Itô） 
Sa.Kurata
ケブカフモトシダ
愛知県名古屋市天白区天白町八事裏山：1996.12.16. 渡辺幸子（2957）［856］．

Pteridium aquilinum （L.） Kuhn subsp. japonicum （Nakai） Á.Löve et D.Löve
ワラビ
愛知県名古屋市天白区道明町：2000.08.06. 渡辺幸子（4395）［938］．

Pteridaceae　イノモトソウ科
Ceratopteris gaudichaudii Brongn. var. vulgaris Masuyama et Watano
ヒメミズワラビ
愛知県名古屋市港区西福田：2011.09.08. 中村肇（183）［659］．

Coniogramme japonica （Thunb.） Diels
イワガネソウ
愛知県名古屋市天白区植田：2003.09.26. 渡辺幸子（5465）［1057］．

Onychium japonicum （Thunb.） Kunze
タチシノブ
愛知県名古屋市天白区天白町八事裏山：2003.06.14. 渡辺幸子（5387）［1040］．

Pteris cretica L.
オオバノイノモトソウ
愛知県名古屋市天白区天白町平針荒池下：1995.12.12. 渡辺幸子（2584）［825］; 
名古屋市天白区天白町八事裏山：2004.06.05. 渡辺幸子（5522）［1060］．

Pteris multifida Poir.
イノモトソウ
愛知県名古屋市千種区星が丘：2009.06.28. 今尾由美子（s.n.）［349］; 名古屋市
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名東区猪高町上社井堀：2013.02.15. 浅井正明（s.n.）［703］; 名古屋市天白区平
針：2009.08.23. 富田啓介（s.n.）［557］．

Aspleniaceae　チャセンシダ科
Asplenium incisum Thunb.
トラノオシダ
愛知県名古屋市名東区猪高町藤森森：2009.06.27. 白谷美代子（s.n.）［596］， 
2009.08.22. 広田由紀子（s.n.）［592］．

Thelypteridaceae　ヒメシダ科
Thelypteris acuminata （Houtt.） C.V.Morton
ホシダ
愛知県名古屋市天白区御幸山：2004.10.12. 渡辺幸子（5542）［1062］．

Thelypteris angustifrons （Miq.） Ching
コハシゴシダ
愛知県名古屋市天白区天白町平針黒石：1995.11.11. 渡辺幸子（2549）［820］．

Thelypteris dentata （Forssk.） E.P.St.John
イヌケホシダ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.06.15. 髙木順夫（17840）［94］．

Thelypteris glanduligera （Kunze） Ching
ハシゴシダ
愛知県名古屋市守山区中志段味：2013.11.09. 髙木順夫（22345）［741］; 名古屋
市緑区鳴海町：1995.06.26. 渡辺幸子（2238） ［799］; 名古屋市名東区猪高町上
社池ノ表：2012.07.07. 髙木順夫（21063）［669］．

Thelypteris japonica （Baker） Ching
ハリガネワラビ
愛知県名古屋市守山区中志段味：2013.11.02. 髙木順夫（22333）［735］; 名古屋
市緑区鳴海町：2009.06.27. 髙木順夫（17904）［104］; 名古屋市名東区猪高町上
社池ノ表：2012.07.07. 髙木順夫（21062）［670］．

Thelypteris laxa （Franch. et Sav.） Ching
ヤワラシダ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1997.10.31. 渡辺幸子（3266）［862］; 名古屋市名
東区猪高町上社池ノ表：2012.07.07. 髙木順夫（21061）［671］．

Thelypteris palustris （Salisb.） Schott
ヒメシダ
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2012.07.07.髙木順夫（21057）［674］．

Thelypteris viridifrons Tagawa
ミドリヒメワラビ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.06.15. 髙木順夫（17841）［95］; 名古屋市名
東区猪高町上社池ノ表：2012.09.07. 髙木順夫（21247）［678］．

Blechnaceae　シシガシラ科
Blechnum niponicum （Kunze） Makino
シシガシラ
愛知県名古屋市緑区大高町：2002.10.18. 渡辺幸子（5222）［1028］．

Athyriaceae　メシダ科
Athyrium iseanum Rosenst.
ホソバイヌワラビ
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2012.07.07.髙木順夫（21067）［668］．

Athyrium wardii （Hook.） Makino
ヒロハイヌワラビ
愛知県名古屋市名東区高針：2001.05.18. 渡辺幸子（5061）［964］．

Cornopteris decurrenti-alata （Hook.） Nakai
シケチシダ
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2012.07.03.髙木順夫（21044）［665］．

Deparia dimorphophylla （Koidz.） M.Kato
セイタカシケシダ
愛知県名古屋市天白区荒池：2001.05.20. 渡辺幸子（4714）［965］．

Deparia japonica （Thunb.） M.Kato
シケシダ
愛知県名古屋市千種区鍋屋上野町汁谷：2013.05.31. 髙木順夫（21856）［721］; 
名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2012.07.07. 髙木順夫（21058）［673］; 名古
屋市天白区天白町島田山ノ杁：2011.10.31. 髙木順夫（20524）［32］; 名古屋市
天白区植田：2001.07.30. 渡辺幸子（4802）［982］．

Deparia sp.
ウスバシケシダ　［環境省：VU，愛知県：VU，名古屋市：VU］
愛知県名古屋市天白区野並：2001.10.13. 渡辺幸子（4933）［1004］．

Deparia sp.
愛知県名古屋市熱田区神宮：2011.11.10. 津田美子（s.n.）［1191］．

Dryopteridaceae　オシダ科
Arachniodes amabilis （Blume） Tind.
オオカナワラビ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1995.12.12. 渡辺幸子（2566）［821］．

Arachniodes caudata Ching
オニカナワラビ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1999.03.18. 渡辺幸子（3706）［887］; 名古屋市天
白区天白町八事山田：2003.06.14. 渡辺幸子（5378）［1038］．

Arachniodes standishii （T.Moore） Ohwi
リョウメンシダ
愛知県名古屋市守山区中志段味：2013.11.02. 髙木順夫（22328）［732］; 名古屋
市名東区猪高町上社井堀：2013.02.15. 浅井正明（s.n.）［704］; 名古屋市名東区
猪高町上社池ノ表：2012.07.07. 髙木順夫（21069）［676］; 名古屋市天白区野
並：1996.12.09. 渡辺幸子（2951）［855］; 名古屋市天白区平針：2009.08.23. 富
田啓介（s.n.）［566］．

Cyrtomium devexiscapulae （Koidz.） Ching
ナガバヤブソテツ
愛知県名古屋市中川区山王：1998.05.13. 渡辺幸子（3437）［877］; 名古屋市天
白区植田：2001.07.30. 渡辺幸子（4801）［981］．

Cyrtomium fortunei J.Sm.
ヤブソテツ
愛知県名古屋市熱田区神宮：2011.11.10. 津田美子（s.n.）［1190］; 名古屋市守山
区中志段味：2013.11.02. 髙木順夫（22335）［736］; 名古屋市名東区猪高町上社
池ノ表：2012.07.07. 髙木順夫（21059）［672］; 名古屋市天白区野並：1995.10.09.
渡辺幸子（2465）［809］．

Dryopteris championii （Benth.） C.Chr. ex Ching
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サイゴクベニシダ
愛知県名古屋市天白区野並：1996.12.09. 渡辺幸子（2943）［854］．

Dryopteris cycadina （Franch. et Sav.） C.Chr.
イワヘゴ（イヌイワヘゴを区別しない）
愛知県名古屋市天白区植田：2001.07.30. 渡辺幸子（4800）［980］．

Dryopteris erythrosora （D.C.Eaton） Kuntze
ベニシダ
愛知県名古屋市千種区鍋屋上野町汁谷：2013.05.31. 髙木順夫（21858）［723］; 
名古屋市守山区中志段味：2013.11.02. 髙木順夫（22332）［734］; 名古屋市名東
区猪高町上社池ノ表：2009.03.31. 広田由紀子（s.n.）［429］， 2012.07.07. 髙木順
夫（21064）［675］; 名古屋市天白区平針：2009.08.23. 富田啓介（s.n.）［564］．

Dryopteris fuscipes C.Chr.
マルバベニシダ
愛知県名古屋市守山区中志段味：2013.11.09. 髙木順夫（22344）［740］．

Dryopteris hondoensis Koidz.
オオベニシダ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2001.10.24. 渡辺幸子（4978）［1006］; 名古屋市天
白区天白町平針黒石：1994.10.09. 渡辺幸子（1900）［789］．

Dryopteris kinkiensis Koidz. ex Tagawa
ギフベニシダ
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2012.07.03.髙木順夫（21042）［666］; 
名古屋市天白区野並：1995.10.09. 渡辺幸子（2467）［810］， 2005.04.12. 渡辺幸子
（5546）［1064］; 名古屋市天白区天白町八事裏山：2003.06.14. 渡辺幸子（5388）
［1041］; 名古屋市天白区御幸山：1995.07.27. 渡辺幸子（2279）［802］．

Dryopteris lacera （Thunb.） Kuntze
クマワラビ
愛知県名古屋市天白区平針：2009.08.23. 富田啓介（s.n.）［565］．

Dryopteris pacifica （Nakai） Tagawa
オオイタチシダ
愛知県名古屋市天白区音聞山：2002.10.15.渡辺幸子（5221）［1027］， 2005.01.26.
渡辺幸子（5545）［1063］．

Dryopteris uniformis （Makino） Makino
オクマワラビ
愛知県名古屋市守山区中志段味：2013.11.02. 髙木順夫（22329）［733］; 名古屋
市名東区猪高町上社池ノ表：2012.07.03. 髙木順夫（21041）［667］; 名古屋市天
白区天白町平針荒池下：2001.05.20. 渡辺幸子（4716）［966］．

Leptorumohra fargesii  （Christ） Nakaike et A.Yamamoto
ナンゴクナライシダ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1995.12.12. 渡辺幸子（2572）［822］．

Polystichum longifrons Sa.Kurata
アイアスカイノデ
愛知県名古屋市千種区鍋屋上野町汁谷：2013.05.31. 髙木順夫（21857）［722］．

Polystichum polyblepharum （Roem. ex Kunze） C.Presl
イノデ
愛知県名古屋市守山区中志段味：2013.11.09. 髙木順夫（22340）［737］; 名古屋
市緑区鳴海町：2000.05.04. 渡辺幸子（4188）［914］．

Polypodiaceae　ウラボシ科
Lepisorus thunbergianus （Kaulf.） Ching
ノキシノブ
愛知県名古屋市熱田区神宮：2011.11.10. 津田美子（s.n.）［1192］．

Pinaceae　マツ科
Pinus thunbergii Parl.
クロマツ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.--.--. 髙木順夫（18673）［187］．

Pinus × densi-thunbergii Uyeki
アイグロマツ
愛知県名古屋市天白区天白町島田山ノ杁：2011.10.27. 髙木順夫（20505）［20］．

Cupressaceae　ヒノキ科
Juniperus conferta × rigida
オキアガリネズ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.06.15. 髙木順夫（17835）［93］．

Taxodium distichum （L.） Rich.
ヌマスギ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.09.26. 髙木順夫（18529）［160］．

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：NT］
愛 知 県名古屋市猪高町上社池ノ表：2009.06.28. 飯尾俊介（s.n.）［485］， 
2009.08.23. 堀田時子（s.n.）［467］， 2009.--.--. 中村肇（25）［657］．

Cabomba caroliniana A.Gray
ハゴロモモ（別名：フサジュンサイ）
愛知県名古屋市緑区長根町：2003.09.17. 渡辺幸子（5459）［1053］; 名古屋市
名東区猪高町上社池ノ表：2009.06.28. 広田由紀子（s.n.）［444］， 2009.08.23. 堀
田時子（s.n.）［463］， 2009.08.23. 飯尾俊介（s.n.）［488］， 2009.09.27. 飯尾俊介
（s.n.）［496］， 2012.08.08. 中村肇（103）［280］（※1）; 名古屋市天白区天白町島田
山ノ杁：2011.10.27. 髙木順夫（20486）［2］．
  （※1） 埋土種子調査（2011年12月1日採泥）

Nymphaeaceae　スイレン科
Euryale ferox Salisb.
オニバス　［環境省：VU，愛知県：CR，名古屋市：EX］
愛知県名古屋市中区二の丸：2012.11.13. 中村肇（172）［705］， 2012.11.15. 中村
肇（173）［706］．

Nymphaea sp.
園芸スイレン（別名：外来スイレン）
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.06.28. 飯尾俊介（s.n.）［294］（※1）; 名
古屋市緑区文久山：2009.07.24. 髙木順夫（18036） ［245］; 名古屋市名東区猪高
町上社池ノ表：2012.08.08. 中村肇（102）［279］（※2）．
  （※1） Det.2014.08.28. 中村肇 .
  （※2） 埋土種子調査（2011年12月1日採泥）

Saururaceae　ドクダミ科
Houttuynia cordata Thunb.
ドクダミ
愛知県名古屋市千種区鍋屋上野町汁谷：2013.05.31. 髙木順夫（21840）［714］; 
名古屋市緑区鳴海町：2009.06.15. 髙木順夫（17842）［96］; 名古屋市名東区猪
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高町藤森森：2009.06.27. 白谷美代子（s.n.）［603］．

Aristolochiaceae　ウマノスズクサ科
Aristolochia debilis Siebold et Zucc.
ウマノスズクサ
愛知県名古屋市天白区道明町：1995.08.15. 渡辺幸子（2297）［805］．

Aristolochia kaempferi Willd.
オオバウマノスズクサ　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：VU］
愛知県名古屋市守山区吉根：2001.04.28. 渡辺幸子（4649）［957］．

Asarum takaoi F.Maek. var. hisauchii （F.Maek.） F.Maek.
ゼニバサイシン
愛知県名古屋市天白区野並：1996.05.13. 渡辺幸子（2623）［830］; 名古屋市天
白区天白町八事裏山：1996.04.25. 渡辺幸子（2591）［827］．

Lauraceae　クスノキ科
Cinnamomum camphora （L.） J.Presl
クスノキ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.05.19. 髙木順夫（17612）［76］， 2009.10.20. 髙
木順夫（18667）［181］．

Machilus thunbergii Siebold et Zucc.
タブノキ
愛知県名古屋市天白区天白町島田山ノ杁：2011.10.31. 髙木順夫（20525）［33］．

Neolitsea sericea （Blume） Koidz. var. aurata （Hayata） Hatus.
キンショクダモ
愛知県名古屋市天白区平針：1999.05.25. 渡辺幸子（3849）［894］．

Acoraceae　ショウブ科
Acorus gramineus Sol. ex Aiton
セキショウ
愛知県名古屋市緑区文久山：2009.07.24. 髙木順夫（18025）［235］．

Araceae　サトイモ科
Landoltia punctata （G.Mey.） Les et D.J.Crawford
ヒメウキクサ
愛知県名古屋市緑区文久山：2009.08.22. 髙木順夫（18235）［258］．

Pinellia ternata （Thunb.） Breitenb.
カラスビシャク
愛知県名古屋市天白区御幸山：2013.04.29. 渡辺幸子（6496）［1140］．

Spirodela polyrhiza （L.） Schleid.
ウキクサ
愛知県名古屋市緑区文久山：2009.08.22. 髙木順夫（18234）［257］．

Alismataceae　オモダカ科
Sagittaria trifolia L.
オモダカ
愛知県名古屋市緑区大高町：1993.08.29. 渡辺幸子（1212）［768］．

Hydrocharitaceae　トチカガミ科
Egeria densa Planch.
オオカナダモ
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.08.23. 広田由紀子（s.n.）［374］; 名古

屋市緑区長根町：2003.09.17. 渡辺幸子（5458）［1052］．

Limnobium laevigatum （Humb. et Bonpl. ex Willd.） Heine
アマゾントチカガミ
愛 知 県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.09.27. 飯尾俊介（s.n.） 
［502］（※1）．
  （※1） Det.2014.08.28. 中村肇 .

Najas gracillima （A.Braun ex Engelm.） Magnus
Najas japonica Nakai
イトトリゲモ　［環境省：NT，愛知県：－，名古屋市：NT］
愛知県名古屋市天白区久方：1998.08.04. 渡辺幸子（3572）［882］．

Vallisneria sp.
愛知県名古屋市瀬古：2013.09.29. 芹沢俊介（88959）［1199］．

Potamogetonaceae　ヒルムシロ科
Potamogeton crispus L.
エビモ
愛知県名古屋市天白区平針：2001.09.08. 渡辺幸子（4856）［990］．

Potamogeton distinctus A.Benn.
ヒルムシロ　［環境省：－，愛知県：NT，名古屋市：EN］
愛知県一宮市下川田町：2008.08.25. 中村肇（22）［660］．

Potamogeton octandrus Poir.
ホソバミズヒキモ
愛知県名古屋市緑区白土：2003.08.31. 渡辺幸子（5436）［1050］; 日進市岩藤
町：1995.10.21. 渡辺幸子（2510）［812］．

Potamogeton oxyphyllus Miq.
ヤナギモ
愛知県名古屋市天白区池場：2000.09.03. 渡辺幸子（4455）［945］．

Potamogeton sp.
ナガレミズヒキモ
愛知県名古屋市天白区荒池：1993.08.05. 渡辺幸子（1124）［761］．

Potamogeton sp.
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2013.10.16. 芹沢俊介（89073）［1200］（※1）．
  （※1） Det.2014.09.18. 中村肇 .

Nartheciaceae　キンコウカ科
Aletris luteoviridis （Maxim.） Franch.
ノギラン
愛知県名古屋市守山区大森八龍：2009.09.27. 柴田美子（s.n.）［417］; 名古屋市
緑区大高町：1999.07.15. 渡辺幸子（3966）［899］．

Dioscoreaceae　ヤマノイモ科
Dioscorea gracillima Miq.
タチドコロ
愛知県名古屋市天白区植田：1996.05.27. 渡辺幸子（2642）［832］; 名古屋市天
白区島田黒石：2002.09.05. 渡辺幸子（5157）［1022］．

Dioscorea japonica Thunb.
ヤマノイモ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.08.26. 髙木順夫（18284）［139］．
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Dioscorea tokoro Makino
オニドコロ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1995.08.09. 渡辺幸子（2289）［804］．

Smilacaceae　サルトリイバラ科
Smilax biflora Siebold ex Miq. var. trinervula （Miq.） Hatus. ex T.Koyama
サルマメ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.06.15. 髙木順夫（17816）［82］．

Smilax china L.
サルトリイバラ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.08.26. 髙木順夫（18291）［144］．

Smilax nipponica Miq.
タチシオデ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.10.20. 髙木順夫（18657）［178］．

Liliaceae　ユリ科
Lilium formosanum A.Wallace
タカサゴユリ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.08.26. 髙木順夫（18286）［141］; 名古屋市緑
区文久山：2009.08.26. 髙木順夫（18270）［264］．

Orchidaceae　ラン科
Lecanorchis suginoana （Tuyama） Seriz.
エンシュウムヨウラン
愛知県名古屋市天白区：1999.05.31. 渡辺幸子（3886）［895］（※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
愛知県名古屋市名東区猪高町藤森森：2009.06.27. 白谷美代子（s.n.）［602］．

Iridaceae　アヤメ科
Iris japonica Thunb.
シャガ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.04.22. 髙木順夫（17448）［52］．

Iris pseudacorus L.
キショウブ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.05.19. 髙木順夫（17598）［62］．

Sisyrinchium rosulatum E.P.Bicknell
ニワゼキショウ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.05.19. 髙木順夫（17604）［68］; 名古屋市緑
区文久山：2009.07.24. 髙木順夫（18026）［236］．

Sisyrinchium sp.
オオニワゼキショウ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2012.05.24. 渡辺幸子（6451）［1130］．

Sisyrinchium sp.
セッカニワゼキショウ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2012.05.24. 渡辺幸子（6451）［1129］．

Xanthorrhoeaceae　ススキノキ科
Hemerocallis citrina Baroni var. vespertina （H.Hara） M.Hotta

ユウスゲ（別名：キスゲ）
愛知県名古屋市天白区保呂町：1993.07.31. 渡辺幸子（1120）［760］．

Amaryllidaceae　ヒガンバナ科
Ipheion uniflorum （Graham） Raf.
ハナニラ
愛知県名古屋市天白区元八事：2013.04.23. 渡辺幸子（6485）［1137］（※1）．
  （※1） Det.2014.08.28. 中村肇 .

