
国内重要コレクション調査[植物標本]
（取りまとめ：日本分類学会連合データベース委員会） 2015.3.1時点

都道府県 活動状況 組織名 アクロニムIH 移管先 情報源 総登録点数
登録(整理済)点数 タイプ点数 登録(整理済)点数 タイプ点数 登録(整理済)点数 タイプ点数 登録(整理済)点数 タイプ点数

北海道 活動中 北海道大学水産学部 HAK *1 [11000] ? ? 不明
北海道 活動中 北海道大学大学院理学院 SAP 100000 なし なし なし 100000 350
北海道 活動中 北海道大学総合博物館 SAPA 114753 なし 300 114753 344 なし
北海道 活動中 北海道大学総合博物館 SAPS SAP(藻類), SAPA(菌類) 299000 271400 300 26900 なし なし
北海道 活動中 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター植物園 60000 60000弱 1000 なし 3
北海道 情報無し 北海道大学農学部森林科学科木材生物学講座 *2 [200] [200] [なし] [なし] [なし]
北海道 情報無し 北海道大学薬学部附属薬用植物園 *2 [5321] [4786] [なし] [420] [40]
北海道 情報無し 北海道大学理学部附属臨海実験所水族室 *2 [15] [なし] [なし] [なし] [15]
北海道 活動中 帯広百年記念館 6507 6500 なし 5 なし 2
北海道 活動中 浦幌町立博物館 404 400 なし なし なし 2
北海道 活動中 本別町歴史民俗資料館 117 117 なし なし なし なし
北海道 活動中 釧路市立博物館 7171 6000 なし 1095 なし なし
北海道 活動中 苫小牧市博物館 3507 3000 なし 507 2 なし
北海道 活動中 小樽市総合博物館 20500 20000 なし 100 50 300
北海道 活動中 北海道開拓記念館 ? ? ? ? ?
北海道 活動中 旭川市北邦野草園 3000 3000 なし なし なし なし
北海道 活動中 東京大学農学生命科学研究科附属演習林北海道演習林 6550 6550 なし なし なし なし
北海道 活動中 旭川市博物館 1500 1500 なし なし なし なし
北海道 活動中 札幌市博物館活動センター 7085 6729 なし なし 356 なし
北海道 活動中 富良野市博物館 328 328 なし なし なし なし
北海道 活動中 厚沢部町土橋自然休養林 不明 不明 不明 不明 不明
北海道 活動中 えりも町郷土資料館ほろいずみ 1000 ? ? ? ?
北海道 活動中 士別市立博物館 582 582 なし なし なし
北海道 活動中 市立函館博物館 *2 [8710] [8701] [なし] [なし] [1]
北海道 活動中 帯広市児童会館（帯広市青少年科学館） 1880 1831 8 なし 41
北海道 活動中 北網圏北見文化センター *2 [17510] [17460] [41] [なし] [なし]
北海道 活動中 斜里町立知床博物館 1979 1979 なし なし なし
北海道 活動中 ひがし大雪自然館 ? ? 0 0 ? ?
北海道 活動中 美幌博物館 1975 1975 なし なし なし
青森県 活動中 弘前大学農学生命科学部 HHUF *1 [25000] [7000] [なし] 31000 100 [なし]
青森県 活動中 青森県立郷土館 *2 [11940] [8874] [552] [300] [2214]
青森県 活動中 東北大学植物園八甲田山分園(旧称：東北大学理学物附属八甲田山植物実験所) 6300 5800 500 なし なし
青森県 情報無し 青森市森林博物館 ? ? ? ? ?
岩手県 活動中 岩手大学ミュージアム(旧岩手大学教育学部) IUM 12000 12000 10 なし 0 なし
岩手県 活動終了 岩手大学農学部附属植物園 IUM - - - - - - - - -
岩手県 活動中 岩手県立博物館 43830 27000 なし 2300 なし 1000 なし 13500 調査中
岩手県 休止中 陸前高田市立博物館 15690 15000 10 0 調査中 0 なし 0 調査中
岩手県 活動中 北上市立博物館 13000 13000 なし なし なし なし
岩手県 活動中 えさし郷土文化館 2782 1323 853 606 なし
