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FLORA【植物界】
(PLANTS)（植物類）
AGAVACEAE〈リュウゼツラン科〉 Agaves（アガヴェ類）

Agave parviflora
（アガヴェ・パルヴィフロラ）
［Little Princess agave; Santa Cruz
striped agave］

Agave victoriae-reginae #4
笹の雪（アガヴェ・ヴィクトリアイ－レ
ギナイ）
［Queen Agave; Queen Victoria
Agave］
Nolina interrata
（ノリナ・インテルラタ）
［Dehasa bear-grass, San Diego
bear-grass］

Yucca queretaroensis
（ユッカ・ケレタロエンシス）
AMARYLLIDACEAE〈ヒガンバナ科〉 Snowdrops, sternbergias（マツユキソウ類、ステルンベルギア類）

Galanthus spp. #4
ガラントゥス属全種
［Snow drop］
Sternbergia spp. #4
ステルンベルギア属全種
ANACARDIACEAE 〈ウルシ科〉 Cashews(カシュー類)
Operculicarya decaryi
（オペルクリカリア・デカリー）
[Jabily, elephant tree]

Operculicarya hyphaenoides
（オペルクリカリュア・ヒュファイノイデ
ス）

Operculicarya pachypus
（オペルクリカリュア・パキュプス）
APOCYNACEAE〈キョウチクトウ科〉 Elephant trunks, hoodias（エレファント・トランク類、フーディア）

Hoodia spp. #9
フーディア属全種
[Hoodia]

Pachypodium ambongense

Pachypodium spp. #4
パキュポディウム属全種
（附属書Ⅰに掲げる種を除く。）
［Elephant's trunk］

（パキュポディウム・アンボンゲンセ）
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Pachypodium baronii
（パキュポディウム・バロニイ）

Pachypodium decaryi
（パキュポディウム・デカリュイ）

Rauvolfia serpentina #2
インドジャボク
［Snake-root devil-pepper］

ARALIACEAE〈ウコギ科〉 Ginseng（チョウセンニンジン）

Panax ginseng #3
チョウセンニンジン
［Ginseng; Red ginseng］
（ロシア連邦の個体群に限る。他の
個体群は、附属書に掲げない。）

Panax quinquefolius #3
アメリカニンジン
［American ginseng］
ARAUCARIACEAE〈ナンヨウスギ科〉 Monkey-puzzle tree（チリマツ）

Araucaria araucana
チリーマツ
［Monkey puzzle］
ASPARAGACEAE（キジカクシ科 ／アスパラガス科 ）

Includes ponytail palms （ポニーテールヤシを含む）

Beaucarnea spp.
ボーカルネア属全種
［ponytail palm／Nolina］
BERBERIDACEAE〈メギ科〉 May-apple（ハッカクレン類）

Podophyllum hexandrum #2
ヒマラヤハッカクレン
［Himilayan may-apple］
BROMELIACEAE〈アナナス科〉 Air plants, bromelias（エアー・プラント類、ブロメリア類）

Tillandsia harrisii #4
（ティルランドスィア・ハルリスィイ）
［Harris' tillandsia］
Tillandsia kammii #4
（ティルランドスィア・カンミイ）
［Kamm's tillandsia］
Tillandsia xerographica #4
（ティルランドスィア・クセログラフィカ）
［Xerographic tillandsia］
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CACTACEAE〈サボテン科〉 Cacti（サボテン類）

Ariocarpus spp.
牡丹属全種
［Living rock cacti］

Astrophytum asterias

CACTACEAE spp. (注１) #4
サボテン科全種
［Cactus］
（附属書Ⅰに掲げる種並びに
Pereskia spp. （コノハサボテン属全
種.）、 Pereskiopsis spp .（ペレスキオ
プシス属全種）及び Quiabentia spp.
（クィアベンティア属全種）を除く。）

兜丸
［Star cactus］

Aztekium ritteri
花籠
［Aztec cactus］

Coryphantha werdermannii
精美丸
［Jabali pincushion cactus］

Discocactus spp.
ディスコカクトゥス属全種
［Discocacti］

Echinocereus ferreiranus
lindsayi
リンドサイ
［Lindsay's cactus］
〈ferreiranus lindsayorumから学名
変更〉

