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哺乳類レッドリスト（希少性の観点：絶滅種～情報不足種）

No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

1 食虫目 トガリネズミ科 シントウトガリネズミ Sorex shinto Thomas, 1905 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

2 食虫目 トガリネズミ科 カワネズミ Chimarrogale platycephala (Temminck, 1842) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

3 食虫目 モグラ科 ヒメヒミズ Dymecodon pilirostris True, 1886 希少種 希少種 　

4 食虫目 モグラ科 ミズラモグラ Euroscaptor mizura (Günther, 1880) 希少種 希少種 　

5 翼手目 キクガシラコウモリ科 キクガシラコウモリ Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 希少種 希少種 　

6 翼手目 キクガシラコウモリ科 コキクガシラコウモリ Rhinolophus cornutus Temminck, 1835 希少種 希少種 　

7 翼手目 ヒナコウモリ科 モモジロコウモリ Myotis macrodactylus (Temminck, 1840) 希少種 希少種 　

8 翼手目 ヒナコウモリ科 ヒメホオヒゲコウモリ Myotis ikonnikovi Ognev, 1912 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

9 翼手目 ヒナコウモリ科 クロホオヒゲコウモリ Myotis pruinosus Yoshiyuki, 1971 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

10 翼手目 ヒナコウモリ科 ノレンコウモリ Myotis nattereri (Kuhl, 1817) 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

11 翼手目 ヒナコウモリ科 モリアブラコウモリ Pipistrellus endoi Imaizumi, 1959 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

12 翼手目 ヒナコウモリ科 ヤマコウモリ Nyctalus aviator Thomas, 1911 絶滅危惧種 絶滅寸前種 　

13 翼手目 ヒナコウモリ科 ヒナコウモリ Vespertilio sinensis (Peters, 1880) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

14 翼手目 ヒナコウモリ科 ウサギコウモリ Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

15 翼手目 ヒナコウモリ科 ユビナガコウモリ Miniopterus fuliginosus (Hodgson, 1835) 希少種 希少種 　

16 翼手目 ヒナコウモリ科 テングコウモリ Murina hilgendorfi (Peters, 1880) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

17 翼手目 ヒナコウモリ科 コテングコウモリ Murina ussuriensis Ognev, 1913 絶滅危惧種 絶滅寸前種 　

18 食肉目 イヌ科 オオカミ Canis lupus (Linnaeus, 1758) 絶滅種 絶滅種 　

19 食肉目 クマ科 ツキノワグマ Ursus thibetanus (Cuvier, 1823) 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

20 食肉目 イタチ科 イタチ Mustela itatsi (Temminck, 1844) 　　－ 絶滅危惧種 　

21 食肉目 イタチ科 カワウソ Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 絶滅種 絶滅種 　

22 齧歯目 リス科 ニホンモモンガ Pteromys momonga Temminck, 1844 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

23 齧歯目 ネズミ科 ヤチネズミ Eothenomys andersoni (Thomas, 1905) 希少種 希少種 　

24 齧歯目 ネズミ科 カヤネズミ Micromys minutus (Pallas, 1771) 希少種 希少種 　

25 齧歯目 ヤマネ科 ヤマネ Glirulus japonicus (Schinz, 1845) 希少種 希少種 国指定天然記念物
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(2)　選定種目録（奈良県レッドリスト）
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第Ⅲ章　大切にしたい奈良県の野生動植物
（希少性の観点による選定種：絶滅種～情報不足種）