岩手県 活動中 遠野ふるさと村自然資料館（管理：遠野市立博物館） 70000 70000 なし なし なし なし
岩手県 休止中 山田町教育委員会 岩手県立博物館 13500 なし なし なし 13500 調査中
岩手県 活動中 大船渡市立博物館 700 700 なし なし なし なし
宮城県 活動中 東北大学植物園 TUS 693000 580000 200 13000 なし 1000
宮城県 活動中 東北大学植物園 TUSG (TUS) 40680 40000 6 500 180 なし
宮城県 活動中 仙台市野草園標本室(SWG) 24500 24500 0 なし なし なし
秋田県 活動中 秋田県立博物館 AKPM *3 103000 61000 8 650 なし なし
山形県 活動中 山形県立博物館 YAMA *1 [92000] [79028] [1012] 600 0 [350]
山形県 活動中 山形大学附属博物館 2182 2165 なし [なし] 1 16
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福島県 活動中 福島大学共生システム理工学類生物標本室(FKSE) 50000 50000 2 [なし] [なし] [なし]
茨城県 活動中 国立科学博物館植物研究部 TNS 1691639 1085412 2674 196088 1150 196545 107689 170
茨城県 活動中 茨城大学[水戸] IBAR 9969 9969 なし 9969 31 なし
茨城県 活動中 ミュージアムパーク茨城県自然博物館 INM *1 138400 95900 5 8100 0 7500 4 7500 0
茨城県 活動中 森林総合研究所（つくば） TF 20000 20000 なし なし なし なし
茨城県 活動中 森林総合研究所（つくば） TFM 40000 なし なし 40000 100 なし
茨城県 活動中 森林総合研究所（つくば） TWTｗ 26000 26000 なし なし なし
茨城県 活動中  農研機構・農村工学研究所 2000 2000弱 なし なし なし
茨城県 活動終了 筑波大学 TKB TNS - - - - - - - - - -
茨城県 活動中 筑波大学農林学系植物病理学及菌学研究室(TSH) 22800 なし なし 22800 49 なし
茨城県 情報無し 津村研究所 THS *1 [70000] ? ? ? ?
栃木県 情報無し 東洋実業株式会社植物研究部 *2 [42000] [42000] [なし] [なし] [なし]
栃木県 情報無し 栃木県林業センター標本室 *2 [6150] [5520] [なし] [630] [なし]
栃木県 活動中 栃木県立博物館 *3 191736 189077 2 ? ? 2659 0
栃木県 活動中 那須野が原博物館 *3 5000 ? なし ? ? ?
群馬県 活動中 群馬県立自然史博物館 GMNHJ 64795 59000 670 4494 0 331 0
群馬県 情報無し 群馬県林業試験場 *2 [970] [440] [なし] [530] [なし]
埼玉県 活動中 埼玉県立自然の博物館(旧 埼玉県立自然史博物館) *2 73000 59600 [2213] [2541] [なし]
埼玉県 情報無し 埼玉県林業試験場造林保護部 *2 [670] [500] [なし] [170] [なし]
埼玉県 情報無し 理化学研究所微生物系統保存施設 *2 [10] [なし] [なし] [10] [なし]
埼玉県 活動中 東京大学農学生命科学研究科附属演習林秩父演習林 0 0 なし [なし] [なし] [なし]
千葉県 活動中 千葉県立中央博物館 CBM 366947 285375 数点 34332 53 26667 124 5920 19
千葉県 活動中 千葉大学園芸学部 MTDO 31400 30000 なし なし 400 なし
千葉県 情報無し 製品評価技術基盤機構NBRC NBRC *1 [900] [なし] [なし] [900] [なし]
千葉県 活動終了予定 東邦大学薬学部 TOHO TNS *1 [20000] [20000] [100] [100] [100]
千葉県 活動中 東京大学農学生命科学研究科附属演習林千葉演習林 0 0 なし [なし] [なし] [なし]
千葉県 活動中 千葉県立中央博物館分館海の博物館（CMNH） 7004 72 なし なし なし 6932 1
千葉県 情報無し 市立市川自然博物館 ? ? ? ? ?
