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調査協力、写真等提供者 

調査協力 

分類群 氏名 

鳥類 今井 敦、河合征彦、小岸順子、木部裕正、小泉金次、武田由紀夫、 

宮本勝海、望月英夫、山田久子、渡辺義昭、渡部良樹 

両生類 森 繁雄 

淡水魚類 朝倉俊治、足立京子、大貫貴清、小杉正則、後藤昌徳、近藤多美子、 

匂坂三七十、佐藤孝幸、佐藤大輔、佐藤拓哉、髙見宗広、戸田三津夫、 

野澤利治、畠山悠佑、藤田美沙子、向井貴彦、綿野好則、 

麻機湿原を保全する会 

昆虫類 和田一郎 

クモ類 石川 均 

 

 

写真等提供者 

分類群 氏名 

哺乳類 石川 均、大沢夕志、小泉金次、佐々木彰央、佐藤元一、伴野正志、三宅 隆、

静岡県森林・林業研究センター、裾野市立富士山資料館 

鳥類 新井 真、伊久美隆、小岸順子、小岸宣夫、大杉正也、川合正晃、北川捷康、

酒井洋平、中村裕志、峰岸郁生、望月英夫、渡邉修治、 

公益財団法人日本野鳥の会 

爬虫類 加藤英明、加藤健一、山本明男、國領康弘 

両生類 石川 均、江頭幸士郎、加藤健一、國領康弘、小長谷尚弘、佐々木彰央、 

富永 篤 

淡水魚類 加藤健一、金川直幸、川嶋尚正、北原佳郎、後藤裕康、小杉正則、渋川浩一、

杉浦正義、鈴木邦弘、森口宏明、山田辰美 

昆虫類 朝倉俊治、天野市郎、飯森政宏、石川 均、池谷 正、板倉 博、稲葉 茂、

宇式和輝、浦山幸夫、枝 恵太郎、抱井 澄、加須屋 真、加藤 徹、 

岸田泰則、北野 忠、小林國彦、小松庄次郎、古山 暁、酒井孝明、 

杉浦正義、鈴木英文、諏訪哲夫、関川文俊、長谷川道明、高橋真弓、 

田形和弘、谷川久男、多比良嘉晃、福井順治、二橋 亮、細田昭博、 

前波鉄也、水田啓之、宮下哲夫 

陸・淡水産貝類 加藤 徹、石川 均、佐藤拓也 

クモ類 石川 均、小林久俊、谷川明男 
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レッドリスト 2017 公表からの訂正と変更 

 レッドリスト公表（2017 年 10 月）から、本書発刊までの生息情報の追加や検討により、一部変更や

訂正が必要となった。以下に変更及び訂正事項を示す。 

 
カテゴリーの変更 

分類群名 レッドリスト（2017 年 10 月） 本書改訂〔変更理由〕 変更事項 

淡水魚類 アカザ 

地域別カテゴリー 

中部 絶滅危惧ⅠB類（EN） 

地域別カテゴリー 中部 EN/★ 

〔中部地域の河川で人為的に導入され

た個体群の存在が示唆された。〕 

天然分布域への

移入あり、追加

 チワラスボ属の 1種 C 

地域別カテゴリー 伊豆 なし 

地域別カテゴリー 伊豆 EN 

〔伊豆地域での記録があるため〕 

 

 イセゴイ 

地域別カテゴリー 伊豆 なし 

地域別カテゴリー 伊豆 N-Ⅲ 

〔伊豆地域での記録があるため〕 

 

 オオウナギ 

地域別カテゴリー 東部 N-Ⅲ 

地域別カテゴリー 東部 なし 

〔東部地域での記録がないため〕 

 

昆虫類 クチナガコオロギ 

情報不足（DD） 

準絶滅危惧（NT） 

〔生息確認のできない産地があるため〕 

ランクの訂正 

 ダイコクコガネ 

要注目種（N-Ⅰ 現状不明） 

情報不足（DD） 

〔近年、採集記録が確認された。〕 

ランクダウン 

 ジャアナヒラタゴミムシ 

要注目種（N-Ⅲ 部会注目種） 

リスト外 

〔本年度資料調査により本県での記録

がないと判断された。〕 

削除 
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記載事項の訂正・変更 

分類群名 レッドリスト（2017 年 10 月） 本書改訂 訂正・変更事項

哺乳類 オオカミ 

Canis lupus Linnaeus,1758 

ニホンオオカミ 

Canis lupus hodophilax 

 Temminck,1839 

種名、学名 

 ニホンカワウソ 

Lutra lutra (Linnaeus,1758) 

ニホンカワウソ 

Lutra lutra nippon  

(Imaizumi ＆ Yoshiyuki,1989) 

学名 

 ミズラモグラ 

Euroscaptor mizura (Günther,1880)

