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第四次レッドリスト（案）に対する意見の概要と県の考え方 

 

 

１ 募集期間 平成 31 年 4 月 19 日（金）から令和元年 5 月 27 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 4 名（いずれも電子メール）  

（２）提出件数 38 件 

 （３）内訳  

  ア 対象分類群別 維管束植物       34 件 

汽水・淡水魚類     2 件 

           昆虫類         2 件 / 38 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   6 件 

           種名、学名の表記方法に関する意見       31件 

           その他の意見                  1 件 /38 件 

 

 

１ 維管束植物 

通番 意見の概要 県の考え方 

1～31  レッドリスト（案）掲載種の和名・学名の組合せ等について、以下のよ

うに考える。 

 ご指摘ありがとうございました。一部を除き、ご指摘のとおり修正しま

す。 

1 ツクシサカネラン 

(誤) Neottia kiusiana Hashim. et Hatus. 

(正) Neottia kiusiana T.Hashim. et Hatus. 

ご指摘のとおり修正します。 

2 トダスゲ 

(誤) Carex aequialta Kükenth. 

(正) Carex aequialta Kük. 

ご指摘のとおり修正します。 

3 ミスミイ 今回のレッドリスト（案）では、ご指摘と同じ Eleocharis acutangula 
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(誤) Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult. 

(正) Eleocharis acutangula (Roxb.) Shult. 

(Roxb.) Shult.としています。 

4 ツクシカンガレイ 

(誤) Scirpus multisetus (Hayas. et C.Sato) 

(正) Schoenoplectus multisetus Hayas. et C.Sato 

 Schoenoplectiella multiseta (Hayas. et C.Sato) Hayas. に修正しま

す。 

5 ビロードキビ 

(誤) Brachiaria villosa (Lam.) A.Camus 

 (正) Urochloa villosa (Lam.) T.Q.Nguyen 

ご指摘のとおり修正します。 

6 ヒシモドキ 

(誤) Trapella sinensis Oliver  

(正) Trapella sinensis Oliv. 

ご指摘のとおり修正します。 

7 スブタ 

(誤) Blyxa echinosperma (Clarke) Hook.f. 

(正) Blyxa echinosperma (C.B.Clarke) Hook.f. 

ご指摘のとおり修正します。 

8 オオホシクサ 

(誤) Eriocaulon buergerianum Koernicke 

(正) Eriocaulon buergerianum Körn. 

Eriocaulon buergerianum Koern. に修正します（今回のレッドリスト

では、ö は oeと表記しています）。 

9 ヒロハノカワラサイコ 

(誤) Potentilla nipponica Th.Wolf 

 (正) Potentilla niponica Th.Wolf 

ご指摘のとおり修正します。 

10 ホソイノデ 

(誤) Polystichum braunii (Spenn.) Fèe 

 (正) Polystichum braunii (Spenn.) Fée 

ご指摘のとおり修正します。 

11 イチイ 

(誤) Taxus cuspidata Sieb. et Zucc. 

(正) Taxus cuspidata Siebold et Zucc. 

ご指摘のとおり修正します。 

12 コウホネ 

(誤) Nuphar japonicum DC. 

ご指摘のとおり修正します。 
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(正) Nuphar japonica DC. 

13 ヒメコウホネ 

(誤) Nuphar subintegerrimum (Casp.) Makino 

(正) Nuphar subintegerrima (Casp.) Makino 

ご指摘のとおり修正します。 

14 ヒロハテンナンショウ 

(誤) Arisaema ovale Nakai var.  

(正) Arisaema ovale Nakai var. sadoense (Nakai) J.Murata 

ヒロハテンナンショウとして評価している種は、var. sadoenseと異なる

のか。 

レッドリスト（案）に掲載の学名で間違いありません（なお、レッドデ

ータブックの Q&A に、ご意見の学名がヒロハテンナンショウでないことを

記述します）。 

15 クロホシクサ 

(誤) Eriocaulon parvum Koernicke 

(正) Eriocaulon parvum Körn. 

Eriocaulon parvum Koern. に修正します（今回のレッドリストでは、ö

は oe と表記しています）。 

16 ヤブスゲ 

(誤) Carex rochebrunii Franch. et Sav. 

(正) Carex rochebrunei Franch. et Sav. 

