
第三次レッドリスト「レッドリストあいち2015」　新旧対照表
分類群名：維管束植物

見直し前のランク
EX CR EN VU NT 国リスト *1 リスト外 *2 未評価 *3 種数

見 EX ミヤマシダ ナヨテンマ テツホシダ ホタルサイコ 47
直 オリヅルシダ ムカゴトンボ イワチドリ
し ウミヒルモ ヒメハッカ キジカクシ
後 センニンモ イズコゴメグサ
の ヒメユリ バアソブ
ラ ヒナラン ヒメヒゴタイ
ン オオミズトンボ
ク ムカゴソウ

ツクシサカネラン
ハマオモト

等、37種
CR イトクズモ ヒモラン デンジソウ ミドリワラビ ナガサキシダ 90

カンラン アカウキクサ オオアカウキクサ イワヤシダ ザゼンソウ
アワボスゲ ニッコウシダ サンショウモ オグラノフサモ キンセイラン
ヒロハツリバナ オニバス オオバショリマ オオツルイタドリ スナジスゲ
コタヌキモ オグラコウホネ ミヤマメシダ エンシュウツリフネ ハタベカンガレイ

ヒトツバテンナンショウ セトヤナギスブタ ツカモトハコベ
サクライソウ コシノコバイモ
ナギラン カシノキラン
マヤラン ウラジロギボウシ
サワラン オオホシクサ
フガクスズムシソウ ヒメアオガヤツリ
スズムシソウ ミズタカモジ
ツレサギソウ エンコウソウ
ミズアオイ オキナグサ
ヒメミクリ シバハギ
ヌマクロボスゲ シロスミレ
ホザキマスクサ ヒメタデ
サギスゲ ミドリアカザ
イッスンテンツキ シロバイ
ナガボテンツキ イワナシ
ミクリガヤ ハマクサギ
カガシラ サワアザミ
コバノリュウキンカ ミカワトウヒレン

等、50種 オナモミ
EN コアツモリソウ エゾノヒメクラマゴケ ヤチスギラン ヒオウギ シチトウハナワラビ 179

チチブホラゴケ イワオモダカ ミカワイワガネ
タキミシダ ハナゼキショウ オオカグマ
カミガモシダ スブタ ハチジョウベニシダ
ヒノキシダ イバラモ ミカワノキシノブ
ヨコグラヒメワラビ ノビネチドリ アオミヤマカンスゲ
ヒロハノコギリシダ セイタカスズムシソウ ヌマハリイ
シマシロヤマシダ ニラバラン ヒメタイヌビエ
イヨクジャク ワニグチソウ タキキビ
ニセコクモウクジャク クロホシクサ ミヤマワレモコウ
エビラシダ タカネマスクサ ダケカンバ
タカサゴシダ トラノハナヒゲ
ホソイノデ ヤマブキソウ
クラガリシダ ルイヨウショウマ
ヌカボシクリハラン レンゲショウマ
ビャクシン カザグルマ
イチイ ヤマビワ
コウホネ ミヤマミズ
ヒメコウホネ アゼオトギリ
イワタカンアオイ イシモチソウ
ヤマトテンナンショウ ホソバツルリンドウ
ユモトマムシグサ フナバラソウ
ヒロハテンナンショウ ホタルカズラ
ミクニテンナンショウ ヒヨクソウ
ミヤママムシグサ ヒロハスズメノトウガラシ
ヒメザゼンソウ ミズネコノオ
マルバオモダカ ダンドタムラソウ
マルミスブタ ヒメタヌキモ
トチカガミ アキノハハコグサ
ムサシモ カセンソウ

等、135種 キクアザミ
VU オオヤマカタバミ アスヒカズラ イヌスギナ コヒロハシケシダ コケホラゴケ 183

スギラン イワショウブ ベニシュスラン オオバウマノスズクサ
ヒメクラマゴケ キクバドコロ アリマグミ ヒメモエギスゲ
ヒロハハナヤスリ タマガワホトトギス マダイオウ クグテンツキ
マツバラン ミソナオシ チシマネコノメソウ
ミカワコケシノブ カワラサイコ エゾミソハギ
タカサゴキジノオ オオアブノメ
フモトカグマ タニジャコウソウ
ナカミシシラン イワシャジン
ホウビシダ キキョウ
オクタマシダ ハナウド