ミズラモグラ 

Oreoscaptor mizura (Günther,1880) 
学名 

 ニホンザル 伊豆・熱海地域の個体群 ニホンザル 伊豆・愛鷹・熱海地域の個

体群 

地域個体群名 

両生類 ヒダサンショウウオ 

Hynobius kimurae Dunn,1923 

ヒガシヒダサンショウウオ 

Hynobius fossigenus Okamiya, 

Sugawara,Nagano＆Poyrkov,2018 

種名、学名 

昆虫類 ハマスズ ヒバリモドキ科 ハマスズ コオロギ科 科名 

クモ類 フジホラヒメグモ 

Nesticus uenoi Yaginuma,1972 

フジホラヒメグモ 

Speleoticus uenoi (Yaginuma,1972) 
学名 

 ワスレナグモ ワスレナグモ科 ワスレナグモ ジグモ科 科名 

 アケボノユウレイグモ 

Spermophora akebona (Komatsu,1961)

アケボノユウレイグモ 

Belisana akebona (Komatsu,1961) 
学名 

 エゾコモリグモ 

Pardosa lugubris (Walckenaer,1802)

エゾコモリグモ 

Pardosa koponeni 

 Nadolny, Omelko, Marusik &  

Blagoev,2016 

学名 

 ヤマキレアミグモ 

Parazygiella disper  

(Kulczyński,1885) 

ヤマキレアミグモ 

Zygiella disper (Kulczyński,1885) 
学名 

 タカネエビスグモ 

Lysiteles maius Ono,1979 

タカネエビスグモ 

Lysiteles maior Ono,1979 
学名 
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和名索引・環境省カテゴリー対照表 
 

カテゴリー EX ： 絶滅   

 CR : 絶滅危惧ⅠA類 

EN : 絶滅危惧ⅠB類 

CR+EN : 絶滅危惧Ⅰ類 

 

VU ： 絶滅危惧Ⅱ類        

NT ： 準絶滅危惧カテゴリー          

DD ： 情報不足 

LP ： 絶滅のおそれのある地域個体群 

 

N－Ⅰ ： 要注目種 現状不明 

N－Ⅱ ： 要注目種 分布上注目種等 

N－Ⅲ ： 要注目種 部会注目種 

 

 
哺乳類 (静岡県) 〔環境省〕   

アズミトガリネズミ (NT) 〔NT〕 ･･････ 44 

オヒキコウモリ（伊東の個体群） 

 (LP) 〔VU〕 ･･････ 64 

カグヤコウモリ (DD) 〔なし〕･････・ 57 

カヤネズミ (NT) 〔なし〕･･････ 50 

カワネズミ (NT) 〔なし〕･･････ 45 

キクガシラコウモリ (NT) 〔なし〕･･････ 46 

クビワコウモリ (VU) 〔VU〕 ･･････ 41 

クロホオヒゲコウモリ (DD) 〔VU〕 ･･････ 58 

コキクガシラコウモリ (NT) 〔なし〕･･････ 47 

コテングコウモリ (DD) 〔なし〕･･････ 60 

チチブコウモリ (VU) 〔LP〕 ･･････ 42 

ツキノワグマ（富士地域の個体群） 

 (LP) 〔なし〕･･････ 66 

テングコウモリ (DD) 〔なし〕･･････ 59 

ニホンウサギコウモリ (DD) 〔なし〕･･････ 55 

ニホンオオカミ (EX) 〔EX〕･･････ 39 

ニホンカワウソ (EX) 〔EX〕･･････ 40 

ニホンザル（伊豆、愛鷹、熱海地域の個体群） 

 (LP) 〔なし〕･･････ 65 

ニホンモモンガ (DD) 〔なし〕･･････ 62 

ニホンリス (N-Ⅲ) 〔なし〕･･････ 69 

ノレンコウモリ (VU) 〔VU〕 ･･････ 43 

ハタネズミ (N-Ⅲ) 〔なし〕･･････ 68 

ヒナコウモリ (DD) 〔なし〕･･････ 56 

ヒメホオヒゲコウモリ (N-Ⅱ) 〔なし〕･･････ 67 

ホンドオコジョ (DD) 〔NT〕 ･･････ 63 

ミズラモグラ (DD) 〔NT〕 ･･････ 52 

ムササビ (NT) 〔なし〕･･････ 51 

モモジロコウモリ (NT) 〔なし〕･･････ 48 

モリアブラコウモリ (DD) 〔VU〕 ･･････ 54 

ヤマコウモリ (DD) 〔VU〕 ･･････ 53 

ヤマネ (DD) 〔なし〕･･････ 61 

ユビナガコウモリ (NT) 〔なし〕･･････ 49 

 

