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PTERIDOPHYTAシダ植物

　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lycopodiaceae

Lycc～ρo伽灘⑳∫π燃L．　var．　aipinum

Ly‘qρo伽麗伽ロ鷹Lvar．　ptaniramu’05μ砕Takeda

Lyc。P。dium　annptlnum　L　var・αc劇f・那Femald

Lycoρodium　annotinum　L．　var．　annotinロ鷹

工，yc｛71）odium‘hinense　Christ

1〃‘op’odium　c1αソロ血t〃！L．　var．‘互αvα如η霧

Ly‘qρoゴfロ艇dσソatum　L．　var．　roうμ5∫μ配　（Hook。

1｛ycopodium　CO即」απα血己汀1　L．

」〔orCOI）0ゴ’！t〃Z‘1：｝ケ）to〃1」erinum　 l｛ax　i　I田L

Lycopoゴ加〃z　inundhtum　L．

1ッcqρoゴ’麗鷹πゴkOense　Franch．　et　Sav．

Lycopodiunz　obSCitrum　L．

1グ‘qpoゴ’μ彫5¢’σ80　L　　ΨaL　ロ］ppressum　DesΨ，

砂‘qρ04’ロ鷹serratu〃1　Thunb．

ヒカゲノカズラ科

et　Grev．）　Nakai

チシマヒカゲノカズラ

ミヤマヒカゲノカズラ

タカネスギカズラ

スギカズラ

ヒメスギラン

ヒカゲノカズラ

エゾヒカゲノカズラ

ァスヒカズラ

スギラン

ヤチスギラン

タカネヒカゲノカズラ

マンネンスギ

コスギラン

トウゲシバ

　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　Selaginellaceae　　イワヒバ科．

Selaginella　helvetica　（L．）　Link

Selaginella　inyolvens（Sw．）　Spring

Selaginella　nipponica　Franch．　e七Sav．

Selaginella　remotifolia　Spr　ing　’

Selaginelta　seiaginoid．　es　（L．）　Link

Selaginella　shakOtanensis　（Franch．　ex　Takeda）　Miyab色　et　Kud6

Setaginetta　tamariscina（P．　Beauv．）　Sprin9

エゾノヒメクラマゴケ

カタヒバ

タチクラマゴケ

クラマゴケ

コケスギラン

ヒモカズラ

イ’ワヒバ

lsoetes　asiatica（blakino）　Hak　ino

lseetes／aponica　A．　B　raun

lsoetes　sinensis　T．　C，　Palmer

lsoetaceae ミズニラ科

ヒメミズニラ

ミズニラ

シナミズニラ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Equisetaceae　　　トクサ科

EqutSetur祀arvense　L．　f．　arvense

Equisetum　arvense　L．　f．　campestre　（Schu　l　tz）　Klinge

Eguisetum．fluリiati’e　L．　　　　・　－

Equisetum　hyemale　L．

Equiseturn　pa’zastre　L．

Equisetum　pra　tertSe　Ehrh．

E」曹浮奄唐?狽浮香@ramosissimum　Desf・　Ψa．r・ra雁osissimunt

Equisetum　ramosissimum　Desf．　var．　ripense　（Nakai　et　F．　liEaeE｛．）　Tagawa

スギナ

ミモチスギナ

ミズドクサ

トクサ

イヌスギナ

ヤチスギナ

イヌドクサ

タカトクサ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ophioglossaceae

Botnソchiumゴaponi〔：皿鷹（Pralt1）　Under甲．

Botrychium　lanceelatum（S．　G．｛｝皿e工．）　Angs　t　r．

Botζソchiam　tunaria　（L．）　Sw、

ハナヤスリ科

オオハナワラビ

ミヤマハナワラビ

ヒメノ、ナワラビ
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Boti：ychiu〃z屈tu’f萸ゴμ雁　（G皿e1．）　Rupr．　var．　robustu〃軍（Rupr．　ex　Hilde）　C．　Chr．

