
昆虫類

にガ類）などでも著しく掲載種数が増加した。

和 名 科 名 上位分類群 学 名
改訂前カ
テゴリー

絶滅（EX)

ベッコウトンボ トンボ科 トンボ目 Libellula angelina EX

マダラナニワトンボ トンボ科 トンボ目 Sympetrum maculatum EX

ヤマトマダラバッタ バッタ科 バッタ目 Epacromius japonicus EX

↑ カワラバッタ バッタ科 バッタ目 Eusphingonotus japonicus CR+EN

○ ゴミアシナガサシガメ サシガメ科 カメムシ目 Myiophanes tipulina ―

カワラハンミョウ ハンミョウ科 コウチュウ目 Cicindela laetescripta EX

↑ ホソハンミョウ ハンミョウ科 コウチュウ目 Cicindela gracilis CR+EN

ヨドシロヘリハンミョウ ハンミョウ科 コウチュウ目 Cicindela inspecularis EX

ルイスハンミョウ ハンミョウ科 コウチュウ目 Cicindela lewisi EX

↑ アオヘリアオゴミムシ オサムシ科 コウチュウ目 Chlaenius praefectus NT

↑ オオサカアオゴミムシ オサムシ科 コウチュウ目 Chlaenius pericallus VU

○ キベリマルクビゴミムシ オサムシ科 コウチュウ目 Nebria livida angulata ―

○ クビナガキベリアオゴミムシ オサムシ科 コウチュウ目 Chlaenius prostenus ―

↑ ツヤキベリアオゴミムシ オサムシ科 コウチュウ目 Chlaenius spoliatus motschulskyi VU

コガタノゲンゴロウ ゲンゴロウ科 コウチュウ目 Cybister tripunctatus orientalis EX

○ スジゲンゴロウ ゲンゴロウ科 コウチュウ目 Hydaticus satoi ―

シャープゲンゴロウモドキ ゲンゴロウ科 コウチュウ目 Dytiscus sharpi EX

マルコガタノゲンゴロウ ゲンゴロウ科 コウチュウ目 Cybister lewisianus EX

ダイコクコガネ コガネムシ科 コウチュウ目 Copris ochus EX

↑ ギンイチモンジセセリ セセリチョウ科 チョウ目 Leptalina unicolor VU

オオウラギンヒョウモン タテハチョウ科 チョウ目 Fabriciana nerippe EX

ヒメヒカゲ本州西部亜種 ジャノメチョウ科 チョウ目 Coenonyjpha oedippus arothius EX

絶滅危惧Ⅰ類（CR＋EN)