鳥類  

アオバズク （VU） 〔なし〕･･････ 116 

アカアシシギ （VU） 〔VU〕 ･･････ 103 

アカコッコ （DD） 〔EN〕 ･･････ 142 

アカショウビン （VU） 〔なし〕･･････ 117 

アカモズ （CR） 〔EN〕 ･･････ 78 

アリスイ （NT） 〔なし〕･･････ 135 

イイジマムシクイ （VU） 〔VU〕 ･･････ 120 

イカルチドリ （NT） 〔なし〕･･････ 130 

イヌワシ （CR） 〔EN〕 ･･････ 75 

ウズラ （VU） 〔VU〕 ･･････ 94 

ウズラシギ （VU） 〔なし〕･･････ 108 

ウチヤマセンニュウ （VU） 〔EN〕 ･･････ 121 

オオアカゲラ （NT） 〔なし〕･･････ 136 

オオコノハズク （DD） 〔なし〕･･････ 140 

オオジシギ （Ｎ-Ⅱ) 〔NT〕 ･･････ 143 

オオセッカ （EN） 〔EN〕 ･･････ 92 

オオソリハシシギ （VU） 〔VU〕 ･･････ 100 

オオタカ （NT） 〔NT〕 ･･････ 133 

オオハシシギ （Ｎ-Ⅱ) 〔なし〕･･････ 144 

オオワシ （Ｎ-Ⅱ) 〔VU〕 ･･････ 145 

オグロシギ （VU） 〔なし〕･･････ 99 

オジロトウネン （VU） 〔なし〕･･････ 106 

オジロワシ （EN） 〔VU〕 ･･････ 85 

カンムリウミスズメ （CR） 〔VU〕 ･･････ 74 

キリアイ （VU） 〔なし〕･･････ 110 

クイナ （NT） 〔なし〕･･････ 128 

クマタカ （VU） 〔EN〕 ･･････ 115 

コアオアシシギ （VU） 〔なし〕･･････ 104 

コアジサシ （EN） 〔VU〕 ･･････ 84 

ゴイサギ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 148 

コサメビタキ （VU） 〔なし〕･･････ 123 

コシアカツバメ （VU） 〔なし〕･･････ 119 

コジュリン （VU） 〔VU〕 ･･････ 124 

コチョウゲンボウ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 150 

コノハズク （EN） 〔なし〕･･････ 87 

コミミズク （EN） 〔なし〕･･････ 88 

ササゴイ （EN） 〔なし〕･･････ 82 

サシバ （VU） 〔VU〕 ･･････ 114 

サンカノゴイ （EN） 〔EN〕 ･･････ 79 

サンコウチョウ （NT） 〔なし〕･･････ 137 

サンショウクイ （EN） 〔VU〕 ･･････ 91 

シノリガモ （NT） 〔LP〕 ･･････ 126 

シロチドリ （VU） 〔VU〕 ･･････ 98 

セイタカシギ （NT） 〔VU〕 ･･････ 131 

ダイシャクシギ （VU） 〔なし〕･･････ 101 

タカブシギ （VU） 〔VU〕 ･･････ 105 

タゲリ （NT） 〔なし〕･･････ 129 

タマシギ （VU） 〔VU〕 ･･････ 111 

チゴモズ （CR） 〔CR〕 ･･････ 77 

チュウヒ （EN） 〔EN〕 ･･････ 86 

ツルシギ （EN） 〔VU〕 ･･････ 83 

トモエガモ （VU） 〔VU〕 ･･････ 95 

トラフズク （DD） 〔なし〕･･････ 141 

ノビタキ （Ｎ-Ⅱ) 〔なし〕･･････ 147 

ハイイロチュウヒ （Ｎ-Ⅱ) 〔なし〕･･････ 146 
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ハイタカ （VU） 〔NT〕 ･･････ 113 

ハチクマ （VU） 〔NT〕 ･･････ 112 

ハマシギ （VU） 〔NT〕 ･･････ 109 

ハヤブサ （VU） 〔VU〕 ･･････ 118 

ヒクイナ （VU） 〔NT〕 ･･････ 96 

ヒバリシギ （VU） 〔なし〕･･････ 107 

フクロウ （NT） 〔なし〕･･････ 134 

ブッポウソウ （CR） 〔EN〕 ･･････ 76 

ヘラシギ （CR） 〔CR〕 ･･････ 73 

ホウロクシギ （VU） 〔VU〕 ･･････ 102 

マミジロ （VU） 〔なし〕･･････ 122 

ミコアイサ （NT） 〔なし〕･･････ 127 

ミサゴ （Ｎ-Ⅲ） 〔NT〕 ･･････ 149 

ミゾゴイ （EN） 〔VU〕 ･･････ 81 

ミヤマホオジロ （NT） 〔なし〕･･････ 138 

ミユビシギ （NT） 〔なし〕･･････ 132 

ヤイロチョウ （EN） 〔EN〕 ･･････ 90 

ヤマシギ （DD） 〔なし〕･･････ 139 

ヤマセミ （EN） 〔なし〕･･････ 89 

ヤマドリ （NT） 〔なし〕･･････ 125 

ヨシゴイ （EN） 〔NT〕 ･･････ 80 

ヨタカ （VU） 〔NT〕 ･･････ 97 

ライチョウ （VU） 〔EN〕 ･･････ 93 

 

爬虫類       

アカウミガメ （CR） 〔EN〕 ･･････ 153 

オカダトカゲ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕･･････ 158 

クサガメ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 159 

シロマダラ （DD） 〔なし〕･･････ 156 

ニホンイシガメ （NT） 〔NT〕 ･･････ 154 

ニホンスッポン （DD） 〔DD〕 ･･････ 155 

ニホンヤモリ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 160 

ヒガシニホントカゲ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕･･････ 157 

 

