
［北限］  1

バリバリノキ Actinodaphne acuminata 1 クスノキ科 クスノキ目

ハマビワ Litsea japonica 2 クスノキ科 クスノキ目

ソクシンラン Aletris spicata 3 キンコウカ科 ヤマノイモ目

ホソバシュロソウ
Veratrum maackii

    var. maackioides
4 シュロソウ科 ユリ目

キエビネ Calanthe citrina 5 ラン科 クサスギカズラ目

フウラン Neofinetia falcata 6 ラン科 クサスギカズラ目

ナゴラン Sedirea japonica 7 ラン科 クサスギカズラ目

本州（千葉県以西）・四国・九州・琉球，台湾。日本

海側は島根県東部止まりと，余り例のない分布。中

国地方では他に山口県のみ。近畿では紀伊半島

南部のみ。太平洋側は，東海地方～房総半島。

誰が何時発見したものか（多分植物学者），隠岐に

あることは昔から知られていた。40数年以前に島後

銚子奥で見ていたが今も健在，少し離れた場所で

幼木4-5株も見られる。

本州（山口県・島根県）・四国・九州・琉球， 朝鮮半

島南部までの沿海地。日本海側は島根半島まで。

太平洋側は四国の愛媛県・高知県，足摺岬付近の

西端部で止る。

島前3島の海辺には大量にある。島後本島では種

子が流れ着いて芽生えることがあっても冬が越せな

いそうである。但し，島前島後間の大森島には普通

にある。

公園に植栽されているものを島後で一度見ただけ

であるが，情報に拠ると今も野生が残っているとい

う。昔は西ノ島（大山地区）にもあったらしい。

本州（関東南部以西）～琉球，朝鮮半島南部・済州

島・中国東南部。日本海側は福井県〔Ⅰ〕西部ま

で，太平洋側は茨城県〔Ⅰ〕南部まで。隠岐は明瞭

な北限自生地。

知夫以外では実際に現地確認している。西ノ島と島

後では今も健在である。海士では松島に良い自生

地があったが絶滅した。島後の人が全部取って帰り

売り歩いていたと聞いた。

本州（関東地方以西）～琉球，朝鮮半島南部・中国

大陸南部・…。太平洋側は千葉県〔準〕まで，日本

海側は福井県〔準〕北部まで。秋田県に隔離分布の

記録があったが“絶滅”（2014）したようである。

島前では稀ではない。島後でも見ているが記憶が

はっきりしない。福井県北部の産地坂井市は，島後

の加茂地区と同緯度。意識から洩れていた意外な

北限種。

本州（静岡県以西）・四国・九州，済州島・台湾・中

国（湖南省）。日本海側は福井県〔Ⅰ〕までである

が，その産地は隠岐の島後より少し南になる。

隠岐島後は本種の最良の産地ではないかと思われ

る。他の自生地では軒並み絶滅危惧種に指定され

ている。四国・九州・琉球までも。図鑑の分布記載

に「隠岐」が出て来る少数例の一つ。

本州（静岡県・伊豆諸島・紀伊半島・福井県・京都

府・隠岐）・四国・九州・琉球，済州島・中国南部。

福井・京都のもの（現在の）は栽培品だとの情報が

あるという。

本州（関東以西）・四国・九州，朝鮮半島・中国（北

部）・シベリア東部。日本海側は京都まで，太平洋

側は房総半島まで分布する。他に，長野県にも記

録があるが，生育地は隠岐より南。

高崎山（西ノ島）の上部一帯にかなりの個体数があ

る。他に，島後の津戸半島（特に入口付近）もよい

産地である（計30株弱）。島根県内では中国山地に

自生があるが少ない。
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［北限］  2

オオキツネノカミソリ
Lycoris sanguinea

     var. kiushiana
8 ヒガンバナ科 クサスギカズラ目

フサナキリスゲ Carex teinogyna 9 カヤツリグサ科 イネ目

キノクニスゲ Carex matsumurae 10 カヤツリグサ科 イネ目

ダイセンスゲ Carex daisenensis 11 カヤツリグサ科 イネ目

ベニイトスゲ
Carex alterniflora

      var. rubrovaginata
12 カヤツリグサ科 イネ目

マシカクイ Eleocharis tetraquetra 13 カヤツリグサ科 イネ目

ダンチク Arumdo donax 14 イネ科 イネ目

本州（茨城県・千葉県・静岡県以西）～琉球，台湾・

マレーシア・中国南部・…。日本海側は京都府ま

で。茨城県〔Ⅱ〕の産地は隠岐とほぼ同緯度，群馬

県は絶滅。島根県〔Ⅱ〕では他に益田市と浜田市。

初めて気付いたのは2006年（隠岐初記録）。場所は

焼火山麓の大山ダム付近。その後南麓の海岸湿地

でも確認。島後では，津井地区山中の沼に数株

（2015）。油井地区にもあったが絶滅？

本州（福井県以西）・九州北部の日本海側の山地。

福井県の産地は京都府に接する西端部。南限は福

岡県（Ⅱ類）。四国や紀伊半島の記録はなく中国地

方のスゲという感じ。

2007年に五箇（島後）の郡川の支流で採集。現在

は自宅の移植品のみが残る。隠岐初の積りだった

が，同年に採集された標本（H. Ikeda &

N.Yamamoto）が岡山理科大にある。

本州（近畿地方以西）・四国・九州，国外では朝鮮

半島南部（済州島 2016年）。近畿地方：兵庫・大

阪・奈良・和歌山，中国地方：山陽側に偏る。島根

県：石見西部に稀，鳥取県：1ヶ所のみ。

2006年に高崎山（西ノ島）の登山路で，数株を発見

（隠岐初）。その後（2014）西ノ島町船越地区の仁具