Lycoris radiata （L’Hér.） Herb.
ヒガンバナ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.09.26. 髙木順夫（18536）［164］; 名古屋市緑
区文久山：2009.09.26. 髙木順夫（18526）［275］．

Asparagaceae　キジカクシ科
Barnardia japonica （Thunb.） Schult. et Schult.f.
ツルボ
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.09.27. 鬼頭洋子（s.n.）［313］．

Liriope minor （Maxim.） Makino
ヒメヤブラン
愛知県名古屋市緑区大高町：2002.10.18. 渡辺幸子（5230）［1030］．

Liriope muscari （Decne.） L.H.Bailey
ヤブラン
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.08.23藤岡嶺子（s.n.）［333］; 名古屋
市天白区天白町島田山ノ杁：2011.10.31. 髙木順夫（20520）［28］; 名古屋市天
白区平針：2009.08.23. 富田啓介（s.n.）［561］．

Ophiopogon japonicus （L.f.） Ker Gawl. var. japonicus
ジャノヒゲ
愛知県名古屋市天白区天白町島田山ノ杁：2011.10.31. 髙木順夫（20521）［29］．

Ophiopogon japonicus （L.f.） Ker Gawl. var. umbrosus Maxim.
ナガバジャノヒゲ
愛知県名古屋市天白区天白町島田山ノ杁：2011.10.31. 髙木順夫（20522）［30］．

Commelinaceae　ツユクサ科
Commelina communis L.
ツユクサ
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.08.23. 今尾由美子（s.n.）［361］; 名
古屋市中区二の丸：2013.09.08. 中村肇（486）［1214］; 名古屋市緑区文久山：
2009.06.27. 髙木順夫（17899）［224］．

Commelina communis L. f. ciliata Pennell
ケツユクサ
愛知県名古屋市天白区保呂町：1998.08.30. 渡辺幸子（3581）［883］．

Murdannia keisak （Hassk.） Hand.-Mazz.
イボクサ
愛知県名古屋市守山区中志段味：2013.08.27. 中村肇（448）［1202］; 名古屋
市緑区鳴海町：2009.09.26. 髙木順夫（18542）［167］; 名古屋市緑区文久山：
2009.09.26. 髙木順夫（18523）［272］．

Pollia japonica Thunb.
ヤブミョウガ
愛知県名古屋市名古屋市熱田区神宮：2012.09.10. 中村肇（118）［289］; 名古
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屋市名東区猪高町藤森森：2009.08.22. 飯尾俊介（s.n.）［582］， 2009.08.22. 広田
由紀子（s.n.）［593］， 2009.08.22. 白谷由紀子（s.n.）［625］; 名古屋市天白区平
針：2009.08.23. 富田啓介（s.n.）［558］．

Tradescantia fluminensis Vell.
ノハカタカラクサ（別名：トキワツユクサ）
愛知県名古屋市名東区藤巻町：2011.06.16. 中村肇（75）［662］．

Pontederiaceae  ミズアオイ科
Eichhornia crassipes （Mart.） Solms
ホテイアオイ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.08.26. 髙木順夫（18279）［134］; 名古屋市緑
区桶狭間：2013.08.28. 中村肇（463）［1212］; 名古屋市天白区天白町島田山ノ
杁：2011.10.27. 髙木順夫（20490）［5］．

Monochoria vaginalis （Burm.f.） C.Presl ex Kunth
コナギ
愛知県名古屋市守山区中志段味：2013.08.27. 中村肇（450）［1204］．

Typhaceae　ガマ科
Typha domingensis Pers.
ヒメガマ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.06.15. 髙木順夫（17843）［97］; 名古屋市緑
区文久山：2009.09.26. 髙木順夫（18525）［274］．

Typha latifolia L.
ガマ
愛知県名古屋市天白区植田：1992.06.27. 渡辺幸子（337）［751］．

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：－］
愛知県日進市藤島町：1995.10.21. 渡辺幸子（2518）［815］（※1）， 1995.10.21. 渡辺
幸子（2518）［816］（※2）．
  （※1） 陸上個体
  （※2） 水中個体

Eriocaulon cinereum R.Br.
ホシクサ
愛知県日進市藤島町：1995.10.21. 渡辺幸子（2521）［818］．

Eriocaulon decemflorum Maxim.
イトイヌノヒゲ
愛知県名古屋市守山区牛牧：2012.10.10. 髙木順夫（21407）［700］; 名古屋市緑
区鳴海町：2001.09.08. 渡辺幸子（4864）［993］．

Eriocaulon miquelianum Körn.
イヌノヒゲ
愛知県名古屋市守山区牛牧：2012.10.10. 髙木順夫（21409）［701］; 名古屋市緑
区鳴海町：2001.09.08. 渡辺幸子（4863）［992］; 日進市藤島町：1995.10.21. 渡
辺幸子（2522）［819］．

Eriocaulon taquetii  Lecomte
Eriocaulon hondoense Satake
ニッポンイヌノヒゲ
愛知県名古屋市守山区大森八龍：2009.07.05. 柴田美子［407］; 名古屋市守山区
牛牧：2012.10.10. 髙木順夫（21410）［702］; 名古屋市緑区大高町：2000.10.05.

渡辺幸子（4529）［950］．

Juncaceae　イグサ科
Juncus alatus Franch. et Sav.
ハナビゼキショウ
愛知県名古屋市緑区大高町：2002.06.08. 渡辺幸子（5089）［1016］．

Juncus decipiens （Buchenau） Nakai
イグサ（別名：イ）
愛知県名古屋市守山区大森八龍：2009.07.05. 竹本清子（s.n.）［390］， 2009.07.05.
柴田美子（s.n.）［408］， 2009.09.26. 柴田美子（s.n.）［412］; 名古屋市緑区鳴海
町：2009.05.19. 髙木順夫（19597）［61］; 名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：
2012.07.03. 中村肇（83）［281］; 名古屋市天白区平針：2009.06.28. 富田啓介
（s.n.）［539］．

Juncus marginatus Rostk.
ニセコウガイゼキショウ
愛知県名古屋市天白区植田南：2003.07.04. 渡辺幸子（5401）［1043］．

Juncus papillosus Franch. et Sav.
アオコウガイゼキショウ
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.08.23. 飯尾俊介（s.n.）［487］， 
2009.09.27. 飯尾俊介（s.n.）［501］．

Juncus prismatocarpus R.Br. subsp. leschenaultii （J.Gay ex Laharpe） Kirschner
コウガイゼキショウ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.05.19. 髙木順夫（17601）［65］．

Juncus setchuensis Buchenau var. effusoides Buchenau
ホソイ
愛知県名古屋市天白区島田：2008.05.27. 渡辺幸子（5821）［1082］．

Juncus tenuis Willd.
クサイ（タチクサイを区別しない）
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.06.28. 今尾由美子（s.n.）［338］; 名古
屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.05.31. 広田由紀子（s.n.）［441］; 名古屋市
名東区猪高町藤森森：2009.08.22. 白谷由紀子（s.n.）［626］; 名古屋市天白区平
針：2009.06.28. 富田啓介（s.n.）［547］， 2009.06.28. 富田啓介（s.n.）［548］; 名
古屋市天白区植田南：2003.07.04. 渡辺幸子（5402）［1044］（※1）．
  （※1） Det.2015.01.19. 中村肇 .

Juncus wallichianus Laharpe
ハリコウガイゼキショウ（別名：コモチコウガイゼキショウ）
愛知県名古屋市昭和区川原通：2013.09.09. 渡辺幸子（6638）［1178］; 名古屋市
緑区鳴海町：1999.11.04. 渡辺幸子（4105）［908］; 名古屋市天白区海老山町：
2001.10.13. 渡辺幸子（4924）［1001］．

Juncus sp.
コゴメイ
愛知県名古屋市千種区鍋屋上野町汁谷：2013.05.26. 髙木順夫（21816）［713］; 
名古屋市南区砂口町：2013.05.07. 渡辺幸子（6524）［1153］．

Luzula capitata （Miq.） Miq.
スズメノヤリ
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.03.30. 広田由紀子（s.n.）［365］; 名古
屋市千種区鍋屋上野町汁谷：2013.05.26. 髙木順夫（21815）［712］; 名古屋市緑
区文久山：2009.04.22. 髙木順夫（17437）［200］．
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Luzula multiflora （Ehrh.） Lej.
ヤマスズメノヒエ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2000.05.04. 渡辺幸子（4199）［917］; 名古屋市天
白区御幸山：2013.04.29. 渡辺幸子（6497）［1141］．

Cyperaceae　カヤツリグサ科
Bolboschoenus fluviatilis （Torr.） Soják subsp. yagara （Ohwi） T.Koyama
Scirpus fluviatilis （Torr.） A.Gray
ウキヤガラ
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.06.28.広田由紀子（s.n.）［447］， 
2009.06.28. 飯尾俊介（s.n.）［479］， 2012.07.03. 中村肇（86）［282］．

Bolboschoenus planiculmis （F.Schmidt） T.V.Egorova
Scirpus iseensis T.Koyama et T.Shimizu
イセウキヤガラ　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：VU］
愛知県名古屋市中川区下之一色町：2001.06.23. 渡辺幸子（4771）［974］．

Bulbostylis barbata （Rottb.） Kunth
ハタガヤ
愛知県名古屋市瑞穂区井の元町：1998.09.02. 渡辺幸子（3585）［884］．

Carex albata Boott
ミノボロスゲ　［環境省：－，愛知県：VU，名古屋市：－］
愛知県名古屋市守山区：2013.05.25. 渡辺幸子（6538）［1158］（※1）．
  （※1）  標本ラベルでは，採集地情報が「愛知県名古屋市守山区　小幡緑

地」となっている．

Carex alopecuroides D.Don ex Tilloch et Taylor var. chlorostachya C.B.Clarke
シラスゲ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.05.19.髙木順夫（17595）［59］; 名古屋市天白
区野並：2002.06.19. 渡辺幸子（5109）［1019］; 名古屋市天白区平針：2009.06.28.
富田啓介（s.n.）［546］．

Carex candolleana H.Lév. et Vaniot
メアオスゲ
愛知県名古屋市昭和区八事本町：2000.05.27. 渡辺幸子（4255）［921］．

Carex conica Boott
ヒメカンスゲ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1995.04.12. 渡辺幸子（2007）［794］．

Carex dispalata Boott
カサスゲ
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.09.27. 堀田時子（s.n.）［471］; 
名古屋市名東区猪高町藤森森：2009.05.24. 広田由紀子（s.n.）［587］．

Carex gibba Wahlenb.
マスクサ（別名：マスクサスゲ）
愛知県名古屋市千種区鍋屋上野町汁谷：2013.05.26. 髙木順夫（21814）［711］; 
名古屋市守山区牛牧：2012.04.14. 髙木順夫（20715）［679］．

Carex humilis Leyss. var. nana （H.Lév. et Vaniot） Ohwi
ホソバヒカゲスゲ
愛知県名古屋市天白区八幡山：1992.03.26. 渡辺幸子（26）［742］．

Carex ischnostachya Steud.
ジュズスゲ

愛知県名古屋市千種区鍋屋上野町汁谷：2013.05.31. 髙木順夫（21852）［718］; 
名古屋市守山区大森八龍：2009.05.03. 広田由紀子（s.n.）［382］， 2009.05.03. 広
田由紀子（s.n.）［383］; 名古屋市天白区御幸山：2013.05.14. 渡辺幸子（6532）
［1154］．

Carex lanceolata Boott
ヒカゲスゲ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1999.05.03. 渡辺幸子（3796-2）［892］．

Carex lenta D.Don
ナキリスゲ
愛 知 県名古屋市守山区大森八龍：2009.09.26. 小林真理子（s.n.）［400］， 
2009.09.27. 柴田美子（s.n.）［414］; 名古屋市守山区牛牧：2012.10.10. 髙木順
夫（21417）［698］; 名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.03.31. 広田由紀子
（s.n.）［428］．

Carex leucochlora Bunge
アオスゲ
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.03.30. 広田由紀子（s.n.）［363］; 名古
屋市守山区牛牧：2012.04.24. 髙木順夫（20714）［682］; 名古屋市緑区文久山：
2009.04.22. 髙木順夫（17438）［201］．

Carex maculata Boott
タチスゲ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.05.19. 髙木順夫（17596）［60］．

Carex maximowiczii  Miq.
ゴウソ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2012.05.07. 渡辺幸子（6408）［1127］．

Carex nervata Franch. et Sav.
シバスゲ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2000.05.04. 渡辺幸子（4193）［916］．

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. 髙木順夫（21813）［710］．

Carex omiana Franch. et Sav.
ヤチカワズスゲ
愛知県名古屋市守山区牛牧：2012.04.26. 髙木順夫（20743）［684］; 名古屋市天
白区天白町八事裏山：1995.04.24. 渡辺幸子（2040）［797］; 名古屋市天白区植
田山：1996.04.25. 渡辺幸子（2588）［826］．

Carex oshimensis Nakai
オオシマカンスゲ
愛知県名古屋市天白区表山：1993.06.07. 渡辺幸子（993）［759］．

Carex parciflora Boott var. macroglossa （Franch. et Sav.） Ohwi
コジュズスゲ
愛知県名古屋市守山区上志段味：2001.04.28. 渡辺幸子（4645）［955］; 名古屋
市名東区猪高町上社池ノ表：2009.06.28. 飯尾俊介（s.n.）［482］．

Carex phacota Spreng.
ヒメゴウソ
愛知県名古屋市守山区牛牧：2012.04.26. 髙木順夫（20744）［685］．



― 76 ―

中村（2015）　なごや生物多様性センター収蔵植物標本目録 （1）

Carex pudica Honda
マメスゲ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1995.04.12. 渡辺幸子（2000）［792］．

Carex rugata Ohwi
クサスゲ
愛知県名古屋市守山区上志段味：2001.04.28. 渡辺幸子（4648）［956］．

Carex scabrifolia Steud.
シオクグ　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：NT］
愛知県名古屋市中川区下之一色町：2001.05.06. 渡辺幸子（4654）［958］．

Carex thunbergii Steud.
アゼスゲ
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.08.23. 堀田時子（s.n.）［458］．

Carex tristachya Thunb.
モエギスゲ
愛知県名古屋市守山区牛牧：2012.04.26. 髙木順夫（20742）［683］．

Cyperus compressus L.
クグガヤツリ
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.08.23. 広田由紀子［371］．

Cyperus difformis L.
タマガヤツリ
愛知県名古屋市守山区中志段味：2013.08.27. 中村肇（452）［1205］．

Cyperus eragrostis Lam.
メリケンガヤツリ
愛知県名古屋市昭和区隼人町：2009.06.28. 富田啓介（s.n.）［506］; 名古屋市守
山区大森：2009.09.27. 竹本清子（s.n.）［651］; 名古屋市緑区文久山：2009.05.19.
髙木順夫（17582）［206］， 2009.08.22. 梅本洋子（s.n.）［578］; 名古屋市名東
区猪高町藤森森：2009.06.27. 白谷美代子（s.n.）［599］， 2009.08.22. 白谷美代子
（s.n.）［615］．

Cyperus flaccidus R.Br.
ヒナガヤツリ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1993.08.26. 渡辺幸子（1189）［766］．

Cyperus haspan L. var. tuberiferus T.Koyama
コアゼガヤツリ
愛知県名古屋市守山区大森八龍：2009.09.27. 柴田美子（s.n.）［416］， 2009.10.04.
竹本清子（s.n.）［396］; 名古屋市緑区鳴海町：1996.10.28.渡辺幸子（2876）［850］， 
2009.08.22. 髙木順夫（18253）［129］， 2009.08.22. 富田啓介（s.n.）［571］; 名古
屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.09.27. 堀田時子（s.n.）［475］， 2009.09.27.
飯尾俊介（s.n.）［504］; 名古屋市天白区天白町平針黒石：1996.09.09. 渡辺幸子
（2733）［843］．

Cyperus nipponicus Franch. et Sav.
アオガヤツリ
愛知県名古屋市守山区中志段味：2013.08.23. 髙木順夫（22145）［730］．

Cyperus orthostachyus Franch. et Sav.
ウシクグ
愛知県名古屋市天白区海老山町：2001.10.13. 渡辺幸子（4925）［1002］．

Cyperus pacificus （Ohwi） Ohwi
シロガヤツリ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1996.09.16. 渡辺幸子（2748）［844］．

Cyperus pilosus Vahl
オニガヤツリ
愛知県名古屋市守山区牛牧：2012.09.29.髙木順夫（21326）［692］; 名古屋市緑区
鳴海町：2009.09.26. 髙木順夫（18547） ［171］; 名古屋市緑区大高町：2001.08.19.
渡辺幸子（4825）［986］．

Cyperus polystachyos Rottb.
イガガヤツリ
愛知県名古屋市守山区中志段味：2013.08.23. 髙木順夫（22149）［731］; 名古屋
市緑区鳴海町：2001.10.24. 渡辺幸子（4984）［1008］．

Cyperus rotundus L.
ハマスゲ
愛知県名古屋市緑区文久山：2009.07.24. 髙木順夫（18021）［231］．

Cyperus sanguinolentus Vahl
カワラスガナ
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.08.23. 広田由紀子（s.n.）［370］; 名古
屋市緑区鳴海町：2009.09.26. 髙木順夫（18546）［170］．

Eleocharis acicularis （L.） Roem. et Schult. var. longiseta Svenson
マツバイ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1995.06.26. 渡辺幸子（2245）［800］．

Eleocharis congesta D.Don f. dolichochaeta T.Koyama
オオハリイ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2000.06.26. 渡辺幸子（4330）［926］; 名古屋市天
白区天白町平針黒石：1996.09.06. 渡辺幸子（2720）［839］．

Eleocharis congesta D.Don var. japonica （Miq.） T.Koyama
ハリイ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2003.09.17. 渡辺幸子（5448）［1051］．

Eleocharis wichurae Boeckeler
シカクイ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2000.06.26. 渡辺幸子（4332）［928］．

Fimbristylis autumnalis （L.） Roem. et Schult.
ヒメヒラテンツキ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1995.09.21. 渡辺幸子（2418）［806］; 名古屋市緑
区久方：2000.08.25. 渡辺幸子（4421）［940］; 名古屋市緑区文久山：2009.08.22.
髙木順夫（18237）［260］， 2009.08.22. 梅本洋子（s.n.）［576］．

Fimbristylis dichotoma （L.） Vahl var. tentsuki T.Koyama
テンツキ
愛知県名古屋市昭和区川原通：2013.09.09. 渡辺幸子（6637）［1177］; 名古屋
市守山区大森八龍：2009.07.05. 柴田美子［401］; 名古屋市守山区中志段味：
2013.08.23. 髙木順夫（22136）［727］（※1）．
  （※1） Det.2014.12.04. 芹沢俊介 .