両生類       

アカイシサンショウウオ （CR） 〔EN〕 ･･････ 163 

アカハライモリ中部日本系統（NT） 〔NT〕 ･･････ 168 

アカハライモリ南伊豆集団 （ＬＰ） 〔NT〕 ･･････ 174 

アズマヒキガエル （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 175 

カジカガエル （NT） 〔なし〕･･････ 171 

タゴガエル （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 176 

ツチガエル （NT） 〔なし〕･･････ 170 

トノサマガエル （NT） 〔NT〕 ･･････ 169 

ナガレタゴガエル （DD） 〔なし〕･･････ 173 

ナゴヤダルマガエル （CR） 〔EN〕 ･･････ 164 

ニホンアカガエル （VU） 〔なし〕･･････ 167 

ネバタゴガエル （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 177 

ハコネサンショウウオ （VU） 〔なし〕･･････ 166 

ヒガシヒダサンショウウオ （VU） 〔NT〕 ･･････ 165 

モリアオガエル （NT） 〔なし〕･･････ 172 

 

淡水魚類       

アカザ （EN） 〔VU〕 ･･････ 195 

アカメ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 222 

アブラボテ （DD） 〔NT〕 ･･････ 206 

アマゴ（サツキマス） （VU） 〔NT〕 ･･････ 199 

アユカケ（カマキリ） （VU） 〔VU〕 ･･････ 201 

イシカワシラウオ （VU） 〔なし〕･･････ 198 

イセゴイ（ハイレン） （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 216 

イッセンヨウジ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 221 

イドミミズハゼ類の１種 （CR） 〔NT〕 ･･････ 186 

ウツセミカジカ （VU） 〔EN〕 ･･････ 202 

エドハゼ （NT） 〔VU〕 ･･････ 205 

オオウナギ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 217 

オオクチユゴイ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 224 

オカメハゼ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 227 

カジカ （NT） 〔NT〕 ･･････ 204 

カマヒレマツゲハゼ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 229 

カワアナゴ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 228 

カワバタモロコ （CR） 〔EN〕 ･･････ 182 

カワムツ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕･･････ 209 

カワヨウジ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 219 

カワヨシノボリ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕･･････ 214 

ガンテンイシヨウジ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 218 

クルメサヨリ （DD） 〔NT〕 ･･････ 208 

クロコハゼ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 234 

シロウオ （CR） 〔VU〕 ･･････ 187 

スナヤツメ北方種 （EN） 〔VU〕 ･･････ 189 

スナヤツメ南方種 （EN） 〔VU〕 ･･････ 190 

タカハヤ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕･･････ 210 

タネハゼ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 230 

タモロコ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕･･････ 211 

チチブモドキ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 225 

チワラスボ属の１種Ｂ （EN） 〔EN〕 ･･････ 196 

チワラスボ属の１種Ｃ （EN） 〔EN〕 ･･････ 197 

テングヨウジ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 220 

テンジクカワアナゴ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 226 

トウカイコガタスジシマドジョウ 

 （EN） 〔EN〕 ･･････ 192 

トウカイナガレホトケドジョウ （EN） 〔EN〕 ･･････ 194 

ドジョウ （DD） 〔NT〕 ･･････ 207 

トビハゼ （CR） 〔NT〕 ･･････ 188 

ナガレミミズハゼ （CR） 〔NT〕 ･･････ 184 

ナンヨウボウズハゼ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 231 

ニシシマドジョウ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕･･････ 212 

ニホンウナギ （EN） 〔EN〕 ･･････ 191 

ノボリハゼ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 232 

ヒガシシマドジョウ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕･･････ 213 

ヒナハゼ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 233 

ヒモハゼ （VU） 〔NT〕 ･･････ 203 

ビリンゴ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕･･････ 215 

ホトケドジョウ （EN） 〔EN〕 ･･････ 193 

ミナミメダカ （VU） 〔VU〕 ･･････ 200 

ヤマトイワナ （CR） 〔なし〕･･････ 183 

ヤリタナゴ （CR） 〔NT〕 ･･････ 181 

ユウスイミミズハゼ （CR） 〔NT〕 ･･････ 185 

ユゴイ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 223 

 

昆虫類       

アイヌハンミョウ （Ｎ-Ⅲ） 〔NT〕 ･･････ 412 

アオハダトンボ （NT） 〔NT〕 ･･････ 303 

アオバヒメコメツキモドキ （DD） 〔なし〕･･････ 360 
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アオヤンマ （VU） 〔NT〕 ･･････ 278 