川上流に見事な群生があることに気付いた。他の

島では未確認。

本州(近畿・中国地方）・四国・九州，朝鮮半島南

部・中国～インド。中国地方では産地が山陽側に集

中し，山陰側には少ない印象がある。また，『RDB近

畿』は〔準〕に指定。

本州（関東地方南部以西）～琉球，中国（南部）・イ

ンド。地中海沿岸のものは栽培起源。日本海側の

福井県九頭竜川の記録及び最近見付かった茨城

県の産地，いずれも隠岐島前より南である。

隠岐では岡国夫・岡本香両氏の記録しかないが，

島後に広く分布し稀という感はない。島前では未確

認。数少ない渓流植物の一つで，流れの中の岩上

に生える。

本州（関東以西）～九州。日本海側は福井県中部

まで。太平洋側は神奈川〔Ⅰ〕・東京〔Ⅱ〕まで。内陸

県では岐阜県（南部）と群馬県（妙義山）。隠岐と同

緯度の妙義山の現状ははっきりしない。

知夫の赤禿山が全て本変種である。中腹に群生地

が数ヶ所あり，麓の方にもパラパラと点在。他の島は

全て通常のキツネノカミソリばかり。島根県内では，

近年益田市の一部で発見された。

本州（北陸・三河湾以西）・四国・九州，トカラ列島・

伊豆諸島（利島），済州島・鬱陵島。北陸は福井

〔Ⅱ〕・富山〔不〕2県の意味。〔現状不明〕の富山県と

鬱陵島を無視し，隠岐と福井県が北限。

無人島のスゲとして有名。2013年に大波加島（知

夫）で50株ほどを確認した。福井県の小さな無人島

雄島は大満寺山と同緯度で大波加島より北である

が細かいことは言わなくてよいだろう。

海士町菱浦海岸，度重なる土木工事で極端に減っ

たが生残っている株は元気がよい。西ノ島町大山

地区の海岸にも1-2株が生育していたが，現状は定

かでない。
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［北限］  3

ミアケザサ Sasa miakeana 15 イネ科 イネ目

ケハンショウヅル
Clematis japonica

    var. villosula
16 キンポウゲ科 キンポウゲ目

シマキツネノボタン Ranunculus sieboldii 17 キンポウゲ科 キンポウゲ目

ヒメユズリハ
Daphniphyllum

    teijsmannii
18 ユズリハ科 ユキノシタ目

タイトゴメ
Sedum japonicum

    ssp. oryzifolium
19 ベンケイソウ科 ユキノシタ目

ツシママンネングサ
Sedum polytrichoides

    ssp. yabeanum
20 ベンケイソウ科 ユキノシタ目

アキニレ Ulmus parvifolia 21 ニレ科 バラ目

本州（近畿～中国地方）・九州に分布。かつては品

種の扱いで，ハンショウヅル vra. japonica と区別し

ないことが多かった。変種へ昇格は，田村道夫

（1982 nom. nud.）による。

隠岐では，島後・海士で確認しているが，通常のハ

ンショウヅルもあるのか？は今後の宿題。隠岐以外

の分布域内での状況も明確ではない。

本州（千葉県・京都府以西）～九州・奄美大島， 朝

鮮半島。海岸植物の専門家によると分布の中心は

山陰海岸（隠岐を含め）ではないかという。本州～

九州に広くあるのはメノマンネングサの方。

北限とはいうものの，全島の海岸岩場にごく普通。

多少内陸に入り込むことも。なお，よく似ているメノ

マンネングサの状況は，島根？・鳥取〔準〕・兵庫

〔準〕。隠岐にはない。

本州（近畿・中国）・四国・九州・琉球， 朝鮮半島・

台湾・中国。ほとんど全ての図鑑で“本州（中部地

方以西）”となっているが，中部地方のものは植栽か

らの逸出と推定されている。

島前3島ではどこでにもぎっしりあるが，島後に行く

と突然なくなる。道路際などで僅かに見かけるが，

自生を疑わざるを得ない状況。隠岐がこの種の北

限自生地であることを良く現している。

本州（山口・広島）と四国（愛媛県）。鈴木貞雄博士

により1992年に新記載された種。高崎山をタイプ産

地として記載されていたコバノネマガリササ（小泉源

一 1938）と同一物である。

かつて西ノ島町の美田地区（小向・大津）に広がっ

ていた。大山地区の情報もあり。海士町（東地区）に

も2ヶ所の群生地があったが今は消滅。遂に，西ノ

島（大津）の1地点を残すのみとなった。

長崎県（対馬・壱岐・五島列島・平戸島・北松浦半

島）・島根県（隠岐諸島）。母種ウンゼンマンネング

サは九州北部，朝鮮半島・中国に分布。日本では

分布域が限定的で特異。

山地や海岸付近の岩礫地で時に見かける。島後で

は分布が広く稀と言うほどではない。島前には産し

ない。本亜種の変種セトウチマンネングサは本州

（瀬戸内海地域）・四国（小豆島）に分布。

高崎山系には普通。焼火山の一部にもあるが，他

の島ではまだ未検証。コバノネマガリササは長くチ

シマザサ S. kurilensis の異名に落されていた。同

定者は神奈川の支倉千賀子氏（2015）。

図鑑上は「本州（山口県）～沖縄，台湾・中国（中南

部）」，以前は「本州（中国地方）」だった。山口

〔Ⅰ〕・島根〔不〕，かつ四国も徳島県の古い記録の

み。沖縄ではありふれた雑草であるという。

本州（茨城県および福井県以南）から琉球までの沿

海地と台湾。福井県の産地は隠岐より南，茨城県の

詳細ははっきりしないが，中部の標本があったの

で，隠岐と同緯度と見なした。

島前3島では海岸林内にごく普通。島後でも確認し

ているが，それほど多くはないようだ。ユズリハ D.

