
昆虫類のレッドリストの新旧対照表
和名の前に ○：現行ランクに比して、新ランク案が上がった種

●：現行ランクに比して、新ランク案が下がった種
印なし：ランク変更なし

新ランク

EX 現行ﾗﾝｸ CR+EN 現行ﾗﾝｸ 現行ﾗﾝｸ 現行ﾗﾝ
ｸ

現行ﾗﾝ
ｸ

現行ﾗﾝｸ 現行ﾗﾝｸ

トンボ目 オガサワラトンボ CR+EN ● アオナガイトトンボ CR+EN ● カラフトイトトンボ CR+EN LP ● イイジマルリボシヤンマ NT

オガサワラアオイトトンボ CR+EN オガサワライトトンボ VU ● キイロヤマトンボ VU ● マンシュウイトトンボ NT

ミヤジマトンボ CR+EN ベニイトトンボ VU ● グンバイトンボ VU
ベッコウトンボ CR+EN シマアカネ VU ● エゾカオジロトンボ VU
オオモノサシトンボ CR+EN ナニワトンボ VU ヒメイトトンボ NT
オオセスジイトトンボ CR+EN ○ ハネナガチョウトンボ NT ベニヒメトンボ NT
マダラナニワトンボ CR+EN ○ アサトカラスヤンマ NT イシガキヤンマ NT
ヒヌマイトトンボ CR+EN ○ オキナワミナミヤンマ NT カラカネイトトンボ NT

○ オオキトンボ VU ○ オグマサナエ ﾗﾝｸ外 オキナワサナエ NT
○ コバネアオイトトンボ VU ○ ハネビロエゾトンボ ﾗﾝｸ外 オキナワサラサヤンマ NT
○ ハナダカトンボ VU ヒナヤマトンボ NT

アマミヤンマ NT
ゴトウアカメイトトンボ NT
オキナワコヤマトンボ NT
ヒロシマサナエ NT
ヤエヤマサナエ NT
アマミサナエ NT

○ メガネサナエ ﾗﾝｸ外

○ ミナミトンボ ﾗﾝｸ外

○ ナゴヤサナエ ﾗﾝｸ外

○ オオサカサナエ ﾗﾝｸ外

○ ネアカヨシヤンマ ﾗﾝｸ外

○ モートンイトトンボ ﾗﾝｸ外

○ エゾアカネ ﾗﾝｸ外

○ フタスジサナエ ﾗﾝｸ外

カゲロウ目 リュウキュウトビイロカゲロウ NT ビワコシロカゲロウ DD
ヒトリガカゲロウ NT アカツキシロカゲロウ DD

カワゲラ目 コカワゲラ VU フライソンアミメカワゲラ NT カワイオナシカワゲラ DD

ガロアムシ
目

イシイムシ CR+EN ○ チュウジョウムシ（メギシマガロ
アムシ）

ﾗﾝｸ外

バッタ目 オキナワキリギリス NT ヒメヒゲナガヒナバッタ DD ● オオオカメコオロギ DD
ツシマフトギス NT ○ マボロシオオバッタ ﾗﾝｸ外

○ アマミヒラタヒシバッタ ﾗﾝｸ外
○ ムニンツヅレサセコオロギ ﾗﾝｸ外

ゴキブリ目 エサキクチキゴキブリ DD
○ ミヤコホラアナゴキブリ ﾗﾝｸ外
○ ホラアナゴキブリ ﾗﾝｸ外
○ キカイホラアナゴキブリ ﾗﾝｸ外
○ ミヤコモリゴキブリ ﾗﾝｸ外
○ エラブモリゴキブリ ﾗﾝｸ外

ハサミムシ
目

ムカシハサミムシ DD

チャタテム
シ目

○ ホソヒゲチャタテ ﾗﾝｸ外

カメムシ目 イシガキニイニイ CR+EN ● ズイムシハナカメムシ CR+EN ● ツマグロマキバサシガメ VU ● コリヤナギグンバイ CR+EN 宮古島のツマグロゼミ LP ● ザオウウンカ DD