１　選定種総括

(1)　選定種数一覧（新旧対照表）

カテゴリー 区分 絶滅種
野生
絶滅種

絶滅
寸前種

絶滅
危惧種

希少種
情報
不足種

計
野生生物目録
掲載種数

哺乳類
新 2 0 7 7 9 0 25 54

旧 2 － 5 8 9 0 24 －

鳥類
新 0 0 4 27 52 4 87 272

旧 0 － 4 27 49 5 85 －

爬虫類
新 0 0 0 3 5 2 10 28

旧 0 － 0 1 3 5 9 －

両生類
新 0 0 4 7 7 0 18 23

旧 0 － 3 2 0 3 8 －

魚類
新 0 1 4 11 7 7 30 87

旧 0 － 5 10 8 9 32 －

昆虫類
新 1 0 18 52 172 29 272 6,479

旧 0 － 17 38 135 14 204 －

甲殻類 新 0 0 0 0 0 1 1 29

ザトウムシ類 新 0 0 0 0 3 0 3 13

クモ類 新 0 0 1 1 2 2 6 366

淡水産貝類 新 0 0 4 4 0 0 8 22

陸産貝類 新 0 0 13 11 7 9 40 126

貧毛類 新 0 0 0 1 0 2 3 33

維管束植物
新 47 0 278 220 249 45 839 2,894

旧 34 － 256 210 221 32 753 －

蘚苔類 新 1 0 55 42 94 1 193 770

19

大切にしたい奈良県の野生動植物2016 改訂版大切にしたい奈良県の野生動植物2016 改訂版



20

鳥類レッドリスト（希少性の観点：絶滅種～情報不足種）

No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

1 キジ目 キジ科 ウズラ Coturnix japonica Temminck & Schlegel, 1849 絶滅寸前種 絶滅寸前種 越冬個体群

2 キジ目 キジ科 ヤマドリ Syrmaticus soemmerringii (Temminck, 1830) 　　－ 希少種 繁殖個体群

3 カモ目 カモ科 ヨシガモ Anas falcata Georgi, 1775 希少種 希少種 越冬個体群

4 カモ目 カモ科 トモエガモ Anas formosa Georgi, 1775 絶滅危惧種 絶滅危惧種 越冬個体群

5 カモ目 カモ科 ミコアイサ Mergellus albellus (Linnaeus, 1758) 希少種 希少種 越冬個体群

6 カモ目 カモ科 カワアイサ Mergus merganser merganser Linnaeus, 1758 希少種 希少種 越冬個体群

7 カイツブリ目 カイツブリ科 カンムリカイツブリ Podiceps cristatus cristatus (Linnaeus, 1758) 希少種 希少種 越冬個体群

8 ハト目 ハト科 アオバト Treron sieboldii sieboldii (Temminck, 1835) 希少種 希少種 繁殖個体群

9 ペリカン目 サギ科 ヨシゴイ Ixobrychus sinensis sinensis (Gmelin, 1789) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 繁殖個体群

10 ペリカン目 サギ科 ミゾゴイ Gorsachius goisagi (Temminck, 1836) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 繁殖個体群

11 ペリカン目 サギ科 ゴイサギ Nycticorax nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) 注目種 希少種 繁殖個体群

12 ペリカン目 サギ科 ササゴイ Butorides striata amurensis (Schrenck, 1860) 情報不足種 情報不足種 繁殖個体群

13 ペリカン目 サギ科 チュウサギ Egretta intermedia intermedia (Wagler, 1829) 情報不足種 希少種 繁殖個体群

14 ツル目 クイナ科 クイナ Rallus aquaticus indicus Blyth, 1849 絶滅危惧種 絶滅危惧種 越冬個体群

15 ツル目 クイナ科 ヒクイナ Porzana fusca erythrothorax (Temminck & Schlegel, 1849) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 繁殖個体群

16 カッコウ目 カッコウ科 ジュウイチ Hierococcyx hyperythrus (Gould, 1856) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 繁殖個体群

17 カッコウ目 カッコウ科 ツツドリ Cuculus optatus Gould, 1845 希少種 希少種 繁殖個体群

18 カッコウ目 カッコウ科 カッコウ Cuculus canorus telephonus Heine, 1863 希少種 希少種 繁殖個体群

19 ヨタカ目 ヨタカ科 ヨタカ Caprimulgus indicus jotaka Temminck & Schlegel, 1844 絶滅危惧種 絶滅危惧種 繁殖個体群

20 アマツバメ目 アマツバメ科 ヒメアマツバメ Apus nipalensis kuntzi Deignan, 1958 希少種 希少種 繁殖個体群

21 チドリ目 チドリ科 タゲリ Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) 希少種 絶滅危惧種 越冬個体群

22 チドリ目 チドリ科 イカルチドリ Charadrius placidus Gray & Gray, 1863 希少種 希少種 繁殖個体群

23 チドリ目 シギ科 ヤマシギ Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 希少種 希少種 越冬個体群

24 チドリ目 シギ科 タシギ Gallinago gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) 希少種 希少種 越冬個体群

25 チドリ目 シギ科 クサシギ Tringa ochropus Linnaeus, 1758 希少種 希少種 越冬個体群

26 チドリ目 シギ科 タカブシギ Tringa glareola Linnaeus, 1758 希少種 希少種 越冬個体群

27 チドリ目 シギ科 イソシギ Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) 希少種 希少種 繁殖個体群

28 チドリ目 シギ科 ハマシギ Calidris alpina sakhalina (Vieillot, 1816) 希少種 希少種 越冬個体群

29 チドリ目 タマシギ科 タマシギ Rostratula benghalensis benghalensis (Linnaeus, 1758) 希少種 希少種 繁殖個体群

30 チドリ目 カモメ科 コアジサシ Sterna albifrons sinensis Gmelin, 1789 絶滅危惧種 絶滅危惧種 繁殖個体群
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

31 タカ目 ミサゴ科 ミサゴ Pandion haliaetus haliaetus (Linnaeus, 1758) 絶滅危惧種 希少種 繁殖個体群

32 タカ目 タカ科 ハチクマ Pernis ptilorhynchus orientalis Taczanowski, 1891 絶滅危惧種 絶滅危惧種 繁殖個体群

33 タカ目 タカ科 ツミ Accipiter gularis gularis (Temminck & Schlegel, 1844) 希少種 希少種 繁殖個体群

34 タカ目 タカ科 ハイタカ Accipiter nisus nisosimilis (Tickell, 1833) 希少種 希少種 繁殖個体群

35 タカ目 タカ科 オオタカ Accipiter gentilis fujiyamae (Swann & Hartert, 1923) 希少種 希少種
繁殖個体群。国内希
少野生動植物種

36 タカ目 タカ科 サシバ Butastur indicus (Gmelin, 1788) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 繁殖個体群

