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１ 維管束植物 

今回の見直しによって新たにレッドリストに掲載された各植物について、種ごとに形態的な特徴

や分布、県内の状況等を解説した。記述の項目、内容等は以下の凡例のとおりとした。準絶滅危惧

と評価された種についてもこれらが目にふれる機会が多いことを考慮し、また情報不足と判断され

た種についてはどこまで情報があるか明示するため、絶滅種・絶滅危惧種とほぼ同じ様式で記述し

た。 

なお、今回の見直しにおいて和名・学名が確定できたアキギボウシ（旧リストではコフキイワギ

ボウシ）については、愛知県とその近辺に固有の分類群であることから、特に修正した解説文を掲

載した。 

 

【 掲載種の解説（維管束植物）に関する凡例 】 

【分類群名等】 
対象種の分類上の位置を示す門、綱、科名等を各頁左上に記述した。科の区分と配列は、シダ植

物は Copeland の分類系を一部修正したものを使用し、種子植物は APGⅢ分類系に従った。科内の
配列は、学名のアルファベット順とした。 

 

【評価区分】 
対象種の愛知県における評価区分を各頁右上に記述した。参考として「植物 I（維管束植物）環境

省第 4 次レッドリスト」（環境省, 2012）の全国での評価区分も各頁右上に記述した。また、各評価
区分に対応する英文略号も同じ場所に記述した。 

 

【和名・学名】 
対象種の和名及び学名を各頁上の枠内に記述した。和名及び学名は、原則として「日本の野生植

物」（平凡社）に準拠した。 

 

【選定理由】 
対象種を愛知県版レッドリスト掲載種として選定した理由について記述した。評価の基礎になっ

た個体数、集団数、生育環境、人為圧力、固有度の階級値も示した。 

 

【形 態】 
対象種の形態の概要を記述した。この部分の記述は、特に断っていない限り全国的な資料に基づ

くものである。 

 

【分布の概要】 
対象種の分布状況について、県内・国内・世界での概要を記述した。県内の分布は、1985 年以後

に生育が確認された区画（3、4 頁参照）を略称で示し、区画ごとに代表的な標本を原則として 1 点
（複数の市町村が含まれる区画は市町村ごとに 1 点）引用した。引用標本は愛知みどりの会標本室
に収蔵されているものを優先し、また原則として採集年月日の新しいものを優先したが、標本の状
態等を考慮してこの原則によらなかった場合もある。引用は採集者氏名（ただし芹沢は名を省略）、
標本番号、採集年月日、標本の所在（ただし愛知みどりの会は表示省略）にとどめたが、その区画
内の既知産地で絶滅が確認されたものについては採集地（市町村名はラベルに表記されているもの）
を加えた。また、必要に応じて 1985 年以前に採集された標本はあるがその後生育が確認されていな
い区画、記録はあるが裏付けとなる標本が確認できない区画を付記した。 

標本の所在は、以下の略号で示した。 

 

無表示 ：愛知みどりの会（AICH） 

CBM ：千葉県立中央博物館 

HNSM ：新城市立鳳来寺自然科学博物館 

KYO ：京都大学総合博物館 

MAK ：首都大学東京牧野標本館 

TI ：東京大学総合研究博物館 

TMNH ：豊橋市立自然史博物館 

TNS ：国立科学博物館 

TOFO ：東京大学農学部森林植物学教室 
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※ 千葉県立中央博物館については、収蔵されている故井波一雄氏、稲垣貫一氏採集の標本に
ほとんど標本番号がないので、同館の維管束植物標本登録番号を併記した。 

 

県内分布図は図示せず、そのかわりに、絶滅種については過去に分布していた区画に対応するす
べてのメッシュ（標準地域メッシュ・システムにおける 5 倍メッシュ）、それ以外の種については 1985

年以後に分布が確認されている区画地域（その後の調査で絶滅が確認されている区画を含む）に対
応するすべてのメッシュを「要配慮地区図」として掲載した。 

 

【生育地の環境／生態的特性】 
対象種の生育環境及び生態的特性について記述した。また、横に地形、縦におよその水条件（草・

岩は草地・岩崖地等の略）をとった区分図に、主要な生育範囲を示した。岩崖地等の樹林を構成す
る種は森林、草・岩双方をマークし、林内の沢沿い小湿地に生育する種は森林のみ、湿地林の構成
種は湿地のみをマークした。 

 

【現在の生育状況／減少の要因】 
対象種の愛知県における現在の生育状況、減少の要因等について記述した。 

絶滅種については【過去の生育状況／絶滅の要因】として、対象種の愛知県における過去の生育
状況、絶滅の主な要因についてわかる範囲で記述した。 

 

【保全上の留意点】 
対象種を保全する上で留意すべき主な事項を記述した。 

 

【特記事項】 
異名、近似種との識別点、和名の語源等、以上の項目で記述できなかった事項を記述した。 

 

【引用文献】 
記述中に引用した文献を、著者、発行年、表題、掲載頁または総頁数、雑誌名または発行機関と

その所在地の順に示した。 

 

【関連文献】 
対象種の理解の助けになる一般的文献を、著者、発行年、表題、掲載頁、雑誌名または発行機関

とその所在地の順に掲載した。 

 

 多くの種に関連する文献については、以下の略号を用いた。 

 

保シダ ：田川基二, 1959. 原色日本羊歯植物図鑑. 保育社, 大阪. 

保草Ⅰ ：北村四郎ほか, 1957. 原色日本植物図鑑 草本編Ⅰ. 保育社, 大阪. 

保草Ⅱ ：北村四郎ほか, 1961. 原色日本植物図鑑 草本編Ⅱ. 保育社, 大阪. 

保草Ⅲ ：北村四郎ほか, 1964. 原色日本植物図鑑 草本編Ⅲ. 保育社, 大阪. 

保木Ⅰ ：北村四郎ほか, 1971. 原色日本植物図鑑 木本編Ⅰ. 保育社, 大阪. 

保木Ⅱ ：北村四郎ほか, 1979. 原色日本植物図鑑 木本編Ⅱ. 保育社, 大阪. 

平シダ ：岩槻邦男, 1992. 日本の野生植物 シダ. 平凡社, 東京. 

平草Ⅰ ：佐竹義輔ほか, 1982. 日本の野生植物 草本Ⅰ 単子葉類. 平凡社, 東京. 

平草Ⅱ ：佐竹義輔ほか, 1982. 日本の野生植物 草本Ⅱ 離弁花類. 平凡社, 東京. 

平草Ⅲ ：佐竹義輔ほか, 1981. 日本の野生植物 草本Ⅲ 合弁花類. 平凡社, 東京. 

平木Ⅰ ：佐竹義輔ほか, 1989. 日本の野生植物 木本Ⅰ .平凡社, 東京. 

平木Ⅱ ：佐竹義輔ほか, 1989. 日本の野生植物 木本Ⅱ. 平凡社, 東京. 

ＳＯＳ旧版 ：愛知県植物誌調査会, 1996. 植物からの SOS－愛知県の絶滅危惧植物. 同会, 刈谷. 

ＳＯＳ新版 ：愛知県自然史研究連絡会, 2002. 自然からの SOS－レッドデータブックあいち・植
物編解説. 愛知みどりの会, 刈谷. 

環境庁 ：環境庁（編）, 2000. 改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブ
ック－植物Ⅰ（維管束植物）. 自然環境研究センター, 東京. 
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表 1 調査区画一覧 

地域 番号 略称 範囲 

 1 豊根東部 豊根村（旧富山村） 

 2 豊根西部 豊根村（旧村域） 

 3 東栄 東栄町 

 4 津具 設楽町（旧津具村） 

東 6 設楽西部 設楽町（旧町域の寒狭川・境川以西） 

 7 設楽東部 設楽町（旧町域の寒狭川・境川以東） 

 8 鳳来北東部 新城市（旧鳳来町の中央構造線以北、寒狭川・海老川以東） 

 9 鳳来南部 新城市（旧鳳来町の中央構造線以南） 

三 10 鳳来北西部 新城市（旧鳳来町の寒狭川・海老川以西） 

 11 作手 新城市（旧作手村） 

 12 新城 新城市（旧市域） 

 13 豊川 豊川市 

河 14 蒲郡 蒲郡市 

 15 豊橋北部 豊橋市の東海道本線以北 

 16 豊橋南部 豊橋市の東海道本線以南 

 17 田原東部 田原市（旧田原町、旧赤羽根町） 

 18 田原西部 田原市（旧渥美町） 

 5 稲武 豊田市（旧稲武町） 

 19 旭 豊田市（旧旭町） 

 20 足助 豊田市（旧足助町） 

 21 下山 豊田市（旧下山村） 

 22 小原 豊田市（旧小原村） 

西 23 藤岡 豊田市（旧藤岡町） 

 24 豊田東部 豊田市（旧市域の矢作川・御船川以東） 

 25 豊田北西部 豊田市（旧市域の矢作川・御船川以西、国道 153 号バイパス以北） 

 26 豊田南西部 豊田市（旧市域の矢作川・御船川以西、国道 153 号バイパス以南） 

三 27 みよし みよし市 

 28 額田 岡崎市（旧額田町） 

 29 岡崎北部 岡崎市（旧市域の矢作川・乙川・男川以北） 

 30 岡崎南部 岡崎市（旧市域の矢作川・乙川・男川以南） 

河 31 幸田 幸田町 

 32 刈谷知立 刈谷市、知立市 

 33 安城 安城市 

 34 高浜碧南 高浜市、碧南市 

 35 西尾北部 西尾市（旧市域） 

 36 西尾南部 西尾市（旧幡豆町、旧吉良町、旧一色町） 

 37 瀬戸尾張旭 瀬戸市、尾張旭市 

 38 長久手日進 長久手市、日進市 

 39 豊明東郷 東郷町、豊明市 

 40 大府東浦 大府市、東浦町 

 41 東海知多 東海市、知多市 

 42 半田武豊 阿久比町、半田市、武豊町 

 43 常滑 常滑市 

尾 44 美浜南知多 美浜町、南知多町 

 45 犬山 犬山市 

 46 江南丹羽 丹羽郡、江南市 

 47 小牧 小牧市 

 48 春日井 春日井市 

 49 岩倉西春日井 岩倉市、豊山町、北名古屋市、清須市 

 50 名古屋北部 名古屋市西区、北区、中区、東区、守山区、千種区、名東区 

張 51 名古屋南東部 名古屋市昭和区、瑞穂区、南区、天白区、緑区 

 52 名古屋南西部 名古屋市中村区、熱田区、中川区、港区 

 53 一宮東部 一宮市（奥町を除く旧市域） 

 54 一宮西部 一宮市（奥町、旧尾西市、旧木曽川町） 

 55 稲沢 稲沢市（旧市域、旧平和町、旧祖父江町） 

 56 あま大治 あま市、大治町 

 57 津島愛西 津島市、愛西市 

 58 海部南部 弥富市、蟹江町、飛島村 
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図 1 調査区画図 
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＜種子植物 被子植物 真正双子葉類 セリ科＞ 愛知県：絶滅 （国：リスト外） 

＜ANGIOSPERMAE UMBELLIFERAE＞ AICHI：EX （JAPAN：－） 

ホタルサイコ Bupleurum longeradiatum Turcz. var. breviradiatum Fr.Schmidt 

 

【選定理由】 

 草地や明るい疎林内に生育する植物で、愛知県では過去に採集された標本はあるが、現存を確認
できない。 

 

【形 態】 

 多年生草本。茎は直立して高さ 70～130cm になり、上部で枝を分ける。根出葉には長さ 7～12cm

の柄があり、葉身は長楕円形、長さ 8～12cm、幅 2～3cm、先端は鋭頭、基部は狭いくさび形、全
縁、葉脈は平行状である。茎葉は互生し、下部のものは倒披針形、上部のものは楕円形、基部は拡
がって茎を抱く。花期は 7～8 月、花序は複散形で茎や枝の先端につき、花は黄色で小さい。果実は
長楕円形で、長さ 3.5～4mm である。 

 

【分布の概要】 
 
【県内の分布】 
 東：14 蒲郡（西浦海岸 , 井波一雄 s.n., 

1957-10-26, CBM 74626）。 

 
【国内の分布】 
 本州、四国、九州。 
 
【世界の分布】 
 日本、朝鮮半島、中国大陸。エゾホタルサ
イコ var. sachalinense は小総苞片が大きく、
サハリン、北海道、ウスリーに分布する。 

 

 
 
 
 
 
 

【生育地の環境／生態的特性】 
 山地の尾根の草地、谷戸田周辺の草地、明るい二次林内などに
生育する。 

 

 

 

 

【過去の生育状況／絶滅の要因】 

 標本は茎長 120cm に達するよく発育した個体である。生育状況に関しては情報がないが、西浦海
岸には他にも山地性の草地性植物が生育している（いた）から、それと同じような林縁部に生育し
ていて、森林化の進行によって絶滅したと思われる。 

 

【保全上の留意点】 

 現地での再発見は困難と思われるが、本来は山地性で長野県まで行けばそれほど少ない植物では
ないから、三河山間部の草地には生育している可能性がある。今後特に注意して探索する必要があ
る。 

 

【特記事項】 

 ミシマサイコ（県 EN）に比べ、大形で葉の幅が広い。 

 

【関連文献】 
保草Ⅱp.9、平草Ⅱp.280。 

（執筆者 芹沢俊介） 

要配慮地区図 

■■
■■■
■■

 

 山 地 丘 陵 平 野 海 浜 

森 林     

草･岩  ○   

湿 地     

水 域     
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＜シダ植物 オシダ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＡ類 （国：リスト外） 

＜PTERIDOPHYTA DRYOPTERIDACEAE＞ AICHI：CR （JAPAN：－） 

ナガサキシダ Dryopteris sieboldii (van Houtte ex Moore) Kuntze 

 
【選定理由】 
 個体数階級 4、集団数階級 4、生育環境階級 2、人為圧力階級 3、地域固有性 3、総点 16。暖地性
のシダ植物で、愛知県では生育地も個体数も極めて少ない。 
 

【形 態】 
 常緑性のシダ植物。根茎は短く、斜上し、少数の葉を束生する。葉柄は長さ 40cm に達し、基部
に褐色で披針形～線形の鱗片を密生するが、上部では鱗片は小さく、まばらになる。葉身は広卵形、
長さ、幅とも 45cm に達し、単羽状複生、3～4 対の側羽片とはっきりした頂羽片がある。羽片は幅
3～4cm、鋭尖頭、やや厚い革質で下部はほとんど全縁、上部は辺縁に低い鋸歯がある。胞子のう群
は羽片裏面に散在し、直径 1.5～2mm、包膜は円腎形である。 

 
【分布の概要】 
 
【県内の分布】 
 西：21 下山（芹沢 86599, 2010-11-4）。小
林（2006）によれば設楽町（西部か東部かは
不明）でも 1 株確認されているという。 
 
【国内の分布】 
 本州（千葉県以西）、四国、九州に分布する。
九州では比較的多く見られる種類で、千葉県
でも極めて少ないというほどではないが、そ
れ以外では稀である。 
 
【世界の分布】 
 日本、中国大陸。 
 
 
 
 
 

【生育地の環境／生態的特性】 
 下山の生育地は標高約 500m のスギ造林地で、伏流状の流れが
ある源流部の沢すじに小群落がある。九州では造林地や人里周辺
のやぶ状の場所などにも生育している。愛知県の場合、新葉は秋
に展開し、胞子は晩秋に成熟する。 

 
【現在の生育状況／減少の要因】 
 下山では、胞子のう群をつけた葉を持つ株が 3 株、幼株を含めると 12 株が生育している（個体数
階級は、繁殖可能な個体だけを数えるので 4 になる）。設楽町では、「自生地は 30 年ほどのスギ造林
地である。見つけた株はまだ胞子がついていないものの、充実した葉が 4 枚展開していた」と報告
されている。 

【保全上の留意点】 
 下山の自生地は開発のための環境影響評価調査で発見されたもので、開発予定地に隣接しており、
直接の改変は回避されているが、今後の存続が懸念される。 

 
【特記事項】 
 オシダ属の中では著しく変わった形態を持つ種で、独立属 Pycnopteris とされることもあるが、見
かけほど異なるものではない。 

【引用文献】 
小林元男, 2006. 北設楽の植物. 282pp. 愛知県林業試験研究推進協議会, 新城. 

【関連文献】 
保シダ p.92、平シダ p.185-186。 

倉田 悟・中池敏之(編), 1979. .日本のシダ植物図鑑 1:484-489. 東京大学出版会, 東京. 

（執筆者 芹沢俊介） 

要配慮地区図 
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＜種子植物 被子植物 単子葉類 サトイモ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＡ類 （国：リスト外） 

＜ANGIOSPERMAE  ARACEAE＞ AICHI：CR （JAPAN：－） 

ザゼンソウ Symprocarpus foetidus Nutt. var. latissimus (Makino) H.Hara 

 

【選定理由】 

 個体数階級 4、集団数階級 4、生育環境階級 3、人為圧力階級 3、地域固有性 2、総点 16。寒冷地
の湿地に生育する植物で、愛知県では生育地も個体数も極めて少ない。 

 

【形 態】 

 多年生草本。葉は束生して開出し、長さ 20～35cm の柄があり、葉身は円心形、長さ、幅とも 40cm

に達し、先端は鋭頭、辺縁は全縁である。花期は 4 月、花序は葉の展開前に出て長さ 7～10cm の花
茎の先につき、太い肉穂状で長さ 1.5～2cm、付属体はなく、果期には長さ 3～6cm になる。仏炎苞
は卵円形でボート状、長さ 20cm、直径 15cm に達し、暗紫褐色で厚く、外側に隆起条があり、先端
は前屈して鋭頭である。 

 

【分布の概要】 

 

【県内の分布】 

 東：4 津具（芹沢 86691, 2011-4-10）。 

 

【国内の分布】 

 北海道、本州。 

 

【世界の分布】 

 サハリン、日本、朝鮮半島、アムール、ウ
スリー。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【生育地の環境／生態的特性】 

 山地の林縁や林内の湿地に生育する。愛知県の生育地は造林地
中の小さな流れに沿った平坦地である。 

 

 

 

【現在の生育状況／減少の要因】 

 数株が小群落となって生育している。自生状であるが、道から近い場所なので、誰かが植え込ん
だ可能性は完全には否定できない。 

 

【保全上の留意点】 

 個別的な保全が必要である。 

 

【特記事項】 

 茶臼山の長野県側、県境から 200m ほどの場所には生育していて、愛知県でも以前から発見が期
待されていた植物の一つである。花には悪臭がある。 

 

【関連文献】 
保草Ⅲp.190-191、平草Ⅰp.138。 

（執筆者 芹沢俊介） 

要配慮地区図 
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＜種子植物 被子植物 単子葉類 ラン科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＡ類 （国：絶滅危惧Ⅱ類） 

＜ANGIOSPERMAE ORCHIDACEAE＞ AICHI：CR （JAPAN：VU） 

キンセイラン Calanthe nipponica Makino 

 

【選定理由】 

 個体数階級 3、集団数階級 4、生育環境階級 2、人為圧力階級 4、地域固有性 3、総点 16。美しい
花をつけるラン科植物で、愛知県では生育地も個体数も極めて少ない。 

 

【形 態】 

 多年生草本。茎は高さ 25～35cm になり、基部はふくらんで球状の偽球茎となり、数年分が残存
して横に並ぶ。葉は茎の基部に 3～5 個つき、線状楕円形～披針状楕円形、長さ 15～25cm、幅 1.5

～2.8cm、先端は鋭頭、無毛、このほか茎上に 1 個の鱗片葉がつく。花期は 6～7 月、花は茎の上部
にややまばらに 3～8 個つき、淡黄緑色、苞は披針形、長さ 1.2～2cm である。がく片は広披針形、
長さ 1.5～2cm、幅 4～6mm、側花弁はがく片よりやや幅が狭い。唇弁は 3 裂し、側裂片は小さく、
中裂片は卵形～四角状卵形、先端は尖り、辺縁は波状、中央にとさか状のひだがある。 

 

【分布の概要】 

 

【県内の分布】 

 東：7 設楽東部（天野保幸 s.n., 2009-6-9）。 

 

【国内の分布】 

 北海道、本州、四国、九州。 

 

【世界の分布】 

 日本固有種。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【生育地の環境／生態的特性】 

 山地の林内に生育する。愛知県での生育地は、1 カ所はよく育
ったスギ造林地、他の 1 カ所は二次林である。 

 

 

 

【現在の生育状況／減少の要因】 

やや離れた 2 カ所に、どちらもごく小数の株が生育している。 

 

【保全上の留意点】 

 エビネ類の中ではやや小型で地味な種であるが、一方で希少種であり、園芸目的の採取で失われ
るリスクは大きい。直接採取されなくても、写真撮影に訪れる人が多くなれば、周辺部の踏み荒ら
しによる生育環境の劣化も懸念される。位置情報の公表については特に慎重な配慮が必要である。2

カ所のうち 1 カ所はもともとは 20 株以上生育していたらしいが、インターネット上で詳細な位置が
流されており、2013 年 6 月の調査では約 10 株確認できただけであった。 

【特記事項】 

 愛知県のエビネ属としては、エビネ、ナツエビネおよび本種の他にサルメンエビネが豊根村や豊
田市に生育していると言われている。今後も一層の探索が必要である。 

 

【関連文献】 
保草Ⅲp.54-55、平草Ⅰp.223-224。 

（執筆者 芹沢俊介） 

要配慮地区図 
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＜種子植物 被子植物 単子葉類 カヤツリグサ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＡ類 （国：リスト外） 

＜ANGIOSPERMAE CYPERACEAE＞ AICHI：CR （JAPAN：－） 

スナジスゲ Carex glabrescens (Kük.) Ohwi 

 
【選定理由】 
 個体数階級 4、集団数階級 4、生育環境階級 3、人為圧力階級 3、地域固有性 2、総点 16。愛知県
では生育地も個体数も極めて少ない。 

 
【形 態】 
 多年生草本。長い匍匐枝を出し、株を作る。茎は高さ 30～50cm、3 稜があり、基部の葉鞘は赤褐
色を帯び、糸網がある。葉は細い線形、幅 3～4mm である。果期は 4 月下旬～5 月上旬、小穂は茎
の上部に数個つき、先端の 2～3 個はやや接近して雄性、線形で長さ 1.5～3.5cm、鱗片は淡褐色で
周辺部が赤褐色を帯び、下方の 2～3 個は互いにやや離れて雌性、広線形で長さ 2～4cm である。苞
は長い葉身があり、鞘は短い。果胞は長さ約 5mm、表面にはややまばらに毛があり、先端は次第に
細くなって嘴状になり、鋭い 2 歯がある。雌花の柱頭は 3 個である。 
 

【分布の概要】 
 
【県内の分布】 
 33 安城（堀田喜久 16413, 2009-4-26）。25

豊田北西部（畑佐武司 1619, 2001-4-21）もス
ナジスゲの可能性があるが、花期の標本なの
でよくわからない。 
 
【国内の分布】 
 本州（岩手県～愛知県）。 

 
【世界の分布】 
 日本、朝鮮半島、中国大陸東北部。 

 

 

 

 

 

 
 

【生育地の環境／生態的特性】 
 矢作川に近い神社の境内に、小群落があったという。 
 
 
 

 
【現在の生育状況／減少の要因】 
 標本はあるが、2013 年の現地調査では確認できなかった。 
 

【保全上の留意点】 
 生育地の個別的な保全が必要である。 
 

【特記事項】 
 ビロードスゲに似ているが、果胞は毛が少なく、先端が急に細くならない。ビロードスゲは、愛
知県では豊根西部、東栄、津具、稲武、設楽西部、旭、足助、下山、豊田東部、豊田北西部、刈谷
知立、江南丹羽、名古屋北部、一宮西部で記録されている。 
 

【関連文献】 
勝山輝男. 2005. ネイチャーガイド 日本のスゲ p.351. 文一総合出版, 東京. 
 

（執筆者 芹沢俊介） 

要配慮地区図 
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＜種子植物 被子植物 単子葉類 カヤツリグサ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＡ類 （国：絶滅危惧Ⅱ類） 

＜ANGIOSPERMAE CYPERACEAE＞ AICHI：CR （JAPAN：VU） 

ハタベカンガレイ Schoenoplectus gemmifer C.Sato, T.Maeda et Uchino 

 

【選定理由】 

 個体数階級 4、集団数階級 4、生育環境階級 3、人為圧力階級 3、地域固有性 2、総点 16。2004

年に新種として記載されたカンガレイ類の 1 種で、栃木県から九州中部まで分布しているが稀であ
る。愛知県では生育地が極めて少ない。一時底土がさらわれて消失状態になったが、その後多少復
活した。 

 

【形 態】 

 多年生草本。カンガレイに似ているが、通常流水中に生じ、常緑性で、茎の先端からしばしば無
性芽を生じ、その無性芽と茎の基部に葉身のある葉を生じ、雌ずいの柱頭の多くが 2 本であること
で異なる。苞は短く、通常斜めに伸びる。ただし愛知県のものは、緩やかな流水中に生育している
が、形態は線形葉も無性芽もつけていない止水型である。柱頭の多くが 2 本であるという特性は流
水型と変わらない。 

 

【分布の概要】 

 

【県内の分布】 

 東：11 作手（小菅崇之 s.n., 2010-9-25）。 

 

【国内の分布】 

 本州、四国、九州。 

 

【世界の分布】 

 日本固有種。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【生育地の環境／生態的特性】 

 通常は他のカンガレイ類と異なり流水中に生じ、線形葉と無性
芽をつける。愛知県の自生地は、谷戸田最上流部の小水路である。 

 

 

 

【現在の生育状況／減少の要因】 

 20m ほどの範囲に数十株程度の個体が生育していた。水路の整備により底土をさらわれて一時消
滅したが、その後多少復活した。 

 

【保全上の留意点】 

 自生地の谷戸田と水路を保全することが必要である。 

 

【関連文献】 
Maeda, T., C.Sato and A.Uchino. 2004. Variation of Schoenoplectus gemmifer in morphological comparison with S. 

mucronatus and S. triangularis. J.Jpn. Bot. 79:29-42. 

Sato, C., T.Maeda and A.Uchino. 2004. A new species of Schoenoplectus sect. Actaeogeton (Cyperaceae). J. Jpn. Bot. 

79:23-28.  

（執筆者 芹沢俊介） 

要配慮地区図 
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＜種子植物 被子植物 真正双子葉類 ナデシコ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＡ類 （国：リスト外） 

＜ANGIOSPERMAE CARYOPHYLLACEAE＞ AICHI：CR （JAPAN：－） 

ツカモトハコベ Stellaria hibinoi Seriz. 

 

【選定理由】 

 個体数階級 3、集団数階級 3、生育環境階級 3、人為圧力階級 2、地域固有性４、補正＋1（シカ食
害）、総点 16。愛知県～大阪府に生育する植物で、県内では生育地が少ない。 

 

【形 態】 

 多年生草本で、地下茎は長く地中をはい、白色で直径約 1mm、各節から細い匍匐枝を出す。地上
茎は高さ 6～20cm、ほぼ直立し、下部はまばらに、上部は接近して数対の葉をつける。葉は長さ 0.7

～3cm の柄があり、葉身は三角状卵形、先端は鋭頭で微凸端、最大のものは長さ 2.5～5cm、幅 1.5

～4cm、基部はほぼ切形で葉柄上部に流れて翼をつくる。花期は 6～7 月、花は長さ 1.5～3.5cm の
細い柄の先に 1 個ずつつき、がく片は 5 枚、披針形で長さ 4.5～6mm、花弁はない。花柄は花後下
向きに垂れ、やや伸長して楕円形の蒴果をつける。 

【分布の概要】 
 

【県内の分布】 

 東： 9 鳳来南部（小林 元男 64305, 

1998-6-15）。西：5稲武（芹沢 84394, 2009-7-4,

正基準標本）、 19 旭（塚本威彦 657, 

1993-7-16）。 

 

【国内の分布】 

 本州（愛知県～大阪府）。 

 

【世界の分布】 

 日本固有種。 

 

 

 

 

 

 

 

【生育地の環境／生態的特性】 
 沢沿いの林縁や林内に生育する。 

 

 

 

 

【現在の生育状況／減少の要因】 

 稲武では 3 カ所に生育しており、うち 1 カ所では個体数が比較的多かったが、同所に生育する他
の植物と共に、ニホンジカに食害されて激減した。別の 1 カ所は小群落である。他の 1 カ所は近況
未確認。鳳来南部も近況が確認されていない。 

【保全上の留意点】 

 現在確実に生育が確認されているのは、稲武の 2 カ所と旭の 1 カ所である。シカ食害防止のため
の施策が必要であるが、小型の植物なので、遷移の進行を抑えることも必要である。 

 

【特記事項】 

 サワハコベからは、地上茎が直立してほとんど分枝せず、葉が大きく（日本海側のオオサワハコ
ベ form. robusta Mizus. も葉が大きいが、それより更に大きい）、花期が遅く、花弁がない（ただ
しサワハコベも、稀に花弁がないことがある）ことで区別できる。環境省のレッドリストには掲載
されていないが、その基準で評価すれば絶滅危惧ⅠB 類になるはずである。 

【関連文献】 
芹沢俊介, 2015. 本州中部産ハコベ属の 1 新種ツカモトハコベ. シデコブシ 3:1-4 

芹沢俊介・渡邊幹男・加藤淳太郎・長谷部光泰, 2011. 見てわかる生物多様性①植物の多様性を調べる p.8. 愛知教育大学自然

科学系生物領域, 刈谷. 

（執筆者 芹沢俊介） 
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＜シダ植物 ハナヤスリ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＢ類 （国：リスト外） 

＜PTERIDOPHYTA OPHIOGLOSSACEAE＞ AICHI：EN （JAPAN：－） 

シチトウハナワラビ Sceptridium atrovirens Sahashi 

 
【選定理由】 
 個体数階級 3、集団数階級 4、生育環境階級 3、人為圧力階級 2、地域固有性 3、総点 15。伊豆諸
島～九州に分布するシダ植物で、愛知県が分布域の北限に当たる。県内では生育地、個体数ともに
少ない。 

 
【形 態】 
 常緑性の多年生草本。根茎は短く直立する。葉は年に 1 枚、秋に出て翌夏まで残存する。共通柄
は長さ 3.5～7cm、栄養葉は長さ 5～12cm の柄があり、葉身は五角形、長さ 9～13cm、幅 11～18cm、
3 回羽状浅裂～4 回羽状中裂、オオハナワラビより鮮やかな緑色である。胞子葉は長さ 13～15cm の
柄があり、葉身は長さ 6～7cm、幅 4cm 程度、2～3 回羽状に切れ込む。胞子は 10 月下旬～11 月に
熟す。 

 

【分布の概要】 

 
【県内の分布】 
 東：17 田原東部（芹沢 83802, 2008-11-2）。
尾：37 尾張旭（芹沢 85210, 2009-10-18）。尾
張旭のものは、葉の切れ込みが深く葉縁の鋸
歯が鋭いモトマチハナワラビと呼ばれている
型で、発見者は村松正雄氏である。 

 
【国内の分布】 
 本州（伊豆諸島、愛知県、紀伊半島）、四国
および九州に分布する。 

 
【世界の分布】 
 日本固有種 

 

 

 
 
 

【生育地の環境／生態的特性】 
 尾張旭はやや平坦な二次林内である。田原東部では沢沿いの造
林地内に生育していた。 
 

 
 

【現在の生育状況／減少の要因】 
 尾張旭では、森林公園内の 1カ所に、オオハナワラビと混生して、約 20 株の小群落がある。何か
が植栽されている場所ではないので、本来の自生と思われる。田原東部では少数株が確認されただ
けである。 
 

【保全上の留意点】 
 田原は社寺境内、尾張旭は森林公園内なので、生育地は将来とも保全されると思われる。 
 

【特記事項】 
 オオハナワラビに似ているが、葉の共通柄が長いことで区別される。 

 
【関連文献】 
平シダ p.67（Botrychium atrovirens として）。 

（執筆者 芹沢俊介） 

 

要配慮地区図 
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＜シダ植物 イノモトソウ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＢ類 （国：リスト外） 

＜PTERIDOPHYTA PTERIDACEAE＞ AICHI：EN （JAPAN：－） 

ミカワイワガネ Coniogramme sp. 

 
【選定理由】 
 個体数階級 3、集団数階級 3、生育環境階級 2、人為圧力階級 3、地域固有性 4、総点 15。現在の
ところ愛知県と岐阜県に固有の未記載のシダ植物。県内では 3 区画の各 1 カ所に生育しているだけ
で、個体数も少ない。 

 
【形 態】 
 夏緑性または半常緑性の多年生草本。根茎は横にはい、直径 5～7mm である。葉は 1～3cm 間隔
で出て、葉柄は帯緑色で長さ 35～70cm、葉身は広三角状卵形、長さ 60～80cm、幅 45～65cm、2

回羽状に切れ込むが、最下羽片の下側第 1 小羽片は時に 1 個の側裂片をつけることもある。葉片は
切れ込まず、披針形、長さ 10～30cm、幅 1.8～5cm、先端は鋭尖頭でやや尾状に伸び、辺縁は細鋸
歯縁、中～下部の葉片は基部が広いくさび形～切形でしばしば両側に小突起を出す。葉脈はまばら
に結合する。胞子のう群は葉縁部 1～5mm を除く葉脈上に長くつき、包膜はない。 

 

【分布の概要】 

 
【県内の分布】 
 西：19 旭（芹沢 87222, 2011-8-7）、21 下
山（芹沢 86043, 2010-7-27）、25 豊田北西部
（芹沢 86431, 2010-10-6）。 

 
【国内の分布】 
 本州（愛知県と岐阜県南東部）。 

 
【世界の分布】 
 日本固有種。 

 

 

 

 

 
 
 
 

【生育地の環境／生態的特性】 
 沢沿い斜面の、腐植質の多いやや湿った林内に生育する。 
 
 

 
 

【現在の生育状況／減少の要因】 
 豊田北西部では一つの沢の上流部に点在しているが、多いものではない。旭では 300m ほど離れ
た 2 地点、下山では 1 地点に生育しているだけである。 
 

【保全上の留意点】 
 現在の生育地の多くは造林地であるが、さしあたりその林を保全することが必要である。 
 

【特記事項】 
 葉脈がまばらに結合する点でイワガネソウとイワガネゼンマイの雑種とされるイヌイワガネソウ
C.×fauriei Hieron. に似ているが、胞子は正常で、雑種性の植物ではない。現在のところ豊田市の
3 カ所と岐阜県多治見市の 1 カ所で確認されているだけであるが、ていねいに探索すれば新しい産地
が追加される可能性はある。 

【関連文献】 
阿萬朱未・加藤淳太郎・芹沢俊介, 2011. 日本産イワガネソウ属の再検討(2)イヌイワガネソウの核 DNA 含量. シデコブシ 2: 

41-46. 

（執筆者 芹沢俊介） 
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＜シダ植物 シシガシラ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＢ類 （国：リスト外） 

＜PTERIDOPHYTA BLECHNACEAE＞ AICHI：EN （JAPAN：－） 

オオカグマ Woodwardia japonica (L.f.) Sm. 

 
【選定理由】 
 個体数階級 4、集団数階級 4、生育環境階級 2、人為圧力階級 2、地域固有性 3、総点 15。西日本
系のシダ植物で、愛知県は分布域の東限になる。愛知県では生育地も個体数も極めて少ない。 

 
【形 態】 
 常緑性のシダ植物。根茎は太くて短く、横にはうか斜上し、葉を束生する。葉柄は長さ 50cm に
達し、基部に褐色、披針形で長さ 2cm 以上になる大形の鱗片を密生するが、上部では鱗片は小さく、
またややまばらになる。葉身は長楕円形～細い卵形、長さ 75cm、幅 30cm に達し、2 回羽状中裂し
て革質、葉身の先端部は急に狭くなってやや頂羽片状になる。側羽片は 15～18 対、幅 2～3cm、先
端は鋭尖頭、基部は無柄、裂片は斜三角状で鈍頭、葉脈は網状である。胞子のう群は裂片の中肋に
沿った葉脈に内向きにつき、長さ 2～4mm、蓋状の包膜がある。 
 

【分布の概要】 
 
【県内の分布】 
 西：23 藤岡（芹沢 84747, 2009-8-23）。発
見者は畑佐武司氏である。 

 
【国内の分布】 
 本州（愛知県以西）、四国、九州に分布する
が、山口県、高知県西部と九州以外では稀で
ある。 

 
【世界の分布】 
 日本、朝鮮半島（済州島）、台湾、中国大陸、
インドシナ、ビルマ。 

 

 

 

 
 
 

【生育地の環境／生態的特性】 
 愛知県での生育地は、どこにでもありそうなやぶ状の若い二次
林内である。九州でも造林地や人里周辺のやぶ状の場所などにも
生育していて、特殊な環境でなければ生育できない植物ではない。
沢近くから尾根すじまで見られるが、あまり湿潤な場所には生育
しない。 

 
【現在の生育状況／減少の要因】 
 1 カ所に 4 株（ただし、もともとは 1 株だったかもしれない）がまとまって生育している。現在の
ところ周辺に子株は見られない。比較的近年になって愛知県に分布を拡大してきた植物と思われ、
そのため特に減少要因となるようなものは見あたらない。 
 

【保全上の留意点】 
 個体数が少なく、また道路に近い場所に生育しているので、偶然の変動や道路の拡幅で失われる
可能性がある。個別的な配慮が必要である。 

 
【特記事項】 
 コモチシダと異なり、林床性の植物である。 
 

【関連文献】 
保シダ p.145、平シダ p.156。 
倉田 悟・中池敏之(編), 1987. 日本のシダ植物図鑑 5:706-713. 東京大学出版会, 東京. 

（執筆者 芹沢俊介） 

要配慮地区図 
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＜シダ植物 オシダ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＢ類 （国：リスト外） 

＜PTERIDOPHYTA  DRYOPTERIDACEAE＞ AICHI：EN （JAPAN：－） 

ハチジョウベニシダ Dryopteris caudipinna Nakai 

 
【選定理由】 
 個体数階級 4、集団数階級 4、生育環境階級 3、人為圧力階級 2、地域固有性 2、総点 15。全国的
にあまり多くないシダ植物で、愛知県でも生育地、個体数ともに少ない。 

 
【形 態】 
 常緑性のシダ植物。根茎は斜上し、葉を束生する。葉柄は長さ 30～50cm、基部に披針形～狭披
針形、長さ 15～20mm、黒褐色の鱗片をつけ、中上部にもより小さい鱗片をつける。葉身は卵形～
長卵形、長さ 50～70cm、幅 23～35cm、2 回羽状複生～3 回羽状深裂、先端はやや急に狭くなって
鋭尖頭となる。羽片は 10～15 対、披針形～広披針形で長さ 10～22cm、幅 2.5～10cm、小羽片は
15～22 対、特に大きいもの以外は線状楕円形であまり鎌状に曲がらない。胞子は 6 月に熟し、胞子
のう群は中肋寄りまたは中肋と辺縁の中間につき、包膜は円腎形、若時紅色を帯びることが多いが、
帯びない個体もある。 

【分布の概要】 

 
【県内の分布】 
 東：18 田原西部（芹沢 87618, 2012-6-17）。
1 カ所で確認されているだけである。発見者
は犬飼 清氏である。 

 
【国内の分布】 
 本州（関東地方以西、伊豆諸島には特に多
い）、四国、九州（鹿児島県本土まで）。 

 
【世界の分布】 
 日本および朝鮮半島南部の離島。 

 

 

 

 
 
 
 

【生育地の環境／生態的特性】 
 比較的自然度の高い照葉樹林内の、沢沿いや沢沿い斜面下部に
生育している。 

 
 
 

【現在の生育状況／減少の要因】 
 他のベニシダ類と混生して、少数株が生育している。 
 

【保全上の留意点】 
 当面は現状のまま存続すると思われるが、自生地が 1 カ所だけなので、それなりに注意していく
必要がある。 
 

【特記事項】 
 Yamamoto et al.（2010）により、愛知県に生育することが報告された。近縁のベニシダが 3 倍体
で無融合生殖を行うのに対し、本種は 2 倍体で有性生殖を行う。 

 

【引用文献】 
Yamamoto, K., N.Murakami and A.Ebihara. 2010. The distribution of Dryopteris caudipinna (Dryopteridaceae), a 

sexually reproducing counterpart of the apogamous D. erythrosora, in Japan. Acta Phytotax. Geobot. 61:109-114. 

【関連文献】 
平シダ p.199。 

（執筆者 芹沢俊介） 

要配慮地区図 

■■■■
■■■
■

 

 山 地 丘 陵 平 野 海 浜 

森 林 ○    

草･岩     

湿 地     

水 域     

 



 16 

＜シダ植物 ウラボシ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＢ類 （国：リスト外） 

＜PTERIDOPHYTA POLYPODIACEAE＞ AICHI：EN （JAPAN：－） 

ミカワノキシノブ Lepisorus mikawanus Sa.Kurata 

 
【選定理由】 
 個体数階級 3、集団数階級 3、生育環境階級 2、人為圧力階級 2、地域固有性 4、総点 14。愛知県
とその周辺に固有のシダ植物で、個体数が極めて少ない。 
 

【形 態】 
 常緑性のシダ植物。根茎はやや長くはい、直径 2～3mm、広披針形で長さ 3～4mm、黒褐色の鱗
片におおわれる。葉は 3～10mm の間隔で出て、葉柄は長さ 1～4cm、黒褐色を帯びる。葉身は長さ
8～25cm、幅 8～20mm、中央部または中央より下で最も幅広くなり、両端に向かって次第に狭くな
り、先端は鋭尖頭でやや鈍端となり、革質～厚い革質、裏面にはまばらに小鱗片が残る。新葉は秋
に展開し、胞子のう群はほぼ円形、中肋と辺縁の中間またはやや中肋寄りに 1 列に並び、若時円形
の小鱗片におおわれる。 

【分布の概要】 
 
【県内の分布】 
 東：3 東栄（芹沢 87398, 2011-9-24）、8 鳳
来北東部（芹沢 40758, 1984-9-23）。西：24

豊田東部（芹沢 36655, 1983-5-1）、28 額田（芹
沢 86637, 2010-11-24）。尾：45 犬山（芹沢
86590, 2010-10-31）。12 新城（日吉,鳥居栄一
s.n., 1962-3,TOFO,正基準標本）でも採集さ
れている。 

 
【国内の分布】 
 本州。愛知県とそれに隣接する静岡県、岐
阜県の一部に生育している。 

 
【世界の分布】 
 日本固有種。 

 

  
 

【生育地の環境／生態的特性】 
 今まで確認されている場所は、ほとんどが山地の川に沿った道
路わきの岩上である。 
 
 

 
【現在の生育状況／減少の要因】 
 ところどころに生育しているが、どこも個体数は極めて少ない。鳳来北東部と豊田東部はどちら
もかなり前に採集したもので、最近の状態は確認されていない。新城市の基準標本産地は、原記載
の際に「最近破壊の憂き目にあった」（倉田, 1965）と記述されている。 
 

【保全上の留意点】 
 どこも個体数が少なく、保全策を立てにくい。保全の対象となりそうなある程度まとまった集団
を探索する必要がある。 

 

【特記事項】 
 ノキシノブ黒柄型（クロノキシノブ）によく似ているが、6 倍体（クロノキシノブは 4 倍体）で葉
幅が広い。本種とノキシノブ緑柄型 4 倍体（ミドリノキシノブ）の雑種と推定される 5 倍体植物は、
37 刈谷（芹沢 86644,, 2010-12-1）と 45 犬山（芹沢 86592, 2010-10-31）で確認されている。 

【引用文献】 
倉田 悟, 1965. 日本のノキシノブ属. 横須賀市博物館研究報告（自然科学）(11):20-40. 

【関連文献】 
芹沢俊介・阿萬朱未, 2011. ノキシノブの 2 型. シデコブシ 2:11-22. 

（執筆者 芹沢俊介） 
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＜種子植物 被子植物 単子葉類 カヤツリグサ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＢ類 （国：リスト外） 

＜ANGIOSPERMAE CYPERACEAE＞ AICHI：EN （JAPAN：－） 

アオミヤマカンスゲ Carex multifolia Ohwi var. pallidisquama Ohwi 

 
【選定理由】 
 個体数階級 4、集団数階級 4、生育環境階級 3、人為圧力階級 2、地域固有性 1、補正＋1（シカ食
害）、総点 15。愛知県では生育地も個体数も極めて少ない。 
 

 
【形 態】 
 常緑性の多年生草本。匍匐枝はなく、株を作る。愛知県産のものでは茎は高さ 8～18cm、基部の
葉鞘は褐色で、後に多少繊維状になる。葉は細い線形、幅 1.5～3mm である。果期は 4 月下旬～5

月上旬、小穂は通常 3 個で互いに離れてつき、頂小穂は雄性、線状楕円形で長さ 7～12mm、鱗片
は灰白色で中央は緑色となり、褐色を帯びない。側小穂は雌性で長さ 5～12mm、少数の果胞をつけ
る。苞は長い鞘があり、葉身は短い。果胞は長さ 3～4mm、表面には毛があり、先端は次第に細く
なって短い嘴状になる。雌花の柱頭は 3 個である。 

 
【分布の概要】 
 
【県内の分布】 
 28 額田（村松正雄 s.n., 2012-4-29）。 
 
【国内の分布】 
 本州、四国、九州（トカラ列島黒島まで）。 

 
【世界の分布】 
 日本固有。種としても日本固有である。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

【生育地の環境／生態的特性】 
 沢沿いの砂がたまった場所に生育していた。 
 
 
 

 
【現在の生育状況／減少の要因】 
 小群落で、しかもニホンジカに食害されており、小さい株しか見当たらなかった。 
 

【保全上の留意点】 
 シカ食害の防止が必要である。 

 
【特記事項】 
 ミヤマカンスゲに比べ、葉は細くてやわらかく、雄鱗片は褐色を帯びない。発育のよくない標本
しか得られていないが、勝山氏の同定に従い、本変種にあてておく。 
 

【関連文献】 
勝山輝男, 2005. ネイチャーガイド 日本のスゲ p.205. 文一総合出版, 東京. 

（執筆者 芹沢俊介） 

 

要配慮地区図 
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＜種子植物 被子植物 単子葉類 カヤツリグサ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＢ類 （国：リスト外） 

＜ANGIOSPERMAE CYPERACEAE＞ AICHI：EN （JAPAN：－） 

ヌマハリイ Eleocharis mamillata Lindb.f. var. cyclocarpa Kitag. 

 

【選定理由】 

 個体数階級 4、集団数階級 4、生育環境階級 3、人為圧力階級 2、地域固有性 1、総点 14。愛知県
では生育地も個体数も極めて少ない。 

 

【形 態】 

 多年生草本。地下茎は長くはい、1～2.5cm 間隔で数本の地上茎を束生する。地上茎は高さ 30～
60cm、直径 1.5～3mm、軟らかく円柱形で平滑、基部の鞘は赤褐色～淡赤褐色である。葉は茎の基
部について葉鞘のみに退化し、緑色または淡褐色である。花期は 6～7 月、小穂は茎の先端に 1 個つ
き、卵状長楕円形～広披針形で直立し、長さ 7～14mm、直径 3～4.5mm、鱗片は長卵形、鈍頭～円
頭、中肋は淡緑色でその周辺は濃褐色になり、辺縁部は淡褐色である。果実は広倒卵形でレンズ状、
長さ 1.5～2mm、柱基は小さく、刺針状花被片は 5～6 個で果実のほぼ倍長、逆向きの小刺がある。 

 

【分布の概要】 

 

【県内の分布】 

 西：5 稲武（芹沢 87648, 2012-6-22）。 

 

【国内の分布】 

 北海道、本州、九州。 

 

【世界の分布】 

 日本、朝鮮半島、中国大陸東北部、ウスリ
ー。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【生育地の環境／生態的特性】 

 山間部の湿地に小群落となって生育している。 

 

 

 

 

【現在の生育状況／減少の要因】 

 1m×50cm ほどの範囲に群生しているが、他では発見されていない。 

 

【保全上の留意点】 

 生育地の個別的な保全が必要である。 

 

【特記事項】 

 今まで愛知県内での生育が期待されながら、なかなか見つけることができなかった植物である。
オオヌマハリイとも呼ばれる。 

 

【関連文献】 
保草Ⅲp.229、平草Ⅰp.173（オオヌマハリイとして）.  

星野卓二・正木智美・西本眞理子, 2011. 日本カヤツリグサ科植物図譜 pp.634-635. 平凡社, 東京（オオヌマハリイとして）. 

（執筆者 芹沢俊介） 
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＜種子植物 被子植物 単子葉類 イネ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＢ類 （国：リスト外） 

＜ANGIOSPERMAE GRAMINEAE＞ AICHI：EN （JAPAN：―） 

ヒメタイヌビエ Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. var. formosensis Ohwi 

 

【選定理由】 

 個体数階級 3、集団数階級 4、生育環境階級 2、人為圧力階級 3、地域固有性 2、総点 14。雑草的
な植物であるが、愛知県では生育地も個体数も極めて少ない。 

 

【形 態】 

 あまり大きい株にならない 1 年生草本。稈は直立し、高さ 50～60cm になる。葉身は斜上し、線
形、長さ８～15cm、幅 5～7mm、先端は鋭尖頭、鮮緑色で縁に狭い白色部がある。花期は愛知県で
は 10 月、花序は長さ 5～7cm、幅 1～3cm、枝は 3～5 本で、密に小穂をつける。小穂は淡緑色、卵
形で長さ 2～3mm、芒はない。 

 

【分布の概要】 

 

【県内の分布】 

 尾： 51 名古屋南東部（芹沢 89062, 

2013-10-16）。愛知県では 2013 年に初めて確
認された種類で、現在のところ生育地は 1 カ
所だけである。ただし特殊な環境に生育する
植物ではないので、注意して探索すれば他で
も発見できる可能性はある。 

 

【国内の分布】 

 本州（関東以西）、四国、九州、琉球。 

 

【世界の分布】 

 日本から東南アジア、インドにかけて広く
分布する。 

 

 

 

 

【生育地の環境／生態的特性】 

 水湿地に生育する。名古屋市の自生地は人工的に整備され、ハ
ナショウブが植栽された湿地であった。 

 

 

 

【現在の生育状況／減少の要因】 

 1m 四方ほどの範囲に、イヌビエと混生して生育していた。過去からの増減は不明である。 

 

【保全上の留意点】 

 雑草的な植物であるから、現実問題として保全は難しい。まずは愛知県での分布状況を正確に把
握する必要がある。場合によっては、生育地外での系統保存を考えてもよい。 

 

【特記事項】 

 イヌビエやタイヌビエに比べ植物体は全体に細く、鮮緑色である。ヒメイヌビエからは水湿地に
生育することで異なる。名古屋市のレッドデータブックでは、地域固有性の代わりに県内分布（階
級 4 になる）を使用しているため、総点 16 で CR と評価されている。 

 

【関連文献】 
長田武正, 1989. 日本イネ科植物図譜 pp.574-575. 平凡社, 東京. 

（執筆者 芹沢俊介） 
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＜種子植物 被子植物 単子葉類 イネ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＢ類 （国：絶滅危惧Ⅱ類） 

＜ANGIOSPERMAE GRAMINEAE＞ AICHI：EN （JAPAN：VU） 

タキキビ Phaenosperma globosum Munro 

 

【選定理由】 

 個体数階級 4、集団数階級 4、生育環境階級 2、人為圧力階級 2、地域固有性 3、総点 15。愛知県
では生育地も個体数も極めて少ない。 

 

【形 態】 

 大形の多年生草本。根茎は短くはう。稈は束生し、高さ 120～200cm になる。葉は稈の基部に叢
生すると共に稈上に 4～5 個つき、稈上の葉の葉身は広線形、長さ 30～50cm、幅 2～4.5cm、基部
でねじれて表裏が逆転する。葉鞘は長さ 15～20cm、葉舌は葉鞘と同質で長さ 7～15mm ある。花期
は 6 月、円錐花序は長さ 35～50cm、枝は各節に単生するが花序の基部では 2 節が極めて接近してつ
き、また枝の基部で 3～5 本の枝を出すため、輪生状に見える。小穂はまばらにつき、淡緑色、長さ
3.5～4mm、1 小花からなる。果実期の小花は下向きになり、果実は球形で直径 2.5～3mm である。 

 

【分布の概要】 

 

【県内の分布】 

 東：12 新城（加藤等次 18450, 2009-6-4）。 

 

【国内の分布】 

 本州（中部地方以西）、四国、九州。 

 

【世界の分布】 

 日本、朝鮮半島南部、台湾、中国大陸。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【生育地の環境／生態的特性】 

 山麓部の水がしみ出す道沿いの崖状地に、小群落となって生育
している。 

 

 

 

【現在の生育状況／減少の要因】 

 高さ 2m 近くになり、現在のところ生育状況は良好であるが、将来的には遷移の進行によって被圧
される可能性がある。 

 

【保全上の留意点】 

 生育地の個別的な保全が必要である。道路の拡幅などの際には、特に注意が必要である。 

 

【特記事項】 

 カシマガヤの別名があり、この名は蒲郡市鹿島町に由来すると言われている。しかし蒲郡産の資
料は未確認である。 

 

【関連文献】 
保草Ⅲp.330-331、平草Ⅰp.107.    

長田武正, 1989. 日本イネ科植物図譜 pp.74-75. 平凡社, 東京. 

（執筆者 芹沢俊介） 
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＜種子植物 被子植物 真正双子葉類 バラ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＢ類 （国：リスト外） 

＜ANGIOSPERMAE ROSACEAE＞ AICHI：EN （JAPAN：－） 

ミヤマワレモコウ Sanguisorba longifolia Bertol. 

 

【選定理由】 

 個体数階級 3、集団数階級 3、生育環境階級 3、人為圧力階級 3、地域固有性 3、総点 15。最近種
名を確定できた湿地性の植物である。最近の状況については情報が少ないが、少なくとも平野部で
は極めて危機的な状況にある可能性が高い。個体数階級と集団数階級は見込み値である。 

【形 態】 

 多年生草本。高さ 70～150cm になる。根出葉には長い柄があり、葉身は羽状複葉、小葉は 7～13

個で披針状長楕円形、長さ 3～7cm、幅 0.8～1.8cm、先端は鋭頭～円頭、基部は切形～心形で長さ 1

～13mm の柄があり、辺縁には鋭い三角状の鋸歯がある。茎葉は互生し、茎の上部に向かって次第
に小さくなり、柄も短くなる。花期は 8 月下旬～10 月、花序は茎や枝の先端に 1 個ずつつき、円柱
形で長さ 1.2～4.4cm、直径 6～9mm、直立または斜めに傾き、花は密集してついて通常暗紅色、時
に白色、花糸は短く花外に出る。 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

 東：11 作手（芹沢 56513, 1990-8-24）、13

豊川（芹沢 64468, 1992-10-30）、17 田原東
部（芹沢 56704, 1990-8-28）、18 田原西部（小
林元男 49252, 1993-10-31, 白花）。西：24

豊田東部（佐藤久美子 841, 1993-9-11）、26

豊田南西部（落合鈴枝 933, 1996-9-16）、27

みよし（芹沢 63682, 1992-9-28）、30 岡崎南
部（芹沢 67703, 1993-9-15）、32 刈谷（芹沢
71366, 1994-10-25; 芹沢 38123, 1983-9-17, 

白花）、33 安城（堀田喜久 2064, 1992-10-25）。
尾：39 東郷（芹沢 64212, 1992-10-13）, 豊
明（芹沢 59851, 1991-8-23）、40 大府（中村
裕治 1102, 1994-9-22）、47 小牧（村松正雄
16351, 1995-8-24）、50 名古屋北部（鳥居ち
ゑ子 1522, 1998-10-19）。 

【国内の分布】 

 本州および北海道。本州中部では日本海側
の山地に多い。 

【世界の分布】 

 日本、朝鮮半島、中国大陸。 

【生育地の環境／生態的特性】 
 作手では山地の湿原、それ以外の場所では標高 100m 程度また
はそれ以下の浅い丘陵地にあるため池の岸の小湿地や堰堤、平野
部の山すそに近い場所を流れる河川堤防の草地などに生育してい
る。 

 

【現在の生育状況／減少の要因】 

 以前は比較的あちこちで見られたが、ごく最近の状況はほとんど確認できていない。開発等によ
り、平野部ではかなりの場所で極めて危機的な状況に追い込まれていると思われる。 

【保全上の留意点】 

 本種が生育する湧水湿地でも典型的な低湿地でもない湿性草地は、もともと開発圧力が高い上に、
今まで保全上あまり重視されていなかった。そのため本種については、まずは詳細な現況を把握す
る必要がある。本種が確認された場合には、可能な限り生育地を保全するとともに、それが不可能
な一時的立地に生育している場合も含めて、正確な状況を報告してほしい。 

【特記事項】 

 一時は、水田地帯の中に新設された道路の中央分離帯などに生育していることもあった。しかし
現在では、そのような場所のものは全て消失してしまった。 

【関連文献】 
鳴橋直弘・堀井雄治郎・岩坪美兼・酒井紀美栄・大西真都香・三島美佐子・須山知香, 2001. 日本産ミヤマワレモコウ Sanguisorba 

longifolia の形態、分布、及び染色体数. 植物地理・分類研究 49:129-135. 

