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５．昆　虫　類
１　昆虫相

　1998 年に作成された石川県の昆虫総目録である「石川県の昆虫」には、7,900 種余りの昆虫が記載

されている。その後、約 20 年が経過し、新たに約 1,300 種が県内から記録され、2019 年現在で約 9,200

種が確認されている。当然のことであるが、新たに生息種が増加したのは自然環境が改善されたわけ

ではなく、石川県未記録種がまだ多数生息していることを示すものである。その一方で、人間活動に

より生息地が失われている昆虫や絶滅しつつある昆虫が数多く存在することも事実である。

　以下、おもな自然環境別の希少種に着目しながら、環境の変化と昆虫の生息状況について述べる。

（１）海岸

　石川県の海浜における代表的な希少種としてイカリモンハンミョウ、ハラビロハンミョウ、カワラ

ハンミョウがあげられる。これら 3 種は、約 40 年前までは比較的、広範囲に生息していたが、砂浜の

狭小化、護岸工事、車の乗り入れにより、現在はいずれの種も危機的な状況にある。イカリモンハンミョ

ウは能登地方の約 3km の海浜に分布が限られ、生息域は 40 分の 1 に縮小した。また、カワラハンミョ

ウの生息地は 2 ヶ所のみになり、ハラビロハンミョウは、ここ 10 年間で加賀地方ではほぼ絶滅状態と

なった。また、これらの種は採集圧による圧迫を受けてきた経緯がある。

　ゼニゴギンガクニクバエ、ゴヘイニクバエ、イソメマトイは砂浜環境の悪化や海岸部の湧水ヶ所の

消失、また調査不足もあり長い間記録が途絶えていた。これらのうちゴヘイニクバエのみが今回の調

査によって自然環境の豊かな海浜 7 ヶ所から再発見された。

　オオヒョウタンゴミムシやハイイロクモバチ、ハマゴウノメイガは、加賀南部の海岸においてさら

に護岸工事が進行し、絶滅した地区があるのは残念なことである。一方、近年の調査でハマベウスバ

カゲロウやアカオビケラトリバチ、ニッポンハナダカバチ、チビウスキオオメイガのような全国的に

注目されている種が新たに発見された。また、エゾエンマコオロギ、オオウスバカゲロウ、ウスバカ

マキリ、ヒロバネカンタンなどは、能登地方において新たな産地が発見されている。

　海浜性昆虫の生存に影響を与えているのは護岸工事、海浜後背地の開発、海浜への車の乗り入れ、

砂浜の狭小化である。現在、護岸工事は加賀南部や口能登の海岸で進行していて、多くの希少種の生

息地が分断、あるいは消失してしまっている。これらの地域に生息している海浜性昆虫はいずれ、絶

滅に追い込まれるものと考えられる。県内の海浜で最も良好な自然環境が残されているのは加賀市の

海浜であり、希少種をはじめ多くの海浜性昆虫が生息している。

 

（２）平地（照葉樹林・河川敷など）

　県内の照葉樹林は社叢林や城跡として点在しているに過ぎない。照葉樹林に固有な希少種として、

キイロミヤマカミキリ、ベーツヤサカミキリ、ベーツヒラタカミキリ、ヤクシマコブヒゲアツバが加

賀南部を中心に生息し、いずれの種も石川県が北限または北限に近い。これらの種は今のところ健在

であるが、個体数が少なく隔離分布していることに変わりはない。他にオオゴキブリ、ヒナカマキリ、

セスジササキリモドキ、ハネナガモクメキリガも生息するが、これらは二次林から発見されることも

ある。

　これらの照葉樹林は、信仰の対象や史跡名勝として守られてきたものであり、今後も大きな環境改

変はないものと思われる。しかし、金沢城跡の公園整備の際に高木が伐採されたことや、社叢林にお

いて建造物の改築とともに林内が整備され、希少種の生息地が消滅した例がある。なお、上記の希少

昆虫には、枯れ木、枯れ枝、落葉といった植物遺体に依存している種が多いので、これらを除去する

林内整備は生息地の破壊につながるとともに、原植生の維持の点からも問題があり、注意する必要が
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ある。

　平野部の希少種としてハネナガイナゴ、アオスジクモバチ、アヤモクメキリガがあげられるが、い

ずれの種も局地的に生息している。今回の調査で見つかったセグロイナゴ、ムツボシクモバチは生息

地が明るい草地であることで共通しているが、その他の分布制限要因があるものと思われる。

　次に県内最大の河川である手取川中下流部に生息する種について述べる。手取川扇状地の扇頂部よ

り下流域の手取川は、かつて氾濫を繰り返し、急流河川に特有な河原の自然植生が保たれ、そこには

河原固有の昆虫が数多く生息していたはずである。しかし、現在の河川敷は、手取川ダムの建設、河

川敷内の土木工事や公園化などにより、上流からの河川流量や運搬砂礫の減少、河原に固有な植生の

破壊、高木の伐採が進みつつある。かつてこの地域に生息していたミヤマシジミ、カワラハンミョウ

は絶滅し、カワラゴミムシやオオクロツヤミズギワカメムシも絶滅した可能性が高い。

　また、アオモンギンセダカモクメは土木工事により県内唯一の生息地が消滅し、ここ 20 年間再発見

されていない。クロツヤヒゲナガコバネカミキリは近年の高木の伐採により、10 年前より生息域が 4

分の 1 に縮小し、絶滅の危機が高まってきた。手取川で重要なのは時に大雨により流路が変化するこ

とによって砂礫地が保たれていることと、その周囲に河原固有の植生の存在することであり、今後の

河川敷内における土木工事は、緊急性のある治水目的の最小限の工事にとどめるべきである。

（３）低湿地

　有史以来、河川の氾濫原、後背湿地、池沼は水田へと改変され、潟湖は干拓された。さらに戦後の

水田の圃場整備と栽培技術の変化は、水生、湿地性や平地の陸生生物群集にも大きな影響を与え、平

野部に生物の広大な分布空白域を作る結果となった。しかし、幸いにして本県には、シャープゲンゴ

ロウモドキなどの大型ゲンゴロウ類や小型ガムシ類、コオイムシ、ルリイトトンボ、コバネアオイト

トンボなどの希少種が生息する水辺環境がため池として丘陵部に存在している。これら水生昆虫は主

に能登地方のため池に生息している。しかし、水生昆虫にとって最後の聖域となっているため池も、

改修事業による近代的な護岸化、大型開発、道路建設、枯渇、水質悪化により楽観できない状況が続

いている。さらに、近年はブラックバスやアメリカザリガニなどの外来動物の侵入による水辺生態系

の破壊が進んでいるほか、大型ゲンゴロウ類を中心に採集圧による圧迫を受けている。

　また、潟湖、河川の下流部や周辺の湿地には、ヤマトヒメメダカカッコウムシ、オオチャバネヨトウ、

アオヤンマといったヨシ、ガマ群落に依存する湿地性昆虫が生息するが、コンクリートの護岸化や埋

め立てによって、生息環境が狭小化している。

　加賀南部の河川中流域において局地的に生息するアオサナエ、オナガサナエ、ヒメサナエは生息個

体数がきわめて少ない。今後、河川周辺の改修工事などの伴う環境の悪化により、容易に絶滅するも

のと思われる。

　水辺の希少種として、トヤマオオミズクサハムシやリュウキュウカギアシゾウムシが加賀地方で見

つかった。また、今回、ハッチョウトンボ、アオヤンマなど減少傾向のはっきりしているトンボ類 4

種がレッドデータブックに選定された。希少種として位置づけられてきたコガタノゲンゴロウとコガ

ムシが近年になって能登地方を中心に相次いで発見されるようになった、両種は個体数が増加してい

て、今後の動向に注意する必要がある。

　水辺の昆虫のうち、過去 30 年間で絶滅したものはタガメだけであるが、生息地が激減した種類は多

い。先ほど記述したように水辺環境は環境改変が著しく、今後も進行するものと思われる。開発や消

滅が進行しているため池や湿地に関しては、農政レベルでの生態系保全の対策を講ずる必要がある。

（４）低山地

　低山地の衰退種として、チョウ目ではホシチャバネセセリ、ウラギンスジヒョウモン、オオミスジ、

ヤホシホソマダラ、メンガタスズメなどがあげられる。これらの種の衰退は、里山の人為的な環境破

壊によるものが大きいが、里山の管理放棄による植生、環境の変化も大きな原因になっている。これ
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らのうち、ウラギンスジヒョウモンとオオミスジはここ 10 年間で加賀南部ではほぼ絶滅状態となって

しまった。クロシジミは古い記録があるのみで 40 年間、記録が途絶えている。また、この地域には減

少傾向の見られるメスグロヒョウモンやスジボソヤマキチョウなど数種類が生息していて、今後の発

生動向に注意する必要がある。

　オオセンチコガネは、県内では口能登の宝達丘陵周辺にのみ分布する種であるが、大きな環境改変

がないにもかかわらず、近年減少傾向にある。犀川中流域の凝灰岩層に生息するヒゲナガホラヒラタ

ゴミムシは開発により生息地が狭小化してしまった。ほかに減少した種としてネブトクワガタ、ヤネ

ホソバがあげられる。いずれにせよ、低山地は開発等による環境破壊が大きい地域であることに加えて、

人手が加わらなくなったことによる環境変化により、衰退に向かっている種が増えているのが現状で

ある。

　一方、近年になって低山地から新たにショウリョウバッッタモドキが見つかり、タカバクロヒラタ

ゴミムシが初めて能登地方で採集された。この地域で新たに選定された種はマルクビケマダラカミキ

リ、カスガキモンカミキリ、フジジガバチ、オオセイボウなどでいずれも採集例は少ない。

（５）山地                                    

　白山山系の渓流沿いおよび山稜の露岩地周辺の草地には、アサマシジミ、ヒメシジミ、ゴマシジミ、

ヘリグロチャバネセセリが局地的に生息している。このうち、ヒメシジミは近年になって多数発生し

ている地区がある。これらの種は、かつて、林道建設や河川改修などの人為的影響による生息地の破

壊が見られたが、現在はアサマシジミやゴマシジミで人が近づきやすい生息地において採集圧が大き

くなっている。

　白山山系の 1,000 ～ 1,500 ｍのブナを主体とした落葉広葉樹林には、ミヤマツヤハダクワガタ、ヒ

メオオクワガタ、トホシカミキリ、オニホソコバネカミキリが生息する。当地域では、近年、大きな

環境改変はないが、ヒメオオクワガタの個体数の減少が著しいのは昆虫マニアや業者による採集圧が

かかっていることに疑いはない。今回新たに選定したチャイロマメゲンゴロウは山間の湿地、クビジ

ロツメヨトウやナマリキシタバは蛇谷の露岩地に生息する局地的な希少種である。また、今回新たに

選定されたシコクヒメコブハナカミキリ、ヒゲブトハナカミキリ、トホシカミキリは採集例が少なく、

分布像が明らかでない。

　流水性のミネトワダカワゲラやニホンアミカモドキは発見例が少ないが、両種の生息する河川上流

部は人為的影響がおよんでいない所が大部分なので、生息環境が確保されていると考えられる。県内

の山地帯ではここ 10 年間に大きな開発行為はなかったようであるが、フタスジカタビロハナカミキリ

のように依存植物の採取による個体数の減少や、採集圧が懸念される種が存在する。また、風化石の

堆積層という特殊な環境に生息するウエダオオズナガゴミムシは、防災工事による生息地の破壊や採

集圧にさらされている。

（６）亜高山・高山帯　

　高山帯にはヌタッカゾウムシやオンタケナガチビゴミムシ、ミヤマゴモクムシ、アルプスヤガが生

息している。白山のアルプスヤガは赤褐色味が強く、飛騨山脈の個体群と明らかに異なり、地理的に

隔離された特徴的な個体群である。さらに白山の亜高山帯まで分布している種として、ハクサンホシ

シリアゲ、クモマベニヒカゲ、ミヤマセダカモクメ、モンクロキイロナミシャクがあげられる。今回、

新たに選定したシロオビドイカミキリ、ヘリグロアオカミキリは高標高地の針葉樹に依存し、キオビ

ホオナガスズメバチやヤドリホオナガスズメバチは亜高山帯を中心に分布する。また、今回の調査で

エゾコセアカアメンボ、カオジロトンボは亜高山帯下部以上の水たまりや地塘に比較的広く分布して

いることが明らかとなった。白山の亜高山帯以上に生息する昆虫はほぼすべてが分布上の西限となっ

ていて、生物地理上重要な地域となっている。幸いにも亜高山帯以上は白山国立公園特別保護地区に

指定されているため大きな環境改変はないが、中飯場まで通じている作業用道路が拡幅され周辺環境
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に悪影響を及ぼしている可能性がある。

　なお、亜高山、高山帯における昆虫調査は、石川県白山自然保護センターの協力を得て 2016 ～ 2018

年にかけて実施された。その結果、陸生コウチュウ類、蛾類、ハチ類を中心に亜高山、高山性の希少

な昆虫の生息実態が明らかになった。その成果は今回のレッドデータブックにも反映され、当地域か

ら 14 種の昆虫が新たに選定された。

２ 種の選定基準

　昆虫の場合、全分類群を県全体において網羅的に調査することは困難であり、環境省のカテゴリー

定義の定性的要因、定量的要因で種の選定を行うことは不可能である。今回、種の選定にあたって判

断基準としたのは、下記の 9 項目である。

判断基準　

　（環境要素）

１開発されやすい環境 ( 里山、平地、低湿地、海岸 ) に生息している。

２特殊環境 ( 亜高山 ･ 高山帯、岩場、照葉樹林、湿地、海岸 ) に生息している。

　（分布制限）

３全国的な局地的分布である。

４県内の分布域が少ない種 (10 ヶ所以下 ) である。

５石川県が分布限界の種である。

　（個体数と生息地数）

６個体数または生息地が減少している種である。

７近年の記録がほとんどない、または全くない種である。

　（その他）

８環境省が選定している種である。

９採集圧による圧迫を受けている種である。

　これら 9 項目の判断基準をもとに、各分類群の担当者が該当種を選定し、昆虫部会の中で検討して

6 つのカテゴリー（絶滅、絶滅危惧Ⅰ類、絶滅危惧Ⅱ類、準絶滅危惧、情報不足、地域個体群）に評価、

分類した。

　「情報不足」の種は、前回と同様で「全国的な希少種で、県内の確認記録が 1、2 例のみであるが、

調査が進めば他の地域でも見つかる可能性が高い種」と定義し、これに該当する種を選定した。

　なお、白山の亜高山帯、高山帯は特別保護地区が設定され、今後も人為的な影響が少なく、絶滅の

おそれが少ないと考えられることから、選定にあたっては西限種に限定し、中でも生息地が数ヶ所し

か知られていない種とした。

３　選定結果とその概要

（１）選定種の概要

　今回の選定種は表１のとおり 265 種で、第 2 版より 93 種増加した。第 2 版の「いしかわレッドデー

タブック 2009〈動物編〉」より、ランクを上げた種が 19 種、ランクを下げた種が 6 種で、17 種をラン

ク外とした。このことから新たに追加された種は情報不足を含め、110種と大幅に増加した。このことは、

分布調査が進んできた結果であると同時に、昆虫類にとって生息環境がより厳しい状況に移行してい

ることを示している。新規種 110 種の目別種数は、コウチュウ目が 46 種と最も多かった。次いでチョ

ウ目ガ類が 32 種、ハチ目が 11 種、バッタ目が 7 種であった。これらにはここ 10 年間で調査が進んだ

ことにより選定された種が多いが、以前から減少傾向がみられたにもかかわらず、過去のレッドデー

タブックでは選定されなかった種もいる。



昆

虫

類

108

　表 2 のランクアップした種は 19 種で、このうち 14 種は水生または湿地性の種、4 種は海岸から里

山までの低地に生息している陸生種で、開発の対象にされやすい自然環境にすむ種がほとんどである。

表 3 のランクダウンした 6 種はいずれも新たな生息地が多く見つかった結果である。

　表 4 はランク外になった 17 種である。これらの大部分はここ 10 年間において、新たな生息地が水

平分布あるいは垂直分布において増加した種である。また、生息実態が不明な種、地域個体群にふさ

わしくない種、誤同定であった種なども含まれる。

　表 5 は、生息環境別の種数を目別に示したものである。目別で見ると、種数が多く比較的よく調べ

られてきたコウチュウ目、チョウ目ガ類で増加が目立った。

　生息環境別にみると、第 2 版と同様に選定種が最も多かったのは低地の水辺で、水生や湿地性昆虫

が相変わらず危機的状況にあることがうかがえる。次いで、低山地性いわゆる里山に生息する種が多く、

開発されやすい環境にすむ昆虫である。平地性の種と山地性の種はともに 40 種前後であるが、総種数

の少ないのが平地であることを考慮すると、平地性の種も絶滅の恐れの高い種が多いことがうかがえ

る。一方、山地性、亜高山・高山性の昆虫も第 2 版よりも増加した。これは、ここ数年で白山の高標

高地における調査が進んだことにより、亜高山・高山帯において採集例の少ない西限種の分布実態が

明らかになったことやブナ帯の特殊環境に生息する希少種を選定した結果である。

表１　カテゴリー別の種数

ランク RDB2020 RDB2009

絶滅種 2 2

絶滅危惧Ⅰ類 56 40

絶滅危惧Ⅱ類 67 35

準絶滅危惧 108 66

情報不足 29 24

地域個体群 3 5

計 265 172

表２　「いしかわレッドデータブック 2009 〈動物編〉」 よりランクアップした種

種　名 旧ランク→新ランク 種　名 旧ランク→新ランク

マダラヤンマ Ⅱ類→Ⅰ類 ヒラサナエ 準→Ⅱ類

マダラナニワトンボ Ⅱ類→Ⅰ類 キトンボ 準→Ⅱ類

ミゾナシミズムシ 準→Ⅰ類 ミヤケミズムシ 準→Ⅱ類

ヤマトゴマフガムシ Ⅱ類→Ⅰ類 ルイスツブゲンゴロウ 準→Ⅱ類

クロツヤヒゲナガコバネカミキリ Ⅱ類→Ⅰ類 ミズスマシ 準→Ⅱ類

オニホソコバネカミキリ Ⅱ類→Ⅰ類 ヒメコガシラミズムシ 準→Ⅱ類

ニホンアミカモドキ 準→Ⅰ類 ホシチャバネセセリ 準→Ⅱ類

ヤクシマコブヒゲアツバ 準→Ⅰ類 オオミスジ 準→Ⅱ類

ハマヤガ Ⅱ類→Ⅰ類 ガマヨトウ 準→Ⅱ類

モートンイトトンボ 準→Ⅱ類 　 　

表３　「いしかわレッドデータブック 2009 〈動物編〉」 よりランクダウンした種

種　名 旧ランク→新ランク

ヒメマルミズムシ Ⅰ類→Ⅱ類

コガムシ Ⅰ類→Ⅱ類

ゴヘイニクバエ Ⅰ類→Ⅱ類

オオゴキブリ Ⅱ類→準

ヒナカマキリ Ⅱ類→準

ハイイロクモバチ Ⅱ類→準
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表４　「いしかわレッドデータブック 2009 〈動物編〉」 よりランク外となった種

種　名 種　名 種　名

ハネナシアメンボ チビクワガタ コマユバチの 1種

ハマベツチカメムシ ヘグラシモフリコメツキ タケウチケブカミバエ

コクロナガオサムシ白山亜種 ヘグラカバイロコメツキ キイロミヤマイエバエ

コミズスマシ ババジョウカイ キバネクロバエ

ナガヒラタムシ カラマツカミキリ オオシモフリスズメ

ツヤハマベエンマムシ トラフカミキリ

表５　選定種の目別種数とおもな生息環境

目名 海岸 低湿地 平地 低山地 山地 亜高山 ･高山 計

トンボ目 0 21 0 2 1 1 25

カワゲラ目 0 0 0 0 1 0 1

ゴキブリ目 0 0 1 0 0 0 1

カマキリ目 1 0 1 0 0 0 2

バッタ目 5 1 5 1 0 0 12

カメムシ目 0 13 2 1 0 1 17

アミメカゲロウ目 2 0 1 0 0 0 3

コウチュウ目 7 40 8 23 25 8 111

ハチ目 3 0 5 8 2 3 21

シリアゲムシ目 0 0 0 0 0 1 1

ハエ目 4 1 0 1 2 0 8

チョウ目 (チョウ類 ) 0 0 2 9 5 1 17

チョウ目 (ガ類 ) 3 6 14 13 6 4 46

計 25 82 39 58 42 19 265

（２）レッドデータブックの活用

　レッドデータブックの作成によって、希少昆虫への関心が高まるのは望ましいことである。多くの

昆虫が衰退に向かっているのは明らかであるし、その理由も多くの種類で推定されている。しかし、レッ

ドデータブックの中で提言された保全対策が進まないのは残念なことである。今回の選定種のうち、

石川県で過去 20 年間の間に保全対策がなされた種としてイカリモンハンミョウがあげられ、生息調査

や啓もう活動が行われてきた。また、奥能登において大型ゲンゴロウ類の保全活動が地道ながら約 18

年前から続けられていて成果をあげている。しかし、その他のすべてのレッドデータブック選定種は、

たとえ絶滅危惧Ⅰ類であっても、その生息地は行政を含めた関係機関からあまり関心が払われずに、

従来どおりに土地造成や河川改修、護岸工事、道路建設などの脅威にさらされているのが現状である。

その原因は、レッドデータブックで選定されても、それを活かす行政や関係機関を含めた保全体制が

整っていないためである。いいかえれば、レッドデータブックは希少種をリストアップすることが目

的となっていて、活かすことに注意が払われていないのが現状である。

　絶滅の恐れのある種の保全対策をより積極的に進めるためには、開発行為に至るまでの過程で、レッ

ドデータブック種の重要性と位置付けを明確にすること、有識者の意見を反映させることなどを再検

討し、絶滅を防ぐことに重心を置いた開発行為のあり方、しくみを構築する必要がある。

　一方でレッドデータブックを活かす方法のひとつとして、行政主導で 3 次メッシュを公開し、関係

機関に周知させる方法がある。環境改変にかかわる関係機関に、希少種の生息場所を 3 次メッシュ地

図であらかじめ示すことによって、事前に工事を回避したり環境に配慮した工事方法を模索したりす

ることが可能となる。この「生息地公開による環境保全」が効果的な保全対策として機能するには、

あらゆる希少生物を網羅した 3 次メッシュ地図を作成すること、保全にあたってのマニュアルや連絡

体制を整備することが重要である。また、この 3 次メッシュ地図から石川県の重要種が多く生息する

ホットスポットが明確になるであろうし、その地区を環境保全地域に指定し、末永く守っていくこと

も可能になる。
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（３）その他

　昆虫の場合、２次メッシュ地図による分布表示は次の 2 種類に分けて表示した。

　　　　赤色　････　すでに絶滅している、または生息している可能性が低い。

  　　　橙色　････　生息している、または生息している可能性が高い。

４ 謝　辞

　いしかわレッドデータブック 2020 をまとめるにあたり、昆虫の写真提供、標本の借用について次の

方々や施設からご協力をいただいた。ここにご芳名を記して感謝申し上げる。

　石川県ふれあい昆虫館、江口元章、熊谷直哉、国立科学博物館、国立感染症研究所、小松市立博物館、

森　幸彦、野中　勝、故 入場　登、櫻井佳明、故 富樫一次、吉村久貴

                                                        　　　　　 （富沢　章）
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タガメ カメムシ目　コオイムシ科

Kirkaldyia deyrolli (Vuillefroy)

ミヤマシジミ チョウ目　シジミチョウ科

Plebejus argyrognomon praeterinsularis Verity

石川県カテゴリー 絶　滅

石川県カテゴリー 絶　滅

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠB類

■選定理由　�全国的に激減し、北陸3県でも近年の確認例は僅かで、県内では絶滅した
と判断される。

■形　　態　�体長48～65mmで日本最大の水生昆虫である。体型は扁平で体色は灰褐
色～褐色である。前脚は先端が1本の爪となった捕獲脚、中･後脚は扁平
な遊泳脚である。

■国内分布　�北海道、本州、隠岐島、淡路島、四国、九州、対馬、琉球列島に分布す
る。

■県内分布　�1951年の小松市丸の内の記録のみである。かほく市や輪島市では1970年
代までは確認されていたようであり、かつては県内各地に広く分布していた
と考えられる。

■生　　態　�カエルや水生昆虫を捕食する。4月頃から活動し、メスが6月頃に水面上の抽
水植物の茎や杭に卵塊を産みつける。幼虫は約一ヶ月半で老熟し、8月頃に
羽化する。成虫は数㎞を飛翔し灯火に飛来する。10月には上陸し、水際や林
内の枯れ草の下などで越冬する。

■生息地の条件　�平野～丘陵部の、抽水植物などの水草が多くやや水深のある池沼、湿地、た
め池、水田、休耕田などのさまざまな止水域、緩やかな流れの河川や水路の
水際部に生息する。

■危険要因　�池沼･河川の開発改修、ほ場整備などによる生息環境の消失や水質の悪化によ
る餌生物の減少、街灯の増加、近年では採集圧も脅威である。北陸3県では
1950～60年代の農薬使用によって大打撃を受けたと考えられる。

■特記事項　�2000年代以降の発見例があるが、飼育個体の放逐の可能性が高いために注
意が必要である。また、国内希少野生動植物種に指定されている。

■参考文献　138
西原昇吾

　

■選定理由　�1961年当時は手取川河川敷や堤防法面に多数生息していたが、1973年
の記録を最後に近年は全く観察されず、絶滅したものと考えられる。

■形　　態　�開張30mm内外の小型種である。オスの翅表は紫の強い青色、裏面は灰
白色で後翅外縁に橙色の帯があり、その外側の黒斑の中には光沢を持つ青
色がある。メスの翅表は黒褐色で後翅外縁に橙色斑があり、裏面は地色が
オスより茶色味が強い。

■国内分布　�本州に分布し、分布の中心は関東、中部地方にある。生息地の多くは大きな
河川の水系に沿って知られ、本県の手取川が分布の西限になっていた。

■県内分布　�1961年(昭和36年)には、旧辰口町の手取川河川敷、堤防法面で多数観察さ
れていたが、継続した調査がなされておらず、1973年に手取川河原で2頭
のオスが採集されてから以降は、観察されていない。

■生　　態　�主として食樹となるコマツナギ群落の見られる河川敷や堤防などに生息して
いる。年に数回発生し、隣の富山県では5月下旬から10月にかけて3回発生
することが知られている。成虫は好んで花に集まり、生息地であるコマツナ
ギ群落から離れることはほとんどない。卵で越冬し、越冬卵はコマツナギの
根本近くの落葉、枯枝、小石などに産まれる。

■生息地の条件　�コマツナギ群落が見られる河原や堤防が、広い範囲で残されていることが重
要と思われる。

■参考文献　�150，256

松井正人

標本提供者 : 国立科学博物館

標本提供者 : 小松市立博物館

現在は生息していない、
または生息の可能性が
低い

0 20 40km

現在は生息していない、
または生息の可能性が
低い

0 20 40km

県内の分布

県内の分布
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ホソミイトトンボ トンボ目　イトトンボ科

Aciagrion migratum (Selys)

ルリイトトンボ トンボ目　イトトンボ科

Enallagma boreale cirulatum Selys

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�日本海側での分布北限に近く、県内で2頭確認されたのみで、最近30年
間は発見されていない。

■形　　態　�夏型は腹長24～25mm、後翅長15～17mm、越冬型は腹長28～
31mm、後翅長18～22mmで細長い。越冬型は淡褐色で、成虫で冬を
越し春には鮮やかな青色に変化する。　

■国内分布　�西南日本に多く、日本海側では福井県の所々に生息し、富山県では発見さ
れておらず、新潟県で1例の報告がある。

■県内分布　�金沢市小立野1966年の1オスの採集例と1987年の1頭の確認例があるが、
発生池は不明。

■生　　態　�夏型は7～9月に活動し、越冬型は8月中旬から出現して秋まで草原などで
摂食期を過ごす。成虫は越冬後に成熟し、体色も変って生殖活動に移る。産
卵は、池沼の植物茎に単独または連結態で行ない、成虫は6月末には姿を消
す。幼虫は平地～丘陵の抽水植物の多い池沼で育つ。

■生息地の条件　�平地や丘陵のヨシなどの多い池や沼。農薬や廃水の影響がなく、コンクリー
トやビニールシートでおおわれず、深くはないが夏でも干上がらないこと、
付近に摂食や越冬のための林野があることが重要である。

■危険要因　�平地の池沼の埋立てや汚染、付近の開発などが定着に影響する。ブラックバ
スやブルーギルの移入も、生存を脅かす。

■参考文献　213，214

武藤　明

■選定理由　�分布西南限に近く、県内では2ヶ所で確認されたに過ぎない。ブルーギル
やブラックバス等の移入や、開発の影響が危惧されている。

■形　　態　�腹長25～30mm、後翅長20～25mm。オスは美しい瑠璃色で、黒条が
あり、メスの地色は青緑で背面は黒条が発達する。

■国内分布　�本州中部以北から北海道に分布し、岐阜県白鳥町と高根村が南西限であ
る。福井県の上小池や刈込池にも生息するが、富山県では未発見である。

■県内分布　�辰口町鍋谷の蟹淵と、小松市桂町のため池から知られているに過ぎない。桂
町の池は、標高が極めて低い点でも注目されたが、最近は全く見られず、絶
滅したと考えられる。

■生　　態　�本州の山地では5月末～6月から成虫が出現し、8月下旬まで活動する。小松
市桂町では、4月下旬にはすでに成熟虫も見られ、蟹淵では、8月上旬にも観
察される。未熟期には池沼の周囲の林内に分散しているが、成熟虫は水域に
もどって水面を低く飛び、オスどうし干渉し合ったりメスを追尾したりして
いる。産卵は水草の茎に単独または連結態で行う。

■生息地の条件　�山間の開けた湖沼で、水温が低く、適当に水草が生えていて強力な捕食者が
いないこと、周囲に雑木林があり、池沼には強力な捕食者がいないことが重
要である。

■危険要因　�能美市の蟹淵では、個体数が減少、沼中に増えてきたブルーギルによる捕食
やコシアキトンボなど低地種の進出、土砂の流入が危惧される。小松市桂町
での発生は一時的で、最近は見られない。

■参考文献　217，228
武藤　明

標本提供者 : 武藤　明

写真提供者 : 富沢　章

現在は生息していない、
または生息の可能性が
低い
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コバネアオイトトンボ トンボ目　アオイトトンボ科

Lestes japonicus Selys

ホンサナエ トンボ目　サナエトンボ科

Gomphus postocularis Selys

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠB類

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�アオイトトンボやオオアオイトトンボと異なり、もともと全国的にも希少
種であったが、ため池の乾燥や林野の開拓などにより、近年急速に減少し
ている。

■形　　態　�腹長26～33mm、後翅長18～22mm、黄白色の地に金緑の部分があ
る。オオアオイトトンボより小型で、オスは成熟してもアオイトトンボの
ような白粉を吹かない。

■国内分布　東北から九州におよぶが、希である。

■県内分布　�能登の志賀町(上野、酒見、久喜)と珠洲市(赤刈、正院、三崎付近)に生息す
る。

■生　　態　�丘陵の林間の浅く、抽水植物の多いため池や沼で育ち、7月下旬から羽化して
11月中旬まで周辺で活動する。アオイトトンボやオオアオイトトンボよりは
るかに劣勢である。

■生息地の条件　�平地～丘陵の林間の、抽水植物が多く浅い池沼が生息地である。珠洲では、
かなり小さい沼沢でも見られる。

■危険要因　�志賀町の主産地のため池の一つが干上り、絶滅した。アメリカザリガニの侵
入した池もある。珠洲でも捕食魚の移入、山道の建設や開発に伴い減少した
地点がある。池沼の周囲の林野の荒廃も、悪影響を及ぼす。

■参考文献　222，224

武藤　明

■選定理由　1950年代でも極めて希であったが、それ以降に県内では確認例がない。

■形　　態　�腹長33～36mm、後翅長29～32mmで、黄色の地に黒紋のあるずんぐ
りしたサナエ。オスは腹端がふくらみ、尾部上付器は強くまがっている。

■国内分布　�北海道から本州、四国、九州にまで分布する日本特産種である。福井県で
は最近もかなり生息するが、富山県からは近年記録されていない。

■県内分布　�金沢の内川の支流で、1957年6月9日に1メスが採れたが、近年は全く
確認できない。

■生　　態　�平地～丘陵の川の中流域の砂泥底に育ち、成虫は5～6月に出現する。未熟期
には付近の樹林に移動し、成熟すると渓畔の近くに来て水辺の土などに静止
したり、水面低く飛んだりするが、定住性は乏しい。メスは、腹端に大きい
卵塊を形成してから、打水産卵する。

■生息地の条件　�自然状態のよい河川の中流域に生息する。流量が安定して保たれていて、底
は砂泥～砂礫質であること、農薬や廃水による汚染がなく岸辺に岩石や砂泥
もあること、付近に樹林があり、摂食や休止の場所が確保できることが重要
である。

■危険要因　�河川の中流域は、上流に比べ人工的な影響を受けやすい。流れの直線化や堤
防のコンクリート化、水辺の除草や火入れ、摂食期を過ごす林野の開発や害
虫防除、道路建設と車の増加なども生存をおびやかす要因である。

■参考文献　216，228
武藤　明

富沢　章

標本提供者 : 武藤　明
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オグマサナエ トンボ目　サナエトンボ科

Trigomphus ogumai Asahina

ヒメサナエ トンボ目　サナエトンボ科

Sinogomphus flavolimbatus (Oguma)

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�加賀市三木と奥谷でしか発見されておらず、三木が日本海側の分布北限。
個体数も少ない。

■形　　態　�腹長33～35mm、後翅長26～29mmで、黄色の地に黒条があり、コサ
ナエによく似るがやや大きい。オスの尾部上付器には背面に棘があり、メ
スの生殖弁は二又に深く裂けている。

■国内分布　�日本特産種で、本州中部以南から九州にかけて分布するが、普遍的ではな
い。北陸では福井～石川の県境の一部のため池に産するが、他地域からは未
知である。

■県内分布　�加賀市三木の一つのため池で成熟した2オスを1998年に採り、1999年に
は同池で8個の羽化殻を発見した。さらに付近の2つのため池でも確認された
が、最近はほとんど見られない。

■生　　態　�平地～丘陵の池沼、水田、用水溝などに幼虫は生息し、泥にもぐり長い腹端
を突き出している。成虫は4月に羽化し、池の周辺の陽当りのよい土堤や草
地で飛んだり静止したりしている。成虫の生態はコサナエと大差ないが、発
生時期がやや早い。

■生息地の条件　�浮葉植物か適当に生え開水面があり、周囲に草原や樹林もあることが重要で
ある。

■危険要因　�灌漑用のため池の埋め立て、水抜き後の放置、廃棄物投入、ブラックバスや
ブルーギルの移入、林野の開発、周囲の道路建設などが脅威である。

■特記事項　県産の個体は、前肩条の黄色部が黒化し消失する特徴がある。

■参考文献　217，228

武藤　明

■選定理由　�成虫は過去に小松市大杉上町の大杉谷川で2頭採集されたのみである。近
年、南加賀の3河川から発見されているが、局地的で個体数が少ない。

■形　　態　�腹長31～34mm、後翅長24～25mmの小型でやや細いサナエである。
胸側に1本の太い黒条がありオスの尾部上付器は角状で白い。

■国内分布　�日本特産種で、本州、四国、九州に分布するが、産地は比較的少ない。北
陸では福井県の南川の本流や支流にかなり生息する。

■県内分布　�幼虫調査により小松市大杉上町の大杉谷川、丸山町の大日川、加賀市山中温
泉九谷町の大聖寺川で生息が確認されているが、多くない。

■生　　態　�幼虫は、低山の渓流の砂礫質の水底で育ち、岸辺の石などの上で羽化する。
未熟期には、林間で摂食し、成熟虫は7～8月に河畔で活動する。飛翔力は強
くない。

■生息地の条件　�水質汚染のない中流域で、水面に出た石や岸辺の岩石、ヨシなどが存在し、
近くには摂食空間としての疎林があることが重要である。

■危険要因　�ダム工事、道路建設、川床ならし等で礫や抽水植物が除去されるなどで生息
環境が損なわれる。

■参考文献　2，146，219

�武藤　明

標本提供者 : 武藤　明

標本提供者 : 武藤　明
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オナガサナエ トンボ目　サナエトンボ科

Onychogomphus viridicosta (Oguma) 

カトリヤンマ トンボ目　ヤンマ科

Gynacantha japonica Bartenef 

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�かつて金沢市で1頭採れてから、この40年間に県内では確実な記録や採
集例がなかったが、加賀市の2地域で再確認された。

■形　　態　�腹長39～46mm、後翅長32～37mmで、黄緑の地に黒条がある。オス
の腹端近くがふくらみ、尾部付器は長大で曲がっている。

■国内分布　�日本特産種で、本州の東北地方から九州南部まで分布する。北陸では富山
県でも近年記録されていないが、福井県には希でない。　�

■県内分布　�金沢市石引で、1957年に未熟なオスが採れたのが、唯一の確実な記録で
あった。2003年に加賀市の日谷川と曽宇川で確認され、刈安山、大聖寺川
や小松市粟津町、長谷でも発見された。

■生　　態　�幼虫は、河川の中流の砂礫底で育つ。成虫は6～7月に羽化し林間で摂食期を
過ごしてから、水辺で8～9月に活動するがかなり敏捷である。

■生息地の条件　�河川の中流から少し上流にかけて、砂礫～砂泥質のやや流速のある部分に生
息し、時にかなり狭い川や、用水でも見られる。

■危険要因　�農薬や廃水による汚染、ダム建設、河川の改修や、周辺の開発が減少をもた
らす。

■参考文献　168，221

武藤　明

■選定理由　�以前は普通種であったが、県内で近年は全く確認されていなかった。能登
半島の志賀町で2002年に観察され、次いで珠洲市でも発見されたが、希
少である。

■形　　態　�腹長46～53mm、後翅長42～50mm。複眼が大きく、腹部のくびれが
目立つ黄緑色で細長いヤンマで、オスの腹部には大きい耳状突起があり、
メスの尾毛は極めて細長い。

■国内分布　�北海道南部から沖縄まで、広く分布する。

■県内分布　�かつては南加賀から能登まで広く生息し、小松市大杉谷、安宅、安宅新、松
任町、金沢市の丘陵部、羽咋市気多大社、中能登町石動山、七尾市小丸山公
園などの記録がある。金沢市崎浦地区には、極めて多かった。最近、志賀町
や珠洲市蛸島町、三崎町で少数の成虫が確認されている。

■生　　態　�幼虫は平地～丘陵の水田や池などに育つ。成虫は初夏に羽化、11月頃まで活
動する。夕刻と早朝の薄明時に摂食飛翔し、日中はうす暗い林内の枝に下垂
する。産卵は、水辺の軟泥に単独で行う。

■生息地の条件　生息地は樹林にかこまれた汚染のない里山的で自然環境の豊かな地域である。

■危険要因　�水系の汚染、池沼の埋立て、堤防のコンクリート化や防水シート張り、農薬
散布、捕食性魚類の移入などが脅威である。

■参考文献　168，224

武藤　明

標本提供者 : 武藤　明

標本提供者 : 武藤　明
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マダラヤンマ　 トンボ目　ヤンマ科

Aeschna mixta Latreille

ハネビロエゾトンボ トンボ目　エゾトンボ科

Somatochlora clavata Oguma

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�実質的には本県が南限に近いが、生息地が限られ、個体数も少ない。

■形　　態　�腹長42～47mm、後翅長40～45mm。オオルリボシヤンマを小型化し
たような種類。胸は黄緑、腹部は青い地に黒い条紋があり、美しい。

■国内分布　�北方種で、本州中部以北に分布し、福井県でも時に見られるが、富山県で
の確認例が多い。

■県内分布　�小松市(安宅新、四丁町、今江)、金沢市大場～大浦地区、羽咋市(大川
町、寺家)などで確認され、特に羽咋の太田崖や志賀町の一部ではほぼ例年出
現したが、最近は希となった。

■生　　態　�平地～丘陵のヨシ、マコモ、ヒメガマなどの多い池沼に幼虫が育ち、成虫は
主として9～10月を中心に活動する。抽水植物のまばらになった部分で占有
飛翔を行ない空中によく停飛する。周回型の飛翔も見られ、よくトンボ科の
ような静止態をとる。

■生息地の条件　�主に沿岸の丘陵や平地の深くない池沼で、農薬、廃水などの影響がなく、抽
水植物が多いことが重要である。捕食魚が少なく、付近に疎林があり堤防が
コンクリートや防水シート張りでないなども必要である。

■危険要因　�沿岸平野の池沼への廃棄物投入や埋めたて、農薬散布、ブラックバスなどの
移入、疎林の伐採などが減少をもたらす。ため池の改修による自然度の減
少、逆に放置したため植物が進入し乾燥化する場合や、サギなどの繁殖によ
り汚染されたり、ハスがはびこり開水面が消失することもある。

■参考文献　215，225

武藤　明

■選定理由　�珍種であるにもかかわらず1950～60年代に金沢付近で多産したが、
1991年に2頭採集されたのを最後に、県内で確認できなかった。最近、
小松市と志賀町で再発見されている。

■形　　態　�腹長37～47mm、後翅長39～45mmの金緑色で、頑丈な感じの中型
種。第1～2腹節がふくらみ、胸側に2黄条があり、メスの生殖弁は下方
に突出する。

■国内分布　�日本特産種で、北海道から南九州にまで分布するが、産地は極めて限定され
る。福井県では1997年に初めて発見し、富山県でも同年に採集されている。

■県内分布　�かつては倉ヶ岳から戸室山に至る丘陵や扇状地に広く分布し、金沢市長坂に
多産した。小松、松任、鶴来、野々市での採集例もある。能登では志賀町の
丘陵に生息している。

■生　　態　�幼虫は小川や用水の砂泥底に育ち、成虫は7月中旬から羽化する。8月上～中
旬から、オスは用水や水田で滞空型の縄ばりを占め、よく空中停飛する。メス
は、浅い淀みに単独で水面や泥を腹端で打ちつつ、生殖弁から卵を産下する。

■生息地の条件　�適当な水量が常に保たれ、汚染のない緩やかな小川や用水路が存在するこ
と、泥または砂泥底で、側壁がコンクリートでなく岸辺には植生のあること
が重要である。

■危険要因　�里山～郊外の水田地帯では、農薬の使用や廃水の流入、塵芥や廃棄物の投
入、用水の暗渠化、側壁や底面のコンクリート化で激減した。乾田化で、用
水の水抜きが行なわれることも影響する。

■参考文献　211，222

武藤　明

標本提供者 : 武藤　明

標本提供者 : 武藤　明

現在は生息していない、
または生息の可能性が
低い

0 20 40km

生息を確認している

現在は生息していない、
または生息の可能性が
低い

0 20 40km

県内の分布

県内の分布



昆

虫

類

117

マダラナニワトンボ トンボ目　トンボ科

Sympetrum maculatum Oguma

カワラバッタ バッタ目　バッタ科

Eusphingonotus japonicus (Saussure)

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠB類

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�かつて羽咋市や小松市の近郊などにも分布していたが、近年は生息地が志
賀町や七尾市に限られ、全国的にも絶滅が危惧されている。

■形　　態　�腹長21～24mm、後翅長25～28mmの赤くないアカトンボ。黄色の地
に黒斑があり、成熟すると黄色部は灰色がかってくる。

■国内分布　�日本特産種で本州に分布するが最近は激減した。富山県や福井県では、確
実な記録がない。

■県内分布　�七尾市和倉での採集例があり、羽咋市の寺家海岸の沼には多かった。小松市
の三谷や江指、安宅新、里川、蓮代寺でも発見され、近年は志賀町富来や七
尾市中島や能登島で観察されている。

■生　　態　�平地～丘陵の松林に囲まれた明るく浅い池沼に幼虫が育ち、成虫は9～10月
を中心に活動する。成熟オスは水辺の松の枝先などに静止し、縄ばりを占有
する。産卵は主に雌雄連結態で、水際の泥や草の上を飛びつつ行ない、打空
型である。移動性もあり、安宅新ではゴルフ場跡の池に来ていた。