37 タカ目 タカ科 ノスリ Buteo buteo japonicus Temminck & Schlegel, 1844 希少種 希少種 繁殖個体群

38 タカ目 タカ科 イヌワシ Aquila chrysaetos japonica Severtzov, 1888 絶滅寸前種 絶滅寸前種
繁殖個体群。国指定
天然記念物、国内希
少野生動植物種

39 タカ目 タカ科 クマタカ
Nisaetus nipalensis orientalis (Temminck & Schlegel, 
1844)

絶滅危惧種 絶滅危惧種
繁殖個体群。国内希
少野生動植物種

40 フクロウ目 フクロウ科 オオコノハズク Otus lempiji semitorques Temminck & Schlegel, 1844 絶滅危惧種 絶滅危惧種 繁殖個体群

41 フクロウ目 フクロウ科 コノハズク Otus sunia japonicus Temminck & Schlegel, 1844 絶滅危惧種 絶滅危惧種 繁殖個体群

42 フクロウ目 フクロウ科 フクロウ Strix uralensis hondoensis (Clark, 1907) 希少種 希少種 繁殖個体群

43 フクロウ目 フクロウ科 アオバズク Ninox scutulata japonica (Temminck & Schlegel, 1845) 希少種 希少種 繁殖個体群

44 フクロウ目 フクロウ科 トラフズク Asio otus otus (Linnaeus, 1758) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 越冬個体群

45 フクロウ目 フクロウ科 コミミズク Asio flammeus flammeus (Pontoppidan, 1763) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 越冬個体群

46
ブッポウソウ
目

カワセミ科 アカショウビン Halcyon coromanda major (Temminck & Schlegel, 1848) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 繁殖個体群

47
ブッポウソウ
目

カワセミ科 ヤマセミ Megaceryle lugubris lugubris (Temminck, 1834) 希少種 希少種 繁殖個体群

48
ブッポウソウ
目

ブッポウソウ科 ブッポウソウ Eurystomus orientalis calonyx Sharpe, 1890 絶滅寸前種 絶滅寸前種 繁殖個体群

49 キツツキ目 キツツキ科 アリスイ Jynx torquilla japonica (Bonaparte, 1850) 希少種 希少種 越冬個体群

50 キツツキ目 キツツキ科 オオアカゲラ Dendrocopos leucotos namiyei (Kuroda, 1921) 希少種 希少種 繁殖個体群

51 キツツキ目 キツツキ科 アカゲラ Dendrocopos major hondoensis (Kuroda, 1921) 希少種 希少種 繁殖個体群

52 キツツキ目 キツツキ科 アオゲラ Picus awokera awokera Temminck, 1836 － 希少種 繁殖個体群

53 ハヤブサ目 ハヤブサ科 チョウゲンボウ Falco tinnunculus interstinctus McClelland, 1840 希少種 希少種 繁殖個体群

54 ハヤブサ目 ハヤブサ科 コチョウゲンボウ Falco columbarius insignis (Clark, 1907) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 越冬個体群

55 ハヤブサ目 ハヤブサ科 ハヤブサ Falco peregrinus japonensis Gmelin, 1788 希少種 希少種
繁殖個体群。国内希
少野生動植物種
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鳥類レッドリスト（希少性の観点：絶滅種～情報不足種）

No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

1 キジ目 キジ科 ウズラ Coturnix japonica Temminck & Schlegel, 1849 絶滅寸前種 絶滅寸前種 越冬個体群

2 キジ目 キジ科 ヤマドリ Syrmaticus soemmerringii (Temminck, 1830) 　　－ 希少種 繁殖個体群

3 カモ目 カモ科 ヨシガモ Anas falcata Georgi, 1775 希少種 希少種 越冬個体群

4 カモ目 カモ科 トモエガモ Anas formosa Georgi, 1775 絶滅危惧種 絶滅危惧種 越冬個体群

5 カモ目 カモ科 ミコアイサ Mergellus albellus (Linnaeus, 1758) 希少種 希少種 越冬個体群

6 カモ目 カモ科 カワアイサ Mergus merganser merganser Linnaeus, 1758 希少種 希少種 越冬個体群

7 カイツブリ目 カイツブリ科 カンムリカイツブリ Podiceps cristatus cristatus (Linnaeus, 1758) 希少種 希少種 越冬個体群

8 ハト目 ハト科 アオバト Treron sieboldii sieboldii (Temminck, 1835) 希少種 希少種 繁殖個体群

9 ペリカン目 サギ科 ヨシゴイ Ixobrychus sinensis sinensis (Gmelin, 1789) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 繁殖個体群

10 ペリカン目 サギ科 ミゾゴイ Gorsachius goisagi (Temminck, 1836) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 繁殖個体群

11 ペリカン目 サギ科 ゴイサギ Nycticorax nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) 注目種 希少種 繁殖個体群

12 ペリカン目 サギ科 ササゴイ Butorides striata amurensis (Schrenck, 1860) 情報不足種 情報不足種 繁殖個体群

13 ペリカン目 サギ科 チュウサギ Egretta intermedia intermedia (Wagler, 1829) 情報不足種 希少種 繁殖個体群

14 ツル目 クイナ科 クイナ Rallus aquaticus indicus Blyth, 1849 絶滅危惧種 絶滅危惧種 越冬個体群

15 ツル目 クイナ科 ヒクイナ Porzana fusca erythrothorax (Temminck & Schlegel, 1849) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 繁殖個体群

