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昆虫類レッドリスト（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 カゲロウ目 トビイロカゲロウ科 オオトゲエラカゲロウ Thraulus grandis Gose, 1980 希少種 希少種 　

2 カゲロウ目 ヒラタカゲロウ科 キハダヒラタカゲロウ Heptagenia kihada Matsumura, 1931 希少種 希少種 　

3 トンボ目 アオイトトンボ科 コバネアオイトトンボ Lestes japonicus Selys, 1883 絶滅危惧種 絶滅寸前種 　

4 トンボ目 カワトンボ科 アオハダトンボ Calopteryx japonica Selys, 1869 希少種 希少種 　

5 トンボ目 イトトンボ科 ベニイトトンボ Ceriagrion nipponicum Asahina, 1967 希少種 希少種 　

6 トンボ目 イトトンボ科 モートンイトトンボ Mortonagrion selenion (Ris, 1916) 絶滅危惧種 絶滅寸前種 　

7 トンボ目 イトトンボ科 ムスジイトトンボ Paracercion melanotum (Selys, 1876) 希少種 希少種 　

8 トンボ目 イトトンボ科 オオイトトンボ Paracercion sieboldii (Selys, 1876) 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

9 トンボ目 ムカシトンボ科 ムカシトンボ Epiophlebia superstes (Selys, 1889) 希少種 希少種 　

10 トンボ目 ヤンマ科 ネアカヨシヤンマ Aeschnophlebia anisoptera Selys, 1883 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

11 トンボ目 ヤンマ科 アオヤンマ Aeschnophlebia longistigma Selys, 1883 希少種 希少種 　

12 トンボ目 ヤンマ科 ルリボシヤンマ Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

13 トンボ目 ヤンマ科 マルタンヤンマ Anaciaeschna martini (Selys, 1897) 希少種 希少種 　

14 トンボ目 ヤンマ科 サラサヤンマ Sarasaeschna pryeri (Martin, 1909) 希少種 希少種 　

15 トンボ目 サナエトンボ科 ミヤマサナエ Anisogomphus maacki (Selys, 1872) 希少種 希少種 　

16 トンボ目 サナエトンボ科 キイロサナエ Asiagomphus pryeri (Selys, 1883) 希少種 希少種 　

17 トンボ目 サナエトンボ科 アオサナエ Nihonogomphus viridis Oguma, 1926 希少種 希少種 　

18 トンボ目 サナエトンボ科 ホンサナエ Shaogomphus postocularis (Selys, 1869) 希少種 希少種 　

19 トンボ目 サナエトンボ科 ヒメサナエ Sinogomphus flavolimbatus (Matsumura in Oguma, 1926) 希少種 希少種 　

20 トンボ目 サナエトンボ科 オオサカサナエ Stylurus annulatus (Djakonov, 1926) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

21 トンボ目 サナエトンボ科 メガネサナエ Stylurus oculatus (Asahina, 1949) 希少種 希少種 　

22 トンボ目 サナエトンボ科 タベサナエ Trigomphus citimus tabei (Asahina, 1949) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

23 トンボ目 サナエトンボ科 フタスジサナエ Trigomphus interruptus (Selys, 1854) 　　－ 絶滅危惧種 　

24 トンボ目 サナエトンボ科 コサナエ Trigomphus melampus (Selys, 1869) 絶滅寸前種 絶滅寸前種
奈良県特定希少野
生動植物

25 トンボ目 サナエトンボ科 オグマサナエ Trigomphus ogumai Asahina, 1949 　　－ 絶滅危惧種 　

26 トンボ目 ムカシヤンマ科 ムカシヤンマ Tanypteryx pryeri (Selys, 1889) 希少種 希少種 　

27 トンボ目 エゾトンボ科 トラフトンボ Epitheca marginata (Selys, 1883) 希少種 希少種 　

28 トンボ目 エゾトンボ科 ハネビロエゾトンボ Somatochlora clavata Oguma, 1913 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　
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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

29 トンボ目 ヤマトンボ科 キイロヤマトンボ Macromia daimoji Okumura, 1949 希少種 希少種 　

30 トンボ目 トンボ科 ヨツボシトンボ Libellula quadrimaculata asahinai Schmidt, 1957 希少種 希少種 　

31 トンボ目 トンボ科 ハッチョウトンボ Nannophya pygmaea Ramber, 1842 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

32 トンボ目 トンボ科 キトンボ Sympetrum croceolum (Selys, 1883) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

33 トンボ目 トンボ科 ナニワトンボ Sympetrum gracile Oguma, 1915 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

34 トンボ目 トンボ科 マダラナニワトンボ Sympetrum maculatum Oguma, 1915 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

35 トンボ目 トンボ科 ミヤマアカネ Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766) 希少種 希少種 　

36 トンボ目 トンボ科 ネキトンボ Sympetrum speciosum Oguma, 1915 希少種 希少種 　

37 トンボ目 トンボ科 オオキトンボ Sympetrum uniforme (Selys, 1883) 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

38 バッタ目 コオロギ科 タンボオカメコオロギ Loxoblemmus aomoriensis Shiraki, 1930 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

39 バッタ目 コオロギ科 クロツヤコオロギ Phonarellus ritsemai (Saussure, 1877) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

40 バッタ目 コオロギ科 クチナガコオロギ Velarifictorus aspersus (Walker, 1869) 希少種 希少種 　

41 バッタ目 マツムシ科 クチキコオロギ Duolandrevus ivani (Gorochov, 1988) 希少種 希少種 　

42 バッタ目 マツムシ科 カヤコオロギ Euscyrtus japonicus Shiraki, 1930 希少種 希少種 　

43 バッタ目 ヒバリモドキ科 カワラスズ Dianemobius furumagiensis (Ohmachi & Furukawa, 1929) 情報不足種 情報不足種 　

44 バッタ目 カマドウマ科 コガタカマドウマ Paratachycines masaakii Sugimoto & Ichikawa, 2003 情報不足種 情報不足種 　

45 バッタ目 キリギリス科 ハタケノウマオイ Hexacentrus japonicus Karny, 1907 情報不足種 情報不足種 　

46 バッタ目 キリギリス科 カヤキリ Pseudorhynchus japonicus Shiraki, 1930 希少種 希少種 　

47 バッタ目 ササキリモドキ科 コウヤササキリモドキ Kinkiconocephalopsis koyasanensis (Kanô, 1987) 希少種 希少種 　

48 バッタ目 ササキリモドキ科
ヒトコブササキリモド
キ名義タイプ亜種

Tettigoniopsis kongozanensis kongozanensis Kanô & 
Kawakita, 1985

希少種 希少種 　

49 バッタ目 クツワムシ科 クツワムシ Mecopoda niponensis (de Haan, 1843) 希少種 希少種 　

50 バッタ目 バッタ科 カワラバッタ Eusphingonotus japonicus (Saussure, 1888) 希少種 希少種 　

51 バッタ目 バッタ科 ダイリフキバッタ Parapodisma dairisama (Scudder, 1897) 希少種 希少種 　

52 バッタ目 バッタ科
シコクフキバッタ紀伊
半島亜種

Parapodisma niihamensis hiurai Tominaga & Kanô, 1987 情報不足種 情報不足種 　

53 ハサミムシ目 カザリハサミムシ科 クロハサミムシ Nesogaster lewisi (Bormans, 1903) 　　－ 希少種 　

54 カマキリ目 カマキリ科 ヒナカマキリ Amantis nawai (Shiraki, 1908) 希少種 希少種 　

55 カマキリ目 カマキリ科 ウスバカマキリ Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) 　　－ 絶滅危惧種 　

56 ゴキブリ目 チャバネゴキブリ科 キョウトゴキブリ Asiablatta kyotensis (Asahina, 1976) 希少種 希少種 　
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昆虫類レッドリスト（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 カゲロウ目 トビイロカゲロウ科 オオトゲエラカゲロウ Thraulus grandis Gose, 1980 希少種 希少種 　

2 カゲロウ目 ヒラタカゲロウ科 キハダヒラタカゲロウ Heptagenia kihada Matsumura, 1931 希少種 希少種 　

3 トンボ目 アオイトトンボ科 コバネアオイトトンボ Lestes japonicus Selys, 1883 絶滅危惧種 絶滅寸前種 　

4 トンボ目 カワトンボ科 アオハダトンボ Calopteryx japonica Selys, 1869 希少種 希少種 　

5 トンボ目 イトトンボ科 ベニイトトンボ Ceriagrion nipponicum Asahina, 1967 希少種 希少種 　

6 トンボ目 イトトンボ科 モートンイトトンボ Mortonagrion selenion (Ris, 1916) 絶滅危惧種 絶滅寸前種 　

7 トンボ目 イトトンボ科 ムスジイトトンボ Paracercion melanotum (Selys, 1876) 希少種 希少種 　

8 トンボ目 イトトンボ科 オオイトトンボ Paracercion sieboldii (Selys, 1876) 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

9 トンボ目 ムカシトンボ科 ムカシトンボ Epiophlebia superstes (Selys, 1889) 希少種 希少種 　

10 トンボ目 ヤンマ科 ネアカヨシヤンマ Aeschnophlebia anisoptera Selys, 1883 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

