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~ 
発刊にあたって

石川県は、本州中央部の日本海側に位置し、北部には日本海に突き 出た

能登半島の長く複雑な海岸線、南東部には高山帯を持つ白山を擁するなど、

その自然と四季は変化に富んでいます。

この豊かな自然の中で、日本の生物相の縮図と言えるほどの多種多様な

野生生物が生息しており、私たちもこの自然から多大な恩恵を受けて生き

ています。

本県では、 「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」 によ り、絶滅のおそれのある野生生物の

うち、保護の必要があるものを希少野生動植物種に指定し、捕獲や採取などを規制するとともに、

そのうち、特に絶滅の危険性が高く、緊急に保護対策が必要な種については、生息 • 生育地の環

境調査や再生回復などの保護増殖事業にも取り組んでいます。

また、本県にゆかりが深 く、 国の特別天然記念物となっているトキやライチョウについても、

国が進める保設増殖の取り組みに積極的に協力しています。

しかしながら、近年の地球温暖化による環境の変化や、過疎化や高齢化に伴う里山の手入れ不

足による荒廃などにより、今後は希少な生物だけではな く、これまで身近にあった草花や小動物

も、 絶滅リスクが増加する可能性が高いと予測されています。

このような背景のもと、県では、本県の環境を取り巻 く状況の変化や、国の第五次環境基本計

画などの諸計画を踏まえ、環境施策の拠り所となる 「石川県環境総合計画」を改定し、引き続き

種の保存の推進に取り組むこととしています。

こうした中、本県で絶滅のおそれのある野生生物をとりまとめた「いしかわレ ッドデータプッ

ク」は、前回の発行から11年が経過し、野生生物の現状を的確に把握していく 必要があることか

ら、今般、 「いしかわレッドデータブック2020〈動物編〉」を発行する ことといたしました。

本書を、 野生生物の保全をはじめ生物多様性の確保に向けた取り組みを進めるため、また、 郷

土の自然に対する認識を深めていただくための資料として、 広 くご活用いただければ幸いに存じ

ます。

最後に、本書の発行にあたり、ご尽力いただき ました「いしかわレッドデータプック策定委員

会」の皆様や、調査 ・執箪にあたられました 「石川県野生動物保護対策調査会」の皆様をはじめ、

ご協力をいただいた関係各位に対し心から感謝の意を表します。

令和 2年3月

石）11県知事谷本正憲
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► 1 序論



1 . はじめに

いしかわレ ッドデータプックとは

生物多様性は、長い地球史のなかで進化したものであり、かけがえがなく貴重です。私たらの生活は、生

物多様性が産みだす「生態系サービス」 （衣食住、気侯の安定、文化等）により支えられています。いま、

地球全体でも日本でも、野生生物の絶滅が加速しており、脅威にさらされた種の保全は緊急課題です。

石川県には、国連食税農業機関 (FAO)の世界牒業迎産「能登の里山里海」とユネスコ (UNESCO)の

生物圏保全地域 「白山エコパーク」に代表されるすぐれた自然環境と伝統文化が息づいており、幾かな生物

多様性に恵まれています。 しかし、近年、人間活動や開発行為による生息地の破壊、無秩序な捕獲・採取

（生物多様性の第 1 の危機， 珠境省 • 生物多様性国家戦略）、里山と里海では、過疎 ・苺齢化の進行による

管理不足 （第2の危機）、外来種や牒薬等の化学物質の影響 （第3の危機）、さらに地球温暖化（第4の危

機）がこれらと絡まり、事態を深刻化させています。石川県の7割を占める里山と能登 ・加賀沿岸の里海で

は、過疎・嵩齢化が深刻です。同時に大型野生獣（イノシシ、ニホンジカ等）と外来種（アライグマ、オオ

クチバス等）の激増、分布拡大が、牛態系と在来種に強い脅威をおよぼしています。

野生生物の生息状況は、同じ種でも地域ごとに異なっているため、喋税省の全国版レッドデータプック

（以下、 RDB)だけでなく、いろいろなレベルの地域版RDBが必要です。 「いしかわレッドデータプッ

ク」は、石川県内に分布する野生生物のうち、絶滅のおそれのある種 （以下、絶滅危惧種）ごとに現状 （個

体数、分布、生息現境、生活史、生態等）をとりまとめ、絶滅の危険の大きさをランクづけ （カテゴリーと

呼ぶ）した県内の生物多様性の基礎狩科であり、すでに絶滅した種、いま絶滅のおそれがある種、絶滅の原

因や保護の方法等が、種の解説とともに述べられています。

第3版の作成について

野生生物の生息状況は時とともに変化するため、 RDBは定期的に見直しが必要です。石川県では、県版

RDBの作成を平成9年 (1997)に開始し、平成12年 (2000)に、 「石川県の絶滅のおそれのある野生生物い

しかわレッドデータプック 2000〈動物編、植物編〉」 2冊を刊行しました（以下では動物編について述べま

す）。 第2版「いしかわレッドデータプック2009〈動物編〉」を平成21年 (2009)に発行し、今回、第3版

「石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータプック2020〈動物編〉」をまとめました。

平成27年 (2015)に、第3版刊行にむけて各分類群の専門家からなる 「いしかわレッドデータブック策定

委員会」 (10名）が組織され、県内の研究者 （大学、石川県の研究機関、民間企業等）と自然愛好家ら50余

名の協力を得て、既存の情報と標本の検討、必要な場合は現地調査をおこない、データ焦計、評価、掲載種

の選定等を開始しました。本書には、上記の方々の尽力だけではなく、長年県内に蓄積されていたデータが

活かされています。

石川県における絶滅危惧種の推移と 自然珠境の変化

この第3版には、合計474種 （地域個体群を含めると501種）の絶滅のおそれのある動物種が掲載されてお

り、第2版より 122種 （同123種）増えました。絶滅種であったニホンライチョウが白山で再発見され、野生

放烏された］、キとコウノトリが飛来し、絶滅危惧種 I類として掲載されたことは「朗報」です。しかし、県

内で記録のある哺乳類 （種総数56)の41.4%、鳥類 (456)の16.4%、両生爬虫類 (40)の20.0%はRDB掲載

種です。この比率は、初版 (2000)から第2版 (2009)をへて第3版まで上昇しており 、カテゴリ ーがラン

クアップした種が、ランクダウンした種よりも多かったことは、全体として県内の野生生物の絶滅リスクが

高まっていることを示しています。

動物は多様な分類群に分かれ、土中、水中、樹冠等にも分布し、微小なものも多いので十分に調査できて

おらず総種数はいまも不明です。たとえば、石川県内の昆虫類を2000年と2020年について比較すると 、記

録された種の総数（うちRDB掲載種、比率）は、約7,900(92、1.2%)と約9,200(265、2.9%)であり、 20年

間の調査により約1,300種 （うち173がRDR掲載種）が追加されました。昆虫には、いまも未記録種が多数あ

り、さらに調査が必要です（詳細は昆虫の章を参照）。
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レッドデータプック情報の活用

いしかわRDBは、絶滅のおそれのある野生生物の状況を取りまとめ、絶滅のおそれ（カテゴリー）を評価

した資料です。ある地点に絶滅危惧種が分布するからといって、それが直ちに環境改変の規制につながるわ

けではありません。 しかし、開発や珠境改変行為には、規模、改変内容等により棗榜影響評価が義務づけら

れており 、本密は地域の野生生物の生息状況を示す基礎資科として尊重されねばなりません。事業者は現地

調査等を行ったうえで、RDB掲載種と生息環境への最醤の配慮手段を講じる必要があります。

環境改変の妥当性の判断には、 (1)影評を受けるRDB掲載種を含む生物多様性の重要性とその場所 （地

域）の県内及び国内における重要性、 (2)改変によるRDB掲載種や現境へのダメージからの回復力と代替

措岡の評価も必要です。つまり様々なレベルの情報を勘案したうえで総合判断すべきですが、それは簡単で

はあ りません。事業者は、慎重のうえにも慎重にRDB情報を読み込むだけではなく、 RDB掲載種の生態や

現場の状況を熟知したRDB関係者からも意見聴取すべきです。また、 「開発 ・管理のための人間活動」と

「RDB掲載種とその生息環境の保全」という対立する視点の調整、状況改善策の提案等のプロセスにおい

て、多様な関係者 （地域住民、行政、開発事業者、 RDB作成関係者等）の協働による地域社会の意志決定の

什組みづく りが重要です。

事業による衷境改変の開始後は、詳細なモニタリングを、改変地点だけでな く、 周辺への影響を知るため

に十分な空間範囲にわたり長期間読けるべきです。

第4版にむけて

関係者の尽力により本也が完成しました。10年後の第4版をめざすには、予算の増額、支援体制の充実は

じめ多くの課題があ ります。

1. 体制の維持と強化

(1)本書に含まれていない分類群 （無脊椎動物等）の専門家はじめ、もっとマンパワーが必要です。委

貝、専門家が高齢化し、減少しています。現陣容では次回は無理なので、ただちに県や有識者が協力し

て若手人材の育成にとりかかること。

(2) いまから空白期間なしに現組織を持続 • 発展させ、第4版つくりに向けた大学、県研究機関、民間、

各種自然同好会等をつなぐ拠点とプラットフォームづく り、県立自然史資料館の体制と機能を強化する

こと。

(3)標本とデータの保管 ・管理を「個人任せ」にせず体制を整備すること。長年蓄積された標本を収納 ・

展示（自然史資料館等）、RDB情報のデータベース化 （大学、県機関等）を推進（たとえば、GIS解析

により県内の「生物多様性ホットスポット」の可視化と棗境配慮への積極的利活用）すること。

2. 県民の理解、参加、支援をえるための活動

「ふるさと石川の環税を守り育てる条例」 （平成16年、 2004)、 「石川県環税総合計画」 （平成17年、

2005、改定令和 2年、2020)、 「石川県生物多様性戦略ビジョン」 （平成23年、2011)には、自然を守り育

て、自然と人が共生する社会づくりにおける生物多様性とRDBの重要性が明示されています。本書の成果を

県民、行政、事業者、教育機関、民間等にわかりやすく説明し、いっそうの理解と協力を得るために、たと

えば以下の事業を実施する必要があります。

(1)講演会、ワークショップ。

(2)市民参加による絶滅危惧種の実態調査、青少年への自然体験プログラム。

(3)自然公園施設 （夕日寺健民自然園、県立森林公園等）にモニタリングサイトを設悩、いしかわ自然学

校等と連携した人材育成。

結びにあたり 、刊行に尽力された関係者の皆さまに厚くお礼申し上げるとともに、本害が行政、事業者、

関係団体等による野生生物の種の保存の取組に活用されることを期待します。手をたずさえて、次の10年を

めざしましょう。

石川県野生動物保設対策調査会代表 中村浩二
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2 改訂の概要

(1)調査体制と経過

「いしかわレッドデータブック2009〈動物組〉」の改訂にあたっては、平成27年度 (2015年度）から植物

分野も含めた各分類群の専門家から構成された 「いしかわレッドデータブック策定委員会」において、カテ

ゴリ ー区分、掲載分類群、記載項目等第3版の作成方針について検討を行ってきた。

実際の改訂作業にあたっては、同委員会の動物分野のメンバーをはじめ、動物研究者、自然愛好家等から

構成された「石川県野生動物保渡対策調査会」が、平成27年度 (2015年度）から平成30年度 (2018年度）ま

での約3年半をかけて、石川県内全域における現地網査、掲載種の選定 ・評価等を実施した。

(2)分類群とカテゴリー

・対象分類群

いしかわレッドデータプック2009〈動物編〉の分類群のうち陸産貝類及び淡水産貝類を統合し、次のとお

りとした。また、調査の便宜上、前版と同様に浅海域の生物に海藻を含めた。

1. 哺乳類

2. 鳥類

3. 両生爬虫類

4. 淡水魚類

5. 昆虫類

6. 浅海域の生物（海藻、魚類、無脊椎動物）

7. 貝類

8. その他の動物

・カテゴリーの定義と区分

いしかわレッドデータプック2020〈動物編〉におけるカテゴリーの定義と区分は、いしかわレッ ドデータ

プック2000〈動物編〉、いしかわレッドデータプック2009〈動物編〉と同様のものとしている。

カテゴリーは、環境省のカテゴリ一定義（別表）を準用しているが、絶滅危惧 I類は、 IA類と IB類と

に分けていない。

いしかわレッドデータブック 2020〈動物編〉のカテゴリーとその定義区分及び基本概念

● 「絶滅 (EX)」
石川県ではすでに絶滅したと考えられる種。

● 「野生絶滅 (EW)」
飼育・栽培下でのみ存続している種。

「絶滅危惧」＝絶滅のおそれのある種

● 「絶滅危惧 I類 (CR+EN)」
絶滅の危機に瀕している種。

● 「絶滅危惧1I類 (VU)」
絶滅の危機が増大している種。

● 「準絶滅危惧 (NT)」
現時点では絶滅危険度は小さ いが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する危険性

のある種。

● 「情報不 足 (OD)」
評価するだけの情報が不足している種。

●付属資料 「地域個体群 (LP)」
地域的に孤立しており、地域レベルでの絶滅のおそれが高い個体群。
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別表 環境省のカテゴリ一定義

区分及び基本概念 定性的要件 定藷的要件

絶滅 過宍に我が国に生息した~ とが確認されており 、

飼介 ・栽培下を含め、我が国ではすでに絶滅した
Extinct (EX) 

と考えられる種
我が国ではすでに絶滅した

と考えられる種 （注1)

野生絶滅 過去に我が国に生息したことが確認されており 、

飼行 ・栽培下では存絞しているが、我が国におい
Exti11cl i11 Lim Wi Id (EW) 

て野生ではすでに絶滅したと考えられる種
飼行 ・栽培下でのみ存絞し

ている種 ［確実な情報があるものI
①信頼できる濁査や記録により、すでに野生で絶

滅したことが確認されている、

②信頼できる複数の瀾究によっても、生息が確認

できなかった。

［情報秘が少ないもの］

③過去50年間前後の間に、信頼できる生息の佑報

が得られていない。

絶滅危惧 1類 次のいずれかに該当する 絶滅危惧 I碩頁 絶滅危惧 I A類 (C~)
種 Critically (CR+E~) 

Endangered (CR) A. 次のいずれかの形で個体群の減少が見られ絶滅の危機に瀕して
［確実な情報があるものI ごく近い将来にお る楊合でいる種

①既知のすべての個体群 ける野生での絶滅 l. 最近）0年間もしくは3世代のどちらか長い

現在の状態をもたら
で、危機的水準にまで減 の危険性が極めて 期問 （注2) を近じて、 80%以上の減少が
少している。 硲いもの。 あったと推定される。した圧迫要因が引き

2. 今後10年l:rJもしくは3世代のどちらか長い続き作用する楊合、
②既知のすべての生息地 期間を通じて、 80%以上の減少があると予野生での存続が困難

で、生息条件が著しく悪 測される。なもの。
化している．

絶
B. 出現範囲がIOOknf却凶もしくは生息地面積が滅 ③既知のすべての個体群 !Ok rr? 未油であると推定されるほか、次のう

危 がその再生産能力を上 ち2つ以上の兆候が見られる場合。
惧 回る捕獲・採取圧にさら

I. 生息地が過度に分断されているか｀ただ
されている。 1カ所の地点に限定されている。

T 2. 出現範囲、生息地面積、成熟個体数等に継
④ほとんどの分布域に交 続的な減少が予測される。H 雑のおそれのある別種 3. 出現範囲、生息地面積、成熟個体数等に極R が侵人している。

度の減少が見られる。
E 

A ［惜報枯が少ないもの】 C. 個体群の成熟個体数が250未満であると推定

T ⑤それほど遠くない過去
され、さらに次のいずれかの条件が加わる場

(30~50年）の生息記録 ＾ ロo
E 

以後確認情報がなく、そ I. 3年間もしくは1せ代のどちらか長い期間にN の後信頼すべき濁査が 25%以上の絹紐的な減少が推定される。
E 行われていないため、絶 2 成熟個体数の維統的な減少が祓察、もしく
D 滅したかどうかの判断 は推定 ・予測され、かつ個体群が栴造的に

が困難なもの。 過度の分断を受けるか全ての個体が1つの

亜飼体群に含まれる状況にある。

D. 成熟個体数が50木満であると推定される個

休群である均合。

E. 数駄解析により、 JO年問、もしくは311t代の

どちらか長い期間における絶滅の可能性が

50%以上と予測される場合。

（注I)種 ：動物では種及び亜種｀植物では種、亜種及び変種を示す。

（注2)最近10年IHJもしくは3世代 ：1世代が短く3世代に要する期IHJが10年未滴のものは年数を、 1世代が長く3世代に要する期間が

10年を越えるものはflt代数を採用する。
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区分及ぴ基本概念 定性的要件 定批的要件

絶滅危惧I膿頁 絶滅危惧I隣頁 (EN)
Endangered (EN) 

I A類ほどではな A. 次のいずれかの形で個体群の減少が見られ

いが、近い将来に る楊合。

おける野生での絶 I. 最近10年間もしくは3世代のどちらか長い

滅の危険性が硲い 期間を通じて、 50%以上の減少があったと

もの 推定される。

2. 今後 10年間もしくは3世代のどちらか長い

期間を通じて、50%以上の減少があると予

測される。

13. 出現範囲が5,OOOkni木洪もしくは生息地面

積が500krrl未洪であると推定されるほか、次

のうち2つ以上の兆候が見られる場合。

1. 生息地が過度に分断されているか、 5以下

の地点に限定されている

2. 出現範囲、生し地面積、成熟個体数等に継

続的な減少が予測される＾

3. 出現範囲、生息地面積、成熟個9本数等に極

度の減少が見られる。

絶 C. 個体群の成熟個体数が~.500未満であると推

滅 定され、さらに次のいずれかの条件が加わる

危
場合。

I. 5年間もしくは2世代のどちらか長い期間に
惧 20%以ヒの縦続的な該少が推定される。

2. 成熟個体数の継続的な減少が観察、もしく

T は推定 ・予測され、かつ個体群が構造的に

H 過度の分断を受けるか全ての個体が 1つ

R の亜個体群に含まれる状況にある。

E 
D. 成熟個体数が250未洪であると推定される個

A 体群である楊合。

T 

E E. 数屈解析により 、20年間、もしくは5世代の

N どちらか長い期間における絶滅の可能性が

E 
20%以 I:と予測される楊合。

D 

絶滅危惧II類 次のいずれかに該当する種 A. 次のいずれかの形で個体群の減少が見られ

Vu I ncrab I c (¥'U) 
る楊合。

絶滅の危険が増大し
［確実な情報があるものI I. 最近10年間もしくは3世代のどちらか長い

ている糀
①大部分の個体群で個体数が大面に減少してい 期間を通じて、20%以 Kの減少があったと

る。 推定される。

現(£の状態をもたら
②大部分の生息地で生息条件が明らかに悪化し 2. 今後 10年問もしくは3世代のどちらか長い

つつある。 期間を通じて、20%以上の減少があると予
した1王迫要因が引き

③大部分の個体群がその再生産能力をヒ回る捕 測される。
続き作用する場合、

i.斤い将来「絶滅危惧
獲 ・採取圧にさらされている。

①分布域の相当部分に交雑可能な別種が侵入し B. 出現範囲が20,OOOknf木油もしくは生息地面
I類」のランクに移

ている。 積が2.000 km'未満であると推定され、また
行することが確実と

次のうち2つ以上の兆候が見られる場合。
考えられるもの。

I. 生息地が過度に分断されているか、10以下

の地点に限定されている。

2. 出現範囲、生心地面積、成熟個休数等につ

いて、継絞的な減少が予測される。

3. 出現範囲、生息地面積、成熟個休数等に極

度の減少が見られる。
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区分及び基本概念 定性的要件 定枯的要件