■生息地の条件　�沿岸や丘陵の松林の池で、明るく開けて浅く、水量が比較的一定で、堤防が
コンクリートや防水シート張りでないこと、農薬や廃水の影響が及ばず、強
力な捕食者もいないことも重要である。

■危険要因　�池沼の埋立てや改修、農薬散布が悪影響を与える。植物が進入することによる
開水面の消失や乾燥化、廃棄物の投入、アメリカザリガニなどの侵入も問題で
ある。もともと個体数が少なく、僅かな要因でも生存を脅かしかねない。

■参考文献　222，226

武藤　明

■選定理由　�全国的に産地が減少している。県内では手取川下流部でのみ確認されてい
て、個体数は少ない。

■形　　態　�体長35mm前後で、体色は灰青色なので河原の石と紛らわしい。後翅中
央部に褐色の半円帯があり、その内側が鮮やかな青色を呈しているのが特
徴である。

■国内分布　�日本特産種で本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　手取川の天狗橋より下流域に点在して生息している。

■生　　態　�手取川河川敷内の草本類がほとんど生えていない砂礫地に適応した種で、成
虫は7～10月まで見られる。

■生息地の条件　�大雨時に水没するような、草の生えていない広い砂礫地の河原において特異
的に生息する。したがって河床が安定し、河原に草本類が多くなると、本種
は生息できなくなる。

■危険要因　�堤防内の土木工事によって生息地の攪乱や河床の安定化が進み、河川敷への
植物の進入が容易になってきている。そのため、砂礫河川敷に強く適応した
本種は生息場所を失っている。河川敷内の土木工事は河原の自然環境に配慮
し、最小限にとどめるべきである。

■参考文献　270

富沢　章

標本提供者 : 武藤　明

写真提供者 : 富沢　章

生息を確認している

現在は生息していない、
または生息の可能性が
低い

0 20 40km

生息を確認している

0 20 40km

県内の分布

県内の分布



昆

虫

類

118

ミゾナシミズムシ カメムシ目　ミズムシ科

Cymatia apparens (Distant)

ホッケミズムシ カメムシ目　ミズムシ科

Hesperocorixa distanti hokkensis (Matsumura)

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�県内では4ヶ所で確認されているのみである。このうちの2ヶ所は古い記録であ
り、2010年に発見された2ヶ所は年間を通した調査でも1頭ずつしか確認され
ていない。

■形　　態　�体長5.0～5.9mm。コミズムシ属の種に類似するが、頭部下唇の横条がないこ
と、前脚の附節が細長いことで識別できる。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　珠洲市、羽咋市、七尾市に分布する。

■生　　態　�詳細は不明である。肉食性で前脚を使って小動物を捕らえる。安定した止水
域に生息するとされる。

■生息地の条件　�池沼、湿地、ため池、水田、放棄水田などのさまざまな止水域で確認されて
いるが、詳細な条件は不明である。

■危険要因　�開発による止水域の改変や消失、ため池の管理放棄、ほ場整備後の水管理方
法の変化や農薬の使用、侵略的外来種の侵入が脅威である。

■参考文献　154，318

渡部晃平

■選定理由　�全国的に局所的な分布のうえに、生息環境が開発や都市化によって消失し、減
少傾向が著しい。県内でも生息が確認された場所は少なく、個体数も少ない。

■形　　態　�体長9.5～10.8mmの大型のミズムシ類である。体型は細長く扁平な短円筒形
で、翅端は狭く丸まる。体は淡青黄色で背面には多数の黒色横条斑を装う。

■国内分布　本州(山形県以南)、淡路島、四国、九州に局所的に分布する。

■県内分布　内灘町、羽咋市、志賀町、七尾市、輪島市、能登町、珠洲市に生息する。

■生　　態　�春期に水草の茎に産卵、発生し、6月頃に新成虫が出現する。成虫はやや深
さのある池などに移動する。他の小動物を捕らえて体液を吸収するととも
に、珪藻などの植物を摂食するとされる。成虫は水辺の枯れ草、落ち葉、石
の下で越冬する。灯火に飛来することもある。

■生息地の条件　�平野～丘陵部のヒシやジュンサイなどの植生の豊富な池沼、湿地、緩やかな
流れの水路で採集されている。

■危険要因　�ため池、湿地などの開発や埋め立てによる消失、水質汚染、ため池の長期間
の水抜きや管理放棄、侵略的外来種の侵入が脅威である。羽咋市の生息地は
埋め立てにより面積が減少した。珠洲市ではオオクチバスによる捕食が確認
された。ため池群の維持、河川周辺の遊水池の再生とともに、周辺の里山環
境の維持が保全上重要である。

■参考文献　285，336

西原昇吾

標本提供者 : 渡部晃平

標本提供者 : 西原昇吾
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エサキアメンボ カメムシ目　アメンボ科

Limnoporus esakii (Miyamoto)

オオクロツヤミズギワカメムシ カメムシ目　ミズギワカメムシ科

Macrosaldula koreana (Kiritshenko)

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�国内の生息地は局所的であり、全国的に急速に減少している。

■形　　態　�小型で細身の種で、体長オス7.9～8.5mm、メス9.1～10.5mmであ
る。体は暗赤褐色～褐色で、体側には銀白色の毛の縦帯がある。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州および対馬に局所的に分布する。

■県内分布　内灘町、津幡町、志賀町、七尾市、輪島市、珠洲市に生息する。

■生　　態　�ヨシ、マコモなどの抽水植物の間や岸辺近くのやや暗いところに生息し、行
動範囲は狭く、水面上に落下した昆虫などを捕食する。河北潟の水路では、
夕方～夜間には開放水面で確認された。繁殖期には群落内の水面に生息し、
水面付近の抽水植物の茎などに産卵し、11月でも幼虫が確認されている。
400～500m程の飛翔による移動が推定されている。陸域の植物群落で越冬
する。

■生息地の条件　�平野部の潟湖、池沼、水路周縁部のヨシなどの抽水植物群落内や岸辺近くに
生息する。

■危険要因　�池沼や水路の抽水植物群落の護岸工事による消失、各種排水や農薬の流入、
ゴミの漂着による水質汚染が脅威である。生息地であった津幡町の水路は
2001年に改変された。

■参考文献　114，286，336

西原昇吾

■選定理由　�国内では1985年6月に白山市(旧鶴来町)手取川河川敷で確認されたのが唯一の記録である。生息地は河川改修により消
滅し、その上下流を調査したが発見されなかった。

■形　　態　�体長5.4～7.3mmである。黒色で背面の藍色の光沢は弱い。クロツヤミズギワカメムシに似るが、オス交尾器の形態な
どで識別できる。

■国内分布　石川県のみである。

■県内分布　石川県白山市の1ヶ所で採集されたのが唯一の記録である。

■生　　態　�成虫が6月下旬に確認されたこと以外の生態は不明である。岩盤付近の小さな
流れの周りに生育するネコヤナギの下から採集されている。

■生息地の条件　河川敷に生息する種と考えられるが、生息地の条件は不明である。

■危険要因　河川環境の開発が脅威である。

■参考文献　132，242，348

渡部晃平

西原昇吾
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ハマベウスバカゲロウ アミメカゲロウ目　ウスバカゲロウ科

Myrmeleon solers Walker

ヒゲナガホラヒラタゴミムシ コウチュウ目　オサムシ科

Jujiroa imunada S.Uéno

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�分布範囲は内灘町～志賀町の海浜部であるが、生息地点が限られるうえ、
海浜の土木工事が進行していて生息環境が破壊されつつある。

■形　　態　�成虫の前翅長は27mm前後で、前後翅は無紋、前胸部に黄色い条のある
のが特徴である。幼虫はいわゆるアリジゴクで大アゴを持つ。

■国内分布　�福岡県、島根県、鳥取県、石川県、新潟県、山形県の6県で記録されてい
て、日本海側にのみに分布する。

■県内分布　�内灘町から志賀町にかけての海浜部に限られ、その範囲で生息地が点在して
いる。

■生　　態　�幼虫の巣穴は、砂浜と海浜植物帯の境界で緩斜面を有する所にまとまって存
在するが、広大な砂浜では段丘上部の緩斜面にも見られる。幼虫は主にハマ
ダンゴムシを食している。

■生息地の条件　�防波堤等の遮蔽物が無く、緩斜面が形成されている海浜植物の多い砂浜に生
息する。

■危険要因　�生息地は海浜の狭小化が著しいうえ、現在でも防波堤や防砂柵の建設が進ん
でいて、海浜植物帯が消失している所が多い。また、巣穴の形成場所は汀線
に近い緩斜面に存在することから、波浪等の影響を受けるきわめて不安定な
生息環境といえる。

■参考文献　308

富沢　章

■選定理由　�日本海側唯一のJujiroa属の分布地であり、原記載地でもある。さらに、
県内でも極めて局所的な分布をしている。主たる生息地がダム建設によ
り、満水時に水没することになった影響は大きく、満水時にはいなくなる
ことを繰り返している。

■形　　態　�体長は10～12mmである。体形は平たく、複眼は小さく退化している
が、触角と脚は長く、視覚よりも触覚を利用することにより地下空間の生
活に適した形態になっている。体色は淡い赤褐色で、後翅は退化して飛ぶこ
とはできない。

■国内分布　石川県(金沢市)、富山県(南砺市)に分布する。

■県内分布　�金沢市の犀川中流域両岸の凝灰岩層と医王山の石の堆積層の中で記録されて
いる。

■生　　態　�成虫は厳冬期の1～2月を除き、周年見ることができる。新成虫は8～12月
まで見られ、羽化は長期間続くと思われる。成虫はカマドウマや小バエなど
の死骸などを食している。

■生息地の条件　�凝灰岩や安山岩の石の堆積層がある程度の規模で残っていることが重要であ
る。

■危険要因　�新しくできたダムの運用による生息状況の変化が危惧される。また、防災工
事等により生息地の斜面がコンクリート化される可能性もある。満水時、ダ
ムに水没する模式産地の生息地における追跡調査が必要である。

■参考文献　63，183，232，316

井村正行

富沢　章

標本提供者 : 井村正行
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イカリモンハンミョウ コウチュウ目　オサムシ科

Abroscelis anchoralis punctatissima (Schaum)

ハラビロハンミョウ コウチュウ目　オサムシ科

Cicindela (Lophyridia) sumatrensis niponensis Bates

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠB類

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�本州における生息地は石川県のみで隔離分布している。現在の生息地は狭
く、約2kmの海浜に限られ、生息地は発見当初から20分の1に減少した。�

■形　　態　�体長12～15mmである。流線型の体と細長い脚を持ち、体背面は茶褐色
で、上翅には白く縁取られた黒いイカリ状の斑紋を持っている。

■国内分布　石川県、大分県、宮崎県および鹿児島県の本土部と種子島に分布する。

■県内分布　�金沢市から志賀町まで生息していたが、現在は羽咋市と志賀町の海岸の一
部に限られる。

■生　　態　�幼虫は海浜植物帯より汀線側の砂地に垂直に穴を掘り生活している。成虫
は、6月中旬から8月上旬にかけて、湿り気のある砂地に出現し、交尾･産卵
をおこなう。

■生息地の条件　�海浜植物帯から汀線までの間が長くゆるやかな傾斜を持つ砂浜が必要で、砂の
粒子がかなり細かいことが重要である。打ち上げ藻等に発生するエサとなる小
動物や、背後に海浜植物帯や松林などの植生が存在することも重要である。

■危険要因　�海からの砂の供給が少なくなることによる海浜の狭小化の影響が最も大き
い。海浜への車両の乗り入れも脅威となっている。防波堤などの人工物の
建設および海浜植物帯や背後の松林の消失が生息環境の破壊につながってい
る。保護対策を強力に施すべきである。

■特記事項　�現在、関係機関が「プロジェクト・アイ」という団体を立ち上げて保全活動
を試みている。また、県指定天然記念物及び県指定希少野生動植物種に指定
されている。

■参考文献　178，315

福富宏和

■選定理由　�海浜性のハンミョウで、石川県を含め全国的に個体数が激減している。県
内では、十分な個体数が維持されている安定した生息地は数ヶ所しかな
い。

■形　　態　�体長12～14mmである。体の背面は褐色で特徴的な白い斑紋を持ち、腹
面は緑青色の金属光沢を帯びる。オスは上翅両側がほぼ平行であるが、メ
スは基部から1/3付近が明確に膨らむ。

■国内分布　本州(新潟県以西)および九州、種子島に分布するが、生息地は局所的である。

■県内分布　�かつては、加賀市から能登地方の外浦海岸にかけて広く生息していたが、現
在は、輪島市、志賀町、羽咋市、宝達志水町、かほく市、内灘町、加賀市で
しか確認されていない。

■生　　態　�成虫は5月または9月頃に多く見られ、春季に交尾･産卵し、秋季に成虫に羽
化して越冬すると考えられている。成虫は砂浜の上を動き回って小動物を捕
食する。幼虫は砂浜に穴を掘り、近くを通った小動物を捕食する。

■生息地の条件　�海岸に注ぎ込む細流や河口部の周辺など、湿った砂浜に生息する。背後に海
浜植物や松林などの植生があることや細流の水が汚染されていないことも重
要である。

■危険要因　�護岸工事や砂浜の狭小化、海浜植物の減少や海岸への車両の乗入などによ
り、生息環境が急激に悪化している。現在は生息が確認されている場所で
も、わずか数個体しか見られない産地が多く、これらの場所では近い将来絶
滅する可能性が高い。

■参考文献　189，317

嶋田敬介

福富宏和

嶋田敬介
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カワラハンミョウ コウチュウ目　オサムシ科

Chaetodera laetescripta laetescripta (Motschulsky)

ホソハンミョウ コウチュウ目　オサムシ科

Cylindera (Cylindera) gracilis Pallas

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠB類

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�かつては河川や海岸の砂地に比較的広く分布していたが、現在は激減し生息地が2ヶ所に
限定される。採集圧の影響も大きい。

■形　　態　�体長14～17mmで比較的大型のハンミョウである。流線型の体と細長い脚を持ち、上翅
に白い斑紋があるが個体変異が大きい。

■国内分布　�北海道から九州まで分布するが、局地的でどの地域でも個体数は減少傾向にあり、絶滅し
た産地も知られる。

■県内分布　�かつては加賀地方、能登地方の海浜や手取川流域に比較的広く分布していたが、現在の生息地は、加賀南部、能登南部の
2ヶ所のみである。

■生　　態　�成虫は8月から出現し、9月まで見られる。海浜植物帯から砂浜への移行帯に見られることが多く、イカリモンハンミョ
ウと比べ、砂粒の大きい砂地で発生する。成虫は俊敏に活動し小動物を捕食する。幼虫期は砂地に穴を掘って潜み、小型
生物を捕食して生活している。

■生息地の条件　�河川敷や河口部および海浜において安定した広い砂地のあることが重要である。

■危険要因　�手取川河川敷の生息地は治水事業により上流からの砂の供給が少なくなり消滅した。海岸の生息地も海浜の狭小化、海浜
道の建設、護岸工事、農耕地や宅地化開発などの人為活動により激減している。また、採集圧も大きな脅威となってい
る。

■参考文献　203，254

福富宏和

■選定理由　�分布が全国的に局地的で、県内における現在知られている生息地は1ヶ所だけで
あり、個体数も多くない。

■形　　態　�体長は11mm程度で、中型のハンミョウである。体表には黒青色で金属光沢を
持ち、上翅両脇に黄色の斑紋があり、会合線上に赤褐色の斑紋を持つ個体も出
現する。複眼は突出しており、脚は細長い。発達した後翅が無く、飛翔するこ
とはない。

■国内分布　本州、四国、九州に分布する。他県でも減少傾向にあることが知られている。

■県内分布　�現在知られている生息地は、金沢市内の1ヶ所のみであり、しかも個体数は
多くない。

■生　　態　�成虫は7～8月に見られ、林縁の草地や芝生の上を敏速に走り回っている。他
のハンミョウ類と同様、幼虫期には地中に穴を掘って生活しているものと思
われるが、県内における詳細な生態は不明である。

■生息地の条件　�林縁に位置し、裸地が多く、草がまばらに生えた草地に生息する。他県で
は、河川敷などの氾濫時に水が被り、通常はススキなどがまばらに生える環
境からも発見されている。

■危険要因　�植生の遷移により草のまばらな草地がなくなると生息に適さなくなることか
ら、植生の貧弱な草地を維持することが重要である。生息地近くの側溝か
ら、複数の個体が得られている。飛翔できない本種に対して側溝の設置が脅
威になっている可能性がある。

■参考文献　143，203

福富宏和

福富宏和

標本提供者 : 井村正行
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ゲンゴロウ コウチュウ目　ゲンゴロウ科

Cybister (Scaphinectes) chinensis Motschulsky

マルコガタノゲンゴロウ コウチュウ目　ゲンゴロウ科

Cybister (Cybister) lewisianus Sharp

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠA類

■選定理由　�県内では生息地が局所的であり、2000年以降の個体数の減少が著しい。
北日本では比較的多く残存しているが、南日本の太平洋側では各県の生息
地数は数ヶ所である。

■形　　態　�体長34～42mmである。体は卵形でやや扁平。背面は緑色～黒褐色で、
前胸背板と上翅の側縁は黄褐色、体下面は黄～黄褐色で、腹部中央、各腹
節前･後縁は黒色である。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州に広く分布する。

■県内分布　金沢市、志賀町、穴水町、輪島市、能登町、珠洲市に生息する。

■生　　態　�成虫は4月頃に活動を開始し、6月頃に水草の茎に産卵する。幼虫は6～8月
に出現し水生昆虫やオタマジャクシを捕食する。3齢幼虫は岸辺の土中で蛹化
する。新成虫は8～9月に出現する。成虫は灯火にも飛来し、１km程度は移
動する。11月頃から水中で越冬する。

■生息地の条件　�平野～丘陵部のヒルムシロやオモダカなどの水生植物が豊富な、比較的水深
のある池沼やため池、水田、休耕田、放棄水田、水田脇の小湿地、緩やかな
流れの水路に生息する。

■危険要因　�池沼の開発による消失、ため池の管理放棄、近代的護岸、農薬使用、乾田
化、侵略的外来種（アメリカザリガニ、オオクチバス、ウシガエル）の侵入
やコイの導入、採集圧が脅威となる。保全対策として、ため池の管理継続、
侵略的外来種の駆除が重要である。また、越冬可能なやや深めの池の創出が
開始されている。

■参考文献　336

西原昇吾

■選定理由　�開発や採集圧に加え、侵略的外来種の侵入により、西日本を中心に激減した。
県内でも近年、ため池管理の衰退により生息環境が急速に悪化している。

■形　　態　�体長21～26mmである。体は卵形で丸みが強い。背面は暗緑色～褐色で
光沢がある。腹面は全体に黄～赤褐色で側方および各腹節後縁は黒褐色、
前胸背板･上翅側縁は黄色である。

■国内分布　�本州、九州の十数府県に分布し、各県における生息地数はそれぞれ数ヶ所
以下である。

■県内分布　能登北部の平野～丘陵部のため池に生息する。
■生　　態　�成虫は5月頃に活動を開始し、水草の茎に産卵する。幼虫は7～8月に出現

し、水生昆虫などを捕食する。3齢幼虫は8月頃に岸辺の土中で蛹化する。新
成虫は9月頃に出現する。

■生息地の条件　�水生植物が豊富で、水質のよい、岸辺の緩やかで比較的大きなため池に生息
する。

■危険要因　�池沼の開発による消失、ため池の管理放棄、老朽化ため池改修事業による近
代的護岸化、各種排水や農薬による水質汚染、オオクチバスやアメリカザリ
ガニなどの侵略的外来種の侵入やコイの導入、標本･飼育目的の過剰な採集圧
が脅威となっている。

■特記事項　�県、国の希少野生動植物種に指定されている。「石川の種の保全事業」対象
種であり、保全対策として、侵略的外来種の駆除、ため池の水管理の継続、
遠浅の池の創出などによるため池群としての保全、地域住民による監視も開
始されている。

■参考文献　350
西原昇吾

西原昇吾

富沢　章
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シャープゲンゴロウモドキ コウチュウ目　ゲンゴロウ科

Dytiscus sharpi Wehncke

マルガタゲンゴロウ コウチュウ目　ゲンゴロウ科

Graphoderus adamsii (Clark)

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠA類

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�全国で生息地数の最も多い本県でも、生息地数がこの20年で1/4程度に
減少し、アメリカザリガニの侵入により最大の生息地が消失した。珠洲市
では埋め立ての危機も迫っている。

■形　　態　�体長28～33mmである。体は長卵型で厚みは少ない。背面は緑～黒褐色
で、頭楯、触角、前胸背板、上翅側縁は黄褐色、腹面は暗赤褐色で一部は
黒色である。幼虫は最大55mmとなる。

■国内分布　本州の十数都府県に分布する。
■県内分布　�金沢市、津幡町、宝達志水町、中能登町、七尾市、穴水町、輪島市、能登

町、珠洲市に生息する。
■生　　態　�成虫は10月頃より交尾を開始し、4月頃にセリやガマの茎に産卵する。幼虫

は4～5月に出現し、ミズムシや両生類幼生を捕食する。3齢幼虫は5～6月
に岸辺の土中で蛹化する。新成虫は6～7月に出現し、夏～秋に移動・分散
し、水中で越冬する。約700mは飛翔する。

■生息地の条件　�湧水のある泥深い湿地、池沼、ため池、湿田、放棄水田、水田脇の小湿地に
生息する。

■危険要因　�池沼の開発、埋め立て、ほ場整備、放棄水田の植生遷移、農薬使用、アメリ
カザリガニの侵入、採集圧が脅威となる。谷津田谷頭部の放棄水田の湛水化
や水田脇の小湿地の創出が重要である。

■特記事項　�2005年に県希少野生動植物種、2011年に国内希少野生動植物種に指定さ
れた。金沢市では生息地の地元集落と環境保全協定を結んでいる。

■参考文献　156
西原昇吾

■選定理由　�近年、全国的に減少傾向にある。県内では、生息地が奥能登に限定され個
体数も少ない。

■形　　態　�体長13～15mmである。体型は卵形で光沢を有する。胸部背面と上翅は
黄褐色で、頭頂、後頭部、前胸背の前後両縁は黒色、上翅は密な網目紋様
で覆われる。体下面、脚は赤褐色で、頭部に黒色のV字紋がある。幼虫は
最大25mmのいも虫状で頭部が細長い。

■国内分布　北端部を除く北海道と、本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　能登町、珠洲市に生息する。

■生　　態　�幼虫は5～8月に出現する。水生昆虫などを捕食し、岸辺に上陸して蛹化す
る。新成虫は7～8月に出現する。成虫は4～10月に活動し、灯火にも飛来
する。

■生息地の条件　�平野～丘陵部の水生植物の豊富な、岸辺の緩やかな池沼、ため池、湿地、水
田、休耕田、放棄水田などの止水域に生息する。生息地は里山環境の良好な
水域に限られる。

■危険要因　�池沼、湿地の開発による消失、ため池の管理放棄、近代的護岸化、農薬の使
用などによる水質汚染、乾田化、放棄水田の植生遷移、アメリカザリガニな
どの侵略的外来種の侵入、採集圧が脅威となっている。生息地付近に侵入し
た侵略的外来種の早期発見と駆除、分布拡大の防止が最重要である。保全対
策として、ため池の維持管理の継続、夏季湛水や放棄水田の掘削による湛水
化が開始されている。

■参考文献　163，350

西原昇吾

西原昇吾

富沢　章
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シマゲンゴロウ コウチュウ目　ゲンゴロウ科

Hydaticus (Prodaticus) bowringii Clark

ナガケシゲンゴロウ コウチュウ目　ゲンゴロウ科

Hydroporus uenoi Nakane

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�全国的に激減しているが、北陸3県では特に少ない。水田に生息するため
人為的な影響を受けやすく、確実に生息地と呼べるような場所は県内にな
い。近年本種が発見された輪島市の水田周辺にはアメリカザリガニが侵入
しつつあり、環境の悪化が危惧される。

■形　　態　�体長12.5～14.0mmである。体型は卵形である。上翅は黒色で左右に各
2本の黄色い縦条をそなえ、内側の基部付近に黄色の円紋がある。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州、トカラ列島に分布する。

■県内分布　輪島市、穴水町、白山市、小松市から記録がある。

■生　　態　�主に水田で繁殖し幼虫はオタマジャクシを好む。成虫は秋に多く出現し、灯火に飛来する。

■生息地の条件　�影響を与える農薬が使用されていない植生豊富な水田や湿地、その周辺にあるため池などが生息地である。

■危険要因　�開発による止水域の改変や消失、ため池や水田の管理放棄、ほ場整備による水管理方法の変化や農薬の使用、街灯の増
加、侵略的外来種の侵入が脅威となっている。

■参考文献　117，163，242，349

渡部晃平　

■選定理由　�国内で隔離分布を示し、本県は西限にあたる。県内では1ヶ所でしか生息が確認
されておらず、個体数の減少が認められる。

■形　　態　�体長3.5mmである。体型は長楕円形でやや扁平である。光沢は鈍い。背面は濃
褐色、体下面は黒色。口肢は黄褐色である。

■国内分布　青森県、秋田県、岩手県、山形県、福島県、長野県、石川県に分布する。

■県内分布　金沢市丘陵部のスゲに覆われた浅い自然湿地のみに生息する。

■生　　態　成虫がケンミジンコを捕食した観察例がある。

■生息地の条件　�丘陵部のスゲなどの水生植物で覆われた貧栄養の浅い池沼で、湿地のごく浅
い部分の水生植物や堆積物の間に生息している。

■危険要因　�池沼、湿地の開発による消失、植生遷移、水質汚染、アメリカザリガニの侵
入が危惧される。1990年代にはゲンゴロウ類の採集者が湿地内へ頻繁に踏
み込んだために環境が悪化し、個体数が減少した。現在の生息地を保全地域
として指定することによる法的な保全が望まれる。

■参考文献　32，133，352

西原昇吾

渡部晃平

標本提供者 : 西原昇吾
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コマルケシゲンゴロウ コウチュウ目　ゲンゴロウ科

Hydrovatus acuminatus Motschulsky

サメハダマルケシゲンゴロウ コウチュウ目　ゲンゴロウ科

Hydrovatus stridulus Biström

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�九州以南では比較的多いが本州では少なく、北陸では特に少ない。県内で確認されて
いる生息地は志賀町のため池1ヶ所のみであり、泥の堆積が進行しているなど生息環
境の悪化が懸念される。

■形　　態　�体長2.0～2.5mmである。体型は卵形で厚みがある。背面の網状印刻は類似するマル
ケシゲンゴロウやサメハダマルケシゲンゴロウに比べて弱く光沢が強い。

■国内分布　本州(福島県以南)、四国、九州、南西諸島に分布する。

■県内分布　志賀町のみに生息する。

■生　　態　�堆積物が多い止水域の浅瀬に生息するが、生態は不明点が多い。成虫は灯火
に飛来する。

■生息地の条件　�平野～丘陵部の抽水植物や堆積物が多い池沼やため池、湿地、水田などのさ
まざまな止水域に生息する。

■危険要因　�開発による止水域の改変や消失、ため池の管理放棄、ほ場整備による水管理
方法の変化や農薬の使用、街灯の増加、侵略的外来種の侵入が脅威となって
いる。

■参考文献　328，332

渡部晃平　

■選定理由　�県内7ヶ所から確認されている。舳倉島からは近年確認されておらず、安
定した個体数が確認されているのは3ヶ所程度である。

■形　　態　�体長2.5～2.6mmである。体型は卵形で厚みがある。背面の網状印刻は
類似するマルケシゲンゴロウやコマルケシゲンゴロウに比べて顕著であ
り、光沢は弱い。

■国内分布　�本州(石川県、福井県、静岡県、愛知県、岡山県)、南西諸島に分布する。

■県内分布　舳倉島、宝達志水町、津幡町、加賀市に生息する。

■生　　態　�堆積物が多い止水域の浅瀬に生息するが、生態は不明点が多い。成虫は灯火
に飛来する。

■生息地の条件　�平野～丘陵部の抽水植物や堆積物が多い池沼やため池、湿地などのさまざま
な止水域に生息する。

■危険要因　�開発による止水域の改変や消失、ため池の管理放棄、ほ場整備による水管理
方法の変化や農薬の使用、侵略的外来種の侵入が脅威となっている。

■特記事項　�いしかわレッドデータブック2009〈動物編〉の絶滅危惧Ⅰ類に選定された
マルケシゲンゴロウと混同されていた。

■参考文献　332，337

渡部晃平

標本提供者 : 渡部晃平

渡部晃平
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マルケシゲンゴロウ コウチュウ目　ゲンゴロウ科

Hydrovatus subtilis Sharp

マダラコガシラミズムシ コウチュウ目　コガシラミズムシ科

Haliplus (Liaphlus) sharpi Wehncke

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�過去に本種として報告されていた記録の大半はサメハダマルケシゲンゴロウであるこ
とが判明した。本種が確認されているのは3ヶ所のみであり、複数個体が発見されて
いるのはこのうち2ヶ所である。

■形　　態　�体長2.4～2.7mm。体型は卵形で厚みがある。類似するサメハダマルケシゲンゴロ
ウに比べて背面の光沢が強く、網状印刻は弱い。

■国内分布　本州、四国、九州、南西諸島に分布する。

■県内分布　珠洲市にのみ生息する。

■生　　態　�堆積物が多い止水域の浅瀬に生息するが、生態は不明点が多い。成虫は灯火
に飛来する。

■生息地の条件　�平野～丘陵部の抽水植物や堆積物が多い池沼やため池、湿地などのさまざま
な止水域に生息する。

■危険要因　�開発による止水域の改変や消失、ため池の管理放棄、ほ場整備による水管理
方法の変化や農薬の使用、街灯の増加、侵略的外来種の侵入が脅威となって
いる。

■特記事項　�いしかわレッドデータブック2009〈動物編〉の本種の記録の中にはサメハ
ダマルケシゲンゴロウが混同されている。

■参考文献　332

渡部晃平

■選定理由　�県内の記録は極めて少なく、各地域において少数が確認されているにすぎ
ない。水田や素掘りの明渠に生息しているため、農薬やほ場整備の影響を
強く受けるものと考えられる。

■形　　態　体長3.0～3.5mmである。上翅には明瞭な黒紋がある。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　輪島市、能登町、志賀町、加賀市に生息する。

■生　　態　�水田やため池などから確認されているが、特に素掘りの明渠に高密度で生息
する。幼虫はシャジクモ群落から確認され、土中で羽化した成虫は翌年まで
蛹室に留まる。成虫は灯火に飛来する。

■生息地の条件　シャジクモ類などの餌植物が豊富な水田地帯および止水域に生息する。

■危険要因　�開発による止水域の改変や消失、ため池や水田の管理放棄、ほ場整備による
水管理方法の変化や農薬の使用、街灯の増加、侵略的外来種の侵入が脅威と
なっている。

■参考文献　9，144，287，325，336
渡部晃平

標本提供者 : 渡部晃平

渡部晃平
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カワラゴミムシ コウチュウ目　カワラゴミムシ科

Omophron aequalis Morawitz

チュウブホソガムシ コウチュウ目　ホソガムシ科

Hydrochus chubu Balfour-Browne et Satô

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�県内分布が局所的で、採集記録も少ない。また、河川工事や海浜整備などで、
生息環境悪化している。1999年頃までは、安定した生息地があったが、それ
以降同地の記録はない。

■形　　態　�体長は5.5～6.5mmである。テントウムシの様な丸い体形でやや扁平、脚は長
い。大顎と複眼は大きく、触角は細く体長の半分位である。体色は白黄褐色の
地に緑色の光沢をおびた大きな黒い斑紋を持つ。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　�白山市白峰、羽咋市滝町、中能登町能登部から記録があるが、今回の調査で
は生息確認はできなかった。

■生　　態　�砂浜や河原の砂地に生息し、本県では、5～8月頃見られるが、冬期を除き周
年見られるといわれている。夜行性で、昼間は砂地に浅く潜り、夜間は砂の
上を活発に走り回る。灯火にも飛来する。

■生息地の条件　�本県では、小川が注ぎ込む砂浜周辺及び河川敷にある、安定した砂地帯で記
録されている。安定した砂地環境が多くあることが重要である。

■危険要因　生息地が局所的で、開発等により生息環境の変化や縮小が懸念される。

■特記事項　�石川県の昆虫(1998)ではオサムシ科カワラゴミムシ亜科で記録されている
が、現在はカワラゴミムシ科に変更されている。

■参考文献　198

井村正行

■選定理由　�過去に3ヶ所の生息地が消滅している。近年新たな生息地が3ヶ所発見さ
れたが、生息地間が離れている孤立した個体群であり、外来種の侵入や遷
移の進行などによる環境の悪化が危惧される。

■形　　態　�体長2.4～2.5mmである。上翅は金属光沢がある茶褐色で奇数間室は隆
起する。

■国内分布　本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　かほく市、小松市、加賀市に生息する。

■生　　態　成虫は食植性で、灯火に飛来する。

■生息地の条件　�生息地は樹林に囲まれた止水域である。アメリカザリガニの侵入後に本種が
絶滅した事例があり、侵略的外来種が侵入していない植生豊富な環境が必要
である。

■危険要因　�過去にアメリカザリガニの侵入やため池の漏水による水位低下などにより、
3ヶ所の生息地が消滅した。開発による止水域の改変や乾燥化による消失、
ため池の管理放棄、侵略的外来種の侵入が脅威である。

■参考文献　279，281，331，340　

渡部晃平

標本提供者 : 井村正行

渡部晃平
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ヤマトホソガムシ コウチュウ目　ホソガムシ科

Hydrochus japonicus Sharp

マメガムシ コウチュウ目　ガムシ科

Regimbartia attenuata (Fabricius)

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�全国的に各地で普通とされたが、近年激減している。県内でも、長期間、発見
されていない。

■形　　態　�体長2.6～3.1mmである。体は細長く、両側はほぼ平行で、前胸背板は台形で�
肩は明瞭に張り出す。上翅は暗褐色であるが、緑～藍色の金属光沢を有する。
前胸背には5～6個の凹陥があり、上翅は粗大点刻列を具える。上翅間室の隆起
はチュウブホソガムシに比べて弱い。体下面は光沢を欠き絨毛状となる。

■国内分布　本州、四国、九州、琉球列島に分布する。

■県内分布　�金沢市の1944年の記録、金沢市粟崎における1959年の記録のみである。
粟崎では海岸の藻の下から生体が得られたが、その後10年間の継続調査では
確認されなかった。

■生　　態　�幼虫、成虫ともに植物食と考えられる。水中を泳げず、堆積物等につかまっ
て歩行する。成虫は灯火に飛来する。県内では6月に確認されている。

■生息地の条件　�平野部の水生植物の豊富な池沼、湿地などに生息する。チュウブホソガムシ
よりも富栄養な水域に生息する。

■危険要因　�池沼、湿地の埋め立てなどの様々な開発による消失、水質汚染が脅威であ
る。

■参考文献　16，37，157

西原昇吾

■選定理由　�県内における確実な記録は1例のみであり、その後22年間記録がない。記録の
あるため池は工事により改変され、当時の環境は残されていない。

■形　　態　体長3.5～4.0mmである。体は光沢のある黒色、紡錘形で体高が高い。

■国内分布　本州、四国、九州、南西諸島に分布する。

■県内分布　�標本を伴った確実な記録は加賀市のみであるが、珠洲市史編さん専門委員会
(1976)ではリストに種名が掲載されている。

■生　　態　�成虫はため池、水田、明渠などの止水域で見られ灯火に飛来する。幼虫は6～
7月に水田、休耕田、湿地で確認されている。

■生息地の条件　池沼、湿地、ため池、水田などのさまざまな止水域に生息する。

■危険要因　�開発による止水域の改変や消失、ため池や水田の管理放棄、ほ場整備による
水管理方法の変化や農薬の使用、街灯の増加、侵略的外来種の侵入が脅威で
ある。

■参考文献　36，195，346

渡部晃平

標本提供者 : 高羽正治

標本提供者 : 石川県ふれあい昆虫館
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ベーツヒラタカミキリ コウチュウ目　カミキリムシ科

Eurypoda (Neoprion) batesi Gahan

クロツヤヒゲナガコバネカミキリ コウチュウ目　カミキリムシ科

Glaphyra hattorii (Ohbayashi)

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�本種は南方系の種で、日本海側の北限に近く個体数が少ない。また、本種
が生息する照葉樹林は社寺林などに点在しているに過ぎず、隔離分布して
いる。

■形　　態　�体長は26～34mmである。赤褐色の扁平なカミキリで、全体に強い光沢
がある。オスの大顎は大きく、発達している。触角は太く、オスでは長さ
が上翅の1/2を超える。脚は太く短い。

■国内分布　�本州(関東以西)、福井県雄島、隠岐、淡路島、四国、高知県沖ノ島、九州、伊
豆諸島、対馬、五島、屋久島、口永良部島、中之島、奄美大島、徳之島、沖
縄本島に分布する。

■県内分布　加賀市、小松市、羽咋市、七尾市、珠洲市に生息する。

■生　　態　�成虫は7～8月頃に出現し、スダジイの古木周辺で見られる。昼間は枯死部に
潜入しているが、夜間に活動する。

■生息地の条件　�平地において、スダジイ等の大木が残る照葉樹林が残されていることが重要
である。このような場所は、本県では社寺林や史跡にしか残されておらず、
その保全が重要である。

■危険要因　�県内の生息地は、社寺林など10ヶ所程度に点在しているに過ぎず、隔離分
布している。また、生息地が狭いうえ、各生息地の個体群の交流が望めず、
絶滅のおそれがきわめて高い。開発行為はもちろん、社寺林内の枯死木の除
去、林床の整備、伐採は絶滅につながる。

■参考文献　60，96
江崎功二郎　

■選定理由　�本県での生息地は、手取川流域に限られ、しかも、点在しているに過ぎな
い。また、主な生息域の中下流域は、樹木伐採土木工事のための生息域が
かなり狭くなっている。本県が国内分布の西限に当たると思われる。

■形　　態　�体長は5.5～7.0mmの小型のカミキリムシである。体色は黒色で艶があ
り上翅は短く体形は細長い。オスの触角は、体長を少し超える程度であ
る。

■国内分布　北海道(渡島半島)、本州(中部地方以東)、佐渡に分布する。

■県内分布　�手取川流域の白山市、能美市、川北町に生息する。手取川上流部では個体数
は極少ない。

■生　　態　�成虫は標高の低い場所では4～5月上旬に、標高の高い場所では、5～6月
上旬に出現する。幼虫はアキグミの新しい枯枝を食し、その中で蛹で越冬す
る。発生は年1化である。アキグミは河川敷以外にもあるが、河川敷以外か
らの記録はない。

■生息地の条件　�大きな河川の河川敷で、アキグミの群生地があることが重要である。

■危険要因　�主たる生息地である手取川中下流域は、樹木伐採、河川敷の土木工事により
生息環境が著しく悪化し、個体数の激減が見られる。今後の個体数の推移を
注視していきたい。

■特記事項　�手取川中下流域の河川敷の土木工事や樹木伐採の進め方を考え直してもらい
たい。

■参考文献　60

井村正行

富沢　章

富沢　章
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キイロミヤマカミキリ コウチュウ目　カミキリムシ科

Margites fulvidus (Pascoe)

オニホソコバネカミキリ コウチュウ目　カミキリムシ科

Necydalis gigantean gigantean Kano

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�南方系のカミキリムシで、日本海側の北限に近く、また東限にも近い。石川県
を挟む福井県と富山県にも記録があるが、県内で得られた個体数は極めて少な
い。

■形　　態　�体長は13～18mmで、ガッチリした体形である。触角は太く、オスでは体長
の1.5倍ある。体色は赤褐色で前胸は黒く、上翅は黄色の微毛で被われ、黄褐色
に見える。

■国内分布　�本州(関東以西)、冠島、淡路島、四国、竹島、九州、対馬、南西諸島などに分
布する。

■県内分布　加賀市塩屋町･加佐岬、金沢市金沢城址、珠洲市蛸島に生息する。

■生　　態　�本種は平野部のスダジイの残る林に生息し、成虫は5～7月頃に現れる。県内
では、灯火に飛来した個体や、スダジイに止まっていた個体、スダジイの花
のスィーピングで得られた個体等が記録されている。成虫は夜行性で、幼虫
はスダジイの衰弱部を食すという。

■生息地の条件　�平野部に残された、スダジイ等がある照葉樹林に生息するため、それらの林
が、一定規模で残っていることが条件となる。

■危険要因　�平野部に点在している、スダジイがある照葉樹林に生息するため、生息環境
は狭いうえに、生息地は分断され、絶滅の危機が極めて高い。また、開発等
で消滅する危険性も大きい。本種の分布地の一つである金沢城址では、公園
化による生息の悪影響が懸念される。

■参考文献　60，92，191

井村正行

■選定理由　�県内における採集例は、2例と極めて少ない。また、全国的に見ても、産地及び
個体数とも少なく、近年特に個体数の減少が著しい。

■形　　態　�体長は30～40mmで、上翅は短く、体形は細長い。体色は黒く、触角と腹部の
基部、脚(後脚の一部を除く)は黄褐色である。前胸背の縁に金色の微毛を有し半
透明の下翅は腹部と共に露出する。静止時や飛行時の姿は大型のヒメバチと似
て、擬態していると思われる。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州、対馬に分布する。

■県内分布　白山麓に生息する。

■生　　態　�成虫は7～8月に現れ、クワ、ケヤキ、トチノキなどの古木や樹洞などに飛来
する。幼虫もそれらの枯死部を食すことが知られている。希に訪花すること
もあるという。本県では、トチノキの樹洞で産卵している個体と樹洞から飛
び立った個体の2頭が採集されている。

■生息地の条件　洞ができるような大木が残る、豊かな森があることが重要である。

■危険要因　�今後、伐採や林道建設により、樹洞のある大木が残る森林破壊されないよう
に、生息地の森林保全が必要である。また、近年の大型台風などの自然災害
によって、それらの大木が失われることも懸念される。

■参考文献　60，61
井村正行

標本提供者 : 川瀬英夫

標本提供者 : 井村正行
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コトラカミキリ コウチュウ目　カミキリムシ科

Plagionotus pulcher (Blessig)

シコクヒメコブハナカミキリ コウチュウ目　カミキリムシ科

Pseudosieversia shikokensis Hayashi

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�全国的に産地が減少している種で、本県でも、1950年代の古い記録があるだけ
であったが、2016年に再発見された。その後は得られず、本県では希少で絶滅
が危惧される。

■形　　態　�体長は12～16mmで、中大型のトラカミキリでがっしりした体形をしている。
体の色は、黒に黄色の縞模様があり、頭部は黄色で、前胸背板に2本、上翅に5
本の横帯を持つ。脚と触角は黄褐色で触角は太い。スズメバチ類に擬態して
いると思われる。

■国内分布　北海道、本州に分布する。

■県内分布　白山市白峰風嵐、金沢市戸室別所の2ヶ所のみで記録されている。

■生　　態　�成虫は5～8月に見られる。戸室別所では、5月28日記録されている。ミズ
ナラ等のブナ科コナラ属の新しい伐採木や倒木に飛来し、幼虫もそれらを食
す。

■生息地の条件　ブナ科コナラ属のある豊かな森林環境に生息する。

■危険要因　�生息環境は、本種がいなくなるほど悪化しているとは思えない。しかし、本
県以西では、新しい記録がほとんどなく、確実な産地は全国的に減少してい
る。

■特記事項　�本種によく似たクリストフコトラカミキリが分布しているので、同定には注
意されたい。

■参考文献　60，72

井村正行

■選定理由　�局所的に生息し、本県の記録は１例のみで、個体群は絶滅危惧される。採集状況から分布し
ているのは確実である。

■形　　態　�体長11～15mmである。体に模様はなく全身褐色で、腿部の先端部はやや濃褐色である。
前胸背板両側の突起は大きく山状で、その前後は強くくびれる。一見ヒメハナカミキリの仲
間に似ている。　

■国内分布　本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　白山市白峰に生息する。

■生　　態　�県外では成虫は6～8月、ノリウツギなど各種の花に集まるほか、カツラの大
木の周りに生じるヒコバエの葉上に静止している個体を見かけることが知ら
れている。幼虫の寄主植物は不明であるが、カツラの根茎との関係が指摘さ
れている。

