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環境省レッドリスト2017評価対象種の新旧対照表

分類群名 旧和名（2015） 新和名（2017） 旧学名（2015） 新学名（2017） 備考

2015 2017

鳥類 ― オオムシクイ ― Phylloscopus examinandus ― DD 新規評価

鳥類 ダイトウウグイス ダイトウウグイス Cettia diphone restricta Cettia diphone restricta EX/DD DD ウグイスの1亜種(旧DD）と統合され再評価

鳥類 ― リュウキュウキビタキ ― Ficedula narcissina owstoni ― DD 新規評価

鳥類 ウグイスの1亜種 削除 Cettia diphone ssp. 削除 DD 削除 ダイトウウグイス（旧EX)に統合され削除

爬虫類 オオシマトカゲ オオシマトカゲ Plestiodon marginatus oshimensis Plestiodon oshimensis NT（種分離評価） NT クチノシマトカゲ（新規）を分離した集団を再評価

爬虫類 ― クチノシマトカゲ ― Plestiodon kuchinoshimensis ― DD オオシマトカゲ（旧NT）から種が分離され評価

爬虫類 ― ヤエヤマイシガメ ― Mauremys mutica kami ― VU 新規評価

両生類 ― アマクササンショウウオ ― Hynobius amakusaensis ― CR オオダイガハラサンショウウオ(旧VU)から種が分離され評価

両生類 ― オオスミサンショウウオ ― Hynobius osumiensis ― EN オオダイガハラサンショウウオ(旧VU)から種が分離され評価

両生類 オオダイガハラサンショウウオ オオダイガハラサンショウウオ Hynobius boulengeri Hynobius boulengeri VU（種分離評価） VU アマクササンショウウオ、オオスミサンショウウオ、ソボサンショウウオ（3種ともに新規）を分離した集団を再評価

両生類 ― サドガエル ― Glandirana susurra ― VU 新規評価

両生類 ― シコクハコネサンショウウオ ― Onychodactylus kinneburi ― VU 新規評価

両生類 ― ソボサンショウウオ ― Hynobius shinichisatoi ― EN オオダイガハラサンショウウオ(旧VU)から種が分離され評価

両生類 ― タダミハコネサンショウウオ ― Onychodactylus fuscus ― NT 新規評価

両生類 ― ツクバハコネサンショウウオ ― Onychodactylus tsukubaensis ― CR 新規評価

両生類 ― バンダイハコネサンショウウオ ― Onychodactylus intermedius ― NT 新規評価

汽水・淡水魚類 ― トラフボウズハゼ ― Stiphodon multisquamus ― DD 新規評価

汽水・淡水魚類 ― ニライカナイボウズハゼ ― Stiphodon niraikanaiensis ― DD 新規評価

汽水・淡水魚類 ― ヒスイボウズハゼ ― Stiphodon alcedo ― CR 新規評価

汽水・淡水魚類 ビワコガタスジシマドジョウ（ヨドコガタスジシマドジョウを含む） ビワコガタスジシマドジョウ Cobitis minamorii oumiensis Cobitis minamorii oumiensis EN（種分離評価） EN ヨドコガタスジシマドジョウ（新規）を分離した集団を再評価

汽水・淡水魚類 ― ヨドコガタスジシマドジョウ ― Cobitis minamorii yodoensis ― CR ビワコガタスジシマドジョウ（旧EN）から種が分離され評価

昆虫類 アサマシジミ北海道亜種 アサマシジミ北海道亜種 Plebejus subsolanus iburiensis Plebejus subsolanus iburiensis EN CR
昆虫類 ヤクシマハリアリ 削除 Ponera yakushimensis 削除 NT 削除 テラニシハリアリ（未掲載）に統合され削除

昆虫類 タカネキマダラセセリ南アルプス亜種 タカネキマダラセセリ赤石山脈亜種 Carterocephalus palaemon akaishianus Carterocephalus palaemon akaishianus VU CR
昆虫類 ツシマウラボシシジミ ツシマウラボシシジミ Pithecops fulgens tsushimanus Pithecops fulgens tsushimanus VU CR
貝類 ― アキラマイマイ ― Satsuma akiratadai ― EN 新規評価