シオアメンボ CR+EN チョウセンケナガニイニイ VU ● ヤセオオヒラタカメムシ VU ● カワムラヨコバイ NT ● ゴマフブチミャクヨコバイ DD
カワムラナベブタムシ CR+EN クロイワゼミ VU ● リンゴクロカスミカメ VU ● オオカモドキサシガメ NT ● クロスジコアオカスミカメ DD
ブチヒゲツノヘリカメムシ CR+EN ダイトウヒメハルゼミ VU ハウチワウンカ NT ● カバヒラタカメムシ NT

イトアメンボ VU イシガキヒグラシ NT テングオオヨコバイ DD
オヨギカタビロアメンボ VU オガサワラアオズキンヨコバ NT ナカハラヨコバイ DD
シロウミアメンボ VU フクロクヨコバイ NT ヒロオビフトヨコバイ DD
トゲアシアメンボ VU スナヨコバイ NT アマミオオメノミカメムシ DD
オガサワラミズギワカメムシ VU エサキナガレカタビロアメン NT オオメノミカメムシ DD
タガメ VU ツヤセスジアメンボ NT タイワンタガメ DD
トゲナベブタムシ VU エサキアメンボ NT サガミグンバイ DD
エグリタマミズムシ VU ババアメンボ NT ヒラタツチカメムシ DD
ゴミアシナガサシガメ VU オガサワラアメンボ NT ○ ケヤキワタムシ ﾗﾝｸ外
アシナガナガカメムシ VU オモゴミズギワカメムシ NT ○ ムクロジヒゲマダラアブラムシ ﾗﾝｸ外

○ ケブカオヨギカタビロアメンボ NT ヒメミズギワカメムシ NT ○ タイワンコオイムシ ﾗﾝｸ外
○ コバンムシ NT ヒラタミズギワカメムシ NT ○ オオメミズムシ ﾗﾝｸ外
○ オオサシガメ NT コオイムシ NT ○ チシマミズムシ ﾗﾝｸ外
○ フサヒゲサシガメ NT エサキタイコウチ NT ○ ハリサシガメ ﾗﾝｸ外
○ ムニンヤツデキジラミ ﾗﾝｸ外 マダラアシミズカマキリ NT ○ ヤエヤマサシガメ ﾗﾝｸ外
○ チャマダラキジラミ ﾗﾝｸ外 ホッケミズムシ NT ○ オオチャイロヒラタカメムシ ﾗﾝｸ外
○ ツツジコブアブラムシ ﾗﾝｸ外 オオミズムシ NT
○ ハシバミヒゲナガアブラムシ ﾗﾝｸ外 ナガミズムシ NT

オキナワマツモムシ NT
オオムラハナカメムシ NT
ケシヒラタカメムシ NT
ハマベナガカメムシ NT
ミナミナガカメムシ NT
シロヘリツチカメムシ NT
ハマベツチカメムシ NT
ミカントゲカメムシ NT
オガサワラハナダカアワフキ NT
ミヤモトベニカスミカメ NT
オガサワラチャイロカスミカメ NT
クヌギヒイロカスミカメ NT

○ タカラサシガメ DD
○ ツシマキボシカメムシ DD
○ エノキカイガラキジラミ ﾗﾝｸ外
○ ニシキギヒゲナガアブラムシ ﾗﾝｸ外
○ サンゴアメンボ ﾗﾝｸ外
○ ミゾナシミズムシ ﾗﾝｸ外
○ オオカバヒラタカメムシ ﾗﾝｸ外

アミメカゲロ
ウ目

ツシマカマキリモドキ DD

○ ヤマトセンブリ ﾗﾝｸ外

コゾノメクラチビゴミムシ EX オガサワラハンミョウ CR+EN ● ヨコミゾドロムシ CR+EN ● ホソハンミョウ CR+EN ● シラフオガサワラナガタマムシ CR+EN ● ケブカマルクビカミキリ NT
カドタメクラチビゴミムシ EX イカリモンハンミョウ CR+EN ● キムネキボシハナノミ CR+EN ● ヤエヤママルバネクワガタ VU オオキバナガミズギワゴミムシ DD ● ムラサキアオカミキリ NT