芹沢俊介, 2013. 愛知県のミヤマワレモコウ. シデコブシ 2:112-113. 

（執筆者 芹沢俊介） 
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＜種子植物 被子植物 真正双子葉類 カバノキ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＢ類 （国：リスト外） 

＜ANGIOSPERMAE BETULACEAE＞ AICHI：EN （JAPAN：－） 

ダケカンバ Betula ermanii Cham. 

 

【選定理由】 

 個体数階級 4、集団数階級 4、生育環境階級 2、人為圧力階級 2、地域固有性 2、総点 14。亜高山
性の樹木で、愛知県では生育地、個体数ともに少ない。シラカンバでさえ多くない本県に本種が生
育しているのは、驚くべきことである。 

【形 態】 

 落葉性の高木。幹は高さ 20m、直径 80cm に達するが、愛知県のものはそれほど太くない。樹皮
は淡赤褐色で、横に紙状にはがれる。枝には長枝と短枝がある。葉は長枝には互生、短枝には 2 枚
が対をなしてつき、葉柄は長さ 2～2.5cm、葉身は卵形、長さ 7～9cm、幅 4～6cm、先端は鋭尖頭、
基部は切形～浅い心形、辺縁には不ぞろいな鋭鋸歯があり、表面は深緑色、裏面は淡色で腺点が多
い。葉の側脈は 8～11 対である。花と果実は未確認であるが、小林（2010, 2012）によれば愛知県
でも開花結実しているという。 

【分布の概要】 
 

【県内の分布】 

 東：2 豊根西部（芹沢 87702, 2012-7-7）。 

 

【国内の分布】 

 北海道、本州（中部地方以北）、四国。 

 

【世界の分布】 

 カムチャッカ半島、千島列島、サハリン、
日本、朝鮮半島、中国大陸。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【生育地の環境／生態的特性】 
 本来は亜高山性の樹木で、陽樹として崩壊地などに生育する。
森林限界付近では安定した林となることもある。 

 

  

 

【現在の生育状況／減少の要因】 

 尾根沿いの二次林内の 50m 四方ほどの範囲に、7～8 本が生育している。以前あった林を伐採した
時に長野県方面から入ってきたと思われ、最大の個体は樹高 15m、直径 30cm 程度に育っている。
比較的若い個体も見られる。林が伐採されなければ、しばらくは現状のまま存続すると思われる。 

【保全上の留意点】 

 生育地の個別的な保全が必要である。 

【特記事項】 

 小林（2010, 2012）により愛知県に生育することが記録された。以前から見ていた場所であるが、
まさか愛知県に本種が生育しているとは思わず、見逃していたものである。シラカンバからは、樹
皮がやや赤味を帯び、葉の側脈が多く、果穂は上向きにつくことで区別される。シラカンバも愛知
県が分布域の南限で、県内では三河山地に点在するほか、下山（芹沢 61935, 1992-6-26）、日進長
久手（芹沢 62279, 1992-7-27）などでも確認されている。 

【引用文献】 
小林元男, 2010. 第 7 章第 2 節 愛知県の絶滅危惧植物. 愛知県史編さん委員会(編), 愛知県史別編自然 pp.574-596. 愛知県. 

小林元男, 2012. 愛知県樹木誌. 620pp. 自刊. 
【関連文献】 
保木Ⅱp.294、平木Ⅰp.58 

（執筆者 芹沢俊介） 
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＜シダ植物 コケシノブ科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類 （国：準絶滅危惧） 

＜PTERIDOPHYTA  HYMENOPHYLLACEAE＞ AICHI：VU （JAPAN：NT） 

コケホラゴケ Crepidomanes makinoi (C.Chr.) Copel. 

 
【選定理由】 
 個体数階級 3、集団数階級 3、生育環境階級 3、人為圧力階級 2、地域固有性 2、総点 13。全国的
にあまり多くないシダ植物で、愛知県でも生育地、個体数ともに少ない。 

 
【形 態】 
 小型の常緑多年生草本。根茎は長くはい、黒褐色の毛を密につける。葉は長さ 1～2cm の柄があ
り、葉身は長卵形～長楕円形、長さ 4～8cm、幅 1.5～2.5cm、2 回（一部 3 回）羽状に切れ込み、
裂片は幅 0.8～1.5mm、先端はしばしば鋭頭になる。胞子のう群は各羽片基部上側の裂片のみに頂
生することが多いが、数個の裂片につくこともあり、包膜は長さ 2～2.5mm、下部はコップ状、上
部は三角形の 2 弁状になる。 

 

【分布の概要】 

 
【県内の分布】 
 東：8 鳳来北東部（芹沢 84490, 2009-7- 

15 ）、 9 鳳 来 南 部 （ 小 林 元 男 50124, 

1994-3-20）。西： 19 旭（塚本威彦 564, 

1993-5-16 ）、 22 小原（塚本威彦 1087, 

1994-5-28）。 

 
【国内の分布】 
 本州（南部）、四国、九州。 

 
【世界の分布】 
 日本および中国大陸。 

 

 

 

 
 
 
 

【生育地の環境／生態的特性】 
 山地の沢沿いの陰湿な岩上に生育する。 
 
 

 
 

【現在の生育状況／減少の要因】 
 宇連川上流部では点在するが、多いものではない。矢作川流域では、最近の状況は確認されてい
ない。 
 

【保全上の留意点】 
 沢沿いの森林を保全し、空中湿度の高い状態を維持することが必要である。 
 

【特記事項】 
 近縁のアオホラゴケからは、葉の切れ込みがやや浅く、葉裂片は幅広く、より斜めにつき、包膜
もやや大きくて先端が三角状に尖ることで区別される。アオホラゴケとの区別がやや難しいので今
まで評価を保留してきたが、国のレッドリストで NT と評価されたため、リストに追加した。 

 
【関連文献】 
平シダ p.90（アオホラゴケに含めて説明）。 

（執筆者 芹沢俊介） 
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＜シダ植物 メシダ科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類 （国：リスト外） 

＜PTERIDOPHYTA WOODSIACEAE＞ AICHI：VU （JAPAN：－） 

コヒロハシケシダ Deparia pseudo-conilii (Seriz.) Seriz. var. subdeltoidofrons (Seriz.) Seriz. 

 
【選定理由】 
 個体数階級 3、集団数階級 3、生育環境階級 2、人為圧力階級 2、地域固有性 2、総点 12。全国的
にあまり多くないシダ植物で、愛知県でも生育地、個体数ともに少ない。 

 
【形 態】 
 夏緑性のシダ植物。根茎は細く、長くはう。葉は 2 型性、葉柄は胞子のう群をつけない葉では長
さ 3～10cm、胞子のう群をつける葉では長さ 10～20cm、わら色で紫色を帯びない。葉身は三角状、
長さ 10～20cm、幅 5～10cm、2 回羽状深裂して草質、最下羽片は他よりも特に長くなる。羽片は
中軸からほぼ直角に開出し、裂片も広い角度で相互に多少離れてつき、表裏とも脈上に軟毛がある。
胞子のう群は裂片の中肋寄りにつき、長さ 1.5～4mm、包膜は通常鈎形にならない。 

 

【分布の概要】 

 
【県内の分布】 
 西：21 下山（芹沢 84454, 2009-7-14）、22

小原（芹沢 81700, 2007-7-7）、25 豊田北西部
（芹沢 86442, 2010-10-6）。 

 
【国内の分布】 
 本州（関東地方、中部地方）および九州（鹿
児島県）に分布する。 

 
【世界の分布】 
 日本固有。基準変種のフモトシケシダは本
州、四国、九州に分布し、愛知県でも低山地
に点在している。 

 

 

 

 
 

【生育地の環境／生態的特性】 
 腐植質の多い林内に生育する。愛知県の場合、下山と小原は造
林地の林床、豊田北西部はよく発達した二次林内のやや攪乱され
た場所である。 

 
 

【現在の生育状況／減少の要因】 
 3 区画とも小群落があるだけで、個体数は少ない。下山の自生地は開発予定地に隣接しており、直
接の改変は回避されているが、今後の存続が懸念される。 
 

【保全上の留意点】 
 シケシダ類は識別が難しく、本種もよく探索すれば他の産地が発見される可能性もある。 
 

【特記事項】 
 フローサイトメーターを用いて測定したところでは、基準変種のフモトシケシダが 6 倍体と推定
されるのに対し、本変種は 4 倍体と推定される。おそらくは独立種として扱われるべき植物である。 

 
【関連文献】 
平シダ p.247。 
芹沢俊介, 1973. 日本、琉球、台湾のシケシダ類. 東京都高尾自然科学博物館研究報告(5):1-28. 

（執筆者 芹沢俊介） 

要配慮地区図 
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＜種子植物 被子植物 初期分岐群 ウマノスズクサ科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類 （国：リスト外） 

＜ANGIOSPERMAE ARISTOLOCHIACEAE＞ AICHI：VU （JAPAN：－） 

オオバウマノスズクサ Aristolochia kaempferii Willd. 

 

【選定理由】 

 個体数階級 3、集団数階級 3、生育環境階級 3、人為圧力階級 3、地域固有性 1、総点 13。愛知県
では生育地が少なく、しかもその生育地はいずれも開発圧力の高い尾張部の丘陵地である。なお、
今回の絶滅危惧Ⅱ類という評価は、基準変種に限定したものである。 

 

【形 態】 

 高さ数 m になる木質のつる植物。若い茎は軟毛を密生する。葉は互生し、長さ 3～5cm の柄があ
る。葉身は卵状心形～三角状心形、長さ 6～14cm、幅 5～13cm、先端は鋭頭～縁頭、辺縁は全縁、
裏面には密に斜上する短毛がある。幼株の葉身はしばしば細長くなり、基部両側に丸い耳状の裂片
がつく。花期は 4 月下旬～6 月上旬、花は葉腋に 1 個つき、長さ 2～3.5cm の柄があり、がく筒は基
部で下を向き、途中で強く曲がって上を向き、舷部は円形に拡がって直径 2cm 程度になり、筒部内
壁と舷部の脈は暗紫褐色になる。果実は長さ 5cm 程度の長楕円形で、6 本の稜がある。 

 

【分布の概要】 
 

【県内の分布】 

 尾：37 瀬戸（芹沢 88317, 2013-5-11）およ
び尾張旭（村松正雄 26335, 2012-4-28）、38

長久手（半田多美子 2844, 1999-7-23, 葉の
み）、47 小牧（村松正雄 16489, 1995-9-9）、
50 名古屋北部（芹沢 77228, 2001-4-28）。 

 

【国内の分布】 

 本州（関東地方以西）、四国、九州。 

 

【世界の分布】 

 日本固有種。 

 

 

 

 

 

 

【生育地の環境／生態的特性】 
 丘陵地の林縁に生育する。 

 

 

 

 

【現在の生育状況／減少の要因】 

 尾張旭では現在のところよく繁茂しているが、個体数は少ない。瀬戸でも少数株が生育している
だけである。名古屋北部（守山区）では、多く生育していた場所は土地造成工事により破壊された。
長久手市と小牧市では最近の状況が確認されていない。 

 

【保全上の留意点】 

 生育地はいずれも開発圧力の極めて高い場所である。開発に際しては細心の注意が必要である。 

 

【特記事項】 

 従来愛知県でオオバウマノスズクサとされてきた植物は、大部分が変種のタンザワウマノスズク
サ var. tanzawana Kigawa にあたる。タンザワウマノスズクサは、葉裏の毛が開出し、がく筒内壁
に多くの紫点があることでオオバウマノスズクサから区別される。 

 

【関連文献】 
保草Ⅱp.318、平草Ⅱp.102-103. 

（執筆者 芹沢俊介） 

要配慮地区図 
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＜種子植物 被子植物 単子葉類 ラン科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類 （国：リスト外） 

＜ANGIOSPERMAE ORCHIDACEAE＞ AICHI：VU （JAPAN：－） 

ベニシュスラン Goodyera macrantha Maxim. 

 

【選定理由】 

 個体数階級 3、集団数階級 3、生育環境階級 3、人為圧力階級 3、地域固有性 1、総点 13。三河山
地南部には点在するが個体数は少なく、最近見る機会も減少している。 

 

【形 態】 

 常緑性の多年生草本。茎は横にはい、先端は斜上～直立して高さ 3～6cm になる。葉は直立部に数
個が互生し、長さ 0.5～1cm の柄があり、葉身は卵形～やや長卵形、大きいもので長さ 2.5～4cm、
幅 1.2～2cm、先端は鋭頭～鈍頭、表面は全体緑色または主脈に沿って不明瞭な白条がある。葉柄の
基部は葉鞘となって茎をつつむ。花期は 7～8 月、花は茎の上部に 1～3 個つき、淡紅色で筒状、花
被片は長さ 3～3.5cm、先端は斜開し、苞は広披針形で長さ 18～23mm である。 

 

【分布の概要】 

 

【県内の分布】 

 東：2 豊根西部（芹沢 77980, 2002-8-24）、
3 東栄（小林元男 41184, 1993-4-5）、8 鳳来
北東部（芹沢 84488, 2009-7-15）、9 鳳来南部
（小林元男 49561, 1993-11-14）。 

 

【国内の分布】 

 本州（関東地方以西）、四国、九州。 

 

【世界の分布】 

 日本および朝鮮半島。 

 

 

 

 

 

 

 

【生育地の環境／生態的特性】 
 山地の沢沿いの陰湿な岩上に生育する。群生することはなく、
どこも少数の個体が生育しているだけである。 

 

 

 

 

【現在の生育状況／減少の要因】 

もともとそれほど多い植物ではなかったが、最近特に見かける機会が減少している。園芸目的の
採取が原因と思われるが、はっきりしない。 

 

【保全上の留意点】 

 沢沿いの森林を保全することが必要である。また園芸目的の採取を防止するため、分布情報の公
表に際し、慎重な配慮が必要である。 

 

【特記事項】 

 シュスラン属の中では例外的に花の大きい種類であるが、花が筒状なので、それほど目立つわけ
ではない。 

 

【関連文献】 
保草Ⅲp.41、平草Ⅰp.212。 

（執筆者 芹沢俊介） 

要配慮地区図 
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種子植物 被子植物 単子葉類 キジカクシ科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類 （国：リスト外） 

＜ANGIOSPERMAE ASPARAGACEAE＞ AICHI：VU （JAPAN：－） 

アキギボウシ Hosta longipes (Franch. et Sav.) Matsum. var. lancea Honda 

 
【選定理由】 
 個体数階級 2、集団数階級 2、生育環境階級 3、人為圧力階級 2、地域固有性 4、総点 13。分布域
の狭い固有種である。 
 

【形 態】 
 多年生草本。茎は短い。葉は数枚束生し、長さ 10～25cm の柄があり、葉身は卵形、時に長卵形
または広卵形、長さ 13～28cm、幅 5～13cm、先端は鋭尖頭、基部は浅い心形のことが多いが広い
くさび形のこともあり、裏面は粉白を帯びるものと帯びないものがある。側脈は片側に 6～8 本ある。
花期は 8 月下旬～9 月、花茎は長さ 15～30cm、先端の長さ 8～23cm の総状花序に多数の花をつけ
る。苞は長卵形～広披針形、時に倒長卵形、長さ 1.3～3cm、開花初期には斜開するが、末期にはし
おれる。花冠は長さ 4～5cm、狭筒部は広筒部より短く、先端は 6 裂し、淡紫色である。 
 

【分布の概要】 
 
【県内の分布】 
 東：1 豊根東部（芹沢 87922, 2012-9-22）、
2 豊根西部（芹沢 87914, 2012-9-22）、3 東栄
（芹沢 87350, 2011-9-13）、7 設楽東部（芹沢
82059, 2007-8-18）、8鳳来北東部（芹沢 82167, 

2007-9-2）。 

 
【国内の分布】 
 本州（静岡県西部～愛知県東部）。 

 
【世界の分布】 
 日本固有。種としても日本固有である。 

 

 

 

 
 
 

【生育地の環境／生態的特性】 
 通常は川沿いの岩場に生育するが、鳳来寺山では尾根近くの岩
場にも生育している。 
 
 

 
【現在の生育状況／減少の要因】 
 どこにでもあるというわけではないが、ところどころに群落がある。ウラジロギボウシほどでは
ないが、園芸目的で採取されることがある。道路拡幅のため消滅した自生地もある。 
 

【保全上の留意点】 
 川沿いの岩場地形の保全が求められる。道路工事の際には特に注意が必要である。 

 
【特記事項】 
 基準変種のイワギボウシからは、低標高地の川沿いの岩場に生ずること、花期が遅いことで異な
る。ホソバイワギボウシと呼ばれることもあるが、葉形はイワギボウシとさほど変わらない。葉裏
が白色を帯びるものはしばしばウラジロギボウシと混同されるが、葉数が多く、花期が遅い。レッ
ドデータブックあいち 2009 植物編では、コフキイワギボウシの名で掲載されている。 

 
【関連文献】 
杉本順一, 1984. 静岡県植物誌 p.603, 第一法規出版, 東京. 

（執筆者 芹沢俊介） 

要配慮地区図 
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＜種子植物 被子植物 単子葉類 カヤツリグサ科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類 （国：リスト外） 

＜ANGIOSPERMAE CYPERACEAE＞ AICHI：VU （JAPAN：－） 

ヒメモエギスゲ Carex pocilliformis Boott 

 

【選定理由】 

 個体数階級 3、集団数階級 3、生育環境階級 3、人為圧力階級 2、地域固有性 1、総点 12。2012

年に初めて県内での生育が確認された植物で、現在のところ生育地が少ない。 

 

【形 態】 

 多年生草本。匍匐枝はなく、株をつくる。茎は高さ 15～40cm、3 稜があり、基部の葉鞘は褐色～
淡褐色、後に繊維状になる。葉は細い線形、幅 1.5～4mm である。果期は 5 月～6 月上旬、小穂は 3

～5 個、最上部の 2～3 個は接近し、他はやや離れてつき、頂小穂は雄性、線形で長さ 12～25mm、
側小穂は雌性で円柱形、長さ 10～20mm、下部のものは長さ 2～6cm の柄がある。苞は葉状で、最
下のものの基部は長い鞘となる。果胞は紡錘状楕円形、長さ 2.5～3mm、嘴は短く、表面に短毛が
ある。 

【分布の概要】 

 

【県内の分布】 

 東：9 鳳来南部（畑佐武司 8333, 2012-6-1）、
17 田原東部（畑佐武司 8302, 2012-5-27）。
尾：45 犬山（畑佐武司 8207, 2012-5-8）。 

 

【国内の分布】 

 本州（関東地方以西）、四国、九州、琉球。 

 

【世界の分布】 

 日本、朝鮮半島、台湾、中国大陸。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【生育地の環境／生態的特性】 

 鳳来南部は沢沿い、田原東部は尾根近くの登山道沿いの林縁、
犬山は道路沿いの崖状地や沢に面した岩場である。生育地はいず
れも特別な環境の場所ではなく、どのような場所を好むのか、ま
だ十分把握できていない。 

 

【現在の生育状況／減少の要因】 

 犬山では 20 株程度が点々と生育しており、田原西部でも同程度の株数が確認された。鳳来南部で
は 1 株生育していただけであった。 

 

【保全上の留意点】 

 まずは生態的特性を把握する必要がある。犬山では林道沿いに生育しているので、道路の改修や
拡幅を行う場合は配慮が必要である。 

 

【特記事項】 

 モエギスゲ C. tristachya Thunb. に似ているが、雄花序が細く、鱗片はややまばらにつき、基部
がコップ状に合着する。最下の雌花序は通常他からやや離れてつき、長い柄がある。2012 年に初め
て県内での生育が確認された種類で、今後の調査によっては更に産地が追加され、絶滅危惧種とし
てのランクが低下する可能性もある。 

【関連文献】 
保草Ⅲp.276. 

勝山輝男, 2005. ネイチャーガイド 日本のスゲ p.230. 文一総合出版, 東京. 

星野卓二・正木智美・西本眞理子, 2011. 日本カヤツリグサ科植物図譜 pp.348-349. 平凡社, 東京. 

（執筆者 芹沢俊介） 

要配慮地区図 
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＜種子植物 被子植物 単子葉類 カヤツリグサ科＞                 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類   （国：リスト外） 

＜ANGIOSPERMAE  CYPERACEAE＞ AICHI：VU （JAPAN：－） 

クグテンツキ Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl var. floribunda (Miq.) T.Koyama 

 

【選定理由】 

 個体数階級 2、集団数階級 3、生育環境階級 3、人為圧力階級 3、地域固有性 1、総点 12。愛知県
では生育地も個体数も少ない。 

 

【形 態】 

 多年生草本。根茎は短く、株になって茎を束生する。茎は長さ 45～85cm、基部の鞘は淡褐色で毛
があることもほとんど無毛のこともある。葉は叢生し、線形、幅 1.2～3mm である。花期は 8～10

月、花序は散形状または複散形状、枝は長いもので 2～6cm になり、苞は葉状で 1～2 個つき、花序
より長い。小穂は長楕円状卵形～広披針形、黄褐色～赤褐色、長さ 5～7mm で多数つくものと、長
さ 8～12mm で少数つくものがある。鱗片は広卵形、長さ約 2.5mm、先端は短くとがる。果実は倒
卵形で長さ約 1mm である。 

【分布の概要】 

 

【県内の分布】 

 東：12 新城（小林元男 39062, 1992-8-30）、
14 蒲郡（渡辺幸子 5672, 2006-10-30）、16 豊
橋南部（小林元男 70669, 2000-10-9）。尾：
43 常滑（芹沢 76029, 1999-8-3）。蒲郡と豊橋
南部は小穂がやや小さくて数多くつく狭義ク
グテンツキの型、新城と常滑は小穂がやや少
ない型である。 

 

【国内の分布】 

 本州、四国、九州。 

 

【世界の分布】 

 十分検討されていない。 

 

 

 

 

【生育地の環境／生態的特性】 

 蒲郡は埋立地の水たまり、常滑は谷戸田のわきの草地である。
新城と豊橋南部については記録がない。 

 

 

 

【現在の生育状況／減少の要因】 

 蒲郡と常滑では、生育範囲は限られているが、そこではかなりの個体数が生育している。新城と
豊橋南部については、ごく最近の状況は確認されていない。 

 

【保全上の留意点】 

 常滑については谷戸田環境の保全が必要である。蒲郡については埋立に伴って形成された一時的
な環境に生育しているので長期の保全は困難と思われ、種子保存などの施策が必要と思われる。 

 

【特記事項】 

 従来品種の階級で扱われることが多かったので評価を避けてきたが、星野ほか（2011）の図譜で
変種として扱われたので、県レッドリストに掲載することにした。 

 

【引用文献】 
星野卓二・正木智美・西本眞理子, 2011. 日本カヤツリグサ科植物図譜 pp.598-599. 平凡社, 東京. 

 
【関連文献】 
保草Ⅲp.233. 

（執筆者 芹沢俊介） 
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＜種子植物 被子植物 真正双子葉類 ユキノシタ科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類 （国：リスト外） 

＜ANGIOSPERMAE SAXIFRAGACEAE＞ AICHI：VU （JAPAN：－） 

チシマネコノメソウ Chrysosplenium kamtschaticum Fisch. 

 

【選定理由】 

 個体数階級 2、集団数階級 3、生育環境階級 3、人為圧力階級 2、地域固有性 2、補正＋1（シカ食
害）、総点 13。愛知県では生育地が少なく、個体数も 1 カ所以外は少ない。 

 

【形 態】 

 小型の多年生草本。茎は高さ 5～10cm になり、基部から地上性の走出枝を出す。走出枝は花後伸
長して長さ 10～20cm になり、1～2 回枝を分け、先端にロゼット状の小株をつける。根出葉は花時
まで残り、短い柄があり、葉身は長さ 5～10mm、幅 6～15mm、基部は広いくさび形で葉柄に続き、
上半部は半円形で鈍鋸歯がある。茎葉はないか、あっても 1 対である。花期は 4 月、花序部は 2～3

回分枝する。花は直径 3～4mm で黄緑色、愛知県のものについては雄ずいの数や葯の色は未確認で
ある。さく果は斜開する。 

 

【分布の概要】 
 

【県内の分布】 

 東： 2 豊根西部（村松正雄 26369, 

2012-5-5）。西：5 稲武（村松正雄 25242, 

2010-7-3）。 

 

【国内の分布】 

 北海道、本州（近畿地方以北、日本海側に
多い）。 

 

【世界の分布】 

 カムチャッカ半島、千島列島、サハリン、
日本。 

 

 

 

 

 

 

 

【生育地の環境／生態的特性】 
 沢沿いの林内に生育する。地上に生育することも岩上に生育す
ることもある。 

 

 

 

【現在の生育状況／減少の要因】 

 稲武では 2 カ所で確認されており、そのうち 1 カ所では沢に沿って点在していて、個体数も比較
的多い。しかし他の 1 カ所では小群落が 2 つ、豊根西部でも小群落が 1 つ確認されているだけであ
る。 

 

【保全上の留意点】 

 沢沿いの森林を保全することが必要である。 

 

【特記事項】 

 花後長い匍匐枝を出すことが特徴である。愛知県での生育は、村松正雄氏により確認された。 

 

【関連文献】 
保草Ⅱp.141、平草Ⅱpp.158-159. 

（執筆者 芹沢俊介） 

要配慮地区図 

■■■
■■■■■■
■■■■■■
■ ■■■

■■

 

 山 地 丘 陵 平 野 海 浜 

森 林 ○    

草･岩     

湿 地     

水 域     

 



 31 

＜種子植物 被子植物 真正双子葉類 グミ科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類 （国：リスト外） 

＜ANGIOSPERMAE ELAEAGNACEAE＞ AICHI：VU （JAPAN：－） 

アリマグミ Elaeagnus murakamiana Makino 

 

【選定理由】 

 個体数階級 3、集団数階級 3、生育環境階級 3、人為圧力階級 3、地域固有性 1、総点 13。西三河
北部から名古屋市にかけての低山地～丘陵地に生育しているが、個体数が少ない。 

 

【形 態】 

 落葉性の小高木。高さ数 m になる。枝は赤褐色の星状毛や鱗片に覆われる。葉は互生し、長さ 3

～6mm の柄があり、葉身は長楕円形～倒卵状長楕円形、長さ 4～8cm、幅 1.5～3.5cm、先端は鋭頭
または短く鋭尖頭で鈍端、基部はくさび形～円形、紙質で全縁、表面にははじめ淡黄褐色の星状毛
が多く、裏面は白色の星状鱗片と星状毛をつける。花期は 4 月下旬～5 月上旬、花は葉腋に 1～2 個
つき、花柄は長さ 8～10mm、がく筒は長さ 7～8mm、先は 4 裂して平開し、裂片は卵形～広卵形、
長さ 3～5mm である。果実は長さ 3cm 程度の柄の先について赤熟する。 

【分布の概要】 
 

【県内の分布】 

 西：20 足助（芹沢 69709, 1994-6-7）、23

藤岡（塚本威彦 509, 1993-5-1）、25 豊田北
西部（土場トシ子 1230, 1996-6-15）。尾：
37 瀬戸（芹沢 75703, 1999-6-4）、38 長久手
（半田多美子 1930, 1995-5-22）。51 名古屋
南東部（昭和区妙見町）で採集された標本（犬
飼 清 s.n., 1967-5-3）もある。小林（2012）
は「東三河の中央構造線東側と猿投山付近の
丘陵地～低山地に分かれて分布している」と
述べているが、東三河のものは少なくともア
リマグミそのものではない。 

【国内の分布】 

 本州（静岡県～兵庫県）および四国（香川
県）。 

【世界の分布】 

 日本固有種。 

 

【生育地の環境／生態的特性】 
 丘陵地の林縁などに生育しているが、既知の自生地ではどこも
個体数が少ない。 

 

 

 

【現在の生育状況／減少の要因】 

 今までレッドリストに掲載されていなかったこともあって、ごく最近の状況はほとんど確認でき
ていない。開発圧力の高い場所に生育しているため、かなりの場所で極めて危機的な状況に追い込
まれていると思われる。 

 

【保全上の留意点】 

 まずは詳細な現況を把握することが必要である。個体数の少ない植物なので、おそらくは個別的
な保全が必要である。 

 

【特記事項】 

今まで東三河のものも含めて評価していたので絶滅危惧種の基準に達しなかったが、最近になっ
て改めて検討したところ、真のアリマグミは今回記述した範囲だけに生育していることが判明した。 

 

【引用文献】 

小林元男, 2012. 愛知県樹木誌. 620pp. 自刊. 

【関連文献】 
保木Ⅰp.218、平木Ⅱp.85.  

（執筆者 芹沢俊介） 

要配慮地区図 
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＜種子植物 被子植物 真正双子葉類 ミソハギ科＞         愛知県：絶滅危惧Ⅱ類 （国：リスト外） 

＜ANGIOSPERMAE LYTHRACEAE＞ AICHI：VU （JAPAN：－） 

エゾミソハギ Lithrum salicaria L. 

 

【選定理由】 

 個体数階級 3、集団数階級 3、生育環境階級 3、人為圧力階級 3、地域固有性 1、総点 13。愛知県
では生育地も個体数も少ない。 

 

【形 態】 

 湿地に群生する多年生草本。茎は直立し、高さ 1m 以上になるが、愛知県のものは高さ 70cm 程度
である。葉は対生または 3 輪生し、広披針形～披針形、長さ 4.5～6.5cm、幅 1.2～2cm、先端は鋭
頭～鈍頭、基部は無柄で多少なりとも茎を抱き、辺縁は全縁、裏面にはまばらに、またはやや密に
短毛がある。花期は 7 月中旬～8 月、花序は穂状で長さ 10～20cm、軸や苞葉には白毛が多い。花は
苞葉の腋に集まってつき、がく筒は長さ 4～6mm、裂片は 6 個、裂片間の付属片は披針形～長三角
形でほぼ直立する。 

 

【分布の概要】 
 

【県内の分布】 

 東：4 津具（芹沢 82939, 2008-7-5）、13

豊川（小林元男 79923, 2003-8-21）、18 田原
西部（芹沢 87171, 2011-7-17）。尾：41 知多
（鳥居ちゑ子 3244、2013-7-22）。 

 

【国内の分布】 

 北海道、本州、四国、九州。 

 

【世界の分布】 

 北半球の温帯に広く分布する。 

 

 

 

 

 

 

 

【生育地の環境／生態的特性】 
 湿地に生育する。 

 

 

 

 

【現在の生育状況／減少の要因】 

 津具では湿地周辺部の道沿い、田原西部ではため池の岸に生育しているが、どちらも個体数は少
ない。豊川の状況はよくわからない。知多では休耕田に比較的大きい群落があったが、耕作が再開
されて、2014 年には少数個体が残存しているだけであった。 

 

【保全上の留意点】 

 生育地の湿地を保全することが必要である。 

 

【特記事項】 

 津具のものは 4 倍体、渥美のものは 2 倍体である。本種とミソハギの中間型であるアイミソハギ
は、津具、設楽西部、田原西部、稲武、名古屋北部に生育しており、豊根西部で採集された標本（鳥
居喜一 354, 1958-9-22, 鳳来寺自然科学博物館）もある。アイミソハギを区別した結果、真のエゾミ
ソハギは絶滅危惧Ⅱ類に該当することが判明した。 

 

【関連文献】 
保草Ⅱp.49、平草Ⅱp.261. 

（執筆者 芹沢俊介） 

要配慮地区図 
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＜種子植物 被子植物 真正双子葉類 タデ科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類 （国：リスト外） 

＜ANGIOSPERMAE POLYGONACEAE＞ AICHI：VU （JAPAN：－） 

マダイオウ Rumex madaio Makino 

 

【選定理由】 

 個体数階級 3、集団数階級 3、生育環境階級 3、人為圧力階級 2、地域固有性 2、総点 13。山地に
点在しているが個体数は少なく、最近では見かける機会が減少している。 

 

【形 態】 

 大形の多年生草本。高さ 1m 以上になる。茎の基部の葉は大きく、長い柄があり、葉身は卵状楕円
形～卵状長楕円形、長さ 40cm、幅 22cm に達し、先端は鈍頭、基部は心形、辺縁は波状、裏面脈上
に短剛毛がある。茎の上部の葉は互生し、次第に小さくなる。花果期は 6 月、果実をかこむ花被片
は幅広い心形、長さ 5～6mm、幅 6～9mm、辺縁の特に下半部には長く鋭い歯牙状の欠刻があり、
中肋の下部は小さくこぶ状になる。果柄には節がある。 

 

【分布の概要】 
 

【県内の分布】 

 東： 7 設楽東部（小林 元男 59593, 

1996-6-2）、 11 作手（小林元男 59659, 

1996-6-15）。西：5 稲武（日比野修 4468, 

1998-5-14）、19 旭（芹沢 80614, 2006-7-15）、
20 足助（芹沢 66506, 1993-7-6）、22 小原（日
比野修 2949, 1995- 6-28）。以上のほか設楽
西部、豊橋北部、藤岡、瀬戸などにもそれら
しいものがあるが、開花株を確認できない。 

 

【国内の分布】 

 本州、四国、九州。 

 

【世界の分布】 

 日本固有種。 

 

 

 

【生育地の環境／生態的特性】 
 山地の谷戸田わき草地や林縁などに生育する。 

 

 

 

 

【現在の生育状況／減少の要因】 

 点在しているが、もともと個体数の多いものではなかった。最近見かける機会が減少しているが、
原因ははっきりしない。 

 

【保全上の留意点】 

 まずは詳細な現況を把握することが必要である。生育地は多くの場合どうしても草刈りされやす
い場所なので、状況によっては個別的な保全を考慮する必要もある。 

 

【特記事項】 

 10 倍体と報告されている植物で、種子はあまり形成されない。 

 

【関連文献】 
保草Ⅱp.298、平草Ⅱp.16. 

（執筆者 芹沢俊介） 

要配慮地区図 
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＜種子植物 被子植物 単子葉類 カヤツリグサ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：リスト外） 

＜ANGIOSPERMAE CYPERACEAE＞ AICHI：NT （JAPAN：－） 

キイトスゲ Carex alterniflora Franch. var. fulva (Ohwi) Ohwi 

 
【選定理由】 
 個体数階級 2、集団数階級 4、生育環境階級 3、人為圧力階級 1、地域固有性 1、総点 11。愛知県
では生育地が限られている。 
 

【形 態】 
 多年生草本。長い匍匐枝があり、小さい株を作る。茎は高さ 20～35cm、基部の葉鞘は淡褐色～
淡黄褐色で、後に多少繊維状になる。葉は細い線形、幅 1.2～2.5mm である。果期は 5 月下旬～6

月、小穂は 3～4 個で互いに離れてつき、頂小穂は雄性、線状楕円形で長さ 1～2.5cm、鱗片は黄褐
色で中央は緑色となる。側小穂は雌性で長さ 1～2cm、7～12 個の果胞をややまばらにつける。苞は
長い鞘があり、葉身は長くても 5cm 程度である。果胞は長さ 2.5～3mm、先端は次第に細くなって
短い嘴状になる。雌花の柱頭は 3 個である。 

 
【分布の概要】 
 
【県内の分布】 
 東：2 豊根西部（畑佐武司 8404, 2012-6-8）。 
 
【国内の分布】 
 北海道、本州（中部地方～中国地方）。 

 
【世界の分布】 
 日本固有。種としても日本固有である。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

【生育地の環境／生態的特性】 
 落葉広葉樹林の林床や林縁に生育する。 
 
 
 

 
【現在の生育状況／減少の要因】 
 愛知県内では茶臼山で確認されているだけであるが、そこでは個体数は多い。現在のところ特に
減少してはいないが、ニホンジカの食害により衰退する可能性がある。 
 

【保全上の留意点】 
 食害が顕著になった場合は、防護柵の設置を検討する必要がある。 
 

【特記事項】 
 丘陵地に生育するチャイトスゲによく似ているが、山地性で、雌鱗片が黄褐色を帯びる。愛知県
の山地に多いオオイトスゲ（シロイトスゲ）からは、茎基部の鞘や雄小穂が褐色を帯びることで見
分けられる。いままで「チャイトスゲに似ているが、他産地とは相当離れているのでどうもおかし
い」と思っていた植物で、勝山氏の同定に従い、本変種にあてておく。 

 
【関連文献】 
保草Ⅲp.271. 

勝山輝男, 2005. ネイチャーガイド 日本のスゲ p.218. 文一総合出版, 東京. 

（執筆者 芹沢俊介） 

要配慮地区図 
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＜種子植物 被子植物 単子葉類 カヤツリグサ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：リスト外） 

＜ANGIOSPERMAE CYPERACEAE＞ AICHI：NT （JAPAN：－） 

ニイタカスゲ Carex aphanandra Franch. et Sav. 

 
【選定理由】 
 個体数階級 2、集団数階級 4、生育環境階級 3、人為圧力階級 1、地域固有性 1、総点 11。愛知県
では生育地が限られている。 
 

【形 態】 
 小型の多年生草本。匍匐枝はなく、株を作る。愛知県のものでは茎は高さ 6～18cm、基部の葉鞘
は淡褐色～褐色で、後に繊維状になる。葉は細い線形、幅 1.5～3mm である。果期は 5～6 月、小
穂は 3～4 個で最下のものは根際に、他は茎頂部に集まってつき、頂小穂は雄性、長さ 4～7mm、
鱗片は淡褐色で中央は緑色となる。側小穂は雌性で長さ 3～8mm、3～7 個の果胞をつける。苞は短
い鞘があり、葉身の先端は頂小穂の先端と同程度になる。果胞は長さ 2.5～3mm、先端は次第に細
くなり、まばらに毛がある。雌花の柱頭は 3 個である。 
 

【分布の概要】 
 
【県内の分布】 
 東：2 豊根西部（畑佐武司 8411, 2012-6-8）、
4 津具（鈴木 学 834, 1983-5-8）。 

 
【国内の分布】 
 本州（主に太平洋側）、四国、九州。 

 

【世界の分布】 
 日本、朝鮮半島、台湾、中国大陸。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

【生育地の環境／生態的特性】 
 落葉広葉樹林の林床や林縁に生育する。 
 
 
 

 
【現在の生育状況／減少の要因】 
 愛知県内では茶臼山と面ノ木峠で確認されているだけであるが、そこでは個体数は比較的多い。
現在のところ特に減少してはいないが、ニホンジカの食害により衰退する可能性がある。 

 
【保全上の留意点】 
 食害が顕著になった場合は、防護柵の設置を検討する必要がある。ただし防護柵を設置すると、
他の植物に被陰される可能性もある。 

【特記事項】 
 メアオスゲからは苞葉が短いことで、イトアオスゲからは茎が短く、根際に雌小穂をつけること
で異なる。勝山（2005）には「葉は大きさの割に幅が広く、ふつう幅 2～3mm、ときに 4mm に達
し････」と記述されているが、愛知県のものの葉幅は他のアオスゲ類とそれほど異ならない。今ま
で「メアオスゲのような、イトアオスゲのような････」と思っていた植物で、勝山氏の同定に従い、
本種にあてておく。しかし、今後更に検討が必要かもしれない。 
 

【関連文献】 
勝山輝男. 2005. ネイチャーガイド 日本のスゲ p.240. 文一総合出版, 東京. 

（執筆者 芹沢俊介） 
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＜種子植物 被子植物 真正双子葉類 キク科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：リスト外） 

＜ANGIOSPERMAE COMPOSITAE＞ AICHI：NT （JAPAN：－） 

ムラサキトキンソウ Centipeda sp. 

 

【選定理由】 

 個体数階級 2、集団数階級 2、生育環境階級 3、人為圧力階級 2、地域固有性 2、総点 11。2012

年に初めて県内での現存が確認された植物で、現在のところ生育地が少ない。 

 

【形 態】 

 トキンソウに似ているが、頭花はやや大きく、紫色を帯びる。福井県立大学の赤井賢成氏が研究
中なので、詳細な記述は控える。 

 

【分布の概要】 
 

【県内の分布】 

 西：32 刈谷（芹沢 89100, 2013-12-5）。尾：
37 尾張旭（芹沢 88178, 2012-10-27）、45 犬
山（芹沢 88160, 2012-10-25）、48 春日井（芹
沢 88149, 2012-10-25）、50 名古屋北部（芹
沢 88194, 2012-10-27）。 

 

【国内の分布】 

 赤井氏が研究中。 

 

【世界の分布】 

 日本固有種。 

 

 

 

 

 

 

【生育地の環境／生態的特性】 
 秋期干上がったため池の岸に生育する。個体数は年変動が激し
く、水が引かない年には全く出現しないこともある。 

 

 

 

【現在の生育状況／減少の要因】 

 現在までに 7 カ所のため池で生育が確認された。池によっては多量に生育していたが、個体数は
年変動が激しいと思われる。2011 年にも探索したが、ほとんどの池で水が引かず、全く確認できな
かった。過去には多くのため池に生育していたが、埋め立てや水質汚濁によって生育地が減少し、
現在の状態に至ったと思われる。 

 

【保全上の留意点】 

 愛知県の丘陵地には多くの農業用ため池があり、秋期干上がったため池の岸には多くの希少植物
が生育するが、最近ため池利用が低下して水管理が放棄され、満水状態のままのところも多くなっ
ている。ため池の水質保全のためにも、適切な水管理を継続することが重要である。 

 

【特記事項】 

 福井県立大学の赤井賢成氏が研究中の未記載の植物である。尾張旭市で井波一雄氏が 1984 年 10

月 15 日に採集された標本が千葉県立中央博物館に収蔵されていたが、2012 年になって赤井氏によ
り、県内での現存が確認された。今後の調査によっては更に産地が追加され、絶滅危惧種のリスト
から外れる可能性もある。 

 

【関連文献】 
現在のところ、文書として公表されている一般的な文献はない。 

（執筆者 芹沢俊介） 
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＜種子植物 被子植物 真正双子葉類 バラ科＞ 愛知県：情報不足 （国：リスト外） 

＜ANGIOSOERMAE ROSACEAE＞ AICHI：DD （JAPAN：－） 

ホウロクイチゴ Rubus sieboldii Blume 

 
【選定理由】 
 愛知県に生育するという報告があるが、標本を確認できない。記述から推定すれば、絶滅危惧Ⅰ
Ｂ類になると思われる。 
 

【形 態】 
 常緑つる性木本で長さ 2～3m になる。茎は太く黄褐色毛を密生し、細い刺も散生する。斜上また
は横にはい、先で地面に接すると根を出す。葉は互生し、大きく広卵形で長さ 8～20cm、深緑色で
厚く硬質、縁は欠刻と粗鋸歯があり、裏面に汚黄白色毛を密生し、葉脈上に刺がある。花は大きく
白色で 5～6 月に開花し、葉腋の短総状花序に 1～数個つく。萼は淡黄褐色の綿毛を密生する。花弁
は 1.5～2cm で萼片より長い。実は集合果、球形で径約 2cm、6～7 月に紅色に熟す（小林, 2012）。
ただしこの記述が愛知県産の材料についてのものか、もっと広域の材料についてのものかはよくわ
からない。 

【分布の概要】 
 
【県内の分布】 
 東：18 田原西部で記録されている（小林
2010, 2012）。2007 年 5 月に撮影されたとい
う写真も掲載されている。 
 
【国内の分布】 
 本州（中部地方以西）、四国、九州、琉球。
紀伊半島南部まで行けばそれほど稀でない種
類である。 

 
【世界の分布】 
 日本固有種。 

 

 

 

 
 
 

【生育地の環境／生態的特性】 
 暖地の海岸近くの林縁などに生育する。愛知県の自生地は、「常
緑樹林の中のギャップ」と記述されている。 
 
 
 

【現在の生育状況／減少の要因】 
 「群生」と記述されている。 

 
【保全上の留意点】 
 一般的には攪乱地に生育する植物なので、遷移が進行すればやがて消失すると思われるが、その
一方で他の場所に出現する可能性もある。もちろん過度の攪乱地には生育しないので、沿海域の自
然環境の全般的な保全が必要である。 

【特記事項】 
 オオフユイチゴ R. pseudo-sieboldii Makino は茎葉が本種とフユイチゴの中間のような形状をし
ている植物で、愛知県では豊川、蒲郡、豊橋北部、田原東部、岡崎南部、西尾南部に生育している。 

 
【引用文献】 
小林元男, 2010. 第 7 章第 2 節 愛知県の絶滅危惧植物. 愛知県史編さん委員会(編), 愛知県史別編自然 pp.574-596. 愛知県. 

小林元男, 2012. 愛知県樹木誌. 620pp. 自刊. 
【関連文献】 
保木Ⅱp.79-80、平木Ⅰp.207. 

（執筆者 芹沢俊介） 
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＜種子植物 被子植物 真正双子葉類 サクラソウ科＞ 愛知県：情報不足 （国：絶滅危惧ⅠＢ類） 

＜ANGIOSPERMAE PRIMULACEAE＞ AICHI：DD （JAPAN：EN） 

オオツルコウジ Ardisia montana (Miq.) Sieb. 

 
【選定理由】 
 愛知県に生育するという報告があるが、標本を確認できない。記述から推定すれば、絶滅危惧Ⅰ
Ａ類またはⅠＢ類になると思われる。 
 

【形 態】 
 常緑性小低木で高さ 10～20cm になる。ほふく茎は長く伸び、葉はつかない。茎の上部は葉柄や
花柄とともに淡褐色の開出長軟毛と粒状毛がある。葉は 3～5 輪生し、楕円形で長さ 5～10cm、や
や革質で光沢があり、鋸歯縁で裏面の脈に長軟毛がある。花はやや紅を帯びた白色で、6～8 月に開
花し、葉腋に散形状に数個つく。実は液果、球形で径 6～8mm、12～1 月に赤色に熟す（小林, 2012）。
ただしこの記述が愛知県産の材料についてのものか、もっと広域の材料についてのものかはよくわ
からない。 

【分布の概要】 
 
【県内の分布】 
 東：17 田原東部で記録されている（小林
2010, 2012）。2006 年 7 月に撮影されたとい
う写真も掲載されている。 
 
【国内の分布】 
 本州（関東地方南部以西）、九州。 

 
【世界の分布】 
 日本固有種。 

 

 

 

 

 

 
 
 

【生育地の環境／生態的特性】 
 「スダジイが優占し、モチノキやクロガネモチ、マダケが混生
する北斜面の暗い林床」と記述されている。 
 
 

 
【現在の生育状況／減少の要因】 
 量的な記述はない。 

 
【保全上の留意点】 
 一般的に言えば、生育地の林を保全する必要がある。 

 
【特記事項】 
 ヤブコウジとツルコウジの中間的な形状をした植物である。ツルコウジは愛知県では新城、豊川、
蒲郡、豊橋北部、額田、岡崎北部、西尾南部に生育している。 

 
【引用文献】 
小林元男, 2010. 第 7 章第 2 節 愛知県の絶滅危惧植物. 愛知県史編さん委員会(編), 愛知県史別編自然 pp.574-596. 愛知県. 

小林元男, 2012. 愛知県樹木誌. 620pp. 自刊. 

 
【関連文献】 
保木Ⅰp.110、平木Ⅱp.159.  

（執筆者 芹沢俊介） 
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＜種子植物 被子植物 真正双子葉類 スイカズラ科＞ 愛知県：情報不足 （国：リスト外） 

＜ANGIOSPERMAE CAPRIFOLIACEAE＞ AICHI：DD （JAPAN：－） 

キンレイカ Patrinia triloba (Miq.) Miq. var. palmata (Maxim.) H.Hara 

 
【選定理由】 
 愛知県に生育するという報告があるが、標本を確認できない。記述から推定すれば、絶滅危惧Ⅰ
Ａ類になると思われる。 
 

【形 態】 
 葉は対生し、掌状に 3～5 中裂し、裂片には欠刻または鋸歯がある。花は黄色で 7 月に開花し、花
弁に明確な距がある（小林, 2010）。植物体の大きさ、葉の大きさなどについての具体的な記述はな
い。 

 
 

【分布の概要】 
 
【県内の分布】 
 東：3 東栄で記録されている（小林, 2010）。
2008 年 7 月に撮影したという写真も掲載さ
れている。 
 
【国内の分布】 
 本州（関東地方以西の太平洋側）、九州。基
準変種のコキンレイカ（ハクサンオミナエシ）
は花がやや小さく、距も小さいもので、本州
日本海側の山地に分布する。 

 
【世界の分布】 
 日本固有。種としても日本固有である。 

 

 

 
 
 

【生育地の環境／生態的特性】 
 通常は岩崖地に生育するが、愛知県の自生地については記述が
ない。 
 
 

 
【現在の生育状況／減少の要因】 
 「1カ所少数株を確認した。この自生地も、ニホンカモシカによる食害が発生しており、開花個体
はほとんどなく存続が危惧される」と記述されている。 
 

【保全上の留意点】 
 一般的に言えば、生育地の個別的保全と園芸目的の採取の防止が必要である。記述からは、食害
防止も重要と思われる。 
 

【引用文献】 

小林元男, 2010. 第 7 章第 2 節 愛知県の絶滅危惧植物. 愛知県史編さん委員会(編), 愛知県史別編自然 pp.574-596. 愛知県. 

 
【関連文献】 
保草Ⅰp.103、平草Ⅲp.147. 

（執筆者 芹沢俊介） 
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２ 哺乳類 

今回の見直しによって新たにレッドリストに掲載された各哺乳類について、種ごとに形態的な特

徴や分布、県内の状況等を解説した。記述の項目、内容等は以下の凡例のとおりとした。情報不足

種についても、絶滅危惧種とほぼ同じ様式で記述した。 

 

【 掲載種の解説（哺乳類）に関する凡例 】 

【分類群名等】 
対象種の本調査における分類群名、分類上の位置を示す目名、科名等を各頁左上に記述した。目

及び科の範囲と種の配列は原則として“Bininda-Emonds, O.R.P. (2007) The delayed rise of 

present-day mammals, Nature 446: 507-512”及び“The Wild Mammals of Japan, SHOUKADOH, 

Kyoto”（Ohdachi et al, eds, 2009）に準拠し、新しい知見を加え整理した。 

 

【評価区分】 
対象種の愛知県における評価区分を各頁右上に記述した。参考として「哺乳類 環境省第 4 次レッ

ドリスト」（環境省, 2012）の全国での評価区分も各頁右上に記述した。また、各評価区分に対応す
る英文略号も同じ場所に記述した。 

 

【和名・学名】 
対象種の和名及び学名を各頁上の枠内に記述した。 

 

【選定理由】 
対象種を愛知県版レッドリスト掲載種として選定した理由について記述した。 

 

【形 態】 
対象種の形態の概要を記述した。 

 

【分布の概要】 
対象種の分布状況の概要を記述した。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
対象種の生息地の環境条件及び生態的特性について記述した。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 
対象種の愛知県における現在の生息状況、減少の要因等について記述した。 

 

【保全上の留意点】 
対象種を保全する上で留意すべき主な事項を記述した。 

 

【特記事項】 
以上の項目で記述できなかった事項を記述した。 

 

【引用文献】 
記述中に引用した文献を、著者、発行年、表題、掲載頁または総頁数、雑誌名または発行機関と

その所在地の順に示した。 

 

【関連文献】 
対象種に関連する文献の内、代表的なものを、著者、発行年、表題、掲載頁または総頁数、雑誌

名または発行機関とその所在地の順に掲載した。 
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哺乳類 ＜齧歯目（ネズミ目） リス科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：地域個体群） 

MAMMALIA ＜RODENTIA SCIURIDAE＞ AICHI：NT （JAPAN：LP） 

ニホンリス Sciurus lis Temminck 

 

【選定理由】 

 日本固有種で、分布が確実なのは本州と四国のみで、九州と淡路島では最近の記録がなく（Tamura, 

2010）、絶滅した可能性が高い。愛知県内では渥美半島での生息記録がなく、知多半島では常滑市と
知多市で「時に出没することあり」とされていたにすぎない（宮尾ほか, 1984）。市街化や開発等に
よって生息環境が分断され、個体群が維持される条件への脅威が増大していると考えられる。 

 

【形 態】 

 体重 250～310g、頭胴長 160～220mm、尾長 130～170mm、後足長 48～58mm、耳介長 22～31mm、
頭骨最大長 46.3～55.5mm（石井, 2005 など）。エゾリスよりもやや小型。背面は夏毛では赤褐色、
冬毛では灰褐色で、腹面は純白。尾の先が白く、冬毛では耳の先にふさ毛が生じる（石井, 2005）。
歯式は I1/1, C0/0, P2/1, M3/3=22（阿部, 2000）。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

 1984 年までに、豊根村、設楽町、東栄町、新城市、豊田市、岡崎市、豊川市、蒲郡市、みよし市、
瀬戸市、犬山市、常滑市、知多市での分布が知られていた（宮尾ほか, 1984）ほか、豊田市の 9 地区
（旭、稲武、下山、高橋、小原、松平、石野、足助、藤岡）（子安ほか, 印刷中）や名古屋市守山区
（高田, 2004；名和, 2010）での生息が確認されている。 

【国内の分布】 

 日本固有種で、本州、四国、九州、淡路島に分布するとされるが、本州の中国以西には少なく、
九州では近年の確実な記録がない（石井, 2005；安田, 2007）。淡路島でも最近の生息記録がない（石
井, 2005）。 

【世界の分布】 

 日本固有種。 

【生息地の環境／生態的特性】 
 平野部から山地にかけての森林がニホンリスの生息地であり、ドングリ、クルミ、マツなどの種
子をよく食べる（宮尾ほか, 1984）が、花、芽、果実、キノコ類、昆虫なども食べる（石井, 2005）。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

 1984 年に発行された「愛知の動物」（宮尾ほか, 1984）ではムササビやヒメネズミとともに「狭域
分布種」と位置づけられていた。減少の要因として、市街化や開発等による生息環境の分断や生息
環境の劣化が考えられる。 

【保全上の留意点】 

 ニホンリスの個体群が安定して維持されるために連続した森林が開発等により分断されることを
さけるとともに、植生の復元等によって孤立した個体群の連続性を回復する必要がある。 

 

【特記事項】 

 環境省のレッドリストでは「中国地方」と「九州地方」の個体群が「絶滅のおそれのある地域個
体群」に指定されている（押田, 2014a；2014b）。 

 

【引用文献】 
石井信夫, 2005. ニホンリス. 日本の哺乳類 [改訂版], pp.119. 東海大学出版会, 秦野市. 

子安和弘・岡田慶範・小鹿登美・吉村文孝, 2015. 哺乳類. 豊田市自然環境調査報告書（印刷中）. 

宮尾嶽雄･花村 肇･高田靖司･酒井英一, 1984. 哺乳類. 愛知の動物, pp.286-235. 愛知県郷土資料刊行会, 名古屋. 

名和 明, 2010. 名古屋市内における哺乳類の記録. マンモ・ス特別号, (12): 17-23. 

押田龍夫, 2014a. 中国地方のニホンリス. Red Data Book 2014, 1 哺乳類, pp.106-107. ぎょうせい, 東京. 

押田龍夫, 2014b. 九州地方のニホンリス. Red Data Book 2014, 1 哺乳類, pp.108-109. ぎょうせい, 東京. 

高田靖司, 2004. 哺乳類. レッドデータブックなごや 2004 動物編 名古屋市の絶滅のおそれのある野生生物, 名古屋市動植物
実態調査検討会（監修）: 23-42. 

Tamura, N. 2010. Sciurus lis Temminck, 1844. The wild mammals of Japan, 2nd ed., pp.186-187. Shoukadoh Book 

Sellers and the Mammalogical Soceity of Japan, Kyoto. 

安田雅俊, 絶滅のおそれのある九州のニホンリス，ニホンモモンガ，およびムササビ－過去の生息記録と現状および課題－.

哺乳類科学, 47: 195-206. 

【関連文献】 
子安和弘・小鹿登美, 2014. ニホンリス Sciurus lis Temminck. レッドデータブックおかざき 2014, p.172. 岡崎市, 岡崎市. 