11 トンボ目 ヤンマ科 アオヤンマ Aeschnophlebia longistigma Selys, 1883 希少種 希少種 　

12 トンボ目 ヤンマ科 ルリボシヤンマ Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

13 トンボ目 ヤンマ科 マルタンヤンマ Anaciaeschna martini (Selys, 1897) 希少種 希少種 　

14 トンボ目 ヤンマ科 サラサヤンマ Sarasaeschna pryeri (Martin, 1909) 希少種 希少種 　

15 トンボ目 サナエトンボ科 ミヤマサナエ Anisogomphus maacki (Selys, 1872) 希少種 希少種 　

16 トンボ目 サナエトンボ科 キイロサナエ Asiagomphus pryeri (Selys, 1883) 希少種 希少種 　

17 トンボ目 サナエトンボ科 アオサナエ Nihonogomphus viridis Oguma, 1926 希少種 希少種 　

18 トンボ目 サナエトンボ科 ホンサナエ Shaogomphus postocularis (Selys, 1869) 希少種 希少種 　

19 トンボ目 サナエトンボ科 ヒメサナエ Sinogomphus flavolimbatus (Matsumura in Oguma, 1926) 希少種 希少種 　

20 トンボ目 サナエトンボ科 オオサカサナエ Stylurus annulatus (Djakonov, 1926) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

21 トンボ目 サナエトンボ科 メガネサナエ Stylurus oculatus (Asahina, 1949) 希少種 希少種 　

22 トンボ目 サナエトンボ科 タベサナエ Trigomphus citimus tabei (Asahina, 1949) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

23 トンボ目 サナエトンボ科 フタスジサナエ Trigomphus interruptus (Selys, 1854) 　　－ 絶滅危惧種 　

24 トンボ目 サナエトンボ科 コサナエ Trigomphus melampus (Selys, 1869) 絶滅寸前種 絶滅寸前種
奈良県特定希少野
生動植物

25 トンボ目 サナエトンボ科 オグマサナエ Trigomphus ogumai Asahina, 1949 　　－ 絶滅危惧種 　

26 トンボ目 ムカシヤンマ科 ムカシヤンマ Tanypteryx pryeri (Selys, 1889) 希少種 希少種 　

27 トンボ目 エゾトンボ科 トラフトンボ Epitheca marginata (Selys, 1883) 希少種 希少種 　

28 トンボ目 エゾトンボ科 ハネビロエゾトンボ Somatochlora clavata Oguma, 1913 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　
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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

57 カメムシ目 タデキジラミ科 エノキカイガラキジラミ Celtisaspis japonica (Miyatake, 1968) 希少種 希少種 　

58 カメムシ目 タデキジラミ科
クロオビカイガラキジ
ラミ

Celtisaspis usubai (Miyatake, 1980) 希少種 絶滅危惧種 　

59 カメムシ目 キジラミ科 マメグミキジラミ Cacopsylla kongoensis (Miyatake, 1982) 　　－ 絶滅危惧種 　

60 カメムシ目 セミ科 コエゾゼミ Auritibicen bihamatus (Motschulsky, 1861) 希少種 希少種 　

61 カメムシ目 セミ科 アカエゾゼミ Auritibicen flammatus (Distant, 1892) 希少種 希少種 　

62 カメムシ目 セミ科 エゾゼミ Auritibicen japonicus (Kato, 1925) 希少種 希少種 　

63 カメムシ目 セミ科 ヒメハルゼミ Euterpnosia chibensis chibensis Matsumura, 1917 希少種 希少種 　

64 カメムシ目 セミ科 エゾハルゼミ Terpnosia nigricosta (Motschulsky, 1866) 希少種 希少種 　

65 カメムシ目 トゲアワフキムシ科 タケウチトゲアワフキ Machaerota takeuchii Kato, 1931 希少種 希少種 　

66 カメムシ目 ヨコバイ科 テングオオヨコバイ Tengirhinus tengu Ishihara, 1953 希少種 希少種 注目種

67 カメムシ目 タイコウチ科 ヒメタイコウチ Nepa hoffmanni Esaki, 1925 絶滅寸前種 絶滅寸前種
奈良県特定希少野
生動植物

68 カメムシ目 コオイムシ科 コオイムシ Appasus japonicus Vuillefroy, 1864 希少種 希少種 　

69 カメムシ目 コオイムシ科 オオコオイムシ Appasus major (Esaki, 1934) 希少種 希少種 　

70 カメムシ目 コオイムシ科 タガメ Kirkaldyia deyrollei (Vuillefroy, 1864) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

71 カメムシ目 コバンムシ科 コバンムシ Ilycoris cimicoides exclamationis (Scott, 1874) 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

72 カメムシ目 ナベブタムシ科 トゲナベブタムシ Aphelocheilus nawai Nawa, 1905 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

73 カメムシ目 イトアメンボ科 イトアメンボ Hydrometra albolineata (Scott, 1874) 希少種 希少種 　

74 カメムシ目 アメンボ科 ヤスマツアメンボ Gerris insularis (Motschulsky, 1866) 希少種 希少種 　

75 カメムシ目 アメンボ科 ハネナシアメンボ Gerris nepalensis Distant, 1910 希少種 希少種 　

76 カメムシ目 ツノカメムシ科 ツノアカツノカメムシ Acanthosoma haemorrhoidale (Linnaeus, 1758) 希少種 希少種 　

77 カメムシ目 ツノカメムシ科 トゲツノカメムシ Lindbergicoris gramineus (Distant, 1883) 希少種 希少種 　

78 ヘビトンボ目 センブリ科 ヤマトセンブリ Sialis yamatoensis Hayashi & Suda, 1995 　　－ 希少種 　

79
アミメカゲロ
ウ目

ウスバカゲロウ科 オオウスバカゲロウ Synclisis japonica (Hagen, 1866) 　　－ 情報不足種 　

80 コウチュウ目 ハンミョウ科 ホソハンミョウ Cylindera gracilis Pallas, 1773 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

81 コウチュウ目 オサムシ科
ヒョウゴマルガタゴミ
ムシ

Amara hiogoensis Bates, 1873 　　－ 情報不足種 　

82 コウチュウ目 オサムシ科 ヒトツメアオゴミムシ Callistoides deliciolus Bates, 1873 　　－ 希少種 　

83 コウチュウ目 オサムシ科
コクロナガオサムシ大
峰山脈亜種

Carabus arboreus ohminensis Harusawa, 1978 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

84 コウチュウ目 オサムシ科
イワワキオサムシ室生
山地亜種

Carabus iwawakianus muro Ishikawa & Kubota, 1995 希少種 希少種 　

85 コウチュウ目 オサムシ科 セアカオサムシ Carabus tuberculosus Dejean, 1829 希少種 希少種 　
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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

86 コウチュウ目 オサムシ科 ドウキョウオサムシ Carabus uenoi (Ishikawa, 1960) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

87 コウチュウ目 オサムシ科 コアトワアオゴミムシ Chlaenius hamifer Chaudoir, 1856 　　－ 情報不足種 　

88 コウチュウ目 オサムシ科 オオキベリアオゴミムシ Chlaenius nigricans Wiedemann, 1821 　　－ 希少種 　

89 コウチュウ目 オサムシ科 アオヘリアオゴミムシ Chlaenius praefectus Bates, 1873 　　－ 情報不足種 　

90 コウチュウ目 オサムシ科
ダイミョウアトキリゴ
ミムシ

Cymindis daimio Bates, 1873 　　－ 希少種 　

91 コウチュウ目 オサムシ科
テンニンノメクラチビ
ゴミムシ

Kusumia yosiiana Ueno, 1960 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

92 コウチュウ目 オサムシ科 フタツメゴミムシ Lebidia bioculata Morawitz, 1863 　　－ 情報不足種 　

93 コウチュウ目 オサムシ科
ニセオオアオモリヒラ
タゴミムシ

Metacolpodes amoenulus (Jedlicka, 1934) 　　－ 情報不足種 　

94 コウチュウ目 オサムシ科 クチキゴミムシ Morion japonicum (Bates, 1883) 希少種 希少種 　

95 コウチュウ目 オサムシ科
フタモンマルクビゴミ
ムシ

Nebria pulcherrima Bates, 1873 情報不足種 情報不足種 　

96 コウチュウ目 オサムシ科 ヒロムネナガゴミムシ Pterostichus dulcis Bates, 1883 希少種 情報不足種 　

97 コウチュウ目 オサムシ科 コアオアトキリゴミムシ Taicona aurata Bates, 1873 　　－ 情報不足種 　

98 コウチュウ目 オサムシ科
クビナガヨツボシゴミ
ムシ

Tinoderus singularis (Bates, 1873) 　　－ 情報不足種 　

99 コウチュウ目 コガシラミズムシ科 マダラコガシラミズムシ Haliplus sharpi Wehncke, 1880 　　－ 希少種 　

100 コウチュウ目 コツブゲンゴロウ科
ムツボシツヤコツブゲ
ンゴロウ

Canthydrus politus (Sharp, 1873) 　　－ 絶滅危惧種 　

101 コウチュウ目 コツブゲンゴロウ科
キボシチビコツブゲン
ゴロウ

Neohydrocoptus bivittis (Motschulsky, 1859) 　　－ 絶滅危惧種 　

102 コウチュウ目 コツブゲンゴロウ科
ムモンチビコツブゲン
ゴロウ

Neohydrocoptus sp. 　　－ 情報不足種 　

103 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 チャイロマメゲンゴロウ Agabus browni Kamiya, 1934 　　－ 希少種 　

104 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 キボシケシゲンゴロウ Allopachria flavomaculata (Kamiya, 1838) 　　－ 希少種 　

105 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 クロゲンゴロウ Cybister brevis Aube, 1838 　　－ 希少種 　

106 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 ゲンゴロウ Cybister chinensis Motschulsky, 1854 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

107 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 コガタノゲンゴロウ Cybister tripunctatus lateralis Fabricius, 1798 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

108 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 マルガタゲンゴロウ Graphoderus adamsii (Clark, 1864) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

109 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 シマゲンゴロウ Hydaticus bowringi Clark, 1864 　　－ 希少種 　

110 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 スジゲンゴロウ Hydaticus satoi Wewalka, 1975 　　－ 絶滅種 　