絶 C. 個体群の成熟個体数が10,000未滋であると推

城 定され、さらに次のいずれかの条件が加わる

危
j-l，，"tA CJ 0 

I. 10年間もしくは3世代のどちらか長い期間
惧 内に10%以上の紺続的な減少が推定され

る。

T 2. 成熟個体数の経続的な減少が観察、もしく

H は推定 ・予測され、かつ個体群が楕造的に

R 
過度の分断を受けるか全ての個体が1つの

亜個体群に含まれる状況にある口
E 

A D. 個体群が拒めて、・Jヽ さく、成熟個体数がI.000 

T 未満と推定されるか、生息地価積あるいは分

E 布地点が極めて限定されている場合。

N 
E. 数蘇解析により、 100年問における絶滅の可

E 能性がJO%以J:.と予測される場合。
D 

準絶滅危惧 次に該当する種

"""r Thr徊 tc,npn(NT) 生息状況の推移から見て、種の存続への圧迫が強
存続基盤が脆弱な種 まっていると判断されるもの。具体的には、分布

域の一部において、次のいずれかの傾向が穎若で
現時点での絶滅危険度は小さい あり 、今後さらに進行するおそれがあるもの。
が、生息条件の変化によっては

「絶滅危惧」として上位ランク a)個体数が減少している，

に移行する要素を,{-J°するもの。 b)生息条件が悪化している。

c)過度の捕獲 ・採取圧による圧迫を受けている。

d)交雑口T能な別種が侵人している。

情報不足 哀坑条件の変化によって、容易に絶滅危惧のカテ

Data Defictent (IJIJ) ゴリーに移行し得る屈性（具体的には、次のいず

評価するだけの情報が不足し
れかの要索）を有しているが、生息状況をはじめ

ている種
として、ランクを判定するに足る情報が得られて

いなし、種

a)どの生息地においても生息密度が低く希少で

あるu

b)生息地が局限されている。

c)生物地理上、孤立した分布特性を有する（分布

域がごく限られた固有種等） 。

d)生活史の一部または全部で特殊な牒境条件を

必要としている。

●付属資料

区分及び基本概念 定性的要件 定砿的要件

絶滅のおそれのある 次のいずれかに該当する地域侶体群

地域個体群 ①生息状況、学術的価値等の観点から、レッドデ

Threatened Local ータプック掲載種に準じて扱うべきと判断さ

Population (LP) れる種の地域個体群で、生息域が孤立してお

り、地域レベルで見た垢合絶滅に瀕しているか

地岐的に孤立している個体群 その危険が削大していると判断されるもの。

で、絶滅のおそれが蒻いもの。 ②地方型としての特徴を有し、生物地理学的観

点から見て煎要と判断される地域個体群で、

絶滅に瀕しているか、その危険が増大してい

ると判断されるもの。

7
 



3 レッドデータブックの記載内容

●種名 （亜種名）

和名と学名を記載した。学名については、命名者も含む。

●動物群名

目名と科名を記載した。ただし、浅海域の生物の無脊椎動物については、門まで記載した。

●カテゴリー

石川県カテゴリー ：いしかわレッドデータプック2020〈動物編〉のカテゴリー区分を記載した。

国カテゴリー

●選定理由

選定評価の理由を記載したc

：環橙省レッドリスト2019のカテゴリー区分を記載した。

●形態

体サイズや色、特徴的な形状等について記載した。

●国内分布

国内の分布状況について記載した。

●県内分布

県内の分布状況について記載した。

●生態

生息環境、食性、繁殖等について記載した。

●生息地の条件

生息環税について記載した。

●危険要因

生存に対する脅威等について記載した。

●特記事項

学術的意義、希少種指定、天然記念物等について記載した。

●参考文献

特に重要な文献等について、文献番号を記載し、各分野の末に文献一翌を記載した。

●写真

生態写真または標本写真を掲載し、写真提供者または様本提供者の氏名を記載した。

●分布図

生息地を2次メッシュ （約10km四方）または2次メッシュの1/4(約5km四方）により表示した。なお、一

部の種については以下のいずれかの理由から表示をしていない。

①生息地の公表により、悪影響が懸念されるため。

②生息地に関する十分な情報がないため。

情報不足種については、上記項目の一部についてのみ記載した。

また、記入のない項目については、項目を省略した。
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4. 選定結果

いしかわレッ ドデータプック2020〈動物編〉の選定種数は、 卜.記の表のとおりで、 474,t重が選定され、地

域個体群を含めると501種が選定された。前回の 「いしかわレッドデータプック2009〈動物編〉」 と比較す

ると、地域個体群を含め、378種から123種の増加となった。特に昆虫類では、調査の進展等もあり 、地域個

体群を含め、17冴璽から26羽重へと93種増加した。

表1 いしかわレッドデータブック2020〈動物編〉の選定種数

絶滅危惧
準絶滅 地域

絶滅 野生絶滅 絶滅危惧 絶滅危惧 危惧
情報不足 合計

個体群
I類 II類

小計

哺乳類 2 7 7 14 8 24 

鳥類 1 16 20 36 29 5 71 4 

両生爬虫類 2 1 3 4 7 1 

淡水魚類 2 6 8 5 1 14 2 

昆虫類 2 56 67 123 108 :2:9 262 3 

浅海域の生物 2 2 ， 7 18 17 

貝類 6 14 20 32 15 67 

その他の動物 1 1 2 5 4 11 

合計 5 

゜
90 118 208 200 61 474 27 

※貝類は陸産貝類と淡水産貝類が統合された。

表2 いしかわレッドデータブック2009〈動物編〉掲載種数（参考）

絶滅危惧
準絶滅 地域

絶滅 野生絶滅 絶滅危惧 絶滅危惧 危惧
情報不足 合計

個体群
1類 II類

小計

哺乳類 2 4 8 12 8 22 

鳥類 2 16 17 33 25 5 65 3 

両生爬虫類 2 1 3 3 6 1 

淡水魚類 2 3 5 4 ， 1 

昆虫類 2 40 35 75 66 24 167 5 

浅海域の生物 2 2 7 14 23 16 

貝類
陸産 1 7 8 24 5 37 

淡水産 5 2 7 7 4 

その他の動物 1 1 2 3 5 

合計 6 

゜
71 76 147 147 52 352 26 

，
 



表3 いしかわレッドデータブック〈動物編〉 2000、2009、2020掲載種

絶滅危惧
準絶滅 地域

絶滅 野生絶滅 絶滅危惧 絶滅危惧 危惧
情報不足 合計

個体群
1類 II類

小計

2020 2 7 7 14 8 24 

哺乳類 2009 2 4 8 12 8 22 

2000 2 5 5 8 2 17 

2020 1 16 20 36 29 5 71 4 

鳥類 2009 2 16 17 33 25 5 65 3 

2000 2 13 18 31 23 2 58 3 

2020 2 l 3 4 7 1 

両生爬虫類 2009 2 1 3 3 6 1 

2000 1 1 2 2 1 5 

2020 2 6 8 5 l 14 2 

淡水魚類 2009 2 3 5 4 ， 1 

2000 2 2 4 4 8 

2020 2 56 67 123 108 29 262 3 

昆虫類 2009 2 40 35 75 66 24 167 5 

2000 28 14 42 49 91 1 

2020 2 2 ， 7 18 17 

浅海域の生物 2009 2 2 7 14 23 16 

2000 2 2 15 12 29 8 

2020 6 14 20 32 15 67 

貝類 ※ 1 2009 6 ， 15 31 ， 55 

2000 ※2 l ※ 2 l 

2020 1 1 2 5 4 11 

その他の動物 2009 1 1 2 3 5 

2000 1 1 2 3 

2020 5 

゜
90 118 208 200 61 474 27 

合 計 2009 6 

゜
71 76 147 147 52 352 26 

2000 4 

゜
44 43 87 103 17 211 12 

※ 1 いしかわレッドデータプック 2000では未実施、2009では陸産貝類と淡水産貝類に分けて調査を実施
※2 「ヘグラマイマイ」 をい しかわレッ ドデータプック2000では 「その他動物」、2009では 「陸産貝類」に分類

10 



5 レッドリスト

いしかわレッドデータプック2020〈動物編〉 の掲載種をまとめたものを 「右川県の絶滅のおそれのある野

生生物 い しかわレ ッド リスト2020〈動物編〉 」と し て 掲 載 する。

〈凡例〉
国RLは~~省レッ ドリスト2019及ぴ衷悦省海洋生物レッ ドリスト2017に基づいて記載

法指定等
・ワI: ワシントン条約附屈杏I ワII: ワシントン条約附属書II

• 国特天：国指定特別天然記念物（文化財保設法）

• 国 天 ：国指定天然記念物 （文化財保姦法）

・県 天 ：県指定天然記念物 （石川県文化財保誤条例）

・市町天：市町指定天然記念物（市町文化財保誤条例）
• 国内希： 国内希少野生動植物種（絶滅のおそれのある野生生物の種の保存に関する法律）

・県 希：県指定希少野生動植物種（ふるさと石川の環校を守り育てる条例）
和名の前に記載の記号の説明 県レッ ドデータブック2009からレッ ドリスト2020でのカテゴリー変化

t : ランクア ップ種 ↓ ：ラ ンクダウン種 〇 ：新規掲載種 ◇ ：情報不足から変更された種 . :t;: 報不足へ変更された種

o: 地域個体群から変更された種 ■：地域個体群へ変更された種 △ ：地域個体群の範囲が変更された種 無印 ：変更なし

1 絶滅 5種

分類群 和 名 学 名 国RL 県RDB県RDB
2009 2000 

法指定等

哺乳類 .:.:.;J, ンカワウソ lwra hura (nippon) Temminck 絶滅 絶滅 絶滅ワl

ニホンオオカミ Canis lupus (hodophilax) lmaizumi & Yoshiyuki 絶滅 絶滅 絶滅ワ II

鳥類 ↑ ヒメクロウミッパメ Oceanodroma monorhis (Swinhoe) II類 I類 I類i

昆虫類 タガメ Kirkaldyia deyrolli (Vuillefroy) II類 絶滅 1類

ミヤマシジミ Plebejusaな)'1vgnomo11praet!!rinsularis Verity 18類 絶滅 1類

2 野生絶滅 なし

3. 絶滅危 惧 I類 90種

分類群 和 名 学名 国RL 県RDB 県RDB
2009 2000 

法指定等

哺乳類 ノレンコウモリ Myolis bombinus Thomas I類

クロホオヒゲコウモリ Myotis pminosus Yoshiyuki II類 1類 II類

モリアプラコウモリ Pipis咋 I/usendoi Imaizumi II類 1類

クビワコウモリ Eptesicus japonensis Imaizumi II類 1類 情報不足

↑ ヤマコウモり Nyc1al11S aviator Thomas II類 II類 II類

↑ ヒナコウモリ Vesperlilio sinensis (Peters) II類 準絶

0ヒメヒナコウモリ Vesper/ilia murinusしinnaeus 情報不足

鳥類 ↓ ライチョウ lagopus mwa (Montin) 18類 絶滅 絶滅国内希、国特天

コクガン Brama bernicla <Linnaeus) II類 I類 1類国天

0コウノトリ Ciconia boyciana Swinhoe IA類 ワI、国内希、国特天

サンカノゴイ Bo/aunts sleflaris (Linnaeus) 18類 I類 I類

ヨシゴイ lxob,ychus sinensis (Gmelin) 準絶 1類 I類

l トキ Nipponia nippon (Tumminck) IA類 絶滅 絶滅ワ I、国内希、国特天

クロツラヘラサギ Plata/ea minor Temminck & Schlegel 1B類 I類 II類

ヒクイナ Po1-za11afi、sea(Linnaeus) 準絶 ！類 I類

ヘラシギ £11,ynorhynchus pygmeus (Linnaeus) If¥類 ！類 国内希

1クマシギ Rostra11ヽlabe11ghale11sis (Linnaeus) II類 II類 II類

コアジサシ S1ema albifrons Pallas II類 I類 1類県希

カンムリウミスズメ Synthilboranphus mun/こI/Sl/11ぼ (Temminck) II類 I類 1類 国天

チュウヒ Cit四 sspi/onorus Kaup 18類 I類 1類国内希、県希

イヌワン Aquila c:hryw血tus(Linnaeus) II類 1類 1類 国内希、国特天石川県B

チゴモズ la11is 1igri1111s Drapiez IA類 1類 1類

アカモズ lanis cristatus Linnaeus 18類 1類 淮絶

両生爬虫類 アベサンショウウォ Hynobi11s abei Sato IA類 I類 国内希

ホクリクサンショウウオ Hy11obi11s ,akedai Matsui etMjyazaki 18類 I類 1類 い、耕商天t罰天窪詠m
淡水魚類 1ニホンイトヨ Gas1erosteus 11ipponicus Higuchi, Sakai and Goto 地域饂阻群 11類

トミヨ屈淡水型 PungilitJs sp.l 謀屑阻群 I類 1類県希、県天
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分類群 和名 学名 国 RL 県RDS県ROB
2009 2000 

法指定等

昆虫類 ホソミイトトンポ Aciagrion nigrat, ヽm(Se)ys) l類 I類

ルリイトトンボ £11allag111a boi, 匹 lecirai/0111111 Selys 1類 II類

コバネアオイトトンポ lestesjaponirnsSelys 1B類 )類

ホンサナエ Gomphus postocularis Selys l類 1類

オグマサナエ Trigomp/111s ogumai Asahina 1類 1類

ヒメサナエ Sinogomphusfiavolimbatus (Oguma) l類 1類

オナガサナエ Onychogomph11s viridicos111s (Oguma) ）類 1類

カト リヤンマ Gy11aca111hajapo111ca Bartenef l類 ！類

rマダラヤンマ Aeschna mi.Yta Latreille 準絶 II類 準絶

ハネピロエゾトンボ Soma1ochlora clava1a Oguma II類 l類 1類

↑ マダラナニワトンボ Symperrum maculamm 0即 ma 1B類 II類 1類

カワラバッタ £1tsphingonotus japonictts (Saussure) l類 II類

rミゾナシミズムシ Cymatia apparens (Distant) 準絶 準絶

ホッケミズムシ Hesperocorixo distanti hokkensis (Matsumura) 準絶 l類 II類

エサキアメンポ limnoporus esokii (Miyamoto) 準絶 ）類 1類

◇オオクロツヤミズギワカメムシ Macrosaldulakorcana CKiritshcnko) 情報不足

0ハマベウスバカゲロウ i¥-1yrmeleonsolers Walker 

ヒゲナガホラヒラクゴミムシJ1ifiroaimu11ada S. Ueno 1類 I類

イカリモンハンミョウ Abroscelisanchoralis ptヽ11c1alissima(Schaum) 18類 l類 1類限天、県希

ハラピロハンミ ョウ Cicindela (lophyridia) suma11-ensis 11ipone11sis Bates II類 l類 I類

カワラハンミ ョウ Chaelodera laelescripla laelescripla <Motschulsky) 18類 l類 1類

ホソハンミョウ Cylindera (Cylindera) graci/is Pallas II類 )類 II類

ゲンゴロウ Cybisrer (Scaphinectes) chinensis Motschulsky II類 1類 II類

マルコガタノゲンゴロウ Cybister(Cybister) !etdsianus Sharp IA類 l類 国内希、県希

シャープゲンゴロウモドキ 0J'tisa,ssharpi Wehncke IA類 l類 1類国内希、県希

マルガクゲンゴロウ Graphodenis adamsii (Clark) II類 ）類

シマゲンゴロウ HJ'(}afiCIIS (P函 aticus)bowringii Clark 準絶 l類 1類

ナガケシゲンゴロウ Hydroporus ue11oi Nakane l類 1類

〇 コマルケシゲンゴロウ ffydmvatusac11111i11a111s Motschulsky 池絶

0サメハダマルケシゲンゴロウ HJ'firovatusstridulus Bistrom 

マルケシゲンゴロウ Hydrovatus subtilis Sharp 準絶 I類 準絶

0マダラコガシラミズムシ Haliplus(L;aphhヽs)sharpi Wehncke II類

カワラゴミムシ Omophron咋 qua/isMorawitz l類 準絶

チュウプホソガムシ HydroC'h11s "'111b11 Balfour Browne et Sato II類 ）類 1類

Tヤマ トホソガムシ HJ'<irochusjapo11ic11s Sharp 準絶 II類

0マメ ガムシ Regimbartia attenuata CFabricius) 

ベーツヒラタカミキ1JEurypoda <Neoprio11) batesi Gahan I類 II類

Iクロツヤヒゲナガコパネカミキリ G/aphyra hallorii (Ohbayashi) II類 II類

キイロミヤマカミキリ Margitesfiヽlvidus(Pascoe) l類 1類

Tオニホソコパネカミキリ Ne')'da/isgigantean giga11/ea11 Kano II頚

コトラカミキリ Plagionotus pulcher (Blessig) 準絶 l類

0シコクヒメコプIヽ ナカミキリ Pse11dosieversia shikokensis Hayashi 

Iョッポシカミキリ Ste町grin11mq1ヽadrinorarumBates 1B類 II類

0トヤマオオミズクサハムシ Platei、marisconstricticollis 10;-amensis'lbminaga et Katsura 
シロズヒラタハバチ Ch,ysolyda leucocephala (Takeuchi) 情報不足 l類 I類

オオナギナタハパチ Megaxyela 1ogashii Shinohara II類 )類 1類

1ニホンアミカモドキ De, ヽ/erophlebianipponica Kitukumi II類 準絶 準絶

イソメマトイ H成rotaeaglabricula (Fallen) 18類 ）類 1類

カエルキンパエ Lucilia (Bufolucilia) chini Fan 情報不足 l類 I類

ゼニゴギンガクニクバエ Metopiastackeibergi Rohdendod 1類 1類

クロシジミ Niphandafi、scafiヽsea(Bremer et Grey) 1B類 )類 準絶

0ヤホシホソマダラ Balataea oc1omoc11k11a CBremer) 進絶

0スキパホウジャク Hemaris radians (Walker) II類

↑ ヤクシマコプヒゲアッパ みmclognathayakushimalis Sugi 準絶 準絶

7オモンギンセダカモクメ CiヽClヽIliaargenlea (Hufnagel) 準絶 l類 II類

Iハマヤガ Agro1is deserionim Boisduval 準絶 II類
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分類群 和名 学名 国 RL 県ROB 県ROB
2009 2000 