（執筆者 子安和弘） 
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哺乳類 ＜ウサギ目 ウサギ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：リスト外） 

MAMMALIA ＜LAGOMORPHA LEPORIDAE＞ AICHI：NT （JAPAN：— ） 

ノウサギ Lepus brachyurus Temminck 

 

【選定理由】 

 日本固有種で、本州、四国、九州、その属島に生息する（Yamada, 2010）。野外での目撃機会が
減少しており、森林環境の変化や市街化による森林緑地の減少等による生息環境の悪化などが生息
に好適な環境や個体数の維持に脅威を与えていると考えられる。 

【形 態】 

 体重 1,300～2,500g、頭胴長 430～540mm、尾長 20～50mm、後足長 130～150mm、耳介長 60

～80mm、頭骨最大長 79.3～92.5mm（石井, 2005 など）。北海道に生息するユキウサギよりも小型。
腹面が白色である以外ほぼ全身が茶褐色であるが、耳の尖端は黒い。本州の東北部や日本海側の積
雪地帯および佐渡のものは、冬になると耳の尖端が黒いのを除き全身白色になる（石井, 2005）。県
内のノウサギは冬季に白化しない（宮尾ほか, 1984）。歯式は I2/1, C0/0, P3/2, M3/3=28（阿部, 2000）。 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

 1984 年までに、豊根村、設楽町、東栄町、新城市、豊田市、岡崎市、豊川市、みよし市、幸田町、
西尾市、田原町、名古屋市、小牧市、知多市、東海市、美浜町、南知多町、東郷町、扶桑町、あま
市、津島市、愛西市、大治町、稲沢市、清須市での分布が知られていた（宮尾ほか, 1984）ほか、豊
田市の 8 地区（旭、稲武、下山、小原、松平、石野、足助、藤岡）（子安ほか, 印刷中）や安城市川
島町（小鹿, 2005）での生息が記録されている。 

【国内の分布】 

 日本固有種で、本州、四国、九州およびその属島に分布する（石井, 2005）。島嶼部の分布は、佐
渡島（亜種サドノウサギは環境省準絶滅危惧）、隠岐諸島、五島列島、天草諸島、下甑島である（Yamada, 

2010）。 

【世界の分布】 

 日本固有種。 

【生息地の環境／生態的特性】 
 平野部から山地にかけての森林・平原・河川敷などに生息し、夏は緑草、冬は樹皮や枝先も食べ
る（宮尾ほか, 1984）。主に夜行性で巣穴は掘らず、春から夏まで 3～5 回出産する（石井, 2005）。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

1980 年代には、島嶼を除く愛知県のほぼ全域に分布が認められ、「広域分布種」とされていた（宮
尾ほか, 1984）。2010 年になされた、名古屋市内の環境省三次メッシュ（各辺約 1km に相当する区
画）で 34 区画に設置された自動カメラやビデオ撮影装置による調査の結果では、守山区の 1 区画で
生息確認がなされたのみであり（名和, 2010）、岡崎市でも生息痕や目撃例の減少が懸念されている
（子安・小鹿, 2014）。植林地・造林地における手入れが充分になされなくなり伐採も減少している
ため、生息に適した明るい草地が減少していること、大都市の緑地公園における個体群の孤立化や
捕食動物の相対的な増加がノウサギの減少の要因と考えられる（子安・小鹿, 2014）。 

【保全上の留意点】 

 分布の周辺域では個体群の孤立化が地域的な絶滅を招きやすいため、広域を開発する際には好適
な生息環境の維持と連続する生息域を確保する配慮が必要である（子安・小鹿, 2014）。 

 

【特記事項】 

 ノウサギの生息地の保全に際して、分布の連続を保障するための「回廊」として河川敷の自然環
境の適切な保全管理が重要であることが指摘されている（子安・小鹿, 2014）。 

 

【引用文献】 
阿部 永, 2000. 日本産哺乳類頭骨図説, 279pp. 北海道大学図書刊行会, 札幌. 

石井信夫, 2005. ニホンノウサギ. 日本の哺乳類 [改訂版], pp.151. 東海大学出版会, 秦野市. 

子安和弘・小鹿登美, 2014. ノウサギ Lepus brachyurus Temminck. レッドデータブックおかざき 2014, p.173. 岡崎市, 岡
崎市. 

子安和弘・岡田慶範・小鹿登美・吉村文孝, 2015. 哺乳類. 豊田市自然環境調査報告書（印刷中）. 

宮尾嶽雄･花村 肇･高田靖司･酒井英一, 1984. 哺乳類. 愛知の動物, pp.286-235. 愛知県郷土資料刊行会, 名古屋. 

名和 明, 2010. 名古屋市内における哺乳類の記録. マンモ・ス特別号, (12): 17-23. 

小鹿登美, 2005. 愛知県安城市の哺乳類の記録. マンモ・ス特別号, (7): 4-9. 

Yamada, F. 2010. Lepus bracyurus Temminck, 1845. The wild mammals of Japan, 2nd ed., pp.208-209. Shoukadoh Book 

Sellers and the Mammalogical Soceity of Japan, Kyoto. 

 

（執筆者 子安和弘） 
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哺乳類 ＜翼手目（コウモリ目） オヒキコウモリ科＞ 愛知県：情報不足 （国：絶滅危惧 II 類） 

MAMMALIA ＜CHIROPTERA MOLOSSIDAE＞ AICHI：DD （JAPAN：VU） 

オヒキコウモリ Tadarida insignis (Blyth) 

 

【選定理由】 

 愛知県内では名古屋市で 2011 年 10 月に偶然発見された 1 頭が知られるのみである。国内に 5 カ
所知られている生息地では、いずれも集団での生息、夏期（7〜8 月）の繁殖、冬季の休眠をおこな
うことが知られており、愛知県の近郊でも三重県の無人島での集団生息（Sano, 2010）や同県いな
べ市における発見が知られているものの、県内での生息状況が不明なため「情報不足」に選定した。 

【形 態】 

 2種知られている日本産オヒキコウモリ属の大型のもので、前腕長57～65mm、頭胴長84～94mm、
尾長 48～56mm。腿間膜から長く突出した尾と、きわめて大きな耳介が特徴である（前田, 2014）。 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

 愛知県内では、2011 年 10 月 7 日に、愛知県名古屋市中区丸の内のビル 8 階で発見された雌 1 頭
がすべての記録である（野呂, 2014）。 

【国内の分布】 

 北海道（焼尻島）、埼玉県、神奈川県、山梨県、愛知県（名古屋市）、京都府、三重県、岡山県、
広島県、兵庫県、愛媛県、高知県、福岡県（沖の島付近の船上）、熊本県、宮崎県から記録が確認さ
れている（山陽新聞社, 2012；前田, 2014；野呂, 2014）。京都府（舞鶴湾上の沓島：繁殖）、三重県
（紀北町の耳島：生息）、広島県（学校：ただし、改築により 2004 年には 3 頭にまで減少）、高知県
（蒲葵島：繁殖）、宮崎県（枇榔島：繁殖）で集団の生息が知られている（寺西, 1985；Sano, 2010；
前田, 2014）。 

【世界の分布】 

 中国、台湾、朝鮮半島、沿海州、日本から知られている（前田, 2014）。 

【生息地の環境／生態的特性】 
 オヒキコウモリの単独個体が偶然に発見された場合、それは「生息個体数」に含まれないとみな
されている（前田, 2014）。日本国内で確認された 5 地点の生息地では、無人島の岩の割れ目、およ
び家屋の隙間を隠れ家としていることが知られている（前田, 2014）。 

【現在の生息状況／減少の要因】 

 名古屋市で発見された個体を含めて、単独で建物やその周囲で拾得された個体は偶然によるもの
が多い（前田, 2014）。近隣では、三重県いなべ市（旧藤原町）での複数個体の発見や、三重県南部
熊野灘洋上の耳島（北牟婁郡紀北町）における塒（ねぐら）の存在が知られている（寺西, 1985；Sano, 

2010）。国内の生息集団として 5 集団が知られており、そこでは夏期における繁殖を含む通年の生息
が確認されている（前田, 2014）。したがって、愛知県における繁殖集団の存在は未確認であるが、
その存在が確認された場合には、生息集団の生息環境の破壊や撹乱が極めて大きな減少要因となる。 

【保全上の留意点】 

 近年発見された日本国内におけるオヒキコウモリの塒（ねぐら）や繁殖地は、九州、四国、近畿
地方の無人島の岩場の裂け目や広島市の学校の内壁や外壁の隙間など特殊な環境であった（Sano, 

2010；前田, 2014）。名古屋市の都心部で 10 月 7 日に発見された雌個体は、歯の摩滅程度から当歳
獣で（野呂, 2014）、繁殖地からの分散個体の可能性も高い。したがって、名古屋市で発見された若
い個体の繁殖地は、名古屋市近郊の陸地にとどまらず、伊勢湾や既知の生息コロニーのある三重県
熊野灘洋上の耳島（Sano, 2010）など近隣島嶼の可能性もある。したがって、保全上の留意点とし
て、名古屋市で発見された個体の由来する塒や繁殖地の特定を含む今後の調査・研究が挙げられる。 

【特記事項】 

 愛知県の現時点で唯一オヒキコウモリの発見された「名古屋市中区丸の内にあるビル 8 階（N 35°
10' 26" 954，E 136°53' 50" 193」は、世界測地系による緯度・経度では名古屋市中区丸の内 2-16-23

にある 9 階建てのオフィスビルであり、「トイレの壁」にしがみついていたという（野呂, 2014）。こ
の雌個体や三重県いなべ市で 2 回発見された雌 2 頭（1972 年 7 月 21 日と 1978 年 3 月 7 日：寺西, 

1985）の各個体が由来する塒や繁殖地の所在地は、現在までのところ明らかにされていない。 

【引用文献】 
前田喜四雄, 2014. オヒキコウモリ. Red Data Book 2014, 1 哺乳類, pp.74-75. ぎょうせい, 東京. 
野呂達哉, 2014. 愛知県名古屋市におけるオヒキコウモリ Tadarida insignis の初記録. なごやの生物多様性, 1: 65-69. 
Sano, A. 2010. Tadarida insignis (Blyth, 1861). The wild mammals of Japan, 2nd ed., pp.124-125. Shoukadoh Book 

Sellers and the Mammalogical Soceity of Japan, Kyoto. 
寺西敏夫, 1985. ほ乳類雑記(4) 1984.1-1984.12.15. マンモ・ス, (39): 2-7. 
山陽新聞社, 2012. オヒキコウモリ岡山県内初確認. 山陽新聞 2012 年 8 月 3 日付. 

【関連文献】 
阿部 永・石井信夫・伊藤徹魯・金子之史・前田喜四雄・三浦慎悟・米田政明, 2005. 日本の哺乳類, 改訂 2 版, 206pp. 東海大

学出版会, 秦野市. 

（執筆者 子安和弘） 
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３ 鳥 類 

今回の見直しによって新たにレッドリストに掲載された各鳥類について、種ごとに形態的な特徴

や分布、県内の状況等を解説した。記述の項目、内容等は以下の凡例のとおりとした。 

 

【 掲載種の解説（鳥類）に関する凡例 】 

【分類群名等】 
対象種の本調査における分類群名、分類上の位置を示す目名、科名等を各頁左上に記述した。目・

科の範囲、名称、配列は、「日本鳥類目録 改訂第 7 版」（日本鳥学会, 2012）に準拠した。 

 

【評価区分】 
評価対象個体群として繁殖、越冬、通過の 3 区分を設定し、各個体群の愛知県における評価区分

を各頁右上に記述した。参考として「鳥類 環境省第 4 次レッドリスト」（環境省, 2012）の全国での
評価区分も各頁右上に記述した。また、各評価区分に対応する英文略号も同じ場所に記述した。 

 

【和名・学名】 
対象種の和名及び学名を各頁上の枠内に記述した。和名及び学名は、「日本鳥類目録 改訂第 7 版」

（日本鳥学会, 2012）に準拠した。 

 

【選定理由】 
対象種を愛知県版レッドリスト掲載種として選定した理由について記述した。 

 

【形 態】 
対象種の形態の概要を記述した。 

 

【分布の概要】 
対象種の分布状況の概要を記述した。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
対象種の生息地の環境条件及び生態的特性について記述した。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 
対象種の愛知県における現在の生息状況、減少の要因等について記述した。 

絶滅種については【過去の生息状況／絶滅の要因】として、対象種の愛知県における過去の生息
状況、絶滅の主な要因について記述した。 

 

【保全上の留意点】 
対象種を保全する上で留意すべき主な事項を記述した。 

 

【特記事項】 
以上の項目で記述できなかった事項を記述した。 

 

【関連文献】 
対象種に関連する文献の内、代表的なものを、著者、発行年、表題、掲載頁または総頁数、雑誌

名または発行機関とその所在地の順に掲載した。 
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鳥類 ＜スズメ目 セキレイ科＞ 愛知県：絶滅（繁殖）・リスト外（越冬） （国：リスト外） 

AVES ＜PASSERIFORMES MOTACILLIDAE＞ AICHI：EX（Bre）・－（Win） （JAPAN：－） 

ビンズイ Anthus hodgsoni Richmond 

 

【選定理由】 

 本州中部以南では、標高 1,000ｍ以上の高原で局地的に繁殖する。1980 年代半ばまでは繁殖期に
井山や茶臼山などに生息して繁殖行動も観察されていたが、1980 年代後半から繁殖期の生息が全く
確認されなくなっており、愛知県における繁殖個体群は絶滅と評価された。渡りの季節や越冬期に
は以前とほぼ同様に観察されていることから、通過や越冬の個体群はリスト外と評価された。 

 

【形 態】 

 全長 15cm。上面は緑褐色で不明瞭な黒褐色の斑がある。眉斑と顎線および喉から下面全体は白お
よび白っぽいバフ色に黒褐色の斑があり、脇は黄褐色味を帯びる。冬羽では下面を含め全体に黄褐
色味を帯びる。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

 繁殖期に生息が確認されていたのは県の北東部に位置する標高 1,000m 以上の井山や茶臼山など
の周辺で、1980 年代半ばまでは確認されている。渡りの季節は山地の耕地や人里、平野部のほぼ全
域で観察できる。冬期は県内の山地や平地で局所的に越冬する。 

 

【国内の分布】 

 四国以北で繁殖するが本州中部以南では標高 1,000ｍ以上で繁殖しており、東北以北では平地でも
繁殖する。東北以北では主に夏鳥あるいは旅鳥で、本州中部以南では主に旅鳥あるいは冬鳥である。 

 

【世界の分布】 

 ロシア中南部および中国東部からヒマラヤまでのユーラシア大陸および千島から日本までの列島
で繁殖して、冬期はそこから熱帯までのアジア南部で越冬する。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
 県内の繁殖地は標高 1,000ｍ以上の高原にある牧場などの裸地あるいは短い草が疎らに生える場
所で、周辺に原生林や二次林のある環境である。越冬地の環境は、山地では作物の生えていない農
地、丘陵地や平野部では面積の広い社寺や公園で、樹木の下に裸地や草が疎らに生える環境を好む。
渡りの季節は昼間だけでなく、曇天の夜間でも上空を移動する。上空を 1 羽から数羽で移動するが、
昼夜を問わず姿の確認は困難な場合が多い。「ズィーッ」と鳴きながら上空を通過するので、この声
の識別ができれば存在の確認は容易である。尾を上下に振り、歩きながら地面で採餌する。松の生
えた環境を好み、太い松の横枝を歩いて移動することもこの種の特徴である。 

 

【過去の生息状況／絶滅の要因】 

 近年は県内で繁殖期の観察記録が無く、茶臼山では長野県側でも同様に繁殖期の生息が確認され
なくなった。現在では県内における繁殖が無くなったものと判断され、最大の要因として地球温暖
化や観光開発などによる影響が考えられるが、繁殖地の牧畜業が衰退すると共にビンズイも姿を消
している。家畜の放牧による草原の裸地化や、排泄物に依存する昆虫など小動物の存在がビンズイ
の繁殖には必要なのかもしれない。 

 

【保全上の留意点】 

 それ程古くない過去に原生林が開墾されて牧畜がはじまり、その環境に適応して繁栄した野鳥は
少なくない。欧州型牧場の環境は日本では主に中部地方の山地から北海道で、明治時代になってか
ら作られた環境であり、僅かながら愛知県にも存在した環境である。ビンズイをはじめ同様の環境
で絶滅の危機に瀕している種の復活には、牧畜産業の再振興が不可欠なのかもしれない。 

 

【特記事項】 

 同様の環境から繁殖期の生息が消失あるいは減少している種は数多いが、野鳥観察が一般的にな
った 1970 年代以降で最も早い時期にその環境から姿を消した野鳥がビンズイである。 

 

【関連文献】 
叶内拓哉, 1998. 日本の野鳥, p.442. 山と渓谷社, 東京. 

五百沢日丸, 2000. 日本の鳥 550 山野の鳥, p.137. 文一出版, 東京. 

（執筆者 高橋伸夫） 
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鳥類 ＜ツル目 クイナ科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類（繁殖）・準絶滅危惧（越冬） （国：リスト外） 

AVES ＜GRUIFORMES RALLIDAE＞ AICHI：VU（Bre）・NT（Win） （JAPAN：－） 

バン Gallinula chloropus (Linnaeus) 

 

【選定理由】 

 以前は沿岸部・平野部・丘陵地の水田や水路・池沼、公園の水辺などで普通に生息する水鳥であ
った。クイナ科の中では最も身近な種であり、県内に生息するものの多くが夏鳥でありながら冬期
は狩猟対象種に指定されている。しかし近年特に繁殖期の生息数が激減していることから、繁殖個
体群は絶滅危惧Ⅱ類と評価された。越冬個体群についても生息数が減少していることから、準絶滅
危惧と評価された。 

 

【形 態】 

 全長 32cm。雌雄同色で頭から下面は青紫味を帯びた黒色、上面は緑色を帯びた褐色で嘴の先は黄
色。嘴の基部と額は赤色で、脇の上部および下尾筒に白色部がある。脚は黄色で指が長く、脚の基
部には赤色部がある。冬羽は額の赤色部分が小さく、鮮明でない。ヒナの産毛は黒色で、頭の皮膚
と嘴の半分が赤い。若鳥は嘴が黄色味を帯びて嘴や額に赤色部が無く、体は褐色味を帯びる。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

 かつては県内平野部の全域と半島部を含む丘陵地の水辺に広く分布しており、沿岸部に近い場所
程生息数が多い傾向がある。主に夏鳥であるが県の南部では越冬する個体もいる。 

 

【国内の分布】 

 日本の全域に生息して繁殖するが、北部では数が少ない。本州中部以北では主に夏鳥であるがそ
れより南では留鳥である。関東や中部の太平洋沿岸部では越冬する個体もいる。 

 

【世界の分布】 

 オセアニアを除く全世界の熱帯から温帯に生息し、緯度の高い場所で繁殖するものは冬期に暖地
へ移動する。 
 

【生息地の環境／生態的特性】 
 県内では平地や沿岸部・丘陵地の池沼・水路・河川・ヨシ原・水田などに生息する。流れや水位
の変動が小さい岸部に生えたヨシやガマなどの水草に、茎や葉などを絡めて巣を作る。食性は昆虫・
小魚・両生類などの他に植物も食べる雑食である。長い足指を使って水草の上を歩き、水面を泳ぐ
こともできる。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

 沿岸部の水田や水路・ヨシ原などでごく普通に生息して繁殖する水鳥であったが、近年は生息数
が激減している。減少の要因として餌場である耕地の乾田化や、隔年で麦・大豆の転作をする水田
が増えたことにより餌となる水生生物が減少したことが考えられる。また同様に水路や池沼で繁殖
するカイツブリにも大きな減少傾向が見られることから、アカミミガメやオオクチバスなどの移入
動物によるヒナの捕食も重大な要因であると考えられる。 

 

【保全上の留意点】 

 タマシギやその他のシギ・チドリ類をはじめ水鳥の多くが沿岸部の水田から姿を消していること
から、水鳥の生息に適した水田では転作をしなくても経営が成り立つような農業施策が求められる。
また積極的に捕食性移入動物を排除するための施策も必要である。都市公園や新興住宅団地・工業
団地の遊水地などでは、希少な野生生物の生息が可能であることを認識して管理されるべきである。 

 

【特記事項】 

 バンやヒクイナ・ヨシゴイなどの希少な水鳥で見られる現象として、本来の生息環境での激減に
比べ住宅地等の遊水地や都市公園の池などでは減少傾向が小さい場合も少なくない。しかしこうし
た環境では水鳥の生息に配慮のない水位管理や水草等の管理が行われることがあり、かなり貴重な
環境でありながら脆弱な環境であるともいえる。 

 

【関連文献】 
高野伸二, 1982. フィールドガイド日本の野鳥, pp.124-125. 財団法人 日本野鳥の会, 東京. 

叶内拓哉, 1998. 日本の野鳥, pp.210-211. 山と渓谷社, 東京. 

（執筆者 高橋伸夫） 
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鳥類 ＜カッコウ目 カッコウ科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類（繁殖）・リスト外（通過） （国：リスト外） 

AVES ＜CUCULIFORMES CUCULIDAE＞  AICHI：VU（Bre）・－（Pas） （JAPAN：－） 

カッコウ Cuculus canorus Linnaeus 

 

【選定理由】 

 愛知県では主に 1,000ｍ程度以上の標高にある開けた環境を好んで生息しているが、平野部では過
去に尾張や西三河の一部でも繁殖していた。近年は平野部での生息がほとんど無くなり、高原での
生息数もかなり少数であることから、県内の繁殖個体群は絶滅危惧Ⅱ類と評価された。通過の個体
群については明らかな減少傾向が確認できないことから、リスト外と評価された。 

 

【形 態】 

 全長 35cm。頭から胸及び背から上尾筒は淡い灰青色、翼と尾は灰青色味を帯びた黒褐色。腹は白
く黒褐色の細い横斑があり、眼と口元は黄色。幼鳥は全体に褐色味があり、上面の各羽に羽縁があ
る。近縁のツツドリやホトトギスによく似ているが、体色が淡く腹の横斑が細い。比較的目立つ場
所に止まり、翼を下げ尾を上げて囀る。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

 渡りの季節は県内全域で確認されるが、繁殖期に観察されている場所は西三河および東三河の標
高 600ｍ程度より高い場所にある比較的開けた環境と、尾張西部の木曽川周辺・みよし市周辺の境川
沿い・岡崎市周辺の矢作川沿いなどである。 

 

【国内の分布】 

 ほぼ全国（北海道・本州・四国・九州など）で繁殖する。本州中部以南では主に 1,000ｍ程度以上
の標高で繁殖しており、それより北では平地でも繁殖している。 

 

【世界の分布】 

 ユーラシア大陸の北部や南部を除いた部分とアフリカ大陸の北端で繁殖し、冬期はアジア南部や
アフリカ南部などで越冬する。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
 カッコウの仲間は自分で抱卵・育雛をせず、他の種の鳥に托卵して繁殖する。県内で標高の高い
場所に生息するものは主にモズやホオジロに托卵しているようであるが、平野部で繁殖するものは
オオヨシキリに托卵している。生息環境も標高の高い場所では牧場のように開けた草地と疎林のあ
る環境が多く、平地ではヨシ原と疎林が混在する環境である。食性は主に昆虫食で、カッコウの仲
間では特に蛾の幼虫である毛虫を好むことが知られている。オナガやアオジなどにも托卵すること
が知られているが、これらは県内で繁殖していない。県内ではノジコがカッコウと同じ環境で繁殖
期に生息していたが、托卵されたかどうかは分からない。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

 近年繁殖期に平野部で生息する個体が減少して、現在ではほとんど観察されなくなった。要因と
して、オオヨシキリが多数繁殖していた広いヨシ原の減少や消滅が考えられる。標高の高い場所で
も繁殖期の生息数は減少しており、要因としては牧畜をはじめとする農業の衰退や観光開発など生
息環境の悪化が考えられる。 

 

【保全上の留意点】 

 カッコウのような托卵性の種では、当該種だけの保全対策を考えても無意味である。被托卵種の
生息環境が十分保全されていなければ逆効果であり、托卵種が増加することで被托卵種が減少して
結果的に托卵種の絶滅につながってしまう。 

 

【特記事項】 

 茶臼山の長野県側に位置する売木村では、モズの巣の中にある卵が全てカッコウのものであった
という観察例がある。同じ場所で繁殖を始めたチゴモズは 1 年で姿を消してしまった。 

 

【関連文献】 
高野伸二, 1982. フィールドガイド日本の野鳥, pp.204-205. 財団法人 日本野鳥の会, 東京. 

叶内拓哉, 1998. 日本の野鳥, pp.386-387. 山と渓谷社, 東京. 

（執筆者 高橋伸夫） 
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鳥類 ＜フクロウ目 フクロウ科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類（越冬） （国：リスト外） 

AVES ＜STRIGIFORMES STRIGIDAE＞ AICHI：VU（Win） （JAPAN：－） 

コミミズク Asio flammeus (Pontoppidan) 

 

【選定理由】 

 平野部に飛来する冬鳥であるが、以前はフクロウの仲間の中で夏鳥のアオバズクに次いで姿を観
察する機会の多い種であった。現在ではそのアオバズクと共に、観察が困難な種になっている。図
鑑には明るい時間にも飛び回って餌を探すことがあると説明されているが、近年昼間に活動する姿
を観察する機会は皆無に近い。こうした理由から、県内の越冬個体群は絶滅危惧Ⅱ類と評価された。 

 

【形 態】 

 全長 35cm、翼開長 95cm。名前の由来は耳の小さなミミズクという意味で、体は小さくない。全
身黄褐色の地色に黒褐色の斑点があり、胸から腹は縦斑になっている。眼は黄色でその周りは黒く、
耳のように見える頭の羽角が短いことで名前の由来となっている。飛翔時は翼が長くフワフワと飛
ぶ。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

 10 月下旬から 5 月上旬まで、県内各所の丘陵地・平野部・沿岸部にある広く開けた農地へ飛来し
て越冬する。 

 

【国内の分布】 

 全国の広い農地に飛来して越冬するが、海岸や河岸の干拓地などに多い傾向がある。 

 

【世界の分布】 

 ユーラシア大陸と北アメリカ大陸および南アメリカ大陸に分布しており、北半球の北部で繁殖す
るものは冬期南へ移動する。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
 海岸や河川の周りにある干拓地や平野部・丘陵部に開墾された広大な農地に飛来して生息する。
稲刈り後の水田や作物のある畑、河岸の広い草地などに生息するが、ただ広いだけの環境では生息
できる個体数は少ないようである。昼の間姿を隠すためのよく繁った草叢などが散在していること
が必要であり、多様な環境が存在していることも生息には重要な要素と思われる。コミミズクは明
るい時間帯でも活動することが知られており、特に夕刻は早い時間から活動することがある。地上
近くを飛び回りながら、地上にいるネズミ類や小鳥類などを捕食する。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

 生息数は近年激減している。農地全体の風景には一見大きな変化は無いように見えるが、農地か
ら環境の多様性が減少している。農業人口の減少による集約化で農地の環境が均一になり、餌とな
る生物は種類も数も激減している。均一で単調な環境には、昼間コミミズクが隠れて過ごす場所も
無い。農地の周辺が開発されたことにより交通量が増加しており、夜間の人口光が増えたことによ
る生息環境への影響も小さくない。 

 

【保全上の留意点】 

コミミズクに限らず農地を生息地とする野生生物は多いが、広大な面積の全てを均等に利用して
いるものでもない。塒や休息地として利用する場所や餌場として頻繁に利用する場所は比較的限ら
れており、こうした場所は他の多くの種にも共通している場合が多い。広い耕地の中でこうした部
分の環境を保全するだけでも、大きな効果が得られるものと思われる。 

 

【特記事項】 

 冬期に県内平野部の農地で狩りを行う猛禽の中で、ネズミ類を好んで食べる種は昼間はチュウ
ヒ・ハイイロチュウヒ・チョウゲンボウ・ノスリなど、そして夜間はコミミズク・トラフズク・フ
クロウである。しかし、その半分以上が愛知県の絶滅危惧種に指定されている。 

 

【関連文献】 
叶内拓哉, 1998. 日本の野鳥, pp.362-363. 山と渓谷社, 東京. 

（執筆者 高橋伸夫） 
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鳥類 ＜カモ目 カモ科＞ 愛知県：準絶滅危惧（繁殖）・リスト外（越冬） （国：情報不足） 

AVES ＜ANSERIFORMES ANATIDAE＞ AICHI：NT（Bre）・－（Win） （JAPAN：DD） 

オシドリ Aix galericulata (Linnaeus) 

 

【選定理由】 

県内の繁殖例や繁殖期の生息例は少数ながら確認されているが、繁殖期の生息が継続している場
所は皆無である。繁殖期の確認例が減少傾向にあるので、愛知県では繁殖個体群が準絶滅危惧と評
価された。越冬期には以前のように数百羽の大群が見られる場所は皆無に近くなっているが、小群
の越冬が可能な河川や池沼は各所に残されているので、越冬個体群はリスト外と評価された。 

 

【形 態】 

全長 45cm。繁殖羽の雄は嘴が赤く頭と頬から頸および三列風切は栗色、脇は黄褐色で眉斑は太く
長い白色。胸と背および体の後部は紫色に白線がある。雌は全身淡黒褐色で胸と腹には丸みのある
淡色斑で覆われ、眼の周りとその後方に細い白線がある。雄の若鳥や非繁殖羽は雌に似るが、嘴は
赤く先端だけが白い。雌の嘴も先端は白いが、色は褐色である。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

愛知県では主に冬鳥として飛来するカモで、河川の上中流域や山麓・丘陵地・平地の池沼などで
越冬する。移動の途中には沿岸部や海上で観察されることもある。繁殖は尾張北東部から西三河、
および東三河山間部に至る愛知県東部の丘陵地・山地で可能性がある。 

 

【国内の分布】 

愛知県を含む本州中部以南では主に冬鳥であるが北海道や本州では繁殖しており、九州や沖縄で
もごく少数の繁殖記録がある。 

 

【世界の分布】 

ロシアの南東部から中国東部・朝鮮半島・日本・台湾に分布し、冬期は主にその南西部に移動し
て越冬する。 
 

【生息地の環境／生態的特性】 
 営巣は大木の樹洞や橋のトラスなどで行い、ヒナは孵化するとすぐに地上に飛び降りる。雌親は
小さな水路や池などに誘導してヒナを育てる。冬期は比較的広い河川や池沼で越冬し、時には海上
で見られることもある。開けた水面に出ることも多いが、水面に張り出した樹木の下で生活するこ
とを好む。食性は主に植物食で水草などを食べるが、ドングリも好んで食べる。主に水上や岸部で
採餌するが、水辺から離れた尾根で採餌することもあれば、潜水して水底の餌を採ることもある。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

 県内の繁殖環境は社寺にある大木の樹洞や橋のトラスなどであるが、同じ場所で継続して繁殖し
ている例は無い。繁殖減少の要因として樹洞では腐食などにより繁殖に適した状態の期間が短いこ
と、建造物では繁殖の条件を全て満たし難いことなどが推測される。越冬期には 100 羽を超す群れ
を見ることが少なくなっているが、要因として周囲を林で囲まれた広い池や渕などの環境が無くな
っていることがあげられ、カヌーなどの侵入で群れの飛来がなくなった場所もある。 

 

【保全上の留意点】 

 県内における橋梁での繁殖例は１例のみであり、本来の繁殖環境である条件の良い樹洞を有する
大木も減少している。今後は自然樹洞の代替として巣箱の設置など積極的な保護対策も必要と思わ
れる。越冬期の生息数も減少しており大群を許容できる越冬環境の保存は困難であるが、林に遮蔽
された河川の渕やため池など、少数羽でも越冬できる環境は積極的に残すべきである。 

 

【特記事項】 

 オシドリの営巣に適した大きさの樹洞はブッポウソウ・オオコノハズク・ムササビなど多くの種
類の野生生物に営巣場所やねぐらとして利用されるが、社寺林をはじめ樹洞ができる程の大木は減
少しており、樹洞の状態もそれぞれの種の営巣に適する期間は長くない。大木が減少し自然樹洞が
無くなっている現代では、オシドリ以外の種を含めた保護対策としても巣箱の設置は効果的である。 

 

【関連文献】 
高野伸二, 1982. フィールドガイド日本の野鳥, pp.46-47. 財団法人 日本野鳥の会, 東京. 

（執筆者 高橋伸夫） 
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鳥類 ＜チドリ目 シギ科＞ 愛知県：準絶滅危惧（越冬） （国：準絶滅危惧） 

AVES ＜CHARADRIIFORMES SCOLOPACIDAE＞ AICHI：NT（Win） （JAPAN：NT） 

ハマシギ Calidris alpina (Linnaeus) 

 

【選定理由】 

 ハマシギは干潟を代表する水鳥で、越冬するシギの中では最も数の多い種である。愛知県で越冬
するものは北アラスカで繁殖することが分かっているが、県内での越冬数は過去 20 年の間に 3 分の
1 以下に減少していることで県内の越冬個体群は準絶滅危惧と評価された。 

 

【形 態】 

 全長 21cm。夏羽は頭から背が赤褐色で各羽根に黒斑があり、顔から下面は白く黒く細かい縦斑と
腹には大きな黒斑がある。冬羽は上面が褐色味のある灰色で下面は白。幼鳥の上面は夏羽に似るが
全身がべったりした褐色で、腹の黒斑の部分は黒褐色の細かい縦斑である。嘴は細く長めで下に曲
がる。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

 伊勢湾および三河湾に流れ込む大小河川の大半の河口、外海に面した海岸などで確認されている
が、現在の県内で百羽あるいはそれ以上の群れが越冬できる場所は庄内川河口周辺・境川河口・矢
作古川河口・汐川河口・伊川津であろう。 

 

【国内の分布】 

 北海道から沖縄まで全国で越冬するが、東北以北や本州の日本海側では越冬数が少ない。 

 

【世界の分布】 

 ユーラシア大陸・北アメリカ大陸の高緯度地域およびグリーンランドなどの沿岸部で繁殖し、北
半球の中緯度以南の沿岸部や湿地で越冬する。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
 シギ・チドリ類の多くは干潟だけでなく汽水や淡水の湿地にも生息するが、ハマシギはその中で
もより塩水の干潟を好んで生息する種のひとつである。しかし、越冬期でも内陸の池沼や水路の湿
地へ飛来して採餌することがあり、木曽川や矢作川などでは河川に沿って何十キロもの内陸まで飛
来することもある。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

 減少の最大要因は埋め立てによる干潟の減少であるが、干潟の質も重要である。県内全域で下水
道が完備したことにより化学物質等の流出は少なくなったが、干潟や海の生物を育む栄養塩類も減
少している。満潮時に安心して休息できる場所が無くなったこと、満潮時でも採餌のできる淡水や
汽水の湿地が無くなったことで、干潟は残されていても生息する野鳥のために十分機能していない
場合も多い。 

 

【保全上の留意点】 

 県内で残すことができた干潟の周辺に、淡水や汽水の湿地を回復すること、例えば干潟の周辺に
位置する水田に、隔年で麦や大豆を植える転作でなく毎年稲の作付けができる農業施策を講じるだ
けでも大きな効果がある。もちろん満潮時に安全な休息場所の創造なども、大きな効果が期待でき
る。 

 

【特記事項】 

 現在国内で越冬するハマシギの総数は 30,000～40,000 羽程度と推測されるが、愛知県で飛来数の
多い年にはその 10％以上が越冬する。 

 

【関連文献】 
高野伸二, 1982. フィールドガイド日本の野鳥, pp.142-143. 財団法人 日本野鳥の会, 東京. 

叶内拓哉, 1998. 日本の野鳥, pp.294-295. 山と渓谷社, 東京. 

（執筆者 高橋伸夫） 
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【 国リストの新掲載種について 】 

今回の見直しによって新たにレッドリストに掲載された「国リスト」の種について、対象種が愛

知県では絶滅危惧種と判断されなかった理由を以下に記述した。 

 

1. チュウサギ Egretta intermedia (Wagler) 

 ペリカン目 サギ科 （国：準絶滅危惧） 

【繁殖】繁殖個体群は繁殖数がある程度多く、大きな減少傾向がみられない。 

【通過】通過個体群も個体数がある程度多く、大きな減少傾向がみられない。 

 

2. ケリ Vanellus cinereus (Blyth) 

 チドリ目 チドリ科 （国：情報不足） 

【繁殖】繁殖個体群に減少傾向がみられるが、絶滅が危惧される程度ではない。 

【越冬】越冬個体群に減少傾向がみられるが、絶滅が危惧される程度ではない。 

 

3. ハイタカ Accipiter nisus (Linnaeus) 

 タカ目 タカ科 （国：準絶滅危惧） 

【越冬】越冬個体群は年により個体数に変動があるが、長期的には大きな減少傾向がみられ

ない。 
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４ 爬虫類 

今回の見直しによって新たにレッドリストに掲載された各爬虫類について、種ごとに形態的な特

徴や分布、県内の状況等を解説した。記述の項目、内容等は以下の凡例のとおりとした。 

 

【 掲載種の解説（爬虫類）に関する凡例 】 

【分類群名等】 
対象種の本調査における分類群名、分類上の位置を示す目名、科名等を各頁左上に記述した。目・

科の範囲、名称、配列は、日本爬虫両棲類学会が公表している「日本産爬虫両生類標準和名」の最
新版（2014 年 11 月 9 日改訂）に準拠した。 

 

【評価区分】 
対象種の愛知県における評価区分を各頁右上に記述した。参考として「爬虫類 環境省第 4 次レッ

ドリスト」（環境省, 2012）の全国での評価区分も各頁右上に記述した。また、各評価区分に対応す
る英文略号も同じ場所に記述した。 

 

【和名・学名】 
対象種の和名及び学名を各頁上の枠内に記述した。和名及び学名は、原則として「日本産爬虫両

生類標準和名」（日本爬虫両棲類学会, 2014）を基に、新しい知見を加え整理した。 

 

【選定理由】 
対象種を愛知県版レッドリスト掲載種として選定した理由について記述した。 

 

【形 態】 
対象種の形態の概要を記述した。 

 

【分布の概要】 
対象種の分布状況の概要を記述した。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
対象種の生息地の環境条件及び生態的特性について記述した。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 
対象種の愛知県における現在の生息状況、減少の要因等について記述した。 

 

【保全上の留意点】 
対象種を保全する上で留意すべき主な事項を記述した。 

 

【特記事項】 
以上の項目で記述できなかった事項を記述した。 

 

【関連文献】 
対象種に関連する文献の内、代表的なものを、著者、発行年、表題、掲載頁または総頁数、雑誌

名または発行機関とその所在地の順に掲載した。 
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爬虫類 ＜カメ目 イシガメ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：準絶滅危惧） 

REPTILIA  ＜TESTUDINES GEOEMYDIDAE＞ AICHI：NT （JAPAN：NT） 

ニホンイシガメ Mauremys japonica (Temminck et Schlegel) 

 
【選定理由】 

 県内各地で分布、生息調査が行なわれており、比較的多くの生息地が確認されている。しかし本種
に関しては、生息適地の喪失、および外来動物による捕食や生活への圧迫などの環境悪化に加え、性
比の偏りや、遺伝子汚染などの目に見えにくい問題も指摘されており、寿命が比較的長いこともあっ
て、危機的な状況の進行が気づかれないまま放置されがちである。そうした背景を踏まえると、本種
の生息地は今後、急速に減少する可能性があるため、注意喚起の意味を含め、準絶滅危惧種とした。 

【形 態】 

 背甲長はオス約 12cm、メス約 20cm。背甲後部の縁が鋸歯状であるが、老齢個体では摩耗するこ
とが多い。背甲は黄色ないし黄土色で、黒色か黒褐色の点模様が雲状に広がる。各椎甲板の前方中央
部に、黒色の斑紋を持つ個体が多い。腹甲は一面黒色だが、肛甲板の後端が橙色を呈する個体もある。
四肢と尾は暗灰褐色か黒褐色で、前膊部と脛部の後縁および尾の背面の左右に、橙色の縦条がある。 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

 尾張東部丘陵から三河地方、渥美半島、知多半島に分布している。濃尾平野の低地部にはほとんど
いないが、小さな個体群がいくつかある。 

【国内の分布】 

国内では、本州の中部から西部にかけての地域、四国、九州に分布する。本州においての東限もし
くは北限はよく分かっていないが、房総半島にはふつうに分布している。 

【世界の分布】 

日本固有種である。 

【生息地の環境／生態的特性】 
 同属のクサガメが、低地の止水あるいは止水に近い水系に主に生息するのに対して、ニホンイシガ
メは丘陵地から山地にかけての地域、河川で言えば中流から上流にかけての範囲を中心に棲む。頭部
が大きく頑丈なクサガメとは異なり、ニホンイシガメの頭部はほっそりしていて、礫の隙間にいるト
ビゲラなどの水生昆虫やサワガニなどを食べることができる。配偶期は秋と春で、期間が長い。貯精
し、遅延受精することができるので、1 回の交尾で数年間有精卵を生み続けることができる。産卵期
は 6〜7 月ごろで、1 シーズンに 2 回産卵する個体が多い。1 回に 6〜7 個前後の卵を、後肢で掘った
穴に産み付ける。性染色体を持たず、産卵巣内の卵が高い温度に曝されるとメス、低ければオスにな
る。孵化した稚ガメは、その年の夏の終わりから秋にかけて地上に現れ、産卵巣内で越冬することは
ない。川の水底の落ち葉などの堆積物の下や岩の割れ目、あるいは川の岸辺の浸食された横穴や、池
沼の水底で越冬する。 

【現在の生息状況／減少の要因】 

 生息地の環境の劣悪化が、減少の大きな要因である。温度依存的に性が決定されるので、産卵環境
が好ましくないと、個体群の性比が偏ってしまう。またアライグマやウシガエル、カムルチーやコイ
などの外来動物が、幼体や、場合によっては成体を捕食したり負傷させたりしている。生態的地位が
似ている外来種のミシシッピアカミミガメによる生活の圧迫も深刻である。またペット流通の果てに
人為的に放逐されたクサガメと交雑して、繁殖能力のある雑種個体が生まれている。 

【保全上の留意点】 

 本種が健全に日光浴、産卵、採餌、越冬、季節的移動できるように、河川や池沼の水辺エコトーン
の再生、保全が急務である。本種を捕食ないし圧迫する外来動物は駆除する必要がある。特に本種の
自然分布地で、クサガメとの交雑が確認された地域、あるいはハビタットの環境の均一化や個体群の
高密度化などで交雑が起こる可能性が高い地域からは、クサガメを防除せざるを得ない。 

【特記事項】 

 遅延受精の能力があるので、他種のカメと交尾する機会が極めてわずかであっても、繁殖能力のあ
る子孫が多数生まれ続ける恐れがある。 

【関連文献】 
中村健二・上野俊一, 1953. 原色日本両生類爬虫類図鑑, pp.82-83. 保育社, 大阪. 

愛知県両生類・は虫類研究会, 1996. 愛知県の両生類・は虫類, pp.77-79. 愛知県農地林務部自然保護課, 名古屋. 

内山 隆・前田憲男・沼田研児・関慎太郎, 2002. 決定版日本の両生爬虫類, pp.180-182. 平凡社, 東京. 

Okada, Y., T. Yabe, and S. Oda. 2011. Interpopulation variation in sex ratio of the Japanese pond turtle Mauremys 

japonica (Reptilia: Geoemydidae). Current Herpetology 30(1): 53-61. 

日本カメ自然誌研究会（監修）, 2014. ミシシッピアカミミガメ防除マニュアル－名古屋市内の活動を事例として－. なごや
生物多様性保全活動協議会, 名古屋. 

矢部 隆, 2008. 在来カメ類の減少と外来カメ類の増加. 新修名古屋市史 資料編 自然, pp.271-275. 名古屋市, 名古屋. 

矢部 隆, 2010. 愛知の生物 愛知の脊椎動物. 愛知県史 別編 自然, pp.162-207. 愛知県, 名古屋. 

矢部 隆, 2010. 残したい貴重な動植物 愛知の脊椎動物. 愛知県史 別編 自然, pp.597-618. 愛知県, 名古屋. 

（執筆者 矢部 隆） 
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【 情報不足種について 】 

今回の見直しによって新たにレッドリストに掲載された情報不足の種について、簡易な解説を以

下に記述した。 

 

1. ヤマカガシ Rhabdophis tigrinus (Boie) 

 有鱗目 ナミヘビ科 （国：リスト外） 

平野部における減少は著しいが、丘陵地の生息状況が不明であり、情報の追加が必要である。 
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５ 両生類 

今回の見直しによって新たにレッドリストに掲載された各両生類について、種ごとに形態的な特

徴や分布、県内の状況等を解説した。記述の項目、内容等は以下の凡例のとおりとした。 

 

【 掲載種の解説（両生類）に関する凡例 】 

【分類群名等】 
対象種の本調査における分類群名、分類上の位置を示す目名、科名等を各頁左上に記述した。目・

科の範囲、名称、配列は、日本爬虫両棲類学会が公表している「日本産爬虫両生類標準和名」の最
新版（2014 年 11 月 9 日改訂）に準拠した。 

 

【評価区分】 
対象種の愛知県における評価区分を各頁右上に記述した。参考として「両生類 環境省第 4 次レッ

ドリスト」（環境省, 2012）の全国での評価区分も各頁右上に記述した。また、各評価区分に対応す
る英文略号も同じ場所に記述した。 

 

【和名・学名】 
対象種の和名及び学名を各頁上の枠内に記述した。和名及び学名は、原則として「日本産爬虫両

生類標準和名」（日本爬虫両棲類学会, 2014）を基に、新しい知見を加え整理した。 

 

【選定理由】 
対象種を愛知県版レッドリスト掲載種として選定した理由について記述した。 

 

【形 態】 
対象種の形態の概要を記述した。 

 

【分布の概要】 
対象種の分布状況の概要を記述した。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
対象種の生息地の環境条件及び生態的特性について記述した。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 
対象種の愛知県における現在の生息状況、減少の要因等について記述した。 

 

【保全上の留意点】 
対象種を保全する上で留意すべき主な事項を記述した。 

 

【引用文献】 
記述中に引用した文献を、著者、発行年、表題、掲載頁または総頁数、雑誌名または発行機関と

その所在地の順に示した。 

 

【関連文献】 
対象種に関連する文献の内、代表的なものを、著者、発行年、表題、掲載頁または総頁数、雑誌

名または発行機関とその所在地の順に掲載した。 
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両生類 ＜有尾目 イモリ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＡ類 （国：リスト外） 

AMPHIBIA ＜CAUDATE SALAMANDRIDAE＞ AICHI：CR （JAPAN：－） 

アカハライモリ渥美種族 Cynops pyrrhogaster (Boie) (Atsumi race) 

 

【選定理由】 

 本種族は、川村（1956）により提唱されたアカハライモリの地方種族の 1 つで、形態的特徴（Sawada, 

1963a）や求愛行動（Sawada, 1963b）に独自性が認められたが、当初発見された渥美半島では最近
の確実な記録がなく、絶滅したと考えられてきた。しかしその後、知多半島の 1 地点において、明
らかに渥美種族の形態的特徴を呈する個体群が発見されており、本種族は完全には絶滅していない
と判断される。一方で、知多半島においてもアカハライモリの既知の産地の多くが消失しており、
採集圧も高いと考えられる。このため本種族は、分類学的再検討が行われる前に絶滅する可能性が
高いことから、絶滅危惧ⅠＡ類と判断した。 

 

【形 態】 

 背面は茶褐色で、背中線と背側線に沿って明色のラインを持つ。眼の後ろにわずかに膨らんだ耳
腺がある。腹面はオレンジ色から黄色で、不規則な黒い斑点がある。他地域のアカハライモリと異
なり、雄は一年を通じて婚姻色をほとんど呈さない。全長は雄で 90mm 前後、雌で 100mm 前後で
あり、中部地方の他地域産の個体と比べると小さい傾向にある。このほか、他地域産と比べて尾高
／尾長の比が大きい傾向や、雄の尾の先端の糸状突起が長い傾向が指摘されている（Sawada, 

1963a）。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

 渥美半島では既に絶滅したとみられる。知多半島では、知多市、東海市以南の全市町に分布して
いたという報告がある。 

【国内の分布】 

 愛知県固有の地方種族。 

【世界の分布】 

日本固有種。 

【生息地の環境／生態的特性】 
 既知の生息地の多くが、丘陵地の湧水湿地に限定されている。知多半島の 1 地点では、成体は 5

月から 9 月にかけて水中に見られ、11 月には付近のミズゴケの下で越冬しているのが確認された。
産卵は、少なくとも 5 月中旬には行われており、幼生は 6 月から 9 月にかけて採集された。卵は水
中の水草等に 1 卵ずつ産みつけられる。知多半島産では求愛行動は未確認だが、渥美半島産では、
夜間に求愛する傾向が強いとされている（Sawada, 1963b）。変態後の幼体の生活史等は不明である。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

 渥美半島では既に絶滅したと考えられる。知多半島でも既知産地の多くが消失しており、現存が
確実な地点はわずかである。減少の要因のうち、理由が明らかなものとしては、宅地開発や圃場整
備による生息環境自体の消失、耕作放棄による生息地の荒廃などが挙げられる。また、農薬による
汚染や、採集圧、アメリカザリガニ等の外来生物による捕食なども要因として考えられる。 

 

【保全上の留意点】 

 繁殖環境となる湧水湿地の保全が必須であるが、非繁殖期や幼体の生活場所として、周囲の森林
環境も保全する必要がある。また、アカハライモリは国内や海外において飼育動物として需要が高
いことから、採集圧の増加にも注意する必要がある。 

 

【引用文献】 
川村智治郎, 1956. 両棲類における隔離機構. 駒井卓・酒井寛一（編）集団遺伝学, pp.143-162. 培風館, 東京. 

Sawada, S., 1963a. Studies on the local races of the Japanese newt, Triturus pyrrhogaster Boie, I. Morphological 

characters. Jour. Sci. Hiroshima Univ. , Ser. B, Div. 1 21: 135-165. 

Sawada, S., 1963b. Studies on the local races of the Japanese newt, Triturus pyrrhogaster Boie. II Sexual isolation 

mechanisms. Jour. Sci. Hiroshima Univ., Ser. B, Div. 1 21: 167-180. 

【関連文献】 
中村健二・上野俊一, 1953. 原色日本両生類爬虫類図鑑, pp.18-19. 保育社, 大阪. 

愛知県両生類・は虫類研究会, 1996. 愛知県の両生類・は虫類, pp.36-37. 愛知県農地林務部自然保護課. 

内山 隆・前田憲男・沼田研児・関慎太郎, 2002. 決定版日本の両生爬虫類, pp.56-59. 平凡社, 東京. 

松橋利光・奥山風太郎, 2002. 山渓ハンディ図鑑 9 日本のカエル＋サンショウウオ類, pp.182-183. 山と渓谷社, 東京. 

松井正文・関慎太郎, 2008. カエル・サンショウウオ・イモリのオタマジャクシ, p.78. 文一総合出版, 東京. 

（執筆者 島田知彦） 
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【 国リストの新掲載種について 】 

今回の見直しによって新たにレッドリストに掲載された「国リスト」の種について、対象種が愛

知県では絶滅危惧種と判断されなかった理由を以下に記述した。 

 

1. トノサマガエル Pelophylax nigromaculatus (Hallowell) 

 無尾目 アカガエル科 （国：準絶滅危惧） 

県内では丘陵地を中心に広く生息している。平野部においては密度は高くないものの、市街

部を除く全域で確認されている。 
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６ 汽水・淡水魚類 

今回の見直しによって新たにレッドリストに掲載された各汽水・淡水魚類について、種ごとに形

態的な特徴や分布、県内の状況等を解説した。記述の項目、内容等は以下の凡例のとおりとした。

情報不足種についても、絶滅危惧種とほぼ同じ様式で記述した。 

 

【 掲載種の解説（汽水・淡水魚類）に関する凡例 】 

【分類群名等】 
対象種の本調査における分類群名、分類上の位置を示す目名、科名等を各頁左上に記述した。目・

科の範囲、名称、配列は、原則として「日本産魚類検索 全種の同定 第三版」（中坊徹次編, 2013）
を基に、新しい知見を加え整理した。 

 

【評価区分】 
対象種の愛知県における評価区分を各頁右上に記述した。参考として「汽水・淡水魚類 環境省第

4 次レッドリスト」（環境省, 2013）の全国での評価区分も各頁右上に記述した。また、各評価区分
に対応する英文略号も同じ場所に記述した。 

 

【和名・学名】 
対象種の和名及び学名を各頁上の枠内に記述した。一部の異名は和名の後の（ ）内に記述した。 

 

【選定理由】 
対象種を愛知県版レッドリスト掲載種として選定した理由について記述した。 

 

【形 態】 
対象種の形態の概要を記述した。 

 

【分布の概要】 
対象種の分布状況の概要を記述した。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
対象種の生息地の環境条件及び生態的特性について記述した。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 
対象種の愛知県における現在の生息状況、減少の要因等について記述した。 

 

【保全上の留意点】 
対象種を保全する上で留意すべき主な事項を記述した。 

 

【特記事項】 
以上の項目で記述できなかった事項を記述した。 

 

【引用文献】 
記述中に引用した文献を、著者、発行年、表題、掲載頁または総頁数、雑誌名または発行機関と

その所在地の順に示した。 

 

【関連文献】 
対象種に関連する文献の内、代表的なものを、著者、発行年、表題、掲載頁または総頁数、雑誌

名または発行機関とその所在地の順に掲載した。 
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汽水・淡水魚類 ＜コイ目 コイ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＡ類 （国：絶滅危惧Ⅱ類） 

PISCES ＜CYPRINIFORMES CYPRINIDAE＞ AICHI：CR （JAPAN：VU） 

デメモロコ Squalidus japonicus japonicus (Sauvage) 

 

【選定理由】 

愛知県内における生息地は極めて局所的であり、開発による絶滅リスクが極めて高い。 

 

【形 態】 

体長約 6cm。タモロコやモツゴなどに類似したやや細長い体型の淡水魚である。同属のコウライ
モロコやイトモロコに比べて口ひげが短く、その長さは瞳孔径より短いとされる。側線鱗は他の鱗
と同形同大で側線鱗数は 37～41。コウライモロコよりも頭部背面が盛り上がる（細谷, 2013）。雌雄
の形態差はほとんどないが、雌の方がやや大型の個体が多い（中村, 1969）。体色は銀色で、生時は
体側中央にやや青みがかった縦線があるように見える。イトモロコのような体側の黒色縦条は無い。
コウライモロコと特に類似しているが、コウライモロコのような体側縦線に沿った黒色斑は無いか
目立たない。また、本種の方がやや目が小さく頬が広く見える。 

 

【分布の概要】 

【県内の分布】 

名古屋市近郊と岡崎市周辺。 

 

【国内の分布】 

琵琶湖水系、濃尾平野、岡崎平野に分布する。 

 

【世界の分布】 

日本固有亜種。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 

水田地帯の水路に生息する。琵琶湖では沿岸部の砂または砂泥底の浅所、あるいは内湖に生息し、
晩春から初夏に内湖に多数進入するとされている（中村，1969）。筆者らの岐阜県における調査では、
春から夏に水路をやや遡上して繁殖、生育し、冬季は深場で越冬することが示唆されている。越冬
場所から繁殖場所までの移動距離は小さく、河川本流や水田内まで移動することは少ない。流れの
緩やかな泥底を好むが、汚濁の進んだ環境では見られない。繁殖期は 5～7 月と推定される。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

水田の乾田化や、水路のコンクリート護岸化などによって生息地が著しく減少したと考えられる。
現在はごく限られた地域の水田地帯でのみ確認されている。 

 

【保全上の留意点】 

水田水路のコンクリート三面護岸化による流速の増大と底質の変化、越冬場所となる深みの埋め
立て、抽水植物帯の消失、生息地周辺の宅地開発による水質悪化などが、直接的に生息環境を失わ
せる原因となる。飼育下での系統保存技術は確立されておらず、野生生息地の保護以外に現状では
保全方法が無い。 

 

【特記事項】 

琵琶湖水系の個体群とは遺伝的に分化しており、琵琶湖産アユの放流などに付随する琵琶湖産デ
メモロコの侵入は遺伝的撹乱の原因となる。伊勢湾周辺の個体群のうち、三重県では中村（1969）
において川越村（現川越町）で確認されたと記述があるが、その後の記録はすでに途絶えており、
岐阜県内でも岐阜・西濃地域に生息地が点在するのみである。 

 

【引用文献】 
細谷和海, 2013. コイ科. 日本産魚類検索 全種の同定 第三版, pp.308-327, 1813-1819. 東海大学出版会, 神奈川. 

中村守純, 1964. 日本のコイ科魚類, 455pp. 資源科学研究所, 東京. 

 

【関連文献】 
細谷和海, 2001. デメモロコ. 山渓カラー名鑑 日本の淡水魚 第三版, p.320. 山と渓谷社, 東京. 