macropodum は山地（海抜300ｍ以上）のものだが，

こちらは海岸植物で高地では見ない。
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［北限］  4

ケグワ Morus cathayana 22 クワ科 バラ目

ニオウヤブマオ Boehmeria holosericea 23 イラクサ科 バラ目

ヤマイバラ Roza sambucina 24 バラ科 バラ目

ミツバイワガサ
Spiraea blumei

    var. obtusa
25 バラ科 バラ目

ヤマモモ Morella rubra 26 ヤマモモ科 ブナ目

ノグルミ Platy ｃ arya strobilacea 27 クルミ科 ブナ目

ヨシノヤナギ Salix yoshinoi 28 ヤナギ科 キントラノオ目

本州（近畿地方以西）・四国・九州，朝鮮半島・中国

大陸・ベトナム。古い記録の残る県があったので，

中部地方以北の全県の植物誌をチェックした。少な

くとも現在は“近畿地方以西”とすべきと判断。

隠岐の緯度で全島にありふれているのは異常にも

思える。兵庫・和歌山県までは多産，京都府〔Ⅱ〕・

奈良県まででピタリと止る。静岡県RDBは〔現状不

明〕となっていた。南北ではなく東西が問題か…。

本州（近畿・中国地方）・四国。日本固有。この分布

は，最新の文献・分布図等に照らして間違いなし。

隠岐での初確認は2012年。産地が西日本に限られ

るヤナギ属は余り例がない？

隠岐では唯一，海士町中里奥の溜池に自生地があ

る。成木2本＋幼木3本があったが，溜池改修工事

の結果現在危機に瀕している。成木は何とか生き

長らえそうであるが今後の対策が必要。

何故か海士では普通。特に金光寺山以東の，豊田

地区・松島・知々井岬。西ノ島では，焼火山麓（大

山側）と鬼舞（三度地区）でわずかに確認。島後で

はまだ見ていないし，過去の情報もない。

本州（近畿地方西部・中国地方・隠岐）・四国（徳島

県）・九州（壱岐・対馬）， 朝鮮半島（主に沿岸島

嶼）・中国中部。近畿地方は京都〔要注目〕・奈良

〔Ⅰ〕・和歌山〔Ⅱ〕県まで。

北限植物でありながら島前より島後の方が多い！

島後では普通だが，島前では西ノ島で時々見かけ

る程度，海士：現状不明，知夫：未確認。本土側に

比べ個体数がとにかく多いのが注目点。

本州（福井県以西および和歌山県西部）・四国（西

部及び太平洋岸）・九州・南西諸島（奄美大島・徳

之島・粟国島）の海岸の岩崖。過去には本種をオニ

ヤブマオという和名で呼んで来た。

全4島の海岸沿にぎっしりとある。北限自生地という

感じが全くない。隠岐以北の海岸，日本海側（石川

県以東）の種は何だろう？太平洋側はラセイタソウ

B. splitgerbera だという。

本州（愛知県以西・近畿・中国地方）・四国・九州，

台湾。愛知以西という変った分布。福井：敦賀湾以

南，岐阜：南部。栃木県の古い記録はあるがその後

の発見がなく，地元でも疑問視されている。

本州（関東南部・福井県以西）・四国・九州・琉球，

台湾・中国中南部・フィリピン。日本海側は福井県

西部まで，太平洋側は千葉県までの沿海部。

産地は局所的で多くはないが，海士（知々井岬，幼

木から巨木まで），西ノ島（大山地区，幼木のみ），

島後（西郷の金峯山・女池・箕浦西入江）で確認。

女池と知々井岬が安心できる自生地。

本州（福井県以西の日本海側，隠岐諸島），九州

（対馬），朝鮮半島南部。本州（新潟県以西，隠岐

諸島）となっている図鑑もある。ただ，新潟県の記録

が確認できなかったので，一応“北限”としておく。

福井県（西部）・京都府〔他〕・兵庫県〔準〕・鳥取県

〔準〕・山口県〔準〕・福岡県〔Ⅱ〕。何故か島根県は

隠岐のみ。母種イワガサ var. blumei と区別しない

県もあるが，いずれであっても隠岐よりは南。
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［北限］  5

ワケノカワヤナギ Salix × mictostemon 29 ヤナギ科 キントラノオ目

ナガバタチツボスミレ Viola ovato-oblonga 30 スミレ科 キントラノオ目

ハマボウ Hibiscus hamabo 31 アオイ科 アオイ目

コショウノキ Daphne kiusiana 32 ジンチョウゲ科 アオイ目

オオバヤドリギ Tzxillus yadoriki 33 オオバヤドリギ科 ビャクダン目

モッコク Temstroemia gymnanthera 34 サカキ科 ツツジ目

ルリハコベ
Anagallis arvensis

     f. coerulea
35 サクラソウ科 ツツジ目

知夫村の無人島（島津島）で2011年に発見。成

木:1，幼木：3，種子が隠岐ににたどり着いてから20

年程度か？本州日本海側では，山口県〔Ⅱ〕萩市と

隠岐にしかない。

本州（静岡県以西）・四国・九州，朝鮮半島南部。京

都府・岐阜(南部）・愛知・静岡県までに分布。長野・

福井・石川県以東にはない。隠岐は余裕で世界の

北限。分布は太平洋側に偏るというが…。

隠岐全域で山地の林縁や林内に普通。里地にも多

いタチツボスミレとは生態が異なる。しばしば葉脈が

紅くなるものがあり，品種マダラナガバノタチツボスミ

レ f. variegata という。

本州（岡山・島根・鳥取・兵庫県）。昭和初期に新記

載された種であるが，2000年初頭岡山県のタイプ

産地（和気郡吉井川）で再発見された。今は，カワ

ヤナギとジャヤナギの雑種と推定されている。

初めての採集は2010年，海士町の隠岐神社横の

小川。その後，海士（御波）と西ノ島（国賀・船越・別

府）の計5地点で確認（全て雄株）。それぞれ小集団

であるが，大木も混じる。

全島に分布するが，海士町の松島・知々井岬は個

体数が多い。島後では南部の，都万から西郷湾に

かけてやや稀に見られる。

島後の高尾暖地林で2013年に採集している。かつ

ては数ヶ所に自生があってよく知られていたという。

島前西ノ島（別府地区）に昔からあったのは最近枯

死した。

本州（伊豆諸島以西）・四国・九州・琉球，海岸近

く。「本州（紀伊半島）」となっていることが多いが，

和歌山県以外でも知られている。「帰化の可能性が

ある」との説は納得し難い。

稀ではあるが昔からあった。海士では数ヶ所で健

在。知夫（島津島）と西ノ島（外浜海岸）でも見てい

る。島後にもあるはずだが未確認。本州日本海側で

は，山口・島根・兵庫県の記録がある。

本州（関東南部および福井県以西）・四国・九州・琉

球，朝鮮南部の諸島。隠岐に続く自生地は京都府

〔準〕丹後半島。太平洋側は千葉県南部〔Ⅱ〕まで，

東京都〔Ⅰ〕は伊豆諸島。

島前に多いが島後でも稀ではない。自然度の高い

常緑樹林内。隠岐は明瞭な北限で個体数も多い。

隠岐では，同属で寒地系のカラスシキミ D.

