
第三次レッドリスト（案）に対する意見の概要と県の考え方 

 

 

１ 募集期間 平成 26 年 10 月 17 日（金）から 11 月 17 日（月）まで 

２ 募集方法 郵便、ファクシミリ、電子メール 

３ 意見提出人数等 

 （１）提出人数 ５名（県内個人 ４名、県外個人１名）（いずれも電子メール）  

（２）提出件数 46 件 

 （３）内訳  

  ア 対象分類群別 維管束植物       36 件 

           鳥類          2 件 

           爬虫類         2 件 

汽水・淡水魚類     4 件 

           貝類          1 件 

           その他         1 件 /46 件 

  イ 意見の内容別 レッドリスト掲載種及び評価区分に関する意見   7 件 

           種名、学名の表記方法に関する意見       35 件 

           その他の意見                  4 件 /46 件 

 

 

１ 維管束植物 

通番 意見の概要 県の考え方 

1 ツメレンゲ 

「ツメレンゲ」の評価において、「名古屋城のものを除外」との補記があ

りますが、移入種としての扱いを意味しているのか。 

仮に移入種として取り扱うのであれば、名古屋市版レッドリストから除

外することが妥当と考えられる。 

 

県としては、県内に本種の確実な自生地があり、その状況から準絶滅危

惧(NT)としたものです。なお、ご指摘の名古屋市版レッドデータブックと

のずれは、安全原則（よくわからないものは、安全側に評価する）による

ものです。名古屋城のツメレンゲは、真の自生ではないかもしれないとの

注をつけた上で指定されています。 

別 添 



2 ヒシモドキ 

「ヒシモドキ」の科名について、レッドリスト案では「オオバコ科

(Plantaginaceae)」となっているが、「ゴマ科(Pedaliaceae)」が正しいと

考える。 

植物の科は最近の分子系統学的研究の結果、細分される傾向があります

が、系統関係を分類系に切り分ける方法は必ずしも一通りではありません。

そこで、今回はどちらかといえば科を大きく取る方向で科名を選択してい

ます。 

3 イワヤシダ 

「イワヤシダ」の科名について、レッドリスト案では「メシダ科

(Athyriaceae)」となっているが、「イワヤシダ科(Diplaziopsidaceae)」が

正しいと考える。 

2 に同じ。ただしメシダ科の学名は Woodsiaceae です。 

4 エビラシダ 

「エビラシダ」の科名について、レッドリスト案では「メシダ科

(Athyriaceae)」となっているが、「ナヨシダ科(Cystopteridaceae)」が正

しいと考える。 

2 に同じ。 

5 コバノチョウセンエノキ 

「コバノチョウセンエノキ」の科名について、レッドリスト案では「ニ

レ科(Ulmaceae)」となっているが、「アサ科(Cannabaceae)」が正しいと考

える。 

ご指摘のとおり修正します。 

6 コガネシダ 

「コガネシダ」の科名について、レッドリスト案では「メシダ科

(Athyriaceae)」となっているが、「イワデンダ科(Woodsiaceae)」が正しい

と考える。 

 

2 に同じ。 

7 カワツルモ 

「カワツルモ」の科名について、レッドリスト案では「ヒルムシロ科

(Potamogetonaceae)」となっているが、「カワツルモ科(Ruppiaceae)」が正

しいと考える。 

ご指摘のとおり修正します。 

8 イワチドリ 

Amitostigma keiskei (Maxim.) Schltr.  で は な く 、 Amitostigma 

keiskei (Finet) Schltr. が正しいと考える。 

ご指摘のとおり修正します。 



9 ムカゴトンボ 

Habenaria flagellifera Makino  で は な く 、 Peristylus densus

(Lindl.) Santapau et Kapadia が正しいと考える。 

確かに最近の研究の結果、ご指摘のような学名が提案されていますが、

それが適切であるかどうかはまだ十分に検討できていません。そのため、

今回のレッドリストでは、従来一般的に使用されている学名を使用してい

ます。 

10 ビロードキビ 

Brachiaria villosa (Lam.) A.Camus ではなく、Urochloa villosa

(Lam.) T.Q.Nguyen が正しいと考える。 

9 に同じ。 

11 タチスズシロソウ 

Arabis kawasakiana Makino  で は な く 、 Arabidopsis kamchatica

(Fisch. ex DC.) K.Shimizu et Kudoh subsp. kawasakiana (Makino) 

K.Shimizu et Kudoh が正しいと考える。 

9 に同じ。 

12 カニコウモリ 

Cacalia adenostyloides (Franch. et Sav.) Matsum.  ではなく、

Parasenecio adenostyloides (Franch. et Sav. ex Maxim.) H.Koyama が

正しいと考える。 

9 に同じ。 

13 ヒモラン 

Lycopodium sieboldii Miq. ではなく、Huperzia sieboldii (Miq.) 