16 カッコウ目 カッコウ科 ジュウイチ Hierococcyx hyperythrus (Gould, 1856) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 繁殖個体群

17 カッコウ目 カッコウ科 ツツドリ Cuculus optatus Gould, 1845 希少種 希少種 繁殖個体群

18 カッコウ目 カッコウ科 カッコウ Cuculus canorus telephonus Heine, 1863 希少種 希少種 繁殖個体群

19 ヨタカ目 ヨタカ科 ヨタカ Caprimulgus indicus jotaka Temminck & Schlegel, 1844 絶滅危惧種 絶滅危惧種 繁殖個体群

20 アマツバメ目 アマツバメ科 ヒメアマツバメ Apus nipalensis kuntzi Deignan, 1958 希少種 希少種 繁殖個体群

21 チドリ目 チドリ科 タゲリ Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) 希少種 絶滅危惧種 越冬個体群

22 チドリ目 チドリ科 イカルチドリ Charadrius placidus Gray & Gray, 1863 希少種 希少種 繁殖個体群

23 チドリ目 シギ科 ヤマシギ Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 希少種 希少種 越冬個体群

24 チドリ目 シギ科 タシギ Gallinago gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) 希少種 希少種 越冬個体群

25 チドリ目 シギ科 クサシギ Tringa ochropus Linnaeus, 1758 希少種 希少種 越冬個体群

26 チドリ目 シギ科 タカブシギ Tringa glareola Linnaeus, 1758 希少種 希少種 越冬個体群

27 チドリ目 シギ科 イソシギ Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) 希少種 希少種 繁殖個体群

28 チドリ目 シギ科 ハマシギ Calidris alpina sakhalina (Vieillot, 1816) 希少種 希少種 越冬個体群

29 チドリ目 タマシギ科 タマシギ Rostratula benghalensis benghalensis (Linnaeus, 1758) 希少種 希少種 繁殖個体群

30 チドリ目 カモメ科 コアジサシ Sterna albifrons sinensis Gmelin, 1789 絶滅危惧種 絶滅危惧種 繁殖個体群

大切にしたい奈良県の野生動植物
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

56 スズメ目 ヤイロチョウ科 ヤイロチョウ Pitta nympha Temminck & Schlegel, 1850 絶滅寸前種 絶滅寸前種
繁殖個体群。国内希
少野生動植物種

57 スズメ目 サンショウクイ科 サンショウクイ Pericrocotus divaricatus divaricatus (Raffles, 1822) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 繁殖個体群

58 スズメ目 カササギヒタキ科 サンコウチョウ Terpsiphone atrocaudata atrocaudata (Eyton, 1839) 希少種 希少種 繁殖個体群

59 スズメ目 カラス科 ホシガラス Nucifraga caryocatactes japonica Hartert, 1897 情報不足種 情報不足種 繁殖個体群

60 スズメ目 キクイタダキ科 キクイタダキ Regulus regulus japonensis Blakiston, 1862 絶滅危惧種 希少種 繁殖個体群

61 スズメ目 シジュウカラ科 コガラ Poecile montanus restrictus (Hellmayr, 1900) 希少種 希少種 繁殖個体群

62 スズメ目 ウグイス科 ヤブサメ Urosphena squameiceps (Swinhoe, 1863) 　　－ 希少種 繁殖個体群

63 スズメ目 ムシクイ科 メボソムシクイ Phylloscopus xanthodryas (Swinhoe, 1863) 希少種 希少種 繁殖個体群

64 スズメ目 ムシクイ科 エゾムシクイ Phylloscopus borealoides Portenko, 1950 絶滅危惧種 絶滅危惧種 繁殖個体群

65 スズメ目 ムシクイ科 センダイムシクイ Phylloscopus coronatus (Temminck & Schlegel, 1847) 希少種 希少種 繁殖個体群

66 スズメ目 ヨシキリ科 コヨシキリ Acrocephalus bistrigiceps bistrigiceps Swinhoe, 1860 絶滅危惧種 絶滅危惧種 繁殖個体群

67 スズメ目 セッカ科 セッカ Cisticola juncidis brunniceps (Temminck & Schlegel, 1850) 希少種 希少種 繁殖個体群