111 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 マダラシマゲンゴロウ Hydaticus thermonectoides Sharp, 1884 　　－ 絶滅寸前種
国内希少野生動植
物種

112 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 オオマルケシゲンゴロウ Hydrovatus bonvouloiri Sharp, 1882 　　－ 絶滅危惧種 　

113 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 ヤギマルケシゲンゴロウ Hydrovatus yagii Kitayama, Mori & Matsui, 1993 　　－ 絶滅危惧種 　

114 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 ケシゲンゴロウ Hyphydrus japonicus Sharp, 1873 　　－ 希少種 　
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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

57 カメムシ目 タデキジラミ科 エノキカイガラキジラミ Celtisaspis japonica (Miyatake, 1968) 希少種 希少種 　

58 カメムシ目 タデキジラミ科
クロオビカイガラキジ
ラミ

Celtisaspis usubai (Miyatake, 1980) 希少種 絶滅危惧種 　

59 カメムシ目 キジラミ科 マメグミキジラミ Cacopsylla kongoensis (Miyatake, 1982) 　　－ 絶滅危惧種 　

60 カメムシ目 セミ科 コエゾゼミ Auritibicen bihamatus (Motschulsky, 1861) 希少種 希少種 　

61 カメムシ目 セミ科 アカエゾゼミ Auritibicen flammatus (Distant, 1892) 希少種 希少種 　

62 カメムシ目 セミ科 エゾゼミ Auritibicen japonicus (Kato, 1925) 希少種 希少種 　

63 カメムシ目 セミ科 ヒメハルゼミ Euterpnosia chibensis chibensis Matsumura, 1917 希少種 希少種 　

64 カメムシ目 セミ科 エゾハルゼミ Terpnosia nigricosta (Motschulsky, 1866) 希少種 希少種 　

65 カメムシ目 トゲアワフキムシ科 タケウチトゲアワフキ Machaerota takeuchii Kato, 1931 希少種 希少種 　

66 カメムシ目 ヨコバイ科 テングオオヨコバイ Tengirhinus tengu Ishihara, 1953 希少種 希少種 注目種

67 カメムシ目 タイコウチ科 ヒメタイコウチ Nepa hoffmanni Esaki, 1925 絶滅寸前種 絶滅寸前種
奈良県特定希少野
生動植物

68 カメムシ目 コオイムシ科 コオイムシ Appasus japonicus Vuillefroy, 1864 希少種 希少種 　

69 カメムシ目 コオイムシ科 オオコオイムシ Appasus major (Esaki, 1934) 希少種 希少種 　

70 カメムシ目 コオイムシ科 タガメ Kirkaldyia deyrollei (Vuillefroy, 1864) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

71 カメムシ目 コバンムシ科 コバンムシ Ilycoris cimicoides exclamationis (Scott, 1874) 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

72 カメムシ目 ナベブタムシ科 トゲナベブタムシ Aphelocheilus nawai Nawa, 1905 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

73 カメムシ目 イトアメンボ科 イトアメンボ Hydrometra albolineata (Scott, 1874) 希少種 希少種 　

74 カメムシ目 アメンボ科 ヤスマツアメンボ Gerris insularis (Motschulsky, 1866) 希少種 希少種 　

75 カメムシ目 アメンボ科 ハネナシアメンボ Gerris nepalensis Distant, 1910 希少種 希少種 　

76 カメムシ目 ツノカメムシ科 ツノアカツノカメムシ Acanthosoma haemorrhoidale (Linnaeus, 1758) 希少種 希少種 　

77 カメムシ目 ツノカメムシ科 トゲツノカメムシ Lindbergicoris gramineus (Distant, 1883) 希少種 希少種 　

78 ヘビトンボ目 センブリ科 ヤマトセンブリ Sialis yamatoensis Hayashi & Suda, 1995 　　－ 希少種 　

79
アミメカゲロ
ウ目

ウスバカゲロウ科 オオウスバカゲロウ Synclisis japonica (Hagen, 1866) 　　－ 情報不足種 　

80 コウチュウ目 ハンミョウ科 ホソハンミョウ Cylindera gracilis Pallas, 1773 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

81 コウチュウ目 オサムシ科
ヒョウゴマルガタゴミ
ムシ

Amara hiogoensis Bates, 1873 　　－ 情報不足種 　

82 コウチュウ目 オサムシ科 ヒトツメアオゴミムシ Callistoides deliciolus Bates, 1873 　　－ 希少種 　

83 コウチュウ目 オサムシ科
コクロナガオサムシ大
峰山脈亜種

Carabus arboreus ohminensis Harusawa, 1978 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

84 コウチュウ目 オサムシ科
イワワキオサムシ室生
山地亜種

Carabus iwawakianus muro Ishikawa & Kubota, 1995 希少種 希少種 　

85 コウチュウ目 オサムシ科 セアカオサムシ Carabus tuberculosus Dejean, 1829 希少種 希少種 　
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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

115 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 コウベツブゲンゴロウ Laccophilus kobensis Sharp, 1873 　　－ 希少種 　

116 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 ルイスツブゲンゴロウ Laccophilus lewisius Sharp, 1873 　　－ 希少種 　

117 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 シャープツブゲンゴロウ Laccophilus sharpi Regimbart, 1889 　　－ 希少種 　

118 コウチュウ目 ミズスマシ科 コミズスマシ Gyrinus curtus Motschulsky, 1866 　　－ 情報不足種 　

119 コウチュウ目 ミズスマシ科 ヒメミズスマシ Gyrinus gestroi Regimbart, 1883 　　－ 希少種 　

120 コウチュウ目 ミズスマシ科 ミズスマシ Gyrinus japonicus Sharp, 1873 　　－ 希少種 　

121 コウチュウ目 セスジガムシ科 セスジガムシ Helophorus auriculatus Sharp, 1884 　　－ 情報不足種 　

122 コウチュウ目 ガムシ科 ニセコクロヒラタガムシ Chasmogenus orbus (Watanabe, 1987) 　　－ 希少種 　

123 コウチュウ目 ガムシ科 マルヒラタガムシ Enochrus subsignatus (Harold, 1877) 　　－ 希少種 　

124 コウチュウ目 ガムシ科 ガムシ Hydrophilus acuminatus Motschulsky, 1854) 　　－ 希少種 　

125 コウチュウ目 ガムシ科 シジミガムシ Laccobius bedeli Sharp, 1884 　　－ 情報不足種 　

126 コウチュウ目 ハネカクシ科
アカアシスジデオキノ
コムシ

Ascaphium sulcipenne Lewis, 1893 希少種 希少種 　

127 コウチュウ目 ハネカクシ科
ナカネメダカオオキバ
ハネカクシ

Megalopinus japonicus (Nakane, 1957) 希少種 希少種 　

128 コウチュウ目 ハネカクシ科
チュウジョウデオキノ
コムシ

Scaphidium chujoi Löbl, 1967 希少種 希少種 　

129 コウチュウ目 クワガタムシ科
ツヤハダクワガタ関東
地方～紀伊半島亜種

Ceruchus lignarius monticola Nakane, 1978 希少種 希少種 　

130 コウチュウ目 クワガタムシ科 オオクワガタ Dorcus hopei (Saunders, 1854) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

131 コウチュウ目 クワガタムシ科 キイニセコルリクワガタ Platycerus akitaorum Imura, 2007 希少種 希少種 　

132 コウチュウ目 クワガタムシ科 ルリクワガタ Platycerus delicatulus Lewis, 1883 希少種 希少種 　

133 コウチュウ目 コガネムシ科 アカマダラハナムグリ Anthracophora rusticola Burmeister, 1842 希少種 希少種 　

134 コウチュウ目 コガネムシ科 ヒメコマグソコガネ Aphodius botulus Balthasar, 1945 　　－ 希少種 　

135 コウチュウ目 コガネムシ科 クチキマグソコガネ Aphodius hibernalis Nakane & Tsukamoto, 1956 希少種 希少種 　

136 コウチュウ目 コガネムシ科 オビモンマグソコガネ Aphodius okadai Nakane, 1951 　　－ 希少種 　

137 コウチュウ目 コガネムシ科 クロモンマグソコガネ Aphodius variabilis Waterhouse, 1875 　　－ 情報不足種 　

138 コウチュウ目 コガネムシ科 ヤマトエンマコガネ Onthophagus japonicus Harold, 1874 希少種 希少種 　

139 コウチュウ目 コガネムシ科 マルエンマコガネ Onthophagus viduus Harold, 1874 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

140 コウチュウ目 ヒメドロムシ科 ヨコミゾドロムシ Leptelmis gracilis Sharp, 1888 　　－ 希少種 　

141 コウチュウ目 ヒメドロムシ科 クロサワドロムシ Neoriohelmis kurosawai Nomura, 1958 　　－ 希少種 　

142 コウチュウ目 タマムシ科
アサヒナルリナガタマ
ムシ

Agrilus asahinai Y. Kurosawa, 1956 情報不足種 情報不足種 　
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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