法指定等

貝類 クビキレガイモドキ Cecina manchurica A. Adams 準絶 I類

ナタネミズツボ 〇ncomelaniaminima (Bru・tscb) II類 I類

カワ．ネジガイ Campi心 erashirasei Walker IA類 1類

ヒダリマキモノアラガイ Culmenella prashadi (Clench) l類 I類

0ナミマイマイ Euhadra sandai communis Pilsbry 

カワシンジュガイ Margaritifera /aevis <Haas) 18類 1類

その他の動物 ハッタミミズ*' Drawida hatlamimiコヽ Hatai 準絶 1類

4. 絶滅危惧II類 118種

分類群 和名 学名
国 RL 県ROB県ROB

2009 2000 
法指定等

哺乳類 ヒメホオヒゲコウモリ Myotis iko11nikovi Ognev II類 II類

カグヤコウモリ Myotisfrater Allen II類 II類

ニホンウサギコウモリ Plecoms sacrimonris G. M. Allen II類 準絶

テングコウモリ Muri11a hilge11do,fi (Peters) II類 準絶

コテングコウモリ M, ヽrina11ss11riensis Ognev II類 準絶

1ミズラモグラ Euroscapror miご11ra(Gunther) 準絶 準絶 準絶

アズミトガリネズミ Sore.x hosonoi Imaizumi 準絶 II類 II類

烏類 ヒンクイ Amer Ju如 /is(LaLham) II類 II類 II類国天

マガン Anser albifrons (Scopoli) 準絶 II類 II類国天

カリガネ Anser ery・thropus (Linnaeus) 18頚 II類

トモエガモ Anasformosa Georgi II類 II類 準絶

lミゾゴイ Gorsachius goisagi (Temm.inck) II類 1類 II類

0マナヅJレ Grus vipio Pallas II類 ワl

0ナベヅル Grus mo11acha Temminck II類 ワI

ヨタカ Capri1111ヽIgusi11dic11s Latham 準絶 II類 II類

イカルチドリ Charadrius placidus Gray & Gray II類 II類

◇オオジシギ Gallinago hardwickii (Gray) 情報不足情報不足

オジロワシ Ha!iaee1us albici//a (Linnaeus) II類 II類 II類国内希、国天

↓ クマタカ Nisae111s nipalensis Hodgson 1B類 I類 1類国内希

◇オオコノハズク 0111s lempiji (Horsfield) 情報不足準絶

↑ コノハズク Ows sunia (Hodgson) 準絶 準絶

アオパズク Ni11axsc1ヽIIヽlata(Raflles) II類 II類

プッポウソウ E11rystom11s orientalis (Linnaeus) IB類 II類 II類

oャイロチョウ Pilla nympha Temminck & Schlegel 18類 ワII

1コシアカツバメ Hinmdo daurica Laxmann 準絶

Tノジコ Emberにasulphurata Temminck & Schlegel 準絶 準絶 郡絶

コジュリン Emberiこayessoe11Sis (Swinhoe) II類 II類

両生爬虫類 アカウミガメ Carella cnre11a (l ,innaeus) IR類 II類 II類ワ I

淡水魚類 0カワヤツメ Lethemeron cmmscha1icum ('l'ilesius) II類類

0スナヤツメ北方種 lethenteron sp.N. II類

ホトケドジョウ Lefi,a echigonia Jordan and Richardson 1B類 II類 II類 県希、小松市天

アカザ liobagn,s reinii Hilgendorf II類 II類 II穎

↓ シラウォ Salangichrhys microdon (Bleeker) 1類 1類

0カジカ（中卵型） Couus sp. II類

昆虫類 1モートンイトトンポ Morronagrion sele11io11 (Ris) 準絶 準絶

◇ ムスジイトトンポ Cercion sexlineawm (Selys) 情報不足

キイロサナエ Asiagomplws pryeri (Selys) 準絶 II類 I類

1ヒラサナエ Davidi匹 moiwan心 taruiiAsahina et Inoue 準絶 準絶

アオサナエ Nihonogomphus viridis Oguma II類 準絶

0アオヤンマ Aesclmoph/ebia /ongistigma Selys 準絶

0ハッチョウトンボ Nannopliya pygmaea Ram bur 

↑ キトンポ Sympem,111 croceo/11111 Selys 準絶

エゾエンマコオロギ Teleogり・llusyezoemmakawara (Ohmachi & Matsuura) II類 準絶

0ナギサスズ Caconemobius SfCanami (Furukawa) 

0セグロイナゴ Shirakiacris shirakii <Bolivar) 
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分類群 和名 学名 国 RL 県RDS県ROB
2009 2000 

法指定等

コオイムシ Appasus japonicus Vuillefroy 準絶 II類 I類

rミヤケミズムシ Xenocorixa villipennis <Ho滋 th) 準絶 準絶

1ヒメマルミズムシ Paroplea indisti11g11enda CMatsu.ml.ll・a) )類

0オヨギカタピロアメンポ XiphoveliajaponicaEsaki et Miyamoto 準絶

ウエダオオズナガゴミムシ P1eros1ich11s, ヽedaorumMorita et Hu・asawa II類 準絶

オオヒョウタンゴミムシ Scarites(Scarites) su/ca/us s11/ca11ヽsOlivier 準絶 II類 準絶

0チャイロマメゲンゴロウ Agabusbro1rni Kamiya 

0キボシケシゲンゴロウ Allopachriaflavomaculata(Kamiya) 情報不足

テラニシセスジゲンゴロウ Copelatusteranishii Kamiya II類

0ケシゲンゴロウ H)phydrus japonicus Sharp 準絶

ヒメケシゲンゴロウ Hyphydrus laevivemris Sharp II類 II類

〇 コウベップゲンゴロウ laccophiluskobensis Sharp 準絶

T Iレイスツプゲンゴロウ laccophilusle111isius Sharp II類 準絶

ヒメミズスマシ Gyrinus (Gyrinus) gestroi Regimbart 1B類 II類

Tミズスマシ Gyrinus (Gyrinus) japonicus Sharp II類 準絶

Iヒメコガシラミズムシ Ho/iplus(Lioph/zヽs)ova/is Sharp 準絶

↓ コガムシ HJ-drochara affinis (Sharp) 情報不足 l類 II類

ネプトクワガタ本土亜種 Aeguslaevico//is subnilidus Waterhouse II類 準絶

ヒメオオクワガタ Dom、smontivagi,s montivagus (Lewis) II類

アカマダラハナムグリ Anthracophorarusticola Burmeister 情報不足 u類

0 ョコミゾドロムシ leplelmis gracilis Sharp II類

0ケスジドロムシ Pseudamophi/11s japo11ic11s Nomura II類

0ツヤナガタマムシ Agrihヽscupes Lewis 

〇ニッポンカクスジナガクマムシ Agri/usjapanocarinalttSOhmomo 

〇 コーヨーナガタマムシ Agriluskoyoi Ohmomo 

0アオナガタマムシ Agrilus planipennis Fairmaire 

クロマダラタマムシ Nipponobuprestis <.NiP. 匹11obuprestisia)qtヽerceti(E.Saunders) II類 準絶

0ムネアカクロコメツキ lschnodessanguinico/lis maiko W.Suzu_kj 

ベーツヤサカミキリ leptoxe1111s ibidiiformis Dates II類 II類

ヒゲプトハナカミキリ Pachypidoniabodemeyeri CPic) II類

0カスガキモンカミキリ Paramenesiakast1ge11sis (Seki et Kobayashi) 

トホシカミキリ Saperda alberti Plavilstshikov II類

0 トドマッカミキリ Te1ropi11111 casta11eum (Linnaeus) 

オオルリハムシ C'1,ysoli11a virgara (Motschulsky} 準絶 11類

◇ツヤネクイハムシ D011acia nilidior (Nakane) 情報不足

0サメハダIヽ マキチョッキリ Byctiscusnigosus (Gehler) 

0ニッポンハナダカバチ Bembixniponica niponica Smith II類

0キアシハナダカパチモドキ Stiこ11sperrisi Dufou_r II類

↓ ゴヘイニクバエ Sarcophi/ajaponica (RohdendorO II類 l類 1類

Tホシチャパネセセリ Aeromach1is inachus inach11s (Menetries) 1B類 準絶 準絶

。能中シゴル登部マ高半・ビン地島アジ北シ西ジ蔀ミ亜種 Zi二i11aemelina terukoae Kimlll・a 1B類

番~亜種 Phengaris releius hoso11oi <A.Takahashi) II類 II類 準絶

趾咲地ソ如亜ン..亜積ミ種
Plebejus, 唸llSllliCI匹 吝,s(Butler) 準絶 II類 準絶

謡品 Plebejus subso/01111s yarigadakeanus <Matsumura) II類 II頚 準絶

Iオオミスジ Neptis alwina (Bremer et Grey) 準絶

ハマゴウノメイガ Ag/oops albipe1111is Inoue II類

0ババエダシャ ク Hesperumia babai Sato 

0メンガタスズメ Acheromia sり,xmedusa Moore 

〇ヤネホソパ Eile111afi1scodorsa/is <Matsumura) 準絶

◇ ヒメ シロシタパ Cato匹 lanagioides Wileman 準絶情報不足

0クビジロツメヨトウ 011cocnemis campicola Lederer 

0ヌマペウスキヨ トウ Chi/odes pacificus Sugi II類

↑ ガマヨトウ Capsi,la aerata (Butler) II類 準絶 準絶

0ギンモンアカヨトウ P/11silla 1-osalia Staudinger II類

0 ミスジキリガ Jodia sericea (Butler) 準絶

カギモンキリガ Onhosia 11igromac11/a1a <Hone) II類
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分類群 和名 学名 国RL 県ROB 県ROB
2009 2000 

法指定等

浅海域の生物 ヒジキ Sa屯assumfiヽsiforme(H紅 vey)Setchell II類 II類

（海藻） マルパアサクサノリ Pyropia J.w1iedae (Kurogi) Hwang et Choi l類 II類 II類

貝類 ヤマトクピキレガイ Tnmcatella pfeifferi Maltens II類

オオウスイロヘソカドガイ Pallヽdinellassimineatanegashimae CPilsbry) II類

Tナガオカモノアラガイ Oxyloma hirasei CPilsbry) 準絶 準絶

rオクガタギセル Megalophaedusa dorcas CPilsbry) 準絶 準絶

トノサマギセル Megalophaedusa ducal is (Kobelt) 準絶 II類

lコンボウギセル Mesophaedusa l/irko11is'1irko,1is (Boettger) 準絶

Tハゲギセル Pingi1iphae.d11sa aurita a/Irita (Boettger) 埠絶

ココロマイマイ Satsuma cardiostoma (Kobek) II類 II類

オウミケマイマイ” Aegis/a omiensis (pilsbry) II類 II類

ハクサンマイマイ Euhadra /atispira /atispira (Pilsbry et Hirase) II類 II類

ミヤマヒダリマキマイマイ Euhadrascaevo/a scaevo/a (Martens) II類 II類

カラスガイ Cristaria plicpta <Leach) 準絶 II類

ョコハマシジラガイ lnversiu11io jokohame11sis (llie1切 g) 準絶 II類

↓ カタハガイ Obovalis omiensis (Heimberg) II類 I類

その他の動物 イソコモリグモ Lycosa ishikariana (S.Saito) II類 II類 II類県希

5 準絶滅危惧 200種

分類群 和 名 学名 国RL 県ROB県ROB
2009 2000 

法指定等

哺乳類 ヒメヒミズ Dymecodon pilirostris'li・ue 準絶

シントウトガリネズミ Sore.~shinto Thomas 準絶

カワネズミ Chimarroga/e p/aり-cepha/a(Temminck) 準絶

カヤネズミ Micromys minullヽs(Pallas) 準絶情報不足

〇ヤチネズミ Eothenomys andersoni (Thomas) 

ニホンモモンガ Pteromys 1110111011ga Temminck 準絶 準絶

ヤマネ Glirulusjaponicus (Schinz) 準絶 準絶国天

オコジョ Mustela erminea <Linnaeus) 準絶 準絶 準絶

鳥類 ヤマドリ Syrma/ic四 soemmerringii(Temminck) 準絶

オシドリ Aix galericulata (Linnaeus) 情報不足 準絶 準絶

シノリガモ Histrionicus hisrrionicus (Linnaeus) 準絶 準絶

ピロードキンクロ Melani/la Ji、sea(Linnaeus) 準絶

0クロガモ Melani/la americana (Swainson) 

ササゴイ Bworides stria/a (Linnaeus) 準絶 準絶

クロサギ Egrella sacra (Gmelin) 準絶 池絶

0ヘラサギ Plata/ea leucorodia (Linnaeus) 情報不足

0バン Gaffi1111fa chforopus (Linnaeus) 

0カッコウ Cuculus cnnnrm Linnaeus 

↓ シロチドリ C/,aradrius alexandrimヽsLinnaeus II類 II類 準絶内灘町天

ヤマシギ Scolopax rusticola Linnaeus 準絶 準絶

↓ ホウロクシギ Numenius madagascariensis U,innaeus) II類 II類 II類

0ツルシギ Tringa erythropus (Pallas) II類

0タカプシギ 7ringa glareola Linnaeus II類

イソシギ Actitis hypole11cos U.innaeus) 準絶 袖絶

ミサゴ Pa11dio11 ha/iae/us (Linnaeus) 準絶 辿絶 辿絶

ハチクマ Pemis p1ilorhy11c11s (Tern面 nck) 準絶 準絶 準絶

0ツミ Accipiter gz,laris (Temminck & Schlegel) 

ハイタカ Accipiler nisus CLinnaeus) 準絶 準絶 準絶

↓ オオタカ Accipiler ge11tilis (Linnaeus} 準絶 II類 I類

↓ サシバ Butas111r indicus (Gmelin) II類 II類 II類

ノスリ Buleob1ヽleo(Linnaeus) 準絶情報不足

lアカショウピン Ha/cyan caromanda (Latham) II類 II類

lハヤプサ Falco peregri11us Tunstall II類 II類 II類国内希

〇コヨシキリ Acrocephalus bistrigiceps Swinhoe 
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分類群 和 名 学 名 国 RL 県RDS 県ROB
2009 2000 

法指定等

セッカ Cisticola juncidis (Rafinsque) 準絶 II類

0クロツグミ n、rduscordis Temminck 
0ホオアカ Emberizafi四 taPallas 

両生爬虫類 ナガレタゴガエル Rana sakuraii Matsui et Matsui 準絶情報不足

タカチホヘヒ’ Achalim1s spinalis Peters 準絶 準絶

シロマダラ Dinodon oriemale (HilgendorO 準絶 準絶

0ニホンイシガメ Ma11remysjapo11ica (Temminck et SchlegeO 準絶 ワII

淡水魚類 0スナヤツメ南方種 le1he111e1-on sp.S. II類

ミナミアカヒレタビラ Acheilog11a1h1is tabirajordani Al・ai,Fujikawa and Nagata IA類 準絶 準絶

アジメドジョウ Ni,mella delicata (Niwa) II類 準絶 準絶

シンジコIヽ ゼ Gymnogobius 1ara11eにiCPinchuk) II類 準絶 準絶

ホクリクジュズカケハゼ Gymnogobius sp.2 IA類 準絶 準絶

昆虫類 オツネントンボ Sympecma paedisca paedisca (Eversm;inn) 準絶 準絶

0ムカシトンボ Epiophlebia superstes (Selys) 

ネアカヨシャンマ Aeschnophlebia anisoptera Selys 準絶 準絶 準絶

0トラフトンボ Epilheca margina/a (Selys) 

カラカネトンボ Cordulicヽaeneoamurensis Selys 準絶 準絶

カオジロトンポ leucorrhinia dubia orielllalis Selys 細絶 準絶

ミネトワダカワゲラ Scopura montana Maruyama 準絶 準絶

↓オオゴキプリ Panesthiaa唸11s1ipennisspadica (Shiraki) II類 II類

↓ ヒナカマキリ Amantisnの,・ai(Shiraki) II類 II頚

ウスパカマキリ Mantis religiosa (Linnaeus) 情報不足準絶

◇クマコオロギ Milius minor (Shiraki) 情報不足

0ヒロパネカンタン Oecant/111s euり・elytraIchikawa 

0キン1::,,切 Na111/a ma1s,111rai Sugimoto 

ハマスズ Dianemobius csikii (Bolivar) 準絶

0セスジササキリモドキ Xiphidiopsis albicornis <Motschoulsky) 

0ハネナガイナゴ ⑳ ajaponica (Thunberg) 

0ショウリョウバッタモドキ Gonista bicolor (de Haan) 

ヤマトマダラパッタ Epacromiusjaponicus (Shiraki) 準絶

ハウチワウンカ Ti')pellmorpllaJaponlca Ishihara II類 準絶

0タイコウチ lacco咋 phesjaponensis Scott 

ヒメシズカマキリ Ranatra 1111icolor Scott 準絶

◇エゾコセアカアメンポ Gerris Wacrogerris) ye=oensis Miyamoto 情報不足

マツムラクサカゲロウ Semac/11ysa matsumurae (Okamoto) 準絶 辿絶

オオウスバカゲロウ II匹 c/isisjaponica(llagen) 準絶

セアカオサムシ Hemicarabus tuberc:11/osus (Dejean et Boisduval) 準絶 準絶

0ミヤマゴモクムシ Harpa/11s CHarpa/11s) solitaris Dejean 

タカパクロヒラタゴミムシ Piaり•111,stakaboi (Habu) 準絶 準絶

0アイヌハンミョウ Cicindela (Cicindela) gemmata ai,10 Lewis 準絶

0ナミハンミョウ Cicindela (Sophiodela) japonica Thunberg 

クロゲンゴロウ Cybister brevis Aube 準絶 準絶 準絶

0キポシップゲンゴロウ Japano/accophi/us 11ipo11ensis (Kamiya) 準絶

0マルチピゲンゴロウ leiody1esfromalis (Sharp) 準絶

◇コオナガミズスマシ Orectochilus (O,-ectochilus) p1111ctipe11nis Sharp II類情報不足

0クロホシコガシラミズムシ Haliplus<Liaphlus) basinolahヽsZimmermann II類

クビポソコガシラミズムシ Haliplus(Haliplus) japonicus Sha巾 情報不足準紀：

0ニッポン砂‘パゴマフガムシ Berosus (Enop/urus) nipponicus Sch叫 l

ガムシ HJYirophilus acumina111s Motschulsky 準絶 準絶

0ミユキシジミガムシ 位 ccobius釦ccobius)i11opi1111s Gentili 準絶

ヒメハマベエンマムシ Hypocacc11/11s (Ness11s) astk11s <Lewis) 準絶

オオセンチコガネ Phelotn、pes(Chromogeotropes) 011rat11S auratus~lotschulsky) 準絶

蒜峰紐（ガタ Cen,chus lingarius monticola Nakane 準絶

オオチャイロハナムグリ Osmoderma opicum Leヽvis 準絶 準絶 準絶
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法指定等

0トラハナムグリ Trichi11s japo11ic1ヽsJanson

コプナシコプスジコガネ Trox<Niditrox) nohirai Nakane 準絶

0トガリカラカネナガタマムシ Agrilusmadeci Baudon 

0スジバナガタマムシ Agrilus sachalinicola Obenberge 

0ミヤマナカポソタマムシ Coraebus daisenesis Miwa 

アオマダラタマムシ Nipponobupres1is I..Nippooohupreslis)。叫bi/is(Snellen van Vollenho, ℃ n) 準絶 準絶

エサキキンヘリタマムシ 位mprodila(lomprodila) decipiens如mikod1iana(Obenberger) 準絶

0シナノキチピタマムシ Tra<:'l1ys aurif/1111s Solsky 

0サシゲチビタマムシ Trachys rabusta E. Saunders 

ヒメポタル Lucio/a (/-fo1aria) pan,u/a (Kiesenwetter) 準絶 準絶

ヤマトヒメメダカカッコウムシ Neohydnushorumii Nakane 準絶

◇イソジョウカイモドキ Laius asahi11ai Nakane 情報不足情報不足

クロズハマペゴミムシダマシ Pha/eria (Epipha!eria) atriceps (Lewis) 準絶

フクスジカクピロハナカミキリ Br(Jclり•rabifa$ciara japonica (Matsushita) 準絶

0クモマハナカミキリ E11odim1S borealis (Gyllenhal) 

0シロオピドイカミキリ Mimec/a1i11a flヽscop/agiala(Breuning) 

ニセリンゴカミキリ Oberea (Oberea) 111仄taBates 準絶

0ハクサンシラネヒメハナカミキリPidortia obscurior hafosana K.Ohbayashi et Hayashi 

0フイリヒメハナカミキリ Pidonia signata Matsushita 

0ヘリグロアオカミキリ Saperda hasokawai Hasegawa 

0マルクビケマダラカミキリ Ji-ichoferus campestris (Faldermann) 