■生息地の条件　冷温帯に分布するカツラの大木の存在が生息の条件である。

■危険要因　�カツラの大木は白山国立公園内外に分布するが、本種の記録は最大級のカツ
ラから採集された1個体のみである。他の分布地の解明が望まれる。

■参考文献　13，33，171

江崎功二郎

標本写真 : 井村正行
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ヨツボシカミキリ コウチュウ目　カミキリムシ科

Stenygrium quadrinotatum Bates

トヤマオオミズクサハムシ コウチュウ目　ハムシ科

Plateumaris constricticollis toyamensis Tominaga et Katsura

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�本種は全国的に個体数が激減している。本県でも、昔はさほど少ない虫では無
かったものの、最近では希な種になってしまった。ここ20年余り記録がない。

■形　　態　�体長は8～14mmである。体色は赤褐色で、上翅にはやや大きめの黄白の円紋
を2対有する。脚の各腿節は肥大する。オスの触角は体長を越える。

■国内分布　�北海道(南部)、本州、飛島、佐渡、隠岐、伊豆諸島(新島)、四国、九州、対馬、
壱岐、五島列島(福江島)、屋久島、奄美大島、徳之島に分布する。

■県内分布　�小松市原沢林道、金沢市(大桑、寺町、諸江、若松、菱池、医王山)、穴水町大
町に分布する。過去に金沢市市街地において多くの記録がある。

■生　　態　�平地～低山帯で見られ、成虫は5～8月頃に出現し、クリの花や灯火に飛来す
る。幼虫は、各種広葉樹の新しい枯枝を食するという。

■生息地の条件　平地～低山帯において、自然環境の豊かな雑木林の存在が重要である。

■危険要因　�本種がこれほど激減した理由は不明だが、主な生息地が開発の影響を受けや
すい平野部にあることだけでは、説明できないように思われる。乾燥した枯
れた細枝を好むので、それらの枝を焚き付けとして使用しなくなったことが
原因とも想像される。

■特記事項　今回の調査では再記録を出せなかった。

■参考文献　60

井村正行

■選定理由　県内での生息地は1ヶ所である。

■形　　態　�体長6.6～10.5mmである。体型はやや太い。前胸背板は丸みがある。黒銅色
の個体が多いが、青色、紫色、緑がかった青色、赤色がかった個体も現れる。
脛節は赤褐色である。

■国内分布　�オオミズクサハムシ(オオネクイハムシ)は北海道、本州に分布し3亜種に区分さ
れる。本亜種は糸魚川-静岡構造線より西側に分布し、本州中央部(富山、石川、
岐阜、愛知県)と中国地方(兵庫、岡山県)で記録されている。

■県内分布　加賀地方の湿地1ヶ所に生息する。

■生　　態　成虫は5～6月にスゲ類などの水生植物が生える湿地に出現する。

■生息地の条件　スゲ類などの水生植物の生える湿地に生息する。

■危険要因　�生息範囲が狭く、個体数も極めて少ない。湿地などの環境改変、植生の遷移、また採集圧も脅威となる。

■特記事項　本亜種の基産地は富山県上市町である。

■参考文献　40，100，159

川瀬英夫

標本提供者 : 入場　登

標本提供者 : 川瀬英夫

生息を確認している
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県内の分布
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シロズヒラタハバチ ハチ目　ヒラタハバチ科

Chrysolyda leucocephala (Takeuchi)

オオナギナタハバチ ハチ目　ナギナタハバチ科

Megaxyela togashii Shinohara

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

環境省カテゴリー 情報不足

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�全国的にも分布が局限される、きわめて珍しい種である。神奈川県、京都
府においてはレッドデータブックの記載がなされている他、県内において
は1990年代に珠洲市で採集されて以来、確認されていない。

■形　　態　体は腹背が扁平で、頭部は乳白色を呈する。

■国内分布　�北海道、宮城県、山梨県、神奈川県、石川県、京都府、福岡県に分布す
る。

■県内分布　珠洲市若山町洲巻が唯一の産地である。

■生　　態　�現在のところ、生活史も食草も判明していない。採集された場所はコナラの
疎林内に生育しているササの一種の葉上である。

■生息地の条件　里山のコナラ林に生息しているものと推察される。

■危険要因　�県内唯一の産地である、珠洲市の宝立山麓の開発が進めば、絶滅の可能性が
大きい。

■参考文献　229

石川卓弥

■選定理由　�個体数が非常に少ない珍しい種で、しかも環太平洋分布をする注目すべき
種である。加えて県内においては白山市瀬波での採集以来、記録はない。

■形　　態　触角第3節が長く、第4節以下は数珠状となる。

■国内分布　石川県、兵庫県、岡山県、広島県、山口県に分布する。

■県内分布　白山市瀬波での採集が唯一である。

■生　　態　�谷川沿いのサワグルミ林で採集されていて、幼虫はサワグルミの葉を食す
る。詳しい生態については不明である。　

■生息地の条件　�沢沿いに広がるサワグルミ林に生息する。同属の別種はオニグルミを食する
ことが知られているが、県内ではオニグルミでの観察例はない。

■危険要因　�採集地となる瀬波地区の沢沿いのサワグルミ林が土木工事や土砂崩れ等で破
壊されると、本種の生存は危ぶまれる。

■参考文献　7，193

�石川卓弥

標本提供者 : 富樫一次

標本提供者 : 富樫一次
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ニホンアミカモドキ ハエ目　アミカモドキ科

Deuterophlebia nipponica Kitakami

イソメマトイ ハエ目　イエバエ科

Hydrotaea glabricula (Fallen)

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類　

環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠB類

■選定理由　�手取川水系の2ヶ所(小嵐谷、瀬波川)から記録されている。小嵐谷は工事により確認地点までたどり着けず、2015年に
発見された瀬波川では2016年の調査で1頭も確認できなかった。

■形　　態　体長2～4mmである。翅脈が退化した幅広い翅を持つ。オスの触角は非常に長く、体長の3倍である。

■国内分布　本州、九州に分布する。

■県内分布　手取川水系の小嵐谷および瀬波川において幼虫が確認されている。

■生　　態　�清流の激流部に生息する。幼虫は珪藻類や藻類を食べ、岩の表面で蛹化す
る。羽化した成虫の寿命は数時間程で、卵の状態で越冬すると推測されてい
る。

■生息地の条件　砂の流下が激しく、水温の低い渓流に生息する。

■危険要因　�河川環境の開発やダム建設、水質の悪化、渇水、土砂の堆積、森林伐採が脅
威である。

■参考文献　75，158，326

渡部晃平

■選定理由　�石川県では1960年ごろまでは多く見られたが、それ以後は急激に減少し、現
在は生息ヶ所を認めることができない。

■形　　態　�体長3mm程のごく小型のハエである。体色はわずかに光沢をもった黒色であ
る。ヒメクロイエバエ属に似るが、オスの前腿節先端腹面の切れ込みにある歯
状突起により区別される。

■国内分布　�石川県と東京都三宅島でのみで知られているが、現在の生息が確認されてい
ない。

■県内分布　�過去に、白山市美川、金沢市(金石、安原、大野)、内灘町、かほく市高松で採
集されている。

■生　　態　�国外では本種は人につきまとい、ほとんどがメスとされている。石川県から
初めて記録され、成虫は6～7月にかけて多かったという。また、伏流水の湧
水付近や民家の洗濯場の周囲に普通と記されているので、その付近が発生地
と思われるが、詳細は不明である。

■生息地の条件　海岸近くの湧水地点付近を生息地とするようである。

■危険要因　�地下水揚水量の増加によって地下水位が低下しており、かつて存在した海岸
近くの湧水ヶ所はほとんど消失している。さらに生息地付近での宅地化、農
耕地化、水利･治水工事なども加わって、生息好適地がほとんどなくなったよ
うである。本種の調査は十分ではないので、探索を続ける必要がある。

■参考文献　53，55，56

福富宏和

標本提供者 : 国立感染症研究所
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カエルキンバエ ハエ目　キンバエ科

Lucilia (Bufolucilia) chini Fan

ゼニゴギンガクニクバエ ハエ目　ニクバエ科

Metopia stackeibergi Rohdendorf

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

環境省カテゴリー 情報不足

環境省カテゴリー なし

■選定理由　本種は1950～1960年代に県内で多く見られたが、現在は確認記録がない。

■形　　態　�体長5～7mmで、金緑色の小型キンバエである。腹背第3節に1対の直立剛毛
があり、翅の前縁脈基部片は黒色で、亜前縁脈下部片に黒色毛を持たない。

■国内分布　�1960年代までは、栃木県、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、福
井県、愛知県、京都府での文献記録や残存標本がある。その後は全国的に生息
確認がされなかったが、2000年代になってから青森県や栃木県で生息地が
発見されている。

■県内分布　�1952年頃は、河北潟周辺から金沢市大野町付近の農道にたくさん生息して
いたと記録され、能美市(旧寺井町)でも採集されている。

■生　　態　�成虫発生時期は5～10月で、年2回発生といわれ、カエルや魚などの死体や
花に集まることが知られている。欧州などの本種の近似種は、その幼虫がカ
エルの目や鼻に寄生することが知られているが、本種がカエルに寄生するか
どうか不明である。

■生息地の条件　�これまでの採集記録から見ると、本種は池、潟、湖沼、水田付近に多いよう
に思われる。

■危険要因　�かつて水田に多産したカエルが、ほ場整備や農薬の影響で激減した時期と同
じ頃に、本種も姿を消したように考えられる。低地の水田から本種が消滅し
たが、丘陵地･低山間地などの池･湿地･水田付近などで本種が残存していない
か探索する必要がある。

■参考文献　54，253

福富宏和

■選定理由　�大陸系の珍しい種で、国内における記録は少ない。近年の県内における記
録はない。

■形　　態　�体長5～7mmである。体全体は明るい灰色で黒褐色の斑紋がある。腹部
は短軟毛に覆われる。目立つのは頭部で、複眼は大きいが雌雄共に眼幅よ
りも大きく離れ、頭部が円錐形に前方に突出しており、その側面が銀白色
(特にオスで顕著)である。

■国内分布　�おもに本州に分布し、石川県や愛知県、鳥取県などで確認されている。北海
道でも見つかっている。国外では、旧北区、中国、モンゴルに分布する。

■県内分布　金沢市の金石海岸や犀川における古い記録(1960年代)がある。

■生　　態　�成虫は5～6月頃に多く見られる。本種はヤドリニクバエ亜科に属することか
ら、ハチ類に労働寄生していると考えられる。

■生息地の条件　海浜植物のある砂浜に生息すると考えられる。

■危険要因　�近年行われた調査では確認されていない。県内における砂浜海岸の環境悪化
により、個体数が減少している可能性が高い。

■特記事項　金沢市(金石)で採集された1オスに基づき、記載された種である。

■参考文献　107

嶋田敬介

標本提供者 : 国立感染症研究所

写真提供者 : 国立感染症研究所
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クロシジミ チョウ目　シジミチョウ科

Niphanda fusca fusca (Bremer et Grey)

ヤホシホソマダラ チョウ目　マダラガ科

Balataea octomaculata (Bremer) 

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠB類

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�幼虫期にアリと生活するため、分布は局地的で生息環境は限定され、全国的に減少し
ている。県内では、1978年の観察以降は発見されていない。

■形　　態　�開張40mm程度の小型種である。オスの翅表は光沢のある青紫色で、メスの翅表は黒
褐色である。裏面の地色は、雌雄ともに白色の強いものから褐色がかった灰白色のも
のまで見られる。

■国内分布　北海道、沖縄を除くほぼ全県に局地的に分布するが、全国的に減少している。

■県内分布　�生息地は局限され、金沢市犀川ダム周辺と金沢市菊水･堂周辺から記録されて
いるにすぎない。犀川ダム周辺では1957～1978年にかけて、菊水･堂周辺
では1970年に記録され、その後は度重なる調査においても発見されていな
い。

■生　　態　�年1回の発生で7月上旬から8月上旬に見られる。幼虫は、クロオオアリの巣
中に入ってアリとともに生活することが知られている。午前中は活動がにぶ
く、下草に静止しているものが多いが、特にオスは昼過ぎから夕方にかけて
活発に飛翔する。

■生息地の条件　�県外では、クヌギ、コナラ、ミズナラなどの疎林、アキグミの生えた草地、
ススキを主にした草地、ヌルデ、ウツギなど低木の多い堤防などが、生息地
として知られ、アブラムシやキジラミが多いこと、クロオオアリが生息して
いることが共通している。

■危険要因　�雑木林に人手が入らず更新されないことが、本種の減少に影響していると思
われ、これは犀川ダム周辺や菊水･堂周辺にも言えることである。

■参考文献　360

松井正人

■選定理由　�県内におけるこれまでの記録は１例のみで、1982年以降の採集記録は無
い。

■形　　態　�開張は16～21mmである。前翅は暗褐色で黄色班がある。後翅は半透明
で外縁部は細く黒い。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州、対馬に分布する。

■県内分布　金沢市から1頭の記録がある。

■生　　態　�年1化で、成虫は6～8月に出現し、昼間に活動する。食草はササ、タケ、ヌ
マガヤが知られている。

■生息地の条件　�全国的にみると、生息地は明るい草地、湿地、河川敷といわれていて、局地
的である。

■危険要因　�局地的な種のうえ、県内では過去36年間記録が無く、絶滅が危ぶまれる。過
去の採集地から本種の生息環境を推測することは困難であり、減少要因や保
全すべき地区を特定できない。

■参考文献　50，264

富沢　章

標本提供者 : 吉村久貴

標本提供者 : 富樫一次
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スキバホウジャク チョウ目　スズメガ科

Hemaris radians (Walker) 

ヤクシマコブヒゲアツバ チョウ目　ヤガ科

Zanclognatha yakushimalis Sugi 

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�県内における過去の記録は6ヶ所あるが、現在でも確実に生息しているの
は2ヶ所のみと思われ激減している。

■形　　態　�開張は40～45mmである。前後翅とも透明で外縁が黒く縁取られる。後
翅の基部周辺が橙色を呈するのが特徴である。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州、対馬に分布する。

■県内分布　�これまでに加賀市、小松市、白山市、穴水町から記録があるが、現在、加
賀市以外は生息していない可能性が高い。

■生　　態　�年2化で、成虫は5～9月に出現し、昼間に活動する。食草はオミナエシ、オ
トコエシ、スイカズラ、アカネが知られている。　

■生息地の条件　�生息地は灌木が混じる草地で、食草であるスイカズラ科の植物が生えている
所である。

■危険要因　�局地的な種のうえ、県内での採集例が少なく、絶滅が危ぶまれる。食草の生
える草地環境、林縁環境が少なくなったことが減少要因と思われる。

■参考文献　105，264，306

富沢　章

■選定理由　石川県は全国的にかけ離れた分布地で、北限である。

■形　　態　�開張は22～30mmである。翅は淡褐色で、前翅の内、外横線は鋸歯状、
亜外縁線は黒い三角の点列となる。

■国内分布　�本州(伊豆半島以西)、四国、九州、屋久島、沖縄諸島に分布する暖地性の
種である。

■県内分布　加賀市鹿島の森と七尾市七尾城趾で記録がある。

■生　　態　�鹿島の森では年2回以上発生し、6～8月に得られている。幼虫は広葉樹の枯
葉を食している。

■生息条件　生息地の鹿島の森は照葉樹林、七尾城趾は照葉樹を含む二次林である。

■危険要因　�鹿島の森は国の天然記念物に指定され、保護されている。七尾城趾周辺も当
面は開発のおそれはないと判断される。

■参考文献　238

富沢　章

標本提供者 : 富沢　章

標本提供者 : 富沢　章
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アオモンギンセダカモクメ チョウ目　ヤガ科

Cucullia argentea (Hufnagel) 

ハマヤガ チョウ目　ヤガ科

Agrotis desertorum Boisduval 

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅰ類

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�国内分布は局地的で個体数が少ない。本種の生息する手取川流域の河原の
自然植生は環境改変が著しく、生存が危ぶまれる。

■形　　態　�開張は35mm前後である。前後翅は銀白色で、前翅には緑色の網目模様
の斑紋があらわれる。

■国内分布　本州、四国、九州、対馬に分布するが、局地的である。

■県内分布　�川北町で得られている(参考文献では美川町となっているが誤り)。採集地
点は手取川河口から1.2㎞上流の右岸河川敷であり、1998年に1頭が採集さ
れたに過ぎない。

■生　　態　�植生の貧弱な河原の草地に生息する。幼虫の食草はカワラヨモギの花穂であ
る。成虫は8月下旬から9月にかけて発生する。

■生息地の条件　�カワラヨモギ、カワラハハコなどの生育する河原の自然植生が残されている
ことが重要である。

■危険要因　�生息地である手取川下流の河川敷は、護岸工事、公園化などで、河原本来の
植生がほとんど失われている。本種の採集地点も2004年に土木工事が行わ
れて生息地が破壊されたため、絶滅した可能性が高い。

■参考文献　265

富沢　章

■選定理由　�全国的な希少種で、生息地は自然環境に恵まれた日本海側の砂浜海岸に限
定される。本県の生息地は塩屋海岸のみである。

■形　　態　�開張32mmの中型の蛾である。前翅は一様に淡褐色であるが、後翅はさ
らに淡色である。

■国内分布　�これまでに新潟県の数ヶ所および秋田県、石川県の各1ヶ所が知られてい
るに過ぎない。

■県内分布　�2006年に加賀市塩屋海岸において発見され、個体数は少なくない。

■生　　態　�成虫は8月下旬～9月に出現する。幼虫の食草はカワラヨモギで晩秋までには
老熟し、老熟幼虫のまま砂の中で越冬する。老熟幼虫は翌年の7月に蛹化す
る。

■生息地の条件　�海浜性の蛾で、既知産地はすべて砂浜海岸や海岸後背地、大河川の河口付近
である。海浜植生が豊富で、カワラヨモギ群落が発達していることが重要で
ある。

■危険要因　�砂浜海岸の植生破壊は本種を絶滅させることとなる。既知産地の塩屋海岸は
良好な自然環境が保たれているが、生息可能性のある他の砂浜海岸では護岸
工事等による海浜植生の破壊が進んでいる。

■参考文献　278

富沢　章

標本提供者 : 富沢　章　

標本提供者 : 富沢　章
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モートンイトトンボ トンボ目　イトトンボ科

Mortonagrion selenion (Ris)

ムスジイトトンボ トンボ目　イトトンボ科

Cercion sexlineatum (Selys)

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�以前は県内の平地や丘陵の浅い池沼、水田などに生息していたが、近年は
激減し、希にしか見られない。

■形　　態　�腹長17～24mm、後翅長11～16mmの小さいイトトンボである。成熟
オスは体の前半が黄緑の地に黒紋、後半は橙赤色で美しい。未熟なメスは
橙色で、成熟すると緑化する。

■国内分布　北海道南端～九州南部に分布する。

■県内分布　�小松市(那谷、木場その他)、金沢市(夕日寺、榎尾)、七尾市能登島町須曽、輪
島市三井、能登町太田原、珠洲市三崎町小泊で記録がある。

■生　　態　�浅い湿原の水たまりに育ち、初夏に丈の低い抽水植物の間などで活動してい
るが、目立たない。

■生息地の条件　�丈の低い抽水植物の豊かな浅い水たまりや沼地に生息する。近年は一部の湿
地化した休耕田で発見される。

■危険要因　�平野の水田地帯では乾田化や農薬の使用で絶滅し、丘陵間の休耕田は放置さ
れて乾燥して草原となって生息地が消失する傾向にある。

■参考文献　146，222，319，333

武藤　明

■選定理由　�県内の沿岸地方で最近発見されているが、能登島を除けば観察例数が少な
く定着性も明かでない。

■形　　態　�腹長21～25mm、後翅長14～17mmである。セスジイトトンボに似る
が、眼後紋が細長い。メスの肩に黒条が3対=6本ある。

■国内分布　�宮城県以南の本州、四国、九州、沖縄に分布するが、日本海側には少な
い。

■県内分布　�小松市日末町、志賀町(上野、大津)、七尾市能登島町(通、二穴、佐波)、舳倉
島で記録がある。

■生　　態　�暖地種で、気侯温暖化に伴ってアオモンイトトンボのように沿岸地帯を北上
中である。浮葉植物などのある平地の池沼に育つ。

■生息地の条件　�温暖地であること以外はセスジイトトンボやクロイトトンボなどの普通種と
共通している。

■危険要因　沼沢の埋立てや汚染などが影響する。

■参考文献　31，282

武藤　明

写真提供者：西原昇吾

写真提供者：富沢　章
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キイロサナエ トンボ目　サナエトンボ科

 Asiagomphus pryeri (Selys)

ヒラサナエ トンボ目　サナエトンボ科

Davidius moiwanus taruii Asahina et Inoue

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類　

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�加賀地方では絶滅したと思われる。近年、津幡町や口能登で発見された
が、生息地も個体数も少なく、開発の危機にさらされている。

■形　　態　�腹長42～49mm、後翅長37～43mmで、ヤマサナエに似るが、生殖器
の形などで区別できる。

■国内分布　�日本特定種で、本州、四国、九州に分布するが、ヤマサナエほど普遍的で
はなく、関東北部や東北ではほとんど見られない。富山県では小杉町に生
息し、福井県でも生息が確認されている。

■県内分布　�かつて金沢付近の用水に希でなかった。津幡町、かほく市(宇ノ気町)、志賀町
でも生息が確認されている。

■生　　態　�幼虫は平地や丘陵の砂泥底の小川や用水に育ち、ヤマサナエより下流に生息
する場合が多い。成虫は5月下旬から8月に出現し、林野などに分散するが、
成熟すると小川周辺で活動する。

■生息地の条件　�丘陵や山麓の汚染のない砂泥底の緩流が発生地である。周辺に樹林や草地が
あることも重要である。

■危険要因　�幼虫生息地が人間の生活圏と重なることが多く、人為的影響を受けやすい。
水路の直線化や川床ならしの影響も大きい。

■参考文献　1，212，228

武藤　明

■選定理由　�産地が限定され、個体数も多くないうえに、開発や伐採による影響が危惧
される。

■形　　態　�腹長22～32mm、後翅長21～28mmの小型のサナエ。黄色の地に黒条
があり、モイワサナエやヒロシマサナエに似るが、オスは尾部上付器、メ
スは後頭孔縁の形で区別される。

■国内分布　�富山県北西部の低山帯、福井、滋賀、京都府、兵庫、岡山県にかけ産地が
点在するが、多くない。

■県内分布　�南加賀の記録がないが、金沢市(薬師、宮野、小池)に生息し、能登半島の志賀
町(田原、尊保)、中能登町末坂、輪島市三井、穴水町細野、能登町(柏木、中
斉)などから知られている。

■生　　態　�低山～丘陵の山間の陽地の小流や、湿原の細流の泥底に幼虫が育つ。4月下旬
～5月初めに岸辺の草の葉や茎で羽化し、成虫は5～6月に活動する。日の当
たる流れの傍の植物に静止したり、少し飛んで移動したりしている。卵は空
中で産下され、水際の泥土やコケに落ちることが多い。

■生息地の条件　�幼虫が育つためには、低山帯のゆるく流れる泥～砂泥底の小川や湿原の細流
が必要で、廃田の用水溝に住む場合もある。周囲に成虫の摂食や休止のため
の樹林や草原があることも重要である。

■危険要因　�森林の伐採や道路の建設で小流や溝が消失したり、出水時の泥で埋まった
り、乾燥化するなどの危険性が高い。白山市口直海の既知産地は、ダム建設
により水没した。

■参考文献　8，227

武藤　明

標本提供者：武藤　明

富沢　章
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アオサナエ トンボ目　サナエトンボ科

Nihonogomphus viridis Oguma

アオヤンマ トンボ目　ヤンマ科

Aeschnophlebia longistigma Selys

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　小松市の3河川のみから知られ、個体数も極めて少ない。

■形　　態　�腹長37～43mm、後翅長29～38mmで、鮮やかな緑色の中型サナエで
ある。肩に太い黒条があり、オスは第7～9節が著しくひろがって、長大
な黄色の尾部上付器がある。

■国内分布　�日本特産で東北から南九州まで分布するが、産地は限定され、石川県や富
山県では希少種である。

■県内分布　小松市の西俣川、大杉谷川、那谷川の中流域に生息する。

■生　　態　�丘陵地の砂礫底の中流に育ち、成虫は5～7月に出現する。成熟オスは水面に
出た石や岸辺の岩の上に静止し時々流れの上を飛翔するが、行動は極めて敏
速である。メスを発見すると急追し、空中で捕えて環状となり、樹枝にとま
る。産卵は卵塊を作ってから行なう。

■生息地の条件　�流れのゆるい中流域で深くないが、水量があり流れの中や岸に静止のための
水面に出た石や、幼虫が羽化するための植物や岩が散在すること、農薬や廃
水が流入せず、付近に樹林のあることが重要である。

■危険要因　�河川のゆるい中流域に生息するサナエに共通して、汚染による影響を受けや
すい。流れを直線化したり、岩石を除去し川床をならすこと、ダムや堰で上
流は水が淀み、下流は水量が減ったり、コンクリート堤防が連続するなども
減少につながる。付近の樹林の伐採も、摂食空間や休止場所を奪うことにな
る。

■参考文献　146，217

�武藤　明

■選定理由　�廃田などで一時回復しかけたが、再び全国的に減少し、むしろ希となって
いる。

■形　　態　体はヨシに似た緑の地に黒条があり、腹部にくびれが無く、棒状である。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州にわたるが、どこでも減少が著しい。

■県内分布　�南加賀から中能登にかけて希でなかったが、近年は激減した。最近、珠洲
市正院町で幼虫が発見されている。

■生　　態　�オスの成虫は5～8月にヨシなどの多い沼や湿地上を低く飛び、メスを探して
いる。メスは単独でヨシの茎に産卵する。

■生息地の条件　ヨシなど抽水植物の茂る平地～丘陵の池沼や湿原、廃田に生息する。

■危険要因　池沼の埋め立て、廃田の草原化、稲田の水抜きなどが脅威である。

■参考文献　222，333

武藤　明

標本提供者：武藤　明

富沢　章
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ハッチョウトンボ トンボ目　トンボ科

Nannophya pygmaea Rambur

キトンボ トンボ目　トンボ科

Sympetrum croceolum Selys

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類　　

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　過去の記録は少なくないが、安定した生息地は僅かである。

■形　　態　�不均翅類の中では最小で、体長1.8cmほどである。成熟オスは赤く、メ
スは黄色の地に縞模様があるが、アカトンボ（アカネ）ではない。

■国内分布　本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　�加賀市作見･湖城町、小松市木場･那谷・立明寺･上荒谷･白山田･蓮代寺、
金沢市大額･住吉新保･夕日寺･俵･榎尾･医王山、津幡町、宝達志水町、中
能登町、穴水町乙ケ崎、輪島市三井、能登町太田原などで記録がある。

■生　　態　�幼虫は湿地の浅い水溜りに育ち、5月下旬から羽化して、成虫は8月末まで湿
原で活動する。アカネのような移動性は乏しい。

■生息地の条件　平地～山地の陽当りのよい湿原や廃田に生息する。

■危険要因　�湿地が埋立てや遷移の進行により乾燥し、草原化して減少する。休耕田での
新発生地も、一時的な例が多い。

■参考文献　70，146，222

武藤　明

■選定理由　�県内の平地～低山帯のため池などに生息し、金沢付近でも珍しくなかった
が、近年は産地、個体数とも著しく減少し、非常に希となっている。

■形　　態　�腹長21～29mm、後翅長25～32mm。体も翅の大部分も橙黄色で頑丈
なトンボである。���

■国内分布　北海道、本州、四国、九州に分布するが少ない。

■県内分布　��加賀市富塚町、白山市相川、志賀町(久喜、田原)、輪島市門前、能登町黒
川などで見つかっている。

■生　　態　�幼虫は平地～丘陵の林間の池沼で育ち、7月に羽化して、成熟虫は10～11
月に活動する。オスは抽水植物にとまったり、水面を飛びまわったりしてい
るが、夕方が近づくと池から離れ、日当りの良い樹木に静止する。

■生息地の条件　林間や山際の植生の豊かな池沼に生息する。

■危険要因　�安定した古いため池がコンクリートや防水シート張りに変ったり、水抜き後
に放置されたり、道路建設などで生息地が消滅する。摂食空間である林野の
汚染なども影響を及ぼす。

■参考文献　220，222

武藤　明

富沢　章

富沢　章
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エゾエンマコオロギ バッタ目　コオロギ科

Teleogryllus yezoemma kawara (Ohmachi & Matsuura)

ナギサスズ バッタ目　ヒバリモドキ科

Caconemobius sazanami (Furukawa)

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�海浜や河原など開発の影響を受けやすい環境に生息する種で、県内におけ
る記録が少ない。

■形　　態　�体長20～30mm程度の大型のコオロギ類で、体色は黒～黒褐色。近縁種
のエンマコオロギに似るが、本種は頭部が全体的に黒く、複眼の間の白い
眉紋も小さいことから区別できる。

■国内分布　�北海道および本州（南限は和歌山県）。国外では、朝鮮半島南部や中国に
分布する。

■県内分布　珠洲市、輪島市、内灘町、能美市、白山市、小松市、加賀市で記録がある。

■生　　態　�卵越冬で、秋に成虫が出現する。枯れ草や石・流木などの下に潜み、「ヒ
リー」という単調な声で短く鳴く。エンマコオロギと混生している場合があ
るが、鳴き声は大きく異なる。

■生息地の条件　砂浜の海浜植物帯や河原の草がまばらな砂地などに生息する。

■危険要因　護岸工事や海浜植物帯の減少によって生息環境が悪化している。

■特記事項　�北海道産の名義タイプ亜種�T.�y.�yezoemma�(Ohmachi�&�Matsuura)と本
州亜種T.�y.�kawara �(Ohmachi�&�Matsuura)に分けられている。

■参考文献　149，192，297

嶋田敬介

■選定理由　�県内では、輪島市の離島にのみ生息していて、本土では確認されていな
い。生息地は護岸工事等により破壊されるおそれがある。

■形　　態　�成虫の体長は約10mmで、体は一様に黒くツヤがある。ハネが無く鳴か
ない。

■国内分布　北海道、本州、四国、佐渡島、伊豆諸島、対馬、奄美大島に分布する。

■県内分布　�輪島市の舳倉島、七ツ島の大島に生息している。本土側からは見つかってい
ない。

■生　　態　�丸石や岩石が積み重なったすき間の多い転石海岸の潮間帯付近に生息し、夜
行性である。年1化と思われ、7～10月まで見られる。幼成虫は魚介類の死
体に群がる。

■生息地の条件　�波打ち際に大小の丸石が存在する転石海岸であることが重要であり、岩盤の
海岸には生息しない。

■危険要因　�舳倉島には現在、4ヶ所の生息地点があるが、これまでに護岸工事により生
息環境が破壊された所があり、今後留意する必要がある。七ツ島大島の生息
環境は保護されている。

■参考文献　282

富沢　章

嶋田敬介

富沢　章
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セグロイナゴ　 バッタ目　バッタ科

Shirakiacris shirakii (Bolivar)

コオイムシ カメムシ目　コオイムシ科

Appasus japonicus Vuillefroy

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�県内では2ヶ所で確認されているのみであり、近年も確認されて
いるのはそのうち1ヶ所である。

■形　　態　�体長26～40mmである。前胸の背面は黒みがかった褐色で複眼
には縦じま模様がある。

■国内分布　本州、四国、九州、南西諸島に分布する。

■県内分布　金沢市、小松市に分布する。

■生　　態　�草地に生息するが、局地的である。イネ科を食べるが、動物食の観察例もあ
る。

■生息地の条件　�詳細な条件は不明であるが、火入れや草刈りなどの管理が定期的に行われて
いる草地で見られることが多い。

■危険要因　�整備や開発などによる生息地の破壊、人手の加わった草地環境の消失が減少
要因となる。

■参考文献　141，329

渡部晃平

■選定理由　�北陸3県では少なく、県内では珠洲市、七尾市と能登島、加賀市に極め
て局地的に分布するのみである。他県においては水田にも多産するが、
県内では良好なため池や放棄水田など、隔離された一部の水域でのみ見
られる。

■形　　態　�体長17～20mmである。体は扁平で淡褐色である。オス交尾器の側葉
片先端は鈎状である。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　珠洲市、七尾市、能登島、加賀市(片野鴨池)に分布する。

■生　　態　�浅い湿地環境に生息し、小動物を捕食する。メスはオスの背面に産卵し、オ
スは卵塊を保護する。

■生息地の条件　平野部にある植生豊富な池沼、ため池、湿地、水田などに生息する。

■危険要因　�開発による止水域の改変や乾燥化による消失、侵略的外来種の侵入が脅威と
なる。

■特記事項　類似するオオコオイムシとの識別にはオス交尾器を確認する必要がある。

■参考文献　155，292，336

渡部晃平

標本提供者 : 渡部晃平

渡部晃平
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ミヤケミズムシ カメムシ目　ミズムシ科

Xenocorixa vittipennis (Horváth)

ヒメマルミズムシ カメムシ目　マルミズムシ科

Paraplea indistinguenda (Matsumura)

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�全国的に減少傾向にある。県内でも生息地は局所的であり、生息環境が悪
化している。

■形　　態　�体長7.2～9.1mmと比較的大型である。体型は短円筒形で丸みがあり幅
広く後方が細まる。背面は淡黄色で強い光沢があり、前翅の多少とも不規
則な多数の黒色線条は他の大形ミズムシ類に比べて明瞭である。

■国内分布　本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　加賀市、宝達志水町、羽咋市、志賀町、七尾市に分布する。

■生　　態　�小昆虫を捕食する。成虫は夏から秋にかけて個体数が多く群生する。灯火に
も飛来する。

■生息地の条件　�平野～丘陵部の水生植物が豊富な池沼などの止水域に生息する。餌生物が豊
富に生息することが必要である。

■危険要因　�池沼の開発による生息環境の消失、各種排水の流入や農薬使用による水質汚
染、侵略的外来種の侵入が脅威である。加賀市片野鴨池では、1990年代に
は多産したが、オオクチバス、アメリカザリガニの侵入後に減少した。外来
種の駆除および、侵入できない区域を設けるなどの保全策が必要である。羽
咋市大川町の三日月池は一部が埋め立てられたため、これ以上の開発の防止
が必要である。

■参考文献　300，336

西原昇吾

■選定理由　�県内の分布は局地的である。一部の生息地にはアメリカザリガニが侵入してお
り、遷移の進行とともに生息環境の悪化が懸念される。

■形　　態　�体長1.5～1.7mmである。マルミズムシよりも一回り小さく、体は淡い黄褐色
で複眼は赤い。

■国内分布　本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　珠洲市、輪島市、志賀町、七尾市、能登島、羽咋市、津幡町に分布する。

■生　　態　成虫･幼虫ともに肉食性で微小な水生動物を捕食する。

■生息地の条件　�平野部～丘陵部の植生が豊富な池沼、ため池に生息する。希に水田でも見ら
れる。

■危険要因　開発による止水域の改変や消失、ため池の管理放棄が脅威である。

■特記事項　新たな生息地が複数確認されたことから、ランクを変更した。

■参考文献　51，273，286，327，336

渡部晃平

西原昇吾

標本提供者 : 渡部晃平
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オヨギカタビロアメンボ カメムシ目　カタビロアメンボ科

Xiphovelia japonica Esaki et Miyamoto

ウエダオオズナガゴミムシ コウチュウ目　オサムシ科

Pterostichus uedaorum Morita et Hirasawa

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�県内で確認されているのは3ヶ所のみである。本種に対する悪影響が示唆されて
いる外来種トガリアメンボが県内で分布を拡大しているため、動向を注視する
必要がある。

■形　　態　�体長1.5～2.2mmである。体は菱形で黒色、中脚附節は長い。長翅型と無翅型
が知られる。

■国内分布　本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　穴水町、宝達志水町、小松市の各1ヶ所に生息する。

■生　　態　�流水性で河川の緩流部や池沼の流入部周辺に生息する。大半は無翅型だが、
滋賀県の調査では7～10月に長翅型が出現することが報告されている。水面
に落ちた小動物の体液を吸う。

■生息地の条件　流れ込みのある池沼や河川などに生息する。

■危険要因　�開発による水域の改変や消失、ため池の管理放棄、トガリアメンボなどの侵
入が脅威である。

■特記事項　本種の国内分布の北限は穴水町のため池である。

■参考文献　145，299，334

渡部晃平

■選定理由　�本種は白山山系と医王山に生息する固有種で、生息域が狭いうえ、個体数が少
ない。また、不安定な環境に生息することや採集圧などの不安要因もある。オ
オズナガゴミムシの分化の観点からも貴重な種といえる。

■形　　態　�体長は大顎を含め16～19mmである。体は地下生活に適応した扁平な体形
で、複眼は小さく、後翅が退化している。頭部は巨大化して、大顎は大きく発
達する。体色は赤褐色をおびた黒色で艶があり、上翅は黒色が弱くより赤褐色
になる。触角は、体長よりやや短い。

■国内分布　石川県、富山県(南砺市)に分布する。

■県内分布　白山市(白山山系、一里野、別当出合)、金沢市(医王山)に分布する。

■生　　態　�ブナ帯の小さな沢の小石が堆積した斜面の地下浅層に生息する。成虫は冬期
を除き周年見られる。また、新成虫は9～11月の長期間にわたって見られ
た。幼虫は確認されていない。

■生息地の条件　�標高550m以上の小石の堆積した不安定な斜面という、特殊な環境に生息す
る。

■危険要因　�局所的に分布する種であるが、生息地が県立公園及び国立公園内にあるた
め、開発等の問題は少ない。しかし、生息環境が斜面の風化石の堆積層と
いう不安定な場所なので、防災工事で生息地が破壊される危険性がある。ま
た、医王山の生息地は採集圧が見られる。

■特記事項�　�1996年に記載された種で医王山と別当出合の採集個体がタイプ標本となっ
ている。

■参考文献　63，198

井村正行

標本提供者 : 渡部晃平

標本提供者 : 井村正行
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オオヒョウタンゴミムシ コウチュウ目　オサムシ科

Scarites (Scarites) sulcatus sulcatus Olivier

チャイロマメゲンゴロウ コウチュウ目　ゲンゴロウ科

Agabus browni Kamiya

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�開発や海岸浸食等で生息地である砂浜海岸が消滅しつつあり、生息環境、個体
数ともに減少している。

■形　　態　�体長37～42mmの大型種である。体は円筒状でひょうたん型であり、頭部は
巨頭化して大顎は大きく発達する。後翅は退化して飛べない。

■国内分布　�本州、四国、九州に分布する。海浜性であるが、一部地域では大河川の河原に
生息する。

■県内分布　加賀市から志賀町までの砂浜海岸に生息地が点在している。

■生　　態　�成虫は6～11月上旬まで見られ、8月下旬頃に新成虫が現れる。成虫、幼虫
ともに肉食性である。夜行性で、昼間は深く砂の中に潜っている

■生息地の条件　�海浜植物を伴う安定した広い砂浜海岸および海岸後背地の松林などに生息す
る。

■危険要因　�沿岸部の土地開発、海水浴場の大型重機による整備、道路建設等などで砂浜
の生息環境が極端に悪化している。砂浜の側溝に本種が落下し、死亡個体が
多く確認されている。飛べないことも減少要因のひとつとなっている。海浜
環境の悪化は、本種のような食物連鎖の頂点にある大型の捕食性昆虫にとっ
て、特に影響が大きいと思われる。

■特記事項　生息地では本種独特の足跡が砂地に残され、生息の指標となる。

■参考文献　27，198

平松新一

■選定理由　�西日本では平地から山地まで広域的に見られるが、県内の記録は高標高地に集中して
いる。分布は局地的で個体数も少ない。

■形　　態　�体長10.0～11.5mmである。頭部と前胸背は黒色、上翅は暗黄褐色。前胸背の両側
は黄褐色に縁取られる。

■国内分布　本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　白山市、小松市に生息する。

■生　　態　成虫･幼虫ともに肉食性である。詳細な生活史は不明である。

■生息地の条件　�県内からは貧栄養な水域から確認されている。詳細な生息地の条件は不明。

■危険要因　�生息地は開発や人為的影響の少ない所であるが、生息池への土砂流入や堤体
の決壊が懸念される。

■参考文献　43，281，299，345

渡部晃平

標本提供者 : 石川県ふれあい昆虫館

標本提供者 : 富沢　章
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キボシケシゲンゴロウ コウチュウ目　ゲンゴロウ科

Allopachria flavomaculata (Kamiya)

テラニシセスジゲンゴロウ コウチュウ目　ゲンゴロウ科

Copelatus teranishii Kamiya

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 情報不足

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�県内の生息地は局地的である。各河川においても確認できるエリアは限ら
れており、個体数も多くない。河川改修や水質悪化等により容易に絶滅し
うると考えられる。

■形　　態　�体長2.5mm内外である。体型は短楕円形で上翅は黒く、黄紋をそなえ
る。この横紋の数には変異があり、3タイプが知られている。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州、南西諸島に分布する。

■県内分布　珠洲市、輪島市、能登町、白山市、能美市、小松市に分布する。

■生　　態　�河川上～中流域に生息し、植物の根際、落ち葉の下、礫の隙間などから採集
される。夏季に個体数が多く、冬季は少ない。成虫で越冬する。

■生息地の条件　護岸化されていない自然状態の清流に生息する。

■危険要因　�河川環境の開発やダム建設、水質の悪化、渇水、土砂の堆積、森林伐採が脅
威である。

■参考文献　166，299，320，336，340

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡部晃平

■選定理由　�県内の生息地は局地的で6ヶ所で確認されているのみである。降雨後に水たまりとなるよう
な不安定な水辺を好むが、このような環境は改変されやすいため留意する必要がある。

■形　　態　�体長4.8～5.5mmである。体型は逆長卵形で扁平である。オス交尾器中央片の中央部はト
サカ状に広がる。

■国内分布　本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　珠洲市、白山市、能美市、小松市、加賀市に分布する。

■生　　態　�渇水と湛水が繰り返される不安定な水域に生息し、県内では林や草本類に覆
われた薄暗い水辺で確認されている。灯火に飛来する。

■生息地の条件　樹木や草本に囲まれた小規模な水域や河川敷にできる一時的な水たまり。

■危険要因　開発による埋め立てなどの止水域の改変や消失が脅威となる。

■参考文献　160，279，291，340

渡部晃平

渡部晃平

標本提供者 : 渡部晃平
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ケシゲンゴロウ コウチュウ目　ゲンゴロウ科

Hyphydrus japonicus Sharp

ヒメケシゲンゴロウ コウチュウ目　ゲンゴロウ科

Hyphydrus laeviventris Sharp

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�全国的に激減している。県内の生息地も1990年代には局所的であった
が、さらに激減した。

■形　　態　�体長3.8～5.0mmである。体は丸形で厚みがある。上翅表面の点刻の大
きさは不揃いである。

■生　　態　�幼虫の口器形態はカイミジンコの捕食に特化しているという研究が発表さ
れた。

■国内分布　北海道～南西諸島に分布する。

■県内分布　�加賀市、能美市、白山市、志賀町、七尾市、輪島市、能登町、珠洲市に分布
する。

■生息地の条件　水生植物の豊富な池沼、湿地、ため池、水田、放棄水田に生息する。

■危険要因　�生息地の開発による消失、農薬使用、水質汚染、植生遷移の進行や侵略的外
来種の侵入により環境が改変されると姿が見られなくなる。かつての普通種
であり、生息地での個体数は少なくないが、都市部周辺では減少傾向が著し
い。本種の詳細な生態が不明なため、生息環境を保全しつつ、生態の解明、
侵略的外来種の排除、モニタリングが保全上必要である。

■参考文献　42，166，300，327，336

西原昇吾

■選定理由　�全国的に生息地は局所的で個体数も少ない。県内でも能登北部で確認され
ているにすぎない。

■形　　態　�体長4.3～5.0mmである。体は短卵形で厚みがある。背面は暗黄赤褐色
で、光沢はやや強い。一般に暗色部が強く、かなり黒っぽく見える。上翅
表面の点刻の大小の大きさの違いが明瞭で中間的な大きさの点刻がないこ
とでケシゲンゴロウと区別できる。触角、口肢、肢は黄赤褐色である。

■国内分布　本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　輪島市、珠洲市に分布する。

■生　　態　�成虫は5～11月に確認されている。幼虫は比較的水深のある場所にも生息す
る。

■生息地の条件　平野～丘陵部の池沼、放棄水田などの止水域に生息する。

■危険要因　�池沼、湿地の開発による消失、ため池の管理放棄、水質汚染。放棄水田の植
生遷移。オオクチバスやアメリカザリガニなどの侵略的外来種の侵入が脅威
である。保全対策として、県内の本種の生息地では、ため池2ヶ所に侵入し
たオオクチバスの駆除が行われた。ため池の維持管理の継続、放棄水田の湛
水化などの保全策も必要である。