等、160種 イブキボウフウ
NT ホンゴウソウ ミズニラ キイトスゲ 115

タシロラン ナガホノナツノハナワラビ ニイタカスゲ
ヤナギイチゴ ヤマソテツ ムラサキトキンソウ

ハマホラシノブ
イシカグマ
ミヤマワラビ
ミヤマシケシダ
ツクシイワヘゴ
ヌカイタチシダ
ナンカイイタチシダ

等、109種
DD ホウロクイチゴ 3

オオツルコウジ
キンレイカ

国リスト *1 ニッケイ 25
アギナシ
イトトリゲモ
ミズオオバコ
リュウノヒゲモ
マメヅタラン
ムギラン
ナガエミクリ
チャボイ
ヒメコヌカグサ

等、25種
リスト外 *2 ナチシダ 1
評価外 *4 ミズバショウ ツツイトモ チャシバスゲ 3
種数 42 58 163 200 124 25 4 30 646
注：ランク変更のなかった種については、記載を一部省略した。
*1 「国リスト」：環境省レッドリストに掲載されているが、愛知県においてEX、CR、EN、VU、NT、DDのいずれのランクにも該当しないと評価された種。
*2 「リスト外」：EX、CR、EN、VU、NT、DD、国リストのいずれのランクにも該当しないと評価された種。
*3 「未評価」：「レッドデータブックあいち2009植物編」において評価対象とされなかった種。
*4 「評価外」：「レッドデータブックあいち2009植物編」掲載種のうち、移入であることが判明した等により、今回の見直しにおいて評価の対象外とされた種。

維管束植物



第三次レッドリスト「レッドリストあいち2015」　新旧対照表
分類群名：蘚類

見直し前のランク
EX CR EN VU NT リスト外 *2 未評価 *3 種数

見 EX 0
直 CR クロゴケ 13
し ウチワチョウジゴケ
後 リュウキュウイクビゴケ
の スズキイクビゴケ
ラ マルバホウオウゴケ
ン サンカクキヌシッポゴケ
ク イボマツバゴケ

イサワゴケ
ヒカリゴケ
タチチョウチンゴケ
クロカワゴケ(シミズゴケ)
イトゴケ
オオミツヤゴケ(サクライゴケ)

EN ホソバミズゴケ 18
ウロコミズゴケ
コバノイクビゴケ
イボタチゴケモドキ(ハグルマゴケ)
アオゴケ
ナミガタチョウチンゴケ
エゾチョウチンゴケ
キサゴゴケ
ホソミノゴケ
キブネゴケ
フジノマンネングサ
オオミミゴケ
シタゴケ
ヒメハゴロモゴケ
トサヒラゴケ
ホソオカムラゴケ
ホンシノブゴケ
マルバミヤベゴケ

VU ハリミズゴケ 18
ホソベリミズゴケ
クマノチョウジゴケ
クマノゴケ
フウリンゴケ
ヘリトリシッポゴケ
ヤマトハクチョウゴケ
シバゴケ(ホゴケ)
イトヒバゴケ(クワノイトヒバゴケ)
カワブチゴケ
マツムラゴケ
セイナンヒラゴケ
キブリハネゴケ
イバラゴケ(ケムシゴケ)
ヤクシマツガゴケ
コキジノオゴケ
キンモウヤノネゴケ
シノブヒバゴケ

NT オオミズゴケ 5
イボミズゴケ
コセイタカスギゴケ
イワダレゴケ
タチハイゴケ

DD 0
国リスト *1 0
リスト外 *2 0
評価外 *4 0
種数 0 13 18 18 5 0 0 54
*1 「国リスト」：環境省レッドリストに掲載されているが、愛知県においてEX、CR、EN、VU、NT、DDのいずれのランクにも該当しないと評価された種（今回の見直しで新たに設定）。
*2 「リスト外」：EX、CR、EN、VU、NT、DD、国リストのいずれのランクにも該当しないと評価された種。
*3 「未評価」：「レッドデータブックあいち2009植物編」において評価対象とされなかった種。
*4 「評価外」：「レッドデータブックあいち2009植物編」掲載種のうち、移入であることが判明した等により、今回の見直しにおいて評価の対象外とされた種。