BOfり～chiam　nipリロo／li‘um　｝Iakino

βoガワc海’απ1nipponicu〃1　Makino　var．　minus　（Hara）　K．　Iwats．

Botだソσノtiu〃t　str’‘tu〃1　Underw．

βoゴワ‘hium　ternatum（Thunb．）　Sv．

Bott　ych’μ〃1　y’rgin’anum　（L，）　Sw．

（～ρゐ’oglossum　petio’atu〃z　Hook．

（）phiog’OSSUtt1　ti…ermate　Komarov　var．　therma’ε

（）1）hioglossum　thermate　Komarov　var．　nipPonicu〃重（Miyabe　et　Kud6）　Nishida

Ophio8’ossum　yulgatum　L．

エゾフユノハナワラビ

アカハナワラビ

ウスイハナワラビ

ナガホノナツノハナワラビ

フユノハナワラビ

ナツノハナワラビ

コヒロハハナヤスリ

ハマハナヤスリ

コハナヤスリ

ヒロハハナヤスリ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Osmundaceae

O3munda　cinna〃zomea　L．

Osmunda‘tayton’iana　L．

Osmundaノ卯oπ’cα　Thunb．

05’nunda　tan‘ea　Thunb．

Osmunda　＞く’ntern昭dia　（蓋｛onda）　Sugimoto

ゼンマイ科

ヤマドリゼンマイ

オニゼンマイ

ゼンマイ

ヤシヤゼンマイ

オオバヤシヤゼンマイ

Plagiog，ソria　euphtεbia　（Kunze）　Hett．

ptagiogyria／aponi｛：ロ　Nal｛ai

ptagiogyria雁atsumureana　Makin。

Piagiogyria　x　sessi’｛声b血a　Nakaike

Plagiogyriaceae キジノオシダ科

オオキジノオ

キジノオシダ

ヤマソテツ

フタツキジノオ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gleicheniaceae

Dicranoρter・is　lit昭aris　（Bur紅L　f．）　Underw．

Gleicheniaゴaponica　Sp　reng．

ウラジロ科

コシダ

ウラジロ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Schizaeaceae

Lygodium／apon’c麗〃z（Thunb．）　Sw．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hymemphyllaceae

Crepido〃ia海es　amabi’c　（Nakai）　K」Iwats．

（｝epido〃lanes　bir〃lanicum　（Bedd．）　K．　I　wa七s．

（｝epidb〃tanes　latea’ロltUM（Bosch）　Cope1．

Crelフidomanes　minutum　（Blu皿e）　K．　Iwats．

Crepidomanes　schmidtianum（Zenkeズex　Tasc㎞已r）K．　l　wats．

Hymenop／ty∬lum　barbatu雁　（Bosch）　Baker

月ンmenoρhyltu〃201igosoru〃Z　Hak　ino

・H［ンmenoρhy’lum　polyanthos　（Sw．）　Sw．

召ンmenoρhyltum　wrightii　Bosch

フサシダ科

コケシノブ科

カニクサ

　　　　　　　　　　　　　且　　　r

ヒメハイホラゴケ

ハイホラゴケ（コハイホラゴケ）

アオホラゴケ

ウチワゴケ

チチブホラゴケ

コウヤコケシノブ

キヨスミコケシノブ

ホソバコケシノブ

コケシノブ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dennstaedtiaceae

Dεπ凪staedtia　9’abrescens　Ch　i　ng

Denns晦edtia　hirsuta（Sw．）Mett．　ex，舶q．

Den凪staedtia　scabra（Wa11．　ex　Hool｛．）　｝foore

コバノイシカグマ科

ウスゲコバノイシカグマ

イヌシダ

コバノイシカグマ
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Dennstaedtia　wilfordii（Moore）Christ

