以下の通り表記に誤りがありました。
ご迷惑をおかけしましたことを訂正してお詫び申し上げます。
変更内容

資料番号

ページ

該当箇所

別添資料7-1

2

オオアブラコウモリの学名

1

スジゲンゴロウの学名

Hydaticus satoi

Prodaticus satoi

5

ミスズコヤガの学名

Paraphyllophila contusa

Paraphyllophila con f usa

5

ヘリグロヒメヨトウの学名

Candica illustrata

C o ndica illustrata

7

エゾゲンゴロウモドキの学名

Cybister tripunctatus lateralis

Dytiscus marginalis czerskii

9

アシナガモモブトスカシバの学名

Maroscelesia longipes

Ma c roscelesia longipes

9

シラユキコヤガの学名

Eulocasta sasakii

Eulocast r a sasakii

15

ハイイロボクトウの学名

Pharagmataecia castaneae

P hr agmataecia castaneae

15

ムナカタミズメイガの学名

Paraponyx ussuriensis

Parap o yn x ussuriensis

17

アオモンギンセダカモクメの学名

Cucullia argntea

Cucullia arg e ntea

17

クロシマカラスヨトウの学名

Amphipyra okinawaensis

Amphipyra okina we nsis

3

ヌカルミクチキレ近似種の和名

ヌカルミクチキレ近似種

オキナワヌカルミクチキレ

4

サカヅキノミギセルの学名

Selenozaptyx inversiluna

Selenoptyx inversiluna

11

ミカヅキノミギセルの学名

Selenozaptyx noviluna

Selenoptyx noviluna

15

ウロコイシマキの学名

Clithon squarosus

Clithon squaｒ ｒ osus

24

リュウキュウザクラの学名

Moerella philippinensis

Moerella philippinarum

4

イセマミズクラゲの学名

Microhydra iseana

Craspedacusta iseana

7

コテングノハウチワの学名

7

ナガミズタマの学名

3

分類の整理により統合された種の表
シナノホオヒゲコウモリの表記

3

エゾゲンゴロウモドキの学名

Cybister tripunctatus lateralis

Dytiscus marginalis czerskii

4

スジゲンゴロウの学名

Hydaticus satoi

Prodaticus satoi

7

アオモンギンセダカモクメの学名

Cucullia argntea

Cucullia arg e ntea

7

アシナガモモブトスカシバの学名

Maroscelesia longipes

Ma c roscelesia longipes

8

クロシマカラスヨトウの学名

Amphipyra okinawaensis

Amphipyra okina we nsis

8

シラユキコヤガの学名

Eulocasta sasakii

Eulocast r a sasakii

9

ハイイロボクトウの学名

Pharagmataecia castaneae

P hr agmataecia castaneae

9

ヘリグロヒメヨトウの学名

Candica illustrata

C o ndica illustrata

9

ミスズコヤガの学名

Paraphyllophila contusa

Paraphyllophila con f usa

9

ムナカタミズメイガの学名

Paraponyx ussuriensis

Parap o yn x ussuriensis

【誤】

Pipistrellus savii

【正】

Hypsugo alaschanicus

別添資料7-5

別添資料7-6

別添資料7-7

別添資料7-9

別添資料8-1

Avrainvillea erecta (Berkeley)
J.Agardh

Avrainvillea erecta (Berkeley)
A. Gepp & E.S. Gepp
Bornetella nitida MunierBornetella nitida Sonder
Chalmas ex Sonder ex Mueller
紀伊半島のシナノホオヒゲコウ
モリ（ＬＰ）
シナノホオヒゲコウモリ（ＬＰ）
中国地方のシナノホオヒゲコウ
モリ（ＬＰ）

別添資料8-5

以下の通り表記に誤りがありました。
ご迷惑をおかけしましたことを訂正してお詫び申し上げます。
資料番号

ページ

該当箇所

2
7

【正】

ウロコイシマキの学名

Clithon squarosus

Clithon squaｒ ｒ osus

サカヅキノミギセルの学名

Selenozaptyx inversiluna

Selenoptyx inversiluna

ヌカルミクチキレ近似種の和名

ヌカルミクチキレ近似種

オキナワヌカルミクチキレ

14

ミカヅキノミギセルの学名

Selenozaptyx noviluna

Selenoptyx noviluna

16

リュウキュウザクラの学名

Moerella philippinensis

Moerella philippinarum

1

イセマミズクラゲの学名

Microhydra iseana

Craspedacusta iseana

キタノコギリソウ

キタノコギリソウ

サツママアザミ

サツママアザミ

シマアケボノソウ

シマアケボノソウ

トゲウミヒルモ

トゲウミヒルモ

マンシュウスイラン

マンシュウスイラン

ヤエヤマシタン

ヤエヤマシタン

ヤクシマヒゴタイ

ヤクシマヒゴタイ

別添資料8-6 11※

別添資料8-7

9
13
14
別添資料8-8

20
27
29
30
9
9
9
9
9
10
10
11

別添資料8-9

変更内容
【誤】

11
11
11
12
12
13
13
13
14

キタノコギリソウの「キタ」部分
赤字・下線漏れ
サツママアザミの「マ」部分
赤字・下線漏れ
シマアケボノソウの「シマ」部分
赤字・下線漏れ
トゲウミヒルモの「トゲ」部分
赤字・下線漏れ
マンシュウスイランの「マンシュウ」部分
赤字・下線漏れ
ヤエヤマシタンの「ヤエヤマ」部分
赤字・下線漏れ
ヤクシマヒゴタイの「ヒゴタイ」部分
赤字・下線漏れ
アサクサノリ
旧リスト表記への旧学名の追加
ウタスツノリ
旧リスト表記への旧学名の追加
エナガコンブ
旧リスト表記への旧学名の追加
エンドウコンブ
旧リスト表記への旧学名の追加
オオイシソウ
旧リスト表記への旧学名の追加
カイガラアマノリ
旧リスト表記への旧学名の追加
カヤベノリ
旧リスト表記への旧学名の追加
コテングノハウチワの学名
ソメワケアマノリ
旧リスト表記への旧学名の追加
タネガシマアマノリ
旧リスト表記への旧学名の追加
チジミコンブ
旧リスト表記への旧学名の追加
ナガミズタマの学名
ニシノカワモズク
旧リスト表記への旧学名の追加
ベニタサ
旧リスト表記への旧学名の追加
マルバアサクサノリ
旧リスト表記への旧学名の追加
ミナミイトカワモズク
旧リスト表記への旧学名の追加
リュウキュウオゴノリ
旧リスト表記への旧学名の追加

※修正後の資料では4ページに掲載されております。

－
－
－

Porphyra tenera Kjellman
Porphyra kinositae (Yamada et
Tanaka) Fukuhara
Laminaria longipedalis
Okamura

－

Laminaria yendoana Miyabe

－

Compsopogon coeruleus
(Balbis) Montagne

－

Porphyra tenuipedalis Miura

－

Porphyra moriensis Ohmi

Avrainvillea erecta (Berkeley)
J.Agardh

Avrainvillea erecta (Berkeley)
A. Gepp & E.S. Gepp

－

Porphyra katadae Miura

－

Porphyra tanegashimensis
Shinmura

－

Laminaria cichorioides Miyabe

Bornetella nitida Sonder
－
－
－
－
－

Bornetella nitida MunierChalmas ex Sonder ex Mueller
Batrachospermum virgatodecaisneanum Sirodot
Porphyra amplissima (Kjellman)
Setchell et Hus
Porphyra kuniedae Kurogi
Batrachospermum gracillimum
W.West et G.S.West
Gracilaria eucheumatoides
Harvey