蘚類



第三次レッドリスト「レッドリストあいち2015」　新旧対照表
分類群名：苔類

見直し前のランク
EX CR EN VU NT リスト外 *2 未評価 *3 種数

見 EX イボケクサリゴケ 3
直 サカワヤスデゴケ
し タカサゴソコマメゴケ
後 CR キタガワシロクサリゴケ 1
の EN マルバソコマメゴケ 4
ラ ナカジマヒメクサリゴケ
ン ウニバヨウジョウゴケ
ク ヨウジョウゴケ

VU マルバヒメクサリゴケ 5
カビゴケ
オオシタバケビラゴケ
シフネルゴケ
ウキゴケ

NT イチョウウキゴケ 1
DD 0
国リスト *1 0
リスト外 *2 0
評価外 *4 0
種数 3 1 4 5 1 0 0 14
*1 「国リスト」：環境省レッドリストに掲載されているが、愛知県においてEX、CR、EN、VU、NT、DDのいずれのランクにも該当しないと評価された種（今回の見直しで新たに設定）。
*2 「リスト外」：EX、CR、EN、VU、NT、DD、国リストのいずれのランクにも該当しないと評価された種。
*3 「未評価」：「レッドデータブックあいち2009植物編」において評価対象とされなかった種。
*4 「評価外」：「レッドデータブックあいち2009植物編」掲載種のうち、移入であることが判明した等により、今回の見直しにおいて評価の対象外とされた種。

苔類



第三次レッドリスト「レッドリストあいち2015」　新旧対照表
分類群名：哺乳類

見直し前のランク
EX CR EN VU NT DD LP リスト外 *2 種数

見 EX カワウソ 3
直 アシカ
し オオカミ
後 CR ツキノワグマ 6
の ヤマコウモリ
ラ チチブコウモリ
ン ノレンコウモリ
ク コテングコウモリ

ミズラモグラ
EN モモンガ★ 3

ヒナコウモリ
テングコウモリ

VU カヤネズミ 4
モモジロコウモリ
アズマモグラ
カワネズミ

NT ハタネズミ ニホンリス 10
スミスネズミ ノウサギ
ムササビ
ヤマネ
スナメリ
テン
コキクガシラコウモリ
キクガシラコウモリ

DD アナグマ オヒキコウモリ 2
LP コウベモグラ（名古屋城外堀の個体群） 2

ニホンジネズミ（佐久島の個体群）
国リスト *1 0
リスト外 *2 0
種数 3 6 3 4 8 1 2 3 30
*1 「国リスト」：環境省レッドリストに掲載されているが、愛知県においてEX、CR、EN、VU、NT、DD、LPのいずれのランクにも該当しないと評価された種（今回の見直しで新たに設定）。
*2 「リスト外」：EX、CR、EN、VU、NT、DD、LP、国リストのいずれのランクにも該当しないと評価された種。または、評価の対象外とされた種。
★：ホンドモモンガからモモンガに和名変更

哺乳類



第三次レッドリスト「レッドリストあいち2015」　新旧対照表
分類群名：鳥類

見直し前のランク
EX CR EN VU NT DD LP リスト外 *2 種数

見 EX ビンズイ●（○リスト外） 1
直 CR オオジシギ●（▽VU） ヨシゴイ●（▽VU） アカハラ●（○リスト外） 15
し シベリアオオハシシギ▽ チュウヒ●（○VU） コマドリ●（▽リスト外）
後 カラフトアオアシシギ▽ ヤマセミ●（○EN） ホオアカ●（○リスト外）
の ヘラシギ▽ マミジロ●（▽リスト外） ノジコ●（▽NT）
ラ ツバメチドリ●（▽EN）
ン コノハズク●（▽NT）
ク ヤイロチョウ●（▽EN）