○ キイロネクイハムシ CR+EN リシリキンオサムシ CR+EN ● オガサワラムネスジウスバカミ
キリ

CR+EN クロオビヒゲブトオサムシ NT ムカシゲンゴロウ DD ● ミドリヒメスギカミキリ NT

リュウノメクラチビゴミムシ CR+EN ● オガサワラトビイロカミキリ CR+EN ヤエヤマクビナガハンミョウ NT メクラゲンゴロウ DD ● ケマダラカミキリ NT
ウスケメクラチビゴミムシ CR+EN ● オガサワライカリモントラカミキ CR+EN オオヒョウタンゴミムシ NT オオズウミハネカクシ DD ● カタモンビロウドカミキリ NT
ツヅラセメクラチビゴミムシ CR+EN ルイスハンミョウ VU ウミホソチビゴミムシ NT ヒメダイコクコガネ DD ● ヒメスジシロカミキリ NT
ケバネメクラチビゴミムシ CR+EN ハラビロハンミョウ VU マダラコガシラミズムシ NT サキシマチビコガネ DD ● アキネクイハムシ（アキミ

ズクサハムシ）
NT

スリカミメクラチビゴミムシ CR+EN ヨドシロヘリハンミョウ VU キイロコガシラミズムシ NT セスジマルドロムシ DD ● アカネキスジトラカミキリ DD
タカモリメクラチビゴミムシ CR+EN カワラハンミョウ VU キボシチビコツブゲンゴロウ NT ノブオフトカミキリ DD ● ヒメビロウドカミキリ DD
キタヤマメクラチビゴミムシ CR+EN マークオサムシ VU フタキボシケシゲンゴロウ NT キマダラオオヒゲナガゾウムシ DD ● ヨツモンミツギリゾウムシ DD
マスゾウメクラチビゴミムシ CR+EN ドウキョウオサムシ VU キボシツブゲンゴロウ NT チャバネホソミツギリゾウムシ DD ● ヤクシマオニクワガタ DD
アブクマナガチビゴミムシ CR+EN イワテセダカオサムシ VU トダセスジゲンゴロウ NT ゴマダラオオヒゲナガゾウムシ DD ● クロガネネクイハムシ DD
カダメクラチビゴミムシ CR+EN ウガタオサムシ VU ゲンゴロウ NT スジヒメカタゾウムシ DD ● カツラネクイハムシ DD
オガサワラアオゴミムシ CR+EN ワタラセハンミョウモドキ VU エゾコガムシ NT ダイトウスジヒメカタゾウムシ DD ● オオルリハムシ DD
アオヘリアオゴミムシ CR+EN イワタメクラチビゴミムシ VU チュウブホソガムシ NT ○ ニッポンセスジダルマガムシ ﾗﾝｸ外
チビアオゴミムシ CR+EN コカシメクラチビゴミムシ VU キンオニクワガタ NT ○ キョウトチビコブスジコガネ ﾗﾝｸ外
ヨコハマナガゴミムシ CR+EN モニワメクラチビゴミムシ VU ミクラミヤマクワガタ NT ○ ダルママグソコガネ ﾗﾝｸ外
キイロホソゴミムシ CR+EN アオナミメクラチビゴミムシ VU アラメエンマコガネ NT ○ セマルオオマグソコガネ ﾗﾝｸ外
カガミムカシゲンゴロウ CR+EN クチキゴミムシ VU オオチャイロハナムグリ NT ○ アカマダラコガネ ﾗﾝｸ外
トサムカシゲンゴロウ CR+EN オガサワラクチキゴミムシ VU ケスジドロムシ NT ○ ホソキマルハナノミ ﾗﾝｸ外
ギフムカシゲンゴロウ CR+EN ヒメフチトリゲンゴロウ VU ノブオオオアオコメツキ NT ○ ハガマルヒメドロムシ ﾗﾝｸ外
オオメクラゲンゴロウ CR+EN オキナワマルバネクワガタ VU ミヤコマドボタル NT ○ ヒゲナガヒラタドロムシ ﾗﾝｸ外
トサメクラゲンゴロウ CR+EN アマミマルバネクワガタ VU アカガネネクイハムシ NT ○ オガサワラナガタマムシ ﾗﾝｸ外
ヤシャゲンゴロウ CR+EN マルダイコクコガネ VU ○ オビヒメコメツキモドキ DD ○ イソジョウカイモドキ ﾗﾝｸ外
スジゲンゴロウ CR+EN クメジマボタル VU ○ ヤマトエンマコガネ DD ○ アバタツヤナガヒラタホソカタム ﾗﾝｸ外
フチトリゲンゴロウ CR+EN ○ エゾゲンゴロウモドキ NT ○ キバネキバナガミズギワゴミ

