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1 クモ目 ジグモ科 Atypus属 ジグモ Atypus karschii ○

2 クモ目 カネコトタテグモ科 Antrodiaetus属 カネコトタテグモ Antrodiaetus roretzi ○ NT VU

3 クモ目 マシラグモ科 Falcileptoneta属 ヨコフマシラグモ Falcileptoneta striata striata ○

4 クモ目 ユウレイグモ科 Pholcus属 ユウレイグモ Pholcus zichyi ○

5 クモ目 エンマグモ科 Ariadna属 ミヤグモ Ariadna lateralis ○

6 クモ目 タマゴグモ科 Gamasomorpha属 ダニグモ Gamasomorpha cataphracta ○

7 クモ目 タマゴグモ科 Opopaea属 シャラクダニグモ Opopaea syarakui ○

8 クモ目 センショウグモ科 Ero属 センショウグモ Ero japonica ○

9 クモ目 センショウグモ科 Mimetus属 ハラビロセンショウグモ Mimetus japonicus ○

10 クモ目 センショウグモ科 Mimetus属 オオセンショウグモ Mimetus testaceus ○

11 クモ目 チリグモ科 Uroctea属 ヒラタグモ Uroctea compactilis ○

12 クモ目 ウズグモ科 Hyptiotes属 オウギグモ Hyptiotes affinis ○

13 クモ目 ウズグモ科 Miagrammopes属 マネキグモ Miagrammopes orientalis ○

14 クモ目 ウズグモ科 Octonoba属 カタハリウズグモ Octonoba sybotides ○

15 クモ目 ウズグモ科 Octonoba属 ヤマウズグモ Octonoba varians ○

16 クモ目 ヒメグモ科 Anelosimus属 アシブトヒメグモ Anelosimus crassipes ○

17 クモ目 ヒメグモ科 Argyrodes属 シロカネイソウロウグモ Argyrodes bonadea ○

18 クモ目 ヒメグモ科 Argyrodes属 トビジロイソウロウグモ Argyrodes cylindratus ○

19 クモ目 ヒメグモ科 Argyrodes属 チリイソウロウグモ Argyrodes kumadai ○

20 クモ目 ヒメグモ科 Ariamnes属 オナガグモ Ariamnes cylindrogaster ○

21 クモ目 ヒメグモ科 Chikunia属 ギボシヒメグモ Chikunia albipes ○

22 クモ目 ヒメグモ科 Chrysso属 ホシミドリヒメグモ Chrysso foliata ○

23 クモ目 ヒメグモ科 Chrysso属 コガネヒメグモ Chrysso scintillans ○

24 クモ目 ヒメグモ科 Crustulina属 シラホシオオノヒメグモ Crustulina guttata ○

25 クモ目 ヒメグモ科 Dipoena属 シモフリミジングモ Dipoena punctisparsa ○

26 クモ目 ヒメグモ科 Episinus属 ヒシガタグモ Episinus affinis ○

27 クモ目 ヒメグモ科 Episinus属 ムラクモヒシガタグモ Episinus nubilus ○

28 クモ目 ヒメグモ科 Keijia属 ムナボシヒメグモ Keijia sterninotata ○

29 クモ目 ヒメグモ科 Moneta属 ハラナガヒシガタグモ Moneta caudifer ○

30 クモ目 ヒメグモ科 Neospintharus属 フタオイソウロウグモ Neospintharus fur ○

31 クモ目 ヒメグモ科 Paidiscura属 ハイイロヒメグモ Paidiscura subpallens ○

32 クモ目 ヒメグモ科 Parasteatoda属 ツリガネヒメグモ Parasteatoda angulithorax ○

33 クモ目 ヒメグモ科 Parasteatoda属 カグヤヒメグモ Parasteatoda culicivola ○

34 クモ目 ヒメグモ科 Parasteatoda属 ニホンヒメグモ Parasteatoda japonica ○

35 クモ目 ヒメグモ科 Parasteatoda属 コンピラヒメグモ Parasteatoda kompirensis ○

36 クモ目 ヒメグモ科 Parasteatoda属 オオヒメグモ Parasteatoda tepidariorum ○

37 クモ目 ヒメグモ科 Phycosoma属 キベリミジングモ Phycosoma flavomarginatum ○
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38 クモ目 ヒメグモ科 Phycosoma属 カニミジングモ Phycosoma mustelinum ○