アカイシコバネヒナバッタ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 406 

アカセセリ （EX） 〔EN〕 ･･････ 241 

アカマダラコガネ （Ｎ-Ⅲ） 〔DD〕 ･･････ 424 

アサカミキリ （Ｎ-Ⅲ） 〔VU〕 ･･････ 427 

アサマシジミ （CR） 〔EN〕 ･･････ 259 

アシナガミゾドロムシ （DD） 〔なし〕･･････ 359 

アマギクチキウマ （NT） 〔なし〕･･････ 312 

アマギササキリモドキ （DD） 〔なし〕･･････ 343 

アリスアトキリゴミムシ （Ｎ-Ⅲ） 〔DD〕 ･･････ 417 

イズササキリ （CR） 〔DD〕 ･･････ 253 

イソハサミムシ （DD） 〔なし〕･･････ 340 

イトアメンボ （Ｎ-Ⅰ） 〔VU〕 ･･････ 376 

ウスイロオナガシジミ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕･･････ 391 

ウスバカマキリ （DD） 〔DD〕 ･･････ 341 

ウミコオロギ（ナギサスズ）（大崩海岸の個体群） 

 （ＬＰ） 〔なし〕･･････ 371 

ウミホソチビゴミムシ （DD） 〔NT〕 ･･････ 347 

ウラギンスジヒョウモン （NT） 〔VU〕 ･･････ 329 

ウラクロシジミ （NT） 〔なし〕･･････ 328 

ウラジャノメ （NT） 〔なし〕･･････ 333 

ウラナミアカシジミ （VU） 〔なし〕･･････ 297 

ウラナミジャノメ （EN） 〔VU〕 ･･････ 275 

エサキアメンボ （Ｎ-Ⅲ） 〔NT〕 ･･････ 408 

エゾトンボ （CR） 〔なし〕･･････ 249 

エゾヒメゲンゴロウ （DD） 〔なし〕･･････ 353 

オオイチモンジ （CR） 〔VU〕 ･･････ 261 

オオイトトンボ （CR） 〔なし〕･･････ 247 

オオウラギンヒョウモン （EX） 〔CR〕 ･･････ 242 

オオオカメコオロギ （DD） 〔なし〕･･････ 342 

オオキトンボ （CR） 〔EN〕 ･･････ 252 

オオクサキリ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 401 

オオコブスジコガネ （EN） 〔VU〕 ･･････ 269 

オオサカアオゴミムシ （Ｎ-Ⅲ） 〔DD〕 ･･････ 416 

オオチャイロハナムグリ （DD） 〔NT〕 ･･････ 358 

オオチャバネセセリ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕･･････ 389 

オオチャバネヨトウ （EN） 〔VU〕 ･･････ 276 

オオトラフトンボ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕･･････ 373 

オオヒカゲ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕･･････ 385 

オオヒョウタンゴミムシ （NT） 〔NT〕 ･･････ 316 

オオフタホシマグソコガネ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕･･････ 382 

オオミスジ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕･･････ 393 

オオミズスマシ （VU） 〔NT〕 ･･････ 289 

オオムラサキ （Ｎ-Ⅲ） 〔NT〕 ･･････ 431 

オオルリハムシ （NT） 〔NT〕 ･･････ 326 

オキナワルリチラシ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 434 

オツネントンボ （NT） 〔なし〕･･････ 304 

オナガシジミ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕･･････ 390 

ガガブタネクイハムシ （NT） 〔なし〕･･････ 325 

カケガワフキバッタ （NT） 〔なし〕･･････ 314 

カトリヤンマ （NT） 〔なし〕･･････ 307 

カバイロシャチホコ （NT） 〔NT〕 ･･････ 334 

ガマヨトウ （NT） 〔VU〕 ･･････ 338 

ガムシ （NT） 〔NT〕 ･･････ 321 

カラスシジミ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕･･････ 392 

カワラハンミョウ （VU） 〔EN〕 ･･････ 284 

キイロサナエ （EN） 〔NT〕 ･･････ 264 

キイロヤマトンボ （CR） 〔NT〕 ･･････ 248 

キタダケヨトウ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕･･････ 400 

キタノツブゲンゴロウ （VU） 〔EN〕 ･･････ 287 

キトンボ （CR） 〔なし〕･･････ 251 

キヌツヤミズクサハムシ （DD） 〔なし〕･･････ 368 

ギフチョウ （VU） 〔VU〕 ･･････ 294 

キベリクロヒメゲンゴロウ （NT） 〔NT〕 ･･････ 319 

キベリマメゲンゴロウ （Ｎ-Ⅲ） 〔NT〕 ･･････ 420 

キボシチビコツブゲンゴロウ （VU） 〔EN〕 ･･････ 285 

キボシツブゲンゴロウ （DD） 〔NT〕 ･･････ 352 

キマダラモドキ （Ｎ-Ⅱ） 〔NT〕 ･･････ 397 

ギンイチモンジセセリ （Ｎ-Ⅱ） 〔NT〕 ･･････ 387 

ギンボシヒョウモン （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 430 

クギヌキハサミムシ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕･･････ 375 

クチナガコオロギ （NT） 〔なし〕･･････ 310 

クビグロケンモン （NT） 〔NT〕 ･･････ 337 

クビボソコガシラミズムシ （DD） 〔DD〕 ･･････ 349 

クモガタヒョウモン （NT） 〔なし〕･･････ 330 

クモマツマキチョウ （EN） 〔VU〕 ･･････ 270 

クモマベニヒカゲ （Ｎ-Ⅱ） 〔NT〕 ･･････ 395 

クロゲンゴロウ （NT） 〔NT〕 ･･････ 320 

クロコブセスジダルマガムシ （DD） 〔なし〕･･････ 356 

クロシジミ （VU） 〔EN〕 ･･････ 299 

クロツバメシジミ （VU） 〔NT〕 ･･････ 300 

クロヒカゲモドキ （Ｎ-Ⅱ） 〔EN〕 ･･････ 398 

クロホシコガシラミズムシ （DD） 〔VU〕 ･･････ 350 

グンバイトンボ （CR） 〔NT〕 ･･････ 244 

ケシゲンゴロウ （Ｎ-Ⅲ） 〔NT〕 ･･････ 419 

ケブカマルクビカミキリ （DD） 〔なし〕･･････ 362 

ゲンゴロウ （EN） 〔VU〕 ･･････ 268 

コウベツブゲンゴロウ （NT） 〔NT〕 ･･････ 318 

コオイムシ （Ｎ-Ⅲ） 〔NT〕 ･･････ 409 

コガシラミズムシ （DD） 〔なし〕･･････ 348 

コガタガムシ （Ｎ-Ⅰ） 〔VU〕 ･･････ 380 

コガタノゲンゴロウ （CR） 〔VU〕 ･･････ 255 

コガムシ （NT） 〔DD〕 ･･････ 322 

コキマダラセセリ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕･･････ 388 

コサナエ （VU） 〔なし〕･･････ 280 

コシロシタバ （NT） 〔NT〕 ･･････ 336 

コバネアオイトトンボ （CR） 〔EN〕 ･･････ 243 

コバンムシ （CR） 〔EN〕 ･･････ 254 

コヒオドシ （EN） 〔なし〕･･････ 274 

ゴマギケブカハムシ（クロヘリウスチャハムシ） 

 （Ｎ-Ⅲ） 〔NT〕 ･･････ 428 

ゴマシジミ （CR） 〔CR〕 ･･････ 258 

コマルケシゲンゴロウ （NT） 〔NT〕 ･･････ 317 

コミズスマシ （VU） 〔EN〕 ･･････ 291 

コムラサキ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕･･････ 394 

サトキマダラヒカゲ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 432 

シマゲンゴロウ （Ｎ-Ⅲ） 〔NT〕 ･･････ 421 

シュゼンジフユシャク （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕･･････ 399 

ジョウザンミドリシジミ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕･･････ 384 

シルビアシジミ （EX） 〔EN〕 ･･････ 238 

シワムネマルドロムシ （DD） 〔なし〕･･････ 354 

スジグロチャバネセセリ （EX） 〔NT〕 ･･････ 240 
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スジゲンゴロウ （EX） 〔EX〕･･････ 237 