143 コウチュウ目 タマムシ科
アカヘリミドリタマム
シ日本亜種

Buprestis splendens niponica Hoscheck, 1931 希少種 希少種 　

144 コウチュウ目 タマムシ科 オオムツボシタマムシ Chrysobothris ohbayashii Y. Kurosawa, 1948 希少種 希少種 　

145 コウチュウ目 タマムシ科
シリグロナカボソタマ
ムシ

Coraebus nigromaculatus Y. Kurosawa, 1953 情報不足種 情報不足種 　

146 コウチュウ目 タマムシ科 クロマダラタマムシ Nipponobuprestis querceti (E. Saunders, 1873) 希少種 希少種 　

147 コウチュウ目 タマムシ科
クロコモンタマムシ西
日本亜種

Poecilonota variolosa yanoi Y. Kurosawa, 1963 希少種 希少種
別名ヤノコモンタ
マムシ

148 コウチュウ目 コメツキムシ科
オオダイルリヒラタコ
メツキ

Actenicerus odaisanus (Miwa, 1928) 希少種 希少種 　

149 コウチュウ目 コメツキムシ科 ツマグロコメツキ Ampedus niponicus (Lewis, 1894) 希少種 希少種 　

150 コウチュウ目 コメツキムシ科
ムネアカツヤケシコメ
ツキ

Megapenthes opacus Candèze, 1873 情報不足種 情報不足種 　

151 コウチュウ目 コメツキムシ科 オオウバタマコメツキ Paracalais yamato (Nakane, 1957) 希少種 希少種 　

152 コウチュウ目 ホタル科 ヒメボタル Hotaria parvula (Kiesenwetter, 1874) 注目種 希少種 　

153 コウチュウ目 ジョウカイボン科 カタキンイロジョウカイ Themus ohkawai M. Sato, 1976 － 希少種 　

154 コウチュウ目 カッコウムシ科
ヨツモンチビカッコウ
ムシ

Isoclerus pictus Lewis, 1892 情報不足種 情報不足種 　

155 コウチュウ目 ジョウカイモドキ科
アトキクロヒメジョウ
カイモドキ

Hypebaeus flavocaudatus (Nakane, 1956) 情報不足種 情報不足種 　

156 コウチュウ目 ケシキスイ科 フタモンマルケシキスイ Cyllodes binotatus (Reitter, 1879) 情報不足種 情報不足種 　

157 コウチュウ目 ケシキスイ科 ヒゲナガキバケシキスイ Platychora hololeptoides Nakane, 1963 希少種 希少種 　

158 コウチュウ目 ヒラタムシ科 ルリヒラタムシ Cucujus mniszechi Grouvelle, 1874 希少種 希少種 　

159 コウチュウ目 オオキノコムシ科
トウキョウムネビロオ
オキノコ

Microsternus tokioensis Nakane, 1961 － 情報不足種 　

160 コウチュウ目 オオキノコムシ科 タカクラチビオオキノコ Tritoma takakurai Nakane, 1979 希少種 希少種 　

161 コウチュウ目 テントウムシ科 イセテントウ Chujochillus isensis (H. Kamiya, 1966) 希少種 希少種 　

162 コウチュウ目 テントウムシ科 ミカドテントウ Phaenochilus mikado (Lewis, 1896) 注目種 希少種 　

163 コウチュウ目 テントウムシ科 オオツカヒメテントウ Sasajiscymnus ohtsukai (Sasaji, 1982) 情報不足種 情報不足種 　

164 コウチュウ目 テントウムシ科 クロヘリメツブテントウ Sticholotis hilleri Weise, 1885 希少種 希少種 　

165 コウチュウ目 ナガクチキムシ科 ムネアカナガクチキ Phryganophilus ruficollis rosti Hubenthal, 1905 希少種 希少種 　

166 コウチュウ目 ナガクチキムシ科 ナガイホソナガクチキ Xylita nagaii Nakane, 1975 情報不足種 情報不足種 　

167 コウチュウ目 アカハネムシ科
オカモトツヤアナハネ
ムシ

Tosadendroides okamotoi Kono, 1935 希少種 希少種 　

168 コウチュウ目 アリモドキ科 ヘリハネムシ Ischalia patagiata Lewis, 1879 希少種 希少種 　

169 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 ヤマトオサムシダマシ Blaps japonensis Marseul, 1879 希少種 希少種 　

170 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科
クロソンマグソコガネ
ダマシ

Bolitotrogus kurosonis Miyatake, 1964 希少種 希少種 　

171 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科
オオダイマグソコガネ
ダマシ

Bolitotrogus ohdaiensis Miyatake, 1964 希少種 希少種 　
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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

115 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 コウベツブゲンゴロウ Laccophilus kobensis Sharp, 1873 　　－ 希少種 　

116 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 ルイスツブゲンゴロウ Laccophilus lewisius Sharp, 1873 　　－ 希少種 　

117 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 シャープツブゲンゴロウ Laccophilus sharpi Regimbart, 1889 　　－ 希少種 　

118 コウチュウ目 ミズスマシ科 コミズスマシ Gyrinus curtus Motschulsky, 1866 　　－ 情報不足種 　

119 コウチュウ目 ミズスマシ科 ヒメミズスマシ Gyrinus gestroi Regimbart, 1883 　　－ 希少種 　

120 コウチュウ目 ミズスマシ科 ミズスマシ Gyrinus japonicus Sharp, 1873 　　－ 希少種 　

121 コウチュウ目 セスジガムシ科 セスジガムシ Helophorus auriculatus Sharp, 1884 　　－ 情報不足種 　

122 コウチュウ目 ガムシ科 ニセコクロヒラタガムシ Chasmogenus orbus (Watanabe, 1987) 　　－ 希少種 　

123 コウチュウ目 ガムシ科 マルヒラタガムシ Enochrus subsignatus (Harold, 1877) 　　－ 希少種 　

124 コウチュウ目 ガムシ科 ガムシ Hydrophilus acuminatus Motschulsky, 1854) 　　－ 希少種 　

125 コウチュウ目 ガムシ科 シジミガムシ Laccobius bedeli Sharp, 1884 　　－ 情報不足種 　

126 コウチュウ目 ハネカクシ科
アカアシスジデオキノ
コムシ

Ascaphium sulcipenne Lewis, 1893 希少種 希少種 　

127 コウチュウ目 ハネカクシ科
ナカネメダカオオキバ
ハネカクシ

Megalopinus japonicus (Nakane, 1957) 希少種 希少種 　

128 コウチュウ目 ハネカクシ科
チュウジョウデオキノ
コムシ

Scaphidium chujoi Löbl, 1967 希少種 希少種 　

129 コウチュウ目 クワガタムシ科
ツヤハダクワガタ関東
地方～紀伊半島亜種

Ceruchus lignarius monticola Nakane, 1978 希少種 希少種 　

130 コウチュウ目 クワガタムシ科 オオクワガタ Dorcus hopei (Saunders, 1854) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

131 コウチュウ目 クワガタムシ科 キイニセコルリクワガタ Platycerus akitaorum Imura, 2007 希少種 希少種 　

132 コウチュウ目 クワガタムシ科 ルリクワガタ Platycerus delicatulus Lewis, 1883 希少種 希少種 　

133 コウチュウ目 コガネムシ科 アカマダラハナムグリ Anthracophora rusticola Burmeister, 1842 希少種 希少種 　

134 コウチュウ目 コガネムシ科 ヒメコマグソコガネ Aphodius botulus Balthasar, 1945 　　－ 希少種 　

135 コウチュウ目 コガネムシ科 クチキマグソコガネ Aphodius hibernalis Nakane & Tsukamoto, 1956 希少種 希少種 　

136 コウチュウ目 コガネムシ科 オビモンマグソコガネ Aphodius okadai Nakane, 1951 　　－ 希少種 　

137 コウチュウ目 コガネムシ科 クロモンマグソコガネ Aphodius variabilis Waterhouse, 1875 　　－ 情報不足種 　

138 コウチュウ目 コガネムシ科 ヤマトエンマコガネ Onthophagus japonicus Harold, 1874 希少種 希少種 　

139 コウチュウ目 コガネムシ科 マルエンマコガネ Onthophagus viduus Harold, 1874 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

140 コウチュウ目 ヒメドロムシ科 ヨコミゾドロムシ Leptelmis gracilis Sharp, 1888 　　－ 希少種 　

141 コウチュウ目 ヒメドロムシ科 クロサワドロムシ Neoriohelmis kurosawai Nomura, 1958 　　－ 希少種 　

142 コウチュウ目 タマムシ科
アサヒナルリナガタマ
ムシ

Agrilus asahinai Y. Kurosawa, 1956 情報不足種 情報不足種 　
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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

172 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科
ヨツモンツヤゴミムシ
ダマシ

Diaclina plagiata (Marseul, 1876) 　　－ 希少種 　

173 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科
タケイキノコゴミムシ
ダマシ

Platydema takeii Nakane, 1956 　　－ 希少種 　

174 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科
オニユミアシゴミムシ
ダマシ

Promethis amanoi Masumoto, 1987 希少種 希少種 　

175 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科
オオユミアシゴミムシ
ダマシ

Promethis insomnis (Lewis, 1894) 希少種 絶滅危惧種 　

176 コウチュウ目 カミキリムシ科 ヒメビロウドカミキリ Acalolepta degener (Bates, 1873) 希少種 希少種 　

177 コウチュウ目 カミキリムシ科
フタスジカタビロハナ
カミキリ

Brachyta bofascoata japonica (Matsushita, 1933) 希少種 希少種 　

178 コウチュウ目 カミキリムシ科
カエデノヘリグロハナ
カミキリ

Eustrangalis distenioides Bates, 1884 希少種 希少種 　

179 コウチュウ目 カミキリムシ科
ホソツヤヒゲナガコバ
ネカミキリ

Glaphyra nitida nitida (Obika, 1973) 希少種 希少種 　

180 コウチュウ目 カミキリムシ科 カタキハナカミキリ Leptura femoralis (Motschulsky, 1860) 注目種 希少種 　

181 コウチュウ目 カミキリムシ科
ヤマトヨツスジハナカ
ミキリ

Leptura subtilts Bates, 1884 　　－ 希少種 　

182 コウチュウ目 カミキリムシ科 キイロミヤマカミキリ Margites fulvidus (Pascoe, 1858) 希少種 希少種 　

183 コウチュウ目 カミキリムシ科
オニグルミノキモンカ
ミキリ

Menesia flavotecta Heyden, 1886 希少種 希少種 　

184 コウチュウ目 カミキリムシ科 ムナミゾハナカミキリ Munamizoa maculata (Matsushita & Tamanuki, 1935) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