Fimbristylis dipsacea （Rottb.） C.B.Clarke
アオテンツキ
愛知県名古屋市守山区中志段味：2013.08.23. 髙木順夫（22138）［728］．
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Fimbristylis littoralis Gaudich.
ヒデリコ
愛知県名古屋市守山区中志段味：2013.08.23. 髙木順夫（22135）［726］; 名古屋
市守山区牛牧：2012.09.29. 髙木順夫（21325）［691］; 名古屋市緑区鳴海町：
2009.09.26. 髙木順夫（18548） ［172］; 名古屋市緑区久方：2000.08.25. 渡辺幸子
（4425）［941］．

Fimbristylis stauntonii Debeaux et Franch. var. tonensis （Makino） T.Koyama
トネテンツキ　［環境省：VU，愛知県：VU，名古屋市：－］
愛知県名古屋市守山区中志段味：2013.08.23. 髙木順夫（22133）［725］．

Fimbristylis subbispicata Nees et Meyen
ヤマイ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.08.22. 髙木順夫（18257）［131］; 名古屋市
名東区猪高町上社池ノ表：2009.08.23. 広田由紀子［452］， 2009.09.27. 堀田時子
（s.n.）［476］， 2009.09.27. 飯尾俊介（s.n.）［494］; 名古屋市名東区猪高町藤森
森：2009.08.22. 白谷由紀子（s.n.）［624］．

Fimbristylis velata R.Br.
メアゼテンツキ
愛知県名古屋市守山区中志段味：2013.08.23. 髙木順夫（22140）［729］; 名古屋
市緑区鳴海町：1995.09.21. 渡辺幸子（2419）［807］; 名古屋市名東区猪高町上
社池ノ表：2012.07.03. 中村肇（89）［283］．

Fimbristylis sp.
愛知県名古屋市天白区中砂町：2001.08.23. 渡辺幸子（4839）［987］．

Kyllinga brevifolia Rottb.
アイダクグ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.08.22. 髙木順夫（18250）［128］; 名古屋市緑
区久方：2000.08.25. 渡辺幸子（4420）［939］．

Kyllinga brevifolia Rottb. var. leiolepis （Franch. et Sav.） H.Hara
ヒメクグ
愛知県名古屋市昭和区隼人町：2009.09.27. 富田啓介（s.n.）［529］; 名古屋市緑
区鳴海町：2009.09.27. 鷲見順子（s.n.）［573］; 名古屋市緑区文久山：2009.07.24.
髙木順夫（18023）［233］; 名古屋市名東区猪高町藤森森：2009.08.22. 白谷美
代子（s.n.）［612］; 名古屋市天白区天白町島田山ノ杁：2011.10.31. 髙木順夫
（20514）［23］．

Rhynchospora alba （L.） Vahl
ミカヅキグサ
愛知県名古屋市緑区滝ノ水：2000.07.13. 渡辺幸子（4365）［935］．

Rhynchospora faberi C.B.Clarke
イトイヌノハナヒゲ
愛知県名古屋市天白区天白町八事山田：1996.10.24. 渡辺幸子（2862）［847］．

Rhynchospora faberi C.B.Clarke f. umemurae （Makino） Ohwi et T.Koyama
ヒメイヌノハナヒゲ
愛知県名古屋市守山区大森八龍：2009.07.05. 近藤（s.n.）［380］， 2009.07.05. 柴
田美子（s.n.）［403］， 2009.07.05. 柴田美子（s.n.）［404］， 2009.07.05. 柴田美子
（s.n.）［406］， 2009.09.26. 柴田美子（s.n.）［410］．

Rhynchospora fujiiana Makino
コイヌノハナヒゲ
愛知県名古屋市守山区大森八龍：2009.10.04. 竹本清子（s.n.）［397］; 名古屋市

緑区滝ノ水：2000.07.13. 渡辺幸子（4364）［934］．

Rhynchospora rubra （Lour.） Makino
イガクサ　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：EN］
愛知県名古屋市守山区大森八龍：2009.09.27. 柴田美子（s.n.）［419］．

Rhynchospora rugosa （Vahl） Gale
イヌノハナヒゲ
愛知県名古屋市守山区大森八龍：2009.09.27. 柴田美子（s.n.）［418］; 名古屋
市守山区牛牧：2012.10.08. 髙木順夫（21369） ［694］; 名古屋市緑区鳴海町：
2009.08.22. 髙木順夫（18256）［130］， 2009.08.22. 富田啓介（s.n.）［572］; 名古
屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.08.23. 広田由紀子（s.n.）［450］， 2009.08.23.
堀田時子（s.n.）［466］， 2009.09.27. 飯尾俊介（s.n.）［492］．

Schoenoplectus hotarui （Ohwi） Holub
ホタルイ
愛知県名古屋市守山区牛牧：2012.10.10. 髙木順夫（21411）［695］; 名古屋市緑
区鳴海町：2000.06.26. 渡辺幸子（4331）［927］．

Schoenoplectus juncoides （Roxb.） Palla
イヌホタルイ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2003.09.19. 渡辺幸子（5452）［1054］．

Schoenoplectus lineolatus （Franch. et Sav.） T.Koyama
ヒメホタルイ
愛知県日進市藤島町：1995.10.21. 渡辺幸子（2519）［817］．

Schoenoplectus tabernaemontani （C.C.Gmel.） Palla
フトイ
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2012.10.02. 中村肇（193）［288］．

Schoenoplectus triangulatus （Roxb.） Soják
カンガレイ
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.06.28. 中村肇（54）［290］， 
2009.06.28. 飯 尾 俊介（s.n.）［477］， 2009.08.23.  広 田 由紀子（s.n.）［451］， 
2009.08.23. 堀田時子（s.n.）［459］．

Schoenoplectus triqueter （L.） Palla
サンカクイ
愛知県名古屋市守山区大森：2009.08.22. 広田由紀子（s.n.）［637］， 2009.08.22.
飯尾俊介（s.n.）［653］， 2009.09.07. 竹本清子（s.n.）［647］．

Schoenoplectus triangulatus × hotarui
サンカクホタルイ
愛知県名古屋市天白区久方：1994.09.03. 渡辺幸子（1782）［787］．

Scirpus fuirenoides Maxim.
コマツカサススキ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2001.09.08. 渡辺幸子（4862）［991］．

Scirpus wichurai Boeckeler f. concolor （Maxim.） Ohwi
アブラガヤ
愛知県名古屋市守山区牛牧：2012.09.29. 髙木順夫（21333）［693］; 名古屋市緑
区鳴海町：2009.08.26. 髙木順夫（18280）［135］．

Scleria mikawana Makino
ミカワシンジュガヤ　［環境省：VU，愛知県：VU，名古屋市：EN］
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愛知県名古屋市天白区海老山町：2001.10.13. 渡辺幸子（4922）［999］．

Scleria rugosa R.Br. var. rugosa
ケシンジュガヤ
愛知県名古屋市守山区牛牧：2012.09.11. 髙木順夫（21249）［686］．

Scleria rugosa R.Br. var. onoei （Franch. et Sav.） Yonek.
マネキシンジュガヤ
愛知県名古屋市守山区大森八龍：2009.09.26. 柴田美子（s.n.）［413］; 名古屋
市守山区牛牧：2012.10.10. 髙木順夫（21412）［696］; 名古屋市名東区猪高町
上社池ノ表：2009.08.23. 広田由紀子（s.n.）［453］， 2009.08.23. 堀田時子（s.n.）
［468］， 2009.08.23. 飯尾俊介（s.n.）［486］．

Poaceae　イネ科
Agrostis clavata Trin. var. nukabo Ohwi
ヌカボ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2012.05.07. 渡辺幸子（6410）［1128］．

Agrostis gigantea Roth
コヌカグサ
愛知県名古屋市港区金城ふ頭：2013.06.15.渡辺幸子（6561）［1161］， 2013.06.15.
渡辺幸子（6568）［1164］; 名古屋市天白区平針：2009.06.28. 富田啓介（s.n.）
［551］．

Aira caryophyllea L.
ヌカススキ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2012.05.07. 渡辺幸子（6405）［1125］．

Alopecurus aequalis Sobol. var. aequalis
ノハラスズメノテッポウ
愛知県名古屋市天白区御幸山：2013.06.17. 渡辺幸子（6478）［1166］（※1）．
  （※1） Det.2015.01.09. 中村肇 .

Alopecurus aequalis Sobol. var. amurensis （Kom.） Ohwi
スズメノテッポウ
愛知県名古屋市緑区文久山：2009.05.19. 髙木順夫（17593）［217］; 名古屋市天
白区御幸山：2013.06.17. 渡辺幸子（6478）［1166］．

Andropogon virginicus L.
メリケンカルカヤ
愛知県名古屋市緑区文久山：2009.10.20. 髙木順夫（18648）［278］．

Arthraxon hispidus （Thunb.） Makino
コブナグサ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.10.20. 髙木順夫（18653）［175］; 名古屋市緑
区文久山：2009.08.22. 梅本洋子（s.n.）［577］; 名古屋市天白区天白町島田山ノ
杁：2011.10.31. 髙木順夫（20511）［21］．

Avena fatua L.
カラスムギ
愛知県名古屋市天白区道明町：2012.05.04. 渡辺幸子（6402）［1124］．

Avena sterilis L. subsp. ludoviciana （Durieu） M.Gillet et Magne
オニカラスムギ
愛知県名古屋市港区金城ふ頭：2013.06.15. 渡辺幸子（6571）［1165］．

Bambusa multiplex （Lour.） Raeusch. ex Schult. et Schult.f. ‘Fernleaf’

ホウオウチク
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.06.15. 髙木順夫（17848）［101］．

Beckmannia syzigachne （Steud.） Fernald
カズノコグサ（別名：ミノゴメ）
愛知県名古屋市緑区文久山：2009.05.19. 髙木順夫（17592）［216］．

Brachypodium sylvaticum （Huds.） P.Beauv. var. miserum （Thunb.） Koidz.
ヤマカモジグサ
愛知県名古屋市守山区大森：2009.05.09. 広田由紀子（s.n.）［635］．

Briza maxima L.
コバンソウ
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.06.28. 藤岡嶺子（s.n.）［328］．

Briza minor L.
ヒメコバンソウ
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.08.23. 藤岡嶺子（s.n.）［336］; 名古屋
市南区砂口町：2013.05.07. 渡辺幸子（6521）［1151］; 名古屋市緑区鳴海町：
2009.05.19. 髙木順夫（17605）［69］; 名古屋市緑区文久山：2009.05.19. 髙木順
夫（17579）［203］．

Bromus catharticus Vahl
イヌムギ
愛知県名古屋市緑区文久山：2009.04.22. 髙木順夫（17435）［198］．

Bromus diandrus Roth
ヒゲナガスズメノチャヒキ
愛知県名古屋市中区大須：2010.05.17. 渡辺幸子（5972）［1103］; 名古屋市緑区
大高町：2001.04.14. 渡辺幸子（4631-2）［954］．

Bromus inermis Leyss.
コスズメノチャヒキ
愛知県名古屋市天白区井口：2001.05.01. 渡辺幸子（4679）［963］．

Bromus japonicus Thunb.
スズメノチャヒキ
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.06.28. 今尾由美子（s.n.）［348］．

Calamagrostis pseudophragmites （Haller f.） Koeler
ホッスガヤ
愛知県名古屋市天白区天白町平針黒石：2001.06.23. 渡辺幸子（4772）［975］．

Coix lacryma-jobi L.
ジュズダマ
愛知県名古屋市天白区平針：2009.09.27. 富田啓介（s.n.）［567］．

Cymbopogon tortilis （J.Presl） A.Camus var. goeringii （Steud.） Hand.-Mazz.
オガルカヤ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1993.08.26. 渡辺幸子（1181）［765］．

Cynodon dactylon （L.） Pers.
ギョウギシバ
愛知県名古屋市緑区文久山：2009.06.27. 髙木順夫（17900）［225］．

Desmazeria rigida （L.） Tutin
カタボウシノケグサ
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愛知県名古屋市港区金城ふ頭：2008.05.16. 渡辺幸子（5815）［1079］．

Digitaria ciliaris （Retz.） Koeler
メヒシバ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.08.20. 髙木順夫（18199）［124］; 名古屋市緑
区文久山：2009.07.24. 髙木順夫（18034）［243］．

Digitaria radicosa （J.Presl） Miq.
コメヒシバ
愛知県名古屋市昭和区隼人町：2009.08.23. 富田啓介（s.n.）［516］．

Dimeria ornithopoda Trin.
カリマタガヤ
愛知県名古屋市天白区天白町八事山田：1996.10.24. 渡辺幸子（2865）［848］．

Echinochloa crus-galli  （L.） P.Beauv.
イヌビエ（ケイヌビエを含む）
愛知県名古屋市昭和区隼人町：2009.09.27. 富田啓介（s.n.）［537］（※1）; 名古屋
市緑区鳴海町：2009.07.24. 髙木順夫（18045）［110］; 名古屋市守山区大森：
2009.08.22. 広田由紀子（s.n.）［643］（※1）．
  （※1） ケイヌビエ

Echinochloa crus-galli  （L.） P.Beauv. var. praticola Ohwi
ヒメイヌビエ
愛知県名古屋市緑区文久山：2009.08.20. 髙木順夫（18178）［248］．

Eleusine indica （L.） Gaertn.
オヒシバ
愛知県名古屋市昭和区隼人町：2009.08.23. 富田啓介（s.n.）［518］， 2009.08.23.
富田啓介（s.n.）［525］; 名古屋市緑区鳴海町：2009.08.20. 髙木順夫（18198）
［123］; 名古屋市緑区文久山：2009.07.24. 髙木順夫（18030）［240］．

Elymus racemifer （Steud.） Tzvelev
アオカモジグサ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.06.15. 髙木順夫（17849）［102］．

Elymus tsukushiensis Honda var. transiens （Hack.） Osada
カモジグサ
愛知県名古屋市千種区鍋屋上野町汁谷：2013.05.31. 髙木順夫（21854）［720］; 
名古屋市緑区文久山：2009.06.15. 髙木順夫（17852）［219］; 名古屋市名東区
猪高町藤森森：2009.06.27. 白谷美代子（s.n.）［597］; 名古屋市天白区平針：
2009.06.28. 富田啓介（s.n.）［538］．

Eragrostis ferruginea （Thunb.） P.Beauv.
カゼクサ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.09.17. 髙木順夫（18418）［157］．

Eragrostis minor Host
コスズメガヤ
愛知県名古屋市天白区元八事：2007.08.16. 渡辺幸子（5773）［1074］．

Eragrostis multicaulis Steud.
ニワホコリ
愛知県名古屋市港区金城ふ頭：2013.06.15. 渡辺幸子（6567）［1163］．

Eragrostis sp.
キソガワニワホコリ

愛知県名古屋市守山区竜泉寺：2001.09.23. 渡辺幸子（4890）［996］．

Eriochloa villosa （Thunb.） Kunth
ナルコビエ
愛知県名古屋市天白区天白町八事裏山：1996.06.16. 渡辺幸子（2681）［836］．

Festuca rubra L.
オオウシノケグサ
愛知県名古屋市守山区大森：2009.05.09. 広田由紀子（s.n.）［636］．

Glyceria ischyroneura Steud.
ドジョウツナギ
愛知県名古屋市千種区鍋屋上野町汁谷：2013.05.26. 髙木順夫（21810）［709］; 
名古屋市天白区野並：2001.05.10. 渡辺幸子（4672）［962］．

Isachne globosa （Thunb.） Kuntze
チゴザサ
愛知県名古屋市守山区大森八龍：2009.09.27. 柴田美子（s.n.）［415］; 名古屋市
緑区鳴海町：2009.08.26. 髙木順夫（18274） ［133］; 名古屋市名東区猪高町上社
池ノ表：2009.08.23. 堀田時子（s.n.）［461］; 名古屋市名東区猪高町藤森森：
2009.06.27. 白谷美代子（s.n.）［608］， 2009.08.22. 白谷美代子（s.n.）［614］．

Ischaemum aristatum L.
タイワンカモノハシ
愛知県名古屋市緑区滝ノ水：2000.07.13. 渡辺幸子（4366）［936］; 名古屋市名
東区猪高町上社池ノ表：2009.08.23. 広田由紀子（s.n.）［449］．

Leersia japonica （Honda） Makino ex Honda
アシカキ
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.08.23. 飯尾俊介（s.n.）［297］; 名古屋
市天白区天白町島田山ノ杁：2011.10.27. 髙木順夫（20491）［6］．

Leersia oryzoides （L.） Sw.
エゾノサヤヌカグサ
愛知県名古屋市天白区植田南：1992.10.11. 渡辺幸子（741）［757］．

Leersia sayanuka Ohwi
サヤヌカグサ
愛知県名古屋市天白区天白町島田山ノ杁：2011.10.27. 髙木順夫（20494）［9］．

Leptochloa fusca （L.） Kunth
ハマガヤ
愛知県名古屋市南区滝春町：2001.06.23. 渡辺幸子（4764）［971］．

Lolium multiflorum Lam.
ネズミムギ
愛知県名古屋市緑区文久山：2009.04.22. 髙木順夫（17434）［197］．

Lolium perenne L.
ホソムギ
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.06.28. 今尾由美子（s.n.）［337］; 名古
屋市昭和区隼人町：2009.06.28. 富田啓介（s.n.）［510］．

Microstegium japonicum （Miq.） Koidz.
ササガヤ
愛知県名古屋市緑区大高町：2002.10.18. 渡辺幸子（6226）［1034］．
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Microstegium vimineum （Trin.） A.Camus f. willdenowianum （Nees） Osada
ヒメアシボソ
愛知県名古屋市天白区天白町島田山ノ杁：2011.10.27. 髙木順夫（20493）［8］; 
名古屋市天白区御幸山：1996.10.24. 渡辺幸子（2871）［849］

Miscanthus floridulus （Labill.） Warb. ex K.Schum. et Lauterb.
トキワススキ
愛知県名古屋市南区大高町：2003.07.12. 渡辺幸子（5414）［1048］．

Miscanthus sacchariflorus （Maxim.） Benth.
オギ
愛知県名古屋市天白区天白町島田山ノ杁：2011.10.27. 髙木順夫（20496）［11］; 
名古屋市天白区保呂町：2003.10.27. 渡辺幸子（5512）［1059］．

Miscanthus sinensis Andersson
ススキ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.10.20. 髙木順夫（18651）［174］; 名古屋市天
白区天白町島田山ノ杁：2011.10.27. 髙木順夫（20497）［12］．

Moliniopsis japonica （Hack.） Hayata
ヌマガヤ
愛知県名古屋市守山区大森八龍：2009.10.04. 竹本清子（s.n.）［398］; 名古屋
市守山区牛牧：2012.09.29. 髙木順夫（21315）［690］; 名古屋市緑区鳴海町：
2009.08.22. 髙木順夫（18254）［132］; 名古屋市天白区海老山町：2001.10.13. 渡
辺幸子（4923）［1000］．

Oplismenus undulatifolius （Ard.） Roem. et Schult.
チヂミザサ（ケチヂミザサを区別しない）
愛 知 県名古屋市守山区大森八龍：2009.09.26. 小林真理子（s.n.）［402］， 
2009.10.04. 竹本清子（s.n.）［399］; 名古屋市緑区鳴海町：2009.09.26. 髙木順夫
（18544）［168］．

Panicum bisulcatum Thunb.
ヌカキビ
愛知県名古屋市守山区大森：2009.09.27. 飯尾俊介（s.n.）［656］; 名古屋市緑区
鳴海町：2009.09.26. 髙木順夫（18545）［169］; 名古屋市天白区天白町島田山ノ
杁：2011.10.31. 髙木順夫（20512）［22］．

