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第３章 自然資源及び絶滅危惧種 

 

3.1 導入 

本章は、自然資源の保全に関する基準を定めるものである。保全措置には、

米国政府又は日本国政府によって動植物の種又は危機に瀕している種（ＳＡＲ）

と見なされている種を含む、重要な自然資源の保護が含まれる場合がある。そ

の措置には、それらの種の生息地の保護も含まれる。 

3.2 一般事項 

施設は、自然資源の重要性を評価しなければならない。 

3.2.1 施設は、調査又はその他の方法により、重要な自然資源とみなされる

ＳＡＲの存在を決定しなければならない。 

3.2.2 魚類及び野生生物、林業、植生及び砂防、農業、放牧、又は湿地帯保

護を積極的に管理している施設は、通常、重要な資源を有しているが、重要性

を判断する際には以下の項目を考慮しなければならない： 

3.2.2.1 必要とされる積極的な管理の程度 

3.2.2.2 特別な自然の特徴 

3.2.2.3 美観 

3.2.2.4 屋外レクリエーションの機会 

3.2.2.5 施設の生態学的背景 

3.3 要員の資格 

施設は、以下を行う要員を確保しなければならない： 

3.3.1 自然資源の保全を実施する要員は、その分野（例えば、ＳＡＲ、湿地、

土壌安定化、生息地、生態系及びその他の関連する生態系など）で必要な専門

知識や訓練を受けている。 

3.3.2 自然資源の保全を指揮する者は、自然資源管理の訓練を受けている。 

3.4 自然資源管理計画 

重要な自然資源を有する施設は、自然資源管理計画を作成しなければならな

い。 

3.4.1 自然資源管理計画は以下のようにしなければならない： 

3.4.1.1 生態系に基づく管理の原則を導入する。 

3.4.1.2 自然資源管理に関する適切な決定を行うために必要な情報を

含む。 

3.4.1.3 全ての関連する分類学的及び地域的に重要なグループについ

て、各施設に存在する植物及び動物種の関連する最新の基準リストを維持する。 
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3.4.1.4 表 3.1 に記載されている日本の絶滅危惧種のような、生物学的

若しくは地理的に重要な、又は敏感な自然資源が、その保護と長期的な持続可

能性のために確実に監視及び管理される。 

3.4.1.5 バイオセキュリティ要求事項を満たす自然資源管理に対応す

る。 

3.4.1.6 訓練、試験又はその他の任務に不可欠な機能を実行するための

施設の運用力及び能力を全体低下させない。 

3.4.2 自然資源管理計画は、ＬＥＣと協議の上、適切な日本政府当局と調整

される。 

3.5 自然資源管理計画の実施 

重要な自然資源を有する施設は、それらの資源を保護及び強化するための措

置を講じなければならない。 

3.5.1 「絶滅危惧種法」として知られる米国法典第１６編第３５章にて制定

された現行の種のリストを維持し、又は入手し、移動性の絶滅危惧種であり、

日本において出現するものについて、米国の絶滅危惧種を尊重し保護すること

において、日本国政府が有する責務と同等なものを施設が確実に果たすことを

確保する。 

3.5.2 調査又はその他の方法により、絶滅危惧種の存在とその生息地を確認

する。 

3.5.3 ＬＥＣが確認した後、日本国政府の適切な機関に、施設内に存在する

ことが、これまで知られていなかったＳＡＲが発見されたことを通知する。 

3.5.4 適切に、固有の動植物の繁殖と生存に適した生息地の維持及び保護を

重点化する。 

3.5.5 指定された任務使用をサポートするために敷地を維持し、実効性の高

い場所において、その自然景観を維持するために在来植物を利用する。 

3.5.6 土地及び植生管理活動が、適切に、現行の保全及び土地利用原則（例

えば、生態系保護、生物多様性保全、任務一体化の土地利用、森林火災防止及

び外来種防除など）と一致するようにする。 

3.5.7 適切に、保護的な植生被覆又はその他の標準的な土壌侵食及び土砂管

理手法を用いて、粉塵を抑制し、土地を安定させ、河川への砂泥（又は底泥）

の堆積を回避する。 

3.6 特定外来生物 

施設は、表 3.2 に記載された特定外来生物が確認された場合、以下の行動を

取らなければならない： 

3.6.1 ＬＥＣ及び日本国政府の地方防衛局に通知し、その種を根絶するため

の措置を実施する。施設内において、同じ種の進入が新たに確認され、その新
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たな進入場所が当該初期の進入場所と関連していないと判断する場合は、二次

的な通知を行う。 

3.6.2 施設に存在する特定外来生物を根絶するための取組において、適切な

日本国政府当局との調整及び協力を行う。 

3.7 記録管理 

施設は、自然資源管理計画の策定及び実施の記録、並びに自然資源及びＳＡ

Ｒの管理に関連するその他の記録を維持しなければならない。 
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表 3.1：日本における野生動植物の絶滅危惧種 
和名 学名 英名 