Hyp　olepis　puncta　ta　（Thunb．）　Hett．　ex　I｛uhn

ルfi‘ro’epia　marginata　（Panzer）　C．　Chr．　var．　marginata

”i‘r‘olel）’a　marginata　（Panzer）　C．　Chr．　var．　yakzasimens’s　H．　I　to

ルficro∬el）’a　strigosa　（Thunb．）　Pres　l

ルtonachosorum　fiage”are　（Max　i　EL　ex　遭akino）　Hayata

Monachosoru〃甚maximo｝↓ぜ‘zii（Bak．）　Hayata

Pteridium　aguit’num　（L．）　Kuhn　var．　’atitLscutum　（Desv．）　Underw．　ex　He　11．

オウレンシダ

イワヒメワラビ

フモトシダ

ケブカフモトシダ

イシカグマ

オオフジシダ

フジシダ

ワラビ

Sphenomeris　chinensis　（L．）　lt【axon

Lindsaeaceae ホングウシダ科

ホラシノブ

Dayallia　mロriesii｝loore　ex　Baker

Davalliaceae シノブ科

シノブ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Parkeriaceae　　　ホウライシダ科

Adiantum　monochlamys　Eaton

Adia屈tum、peda血tm　L．

Ceratopteris　thatictroides　（L．）　Brongh．

Coniogram雁e　intermedia　Hieron．　f．　interm　edia

Coniogramme　intermedia　Hieron．　f．　nosei　Sa．　Kurata

Coniogramme　intermedia　Hieron．　f．　villosa（Ch　ing）　Sa．　Kurata

Coniogramme／aponica　（Thunb．）　Diels　f．　f7avo－macutata　hfaki血o

Coniogramme／aponica　（Thunb．）　Diels　f．ノaponica

Coniogramme　x　fauriei　Hieron．

Cr　yptogramma　crispa（L．）　R．　B　r．　ex　Rich．

Onychiumゴaponicum　（Thunb．）　Kunze　　’　　　　　　　　　　　，

Pleurosoriopsis　makinoi（Max　i皿．’ex　抽akino）　Fo皿in・

ハコネシダ

クジャクシダ

ミズワラビ

イワガネゼンマイ

チチブイワガネ

ウラゲイワガネ

フイリイワガネソウ

イワガネソウ

イヌイワガネソウ

リシリシノブ

タチシノブ

カラクサシダ

ノlntrophyu〃z　obovatum　Baユ｛er

Vittariaceae シシラン科

タキミシダ

Pteris‘retica　L．

P∫er’3　exce’sa　Gau（工

Pteris　excel5a　Gau（工　var．

Pterisπ1μ’∫醇面　Po　i　r．

Pteridaceae

simplicier（Tagawa）　Shieh一

イノモトソウ科

オオバノイノモトソウ

オオバノハチジョウシダ

オオバノアマクサシダ

イノモトソウ

14司P’επ融〃zcapi’互ipes　ハlak　ino

／lsplenium　incisu〃t　Thunb．

Asロ’enium　otigop〃eわf11M　BaS｛er

／2Sjりleniu〃1　rUl｝rεcゐガ’　Sa．　Kurata

ノ｛Sjロleninm　ruta－murar’α　L．

ノlsptenium　sare’ii　Hook．

A」sp　tenit」打t　5‘olopendr’π〃1　L．，

Aspleniaceae チャセンシダ科

ヒメイワトラノオ

トラノオシダ

カミガモシダ

クモノスシダ

イチョウシダ

コバノヒノキシダ

コタニワタリ
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Asplenium　tenui‘aule　Hayata