東京都 活動中 首都大学東京 牧野標本館 MAK 48000 410000 800 41000 不明 47 不明 24457 4
東京都 活動中 国立極地研究所 NIPR *1 [39000] [1050] 26409 1 [100] [510]
東京都 活動中 帝京大学 TEU *1 [18000] [9500] ? ? ?
東京都 活動中 森林総合研究所多摩森林科学園 TFA 20000 20000 約30 [なし] [なし] [なし]
東京都 活動中 東京大学総合研究博物館 TI *1 [1700000] [1451140] [なし] [なし] [1700]
東京都 活動中 東京大学総合研究博物館（森林植物） TOFO 140000 [109000] 328 [2000] [5000] [なし]
東京都 活動終了 東京大学 TH TI - - - - - - - - - -
東京都 活動終了 東京教育大学 TKU TNS - - - - - - - - - -
東京都 活動終了 東京教育大学 TOKE TNS - - - - - - - - - -
東京都 活動終了 東京農業大学 TUAT TNS - - - - - - - - - -
東京都 活動終了 お茶の水女子大学 OCHA TI - - - - - - - - - -
東京都 情報無し ヤッコソウ・ツチトリモチを保護する会本部 *2 [760] [760] [なし] [なし] [なし]
東京都 情報無し 玉川大学農学部農学科 *2 [41700] ? ? ? ?
東京都 活動終了予定 国立科学博物館附属自然教育園資料室 TNS[予定] *2 6900 6700 200 [なし] [なし]
東京都 情報無し 昭和薬科大学標本室 *2 [3905] [3737] [なし] [100] [68]
東京都 情報無し 東京水産大学水産学部 *2 [2500] [なし] [なし] [なし] [2500]
東京都 情報無し 東京水産大学水産資料館 *2 [2920] [なし] [なし] [なし] [2920]
東京都 情報無し 東京大学総合研究博物館薬学部門 *2 [15000] [15000] [なし] [なし] [なし]
東京都 情報無し 東京都薬用植物園資料室 *2 [1952] [1702] [なし] [250] [なし]
東京都 活動中 東京都農林総合研究センター生産環境科(旧 東京都農業試験場環境病理) 3374 なし なし 3374 1 なし
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東京都 情報無し 日本歯科大学生物学教室 *2 [8000] [7500] [なし] [なし] [なし]
東京都 情報無し 府中市郷土の森博物館 *2 [1668] [1668] [なし] [なし] [なし]
東京都 活動終了(仮保管) （旧）東京都高尾自然科学博物館 ? ? ? ? ?
東京都 活動中 パルテノン多摩歴史ミュージアム 8805 8805 なし なし なし なし
東京都 活動中  東京大学農学生命科学研究科附属演習林田無演習林 0 0 なし なし なし なし
東京都 情報無し 北区自然ふれあい情報館 [100] ? ? ? ?
東京都 情報無し 江東区教育委員会 [数千] ? ? ? ?
東京都 情報無し 青梅市郷土博物館 [数千] ? ? ? ?
東京都 情報無し 福生市郷土資料室 [数千] ? ? ? ?
東京都 情報無し 羽村市郷土博物館 [数千] ? ? ? ?
神奈川県 活動中 神奈川県立生命の星・地球博物館 KPM 285528 248715 197 9366 23147 4300 0
神奈川県 情報無し 横浜大学？ KAMA *1 ? ? ? ? ?
神奈川県 活動終了 横浜国立大学 YNU TNS - - - - - - - - - -
神奈川県 活動中 横須賀市自然・人文博物館(YCM) 60557 52897 14 58 0 2926 4676 0
神奈川県 情報無し 横浜市立大学理学部植物標本室 *2 [700] [350] [なし] [なし] [350]
神奈川県 活動中 かわさき宙と緑の科学館 *3 13000 ? ? ? ?
神奈川県 活動中 大磯町郷土資料館 *3 500 ? なし ? ? ?
神奈川県 活動中 北里大学薬学部附属薬用植物園 7480 7480 なし なし なし
神奈川県 活動中 公益財団法人平岡環境科学研究所 ? ? 0 0 ? ?
新潟県 活動終了 新潟大学理学部自然環境科学科