○ オオイトトンボ イトトンボ科 トンボ目 Paracercion sieboldii ―

ヒヌマイトトンボ イトトンボ科 トンボ目 Mortonagrion hirosei CR+EN

○ モートンイトトンボ イトトンボ科 トンボ目 Mortonagrion selenion ―

↑ グンバイトンボ モノサシトンボ科 トンボ目 Platycnemis foliacea sasakii VU

↑ コバネアオイトトンボ アオイトトンボ科 トンボ目 Lestes japonicus NT

↑ アオハダトンボ カワトンボ科 トンボ目 Calopteryx japonica VU

キイロヤマトンボ エゾトンボ科 トンボ目 Macromia daimoji CR+EN

オオキトンボ トンボ科 トンボ目 Sympetrum uniforme CR+EN

↑ ハッチョウトンボ トンボ科 トンボ目 Nannophya pygmaea NT

ウスバカマキリ カマキリ科 カマキリ目 Mantis religiosa CR+EN

○ カヤコオロギ マツムシ科 バッタ目 Euscyrtus japonicus ―

◇ コヒゲジロハサミムシ ハサミムシ科 ハサミムシ目 Euborellia annulipes DD

コバンムシ コバンムシ科 カメムシ目 Ilyocoris cimicoides exclamationis CR+EN

○ クロオビカイガラキジラミ キジラミ科 カメムシ目 Pachypsylla usubai ―

○ マメグミキジラミ キジラミ科 カメムシ目 Cacopsylla kongoensis ―

キバネツノトンボ ツノトンボ科 アミメカゲロウ目 Libelloides ramburi CR＋EN

○ オオウスバカゲロウ ウスバカゲロウ科 アミメカゲロウ目 Heoclisis japonica ―

○ カワラゴミムシ カワラゴミムシ科 コウチュウ目 Omophron aequalis ―

ウミミズギワゴミムシ オサムシ科 コウチュウ目 Sakagutia marina CR+EN

オオヒョウタンゴミムシ オサムシ科 コウチュウ目 Scarites sulcatus CR+EN

○ クビナガヨツボシゴミムシ オサムシ科 コウチュウ目 Tinoderus singularis ―

○ ホソガムシ ホソガムシ科 コウチュウ目 Hydrochus aequalis ―

○ キベリクロヒメゲンゴロウ ゲンゴロウ科 コウチュウ目 Ilybius apicalis ―

ゲンゴロウ ゲンゴロウ科 コウチュウ目 Cybister japonicus CR+EN

↑ マルガタゲンゴロウ ゲンゴロウ科 コウチュウ目 Graphoderus adamsii VU

○ コガタガムシ ガムシ科 コウチュウ目 Hydrophilus bilineatus cashimirensis ―

↑ ヒメオオクワガタ クワガタムシ科 コウチュウ目 Dorcus montivagus montivagus NT

シロスジコガネ コガネムシ科 コウチュウ目 Polyphylla albolineata CR+EN

大阪府では、これまでに5500種を超える昆虫種が記録されているが、2000年の大阪府レッドデータブックでは、絶滅種12種を含

む182種が掲載されていた。今回の改訂で全掲載種数は、405種と大幅に増加し、絶滅種はコウチュウ目7種、カメムシ目、バッタ

目、チョウ目各1種が追加されて、22種となった。流水性昆虫を中心とするカゲロウ目、カワゲラ目、トビケラ目や、シリアゲム

シ目、ガロアムシ目が新たにリストに加わったほか、トンボ目、カメムシ目、アミメカゲロウ目、 コウチュウ目、チョウ目（特
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絶滅危惧Ⅰ類（CR＋EN)（つづき）

ツノコガネ コガネムシ科 コウチュウ目 Liatongus phanaeoides CR+EN

○ ヤマトアオドウガネ コガネムシ科 コウチュウ目 Anomala japonica ―

○ スナサビキコリ コメツキムシ科 コウチュウ目 Meristhus niponensis ―

○ アカジマトラカミキリ カミキリムシ科 コウチュウ目 Anaglyptus bellus bellus ―

○ アサカミキリ カミキリムシ科 コウチュウ目 Thyestilla gebleri ―

○ オオホソコバネカミキリ カミキリムシ科 コウチュウ目 Necydalis solida ―

フタコブルリハナカミキリ カミキリムシ科 コウチュウ目 Stenocorus caeruleipennis CR+EN

○ ベーツヒラタカミキリ カミキリムシ科 コウチュウ目 Eurypoda batesi ―

ムナコブハナカミキリ カミキリムシ科 コウチュウ目 Xenophyrama purpureum CR+EN

○ トラツリアブ ツリアブ科 ハエ目 Anastoechus nitidulus ―

↑ ヘリグロチャバネセセリ セセリチョウ科 チョウ目 Thymelicus sylvaticus VU

○ ミヤマチャバネセセリ セセリチョウ科 チョウ目 Pelopidas jansonis ―

↑ ギフチョウ アゲハチョウ科 チョウ目 Luehdorfia japonica VU

↑ スジボソヤマキチョウ シロチョウ科 チョウ目 Gonepteryx aspasia niphonica VU

ツマグロキチョウ シロチョウ科 チョウ目 Eurema laeta betheseba CR+EN

↑ キマダラルリツバメ シジミチョウ科 チョウ目 Spindasis takanonis VU

クロシジミ シジミチョウ科 チョウ目 Niphanda fusca CR+EN

シルビアシジミ シジミチョウ科 チョウ目 Zizina emelina CR+EN

↑ ヒロオビミドリシジミ シジミチョウ科 チョウ目 Favonius latifasciatus VU

↑ ウラギンスジヒョウモン タテハチョウ科 チョウ目 Argyronome laodice NT

↑ ウラナミジャノメ ジャノメチョウ科 チョウ目 Ypthima motschulskyi niphonica VU

↑ キマダラモドキ ジャノメチョウ科 チョウ目 Kirinia epaminondas VU

○ ムラサキマダラスイコバネ スイコバネガ科 チョウ目 Eriocrania komaii ―

↑ ギンボシスズメ スズメガ科 チョウ目 Parum colligata NT

○ マエアカヒトリ ヒトリガ科 チョウ目 Aloa lactinea ―

○ ギンモンアカヨトウ ヤガ科 チョウ目 Plusilla rosalia ―

絶滅危惧Ⅱ類（VU)