185 コウチュウ目 カミキリムシ科 オニホソコバネカミキリ Necydalis gigantea gigantea Kano, 1933 希少種 希少種 　

186 コウチュウ目 カミキリムシ科 カスガエゾトラカミキリ Oligoenoplus rosti iwatai Ikeda, 1987 希少種 希少種 　

187 コウチュウ目 カミキリムシ科 エゾトラカミキリ Oligoenoplus rosti rosti (Pic, 1911) 希少種 希少種 　

188 コウチュウ目 カミキリムシ科 ヒゲブトハナカミキリ Pachypidonia bodemeyeri (Pic, 1934) 希少種 希少種 　

189 コウチュウ目 カミキリムシ科
オオミネヒメハナカミ
キリ

Pidonia ohminesana Mizuno, 1987 希少種 希少種 　

190 コウチュウ目 カミキリムシ科 ヨツボシカミキリ Stenygrinum quadrinotatum Bates, 1873 　　－ 絶滅危惧種 　

191 コウチュウ目 カミキリムシ科 ムナコブハナカミキリ Xenophyrama purpureum Bates, 1884 希少種 希少種 　

192 コウチュウ目 ハムシ科 キンイロネクイハムシ Donacia japana Chûjô & Goecke, 1956 希少種 絶滅寸前種 　

193 コウチュウ目 ハムシ科 ガガブタネクイハムシ Donacia lenzi Schönfeldt, 1888 注目種 希少種 別名ネクイハムシ

194 コウチュウ目 ハムシ科 ツヤネクイハムシ Donacia nitidior (Nakane, 1963) 注目種 希少種 　

195 コウチュウ目 ハムシ科 スゲハムシ Plateumaris sericea (Linnaeus, 1761) 注目種 絶滅危惧種
別名キヌツヤミズ
クサハムシ

196 コウチュウ目 ミツギリゾウムシ科
アカオニミツギリゾウ
ムシ

Cobalocephalus gyotokui (Nakane, 1963) 希少種 希少種 　

197
シリアゲムシ
目

ガガンボモドキ科
ツマグロヒメガガンボ
モドキ

Bittacus marginatus Miyake, 1913 希少種 希少種 　

198
シリアゲムシ
目

ガガンボモドキ科 ホシガガンボモドキ Bittacus sinesis Walker, 1853 情報不足種 情報不足種 　

199 ハエ目 クサアブ科 ネグロクサアブ Coenomyia basalis Matsumura, 1915 　　－ 希少種 　
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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

200 ハエ目 ナガレアブ科 ハマダラナガレアブ Atherix ibis japonicus Nagatomi, 1958 　　－ 絶滅危惧種 　

201 ハエ目 ツリアブ科 シバカワツリアブ Bombylius shibakawae Matsumura, 1916 希少種 希少種 　

202 ハエ目 ハナアブ科 ミケハラブトハナアブ Mallota tricolor Loew, 1871 　　－ 絶滅危惧種 　

203 チョウ目 セセリチョウ科 ギンイチモンジセセリ Leptalina unicolor (Bremer & Grey, 1853) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

204 チョウ目 セセリチョウ科 ミヤマチャバネセセリ Pelopidas jansonis (Butler, 1878) 希少種 希少種 　

205 チョウ目 アゲハチョウ科 ギフチョウ Luehdorfia japonica Leech, 1889 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

206 チョウ目 シロチョウ科 スジボソヤマキチョウ Gonepteryx aspasia niphonica Bollow, 1930 希少種 希少種 　

207 チョウ目 シジミチョウ科 ミズイロオナガシジミ Antigius attilia attilia (Bremer, 1861) 希少種 希少種 　

208 チョウ目 シジミチョウ科 オナガシジミ Araragi enthea enthea (Janson, 1877) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

209 チョウ目 シジミチョウ科 ルーミスシジミ Arhopala ganesa loomisi (H. Pryer, 1886) 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

210 チョウ目 シジミチョウ科 ウラゴマダラシジミ Artopoetes pryeri pryeri (Murray, 1873) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

211 チョウ目 シジミチョウ科 ヒサマツミドリシジミ
Chrysozephyrus hisamatsusanus hisamatsusanus (Nagai & 
Ishiga, 1935)

希少種 希少種 　

212 チョウ目 シジミチョウ科 オオミドリシジミ Favonius orientalis (Murray, 1875) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

213 チョウ目 シジミチョウ科 ウラジロミドリシジミ Favonius saphirinus saphirinus (Staudinger, 1887) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

214 チョウ目 シジミチョウ科 アカシジミ Japonica lutea lutea (Hewiston, [1865]) 希少種 希少種 　

215 チョウ目 シジミチョウ科
ウラナミアカシジミ紀
伊半島南部亜種

Japonica saepestriata gotohi Saigusa, 1993 希少種 希少種 　

216 チョウ目 シジミチョウ科
ウラナミアカシジミ名
義タイプ亜種

Japonica saepestriata saepestriata (Hewitson, [1865]) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

217 チョウ目 シジミチョウ科 ミドリシジミ Neozephyrus japonicus japonicus (Murrav, 1875) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

218 チョウ目 シジミチョウ科 クロシジミ Niphanda fusca fusca (Bremer & Grey, 1853) 希少種 希少種 　

219 チョウ目 シジミチョウ科 ゴイシツバメシジミ Shijimia moorei moorei (Leech, 1889) 絶滅寸前種 絶滅寸前種
別名タイワンゴイ
シシジミ。国内希少
野生動植物種

220 チョウ目 シジミチョウ科 ゴイシシジミ Taraka hamada hamada (H. Druce, 1875) 希少種 希少種 　

221 チョウ目 シジミチョウ科 ウラミスジシジミ Wagimo signatus (Butler, [1882]) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 別名ダイセンシジミ

222 チョウ目 シジミチョウ科 シルビアシジミ Zizina emelina emelina (de I'Orza, 1869) 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

223 チョウ目 タテハチョウ科
ウラギンスジヒョウモ
ン

Argyronome laodice japonica (Ménétriès, 1857) 希少種 希少種 　

224 チョウ目 タテハチョウ科
オオウラギンスジヒョ
ウモン

Argyronome ruslana (Motschulsky, 1866) 希少種 希少種 　

225 チョウ目 タテハチョウ科 メスグロヒョウモン Damora sagana liane (Fruhstorfer, 1907) 希少種 希少種 　
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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

172 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科
ヨツモンツヤゴミムシ
ダマシ

Diaclina plagiata (Marseul, 1876) 　　－ 希少種 　

173 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科
タケイキノコゴミムシ
ダマシ

Platydema takeii Nakane, 1956 　　－ 希少種 　

174 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科
オニユミアシゴミムシ
ダマシ

Promethis amanoi Masumoto, 1987 希少種 希少種 　

175 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科
オオユミアシゴミムシ
ダマシ

Promethis insomnis (Lewis, 1894) 希少種 絶滅危惧種 　

176 コウチュウ目 カミキリムシ科 ヒメビロウドカミキリ Acalolepta degener (Bates, 1873) 希少種 希少種 　

177 コウチュウ目 カミキリムシ科
フタスジカタビロハナ
カミキリ

Brachyta bofascoata japonica (Matsushita, 1933) 希少種 希少種 　

178 コウチュウ目 カミキリムシ科
カエデノヘリグロハナ
カミキリ

Eustrangalis distenioides Bates, 1884 希少種 希少種 　

179 コウチュウ目 カミキリムシ科
ホソツヤヒゲナガコバ
ネカミキリ

Glaphyra nitida nitida (Obika, 1973) 希少種 希少種 　

180 コウチュウ目 カミキリムシ科 カタキハナカミキリ Leptura femoralis (Motschulsky, 1860) 注目種 希少種 　

181 コウチュウ目 カミキリムシ科
ヤマトヨツスジハナカ
ミキリ

Leptura subtilts Bates, 1884 　　－ 希少種 　

182 コウチュウ目 カミキリムシ科 キイロミヤマカミキリ Margites fulvidus (Pascoe, 1858) 希少種 希少種 　

183 コウチュウ目 カミキリムシ科
オニグルミノキモンカ
ミキリ

Menesia flavotecta Heyden, 1886 希少種 希少種 　

184 コウチュウ目 カミキリムシ科 ムナミゾハナカミキリ Munamizoa maculata (Matsushita & Tamanuki, 1935) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

185 コウチュウ目 カミキリムシ科 オニホソコバネカミキリ Necydalis gigantea gigantea Kano, 1933 希少種 希少種 　

186 コウチュウ目 カミキリムシ科 カスガエゾトラカミキリ Oligoenoplus rosti iwatai Ikeda, 1987 希少種 希少種 　

187 コウチュウ目 カミキリムシ科 エゾトラカミキリ Oligoenoplus rosti rosti (Pic, 1911) 希少種 希少種 　

188 コウチュウ目 カミキリムシ科 ヒゲブトハナカミキリ Pachypidonia bodemeyeri (Pic, 1934) 希少種 希少種 　

189 コウチュウ目 カミキリムシ科
オオミネヒメハナカミ
キリ

Pidonia ohminesana Mizuno, 1987 希少種 希少種 　

190 コウチュウ目 カミキリムシ科 ヨツボシカミキリ Stenygrinum quadrinotatum Bates, 1873 　　－ 絶滅危惧種 　

191 コウチュウ目 カミキリムシ科 ムナコブハナカミキリ Xenophyrama purpureum Bates, 1884 希少種 希少種 　

192 コウチュウ目 ハムシ科 キンイロネクイハムシ Donacia japana Chûjô & Goecke, 1956 希少種 絶滅寸前種 　

193 コウチュウ目 ハムシ科 ガガブタネクイハムシ Donacia lenzi Schönfeldt, 1888 注目種 希少種 別名ネクイハムシ

194 コウチュウ目 ハムシ科 ツヤネクイハムシ Donacia nitidior (Nakane, 1963) 注目種 希少種 　

195 コウチュウ目 ハムシ科 スゲハムシ Plateumaris sericea (Linnaeus, 1761) 注目種 絶滅危惧種
別名キヌツヤミズ
クサハムシ