68 スズメ目 ゴジュウカラ科 ゴジュウカラ Sitta europaea amurensis Swinhoe, 1871 希少種 希少種 繁殖個体群

69 スズメ目 キバシリ科 キバシリ Certhia familiaris japonica Hartert, 1897 絶滅危惧種 絶滅危惧種 繁殖個体群

70 スズメ目 カワガラス科 カワガラス Cinclus pallasii pallasii Temminck, 1820 希少種 希少種 繁殖個体群

71 スズメ目 ヒタキ科 トラツグミ Zoothera dauma aurea (Holandre, 1825) 希少種 希少種 繁殖個体群

72 スズメ目 ヒタキ科 クロツグミ Turdus cardis Temminck, 1831 希少種 希少種 繁殖個体群

73 スズメ目 ヒタキ科 アカハラ Turdus chrysolaus chrysolaus Temminck, 1832 希少種 希少種 繁殖個体群

74 スズメ目 ヒタキ科 コマドリ Luscinia akahige akahige (Temminck, 1835) 希少種 絶滅危惧種 繁殖個体群

75 スズメ目 ヒタキ科 コルリ Luscinia cyane bochaiensis (Shulpin, 1928) 希少種 希少種 繁殖個体群

76 スズメ目 ヒタキ科 ルリビタキ Tarsiger cyanurus cyanurus (Pallas, 1773) 希少種 希少種 繁殖個体群

77 スズメ目 ヒタキ科 サメビタキ Muscicapa sibirica sibirica Gmelin, 1789 情報不足種 情報不足種 繁殖個体群

78 スズメ目 ヒタキ科 コサメビタキ Muscicapa dauurica dauurica Pallas, 1811 希少種 希少種 繁殖個体群

79 スズメ目 ヒタキ科 キビタキ Ficedula narcissina narcissina (Temminck, 1836) 希少種 希少種 繁殖個体群

80 スズメ目 イワヒバリ科 イワヒバリ Prunella collaris erythropygia (Swinhoe, 1870) 情報不足種 情報不足種 越冬個体群

81 スズメ目 イワヒバリ科 カヤクグリ Prunella rubida (Temminck & Schlegel, 1845) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 繁殖個体群

82 スズメ目 セキレイ科 ビンズイ Anthus hodgsoni hodgsoni Richmond, 1907 希少種 希少種 繁殖個体群

83 スズメ目 ホオジロ科 ホオアカ Emberiza fucata fucata Pallas, 1776 絶滅危惧種 絶滅危惧種 繁殖個体群

84 スズメ目 ホオジロ科 ミヤマホオジロ Emberiza elegans elegans Temminck, 1836 希少種 希少種 越冬個体群

大切にしたい奈良県の野生動植物
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

85 スズメ目 ホオジロ科 アオジ Emberiza spodocephala personata Temminck, 1836 絶滅危惧種 絶滅危惧種 繁殖個体群

86 スズメ目 ホオジロ科 クロジ Emberiza variabilis Temminck, 1836 絶滅危惧種 絶滅危惧種 繁殖個体群

87 スズメ目 ホオジロ科 オオジュリン Emberiza schoeniclus pyrrhulina (Swinhoe, 1876) 希少種 希少種 越冬個体群

備考欄の「繁殖個体群」「越冬個体群」は、評価の対象とした個体群を明示したもの

大切にしたい奈良県の野生動植物
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

56 スズメ目 ヤイロチョウ科 ヤイロチョウ Pitta nympha Temminck & Schlegel, 1850 絶滅寸前種 絶滅寸前種
繁殖個体群。国内希
少野生動植物種

57 スズメ目 サンショウクイ科 サンショウクイ Pericrocotus divaricatus divaricatus (Raffles, 1822) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 繁殖個体群

58 スズメ目 カササギヒタキ科 サンコウチョウ Terpsiphone atrocaudata atrocaudata (Eyton, 1839) 希少種 希少種 繁殖個体群

59 スズメ目 カラス科 ホシガラス Nucifraga caryocatactes japonica Hartert, 1897 情報不足種 情報不足種 繁殖個体群

60 スズメ目 キクイタダキ科 キクイタダキ Regulus regulus japonensis Blakiston, 1862 絶滅危惧種 希少種 繁殖個体群

61 スズメ目 シジュウカラ科 コガラ Poecile montanus restrictus (Hellmayr, 1900) 希少種 希少種 繁殖個体群

62 スズメ目 ウグイス科 ヤブサメ Urosphena squameiceps (Swinhoe, 1863) 　　－ 希少種 繁殖個体群

63 スズメ目 ムシクイ科 メボソムシクイ Phylloscopus xanthodryas (Swinhoe, 1863) 希少種 希少種 繁殖個体群

64 スズメ目 ムシクイ科 エゾムシクイ Phylloscopus borealoides Portenko, 1950 絶滅危惧種 絶滅危惧種 繁殖個体群

65 スズメ目 ムシクイ科 センダイムシクイ Phylloscopus coronatus (Temminck & Schlegel, 1847) 希少種 希少種 繁殖個体群

66 スズメ目 ヨシキリ科 コヨシキリ Acrocephalus bistrigiceps bistrigiceps Swinhoe, 1860 絶滅危惧種 絶滅危惧種 繁殖個体群

67 スズメ目 セッカ科 セッカ Cisticola juncidis brunniceps (Temminck & Schlegel, 1850) 希少種 希少種 繁殖個体群

