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このリストの著作権は花葉会に帰属します。

級 属名 日本での標準的な読み方 科和名（APG分類体系） 旧版の科名 属和名：代表種名あるいは種の総称 簡単な解説
A Abeliophyllum アベリオフィルム モクセイ科 ウチワノキ属

A Achimenes アキメネス イワタバコ科 ハナギリソウ属

A Adansonia アダンソニア アオイ科 パンヤ科 バオバブ属

A Aeginetia アエギネティア ハマウツボ科 ナンバンギセル属

A Aeschynanthus エスキナンサス イワタバコ科 ナガミカズラ属

A Aesculus アエスクルス ムクロジ科 トチノキ科 トチノキ属：マロニエ（セイヨウトチノキ）

A Agastache アガスターシェ シソ科 カワミドリ属：アニスヒソップ

A Agrostis アグロスティス イネ科 ヌカボ属：ベントグラス、クリーピングベ
ントグラス

A Ailanthus アイランサス ニガキ科 ニワウルシ属：ニワウルシ（シンジュ）

A Albizia アルビジア マメ科 ネムノキ属

A Allamanda アラマンダ キョウチクトウ科 アリアケカズラ属

A Alonsoa アロンソア ゴマノハグサ科 ベニコチョウ属

A Aloysia アロイシア クマツヅラ科 コウスイボク属：レモンバーベナ（コウ
スイボク）

A Althaea アルテア アオイ科 ウスベニタチアオイ（マシュマロウ） タチアオイは Alcea

A Alyogyne アリオギネ アオイ科 ブルーハイビスカス

A Amberboa アンベルボア キク科 ニオイヤグルマギク属：スイートサルタ
ン

ヤグルマギクは Centaurea

A Amelanchier アメランキエル バラ科 ザイフリボク属：ジューンベリー

A Amorpha アモルファ マメ科 イタチハギ属：イタチハギ（クロバナエン
ジュ）

A Amorphophallus アモルフォファルス サトイモ科 コンニャク属

A Ampelopsis アンペロプシス ブドウ科 ノブドウ属：カガミグサ（ビャクレン）

A Amsonia アムソニア キョウチクトウ科 チョウジソウ属

A Anacyclus アナキクルス キク科 イワコマギク

A Anagallis アナガリス サクラソウ科 ルリハコベ属

A Andromeda アンドロメダ ツツジ科 ヒメシャクナゲ属

A Androsace アンドロサセ、アンドロサケ サクラソウ科 トチナイソウ属：リュウキュウコザクラ

A Anemonella アネモネラ キンポウゲ科 バイカカラマツ

A Anemonopsis アネモノプシス キンポウゲ科 レンゲショウマ属 キレンゲショウマは Kirengeshoma

A Anethum アネサム セリ科 イノンド属：ディル

A Angiopteris アンギオプテリス リュウビンタイ科 リュウビンタイ属：リュウビンタイ

A Angraecum アングレカム ラン科 アングレカム

A Anisodontea アニソドンテア アオイ科 アニソドンテア
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A Anthemis アンテミス、アンセミス キク科 カミツレモドキ属：ダイヤーズカモミール

A Anthyllis アンティリス マメ科 クマノアシツメクサ属

A Antigonon アンティゴノン タデ科 ニトベカズラ属：ニトベカズラ（アサヒカ
ズラ）

A Arabidopsis アラビドプシス アブラナ科 シロイヌナズナ属

A Aralia アラリア ウコギ科 タラノキ属：ウド、タラノキ Polyscias の園芸名として使用

A Araucaria アローカリア ナンヨウスギ科 ナンヨウスギ属：ナンヨウスギ、ブラジ
ルマツ（パラナマツ）、チリマツ

A Arbutus アルブツス ツツジ科 イチゴノキ属

A Arenga アレンガ ヤシ科 クロツグ属：サトウヤシ

A Arisaema アリサエマ サトイモ科 テンナンショウ属：ウラシマソウ、ユキ
モチソウ、ムサシアブミ

A Aristolochia アリストロキア ウマノスズクサ科 ウマノスズクサ属：パイプカズラ

A Aronia アロニア バラ科 チョークベリー Photinia に分類する見解もある

A Arrhenatherum アレナセラム イネ科 オオカニツリ属：リボングラス（リボンガ
ヤ）、チョロギガヤ

A Artocarpus アルトカルプス クワ科 パンノキ属：パラミツ（ジャックフルーツ）

A Arum アラム サトイモ科 アルム属

A Asarina アサリナ オオバコ科 ゴマノハグサ科 ツルキンギョソウ属：アサリナ、 ツタバ
キリカズラ

A Asimina アシミナ バンレイシ科 ポポー属：ポポー（ポーポー、ポポーノ
キ）

A Asperula アスペルラ アカネ科 タマクルマバソウ属：クルマバソウ

A Aspidistra アスピディストラ キジカクシ科（クサスギカズラ科） スズラン（ユリ）科 ハラン属

A Astragalus アストラガルス マメ科 ゲンゲ属：ゲンゲ（レンゲ）

A Atriplex アトリプレックス ヒユ科 アカザ科 ハマアカザ属

A Ballota バロータ シソ科 バロータ

A Bauhinia バウヒニア マメ科 ソシンカ属：ハカマカズラ

A Beaucarnea ボーカルネア、ビューカルネア キジカクシ科（クサスギカズラ科） リュウケツジュ（リュウゼツラン）科 トックリラン Nolina とする見解もある