Panicum dichotomiflorum Michx.
オオクサキビ
愛知県名古屋市緑区文久山：2009.09.26. 髙木順夫（18511）［267］． 2009.09.26.
梅本洋子（s.n.）［579］．

Paspalum dilatatum Poir.
シマスズメノヒエ
愛知県名古屋市守山区大森：2009.08.22.広田由紀子（s.n.）［640］; 名古屋市緑区
鳴海町：2009.07.24. 髙木順夫（18050） ［113］; 名古屋市緑区文久山：2009.07.24.
髙木順夫（18028）［238］; 名古屋市名東区猪高町藤森森：2009.08.22. 広田由紀
子（s.n.）［594］．

Paspalum distichum L.
キシュウスズメノヒエ
愛知県名古屋市守山区中志段味：2013.08.27. 中村肇（449）［1203］; 名古屋市
緑区文久山：2009.07.24. 髙木順夫（18029）［239］; 名古屋市天白区天白町島田
山ノ杁：2011.10.27. 髙木順夫（20492）［7］; 名古屋市天白区天白町平針黒石：
2010.10.11. 渡辺幸子（6089）［1117］．

Paspalum scrobiculatum L. var. orbiculare （G.Forst.） Hack.
スズメノコビエ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2001.10.13. 渡辺幸子（4937）［1005］．

Paspalum thunbergii Kunth ex Steud.
スズメノヒエ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.08.20. 髙木順夫（18197）［122］; 名古屋市
緑区大高町：1993.08.29. 渡辺幸子（1210）［767］; 名古屋市天白区中砂町：
2001.09.21. 渡辺幸子（4886）［995］．

Paspalum urvillei Steud.
タチスズメノヒエ
愛 知 県名古屋市千種区星が丘山手：2009.06.28. 今尾由美子（s.n.）［340］， 
2009.08.23. 広田由紀子（s.n.）［372］; 名古屋市守山区大森：2009.09.27. 竹本清
子（s.n.）［648］; 名古屋市緑区鳴海町：2009.08.20. 髙木順夫（18195）［121］; 
名古屋市緑区文久山：2009.08.20. 髙木順夫（18176）［247］．

Phalaris canariensis L.
カナリークサヨシ
愛知県名古屋市天白区御幸山：2008.05.07. 渡辺幸子（5803-1）［1077］．

Phragmites australis （Cav.） Trin. ex Steud.
ヨシ（別名：アシ）
愛知県名古屋市南区滝春町：2000.10.19.渡辺幸子（4595）［953］; 名古屋市緑区
鳴海町：2009.06.15. 髙木順夫（17827）［91］; 名古屋市緑区文久山：2009.06.15.
髙木順夫（17853）［220］; 名古屋市天白区天白町島田山ノ杁：2011.10.27. 髙木
順夫（20495）［10］．

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野並：2001.05.20. 渡辺幸子（4721）［967］; 名古屋市天
白区島田：2000.06.02. 渡辺幸子（4279）［922］（※1）．
  （※1） Det.2015.01.14. 中村肇 .

Pleioblastus nagashima （Mitford） Nakai
ヒロウザサ
愛知県名古屋市天白区天白町平針上原：1996.05.27. 渡辺幸子（2647）［833］．

Poa annua L.
スズメノカタビラ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.04.22. 髙木順夫（17453）［57］; 名古屋市緑
区文久山：2009.04.22. 髙木順夫（17436）［199］， 2009.05.19. 髙木順夫（17587）
［211］; 名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.03.31.広田由紀子（s.n.）［425］．

Poa compressa L.
コイチゴツナギ
愛知県名古屋市天白区天白町八事裏山：2003.06.14. 渡辺幸子（5391）［1042］．

Poa pratensis L.
ナガハグサ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2012.05.07. 渡辺幸子（6407）［1126］．

Poa sphondylodes Trin.
イチゴツナギ
愛知県名古屋市守山区大森八龍：2009.05.24. 広田由紀子（s.n.）［385］．

Poa trivialis L.
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オオスズメノカタビラ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.04.22. 髙木順夫（17454）［58］．

Polypogon fugax Nees ex Steud.
ヒエガエリ
愛知県名古屋市緑区文久山：2009.05.19. 髙木順夫（17591）［215］; 名古屋市天
白区御幸山：2013.05.01. 渡辺幸子（6500）［1144］．

Pseudoraphis sordida （Thwaites） S.M.Phillips et S.L.Chen
Pseudoraphis ukishiba Ohwi
ウキシバ　［環境省：－，愛知県：NT，名古屋市：VU］
愛知県名古屋市天白区平針：2001.09.08. 渡辺幸子（4854）［989］．

Sacciolepis spicata （L.） Honda ex Masam. var. oryzetorum （Makino） Yonek.
ヌメリグサ
愛知県名古屋市昭和区隼人町：2009.09.27. 富田啓介（s.n.）［530］; 名古屋市守
山区牛牧：2012.09.29. 髙木順夫（21312）［689］．

Schizachyrium brevifolium （Sw.） Nees ex Buse
ウシクサ
愛知県名古屋市天白区天白町八事裏山：1999.09.12. 渡辺幸子（4009）［901］．

Setaria faberi R.A.W.Herrm.
アキノエノコログサ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.08.20. 髙木順夫（18200）［125］; 名古屋市緑
区文久山：2009.07.24. 髙木順夫（18031）［241］．

Setaria pumila （Poir.） Roem. et Schult.
キンエノコロ
愛知県名古屋市緑区文久山：2009.08.20. 髙木順夫（18181）［249］．

Setaria viridis （L.） P.Beauv.
エノコログサ
愛 知 県名古屋市千種区星が丘山手：2009.06.28. 猪俣佳江（s.n.）［325］， 
2009.06.28. 今尾由美子（s.n.）［350］; 名古屋市昭和区隼人町：2009.08.23. 富田
啓介（s.n.）［526］; 名古屋市緑区文久山：2009.07.24. 髙木順夫（18032）［242］．

Setaria viridis （L.） P.Beauv. f. misera Honda
ムラサキエノコロ
愛 知 県名古屋市千種区星が丘山手：2009.06.28. 猪俣佳江（s.n.）［326］， 
2009.06.28. 今尾由美子（s.n.）［351］．

Setaria sp.
ホナガキンエノコロ
愛知県名古屋市昭和区広路通：2013.09.09. 渡辺幸子（6636）［1176］．

Sorghum halepense （L.） Pers.
セイバンモロコシ
愛知県名古屋市天白区中砂町：2000.06.16. 渡辺幸子（4313）［925］．

Themeda triandra Forssk. var. japonica （Willd.） Makino
メガルカヤ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1993.08.26. 渡辺幸子（1180）［764］．

Trisetum bifidum （Thunb.） Ohwi
カニツリグサ
愛知県名古屋市千種区鍋屋上野町汁谷：2013.05.31. 髙木順夫（21853）［719］; 

名古屋市緑区鳴海町：2009.04.22. 髙木順夫（17452）［56］．

Vulpia myuros （L.） C.C.Gmel.
ナギナタガヤ
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.06.28. 猪俣佳江（s.n.）［318］．

Vulpia octoflora （Walter） Rydb.
ムラサキナギナタガヤ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2001.05.28. 渡辺幸子（4736）［968］．

Zoysia japonica Steud.
シバ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.08.22. 髙木順夫（18248）［127］．

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：2009.08.23. 今尾由美子（s.n.）［358］， 
2009.08.23.広田由紀子（s.n.）［377］; 名古屋市千種区鍋屋上野町汁谷：2013.10.11.
宇地原永吉（s.n.）［707］; 名古屋市天白区天白町島田山ノ杁：2011.10.27. 髙木
順夫（20487）［3］; 名古屋市天白区池場：2009.06.28. 富田啓介（s.n.）［550］; 
名古屋市天白区平針：2000.09.03. 渡辺幸子（4453）［944］．

Papaveraceae　ケシ科
Macleaya cordata （Willd.） R.Br.
タケニグサ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.09.17. 髙木順夫（18406）［149］．

Papaver dubium L.
ナガミヒナゲシ
愛知県名古屋市天白区御幸山：2010.05.02. 渡辺幸子（5962）［1100］．

Lardizabalaceae　アケビ科
Akebia trifoliata （Thunb.） Koidz.
ミツバアケビ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.06.15. 髙木順夫（17817）［83］．

Akebia × pentaphylla （Makino） Makino
ゴヨウアケビ
愛知県名古屋市天白区野並：1997.04.09. 渡辺幸子（2971）［858］．

Menispermaceae　ツヅラフジ科
Cocculus trilobus （Thunb.） DC.
アオツヅラフジ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.07.24. 髙木順夫（18043）［108］; 名古屋市名
東区猪高町藤森森：2009.08.22. 飯尾俊介（s.n.）［584］， 2009.08.22. 白谷由紀子
（s.n.）［628］．

Ranunculaceae　キンポウゲ科
Clematis apiifolia DC.
ボタンヅル
愛知県名古屋市天白区天白町平針上原：1995.08.09. 渡辺幸子（2287）［803］．

Ranunculus cantoniensis DC.
ケキツネノボタン
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.08.23. 堀田時子（s.n.）［457］; 
名古屋市天白区高宮町：2013.05.02. 渡辺幸子（6505）［1145］．
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Ranunculus muricatus L.
トゲミノキツネノボタン
愛知県名古屋市天白区道明町：2013.04.04. 渡辺幸子（6470）［1134］．

Ranunculus sceleratus L.
タガラシ
愛知県名古屋市南区砂口町：2013.05.07. 渡辺幸子（6518）［1149］; 名古屋市緑
区文久山：2009.05.19. 髙木順夫（17584）［208］．

Haloragaceae　アリノトウグサ科
Gonocarpus micranthus Thunb.
アリノトウグサ
愛知県名古屋市守山区大森八龍：2009.09.27. 柴田美子（s.n.）［420］; 名古屋市
緑区鳴海町：2000.06.26. 渡辺幸子（4334）［930］．

Myriophyllum aquaticum （Vell.） Veldc.
オオフサモ
愛知県名古屋市昭和区広路通：2013.09.09. 渡辺幸子（6640）［1179］．

Myriophyllum ussuriense （Regel） Maxim.
タチモ　［環境省：NT，愛知県：NT，名古屋市：EN］
愛知県日進市岩藤町：1995.10.02. 渡辺幸子（2509）［808］．

Myriophyllum × harimense Kadono et Sakiyama
ハリマノフサモ
愛知県名古屋市北区新堀町：2001.07.14. 渡辺幸子（4782）［976］（※1）; 名古屋
市守山区中志段味：2000.07.08. 渡辺幸子（4356）［932］（※1）．
  （※1） Det.2014.09.24. 中村肇 .

Crassulaceae　ベンケイソウ科
Sedum japonicum Siebold ex Miq. subsp. oryzifolium （Makino） H.Ohba var. 
pumilum （H.Ohba） H.Ohba
オカタイトゴメ
愛知県名古屋市守山区大森：2009.06.27. 飯尾俊介（s.n.）［652］; 名古屋市緑区
文久山：2009.07.24. 髙木順夫（18037）［246］．

Sedum mexicanum Britton
メキシコマンネングサ
愛知県名古屋市天白区島田：2013.05.02. 渡辺幸子（6507）［1146］．

Sedum sarmentosum Bunge
ツルマンネングサ
愛知県名古屋市南区大堀町：2002.05.05.渡辺幸子（5059）［1012］; 名古屋市南区
砂口町：2013.05.07. 渡辺幸子（6522）［1152］; 名古屋市緑区文久山：2009.09.26.
髙木順夫（18527）［276］．

Hamamelidaceae　マンサク科
Hamamelis japonica Siebold et Zucc.
マンサク　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：NT］
愛知県名古屋市天白区高島：2002.06.20. 渡辺幸子（5122）［1020］．

Vitaceae　ブドウ科
Ampelopsis glandulosa （Wall.） Momiy. var. heterophylla （Thunb.） Momiy.
ノブドウ
愛 知 県名古屋市千種区星が丘山手：2009.06.28. 今尾由美子（s.n.）［347］， 
2009.08.23. 鬼頭洋子（s.n.）［308］; 名古屋市緑区鳴海町：2009.07.24. 髙木順夫
（18038）［105］; 名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.09.27. 飯尾俊介（s.n.）

［505］; 名古屋市名東区猪高町藤森森：2009.08.22. 白谷由紀子（s.n.）［622］．

Cayratia japonica （Thunb.） Gagnep.
ヤブカラシ（別名：ヤブガラシ）
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.06.28. 藤岡嶺子（s.n.）［327］; 名古屋
市緑区鳴海町：2009.07.24. 髙木順夫（18047）［112］; 名古屋市緑区文久山：
2009.07.24. 髙木順夫（18019）［229］．

Parthenocissus tricuspidata （Siebold et Zucc.） Planch.
ツタ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2000.06.10. 渡辺幸子（4303）［924］．

Vitis ficifolia Bunge
エビヅル
愛知県名古屋市緑区大高町：2013.06.28. 渡辺幸子（6585）［1169］; 名古屋市名
東区猪高町上社池ノ表：2009.06.28. 広田由紀子（s.n.）［442］．

Fabaceae　マメ科
Acacia dealbata Link
フサアカシア
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2012.10.19. 渡辺幸子（6458-2）［1133］．

Acacia mearnsii  De Wild.
モリシマアカシア
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2012.10.19. 渡辺幸子（6457-1）［1132］．

Astragalus sinicus L.
ゲンゲ（別名：レンゲソウ）
愛知県名古屋市天白区島田：1992.04.23. 渡辺幸子（117）［745］．

Chamaecrista nictitans （L.） Moench
アレチケツメイ
愛知県名古屋市中区大須：2011.09.26. 渡辺幸子（6315）［1121］; 名古屋市守山
区上志段味：2008.09.27. 渡辺幸子（5835）［1085］．

Chamaecrista nomame （Makino） H.Ohashi
カワラケツメイ　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：NT］
愛知県名古屋市守山区上志段味：2008.09.27. 渡辺幸子（5832）［1084］．

Desmodium paniculatum （L.） DC.
アレチヌスビトハギ
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.08.23. 今尾由美子（s.n.）［359］; 名古
屋市昭和区隼人町：2009.08.23. 富田啓介（s.n.）［524］; 名古屋市緑区鳴海町：
2009.09.17. 髙木順夫（18415）［156］; 名古屋市緑区文久山：2009.08.20. 髙木順
夫（18183）［251］．

Desmodium sp.
ホソバアレチヌスビトハギ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2010.10.05. 渡辺幸子（6083）［1114］．

Dunbaria villosa （Thunb.） Makino
ノアズキ
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.08.23. 鬼頭洋子（s.n.）［305］．

Glycine max （L.） Merr. subsp. soja （Siebold et Zucc.） H.Ohashi
ツルマメ
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.08.23. 藤岡嶺子（s.n.）［335］; 名古屋
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市守山区大森：2009.08.22. 広田由紀子（s.n.）［639］; 名古屋市天白区平針：
2009.09.27. 富田啓介（s.n.）［568］．

Hylodesmum podocarpum （DC.） H.Ohashi et R.R.Mill subsp. oxyphyllum 
（DC.） H.Ohashi et R.R.Mill var. japonicum （Miq.） H.Ohashi
ヌスビトハギ
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.08.23. 堀田時子（s.n.）［464］; 
名古屋市天白区天白町八事裏山：2013.09.29. 渡辺幸子（6661）［1183］; 名古屋
市天白区平針：1996.09.09. 渡辺幸子（2732）［842］．

Indigofera sp.
キダチコマツナギ
愛知県名古屋市緑区大高町：2013.06.28. 渡辺幸子（6588）［1170］．

Kummerowia striata （Thunb.） Schindl.
ヤハズソウ
愛 知 県名古屋市千種区星が丘山手：2009.06.28. 猪俣佳江（s.n.）［319］， 
2009.06.28. 今尾由美子（s.n.）［346］; 名古屋市緑区鳴海町：2009.09.17. 髙木順
夫（18407）［150］; 名古屋市緑区文久山：2009.08.22. 髙木順夫（18240）［261］．

Lespedeza cuneata （Dum.Cours.） G.Don
メドハギ
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.09.27. 鬼頭洋子（s.n.）［316］; 名古
屋市守山区大森：2009.09.27. 竹本清子（s.n.）［649］; 名古屋市緑区文久山：
2009.09.26. 髙木順夫（18512）［268］; 名古屋市天白区御幸山：2010.10.01. 渡辺
幸子（6066）［1112］．

Lespedeza cyrtobotrya Miq.
マルバハギ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2002.09.29. 渡辺幸子（5195）［1025］．

Lespedeza cyrtobotrya Miq. f. kawachiana （Nakai） Hatus.
カワチハギ
愛知県名古屋市守山区下志段味：2008.09.12. 渡辺幸子（5826）［1083］．

Lespedeza homoloba Nakai
ツクシハギ
愛知県名古屋市守山区大森：2009.07.27. 竹本清子（s.n.）［646］; 名古屋市緑区
鳴海町：2009.08.26. 髙木順夫（18298）［148］．

Lespedeza pilosa （Thunb.） Siebold et Zucc.
ネコハギ
愛知県名古屋市天白区島田黒石：1998.09.17. 渡辺幸子（3615）［885］．

Lespedeza thunbergii （DC.） Nakai subsp. thunbergii ‘Nipponica’
ニシキハギ
愛知県名古屋市名東区猪高町藤森森：2009.06.27. 広田由紀子（s.n.）［589］．

Lespedeza virgata （Thunb.） DC.
マキエハギ　［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：2002.09.21. 渡辺幸子（5161）［1023］．

Medicago lupulina L.
コメツブウマゴヤシ
愛知県名古屋市港区金城ふ頭：2008.05.16. 渡辺幸子（5809）［1078］; 名古屋市
天白区池場：1997.07.23. 渡辺幸子（3162）［860］．

Medicago sativa L.
ムラサキウマゴヤシ
愛知県名古屋市天白区島田：2001.09.27. 渡辺幸子（4902）［998］．

Melilotus officinalis （L.） Pall. subsp. albus （Medik.） H.Ohashi et Tateishi
シロバナシナガワハギ
愛知県名古屋市港区本星崎町：2001.06.23. 渡辺幸子（4769）［973］．

Melilotus officinalis （L.） Pall. subsp. suaveolens （Ledeb.） H.Ohashi
シナガワハギ
愛知県名古屋市中川区下之一色町：2001.05.06. 渡辺幸子（4655）［959］．

Pueraria lobata （Willd.） Ohwi
クズ
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.08.23. 広田由紀子（s.n.）［376］．

Rhynchosia volubilis Lour.
タンキリマメ
愛知県名古屋市天白区向が丘：1999.12.19. 渡辺幸子（4117）［909］．

Trifolium campestre Schreb.
クスダマツメクサ
愛知県名古屋市南区星宮町：2013.05.17. 渡辺幸子（6528）［1155］; 名古屋市天
白区植田南：1998.04.20. 渡辺幸子（3316）［868］．

Trifolium dubium Sibth.
コメツブツメクサ
愛知県名古屋市緑区文久山：2009.04.22. 髙木順夫（17430）［195］．

Trifolium hybridum L.
タチオランダゲンゲ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1998.05.04. 渡辺幸子（3345）［874］．

Trifolium pratense L.
ムラサキツメクサ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.05.19. 髙木順夫（17603）［67］．

Trifolium repens L. f. roseum Peterm.
モモイロシロツメクサ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1998.05.03. 渡辺幸子（3349）［871］．

Vicia amoena Fisch. ex Ser.
ツルフジバカマ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2010.10.05. 渡辺幸子（6080）［1113］．