Echinocereus schmollii
（エキノケレウス・スクモルリイ）
［Lamb's-tail cactus］

Escobaria minima
（エスコバリア・ミニマ）
［Nellie's cory cactus; Nelle' cactus］

Escobaria sneedii
（エスコバリア・スネエディイ）
［Sneed's pincushion cactus;
Sneeds's cory cactus; Lee
pincushion cactus］

Mammillaria pectinifera
白斜子
［Conchilinque］
（ ssp. solisioides (亜種のマンミルラ
リア・ソリスィオイデス）［Pitayita］を含
む。）

Melocactus conoideus
（メロカクトゥス・コノイデウス）
［Conelike turl's-cap cactus］

-3-

Melocactus deinacanthus
（メロカクトゥス・デイナカントゥス）
［Wonderfully-bristled Turk's-cap
cactus］

Melocactus glaucescens
（メロカクトゥス・グラウケスケンス）
［Wooly waxy-stemmed Turk's-cap
cactus］

Melocactus paucispinus
（メロカクトゥス・パウキスピヌス）
［Few-spined Turk's-cap cactus］

Obregonia denegrii
帝冠
［Obregonita; Artichoke cactus］

Pachycereus militaris
黄金の帽子
［Grenadier's cap; Teddy-bear
cactus ］

Pediocactus bradyi
（ペディオカクトゥス・ブラデュイ）
［Brady's Pincushion Cactus］

Pediocactus knowltonii
（ペディオカクトゥス・クノウルトニイ）
［Knowlton's minature cactus;
Knowlton's cactus; Knowlton's
pincushion cactus］

Pediocactus paradinei
（ペディオカクトゥス・パラディネイ）
［Park Pincushion-cactus; Kaibab
pincushion cactus; Houserock valley
cactus］

Pediocactus peeblesianus
（ペディオカクトゥス・ペエブレスィアヌ
ス）
［Peebles' Navajo cactus］

Pediocactus sileri
天狼
［Siler's Pincushion Cactus］

Pelecyphora spp.
ペレキュフォラ属全種
［Pine cane cactus］

Sclerocactus blainei
Sclerocactus brevihamatus ssp.
tobuschii
（スクレロカクトゥス・ブレヴィハマトゥ
ス（ssp.）トブスキイ）

Sclerocactus brevispinus
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（スクレロ・ブレビスピヌス）
[Pariette cactus]

Sclerocactus cloverae
（スクレロカクトゥス・クロベリアエ）

Sclerocactus erectocentrus
（スクレロカクトゥス・エレクトケントル
ス）
〔Tonopah fishhook cactus〕

Sclerocactus glaucus
（スクレロカクトゥス・グラウクス）
［Vinta Basin hookless cactus］

Sclerocactus mariposensis
（スクレロカクトゥス・マリポセンスィス）
［Lloyd's mariposa cactus］

Sclerocactus mesae-verdae
月想曲
［Mesa-Verde cactus］

Sclerocactus nyensis
（スクレロカクトゥス・ニェンスィス）
[Tonopah Fishhook Cactus, Nye

county fish-hook cactus]
Sclerocactus papyracanthus
（スクレロカクトゥス・パピュラカントゥ
ス）
［Paper-spine pincushion cactus;
Grama-grass cactus］

Sclerocactus pubispinus
（スクレロカクトゥス・プビスピヌス）
[Great basin fishhook cactus ]

Sclerocactus sileri
（スクレロカクトゥス・シレリ）
[Siler fishhook cactus]

Sclerocactus wetlandicus
（スクレロカクトゥス・ウェトランディク
ス）
[Uinta Basin hookless cactus]