◇ガガプタネクイハムシ Donacia le11zi Schonfeldt 情報不足

◇イネネクイハムシ D011acia provostii Fai1・mairc 情報不足

0リュウキュウカギアシゾウムシ Bagouspic111ra111s Egorov et Grotshev 

ヌタッカゾウムシ Nipponaloplws mヽtakkanus(Kono) 準絶 迎絶

ウマノオバチ Euw-obracon yokahamae (Dalla Torre) 準絶 準絶

クロモンアメバチ Dicamp111s 11igl'Opic11、s(Ma知umura) 準絶

0フジジガパチ Ammophila a tripes japonica Kohl 準絶

0アカオビケラトリバチ larra amplipennis (Smith) 準絶

0ムツボシクモパチ Anop/i11s viatic11s (Linnaeus) 準絶

◇アオスジクモバチ ParaC)•phononyx alien us (Smith) 情報不足

↓ ハイイロクモパチ Pompi/1,s cine陀 us(Fabricius) II類 II類

0キオピホオナガスズメパチ Dolichovespulamedia sugare lshjkawa 情報不足

〇ヤドリホオナガスズメバチ Dolichovespulaadulterina montivaga Yamane 情報不足

エサキムカシハナパチ Colletes (Colletes) esakii Hirashima 準絶 準絶

0ナミルリモンハナバチ Thymus decorus (Smith) 情報不足

カニギンモンアミカ Neohapalothrix kanii Kitakami II類 準絶 準絶

0トワダオオカ Toxorhinchites (Toxorhinchites) towadensis (Matsumura) 

タシマツルギアプ Acrosathe 1asl11mai Nagatomi & Lyneborg 準絶

ヘリグロチャパネセセリ Thymelicus sylvalicus sylvalicus (Bremer) 準絶

オオチャパネセセリ Polyt心 mispe/1、ヽcidape/lucida (Murray) 準絶

ギフチョウ luehdorfiajaponica Leech II類 準絶 準絶

ウラギンスジヒョウモン Argyronome /aodicejaponica (Menet1詮s) II類 準絶

オオムラサキ Sasakia charonda cha,vnda (Hewitson) 準絶 準絶 準絶

クモマベニヒカゲ本州亜種 Erebialigea lakananis Matsumura 準絶 準絶 準絶

0オオギンスジコウモリ Gazoryctra macilenta (Eversmann) 

0フジキオピ Schistomitrafimeralis Butler 

0ハイイロポクトウ Phragmataecia castaneae (Hubner) 準絶

モンクロキイロナミシャク Stamnodesdanilavi sugitanii Prout 準絶 準絶

0オナガミズアオ Actias gnoma gnoma (Butler) 準絶

◇ネズミホソパ Pelosia angusta (Staudinger) 情報不足

0シロホソパ Ei/ema degenerella (Walker) 準絶

0キシタアッパ Hypena claripennis (Butler) 準絶

チャパネキポシアッパ Paragabara ochreipennis Sugi 準絶 準絶

0カギモンハナオイアツバ Cidariplurasignata (Butler) 準絶
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0ミヤマキシタバ Catocala el/a el/a Butler 準絶

0フシキキシタパ Caloca/a separans Leech 

0ナマリキシタパ Co10cala co/11mbi11a yoshihikoi Ishizuka 

〇コシロシタバ Catocala actaea Felder & Rogenhofer 準絶

0ミヤマセダカモクメ Cucullia lucifiヽga(Denis & Schiltermiiller) 

0ニセタパコガ Heliochei/11s fervens (Butler) 

オオチャパネヨトウ Nonagriapu初 ge/eri(Schawerda) II類 準絶 準絶

ハネナガモクメキリガ ,¥)1/e11a 11i'1011ica Hone 準絶 準絶

0アヤモクメキリガ Xylenafi1mosa (Butler) 

0チャマダラキリガ RJ1y11chaglaea scillila (Butler) 

0シロオピヨトウ Hade11a (Hadena) compta armeria@ (Gu@nee) 迎絶

浅海域の生物 ホソエガサ Ace1ab11/aria calic11/11s Lamouroux 1類 準絶 準絶

（海藻） イシゲ /shige oka1111ヽraeYendo 準絶 準絶

ホソナガベニハノリ Hypogl9$$Iヽmnippo11ic11m Yamada 準絶 準絶

ノトイトグサ Neosiphonia 1101oensis CSegi) Kim et Lee 準絶 準絶

浅海域の生物 キクメイシモドキ o, ヽlastreacrispata (Lamarck) 準絶 準絶

（無肯椎動物） ムツサンゴ R/1i=opsammia mi11u1a m111sue11sis Yabe et E即chi 準絶 準絶

□サクラオフェリア £1にonusarcticus Grube 践信体詳情報不足

□エゾオフェリア Eu二onuse二oensis(Okuda) 地域眉体群1射報不足

0カリガネエガイ Barbatia virescens (Reeve) 

貝類 イシマキガイ C/i1hon re1ropic111s <Martens) 準絶

0ヤマタニシ Cyclophorus herklotsi Martens 

0マルタニシ Cipangopaludina chinensis laeta (Martens) II類

イツマデガイ Blanfordiajaponica (A_ Adams) 準絶 準絶

ニクイロシプキッポ Fukuia la、rodaiAbbott & Hunter 準絶 準絶

◇サッマクリイdガりザンショウ翫ー租 Angustassimineasp. 付報不足

カワザンショウガイ Assiminea /11teajaponica Martens 準絶

ウミニナ 8a1illaria multiformis (Lischke) 準絶 準絶

オオタキコギセル Euphaedusa digonoptyx (Boettger) 準絶

ナミコギセル Euphaedusa 101ヽtau(Boettger) 準絶

オオコウラナメクジ Nipponarion cari11ams Yamaguchi & Habe 準絶 準絶

ヤマコウラナメクジ Nipponolima,¥'monticola Yamaguchi et Habe 準絶 準絶

ヒラベッコウ” Be屈ochlamysmicrograpta (Pilsbry) 情報不足準絶

クリイロベッコウ JapanochlamJ'S cerasina (Pilsbry) 情報不足準絶

カズマキベッコウ Japanoch/am)IS decens (PiJsbry et Hirase) 情報不足準絶

キヌツヤベッコウ Nipponochfamys semisericata (Pilsbry) 情報不足準絶

ヒメハリマキピ Parakaliella pagoduloides (Gude) 準絶 準絶

スジキピ Paraka/iel/a nヽida(Pilsbry) 準絶 準絶

オオウエキピ Trochochlamysfraterna <Pilsbry) 情報不足準絶

ヒメカサキビ Trochochlamys subcrenula1a subcre1111/a1a (Pilsbry) 準絶 準絶

エチゼンビロウドマイマイ Nipponoc/,/oritisechにenensis(Pilsbry et Hirase) 情報不足 準絶

ケハダピロウドマイマイ Nipponochloritis fragilis (Gude) 準絶 準絶

コシタカコベソマイマイ Satsumafi1sca (Gude) 準絶 準絶

コベソマイマイ Satsuma myomphala myYJmphala <Martens) 準絶

ヤマタカマイマイ Satsuma papilliformis (Kobelt) 準絶 準絶

0ツルガマイマイ Euhadra latispira 1s11n1gensis (CockcrIJ) 

ヘグラマイマイ" Euhadra quaesita heguraensis Kuroda et Tan 準絶 準絶 準絶

〇ヒダリマキマイマイ Euhadra quaesita quaesita (Deshayes) 

0コガネマイマイ Euhadra sandai sandai (Kobelt) 

タワラガイ Sinoennea nm如waCPilsb1-y) 準絶

マツカサガイ Pro11od11/aria japanensis伽 a) 準絶 準絶

イシガイ Unio douglasiae Martens 準絶
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その他の動物 キシノウエトタテグモ Latouchiaのvinhoei(Kishida) 

キノボリトタテグモ Conothelefragaria (Doenitz.) 

ワスレナグモ Calommata signata Karsch 

0テナガエピ

0ミゾレヌマエピ

Macrobrachium 11ippo11e11se (De haan) 

Caridina leucosticta Stimpson 

6 情報不足

分類群 和名

61種

学名

鳥類 0ジュウイチ

ハリオアマッパメ

〇アマツバメ

マダラウミスズメ

キバシリ

Hierococcyx hyperyr/111s (Gould) 

Hinmdapus cmヽdac11111s(Latham) 

Apus pacific, ヽs<Latham) 

Brachyramph11s perdix (Pallas) 

淡水魚類 0ニホンウナギ

Cerrhiafamiliarisしinnaeus

Ang11illajapo11ica Temminck and Schlegel 

昆虫類 〇 コチ ビミ ズムシ Micronecra (Micronecta) g,,uara Matsumw・a 

0ヘラコチピミズムシ Micronecra (Micronecta) kirirshenkoi W面blewski

0 トゲミズギワカメムシ SaldoidaarmOIO Horvath 

国 RL
県ROB県ROB
2009 2000 

準絶準絶準絶

準絶 準絶準絶

準絶 祁絶

国RL
県RDB県RDB
2009 2000 

情報不足

情報不足情報不足

情報不足 II類

18類

0シロヘリッチカメムシ Ca111hophor11sniveimarginarヽ.sScott 準絶

0オンタケナガチピゴミムシ Trechiamale>visi (Jeanne!) 

〇 コガクノゲンゴロウ Cybisler 1rip11nc1a11is latera/is Fabricius II類

クロアリヅカエンマムシ He1aeri1,soptall,s Lewis 

◆オオクワガタ Darcus hopei binodulosus Waterhouse 

セスジカクマグソコガネ Rhypan、soこumaiaこumaiNakane 

0ダイセツマルトゲムシ Byrrhusfasciarusfasciarus(Forster) 

〇 ヒメアオツヤハダコメツキ Mucromorphusmn,・ai Kishi.i 

〇 ミヤマツメナシゾウム・・./ Anoplusjaponicus Monmoto 

ハクサンハパチ NeocolocheりmahaJ..7ヽsanaTogashj 

♦ キアシクロIヽラポソコマユパチ Mcreon、sjfavicoxaMacto 

◆ タカチホヒラタタマパチ lbaliarakachihoi Yasumatsu 

0フクイアナパチ Sphex inusilarus Ji曲 ianusTsunek1 

0オオセイポウ Stilbum C):anurum (Forster) 

0クロマルハナパチ Bombus (Bombus) ignirus Smith 

ハクサンホシシリアゲ Panolj匹 kagamontanaMiyamoto 

ギンイチモンジセセリ Lepralinaunicolor (Bremer et Grey) 

0ムモンアカシジ｀ Sl11ro~ua1onas11011asi (Janson) 

ルリ イロスカシクロパ Hedinaconsimilis <Leech) 

0シロフタスジットガ Agriphi/a aeneociliella (Eversmann) 

〇 クドウッ トガ Pseudnhieselia terre.<咋 Ila知dnilnou,a 

0チピウスキオオメイ ガ Scirpophagamicraurea Sasaki 

〇 コクシエグリシャチホコ Odomosiamarumoi Inoue 

0キュウシュウマエアカシロヨ トウ Leucapameo J...y1,slme11sis (Sugi) 

0クマ ソオオヨトウ Kumasia /..'Umaso (Sugi) 

0ヤンコウスキーキリガ Xa111hocosmiajankows知 (Oberth虹）

浅海域の生物 ◆シダモク Sargass11mfi/ici1111m Harvey 

（海藻） ウスパノコギリモク Sa, 苫amrmserratifolium (C. Agardh) C. Agardh 

タマハハキモク Sm苫l/SSIヽmnwricum (Yendo) Fensholt 

浅海域の生物 チャイロキヌタガイ Palmadusra amt/feli (Jousseaume) 

（無脊椎動物） タマカイメン 7匂hyajaponicaSollas 

ハボウキガイ Pinna auenuata Reeve 

オトヒメゴカイ Hesione reticulata Marenzeller 

貝類 0オオタニシ Cipangopaludinajoponica Cl¥fartens) 

0ミズゴマッポ Stenothyra japonica Kw・oda 

ホソウミニナ Batillaria cu111i11gii (Crosse) 

0モノアラガイ Radix a11rict1/aria japonica Jay 

情報不足

II類 1類

情報不足

情報不足

準絶

II類 II類

準絶

情報不足

準絶

情報不足

準絶情報不足

情報不足準絶

準絶 削絶

情報不足情報不足

情報不足情報不足

情報不足準絶

情報不足情報不足

情報不足情報不足

情報不足情報不足

準絶

II類

情報不足

準絶

法指定等

法指定等
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0ヒラマキミズマイマイ Gyraulus chinensis spirillus (Gould) 

ヒラマキガイモドキ Polypylis hemisphaerula (Benson) 

ナガナタネガイ Co/r1111el/a e.de11111/a (Draparnaud) 

0ミジンナタネガイ P1111cllヽ111atom11s Pilsbry &印.rase

〇イポイポナメクジ属の一種 Granulilima.~sp.

ミドリペッコウ Be屈ochlamyskagaensis CPilsbtッetHirnse) 

ハクサンベッコウ Nipponochlamys ha如sa1111s(Pilsbry et Hirase) 

ハクサンケマイマイ Aegis ta hala1sanensis M.Azuma et Y.Azuma 

オバエボシガイ lnversidens brandti (Kobelt) 

ヤマトシジミ Corbiculajaponica P1;me 

♦マシジミ Corbicu/a /eana Prim@ 

その他の動物 0カイエピ Caenestheriella gifi1e11sis Oshikawa) 

0チョウセンコツプムシ Gnorimosphaeroma 11okto11ge11se Kwon & Kim 

0タキヨコエピ Stemomoera rh;-oca Kuribayashi, Mawatari & Ishimaru 

0ヌカエピ Paratya compressa improvisa Kemp 

7. 地域個体群 27種

分類群

鳥類

和名 学 名

品掘溢オミズナギドリ Calonectrisleucomelas (Temn血 ck)

七ツ島のウ ミウ繁殖餡体群 Phafacrocora.Tcapi{{allts (Temminck & Schlegel} 

加賀海岸のミュピシギ越冬群 Calidrisalba (Pallas) 

■ 白山のイワヒバリ繁殖餞体群 Pnmellacollaris (Scopoli) 

両生爬虫類△唇房閑砂野樗ウォ 珈 1obiuski1111ヽroeDunn 

淡水魚類 イワナ（無斑クイプ） Salvelinus leucomaenis PALLAS 

0サケ（野生繁殖群） Oncorhynchus keta (Walbaum) 

昆虫類 ヤマトオサムシ Carabus yamalo (Nakane) 

コムラサキ（黒色型） Apatura me/is substituta Butler 

アルプスヤガ Xestia (Pachnobia) speciosa ussurica Kononcnko 

浅海域の生物 フジノハズタ Caulerpafergusonii Murray 

（海藻） ウスイロモク Sargassum pallidum (Turner) C. Agardh 

ックシアマノリ Porphyra yamadae Yoshida 

浅海域の生物 アンズイソギンチャク A11/ac1i11ia coccinea (Verrill) sensu Uchida and Soyama 

（慧脊椎勁物） グピジンイソギンチャク S1ichodac1yla tapewm (Ehrenberg) 

マシコヒゲムシ Oligobrachia mashikoi Imajima 

シオガマサンゴ 011/angia stokesiana milto11i Yabe et Eguchi 

ックモジュズサンゴ Culiciajaponica ten11isepes Ogawa, Takahashi and Sakai 

アマガイ Nerilajaponi四 Dunker

ミサキギボシムシ Balannglm.m.< misakien: 曲 Kuwano

ワダツミギボシムシ Bala11ogloss11s carnosus (Willey) 

0スゲガサチョウチン Discradisca sparselineata <Dall) 

0シモダギボシムシ Bala11ogloss1ヽssimodensis Miyamoto and Saito 

oックモミノウミウシ Curhona beta (Baba and Abe) 

0アカテガニ Chiromantes haematoclzeir (de Haan) 

0クロベンケイガニ 01iroma11tes dehaani (H. Milne Edwards) 

0スナガニ OC)pode s1impsoni Ortmann 

国 RL 県RDS県ROB
2009 2000 

法指定等

情報不足

準絶情報不足

情報不足

情報不足情報不足 ー

情報不足情報不足 一

情報不足 一

II類 情報不足 ー

準絶情報不足 一

II類 準絶

国 RL 県ROB県ROB
2009 2000 

法指定等

蝶個体詳彰籟糾t
抱岐屑体詳抱域目体t
迎岨屑体群地駐眉阻月

)類 1類

準絶坦籟体詳

情報不足地絨眉体詳姥域眉体g白山市天

追域眉体詳地絨刷埠

地域眉体葬 準絶

地域眉体罪 準絶

楚域眉体詳旭駐鮒碩

亀域個体詳坦域員体月

地絨眉体詳謀刷硝

旭尻眉体詳 準絶

追域1'l休詳準絶

地培眉体詳情報不足

追域眉体詳迎械眉体月

楚絨個体詳姥駐尉硝

雌屑体詳坦絨眉阻月

迎員体詳地駐餌に月

謀屑体詳

8. ランク外 43種（レッドデータブック2009からレッドデータブック2020でランク外に変更されたのは37種・・i

分類群 和名

鳥類 オオハクチョウ

1ヨシガモ

lホオジロガモ

lウミアイサ

↓ カワアイサ

1カンムリカイップリ“

学名

C知 wscygm、s(Linnaeus) 

Am1sfalca1a Georgi 

Bucephala cla11g,1/a吐 naeus)

Mergtヽsserratar Linnaeus 

M叩 smerganser Linnaeus 

Podiceps cristatus (Linnaeus) 

国 RL 県ROB県ROB
2009 2000 

法指定等

準絶

準絶 準絶

準絶 準絶

準絶 II類

準絶 準絶

賎個体詳準絶



分類群 和名 学名 国 RL 県ROB県ROB
2009 2000 

1チュウサギ Egrella intermedia (Wagler) 準絶 準絶 準絶

コチドリ Charadrius d11bi11s Scopoli II類

↓ ウミスズメ Synthliboranphus a111iq1111s (Gmelin) IA類 祁絶 準絶

↓ サンショウクイ Pericrocotus divaricatus (Raffles) II類 準絶 郡絶

lサンコウチョウ Terpsiphone atrocaudata (Eyt0n) 準絶 準絶

淡水魚類 カワヨシノポリ Rhi11ogobi11sf/11mi11即 s(Mizuno) 地改屑体詳

昆虫類 コシポソヤンマ Boyeria maclachla11i (Selys) 準絶

1ハネナシアメンボ Gerris (Gerris) 11叩 fe11sisDistant 準絶

マルミズムシ Parapleajaponica Horvath 池絶

◇ハマベッチカメムシ Byrsin11s varians (Fabricius) 情報不足

l コク Uナガオサムシ
白山亜種

Carabus (Leptocarab11s)arbore11s hal"11sa1111s Nakane 準絶 準絶

↓ コミ ズスマシ Gyri11us (Gyrinus) currus Motschulsky 18類 n類

↓ ナガヒラ タムシ Tenume屯amuci血 (Chevrolat) 準絶 準絶

↓ ツヤハマベエンマムシ Eopachylopusripae (Lewis) 準絶

◇ チビクワガタ Figulus binodu/us Waterhouse 情報不足

口ヘグラシモフリコメッキ Actenicerus(Acnitecerus) su=ukii heg, ヽrensis(Kishii) 地賊偵体詳

0ヘグラカパイロ コメッキ Agriotes(Agriotes) subvittaws hegwwsis Kishii 地域屑随

1ババジョウカイ lycocenis babai Oshida) 準絶 準絶

lカラマッカミ キリ Te/Jr>pium morishimaorum Kusama et Takakuwa n類

↓ トラフカ ミキリ Xy/01rech11s仇y/ocl)・111s)chinensis k11rosa,mi即 jita 準絶

◇ コマユパチの一種 Yelicones 11ippo11ic1,s Togashi 情報不足 準絶

◇ タケウチケプカミ バエ Paratephritistake11chii Ito 情報不足

◇ キイロミヤマイエバエ Thricopsdiaphanus (Wiedemann) 情報不足

◇ キパネクロバエ Mesembri11a resplendens ci//i01ac11/a1a Fan & Zhang 情報不足

↓ オオシモフリ スズメ langiaこe11ごeroidesnawai Rothschild & Jordan 準絶 準絶

クロチャマダラキリガ Rhynchaglaeafi1scipe1111isSugi 準絶

浅海域の生物◇ススカケベニ Halaroc/mion /atissimum Okamw・a 情報不足情報不足

（海茂）

浅海域の生物◇ウミサボテン Cavemularia obesa Milne-Edwards et Haime 情報不足準絶

（無脊椎動物）◇ホソウミェラ Scy1a/i11111 mar1e1,sii Kolli.ker 情報不足 準絶

◇フトウミエラ Leioptil四 fimbriat四 (Herklots) 情報不足 準絶

◇コシダカウニ Mespi/ia glob11/11s <Linnaeus) 情報不足情報不足

◇カタユウレイポヤ Ci9na intestinalis (Llnnae1.1s) 情報不足情報不足

◇ヒガシナメクジウオ., Branchios1amajapo11ic11m (Willey) 情報不足情報不足

0メダカラ Purpuradusta (Cupinora) gracillis (Gaskoin) 蒻個雌 準絶

ロマクラガイ Ofn,a ,mistelina Lamarck 雌糾燐池絶

浅海域の生物◇アカハゼ Amblyc/wefllrichthys h匹 anema(Bleeker) 準絶情報不足情報不足

（魚類） ロイチモンジハゼ 加 mmagarmmistes (Tomiyama) 蒻酎這地戌眉体詳

＂ 和名を「ハッタジュズイミミズ」から「ハッタミミズ」に変更。

”いしかわレッドデータプック2009では「オオミケマイマイJとしていたが、 森笈省レッドリスト2019にあわせ変更。

”いしかわレッドデータプック2009では「ヒラペッコウガイ」としていたが、環坑省レッドリスト2019にあわせ変更。

法指定等

" 「ヘグラマイマイ」をいしかわレッドデータブック2000では「その他動物」、いしかわレッドデータプック2009では「陸産貝類Jに分類。

• S 8. ランク外で、和名の前に記号が記載されている種が、いしかわレッドデークプック2009からの改定でランク外とされた種。

•6 「カンムリカイップリ」は、国RL2019では村森県のカンムリカイップリ繁殖個体群が地域個体群に指定されている。
．＇いしかわ レッドデータプック2000、2009ではfナメクジウオ Branchios1omabe/cheri Gray Jとしたが、近年の研究；こより、日本沿岸産のものはB.

