
哺乳類 

絶滅危惧Ⅰ類（11） 

オリイジネズミCrocidura orii 

エラブオオコウモリPteropus dasymallus dasymallus 

ヤンバルホオヒゲコウモリMytis yanbarensis 

リュウキュウユビナガコウモリMiniopterus fuscus 

リュウキュウテングコウモリMurina ryukyuana 

オヒキコウモリTadarida insignis 

アマミノクロウサギPentalagus furnessi 

ヤマネGlirulus japonica 

アマミトゲネズミTokudaia osimensis 

トクノシマトゲネズミTokudaia tokunoshimensis 

ケナガネズミDiplothrix legata 

絶滅危惧Ⅱ類（9） 

カワネズミChimarrogale platycephala 

オリイコキクガシラコウモリRhinolophus cornutus orii 

ノレンコウモリMyotis nattereri 

ヤマコウモリNyctalus aviator 

テングコウモリMurina hilgendorfi 

コテングコウモリMurina ussuriensis 

スミスネズミEothenomys smithii 

カヤネズミMicromys minitus 

ホンドギツネVulpes vulpes japonica 

準絶滅危惧（2） 

ワタセジネズミCrocidura watasei 

ヒメネズミApodemus argenteus 

情報不足（4） 

オリイオオコウモリPteropus dasymallus inopinatus 

スミイロオヒキコウモリTadarida latouchei 

ニホンモモンガPteromys momonga 

ニホンカモシカCapricornis crispus 

 

鳥類 

絶滅危惧Ⅰ類（19） 

アナドリBulweria bulwerii 

サンカノゴイBotaurus stellaris 



ヨシゴイIxobrychus sinensis 

ミゾゴイGorsachius goisagi 

クロツラヘラサギPlatalea minor 

ヒメウPhalacrocorax pelagicus pelagicus 

カリガネAncer erythropus 

ツクシガモTadorna tadorna 

クマタカSpizaetus nipalensis orientalis 

ヘラシギEurynorhynchus pygmeus 

カラフトアオアシシギTringa guttifer 

コシャクシギNumenius minutus 

アマミヤマシギScolopax mira 

コアジサシSterna albifrons sinensi 

ブッポウソウEurystomus orientalis calonyx 

オーストンオオアカゲラDendrocopos leucotos owstoni 

ヤイロチョウPitta brachyura nympha 

オオトラツグミZoothera dauma major 

アカコッコTurdus celaenops 

絶滅危惧Ⅱ類（31） 

リュウキュウヨシゴイIxobrychus cinnanomenus 

コクガンBranta bernicla orientalis  

ヒシクイAnser fabalis 

オオタカAccipiter gentilis 

チュウヒCircus spilonotus spilonotus 

サシバButastur indicus 

ハヤブサFalco peregrinus japonensis 

ミフウズラTurnix suscitator okinavensis 

ナベヅルGrus monacha 

マナヅルGrus vipio 

ヒクイナPorzana fusca erythrothorax 

イカルチドリCharadrius placidus japonicus 

シロチドリCharadrius alexandrinus 

ツバメチドリGlareola maldivarum 

アカアシシギTringa totanus ussuriensis 

ホウロクシギNumenius madagascariensis 

オオジシギGallinago hardwickii 

ツルシギTringa erythropus 



タカブシギTringa glareola 

オオソリハシシギLimosa lapponica baueri 

タマシギRostratula benghalensis 

セイタカシギHimantopus himantopus himantopus 

ズグロカモメLarus saundersi 

ベニアジサシSterna dougallii bangsi 

エリグロアジサシSterna sumatrana 

アマミコゲラDendrocopos kizuki amamii 

タネコマドリErithacus akahige tanensis 

アカヒゲErithacus komadori komadori 

ウチヤマセンニュウLocustella pleskei 

イイジマムシクイPhylloscopus ijimae 

ルリカケスGarrulus lidthi 

準絶滅危惧（17） 

チュウサギEgretta intermedia intermedia 

ヘラサギPlatalea leucorodia leucorodia 

マガンAnser albifrons frontalis 

ミサゴ Pandion haliaetus 

ハチクマPernis apivorus 

ハイタカAccipiter nisus 

コシジロヤマドリPhasianus soemmerringii ijimae 

クロヅルGrus grus lifordi 

カナダヅルGrus canadensis 

ソデグロヅルGrus leucogeranus 

アネハヅルAnthropoides virgo 

ハマシギCalidris alpina sakhalina 

カラスバトColumba janthina janthina 

タネアオゲラPicus awokera takatuskasae 

キビタキFicedula narcissina narcissina 

リュウキュウキビタキFicedula narcissina owstoni 

ヨタカCaprimulgus indicus jotaka 

情報不足（16） 

オオヨシゴイIxobrychus eurhythmus 

カラシラサギEgretta eulophotes 

クロトキThreskiornis melanocephalus 

オシドリAix galericulata 



ツミAccipiter gularis gularis 

リュウキュウツミAccipiter gularis iwasakii 

ウズラCoturnix japonica 

ケリVanellus cinereuks 

オオアジサシThalasseus bergii cristatus 

アジサシSterna hirundo 

ウミスズメSynthliboramphus antiquus 

カンムリウミスズメSynthliboramphus wumizusume 

コノハズクOtus scops 

オオコノハズクOtus lempiji semitorques 

サンショウクイPericrocotus divaricatus divaricatus 

コジュリンEmberiza yessoensis 

爬虫類 

絶滅危惧Ⅰ類（2） 

タイマイEretmochelys imbricata 

オビトカゲモドキGoniurosaurus splendens 

絶滅危惧Ⅱ類（5） 

アオウミガメChelonia mydas mydas 

アカウミガメCaretta caretta 

ヤクヤモリGekko yakuensis 

オキナワトカゲPlestiodon marginatus 

バーバートカゲPlestiodon barbouri 

準絶滅危惧（11） 

ニホンイシガメMauremys japonica 

タカラヤモリGekko shibatai 

ニシヤモリGekko sp. 