68 スズメ目 ゴジュウカラ科 ゴジュウカラ Sitta europaea amurensis Swinhoe, 1871 希少種 希少種 繁殖個体群

69 スズメ目 キバシリ科 キバシリ Certhia familiaris japonica Hartert, 1897 絶滅危惧種 絶滅危惧種 繁殖個体群

70 スズメ目 カワガラス科 カワガラス Cinclus pallasii pallasii Temminck, 1820 希少種 希少種 繁殖個体群

71 スズメ目 ヒタキ科 トラツグミ Zoothera dauma aurea (Holandre, 1825) 希少種 希少種 繁殖個体群

72 スズメ目 ヒタキ科 クロツグミ Turdus cardis Temminck, 1831 希少種 希少種 繁殖個体群

73 スズメ目 ヒタキ科 アカハラ Turdus chrysolaus chrysolaus Temminck, 1832 希少種 希少種 繁殖個体群

74 スズメ目 ヒタキ科 コマドリ Luscinia akahige akahige (Temminck, 1835) 希少種 絶滅危惧種 繁殖個体群

75 スズメ目 ヒタキ科 コルリ Luscinia cyane bochaiensis (Shulpin, 1928) 希少種 希少種 繁殖個体群

76 スズメ目 ヒタキ科 ルリビタキ Tarsiger cyanurus cyanurus (Pallas, 1773) 希少種 希少種 繁殖個体群

77 スズメ目 ヒタキ科 サメビタキ Muscicapa sibirica sibirica Gmelin, 1789 情報不足種 情報不足種 繁殖個体群

78 スズメ目 ヒタキ科 コサメビタキ Muscicapa dauurica dauurica Pallas, 1811 希少種 希少種 繁殖個体群

79 スズメ目 ヒタキ科 キビタキ Ficedula narcissina narcissina (Temminck, 1836) 希少種 希少種 繁殖個体群

80 スズメ目 イワヒバリ科 イワヒバリ Prunella collaris erythropygia (Swinhoe, 1870) 情報不足種 情報不足種 越冬個体群

81 スズメ目 イワヒバリ科 カヤクグリ Prunella rubida (Temminck & Schlegel, 1845) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 繁殖個体群

82 スズメ目 セキレイ科 ビンズイ Anthus hodgsoni hodgsoni Richmond, 1907 希少種 希少種 繁殖個体群

83 スズメ目 ホオジロ科 ホオアカ Emberiza fucata fucata Pallas, 1776 絶滅危惧種 絶滅危惧種 繁殖個体群

84 スズメ目 ホオジロ科 ミヤマホオジロ Emberiza elegans elegans Temminck, 1836 希少種 希少種 越冬個体群

大切にしたい奈良県の野生動植物
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大切にしたい奈良県の野生動植物

爬虫類レッドリスト（希少性の観点：絶滅種～情報不足種）

No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

1 カメ目 イシガメ科 ニホンイシガメ Mauremys japonica (Temminck & Schlegel, 1835) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

2 カメ目 イシガメ科 クサガメ Mauremys reevesii (Gray, 1831) 　　－ 情報不足種 　

3 カメ目 スッポン科 ニホンスッポン Pelodiscus sinensis (Wiegmann, 1835) 情報不足種 情報不足種 　

4 有鱗目 タカチホヘビ科 タカチホヘビ Achalinus spinalis Peters, 1869 情報不足種 絶滅危惧種 　

5 有鱗目 ナミヘビ科 ジムグリ Euprepiophis conspicillatus (Boie, 1826) 情報不足種 希少種 　

6 有鱗目 ナミヘビ科 アオダイショウ Elaphe climacophora (Boie, 1826) 希少種 希少種 　

7 有鱗目 ナミヘビ科 ヒバカリ Amphiesma vibakari (Boie, 1826) 情報不足種 希少種 　

8 有鱗目 ナミヘビ科 シロマダラ Dinodon orientale (Hilgendorf, 1880) 情報不足種 絶滅危惧種 　

9 有鱗目 ナミヘビ科 ヤマカガシ Rhabdophis tigrinus (Boie, 1826) 希少種 希少種 　

10 有鱗目 クサリヘビ科 ニホンマムシ Gloydius blomhoffii (Boie, 1826) 希少種 希少種 　
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大切にしたい奈良県の野生動植物

両生類レッドリスト（希少性の観点：絶滅種～情報不足種）

No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

1 有尾目 サンショウウオ科
オオダイガハラサン
ショウウオ

Hynobius boulengeri (Thompson, 1912) 郷土種 絶滅危惧種 県指定天然記念物

2 有尾目 サンショウウオ科 カスミサンショウウオ Hynobius nebulosus (Temminck & Schlegel, 1838) 絶滅寸前種 絶滅寸前種
奈良県特定希少野
生動植物

3 有尾目 サンショウウオ科
コガタブチサンショウウ
オ

Hynobius yatsui Oyama, 1947 情報不足種 絶滅危惧種 　

4 有尾目 サンショウウオ科 ヒダサンショウウオ Hynobius kimurae Dunn, 1923 情報不足種 絶滅寸前種 　

5 有尾目 サンショウウオ科 ハコネサンショウウオ Onychodactylus japonicus (Houttuyn, 1782) 　　－ 絶滅危惧種 　

6 有尾目 オオサンショウウオ科 オオサンショウウオ Andrias japonicus (Temminck, 1836) 注目種 絶滅危惧種
国指定特別天然記
念物

7 有尾目 イモリ科 アカハライモリ Cynops pyrrhogaster (Boie, 1826) 　　－ 希少種 　

8 無尾目 ヒキガエル科 ナガレヒキガエル Bufo torrenticola Matsui, 1976 注目種 絶滅危惧種 　

9 無尾目 ヒキガエル科 ニホンヒキガエル Bufo japonicus japonicus Temminck & Schlegel, 1838 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