新潟市総合教育センター
- - - - - - - - - -

新潟県 活動中 新潟市立総合教育センター植物資料室 367829 197829 17345 なし 1
新潟県 活動中 新潟大学教育学部 4350 4300 なし なし なし 50
新潟県 活動中 新潟薬科大学薬学部 90200 35000 なし 55000 0 なし なし
新潟県 活動中 長岡市立科学博物館 92000 91850 なし 150 なし なし
新潟県 活動中 上越教育大学 15000 15000 なし なし なし なし
新潟県 活動中 積雪地域植物研究所 300000 300000 なし なし なし なし
新潟県 情報無し 柏崎市立博物館 ? ? ? ? ?
富山県 活動中 富山市科学博物館 TOYA 97000 96000 1 6500 0 なし 114 なし
富山県 情報無し 富山医科薬科大学和漢薬研究所 *2 [31600] [31600] [なし] [なし] [なし]
富山県 情報無し 富山大学理学部 *2 [880] [880] [なし] [なし] [なし]
富山県 情報無し 富山県中央植物園 *2 [1600] [1600] [なし] [なし] [なし]
富山県 活動中 富山大学薬学部附属薬用植物園 7400 ? ? ? ?
石川県 活動中 金沢大学理学部 KANA 229100 220000 ca. 150 8000 なし 600
石川県 活動中 金沢大学薬学部附属薬用植物園 ISKW(薬用植物以外) [40500] [40500] [なし] [なし] [なし]
石川県 活動中 小松市立博物館 *2 [15579] [15489] [9] [7] [70]
石川県 情報無し 石川県白山自然保護センター *2 [7430] [6600] [なし] [830] [なし]
石川県 活動中 石川県林業試験場 ISKW(菌類以外) ? なし なし ? なし
石川県 活動中 石川県立自然史資料館 ISKW 2618 2618 なし なし 0 0
石川県 活動中 石川県のと海洋ふれあいセンター ? ? ? 3950 0
福井県 活動中 福井県立恐竜博物館　寺田和雄（個人） 2200 2200 なし [なし] [なし] [なし]
福井県 活動中 越前町立福井総合植物園 FUK 80000 75000 5 3000 500 1000
福井県 情報無し 三国町郷土資料館（みくに龍翔館） *2 [460] [460] [なし] [なし] [なし]
福井県 活動中 福井市自然博物館 *2 [15309] [14086] [531] [190] [470]
山梨県 活動中 環境省生物多様性センター 7170 7170 [なし] [なし] [なし]
山梨県 活動中 東京大学農学生命科学研究科附属演習林富士癒しの森研究所 0 0 なし 0 0 0
長野県 活動中 信州大学植物標本庫(自然科学館) SHIN *1 300000 [100000] ? ? ?
長野県 情報無し 信州大学教育学部志賀自然教育施設 *2 [1000] [1000] [なし] [なし] [なし]
長野県 活動中 長野県環境保全研究所 NAC 180000 163000 9 16450 [なし] [なし]
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長野県 活動中 諏訪教育博物館 ? ? ? ? ?
長野県 活動中 下伊那教育会 ? ? ? ? ?
長野県 活動中 松本市山と自然博物館 35000 ? ? ? ?
長野県 情報無し 長野県（植物研究会）植物誌編纂委員会 *2 [80000] 80000 [なし] [なし] [なし]
長野県 情報無し 長野県農事試験場病害虫部 *2 [100] [50] [なし] [50] [なし]
長野県 活動中 飯田市美術博物館（ICM) 10630 10630 なし なし なし なし
長野県 活動中 筑波大学菅平高原実験センター 6050 5200 850 なし なし
岐阜県 活動中 岐阜県博物館 *3 90000 ? ? ? ?
岐阜県 情報無し 岐阜薬科大学薬学部 *2 [6200] [6200] [なし] [なし] [なし]
岐阜県 活動中 岐阜大学教育学部 60000 ? ? ? ?