ご指摘のとおり修正します。 

17 ヒメタイヌビエ 

(誤) Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. var. formosensis Ohwi 

(正) Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. var. formosensis Ohwi 

ご指摘のとおり修正します。 

18 ヤマキケマン 

(誤) Corydalis ophiocarpa Hook. et Thoms. 

(正) Corydalis ophiocarpa Hook.f. et Thomson 

ご指摘のとおり修正します。 

19 レンゲショウマ 

(誤) Anemonopsis macrophylla Sieb. et Zucc. 

(正) Anemonopsis macrophylla Siebold et Zucc. 

ご指摘のとおり修正します。 

20 ヤマビワ 

(誤) Meliosma rigida Sieb. et Zucc. 

(正) Meliosma rigida Siebold et Zucc. 

ご指摘のとおり修正します。 

21 ノハラクサフジ ご指摘のとおり修正します。 
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(誤) Vicia amurensis Oettingen 

(正) Vicia amurensis Oett. 

22 ヒメビシ 

(誤) Trapa incisa Sieb. et Zucc. 

(正) Trapa incisa Siebold et Zucc. 

ご指摘のとおり修正します。 

23 イワカガミ 

(誤) Schizocodon soldanelloides Sieb. et Zucc. 

(正) Schizocodon soldanelloides Siebold et Zucc. 

ご指摘のとおり修正します。 

24 マルミスブタ 

 (誤) Blyxa aubertii L.C.Rich. 

(正) Blyxa aubertii Rich. 

ご指摘のとおり修正します。 

25 ハマボウ 

(誤) Hibiscus hamabo Sieb. et Zucc. 

(正) Hibiscus hamabo Siebold et Zucc. 

ご指摘のとおり修正します。 

26 キキョウ 

(誤) Platycodon grandiflorum (Jacq.) A.DC. 

(正) Platycodon grandiflorus (Jacq.) A.DC. 

ご指摘のとおり修正します。 

27 ウラジロモミ 

(誤) Abies homolepis Sieb. et Zucc.  

(正) Abies homolepis Siebold et Zucc. 

ご指摘のとおり修正します。 

28 コウヤマキ 

(誤) Sciadopitys verticillata (Thunb.) Sieb. et Zucc. 

(正) Sciadopitys verticillata (Thunb.) Siebold et Zucc. 

ご指摘のとおり修正します。 

29 ネズミサシ 

(誤) Juniperus rigida Sieb. et Zucc. 

 (正) Juniperus rigida Siebold et Zucc. 

ご指摘のとおり修正します。 

30 エビアマモ 

(誤) Phyllospadix japonica Makino 

ご指摘のとおり修正します。 
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(正) Phyllospadix japonicus Makino 

31 バイカアマチャ 

 (誤) Platycrater arguta Sieb. et Zucc. 

(正) Platycrater arguta Siebold et Zucc. 

ご指摘のとおり修正します。 

32 オニバス 

名古屋城で生育が確認されているオニバスには、埋土種子から復活した

ものか、由来不明の種子によるものかを判断する材料がないが、植栽移入

が疑わしいと考えている。 

名古屋城のオニバスは、レッドデータブックなごや 2015 に従い自生と判

断していますが、確かに移入の可能性を完全に否定することはできません。

レッドデータブックは「よくわからないものは安全側に評価する」のが原

則ですから、「『移入の可能性がある』という意見がある」ことを付記しま

す。ただし、県全体で見ると飛山池に埋土種子集団が残存している可能性

は否定できませんので、名古屋城のものが移入で評価対象外になったとし

ても、CR という評価は変わりません。 

33 セキショウモ 

近年、セキショウモとして扱われている種の多くがコウガイセキショウ

モに置き換わっており、NTまたはDDとして今後の推移に注視する必要があ

ると考えている。 

 

 

愛知県の水草類は、全体的に最近の状況が十分に確認されておらず、セ

キショウモも同様です。「コウガイセキショウモに置き換わった」という報

告もありません。そのため、今回は今までの「リスト外」という評価を踏

襲します。既知の自生地で消失した、あるいはコウガイセキショウモに置

き換わった事例があれば、報告をお願いします。 

34 スズメノカタビラ 

名古屋市版のレッドリスト案では、スズメノカタビラの多くがアオス

ズメノカタビラに置き換わっていることから DDとして評価されている。

愛知県全体でも今後の推移に注視していく必要があると考える。 

 