Vicia hirsuta （L.） Gray
スズメノエンドウ
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.03.30. 広田由紀子（s.n.）［366］; 名古
屋市緑区文久山：2009.04.22. 髙木順夫（17424）［189］．

Vicia sativa L. subsp. nigra （L.） Ehrh.
ヤハズエンドウ（別名：カラスノエンドウ）
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.03.30. 広田由紀子（s.n.）［367］; 名古
屋市緑区文久山：2009.04.22. 髙木順夫（17423）［188］．

Vicia villosa Roth subsp. varia （Host） Corb.
ナヨクサフジ
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愛知県名古屋市天白区御幸山：2009.04.27. 渡辺幸子（5864）［1089］．

Wisteria floribunda （Willd.） DC.
フジ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2000.05.04. 渡辺幸子（4201）［918］．

Rosaceae　バラ科
Agrimonia nipponica Koidz.
ヒメキンミズヒキ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1998.09.23. 渡辺幸子（3621）［886］．

Agrimonia pilosa Ledeb. var. japonica （Miq.） Nakai
キンミズヒキ
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.09.27. 堀田時子（s.n.）［473］．

Amelanchier asiatica （Siebold et Zucc.） Endl. ex Walp.
ザイフリボク
愛知県名古屋市天白区天白町八事裏山：1995.04.23. 渡辺幸子（2036）［796］．

Aria alnifolia （Siebold et Zucc.） Decne.
アズキナシ
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.05.31.広田由紀子（s.n.）［436］; 
名古屋市天白区平針：2009.08.23. 富田啓介（s.n.）［560］．

Aria japonica Decne.
ウラジロノキ
愛知県名古屋市名東区猪高町藤森森：2009.06.27. 広田由紀子（s.n.）［588］; 名
古屋市天白区天白町八事裏山：1999.05.31. 渡辺幸子（3894）［896］．

Laurocerasus spinulosa （Siebold et Zucc.） C.K.Schneid.
リンボク
愛知県名古屋市天白区御幸山：1993.09.06. 渡辺幸子（1246）［772］， 1993.09.22.
渡辺幸子（1306）［774］．

Potentilla hebiichigo Yonek. et H.Ohashi
ヘビイチゴ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.04.22. 髙木順夫（17444）［49］; 名古屋市名
東区猪高町上社池ノ表：2009.04.12. 広田由紀子（s.n.）［431］．

Potentilla supina L.
オキジムシロ
愛知県名古屋市港区金城ふ頭：2005.05.20. 渡辺幸子（5154）［1065］; 名古屋市
緑区鳴海町：1998.05.04. 渡辺幸子（3347）［875］．

Pourthiaea villosa （Thunb.） Decne.
カマツカ
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.06.28. 堀田時子（s.n.）［470］．

Prunus jamasakura Siebold ex Koidz.
ヤマザクラ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.08.26. 髙木順夫（18297）［147］．

Prunus spachiana （Lavallée ex H.Otto） Kitam.
エドヒガン
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.03.31.広田由紀子（s.n.）［423］．

Prunus speciosa （Koidz.） Nakai

オオシマザクラ
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.03.30. 広田由紀子（s.n.）［362］; 名古
屋市緑区鳴海町：2009.08.26. 髙木順夫（18296）［146］; 名古屋市天白区天白町
島田山ノ杁：2011.10.31. 髙木順夫（20527）［35］．

Prunus × yedoensis Matsum. ‘Somei-yoshino’
ソメイヨシノ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.05.19. 髙木順夫（17609）［73］， 2009.08.26. 髙
木順夫（18295）［145］．

Pyrus calleryana Decne.
マメナシ　［環境省：EN，愛知県：CR，名古屋市：EN］
愛知県名古屋市守山区牛牧：2012.04.24. 髙木順夫（20704）［680］．

Rosa luciae Rochebr. et Franch. ex Crèp.
テリハノイバラ
愛知県名古屋市守山区大森：2009.07.27. 竹本清子（s.n.）［644］．

Rosa multiflora Thunb.
ノイバラ
愛知県名古屋市千種区鍋屋上野町汁谷：2013.05.31. 髙木順夫（21845）［716］; 
名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.09.27. 飯尾俊介（s.n.）［499］．

Rosa paniculigera （Koidz.） Makino ex Momiy.
ミヤコイバラ
愛知県名古屋市千種区鍋屋上野町汁谷：2013.05.31. 髙木順夫（21846）［717］; 
名古屋市守山区大森：2009.07.27. 竹本清子（s.n.）［645］; 名古屋市名東区猪高
町上社池ノ表：2009.09.27. 飯尾俊介（s.n.）［503］．

Rubus hirsutus Thunb.
クサイチゴ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2000.05.04. 渡辺幸子（4189）［915］．

Rubus parvifolius L.
ナワシロイチゴ
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.06.28. 今尾由美子（s.n.）［343］．

Elaeagnaceae　グミ科
Elaeagnus umbellata Thunb.
アキグミ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.10.01. 渡辺幸子（5934）［1095］．

Rhamnaceae　クロウメモドキ科
Frangula crenata （Siebold et Zucc.） Miq.
イソノキ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.06.15. 髙木順夫（17826）［90］．

Cannabaceae　アサ科
Aphananthe aspera （Thunb.） Planch.
ムクノキ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.09.26. 髙木順夫（18528）［159］．

Humulus scandens （Lour.） Merr.
カナムグラ
愛知県名古屋市名東区猪高町藤森森：2009.09.27. 飯尾俊介（s.n.）［586］．
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Moraceae　クワ科
Broussonetia kazinoki Siebold
ヒメコウゾ
愛知県名古屋市天白区音聞山：2002.05.16. 渡辺幸子（5074）［1015］．

Fatoua villosa （Thunb.） Nakai
クワクサ
愛知県名古屋市天白区御幸山：2013.09.12. 渡辺幸子（6652）［1180］．

Ficus erecta Thunb.
イヌビワ
愛知県名古屋市緑区大高町：1993.08.29. 渡辺幸子（1215）［770］， 2002.06.08. 渡
辺幸子（5090）［1017］．

Ficus erecta Thunb. f. sieboldii （Miq.） Corner
ホソバイヌビワ
愛知県名古屋市緑区大高町：1993.08.29. 渡辺幸子（1216）［771］．

Ficus nipponica Franch. et Sav.
イタビカズラ
愛知県名古屋市緑区大高町：1993.10.08. 渡辺幸子（1363）［775］， 1999.10.29. 渡
辺幸子（4086）［907］．

Morus alba L.
マグワ
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.06.28. 藤岡嶺子（s.n.）［329］．

Morus australis Poir.
ヤマグワ
愛知県名古屋市天白区道明町：1998.04.30. 渡辺幸子（3334）［870］．

Urticaceae　イラクサ科
Boehmeria japonica （L.f.） Miq. var. longispica （Steud.） Yahara
ヤブマオ
愛知県名古屋市昭和区八事本町：1994.10.30. 渡辺幸子（1949）［791］．

Boehmeria nivea （L.） Gaudich. var. concolor Makino f. nipononivea （Koidz.） 
Kitam. ex H.Ohba
カラムシ
愛知県名古屋市天白区天白町平針大根ヶ越：1993.10.15.渡辺幸子（1380）［776］．

Boehmeria nivea （L.） Gaudich. var. tenacissima （Gaudich.） Miq.
ナンバンカラムシ
愛 知 県名古屋市千種区星が丘山手：2009.08.23. 広田由紀子（s.n.）［368］， 
2009.08.23. 広田由紀子（s.n.）［369］．

Fagaceae　ブナ科
Quercus acutissima Carruth.
クヌギ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.06.15. 髙木順夫（17846）［99］; 名古屋市緑
区大高町：2013.06.28. 渡辺幸子（6581）［1167］．

Quercus aliena Blume
ナラガシワ　［環境省：－，愛知県：EN，名古屋市：－］
愛知県名古屋市緑区大高町：1999.07.15. 渡辺幸子（3961）［898］．

Quercus glauca Thunb.

アラカシ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.10.20. 髙木順夫（18665）［180］．

Quercus myrsinifolia Blume
シラカシ
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.03.31. 広田由紀子［422］．

Quercus serrata Murray
コナラ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.06.15. 髙木順夫（17845）［98］; 名古屋市天
白区天白町島田山ノ杁：2011.10.31. 髙木順夫（20530）［37］; 名古屋市天白区
御幸山：2013.09.05. 渡辺幸子（6616）［1175］．

Quercus variabilis Blume
アベマキ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.09.26. 髙木順夫（18532）［161］．

Juglandaceae　クルミ科
Pterocarya stenoptera C.DC.
シナサワグルミ
愛知県名古屋市天白区道明町：2013.05.28. 渡辺幸子（6552）［1159］．

Betulaceae　カバノキ科
Alnus japonica （Thunb.） Steud.
ハンノキ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1995.10.19. 渡辺幸子（2503）［811］， 2009.06.15.
髙木順夫（17820）［86］; 名古屋市天白区平針：2009.06.28. 富田啓介［540］， 
2009.06.28. 富田啓介［543］．

Cucurbitaceae　ウリ科
Actinostemma tenerum Griff.
ゴキヅル
愛知県名古屋市中区二の丸：2013.09.08. 中村肇（485）［1213］．

Trichosanthes cucumeroides （Ser.） Maxim. ex Franch. et Sav.
カラスウリ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.08.26. 髙木順夫（18287）［142］; 名古屋市名
東区猪高町藤森森：2009.08.22. 飯尾俊介（s.n.）［583］， 2009.08.22. 白谷由紀子
（s.n.）［630］．

Trichosanthes kirilowii Maxim. var. japonica （Miq.） Kitam.
キカラスウリ
愛知県名古屋市港区宝神町：2009.06.07. 中村肇（45）［658］; 名古屋市緑区鳴
海町：1997.11.20. 渡辺幸子（3282）［863］．

Zehneria japonica （Thunb.） H.Y.Liu
スズメウリ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.08.26. 髙木順夫（18288）［143］．

Celastraceae　ニシキギ科
Celastrus orbiculatus Thunb.
ツルウメモドキ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.10.20. 髙木順夫（18663）［179］; 名古屋市天
白区平針：2009.06.28. 富田啓介（s.n.）［554］．

Euonymus alatus （Thunb.） Siebold f. striatus （Thunb.） Makino
コマユミ



― 86 ―

中村（2015）　なごや生物多様性センター収蔵植物標本目録 （1）

愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.06.28. 飯尾俊介（s.n.）［480］， 
2009.09.27. 飯尾俊介（s.n.）［493］; 名古屋市天白区植田：2001.07.30. 渡辺幸子
（4798）［979］．

Euonymus sieboldianus Blume
マユミ
愛知県名古屋市天白区天白町島田山ノ杁：2011.10.31. 髙木順夫（20526）［34］．

Oxalidaceae　カタバミ科
Oxalis dillenii Jacq.
オッタチカタバミ
愛 知 県名古屋市千種区星が丘山手：2009.06.28. 猪俣佳江（s.n.）［323］， 
2009.06.28. 藤岡嶺子（s.n.）［331］; 名古屋市昭和区隼人町：2009.06.28. 富田啓
介（s.n.）［511］; 名古屋市緑区文久山：2009.04.22. 髙木順夫（17433）［196］; 
名古屋市名東区猪高町藤森森：2009.06.27. 白谷美代子（s.n.）［604］; 名古屋市
天白区元八事：2013.05.01. 渡辺幸子（6499）［1143］; 名古屋市天白区平針：
2009.06.28. 富田啓介（s.n.）［541］．

Euphorbiaceae　トウダイグサ科
Euphorbia humifusa Willd. ex Schltdl.
Chamaesyce humifusa （Willd.） Prokh.
ニシキソウ
愛知県名古屋市天白区池見：1996.08.28. 渡辺幸子（2718）［838］．

Euphorbia maculata L.
Chamaesyce maculata （L.） Small
コニシキソウ
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.08.23. 鬼頭洋子（s.n.）［307］; 名古屋
市緑区文久山：2009.07.24. 髙木順夫（18024）［234］．

Euphorbia nutans Lag.
Chamaesyce nutans （Lag.） Small
オオニシキソウ
愛 知 県名古屋市千種区星が丘山手：2009.06.28. 猪俣佳江（s.n.）［320］， 
2009.06.28.藤岡嶺子（s.n.）［330］， 2009.08.23. 鬼頭洋子（s.n.）［306］， 2009.08.23.
今尾由美子（s.n.）［356］; 名古屋市守山区大森：2009.08.22. 飯尾俊介（s.n.）
［654］; 名古屋市緑区鳴海町：2009.08.20. 髙木順夫（18192）［120］; 名古屋市
緑区文久山：2009.08.20. 髙木順夫（18182）［250］， 2009.08.22. 梅本洋子（s.n.）
［575］．

Euphorbia peplus L.
チャボタイゲキ
愛知県名古屋市港区品川町：2008.05.16. 渡辺幸子（5820）［1081］．

Mallotus japonicus （L.f.） Müll.Arg.
アカメガシワ
愛 知 県名古屋市千種区星が丘山手：2009.06.28. 今尾由美子（s.n.）［345］， 
2009.08.23. 鬼頭洋子（s.n.）［303］; 名古屋市緑区鳴海町：2009.06.15. 髙木順夫
（17814）［80］; 名古屋市名東区猪高町藤森森：2009.06.27. 白谷由紀子（s.n.）
［617］; 名古屋市天白区平針：2009.06.28. 富田啓介（s.n.）［542］．

Phyllanthaceae　コミカンソウ科
Phyllanthus tenellus Roxb.
ナガエコミカンソウ
愛知県名古屋市千種区田代町：2008.12.04. 須賀瑛文（10011）［1194］; 名古屋
市昭和区隼人町：2010.09.29. 渡辺幸子（6058）［1110］; 名古屋市天白区元八
事：2013.09.10. 中村肇（488）［1215］．

Salicaceae　ヤナギ科
Salix chaenomeloides Kimura
マルバヤナギ（別名：アカメヤナギ）
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.04.22. 髙木順夫（17443）［48］， 2009.06.15. 髙
木順夫（17821）［87］; 名古屋市天白区天白町島田山ノ杁：2011.10.31. 髙木順
夫（20532）［39］; 名古屋市天白区平針：2009.06.28. 富田啓介（s.n.）［545］．

Salix gilgiana Seemen
カワヤナギ
愛知県名古屋市天白区中坪町：1998.04.12. 渡辺幸子（3206）［866］; 名古屋市
天白区天白町島田山ノ杁：2011.10.31. 髙木順夫（20531）［38］．

Salix schwerinii E.L.Wolf ‘Kinuyanagi’
キヌヤナギ　［環境省：－，愛知県：NT，名古屋市：VU］
愛知県名古屋市南区鶴里町：1994.07.03. 渡辺幸子（1705）［786］; 名古屋市緑
区鳴海町：1997.04.09. 渡辺幸子（2964）［857］．

Salix triandra L.
タチヤナギ
愛知県名古屋市天白区天白町島田山ノ杁：2011.10.31. 髙木順夫（20533）［40］; 
名古屋市天白区保呂町：2002.05.05. 渡辺幸子（5038）［1011］．

Salix vulpina Andersson subsp. alopochroa （Kimura） H.Ohashi et Yonek.
サイコクキツネヤナギ
愛知県名古屋市天白区天白町八事山田：2003.06.14. 渡辺幸子（5385）［1039］．

Violaceae　スミレ科
Viola obtusa Makino
ニオイタチツボスミレ
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.03.31.広田由紀子（s.n.）［424］．

Viola sieboldii Maxim.
フモトスミレ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.06.15. 髙木順夫（17819）［85］．

Viola verecunda A.Gray
ツボスミレ
愛知県名古屋市緑区大高町：2002.06.08. 渡辺幸子（5098）［1018］．

Viola violacea Makino var. makinoi （H.Boissieu） Hiyama ex F.Maek.
マキノスミレ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1995.04.12. 渡辺幸子（2003）［793］．

Viola yedoensis Makino
ノジスミレ
愛知県名古屋市天白区平針：1994.04.09. 渡辺幸子（1452）［778］．

Linaceae　アマ科
Linum medium （Planch.） Britton
キバナノマツバニンジン
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2000.06.26. 渡辺幸子（4337）［931］; 名古屋市天
白区植田：1992.06.27. 渡辺幸子（340）［752］．

Hypericaceae　オトギリソウ科
Hypericum erectum Thunb.
オトギリソウ
愛知県名古屋市天白区梅が丘：2001.07.31. 渡辺幸子（4807）［983］．
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Hypericum japonicum Thunb.
ヒメオトギリ
愛知県名古屋市天白区島田黒石：1994.06.27. 渡辺幸子（1689）［783］．

Hypericum laxum （Blume） Koidz.
コケオトギリ
愛知県名古屋市守山区大森八龍：2009.08.22. 広田由紀子（s.n.）［389］．

Hypericum perforatum L.
セイヨウオトギリ
愛知県名古屋市天白区道明町：2005.07.17. 渡辺幸子（5580）［1066］．

Geraniaceae　フウロソウ科
Erodium cicutarium （L.） L’Hér.
オランダフウロ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1994.04.25. 渡辺幸子（1500）［779］．

Geranium carolinianum L.
アメリカフウロ
愛知県名古屋市緑区文久山：2009.04.22. 髙木順夫（17429）［194］．

Geranium thunbergii Siebold ex Lindl. et Paxton
ゲンノショウコ（ベニバナゲンノショウコを含む）
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.08.23. 鬼頭洋子（s.n.）［304］; 名古屋
市天白区御幸山：2013.09.21. 渡辺幸子（6658）［1182］（※1）; 名古屋市天白区植
田：2004.10.07. 渡辺幸子（5538）［1061］（※1）．
  （※1） ベニバナゲンノショウコ

Lythraceae　ミソハギ科
Lythrum anceps （Koehne） Makino
ミソハギ
愛知県名古屋市名東区猪高町藤森森：2009.08.22. 白谷由紀子（s.n.）［623］．

Trapa japonica Flerow
ヒシ（コオニビシを含む）
愛 知 県名古屋市千種区星が丘山手：2009.08.23. 飯尾俊介（s.n.）［296］， 
2009.08.23. 今尾由美子（s.n.）［357］， 2009.08.23. 広田由紀子（s.n.）［378］; 名
古屋市緑区鳴海町：2013.08.28. 中村肇（458）［1208］， 2013.08.28. 中村肇（460）
［1210］; 名古屋市緑区相川：2013.08.28. 中村肇（457）［1207］; 名古屋市緑区
乗鞍：2013.08.28. 中村肇（459）［1209］（※1）; 名古屋市緑区桶狭間：2013.08.28.
中村肇（462）［1211］; 名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.06.28.広田由紀
子（s.n.）［445］; 名古屋市天白区道明町：2000.09.12. 渡辺幸子（4479）［947］; 
名古屋市天白区天白町島田山ノ杁：2011.10.27. 髙木順夫（20488）［4］; 名古屋
市天白区平針：2009.06.28. 富田啓介（s.n.）［544］．
  （※1） コオニビシ

Onagraceae　アカバナ科
Ludwigia decurrens Walter
ヒレタゴボウ（別名：アメリカミズキンバイ）
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.09.27. 飯尾俊介（s.n.）［497］; 
愛知県名古屋市名東区猪高町藤森森：2009.08.22. 広田由紀子（s.n.）［590］， 
2009.08.22. 白谷由紀子（s.n.）［627］．

Ludwigia epilobioides Maxim.
チョウジタデ
愛知県名古屋市守山区大森八龍：2009.07.05. 柴田美子（s.n.）［405］， 2009.09.26.
柴田美子（s.n.）［411］; 名古屋市守山区大森：2009.08.22. 広田由紀子（s.n.）