miyabeana と共存して不思議がられる。

本州（関東以南の主として太平洋側）・四国・九州・

琉球，朝鮮半島南部…。日本海側は京都府まで，

太平洋側は千葉県までの沿海地。

本州（関東地方南部以南）・四国・九州・琉球（沖縄

島まで），済州島（韓国）に分布。日本海側は福井

県〔Ⅱ〕西部まで。太平洋側は千葉県〔Ⅱ〕まで。栃

木・群馬・長野県には記録がない。

本州（関東南部・東海地方・紀伊半島・中国地方）・

四国・九州・奄美大島，韓国（済州島）・中国東部沿

岸。本州での生育地は飛石状で限られている。神

奈川〔Ⅰ〕三浦半島が北限とされている。
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［北限］  6

クロキ Symplocos kuroki 36 ハイノキ科 ツツジ目

クロバイ Symplocos prunifolia 37 ハイノキ科 ツツジ目

オキシャクナゲ
R.  japonoheptamerum

    var. okiense
38 ツツジ科 ツツジ目

ナンゴクアオキ
Aucuba japonica

    var. ovoidea
39 アオキ科 アオキ目

ホウライカズラ Gardneria nutans 40 マチン科 リンドウ目

タチカモメヅル Vincetoxicum glabrum 41 キョウチクトウ科 リンドウ目

ヤナギイボタ Ligustrum salicinum 42 モクセイ科 シソ目

ツツジ属 Rhododendron。島根県隠岐島固有。母種

ツクシシャクナゲは，本州（三重，奈良，和歌山）・四

国・九州，よく似たホンシャクナゲ var. hondense は

本州（新潟県以西）・四国（中北部）に分布。

島後の山地で広く見られ，個体数も多い普通種。島

前にはないと思われる。

本州（関東地方以西）・四国・九州・琉球，朝鮮半島

南部。日本海側は福井県西部まで，太平洋側は房

総半島南部まで。山陰両県では，島根〔準〕・鳥取

〔Ⅱ〕。

丸山巌（1960）・杉村喜則（1983，標本）の古い記録

があるが，長く現状不明であった。2020年に大満寺

山中腹で発見。若木（胸高直径10cm）なので，過去

の記録と近い場所かもしれない。

本州（中国地方西部・四国地方西部）・九州・沖縄，

韓国・台湾。隠岐・島根半島・松江市・岡山県西部・

徳島県西部を通る境界線より西側に分布。東側が

アオキ var. japonica で岩手県まで。

地元島根県では今までアオキと区別していなかっ

た。筆者が初めて気付いたのは2015年。隠岐は全

域が本変種である。ナンゴクアオキ：2倍体，アオキ：

4倍体であるという。

本州（千葉県以西）・四国・九州・琉球（沖縄県北

部）， 台湾。島根〔準〕・鳥取〔Ⅱ〕・兵庫〔準〕・京都

〔Ⅱ〕・福井〔Ⅰ〕，日本海側は福井県西部まで。千

葉県以西でも内陸県には記録がない。

海士（松島・豊田・金光寺山・知々井岬），西ノ島

（焼火山）で確認している。知夫（薄毛）の記録もあ

る。個体数はごく少ないが，松島ではやや普通で大

木も見られる。島後では未確認，情報もない。

本州（鳥取県・広島県以西）・四国・九州， 日本固

有。クロキの分布には諸説あるが最新のものに従

う。いずれにしても，日本海側は鳥取県以西と特異

で，隠岐が北限であることは揺るがない。

島後中村地区にあるとの古くからの情報があった。

40数年前に元屋東谷で確認したが（2ヶ所）現状は

明かでない。「海士町の松島にあった」との近年の

情報もあるが未検証。

本州（近畿以西）～九州，韓国。湿った土地に生え

る。『RDB近畿』では〔Ⅱ〕の指定。本州中北部には

対応種のオオアオカモメヅル V. nipponicum が分

布する。

隠岐のものは全て花が黄白色の品種アオタチカモ

メヅル f. viridescens である。島後西郷地区の男池

と都万地区の“ろんざの池”に見られる。ろんざの池

には多い。島根県本土ではごく稀。

分布域に近畿・四国も含まれているが，実際に記録

を確認できたのは，「本州（中国）・九州，済州島」。

しかも軒並み“絶滅危惧”の指定。例外は，鳥取：な

し，大分：やや普通，熊本：稀。

隠岐の重要種の一つ。高崎山系（西ノ島）と大満寺

山（島後）ではしばしば見かける。稀なものという印

象はそれほどない。海士・知夫では未確認。
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［北限］  7

ナンゴククガイソウ
Veronicastrum japonicum

    var. australe
43 オオバコ科 シソ目

トウテイラン Veronica ornata 44 オオバコ科 シソ目

シロバナヤマジソ
Mosla japonica

    var. thymolifera
45 シソ科 シソ目

ヒナギキョウ Wahlenbergia marginata 46 キキョウ科 キク目

シマカンギク Crysanthemum indicum 47 キク科 キク目

ニシノヤマタイミンガサ
Parasenecio yatabei

    var. occidentalis
48 キク科 キク目

ダルマギク Aster spathulifolius 49 キク科 キク目

海士町は数ヶ所で見ており今も健在。西ノ島は鬼舞

（三度地区）に安定した生育地がある。知夫では未

見。島後の状況は不明だが，無い可能性もある。何

しろ“北限”なので。

隠岐諸島，鳥取県〔Ⅱ〕・京都府〔Ⅱ〕の日本海側海

岸に分布。鳥取県は1ヶ所に少量，京都府も同様で

絶滅寸前。ほとんど隠岐固有…。

全島の海岸付近にやや普通に見られる。特に多い

のは知夫里島で道端の雑草なみ，逆に極端に少な

いのが中ノ島（海士）で2-3ヶ所で見ているだけ。

文献上で現状確認できるのは，わずかに宮崎県

〔ⅠA〕の一部のみ 。他に確実と思われるのは，山

口県の離島“角島”の海岸と，島根県での 2 地点

（島根町 と隠岐 の津戸）。

島根・鳥取両県の過去の記録はない。母種ヤマジ

ソ var. japonica は広く全国に分布するが，希産種と

して知られており環境省のレッドリスト種〔準〕 。

本州（奈良〔Ⅰ〕・和歌山〔絶〕・兵庫・鳥取〔準〕・島

根・広島〔Ⅱ〕）・四国・九州中部。島根県は全て本

種とされているが，隠岐のものを同定したら，ほとん

どがクガイソウ var. japonicum だった。

現状確認出来ているのは高崎山（西ノ島）の数個体

だけ。島後では僅かに加茂産（西郷）の標本が残っ

ているが未検証。クガイソウの方は点々と分布が広

い。

本州（茨城・富山県以西）～琉球，朝鮮半島・中国・

東南アジア～ポリネシア～ニュージーランド・北アメ

リカ北東部。富山〔絶〕，石川〔Ⅰ〕・茨城〔Ⅰ〕は隠岐

と同緯度。新潟県の記録はあるが不確実。

本州（岐阜県・愛知県・紀伊山地・中国地方）・四

国・九州。なお隠岐には，ヤマタイミンガサ var.

yatabei も同所的に見られ興味深い。奈良・岐阜県

など他にも両方が共存する地域はある。

島後の布施地区，神原高原・北谷・鷲ヶ峯等で確認

できる。焼火山の情報もあるが未確認。両変種のど

ちらとも言えない中間型も混生していて，困るという

か面白いというか…。

本州（島根県以西）～九州（北部）の日本海岸と隠

岐・対馬などの沿海島嶼，朝鮮半島（日本海岸）・

鬱陵島・ウスリー（南部）に分布する。鬱陵島とウス

リーを無視し“国内”での北限と見なす。

全4島の海岸付近の岩場でやや普通に見られる。

福岡・山口・島根県で〔準〕となっているが，島根県

の準絶滅危惧はどうか?長崎県も離島と北部海岸に

稀ではない。

九州・四国・中国・近畿・北陸地方（富山県まで）。

オキノアブラギク C. okiense がいつの間にか本種

の一型となってしまった。ただ，シマカンギクとは外

見が微妙に異なり注目には値する。

隠岐全島に普通にある。特徴は「外見がキクタニギ

クに似，頭花は小さく径1.5-2cm，多数がやや散房

状につき，花柄は細く長さ1.5-2cm」。石川県〔Ⅰ〕・

富山県〔不〕はサンインギクとなっている。
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［北限］  8