オキナワキノボリトカゲJapalura polygonata polygonata 

オオシマトカゲPlestiodon oshimensis 

クチノシマトカゲPlestiodon kuchinoshimensis 

アマミタカチホヘビAchalinus werneri 

ヒャンSinomicrurus japonicus japonicus 

ハイSinomicrurus japonicus boettgeri 

エラブウミヘビLaticauda semifasciata 

トカラハブProtobothrops tokarensis 

情報不足（2） 

ヒロオウミヘビLaticauda laticaudata 



イイジマウミヘビ Emydocephalus ijimae 

 

両生類 

絶滅危惧Ⅰ類（3） 

イボイモリEchinotriton andersoni 

アマミイシカワガエルOdorrana splendida 

オットンガエルBabina subaspera 

絶滅危惧Ⅱ類（5） 

オオスミサンショウウオHynobius osumiensis 

カスミサンショウウオHynobius nebulosus 

コガタブチサンショウウオHynobius yatsui 

ベッコウサンショウウオHynobius stejnegeri 

アマミハナサキガエルOdorrana amamiensis 

準絶滅危惧（6） 

アカハライモリCynops pyrrhogaster 

シリケンイモリCynops ensicauda 

ニホンヒキガエル（屋久島と甑島列島を除く） Bufo japonicus japonicus 

アマミアカガエルRana kobai 

ヤクシマタゴガエルRana tagoi yakushimensins 

トノサマガエルPelophylax nigromaculatus 

 

汽水・淡水産魚類 

絶滅危惧Ⅰ類（37） 

スナヤツメ南方種Lethenteron sp. 2 

ニホンウナギAnguilla japonica 

コゲウツボUropterygius concolor 

アリアケギバチTachysurus aurantiacus 

アカザLiobagrus reinii 

リュウキュウアユPlecoglossus altivelis ryukyuensis 

ミナミメダカ（琉球型） Oryzias latipes 

アカメLates japonicus 

アオギスSillago parvisquamis 

シミズシマイサキMesopristes iravi 

ツバサハゼRhyacichthys aspro 

タナゴモドキHypseleotris cyprinoides 

オウギハゼBunaka gyrinoides 



タメトモハゼOphieleotris sp. 1 

ゴシキタメトモハゼOphieleotris sp. 2 

ヤエヤマノコギリハゼButis amboinensis 

ジャノメハゼBostrichthys sinensis 

ホシマダラハゼOphiocara porocephala 

イドミミズハゼLuciogobius pallidus 

タビラクチApocryptodon punctatus 

トサカハゼCristatogobius lophius 

ヒメトサカハゼCristatogobius aurimaculatus 

クロトサカハゼCristatogobius nonatoae 

ヨロイボウズハゼLentipes armatus 

カエルハゼSicyopus leprurus 

アカボウズハゼSicyopus zosterophorum 

ヒノコロモボウズハゼSicyopus cebuensis 

ハヤセボウズハゼStiphodon imperiorientis 

コンテリボウズハゼStiphodon atropurpureus 

ワカケサラサハゼAmblygobius linki 

ニセシラヌイハゼSilhouettea sp. 

エソハゼSchismatogobius roxasi 

シマエソハゼSchismatogobius ampluvinculus 

アゴヒゲハゼGlossogobius bicirrhosus 

コンジキハゼGlossogobius aureus 

クボハゼChaenogobius scrobiculatus 

タイワンキンギョMacropodus opercularis 

絶滅危惧Ⅱ類（11） 

アブラボテTanakia limbata 

シロウオLeucopsarion petersii 

アサガラハゼCaragobius urolepis 

チワラスボTaenioides sp.B 

トビハゼPeriophthalmus modestus 

ツルギハゼCallogobius hastatus 

ミナミアシシロハゼAcanthogobius insularis 

ルリボウズハゼSicyopterus lagocephalus 

キバラヨシノボリRhinogobius sp. YB 

ニクハゼGymnogobius heptacanthus 

クジャクハゼParioglossus caeruleolineatus 



準絶滅危惧（16） 

ドジョウMisgurnus anguillicaudatus 

ヤマトシマドジョウCobitis matsubarae 

ミナミメダカ（薩摩型） Oryzias latipes 

ミナミメダカ（大隅型） Oryzias latipes 

トサカギンポOmobranchus fasciolatoceps 

ミナミヒメミミズハゼLuciogobius ryukyuensis 

ヒモハゼEutaeniichthys gilli 

ヒゲワラスボTrypauchenopsis intermedia 

ゴマハゼPandaka sp. 

マサゴハゼPseudogobius masago 

ヒラヨシノボリRhinogobius sp. DL 

ルリヨシノボリRhinogobius sp. CO 

オオヨシノボリRhinogobius ㉁uviatilis 

ホクロハゼAcentrogobius caninus 

ホホグロスジハゼAcentrogobius suluensis 

チクゼンハゼGymnogobius uchidai 

情報不足（23） 

ニューギニアウナギAnguilla bicolor paci㉀ca 

ウンブキアナゴXenoconger fryeri 

ニゴイHemibarbus barbus 

アミメカワヨウジHippichthys（ Hippichthys） heptagonus 

クロウミウマHippocampus kuda 

オニボラEllochelon vaigiensis 

アンピンボラChelon subviridis 

カマヒレボラMoolgarda pedaraki 

ミナミギンイソイワシHypoatherina temminckii 

ナンヨウタカサゴイシモチAmbassis interrupta 

ホソスジマンジュウイシモチSphaeramia orbicularis 

ホシギスSillago aeolus 

トゲナガユゴイKuhlia munda 

カジカ中卵型Cottus sp. 

ホコハゼPseudapocryptes elongatus 

カキイロヒメボウズハゼStiphodon surrufus 

トラフボウズハゼStiphodon multisquamus 

スナゴハゼPseudogobius javanicus 



ヒトミハゼGlossogobius biocellatus 

スダレウロハゼGlossogobius circumspectus 

イワハゼGlossogobius celebius 

フタゴハゼGlossogobius sp. 