EN ブッポソウ●（▽VU） シノリガモ○ ウズラ○ コアジサシ●（▽NT） サンカノゴイ▽ 19
キバシリ●（○NT） アカエリカイツブリ○ ビロードキンクロ○ アオバズク●（▽NT）

ミゾゴイ●（▽NT） ヨタカ●（▽NT）
コシャクシギ▽ ツルシギ▽
ズグロカモメ○ タカブシギ▽
クマタカ●（○EN） ウズラシギ▽
オオセッカ○ タマシギ●（▽VU）

VU オオアカゲラ●（○NT） トモエガモ○ シロチドリ●（○NT） バン●（○NT） 32
ハヤブサ●（○NT） カワアイサ○ アオシギ○ カッコウ●（▽リスト外）

クロサギ▽ オオハシシギ○ コミミズク○
ヒクイナ●（▽NT） オオソリハシシギ▽
ジュウイチ●（▽リスト外） ダイシャクシギ○
イカルチドリ●（○NT） アカアシシギ▽
セイタカシギ●（○NT） メリケンキアシシギ▽
オグロシギ▽ コオバシギ▽
ホウロクシギ▽ オジロトウネン▽
キリアイ▽ エリマキシギ▽
ハチクマ●（▽NT） ミサゴ●（○リスト外）
サシバ●（▽NT） ハイイロチュウヒ○
アカショウビン●（▽リスト外）
カワガラス●（○VU）
コジュリン○

NT クロガモ○ オシドリ●（○リスト外） 16
ヒメウ○ ハマシギ○
クイナ○
ツツドリ●（▽リスト外）
ヤマシギ○
オバシギ▽
ミユビシギ○
ツミ●（▽リスト外）
オオタカ●（○NT）
オオコノハズク●（○NT）
フクロウ●（○NT）
ミソサザイ●（○リスト外）
コルリ●（▽リスト外）
コサメビタキ●（▽リスト外）

DD 0

LP

ダイゼンの越冬群
（藤前干潟および庄内川河
口周辺、汐川干潟、伊川津
干潟および福江湾周辺）

3

ハマシギの越冬群
（藤前干潟および庄内川河
口周辺、境川および矢作川
河口周辺、汐川干潟、伊川
津干潟および福江湾周辺）

サシバの渡り群
（伊良湖岬および渥美半島
の山塊群、西三河南東部の
山塊群および知多半島の中
南部）★

国リスト *1 チュウサギ●（▽国リスト） 4
ケリ●（○国リスト）
ハイタカ○
サンショウクイ●（▽国リスト）

リスト外 *2 サンコウチョウ●（▽リスト外） 2
クロツグミ●（▽リスト外）

種数 0 9 13 26 30 1 3 10 92
*1 「国リスト」：環境省レッドリストに掲載されているが、愛知県においてEX、CR、EN、VU、NT、DD、LPのいずれのランクにも該当しないと評価された種（今回の見直しで新たに設定）。
*2 「リスト外」：EX、CR、EN、VU、NT、DD、LP、国リストのいずれのランクにも該当しないと評価された種。または、評価の対象外とされた種。
注：今回の見直しより評価対象個体群として繁殖、越冬、通過の３区分を設定し、それぞれの個体群について評価を行った。
　　見直し前のレッドリストとの比較にあたっては、それぞれの種の評価対象個体群のうち最も高いランクの個体群を用い（同じ場合は繁殖を優先）、用いた個体群の区分を種名の後に記号（繁殖=●、越冬=○、通過=▽）で表記した。
　　また、他の評価対象個体群の区分とそのランクを括弧内に記載した。
★：渥美半島の山塊群、西三河南東部の山塊群および知多半島の中南部を追加

鳥類



第三次レッドリスト「レッドリストあいち2015」　新旧対照表
分類群名：爬虫類

見直し前のランク
EX CR EN VU NT DD LP リスト外 *2 種数

見 EX 0
直 CR 0
し EN アカウミガメ 1
後 VU 0
の NT ニホンイシガメ 1
ラ DD ニホンスッポン ヤマカガシ 4
ン タカチホヘビ
ク シロマダラ

