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参考文献リスト 

 

 技術資料（案）の作成にあたり参考とした文献を以下に示す。 

 

項目 概要 
第１編 
 第１章 ・地域生態系の保全に配慮した法面緑化工の手引き（国総研資料 第 722号） 

・造園用語辞典（東京農業大学造園学科編 彰国社） 
・環境緑化の辞典（日本緑化工学会編集 朝倉書店） 

 第２章 １）生物多様性保全のため国土区分（試案）（1997）環境庁, 生物多様性保全の

ため国土区分  (試案 )及び区域ごとの重要地域情報（試案 )について ,  
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=2356（2018.2.6確認） 

２）生物多様性保全のための緑化植物の取り扱い方に関する提言（日本緑化工

学会 2002）http://www.jsrt.jp/tech/teigen2002.html（2018.1.31確認） 
３）自然公園における法面緑化指針解説編（環境省 平成 27年 10月） 

    http://www.env.go.jp/press/101554.html（2018.1.31確認） 
 第３章 ・絶滅危惧植物種子の収集・保存等に関するマニュアル 環境省自然環境局 

2009.2 
・「身近な草木の実とタネハンドブック」多田多恵子著 2010 文一総合出版 

 第４章 － 
 第５章 － 
第２編 
 第１章 別表を参照 
 第２章 
第３編 
 第１章 － 
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別表 1 書籍からの出典 

No. 項目 著者・監修者 発行年 出版社 

1 山渓カラー名鑑 日本の野草 川崎吉光 1983 (株）山と渓谷社 

2 日本の野生植物Ⅰ 佐竹義輔・大井次

三郎・北村四郎・

亘理俊次・冨成忠

夫 

1982 (株)平凡社 

3 日本の野生植物Ⅱ 1982 

4 日本の野生植物Ⅲ 1981 

5 花のさんぽみち 野草コース山野草ガイド (財)公園緑地管

理財団 

2004 (財)公園緑地管理財団 

6 原色図鑑 芽ばえと種 浅野貞夫 1995 (株）全国農村教育協会 

7 日本植物種子図鑑 中山至大・南谷忠

志・井之口希秀 

2004 東北大学出版会 

8 白山高山帯・亜高山帯における低地性植物の分布

について（4）高山帯および亜高山帯上部で新た

に確認されたオオバコの分布 

中山祐一郎・野上

達也・柳生敦志 

2005 石川県白山自然保護セ

ンター研究報告 第 32

集 

9 身近な雑草の芽生えハンドブック 浅井元朗 2012 (株）文一総合出版 

10 身近な草木の実とタネハンドブック 多田多恵子 2010 (株）文一総合出版 

11 山渓カラー名鑑 日本の樹木 川崎吉光 1985 (株）山と渓谷社 

12 かれんな花を楽しむはじめての山野草 102種 君島正彬 2005 成美堂出版 

13 俳句の花図鑑 復本一郎 2008 成美堂出版 

14 万葉集とめぐる野歩き植物ガイド（春～初夏） 山田隆彦・山津京

子 

2013 (株)太郎次郎社エディ

タス 15 万葉集とめぐる野歩き植物ガイド（夏～初秋） 

16 万葉集とめぐる野歩き植物ガイド（秋～冬） 

17 【新版】おいしく食べる山菜・野草/ 高野昭人 2013 (株)世界文化社 

18 身近な薬用植物 指田豊・木原浩 2013 (株)平凡社 

19 フィールドベスト図鑑 日本の有毒植物 佐竹元吉 2012 (株)学研教育出版 

20 毒草・薬草事典 船山信次 2012 SBクリエイティブ(株) 