Asplen　ium　trichemanes　L．

ノ4Si）leninm　1ノ互ride　Huds．

」B’ecみπμη1口1πα占f1εHakino

β’ecゐπμ〃1　cα∫故πεμ鵬h｛誌ino

Blechnum　niponicum（Kunze）　Makino

レレ”oodward’αorientai’s　Sw．

Blechnaceae シシガシラ科

イワトラノオ

チャセンシダ

ァオチャセンシダ

オサシダ

ミヤマシシガシラ

アオジクミヤマシシガシラ

シシガシラ

コモチシダ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dryopteridaceae

／1rロ｛：hn’edes　arista　ta（G．　Forst．）　Tindale

14rachn’04es　borea”5　Seriz．

ノ1ra‘hfiゴodes　m’guetiana　（｝faxiln．）　Ohw　i

／1ra‘hnioゴe5　muti‘α（Franch．　et　Sav．）　Ohwi

イ4t・a‘hn’odes　niPlコonica（Rosenst．）　Ohwi

オシダ科

〆lrachniodes　quadrip’nnata　（Hayata）　Serizawa　subsp．　プimbr’α加　（Ko　idz・）　Serizawa

〆lrachnioctes　5’卿”｛ゴσアGlak　ino）　Ohw　i　var．5」卯licior

／lrachniodes　simplicior（Makino）　Ohw　i　val㌔　〃lq／or（Tagawa）　Ohwi

／1ra‘hniodes　stand「ishii（Moore）　Ohwi

C’enitis　mex’〃zowicziana（M　iq．）　Ching

Cyrto〃liUM　devexiScapu’直ε　（1ζoidz．）　Ching

（！yrtomiumプね’catum（L．　f．）　Presl

Cyr’・mium　fortunei　J、　S凪var．　fortunei

Cンr’o〃ゴ麗〃1プbr’unei　J．　SnL　var．　dルま‘o’α（Hak　ino）　Tagawa

Cyr’α祀ium　fbrtunei　J．　SnL　var．’ntermedium　Tagawa

Cyrto鷹融鷹macropby”ut祀　（Hak　i　no）　Tagawa　var．　macrophyllum

Cソrtomium　macrophy”ロ加　（Mak　i　no）　Tagawa　va二　tukusicota　（Tagawa）　Tagawa

D／yopteris　amurensis（1Iilde）Christ

Dryopter’5　atrata（Wa11・　ex　Kupze）　Ching

Dnlソopter’3扉∬ε’iana（Bak．）C．　Chr．

Dcソopter」離‘haml）∫o躍∬（Ben七h．）　C．　Ch　r．　ex　Ch　i！｝9

Dryoρteris‘hinensis（Baker）Ko　i　dz．

Dryoptei・」5‘oreano－montana　餌akai

助（）P彪r’s・crassirhizoma　N…ikai

Dtyopteris　dickinsii（Franch、　et　Sav．）C．　Chr．・

Dryoρteris　et　ythrosora（Eat。n）0．　Ktze，

Dry・pteri・・exp・脚（Pr．）Frarer－Jenk・・t」er皿y

Dリノqρ把r五5ノ’ragrロns　（L．）　Schott

Dfンqρ’εr三5加‘il）ε5　C．　Chr，

Dryopteris　hendoensis　Koidz．

Dt　yop　ter’5　indus’ata（Mak　i　no）　県akino　e七　Ya皿anL　ex　Yama田．

Dnソopter’s　la‘era　（Thunb．）　O．　Ktze，

Dり，opteris　maximo｝yicz”（Bak．）0，　K　t2e，

D／yopter’s　monti‘o’a　（｝｛ak　ino）　C．　Chr．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　己

ホソバカナワラビ

ホソバナライシダ（ナライシダ〉

ナンゴクナライシダ

シノプカグマ

ミドリカナワラビ

ヒロハナライシダ

バカタ．シダ

オニカナワラビ

リョウメンシダ

キヨスミヒメワラビ

ナガバヤブソテツ

オニヤプソテツ

ヤブソテツ

ヤマヤプソテツ

ミヤコヤプソテツ

ヒロハヤブソテツ

ツクシヤブソテツ

オクヤマシダ

イワヘゴ

ヤマイタチシダ　　　rr

．サイゴクベニシダ

ミサキカグマ

カラフトメンマ

オシダ

オオクジャクシダ

ベニシダ

シラネワラビ　　　　　　　　　・

ニオイシダ

マルバベニシダ

オオベニシダ

ヌカイタチシダモドキ

クマワラビ

ナンタイシダ

ミヤマベニシダ
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Dryoρteris　nipponensis　Koidz．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トウゴクシダ

Dt　yopteris　paCtlfica（Nalcai）Tagawa　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オオイタチシダ

Dryopteris、polyteρis（Frallch．　e七Sav．）C．　Chr．　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミヤマクマワラビ

Dryopteris　sabaei（Franch．　et　Sav．）C．　Chr．　　　　　　　　　　　　　　　　　ミヤマイタチシダ

Dryopteri∬acrosancta　Ko　i　dz．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒメイタチシダ

Di　yoρterts　seXilf7，aga　E　I　to　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イワイタチシダ

Diyopteris　shiroumensis　Kurata　et　Nakamura　　　　　　　　　　　　　　　　　シロウマイタチシダ

Dryoρte「is　toityoensis　Glatsu皿．　ex　Makino）C．　Ch　r．　　　　　　　　　　　　　　　　タニヘゴ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、Dryopteris　untformis（Hakino）Hakino　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オクマワラビ

Dryop　teris×dεwaensiS　Sagawa’ ?煤@Naka　ike，　nom　nud　　　　　　　　　　　　　　　デワノミヤマベニシダ

Dryopteris　x剣ψεゴ酌Sa．　Kurata　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フジクマワラビ

Dtyopteris　x　hakOnecola　Sa．　Kurata　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハコネオオクジャク

Dt　yop　teris　x　kominatoensis　Tagawa　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タニヘゴモドキ

Dryopteris　x　mituii　Serizawa　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アイノコクマワラビ

Dryopteris×nakamurae　Sa．　Kurata，　no凪加d．　　　　　　　　　　　　　　　　　　タカネメンマ

Dry6pteris　X　watanabei　Sa　Kurata　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フジオシダ　　　　　・