オオサカサナエ サナエトンボ科 トンボ目 Stylurus annulatus VU

○ オグマサナエ サナエトンボ科 トンボ目 Trigomphus ogumai ―

↑ ホンサナエ サナエトンボ科 トンボ目 Gomphus postocularis NT

ミヤマサナエ サナエトンボ科 トンボ目 Anisogomphus maacki VU

○ メガネサナエ サナエトンボ科 トンボ目 Stylurus oculatus ―

○ エゾトンボ エゾトンボ科 トンボ目 Somatochlora viridiaenea ―

↑ ハネビロエゾトンボ エゾトンボ科 トンボ目 Somatochlora clavata NT

アオヤンマ ヤンマ科 トンボ目 Aeschnophlebia longistigma VU

ネアカヨシヤンマ ヤンマ科 トンボ目 Aeschnophlebia anisoptera VU

ルリボシヤンマ ヤンマ科 トンボ目 Aeschna juncea VU

○ キトンボ トンボ科 トンボ目 Sympetrum croceolum ―

↑ ナニワトンボ トンボ科 トンボ目 Sympetrum gracile NT

↑ セグロバッタ バッタ科 バッタ目 Shirakiacris shirakii NT

○ ナキイナゴ バッタ科 バッタ目 Mongolotettix japonicus ―

○ ハウチワウンカ グンバイウンカ科 カメムシ目 Trypetimorpha japonica ―

↑ エゾハルゼミ セミ科 カメムシ目 Terpnosia nigricosta NT

○ ヒメハルゼミ セミ科 カメムシ目 Euterpnosia chibensis chibensis ―

↑ テングオオヨコバイ カンムリヨコバイ科 カメムシ目 Tengirhinus tengu NT

○ エノキカイガラキジラミ キジラミ科 カメムシ目 Celtisaspis japonica ―

○ イトアメンボ イトアメンボ科 カメムシ目 Hydrometra albolineata ―

○ オヨギカタビロアメンボ カタビロアメンボ科 カメムシ目 Xiphovelia japonica ―

エサキアメンボ アメンボ科 カメムシ目 Limnoporus esakii VU

タガメ コオイムシ科 カメムシ目 Kirkaldyia deyrolli VU

○ ズイムシハナカメムシ ハナカメムシ科 カメムシ目 Lyctocoris beneficus ―

↓ キバネキバナガミズギワゴミムシ オサムシ科 コウチュウ目 Armatocillenus aestuarii CR+EN

○ コキベリアオゴミムシ オサムシ科 コウチュウ目 Chlaenius circumdatus ―

↑ セアカオサムシ オサムシ科 コウチュウ目 Hemicarabus tuberculosus NT

ドウキョウオサムシ オサムシ科 コウチュウ目 Carabus uenoi VU

↑ ヒトツメアオゴミムシ オサムシ科 コウチュウ目 Chlaenius deliciolus NT

ヒョウタンゴミムシ オサムシ科 コウチュウ目 Scarites aterrimus VU

○ キイロコガシラミズムシ コガシラミズムシ科 コウチュウ目 Haliplus eximius ―

○ マダラコガシラミズムシ コガシラミズムシ科 コウチュウ目 Haliplus sharpi ―

○ キベリマメゲンゴロウ ゲンゴロウ科 コウチュウ目 Platambus fimbriatus ―
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絶滅危惧Ⅱ類（VU)（つづき）