LP 0
国リスト *1 0
リスト外 *2 0
種数 0 0 1 0 0 3 0 2 6
*1 「国リスト」：環境省レッドリストに掲載されているが、愛知県においてEX、CR、EN、VU、NT、DD、LPのいずれのランクにも該当しないと評価された種（今回の見直しで新たに設定）。
*2 「リスト外」：EX、CR、EN、VU、NT、DD、LP、国リストのいずれのランクにも該当しないと評価された種。または、評価の対象外とされた種。

爬虫類



第三次レッドリスト「レッドリストあいち2015」　新旧対照表
分類群名：両生類

見直し前のランク
EX CR EN VU NT DD LP リスト外 *2 種数

見 EX 0
直 CR サンショウウオの一種★1 アカハライモリ渥美種族★2 3
し ナガレタゴガエル
後 EN カスミサンショウウオ コガタブチサンショウウオ 3
の オオサンショウウオ
ラ VU ナゴヤダルマガエル 1
ン NT ヒダサンショウウオ 4
ク ハコネサンショウウオ

モリアオガエル
カジカガエル

DD アカハライモリ（中間種族）★3 3
ヤマアカガエル
ツチガエル

LP 0
国リスト *1 トノサマガエル 1
リスト外 *2 0
種数 0 2 2 1 4 4 0 2 15
*1 「国リスト」：環境省レッドリストに掲載されているが、愛知県においてEX、CR、EN、VU、NT、DD、LPのいずれのランクにも該当しないと評価された種（今回の見直しで新たに設定）。
*2 「リスト外」：EX、CR、EN、VU、NT、DD、LP、国リストのいずれのランクにも該当しないと評価された種。または、評価の対象外とされた種。
★1：既知種のいずれにも該当しない独立種だが、記載論文が未発表
★2：他地域の同種からは形態的特徴や求愛行動の違いで区別される
★3：渥美種族に該当する個体群を除く

両生類



第三次レッドリスト「レッドリストあいち2015」　新旧対照表
分類群名：汽水・淡水魚類

見直し前のランク
EX CR EN VU NT DD LP リスト外 *2 種数

見 EX 0
直 CR イタセンパラ ネコギギ カワヒガイ デメモロコ 8
し ウシモツゴ ヤリタナゴ キセルハゼ☆
後 トウカイヨシノボリ
の EN スナヤツメ類★1 トウカイコガタスジシマドジョウ★4 ニホンウナギ 9
ラ カワバタモロコ ドンコ
ン ホトケドジョウ
ク トウカイナガレホトケドジョウ★2

カジカ★3
カマキリ（アユカケ）

VU ウツセミカジカ★5 ドジョウ 8
ニシシマドジョウ
シラウオ☆
トビハゼ☆
ヒモハゼ☆
ボウズハゼ
マサゴハゼ☆

NT アカザ ゼゼラ 7
ミナミメダカ★6 イトモロコ

カワアナゴ☆
エドハゼ☆
オオヨシノボリ☆

DD イチモンジタナゴ アブラボテ コイ（在来型） 7
シロヒレタビラ
サツキマス・アマゴ
クルメサヨリ☆
チワラスボ☆

LP 0
国リスト *1 ゲンゴロウブナ 9

ハス
ホンモロコ
ツチフキ
スゴモロコ
オオガタスジシマドジョウ
ニッコウイワナ
サクラマス（ヤマメ）
オヤニラミ

リスト外 *2 0
種数 0 2 1 8 6 1 0 30 48
*1 「国リスト」：環境省レッドリストに掲載されているが、愛知県においてEX、CR、EN、VU、NT、DD、LPのいずれのランクにも該当しないと評価された種（今回の見直しで新たに設定）。
*2 「リスト外」：EX、CR、EN、VU、NT、DD、LP、国リストのいずれのランクにも該当しないと評価された種。または、評価の対象外とされた種。
☆：今回の見直しから評価対象として新たに汽水魚が加わったことにより掲載された種。
★1：スナヤツメからスナヤツメ類に和名変更
★2：ナガレホトケドジョウからトウカイナガレホトケドジョウに和名変更
★3：カジカ大卵型からカジカに和名変更
★4：スジシマドジョウ小型種東海型からトウカイコガタスジシマドジョウに和名変更
★5：カジカ小卵型からウツセミカジカに和名変更
★6：メダカからミナミメダカに和名変更