［642］; 名古屋市守山区牛牧：2012.09.29. 髙木順夫（21310）［687］; 名古屋市
天白区天白町島田山ノ杁：2011.10.31. 髙木順夫（20515）［24］．

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高針：2001.07.30. 渡辺幸子（4797）［978］．

Ludwigia repens J.R.Forst.
アメリカミズユキノシタ
愛知県名古屋市千種区田代町：2003.07.10. 渡辺幸子（5409）［1045］．

Oenothera biennis L.
メマツヨイグサ
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.09.27. 鬼頭洋子（s.n.）［317］; 名古屋
市緑区鳴海町：2009.08.26. 髙木順夫（18283）［138］; 名古屋市緑区文久山：
2009.08.22. 髙木順夫（18241）［262］．

Oenothera laciniata Hill
コマツヨイグサ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.07.24. 髙木順夫（18039）［106］; 名古屋市緑
区文久山：2009.08.22. 髙木順夫（18242）［263］．

Oenothera rosea L’Hér. ex Aiton
ユウゲショウ
愛 知 県名古屋市千種区星が丘山手：2009.06.28. 飯尾俊介（s.n.）［295］， 
2009.06.28.猪俣佳江（s.n.）［324］， 2009.06.28.今尾由美子（s.n.）［353］， 2009.09.27.
鬼頭洋子（s.n.）［311］; 名古屋市天白区御幸山：2013.05.18. 渡辺幸子（6533）
［1156］．

Oenothera speciosa Nutt.
ヒルザキツキミソウ
愛知県名古屋市緑区文久山：2009.05.19. 髙木順夫（17594）［218］．

Staphyleaceae　ミツバウツギ科
Euscaphis japonica （Thunb.） Kanitz
ゴンズイ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.05.19. 髙木順夫（17600）［64］， 2009.07.24. 髙
木順夫（18042）［107］; 名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.06.28. 広田由
紀子（s.n.）［446］．

Anacardiaceae　ウルシ科
Rhus javanica L. var. chinensis （Mill.） T.Yamaz.
ヌルデ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.07.24. 髙木順夫（18051）［114］．

Toxicodendron succedaneum （L.） Kuntze
ハゼノキ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1998.05.03. 渡辺幸子（3355）［872］， 2009.05.19. 髙
木順夫（17599）［63］， 2009.07.24. 髙木順夫（18054）［116］．

Toxicodendron sylvestre （Siebold et Zucc.） Kuntze
ヤマハゼ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.07.24. 髙木順夫（18053）［115］．

Toxicodendron trichocarpum （Miq.） Kuntze
ヤマウルシ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.06.27. 髙木順夫（17903）［103］．
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Rutaceae　ミカン科
Orixa japonica Thunb.
コクサギ　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：EN］
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2003.05.26. 渡辺幸子（5348）［1036］．

Zanthoxylum schinifolium Siebold et Zucc.
イヌザンショウ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.07.24. 髙木順夫（18044）［109］; 名古屋市緑
区滝ノ水：2000.07.13. 渡辺幸子（4367）［937］．

Simaroubaceae　ニガキ科
Picrasma quassioides （D.Don） Benn.
ニガキ　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：VU］
愛知県名古屋市守山区上志段味：2000.07.08. 渡辺幸子（4858）［933］．

Meliaceae　センダン科
Melia azedarach L. var. subtripinnata Miq.
センダン
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.10.20. 髙木順夫（18668）［182］; 名古屋市天
白区天白町島田山ノ杁：2011.10.31. 髙木順夫（20529）［36］．

Malvaceae　アオイ科
Corchoropsis crenata Siebold et Zucc.
カラスノゴマ
愛知県名古屋市天白区植田山：2002.09.21. 渡辺幸子（5164）［1024］．

Malva parviflora L.
ウサギアオイ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1997.06.05. 渡辺幸子（3079）［859］．

Malva pusilla Sm.
ナガエアオイ
愛知県名古屋市天白区池見：1996.05.03. 渡辺幸子（2608）［829］．

Pavonia hastata Cav.
ヤノネボンテンカ
愛 知 県名古屋市千種区星が丘山手：2009.08.23. 鬼頭洋子（s.n.）［310］， 
2009.08.23. 広田由紀子（s.n.）［375］， 2009.09.27. 飯尾俊介（s.n.）［298］; 名古
屋市南区砂口町：2013.05.07. 渡辺幸子（6519）［1150］．

Sida rhombifolia L.
キンゴジカ
愛知県名古屋市東区東桜：2011.11.16. 渡辺幸子（6378）［1123］．

Sida spinosa L.
アメリカキンゴジカ
愛知県名古屋市天白区御幸山：2008.10.30. 渡辺幸子（2843-1）［1088］．

Brassicaceae　アブラナ科
Arabidopsis thaliana （L.） Heynh.
シロイヌナズナ
愛知県名古屋市瑞穂区白砂町：2002.04.03. 渡辺幸子（5014）［1009］; 名古屋市
港区金城ふ頭：2010.04.12. 須賀瑛文（10012）［1195］．

Cardamine autumnalis Koidz.
アキノタネツケバナ
愛知県名古屋市港区金城ふ頭：2009.10.02. 渡辺幸子（5941）［1096］．

Cardamine hirsuta L.
ミチタネツケバナ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.03.28. 髙木順夫（17364）［42］; 名古屋市天
白区島田：1998.03.29. 渡辺幸子（3291）［864］．

Cardamine scutata Thunb.
Cardamine autumnalis Koidz.
タネツケバナ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.03.28. 髙木順夫（17363）［41］; 名古屋市名
東区猪高町上社池ノ表：2009.03.31. 広田由紀子（s.n.）［426］．

Ionopsidium acaule Rchb.
ヒメムラサキハナナ
愛知県名古屋市天白区御幸山：2010.05.02. 渡辺幸子（5959）［1099］．

Lepidium bonariense L.
キレハマメグンバイナズナ
愛知県名古屋市南区滝春町：2001.06.23. 渡辺幸子（4766）［972］．

Lepidium didymum L.
カラクサガラシ（別名：カラクサナズナ）
愛知県名古屋市港区金城ふ頭：2010.04.12. 須賀瑛文（10014）［1197］; 名古屋
市天白区元八事：2013.05.01. 渡辺幸子（6498）［1142］．

Lepidium virginicum L.
マメグンバイナズナ
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.06.28. 今尾由美子（s.n.）［342］; 名古
屋市昭和区隼人町：2009.06.28. 富田啓介（s.n.）［512］; 名古屋市名東区猪高町
藤森森：2009.06.27. 白谷美代子（s.n.）［609］．

Rorippa cantoniensis （Lour.） Ohwi
コイヌガラシ　［環境省：NT，愛知県：－，名古屋市：VU］
愛知県清須市春日：2001.09.18. 渡辺幸子（4871）［994］（※1）．
  （※1）  標本ラベルでは，採集地情報が「愛知県西春日井郡春日町下之

郷」となっている．

Rorippa indica （L.） Hiern
イヌガラシ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.10.20. 髙木順夫（18656）［177］; 名古屋市名
東区猪高町藤森森：2009.06.27. 白谷美代子（s.n.）［601］．

Rorippa palustris （L.） Besser
スカシタゴボウ
愛知県名古屋市南区砂口町：2013.05.07. 渡辺幸子（6517）［1148］．

Rorippa sylvestris （L.） Besser
キレハイヌガラシ
愛知県名古屋市天白区天白町平針黒石：2000.05.22. 渡辺幸子（4241）［919］．

Sisymbrium orientale L.
イヌカキネガラシ
愛知県名古屋市天白区道明町：1998.04.12. 渡辺幸子（3201）［865］．

Thlaspi arvense L.
グンバイナズナ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1998.05.03. 渡辺幸子（3359）［873］; 名古屋市天
白区御幸山：1992.04.09. 渡辺幸子（63）［743］．
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Santalaceae　ビャクダン科
Thesium chinense Turcz.
カナビキソウ
愛知県名古屋市南区星宮町：2013.05.07. 渡辺幸子（6513）［1147］．

Polygonaceae　タデ科
Antenoron filiforme （Thunb.） Roberty et Vautier
Persicaria filiformis （Thunb.） Nakai ex W.T.Lee
ミズヒキ
愛知県名古屋市名東区猪高町藤森森：2009.08.22. 白谷由紀子（s.n.）［621］; 名
古屋市天白区天白町島田山ノ杁：2011.10.31. 髙木順夫（20517）［26］．

Fagopyrum dibotrys （D.Don） H.Hara
シャクチリソバ
愛知県名古屋市天白区中砂町：1994.10.23. 渡辺幸子（1944）［790］．

Fallopia convolvulus （L.） Á.Löve
ソバカズラ
愛知県名古屋市天白区音聞山：1998.05.18. 渡辺幸子（3451）［878］．

Persicaria conspicua （Nakai） Nakai
サクラタデ
愛知県名古屋市天白区元八事：2008.10.02. 渡辺幸子（5842）［1087］（※1）（※2）．
  （※1） Det.2015.02.03. 中村肇 .
  （※2）  ヒメサクラタデをシロバナサクラタデに含める考えもあるが，こ

の目録ではサクラタデに含めた．

Persicaria hastatosagittata （Makino） Nakai
ナガバノウナギツカミ　［環境省：NT，愛知県：NT，名古屋市：EN］
愛知県名古屋市緑区大高町：2013.10.16. 渡辺幸子（6682）［1188］．

Persicaria japonica （Meisn.） Nakai ex Ohki
シロバナサクラタデ
愛知県名古屋市緑区大高町：2013.10.16. 渡辺幸子（6679）［1187］．

Persicaria lapathifolia （L.） Delarbre
オオイヌタデ
愛知県名古屋市緑区文久山：2009.05.19. 髙木順夫（17578）［202］．

Persicaria longiseta （Bruijn） Kitag.
イヌタデ
愛知県名古屋市昭和区隼人町：2009.08.23. 富田啓介（s.n.）［517］， 2009.09.27.
富田啓介（s.n.）［534］; 名古屋市守山区大森：2009.08.22. 広田由紀子（s.n.）
［638］; 名古屋市緑区鳴海町：2009.10.20. 髙木順夫（18654）［176］; 名古屋市
緑区文久山：2009.09.26. 髙木順夫（18510）［266］; 名古屋市天白区天白町島田
山ノ杁：2011.10.27. 髙木順夫（20501）［16］．

Persicaria muricata （Meisn.） Nemoto
ヤノネグサ
愛知県名古屋市名東区猪高町藤森森：2009.06.27. 白谷美代子（s.n.）［607］; 名
古屋市天白区天白町島田山ノ杁：2011.10.27. 髙木順夫（20502）［17］．

Persicaria orientalis （L.） Spach
オオケタデ
愛知県名古屋市緑区文久山：2009.09.26. 髙木順夫（18522）［271］．

Persicaria perfoliata （L.） H.Gross

イシミカワ
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.06.28. 中村肇（50）［291］．

Persicaria praetermissa （Hook.f.） H.Hara
ホソバノウナギツカミ
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.06.28. 中村肇（176）［292］， 
2009.06.28.広田由紀子（s.n.）［443］， 2009.06.28.飯尾俊介（s.n.）［478］， 2009.08.23.
堀田時子（s.n.）［465］， 2009.09.27. 飯尾俊介（s.n.）［500］， 2012.07.03. 中村肇
（88）［284］．

Persicaria pubescens （Blume） H.Hara
ボントクタデ
愛 知 県名古屋市千種区星が丘山手：2009.09.27. 飯尾俊介（s.n.）［300］， 
2009.09.27. 鬼頭洋子（s.n.）［315］; 名古屋市昭和区隼人町：2009.09.27. 富田啓
介（s.n.）［533］; 名古屋市守山区牛牧：2012.09.29. 髙木順夫（21311）［688］; 
名古屋市緑区鳴海町：2009.09.17. 髙木順夫（18412）［153］; 名古屋市天白区天
白町島田山ノ杁：2011.10.27. 髙木順夫（20504）［19］; 名古屋市天白区平針：
2009.09.27. 富田啓介（s.n.）［569］．

Persicaria sagittata （L.） H.Gross var. sibirica （Meisn.） Miyabe
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］．

Persicaria senticosa （Meisn.） H.Gross
ママコノシリヌグイ
愛 知 県名古屋市千種区星が丘山手：2009.08.23. 藤岡嶺子（s.n.）［334］， 
2009.08.23. 今尾由美子（s.n.）［360］; 名古屋市名東区猪高町藤森森：2009.08.22.
白谷由紀子（s.n.）［629］．

Persicaria sieboldii （Meisn.） Ohki
アキノウナギツカミ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.09.17. 髙木順夫（18413）［154］．

Persicaria taquetii  （H.Lév.） Koidz.
ヌカボタデ　［環境省：VU，愛知県：VU，名古屋市：－］
愛知県日進市米野木町：2000.09.13. 渡辺幸子（4481）［948］．

Persicaria thunbergii （Siebold et Zucc.） H.Gross
Polygonum thunbergii Siebold et Zucc.
ミゾソバ
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.09.27. 飯尾俊介（s.n.）［495］; 
名古屋市天白区天白町島田山ノ杁：2011.10.27. 髙木順夫（20500）［15］．

Persicaria vulgaris Webb et Moq.
ハルタデ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1998.06.15. 渡辺幸子（3493）［879］．

Polygonum polyneuron Franch. et Sav.
アキノミチヤナギ　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：VU］
愛知県名古屋市南区加福町：1999.09.19. 渡辺幸子（4026）［903］．

Rumex acetosella L. subsp. pyrenaicus （Pourr. ex Lapeyr.） Akeroyd
ヒメスイバ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2010.06.08. 渡辺幸子（5989）［1107］．

Rumex brownii Campd.
カギミギシギシ
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愛知県名古屋市千種区不老町：2007.08.25. 渡辺幸子（5782）［1075］; 名古屋市
瑞穂区田辺通：2013.07.25. 渡辺幸子（6603）［1172］．

Rumex conglomeratus Murray
アレチギシギシ
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.06.28. 今尾由美子（s.n.）［341］; 名古
屋市名東区猪高町藤森森：2009.06.27. 白谷美代子（s.n.）［598］．

Rumex crispus L.
ナガバギシギシ
愛知県名古屋市緑区文久山：2009.06.15. 髙木順夫（17854）［221］．

Rumex obtusifolius L.
エゾノギシギシ
愛知県名古屋市名東区猪高町藤森森：2009.06.27. 白谷美代子（s.n.）［605］．

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大森八龍：2009.06.27. 飯尾俊介（s.n.）［379］; 名古屋市
緑区鳴海町：2009.06.15. 髙木順夫（17818）［84］， 2009.06.27. 富田啓介（s.n.）
［570］; 名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.06.28. 飯尾俊介（s.n.）［484］， 
2009.08.23. 堀田時子（s.n.）［469］．

Caryophyllaceae　ナデシコ科
Arenaria serpyllifolia L.
ノミノツヅリ
愛知県名古屋市守山区大森：2009.04.11. 広田由紀子（s.n.）［633］．

Arenaria serpyllifolia L. var. viscida （Loisel.） DC.
ネバリノミノツヅリ
愛知県名古屋市天白区池見：2013.04.17. 渡辺幸子（6476）［1135］．

Dianthus armeria L.
ノハラナデシコ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2001.06.04. 渡辺幸子（4742）［969］．

Petrorhagia nanteuilii  （Burnat） P.W.Ball et Heywood
イヌコモチナデシコ
愛知県名古屋市天白区八事石坂：1992.05.08. 渡辺幸子（205）［746］．

Sagina decumbens （Elliott） Torr. et A.Gray
キヌイトツメクサ
愛知県名古屋市天白区池見：2010.05.10. 渡辺幸子（5967）［1101］; 名古屋市天
白区元八事：2013.04.19. 渡辺幸子（6480）［1136］．

Silene gallica L.
シロバナマンテマ
愛知県名古屋市天白区道明町：2013.04.27. 渡辺幸子（6492）［1139］．

Silene gallica L. var. quinquevulnera （L.） W.D.J.Koch
マンテマ
愛知県名古屋市天白区島田：2011.06.03. 渡辺幸子（6225）［1119］．

Spergularia bocconii （Scheele） Asch. et Graebn.
ウシオハナツメクサ
愛知県名古屋市南区滝春町：2000.04.03. 渡辺幸子（4138）［910］， 2000.04.28. 渡

辺幸子（4170）［912］．

Stellaria aquatica （L.） Scop.
ウシハコベ
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.03.31.広田由紀子（s.n.）［427］．

Stellaria pallida （Dumort.） Crép.
イヌコハコベ
愛知県名古屋市守山区大森：2009.04.11. 広田由紀子（s.n.）［632］; 名古屋市緑
区鳴海町：2007.05.04. 渡辺幸子（5714-2）［1069］．

Amaranthaceae　ヒユ科
Achyranthes bidentata Blume var. tomentosa （Honda） H.Hara
ヒナタイノコヅチ
愛知県名古屋市昭和区隼人町：2009.08.23. 富田啓介（s.n.）［520］; 名古屋市緑
区鳴海町：2009.09.17. 髙木順夫（18414）［155］; 名古屋市天白区天白町島田山
ノ杁：2011.10.31. 髙木順夫（20518）［27］．

Alternanthera sessilis （L.） R.Br. ex DC.
ツルノゲイトウ
愛知県名古屋市港区：2000.09.09. 渡辺幸子（4476）［946］（※1）; 名古屋市緑区
大高町：2013.10.16. 渡辺幸子（6678）［1186］．
  （※1）  標本ラベルでは，採集地情報が「愛知県名古屋市港区　藤前干

潟」となっている．

Amaranthus blitum L.
イヌビユ
愛知県名古屋市昭和区隼人町：2009.06.28. 富田啓介（s.n.）［508］．

Amaranthus deflexus L.
ハイビユ
愛知県名古屋市港区品川町：2008.05.16. 渡辺幸子（5818）［1080］．

Amaranthus palmeri S.Watson
オオホナガアオゲイトウ
愛知県名古屋市緑区大高町：2002.10.18. 渡辺幸子（5229）［1029］．

Atriplex patens （Litv.） Iljin
ホソバハマアカザ　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：NT］
愛知県名古屋市南区加福町：1992.09.19. 渡辺幸子（4021）［755］．

Atriplex prostrata Boucher ex DC.
ホコガタアカザ
愛知県名古屋市南区加福町：1999.09.19. 渡辺幸子（4020）［902］．

Chenopodium ficifolium Sm.
コアカザ
愛知県名古屋市天白区野並：1996.06.15. 渡辺幸子（2672）［834］， 2000.06.10. 渡
辺幸子（4298）［923］．

Chenopodium glaucum L.
ウラジロアカザ
愛知県名古屋市南区滝春町：2003.06.06. 渡辺幸子（5354）［1037］．

Dysphania pumilio （R.Br.） Mosyakin et Clemants
ゴウシュウアリタソウ
愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通：2013.11.13. 渡辺幸子（6700）［1189］．



中村（2015）　なごや生物多様性センター収蔵植物標本目録 （1）

― 91 ―

Phytolaccaceae　ヤマゴボウ科
Phytolacca americana L.
ヨウシュヤマゴボウ
愛知県名古屋市守山区中志段味：2013.08.27. 中村肇（454）［1206］．

Molluginaceae　ザクロソウ科
Mollugo stricta L.
ザクロソウ
愛知県名古屋市緑区大高町：2001.08.19. 渡辺幸子（4817）［984］．

Portulacaceae　スベリヒユ科
Portulaca oleracea L.
スベリヒユ
愛知県名古屋市緑区文久山：2009.08.26. 髙木順夫（18271）［265］．

Portulaca pilosa L.
ヒメマツバボタン
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.09.27. 鬼頭洋子（s.n.）［312］．

Hydrangeaceae　アジサイ科
Deutzia crenata Siebold et Zucc.
ウツギ
愛知県名古屋市天白区音聞山：2002.05.16. 渡辺幸子（5073）［1014］．

Pentaphylacaceae　モッコク科
Eurya japonica Thunb.
ヒサカキ
愛知県名古屋市天白区平針：2009.08.23. 富田啓介（s.n.）［563］．

Primulaceae　サクラソウ科
Lysimachia clethroides Duby
オカトラノオ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1999.07.05. 渡辺幸子（3940）［897］．

Lysimachia fortunei Maxim.
ヌマトラノオ
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.--.--. 堀田時子（s.n.）［460］; 名
古屋市天白区道明町：2002.07.03. 渡辺幸子（5128）［1021］．

Lysimachia japonica Thunb.
コナスビ
愛知県名古屋市名東区猪高町藤森森：2009.06.27. 白谷由紀子（s.n.）［620］; 名
古屋市天白区御幸山：2013.05.18. 渡辺幸子（6534）［1157］．

Lysimachia vulgaris L. var. davurica （Ledeb.） R.Knuth
クサレダマ　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：NT］
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1994.06.29. 渡辺幸子（1694）［784］．

Lysimachia × pilophora （Honda） Honda
イヌヌマトラノオ
愛知県名古屋市緑区大高町：2013.06.28. 渡辺幸子（6583）［1168］．

Symplocaceae　ハイノキ科
Symplocos paniculata （Thunb.） Miq.
クロミノニシゴリ　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：NT］
愛知県名古屋市千種区鍋屋上野町汁谷：2013.05.20. 髙木順夫（21778）［708］; 
名古屋市昭和区八事本町：2003.05.23. 渡辺幸子（5347）［1035］; 名古屋市守

山区大森八龍：2009.05.24. 広田由紀子（s.n.）［386］; 名古屋市守山区牛牧：
2012.10.10. 髙木順夫（21418）［699］; 名古屋市緑区大高町：2001.06.23. 渡辺幸
子（4758）［970］．

Symplocos sawafutagi Nagam.
サワフタギ
愛知県名古屋市守山区大森八龍：2009.07.26. 竹本清子（s.n.）［393］; 名古屋市
緑区鳴海町：2009.04.22. 髙木順夫（17441） ［46］， 2009.05.19. 髙木順夫（17614）
［78］; 名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.04.12. 広田由紀子（s.n.）［430］; 
名古屋市天白区野並：1995.05.18. 渡辺幸子（2147）［798］（※1）．
  （※1） Det.2014.12.16. 芹沢俊介 .