Holub が正しいと考える。 

ご指摘のとおり修正します。 

14 ヒメアオガヤツリ 

Cyperus extremiorientalis Ohwi ではなく、Cyperus pygmaeus Rottb.

が正しいと考える。 

9 に同じ。 

15 カガシラ 

Scleria caricina (R.Br.) Benth. ではなく、Diplacrum caricinum

R.Br. が正しいと考える。 

9 に同じ。 

16 ミズタカモジ 

Agropyron humidum Ohwi et Sakamoto ではなく、Elymus humidus (Ohwi 

et Sakam.) Á.Löve が正しいと考える。 

 

9 に同じ。命名者の Sakamoto は Sakam.に修正します。 



17 クサタチバナ 

Cynanchum ascyrifolium (Franch. et Sav.) Matsum.  ではなく、

Vincetoxicum acuminatum C.Morr. et Decne. が正しいと考える。 

9 に同じ。 

18 ヤマジノギク 

Heteropappus hispidus (Thunb.) Less. ではなく、Aster hispidus

Thunb. var. hispidus が正しいと考える。 

ご指摘のとおり修正します。ただし基準変種名は省略します。 

19 ヤチスギラン 

Lycopodium inundatum L. ではなく、Lycopodiella inundata (L.) Holub

が正しいと考える。 

ご指摘のとおり修正します。 

20 イワタカンアオイ 

Heterotropa kurosawae (Sugim.) F.Maek. ではなく、Asarum kurosawae

Sugim. が正しいと考える。 

ご指摘のとおり修正します。 

21 ヒロハテンナンショウ 

Arisaema ovale Nakai var. ではなく、Arisaema ovale Nakai var. 

sadoense (Nakai) J.Murata が正しいと考える。 

Arisaema sadoense の基準標本は、ヒロハテンナンショウそのものでは

ありません。ヒロハテンナンショウには、まだ正式な学名がありません。 

22 ミヤママムシグサ 

Arisaema sp. ではなく、Arisaema pseudoangustatum Seriz. var. 

pseudoangustatum が正しいと考える。 

ご指摘のとおり修正します。ただし基準変種名は省略します。 

23 エンレイソウ 

Trillium smallii Maxim. ではなく、Trillium apetalon Makino が正

しいと考える。 

ご指摘のとおり修正します。 

24 ヒオウギ 

Belamcanda chinensis (L.) DC.  ではなく、Iris domestica (L.) 

Goldblatt et Mabb. が正しいと考える。 

9 に同じ。 

25 ステゴビル 

Caloscordum inutile (Makino) Okuyama et Kitagawa ではなく、Allium

inutile Makino が正しいと考える。 

 

ご指摘のとおり修正します。 



26 ハネガヤ 

Stipa pekinensis Hance ではなく、Achnatherum pekinense (Hance) 

Ohwi subsp. effusum (Maxim.) T.Koyama が正しいと考える。 

9 に同じ。 

27 クロバナキハギ 

Lespedeza bicolor Turcz. var. higoensis (T.Shimizu) Murata では

なく、Lespedeza melanantha Nakai が正しいと考える。 

9 に同じ。 

28 ナガバジュズネノキ 

Damnacanthus macrophyllus Sieb. ex Miq. form. giganteus (Makino) 

Yamazaki ではなく、Damnacanthus giganteus (Makino) Nakai が正し

いと考える。 

ご指摘のとおり修正します。 

29 フナバラソウ 

Cynanchum atratum Bunge ではなく、Vincetoxicum atratum (Bunge) 

C.Morren et Decne. が正しいと考える。 

9 に同じ。 

30 タチガシワ 

Cynanchum magnificum Nakai  ではなく、Vincetoxicum magnificum

(Nakai) Kitag. が正しいと考える。 

9 に同じ。 

31 アキノハハコグサ 

Gnaphalium hypoleucum DC. ではなく、Pseudognaphalium hypoleucum

(DC.) Hilliard et B.L.Burtt が正しいと考える。 

 

9 に同じ。 

32 シデコブシ 

Magnolia tomentosa Thunb. ではなく、Magnolia stellata (Siebold et 

Zucc.) Maxim. が正しいと考える。 

ご指摘のとおり修正します。 

33 バリバリノキ 

Litsea acuminata (Blume) Sa.Kurata  で は な く 、 Actinodaphne 

acuminata (Blume) Meisn. が正しいと考える。 

 

 