196 コウチュウ目 ミツギリゾウムシ科
アカオニミツギリゾウ
ムシ

Cobalocephalus gyotokui (Nakane, 1963) 希少種 希少種 　

197
シリアゲムシ
目

ガガンボモドキ科
ツマグロヒメガガンボ
モドキ

Bittacus marginatus Miyake, 1913 希少種 希少種 　

198
シリアゲムシ
目

ガガンボモドキ科 ホシガガンボモドキ Bittacus sinesis Walker, 1853 情報不足種 情報不足種 　

199 ハエ目 クサアブ科 ネグロクサアブ Coenomyia basalis Matsumura, 1915 　　－ 希少種 　
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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

226 チョウ目 タテハチョウ科 ウラギンヒョウモン Fabriciana adippe pallescens (Butler, 1873) 希少種 希少種 　

227 チョウ目 タテハチョウ科
オオウラギンヒョウモ
ン

Fabriciana nerippe nerippe (C. Felder & R. Felder, 1862) 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

228 チョウ目 タテハチョウ科 ツマジロウラジャノメ Lasiommata deidamia interrupta (Fruhstorfer, 1909) 希少種 希少種 　

229 チョウ目 タテハチョウ科 クロヒカゲモドキ Lethe marginalis (Motschulsky, [1861]) 　　－ 希少種 　

230 チョウ目 タテハチョウ科 クモガタヒョウモン Nephargynnis anadyomene midas (Bremer, 1864) 希少種 希少種 　

231 チョウ目 タテハチョウ科 オオヒカゲ Ninguta schrenckii schrenckii (Ménétriès, 1858) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

232 チョウ目 タテハチョウ科 オオムラサキ Sasakia charonda charonda (Hewitson, [1863]) 希少種 希少種 　

233 チョウ目 タテハチョウ科 ウラナミジャノメ Ypthima multistriata niphonica Murayama, 1969 希少種 希少種 　

234 チョウ目 シャクガ科 フチグロトゲエダシャク Nyssiodes lefuarius (Erschoff, 1872) 　　－ 希少種 　

235 チョウ目 スズメガ科 スキバホウジャク Hemaris radians (Walker, 1856) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

236 チョウ目 スズメガ科 オオシモフリスズメ Langia zenzeroides miwai Rothschild & Jordan, 1903 希少種 希少種 　

237 チョウ目 スズメガ科 ギンボシスズメ Parum colligata (Walker, 1856) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

238 チョウ目 スズメガ科 コウチスズメ Smerinthus tokyonis Matsumura, 1921 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

239 チョウ目 ヤガ科 ナマリキシタバ Catocala columbina yoshihikoi Ishizuka, 2002 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

240 チョウ目 ヤガ科 ヨシノキシタバ Catocala connexa Butler, 1881 希少種 希少種 　

241 チョウ目 ヤガ科 ベニシタバ Catocala electa zalmunna Butler, 1877 希少種 希少種 　

242 チョウ目 ヤガ科 ムラサキシタバ Catocala fraxini jezoensis Matsumura, 1931 希少種 希少種 　

243 チョウ目 ヤガ科 ワモンキシタバ本州亜種 Catocala fulminea okitsuhimenomikoto Ishizaka, 2009 希少種 希少種 　

244 チョウ目 ヤガ科 カバフキシタバ Catocala mirifica Butler, 1877 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

245 チョウ目 ヤガ科 シロシタバ Catocala nivea nivea Butler, 1877 希少種 希少種 　

246 チョウ目 ヤガ科 アサマキシタバ Catocala streckeri Staudinger, 1888 希少種 希少種 　

247 チョウ目 ヤガ科 コゴマヨトウ Chandata bella (Butler, 1881) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

248 トビケラ目 ヤマトビケラ科 コマコヤマトビケラ Agapetus komanus (Tsuda, 1942) 希少種 希少種 　

249 トビケラ目 ヤマトビケラ科 アルタイヤマトビケラ Glossosoma altaicum (Martynov, 1914) 希少種 希少種 　

250 トビケラ目 マルバネトビケラ科 シロフマルバネトビケラ Phryganopsyche brunnea Wiggins, 1969 希少種 希少種 　

251 トビケラ目 トビケラ科 ムラサキトビケラ Eubasilissa regina (McLachlan, 1871) 希少種 希少種 　

252 トビケラ目 トビケラ科 アミメトビケラ Oligotricha fluvipes (Matsumura, 1904) 希少種 希少種 　
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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

253 トビケラ目 カクスイトビケラ科 ニイガタツツトビケラ Eobrachycentrus niigatai (Kobayashi, 1968) 希少種 希少種
初版ではニセオオ
ハラツツトビケラ
と記載

254 トビケラ目 キタガミトビケラ科 キタガミトビケラ Limnocentropus insolitus Ulmer, 1907 希少種 希少種 　

255 トビケラ目 カクツツトビケラ科 カスガカクツツトビケラ Lepidostoma kasugaense (Tani, 1971) 　　－ 絶滅危惧種 　

256 トビケラ目 クロツツトビケラ科 クロツツトビケラ Uenoa tokunagai Iwata, 1927 希少種 希少種 　

257 トビケラ目 ニンギョウトビケラ科
キョウトニンギョウト
ビケラ

Goera kyotonis Tsuda, 1942 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

258 トビケラ目 ヒゲナガトビケラ科 ギンボシツツトビケラ Setodes argentatus Matsumura, 1907 絶滅寸前種 希少種 　

259 トビケラ目 アシエダトビケラ科 コバントビケラ Anisocentropus kawamurai (Iwata, 1927) 希少種 希少種 　

260 トビケラ目 アシエダトビケラ科 クチキトビケラ Ganonema uchidai Iwata, 1930 絶滅寸前種 希少種 　

261 トビケラ目 フトヒゲトビケラ科 フタスジキソトビケラ Psilotreta kisoensis Iwata, 1928 希少種 希少種 　

262 トビケラ目 カタツムリトビケラ科 カタツムリトビケラ Helicopsyche yamadai Iwata, 1927 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

263 ハチ目 ナギナタハバチ科 ホソマルナギナタハバチ Pleroneura itoi Shinohara, 2016 　　－ 希少種 　

264 ハチ目 ナギナタハバチ科 チャイロナギナタハバチ Xyelecia japonica Togashi, 1972 希少種 希少種 　

265 ハチ目 ハバチ科 イトウハバチ Neocolochelyna itoi Takeuchi, 1951 　　－ 希少種 　

266 ハチ目 ハバチ科 ヒダクチナガハバチ Nipponorhynchus bimaculatus Naito, 1973 希少種 希少種 　

267 ハチ目 ヤドリキバチ科 ヤドリキバチ Orussus japonicus Tosawa, 1930 　　－ 希少種 　

268 ハチ目 セイボウ科 イワタセイボウ Chrysis hirsta (Gerstaecker, 1869) 　　－ 希少種 　

269 ハチ目 スズメバチ科 チャイロスズメバチ Vespa dybowskii Andre, 1884 　　－ 希少種 　

270 ハチ目 スズメバチ科 キオビクロスズメバチ Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758) 希少種 希少種 　

271 ハチ目 アナバチ科 ニッポンハナダカバチ Bembix niponica Smith, 1873 　　－ 希少種 　

272 ハチ目 アナバチ科 キゴシジガバチ Sceliphron madraspatanum (Fabricius, 1781) 　　－ 絶滅危惧種 　

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

226 チョウ目 タテハチョウ科 ウラギンヒョウモン Fabriciana adippe pallescens (Butler, 1873) 希少種 希少種 　

227 チョウ目 タテハチョウ科
オオウラギンヒョウモ
ン

Fabriciana nerippe nerippe (C. Felder & R. Felder, 1862) 絶滅寸前種 絶滅寸前種 　

228 チョウ目 タテハチョウ科 ツマジロウラジャノメ Lasiommata deidamia interrupta (Fruhstorfer, 1909) 希少種 希少種 　

229 チョウ目 タテハチョウ科 クロヒカゲモドキ Lethe marginalis (Motschulsky, [1861]) 　　－ 希少種 　

230 チョウ目 タテハチョウ科 クモガタヒョウモン Nephargynnis anadyomene midas (Bremer, 1864) 希少種 希少種 　

231 チョウ目 タテハチョウ科 オオヒカゲ Ninguta schrenckii schrenckii (Ménétriès, 1858) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

232 チョウ目 タテハチョウ科 オオムラサキ Sasakia charonda charonda (Hewitson, [1863]) 希少種 希少種 　

233 チョウ目 タテハチョウ科 ウラナミジャノメ Ypthima multistriata niphonica Murayama, 1969 希少種 希少種 　

234 チョウ目 シャクガ科 フチグロトゲエダシャク Nyssiodes lefuarius (Erschoff, 1872) 　　－ 希少種 　

235 チョウ目 スズメガ科 スキバホウジャク Hemaris radians (Walker, 1856) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

236 チョウ目 スズメガ科 オオシモフリスズメ Langia zenzeroides miwai Rothschild & Jordan, 1903 希少種 希少種 　