A Berchemia ベルケミア クロウメモドキ科 クマヤナギ属 ヨコグラノキは現在は Berchemiella

A Billbergia ビルベルギア パイナップル科 ツツアナナス属

A Blechnum ブレクナム シシガシラ科 ヒリュウシダ属：シシガシラ Lomaria の名でも流通

A Boltonia ボルトニア キク科 アメリカギク属

A Borago ボラゴ ムラサキ科 ルリヂシャ属：ルリヂシャ（ボリジ）

A Brachychiton ブラキキトン アオイ科 アオギリ科 ゴウシュウアオギリ属：ボトルツリー
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A Bracteantha ブラクテアンサ キク科 ムギワラギク、テイオウカイザイク 園芸名として使用。ムギワラギクは現

在は Xerochrysum
カイザイクは Ammobium

A Bredia ブレディア ノボタン科 ハシカンボク属

A Briza ブリザ イネ科 コバンソウ属

A Browallia ブロワリア ナス科 ルリマガリバナ マガリバナは Iberis

A Brunia ブルニア ブルニア科 ブルニア

A Bulbinella ブルビネラ ススキノキ科 ツルボラン（ユリ）科 ブルビネラ

A Bulbophyllum バルボフィラム ラン科 マメヅタラン属：ムギラン

A Butia ブティア ヤシ科 ヤタイヤシ属：ブラジルヤシ ココスヤシの名でも流通

A Calliandra カリアンドラ マメ科 ベニゴウカン属：ベニゴウカン（ヒネム）

A Caltha カルタ キンポウゲ科 リュウキンカ属：エンコウソウ

A Calycanthus カリカンサス ロウバイ科 アメリカロウバイ属：クロバナロウバイ
（ニオイロウバイ、アメリカロウバイ）、
ナツロウバイ

ロウバイは Chimonanthus

A Camassia カマシア キジカクシ科（クサスギカズラ科） ヒアシンス（ユリ）科 ヒナユリ属

A Cananga カナンガ バンレイシ科 イランイランノキ属

A Cannabis カンナビス アサ科 アサ属 新エングラー体系ではクワ科

A Capsella カプセラ アブラナ科 ナズナ属：ペンペングサ

A Carpinus カルピヌス カバノキ科 シデ属：イヌシデ、アカシデ

A Carya カリア、カリヤ クルミ科 ペカン属

A Caryota カリオタ ヤシ科 クジャクヤシ属

A Cassia カッシア マメ科 ナンバンサイカチ属：コチョウセンナ
（ジャワセンナ、ピンクシャワー）

ハナセンナは Senna

A Cassiope カシオペ ツツジ科 イワヒゲ属

A Catalpa カタルパ ノウゼンカズラ科 キササゲ属 ササゲは Vigna

A Catananche カタナンケ キク科 ルリニガナ属

A Celtis セルティス アサ科 ニレ科 エノキ属

A Centranthus セントランサス スイカズラ科 オミナエシ科 ベニカノコソウ属

A Centratherum セントラセラム キク科 ルリアザミ（ケントラテルム）属：ムラサ
キルーシャン（リンゴアザミ、ルリアザ
ミ）

A Cephalanthus セファランサス、ケファランサス アカネ科 タマガサノキ属

A Cephalotaxus セファロタクスス イチイ科 イヌガヤ科 イヌガヤ属：イヌガヤ、チョウセンマキ カヤは Torreya

A Cephalotus セファロタス フクロユキノシタ科 フクロユキノシタ属

A Cercidiphyllum セルシディフィラム カツラ科 カツラ属
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A Cerinthe セリンセ ムラサキ科 キバナルリソウ属