岐阜県 活動中 岐阜大学流域圏研究科学センター 2348 2348 なし なし なし
岐阜県 活動中 岐阜大学流域圏科学研究センター　高山試験地 2500 ? ? ? ?
静岡県 情報無し 静岡県立大学薬学部 *2 [7651] [7601] [10] [なし] [30]
静岡県 活動中 静岡県自然学習資料センター 10000 10000 [なし] [なし] [なし]
静岡県 情報無し 熱川バナナワニ園 *2 [150] [150] [なし] [なし] [なし]
静岡県 活動中  東京大学農学生命科学研究科附属演習林樹芸研究所 0 0 なし 0 0 0
愛知県 活動中  東京大学農学生命科学研究科附属演習林生態水文学研究所 0 0 なし 0 0 0
愛知県 活動中 愛知みどりの会標本室(旧 愛知教育大学標本室) AICH 80000 80000 80 [なし] [なし] [なし]
愛知県 活動中 名古屋大学博物館 NUM 70000以上 点数不明 ca.80 70000 点数不明 180
愛知県 活動中 豊橋市自然史博物館 34335 34335点のほとんど 1 750 点数不明 点数不明
愛知県 活動中 鳳来寺山自然科学博物館 50000 ? ? ? ?
三重県 活動中 三重大学 TSU 1250 [なし] [なし] 1250 40 [なし]
三重県 活動中 尾鷲市立中央公民館 1000 1000 [なし] [なし] [なし]
三重県 活動中 三重県立上野高等学校 三重県 5000 5000 [なし] [なし] [なし]
三重県 活動中 三重県立熊野古道センター 0 0 [なし] [なし] [なし]
三重県 活動中 三重大学生物資源学部平倉演習林 500 500 [なし] [なし] [なし]
三重県 活動中 三重県立博物館(平成26年度より三重県総合博物館) 35700 33600 なし 1700 50 350 0
三重県 活動中 三重大学生物資源学部(植物感染学)(MUMH) 5659 なし なし 5659 なし
滋賀県 活動中 滋賀県立琵琶湖博物館 *3 84308 ? ? ? ?
滋賀県 活動終了 滋賀大学教育学部 OSA - - - - - - - - -
滋賀県 活動中 多賀町立博物館 ? ? ? ? ?
京都府 活動中 京都大学大学院理学研究科 KYO *1 [1200000] [970000] [33333] [なし] [33333]
京都府 情報無し 京都大学大学院農学研究科 *2 [5200] [なし] [なし] [なし] [5200]
京都府 活動中 京都大学農学部（雑草学） 3000 3000 [なし] [なし] [なし]
京都府 情報無し 京都大学農学部（木材講座学） *2 [5400] [5400] [なし] [なし] [なし]
京都府 活動中 京都大学　生存圏研究所材鑑調査室 31800 ? ? 338 ?
京都府 情報無し 京都大学農学部附属演習林 *2 [14184] [14184] [なし] [なし] [なし]
京都府 活動中 大本花明山植物園 OOM 230000 230000 なし [なし] [なし] [なし]
京都府 活動中 亀岡市文化資料館 8500 8500 なし [なし] [なし] [なし]
京都府 情報無し 京都府林業試験場夜久野分場 *2 [82] [82] [なし] [なし] [なし]
京都府 情報無し 京都薬科大学薬学部 *2 [24430] [24000] [209] [50] [26]
京都府 情報無し 同志社女子大学家政学部 *2 [175] [なし] [なし] [175] [なし]
京都府 活動中 国交省淀川河川事務所木津川植物標本庫 5000 ? ? ? ?
京都府 情報無し 京都府立植物園 ? ? ? ? ?
大阪府 活動中 大阪市立自然史博物館 OSA 368392 270105 59150 16950 50 12708
大阪府 活動終了 発酵研究所 IFO NBRC - - - - - - - - - -
大阪府 情報無し 近畿大学東洋医学研究所 *2 [1240] [1200] [なし] [40] [なし]
大阪府 活動中 大阪教育大学教育学部 16500 16000 なし [なし] [なし] 500