■参考文献　37，336，350

西原昇吾

渡部晃平

標本提供者 : 西原昇吾
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コウベツブゲンゴロウ コウチュウ目　ゲンゴロウ科

Laccophilus kobensis Sharp

ルイスツブゲンゴロウ コウチュウ目　ゲンゴロウ科

Laccophilus lewisius Sharp

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�県内の分布は局地的である。これまでコウベツブゲンゴロウとされてきた
記録の多くはニセコウベツブゲンゴロウであったため、実際の生息地は既
知記録の数よりも少なく、生息状況も不明である。

■形　　態　�体長3.4～3.8mmである。近縁種のニセコウベツブゲンゴロウに比べて
大きく、上翅の斑紋などが異なる。

■国内分布　本州、四国、九州、南西諸島に分布する。

■県内分布　珠洲市、輪島市に分布する。

■生　　態　�日当りの良い開放的な止水域に生息する。成虫･幼虫ともに肉食性である。

■生息地の条件　日当たりの良いため池、湿地、水田などの浅い止水域に生息する。

■危険要因　�開発による止水域の改変や消失、ため池や水田の管理放棄、ほ場整備による
水管理方法の変化や農薬の使用、侵略的外来種の侵入が脅威である。

■特記事項　�本種として報告された過去の記録の多くはニセコウベツブゲンゴロウの誤り
である可能性が高いため、正確な同定がなされた記録のみを採用した。

■参考文献　336

渡部晃平　

■選定理由　�県内での生息地は極めて局地的である。奥能登を除いた確認地点では個体数が少な
く、奥能登の生息地においても近年個体数が減少傾向にある。

■形　　態　�体長3.9～4.7mmである。体型は逆卵形で、背面は黄褐色で6～7条の輪郭を持つ縦
条をそなえる。

■国内分布　本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　�珠洲市、志賀町、七尾市、能登島、中能登町、宝達志水町、津幡町、加賀市
に分布する。

■生　　態　�成虫は3～10月、幼虫は6～9月に確認されており、成虫は小動物の死骸を
捕食する。

■生息地の条件　�平野部～丘陵部の植生豊富な池沼、湿地、ため池などのさまざまな止水域に
生息する。

■危険要因　�開発による止水域の改変や消失、ため池の管理放棄、ほ場整備による水管理
方法の変化や農薬の使用、侵略的外来種の侵入が脅威となる。

■特記事項　�過去10年間で生息環境の悪化や個体数の減少が認められたため、ランクを変
更した。

■参考文献　66，166，281，327，336

渡部晃平

渡部晃平

標本提供者 : 渡部晃平
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ヒメミズスマシ コウチュウ目　ミズスマシ科

Gyrinus (Gyrinus) gestroi Régimbart

ミズスマシ コウチュウ目　ミズスマシ科

Gyrinus (Gyrinus) japonicus Sharp

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠB類

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�全国的に激減している。石川県内では加賀市、中能登および口能
登地域で確認されているが、加賀市からは近年確認されていな
い。残存する生息地の大半にはアメリカザリガニが侵入してお
り、生息環境の悪化や絶滅が危惧される。

■形　　態　�体長4.6～5.2mmである。同属他種に比べてやや細長く背面は
隆起する。背面は黒色で光沢は強い。

■国内分布　本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　志賀町、七尾市、中能登町、羽咋市、加賀市に分布する。

■生　　態　�抽水植物などの植生が豊富な止水域に生息する。成虫は植物の隙間などの閉
鎖的な空間に密生する。成虫越冬し、越冬時には水際の水生植物の株内に潜
伏すると考えられている。

■生息地の条件　平野～丘陵部の抽水植物の多い池沼やため池に生息する。

■危険要因　�開発による止水域の改変や消失、ため池の管理放棄、侵略的外来種の侵入が
脅威である。

■特記事項　�過去にコミズスマシとして記録されていた個体は本種の誤同定であった(渡
部,2018)。

■参考文献　176，343

渡部晃平

■選定理由　�かつては普通種であったが、近年の調査により激減していること
が判明した。残存する生息地の多くは良好な水辺環境が保たれた
奥能登地域と除草剤の影響が及びにくい高標高地である。本種の
減少要因は解明しておらず、さらなる減少が危惧される。�

■形　　態　�体長6.0～7.5mmである。背面の光沢は県内に生息する同属種
ヒメミズスマシに比べて鈍い。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　�珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、中能登町、羽咋市、宝達志水
町、かほく市、津幡町、金沢市、白山市、能美市、小松市、加賀市から記録
がある。

■生　　態　�成虫は水面上に見られ、落ちた昆虫などを捕食する。夏季に幼虫が出現し、
成虫で越冬する。

■生息地の条件　界面活性剤を含む農薬の使用されていない止水域や緩流域に生息する。

■危険要因　�開発による水域の改変や消失、ため池の管理放棄、侵略的外来種の侵入が脅
威となる。

■特記事項　本種を含むミズスマシ科は全国的に激減している。

■参考文献　343

　渡部晃平

標本提供者 : 渡部晃平

標本提供者 : 渡部晃平
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ヒメコガシラミズムシ コウチュウ目　コガシラミズムシ科

Haliplus (Liaphlus) ovalis Sharp

コガムシ コウチュウ目　ガムシ科

Hydrochara affinis (Sharp)

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー 情報不足

■選定理由　�止水域に生息するHaliplus属のうち、県内では最も確認地点が少ない。県
内では本種とクロホシコガシラミズムシの記録が混同されていた経緯があ
るが、再検討後の記録を元に判断した結果、本種の方がより局地的である
ことが判明した。

■形　　態　�体長3.6～4.3mmである。頭部後縁沿いに黒線がある。上翅の黒色斑紋
には変異が見られる。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　珠洲市、輪島市、志賀町、宝達志水町、能美市、加賀市に分布する。

■生　　態　詳細は不明である。

■生息地の条件　水質が良好で植生豊富な止水域に生息する。

■危険要因　�開発による止水域の改変や消失、ため池の管理放棄、侵略的外来種の侵入が
脅威となる。

■特記事項　�いしかわレッドデータブック2009〈動物編〉では類似種クロホシコガシラ
ミズムシと混同されていたので、検討できなかった過去の記録については扱
わなかった。

■参考文献　299，336，340

渡部晃平

■選定理由　�県内の産地は、舳倉島以外では白山市と金沢市における古い標本が残されているだけ
で、その後数十年間記録が途絶えていた。2010年に珠洲市で再発見されて以降は個体
数が増加傾向にあり、近年記録が増えつつある。しかし、依然として個体数は少なく、
動向に留意する必要がある。

■形　　態　�体長16～18mmで背面は緑がかった黒色で上翅には点刻列をそなえる。脚は赤褐色で
ある。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州、南西諸島に分布する。

■県内分布　�珠洲市、輪島市、舳倉島、能登町、穴水町、志賀町、七尾市、能登島、羽咋
市、宝達志水町、内灘町、金沢市、白山市から記録がある。

■生　　態　�成虫は雑食性で水草や小動物の死骸を食べる。幼虫は肉食性である。成虫は
灯火に飛来する。

■生息地の条件　�水田や河川敷の水たまり、流れのほとんどない水路など不安定な水域で繁殖
する。

■危険要因　�開発による止水域の改変や消失、ため池や水田の管理放棄、ほ場整備による
水管理方法の変化や農薬の使用、街灯の増加、侵略的外来種の侵入が脅威と
なる。

■特記事項　�新たな生息地が多く確認されるようになったことからランクを変更した。

■参考文献　324，336

渡部晃平

渡部晃平

標本提供者 : 渡部晃平
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ヒメオオクワガタ コウチュウ目　クワガタムシ科

Dorcus montivagus montivagus (Lewis)

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー なし

■選定理由　�生息域が標高1,000m以上のブナ帯に限られる。近年の個体数の減少は著し
く、採集圧が影響している。

■形　　態　�体長は大顎を含め30～55mmの大型のクワガタムシである。体色は黒色で弱
い光沢を持つ。オスの大顎は太く、大きな内歯が中央前に内斜め前方を向いて
いる。体型は平たく、成虫越冬することも知られている。メスの大顎は小さ
い。

■国内分布　北海道、本州、四国、伊豆大島、隠岐に分布する。

■県内分布　�白山市(旧白峰村、旧尾口村)の白山山系山地帯に生息する。白山の国立公園内
の調査で生息を確認している。

■生　　態　�標高1,000m以上のブナ帯に生息し、成虫は6月下旬から9月に現れ、ヤナ
ギの樹液に集まる。また、�灯火にも飛来する。幼虫は太いブナの朽木を食す
る。成虫は晩夏に羽化した後、そのまま蛹室にとどまり越冬する。幼虫期は2
年以上かかる。

■生息地の条件　ブナの原生林が残されていることが重要である。

■危険要因　�生息地は白山国立公園内のため、自然環境は保たれている。15年前から続い
ているクワガタムシ人気で、業者や個人による採集圧が顕著であり、有名な
産地では個体数が激減している。

■特記事項　�九州にはヒメオオクワガタ九州亜種(キュウシュウヒメオオクワガタ)が分布す
る。

■参考文献　207

福富宏和

富沢　章

ネブトクワガタ本土亜種 コウチュウ目　クワガタムシ科

Aegus laevicollis subnitidus Waterhouse

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類 環境省カテゴリー なし

■選定理由　�暖地性の種で開発されやすい平地～低山地に生息し、産地が局所的であ
る。また、生息地における個体数が極めて少ない。

■形　　態　�体長は大顎を含め14～28mmの中小型のクワガタムシである。体色は黒
色で上翅には9本の縦条がある。オスの大顎は細く、内歯が2本あり、基
部近くの第1歯は大きい。第2歯は中央付近にあるが、小型の個体では消
失する。メスの大顎は小さい。

■国内分布　本州、四国、九州、対馬、種子島、屋久島に分布する。

■県内分布　�県内からは小松市、能美市、金沢市、内灘町で記録があるが、2006年の能
美市での報告以来、正式な記録はない。

■生　　態　�平地から低山地に生息し、成虫は7～8月に現れる。ブナ科やマツ科の樹液に
集まり、樹木の低い位置から出ている樹液を好むようである。成虫は灯火に
も飛来する。幼虫は、マツ類などの朽ち木が赤枯菌に侵され、シロアリに分
解された泥状化した腐朽部を食する。

■生息地の条件　里山で、自然環境の良好な雑木林が保たれていることが重要である。

■危険要因　�生息域が平地ないし低山地であるため、伐採や開発による生息環境の消滅が
危惧される。内灘町の生息地は近年大規模な改変がなされており、小松市の
生息地の一つは、伐採によって消滅するなど、本種の生息に大きな影響を与
えている。

■参考文献　206，272

福富宏和

富沢　章
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アカマダラハナムグリ コウチュウ目　コガネムシ科

Anthracophora rusticola Burmeister

ヨコミゾドロムシ コウチュウ目　ヒメドロムシ科

Leptelmis gracilis Sharp

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 情報不足

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�本種は猛禽類等の大型鳥類の巣内で発生場所とすることが知られている
が、本県では猛禽類の多くの種が絶滅危惧種または準絶滅危惧に指定され
ており、その巣に依存する本種も同様に減少傾向にあると考えられる。

■形　　態　�体長約20mmである。和名の由来となる赤褐色と黒色のまだら模様を持
つことが特徴である。

■国内分布　北海道南部、本州、四国、九州、屋久島に分布する。

■県内分布　�これまで金沢市と小松市から記録されていたが、2015年に白山市瀬戸か
ら、2017年に川北町の手取川河川敷から新たに記録された。

■生　　態　�本種はクマタカやハチクマなどの猛禽類の巣を好んで発生場所とすることが
知られているが、最近になり普通種であるトビの巣も利用していることが確
認された。巣の中で猛禽類の排出するペリットや糞などを餌資源として利用
していると考えられている。

■生息地の条件　�平地から山地の山林から見つかっているが、本種の生息には大型猛禽類の繁
殖地のあることが重要である。

■危険要因　�各種の開発や公共事業による里山環境の消失と、それにともなうハチクマ等
の猛禽類の減少が脅威である。手取川河川敷の生息地は、改修工事により消
失してしまった。

■参考文献　78，274，339

吉道俊一

■選定理由　�河川中･下流域や流れ込みのあるため池などに生息し、人為的な改変や家庭排水など
の影響を受けやすい。県内での確認地点は少なく、本種の生息に適した環境も多くな
い。

■形　　態　�体長2.4～2.8mmである。無翅型と長翅型が知られる。前胸背板には特徴的な横溝
を備える。

■国内分布　本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　能登町、小松市に分布する。

■生　　態　�流木や植物の根の表面に生息する。成虫の個体数は初夏に増加するが、冬季
の確認例もある。

■生息地の条件　ツルヨシなどの植生や流木の豊富な河川中･下流域に生息する。

■危険要因　�河川環境の改変、ダム建設、水質の悪化、渇水、土砂の堆積、森林伐採が脅
威となる。

■特記事項　別種と考えられていたホソヨコミゾドロムシは本種のシノニムとなった。

■参考文献　41，283，342

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡部晃平

渡部晃平

標本提供者 : 渡部晃平

生息を確認している
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県内の分布
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ケスジドロムシ コウチュウ目　ヒメドロムシ科

Pseudamophilus japonicus Nomura

ツヤナガタマムシ コウチュウ目　タマムシ科

Agrilus cupes Lewis 

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�県内の確認地点数は7ヶ所である。能登地方においては比較的多くの個体数が確認され
ているが、金沢市からは2ヶ所各1頭ずつの幼虫が発見されているにすぎない。生息地
の多くは支流や細流である。県内の河川中･下流域の多くが環境改変されていることか
ら、本種の生息可能な環境も局地的だと考えられる。

■形　　態　�体長4.8～5.3mmで、ヒメドロムシ科の国内最大種である。上翅の第1、4、6間室に
は毛が密に生える。

■国内分布　本州、九州に分布する。

■県内分布　�珠洲市、輪島市、能登町、金沢市に分布する。

■生　　態　�成虫は5～8月に出現し、幼虫は年中見られる。流木や植物の根の上などに生
息する。

■生息地の条件　�河川の上流から中流域および細流や支流に生息する。流木や水際周辺の植物
の根が豊富な環境で見られる。

■危険要因　�河川環境の改変、ダム建設、水質の悪化、渇水、土砂の堆積、森林伐採、街
灯の増加が脅威になると思われる。

■参考文献　166，322，342

渡部晃平

■選定理由　�バイカウツギを寄主植物であり、生息地は白山周辺の一部地域に限られ
る。

■形　　態　�体長5.5～7.0mmで、細長い体型をしている。青藍色から緑色の強い金
属光沢があり、腹部側も黒色の金属光沢がある。

■国内分布　本州中部での分布が知られている。

■県内分布　�白山市(旧鶴来町、旧白峰村)の2地点から記録があるのみである。白峰地
区では、比較的安定して発生している。

■生　　態　�成虫はバイカウツギの葉を、幼虫は衰弱した生枝を食害する。成虫は6月末
から7月中旬にかけて発生する。

■生息地の条件　�寄主植物であるバイカウツギが中･低木であるため、林縁がしっかり残された
環境が必要である。バイカウツギは本来、がけ崩れや倒木後のギャップに生
育していたと考えられる。

■危険要因　�白山周辺では、恒常的に治山事業が行われているため、バイカウツギの生育
する林縁の生息環境が減少している。

■特記事項　旧鶴来町での本種の記録は、植栽による移入の可能性がある。

■参考文献　23，25，177

福富宏和　

標本提供者 : 渡部晃平

福富宏和
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ニッポンカタスジナガタマムシ コウチュウ目　タマムシ科

Agrilus japanocarinatus Ohmomo

コーヨーナガタマムシ コウチュウ目　タマムシ科

Agrilus koyoi Ohmomo

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　発生環境が特殊で、本種の発生地が1ヶ所しか知られていない。

■形　　態　�体長4.2～5.6mmで、細長い体型をしている。体色は唐金色をしており、金属光沢は弱い。上
翅には、本州産の他のナガタマムシ属の種にはない隆起(肩隆線)があるため、同定は比較的容易
である。また、オスの触角は前胸の長さを超える程度まで長くなる。

■国内分布　北海道、本州、九州からの記録がある。

■県内分布　�白山市白峰地区の1ヶ所から知られるのみである。生息地では、安定して発生
している。

■生　　態　�成虫はヤチダモやアオダモ類の葉を、幼虫はヤチダモの新鮮な枯れ枝を摂食
する。成虫は5月末から8月にかけて発生する。発生期は長く、8月に成虫が
見られることもある。

■生息地の条件　�主な寄主植物であるヤチダモがまとまって生えている環境が必要である。ミ
ズバショウが生えるような湿地にヤチダモが生えるため、本種の生息地とな
る。

■危険要因　�県内では、安定してヤチダモが生育している環境が少ない。ヤチダモは、い
しかわレッドデータブック2020〈植物編〉において絶滅危惧Ⅰ類(EN)に選
定されている。ミズバショウの観察地ではヤチダモが切られていることがあ
り、本種と共に保全対策が必要である。

■参考文献　�21，74，177

福富宏和　

■選定理由　�発生環境が特殊で、本種の発生地は1ヶ所しか知られていない。また、本県が分布の西限
となる。

■形　　態　�体長5.1～6.2mmで、細長い体型をしているが、同属のなかでは短太となる。体色は、唐
金色をしており、若干の金属光沢がある。上翅会合線付近には白色毛帯があるが、個体変
異がある。全体的に緑色を帯びる個体もいる。

■国内分布　本州(東北から北陸)に分布している。

■県内分布　白山市白峰地区の1ヶ所から知られるのみである。

■生　　態　�成虫は7～8月にかけて、ヤチダモの生葉をスウィーピングすることによって
得られている。幼虫の生態について不明だが、ヤチダモを摂食しているもの
だと思われる。

■生息地の条件　�主な寄主植物であるヤチダモがまとまって生えている環境が必要である。ミ
ズバショウが生えるような湿地にヤチダモが生えるため、本種の生息地とな
り得る。

■危険要因　�県内では、安定してヤチダモが生育している環境が少ない。ヤチダモは、い
しかわレッドデータブック2020〈植物編〉において絶滅危惧Ⅰ類(EN)に選
定されている。ミズバショウの観察地ではヤチダモが切られていることがあ
り、本種と共に保全対策が必要である。

■参考文献　21，74，177

福富宏和

標本提供者 : 福富宏和

標本提供者 : 福富宏和
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アオナガタマムシ コウチュウ目　タマムシ科

Agrilus planipennis Fairmaire

クロマダラタマムシ コウチュウ目　タマムシ科

Nipponobuprestis (Nipponobuprestisia) querceti (E.Saunders)

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�生息環境が特殊で、発生地は1ヶ所しか知られておらず、発生数も少ない。食樹のヤチダモの県内
の生育地が限られる。

■形　　態　�体長11.5～15.0mmで、細長い体型をしており、本属の中では大型種である。体色は、緑を帯
びた青色で金属光沢があり、非常に美しい。頭部は、複眼間が大きく凹み、大きさ･体色ととも
に、本種の同定は容易である。

■国内分布　北海道、本州、九州、対馬からの記録がある。

■県内分布　金沢市の医王山で採集された記録が知られるのみである。

■生　　態　�成虫は6～8月にかけて、ヤチダモやアオダモ類のスウィーピングで得られる
が、本県では下草にとまっている個体が偶然に採集された。幼虫はこれらの
衰弱木の太い幹で発生していることが知られている。サワグルミから発生し
ている記録もある。

■生息地の条件　�主な寄主植物であるヤチダモやアオダモ類がまとまって生えている環境が必
要である。

■危険要因　�ヤチダモやアオダモ類の生育が必要であることから、これらの自生地を守る
ことが最も重要である。

■特記事項　�アメリカやカナダでは本種が移入し、街路樹のトネリコ類で大発生してい
る。

■参考文献　5，177

福富宏和

■選定理由　�平野部の河川敷･社叢林･湖沼の周辺など、開発されやすい地域に局所的分
布し、さらに本県は北限に近い分布域である。

■形　　態　�体長17～28mmで、紡錘型の体型をしていて、タマムシとしては大型で
ある。体色は、緑色を帯びた黒色で金属光沢を呈しており、前胸背と上翅
に金色の陥凹紋が不規則に並んでいる。オスは腹部末端節が三角に抉ら
れ、メスは丸いことで区別できる。

■国内分布　本州、四国、九州からの記録がある。

■県内分布　加賀市、かほく市から記録がある。

■生　　態　�成虫は6～8月頃に現れ、エノキの葉を後食し、また、その衰弱部や枝が枯れ
た後などの枯死部に集まる。幼虫はエノキの枯死部や衰弱部を摂食し、成虫
になるまでは2年以上を要する。晩夏に羽化した後、そのまま蛹室で越冬す
る。

■生息地の条件　�平地や丘陵地において、食樹となる大木のエノキの林が存在することが重要
である。

■危険要因　�知られている生息地は2ヶ所のみで、しかもごく限られた場所のため、道路
の拡張などの生息環境の改変が、個体群の消滅につながってしまう。また、
伐採や開発等による生息地の消滅が危惧される。平野部から里山に残存する
エノキの大木の保全と本種の生息調査が必要である。ここ数年、追加記録が
なかったが、2018年に再発見することができた。

■参考文献　6，177

福富宏和

標本提供者：福富宏和

福富宏和
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ムネアカクロコメツキ コウチュウ目　コメツキムシ科

Ischnodes sanguinicollis maiko W.Suzuki

ベーツヤサカミキリ コウチュウ目　カミキリムシ科

Leptoxenus ibidiiformis Bates

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�生息地では局所的に分布し、本県の記録はケヤキの樹洞から採集された1例のみ
である。

■形　　態　�体長8.0～9.5mmである。強固で細長く肥厚し平行状、光沢は明瞭。黒色で前
胸背板と前胸腹側板は明瞭な赤色、前胸背の板前縁は頭部の後縁が透けて見え
るため黒色に見える。触角基部2節と肢部は多少とも暗赤褐色である。体毛は黒
色で光沢で白く見え長く直毛で疎である。前胸背板の点刻はやや大きく縦に
卵形でむしろ二重状で疎布、点刻間は平滑で点刻直径より広い。上翅会合線
の末端には微突起を持つ。

■国内分布　北海道、本州に分布する。

■県内分布　白山市(旧尾口村)に分布する。

■生　　態　�カエデなどの幹上やケヤキ等の粗皮下で得られているが、生態は不明な点が
多い。樹洞性と推定される。

■生息地の条件　ケヤキの粗皮や樹洞に生息する。

■危険要因　�本種が生息できるような祖皮が目立ち樹洞を持つケヤキの大木は自然林では
少なく、人の生活圏では社寺林などにわずかに存続されているにすぎない。

■参考文献　14，110

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　���������������������������江崎功二郎

■選定理由　�南方系の種で、本県が国内分布の北限である。生息地は加賀南部に限られ、開
発等により生息地が狭小化している。

■形　　態　�体長は11～15mmである。体は細く、脚が長い。体色は淡黄褐色～赤褐色
で、上翅に濃淡の斜帯がある。触角は細く、長さはオスで体長の1.5倍弱であ
る。

■国内分布　本州(中部以西)、四国、九州、対馬に分布する。

■県内分布　加賀市、小松市に分布する。

■生　　態　�本県では、沿岸部や丘陵地のタブノキが残された照葉樹林に生息する。成虫
は4月下旬～6月頃に出現し、タブノキの新しい枯れ枝やスダジイ、クリの花
に飛来する。幼虫はタブノキの新しい枯れ枝を食する。秋に羽化し、そのま
ま枝内の蛹室にとどまり、越冬する。

■生息地の条件　タブノキの大木の残る林があることが重要である。

■危険要因　�加賀市沿岸部のタブノキ、スダジイなどの大木が残された照葉樹林は、伐採
や土地開発等により確実に減少しているため、これらの照葉樹の保全が重要
である。

■参考文献　60，64

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　���������������������������江崎功二郎

標本提供者 : 江崎功二郎

富沢　章
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ヒゲブトハナカミキリ コウチュウ目　カミキリムシ科

Pachypidonia bodemeyeri (Pic)

カスガキモンカミキリ コウチュウ目　カミキリムシ科

Paramenesia kasugensis (Seki et Kobayashi)

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�得られた個体数が少ないこと、および幼虫の発生場所が自然環境の良い森林に
存在する数少ない大木の樹洞であるという特殊性があるため、生息地が限られ
る。

■形　　態　�体長は15mm前後である。体形は太くて短く、体色は頭部や前胸背が赤褐色、
上翅は黒く、赤味を帯びる個体もいる。触角は太く、その長さはオスで上翅の
2/3にとどく程度である。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　白山市に分布する。

■生　　態　�ブナ帯に生息する。成虫は7月中旬～8月中旬にトチやブナの樹洞内で見ら
れ、幼虫は樹洞内部の腐朽部を食する。オニグルミの樹洞からも採集された
ことがある。

■生息地の条件　�人手の入らない大木の残る原生林のような森林を維持することが重要であ
る。さらにブナやトチノキなどの古木の樹洞の存在することが条件である。

■危険要因　�樹洞を有する大木の残る豊かな森林環境が減少しており、ブナ原生林の保全
が重要である。先人の知恵で、谷間の村を雪崩から防ぐため、斜面の樹木を
切らずに残された原生林が本種の生息場所になっている地域がある。このよ
うな所では、樹木を切り、崖をコンクリートで固め、鉄柵で雪崩を防ぐよう
な工事は避けるべきである。

■参考文献　60，64

江崎功二郎

■選定理由　�寄主植物のシデ類は県内に広く分布するが、生息地は2ヶ所のみで局所的であ
る。

■形　　態　�体長は8～11mmである。前胸背板はほぼ円筒。正中部と背面は黄色でほかは黒
色。上翅は側面に1本の弱い稜があり、両側は後方に向けて狭まる。上翅は丸い
かわずかに裁断状、背面は基部が褐色を帯びるがほかに5対の黄色紋があり、基
部後方の紋は八字状になる。触角は体長の1.2倍、メスでは上翅端を超える
程度である。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州、対馬に分布する。

■県内分布　加賀市、白山市に分布する。

■生　　態　�成虫は6～8月頃に出現し、クマシデなどシデ類の生葉に集まり、葉脈を葉裏
から線状に後食する。クマシデ、イヌシデ、サワグルミの伐採木が寄主植物
として知られている。

■生息地の条件　�山地において、シデ類、特にクマシデがまとまって分布する天然林があるこ
とが重要である。加賀市の生息地は、一定規模のクマシデが群落を形成して
いる。

■危険要因　�寄主植物のシデ類は県内に広く分布するが、生息地は2ヶ所のみで局所的で
ある。定着が確実な加賀市の生息地にはクマシデの群落があるが、県内では
ほかに知らない。生息地の保全･維持が種の保全には重要である。

■参考文献　12，109

江崎功二郎

標本提供者 : 江崎功二郎

標本提供者 : 江崎功二郎
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トホシカミキリ コウチュウ目　カミキリムシ科

Saperda alberti Plavilstshikov

トドマツカミキリ コウチュウ目　カミキリムシ科

Tetropium castaneum (Linnaeus)

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�本州では希な種で、本県が西限になると思われる。本県では1例の記録があるの
みである。

■形　　態　�体長は13～20mmである。体形はやや細く平行で、前胸背板に4個、上翅に5
対の黒紋を持つ。上翅側縁は黒く、体全体が黄褐色の微毛におおわれる。触角
は、オスで体長を少し超える。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　白山市白山に分布する。

■生　　態　�成虫は、6～7月にブナ帯のヤナギ類の新しい伐採木や倒木に集まる。幼虫は
その樹皮下部分を食する。

■生息地の条件　�幼虫は比較的太い材を食するため、ブナ帯でヤナギ類の大木の林があること
が重要である。

■危険要因　�生息地が白山国立公園内にあることから、環境破壊による危険はないと思わ
れる。

■特記事項　�本県唯一の記録は白山山頂における1969年７月22日である。今後、白山山
系における調査が必要である。

■参考文献　60

江崎功二郎

■選定理由　�本県は紀伊半島を除けば、本州の分布西限に近い。本県では記録が大変少なく
希な種と思われる。

■形　　態　�体長9～16mmである。体は頑強で、前胸背板は黒く艶があり、側縁は弧状で
ある。上翅はやや艶のない黒色～赤褐色まで見られる。触角は艶があり、オス
では上翅の1/2を越え、メスでは上翅1/3を越える。脚は暗褐色である。また
本種は、体形、体長、体色等に、変異が多く見られる。

■国内分布　北海道.本州(中部�紀伊半島)に分布する。

■県内分布　白山市の白峰�百万貫岩、釈迦林道に分布する。

■生　　態　�県内では、カラマツの伐採木に飛来した個体と、カラマツの枯枝から羽脱し
た個体が、記録されているが、各種針葉樹の新しい枯木に飛来し、幼虫はそ
れらを食する。

■生息地の条件　�本県では、白山麓の植林と思われるカラマツで記録されていて、マツ類の林
がある程度残されていることが必要である。記録が少ないため今後の調査に
期待したい。

■参考文献　60，172

井村正行

標本提供者 : 江崎功二郎

標本提供者 : 入場　登
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または生息の可能性が
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オオルリハムシ コウチュウ目　ハムシ科

Chrysolina virgata (Motschulsky)

ツヤネクイハムシ コウチュウ目　ハムシ科

Donacia nitidior (Nakane)

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

■選定理由　県内の産地は能登地方に限られ、生息地は不安定な水辺環境である。

■形　　態　�体長は9～14mmである。ハムシ科では大型で楕円形のずんぐりとした体型である。
体色は赤銅色の地に、金緑色の縦帯を有する。

■国内分布　�本州、佐渡、九州(大分県)に分布する。石川県より西の本州では分布の空白地が多
い。

■県内分布　�能登地方(能登島を含む邑知地溝帯以北)に生息するが、加賀地方では発見され
ていない。

■生　　態　�成虫は5～9月まで見られ、ため池の岸辺,放棄水田などの湿地環境に生える
シロネ類の葉を食し、幼虫もその葉を食す。秋には終齢幼虫が見られる。

■生息地の条件　シロネ類が生える湿地環境が必要である。

■危険要因　�生息環境が湿地やため池の岸辺、放棄水田と不安定なため、開発などの環境
改変で容易に消滅してしまう。現在の能登空港周辺にあった生息地は、空港
建設に伴う周辺の埋め立てや工事、ほ場整備事業のためにすべて消滅した。

■参考文献　82，97，194

川瀬英夫

■選定理由　�生息地が能美市から小松市にかけての丘陵地にあり、開発されやすい環境にあ
る。

■形　　態　�体長は5.0～6.5mmの小型種である。上翅は金属光沢を帯びた黒銅色の個体が
ほとんどであるが、赤、青、紫色を帯びた個体も現れる。後腿節は太く、小さ
な歯を1つ持つ。

■国内分布　本州、佐渡に分布する。北限は宮城県である。

■県内分布　小松市、能美市に記録がある。

■生　　態　�水生植物に依存した生活史をおくる。成虫は5～6月に出現し、スゲ科植物の
花粉などを食する。幼虫はスゲ類の根を食べる。

■生息地の条件　�平野部～丘陵部の湿地、ため池付近にある湿地、放棄水田で、スゲ類などの
水生植物が生える日当たりのよい場所に生息する。

■危険要因　�湿地の埋め立てや放棄水田の乾燥化が生息地の消失につながる。生息地が開
発されやすい里山環境にある。

■参考文献　38，159，357

川瀬英夫

標本提供者 : 川瀬英夫

標本提供者 : 川瀬英夫
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サメハダハマキチョッキリ コウチュウ目　オトシブミ科

Byctiscus rugosus (Gebler)

ニッポンハナダカバチ ハチ目　ギングチバチ科

Bembix niponica niponica Smith 

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類　

■選定理由　�分布の西限に近く、県内の分布も非常に局所的で個体数が少ない。生息地も山
地のドロノキ河畔林であり、環境が不安定である。

■形　　態　�体長5.0～7.5mmで、体は通常金属光沢を持った緑色であるが、色彩変異もあ
る。本県では緑色タイプのみ確認されている。上翅の点刻は粗く、中央部はし
わ状となる。前脛節端にトゲ状突起はない。

■国内分布　�北海道、本州に分布する。分布西限は兵庫県で、本県より西では福井県にも
記録がある。

■県内分布　白山市の手取川上流域（市ノ瀬より上流部）でのみ記録されている。

■生　　態　�成虫は5～6月に手取川上流域のドロノキで見られ,葉を縦に数枚巻き重ね、棒
状の揺籃を作る。

■生息地の条件　�ホストはポプラ、ドロノキ、ヤマナラシなどである。県内ではヤマナラシも
分布するが、ドロノキの河畔林でのみ確認されている。

■危険要因　�県内の生息地は局所的で個体数も少なく、繁殖力も弱い。生息域が山地の河
畔林であり、砂防工事、自然災害による影響を受けやすい。

■参考文献　98，135

三蔭外茂治

■選定理由　�主に河川敷や砂浜の砂地に生息する狩蜂の仲間で、日本全土に広く分布し
ているが、重要な生息地の海浜環境が悪化し、生息が脅かされている。

■形　　態　�体長約20mmで、腹部は黄白色と黒色の斑模様をしている。前脚、中
脚、後脚は黄色である。頭部の上唇が長く伸びており、ハナダカバチの名
の由来となっている。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州、屋久島、伊豆諸島に分布する。

■県内分布　�津幡町や白山市(旧鳥越村)の他、加賀市塩屋海岸、金沢市小立野で採集記録が
ある。

■生　　態　�ハエやアブ類を狩る狩りバチで、砂地に穴を掘って育房を形成する。孵化し
た幼虫は成長に併せて親バチから給餌を受ける。

■生息地の条件　�海浜や河川敷の砂地が本種の営巣地となっている。しかし、河川敷だけでな
く、砂地環境が整っていれば、公園の砂場などでも生息は可能なようであ
る。

■危険要因　�本種は主に海浜や河川敷に生息しているため、護岸工事や海岸における砂浜
の浸食、防風林における除草剤散布等によって生息が危ぶまれる。

■参考文献　81，231，250

石川卓弥

標本提供者：川瀬英夫

石川卓弥
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キアシハナダカバチモドキ ハチ目　ギングチバチ科

Stizus perrisi Dufour

ゴヘイニクバエ ハエ目　ニクバエ科

Sarcophila japonica (Rohdendorf)

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�全国的に個体数が少なく、近年、県内における採集記録がないのに加え、生息地が局所的である。

■形　　態　体長17～22mmで、腹部に黄色の斑紋を備える。脚は赤褐色をしている。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　�県内では1960年代に能美市の加賀舞子、羽咋市の気多大社(能登国一ノ宮)での採集があるのみで、それ以降は採集され
ていない。

■生　　態　�地中に巣を作る狩りバチで、ショウリョウバッタモドキ等のバッタ類を捕獲
麻酔し、幼虫の餌とする。

■生息地の条件　�主に海浜や河川敷の砂地に営巣する。巣は地中に作られ、巣坑は深長で
40cm程となる。

■危険要因　�本種は主に海浜や河川敷に生息しているため、護岸工事や海岸における砂浜
の浸食、防風林における除草剤散布等によって生息が危ぶまれる。

■参考文献　81，83，231，250

石川卓弥

■選定理由　全国的に減少していて、県内における生息地は局地的である。

■形　　態　�成虫の体長は約6mmで、ニクバエの中では小型である。胸部の3本の縞
模様は不明瞭でオスの第6背板が第1生殖背版と癒着しているのが特徴で
ある。

■国内分布　�石川県、鳥取県、新潟県で記録があり、日本海側に分布する。国外ではロ
シア極東部、韓国に分布する。

■県内分布　�近年の調査により加賀市、金沢市、内灘町、志賀町、輪島市の海浜に分布し
ていることが明らかとなった。

■生　　態　�本種は海浜性のニクバエで、海浜植物帯に生息する。成虫は6～9月まで見ら
れる。

■生息地の条件　�海浜植物帯が発達している広大な砂浜に生息していて、砂浜が狭くて海浜植
物帯の貧弱な海浜には生息していない。

■危険要因　�近年、海岸砂丘はいずれも狭小化の傾向にあるうえ、護岸工事により海浜植
物帯の消滅が顕著で、本種の生息地は確実に減少している。

■参考文献　30，108，311

富沢　章

富沢　章
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ホシチャバネセセリ チョウ目　セセリチョウ科

Aeromachus inachus inachus (Menetries)

シルビアシジミ能登半島北西部亜種 チョウ目  シジミチョウ科

Zizina emelina terukoae Kimura

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠB類

環境省カテゴリー 絶滅危惧ⅠB類

■選定理由　�里山の管理放棄や開発などによって、丘陵、低山地の生息環境は、近年急
速に悪化している。

■形　　態　�開張25mm内外の小型種である。翅表は茶褐色で前翅には白色の点列が
ある。裏面は後翅が黄褐色で前後翅ともに白色の点列がある。

■国内分布　�本州と対馬に分布し、福井･石川県境付近の生息地は飛び離れた場所で、
周辺は分布の空白地帯になっている。

■県内分布　�食草は県内に広く見られるにもかかわらず、手取川以南の丘陵,低山地に分布
し、小松市や能美市に生息地が多い。

■生　　態　�年2回発生し6月中旬から9月上旬まで見られるが、小型であり飛翔が敏速な
ので、その存在にはなかなか気付かない。林間の小さな草地や道路沿い、林
の周辺で見られ、各種の花に集まる。幼虫は木陰に生える貧弱なミヤマアブ
ラススキを食べ、幼虫で越冬する。

■生息地の条件　�丘陵、低山地の明るい林やその林縁部に生息し、人手が加わった明るい林で
あればスギ林などでも発生している。

■危険要因　�主な生息場所となっている里山林は、土地開発が最も行われやすい場所であ
る。また、炭焼きや造林など、数十年サイクルの伝統的な山林管理が行われ
なくなってから多様性が失われ、加えて管理放棄によって生息場所となる明
るい林が減少している。

■参考文献　128

松井正人

■選定理由　�シルビアシジミの生息地は局地的で全国的に減っており、分布北限となる
本亜種の存在は重要。

■形　　態　�開張25mm程度の小型種。オスの翅表は紫がかった青藍色、メスの翅表
は黒褐色。裏面は共に灰色で小黒点がある。普通に観察できるヤマトシジ
ミに良く似ているが、裏面の小黒点の位置で区別できる。

■国内分布　�シルビアシジミは、関東地方以西の本州、四国、九州に分布するが、本亜
種は能登半島北西部に分布する。

■県内分布　�能登半島の北西部、輪島市から志賀町の旧富来町にかけて海岸部で観察され
ている。

■生　　態　�ミヤコグサを食草とし、海岸の断崖部や岩磯地、草丈が低い明るい草地など
に生息している。年数回発生し、5～10月にかけて食草付近を低く活発に飛
ぶ。

■生息地の条件　�海岸の断崖部や岩磯地、草地など、ミヤコグサの生える草丈が低い明るい環
境。

■危険要因　�生存の基盤となっているミヤコグサ群落の維持が必要。人手のほとんど加
わっていない断崖部や岩磯地はこれを維持し、人手によって保たれている草
丈が低い明るい草地は、今後も草刈りなどを継続する。

■参考文献　104，127

松井正人

吉村久貴

松井正人
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ゴマシジミ中部高地帯亜種 チョウ目　シジミチョウ科

Phengaris teleius hosonoi (A.Takahashi)

ヒメシジミ本州 ･ 九州亜種 チョウ目　シジミチョウ科

Plebejus argus micrargus (Butler)

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�露岩地や砂礫地などに生えるカライトソウを食草とし、幼虫はアリの巣の
中でアリの幼虫を食べて成長するため、生息地は局限される。

■形　　態　�開張30～40mmの小型種である。オスの翅表は黒褐色に薄く藤色を帯
び、裏面は淡い褐色に黒色斑が散らばる。メスはオスに似るが藤色を欠
く。

■国内分布　�ゴマシジミは北海道、本州、九州に分布するが、本亜種は飛騨山脈と白山
山系の高地帯に分布する。

■県内分布　�白山周辺の大長山･赤兎山周辺、砂御前山周辺、白山北方稜線の妙法山から奈
良岳･見越山周辺、丸石谷など、概ね標高1,000m以上の露岩地などに生息す
る。

■生　　態　�年1回7月下旬から8月中旬に発生する。若齢幼虫は、カライトソウの花穂
を食べて育ち、後にアリによって巣中に運ばれ、アリの幼虫を食べて成長す
る。蛹化、羽化ともにアリの巣中で行われ、翅が伸びきらないうちに巣から
はい出す。

■生息地の条件　�カライトソウが生え、幼虫が食べることができる特定のアリが生息する環境
が重要である。

■危険要因　�生息地は遷移が進みにくい環境において、微気象的な要因やアリの生息条件
などの微妙なバランスで維持されている。小さな変化でも生息環境が崩され
るおそれがあり、人手を加えないことが望ましい。

■参考文献　118，150

松井正人

■選定理由　�全国的に減少し、県内で観察される場所は生息基盤が不安定な上、範囲が
狭い。

■形　　態　�開張30mm程度の小型種。オスの翅表は青色、メスの翅表は黒褐色で後
翅外縁に橙色の斑紋があり、前翅外縁に出ることもある。雌雄ともに前後
翅外縁に橙色の帯がある。

■国内分布　�本州、九州に分布し、関東地方北部山地から中部地方にかけては分布が広
く、北アルプスから上信越高原国立公園一帯にかけては分布密度が濃い。

■県内分布　�白山周辺の尾添川流域と柳谷流域の渓流に沿った河原から希に記録されてい
る。

■生　　態　�年1回の発生で、6月下旬から7月下旬かけて、日当たりの良い河原で観察さ
れている。

■生息地の条件　�ヨモギ類やイワオウギなど、主な食草が生育する河原が残されていることが
重要である。

■危険要因　�渓流域の河原は、道路や公園、駐車場にと真っ先に開発される場所である。
残された河原も小規模な出水で消失したり、遷移が進んでススキ原になって
しまうことがある。

■特記事項　�2013年からはスキー場のゲレンデなど、これまでとは異なる環境で多数観
察されている。白山市の一里野や中宮、白峰のスキー場とその跡地では、こ
れまでの点ではなく面で発生し、2018年も継続している。これまでとは別
種のような変わりようで、一時的な可能性も有ることから、カテゴリーは絶
滅危惧Ⅱ類に留め、記述内容は踏襲した。

■参考文献　122
松井正人

吉村久貴

松井正人
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アサマシジミ本州高地亜種 チョウ目　シジミチョウ科

Plebejus subsolanus yarigadakeanus (Matsumura)

オオミスジ チョウ目　タテハチョウ科

Neptis alwina (Bremer et Grey)

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー なし

■選定理由　分布は局地的で生息地は局限され、各地で減少している。

■形　　態　�開張30mm程度の小型種である。オスの翅表は灰青色、裏面は灰白色で
前後翅外縁には橙色帯がある。メスの翅表は黒褐色で前後翅外縁に橙色斑
があり、裏面の地色はオスより茶色味が強い。

■国内分布　�アサマシジミは、北海道と本州に分布するが、本亜種は、飛騨山脈、戸隠
連峰～妙高連峰、白山山系に分布する。いずれの生息地も隔離され個体群
は小さい。

■県内分布　�尾添川水系の蛇谷、中の川、丸石谷に生息地が多く、白山白川郷ホワイト
ロード三方岩岳駐車場から北方へ伸びる稜線付近には、見越山に至るまで
点々と生息している。

■生　　態　�ナンテンハギやイワオウギを食草とし、河原や畑跡、岩棚、ガレ場などに生
息している。年1回の発生で、6月中頃から見られ、高地や残雪の多い渓谷の
河原では、8月中頃でも見られる。

■生息地の条件　�主な生息地は、ナンテンハギやイワオウギが生える河原や岩棚、ガレ場であ
る。

■危険要因　�渓谷域の河原は、道路や公園、駐車場などに開発されやすい場所である。残
された河原も治山工事によって安定した結果、遷移が進み食草が見られなく
なった地域が増えている。