オオユウガギク
Aster yomena

    var. angustifolius
50 キク科 キク目

オキノアザミ
Cirsium japoncum

    var. okiense
51 キク科 キク目

ヨシノアザミ Cirsium yoshinoi 52 キク科 キク目

ホソバワダン
Crepidiastrum

    lanceolatum
53 キク科 キク目

オキタンポポ Taraxacum maruyamanum 54 キク科 キク目

チョウジガマズミ
Viburnum carlesii

    var. bichiuense
55 ガマズミ科 マツムシソウ目

ヒメクラマゴケ Selaginella heterostachys 56 イワヒバ科 イワヒバ目

本州（岡山県・島根県・広島県）・四国（香川県・愛

媛県）・九州（福岡県）， 朝鮮半島・中国（安徽省西

部）。奇妙な分布である。かつ自生地全6県で“絶滅

危惧”の指定。

島後では数ヶ所で確認，個体数もかなり。島前では

中ノ島（海士町）でしか確認していない。最も良い産

地は松島と思われる。海岸近くを好むが鷲ヶ峯でも

見た。県本土では立久恵峡のみ。

本州（島根県・山口県）・九州（北部・西部・南部）・

琉球，朝鮮半島南部・中国の海岸の岩場や礫地。

太平洋側にはアゼトウナ C. keisukeanum とワダン

C. platyphyllum が分布する。

昔から知夫にあることは知られていた。無人島の島

津島と竹島の記録がある。知夫の南側の無人島を

調査すべきだ。自身ではまだ確認していないが，近

年に撮影された写真は見た。

本州（愛知県以西）・四国・九州，朝鮮半島・中国北

東部。近畿以東ではごく稀（静岡・福井両県に古い

記録が残る）。中国地方から九州にかけて典型的な

ものがよく見られるという。

母種のヨメナもしばしば見かけるが，隠岐全域で多

いのはこちらの方。山陰地方（島根・鳥取）ではむし

ろ稀で，ヨメナ var. yomena の方が多い。

一時，ケショウアザミ C. japonicum var. vestitum の

シノニムに落されて居たが（門田裕一 1995）この度

復活した（門田裕一 2017）。隠岐固有変種なのでも

ちろん北限。

隠岐全域の農耕地周辺や道路際，明るい草原など

にごく普通に見られる。

隠岐のものはかつて，オオバアザミ C. yoshinoi

var. amplifolium と呼ばれていた。ヨシノアザミノの分

布域は本州（福井県以西）と四国なので，北限であ

ることに変りはない。西限は山口県〔Ⅰ〕。

島後の山地林縁で普通に見られる。北限産地であ

りながら島前に全く無いのが不思議である。

本州（伊豆諸島・石川県以西）・四国・九州，中国・

台湾。福井〔Ⅰ〕・石川〔Ⅱ〕の産地は，隠岐島後と

同緯度。太平洋側は静岡県・伊豆諸島（東京都）ま

で。

焼火山と大満寺山の渓流湿岩上で何ヶ所か見てい

る。多くはないが他にもあると思われる。島後で多産

のクラマゴケとは生態が異なる。

隠岐諸島唯一の固有種で，北限・西限・南限は言う

までもない。オキタンポポは今や世界でも数少なく

なった，有性生殖をするタンポポの一つである。

島前・島後ともに普通種。セイヨウタンポポの氾濫が

危惧されているが，オキタンポポは平気のようだ。セ

イヨウタンポポは道路際などの荒地に限る。
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ナチシダ Pteris wallichiana 57 イノモトソウ科 ウラボシ目

