2015年麗江地区調査植物リスト 小林徳夫・吉田外司夫
2015年6月14～15日 文海～玉龍雪山南稜、標高 3050-3700m
Aletris pauciflora var. khasiana
ノギラン（ユリ）科ソクシンラン属
Androsace spinulifera
サクラソウ科トチナイソウ属
Anemone demissa var. yunnanensis
キンポウゲ科イチリンソウ属
Anemone rivularis
キンポウゲ科イチリンソウ属
Anemone rupestris
キンポウゲ科イチリンソウ属
Anemone trullifolia var. holophylla
キンポウゲ科イチリンソウ属
Arenraria trichophora
ナデシコ科ノミノツヅリ属
Arisaema echinatum
サトイモ科サトイモ属
Arisaema utile
サトイモ科サトイモ属
Aster batangensis
キク科シオン属
Batrachium eradicatum
キンポウゲ科バイカモ属
Berberis jamesiana
メギ科メギ属
Caltha scaposa
キンポウゲ科リュウキンカ属
Chesneya (Spongiocarpella) yunnanensis
マメ科ケスネヤ属
Clematis gracilifolia
キンポウゲ科センニンソウ属
Coriaria nepalensis
ドクウツギ科ドクウツギ属
Cotoneaster franchetii
バラ科コトネアスター属
Cotoneaster microphyllus var. cochleatus
バラ科コトネアスター属
Corydalis delavayi
ケシ科キケマン属
Cynoglossum amabile
ムラサキ科オオルリソウ属
Euphorbia stracheyi
トウダイグサ科トウダイグサ属
Fragaria moupinensis
バラ科オランダイチゴ属
Geranium nepalense ゲンノショウコの基準亜種
フウロソウ科フウロソウ属
Geum aleppicum
バラ科ダイコンソウ属
Gnaphalium affine
キク科ハハコグサ属
Gueldenstaedtia delavayi
マメ科グエルデンステッチア属
Hypericum acmosepalum
オトギリソウ科オトギリソウ属
Indigofera pendula
マメ科コマツナギ属
Leptodermis pilosa
アカネ科シチョウゲ属
Lespedeza cuneata メドハギ類
マメ科ハギ属
Lilium lophophorum
ユリ科ユリ属
Loxostemon aff. delavayi
アブラナ科ロクソステモン属
Meconopsis lijiangensis
ケシ科メコノプシス属
Mimulus bodinieri
ハエドクソウ（ゴマノハグサ科）ミゾホオズキ属
Nardostachys jatamansi
スイカズラ（オミナエシ）科ナルドスタキス属
Ophiopogon bodinieri
キジカクシ（ユリ）科ジャノヒゲ属
Oxalis corymbosa
カタバミ科カタバミ属
Paeonia delavayi
ボタン科ボタン属
Paris polyphylla
シュロソウ（ユリ）科ツクバネソウ属
Pedicularis gruina
ハマウツボ（ゴマノハグサ）科シオガマギク属
Pedicularis lachnoglossa
ハマウツボ（ゴマノハグサ）科シオガマギク属
Pedicularis likiangensis
ハマウツボ（ゴマノハグサ）科シオガマギク属
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Philadelphus delavayi
Pinus yunnanensis
Piptanthus tomentosus
Plantago erosa
Polygonatum cirrhifolium
Potamogeton distinctus ヒルムシロ
Potentilla anserina
Potentilla delavayi
Potentilla leuconota
Potentilla parviflora
Potentilla saundersiana var. jacquemontii
Primula beesiana
Primula bulleyana
Primula poissonii
Prinsepia utilis
Prunella vulgaris
Quercus aquifolioides
Ranunculus ficariifolius
Ranunculus nephelogenes
Ranunculus tanguticus
Ranunculus yunnanensis
Rheum acuminatum
Rhododendron cuneatum
Rhododendron decorum
Rhododendron rubiginosum
Rhododendron vernicosum
Rorippa elata
Rorippa palustris スカシタゴボウ
Rosa brunonii
Rosa sikangensis
Roscoea cautleyoides f. sinopurpurea
Roscoea tibetica
Rubus biflorus
Sambucus adnata
Schrophularia spicata
Scutellaria likiangensis
Sibbaldia micropetala
Spiraea mollifolia
Stellaria vestita var. amplexicaulis
Stellera chamaejasme
Stellera chamaejasme
Taraxacum sikkimense
Thermopsis alpina
Vaccinium fragile
Veronica polita