japonicum (Willey)を適応すべきことが明らかとなり、新称和名「ヒガシナメクジウオ」が提唱された。

21 





► II 各論



24 

I . 哺乳類

1 石川県の哺乳類相 （陸棲）

日本国内の哺乳類の生息確認は帰化種を含めると 31科 72属 134種で、土着の哺乳類だけでも 23科

57属 110種と非常に多くの種が牛息している。また 110種のうち 44種が固有種、 6属が固有属である

ことも大きな特徴である。日本の国土は面和が狭いにもかかわらず、南北に 3,000kmと細長く、気候

帯の!-.でも亜熱帯から亜寒帯まで含み、地形が急峻で嵩山も見られることから植物地理学卜も多様性

に富んだ自然環境が見られる。また、アジア大陸の東端に位置する列島であることから、地殻の変動

や氷河期の海水面の上下により大陸からの侵入や孤立を繰り返し、大陸から強い影靱を受けている反

面、孤立により独自の進化を遂げた部分などがある（阿部ら 1997,2007)。

県内では 2000年のいしかわレッドデータプック 〈動物編〉の発行段階で 18科 53種の哺乳類が確認

されているが、その後の調査でコウモリ 2種の生息が確認され、いしかわレッドデータブック 2009〈動

物編〉時点では 18科 55種が確認されていた（石川県 2009)。これを日本の哺乳類相と比較すると種

数で半分と少ないが、それは、生物地理学的に完全に異なる沖縄県や北海道などの区域を含んでいる

ためで、同じ生物地理学的区域に属する木州、四国、九州の種数と比較すると、種段階ではほぽすべ

ての種が確認されている。本県は南北に細長く、しかも海岸から高山までを含み、急峻で入り組んだ

地形が多く、多量の積雪があることからも、多様で特徴のある哺乳類相が残ってきた。オコジョやア

ズミトガリネズミ 、ヒ メヒミ ズ、ミ ズラモグラなど、高山の山岳地にだけ分布する種や原生的な森林

にしかいないコウモリ類が分布することなど、哺乳類相の豊かな県といえる。また、コウモリ類の一

部には繁殖が確認されていないものもあるが、本県はほとんどの種で繁殖が確認されており、県内に

は哺乳類の生息に適した環境が残されているといえる。さらに 2019年現在では、ヒナコウモリ科 1種、

イタチ科 1種、アライグマ科 1種が加わって、県内では 19科 58種の生息が確認されている。今回の

増加種のうち、ヒナコウモリ科のヒメヒナコウモリは新記載であり、 イタチ科のチョウセンイタチと

アライグマ科のアライグマはいずれも外来生物種である。

哺乳類相から県内を加賀地方と能登地方に大きく 二分することもできる。加賀地方には県内の全て

の哺乳類の生息が確認されているのに対し、能登地方は、加賀地方の約半数にあたる 11科 26種しか

生息が確認されておらず、大型哺乳類や高山性の小哺乳類を欠いている。加賀地方の種の多様さを際

だたせているのは、能登地方にはない白山を中心とした広い山岳地域の存在である。この地域におい

て冬期間の多量の租雪が人間活動を制限し、良好な自然環境が残されてきた結果といえる。

県内で最も多くの種がいる分類群はコウモリ類で、キクガシラコウモリ科と ヒナコウモリ科、ユビ

ナガコウモリ科の 17種が確認されている。次いで多いのはネズミ科とモグラ類（トガリネズミ科とモ

グラ科）で、どちらも 9種が確認されている。空中と水中、地上あるいは地下とそれぞれの生活の場

は異なるが、いずれも、体の小さな哺乳類で、これらを合計すると 35種にもなり、石川県で確認され

ている種の 6割近くになる。これらの種については県全体の概要がほぼ明らかになってはいるが、研

究者も限られているため、詳細については今後も調査を継続しデータの空白を埋めていく必要がある

と考えられる。

2 種の選定基準

種の現状を客観的に評価するには、過去から現在までの個体数、分布域などの変化を継続的に捉え

ていく必要がある。 しかし、現状は分布データも不完全であり、個体数についてはごく 一部の種しか

分かっていないことを認めざるを得ない。そのため、今回の選定に際しては次の基準で種を選んだ。



1) rいしかわレッドデータブック 2009〈動物編〉」 に掲載されている種で、環境省の 「レッ ドデータプッ

ク2014哺乳類」に掲載されている種。

絶蔽危惧 I類ホンドノレンコウモリ 、モリアプラコウモリ 、クビワコウモリ、クロホオヒゲコウモリ、

ヤマコウモリ、ヒメヒナコウモリ

絶滅危惧1I類アズミ トガリネズミ、ニホンウサギコウモ リ、 ミズラモグラ

準絶滅危惧 ホンドオコジョ 、カワネズミ

2)「いしかわレッドデータプック 2009〈動物編〉」に掲載されている種で、引き続き県内の個体数が

少なく 、しかも生息条件が悪化しているため生存が脅かされている種。

絶滅危惧 I類該当なし

絶滅危惧II類 ヒメ ホオヒゲコウモリ、カグヤコウモリ、テングコウモリ 、コテングコウモリ 、

準絶滅危惧 ヤマネ、ニホンモモンガ、カヤネズミ 、シン トウトガリネズミ、：：： メヒミズ

3)上記のいずれにも該当しないが、県内の個体数が少なく 、しかも生息条件が悪化し生存が脅かさ

れているため、新たに掲載する種。

絶滅危惧 I類 ヒナコウモリ

準絶滅危惧 ヤチネズミ

4)かつては生息し、現在は全く生息しない種。

絶蔽種 ニホンカワウソ、ニホンオオカミ

野崎英吉
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ネコ目 イタチ科

Lutra lutra (nippon) Temminck 

一絶滅 口 絶滅

■選定理由 昭和初期まで生存していたものの、現在では絶滅したとされている。

■形 態 四肢の指の間には水掻きがあること、尾が太く円錐型をしていること、歯は大きく鈍臼歯状であることから、ほかのイタ

チ科の動物と区別できる。

■生 態 水中で魚類、甲殻類、陸上で野ネズミ、鳥類など捕食し、川岸に巣穴を掘り、家族単位で生活する。

■生息環揉 河川の中下流部から沿岸部に生息していた。

●国内分布 かつて、北海道から九州まで、対馬なとの離島を含めに河川に生忌していたが、高知隈南西部で1983年に確認これにの

が最後となっている。

■隈内分布 かつては県内広く分布していたと思われる。白山市では大正に、七尾市では昭和初期まで生息していたという。

■危険要困 河川環境の変化と乱獲のため絶滅したと思われる。

■特記事項 2017年に対馬でカワウソの生恩が確認されたが、糞によるDNA分析の結果からユーラシアカワウソの系統であるとさ

れた。ワシントン条約附属書 Iに掲載されている。

・参考文き 2 

八神徳彦

ネコ目イヌ科

Canis lupus (bodophilax) Imaizumi & Yoshiyuki 

一絶滅 一絶滅

■選定理由 江戸期まで生存していたものの、大正期以降の生息情報1さない。

■形 態 全身は灰褐色から黒褐色の毛に覆われ、尾は太く房状をしている。国内に生息するイヌ科動物の中で最大。歯は切歯、 犬

歯、小臼歯（裂肉歯）、臼歯に分かれる。頭胴長95~114cm、尾長30cm。

■生 態 雌雄l対で繁殖し、家族群でシカやイノシシなどの草食動物を追い餌とする。

■固内分布 かつてエゾオオカミは北海道、＝ホンオオカミは本州、四国、九州に生息した。 エゾオオカミは1800年代に絶滅し、＝

ホンオオカミは1905年に奈良県鷲家口で捕獲されたとの記録がある。

・只内分布 1800年代前半までは金沢周辺や能登半島、白山麓にかけて生息したとの間き書きがある。

■特記事項 ワシンドノ条約附属書I1に掲載されている。

■参考文i!; 3. 4 

野崎英吉



Myotis bombinus Thomas 

コウモリ目 ヒナコウモリ科

― 絶滅危惧 I類 一絶滅危惧1I類

■選定理由 極めて限られた場所でしか確認がされていない。

■形 態 前腕長37~43mm、頭胴長44~55mm、尾長38~48mm、体重5

~lOg。耳珠が細長く9mm以上あることが本種の特徴である。

■生 態 昼間のねぐらは、洞窟などが知られている（阿部ら 2008、コウモリの

会編 2011、Ohdachiet al. 20 l 5。冬眠場所および出産・哺育場所も

洞窟を利用する（佐藤ら 2008)。

■生息環境 自然林内に生息する。

■国内分布 北海道、本州｀四国、九州（阿部ら 2008、コウモリの会編 2011、Ohdachi

et al. 2015)。

■県内分布 白山市尾添の冬季用隧道（山本ら 2002、山本ら2005)と金沢市額谷の廃

坑 （山本2016)。

■危険要因 自然林の減少。

■特記事項 原生林が残された地域にのみ生患するため、隈内においてもその生息地はき

わめて限られている。

■参考文献 3. l 6. 32. 34. 43. 44. 4 7. 48 

山本輝正

ー・

｀^ 
山本輝正 (2007年 8月8日、長野県飯田市）

口

O 20 4Cl<m 
....  ----' 
県内の分布

コウモリ目 ヒナコウモリ科

Myotis pruinosus Yoshiyuki 

一絶滅危惧 I類 一絶滅危惧1I類

■選定理由 日本固有種で極めて限られた場所でしか確認されていない。

■形 態 前腕長30~35mm、頭胴長37~45mm、尾長31~40mm、体更3

~5g. 

■生 態 森林内で飛翔している中型 ・小型の昆虫（ガやガガンポ等）を餌としてい

る。他の森林棲のコウモリと同様の生態をしているものと考えられる。

■生息環境 ブナ林帯より下部の森林帯や照葉樹林帯に分布する林と結びついて広く生

息していたと想像される（前田 2001)。

■国内分布 本州、四国、九州 （阿部ら 2008,コウモリの会編 2011、Ohdachiet 

al. 2015)。

■漿内分布 白山市白峰地区市ノ瀬と六万山周辺（山本 1990、1994、1995、山本ら

2002、2005、前田、私信）と同市中宮（山本ら 2002、2005)。

■危険要因 本種の生患する低山の照葉樹林等は分布が分断され、点々と残存するのみ

で、きわめて危機的な状況といえる。

■特記事項 漿内では、 3ヶ所の生息地全てで当歳獣が確認されている （山本 1990・

1994・1995、山本ら 2002、2005)ことから白山周辺の標高500~

700m前後の自然林は全国でもめすらしい本種が継続的に繁殖のできる場

所と考えられる。このため、白山市臼峰地区の市ノ瀬の六万山周辺及び同市

中宮の森林は、クロホオヒゲコウモリの生息にとって特に重要であると言え

る。両地区周辺の森林の保全・保護が望まれる。

■参考文献 3; 16; 32, 38, 39, 40, 43, 44, 47 

．．． -~. ． 
・ .ヽ, 

~ 

山本罰iE(2002年 8月 15日、石Ill嗅白山市）

口

0 20 4c≫cm 

- - - - I 

山本輝正 県内の分布
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コウモリ目 ヒナコウモリ科

Pipistrellus endoi lmaizumi 

一絶滅危惧 I類 口 絶滅危惧□類
●選定理由 日本固有種で、極めて限られて場所でしか確認されていない。

●形 態 前腕長30~33mm、頭胴長40~50mm、尾長28~39mm、体重5

~9 g。外見はアブラコウモリと似ており、体色と上顎の犬歯の形状、陰

茎骨の形状で区別する。

■生 態 昼間のねぐらは樹洞であるが、詳しい生態は不明。
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山本輝正 (2014年 6月 14日岐阜県下呂市）

山本輝正

0 20 4'知----' 
県内の分布

コウモリ目 ヒナコウモリ科

Eptesicus japonensis Imaizumi 

一絶滅危惧 I類 一絶滅危惧II類

●選定理由 日本固有種で、生息確認場所は極めて限られている。

●形 悲 前腕長38~43mm、頭胴長54~68mm、尾長35~43mm、体重8
~13g。

●生 態 昼間のねぐらは樹洞であるが、家屋の壁板の下や天井哀での繁殖例があ
る。後者の場合は100頭を越える大きな群を作る。日没後、飛翔する昆

虫を捕食し、日の出前には帰る。初夏に雌だけの群を形成し、そこで出 山本輝正 (2010年7月 17日 長野県松本市）

産 ・哺育が行われる。出生から約 1ヶ月で飛翔可能となる。晩秋には冬
眠に入ると思われるが、出産 ・哺育に利用した家屋のねぐらからは全く姿

を消す （前田 ・山本 1998)。蛾などを、餌としている (Funal<oshiand 
Yamamoto 1996)。17年の最長寿命が他竪での調酉で確認されている

（山本輝正未発表）。

■生恵環塚 自然林内に生息する。

■国内分布 福島県、栃木嗅、埼玉嗅、富山県、石川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡

県。

■県内分布 白山市中宮（山本ら 2005)。

■危険要因 上記国内分布のうち、出産・哺育が確認されているのI;;、長野県、石川県、

岐阜県のみである（前田・山本 1998、山本ら 2005、山本ら 2008)。

■特記事ま 原生林が残された地域にのみ生息するため、県内においてもその生息地はき

わめて限られている。白山市中宮では、授乳中のメスが複数捕獲され、出

産 ・哺育が確認されている （山本ら 2008)。白山市中宮周辺の森林は、ク

ピワコウモリの生息にとって特に重要であると言える。周辺の森林の完全な

る保存が望まれる。

■参考文臥 3, 5. 16, 22. 32, 41. 44. 45. 46. 47 

山本輝正

〇カ) 40kn-
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限内の分布
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ヤマコウモリ
Nyctalus aviator Thomas

ヒナコウモリ コウモリ目　ヒナコウモリ科

Vespertilio sinensis (Peters)

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　生息確認はあるが、県内のねぐらが確認できていない。

■形　　態　�前腕長57～65�mm、頭胴長79～108�mm、尾長45～67�mm、体重
26～60�g。

■生　　態　�昼間の生息場所は樹洞。交尾は秋に行われるが、多くは２仔、まれに１
仔を初夏に出産する。出産・哺育は20～50頭以上の雌だけの集団で行
われる。その間、雄は1～10数頭に分散して小樹洞などを利用する．そ
れ以外は雌雄一緒になり、50～100頭を越える大きな集団で大樹洞を利用
する。出生仔は生後40～45日でほぼ親と同大になり、自力で飛行を始める
（阿部ら�2008、コウモリの会編�2011、Ohdachi�et�al.�2015）。

■生息環境　樹洞を持つ木の多く存在する森や林。

■国内分布　�北海道、本州、四国、九州、対馬（阿部ら�2008、コウモリの会編�2011、
Ohdachi�et�al.�2015）。

■県内分布　�現在確実なねぐらは確認されていない。これまで確認記録は、白山周辺の
1ヶ所と金沢市内の4ヶ所。

■危険要因　多くの樹洞が存在する森や林の減少。

■特記事項　�採餌個体が捕獲されたことから白山山系にねぐらがあるものと考えられる。
石川県内の個体数が少ないものと考えられる。

■参考文献　3，16，32，36，38，42，47

山本輝正

■選定理由　これまで県内では数例しか確認されていない。

■形　　態　�前腕長44～54�mm、頭胴長60～79�mm、尾長33～50�mm、体重
14～30�g。

■生　　態　�１年中集団で樹洞を利用するが、家屋や海蝕洞なども繁殖の場所とし
て利用する。出産哺育地は少ないが（阿部ら�2008、コウモリの会編�
2011、Ohdachi�et�al.�2015）、近年、高架橋下など人工構造物をね
ぐらとして利用している例が報告されている。冬眠場所は知られていない。
雌親ばかり100頭を越える出産・哺育集団で初夏に1～3仔を出産する。授
乳期間は約35日で、生後5～6週間でほぼ親と同じ大きさになる。雌雄と
もに生まれた年の秋に交尾に参加するため、雌は満１歳で出産する（阿部ら�
2008、コウモリの会編�2011、Ohdachi�et�al.�2015）。

■生息環境　原生林など。

■国内分布　北海道、本州、四国、九州。

■県内分布　�白山市白峰の別当出合（上馬・三原�1995）と同市中宮（山本ら�2005）、
金沢市内（稲葉・山本�未発表）、能登半島（山本�未発表）。

■危険要因　本来の生息場所である樹洞を持つ森林の減少。

■特記事項　�県内で授乳中の個体が捕獲されたことより、白山地域で出産哺育を行ってい
るものと考えられる（山本ら�2005）。

■参考文献　3，16，37，44，47

山本輝正

山本輝正（2008年 10月 31日、岐阜県岐阜市）

山本輝正（2014年 7月13日、長野県松本市）

0 20 40km

0 20 40km

県内の分布

県内の分布

コウモリ目　ヒナコウモリ科



コウモリ目 ヒナコウモリ科

Vespertilio murinus Linnaeus 

一絶滅危惧 I類 口 情報不足

■選定理由 国内確認例は少なく、石川県は他の生息場所 （北海遵と胃森県）から極端

に離れている。

■形 態 前腕長44.2~46.0mm、頭胴長55.0~64.7mm、尾長36.9~46.0

mm、体重8~12g。ヒナコウモリに酷似しているが、やや小ぷりであ

ることと、 メスは乳頭を2対持つことから判別できる。

■生態

■生息環境

■国内分布

■県内分布

■特記事ば

北海道で出産哺育群が確認されている。

詳しくは不明である。

北海道、本州（青森と石川県のみ）。 （阿部ら 2008、コウモリの会編 2011、 C 

Ohdachi et al. 2015 b)。

紬倉島で死体を回収（水野ら 2011、Kawaiat al. 20 l 5)。遺伝的にはロ
北海道産のものと同じである (Kawaiat al. 20 l 5)。