オオバノアマクサシダ
Pteris terminalis

    var. fauriei
58 イノモトソウ科 ウラボシ目

テツホシダ Thelypteris interrupta 59 ヒメシダ科 ウラボシ目

イヌイワヘゴ Dryopteris cycadina 60 オシダ科 ウラボシ目

ナンカイイタチシダ Dryopteris varia 61 オシダ科 ウラボシ目

ハチジョウベニシダ Dryopteris caudipinna 62 オシダ科 ウラボシ目

ヒトツバ Pyrrosia lingua 63 ウラボシ科 ウラボシ目

本州（関東地方以西）・四国・九州・琉球，韓国（南

部）・中国（中南部）…。日本海側は福井県（西部）

まで，太平洋側は茨城県〔Ⅰ〕まで。茨城県の産地

が多少北になるが，両方を北限と見なす。

中ノ島（海士）に数ヶ所の自生地があり，個体数も少

なくない。他では，西ノ島の大山滝に小さな塊がポ

ツンと1ヶ所のみ。知夫の記録はない。古い記録に

「島後（中村）」が出て来るが未検証。

2013年に五箇（郡地区）で採集（同定：国立科学博

物館）。かつてはイワヘゴ D. atrata の異名に落さ

れていた。微妙ではあるが幾つかの相違点がある。

最近の結果では遺伝子にも差異があるとか。

本州（関東地方以西）・四国・九州・屋久島・種子

島，済州島・中国・ベトナム・南アジア。日本海側は

福井県中部まで，太平洋側は千葉県まで分布。内

陸部は岐阜県北部・長野県南部まで。

本州（静岡・三重・和歌山・兵庫・島根・福井県）・四

国（徳島・高知県）・九州・琉球，世界の熱帯・亜熱

帯。全国的な希産種で九州でも軒並みレッドリスト

種。普通にあるのは琉球列島のみ。

島根県〔Ⅱ〕の産地は多い方で，浜田市（三隅町）・

大社町（日御碕）・隠岐の島町（西郷地区）が知られ

る。中国地方全域でもこの3地点だけ。隠岐と同緯

度だった福井県では〔絶滅〕とされている。

本州（関東地方以西）・四国・九州，朝鮮（済州島）・

中国・台湾。現時点での確実な産地は，日本海側

は石川県南端部（隠岐の産地と同緯度）・太平洋側

は茨城県南部（隠岐より南）まで。

オオバノハチジョウシダ var. terminalis との差異が

分りにくいが，『標準図鑑（海老原淳，2016）』に従っ

た。最近隠岐でも採集されたが，標本データは不詳

（現時点で未公開）。

本州（千葉県以西）・四国・九州・琉球，済州島・中

国～フィリピン。本州太平洋側は房総半島までの沿

海地。日本海側は鳥取県米子市辺りまでで，隠岐

に次ぐ北の産地が島根半島なのが興味深い。

かつての確実な標本産地は焼火山であった。ごく

最近，島後産（？）の標本も記録されている。知夫

村にあるという情報もある。

本州（関東地方以西），四国（高知県）・九州，朝鮮

半島（済州島・可居島）。茨城県〔不〕の産地が多少

北かも知れないが，詳細が不明なので両方共に北

限でよいことにする。

隠岐は伊豆諸島や対馬と並ぶ有数の多産地，点在

する他の産地は規模が小さい。海士にもあるが，西

ノ島はほぼ全部が本種。島後の情報はなかったが，

2018年に1株を確認（西郷地区高井）。

本州（千葉県以西・伊豆諸島）・四国・九州・琉球，

中国・台湾・東南アジア。基準産地は東インド。島根

県〔準〕には産地が多い。福井県〔Ⅱ〕は同緯度。内

陸県の産地としては岐阜県〔Ⅱ〕南部。

2005年西郷地区の銚子川上流で発見（隠岐初）。

2011年高崎山（西ノ島町）でも確認。西郷八尾川の

都万目入口付近にも群生地があったが，2007年の

豪雨災害で消失。
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［北限］  10

イワヤナギシダ Loxogramme salicifolia 64 ウラボシ科 ウラボシ目

アオネカズラ Goniophlebium niponicum 65 ウラボシ科 ウラボシ目

ヤノネシダ
Lepidomicrosorium

    buergerianum
66 ウラボシ科 ウラボシ目

ヌカボシクリハラン
Lepidomicrosorium

    superficiare
67 ウラボシ科 ウラボシ目

△ カゴノキ Litsea coreana *1 クスノキ科 クスノキ目

△ イヌガシ Neolitsea aciculata *2 クスノキ科 クスノキ目

△ ハナゼキショウ Tofieldia nuda *3 チシマゼキショウ科 オモダカ目

本州（関東南部以西）・四国・九州，朝鮮・中国。本

州日本海側は福井県〔Ⅰ〕南部以西，隠岐に最も近

い南の産地は岐阜県〔Ⅱ〕中部。島根半島にも記録

がある。

焼火山南麓（海抜100m）の沢沿い，径2mほどの小

群落が2ｹ所。現在のところは生育状態良好。40年

前から変っていない。

布施（中谷）と西郷（近石）に群生地があった。その

後消滅（植生変移と河川改修による乾燥），際立っ

た北限自生地だったが，まだ絶滅と決った訳ではな

い。

本州（富山県・関東地方以西）・四国・九州，中国～

インド。隠岐より北の富山県〔絶〕は既に絶滅。福井

〔絶〕・岐阜〔Ⅱ〕・長野〔Ⅰ〕・埼玉〔Ⅰ〕県各県の産

地は隠岐より南。福島県の記録は不確実。

本州（千葉県以西）・四国・九州・琉球，朝鮮（済州

島）・中国・台湾。日本海側は京都府〔Ⅰ〕まで。長

野県と岐阜県の一部で最近発見されたが，隠岐より

ずっと南である。

本州（関東南部以西）・四国・九州・琉球， 朝鮮半

島南部。北限は石川県〔Ⅰ〕，能登半島の先端部に

1ヶ所のみ。太平洋側jは千葉県〔Ⅰ〕までで房総半

島南部。内陸県の岐阜県南部〔Ⅱ〕にも。

島によって多寡はあるが，島前・島後ともに普通に

見られ北限自生地らしくはない。

最新の図鑑で「本州（近畿地方北部）・九州（佐賀

県・長崎県）に分布する。」となっていた。しかし，福

井〔他〕・石川〔Ⅰ〕・富山〔準〕・長野〔Ⅰ〕のRDB指

定を考慮した。富山・長野が隠岐より北。

島後に数ヶ所の産地があるが，個体数はそれぞれ

極少で危機的状況。西ノ島（高崎山）でも1度見て

いる。海士町豊田地区には何故か大きな群生地が

ある。知々井岬の海岸でも見たが…。

本州（関東・福井県以西）・四国・九州・琉球， 朝鮮

半島南部・台湾。より詳しくは，石川〔Ⅰ〕（能登半島

中部に1ヶ所），岐阜（南端部）・長野〔絶〕・栃木

〔準〕（中部）・茨城〔準〕（全域）の各県まで。

隠岐も北限に近く，個体数はごく少ない。確認地点

は，島前：焼火山・松島，島後：大満寺山・銚子・油

井・伊後の各地。なお，最新の情報では福島〔Ⅰ〕と

なっているが詳細は不明。

現在の確実な産地は2ヶ所しか知らない。このまま

放置すれば消滅は必至。島前の情報はない。

本州（千葉県以西)・四国・九州・琉球，朝鮮・中国

…ジャワ島。九州を除くと太平洋沿岸部に点々と続

き内陸には入り込まない。紀伊半島〔Ⅱ〕・伊豆半

島・房総半島〔Ⅰ〕・伊豆諸島に記録がある。

焼火山の文覚窟西及び大山川の渓流沿に群生地

がある。隠岐の北限シダ中一番の注目種。隠岐を

知らず「本州日本海側では山口県だけ」などと言わ

れている。西ノ島の木村康信氏の発見。
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［北限］  11

△ ニガカシュウ Dioscorea bulbifera *4 ヤマノイモ科 ヤマノイモ目

△ ヒナラン Amitostigma gracile *5 ラン科 クサスギカズラ目

△ マヤラン Cymbidium macrorhizon *6 ラン科 クサスギカズラ目