スジヒラタガムシ （Ｎ-Ⅲ） 〔NT〕 ･･････ 423 

スナハラゴミムシ （Ｎ-Ⅲ） 〔VU〕 ･･････ 414 

スルガセモンササキリモドキ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 402 

セグロイナゴ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 404 

セラネクイハムシ （DD） 〔DD〕 ･･････ 366 

ダイコクコガネ （DD） 〔VU〕 ･･････ 357 

タカネキマダラセセリ （DD） 〔CR〕 ･･････ 370 

タカネヒナバッタ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 405 

タガメ （Ｎ-Ⅲ） 〔VU〕 ･･････ 410 

タナカツヤハネゴミムシ （Ｎ-Ⅲ） 〔DD〕 ･･････ 415 

タベサナエ （VU） 〔NT〕 ･･････ 281 

チャマダラセセリ （EX） 〔EN〕 ･･････ 239 

ツマジロウラジャノメ （NT） 〔なし〕･･････ 332 

ツヤネクイハムシ （DD） 〔なし〕･･････ 367 

テカリダケフキバッタ （DD） 〔なし〕･･････ 344 

トゲムネアラゲカミキリ （DD） 〔なし〕･･････ 365 

トラサンドクガ （NT） 〔NT〕 ･･････ 335 

トラフトンボ （EN） 〔なし〕･･････ 266 

ナカイケミヒメテントウ （DD） 〔なし〕･･････ 361 

ニセコケシゲンゴロウ （VU） 〔DD〕 ･･････ 286 

ニホンカワトンボ （EN） 〔なし〕･･････ 263 

ネアカヨシヤンマ （NT） 〔NT〕 ･･････ 306 

ハッチョウトンボ （EN） 〔なし〕･･････ 267 

ハネナガイナゴ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 403 

ハネビロエゾトンボ （VU） 〔VU〕 ･･････ 282 

ババアメンボ （DD） 〔NT〕 ･･････ 345 

ババスゲヒメゾウムシ （DD） 〔なし〕･･････ 369 

ハマスズ （NT） 〔なし〕･･････ 311 

ハマベゾウムシ （NT） 〔なし〕･･････ 327 

ハヤシミドリシジミ （VU） 〔なし〕･･････ 298 

ヒゲコガネ （NT） 〔なし〕･･････ 323 

ヒゲナガヒラタドロムシ （Ｎ-Ⅲ） 〔NT〕 ･･････ 425 

ヒヌマイトトンボ （CR） 〔EN〕 ･･････ 245 

ヒメシジミ （EN） 〔NT〕 ･･････ 273 

ヒメジャノメ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 433 

ヒメシロチョウ （VU） 〔EN〕 ･･････ 295 

ヒメタイコウチ （DD） 〔なし〕･･････ 346 

ヒメヒカゲ （CR） 〔CR〕 ･･････ 262 

ヒメビロウドカミキリ （DD） 〔NT〕 ･･････ 364 

ヒメミズスマシ （VU） 〔EN〕 ･･････ 292 

ヒョウタンゴミムシ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 413 

ヒョウモンチョウ （CR） 〔VU〕 ･･････ 260 

フジアキタクロナガオサムシ（Ｎ-Ⅱ） 〔VU〕 ･･････ 386 

フジコバネヒナバッタ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 407 

フジシロミャクヨトウ （NT） 〔NT〕 ･･････ 339 

フジミドリシジミ （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 429 

フタスジサナエ （EN） 〔NT〕 ･･････ 265 

フタスジチョウ （VU） 〔なし〕･･････ 302 

ヘイケボタル （Ｎ-Ⅲ） 〔なし〕･･････ 426 

ベッコウトンボ （CR） 〔CR〕 ･･････ 250 

ベニイトトンボ （CR） 〔NT〕 ･･････ 246 

ベニヒカゲ （Ｎ-Ⅱ） 〔NT〕 ･･････ 396 