Polystichum　braunii（Spem．）Fee×P．　retrosopaleaceum（Koda皿a）Tagawa　　　　　　オクキヌイノデ

Polystichum　braunii（Spenn．）Fee，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホソイノデ

Polystichum　craspetibsorum（hiaxim）Diels　　　　　　　　　　　　　　1　　　　ツルデンダ

Polystichum．fibrilleso－paleaceum（Kedama）Tagawa　　　　　　　　　　　　　アスカイノデ

Po｛y語c加舵10π8酔oπ8　Sa．　Kurata　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アイアスカイノデ

Polystichum〃mala’noi（Tagawa）Tagawa　　　　　　　　　　　　　　　　　　カタイノデ

Polystichum　micrbchlamys（H．’ bhr　ist）Hatsu皿var．　microchtamソs　　　　　　　　カラクサイノデ

Polystichum　microchlamys（H．　Christ）｝latsum　var．　azumiense　Seriz・　　　　　　　アズミイノデ

Polystichum　ovatopaleaceum（Kodama）Sa．　Kurata　var．　ovatOpaleaceum　　　　　　　ツヤナシイノデ

、Polystichum　ovatopaleaceum　（Koda皿a）　Sa．　Kurata　var．　coraier；se（H・Christ　ex　H・L6v・）　Sa・Kurata

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イワシロイノデ

Polystichum　ovatoρaleaceum（Koda皿a）Sa．　Kurata　var．　myokOense　Sa．　Kurata　　　　ミョウコウイノデ

Polystichum　ovatopateaceum（Koda皿a）Sa、　Kurata

　　var．　coraiense　（H．　Christ　ex　H．　L6v．）　Sa．　Kurata　x　P．　retresoρateaceum　（Koda皿a）　Tagawa

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サカゲイワシロイノデ　J

Polystichumpolybtepharu．m」（Roem．　ex恥nze）Pres　1　　　　　　　　　　　　　イノデ

Polystichum　pseudemain’nei　Tagawa　　　　，　　　　　　　　．　　　　　サイゴクイノデ

Pelystichum　retresopαleaceum（Koda皿a）Tagawa　　　　　　　　　　　　　　　　　　サカゲイノデ

Polystichum　tagawanurn　Sa．　Ku　rata　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イノデモドキ

Polystichum　tripterOn（Kunze）Pres1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．ジュウモンジシダ

Polystichum　tsus　一　simense（Hook．）J．　Sm．　var．　tsus－simense　　　　　　　　　　ヒメカナワラビ（キヨズミシダ）

Polystichum　tsus－・simense（Hook．）J．Sm．　var．　mayebarae（Tagawa）Sa．　Kurata　　　　オオキヨズミシダ

P。lystichum　×　a。cep、　Sa．　Ku・ata　　　　　¶　　　　ドウリ・ウイノデ

Polystichum×hokurikuense　S　a．　Kura七a　　　　　　　　　　　　　　　　　ホクリクイノデ

Pelystichum×inadae　Sa．　Kurata　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フナコシイノデ

Polystichum　X　ohtanii　Sa．　Kurata　　　　　　　　　　　　　　　　　　オオタニイノデ

Polystichum　X　oitanum　Sa．　Kurata　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナメライノデ

Polystichum×sarukurense　Serizawa　　　　　　　　　　　　　　　　　アズミホソイノデ

Polystichum　x　shin－　tashirei　Sa．　Kurata　　　　　　　　　　　　　　　　シロウマイノデ

Polysticbum　x　takaosanense　Sa．　Kura士a　　　　　　　　　　　　　　　　タカオイノデ

一5一
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Pの5’た加〃zxt’tibuense　Sa，　Kurata

Polyst’c1昭鷹　×ンayamae　Sa．　Kurata，　no【1L　nud．

チチブイノデ

ゴテンバイノデ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Thelypteridaceae　　ヒメシダ科

Stegno8rarnrna　pozoi（Lagasca）　K．工wats．　subsp．　mollissima（Fischer　ex　Kunze）　K．　Iwats、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミゾシダ

Thel）｛pt召r丘s・aCt’励磁（Houtt、）Mort。n

7アtet）伊terisσ丑8ロ訂妙o榔（団iq．）　Ching

Tiielypteris　bukOensis（Taga冊a）　Chi血9

Tltetypteris　decurSive－pinnata（H．　C．　Ha　11）　Ch　i　ng

7「fteiypteris　8’anゴu’igera（Kunze）　Ch　i　l19

Theiypteris／aponica（Ba1｛．）　Ch　ing　var．ゴaponica

Thetyp’εr’5／aponica（Bak．）　Ching　var．8’abrata　Ching

Th　etypteris／aponi‘α（Ba止．）　Ching’var．　mzasashiensis　Hiya皿a

Thelyp’eris’αとロ（Franch．　et　Sav．）　Ching

Tt肥lypteris　nipponica（Franch．　et　Sav．）Ching　var、　nipPonica

Thelypteris　nipPonica（Franch．　et　Sav．）　Ch　ing　var．　西orεロ”5（H．　Hara）　H．　Hara

Tlzelypteris　oπ把’e凪sis（Baker）　Ch　i　ng

Tftelypterisρα∬ustris（Salisb．）　Scho　t　t

ヱフhelypteris　phegoρteris　（L．）　Slosson　ex　Rydb．

ア”helypteris　guelpaertensis（Christ）　Ching

Thelypteris　torresiana（Gaud）Alston　var．　ca’りata（Bak．）K．　rwats．

Thelypterisりiridi　ons　Tagawa

ホシダ

コハシゴシダ

タチヒメワラビ

ゲジゲジシダ

ハシゴシダ

ハリガネワラビ

イワハリガネワラビ

アオハリガネワラビ

ヤワラシダ

ニツコウシダ

メニッコウシダ

ミゾシダモドキ

ヒメシダ

ミヤマワラビ

ォォバショリマ

ヒメワラビ

ミドリヒメワラビ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodsiaceae　　　イワデンダ科

」49ソstopteris／aponica　（Luers　s．）　Nakai

A　thyrium　x配ロ1∫撰d以π匹　Rosenst，　f．　sakOraii（Rosenst．）　Sa．　Kurata

Attryrium　atkinsonii　B已d（L

A　thソrium　brey」サyons　Naka　i　ex　Kit’agawa

／4　thyrium　C’fソi‘0’a　Tagawa

ノ1　thyrium｛：liりico’α　Tagawa　x　14．　vidatii（Franch．　et　Sav．）　Naka　i

』ノi填アrium　deltoidofrens　Mak　i　no　f．　del≠oidefrons

／f　thyrium　de∬toiclOfro／rs　LIak　i　no　f．　acatissim　um　（Koda皿a）　Sa　Kurat自

ノlthyr’um　deitoicitfr，　o月s　r・！ak　i　no　£　oh〃Iurae　Sa．　Kurata

！1thJ／rium　d三stentt701iam　Tausch　ex　Opiz

．4thyrium　f　ra正1gu1皿Taga鴨

Athyrium　isean伽m　Rosenst．　var．　i3eanum　　　　　　　、

Athyrium　iseanum　Rosenst、　var．　angustisectum　Tagawa

／4thyri皿寵’冗elano∬epts　（Franch．　et　Sav，）　H．　Christ

A　thyr三um　neglec≠um　Seriz．

Athyrium　nik／kρens直Maki豆o

Athyrtutn吻enicu〃1αet七）Hance

ノ望thyrfam　obiitescens　sa　Kurata

・4thyri厚m　etopharum（｝・1三q．）Koidz．

！｛thyrittm　pi’netorum　Taga響a

一6一

ウスヒメワラビ

オゼォオサトメシダ

テバコワラビ　　　　．

エゾメシダ

カラクサイヌワラビ・

（オオヒロハノイタワラビ）

ヤマカライヌワラビ

サトメシダ

トガリバメシダ

オゼサトメシダ

オクヤマワラピ

ミヤコイヌワラビ

ホソバイヌワラビ

トガリバイヌワラビ

ミヤマメシダ

コシノサトメシダ

イワイヌワラビ

イヌワラビ

サキモリイヌワラビ

タニイヌワラビ

タカネサトメシダ
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！4　thyrium　rupestre　Kodama