△ ヒゲスゲ Carex boottiana *7 カヤツリグサ科

△ アオミヤマカンスゲ
Carex multifolia

    var. pallidisquama
*8 カヤツリグサ科 イネ目

△ イソアオスゲ Carex meridiana *9 カヤツリグサ科 イネ目

△ キンキカサスゲ Carex persistens *10 カヤツリグサ科 イネ目

本州（関東以西）～琉球，朝鮮半島・中国～インド・

オーストラリア・アフリカ・熱帯アメリカ。日本海側は

富山県まで，太平洋側は栃木〔準〕（南部）・茨城

〔準〕（全域）まで分布している。

過去の隠岐の記録は皆無。2016年浦郷（西ノ島）の

日吉神社参道付近で数株を確認した（眞野信茂氏

の教示による）。県本土でも産地（沿岸寄り）の限ら

れる稀なものだという。

本州（茨城・栃木・静岡県以西）・四国・九州，朝鮮

半島・中国・台湾。隠岐より北の産地は，茨城県

〔Ⅰ〕北部と栃木県〔Ⅰ〕中部。日本海側は石川県

〔Ⅰ〕南部で隠岐島後より少し南。

本州（千葉県・石川県以西）・四国・九州・南西諸

島，済州島・台湾。海岸植物で，日本海側は益田

市から隠岐へ跳び更に石川県〔Ⅱ〕能登半島へ跳

ぶ。太平洋側は伊豆諸島・房総半島まで。

無人島に多いスゲで，知夫大波加島には見事な群

生草原が広がる。島後の大森島にも多い。小森島

の標本も確認した。有人島には妙に少なく，海士と

知夫でわずかに見ている程度。

西ノ島と島後の複数ヶ所で現状確認をしている。島

後の自生地は個体数が多かったが，盗掘されてひ

どいことになっているという。分布の北限地域がマヤ

ランとそっくり同じ。

本州（関東以西）～琉球，朝鮮半島・中国～ヒマラ

ヤ。隠岐と競合するのは，茨城県〔Ⅰ〕北部と栃木

県〔Ⅰ〕中部で，僅かに負ける。日本海側は石川県

〔不〕までであるが絶滅と推定されている。

腐生植物で簡単に御目にかかれるものではない

が，島後の白島展望台付近で簡単に見られるのは

ありがたい。毎年のように出て来るのも不思議。な

お，栽培は不可能なので持ち帰っても無駄。

2013年に大満寺山で採集（同定：星野卓二），林道

作業道（海抜420m）のミヤマカンスゲに混じって4

株。希産種であるので，今後の林相変化に留意す

べき。

本州（長野県南部・北陸・近畿・中国地方）。唯一隠

岐より北の記録は，石川県金沢市と能登半島先端

部の標本（1980年）。

1967年に採集された標本が残っているが，島後西

郷地区原田の八尾川河川敷に現在も健在。他の場

所では見ていないが，過去の記録はある（西郷町の

3ヶ所）。

本州（太平洋側は千葉県以南，日本海側は福井県

以西）・四国・九州・トカラ列島に分布。この他隔離

的に，秋田・山形・石川〔不〕・福島〔Ⅰ〕県の一部で

僅かに記録されている。

最近まで，ハマアオスゲ C. fibrillosa に同一視され

て来た。しかし，隠岐に普通にあるのはすべてイソ

アオスゲで，ハマアオスゲは中村海岸のクロマツ林

でしか確認していない。

本州（福井県以西）・四国に分布。但し近年，秋田・

新潟・福岡県で見付かり注目されている。山陰地方

の記録はない。隔離分布の標本3点（新潟・秋田）を

除けば隠岐が北限。
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［北限］  12

△ ヒトモトススキ
Cladium jamaicense

    ssp. chinense
*11 カヤツリグサ科 イネ目

△ オオハリイ
Eleocharis congesta

    var. congesta
*12 カヤツリグサ科 イネ目

△ イソヤマテンツキ Fimbristylis sieboldii *13 カヤツリグサ科 イネ目

△ ハイチゴザサ Isachne nipponensis *14 イネ科 イネ目

△ キケマン
Corydalis heterocarpa

    var. japonica
*15 ケシ科 キンポウゲ目

△ ヒメウズ Semiaquilegia adoxoides *16 キンポウゲ科 キンポウゲ目

△ イヌビワ Ficus erecta *17 クワ科 バラ目

国内分布は，本州・四国・九州とされるが,確実に確

認できたのは以下の県のみ。島根（松江市）・岡山・

兵庫・神奈川・千葉・茨城・沖縄。茨城県北部が隠

岐より北である。

島後西郷地区の今津と上西で確認している。ハリイ

var. japonica とは異なり，株もとに“常に”水があるよ

うな環境が必要で，湿田の放棄により絶滅の危機に

瀕している。

本州（関東地方・能登半島以西）～琉球，朝鮮半島

南部・中国・インド～オーストラリア。隠岐より北の産

地は少なく，石川〔準〕（能登半島）・新潟〔Ⅰ〕（佐渡

島）・茨城〔Ⅰ〕（ひたちなか市）に限る。

西郷の男池と女池ではものすごい勢いだが，他は

小さな群落。五箇（重栖湾）・西郷（箕浦）・西ノ島

（大山）・海士（知々井岬）で確認している。山陰で

は，島根〔準〕・鳥取〔準〕。

分布は，本州（宮城県以南）・四国・九州・琉球，済

州島。本来沿海地のもので，日本海側は京都

〔準〕・福井〔準〕まで,太平洋側は千葉県南部までが

普通。宮城県〔Ⅱ〕は隔離分布である。

それほど多くはないが，隠岐4島共に海岸近くで

時々見られる。県本土でも多くはないようだが，島根

半島（美保関）の記録はある。

分布は「本州（関東以西）～九州，朝鮮半島南部・

中国」となっているが実際には，新潟県〔他〕と福島

県〔Ⅰ〕まで北上する。ただ，隠岐より北の産地では

ごく稀で絶滅危惧状態。

西郷平地区の林道で見たのが隠岐初記録

（2005）。その後，元屋（中村）東谷，加茂（西郷）で

も確認。いずれも林道の水の滲むような路面。島

根・鳥取両県でも自生地はわずか数地点。

本州（関東地方以西）・四国・九州，韓国（済州島）・

中国。北限は新潟県〔Ⅱ〕で佐渡島のみに自生す

る。隠岐より北の産地は，他に石川県〔Ⅱ〕のみ。太

平洋岸では，茨城県〔Ⅰ〕南部まで。

昔，西ノ島で山取りの植栽品を見ていた。その後海

士の山裾の民家の庭で確認（2012）。2020年に西ノ

島宇賀の山地二次林内で一群落を発見。島後では

未確認で情報もない。

本州（関東地方以西）・四国・九州・琉球，韓国（済

州島）・台湾。日本海側は京都府までが本来である

が，例外的にそこから能登半島先端部に跳ぶ（ごく

稀）。太平洋側は房総半島まで。

隠岐全島の海岸近くにごく普通に見られ，北限近く

とはとても思えない。果実が食べられる為か，地元

の人達もよく知っている。

本州（千葉県・石川県以西）～琉球，朝鮮半島南

部。北限は石川県〔Ⅱ〕能登半島の先端部。太平洋

側は千葉県〔準〕房総半島までの海岸。

隠岐全島の海岸岩場のやや湿った場所。捜せばま

ずお目にかかれる。多いと言うほどではないもの

の，絶滅の心配はないだろう。
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［北限］  13

△ イワタイゲキ Euphorbia jolkinii *18 トウダイグサ科 キントラノオ目

△ シャシャンボ Vaccinium bracteatum *19 ツツジ科 ツツジ目

△ アリドオシ Damnacanthus indicus *20 アカネ科 リンドウ目

△ オカウコギ
Eleutherococcus spinosus
    var. japonicus

*21 ウコギ科 セリ目

△ ハマウド Angelica japonica *22 セリ科 セリ目

△ カタヒバ Selaginella involves *23 イワヒバ科 イワヒバ目