Sclerocactus wrightiae
（スクレロカクトゥス・ウリグティアイ）
［Wright's fishhook cactus］

Strombocactus spp.
ストロンボカクトゥス属全種（菊水）

Turbinicarpus spp.
トゥルビニカルプス属全種

Uebelmannia spp.
ウェベルマンニア属全種
注１ 次の人工的に繁殖させた交配種又は栽培品種の標本は、この条約の適用を受けない。
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・ Hatiora (ハティオラ)と graeseri (グライセリ)の交配種
・ Schlumbergera (スクルンベルゲラ)と buckleyi (ブクレイイ)の交配種
・ Schlumbergera russelliana (スクルンベルゲラ・ルセルリアナ)と Schlumbergera truncata (スクルンベルゲ
ラ・トルンカタ)との交配種
・ Schlumbergera orssichiana (スクルンベルゲラ・オルスィキアナ)と Schlumbergera truncata (スクルンベル
ゲラ・トルンカタ)との交配種
・ Schlumbergera opuntioides (スクルンベルゲラ・オプンティオイデス)と Schlumbergera truncata (スクルン
ベルゲラ・トルンカタ)との交配種
・ Schlumbergera truncata (スクルンベルゲラ・トルンカタ)の栽培品種
・ Harrisia 'Jusbertii' (ハルリスィア「ユスベルティイ」)、 Hylocereus trigonus (ヒュロケレウス・トリゴヌス)又は
Hylocereus undatus(ヒュロケレウス・ウンダトゥス)の台木により接ぎ木されたサボテン科(spp.)の色素突然
変異体
・ Opuntia microdasys (オプンティア・ミクロダスュス)の栽培品種
CARYOCARACEAE〈バタナット科〉 Ajo（アジョ）

Caryocar costaricense #4
コスタリカバタナットノキ
〔Costus〕
COMPOSITAE (Asteraceae)〈キク科〉 Kuth（クス）

Saussurea costus
木香
［Kostus; Kuth; Costus root］
CUCURBITACEAE〈ウリ科〉 Melons, gourds, cucurbits（メロン、ウリ、キュウリ）

Zygosicyos pubescens
（ズュゴスィキュオス・プベスケンス）

Zygosicyos tripartitus
（ズュゴスィキュオス・トリパルティトゥ
ス）
CUPRESSACEAE〈ヒノキ科〉 Alerce, cypresses（アレルセ、チリヒノキ）

Fitzroya cupressoides
アレルセ
［Alerce;Patagonian cypress; Chilean
false larch］

Pilgerodendron uviferum
ピルゲロデンドロン・ウヴィフェルム
［Pilgerodendoron］

Widdringtonia whytei
ムランジェスギ
[ Mulanje cypress, Mulanje cedar,
Mulanje cedarwood ]

CYATHEACEAE〈ヘゴ科〉 Tree-ferns（木生シダ類）

Cyathea spp. #4
キュアテア属全種
［Tree ferns］
CYCADACEAE〈ソテツ科〉 Cycads（ソテツ類）

Cycas beddomei

CYCADACEAE spp. #4
ソテツ科全種
（附属書Ⅰに掲げる種を除く。）

チャボソテツ
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（キュカス・ベドメイ）

DICKSONIACEAE〈タカワラビ科〉 Tree-ferns（木生シダ類）

Cibotium barometz #4
タカワラビ
[ Lamb of Tartary, Chain Fern

Rhizome, Cibotum, Cibot
Rhizome, Cibota ]
Dicksonia spp. #4
ディクソニア属全種
（米州産の個体群に限る。他の個体
群は附属書に掲げない。）
DIDIEREACEAE〈ディディエレア科〉 Alluaudias, didiereas（アリュオーディア類、ディディエレア類）

DIDIEREACEAE spp. #4
ディディエレア科全種
DIOSCOREACEAE〈ヤマノイモ科〉 Elephant's foot, kniss（エレファント・フット、ニス）

Dioscorea deltoidea #4
（ディオスコレア・デルトイデア）
［Elephant's foot］
DROSERACEAE〈モウセンゴケ科〉 Venus' flytrap（ハエトリソウ）

Dionaea muscipula #4
ハエトリグサ
［Venus flytrap］
EBENACEAE〈カキノキ科〉 Ebonies （エボニー）

Diospyros spp. #5
カキノキ属 全 種
（コクタン,エボニー）
（マダガスカルの個体群に限る。他の
個体群は附属書に掲げない。）
[ebony, persimmon trees]
EUPHORBIACEAE〈トウダイグサ科〉 Spurges（トウダイグサ類）

Euphorbia spp. #4
トウダイグサ属全種
［Spurges; Euphorbias］
（附属書Ⅰに掲げる種を除く。多肉組
織を有する植物の種に限る。
Euphorbia trigona (エウフォルビア・
トリゴナ)の栽培変種の人工的に繁殖
させた標本は、この条約の適用を受
けない。また、 Euphorbia neriifolia
（エウフォルビア・ネリイフォリア）の人
工的に繁殖させた台木に接がれた場
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Euphorbia ambovombensis
（ボヴォンベンスィス）