北海道と能登半島・紬倉島間での移動をしている可能性及び大陸との移動の

可能性もあり今後さらなる調査が必要である。

山本輝正 (2013年 7月 13日、北海追大空町）

■参考文9吠 3. l 6. 21 . 28, 32 

山本輝正

0 20 4年
. . .  ----' 

県内の分布

コウモリ目 ヒナコウモリ科

Myotis ikonnikovi Ognev 

一絶滅危惧n類 一なし

■選定理由 本種が生患するブナ林帯より上部の原生林はきわめて限うれている。

■生

■形 悲 前腕長31~36mm、頭胴長39~55mm、尾長31~41mm、体更4

~8 g。同定は難しいが、前腕長37mm以下で、下腿長17mm以下が目

安となる。

態 ねぐらは樹洞と思われるが本州の一部では家屋でも繁涌をしている。初

夏に 1仔を出産する（阿部ら 2008、コウモリの会編 2011、Ohdachi
山本輝正 (2014年7月 12日 長野県松本市）

et al. 2015)。

■生息環燐 原生林が残された地域にのみ生息するため、隈内においてもその生息地はき

わめて限られている。

■国内分布 北海道、本州、四国（阿部ら 2008、コウモリの会編 2011、Ohdachiet 

al. 2015)。

．隈内分布 白山市白峰の市ノ瀬六万山周辺と同市中宮 （佐野，上馬 1981、山本

1998、山本ら 2005)。

●危険要因 白山周辺における天然林の伐採。

●特記事項 生息域は狭く、確認された個体数も少ない。石川喋でにまれにしか確認でき

ない種である。

●参考文献 3, 23, 32, 33, 38, 42, 44, 47 

山本輝正

口

0 20 4'濠m----' 
限内の分布
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Myotis /rater Allen 

コウモリ目 ヒナコウモリ科

国 ＿ 絶滅危惧1I類

■選定理由 県内での分布既が限られている。

■形 態 前腕長36~42mm、頭胴長41~55mm、尾長37~46mm、体重6

~11 g。

■生 態 1年を通じて樹洞をねぐらとするが、洞穴にいた例や家屋内で100頭を

越える繁殖集団を作ることが知られている。初夏に 1仔を出産。生後約

30日で親と同じ大きさになり飛翔を始める。雌は 1年3~4ヶ月で交尾

し、満2オで出産する。夜に飛翔する昆虫類を捕食する（阿部ら2008、コ

ウモリの会編 2011、Ohdachiet al. 201 5)。白山地域で最長寿命が18

年の雄個体が確認された。また、成獣・亜成熟の年平均生存率は、0.871で

ある（山本•松本 2016) 。

一なし

U沐輝正 (2010年7月17日、長野県松本市）

■生息環境 本州中部地方より北の自然林に生息する。

■国内分布 岐阜・石川両嗅以束の本州、北海道（阿部ら 2008、コウモリの会編 2011、

Ohdachi et al. 20 l 5)。

■県内分布 白山周辺。

■危険要因 生息可能な森林が急速に減少しており、森林の保誤が望まれる。

■特記事項 本種が多く捕獲されることが白山地域の特徴（山本 1998)。白山地域の特

に樹洞を持つような巨木のある森の保全が望まれる。

■参考文献 3, 16, 32, 33, 38, 42. 43, 4 7 

山本輝正

コウモリ目 ヒナコウモリ科

口

_- O 20 4Cl<m 

'... ----' 
県内の分布

Plecotus sacrimontis G. M. Allen 

一絶滅危惧1I類 一なし

■選定理由 日本固有種で分布が限られ、確認個体数も極めて少ない。

■形

■生

態 前腕長37~44mm、頭胴長42~63mm、尾長41~58mm、体更6~

11 g。

態 大木の多い地域では昼閻の隠れ家として樹洞を集団で利用するが、洞穴や

家屋もよく使う。初夏に 1仔を出産する（阿部ら 2008、コウモリの会編
山本輝正 (20・8年8月3日、長野県松本市）

2011、Ohdachiet al. 2015)。

■生息環坦 自然がよく残っている森林を生息場所としている。

■国内分布 北海道、本州（中国地方を除く）、四国、九州 （阿部ら 2008、コウモリの

会編 2011、Ohdachiet al. 20 l 5)。

■県内分布 白山地域。

■危険要因 もともと大きなコロニーが確認されたことが無く、生息場所となる自然がよ

く残った森林が減少。

■特記事項 県内での近年確認例がない。

■参考文献 3. 16. 32. 33. 38. 39. 42. 47 

山本輝正

口

―。20 4知----' 
県内の分布
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コウモリ目 ヒナコウモリ科

Murina hilgendorfi (Peters) 

一絶滅危惧II類 口 なし

■生

●選定理由 分布域が限られており、確認できた個体数も極めて少ない。

■形 態 前腕長40~46mm、頭胴長47~70mm、尾長32~47mm、体重8

~19g。

態 大木の多い地域では樹洞を昼間の陵れ家にするが、洞穴内でもよく見つか

る。しかし、単独でいることが多く、 10頭を越える群れはほとんど見つ

かっていない。夜には飛翔する昆虫類を捕食する。一般に森林内の下艦で

捕食するらしい。出産は初夏に行われるらしい。

山本輝正 (2006年 5月21日、石川県臼山市）

■生息環燐 自然林内に生息。

■国内分布 北海道、本州、四国、九州（阿部ら 2008、コウモリの会編 2011、Ohdachi

et al. 2015)。

●票内分布 金沢市・白山周辺。

■危険要因 生息環境の開発。

■参考文献 3, 16, 32, 33, 38, 43, 44, 47 

山本輝正

口

0 20 4'知----' 
県内の分布

コウモリ目 ヒナコウモリ科

Murina ussuriensis Ognev 

m閂曜'絶滅危惧n類

■選定理由 確認できた個体数が少ない。

■形 悲 前腕長28~35mm、頭胴長41~54mm、尾長26~33mm、体更4

~Bg。

■生 慇 昼問の隠れ家は樹洞のほか木の茂み、樹皮の間隙、落ち葉の下、洞穴内、

家屋内でも見つかっている。夜間に樹問葉間を飛翔する昆虫類を捕食す

るが、葉上に静止している昆虫類も捕食するらしい。 1~2仔を初夏に出

産する。

■生息環燐 原生林内に生息する。

一なし

■国内分布 北海道、本州、四国、九州、対馬、壱岐（阿部ら 2008.コウモリの会編

2071、Ohdachiet al. 20 l 5)。

●隈内分布 白山周辺や能登半島．

■危険要因 生患環境の開発。

■参考文献 3. 16. 32. 33. 38. 43. 44. 47 

山本輝正

山本輝正 (2012年E月20日長野県松本市）

口

虞
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モグラ目 モグラ科

Euroscaptor mizura (Gunther) 

― 絶滅危惧1I類 一準絶滅危惧

■選定理由 県内では、白山地域の山地帯から高山帯の限られた地域に分布。日本固有種。

■形 態 モグラ属とミズラモグラ属とでは口吻上面の裸出部が巽なるほか歯数もモグラ属は42本に対してミズラモグラ属は44本

である。体重26~35.5g、頭胴長80~106.5mm、尾長20~26mm、後足長l3.5~ l 5.4mm (阿部ら 1994)。

■生 態 ミズラモグラは、モグラ亜科の中では 「最初に大陸から日本へ入ってきた」原始的な種類と言われている（今泉 1987)。

昆虫類、ミミズ類、ジムカデ類、ヒル類などを食べる。

■生息環境 亜高山帯、高山帯等では土壌の見られる場所で生息。

■国内分布 国内では広島から束北まで分布しているが孤立分布を示し、中部地方の山岳

地帯に多い（阿部ら 1994)。

■漿内分布 本県では16件の資料が得られ6メッシュの分布が見られた。うち4メッシュ

は白山市白峰地区 (13件）の亜高山帯から高山帯の資料であったが（林 ・

子安1998,石JII県哺乳類研究会編 1999)、2メッシコは白山市中宮地区

(3件）の山地帯のものであった。

■危険要因 温暖化の影響による白山の高山帯の脆弱性が進行し、土壌環境の変化。

■特記事項 日本哺乳類学会 (1997)では山岳地に分布すること、生息密度が低いこと

から希少種にしている。環境省では本種を3亜種として記載。

■参考文献 l . 8. 9. 12. 30 

林哲

口

・＿ー O 20 4Cl<m 

'... ----' 
県内の分布

モグラ目 トガリネズミ科

Sorex hosonoi Imaizumi 

一絶滅危惧1I類 一準絶滅危惧

■選定理由 白山地域の山地帯から高山帯を中心とする限られた地域に分布する。日本固有種。

■形 態 シントウ トガリネズミよりやや小型で尾が長く、背面が暗褐色、腹面はより淡色。体更約4.5g前後，後足長10.6~

12.2mm。シン トウトガリネズミの後足長は通常12mm以上あるが（子安1995、 子安 •林1997) 、 臼山地域で採集

された本種lO頭の計測では後足長は平均11.4mmであった （石川県哺乳類研究会編 1999)。

■生 態 曲高山帯から高山帯にかけての針葉樹林罹草l京帯に生恩し、白山高山帯の繁殖期は、7~9月で、胎仔数6(I例）が知

られている （子安林 1997)。

■生息環坦 亜高山帯から高山帯の針葉樹林帯の腐植層で生息するが、生態は十分に判明

していない。

■国内分布 本州中部の北｀中央、南アルプス、奥秩父、志賀山などに分布する。

■漿内分布 1990年10月、臼山釈迦新道で採集され、日本における新たな分布地となっ

た （子安ら 1993)。その後、白山高山帯でll個体、収蔵標本3個体が確認

され（子安・林 1997)、また今回の調査で6件の標本が確認され、本県に

おける分布資料は21件となった。その1まとんどは白山の亜高山帯から高山帯

の3メッシュの分布であった。

■生息地 主に白山地域の亜高山帯～高山帯。

■危険要因 低山帯からテンやキツネ、ニホンザル、 ニホンジカなどの哺乳類の侵入によ

る山地帯、 亜高山帯、高山帯生態系の脆弱性の進行。

■参考文献 17. 18. 19, 20 

林哲

口
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モグラ目 モグラ科

Dymecodon pilirostris True 

一準絶滅危惧 口 なし

●選定理由 県内では、白山地域の山地帯から高山帯の限られた地域に分布。日本固有種。

●形 態 小型のモグラ類。吻は細長く、耳介を欠く。上顎の門歯は先端がへら状。下顎歯数は片側9本、うち前臼歯4本。ヒミズ

は下顎歯敷片側8本でうち前臼歯3本。背面が黒色または黒褐色、腹面は淡色。

■生 態 比較的標高の高い地域の草地、低木林、高木林の落葉屠や腐植層にすみ、主に昆虫類やミミズ類を食ぺる。近接地にヒミ

ズが生息している場合、本種は土壌の浅い場所や岩礫地に住んでいることが多い（阿部ら 1994)。

●生息環坑 主に白山地域の山地帯～高山帯の草地、低木林、高木林の落葉屈や腐植屈で生活する。

●危険要因 白山地域の山地帯、亜高山帯、高山帯の保全が継続的に必要。

●国内分布 本州、四国、九州に分布。

●県内分布 県内では金沢市、白山市で49件78頭の資料が得られ、 13メッシュの分布

（林・子安 2000)であったが、今回の調査と整理の結果、 15メッシュ

の分布となった。臼山の亜高山帯から高山帯の資料が多かったが、金沢市

二又、白山市三宮、白山市釜谷など標高400~500mの山地帯でも分布。

国内分布の下限は標高約1.000mと言われているので（今泉 1973、木村

1984、小林•山口 1971) 、白山地域の低標高地の分布は全国的には希

少。

■特記事項 日本哺乳類学会(1997)では普通種として記載。四国、九州、紀伊半島は保

護すべき地域個体群。

■参考文献 10. 11. 14. 15 

林哲

口
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県内の分布

モグラ目 トガリネズミ科

Sorex sh into Thomas 

一準絶滅危惧類 一なし

■選定理由 県内では、白山地域の山地帯から高山帯を中心とする限うれた地域に分布。日本固有種。

■形 悲 トガリネズミ類では中型で尾が長い。夏毛の背面は赤褐色、腹面は薄茶色。アズミトガリネズミよりやや大きいが外形

は酷似。後足長は白山地域では12mm以上の個体が多い。採集された10頭の平均は12.3mm(子安 1995、 子安 •林

1997)。

■生 態 森林や低木林などの落葉隠や腐植厖にすみ、昆虫やクモ類、ジムカデ類を食べる。春に2~6頭の仔を産む（阿部ら

2005)。

●生息環墳 主に白山地域の山地帯～高山帯の針葉樹林、草原帯。

●国内分布 佐渡島および本州の紀伊半島、京都府以北の山地、四国の山地。

．瞑内分布 白山市の山地帯から高山帯（花井 1978、子安 • 林 1997. 水野・八神

1985、信太1983)。これまでの資料から県内では5メッシュであった

が（石川県哺乳類研究会編1999)、今回の調査で 1メッシュ増え、 6メッ

シュとなった。

●危険要因 白山地域の山地帯～高山帯生態系の脆弱性の進行。

●参考文献 7, 18, 19, 26. 35 

林哲

口
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モグラ目 トガリネズミ科

Chimarrogale platycephala (Temminck) 

― 準絶滅危惧種 一なし

■選定理由 日本固有種。加賀地域、白山麓地威の河川源流域に生息し、酋体数が少な

い。

■形 態 背面は夏には暗褐色、冬は灰色で、腹面は白色。指に水かきの役割をする

剛毛が生える。 また尾にも長い毛が生えている。頭祖長lll~l4lmm、

尾長82~ll7mm、後足長23~29.4mm。体重25~63g。

■生 態 渓流に住み、魚類の稚魚、水生昆虫、サワガニなどを餌とする。河畔の乾燥

したて礫の間に巣を作り春と秋に2~4頭の子を産む。

■国内分布 本州、九州。

■県内分布 加賀地方の山間部の渓流。金沢市、白山市、能美市、小松市。

■危険要因 河川の改修。餌となる魚類、水生毘虫などの減少。生息環境の劣悪化。

■参考文献 3. 9 口

林哲

野鰯英吉

下 。 20 4Cl<m 

'... ----' 
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ネズミ目 ネズミ科

Micromys minutus (Pallas) 

一準絶滅危惧種 一なし

■選定理由 河川、湖沼、水田周辺のイネ科、カヤツリグサ科の草地にのみ生息し、生

息地の改変により個体数が少ない。

■形 態 背面は暗褐色で腹面は白色。頭胴長50~80mm、尾長61~83mm。体

重7~14g。

■生 態 イネ科草本などに球形の巣を作る。冬期は畦道の地表堆積物や地 卜坑道に

も生息する。

■生百環坦 イネ科、カヤツリグサ科の植物が密生し｀春から秋にかけては刈り払いが行

われす、冬期に刈り払い、火入れが行われ、草地が維持されている環境が好

ましい。

■国内分布 北海道、東北｀南西諸島の多くを除く全国。

■県内分布 加賀地方の平野部。

■危険要因 河川や湿池の改修による自然草地の消滅。採草地などの放棄による草地の森

林化。

■参考文献 2. 13. 29 

八神徳彦

加賀市鴨池観察館提供

口
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Eothenomys andersoni (Thomas) 

ネズミ目 ネズミ科

一準絶滅危惧種 口 なし
ふ

■選定理由 本県における情報は少なく、亜高山帯以上の森林に限られて分布す i:~"'".'•、:'",- ·.-:-;·:.~- 7'  
• u • ,, • • 疇

る。日本固有種。

■形 態 背面は赤褐色から黄褐色、頭胴長79~1l8mm、尾長4C~63mm。 し＝—旦
ハタネズミ、 スミスネズミに似る。

■生 態 主に草の葉や根、樹皮などを採食し、森林の岩や木の根の隙間で生

活すると思われる。

■生育環境 高山 ・亜高山帯の苔むした岩の堆積したハイマツ、森林、林縁部で主に採集

されている。

■国内分布 本州の中部、北陸以北と紀伊半島南部。

■県内分布 ほとんどが白山周辺の標高1.500m以上。石動山山頂部で1頭採集された記

録も残っている。

■危険要因 生息地のほとんどが白山国立公園特別保護地区で確認されているが、分布地

が分断されており、白山の高山帯でのハタネズミとの競合が注自される。

■特記事石 白山室堂周辺で 1977年の記録ではヤチネズミが採集されているが、

1996.1997年にはヤチネズミが採集されす、ハタネズミが採集され、ハタ

ネズミの侵入が起きていると指摘されている。

■参考文芍 2. 6 

石川漿臼山自然保護センター提供

八神徳彦

口

0 20 4'知----' 
県内の分布

ネズミ目 リス科

Pteromys momonga Temminck 

一準絶滅危惧種 一なし

●選定理由 加賀地域や白山地域の限られた地域に分布。日本固有種。

■形

■生

悲 ムササピに似るが、すっと小さい。尾はやや短く、目が大きく皮膜は小

さい。背面は灰褐色から茶褐色。体重約200g、頭胴長15~20cm、尾

長9~14cm。乳頭が5対（乳頭式2+2+1=10)で、タイリクモモンガ

（エゾモモンガ）の4対とは異なる。

態 本種は北万系で寒冷な地方に多く、温暖な地方にはすくない。山地の森林
※尾の一邸欠損

に棲む。ムササピのように滑空する。夜行性で堅果、果実、木の芽、昆虫な

どを食べる。スギ、ヒノキなどの樹胴に巣を作る。

低山帯から山地帯の森林が主な生息地。■生息環境

林哲

■国内分布 本州、四国、九州に分布。

●隈内分布 2009年までは金沢市、白山市、小松市などの13件の偽報から8メッシュの

分布であったが、今回の調査により2件2メッシュ増え、 10メッシュの分布

となった。

●危険要因 情報塁が少ないため、生息調査が必要。

■特記事項 本種の生態に関する情報量が少なく、不明の点が多い。日本哺乳類学会

(1997)では、普通種。九州地域は保護すべき地域個体群に指定。

■参考文献 9. 11. 30 

林哲

口
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Glirulus japonicus (Schinz) 

ネズミ目 ヤマネ科

― 準絶滅危惧 一準絶滅危惧

■選定理由 本県における情報は少なく、加賀地域の山間部に分布が限られている。日

本固有種。

■形 態 ネズミに似るが尾には長い毛を生じ、背部に黒色の綜がある。頭胴長68~

84mm、尾長44~54mm。

■生 態 主に樹上で生活し、樹洞内などで樹皮やコケを集めて球形の巣を作る。寒

冷期に冬眠し建物内に侵入することもある。

■生息環境 主に低山帯から亜高山帯の成熟した森林。

■国内分布 本州、四国、九州、隠岐島後。

■漿内分布 確認されたのは加賀地方山問部が1まとんどだが白山室堂でも確認されてい

る。

■危険要因 特にないが、成熟した森林の保全が必要。

■特記事項 国の天然記念物に指定されている。

■参考文献 2. 24 

八神徳彦

石川県白山自然保護センター提供

口

_- O 20 4Cl<m 

'... ----' 
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ネコ目 イタチ科

Mustela erminea (Linnaeus) 

