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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）
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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。 