Euphorbia capsaintemariensis
（エウフォルビア・カプサインテマリエ
ンスィス）

Euphorbia cremersii
（エウフォルビア・クレメルスィイ）
（ forma viridifolia (フォルマ・ヴィリ
ディフォリア)及び var.rakotozafyi (変
種のラコトザフュイ)を含む。）

合には、 Euphorbia lactea （エウフォ
ルビア・ラクテア）の羽毛、扇形又は
突然変異色の人工的に繁殖させた
標本及び１００個体以上で取引され、
かつ、人工的に繁殖させたものであ
ることが容易に認識できる場合には、
Euphorbia ‘Milii’ （エウフォルビア・
ミリイ）の栽培変種を人工的に繁殖さ
せた標本は、この条約の適用を受け
ない。 Euphorbia misera （エウフォ
ルビア・ミセラ）を除く。

Euphorbia cylindrifolia
（エウフォルビア・キュリンドリフォリア
） （ ssp. tuberifera (亜種のトゥベリフ
ェラ)を含む。）

Euphorbia decaryi
（エウフォルビア・デカリュイ）
（ vars.ampanihyensis 変種の（アン
パニヒュエンスィス)、 robinsonii (ロビ
ンソニイ)及び spirosticha (スピロステ
ィカ)を含む。）

Euphorbia francoisii
（エウフォルビア・フランコイスィイ）

Euphorbia moratii
（エウフォルビア・モラティイ）
（ vars.antsingiensis 変種の（アント
スィンギエンスィス）、 bemarahensis (
ベマラヘンスィス)及び multiflora (ム
ルティフロラ)を含む。）

Euphorbia parvicyathophora
（エウフォルビア・パルヴィキュアトフォ
ラ）

Euphorbia quartziticola
（エウフォルビア・カルツィティコラ）

Euphorbia tulearensis
（エウフォルビア・トゥレアレンスィス）

FAGACEAE〈ブナ科〉Beeches

Quercus mongolica #5 （ロシア
連邦）
モンゴリナラ
[Mongolian Oak]

FOUQUIERIACEAE〈フォウキエリア科〉 Ocotillos（オコティロ類）

Fouquieria columnaris #4
観峰(宝)玉＝カンポウギョク
（フォウキエリア・コルンナリス）
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［Boojum tree］

Fouquieria fasciculata
（フォウキエリア・ファスキクラタ）
［Arbol del barril］

Fouquieria purpusii
（フォウキエリア・プルプスィイ）
GNETACEAE〈グネツム科〉

Gnetums〈グネツム属〉

Gnetum montanum #1
(ネパール)
JUGLANDACEAE〈クルミ科〉 Gavilan（ガビラン）

Oreomunnea pterocarpa #4
（オレオムネア・プテロカルパ）

LAURACEAE〈クスノキ科〉 Laurels（月桂樹）

Aniba rosaeodora #12
（アニバ・ロサイオドラ）
[Brazilian rosewood, Rosewood
tree]
LEGUMINOSAE (Fabaceae)〈マメ科〉 Afrormosia, cristobal, palisander, rosewood, sandalwood（アフロルモシア
、パナマ・ローズウッド、シタン、ブラジリアン・ローズウッド、レッドサンダー）
Dalbergia spp. #15
ツルサイカチ属全種
（シタン、ローズウッド）
[rosewood]
（附属書Ⅰに掲げる種を除く）

Guibourtia demeusei #15
（グイボウルティア・デメウセイ）
[Bubinga, Kenvazingo]

Dalbergia nigra
ブラジリアンローズウッド
［Brazilian rosewood］

Guibourtia pellegriniana #15
（グイボウルティア・ペレグリニアナ）
[Bubinga, Kenvazingo]
Guibourtia tessmannii #15
（グイボウルティア・テスマニ）
[Bubinga, Kenvazingo]

Paubrasilia echinata #10
ブラジルボク
［Brasil wood］
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Dipteryx panamensis
（コスタリカ、ニカラグア）
（ディプテリュクス・パナメンスィス）