Styracaceae　エゴノキ科
Styrax japonicus Siebold et Zucc.
エゴノキ
愛知県名古屋市名東区猪高町藤森森：2009.06.27. 白谷由紀子（s.n.）［619］; 名
古屋市天白区平針：2009.08.23. 富田啓介（s.n.）［556］．

Clethraceae　リョウブ科
Clethra barbinervis Siebold et Zucc.
リョウブ
愛知県名古屋市天白区音聞山：1992.07.15. 渡辺幸子（431）［754］．

Ericaceae　ツツジ科
Lyonia ovalifolia （Wall.） Drude var. elliptica （Siebold et Zucc.） Hand.-Mazz.
ネジキ
愛知県名古屋市守山区大森八龍：2009.05.24. 広田由紀子（s.n.）［387］; 名古屋
市緑区鳴海町：2009.05.19.髙木順夫（17611）［75］; 名古屋市名東区猪高町上社
池ノ表：2009.08.23. 飯尾俊介（s.n.）［491］; 名古屋市天白区八幡山：1992.05.25.
渡辺幸子（283）［749］．

Rhododendron kaempferi Planch.
ヤマツツジ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.04.22. 髙木順夫（17440）［45］．

Vaccinium bracteatum Thunb.
シャシャンボ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.06.15. 髙木順夫（17834）［92］; 名古屋市天
白区平針：2009.06.28. 富田啓介（s.n.）［553］．

Garryaceae　ガリア科
Aucuba japonica Thunb.
アオキ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.06.15. 髙木順夫（17822）［88］．

Rubiaceae　アカネ科
Diodia virginiana L.
メリケンムグラ
愛知県名古屋市昭和区隼人町：2009.08.23. 富田啓介（s.n.）［527］; 名古屋市天
白区中砂町：2011.08.04. 渡辺幸子（6289）［1120］; 名古屋市天白区天白町島田
山ノ杁：2011.10.31. 髙木順夫（20516）［25］．

Galium gracilens （A.Gray） Makino
ヒメヨツバムグラ
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.06.28. 飯尾俊介（s.n.）［481］; 
名古屋市天白区天白町八事裏山：1996.05.23. 渡辺幸子（2633）［831］．
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Galium spurium L. var. echinospermon （Wallr.） Hayek
ヤエムグラ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.04.22. 髙木順夫（17447）［51］; 名古屋市緑
区文久山：2009.04.22. 髙木順夫（17425）［190］．

Gardenia jasminoides J.Ellis
クチナシ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.06.15. 髙木順夫（17815）［81］．

Neanotis hirsuta （L.f.） W.H.Lewis var. glabra （Honda） H.Hara
オオハシカグサ
愛知県名古屋市天白区御幸山：1999.08.26. 渡辺幸子（3987）［900］．

Oldenlandia brachypoda DC.
フタバムグラ
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.09.27. 堀田時子（s.n.）［474］．

Paederia foetida L.
ヘクソカズラ
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.06.28. 今尾由美子（s.n.）［355］; 名古
屋市緑区文久山：2009.07.24. 髙木順夫（18020）［230］; 名古屋市天白区平針：
2009.08.23. 富田啓介（s.n.）［555］．

Sherardia arvensis L.
ハナヤエムグラ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.05.16. 渡辺幸子（5875-2）［1091］．

Gentianaceae　リンドウ科
Centaurium erythraea Rafn
ベニバナセンブリ
愛知県名古屋市港区金城ふ頭：2013.06.15. 渡辺幸子（6566）［1162］．

Centaurium tenuiflorum （Hoffmanns. et Link） Fritsch
ハナハマセンブリ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.08.22. 髙木順夫（18247）［126］．

Swertia japonica （Schult.） Makino
センブリ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2001.10.24. 渡辺幸子（4981）［1007］．

Apocynaceae　キョウチクトウ科
Nerium oleander L. var. indicum （Mill.） O.Deg. et Greenwell
キョウチクトウ
愛知県名古屋市緑区文久山：2009.06.15.髙木順夫（17858）［222］（※1）, 2009.06.15.
髙木順夫（17859）［223］（※2）．
  （※1） 白花個体
  （※2） 赤花個体

Trachelospermum asiaticum （Siebold et Zucc.） Nakai
テイカカズラ
愛知県名古屋市天白区植田：2003.09.19. 渡辺幸子（5456）［1055］．

Vincetoxicum sublanceolatum （Miq.） Maxim.
コバノカモメヅル
愛知県名古屋市天白区平針：2001.09.08. 渡辺幸子（4853）［988］， 2009.08.23. 富
田啓介［559］（※1）．
  （※1） Det.2014.09.22. 中村肇 .

Boraginaceae　ムラサキ科
Trigonotis peduncularis （Trevir.） Benth.
キュウリグサ
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.03.30. 広田由紀子（s.n.）［364］; 名古
屋市緑区鳴海町：2009.04.22. 髙木順夫（17446）［50］; 名古屋市緑区文久山：
2009.04.22. 髙木順夫（17426）［191］， 2009.05.19. 髙木順夫（17581）［205］．

Convolvulaceae　ヒルガオ科
Cuscuta campestris Yunck.
アメリカネナシカズラ
愛知県名古屋市緑区大高町：2003.07.12. 渡辺幸子（5413）［1047］．

Dichondra carolinensis Michx.
カロリナアオイゴケ
愛知県名古屋市緑区文久山：2009.06.27. 髙木順夫（17901）［226］．

Dichondra micrantha Urb.
アオイゴケ
愛知県名古屋市天白区池見：1996.07.26. 渡辺幸子（2701）［837］．

Ipomoea hederacea （L.） Jacq. var. integriuscula A.Gray
マルバアメリカアサガオ
愛知県名古屋市天白区元八事：1992.09.27. 渡辺幸子（653）［756］．

Ipomoea purpurea （L.） Roth
マルバアサガオ
愛知県名古屋市昭和区広路通：2011.10.05. 渡辺幸子（6329）［1122］．

Ipomoea triloba L.
ホシアサガオ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.09.26. 髙木順夫（18538）［165］; 名古屋市天
白区島田：2003.09.22. 渡辺幸子（5460）［1056］．

Solanaceae　ナス科
Datura wrightii Regel
ケチョウセンアサガオ
愛知県名古屋市港区金城ふ頭：2013.06.15. 渡辺幸子（6558）［1160］．

Solanum carolinense L.
ワルナスビ
愛知県名古屋市港区野跡：2009.07.12. 中村肇（56）［663］．

Solanum lyratum Thunb.
ヒヨドリジョウゴ
愛知県名古屋市昭和区隼人町：2009.08.23. 富田啓介（s.n.）［519］; 名古屋市守
山区牛牧：2012.10.10. 髙木順夫（21414）［697］; 名古屋市名東区猪高町上社池
ノ表：2009.09.27. 堀田時子（s.n.）［472］．

Solanum ptychanthum Dunal
アメリカイヌホオズキ
愛知県名古屋市昭和区隼人町：2009.06.28. 富田啓介（s.n.）［509］; 名古屋市緑
区鳴海町：2009.08.26. 髙木順夫（18285）［140］．

Oleaceae　モクセイ科
Chionanthus retusus Lindl. et Paxton
ヒトツバタゴ　［環境省：VU，愛知県：EN，名古屋市：－］
愛知県名古屋市守山区大森：2009.05.09. 広田由紀子（s.n.）［634］; 名古屋市緑
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区鳴海町：2009.06.15. 髙木順夫（17847）［100］．

Ligustrum lucidum W.T.Aiton
トウネズミモチ
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.05.31.広田由紀子（s.n.）［440］．

Plantaginaceae　オオバコ科
Callitriche palustris L.
ミズハコベ
愛知県名古屋市緑区白土：2003.08.31. 渡辺幸子（5435）［1049］; 名古屋市天白
区天白町平針大根ヶ越：1993.08.05. 渡辺幸子（1129）［762］; 名古屋市天白区
海老山町：2000.04.28. 渡辺幸子（4174）［913］．

Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Mey. et Scherb.
ツタバウンラン
愛知県名古屋市天白区音聞山：2010.05.21. 渡辺幸子（5973）［1104］．

Deinostema violaceum （Maxim.） T.Yamaz.
サワトウガラシ
愛知県日進市岩藤町：1995.10.21. 渡辺幸子（2513）［814］．

Limnophila sessiliflora （Vahl） Blume
キクモ
愛知県名古屋市天白区天白町平針黒石：1996.09.09. 渡辺幸子（2725）［840］．

Nuttallanthus canadensis （L.） D.A.Sutton
マツバウンラン
愛知県名古屋市緑区文久山：2009.05.19. 髙木順夫（17585）［209］．

Plantago asiatica L.
オオバコ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.09.26. 髙木順夫（18535）［163］．

Plantago lanceolata L.
ヘラオオバコ
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.06.28. 今尾由美子（s.n.）［344］．

Plantago virginica L.
ツボミオオバコ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1999.05.03. 渡辺幸子（3798）［890］．

Veronica arvensis L.
タチイヌノフグリ
愛知県名古屋市緑区文久山：2009.05.19. 髙木順夫（17580）［204］．

Veronica hederifolia L.
フラサバソウ
愛知県名古屋市港区金城ふ頭：2010.04.12. 須賀瑛文（10013）［1196］; 名古屋
市天白区道明町：2013.04.27. 渡辺幸子（6489）［1138］; 名古屋市天白区植田
南：1998.04.20. 渡辺幸子（3215）［867］．

Veronica peregrina L.
ムシクサ
愛知県名古屋市緑区文久山：2009.05.19. 髙木順夫（17583）［207］．

Veronica polita Fr. var. lilacina （T.Yamaz.） T.Yamaz.
イヌノフグリ　［環境省：VU，愛知県：－，名古屋市：VU］

愛知県名古屋市熱田区神宮：2013.03.26. 須賀瑛文（10010）［1193］．

Veronica undulata Wall.
カワヂシャ　［環境省：NT，愛知県：－，名古屋市：－］
愛知県名古屋市緑区文久山：2009.05.19. 髙木順夫（17586）［210］．

Scrophulariaceae　ゴマノハグサ科
Verbascum virgatum Stokes
アレチモウズイカ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2002.05.13. 渡辺幸子（5053）［1013］．

Linderniaceae　アゼナ科
Lindernia crustacea （L.） F.Muell.
ウリクサ
愛知県名古屋市緑区文久山：2009.09.26. 髙木順夫（18524）［273］; 名古屋市名
東区猪高町藤森森：2009.08.22. 白谷美代子（s.n.）［611］．

Lindernia micrantha D.Don
アゼトウガラシ
愛知県名古屋市天白区天白町平針黒石：1996.09.09. 渡辺幸子（2727）［841］; 
名古屋市天白区島田黒石：1994.09.15. 渡辺幸子（1819）［788］．

Lindernia procumbens （Krock.） Borbás
アゼナ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2000.09.14. 渡辺幸子（4488）［949］．

Lamiaceae　シソ科
Callicarpa dichotoma （Lour.） K.Koch
コムラサキ
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.06.28. 今尾由美子（s.n.）［339］; 名古
屋市昭和区隼人町：2009.09.27. 富田啓介（s.n.）［536］．

Callicarpa japonica Thunb.
ムラサキシキブ
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.05.31.広田由紀子（s.n.）［437］．

Clerodendrum trichotomum Thunb.
クサギ
愛知県名古屋市名東区猪高町藤森森：2009.06.27. 白谷由紀子（s.n.）［616］．

Clinopodium chinense （Benth.） Kuntze subsp. grandiflorum （Maxim.） H.Hara
クルマバナ
愛知県名古屋市天白区植田山：1998.07.04. 渡辺幸子（3522）［880］．

Clinopodium gracile （Benth.） Kuntze
トウバナ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.09.26. 髙木順夫（18540）［166］; 名古屋市天
白区中砂町：1992.05.10. 渡辺幸子（191）［747］．

Lamium amplexicaule L.
ホトケノザ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.03.28. 髙木順夫（17365）［43］．

Lamium purpureum L.
ヒメオドリコソウ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.04.22. 髙木順夫（17451）［55］．
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Leonurus japonicus Houtt.
メハジキ
愛知県名古屋市天白区中砂町：1992.07.15. 渡辺幸子（425）［753］．

Lycopus cavaleriei H.Lév.
コシロネ（ヒメサルダヒコを含む）
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1996.10.20. 渡辺幸子（2852）［846］; 名古屋市緑
区鳴海町：2002.09.29. 渡辺幸子（6189）［1026］（※1）; 名古屋市緑区大高町：
2000.10.05. 渡辺幸子（4536）［951］（※1）．
  （※1） ヒメサルダヒコ

Lycopus maackianus （Maxim. ex Herder） Makino
ヒメシロネ
愛知県名古屋市守山区大森八龍：2009.10.04. 竹本清子（s.n.）［395］; 名古屋市
天白区植田：1996.09.22. 渡辺幸子（2787）［845］．

Mentha arvensis L.
ヨウシュハッカ
愛知県名古屋市昭和区隼人町：2009.08.23. 富田啓介（s.n.）［514］， 2009.08.23.
富田啓介（s.n.）［522］．

Mentha spicata L. ‘Crispa’
オランダハッカ
愛知県名古屋市昭和区隼人町：2009.08.23. 富田啓介（s.n.）［521］; 名古屋市緑
区文久山：2009.08.22. 髙木順夫（18236）［259］．

Mosla dianthera （Buch.-Ham. ex Roxb.） Maxim.
ヒメジソ
愛知県名古屋市昭和区隼人町：2009.09.27. 富田啓介（s.n.）［528］; 名古屋市緑
区鳴海町：2009.09.17. 髙木順夫（18411）［152］; 名古屋市天白区天白町島田山
ノ杁：2011.10.27. 髙木順夫（20499）［14］．

Mosla scabra （Thunb.） C.Y.Wu et H.W.Li
イヌコウジュ
愛知県名古屋市緑区大高町：2000.10.05. 渡辺幸子（4543）［952］．

Salvia plebeia R.Br.
ミゾコウジュ　［環境省：NT，愛知県：－，名古屋市：NT］
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2012.05.24. 渡辺幸子（6452）［1131］．

Phrymaceae　ハエドクソウ科
Mazus miquelii  Makino
ムラサキサギゴケ（別名：サギゴケ）
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1994.04.25. 渡辺幸子（1505）［780］．

Mazus pumilus （Burm.f.） Steenis
トキワハゼ
愛 知 県名古屋市千種区星が丘山手：2009.06.28. 飯尾俊介（s.n.）［293］， 
2009.06.28. 今尾由美子（s.n.）［354］， 2009.08.23. 鬼頭洋子（s.n.）［302］．

Orobanchaceae　ハマウツボ科
Orobanche minor Sm.
ヤセウツボ
愛知県名古屋市西区山田町大野木：2009.04.28. 渡辺幸子（5869）［1090］．

Parentucellia viscosa （L.） Caruel
セイヨウヒキヨモギ

愛知県名古屋市南区滝春町：2007.06.13. 渡辺幸子（5745）［1070］．

Lentibulariaceae　タヌキモ科
Utricularia australis R.Br.
イヌタヌキモ　［環境省：NT，愛知県：－，名古屋市：NT］
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2013.07.20. 芹沢俊介（88607）［1198］; 名古屋市
名東区猪高町上社池ノ表：2009.08.23. 広田由紀子（s.n.）［448］， 2009.08.23. 堀
田時子（s.n.）［462］， 2009.08.23. 飯尾俊介（s.n.）［489］， 2009.08.23. 飯尾俊介
（s.n.）［490］， 2012.07.03. 中村肇（85）［285］; 日進市岩藤町：1995.10.21. 渡辺
幸子（2511）［813］．

Acanthaceae　キツネノマゴ科
Hygrophila salicifolia （Vahl） Nees
オギノツメ
愛知県名古屋市緑区大高町：1993.08.29. 渡辺幸子（1213）［769］．

Justicia procumbens L. var. leucantha Honda f. japonica （Thunb.） H.Hara
キツネノマゴ
愛知県名古屋市守山区大森八龍：2009.09.26. 柴田美子（s.n.）［409］; 名古屋市
緑区鳴海町：2009.08.20. 髙木順夫（18189）［117］; 名古屋市名東区猪高町藤森
森：2009.08.22. 白谷美代子（s.n.）［613］．

Ruellia simplex C.Wright
ヤナギバルイラソウ
愛知県名古屋市瑞穂区田辺通：2013.07.25. 渡辺幸子（6607）［1173］．

Verbenaceae　クマツヅラ科
Verbena incompta P.W.Michael
ダキバアレチハナガサ
愛知県名古屋市緑区文久山：2009.07.24. 髙木順夫（18018）［228］．

Verbena sp.
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.08.26. 髙木順夫（18281）［136］; 名古屋市緑
区文久山：2009.06.27. 髙木順夫（17902）［227］．