国内重要コレクション調査[植物標本]
（取りまとめ：日本分類学会連合データベース委員会） 2015.3.1時点

都道府県 活動状況 組織名 アクロニムIH 移管先 情報源 総登録点数
登録(整理済)点数 タイプ点数 登録(整理済)点数 タイプ点数 登録(整理済)点数 タイプ点数 登録(整理済)点数 タイプ点数
維管束植物(植物分類学会) コケ植物(蘚苔類学会) 菌類[病害・変形菌含む](菌学会) 藻類（藻類学会）

大阪府 活動中 大阪市立大学理学部附属植物園 5000 5000 [なし] [なし] [なし]
大阪府 活動終了 大阪府立大学総合科学部 OSA - - - - - - - - - -
大阪府 情報無し 大阪府立大学農学部（植物病学） *2 [200] [なし] [なし] [200] [なし]
大阪府 活動中 貝塚市立自然遊学館 *3 2150 ? ? ? ?
大阪府 活動中 岸和田市立きしわだ自然資料館 7700 7700 [なし] [なし] [なし]
兵庫県 活動中 兵庫県立人と自然の博物館 HYO 440000 140000 26 30000 20 765
兵庫県 活動終了 頌栄短期大学 HYO - - - - - - - - - -
兵庫県 情報無し 神戸学院大学薬学部 *2 [22080] [22050] [なし] [なし] [30]
兵庫県 活動終了 神戸大学鶴甲学舎 神戸大学理学研究科 - - - - - - - - - -
兵庫県 活動中 神戸大学理学研究科 11000 10000 [なし] [なし] 1000
兵庫県 活動中 神戸大学発達科学部 5400 5000 400 [なし] [なし]
兵庫県 情報無し 神戸大学内海域機能教育研究センター *2 [50000] [なし] [なし] [なし] [50000]
奈良県 活動中 奈良教育大学生物学教室 コケはKYOへ 27500 13800 [なし] 700 [なし]
奈良県 情報無し 奈良女子大学理学部 *2 [12900] [12200] [300] [なし] [340]
和歌山県 活動中 和歌山県立自然博物館 WMNH 75300 75000 なし 100弱 50弱 100弱
鳥取県 活動中 (一財)日本きのこセンター菌蕈研究所 TMI 25200 [なし] [なし] 25200 80 [なし]
鳥取県 活動中 鳥取県立博物館 TRPM *1 [33000] ? ? ? 552 0
鳥取県 活動中 鳥取大学農学部附属菌類きのこ遺伝資源研究センター TUMH 9500 [なし] [なし] 9500 23 [なし]
島根県 活動中 島根大学生物資源科学部 10000 9500 なし [なし] 10点未満 500（数未確認）

島根県 活動中 島根県立三瓶自然館サヒメル *3 26000 ? ? ? ?
岡山県 活動中 岡山理科大学 OKAY 56000 30000 26000 [なし] [なし]
岡山県 活動終了 岡山理科大学自然植物園 HIRU OKAY - - - - - - - - - -
岡山県 情報無し 岡山大学生物地球学部標本室 *2 [2410] [なし] [なし] [なし] [2410]
岡山県 情報無し 津山科学教育博物館 *2 [4075] [3605] [400] [40] [30]
岡山県 活動中 倉敷市立自然史博物館 202000 199328 1000 1000 0 0
岡山県 活動中 岡山県自然保護センター(OPNCC) 14785 14123 662 なし なし
岡山県 活動中 岡山大学資源植物科学研究所(RIB) 103169 103169 なし なし なし
広島県 情報無し 広島大学大学院理学研究科 HIRO *1 [400000] [71000] [350000] [2000] [1000]
広島県 情報無し 広島大学理学部附属植物遺伝子保管実験施設 *2 [7330] [7330] [なし] [なし] [なし]
広島県 情報無し 庄原市立比和自然科学博物館 *2 [2500] [2500] [なし] [なし] [なし]
広島県 活動中 福山大学生命工学部海洋生物科学科 ? ? ? ? 0 0
広島県 活動中 広島大学生物圏科学研究科附属竹原ステーション（水産実験所） ? ? ? ? 4123 0
広島県 活動中 広島大学大学院理学研究科附属宮島自然植物実験所 350000 ? ? ? ?
広島県 活動中 広島市植物公園 ? ? ? ? ?
広島県 情報無し 広島県緑化センター [1000点未満] ? ? ? ?
山口県 活動中 山口大学農学部 YAM *1 [13830] [6820] [320] 4100 260 [なし]
山口県 情報無し 山口大学理学部 *2 [9464] [9464] [なし] [なし] [なし]
山口県 活動中 山口県立山口博物館 *2 [80035] [77050] [2985] [なし] [なし]
山口県 情報無し 山口県立大学家政学部 *2 [6500] [6500] [なし] [なし] [なし]
徳島県 活動中 徳島県立博物館 TKPM 191735 189086 1058 [なし] [なし]
徳島県 情報無し 徳島文理大学薬学部 *2 [6844] [4271] [1608] [950] [5]
香川県 活動中 香川大学教育学部 6146 6146 なし [なし] [なし] [なし]
香川県 情報無し 高松市民文化センター [数千] ? ? ? ?
愛媛県 情報無し 愛媛大学農学部 MATSU *1 -
愛媛県 情報無し 愛媛県農業試験場 *2 [217] [202] [なし] [15] [なし]
愛媛県 情報無し 西条市立郷土博物館 *2 [7] [1] [なし] [なし] [6]
愛媛県 活動中 愛媛県総合科学博物館 *3 6600 ? なし ? ? 3170 0
愛媛県 活動中 面河山岳博物館 数千~10000? ? ? ? ?
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都道府県 活動状況 組織名 アクロニムIH 移管先 情報源 総登録点数
登録(整理済)点数 タイプ点数 登録(整理済)点数 タイプ点数 登録(整理済)点数 タイプ点数 登録(整理済)点数 タイプ点数
維管束植物(植物分類学会) コケ植物(蘚苔類学会) 菌類[病害・変形菌含む](菌学会) 藻類（藻類学会）