リュウキュウナミノコハゼKraemeria cunicularia 

 

昆虫類 

絶滅危惧Ⅰ類（42） 

モートンイトトンボMortonagrion selenion 

アオイトトンボLestes sponsa 

コバネアオイトトンボLestes japonicus 

オグマサナエTrigomphus ogumai 

アキアカネSympetrum freguens 

グンバイトンボPlatycnemis foliacea sasakii 

ベッコウトンボLibellula angelina 

ハネナガチョウトンボRhyothemis severini 

タガメLethocerus deyrollei 

ヨドシロヘリハンミョウCallytron inspecularis 

イカリモンハンミョウCicindela anchoralis 

カワラハンミョウChaetodera laetescripta 

アマミナガゴミムシPterostichus plesiomorphus 

ヒメミズスマシGyrinus gestroi 

フチトリゲンゴロウCibister limbatus 

ヒメフチトリゲンゴロウCibister rugosus 

オオクワガタDorcus hopei binodulosus 

アマミマルバネクワガタNeolucanus protogenetivus 

アマミマルバネクワガタ請島亜種 

（ウケジママルバネクワガタ） 

Neolucanus protogenetitives hamaii 

マルダイコクコガネCopris brachypterus 

アマミトビイロセンチコガネBolbelasums shibatai 

アカマダラハナムグリAnthracophora rusticola 

アマミトラハナムグリEpitrichius lagopus 

キンモンフタオタマムシTokaranodicerca nishidai 

アマミキンモンフタオタマムシTokaranodicerca shimonoi 

ヨツオビハレギカミキリAcrocyrtidus elegantulus longicornis 



クロモンキイロイエカミキリZoodes japonicus 

ヤクシマコブヤハズカミキリHayashiechthistatus inexpectus 

クロモンヒゲナガヒメルリカミキリPraolia yakushimana 

アマミカバフドロバチPararrhynchium tsunekii 

キマダラツチスガリCerceris xanthosoma 

ハナダカツチスガリCerceris tomiyamai 

ルーミスシジミArhopala ganesa loomisi 

ウスイロオナガシジミ（栗野岳亜種） Antigius butleri kurinodakensis 

アイノミドリシジミChrysozephyrus brillantinus 

ヒサマツミドリシジミChrysozephyrus hisamatsusanus 

クロシジミNiphanda fusca 

シルビアシジミZizina emelina emelina 

タイワンツバメシジミ（本土亜種） Everes lacturnus kawaii 

ウラギンスジヒョウモンArgyronome laodice japonica 

オオウラギンヒョウモンFabriciana nerippe 

ヒメイチモンジセセリParnara bada bada 

絶滅危惧Ⅱ類（46） 

ベニイトトンボCeriagrion nipponicum 

ニホンカワトンボMnais costalis 

フタスジサナエTrigomphus interruptus 

タベサナエTrigomphus citimus tabei 

キイロヤマトンボMacromia daimoji 

ミナミトンボHemicordulia mindana nipponica 

イトアメンボHydrometra albolineata 

エサキアメンボLimnoporus esakii 

コオイムシAppasus japonicas 

アマミチビミズムシMicronecta japonica 

ルイスハンミョウCicindela lewisii 

ハラビロハンミョウLophyridia angulata niponensis 

アマミスジアオゴミムシHaplochlaenius insularis 

ルイスツブゲンゴロウLaccophilus lewisius 

ミズスマシGyrinus japonicus 

コミズスマシGyrinus curtus 

コガタガムシHydrophilus bilineatus cashimirensis 

コガムシHydrochara af㉀nis 

ヤマトサビクワガタDorcus japonica 



アマミミヤマクワガタLucanus ferriei 

アマミシカクワガタRaetulus recticornis 

ダイコクコガネCopris ochus 

フェリエベニボシカミキリRosalia ferriei 

アマミニセクワガタカミキリParandora shibatai 

キンイロネクイハムシDonacia japana 

ナガセツチスガリCerceris yuwanensis 

ニッポンハナダカバチBembix niponica 

ナガセハラアカヤドリハナバチPasites esakii 

フジジガバチ（日本本土亜種） Ammophilla atripes japonica 

オナガアゲハPapilio macilentus 

ミズイロオナガシジミAntigius attilia attilia 

アカシジミJaponica lutea lutea 

コツバメCallophrys ferrea ferrea 

クモガタヒョウモンNephargynnis anadyomene ella 

オオウラギンスジヒョウモンArgyronome ruslana 

ウラギンヒョウモンFabriciana adippe pallescens 

サカハチチョウAraschnia burejana burejana 

シータテハPolygonia c-album hamigera 

オオムラサキSasakia charonda charonda 

ジャノメチョウMinois dryas bipunctata 

ミヤマセセリErynnis montana montana 

キバネセセリBurara aquilina aquilina 

ホソバセセリIsoteinon lamprospilus lamprospilus 

ヤマトマダラバッタEpacromius japonicus 

ハマコオロギTaiwanemobius ryukyuensis 

アマミシリアゲムシPanorpa amamiensis 

準絶滅危惧（85） 

ヒメイトトンボAgriocnemis pygmaea 

オオイトトンボParacercion sieboldii 

セスジイトトンボParacercion hieroglyphicum 

アオハダトンボCalopteryx japonica 

ムカシヤンマTanypteryx pryeri 

キイロサナエAsiagomphus pryeri 

アマミサナエAsiagomphus amamiensis amamiensis 

イシガキヤンマ奄美大島亜種（アマミヤンマ） Planaeschna ishigakiana nagaminei 



ネアカヨシヤンマAeschnophlebia anisoptera 