237 チョウ目 スズメガ科 ギンボシスズメ Parum colligata (Walker, 1856) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

238 チョウ目 スズメガ科 コウチスズメ Smerinthus tokyonis Matsumura, 1921 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

239 チョウ目 ヤガ科 ナマリキシタバ Catocala columbina yoshihikoi Ishizuka, 2002 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

240 チョウ目 ヤガ科 ヨシノキシタバ Catocala connexa Butler, 1881 希少種 希少種 　

241 チョウ目 ヤガ科 ベニシタバ Catocala electa zalmunna Butler, 1877 希少種 希少種 　

242 チョウ目 ヤガ科 ムラサキシタバ Catocala fraxini jezoensis Matsumura, 1931 希少種 希少種 　

243 チョウ目 ヤガ科 ワモンキシタバ本州亜種 Catocala fulminea okitsuhimenomikoto Ishizaka, 2009 希少種 希少種 　

244 チョウ目 ヤガ科 カバフキシタバ Catocala mirifica Butler, 1877 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

245 チョウ目 ヤガ科 シロシタバ Catocala nivea nivea Butler, 1877 希少種 希少種 　

246 チョウ目 ヤガ科 アサマキシタバ Catocala streckeri Staudinger, 1888 希少種 希少種 　

247 チョウ目 ヤガ科 コゴマヨトウ Chandata bella (Butler, 1881) 絶滅危惧種 絶滅危惧種 　

248 トビケラ目 ヤマトビケラ科 コマコヤマトビケラ Agapetus komanus (Tsuda, 1942) 希少種 希少種 　

249 トビケラ目 ヤマトビケラ科 アルタイヤマトビケラ Glossosoma altaicum (Martynov, 1914) 希少種 希少種 　

250 トビケラ目 マルバネトビケラ科 シロフマルバネトビケラ Phryganopsyche brunnea Wiggins, 1969 希少種 希少種 　

251 トビケラ目 トビケラ科 ムラサキトビケラ Eubasilissa regina (McLachlan, 1871) 希少種 希少種 　

252 トビケラ目 トビケラ科 アミメトビケラ Oligotricha fluvipes (Matsumura, 1904) 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

その他無脊椎動物レッドリスト（希少性の観点：絶滅種～情報不足種）
■淡水産貝類

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
軟体動物門腹
足綱新生腹足
目

タニシ科 マルタニシ Cipangopaludina chinensis laeta (Martens, 1860) 　　－ 絶滅危惧種 　

2
軟体動物門腹
足綱新生腹足
目

タニシ科 オオタニシ Cipangopaludina japonica (Martens, 1860) 　　－ 絶滅寸前種 　

3
軟体動物門腹
足綱異鰓目

モノアラガイ科 モノアラガイ Radix auricularia japonica Jay, 1857 　　－ 絶滅寸前種 　

4
軟体動物門二
枚貝綱イシガ
イ目

イシガイ科 イシガイ Nodularia douglasiae nipponensis (Martens, 1877) 　　－ 絶滅危惧種 　

5
軟体動物門二
枚貝綱イシガ
イ目

イシガイ科 タガイ Sinanodonta japonica (Clessin, 1874) 　　－ 絶滅危惧種 　

6
軟体動物門二
枚貝綱イシガ
イ目

イシガイ科 ヌマガイ Sinanodonta lauta (Martens, 1877) 　　－ 絶滅危惧種 　

7
軟体動物門二
枚貝綱イシガ
イ目

イシガイ科 マツカサガイ Pronodularia japanensis (Lea, 1859) 　　－ 絶滅寸前種 　

8
軟体動物門二
枚貝綱ザルガ
イ目

シジミ科 マシジミ Corbicula leana Prime, 1864 　　－ 絶滅寸前種 　
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大切にしたい奈良県の野生動植物

■陸産貝類

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
軟体動物門腹
足綱アマオブ
ネ型目

ゴマオカタニシ科 ゴマオカタニシ Georissa japonica Pilsbry, 1900 　　－ 情報不足種 　

2
軟体動物門腹
足綱新生腹足
目

ヤマタニシ科 イノウエヤマトガイ Japonia inouei Kuroda & Habe, in Habe, 1961 　　－ 絶滅寸前種 　

3
軟体動物門腹
足綱新生腹足
目

ヤマタニシ科 サドヤマトガイ Japonia sadoensis Pilsbry & Hirase, 1903 　　－ 絶滅危惧種 　

4
軟体動物門腹
足綱新生腹足
目

ヤマタニシ科 アツブタガイ Cyclotus campanulatus campanulatus Martens, 1865 　　－ 情報不足種 　

5
軟体動物門腹
足綱新生腹足
目

ゴマガイ科 キイゴマガイ Diplommatina kiiensis Pilsbry, 1902 　　－ 情報不足種 　

6
軟体動物門腹
足綱新生腹足
目

ゴマガイ科 ベニゴマガイ Diplommatina pudica Pilsbry, 1902 　　－ 絶滅寸前種 　

7
軟体動物門腹
足綱異鰓目

ホソアシヒダナメクジ科 イボイボナメクジ Granulilimax fuscicornis Minato, 1989 　　－ 情報不足種 　

8
軟体動物門腹
足綱異鰓目

オカモノアラガイ科 ナガオカモノアラガイ Oxyloma hirasei (Pilsbry, 1901) 　　－ 絶滅危惧種 　

9
軟体動物門腹
足綱異鰓目

キバサナギガイ科 クチマガリスナガイ Bensonella plicidens (Benson, 1849) 　　－ 絶滅危惧種 　

10
軟体動物門腹
足綱異鰓目

キバサナギガイ科 ナタネキバサナギガイ Vertigo eogea eogia Pilsbry, 1919 　　－ 絶滅寸前種 　

11
軟体動物門腹
足綱異鰓目

キセルガイ科 ハゲギセル Pinguiphaedusa attrita attrita (Boettger, 1877) 　　－ 希少種 　

12
軟体動物門腹
足綱異鰓目

キセルガイ科 ニクイロギセル 
Pinguiphaedusa expansilabris carnea (Kuroda & Abe, 
1980)

　　－ 絶滅寸前種 　

13
軟体動物門腹
足綱異鰓目

キセルガイ科 エルベリギセル Tyrannophaedusa moellendorffi Nordsieck, 2003 　　－ 絶滅危惧種 　

14
軟体動物門腹
足綱異鰓目

キセルガイ科 コスジギセル Tyrannophaedusa plicilabris (A. Adams, 1868) 　　－ 絶滅危惧種 　

15
軟体動物門腹
足綱異鰓目

キセルガイ科 ホソヒメギセル Tyrannophaedusa gracilispira (Moellendorff, 1882) 　　－ 絶滅危惧種 　

16
軟体動物門腹
足綱異鰓目

キセルガイ科 シロモリサキギセル Tyrannophaedusa matsumurai Minato, 2014 　　－ 絶滅寸前種 　

17
軟体動物門腹
足綱異鰓目

キセルガイ科 コシボソギセル Tyrannophaedusa nakaidoensis nakaidoensis Kuroda, 1955 　　－ 希少種 　

18
軟体動物門腹
足綱異鰓目

キセルガイ科 カギヒダギセル Mundiphaedusa pilsbryi (Nordsieck, 1997) 　　－ 絶滅危惧種 　

19
軟体動物門腹
足綱異鰓目

キセルガイ科 シロバリギセル Mundiphaedusa stenospira (A. Adams, 1868) 　　－ 希少種
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その他無脊椎動物レッドリスト（希少性の観点：絶滅種～情報不足種）
■淡水産貝類

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
軟体動物門腹
足綱新生腹足
目

タニシ科 マルタニシ Cipangopaludina chinensis laeta (Martens, 1860) 　　－ 絶滅危惧種 　

2
軟体動物門腹
足綱新生腹足
目

タニシ科 オオタニシ Cipangopaludina japonica (Martens, 1860) 　　－ 絶滅寸前種 　

3
軟体動物門腹
足綱異鰓目

モノアラガイ科 モノアラガイ Radix auricularia japonica Jay, 1857 　　－ 絶滅寸前種 　

4
軟体動物門二
枚貝綱イシガ
イ目

イシガイ科 イシガイ Nodularia douglasiae nipponensis (Martens, 1877) 　　－ 絶滅危惧種 　

5
軟体動物門二
枚貝綱イシガ
イ目

イシガイ科 タガイ Sinanodonta japonica (Clessin, 1874) 　　－ 絶滅危惧種 　

6
軟体動物門二
枚貝綱イシガ
イ目

イシガイ科 ヌマガイ Sinanodonta lauta (Martens, 1877) 　　－ 絶滅危惧種 　

7
軟体動物門二
枚貝綱イシガ
イ目

イシガイ科 マツカサガイ Pronodularia japanensis (Lea, 1859) 　　－ 絶滅寸前種 　

8
軟体動物門二
枚貝綱ザルガ
イ目

シジミ科 マシジミ Corbicula leana Prime, 1864 　　－ 絶滅寸前種 　
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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

20
軟体動物門腹
足綱異鰓目

キセルガイ科 シリブトギセル Mundiphaedusa pachyspira (Pilsbry, 1902) 　　－ 絶滅寸前種 　

21
軟体動物門腹
足綱異鰓目

キセルガイ科 シンチュウギセル Pliciphaedusa aenea (Pilsbry, 1903) 　　－ 絶滅寸前種 　

22
軟体動物門腹
足綱異鰓目

キセルガイ科 マルクチコギセル Pictophaedusa holotrema (Pilsbry, 1902) 　　－ 絶滅寸前種 　

23
軟体動物門腹
足綱異鰓目

キセルガイ科 カスガコギセル Pictophaedusa hungerfordiana (Moellendorff, 1882) 　　－ 絶滅寸前種 郷土種 ※ 1