オオクワガタ クワガタムシ科 コウチュウ目 Dorcus hopei VU

アカマダラハナムグリ コガネムシ科 コウチュウ目 Anthracophora  rusticola VU

↑ クロカナブン コガネムシ科 コウチュウ目 Rhomborhina  polita NT

↑ ヒゲコガネ コガネムシ科 コウチュウ目 Polyphylla laticollis NT

○ マルエンマコガネ コガネムシ科 コウチュウ目 Onthophagus viduus ―

ムネアカセンチコガネ コガネムシ科 コウチュウ目 Bolbocerosoma nigroplagiatum VU

○ ヤマトケシマグソコガネ コガネムシ科 コウチュウ目 Leiopsammodius japonicus ―

○ ハマベオオヒメサビキコリ コメツキムシ科 コウチュウ目 Agrypnus tsukamotoi tsukamotoi ―

○ ヤマトオサムシダマシ ゴミムシダマシ科 コウチュウ目 Blaps japonensis ―

クビジロカミキリ カミキリムシ科 コウチュウ目 Xylariopsis mimica VU

ケブトハナカミキリ カミキリムシ科 コウチュウ目 Caraphia lepturoides VU

↑ セミスジニセリンゴカミキリ カミキリムシ科 コウチュウ目 Eumecocera trivittata NT

↑ トガリバホソコバネカミキリ カミキリムシ科 コウチュウ目 Necydalis formosana NT

トゲムネホソヒゲカミキリ カミキリムシ科 コウチュウ目 Asaperda tenuicornis VU

○ トラフカミキリ カミキリムシ科 コウチュウ目 Xylotrechus chinensis chinensis ―

フトキクスイモドキカミキリ カミキリムシ科 コウチュウ目 Asaperda silvicultrix VU

ベニバハナカミキリ カミキリムシ科 コウチュウ目 Paranaspia anaspidoides VU

ヤマトチビコバネカミキリ カミキリムシ科 コウチュウ目 Leptepania japonica VU

ルリボシカミキリ カミキリムシ科 コウチュウ目 Rosalia batesi VU

○ ガガブタネクイハムシ ハムシ科 コウチュウ目 Donacia lenzi ―

○ キヌツヤミズクサハムシ ハムシ科 コウチュウ目 Plateumaris sericea ―

↑ キンイロネクイハムシ ハムシ科 コウチュウ目 Donacia japana NT

○ ツヤネクイハムシ ハムシ科 コウチュウ目 Donacia nitidior ―

○ ルイスツブゲンゴロウ ゲンゴロウ科 コウチュウ目 Laccophilus lewisius ―

○ オオミズスマシ ミズスマシ科 コウチュウ目 Dineutus orientalis ―

○ コミズスマシ ミズスマシ科 コウチュウ目 Gyrinus curtus ―

○ ヒメミズスマシ ミズスマシ科 コウチュウ目 Gyrinus gestroi ―

○ ミズスマシ ミズスマシ科 コウチュウ目 Gyrinus japonicus ―

○ ヤマトモンシデムシ シデムシ科 コウチュウ目 Nicrophorus japonicus ―

○ オオフタホシマグソコガネ コガネムシ科 コウチュウ目 Aphodius elegans elegans ―

○ セマルオオマグソコガネ コガネムシ科 コウチュウ目 Aphodius brachysomus ―

○ ミヤマオオハナムグリ コガネムシ科 コウチュウ目 Protaetia lugubris insperata ―

○ アイヌハンミョウ ハンミョウ科 コウチュウ目 Cicindela gemmata aino ―

○ オオヨツボシゴミムシ オサムシ科 コウチュウ目 Dischissus mirandus ―

○ オサムシモドキ オサムシ科 コウチュウ目 Craspedonotus tibialis ―

↑ トラフホソバネカミキリ カミキリムシ科 コウチュウ目 Thranius variegatus NT

↑ ムネマダラトラカミキリ カミキリムシ科 コウチュウ目 Xylotrechus grayii NT

○ ヨツボシカミキリ カミキリムシ科 コウチュウ目 Stenygrinum quadrinotatum ―

↑ ウマノオバチ コマユバチ科 ハチ目 Euurobracon yokohamae NT

○ キゴシジガバチ アナバチ科 ハチ目 Sceliphron madraspatanum ―

アイノミドリシジミ シジミチョウ科 チョウ目 Chrysozephyrus brillantinus VU

↑ ウラキンシジミ シジミチョウ科 チョウ目 Ussuriana stygiana NT

ウラナミアカシジミ シジミチョウ科 チョウ目 Japonica saepestriata VU

エゾミドリシジミ シジミチョウ科 チョウ目 Favonius jezoensis VU

ダイセンシジミ シジミチョウ科 チョウ目 Wagimo signatus VU

ヒサマツミドリシジミ シジミチョウ科 チョウ目 Chrysozephyrus hisamatsusanus VU

↑ ウラギンヒョウモン タテハチョウ科 チョウ目 Fabriciana adippe pallescens NT

↑ クモガタヒョウモン タテハチョウ科 チョウ目 Nephargynnis anadyomene midas NT

↑ クロヒカゲモドキ ジャノメチョウ科 チョウ目 Lethe marginalis NT

○ ツツジヒメシンクイ ハマキガ科 チョウ目 Hendecaneura rhododendrophaga ―

○ ミサキコミズメイガ ツトガ科 チョウ目 Parapoynx moriutii ―

○ キバラヒトリ ヒトリガ科 チョウ目 Epatolmis caesarea ―

○ ブチヒゲヤナギドクガ ドクガ科 チョウ目 Leucoma candida ―

準絶滅危惧（NT)