（執筆者 向井貴彦） 
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汽水・淡水魚類 ＜スズキ目 ハゼ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＡ類 （国：絶滅危惧ⅠＢ類） 

PISCES ＜PERCIFORMES GOBIIDAE＞ AICHI：CR （JAPAN：EN） 

キセルハゼ Gymnogobius cylindricus (Tomiyama) 

 

【選定理由】 

愛知県内における生息地は極めて局地的であり、干潟の埋め立てや浚渫、護岸工事などの開発の
影響を受ける危険性が高い。 

 

【形 態】 

体長約 6cm。頭は縦扁、体後部は側扁し、体は細長い。上顎後端は前鰓蓋骨後縁付近まで達し、
上顎が下顎より前方に突出する。生時の頭と体は褐色で、体の下部 1/3 は黄色、腹部は白色。頭と体
は下部を除き、大小不定形の暗色斑が密在する。背鰭と尾鰭上部 2/3 の鰭条に褐色の明瞭な斑点があ
るが、臀鰭と胸鰭、腹鰭に目立った斑点はない（荒尾, 2008）。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 
三河湾に流入する河川の河口干潟。 

 

【国内の分布】 

愛知県から九州。 

 

【世界の分布】 
日本固有種。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
河口干潟や前浜干潟に生息する。軟泥底に掘られたニホンスナモグリやアナジャコの生息孔内に

生息すると考えられている（鈴木, 2003；鈴木ほか, 2006）。愛知県でもアナジャコのものと思われ
る生息孔（密度約 92 孔/㎡）がみられる砂泥底（シルト 21％、細砂 36％、中砂 25%、粗砂 9％、細
礫 9％）で採集されている（荒尾, 2008）。産卵期は冬季と考えられている（鈴木, 2003）。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

愛知県内における生息地は極めて局地的である。生息地では土砂の流入や河川流路、底質の変化
がみられる。 

 

【保全上の留意点】 

干潟の埋め立てや浚渫、護岸工事は直接的に生息環境が消滅する原因となる。また、水質汚染、
底質の有機汚染、土砂の流入による底質の変化などにも留意する必要がある。 

 

【特記事項】 

愛知県の生息地は分布東限に当たり、生物地理学的に貴重である。 

 

【引用文献】 
荒尾一樹, 2008. 三河湾から得られたキセルハゼ. 日本生物地理学会会報, 63: 173-175. 

鈴木寿之, 2003. キセルハゼ. 環境省自然保護局野生生物課（編）, pp.74-75. 改訂・絶滅のおそれのある野生生物-レッドデー
タブック-4 汽水・淡水魚類. 自然環境研究センター, 東京. 

鈴木寿之・吉郷英範・野元彰人・淀 真理・中島 淳・松井誠一, 2006. 絶滅危惧種キセルハゼの形態, 生息状況および分布. 日

本生物地理学会会報, 61: 125-134. 

 

【関連文献】 
荒尾一樹・鈴木陽介・北野 忠, 2009. 東海地方におけるハゼ科ウキゴリ属魚類 4 種の分布の現状. 2009 年度日本魚類学会年

会講演要旨: 83. 

荒尾一樹・山上将史・大仲知樹, 2007. 愛知県の河口域魚類. 豊橋市自然史博研報, (17): 29-40. 

乾 隆帝・中島 淳・江口勝久・中谷裕也・兼頭 淳・鬼倉徳雄, 2007. 伊勢湾における絶滅危惧種キセルハゼの採集記録. 魚類

学雑誌, 54: 242-243. 

Stevenson, D. E., 2002. Systematics and distribution of fishes of the Asian goby genera Chaenogobius and Gymnogobius 

(Osteichthyes: Perciformes: Gobiidae), with the description of a new species. Species Diversity, 7: 251-312. 

鈴木寿之・増田 修, 1993. 兵庫県で再発見されたキセルハゼと分布上興味あるハゼ科魚類 4 種. 伊豆海洋公園通信, 4(11): 2-6. 

鈴木陽介・荒尾一樹・北野 忠, 2009. 東海地方におけるハゼ科ウキゴリ属魚類 4 種の生息環境 − 底質粒径との関わり− . 2009

年度日本魚類学会年会講演要旨: 82. 

（執筆者 荒尾一樹） 
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汽水・淡水魚類 ＜スズキ目 ハゼ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＡ類 （国：準絶滅危惧） 

PISCES ＜PERCIFORMES GOBIIDAE＞ AICHI：CR （JAPAN：NT） 

トウカイヨシノボリ Rhinogobius sp. TO 

 

【選定理由】 

愛知県内における生息地は著しく減少しており、個々の生息地は分断されて局所的である。いず
れの個体群も、開発による生息地の消滅、外来魚による捕食、近縁種の侵入による交雑といったリ
スクにさらされており、絶滅の危険性が極めて高い。 

 

【形 態】 

体長約 4cm。小型のハゼ科魚類で、前鰓蓋管が無いことで他の日本産ヨシノボリ属魚類と区別さ
れる。体色は褐色でやや不定型な斑紋があり、雄の喉部は橙色になる。成熟した雄の第 1 背鰭は伸
張しない（鈴木・坂本, 2005）。 

 

【分布の概要】 

【県内の分布】 

犬山市、名古屋市、長久手市、日進市、西尾市で確認。 

【国内の分布】 

伊勢湾周辺地域のみ。 

【世界の分布】 

日本固有種。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 

ため池やそれにつながる水路、水田地帯の河川に生息する。水路や河川の場合は、非灌漑期に水
が枯れることのない流れの緩やかな泥底を好むが、汚濁の進んだ環境では見られない。ため池の場
合は、山間地や丘陵地に作られた池などに見られる。繁殖期は 4～6 月頃と推定される。 

仔稚魚は流れの無い場所で浮遊生活を送り、海に下ることはない（Tsunagawa et al., 2010）。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

本種は濃尾平野から岡崎平野を中心に分布し、豊川市のため池を分布東限としていたが、豊川市
の生息地は 2000 年代に埋め立てられて消失した。また、オオクチバスの生息するため池では激減、
もしくは絶滅するため、釣り目的のオオクチバスの放流によって多くの生息地が失われたと考えら
れる。形態と mtDNA の比較から、侵入した近縁種（他地域産のトウヨシノボリ、シマヒレヨシノ
ボリ、ビワヨシノボリ）と雑種化して絶滅したと考えられる地点が犬山市、名古屋市、豊田市に見
られることから、アユやコイ、ヘラブナの放流に混じって侵入したヨシノボリ類との交雑も減少要
因になっている。 

名古屋市内にも生息地があるために、都市化しても生き残るように誤解されている可能性もある
が、いずれの生息地も孤立しており、周辺は宅地開発が進み、オオクチバスや近畿地方から侵入し
たヨシノボリ類の生息地が周辺に広がるため、現在残された生息地は危機的状況にさらされている。 

 

【保全上の留意点】 

水田水路の三面コンクリート護岸化やため池の埋立てによる生息地全体の改変は避ける。その上
で、捕食性外来魚（オオクチバス・ブルーギル）、交雑可能な近縁種（トウヨシノボリ等）の侵入を
避けるため、そうした外来種の混入する可能性のあるアユ、コイ、フナなどの放流を防止する必要
がある。 

 

【特記事項】 

本種は 2005 年まで他種と区別されてこなかったが、ウシモツゴとともに東海地方の里山環境を特
徴づける淡水魚である。 

 

【引用文献】 
鈴木寿之・坂本勝一, 2005. 岐阜県と愛知県で採集されたトウカイヨシノボリ（新称）. 日本生物地理学会会報, 60: 13-20. 

Tsunagawa, T., T. Suzuki and T. Arai, 2010. Otolith Sr : Ca ratios of freshwater goby Rhinogobius sp. TO indicating 

absence of sea migrating traits. Ichthyol. Res., 57: 319-322. 

【関連文献】 
向井貴彦・平嶋健太郎・古橋 芽・古田莉奈・淀 太我・中西尚文, 2012. 三重県鈴鹿市南部のため池群におけるヨシノボリ類

の分布と種間交雑. 日本生物地理学会会報, 67: 15-24. 

鈴木寿之・向井貴彦, 2010. シマヒレヨシノボリとトウカイヨシノボリ：池沼性ヨシノボリ類の特徴と生息状況. 魚類学雑誌, 

57: 176-179. 

（執筆者 向井貴彦） 
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汽水・淡水魚類 ＜ウナギ目 ウナギ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＢ類 （国：絶滅危惧ⅠＢ類） 

PISCES ＜ANGUILLIFORMES ANGUILLIDAE＞ AICHI：EN （JAPAN：EN） 

ニホンウナギ Anguilla japonica Temminck et Schlegel 

 

【選定理由】 

県内各地で生息が確認されているが、仔稚魚来遊数の減少、生息環境の悪化等により、急激な減
少傾向にある。 

 

【形 態】 

体長約 100cm。体形は、仔魚期は葉形。シラスウナギに変態すると成魚と同様の細長い円筒形と
なる。体表面に鱗はなく、皮膚下に微細な鱗を持つ。背鰭、尾鰭、臀鰭は繋がっており、一体とな
っている。通常の体色は、背側は暗色、腹面は白色。産卵に向かう下りウナギの体色は、背側と胸
鰭が黒く、腹側は銀白色となる。仔魚からシラスウナギはほぼ無色透明。 

 

【分布の概要】 
 【県内の分布】 

県内各地。 

【国内の分布】 

北海道から沖縄県。 

【世界の分布】 

日本、中国、朝鮮半島、台湾。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
グアム島西方の西マリアナ海嶺南部で産卵するとされ（Tsukamoto et al., 2011）、孵化した仔魚は

葉形幼生（レプトケファルス）として黒潮に乗り日本近海へ来遊する。シラスウナギへ変態後、汽
水域の砂泥底の砂中ならびに堆積物の陰で生活する。成長すると河川の源流域から沿岸域の砂礫～
礫底の場所に生息する。夜行性で、昼間は流木や石の下、ヨシの根塊や抽水植物の陰などに潜み、
肉食で甲殻類や小型の魚類を捕食する。 

【現在の生息状況／減少の要因】 

県内各地で生息が確認されているが、河川構造物による遡上ならびに産卵回遊の阻害、河川改修
等によるヨシ群落をはじめとする抽水植物帯の消失、転石の埋没等により、生息環境の悪化が見ら
れる。また、来遊数が激減しているシラスウナギの大量捕獲ならびに、遊漁者による産卵に寄与す
る成魚の捕獲などにより、過剰な捕獲圧が生じている。 

【保全上の留意点】 

産卵場所、産卵回遊行動を含む繁殖生態を解明し、産卵環境ならびに仔稚魚の生育環境の保全、
密漁への対策強化、遊漁の国際的な規制を含む、シラスウナギの捕獲圧の軽減と親魚の保護が急務
である。また、河川全域におけるヨシ群落や転石等、身を隠すことのできる多様な物理的環境と豊
富な餌生物の存在が重要である。 

【特記事項】 

2012 年より、愛知県は総合的なうなぎ資源保護対策として「下りうなぎ」の漁獲自粛要請、シラ
スウナギの採捕許可期間の縮減を実施している。2014 年、国際的な資源保護・管理に係る政府間協
議により、養殖業者の池入れ量を制限することで共同声明が発出されている（水産庁, 2014）。 

現在の養鰻業は天然のシラスウナギを採捕し畜養することで成り立っており、完全養殖には成功
している（橋本ほか, 2010）が、大量生産技術が確立されておらず、流通の目処は立っていない。 

【引用文献】 
橋本 博・増田賢嗣・今泉 均, 2010. 完全養殖の達成と量産飼育への挑戦. 特集 ウナギ完全養殖達成. FRANEWS, 23: 12-15.

水産総合研究センター, 神奈川. 

水産庁, 2014. ウナギをめぐる状況と対策について. http://www.jfa.maff.go.jp/j/saibai/pdf/meguru.pdf（アクセス年月日：
2014 年 12 月 23 日） 

Tsukamoto, K., S. Chow, T. Otake, H. Kurogi, N. Mochioka, M. J. Miller, J. Aoyama, S. Kimura, S. Watanabe, T. 

Yoshinaga, A. Shinoda, M. Kuroki, M. Oya, T. Watanabe, K. Hata, S. Ijiri, Y. Kazeto, K. Nomura and H. Tanaka, 

2011. Oceanic spawning ecology of freshwater eels in the western North Pacific. Nat. Com., 2: 179. 

【関連文献】 
波戸岡清峰, 2013. ウナギ科. 日本産魚類検索 全種の同定 第三版, p.240, 1783. 東海大学出版会, 神奈川. 

望岡典隆, 2014. ニホンウナギ：現状と保全. シリーズ・日本の希少魚類の現状と課題. 魚類学雑誌, 61(1): 33-35. 

永井 貞, 2014. ニホンウナギ. 岡崎市の絶滅のおそれのある野生生物 レッドデータブックおかざき 2014, p.224. 岡崎市. 

多部田修, 1989. ウナギ. 山渓カラー名鑑 日本の淡水魚（川那部浩哉・水野信彦編）. p.47-49. 山と渓谷社, 東京. 

塚本勝巳, 2006. ウナギ回遊生態の解明. 日本水産学会誌, 72(3): 350-356. 日本水産学会. 

（執筆者 鳥居亮一） 
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汽水・淡水魚類 ＜コイ目 ドジョウ科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類 （国：情報不足） 

PISCES ＜CYPRINIFOMES COBITIDAE＞ AICHI：VU （JAPAN：DD） 

ドジョウ Misgurnus anguillicaudatus Cantor 

 

【選定理由】 

県内の平野を中心に生息が見られるが、水路のコンクリート護岸化を含む農業形態の変化などに
より、大部分の個体群で個体数が減少している。 

 

【形 態】 

体長約 15cm。雌の方が大きくなり、20cm に達する個体もある。体形は細長い円筒形。口には上
顎に 3 対、下顎に 2 対の計 5 対 10 本のひげがある。体色は灰褐色で、背面に不明瞭な斑紋を持つ。
腹面は淡色で斑紋がない。尾鰭と背鰭に褐色の小斑が散在し、尾鰭基部上角に小さな黒色斑がある。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

県内各地。 

 

【国内の分布】 

北海道から沖縄県。 

 

【世界の分布】 

ロシア、中国、朝鮮半島、台湾、ベトナム北部、ミャンマー。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
平野部を中心に、河川緩流域やワンド、水路、浅い池沼の泥底または砂泥底、水田、湿地に生息

する。冬季には水がない湿った土中で越冬する個体もある。雑食性で、主にユスリカ幼虫などの水
生昆虫を捕食する。産卵は夜間に行われ、産卵時には雄が雌に巻き付き、産卵・放精し、卵は泥上
にばらまかれる。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

県内の平野部に広く生息していたが、河川改修、圃場整備事業に伴う水路のコンクリート護岸化、
乾田化や転作に伴う水路の干上がり、農薬散布により激減した。落差工など構造物による繁殖に伴
う移動の阻害も大きく影響していると考えられる。また、県内各地において外来種のカラドジョウ
が確認されており、競争や置き換わりなどの影響が懸念される。 

 

【保全上の留意点】 

水田地帯における水路の干上がり防止策ならびに、河川と水路、水田の水域のつながりを復元さ
せ、生息ならびに繁殖に伴う移動を妨げない対策が必要である。また、釣具店やペットショップ等
でカラドジョウや他地域産のドジョウ類が販売されており、それらの野外への放流防止が重要であ
る。 

 

【特記事項】 

ドジョウは昔から食用とされる。かつては冬季、水涸れした水路において、スコップで土中の本
種を採集するドジョウ掘りの光景が各地で見られたが、現在ではほとんど見られなくなった。 

 

【関連文献】 
細谷和海, 2013. ドジョウ科. 日本産魚類検索 全種の同定 第三版, pp. 328-334. 東海大学出版会, 神奈川. 

清水孝昭, 2014. ドジョウ：資源利用と撹乱. シリーズ・日本の希少魚類の現状と課題. 魚類学雑誌, 61(1): 36-40. 

斉藤憲治, 1989. ドジョウ. 山渓カラー名鑑 日本の淡水魚（川那部浩哉・水野信彦編）. pp.382-385. 山と渓谷社, 東京. 

谷口義則, 2012. カラドジョウ. STOP！移入種 守ろう！あいちの生態系～愛知県移入種対策ハンドブック～, p.81. 愛知県
環境部自然環境課, 名古屋. 

（執筆者 鳥居亮一） 
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汽水・淡水魚類 ＜コイ目 ドジョウ科＞ 愛知県：絶滅危惧 II 類 （国：リスト外） 

PISCES ＜CYPRINIFORMES COBITIDAE＞ AICHI：VU （JAPAN：－） 

ニシシマドジョウ Cobitis sp. BIWAE type B 

 
【選定理由】 

河川の直線化、コンクリート護岸化等による緩流部の喪失、砂礫底の減少、移動を妨げる落差工
の構築、産卵適地となる細流の消失により生息数が著しく減少している。 

 

【形 態】 
体長約 10cm。口ひげは 6 本。体側の斑紋は点列のものが多いが、直線上の斑紋をもつ個体もいる。

雄の二次性徴として胸鰭基部の骨質板が細長いくちばし状になり、この点でスジシマドジョウ類と
の識別が可能である。尾鰭基部の斑紋なども区別点となる。また、雄の胸鰭は雌よりも長い。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

庄内川水系、矢作川水系、豊川水系等。 

 

【国内の分布】 

東海、北陸、山陰地方。 

 

【世界の分布】 

日本固有種。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
河川の中・下流部の砂礫底を好み、特に平瀬、淵の砂底を好む。砂によく潜り、砂中で越冬する。

砂を吸い込み、含まれる底生藻類、小型水生昆虫等をこし取り食べる。仔稚魚は浅い砂泥底に生息
することが多く、原生動物や藻類などを餌とする。産卵期は 4～6 月で、砂礫底に生える水生植物の
根や茎に着卵される。卵の直径は 2mm、卵黄は白色で粘着性がある。受精後 2～3 日で孵化する。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 
庄内川水系、矢作川水系、豊川水系等に生息しているが、生息地点、生息個体数ともに多くはな

い。河川の直線化による緩流部の喪失による砂底あるいは砂礫底の減少、水質悪化、本流からの産
卵のために遡上できる細流の消失等により生息適地が減少している。 

 

【保全上の留意点】 
本種の生息に必要な砂礫河床を保全する必要がある。河川工事においては、事後に砂礫が河床に

滞留するよう緩流部を設けること、産卵時期の上流への移動を妨げる落差工等に魚道を設けるなど
の工夫が必要である。 

 

【特記事項】 
中島ほか（2012）によってシマドジョウ類は細分され、中部地方の種はニシシマドジョウの和名

が提唱された。 

 

【関連文献】 
君塚芳輝, 1989. シマドジョウ. 日本の淡水魚（川那部浩哉・水野信彦編）. pp. 392-393, 山と渓谷社, 東京. 

中島 淳・洲澤 譲・清水孝昭・斉藤憲治, 2012. 日本産シマドジョウ属魚類の標準和名の提唱. 魚類学雑誌, 59: 86-95. 

 

（執筆者 谷口義則） 
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汽水・淡水魚類 ＜キュウリウオ目 シラウオ科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類 （国：リスト外） 

PISCES ＜OSMERIFORMES SALANGIDAE＞ AICHI：VU （JAPAN：－） 

シラウオ Salangichthys microdon (Bleeker) 

 

【選定理由】 

汽水域の水質悪化、河口干潟の埋め立てや浚渫といった開発により、個体数が急激に減少してい
る。 

 

【形 態】 

体長約 8cm。脂鰭があり、体は細長い。体の大部分で鱗がない（雌；無鱗、雄；臀鰭基底のみに
16～18 枚の鱗がある）。吻が長く口蓋骨歯があり、下顎は上顎より前に出る。下顎歯数 16～25。胸
鰭の条数は 13～19 で、胸鰭は大きく胸鰭基底上端は目に達する（細谷, 2013）。生時の体色は、透
明で小黒点が咽から肛門までにかけての腹面に 2 列ある。また、小黒点が、両顎の先端、鰓孔の後
縁、尾鰭の鰭条、胸鰭第 1 鰭条に沿ってある。死後は白色になる（宮内・千田, 2001）。 

 

【分布の概要】 

【県内の分布】 

境川、矢作川、豊川などの河口。油ヶ淵。 

 

【国内の分布】 

北海道から九州。 

 

【世界の分布】 

日本、朝鮮半島、サハリン。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 

生まれて１年以内に（産卵して）死ぬ「年魚」である。主に汽水域に生息し、産卵期の 2～5 月に
河川に遡上し、砂底で 1 回産卵する。遡上期では、雌雄の離合集散が非常に顕著で、10～15 日の短
期間で行われている（堀田・田村, 1954）。動物プランクトンやイサザアミなどを食べる（宮内・千
田, 2001）。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

矢作川や豊川などの河口、汽水湖である油ヶ淵等、県内の限られた水域に生息しているのみであ
る。産卵場所である河口域の砂底の減少や、赤潮や青潮などの水質悪化で、大部分の個体群で個体
数が減少している。また、集中豪雨などの自然災害でも大きな影響を受ける。 

 

【保全上の留意点】 

産卵環境として砂底を好むことから産卵期前後に河川干潟の埋め立てや浚渫などの撹乱を行わな
いことや、砂底から泥底に変化させない工夫が必要である。また、生息地の水質改善を行う必要が
ある。 

 

【特記事項】 

愛知県内では、河口での刺し網によるシラウオ漁が、永録年間（1558～1568）から行われている
（堀田・田村, 1954）。また、碧南市によると汽水湖である油ヶ淵からも採集記録がある。シラウオ
は名前のよく似ているシロウオと混同されるが、シロウオはスズキ目ハゼ科の魚類である。愛知県
ではシロウオは確認されていない。 

 

【引用文献】 
宮内康子・千田哲資, 2001. シラウオ. 山渓カラー名鑑改訂版 日本の淡水魚（川那部浩哉・水野信彦編）, pp.82-83. 山と溪

谷社, 東京. 

堀田秀行・田村正, 1954. シラウオ（Salangichthys microdon BLEEKER）の生態について. 北海道大學水産學部研究彙報
5(1): 41-46. 

細谷和海, 2013. シラウオ科. 日本産魚類検索 全種の同定 第三版（中坊徹次編）, p.361. 東海大学出版会, 神奈川. 

 

【関連文献】 
木村昭一, 1993. 東三河地方の淡水魚類相. 三河の野生動物 2: 1-12. 

碧南海浜水族館, 1993. 矢作川河口における魚類および甲殻類（十脚目）生息調査. 碧南海浜水族館・碧南市青少年海の科学

館年報 6: 14-26. 

梅村錞二, 2003. 矢作川水系産淡水魚類目録. 環境漁協宣言－矢作川漁協 100 年史, pp.ⅰ-ⅻ. 風媒社, 愛知. 

（執筆者 浅香智也） 
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汽水・淡水魚類 ＜スズキ目 ハゼ科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類 （国：準絶滅危惧） 

PISCES ＜PERCIFORMES GOBIIDAE＞ AICHI：VU （JAPAN：NT） 

トビハゼ Periophthalmus modestus Cantor 

 

【選定理由】 

愛知県内における既知の生息地は数地点で、干潟の埋め立てや浚渫、護岸工事などの開発の影響
を受け、個体数が減少している。 

 

【形 態】 

体長約 8cm。頭と体は円筒形で、後方はやや側扁する。眼は上方に突出し、両眼の間隔は狭い。
第 1 背鰭は丸い。腹鰭は吸盤状で、後縁はくぼむ。胸鰭基部の筋肉は発達し、これを腕のように使
って泥干潟上を這い回る。体側に小さな黒色点が散在する。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 
伊勢湾、三河湾に流入する河川の河口干潟。 

 

【国内の分布】 

東京都から沖縄県。 

 

【世界の分布】 
日本、朝鮮半島、中国、台湾。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
内湾の湾奥や河川の河口域の泥底が発達した干潟に生息する。日中の干出時に泥干潟上で活動し、

索餌や求愛行動を行う。陸上では主に皮膚を用いて空気呼吸を行う。尾部を使って泥面や水面を飛
び跳ねて移動する。潮が満ちてくると水から逃げるように岸際の石や杭、湿生植物などに這い上が
って休息し、干潮を待つ。産卵期は 6～8 月で、雄は泥中に産卵巣をつくり、求愛ジャンプで雌を呼
ぶ。11～3 月の休止期には終日、泥底に掘った巣穴で過ごし、餌も食べない（岩田, 2001）。愛知県
内でも泥質の河口干潟で採集されている（荒尾ほか, 2007）。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

伊勢湾、三河湾の湾奥や河川の河口域の泥干潟に広く分布していたと考えられるが、干潟の埋め
立てや浚渫、護岸工事、河川改修による生息環境悪化に伴って生息地数、個体数ともに減少した。
愛知県内における既知の生息地は数地点で、採集される個体数も多くはない。また、コンクリート
護岸化されている生息地も多く、満潮時の休息場所となる岸辺の転石帯や植物帯がほとんどない生
息地もある。本種にとって良好な環境が保たれているとは考えにくく、適切な保護対策が必要であ
る。 

 

【保全上の留意点】 

生息場所となる泥干潟の保全、休息場所となる岸辺の転石帯や植物帯などの保全が必要である。 

 

【引用文献】 
荒尾一樹・山上将史・大仲知樹, 2007. 愛知県の河口域魚類. 豊橋市自然史博研報, (17): 29-40. 

岩田勝哉, 2001. トビハゼ. 川那部浩哉・水野信彦・細谷和海（編）, pp.642-643. 山渓カラー名鑑 日本の淡水魚 改訂版. 山
と渓谷社, 東京. 

 

【関連文献】 
鈴木寿之, 2010. トビハゼ. 環境省自然環境局野生生物課（編）, p.53. 改訂レッドリスト 付属説明資料 汽水・淡水魚類. 環

境省自然環境局野生生物課, 東京. 

（執筆者 荒尾一樹） 
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汽水・淡水魚類 ＜スズキ目 ハゼ科＞ 愛知県：絶滅危惧 II 類 （国：準絶滅危惧） 

PISCES ＜PERCIFORMES GOBIIDAE＞ AICHI：VU （JAPAN：NT） 

ヒモハゼ Eutaeniichthys gilli Jordan et Snyder 

 

【選定理由】 

愛知県内における既知の生息地は数地点で、干潟の埋め立てや浚渫、護岸工事などの開発の影響
を受け、個体数が減少している。 

 

【形 態】 

体長約 6cm。頭は小さく、体は細長い。吻は上唇を被う。第 2 背鰭起部より後方に臀鰭起部があ
る。第 2 背鰭基底長は臀鰭基底長より長い。体側中央に 1 黒色縦帯がある。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 
伊勢湾、三河湾に流入する河川の河口干潟。 

 

【国内の分布】 

青森県から沖縄県。 

 

【世界の分布】 
日本、朝鮮半島、渤海、黄海。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
河口干潟や前浜干潟に生息する。砂泥底や軟泥底に掘られたニホンスナモグリなどの小型甲殻類

の生息孔内に生息する（鈴木, 2010）。愛知県ではアナジャコのものと思われる生息孔がみられる砂
泥底で採集されている（荒尾, 2008；2010；荒尾ほか, 2007）。産卵期は九州西部で 5～8 月である。
8 月には底生に移った稚魚は成魚が生息する河口干潟でみられる（道津, 2014）。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

愛知県内における既知の生息地は数地点で、採集される個体数も多くはない。生息地では土砂の
流入や河川流路、底質の変化がみられる。 

 

【保全上の留意点】 

干潟の埋め立てや浚渫、護岸工事は直接的に生息環境を消滅する原因となる。本種は小型甲殻類
の生息孔内に生息するため、底質の有機汚染、土砂の流入による底質の変化などに留意し、小型甲
殻類を保全する必要がある。また、汽水環境の保全も重要である。 

 

【引用文献】 
荒尾一樹, 2008. 三河湾から得られたキセルハゼ. 日本生物地理学会会報, 63: 173-175. 

荒尾一樹, 2010. 矢作川下流域の魚類. 矢作川研究, (14): 45-55. 

荒尾一樹・山上将史・大仲知樹, 2007. 愛知県の河口域魚類. 豊橋市自然史博研報, (17): 29-40. 

道津喜衛, 2014. ヒモハゼ. 沖山宗雄（編）, pp.1253. 日本産 稚魚図鑑 第二版. 東海大学出版会, 神奈川. 

鈴木寿之, 2010. ヒモハゼ. 環境省自然環境局野生生物課（編）, p.54. 改訂レッドリスト 付属説明資料 汽水・淡水魚類. 環
境省自然環境局野生生物課, 東京. 

（執筆者 荒尾一樹） 
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汽水・淡水魚類 ＜スズキ目 ハゼ科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類 （国：－） 

PISCES ＜PERCIFORMES GOBIIDAE＞ AICHI：VU （JAPAN：－） 

ボウズハゼ Sicyopterus japonicas (Tanaka) 

 

【選定理由】 

愛知県内において生息は確認されているが、生息に適した環境および個体数が減少傾向にあると
推察される。 

 

【形 態】 

体長約 15cm。吻端より頭部にかけて丸く突出し、口は腹面に開く。上唇側面の中央付近に切れ込
みがある。背鰭は２基で、オスの第一背鰭は伸長する。腹鰭は吸盤状。体の色は緑色を帯びた黄褐
色で、十数本の暗色横帯があり、体中央部では V 字状になる。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 
 矢作川水系、豊川水系、渥美半島。 

 

【国内の分布】 

 福島県から琉球列島。 

 

【世界の分布】 
 日本、台湾。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 

一般的には流程の短い河川中・上流域に生息する。石の表面の付着藻類を独特の形状の口器を使
って削り取るようにして食べる。産卵期は夏で、石の裏に卵を産みつけ、孵化するまで雄が保護を
する。卵は他のハゼ類に比べて非常に小さく 0.4mm 程度で、産み付けられる一卵塊の数は多いもの
で 20 万粒を超える（Yamasaki et al., 2011）。孵化後の仔魚はただちに海に流下し、海域で全長 25

～30mm ほどに成長した後、翌年の春に河川へと遡上する。河川内では、縄張りを持つほか、同じ
付着藻類食のアユと競争することもある。和歌山県太田川では 7 歳の個体が確認されている（Iida et 

al., 2013）。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

矢作川水系、豊川水系、渥美半島では確認されているがその数は多くなく、産卵についても未確
認である。主な減少要因としては、生息地の消失や改変が挙げられる。ボウズハゼは付着藻類を専
食することから、河川の富栄養化や河川改修の際に発生するシルトの堆積は致命的な問題といえる。
また、河川の流量変化、流下する土砂の減少等による河川内の環境変化も長期的に見た場合、減少
要因となりうる。 

 

【保全上の留意点】 

海と川を行き来する両側回遊魚であるため、移動の妨げとなる河川内に設置された堰や落差工な
どの横断工作物には魚道の設置が望ましい。また、採餌場所や産卵場所として、浮石の多い瀬を必
要とするため、様々な大きさを取り混ぜた石礫の設置等の配慮が必要である。ただし、人工的に配
置した石や隠れ場所は、その機能を維持するために定期的なメンテナンスを計画段階から想定する
ことが重要である。両側回遊魚、藻類食、小卵など繁殖・育成面に課題が多いため、生息域外保全
は現段階において不可能に近い。 

【特記事項】 

ボウズハゼの名前の由来は、「藻類を食べることを精進料理に例えて」、「丸い頭部が坊主頭を連
想させる」等にちなむと言われている。 

 

【引用文献】 
.Yamasaki, N., M. Kondo, K. Maeda, K. Tachihara, 2011. Reproductive biology of three amphidromous gobies, 

Sicyopterus japonicas, Awaous melanocephalus, and Stenogobius sp., on Okinawa Island. Cybium, 35: 345-359. 

Iida, M., S. Watanabe, K. Tsukamoto, 2013. Riverine life history of the amphidromous goby Sicyopterus japonicas 

(Gobiidae: Sicydiinae) in the Ota River, Wakayama, Japan. Env Biol Fishes 96: 645-660.  

【関連文献】 
明仁・坂本勝一・池田祐二・藍澤正宏, 2013. ハゼ科. 日本産魚類検索 全種の同定 第三版, pp1361-1541, 2114-2166. 東海大

学出版会, 神奈川. 

福井正二郎, 2001. ボウズハゼ. 山渓カラー名鑑 日本の淡水魚 第三版, pp.638-641. 山と渓谷社, 東京. 

（執筆者 地村佳純） 

http://kasenseitai.nilim.go.jp/index.php/%E7%9F%B3
http://kasenseitai.nilim.go.jp/index.php/%E7%9F%B3
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汽水・淡水魚類 ＜スズキ目 ハゼ科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類 （国：絶滅危惧Ⅱ類） 

PISCES ＜PERCIFORMES GOBIIDAE＞ AICHI：VU （JAPAN：VU） 

マサゴハゼ Pseudogobius masago (Tomiyama) 

 

【選定理由】 

愛知県内では複数の河口干潟、それに連なる前浜干潟に生息しているが、干潟の埋め立てや浚渫、
護岸工事などの開発の影響を受け、多くの個体群で個体数が減少している。 

 

【形 態】 

体長約 2.5cm。体は細長く、体高は低い。吻端は丸く突出し、上唇をわずかに被う。尾鰭後縁は
丸い。尾鰭基部にくさび形の黒色斑がある。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 
 伊勢湾、三河湾に流入する河川の河口干潟、前浜干潟。 

 

【国内の分布】 

 宮城県から沖縄県。 

 

【世界の分布】 
 日本、朝鮮半島、台湾。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
河口干潟や塩水湿地の軟泥底や砂泥底に生息する。愛知県内でも泥質の河口干潟、それに連なる

前浜干潟を流れる水路や浅い水たまりで採集されている（荒尾ほか, 2007）。産卵期は九州西岸では
5～6 月（道津, 2014）、岐阜県揖斐川では 6～8 月（伊藤・向井, 2007）と考えられている。産卵は
アナジャコなどの小型甲殻類の生息孔内で行うことが示唆されている（伊藤・向井, 2007）。7～9 月
には成魚が生息する河口汽水域で着底した稚魚がみられる（道津, 2014）。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

 愛知県内では複数の河口干潟、それに連なる前浜干潟に生息しているが、採集される個体数は多
くない。干潟の埋め立てや護岸工事、河川改修、土砂流入、水質汚染、底質の変化などにより大部
分の個体群で個体数が減少している。 

 

【保全上の留意点】 

 干潟の埋め立てや浚渫、護岸工事は直接的に生息環境を消滅する原因となる。護岸工事や河川改
修を行う際には、水質汚染、底質の有機汚染、土砂の流入による底質の変化などに留意する必要が
ある。また、汽水域の保全、小型甲殻類の保全も重要である。 

 

【引用文献】 
荒尾一樹・山上将史・大仲知樹, 2007. 愛知県の河口域魚類. 豊橋市自然史博研報, (17): 29-40. 

道津喜衛, 2014. マサゴハゼ. 沖山宗雄（編）, pp.1301. 日本産 稚魚図鑑 第二版. 東海大学出版会, 神奈川. 

伊藤 亮・向井貴彦, 2007. 三重県揖斐川下流域におけるマサゴハゼの生活史. 南紀生物, 49(2): 103-107. 

 

【関連文献】 
鈴木寿之, 2010. マサゴハゼ. 環境省自然環境局野生生物課（編）, p.48. 改訂レッドリスト 付属説明資料 汽水・淡水魚類．

環境省自然環境局野生生物課, 東京. 

（執筆者 荒尾一樹） 
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汽水・淡水魚類 ＜コイ目 コイ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：絶滅危惧Ⅱ類） 

PISCES ＜CYPRINIFORMES CYPRINIDAE＞ AICHI：NT （JAPAN：VU） 

ゼゼラ Biwia zezera (Ishikawa) 

 
【選定理由】 

生息に適する環境（砂および泥底の淀み）、産卵基質となる水生植物根、仔稚魚の生育に必要な河
原の一時的水域等の生息地が激減しており、個体群が減少傾向にある。 

 

【形 態】 
体長約 10cm。細長く、前部がやや縦扁し後部が側扁する灰白色の体色の底生魚。体側には完全な

側線を持ち、瞳と同大程度の円形の暗色斑が縦に並ぶ。口は小さく、吻端の下方に開き、吻は全体
的に短く丸い。口ひげはなく、唇はなめらか。眼は高い位置にある。雄では紫黒色の婚姻色が全身
に現れ、胸鰭前縁に追星が出る。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 
木曽川水系、庄内川水系、矢作川水系など。 

 
【国内の分布】 
愛知県から九州。 

 
【世界の分布】 
日本固有種。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
河川下流域、平野部の湖沼の流れの少ない淀みにある砂および泥底を主に生活の場とする（中村, 

1984）。口が小さく、底生藻類、小型の底生動物、プランクトン、沈殿した有機物などを摂食する。
4～7 月に産卵し、川岸の水生植物根に粘着卵を固着させる。卵塊を雄親が保護する。雌雄ともに 1 歳
で成熟し産卵後死ぬ。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 
木曽川水系、庄内川水系、矢作川水系の下流域の流れの少ない淀みに生息しているが、県内全域

において環境悪化や破壊により減少傾向にあると見られる。分布の中心にある関西方面では地域個
体群の多くが消滅の危機にあると見られる。 

 

【保全上の留意点】 
水質汚濁の防止に努める。典型的な底生魚であるため、底質の変化に弱い。川底の腐植質（主に

分解された植物成分）も餌とすることから、健全な砂泥質の維持に留意する必要がある。  

 

【特記事項】 
琵琶湖水系からの個体の移入による遺伝的撹乱が生じている可能性がある。北陸、関東地方およ

び新潟県に移殖による分布が見られる。 
 

【引用文献】 
中村守純, 1984. ゼゼラ. 原色淡水魚類検索図鑑, p.169. 北隆館, 東京. 

 

【関連文献】 
堀川まりな・向井貴彦, 2007. 濃尾平野におけるゼゼラのミトコンドリア DNA 二型の分布. 日本生物地理学会会報, 62: 

29-34. 

細谷和海, 2002. ゼゼラ. 山渓カラー名鑑. 日本の淡水魚（第 3 版）, p.317. 山と渓谷社, 東京. 

川瀬成吾・乾 隆帝・鬼倉徳雄・細谷和海, 2011. ゼゼラの繁殖生態に関する知見. 魚類学雑誌, 58(2): 207-209. 

（執筆者 谷口義則） 
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汽水・淡水魚類 ＜コイ目 コイ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：リスト外） 

PISCES ＜CYPRINIFORMES CYPRINIDAE＞ AICHI：NT （JAPAN：－） 

イトモロコ Squalidus gracilis gracilis (Temminck et Schlegel) 

 

【選定理由】 

愛知県内における生息地は減少傾向にあり、一部の河川で採れる程度である。生息域周辺の開発
及び捕食性外来魚の侵入による影響を受けやすい。 

 

【形 態】 

体長約 5cm。タモロコに類似したやや細長い体型の淡水魚である。体は淡茶褐色で、側線鱗は他
の鱗に比べて背腹に長く、その数は 33～36 である。側線の上下には暗色斑があり、これが連なり全
体として 1 本の黒色縦条をなす。体の背面には網目状の暗色斑が見られる。同じスゴモロコ属のデ
メモロコやコウライモロコと比べて、体は太短く頭部の背縁が盛り上がる。口ひげは長く、その長
さは瞳の径を越える。成熟した雄では顆粒状の追星が胸鰭にあらわれるが、婚姻色は目立たない。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 
木曽川水系、庄内川水系、矢作川水系、豊川水系。 

 

【国内の分布】 

愛知県以西の本州、四国、九州（細谷, 2013）。 

 

【世界の分布】 

日本固有亜種。 
 

【生息地の環境／生態的特性】 
川の中・下流域や、水路の流れの緩やかな砂底・砂礫底を好む。産卵期は 5～6 月で、砂泥底に産

卵する。卵は直径約 1mm の弱い粘着卵で、4～5 日で孵化する。孵化直後の仔魚は全長約 2.6 mm、
約 1 週間で卵黄を吸収する。満 1 年で成熟するとされる（細谷, 2001）。転石や流木等、隠れ場所の
多い環境を好み、川底近くを群泳する。雑食性で底生動物や付着藻類等を食べる。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

木曽川水系、庄内川水系、矢作川水系、豊川水系に生息しているが、県内での詳細な分布状況は
不明。河川内のよどみや水路などを主な生息場所としていると思われるが、類似種も多いため正確
な採集例は多くない。河川改修および生息域周辺の開発に伴う環境の悪化や水質汚濁、オオクチバ
ス（ブラックバス）やブルーギルなど捕食性の外来魚の増加など複合的な要因が影響していると思
われる。 

 

【保全上の留意点】 

水路の三面コンクリート護岸化、生息地周辺の開発による水質および環境悪化が大きな要因と考
えられるため、生息域において改修を計画する場合は生活史を理解した上での施工が必要となる。
また、外来魚による食害も懸念材料であるため、無秩序放流の禁止を強く啓発していくことが重要
である。飼育下における繁殖技術に関する知見は乏しく、生息域外保全には解決すべき問題が山積
している。 

 

【特記事項】 

神奈川県、静岡県では移植放流による分布が確認されている（松沢・瀬能, 2008）。 

 
【引用文献】 
細谷和海, 2013. コイ科. 日本産魚類検索 全種の同定 第三版, pp.308-327, 1813-1819. 東海大学出版会, 神奈川. 

細谷和海, 2001. イトモロコ. 山渓カラー名鑑 日本の淡水魚 第三版, p.321. 山と渓谷社, 東京. 

松沢陽士・瀬能 宏, 2008. イトモロコ. 日本の外来魚ガイド. 初版, p130. 文一総合出版, 東京. 

（執筆者 地村佳純） 
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汽水・淡水魚類 ＜スズキ目 カワアナゴ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：リスト外） 

PISCES ＜PERCIFORMES ELEOTRIDAE＞ AICHI：NT （JAPAN：－） 

カワアナゴ Eleotris oxycephala Temminck et Schlegel 

 

【選定理由】 

愛知県内における生息地は散見されるが、個体数が少なく、河川下流域における河川改修などの
影響を受けやすい。 

 

【形 態】 

体長約 25cm。大型のハゼの仲間。頭部は扁平、体はやや側扁した円筒形で、体形は一般的なハゼ
類に類似するが、腹鰭は 2 つに分かれ、吸盤状にならない。胸鰭の基部に黒色斑が 2 つある。通常
の体色は灰色もしくは暗色で、背面が明色になることが多いが、体色は変異が大きく、同一個体で
あっても、環境ならびに状況により大きく変化する。体色が明色時、頭部下面に小白色斑が散在す
る。日本国内に分布するカワアナゴ属は本種を含め、オカメハゼ、チチブモドキ、テンジクカワア
ナゴの 4 種が存在し、いずれも酷似しているが、頬にある頭部孔器配列の違いが同定の重要な要素
であり、この 4 種を区別する上で最も明瞭な特徴となっている（明仁親王, 1967）。 

 

【分布の概要】 
 【県内の分布】 

庄内川水系、天白川水系、矢作川水系、豊川水系、油ヶ淵など。 

 

【国内の分布】 

栃木県・福井県以南の本州・四国・九州。 

 

【世界の分布】 

日本、朝鮮半島、中国。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
主に河川下流域から汽水域の流れの緩やかな砂礫底の場所に生息する。昼間は流木や石の下、ヨ

シの根塊や抽水植物の陰などに潜み、夜間に甲殻類や小型の魚類等を捕食する。夏季に産卵し、仔
魚は海へ下り浮遊生活期を過ごした後、成長して河川を遡上するとされる。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

愛知県内におけるいずれの生息河川も確認地点は局所的で、少数個体の生息が確認されているに
すぎない。河川改修等によるヨシ群落をはじめとする抽水植物帯の消失、河川流路の単調化による
緩流域の消失ならびに転石の埋没などにより、生息環境の悪化が見られる。また、河川構造物によ
る遡上の阻害が考えられる。 

 

【保全上の留意点】 

産卵環境ならびに仔稚魚の生育環境の保全が必要である。また、遊泳力が高くないことから、河
川改修の際、流速の増大する河川流路の単調化には十分な配慮が必要である。河川下流域のヨシ群
落や転石等、身を隠すことのできる多様な物理的環境と豊富な餌生物の存在が重要である。 

 

【引用文献】 
明仁親王, 1967. 日本産ハゼ科魚類カワアナゴ属の 4 種について. 魚類学雑誌, 14(4/6): 135-166. 日本魚類学会. 

 

【関連文献】 
明仁・坂本勝一・池田祐二・藍澤正宏, 2013. カワアナゴ科. 日本産魚類検索 全種の同定 第三版, pp.1352-1358, 1557-1558.

東海大学出版会, 神奈川. 

荒尾一樹・山上将史・大仲知樹, 2007. 愛知県の河口域魚類. 豊橋市自然史博物館研究報告, (17): 29-40. 

道津喜衛・藤田矢郎, 1959. カワアナゴの生態・生活史. 長崎大学水産学部研究報告, 8: 191-195. 

碧南海浜水族館・碧南市青少年海の科学館, 1993. 矢作川河口における魚類および甲殻類（十脚類）生息調査. 碧南海浜水族
館・碧南市青少年海の科学館年報, (6): 14-26. 

岩田明久, 1989. カワアナゴ. 山渓カラー名鑑 日本の淡水魚（川那部浩哉・水野信彦編）. p.553. 山と渓谷社, 東京. 

鹿児島の自然を記録する会（編）, 2002. 川の生きもの図鑑 鹿児島の水辺から. 南方新社, 鹿児島. 

松尾敏生・高濱秀樹, 2001. 飼育条件下で観察されたカワアナゴの求愛産卵行動. 魚類学雑誌, 48(1): 53-57. 日本魚類学会. 

鈴木寿之・渋川浩一・矢野維幾, 2004. カワアナゴ. 決定版 日本のハゼ. p.30. 平凡社, 東京. 

栃木県なかがわ水遊園（監修）, 2010. とちぎの魚図鑑. 下野新聞社, 栃木. 

鳥居亮一・浅香智也, 2013. 志貴野橋から藤井堰（床固）の間に出現する淡水魚類と甲殻類十脚目について. 三河生物, 5: 39-49.

西三河野生生物研究会. 

（執筆者 鳥居亮一） 
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汽水・淡水魚類 ＜スズキ目 ハゼ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：絶滅危惧Ⅱ類） 

PISCES ＜PERCIFORMES GOBIIDAE＞ AICHI：NT （JAPAN：VU） 

エドハゼ Gymnogobius macrognathos (Bleeker) 

 

【選定理由】 

愛知県内における既知の生息地は数地点で、干潟の埋め立てや浚渫、護岸工事などの開発の影響
により生息地が減少している。 

 

【形 態】 

体長約 5cm。頭は縦扁、体後部は側扁する。上顎後端は眼の後縁を大きく越え、上顎より下顎が
やや突出する。生時の頭と体は褐色で、腹部は白色。体側には下部を除き、数本の不明瞭な暗色斑
がある。背鰭と尾鰭上部の鰭条に斑点があるが、臀鰭と胸鰭、腹鰭に目立った斑点はない。産卵期
が近づくと雌の第 1 背鰭後端に 1 暗色斑が出現し、臀鰭、腹鰭の縁辺部が黒くなる（鈴木, 2003）。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

伊勢湾、三河湾に流入する河川の河口干潟、前浜干潟。 

 

【国内の分布】 

宮城県から九州。 

 

【世界の分布】 

日本、ロシア沿岸州、渤海、黄海。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
河口干潟や前浜干潟、塩水湿地に生息する。砂泥底に掘られたニホンスナモグリやアナジャコな

どの小型甲殻類の生息孔内に生息する。愛知県内でもアナジャコのものと思われる生息孔がみられ
る砂泥底で採集されている（荒尾, 2008；2010, 荒尾ほか, 2007）。産卵も小型甲殻類の生息孔内で
行うと考えられており、産卵期は宮城県では 3 月下旬～5 月下旬、千葉県では 3～4 月と推定されて
いる（鈴木, 2003）。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

愛知県内における既知の生息地は数地点で、生息地では土砂の流入や河川流路の変化、底質の有
機汚濁がみられる。また、一部の生息地では釣り餌用にアナジャコなどの小型甲殻類が採集されて
いる。ポンプを使った小型甲殻類の採集は生息孔をも破壊することになり、生息に与える悪影響は
大きい。 

 

【保全上の留意点】 

干潟の埋め立てや浚渫、護岸工事は直接的に生息環境を消滅する原因となる。本種は還元層が形
成されていない砂泥底に生息するため（鈴木, 2003）、底質の有機汚染、土砂の流入による底質の変
化などに留意する必要がある。また、生息・産卵に必要な小型甲殻類の保全も重要である。 

 

【引用文献】 
荒尾一樹, 2008. 三河湾から得られたキセルハゼ. 日本生物地理学会会報, 63: 173-175. 

荒尾一樹, 2010. 矢作川下流域の魚類. 矢作川研究, (14): 45-55. 

荒尾一樹・山上将史・大仲知樹, 2007. 愛知県の河口域魚類. 豊橋市自然史博研報, (17): 29-40. 

鈴木寿之, 2003. エドハゼ. 環境省自然保護局野生生物課（編）, pp.136-137. 改訂・絶滅のおそれのある野生生物 -レッドデ
ータブック- 4 汽水・淡水魚類. 自然環境研究センター, 東京. 

 

【関連文献】 
荒尾一樹・鈴木陽介・北野 忠, 2009. 東海地方におけるハゼ科ウキゴリ属魚類 4 種の分布の現状. 2009 年度日本魚類学会年

会講演要旨: 83. 

Stevenson, D. E., 2002. Systematics and distribution of fishes of the Asian goby genera Chaenogobius and Gymnogobius 

(Osteichthyes: Perciformes: Gobiidae), with the description of a new species. Species Diversity, 7: 251-312. 

鈴木寿之・増田 修, 1993. 兵庫県で再発見されたキセルハゼと分布上興味あるハゼ科魚類 4 種. 伊豆海洋公園通信, 4(11): 2-6. 

鈴木陽介・荒尾一樹・北野 忠, 2009. 東海地方におけるハゼ科ウキゴリ属魚類 4 種の生息環境 − 底質粒径との関わり− . 2009

年度日本魚類学会年会講演要旨: 82. 

（執筆者 荒尾一樹） 
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汽水・淡水魚類 ＜スズキ目 ハゼ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：リスト外） 

PISCES ＜PERCIFORMES GOBIIDAE＞ AICHI：NT （JAPAN：－） 

オオヨシノボリ Rhinogobius fluviatilis Tanaka 

 

【選定理由】 

愛知県内のいくつかの河川で確認されているが、生息個体数が少ない。河川横断構造物の設置な
ど開発による生息環境の悪化が懸念される。 

 

【形 態】 

体長約 10cm。背鰭が 2 基あり、腹鰭の左右が癒合し吸盤状になったハゼ科の魚類。腹鰭には、膜
蓋がある（明仁ほか, 2013）。胸鰭軟条数が 19～22 本で、胸鰭基底には明瞭な黒色班がある。また、
尾鰭基底には明瞭な黒色横帯がある（水野, 2001）。標準和名に「オオ」を冠するものの、愛知県内
での本種の全長は、他のヨシノボリ属の全長に比べて目立って大きいわけではなく、ほぼ同じ大き
さである。稚魚や幼魚は、他のヨシノボリ属と酷似するため、正確に識別することは難しい。 

 

【分布の概要】 

【県内の分布】 

庄内川水系、矢作川水系、豊川水系、渥美半島などの河川。 

 

【国内の分布】 

北海道、琉球列島を除く日本全土。 

 

【世界の分布】 

日本固有種。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 

両側回遊性の魚類で、孵化した仔魚は、ただちに海に降りる。約 2 ヶ月間、海で過ごした後、川
に遡上する。河川の上流・中流域を主な生息地とし、急流を好む。雑食性で、小型水生昆虫や付着
藻類を好んで捕食する（水野, 2001）。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

愛知県内における主な生息域は、渥美半島の小河川であるが生息個体数は少ない。この地域では、
継続的に生息が認められるものの、それ以外の河川では稀である。本種生息の阻害要因には、遡上
の妨げとなる河川横断構造物による河川の分断化が考えられる。また、外洋に面する小河川では、
河川の水がすべて砂浜に浸透してしまうことで、河口閉塞が生じ、海域と分断される事例もある。 

 

【保全上の留意点】 

保全計画を講ずる際の基礎情報として、分布状況の把握が必要である。また、河口と河川、河川
下流域から上流域のつながりを確保することが重要である。 

 

【引用文献】 
水野信彦, 2001. オオヨシノボリ. 山渓カラー名鑑改訂版 日本の淡水魚（川那部浩哉・水野信彦・細谷和海編）, p.590-591.

山と溪谷社. 

明仁・坂本勝一・池田祐次・藍澤正宏, 2013. ハゼ科. 日本産魚類検索 全種の同定 第三版（中坊徹次編）, pp.1361-1541. 東
海大学出版会, 神奈川. 

 

【関連文献】 
安藤 尚, 2006. 新川町の魚類. 新川町史 資料編 1 自然・文化財・民俗, pp.151-164. 清洲市, 愛知. 

浅香智也・森 誠一, 1999. 豊川水系の魚類相：移入主と多様性（森 誠一編）, pp.133-144. 淡水生物の保全生態学. 信山サイ
テック, 東京. 

梅村錞二, 2000. 矢作川の古鼡水辺公園・籠川・御船川の魚類相. 矢作川研究, 4: 143-157. 

梅村錞二, 2003. 矢作川水系産淡水魚類目録. 環境漁協宣言－矢作川漁協 100 年史, pp.ⅰ-ⅻ. 風媒社, 愛知. 

豊橋市自然史博物館, 2007. 豊橋市自然史博物館ガイドブック 6 豊川の自然, 豊橋市自然史博物館. 

（執筆者 浅香智也） 
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汽水・淡水魚類 ＜コイ目 コイ科＞ 愛知県：情報不足 （国：地域個体群） 

PISCES ＜CYPRINIFORMES CYPRINIDAE＞ AICHI：DD （JAPAN：LP） 

コイ（在来型） Cyprinus carpio Linnaeus 

 

【選定理由】 

コイ（在来型）は主に養殖・放流されてきたコイ（飼育型）との交雑・競争により、愛知県内で
はほぼ絶滅している可能性が高いものの、遺伝的な手法にもとづく調査も含めて、生息状況の把握
が不十分であり、情報が不足している。よって、現段階でのランク評価は困難である。 

 

【形 態】 

体長 60～100cm。コイの外見は、やや側扁した紡錘形で吻部がとがり、口ひげが 2 対ある。また、
背鰭棘状軟条が 4 本、分枝軟条数が 19～21 本で背鰭基底が長い。全長 60～100cm。コイ（在来型）
は、コイ（飼育型）に比べると体高が低く、赤みが強い。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

不明（情報不足）。ただし、名古屋市付近の朝日遺跡で、咽頭歯など、コイ（在来型）と見られる
骨が確認されている（山崎・宮腰, 2005）。 

 

【国内の分布】 

滋賀県琵琶湖北部地域のみ（松崎，2013）。他の地域における生息状況は不明。 
 

【世界の分布】 

コイ（在来型）は日本固有（亜）種と考えられる。コイ（飼育型）はユーラシア大陸に自然分布
するが、移殖により世界各地に産業目的で移殖されてきた。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
緩やかな流れの河川中・下流部や湖、池沼に生息する。雑食性で、貝類、水生昆虫、ミミズ類等

の底生動物や、藻類、水草等の植物を摂餌する。産卵期は 4～7 月で水草などに卵を産みつける。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

コイ（在来型）の詳しい生息状況は不明である。朝日遺跡（名古屋市西区～清須市）から、コイ
（在来型）の咽頭歯と見られる骨が確認されている（山崎・宮腰, 2005）。このため、かつては名古
屋市周辺にもコイ（在来型）が生息していたと考えられる。しかし、現在の生息状況は不明である。
コイ（在来型）が減少した原因は、養殖・放流されてきたコイ（飼育型）との交雑・競争と推測さ
れる。また、コイ（在来型）が好むとされる大きく深い河川や池沼等の生息場の消失も減少要因と
考えられる。 

 

【保全上の留意点】 

コイ（在来型）の生息状況を明らかにし、効果的な保全対策の基礎となる生態学的知見を蓄積す
る必要がある。 

 

【特記事項】 

近年、我が国に生息するいわゆる「コイ」は、コイ（在来型）とコイ（飼育型）という遺伝的に
異なる 2 系統に分けられている（松崎，2013）。コイ（在来型）は、かつてコイ（野生型）と呼ばれ
ていたが、ユーラシア大陸原産のコイ（飼育型）と遺伝的に異なる、日本在来であることが判明し
たため、現在の名称となり、瀬能（2009）は Cyprinus melanotus の学名を提案している。ただし、
現時点では明確な別種として広く受け入れられるに至っていない。 

【引用文献】 
松崎慎一郎, 2013. 池沼におけるコイの水質や生物群集に与える生態的影響. 見えない脅威国内外来魚, pp.39-50. 東海大学

出版会, 東京. 

瀬能 宏, 2009. 日本産コイ（コイ目コイ科）のルーツ解明と保全へのシナリオ. 科学研究費補助金成果報告書. 

山崎 健・宮腰健司, 2005. 朝日遺跡出土の魚類遺存体 研究紀要 6, pp.34-45.（財）愛知県教育サービスセンター愛知県埋蔵
文化財センター, 愛知県. 

【関連文献】 
細谷和海, 2001. コイ. 山渓カラー名鑑改訂版 日本の淡水魚（川那部浩哉・水野信彦・細谷和海編）, pp.334-338. 山と溪谷

社, 東京. 

馬渕浩司・瀬能 宏・武島弘彦・中井克樹・西田 睦, 2010. 琵琶湖におけるコイの日本在来 mtDNA ハプロタイプの分布. 魚
類学雑誌 57: 1-12. 