A Cestrum セストラム ナス科 ヤコウカ属：ヤコウカ（ヤコウボク）、ベ
ニチョウジ

A Chamaerops チャメロプス ヤシ科 チャボトウジュロ属

A Chionanthus キオナンツス モクセイ科 ヒトツバタゴ属

A Chorizema コリゼマ マメ科 ヒイラギハギ属

A Cichorium チコリウム キク科 キクニガナ属：キクヂシャ（エンダイ
ブ）、キクニガナ（チコリ）

A Cinnamomum シンナモマム クスノキ科 クスノキ属：ニッケイ

A Cistus シスタス ハンニチバナ科 ゴジアオイ属

A Cleyera クレイエラ モッコク（サカキ、ペンタフィラクス）科 ツバキ科 サカキ属 ヒサカキは Eurya

A Clianthus クリアンサス マメ科 クリアンサス デザートピー（Swainsona formosa）の
園芸名として使用

A Clitoria クリトリア マメ科 チョウマメ属

A Clusia クルシア フクギ科 クルシア

A Coccoloba コッコロバ タデ科 ハマベブドウ属：ハマベブドウ（シーグ
レープ）

A Codonanthe コドナンテ イワタバコ科 コドナンテ

A Codonopsis コドノプシス キキョウ科 ツルニンジン属：バアソブ

A Coix コイックス イネ科 ジュズダマ属：ハトムギ

A Columnea コルムネア イワタバコ科 コルムネア

A Commelina コンメリナ ツユクサ科 ツユクサ属：オオボウシバナ

A Conandron コナンドロン イワタバコ科 イワタバコ属

A Conophytum コノフィツム ハマミズナ科 花園（ハナゾノ）、桜貝（サクラガイ）

A Coptis コプティス キンポウゲ科 オウレン属

A Corchorus コルコルス アオイ科 シナノキ科 ツナソ属：モロヘイヤ（タイワンツナ
ソ）、ジュート（ツナソ）

A Coriandrum コリアンドラム セリ科 コエンドロ属：コエンドロ（コリアンダー）

A Coronilla コロニラ マメ科 オウゴンハギ属

A Correa コーレア ミカン科 コーレア

A Corydalis コリダリス ケシ科 エンゴサク科 キケマン属：ムラサキケマン、エンゴサ
ク

A Corylus コリルス カバノキ科 カバノキ（ハシバミ）科 ハシバミ属：セイヨウハシバミ（ヘーゼ
ル）

A Costus コスタス オオホザキアヤメ科 ショウガ（コスタス）科 コスタス

A Cotyledon コチレドン ベンケイソウ科 コティレドン属
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A Crataegus クラタエガス バラ科 サンザシ属 トキワサンザシは Pyracantha

A Crepis クレピス キク科 フタマタタンポポ属：モモイロタンポポ

A Crotalaria クロタラリア マメ科 タヌキマメ属

A Cryptanthus クリプタンサス パイナップル科 ヒメアナナス属

A Cryptotaenia クリプトタエニア セリ科 ミツバ属

A Ctenanthe クテナンテ クズウコン科 クテナンテ

A Cunninghamia カンニンガミア ヒノキ科 スギ科 コウヨウザン属：ランダイスギ

A Curculigo クルクリゴ キンバイザサ科 コキンバイザサ（ヒガンバナ）科 キンバイザサ属

A Cyathea キアテア ヘゴ科 ヘゴ属：マルハチ

A Cydonia シドニア バラ科 マルメロ属 カリンは Pseudocydonia

A Cymbalaria シンバラリア オオバコ科 ゴマノハグサ科 ツタバウンラン属：ツタバウンラン（ツタ
ガラクサ、ウンランカズラ）

以前は Linaria

A Cymbopogon シンボポゴン イネ科 オガルカヤ属：レモングラス メガルカヤはThemeda

A Cynara キナラ キク科 アーティチョーク属：チョウセンアザミ
（アーティチョーク）

A Daboecia ダボエシア ツツジ科 ダボエシア

A Damnacanthus ダムナカンサス アカネ科 アリドオシ属：ジュズネノキ

A Dampiera ダンピエラ クサトベラ科 ダンピエラ

A Danae ダナエ キジカクシ科（クサスギカズラ科） キジカクシ（ユリ）科 ササバルスカス（イタリアンルスカス） Ruscus参照

A Daphniphyllum ダフネフィラム ユズリハ科 ユズリハ属

A Darwinia ダーウィニア フトモモ科 ダーウィニア

A Davidia ダビディア ミズキ科 ミズキ（ハンカチノキ）科 ハンカチノキ属

A Delosperma デロスペルマ ハマミズナ科 耐寒マツバギク（花嵐山（ハナランザ
ン）、麗晃（レイコウ））

A Dichorisandra ディコリサンドラ ツユクサ科 ブルージンジャー

A Dicksonia ディクソニア ディクソニア科 タカワラビ科 ディクソニア

A Dioscorea ディオスコレア ヤマノイモ科 ヤマノイモ属：ナガイモ、ツクネイモ

A Disanthus ディサンサス マンサク科 マルバノキ属：マルバノキ（ベニマンサ
ク）

A Dischidia ディスキディア キョウチクトウ科 ガガイモ科 マメヅタカズラ属：フクロカズラ

A Disporum ディスポルム イヌサフラン科 スズラン（ユリ）科 チゴユリ属：ホウチャクソウ

A Dodecatheon ドデカテオン サクラソウ科 カタクリモドキ属

A Dodonaea ドドナエア ムクロジ科 ハウチワノキ属：ハウチワノキ（ホップ
ブッシュ）

A Drosera ドロセラ モウセンゴケ科 モウセンゴケ属：イシモチソウ

A Echinopsis エキノプシス サボテン科 エキノプシス、短毛丸（タンゲマル）
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A Echium エキウム ムラサキ科 シベナガムラサキ属