鳥類 
ハハジマメグロ  Apalopteron familiare hahasima Bonin islands honeyeater 
イヌワシ Aquila chrysaetos japonica Japanese golden eagle 
カタシロワシ Aquila heliaca Eastern imperial eagle 
シジュウカラガン Branta hutchinsii leucopareia Aleutian cackling goose 
ワシミミズク Bubo bubo borissowi Eurasian eagle owl 
オガサワラノスリ Buteo buteo toyoshimai Ogasawara buzzard 
キンバト Chalcophaps indica yamashinai Emerald dove 
オガサワラカワラヒワ Chloris sinica kittlitzi Ogasawara oriental greenfinch 
コウノトリ Ciconia boyciana  Oriental white stork 
チュウヒ Circus spilonotus Eastern marsh harrier 
アカガシラカラスバト Columba janthina nitens Japanese wood pigeon 
ヨナグニカラスバト Columba janthina stejnegeri Stejneger's wood pigeon 
シマクイナ Coturnicops exquisitus Swinhoe’s rail 
オーストンオオアカゲラ  Dendrocopos leucotos owstoni White-backed woodpecker 
シマアオジ Emberiza aureola ornata Yellow-breasted bunting 
アカヒゲ Erithacus komadori komadori Ryukyu robin 
ホントウアカヒゲ Erithacus komadori namiyei Stejneger's ryukyu robin 
ヘラシギ Eurynorhynchus pygmeus Spoon-billed sandpiper 
ハヤブサ Falco peregrinus japonensis Peregrine falcon 
 Falco peregrinus tundrius1 Arctic peregrine falcon 
エトピリカ Fratercula cirrhata Tufted puffin 
 Gallinula chloropus sandvicensis1 Hawaiian gallinule 
ヤンバルクイナ Gallirallus okinawae Okinawa rail 
 Grus canadensis pulla1 Mississippi sandhill crane 
タンチョウ Grus japonensis Japanese red-crowned crane 
ソデグロツル Grus leucogeranus Siberian crane 
ナベヅル Grus monacha Hooded crane 
オジロワシ  Haliaeetus albicilla albicilla White-tailed sea eagle 
オオワシ Haliaeetus pelagicus Steller's sea eagle 
シマフクロウ Ketupa blakistoni blakistoni Blakiston's fish owl 
ライチョウ Lagopus muta japonica Japanese rock ptarmigan 
オオセッカ Locustella pryeri pryeri Japanese marsh (swamp) warbler  
コウライアイサ Mergus squamatus Scaly-sided merganser 
トキ Nipponia nippon Japanese crested ibis 
クマタカ Nisaetus nipalensis orientalis Hodgson's hawk eagle 
コシャクシギ Numinous minutus Little curlew 
シロハラチュウシャクシギ Numenius tenuirostris Slender-billed curlew 
クロコシジロウミツバメ Oceanodroma castro Madeiran storm-petrel 
チシマウガラス  Phalacrocorax urile Red-faced cormorant 
アホウドリ Phoebastria albatrus Short-tailed albatross 
クロツラヘラサギ Platalea minor Black-faced spoonbill 
ミユビゲラ Picoides tridactylus inouyei Inouye's three-toed woodpecker 
ヤイロチョウ Pitta nympha Fairy pitta 
ハワイシロハラミズナギドリ  Pterodroma phaeopygia sandwichensis Hawaiian dark-rumped petrel 
オガサワラヒメミズナギドリ  Puffinus bryani Bryans’ shearwater 
セグロミズナギドリ  Puffinus lherminieri bannermani Bannerman’s shearwater 
ノグチゲラ Sapheopipo noguchi Pryer's woodpecker 
アマミヤマシギ Scolopax mira Amami woodcock 
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表 3.1：日本における野生動植物の絶滅危惧種（続き） 
和名 学名 英名 

鳥類（続き） 
カンムリワシ Spilornis cheela perplexus Crested serpent eagle 
コアジサシ Sterna albifrons Little tern 
 Sterna albifrons browni1 California least tern 
カンムリツクシガモ Tadorna cristata Crested shelduck 
カラフトアオアシシギ Tringa guttifer Nordmann’s greenshank 
アカコッコ Turdus celaenops Izu islands thrush 
ウミガラス Uria aalge inornata Common guillemot 
オオヨシゴイ Uxibrychus eurhythmus Schrenck’s bittern 
オオトラツグミ Zoothera dauma major Amami thrush  

哺乳類 
セミクジラ  Balaena glacialis (incl. australis) Right whale 
イワシクジラ  Balaenoptera borealis Sei whale 
シロナガスクジラ  Balaenoptera musculus Blue whale 
ナガスクジラ  Balaenoptera physalus Finback whale 
ケラマジカ  Cervus nippon keramae Ryukyu sika deer 
ケナガネズミ Diplothrix legata Ryukyu long-furred rat 
シュゴン Dugong dugon Dugong 
コククジラ Eschrichtius robustus Gray whale 
ニホンザル Macaca fuscata Japanese macaque 
ザトウクジラ  Megaptera novaeangliae Humpback whale 
リュウキュウユビナガコウモリ Miniopterus fuscus Southeast Asia long-fingered bat 
リュウキュウテングコウモリ Murina ryukyuana Ryukyu tube-nosed bat 
ヤンバルホオヒゲコウモリ Myotis yanbarensis Yanbaru whiskered bat 
アマミノクロウサギ  Pentalagus furnessi Ryukyu rabbit 
マッコウクジラ Physeter macrocephalus Sperm whale 
ツシマヤマネコ Prionailurus bengalensis euptilurus Tsushima leopard cat 
イリオモテヤマネコ Prionailurus bengalensis iriomotensis Iriomote cat 
ダイトウオオコウモリ Pteropus dasymallus daitoensis Daito flying fox 
エラブオオコウモリ Pteropus dasymallus dasymallus Erabu flying fox 
オキナワオオコウモリ Pteropus loochoensis Okinawa flying fox 
オガサワラオオコウモリ Pteropus pselaphon Bonin flying fox 
オリイコキクガシラコウリ Rhinolophus cornutus orii Little Japanese horseshoe bat 
オキナワコキクガシラコウモリ  Rhinolophus pumilus pumilus Okinawa horseshoe bat 
オキナワトゲネズミ Tokudaia muenninki  Okinawa spiny rat 
アマミトゲネズミ Tokudaia osimensis  Amami spiny rat 
トクノシマトゲネズミ Tokudaia tokunoshimensis Tokunoshima spiny rat 
ヒグマ Ursus arctos Brown bear 
ツキノワグマ Ursus thibetanus Moon bear (Asian black bear) 

爬虫類 
アカウミガメ Caretta caretta Loggerhead sea turtle 
アオウミガメ Chelonia mydas  Green sea turtle 
オサガメ Dermochelys coriacea Leatherback sea turtle 
タイマイ Eretmochelys imbricata Hawksbill sea turtle 
リュキュウヤマガメ  Geoemyda japonica Japanese black-breasted leaf turtle 
クロイワトカゲモドキ Goniurosaurus kuroiwae kuroiwae Kuroiwa's ground gecko 
マダラトカゲモドキ Goniurosaurus kuroiwae orientalis Spotted ground gecko 
ケラマトカゲモドキ Goniurosaurus kuroiwae sengokui Kerama ground gecko 
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表 3.1：日本における野生動植物の絶滅危惧種（続き） 
和名 学名 英名 