〈Caesalpinia echinataから学名変更〉

Pericopsis elata #17
アフロルモシア
［Afrormosia; African teak］

Platymiscium parviflorum #4
グラナディロ，マカカウバ
［macawood, granadillo, masawood］
〈Platymiscium pleiostachyumから学
名変更〉

Pterocarpus erinaceus
アフリカローズウッド
[West African Rosewood]

Pterocarpus santalinus #7
レッドサンダー,紅木
［Red Sandalwood; Saunderswood］
Pterocarpus tinctorius #6
アフリカンパドック
[ Bloodwood ]

Senna meridionalis
センナ・メリディオナリス

LILIACEAE〈ユリ科〉 Aloes（アロエ類）

Aloe albida

Aloe spp. #4
アロエ属全種
［Aloes］
（附属書Ⅰに掲げる種を除く。また、
Aloe vera(アロエ・ヴェラ)及び附属書
に掲げられていない Aloe
barbadensis (アロエ・バルバデンスィ
ス)として言及されているものを除く。）

（アロエ・アルビダ）

Aloe albiflora
雪女王
（アロエ・アルビフロラ、雪女王）

Aloe alfredii
（アロエ・アルフレディイ）

Aloe bakeri
（アロエ・バケリ）

Aloe bellatula
（アロエ・ベルラトゥラ）
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Aloe calcairophila
（アロエ・カルカイロフィラ）

Aloe compressa
（アロエ・コンプレサ）
（ vars.paucituberculata （変種のパ
ウキトゥベルクラタ）、 rugosquamosa
（ルゴスカモサ）及び schistophila （ス
キストフィラ）を含む。）

Aloe delphinensis
（アロエ・デルフィネンスィス）

Aloe descoingsii
（アロエ・デスコイングスィイ）

Aloe fragilis
（アロエ・フラギリス）

Aloe haworthioides
羽生綿
（アロエ・ハウォルティオイデス)
（ var.aurantiaca (変種のアウランテ
ィアカ)を含む。）

Aloe helenae
（アロエ・ヘレナイ）

Aloe laeta
（アロエ・ライタ）
（ var.maniaensis (変種のマニアイン
スィス)を含む。）

Aloe parallelifolia
（アロエ・パラルレリフォリア）

Aloe parvula
（アロエ・パルヴラ）

Aloe pillansii
（アロエ・ピルランスィイ）
［Bastard; Quiver tree］

Aloe polyphylla
（アロエ・ポリュフュルラ）
［Spiral aloe］

Aloe rauhii
（アロエ・ラウヒイ）

Aloe suzannae
（アロエ・スザナイ）

Aloe versicolor
（アロエ・ヴェルスィコロル）

Aloe vossii
（アロエ・ヴォスィイ）
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MAGNOLIACEAE〈モクレン科〉 Magnolia（モクレン類）

Magnolia liliifera var. obovata #1
（ネパール）
(マグノリア・リリイフェラ変種オボヴァ
タ)
［Safan］

MALVACEAE〈アオイ科〉Includes baobabs（バオバブを含む）

Adansonia grandidieri #16
アダンソニア・グランディディエリ
MELIACEAE〈センダン科〉 Mahoganies, Spanish cedar（マホガニー類、セドロ）

Cedrela spp. #6
ケドレラ属 全 種
（セドロ）
（新 熱 帯 地 域 の個 体 群 に限 る。）

Swietenia humilis #4
メキシカンマホガニー
［Mexican mahogany］
Swietenia macrophylla #6
オオバマホガニー
（新 熱 帯 地 域 の個 体 群 に限 る。）
［Bigleaf mahogany; Big-leaf
mahogany; Brazilian mahogany;
Honduras
mahogany］

Swietenia mahagoni #5
マホガニー
［Small-leaf mahogany］

NEPENTHACEAE〈ウツボカズラ科〉 Pitcher-plants (Old World)（ウツボカズラ類）

Nepenthes spp. #4
ネペンテス属全種
（附属書Ⅰに掲げる種を除く。）
Nepenthes khasiana
（ネペンテス・カスィアナ）
［Indian pitcher plant］

Nepenthes rajah
（ネペンテス・ラヤ）
［Giant tropical pitcher plant; Giant
pitcher plant; Kinabalu pitcher plant
］
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OLEACEAE〈モクセイ科〉 Ashes, etc （アッシュ）