ハネビロエゾトンボSomatochlora clavata 

リュウキュウトンボHemicordulia okinawensis 

コシブトトンボAcisoma panorpoides 

アマミオヨギカタビロアメンボXiphovelia curvifemur 

タイコウチLaccotrephes japonensis 

ヒメミズカマキリRanatra unicolor 

ナベブタムシAphelocheirus vittatus 

エグリタマミズムシHeterotrephes admorsus 

セアカオサムシCarabus tuberculosus 

ホソハンミョウCylindera gracilis 

アイヌハンミョウCicindera gemmata aino 

コニワハンミョウCicindela transbaicalica japanensis 

ツヤチビゴミムシNesiotrechus convexiusculus 

オキナワオオミズスマシDineutus insularis mallyi 

チャイロチビゲンゴロウLiodessus megacephalus 

フタキボシケシゲンゴロウAllopachria bimaculatus 

チャマダラチビゲンゴロウHydroglyphus inconstans 

オキナワスジゲンゴロウProdaticus vittatus 

クロゲンゴロウCybister brevis 

ガムシHydrophilus acuminatus 

キュウシュウオニクワガタPrismognathus angularis morimotoi 

スジブトヒラタクワガタDorcus metacostatus 

ヤクシマエンマコガネOnthophagus yakuinsulanus 

ヤクシマコケシマグソコガネMyrhessus kubotai 

アマミセマダラマグソコガネAphodius ohishii 

オオシマセンチコガネGeotrupes oshimanus 

オオチャイロハナムグリOsmoderma opicum 

ヤクオニホソコバネカミキリNecydalis gigantea akiyamai 

ヤクシマホソコバネカミキリNecydalis yakushimensis 

アマミホソコバネカミキリNecydalis moriyai 

ヒメビロードカミキリAcalolepta degener 

ルリボシカミキリRosalia batesi 

ヨツボシカミキリStenygrium quadrunotatum 

オオスミミドリカミキリChloridolum kurosawae ohsumiense 

カノミドリトラカミキリChlorophorus kanoi 



トラフカミキリXylotrechus chinensis 

コブバネゴマフカミキリMesosa cribrata 

アカアシオオアオカミキリChloridolum japonicum 

キリシマゴマフカミキリMesosa kirisimana 

オオスミヒゲナガカミキリDolicoprosopus sameshimai 

ソボセダカコブヤハズカミキリParechthistatus gibber grossus 

ヒラズゲンセイCissites cephalotes 

キバジュズフシアリProtanilla izanagi 

サムライアリPolyergus samurai 

ナガセクロツチバチLiacos melanogaster 

アマミクロスズメバチVespula shidai amamiana 

ヤマトスナハキバチBembecinus hungaricus 

アマミツチスガリCerceris amamiensis 

アナアキアシブトハナバチPseudapis mandschurica 

メスアカミドリシジミChrysozephyrus smaragdinus 

キリシマミドリシジミ（本州・四国・九州亜種） Thermozephyrus kirishimaensis kirishimaensis 

トラフシジミRapala arata 

イワカワシジミArtipe eryx okinawana 

カラスシジミFixsenia w-album fentoni 

スギタニルリシジミ（九州亜種） Celastrina sugitanii kyushuensis 

クロツバメシジミ（九州沿岸・朝鮮半島亜種） Tongeia ㉀scheri shirozui 

メスグロヒョウモンDamora sagana liane 

ミドリヒョウモンArgynnis paphia tsushimana 

ヒオドシチョウNymphalis xanthomelas japonica 

コノハチョウKallima inachus eucerca 

アカボシゴマダラ（奄美亜種） Hestina assimilis shirakii 

ギンイチモンジセセリLeptalina unicolor 

カワゴケミズメイガParacymoriza vagalis 

ハグルマヤママユLoepa sakaei 

カバイロシャチホコRamesa tosta 

トラサンドクガEuproctis torasan 

マエアカヒトリAloa lactinea 

ヒメシロシタバCatocala nagioides 

コシロシタバCatocala actaea 

タケウチエダシャクBiston takeuchii 

ホソバミツモンケンモンCymatophoropsis unca 



スギタニアオケンモンNacna sugitanii 

アマミモリバッタTaulia urnata amamiensis 

マングローブスズMarinemobius asahinai 

コブナナフシPylaemenes guangxiensis 

エサキクチキゴキブリSalganea esakii 

情報不足（23） 

ナゴヤサナエStylurus nagoyanus 

アカスジキンカメムシPoecilocoris lewisi 

ウミホソチビゴミムシPerileptus morimotoi 

ハイイロホソキリンゴカミキリOberea leucothrix 

ヨツモンミツギリゾウムシBaryrhynchus tokarensis 

イソジョウカイモドキLaius asahinai 

ハラグロオオテントウCallicaria superba 

シロアリモドキヤドリバチCaenosclerogibba longipes 

キボシトックリバチEumenes fraterculus 

キバラハキリバチMegachile xanthothrix 

ナガトガリバEuparyphasma maximum 

ウスズミエダシャクLassaba fuliginosa 

ベニモンコノハPhyllodes consobrinus 

アマミコケヒシバッタAmphinotus amamiensis 

アマミヒラタヒシバッタAustrohancockia amamiensis 

ヤスマツトビナナフシDatames mouhoti 

ウスバカマキリMantis religiosa 

ヒメマルゴキブリTrichoblatta pygmaea 

トクノシマシリアゲムシPanorpa tokunoshimaensis 

ツマグロカマキリモドキClimaciella quadrituberculata 

サツマツノマユブユSimulium satsumense 

クロオドリバエモドキHilarimorpha nigra 

ケンランアリノスアブMicrodon（ Chymophila） katsurai 

 