■参考文献　119，150

松井正人

■選定理由　加賀地方で観察されているが、近年、観察数が激減している。

■形　　態　�開帳70mm程の中型種である。翅表は黒色の地に数本の白帯が入り、白
帯の上側がギザギザになる。前翅の先端に白斑がある。裏面は地色が褐色
に置き換わる。類似種の中では最も大きい。

■国内分布　北海道と本州に分布し、滋賀県の伊吹山麓が西南限になっている。

■県内分布　�小松市、白山市、金沢市で、山間地の集落周辺で観察されていたが、近年は
白山市のみで確認されている。

■生　　態　�年1回の発生で、6月中頃から8月にかけて山間地のウメなどが栽培されてい
る集落の田畑周辺で観察されている。成虫はウメの枝に沿うようにして、は
ばたかずに滑空する。リョウブなどの白色の花で吸蜜する他、獣糞にも集ま
り、地上で吸水することもある。食樹はウメ、アンズ、スモモなどで、食樹
の比較的低い枝に好んで産卵する。幼虫で越冬し、越冬場所は食樹の樹幹や
小枝の分岐である。

■生息地の条件　�農薬を使用しない適度に管理されたウメなどの食樹の存在が必要と思われ
る。

■危険要因　�山間地の集落が過疎や荒廃により、食樹のウメ、アンズ、スモモなどが少な
くなったことが減少要因と思われる。

■参考文献　17，121

竹谷宏二

吉村久貴

竹谷宏二
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ハマゴウノメイガ チョウ目　ツトガ科

Aglaops albipennis Inoue

ババエダシャク チョウ目　シャクガ科

Hesperumia babai Sato

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�護岸工事等によって海浜植物帯が破壊され、生息地が減少している。石川
県が北限である。

■形　　態　�開張18mm前後の小型の蛾である。翅の色は白色で、前後翅ともに数本
の褐色の横線が走る。

■国内分布　石川県以南の本州、四国、九州、伊豆大島に分布している。

■県内分布　�加賀市、小松市、能美市、白山市、金沢市、内灘町、かほく市の海浜に分布
している。

■生　　態　�成虫は7月上旬～9月前半に出現し、ハマゴウ群落から離れることはない。幼
虫はハマゴウの花を食べ７月中旬～9月前半まで見られる。老熟幼虫は匍匐
茎に付くマユの中で越冬する。

■生息地の条件　�砂浜海岸において、ハマゴウ群落がまとまって存在していることが重要であ
る。護岸工事がされても、ハマゴウ群落が帯状に残っていれば、本種の生息
は可能である。

■危険要因　�砂浜海岸は護岸工事や土地造成の影響を受け、ハマゴウ群落が消滅している
所が多く、本種は確実に減少し、特に小松市において著しい。海浜植物を保
全しつつ土木工事を実施することが重要である。また、砂浜への車の乗り入
れも本種の生息を脅かしている。

■特記事項　石川県産が�holotype�に指定されている。

■参考文献　17，121

富沢　章

■選定理由　全国的にみると石川県は特異的な分布域であり、生息地も限られる。

■形　　態　�開張25～34mmの中型の蛾である。前後翅は灰褐色で横脈紋が常に明瞭
に認められる。

■国内分布　新潟県、山形県、福島県、石川県に分布する。

■県内分布　加賀市、小松市、能美市、金沢市の低山地6ヶ所から記録されている。

■生　　態　�卵で越冬し、年1化である。成虫は6月上旬～下旬にかけて出現し、比較的短
期間で終息する。幼虫の食草はマルバマンサクが知られている。

■生息地の条件　�県内では限られた低山地の二次林から得られている。食樹のマルバマンサク
が多いにもかかわらず、生息地が限定的な要因は不明である。

■危険要因　�小松市の生息地のうち1ヶ所は大規模な伐採が進行中である。生息地におけ
る開発は避け、現在の自然環境を維持することが重要である。

■参考文献　78，169，298

富沢　章

富沢　章

標本提供者 : 富沢　章
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メンガタスズメ チョウ目　スズメガ科

Acherontia styx medusa Moore 

ヤネホソバ チョウ目　ヒトリガ科

Eilema fuscodorsalis (Matsumura) 

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　過去25年間の記録は3例のみで個体数が極めて少ない。

■形　　態　�開張85～120mmの大型の蛾である。前翅は黒いが、後翅は黄色で黒い
2本の横線が走る。

■国内分布　�本州(関東以西)、四国、九州、対馬、沖縄に分布する。

■県内分布　白山市、金沢市、津幡町から記録されている。

■生　　態　�蛹で越冬し、年1化と思われる。成虫は8月に出現している。幼虫はゴマ、ナ
ス、ジャガイモ、タバコなどの栽培植物を寄主とすることが多い。

■生息地の条件　�県内では低山地で得られている。本種は栽培植物のゴマに依存することが多
いので、ゴマの栽培の減少が本種の減少に関連があるのかもしれない。

■危険要因　�栽培植物に依存するので、人為的影響によって個体数が増減する可能性があ
る種といえる。

■参考文献　264

富沢　章　

■選定理由　全国的に減少していて、県内の記録は3例に過ぎない。

■形　　態　�開張22～32mmの中型の蛾である。夏型の前後翅は淡い橙黄色である
が、春型は灰色がかる。

■国内分布　本州(宮城県以南)、四国、九州、対馬、南西諸島に分布する。

■県内分布　加賀市、小松市、志賀町の平野部から記録されている。

■生　　態　�蛹で越冬し、年3化と思われる。幼虫は地衣類や苔類を食し、平野部の苔類が
生えるわらぶき屋根の農家でよく発生していたといわれる。

■生息地の条件　�日陰の地衣類の多い湿った地面や石、苔類が発生する屋根や板塀が主要な発
生場所であったと考えられる。都市化が進行する以前の居住環境に近い所が
本種の生息地といえる。

■危険要因　�わらぶき屋根の家屋の減少、土地造成などによる地衣類の衰退が本種を激減
させたものと思われる。

■参考文献　264

富沢　章

標本提供者 : 富沢　章

標本提供者 : 富沢　章
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ヒメシロシタバ チョウ目　ヤガ科

Catocala nagioides Wileman

クビジロツメヨトウ チョウ目　ヤガ科

Oncocnemis campicola Lederer 

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�全国的に分布が限定される種である。本県においては4例の記録がある。

■形　　態　�開張50mm前後の大型種である。前翅は灰褐色の樹皮模様であるが、後
翅は黒色で白色の鮮やかな紋がある。

■国内分布　�北海道、本州、九州に分布するが、食樹のカシワが局地的なので本種の産
地も限定される。

■県内分布　�輪島市、志賀町、金沢市から記録されている。金沢市の山麓部では植栽され
たと思われるカシワが点在していて、本種の生息を可能にしているものと思
われる。

■生　　態　�成虫は年1回発生し、7～8月にかけて出現する。カシワの固有種で卵越冬
し、幼虫は5～7月にかけて育つ。

■生息地の条件　幼虫の食樹であるカシワ林の存在が重要である。

■危険要因　�本種の生息可能性のあるカシワ林は、宝達志水町、輪島市、珠洲市の海岸近
くに局在しているので、これらの地域ではカシワ林の保全を優先すべきであ
る。

■参考文献　78，276，290

富沢　章　

■選定理由　�全国的に分布が限定される種である。本県では1例の採集記録のみで個体
数は少ない。

■形　　態　�開張は31～34mmである。前翅は灰色で内横線、外横線は二重で明瞭で
ある。

■国内分布　�長野県、新潟県、石川県の本州中部山地および香川県などの石灰岩地帯,
蛇紋岩地帯に分布するが局地的である。

■県内分布　�1978年の白山市中宮温泉での記録が唯一であり、その後は得られていな
い。

■生　　態　�年1化で、成虫は7月下旬～8月に出現する。いわゆる岩場の蛾でイワシモツ
ケが食草である。

■生息地の条件　�食草であるイワシモツケの分布する石灰岩地帯や蛇紋岩地帯のような岩場が
存在することが重要である。

■危険要因　�生息地の蛇谷周辺は白山白川郷ホワイトロードが通っているが、今後は開発
行為を慎むべきである。

■参考文献　258，264

富沢　章

標本提供者 : 富沢　章

標本提供者 : 富沢　章
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ヌマベウスキヨトウ チョウ目　ヤガ科

Chilodes pacificus Sugi 

ガマヨトウ チョウ目　ヤガ科

Capsula aerata (Butler) 

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�全国的に分布が限定される種である。県内では4ヶ所の湿地に生息するの
みである。

■形　　態　�開張17～26mmである。前翅は灰色で丸みを帯びた特徴的な翅型であ
る。

■国内分布　日本固有種で北海道、本州に分布する。

■県内分布　加賀市、七尾市、珠洲市の低湿地4ヶ所から得られている。

■生　　態　�年に数回発生する。県内ではヨシの多い潟の周辺や廃田などの低湿地環境に
生息する。ヨーロッパでは同属の別種はヨシを食草としている。

■生息地の条件　ヨシを主体とした広大な湿地環境が存在することが重要である。

■危険要因　�現生息地は現在のところ湿地環境が保たれているが、低湿地は護岸工事、埋
め立て、宅地化等の開発行為、廃田は乾燥化が進むおそれがある。

■参考文献　262，302

富沢　章

■選定理由　�低湿地に固有の種で産地が局限されるうえ、生息する湿地環境が減少して
いる。

■形　　態　�開張は37mm前後である。前翅は黄褐色ないし橙褐色で、中央部に翅基
部から外縁に向かってはっきりした黒色条が認められる。後翅は一様に黄
褐色である。

■国内分布　�北海道、本州(愛知県以東)に分布する北方系の種である。

■県内分布　�加賀市の柴山潟と片野鴨池、かほく市の河北潟、羽咋市の邑知潟から知られ
る。

■生　　態　�成虫は年1回、7月に出現する。食草としてマコモが知られていて、幼虫は茎
内にすんでいる。

■生息地の条件　�抽水植物の多い平野部の広大な低湿地において、マコモ群落の発達している
ことが重要である。

■危険要因　�生息地のひとつである柴山潟のマコモ群落は、埋め立てや護岸工事により減
少しつつある。潟周囲の抽水植物群落を保全することが重要である。

■参考文献　264，294，302

富沢　章

標本提供者 : 富沢　章

標本提供者 : 富沢　章
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ギンモンアカヨトウ チョウ目　ヤガ科

Plusilla rosalia Staudinger 

ミスジキリガ チョウ目　ヤガ科

Jodia sericea (Butler) 

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�全国的に産地が局限される。県内では河北潟の低湿地に生息するのみであ
る。

■形　　態　�開張は21～28mmである。前翅地色は赤紫色、内･外横線に銀白条があ
らわれる。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　金沢市の河北潟からのみ得られている。

■生　　態　�蛹越冬し、成虫は4～9月にかけて年に数回発生する。低湿地や河川敷に生息
し、食草はヤナギタデである。

■生息地の条件　低湿地周辺や河川敷の明るい草地に生息する。

■危険要因　�平野部の河川は土木工事、低湿地は埋め立てや開発によって生息域が狭めら
れている。

■参考文献　264

富沢　章

■選定理由　�全国的に産地が局限される。県内では小松市で得られているのみである。

■形　　態　�開張は32～35mmである。前翅は明るい橙色で、かすかに横線が認めら
れる。後翅は白色に近い。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州に分布するが、産地は局地的である。

■県内分布　小松市の鵜川町からのみ得られている。

■生　　態　�年1化で成虫は秋に羽化し、成虫越冬して翌春の4月まで見られる。二次林に
生息し、食草はクヌギである。

■生息地の条件　クヌギやコナラの管理された明るい二次林にすむ。

■危険要因　里山は二次林の荒廃や宅地開発等によって本種の生息域が狭められている。

■参考文献　257

富沢　章

標本提供者 : 富沢　章

標本提供者 : 富沢　章

生息を確認している
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県内の分布
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カギモンキリガ チョウ目　ヤガ科

Orthosia nigromaculata (Höne) 

オツネントンボ トンボ目　アオイトトンボ科

Sympecma paedisca paedisca (Eversmann)

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　全国的に産地が少ない。県内では3ヶ所から得られている。

■形　　態　�開張は34～39mmである。前翅は淡褐色で特異的な黒条がある。後翅は
暗褐色である。

■国内分布　本州(新潟県以南)、四国、九州の暖温帯に分布する。

■県内分布　小松市、金沢市、中能登町から得られている。

■生　　態　�年1化で、成虫は早春に羽化し、5月まで見られる。低山地～平野部にすみ、
幼虫はツルグミ、ナツグミを食草とする。

■生息地の条件　�ツルグミの生育する常緑樹林や二次林に生息するようであるが、詳しい生息
条件は不明である。

■危険要因　�里山の荒廃や宅地開発等によって生息域が狭められているものと思われる。

■参考文献　78，264，284

富沢　章

■選定理由　生息地、個体数とも非常に少なく、開発や汚染の影響も受けやすい。

■形　　態　�腹長26～31mm、後翅長20～24mmのイトトンボである。越冬後は、
複眼が青色に変化する。体は淡褐色で、青銅色の斑紋がある。

■国内分布　�北海道から九州北部まで分布するが、中部以北に多い。福井県では確実な
記録がなく、富山県でも極めて希である。

■県内分布　�白山市後高山、能登町小木、穴水町乙ヶ崎、小松市安宅新や羽咋市大川町な
どの記録がある。近年は能登半島の多くの地点で発見されている。

■生　　態　�平地～丘陵の抽水植物の茂る池沼に育ち、8～9月に羽化する。未熟虫は林野
に分散して摂食し、日当たりのよい疎林などで成虫越冬する。春に成熟し、
池沼で生殖活動を行ない、連結または単独で植物組織内に産卵する。

■生息地の条件　�ヨシやマコモのある池沼で、強力な捕食者が少なく、付近に樹林もあること
が重要である。

■危険要因　�生息する池沼が沿岸平野にあり、埋立てられることが多く、捕食魚の移入、
廃棄物投入のおそれもある。植物の進入による乾燥、サギなどの繁殖による
汚染、樹林の伐採や道路建設も悪影響を及ぼす。

■参考文献　217，222

武藤　明

標本提供者 : 富沢　章

標本提供者 : 武藤　明
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ムカシトンボ トンボ目　ムカシトンボ科

Epiophlebia superstes (Selys)

ネアカヨシヤンマ トンボ目　ヤンマ科

Aeschnophlebia anisoptera Selys

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�かつて県内の山地～低山帯の所々に産したが、最近成虫はほとんど見られ
ない。

■形　　態　�成虫の翅はイトトンボ、体型はサナエトンボ科に近い中型の原始的な種で
ある。幼虫はサナエ類に似るが、平たくて頑丈な体である。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　�白山市白峰、加賀市三谷、鞍掛山麓、小松市西俣、大杉、中ノ峠、菩提、滝
ケ原、金沢市内川支流、宝達山麓、石動山、町野町鈴屋川などで記録があ
る。

■生　　態　�幼虫は河川源流の岩石の下にへばりついて育ち、4月下旬から羽化する。成
熟オスは渓流上をメスを探して低く飛ぶ。メスは岸辺のウワバミソウ、フキ
などの茎にラセン状に産卵する。

■生息地の条件　�スギなどの樹林に囲まれ、岩石の多い砂礫底の汚染のない谷川であること重
要である。

■危険要因　林道建設、森林伐採、土砂崩れなどで山地渓流が荒廃し、減少している。

■参考文献　146，161，215

武藤　明

■選定理由　�もともと個体数も産地も多くなかったが、近年はほとんど見られない。生
息地は里山にあり、開発や汚染の影響を受けやすい。

■形　　態　�腹長48～56mm、後翅長46～54mmである。黄褐色の地に黒条があ
り、他のヤンマと異なって腹部がくびれず太い棒状である（アオヤンマも
形が似るが、鮮やかな緑色）。

■国内分布　�中部以南から九州南部まで分布するが、産地は限られる。福井県の中池見
や、富山県の乱橋池などにも生息する。

■県内分布　�小松市(遊泉寺、蓮代寺)、津幡町(北中条、清水)、かほく市宇ノ気、中能登町
芹川、七尾市(福浦、田鶴浜)、穴水町乙ヶ崎の記録があり、加賀市片野、金沢
市(夕日寺、俵原、榎尾)、志賀町久喜などでも確認されている。

■生　　態　�平地～丘陵の抽水植物の多い池沼や湿原に育ち、6月頃羽化する。未熟期に
は樹林の傍の上空などを高く旋回飛翔しつつ摂食し、成熟虫は夕方や早朝の
薄明時に活動することが多い。

■生息地の条件　�平地や里山において、ヨシ、ヒメガマ、マコモなどが生え、樹陰を伴うため
池や休耕田に生息する。産卵のための泥土があり、下垂休止するための林、
摂食空間としての林野も重要な要件である。

■危険要因　�平地や里山の池沼は埋立て、廃棄物の投入、堤防のコンクリート化や防水
シート張り、捕食魚の移入、樹林の伐採、道路建設などによって、直接また
は間接の影響が及ぶ。

■参考文献　215，222

武藤　明

富沢　章

標本提供者 : 武藤　明

生息を確認している
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または生息の可能性が
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トラフトンボ トンボ目　エゾトンボ科

Epitheca marginata (Selys)

カラカネトンボ トンボ目　エゾトンボ科

Cordulia aenea amurensis Selys

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　もともと多くなかったが、生息環境の劣化でこのところ減少が著しい。

■形　　態　�金緑色のエゾトンボの仲間だが、黄色の地に黒条があり、腹部もあまりく
びれない。メスの翅の前縁には、黒褐色条のある個体が多い。

■国内分布　本州、四国、九州に生息するが、全国的にかなり減少している。

■県内分布　�加賀市上木、三木、細坪、小松市蓮代寺、那谷、大野、金沢市俵大池、北
部公園、かほく市宇野気、狩鹿野、志賀町安部屋、福良港(幼虫)、七尾市二ツ
池、珠洲市小泊などから記録がある。

■生　　態�　�未熟な成虫は羽化地周辺の林野をやや高く飛ぶが、成熟オスは5～6月にため
池を低く周回する。水中の卵は、ジェリ－状のひもの中に並んでいる。

■生息地の条件　�平地や丘陵のヨシなどの生育するため池や沼で、捕食魚も少ないことが重要
である。

■危険要因　�池沼の埋め立て、水抜き、ビニールシ－ト張り、ブル－ギルなどの繁殖、周
辺の林野の伐開などが脅威である。

■参考文献　146，223
武藤　明

■選定理由　�金沢の山地帯および白山市白峰地方に生息するが、個体数も多くなく、湿
原の乾燥化による減少のおそれがある。

■形　　態　�腹長29～33mm、後翅長30～34mmの金緑色の中型種である。オスの
尾部上付器は円筒状で、下付器背面に突起がある。後翅の肘脈室に1本の
横脈があるのが特徴である。

■国内分布　�中部以北の山地～亜高山帯に生息し、東北や北海道では低地にも見られ
る。福井県大野市上小池～刈込池が西限で、岐阜県白鳥町村間ヶ池が南限で
ある。

■県内分布　�白峰の明谷川源頭付近の高層湿原と、金沢の医王山の3つの池と日尾池および
日尾平の湿原の小池が既知産地である。

■生　　態　�幼虫は山地の池沼や湿原で育ち、成虫は6月に活動する。未熟期には移動分散
するが、成熟すると沼に現われ、オスは岸に沿って時々停飛しつつ占有飛翔
を行う。メスは、岸近い水面上を低く飛びつつ単独で打水産卵する。

■生息地の条件　�山地の樹林に囲まれた沼や湿原の池で、抽水植物や浮葉植物が適当に生え、
開水面もあることが重要である。

■危険要因　�医王山では、堆積物で開水面が縮小し干上りかけたり、個体群の小さいこと
もあって、継続して発生し得るか懸念される。日尾平湿原も、近年の高温化
や寡雨のため乾燥化傾向にある。

■参考文献　218，222

武藤　明

富沢　章

標本提供者 : 武藤　明
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カオジロトンボ トンボ目　トンボ科

Leucorrhinia dubia orientalis Selys

ミネトワダカワゲラ カワゲラ目　トワダカワゲラ科

Scopura montana Maruyama

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�白山連峰に生息し、分布西限に当り、産地が限られ、個体数も多くない。

■形　　態　�腹長20～25mm、後翅長25～30mm、顔面が白く、体は黒い。成熟オ
スの胸部には、暗赤色の紋がある。

■国内分布　�北方系の種で、北海道から本州中部地方の高層湿原に生息する。

■県内分布　�尾口地区の小桜平付近、清浄ヶ原、加越国境の赤兎山や明谷川源頭付近
(西限)などで記録がある．

■生　　態　�寒冷地の池塘（ガキの田）に育ち幼虫期は2年。成虫は6月から羽化して、7
月上～中旬（加越国境）から8月上～中旬(清浄ヶ原など）に活動する。池塘
の周辺の樹木の葉や地面に静止したり、水面上に飛来している。

■生息地の条件　植生の豊かな高層湿原（有機酸性のミズゴケ湿原）の池塘。

■危険要因　登山道の建設や、温暖化による池塘の消失のおそれがある。

■参考文献　221，269

武藤　明

■選定理由　�低水温の河川に生息する昆虫であるため、分布が限定されている。飛翔できな
いため、分布域が孤立している。

■形　　態　�成虫の体長は13～35mmである。体は暗褐色で、翅は退化している。水生生
活をするため腹部末端に環状鰓を持つ。

■国内分布　東北南部、関東、中部、近畿東部に分布する。

■県内分布　加賀市、小松市、能美市、白山市、金沢市、宝達志水町から記録がある。

■生　　態　�水温10℃前後の冷水域の清流で、水の湧き出しているような場所や、川べり
の常時湿った石礫や落葉の下で多く見られる。氷河期の遺存昆虫ともいわれ
ている。

■生息地の条件　�清澄で冷たい水の流れる河川の上流部、涸れることのない沢のような場所が
生息に適している。

■危険要因　�道路整備や洪水による渓流への土砂流入の影響を受けやすい。清流河川に生
息するため個体群が孤立しやすく、大規模な開発でたやすく地域絶滅する可
能性がある。

■参考文献　230，234，245

平松新一

富沢　章

平松新一
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オオゴキブリ ゴキブリ目　オオゴキブリ科

Panesthia angustipennis spadica (Shiraki)

ヒナカマキリ カマキリ目　カマキリ科

Amantis nawai (Shiraki)

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　森林内の朽木に生息する食材性のゴキブリで、その分布は局所的である。

■形　　態　�体長は37～41mmで、漆黒色の体表は硬く、各脚の脛節などに多数の顕
著な棘突起を持つ。成虫は雌雄共に腹部末端まで届く翅を持つが、野外で
は翅が破れている個体も少なくない。

■国内分布　�本州から九州･種子島･屋久島まで広く分布しており、八重山列島(石垣島
･西表島)には別亜種ヤエヤマオオゴキブリP.�a.�yaeyamensis� Asahina
が分布する。

■県内分布　�珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、志賀町、七尾市、羽咋市、金沢市、小松
市、加賀市から記録がある。

■生　　態　�生活史のほぼ全てを朽木に依存し、材に穿孔して摂食する。アカマツやス
ギ、モミなどの針葉樹、スダジイなどの広葉樹の立枯木や倒木に多い。他の
ゴキブリ類と同じく集合性を示し、一本の朽木から成虫幼虫に関係なく多数
の個体が見つかることが多い。

■生息地の条件　�おもに標高200m以下の照葉樹林または二次林に生息する。湿度や日照条件
が維持され、餌かつ住み処となる朽木が豊富に存在することが、本種が安定
的に生息できる条件である。

■危険要因　�森林開発による生息地の減少が本種にとって脅威となる。また、生息地にお
ける環境整備(例えば朽木の除去)には注意を払う必要がある。

■特記事項　照葉樹林の遺存種として重要である。

■参考文献　190

嶋田敬介

■選定理由　�おもに照葉樹林の林床に生息する小型のカマキリで、県内における記録は
少ない。

■形　　態　�体長12～18mmである。体色は褐色～淡褐色で、緑色型は報告されてい
ない。日本産の個体には長翅型は出現せず、雌雄ともに翅は短く痕跡的
で、飛ぶことはできない。

■国内分布　�本州･四国･九州から八重山列島(石垣島･西表島･波照間島･与那国島)まで
広く分布する。

■県内分布　�珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、志賀町、七尾市、金沢市、加賀市で記録
がある。

■生　　態　�年1化で卵越冬する。成虫は8～10月頃に多く見られる。地表徘徊性で、林
床の落葉の上などを活発に歩き回り、小動物を捕食する。卵のうは、地表近
くの石や樹幹･倒木などに産み付けられる。

■生息地の条件　�落葉が豊富な自然度の高い照葉樹林や二次林に生息する。林床はやや暗めで
湿度が保たれていることも重要である。

■危険要因　�本種は飛ぶことができず、移動能力が低いため、森林開発によって生息地が
失われると絶滅してしまう可能性が高い。また、生息地における環境整備(例
えば落葉の除去)には注意を払う必要がある。

■参考文献　149，359

嶋田敬介

嶋田敬介

嶋田敬介
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ウスバカマキリ カマキリ目　カマキリ科

Mantis religiosa (Linnaeus)

クマコオロギ バッタ目　コオロギ科

Mitius minor (Shiraki)

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 情報不足

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�海浜や河原の草地など開発の影響を受けやすい環境に生息し、県内における記
録が少ない。

■形　　態　�体長は52～66mmで、体色は緑色または淡褐色である。前脚基部の内側に楕
円形の黒い斑紋を持つのが特徴である。

■国内分布　�北海道･本州･四国･九州から八重山列島(石垣島･西表島･波照間島･与那国島)まで
広く分布する。

■県内分布　�珠洲市、かほく市、内灘町、川北町、能美市、白山市、小松市、加賀市で記
録がある。

■生　　態　�年1化で卵越冬する。成虫は8～11月にかけて出現する。草地の地表に近い
ところで見つかることが多く、小型の昆虫類を捕食する。卵のうは、丸くふ
くらんだ楕円形で、石や枯木の下などに産み付けられる。成虫は灯火に飛来
する。

■生息地の条件　�海浜植物帯や海岸近くの草地、大きな河川敷の草地など適度に管理された草
原にも生息する。丈の短い草本類がやや疎らに生えている明るくて開けた環
境を好む。地表が砂地であることも重要である。

■危険要因　�護岸工事や土地造成、海浜植物帯や草地の減少などによって生息環境が悪化
し、生息地が失われつつある。

■参考文献　149，275

嶋田敬介

■選定理由　水田のほ場整備で激減したものと思われ、県内における生息地は少ない。

■形　　態　�成虫の体長は13mm前後の小型のコオロギである。体は一様に暗褐色、
脚が赤褐色であることが特徴である。

■国内分布　�本州、四国、九州、対馬、種子島に分布する。日本海側では新潟県が北限
である。

■県内分布　小松市、能美市、輪島市の5ヶ所で記録がある。

■生　　態　�卵で越冬する。年1化で、成虫は8～10月に出現する。湿った草地に浅く穴
を掘ってすみ、オスはリッ、リッと短く切って鳴く。

■生息地の条件　�本種は平野部から丘陵地の一年中、乾燥することのない湿った草地を生息環
境としている。生息地は廃田、湿地周辺の草地、河川敷などで見つかってい
る。

■危険要因　�平野部の湿田周辺に、かつては広く分布していたが、ほ場整備による乾田化
で生息地が激減したものと思われる。生息地の一つである廃田も乾燥化が進
みつつある。

■参考文献　130，277，305

富沢　章

嶋田敬介

富沢　章
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ヒロバネカンタン バッタ目　マツムシ科

Oecanthus euryelytra Ichikawa

キンヒバリ バッタ目　ヒバリモドキ科

Natula matsuurai Sugimoto

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�本種の生息する沿岸部は土木工事や宅地開発等により生息地が減少してい
る。

■形　　態　成虫の体長は12～15mmである。体色は淡緑色でオスの前翅が幅広い。

■国内分布　本州、四国、九州、南西諸島に分布する。

■県内分布　�加賀市、小松市、白山市、川北町、能美市、金沢市、内灘町、羽咋市、珠
洲市で記録がある。

■生　　態　�卵で越冬する。年1回発生し、成虫は8～10月に出現する。沿岸部や河川敷
の明るい草地にすみ、リーリーと切って鳴く。

■生息地の条件　�沿岸部の海浜植物帯や手取川河川敷の明るい草地が生息適地で、水田地帯の
平野部や丘陵地には生息していない。地表が砂地であることも重要である。

■危険要因　�本種の生息する沿岸部の海浜植物帯は、護岸等の土木工事により消失してい
る。また、手取川河川敷も土木工事により生息地の攪乱が続いている。

■参考文献　4，275

富沢　章

■選定理由　�石川県が北限の種で、本種の生息する湿地および周辺の草地は減少してい
る。

■形　　態　�成虫の体長は6mm前後である。体色は明るいアメ色で、顔面の横帯は褐
色で細い。

■国内分布　本州(石川県および関東以南)、四国、九州やその離島に分布する。

■県内分布　�白山市、金沢市、内灘町、羽咋市、七尾市、輪島市で記録があり、県内に広
く分布するものと思われる。

■生　　態　�幼虫で越冬する。年1化で成虫は6～7月に出現する。湿地周辺のヨシやカヤ
ツリグサの草地にすみ、昼間夜間を問わずリッリッリッリーリーと連続的に
鳴く。

■生息地の条件　�ため池や低湿地、廃田、河川敷等の湿った草地にすんでいるが、一生息地の
生息範囲はかなり狭い。生息地は日陰または半日陰で、イネ科植物が繁茂し
ていることが多い。

■危険要因　�本種の生息する廃田等の湿地は乾燥化により減少している。河川敷や低湿地
の生息地は土木工事等により攪乱が続いている。

■参考文献　78

富沢　章

富沢　章

富沢　章
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ハマスズ バッタ目　ヒバリモドキ科

Dianemobius csikii (Bolivar)

セスジササキリモドキ バッタ目　ササキリモドキ科

Xiphidiopsis albicornis (Motschoulsky)

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　自然度の高い砂浜海岸に生息する希少種で、県内における記録は少ない。

■形　　態　�体長約7mmの小型のコオロギ類。体色は、淡褐色または灰色で褐色の斑
紋を持ち、生息環境の砂地にそっくりな隠蔽色になっている。

■国内分布　�本州･四国･九州･南西諸島(徳之島以北)に分布する。国外では、朝鮮半島
南部や中国北部に分布する。

■県内分布　�珠洲市、輪島市、志賀町、羽咋市、かほく市、内灘町、白山市、小松市、加
賀市に分布する。

■生　　態　�成虫は8～10月頃に多く見られる。日中も活動しているが、特に夜間「ジー
ジー」と比較的大きな声で鳴き、時々「チョン」という音が入る。砂浜で
は、周囲の砂地に姿が紛れてしまい、体が小さいこともあって、見つけるこ
とが難しい。

■生息地の条件　�おもな生息地は海浜植物の豊富な砂浜海岸であるが、希に河原の砂地にも生
息する。

■危険要因　�護岸工事や砂浜の狭小化が進んだことで海浜植物帯が失われ、生息環境が悪
化している。かつては手取川の河川敷にも生息していたが、現在は確認され
ていない。

■特記事項　自然環境に恵まれた海浜の指標種として重要である。

■参考文献　149，187

嶋田敬介

■選定理由　石川県が北限の種で、県内では局地的に分布している。

■形　　態　�成虫の体長は14mm前後である。体は淡緑色で頭部と前胸の背面は明る
い褐色である。前翅に淡褐色の斑点がある。

■国内分布　�本州では石川県、長野県および関東南部以南の本州、四国、九州に分布す
る。

■県内分布　�加賀市、小松市の加賀南部から記録があり局地的に生息する。

■生　　態　�卵で越冬する。年1化で、成虫は8～10月に出現する。主に照葉樹林の林内
に生息するが、低山地の灌木域でも見つかっている。

■生息地の条件　�平野部の照葉樹林の林内が本来の生息地であるが、低山地でも記録があるの
で生息地の環境に特異性はないと思われる。

■危険要因　�現在のところ生息地点は加賀南部の6ヶ所に限られ、局地的である。本種の
好む平野部の照葉樹林や二次林は減少しつつある。

■参考文献　78，267，289

富沢　章

嶋田敬介

富沢　章
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ハネナガイナゴ バッタ目　バッタ科

Oxya japonica (Thunberg)

ショウリョウバッタモドキ バッタ目　バッタ科

Gonista bicolor (de Haan)

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�水田の周りや湿地にある草地などに生息するイナゴで、県内におけ
る記録は少なく、生息地も限定的である。

■形　　態　�体長は17～40mmで、体色は緑色で、強い光沢がある。翅は長
く、腹端部を大きく越え、翅端に向かって幅広くなる。コバネイナ
ゴに似るが、メスの腹部第3背板後下縁に小さな棘があることなどか
ら区別できる。

■国内分布　�本州(秋田県や岩手県南部が北限)･四国･九州、南西諸島(奄美大島以北)に分布
する。

■県内分布　�羽咋市、宝達志水町、かほく市、津幡町、内灘町、金沢市で記録がある。

■生　　態　�年1化で、成虫は8～11月に出現する。飛翔傾向が強く、イネ科植物を摂食
する。コバネイナゴと混生している場合がある。

■生息地の条件　�水田や湿地周辺の草地、海岸の草地に生息する。石川県では河北潟周辺が最
も大きな生息地である。

■危険要因　�農薬の影響により全国的に一時激減した。ほ場整備や宅地造成などの開発に
よる生息地の減少は本種にとって脅威となる。

■参考文献　148，149，288

嶋田敬介

■選定理由　全国的に減少傾向にあり、県内における生息地は少ない。

■形　　態　�体長27～57mmである。体色は淡緑色または褐色で、背面は淡紅色を帯びることがあ
る。体形は直線状で細長く、頭部は三角にとがり、後翅は透明である。ショウリョウ
バッタに似るが、より小型で肢が短いことなどから区別できる。

■国内分布　本州、四国、九州、南西諸島などに分布する。

■県内分布　�羽咋市や金沢市、能美市や輪島市で記録があり、七ツ島（御厨島）でも確認
されている。

■生　　態　�年1化で、成虫は8～11月頃に多い。跳躍力は弱いが、飛翔力は比較的強
い。イネ科植物などの茎に止まっている姿がよく見かけられ、近づくと体の
向きを変えて反対側に隠れるように移動する。

■生息地の条件　�平地から低山地にかけて局所的に分布し、おもにチガヤなどイネ科植物が密
生した草地に生息する。伐採後に形成された草地で見つかることもある。

■危険要因　�土地造成などの開発による草地の減少は本種にとって脅威となる。また、県
内では城址公園や丘陵公園、放牧場など人為的な管理（草刈りなど）が行わ
れている所に生息することから、草地の管理放棄によっても絶滅すると考え
られる。

■参考文献　149，288

嶋田敬介

嶋田敬介

嶋田敬介
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ヤマトマダラバッタ バッタ目　バッタ科

Epacromius japonicus (Shiraki)

ハウチワウンカ カメムシ目　グンバイウンカ科

Trypetimorpha japonica Ishihara

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�自然度の高い砂浜海岸に生息する種で、石川県を含め全国的に減少傾向に
ある。

■形　　態　�体長30～35mmで、後翅の基部が淡い青色をしているのが特徴である。
体色は、白っぽい灰色で暗褐色の斑紋を持ち、生息環境の砂地にそっくり
な隠蔽色になっている。希に緑色型も出現する。

■国内分布　�北海道、本州、四国、九州に分布する。国外では、朝鮮半島南部に分布す
る。

■県内分布　�珠洲市、輪島市、志賀町、宝達志水町、かほく市、内灘町、金沢市、小松
市、加賀市で確認されている。

■生　　態　�卵越冬で、成虫は8～10月頃に出現する。日中、砂の上を活発に飛び回って
いるが、静止している時は周りの砂地に姿が紛れてしまい、見つけるのが難
しい。

■生息地の条件　おもに海浜植物の豊富な砂浜海岸に生息する。

■危険要因　�護岸工事や砂浜の狭小化、海浜植物の減少などにより生息環境が悪化してい
る。

■特記事項　自然環境に恵まれた海浜の指標種として重要である。

■参考文献　149，188

嶋田敬介

■選定理由　全国的に分布が局所的なうえ、県内の分布も局所的である。

■形　　態　�体長は2.7～3.5mmである。前翅は灰白色不透明であり、中央部が黒色で周辺
部に向かって放射状に黒帯を発する。短翅型と長翅型が見られ、通常は短翅型
だが、希に長翅型が現れる。

■国内分布　本州(栃木県以西)、九州に分布する。

■県内分布　志賀町、金沢市、小松市に分布する。

■生　　態　�県内では、成虫は8～9月に丘陵地にある赤土がむき出しになったところに生
育したミヤマアブラススキやカリヤス、山地で切り開かれた草地のカリヤス
群落で見つかっている。

■生息地の条件　�県内では本種は、日当たりのよい裸地に新しくできたカリヤス類の群落を好
むようで、移動性があるのかもしれない。

■危険要因　�県内では、従来の生息環境「低地の湿地周辺のチガヤ」での調査が進んでお
らず、この湿地性環境の保全と調査が望まれる。

■参考文献　10，11，57

川瀬英夫　

嶋田敬介

江口元章
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タイコウチ カメムシ目　タイコウチ科

Laccotrephes japonensis Scott

ヒメミズカマキリ カメムシ目　タイコウチ科

Ranatra unicolor Scott

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�平野部では1990年代にも姿を消しつつあったが、近年の確実な生息地は
少ない。

■形　　態　�体長(呼吸管を除く)30～38mmである。体は扁平でほとんど光沢のない
暗褐色である。前脚は捕獲脚であり腿節基部に1本の長い棘がある。呼吸
管は体長と同程度と長い。

■国内分布　本州、隠岐、淡路島、四国、九州、壱岐、対馬、琉球列島に分布する。

■県内分布　�加賀市、小松市、能美市、白山市、金沢市、津幡町、かほく市、宝達志水
町、羽咋市、志賀町、中能登町、七尾市、穴水町、輪島市、能登町、珠洲市
から記録がある。

■生　　態　�卵は岸辺のコケなどに産み付けられる。幼虫、成虫ともに水生昆虫などを捕
食する。水底で泥に潜っていることが多い。水中で越冬する。

■生息地の条件　�平野～丘陵部の、浅く水草の多い池沼、湿地、ため池の浅い部分、水田、水
路に生息する。

■危険要因　�乾田化や土水路のコンクリート化、水田における農薬使用、池沼の埋め立て
による消失、ため池の改修工事や管理放棄が減少要因と考えられる。水田周
辺の遊水地の維持などの保全策が必要である。

■特記事項　�谷津田最奥部などの水田とその周辺の土水路などの調査で発見される可能性
がある。

■参考文献　152，300，336

西原昇吾

■選定理由　�平野部を中心に全国的に生息地が減少傾向にある。県内でも局所的に分布し、生息環
境の悪化している場所も少なくない。

■形　　態　�体長(呼吸管を除く)は24～32mmである。体色は淡褐色～淡黄褐色で、前脚腿節の
突起は歯状で中央付近にある。呼吸管は体長の2/3程度であり、前翅より明らかに短
い。

■国内分布　北海道、本州、淡路島、四国、九州、琉球列島に分布する。

■県内分布　�加賀市、小松市、かほく市、羽咋市、志賀町、中能登町、七尾市、珠洲市か
ら記録がある。加賀市、能登地方には比較的多く残存する。

■生　　態　�産卵期は6～7月である。卵はヒシやジュンサイなどの浮葉植物に産み付けら
れる。8月頃に新成虫が出現する。幼虫、成虫ともに水生昆虫などの体液を吸
収する。水中では浮葉植物や抽水植物の間で静止していることが多い。水中
で越冬する。

■生息地の条件　�平野～丘陵部の、植生の豊富で比較的深い潟湖、池沼、ため池が生息地であ
る。

■危険要因　�池沼の開発による消失、ため池の長期間の水抜きや近代的護岸化、管理放
棄、水質汚染、侵略的外来種の侵入が脅威である。河北潟では外来魚、片
野鴨池では外来魚やアメリカザリガニによる減少傾向が著しい。外来種の駆
除、侵入できない区域を設けるなどの保全策が必要である。

■参考文献　300，336

西原昇吾

西原昇吾

標本提供者 : 富沢　章
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エゾコセアカアメンボ カメムシ目　アメンボ科

Gerris (Macrogerris) yezoensis Miyamoto

マツムラクサカゲロウ アミメカゲロウ目　クサカゲロウ科

Semachrysa matsumurae (Okamoto)

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�北方系の種で、県内では白山山系の亜高山帯から高山帯にかけて確認さ
れ、分布が限られている。本県は国内分布の西限である。

■形　　態　�体長10～15mmである。胸背部および前翅は暗褐色～暗赤褐色である。
体形、色彩はコセアカアメンボによく似ており、外見での区別は困難であ
る。腹部第7結合板後縁の突出は鈍い。オス生殖器の末端片の形状は特異
的で、長い嘴状となる。

■国内分布　北海道、東北、中部(北部)に分布する。

■県内分布　白山市の白山亜高山帯･高山帯に点在する池沼などの止水域に分布する。

■生　　態　�足先の毛だけを水面につけて浮かび、水面に落下した小昆虫などを捕食す
る。

■生息地の条件　�標高1,600m以上の池沼や水たまりに生息する。小さな水域でも確認される
ことがある。

■危険要因　�生息地は高標高地であり、人為的な環境変化がないため絶滅の可能性は低い
が、池沼の乾燥化や温暖化によって生息域が危険にさらされる場合もあり、
注目していく必要がある。

■特記事項　�ヤスマツアメンボ、コセアカアメンボと外形が酷似しており、同定の際に注
意を要する。

■参考文献　86，153，233

平松新一

■選定理由　�石川県は全国的にかけ離れた分布地であり北限である。県内の産地は2ヶ所のみで
ある。

■形　　態　�開張は約20mm前後で、体は濃緑色、前後翅は透明で、前翅に褐色の斑点があ
る。

■国内分布　石川県および大阪府以南の本州、四国、九州にかけて局地的に分布する。

■県内分布　加賀市鹿島の森と金沢市金沢城趾の2ヶ所から見つかっている。

■生　　態　成虫は鹿島の森では11月に得られている。生活史などは不明である。　

■生息地の条件　平野部のよく保全されている照葉樹林内に生息する。

■危険要因　�照葉樹林の伐採が脅威であるが、鹿島の森は国の天然記念物に指定されてい
るため、生存が脅かされることはない。一方、金沢城趾は近年、伐採が進み
絶滅している可能性が高い。

■参考文献　175，238，313

富沢　章　

平松新一

標本提供者 : 富沢　章
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オオウスバカゲロウ アミメカゲロウ目　ウスバカゲロウ科

Heoclisis japonica (Hagen)

セアカオサムシ コウチュウ目　オサムシ科

Hemicarabus tuberculosus (Dejean et Boisduval)

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�海岸部の生息地は土木工事等により生息地が減少している。内陸部
の生息地は近年の記録がない。

■形　　態　�体長45mm前後、開張100mm前後の大型種である。翅は半透明
で、褐色の斑紋が点在する。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　�現在の確実な生息地は加賀市、小松市、金沢市、内灘町、志賀町の沿岸部の
みである。過去に金沢市の内陸部や旧鶴来町で記録があるが、現在生息して
いる可能性は低い。

■生　　態　�幼虫は砂地に潜み、コガネムシやガの幼虫などの大型種を捕食する。成虫は7
～9月に出現し、蛾を捕食することが知られている。成虫は灯火に飛来する。

■生息地の条件　�幼虫の生活できる砂地の存在が重要である。海岸部や湖岸、河川敷などの雑
草がまばらに生える砂地帯が本種の生息地である。

■危険要因　�平野部においては、宅地化、農耕地化、河川敷における砂地帯の消滅によっ
て生息地は激減した。海岸部においても、護岸工事等により生息地が失われ
つつある。

■参考文献　78，175，244，301

富沢　章　

■選定理由　�全国的な分布は局地的で個体数も少ない。本県では、2ヶ所から少数個体が採集
されているのみである。

■形　　態　�体長19～22mm、オサムシ亜科では小型種である。体色は前胸背板と上翅の
一部を除き黒色、前胸背板は赤銅色の金属光沢をおびる。上翅と上翅側縁も弱
い赤銅色の金属光沢をおびる。後翅は退化して飛べない。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　金沢市倉ヶ岳と金沢市坪野の2ヶ所から記録されている。