○ オビカゲロウ ヒラタカゲロウ科 カゲロウ目 Bleptus fasciatus ―

○ キイトトンボ イトトンボ科 トンボ目 Ceriagrion melanurum ―

○ セスジイトトンボ イトトンボ科 トンボ目 Paracercion hieroglyphicum ―

ベニイトトンボ イトトンボ科 トンボ目 Ceriagrion nipponicum NT

○ ホソミイトトンボ イトトンボ科 トンボ目 Aciagrion migratum ―

○ オツネントンボ アオイトトンボ科 トンボ目 Sympecma paedisca ―

ランク
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準絶滅危惧（NT)（つづき）

ムカシトンボ ムカシトンボ科 トンボ目 Epiophlebia superstes NT

ムカシヤンマ ムカシヤンマ科 トンボ目 Tanypteryx pryeri NT

アオサナエ サナエトンボ科 トンボ目 Nihonogomphus viridis NT

○ ウチワヤンマ サナエトンボ科 トンボ目 Sinictinogomphus clavatus ―

キイロサナエ サナエトンボ科 トンボ目 Asiagomphus pryeri NT

○ タベサナエ サナエトンボ科 トンボ目 Trigomphus citimus ―

ヒメサナエ サナエトンボ科 トンボ目 Sinogomphus flavolimbatus NT

○ フタスジサナエ サナエトンボ科 トンボ目 Trigomphus interruptus ―

オオルリボシヤンマ ヤンマ科 トンボ目 Aeschna nigroflava NT

○ カトリヤンマ ヤンマ科 トンボ目 Gynacantha japonica ―

サラサヤンマ ヤンマ科 トンボ目 Oligoaeschna pryeri NT

↓ マルタンヤンマ ヤンマ科 トンボ目 Anaciaeschna martini VU

○ トラフトンボ エゾトンボ科 トンボ目 Epitheca marginata ―

○ アキアカネ トンボ科 トンボ目 Sympetrum frequens ―

○ コフキトンボ トンボ科 トンボ目 Deielia phaon ―

○ ナツアカネ トンボ科 トンボ目 Sympetrum darwinianum ―

○ ノシメトンボ トンボ科 トンボ目 Sympetrum infuscatum ―

○ ヒメアカネ トンボ科 トンボ目 Sympetrum parvulum ―

○ マイコアカネ トンボ科 トンボ目 Sympetrum kunckeli ―

○ ミヤマアカネ トンボ科 トンボ目 Sympetrum pedemontanum elatum ―

○ ヨツボシトンボ トンボ科 トンボ目 Libellula quadrimaculata ―

○ ノギカワゲラ ヒロムネカワゲラ科 カワゲラ目 Cryptoperla  japonica ―

○ ヒメノギカワゲラ ヒロムネカワゲラ科 カワゲラ目 Microperla  brevicauda ―

ヒナカマキリ カマキリ科 カマキリ目 Amantis nawai NT

○ クチナガコオロギ コオロギ科 バッタ目 Velarifictorus aspersus ―

○ ナツノツヅレサセ コオロギ科 バッタ目 Velarifictorus grylloides ―

◇ クツワムシ キリギリス科 バッタ目 Mecopoda niponensis 要注目

ムツセモンササキリモドキ キリギリス科 バッタ目 Nipponomeconema mutsuense NT

ヒトコブササキリモドキ キリギリス科 バッタ目 Tettigoniopsis kongozanensis NT

↓ イナゴモドキ バッタ科 バッタ目 Mecostethus alliaceus VU

ダイリフキバッタ バッタ科 バッタ目 Callopodisma dairisama NT

◇ シラキトビナナフシ ナナフシ科 ナナフシ目 Micadina fagi DD

コバネコロギス コロギス科 バッタ目 Metriogryllacris magnus NT

アカエゾゼミ セミ科 カメムシ目 Lyristes flammatus NT

エゾゼミ セミ科 カメムシ目 Lyristes japonicus NT

○ ハルゼミ セミ科 カメムシ目 Terpnosia vacua ―

○ ムモンミズカメムシ ミズカメムシ科 カメムシ目 Mesovelia miyamotoi ―

ヤスマツアメンボ アメンボ科 カメムシ目 Gerris (Macrogerris) insularis NT

オオコオイムシ コオイムシ科 カメムシ目 Appasus major NT

○ コオイムシ コオイムシ科 カメムシ目 Appasus japonicus ―

○ ヒメミズカマキリ タイコウチ科 カメムシ目 Ranatra unicolor ―

○ ミズカマキリ タイコウチ科 カメムシ目 Ranatra chinensis ―

○ オオミズムシ ミズムシ科 カメムシ目 Hesperocorixa kolthoffi ―

○ ミヤケミズムシ ミズムシ科 カメムシ目 Xenocorisa vittipennis ―

ナベブタムシ ナベブタムシ科 カメムシ目 Aphelocheirus vittatus NT

○ オオツノトンボ ツノトンボ科 アミメカゲロウ目 Protidricerus japonicus ―

○ ケカゲロウ ケカゲロウ科 アミメカゲロウ目 Isoscelipteron okamotonis ―

○ ハンミョウ ハンミョウ科 コウチュウ目 Cicindela chinensis japonica ―

○ イグチケブカゴミムシ オサムシ科 コウチュウ目 Peronomerus auripilis ―

○ イコマメクラチビゴミムシ オサムシ科 コウチュウ目 Stygiotrechus itoi ―

イズミメクラチビゴミムシ オサムシ科 コウチュウ目 Trechiama dissitus NT

コンゴウメクラチビゴミムシ オサムシ科 コウチュウ目 Stygiotrechus ohtanii NT

サクライメクラチビゴミムシ オサムシ科 コウチュウ目 Trechiama inexpectatus NT

↓ チビアオゴミムシ オサムシ科 コウチュウ目 Eochlaenius suvorovi VU

ノトメクラチビゴミムシ オサムシ科 コウチュウ目 Trechiama notoi NT

○ ハマベミズギワゴミムシ オサムシ科 コウチュウ目 Bembidion semiluitum semiluitum ―

ポンポンメクラチビゴミムシ オサムシ科 コウチュウ目 Trechiama parvus NT

ミノオメクラチビゴミムシ オサムシ科 コウチュウ目 Trechiama nagahinis NT

モリモトメクラチビゴミムシ オサムシ科 コウチュウ目 Stygiotrechus morimotoi NT

○ ヤマトトックリゴミムシ オサムシ科 コウチュウ目 Lachnocrepis japonica ―

ランク
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○ ルリケイメクラチビゴミムシ オサムシ科 コウチュウ目 Trechiama ruri ―