一準絶滅危惧種 一準絶滅危惧種

■選定理由 白山地域の高山帯、亜高山帯にのみ生息し、個体数が少ない。

■形 態 尾の先端部の毛のみ黒色。被毛は背面が夏に褐色、喉の下から腹にかけて

は白色。冬には全身臼色。頭胴長140~198mm.尾長48~67mm。

体重約100g。

■生 態 高山帯、曲高山帯の岩礫地を中心にネズミ類｀鳥類の卵、ひなを餌とする

ほか、高山植物の果実などを食べる。地上に姿を見せることは少な＜地下

空間を移動する。

■国内分布 白山以束の本州の高山帯、亜高山帯に生息。

■県内分布 白山の亜高山帯、高山帯が主な生患地。冬期に白山市の標高600m付近で白

化個体を観察。

■危険要因 地球温暖化に伴う、積雪置、高山帯植生の減少、競合種の増如。

■参考文献 3. 26. 27. 31 

野崎英吉

口
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2. 鳥類

1 石川県の鳥類相

石川県はほぼ全県的に森林に粕われるが、日本海に突き出した能登半島と長い海岸線、白山の高山

帯があり、能登地方の岩礁や内浩、加賀地方の平野や湖沼など多様な環境を有している。また日本の

ほぼ中央に位置し、いわゆる北方系、南方系の両方の性例を持った鳥類が生息する。また能登半島沖

に位置する紬倉品は日本列品を移動する渡り鳥の中継地として知られ、国内では稀な大陸系の種も数

多く記録されている。これらのことから記録される種類は多種多様で、同じ北陸であっても富山県や

福井県より記録数がはるかに多い。

1997年から 2018年までの 20年の間、毎年約 300種以上が記録され、これまで本県で記録された鳥

種を累計すると、 456種（絶滅種1種と外来種 ・家畜種 3種を含む）にのぼり、年間記録種数、確認総

種数ともに全国でも有数となっている。もっとも記録数と自然の豊かさは比例するものでもない。

県内で記録された種（絶滅種を除く）を生活史によって分類すると、その構成は留鳥 74種 (16%)、

夏鳥 60種 (13%)、冬鳥 95種 (21%)、旅鳥 65種 (14%)、迷鳥 158種 (35%)、外来種 ・家畜種3種

となる。外洋に面して長い海岸線がある県では、概して渡り鳥や海洋性の種などの記録が多くなるが、

本県にもこの傾向がある。また冬鳥が多いのは日本海側で大陸から越冬のために飛来する種が多いこ

と、迷鳥が多いのは日本海に突き出した石川県の地勢的条件により記録される渡り鳥の種が多いこと

によると考えられる。

このように冬鳥や迷鳥を含む渡り鳥（特に大陸系の種を含む小鳥類）が記録種の多くを占めている

ことが、石川県の鳥類相を最も特徴づける点であると考えられる。

2 選定基準

(1)第一次選定について

本県での記録種（外来種 ・家畜種を除く） 453種のうち、原則として過去 10年間で 5回以上観察

記録のある種を中心に第一次選定を行い、県版レッドデータブック選定の対象として 295種を選出

した。 これらは、県内で定期的に繁殖、越冬、通過する種であり、不定期に渡来するいわゆる迷鳥

的な種（県内での位置付け）は国のレッドデータブック掲載種であっても選定対象から除外した。

ただし、国の掲載種で 5回以上の記録のある種は、その重要性を考慮し選定対象とした。また観察

の機会の少ない海洋性や夜行性の種、また著しく隠蔽性が高く観察が困難な種でも、定期的な生息

が予測される種については 2回以下の記録でも選定対象とした。なお、野外の観察では亜種の同定

は困難である場合が多いため、選定は種のレベルにとどめた。

(2)第二次選定について

選定対象とした 295種について、下記の基準で第二次選定を行ない、 74種に絞り込むとともに、

過去に生息していた記録があるが、現在、生息が確認されていない 1種を加え、レッドデータプッ

ク選定種を 75種とした。前回の「いしかわレッドデータプック 2009〈動物編〉」の選定種 68種よ

り7種類増えことになる。ちなみに新たに選定された種類は 16種類、除外された種は9種類だった。

（選定基準）

a. 過去 20年間（情報不足のものは 10年間）で生息数または、観察例が著しく減少しているもの、

及ぴその記録の傾向から今後減少が予測されるもの。

b. 過去 20年間（情報不足のものは 10年間）で生息地が著しく減少したもの、及びその記録の傾向

から今後減少が予測されるもの。

C. 生物地理学的にみて璽要な個体群、及び県内で局地的な分布をする個体群及びその生息地



d. 生物地理学的にみて希少種と予測されるが観察例等が少なく判定するだけの情報がないもの。

3 選定種一覧と概要

選定された 75種を、それぞれのカテゴリーに評仙分類した。評価分類にあたっては種の繁殖 （域）、

越冬（域）、休息中継（域）の状況を評価の基本とし、国レベル、世界レベルの生息状況も考慮して検

討した。その結果、 「絶滅」1種、 「絶滅危惧 l類」 16種、 「絶滅危惧II類」20種、「準絶滅危惧」29種、

「情報不足」5種、「地域個体群」 4種となった。（表 1)

表 l

選定極一覧

絶滅 1種
ヒメクロウミツバメ

絶滅危惧 I類 16種
ライチョウ、コクガン、コウノトリ、サンカノゴイ、ヨシゴイ、トキ、クロツラヘラサギ、ヒクイナ、
ヘラシギ、タマシギ、コアジサシ、カンムリウミスズメ、チュウヒ、イヌワシ、チゴモズ、アカモ
ズ

絶滅危惧II類 20種
ヒシクイ、マガン、カリガネ、トモエガモ、ミゾゴイ、マナヅル、ナベヅル、ヨタカ、イカルチドリ、
オオジシギ、オジロワシ、クマタカ、オオコノハズク、コノハズク、アオバズク、プッポウソウ、
ャイロチョウ、コシアカツバメ、ノジコ、コジュリン

準絶滅危惧種 29種
ヤマドリ、オシドリ、シノリガモ、ビロードキンクロ、クロガモ、ササゴイ、クロサギ、ヘラサギ、
バン、カッコウ、シロチドリ、ホウロクシギ、ツルシギ、タカプシギ、イソシギ、 ヤマシギ、ミサゴ、
ハチクマ、ツミ、ハイタカ、オオタカ、サシバ、ノスリ、アカショウビン、ハヤプサ、コヨシキリ、
セッカ、クロツグミ、ホオアカ

情報不足 5種
マダラウミスズメ、ハリオアマツバメ、アマツバメ 、キバシリ、ジュウイチ

地域個体群 4種
七ツ島のオオミズナギドリ繁殖個体群、七ツ島のウミウ繁殖個体群、ミュビシギ加賀海岸の越冬群、
白山のイワヒバリ 繁殖個体群

「絶滅」はヒ メクロ ウミ ツバメが新たな指定となった。七ツ島大島だけに繁殖記録のあった海洋鳥で

あるが、 1982年より記録がなく絶滅判定となった。

「絶滅危惧 I類」は 16種類、前回より 1種類増加した。このうちライチョウ、トキは前回の絶派から、

今回は絶滅危惧 1類に分類された。 トキは佐渡で野生放鳥されたものが飛来し、長期間住みついたこ

とから、またライチョ ウは 2008年に白山で再発見され2016年まで観察された。どちらの種も今後も

飛来が予想されることから、 1類に選定された。この他、 今回新たに選定されたのはコ ウノ トリ とタ

マシギの 2種である。 コウノト リはこれまでは記録も少なく迷鳥的であるという判断だったが、兵庫

県豊岡市で放鳥された個体が自然繁殖し、県内への飛来も増えていることから、新たに対象に加えて

ランク付けを行った。またタマシギは最近の減少が著しく記録も激減している ことから、前回の絶滅

危惧n類からランクアップした。

「絶派危惧n類」は 20種類、前回と同じだが入れ替わりがあった。新たに選定されたオオジシギは、

近年、能登半島で繁殖行動が観察されるようになり 、県内の情報が集まってきたことから情報不足か

らランクアップした。またミ ゾゴイ、クマタカは前回、絶滅危惧 I類にランクされていたが、近年の

調査によって新たな生息地が見つかったことからランクを下げたものである。マナヅル、ナベヅJレは

近年の記録が増え、越冬とは言えないまでも、短期間ではあるが定期的に飛来するようになったため

選定された。
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「準絶滅危惧」は29種類、前回より 4種類増加した他、いくつか入れ替わりがあった。新たに選定

されたのは、近年、親察例が少なく減少が予想されるピロードキンクロ、クロガモ、ヤマドリなどで

ある。また、オオタカ、サシバ、ハヤプサなど、前回「絶滅危惧n類」にランクされていたいくつか

の種類のラ ンクを下げた。これらは新しく 得られた生息情報から判断し、個体数は多くないものの生

息状況は安定していると判断したものである。

「情報不足」は 1種類増えて 5種類。客競的に判断しうる情報の少ないものをこれにあてた。このう

ちハリオアマツバメ 、アマツバメは繁殖の可能性が裔いものの情報がなく、またジュウイチは個体数

が減っていると推定されるものの情報が少なく、選定された。マダラウミスズメはもともと観察例が

ごく少なく、温暖化による越冬域の北上なのか、生息を脅かす要因があったのか、判断しうる情報が

ないためである。

「地域個体群Jとしては4個体群。1個体群増加した。前回と同じく 、オオミズナギドリ及びウミウ

は七ツ島の繁殖個体群を、ミュビシギはかほく市から能美市海岸にかけての越冬個体群、新たに白山

のイワヒバリ繁殖個体群を選定している。

この他、 9種類を石川県 レッドデータプックリストから除外した。県内では多くはないものの日本国

内では普通種である種、その後の情報収集で県内では生息地、個体数とも安定しており、県内で絶滅

の恐れはないと判断された種である。（以上表2参照）

なお種の解説については、種の配列及び学名、和名は「日本鳥類目録第 7版」（日本烏学会2012)に従い、

原則的に亜種名は省略した。

表 2 「いしかわレッドデータブック 2009〈動物編〉」 からランクが変更された種

種 名 旧ランク→新ランク 種 名 1日ランク→新ランク

ヒメクロウミツバメ I類→ 絶 ヘラサギ 外 → 準

ライチョウ 絶→ I類 バン 外→ 準

コウノトリ 外→ I類 カッコウ 外→ 準

トキ 絶→ I類 シロチドリ 11類→ 準

タマシギ II類→ I類 ホウロクシギ II類→ 準

ミゾゴイ I類 → II類 ツルシギ 外 → 準

マナヅル 外 → II類 タカプシギ 外 → 準

ナベヅル 外 → II類 ツミ 外 → 準

クマタカ I類→ II類 オオタカ n類→ 準

オオジシギ 不足 → II類 サシバ II類→ 準

オオコノハズク 不足 → n類 アカショウビン II類→ 準

コノハズク 準→ 11類 ハヤプサ II類→ 準

ャイロチョウ 外→ II類 コヨシキリ 外 → 準

コシアカツバメ 準→ II類 クロツグミ 外 → 準

ノジコ 準→ II類 ホオアカ 外 → 準

クロガモ 外→ 準 アマツバメ 外 → 不足

ジュウイチ 外 → 不足 イワヒバリ I類→ 地域

ヨシガモ 準→ 除外 チュウサギ 準→ 除外

ホオジロガモ 準→ 除外 カンムリカイツプリ 準→ 除外

ウミアイサ 準→ 除外 ウミスズメ 準→ 除外

カワアイサ 準→ 除外 サンショウクイ 準→ 除外

サンコウチョウ 準→ 除外



4 県のレッドデータブックに選定されなかった国のレッドデータブック掲載種

石川県で記録がある国のレッドデータ ブッ ク掲載種であって、県のレッドデータプックに選定され

なかったものが下記のとおり 37種ある。（表3) これはコアホウドリやシロハラ ミズナギドリ などの

迷鳥で（備考欄に迷鳥と表示）県内への渡来が不定期なため選定対象種から除外したもの。ヒメウや

アカアシシギなどのように国の指定が 「繁殖 （域）」を基準に指定しているもので、県内での繁殖が

ないため（備考欄に繁殖無と表示）選定しなかったもの。オオヨシゴイやカラシラサギなどのように、

ある程度の渡来は見られるものの定期的な渡来は見られず、時期、期間等が不安定なため（備考欄に

迷鳥的と表示）選定しなかったものがある。

これらの種類は現時点では選定基準に当てはまらず選定されなかったが、前回この表にあげられ迷

鳥的と判断されていたコウノ トリやナベヅル、マナヅルが今回は選定されたように、鳥類の生息状況

は変化していくものなので、今後も動向に注意を払うべき種類である。

表 3 石川県で記録があるが県レッドデータブックからもれた国のレッドデータブック掲載種

種 名 ,,u.子 • 名 国の区分 備 考
コアホウドリ Diomedea immutabilis(Rothschild) EN 迷鳥
シロハフミズナギ ドリ Ptero心omahv1JOleuca (Sal vin) DD 迷鳥
クロコシジロウ ミツバメ Oceanodroma castro (Harcourt) CR 迷鳥
クロウミツバメ Oceanodroma matsudairae Kuroda EN 迷鳥
ヒメ ウ Phalacrocorax oelal!icus Pallas EN 繁殖無
チシマウガラス Phalacrocorax urilc (Gmcl in) CR 迷鳥的
オオヨシゴイ Ixobrvchus eurhvthmus (Swinhoe) EN 迷鳥的
カフシラサギ EJ?retta euloDhotes (Swinhoe) NT 迷鳥的
クロトキ hreskiornis melanoceohalus(Latham) DD 迷鳥
シジュウカフガン Bran ta canadensis (Richardson) CR 迷鳥的
ハクガン Anser caerulescens(Linnaeus) DD 迷鳥的
サカツフガン Anser cyf{noides (Linnaeus) DD 迷鳥
アカックシガモ Tadorna ferruginea (Pal las) DD 迷鳥的
ツクシガモ Tadorna tadorna (Linnaeus) EN 迷鳥的
アカハジロ Avthva baeri (Radde) DD 迷鳥
コウライアイサ Aferl!us sauamatus Gould DD 迷鳥
オオワシ 厖 liaeetusJJelaRicus (Pallas) vu 迷鳥的
ウズフ Coturnix JEJ1Jonica Temminck & Schlegel NT 野牛種は迷鳥的
クロヅル Grus J!rus (Linnaeus) DD 迷鳥
タンチョウ Grus japonensis (Linnaeus) vu 迷鳥
チシマシギ Cal idris vtilocnemis (Coues) DD 迷鳥
アカアシシギ Ti-in起atotanus (Gunnerus) vu 繁殖無
カフフ トアオアシシギ Trin釦al!Uttifer(Nordmann) CR 迷烏
コシャクシギ Numenius minutus Gould EN 迷鳥
セイタカシギ Himantoous himantopus(Linnaeus) vu 通過のみ
ツバメチドリ Glareola maldivarum Forster vu 迷鳥的
ズグロカモメ Larus saundersi (Swinhoc) vu 迷頂雌勺
オオアジサシ Thalasseus berKii Lichtenstein vu 迷鳥
ウミガフス Uria aalf!e (Pontoooidan) CR 迷鳥
ケイマフリ Cevvhus carbo Pallas vu 迷鳥 ・繁殖無
エトヒ°リカ Lunda cirrhata (Pallas) CR 迷鳥的・繁殖無
カフスバ ト Columba ianthina Temrninck NT 迷鳥的
シマアオジ Emberiza aureola Pallas CR 繁殖無
チュウサギ Ef!retta euloohotes (Wader) NT 県内では普通
サンショウクイ Pericrocotus di vancatus (Raffles) NT 県内では普通
カンム リカイツブリ PodicetJs cristatus (Lihhaeus) LP 県内では普通
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1 ヒメクロウミツバメ I
ミズナギドリ目 ウミツバメ科

Oceanodroma monorhis (Swinhoe) 

一絶滅 一絶滅危惧□類
■選定理由 確実な記録は1979年7月以来なく、観察記録も1982年5月以来途絶えてい

る。以後何回も詳細な調査が行われているが、確認されていない。

●形 慇 全長約19cm。全身、黒褐色。

■生 態 5月~6月にかけて離島の地上に穴を掘って繁殖する。雌雄交代で抱卵するが、

番の一方は日中付近海上を飛行し、夜間に島に沼陸し抱卵交代する。

■国内分布 夏品として渡来し日本近海の離品で繁殖。国内の主な繁殖地は青森県下北半

島、岩手県陸中海岸、東京都伊豆諸島京都府沓島、島根県隠岐諸島、福岡県

沖ノ島など。冬は南シナ海からインド洋に渡る。

■県内分布 輪島市七ツ島大島．

■•生印 日本近海の離島で繁殖。周辺海上に生息する。

■危険要因 侵入したドブネズミによる捕食が考えられるが、詳細は不明。

●参考文献 6, 12, 13 

矢田新平

竹田伸一

1ライチョウ I 
キジ目キジ科

Lagopus muta (Montin) 

一絶滅危惧 I類 一絶滅危惧IB類

■選定理由 県内では絶滅したと考えられていたが、2008年に白山で再発見され

2016年まで観察された。その後の再調査によって、過去に飛来していた

ことが推測され、今後も飛来する可能性が高いため。

■形 態 全長約37cm。夏羽の雄は頭、頸、背にかけて黒褐色で、目の上に赤い肉

冠ができる。雌は褐色。冬羽は雌雄とも全身白色。

■生 態 高山のハイマツ帯に繁廼する。主に植物の若芽、果実、種子などを食べる

が、毘虫も食べる。

■国内分布 本州中部の高山帝。北アルプス、乗鞍岳、御岳山、頸阪山塊、南アルプスな

ど。

■県内分布 白山の高山帯。

■丑•生配 高山のハイマツ帯。

■危険要因 観光化や温暖化による高山帯の環境悪化。すなわち病気、天敵などの増加、

シカ、イノシシなどによる高山植生の破壊。

■特記事項 1930年代に絶滅したとされていたが、 上馬ら (201I)の記録の再調査Ii:

よってその後も他の山岳から時々飛来し、生息していたことが推測された。

国内希少野生動植物種、国指定特別天然記念物。

■参考文献 1. 18 

竹田伸一

笹原裕二

口
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1 コクガン I 
カモ目 カモ科

Branta bernicla (Linnaeus) 

一絶滅危惧 I類 一絶滅危惧1I類

■選定理由 個体数が少なく、越冬地である内湾、浅海域も限られている。

■形 態 全長約61cm。雌雄同色。頭部から腹部は黒く、 背、翼1ま黒褐色。頸の上

部には頸輪状の白色斑がある。下腹から下尾筒と上尾筒は白く、脇は黒褐

色と白色の緬模様がある。幼烏は上申の羽緑に淡色斑があり、顆の白色斑

がないこともある。

■生 態 他のガン類と異なり、海岸で岩礁に付着するアマモなどの海藻類を好んで

食べる。越冬期は群れで行動することが多く、限内でも数羽程度の小群で観

察されることが多い。

■国内分布 冬烏として主に北海道から東北の沿岸に渡来する。

■県内分布 過去には毎年の様に七尾西湾で越冬していたが｀最近は記録が減っている。

近年は、県内各地の岩礁海岸や港湾等へ少数が散発的に渡来している。海岸

部以外では、片野鴨池や犀川下流部などでも記録がある。

■競，類醐 波静かな内湾など、餌となる海藻類を採ることができる岩礁地帯等。

■危険要因 越冬できるような環境が局地的であり、漁業等の人間活動の影響を受けやす

い。

■特記事項 国指定天然記念物

冨沢直浩

中村正男

口
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県内の分布

1 コウノトリ I 
コウノ トリ目 コウノ トリ科

Ciconia boyciana Swinhoe 

一絶滅危惧 I類 一絶滅危惧 IA類

■選定理由 かつては国内の繁殖固体群があったが、 1970年代に絶滅。その後は迷鳥

として大陸の個体が飛来するだけだったが、 200~平から兵扉県で飼育個

体の放烏が行われており、それに伴い県内での観察記録は増加している。

しかし依然として個体数は非常に少なく、生息環境'])保全力途俎釈浅渇゜

■形 態 全長約112cm。紐雄同色。体は白色で、翼のうち雨覆と風切は黒色。虹

彩は淡色で、目の周囲は赤色。嘴は黒く長く、先端は尖る。定は赤く長い。

■生 態 湿地、水田などに生息。魚や甲殻類｀軟体動物などを食べる。鉄塔や樹木な

どに営巣する。

■国内分布 兵厘で放烏された飼育個体が野外で繁殖し、個体数を増加させており、全国

各地での観察例が増えている。

■県内分布 大聖寺JII下流、柴山潟、河北潟｀邑知潟、七尾西湾などにしばしば飛来す

る。大陸から飛来したと思われる個体が親察されることもある。

■辺•生翫翡 餌となる生物が豊富な涅地、水田など。

■危険要因 開発による生患環境の消失や、農薬等による餌資源'])汚染や減少〇

■特記事項 ワシントン条約附属匹 l、国内希少野生動植物種、国指定特別天然記念物。

冨沢直浩

口

中村正男
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1サンカノコイ I 
ペリカン目 サギ科

Botaurus stellaris (Linnaeus) 