淡水汽水産貝類 

絶滅危惧Ⅰ類（23） 

ハナガスミカノコガイ Clithon（ Pictoneritina） chlostoma 

レモンカノコガイClithon（ Pictoneritina） souverbiana 

カバクチカノコガイ Neritina（ Neritina） pulligera 

ムラクモカノコガイ Neritina（ Vittoida） variegata 



オカイシマキガイNeritodryas subsulcata 

ベッコウフネアマガイ（ホソフネアマガイ） Septaria（ Navicella） lineata 

ツブカワサンショウガイ Assiminea（ Assiminea） estuarina 

サツマクリイロカワザンショウガイAngustassiminea castanea satumana 

ヨシダカワザンショウガイAngustassiminea yoshidayukioi 

アマミカワニナStenomelania costellaris 

オカミミガイEllobium chinense 

ヒメヒラシイノミガイPythia nana 

クロヒラシイノミガイPythia pachyodon 

シイノミミミガイCassidula plecotrematoides 

カタシイノミミミガイCassidula crassiuscula 

ヒメシイノミミミガイCassidula paludosa nigrobrunnea 

ナラビオカミミガイAuriculastra duplicata 

ホソハマシイノミガイ Melampu（s Melampus） taeniolus 

キヌカツギハマシイノミガイMelampus（ Micromelampus） sincaporensic 

キヌメハマシイノミガイMelampus sulculosus 

トリコハマシイノミガイMelampus phaeostylus 

ヤエヤマヒルギシジミGelonina reosa 

ハベマメシジミ Pisidium（ Pisidium） sp. 

絶滅危惧Ⅱ類（14） 

ドングリカノコガイ Neritina（ Vittoida） plumbea 

シマカノコガイ Neritina（ Vittina） turrita 

ヒロクチカノコガイ Neritina（ Dostia） violacea 

ツバサカノコガイ Neritina（ Neripteron） auriculata 

ミヤコドリPhenacolepas pulchella 

ヒメマルマメタニシ Bulimu（s Gabbia） kiusiuensis 

ホラアナゴマオカチグサPaludinella（ Cavernacmella） kuzuuensis 

クリイロカワザンショウガイAngustassiminea castanea castanea 

ネジヒダカワニナSermyla riqueti 

トゲカワニナ Thiara（ Plotipsis） scabra pagoda 

スグカワニナStenomelania uniformis 

クリイロコミミガイLaemodonta octan㉁ata 

ナガオカミミガイAuriculastra subula 

マツカサガイInversidens（ Pronodularia） japanensis 

準絶滅危惧（45） 

マルアマオブネガイ Neritina（ Theliostyla） squamulata 



オオタニシCipangopaludina japonica 

マルタニシCipangopaludina chinensis laeta 

ミズゴマツボStenothyra glaba 

オキナワミズゴマツボStenothyra basiangulata 

ミジンゴマツボLiroceratia（ Fluviocingula） sulcata 

ニセゴマツボIravadia（ Fluviocingula） reflecta 

カワグチツボIravadia（ Fluviocingula） elegantula 

ヒメゴマツボIravadia（ Pseudonoba） conicera 

カワザンショウガイAssiminea（ Assiminea） japonica 

ヒナタムシヤドリカワザンショウガイAngustassiminea aff. parasitologica 

アカオカチグサPaludinella rubida 

ウスイロオカチグサPaludinella debilis 

コゲツノブエガイCerthium coralium 

チリメンカワニナSemisulcospira reiniana 

トウガタカワニナ Thiara（ Plotipsis） scabra scabra 

イボアヤカワニナTarebia granifera 

タケノコカワニナStenomelania rufescens 

ヌノメカワニナMelanoides tuberculatus tuberculatus 

フトヘナタリCerithidea（ Cerithidea） rhizophorarum rhizophorarum 

ヘナタリCerithideopsilla（ Cerithideopsilla） cingulata 

カワアイ Cerithideopsilla（ Cerithideopsilla） djadjariensis 

イボウミニナBatillaria zonalis 

リュウキュウウミニナBatillaria ㉁ectosiphonata 

カシノメガイAllochroa layardii 

ソナレガイAllochroa af㉀nis 

ツヤハマシイノミガイ Melampu（s Pila） flavus flavus 

スジハマシイノミガイMelampus ㉁avus fasciatus 

ハマシイノミガイMelampus nuxeastaneus 

チビハマシイノミガイ Melampu（s Melampus） parvulus 

ヌノメハマシイノミガイ Melampu（s Signia） granifer 

ヒヅメガイPedipes jouani philippinica 

ヘソアキコミミガイLaemodonta（ Plecotrema） typica 

マキスジコミミガイ Laemodonta（ Plecotrema） monilifera 

ヒラマキガイモドキPolypylis hemisphaerula 

リュウキュウヒラマキガイモドキPolypylis usta 

ハブタエヒラマキガイGyaulus illibatus 



ヒラマキミズマイマイGyaulus hiemantium 

カワコザラガイProtancylus（ Laevapex） nipponica 

モノアラガイRadix（ Radix） auricularia japonia 

ニセマツカサガイInversidens yanagawensis 

ドブガイ（ヌマガイ） Anodonta（ Sinanodonta） woodiana 

マシジミCorbicula leana 

チビマメシジミ Pisidium（ Neopisidium） parvum 

マクガイIsogonomon echippium 

情報不足（6） 

マングローブアマガイNerita（ Nerita） undulata 

イナヅマカノコガイ Neritina（ Vittina） paralella 

ヒラドカワザンショウガイAssiminea（ Assiminea） hiradoensis 

マダラヒラシイノミガイPythia pantherina 

オキヒラシイノミガイPythia cecillei 

イシガイ Unio（ Nodularia） douglasiae nipponensis 

 