ベニモンカラスシジミ （EN） 〔NT〕･･････ 272 

ヘリグロチャバネセセリ （CR） 〔なし〕･･････ 257 

ホシチャバネセセリ （CR） 〔EN〕 ･･････ 256 

ホシミスジ （NT） 〔なし〕･･････ 331 

ホソハンミョウ （Ｎ-Ⅰ） 〔VU〕 ･･････ 377 

ホソミオツネントンボ （NT） 〔なし〕･･････ 305 

ホッケミズムシ （VU） 〔NT〕 ･･････ 283 

ホンサナエ （VU） 〔なし〕･･････ 279 

マイコアカネ （NT） 〔なし〕･･････ 309 

マダラコガシラミズムシ （DD） 〔VU〕 ･･････ 351 

マダラナニワトンボ （Ｎ-Ⅰ） 〔EN〕 ･･････ 374 

マルガタゲンゴロウ （Ｎ-Ⅰ） 〔VU〕 ･･････ 379 

マルヒラタガムシ （Ｎ-Ⅲ） 〔NT〕 ･･････ 422 

ミズスマシ （VU） 〔VU〕 ･･････ 290 

ミゾナシミズムシ （Ｎ-Ⅲ） 〔NT〕 ･･････ 411 

ミドリヒメスギカミキリ （DD） 〔なし〕･･････ 363 

ミヤケミズムシ （NT） 〔NT〕 ･･････ 315 

ミヤマシジミ （VU） 〔EN〕 ･･････ 301 

ミヤマシロチョウ （EN） 〔VU〕 ･･････ 271 

ムツボシツヤコツブゲンゴロウ 

 （Ｎ-Ⅲ） 〔VU〕 ･･････ 418 

ムモンアカシジミ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕･･････ 383 

モートンイトトンボ （VU） 〔NT〕 ･･････ 277 

ヤマキチョウ （VU） 〔EN〕 ･･････ 296 

ヤマトオサムシダマシ （NT） 〔NT〕 ･･････ 324 

ヤマトバッタ（ヤマトマダラバッタ） 

 （NT） 〔なし〕･･････ 313 

ヤマトマルドロムシ （DD） 〔なし〕･･････ 355 

ヤマトモンシデムシ （Ｎ-Ⅰ） 〔NT〕 ･･････ 381 

ヨツボシカミキリ （VU） 〔EN〕 ･･････ 293 

ヨツボシトンボ （NT） 〔なし〕･･････ 308 

リュウガシメクラチビゴミムシ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕･･････ 378 

ルイスツブゲンゴロウ （VU） 〔VU〕 ･･････ 288 

ルリイトトンボ （Ｎ-Ⅰ） 〔なし〕･･････ 372 

 

陸・淡水産貝類       

イシガイ （NT） 〔なし〕･･････ 490 

イシマキシロマイマイ （NT） 〔VU〕 ･･････ 488 

イボイボナメクジ （DD） 〔NT〕 ･･････ 495 

ウスコミミガイ （VU） 〔NT〕 ･･････ 458 

オオコウラナメクジ （DD） 〔NT〕 ･･････ 501 

オオタニシ （NT） 〔NT〕 ･･････ 469 

オオトノサマギセル （VU） 〔NT〕 ･･････ 462 

オクガタギセル （NT） 〔NT〕 ･･････ 484 

オモイガケナマイマイ （CR） 〔CR+EN〕 ･･ 442 

カサネシタラガイ （NT） 〔NT〕 ･･････ 487 

カタマメマイマイ （EN） 〔VU〕 ･･････ 453 

カタヤマガイ  （EX） 〔CR+EN〕 ･･ 437 

カワネミジンツボ （DD） 〔DD〕 ･･････ 494 

キバサナギガイ （VU） 〔CR+EN〕 ･･ 460 

クチマガリスナガイ （NT） 〔VU〕 ･･････ 483 

クロダカワニナ （NT） 〔NT〕 ･･････ 470 

コベソマイマイ （DD） 〔なし〕･･････ 502 

サドタカキビ （DD） 〔DD〕 ･･････ 498 

シイノミミミガイ （DD） 〔CR+EN〕 ･･ 496 

シイボルトコギセル （EN） 〔なし〕･･････ 450 

スジキビ （NT） 〔NT〕 ･･････ 486 

タケノコカワニナ （CR） 〔VU〕 ･･････ 438 
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タメトモマイマイ（ミヤケチャイロマイマイ） 