39 クモ目 ヒメグモ科 Rhomphaea属 ヤリグモ Rhomphaea sagana ○

40 クモ目 ヒメグモ科 Steatoda属 ハンゲツオスナキグモ Steatoda cingulata ○

41 クモ目 ヒメグモ科 Takayus属 バラギヒメグモ Takayus chikunii ○

42 クモ目 ヒメグモ科 Takayus属 ヒロハヒメグモ Takayus latifolius ○

43 クモ目 ヒメグモ科 Yaginumena属 ボカシミジングモ Yaginumena castrata ○

44 クモ目 ヒメグモ科 Yaginumena属 コアカクロミジングモ Yaginumena mutilata ○

45 クモ目 ヒメグモ科 Yunohamella属 コケヒメグモ Yunohamella subadulta ○

46 クモ目 カラカラグモ科 Ogulnius属 ヤマジグモ Ogulnius pullus ○

47 クモ目 ヨリメグモ科 Comaroma属 ヨロイヒメグモ Comaroma maculosa ○

48 クモ目 コツブグモ科 Mysmenella属 ナンブコツブグモ Mysmenella pseudojobi ○

49 クモ目 サラグモ科 Asperthorax属 ザラアカムネグモ Asperthorax communis ○

50 クモ目 サラグモ科 Bathylinyphia属 ヤマトテナガグモ Bathylinyphia major ○

51 クモ目 サラグモ科 Ceratinella属 チビクロマルハラカタグモ Ceratinella brevipes ○

52 クモ目 サラグモ科 Doenitzius属 デーニッツサラグモ Doenitzius peniculus ○

53 クモ目 サラグモ科 Doenitzius属 コデーニッツサラグモ Doenitzius pruvus ○

54 クモ目 サラグモ科 Erigone属 ノコギリヒザグモ Erigone prominens ○

55 クモ目 サラグモ科 Floronia属 ハナサラグモ Floronia exornata ○

56 クモ目 サラグモ科 Hylyphantes属 クロナンキングモ Hylyphantes graminicola ○

57 クモ目 サラグモ科 Microbathyphantes属 タテヤマテナガグモ Microbathyphantes tateyamaensis ○

58 クモ目 サラグモ科 Nematogmus属 チビアカサラグモ Nematogmus sanguinolentus ○

59 クモ目 サラグモ科 Neolinyphia属 クスミサラグモ Neolinyphia fusca ○

60 クモ目 サラグモ科 Neolinyphia属 ムネグロサラグモ Neolinyphia nigripectoris ○

61 クモ目 サラグモ科 Neserigone属 ハシグロナンキングモ Neserigone nigriterminorum ○

62 クモ目 サラグモ科 Prolinyphia属 アシナガサラグモ Prolinyphia longipedella ○

63 クモ目 サラグモ科 Prolinyphia属 シロブチサラグモ Prolinyphia radiata ○

64 クモ目 サラグモ科 Pseudomicrargus属 ホソテゴマグモ Pseudomicrargus acuitegulatus ○

65 クモ目 サラグモ科 Pseudomicrargus属 アサカワゴマグモ Pseudomicrargus asakawaensis ○

66 クモ目 サラグモ科 Saitonia属 ズブトヌカグモ Saitonia orientalis ○

67 クモ目 サラグモ科 Solenysa属 アリマネグモ Solenysa mellottei ○

68 クモ目 サラグモ科 Turinyphia属 ユノハマサラグモ Turinyphia yunohamensis ○

69 クモ目 サラグモ科 Ummeliata属 アトグロアカムネグモ Ummeliata feminea ○

70 クモ目 サラグモ科 Ummeliata属 セスジアカムネグモ Ummeliata insecticeps ○

71 クモ目 サラグモ科 Weintrauboa属 アシヨレグモ Weintrauboa contortipes ○

72 クモ目 アシナガグモ科 Leucauge属 オオシロカネグモ Leucauge magnifica ○

73 クモ目 アシナガグモ科 Leucauge属 コシロカネグモ Leucauge subblanda ○

74 クモ目 アシナガグモ科 Leucauge属 キララシロカネグモ Leucauge subgemmea ○
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75 クモ目 アシナガグモ科 Metleucauge属 タニマノドヨウグモ Metleucauge kompirensis ○