汽水・淡水魚類



第三次レッドリスト「レッドリストあいち2015」　新旧対照表
分類群名：昆虫類

見直し前のランク
EX CR EN VU NT DD LP リスト外 *2 種数

見 EX トゲナベブタムシ マルガタゲンゴロウ オオウラギンヒョウモン 11
直 スジゲンゴロウ
し マダラシマゲンゴロウ
後 コガタノゲンゴロウ
の シャープゲンゴロウモドキ
ラ ヒメビロウドカミキリ
ン アサカミキリ
ク シルビアシジミ

ヒョウモンモドキ
CR コバネアオイトトンボ スジボソヤマキチョウ ウラジャノメ ヘリグロチャバネセセリ 21

オオキトンボ ハヤシミドリシジミ
ベッコウトンボ ミヤマカラスシジミ
コバンムシ クロシジミ
カワラハンミョウ
フタモンマルクビゴミムシ
キベリマルクビゴミムシ
オオクワガタ
チャイロヒメコブハナカミキリ
タケウチホソハナカミキリ

等、15種
EN グンバイトンボ オオイトトンボ エゾミドリシジミ コミズスマシ 26

ヒヌマイトトンボ アオヤンマ
コサナエ ハマスズ
マダラナニワトンボ クロツバメシジミ
キトンボ クロヒカゲモドキ
タガメ
シロヘリハンミョウ
コハンミョウモドキ
ハベメクラチビゴミムシ
ツツイキバナガミズギワゴミムシ

等、19種
VU エゾトンボ ベニイトトンボ コブニンギョウトビケラ ミズスマシ 33

オグマサナエ ギフチョウ
フタスジサナエ
ハネビロエゾトンボ
イトアメンボ
ババアメンボ
ホソハンミョウ
セアカオサムシ
オオヒョウタンゴミムシ
ハマベゴミムシ

等、29種
NT マダラコガシラミズムシ ネアカヨシヤンマ モートンイトトンボ オオゴキブリ ノシメトンボ 91

ヤマトマダラバッタ ナゴヤサナエ タイワンクツワムシ アイヌハンミョウ
メガネサナエ オオキノコムシ オオトックリゴミムシ
キイロサナエ バッキンガムカギアシゾウムシ マルチビゲンゴロウ
トラフトンボ カバイロシャチホコ オオミズスマシ
キイロヤマトンボ シラユキコヤガ キゴシジガバチ
ヒナカマキリ キスジウスキヨトウ ウラクロシジミ
クチキコオロギ オオミドリシジミ
アカジマアシブトウンカ オオウラギンスジヒョウモン
ヒメタイコウチ ホソバセセリ

等、71種
DD ミカワクチキウマ 26

チビクチキウマ
ギフヒシバッタ
ホンドエダナナフシ
ホッケミズムシ
オヨギカタビロアメンボ
ニシキキンカメムシ
クロサワツブミズムシ
チイワメクラチビゴミムシ
クロエンマムシ

等、26種
LP 0
国リスト *1 アオハダトンボ 21

マダラヤンマ
タベサナエ
コオイムシ
オオセイボウ
アオスジクモバチ
ケブカツヤオオアリ
トゲアリ
キオビホオナガスズメバチ
モンスズメバチ
ヤマトアシナガバチ
カラトイスカバチ
マイマイツツハナバチ
ルリモンハナバチ
ツマグロキチョウ
ハイイロボクトウ
オナガミズアオ
キシタアツバ
カギモンハナオイアツバ
ギンモンアカヨトウ
ウスミミモンキリガ