A Edgeworthia エッジワーシア ジンチョウゲ科 ミツマタ属

A Eichhornia エイクホルニア ミズアオイ科 ホテイアオイ属

A Elatostema エラトステマ イラクサ科 ウワバミソウ属 モヨウガラクサは Pellionia

A Eleutherococcus エレウテロコックス ウコギ科 エゾウコギ属：ヒメウコギ（ウコギ）

A Emilia エミリア キク科 ベニニガナ属：カカリア 以前は Cacalia

A Eomecon エオメコン ケシ科 シラユキゲシ属

A Epimedium エピメディウム メギ科 イカリソウ属

A Episcia エピスシア イワタバコ科 ハイベニギリ属

A Eragrostis エラグロスティス イネ科 カゼクサ属：ウィーピングラブグラス

A Eranthis エランティス キンポウゲ科 セツブンソウ属

A Eremophila エレモフィラ ゴマノハグサ科 ハマジンチョウ科 エレモフィラ ハマジンチョウ科に分類する見解もあ
る

A Eria エリア ラン科 オオオサラン属：オサラン

A Eriobotrya エリオボトリア バラ科 ビワ属

A Erodium エロディウム フウロソウ科 オランダフウロ属 姫フウロ（誤称）の名で流通

A Erythronium エリスロニウム ユリ科 カタクリ属

A Euptelea ユープテレア フサザクラ科 フサザクラ属

A Eurya エウリア モッコク（サカキ、ペンタフィラクス）科 ツバキ科 ヒサカキ属 サカキは Cleyera

A Excoecaria エクスコエカリア トウダイグサ科 シマシラキ属：セイシボク

A Exochorda エクソコルダ バラ科 ヤナギザクラ属：リキュウバイ

A Fagopyrum ファゴピルム タデ科 ソバ属

A Fagus ファガス ブナ科 ブナ属

A Farfugium ファルフギウム キク科 ツワブキ属

A Faucaria フォーカリア ハマミズナ科 怒涛（ドトウ）、四海波（シカイナミ）

A Festuca フェスツカ イネ科 ウシノケグサ属：トールフェスク、トボシ
ガラ

A Ficinia フィシニア カヤツリグサ科 クリスタルグラス

A Firmiana フィルミアナ アオイ科 アオギリ科 アオギリ属 キリは Paulownia

A Fothergilla フォザギラ マンサク科 シロバナマンサク属

A Galax ゲイラックス イワウメ科 ゲイラックス

A Galtonia ガルトニア キジカクシ科（クサスギカズラ科） ヒアシンス（ユリ）科 ツリガネオモト属

A Garcinia ガルシニア フクギ科 フクギ属：マンゴスチン（mangosteen）

A Gasteria ガステリア ススキノキ科 ツルボラン（ユリ）科 ガステリア、臥牛（ガギュウ）

A Geissorhiza ゲイソリザ アヤメ科 ゲイソリザ
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級 属名 日本での標準的な読み方 科和名（APG分類体系） 旧版の科名 属和名：代表種名あるいは種の総称 簡単な解説
A Glaucidium グラウシジウム キンポウゲ科 ボタン（シラネアオイ）科 シラネアオイ属

A Globba グロッバ ショウガ科 グロッバ

A Gomphocarpus ゴンフォカルプス キョウチクトウ科 ガガイモ科 フウセントウワタ属 トウワタ、ヤナギトウワタは Asclepias

A Goodyera グッディエラ ラン科 シュスラン属：ミヤマウズラ

A Gordonia ゴードニア ツバキ科 ゴードニア タイワンツバキ類の園芸名として使用

A Grewia グレウィア アオイ科 シナノキ科 ウオトリギ属：スイレンボク

A Gunnera グンネラ グンネラ科 アリノトウグサ科 グンネラ属：オニブキ

A Habenaria ハベナリア ラン科 ミズトンボ属：オオミズトンボ、ナメラサ
ギソウ

サギソウの園芸名として使用

A Hatiora ハチオラ サボテン科 イースターカクタス（ゲ氏孔雀）

A Helianthemum ヘリアンセマム ハンニチバナ科 ハンニチバナ属

A Helwingia ヘルウィンギア ハナイカダ科 ミズキ（ハナイカダ）科 ハナイカダ属

A Hemigraphis ヘミグラフィス キツネノマゴ科 ヘミグラフィス

A Hesperantha ヘスペランサ アヤメ科 ヘスペランサ

A Hesperis ヘスペリス アブラナ科 ハナスズシロ属：スイートロケット ショカツサイ（ムラサキハナナ）は
Orychophragmus

A Hibbertia ヒベルティア ビワモドキ科 ヒベルティア

A Holmskioldia ホルムショルディア シソ科 シソ（クマツヅラ）科 チャイニーズハット

A Homalomena ホマロメナ サトイモ科 ハルユキソウ属：アカジクセントンイモ

A Houstonia フーストニア アカネ科 ヒナソウ属：トキワナズナ（ヒナソウ）

A Houttuynia ホウツイニア ドクダミ科 ドクダミ属

A Humulus フムルス アサ科 カラハナソウ属：ホップ 新エングラー体系ではクワ科

A Hunnemannia ハンネマニア ケシ科 カラクサゲシ属：チューリップポピー

A Hyacinthoides ヒアシンソイデス キジカクシ科（クサスギカズラ科） ヒアシンス（ユリ）科 ツリガネズイセン属

A Hydrocleys ヒドロクレイス オモダカ科 ミズヒナゲシ属：ミズヒナゲシ（ウォー
ターポピー）

A Hydrocotyle ヒドロコティレ ウコギ科 セリ科 チドメグサ属

A Hylocereus ヒロセレウス サボテン科 ドラゴンフルーツ（dragon fruit）

A Hymenocallis ヒメノカリス ヒガンバナ科 ヒメノカリス属：スパイダーリリー Ismene の名で流通することがある

A Hyssopus ヒソップス シソ科 ヤナギハッカ属：ヤナギハッカ（ヒソッ
プ）

A Idesia イデシア ヤナギ科 イイギリ科 イイギリ属

A Imperata インペラータ イネ科 チガヤ属

A Indigofera インディゴフェラ マメ科 コマツナギ属：ニワフジ

A Inula イヌラ キク科 オグルマ属：エリキャンペーン
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級 属名 日本での標準的な読み方 科和名（APG分類体系） 旧版の科名 属和名：代表種名あるいは種の総称 簡単な解説
A Itea イテア ズイナ科 スグリ（ズイナ）科 ズイナ