■生　　態　�成虫は一年中見られ、成虫越冬するが、本県では初夏から秋に採集されてい
る。翅が退化している歩行性の種である。

■生息地の条件　草原性で、他県では河原の草地や広い草原などで採集されている。

■危険要因　�草原の荒廃による生息環境の悪化が種の存在を脅かしている。石川県内の生
息地でも、これまで管理されていた草地が放棄され、絶滅の危険性が高まり
つつある。

■参考文献　198

平松新一　

標本提供者 : 富沢　章

標本提供者 : 平松新一

生息を確認している

現在は生息していない、
または生息の可能性が
低い

0 20 40km

生息を確認している

0 20 40km

県内の分布

県内の分布



昆

虫

類

186

ミヤマゴモクムシ コウチュウ目　オサムシ科

Harpalus (Harpalus) solitaris Dejean

タカバクロヒラタゴミムシ コウチュウ目　オサムシ科

Platynus takabai (Habu)

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�県内における分布地は白山の高山地域に限られ、極めて局所的な分布をしてい
る。

■形　　態　�体長10mm程度、黒色で光沢はやや鈍い。前胸背板基部にしわ状の点刻があ
り、後角は丸い。肢は腿節が黒く、脛節先端も暗色を呈する。

■国内分布　�北海道、東北地方、関東地方、中部地方に分布する。本州では山岳地帯で記録
されているが、北海道では低地にも分布している。

■県内分布　白山亜高山帯上部から高山帯までの地域だけから確認されている。

■生　　態　�成虫は風衝地など岩礫の多い場所で確認されることが多く、日中は石礫の隙
間に潜んでいるようである。生活史や食性は不明である。

■生息地の条件　風衝地のような岩礫が多い場所を好む。

■危険要因　�生息地が白山の高標高地であるために、現時点では生息地環境が悪化するこ
とはないが、温暖化等により生息環境が変化すれば、分布範囲が限られてい
るだけに、たやすく絶滅するおそれがある。

■参考文献　87，198，236

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平松新一

■選定理由　�日本における産地は日本海側の数県に限られ、県内での記録も少ない。

■形　　態　�体長15mm程度で、黒色で平たい体形をしている。頭部と前胸背板に光沢があ
り、頭頂に赤い斑紋を有する。

■国内分布　�石川県、京都府、島根県から発見されているが、記録の大部分は石川県であ
る。

■県内分布　金沢市、津幡町の低山地、羽咋市の湿地で記録されている。

■生　　態　�成虫は湿地、休耕田、池の縁に生息していて、草の上や低木上で活動する。
岩や土の割れ目、朽ち木で成虫越冬する。

■生息地の条件　湿地や草地などの明るく開けた環境を好む。

■危険要因　�山麓部の水田周辺および谷津田の草地の乾燥化や開発によって絶滅の危険性
が高まる。

■参考文献　198，303

　　　　　　　　　　　　　　　　　　平松新一

標本提供者 : 平松新一

標本提供者 : 石川県ふれあい昆虫館
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アイヌハンミョウ コウチュウ目　オサムシ科

Cicindela (Cicindela) gemmata aino Lewis

ナミハンミョウ コウチュウ目　オサムシ科

Cicindela (Sophiodela) japonica Thunberg

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�河原や河川敷など開発の影響を受けやすい環境に生息する種で、全国的に減少し
ており、県内における記録も少ない。

■形　　態　�体長16～17mmである。色彩は暗銅色で、腹面は緑青色の金属光沢を帯びる。
上翅には2列の点刻があり、白い斑紋は比較的明瞭で翅端部の紋はよく発達する。
上唇は前縁が波状で中央に1歯を備える。前胸腹板には白色の剛毛が密生する。

■国内分布　�北海道、本州、四国、九州および対馬に分布するが、生息地は局所的であ
る。

■県内分布　手取川流域と犀川･浅野川流域を中心に、白山市と金沢市で記録がある。

■生　　態　�成虫は5～6月に多く見られ、河原や河川敷の石や砂の上を活発に動き回る。
幼虫は、草が疎らな裸地に営巣する。コニワハンミョウやニワハンミョウと
混生していることが多い。

■生息地の条件　�河川の中流域から上流域に分布し、草が疎らな礫の河原が主な生息地であ
る。植物の遷移を妨げる河川の増水や小規模な洪水が、本種の生息地の維持
に重要であると考えられる。

■危険要因　�河川の護岸や改修工事の影響で生息地が失われ、個体数が減少している可能
性がある。

■参考文献　182，186，317

嶋田敬介

■選定理由　かつては普通に見られたが、近年急速にその個体数を減らしている。

■形　　態　�体長約20mmで、赤、青、緑色に輝く美麗で特徴的な種であり、他種と
間違える事はない。

■国内分布　本州、四国、九州、対馬、種子島、屋久島に分布する。

■県内分布　�七尾市、宝達志水町、金沢市、白山市、能美市、小松市から記録がある
が、現在の確実な生息地は数ヶ所しか知られておらず、今後の調査が必要で
ある。

■生　　態　�日当たりの良い草の生えていない農道、山道、空地、砂地の川原などでよく
見られる。小型の昆虫等を鋭い大アゴで捕らえて食べる。幼虫も捕食性で、
地面に体幅程度の直径の縦穴を掘り、獲物が近づくと襲いかかって穴の中に
引きずり込む。冬は土中で集団越冬する。

■生息地の条件　�低山地において草の生えていない広い裸地空間の存在することが重要であ
る。

■危険要因　�裸地空間の草地化および、林道、農道などのコンクリート化による影響が大
きい。

■参考文献　78，203，271，289，314

吉道俊一

標本提供者：嶋田敬介

写真提供者 : 石川県ふれあい昆虫館
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クロゲンゴロウ コウチュウ目　ゲンゴロウ科

Cybister brevis Aubé

キボシツブゲンゴロウ コウチュウ目　ゲンゴロウ科

Japanolaccophilus niponensis (Kamiya)

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�太平洋側を中心に減少している。小松市、能美市、珠洲市以外は局所的に
残存する。

■形　　態　�体長20～25mmである。体は卵型、背面は緑色～褐色を帯びた黒色で、
光沢がある。腹面は黒～暗赤褐色で、腹部第3～4節の両端に黄褐色の小
紋を具える。

■国内分布　本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　�加賀市、小松市、能美市、白山市、金沢市、七尾市、輪島市、能登町、珠洲
市に分布する。

■生　　態　�成虫は5月頃に活動を開始し、水草の茎に5～7月頃に産卵する。幼虫は池沼
の浅い部分や水田などで5～8月に出現し、他の水生昆虫などを捕食する。
3齢になり老熟すると岸辺に上陸し土中で蛹化する。新成虫は8～9月に出
現し、水域内で10月頃に越冬し、3年ほど生存する。成虫も肉食である。
600m程は飛翔し、ため池、水田、水路を移動して生活する。

■生息地の条件　�平野部～低山地の水草の豊富な池沼、湿地、水田、放棄水田、水田脇の小湿
地に生息する。

■危険要因　�池沼の開発、ため池の管理放棄、乾田化、アメリカザリガニなどの侵略的外
来種の侵入、採集圧が脅威である。休耕田の湛水化や水田周辺の小水域の創
出、ため池の維持管理が保全上重要である。

■参考文献　78，163，300，327，336

西原昇吾

■選定理由　�複数河川において確認されているが、局地的である。清流に生息する種のた
め、河川改修や水質悪化などによる生息環境の悪化が懸念される。

■形　　態　�体長3.0～3.2mmである。体は逆卵形で後方は狭まる。背面は黒色で黄色い斑
紋をそなえるが、変異がある。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　珠洲市、能登町、金沢市、白山市、小松市から記録がある。

■生　　態　成虫は夏季に多く出現し、成虫で越冬する。

■生息地の条件　�清流に生息し、上～中流域に生育する植物の根際や流木の表面などから確認
される。

■危険要因　�河川の土木工事、ダム建設、水質の悪化、土砂の堆積、森林伐採が脅威であ
る。

■参考文献　166，330，335，336，340

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡部晃平

富沢　章

標本提供者 : 渡部晃平
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マルチビゲンゴロウ コウチュウ目　ゲンゴロウ科

Leiodytes frontalis (Sharp)

コオナガミズスマシ コウチュウ目　ミズスマシ科

Orectochilus (Orectochilus) punctipennis Sharp

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�全国的に近年の減少傾向が著しい。県内でも局所的に分布するにすぎな
い。

■形　　態　�体長1.5～2.0mmである。体は短卵形で、とくに腹側で強く膨隆する。
背面は黄赤褐色で強い光沢がある。上翅に不明瞭な暗色紋がある。

■国内分布　本州、四国、九州に局所的に分布する。

■県内分布　加賀市、小松市、白山市、金沢市、宝達志水町、能登町から記録がある。

■生　　態　春～初夏に繁殖すると考えられる。

■生息地の条件　�水生植物の豊富な池沼、湿地、ため池、水田、休耕田、放棄水田の浅い部分
に生息する。

■危険要因　�生息地での個体数としては少なくないが、ため池の管理放棄、農薬使用、水
質汚染、ほ場整備、植生遷移、アメリカザリガニなどの外来種の侵入が脅威
である。

■参考文献　43，44，66，304，336

西原昇吾

■選定理由　�10年前までは県内の生息地は1ヶ所であったが、その後複数河川
から発見された。生息地における個体数は少なくないが、局地的
な分布をしている。開発行為が行われやすい環境に生息し、川北
町の生息地は鉄道の橋梁工事により消失した。

■形　　態　�体長5.5～6.0mmである。体型は細長い。背面は黒褐色で、頭部
前半のしわ状部は細かい。

■国内分布　本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　珠洲市、白山市、川北町、小松市、加賀市から記録がある。

■生　　態　�日中は植物や石の隙間に隠れ、夜間に活動する。生活史の詳細は不明だが、
県内では6月初旬に新成虫を確認している。

■生息地の条件　�岸辺にツルヨシなどの植物が生い茂る河川やワンドなどに生息する。

■危険要因　河川の土木工事、水質の悪化、土砂や家庭排水の流入が脅威である。

■参考文献　71，164，166，335，343

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡部晃平

標本提供者 : 西原昇吾

標本提供者 : 渡部晃平
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クロホシコガシラミズムシ コウチュウ目　ミズスマシ科

Haliplus (Liaphlus) basinotatus Zimmermann

クビボソコガシラミズムシ コウチュウ目　コガシラミズムシ科

Haliplus (Haliplus) japonicus Sharp

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 情報不足

■選定理由　�県内の分布は局地的で安定した生息地は少ない。2010年以降に生息が確
認されていた場所においても近年の再調査で発見できなくなった場所も多
く、絶滅が危惧される。

■形　　態　�体長3.5～3.9mmである。上翅に黒色斑紋をそなえるが変異がある。頭
部後縁は黒く縁取られない。

■国内分布　本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　�珠洲市、輪島市、志賀町、七尾市、宝達志水町、能美市、小松市、加賀市か
ら記録がある。

■生　　態　�詳細な生活史は不明だが、冬季から早春の調査では成虫の個体数は少なかっ
た。幼虫はシャジクモ類を食べる。成虫は灯火に飛来する。

■生息地の条件　�植生豊富で貧栄養な池沼やため池に生息する。

■危険要因　�開発や土木工事による止水域の改変や消失、ほ場整備やため池の管理放棄、
侵略的外来種の侵入が脅威である。

■特記事項　�いしかわレッドデータブック2009〈動物編〉では類似種のヒメコガシラミ
ズムシと混同されていた。

■参考文献　299，321，327，336

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡部晃平

■選定理由　�県内の分布は局地的である。多数が確認されていた手取川の一部は鉄道の
橋梁の工事のため消失した。今後も開発行為による生息地の消失や遷移の
進行などが懸念される。

■形　　態　�体長2.7～3.3mmである。前胸背板は淡黄褐色で頭部は暗褐色、前胸背
板の基部両側の縦条は中央付近まで伸びる。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　輪島市、能登島、金沢市、川北町、白山市、能美市から記録がある。

■生　　態　�河川の緩流域やワンド、流れ込みのあるため池などで確認されているため、
流水環境の水辺に生息する種と考えられる。

■生息地の条件　�河川の淀みや細流、流れ込みのあるため池や湿地に生息する。

■危険要因　�河川やため池などの土木工事、水質の悪化、洪水による土砂の堆積、侵略的
外来種の侵入、遷移の進行が脅威である。

■参考文献　67，166，279，299，327，344

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡部晃平

渡部晃平

渡部晃平
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ニッポントゲバゴマフガムシ コウチュウ目　ガムシ科

Berosus (Enoplurus) nipponicus Schödl

ガムシ コウチュウ目　ガムシ科

Hydrophilus acuminatus Motschulsky

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�石川県からは2015年に発見された。その後、新たな生息地が発見されている
が、分布は局地的である。水田や浅い湿地が広がる地域で発見されており、ほ
場整備や農薬施用などの影響が懸念される。

■形　　態　�体長3.9～5.8mmである。上翅の末端に棘をそなえる。上翅間室の点刻列は1
列である。

■国内分布　本州、四国に分布する。

■県内分布　穴水町、能登島、羽咋市、宝達志水町、金沢市から記録がある。

■生　　態　�水田やその周辺の止水域から確認されているが、詳細な生活史は不明であ
る。

■生息地の条件　生活史や好適生息環境は不明である。

■危険要因　�土木工事による止水域の改変や消失、ほ場整備やため池の管理放棄、農薬の
使用、アメリカザリガニなどの侵略的外来種の侵入が脅威となる。

■特記事項　過去の記録は類似種のトゲバゴマフガムシと混同されている可能性がある。

■参考文献　165，166，167，336

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡部晃平

�

■選定理由　�1990年代までは丘陵部で珍しくなかったが、2000年以降の減少が特に加賀
地方で著しい。

■形　　態　�体長33～40mmで日本最大のガムシ類である。体は紡錘形で背面は膨隆す
る。全体に黒色で光沢を帯びる。幼虫はいも虫状で最大約80mmである。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州、南西諸島に分布する。

■県内分布　�加賀市、小松市、能美市、金沢市、津幡町、かほく市、羽咋市、志賀町、中
能登町、七尾市、穴水町、輪島市、能登町、珠洲市から記録がある。

■生　　態　�6月頃に卵嚢を水草などに付着させる。幼虫はモノアラガイなどを捕食し、老
熟すると岸辺に上陸し土中で蛹化する。成虫は藻や水草などを摂食する。成
虫は飛翔し、灯火に飛来する。3～11月まで確認され、水中で越冬する。

■生息地の条件　�平野～丘陵部の水草の豊富な池沼、水田、休耕田、水田脇の小湿地に生息す
る。

■危険要因　�池沼の開発による消失、ため池の管理放棄、農薬使用、水質汚染、乾田化、
侵略的外来種の侵入、街灯の増加が脅威となる。ため池の維持管理の継続、
放棄水田の湛水化、中干し期の水域の確保や、侵略的外来種の侵入防止と駆
除が保全上重要である。

■参考文献　162，300，336

西原昇吾

標本提供者 : 渡部晃平

標本提供者 : 富沢　章
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ミユキシジミガムシ コウチュウ目　ガムシ科

Laccobius (Laccobius) inopinus Gentili

ヒメハマベエンマムシ コウチュウ目　エンマムシ科

Hypocacculus (Nessus) asticus (Lewis)

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�県内の生息地は10ヶ所程度と少ない。確認地点においても個体数の減少や植生
遷移の進行が見られ、生息環境は悪化している。

■形　　態　�体長約3.2mmである。同属のシジミガムシに似るが、オス交尾器側片先端部に
棘をそなえる。

■国内分布　本州(関東以南)、四国、九州、屋久島に分布する。

■県内分布　能登町、志賀町、かほく市、白山市、能美市、小松市から記録がある。

■生　　態　�近縁のシジミガムシがやや水深のある止水域に低密度で生息するのに対し、
本種は浅い止水域に高密度で生息する傾向がある。

■生息地の条件　植生豊富な浅い湿地やため池の浅瀬、水田などで見られる。

■危険要因　�土木工事による止水域の改変や消失、ほ場整備、ため池の管理放棄、農薬の
使用、アメリカザリガニなどの侵略的外来種の侵入が脅威となる。

■特記事項　�シジミガムシの記録は本種の誤同定の可能性があるため、再検討の必要があ
る。

■参考文献　299，323，327，340

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡部晃平

■選定理由　�海浜植物帯に生息するが、もともと個体数が少ないうえ、県内での生息は
極めて局地的である。

■形　　態　�体長2.1～2.4mmである。前頭一面に細かい皺を持つことで他の海浜性
エンマムシ類と区別できる。

■国内分布　本州、四国、九州に分布するが、全国的に記録は少なく、局所的である。

■県内分布　�約50年前の文献記録(旧宇ノ気町、現かほく市)があるほか、羽咋市一ノ宮海
岸、能美市大浜、加賀市片野海岸で生息を確認している。

■生息地の条件　海浜植物帯の発達している自然環境の良好な砂浜に生息する。

■生　　態　�ハマヒルガオなどの海浜植物の根際深くに生息し、他の海浜性エンマムシ類
のように砂浜帯に打ち上げられた動物性腐敗物の下から見いだされることは
ほとんどない。

■危険要因　�各種の開発行為や護岸工事により海浜植物帯が減少、あるいは消失すること
は、本種の生息場所を失うことになり大きな脅威となる。

■参考文献　173，174，312

吉道俊一

標本提供者 : 渡部晃平

標本提供者 : 吉道俊一
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オオセンチコガネ コウチュウ目　センチコガネ科

Phelotrupes (Chromogeotrupes) auratus auratus (Motschulsky)

ツヤハダクワガタ中部近畿亜種
（ミヤマツヤハダクワガタ） 

コウチュウ目　クワガタムシ科

Ceruchus lingarius monticola Nakane 

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�県内では分布地が一地域に限定され、個体数も少ない。採集圧によると思
われる個体数の減少が認められる。

■形　　態　�体長16～22mmである。体形はタマゴ型で強い金属光沢を持つ。本種は
分布域による色彩変異が顕著で、瑠璃、緑、青、赤とさまざまな色彩変異
が認められている。本県産は赤色系で、金赤色～濃赤色の美しい金属光沢
を持つ。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州、対馬、屋久島に分布する。

■県内分布　�三国山～宝達山～碁石ヶ峰にいたる山塊（津幡町、宝達志水町、羽咋市、中
能登町）の尾根に沿って分布する。

■生息地の条件　�県内の分布は宝達山系に限られ、主になだらかな尾根沿いの草地に生息す
る。

■生　　態　�成虫、幼虫とも食糞性である。成虫は4月下旬から11月中旬まで見られ、獣
糞や人糞に集まる。本種はニホンジカの分布と重なることが多いが、県内の
生息地にニホンジカは生息していない。

■危険要因　�近年の調査ではわずかしか得られておらず、個体数が減少している可能性が
ある。本種の生息環境は道路建設、風力発電の建造などの開発行為の影響を
受けやすい。また、放牧場の縮小や廃止、採集圧も減少の要因となってい
る。

■参考文献　200，268
吉道俊一

■選定理由　生息箇所、個体数とも極めて少ない。

■形　　態　�体長は大顎を含め13～21mmの中型のクワガタムシである。体色は黒色で艶
があり、前胸背板は方形状で、頭部の複眼後方には横皺がある。上翅には明瞭
な10条の縦の隆線を持つ。オスの頭部は大きく、大顎は短大で内歯が1本あ
る。

■国内分布　本州(本県産は中部近畿亜種で、中部･近畿地方に分布する)に分布する。

■県内分布　白山市(旧白峰村)の白山山系山地帯に分布する。

■生　　態　�標高1,000ｍ以上のブナ帯に生息し、成虫は6月下旬～8月に現れ、カツラ
やミズナラの幹を這う。幼虫は、広葉樹や針葉樹の赤枯菌に侵された腐朽部
を食する。本県では、カツラとミズナラが食樹として記録されている。成虫
は晩夏に羽化した後、そのまま蛹室に留まり越冬する。冬期の材内には、成
虫、終齢幼虫、中齢幼虫が同時に見られることから、幼虫期間は2年以上かか
るものと思われる。

■生息地の条件　�標高1,000ｍ以上のブナを中心とする原生林が残されていること、及び幼虫
の食樹となる赤枯菌に侵された枯死木が存在することが重要である。

■危険要因　生息地が白山国立公園内なので生息環境は保たれている。

■特記事項　北海道、本州北部、四国、九州にそれぞれ別亜種が分布する。

■参考文献　�199

　　　　　　　　　　　　　　福富宏和

富沢　章

富沢　章
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オオチャイロハナムグリ コウチュウ目　コガネムシ科

Osmoderma opicum Lewis

トラハナムグリ コウチュウ目　コガネムシ科

Trichius japonicus Janson

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�幼虫の発生場所が樹洞という特殊な環境であり、広大な原生林に生息する
こと、局所的に発生し個体数も少ないことがあげられる。

■形　　態　�体長は23～32mmの大型のハナムグリである。体形は楕円形でやや丸
く、頑強な脚を持つ。体色は黒褐色で艶がある。オスはメスと比べ、前胸
背板は広く中央の二縦隆条は強く稜状となる。また、メスの腹端は突出す
る。

■国内分布　本州、宮島、四国、九州、馬渡島、平戸島、屋久島に分布する。

■県内分布　白山市白山山系の標高450～2,000mの地域に生息する。

■生　　態　�ブナ帯から亜高山帯に生息する。成虫は7～8月に現れ、大木の樹洞周辺で活
動する。また、成虫は強いジャコウのような臭いを発し、その匂いは3～4m
離れても分かる程である。幼虫は樹洞の不朽部を食し、成虫になるまで2年
を要する。本県で利用していた樹種はトチノキ、ブナ、カツラ、キリ、ヤマ
ナシ、サワグルミ、コメツガと多種にわたっていた。

■生息地の条件　�幼虫の発生場所となる、大木の樹洞が多く存在する原生林があることが重要
である。

■危険要因　�本種が繁殖可能な樹洞のある大木は減少していて、特にブナ帯下部では著し
い。広い原生林を保全することが必要である。

■特記事項　�近年の調査で、西山林道で本種が記録されたことから大日岳での記録が期待
される。

■参考文献　78，200

井村正行

■選定理由　過去15年間の採集例が無く、個体数は減少している。

■形　　態　�体長13～16mmである。背面には特徴的な斑紋を有し、腹面は黄褐色の
長毛を密生する。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州に分布する。

■県内分布�　�白山市、能美市、金沢市で記録がある。白山市では高標高地でも得られて
いる。

■生　　態　�成虫は低山地や山地において6～8月に発生し、キク科、セリ科等の花によく
集まる。幼虫は朽ち木の中で育つ。

■生息地の条件　�雑木林のような森林環境とキク科等の花が生えている草地環境が混在してい
ることが重要である。

■危険要因　�管理放棄により明るい里山環境が失われつつあることや本種の好む林縁環境
が少なくなっているものと思われる。

■参考文献　78，200，271

富沢　章

富沢　章

富沢　章

生息を確認している
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県内の分布

県内の分布
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コブナシコブスジコガネ コウチュウ目　コブスジコガネ科

Trox (Niditrox) nohirai Nakane

トガリカラカネナガタマムシ コウチュウ目　タマムシ科

Agrilus madeci Baudon 

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�フクロウ類の営巣後の樹洞で発生した事例が知られているが、樹洞ができるよ
うな大木は各種開発による伐採で減少し、それに伴って本種の減少が懸念され
る。

■形　　態　体長5.5～7.2mmである。本属に特徴的な体表面のコブや毛塊を欠く。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州、対馬に分布する。

■県内分布　県内では白山麓でのみ確認されている。

■生息地の条件　�本種の生存にはフクロウ類などの猛禽類の生息できる環境が必要である。

■生　　態　�成虫は5～9月頃まで見られる。フクロウ類の営巣後の樹洞で発生した事例
では、樹洞内のフレーク状になった腐植堆積物や残されたフクロウのペリッ
ト、動物死体などを食餌にしていたことが確認されている。また、フクロウ
の営巣後間もない樹洞よりも、営巣から数年が経過した樹洞を好むようで、
条件がよければ100個体を超える個体が見いだされる。

■危険要因　�開発によりフクロウ類の営巣可能な大木や自然環境が消失することは、それ
に依存している本種の生息に大きな影響を与える。

■参考文献　68

吉道俊一

■選定理由　生息地が開発されやすい里山のうえ、石川県は北限に近い。

■形　　態　�体長7.3～8.5mmで、体型は細長い。体色は黒褐色で金属光沢はあまりない。上翅に
は、基部から1/3にかけて会合線に沿って白色毛帯があり、基部、中央部、先端1/3程
度のところに、白色毛斑がある。先端部は、中央が棘状に突出し、和名のトガリの由来と
なっている。

■国内分布　本州中部に分布する。

■県内分布　能美市と金沢市(医王山周辺)から記録があるが、個体数は多くない。

■生　　態　�幼虫はクヌギやアベマキなどの比較的樹皮が厚いブナ科植物の新鮮な樹皮下
を摂食し、成虫は5～6月にかけて見られ伐採木や衰弱部に集まる。

■生息地の条件　�クヌギ、アベマキなどの大木が林立するような里山に生息し、2015年に初
めて記録された。

■危険要因　�生息地は標高の低い里山で、人家や幹線道路とも近く、クヌギ等の大木の林
が今後開発される可能性が高い。

■参考文献　28，90，177

福富宏和

標本提供者 : 秋田

標本提供者 : 福富宏和

生息を確認している
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県内の分布
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スジバナガタマムシ コウチュウ目　タマムシ科

Agrilus sachalinicola Obenberge

ミヤマナカボソタマムシ コウチュウ目　タマムシ科

Coraebus daisenesis Miwa

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　白山周辺の山間地から得られているが、個体数は多くない。また、分布の西限になる。

■形　　態　�体長9～13mmで、細長い体型をしているが、本属としては大型の種である。頭部と前胸
はくすんだ赤色を呈し、上翅は黒色になり、金属光沢は弱い。上翅先端は三角状に尖り、
先端は棘状になる。上翅先端1/3程度に、会合線沿いに1対の白色毛斑が出る個体も出現
する。

■国内分布　北海道、本州(東北、中部、北陸)に分布している。

■県内分布　白山市白峰地区で得られている。

■生　　態　�成虫は7～8月にかけて、ヤマハンノキでのスウィーピングで得られるが、
多くはない。幼虫は、ヤマハンノキの生きた幹を摂食することが知られてお
り、メス成虫がヤマハンノキの生木の幹に飛来する様子も観察されている。

■生息地の条件　�ヤマハンノキが生える河川敷や渓谷が生息地である。

■危険要因　�県内では、手取川上流や白山国立公園内に安定した環境があるが、今後、河
川の改修や土木工事には配慮が必要である。

■参考文献　24，177

福富宏和

■選定理由　生息地が限られるうえ、個体数は少ない。

■形　　態　�体長10～13mmで、紡錘状の体型をしている。体色は、青藍色で金属光
沢があり美しい。緑色を帯びる個体もいる。上翅端が半月状に抉られ、会
合部が鋭い棘状になるため、日本産の同属種からは容易に区別することが
できる。

■国内分布　本州、四国、九州からの記録がある。

■県内分布　金沢市医王山周辺や白山市、小松市の山地から記録がある。

■生　　態　�成虫、幼虫ともに、ハイノキ科のハイノキやサワフタギ、タンナサワフタギ
を食する。成虫は6～8月にかけて現れ、前述の植物の葉を後食する。幼虫
は、直径2～5cm程度の細めの生枝を食する。

■生息地の条件　�ハイノキ科の植物が生えるような、山地帯の樹林や湿地周辺が生息地で重要
である。

■危険要因　�医王山や白山麓などは現在、安定した環境に生息しているため危機的状況で
はないが、道路拡張や湿地の観光地化など環境の改変の可能性があり、注意
が必要である。

■参考文献　26，177

福富宏和

標本提供者 : 福富宏和

福富宏和

生息を確認している
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アオマダラタマムシ コウチュウ目　タマムシ科

Nipponobuprestis (Nipponobuprestis) amabilis (Snellen van  Vollenhoven)

エサキキンヘリタマムシ コウチュウ目　タマムシ科

Lamprodila (Lamprodila) decipiens kamikochiana  (Obenberger) 

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�日本海側の分布北限に近い種で、個体数が少ない。また、本種の生息地域
での開発が急速に進んでいる。

■形　　態　�体長は16～29mmである。タマムシとしては大型で美麗種で、体色は緑
色を帯び、黄･橙･赤などの金属光沢のある斑模様がある。上翅には明瞭な
縦隆脈が認められ、2対の黄色味を帯びた丸い陥凹紋がある。メスの腹端
は丸く、オスは三角形にえぐられる。

■国内分布　本州、四国、九州、対馬に分布している。

■県内分布　加賀市、能美市、白山市、金沢市に至る平地～丘陵地で見られる。

■生　　態　�成虫は6～8月頃に現れ、ソヨゴやヤマザクラなどの葉を後食する。また、ソ
ヨゴの衰弱部や新しい枯れ木に集まる。幼虫はソヨゴやクロガネモチなどの
モチノキ科の枯死部や立枯木を食し、同時期に大きさの異なる幼虫が見られ
ることから、成虫になるまで2年以上を要すると考えられる。晩夏から秋にか
けて羽化した後、そのまま蛹室で越冬する。

■生息地の条件　�平地から丘陵地において、ソヨゴやクロガネモチ、アオハダなどが自生する
広い明るい林の存在が重要である。

■危険要因　�里山に生息地が多いため、ゴルフ場や宅地等の開発の対象になる恐れが高
い。

■参考文献　3，177

　　　　　　　　　　　　　福富宏和

■選定理由　�低山地から山地の限られた渓谷に生息していて、大規模な河川改修などに
よる環境悪化が懸念される。

■形　　態　�体長9～16mmの中型のタマムシである。体色は金緑色、緑色、青緑
色、金橙色、暗紅色など個体変異が多く、細かい黒点を散らし、上翅外縁
は金橙色を帯びる。オスの腹端は半月形にえぐられ、メスは丸く先端に小
さい切れ込みがある。

■国内分布　北海道、本州、四国に分布している。

■県内分布　�白山市の旧鶴来町より旧白峰村までの手取川流域から、尾添川流域に分布す
る。

■生　　態　�成虫は5月下旬～8月に見られ、ヤナギ類やハンノキ類の葉を後食する。幼虫
はヤナギ類の生木やその衰弱部を摂食し、成虫になるまで2年以上を要する。
発生地では、林道沿いのカワヤナギや河川敷のネコヤナギに幼虫の食害が見
られる。

■生息地の条件　河川の流域近くにヤナギ類やハンノキ類の群落があることが重要である。

■危険要因　�現在の生息範囲は比較的広いが、今後の河川の改修工事等による食樹の減少
が懸念される。

■参考文献　177，202

福富宏和

福富宏和

福富宏和
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シナノキチビタマムシ コウチュウ目　タマムシ科

Trachys aurifluus Solsky

サシゲチビタマムシ コウチュウ目　タマムシ科

Trachys robusta E. Saunders

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　低山帯から山地にかけて分布し、西限に近い。

■形　　態　�体長4.1～5.2mmで、日本産本属の中で最大種である。頭部と前胸は唐金色を呈
し、上翅は暗紅色で、鈍い金属光沢を有する。上翅中央より先端にかけて、2本の白
銀色毛による2本の波状帯は大きく波曲する。越冬明けの個体では、毛斑がほとんど
なくなる個体もいる。

■国内分布　本州(東北から中部･北陸)に分布している。

■県内分布　金沢市の医王山周辺や白山市白峰などの白山麓周辺に分布する。

■生　　態　�成虫、幼虫ともにオオバボダイジュやシナノキの葉を摂食する。成虫は晩夏
～秋にかけて新成虫が発生し、そのまま越冬し、翌春に交尾･産卵をする。幼
虫は潜葉虫で、寄主植物の葉を食べ進み、葉中で蛹になり、脱出する。

■生息地の条件　�オオバボダイジュやシナノキが生えるブナ帯が必要である。

■危険要因　�オオバボダイジュやシナノキはブナ帯に点在している程度で少ない。寄主植
物も含めた森林の保全が必要である。なお、オオバボダイジュは、いしかわ
レッドデータブック2020〈植物編〉で絶滅危惧Ⅰ類(CR)に選定されてい
る。

■参考文献　73，177

福富宏和

■選定理由　低地の照葉樹林に生息する種で、分布の北限にあたる。

■形　　態　�体長3.6～4.6mmで、小判型の体型をしている。体色は黒褐色で、金色･銀色･黒色の
毛で、波模様が形成される。全体的に唐金色に見え、本属としては円形に近い体型とな
る。

■国内分布　本州、伊豆諸島、四国、九州、対馬に分布している。

■県内分布　2010年に、小松市の社叢林から見つかっている。

■生　　態　�成虫、幼虫ともにスダジイの葉を摂食する。成虫は晩夏～秋にかけて新成虫
が発生し、そのまま越冬し、翌春に交尾･産卵をする。幼虫は潜葉虫で、寄主
植物の葉を食べ進み、葉中で蛹になり、脱出する。

■生息地の条件　スダジイが生える照葉樹林が必要である。

■危険要因　�生息地の照葉樹林は今後も保全されるので問題はない。しかし、分布の北限
であり生息数の推移に注意する必要がある。

■特記事項　�本種は、太平洋岸では茨城県北部、日本海岸では石川県南部が北限となり、
黒潮の流れる地域と重なる。県内で、どこまで北上しているか調査する必要
がある。

■参考文献　20，177

福富宏和　

標本提供者 : 福富宏和

標本提供者 : 福富宏和

生息を確認している
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ヒメボタル コウチュウ目　ホタル科

Luciola (Hotaria) parvula (Kiesenwetter)

ヤマトヒメメダカカッコウムシ コウチュウ目　カッコウムシ科

Neohydnus hozumii Nakane

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�石川県における生息地の多くが加賀南部の低山地であり、今後、森林開
発、道路建設により生息地が消滅する可能性がある。

■形　　態　�体長6mm前後と小型で、ヘイケボタルに似ているが、複眼がやや発達し
ており、前胸背の黒色斑紋の違いなどから判別できる。

■国内分布　本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　�加賀市、小松市、白山市、志賀町の低山地から山地に生息するが、発生地は
限られる。

■生　　態　�成虫は、6月下旬から7月上旬にかけて出現する。オスは深夜、フラッシュ光
を放ちながら飛翔するが、メスは後翅が退化し飛べない。幼虫は陸生で、オ
カチョウジガイ等の陸生貝類を食するといわれているが、本県では確認され
ていない。

■生息地の条件　�湿気が多い杉林の林床で草や灌木が生育している所に生息する。エサとなる
陸生の貝類が生息することも重要である。

■危険要因　�現在のところ生息地における個体数は比較的安定しているが、本種がエサと
している陸生貝類は分布が局地的で、環境の変化に弱いため、森林の開発や
荒廃による影響を受けやすい。また、一部の生息地では、開通した道路の街
灯照明が本種の生態に影響を与えている。

■参考文献　89，170，280

石川卓弥

■選定理由　�本種はヨシ原にのみ生息するが、県内のヨシ原環境は護岸工事や各種の開発行
為により減少しており、それにともない本種もまた減少傾向にある。

■形　　態　�体長5.0～6.0mmで、前胸の色彩には褐色型と黒色型があるが、県内で見られ
る個体は大部分が黒色型である。上翅には1対の黒色斑紋があるが、その大きさ
や形には変異がある。

■国内分布　本州、四国および九州に局所的に分布する。

■県内分布　�能登島佐波、赤浦潟、邑知潟、河北潟、木場潟、柴山潟の潟周りに生育する
ヨシ原と、梯川と前川沿いに生育するヨシ原から確認されている。

■生　　態　�成虫は6月に出現し、飛翔と歩行を交えて俊敏に動き回る。他の小さな昆虫類
を捕食すると考えられている。ヨシ原に固有な種であるが、幼虫期について
の詳細な生態は分かっていない。

■生息地の条件　ヨシ原に固有な種で、低地の比較的規模の大きいヨシ原に生息する。

■危険要因　�護岸工事、干拓事業や宅地開発等によるヨシ原の減少や消失が本種の生息に
大きな打撃を与えている。ヨシ原の開発は全国的に行われており、本種の個
体数もまた全国的に減少傾向にある。

■参考文献　78，355

吉道俊一

富沢　章

標本提供者 : 吉道俊一
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イソジョウカイモドキ コウチュウ目　ジョウカイモドキ科

Laius asahinai Nakane

クロズハマベゴミムシダマシ コウチュウ目　ゴミムシダマシ科

Phaleria (Epiphaleria) atriceps (Lewis)

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 情報不足

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�全国的に記録が少なく局所的な分布をしており、県内でも志賀町赤住から志賀町町に
かけての海岸岩礁で少数の個体が確認されているに過ぎない。

■形　　態　�体長約4mmである。体色は全体が青藍色だが、触角の第1節と第2節が橙色である。
また、オスの触角第2節は腎臓型で大きく、中央部が深くくぼむ。

■国内分布　�本州、四国、九州に局所的に分布している。日本海側からの記録は少なく、本県と新
潟県と島根県から記録されているに過ぎない。

■県内分布　志賀町赤住から志賀町町にかけての海岸岩礁でのみ確認されている。

■生　　態　�打ち上げられた海草類の下や岩のわずかな隙間に潜んでいる。双翅目昆虫等
の微小な小動物を捕食する。

■生息地の条件　潮間帯性のコウチュウで、海岸に岩礁地の存在することが重要である。

■危険要因　�岩礁地帯に生息することから開発行為による減少は考えにくく、磯焼けによ
る生息環境の変化やゴミの漂着、海洋汚染が減少要因になると考えられる。
これまでのところ県内では減少傾向は確認されていないが、生息は局所的で
ある。

■参考文献　115，358

吉道俊一

■選定理由　�県内では局所的な分布をしており個体数も少ない。海浜の護岸工事などによる
生息環境の悪化が認められる。

■形　　態　�体長約5.0mmである。体色は黄褐色で、頭部、前胸背板の中央後部と上翅の中
央前部が黒色を呈する。

■国内分布　本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　かほく市の大崎海岸から内灘町の権現森にかけての海浜で確認されている。

■生　　態　�海浜性のゴミムシダマシで、初夏から秋季にかけて、砂浜に漂着した魚の死
体、海藻や流木の下などに見られる。やや湿った砂から見つかることが多
い。

■生息地の条件　海浜植物帯の発達した良好な砂浜環境が生息に適している。

■危険要因　�護岸工事のほか、海水浴客の投棄する様々なゴミ類、化学薬品等の入った容
器の漂着、砂浜への車両の進入などによる砂浜環境の汚染や攪乱は、局所的
に分布する本種にとって脅威となる。

■参考文献　197

吉道俊一

標本提供者 : 吉道俊一

標本提供者 : 吉道俊一

生息を確認している
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県内の分布

県内の分布



昆

虫

類

201

フタスジカタビロハナカミキリ コウチュウ目　カミキリムシ科

Brachyta bifasciata japonica (Matsushita)

クモマハナカミキリ コウチュウ目　カミキリムシ科

Evodinus borealis (Gyllenhal)

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�本来、個体数が少ない種である。ヤマシャクヤクと密接な関係を持つ本種
は、ヤマシャクヤクの減少とともに、生息地、個体数が激減している。

■形　　態　�体長は16～18mmである。中型のハナカミキリで、体形は太く短かい。
頭部および前胸は黒色、上翅は白黄色地に3対の黒い斑紋を持つ。脚は黒
と黄白色の2色に分かれる。触角は太く、第2～5節が白黄色で他は黒色
で、その長さはオスで上翅の3/4に達する。

■国内分布　本州、四国に分布する。

■県内分布　白山市から記録がある。

■生　　態　�成虫は5～6月上旬にブナ帯下部のヤマシャクヤクの花に飛来し、花粉を食
す。幼虫はその塊根部分や地中の朽ち木を食するといわれているが、生態は
不明な点が多い。

■生息地の条件　�自然林の残る山地において、ヤマシャクヤクが自生していることが重要であ
る。

■危険要因　�山野草としてヤマシャクヤクが採取されることが多くなり、そのことが本種
の減少を招く一因となっている。他に、林道建設や土木工事も脅威となって
いる。

■参考文献　60，171

江崎功二郎

■選定理由　�生息地は白山の亜高山帯および高山帯に限られ、個体数が少なく、西限である。

■形　　態　�体長は7～13mmである。体は黒色で、触角はしばしば褐色となる。上翅は黄褐
色で、基部および端部が黒色である。中央両端の半円形の黒紋を挟んでその前後に
「こ」の字状の帯紋が現れるのが基本型で、しばしば黒紋が発達したり退行したり
する。

■国内分布　北海道、本州に分布する。

■県内分布　白山の高標高地に生息する。

■生　　態　�成虫は6～8月に白山の針葉樹林に咲くノリウツギでよく見られるが、セリ類
やシモツケ類の花に集まるとされる。幼虫は針葉樹の衰弱木や枯れ木に寄生
すると考えられている。

■生息地の条件　標高1,000m以上で針葉樹の群落の存在することが重要である。

■危険要因　�おもに白山の標高1,000m以上に分布する針葉樹林に分布するため、大気汚
染や異常気象などによる針葉樹林の衰退が原因で個体群の存続が危うくなる
可能性がある。

■参考文献　59，65，102，171，233

�������������������������江崎功二郎

野中　勝

標本提供者 : 江崎功二郎
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県内の分布



昆

虫

類

202

シロオビドイカミキリ コウチュウ目　カミキリムシ科

Mimectatina fuscoplagiata (Breuning)

ニセリンゴカミキリ コウチュウ目　カミキリムシ科

Oberea (Oberea) mixta Bates

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�生息地は白山に限られ、隔離された針葉樹林を生息地とする。採集記録は僅か
であり、個体密度は非常に低いと考えられる。分布西限の可能性がある。

■形　　態　�体長は4～8mmである。触角は比較的短く、オスで10節あるいは11節で翅端
を超え、メスでは翅端に届かない。体は暗褐色から黒色で、頭部および前胸背
板は灰白色から黄白色の微毛に一様に覆われるが、正中部を除いた中央部には
広く微毛がなく、黒色の縦帯状になる。上翅も頭部、前胸背板と同様な微毛
に被われるが、普通、基部付近、中央部付近、先端1/5付近は微毛がなく黒
帯状となり、翅端も黒色である。

■国内分布　本州(中部以北)に分布する。

■県内分布　白山(標高1,000m以上)の針葉樹林に生息する。

■生　　態　�成虫はモミやオオシラビソ、カラマツなどの針葉樹の枯れ枝で見つかる。新
成虫は晩夏から初秋に羽化脱出し、越冬後、交尾産卵すると考えられてい
る。

■生息地の条件　標高1,000m以上で針葉樹林の存在することが重要である。

■危険要因　�生息地は白山の標高1,000m以上に分布する針葉樹林に限られ、大気汚染や
異常気象などによる針葉樹林の衰退が原因で個体群の存続が危うくなる可能
性がある。

■参考文献　34，93，103

江崎功二郎

■選定理由　�本県は、本種と近縁のシラハタリンゴカミキリとの分布境界線に近い。本県で
の記録は１例のみであり、きわめて希であるが、分布は確実である。

■形　　態　�体長は12～18mmである。体形は筒状で細長い。前胸背板は橙黄色で、上翅
は黒色、上翅基部は橙黄色部がある。脚は橙黄色、頭部と触角は黒く、触角の
長さはオスで翅端にとどく程度である。

■国内分布　本州(愛知県以西)、四国、九州に分布する。

■県内分布　輪島市(旧門前町白禿)から記録がある。

■生　　態　�成虫は5～8月に見られ、スイカズラの葉脈を後食し、幼虫はその茎を食す
る。成虫の後食痕は、特徴的であり、本種の生息の指標となる。

■生息地の条件　スイカズラの群生地があること以外は不明である。

■危険要因　�生息地における当面の環境改変はないが、生息地は廃田が広がる林縁環境で
あり、開発のおそれのあることは否定できない。

■特記事項　�リンゴカミキリ属は本県から6種記録されているが、ホソツツリンゴカミキ
リ以外はよく似ているので、同定には注意を要する。

■参考文献　60，62

江崎功二郎

標本提供者 : 江崎功二郎

標本提供者 : 富沢　章
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昆

虫

類

203

ハクサンシラネヒメハナカミキリ コウチュウ目　カミキリムシ科

Pidonia obscurior hakusana K.Ohbayashi et Hayashi

フイリヒメハナカミキリ コウチュウ目　カミキリムシ科

Pidonia signata Matsushita

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�白山山系が本州の西限であり、生物地理学的から見て重要と思われる。また、亜種名に白
山をもち、白山山系を代表するコウチュウである。