○ ウスイロシマゲンゴロウ ゲンゴロウ科 コウチュウ目 Hydaticus rhantoides ―

○ オオヒメゲンゴロウ ゲンゴロウ科 コウチュウ目 Rhantus erraticus ―

○ クロゲンゴロウ ゲンゴロウ科 コウチュウ目 Cybister brevis ―

○ ケシゲンゴロウ ゲンゴロウ科 コウチュウ目 Hyphydrus japonicus ―

○ コウベツブゲンゴロウ ゲンゴロウ科 コウチュウ目 Laccophilus kobensis ―

○ コマルケシゲンゴロウ ゲンゴロウ科 コウチュウ目 Hydrovatus acuminatus ―

○ シマゲンゴロウ ゲンゴロウ科 コウチュウ目 Prodaticus bowringii ―

○ シャープツブゲンゴロウ ゲンゴロウ科 コウチュウ目 Laccophilus sharpi ―

○ マルチビゲンゴロウ ゲンゴロウ科 コウチュウ目 Leiodytes frontalis ―

ガムシ ガムシ科 コウチュウ目 Hydrophilus acuminatus NT

○ コガムシ ガムシ科 コウチュウ目 Hydrochara affinis ―

ツシマヒラタシデムシ シデムシ科 コウチュウ目 Eusilpha jakowlewi similator NT

オニクワガタ クワガタムシ科 コウチュウ目 Prismognathus angularis NT

トウカイコルリクワガタ クワガタムシ科 コウチュウ目 Platycerus takakuwai akitai NT

○ セマルケシマグソコガネ コガネムシ科 コウチュウ目 Psammodius convexus ―

○ ドウガネブイブイ コガネムシ科 コウチュウ目 Anomala cuprea ―

○ クロサワドロムシ ヒメドロムシ科 コウチュウ目 Neoriohelmis kurosawai ―

○ ヨコミゾドロムシ ヒメドロムシ科 コウチュウ目 Leptelmis gracilis ―

○ アカアシコハナコメツキ コメツキムシ科 コウチュウ目 Paracardiophorus sequens sequens ―

○ コンゴウミヤマヒサゴコメツキ コメツキムシ科 コウチュウ目 Homotechnes motschulskyi  kongoensis ―

○ コガタノサビコメツキ コメツキムシ科 コウチュウ目 Lacon parallelus parallelus ―

○ チャイロムナボソコメツキ コメツキムシ科 コウチュウ目 Agriotes subvittatus ogurae ―

○ ツシマヒメサビキコリ コメツキムシ科 コウチュウ目 Agrypnus tsushimensis tsushimensis ―

ヒメボタル ホタル科 コウチュウ目 Hotaria parvula NT

○ ヘイケボタル ホタル科 コウチュウ目 Luciola lateralis ―

セダカテントウダマシ テントウダマシ科 コウチュウ目 Bolbomorphus gibbosus NT

クロスジチャイロテントウ テントウムシ科 コウチュウ目 Micraspis kiotoensis NT

ジュウクホシテントウ テントウムシ科 コウチュウ目 Anisosticta kobensis NT

ジュウサンホシテントウ テントウムシ科 コウチュウ目 Hippodamia tredecimpunctata timberlakei NT

○ シロジュウゴホシテントウ テントウムシ科 コウチュウ目 Calvia quindecimguttata ―

○ ハラグロオオテントウ テントウムシ科 コウチュウ目 Callicaria superba ―

○ ミカドテントウ テントウムシ科 コウチュウ目 Chilocorus mikado ―

○ マルチビゴミムシダマシ ゴミムシダマシ科 コウチュウ目 Caedius marinus ―

キュウシュウツチハンミョウ ツチハンミョウ科 コウチュウ目 Meloe auriculatus NT

○ マルクビツチハンミョウ ツチハンミョウ科 コウチュウ目 Meloe corvinus ―

○ キイロミヤマカミキリ カミキリムシ科 コウチュウ目 Margites fulvidus ―

○ クスベニカミキリ カミキリムシ科 コウチュウ目 Pyrestes nipponicus ―

クロニセリンゴカミキリ カミキリムシ科 コウチュウ目 Eumecocera unicolor NT

ケブカマルクビカミキリ カミキリムシ科 コウチュウ目 Atimia okayamensis NT

シラホシキクスイカミキリ カミキリムシ科 コウチュウ目 Eumecocera gleneoides NT

セダカコブヤハズカミキリ カミキリムシ科 コウチュウ目 Parechthistatus gibber NT

ヒゲナガヒメルリカミキリ カミキリムシ科 コウチュウ目 Praolia citrinipes NT

○ マヤサンコブヤハズカミキリ カミキリムシ科 コウチュウ目 Mesechthistatus furciferus furciferus ―

ムネモンヤツボシカミキリ カミキリムシ科 コウチュウ目 Saperda tetrastigma NT

モモグロハナカミキリ カミキリムシ科 コウチュウ目 Toxotinus reini NT

ヨコヤマトラカミキリ カミキリムシ科 コウチュウ目 Epiclytus yokoyamai NT

○ クロオビツツハムシ ハムシ科 コウチュウ目 Physosmaragdina nigrifrons ―

○ ハッカハムシ ハムシ科 コウチュウ目 Chrysolina exanthematica ―

○ トビイロヒョウタンゾウムシ ゾウムシ科 コウチュウ目 Scepticus uniformis ―

○ スジヒラタガムシ ガムシ科 コウチュウ目 Helochares nipponicus ―

○ マルヒラタガムシ ガムシ科 コウチュウ目 Enochrus subsignatus ―

○ オオトックリゴミムシ オサムシ科 コウチュウ目 Oodes vicarius ―

○ カダメクラチビゴミムシ オサムシ科 コウチュウ目 Trechiama morii ―

○ キタヤマメクラチビゴミムシ オサムシ科 コウチュウ目 Stygiotrechus kitayamai ―

○ クロケブカゴミムシ オサムシ科 コウチュウ目 Peronomerus nigrinus ―

○ クロヒメヒョウタンゴミムシ オサムシ科 コウチュウ目 Clivina lewisi ―

○ タカモリメクラチビゴミムシ オサムシ科 コウチュウ目 Stygiotrechus kadanus ―

○ チョウセンゴモクムシ オサムシ科 コウチュウ目 Halpalus crates ―

○ ヨツモンカタキバゴミムシ オサムシ科 コウチュウ目 Badister pictus ―

ランク
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○ シバカワツリアブ ツリアブ科 ハエ目 Bombylius shibakawae ―