10 無尾目 ヒキガエル科 アズマヒキガエル Bufo japonicus formosus Boulenger, 1883 注目種 希少種 　

11 無尾目 アカガエル科 ナガレタゴガエル Rana sakuraii Matsui & Matsui, 1990 情報不足種 希少種 　

12 無尾目 アカガエル科 ニホンアカガエル Rana japonica Boulenger, 1879 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

13 無尾目 アカガエル科 ヤマアカガエル Rana ornativentris Werner, 1903 　　－ 希少種 　

14 無尾目 アカガエル科 ツチガエル Glandirana rugosa (Temminck & Schlegel, 1838) 　　－ 希少種 　

15 無尾目 アカガエル科 ナゴヤダルマガエル Pelophylax porosus brevipodus (Ito, 1941) 絶滅寸前種 絶滅寸前種
奈良県特定希少野
生動植物

16 無尾目 アオガエル科
シュレーゲルアオガエ
ル

Rhacophorus schlegelii (Günther, 1858) 　　－ 希少種 　

17 無尾目 アオガエル科 モリアオガエル Rhacophorus arboreus (Okada & Kawano, 1924) 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

18 無尾目 アオガエル科 カジカガエル Buergeria buergeri (Temminck & Schlegel, 1838) 　　－ 希少種 　
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大切にしたい奈良県の野生動植物

爬虫類レッドリスト（希少性の観点：絶滅種～情報不足種）

No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

1 カメ目 イシガメ科 ニホンイシガメ Mauremys japonica (Temminck & Schlegel, 1835) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

2 カメ目 イシガメ科 クサガメ Mauremys reevesii (Gray, 1831) 　　－ 情報不足種 　

3 カメ目 スッポン科 ニホンスッポン Pelodiscus sinensis (Wiegmann, 1835) 情報不足種 情報不足種 　

4 有鱗目 タカチホヘビ科 タカチホヘビ Achalinus spinalis Peters, 1869 情報不足種 絶滅危惧種 　

5 有鱗目 ナミヘビ科 ジムグリ Euprepiophis conspicillatus (Boie, 1826) 情報不足種 希少種 　

6 有鱗目 ナミヘビ科 アオダイショウ Elaphe climacophora (Boie, 1826) 希少種 希少種 　

7 有鱗目 ナミヘビ科 ヒバカリ Amphiesma vibakari (Boie, 1826) 情報不足種 希少種 　

8 有鱗目 ナミヘビ科 シロマダラ Dinodon orientale (Hilgendorf, 1880) 情報不足種 絶滅危惧種 　

9 有鱗目 ナミヘビ科 ヤマカガシ Rhabdophis tigrinus (Boie, 1826) 希少種 希少種 　

10 有鱗目 クサリヘビ科 ニホンマムシ Gloydius blomhoffii (Boie, 1826) 希少種 希少種 　
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大切にしたい奈良県の野生動植物

魚類レッドリスト（希少性の観点：絶滅種～情報不足種）

No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

1 ヤツメウナギ目 ヤツメウナギ科 スナヤツメ Lethenteron sp. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

2 コイ目 コイ科 ヤリタナゴ Tanakia lanceolata (Temminck & Schlegel, 1846) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

3 コイ目 コイ科 アブラボテ Tanakia limbata (Temminck & Schlegel, 1846) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

4 コイ目 コイ科 カネヒラ Acheilognathus rhombeus (Temminck & Schlegel, 1846) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

5 コイ目 コイ科 イチモンジタナゴ Acheilognathus cyanostigma Jordan & Fowler, 1903 情報不足種 情報不足種 　

6 コイ目 コイ科 シロヒレタビラ Acheilognathus tabira tabira Jordan & Thompson, 1914 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

7 コイ目 コイ科 ニッポンバラタナゴ Rhodeus ocellatus kurumeus Jordan & Thompson, 1914 絶滅寸前種 野生絶滅種
奈良県特定希少野
生動植物

8 コイ目 コイ科 カワバタモロコ Hemigrammocypris neglectus (Stieler, 1907) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

9 コイ目 コイ科 ヌマムツ Candidia sieboldii (Temminck & Schlegel, 1846) 希少種 希少種 　

10 コイ目 コイ科 アブラハヤ Phoxinus lagowskii steindachneri Sauvage, 1883 希少種 希少種 　

11 コイ目 コイ科 カワヒガイ
Sarcocheilichthys variegatus variegatus (Temminck & 
Schlegel, 1846)

絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

12 コイ目 コイ科 ムギツク Pungtungia herzi Herzenstein, 1892 希少種 希少種 　

13 コイ目 コイ科 ゼゼラ Biwia zezera (Ishikawa, 1895) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

14 コイ目 コイ科 ヨドゼゼラ Biwia yodoensis Kawase & Hosoya, 2010 　　－ 絶滅危惧種 　

15 コイ目 コイ科 ズナガニゴイ Hemibarbus longirostris (Regan, 1908) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

16 コイ目 コイ科 イトモロコ Squalidus gracilis gracilis (Temminck & Schlegel, 1846) 希少種 希少種 　

17 コイ目 ドジョウ科 アジメドジョウ Niwaella delicata (Niwa, 1937) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