76 クモ目 アシナガグモ科 Metleucauge属 メガネドヨウグモ Metleucauge yunohamensis ○

77 クモ目 アシナガグモ科 Nephila属 ジョロウグモ Nephila clavata ○

78 クモ目 アシナガグモ科 Tetragnatha属 ヤサガタアシナガグモ Tetragnatha maxillosa ○

79 クモ目 アシナガグモ科 Tetragnatha属 アシナガグモ Tetragnatha praedonia ○

80 クモ目 アシナガグモ科 Tetragnatha属 ウロコアシナガグモ Tetragnatha squamata ○

81 クモ目 コガネグモ科 Acusilas属 ハツリグモ Acusilas coccineus ○

82 クモ目 コガネグモ科 Alenatea属 ヤミイロオニグモ Alenatea fuscocoloratus ○

83 クモ目 コガネグモ科 Araneus属 ヌサオニグモ Araneus ejusmodi ○

84 クモ目 コガネグモ科 Araneus属 アオオニグモ Araneus pentagrammicus ○

85 クモ目 コガネグモ科 Araneus属 マルコブオニグモ Araneus rotundicornis ○

86 クモ目 コガネグモ科 Araneus属 マルヅメオニグモ Araneus semilunaris ○

87 クモ目 コガネグモ科 Araneus属 カラオニグモ Araneus tsurusakii ○

88 クモ目 コガネグモ科 Araneus属 ハラビロミドリオニグモ Araneus viridiventris ○

89 クモ目 コガネグモ科 Araniella属 ムツボシオニグモ Araniella yaginumai ○

90 クモ目 コガネグモ科 Argiope属 チュウガタコガネグモ Argiope boesenbergi ○

91 クモ目 コガネグモ科 Argiope属 ナガコガネグモ Argiope bruennichi ○

92 クモ目 コガネグモ科 Argiope属 コガタコガネグモ Argiope minuta ○

93 クモ目 コガネグモ科 Chorizopes属 ヤマトカナエグモ Chorizopes nipponicus ○

94 クモ目 コガネグモ科 Cyclosa属 ギンメッキゴミグモ Cyclosa argenteoalba ○

95 クモ目 コガネグモ科 Cyclosa属 ゴミグモ Cyclosa octotuberculata ○

96 クモ目 コガネグモ科 Cyclosa属 ヨツデゴミグモ Cyclosa sedeculata ○

97 クモ目 コガネグモ科 Cyrtarachne属 トリノフンダマシ Cyrtarachne bufo ○ NT

98 クモ目 コガネグモ科 Cyrtarachne属 オオトリノフンダマシ Cyrtarachne inaequalis ○ ○ ○ NT

99 クモ目 コガネグモ科 Cyrtarachne属 シロオビトリノフンダマシ Cyrtarachne nagasakiensis ○ NT

100 クモ目 コガネグモ科 Cyrtarachne属 アカイロトリノフンダマシ Cyrtarachne yunoharuensis ○ NT

101 クモ目 コガネグモ科 Cyrtophora属 スズミグモ Cyrtophora ikomosanensis ○

102 クモ目 コガネグモ科 Eriophora属 サガオニグモ Eriophora astridae ○

103 クモ目 コガネグモ科 Eriophora属 カラフトオニグモ Eriophora sachalinensis ○

104 クモ目 コガネグモ科 Eriovixia属 トガリオニグモ Eriovixia pseudocentrodes ○

105 クモ目 コガネグモ科 Larinia属 コガネグモダマシ Larinia argiopiformis ○

106 クモ目 コガネグモ科 Larinioides属 ナカムラオニグモ Larinioides cornutus ○

107 クモ目 コガネグモ科 Neoscona属 ドヨウオニグモ Neoscona adianta ○

108 クモ目 コガネグモ科 Neoscona属 ワキグロサツマノミダマシ Neoscona mellotteei ○

109 クモ目 コガネグモ科 Neoscona属 イエオニグモ Neoscona nautica ○

110 クモ目 コガネグモ科 Neoscona属 コゲチャオニグモ Neoscona punctigera ○

111 クモ目 コガネグモ科 Neoscona属 ヤマシロオニグモ Neoscona scylla ○
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112 クモ目 コガネグモ科 Neoscona属 サツマノミダマシ Neoscona scylloides ○