9 に同じ。 



34 ハクサンハタザオ 

Arabis gemmifera (Matsum.) Makino ではなく、Arabidopsis halleri

(L.) O'Kane et Al-Shehbaz subsp. gemmifera (Matsum.) O'Kane et 

Al-Shehbaz が正しいと考える。 

9 に同じ。 

35 ホソバイヌタデ 

Persicaria trigonocarpa (Makino) Nakai  ではなく、Persicaria 

erectominor (Makino) Nakai var. trigonocarpa (Makino) H.Hara が正

しいと考える。 

ヒメタデ Persicaria erectominor (Makino) Nakai とホソバイヌタデは

倍数性が異なり、種の階級で区別するのが適切です。 

36 サトヤマタデ 

Persicaria sp. ではなく、Persicaria clivorum Seriz. が正しいと

考える。 

ご指摘のとおり修正します。 

 

  



 

２ 鳥類 

通番 意見の概要 県の考え方 

37 地域個体群「ハマシギの越冬群」と「サシバの渡り群」 

環境省及び他県のレッドリストを見る限り、地域個体群は、ランク外の

種に対して保護すべき個体群を指定するもののように思われる。ハマシギ

とサシバは種としてランクされているので、地域個体群の指定は必要ない

のではないか。 

本県のレッドリストでは、ランクされている種であるかを問わず「その

種の国内における生息状況に鑑み、県内において特に保全のための配慮が

必要と考えられる特徴的な個体群」を地域個体群として評価しています。 

本県では 1970 年代から全国に先駆けて県内各地の主要な干潟でシギ・チ

ドリ類の調査を継続して実施しており、県内の「ハマシギの越冬群」は全

国有数の規模を誇っています。今後、干潟の減少など、生息条件の悪化に

より急速に数を減らす可能性があるため、保全のための配慮が必要な地域

個体群として指定しています。 

「サシバの渡り群」については、1970 年代に伊良湖岬において国内で初

めてサシバの渡りが発見されて以降、継続的に調査を実施しており、近年

伊良湖岬以外にも県内各所で主要な渡りの経路が確認されています。これ

らの経路は国内において貴重なものであり、そこを通過するサシバの個体

群は、本県における保全の配慮が必要な特徴的な個体群です。このため、

第三次レッドリストでは伊良湖岬に加え、渥美半島の山塊群と西三河南東

部の山塊群および知多半島中南部を通過する個体群を指定しています。 

38 クロサギ 

クロサギが「通過」のみとなっているが、レッドデータブックあいち 2009

には「主に冬期に」と記されているので、「越冬」も示すべきではないか。

鳥類については、第三次レッドリストから同一種を「繁殖」の有無と「繁

殖」以外を「通過」または「越冬」のどちらかで評価することにしました。

クロサギについては、繁殖期の観察記録もありますが、具体的な繁殖行動

の観察例は報告されていませんので「繁殖」ではありません。また、越冬

期の観察記録も少なくありませんが、同一個体が越冬期を通して生息して

いることが確認されていませんので、「越冬」ではなく「通過」個体群とし

て評価しました。 

 

 

 



 

３ 爬虫類 

通番 意見の概要 県の考え方 

39 ニホンイシガメ 

県内では生息数が多いという理由で国リストとされているが、開発による

生息地破壊、ミシシッピアカミミガメとの競合、アライグマによる食害な

ど、多くの問題を抱えている。特に都市部ならびに平野部においてはミシ

シッピアカミミガメへの置き換わりが顕著であり、リスト入りが妥当と考

える。 

本種は、都市部や平野部においては減少傾向にありますが、全県的にみ

ると確認地点が多く、地域によっては現在でも普通にみられる種です。し

かし、本種に関しては生息地の消滅、外来種との競合、食害等の直接的な

被害に加え、産卵地温の偏りに伴う性比のずれや、他種との交雑による遺

伝子汚染等の問題が指摘されており、一見本種が生息しているように見え

ても実際には危機的な状況にある個体群も少なくありません。こうした状

況を踏まえると、本種は今後、急速に減少する可能性が否定できないため、

情報を再度吟味し、準絶滅危惧種（NT）に修正しました。 

40 ヤマカガシ 

エサとなるカエル類が減少し、明らかに生息状況が悪化している。減少

傾向が顕著であるが、確認が難しい種である事から、情報不足とするのが

妥当と考える。 

本種は、平野部での減少が顕著である一方、丘陵地を含めた全県的な生

息状況が不明であることから、今後の分布情報収集の必要性に鑑み、情報

不足に修正しました。 

 

  



 