爬虫類（続き） 
イヘヤトカゲモドキ Goniurosaurus kuroiwae toyamai Toyama's ground gecko 
クメトカゲモドキ Goniurosaurus kuroiwae yamashinae Yamashina's ground gecko 
オビトカゲモドキ Goniurosaurus splendens Banded ground gecko 
ミヤコヒバァ Hebius concelarus Miyako keelback snake 
ヒメウミガメ Lepidochelys olivacea Olive (Pacific) ridley sea turtle 
キクザトサワヘビ Opisthotropis kikuzatoi Kikuzato's stream snake 
サキシマカナヘビ Takydromus dorsalis Sakishima grass lizard 
ミヤコカナヘビ Takydromus toyamai  Miyako grass lizard 

両生類 
オオサンショウウオ Andrias japonicus Japanese giant salamander 
ホルストガエル Babina holsti Holst's frog 
オットンガエル Babina subaspera Otton frog 
イボイモリ Echinotriton andersoni Anderson's crocodile newt 
アベサンショウウオ Hynobius abei Abe's salamander 
アマクササンショウウオ Hynobius amakusaensis Amakusa salamander 
オオスミサンショウウオ Hynobius osumiensis Osumi salamander 
ソボサンショウウオ Hynobius shinichisatoi Sobo salamander 
トウキョウサンショウウオ Hynobius tokyoensis Tokyo salamander 
トサシミズサンショウウオ Hynobius tosashimizuensis Tosashimizu salamander 
ナミエガエル Limnonectes namiyei Namiye's frog 
オキナワイシカワガエル Odorrana ishikawae Ishikawa's frog 
アマミイシカワガエル Odorrana splendida Amami ooshima frog 
コガタハナサキガエル Odorrana utsunomiyaorum Utsunomiya’s frog 
ツクバハコネサンショウオ Onychodactylus tsukubaensis Tsukuba clawed salamander 

魚類 
イタセンパラ Acheilognathus longipinnis Deepbody bitterling 
セボシタビラ Acheilognathus tabira nakamurae Ray-finned fish 
ハカタスジシマドジョウ Cobitis striata hakataensis Japanese striped loach 
タンゴスジイシマドジョウ Cobitis takenoi Takeno striped loach 
コシノハゼ Gymnogobius nakamurae Koshino goby 
カワバタモロコ Hemigrammocypris neglectus Golden venus fish 
アリアケヒメシラウオ Neosalanx reganius Ariakehime icefish 
アユモドキ Parabotia curtus  Kissing loach 
ネコギギ Pseudobargrus ichikawai Stumpy bullhead catfish 
スイゲンゼニタナゴ Rhodeus atremius suigensis Suwon rosy bitterling 
ミヤコタナゴ Tanakia tanago Tokyo bitterling 

昆虫類 
ヤシャゲンゴロウ Acilius kishii Yasya diving beetle 
フサヒゲルリカミキリ Agapanthia japonica Fusahige longhorn beetle 
オガサワラナガタマムシ Agrilus boninensis Ogasawara jewel beetle 
シラフウオガサワラナガタマムシ Agrilus suzukii Shirafu jewel beetle 
オガサワラトビイロカミキリ Allotraeus boninensis Ogasawara gray longhorn beetle 
ガマアシナガアリ Aphaenogaster gamagumayaa Spine waisted ant 
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表 3.1：日本における野生動植物の絶滅危惧種（続き） 
和名 学名 英名 

昆虫類（続き） 
タカネキマダラセセリ(赤石山脈

亜種) 
Carterocephalus palaemon akaishianus Akaishi chequered skipper 

オガサワラシジミ Celastrina ogasawaraensis Ogasawara hedge blue butterfly 
アカハネバッタ Celes akitanus Red-winged grasshopper 
ヤンバルテナガコガネ Cheirotonus jambar Yanbaru long-armed scarab beetle 
オガサワトラカミキリ Chlorophorus boninensis Ogasawara  longhorn beetle 
オガサワラキイロトラカミキリ Chlorophorus kobayashii Ogasawara yellow longhorn beetle 
オガサワラムツボシタマムシ（父

島列島亜種） 
Chrysobothris boninensis boninensis Chichi-jima jewel beetle  

オガサワラムツボシタマムシ（母

島亜種） 
Chrysobothris boninensis suzukii Haha-jima jewel beetle 

マルコガタノゲンゴロウ Cybister lewisianus Marukogata diving beetle 
フチトリゲンゴロウ Cybister limbatus Fuchitori diving beetle 
オガサワラハンミョウ Cylindera bonina Ogasawara tiger beetle 
シャープゲンゴロウモドキ Dytiscus sharpi Sharp diving beetle 
リュウキュウヒメミズスマシ Gyrinus ryukyuensis Ryukyu whirlgig beetle 
オガサワラトンボ Hemicordulia ogasawarensis Ogasawara dragonfly 
クスイキボシハナノミ Hoshihananomia kusuii Kusui tumbling flower beetle 
キムネキボシハナノミ Hoshihananomia ochrothorax Kimune tumbling flower beetle 
オガサワラキボシハナノミ Hoshihananomia trichopalpis Ogasawara tumbling flower beetle 
マダラシマゲンゴロウ Hydaticus thermonectoides Patch striped diving beetle 
オガサワラアオイトトンボ Indolestes boninensis Ogasawara damselfly 
カシワアカシジミ（冠高原亜種） Japonica onoi mizobei Northern orange hairstreak 
タガメ Kirkaldyia deyrollei Giant water bug 
ツヤヒメマルタマムシ Kurosawaia yanoi Gloss jewel beetle 
ベッコウトンボ Libellula angelina Bekko skimmer 
クメジマボタル Luciola owadai Kume-jima firefly 
ウスイロヒョウモンモドキ Melitaea protomedia False heath fritillary 
ヒョウモンモドキ Melitaea scotosia Scotosia fritillary 
オガサワラモモブトコバネカミキ

