
群馬県2012年レッドリスト　2018年改訂版　評価改訂種一覧

種名 大分類* 科名* 学名 2018年改訂評価 2012年版評価

R1 ガガブタ 被子植物・双子葉類 ミツガシワ科 Nymphoides indica  (L.) Kuntze 絶滅危惧IA類 絶滅

R2 コホタルイ 被子植物・単子葉類 カヤツリグサ科 Schoenoplectus komarovii (Roshev.) Soják 絶滅危惧IA類 絶滅

R3 ヤマトホシクサ 被子植物・単子葉類 ホシクサ科 Eriocaulon japonicum Koern. 除外 絶滅

R4 タタラカンガレイ 被子植物・単子葉類 カヤツリグサ科
Schoenoplectus mucronatus  (L.) Palla var. tataranus
(Honda) K. Kohno, Iokawa et Daigobo 絶滅危惧IB類 絶滅危惧IA類

R5 セトガヤ 被子植物・単子葉類 イネ科 Alopecurus japonicus  Steud. 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧IA類

R6 イブキソモソモ 被子植物・単子葉類 イネ科 Poa radula  Franch. et Sav. 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧IA類

R7 ニガカシュウ 被子植物・単子葉類 ヤマノイモ科 Dioscorea bulbifera L. 除外 絶滅危惧IA類

R8 エンコウソウ 被子植物・双子葉類 キンポウゲ科 Caltha palustris  L. var. enkoso  H. Hara 絶滅危惧IA類 絶滅危惧IB類

R9 ミヤマハンショウヅル 被子植物・双子葉類 キンポウゲ科 Clematis ochotensis (Pall.) Poir. var. japonica  Nakai 絶滅危惧IA類 絶滅危惧IB類

R10 タコノアシ 被子植物・双子葉類 ユキノシタ科 Penthorum chinense  Pursh 絶滅危惧IA類 絶滅危惧IB類

R11 チョウジソウ 被子植物・双子葉類 キョウチクトウ科 Amsonia elliptica  (Thunb.) Roem. et Schult. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧IB類

R12 ゴマギ 被子植物・双子葉類 スイカズラ科 Viburnum sieboldii Miq. var. sieboldii 絶滅危惧IA類 絶滅危惧IB類

R13 バアソブ 被子植物・双子葉類 キキョウ科 Codonopsis ussuriensis  (Rupr. et Maxim.) Hemsl. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧IB類

R14 ヒメシオン 被子植物・双子葉類 キク科 Aster fastigiatus  Fisch. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧IB類

R15 フジバカマ 被子植物・双子葉類 キク科 Eupatorium japonicum  Thunb. ex Murray 絶滅危惧IA類 絶滅危惧IB類

R16 コウガイモ 被子植物・単子葉類 トチカガミ科 Vallisneria denseserrulata (Makino) Makino 絶滅危惧IA類 絶滅危惧IB類

R17 ミズアオイ 被子植物・単子葉類 ミズアオイ科 Monochoria korsakowii  Regel et Maack 絶滅危惧IA類 絶滅危惧IB類

R18 アリマシノ 被子植物・単子葉類 イネ科
Sasaella kogasensis  (Nakai) Nakai ex Koidz. var.
yoshinoi  (Koidz.) Sad. Suzuki 絶滅危惧IA類 絶滅危惧IB類

R19 クグスゲ 被子植物・単子葉類 カヤツリグサ科 Carex pseudocyperus  L. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧IB類

R20 クモマシバスゲ 被子植物・単子葉類 カヤツリグサ科 Carex subumbellata  Meinsh. var. verecunda  Ohwi 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧IB類

R21 マツカサススキ 被子植物・単子葉類 カヤツリグサ科 Scirpus mitsukurianus  Makino 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧IB類

R22 ヒメビシ 被子植物・双子葉類 ヒシ科 Trapa incisa  Siebold et Zucc. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅱ類

R23 キキョウ 被子植物・双子葉類 キキョウ科 Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC. 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅱ類

R24 カキラン 被子植物・単子葉類 ラン科 Epipactis thunbergii A. Gray 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅱ類