（執筆者 浅香智也） 
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汽水・淡水魚類 ＜コイ目 コイ科＞ 愛知県：情報不足 （国：絶滅危惧ⅠＢ類） 

PISCES ＜CYPRINIFORMES CYPRINIDAE＞ AICHI：DD （JAPAN：EN） 

シロヒレタビラ Acheilognathus tabira tabira Jordan et Thompson 

 

【選定理由】 

愛知県内における生息域は局所的である。古い採集記録も存在するが、現時点では移入種である
疑義も残るためランク評価が困難である。 

 

【形 態】 

体長約 7cm。平たい形をしたタナゴの仲間。側線は完全で、1 対の短い口ひげを持つ。体色は一様
に銀白色で鰓蓋上後部には青緑色の斑紋があり、体側には短い青色縦帯が見られる。産卵期を迎え
ると雄は青みがかり、腹鰭と臀鰭が黒色で外縁部は白色に縁取られる。雌の産卵管は白色で、最も
伸長した時期でも尾鰭を越すことはない。ヤリタナゴとは口ひげの長さ、背鰭の黒斑の有無、産卵
期の体色などで識別が可能である。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

木曽川水系、矢作川水系、豊川水系など。 

 

【国内の分布】 

愛知県以西、琵琶湖・淀川水系、山陽地方。 

 

【世界の分布】 

日本固有亜種。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
流れのある河川の中下流域や用水路、ワンドや溜め池のような止水域に生息する。特に、水通し

のよい開けた環境で、石や杭などの障害物が点在している場所を好む。産卵期は春から夏にかけて
で、イシガイ科の淡水性二枚貝に卵を産み付ける。卵は 1 ヶ月ほどで稚魚に育ち、二枚貝の外に泳
ぎ出る。成長に伴い、プランクトン食から付着藻類･底生藻類などを主に食べるようになり、多くは
2 年で成熟するといわれている。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

県内での詳細な生息状況は不明である。県内各地において少ないながらも採集例がある。主な減
少の要因は生息場所となる河川や溜め池の改修による環境変化、水質汚濁による生息環境の悪化な
どである。これは、産卵母貝となる二枚貝の減少要因にもなっている。また、外来種タイリクバラ
タナゴとの競争、オオクチバスやブルーギルによる被食、鑑賞を目的とした本種の過剰な捕獲も大
きな要因となっている。 

 

【保全上の留意点】 

他のタナゴ類と同様、本種もイシガイ科の二枚貝に産卵するため、繁殖の成否は二枚貝の生息に
大きく依存する。そのため、二枚貝類に着目した生息環境の配慮が望まれる。特に河川改修の際、
河床を改変する恐れがある場合には、事前に底生生物も含めたモニタリングを実施し、必要に応じ
て二枚貝の捕獲、再放流等の対応をとる必要がある。 

 

【特記事項】 

木曽川水系（岐阜県）の個体群は、mtDNA の解析結果により人為的な導入による影響を受けてい
る（梅村ほか，2012）。また、青森県、島根県、神奈川県、東京都、徳島県では移植放流により分布
が確認されている（河村, 2010；佐土・松沢, 2011）。西尾市歴史資料館には「西尾市史資料Ⅳ・西
尾市の動物（1973）」発行の際に調査したと思われる本種の標本が多数残されている。 

 

【引用文献】 
河村功一, 2010. シロヒレタビラ. 改訂レッドリスト付属説明資料 汽水・淡水魚類, p22. 環境省自然保護局野生生物課, 東京. 

佐土哲也・松沢陽士, 2011. シロヒレタビラ. タナゴハンドブック. 初版, pp.18-19. 文一総合出版, 東京. 

梅村啓太郎・二村凌・高木雅紀・池谷幸樹・向井貴彦, 2012. 岐阜県産シロヒレタビラにおける外来ミトコンドリア DNA の
分布. 日本生物地理学会会報. 67: 169-174. 

【関連文献】 
長田芳和, 2001. シロヒレタビラ. 山渓カラー名鑑 日本の淡水魚 第三版, p.373. 山と渓谷社, 東京. 

増田元保, 1999. 矢作川水系で採集されたシロヒレタビラ. 碧南海浜水族館・碧南市青少年海科学館年報. 12: 30. 

（執筆者 地村佳純） 
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汽水・淡水魚類 ＜サケ目 サケ科＞ 愛知県：情報不足 （国：準絶滅危惧） 

PISCES ＜SALMONIFORMES SALMONIDAE＞ AICHI：DD （JAPAN：NT） 

サツキマス・アマゴ Oncorhynchus masou ishikawae (Brevoort) 

 
【選定理由】 

かつては県内主要河川には伊勢湾から一定数のサツキマスが遡上し、支流にも河川残留型の在来
アマゴ個体群が生息していたと考えられるが、河川環境の悪化による遡上阻害および種苗放流によ
り純粋な在来個体群の存否が不明である。 

 

【形 態】 
体長約 40cm（サツキマス）。河川残留型のアマゴは、体側にパーマークと鮮やかな朱点があり、

体長 15～20cm 程度。降海型サツキマスの成魚では、体側が銀白色でパーマークは消失するが、朱
点は残る。降海途中の若い個体（シラメ）は背鰭の先端が黒化し、体側が銀白色で鱗が剥がれやす
い銀毛状態となる。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

木曽川水系、矢作川水系、豊川水系等の県内の主要水系。 

 

【国内の分布】 

本州、四国、九州。 

 

【世界の分布】 

日本固有亜種。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
生まれてから 1 年目の春に降海するものが多い。11 月～翌年 3 月にかけて降海し、沿岸域で生活

した後、5～6 月に河川に遡上する（加藤, 1973）。降海後は甲殻類や小魚などを食べ、翌年の春に河
川を遡上し、その秋に河川に残留していたアマゴと混じって産卵して死ぬ。孵化した仔魚は稚魚期
まで産卵床内で過ごし、3～5 月にかけて浮出する。河川生活期には陸生・水生昆虫を主な餌として
利用する。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 
繰り返されてきた養殖個体の放流による遺伝的撹乱により、在来個体群は著しく減少しているも

のと推測される。ダム・堰堤の築造が本種の遡上・降下を阻害している。支流では河川改修工事等
により、産卵、生育および生息のための環境が悪化している。 

 

【保全上の留意点】 
産卵のために遡上する本種の保全のためには、移動の障害となる横断工作物の改良や魚道の設置

が必要である。繁殖に必要な産卵床造成工事なども有効である。河川改修工事においては、低水路
部分だけでも瀬と淵の連続構造が維持されるように配慮すると良い。種苗放流による遺伝的撹乱が
起こっている恐れがあるため、自然産卵が確認されている河川においては過度の種苗放流に配慮す
る必要がある。夏季の水温を低く保つことができるように河畔林の保全・復元も重要である。また、
県内にはニジマス、ブラウントラウト等の外来魚が野生化している河川（矢作川水系，豊川水系）
が複数あり、漁協や釣り人による移殖放流、養鱒場および管理釣り場からの逸出が原因と考えられ
ることから、外来魚類の侵入と定着をくい止める水産資源管理が望まれる。 

 

【引用文献】 
加藤文男, 1973. 伊勢湾へ降海するアマゴ（Oncorhynchus rhodurus）の生態について. 魚類学雑誌, 20: 225-234. 

荒尾一樹, 2012. 愛知県産イワナの分布と系統. 豊橋市自然史博物館研究報告, 22: 23-29. 

 

【関連文献】 
加藤文男, 1974. 降海型アマゴ Oncorhynohus rhodurus の分布について. 魚類学雑誌, 21: 191-197. 

中野 繁・谷口義則, 1996. 淡水性サケ科魚類における種間競争と異種共存機構. 魚類学雑誌, 43(2): 59-78. 

（執筆者 谷口義則） 
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汽水・淡水魚類 ＜ダツ目 サヨリ科＞ 愛知県：情報不足 （国：準絶滅危惧） 

PISCES ＜BELONIFORMES HEMIRANPHIDAE＞ AICHI：DD （JAPAN：NT） 

クルメサヨリ Hyporhamphus intermedius (Cantor) 

 

【選定理由】 

かつて、愛知県内の汽水域において生息していたと考えられるが、生息環境の悪化等により、近
年は激減しているものと推察される。県内からの確実な採集記録・情報が少ないため現段階でのラ
ンク評価は困難である。 

 

【形 態】 

体長約 15cm。体は細長い円筒形で近縁種のサヨリに似る。体色は、背部が銀青色で、体側、腹部
は銀白色である。下顎は長く突出し、その先端の下面が黒色であることでサヨリ（下顎下面の色は
朱紅色）と識別可能である。汽水性の魚で、サヨリほど海域と河川を広範囲に回遊することはない。
胸鰭の軟条数は 10～12、背鰭前方鱗数は 48～63。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

庄内川、木曽川の感潮域、油ヶ淵。 

 

【国内の分布】 

青森県から九州北部まで。 

 

【世界の分布】 

日本、朝鮮半島、中国、台湾、ベトナム。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
河川の汽水域から下流域に生息し、表層付近で浮遊性の動植物を食べる。繁殖期は春から夏で、

水草や抽水植物帯に纒絡糸のついた粘着性の卵を付着させる。ふ化後、動物プランクトンなどを摂
食しながら急速に成長し、翌年の産卵期には成熟して繁殖に参加する。寿命は 1 年と考えられてい
る。他のサヨリ類と異なり、海に出ることはほとんどないため、淡水及び汽水域の環境変化による
影響を受けやすい種といえる。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

本種の生態から類推する限り、河口や汽水湖を中心に分布していたと考えられる。生息環境の水
質悪化、河川水や流下する土砂の減少等による下流域の環境変化、埋め立てや護岸工事による抽水
植物帯の消失、河口堰等による河川の分断は、成魚だけでなく卵や稚幼魚の生育場の喪失にもつな
がっている。 

 

【保全上の留意点】 

産卵場となる抽水植物帯の保全や創出、汽水湖など閉鎖的環境においては水質改善が必要である。
また、河川改修や人工構造物の設置を検討する際には、本種の生活史や他の地域における減少事例
を充分に調査した上で計画を立てることが重要である。遊泳性が強いため広いスペースが必要であ
ることから、飼育下における保全は困難である。 

 

【特記事項】 

碧南海浜水族館には、昭和 12 年 8 月 27 日に油ヶ淵で採集された 6 個体の標本が当時の標本ラベ
ルとともに保管されている（増田ほか, 1996）。現時点では、県内における最も古い標本記録である。 

 

【引用文献】 
藍澤正宏・土居内龍, 2013. サヨリ科. 日本産魚類検索 全種の同定 第三版, pp651-654, 1927-1928. 東海大学出版会, 神奈川. 

増田元保・寺川 裕・島 達也, 1996. 碧南市立西端小学校所蔵 油ヶ淵産魚介類標本. 碧南海浜水族館・碧南市青少年海の科学

館年報, 9: 25-32. 

 

【関連文献】 
瀬能 宏, 2001. クルメサヨリ. 山渓カラー名鑑 日本の淡水魚 第三版, p.424. 山と渓谷社, 東京. 

松井誠一. 日本産サヨリ科魚類 2 種の生活史と増殖に関する研究(1999～2001 年度). 科学研究費助成事業・研究実績報告書. 

 

（執筆者 地村佳純） 
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汽水・淡水魚類 ＜スズキ目 ハゼ科＞ 愛知県：情報不足 （国：絶滅危惧ⅠＢ類） 

PISCES ＜PERCIFORMES GOBIIDAE＞ AICHI：DD （JAPAN：EN） 

チワラスボ Taenioides sp.B (sensu Kurita et Yoshino) 

 

【選定理由】 

干潟環境の消失および悪化のため個体数は大きく減少していると考えられるが、採集記録が少な
くランク評価が困難である。 

 

【形 態】 

体長約 15cm。ウナギのように細長いひも状の体型をしているハゼ科魚類。体色は赤褐色で、大型
に成長すると灰褐色を呈することがある。目は退化していて非常に小さい。頭部にはミミズ状の感
覚器官が並ぶ皮褶があり、下顎下面に 6～7 本のひげがある。鋭い歯を備えた下顎は前方に突き出て
いる。背鰭は 1 基。腹鰭は吸盤状である。背鰭、臀鰭は非常に長く、尾鰭までつながっているよう
に見える。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

矢作川水系の河口域、伊勢湾・三河湾。 

 

【国内の分布】 

神奈川県から沖縄県。 

 

【世界の分布】 

日本、朝鮮半島、台湾、中国、ベトナム、マレーシア。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
河口周辺の汽水域から干潟の泥底、軟泥底に潜って生活している。詳しい生態は不明である。 

生活史初期の浮遊生活期には眼は見られるが、着底し、砂泥に潜るようになると眼が退化する。
産卵期は、雌の卵巣及び仔稚魚の採集状況より 6～9 月とされている（道津, 1958）。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

県内での生息状況は不明である。1972 年に矢作川河口において採集された標本が西尾市資料館に
保管されている。2000 年以降も矢作川河口で採集されている。泥の中に生息しているため、普段目
にすることが少なく個体数の増減を把握し難い種類であるといえる。保全のためには、特に生息地
の消失や改変に目を配る必要がある。干潟の埋め立て、護岸・堤防の整備、河道の掘削、河口堰等
は直接的に悪影響を及ぼす。また、汽水域の水質悪化や河川水や流下する土砂の減少等による下流
域の環境変化も長期的に見た場合の大きな減少要因となる。 

 

【保全上の留意点】 

干潟の保全はもちろんであるが、改修を必要とするエリアにおいては、本種の生活史や他の地域
における減少事例を充分に調査した上で計画を立てることが重要である。本種は、生態について不
明な点も多いため、生息域外での保全は、限りなく不可能に近い。生息地の保全が最善策といえる。 

 

【特記事項】 

国内に生息するチワラスボは、Kurita and Yoshino（2012）により、mtDNA 系統解析の結果 4

種類に分けられることが報告されている。西尾市歴史資料館に保管されている 1972 年に採集された
矢作川産の個体は、下顎のひげ（6 本）や体の各部位の計測結果から Kurita and Yoshino（2012）
が示す Taenioides sp.B と考えられる。今後、詳細な種同定と分布調査が必要である。 

 

【引用文献】 
道津喜衛, 1958. アカウオおよびチワラスボの生態・幼期. 九州大学農学部学藝雑誌, 16(3): 371-380. 

Kurita, T and T. Yoshino, 2012. Cryptic diversity of the eel goby, genus Taenioides (Gobiidae:Amblyopinae), in Japan. 

Zool Sci, 29: 538-545. 

 

【関連文献】 
明仁・坂本勝一・池田祐二・藍澤正宏, 2013. ハゼ科. 日本産魚類検索 全種の同定 第三版, pp.1361-1541, 2114-2166. 東海

大学出版会, 神奈川. 

乾 隆帝・小山彰彦, 2014. 本州・四国・九州の河口干潟に生息するハゼ類. シリーズ・日本の希少魚類の現状と課題. 魚類額
雑誌, 61(2): 105-109. 

（執筆者 地村佳純） 
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【 国リストの新掲載種について 】 

今回の見直しによって新たにレッドリストに掲載された「国リスト」の種について、対象種が愛

知県では絶滅危惧種と判断されなかった理由を以下に記述した。 

 

1. ゲンゴロウブナ Carassius cuvieri (Temminck et Schlegel) 

 コイ目 コイ科 （国：絶滅危惧ⅠＢ類） 

県内で確認されるものは移入個体である。 

 

2. ハス Opsariichthys uncirostris uncirostris (Temminck et Schlegel) 

 コイ目 コイ科 （国：絶滅危惧Ⅱ類） 

県内で確認されるものは移入個体である。 

 

3. ホンモロコ Gnathopogon caerulescens (Sauvage) 

 コイ目 コイ科 （国：絶滅危惧ⅠＡ類） 

県内で確認されるものは移入個体である。 

 

4. ツチフキ Abbottina rivularis (Basilewsky) 

 コイ目 コイ科 （国：絶滅危惧ⅠＢ類） 

県内で確認されるものは移入個体である。 

 

5. スゴモロコ Squalidus chankaensis biwae (Jordan et Snyder) 

 コイ目 コイ科 （国：絶滅危惧Ⅱ類） 

県内で確認されるものは移入個体である。 

 

6. オオガタスジシマドジョウ Cobitis magnostriata Nakajima 

 コイ目 ドジョウ科 （国：絶滅危惧ⅠＢ類） 

県内で確認されるものは移入個体である。 

 

7. ニッコウイワナ Salvelinus leucomaenis pluvius (Hilgendorf) 

 サケ目 サケ科 （国：情報不足） 

県内で確認されるものは移入個体である。 

 

8. サクラマス（ヤマメ）Oncorhynchus masou masou (Brevoort) 

 サケ目 サケ科 （国：準絶滅危惧） 

県内で確認されるものは移入個体である。 

 

9. オヤニラミ Coreoperca kawamebari (Temminck et Schlegel) 

 スズキ目 ケツギョ科 （国：絶滅危惧ⅠＢ類） 

県内で確認されるものは移入個体である。 
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７ 昆虫類 

今回の見直しによって新たにレッドリストに掲載された各昆虫類について、種ごとに形態的な特

徴や分布、県内の状況等を解説した。記述の項目、内容等は以下の凡例のとおりとした。 

 

【 掲載種の解説（昆虫類）に関する凡例 】 

【分類群名等】 
対象種の本調査における分類群名、分類上の位置を示す目名、科名等を各頁左上に記述した。目

の範囲、名称、配列については、原則として「日本産野生生物目録－本邦産野生動植物の種の現状
－（無脊椎動物編Ⅱ）」（環境省編, 1995）に準拠した。 

目内の科の範囲、名称、配列は、目ごとに以下の文献を基に、新しい知見を加え整理した。なお、
チョウ目については、チョウ類とガ類に区分し、チョウ類・ガ類の順に配列した。 

 

・環境省編, 1995. 日本産野生生物目録－本邦産野生動植物の種の現状－（無脊椎動物編Ⅱ）.  

財団法人自然環境研究センター.（カメムシ目の一部、コウチュウ目、ハエ目） 

・尾園 暁・川島逸郎・二橋 亮, 2012. ネイチャーガイド 日本のトンボ. 文一総合出版. 

（トンボ目） 

・朝比奈正二郎, 1991. 日本産ゴキブリ類. 中山書店.（ゴキブリ目） 

・岡田正哉, 2001. カマキリのすべて. トンボ出版.（カマキリ目） 

・日本直翅類学会編, 2006. バッタ･コオロギ･キリギリス大図鑑. 北海道大学出版会.（バッタ目） 

・岡田正哉, 1999. ナナフシのすべて. トンボ出版.（ナナフシ目） 

・川合禎次・谷田一三 共編, 2005. 日本産水生昆虫 科･属･種への検索. 東海大学出版会. 

（カメムシ目の一部、トビケラ目） 

・寺山 守, 2011. 日本産有剣膜翅類目録（2011 年版）.（ハチ目） 

・白水 隆, 2006. 日本産蝶類標準図鑑. 学習研究社. を基準とし、最新の情報（日本産蝶類和名学
名便覧）により補足。 (チョウ目チョウ類） 

・岸田泰則ほか, 2011-2013. 日本産蛾類標準図鑑. Ⅰ-Ⅳ. 学習研究社.（チョウ目ガ類） 

 

【評価区分】 
対象種の愛知県における評価区分を各頁右上に記述した。参考として「昆虫類 環境省第 4 次レッ

ドリスト」（環境省, 2012）の全国での評価区分も各頁右上に記述した。また、各評価区分に対応す
る英文略号も同じ場所に記述した。 

 

【和名・学名】 
対象種の和名及び学名を各頁上の枠内に記述した。和名及び学名は、原則として目ごとに【分類

群名等】の項に示した文献を基に、新しい知見を加え整理した。 

 

【選定理由】 
対象種を愛知県版レッドリスト掲載種として選定した理由について記述した。 

 

【形 態】 
対象種の形態の概要を記述した。また、一部の種については写真を掲載した。 

 

【分布の概要】 
対象種の分布状況の概要を記述した。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
対象種の生息地の環境条件及び生態的特性について記述した。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 
対象種の愛知県における現在の生息状況、減少の要因等について記述した。 

絶滅種については【過去の生息状況／絶滅の要因】として、対象種の愛知県における過去の生息
状況、絶滅の主な要因について記述した。 

 

【保全上の留意点】 
対象種を保全する上で留意すべき主な事項を記述した。 

 

【特記事項】 
以上の項目で記述できなかった事項を記述した。 
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【引用文献】 
記述中に引用した文献を、著者、発行年、表題、掲載頁または総頁数、雑誌名または発行機関と

その所在地の順に示した。 

 

【関連文献】 
対象種に関連する文献の内、代表的なものを、著者、発行年、表題、掲載頁または総頁数、雑誌

名または発行機関とその所在地の順に掲載した。 
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昆虫類 ＜チョウ目 タテハチョウ科＞ 愛知県：絶滅 （国：絶滅危惧ⅠＡ類） 

INSECTA ＜LEPIDOPTERA  NYMPHALIDAE＞ AICHI：EX （JAPAN：CR） 

オオウラギンヒョウモン Fabriciana nerippe (C. et R.Felder)  

 

【選定理由】                                         

過去に生息していた記録はあるが、現存を確認できない。国内で最も減少したチョウの一つであ
り近隣の三重県、岐阜県、静岡県などでは、既に絶滅と評価され現在にいたっている（間野ほか, 2009）。 

 

【形 態】 

本種はウラギンヒョウモンと混同、あるいは誤って同定されることが多い。和名オオウラギンヒ
ョウモンは“大型のウラギンヒョウモン”である。他のヒョウモン類と比べて一般に大型、特に♀
は著しく大型になる。♀の前翅端近くに白斑を現すが、この白斑は♂には出現しない。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

名古屋市近郊（1937）、南知多市（1956）の二か所の報告があるものの採集年月日、具体的な採集
地などのデータが明記されていないし写真も標本も現存していない（阿江ほか, 2002）。 

今回、新たに見つかった文献によると、本種は名古屋市北区の矢田川 JR 中央線鉄橋の左岸堤防で
確認されている（加藤, 1942）。 

【国内の分布】 

本州、四国、九州に分布していた。現在では、九州と山口県の一部を除いたほとんどの記録地で
絶滅している。 

【世界の分布】 

日本、ロシアのウスリーやアムール地区、朝鮮半島、中国東北部、中国など。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
草刈り頻度の高い草丈の低い草原に生息、アザミ類やオカトラノオなど各種の花に訪れる。 

 

【過去の生息状況／絶滅の要因】 

他県での現在の生息地は、規模の大きい草丈の低い草原、例えば自衛隊の演習地などである。 

本県では、1939 年に名古屋市の矢田川 JR 鉄橋の左岸で一日に十数頭が確認されたが、翌年には
まったく確認されていない（加藤, 1942）。       

減少の原因も本種の好む草原環境が開発や管理放棄で減少、孤立したことも一因と考えられてい
るが、詳細は不明である。 

 

【保全上の留意点】 

本種の減少はスミレ類全般の減少とは考えにくい。 

現時点では調査する機会もなく本種が激減しているので、生息地の特徴などを特定することは困
難であり、また本種の生態に不明な点も多く、具体的な保全の提案は難しい。しかし、本種を含め
草原性のチョウ類が全国的に減少していることから草原の保全は有効である。 

 

【特記事項】 

2009 年検討の折、本種の標本や確実な文献などがなかったことから評価対象外としていたが、本
種の生息が確認できる文献（加藤, 1942）が、今回新たに発見された。 

 

【引用文献】 
加藤一三, 1942. 學林, No.117. 愛知県第一中学校. 

阿江 茂ほか, 2002. オオウラギンヒョウモン. レッドデータブックあいち動物編 2002, p.195. 愛知県自然環境課, 愛知県. 

間野隆裕ほか, 2009. 日本産蝶類の衰亡と保護第 6 集: 170-187. 日本鱗翅学会, 東京. 

 

【関連文献】 
白水 隆, 2006. オオウラギンヒョウモン. 日本産蝶類標準図鑑, p.219. 学習研究社, 東京. 

日本チョウ類保全協会編, 2012. オオウラギンヒョウモン. フィールドガイド日本のチョウ, p.199. 誠文堂新光社, 東京. 

（執筆者 高橋匡司） 
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昆虫類 ＜チョウ目 セセリチョウ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＡ類 （国：リスト外） 

INSECTA ＜LEPIDOPTERA  HESPERIIDAE＞ AICHI：CR （JAPAN：－） 

ヘリグロチャバネセセリ Thymelicus sylvaticus sylvaticus (Bremer) 

 

【選定理由】 

2009 年検討の折、本種について唯一の記録はあったものの採集頭数などの記載がなく、しかも標
本もないため評価対象外とした。 

2013 年 3 月に、豊田市内で 2009 年 6 月 4 日に採集された記録が確認された（高橋匡司, 未発表）
ことに加えて、本種が全国的に減少しつつある現状を鑑み今回評価対象とした。隣接県では、静岡
は絶滅危惧ⅠＢ類に、岐阜は準絶滅危惧に評価されている（間野ほか, 2009）。 
 

【形 態】 

♂♀の色彩斑紋はほとんど同じである。翅形と腹部の形態で♂♀は識別できるが、スジグロチャ
バネセセリの♀と本種の♂♀は酷似するため、同定に当たっては特に注意を要する。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

1964 年に北設楽郡下黒田と黒田ダムの間で採集された記録があるものの標本はなく、採集頭数、
性別も記載されていないことが確認されていた（高橋ほか, 1991）。 

最近、新たに豊田市下山地区の三河高原キャンプ村朝霧池周辺で採集された本種 1 頭（故岡田正
哉, 未発表）の記録が確認され、本種が県内の低山間部に分布していたことが判明した。 

【国内の分布】 

北海道、本州、四国、九州に分布する。関東、中部地方の山地には分布が広いといわれているが
三重県での分布は知られていない。 

【世界の分布】 

日本、朝鮮半島、中国東北部、ロシア南東部、中国に分布し 5 亜種に分類されている。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
低山地から山地の草原に樹木が混生する疎林や林縁に生息するといわれているが、本県での調査

はこれからであり詳細は不明である。敏速に飛翔し葉上によく止まる。オカトラノオ、アザミ類な
どの各種の花を訪れる。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

里山環境の変化により、全国で減少傾向にある。 

本県では、三河高原キャンプ村の朝霧池周辺の草原で採集されているが、この 2 年間当所の周辺
やその他の牧場などの周辺を調査しているが再発見には至っていない。継続調査が必要である。 

 

【保全上の留意点】 

牧場などの樹木と草地が入り混じったやや明るい草原の確保が必要であるが、詳細は今後の調査
に委ねたい。 

 

【引用文献】 
高橋 昭ほか, 1991. 愛知県のチョウ類. 愛知県の昆虫（下）, p.27. 愛知県. 

間野隆裕ほか, 2009. 日本産蝶類の衰亡と保護第 6 集, pp.170-187. 日本鱗翅学会, 東京. 

 

【関連文献】 
高橋 昭, 1974. スジグロチャバネセセリとヘリグロチャバネセセリ－名古屋地方の分布とスジグロチャバネセセリの産卵と

越冬態の観察. 佳香蝶, 26(100): 69-72. 

白水 隆, 2006. ヘリグロチャバネセセリ. 日本産蝶類標準図鑑, p.311. 学習研究社, 東京. 

日本チョウ類保全協会編, 2012. ヘリグロチャバネセセリ. フィールドガイド日本のチョウ, p.300. 誠文堂新光社, 東京. 

（執筆者 高橋匡司） 
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昆虫類 ＜コウチュウ目 ミズスマシ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＢ類 （国：絶滅危惧ⅠＢ類） 

INSECTA ＜COLEOPTERA GYRINIDAE＞ AICHI：EN （JAPAN：EN） 

コミズスマシ Gyrinus curtus Motschulsky 

 

【選定理由】 

かつては名古屋市内を含む県内各地で生息が確認され、県内でも普通に生息する種と考えられて
いたが、近年の確実な生息情報が得られなかった。情報が不足しているため、県内での詳細な状況
は不明だが、全国的な状況から 2000 年代以降に危険性が高まったものと推測される。 

 

【形 態】 

体長 5.5～6.2mm。ミズスマシ、ヒメミズスマシに似るが、体長が 6 mm 以下であること、体長は
体幅の 1.8 倍以下であること、腹部 2、3 節の基部は後基節に沿って強くくぼまないことなどにより
区別できる。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

名古屋市（佐藤, 1990）、豊田市、設楽町。 

 

【国内の分布】 

北海道、本州、四国、九州。 

 

【世界の分布】 

日本、サハリン。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
池、沼、水田などの止水域や流れの緩やかな小川。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

1940 年代には名古屋市にも生息しており、1990 年代に豊田市、設楽町で採集された標本が残され
ている。過去の十分な生息状況の情報はないが、かつては各地の水田、池、小川などに普通の種（佐
藤, 1977）として認識されており、少なくとも 1990 年代までは県内各地に生息していたと思われる
が、2000 年代以降の確実な生息情報がもたらされていない。他のミズスマシ類と同様にオオクチバ
ス等による外来魚による捕食圧、または稲苗箱処理剤に用いられる浸透移行性殺虫剤の影響を受け
た可能性がある。 

 

【保全上の留意点】 

現在の生息状況を詳しく調査する必要がある。オオクチバス、ブルーギル、コイなどの外来魚の
駆除を積極的に行うとともに、浸透移行性殺虫剤の使用について規制するなど本種が減少したと考
えられる要因を排除する必要がある。 

 

【引用文献】 
佐藤正孝, 1977. 日本産ミズスマシ科概説. 甲虫ニュース, (37) - (39). 

佐藤正孝, 1990. 愛知県の甲虫類（Ⅰ）. 愛知県の昆虫, 上, 204-231. 

 

【関連文献】 
上野俊一・黒澤良彦・佐藤正孝編, 1985. 原色日本甲虫図鑑, 2, 514pp. 保育社. 

（執筆者 長谷川道明） 
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昆虫類 ＜コウチュウ目 ミズスマシ科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類 （国：絶滅危惧Ⅱ類） 

INSECTA ＜COLEOPTERA GYRINIDAE＞ AICHI：VU  （JAPAN：VU） 

ミズスマシ Gyrinus japonicus Sharp 

 

【選定理由】 

かつては、県内全体に分布していたと考えられるが、急速に減少し、2000 年以降の生息情報が乏
しく、大部分の生息地で生息条件が明らかに悪化しつつあると考えられる。 

 

【形 態】 

体長 6.0～7.5mm。背面の光沢はやや鈍い。コミズスマシに似るが、大型（体長が 6 mm 以上）で
あることで区別できる。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

名古屋市、豊田市、設楽町、瀬戸市、犬山市（佐藤, 1990）。かつては普通種であったため、詳細
な分布調査はされていないが、県内全体に分布していたと考えられる。 

 

【国内の分布】 

北海道、本州、四国、九州。 

 

【世界の分布】 

日本固有種。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
池、沼、水田などの止水域や流れの緩やかな小川。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

かつては普通種であったため、詳細な分布調査はされていないが、県内全体に分布していたと考
えられる。しかし 2000 年以降の生息情報は、設楽町内 1 か所しか見いだせなかった。減少の要因と
しては、他のミズスマシ類同様にオオクチバス等による外来魚による捕食圧、または稲苗箱処理剤
に用いられる浸透移行性殺虫剤の影響を受けた可能性がある。 

 

【保全上の留意点】 

現在の生息状況を詳しく調査し、現存生息地を保全する必要がある。オオクチバス、ブルーギル、
コイなどの外来魚の駆除を積極的に行うとともに、浸透移行性殺虫剤の使用について規制するなど
本種が減少したと考えられる要因を排除する必要がある。 

 

【引用文献】 
佐藤正孝, 1990. 愛知県の甲虫類（Ⅰ）. 愛知県の昆虫, 上, 204-231. 

 

【関連文献】 
上野俊一・黒澤良彦・佐藤正孝編, 1985. 原色日本甲虫図鑑, 2, 514pp. 保育社. 

佐藤正孝, 1977. 日本産ミズスマシ科概説. 甲虫ニュース, (37) - (39). 

（執筆者 長谷川道明） 
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昆虫類 ＜トンボ目 トンボ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：リスト外） 

INSECTA ＜ODONATA LIBELLULIDAE＞ AICHI：NT （JAPAN：－） 

ノシメトンボ Sympetrum infuscatum (Selys) 

 

【選定理由】 

旧市町村単位の絶滅率は 68％、現存数は 23 であり、現存産地の多さからはランク外に相当する
が、絶滅危惧ⅠA 類の基準に相当する個体数の激減を考慮して準絶滅危惧と判定する。かつては愛
知県の平野部から山地にかけての広範囲に分布していたが、多くの水田環境が悪化し、特に平野部
ではほぼ壊滅状態となっている。 

 

【形 態】 

ほとんど赤化しないアカトンボの仲間で、ハネの先端に褐色斑があるのが特徴である。ハネの褐
色斑をノシメ斑とも呼び、愛知県内でも数種が見られるが、その中で本種が最も大型である。 

和名はノシメ斑に由来する。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

平野部から山間部まで広く見られ、73 市町村（平成の合併前）で記録されている（吉田ら, 2013）。 

 

【国内の分布】 

北海道から九州地方にかけて分布する。 

 

【世界の分布】 

日本、朝鮮半島、中国、ロシア（極東）に分布する。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
成熟成虫は、水田や湿地、湖沼などで見られるが、かつては市街地に移動してきた個体が電線な

どに点々と止まっていることも見受けられた。未熟成虫は、発生地の水域を離れる個体もおり、市
街地周辺では神社林などで摂食しながら過ごすこともある。幼虫は、比較的浅い水域に生息してい
ることが多い。 

成虫は 6 月頃より羽化し、秋になると生殖行動が見られる。卵のまま越冬し、翌春孵化して初夏
に羽化する年一化のライフサイクルである。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

2000 年頃から全国的に水田のアカトンボであるアキアカネが激減しており、その主要因がフィプ
ロニルやネオニコチノイドといった農薬にあることが、上田ら（2013）により明らかにされている。
愛知県も例外ではなく、水田を代表するアカトンボであるアキアカネ・ナツアカネ・ノシメトンボ
が大きく減少しており、おそらく個体数では 3～4 桁程度の激減と推測される。この数年で見るとア
キアカネやナツアカネが若干持ち直しているのに対し、ノシメトンボは見る影もないほど減少した
ままで、特に平野部で同種を確認することは極めて稀である。なお稀に農薬を使っていない水田に
おいて水田のアカトンボが生き残っている例も確認されており、農薬の影響の大きさを裏付けてい
る。 

 

【保全上の留意点】 

フィプロニルやネオニコチノイドといった農薬を使い続ける限り本種の復活はない。1990 年代ま
では平野部の水田でも本種を含めた他の様々な水生昆虫が見られたが、2000 年代以降は本種だけで
なく他の水生昆虫も何もいない死の水域となってしまった水田が多数派となっている。 

 

【引用文献】 
吉田雅澄・鵜殿清文, 2013. 愛知県市町村別トンボ分布表 2012. Aeschna (49): 1-8. 

上田哲行・神宮字寛, 2013. アキアカネに何が起こったのか：育苗箱施用浸透性殺虫剤のインパクト. TOMBO 55: 1-12. 

 

【関連文献】 
尾園 暁・二橋 亮・川島逸郎, 2012. ネイチャーガイド 日本のトンボ. 文一総合出版. 

（執筆者 吉田雅澄） 

 



 88 

昆虫類 ＜コウチュウ目 ハンミョウ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：準絶滅危惧） 

INSECTA ＜COLEOPTERA CICINDELIDAE＞ AICHI：NT （JAPAN：NT） 

アイヌハンミョウ Cicindela gemmata aino Lewiss 

 

【選定理由】 

河川の上流域から中流域にかけての河原等に生息する大型のハンミョウで、愛知県内では生息環
境が限られていることから、県内での分布は限定的で個体数も少なく生息基盤が脆弱である。加え
て、生息地はダム建設や河川整備などで失われる機会が多い。 

 

【形 態】 

体長 16～17mm。日本産は大陸に分布する名義タイプ亜種とは別亜種として区別される。普通種
のニワハンミョウに似るが、上唇の前縁が波状となること、上翅の中帯紋は一様な太さで、波状と
なるなどの特長から区別できる。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

矢作川水系、豊川水系及び木曽川水系の本支流各地。豊田市、設楽町、豊根村、新城市、東栄町、
江南市（蟹江・長谷川, 1994；浅野, 2011）。 

 

【国内の分布】 

北海道、本州、四国、九州、対馬。 

 

【世界の分布】 

日本、名義タイプ亜種が朝鮮半島、中国、シベリア南東部に、別亜種が中国（甘粛省）に分布す
る。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
県内では、主に河川中流域の礫が散在する砂質の河川敷に生息するが、三河湖（岩崎・蟹江, 1990）

でも記録がある。成虫は春～初夏に出現し、夜間や雨天時、低気温時には石下に潜む。体サイズが
一回り小さいコニワハンミョウと混成することが多いが、コニワハンミョウに比べ個体数は明らか
に少ない。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

矢作川水系、豊川水系及び木曽川水系の本支流各地から生息情報が得られているが、いずれも生
息地は狭く、生息密度は低い。減少の要因としては、ダム建設や河川の護岸工事、河川改修、砂利
採取等により生息環境が失われたことに起因すると考えられる。 

 

【保全上の留意点】 

現在の生息地の保全に努めることが必要である。現在の生息地周辺域での河川工事の際は、本種
の生息に影響がでないよう留意することが求められる。 

 

【特記事項】 

三重県ではカテゴリー外であるが、長野県では絶滅危惧Ⅱ類とされている。岐阜県では本種の分
布、生息状況について詳細な報告は知られていない。 

 

【引用文献】 
浅野 隆, 2011. 愛知県におけるアイヌハンミョウの分布. 佳香蝶, 63(248): 1-3. 

岩崎 博・蟹江 昇, 1990. 愛知県のオサムシ類. 愛知県の昆虫, 上, 309-338. 愛知県. 

蟹江 昇・長谷川道明, 1994. 愛知県におけるアイヌハンミョウの分布. 豊橋市自然史博物館研究報告, (4): 47-48. 

 

【関連文献】 
上野俊一・黒澤良彦・佐藤正孝編, 1985. 原色日本甲虫図鑑, 2, 514pp. 保育社. 

（執筆者 長谷川道明） 
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昆虫類 ＜コウチュウ目 オサムシ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：準絶滅危惧） 

INSECTA ＜COLEOPTERA CARABIDAE＞ AICHI：NT （JAPAN：NT） 

オオトックリゴミムシ Oodes vicarius Bates 

 

【選定理由】 

強い好水性を持つ種で、ゲンゴロウ類などの水生甲虫類と同じく、水辺環境の減少や悪化によっ
て全国的に生息地、個体数が減少している。愛知県内ではもともとの生息情報が多い種ではなかっ
たが、近年、確認されている生息地は尾張旭市内のみとなっているのに加え、新たな生息地の発見
は期待が薄いことから県内の生息基盤は脆弱であると考えられる。 

 

【形 態】 

体長 12～13.2mm、体は紡錘形でやや扁平で鈍い光沢がある。近似種のエチゴトックリゴミムシ
とは、下唇中央歯は先が切れ込むこと、前胸背後角部に縁毛（孔点）があること、前胸突起はふつ
う縁取られないことによって区別できる（中根, 1986；森, 2011）。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

犬山市、小牧市、尾張旭市から記録がある（岩崎・蟹江, 1990）。 

 

【国内の分布】 

本州、四国、九州。 

 

【世界の分布】 

日本固有種、国外からは知られていない。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
低地から 丘陵地にかけての溜池などの水際に生息している。強い好水性があり、時に水中に潜る

こともある。成虫態で水辺周辺の土中で越冬する（須田, 1993）。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

県下で近年生息が確認されているのは、尾張旭市のため池のみである。減少の要因としては、圃
場整備による水田の乾田化、池、沼の減少と環境の悪化により、生息地が失われたことが考えられ
る。 

 

【保全上の留意点】 

現在の生息地の環境を保全するとともに、新産地の発見に努める。生息地はため池であることが
多いことから、ため池の整備工事などの際には本種の生息環境を悪化させないような留意が必要で
ある。 

 

【特記事項】 

隣接する三重県では、絶滅危惧Ⅱ類に指定されている（三重県, 2014） 

 

【引用文献】 
岩崎 博・蟹江 昇, 1990. 愛知県のオサムシ類. 愛知県の昆虫, 上, 309-338. 愛知県. 

中根猛彦, 1986. 日本の甲虫(73). 昆虫と自然, 21(4). 

森 正人, 2011. 兵庫県のトックリゴミムシ類. きべりはむし, 34(1): 9-11. 

須田 亨, 1993. トックリゴミムシ類の越冬習性について. 昆虫と自然, 28(8):35. 

三重県, 2014. 三重県レッドリスト 2014 年版 

 

【関連文献】 
上野俊一・黒澤良彦・佐藤正孝編, 1985. 原色日本甲虫図鑑, 2, 514pp. 保育社. 

（執筆者 長谷川道明） 
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昆虫類 ＜コウチュウ目 ゲンゴロウ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：準絶滅危惧） 

INSECTA ＜COLEOPTERA DYTISCIDAE＞ AICHI：NT （JAPAN：NT） 

マルチビゲンゴロウ Leiodytes frontalis (Sharp) 

 

【選定理由】 

草本植物の多い浅瀬に生息する微小なゲンゴロウで、かつては各地に多くみられた種であるが近
年発見が難しくなっており、愛知県内での生息地は限られている。 

 

【形 態】 

体長 1.5～1.8mm。短卵型で翅端部は急に細くなる。体高は高く特に腹側で強く膨隆する。背面は
黄赤褐色で強い光沢がある。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

瀬戸市（佐藤, 1990）、名古屋市、日進市、弥富市。 

 

【国内の分布】 

本州、四国、九州。 

 

【世界の分布】 

日本固有種、国外からは知られていない。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
ため池や湿地の水たまりなどの水深の浅い場所に棲息する。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

微小種であるため、過去の詳細な分布状況は把握されていないが、現在での生息地は名古屋市、
日進市、弥富市から知られるのみである。生息環境の減少、悪化が減少の要因と考えられるが、水
田周辺に生息する種であることから、近年普及した稲苗箱処理剤に用いられる浸透移行性殺虫剤の
影響を受けた可能性もある。 

 

【保全上の留意点】 

現在の生息地の環境を保全するとともに、新産地の発見に努める。ただし、放棄水田等に生息す
る種であることから、今後放棄水田の遷移の進行とともに、生息地が失われる可能性がある。また、
浸透移行性殺虫剤の使用について規制するなど本種が減少したと考えられる要因を排除する必要が
ある。 

 

【引用文献】 
佐藤正孝, 1990. 愛知県の甲虫類（Ⅰ）. 愛知県の昆虫, 上, 204-231. 愛知県. 

 

【関連文献】 
森 正人・北山 昭, 2002. 改訂版図説日本のゲンゴロウ, 232pp. 文一総合出版. 

上野俊一・黒澤良彦・佐藤正孝編, 1985. 原色日本甲虫図鑑, 2, 514pp. 保育社. 

（執筆者 長谷川道明） 
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昆虫類 ＜コウチュウ目 ミズスマシ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：準絶滅危惧） 

INSECTA ＜COLEOPTERA GYRINIDAE＞ AICHI：NT （JAPAN：NT） 

オオミズスマシ Dineutus orientalis Modeer 

 

【選定理由】 

1980 年代までは、名古屋市内を含む各地で生息が確認され（佐藤, 1990）、県内でも普通に生息す
る種と考えられていた。2010 年代では県内の生息地は限られており、種の存続への圧迫が強まって
いる。 

 

【形 態】 

体長 7～12 mm。体の側縁は黄色に縁どられ、上翅側縁後方に顕著な棘状突起があり、先端は突
出する。本州には本種と見間違えるような近似種はいない。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

名古屋市、豊田市、美浜町、犬山市、佐久島から記録がある（佐藤, 1990）。かつては普通種であ
ったため、詳細な分布調査はされていないが、県内全体に分布していたと考えられる。 

 

【国内の分布】 

北海道、本州、四国、九州、琉球。 

 

【世界の分布】 

日本、サハリン、シベリア、朝鮮半島、中国、ベトナム。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
小川、水田、池など。かつては各地に極く普通の種（佐藤, 1977）とされていた。成虫、幼虫とも

同一水域で生活する。成虫は水面生活に高度に適応し、水面を素早く旋回しながら泳ぎ、水面に落
下した昆虫などを捕食する。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

正確な現状把握ができていないが、2000 年以降の生息情報は新城市内しかない。1990 年代以降に
急激に減少したことと、水面を旋回して泳ぐ性質からオオクチバス等による外来魚による捕食圧を
強く受けた可能性が高い。また水田にも生息する種であることから、このころより普及した稲苗箱
処理剤に用いられる浸透移行性殺虫剤の影響を受けた可能性もある。 

 

【保全上の留意点】 

現在の生息地の環境を保全するとともに、新産地の発見に努める。オオクチバス、ブルーギル、
コイなどの外来魚の駆除を積極的に行うとともに、浸透移行性殺虫剤の使用について規制するなど
本種が減少したと考えられる要因を排除する必要がある。 

 

【引用文献】 
佐藤正孝, 1977. 日本産ミズスマシ科概説. 甲虫ニュース, (37) - (39). 

佐藤正孝, 1990. 愛知県の甲虫類（Ⅰ）. 愛知県の昆虫, 上, 204-231. 愛知県. 

 

【関連文献】 
上野俊一・黒澤良彦・佐藤正孝編, 1985. 原色日本甲虫図鑑, 2, 514pp. 保育社. 

（執筆者 長谷川道明） 
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昆虫類 ＜ハチ目 アナバチ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：リスト外） 

INSECTA ＜HYMENOPTERA SPHECIDAE＞ AICHI：NT  （JAPAN：－） 

キゴシジガバチ Sceliphron madraspatanum Sickmann 

 

【選定理由】 

本種は愛知県内では広く分布し、個体数も
多く見られた。家屋の塀や屋根の軒下などに
泥の塊の巣や、ヤブガラシなどに訪花する個
体もよく見られた。しかし、ここ数年では確
認が難しくなり、近隣の他県でも個体数の減
少が顕著である。 

 

 

【形 態】 
体長 20～28mm。体は黒色で、触角柄節下

面、前胸背面の 2 紋、肩板、後胸背板の横斑、
中胸側板上方の 1 紋、脚の斑紋および腹柄は
黄色で細く長い。 

 

 

 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

記録として残されているものは一宮市、江南市、名古屋市、豊田市などがあるが、愛知県全域に
広く分布していたと考えられる。 

 

【国内の分布】 

本州、四国、九州、対馬、琉球諸島。 

 

【世界の分布】 

日本、中国、ベトナム。多くの別亜種が有りユーラシア大陸に広く分布する。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
人家や社寺の壁などに泥で筒状の巣を複数作り幼虫の餌となるナカムラオニグモやハナグモなど

のクモ類を詰め、全体を半球形に塗り固める。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

同様な生態を持つ大型のアメリカジガバチ Sceliphron caementarium (Drury) の移入により急激
に減少している。最近になって移入種の影響はやや少なくなったが、セアカゴケグモの駆除などに
よって餌となるクモ類が減少し、個体数が増加しない。 

 

【保全上の留意点】 

公園などの清掃作業時に壁面などについた泥の巣を除去されることがある。また、営巣用の泥を
得ることも難しくなっている。セアカゴケグモを主とする害虫駆除作業による影響も多いと考えら
れる。人為環境と自然環境との良好な融和が必要である。 

（執筆者 大草伸治） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♀. 江南市草井, 2006 年 8 月 16 日, 大草伸治 採集 
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昆虫類 ＜チョウ目 シジミチョウ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：リスト外） 

INSECTA ＜LEPIDOPTERA  LYCAENIDAE＞ AICHI：NT （JAPAN：－） 

ウラクロシジミ Iratsume orsedice (Butler) 

 

【選定理由】 

本県では丘陵から山間部に広く分布していたが、近年産地や個体数が急激に減少している。愛知
県のミドリシジミ類は鈴木・中野（1988）に良くまとめられている。その後のマンサクの減少で各
地において減少している。 

 

【形 態】 

裏面の色彩斑紋は雌雄で差がない。表面は♂は銀白色、♀は外縁部が広く黒色。色彩斑紋はまっ
たく近似の種はなく、同定は容易である。開張 30mm 前後。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

尾張から東三河に広く分布。豊田市（旧稲武町、藤岡町など）、設楽町、瀬戸市（定光寺）などに
広く分布する。 

 

【国内の分布】 

北海道、本州、四国、九州。分布は局所的。 

 

【世界の分布】 

日本、台湾、中国西部。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
分布は食草のマンサクの分布とほぼ一致する。本種は年 1 回の発生。定光寺などの丘陵では 5 月

下旬から発生し、山間部では 7 月中旬に発生する。越冬は卵。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

日本のほかの産地では局所的であるが、本県では県内に広く分布していてミドリシジミ類の中で
は普通に見られた。しかし、低山地の環境の悪化、特に食草のマンサクの減少により、個体数が極
端に減少している。 

 

【保全上の留意点】 

本種はマンサクに依存しているので、県下のマンサクの保全が不可欠である。 

 

【引用文献】 
鈴木哲彦・中野善敏, 1988. ウラクロシジミ. 愛知県のミドリシジミ類. 佳香蝶, 40(150): 5. 

 

【関連文献】 
高橋 昭ほか, 1991. 愛知県のチョウ類. 愛知県の昆虫,（下）: 21-95. 愛知県. 

高橋匡司ほか, 2001. 旭町のチョウ類. 旭町の昆虫, pp.26-27, 257.（財）旭高原自然活用村協会. 

白水 隆, 2006. ウラクロシジミ. 日本産蝶類標準図鑑, p.106. 学習研究社, 東京. 

（執筆者 江田信豊） 
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昆虫類 ＜チョウ目 シジミチョウ科＞ 愛知県：準絶滅危惧種 （国：リスト外） 

INSECTA ＜LEPIDOPTERA LYCAENIDAE＞ AICHI：NT （JAPAN：－） 

オオミドリシジミ Favonius orientalis (Murray) 

 

【選定理由】 

本県では以前は丘陵から山地に広く分布していたが、近年では平地や丘陵部ではほとんど見られ
なくなった。本種は 1988 年の「愛知県のミドリシジミ類」においても稀であるとの記述が見られる
（鈴木・中野, 1988）。最近の愛知県の記録でもほとんど目撃、採集されていない。 

 

【形 態】 

♂の表面外縁の黒帯は Favonius 亜属中最も細く、後翅においても細線状。裏面の地色は灰白色
～暗白色。後翅第 1b＋c 室は全く橙鱗を含まず、肛角部と第 2 室の橙色斑は完全に分離する。開張
35mm 前後。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

名古屋市守山区、豊田市（旧小原村、旧足助町、旧旭町、旧稲武町）、設楽町（旧設楽町、豊根村）、
瀬戸市などの丘陵・山間部から平地にかけての記録がある。 

 

【国内の分布】 

北海道、本州、四国、九州。関東の平野部にも産する。 

 

【世界の分布】 

日本、ロシア南東部、モンゴル、朝鮮半島、中国東北部及び中部～西部。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
雑木林などコナラやクヌギの林に見られる。年 1 回の発生。県内では 6 月上旬から発生し 7 月上

旬に多く見られる。食樹はコナラ、クヌギ、アベマキ、ミズナラ。卵は低木の小枝の分岐部などに
見られる。越冬態は卵。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

丘陵から山地に分布しているが、近年では県内の低山帯の開発などの環境の悪化により現在では
山地でしか見られなくなった。 

 

【保全上の留意点】 

雑木林など里山の環境の保全や山間部での林の間伐などの保全が必要である。 

 

【引用文献】 
鈴木哲彦・中野善敏, 1988. オオミドリシジミ. 愛知県のミドリシジミ類. 佳香蝶, 40(150): 13. 

 

【関連文献】 
高橋 昭ほか, 1991. 愛知県のチョウ類. 愛知県の昆虫,（下）: 21-95. 愛知県. 

高橋匡司ほか, 2001. 旭町のチョウ類. 旭町の昆虫, pp.26-27, 257.（財）旭高原自然活用村協会. 

白水 隆, 2006. オオミドリシジミ. 日本産蝶類標準図鑑, p.113. 学習研究社, 東京. 

（執筆者 江田信豊） 
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昆虫類 ＜チョウ目 タテハチョウ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：リスト外） 

INSECTA ＜LEPIDOPTERA  NYMPHALIDAE＞ AICHI：NT （JAPAN：－） 

オオウラギンスジヒョウモン Argyronome ruslana (Motchulsky) 

 

【選定理由】 

県内の記録も 2000 年まででも、数件の採集記録があるに過ぎない（大田, 1981）。1980 年頃まで
は低山地などで目撃されていたが、2000 年以降では採集・目撃記録はほとんどない。もともと県内
では産地が局限され、個体数も少ない種である。その後過去 10 年の愛知県の本種の採集記録は皆無
である（江田, 私信）。また、県内の岡崎市のレッドデータブック 2014 でも NT と評価されている。 

 

【形 態】 

斑紋は雌雄で大差はない。♂の翅表は濃橙色、♀はやや赤みの少ない橙色。♀の翅表の前縁端近
くにやや顕著な三角形の小白斑をあらわす。裏面前翅端および後翅外半部における紫褐色部は♂で
は色が淡く、♀では濃色。開張 65mm 前後。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

名古屋市守山区、新城市、鳳来町、豊田市、瀬戸市など産地は限定的。 

 

【国内の分布】 

北海道、本州、四国、九州。分布は局所的。 

 

【世界の分布】 

日本、ロシア南東部。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
特に草原に見られ、アザミなどの植物に訪花する。年 1 回の発生。県内では 7 月から発生し 10 月

ころまで見られる。食草はスミレ科。越冬態は卵。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

草地に生息しているが、もともと県内では個体数が少ない。里山及び湿原に隣接する草原の減少
も考えられるが詳細は不明である。 

 

【保全上の留意点】 

本種の減少はスミレ類全般の減少とは考えにくい。 

現時点では本種の生態に不明な点も多く、具体的な保全の提案は難しい。しかし、本種を含め草
原性のチョウ類が全国的に減少していることから、草原の保全は有効である。 

 

【引用文献】 
大田佳伸, 1981. 南設楽郡鳳来町でオオウラギンスジヒョウモンを採集. 三河の昆虫, (28): 122. 

杉坂美典, 2014. レッドデータブックおかざき 2014, p.286. 岡崎市. 

 

【関連文献】 
高橋 昭ほか, 1991. 愛知県のチョウ類. 愛知県の昆虫,（下）: 21-95. 愛知県. 

高橋匡司ほか, 2001. 旭町のチョウ類. 旭町の昆虫, pp.26-27, 257.（財）旭高原自然活用村協会. 

白水 隆, 2006. オオウラギンスジヒョウモン. 日本産蝶類標準図鑑, p.214. 学習研究社, 東京. 

（執筆者 江田信豊） 
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昆虫類 ＜チョウ目 セセリチョウ科＞ 愛知県：準絶滅危惧種 （国：リスト外） 

INSECTA ＜LEPIDOPTERA  HESPERIIDAE＞ AICHI：NT （JAPAN：－） 

ホソバセセリ Isoteinon lamprospilus (C. et R.Felder)   

 

【選定理由】 

本県では平地から低山地の草地、疎林、林
縁部などに点々と分布し個体数は多くはなか
ったが、昨今産地や個体数が減少している。
殊に平地部では急激に減少し稀になっている。 

 

 

 

 

【形 態】 

♂♀の色彩斑紋はほとんど同じである。特
に、後翅裏面の斑紋は特異で、中室内の白斑
を中心として 8 個の白斑が環状に並び、その
白斑周囲は黒色に縁取られている。この特徴
が種の同定の目印になる。 

 

 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

三河山地から尾張東部や北部丘陵地にかけて分布する。豊田市タカドヤ湿地周辺など地域によっ
ては多産する所もある（笹俣ほか, 未発表）が、平地部では稀である。 

豊田市（旧稲武町、旧旭町、旧豊田市、旧小原町など）、設楽町、豊根村、豊橋市、名古屋市、犬
山市、瀬戸市、東海市などで確認されている（高橋ほか, 1991）ものの平地部では 2000 年代に入っ
てからは、瀬戸市、春日井市、小牧市の丘陵部で確認されている数例（私信, 未発表）程度であり、
名古屋市や東海市などで再確認されたとの報告は確認できていない。 

 

【国内の分布】 

九州、四国、本州に分布するが北限は山形県、南限は鹿児島県である。東北地方や本州中部の山
地では稀となる。 

 

【世界の分布】 

日本、朝鮮半島南部、中国、台湾、ベトナムに分布する。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
通常年 1 回、7 月中～下旬に発生が多い。平地から丘陵部の森林に接した草地、疎林、林縁部や路

傍に見られる。食草はススキ類であり、袋状の巣を垂下させその中で蛹化する。飛翔は、他のセセ
リチョウ類ほど速くなく、すぐに葉上に止まる。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

平地部での個体数は激減している。里山の管理放棄と考えられるものの減少の詳細は不明である。 

 

【保全上の留意点】 

草地・疎林・林縁部や路傍の確保と産卵できるススキ、オオアブラススキなどのイネ科植物の生
育地の確保や管理が必要と思われる。 

 

【引用文献】 
高橋 昭ほか, 1991. 愛知県のチョウ類. 愛知県の昆虫,（下）: p.28. 愛知県. 