リ 
Merionoeda tosawai Ogasawara spring longhorn beetle 

ヨナグニマルバネクワガタ Neolucanus insulicola donan Yonaguni stag beetle 
オキナワマルバネクワガタ Neolucanus okinawanus Okinawa stag beetle 
ウケジマルバネクワガタ Neolucanus protogenetivus hamaii Uke-jima stag beetle 
オガサワラトビイロカミキリ Nysina boninensis Ogasawara gray longhorn beetle 
ヒサマツサイカブト Oryctes hisamatsui Coconut rhinoceros beetle 
オガサワラセセリ Parnara ogasawarensis Ogasawara straight swift 
ゴマシジミ(関東・中部亜種)  Phengaris teleius kazamoto Goma large blue butterfly 
ツシマウラボシシジミ  Pithecops fulgens tsushimanus Tsushima silver-studded butterfly 
イシガキニイニイ Platypleura albivannata Ishigaki cicada 
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昆虫類（続き） 
アサマシジミ(北海道亜種)  Plebejus subsolanus iburiensis Asama silver-studded butterfly 
フタモンアメイロカミキリ（父島

列島亜種） 
Pseudiphra bicolor Chichi-jima longhorn beetle 

ヒメチャマダラセセリ Pyrgus malvae unomasahiroi Grizzled skipper 
ハナダカトンボ Rhinocypha ogasawarensis Hanadaka damselfly 
ハネナガチョウトンボ Rhyothemis severini Long wing flutterer dragonfly 
ゴイシツバメシジミ Shijimia moorei Moore's cupid butterfly 
ツマベニタマムシ（父島・母島列

島亜種） 
Tamamushia virida Tsumabe jewel beetle 

オガサワラモンハナノミ Tomoxia relicta Ogasawara tumbling flower beetle 
オガサワライカリモントラカミキ

リ 
Xylotrechus ogasawarensis Ogasawara longhorn beetle 

軟体動物 

オモイガケナマイマイ Aegista inexpectata Omoigakena land snail 
ヘリトリケマイマイ Aegista marginata Heritori land snail 
ムラヤママイマイ Euhadra murayamai Murayama land snail 
ナチマイマイ Euhadra nachicola Nachi land snail 
サドマイマイ Euhadra sadoensis Sado land snail 
アニジマカタマイマイ Mandarina anijimana Anijima land snail 
コガネカタマイマイ Mandarina aureola Kogane land snail 
チジジマカタマイマイ Mandarina chichijimana Chichi-jima land snail 
ヒシカタマイマイ Mandarina exoptata Hishi land snail 
ヒメカタマイマイ Mandarina hahajimana Hime land snail 
フオビカタマイマイ Mandarina hayatoi Futaobi land snail 
アナカタマイマイ Mandarina hirasei Ana land snail 
オトメカタマイマイ Mandarina kaguya Otome land snail 
カタマイマイ Mandarina mandarina Japanese land snail  
アケボノカタマイマイ Mandarina polita Akebono land snail 
ヌノメカタマイマイ Mandarina ponderosa Nunome land snail 
キノボリカタマイマイ Mandarina suenoae Kinobori land snail 
コハクアナカタマイマ  Mandarina tomiyamai Kohaku land snail 
ミスジカタマイマイ Mandarina trifasciata Misuji land snail 
イシカワギセル Magalophaedusa ishikawai Ishikawa door snail 
カザアナギセル Megalophaedusa spelaeonis Kazaana door snail 
オハガリマイマイ Nesiohelix omphalina bipyramidalis Ohagari land snail 
ヘソアキアツマイマイ Nesiohelix omphalina omphalina Hesoaki land snail 
アマノヤマタカマイマイ Satsuma amanoi Amano land snail 
ウラキヤマタカマイマイ Satsuma hemihelva Uraki land snail 
イヘヤヤマタカマイマイ Satsuma iheyaensis Iheya land snail 
トクノシマビロウドマイマイ Nipponchloritis obscura Tokunoshima land snail 
クメジママイマイ Satsuma kumejimaensis Kumejima land snail 
トクネニヤダマシギセル Stereophaedusa caudata Toku neniyadamashi door snail 
ミヤコキナワギセル Stereophaedusa striatella Miyakookinawa door snail 
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甲殻類 
カクレサワガニ Amamiku occulta Kakure freshwater crab 
トカシキオオサワガニ Geothelphusa levicervix Tokashiki freshwater crab 
ミヤコサワガニ Geothelphusa miyakoensis Miyako freshwater crab 
ヒメユリサワガニ Geothelphusa tenuimanus Himeyuri freshwater crab 
オガサワラベニシオマネキ Paraleptuca boninensis Ogasara fiddler crab 
オガサワラヌマエビ Paratya boninensis Ogasawara freshwater shrimp 

植物 
エンレイショウキラン Acanthephippium pictum Painted spiny-saddle orchid 
ハナカズラ Aconitum ciliare Ciliary monk’s hood 
イイデトリカブト Aconitum iidemontanum Iide monkshood 
オンケブシ Aconitum metajaponicum Japanese monk’s hood 
ナガミカズラ Aeschynanthus acuminatus Nagami lipstick plant 
ハカマウラボシ Aglaomorpha fortunei Hakama fern 
シマカコソウ Ajuga boninsimae Bugleweed 
キバナシュスラン Anoectochilus formosanus Kibana jewel orchid 
コウシュンシュスラン Anoectochilus koshunensis Koshun jewel orchid 
ツルギテンナンショウ Arisaema abei Tsurugi cobra lily 
オドリコテンナンショウ Arisaema aprile Odoriko cobra lily 
ホロテンナンショウ Arisaema cucullatum Horo cobra lily 
オキナワテンナンショウ Arisaema heterocephalum ssp. 