アジサイ（ユキノシタ）科バイカウツギ属
マツ科マツ属
マメ科ピプタントゥス属
オオバコ科オオバコ属
キジカクシ（ユリ）科アマドコロ属
ヒルムシロ科ヒルムシロ属
バラ科キジムシロ属
バラ科キジムシロ属
バラ科キジムシロ属
バラ科キジムシロ属
バラ科キジムシロ属
サクラソウ科サクラソウ属
サクラソウ科サクラソウ属
サクラソウ科サクラソウ属
バラ科タカサゴグミモドキ属
シソ科ウツボグサ属
ブナ科コナラ属
キンポウゲ科キンポウゲ属
キンポウゲ科キンポウゲ属
キンポウゲ科キンポウゲ属
キンポウゲ科キンポウゲ属
タデ科ダイオウ属
ツツジ科ツツジ属（有鱗シャクナゲ）
ツツジ科ツツジ属（無鱗シャクナゲ）
ツツジ科ツツジ属（有鱗シャクナゲ）
ツツジ科ツツジ属（無鱗シャクナゲ）
アブラナ科イヌガラシ属
アブラナ科イヌガラシ属
バラ科バラ属
バラ科バラ属
ショウガ科ロスコエア属
ショウガ科ロスコエア属
バラ科キイチゴ属
レンプクソウ（スイカズラ）科ニワトコ属
ゴマノハグサ科ゴマノハグサ属
シソ科タツナミソウ属
バラ科タテヤマキンバイ属
バラ科シモツケ属
ナデシコ科ハコベ属
ジンチョウゲ科ステレラ属
ジンチョウゲ科ステレラ属
キク科タンポポ属
マメ科センダイハギ属
ツツジ科スノキ属
クワガタソウ科クワガタソウ属
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Viburnum kansuense

レンプクソウ（スイカズラ）科ガマズミ属

2015年6月16～18日 毛牛坪～玉龍雪山北稜、標高 3200-4100m
Abies forrestii
マツ科モミ属
Amitostigma monanthum
ラン科ラン属
Anaphalis viridis
キク科ヤマハハコ属
Androsace alchemilloides
サクラソウ科トチナイソウ属
Androsace rigida
サクラソウ科トチナイソウ属
Anemone rupicola
キンポウゲ科イチリンソウ属
Anemone yulongshanica var. truncata
キンポウゲ科イチリンソウ属
Arisaema erubescens
サトイモ科サトイモ属
Aster batangensis
キク科シオン属
Aster likiangensis
キク科シオン属
Berberis jamesiana
メギ科メギ属
Bistorta macrophylla
タデ科イブキトラノオ属
Bistorta suffulta クリンユキフデ
タデ科イブキトラノオ属
Caragana jubata
マメ科ムレスズメ属
Cerastium furcatum
ナデシコ科ミミナグサ属
Clinopodium megalanthum
シソ科トウバナ属
Corydalis pachypoda
ケシ科キケマン属
Cremanthodium nobile
キク科クレマントディウム属
Cremanthodium sino-oblongatum
キク科クレマントディウム属
Gueldenstaedtia delavayi
マメ科グエルデンステッチア属
Hackelia brachytuba
ムラサキ科イワムラサキ属
Incarvillea mairei
ノウゼンカズラ科インカルヴィレア属
Iris collettii
アヤメ科アヤメ属
Larix potaninii var. macrocarpa
マツ科カラマツ属
Leontopodium calocephalum
キク科ウスユキソウ属
Linaria yunnanensis
オオバコ（ゴマノハグサ）科ウンラン属
Maianthemum (Smilacina) henryi
キジカクシ（ユリ）科マイヅルソウ（ユキザサ）属
Meconopsis delavayi
ケシ科メコノプシス属
Meconopsis forrestii
ケシ科メコノプシス属
Nannoglottis delavayi
キク科ナンノグロッティス属
Pedicularis axillaris
ハマウツボ（ゴマノハグサ）科シオガマギク属
Pedicularis cephalantha
ハマウツボ（ゴマノハグサ）科シオガマギク属
Picea likiangensis
マツ科トウヒ属
Potentilla anserina
バラ科キジムシロ属
Potentilla parviflora
バラ科キジムシロ属
Primula sikkimensis
サクラソウ科サクラソウ属
Ranunculus yunnanensis
キンポウゲ科キンポウゲ属
Rheum likiangense
タデ科ダイオウ属
Rhododendron adenogynum
ツツジ科ツツジ属（無鱗シャクナゲ）
Rhododendron primulaeflorum
ツツジ科ツツジ属（有鱗シャクナゲ）
Rosa prattii
バラ科バラ属
Rosceoa cautleyoides x tibetica
ショウガ科ロスコエア属
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Roscoea cautleyoides f. cautleyoides
Roscoea cautleyoides f. sinopurpurea
Roscoea tibetica
Roscoea tibetica f. alba
Salix cathayana
Sanicula hacquetioides
Schrophularia spicata
Sibbaldia purpurea var. macropetala
Silene asclepiadea
Silene atrocastanea
Solms-Laubachia pulcherrima
Spongiocarpella purpurea (= Chesneya nubigena)
Stellera chamaejasm
Veronica piroliformis
Viola biflora
Viola rockiana