 

【関連文献】 
高橋匡司ほか, 2001. 旭町のチョウ類. 旭町の昆虫: p.232.（財）旭高原自然活用村協会. 

白水 隆, 2006. ホソバセセリ. 日本産蝶類標準図鑑, p.304. 学習研究社, 東京. 

日本チョウ類保全協会編, 2012. ホソバセセリ. フィードガイド日本のチョウ, p.288. 誠文堂新光社, 東京. 

（執筆者 高橋匡司） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
春日井市, 2012 年 7 月 8 日, 高橋匡司 撮影 
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【 国リストの新掲載種について 】 

今回の見直しによって新たにレッドリストに掲載された「国リスト」の種について、対象種が愛

知県では絶滅危惧種と判断されなかった理由を以下に記述した。 

 

1. アオハダトンボ Calopteryx japonica Selys 

 トンボ目 カワトンボ科 （国：準絶滅危惧） 

矢作川や豊川などの中流域には支流も含めて多くの個体が現存する。 

 

2. マダラヤンマ Aeschna mixta soneharai Asahina 

 トンボ目 ヤンマ科 （国：準絶滅危惧） 

愛知県に定着していた事実はなく、他県から飛来した 1 例の記録があるに過ぎない。 

 

3. タベサナエ Trigomphus citimus (Needham) 

 トンボ目 サナエトンボ科 （国：準絶滅危惧） 

名古屋市東部の丘陵地から低山地に広く現存し、特に旧藤岡町周辺は日本有数の産地の一つ

と思われる。 

 

4. コオイムシ Appasus japonicus Vuillefroy 

 カメムシ目 コオイムシ科 （国：準絶滅危惧） 

水草の多いため池、水田地帯の素堀の水路、休耕田や湿地の浅い水溜まり、河川のワンドな

どに生息する。県内ではこれら様々な環境で見られ、比較的産地・個体数は多い。 

 

5. オオセイボウ Stilbum cyanurum (Foerster) 

 ハチ目 セイボウ科 （国：情報不足） 

県内で普通に見られるスズバチの寄生蜂で、まだ個体数は多く見られる。環境省リストでは

本土亜種。 

 

6. アオスジクモバチ Paracyphononyx alienus (Smith) 

 ハチ目 クモバチ科 （国：情報不足） 

河川敷の草むらなどに多く見られ、県内での生息数が多い。環境省リストではアオスジベッ

コウ。 

 

7. ケブカツヤオオアリ Camponotus nipponensis Santschi 

 ハチ目 アリ科 （国：情報不足） 

愛知県内でも少し自然が残った環境に広く分布している。 

 

8. トゲアリ Polyrhachis lamellidens F. Smith 

 ハチ目 アリ科 （国：絶滅危惧Ⅱ類） 

クヌギなどの林にはまだ多く見られる。県内での生息地は多い。 
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9. キオビホオナガスズメバチ Dolichovespula media sugare Ishikawa 

 ハチ目 スズメバチ科 （国：情報不足） 

やや山地性で県内では三河地方にまだ多く見られる。環境省リストでは本州亜種。 

 

10. モンスズメバチ Vespa crabro flavofasciata Cameron 

 ハチ目 スズメバチ科 （国：情報不足） 

アシナガバチを襲うなど人家周辺に多く、駆除の対象となることも多いが、まだ県内の生息

数は多い。 

 

11. ヤマトアシナガバチ Polistes japonicus japonicus Saussre 

 ハチ目 スズメバチ科 （国：情報不足） 

20 頭ほどの小さな集団を作る。林縁などに多く見られ県内での生息数が多い。 

 

12. カラトイスカバチ Passaloecus koreanus Tsuneki 

 ハチ目 ギングチバチ科 （国：情報不足） 

古い木材の甲虫などの脱出口に営巣する。神社周辺にまだ多く見られるが、木造建築の減少

が影響している。 

 

13. マイマイツツハナバチ Osmia orientalis Benoist 

 ハチ目 ミツバチ科 （国：情報不足） 

カタツムリの殻に営巣し、カタツムリの減少に影響されるが、まだ県内での生息数は多い。 

 

14. ルリモンハナバチ Thyreus decorus (Smith) 

 ハチ目 ミツバチ科 （国：情報不足） 

スジボソフトハナバチに寄生し、個体数が少ないが県内各地で普通に確認される。 

 

15. ツマグロキチョウ Eurema laeta betheseba (Janson) 

 チョウ目 シロチョウ科 （国：絶滅危惧ⅠＢ類） 

本種の幼虫が、新たに進出してきた外来種のアレチケツメイを食べ、成虫が安定した状態で

生息していることが確認されている。 

 

16. ハイイロボクトウ Pharagmataecia castaneae (Hübner) 

 チョウ目 ボクトウガ科 （国：準絶滅危惧） 

幼虫はヨシに寄生する湿地性の種で、県内では平地から丘陵地の湿地では比較的よく得られ

る。今後開発などによる生息環境の変化によっては注意を要する。 

 

17. オナガミズアオ Actias gnoma (Butler) 

 チョウ目 ヤママユガ科 （国：準絶滅危惧） 

幼虫はハンノキの仲間に寄生し、局地的ながらも、県内では名古屋市をはじめとして、記録

は多い。今後開発などによる植生の変化によっては注意を要する。 
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18. キシタアツバ Hypena claripennis (Butler) 

 チョウ目 ヤガ科 （国：準絶滅危惧） 

幼虫はヤブマオに寄生し路傍に生息する種で、県内では比較的平地に見られる。 

 

19. カギモンハナオイアツバ Cidariplura signata (Butler) 

 チョウ目 ヤガ科 （国：準絶滅危惧） 

水辺周辺で記録のある種で、これまでも県内では限られたところに記録がある。今後生息環

境の悪化に伴って動向を注意する必要がある。 

 

20. ギンモンアカヨトウ Plusilla rosalia Staudinger 

 チョウ目 ヤガ科 （国：絶滅危惧Ⅱ類） 

ヤナギタデなどを食し、水辺周辺で記録のある種で、これまでも県内では尾張西部丘陵地な

ど低湿地帯等限られたところに記録が多い。今後生息環境の悪化に伴って動向を注意する必

要がある。 

 

21. ウスミミモンキリガ Eupsilia contracta (Butler) 

 チョウ目 ヤガ科 （国：準絶滅危惧） 

幼虫はハンノキの仲間に寄生し、局地的ながらも、県内では名古屋市をはじめとして、記録

は多い。今後開発などによる植生の変化によっては注意を要する。 
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８ クモ類 

今回の見直しによって新たにレッドリストに掲載された各クモ類について、種ごとに形態的な特

徴や分布、県内の状況等を解説した。記述の項目、内容等は以下の凡例のとおりとした。 

 

【 掲載種の解説（クモ類）に関する凡例 】 

【分類群名等】 
対象種の本調査における分類群名、分類上の位置を示す目名、科名等を各頁左上に記述した。目・

科の範囲、名称、配列は、原則として「日本産クモ類目録 Ver.2014 R1」（谷川明男, 2014：インタ
ーネット上にて公表）を基に、新しい知見を加え整理した。 

 

【評価区分】 
対象種の愛知県における評価区分を各頁右上に記述した。参考として「その他無脊椎動物 環境省

第 4 次レッドリスト」（環境省, 2012）の全国での評価区分も各頁右上に記述した。また、各評価区
分に対応する英文略号も同じ場所に記述した。 

 

【和名・学名】 
対象種の和名及び学名を各頁上の枠内に記述した。和名及び学名は、原則として「日本産クモ類

目録 Ver.2014 R1」（谷川明男, 2014：インターネット上にて公表）に準拠した。 

 

【選定理由】 
対象種を愛知県版レッドリスト掲載種として選定した理由について記述した。 

 

【形 態】 
対象種の形態の概要を記述し、写真を掲載した。 

 

【分布の概要】 
対象種の分布状況の概要を記述した。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
対象種の生息地の環境条件及び生態的特性について記述した。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 
対象種の愛知県における現在の生息状況、減少の要因等について記述した。 

 

【保全上の留意点】 
対象種を保全する上で留意すべき主な事項を記述した。 

 

【特記事項】 
以上の項目で記述できなかった事項を記述した。 

 

【引用文献】 
記述中に引用した文献を、著者、発行年、表題、掲載頁または総頁数、雑誌名または発行機関と

その所在地の順に示した。 

 

【関連文献】 
対象種に関連する文献の内、代表的なものを、著者、発行年、表題、掲載頁または総頁数、雑誌

名または発行機関とその所在地の順に掲載した。 
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クモ類 ＜クモ目 キシダグモ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＡ類 （国：リスト外） 

ARACHNIDA ＜ARANEAE PISAURIDAE＞ AICHI：CR （JAPAN：— ） 

ババハシリグモ Dolomedes fontus Tanikawa ＆ Miyashita 

 

【選定理由】 

県内では極めて限られた地域
に生息する。豊田市ではため池
にそそぐ細流周辺部の環境悪化
により、現在は確認されていな
い。唯一、新城市作手岩波の湿
地にのみ生息するが、極めて個
体数は少ない。今後、生息地の
環境悪化によっては、危機的な
状態におちいることが懸念され
る。 

【形 態】 

体長雌 11～18mm、雄 9～
15mm（谷川, 2008）。雌雄とも
背甲は濃茶褐色で、中窩に茶色
の細い縦条がある。両縁は幅広
い茶褐色で外縁は灰白色。雌雄
とも腹部背面は濃茶褐色で、心
斑は淡褐色。両縁は幅広い茶褐
色で、背甲と腹部上面とも配色
パターンは似る。4 脚とも各節は
淡褐色で環はない。 

【分布の概要】 

【県内の分布】 

豊田市・新城市に分布する。 

【国内の分布】 

千葉県と愛知県に分布する（新海ほか, 2012）。 

【世界の分布】 

日本固有種。 

【生息地の環境／生態的特性】 
豊田市勘八町は山間部のため池周辺の湿潤地である。新城市作手岩波は湿原である。幼体で越冬

し、7～9 月ごろに成体になる。雌は 8～9 月にかけて産卵し、卵のうを触肢で抱え込み、口器にく
わえて徘徊する。 

【現在の生息状況／減少の要因】 

1991 年 6 月 9 日に豊田市勘八町の山間部にあるため池周辺の湿潤地で雌雄 6 頭を採集したのが国
内初記録である。その後、ため池の水量が増し湿潤地は消滅した。その後、数回調査を実地したが
確認できず、絶滅したと思われる。現在は新城市作手岩波（長ノ山湿原）が唯一の生息地だが、個
体数は極めて少ない。生息地の環境悪化が主な減少要因と考えられる。 

【保全上の留意点】 

長ノ山湿原は愛知高原国定公園第 1 種特別地域と愛知県天然記念物に指定されている。湿原の開
発はできないので、個体数は維持されると思われる。しかし、もともと数が少ない種と思われるの
で、生態を明らかにするためにも継続調査が望まれる。また、隣接する湿原には自由に立ち入るこ
とができ、植物や昆虫の撮影目的等のためにひどく踏み荒らされている。この湿原にも生息を確認
しているので、立ち入り禁止にする等の対策が必要である。 

【特記事項】 

同属のイオウイロハシリグモ（D. sulfureus ）は色彩変異があり、スジボソ型やスジブト型の色
彩が本種に酷似するので注意を要する。 

【引用文献】 
Akio Tanikawa・Tadashi Miyashita, 2008. A revsion of Japanese spiders of the Genus Dolomedes (Araneae:Pisauridae) 

with its phylogeny based on mt-DNA. Acta arachnol., 57(1): 19-35. 

新海 明・安藤昭久・谷川明男・池田博明・桑田隆生, 2012. CD 日本のクモ. 自刊. 

 

【関連文献】 
谷川明男・小野展嗣, 2009. キシダグモ科. 日本産クモ類, p.216-220. 東海大学出版会, 東京. 

（執筆者 緒方清人） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♀. 新城市作手岩波町（長ノ山湿原）, 2010 年 5 月 15 日, 緒方清人 撮影 
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クモ類 ＜クモ目 ミヤマシボグモ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＡ類 （国：リスト外） 

ARACHNIDA ＜ARANEAE ZORIDAE ＞ AICHI：CR （JAPAN：— ） 

ミヤマシボグモモドキ Zora nemoralis (Blackwall) 

 

【選定理由】 

県内の極めて限られた地域に
生息する。もともと個体数が少
なく、生息地の破壊で急速に減
少していると考えられる。 

【形 態】 

体長雌 3.5～5.0mm、雄 2.5～
4.0mm（小野, 2009）。雄の背甲
は濃茶褐色で中央・側縁・外縁
に多数の白色斑がある。腹部背
面は濃茶褐色で白色の斑が多数
ある。4 脚とも各節は黒色だが、
跗節は赤褐色。全体に黒い印象
を受ける。雌の背甲は茶褐色で、
両縁に濃茶褐色の波形模様で外
縁は灰白色。4 脚とも淡褐色で濃
茶褐色の環がある。 

【分布の概要】 

【県内の分布】 

豊田市（旧稲武町）に分布す
る。 

【国内の分布】 

北海道・本州（山梨・群馬・
長野・愛知）に分布する（新海
ほか, 2012）。 

【世界の分布】 

日本固有種。 

【生息地の環境／生態的特性】 
山地の広葉樹の地表を徘徊する。幼体で越冬し、雄は 5 月ごろから成体になり、雌は 6～7 月ごろ

に成体になる。産卵や卵のう時期など詳しい生態は明らかになっていない。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

愛知県初記録は 2011 年 6 月 3 日に、長野県との県境付近の豊田市大野瀬町池ケ平で雌 1 頭が採集
された。2 例目は 2011 年 9 月 12 日に、同市稲武町月ケ平で幼体 8 頭が確認された。最初の発見地
である池ケ平では、その後の調査でも確認されていない。月ケ平では 2012～2013 年にかけて、歩道
の拡張工事により大部分の生息地が破壊され、1～3 頭を確認したににすぎない（緒方, 2013）。工事
などによる生息地の直接改変が主な減少要因と考えられる。 

【保全上の留意点】 

落葉樹の地表を徘徊する種なので、伐採は慎むべきである。また、歩道の拡張工事は直接生息地
の破壊につながるので、これ以上の工事は慎むべきである。 

 

【特記事項】 

国内では本種とシボグモモドキ（Z. spinimana ）の 2 種が知られている。シボグモモドキの雌は
本種の雌と酷似するが体長は 5～6mm と大きく、脚の各節は太く膝節・脛節・蹠節・ふ節は濃褐色
をしている。シボグモモドキは、県内からは発見されていない。 

 

【引用文献】 
小野展嗣, 2009. ミヤマシボグモ科. 日本産クモ類, p.469. 東海大学出版会, 東京. 

新海 明・安藤昭久・谷川明男・池田博明・桑田隆生, 2012. CD 日本のクモ. 自刊. 

緒方清人, 2013. ミヤマシボグモモドキの生息地が破壊された, 蜘蛛. 46: 19-20. 中部蜘蛛懇談会. 

【関連文献】 
新海栄一, 2006. ミヤマシボグモモドキ. 日本のクモ, p.273. 文一総合出版, 東京. 

千国安之輔, 1989. ミヤマシボグモモドキ. 写真日本クモ類大図鑑, p.132, p.262. 偕成社, 東京. 

八木沼健夫, 1986. ミヤマシボグモ科. 原色日本クモ類図鑑, p.195-196. 保育社, 大阪. 

（執筆者 緒方清人） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♀. 豊田市稲武町月ケ平, 2012 年 5 月 7 日, 緒方清人 撮影 
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クモ類 ＜クモ目 コモリグモ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＢ類 （国：リスト外） 

ARACHNIDA ＜ARANEAE  LYCOSIDAE＞ AICHI：EN （JAPAN：— ） 

エビチャコモリグモ Arctosa ebicha Yaginuma 

 

【選定理由】 

県内での主な生息環境は河川
敷・湿地・草原などに生息する
が、どの生息地においても個体
数は少ない。近年、相次いで生
息地が開発によって消滅し、現
在では極めて限られた地域で生
息している。 

【形 態】 

体長雌 11～15mm、雄 10～
12mm。雌雄とも背甲は濃茶褐
色。腹部背面は濃茶褐色で心斑
は褐色。全身に黒毛を生じる。4

脚とも各節は濃赤褐色で、第 1

跗節には長毛が 2 本あり、脛節
下面には短い刺が 3 対ある。 

【分布の概要】 

【県内の分布】 

名古屋市・豊明市・刈谷市・
豊田市・岡崎市・知立市・安城
市に分布する。 

【国内の分布】 

本州・四国・九州に分布する
（新海ほか, 2012）。 

【世界の分布】 

日本・韓国・中国に分布する。 

【生息地の環境／生態的特性】 
主に河川や空き地等の草地を徘徊しているが、草の根元や土の窪みなどに潜んでいることもある。

9～11 月ごろに成体になる。多くのコモリグモ類の雌は、卵のうを糸器につけて徘徊するが、本種は
卵のうを糸器につけてはいるが、あまり徘徊はせずに地中に浅い穴を掘って潜んでいることが多い。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

多くの地域で土地開発や河川工事等の影響で生息地が消滅した。2013〜14 年の調査では、名古屋
市西区（庄内川河川敷）・豊田市上原町（籠川河川敷）・岡崎市針崎町（農耕地）の 3 ケ所で確認し
ている。豊田市での生息地は 2013 年度からバイパス道路工事中、岡崎市での生息地は土地開発中で、
近い将来絶滅が予測される。残る生息地は名古屋市西区庄内川河川敷のみとなるが、都市近郊なの
で開発される恐れがある。 

 

【保全上の留意点】 

河川工事による生息域での環境破壊は慎み、農薬や除草剤等の散布にも注意する必要がある。 

 

【特記事項】 

大型のコモリグモで、同所に生息している種としてはアライトコモリグモ（Trochosa ruricola ）
が挙げられる。本種は全体に濃茶褐色に対し、アライトコモリグモは背甲の中央に褐色の縦条があ
り、腹部背面の心斑が淡褐色でより鮮明である。 

 

【引用文献】 
新海 明・安藤昭久・谷川明男・池田博明・桑田隆生, 2012. CD 日本のクモ. 自刊. 

 

【関連文献】 
新海栄一, 2006. エビチャコモリグモ. 日本のクモ, p.61. 文一総合出版, 東京. 

田中穂積, 2009. コモリグモ科. 日本産クモ類, p.222-248. 東海大学出版会, 東京. 

千国安之輔, 1989. エビチャコモリグモ. 写真日本クモ類大図鑑, p.27, p.171. 偕成社, 東京. 

八木沼健夫, 1986. コモリグモ科. 原色日本クモ類図鑑, p.158-170. 保育社, 大阪. 

（執筆者 緒方清人） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♀. 岡崎市針崎町, 2014 年 10 月 10 日, 緒方清人 撮影 
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クモ類 ＜クモ目 コモリグモ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＢ類 （国：リスト外） 

ARACHNIDA ＜ARANEAE  LYCOSIDAE＞ AICHI：EN （JAPAN：— ） 

シッチコモリグモ Hygrolycosa umidicola Tanaka 

 

【選定理由】 

県内での明らかな生息地は 2

ケ所だけである。主な生息環境
は湿潤地・葦原などに生息する
が、個体数は極めて少ない。今
後も土地開発等の環境破壊で激
減する可能性が高い。 

【形 態】 

体長雌 6～7.7mm、雄 5.7～
6.1mm（田中, 2009）。雄背甲は
黒褐色。中央は褐色で細い黒褐
色の条がある。腹部背面は黒褐
色。多数の斑と心斑は褐色で目
立つ。全体に黒い印象を受ける。
雌の背甲は茶褐色。中央は褐色
で細い黒褐色の条がある。腹部
背面は褐色で多数の黒褐色の斑
がある。雌雄とも 4 脚の各節は
褐色で、腿節に黒班がある。 

【分布の概要】 

【県内の分布】 

豊橋市に分布する。 

【国内の分布】 

北海道・本州・九州に分布す
る（新海ほか, 2012）。 

【世界の分布】 

日本固有種。 

【生息地の環境／生態的特性】 
豊橋市大村町では水田地帯に点在する葦原に生息している。同市小島町では放置田後の湿潤地に

生息している。幼体で越冬し、成体は 5～8 月にかけて見られる。雌は 5～6 月ごろには卵のうを糸
器に着けた個体を観察する。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

大村町では次々と葦原が埋め立てられ、宅地や駐車場になっている。2012〜14 年の調査では生息
地は極めて限られ、個体数も非常に少ない。小島町でも 2012〜14 年の調査では環境に変化はないが、
もともと個体数が少なく、調査毎に確認される個体は 1～3 頭である。 

 

【保全上の留意点】 

現在確認されている生息地の葦原や湿潤地を中心に、湿気を保つためにも周辺部の環境も残すこ
とが望ましい。同時に継続調査によって、県内の分布をさらに明らかにするように努めることも必
要である。 

 

【特記事項】 

同所にはコモリグモ類のキクヅキコモリグモ（Pardosa pseudoannulata ）・イナダハリゲコモリ
グモ（P. agraria ）・キバラコモリグモ（Pirata subpiraticus ）なども生息するが、体色が黒褐色な
いし茶褐色をしているのは本種だけである。 

 

【引用文献】 
田中穂積, 2009. コモリグモ科. 日本産クモ類, p.222-248. 東海大学出版会, 東京. 

新海 明・安藤昭久・谷川明男・池田博明・桑田隆生, 2012. CD 日本のクモ. 自刊. 

 

【関連文献】 
八木沼健夫, 1986. コモリグモ科. 原色日本クモ類図鑑, p.158-170. 保育社, 大阪. 

新海栄一, 2006. シッチコモリグモ. 日本のクモ, p.75. 文一総合出版, 東京. 

（執筆者 緒方清人） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♀. 豊橋市大村町, 2012 年 5 月 30 日, 緒方清人 撮影 
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クモ類 ＜クモ目 コモリグモ科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類 （国：リスト外） 

ARACHNIDA ＜ARANEAE  LYCOSIDAE＞ AICHI：VU （JAPAN：— ） 

カコウコモリグモ Pardasa nojimai Tanaka 

 

【選定理由】 

内湾に面した河口付近の塩性
ヨシ原のみ生息し、県内での生
息地は極めて限られる。護岸工
事・埋め立て・環境の悪化等に
よって減少の恐れが強い。 

 

【形 態】 

体長雌雄 5～7mm。雄の背甲
は一様に黒色。雌は黒褐色で中
窩は茶褐色。雌雄とも腹部背面
は茶褐色で、黒褐色と白色斑が
複数ある。歩脚は褐色で各節に
長い刺を有する。 

 

【分布の概要】 

【県内の分布】 

名古屋市・豊橋市・田原市・
刈谷市で確認された。 

【国内の分布】 

岡山県岡山市の標本を模式と
し新種記載された（田中, 1998）。
現在は静岡県・三重県・大阪府・
島根県・熊本県で記録されてい
る（新海ほか, 2012）。 

【世界の分布】 

日本固有種。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
海岸や河口付近の塩性葦原に限って棲む。同じ葦原でも海岸以外には生息していない。成体は 5

～8 月にかけて見られ、葦原内を素早く動き回る。6～8 月頃には、雌は卵のうを糸器に着けた個体
や、子グモを背負う個体が観察される。同じ環境にはクロベンケイガニやベンケイガニなどカニ類
も多数生息している。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

2012〜14 年の調査では、名古屋市港区稲永（庄内川河口）・豊橋市杉山町（紙田川河口）・田原市
谷熊町（田原湾）で確認された。近年、刈谷市境川河口では確認されていない。護岸工事や埋め立
てなどによる生息地の環境悪化が主な減少要因と考えられる。 

 

【保全上の留意点】 

名古屋市港区稲永（庄内川河口）では護岸補強工事により、葦原の面積が狭くなり環境悪化が進
み、個体数が激減している。塩性葦原を保全すると同時に、環境美化に努める必要がある。 

 

【引用文献】 
Tanaka, H., 1998. A New Species of the Genus Pardosa (Araneae: Lycosidae) from Japan. Acta Arachnologica, 47(2): 

101-103. 

新海 明・安藤昭久・谷川明男・池田博明・桑田隆生, 2012. CD 日本のクモ. 自刊. 

 

【関連文献】 
田中穂積, 2009. コモリグモ科. 日本産クモ類, p.222-248. 東海大学出版会, 東京. 

（執筆者 緒方清人） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♀. 豊橋市杉山町（紙田川河口）, 2013 年 6 月 3 日, 緒方清人 撮影 
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９ 貝 類 

今回の見直しによって新たにレッドリストに掲載された各貝類について、種ごとに形態的な特徴

や分布、県内の状況等を解説した。記述の項目、内容等は以下の凡例のとおりとした。 

 

【 掲載種の解説（貝類）に関する凡例 】 

【分類群名等】 
対象種の本調査における分類群名、生息環境区分（陸産・淡水産・内湾産）、分類上の位置を示す

目名、科名等を各頁左上に記述した。目・科の範囲、名称、配列は、原則として以下の文献に準拠
した。 

 

・陸産貝類・淡水産貝類 

「日本産野生生物目録－本邦産野生動植物の種の現状－（無脊椎動物編Ⅲ）」（財団法人自然環境研
究センター, 1998） 

・内湾産貝類（海産貝類） 

「Catalogue and libliography of the marine shell-bearing mollusca of Japan」（S.Higo et al., 

1999） 

「日本近海産貝類図鑑」（東海大学出版会, 2000） 

・内湾産貝類（干潟の貝類） 

「干潟の絶滅危惧動物図鑑 海岸ベントスのレッドデータブック」（日本ベントス学会, 2012） 

 

【評価区分】 
対象種の愛知県における評価区分を各頁右上に記述した。参考として「貝類 環境省第 4 次レッド

リスト」（環境省, 2012）の全国での評価区分も各頁右上に記述した。また、各評価区分に対応する
英文略号も同じ場所に記述した。 

 

【和名・学名】 
対象種の和名及び学名を各頁上の枠内に記述した。和名及び学名は、原則として【分類群名等】

の項に示した文献に準拠した。一部の異名は和名の後の（ ）内に記述した。 

 

【選定理由】 
対象種を愛知県版レッドリスト掲載種として選定した理由について記述した。 

 

【形 態】 
対象種の形態の概要を記述した。 

 

【分布の概要】 
対象種の分布状況の概要を記述した。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
対象種の生息地の環境条件及び生態的特性について記述した。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 
対象種の愛知県における現在の生息状況、減少の要因等について記述した。 

 

【保全上の留意点】 
対象種を保全する上で留意すべき主な事項を記述した。 

 

【特記事項】 
以上の項目で記述できなかった事項を記述した。 

 

【引用文献】 
記述中に引用した文献を、著者、発行年、表題、掲載頁または総頁数、雑誌名または発行機関と

その所在地の順に示した。 

 

【関連文献】 
対象種に関連する文献の内、代表的なものを、著者、発行年、表題、掲載頁または総頁数、雑誌

名または発行機関とその所在地の順に掲載した。 
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貝類（内湾産） ＜キヌタレガイ目 キヌタレガイ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＡ類 （国：絶滅危惧Ⅱ類） 

GASTROPODA (Inner Bay) ＜SOLEMYIDA SOLEMYIDAE＞ AICHI：CR （JAPAN：VU） 

アサヒキヌタレガイ Acharax japonica (Dunker) 

 

【選定理由】 

 個体群・個体数の減少、生息条件の悪化が選定理由としてあげられる。本種はキヌタレガイ
Petrasma pusilla （愛知県ランク NT）の近似種であるが、さらに外洋水の影響の強い潮下帯のア
マモ場周辺の砂泥底に生息することが多い。キヌタレガイが生息する三河湾湾口部の砂泥底からも
死殻すら採集されなかった（木村, 1996；2000）。しかし、浜名湖、三重県側の伊勢湾口部、英虞湾
では生貝が継続的に確認されており、近年三河湾湾口部で操業する底引き網の漁屑中より少数の新
鮮な死殻が採集されたので、愛知県内にも生息していると判断された。今までのドレッジ調査、底
引き網漁業の漁屑調査でも生貝は採集されていないので、危機的生息状況であると判断された。 

 

【形 態】 

 殻長 20 mm。殻は円筒形で厚い殻皮におおわれ非常に薄く、石灰分が少なく軽く脆い。キヌタレ
ガイと近似するが、やや殻は厚く、殻の色彩は濃く、淡黄褐色の放射肋が明瞭で数が多い。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

愛知県内では、近年三河湾湾口部で新鮮な死殻が採集されたにすぎない。本種の死殻は石灰分が
少なく比較的早期に分解するので、おそらく付近に生息域が存在すると判断された。 

 

【世界および国内の分布】 

日本以外では中国大陸に生息記録がある。日本では北海道から九州の内湾から湾口部の潮間帯か
ら水深 20 m 程度の砂泥底に生息する。キヌタレガイより外洋水の影響の強い海域を生息環境とする
場合が多い。現在干潟で生きた個体が確認されることは非常に少ない。浜名湖や瀬戸内海では潮間
帯のアマモ場で生きた個体が確認されている。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
内湾から湾口部の潮間帯から水深 20 m 程度のアマモ場周辺の砂泥底に生息する。鰓には硫化水素

を用いて有機物を合成する化学合成細菌が共生している。その他の生態的な特性についてはほとん
ど知られていない。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

生息状況は、【選定理由】の項参照。本種は潮通しの良い良好なアマモ場周辺に生息するので、ア
マモ場の消失は無論、干潟の埋め立て、無酸素水塊の発生、水質汚濁の影響を受けやすい。 

 

【保全上の留意点】 

現在本種が生息確認される海域の環境を維持することが重要である。干潟から潮下帯に連続する
生息環境を保全する事が重要である。 

 

【引用文献】 
木村昭一, 2012. アサヒキヌタレガイ, p.106. in: 日本ベントス学会(編), 干潟の絶滅危惧動物図鑑‐海岸ベントスのレッドデ

ータブック, 285pp. 東海大学出版会, 秦野市. 

木村昭一, 1996. ドレッジによって採集された日間賀島南部海域の底生動物. 研究彙報(第 35 報): 3-19. 全国高等学校水産教
育研究会. 

木村昭一, 2000. 伊勢湾・三河湾でドレッジによって採集された貝類（予報）. かきつばた, (26): 18-20. 

 

【関連文献】 
秀島佑典・木村妙子・木村昭一・佐藤達也, 2014. 生浦湾における貝類群集と底質環境の季節変動. Venus, 72(1-4): 139. 

鈴木孝男・木村昭一・木村妙子・森 敬介・多留聖典, 2013. 干潟生物調査ガイドブック 全国版（南西諸島を除く）, 269pp. 日

本国際湿地保全連合, 東京. 

（執筆者 木村昭一） 
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貝類（内湾産） ＜ザルガイ目 ツクエガイ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＡ類 （国：準絶滅危惧） 

GASTROPODA (Inner Bay) ＜CARDIIDA GASTROCHAENIDAE＞ AICHI：CR （JAPAN：NT） 

コヅツガイ Eufistulana grandis (Deshayes) 

 

【選定理由】 

 個体群・個体数の減少、生息条件の悪化が選定理由としてあげられる。本県では内湾域の潮下帯
の環境は上部の干潟の破壊や浚渫、貧酸素水塊の発生、水質汚濁などで急速に悪化していて、この
生息帯に棲む貝類相が著しく単純化している。本種は現在伊勢湾及び三河湾湾口部で稀に棲管が打
ち上げられたり、潮下帯から比較的新しい棲管や半片死殻が採集されるが生息が確認できない（木
村, 1996；2000）。近年、三重大学生物資源学部実習船勢水丸のドレッジ調査で伊勢湾湾口部から棲
管と共に中の貝殻まで保存された新鮮な死殻が採集され、現在も生息していると判断された。危機
的な生息状況である。 

 

【形 態】 

 殻長 40 mm で殻は白色で長方形。全長 100 mm を越える細長い石灰質の棲管を分泌してその中に
生息する。棲管は先端部分を残して、底質中にほぼ垂直に埋もれる。棲管の外側表面には砂粒やサ
ンゴの破片等周囲の底質を付着させている。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

伊勢湾及び三河湾湾口部から渥美外海にかけての潮下帯に生息していると考えられる。 

 

【世界および国内の分布】 

日本の他、インド・太平洋に広く分布する。日本では房総半島以南から南西諸島の内湾から湾口
部にかけての低潮線から潮下帯の砂泥底に分布する。沖縄島では羽地内海の干潟で生きた貝が確認
されているが、沖縄島周辺以外の干潟域で本種の生息が確認されている場所はほとんど無い（木村・
久保, 2012）。また、沖縄島では潮下帯に健全な個体群が確認されているが、本州から九州では潮下
帯においても棲管がかろうじて採集されることはあるが、近年生きた個体が採集された記録は無い
（木村・久保, 2012）。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
内湾の潮間帯から潮下帯の砂泥底に石灰質の長い棲管を分泌してその中に生息する。その他の生

態的特性については不明。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

生息状況は、【選定理由】の項参照。上述したように県内の潮下帯は環境が悪化しているので、本
種の生息場所、生息数とも減少している。 

 

【保全上の留意点】 

現在本種が生息確認される海域の環境を維持することが重要である。内湾から外洋域、干潟から
潮下帯に連続する生息環境を保全する事が重要である。 

 

【引用文献】 
木村昭一・久保弘文, 2012. コヅヅガイ, p.153. in: 日本ベントス学会(編), 干潟の絶滅危惧動物図鑑‐海岸ベントスのレッド

データブック, 285pp. 東海大学出版会, 秦野市. 

木村昭一, 1996. ドレッジによって採集された日間賀島南部海域の底生動物. 研究彙報(第 35 報): 3-19. 全国高等学校水産教
育研究会. 

木村昭一, 2000. 伊勢湾・三河湾でドレッジによって採集された貝類（予報）. かきつばた, 26: 18-20. 

 

【関連文献】 
木村昭一, 1995. 日間賀島南部海岸の潮間帯付近の軟体動物相. 研究彙報(第 34 報): 16-27. 全国高等学校水産教育研究会. 

（執筆者 木村昭一） 
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貝類（内湾産） ＜ザルガイ目 ウロコガイ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＡ類 （国：絶滅危惧Ⅰ類） 

BIVALVIA (Inner Bay) ＜CARDIIDA GALEOMMATIDAE＞ AICHI：CR （JAPAN：CR+EN） 

オウギウロコガイ Galeommella utinomii Habe 

 

【選定理由】 

愛知県内では近年、三河湾と知多湾のそれぞれ 1箇所で計 3個体の生貝が確認されたのみである。
全国的にも希少な種であり、愛知県内での生息記録は、きわめて貴重である。最近、愛知県内にお
ける生息が知られたばかりの種であり、減少傾向は把握できない。しかし、県内では本種が生息す
る良好な内湾環境や潮間帯の環境が高度経済成長期に激減したため、本種の生息環境はきわめて限
られていると推測できる。したがって、この限られた環境が維持されなければ、本種は愛知県内か
ら絶滅する可能性がきわめて高いと考えられる。 

 

【形 態】 

殻長 5～7mm 程度の小型種である。殻は白色半透明できわめて薄く、放射肋が明瞭である。生時
は、軟体（外套）が殻を包み込み、先端部のみが赤い長い突起が伸びる。本種の活動時は、腹足類
（巻貝類）のように足で匍匐するので、一見すると、ミノウミウシ類の様である。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

愛知県内では、前島（三河湾）（早瀬・他, 投稿中）と河和（知多湾）（早瀬, 投稿準備中）のみで
確認されている。潮間帯の転石下より確認されている。 

 

【世界および国内の分布】 

東京湾～九州に分布し、日本固有種の可能性が高いとされる（木村・福田, 2012）。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
内湾環境に生息する。潮間帯の埋もれた転石下に付着して生息する。周辺が還元環境となってい

る場所に生息する。淡水が滲出する特殊な埋没転石下の微環境のみに生息する。ツヤマメアゲマキ
とは同所分布する。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

本種の生息確認地においても、多数の個体が確認されることはない。きわめて特殊なマイクロハ
ビタット（微生息環境）のみに生息すると考えられる。したがって、本種の生息には、きわめて多
様性に富んだ良好な潮間帯の環境が必要である。内湾環境の開発が進んだ愛知県内においては、本
種の生息環境は著しく狭められ、限られた場所のみとなっている可能性が高い。 

 

【保全上の留意点】 

本種の生息環境の維持には、内湾環境の保全と共に、潮間帯の転石環境や藻場、アマモ場環境な
どの様々なマイクロハビタット（微生息環境）をも保全・維持することがきわめて重要である。 

 

【特記事項】 

本種をはじめ、転石下の特殊生息環境に棲む種が確認される場所には、他の希少な種も多種共存
しており、きわめて多様性の高いホットスポットとなっている。単に特定の種を評価対象種に位置
付けるのみではなく、これらの種の生息する環境と貝類相を合わせ「特殊環境棲貝類保護地」に指
定するなど、今後は、環境を含む包括的な保護を考える必要性がある。 

 

【引用文献】 
早瀬善正・大貫貴清・吉川 尚・松永育之・社家間太郎, 投稿中（2014, 受理）. 前島（三河湾）の転石地潮間帯の貝類相‐

特徴的な 16 種の記録, ちりぼたん. 

木村昭一・福田 宏, 2012. オウギウロコガイ, p.159. in: 日本ベントス学会(編), 干潟の絶滅危惧動物図鑑‐海岸ベントスのレ
ッドデータブック, 285pp. 東海大学出版会, 秦野市. 

 

【関連文献】 
多々良有紀・福田 宏, 2009. 東京湾小櫃川河口産オウギウロコガイ（二枚貝綱：マルスダレガイ目：ウロコガイ科）, Molluscan 

Diversity, 1(1): 12-17. 

（執筆者 早瀬善正） 
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貝類（内湾産） ＜ザルガイ目 ウロコガイ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＡ類（国：準絶滅危惧） 

BIVALVIA (Inner Bay) ＜CARDIIDA GALEOMMATIDAE＞ AICHI：CR （JAPAN：NT） 

 マゴコロガイ Peregrinamor oshimai Shoji 

 

【選定理由】 
個体群・個体数の減少、生息条件の悪化・特殊生息環境が選定理由としてあげられる。本種は河

口域の干潟から潮下帯の砂泥底に生息するアナジャコ類の頭胸部腹面に足糸で付着する。本県では
内湾域の潮下帯の環境は上部の干潟の破壊や浚渫、貧酸素水塊の発生、水質汚濁などで急速に悪化
していて、この生息帯に棲む貝類相が著しく単純化している。このような状況から本種も明らかに
生息場所、生息数とも激減していると考えられる。本種は 1980 年代に三重県側の伊勢湾からは生息
記録がある（木村・山本, 1990）が、愛知県からは分布の概要に記したとおり名古屋市沖（伊勢湾）
から 1 個体採集されたに過ぎない（木村, 2010；2012）。 

 

【形 態】 

殻長約 10mm。貝殻は両殻を合わせて背面から見るとハート型で、和名はその外形および付着部
位にちなむ（庄司, 1938）。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

2008 年のドレッジ調査で名古屋港沖の水深約 6m の泥底に生息していたアナジャコ類の頭胸部腹
面に付着した 1 個体のみが採集された。この名古屋港沖合の採集記録が県下からの初めての記録で
ある。藤前干潟にもアナジャコ類は多産するが、本種が採集された記録はない（木村, 2010）。その
後も愛知県下では生息記録はない。 

 

【世界及び国内の分布】 

日本でのみ記録されている。模式産地は東京湾（庄司, 1938）で、伊勢湾、瀬戸内海、九州の内湾
域に分布する。東京湾からは原記載以来採集記録はなく、愛知県名古屋市が現在知られている分布
の東限、北限である（木村, 2012）。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
【選定理由】の項参照。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 
【選定理由】の項参照。 

 

【保全上の留意点】 
内湾の潮下帯の環境を保全する。干潟の埋め立てをこれ以上行わないこと、内湾域の水質の富栄

養化を防止することが不可欠である。 

 

【引用文献】 
木村昭一・山本妙子, 1990. マゴコロガイを伊勢湾で採集. ちりぼたん 21(1・2): 12-13. 日本貝類学会. 

木村昭一, 2010. 貝類, pp.185-222. in: 名古屋市動植物実態調査検討会(監修) , レッドデータブックなごや 2010‐2004 年版

補遺‐, 316pp. 名古屋市環境局環境都市推進部生物多様性企画室, 名古屋. 

木村昭一, 2012. マゴコロガイ, p.162. in: 日本ベントス学会(編), 干潟の絶滅危惧動物図鑑‐海岸ベントスのレッドデータブ
ック, 285pp. 東海大学出版会, 秦野市. 

庄司幸八, 1938. 珍しい共棲二枚貝マゴコロ貝. Venus 8(3-4): 119-127. 日本貝類学会. 

 

【関連文献】 
鈴木孝男・木村昭一・木村妙子・森 敬介・多留聖典, 2013. 干潟生物調査ガイドブック 全国版（南西諸島を除く）, 269pp.

日本国際湿地保全連合, 東京. 

（執筆者 木村昭一） 
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貝類（内湾産） ＜ネリガイ目 オキナガイ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＡ類 （国：絶滅危惧Ⅰ類） 

BIVALVIA (Inner Bay) ＜PANDORIDA LATERNULIDAE＞ AICHI：CR （JAPAN：CR+EN） 

 コオキナガイ Laternula (Laternula) impura (H.A. Pilsbry) 

 

【選定理由】 
2002 年版愛知県レッドデータブックではコオキナガイとして未記載種のオキナガイ属の 1 種を誤

同定して掲載されたが（愛知県, 2002）、2009 年版愛知県レッドデータブックではコオキナガイは分
布域から考えて生息していた可能性は高いが、愛知県内から確かな生息記録や標本が確認できず、
コオキナガイはリストから削除され、オキナガイ属の 1 種がリストに掲載された（愛知県環境調査
センター, 2009）。2011 年に実施した標本調査の結果、愛知県田原市汐川干潟で 1965 年に河辺訓受
氏（名古屋貝類談話会）によって採集されたコオキナガイと確実に同定される 1 個体の標本が見い
だされた。これにより愛知県にも生息していたことが明らかになった（木村, 2012）。 

個体群・個体数の減少、生息条件の悪化が選定理由としてあげられる。本県でも干潟という生息
環境自体が護岸工事や埋め立てで著しく減少しているので、本種の生息地、生息数とも著しく減少
したと考えられる。現在本種は死殻も全く採集されず、絶滅した可能性も高い。 

 

【形 態】 

殻長約 4cm で、殻は長楕円形で膨らみはやや強い。殻は白色で非常に薄く脆い。ソトオリガイと
近似するが、殻の丸みが強く、後端が細まり尖る点で区別できる。殻表には微細な顆粒状突起があ
り、その形態でも他種とは区別できる。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

上述したように、現在では生息は確認されず、死殻でさえ全く採集されない。本県の個体群は絶
滅した可能性が高い。 

 

【世界及び国内の分布】 

房総半島～南西諸島、中国大陸に分布する。三浦半島（葉山しおさい博物館, 2001）では絶滅が報
告され、東京湾（千葉県, 2000）でも絶滅した可能性が非常に高い。南西諸島ではかつては健全な個
体群が確認されていたが、護岸工事や埋立などで個体群ごと消失した例も多く、現在、生息地はほ
とんど残されていない（沖縄県, 2005）。三重県英虞湾奥部の狭い範囲で少数の生きた個体が採集さ
れ、現在の分布東限と考えられる。瀬戸内海西部、九州西岸でも生息が確認されているが、生息地、
個体数とも非常に少ない（木村, 2012）。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
【選定理由】の項参照。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 
唯一標本の採集された汐川干潟で毎年モニタリングが行われているが、死殻も見られず生息が確

認できない。上述したような干潟の環境は破壊されているので、本種の生息場所、生息数とも減少
したと考えられる。 

【保全上の留意点】 
内湾の潮間帯の環境を保全する。干潟の埋め立てをこれ以上行わないこと、内湾域の水質の富栄

養化を防止することが不可欠である。 

 

【引用文献】 
愛知県, 2002. 愛知県の絶滅のおそれのある野生生物 レッドデータブックあいち 2002‐動物編‐, 596pp. 愛知県環境部自然

環境課, 名古屋. 

愛知県環境調査センター(編), 2009. 愛知県の絶滅のおそれのある野生生物 レッドデータブックあいち 2009‐動物編‐, 

651pp．愛知県環境部自然環境課, 名古屋. 

葉山しおさい博物館, 2001. 相模湾レッドデータ 貝類, 104pp. 

木村昭一, 2012. コオキナガイ, p.168. in: 日本ベントス学会(編), 干潟の絶滅危惧動物図鑑‐海岸ベントスのレッドデータブ
ック, 285pp. 東海大学出版会, 秦野市. 

沖縄県, 2005. 改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物（動物編）‐レッドデータおきなわ‐, 561pp. 

千葉県, 2000. 千葉県の保護上重要な野生生物 千葉県レッドデータブック動物編, 438pp. 

 

【関連文献】 
鈴木孝男・木村昭一・木村妙子・森 敬介・多留聖典, 2013. 干潟生物調査ガイドブック 全国版（南西諸島を除く）, 269pp.

日本国際湿地保全連合, 東京. 

（執筆者 木村昭一） 
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貝類（内湾産） ＜頭楯目 オオシイノミガイ科＞ 愛知県：絶滅危惧ⅠＢ類 （国：準絶滅危惧） 

GASTROPODA (Inner Bay) ＜CEPHALASPIDEA ACTEONIDAE＞ AICHI：EN （JAPAN：NT） 

ムラクモキジビキガイ Japanacteon nipponensis (Yamakawa) 

 

【選定理由】 

愛知県内で本種の生息（生貝）を示した記録は最近の 1 報告のみである。これまでに愛知県内で
生貝か死殻か不明の分布記録はいくつか見られるものの、明確な生貝の記録はなく、近年でも生貝
の確認がきわめて稀である状況より愛知県内では稀産であるか減少傾向を示していると考えられる。
全国的にも減少傾向が認められる種であり、絶滅の危険性の高い種と考えられる。 

 

【形 態】 

殻高 9.1mm、殻径 4.8mm 程度の丸みを帯びた紡錘形の小型種である。殻はきわめて薄く、体層
には細い黒色の横縞模様が明瞭であり、縫合付近には黒色の雲状斑の模様が特徴的である。軟体は
黒色で頭部には頭楯が見られる。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

生貝の記録は近年、西尾市東幡豆町（三河湾）の干潟環境より 1 個体のみ知られる（早瀬・他, 2011）。
これ以前にも三河湾より分布記録は見られたが（中島, 1996）、明確な生貝の記録ではなく、過去の
レッドデータブックでは評価対象種に扱わなかった。 

 

【世界および国内の分布】 

朝鮮半島、日本国内では、陸奥湾～九州に分布するとされる(福田・木村, 2012)。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
愛知県内での生貝の確認環境は、三河湾の内湾砂泥底である。主に内湾潮間帯下部の砂泥底で確

認される。浜名湖では、干潮時の干潟にできたタイドプールの砂泥上を匍匐する姿が目撃された。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

愛知県内では、生貝が発見されることがきわめて稀である。東幡豆町での生貝の確認状況は、大
潮時に干出した干潟の砂泥底を篩にかけて発見された。当地は潮干狩り場となっている遠浅の干潟
であり、周辺にはアマモ場も広がっている。全国的に減少傾向にあるものの、個体群の復活のきざ
しもあるとされる（早瀬・他, 2011）。本種の減少には、高度経済成長期の水質悪化や干潟環境の減
少が起因していると推測される。 

 

【保全上の留意点】 

現在本種が生息確認される地域の環境を維持することが重要である。特にアマモ場などの他の貝
類にとっても重要な生息環境を保全する事が重要である。 

 

【特記事項】 

近似種のアサグモキジビキガイは、本種と生息環境が異なり、より外海に開けた湾内の潮下帯砂
質底に生息する別種である（石川, 2012）。これまでは、両種が混同され、すべてムラクモキジビキ
ガイとされていた。愛知県内においても両種の存在に注意が必要である。 

 

【引用文献】 
福田 宏・木村昭一, 2012. ムラクモキジビキガイ, p.80. in: 日本ベントス学会(編), 干潟の絶滅危惧動物図鑑‐海岸ベントス

のレッドデータブック, 285pp. 東海大学出版会, 秦野市. 

早瀬善正・種倉俊之・社家間太郎・松永育之・吉川 尚・松浦弘行・石川智士, 2011. 愛知県幡豆町の干潟および岩礁域潮間帯
の貝類相, 東海大学海洋研究所研究報告, (32): 11-33. 

石川 裕, 2012. ムラクモキジビキガイやコシイノミガイと混同されていた貝, まいご, (19): 6-7. 

中島徳男, 1996. 三河湾・遠州灘産海産貝類目録, 87 pp. 自刊. 

 

【関連文献】 
鈴木孝男・木村昭一・木村妙子・森 敬介・多留聖典, 2013. 干潟生物調査ガイドブック 全国版（南西諸島を除く）, 269pp.

日本国際湿地保全連合, 東京. 

（執筆者 早瀬善正） 
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貝類（陸産） ＜アマオブネガイ目 ヤマキサゴ科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類 （国：リスト外） 

GASTROPODA (Land) ＜NERITIMORPHA HELICINIDAE＞ AICHI：VU （JAPAN：－） 

ヤマキサゴ Waldemaria japonica (A. Adams) 

 

【選定理由】 

愛知県では駒山（豊田市）のみに生息する。県内の他の地域には分布しない希少種である。駒山
での生息数は少なくはないが、生息地が限定的であり、当該地域の環境改変が行われた場合、直ち
に県内での減少や絶滅に直結する種である。 

 

【形 態】 

愛知県内の個体は、殻高 9.0～9.5mm、殻径 12.0～12.8mm 程度の小型種である。螺塔が低く、
周縁は円く、殻質は比較的厚い。新鮮な個体では、繊細な成長肋が体層部に明瞭に認められる他、
きわめて薄い殻皮が殻表を覆う。内唇の滑層は、殻底部に広く拡がる。愛知県内には、赤色の殻の
個体のみ見られる。蓋は石灰質で薄く、半月型である。軟体部は黒色で、細長い触角を有している。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

愛知県内では、現在、豊田市の駒山のみに生息が確認されている。 

 

【世界および国内の分布】 

本種は、日本固有種であり、国外には分布しない。日本国内においても、本州・四国・九州のみ
に分布する。各地域で形状や特徴が変異し、多くの形態型を有している。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
駒山山頂部のスギ植林の環境で確認される。周辺には広葉樹の自然林の環境が残存している。地

上性種であり、林床の落葉堆積下などに生息するが、降雨時は、地表や低木の枝を活発に這い回る。
県下では、駒山のみに生息し、生息範囲がきわめて限定的である。駒山では少なくはないが、多産
するほど大きな個体群は見られない。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

愛知県内では、駒山のみで確認される。明確な減少傾向が確認されてはいないが、分布域は、き
わめて狭い地域のみであり、開発や森林伐採などがあれば直ちに個体群減少につながる。 

 

【保全上の留意点】 

現在、駒山のみに生息が知られる種であり、当地域において本種の保護および本種が生息する森
林環境の保全が必要である。 

 

【特記事項】 

鳳来寺山自然科学博物館（新城市）に所蔵されている貝類標本（天野景従コレクション）中には、
定光寺（瀬戸市）産の本種の標本が 1 個体存在している。天野コレクションには、採集日の記録が
ない他、1 つの標本ラベルに複数箇所の産地が記入されるなど、少なからず標本管理上の問題点があ
る。定光寺産のヤマキサゴ標本に関しても、後に他者が記入した新しいラベルのみが添えられ、自
身の愛知県産陸貝報告（天野, 1966）にも定光寺の記録がない。過去に本種が定光寺に生息した可能
性を完全に否定することはできないが、分布の疑わしさを伴う記録とみなした。 

 

【引用文献】 
天野景従, 1966. 愛知県の陸貝相, 69-82.+2pls. in: 東海高等学校教育文化研究所(編), 研究紀要 第 4 集, 東海高等学校教育文

化研究所, 名古屋. 

 

【関連文献】 
川瀬基弘, 2012. 愛知県豊田市に生息する陸棲軟体動物, 豊田市史研究, (3): (57) 122 - (80) 99. 

野々部良一・高桑 弘・原田一夫, 1984. 陸産貝類, pp.23-40. in: 佐藤正孝・安藤 尚(編), 愛知の動物, 325 pp. 愛知県郷土資

料刊行会, 名古屋. 

矢橋 真, 1990. 東海地方の貝類現況報告(4), (17) 駒山（愛知県東加茂郡旭町）, かきつばた, (16): 13. 

（執筆者 早瀬善正） 
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貝類（陸産） ＜マイマイ目（柄眼目） キバサナギガイ科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類 （国：絶滅危惧Ⅱ類） 

GASTROPODA (Land) ＜STYLOMMATOPHORA VERTIGINIDAE＞ AICHI：VU （JAPAN：VU） 

ナタネキバサナギガイ Vertigo eogea Pilsbry 

 

【選定理由】 

山麓や平地の湿地環境に生息する種である。この様な環境は、そのままでは人的に役立たない環
境とみなされ、多くが土地造成や埋め立てなどにより消失した。愛知県内では、東部に古くから存
在する湿地環境が現在でも一部地域に残存しており、僅かな環境に本種が生息している状況である。 

 

【形 態】 

殻の色彩は茶褐色で、殻高 2mm 程の微小種である。殻口内には、多数の歯状突起を有している。
本州の同科の類似種は、歯状突起が 4 本のみであり、それらと本種との識別は容易である。殻表は
平滑で、殻口外唇中央部が内側に浅く湾入し、殻口が若干、ハート型を呈する。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

豊橋市（野々部・他, 1984）、豊田市（守谷, 2012）、設楽町（早瀬, 未発表）などに分布が知られ
る。 
 

【世界および国内の分布】 

日本列島およびその周辺に分布する。日本国内では、北海道、本州、四国、九州（？）に分布す
る。台湾に亜種（V. e. stagnalis Kuroda,1941）が知られるが、正確な種間関係については、今後の
検討が必要であろう。 
 

【生息地の環境／生態的特性】 
ヨシ・ガマ類が生える水深の浅い湿地環境の水際に生息する。これらの湿地環境に隣接する水田

の畦や休耕田の草地などで繁殖し、発見される場合もある。これまでに生態的な知見は全くないが、
静岡市内の休耕田の環境では、春季に確認された本種の生貝が全て幼貝であった観察事例がある（早
瀬, 未発表）。この事例より、本種は、冬季までに幼貝の加入があり、越冬し翌年成熟するものの、
冬季には成貝が死滅するサイクルを繰り返す可能性が推測される。寿命が 1 年程度の種かもしれな
い。 

【現在の生息状況／減少の要因】 

本種は豊橋市、豊田市、設楽町などの湿地環境に生息する。名古屋市など都市部を中心に開発が
進み、湿地環境が激滅した。湿地環境の消滅と連動して本種の個体群も消滅の危機にある。 

 

【保全上の留意点】 

湿地環境があれば本種が必ず確認されるという訳ではなく、特定の湿地環境のみに生息する。し
かし、本種の生息を決定付ける環境要因は明らかでない。したがって、本種が生息する湿地環境に
ついては、人為的な改変行為が行われることを防ぎ、維持する事が重要である。 

 

【特記事項】 

最近、愛知県内では、国内外来種のウスイロオカチグサが各地で確認されている。ウスイロオカ
チグサは、ナタネキバサナギガイより大型であり、生態的に同一の環境下に生息する。ウスイロオ
カチグサは、湿地の地表をグレージングして有機物を摂食するが、特に微小な加入時のナタネキバ
サナギガイは、有機物と共に捕食される可能性が考えられる。実際に、ナタネキバサナギガイの多
産した湿地において、ウスイロオカチグサの増加と共にナタネキバサナギガイが消滅した事例があ
り（早瀬, 2008）、ナタネキバサナギガイの生息地ではウスイロオカチグサの侵入を防ぐ必要がある。 

 

【引用文献】 
早瀬善正, 2008. 静岡市清水区能島遊水地におけるナガオカモノアラガイの生活史, 兵庫陸水生物, (60): 151-157. 

守谷茂樹, 2012. 愛知県に分布するキバサナギガイ類 2 種の生息環境について, かきつばた, (37): 50-51. 

野々部良一・高桑 弘・原田一夫, 1984. 陸産貝類, pp.23-40. in: 佐藤正孝・安藤 尚(編), 愛知の動物, 325 pp. 愛知県郷土資
料刊行会, 名古屋. 

 

【関連文献】 
上島 励, 2005. ナタネキバサナギガイ, p.189, in: 環境省自然環境局野生生物課(編), 改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生

物 ‐レッドデータブック‐6 陸・淡水産貝類, 402 pp. 財団法人 自然環境研究センター, 東京. 