Fraxinus mandshurica #5
（ロシア連邦）
ヤチダモ（マンシュウトネリコ）
[Manchurian Ash]

ORCHIDACEAE〈ラン科〉 Orchids（ラン類）
（締約国会議で合意された“人工的に
繁殖させた”という定義に該当する附
属書Ⅰに掲げる次のすべての種は、
試験管中で固体又は液体の培地で
得た実生又は組織培養体であって無
菌の容器で輸送されたものは、この
条約の適用を受けない。）

ORCHIDACEAE spp. (注２) #4
ラン科全種
［Orchids］
（附属書Ⅰに掲げる種を除く。）

Aerangis ellisii
（アエランギス・エルリスィイ）

Cattleya jongheana
〈Laelia jongheanaから属名変更〉
Cattleya lobata
〈Laelia lobataから属名変更〉

Dendrobium cruentum
（デンドロビウム・クルエントゥム）

Mexipedium xerophyticum
〈Phragmipedium spp.に含まれてい
たPhragmipedium xerophyticumが独
立し、属名変更〉

Paphiopedilum spp.
パフィオペディルム属全種
［Asian slipper orchids, Slipper
orchids］

Peristeria elata
（ペリステリア・エラタ）
［Holy Ghost orchid; Dove orchid］

Phragmipedium spp.
フラグミペディウム属全種
［Slipper orchids, South American
slipper orchids］

Renanthera imschootiana
（レナンテラ・インスコオティアナ）
［Red vanda orchid］
注２ シンビディウム、デンドロビウム、ファライノプスィス及びヴァンダ属の交配種を人工的に繁殖させた標本は、次の
(a)及び(b)に掲げる条件を満たす場合には、この条約の規定の適用を受けない。
(a) 標本が人工的に繁殖させたものであることが容易に認識し得ること並びに採取、同一の分類群及び船積み内
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での異なった大きさや形状、通常でない成長、異なった大きさ及び形状から物理的損傷、藻類又は他の葉上着生
植物の器官の葉への付着若しくは昆虫又はその他の有害生物による損傷のような自然起源のものであることの特
性を示さないこと。
(b) i) 花が咲いていない状態で船積みされる場合は、標本は、２０以上の同一の交配種の植物が入っている個々
の容器（例えば、厚紙製の箱、箱、クレート又は区分けされた CC コンテナー）から成る貨物で取引されなけれ
ばならないこと。容器内の植物が、高度の均一性及び健全性を示さなければならないこと。送り状のような交
配種の植物の数を明示した文書が貨物に添付されなければならないこと。
ii) 花が咲いている状態（標本ごとに完全に開いた花が少なくとも一つ以上あること。）で取引される場合は、貨
物ごとの標本の最小限の数は要件とはされないが、 標本は商業的小売のために専門的に処理（例えば、交
配種の名前及び最終的に加工された国名を明記した印刷されたラベル又は、印刷された包装材料で梱包）さ
れていること。右は明確に目に見え、容易に検証できるものでなければならない。
このような免除の条件に明確に該当しない植物は、この条約に定める適当な文書が添付されていなければなら
ない。
OROBANCHACEAE〈ハマウツボ科〉 Broomrape（ハマウツボ類）

Cistanche deserticola #4
(キスタンケ・デセルティコラ)
［Broomrape］

PALMAE (Arecaceae)〈ヤシ科〉 Palms（ヤシ類）

Beccariophoenix
madagascariensis #4
（ベカリオフォイニクス・マダガスカリイ
ンスィス）

Dypsis decipiens

Dypsis decaryi #4
（ディプシス・デカリー）
〈 Chrysalidocarpus decaryi から
属名変更〉
［Triangle palm］

（クリュサリドカルプス・デキピエンス）
〈 Chrysalidocarpus decipiensから Lemurophoenix halleuxii
属名変更〉
（レムロフォイニクス・ハルレウクスィイ
［Batterfly palm］
）
［red-lemur palm］

Marojejya darianii
（マロエイヤ・ダリアニイ）

Ravenea louvelii
（ラヴェネア・ロウヴェリイ）

Ravenea rivularis
（ラヴェネア・レヴュラリス）
[Majesty Palm, Majectic Palm,
Gora, Majestic palm ]