／1f捏ソriam　sheareri（Bak．）　Ching

Athyrium　tashir・i　Ta耳awa

Athyrium　v’面’ii（Fralch．

Athyriunz　vf伽’だ　（Franch．

ノlthyt・iumソ’dalii（Franch．

ノ｛thyr’Ul祀vfぬ’ii（Franch．

！9thytゼum　wardii（Hook．）　Hakino

／4　thyrium　yokOscense（Franch．

At妙ium・yokOscense’ iFranch．

ノ1　thyrium　yokOs‘ense　（Franch．

ノ1thyrium　X　bicolor　Seriz．

刃地ソrium×hisatsuanu〃I　Sa　Kurata

〆1　thyrium　x　kinlゴε凪se　Naka　i　ke，

ノlthyrium　x　mentie凪se　Sa．　Kurata

／1　thyrium　＞＜〃1μ詐昴dロ〃t　Rosenst．

ノ4　thyrium　×pseudopinetoru凧L　Seriz．

Athyrium　x　pseudOSI）inesce肛5　S　eriz．

14吻r’配廓　×purpureipes　Sa．　Kurata

14thyr’um　＞〈saitoanUJ冗　（Sugi皿．）　Seriz．

CornOl）ter’5　christe凪seniana　（Ko　i　dz．）　Tagawa

Cornopteris　crenu’atoserru互ata　（』Iak　i　no）　Nakai

Cornopteris　de‘urrenti－a’ata（Hook．）　Naka　i　var．　decurrenti－alata

C・rn・pteris　decurrenti－・tata（H。ok．）Nakai　var．　pi’・seila　H・lto

（lys此，P　teris　．f卜agitis　（L．）　Bernh．

D｛rparia　conitii（Franch．

Deparia‘onilii（Franch．

Deparia　conitii（Franch．

Deparia‘oreana（H．　Christ）｝1．　Kato

Deparia　dimorphoρhylla（Koidz．）｝1｛．　Kato

Depar’a／aponica（Thunb．）｝1｛．　Kato

Deρaria／aponica（Thunb．）｝1．　Kato　x　D．　pseudoconi’”（Seriz．）Seriz．

、Deparia、kiusiana（Ko　i　d客．）　｝1．　Kato

Deparia　okuboana　GIakino）　｝1．　Kato

Deparia　pseuゴoconilii（Seriz、）Seriz．

Depa　ria　pterora　ch　is　（H．　Christ）　hl．　Kato

Deparia、Pツcnosora（H，　Christ）　M．　Kato　var・」P．ソcnesora

Deparia、Pツ‘nosora（H．　Christ）　｝1．　Kato　var・albosquan！ata　N・Kato

Dqpαr’σμπ卿rcα故（Bak．）｝f．　Kato

Dep｛7ria　＞くmusash’ensis　（H．　Ohba）　Seriz．

Diplazium　cavalerianum（H．　Christ）hl．　Kato

Diplaz丘um　chinense（Bak．）C．　Chr．

Diplazium　doederleinii（Luerss．）Mak　ino

Dip’aziun〃la‘々〃oεπεεNakai

Diplazium　mesosorum（｝fak　ino）Koidz．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミヤマヘビノネゴザ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウラボシノコギリシダ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウスバヘビノネゴザ

et　Sav．）Nakai　var．　vidalii　f．　vidalii　　　　　　　　　　ヤマイヌワラビ

et　Sav．）Nakai　var．　vidalii　f．ρulyigerum　Sa．　Kurata　　　ケヤマイヌワラビ

et　Sav．）NakaiΨar．　vidalii　f．　togakushiense　Sa．　Kurata　　トガクシイヌワラビ

et　Sav．）　Nakai　Ψar．　yamadae（hf　iyabe　et　Kud6）　Hiyabe　et　Tatew．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エゾイヌワラビ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒロハイヌワラビ

　　　et　Sav．）H．　Christ　var．　dilatatuni　Tagawa，　　　　　ヒロハヘビノネゴザ

　　　et　Sav．）H．　Chゴist　var．　alpicola　Hiya皿a　　　　　　　タカネヘビノネゴザ

　　　et　Sav．）H．　Chris七var．　yokOscense　　　　　　　　　ヘビノネゴザ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニセコシノサトメシダ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピサツイヌワラビ

　　　　nom．　nud　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カラサキモリイヌワラビ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘビヤマイヌワラビ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オオサトメシダ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤマタカネサトメシダ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤマホソバイヌワラビ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カラタニイヌワラビ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホクリクイヌワラビ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハコネシケチシダ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イッポンワラビ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シケチシダ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タカオシケチシダ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナヨシダ

et　Sav．）｝｛．　Kato　var．　angustata（Nakai）itL　Kato　　　　　　ヤブシダ（ヤリノホシケシダ）

et　Sav．）M．　Kate　var．　conilii　　　　　　　　　　　　　　ホソバシケシダ

et　Sav，）｝1．　Kato　x　D．ノaponica（Thunb．）hl．　Kato　　　　　　オオホソバシケシダ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウライイヌワラビ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイタカシケシダ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シケシダ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タマシケシダ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムクゲシケシダ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ォォヒメワラビ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フモトシケシダ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オオメシダ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミヤマシケシダ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・バクモウイノデ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オオヒメワラビモドキ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムサシシケシダ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イワヤシダ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒカゲワラビ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シマシロヤマシダ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シロヤマシダ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヌリワラビ

　　け
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Dipiazium　mettenianu〃1　GIiq．）　C．　Chr．

Dな｝’α」と’麗〃zni〃en’‘u〃1　Tagawa

Dφ’az’um　sibiri‘埋凧置（Turcz．　ex　Kun2e）　Sa　Kurata　var・sib’r’cμπz

D加’azium　sibir’‘ロ1η（Turcz．　ex　Kullze）Sa．　Kurata　var．8’ロbrロ皿（Tagawa）Sa．　Kurata

Dip’ロヱ’ロ肛5」う’ricum　（Turcz．　ex　Kun乞e）　Sa．　Kurata　　　　　　　　　　　　、

　var．81at｝rμ那　（Tagawa）　S乱Kurata　x　D．　s4ua胡tigerum（AIett．）　｝fats1皿L

Diplazium　sguamigerum（Hett．）1・！atsu凪

Dip’aziu灘wichurae　GIett．）　Diels

G吻πo‘岬f即改yqμεr’∫（L．）Newman

の〃znocarpiu〃置ノε5508π5β（Koidz．）　Koidz．

ルた2tteu‘ciαstruthiopteris　（L．）　Todaro

Onoctea　orienta’is　（Hook．）　Hook．

Onoctea　sensibilis　L．　var．　interrupta　Maxim．

轍っodSiaη1acroch’σεπα　班ett．　ex　Kuhn

レレ「ooalSia鷹ancbur’ε凪sis　Hook．

uroodSia　potysticho’dc｝5　Eaton

ミヤマノコギリシダ

オニヒカゲワラビ

キタノミヤマシダ

ミヤマシダ

ミヤマキヨタキシダ

キョタキシダ

ノコギリシダ

ウサギシダ

イワウサギシダ

クサソテツ

イヌガンソク

コウヤワラビ

コガネシダ

フクロシダ

イワデンダ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Polypodiaceae　　ウラボシ科

Crypsinus　hastatus　（Thunb．）　Cope1．

Cl　ypsintLS　veitchii（Bak．）　Cope1．

LemmaphyUum　mi‘rophy”um　Presl

Lep　isorLLSロπηロ幹o鰐（Mak　i　no）　Ch　i　ng

Lepisorus　onoei（Franch．　et　Sav．）　Ching

⊥BpisorlLS　thunbergianus（Kaulf．）　C｝1　ing

Lep　isortts　ussurie凪sis　（Regel　et　Maack）　Ching　va　r．　distans　（Mak　ino）　Tagawa

ムoxogramme　grammitoides　（Bak．）　C．　Chr．

ノ＞eocheirOj匝ter丘5　ensata（Thunb．）　Ch　ing

Polypodiumプ’auriei　H．　Christ

1『yrrosia　hastata　（Thunb．　ex　Houtt．）　Ch　ing

Pyrrosia　tinearケjolia（Hook．）　Ch　ing

ミツデウラボシ

ミヤマウラボシ

マメヅタ

ホテイシダ

ヒメノキシノプ

ノキシノプ

ミヤマノキシノブ

ヒメサジラン

クリハラン

オシャグジデンダ

イワオモダカ

ビロードシダ

Xip・hOpteriS　ok皿boi（Yatabe）　Cope1．

Grammitidaceae ヒメウラボシ科

オオクボシダ

ルfarsi’ea　guOdrt701ia　L．

Marsileaceae デンジソウ科

デンジソウ
●

Salレinia　natans　（L．）　A11．

Salviniaceae サンショウモ科

サンショウモ

Azotla／ape／zica　Franch．　et　Sav，

AzolIaceae アカウキクサ科

オオアカウキクサ
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