24
軟体動物門腹
足綱異鰓目

パツラマイマイ科 パツラマイマイ Discus pauper (Gould, 1859) 　　－ 絶滅危惧種 　

25
軟体動物門腹
足綱異鰓目

シタラ科 キイキビ Trochochlamys kiiensis (Azuma, 1960) 　　－ 情報不足種 　

26
軟体動物門腹
足綱異鰓目

シタラ科 ツノイロヒメベッコウ Ceratochlamys ceratodes (Gude, 1900) 　　－ 情報不足種 　

27
軟体動物門腹
足綱異鰓目

シタラ科 キヌツヤベッコウ Nipponochlamys semisericata (Pilsbry, 1902) 　　－ 情報不足種 　

28
軟体動物門腹
足綱異鰓目

シタラ科
コンゴウクリイロベッ
コウ

Japanochlamys crenata Kuroda & Azuma, 1982 　　－ 絶滅寸前種 　

29
軟体動物門腹
足綱異鰓目

ベッコウマイマイ科 オオヒラベッコウ Bekkochlamys dulcis (Pilsbry, 1902) 　　－ 情報不足種 　

30
軟体動物門腹
足綱異鰓目

ニッポンマイマイ科 シメクチマイマイ Satsuma ferruginea (Pilsbry, 1900) 　　－ 絶滅危惧種 　

31
軟体動物門腹
足綱異鰓目

ニッポンマイマイ科 ツヤマイマイ Satsuma selasia (Pilsbry, 1902) 　　－ 絶滅危惧種 　

32
軟体動物門腹
足綱異鰓目

ニッポンマイマイ科 アナナシマイマイ Satsuma cristata (Pilsbry, 1902) 　　－ 絶滅危惧種 　

33
軟体動物門腹
足綱異鰓目

ニッポンマイマイ科
ヒラマキビロウドマイ
マイ

Nipponochloritis hirasei (Pilsbry, 1902) 　　－ 絶滅寸前種 　

34
軟体動物門腹
足綱異鰓目

ニッポンマイマイ科 ケハダビロウドマイマイ Nipponochloritis fragilis (Gude, 1900) 　　－ 絶滅寸前種 　

35
軟体動物門腹
足綱異鰓目

ニッポンマイマイ科 ヒメビロウドマイマイ Nipponochloritis perpunctatus (Pilsbry, 1902) 　　－ 絶滅寸前種 　

36
軟体動物門腹
足綱異鰓目

オナジマイマイ科 キイオオベソマイマイ Aegista tumida cavata (Pilsbry, 1902) 　　－ 希少種 　

37
軟体動物門腹
足綱異鰓目

オナジマイマイ科
アラハダヒロベソマイ
マイ

Aegista proba proba (A. Adams, 1868) 　　－ 情報不足種 　

※ 1：種の解説は第 3 章を参照のこと
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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

38
軟体動物門腹
足綱異鰓目

オナジマイマイ科 クチマガリマイマイ Aegista cavicollis (Pilsbry, 1900) 　　－ 希少種 　

39
軟体動物門腹
足綱異鰓目

オナジマイマイ科 アワジオトメマイマイ Aegista awajiensis Pilsbry, 1901 　　－ 希少種 　

40
軟体動物門腹
足綱異鰓目

オナジマイマイ科 タシナミオトメマイマイ Aegista collinsoni collinsoni (A. Adams, 1868) 　　－ 希少種

40

大切にしたい奈良県の野生動植物

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

20
軟体動物門腹
足綱異鰓目

キセルガイ科 シリブトギセル Mundiphaedusa pachyspira (Pilsbry, 1902) 　　－ 絶滅寸前種 　

21
軟体動物門腹
足綱異鰓目

キセルガイ科 シンチュウギセル Pliciphaedusa aenea (Pilsbry, 1903) 　　－ 絶滅寸前種 　

22
軟体動物門腹
足綱異鰓目

キセルガイ科 マルクチコギセル Pictophaedusa holotrema (Pilsbry, 1902) 　　－ 絶滅寸前種 　

23
軟体動物門腹
足綱異鰓目

キセルガイ科 カスガコギセル Pictophaedusa hungerfordiana (Moellendorff, 1882) 　　－ 絶滅寸前種 郷土種 ※ 1

24
軟体動物門腹
足綱異鰓目

パツラマイマイ科 パツラマイマイ Discus pauper (Gould, 1859) 　　－ 絶滅危惧種 　

25
軟体動物門腹
足綱異鰓目

シタラ科 キイキビ Trochochlamys kiiensis (Azuma, 1960) 　　－ 情報不足種 　

26
軟体動物門腹
足綱異鰓目

シタラ科 ツノイロヒメベッコウ Ceratochlamys ceratodes (Gude, 1900) 　　－ 情報不足種 　

27
軟体動物門腹
足綱異鰓目

シタラ科 キヌツヤベッコウ Nipponochlamys semisericata (Pilsbry, 1902) 　　－ 情報不足種 　

28
軟体動物門腹
足綱異鰓目

シタラ科
コンゴウクリイロベッ
コウ

Japanochlamys crenata Kuroda & Azuma, 1982 　　－ 絶滅寸前種 　

29
軟体動物門腹
足綱異鰓目

ベッコウマイマイ科 オオヒラベッコウ Bekkochlamys dulcis (Pilsbry, 1902) 　　－ 情報不足種 　

30
軟体動物門腹
足綱異鰓目

ニッポンマイマイ科 シメクチマイマイ Satsuma ferruginea (Pilsbry, 1900) 　　－ 絶滅危惧種 　

31
軟体動物門腹
足綱異鰓目

ニッポンマイマイ科 ツヤマイマイ Satsuma selasia (Pilsbry, 1902) 　　－ 絶滅危惧種 　

32
軟体動物門腹
足綱異鰓目

ニッポンマイマイ科 アナナシマイマイ Satsuma cristata (Pilsbry, 1902) 　　－ 絶滅危惧種 　

33
軟体動物門腹
足綱異鰓目

ニッポンマイマイ科
ヒラマキビロウドマイ
マイ

Nipponochloritis hirasei (Pilsbry, 1902) 　　－ 絶滅寸前種 　

34
軟体動物門腹
足綱異鰓目

ニッポンマイマイ科 ケハダビロウドマイマイ Nipponochloritis fragilis (Gude, 1900) 　　－ 絶滅寸前種 　

35
軟体動物門腹
足綱異鰓目

ニッポンマイマイ科 ヒメビロウドマイマイ Nipponochloritis perpunctatus (Pilsbry, 1902) 　　－ 絶滅寸前種 　

36
軟体動物門腹
足綱異鰓目

オナジマイマイ科 キイオオベソマイマイ Aegista tumida cavata (Pilsbry, 1902) 　　－ 希少種 　

37
軟体動物門腹
足綱異鰓目

オナジマイマイ科
アラハダヒロベソマイ
マイ

Aegista proba proba (A. Adams, 1868) 　　－ 情報不足種 　

※ 1：種の解説は第 3 章を参照のこと
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大切にしたい奈良県の野生動植物

■クモ類

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
節足動物門ク
モ綱クモ目

ジグモ科 ワスレナグモ Calommata signata Karsch, 1879 　　－ 絶滅危惧種 　

2
節足動物門ク
モ綱クモ目

カネコトタテグモ科 カネコトタテグモ Antrodiaetus roretzi (L. Koch, 1878) 　　－ 絶滅寸前種 　

3
節足動物門ク
モ綱クモ目

トタテグモ科 キノボリトタテグモ Conothele fragaria (Dönitz, 1887) 　　－ 希少種 　

4
節足動物門ク
モ綱クモ目

トタテグモ科 キシノウエトタテグモ Latouchia typica (Kishida, 1913) 　　－ 希少種 　

5
節足動物門ク
モ綱クモ目

スオウグモ科 ムロズミソレグモ Takeoa nishimurai (Yaginuma, 1963) 　　－ 情報不足種 　

6
節足動物門ク
モ綱クモ目

ホウシグモ科 ドウシグモ Asceua japonica (Bösenberg & Strand, 1906) 　　－ 情報不足種 　

■ザトウムシ類

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
節足動物門ク
モ綱ザトウム
シ目

カワザトウムシ科 コウヤスベザトウムシ Leiobunum kohyai Suzuki, 1953 　　－ 希少種 　

2
節足動物門ク
モ綱ザトウム
シ目

カワザトウムシ科 オオナミザトウムシ Nelima genufusca (Karche, 1881) 　　－ 希少種 　

3
節足動物門ク
モ綱ザトウム
シ目

カワザトウムシ科 ヒコナミザトウムシ Nelima nigricoxa Sato & Suzuki, 1939 　　－ 希少種 　

■甲殻類

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
節足動物門甲
殻綱等脚目

ナガワラジムシ科
ヒトツトゲホラワラジ
ムシ

Nippononethes unidentatus (Vandel, 1970) 　　－ 情報不足種 　

■貧毛類

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
環形動物門貧
毛綱ナガミミ
ズ目

フトミミズ科 シマフトミミズ Metaphire shimaensis (Goto & Hatai, 1899) 　　－ 絶滅危惧種 　

2
環形動物門貧
毛綱ナガミミ
ズ目

フトミミズ科
トツカワオオミミズ
（仮称）

ʺPheretimaʺ  s. lat. sp.1 　　－ 情報不足種 未記載種

3
環形動物門貧
毛綱ナガミミ
ズ目

フトミミズ科
シモイチシマミミズ
（仮称）

ʺPheretimaʺ  s. lat. sp.2 　　－ 情報不足種 未記載種
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