A Juglans ユグランス クルミ科 クルミ属 サワグルミは Pterocarya

A Kadsura カズラ マツブサ科 サネカズラ属：サネカズラ（ビナンカズ
ラ）

A Kaempferia ケンフェリア ショウガ科 バンウコン属

A Keiskea ケイスケア シソ科 シモバシラ属

A Kirengeshoma キレンゲショウマ アジサイ科 キレンゲショウマ属 レンゲショウマは Anemonopsis
新エングラー体系ではユキノシタ科

A Knautia クナウティア スイカズラ科 マツムシソウ科 クナウティア

A Kolkwitzia コルクウィッチア スイカズラ科 ショウキウツギ属

A Laburnum ラブルヌム マメ科 キングサリ属

A Lapeirousia ラペイルージア アヤメ科 ラペイルージア アノマテカ（Anomatheca laxa）は現在
は Freesia

A Larix ラリックス マツ科 カラマツ属：グイマツ

A Latania ラタニア ヤシ科 ラタンヤシ属：ラタン

A Lavatera ラバテラ アオイ科 ラバテラ

A Layia ライア キク科 カリフォルニアデージー

A Lechenaultia レシュノルティア、レケナウルティア クサトベラ科 レシュノルティア（初恋草）

A Leonotis レオノティス シソ科 カエンキセワタ属

A Leptodermis レプトデルミス アカネ科 シチョウゲ属

A Leucophyllum レウコフィルム ゴマノハグサ科 レウコフィルム

A Ligularia リグラリア キク科 メタカラコウ属：オタカラコウ、メタカラコ
ウ

A Limnanthes リムナンテス リムナンタ科 ポーチドエッグ

A Lindera リンデラ クスノキ科 クロモジ属：ダンコウバイ、テンダイウ
ヤク

A Liquidambar リキッドアンバー フウ科 フウ属

A Litchi リーチ ムクロジ科 レイシ属：レイシ（ライチ）

A Lithops リトープス ハマミズナ科 曲玉（マガタマ）、大津絵（オオツエ）

A Lithospermum リソスペルマム ムラサキ科 ムラサキ属：ホタルカズラ、ミヤマホタ
ルカズラ

ミヤマホタルカズラはLithodora、
Glandoraとする見解もある

A Livistona リヴィストナ ヤシ科 ビロウ属

A Lophomyrtus ロフォミルタス フトモモ科 ロフォミルタス

A Loropetalum ロロペタラム マンサク科 トキワマンサク属

A Ludisia ルディシア ラン科 ホンコンシュスラン シュスランは Goodyera
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級 属名 日本での標準的な読み方 科和名（APG分類体系） 旧版の科名 属和名：代表種名あるいは種の総称 簡単な解説
A Lunaria ルナリア アブラナ科 ゴウダソウ属：ゴウダソウ（オオバンソ