リスト外 *2 ダイコクコガネ 1
種数 10 16 25 37 74 33 0 35 230
*1 「国リスト」：環境省レッドリストに掲載されているが、愛知県においてEX、CR、EN、VU、NT、DD、LPのいずれのランクにも該当しないと評価された種（今回の見直しで新たに設定）。
*2 「リスト外」：EX、CR、EN、VU、NT、DD、LP、国リストのいずれのランクにも該当しないと評価された種。または、評価の対象外とされた種。

昆虫類



第三次レッドリスト「レッドリストあいち2015」　新旧対照表
分類群名：クモ類

見直し前のランク
EX CR EN VU NT DD LP リスト外 *2 種数

見 EX 0
直 CR ミカワホラヒメグモ ババハシリグモ 3
し ミヤマシボグモモドキ
後 EN アケボノユウレイグモ シロタマヒメグモ エビチャコモリグモ 17
の キヌキリグモ シッチコモリグモ
ラ キノボリキヌキリグモ
ン チクニドヨウグモ
ク キジロオヒキグモ

コケオニグモ
マメイタイセキグモ
ムツトゲイセキグモ
ツシマトリノフンダマシ
ワクドツキジグモ
イサゴコモリグモ
テジロハリゲコモリグモ
シノビグモ
カトウツケオグモ

VU キシノウエトタテグモ ワスレナグモ カコウコモリグモ 12
カネコトタテグモ
キノボリトタテグモ
ニシキオニグモ
トゲグモ
ミナミコモリグモ
オビジガバチグモ
アワセグモ
アシナガカニグモ
オビボソカニグモ

NT シロオビトリノフンダマシ コガネグモ 6
アカイロトリノフンダマシ オオトリノフンダマシ

トリノフンダマシ
ゲホウグモ

DD ムロズミソレグモ 1
LP 0
国リスト *1 0
リスト外 *2 0
種数 0 2 15 12 4 1 0 5 39
*1 「国リスト」：環境省レッドリストに掲載されているが、愛知県においてEX、CR、EN、VU、NT、DD、LPのいずれのランクにも該当しないと評価された種（今回の見直しで新たに設定）。
*2 「リスト外」：EX、CR、EN、VU、NT、DD、LP、国リストのいずれのランクにも該当しないと評価された種。または、評価の対象外とされた種。

クモ類



第三次レッドリスト「レッドリストあいち2015」　新旧対照表
分類群名：貝類

見直し前のランク
EX CR EN VU NT DD LP リスト外 *2 種数

見 EX カワネジガイ 9
直 ヒダリマキモノアラガイ
し ヨコハマシジラガイ
後 オバエボシガイ
の カタハガイ
ラ タケノコカワニナ
ン ハイガイ
ク イチョウシラトリ

アゲマキ
CR ホウライジギセル トカラコギセル アサヒキヌタレガイ 55

オモイガケナマイマイ ヒロクチコギセル コヅツガイ
ミカワマイマイ イボウミニナ オウギウロコガイ
イシガイ カワアイ マゴコロガイ
マツカサガイ コオキナガイ
トンガリササノハガイ
イボキサゴ
ウミヒメカノコ
サナギモツボ
スジウネリチョウジガイ

等、46種
EN シラギク オリイレボラ ウネムシロ ホラアナゴマオカチグサ サザナミツボ ムラクモキジビキガイ 15

ツヤガラス オオシイノミガイ アツミムシロ★1
ムラサキガイ オカミミガイ ベニガイ
ヒメマスオガイ サビシラトリ
クシケマスオガイ

VU オチバ ベニゴマオカタニシ トウカイヤマトガイ カハタレカワザンショウ（未記載種） ヤマキサゴ 43
ハマグリ ナニワクチミゾガイ ケシガイ ナタネキバサナギガイ