■形　　態　�体長は7.5～13.0mmである。体形は、やや細長く、触角は、オスでは体長を越えるが、
メスでは翅端にとどく程度である。体色は、オスでは頭部は赤褐色、前胸背板は暗赤褐色
で上翅は黄褐色で黒紋を持つ、メスはより黒化し時には黄褐色部分がほとんど黒くなる。

■国内分布　�本州、(南アルプス、中央アルプス、関東山地を除く中部山岳地帯)に分布す
る。

■県内分布　金沢市大門山、白山市白山山系から記録がある。

■生　　態　�本種は、標高約1,200～2,500mの間で見られ、6月下旬から8月頃に各種
の花に集まる。6月下旬はブナ帯で、その後は季節を追って順次標高の高い所
で出現する。

■生息地の条件　�ブナ帯上部から亜高山帯において、原植生の安定した自然環境が重要であ
る。

■危険要因　�白山国立公園として保護されているので、現時点では問題はないと思われ
る。今後は温暖化による生息環境が変化する可能性がある。

■特記事項　石川県が、本亜種の原記載地となっている。

■参考文献　60，102

井村正行

■選定理由　�典型的な亜高山帯のカミキリムシで、白山山系が分布の西限であり、生物地理学的に重要
である。個体数も少ない。

■形　　態　�体長は8～10mmである。体形はやや細く、触角はオスでは体長を越し、メスでは上翅
の2/3位で止まる。体は黒色である。上翅は光沢のある黄褐色で、会合線と翅端手前に黒
い、斑紋を持つ。

■国内分布　本州（中部山岳亜高山帯）に分布する。

■県内分布　白山市、白山山系（標高2,000m以上）で確認されている。

■生　　態　�本種は、標高2,000m以上の亜高山帯で見られ、7～8月頃に、各種の花に飛
来する。

■生息地の条件　良好な亜高山帯の自然環境が存在することが重要である。

■危険要因　�白山国立公園の特別保護地区に生息しているため、開発、採集圧等の減少要
因はない。しかし、亜高山帯に生息するので、今後の温暖化がもたらす影響
が懸念される。

■参考文献　60，102

井村正行

標本提供者 : 井村正行

標本提供者 : 井村正行

生息を確認している

0 20 40km

生息を確認している

0 20 40km

県内の分布

県内の分布



昆

虫

類

204

ヘリグロアオカミキリ コウチュウ目　カミキリムシ科

Saperda hosokawai Hasegawa

マルクビケマダラカミキリ コウチュウ目　カミキリムシ科

Trichoferus campestris (Faldermann)

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　県内の分布は白山に限られ、亜高山帯の針葉樹林に生息する。

■形　　態　�体長9～12mmである。前胸背板は腹部中央前でやや膨れ、背面にやや小さな
黒色紋を持つ。上翅は肩部で幅広く、中央に向かい狭くなる。背面は鮮やかな
黄褐色微毛で被われ、通常両側に4対の黒色紋がある。上翅端は丸い。触角は雌
雄ともに上翅端を超える。

■国内分布　本州（中央部）に分布する。

■県内分布　白山（標高1,000m以上）の針葉樹林帯から記録がある。

■生　　態　�成虫は6～8月に出現する。成虫はヤマハンノキ類やサワグルミ類の生葉、針
葉樹の伐採木に集まる。幼虫は針葉樹の枯木に寄生する。灯火にも飛来する

■生息地の条件　標高1,000m以上で針葉樹の群落の存在が重要である。

■危険要因　�主に白山の標高1,000m以上に分布する針葉樹林に生息するため、大気汚染
や異常気象などによる針葉樹林の衰退が原因で、個体群の存続が危うくなる
可能性がある。

■参考文献　59，65，102，109

江崎功二郎　

■選定理由　�古い民家に置かれた薪や木材などから採集されてきた。近年の住宅形態の変化
や都市化に影響され、生息場所が減少傾向にある。

■形　　態　�体長は10～20mmである。体長に変異が大きいが、体は概して幅広く、暗赤
褐色から黒褐色で、触角と脚は赤みを帯びる。前胸背板背面は緩やかに隆起
し、大きな点刻を持つが、メスではとくに密、上翅の被毛は長く、端部は両翅
を合わせると丸い。触角はオスで上翅端にほぼ届き、メスでは2/3に達する
程度である。

■国内分布　本州、四国、九州、先島諸島に分布する。

■県内分布　白山市、金沢市から記録がある。

■生　　態　�成虫は6～8月に出現し、灯火に飛来する。成虫は夜間に伐採木や枯れ木を徘
徊する。低地の住宅地で採集されるが、乾燥した薪や木材などを好む傾向が
あり、希に漆器などの木製工芸品を加害することもある。

■生息地の条件　低地の古い民家に置かれた薪や木材などから採集される。

■危険要因　近年の住宅形態の変化や都市化に影響され、生息場所が減少傾向にある。

■参考文献　60，151

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　���������������������������江崎功二郎

標本提供者 : 江崎功二郎

標本提供者 : 江崎功二郎
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昆

虫

類

205

ガガブタネクイハムシ コウチュウ目　ハムシ科

Donacia lenzi Schönfeldt

イネネクイハムシ コウチュウ目　ハムシ科

Donacia provostii Fairmaire

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�生息環境が開発等により影響を受けやすい水辺環境にあり、県内の分布は局所的であ
る。

■形　　態　�体長は6.1～7.3mmである。上翅は金属光沢があり、ほとんどの個体は濃い紫色の個体
であるが、青、緑、黒色の個体も現れる。触角第3節と第2節はほぼ同じ長さである。
後肢は長く後腿節は太い。

■国内分布　北海道、本州、佐渡、四国、九州に分布する。

■県内分布　�加賀市、小松市、能美市、金沢市、羽咋市、志賀町、珠洲市から記録があ
る。

■生　　態　�成虫は5～10月に出現し、ジュンサイやヒツジグサなどの浮葉植物を摂食す
る。

■生息地の条件　平野部～丘陵部の浮葉植物の自生する湿地、ため池に生息する。

■危険要因　�生息地は開発されやすい里山環境にある。ため池の管理放棄による生息地の
悪化やアメリカザリガニなどの外来種の侵入による浮葉植物の消失も懸念さ
れる。

■参考文献　35，95，159

川瀬英夫

■選定理由　�幼虫はイネやハスの根を加害することから、害虫として知られた種でもある。しかし、
県内の生息地はハス田以外では少なく、開発を受けやすい場所にある。

■形　　態　�体長6.0～7.0mmである。上翅の金属光沢は弱く褐色を帯びる。触角第3節は第2節よ
り明らかに長い。後肢は長く、後腿節に1つの大きな歯を持つ。

■国内分布　�北海道、本州、佐渡、隠岐、淡路島、四国、九州、口永良部島、種子島、与那国島に分
布する。

■県内分布　加賀市、金沢市、宝達志水町、穴水町、輪島市から記録がある。

■生　　態　�成虫は6～10月に出現し、ハス、ヒシなどの浮葉植物を摂食する。夏期に灯
火にも飛来する。

■生息地の条件　平野部～丘陵部の浮葉植物の生育する湿地、ため池やハス田に生息する。

■危険要因　�生息地が開発されやすい里山環境にある。ため池の管理放棄は生息地の悪化
を招くことがある。

■参考文献　35，39，159

川瀬英夫

標本提供者 : 川瀬英夫

標本提供者 : 川瀬英夫

生息を確認している

0 20 40km

生息を確認している

0 20 40km

県内の分布

県内の分布



昆

虫

類
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リュウキュウカギアシゾウムシ コウチュウ目　ゾウムシ科

Bagous picturatus Egorov et Grotshev

ヌタッカゾウムシ コウチュウ目　ゾウムシ科

Nipponalophus nutakkanus (Kono)

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧　

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�本種の寄主植物のオモダカは、県内では広く見られるが、生息地は1ヶ所に限ら
れる。

■形　　態　�体長は3.1～3.5mmである。前胸の長さは幅の0.82倍で、上翅には茶色、
白っぽい色、黒色の斑紋がある。脛節端の鉤状突起は長く、内方へ伸びる。

■国内分布　山形県、福島県、�関東地方、石川県、琉球列島(西表島)に分布する。

■県内分布　加賀市の1ヶ所に記録がある。

■生　　態　�成虫は水生植物のオモダカの花に集まり、幼虫はその果実を利用する。ま
た、成虫は灯火にも飛来する。

■生息地の条件　オモダカが自生し、多様性の高い水辺環境が重要である。

■危険要因　�ほ場整備や低湿地の開発により、多様性の高い水辺環境が減少している。唯
一の生息地の片野鴨池では、復元された水田の除草が手作業で実施されてい
る。

■参考文献　99，363，364

川瀬英夫

■選定理由　県内では白山高山帯にのみ生息し、生息範囲が狭い。分布の西限にあたる。

■形　　態　�体長は、口吻を除くと9.7～12.3mmである。体形は細長い。体色は黒いが、背面に
は灰褐色の毛の密生する不規則な小斑点を有する。

■国内分布　北海道と本州中部地方の高山帯に分布する。

■県内分布　白山の高山帯（標高2,450～2,700m）に生息する。

■生　　態　�生態の詳細はわかっていないが、高山帯の石の下やハイマツの根際部からわ
ずかな個体が採集されている。

■生息地の条件　高山帯のハイマツ自生地や森林限界付近のガレ場に生息する。

■危険要因　�白山の高山帯は狭く、温暖化による生息域の減少が懸念される。また、登山
者による露岩地への踏み込みは生息環境を悪化させる。

■参考文献　49，102，137，205

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川瀬英夫

標本提供者 : 櫻井佳明

標本提供者 : 川瀬英夫

生息を確認している

0 20 40km

生息を確認している

0 20 40km

県内の分布

県内の分布



昆
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ウマノオバチ ハチ目　コマユバチ科

Euurobracon yokahamae (Dalla Torre)

クロモンアメバチ ハチ目　ヒメバチ科

Dicamptus nigropictus (Matsumura)

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�日本全土に広く分布するが、県内の個体数は少なく、希少種である。近県にお
いて富山県、福井県、京都府のレッドデータブックに選定されている。

■形　　態　�体長は15～24mmで、体全体は黄赤褐色をしており、腹部は暗褐色を呈する
ことがある。長く伸びた産卵管は、体長の6.5～9倍に達する。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州に広く分布する。

■県内分布　加賀市、白山市、金沢市、穴水町などでの記録がある。

■生　　態　�本種の宿主はシロスジカミキリの幼虫といわれているが、主にミヤマカミキ
リの蛹に寄生するようである。成虫は、カミキリムシの幼虫の食害により生
じた隙間から虫体を侵入させ、坑道内に潜む蛹に産卵する。　

■生息地の条件　�ミヤマカミキリの多く見られる、クリないしコナラが生育する雑木林に生息
する。

■危険要因　�開発等により里山の広葉樹林が破壊されているので、本種の生息が危ぶまれ
る。

■参考文献�　84，101，185，361
石川卓弥

■選定理由　�日本全土に広く分布しているようであるが、生息地は局所的で個体数は少
ない。

■形　　態　�体長は約20mmで、体色は茶褐色(飴色)をしており、第3腹節に黒い紋が
あるのが特徴である。翅は透明であるが、縁紋部は後縁を除いて黄色をし
ている。

■国内分布　�栃木県、茨木県、岐阜県、石川県、愛知県、京都府、愛媛県、福岡県、鹿
児島県(奄美大島)、沖縄県に分布する。

■県内分布　白山市の舟岡山、宝達志水町から記録がある。

■生　　態　マツカレハに寄生することが知られており、灯火に飛来する。

■生息地の条件　マツなどの針葉樹林の発達した地域に生息する。

■危険要因　�里山の開発が脅威である。また、マツの害虫駆除のための薬剤散布によっ
て、本種の生存が危ぶまれる。

■参考文献　45，79，247

石川卓弥

標本提供者 : 石川県ふれあい昆虫館

標本提供者 : 石川県ふれあい昆虫館

生息を確認している
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生息を確認している

0 20 40km

県内の分布

県内の分布



昆
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フジジガバチ ハチ目　アナバチ科

Ammophila clavus japonica Kohl

アカオビケラトリバチ ハチ目　ギングチバチ科

Larra amplipennis (Smith)

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�白山市（旧河内村）で採集されているが、今回の調査では採集することはできなかった。全国的にも減少している。

■形　　態　�体長20～30mmのジガバチの仲間で、メスは腹柄節大部分と脚は橙色をしているが、オスの脚は黒色である。

■国内分布　本州、四国、九州、琉球列島に分布する。

■県内分布　白山市（旧河内村）における記録のみである。

■生　　態　�土中に坑道を掘り営巣する狩りバチで、ガ類のウスムラサキクチバの幼虫を捕獲することが知られている。

■生息地の条件　低山地の砂利が混じった裸地に生息するが、局所的である。

■危険要因　低山地の開発や生息に適した裸地の草地化が脅威である。

■参考文献　91，231，249

石川卓弥

■選定理由　海浜や河川敷の砂地に生息するが、分布は局所的である。

■形　　態　�体長は12～18mmで、頭部および胸部、脚は黒色であるが、腹部第1～
3節が赤褐色である。

■国内分布　本州、四国、九州、琉球列島、伊豆諸島に分布する。

■県内分布　白山市、金沢市において記録がある。

■生　　態　�ケラを専門に狩るハチで、ケラを麻酔後、坑道内で産卵し幼虫の餌としてい
る。

■生息地の条件　海浜や河川敷近辺の砂地に好んで営巣する。

■危険要因　�本種は主に海浜や河川敷に近い砂地に生息しているため、護岸工事等による
開発によって生息が危ぶまれる可能性がある。

■参考文献　81，231

石川卓弥

標本提供者 : 石川卓弥

生息を確認している
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0 20 40km

生息を確認している

県内の分布

県内の分布
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虫
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ムツボシクモバチ ハチ目　クモバチ科　

Anoplius viaticus (Linnaeus)

アオスジクモバチ ハチ目　クモバチ科

Paracyphononyx alienus (Smith)

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�2016年に採集されたのが県内初記録で、現在のところ2個体のみの採集
にとどまっている。全国的に減少しているうえ、生息地が局所的である。

■形　　態　�体長8～15mmで、オスは全身が黒色であるが、メスは腹部第1～3節の
背板に各1対6つの橙色斑紋がある。また、後脚の腿節も橙色となってい
る。

■国内分布　北海道、本州、九州に分布する。

■県内分布　小松市額見町と城南町の2ヶ所から確認されている。

■生　　態　�秋に成虫が出現し交尾後、メスのみが越冬する。春にメスはコモリグモ類を
狩り、地中に営巣する。

■生息地の条件　幼虫の餌となるコモリグモ類の生息する里山環境に生息する。

■危険要因　開発などによる里山環境の消失や変化が本種の生息を脅かす可能性がある。

■参考文献　81，231

石川卓弥

■選定理由　�海浜や沿岸部の草地および河川敷に生息するが、局地的である。これまで
は情報不足としていたが、県内における生息状況が一部判明したので、準
絶滅危惧に変更した。

■形　　態　�体長は13mm内外で、体は黒色、腹部には灰青色の微毛からなる明瞭な
線斑があり、特にオスで顕著に見られる。

■国内分布　本州、四国、九州、大隈諸島、伊豆諸島に分布する。

■県内分布　�金沢市金石海岸、志賀町大島海岸、手取川河川敷、金沢市普正寺の森から記
録がある。

■生　　態　�海浜や海岸草地、河川敷に生息しているが、平地の林縁部でも活動している
ようである。徘徊性のクモを狩る狩りバチで、海浜性のイソコモリグモを攻
撃するところが観察されているが、他にどのような種類のクモを狩るのかは
不明である。

■生息地の条件　�本種のエサとなるクモやクモのエサとなる小昆虫類が生息できる海浜植物群
落の多い砂丘地および周辺の海岸草地の存在が重要である。

■危険要因　�砂丘地の浸食による狭小化、護岸工事により、海浜植物群落が失われると生
存できなくなる。また、後背地の海岸草地や河川敷は開発の対象になりやす
い。

■参考文献　45，81，231，240

石川卓弥

標本提供者 : 石川卓弥�

標本提供者 : 石川卓弥

生息を確認している
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現在は生息していない、
または生息の可能性が
低い

0 20 40km

県内の分布
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ハイイロクモバチ ハチ目　クモバチ科

Pompilus cinereus (Fabricius)

キオビホオナガスズメバチ ハチ目　スズメバチ科

Dolichovespula media sugare Ishikawa

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー 情報不足

■選定理由　�主に海岸砂丘地に生息していて、今回の調査では加賀から能登にかけて比
較的広く分布していることが確認された。

■形　　態　�体長は10mm内外で、黒色の体をしており、灰白色の微毛が密生する。
また、翅は透明をしているが前翅の端は茶褐色に曇っている。

■国内分布　本州、九州、種子島、沖縄諸島、八重山諸島、伊豆諸島に分布する。

■県内分布　�加賀市塩屋海岸から北は輪島市、珠洲市の海岸に広く分布している。また、
手取川の河川敷でも活動している。

■生　　態　�海浜植物帯や砂地の河川敷に生息していて、徘徊性のクモを狩り、砂中に穴
を掘り産卵する。営巣は草地およびその周辺と思われる。

■生息地の条件　�本種のエサとなるクモやクモのエサとなる小昆虫類が生息できる海浜植物群
落の多い砂丘地の存在が重要である。

■危険要因　�本種は主に良好な海浜環境に生息するため、砂浜の狭小化や護岸工事等が脅
威となる。

■参考文献　45，81，231，240，243

石川卓弥

■選定理由　�県内においては白山麓で採集されているにすぎず、生息は局所的である。
個体数が少なく他のホオナガスズメバチ属と比べて希な種である。

■形　　態　�体長は働きバチで約15mm、女王バチで約20mmである。腹部の斑紋は
黄色、頭盾の黒色の斑紋は棒状で、前縁まで届かない。

■国内分布　�原亜種となるDolichovespula�media�media �は北海道にのみ生息してお
り、本種は本州亜種Dolichovespula�media�sugareで本州の山地に広
く分布する。

■県内分布　白山市風嵐、中宮、白山から記録がある。

■生　　態　�山地から亜高山帯に分布しており、白山では標高1,900m付近まで確認され
ている。

■生息地の条件　自然度の高い山地の森林帯に生息する。

■危険要因　�生息地の一部は白山国立公園内であるが、山地から亜高山帯における森林の
伐採や林道等の開発が脅威となる。

■参考文献　126，208，231，237

石川卓弥

標本提供者 : 石川卓弥

標本提供者 : 石川卓弥

生息を確認している
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ヤドリホオナガスズメバチ ハチ目　スズメバチ科

Dolichovespula adulterina montivaga Yamane

エサキムカシハナバチ ハチ目　ムカシハナバチ科

Colletes (Colletes) esakii Hirashima

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 情報不足

環境省カテゴリー なし

■選定理由　全国的にも希な種である。白山の一部の地域でしか生息していない。

■形　　態　�体長は女王バチで約17mm、オスバチで約15mmである。頭盾の下縁の
2つの突起は鋭く、黒色の斑紋は頭盾中央よりも下方となる。

■国内分布　北海道、本州に分布する。

■県内分布　白山の標高1,500～2,500mでのみ生息が確認されている。

■生　　態　�社会寄生をするハチで、働きバチはいないという特異な生態をもつ。すなわ
ち、本種の女王バチはニッポンホオナガスズメバチやシロオビホオナガスズ
メバチの巣に侵入し、巣を乗っ取り、宿主の働きバチに本種の新女王バチ、
オスバチを育てさせる。

■生息地の条件　自然度の高い高標高地に生息する。

■危険要因　�生息地は白山国立公園内であるが、山地から亜高山帯における樹木の伐採や
林道等の開発が脅威となる。

■参考文献　80，208，231，237

石川卓弥

■選定理由　本県は国内分布上の東北限となっている。

■形　　態　�体長12mmほどで、腹部背面に黄褐色短毛を密生する。腹部第１背板の
基半部には、淡黄灰色の短毛を密生する。

■国内分布　石川県、福井県、鳥取県、島根県、鹿児島県に分布する。

■県内分布　小松市、白山市、金沢市、津幡町、志賀町にて採集記録がある。

■生　　態　�崖の斜面や粘土質土壌の平坦地に生息し、ツクシハギに訪花しているのが観
察されている。

■生息地の条件　低山地の粘土質土壌の裸地において集団で営巣する。

■危険要因　�営巣地が崖の場合、道路に面した斜面に営巣するので、刺害を防ぐため薬殺
駆除されてしまうことがある。また、道路建設や宅地造成などで、営巣地が
なくなることもある。

■参考文献　45，58，196，239

石川卓弥

標本提供者 : 石川卓弥

標本提供者 : 石川卓弥
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ナミルリモンハナバチ ハチ目　ミツバチ科

Thyreus decorus (Smith)

カニギンモンアミカ ハエ目　アミカ科

Neohapalothrix kanii Kitakami

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 情報不足

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�全国的にも減少していて、県内においても個体数は少なく、局所的であ
る。

■形　　態　�体長約12mmで、黒色の体毛に全身覆われ、鮮明な青色の斑紋を頭部～
腹部に持つ。

■国内分布　本州、四国、九州、大隈諸島に分布する。

■県内分布　能美市灯台笹町や金沢市から記録がある。

■生　　態　�成虫は7～10月に発生し、スジボソフトハナバチ等、フトハナバチ属に労働
寄生する。

■生息地の条件　�宿主となるフトハナバチ属の生息する里山環境が重要である。

■危険要因　開発等による里山の環境改変が脅威である。

■参考文献　79，129，196

石川卓弥

■選定理由　希な種と思われ、県内の生息状況については不明である。

■形　　態　オスは体長6mm内外、メスは4.5～5mmである。幼虫は腹部が扁平で背面に顕著な斑紋が見られる。

■国内分布　本州中部地方に分布する。

■県内分布　白山市(大日川、杖川)から記録がある。

■生　　態　夏季に成虫が出現する。県外では6月から9月中旬に幼虫と蛹が確認されている。

■生息地の条件　�大きな人為的攪乱がなく、水際が自然状態で、河床の礫に付着藻類の繁茂が
ない渓流の存在が重要である。

■危険要因　�河川改修やダム建設、水質の悪化、渇水、土砂の堆積、森林伐採が脅威であ
る。

■参考文献　75，158

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡部晃平

標本提供者 : 石川県ふれあい昆虫館

生息を確認している
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現在は生息していない、
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トワダオオカ ハエ目　カ科

Toxorhinchites (Toxorhinchites) towadensis (Matsumura) 

タシマツルギアブ ハエ目　ツルギアブ科

Acrosathe tashimai Nagatomi & Lyneborg

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　低山帯から山地で数例の記録があるが、局地的である。

■形　　態　�体長約10mm、日本産のカの仲間では最大種である。体色は、青藍色で
一部に金属光沢があり、同定は容易である。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州、屋久島に分布している。

■県内分布　白山市の旧鶴来町、旧白峰村、金沢市の丘陵部から記録がある。

■生　　態　�オス、メスともに非吸血性であり、花蜜などを吸う。幼虫は捕食性で、他の
カのボウフラなどを捕食する。樹洞に溜まった水たまりなどで発生するが、
竹の切り株や廃タイヤの水たまりで発生した記録もある。

■生息地の条件　樹洞があるような自然豊かな森林環境の存在することが重要である。

■危険要因　低山地に生息するので、宅地等の開発や道路建設が脅威となる。

■参考文献　15，255

福富宏和

■選定理由　土木工事の影響を受けやすい海浜にすむうえ、生息地が局所的である。

■形　　態　�体長10mm内外、胸部及び腹部は暗褐色をしており、白色の軟毛で覆わ
れている。

■国内分布　�北海道(斜里町、サロマ湖)、新潟県、石川県、福岡県、佐賀県、鹿児島県
に分布する。

■県内分布　�これまでは1996年に能美市山口の海浜で採集された記録が唯一であった
が、今回の調査で加賀市塩屋海岸から輪島市琴ヶ浜までの広い範囲の海浜で
生息が確認された。

■生　　態　海浜性のアブで、海浜にすむ小昆虫を捕らえ体液を吸う。

■生息地の条件　�海浜植物群落の広がる砂丘地に生息するが、内陸の沿岸部草地でも見つかっ
ている。

■危険要因　�海浜の浸食や護岸工事により、海浜植物が消滅すると絶滅するおそれがあ
る。

■参考文献　77，140

石川卓弥

標本提供者 : 石川県ふれあい昆虫館

写真提供者 : 富沢　章
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オオチャバネセセリ チョウ目　セセリチョウ科

Polytremis pellucida pellucida (Murray)

ヘリグロチャバネセセリ チョウ目　セセリチョウ科

Thymelicus sylvaticus sylvaticus (Bremer)

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�かつては、平地から山地にかけて普通に見られ、いたるところで観察され
たが、1990年代から観察数が減っている。

■形　　態　�開張35mm程の小型種である。翅表は黒褐色で後翅裏面の白斑がジグザ
グに並ぶ所でイチモンジセセリと区別できる。

■国内分布　北海道から九州まで広く分布するが、全国的に減少傾向が見られる。

■県内分布　�加賀から能登にかけて平地から山地まで広く分布し普通に見られたが、記録
数が減っている。

■生　　態　�年2回発生し、6月上旬から10月上旬まで観察されている。敏速に飛翔し各
種の花を訪れ、特にアザミ類、ヒメジョオン、オカトラノオ、ウツボグサに
集まる。幼虫は主としてメダケやササなどタケの仲間を食べる。

■生息地の条件　適度に人手が入った伝統的な里山環境と思われる。

■危険要因　�放棄された田畑や山林など、人手が入らなくなったことによって里山が荒廃
し多様性が失われていることが影響していると思われる。

■参考文献　52，78

松井正人

■選定理由　分布は局地的で生息地が限定され、全国で減少している。

■形　　態　�開張30mm程の小型種である。翅の地色は表裏ともに赤橙色である。よ
く似たスジグロチャバネセセリは、石川県では観察されていない。

■国内分布　�北海道から九州にかけて局地的に分布し、関東･中部地方、中国地方に生
息地が多い。

■県内分布　金沢市と白山市の旧白峰村、尾口村、吉野谷村、鳥越村で記録されている。

■生　　態　�7～8月にかけて年1回発生し渓流沿いの草地を敏速に飛翔し、オカトラノオ
などの花を訪れる。幼虫は露岩地や急な斜面、その周辺に生えるノガリヤス
属から観察され、5～6月には葉を筒状に丸めた巣が観察できる。

■生息地の条件　ノガリヤス属植物が生える露岩地などやその周辺が生息場所になっている。

■危険要因　�露岩地や急な斜面などは、コンクリート化など安定化工事が行われやすく、
狭い発生地は簡単に消失する。

■参考文献　123，124

松井正人

松井正人

松井正人
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ウラギンスジヒョウモン チョウ目　タテハチョウ科

Argyronome laodice japonica (Ménétriès)

ギフチョウ チョウ目　アゲハチョウ科

Luehdorfia japonica Leech

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　近年、全国的に減少し、加賀地方、能登地方ともに減少傾向である。

■形　　態　�開張60mm程の中型種である。翅表の地色は赤褐色で黒い豹柄状の斑点
がある。前翅の形はオオウラギンスジヒョウモンのように外側に突出しな
い。後翅表基部よりの黒点は、帯状に連続せず点状に分離する。

■国内分布　北海道から九州まで、低山地から丘陵地の草原に広く分布する。

■県内分布　�加賀地方から能登地方にかけて広く分布し、普通に見られたが、近年は全域
で希にしか見られなくなった。

■生　　態　�年1回の発生で、6月中頃から森林周辺の明るい草地で観察され、アザミ類、
ヒヨドリバナ、オカトラノオなど、多くの花で吸蜜する。低標高地では盛夏
には夏眠し、秋には再び活動し、コスモスなどの栽培植物で吸蜜することも
多い。高標高地では盛夏にも活動する。卵は地表の落ち葉、枯れ枝、小石な
どに産付され、幼虫はスミレの仲間を食べる。

■生息地の条件　�草地環境が人手によって維持され、樹林と草原が入り混じった環境が必要と
思われる。

■危険要因　�里山が過疎や荒廃によって人手が入らないことにより、生息に良好な環境が
減少したと思われる。

■参考文献　209，362

竹谷宏二

■選定理由　�日本特産種で、いずれの地域においても土地開発や里山の荒廃などにより
減少しており、特に太平洋側での減少が著しい。

■形　　態　�開張50mm程度の中型種である。黄色と黒のだんだら模様で、後翅に
赤、橙、青の斑紋と尾状突起がある。

■国内分布　本州に生息し、北限は秋田県の鳥海山麓、西限は山口県萩市付近である。

■県内分布　�能登地方には分布せず、金沢市を通過する北陸自動車道以南山地に広く分布
している。しかし、金沢市戸室山･キゴ山周辺とその北西部一帯、手取川ダム
以奥右岸、標高1,000mを越える地域での生息は確認されていない。

■生　　態　�主に落葉広葉樹林に生息し、ヒメカンアオイ、ナタデラカンアオイを食草と
している。年1回3月下旬から発生し、5月中旬まで見られる。成虫は明るい
林内を飛び、卵はカンアオイ類の新葉裏面に産み付けられ、地表近くで蛹化
し、そのまま越夏越冬する。

■生息地の条件　�林床にカンアオイ類が豊富に生え、春は明るく夏は薄暗い落葉広葉樹林を主
な生息地としている。金沢市周辺では、管理されたモウソウチク林も重要な
生息地となっている。

■危険要因　�里山の落葉広葉樹林やモウソウチク林は、土地開発が行われ易い場所であ
る。また、人手が入らなくなったことによって里山林が荒廃し、生息場所は
狭められつつある。

■参考文献　210

松井正人

竹谷宏二

松井正人
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クモマベニヒカゲ本州亜種 チョウ目　ジャノメチョウ科

Erebia ligea takanonis Matsumura

オオムラサキ チョウ目　タテハチョウ科

Sasakia charonda charonda (Hewitson)

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�生息地域は標高1,900m以上に限定され、分布西限となる白山個体群の
存在は重要である。

■形　　態　�開張45mm前後の小型種である。前後翅表裏とも黒褐色で、外縁に沿っ
て並ぶ眼状紋を囲むように橙色の帯があり、後翅裏面にある橙色帯の内側
は白帯で縁取られている。

■国内分布　�本州の高山帯に分布し、八ケ岳山塊、北アルプス、中央アルプス、南アル
プス、白山の標高1,600～2,800mに分布し、白山は西限になっている。

■県内分布　�白山の清浄ヶ原～北龍ヶ馬場、甚之助小屋～弥陀ヶ原、観光新道馬背～黒ボ
コ岩、釈迦岳周辺、別山周辺など、多くは標高約1,900m以上に生息してい
る。

■生　　態　�年1回発生し7月中旬から8月下旬にかけて、草原が切れて断崖になる場所な
どで観察される。1年目は卵、2年目は幼虫で越冬し、3年目に蛹化し羽化す
る。食草は、イネ科、カヤツリグサ科が知られている。

■生息地の条件　�標高1,900m以上の断崖際の草原、山稜近くの急斜面の草付き、樹木が隣接
する小さな草原に生息する。

■危険要因　�生息地は、全て白山国立公園の特別保護地区に包含されているが、近年のス
トックを使った登山によって、歩道沿いはこれまで以上に崩れやすくなって
いる。

■参考文献　139，142

松井正人

■選定理由　全国に広く分布するが、石川県の生息数は減少している。

■形　　態　�開張100mm程の大型種である。オスの翅表は黒褐色で白色と黄色の斑
紋があり、翅の中央部は紫色に輝く。メスはオスより一回り大きく、紫色
の輝きがない。

■国内分布　�北海道から九州まで分布し、主に丘陵地から低山地の落葉広葉樹林に広く
生息する。

■県内分布　�加賀地方の丘陵地や低山地に広く生息しているが、能登地方では希となり、
2001年以降は確認されていない。

■生　　態　�年1回の発生で、6月下旬～8月下旬に観察される。人家や耕作地に近いクヌ
ギ、コナラ、エノキなどから構成される二次林の雑木林に生息する。クヌギ
などの樹液に集まることが多く、花に吸蜜に訪れることは希である。食樹は
エノキ、エゾエノキで、産卵は食樹の葉、枝に行われる。幼虫は秋期に食樹
を下り根元付近の枯れ葉の中で越冬する。

■生息地の条件　�クヌギ、コナラ、エノキなどから構成される広い雑木林の環境が必要と思わ
れる。

■危険要因　�生息に良好な丘陵地や低山地は開発されることが多く、里山の雑木林に人手
が入らなくなったことによって生息環境は悪化している。

■特記事項　�全国に広く分布し、大型種で、紫色に輝く美しさなどから、日本の「国蝶」
に選定されている。

■参考文献　18，120

竹谷宏二

松井正人

竹谷宏二
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フジキオビ チョウ目　アゲハモドキガ科

Schistomitra funeralis Butler 

オオギンスジコウモリ チョウ目　コウモリガ科

Gazoryctra macilenta (Eversmann) 

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　生息地、個体数ともに少なく、過去25年間の記録は1例のみである。

■形　　態　�開張は25～29mmである。前後翅とも地色は黒褐色で淡黄色の大きな斑
紋を有する。

■国内分布　本州(関東以西)、四国、九州に分布する日本特産種である。

■県内分布　白山市の1ヶ所、小松市の5ヶ所で得られている。

■生　　態　�年1化で、成虫は5月中旬～6月に出現する。昼間に活動し、ミズキ等の花に
集まる。幼虫はナツツバキに寄生する。1993年には大量発生したようで、
小松市の低山地で多く観察された。

■生息地の条件　ナツツバキが多く自生する山地に生息する。

■危険要因　�これまでの生息地は現在まで人為的な大きな環境改変が無い。ナツツバキ自
生地の開発には注意する必要がある。

■参考文献　235，263

富沢　章

■選定理由　亜高山帯、高山帯に生息するが、個体数は少ない。

■形　　態　�開張は32～41mmである。前翅は赤っぽく、銀色の複雑な斑紋がある。
後翅の地色は暗褐色である。

■国内分布　本州の中部山岳地帯(亜高山帯･高山帯)に分布する。

■県内分布　白山の室堂と南竜ヶ馬場から得られている。

■生　　態　�年1化で、成虫は8月中旬から9月に出現する。食草は不明である。成虫は夕
方頃、活発に飛翔することが観察されている。

■生息地の条件　亜高山帯、高山帯に生息するが、それ以上の生息条件は不明である。

■危険要因　�生息地は白山国立公園の特別保護地区に指定されているので、人為的な脅威
は無いものと思われる。

■参考文献　259

富沢　章

標本提供者 : 富沢　章

標本提供者 : 富沢　章
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モンクロキイロナミシャク チョウ目　シャクガ科

Stamnodes danilovi sugitanii Prout 

ハイイロボクトウ チョウ目　ボクトウガ科

Phragmataecia castaneae (Hübner) 

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　石川県が分布の西限にあたり、局地的で個体数は少ない。

■形　　態　�開張28mm前後である。前後翅とも地色は橙色で黒く縁取られ、翅中央
部に黒斑を有する鮮やかな色彩をしている。

■国内分布　�北海道中部の山地、本州の関東北部から中部地方の亜高山帯や高山帯に分
布する。

■県内分布　�白山の亜高山帯1,700m以上の観光新道上部、釈迦岳、千才谷で記録されて
いる。

■生　　態　�石川県では成虫は6月中旬～8月上旬にかけて発生する。昼飛性の蛾で、高山
植物の花から吸蜜している。幼虫の食餌植物としてミソガワソウが記録され
ている。

■生息地の条件　高山植物の豊富な亜高山帯の草原が分布中心域である。

■危険要因　�目立つ色彩の蛾であるが、目撃例が少なく個体数は多くない。生息域は特別
保護地区に指定されているが、亜高山帯における高茎草原の環境改変は避け
るべきである。

■参考文献　78，264

富沢　章

■選定理由　�低湿地に生息するが局地的であり、県内では4ヶ所から記録があるのみで
ある。

■形　　態　�開張は35～38mmである。前後翅とも褐色がかった灰色で、メスは腹部
が長い。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　�加賀市の柴山潟、片野鴨池、小松市の木場潟の低湿地および白山市の手取川
河口に生息する。

■生　　態　�年1化で、成虫は6～7月に出現する。幼虫はヨシの茎内にすむ。加賀南部の
低湿地は個体数が多い。

■生息地の条件　�低湿地でヨシ群落が発達していることが重要である。しかし、金沢市以北の
低湿地からは記録が無く、他の分布制限要因があるものと思われる。

■危険要因　�多産地の柴山潟や木場潟は護岸工事や遊歩道の設置により、ヨシ群落が縮小
している。また、木場潟ではヨシ群落の乾燥化が進み平地植物が侵入してい
る。

■参考文献　85，260，302

富沢　章

標本提供者 : 富沢　章

標本提供者 : 富沢　章

生息を確認している
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ネズミホソバ チョウ目　ヒトリガ科

Pelosia angusta (Staudinger) 

オナガミズアオ チョウ目　ヤママユガ科

Actias gnoma gnoma (Butler) 

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　全国的に局地的な分布を示し、県内での記録は4ヶ所に過ぎない。

■形　　態　�開張16mm前後の小型の蛾である。ハネは褐色で、前翅の中央に弱い横
線が走っていることがある。

■国内分布　北海道、本州の数県、対馬、長崎県から記録されているに過ぎない。

■県内分布　小松市、金沢市、七尾市、輪島市から記録されている。

■生　　態　�県内では、成虫が7～8月に得られること以外の生態は不明である。幼虫は地
衣類を食しているものと思われる。

■生息地の条件　�これまでに本種が得られた環境は、低湿地、草地、林地などさまざまであ
り、生息地の条件は不明である。

■危険要因　�確認された4ヶ所の生息地はすべて現在も環境がほとんど変わっていない。今
後も生息地の保全が重要である。

■参考文献　78，264，282

富沢　章

■選定理由　�食樹であるハンノキの多い湿地環境が消失していて、生息地、個体数とも
に減少している。

■形　　態　�開張80～100mmの大型の種である。前後翅とも青白色で中央に眼状紋
を持つ。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　加賀市、小松市、白山市、金沢市に分布している。

■生　　態　�成虫は6～7月にかけて発生する。幼虫はカバノキ科のハンノキ、カワラハン
ノキ、ヤシャブシの葉を食べて育ち、老熟すると樹を下りて蛹化する。

■生息地の条件　�県内では、平野部や低山地に形成されている比較的大きなハンノキ林で発生
している。生息しているハンノキ林は湿地環境にあることがほとんどであ
る。

■危険要因　�平地、低山地ともハンノキ林の多い湿地環境は、ほ場整備、宅地化、埋め立
て等の開発行為により破壊されている。

■参考文献　264

富沢　章

標本提供者 : 富沢　章

標本提供者 : 富沢　章

生息を確認している
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または生息の可能性が
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キシタアツバ チョウ目　ヤガ科

Hypena claripennis (Butler) 

シロホソバ チョウ目　ヒトリガ科

Eilema degenerella (Walker)

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　主な生息地である平野部の草地環境が悪化しているために減少している。

■形　　態　�開張は30mm前後である。前翅の基半は黄褐色でその外方は暗灰色、後
翅は淡黄色である。

■国内分布　本州、四国、九州、対馬に分布する。

■県内分布　�加賀市、小松市、白山市、川北町、金沢市、かほく市、志賀町、珠洲市、
輪島市から知られている。

■生　　態　�前蛹で越冬し、成虫は5～9月に出現する。平野部の草地に生息し、食草はヤ
ブマオである。

■生息地の条件　�平野部の明るい草地に生息する。県内では海岸近くの草地に産地が多く、生
息地によっては多産する。他に湿地周辺や、少ないながら里山の草地にも産
する。

■危険要因　�平野部の草地は、ほ場整備、宅地開発、土地造成、河川開発等により生息環
境が悪化している。そのため、ここ10年間で失われた生息地が多い。

■参考文献　264，282，307

富沢　章

■選定理由　�全国的に減少している。県内の生息地は環境破壊の可能性が大きい所であ
る。

■形　　態　�開張22mm前後の中型の蛾である。前後翅とも純白で光沢があり斑紋は
ない。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　�加賀市、小松市、川北町、野々市市、白山市、かほく市、珠洲市から記録さ
れている。

■生　　態　�年2化で、成虫は5～8月に出現する。生息地は平野部で湿地周辺の草地であ
ることが多い。幼虫は地衣類を食している。

■生息地の条件　生息地は平野部の草地環境であることでほぼ共通している。

■危険要因　�平野部の草地は開発行為により環境が改変されることが多い。本種の多い湿
地周辺の草地環境は保全に配慮すべきである。

■参考文献　85，264，305，307

富沢　章

標本提供者 : 富沢　章

標本提供者 : 富沢　章
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カギモンハナオイアツバ チョウ目　ヤガ科

Cidariplura signata (Butler) 

チャバネキボシアツバ チョウ目　ヤガ科

Paragabara ochreipennis Sugi 

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�全国的に産地が少なく、県内では4ヶ所で記録があるに過ぎない。生息地
は環境改変がされやすい河川敷や里山である。

■形　　態　�開張は28～32mmである。前後翅は淡褐色で前翅に特徴的なカギ状の紋
がある。

■国内分布　本州、四国、九州、屋久島に分布する。

■県内分布　小松市、能美市、白山市で記録がある。

■生　　態　里山や河川敷に生息する。食草は未知で詳しい生態は分かっていない。

■生息地の条件　里山の明るい林縁環境が本種の生息適地と思われる。

■危険要因　�生息地周辺では里山の管理放棄や宅地造成、開発によって生息環境は悪化し
ている。河川敷でも土木工事が行われている。

■参考文献　264，271

富沢　章

■選定理由　�主な生息地である平野部の草地環境が悪化しているために生息地が減少し
ている。

■形　　態　�開張は22mm前後である。前後翅は黄褐色をおび、前翅頂が鋭くとが
る。　　

■国内分布　北海道、本州、九州に分布する。

■県内分布　加賀市、小松市、白山市、金沢市、かほく市、志賀町で記録がある。

■生　　態　�成虫は年2～3化で、主に平野部の草地に生息する。ツルマメ、ヤブマメが食
草である。

■生息地の条件　�平野部の低湿地周辺や沿岸部の草地に多く生息するが、希に低山地からも得
られている。

■危険要因　�平野部は宅地開発、公園化、河川開発等により生息地の草地環境が悪化して
いる。

■参考文献　78，264，294，307

富沢　章

標本提供者 : 富沢　章

標本提供者 : 富沢　章
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フシキキシタバ チョウ目　ヤガ科

Catocala separans Leech 

ミヤマキシタバ チョウ目　ヤガ科

Catocala ella ella Butler 

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　全国的に少ない種で、県内の生息地は4ヶ所で個体数も少ない。

■形　　態　�開張は55mm前後である。前翅は黒褐色で斑紋は明瞭でない。後翅は濃
黄色で中央と外縁の黒帯はつながらない。

■国内分布　本州、四国、対馬に分布する。

■県内分布　加賀市の畑町、小松市の花坂町、大野町、蓮代寺町で記録がある。

■生　　態　�年1化で卵越冬する。成虫は6月中旬～8月まで見られる。食草はクヌギやア
ベマキである。

■生息地の条件　�県内では標高80m以下の里山や海岸丘陵地のクヌギを含む雑木林に生息す
る。

■危険要因　�これまでに県内の2ヶ所の生息地周辺で土地開発や伐採が行われていて、絶滅
した可能性があり、生息の有無を確認する必要がある。低標高地の雑木林は
今後も開発される可能性が高く、本種の生息が危ぶまれる。