ムシ
ﾗﾝｸ外 ○ ボニンヒメハナノミ ﾗﾝｸ外

マルコガタノゲンゴロウ CR+EN ○ セスジガムシ NT ○ ツツイキバナガミズギワゴミム ﾗﾝｸ外 ○ ズグロヒメハナノミ ﾗﾝｸ外
コガタノゲンゴロウ CR+EN ○ オオクワガタ NT ○ フタモンマルクビゴミムシ ﾗﾝｸ外 ○ チチジマヒメハナノミ ﾗﾝｸ外
シャープゲンゴロウモドキ CR+EN ○ ダイコクコガネ NT ○ キベリマルクビゴミムシ ﾗﾝｸ外 ○ ハハジマヒメハナノミ ﾗﾝｸ外
リュウノイワヤツヤムネハネカクシ CR+EN ○ アカツヤドロムシ NT ○ スナハラゴミムシ ﾗﾝｸ外 ○ ヤエヤマクロスジホソハナカミ

キリ
ﾗﾝｸ外

ヨナグニマルバネクワガタ CR+EN ○ コクロオバボタル NT ○ フトキバスナハラゴミムシ ﾗﾝｸ外 ○ アカオニアメイロカミキリ ﾗﾝｸ外
ヤンバルテナガコガネ CR+EN ○ アカムネハナカミキリ NT ○ ツマキレオナガミズスマシ ﾗﾝｸ外 ○ ケズネチビトラカミキリ ﾗﾝｸ外
オガサワラムツボシタマムシ母
島亜種

CR+EN ○ アサカミキリ NT ○ オクエゾクロマメゲンゴロウ ﾗﾝｸ外 ○ ススキサビカミキリ ﾗﾝｸ外

キンモンオビハナノミ CR+EN ○ コハンミョウモドキ ﾗﾝｸ外 ○ マルガタゲンゴロウ ﾗﾝｸ外 ○ クロツヤアラゲカミキリ ﾗﾝｸ外
オガサワラオビハナノミ CR+EN ○ ジャアナヒラタゴミムシ ﾗﾝｸ外 ○ クロシオガムシ ﾗﾝｸ外 ○ アマミハリムネモモブトカミキリ ﾗﾝｸ外
クロサワオビハナノミ CR+EN ○ イスミナガゴミムシ ﾗﾝｸ外 ○ アマミセスジダルマガムシ ﾗﾝｸ外 ○ シロスジトゲバカミキリ ﾗﾝｸ外
ニセキボシハナノミ小笠原亜種 CR+EN ○ エゾガムシ ﾗﾝｸ外 ○ ヤマトモンシデムシ ﾗﾝｸ外 ○ アラメゴミムシダマシ ﾗﾝｸ外
クスイキボシハナノミ CR+EN ○ ダイトウヒラタクワガタ ﾗﾝｸ外 ○ マルコブスジコガネ ﾗﾝｸ外 ○ オキナワカブトムシ ﾗﾝｸ外
オガサワラモンハナノミ CR+EN ○ オオコブスジコガネ ﾗﾝｸ外 ○ ダイセツマグソコガネ ﾗﾝｸ外
フタモンアメイロカミキリ父島亜種 CR+EN ○ ツヤケシマグソコガネ ﾗﾝｸ外 ○ ヒメキイロマグソコガネ ﾗﾝｸ外
フタモンアメイロカミキリ母島亜種 CR+EN ○ チャバネエンマコガネ ﾗﾝｸ外 ○ キバネマグソコガネ ﾗﾝｸ外
ミイロトラカミキリ CR+EN ○ ヤクシマエンマコガネ ﾗﾝｸ外 ○ クロモンマグソコガネ ﾗﾝｸ外
フサヒゲルリカミキリ CR+EN ○ セマルヒメドロムシ ﾗﾝｸ外 ○ ツヤヒメマルタマムシ ﾗﾝｸ外