okinawaense Okinawa cobra lily 
イナヒロハテンナンショウ Arisaema inaense Inahiroha cobra lily 
イシズチテンナンショウ Arisaema ishizuchiense Ishizuchi cobra lily 
トクノシマテンナンショウ Arisaema kawashimae Tokunoshima cobra lily 
アマギテンナンショウ Arisaema kuratae Amagi cobra lily 
ヒュウガヒロハテンナンショウ Arisaema minamitanii Hyugahiroha cobra lily 
フクエジマカンアオイ Asarum mitoanum Fukuejima wild ginger 
ナギヒロハテンナンショウ Arisaema nagiense Nagihiroha cobra lily 
オガタテンナンショウ Arisaema ogatae Ogata cobra lily 
セッピコテンナンショウ Arisaema seppikoense Seppiko cobra lily 
オナガサイシン Asarum caudigerum Onaga wild ginger 
シシキカンアオイ Asarum hexalobum var. controversum Shishiki wild ginger 
ジュロウカンアオイ Asarum kinoshitae Juro wild ginger 
ヒナカンアオイ Asarum okinawense Hina wild ginger 
アソサイシン Asarum misandrum Aso wild ginger 
モノドラカンアオイ Asarum monodoriflorum Monodora wild ginger 
ホシザキカンアオイ Asarum sakawanum var. stellatum Hoshizaki wild ginger 
サツマアオイ Asarum satsumense Satsuma wild ginger 
ヤエヤマカンアオイ  Asarum yaeyamense Yaeyama wild ginger 
タマボウキ Asparagus oligoclonos Tamabouki sparrow grass 
マキノシダ Asplenium formosae Makino fern 
フササジラン Asplenium griffithianum Fusa fern 
イエジマチャセンシダ Asplenium oligophlebium var. 

iezimaense Iezimaense fern 
ウスイロホウビシダ Asplenium subnormale Usuiro fern 
オトメシダ Asplenium tenerum Parks' asplenium 
ヨナクニイソノギク Aster asagrayi var. walkeri Yonakuni aster 
ヤクシマタニイヌワラビ Athyrium yakusimense Yakushimatani fern 
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ハナナズナ Berteroella maximowiczii Hananazuna mustard plant 
タイワンエビネ Calanthe formosana Taiwan Christmas orchid 
アサヒエビネ Calanthe hattorii Asahi Christmas orchid 
ホシツルラン Calanthe hoshii Hositsururan Christmas orchid 
キタダケソウ Callianthemum hondoense Mt. Kita white flower 
キリギシソウ Callianthemum kirigishiense Kirigishiso white flower 
ウラジロロコムラサキ Callicarpa parvifolia Purple beautyberry 
ボロジノニシキソウ Chamaesyce sparrmannii Borojino spurge 
イワウラジロ Cheilanthes krameri Iwaurajiro lipfern 
クロカミシライトソウ Chionographis koidzumiana var. 

kurokamiana Kurokami white string flower 
ホソバシケチシダ Cornopteris banajaoensis Hosoba fern 
セキモンノキ Claoxylon centinarium Sakimonnoki shrub 
ユズリハワダン Crepidiastrum ameristophyllum Yuzuriha daisy 
コヘラナレン Crepidiastrum grandicollum Koheranaren daisy 
ダイトウワダン Crepidiastrum lanceolatum Daito daisy 
カンダヒメラン Crepidium kandae Kanda’s dwarf orchid 
エダウチタヌキマメ Crotalaria uncinella Edauichi rattlepod 
オオスズムシラン Cryptostylis arachnites Spider-like orchid 
タカオオオスズムシラン Cryptostylis taiwaniana Taiwanese orchid 
コキンモウイノデ Ctenitis microlepigera Kokin large fern 
チョウセンキバナアツモリソウ Cypripedium guttatum Spotted ladyslipper orchid 
ホテイアツモリ Cypripedium macranthos Large flowered ladyslipper orchid 
レブンアツモリソウ Cypripedium macranthos var. rebunense Rebun ladyslipper orchid 
アツモリソウ Cypripedium macranthos var. speciosum Speciosum hardy ladyslipper orchid 
クマヤブソテツ Cyrtomium macrophyllum var. 

microindusium Kumayabu holly fern 
オキナワセッコク Dendrobium okinawense Okinawa sekkoku orchid 
ヒュウガシケシダ Deparia minamitanii Hyuga false spleenwort 
オキナワヒメウツギ Deutzia naseana var. amanoi Okinawa himeutsugi shrub 
ヤエヤマヒメウツギ Deutzia yaeyamensis Yaeyama shrub 
アオイガワラビ Diplazium kawakamii Aoiga twinsorus fern 
フクレギシダ Diplazium pin-faense Fukuregishida twinsorus fern 
ムニンミドリシダ Diplazium subtripinnatum Munin twinsorus fern 
シリベシナズナ Draba igarashii Shiribeshi whitlow grass 
ハカマウラボシ Drynaria roosii Hakama fern 
キリシマイワヘゴ Dryopteris hangchowensis Kiri-shima wood fern 
ヨナグニトキホコリ Elatostema yonakuniense Yonaguni nettle 
ヒュウガホシクサ Eriocaulon seticuspe Hyuga pipewort 
タカサゴヤガラ Eulophia taiwanensis Takasago corduroy orchid 
ボロジノニシキソウ Euphorbia sparrmanii Borojino spurge  
カイコバイモ Fritillaria kaiensis Kai lily 
ヤクシマヤツシロラン Gastrodia albida Yaku-shima orchid 
タブガワヤツシロラン Gastrodia uraiensis Tabugawa orchid 
ヤクシマリンドウ Gentiana yakushimensis Yakushima gentian 
ヤクシマフウロ Geranium shikokianum var. yoshiianum Yakushima cranesbill 
ヤブミョウガラン Goodyera fumata Grey orchid 