○ キタガミトビケラ キタガミトビケラ科 トビケラ目 Limnocentropus insolitus ―

○ フタスジキソトビケラ フトヒゲトビケラ科 トビケラ目 Psilotreta japonica ―

○ クロアシエダトビケラ（クチキトビケラ） アシエダトビケラ科 トビケラ目 Ganonema nigripennis ―

○ カタツムリトビケラ カタツムリトビケラ科 トビケラ目 Helicopsyche yamadai ―

アオバセセリ セセリチョウ科 チョウ目 Choaspes benjaminii japonica NT

○ オオチャバネセセリ セセリチョウ科 チョウ目 Polytremis pellucida ―

ヒメキマダラセセリ セセリチョウ科 チョウ目 Ochlodes ochraceus NT

○ ホソバセセリ セセリチョウ科 チョウ目 Isoteinon lamprospilus ―

○ ミヤマセセリ セセリチョウ科 チョウ目 Erynnis montanus ―

○ ヤマトスジグロシロチョウ シロチョウ科 チョウ目 Pieris nesis ―

ウラジロミドリシジミ シジミチョウ科 チョウ目 Favonius saphirinus NT

ミドリシジミ シジミチョウ科 チョウ目 Neozephyrus japonicus NT

オオウラギンスジヒョウモン タテハチョウ科 チョウ目 Argyronome ruslana japonica NT

オオムラサキ タテハチョウ科 チョウ目 Sasakia charonda NT

スミナガシ タテハチョウ科 チョウ目 Dichorragia nesimachus nesiotes NT

ミスジチョウ タテハチョウ科 チョウ目 Neptis philyra excellens NT

ヤマキマダラヒカゲ ジャノメチョウ科 チョウ目 Neope niphonica NT

ヒメキマダラヒカゲ ジャノメチョウ科 チョウ目 Zophoessa callipteris NT

○ ルリハダホソクロバ マダラガ科 チョウ目 Rhagades pruni ―

○ スギタニマドガ マドガ科 チョウ目 Rhodoneura sugitanii ―

○ フチムラサキノメイガ ツトガ科 チョウ目 Aurorobotys aurorina ―

○ ギンモンミズメイガ ツトガ科 チョウ目 Nymphula corculina ―

○ ミドロミズメイガ ツトガ科 チョウ目 Neoschoenobia testacealis ―

○ スカシサン カイコガ科 チョウ目 Prismosticta hyalinata ―

○ イボタガ イボタガ科 チョウ目 Brahmaea japonica ―

○ オナガミズアオ ヤママユガ科 チョウ目 Actias gnoma ―

エゾヨツメ ヤママユガ科 チョウ目 Aglia japonica NT

エゾシモフリスズメ スズメガ科 チョウ目 Meganoton analis NT

オオシモフリスズメ スズメガ科 チョウ目 Langia zenzeroides NT

コウチスズメ スズメガ科 チョウ目 Smerinthus tokyonis NT

○ スキバホウジャク スズメガ科 チョウ目 Hemaris radians ―

モンクロギンシャチホコ シャチホコガ科 チョウ目 Wilemanus bidentatus NT

ブナアオシャチホコ シャチホコガ科 チョウ目 Syntypistis punctatella NT

○ ナチキシタドクガ ドクガ科 チョウ目 Ilema nachiensis ―

○ スゲドクガ ドクガ科 チョウ目 Laelia coenosa ―

○ シロホソバ ヒトリガ科 チョウ目 Eilema degenerella ―

ウスアオリンガ ヤガ科 チョウ目 Paracrama angulata NT

○ キシタアツバ ヤガ科 チョウ目 Hypena claripennis ―

○ カギモンハナオイアツバ ヤガ科 チョウ目 Cidariplura signata ―

○ オオシロシタバ ヤガ科 チョウ目 Catocala lara ―

○ ベニシタバ ヤガ科 チョウ目 Catocala electa ―

↓ シロシタバ ヤガ科 チョウ目 Catocala nivea VU

○ ミヤマキシタバ ヤガ科 チョウ目 Catocala ella ―

↓ カバフキシタバ ヤガ科 チョウ目 Catocala mirifica VU

ワモンキシタバ ヤガ科 チョウ目 Catocala xarippe NT

○ アサマキシタバ ヤガ科 チョウ目 Catocala streckeri ―

○ ヨシノキシタバ ヤガ科 チョウ目 Catocala connexa ―

○ ヤマトホソヤガ ヤガ科 チョウ目 Lophoptera hayesi ―

キハダケンモン ヤガ科 チョウ目 Acronicta leucocuspis NT

○ マイコトラガ トラガ科 チョウ目 Maikona jezoensis ―

○ アカヘリヤガ ヤガ科 チョウ目 Adisura atkinsoni ―

○ ヌマベウスキヨトウ ヤガ科 チョウ目 Chilodes pacificus ―

アオバセダカヨトウ ヤガ科 チョウ目 Mormo muscivirens NT

○ テンスジウスキヨトウ ヤガ科 チョウ目 Coenobia orientalis ―

○ キスジウスキヨトウ ヤガ科 チョウ目 Capsula sparganii ―

○ ガマヨトウ ヤガ科 チョウ目 Capsula aerata ―

○ ホソバオビキリガ ヤガ科 チョウ目 Dryobotodes angusta ―

○ サヌキキリガ ヤガ科 チョウ目 Elwesia sugii ―

○ ウスミミモンキリガ ヤガ科 チョウ目 Eupsilia contracta ―

ランク
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○ ミスジキリガ ヤガ科 チョウ目 Jodia sericea ―

○ カギモンキリガ ヤガ科 チョウ目 Orthosia nigromaculata ―

情報不足（DD)