ヒゲシロアラゲカミキリ CR+EN ○ アヤスジミゾドロムシ ﾗﾝｸ外 ○ ヤマトオサムシダマシ ﾗﾝｸ外
ヤエヤマミツギリゾウムシ CR+EN ○ ツマベニタマムシ父島・母島列

島亜種
ﾗﾝｸ外 ○ クロヘリウスチャハムシ ﾗﾝｸ外

コウチュウ
目

房総半島のシロバネ
カワトンボ（f. edai )を
含むアサヒナカワトン
ボ

ランク外VU NT DD LP

資料 12

　1 / 2 ページ



新ランク

EX 現行ﾗﾝｸ CR+EN 現行ﾗﾝｸ 現行ﾗﾝｸ 現行ﾗﾝ
ｸ

現行ﾗﾝ
ｸ

現行ﾗﾝｸ 現行ﾗﾝｸランク外VU NT DD LP

○ ナカオメクラチビゴミムシ VU ○ オガサワラムツボシタマムシ父
島列島亜種

ﾗﾝｸ外 ○ チャイロヒメカミキリ小笠原
亜種

ﾗﾝｸ外

○ アマミスジアオゴミムシ VU ○ オガサワラキボシハナノミ ﾗﾝｸ外 ○ コトラカミキリ ﾗﾝｸ外
○ オオイチモンジシマゲンゴロウ VU ○ ニセチャイロヒメハナノミ ﾗﾝｸ外 ○ クロヒラタカミキリ ﾗﾝｸ外
○ マダラシマゲンゴロウ VU ○ ヨツボシカミキリ ﾗﾝｸ外 ○ ケハラゴマフカミキリ ﾗﾝｸ外
○ ウケジママルバネクワガタ VU ○ オガサワラトラカミキリ ﾗﾝｸ外 ○ オガサワラビロウドカミキリ ﾗﾝｸ外
○ オオミネクロナガオサムシ NT ○ オガサワラキイロトラカミキリ ﾗﾝｸ外 ○ ケズネケシカミキリ ﾗﾝｸ外
○ アオキクスイカミキリ DD ○ オキナワサビカミキリ ﾗﾝｸ外 ○ ミチノクケマダラカミキリ ﾗﾝｸ外
○ リシリノマックレイセアカオサム ﾗﾝｸ外 ○ ハハジマヒメカタゾウ ﾗﾝｸ外 ○ ヒメカタゾウムシ父島亜種 ﾗﾝｸ外
○ ミハマオサムシ ﾗﾝｸ外
○ アマミナガゴミムシ ﾗﾝｸ外
○ オガサワラモリヒラタゴミムシ ﾗﾝｸ外
○ ハハジマモリヒラタゴミムシ ﾗﾝｸ外
○ ツマベニタマムシ聟島亜種 ﾗﾝｸ外
○ オガサワラキンオビハナノミ ﾗﾝｸ外
○ ニセミヤマヒメハナノミ ﾗﾝｸ外
○ ワタナベヒメハナノミ ﾗﾝｸ外
○ アオノネクイハムシ ﾗﾝｸ外
○ ムコジマトラカミキリ ﾗﾝｸ外
○ ヒメカタゾウムシ母島亜種 ﾗﾝｸ外

シリアゲム
シ目

アマミシリアゲ DD

エゾユキシリアゲ DD
ツシマシリアゲ DD
イシガキシリアゲ DD

○ ヒウラシリアゲ ﾗﾝｸ外
○ シコクミスジシリアゲ ﾗﾝｸ外

ハエ目 イソメマトイ CR+EN ニホンアミカモドキ VU オオハマハマダラカ NT モイワエゾカ DD
○ ヨナハニクバエ ﾗﾝｸ外 マガリスネカ VU ヤマトクチキカ DD
○ ヨナクニウォレスブユ ﾗﾝｸ外 クロマガリスネカ VU ハマダラハルカ DD
○ ヤツシロハマダラカ ﾗﾝｸ外 ゴヘイニクバエ VU ネグロクサアブ DD
○ サツマツノマユブユ ﾗﾝｸ外 キンシマクサアブ DD