陸産貝類 

絶滅危惧Ⅰ類（34） 

トクノシマヤマトガイJaponia tokunoshimana tokunoshimana 

ヒメムシオイChamalycaeus purus 

トクノシマムシオイChamalycaeus tokunoshimanus tokunoshimanus 

ヨロジマムシオイChamalycaeus tokunoshimanus mediocris 

オオムシオイChamalycaeus tokunoshimanus principialis 

サタミサキゴマガイ Diplommatina（ Sinica） satanomisakiensis 

リュウキュウゴマガイ Diplommatina（ Sinica） luchuana 

ナガヤマヤマツボAllepithema nagayamai 

ウスチャイロキセルガイモドキLuchuena fulva 

トクノシマツムガタノミギセルHeterozaptyx hyperaptyx 

トウギセルZaptyx kikaiensis 

エダヒダノミギセルDiceratoptyx cladoptyx 

クサレギセルLuchuphaedusa oshimae degenerata 

トクノシマギセルLuchuphaedusa mima tokunoshimana 

ナンピギセルPauciphaedusa toshiyukii 

ネニヤダマシギセル Phaedusa（ Phaedusa） neniopsis 

トクネニヤダマシギセル Phaedusa（ Phaedusa） tokunoshimaensis 

ハナコギセルPictophaedusa euholostoma 



キカイキビParakaliella kikaigashimae 

ヒラコハクガイZonitoides apertus 

クマドリヤマタカマイマイ Satsuma（ Luchuhadra） adelinae 

ウラジロヤマタカマイマイ Satsuma（ Luchuhadra） sororcula 

トクノシマヤマタカマイマイSatsuma（ Luchuhadra） tokunoshimana 

オキノエラブヤマタカマイマイ Satsuma（ Luchuhadra） eucosmia erabuensis 

ヒメユリヤマタカマイマイ Satsuma（ Luchuhadra） largillierti var. sooi （シラユキヤマタカマイマイ沖永良部島

個体群） 

アマミヤマタカマイマイ Satsuma（ Luchuhadra） shigetai 

トクノシマビロウドマイマイNipponochloritis obscurus 

トクノシマケハダシワクチマイマイ Moellendorf㉀a（ Trichelix） tokunoensis 

マメヒロベソマイマイAegista（ Aegista） minima 

マルテンスオオベソマイマイ Aegista（ Aegista） squarrosa squarrosa 

トクノシマオオベソマイマイ Aegista（ Aegista） squarrosa tokunoshimana 

オオシマフリィデルマイマイ Aegista（ Aegista） friedeliana vestita 

キュウシュウケマイマイAegista（ Plectotropis） kiusiuensis kiusiuensis 

トウガタホソマイマイPseudobuliminus turrita 

絶滅危惧Ⅱ類（62） 

フクダゴマオカタニシGeorissa hukudai 

リュウキュウゴマオカタニシGeorissa luchuana 

モジャモジャヤマトガイJaponia shigetai 

オキノエラブヤマトガイJaponia tokunoshimana okinoerabuensis 

ケブカヤマトガイJaponia hispida 

イトマキヤマトガイJaponia striatula 

オオシマムシオイChamalycaeus oshimanus 

ヌメクビムシオイChamalycaeus satsumanus laevicervix 

ベニムシオイChamalycaeus laevis 

オオシマアズキガイ Pupinella（ Pupinopsis） oshimae oshimae 

ヨロジマアズキガイ Pupinella（ Pupinopsis） oshimae yorojimana 

トクノシマアズキガイ Pupinella（ Pupinopsis） oshimae tokunoshimana 

シリブトゴマガイArinia japonica 

ニヨリゴマガイ Diplommatina（ Sinica） nesiotica 

ハンミガキゴマガイ Diplommatina（ Sinica） nishii 

ハラブトゴマガイ Diplommatina（ Sinica） saginata 

トクノシマゴマガイDiplommatina（ Sinica） lyrata tokunoshimana 

オオシマゴマガイDiplommatina（ Sinica） oshimae 



トウガタゴマガイ Diplommatina（ Sinica） turris turris 

イトカケゴマガイ Diplommatina（ Sinica） turris chineni 

チャイロキセルガイモドキLuchuena nesiotica 

クサカキノミギセルHemizaptyx kusakakiensis 

イトカケノミギセルHemizaptyx caloptyx 

ヤクスギイトカケノミギセルHemizaptyx subtilis 

ツムガタノミギセルHeterozaptyx munus 

カドシタノミギセルHeterozaptyx oxypomatica 

ホソウチマキノミギセルStereozaptyx exulans 

ソトバウチマキノミギセルStereozaptyx exodonta 

チビノミギセルOligozaptyx hedleyi 

コシキジマギセルPlaceophaedusa koshikijimana 

ザレギセルLuchuphaedusa mima mima 

オキモドキギセルVestina okimodoki 

タブキギセルMesophaedusa tabukii 

コダマコギセルProreinia echo 

ヒロクチコギセルReinia varigata 

オオシマダワラガイSinoennea iwakawa oshimana 

オオステンキビParakaliella austeniana 

グウドベッコウTakemasaia gudei gudei 

オオグウドベッコウTakemasaia gudei inclytus 

テラマチベッコウBekkochlamys teramachii 

ベッコウマイマイBekkochlamys perfragilis 

クロシマベッコウBekkochlamys kuroshimana 

トクノシマベッコウNipponochlamys subelimatus 

レンズガイOtesiopsis japonica 

キカイオオシママイマイ Satsuma（ Coniglobus） oshimae daemonorus 

チリメンマイマイ Satsuma（ Coniglobus） rugosus 

クチジロビロウドマイマイYakuchloritis albolabris 

ホシヤマビロウドマイマイYakuchloritis hoshiyamai 

ハジメテビロウドマイマイNeochloritis tomiyamai 

コケハダシワクチマイマイ Moellendorf㉀a（ Trichelix） diminuta 

コシキコウベマイマイ Aegista（ Aegista） kobensis koshikijimana 

コシキフリィデルマイマイ Aegista（ Aegista） friedeliana humerosa 

オオスミウロコマイマイAegista（ Aegista） sp. 