 （CR） 〔LP〕 ･･････ 443 

タンザワキビ （DD） 〔DD〕 ･･････ 499 

ツバクロイワギセル （VU） 〔VU〕 ･･････ 463 

トウカイヤマトガイ （DD） 〔VU〕 ･･････ 493 

トウキョウヒラマキガイ （NT） 〔DD〕 ･･････ 479 

ナガオカモノアラガイ （NT） 〔NT〕 ･･････ 480 

ナガナタネガイ （VU） 〔LP〕 ･･････ 459 

ナタネガイモドキ （NT） 〔NT〕 ･･････ 481 

ナタネキバサナギガイ （NT） 〔VU〕 ･･････ 482 

ナニワクチミゾガイ （EN） 〔NT〕 ･･････ 448 

ノミガイ （CR） 〔VU〕 ･･････ 440 

ハナコギセル （CR） 〔CR+EN〕 ･･ 441 

ヒダリマキモノアラガイ （CR） 〔CR+EN〕 ･･ 439 

ヒナタムシヤドリカワザンショウガイ 

 （NT） 〔NT〕 ･･････ 471 

ヒメギセル （NT） 〔なし〕･･････ 485 

ヒラマキガイモドキ （NT） 〔NT〕 ･･････ 477 

ヒラマキミズマイマイ （NT） 〔DD〕 ･･････ 478 

ヒロクチコギセル （EN） 〔CR+EN〕 ･･ 451 

ベニゴマオカタニシ （NT） 〔VU〕 ･･････ 467 

ベニゴマガイ （EN） 〔CR+EN〕 ･･ 445 

ホウライジギセル （EN） 〔CR+EN〕 ･･ 449 

ホラアナゴマオカチグサ （NT） 〔CR+EN〕 ･･ 474 

マイマイ属の一種 （VU） 〔なし〕･･････ 464 

マキスジコミミガイ （VU） 〔NT〕 ･･････ 457 

マシジミ （NT） 〔VU〕 ･･････ 492 

マツカサガイ （CR） 〔NT〕 ･･････ 444 

マメタニシ （EN） 〔VU〕 ･･････ 446 

マルクチコギセル （DD） 〔CR+EN〕 ･･ 497 

マルタニシ （NT） 〔VU〕 ･･････ 468 

ミカワマイマイ （EN） 〔CR+EN〕 ･･ 454 

ミズコハクガイ （VU） 〔VU〕 ･･････ 456 

ミニビロウドマイマイ （DD） 〔VU〕 ･･････ 503 

ミノブマイマイ （VU） 〔VU〕 ･･････ 466 

ミヤマヒダリマキマイマイ （NT） 〔VU〕 ･･････ 489 

メルレンドルフマイマイ （VU） 〔CR+EN〕 ･･ 465 

モノアラガイ （NT） 〔NT〕 ･･････ 476 

ヤセアナナシマイマイ （EN） 〔VU〕 ･･････ 455 

ヤマコウラナメクジ （DD） 〔NT〕 ･･････ 500 

ヤマトキバサナギガイ （VU） 〔VU〕 ･･････ 461 

ヤマトクビキレガイ （NT） 〔なし〕･･････ 475 

ヤマトシジミ （NT） 〔NT〕 ･･････ 491 

ヤママメタニシ （EN） 〔CR+EN〕 ･･ 447 

ヤマモトゴマオカチグサ（ヤマモトミジンオカチグサ） 

 （NT） 〔VU〕 ･･････ 473 

ヨシダカワザンショウガイ （NT） 〔NT〕 ･･････ 472 

レンズガイ （EN） 〔VU〕 ･･････ 452 

 

クモ類       

アケボノユウレイグモ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕･･････ 517 

アベマシラグモ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕･･････ 519 

イナズマクサグモ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕･･････ 522 

エゾコモリグモ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕･･････ 523 

エンシュウナミハグモ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕･･････ 520 

オニグモ （NT） 〔なし〕･･････ 515 

カザアナマシラグモ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕･･････ 518 

カネコトタテグモ （NT） 〔NT〕 ･･････ 510 

キシノウエトタテグモ （NT） 〔NT〕 ･･････ 511 

キヌキリグモ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕･･････ 524 

キノボリトタテグモ （NT） 〔NT〕 ･･････ 512 

コガネグモ （NT） 〔なし〕･･････ 514 

サンロウドヨウグモ （NT） 〔なし〕･･････ 513 

シロタマヒメグモ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕･･････ 525 

タカネエビスグモ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕･･････ 529 

タカネヒメグモ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕･･････ 526 

ニシキオニグモ （NT） 〔なし〕･･････ 516 

フジホラヒメグモ （EN） 〔VU〕 ･･････ 508 

フジマシラグモ （EN） 〔なし〕･･････ 507 

ミドリアシナガグモ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕･･････ 527 

ミヤマナミハグモ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕･･････ 521 

ヤマキレアミグモ （Ｎ-Ⅱ） 〔なし〕･･････ 528 

ワスレナグモ （VU） 〔NT〕 ･･････ 509 
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