Aquifoliaceae　モチノキ科
Ilex macropoda Miq.
アオハダ
愛知県名古屋市守山区大森八龍：2009.06.27. 広田由紀子（s.n.）［388］; 名古屋
市緑区鳴海町：2009.06.15. 髙木順夫（17813）［79］; 名古屋市名東区猪高町藤
森森：2009.08.22. 白谷由紀子（s.n.）［631］．

Ilex pedunculosa Miq.
ソヨゴ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.05.19. 髙木順夫（17607）［71］; 名古屋市天
白区平針：2009.06.28. 富田啓介（s.n.）［552］．

Ilex rotunda Thunb.
クロガネモチ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.10.20. 髙木順夫（18672）［186］．

Ilex serrata Thunb.
ウメモドキ
愛 知 県名古屋市守山区大森八龍：2009.05.24. 広田由紀子（s.n.）［384］， 
2009.07.26. 竹本清子（s.n.）［392］; 名古屋市緑区鳴海町：2009.09.26. 髙木順夫
（18534）［162］; 名古屋市天白区平針：2009.08.23. 富田啓介（s.n.）［562］．
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Campanulaceae　キキョウ科
Adenophora triphylla （Thunb.） A.DC. var. japonica （Regel） H.Hara
ツリガネニンジン
愛知県名古屋市天白区池場：1999.10.01. 渡辺幸子（4055）［906］．

Lobelia chinensis Lour.
ミゾカクシ（別名：アゼムシロ）
愛知県名古屋市緑区大高町：2001.08.19. 渡辺幸子（4819）［985］．

Wahlenbergia marginata （Thunb.） A.DC.
ヒナギキョウ
愛知県名古屋市緑区文久山：2009.07.24. 髙木順夫（18035）［244］．

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 県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2012.08.08. 中村肇（101） 
［286］（※1）; 名古屋市名東区高針：2001.07.30. 渡辺幸子（4796）［977］; 名古屋
市天白区元八事：2012.05.13. 中村肇（82）［287］．
  （※1） 埋土種子調査（2011年12月1日採泥）

Nymphoides peltata （S.G.Gmel.） Kuntze
アサザ　［環境省：NT，愛知県：EN，名古屋市：－］
愛 知 県名古屋市天白区天白町島田山ノ杁：2011.10.27. 髙木順夫（20485） 
［1］（※1）．
  （※1） 名古屋市で確認されている個体は移入種である（愛知県，2012）．

Asteraceae　キク科
Achillea millefolium L.
セイヨウノコギリソウ
愛知県名古屋市天白区井口：1994.06.01. 渡辺幸子（1638）［782］．

Adenostemma lavenia （L.） Kuntze
ヌマダイコン　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：VU］
愛知県名古屋市守山区上志段味：2008.09.27. 渡辺幸子（5839）［1086］．

Ambrosia artemisiifolia L.
ブタクサ
愛知県名古屋市名東区猪高町藤森森：2009.08.22. 飯尾俊介（s.n.）［585］．

Ambrosia psilostachya DC.
ブタクサモドキ
愛知県名古屋市天白区島田：1998.07.23. 渡辺幸子（3560）［881］．

Artemisia annua L.
クソニンジン
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2000.08.25. 渡辺幸子（4431-2）［942］， 2000.09.03.
渡辺幸子（4450）［943］．

Artemisia indica Willd. var. maximowiczii  （Nakai） H.Hara
ヨモギ
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.09.27. 飯尾俊介（s.n.）［301］; 名古屋
市昭和区隼人町：2009.09.27. 富田啓介（s.n.）［532］; 名古屋市緑区鳴海町：
2009.08.20. 髙木順夫（18190）［118］， 2010.10.05. 渡辺幸子（6084）［1115］， 
2010.10.05.渡辺幸子（6085）［1116］; 名古屋市緑区文久山：2009.08.20.髙木順夫
（18185）［253］; 名古屋市天白区中砂町：2010.09.20. 渡辺幸子（6046）［1108］; 
名古屋市天白区御幸山：2010.10.01. 渡辺幸子（6062）［1111］．

Aster microcephalus （Miq.） Franch. et Sav. var. ovatus （Franch. et Sav.） 
Soejima et Mot.Ito
ノコンギク
愛知県名古屋市昭和区隼人町：2009.08.23. 富田啓介（s.n.）［523］; 名古屋市緑
区大高町：2002.10.18. 渡辺幸子（5233）［1031］; 名古屋市天白区天白町島田山
ノ杁：2011.10.27. 髙木順夫（20503）［18］．

Aster yomena （Kitam.） Honda
ヨメナ
愛知県名古屋市緑区大高町：2003.10.27. 渡辺幸子（5511）［1058］; 名古屋市名
東区猪高町藤森森：2009.06.27. 白谷由紀子（s.n.）［618］， 2009.08.22. 飯尾俊介
（s.n.）［581］， 2009.08.22. 広田由紀子（s.n.）［591］．

Bidens frondosa L.
アメリカセンダングサ
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.09.27. 飯尾俊介（s.n.）［299］; 名古屋
市昭和区隼人町：2009.09.27. 富田啓介（s.n.）［535］; 名古屋市守山区大森：
2009.08.22. 広田由紀子（s.n.）［641］; 名古屋市緑区文久山：2009.09.26. 髙木順
夫（18515）［269］．

Bidens parviflora Willd.
ホソバノセンダングサ
愛知県名古屋市昭和区隼人町：2009.08.23. 富田啓介（s.n.）［515］．

Bidens pilosa L. var. minor （Blume） Sherff
コシロノセンダングサ
愛知県名古屋市昭和区隼人町：2009.06.28. 富田啓介（s.n.）［507］， 2009.09.27.
富田啓介（s.n.）［531］， 2010.09.27. 渡辺幸子（6050）［1109］．

Bidens pilosa L.
コセンダングサ
愛知県名古屋市緑区文久山：2009.09.26. 髙木順夫（18518）［270］．

Bidens sp.
オワリセンダングサ
愛知県名古屋市天白区中砂町：2001.09.27. 渡辺幸子（4900）［997］．

Carpesium abrotanoides L.
ヤブタバコ
愛知県名古屋市天白区御幸山：1999.09.25. 渡辺幸子（4048）［904］．

Carpesium cernuum L.
コヤブタバコ　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：EN］
愛知県名古屋市御幸山：1993.09.16. 渡辺幸子（1282）［773］．

Carpesium glossophyllum Maxim.
サジガンクビソウ
愛知県名古屋市緑区大高町：2003.07.12. 渡辺幸子（5410）［1046］．

Centipeda sp.
ムラサキトキンソウ
愛知県名古屋市守山区上志段味：2013.10.05. 渡辺幸子（6671）［1184］．

Centipeda sp.
愛知県名古屋市守山区上志段味：2013.10.05. 渡辺幸子（6672）［1185］．

Chondrilla juncea L.
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エダウチニガナ
愛知県名古屋市港区金城ふ頭：2009.10.03. 渡辺幸子（5938）［1097］．

Chrysanthemum makinoi Matsum. et Nakai
Dendranthema japonicum （Makino） Kitam.
リュウノウギク　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：CR］
愛知県名古屋市鳴海町：1993.10.20. 渡辺幸子（1404）［777］．

Cirsium vulgare （Savi） Ten.
アメリカオニアザミ
愛知県名古屋市天白区島田黒石：2009.05.29. 渡辺幸子（5899）［1093］．

Conyza canadensis （L.） Cronquist
ヒメムカシヨモギ
愛知県名古屋市守山区大森：2009.09.27. 竹本清子（s.n.）［650］; 名古屋市緑区
文久山：2009.08.20. 髙木順夫（18187）［255］．

Conyza sumatrensis （Retz.） E.Walker
オオアレチノギク
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.08.20. 髙木順夫（18191）［119］; 名古屋市緑
区文久山：2009.08.20. 髙木順夫（18188）［256］．

Cotula australis （Spreng.） Hook.f.
マメカミツレ
愛知県名古屋市中区栄：2007.03.11. 渡辺幸子（5697）［1068］; 名古屋市天白区
菅田：1998.04.24. 渡辺幸子（3221）［869］．

Cotula hemisphaerica （Roxb.） Wall. ex Benth. et Hook.f.
タカサゴトキンソウ（別名：シマトキンソウ）
愛知県名古屋市中川区下之一色町：2001.05.06. 渡辺幸子（4657）［960］．

Crassocephalum crepidioides （Benth.） S.Moore
ベニバナボロギク
愛知県名古屋市緑区大高町：2002.10.18. 渡辺幸子（5239）［1032］．

Crepidiastrum denticulatum （Houtt.） Pak et Kawano
ヤクシソウ
愛知県名古屋市天白区野並：2001.10.13. 渡辺幸子（4931）［1003］．

Eclipta alba （L.） Hassk.
アメリカタカサブロウ
愛知県名古屋市守山区中志段味：2013.08.27. 中村肇（446）［1201］; 名古屋市
緑区鳴海町：2009.09.17. 髙木順夫（18410）［151］; 名古屋市名東区猪高町藤森
森：2009.08.22. 飯尾俊介（s.n.）［580］．

Eclipta thermalis Bunge
タカサブロウ
愛知県名古屋市守山区大森八龍：2009.09.27. 柴田美子（s.n.）［421］; 名古屋市
緑区文久山：2009.08.20. 髙木順夫（18184）［252］．

Erigeron annuus （L.） Pers.
ヒメジョオン
愛知県名古屋市港区藤前：2011.06.03. 中村肇（73）［661］; 名古屋市緑区鳴海
町：2009.05.19. 髙木順夫（17606）［70］， 2009.07.24. 髙木順夫（18046）［111］; 
名古屋市緑区文久山：2009.07.24. 髙木順夫（18027）［237］．

Erigeron philadelphicus L.

ハルジオン
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.06.28. 堀田時子（s.n.）［455］．

Erigeron strigosus Muhl. ex Willd.
ヘラバヒメジョオン
愛知県名古屋市昭和区妙見町：2000.05.27. 渡辺幸子（4254）［920］．

Euchiton japonicus （Thunb.） Holub
チチコグサ
愛知県名古屋市天白区島田：1992.05.10. 渡辺幸子（229）［748］．

Eupatorium makinoi T.Kawahara et Yahara
ヒヨドリバナ
愛知県名古屋市天白区天白町平針黒石：1999.09.29. 渡辺幸子（4050）［905］; 
名古屋市天白区保呂町：1993.08.13. 渡辺幸子（1139）［763］．

Gamochaeta calviceps （Fernald） Cabrera
ホソバノチチコグサモドキ
愛知県名古屋市緑区文久山：2009.05.19. 髙木順夫（17589）［213］; 名古屋市名
東区猪高町上社池ノ表：2009.05.31. 広田由紀子（s.n.）［439］; 名古屋市天白区
元八事：2007.06.17. 渡辺幸子（5748）［1071］．

Gamochaeta coarctata （Willd.） Kerguélen
ウラジロチチコグサ
愛知県名古屋市昭和区隼人町：2009.06.28. 富田啓介（s.n.）［513］; 名古屋市天
白区八幡山：1992.05.25. 渡辺幸子（287）［750］．

Gamochaeta pensylvanica （Willd.） Cabrera
チチコグサモドキ
愛知県名古屋市緑区文久山：2009.05.19. 髙木順夫（17590）［214］．

Gamochaeta purpurea （L.） Cabrera
ウスベニチチコグサ
愛知県名古屋市天白区中砂町：1994.05.05. 渡辺幸子（1424）［781］．

Gymnocoronis spilanthoides DC.
ミズヒマワリ
愛知県豊橋市大岩町：2008.08.--. 中村肇（23）［664］．

Hypochaeris glabra L.
ヒメブタナ
愛知県名古屋市天白区池見：2011.05.02. 渡辺幸子（6136）［1118］．

Hypochaeris radicata L.
ブタナ
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.06.28. 猪俣佳江（s.n.）［322］; 名古屋
市緑区鳴海町：2009.05.19. 髙木順夫（17602）［66］．

Ixeridium dentatum （Thunb.） Tzvelev
ニガナ
愛知県名古屋市千種区鍋屋上野町汁谷：2013.05.31. 髙木順夫（21842）［715］; 
名古屋市天白区野並：2001.05.10. 渡辺幸子（4666）［961］．

Ixeris japonica （Burm.f.） Nakai
オオジシバリ
愛知県名古屋市南区元塩町：1992.04.20. 渡辺幸子（106）［744］．
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Ixeris japonica （Burm.f.） Nakai f. dissecta Nakai
キクバジシバリ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1999.05.03. 渡辺幸子（3800）［891］．

Ixeris polycephala Cass.
ノニガナ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2010.06.08. 渡辺幸子（5987）［1106］．

Lactuca serriola L.
トゲチシャ
愛知県名古屋市天白区御幸山：2013.07.11. 渡辺幸子（6592）［1171］．

Pseudognaphalium affine （D.Don） Anderb.
ハハコグサ
愛知県名古屋市緑区文久山：2009.05.19. 髙木順夫（17588）［212］; 名古屋市名
東区猪高町藤森森：2009.06.27. 白谷美代子（s.n.）［600］．

Pseudognaphalium luteoalbum （L.） Hilliard et B.L.Burtt
セイタカハハコグサ
愛知県名古屋市中区大須：2008.04.21. 渡辺幸子（5802）［1076］．

Pterocypsela indica （L.） C.Shih
アキノノゲシ（キレハアキノノゲシを含む）
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.09.27. 鬼頭洋子（s.n.）［314］; 名古屋
市緑区大高町：2002.10.18. 渡辺幸子（5244）［1033］（※1）．
  （※1） キレハアキノノゲシ

Solidago altissima L.
セイタカアワダチソウ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.10.20. 髙木順夫（18650）［173］; 名古屋市緑
区文久山：2009.10.20. 髙木順夫（18647）［277］．

Sonchus asper （L.） Hill
オニノゲシ
愛知県名古屋市天白区御幸山：2010.04.26.渡辺幸子（5958）［1098］， 2013.08.03.
渡辺幸子（6612）［1174］．

Symphyotrichum subulatum （Michx.） G.L.Nesom var. squamatum （Spreng.） 
S.D.Sundberg
ヒロハホウキギク
愛知県名古屋市緑区文久山：2009.08.20. 髙木順夫（18186）［254］．

Synedrella nodiflora （L.） Gaertn.
フシザキソウ
愛知県名古屋市天白区御幸山：2005.09.03. 渡辺幸子（5582）［1067］．

Taraxacum officinale Weber ex F.H.Wigg.
セイヨウタンポポ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.04.22. 髙木順夫（17450）［54］; 名古屋市緑
区文久山：2009.04.22. 髙木順夫（17428）［193］; 名古屋市天白区天白町島田山
ノ杁：2011.10.27. 髙木順夫（20498）［13］．

Taraxacum platycarpum Dahlst. var. longeappendiculatum （Nakai） Morita
トウカイタンポポ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.04.22.髙木順夫（17449）［53］; 名古屋市緑区
文久山：2009.04.22. 髙木順夫（17427）［192］; 名古屋市天白区島田：2002.04.19.
渡辺幸子（5028）［1010］．

Tripleurospermum maritimum （L.） W.D.J.Koch subsp. inodorum （L.） Appleq.
イヌカミツレ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1994.06.29. 渡辺幸子（1696）［785］．

Verbesina alternifolia （L.） Britton ex Kearney
ハチミツソウ（別名：ハネミギク）
愛知県名古屋市守山区大森：2007.07.28. 渡辺幸子（5758）［1072］， 2007.07.28.
渡辺幸子（5759）［1073］．

Xanthium orientale L. subsp. italicum （Moretti） Greuter
イガオナモミ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1997.10.31. 渡辺幸子（3264）［861］．

Youngia japonica （L.） DC.
アオオニタビラコ
愛知県名古屋市南区大同町：2000.04.28. 渡辺幸子（4168）［911］; 名古屋市緑
区鳴海町：2009.05.19. 髙木順夫（17613）［77］．

Adoxaceae　レンプクソウ科
Viburnum dilatatum Thunb.
ガマズミ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.05.19. 髙木順夫（17610）［74］; 名古屋市名
東区猪高町上社池ノ表：2009.05.31. 広田由紀子［434］．

Viburnum erosum Thunb. f. punctatum （Franch. et Sav.） H.Hara
コバノガマズミ
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.06.28. 堀田時子（s.n.）［456］， 
2009.06.28. 飯尾俊介（s.n.）［483］， 2009.09.27. 飯尾俊介（s.n.）［498］．

Viburnum wrightii  Miq.
ミヤマガマズミ
愛知県名古屋市守山区大森八龍：2009.07.26. 竹本清子（s.n.）［391］， 2009.07.26.
竹本清子（s.n.）［394］; 名古屋市守山区牛牧：2012.04.24. 髙木順夫（20706）
［681］; 名古屋市緑区鳴海町：2009.04.22. 髙木順夫（17442）［47］; 名古屋市
名東区猪高町上社池ノ表：2009.05.31. 広田由紀子（s.n.）［432］; 名古屋市天白
区天白町八事裏山：1995.04.23. 渡辺幸子（2030）［795］， 1999.04.23. 渡辺幸子
（3758）［888］．

Caprifoliaceae　スイカズラ科
Abelia spathulata Siebold et Zucc.
ツクバネウツギ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.04.22. 髙木順夫（17439）［44］．

Abelia × grandiflora （Ravelli ex André） Rehder
ハナゾノツクバネウツギ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.10.20. 髙木順夫（18669）［183］．

Lonicera japonica Thunb.
スイカズラ
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.05.31.広田由紀子（s.n.）［438］．

Weigela hortensis （Siebold et Zucc.） K.Koch
タニウツギ　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：EX］
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.05.19. 髙木順夫（17608）［72］．

Araliaceae　ウコギ科
Aralia elata （Miq.） Seem.
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タラノキ
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.05.31.広田由紀子（s.n.）［435］．

Dendropanax trifidus （Thunb.） Makino ex H.Hara
カクレミノ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.10.20. 髙木順夫（18671）［185］．

Gamblea innovans （Siebold et Zucc.） C.B.Shang, Lowry et Frodin
タカノツメ
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.05.31.広田由紀子（s.n.）［433］．

Hedera rhombea （Miq.） Bean
キヅタ
愛知県名古屋市天白区向が丘：2013.09.21. 渡辺幸子（6654）［1181］．

Hydrocotyle maritima Honda
ノチドメ
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.08.23. 鬼頭洋子（s.n.）［309］（※1）, 
2009.08.23. 広田由紀子（s.n.）［373］; 名古屋市名東区猪高町藤森森：2009.06.27.
白谷美代子（s.n.）［595］．
  （※1） Det.2014.08.28. 中村肇

Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
チドメグサ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.08.26. 髙木順夫（18282）［137］．

Apiaceae　セリ科
Coriandrum sativum L.
コエンドロ
愛知県名古屋市緑区大高町：1999.05.12. 渡辺幸子（3818）［893］．

Cyclospermum leptophyllum （Pers.） Sprague ex Britton et P.Wilson
マツバゼリ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1998.05.04. 渡辺幸子（3348）［876］; 名古屋市
緑区文久山：2009.07.24. 髙木順夫（18022）［232］， 2009.08.22. 梅本洋子（s.n.）
［574］．

Oenanthe javanica （Blume） DC.
セリ
愛知県名古屋市名東区猪高町藤森森：2009.06.27. 白谷美代子（s.n.）［606］， 
2009.08.22. 白谷美代子（s.n.）［610］．

Osmorhiza aristata （Thunb.） Rydb.
ヤブニンジン
愛知県名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2009.06.28. 堀田時子（s.n.）［454］．

Torilis scabra （Thunb.） DC.
オヤブジラミ
愛知県名古屋市天白区御幸山：2010.05.16. 渡辺幸子（5970）［1102］．