【本文書は日本語仮訳です】ＪＥＧＳは英語が正文です。日本語仮訳の用語が日本の関係法令上の用語と

同一だとしても、その定義は必ずしも一致するとは限りません。 

２０２０ＪＥＧＳ    日本環境管理基準 

第一部 第３章 自然資源及び絶滅危惧種   

表 3.1：日本における野生動植物の絶滅危惧種（続き） 
和名 学名 英名 

植物（続き） 
ヒシバウオトリギ  Grewia rhombifolia Hishiba large flowering plant 
テツオサギソウ Habenaria stenopetala Slender petaled orchid 
ヒメクリソラン Hancockia uniflora Single flowered hancockia 
オオバシシラン Haplopteris yakushimensis Yakashima shoestring fern 
オオカゲロラン Hetaeria oblongifolia Oblong leaf orchid 
ヒメタニワタリ Hymenasplenium cardiophyllum Himetaniwatari fern 
リュウキュウキモウワラビ Hypodematium fordii Ryukyu fern 
タシロマメ Intsia bijuga Borneo teak 
ビャッコイ Isolepis crassiuscula Byakkoi sedge 
オキノクリハラン Leptochilus decurrens Okinokuriharan fern 
ヒメスズムシソウ Liparis nikkoensis Nikko widelip orchid 
コゴメキノエラン Liparis viridiflora Green-flowered liparis 
ツシマヒョウタンボク  Lonicera fragrantissima Sweet breath of spring 
クロブシヒョウタッンボク Lonicera kurobushiensis Kurobushi honeysuckle 
ヤブヒョウタンボク  Lonicera linderifolia var. linderifolia Yabu  honeysuckle 
ウゼンベニバナヒョウタンボク  Lonicera uzenensis Uzen benibana honeysuckle 
ムニンホオズキ Lycianthes boninensis Munin nightshade  
ヒモスギラン Lycopodium fargesii Himosugiran fern 
ヒメヨウラクヒバ  Lycopodium salvinioides Hime fern 
サンバンカモメラン Macodes petola Namban jewel orchid 
シマホザキラン Malaxis boninensis Shimahozakiran orchid 
ムニンノボタン  Melastoma tetramerum Muninnobotan shrub 
シマヤワラシダ Metathelypteris gracilescens Shima-yawarashida fern 
ホソバコシュンシダ  Microlepia obtusiloba var. angustata Hosoba fern 
アマミチャルメルソウ Mitella amamiana Amami miterwort 
マルバタイミンタチバナ Myrsine okabeana Maruba colicwood 
ヒメイバラモ  Najas tenuicaulis Slender water nymph 
シモツケコウホネ Nuphar submersa Shimotsuke water lily 
ハツシマラン Odontochilus hatusimanus Hatsushimaran orchid 
ヒメシラヒゲラン  Odontochilus nanlingensis Himeshira orchid 
オオギミラン  Odontochilus tashiroi Oogimiran orchid 
コハクラン Oreorchis itoana Amber orchid 
シマキンレイカ Patrinia triloba var. kozushimensis Shima kinreika honeysuckle 
タコガタサギソウ Peristylus lacertifer Takogata ogre orchid 
アラゲタデ Persicaria attenuata ssp. pulchra Watersmart weed 
ダイトサクラタデ Persicaria japonica var. taitoinsularis Japanese knotweed 
ヒメカクラン Phaius mishmensis Mishmi hills orchid 
ヒモスギラン Lycopodium fargesii Himosugiran fern 
ヒメヨウラクヒバ Lycopodium salvinioides Hime fern 
タイヨウフウトウカズラ Piper postelsianum Cow-foot leaf 
イネガヤ  Piptatherum kuoi Ricegrass 
コバトベラ Pittosporum parvifolium Kobatobera pittosporums 
リュウキュウキジノオ Plagiogyria koidzumii Ryukyu fern 
シマツレサギソウ Platanthera boninensis Shima orchid 
ハチジョウツレサギ Platanthera okuboi Okubo's orchid 
クニガミトンボソウ Platanthera sonoharae Sonohara's planthera 
イリオモテトンボソウ Platanthera stenoglossa ssp. 

iriomotensis Slim lipped orchid 
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ハナシノブ Polemonium kiushianum Jacob's ladder 
クロボウモドキ Polyalthia liukiuensis Polyalthia 
リュウウウキュウヒメハギ Polygala longifolia Milkwort 
キュウシュウイノデ Polystichum grandifrons Kyusyu sword fern 
ヒイラギデンダ Polystichum lonchitis Northern holly fern 
アマミデンダ Polystichum obae Amami holly fern 
サクラジマイノデ Polystichum piceopaleaceum Sakura-jima holly fern 
ナガバエビモ Potamogeton praelongus Long stalked pondweed 
ユズノハカズラ Pothos chinensis Yuzuno evergreen 
カッコソウ Primula kisoana var. kisoana Hardy primrose 
セキモンウライソ Procris boninensis Sekimon beautyberry 
タイワンアマクサシダ Pteris formosana Taiwan amakusa fern 
ヒジハリノキ Randia sinensis Indigoberry 
クモマキンポウゲ Ranunculus pygmaeus Pygmy buttercup 
ヤツガタケキンポウゲ Ranunculus yatsugatakensis Yatsugatake buttercup 
ヒメクロウメモドキ Rhamnus kanagusukui Hime buchthorn 
サキシマハブカズラ Rhaphidophora kortharthii Sakishima climbing shrub 
ヒメハブカズラ Rhaphidophora liukiuensis Hime climbing shrub 
ムニンツツジ Rhododendron boninense Bonin Islands rhododendron 
ウラジロヒカゲツツジ Rhododendron keiskei var. hypoglaucum Hypoglaucum rhododendron 
ササキカズラ Ryssopterys timoriensis Sasaki kudzu vine 
カラフトグワイ Sagittaria natans Karafuto arrowhead 
ヒナヒゴタイ Saussurea japonica Snow lotus 
ミクラジマトウヒレン Saussurea mikurasimensis Mikura-jima snow lotus 
ヤクシマヒゴタイ Saussurea yakusimensis Yaku-shima snow lotus 
ヤクシマソウ Sciaphila yakushimensis Yakushimaso parasitic plant 
ヒメタツナミソウ Scutellaria kikai-insularis Princess skullcap 
ナガバキブシ Stachyurus macrocarpus var. 