21 花手帖 2015 山と渓谷社 (公)日本植物友

の会 

2014 (株)山と渓谷社 

22 山渓ハンディ図鑑 野に咲く花/ 川崎吉光 1989 (株)山と渓谷社 

23 緑化樹の病害診断（2）葉の病害（グリーンエー

ジ 1975/3） 

小林享夫 1975 （一財）日本緑化セン

ター 

24 中部山岳地帯針葉樹の主要さび病に関する研究 浜武人 1987 林業試験場研究報告第

343号 

25 月刊 建設物価 2013年 3月号 一般財団法人 

建設物価調査会 

2013 一般財団法人 建設物

価調査会 

26 長期間乾燥貯蔵した在来草本種子の発芽率推移 中村華子・宇津木

栄津子・橘隆一・

福永健司 

2009 日本緑化工学会誌 第

35巻/第 1号 
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別表 2 ホームページからの出典 

No. 項目 URL（確認日） 

a 松江の花図鑑 http://matsue-hana.com/  （2015/02/20） 

b 伊吹山に見られる植物写真図鑑 http://www.ds-j.com/nature/ibuki/flower/ 

html/akinokirin.html  （2015/02/20） 

c みんなの花図鑑 http://minhana.net/zukan/  （2015/02/20） 

d みんなの趣味の園芸 http://www.shuminoengei.jp/?m=pc&a=page_p_top （2015/02/20） 

e 新・花と緑の詳しい図鑑 http://garden-vision.net/flower/ 

flower-bunki_moto.html （2015/02/20） 

f 日本のレッドデータ検索システム http://www.jpnrdb.com/index.html （2015/02/20） 

g 公益社団法人日本薬草学会 今月

の薬草 

http://www.pharm.or.jp/herb/ 

lfx-index-YM-201109.htm （2015/02/20） 

h 植物図鑑・撮れたてドットコム http://www.plantsindex.com/ （2015/02/20） 

i 四季の山野草図鑑 http://www.sanyasou.com/index/idx_flame.ht m （2015/02/20） 

j 多摩の緑爺の「多摩丘陵の植物と里

山の研究室」 

http://www.geocities.jp/tama9midorijii/ 

ptop/sakuin.html （2015/02/20） 

k 四季の山野草 http://www.ootk.net/shiki/ （2015/02/20） 

l 切畑家庭菜園(ウドの栽培） http://www.jttk.zaq.ne.jp/bajwp500/index/ 

hinshubetsu/sansai/udo/udo.htm （2015/02/20） 

m 野山の花たち －東北と関東甲信

越の花－ 

http://hanatachi.sakura.ne.jp/main_top.html （2015/02/20） 

n BotanyWEB http:/www.biol.tsukuba.ac.jp/~algae/ 

BotanyWEB/top.html （2015/02/20） 

o ガーデニング花図鑑 http://sodatekata.net/ （2015/02/20） 

p 三河の野草 http://mikawanoyasou.org/index.htm （2015/02/20） 

q 河川水辺の国勢調査 http://mizukoku.nilim.go.jp/ksnkankyo/ （2015/02/20） 

r 愛媛県レッドデータブック ～愛媛

県の絶滅の恐れのある野生生物～ 

http://www.pref.ehime.jp/030kenminkankyou/ 

080shizenhogo/00004541040311/index.html （2015/02/20） 

s 西宮の湿生・水生植物 http://plants.minibird.jp/index.html （2015/02/20） 

t イー薬草・ドット・コム http://www.e-yakusou.com/ （2015/02/20） 

u 花しらべ・花図鑑 http://hanazukan.hanashirabe.com/index.php （2015/02/20） 

v 重井薬用植物園 http://www.shigei.or.jp/herbgarden/ （2015/02/20） 

w ウィキペディア http://ja.wikipedia.org/wiki/ （2015/02/20） 

x 草花遊び http://www.ne.jp/asahi/miri/room/asobi.html （2015/02/20） 

y NPO法人シニア自然大学校インター

プリテーション 

http://inpri.net/newpage11.html （2015/02/20） 

z 歳時記 http://page.freett.com/sirahige/ （2015/02/20） 

A レッドデータブックとちぎ http://www.pref.tochigi.lg.jp/shizen/sonota/ 

rdb/index.html （2015/02/20） 

B デジタル植物園 http://sigesplants.chicappa.jp/index.html （2015/02/20） 

C 病害虫図鑑 （岡山県農林水産部農

産課） 

http://www.nousou.jp/zukan/index.html （2015/02/20） 

D ～ガーデニング・園芸・家庭菜園・

くらしの情報サイト～eグリーンコ

ミュニケーション病害虫ナビ 

http://www.sc-engei.co.jp/navi/ （2015/02/20） 

E 岡山理科大学総合情報学部生物地

球システム学科 植物生態研究室

（波田研）植物雑学事典 

http://had0.big.ous.ac.jp/plantsdic/ 

zatsugakujiten.htm （2015/02/20） 

F WEB版 BGPlants YList植物名検

索 

http://bean.bio.chiba-u.jp/bgplants/ 

ylist_srch_easy.html （2015/02/20） 

G 歴史公文書探求サイト ぶん蔵 http://www.bunzo.jp/archives/entry/001684.html （2015/02/20） 

H      JA農業 雑草図鑑 http://www.agri.zennoh.or.jp/visitor/appines/ 

zassou/default.asp （2015/02/20） 

I 鼻のおまもり biennet.jp  http://biennet.jp/library/lib_spring.html
（2015/02/20） 

J 地域別花粉症原因植物情報 http://www.nippon-shinyaku.co.jp/healthy/seasonal/ 

contents_2_3.html （2015/02/20） 

K 嵐山町 web博物誌 注意すべき植物 http://www.ranhaku.com/web02/c3/3_00.html （2015/02/23） 

 