ウ、ギンセンソウ）

A Luzula ルズラ イグサ科 スズメノヤリ属：ヌカボシソウ

A Lycium リシウム ナス科 クコ属

A Lyonia リオニア ツツジ科 ネジキ属

A Lysichiton リシキトン サトイモ科 ミズバショウ属 ザゼンソウは Symplocarpus

A Malcolmia マルコルミア アブラナ科 ヒメアラセイトウ属：バージニアストック

A Malpighia マルピギア キントラノオ科 ヒイラギトラノオ属：アセロラ

A Malva マルバ アオイ科 ゼニアオイ属：ムスクマロウ、マロウ

A Malvaviscus マルバビスカス アオイ科 ヒメフヨウ属：マルバビスカス

A Manettia マネッティア アカネ科 カエンソウ属

A Mangifera マンギフェラ ウルシ科 マンゴー属

A Manihot マニホット トウダイグサ科 キャッサバ属：イモノキ（キャッサバ、タ
ピオカ、マンジョカ）

A Matteuccia マッテウシア コウヤワラビ科 オシダ科 クサソテツ属：クサソテツ（コゴミ）

A Mazus マズス サギゴケ科 ゴマノハグサ科 サギゴケ属

A Medinilla メディニラ ノボタン科 ノボタンカズラ属

A Melaleuca メラレウカ フトモモ科 コバノブラシノキ属：ティーツリー、カユ
プテ

A Melia メリア センダン科 センダン属

A Melissa メリッサ シソ科 コウスイハッカ属：コウスイハッカ（レモ
ンバーム）

A Menziesia メンジーシア ツツジ科 ヨウラクツツジ属：ツリガネツツジ Rhododendron に含める見解もある

A Michelia ミケリア モクレン科 ミケリア オガタマノキ類の園芸名として使用

A Milium ミリウム イネ科 イブキヌカボ属

A Mirabilis ミラビリス オシロイバナ科 オシロイバナ属

A Momordica モモルディカ ウリ科 ニガウリ属：ニガウリ（ツルレイシ、ゴー
ヤ）

A Morella モレラ ヤマモモ科 ヤマモモ属 Myrica とする見解もある

A Muehlenbeckia ミューレンベッキア タデ科 カンキチク属：ワイヤープランツ Homalocladium を含む

A Murraya ムラヤ ミカン科 ゲッキツ属

A Nasturtium ナスツルティウム アブラナ科 オランダガラシ属：クレソン 以前は Rorippa

A Nematanthus ネマタンサス イワタバコ科 ネマタンサス

A Neofinetia ネオフィネティア ラン科 フウラン属：フウラン（富貴蘭）

A Nicandra ニカンドラ ナス科 オオセンナリ属：黒ほおずき

A Nipponanthemum ニッポナンセマム キク科 ハマギク属
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A Nuphar ヌファー スイレン科 コウホネ属

A Ochna オクーナ オクナ科 ミッキ－マウスプラント

A Oenanthe オエナンセ、オエナンテ セリ科 セリ属

A Olearia オレアリア キク科 デージーブッシュ

A Omphalodes オンファロデス ムラサキ科 ルリソウ属：ヤマルリソウ、ネイブル
ワート

A Orthosiphon オルトシフォン シソ科 クミスクチン（ネコノヒゲ）属

A Orychophragmus オリコフラグムス アブラナ科 ショカツサイ（ムラサキハナナ）属

A Osbeckia オスベッキア ノボタン科 ヒメノボタン属

A Osmunda オスマンダ ゼンマイ科 ゼンマイ Osmunda としてラン培地に使うのは木
本性シダ

A Osteomeles オステオメレス バラ科 テンノウメ属

A Pachypodium パキポディウム キョウチクトウ科 パキポディウム

A Pandanus パンダナス タコノキ科 タコノキ属：アダン

A Pandorea パンドレア ノウゼンカズラ科 ソケイノウゼン属

A Parnassia パルナッシア ニシキギ科 ウメバチソウ（ユキノシタ）科 ウメバチソウ属：シラヒゲソウ

A Parochetus パロケツス マメ科 ブルークローバー属：ブルークロー
バー（ブルーオキザリス）

A Paulownia パウローニア キリ科 ゴマノハグサ科 キリ属 アオギリは Firmiana

A Pavonia パボニア アオイ科 ヤノネボンテンカ属

A Pecteilis ペクテイリス ラン科 サギソウ属

A Pedilanthus ペディランサス トウダイグサ科 ムカデタイゲキ属：大銀竜（ダイギン
リュウ）

A Perovskia ペロフスキア シソ科 ロシアンセージ

A Persea ペルセア クスノキ科 アボカド属：アボカド（ワニナシ） タブノキは現在は Machilus

A Petasites ペタシテス キク科 フキ属

A Petroselinum ペトロセリナム セリ科 オランダゼリ（オランダミツバ）属：パセ
リ

Apium にも オランダミツバの属和名が
使われる

A Phacelia ファセリア ムラサキ科 ハゼリソウ科 ハゼリソウ属

A Phlomis フロミス シソ科 エルサレムセージ

A Phragmites フラグミテス イネ科 ヨシ属：ヨシ（アシ）、ツルヨシ クサヨシは Phalaris

A Phygelius フィゲリウス ゴマノハグサ科 ケープフクシア属（Cape fuchsia）

A Phylica フィリカ クロウメモドキ科 フィリカ

A Phyllostachys フィロスタキス イネ科 マダケ属：モウソウチク

A Picea ピセア マツ科 トウヒ属：エゾマツ

A Pilosella ピロセラ キク科 コウリンタンポポ属 Hieracium を含む
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A Pimelea ピメレア ジンチョウゲ科 ピメレア