ヒメシマクサアブ DD
シマクサアブ DD
アルプスニセヒメガガンボ DD
エサキニセヒメガガンボ DD
カエルキンバエ DD
キョクトウハネカ DD
イトウタマユラアブ DD

○ カスミハネカ ﾗﾝｸ外
○ ケンランアリノスアブ ﾗﾝｸ外

ハチ目 ○ ヤスマツメンハナバチ NT ○ ノヒラセイボウ NT オガサワラクマバチ NT ツヤミカドオオアリ DD ● ハクサンハバチ DD
○ キムネメンハナバチ NT ○ オガサワラセイボウ NT ○ オオナギナタハバチ DD ヒメアギトアリ DD ● イトウハバチ DD
○ オガサワラメンハナバチ NT ○ オガサワラキホリハナバチ NT ○ コウノハバチ DD ミヤマアメイロケアリ DD ● 薩摩半島のアギトアリ LP

○ チチジマピソン NT ○ ムサシトゲセイボウ DD ハナナガアリ DD
○ ハハジマピソン NT ○ スダセイボウ DD ヤクシマハリアリ DD
○ オガサワラアナバチ NT ○ ナガセクロツチバチ DD アマミカバフドロバチ DD
○ オガサワラムカシアリ DD ○ ケシノコギリハリアリ DD ○ チャイロナギナタハバチ ﾗﾝｸ外
○ オガサワラチビドロバチ ﾗﾝｸ外 ○ ホソハナナガアリ DD ○ シロズヒラタハバチ ﾗﾝｸ外
○ オガサワラギングチバチ ﾗﾝｸ外 ○ フクイアナバチ DD ○ ヒダクチナガハバチ ﾗﾝｸ外
○ チチジマジガバチモドキ ﾗﾝｸ外 ○ ババアワフキバチ DD ○ クチナガハバチ ﾗﾝｸ外

○ カワラアワフキバチ DD ○ キンケセダカヤセバチ ﾗﾝｸ外
○ ムコジマスナハキバチ DD ○ オガサワラコンボウヤセバチ ﾗﾝｸ外
○ キアシハナダカバチモドキ DD ○ ミヤマツヤセイボウ ﾗﾝｸ外
○ タイワンハナダカバチ DD ○ シロアリモドキヤドリバチ ﾗﾝｸ外
○ ニッポンハナダカバチ DD ○ ヤクシマムカシアリ ﾗﾝｸ外
○ トクノシマツチスガリ DD ○ キマダラズアカベッコウ ﾗﾝｸ外
○ エラブツチスガリ DD ○ アケボノベッコウ ﾗﾝｸ外
○ ウマノオバチ ﾗﾝｸ外 ○ カラトイスカバチ ﾗﾝｸ外

○ マエダテツチスガリ ﾗﾝｸ外
○ アギトギングチ ﾗﾝｸ外
○ タイセツギングチ ﾗﾝｸ外
○ ニトベギングチ ﾗﾝｸ外
○ テングツチスガリ ﾗﾝｸ外
○ ノサップマルハナバチ ﾗﾝｸ外

トビケラ目 ビワアシエダトビケラ VU ギンボシツツトビケラ NT ● ツノカクツツトビケラ NT
○ オガサワラニンギョウトビケラ ﾗﾝｸ外 オキナワホシシマトビケラ

（オキナワオオシマトビケラ）
NT ウジヒメセトトビケラ（ウジセトト

ビケラ）
DD

クチキトビケラ（クロアシエダ
トビケラ）

NT

オオナガレトビケラ NT

チョウ目 チャマダラセセリ CR+EN アカセセリ VU ベニモンマダラ道南亜種 NT コンゴウミドリヨトウ DD

オガサワラシジミ CR+EN アサヒナキマダラセセリ VU ベニモンマダラ本土亜種 NT ○ ヒメウラボシシジミ ﾗﾝｸ外
タイワンツバメシジミ本土亜種 CR+EN ヒメチャマダラセセリ VU タカネキマダラセセリ北アル