貝類 ― アマミクビキレガイ ― Truncatella sp. C ― VU 新規評価

貝類 ― ウネボラ ― Gyrineum natator ― EN 新規評価

貝類 ― エゾキセワタ ― Melanochlamys ezoensis ― VU 新規評価

貝類 サメハダヘソアキアツマイマイ オオアガリマイマイ Nesiohelix omphalina proximata Nesiohelix omphalina bipyramidalis VU CR
貝類 ― オカクビキレガイ ― Truncatella oagariensis ― CR 新規評価

貝類 ― オキナワムシオイ ― Chamalycaeus okinawaensis ― CR 新規評価

貝類 カガヨイクビキレガイ カガヨイクビキレガイ Truncatella sp. B Truncatella sp. B DD CR
貝類 キザハシクビキレガイ キザハシクビキレガイ Truncatella  sp. A Truncatella  sp. A DD CR
貝類 ミヤケチャイロマイマイ 削除 Phaeoherix miyakejimana 削除 NT 削除 タメトモマイマイ（未掲載）と統合され削除

貝類 ― シラユキヤマタカマイマイ ― Satsuma largillierti ― EN 新規評価

貝類 ― ダイトウオカチグサ (ダイトウヘソカド) ― Paludinellassiminea daitoensis ― CR 新規評価

貝類 ダイトウノミギセル ダイトウノミギセル Zaptyx daitojimana Zaptyx daitojimana NT CR
貝類 ― チョウシュウシロマイマイ ― Aegista hiroshifukudai ― VU 新規評価

貝類 ― チリメンジュロウジン ― Apolymetis meyeri ― CR 新規評価

貝類 ― ツシマウスカワマイマイモドキ ― Chosenelix sp. ― EN 新規評価

貝類 ― ナガゴマフホラダマシ（ゴマフホラダマシ） ― Engina menkeana ― VU 新規評価

貝類 ― ナルトギセル ― Tyrannophaedusa fukudainadai ― CR 新規評価

貝類 ― ヌノメヘナタリ ― Pirenella cancellata ― CR 新規評価

貝類 ヒメヒラマキミズマイマイ ヒメヒラマキミズマイマイ Gyraulus pulcher Gyraulus pulcher DD EN
貝類 ヒラセアツブタガイ ヒラセアツブタガイ Platyrhaphe hirasei hirasei Platyrhaphe hirasei hirasei NT EN
貝類 ヘソアキアツマイマイ ヘソアキアツマイマイ Nesiohelix omphalina omphalina Nesiohelix omphalina omphalina NT CR
貝類 ― ベッコウイモ ― Conus fulmen ― VU 新規評価

貝類 ミヤコオキナワギセル ミヤコオキナワギセル Phaedusa striatella Phaedusa striatella VU CR
貝類 ― ヤエヤマヘナタリ ― Pirenella asiatica ― VU 新規評価

貝類 ヤミヨキセワタ ヤミヨキセワタ Melanochlamys  sp. Melanochlamys fukudai DD VU
貝類 ヨナグニカタヤマガイ ヨナグニカタヤマガイ Gammatricula shini Gammatricula shini VU CR
貝類 ヨナクニマイマイ ヨナクニマイマイ Satsuma caliginosa picta Satsuma caliginosa picta NT EN

その他無脊椎動物 ― オガサワラクロベンケイガニ ― Chiromantes magnus ― VU 新規評価

その他無脊椎動物 ― クロウサギチマダニ ― Haemaphy salispentalagi ― EN 新規評価

維管束植物 コバヤシカナワラビ コバヤシカナワラビ Arachniodes yasu-inouei var. angustipinnula Arachniodes yasu-inouei var. angustipinnula EX EW
維管束植物 ヒュウガホシクサ ヒュウガホシクサ Eriocaulon seticuspe Eriocaulon seticuspe EX CR
維管束植物 ホソスゲ ホソスゲ Carex disperma Carex disperma EX CR
維管束植物 ― ミクラジマトウヒレン ― Saussurea mikurasimensis ― CR 新規評価

維管束植物 オオアオガネシダ 削除 Asplenium austrochinense 削除 EX 削除 標本の誤同定により日本国内にそもそも生息していなかったことが判明したため削除

カテゴリー

※網掛け部分はRL2015から変更された箇所を示す
（うち緑色はレッドリスト2017で増加した絶滅危惧種38種）
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