A Pinguicula ピングイクラ タヌキモ科 ムシトリスミレ属

A Pistacia ピスタシア ウルシ科 ランシンボク属：カイノキ（ランシンボ
ク）、ピスタチオ

A Plantago プランタゴ オオバコ科 オオバコ属

A Platycladus プラティクラドゥス ヒノキ科 コノテガシワ属

A Pleiospilos プレイオスピロス ハマミズナ科 帝玉（テイギョク）

A Pogonatherum ポゴナセラム イネ科 イタチガヤ属：バンブーグラス

A Polemonium ポレモニウム ハナシノブ科 ハナシノブ属

A Polygala ポリガラ ヒメハギ科 ヒメハギ属

A Polypodium ポリポジウム ウラボシ科 エゾデンダ属 シシバタニワタリは Microsorum

A Polyspora ポリスポラ ツバキ科 タイワンツバキ属

A Pontederia ポンテデリア ミズアオイ科 ポンテデリア

A Portulacaria ポーチュラカリア ディディエレア科（カナボウノキ科） スベリヒユ科 イチョウギ スベリヒユ科とする見解もある

A Prunella プルネラ シソ科 ウツボグサ属：セイヨウウツボグサ（セ
ルフヒール）

A Pseuderanthemum プセウデランセマム キツネノマゴ科 エランセムムモドキ属

A Psidium プシディウム フトモモ科 バンジロウ属：バンジロウ（グアバ）

A Psilotum プシロツム マツバラン科 マツバラン属

A Pteridium プテリディウム コバノイシカグマ科 ワラビ属

A Pueraria プエラリア マメ科 クズ属

A Pulmonaria プルモナリア ムラサキ科 ハイゾウソウ属：ラングウォート

A Puschkinia プシュキニア キジカクシ科（クサスギカズラ科） プシュキニア

A Ratibida ラティビダ キク科 コバレンギク属

A Rehmannia レーマニア ジオウ科 イワタバコ科 ジオウ属：セダカセンリゴマ

A Reineckea ライネッケア キジカクシ科（クサスギカズラ科） スズラン（ユリ）科 キチジョウソウ属

A Reinwardtia レインワルティア アマ科 キバナアマ属 アマは Linum

A Rhaphiolepis ラフィオレピス バラ科 シャリンバイ属

A Rheum レウム タデ科 ダイオウ属：カラダイオウ（ルバーブ）

A Rhipsalis リプサリス サボテン科 リプサリス

A Rhodochiton ロドキトン オオバコ科 ゴマノハグサ科 ロドキトン

A Rhodoleia ロドレイア マンサク科 ロドレイア（シャクナゲモドキ）

A Rhynchospora リンコスポラ カヤツリグサ科 ミカヅキグサ属：シラサギスゲ、ディク
ロメナ、シューティングスター

Dichromena を含む

A Ricinus リシヌス トウダイグサ科 トウゴマ属：トウゴマ（ヒマ）
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級 属名 日本での標準的な読み方 科和名（APG分類体系） 旧版の科名 属和名：代表種名あるいは種の総称 簡単な解説
A Robinia ロビニア マメ科 ハリエンジュ属：ハリエンジュ（ニセアカ

シア）
アカシアは Acacia

A Rochea ロケア ベンケイソウ科 ロケア属 園芸名として使用。現在は Crassula

A Romulea ロムレア アヤメ科 ロムレア

A Rumex ルーメックス タデ科 ギシギシ属：スイバ

A Russelia ルッセリア オオバコ科 ゴマノハグサ科 ハナチョウジ属

A Ruta ルタ ミカン科 ヘンルーダ属：ヘンルーダ（ルー）

A Sagittaria サジッタリア オモダカ科 オモダカ属：クワイ

A Salpiglossis サルピグロッシス ナス科 サルメンバナ属

A Sambucus サンブクス ガマズミ（レンプクソウ）科 スイカズラ科 ニワトコ属

A Santolina サントリナ キク科 ワタスギギク（ラベンダーコットン、コット
ンラベンダー）

A Saponaria サポナリア ナデシコ科 サボンソウ属：サボンソウ（ソープワー
ト）

A Sarcococca サルココッカ ツゲ科 サルココッカ（コッカノキ）属

A Saussurea サウスレア キク科 トウヒレン属

A Schisandra スキサンドラ マツブサ科 マツブサ属：チョウセンゴミシ

A Schizophragma スキゾフラグマ アジサイ科 アジサイ（ユキノシタ）科 イワガラミ属 新エングラー体系ではユキノシタ科

A Schoenoplectus ショエノプレクタス カヤツリグサ科 フトイ属：フトイ、サンカクイ イグサは Juncus

A Sciadopitys サイアドピティス コウヤマキ科 コウヤマキ属 イヌマキは Podocarpus

A Scirpus スキルプス カヤツリグサ科 アブラガヤ属 園芸名として使用

A Sechium セキウム ウリ科 ハヤトウリ属

A Senna センナ マメ科 センナ属：ハナセンナ、エビスグサ、ハ
ブソウ

A Sequoia セコイア ヒノキ科 スギ科 セコイア（イチイモドキ）属

A Serissa セリッサ アカネ科 ハクチョウゲ属：ダンチョウゲ

A Sesamum セサマム ゴマ科 ゴマ属

A Shortia ショルティア イワウメ科 イワウチワ属 イワカガミは Schizocodon

A Sidalcea シダルセア アオイ科 キンゴジカモドキ属

A Sorbaria ソルバリア バラ科 ホザキナナカマド属：ニワナナカマド
（チンシバイ）

ナナカマドは Sorbus

A Sparaxis スパラキシス アヤメ科 スパラキシス、スイセンアヤメ

A Spiloxene スピロキシネ キンバイザサ科 コキンバイザサ（ヒガンバナ）科 スピロキシネ

A Stachyurus スタキウルス キブシ科 キブシ属

A Stapelia スタペリア キョウチクトウ科 ガガイモ科 スタペリア属

A Stauntonia ストーントニア アケビ科 ムベ属 アケビは Akebia
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A Steirodiscus ステイロディスカス キク科 マーガレットコスモス、ガモレピス Gamolepis を含む