macrocarpus Nagaba shrub 
ハザクラキブシ Stachyurus macrocarpus var. prunifolius Hazakura shrub 
ウチダシクロキ Symplocos kawakamii Uchidashi shrub 
コモチナナバケシダ Tectaria fauriei Komochi halberd fern 
ナガバウスバシダ Tectaria kusukusensis Nagaba halberd fern 
ムラサキカラマツ Thalictrum uchiyamae Chinese meadow rue 
シマヤワラシダ Thelypteris gracilescens Shima-yawarashida fern 
ハガクレナガミラン Thrixspermum fantasticum Fantastic orchid 
キレハオクボシダ Tomophyllum sakaguchianum Kireha okubo fern 
サガミジョロウホトトギス Tricyrtis ishiiana var. ishiiana Sagami jourou toad lily 
スルガジョロウホトトギス Tricyrtis ishiiana var. surugensis Suruga jourou toad lily  
キバナノツキヌキホトトギス Tricyrtis perfoliata Kibananotsukinuki toad lily 
ホザキツキヌキソウ Triosteum pinnatifidum Hozaki horse-gentian 
ハナヤマツルリンドウ Tripterospermum distylum Hanayama gentian 
ケナシハテルマカズラ Triumfetta procumbens var. glaberrima Kenashi hateruma burbark 
ホソバフジボグサ Uraria picta Indian uraria 
ヤドリコケモモ Vaccinium emarginatum Yadori shrub 
イスミスズカケ Veronicastrum noguchii Chiba culver’s root 
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サクヤアカササゲ Vigna vexillata var. vexillata Wild cow pea 
イシガキスミレ Viola tashiroi var. tairae Ishigaki viola 
タデスミレ Viola thibaudieri Tade viola 
オキナワスミレ Viola utchinensis Okinawa viola 
ミソボシラン Vrydagzynea nuda Naked orchid 

出典：絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第７５号、平成２９年６
月２日改正） 
１ 渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府
との間の条約（１９７４年１２月１９日発効）に記載されるアメリカ合衆国の絶滅危惧種。日本におい
ては、国際希少野生動植物種に指定。 
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表 3.2：日本において規制されている特定外来生物 
目 学名 英名 

鳥網 

かも目 Branta canadensis Canada goose 
すずめ目 Pycnonotus cafer Red-vented bulbul 

Garrulax canorus Laughing thrush 
Garrulax cineraceus Mustached laughing thrush 
Garrulax perspicillatus Masked laughing thrush 
Garrulax sannio White-browed laughing thrush 
Leiothrix lutea Red-billed leiothrix 

哺乳網 

カンガルー目 Trichosurus vulpecula Brushtail possum 
食虫目 Any species of the genus Erinaceus Woodland hedgehogs 
霊長目 
 

Macaca cyclopis Taiwan macaque 
Macaca fascicularis Crab-eating macaque 
Macaca mulatta Rhesus macaque 
Macaca cyclopis × Macaca fuscata Taiwan macaque × Japanese macaque 
Macaca mulatta × Macaca fuscata Rhesus macaque × Japanese macaque 

齧歯目 
 

Myocastor coypus Coypu or Nutria 
Callosciurus erythraeus Pallas's squirrel or Taiwan squirrel 
Callosciurus finlaysonii Finlayson's Squirrel 
Pteromys volans excluding Japanese 
subspecies Pteromys volans orii Russian (or Siberian) flying squirrel 
Sciurus carolinensis Gray squirrel 
Sciurus vulgaris excluding Japanese 
subspecies Sciurus vulgaris orientis Eurasian red squirrel 
Ondratra zibethicus Muskrat 

食肉目 
 

Procyon cancrivorus Crab-eating raccoon 
Procyon lotor Raccoon 
Mustela vison American mink 
Herpestes auropunctatus Small Indian mongoose 
Herpestes javanicus Javan mongoose 
Mungos mungo Banded mongoose 

偶蹄目 Any species of the genus Axis 

Deer species 

Any species of the genus Cervus 
excluding: 
Cervus nippon centralis 
Cervus nippon keramae 
Cervus nippon mageshimae 
Cervus nippon nippon 
Cervus nippon pulchellus 
Cervus nippon yakushimae 
Cervus nippon yesoensis 
Any species of the genus Dama 
Elaphurus davidianus Pere David's deer 
Muntiacus reevesi Reeves's muntjac 
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表 3.2：日本において規制されている特定外来生物（続き） 
目 学名 英名 

爬虫網 

かめ目 

Chelydra serpentina Snapping turtle  
Mauremys sinensis Chinese stripe-necked turtle 
Mauremys sinensis × Mauremys 
japonica 

Chinese stripe-necked turtle × 
Japanese pond turtle 

Mauremys sinensis × Mauremys mutica Chinese stripe-necked turtle × Yellow 
pond turtle 

Mauremys sinensis × Mauremys reevesii Chinese stripe-necked turtle × Chinese 
pond turtle 

とかげ亜目・へび亜目 

Japalura swinhonis Swinhoe’s tree lizard 
Anolis allogus Bueycito anole 
Anolis alutaceus Blue-eyed grass-bush anole or Monte 

verde anole 
Anolis angusticeps Twig anole 
Anolis carolinensis Green anole 
Anolis equestris Knight anole 
Anolis garmanni Garman anole 
Anolis homolechis Habana anole or Cuban white-fanned 

anole 
Anolis sagrei Brown anole 
Boiga cyanea Green cat snake 
Boiga cynodon Dog-toothed cat snake 
Boiga dendrophila Gold-ringed cat snake, Mangrove 

snake 
Boiga irregularis Brown tree snake 
Boiga nigriceps Black-headed cat snake 
Elaphe taeniura friesi Taiwan beauty snake 
Protobothrops mucrosquamatus Taiwan pit vipers 

両生網 

無尾目 

Bufo cognatus Great plains toad 
Bufo guttatus Spotted toad 
Bufo marinus Cane toad 
Bufo melanostictus Asian common toad or Asian 

black-spined toad 
Bufo. punctatus Red-spotted toad 
Bufo quercicus Oak toad 
Bufo speciosus Texas toad 
Bufo typhonius South American common toad 
Osteopilus septentrionalis Cuban tree frog 
Eleutherodactylus coqui Puerto Rican coqui 
Eleutherodactylus johnstonei Antilles coqui 
Eleutherodactylus planirostris Greenhouse frog 
Kaloula pulchra Banded bullfrog 
Rana catesbeiana American bullfrog 
Polypedates leucomystax Asian tree frog 
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表 3.2：日本において規制されている特定外来生物（続き） 
目 学名 英名 