■参考文献　78，290

富沢　章

■選定理由　分布は全国的に局地的で、県内でも5ヶ所で記録があるに過ぎない。

■形　　態　�開張は55mm前後である。前翅の中剣紋は黒くて明瞭である。後翅は濃
い黄色で中央黒帯は外縁黒帯とつながらない。

■国内分布　北海道、本州(中部地方以東)に分布する。

■県内分布　�白山市の杖川上流部、中宮温泉、新岩間温泉、市ノ瀬、釈迦林道で記録が
ある。

■生　　態　�県内では標高300m以上の山地に生息する。成虫は7～8月に出現し、年1化
である。食樹はハンノキが知られている。

■生息地の条件　�標高300m以上のハンノキ林が生息場所であるが、それ以外の分布制限要因
は不明である。

■危険要因　�現在の生息地周辺では環境の改変は無いが、林道工事によりハンノキ林が破
壊されるおそれがある。

■参考文献　264

富沢　章

標本提供者 : 富沢　章

標本提供者 : 富沢　章
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コシロシタバ チョウ目　ヤガ科

Catocala actaea Felder & Rogenhofer 

ナマリキシタバ チョウ目　ヤガ科

Catocala columbina yoshihikoi Ishizuka 

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

■選定理由　個体数が少なく、生息地は平地～低山地の開発されやすい地域である。

■形　　態　�開張は55mm前後である。前翅は黒褐色で斑紋は明瞭でないが、ほぼ中
央に白い小班がある。後翅は黒く、大きな白斑がある。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　加賀市、小松市、金沢市、津幡町で記録がある。

■生　　態　�年1化で卵越冬する。成虫は6月中旬～9月まで見られる。食草はクヌギであ
る。

■生息地の条件　�県内では標高500m付近の山地でも記録されるが、ほとんどは標高200m以
下の低山地や海岸丘陵地のクヌギ林を含む雑木林に生息する。

■危険要因　�加賀市や小松市の一部の生息地は、宅地化、道路建設等の土地開発が進み、
失われた生息地がある。低標高地の雑木林は今後も開発される可能性が高
く、本種の生息が危ぶまれる。

■参考文献　85，264

富沢　章

■選定理由　県内の生息地は局所的で、個体数が少ない。

■形　　態　�開張は50mm前後である。前翅は鉛色を帯び、横線は黒い。後翅は黄色
で黒帯を持つ。

■国内分布　本州(新潟県および関東地方以西)、四国、九州に分布する。

■県内分布　�白山市のめっこ谷橋、釈迦林道、中宮温泉、蛇谷、新岩間温泉で記録があ
る。

■生　　態　�年1化で卵越冬する。成虫は7月後半～10月初旬まで見られる。食草は岩場
に生育するシモツケ属である。

■生息地の条件　白山山系においてシモツケ属の生育する山地の岩場が主な生息地である。

■危険要因　�生息地は標高600m以上のブナ帯であり、今のところ生息が脅かされる開発
行為は行われていないが、今後の山岳道路の建設計画等に注意する必要があ
る。

■参考文献　264

富沢　章

標本提供者 : 富沢　章

標本提供者 : 富沢　章
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ニセタバコガ チョウ目　ヤガ科

Heliocheilus fervens (Butler) 

ミヤマセダカモクメ チョウ目　ヤガ科

Cucullia lucifuga (Denis & Schiffermüller) 

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�全国的に産地が局地的で、個体数が少ない。石川県では4ヶ所で得られて
いる。

■形　　態　�開張は30～32mmである。前翅は茶褐色、後翅は暗褐色で中央に白帯を
有する。オスの前翅前縁は肥厚し、半透明部を備える。

■国内分布　北海道、本州、四国に分布するが、局地的である。

■県内分布　加賀市、白山市、金沢市から記録されている。

■生　　態　年2化である。食草は未知で詳しい生態は不明である。

■生息地の条件　海岸をはじめブナ帯でも記録があり、生息条件は絞られていない。

■危険要因　�採集例が少なく個体数も多くない。加賀市の塩屋海岸では複数個体が採れて
いるので、海浜の環境改変には注意する必要がある。

■参考文献　264

富沢　章

■選定理由　石川県が分布の西限にあたり、生息数は少ない。

■形　　態　�開張は44～52mmである。前後は青みがかった灰色で、環状紋と腎状紋
は褐色の環であらわされる。

■国内分布　北海道および中部の山岳地帯に分布する。

■県内分布　�白山の亜高山帯(千才谷、観光新道上部)や高山帯(室堂)で記録されてい
て、分布上の西限である。

■生　　態　�成虫は6月中旬～8月上旬にかけて発生する。幼虫はキク科植物を食べ、白山
ではクロトウヒレンを食草としている。

■生息地の条件　亜高山帯、高山帯の草原に生息する。

■危険要因　�採集例が少なく、個体数は多くないものと思われる。生息域は白山国立公園
の特別保護地区に指定されている。今後も亜高山帯における高茎草原の環境
改変は避けるべきである。

■参考文献　264

富沢　章

標本提供者 : 富沢　章

標本提供者 : 富沢　章
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ハネナガモクメキリガ チョウ目　ヤガ科

Xylena nihonica Höne 

オオチャバネヨトウ チョウ目　ヤガ科

Nonagria puengeleri (Schawerda) 

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　暖地性の種で石川県が分布の北限にあたり、個体数が少ない。

■形　　態　�開張50mm前後である。前翅は幅が狭く細長いのが特徴である。前翅の
斑紋や色彩は個体変異が大きい。

■国内分布　本州(関東以西)、四国、九州、対馬、屋久島、沖縄島に分布する。

■県内分布　�石川県が分布北限で、加賀市、能美市、金沢市、志賀町の4ヶ所で記録が
ある。

■生　　態　�成虫は年1回、10～11月に出現し、そのまま越冬して翌春の3～4月に再び
活動する。幼虫はサクラやカシなどを食し、多食性である。

■生息地の条件　平地の照葉樹林または照葉樹林を含む二次林に生息している。

■危険要因　�加賀市の生息地周辺の平地林は農耕地や宅地に変貌しつつあり、狭小化して
いる。金沢市金沢城趾の生息地は、樹木の伐採が進行し、本種のすめる環境
ではなくなった。照葉樹林を含む平地林の保全が重要である。

■参考文献　78，264

富沢　章

■選定理由　�低湿地に固有の種で産地が局限されるうえ、生息する湿地環境が減少して
いる。

■形　　態　�開張は35～52mmである。前翅は濃赤褐色で中室端に一白点がある。後
翅は淡い黄白色である。

■国内分布　北海道、本州、九州に分布するが、局地的である。

■県内分布　�加賀市柴山潟と熊坂、かほく市河北潟、羽咋市邑知潟、七尾市能登島町佐波
から記録がある。

■生　　態　�成虫は年1回、7月に出現する。食草は低湿地に生育しているガマが知られ、
幼虫は茎内にすんでいる。

■生息地の条件　�抽水植物の多い平野部の広大な低湿地においてガマ群落が発達していること
が重要である。また、ガマを含む広大な廃田区域でも生息している。

■危険要因　�生息地のひとつである柴山潟のガマ群落は、埋め立てや護岸工事により減少
しつつある。また、熊坂や佐波の廃田の生息地は乾燥化が進んでいるので、
湿地環境を維持し、抽水植物群落を保全することが重要である。

■参考文献　264，294，302

富沢　章

標本提供者 : 富沢　章

標本提供者 : 富沢　章
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チャマダラキリガ チョウ目　ヤガ科

Rhynchaglaea scitula (Butler) 

アヤモクメキリガ チョウ目　ヤガ科

Xylena fumosa (Butler) 

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　石川県が日本海側の北限で、生息地、個体数とも少ない。

■形　　態　�開張30～35mmである。前翅外縁は波状で、色彩斑紋は変異に富む。前
翅前縁の翅頂近くに台形の褐色班がある。

■国内分布　�本州(宮城県･石川県以西)、四国、九州、対馬、屋久島、南西諸島に分布
する。

■県内分布　加賀市、小松市、能美市、金沢市、志賀町で記録がある。

■生　　態　�成虫は年1回、11月頃に出現し、そのまま越冬、翌春の3～4月に再び活動
する。食草は未知である。

■生息地の条件　�県内では標高200m以下から得られているが、大部分は標高50m以下のコナ
ラやクヌギを主体とした平地林に生息している。

■危険要因　�金沢市と小松市の生息地は伐採が進行していて危機的な状況にある。平地林
は農耕地や宅地、公園等に環境改変されつつあり、本種の生息が危ぶまれ
る。

■参考文献　276

富沢　章

■選定理由　環境改変が大きい平地に生息する種であり、局地的で個体数が少ない。

■形　　態　�開張50mm前後である。前翅は幅が狭く細長いのが特徴で、斑紋や色彩
は個体変異が大きい。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州に分布するが、局地的である。

■県内分布　加賀市、小松市、能美市、野々市市、穴水町の4ヶ所で記録がある。

■生　　態　�成虫は年1回、10～11月に出現し、そのまま越冬、翌春の3～4月に再び活
動する。幼虫は多食性である。

■生息地の条件　�県内では標高100m以下の平地林に生息する。その平地林の周辺は草地が広
がっている環境であることが多い。

■生息地の条件　�平地林は農耕地や宅地に環境改変されつつあり、野々市市では生息地が失わ
れた。本種の生息には平地林と周辺の草地の一体的な保全が重要である。

■参考文献　264

富沢　章

標本提供者 : 富沢　章

標本提供者 : 富沢　章
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または生息の可能性が
低い
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コチビミズムシ カメムシ目　ミズムシ科

Micronecta (Micronecta) guttata Matsumura

シロオビヨトウ チョウ目　ヤガ科

Hadena (Hadena) compta armeriae (Guenée) 

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 準絶滅危惧

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�県内5ヶ所から確認されたが、現在はそのうち2ヶ所で見られなくなっ
た。確認地点の半数以上が危機的状況にある。

■形　　態　�体長1.7～2.1mmである。背面は淡褐色～灰褐色で複眼は赤い。前翅に
は3本の不明瞭な黒条が見られ、変異がある。

■国内分布　本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　小松市、能美市、川北町、白山市から確認されている。

■生　　態　�灯火に飛来する。県内では底が泥質の環境で確認されており、ヘラコチビミ
ズムシより下流側に生息するものと推測される。年2化で、長翅型と短翅型が
出現する。

■生息地の条件　�河川中･下流域にある流れが緩やかな浅瀬に生息する。底が泥質の環境を好む
ものと推測されている。

■危険要因　�川北町では鉄道に伴う工事により生息地が埋め立てられた。河川の改修、土
砂の流入による環境の変化、水質の悪化が脅威となる。

■参考文献　293，338

渡部晃平

■選定理由　�全国的に分布が限定される。本県においては2例の採集記録があるのみ
で、個体数は少ない。

■形　　態　開張は21～29mmである。前翅は灰黒色で中央に白色の帯を持つ。

■国内分布　北海道、東北地方、中部地方の山地に分布するが、局地的である。

■県内分布　白山市の中宮温泉と新岩間温泉で記録がある。

■生　　態　年1化で、成虫は7月下旬～8月に出現する。カワラナデシコが食草である。

■生息地の条件　�全国的には山地の高原地帯で得られているが、県内では岩場の多い急峻な山
地渓谷で得られていて、生息環境の特徴は不明である。

■危険要因　�2ヶ所の生息地周辺は白山白川郷ホワイトロードが建設されて以来大きな環境
破壊は無い。今後の開発計画は慎むべきである。

■参考文献　29，261

富沢　章

標本提供者 : 渡部晃平

標本提供者 : 富沢　章
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トゲミズギワカメムシ カメムシ目　ミズギワカメムシ科

Saldoida armata Horváth

ヘラコチビミズムシ カメムシ目　ミズムシ科

Micronecta (Micronecta) kiritshenkoi Wróblewski

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�県内の生息地は1ヶ所のみで個体数も少ない。今後、他で発見される可能性はあ
るが、生息地は多くないと推測される。

■形　　態　�体長2.2～3.5mmである。前胸背には1対の鈎状突起があり、触角は太い。短
翅型と長翅型が知られる。

■国内分布　本州、四国、九州、南西諸島に分布する。

■県内分布　志賀町のため池1ヶ所のみである。

■生　　態　�県内では10月に老齢幼虫が確認されており、晩夏から秋にかけて新成虫が出
現すると推測される。

■生息地の条件　池沼やため池周辺、湿潤な草地などの地表に生息する。

■危険要因　�開発による止水域の改変や消失、ほ場整備やため池の管理放棄が脅威とな
る。

■参考文献　341

渡部晃平

■選定理由　県内では3ヶ所で確認されているのみである。

■形　　態　体長1.7～2.2mmである。長翅型と短翅型が出現する。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　小松市、白山市から記録がある。

■生　　態　�河川の上･中流域において砂礫質の河床に生息し、県内では少なくとも2
回(春、夏)、新成虫が出現する。

■生息地の条件　�河床が砂礫質の清流の淀みから確認されている。護岸工事がなされている環
境においても水際が砂礫質であれば生存可能と考えられる。

■危険要因　�河川改修、ダム建設、水質の悪化、渇水、土砂の堆積、森林伐採が脅威とな
る。

■参考文献　338，347

渡部晃平

標本提供者 : 渡部晃平

標本提供者 : 渡部晃平
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オンタケナガチビゴミムシ コウチュウ目　オサムシ科

Trechiama lewisi (Jeannel)

シロヘリツチカメムシ カメムシ目　ツチカメムシ科

Canthophorus niveimarginatus Scott

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　県内における分布は白山の高山地域に限られ、極めて局所的である。

■形　　態　�体長7mm程度、暗褐色でやや光沢がある。体の前半部は小さく後半部が大き
い。前胸背板は強い心臓形で後角は鈍く、後角に毛を有する。

■国内分布　本州の中部山岳地域に分布する。

■県内分布　白山亜高山帯上部から高山帯でのみ確認されている。

■生　　態　�川岸や雪渓際など湿潤な場所を好み、日中は石礫の隙間や土中に潜んでいる
ものと思われる。生活史や食性は不明である。

■生息地の条件　亜高山帯から高山帯の沢添いの湿った場所などに生息している。

■危険要因　�生息地が白山高山地域であるために、現時点では生息地環境が悪化すること
はない。しかし、高山の湿潤な生息地に分布が限定しているため、温暖化や
河川流路の変化などにより生息環境が悪化する。

■参考文献　48，87，198

平松新一

■選定理由　�手取川河川敷における1例の記録しかなく、生息地、個体数ともに少ない
ものと思われる。

■形　　態　�体長7mm前後である。体は一様に黒く、青藍色の光沢がある。側縁は細
く白くなる。

■国内分布　本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　白山市湊町の手取川下流河川敷左岸で得られている。

■生　　態　本種はススキに半寄生するカナビキソウに依存する。

■生息地の条件　�寄主植物であるカナビキソウが生える日当たりのよい草地環境の存在が重要
である。他県の生息地も河川敷の草地のことが多い。

■危険要因　生息地の手取川河川敷のおける土木工事等の環境破壊が一要因と思われる。

■参考文献　295

富沢　章

標本提供者 : 平松新一

標本提供者 : 富沢　章
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クロアリヅカエンマムシ コウチュウ目　エンマムシ科

Hetaerius optatus Lewis

コガタノゲンゴロウ コウチュウ目　ゲンゴロウ科

Cybister tripunctatus lateralis Fabricius

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　全国的に記録の少ない種で、本県でもわずかに1例が知られるに過ぎない。

■形　　態　�体長2.1～2.5mmである。全体黒色で体表には長毛を持つが、一部には欠くも
のもいる。各脚の脛節が強く平圧されていて幅広く、特徴的な外観を呈してい
る。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州に分布するが、その分布は極めて局所的である。

■県内分布　能美市鍋谷の蟹淵付近で採集された1例が知られるのみである。

■生　　態　�アシナガアリAphaenogaster�famelica �Smith�と共生関係にあることが報
告されているが、詳細な生態は不明である。

■生息地の条件　�本種の生存には共生関係にあるアリ類の生息が必要不可欠であるが、詳細は
不明である。

■危険要因　各種の開発行為によって生息環境が消滅するおそれがある。

■参考文献　112，354

吉道俊一

■選定理由　�本州の生息地は局所的であるが、県内では2015年以降に各地で確認され
ている。

■形　　態　�体長24～29mmである。体は長卵形でやや扁平で、背面は緑～褐色を帯
びた黒色で強い光沢がある。上翅側縁の黄縦帯は翅端近くで二分しやや広
がる。腹面は暗赤褐色である。

■国内分布　本州、四国、九州、南西諸島、小笠原諸島に分布する。

■県内分布　金沢市、羽咋市、志賀町、輪島市、珠洲市から記録がある。

■生　　態　�水草の茎に産卵する。幼虫は水生昆虫やオタマジャクシを捕食し、岸辺の土
中で蛹化する。成虫は数㎞を飛翔し灯火に飛来し、池で越冬する。

■生息地の条件　�水草の多いため池、湿地、水田脇の水たまり、河川のワンドで見つかってい
る。

■危険要因　�本州以南の平地で1950�年代までは普通に見られたが、1960年代の農薬の
大量使用以降、本州では激減した。都市開発、池沼の消失、ほ場整備、アメ
リカザリガニなどの侵入などが脅威となる。

■特記事項　鳥取県および愛媛県で県指定希少野生動植物種に指定されている。

■参考文献　184，310

西原昇吾

標本提供者 : 吉道俊一

写真提供者 : 西原昇吾
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セスジカクマグソコガネ コウチュウ目　コガネムシ科

Rhyparus azumai azumai Nakane

オオクワガタ コウチュウ目　クワガタムシ科

Dorcus hopei binodulosus Waterhouse

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

■選定理由　�本種は南方系の種であり本県は国内分布の北限にあたるが、2006年に輪島市
で得られた1個体が県内唯一の記録であり、その後の記録が無い。

■形　　態　�体長5.0～6.5mm程度である。体は光沢のない黒色である。前胸背板には粗大
な点刻が粗布され、前角は横方向に突出している。上翅の間室は2列の点刻列を
持つ。一見して独特な体型をしている。

■国内分布　関東地方から八重山諸島まで分布する広域種である。

■県内分布　輪島市で灯火採集により得られた1個体が唯一の記録である。

■生　　態　�生態や生息環境の詳細は不明であるが、土や朽ち木などに潜入しているよう
である。

■生息地の条件　よく分かっていない。

■危険要因　生息実態が明らかでないので不明である。

■参考文献　356

吉道俊一

■選定理由　県内の正式な記録はほとんどなく、現在の生息実態は不明である。�

■形　　態　�オスは頭部や胸部が幅広く、大顎は強大で、大型の個体では中央より前方に斜
め前向きの大きな内歯を持ち、先端部分には後方に向く小さな内歯を持つ。体
長は最大で約80mmに達する。メスは全体的に光沢が強く、胸部は丸みが強
い。

■国内分布　北海道、本州、佐渡島、四国、九州、対馬に分布する。

■県内分布　�本種が県内に分布していたことを示す文献上の記録として、「放虫問題」が
起こる以前の1979年に旧白峰村で得られた標本が粕谷（2016）に図示さ
れている。また、未発表であるが1971年に金沢市示野中町の犀川沿いで採
集された標本（写真）が現存している。

■生息地の条件　過去の2例の記録は、ブナ帯と平地から見つかっている。

■生　　態　�成虫は6～9月にかけて出現する。日中は樹洞に入ってほとんど姿を見せず、
もっぱら夜に活動する。走光性があり、灯火に飛来することもある。卵から
成虫になるまでに約2年かかる。成虫の寿命は長く、3年ほど生きることもあ
る。

■危険要因　�本種は採集圧が最大の脅威であるが、森林の伐採や開発などによる生息地の
破壊も脅威となる。また、本種は本来、分布していない地域への放虫行為が
問題となっていて、放虫個体の可能性のある採集例も報告されている（山本,�
2000）。

■参考文献　88，351
吉道俊一

標本提供者 : 富沢　章

標本提供者 : 森　幸彦

現在は生息していない、
または生息の可能性が
低い

0 20 40km

生息を確認している

0 20 40km

県内の分布

県内の分布
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ヒメアオツヤハダコメツキ コウチュウ目　コメツキムシ科

Mucromorphus miwai Kishii

ダイセツマルトゲムシ コウチュウ目　マルトゲムシ科

Byrrhus fasciatus fasciatus (Forster)

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　県内における分布地は白山の高標高地に限られている。

■形　　態　�体長10mm程度、体は細長く扁平で、背面は緑色の金属光沢を有する。触角と
足は細長い。前胸背板は台形である。

■国内分布　北海道、本州の山岳地域で記録されている。

■県内分布　白山地域だけから確認されている。

■生　　態　�成虫は亜高山帯の針葉樹林で確認されることが多いが、高山帯の雪田でも確
認されたことがあった。生活史や食性は不明である。

■生息地の条件　山岳地域の樹林に生息しているようであるが、詳細は不明である。

■危険要因　�白山の高標高地に分布しているため、現時点では生息環境が悪化することは
ない。しかし、温暖化等による影響が危惧される。

■参考文献　87，94，201

平松新一

■選定理由　県内における分布地は白山の高山帯に限られ、確認された個体数も少ない。

■形　　態　�体長10mm程度、体は長円形で、上翅後半部に黒帯を有する。上翅は後方2/3
付近で最も高く、翅端に向かって急に低くなる。

■国内分布　北海道、本州の山岳地域に分布している。

■県内分布　白山の高山帯だけから記録されている。

■生　　態　�ハイマツ低木林の縁や高茎草本群落で目撃されるが、数は多くはない。生活
史や食性は不明である。

■生息地の条件　�マルトゲムシ科の成虫は石下やコケなどの中から確認される。本種は高山帯
の高茎草原を中心に生息しているようであるが詳細な生息地条件は不明であ
る。

■危険要因　�白山高山帯に分布しており、現時点では生息地環境が悪化することはない。
しかし、分布地が局限されているので、温暖化によって生息地環境に変化が
生じ、生存が危うくなる可能性がある。

■参考文献　204

平松新一

標本提供者 : 平松新一

標本提供者 : 平松新一

生息を確認している

0 20 40km

生息を確認している

0 20 40km

県内の分布

県内の分布
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ハクサンハバチ　 ハチ目　ハバチ科

Neocolochelyna hakusana Togashi

ミヤマツメナシゾウムシ コウチュウ目　ゾウムシ科

Anoplus japonicus Morimoto

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�本県が分布上の北限となる。道路整備により、幼虫の食草のサルナシが減
少しているため、個体数の減少が懸念される。県内における採集記録は
2004年以降見当たらない。

■形　　態　�体長15mm内外で、ハバチ科としては大型種である。体は赤褐色をして
おり、腹部には黒色斑がある。類似種としてイトウハバチがいるが、産卵
管鞘の鋸状の歯形が本種と異なる。

■国内分布　石川県、福井県（大野市）に分布している。

■県内分布　白山の別当出合付近（標高1,260m）で採集されている。

■生　　態　�幼虫はサルナシの葉を食べる。若令期は集団で葉を食するが、老令期になる
と単独で活動する。　

■生息地の条件　食草であるサルナシの生育していることが重要である。

■危険要因　�サルナシの減少による個体数減少が懸念され、登山口や登山道整備には注意
する必要がある。

■参考文献　241

石川卓弥

■選定理由　白山で記載され、白山以外では記録がなく、生態や分布状況が不明である。

■形　　態　�体長1.6～1.9mmである。跗節は3節で第4節と爪を欠く。前胸の幅は長さの1.4倍で、基部から前へわずかに丸みをお
びて狭まる。

■国内分布　石川県、岐阜県（白山山系）で記録がある。

■県内分布　白山から記録がある。

■生　　態　不明であるが、７～８月に得られている。

■生息地の条件　白山から得られていること以外は不明である。

■危険要因　生態がわからないため、生存が脅かされる要因は不明である。

■参考文献　134，136

川瀬英夫　

石川卓弥

生息を確認している
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生息を確認している
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県内の分布

県内の分布
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タカチホヒラタタマバチ ハチ目　ヒラタタマバチ科

Ibalia takachihoi Yasumatsu

キアシクロハラボソコマユバチ ハチ目　コマユバチ科　

Meteorus flavicoxa Maeto

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�県内における本種の生息地は局地的で個体数も少ないと思われる。1998
年に採集されて以降、記録はない。

■形　　態　�体長は約15mmあり、腹部が縦に扁平であり、一見して他のタマバチ類
と区別できる。

■国内分布　石川県、京都府、福岡県において記録がある。

■県内分布　輪島市猿山岬が唯一の生息地である。

■生　　態　�エノキの枯れ枝から採集された。ヒラアシキバチに寄生するものと思われる
が、詳しい生態については不明である。

■生息地の条件　猿山岬でしか確認されておらず、不明である。

■危険要因　�生息地は能登半島国定公園の特別保護地区であり、現在のところ、生存を危
うくする条件はないと思われる。

■参考文献　251，353

石川卓弥

■選定理由　�国内では3道県でしか採集されておらず、本県が分布の西限となっている。県内における採集は少なく、2001年の白山
での採集以来、確認されていない。

■形　　態　体長は10mm内外で、メスの産卵管が長いのが特徴である。体は黒色、脚は黄色を呈している。

■国内分布　北海道（豊平峡、野幌）、山形県（長者原）、石川県に分布する。

■県内分布　県内では、白山の標高1,500～1,700mの間で採集されている。

■生　　態　鱗翅類の幼虫に寄生するものと思われる。

■生息地の条件　亜高山帯に生息する以外は不明である。

■危険要因　�白山国立公園の特別保護地区に生息しているため、現在のところ生存を脅か
す要因はないと思われる。

■参考文献　111，252

石川卓弥

標本提供者 : 富樫一次

生息を確認している
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県内の分布
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県内の分布

オオセイボウ ハチ目　セイボウ科

Stilbum cyanurum (Förster)

フクイアナバチ ハチ目　アナバチ科

Sphex inusitatus fukuianus Tsuneki

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

環境省カテゴリー 情報不足

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�全国分布しているが、個体数は少なく局所的である。県内における採集例
は少ない。

■形　　態　体長約15mmあり、体は金属光沢のある藍～青緑色をしている。

■国内分布　本州、四国、九州、対馬、琉球列島に分布する。

■県内分布　小松市軽身町、能美市湯谷町、白山市八幡町にて採集記録がある。

■生　　態　�主にスズバチの巣に産卵する寄生バチである。その他の宿主としてトックリ
バチ類、アメリカジガバチの巣への寄生も確認されている。

■生息地の条件　宿主となるスズバチなどドロバチ類の生息が、本種の生息条件となる。

■危険要因　�宿主となるドロバチ類は、里山をはじめ河川敷等に生息するため、そうした
環境が開発等で失われると本種の生存を脅かすこととなる。

■参考文献　79，231，248

石川卓弥

■選定理由　�全国的に減少していて、福井県や京都府、広島県などで絶滅危惧種となっ
ている。県内では能美市と加賀市の2地点で確認されている。

■形　　態　�体長は約25mmで、体全体が黒色をしている。頭盾を含めた顔は黒色の
毛で覆われる。

■国内分布　本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　能美市辰口町、加賀市熊坂町にて記録がある。

■生　　態　�土中に巣を作る狩りバチで、ハネナシコロギスを狩り、麻酔の後、幼虫の餌
とする。

■生息地の条件　人家の庭や空き地などに営巣する。

■危険要因　�餌となるハネナシコロギスは雑木林の樹上で見られるため、開発により樹木
が伐採されると生息が脅かされる。

■参考文献　76，79，181，231

石川卓弥

標本提供者 : 石川県ふれあい昆虫館

写真提供者 : 石川卓弥

生息を確認している
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県内の分布

県内の分布



昆

虫

類

236

ハクサンホシシリアゲ シリアゲムシ目　シリアゲムシ科

Panorpa kagamontana Miyamoto

クロマルハナバチ ハチ目　ミツバチ科

Bombus (Bombus) ignitus Smith

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　分布が限定されており、個体数も少ない希少種である。

■形　　態　�体長13mm程度、体は黄色で翅の縁数ヶ所に黒斑がある。オスの腹端に
ある把握器は他のシリアゲムシに比べて小さく、腹部第3節背面にある背
器官の突起は長く発達している。

■国内分布　本州の中部山岳地域に分布する。

■県内分布　白山の標高1,500～1,700mで採集されたのが、唯一である。

■生　　態　6～7月にかけて亜高山帯で見られるが、詳細な生態は不明である。

■生息地の条件　亜高山帯下部に生息していること以外は不明である。

■危険要因　�白山国立公園の特別保護地区内に生息しているので、開発などで生存が脅か
される可能性は低い。

■参考文献　131，246

平松新一

■選定理由　�日本全土に広く分布するが、近年個体数の減少が見られる。県内において
も今後は注視すべき種である。

■形　　態　�体長は約20mmで、体全体黒毛で覆われ、腹部第4節以降は赤橙色の毛
が生える。

■国内分布　本州、四国、九州に分布する。

■県内分布　加賀市、小松市、白山市、金沢市、志賀町、輪島市等で採集されている。

■生　　態　�地中に営巣し、働きバチは5～10月に発生する。アザミ類やレンゲなど種々
の花に訪花する。

■生息地の条件　�ノネズミ等の穴を利用して地中に営巣するため、比較的自然豊かな森林が本
種の生息条件となる。

■危険要因　�開発等による森林伐採が脅威である。また、人工飼育が容易なことから受粉
昆虫として農業利用されることで、その地域にいる在来のクロマルハナバチ
との交雑による遺伝子汚染が懸念される。

■参考文献　79，126，208，231

石川卓弥

標本提供者 : 石川県ふれあい昆虫館

標本提供者 : 石川卓也

生息を確認している
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県内の分布
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ムモンアカシジミ チョウ目　シジミチョウ科

Shirozua jonasi jonasi (Janson)

ギンイチモンジセセリ チョウ目　セセリチョウ科

Leptalina unicolor (Bremer et Grey)

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー 準絶滅危惧

■選定理由　�生息は局地的で近年の観察例は少ない。飛翔範囲は狭くあまり飛ばないた
め発見が難しく、調査の継続によって観察地や観察例が増える可能性があ
る。

■形　　態　�開張35mm程度の小型種である。尾状突起があり全体に橙赤色で、裏面
には淡褐色の条斑があるがあまり目立たない。

■国内分布　�北海道、本州に分布し、関東北部から中部地方山地帯にかけて生息地が多
い。

■県内分布　�白山市の旧白峰村、尾口村、吉野谷村など白山麓に観察例が多く、金沢市に
おいても医王山などで観察されている。

■生　　態　�年1回7月下旬から9月に観察されている。成虫はあまり飛ばず、日中は発生
地の葉上に静止していることが多い。飛翔範囲は狭く、発生地を遠く離れる
ことはない。アリが根元に巣を造り樹幹を行き交うブナ科の樹木に産卵し、
半肉食性の幼虫はアリに守られながらアブラムシなどを食べて育つ。

■危険要因　�発生地は小規模で孤立しており、1本～数本の発生木で発生していることが多
く、わずかな改変や伐採で、消失してしまう可能性がある。

■参考文献　113，125

松井正人

■選定理由　�草地に生息し、全国的に減少している。県内では、中能登町石動山の3例の記録しか
知られていない。

■形　　態　�開張30mm程度の小型種である。翅形は横長で翅表は一様に黒いが、後翅裏面には、
雌雄ともに鮮やかな銀色の線が1本入る。

■国内分布　北海道から九州まで広く分布するが、生息地は局地的で全国的に減少している。

■県内分布　�中能登町石動山の宿坊跡地周辺で、1992年から1994年の5月下旬から6月
上旬にかけて、毎年1個体が観察されたが、その後は観察されていない。

■生　　態　�ススキなどイネ科植物がある明るい草地に生息し、草上を低く弱々しく飛翔
する。寒冷地では年1回5月下旬から7月中旬に発生し、温暖地では、年2～
3回発生する。幼虫は、ススキやチガヤ、エノコログサなどのイネの仲間を食
べる。

■生息地の条件　人為的に維持されている道路脇や耕作地周辺などの草地で観察されている。

■危険要因　�耕作放棄地は増え続けており、人為的に維持されてきた草地環境はほとんど
消失している。

■参考文献　19，116

松井正人

松井正人

標本提供者 : 松井正人

現在は生息していない、
または生息の可能性が
低い
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シロフタスジツトガ チョウ目　ツトガ科

Agriphila aeneociliella (Eversmann) 

ルリイロスカシクロバ チョウ目　マダラガ科

Hedina consimilis (Leech) 

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　産地は北日本が中心で局地的である。石川県は国内分布の南限である。

■形　　態　�開張は21～25mmである。前翅は黄褐色で前縁に沿う細い銀白色条と中
室を貫く太い銀白色条がある。後翅は淡褐色である。

■国内分布　青森県、岩手県、秋田県、山形県、佐渡島、石川県に分布する。

■県内分布　志賀町増穂浦で得られているにすぎない。

■生　　態　�志賀町の生息地は海岸草地で、成虫は9月に発生している。食草は未知であ
り、詳しい生態は不明である。

■生息地の条件　�現生息地はイネ科を主体とした広大な海岸草地が広がっているので、砂浜環
境に固有な種なのかもしれない。

■危険要因　�本種が生息している増穂浦の海岸は大きな環境改変はないが、一部でゴミの
埋め立てが行われている。当地の海浜草地は現状のまま保全すべきである。

■参考文献　147

富沢　章

■選定理由　産地が局地的で、石川県では26年前に1例の記録があるのみである。

■形　　態　�開張は28mm前後である。翅全体が白っぽく,前翅の翅脈がはっきりして
いる。後翅は前翅より淡色である。腹部が青色に輝いて見えるのが特徴で
ある。

■国内分布　本州(関東地方、中部地方以西)、九州に分布する。

■県内分布　1992年3月に加賀市深田で得られているにすぎず、分布実態が明らかでない。

■生　　態　�成虫は年１回で3～4月にかけて発生し、昼間活動する。幼虫の食草はブドウ
科のツタ、ノブドウなどである。

■生息地の条件　�加賀市の採集地はコナラ、アカマツを主体とした平地の二次林である。詳し
い生息条件は不明である。

■危険要因　�本種が生息している加賀市海岸丘陵地の平地林は畑地化、宅地化等で減少し
ていて、生息が危ぶまれる。

■参考文献　264

富沢　章　

標本提供者 : 富沢　章

標本提供者 : 江口元章
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チビウスキオオメイガ チョウ目　ツトガ科

Scirpophaga micraurea Sasaki 

クドウツトガ　 チョウ目　ツトガ科

Pseudobissetia terrestrella kudoi Inoue 

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�全国的な希種で、人為的影響の大きい沿岸部や大河川の河口から得られて
いる。

■形　　態　�開張は11～17mmである。前翅は黄褐色、後翅は淡黄褐色で無紋であ
る。

■国内分布　秋田県と石川県にのみ分布する。

■県内分布　能美市の海浜、白山市の手取川河口、内灘町宮坂で得られている。

■生　　態　�成虫は生息地では5月後半と7月に出現し、年2化と思われる。幼虫の食草は
未知で、詳しい生態は不明である。

■生息条件　�海岸草地が生息地で、秋田県と発生環境と一致している。それ以外の生息条
件は不明である。

■危険要因　�手取川河口部の生息地は浚渫土砂の堆積場所になっていて、生息環境の破壊
が進み本種の生息が危ぶまれる。宮坂の海浜環境は本種ばかりではなく、他
に多くの重要種が生息するのでこれ以上の環境改変は避けるべきである。

■参考文献　147，309

富沢　章

■選定理由　低湿地に固有の種で、石川県では2ヶ所から得られているに過ぎない。

■形　　態　�開張は19～26mmである。前後翅とも灰褐色で褐色麟を散布する。亜外
縁線は褐色で外縁に並行する。

■国内分布　本州(愛知県以東)、九州に分布する。

■県内分布　かほく市の河北潟、羽咋市の邑知潟から得られている。

■生　　態　年1化で、成虫は6～7月に発生する。幼虫は低湿地のヨシの茎に穿孔する。

■生息地の条件　�潟周辺の低湿地に広がる広大なヨシ群落に生息しているが、いまだ見つかっ
ていないヨシ群落が多いので他の生息制限要因があると思われる。

■危険要因　現生息地は大きな環境改変が行われていない。

■参考文献　147，309

富沢　章

写真提供者 : 富沢　章

標本提供者 : 富沢　章
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キュウシュウマエアカシロヨトウ チョウ目　ヤガ科

Leucapamea kyushuensis (Sugi) 

コクシエグリシャチホコ チョウ目　シャチホコガ科

Odontosia marumoi Inoue 

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　局地的で全国的に希な種である。

■形　　態　�開張は35～38mm前後である。前翅は灰褐色で、前縁の中央部から後縁
にむけて暗褐色の大きな斑紋がある。後翅は暗色である。

■国内分布　本州(新潟県、富山県、石川県)、四国、九州に分布するが局地的である。

■県内分布　小松市赤瀬町、白山市市ノ瀬、金沢市角間町で各1頭が記録されている。

■生　　態　年2化と思われ、成虫は7～10月に出現する。幼虫の食草は未知である。

■生息地の条件　県内では低山地～山地で得られているが、生息条件は不明である。

■危険要因　記録された3ヶ所は今のところ環境改変は行われていない。

■参考文献　296，309

富沢　章

■選定理由　石川県が分布の西限にあたり、県内では1ヶ所で得られている。

■形　　態　�開張は40～45mm前後である。前翅は淡褐色、翅頂近くの前縁に黄色い
斑紋がある。オスの触角は櫛歯状である。

■国内分布　�本州の白山、飛騨山脈、八ヶ岳、秩父山地、日光山地の高標高地に分布す
る。

■県内分布　�白山山系の千才谷（1,700m）で記録されているが、周辺の亜高山帯にも生
息しているものと思われる。

■生　　態　�蛹で越冬する。石川県では成虫は6月中旬に発生する。幼虫の食餌植物はミヤ
マハンノキ、ダケカンバである。

■生息地の条件　ダケカンバの生育する標高1,500m以上の亜高山帯が生息域である。

■危険要因　�生息域は白山国立公園の特別保護地区に指定されているが、亜高山帯におけ
る環境改変や道路建設は避けるべきである。

■参考文献　309

富沢　章

標本提供者 : 富沢　章

標本提供者 : 富沢　章
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ヤンコウスキーキリガ チョウ目　ヤガ科

Xanthocosmia jankowskii (Oberthür) 

クマソオオヨトウ チョウ目　ヤガ科

Kumasia kumaso (Sugi) 

石川県カテゴリー 情報不足

石川県カテゴリー 情報不足

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　全国的に産地の少ない種で、県内では1ヶ所で得られているに過ぎない。

■形　　態　�開張は31～34mmである。前翅は緑色で基部から後縁にかけてクリーム
色となり、特徴的な色彩である。

■国内分布　�北海道、本州、九州に分布する。本州での分布はやや日本海側に偏ってい
る。

■県内分布　輪島市高洲山で複数個体が記録されている。

■生　　態　年1化で、成虫は7～9月に出現する。幼虫の食樹はシナノキである。

■生息地の条件　現生息地は能登半島の先端近くに位置する低山地である。

■危険要因　現生息地は今のところ環境改変が行われていない。

■参考文献　106

富沢　章

■選定理由　全国的に希な種で、県内では1ヶ所で得られているに過ぎない。

■形　　態　�開張は44～48mmである。前翅は赤褐色で、内、外横線は黒色である。
腎状紋外側が暗赤色を呈することが特徴である。

■国内分布　�日本特産種である。本州、伊豆諸島、四国、九州に分布するが、局地的で
ある。

■県内分布　加賀市錦城山でのみ記録されている。

■生　　態　�年1化で、成虫は6～8月に出現する。幼虫の食草はマダケ、ハチク、ヤダケ
である。

■生息地の条件　�現生息地は平地に位置する常緑樹を含む史跡公園であり、ほとんど人手が加
えられていない。

■危険要因　現生息地は環境改変が行われていない。

■参考文献　267

富沢　章

標本提供者 : 熊谷直哉

標本提供者 : 富沢　章
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コムラサキ（黒色型） チョウ目　タテハチョウ科

Apatura metis substituta Butler

ヤマトオサムシ コウチュウ目　オサムシ科

Carabus yamato (Nakane)

石川県カテゴリー 地域個体群

石川県カテゴリー 地域個体群

環境省カテゴリー なし

環境省カテゴリー なし

■選定理由　�褐色型と黒色型の2遺伝型があり、遺伝的に劣性な黒色型の分布は限られ
る。奥能登は、黒色型の出現率がほぼ100%で、褐色型遺伝子がほとん
ど存在しない特殊な地域である。

■形　　態　�開張60～70mmの中型種である。オスの翅表は黒褐色に白帯があり、見
る角度によって黒褐色部分が紫色に輝く。メスはオスと同じ斑紋を有し一
回り大きいが、紫色に輝かない。

■国内分布　�黒色型は、静岡、愛知、岐阜、長野、富山、石川、九州の熊本県以南などに
分布が集中し、褐色型に混じって見られる。

■県内分布　�黒色型は、加賀地方では褐色型に混じって希に観察される程度であるが、口
能登から黒色型の割合が増え、奥能登では逆転して褐色型を観察するのは希
となる。

■生　　態　�年3回発生し、5月下旬から10月上旬まで、河川に沿ったヤナギ類の周辺で
良く見られる。朝方はヤナギ類の樹液を吸っているが、陽が高くなるとヤナ
ギ類の樹冠をなめるように、枝から枝へせわしげに飛び回る。河原のヤナギ
類が主な発生源になっている。

■生息地の条件　河川周辺にヤナギ類を残すことが重要である。
■危険要因　�河川改修でヤナギ類が伐採され、奥能登のヤナギ林は姿を消し、本種は減少

している。また、公園などに他地域のヤナギ類が植栽されると、これについ
て褐色型が侵入することが十分考えられる。ヤナギ林の保全は言うまでもな
く、褐色型遺伝子を持ち込むおそれのある他地域のヤナギ類は、搬入を控え
るべきである。

■参考文献　180
松井正人

■選定理由　県内における生息地は一地域に限られている。

■形　　態　�マヤサンオサムシと似ているが、体長19～22mmで小型である。背面は
金銅色をしており、光沢がある。外部形態は安定していて変異はない。

■国内分布　中部～近畿地方にかけて局地的な分布を示す。

■県内分布　�白山市の旧河内村、吉野谷村の落葉広葉樹林にのみ生息する。個体数は比
較的多い。

■生　　態　�成虫は5～10月まで見られ8月下旬に新成虫が現れる。翅が退化し、歩行生
活をしている。昼間は石の下などに潜み、夜間活動し、小動物の死体を食し
ているものと思われる。

■生息地の条件　標高200～1,000mにある落葉広葉樹林の林縁や林内中心に生息している。

■危険要因　�現在のところ、個体数は安定している。生息域は比較的狭く、山地を含む大
規模な開発が行われれば絶滅のおそれがある。

■参考文献　46，47，198
平松新一

写真提供者 : 吉村久貴

標本提供者 : 平松新一
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アルプスヤガ チョウ目　ヤガ科

Xestia (Pachnobia) speciosa ussurica Kononenko 

石川県カテゴリー 地域個体群 環境省カテゴリー なし

■選定理由　�中部山岳では高山帯にのみに分布し,白山がその西限にあたる。また、白
山の個体群は他産地と比べ、外部形態が特異的である。

■形　　態　�大きさは開張40mm前後である。前翅は通常、黒褐色の鱗片を密布し
黒っぽく見えるが、白山の個体は赤色の麟片を持つ赤褐色味の個体が
90%以上を占め、特異的である。

■国内分布　�北海道および本州の中部山岳地帯の標高2,000m以上に分布し、分布の
西限が白山である。

■県内分布　�白山の標高2,400m以上の室堂平と千蛇ヶ池付近で記録があるが、標高
2,000m付近では得られておらず、亜高山帯には生息しないようである。

■生　　態　年1化で、成虫は7～8月に発生する。食草はコケモモが知られている。������

■生息地の条件　�標高2,400m以上の高山帯で、ハイマツ群落内に多様なわい性低木の群落が
形成されていることが重要である。

■危険要因　�生息地は白山国立公園の特別保護地区内にあるが、生息域は狭く、孤立して
いる。温暖化や踏みつけによる自然植生の破壊は、生息環境の悪化を招く。

■特記事項　�白山の個体は赤褐色味の強い個体がほとんどで、飛騨山脈等の黒色の個体群
とは異なり、地理的に隔離されたものと考えられ、貴重である。

■参考文献　179

富沢　章　

標本提供者 : 富沢　章
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