（執筆者 早瀬善正） 
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貝類（陸産） ＜マイマイ目（柄眼目） キバサナギガイ科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類 （国：地域個体群） 

GASTROPODA (Land) ＜STYLOMMATOPHORA VERTIGINIDAE＞ AICHI：VU （JAPAN：LP） 

ナガナタネガイ Columella edentula (Draparnaud) 

 

【選定理由】 

北方系の陸産貝類であり、愛知県に分布する個体群は、生物地理学的にも貴重な存在である。愛
知県内での生息範囲は限られており、希少な種である。県下の当該地域で開発行為などがなされた
場合、本種個体群の存続が危ぶまれる。 

 

【形 態】 

殻高 2mm 程の微小種である。殻色は、茶褐色。殻は砲弾型で殻表は滑らかな殻皮で覆われるが、
不規則で粗い斜めの成長肋が現れる。キバサナギガイ類の幼貝の形状にも似るが、ナガナタネガイ
の方がより大型で螺管がより太く、実際に標本を用いた比較においては、識別が可能である。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

愛知県内では最近、分布が確認された。豊田市から岡崎市にかけての標高 350～550m 前後の山間
部に分布が知られる（守谷, 2012）。 

 

【世界および国内の分布】 

ロシア～ヨーロッパ各国にかけて（Sysoev & Schileyko, 2009）の旧北区や新北区の北米（Burke, 

2013）まで北半球に広く分布する種である。日本国内では北海道、本州、四国に分布する。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
愛知県下では、スギ・ヒノキ植林やコナラ（落葉広葉樹）の林に生息し、夏季には、低木や草本

の葉裏で確認されている（守谷, 2012）。なお、葉裏に付着した状態で確認される個体は、成長途中
のため、まだ螺塔の低い幼若個体である場合が多い。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

生息状況に関しては、上述の通りである。最近、愛知県での分布が知られたばかりの種であるた
め、減少傾向は判断できないが、動物地理区における全北区に分布する北方系種が遺存的に愛知県
内に生息する点において、生物地理学的に重要な個体群である。生息数や生息地域も限定的である
ことから、今後、当地域での開発等が行われた場合は、本種への影響が懸念される。 

 

【保全上の留意点】 

目に付くことが殆どない微小種なので、分布地の環境の維持が重要である。愛知県内では、限ら
れた地域の低山地に生息していることが明らかであるので、生息地の森林環境の保全措置を行うな
どの環境への配慮が必要となる。この地域での開発行為等を行わないことが重要である。 

 

【特記事項】 

中部地方以南の分布地は特に少ない。本州南部の個体群は北方系要素の遺存的集団の可能性が高
いとされる（上島, 2005）。なお、岡崎市のレッドデータブックでは情報不足種とされる（木村, 2014）。 

 

【引用文献】 
Burke,T., 2013. Land snails and slugs of the Pacific Northwest, 344 pp.Oregon State University Press, Corvallis. 

木村昭一, 2014. ナガナタネガイ, p.330, in: 岡崎市(編), 岡崎市の絶滅のおそれのある野生生物 レッドデータブックおかざ

き 2014, 362 pp. 岡崎市. 

守谷茂樹, 2012. 愛知県に分布するキバサナギガイ類 2 種の生息環境について, かきつばた, (37): 50-51. 

Sysoev, A., Schileyko, A., 2009. Land snails and slugs of Russia and adjacent countries, pp.312+142 color pls. Pensoft 

Publishers, Sofia-Moscow. 

上島 励, 2005. 本州のナガナタネガイ, p.376, in: 環境省自然環境局野生生物課(編), 改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生
物 ‐レッドデータブック‐6 陸・淡水産貝類, 402 pp. 財団法人 自然環境研究センター, 東京. 

 

【関連文献】 
財団法人自然環境研究センター(編) , 2010. 自然環境保全基礎調査 動物分布調査 日本の動物分布図集, 1070 pp. 環境省自然

保護局 生物多様性センター, 富士吉田. 

（執筆者 早瀬善正） 
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貝類（陸産） ＜マイマイ目（柄眼目） スナガイ科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類 （国：準絶滅危惧） 

GASTROPODA (Land) ＜STYLOMMATOPHORA GASTROCOPTIDAE＞ AICHI：VU （JAPAN：NT） 

スナガイ Gastrocopta armigerella (Reinhardt) 

 

【選定理由】 

愛知県内では、海浜部のきわめて狭い範囲内で確認されている。生息地周辺の環境は、既に大部
分が護岸や道路・住宅などの人工物に置き換わっており、僅かに残された場所のみに本種が生息し
ている状況である。県下の生息地は、荒れ地環境となっており、いつ人的な改変行為が行われても
おかしくない状況であり、本種の絶滅の危険度は、きわめて高いと考えられる。 

 

【形 態】 

殻高 2.0～2.5mm 程度の微小種である。殻は白色半透明で、円筒状の形態である。殻口内に 7 本
程の歯状突起が見られる。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

愛知県内では、明確な分布地としては、田原市（松岡, 2010）、海部郡飛島村（早瀬・木村, 2011）、
知多市（早瀬, 2013）の 3 地域が知られるのみである。 

 

【世界および国内の分布】 

日本国内のみに分布し、本州・四国・九州・先島諸島に至る沖縄までの広域に分布する。しかし、
南西諸島を除き、生息地は限られており、本州における本種の確認地は、それほど多く知られてい
ない。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
陸産貝類であるが、海岸の砂浜環境のみに生息する種である。海浜植物が生える砂浜と海岸林の

林縁との境界部周辺にのみ生息する。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

伊勢湾奥に面した生息地においては、いずれも開発により生息環境が狭められ、生息範囲は、数
メートル四方程度に限定されている。愛知県内の本種の生息環境は、周囲の環境開発により砂浜環
境というよりは、荒れ地環境と言える状態になっている。現状の生息地では、比較的多数の個体が
確認でき、安定的な個体群が維持されているものの、当該生息地は僅かな面積であり、この場所の
改変行為などが行われれば、容易に本種は絶滅してしまう。 

 

【保全上の留意点】 

生息地が限定されているので、環境を維持し、その場所の個体群を保護する必要がある。 

 

【特記事項】 

愛知県内では、石巻山（豊橋市）において、近似種のチョウセンスナガイが確認されている（永
尾, 1997）。内陸でのスナガイの記録は、内陸部にも生息しているチョウセンスナガイの誤認記録と
考えられる。愛知県に分布するチョウセンスナガイも、きわめて貴重な個体群ではあるが、発見時
から明確な生貝の確認情報がなく、現状も情報が全くないため、対象種に扱っていない。しかし、
県内で健全な個体群の生息が明らかな場合は、チョウセンスナガイも評価対象種に扱う必要がある。 

 

【引用文献】 
早瀬善正, 2013. 愛知県におけるスナガイの新産地, かきつばた, (38): 53-55. 

早瀬善正・木村昭一, 2011. 名古屋港周辺の陸産貝類相, 特に新たな外来移入種メリケンスナガイ(新称)について, ちりぼたん, 

41(2): 48-59. 

松岡敬二, 2010. 第 3 章 愛知の生物 第 4 節 愛知の貝類, pp.246-276, in: 愛知県史編さん委員会(編), 愛知県史 別編 自然, 

愛知県. 

永尾和彦, 1997. (速報)チョウセンスナガイの新分布, かきつばた, (23): 22. 

 

【関連文献】 
財団法人自然環境研究センター(編) , 2010. 自然環境保全基礎調査 動物分布調査 日本の動物分布図集, 1070 pp. 環境省自然

保護局 生物多様性センター, 富士吉田. 

（執筆者 早瀬善正） 
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貝類（陸産） ＜マイマイ目（柄眼目） ナンバンマイマイ科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類 （国：絶滅危惧Ⅱ類） 

GASTROPODA (Land) ＜STYLOMMATOPHORA CAMAENIDAE＞ AICHI：VU （JAPAN：VU） 

ミニビロウドマイマイ Nipponochloritis takedai Minato 

 

【選定理由】 

愛知県では、東部のみに分布し、その生息地もきわめて限られる稀産種である。本種の生息個体
数はきわめて少なく、近年の異常気象などに伴う急激な環境変化や開発など人為的な環境の改変行
為が及ぼす影響も少なくないと考えられる。将来的に本種の個体群が持続的に維持されてゆくのか
懸念される。 

 

【形 態】 

最大個体において、殻高 7.9mm、殻径 13.3mm 程度の平巻き状の小型種である。殻はきわめて薄
く、殻表には、殻皮毛が密生する。殻口は単純で肥厚や反転は見られない。十分に成長した個体に
おいても、小型である。臍孔は狭いが深く明瞭に開くほか、螺塔が著しく低くほぼ偏平である。殻
の特徴により、愛知県内に生息する同属の類似種であるビロウドマイマイと識別できる。ただし、
幼貝の場合は、ビロウドマイマイでも臍孔が開いているので、形態的特徴による 2 種の区別は困難
である。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

愛知県東部に散見される様であるが、正確な分布記録が殆どない。明確な産地としては、新城市
（旧・南設楽郡鳳来町）の鳳来寺山山頂部が知られている（早瀬・多田, 2005）。また、豊橋市細谷
町の渥美外海に面した自然林内より死殻 1 個体のみが採集されている（1990 年 10 月 14 日 木村昭
一採集）。 

 

【世界および国内の分布】 

日本国内の固有種であり、静岡県西部と愛知県東部の狭い分布範囲のみに生息する種である。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
鳳来寺山山頂部では、広葉樹林の林床の落葉下などに生息している。個体数がきわめて少ない種

であり、発見自体が稀な種である。鳳来寺山では、山麓では、ビロウドマイマイのみが、山頂部に
は本種のみが生息しており、生態的に棲み分けているように思われる。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

きわめて稀な種であるため、殆ど確認されていない。県下では、本種はあまりにも稀産のため分
布記録が殆どなく、明確な減少傾向は把握できないが、近年の急激な気象変動や開発の影響により、
本種の生息環境は狭められていると考える。 

 

【保全上の留意点】  

本種は生息地においても、多産しないので、本種の生息する森林環境を維持し、保全する必要が
ある。 

 

【特記事項】 

鳳来寺山の個体群は、記載時に本種とされなかったが（湊, 1984）、後に、ミニビロウドマイマイ
の地方型に過ぎないと結論付けられた（早瀬・多田, 2005）。なお、同定の際、臍孔がまだ閉じてい
ないビロウドマイマイのきわめて幼若な個体が本種に誤認される可能性は高い。したがって、本種
の同定は、必ず成貝個体に基づき検討する必要がある。 

 

【引用文献】 
早瀬善正・多田 昭, 2005. 愛知県産のビロウドマイマイ属について, かきつばた, (31): 8-19. 

湊 宏, 1984. 静岡県の珍奇なミニビロウドマイマイ（新種）, Venus, 43(3): 193-195. 

 

【関連文献】 
川瀬基弘, 2014. 新城市の軟体動物, pp.1-24. in: 鳳来寺山自然科学博物館(編), 新城市の自然誌 昆虫・動物編, 335 pp. 鳳来

寺山自然科学博物館, 新城市. 

（執筆者 早瀬善正） 
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貝類（内湾産） ＜ザルガイ目 ウロコガイ科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類 （国：準絶滅危惧） 

BIVALVIA (Inner Bay) ＜CARDIIDA GALEOMMATIDAE＞ AICHI：VU （JAPAN：NT） 

ニッポンマメアゲマキ Galeomma sp. 

 

【選定理由】 

愛知県内では近年、三河湾と知多湾の各 1 箇所で確認されたのみである。知多湾の 1 箇所では比
較的多くの個体が確認されたものの、愛知県下の他の多くの地域では全く確認がない。内湾域潮間
帯の埋もれた転石下という特殊な生息環境のみに生息する希少な種である。最近、愛知県内におけ
る生息が知られたばかりの種であり、減少傾向は把握できないが、愛知県内では高度経済成長期に
本種が生息できる良好な内湾環境や潮間帯の浅海域環境が埋め立てられ激減した。したがって、現
状での本種の生息環境は愛知県内ではきわめて限られた場所のみである。 

 

【形 態】 

殻長 10mm 程度の小型種である。殻の色彩には白と淡黄色の 2 型が見られる。生時は、殻を半開
して転石の裏に足でしっかりと付着している。殻は白色半透明の外套膜で完全に覆われ、外套膜か
ら 2 種類の形状の異なる短い突起が多数突出するので、一見、二枚貝には見えない形状である。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

愛知県内では、前島（三河湾）（早瀬・他, 投稿中）と河和（知多湾）（早瀬, 投稿準備中）のみで
確認されている。潮間帯下部の転石下より確認されている。 

 

【世界および国内の分布】 

房総・男鹿半島～九州、朝鮮半島に分布。沖縄島や中国大陸にも近似した種が分布しているが、
比較検討が進んでおらず、詳しい分布範囲は不明とされる（山下, 2012）。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
内湾域の潮間帯に生息する。埋没転石裏に足でしっかりと付着している。周辺が還元層となる環

境に生息する。本種の生態的特性として、周囲が還元環境でありながら、淡水が滲出しているため
に酸素や海水の循環があるきわめて特殊な微環境のみに生息している。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

内湾域の潮間帯下部の埋没転石下に生息する。愛知県内ではごく一部の場所においては、比較的
多くの個体の生息が確認されており、健全な個体群が維持されているものと推測する。しかし、こ
の様な場所はごく稀な例であり、愛知県内で本種が確認されること自体稀である。愛知県内では、
本種が生息可能な良好な内湾環境や潮間帯の環境が高度経済成長期に激減した。 

 

【保全上の留意点】 

現状の生息地も小規模の改変行為で消滅するようなきわめて狭い区域であり、個体群の存続が危
惧される。本種の健在生息地の改変行為を行わないことが重要である。 

 

【特記事項】 

本種をはじめ、転石下の特殊生息環境に棲む種が確認される場所には、他の希少な種も多種共存
しており、きわめて多様性の高いホットスポットとなっている。単に特定の種を評価対象種に位置
付けるのみではなく、これらの種の生息する環境と貝類相を合わせ「特殊環境棲貝類保護地」に指
定するなど、今後は、環境を含む包括的な保護を考える必要性がある。 

 

【引用文献】 
早瀬善正・大貫貴清・吉川 尚・松永育之・社家間太郎, 投稿中（2014, 受理）. 前島（三河湾）の転石地潮間帯の貝類相‐

特徴的な 16 種の記録, ちりぼたん. 

山下博由, 2012. ニッポンマメアゲマキ, p.159. in: 日本ベントス学会(編), 干潟の絶滅危惧動物図鑑‐海岸ベントスのレッド
データブック, 285 pp. 東海大学出版会, 秦野市. 

 

【関連文献】 
兵庫県農政環境部環境創造局自然環境課(編), 2014. 兵庫の貴重な自然 兵庫県版レッドデータブック 2014 (貝類・その他無脊

椎動物) , 128 pp. 公益財団法人ひょうご環境創造協会, 神戸市. 

（執筆者 早瀬善正） 
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貝類（内湾産） ＜ザルガイ目 ウロコガイ科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類 （国：リスト外） 

BIVALVIA (Inner Bay) ＜CARDIIDA GALEOMMATIDAE＞ AICHI：VU （JAPAN：－） 

ツヤマメアゲマキ Scintilla nitidella Habe 

 

【選定理由】 

愛知県内では近年、三河湾と知多湾の各 1 箇所で確認されたのみである。確認個体数は、いずれ
の地域においても少ない。内湾域潮間帯の埋もれた転石下という特殊な生息環境のみに生息する希
少な種である。最近、愛知県内における生息が知られたばかりの種であり、減少傾向は把握できな
いが、県内では本種が生息する良好な内湾環境や潮間帯の環境が高度経済成長期に激減したため、
本種の生息環境はきわめて限られていることが推測できる。 

 

【形 態】 

殻長 6.6mm 程の小型種である。殻は白色半透明できわめて薄く、殻表は平滑で鈍い光沢がある。
生時は、軟体（外套）が殻を包み込み、先端部のみ黄橙色の長い突起が伸びる。本種の活動時は、
腹足類（巻貝類）のように足で匍匐するので、一見すると、ミノウミウシ類の様である。オウギウ
ロコガイの軟体の特徴も似るが、突起先端の色彩が異なるほか、本種の突起の方が長く、数も多い。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

愛知県内では、前島（三河湾）（早瀬・他, 投稿中）と河和（知多湾）（早瀬, 投稿準備中）のみで
確認されている。内湾潮間帯の転石下より確認されている。 

 

【世界および国内の分布】 

国内のみに分布が知られており、陸奥湾～九州に分布とされている（波部, 1977）。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
内湾環境に生息する。潮間帯の埋もれた転石下に付着して生息する。周辺が還元環境となってい

る場所に生息する。淡水が滲出する特殊な埋没転石下の微環境のみに生息する。オウギウロコガイ
とは同一の転石に並んで付着する場合もあり、同所分布する。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

愛知県内では、限られた内湾環境の狭い範囲のみに生息している。特殊なマイクロハビタット（微
生息環境）のみに生息する種と考えられる。したがって、内湾環境の開発が進んだ愛知県内におい
ては、本種の生息環境は減少した可能性が高い。本種の生息には、きわめて多様性に富んだ内湾潮
間帯の環境が保全・維持されてゆくことが必要である。 

 

【保全上の留意点】 

本種の生息環境を維持するためには、内湾環境自体の保全と維持が必要であるが、それと共に、
潮間帯の転石環境や藻場、アマモ場環境など様々な相互関係を持つマイクロハビタット（微生息環
境）をも保全・維持することがきわめて重要である。 

 

【特記事項】 

本種をはじめ、転石下の特殊生息環境に棲む種が確認される場所には、他の希少な種も多種共存
しており、きわめて多様性の高いホットスポットとなっている。単に特定の種を評価対象種に位置
付けるのみではなく、これらの種の生息する環境と貝類相を合わせ「特殊環境棲貝類保護地」に指
定するなど、今後は、環境を含む包括的な保護を考える必要性がある。 

 

【引用文献】 
早瀬善正・大貫貴清・吉川 尚・松永育之・社家間太郎, 投稿中（2014, 受理）. 前島（三河湾）の転石地潮間帯の貝類相‐

特徴的な 16 種の記録, ちりぼたん. 

波部忠重, 1977. 日本産軟体動物分類学 二枚貝綱／堀足綱, 372 pp. 図鑑の北隆館, 東京. 

 

【関連文献】 
兵庫県農政環境部環境創造局自然環境課(編), 2014. 兵庫の貴重な自然 兵庫県版レッドデータブック 2014 (貝類・その他無脊

椎動物) , 128 pp. 公益財団法人ひょうご環境創造協会, 神戸市. 

（執筆者 早瀬善正） 
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貝類（陸産） ＜アシヒダナメクジ目（足襞目） ホソアシヒダナメクジ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：準絶滅危惧） 

GASTROPODA(Land) ＜SOLEOLIFERA RATHOUISIIDAE＞ AICHI：NT （JAPAN：NT） 

イボイボナメクジ Granulilimax fuscicornis Minato 

 

【選定理由】 

近年の温暖化傾向や開発等のための森林伐採に伴う林床の乾燥化など森林環境の悪化の影響を受
けやすい種である。生息個体数は少なく、1 日調査を行っても確認できない場合が多い。通常、10

個体以上を確認しないきわめて希少な種である。愛知県内には複数種が存在すると思われるが、発
見自体が稀なために、分類学的研究が遅れている。分類学上の重要性も高く、貴重な種群である。 

 

【形 態】 

殻を持たないナメクジ状軟体動物であり、通常、ナメクジと認識されている柄眼類のナメクジ類
とは分類学上の系統が異なる。生時の伸長時体長は、14.5～17.5mm 程度であるが、個体差が大きい。
背面の体表には顆粒状の微小突起が多数見られ、特に休止時には明瞭である。色彩は淡黄褐色で、
明瞭な細い黒褐色の輪状の模様が背面周囲を囲む。背面の正中には、ぼやけた縦帯が見られる。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

瀬戸市、新城市、豊橋市、田原市などで確認されている。内陸部の森林から海岸近くの林に至る
広域の森林環境で確認される。愛知県内（石巻山）には、黒色の別種も存在する（河辺訓受氏 私信）。 

 

【世界および国内の分布】 

本科の種は、オーストラリア、東南アジア、中国にかけて分布するが、本種は日本固有種である。
本州から琉球列島まで広く分布するとされているが、多数の未記載種が混同されており、正確には、
本種は、本州、四国の固有種であろう。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
他の陸産貝類が多数生息する良好な森林環境に生息する。本種は陸産貝類のみを捕食する肉食性

種である（早瀬, 2002）。5 月末頃から産卵が確認され、卵径 1.5mm の球状の卵を産出する。1 個体
が少数の卵を産出する。産卵後、3 週間ほどで孵化し、孵化後の幼体も陸貝を捕食する（早瀬, 2008）。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

自然林の環境やそれに隣接するスギ植林の環境など湿潤で良好な森林環境に生息する。生息個体
数が少なく、現状としても多産地はない。本種は、陸産貝類の捕食者であり、陸産貝類の多数生息
する森林環境ならば、標高や植生などの変化に影響されず生息するので、適応範囲の広い種であろ
うと思われる。しかし、近年の急激な気象変動に伴う乾燥化など森林環境の悪化や捕食対象となる
他の陸産貝類の減少傾向が、本種の個体群存続を脅かしている可能性が強く考えられる。 

 

【保全上の留意点】 

稀産であり、再発見できない場合も多く、個体の保護よりも生息地域の森林環境の維持と保全に
重点を置く必要がある。 

 

【特記事項】 

本種は、ナメクジ科の種として記載されたが、記載時の解剖図には口球を陰茎と誤認するなど誤
りが多数見られ、ナメクジ科と考える根拠が間違いであった。本種の歯舌形状などはホソアシヒダ
ナメクジ科に共通の特徴を示し、同科に位置付けられる。色彩の異なる別種も県内に存在するが、
分類学的検討が遅れている状況では、この様な近縁種の方がむしろ稀産で重要な種の場合も多い。
したがって、黒色の未記載種などに関しても、現時点で本種と同ランクの種として扱う必要がある。 

 

【引用文献】 
早瀬善正, 2002. ホソアシヒダナメクジ科 2 種の捕食行動, かきつばた, (28): 6-10. 

早瀬善正, 2008. イボイボナメクジの卵と孵化の記録, かきつばた, (33): 47-48. 

 

【関連文献】 
湊 宏, 1989. 日本産ナメクジ科の新属新種, イボイボナメクジの記載, Venus, 48(4): 255-258. 

Kurozumi, T.,1985. Evidens of slug predation on land snail eggs, Applied Entomology and Zoology, 20(4): 490-491. 

（執筆者 早瀬善正） 
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貝類（陸産） ＜マイマイ目（柄眼目） キセルガイ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：準絶滅危惧） 

GASTROPODA (Land) ＜STYLOMMATOPHORA CLAUSILIIDAE＞ AICHI：NT （JAPAN：NT） 

ホソヤカギセル Mundiphaedusa hosayaka (Pilsbry) 

 

【選定理由】 

本種は愛知県東部を分布の中心とする中型のキセルガイで、ミカワギセルとよく似た分布パター
ンを示す。山地から平野部まで点々と分布するが、愛知県内での分布域はミカワギセルほど平野部
には進出していない。良く保全された寺社林や自然林内の落葉、朽木の下に生息している場合が多
い。本種の生息地は現在も少なくはないが、上述のような生息環境の減少は多くの生息地で認めら
れる。近年行われた岡崎市内での調査（木村, 2014）では、旧岡崎市内での本種の分布状況の記録（山
田, 1991）と比較すると、かつての生息地で生息が確認できなかった例が少なくない。また豊橋市、
三河山間地における産地、個体数とも減少傾向が認められる。 

【形 態】 

殻高 18～28mm 程度、殻は非常に細長く、螺塔は高く、螺層数 7～10 層、左巻き（日本産本科の
貝類は全て左巻き）。成長脈は弱く、殻表は平滑で光沢がある。主襞と 3～4 の腔襞がある。若い個
体の殻は淡茶褐色で半透明で、光沢が強く、老成個体では殻皮は脱落し、灰白色になる。ほとんど
の個体では老成しても殻頂部は欠損しない。産地によって殻の大きさには変異が認められる。 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

愛知県内の分布域は比較的広く、北は長野県境付近の東三河山間部から岡崎市、西は旧豊田市、
東及び南は豊橋市に分布する。 

 

【世界および国内の分布】 

本種は、日本固有種。静岡県西部、愛知県東部、三重県中部に分布し、タイプ産地は三重県鳥羽
市である。近年長野県の一部地域にも分布することが報告された（飯田市美術博物館, 2014）。ミカ
ワギセルと同様、伊勢湾によって愛知県と三重県の分布が分断された様な分布パターンで、三重県
側の分布域は志摩半島を中心とする。 

【生息地の環境／生態的特性】 
本種は谷沿いや池の周辺など湿潤な環境に生息するミカワギセルと比べるとやや乾燥した環境に

も見られるが、良く保全された自然林や寺社林内にある古い照葉樹林、古い杉の植林内の湿度の高
い朽ち木の下などに生息する。シイタケ栽培のホダ木の捨て場など、ある程度の湿度が保たれた林
内の有機質が多い場所では個体数が多い。 

【現在の生息状況／減少の要因】 

現在の生息状況については、【選定理由】の項参照。減少の要因としては、近年の夏季の高温化に
伴う森林環境の乾燥化、開発による生息環境の消失などが考えられる。シイタケ栽培のホダ木の捨
て場など里山的な環境の減少も一因としてあげられる。 

 

【保全上の留意点】 

上述した生息環境の保全が必要である。 

 

【特記事項】 

種小名の誤綴りの修正に伴いエンシュウギセルという和名が提唱され、環境省レッドリストには、
その和名で掲載されている（財団法人自然環境研究センター, 2010）。しかし、学名と標準和名と連
動する必要性は無く、本書では、古くから広く流布しているホソヤカギセルで表記する。 

 

【引用文献】 
飯田市美術博物館, 2014. 長野県産陸生・淡水生貝類 飯島國昭コレクション（飯田市美術博物館自然資料目録第 2 集）, 147pp. 

飯田市美術博物館, 飯田市. 

木村昭一, 2014. ホソヤカギセル, p.327, in: 岡崎市(編), 岡崎市の絶滅のおそれのある野生生物 レッドデータブックおかざ
き 2014, 362pp. 岡崎市. 

山田栄蔵, 1991. 岡崎市内の陸産貝類について, かきつばた, (17): 5-7. 

財団法人自然環境研究センター(編) , 2010. 自然環境保全基礎調査 動物分布調査 日本の動物分布図集, 1070 pp. 環境省自然
保護局 生物多様性センター, 富士吉田. 

【関連文献】 
東 正雄, 1982. 原色日本陸産貝類図鑑, 343pp. 保育社, 大阪. 

野々部良一・高桑 弘・原田一夫, 1984. 陸産貝類, pp.23-40. in: 佐藤正孝・安藤 尚(編), 愛知の動物, 325 pp. 愛知県郷土資
料刊行会, 名古屋. 

湊 宏, 1994. 日本産キセルガイ科貝類の分類と分布に関する研究, 日本貝類学会. 

増田 修・波部忠重, 1989. 静岡県陸淡水産貝類相, 74pp. 東海大学自然史博物館. 

松本幸雄, 1979. 三重の貝類（三重県産貝類目録）, 179pp. 鳥羽水族館, 鳥羽. 

（執筆者 木村昭一） 
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貝類（陸産） ＜マイマイ目（柄眼目） ベッコウマイマイ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：情報不足） 

GASTROPODA(Land) ＜STYLOMMATOPHORA HELICARIONIDAE＞ AICHI：NT （JAPAN：DD） 

カントウベッコウ Bekkochlamys septentrionaslis (Jacobi) 

 

【選定理由】 

愛知県東部の原生林などの良好な自然林の環境に生息する。本種が現在確認される環境において
も、生息数はきわめて少なく、稀少な種である。開発などによる森林伐採などが行われた場合、乾
燥化に伴い本種の個体群は容易に消滅する。常に軟体を露出させた状態の種であり、本種の生息に
は、きわめて湿潤で良好な自然林の環境が必要である。環境開発の進んだ愛知県内においては、生
息環境が狭められ絶滅の危険性が高い種のひとつである。 

 

【形 態】 

殻高 8～10mm、殻径 12～16mm 程度の小型種である。殻はきわめて薄く脆弱、淡黄褐色で殻表
は平滑で光沢が強い。軟体は大きく、殻の中に退縮できない。1 対の外套葉は広く大きく、殻の大部
分を覆う。足は長く、後端に短い角状の尾角を供える。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

愛知県内では、稲武町や設楽町に分布する（木村・中根, 1996；早瀬・他, 2012）。かつて定光寺
（瀬戸市）にも分布した記録があるが（天野, 1966）、当地での最近の記録は全くなく、この地域の
個体群は絶滅したと考えられる。現時点では、県東部の一部のみに分布する。 

 

【世界および国内の分布】 

日本国内のみに分布する種であり、関東地方から北陸地方、中部地方（三重県を除く）にかけて
分布する。北陸地方の個体群をミドリベッコウとし、別種に扱う場合も多いが、亜種程度の分化で
あろうと思われる。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
良好な自然林の環境のみに生息する種である。倒木の下などでじっとして動かない個体が見つか

るが（木村・中根, 1996）、降雨時は活発に這い回り、時には地表から 1m 程上の低木の枝を匍匐す
る個体も見られる。晩秋～冬季には生成貝が確認されないので、寿命が 1 年程度の短い種であろう
と思われる。落葉や生の葉、藻類などの植物性のものを食べる種である（早瀬・他, 2012）。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

原生林など限られた良好な自然林に生息するのみである。個体数の少ない種である上に原生林が
少ない愛知県内においては、近年の温暖化傾向に伴う林床の乾燥化などの微環境の変化により本種
の生息環境は狭められている。 

 

【保全上の留意点】 

1 世代の寿命が短いと考えられる種であり、開発等により生息地の環境が悪化すれば、次世代の個
体発生が途絶え、その時点で直ちに個体群が消滅する可能性が高い種である。環境変化への対応能
力が著しく弱いと考えられるので、本種の個体群を維持するためには、本種の生息環境を保全・維
持することがきわめて重要である。 

 

【特記事項】 

愛知県内には、シコクベッコウやミドリベッコウの記録も見られるが（天野, 1966）、いずれも本
種と同一種の記録と考えられる。 

 

【引用文献】 
天野景従, 1966. 愛知県の陸貝相, 69-82.+2pls. in: 東海高等学校教育文化研究所(編), 研究紀要 第 4 集, 東海高等学校教育文

化研究所, 名古屋. 

早瀬善正・木村昭一・川瀬基弘, 2012. 面ノ木原生林のベッコウマイマイ科 3 種, かきつばた, (37): 28-35. 

木村昭一・中根吉夫, 1996. 第 5 章 軟体動物, pp.119-126. in: 稲武町史‐自然 資料編, 稲武町教育委員会, 稲武町. 

 

【関連文献】 
野々部良一・高桑 弘・原田一夫, 1984. 陸産貝類, pp.23-40. in: 佐藤正孝・安藤 尚(編), 愛知の動物, 325 pp. 愛知県郷土資

料刊行会, 名古屋. 

（執筆者 早瀬善正） 
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貝類（陸産） ＜マイマイ目（柄眼目） ベッコウマイマイ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：準絶滅危惧） 

GASTROPODA(Land) ＜STYLOMMATOPHORA HELICARIONIDAE＞ AICHI：NT （JAPAN：NT） 

スカシベッコウ Bekkochlamys serenus (Pilsbry et Hirase in Hirase) 

 

【選定理由】 

愛知県では、東部の原生林など良好な自然林の環境のみで確認されている。開発や近年の急激な
気象変化への対応能力の弱い種と考えられる。環境開発の進んだ愛知県内においては、生息環境が
狭められ絶滅の危険性が高い種のひとつである。 

 

【形 態】 

殻高 3.5mm、殻径 6.0mm 程度の小型種である。殻はきわめて薄く、殻表は平滑で光沢が強い。
軟体は淡い黒色を帯び、活動時に大きく伸張するが、乾燥時は殻の中に退縮する。ウラジロベッコ
ウに近似するため、死殻や幼貝でのこれら 2 種の区別はきわめて困難である。生成貝であれば、ウ
ラジロベッコウに比べてスカシベッコウの巻きが少なく、螺塔が相対的に高い傾向にある特徴など
により識別できる。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

愛知県内では、稲武町や設楽町に分布する（早瀬・他, 2012）。 

 

【世界および国内の分布】 

日本国内のみでの分布が知られ、日本の固有種と考えられる。本州のみに分布する。東北地方～
甲信地方にかけて分布が集中しており、愛知県の分布地は、少なくとも、太平洋岸地域での西限分
布地と考えられる。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
原生林などの良好な自然林の環境に生息し、個体数密度もきわめて低い種である。本種は 6 月頃

に成熟個体が確認され、それ以外は幼貝のみ確認される状況より、寿命が 1 年程度の短い種であろ
うと思われる。落葉、菌類などを主に摂食する種と推測されている（早瀬・他, 2012）。東北地方で
は、サワグルミ林などにみられ、終日、太陽光のあたらないような林間の落葉下に棲むとされる（川
口, 2002）。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

原生林などの限られた良好な自然林のみに生息し、きわめて個体数の少ない種である。開発や近
年の急激な気象変化の下での本種の健全な個体群の持続的な維持が可能なのか懸念される。本来、
多産しない種であるものの、原生林が少ない愛知県内においては、近年の温暖化傾向に伴う林床の
乾燥化などの微環境の変化により本種の生息環境は狭められていると思われる。 

 

【保全上の留意点】 

1 世代の寿命が短い種と考えられ、開発等により生息地の環境が悪化すれば、次世代の個体群が途
絶える可能性が高い。本種の個体群を維持するためには、本種の生息環境の保全・維持がきわめて
重要である。冬季に降雪量の多い寒冷な地域や比較的標高の高い地域に見られる種であるので、温
暖化による気温の上昇傾向の影響も個体群減少の一因となる可能性がある。 

 

【特記事項】 

分類の難しい種であるので、専門家による種の同定が必要となる。 

 

【引用文献】 
早瀬善正・木村昭一・川瀬基弘, 2012. 面ノ木原生林のベッコウマイマイ科 3 種, かきつばた, (37): 28-35. 

川口洋治, 2002. スカシベッコウ, p.202. in: 秋田県生活環境文化部自然保護課(編), 秋田県の絶滅のおそれのある野生生物

2002‐秋田県レッドデータブック‐動物編, 217 pp. 秋田県環境と文化のむら協会, 秋田県. 

 

【関連文献】 
財団法人自然環境研究センター(編) , 2010. 自然環境保全基礎調査 動物分布調査 日本の動物分布図集, 1070 pp. 環境省自然

保護局 生物多様性センター, 富士吉田. 

（執筆者 早瀬善正） 
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貝類（陸産） ＜マイマイ目（柄眼目） ベッコウマイマイ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：準絶滅危惧） 

GASTROPODA(Land) ＜STYLOMMATOPHORA HELICARIONIDAE＞ AICHI：NT （JAPAN：NT） 

タカキビ Coneuplecta praealta (Pilsbry) 

 

【選定理由】 

愛知県下では広く確認されるものの、生息数は少なく、発見自体も稀な種である。複数種が混在
している可能性があり、分類学的にも重要な種である。本種は、主に山麓部や低山地の里山環境に
生息するので、開発などによる生息環境および本種の減少が懸念される。 

 

【形 態】 

殻高 4mm 程度の微小種である。螺層数がきわめて多く、高円錐状の特徴的な殻形態であり、他種
との識別が比較的容易な種である。幼貝において、周縁の円いものと明瞭なキールを持つ 2 タイプ
があり、種の検討が必要であるが、ここでは、同一種に扱っておく。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

瀬戸市（早瀬, 2008）、豊田市（川瀬・他, 2011；2012）、新城市（川瀬, 2014）などの分布記録が
見られる。 

 

【世界および国内の分布】 

国内のみに分布が知られ、本州（関東以西）、九州に広く分布する。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
本種は、低木の葉裏に付着する個体が確認される場合が多く、特に幼貝ではその傾向が強い。薄

暗く湿潤な森林環境下のアオキ類など常緑低木の葉裏で確認される。本種は 1 世代の寿命が 1 年程
度の貝類と考えられる。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

本種は、山麓部や低山地の里山環境に多く見られる種である。この様な場所は、開発により消失
し易い環境であることから、本種の生息環境も愛知県では減少傾向にあると考えられる。 

 

【保全上の留意点】 

本種の生息環境となる谷部などの薄暗く湿潤な森林環境の維持が必要である。 

 

【特記事項】 

特定の季節（春～夏季）のみ成貝になると考えられる上に、生成貝の発見はきわめて稀なので、
愛知県内の個体に関しても分類学的研究が遅れている種群である。周縁の比較的円い小型個体はサ
ドタカキビとされている（守谷, 2004）。愛知県には両種が生息すると考えられるが、現時点では分
類学的に 2 種とするのが妥当かどうかも不確定な要素が大きく、ここでは、とりあえず同一種とし
て扱った。2 種が別種であることが明確となった場合は、両種共に絶滅危惧種となる。 

 

【引用文献】 
早瀬善正, 2008. 愛知県瀬戸市定光寺周辺における陸産貝類相調査, かきつばた, (33): 29-39. 

川瀬基弘, 2014. 新城市の軟体動物, pp.1-24. in: 鳳来寺山自然科学博物館(編), 新城市の自然誌 昆虫・動物編, 335 pp. 鳳来

寺山自然科学博物館, 新城市. 

川瀬基弘・早瀬善正・市原 俊, 2011. 愛知県豊田市に生息する陸産貝類, 豊橋市自然史博物館研究報告, (21): 31-43. 

川瀬基弘・村瀬文好・早瀬善正・市原 俊, 2012. 矢作川上中流域の河畔林に生息する陸産貝類, 矢作川研究, (16): 11-26. 

守谷茂樹, 2004. 愛知県初記録の陸貝 2 種, かきつばた, (30): 21-22. 

 

【関連文献】 
上島 励, 1995. タカキビの分類学的位置, Venus, 54(2): 113-122. 

（執筆者 早瀬善正） 
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貝類（陸産） ＜マイマイ目（柄眼目） ベッコウマイマイ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：準絶滅危惧） 

GASTROPODA(Land) ＜STYLOMMATOPHORA HELICARIONIDAE＞ AICHI：NT （JAPAN：NT） 

スジキビ Parakalliera ruida (Pilsbry) 

 

【選定理由】 

本種は、主に原生林などの良好な自然林の森林環境に生息する。愛知県内では、本種の生息環境
はきわめて限られた地域のみである上に、生息環境も開発などに伴い狭められているものと考えら
れる。 

 

【形 態】 

殻高 2.6mm、殻径 3.5mm 程度の微小種である。殻は薄く、茶褐色である。周縁にはやや弱いが
明瞭なキールが見られる。螺塔部には、50μm 間隔で規則的に並ぶ鋭角的な成長肋が明瞭である（守
谷, 2005）。殻底部には、周縁付近にも成長肋が認められるが、殻底～臍孔周辺では、弱い螺状脈の
みとなる。軟体部は黒色である。生殖器官は、ベッコウマイマイ類のなかでも若干、特異な形状で
あり（早瀬・他, 2012）、属位の検討が必要と思われる。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

愛知県内では、稲武町（面ノ木原生林）や設楽町の限られた地域のみに分布する（早瀬・他, 2012）。 

 

【世界および国内の分布】 

日本国内の固有種と考えられる。本州に広く分布するが、生息地が限られる種であり、正式な記
録がある地点数はそれほど多く見られない。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
良好な自然林の環境で確認される。主に沢沿いなどの湿潤な環境において、広葉樹の倒木朽木に

付着する。本種は、主に菌類を摂食する可能性が推測されている（早瀬・他, 2012）。東北から関東
地方北部や日本海側地域に主分布域を持つので、寒冷地域を好む種であろうと思われる。したがっ
て、中部地方以西の太平洋岸地域では、冬季に降雪量が多く、比較的標高の高い場所において、生
息が確認されている。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

愛知県下では、原生林などのきわめて良好な自然林の環境のみで生息確認されている。生息範囲
が狭く、個体数密度も低い種であるので、環境開発などによる森林環境の変化は、本種の個体群維
持に大きなダメージを与える。 

 

【保全上の留意点】 

本種は、僅かに流れる程度の沢水の枯渇や小規模ガレ場が消失する程度の微環境の変化でも生息
が容易に脅かされるので、開発行為などによる環境への影響には、特に注意が必要である。薄暗い
谷部などの湿潤な環境と生息基盤となる広葉樹林とその朽木の存在が本種の生息には重要である。 

 

【特記事項】 

国内の他の地域においても、朽木に付着した個体が見つかる場合が殆どであり、生態的にも本種
が生育上何らかの目的のために朽木を活用していることが推測される。 

 

【引用文献】 
早瀬善正・木村昭一・川瀬基弘, 2012. 面ノ木原生林のベッコウマイマイ科 3 種, かきつばた, (37): 28-35. 

守谷茂樹, 2005. 岐阜県で確認したスジキビとヒメマルマメタニシ, かきつばた, (31): 24-28. 

 

【関連文献】 
財団法人自然環境研究センター(編) , 2010. 自然環境保全基礎調査 動物分布調査 日本の動物分布図集, 1070 pp. 環境省自然

保護局 生物多様性センター, 富士吉田. 

（執筆者 早瀬善正） 
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貝類（陸産） ＜マイマイ目（柄眼目） ベッコウマイマイ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：準絶滅危惧） 

GASTROPODA(Land) ＜STYLOMMATOPHORA HELICARIONIDAE＞ AICHI：NT （JAPAN：NT） 

ウメムラシタラガイ Sitalina japonica Habe 

 

【選定理由】 

稀産種である上に生息範囲も狭い種である。生息地は低山地や山麓などの里山的環境であり、こ
の様な環境は、宅地化や開発により愛知県内では名古屋市などの都市部を中心に大きく失われてい
る。したがって、愛知県内での本種の生息環境は都市部を中心として著しく狭められつつある。 

 

【形 態】 

殻高 1.2mm、殻径 1.8mm 程度の低円錐状の微小種である。螺塔部から体層周縁部にかけて、螺
肋上に 4 本ほどの明瞭な殻皮の隆起が見られる。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

県内では、名古屋市（守谷, 2004a, b）、豊田市（川瀬・他, 2011；2012）、新城市（川瀬, 2014）
などでの確認記録が見られる。 

 

【世界および国内の分布】 

韓国（巨文島）の記録も見られるが（肥後・後藤, 1993）、主に本州（関東地方以西）、四国、九州
に分布し、南西諸島までの広い分布域を示す。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
主に低山地や山麓の環境に生息する種である。他県では島嶼の森林で確認される場合もある。林

床の落葉下に生息する。微小である上に稀な種でもあり、生態に関しては何も知見がない。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

愛知県では、開発の進んだ名古屋市内においても生息確認されており、比較的小規模であっても
生息環境となる林が保全されていれば、本種の個体群も維持される。里山的環境に生息する種であ
るため、里山開発の進んだ愛知県内においては、本種の生息環境は、著しく狭められている。 

 

【保全上の留意点】 

本種の生息環境である低山地などにおいても、生息確認される場所は、きわめて狭い範囲内のみ
である。本種の生息が確認された環境やその周囲において、開発など改変行為を行わないことが重
要である。 

 

【特記事項】 

主に藪とも言える人的には価値を認められることが殆どない里山の雑木林の環境に生息する種で
ある。その上に微小種であることから、実際、本種の保護にあたっては、個体自体を保護すること
は、きわめて困難である。出来る限り本種の正確な分布地域を明確にし、その地域の環境自体を維
持してゆく事が重要である。 

 

【引用文献】 
川瀬基弘, 2014. 新城市の軟体動物, pp.1-24. in: 鳳来寺山自然科学博物館(編), 新城市の自然誌 昆虫・動物編, 335 pp. 鳳来

寺山自然科学博物館, 新城市. 

川瀬基弘・早瀬善正・市原 俊, 2011. 愛知県豊田市に生息する陸産貝類, 豊橋市自然史博物館研究報告, (21): 31-43. 

川瀬基弘・村瀬文好・早瀬善正・市原 俊, 2012. 矢作川上中流域の河畔林に生息する陸産貝類, 矢作川研究, (16): 11-26. 

守谷茂樹, 2004a. 名古屋市内の陸貝の現況, かきつばた, (29): 25-31. 

守谷茂樹, 2004b. 名古屋市の陸貝の現況 補足その 1（熱田神宮）, かきつばた, (30): 23-26. 

肥後俊一・後藤芳央, 1993. 日本および周辺地域産軟体動物総目録,3+22+ 693+148 pp. エル貝類出版局, 八尾市. 

 

【関連文献】 
財団法人自然環境研究センター(編) , 2010. 自然環境保全基礎調査 動物分布調査 日本の動物分布図集, 1070 pp. 環境省自然

保護局 生物多様性センター, 富士吉田. 

（執筆者 早瀬善正） 
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貝類（陸産） ＜マイマイ目（柄眼目） ベッコウマイマイ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：準絶滅危惧） 

GASTROPODA(Land) ＜STYLOMMATOPHORA HELICARIONIDAE＞ AICHI：NT （JAPAN：NT） 

ヒメカサキビ Trochochlamys subcrenulata (Pilsbry) 

 

【選定理由】 

海岸林や低山地などの里山的環境に生息する種であり、愛知県内においては、そのような環境は、
宅地化や開発などにより減少している。そのため、本種も減少傾向にある可能性が考えられる。 

 

【形 態】 

殻径 2.8mm 程度の微小種である。殻は、そろばん玉型で周縁には強いキールを有する。螺塔部に
は規則的かつ明瞭な成長肋が密に現れる。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

愛知県内には広く分布し、名古屋市（川瀬(監修), 2013）、瀬戸市（早瀬, 2008）、豊田市（川瀬・
他, 2011）、新城市（川瀬, 2014）などでの分布が知られる。 

 

【世界および国内の分布】 

日本国内に広く分布し、主に本州、四国、九州に分布記録がある他、沖縄（久保, 2014）にも分布
記録が見られる。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
海岸林や低山地、山麓などの環境に生息する種である。スギ植林、広葉樹林などの林床の落葉堆

積下に生息する。常緑樹林の若干、乾き気味の林床の落葉堆積下にも見られる。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

里山的環境に主に生息する種であるので、現在の名古屋市内の一部地域からの生息記録も知られ
ている。広く分布する種であるので、直ちに絶滅の危機に瀕する恐れはないものの、開発などに伴
い、生息環境が著しく狭められている種と考えられる。 

 

【保全上の留意点】 

微小種であり、個体自体を保護することは、きわめて困難である。したがって、本種の保護には、
生息地域の自然環境を保全し、維持する必要がある。 

 

【特記事項】 

サツマヒメカサキビは、本種の亜種として扱われる場合もあるが、殻形態も全く異なるので、別
種と考える。特に西日本では、サツマヒメカサキビとされた本種の誤認記録も多いと思われる。 

 

【引用文献】 
早瀬善正, 2008. 愛知県瀬戸市定光寺周辺における陸産貝類相調査, かきつばた, (33): 29-39. 

川瀬基弘（監修）, 2013. なごや生きもの一斉調査 2012・陸貝編‐なごやで探そう！カタツムリ‐報告書, 29 pp. なごや生物

多様性保全活動協議会, 名古屋. 

川瀬基弘, 2014. 新城市の軟体動物, pp.1-24. in: 鳳来寺山自然科学博物館(編), 新城市の自然誌 昆虫・動物編, 335 pp. 鳳来
寺山自然科学博物館, 新城市. 

川瀬基弘・早瀬善正・市原 俊, 2011. 愛知県豊田市に生息する陸産貝類, 豊橋市自然史博物館研究報告, (21): 31-43. 

久保弘文, 2014. 恩納村の貝類, pp.245-340. in: 恩納村誌編さん委員会(編), 恩納村誌 第1巻自然編, 573 pp. 沖縄県恩納村役
場, 恩納村. 

 

【関連文献】 
財団法人自然環境研究センター(編) , 2010. 自然環境保全基礎調査 動物分布調査 日本の動物分布図集, 1070 pp. 環境省自然

保護局 生物多様性センター, 富士吉田. 

（執筆者 早瀬善正） 
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貝類（陸産） ＜マイマイ目（柄眼目） キセルガイモドキ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：リスト外） 

GASTROPODA (Land) ＜STYLOMMATOPHORA CLAUSILIIDAE＞ AICHI：NT （JAPAN：－） 

キセルガイモドキ Mirus reinianus (Kobelt) 

 

【選定理由】 

本種は本州から四国、九州に広く分布するためか、生息範囲が限られる種が多い陸産貝類におい
ては、あまり注目されない種であり、環境省のレッドデータブックにも掲載されていない。しかし、
古くから地域個体群も知られており、また形態や生態においても地域ごとに差異が認められ、分類
学的な再検討が必要な種である。従って県単位のような地域ごとの個体群の保全もないがしろには
できない。本種は愛知県内では、山地を中心に分布するが、生息地は元々少なく（野々部ほか, 1984）、
生息域も分断している。また生息地における個体数も概して非常に少なく、かつて多産地として著
名であった豊橋市の石灰岩地である石巻山においても著しい減少傾向が確認されている。 

【形 態】 

殻高 25～32mm 程度、殻は細長く、螺塔は高く、螺層数 7～9 層、外見が近似するキセルガイ科
貝類とは異なり右巻き。成長脈は弱く、殻表は平滑で弱い光沢がある。外唇は肥厚し白色で光沢が
強い。若い個体の殻は淡茶褐色で、老成個体では殻皮は脱落し、灰白色になる。県内でも産地によ
って殻の大きさには変異が認められる。石巻山産個体は概して大型になり殻質も厚く、殻口の肥厚
もやや厚い。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

愛知県内の分布域は広いが生息地は少なく、古くから石巻山、嵩山、越戸、鳳来寺山、定光寺な
どが知られている（野々部ほか, 1984）。また東三河山間部（木村・中根, 1966）から豊橋市にかけ
て生息が確認されているが、生息地は少なく、生息面積も小さい。平野部での生息は確認されてい
ない。 

 

【世界および国内の分布】 

本種は、日本固有種。本州、四国、九州に広く分布する。地域により貝殻形態や生態等に差異が
認められる。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
本種は山地の自然林内の落ち葉や朽ち木、石灰岩地の石の下などに生息する。愛知県産の個体は

石灰岩の壁などに付着する事はあるが、樹幹にはほとんど登らない。和歌山県南部、高知県の個体
群は、愛知県産と比べると小型で、樹上に高く登ることも多い。卵生であることは知られているが、
生活史等についてはほとんど知られていない。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

現在の生息状況については、【選定理由】の項参照。減少の要因としては、近年の夏季の高温化に
伴う森林環境の乾燥化、開発による生息環境の消失などが考えられる。石巻山の個体群については
伊勢湾台風以降他の陸産貝類と共に本種の減少傾向が指摘されているが（野々部ほか, 1984）、2000

年代と比べても本種の近年の減少傾向が著しい。石巻山における近年の減少傾向についての原因は
不明である。 

 

【保全上の留意点】 

上述した生息環境の保全が必要である。 

 

【特記事項】 

環境省のレッドデータブックには掲載されていないが、福岡県（2014）では絶滅危惧Ⅱ類、その
他 10 以上の都道府県版レッドデータブックに掲載されている。 

 

【引用文献】 
福岡県, 2014. 福岡県の希少野生生物, 276pp. 

木村昭一・中根吉夫, 1996. 第 5 章 軟体動物, pp.119-126. in: 稲武町史‐自然 資料編, 稲武町教育委員会, 稲武町. 

野々部良一・高桑 弘・原田一夫, 1984. 陸産貝類, pp.23-40. in: 佐藤正孝・安藤 尚(編), 愛知の動物, 325 pp. 愛知県郷土資
料刊行会, 名古屋. 

【関連文献】 
東 正雄, 1982. 原色日本陸産貝類図鑑, 343pp. 保育社, 大阪. 

財団法人自然環境研究センター(編) , 2010. 自然環境保全基礎調査 動物分布調査 日本の動物分布図集, 1070 pp. 環境省自然
保護局 生物多様性センター, 富士吉田. 

（執筆者 木村昭一） 
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貝類（陸産） ＜マイマイ目（柄眼目） ナンバンマイマイ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：情報不足） 

GASTROPODA (Land) ＜STYLOMMATOPHORA CLAUSILIIDAE＞ AICHI：NT （JAPAN：DD） 

ビロウドマイマイ Nipponochloritis oscitans (Martens) 

 

【選定理由】 

ビロウドマイマイ類は分類学的な検討が不十分で、種名が確定しなかった。近年、愛知県並びに
中部地方に分布するビロウドマイマイ類の分類学的な検討が進み、同時に地理的分布の概要が明ら
かにされた（早瀬・多田, 2005；早瀬・多田, 2008）。これらの知見を元に愛知県内の生息状況を再
考し、岡崎市については、近年詳細に現地調査が行われた（木村, 2014）。その結果、愛知県内には
本種は広く分布しているが、生息地は、自然度が高い寺社林や自然林に限定され、その生息地にお
いても個体数は少ないことが明らかになった。また本種が生息できる環境は明らかに減少し、生息
地、個体数とも減少していると評価された。 

【形 態】 

殻はビロウドマイマイ類としては中型で殻高約 10mm 殻径約 20mm であるが、殻径 15mm 程度
の小型の個体群、対照的に東三河山間部等では殻径 20mm を越えるような大型の個体群も確認され
ている。このような大型のタイプはエチゼンビロウドマイマイとして区別されていた経緯もある。
螺塔は低く平らで、殻全体はやや丸みをおびる。個体群、または個体による変異はあるが、殻皮毛
は比較的密生する。臍孔は十分に成長した個体では完全に閉じる。軟体部は黒褐色。 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

愛知県内では東三河山地から豊川市、豊橋市、岡崎市、蒲郡市、瀬戸市の丘陵地まで比較的広く
分布する。近年名古屋市内でも生息が確認された（川瀬(監修), 2013）。 

【世界および国内の分布】 

本種は、日本固有種。富山県から愛知県の中部地方を中心に 7 県に分布することが報告されてい
る（早瀬・多田, 2005；早瀬・多田, 2008）。 

【生息地の環境／生態的特性】 
丘陵部から山地の湿度が保たれた、自然林もしくは寺社林内の朽ち木や瓦などが積み重なった下

面に潜んでいることが多い。周囲の植生が改変され乾燥化が進行したり、朽木や瓦などの隠れ場所
が整備され、取り払われると、生息できなくなる。陸産貝類は春から秋の降雨後、夜間には林床の
表面にでて匍匐することが多いが、本種は表面に出てくることはほとんどない。 

【現在の生息状況／減少の要因】 

現在の生息状況については、【選定理由】の項参照。減少の要因としては、近年の夏季の高温化に
伴う森林環境の乾燥化、開発による生息環境の消失などが考えられる。シイタケ栽培のホダ木の捨
て場など里山的な環境の減少も一因としてあげられる。前述したような生息環境が減少しているた
め、本種の減少の要因と考えられる。 

【保全上の留意点】 

自然林、寺社林を保全すること、林内の倒木や朽ち木等を取り払わない。多くの自然林、寺社林
では、竹類の照葉樹林への浸食が著しく、適正な伐採を行って、森林を保全する必要がある。 

【特記事項】 

早瀬・多田（2008）によると愛知県内にはビロウドマイマイ類として、ビロウドマイマイ（トウ
カイビロウドマイマイ）、ケハダビロウドマイマイ、ミニビロウドマイマイの 3 種が分布することが
確認されている。過去の文献に散見されるヒメビロウドマイマイ、キヌビロウドマイマイの愛知県
内からの生息記録は本種の誤同定とされた。 

【引用文献】 
早瀬善正・多田 昭, 2005. 愛知県産のビロウドマイマイ属について, かきつばた, (31): 8-19. 

早瀬善正・多田 昭, 2008. 中部地方に分布するビロウドマイマイ属, かきつばた, (33): 17-211. 

川瀬基弘（監修）, 2013. なごや生きもの一斉調査 2012・陸貝編‐なごやで探そう！カタツムリ‐報告書, 29 pp. なごや生物
多様性保全活動協議会, 名古屋. 

木村昭一, 2014. ビロウドマイマイ, p.325, in: 岡崎市(編), 岡崎市の絶滅のおそれのある野生生物 レッドデータブックおか

ざき 2014, 362 pp. 岡崎市. 

【関連文献】 
愛知県科学教育センター, 1967. 愛知の動物, 222pp. 

天野景従, 1966. 愛知県の陸貝相, 69-82.+2pls. in: 東海高等学校教育文化研究所(編), 研究紀要 第 4 集, 東海高等学校教育文

化研究所, 名古屋. 

東 正雄, 1982. 原色日本陸産貝類図鑑, 343pp. 保育社, 大阪. 