４ 汽水・淡水魚類 

通番 意見の概要 県の考え方 

41 ネコキギ 

2009年の絶滅危惧ⅠB類（EN）から今回、絶滅危惧ⅠA類（CR）に区分さ

れ、次回は絶滅（EX）にならないか心配している。今後県内の数少ない生

息域の手厚い保全対策を期待する。特に豊川上流部の生息域ならびに個体

群については、新規ダム建設による消滅の無いようにお願い申し上げる。

治水利水の方法はほかにもあるが、豊川水系に於いてCR種をEX種にしない

方法は、「ダムをそこに造らない」ことしかない。 

ネコギギの保護については、他の絶滅危惧種と同様に重要であると考え

ております。ネコギギを含めた希少種については、レッドリストの周知に

努め、事業者、県民の皆様の協力をいただきながら、その保護に努めてま

いります。 

42 イタセンパラ 

イタセンパラの右欄が空欄なのは寂しい。木曽川右岸側の岐阜県では、

色々頑張っているが、愛知県はどうなのか。 

前回のレッドリストから状況に変化がない種については、備考欄は空欄

としております。 

愛知県は、環境省や国土交通省の取組に協力し、過去には産卵母貝を提

供するなど、イタセンパラの保護に努めております。 



43 ウナギ 

ウナギは当該種専用の採捕手法を用いないと、なかなかその生息分布実

態も把握し辛いかと思われるが、どのような調査結果で、太平洋斜面分布

東限のドンコと同ランクにしようと思ったのか。ウツセミカジカより上位

にランクされているのはなぜか。 

ニホンウナギを含む多くの淡水魚の定量的な調査は広く学術研究に用い

られる背負い式電気ショッカー（スミスルート社製 LR24）により行いまし

た。したがって、間隙等を隠れ家として利用することの多いニホンウナギ

を効果的に採捕することができたものと考えています。調査では、過去数

年間で県内西部 199 地点のうちニホンウナギを約 10％にあたる 18 箇所で

確認しました。 

 ニホンウナギは第４次環境省レッドリストにおいて、漁獲量データ等の

様々な科学的根拠から絶滅危惧 IB 類に該当すると判断されました。愛知県

も、都市部において全国的に見ても河川・海域の水質が悪い地域を含んで

いることに加え、県内全域の河川においてコンクリートによる護岸化およ

び堰による連続性の分断など、ニホンウナギの生息環境を悪化させている

要因が数多く存在しています。例えば、河口の水門により海からの遡上を

阻害し、個体群が絶滅状態にあると思われる河川や魚道の設置などの保全

対策が行われていない河川が存在します。また、ニホンウナギは食用とし

て大量消費され、その種苗は天然のシラスウナギ（ニホンウナギ幼魚）に

頼るものとなっていますが、国際的にも東アジア全域においてニホンウナ

ギの資源は減少しているとされ、稚魚の来遊が低迷している状況から、本

種は環境省の絶滅危惧 IB 類と同等と判断しました。 

以上から、ニホンウナギはウツセミカジカよりも絶滅のおそれが高いた

め、上位のランクに位置付けたものです。 



44 汽水魚全般 

マサゴハゼやエドハゼを挙げているが、他の種はどのような状況なのか。

今回の改訂においてレッドリスト掲載候補種としなかったものは以下の

とおりです。これらは、県内偶産種、あるいは絶滅のおそれの少ない種（レ

ッドリスト対象外）と判断しました。今後の知見の蓄積状況に応じて掲載

の要不要についての検討を行っていきます。 

県内偶産種：オオウナギ、ドロクイ、オクヨウジ、テングヨウジ、セス

ジボラ、アカメ、チチブモドキ、ニクハゼ、サツキハゼ、ヒナハゼなど 

レッドリスト対象外：コトヒキ、シマイサキ、ミミズハゼ、ツマグロス

ジハゼなど 

なお、今回の調査にあたっては、高度成長期には沿岸域の埋め立てや浚

渫などが全国的に行われ、干潟が著しく減少したことを踏まえ、河口干潟・

前浜干潟に依存して生息する汽水性ハゼ類を調査対象として多く選定しま

した。 

 

  



 

５ 貝類 

通番 意見の概要 県の考え方 

45 ハマグリ 

2009 年の絶滅危惧ⅠA 類（CR）から絶滅危惧Ⅱ類（VU）に回復したこと

は、愛知万博、生物多様性の成果の一つと捉えている。ESD の理念とも合

致する種の保全から水産資源へ回復させる新たな挑戦、私たちとこの愛知

県から始めて頂けませんか。 

 ハマグリについては、一部の水域で著しい回復傾向が認められたことか

ら、絶滅危惧Ⅱ類（VU）としました。今後もレッドリストの普及啓発を行

い、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保護への理解が深まるように努

めていきます。 

 

６ その他 

通番 意見の概要 県の考え方 

46 湧水生息性のカワモズク類が未掲載である。 藻類であるカワモズク類については、現時点では評価対象分類群として

おりません。評価対象分類群の拡大については、今後とも専門家の意見を

聴きながら検討していきます。 

 

 