△ マツザカシダ Pteris nipponica *24 イノモトソウ科 ウラボシ目

図鑑では「本州（千葉県以西）・伊豆諸島・四国・九

州・琉球，朝鮮半島南部・台湾に分布」であるが，

本州日本海側ではごく稀。山口県 → 隠岐 → 兵庫

県〔Ⅱ〕 → 石川県〔Ⅰ〕（能登半島）。

本州（関東以西）～琉球，朝鮮半島南部。日本海側

は富山県〔Ⅱ〕まで，太平洋側は千葉県まで。北限

は石川県〔Ⅱ〕能登半島。

島前・島後ともに海岸（最前線）でよく目立つ巨大な

草本。知らない人はいないであろう。

日本海側は石川県〔Ⅱ〕南部までで隠岐と同緯度。

太平洋側は，茨城県〔準〕（北部）・栃木県（中部）の

産地が隠岐より多少北。更に北にも僅かにあり，福

島県〔Ⅰ〕（いわき市），宮城県〔絶〕。

島後の中村川渓岸に2ヶ所，春日川（布施地区）上

流に1ヶ所の群生がある。他でも見ているが個体数

は極少であった。

本州（宮城県〔Ⅰ〕以南）・四国・九州・琉球，朝鮮・

台湾。最近福島県〔準〕でも確認されたようだ。隠岐

は茨城・栃木県の産地とほぼ同緯度。日本海側は

石川県〔Ⅰ〕までの分布。

島前（西ノ島）・島後とも，個体数はごく少ないが広く

見られる。薄暗い渓流の岩上を好む。

本州（千葉県・岐阜県・石川県・近畿地方以西）・四

国・九州・琉球，台湾・中国大陸南部・インドシナ・

マレーシア。隠岐より北の産地は唯一，石川県〔準〕

（能登半島）。富山県は〔絶〕。

島前三島には普通にあって，子供達が果実を食べ

た。島後にもあるがかなり稀のようである。果樹のブ

ルーベリーと同属（スノキ属）。

本州（茨城県以南）・四国・九州の低地常緑樹林，

朝鮮半島南部・中国南西部。茨城県北部〔Ⅱ〕が北

限，日本海側は福井県西部〔Ⅱ〕まで。

島前で稀に見られる。海士（知々井岬・松島）と西ノ

島（大山）が良い産地。島後では唯一都万の天健

金草神社の境内に昔から知られるが，古い時代に

植栽された可能性もある。

最新の図鑑（大橋広好 2017）で，「本州（関東地方

南部・東海地方・紀伊半島）・九州」となっていた！

が，実際には北陸・北関東まで分布する。北限は福

島県のようである。日本固有種。

多いとは言えないがそう珍しくもない。全域に広く分

布している。よく似ているとされるヤマウコギ var.

spinosus は未確認。他に，隠岐では注目種ケヤマ

ウコギ E. divaricatus が見られる。

典型的な海岸植物。大山地区（西ノ島）と知々井岬

（海士）で最近再確認した（数株）。松島（海士町）に

は見事な群生が3ヶ所にある。島後今津地区にもわ

ずかにあったが現状は不明。
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［北限］  14

△ イヌチャセンシダ Asplenium tripteropus *25 チャセンシダ科 ウラボシ目

△ ウラボシノコギリシダ Anisocampium sheareri *26 メシダ科 ウラボシ目

△ ノコギリシダ Diplazium wichurae *27 メシダ科 ウラボシ目

△ ナチシケシダ
Deparia petersenii

    var. petersenii
*28 メシダ科 ウラボシ目

△ オオカナワラビ
Arachniodes

    amabilis var. fimbriata
*29 オシダ科 ウラボシ目

△ コバノカナワラビ Arachniodes sporadosora *30 オシダ科 ウラボシ目

△ ホソバカナワラビ Arachniodes exilis *31 オシダ科 ウラボシ目

本州（千葉県 - 新潟県以西）・四国・九州・屋久島，

朝鮮・中国・台湾。隠岐より北は，石川〔準〕・富山

（ごく稀）・新潟〔Ⅱ〕の3県のみ。北限は新潟県柏崎

市。太平洋側は千葉県まで。

隠岐では島後都万の記録（山本広 1980）が唯一の

ものだったが，2012年に焼火神社裏で深谷治氏が

採集。現状は約15株。その後焼火山南麓（海抜

100m）でも数株を確認した。

昔は隠岐が北限と言われていた。焼火山（西ノ島）

の南麓に良い産地がある。豊田（海士町）にもわず

かにあったが，現状は不明。島後にも加茂の記録

があるが未確認。

本州（関東地方以西）・四国・九州・琉球，朝鮮・中

国…。太平洋沿岸に産地が集中し，隠岐，石川

〔Ⅰ〕，群馬・栃木県南部は隔離的な分布。茨城県

北部〔Ⅱ〕が隠岐より北の産地。

一応隠岐の古い記録はあったが，初めて出会った

のは2013年。海士町の保々見地区（5株）。その後

（2017）高尾暖地林進入路でただ1株を発見した

が，こちらは絶滅寸前の状態。

本州（秋田県・神奈川県以西）・四国・九州，朝鮮・

中国・台湾。隠岐が余裕で北限と思われたが，秋田

県〔Ⅰ〕にとんでもない隔離分布あり。福井県〔Ⅱ〕・

岐阜県〔準〕から一挙に跳ぶ。

島後有木川の古い記録のみだったが，2013年近石

川支流の源流付近で採集。その後（2017）高尾暖

地林入口付近で群生地に出会った。その他では今

のところ見ていない。

本州（新潟県・福島県以南）・四国・九州・琉球，済

州島・中国・台湾。隠岐より北の産地は，石川県

〔準〕・新潟県〔他〕（佐渡島のみ）と茨城県〔Ⅰ〕（北

部）の3ヶ所。福島県は絶滅。

島前の海士町（松島を含む）・西ノ島町でそれぞれ

数ヶ所で確認している。知夫村は記録なし。島後で

は唯一，布施地区で採集された標本を確認してい

るが，ごく稀だと思われる。

本州（新潟県以南）・四国・九州・琉球，済州島・中

国・南アジア，南太平洋。本州では太平洋岸に多

く，隠岐より北では急激に減少する。富山・新潟・福

島県が隠岐より北の産地である。

隠岐4島でそれぞれ確認しているが，何故か海士に

は特に多いという印象がある。単に他の島では気に

かけてなかっただけかもしれない…。県本土では

“ごく稀”というのが信じられない。

本州（関東地方以西）・四国・九州，朝鮮・中国～南

アジア。隠岐より北に産地があるのは，石川〔Ⅰ〕・

新潟〔他〕と茨城〔Ⅱ〕の3県のみ。隠岐の緯度付近

で急に量が減る。新潟県は隔離分布。

隠岐全域のあちこちに分布し，大きく群生するあり

ふれたシダ。ちっとも“準北限”らしくない。

本州（関東地方以西・四国・九州，朝鮮・中国～南

アジア。日本海側は京都府まで，北関東の茨城

〔Ⅱ〕・栃木・群馬のみが問題。栃木・群馬の両県に

少し負ける。
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［北限］  15

△ サジラン Loxogramme duclouxii *32 ウラボシ科 ウラボシ目

△ クリハラン Neolepisorus ensatus *33 ウラボシ科 ウラボシ目

本州（関東地方以西）・四国・九州・琉球，中国南部

～南アジア。日本海側は，福井〔Ⅰ〕・石川（なし）・

富山〔絶〕・新潟〔他〕県まで。新潟県は佐渡島の

み。太平洋岸では，茨城〔Ⅰ〕・福島〔不〕。

準北限とはいうものの，島後では広く分布しており

稀というほどではない。島前では西ノ島で局所的に

確認。

本州（新潟県 - 福島県以南）・四国・九州・屋久島，

中国・インドシナ。日本海側は福井県〔Ⅰ〕から新潟

県〔他〕佐渡島の一部へ跳ぶ。福島県〔Ⅱ〕（いわき

市）と茨城県〔Ⅰ〕も隠岐より北。

島後で古くから知られていたが，長い間現地確認を

したことがなかった。その後，2005年と2013年に布

施地区の北谷で確認した。しかし，着生木が倒れた

ので消滅は時間の問題。
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