チクヤケマイマイAegista（ Plectotropis） aemula aemula 



オオシマケマイマイ Aegista（ Plectotropis） kiusiuensis oshimana 

トクノシマケマイマイ Aegista（ Plectotropis） kiusiuensis tokunovaga 

ミドリマイマイTrishoplita nitens 

クロマイマイEuhadra tokarainsula tokarainsula 

ウジグントウマイマイEuhadra tokarainsula ujiensis 

キリシママイマイEuhadra nesiotica var. kirishimensis 

ヤクシママイマイEuhadra nesiotica var. yakushimana 

エラブマイマイNesiohelix irrediviva irrediviva 

準絶滅危惧（146） 

ゴマオカタニシGeorissa japonica 

オキナワヤマキサゴAphanoconia verecunda verecunda 

ヤセオキナワヤマキサゴAphanoconia verecunda degener 

オオスミヤマキサゴAphanoconia osumiense 

ケハダヤマトガイJaponia barbata 

オキナワヤマタニシCyclophorus turgidus 

オオヤマタニシCyclophorus hirasei hirasei 

キカイヤマタニシCyclophorus kikaiensis 

タネガシマアツブタガイ Cyclotu（s Procyclotus） campanulatus tanegashimanus 

ヒメヤマクルマガイSpirostoma japonicum nakadai 

クビマキムシオイChamalycaeus vinctus 

ピルスブリムシオイChamalycaeus pilsbryi 

サツマムシオイChamalycaeus satsumanus satsumanus 

タネガシマムシオイChamalycaeus satsumanus tanegashimae 

クチビラキムシオイChamalycaeus expanstoma 

フナトウアズキガイ Pupinella（ Pupinopsis） funatoi 

ヒダリマキゴマガイ Palaina（ Cylindropalaina） pusilla 

タネガシマゴマガイ Diplommatina（ Sinica） tanegashimae tanegashimae 

キュウシュウゴマガイDiplommatina（ Sinica） tanegashimae kyushuensis 

ウジグントウゴマガイ Diplommatina（ Sinica） ujiinsularis 

ヤクシマゴマガイ Diplommatina（ Sinica） yakushimae 

クビキレガイTruncatella guerinii 

ヤマトクビキレガイTruncatella pfeifferi 

ウスイロヘソカドガイPaludinella stricata 

オオウスイロヘソカドガイPaludinella tanegashimae 

ヘソカドガイPaludinella japonica 

スジケシガイCarychium noduliferum 



ケシガイCarychium pessimum 

ナガケシガイCarychium cymatoplax 

リュウキュウノミガイ Lamellidea（ Tornatellinops ） rucuana 

ノミガイTronatellides boeningi 

ミジンサナギガイTruncatellina insulivaga 

キバサナギガイVertigo hirasei hirasei 

ヤマトキバサナギガイVertigo japonica 

スナガイ Gastrocopta（ Sinalbinula） armigerella armigerella 

ヒラドマルナタネガイPupisoma（ Salpingoma） japonicum 

マルナタネガイParazoogenetes orcula 

ミジンナタネガイPunctum atomus 

ヒメナタネガイPunctum pretiosum 

ハリマナタネガイPunctum japonicum 

ミジンマイマイVallonia costata 

オオシマキセルガイモドキLuchuena eucharista oshimana 

キカイキセルガイモドキLuchuena reticulata 

キセルガイモドキMirus reinianus 

ホソキセルガイモドキMirus kyusyuensis 

スグヒダギセルPaganizaptyx strictaluna strictaluna 

ヒゴギセルPaganizaptyx strictaluna kochiensis 

ピントノミギセルHemizaptyx pinto 

ハラブトノミギセルHemizaptyx ptychocyma 

アラハダノミギセルHemizaptyx asperata 

ユキタノミギセルHemizaptyx yukitai 

チャイロノミギセルZaptyx sarissa 

キカイノミギセルZaptyx kikaiensis 

カゴシマノミギセルZaptyx hirasei 

ナカノシマノミギセルZaptyx nakanoshimana 

ウチマキノミギセルStereozaptyx entospira 

アマミノミギセルMetazaptyx daemonorum daemonorum 

トクノミギセルMetazaptyx daemonorum viva 

トカラノミギセルMetazaptyx daemonorum tokarana 

オオトカラノミギセルMetazaptyx saccatibasis 

トサギセルPlaceophaedusa tosana tosana 

シコクギセルPlaceophaedusa shikokuensis 

ヒルグチギセルLuchuphaedusa nesiothauma 



オオシマギセルLuchuphaedusa oshimae oshimae 

アズマギセルLuchuphaedusa azumai 

ナタマメギセルLuchuphaedusa ophidoon 

オキノエラブギセルNesiophaesuda praeclara okinoerabuensis 

アラナミギセルTyrannophaedusa oxycyma 

タネガシマギセルTyrannophaedusa tanegashimae 

シリオレギセルDecolliphaedusa bilabrata 

オキギセルVestina vasta vasta 

カタギセルMesophaedusa interlamellaris 

クロギセルMesophaedusa aethiops 

ウジグントウギセルMesophaedusa ujiguntoensis 

ナガシマギセルMesophaedusa nagashimana 

ナミハダギセルMesophaedusa cymatodes 

ナミギセル Stereophaedusa（ Stereophaedusa） japonica japonica 

ハラブトギセル Stereophaedusa（ Breviphaedusa） stereoma 

コハラブトギセル Stereophaedusa（ Breviphaedusa） nugax 

ヤコビギセル Stereophaedusa（ Breviphaedusa） jacobiana jacobiana 

ヒメヤコビギセル Stereophaedusa（ Breviphaedusa） jacobiana jacobiella 

クロシマギセル Stereophaedusa（ Breviphaedusa） tripleuroptyx 

ムコウジマコギセル Phaedusa（ Pseudophaedusa） arborea 

キュウシュウナミコギセルEuphaedusa subaculus 

トカラコギセル（イーストレーキコギセル） Proreinia vaga 

タワラガイSinoennea iwakawa iwakawa 

ヤクシマダワラガイSinoennea iwakawa yakushimae 

カトウナタネガイPunctum elachistum 

ナタネガイPunctum amblygonum 

クルマナタネガイPunctum rota 

リュウキュウオカモノアラガイNeosuccinea lyrata 

ナガオカモノアラガイOxyloma hirasei 

カサキビTrochochlamys crenulata crenulata 

ソコスジカサキビTrochochlamys crenulata basistriata 

タカキビTrochochlamys praealta praealta 

ヒメカサキビTrochochlamys subcrenulata 

サツマヒメカサキビTrochochlamys satsumana 

ハリマキビParakaliella harimensis 

ナハキビParakaliella nahaensis 



ツクシキビParakaliella modesta 

キビガイGastrodontella strodontella stenogyra 

ヒメベッコウDiscoconulus sinapidium 

ヤクシマヒメベッコウDiscoconulus yakuensis 

シロヒメベッコウDiscoconulus sp. 