Satranala decussilvae
（サトラナラ・デクスィルヴァイ）

Voanioala gerardii
（ヴォアニオアラ・ゲラルディイ）
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Lodoicea maldivica #13
（セーシェル）
オオミヤシ
（ロドイケア・マルディヴィカ）
［double coconut］

PAPAVERACEAE〈ケシ科〉 Poppy（ケシ）

Meconopsis regia #1
（ネパール）
（メコノプスィス・レギア）
［Himalayan poppy］
PASSIFLORACEAE〈トケイソウ科〉 Passion -flowers

Adenia firingalavensis
（アデニア スティローサ）

Adenia subsessilifolia
（アデニア サブセッシリフォリア）

Adenia olaboensis
（アデニア・オラボインスィス）
PEDALIACEAE〈ゴマ科 〉 Sesames

Uncarina grandidieri
（ウンカリナ・グランディディエリ）

Uncarina stellulifera
（ウンカリーナ・ステルリフェラ）

PINACEAE〈マツ科〉 Firs and pines

Abies guatemalensis
グアテマラモミ
［Guatemalan fir］

Pinus koraiensis #5 （ロシア連
邦）
チョウセンゴヨウ
（ピヌス・コライエンスィス）
［Korean Pine］
PODOCARPACEAE〈マキ科〉 Podocarps（イヌマキ類）

Podocarpus neriifolius #1
（ネパール）
ネリイイヌマキ
（ポドカルプス・ネリイフォリウス）
［Yellow wood, Black pine］

Podocarpus parlatorei
アンデスイヌマキ
［Parlatore's podocarp］

PORTULACACEAE〈スベリヒユ科〉 Lewisias, portulacas, purslanes（ルイシア類、スベリヒユ類、パースレーン類
）

Anacampseros spp. #4
アナカンプセロス属全種
［Purselanes］
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Avonia spp. #4
アボォニア属全種

Lewisia serrata #4
（レウィスィア・セルラタ）
［Saw-toothed lewisia］
PRIMULACEAE〈サクラソウ科〉 Cyclamens（シクラメン類）

Cyclamen spp. (注３) #4
シクラメン属全種
［Cyclamen］
注３ Cyclamen persicum (キュクラメン・ペルスィクム)の栽培変種の人工的に繁殖させた標本は、休眠中の塊茎と
して取引される標本を除くほか、この条約の適用を受けない。
RANUNCULACEAE〈キンポウゲ科〉 Golden seals, yellow adonis, yellow root（ゴールデン・スィール類、イエロ
ー・アドニス、イエロー・ルート）

Adonis vernalis #2
（アドニス・ヴェルナリス）
［Yellow adonis; Spring adonis］
Hydrastis canadensis #8
（ヒュドラスティス・カナデンスィス）
［Ｇoldenseal］

ROSACEAE〈バラ科〉 African cherry, stinkwood（アフリカン・チェリー、スティンクウッド類）

Prunus africana #4
（プルヌス・アフリカナ）
［Red Stinkwood; African Cherry］

RUBIACEAE〈アカネ科〉 Ayugue（アユゲ）

Balmea stormiae
（バルメア・ストルミアイ）
［Ayugue］
SANTALACEAE〈ビャクダン科〉 Sandalwoods（サンダルウッド）

Osyris lanceolata #2
（ヒャクダン科の植物）
（ブルンジ、エチオピア、ケニア、ルワ
ンダ、ウガンダ及びタンザニアの個体
群に限る。他の個体群は附属書に掲
げない。）
[African sandalwood]
SARRACENIACEAE〈サラセニア科〉 Pitcher-plants (New World)（サラセニア類）

Sarracenia spp. #4
ヘイシソウ属全種
［Pitcher-plants］
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Sarracenia oreophila

（附属書Ⅰに掲げる種を除く。）

（サラケニア・オレオフィラ）
［Green pitcherplant］

Sarracenia rubra ssp.
alabamensis
（サラケニア・ルブラ(ssp.）アラバメン
スィス）
［Canebrake pitcher-plant］

Sarracenia rubra ssp. jonesii
（サラケニア・ルブラ（ssp.）ヨネスィイ）
［Mountain sweet pitcher plant］
SCROPHULARIACEAE〈ゴマノハグサ科〉 Kutki（コオウレン）