ショウガ科ロスコエア属
ショウガ科ロスコエア属
ショウガ科ロスコエア属
ショウガ科ロスコエア属
ヤナギ科ヤナギ属
セリ科ウマノミツバ属
ゴマノハグサ科ゴマノハグサ属
バラ科タテヤマキンバイ属
ナデシコ科マンテマ属
ナデシコ科マンテマ属
アブラナ科ソルムスラウバキア属
マメ科スポンギオカルペラ属
ジンチョウゲ科ステレラ属
クワガタソウ科クワガタソウ属
スミレ科スミレ属
スミレ科スミレ属

2015年6月18～20日 住古牧場～住古山、標高
Acanthocalyx nepalensis subsp. delavayi
Ajuga forrestii
Allium ovalifolium
Anemone rupestris var. gelida
Anemone rupicola
Anemone subindivisa
Androsace alchemilloides
Arenaria rotundifolia
Aster likiangensis
Caragana franchetiana
Caragana jubata
Chrysosplenium davidianum
Corydalis calcicola
Corydalis trachycarpa
Cremanthodium nobile
Dipoma iberideum
Draba yunnanensis
Ephedra likiangensis f. mairei
Erigeron patentisquamus
Eryophyton wallichii
Euphorbia himalayensis
Euphorbia stracheyi
Gaultheria cuneata
Gentiana pseudosquarrosa
Gentiana pubigera
Geranium donianum
Incarvillea grandiflora

3350-4050m
スイカズラ（マツムシソウ）科アカントカリックス属
シソ科キランソウ属
ネギ（ユリ）科ネギ属
キンポウゲ科イチリンソウ属
キンポウゲ科イチリンソウ属
キンポウゲ科イチリンソウ属
サクラソウ科トチナイソウ属
ナデシコ科ノミノツヅリ属
キク科シオン属
マメ科ムレスズメ属
マメ科ムレスズメ属
ユキノシタ科ネコノメソウ属
ケシ科キケマン属
ケシ科キケマン属
キク科クレマントディウム属
アブラナ科ディポマ属
アブラナ科イヌナズナ属
マオウ科マオウ属
キク科アズマギク属
シソ科エリオフィトン属
トウダイグサ科トウダイグサ属
トウダイグサ科トウダイグサ属
ツツジ科シラタマノキ属
リンドウ科リンドウ属
リンドウ科リンドウ属
フウロソウ科フウロソウ属
ノウゼンカズラ科インカルヴィレア属
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Iris collettii
Iris ruthenica var. nana
Lagotis alutacea
Leptodermis pilosa
Lespedeza cuneata メドハギ類
Ligularia virgaurea
Loxostemon delavayi
Lysimachia prolifera
Meconopsis rudis
Meconopsis venusta
Nannoglottis delavayi
Nardostachys jatamansi
Paraquilegia microphylla
Pedicularis cephalantha
Pedicularis lachnoglossa
Pedicularis likiangensis
Pedicularis oxycarpa
Phlomis melanantha
Picea likiangensis
Pinus densata
Pleurospermum calcareum
Polygala lijiangensis
Polygonatum verticillatum
Potentilla glabra
Potentilla potaninii
Primula forrestii
Quercus monimotricha
Ranunculus pseudopygmaeus
Rheum likiangense
Rhodiola coccinea
Rhododendron decorum
Rhododendron nivale subsp. australe
Rhododendron primulaeflorum
Rosa helenae
Rosa sericea
Roscoea humeana f. humeana
Roscoea tibetica
Salvia flava
Saxifraga rufescens
Solms-Laubachia linearifolia
Taraxacum sikkimense
Thalictrum alpinum
Triosteum himalayanum
Veronica piroliformis
Viola rockiana