R25 アオヒメタデ 被子植物・双子葉類 タデ科
Persicaria erectominor  (Makino) Nakai var.
erectominor  f. viridiflora  (Nakai) I.Ito 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅱ類

R26 スグリ 被子植物・双子葉類 ユキノシタ科 Ribes sinanense  F. Maek. 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅱ類

R27 コウリンカ 被子植物・双子葉類 キク科
Senecio flammeus Turcz.ex DC. subsp. glabrifolius
(Cufod.) Kitam. 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅱ類

R28 ナガエミクリ 被子植物・単子葉類 ミクリ科 Sparganium japonicum  Rothert 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅱ類
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R29 ノテンツキ 被子植物・単子葉類 カヤツリグサ科 Fimbristylis complanata  (Retz.) Link 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅱ類

R30 グンナイキンポウゲ 被子植物・双子葉類 キンポウゲ科
Ranunculus grandis  Honda var. mirissimus  (Hisauti)
H. Hara 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類

R31 ヒメタデ 被子植物・双子葉類 タデ科
Persicaria erectominor  (Makino) Nakai var.
erectominor 情報不足 絶滅危惧Ⅱ類

R32 フサモ 被子植物・双子葉類 アリノトウグサ科 Myriophyllum verticillatum  L. 絶滅危惧IB類 準絶滅危惧

R33 ミヤマジュズスゲ 被子植物・単子葉類 カヤツリグサ科 Carex dissitiflora Franch. 除外 準絶滅危惧

R34 ウゼントリカブト 被子植物・双子葉類 キンポウゲ科 Aconitum okuyamae  Nakai var. okuyamae 絶滅危惧Ⅱ類 情報不足

R35 キタノミヤマシダ シダ植物 メシダ（イワデンダ）科
Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Sa. Kurata
var. sibiricum 絶滅危惧IA類 情報不足

R36 シソクサ 被子植物・双子葉類 ゴマノハグサ科
Limnophila chinensis  (Osbeck) Merr. subsp.
aromatica  (Lam.) T. Yamaz. 絶滅危惧IA類 情報不足

R37 ウシクサ 被子植物・単子葉類 イネ科 Schizachyrium brevifolium  (Sw.) Nees ex Büse 絶滅危惧IA類 情報不足

R38 タチスゲ 被子植物・単子葉類 カヤツリグサ科 Carex maculata Boott 絶滅危惧IA類 情報不足

R39 コシンジュガヤ 被子植物・単子葉類 カヤツリグサ科 Scleria parvula Steud. 絶滅危惧IA類 情報不足

R40 ユウシュンラン 被子植物・単子葉類 ラン科
Cephalanthera erecta  (Thunb.) Blume var.
subaphylla  (Miyabe et Kudô) Ohwi 絶滅危惧IA類 情報不足

R41 キバナノショウキラン 被子植物・単子葉類 ラン科 Yoania amagiensis  Nakai et F. Maek. 絶滅危惧IA類 情報不足

R42 ミヤマハタザオ 被子植物・双子葉類 アブラナ科
Arabidopsis lyrata  (L.) O'Kane et Al-Shehbaz subsp.
kamchatica  (Fisch. ex DC.) O'Kane et Al-Shehbaz 絶滅危惧IB類 情報不足

R43 ヤマルリソウ 被子植物・双子葉類 ムラサキ科
Omphalodes japonica (Thunb.) Maxim. var.
japonica 絶滅危惧IB類 情報不足

R44 ヒメガヤツリ 被子植物・単子葉類 カヤツリグサ科 Cyperus tenuispica  Steud. 絶滅危惧IB類 情報不足

R45 セイタカハリイ 被子植物・単子葉類 カヤツリグサ科 Eleocharis attenuata  (Franch. et Sav.) Palla 絶滅危惧IB類 情報不足

R46 ミヤマクマザサ 被子植物・単子葉類 イネ科 Sasa hayatae  Makino 準絶滅危惧 情報不足

*大分類・科名は群馬県レッドデータブック2012年版に準拠した。
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