プス亜種
NT

タイワンツバメシジミ南西諸島 CR+EN ギフチョウ VU ギンイチモンジセセリ NT

キタアカシジミ冠高原亜種 CR+EN ミヤマシロチョウ VU スジグロチャバネセセリ北海
道・本州・九州亜種

NT

クロシジミ CR+EN ツマグロキチョウ VU スジグロチャバネセセリ四国
亜種

NT

ゴイシツバメシジミ CR+EN ヒメシロチョウ VU ヒメギフチョウ北海道亜種 NT
オオルリシジミ九州亜種 CR+EN キタアカシジミ北日本亜種 VU ヒメギフチョウ本州亜種 NT
オオルリシジミ本州亜種 CR+EN ミヤマシジミ VU ウスバキチョウ NT
シルビアシジミ CR+EN アサマシジミ中部低地帯亜種 VU クモマツマキチョウ八ヶ岳・

南アルプス亜種
NT

オオウラギンヒョウモン CR+EN アサマシジミ中部高地帯亜種 VU クモマツマキチョウ北アルプ
ス・戸隠亜種

NT

ヒョウモンモドキ CR+EN アサマシジミ北海道亜種 VU ミヤマモンキチョウ浅間山系
亜種

NT

ウスイロヒョウモンモドキ CR+EN ゴマシジミ北海道・東北亜種 VU ミヤマモンキチョウ北アルプ
ス亜種

NT

カバシタムクゲエダシャク CR+EN ゴマシジミ八方尾根・白山亜種 VU イワカワシジミ NT
ミツモンケンモン CR+EN ゴマシジミ本州中部亜種 VU ベニモンカラスシジミ四国亜種 NT

ミヨタトラヨトウ CR+EN ゴマシジミ中国・九州亜種 VU ベニモンカラスシジミ中国亜種 NT

ノシメコヤガ CR+EN ルーミスシジミ VU ベニモンカラスシジミ中部亜種 NT

○ ホシチャバネセセリ VU チョウセンアカシジミ VU オオゴマシジミ NT
○ ヒメヒカゲ本州西部亜種 VU ウラナミジャノメ本州亜種 VU リュウキュウウラボシシジミ NT
○ ヒメヒカゲ本州中部亜種 VU オオイチモンジ VU ツシマウラボシシジミ NT
○ タカネヒカゲ八ヶ岳亜種 VU コヒョウモンモドキ VU ヒメシジミ本州・九州亜種 NT
○ ウスイロオナガシジミ九州亜種 ﾗﾝｸ外 クロヒカゲモドキ VU キマダラルリツバメ NT

タカネヒカゲ北アルプス亜種 VU クロツバメシジミ東日本亜種 NT
○ タカネキマダラセセリ南アルプ

ス亜種
NT クロツバメシジミ西日本亜種 NT

○ オガサワラセセリ NT クロツバメシジミ九州沿岸・
朝鮮半島亜種

NT

○ ヤマキチョウ NT カラフトルリシジミ NT

○ ハマヤマトシジミ NT ヒョウモンチョウ東北以北亜
種

NT

ヒョウモンチョウ本州中部亜 NT
アサヒヒョウモン NT
アカボシゴマダラ奄美亜種 NT
コノハチョウ NT
フタオチョウ NT
オオムラサキ NT
クモマベニヒカゲ北海道亜
種

NT

クモマベニヒカゲ本州亜種 NT

ベニヒカゲ本州亜種 NT

キマダラモドキ NT

ダイセツタカネヒカゲ NT

マサキウラナミジャノメ NT

ヤエヤマウラナミジャノメ NT
リュウキュウウラナミジャノメ NT
クロフカバシャク NT
ヨナグニサン NT
ハグルマヤママユ NT
フジシロミャクヨトウ NT
アズミキシタバ NT

○ ヒメイチモンジセセリ ﾗﾝｸ外
○ ウラギンスジヒョウモン ﾗﾝｸ外
○ カラフトヒョウモン ﾗﾝｸ外
○ シロオビヒメヒカゲ札幌周辺

亜種
ﾗﾝｸ外

○ シロオビヒカゲ ﾗﾝｸ外

種数 3 110 129 200 122 2 23
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