愛媛県 活動中 今治市鹿の子公園施設 数千~10000? ? ? ? ?
高知県 活動中 高知県立牧野植物園 MBK 243000 243000 56 [なし] [なし] [なし]
高知県 活動中 高知大学理学部 KOCH 90000 [なし] 80000 [なし] [なし]
高知県 情報無し 高知大学海洋生物教育研究センター *2 [5700] [なし] [なし] [なし] [5700]
高知県 情報無し 高知学園短期大学 *2 [20700] [700] [なし] [なし] [なし]
福岡県 活動終了 九州大学農学部 FU

九州大学総合研究博物館

- - - - - - - - -
福岡県 活動中 九州大学総合研究博物館 [FU] 90000以上 75000 [なし] [なし] 10000 2
福岡県 活動中 北九州市立いのちのたび博物館 KMNH *3 15202 9809 5369 24 [なし]
福岡県 情報無し 福岡市動植物園 *2 [636] [636] 約10 [なし] [なし] [なし]
福岡県 活動中 福岡教育大学　福原研究室（個人） 0 0 [なし] [なし] [なし]
福岡県 情報無し 福岡県森林林業技術センター [数万] ? ? ? ?
佐賀県 活動中 佐賀県立宇宙科学館 *3 34717 33141 385 0 1576 [なし]
長崎県 活動終了 長崎大学環境科学部 KYO - - - - - - - - -
長崎県 活動終了 長崎大学教育学部 中西弘樹（個人） - - - - - - - - -
長崎県 活動中 長崎大学水産学部 ? ? ? ? 0 0
熊本県 活動中 熊本大学理学部 KUMA

熊本県松橋収蔵庫(シダ以外)

点数不明 点数不明 なし なし なし
熊本県 活動中 熊本市立熊本博物館 16083 11027 なし 172 3282 1289
熊本県 活動中 熊本県松橋収蔵庫 260000 103968 なし 40099 1835 21
熊本県 情報無し 熊本大学薬学部附属薬用植物園 *2 [1200] [1200] [なし] [なし] [なし]
大分県 情報無し 大分県きのこ研究指導センター *2 [250] [なし] [なし] [250] [なし]
大分県 活動中 大分県植物研究会/大分県教育研究センター *2 [67000] [67000] [なし] [なし] [なし]
宮崎県 活動中 服部植物研究所 NICH 467000 なし 467000 3700 なし なし
宮崎県 活動中 宮崎県総合博物館 28077 ? ? ? ?
鹿児島県 活動中 鹿児島大学博物館 KAG 170000 140000 不明 30 なし なし
鹿児島県 活動中 鹿児島大学 KAGS KAG - - - - - - - - - -
鹿児島県 活動終了 鹿児島大学教養学部 鹿児島大学理学部 - - - - - - - - - -
鹿児島県 活動中 鹿児島大学理学部　鈴木研究室（個人） 17000 17000 なし なし なし
鹿児島県 活動中 鹿児島県立博物館 *2 [22627] [22587] [なし] [なし] 0 0
鹿児島県 活動中 鹿児島大学水産学部 ? ? ? ? 5000 10
沖縄県 活動中 琉球大学理学部海洋自然科学科 RYU *1 [60000] [60000] [200] [なし] 43 10
沖縄県 活動中 琉球大学教育学部 URO 26000 25600 400 なし なし
沖縄県 活動中 琉球大学風樹館 3000 ? ? ? ?

[　 ]は古い資料に基づく数値
出典 *1 Index Herbariorum (http://sciweb.nybg.org/science2/IndexHerbariorum.asp),[2012年3月時点]

*2 日本植物分類学会ハーバリウム問題検討専門委員会(1997), 日本植物分類学会会報 12(1):1-24.
*3 JBIF(ナショナルバイオリソースプロジェクト）による調査（http://www.gbif.jp/v2/pdf/zenkoku20140613.pdf)
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