◆ ナゴヤサナエ サナエトンボ科 トンボ目 Stylurus nagoyanus VU

○ クロモンチビゴキブリ チャバネゴキブリ科 ゴキブリ目 Anaplecta japonica ―

○ ウスヒラタゴキブリ チャバネゴキブリ科 ゴキブリ目 Balta pallidiola ―

○ キョウトゴキブリ チャバネゴキブリ科 ゴキブリ目 Asiablatta kyotensis ―

○ カワラスズ コオロギ科 バッタ目 Dianemobius furumagiensis ―

○ アシジマカネタタキ カネタタキ科 バッタ目 Ectatoderus annulipedus ―

○ イソカネタタキ カネタタキ科 バッタ目 Ornebius bimaculatus ―

○ ヘリグロツユムシ キリギリス科 バッタ目 Psyrana japonica ―

○ タイワンクツワムシ キリギリス科 バッタ目 Mecopoda elongata ―

◆ キイフキバッタ バッタ科 バッタ目 Parapodisma hiurai NT

○ イソハサミムシ ハサミムシ科 ハサミムシ目 Anisolabis seirokui ―

○ ガロアムシ類 ガロアムシ科 ガロアムシ目 Galloisiana spp. ―

○ シロヘリツチカメムシ ツチカメムシ科 カメムシ目 Canthophorus niveimarginatus ―

○ オガタヒロバカゲロウ ヒロバカゲロウ科 アミメカゲロウ目 Lysmus ogatai ―

○ オオフトヒゲクサカゲロウ クサカゲロウ科 アミメカゲロウ目 Italochrysa nigrovenosa ―

○ キタオオクサカゲロウ クサカゲロウ科 アミメカゲロウ目 Nineta alpicola ―

○ マボロシクサカゲロウ クサカゲロウ科 アミメカゲロウ目 Nipponochrysa moriutii ―

○ クシヒゲカゲロウ クシヒゲカゲロウ科 アミメカゲロウ目 Dilar japonicus ―

○ カスリウスバカゲロウ ウスバカゲロウ科 アミメカゲロウ目 Distoleon nigricans ―

○ ヒメウスバカゲロウ ウスバカゲロウ科 アミメカゲロウ目 Pseudoformicaleo nubecula ―

○ ダイミョウアトキリゴミムシ オサムシ科 コウチュウ目 Cymindis daimio ―

○ ヤノホソコミズギワゴミムシ オサムシ科 コウチュウ目 Lymnastis yanoi ―

コセスジゲンゴロウ ゲンゴロウ科 コウチュウ目 Copelatus parallelus DD

マダラシマゲンゴロウ ゲンゴロウ科 コウチュウ目 Hydaticus termonectoides DD

○ マルケシゲンゴロウ ゲンゴロウ科 コウチュウ目 Hydrovatus subtilis ―

ムツボシツヤコツブゲンゴロウ ゲンゴロウ科 コウチュウ目 Canthydrus politus DD

○ チビコブスジコガネ コガネムシ科 コウチュウ目 Trox niponensis ―

○ マルツヤマグソコガネ コガネムシ科 コウチュウ目 Aphodius troitzkyi ―

○ スズキシモフリコメツキ コメツキムシ科 コウチュウ目 Actenicerus suzukii suzukii ―

○ タンバコクロコメツキ コメツキムシ科 コウチュウ目  Ampedus tamba ―

○ ムネアカツヤケシコメツキ コメツキムシ科 コウチュウ目 Megapenthes opacus ―

○ ヤマトホソガムシ ホソガムシ科 コウチュウ目 Hydrochus japonicus ―

○ シジミガムシ ガムシ科 コウチュウ目 Laccobius bedeli ―

○ マルチビガムシ ガムシ科 コウチュウ目 Pelthydrus japonicus ―

○ チュウブホソガムシ ホソガムシ科 コウチュウ目 Hydrochus chubu ―

○ クロサワツブミズムシ ツブミズムシ科 コウチュウ目 Satonius kurosawai ―

○ ヨツバコガネ コガネムシ科 コウチュウ目 Parastasia ferrieri ―

○ オオウバタマコメツキ コメツキムシ科 コウチュウ目 Cryptalaus yamato ―

○ カワイヒラアシコメツキ コメツキムシ科 コウチュウ目 Ischiodontus kawaii ―

○ トラフコメツキ コメツキムシ科 コウチュウ目 Pristilophus onerosus ―

○ ニホンチビマメコメツキ コメツキムシ科 コウチュウ目 Quasimus japonicus ―

○ ヒラタクシコメツキ コメツキムシ科 コウチュウ目 Spheniscosomus koikei ―

○ ミドリヒメコメツキ コメツキムシ科 コウチュウ目 Vuilletus viridis ―

○ ヤマモトツヤミズギワコメツキ コメツキムシ科 コウチュウ目 Oedostethus yamamotoi ―

○ ヨツコブサビコメツキ コメツキムシ科 コウチュウ目 Lacon quadrinodatus ―

○ ルリツヤハダコメツキ コメツキムシ科 コウチュウ目 Hemicrepidius subcyaneus ―

○ ミズバチ ヒメバチ科 ハチ目 Agriotypus gracilis ―

○ イワタセイボウ セイボウ科 ハチ目 Chrysis (Chrysura) hirsta ―

○ ミゾガシラアリ アリ科 ハチ目 Lordomyrma azumai ―

○ ニトベギングチ アナバチ科 ハチ目 Spadicocrabro nitobei ―

○ ニッポンハナダカバチ アナバチ科 ハチ目 Bembix niponica ―

○ クロマルハナバチ ミツバチ科 ハチ目 Bombus ignitus ―

○ ミスジシリアゲ シリアゲムシ科 シリアゲムシ目 Panorpa trizonata ―

○ ツマグロトビケラ トビケラ科 トビケラ目 Colpomera japonica ―

◆ ウラクロシジミ シジミチョウ科 チョウ目 Iratsume orsedice VU

【凡例】 ↑：アップリスト種   ↓：ダウンリスト種   ○：新規掲載された種   ◇：DD及び要注目から変更された種   ◆：DDへ変更された種

ランク