スズメノカタビラ（水田型）とアオスズメノカタビラの関係は、現在の

ところ十分には解明されていません。しかし、仮に両者を区別するとして

も、県全体で見ると、スズメノカタビラ（水田型）はリスト外と評価され

ます。 
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２ 汽水・淡水魚類 

通番 意見の概要 県の考え方 

35 アオギス 

本種は海域だけでなく汽水域にも生息する種であり、環境省レッドリス

ト(汽水・淡水魚)においてもCRに分類され、伊勢湾にも生息していたと記

載されている。また、知多半島周辺が舞台となった新見南吉の「ごんぎつ

ね」では、川で捕獲された魚として「きす」が出てくる。伊勢湾にかつて

生息していたことから、愛知県下三重県のどちらかで掲載されるべきであ

り、本種が生息する河口域の広大な干潟や浅瀬は愛知県側に存在する、ま

たはしていたことから、本県のレッドリストに掲載されるのが妥当ではな

いか。なお、伊勢湾と同様にアオギスが絶滅した東京湾では千葉県が「消

息不明・絶滅」に選定している。 

愛知県レッドリストは県内で生息確認記録がある動植物を評価対象として

います。加えて，汽水・淡水魚については，写真や標本の残されていない種の

記録は誤同定の可能性があるため、レッドリストの評価対象としていません。

ご指摘頂いた伊勢湾に過去に生息していた可能性のあるアオギスは、まず写

真・標本がありません。さらに、愛知県内で捕獲されたことを示す具体的な記

録もありません。このため、評価対象とすることはできませんでした。 

確かに、過去に伊勢湾にアオギスが生息していたならば、三重県だけでなく

愛知県にも分布した可能性は高いと考えられます。そのため、もしも今後、調

査等により愛知県内にアオギスが生息していたことを示す記録が得られまし

たら、レッドリストの評価対象とすることを考えます。 

36 タニガワナマズ 

新記載種である本種は、なぜ DD ではなくリスト外なのか。 

本種は、「谷川」という名前でイメージするほど小さな河川や沢に生息する

魚類ではなく、河川上流部の水量が比較的多い河川にいるとされます。岐阜

県では木曽川や飛騨川のダム湖や周辺支流で確認されています。大型のダム

が山間部に建設されると、ネコギギやアジメドジョウの生息場所は減少する

かもしれませんが、逆にタニガワナマズの生息量は増える可能性が高いと考

えられます。従って、矢作川や豊川に設置されている多くの大型ダムはタニ

ガワナマズに顕著な負の影響を及ぼしていない可能性があり、現状ではリス

ト外と評価されました。しかし、今後の調査結果次第ではレッドリストに掲

載することを検討します。 
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３ 昆虫類 

通番 意見の概要 県の考え方 

37 ミヤモトアシナガミゾドロムシ 

本種は、矢作川本流での調査において、発生時期には多くの箇所で相当

数の個体が得られる。また、本種は河川の岸辺付近のヨシなどの抽水植物

が繁茂するエリアで、その根際を中心に川底の流木に生息するが、そのよ

うな環境は矢作川水系や豊川水系に比較的豊富に存在するため、本種がす

ぐに絶滅に向かうことはないと思われる。さらに、本種は Hayasi & 

Yoshitomi(2014)により、これまで近縁種とされてきたアシナガミゾドロム

シの短翅型だということが DNA 解析により明らかになり、この報告は発表

以来支持されている。以上のことから、今回のレッドリストからの除外を

検討されたい。 

 ご指摘のとおり、本種については相当数の個体及び生息適地が確認され

ていること、また現在ではアシナガミゾドロムシのシノニムとされている

ことから、リストから削除します。 

38 昆虫全般 

レッドリストの主意とは内容がずれるが、参考意見として述べたい。レ

ッドリスト作成のための調査の過程で膨大な資料が集まるが、レッドリス

トのみが作られ、リスト非掲載の普通種や他地域からの移入種に対するラ

ベル等を掲載する資料が添付されない、あるいは記録として残らないため、

地域での生物相の変遷が部分的にしかつかめない。現地でフィールドワー

クを行うものが今後の調査に活かせるよう、『愛知の昆虫（上）（下）』

（1990-1991）のように、現在県内で確認されている全種についての標本ラ

ベルや既知産地等の掲載されるような資料を合わせて作ってほしい。普通

種を始め、現時点で確認できるラベルを地域ごとに掲載することで、その

地域での開発の変遷や環境の変化に至るまで読み解くことができるものと

思われる。 

 今後の環境行政の参考とさせていただきます。 

 

 