Picrorhiza kurrooa #2
（ピクロリザ・クルロオア）
（ Picrorhiza scrophulariiflora (ピク
ロリザ・スクロフュラリイフロラ)を除く。
）
STANGERIACEAE〈スタンゲリア科〉 Stangerias（スタンゲリア類）

Stangeria eriopus

Bowenia spp. #4
ボウェニア属全種
［Cycads］

オオバシダソテツ
［Hottentot's head］

TAXACEAE〈イチイ科〉 Himalayan yew（ヒマラヤイチイ）

Taxus chinensis
チュウゴクイチイ（タクスス・シネンシス
）及びこの種内に分類されるもの #2
［Chinese Yew］

Taxus cuspidata
イチイ（タクスス・クスピダータ）及びこ
の種内に分類されるもの (注４) #2
［Japanese Yew］

Taxus fuana
タクスス・フアナ及びこの種内に分類
されるもの #2

Taxus sumatrana
タクスス・スマトラーナ及びこの種内に
分類されるもの #2
［Chinese Yew］

Taxus wallichiana #2
インドイチイ ヒマラヤイチイ
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［Himalayan Yew］
注４ 植木鉢又は小さな容器にいれた、生きている（タクスス・クスピダータ）を人工的に繁殖させた交配種及び栽培
変種であって、送り荷ごとに分類名が明記されたラベル又は文書及び繁殖されたことを証する書類が添付さ
れたものは、この条約の適用を受けない。
THYMELAEACEAE (Aquilariaceae)〈ジンチョウゲ科〉 Agarwood, ramin（沈香、ラミン）

Aquilaria spp. #14
アキラリア属全種（沈香）
［Agar Wood; Eagle Wood; Aloe wood
］

Gonystylus spp. #4
ゴニュステュルス属全種(ラミン)
［Ramin］

Gyrinops spp. #14
ギリノプス属全種

TROCHODENDRACEAE (Tetracentraceae)〈スイセイジュ科〉 Tetracentron（スイセイジュ）

Tetracentron sinense #1
（ネパール）
（テトラケントロン・スィネンセ）
［Shuigingshu］

VALERIANACEAE〈オミナエシ科〉 Himalayan spikenard（カンショウ類）

Nardostachys grandiflora #2
（ナルドスタキュス・グランディフロラ）

VITACEAE〈ブドウ科〉 Grapes（ブドウ類）

Cyphostemma elephantopus
（キュフォステンマ・エレファントプス）

Cyphostemma laza
（キフォステンマ・ラザ）

Cyphostemma montagnacii
（キュフォステンマ・モンタグナッキー
）

WELWITSCHIACEAE〈ウェルウィッチア科〉 Welwitschia（ウェルウィッチア類）

Welwitschia mirabilis #4
奇想天外
［Welwitschia］
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ZAMIACEAE〈フロリダソテツ科（ザミア科）〉 Cycads（ソテツ類）

Ceratozamia spp.

ZAMIACEAE spp. #4
フロリダソテツ科（ザミア科）全種
（附属書Ⅰに掲げる種を除く。）

ツノミザミア属全種
［Cycads, horncones］

Encephalartos spp.
オニソテツ属全種
［Bread palms］

Microcycas calocoma
（ミクロキュカス・カロコマ）
［Palm corcho］

Zamia restrepoi
（ザミア・レストレポイ）
〈キグア属から分類及び学名の変 更 〉

ZINGIBERACEAE〈ショウガ科〉 Ginger lily（シュクシャ類）、Natal ginger

Hedychium philippinense #4
（ヘデュキウム・フィリピネンセ）
［Phillippine garland flower］
Siphonochilus aethiopicus
（シフォノチルス・アエシオピクス（別
名 ナタールショウガ、アフリカジン
ジャー））
（モザンビーク、南 アフリカ、エスワ
ティニ、ジンバブエの個 体 群 ）

ZYGOPHYLLACEAE〈ハマビシ科〉 Lignum-vitae（ユソウボク）

Bulnesia sarmientoi #11
グアヤクウッド（ユソウボク）
[ Holy wood]
Guaiacum spp. #2
ユソウボク属全種
［Lignum vitae］
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