クビナガギセル トノサマギセル ナガナタネガイ
ホソヒメギセル イシマキシロマイマイ スナガイ
ミヤマヒダリマキマイマイ★2 サギガイ ミニビロウドマイマイ
ミズゴマツボ フスマガイ ニッポンマメアゲマキ
マシジミ クチベニガイ ツヤマメアゲマキ
ヒロクチカノコ
ヒナユキスズメ（未記載種）
カニモリ
ワカウラツボ
ヨシダカワザンショウ
ヤマトクビキレガイ
ネコガイ
オダマキ
スミスシラゲガイ
キヌボラ
ムシロガイ
バイ
コシイノミガイ
ヌカルミクチキレ（未記載種）
ウスコミミガイ
ナギサノシタタリガイ
スジホシムシモドキヤドリガイ★3
イヨスダレガイ
オキナガイ属の一種★4

NT ゴマオカタニシ イボイボナメクジ 61
ナガオカモノアラガイ ホソヤカギセル
ミカワギセル カントウベッコウ
オクガタギセル スカシベッコウ
ハチノコギセル タカキビ
カサネシタラガイ スジキビ
クチマガリマイマイ ウメムラシタラガイ
フチマルオオベソマイマイ ヒメカサキビ
ヒルゲンドルフマイマイ キセルガイモドキ
マルタニシ ビロウドマイマイ
クロダカワニナ カドコオオベソマイマイ
モノアラガイ ヒラマキガイモドキ
ドブガイ★5 モロハタマキビ★7
ウミニナ カスミコダマ
フトヘナタリ フロガイダマシ
ヘナタリ テングニシ
カワグチツボ マクラガイ
クリイロカワザンショウ ヒガタヨコイトカケギリ
ヒナタムシヤドリカワザンショウ★6 ズベタイラギ(※1)
ツブカワザンショウ タイラギ（リシケタイラギ）(※1)

等、40種 フジノハナガイ
DD ヒラドマルナタネ サドヤマトガイ 36

カラスガイ ヒラベッコウガイ
ニホンマメシジミ ヒゼンキビ
ヒメカノコ ヒメハリマキビ

ハチジョウヒメベッコウ
フトキセルガイモドキ
ヤマタカマイマイ
カタマメマイマイ
マメタニシ
ヒラマキミズマイマイ
ミズコハクガイ
フネドブガイ
ヌノメチョウジガイ
ヘソカドガイ
ナギツボ（未記載種）
ウネナシイトカケ
オニサザエ
イワカワトクサ
イシン属の一種★8
カミスジカイコガイダマシ
ヤミヨキセワタ
ヒメゴウナ
ハマシイノミガイ
モモノハナ
ナミノコ
キヌタアゲマキ
カモジガイ
オオトリガイ
ウスハマグリ
ガタヅキ（コハギガイ）
マルヘノジガイ
オキナノエガオ

LP 0
国リスト *1 オオギセル 11

エルベリギセル
オオウエキビ
オオタニシ
ヤマトシジミ
ツボミ
サキグロタマツメタ
コケガラス
ウネナシトマヤガイ
クチバガイ
オビクイ

リスト外 *2 タイラギ(※1) 1
種数 9 53 8 29 49 6 0 77 231
*1 「国リスト」：環境省レッドリストに掲載されているが、愛知県においてEX、CR、EN、VU、NT、DD、LPのいずれのランクにも該当しないと評価された種（今回の見直しで新たに設定）。
*2 「リスト外」：EX、CR、EN、VU、NT、DD、LP、国リストのいずれのランクにも該当しないと評価された種。または、評価の対象外とされた種。
（※番号）は、今回の見直しで、細分化等により評価単位の変更があったもの。番号は、評価単位の変更により見かけ上、レッドリストから消えた名称と、今回の見直しで採用された評価単位とその名称との対応を示している。
★1：クロスジムシロの近似種からアツミムシロに和名変更
★2：別名　ヒラヒダリマキマイマイ
★3：スジホシムシヤドリガイからスジホシムシモドキヤドリガイに和名変更
★4：学名　Laternula  sp.
★5：ヌマガイとタガイを統合した評価
★6：ムシヤリドリカワザンショウからヒナタムシヤドリカワザンショウ（Assiminea  sp.）に和名・学名変更
★7：別名　セトウチヘソカドタマキビ
★8：学名　Tomura  sp.

貝類