113 クモ目 コガネグモ科 Neoscona属 ヘリジロオニグモ Neoscona subpullata ○

114 クモ目 コガネグモ科 Singa属 ナガテオニグモ Singa hamata ○

115 クモ目 コモリグモ科 Alopecosa属 スジコモリグモ Alopecosa virgata ○

116 クモ目 コモリグモ科 Arctosa属 フジイコモリグモ Arctosa fujiii ○

117 クモ目 コモリグモ科 Arctosa属 クロココモリグモ Arctosa subamylacea ○

118 クモ目 コモリグモ科 Pardosa属 イナダハリゲコモリグモ Pardosa agraria ○

119 クモ目 コモリグモ科 Pardosa属 ウヅキコモリグモ Pardosa astrigera ○

120 クモ目 コモリグモ科 Pardosa属 ヤマハリゲコモリグモ Pardosa brevivulva ○

121 クモ目 コモリグモ科 Pardosa属 ハリゲコモリグモ Pardosa laura ○

122 クモ目 コモリグモ科 Pardosa属 キクヅキコモリグモ Pardosa pseudoannulata ○

123 クモ目 コモリグモ科 Pirata属 クラークコモリグモ Pirata clercki ○

124 クモ目 コモリグモ科 Pirata属 イモコモリグモ Pirata piratoides ○

125 クモ目 コモリグモ科 Pirata属 チビコモリグモ Pirata procurvus ○

126 クモ目 コモリグモ科 Pirata属 キバラコモリグモ Pirata subpiraticus ○

127 クモ目 コモリグモ科 Tricca属 ヒノマルコモリグモ Tricca japonica ○

128 クモ目 キシダグモ科 Dolomedes属 アオグロハシリグモ Dolomedes raptor ○

129 クモ目 キシダグモ科 Dolomedes属 イオウイロハシリグモ Dolomedes sulfureus ○

130 クモ目 キシダグモ科 Pisaura属 アズマキシダグモ Pisaura lama ○

131 クモ目 ササグモ科 Oxyopes属 クリチャササグモ Oxyopes licenti ○

132 クモ目 ササグモ科 Oxyopes属 ササグモ Oxyopes sertatus ○

133 クモ目 シボグモ科 Anahita属 シボグモ Anahita fauna ○

134 クモ目 タナグモ科 Agelena属 クサグモ Agelena silvatica ○

135 クモ目 タナグモ科 Allagelena属 コクサグモ Allagelena opulenta ○

136 クモ目 ナミハグモ科 Cybaeus属 カチドキナミハグモ Cybaeus nipponicus ○

137 クモ目 ハグモ科 Dictyna属 ネコハグモ Dictyna felis ○

138 クモ目 ガケジグモ科 Coelotes属 ホラズミヤチグモ Coelotes antri ○

139 クモ目 ガケジグモ科 Coelotes属 アズマヤチグモ Coelotes kitazawai ○

140 クモ目 ガケジグモ科 Coelotes属 カミガタヤチグモ Coelotes yaginumai ○

141 クモ目 ガケジグモ科 Coelotes属 ヨドヤチグモ Coelotes yodoensis ○

142 クモ目 ガケジグモ科 Hypocoelotes属 デベソヤチグモ Hypocoelotes tumidivulva ○

143 クモ目 ガケジグモ科 Tegecoelotes属 ヤマヤチグモ Tegecoelotes corasides ○

144 クモ目 イヅツグモ科 Anyphaena属 イヅツグモ Anyphaena pugil ○

145 クモ目 ウエムラグモ科 Itatsina属 イタチグモ Itatsina praticola ○

146 クモ目 ウエムラグモ科 Orthobula属 オトヒメグモ Orthobula crucifera ○

147 クモ目 ウエムラグモ科 Otacilia属 コムラウラシマグモ Otacilia komurai ○

148 クモ目 フクログモ科 Chiracanthium属 アシナガコマチグモ Chiracanthium eutittha ○
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149 クモ目 フクログモ科 Chiracanthium属 ヤマトコマチグモ Chiracanthium lascivum ○