アヤメ科アヤメ属
アヤメ科アヤメ属
オオバコ（ゴマノハグサ）科ウルップソウ属
アカネ科シチョウゲ属
マメ科ハギ属
キク科メタカラコウ属
アブラナ科ロクソステモン属
サクラソウ科オカトラノオ属
ケシ科メコノプシス属
ケシ科メコノプシス属
キク科ナンノグロッティス属
スイカズラ（オミナエシ）科ナルドスタキス属
キンポウゲ科パラキレギア属
ハマウツボ（ゴマノハグサ）科シオガマギク属
ハマウツボ（ゴマノハグサ）科シオガマギク属
ハマウツボ（ゴマノハグサ）科シオガマギク属
ハマウツボ（ゴマノハグサ）科シオガマギク属
シソ科フロミス属
マツ科トウヒ属
マツ科マツ属
セリ科オオカサモチ属
ヒメハギ科ヒメハギ属
キジカクシ（ユリ）科アマドコロ属
バラ科キジムシロ属
バラ科キジムシロ属
サクラソウ科サクラソウ属
ブナ科コナラ属
キンポウゲ科キンポウゲ属
タデ科ダイオウ属
ベンケイソウ科イワベンケイ属
ツツジ科ツツジ属（無鱗シャクナゲ）
ツツジ科ツツジ属（有鱗シャクナゲ）
ツツジ科ツツジ属（有鱗シャクナゲ）
バラ科バラ属
バラ科バラ属
ショウガ科ロスコエア属
ショウガ科ロスコエア属
シソ科アキギリ属
ユキノシタ科ユキノシタ属
アブラナ科ソルムスラウバキア属
キク科タンポポ属
キンポウゲ科カラマツソウ属
スイカズラ科ツキヌキソウ属
クワガタソウ科クワガタソウ属
スミレ科スミレ属
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2015年6月21～22日 老君山、標高 3350-3800m
Acanthocalyx nepalensis
スイカズラ（マツムシソウ）科アカントカリックス属
Anemone demissa var. yunnanensis
キンポウゲ科イチリンソウ属
Arisaema erubescens
サトイモ科サトイモ属
Astilbe aff. rivularis var. angusta
ユキノシタ科チダケサシ属
Caltha palustris var. barthei
キンポウゲ科リュウキンカ属
Caltha palustris var. palustris
キンポウゲ科リュウキンカ属
Cardamine aff. tangutorum
アブラナ科タネツケバナ属
Cassiope pectinata
ツツジ科イワヒゲ属
Chrysosplenium davidianum
ユキノシタ科ネコノメソウ属
Corydalis bulleyana
ケシ科キケマン属
Geranium hispidissimum
フウロソウ科フウロソウ属
Hackelia brachytuba
ムラサキ科イワムラサキ属
Heracleum stenopterum
セリ科ハナウド属
Hypericum acmosepalum
オトギリソウ科オトギリソウ属
Lagotis yunnanensis
オオバコ（ゴマノハグサ）科ウルップソウ属
Lonicera lanceolata
スイカズラ科スイカズラ属
Lotus corniculatus
マメ科ミヤコグサ属
Meconopsis betonicifolia
ケシ科メコノプシス属
Meconopsis muscicola
ケシ科メコノプシス属
Meconopsis sulphurea
ケシ科メコノプシス属
Nomocharis pardanthina
ユリ科ノモカリス属
Onosma paniculatum
ムラサキ科オノスマ属
Pedicularis likiangensis
ハマウツボ（ゴマノハグサ）科シオガマギク属
Pedicularis rhinanthoides subsp. labellata
ハマウツボ（ゴマノハグサ）科シオガマギク属
Potentilla anserina
バラ科キジムシロ属
Potentilla glabra
バラ科キジムシロ属
Primula pinnatifolia
サクラソウ科サクラソウ属
Primula secundiflora
サクラソウ科サクラソウ属
Primula sikkimensis
サクラソウ科サクラソウ属
Quercus monimotricha
ブナ科コナラ属
Rheum alexandrae
タデ科ダイオウ属
Rhododendron clementinae
ツツジ科ツツジ属（無鱗シャクナゲ）
Rhododendron heliolepis
ツツジ科ツツジ属（有鱗シャクナゲ）
Rhododendron telmateium
ツツジ科ツツジ属（有鱗シャクナゲ）
Ribes glaciale
スグリ（ユキノシタ）科スグリ属
Roscoea tibetica
ショウガ科ロスコエア属
Rubus pentagonus var. longisepalus
バラ科キイチゴ属
Scrophularia delavayi
ゴマノハグサ科ゴマノハグサ属
Sorbus microphylla
バラ科ナナカマド属
Souliea vaginata, fruit
キンポウゲ科ソウリエア属
Trigonotis rockii
ムラサキ科キュウリグサ属
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