18 コイ目 ドジョウ科
チュウガタスジシマ
ドジョウ

Cobitis striata striata Ikeda, 1936 　　－ 情報不足種 　

19 コイ目 ドジョウ科 ホトケドジョウ Lefua echigonia Jordan & Richardson, 1907 情報不足種 情報不足種 　

20 コイ目 ドジョウ科 ナガレホトケドジョウ Lefua sp.1 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

21 ナマズ目 ギギ科 ギギ Tachysurus nudiceps (Sauvage, 1883) 希少種 希少種 　

22 ナマズ目 アカザ科 アカザ Liobagrus reinii Hilgendorf, 1878 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

23 サケ目 アユ科 アユ Plecoglossus altivelis altivelis (Temminck & Schlegel, 1846) 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

24 サケ目 サケ科 ヤマトイワナ Salvelinus leucomaenis japonicus Oshima, 1961 絶滅寸前種 絶滅寸前種
別名キリクチ。県指
定天然記念物
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No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

25 ダツ目 メダカ科 ミナミメダカ Oryzias latipes (Temminck & Schlegel, 1846) 希少種 希少種 　

26 スズキ目 カジカ科 アユカケ Cottus kazika Jordan & Starks, 1904 情報不足種 情報不足種 別名カマキリ

27 スズキ目 カジカ科 カジカ Cottus pollux Günther, 1837 情報不足種 情報不足種 カジカ大卵型

28 スズキ目 カジカ科 ウツセミカジカ Cottus reinii Hilgendorf, 1879 情報不足種 情報不足種 カジカ小卵型

29 スズキ目 ハゼ科 ボウズハゼ Sicyopterus japonicus (Tanaka, 1909) 情報不足種 情報不足種 　

30 スズキ目 ハゼ科 ウキゴリ Gymnogobius urotaenia (Hilgendorf, 1879) 希少種 希少種 　
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魚類レッドリスト（希少性の観点：絶滅種～情報不足種）

No. 上位分類 科名 和名 学名
カテゴリー
(旧 )

カテゴリー
（新）

備考

1 ヤツメウナギ目 ヤツメウナギ科 スナヤツメ Lethenteron sp. 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

2 コイ目 コイ科 ヤリタナゴ Tanakia lanceolata (Temminck & Schlegel, 1846) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

3 コイ目 コイ科 アブラボテ Tanakia limbata (Temminck & Schlegel, 1846) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

4 コイ目 コイ科 カネヒラ Acheilognathus rhombeus (Temminck & Schlegel, 1846) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

5 コイ目 コイ科 イチモンジタナゴ Acheilognathus cyanostigma Jordan & Fowler, 1903 情報不足種 情報不足種 　

6 コイ目 コイ科 シロヒレタビラ Acheilognathus tabira tabira Jordan & Thompson, 1914 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

7 コイ目 コイ科 ニッポンバラタナゴ Rhodeus ocellatus kurumeus Jordan & Thompson, 1914 絶滅寸前種 野生絶滅種
奈良県特定希少野
生動植物

8 コイ目 コイ科 カワバタモロコ Hemigrammocypris neglectus (Stieler, 1907) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

9 コイ目 コイ科 ヌマムツ Candidia sieboldii (Temminck & Schlegel, 1846) 希少種 希少種 　

10 コイ目 コイ科 アブラハヤ Phoxinus lagowskii steindachneri Sauvage, 1883 希少種 希少種 　

11 コイ目 コイ科 カワヒガイ
Sarcocheilichthys variegatus variegatus (Temminck & 
Schlegel, 1846)

絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

12 コイ目 コイ科 ムギツク Pungtungia herzi Herzenstein, 1892 希少種 希少種 　

13 コイ目 コイ科 ゼゼラ Biwia zezera (Ishikawa, 1895) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

14 コイ目 コイ科 ヨドゼゼラ Biwia yodoensis Kawase & Hosoya, 2010 　　－ 絶滅危惧種 　

15 コイ目 コイ科 ズナガニゴイ Hemibarbus longirostris (Regan, 1908) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

16 コイ目 コイ科 イトモロコ Squalidus gracilis gracilis (Temminck & Schlegel, 1846) 希少種 希少種 　

17 コイ目 ドジョウ科 アジメドジョウ Niwaella delicata (Niwa, 1937) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

18 コイ目 ドジョウ科
チュウガタスジシマ
ドジョウ

Cobitis striata striata Ikeda, 1936 　　－ 情報不足種 　

19 コイ目 ドジョウ科 ホトケドジョウ Lefua echigonia Jordan & Richardson, 1907 情報不足種 情報不足種 　

20 コイ目 ドジョウ科 ナガレホトケドジョウ Lefua sp.1 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

21 ナマズ目 ギギ科 ギギ Tachysurus nudiceps (Sauvage, 1883) 希少種 希少種 　

22 ナマズ目 アカザ科 アカザ Liobagrus reinii Hilgendorf, 1878 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

23 サケ目 アユ科 アユ Plecoglossus altivelis altivelis (Temminck & Schlegel, 1846) 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

24 サケ目 サケ科 ヤマトイワナ Salvelinus leucomaenis japonicus Oshima, 1961 絶滅寸前種 絶滅寸前種
別名キリクチ。県指
定天然記念物
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