コシダカシタラガイSitalina circumcincta 

ヒラシタラSitalina latissima 

ウメムラシタラガイSitalina japonica 

カサネシタラガイSitalina insignis 

マルシタラガイParasitala reinhardti 

ヤクジマシタラガイParasitala osumiensis 

カドヒメベッコウLuchuconulus acuta 

ナミヒメベッコウYamatochlamys vaga vaga 

オオクラヒメベッコウYamatochlamys lampra 

タネガシマヒメベッコウYamatochlamys tanegashimae 

ハチジョウヒメベッコウYamatochlamys circumdata 

ツノイロヒメベッコウCeratochlamys ceratodes 

コシダカヒメベッコウCeratochlamys hiraseana 

オキナワベッコウOvachlamys fulgens 

ヤクジマベッコウBekkochlamys sakui 

ヒラベッコウBekkochlamys micrograpta 

コシキオオヒラベッコウBekkochlamys koshikijimanus 

ウラジロベッコウUrazirochlamys doenitzii 

キヌツヤベッコウNipponochlamys semisericata 

オオカサマイマイVidenoida horiomphara 

タカカサマイマイVidenoida gouldiana 

エラブシュリマイマイ（オキノエラブマイマイ） Satsuma（ Coniglobus） mercatorina okinoerabuensis 

オオシママイマイ Satsuma（ Coniglobus） oshimae oshimae 

コベソマイマイ Satsuma（ Satsuma） myomphala myomphala 

タネガシママイマイ Satsuma（ Satsuma） tanegashimae 

シメクチマイマイ Satsuma（ Satsuma） ferruginea 

オオスミビロウドマイマイNipponochloritis osumiensis 

ケハダシワクチマイマイ Moellendorf㉀a（ Trichelix） eucharistus 

フリィデルマイマイ Aegista（ Aegista） friedeliana frideliana 

ヒゴフリィデルマイマイ Aegista（ Aegista） friedeliana peraperata 

ヘソカドケマイマイ Aegista（ Plectotropis） conomphala 



イトウケマイマイ Aegista（ Plectotropis） itoi 

ツバキカドマイマイTrishoplta hachijoensis 

ヒュウガオトメマイマイTrishoplita dacostae hiugensis 

クマドリオトメマイマイTrishoplita dacostae tosana 

タシナミオトメマイマイTrishoplita collinsoni collinsoni 

ヒゼンオトメマイマイTrishoplita collinsoni hizenensis 

イロアセオトメマイマイTrishoplita collonsoni 

キュウシュウシロマイマイTrishoplita eumenes 

オオヒュウガマイマイEuhadra herklotsi var.hyugana 

ホリマイマイBradybaena circulus hiroshihorii 

チャイロマイマイPhaeohelix phaeogramma var. submandarina 

 

汽水・淡水産十脚甲殻類 

絶滅危惧Ⅰ類（13） 

ミナミオニヌマエビAtyoida pilipes 

アシナガヌマエビCaridina rubella 

ヤシガニBirgus latro 

アマミマメコブシガニPhilyra taekoae 

イリオモテマメコブシガニPhilyra iriomotensis 

リュウキュウサワガニGeothelphusa obtusipes 

ムラサキオカガニGecarcoidea lalandii 

ヒメオカガニEpigrapsus notatus 

ヒメケフサイソガニHemigrapsus sinensis 

ヨウナシカワスナガニMoguai pyriforme 

ハサミカクレガニMortensenella forceps 

ハラグクレチゴガニIlyoplax deschampsi 

フタハピンノPinnotheres bidentatus 

絶滅危惧Ⅱ類（8） 

サキシマヌマエビCaridina prashadi 

コシキサワガニGeothelphusa koshikiensis 

ミシマサワガニGeothelphusa mishima 

オキナワヒライソガニGaetice ungulatus 

ヒラモクズガニUtica borneensis 

ヒメヒライソモドキPtychognathus capillidigitatus 

コウナガカワスナガニMoguai elongatum 

チゴイワガニIlyograpsus nodulosus 



準絶滅危惧（24） 

オニヌマエビAtyopsis spinipes 

ヤマトヌマエビCaridina multidentata 

ミナミヌマエビNeocaridina denticulata 

イッテンコテナガエビPalaemon（ Palaemon） concinnus 

コツノテナガエビMacrobrachium latimanus 

ツブテナガエビMacrobrachium gracilirostre 

タギリカクレエビPericlimenes thermohydrophilus 

アマミミナミサワガニAmamiku amamensis 

ミカゲサワガニGeothelphusa exigua 

ヤクシマサワガニGeothelphusa marmorata 

サカモトサワガニGeothelphusa sakamotoana 

ヤエヤマヒメオカガニEpigrapsus politus 

クシテガニ（オオユビアカベンケイガニ） Parasesarma plicatum 

イワトビベンケイガニMetasesarma obesum 

ヒメアシハラガニモドキNeosarmatium indicum 

ケフサヒライソモドキPtychognathus barbatus 

トゲアシヒライソガニモドキParapyxidognathus deianira 

アゴヒロカワガニPtychognathus altimanus 

タイワンホウキガニ（仮称） Xenograpsus testudinatus 

アリアケモドキDeiratonotus cristatus 

カワスナガニDeiratonotus japonicus 

オサガニMacrophthalmus abbreviates 

シオマネキUca arcuata 

ハクセンシオマネキUca lactea 

情報不足（1） 

タイワンオオヒライソガニ Varuna yui 