マーガレットコスモスの園芸名として使
用
マーガレットコスモスは現在は Euryops

A Stemona ステモナ ビャクブ科 ビャクブ（ユリ）科 ビャクブ、リキュウソウ

A Stenotaphrum ステノタフルム、ステノタフラム イネ科 イヌシバ属：セントオーガスチングラス

A Stevia ステビア キク科 ステビア属

A Stewartia ステワルティア ツバキ科 ナツツバキ属：ヒメシャラ

A Stipa スティパ イネ科 ハネガヤ属

A Streptosolen ストレプトソレン ナス科 マーマレードノキ

A Styphnolobium スティフノロビウム マメ科 エンジュ属 ハリエンジュは Robinia

A Styrax スタイラックス、スティラックス エゴノキ科 エゴノキ属：ハクウンボク

A Swainsona スワインソナ マメ科 デザートピー属 Clianthus として流通

A Symphytum シンフィツム ムラサキ科 ヒレハリソウ属：コンフリー

A Symplocos シンプロコス ハイノキ科 ハイノキ属：サワフタギ

A Tabebuia タベブイア ノウゼンカズラ科 キンレイジュ属：モモイロノウゼン

A Tabernaemontana タベルナエモンタナ キョウチクトウ科 サンユウカ属

A Tacca タッカ タシロイモ科 タシロイモ属：ブラックバットフラワー

A Talinum タリナム ハゼラン科 スベリヒユ科 ハゼラン属：クサハナビ

A Tamarix タマリックス、タマリクス ギョリュウ科 ギョリュウ属 ギョウリュウモドキは Calluna

A Taraxacum タラキサカム キク科 タンポポ属 コウリンタンポポは Pilosella
モモイロタンポポは Crepis

A Taxodium タクソディウム ヒノキ科 スギ科 ヌマスギ属：ヌマスギ（ラクウショウ）

A Tecoma テコマ ノウゼンカズラ科 タチノウゼン属：ヒメノウゼンカズラ

A Telopea テロペア、テロピア ヤマモガシ科 テロペア属：ワラタ（Telopea
speciosissima）

A Ternstroemia テルンストレーミア モッコク（サカキ、ペンタフィラクス）科 ツバキ科 モッコク属

A Thalictrum タリクトラム キンポウゲ科 カラマツソウ属 バイカカラマツは Anemonella

A Theobroma テオブロマ アオイ科 アオギリ科 カカオ属：カカオノキ

A Thermopsis テルモプシス マメ科 センダイハギ属 ムラサキセンダイハギは Baptisia

A Thunbergia ツンベルギア キツネノマゴ科 キツネノマゴ（ヤハズカズラ）科 ヤハズカズラ属

A Tilia ティリア アオイ科 シナノキ科 シナノキ属：ボダイジュ、ヘラノキ インドボダイジュは Ficus

A Tithonia チトニア キク科 ニトベギク属：メキシコヒマワリ

A Tolmiea トルミエア ユキノシタ科 ピギーバックプランツ

A Torreya トレヤ イチイ科 カヤ属 イヌガヤは Cephalotaxus
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A Trachycarpus トラキカルプス ヤシ科 シュロ属 シュロチクは Rhapis

ソテツジュロは Phoenix

A Trillium トリリウム シュロソウ科 エンレイソウ（ユリ）科 エンレイソウ属

A Tristagma トリスタグマ ヒガンバナ科 ネギ（ユリ）科 ハナニラ Ipheion を含む

A Tritonia トリトニア アヤメ科 ヒメトウショウブ属

A Trollius トロリウス キンポウゲ科 キンバイソウ属

A Tsuga ツガ マツ科 ツガ属：コメツガ

A Tussilago トゥシラーゴ、ツッシラゴ キク科 フキタンポポ属

A Ulmus ウルムス ニレ科 ニレ属：アキニレ、ハルニレ、オヒョウ

A Utricularia ウトリクラリア タヌキモ科 タヌキモ属：ミミカキグサ

A Vaccaria バッカリア ナデシコ科 ドウカンソウ属：ヒメシャボンソウ Saponaria の名で流通

A Valeriana バレリアナ スイカズラ科 オミナエシ科 カノコソウ属

A Veltheimia ベルセミア キジカクシ科（クサスギカズラ科） ヒアシンス（ユリ）科 ベルセイミア

A Verbascum バーバスカム ゴマノハグサ科 モウズイカ属

A Veronicastrum ベロニカストラム オオバコ科 ゴマノハグサ科 クガイソウ属

A Victoria ビクトリア スイレン科 スイレン（オニバス）科 オオオニバス属 オニバスは Euryale

A Vigna ビグナ マメ科 ササゲ属：アズキ キササゲは Catalpa

A Washingtonia ワシントニア ヤシ科 ワシントンヤシ属：ワシントンヤシ（オキ
ナヤシ）、ワシントンヤシモドキ（オニ
ジュロ）

A Watsonia ワトソニア アヤメ科 ヒイロヒオウギ属

A Wedelia ウェデリア キク科 アメリカハマグルマ Sphagneticola、Melanthera とする見解
もある

A Xanthium キサンチウム キク科 オナモミ属

A Xanthosoma キサントソーマ サトイモ科 センネンイモ属：ヤバネイモ（アメリカサ
トイモ）

A Zaluzianskya ザルジアンスキア ゴマノハグサ科 サクラカラクサ属：ナイトフロックス

A Zamia ザミア ザミア科 ザミア属：ヒロハザミア、フロリダソテツ

A Zanthoxylum ザントキシラム ミカン科 サンショウ属

A Zelkova ゼルコバ ニレ科 ケヤキ属

A Zenobia ゼノビア ツツジ科 スズランノキ Oxydendrum arboreum もこの名で流通
する

A Ziziphus ジジフス クロウメモドキ科 ナツメ属
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