条鰭亜綱 

ガー目 Any member of the family 
Lepisosteidae 

Gar species Any living hybrid organisms of 
species of the family 
Lepisosteidae 

こい目 Acheilognathus macropterus Giant Chinese bitterling 

なまず目 Tachysurus fulvidraco Yellowhead catfish or Korean 
bullhead 

Ameiurus nebulosus Brown bullhead 
Ictalurus punctatus Channel catfish 
Pylodictis olivaris Flathead catfish 
Silurus glanis Wels catfish 

かわかます目 Any species of the family Esocidae 
Pike species Any living hybrid organisms of 

species of family Esocidae 
かだやし目 Gambusia affinis Western mosquitofish 

Gambusia holbrooki Mosquitofish 

すずき目 Lepomis macrochirus Bluegill 
Micropterus dolomieu Smallmouth bass 
Micropterus salmoides Largemouth bass 
Neogobius melanostomus Round goby 
Lates niloticus Nile perch 
Morone americana White perch 
Morone chrysops White bass 
Morone saxatilis Striped bass 
Morone chrysops × Morone 
saxatillis Striped bass × White bass 

Gymnocephalus cernuus Eurasian ruffe 
Perca fluviatilis Eurasian perch 
Sander lucioperca Pike perch 
Siniperca chuatsi Mandarin fish 
Siniperca scherzeri Golden mandarin fish 

昆虫網 

チョウ目 Hestina assimilis excluding 
Hestina assimilis shirakii Red ring skirt butterfly 

甲虫目 Aromia bungii Peach borer or Peach longicorn 
beetle 

Neolucanus angulatus 

Stag beetle species 

Neolucanus baladeva 
Neolucanus giganteus 
Neolucanus katsuraorum 
Neolucanus maedai 
Neolucanus maximus 
Neolucanus perarmatus 
Neolucanus saundersii 
Neolucanus tanakai 
Neolucanus waterhousei 
Any species of the genus 
Cheirotonus excluding Cheirotonus 
jambar (Yanbaru long-armed scarab) 

Long-armed scarab species 
Any species of the genus Euchirus 
Any species of the genus 
Propomacrus 
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表 3.2：日本において規制されている特定外来生物（続き） 
目 学名 英名 

昆虫網（続き） 

はち目 

Bombus terrestris Large earth bumblebee 
Lepisiota frauenfeldi Browsing ant 
Linepithema humile Argentine ant or Tropical fire ant 
Any species of the Solenopsis geminata 
species group 

Fire ant species 

Any species of the Solenopsis 
saevissima species group 
Any species of the Solenopsis tridens 
species group 
Any species of the Solenopsis virulens 
species group 
Any living hybrid organisms of species 
of Solenopsis geminata species group, 
Solenopsis saevissima species group, 
Solenopsis tridens species group and 
Solenopsis virulens species group 
Wasmannia auropunctata Little fire ant 
Vespa velutina Asian black hornet 

くも目 

さそり目 Any species of the family Buthidae Arrowbreasted scorpion species 

くも目 Any species of the genus Atrax Australian funnel web spider 
species Any species of the genus Hadronyche 

Loxosceles gaucho Gaucho recluse spider 
Loxosceles laeta Chilean recluse spider 
Loxosceles reclusa Brown recluse spider 
Any species of the genus 
Latrodectus excluding Latrodectus 
elegans 

Widow spider species 

二枚貝綱・腹足綱 

いがい目 Any species of the genus Limnoperna Mussel species 

まるすだれがい目 

 

Dreissena bugensis Quagga mussel 

Dreissena polymorpha Zebra mussel 

まいまい目 Euglandina rosea Cannibal snail 

甲殻網 

よこえび目 Dikerogammarus villosus Killer shrimp 

えび目 Any species of the family Astacidae 

Freshwater crayfish species 

Any species of the family Cambaridae 
excluding Procambarus clarkii (red 
swamp crayfish) 
Any species of the family 
Cambaroididae excluding Cambaroides 
japonicus (zarigani) 
Any species of the family Parastacidae Southern hemisphere crayfish 

species 
Any species of the genus Eriocheir 
excluding Eriocheir japonica (Japanese 
mitten crab) and Eriocheir 
ogasawaraensis 

Crab species 
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表 3.2：日本において規制されている特定外来生物（続き） 
目 学名 英名 

渦虫綱 
三岐腸目 Platydemus manokwari Predatory flatworm 

植物界 

維管束植物 

Alternanthera philoxeroides (including 
stems and roots)  Alligator weed 
Hydrocotyle ranunculoides (including 
stems and roots)  

Floating marsh pennywort or 
Pennywort 

Pistia stratiotes (including stems and 
roots)  Water lettuce 
Azolla cristata (including stems) Water fern 
Coreopsis lanceolata (including roots) Lance leaf tickseed 
Gymnocoronis spilanthoides (including 
stems and roots)  Senegal tea plant 
Mikania micrantha (including roots) Bitter vine or Climbing hemp vine 
Rudbeckia laciniata (including roots) Cut leaf coneflower 
Senecio madagascariensis (including 
stems and roots) Madagascar ragwort 
Sicyos angulatus Bur cucumber 
Drosera intermedia (including stems 
and roots) Oblong-leaved sundew 
Myriophyllum aquaticum (including 
stems and roots) Parrot feather 
Utricularia platensis and Utricularia cf. 
platensis (including stems) Aquatic bladderwort 
Utricularia inflata (including stems) Swollen bladderwort 
Ludwigia grandiflora (including stems 
and roots) Large-flower primrose-willow 
Ammophila arenaria (including roots) European marram grass 
Any species of the genus Spartina 
(including stems and roots) Coordgrasses 
Veronica anagallis-aquatica (including 
roots) Water speedwell 

出典：特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（平成１６年法律第７８号、
平成２６年６月１３日改正）、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施
行令（平成１７政令第１６９号、平成２９年１１月２７日改正） 
×は交雑により生じた生物を示す。 

 