150 クモ目 フクログモ科 Chiracanthium属 ヤサコマチグモ Chiracanthium unicum ○

151 クモ目 フクログモ科 Clubiona属 イナフクログモ Clubiona inaensis ○

152 クモ目 フクログモ科 Clubiona属 ヤハズフクログモ Clubiona jucunda ○

153 クモ目 フクログモ科 Clubiona属 トビイロフクログモ Clubiona lena ○

154 クモ目 フクログモ科 Clubiona属 マイコフクログモ Clubiona rostrata ○

155 クモ目 フクログモ科 Clubiona属 ムナアカフクログモ Clubiona vigil ○

156 クモ目 ネコグモ科 Trachelas属 ネコグモ Trachelas japonicus ○

157 クモ目 ワシグモ科 Callilepis属 フタホシテオノグモ Callilepis schuszteri ○

158 クモ目 ワシグモ科 Drassyllus属 エビチャヨリメケムリグモ Drassyllus sanmenensis ○

159 クモ目 ワシグモ科 Gnaphosa属 メキリグモ Gnaphosa kompirensis ○

160 クモ目 ワシグモ科 Sernokorba属 マエトビケムリグモ Sernokorba pallidipatellis ○

161 クモ目 ワシグモ科 Zelotes属 クロチャケムリグモ Zelotes asiaticus ○

162 クモ目 アシダカグモ科 Sinopoda属 コアシダカグモ Sinopoda forcipata ○

163 クモ目 エビグモ科 Philodromus属 キタエビグモ Philodromus rufus ○

164 クモ目 エビグモ科 Philodromus属 アサヒエビグモ Philodromus subaureolus ○

165 クモ目 エビグモ科 Thanatus属 ヤドカリグモ Thanatus miniaceus ○

166 クモ目 エビグモ科 Tibellus属 シャコグモ Tibellus japonicus ○

167 クモ目 カニグモ科 Diaea属 コハナグモ Diaea subdola ○

168 クモ目 カニグモ科 Ebrechtella属 ハナグモ Ebrechtella tricuspidata ○

169 クモ目 カニグモ科 Lysiteles属 アマギエビスグモ Lysiteles coronatus ○

170 クモ目 カニグモ科 Oxytate属 ワカバグモ Oxytate striatipes ○

171 クモ目 カニグモ科 Phrynarachne属 カトウツケオグモ Phrynarachne katoi ○ EN

172 クモ目 カニグモ科 Pistius属 ガザミグモ Pistius undulatus ○

173 クモ目 カニグモ科 Thomisus属 アズチグモ Thomisus labefactus ○

174 クモ目 カニグモ科 Tmarus属 トラフカニグモ Tmarus piger ○

175 クモ目 カニグモ科 Tmarus属 セマルトラフカニグモ Tmarus rimosus ○

176 クモ目 カニグモ科 Xysticus属 ヤミイロカニグモ Xysticus croceus ○

177 クモ目 カニグモ科 Xysticus属 チュウカカニグモ Xysticus ephippiatus ○

178 クモ目 カニグモ科 Xysticus属 ゾウシキカニグモ Xysticus saganus ○

179 クモ目 ハエトリグモ科 Asianellus属 ヤマジハエトリ Asianellus festivus ○

180 クモ目 ハエトリグモ科 Carrhotus属 ネコハエトリ Carrhotus xanthogramma ○

181 クモ目 ハエトリグモ科 Evarcha属 マミジロハエトリ Evarcha albaria ○

182 クモ目 ハエトリグモ科 Harmochirus属 ウデブトハエトリ Harmochirus insulanus ○

183 クモ目 ハエトリグモ科 Marpissa属 ヨダンハエトリ Marpissa pulla ○

184 クモ目 ハエトリグモ科 Mendoza属 オスクロハエトリ Mendoza canestrinii ○

185 クモ目 ハエトリグモ科 Mendoza属 ヤハズハエトリ Mendoza elongata ○
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186 クモ目 ハエトリグモ科 Myrmarachne属 アリグモ Myrmarachne japonica ○

187 クモ目 ハエトリグモ科 Phintella属 チャイロアサヒハエトリ Phintella abnormis ○

188 クモ目 ハエトリグモ科 Phintella属 マガネアサヒハエトリ Phintella arenicolor ○

189 クモ目 ハエトリグモ科 Phintella属 メガネアサヒハエトリ Phintella linea ○

190 クモ目 ハエトリグモ科 Plexippoides属 デーニッツハエトリ Plexippoides doenitzi ○

191 クモ目 ハエトリグモ科 Rhene属 カラスハエトリ Rhene atrata ○

192 クモ目 ハエトリグモ科 Siler属 アオオビハエトリ Siler vittatus ○

193 ダニ目 マダニ科 Amblyomma属 タカサゴキララマダニ Amblyomma testudinarium ○ ○

合計 2目 34科 125属 192 2 2 0 0 1 8
注1）種名及び配列等は、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト　令和元年度生物リスト」（河川環境データベース　国土交通省、令和元年）を基本とした。
注2）確認種リストは文献での記録を元に作成しているため、分布に疑義がある種も含まれている。
重要種凡例）
文化財：「文化財保護法」（昭和25年6月30日法律第214号、最終改正：平成30年6月）
　　特天：特別天然記念物、天：天然記念物
種の保存法：「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成4年法律第75号、最終改正：令和2年1月）
　　国内：国内希少野生動植物種、緊急：緊急指定種
環境省RL：「環境省レッドリスト2019の公表について」（環境省報道発表資料、平成31年1月）
　　EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR＋EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群
愛知県RL：「レッドリストあいち2015」（愛知県、平成27年1月）
　　EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR＋EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群

193種