木村昭一・中根吉夫, 1996. 第 5 章 軟体動物, pp.119-126. in: 稲武町史‐自然 資料編, 稲武町教育委員会, 稲武町. 

増田 修・波部忠重, 1989. 静岡県陸淡水産貝類相, 74pp. 東海大学自然史博物館. 

野々部良一・高桑 弘・原田一夫, 1984. 陸産貝類, pp.23-40. in: 佐藤正孝・安藤 尚(編), 愛知の動物, 325 pp. 愛知県郷土資
料刊行会, 名古屋. 

山田栄蔵, 1991. 岡崎市内の陸産貝類について, かきつばた, (17): 5-7. 

（執筆者 木村昭一） 
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貝類（陸産） ＜マイマイ目（柄眼目） オナジマイマイ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：準絶滅危惧） 

GASTROPODA(Land) ＜STYLOMMATOPHORA BRADYBAENIDAE＞ AICHI：NT （JAPAN：NT） 

カドコオオベソマイマイ Aegista proba goniosoma (Pilsbry et Hirase) 

 

【選定理由】 

愛知県では限られた地域に確認されるのみで、個体数も少なく、希少な種である。本亜種の西限
分布地域の個体群としても重要である。 

 

【形 態】 

殻高 7.4mm、殻径 14.1mm 程度の小型の種である。殻は、螺塔が低く、円盤状の形状である。周
縁は強く角張るが、個体や地域により差異が認められる。鳳来寺山頂部の個体は特に周縁角が鋭く、
愛知県内で最も本種の特徴を良く表している個体群である。ただし、豊田市などでは、周縁角が弱
く、コオオベソマイマイとの区別が難しい個体も見られる。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

愛知県内では、豊田市（川瀬, 2012）や新城市（鳳来寺山）（矢野・早瀬, 2014）で確認されてい
る。愛知県では東部に分布している。 

 

【世界および国内の分布】 

日本国内の固有種であり、主な分布域は、関東地方である。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
良好な広葉樹林やその付近に位置するスギ植林の林床部の落葉下に生息する。地上性種であり、

一生を通して、落葉下のリター層や地表面で活動する。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

豊田市（駒山など）や新城市（鳳来寺山）などに生息地が知られる。山地の森林林床部に生息し
ている。愛知県内においては、本来、個体数の少ない希少種であるが、近年の夏季の高温化に伴う
森林環境の乾燥化、開発による生息環境の減少などが懸念される。 

 

【保全上の留意点】 

生息個体数が少ない種であり、本種の保護には、個体の保護よりも生息環境の維持と保全が重要
である。 

 

【特記事項】 

県内に生息するコオオベソマイマイと共にアラハダヒロベソマイマイの亜種として扱われるが、
分子系統解析ではカドコオオベソマイマイはこれらの種との分化が示されており（Hirano et al., 

2014）、実際は種レベルでの分化があると考えられる。愛知県内のカドコオオベソマイマイに関して
どの様な結果を示すのか現時点で不明だが、県内のコオオベソマイマイとカドコオオベソマイマイ
も明瞭に分化していることが示された場合は、今後、より貴重な個体群に扱う必要性が生じるだろ
う。 

 

【引用文献】 
Hirano, T., Kameda, Y., Kimura, K., Chiba, S., 2014. Substantial incongruence among the morphology, taxonomy, and 

molecular phylogeny of the land snails Aegista, Landouria, Trishoplita, and Pseudobuliminus (Pulmonata: 

Bradybaenidae) occurring in East Asia, Molecular Phylogenetics and Evolution, 70: 171-181. 

川瀬基弘, 2012. 愛知県豊田市に生息する陸棲軟体動物, 豊田市史研究, (3): (57) 122- (80) 99. 

矢野重文・早瀬善正, 2014. 鳳来寺山のオオベソマイマイ属について, かきつばた, (39): 28-30. 

 

【関連文献】 
野々部良一・高桑 弘・原田一夫, 1984. 陸産貝類, 23-40. in: 佐藤正孝・安藤 尚(編), 愛知の動物, 325 pp. 愛知県郷土資料刊

行会, 名古屋. 

財団法人自然環境研究センター(編) , 2010. 自然環境保全基礎調査 動物分布調査 日本の動物分布図集, 1070 pp. 環境省自然
保護局 生物多様性センター, 富士吉田. 

（執筆者 早瀬善正） 
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貝類（淡水産） ＜モノアラガイ目（基眼目） ヒラマキガイ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：準絶滅危惧） 

GASTROPODA(Fresh Water) ＜BASOMMATOPHORA PLANORBIDAE＞  AICHI：NT （JAPAN：NT） 

ヒラマキガイモドキ Polypylis hemisphaerula (Benson) 

 

【選定理由】 

本種は主に平野部の水田環境に多数生息する種である。愛知県下の平野部の水田環境は、宅地造
成などにより著しく減少している。このほか、稲作の農法の変化により、乾田化が進み生息環境が
減少している。本種をはじめとする水田環境に依存する多くの淡水棲貝類は著しい減少傾向にある。 

 

【形 態】 

殻径4.5mm程度の小型の左巻き種である。殻は平巻き状で茶褐色である。殻内には隔壁を有する。
殻頂部は深く小さな窪みとなる。殻底部は弧状に膨らみ多数の巻きが確認できる。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

愛知県内では、刈谷市三田町（早瀬, 2014.9.15 採集）、新城市（川瀬, 2014）、豊橋市（松岡, 2010）
などで分布確認されている。主に平野部での広域の分布を示す。 

 

【世界および国内の分布】 

中国を模式産地とする。韓国、台湾などにも分布が知られる。日本国内においても平野部に広い
分布傾向が見られる。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
多くの場合は、水田内やその周囲の小水路の泥の上や藻類上を這う個体が確認される。他の多く

の淡水棲有肺類と同様に夏季に産卵を繰り返して個体数を急増させる傾向が見られる。冬季は個体
数が減少し、殆ど水のない側溝や水溜りなどにおいて、落葉の溜まった堆積下の湿り気のある部分
などで冬眠状態の個体を目にすることもある。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

生息地においては、現在も多産する場合が多い。直ちに愛知県内から消滅するほどの危機的状況
にある種ではないが、近年は、水田の消失あるいは水田環境が水棲生物にとっての悪化傾向にある
ことは明らかである。県内での本種の生息環境が減少しており、本種も都市部周辺より徐々に見ら
れなくなっている。 

 

【保全上の留意点】 

水田や湿地環境が維持されていれば、繁殖力も強く、特に細かな事に留意する必要のない種であ
る。水田環境の減少や乾田化農法が本種の減少の大きな一因となっている。 

 

【特記事項】 

南西諸島の個体群はリュウキュウヒラマキガイモドキ型として区別される場合もある。大陸を含
めたこれら個体群と本州個体群との間に遺伝的分化などがある場合には、本州個体群の絶滅の危険
度をより高く考える必要性がある。 

 

【引用文献】 
川瀬基弘, 2014. 新城市の軟体動物, pp.1-24. in: 鳳来寺山自然科学博物館(編), 新城市の自然誌 昆虫・動物編, 335 pp. 鳳来

寺山自然科学博物館, 新城市. 

松岡敬二, 2010. 第 3 章 愛知の生物 第 4 節 愛知の貝類, pp.246-276, in: 愛知県史編さん委員会(編), 愛知県史 別編 自然, 

愛知県. 

 

【関連文献】 
増田 修・内山りゅう, 2004. 日本産淡水貝類図鑑 ②汽水域を含む全国の淡水貝類, 240 pp. ピーシーズ, 東京. 

財団法人自然環境研究センター(編) , 2010. 自然環境保全基礎調査 動物分布調査 日本の動物分布図集, 1070 pp. 環境省自然
保護局 生物多様性センター, 富士吉田. 

（執筆者 早瀬善正） 
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貝類（内湾産） ＜盤足目 タマキビ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：準絶滅危惧） 

GASTROPODA(Inner Bay) ＜DISCOPODA LITTORINIDAE＞ AICHI：NT （JAPAN：NT） 

モロハタマキビ（セトウチヘソカドタマキビ） Lacuna carinifera (A. Adams) 

 

【選定理由】 

個体群・個体数の減少、生息条件の悪化、特殊生息環境が選定理由としてあげられる。三河湾の
個体群について、生息記録と共に形態特徴と生活史についての報告がある（早瀬ほか, 2013）。三河
湾奥部（蒲郡市沖）から湾口部（南知多町沖）の干潟から潮下帯のアマモの葉上に付着して生息す
る。ほぼ 1 年生の種と考えられ、冬から早春に大型個体が見られる。県下のアマモ場の面積は明ら
かに減少しているので、本種の生息基盤も脆弱である。またアマモ場があれば必ず本種が生息して
いるわけではない。 

 

【形 態】 

殻長 5 mm、季節により 10 mm 前後の大型個体も見られる。殻は菱形で、緑褐色で薄質半透明、
殻表は平滑で弱い成長脈がある。殻長は尖り、殻周辺は角張り、臍孔は広く周辺には強い角がある。
小型で臍孔の狭いセトウチヘソカドタマキビ L. setonaikaiensis は、瀬戸内海個体群で同種である
（福田, 2012）。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

愛知県内の分布域は比較的広く、三河湾の沿岸域のほぼ全域に分布するが、生貝が確認されてい
る場所は少なく、良好なアマモ場が残されている海域に限定される。 

 

【世界および国内の分布】 

日本を分布の中心とするが、朝鮮半島にも分布する。日本では北海道南部以南、瀬戸内海、九州
北部までの内湾域のアマモ場に分布する。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
上述のとおり生息環境は良く保全されたアマモ場のアマモの葉上に限られる。ほぼ 1 年生の種と

考えられ、冬から早春に大型個体が見られることが知られている（早瀬ほか, 2013）。そのためか個
体数の年による変動も大きく、生息状況のモニタリングも注意を要する。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

現在の生息状況については、【選定理由】の項参照。減少の要因としては、県内におけるアマモ場
の消失が最も重要である。ただし、アマモ場さえあれば本種が生息しているとは限らず、水質悪化
など他の要因も考えられる。 

 

【保全上の留意点】 

現在本種が生息確認される海域の環境を維持することが重要である。特に本種の生息基盤として
のアマモ場を含めた、干潟から潮下帯に連続する生息環境を保全する事が重要である。 

 

【引用文献】 
福田 宏, 2012. モロハタマキビ（セトウチヘソカドタマキビ）, p.34. in: 日本ベントス学会(編), 干潟の絶滅危惧動物図鑑‐

海岸ベントスのレッドデータブック, 285 pp. 東海大学出版会, 秦野市. 

早瀬善正・種倉俊之・松永育之・長谷川貴大・山崎喬之・野場俊樹・神谷武之・吉川 尚, 2013. 三河湾に生息するモロハタマ
キビの形態的特徴と生活史（学会発表講演要旨）, Venus, 71(1-2): 150. 

 

【関連文献】 
木村昭一, 2000. 伊勢湾・三河湾でドレッジによって採集された貝類（予報）. かきつばた, (26): 18-20. 

鈴木孝男・木村昭一・木村妙子・森 敬介・多留聖典, 2013. 干潟生物調査ガイドブック 全国版（南西諸島を除く）, 269pp. 日
本国際湿地保全連合, 東京. 

（執筆者 木村昭一） 
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貝類（内湾産） ＜盤足目 タマガイ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：準絶滅危惧） 

GASTROPODA(Inner Bay) ＜DISCOPODA NATICIDAE＞ AICHI：NT （JAPAN：NT） 

カスミコダマ Natica buriasensis Récluz 

 

【選定理由】 

個体群・個体数の減少、生息条件の悪化が選定理由としてあげられる。現在県内の干潟で生貝が
確認されている場所はない。三河湾・伊勢湾の湾口部では潮下帯より死殻が少数採集されている程
度で生貝が採集されることはほとんど無い。内湾域の個体群の生息状況は危機的である。ただし、
本種は渥美外海の潮下帯では継続的に生貝が確認されているので、直ちに絶滅する可能性は低いと
判断された。 

 

【形 態】 

殻長約 10 mm、ほぼ球形の巻貝で殻表は光沢が強い。殻表には茶褐色の幾何学模様から雲状の模
様があるが成長段階や個体によって変異がある。外唇はクリーム色、殻軸、内唇は濃褐色。蓋は石
灰質で白色、表面に弱い螺肋が多数ある。他の貝類の殻に孔を開けて食べる肉食性。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

愛知県内の内湾域での分布域は三河湾及び伊勢湾湾口部に限られ、生貝は極めて稀である。渥美
外海の潮下帯の砂底からは継続的に生貝が確認されている。 

 

【世界および国内の分布】 

インド・太平洋に広く分布し、日本では相模湾から九州の内湾から湾口部に分布する。現在潮間
帯で健全な個体群が確認されているのは九州西岸の狭い範囲に限られている（福田・木村, 2012）。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
潮通しの良い砂底に生息し、本種が生息する海域は貝類の多様性も高い場合が多い。元々愛知県

の干潟で生息が確認されていたかどうかは不明であるが、九州西岸では現在も干潟域で生息が確認
されている。渥美外海の浅海域で操業する底引き網に入網したヒトデ類の胃中より生貝が採集され
るが、生息海域は限られており、かつ個体数は少ない。生態的な特性についてはほとんど知られて
いない。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

現在の生息状況については、【選定理由】の項参照。内湾域での著しい減少の要因としては、本種
が潮通しの良い、泥分の少ない砂底に生息することから、水質汚濁、底質環境の泥質化、有機物量
の増加などが考えられる。 

 

【保全上の留意点】 

現在本種が生息確認される海域の環境を維持することが重要である。特に本種の生息基盤として
の泥分の少ない砂底を含めた、干潟から潮下帯に連続する生息環境を保全する事が重要である。 

 

【引用文献】 
福田 宏・木村昭一, 2012. カスミコダマ, p.58. in: 日本ベントス学会(編), 干潟の絶滅危惧動物図鑑‐海岸ベントスのレッド

データブック, 285 pp. 東海大学出版会, 秦野市. 

 

【関連文献】 
木村昭一, 2000. 伊勢湾・三河湾でドレッジによって採集された貝類（予報）. かきつばた, (26): 18-20. 

（執筆者 木村昭一） 
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貝類（内湾産） ＜盤足目 タマガイ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：絶滅危惧Ⅱ類） 

GASTROPODA(Inner Bay) ＜DISCOPODA  NATICIDAE＞ AICHI：NT （JAPAN：VU） 

フロガイダマシ Naticarius concinnus (Dunker) 

 

【選定理由】 

個体群・個体数の減少、生息条件の悪化が選定理由としてあげられる。現在県内の干潟で生貝が
確認されている場所はない。三河湾・伊勢湾の湾口部では潮下帯より死殻は比較的普通に採集され
ているが、生貝が採集されることは稀。内湾域の個体群の生息状況は深刻である。ただし、本種は
渥美外海の潮下帯では継続的に生貝が確認されているので、直ちに絶滅する可能性は低いと判断さ
れた。 

 

【形 態】 

殻長約 15 mm、ほぼ球形の巻貝で殻質は厚く、殻表は薄い殻皮で被われていて、光沢は無い。殻
表には螺管に沿って濃茶褐色の雲状の模様の帯が 2 本あり、その間の色彩は帯状に褐色になる。殻
底部はクリーム色で、外唇、内唇もクリーム色。蓋は石灰質で厚く白色、表面に強い螺肋がある。
他の貝類の殻に孔を開けて食べる肉食性。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

愛知県内の内湾域での分布域は三河湾及び伊勢湾湾口部に限られ、死殻は比較的普通に採集され
るが、生貝は稀（木村, 1995；1996）。渥美外海の潮下帯の砂底からは継続的に生貝が確認されてい
る。 

 

【世界および国内の分布】 

日本以外では朝鮮半島に分布する。日本では房総半島から九州の内湾から湾口部に分布する。瀬
戸内海ではタマガイ科中最も減少傾向が著しい種として報告された（福田・木村, 2012）。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
潮通しの良い砂底に生息し、本種が生息する海域は貝類の多様性も高い場合が多い。渥美外海の

浅海域で操業する底引き網に入網したヒトデ類の胃中より生貝が採集されるが、生息海域は限られ
ており、かつ個体数は少ない。生態的な特性についてはほとんど知られていない。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

現在の生息状況については、【選定理由】の項参照。内湾域での著しい減少の要因としては、本種
が潮通しの良い、泥分の少ない砂底に生息することから、水質汚濁、底質環境の泥質化、有機物量
の増加などが考えられる。 

 

【保全上の留意点】 

現在本種が生息確認される海域の環境を維持することが重要である。特に本種の生息基盤として
の泥分の少ない砂底を含めた、干潟から潮下帯に連続する生息環境を保全する事が重要である。 

 

【引用文献】 
福田 宏・木村昭一, 2012. フロガイダマシ, p.59. in: 日本ベントス学会(編), 干潟の絶滅危惧動物図鑑‐海岸ベントスのレッ

ドデータブック, 285 pp. 東海大学出版会, 秦野市. 

木村昭一, 1995. 日間賀島南部海岸の潮間帯付近の軟体動物相. 研究彙報(第 34 報): 16-27. 全国高等学校水産教育研究会. 

木村昭一, 1996. ドレッジによって採集された日間賀島南部海域の底生動物. 研究彙報(第 35 報): 3-19. 全国高等学校水産教
育研究会. 

 

【関連文献】 
木村昭一, 2000. 伊勢湾・三河湾でドレッジによって採集された貝類（予報）. かきつばた, (26): 18-20. 

（執筆者 木村昭一） 
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貝類（内湾産） ＜新腹足目 テングニシ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：準絶滅危惧） 

GASTROPODA(Inner Bay) ＜NEOGASTROPODA MELONGENIDAE＞ AICHI：NT （JAPAN：NT） 

テングニシ Pugilina (Hemifusus) tuba (Gmelin) 

 

【選定理由】 

個体群・個体数の減少、生息条件の悪化が選定理由としてあげられる。現在県内の干潟で生貝が
確認されている場所はない。三河湾・伊勢湾の湾口部では潮下帯より死殻は比較的普通に採集され
ているが、生貝が採集されることは少ない。内湾域の個体群の生息状況は深刻である。渥美外海の
潮下帯では底引き網漁業により継続的に生貝が採集されているが、食用に大量に採集されていた時
代と比べると個体数の減少は明らかである。 

 

【形 態】 

殻長約 15cm で大型の個体は 20cm を越える。殻は紡錘形で殻口は大きくやや長い、殻表は茶褐色
であるが、褐色の厚い殻皮で被われる。殻口は淡橙色で、水管はやや長く広い。蓋は革質で長い紡
錘型。愛知県産の個体は、殻が大型の割には、殻質はやや薄く、螺管の肩部はやや角張り、小さな
三角形の突起が多数並ぶ。有明海産及び和歌山県から鹿児島県にかけての外洋産の個体群は殻が非
常に厚くなり肩部の突起の数は少ないが、大きく角状に発達し、いわゆる「オニニシ」と言われる
貝殻形態になる。オニニシは本種と別種とされることもあるが、系統関係については検討を要す。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

愛知県内の内湾域での分布域は三河湾及び伊勢湾湾口部に限られ、死殻は比較的普通に採集され
るが、生貝は少ない（木村, 1995；1996）。渥美外海の潮下帯の砂底からは継続的に生貝が確認され
ている。 

 

【世界および国内の分布】 

日本以外では朝鮮半島、中国大陸、インド太平洋に分布する。日本では房総半島から九州の内湾
から外洋にかけて分布する。瀬戸内海などの内湾域における干潟の個体群は著しく減少した（福田・
木村, 2012）。日本海側では底引き網漁業によって現在でも食用として比較的普通に採集されている
海域もある。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
内湾では外洋水の影響の強い礫混じりの砂泥底に生息している。外洋域では水深 20～50m の砂泥

底に生息している。夏季に大型の卵嚢を他物に産み付ける。卵嚢は「うみほうずき」と呼ばれ、か
つては玩具として販売されたが、現在流通することはほとんどない。肉食性である。生態的な特性
についてはほとんど知られていない。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

現在の生息状況については、【選定理由】の項参照。内湾域での著しい減少の要因としては、船体
塗料に含まれる有機スズによるインポセックスが減少要因の可能性がある（福田・木村, 2012）。外
洋側での減少の原因は不明である。 

 

【保全上の留意点】 

現在本種が生息確認される海域の環境を維持することが重要である。内湾から外洋域、干潟から
潮下帯に連続する生息環境を保全する事が重要である。 

 

【引用文献】 
福田 宏・木村昭一, 2012. テングニシ, p.72. in: 日本ベントス学会(編), 干潟の絶滅危惧動物図鑑‐海岸ベントスのレッドデ

ータブック, 285 pp. 東海大学出版会, 秦野市. 

木村昭一, 1995. 日間賀島南部海岸の潮間帯付近の軟体動物相. 研究彙報(第 34 報): 16-27. 全国高等学校水産教育研究会. 

木村昭一, 1996. ドレッジによって採集された日間賀島南部海域の底生動物. 研究彙報(第 35 報): 3-19. 全国高等学校水産教
育研究会. 

 

【関連文献】 
堀口敏広, 1998. インポセックス 巻貝類における雌の雄化現象. 海洋と生物, (17): 283-288. 

木村昭一, 2000. 伊勢湾・三河湾でドレッジによって採集された貝類（予報）. かきつばた, (26): 18-20. 

鈴木孝男・木村昭一・木村妙子・森 敬介・多留聖典, 2013. 干潟生物調査ガイドブック 全国版（南西諸島を除く）, 269pp. 日
本国際湿地保全連合, 東京. 

（執筆者 木村昭一） 
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貝類（内湾産） ＜新腹足目 マクラガイ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：準絶滅危惧） 

GASTROPODA(Inner Bay) ＜NEOGASTROPODA OLIVIDAE＞ AICHI：NT （JAPAN：NT） 

マクラガイ Oliva mustelina Lamarck 

 

【選定理由】 

個体群・個体数の減少、生息条件の悪化が選定理由としてあげられる。現在県内の干潟で生貝が
確認されている場所はないが、一時的に底質環境が改善された干潟で生貝がごくわずかに採集され
た例がある（木村, 2005）。三河湾・伊勢湾の湾口部でも潮間帯はおろか潮下帯からも死殻すらほと
んど採集されない。内湾域の個体群の生息状況は非常に深刻である。ただし、渥美外海の潮下帯で
は底引き網漁業により継続的に生貝が採集されていて、年による変動も大きいが、比較的多数の個
体が採集される場合もあるので、直ちに絶滅する種ではないと判断された。 

 

【形 態】 

殻長約 35 mm、円筒形で殻表は強い光沢があり、平滑、殻質は非常に厚い。殻表は黄褐色の地色
に濃褐色の不規則な波状の模様がある。螺塔は低く、体層は大きく、殻高のほとんどを占める。殻
口は狭く、内唇は肥厚して白色。軟体部は大きく貝殻を被う。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

愛知県内では、一時的に蒲郡市の人工干潟で生息が確認された（木村, 2005）が、最近では内湾域
全域の干潟から潮下帯を含めた海域で生貝の採集記録はない。渥美外海の潮下帯の砂底からは底引
き網漁業によって生貝が確認されている。 

 

【世界および国内の分布】 

日本以外では朝鮮半島、中国大陸、インド太平洋に分布する。日本では房総半島から九州の内湾
から外洋にかけて分布する。伊勢湾、瀬戸内海などの内湾域の干潟における本種の個体群は著しく
減少した（木村, 2012）。渥美外海から土佐湾、新潟県以南の日本海の潮下帯では現在でも健全な個
体群が確認されている。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
内湾では外洋水の影響の強い砂泥底に生息している。外洋域では水深 10～50m の砂泥底に生息し

ている。生時に軟体部は殻をおおっているので、殻には付着物が無く、磨いたように平滑で光沢が
ある。肉食性で他の動物を丸呑みにする。生態的な特性についてはほとんど知られていない。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

現在の生息状況については、【選定理由】の項参照。内湾域での著しい減少の要因としては、マク
ラガイ科貝類は近年バイと近縁の種群であることが明らかにされていることからも、船体塗料に含
まれる有機スズによるインポセックスが減少要因の可能性がある。 

 

【保全上の留意点】 

現在本種が生息確認される海域の環境を維持することが重要である。内湾から外洋域、干潟から
潮下帯に連続する生息環境を保全する事が重要である。 

 

【引用文献】 
木村昭一, 2012. マクラガイ, p.73. in: 日本ベントス学会(編), 干潟の絶滅危惧動物図鑑‐海岸ベントスのレッドデータブッ

ク, 285 pp. 東海大学出版会, 秦野市. 

木村昭一, 2005. 蒲郡市三谷町人工干潟の貝類相 続報. かきつばた, 31. 名古屋貝類談話会. 

 

【関連文献】 
堀口敏広, 1998. インポセックス 巻貝類における雌の雄化現象. 海洋と生物, (17): 283-288. 

木村昭一, 1995. 日間賀島南部海岸の潮間帯付近の軟体動物相. 研究彙報(第 34 報): 16-27. 全国高等学校水産教育研究会. 

木村昭一, 1996. ドレッジによって採集された日間賀島南部海域の底生動物. 研究彙報(第 35 報): 3-19. 全国高等学校水産教
育研究会. 

木村昭一, 2000. 伊勢湾・三河湾でドレッジによって採集された貝類（予報）. かきつばた, (26): 18-20. 

木村昭一, 2004. 蒲郡市三谷町人工干潟の貝類相. かきつばた, 30. 名古屋貝類談話会. 

鈴木孝男・木村昭一・木村妙子・森 敬介・多留聖典, 2013. 干潟生物調査ガイドブック 全国版（南西諸島を除く）, 269pp. 日

本国際湿地保全連合, 東京. 

（執筆者 木村昭一） 
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貝類（内湾産） ＜異旋目 トウガタガイ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：情報不足） 

GASTROPODA(Inner Bay) ＜HETEROSTROPHA PYRAMIDELLIDAE＞ AICHI：NT （JAPAN：DD） 

ヒガタヨコイトカケギリ Cingulina cf. cingulata (Dunker) 

 

【選定理由】 

個体群・個体数の減少、生息条件の悪化が選定理由としてあげられる。本種は形態の項目に記す
特徴から外洋域に生息するヨコイトカケギリ Cingulina cingulata と区別され、和名が提唱された
（福田, 2012）。愛知県ではヒガタヨコイトカケギリは、三河湾の内湾奥部の河口域に位置する泥質
干潟に生息域があり、湾口部から渥美外海までで採集されるヨコイトカケギリとは生息域が分断さ
れ、形態的にも区別が可能である。ただし、三重県側の伊勢湾口部に位置する生浦湾では、生息域
が連続的で両種の区別が難しい個体も現れるので、三河湾に生息する 2 種も同種である可能性があ
るが、内湾奥の個体群は干潟の減少、干潟環境の悪化で生息基盤が脆弱であるので、ヨコイトカケ
ギリの最内湾奥の個体群としても準絶滅危惧種にランクされることは妥当であると判断された。 

 

【形 態】 

殻長約 7 mm、細長い円錐形で、螺塔は著しく高い。殻は白色で殻質はやや厚く、螺層に強い 3

本の螺肋をめぐらす。以上の殻の特徴はヒガタヨコイトカケギリ、ヨコイトカケギリに共通である
が、ヒガタヨコイトカケギリは殻表の成長脈がやや粗く、光沢がない。また殻頂部は摩耗、欠損す
る個体が多い。ヨコイトカケギリの殻表は平滑で光沢があり、殻頂部も欠損することはほとんど無
い。軟体部の形態では、ヨコイトカケギリは頭触角が細長く先端が尖るのに対してヒガタヨコイト
カケギリはより太短く先端も鈍い（福田, 2012）。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

愛知県内では、汐川干潟、豊川河口域、矢作川河口域など内湾奥の河口域に位置する泥質干潟に、
カワグチツボ、エドガワミズゴマツボ、ヌカルミクチキレと同所的に生息する。 

 

【世界および国内の分布】 

日本以外では現在まで分布記録はない。日本では陸奥湾から九州の内湾、河口、汽水域の泥底に
分布する。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
内湾奥の泥質干潟の表面に生息している。本種の属するトウガタガイ科貝類には多毛類か貝類に

取り付いて体液を吸う種が多いが、本種については不明。生態的な特性についてはほとんど知られ
ていない。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

現在の生息状況については、【選定理由】の項参照。現在本種が生息確認される海域の環境を維持
することが重要である。内湾から外洋域、干潟から潮下帯に連続する生息環境を保全する事が重要
である。本種は内湾奥の河口域に生息するので干潟周辺の陸域の改変、干潟の埋め立て、無酸素水
塊の発生、水質汚濁の影響を受けやすい。 

 

【保全上の留意点】 

現在本種が生息確認される海域の環境を維持することが重要である。干潟周辺の陸域を含めた干
潟から潮下帯に連続する生息環境を保全する事が重要である。 

 

【引用文献】 
福田 宏, 2012. ヒガタヨコイトカケギリ, p.84. in: 日本ベントス学会(編), 干潟の絶滅危惧動物図鑑‐海岸ベントスのレッド

データブック, 285 pp. 東海大学出版会, 秦野市. 

 

【関連文献】 
秀島佑典・木村妙子・木村昭一・佐藤達也, 2014. 生浦湾における貝類群集と底質環境の季節変動（学会発表講演要旨）. Venus, 

72(1-4): 139. 

木村昭一, 1996. ドレッジによって採集された日間賀島南部海域の底生動物. 研究彙報(第 35 報): 3-19. 全国高等学校水産教
育研究会. 

鈴木孝男・木村昭一・木村妙子・森 敬介・多留聖典, 2013. 干潟生物調査ガイドブック 全国版（南西諸島を除く）, 269pp. 日

本国際湿地保全連合, 東京. 

（執筆者 木村昭一） 
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貝類（内湾産） ＜カキ目 ハボウキガイ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：準絶滅危惧） 

GASTROPODA(Inner Bay) ＜OSTREIDA PINNIDAE＞ AICHI：NT （JAPAN：NT） 

ズベタイラギ Atrina (Servatrina) japonica (Reeve) 

 

【選定理由】 

元々愛知県版レッドデータブックにはタイラギとして以下に記す 2 種を合わせて準絶滅危惧種と
して掲載されていた（愛知県環境調査センター, 2009）。環境省第 4 次レッドリストでは、横川（1996）
の研究結果に基づき、従来タイラギとされていた種には 2 種が含まれていることを採用し、ズベタ
イラギ Atrina (Servatrina) japonic、タイラギ（リシケタイラギ）Atrina (Servatrina) lischkeana
の 2 種として掲載された。本書でもこれに従い 2 種として扱う。 

個体群・個体数の減少、生息条件の悪化が選定理由としてあげられる。本県では内湾域の潮下帯
の環境は上部の干潟の破壊や浚渫、貧酸素水塊の発生、水質汚濁などで急速に悪化していて、この
生息帯に棲む貝類相が著しく単純化している。本種は 1960 年代には三河湾奥部の渥美湾で海水浴客
が誤って踏んで足をけがするほど多産した（愛知県科学教育センター, 1967）。しかし、近年三河湾
奥部では死殻すら採集できない。三河湾湾口部、伊勢湾知多半島南部周辺では現在も漁業対象種と
なっているが、その量は年々減少している。 

【形 態】 

殻長 30cm を越える大型種。長い三角形の殻で、黒褐色。殻はやや厚いが脆い。殻は長い三角形で、
多数の低い肋が走るが、リシケタイラギのような鱗片はなく、殻表は平滑。従来“タイラギの無鱗
型”と呼ばれていた種。三河湾湾口部ではリシケタイラギより本種の方が大型になり、漁業対象と
しては多く採集されている。貝殻中央部の貝柱は大きく美味で、高価に取り引きされる。 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

三河湾湾口部、伊勢湾知多半島南部周辺では現在も漁業対象種として採取されている。2008、2009

年のドレッジおよび潜水調査で名古屋港沖合の水深 2～15m の泥底から生貝が 1 個体、死殻が少数
ではあるが採集された（木村, 2010）。 

 

【世界および国内の分布】 

日本以外では朝鮮半島、中国大陸に分布する。日本では本州から九州の内湾から湾口部にかけて
の低潮線から水深 30m の砂泥底に分布する。瀬戸内海以西ではリシケタイラギより生息地が少ない
傾向がある（山下・木村, 2012）。 

【生息地の環境／生態的特性】 
内湾の干潟から潮下帯の砂泥底に殻の後縁の部分を出した状態で大部分が埋もれて生息する。殻

前部の足糸口からでる足糸を底質中の礫等に付着させかつ深く埋没しているので、掘り出すのは容
易ではない。 

【現在の生息状況／減少の要因】 

現在の生息状況については、【選定理由】の項参照。上述したように県内の潮下帯は環境が悪化し
ているので、本種の生息場所、生息数とも減少している。 

【保全上の留意点】 

現在本種が生息確認される海域の環境を維持することが重要である。内湾から外洋域、干潟から
潮下帯に連続する生息環境を保全する事が重要である。また本種は重要な食用種なので、漁獲圧に
よる資源量の減少も無視できない。詳細な資源量の調査に基づく適正な漁獲と資源管理が不可欠で
ある。 

【引用文献】 
愛知県科学教育センター, 1967. 愛知の動物, 222pp. 

愛知県環境調査センター(編), 2009. 愛知県の絶滅のおそれのある野生生物 レッドデータブックあいち 2009‐動物編‐, 

651pp．愛知県環境部自然環境課, 名古屋. 

木村昭一, 2010. 貝類, pp.185-222. in: 名古屋市動植物実態調査検討会(監修) , レッドデータブックなごや 2010‐2004 年版
補遺‐, 316pp. 名古屋市環境局環境都市推進部生物多様性企画室, 名古屋. 

山下博由・木村昭一, 2012. ズベタイラギ, p.114. in: 日本ベントス学会(編), 干潟の絶滅危惧動物図鑑‐海岸ベントスのレッ
ドデータブック, 285 pp. 東海大学出版会, 秦野市. 

横川浩治, 1996. タイラギ 2 型の遺伝的分化. Venus, 55: 25-39. 

【関連文献】 
木村昭一, 1995. 日間賀島南部海岸の潮間帯付近の軟体動物相. 研究彙報(第 34 報): 16-27. 全国高等学校水産教育研究会. 

木村昭一, 1996. ドレッジによって採集された日間賀島南部海域の底生動物. 研究彙報(第 35 報): 3-19. 全国高等学校水産教
育研究会. 

木村昭一, 2000. 伊勢湾・三河湾でドレッジによって採集された貝類（予報）. かきつばた, (26): 18-20. 

鈴木孝男・木村昭一・木村妙子・森 敬介・多留聖典, 2013. 干潟生物調査ガイドブック 全国版（南西諸島を除く）, 269pp. 日
本国際湿地保全連合, 東京. 

（執筆者 木村昭一） 



 139 

貝類（内湾産） ＜カキ目 ハボウキガイ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：準絶滅危惧） 

GASTROPODA(Inner Bay) ＜OSTREIDA PINNIDAE＞ AICHI：NT （JAPAN：NT） 

タイラギ（リシケタイラギ） Atrina (Servatrina) lischkeana (Clessi) 

 

【選定理由】 

元々愛知県版レッドデータブックにはタイラギとして以下に記す 2 種を合わせて準絶滅危惧種と
して掲載されていた（愛知県環境調査センター, 2009）。環境省第 4 次レッドリストでは、横川（1996）
の研究結果に基づき、従来タイラギとされていた種には 2 種が含まれていることを採用し、ズベタ
イラギ Atrina (Servatrina) japonic、タイラギ（リシケタイラギ）Atrina (Servatrina) lischkeana
の 2 種として掲載された。本書でもこれに従い 2 種として扱う。 

個体群・個体数の減少、生息条件の悪化が選定理由としてあげられる。本県では内湾域の潮下帯
の環境は上部の干潟の破壊や浚渫、貧酸素水塊の発生、水質汚濁などで急速に悪化していて、この
生息帯に棲む貝類相が著しく単純化している。本種は 1960 年代には三河湾奥部の渥美湾で海水浴客
が誤って踏んで足をけがするほど多産した（愛知県科学教育センター, 1967）。しかし、近年三河湾
奥部では死殻すら採集できない。三河湾湾口部、伊勢湾知多半島南部周辺では現在も漁業対象種と
なっているが、その量は年々減少している。 

【形 態】 

殻長 25cm を越える大型種。長い三角形の殻で、茶褐色。殻はやや薄く脆い。殻は長い三角形で、
多数の低い肋が走り、多数の強い鱗片がある。従来“タイラギの有鱗型”と呼ばれていた種で単に
タイラギとも呼ばれる。三河湾湾口部ではズベタイラギの方が大型になり、漁業対象としては多く
採集されている。貝殻中央部の貝柱は大きく美味で、高価に取り引きされる。 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

三河湾湾口部、伊勢湾知多半島南部周辺では現在も漁業対象種として採取されている。ズベタイ
ラギより外洋側に分布が偏る。三河湾湾口部では個体数もズベタイラギの方が多い。渥美外海の浅
海で操業する底引き網によって、本種の幼貝から若い個体の殻が大量に採集されることがあるが、
生貝は少ない。 

 

【世界および国内の分布】 

日本以外での生息状況は不明。日本では本州から九州の内湾から湾口部にかけての低潮線から水
深 30m の砂泥底に分布する。瀬戸内海以西ではズベタイラギより生息地が多い傾向がある（山下・
木村, 2012）。有明海での漁獲では本種が圧倒的に多い。 

【生息地の環境／生態的特性】 
内湾の干潟から潮下帯の砂泥底に殻の後縁の部分を出した状態で大部分が埋もれて生息する。殻

前部の足糸口からでる足糸を底質中の礫等に付着させかつ深く埋没しているので、掘り出すのは容
易ではない。 

【現在の生息状況／減少の要因】 

現在の生息状況については、【選定理由】の項参照。上述したように県内の潮下帯は環境が悪化し
ているので、本種の生息場所、生息数とも減少している。 

【保全上の留意点】 

現在本種が生息確認される海域の環境を維持することが重要である。内湾から外洋域、干潟から
潮下帯に連続する生息環境を保全する事が重要である。また本種は重要な食用種なので、漁獲圧に
よる資源量の減少も無視できない。詳細な資源量の調査に基づく適正な漁獲と資源管理が不可欠で
ある。 

【引用文献】 
愛知県科学教育センター, 1967. 愛知の動物, 222pp. 

愛知県環境調査センター(編), 2009. 愛知県の絶滅のおそれのある野生生物 レッドデータブックあいち 2009‐動物編‐, 

651pp．愛知県環境部自然環境課, 名古屋. 

木村昭一, 2010. 貝類, pp.185-222. in: 名古屋市動植物実態調査検討会(監修) , レッドデータブックなごや 2010‐2004 年版
補遺‐, 316pp. 名古屋市環境局環境都市推進部生物多様性企画室, 名古屋. 

山下博由・木村昭一, 2012. リシケタイラギ, p.114. in: 日本ベントス学会(編), 干潟の絶滅危惧動物図鑑‐海岸ベントスのレ
ッドデータブック, 285 pp. 東海大学出版会, 秦野市. 

横川浩治, 1996. タイラギ 2 型の遺伝的分化. Venus, 55: 25-39. 

【関連文献】 
木村昭一, 1995. 日間賀島南部海岸の潮間帯付近の軟体動物相. 研究彙報(第 34 報): 16-27. 全国高等学校水産教育研究会. 

木村昭一, 1996. ドレッジによって採集された日間賀島南部海域の底生動物. 研究彙報(第 35 報): 3-19. 全国高等学校水産教
育研究会. 

木村昭一, 2000. 伊勢湾・三河湾でドレッジによって採集された貝類（予報）. かきつばた, (26): 18-20. 

鈴木孝男・木村昭一・木村妙子・森 敬介・多留聖典, 2013. 干潟生物調査ガイドブック 全国版（南西諸島を除く）, 269pp. 日
本国際湿地保全連合, 東京. 

（執筆者 木村昭一） 
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貝類（内湾産） ＜ザルガイ目 フジノハナガイ科＞ 愛知県：準絶滅危惧 （国：準絶滅危惧） 

GASTROPODA(Inner Bay) ＜CARDIIDA DONACDAE＞ AICHI：NT （JAPAN：NT） 

フジノハナガイ Chion semigranosus (Dunker) 

 

【選定理由】 

個体群・個体数の減少、生息条件の悪化が選定理由としてあげられる。外洋に生息するイメージ
が強いが、内湾域にも広く分布していた種（木村, 2012）。1980 年代後半に伊勢湾・三河湾の内湾域
で個体数が激減し、全く生息が確認できなくなった場所も多い。現在、知多半島、渥美半島の伊勢
湾沿岸などでは回復傾向が認められるが、従来の状態までには回復していない。三河湾では湾口部
以外の沿岸では依然として回復傾向は認められない。 

 

【形 態】 

殻長 20mm 程度に成長するが、現在では 15ｍｍ前後の個体が多い。殻は亜三角形で、膨らみは弱
いが、殻質は厚い。殻表は光沢があり、白色、淡黄白色、淡褐色、薄紫色など個体変異が多い。殻
の内側は濃い藤色に彩られる個体が多い。 

 

【分布の概要】 
【県内の分布】 

愛知県内の分布域は比較的広く、知多半島・渥美半島の伊勢湾沿岸、渥美半島の遠州灘沿岸域の
ほぼ全域に分布するが、生貝が確認されている場所は少ない。近年、知多半島南部内海海岸周辺で
は、冬季に海岸に生貝が多数打ち上がることが確認されている。 

 

【世界および国内の分布】 

日本以外では中国大陸、タイに分布する。日本では房総半島から九州までの内湾から外洋域の砂
質底の潮間帯に生息する。三浦半島沿岸や玄界灘沿岸の外洋に開けた内湾域では安定した個体群が
確認されている。 

 

【生息地の環境／生態的特性】 
内湾から外洋にかけての潮間帯上部の砂底に生息する。潮汐の周期に連動した垂直移動をする貝

として有名である。内湾域では、潮通しが良く有機質や泥分が少ない砂質底を好むようである。 

 

【現在の生息状況／減少の要因】 

現在の生息状況については、【選定理由】の項参照。減少の要因としては、内湾域の環境は上部の
干潟の破壊や浚渫、貧酸素水塊の発生、水質汚濁などで急速に悪化していること等があげられる。
本種の場合、特に底質の有機質、泥分の増加も減少の要因として考えられる。 

 

【保全上の留意点】 

現在本種が生息確認される海域の環境を維持することが重要である。特に本種の生息基盤として
の有機質、泥分の少ない潮間帯の砂底の保全が重要であろう。 

 

【引用文献】 
木村昭一, 2012. フジノハナガイ, p.130. in: 日本ベントス学会(編), 干潟の絶滅危惧動物図鑑‐海岸ベントスのレッドデータ

ブック, 285 pp. 東海大学出版会, 秦野市. 

 

【関連文献】 
鈴木孝男・木村昭一・木村妙子・森 敬介・多留聖典, 2013. 干潟生物調査ガイドブック 全国版（南西諸島を除く）, 269pp. 日

本国際湿地保全連合, 東京. 

（執筆者 木村昭一） 
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【 情報不足種について 】 

今回の見直しによって新たにレッドリストに掲載された情報不足の種について、簡易な解説を以

下に記述した。 

 

1. サドヤマトガイ Japonia sadoensis Pilsbry et Hirase 

 陸産貝類 盤足目 ヤマタニシ科 （国：準絶滅危惧） 

近年分類学的な再検討が行われていて、今までの記録をそのまま採用できなくなってきた。

記録のみで標本を実見できていないものについては実態不明。 

 

2. ヒラベッコウガイ Bekkochlamys micrograpta (Pilsbry) 

 陸産貝類 マイマイ（柄眼）目 ベッコウマイマイ科 （国：情報不足） 

県内では生息地、生息数ともに少ないが、情報も少ない。 

 

3. ヒゼンキビ Parakaliella hizenensis (Pilsbry) 

 陸産貝類 マイマイ（柄眼）目 ベッコウマイマイ 科 （国：準絶滅危惧） 

生息地が少なく、希少だが、微小種で過去の生息情報も少ない。判断材料が少なく、情報不

足とするのが適当と判断された。 

 

4. ヒメハリマキビ Parakaliella pagoduloides (Gude) 

 陸産貝類 マイマイ（柄眼）目 ベッコウマイマイ 科 （国：準絶滅危惧） 

個体数および生貝の確認例が少なく希少だが、微小種で過去の生息情報も少ない。判断材料

が少なく、情報不足とするのが適当と判断された。 

 

5. ハチジョウヒメベッコウ Yamatochlamys circumdata (Pilsbry) 

 陸産貝類 マイマイ（柄眼）目 ベッコウマイマイ 科 （国：準絶滅危惧） 

県東部に僅かに生息するのみで希少。県内の正式な生息記録はない。判断材料が少なく、情

報不足とするのが適当と判断された。 

 

6. フトキセルガイモドキ Mirus japonicus (Moellendorff) 

 陸産貝類 マイマイ（柄眼）目 キセルガイモドキ科 （国：リスト外） 

近年の確認記録がなく絶滅の可能性が高いが、調査不十分。また、過去の記録も分類学的な

検討が必要。 

 

7. ヤマタカマイマイ Satsuma papilliformis (Kobelt) 

 陸産貝類 マイマイ（柄眼）目 ナンバンマイマイ 科 （国：準絶滅危惧） 

近年の確認記録がなく絶滅の可能性が高いが、調査不十分。また、過去の記録も分類学的な

検討が必要。 

 

8. カタマメマイマイ Lepidopisum conospira (Pfeiffer) 

 陸産貝類 マイマイ（柄眼）目 オナジマイマイ科 （国：絶滅危惧Ⅱ類） 
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生息地が少なく、希少。生息環境が特殊で、そのような生息環境の調査不足。また、一度生

息が確認された場所から数年で姿を消す非常に特殊な生態の種でモニタリング自体が困難で、

情報不足と判断された。 

 

9. マメタニシ Parafossarulus manchouricus japonicus (Pilsbry) 

 淡水産貝類 盤足目 エゾマメタニシ科 （国：絶滅危惧Ⅱ類） 

過去に豊橋市から生息記録がある。県内ではないが、近年移入と考えられる個体群も確認さ

れており、現時点では判定が困難で情報不足と判断された。高いランクの絶滅危惧種である

可能性もある。 

 

10. ヒラマキミズマイマイ Gyraulus spirillus (Gould) 

 淡水産貝類 モノアラガイ（基眼）目 ヒラマキガイ科 （国：情報不足） 

県内の本種とされるものが正しく本種であるのか分類が未整理状態。生息環境の調査自体が

不十分。従って調査不足と判定された。 

 

11. ミズコハクガイ Gyraulus soritai Habe 

 淡水産貝類 モノアラガイ（基眼）目 ヒラマキガイ科 （国：絶滅危惧Ⅱ類） 

生息地が少なく、希少。生息環境が特殊で、本種の生息環境の調査自体が不十分。従って調

査不足と判定された。 

 

12. フネドブガイ Anodonta arcaeformis (Hude) 

 淡水産貝類 イシガイ目 イシガイ科 （国：リスト外） 

2013 年に愛知県より生息が記録されたが、人為的な攪乱が起こりやすいため池のみで発見さ

れている。過去に大型種である本種を見逃していたとも考えにくく、移入個体群の可能性が

かなり高い。ただし、自然分布である可能性も残っており、現時点では情報不足と判断され

た。 

 

13. ヌノメチョウジガイ Rissoina (Phosinella) pura (Gould) 

 内湾産貝類 盤足目 リソツボ科 （国：準絶滅危惧） 

死殻のみの確認、希少、生息環境が良くわからず、現時点では情報不足と判断された。高い

ランクの絶滅危惧種である可能性もある。 

 

14. ヘソカドガイ Paludinellassiminea japonica (Pilsbry) 

 内湾産貝類 盤足目 カワザンショウガイ科 （国：リスト外） 

近年の確認記録がなく、生息環境の調査は不十分。現時点では情報不足と判断された。高い

ランクの絶滅危惧種である可能性もある。 

 

15. ナギツボ（未記載種） Vitrinella sp. 

 内湾産貝類 盤足目 イソコハクガイ科 （国：準絶滅危惧） 

生息地が少なく、希少。未記載種で微小。現時点では情報不足と判断された。高いランクの
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絶滅危惧種である可能性もある。 

 

16. ウネナシイトカケ Acrilla acuminata (SowerbyⅡ) 

 内湾産貝類 翼舌目 イトカケガイ科 （国：絶滅危惧Ⅱ類） 

死殻は確認しているが現状不明。現時点では情報不足と判断された。高いランクの絶滅危惧

種である可能性もある。 

 

17. オニサザエ Chicoreus asianus Kuroda 

 内湾産貝類 新腹足目 アッキガイ科 （国：準絶滅危惧） 

元々生息環境が少ない。元々本県では希少な種であった可能性もある。現時点では情報不足

と判断された。高いランクの絶滅危惧種である可能性もある。 

 

18. イワカワトクサ Duplicaria evoluta (Deshayes) 

 内湾産貝類 新腹足目 タケノコガイ科 （国：絶滅危惧Ⅱ類） 

外洋潮下帯からは死殻が採集されているが、内湾域での生息状況は不明。現時点では情報不

足と判断された。高いランクの絶滅危惧種である可能性もある。 

 

19. イシン属の一種 Tomura sp. 

 内湾産貝類 異旋目 カクメイ科 （国：リスト外） 

1個体のみ確認、希産。未記載種の可能性有り、微小種。分類学的な検討も必要で、現時点で

は情報不足と判断された。高いランクの絶滅危惧種である可能性もある。 

 

20. カミスジカイコガイダマシ Cylichnatys angustus (Gould) 

 内湾産貝類 頭楯目 スイフガイ科 （国：絶滅危惧Ⅱ類） 

生息は確認されているが、ランク付けするには近年の生息状況が十分でない。現時点では情

報不足と判断された。 

 

21. ヤミヨキセワタ Melanochlamys sp. 

 内湾産貝類 頭楯目 カノコキセワタ科 （国：情報不足） 

分布状況は比較的把握されている種であるが、東京湾では移入個体群も知られており分類学

的な再検討も要する。現時点では情報不足と判断された。やや高いランクの絶滅危惧種であ

る可能性もある。 

 

22. ヒメゴウナ Monotygma eximia (Lischke) 

 内湾産貝類 異旋目 トウガタガイ科 （国：準絶滅危惧） 

死殻のみの確認、希少、本種の生息環境の調査不足。現時点では情報不足と判断された。高

いランクの絶滅危惧種である可能性もある。 

 

23. ハマシイノミガイ Melampus nuxeastaneus Kuroda 

 内湾産貝類 モノアラガイ（基眼）目 オカミミガイ科 （国：リスト外） 
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生息地が少なく、希少。生息環境の調査不足。元々本県では希少な種であった可能性もある。

現時点では情報不足と判断された。 

 

24. モモノハナ Moerella jedoensis (Lischke) 

 内湾産貝類 ザルガイ目 ニッコウガイ科 （国：準絶滅危惧） 

元々生息環境が少ない。元々本県では希少な種であった可能性もある。現時点では情報不足

と判断された。高いランクの絶滅危惧種である可能性もある。 

 

25. ナミノコ Donax (Latona) cuneata Linnaeus 

 内湾産貝類 ザルガイ目 フジノハナガイ科 （国：準絶滅危惧） 

元々生息環境が少ない。元々本県では希少な種であった可能性もある。現時点では情報不足

と判断された。高いランクの絶滅危惧種である可能性もある。 

 

26. キヌタアゲマキ Solecurtus divaricatus (Lischke) 

 内湾産貝類 ザルガイ目 キヌタアゲマキ科 （国：準絶滅危惧） 

元々生息環境が少ない。元々本県では希少な種であった可能性もある。現時点では情報不足

と判断された。高いランクの絶滅危惧種である可能性もある。 

 

27. カモジガイ Lutraria arcuata Reeve 

 内湾産貝類 ザルガイ目 バカガイ科 （国：準絶滅危惧） 

元々生息環境が少ない。また外洋の潮下帯の調査が不足している。元々本県では希少な種で

あった可能性もある。現時点では情報不足と判断された。高いランクの絶滅危惧種である可

能性もある。 

 

28. オオトリガイ Lutraria maxima Jonas 

 内湾産貝類 ザルガイ目 バカガイ科 （国：準絶滅危惧） 

元々生息環境が少ない。また外洋の潮下帯の調査が不足している。元々本県では希少な種で

あった可能性もある。現時点では情報不足と判断された。高いランクの絶滅危惧種である可

能性もある。 

 

29. ウスハマグリ Pitar kurodai Matsubara 

 内湾産貝類 ザルガイ目 マルスダレガイ科 （国：絶滅危惧Ⅰ類） 

元々生息環境が少ない。また外洋の潮下帯の調査が不足している。元々本県では希少な種で

あった可能性もある。現時点では情報不足と判断された。高いランクの絶滅危惧種である可

能性もある。 

 

30. ガタヅキ（コハギガイ） Arthritica reikoae (Suzuki et Kosuge) 

 内湾産貝類 ザルガイ目 ウロコガイ科 （国：情報不足） 

近年になって記載された種で情報不足。県内からの正式な生息記録はない。 
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31. マルヘノジガイ Nipponomysella oblongata (Yokoyama) 

 内湾産貝類 ザルガイ目 ウロコガイ科 （国：リスト外） 

生息地が少なく、希少。本種の生息環境の調査不足。現時点では情報不足と判断された。 

 

32. オキナノエガオ Platomysia rugata Habe 

 内湾産貝類 ザルガイ目 ウロコガイ科 （国：絶滅危惧Ⅰ類） 

死殻資料あり（未発表データ）。現時点では情報不足と判断された。高いランクの絶滅危惧種

である可能性もある。 

 

 

【 国リストの新掲載種について 】 

今回の見直しによって新たにレッドリストに掲載された「国リスト」の種について、対象種が愛

知県では絶滅危惧種と判断されなかった理由を以下に記述した。 

 

1. オオギセル Megalophaedusa martensi (Martens) 

 陸産貝類 マイマイ（柄眼）目 キセルガイ科 （国：準絶滅危惧） 

県内では東三河山間部を中心に生息地点数、生息数が共に多く、絶滅危惧種とは判断されな

かった。 

 

2. エルベリギセル Tyrannophaedusa aurantiaca moellendorffi Nordsieck 

 陸産貝類 マイマイ（柄眼）目 キセルガイ科 （国：情報不足） 

県内では丘陵地から山間部に生息地点数、生息数共に多く、絶滅危惧種とは判断されなかっ

た。 

 

3. オオウエキビ Trochochlamys fraterna (Pilsbry) 

 陸産貝類 マイマイ（柄眼）目 ベッコウマイマイ科 （国：情報不足） 

県内では丘陵地から山間部に生息地点数、生息数共に多く、絶滅危惧種とは判断されなかっ

た。 

 

4. オオタニシ Cipangopaludina japonica (Martens) 

 淡水産貝類 盤足目 タニシ科 （国：準絶滅危惧） 

県内では、丘陵地から山間部のため池に生息地点数、生息数共に多く、絶滅危惧種とは判断

されなかった。今後のモニタリングは必要。 

 

5. ヤマトシジミ Corbicula japonica Prime 

 淡水産貝類 マルスダレガイ目 シジミ科 （国：準絶滅危惧） 

県内では河口の汽水域に、生息地点数、生息数共に多く、絶滅危惧種と判断されなかった。

ただし、汽水域にも侵入している移入種のカネツケシジミとの競合の可能性もあり、モニタ

リングは必要な種。 
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6. ツボミ Patelloida conulus (Dunker) 

 内湾産貝類 カサガイ目 ユキノカサガイ科 （国：準絶滅危惧） 

県内では内湾奥の干潟に生息地点数、生息数共に多く、絶滅危惧種と判断されなかった。 

 

7. サキグロタマツメタ Laguncula pulchella Benson 

 内湾産貝類 盤足目 タマガイ科 （国：絶滅危惧Ⅰ類） 

県内で確認される個体は移入個体。元々本県には分布しない種。 

 

8. コケガラス Modiolus metcalfei (Hanley) 

 内湾産貝類 イガイ目 イガイ科 （国：準絶滅危惧） 

県内で確認される個体は移入個体。本来本県には生息していなかった種と判断された。 

 

9. ウネナシトマヤガイ Trapezium liratum (Reeve) 

 内湾産貝類 ザルガイ目 フナガタガイ科 （国：準絶滅危惧） 

県内では生息数が多い。 

 

10. クチバガイ Coecella chinensis (Gmelin) 

 内湾産貝類 ザルガイ目 チドリマスオ科 （国：準絶滅危惧） 

県内では河口の汽水域、干潟の潮上帯付近に生息する。生息地点数、生息数共に多く、絶滅

危惧種と判断されなかった。 

 

11. オビクイ Agriodesma navicula (A.Adams et Reeve) 

 内湾産貝類 ネリガイ目 サザナミガイ科 （国：絶滅危惧Ⅱ類） 

県内では内湾から外洋の潮下帯生息地点、生息数共に多い。 
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