一絶滅危惧 I類 一絶滅危惧IB類

■選定理由 個体数が少なく、越冬地となるヨシ原が液少している。

■形 態 全長約70cm。雌雄同色。全身が淡黄褐色で、上面は黒褐色の斑が多くま

だら模様。下面は上面よりも淡色で暗褐色の縦斑がある。頭頂および顎線

は暗褐色。嘴と足は淡緑色。

■生 態 低地の水辺のヨシ原など、湿性草原に生息する。全身のまだら模様は枯れ

たヨシによく溶け込み、日中は主にヨシ原の中でじっとしていることが多

く、見つけるごとは難しい。越冬期は基本的に単独で生活している。主に魚

類や両生類、昆虫を食べるが、小烏や小動物、甲殻類なども食べる。

■国内分布 北海道では夏烏。本州北中部では留烏または冬烏、本州南西部では冬烏。

■県内分布 主に冬鳥として渡来し、近年は邑知潟、河北潟、片野鶏池、大聖寺川下流域

などで記録されている。

■鵠•生阻屁 低地のヨシ原など、植生の密な湿性草原。

■危険要因 生息地となるようなヨシ原の減少。生患地への釣り人等の侵入。

冨沢直浩

板垣博己

口

0 20 4年
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県内の分布

Iヨシコイ I ペリカン目 サギ科

Ixobrychus sinensis (Gmelin) 

一絶滅危惧 I類 一準絶滅危惧種

■選定理由 個体数の減少が著しく、近年の県内での繁殖固体数も少数と考えられる。

■形 態 全長37cm。全身淡褐色の小型のサギ。雄成鳥は頭央線が黒色で｀前顎

には淡黄褐色の不明瞭な縦斑がある。翼上面には淡褐色の雨覆と黒色の風

切のコントラストが著しい。雌成烏は頭央の黒色の範囲が狭く、背の羽縁

が淡色の縦斑をなす。前頸には淡黄褐色の縦斑がある。雌雄とも虹彩は黄

色。嘴は黄色で、嘴峰1な黒色。定は黄緑色。

■生 態 主にヨシ原に生息し、魚やカエル｀昆虫、クモ、エピなどを捕食する。外敵

が近づくと、これに正対し、嘴を天に向け、顎を上に伸ばしてヨシに擬態す

る。 5~6月頃、ヨシ原やメダケなどの藪で営巣する。

■国内分布 主に夏鳥として全国に渡来する。北海道では少なく、西南日本では越冬例も

ある。

■県内分布 主に夏鳥として渡来し、河北潟、柴山潟などのヨシ原で繁殖している。

■認•生罪は 外敵が近づきにくい、広いヨシ原。

■危険要因 生息地となるヨシ原の減少や生息地への釣り人などの人の入り込み。ただ

し、環境が悪化していない場所においても固体数が減少しており、国外の越

冬地の環境悪化や乱獲などの影匿が懸念される。

冨沢直浩

中西正太郎

口
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Nipponia nippon (Temminck) 

ペリカン目 トキ科

一絶滅危惧 I類 一絶滅危惧 IA類

■選定理由 かつては県内でも繁殖していたが、 1970年に穴水町で最後のl羽が人工
繁殖のために捕獲され、喋内では絶滅となった。新潟漿の佐渡島では、中
国から借り受けた個体で人工繁殖が行われ、野生固体群復活のための放鳥
が2008年から行われている。県内においても、佐渡で放鳥された固体が

飛来し、長期間滞在しており、今後も飛来が予想されることから。

■形 態 全長約77cm。雌雄同色。全身白っぽいが、翼や尾羽は淡いピンク色。顔
の裸出部と足は赤い。嘴は湾曲し、黒く長く｀先端は赤い。後頭部は冠羽状
となる。繁殖期には分泌される色素によって、頭から頸、背にかけて黒っぽ
くなる。

■生 態 昆虫や魚などの小動物を食べる。樹上で営巣し、繁殖期以外は群れで行動す
ることが多い。

■国内分布 明治以前は全国に広く分布していたが、明治期に激減し、1981年に佐渡lこ
残った最後の5羽が人工繁殖のために捕獲され、野生絶滅となった。 2008年
から野外放鳥が行われており、これにより佐渡以外でも観察例が増えている。

■県内分布 1950年代まで輪島市州衛や穴水町七海付近の山林でこく少数が繁殖してい

たが、徐々に数を減らし、 1961年が最後の繁薙成功となった。季節的な移
動が見られ｀初夏から夏には后丈山付近に移動し、秋から呑にかけては輪島
市、穴水町へ戻る群れが観察されていた。近年は佐渡での放鳥個体が散発的
に能登を中心に県内各地で記録されている。

■迂・竺酎謀 周囲に餌場となる湿地や水田をもつ丘陵地。

■危険要因 開発による生息環境の消失や、農薬等による餌資源の汚染や減少。

■特記事項 国際保護鳥、ワシントン条約附属書 I、国内希少野生動植物種、国指定天然
記念物、輪島市の烏。

冨沢直浩

口
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1クロツラヘラサギ I
ペリカン目 トキ科

Plata/ea minor Temminck & Schlegel 

一絶滅危惧 I類 一絶滅危惧 IB類

■選定理由 極東地域にのみ生息しており、世界的に固体数が少ない。生息環境の悪化

が懸念されている。

■形 態 全長約80cm、体色は白い。ヘラサギによく似るが、嘴から目先までが黒

色。繁殖期の成鳥は頭部に冠羽が現れ、胸部は橙色になる。

■生 態 湖沼、湿地、水田などに生息。しゃもじ状の嘴を半開きにして、頭を横に

振りながら餌を探す。魚や甲殻類、軟体動物などを食べる。

■国内分布 主に西南日本で少敬が越冬する。

■県内分布 七尾西湾、河北潟、柴山潟などにしばしば飛来する。長期間滞在することも

少なくない。

■鵠・引日 湖沼や湿地、水田などの餌となる生物が豊冨な水辺，

■危険要因 生息に適した干潟などの環境の開発等による消失。水田の乾田化や排水路の

整備による餌の減少。

■特記事項 国内希少野生動物種。

冨沢直浩

中西正太郎

口
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1 ヒクイナ I 
ツル目 クイナ科

Porzanafusca (Linnaeus) 

罰 絶滅危惧 I類

■選定理由 近年、個体数が著しく液少している。

■形 態 中型のクイナで、全長22cm。頭頂から体上面は暗緑褐色で、頭部から

胸、上腹は赤茶色、下腹から下尾筒は白黒の縞撲様。嘴iさ黒っぽく、足は

赤色。虹彩は赤色。

一準絶滅危惧

■生 態 平地の湿地や水田、河川敷などに生息し、イネや草藪の中で営巣する。餌

は小魚や水生昆虫、種子など、主に夜間に 「コッコッコッ・・・」と、次第にテ

ンポの早くなる運続した声で鳴く。 「キュルルルル...」とカイッフリのよう

な声で嗚くこともある。

■国内分布 亜種ヒクイナPf. e,ythrothraxは北海道から九州で繁殖しており、西南日本

では越冬するものもいる。亜種リュウキュウヒクイナPt.ohaeooygaは南

西諸島に生息し、留鳥。

■県内分布 夏鳥として渡来し、大聖寺川下流、片野鴨池、柴山潟、手取/11、犀JII下流、

河北潟、邑知潟、七尾西湾なとで繁殖例や観察例があるが、近年は観察例が

少ない。

■辺•生田＇含 餌が豊冨な湿地や水田、河川敷など。

■危険要因 水田環境の変化や湿地の減少などにより、繁殖に適した環境が減少してい

る。

■参考文献 3 

冨沢直浩

口
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Iヘラシギ I チドリ目 シギ科

Eurynorhynchus pygmeus (Linnaeus) 

｀ 
昌

一絶滅危惧 I類 一絶滅危惧IA類

●選定理由 世界的に数が少なく、個体数はわすか数百羽と推測されており、絶滅の危

機に瀕している。県内でも、秋の渡りの時期に散発的に渡来するのみと

なっている。

■形 態 全長14.5cm。雌雄同色。冬羽では上面は灰色、下面は白色。夏羽では頭

部から胸までが赤褐色になる。嘴の先端がヘラ状になっているのが特徴。

■生 態 主に秋、砂浜海岸や干潟に渡来し、汀線近くで採餌する。トウネンの群れに

混じって行動することが多い。

■国内分布 日本では数少ない旅鳥。主に秋に砂浜海岸や干潟に渡来する。 ・

■県内分布 喜~~は‘中ごは翌巴言t~~;~歴喜、こ累8誓ごふト;;;~□］ 
様に渡来が確認されていたが、近年では数年に1度程度しか観察されていな

い。

■認•生酎は 広い砂浜海岸や砂濯［の干潟。

■危険要因 侵食による砂浜海岸の消滅、開発による干潟の消失などによる生息地の減

少。

■特記事項 国内希少野生動植物種。

■参考文献 3 

:-~~-r~ 遍膿,-:-,':..:..~芍

富沢直浩
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1タマシギ I 
チドリ目 タマシギ科

Rostratula benghalensis (Linnaeus) 

一絶滅危惧 I類 一絶滅危惧1I類

■選定理由 湿地の液少や水田の乾田化などにより繁殖地となる瑕境が浅少し、個体数

が著しく減少している。

■形 態 全長24cm。雌の方が雄よりも目立つ色合いをしていて、体も大きい。雄

は頭から背にかけての上国が全体的に褐色で、肩から背には黄褐色の線が

あり、肩から胸には 1本の太い白線がある。翼には黄褐色の斑があり、目

の周囲には勾玉状の黄褐色の斑がある。頭央線も黄褐色。雌は、目の周囲に

勾玉状の8色斑があり、顔から胸が赤褐色、背から側面は緑がかったブロン

ズ色で、肩から胸には1本の太い白線がある。幼烏は雄に似る。

■生 態 水田や休耕田、湿地などに生息する。一凄多夫で、イネの株間や草陰などの

地上に宮巣し、雄が抱卵や育雛を行う。繁殖期の夜間には、雌が「コー、

コー、 コー・・ ・」とよくとおる声で鳴く。餌は昆虫、ミミズなど。

■国内分布 主に本州中部以南で繁殖し、留鳥の地域が多い。

■県内分布 主に夏烏として渡来し、 大聖寺JII下流、柴山潟、河北潟、七尾西湾なとで繁

頭例や観察例がある。河北潟では越冬例もある。

■錢・竺蔚闘 水生毘虫や小動物などの餌が豊冨な湿地や水田で繁殖する。

■危険要因 開発や水田の乾田化などにより、生息に適した水田や湿地が減少している。

■参考文献 3 

富沢直浩

口

中西正太郎

県内の分布

1 コアジサシ I 
チドリ目 カモメ科

Sterna albifrons Pallas 

一絶滅危惧 I類 一絶滅危惧II類

■選定理由 繁殖地が不安定で、県内での安定した繁殖地は1ヵ所のみである。

■形 態 全長約28cm。雌雄同色。頭部が黒く、背など上面は青灰色、尾と下面は

白色、嘴は黄色、定はオレンジ色。

■生 態 夏鳥として渡来し、河川敷や海岸の砂礫地に集団で繁殖する。河川、湖

沼、内湾で小魚などを捕る

■国内分布 本州以南の海岸、河川、湖沼に夏烏として渡来する。

■県内分布 安定的な繁殖地はT取JII下流祁のみである。春秋の渡りの時期には県内の河

川、湖沼、内湾でも観察できる。

■祖・祖団坦 広い砂浜海岸や植生のない河川敷などの砂礫地。

■危険要因 人為的な繁殖地の撹乱、カラスなど天敵によるひなの捕食。豪雨による繁殖

地の水没、巣卵の流出やひなの死亡。

■特記事項 石川喋指定希少野生動植物種。

■参考文献 2. 3 

竹田伸一

高呈雅一
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1カンムリウミスズメ I
チドリ目 ウミスズメ科

Synthilboraphus wumizusume (Temminck) 

一絶滅危惧 I類 一絶滅危惧□類
■選定理由 県内での繁殖地は七ツ島に限られており、また同地は本種の国内での繁殖

北限でもある。

■形 態 全長約24cm。ウズラ大の小型の海鳥で頭部には小さな冠羽がある。頭部

と体上面は黒色、顆、蒻卜固は白色。

■生 態 潜水して小魚や甲殻類を捕る。3~4月に島に飛来、上陸して産卵し、約

lヶ月の抱卵ののち、親鳥は孵化した雛を連れて海に出る。育雛は周辺の海

上で行われる。

■国内分布 九州沿岸、四国の太平洋沿岸、伊半島南部、伊豆諸島などで繁殖、生息が確

認されている。

■県内分布 七ツ島、主に荒三子島で繁殖し、周辺の海上で見られる。

■迂，生配 人や天敵となる小動物が近づけない離島に繁殖する。

■危険要因 ドブネズミ等の侵入動物による食害。大型船舶などからの油流出。

●特記事項 国指定天然記念物。かつては七ツ島大島、御厨島でも繁殖が確認されていた

が、現在は見られない。

■参考文献 3, 6, 12, 13 

竹田伸一
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1チュウヒ I 
タカ目 タカ科

Circus spilonotus Kaup 

一絶滅危惧 I類 一絶滅危惧 IB類

●選定理由 海岸、河川、湖沼などの周辺にあるヨシ原を中心とした湿原生態系の頂点
に位醤するタカで、ヨシ原等湿地の開発や公園化等により、生息・営巣環

境が悲化しており、繁殖個体数が減少している。

■形 態 全長約55cm。翼開長約l.3m。雄よりも雌が大きい。トピよりもやや小
さく細身のタカで、翼と尾と定が長い。色彩バターンにiさ変化が多い。雄
は頭部が灰色で淡褐色の縦斑があるものと、黒色縦斑が密にあり一見黒く
見えるものがある。雌は全体に褐色をしている。

■国内分布 主に本州中部以北の湖沼や海岸、干拓地のヨシ原等で繁殖している。冬期は大
陸から冬烏として渡来する個体が多数あり、全国のヨシ原等で観察される。

■県内分布 柴山潟、河北潟、邑知潟、七尾西湾等で少数が繁殖している。越冬期には他
地域から冬鳥として渡来するものがあり、県内各地の海岸や湖沼のヨシ原で
姿が見られる。

■生 態 巣は、ヨシ原や草原の地上にヨシの枯れ茎を積み上げて作る。産卵は4月中

旬から5月に行われ、 一腹卵数は普通5~6固で、 7月頃巣立ちする。広いヨ
シ原の上をゆったりとした羽ばたきと滑空を交互にして低く飛び、獲物を見
つけるとすばやく下りて捕らえる。餌はネズミ類や鳥類などである。

■埠•生酎切 繁殖するためには、宮巣場所および餌場として広いヨシ原が必要である。ま
た、巣を地上に作るので外敵に襲われやすく、人間活動にも影匿を受けやす
い。

■危険要因 湖沼などの広いヨシ原に生息するため、湖沼の公園化やヨシ原の開発、護岸
工事等。

■特記事項 国内希少野生動物種、石川県指定希少野生動物種。内灘町の品。

■参考文献 5 

木本祥太
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1イヌワシ I 
タカ目 タカ科

Aquila chrysaetos (Linnaeus) 

一絶滅危惧 I類 一絶滅危惧IB類

■選定理由 山地帯から亜高山帯までの山地生限系の頂点に位置する大型のワシでもともと個体
数が少ない上に、人間活動により生息地が狭められつつある。また、繁殖成功率が著
しく低下している。

■形 態 全長約85cm。翼開長約2m。雄よりも雌が大きい。全体に暗褐色で後頭部は金褐色

を帯びている。幼島は、翼と尾羽の基部に明瞭な白斑がある。嘴は黒色で基部は黄色
い。足指は黄色である。

■国内分布 北海迫、本州、四国、九州の低山から高山までに周年生息するが、本州以外では少な
い。国内に約500羽が生患すると推定されているが、繁廼成功率は近年、全薗的に否しく

低下している。

■県内分布 1998-2000年に行われた調査によると、臼山を中心とした加賀地方の山地に約15
番、 30-40羽の生息が推定されているが、広範囲の詳細な調歪は近年実施されておら
す、最近10年間において繁殖が確認されたのは白山山系に生息する4番のみとする指摘も

ある。
■生 態 深い谷にある切り立った岩壁の岩棚に営巣する。繁殖活動は早く、 晩秋から初冬に始ま

る。1-2月に産卵する。一腹卵数は普通2個だが、 2羽巣立つことは稀である。抱卵日致

は42-45日で3月に孵化し、孵化から70-80日後の5-6月に巣立ちする。行動圏は約

30-lOOk呼といわれる。ヤマドリ、ノウサギ、ヘピ類等を主食にする。

■出・ミ配ば 登冨な餌のある自然環i兄で、狩りのしやすい開けた場所（草地等）があること。外敵の近

づけない急峻な場所で巣を造れる適当な岩場や大木があること。上昇気流が起こるなど飛

行に適する場所があること。山間部での人閻活動による悪影響が少ないこと。県内では原

生的な落葉広葉樹林と、 森林内に点在する雪崩跡地等の草地が、採餌環境•生息環境と し
て重要である。

■危険要因 営巣地の近くで人間活動が行われると、営巣放棄につながりやすい。また、手入れが不十
分な人工林は、餌動物の減少、狩場の減少につながり、山地に人工林が培えたことも繁殖

成功率低下の原因となっている可能性がある。加えて、密猟の危機にさらされている。

■特記事項 国内希少野生動植物種、国指定天然記念物。石川県の県烏。

宮沢直浩

口
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1チコモズ I 
スズメ目 モズ科

Lanius tigrisnus Drapiez 

一絶滅危惧 I類 一絶滅危惧IA類

■選定理由 近年全国的に減少が著しい。県内での生息数も著しく減少しており、ほと

んど見られない。また石川県はおそらく日本での繁殖分布の西限にあた

る。

■形 態 全長約19cm。頭部は青灰色。背、翼など上面は赤褐色。黒い過眼線があ

り、下面は白色。

■国内分布 夏烏として渡来し、本州の中部以北に極めて局地的に分布する。平地から山

地帯にかけての広葉樹林、アカマツ林、 クロマツ林、雑木林｀果樹園などに

繁殖する。

■県内分布 海岸クロマツ林等で少数が繁殖しているが、近年減少が著しく、ほとんど貝

られない。

■生 態 主食は昆虫。繁殖期は6~7月。抱卵期間｀育雛期間ともに14~15日。

・祖・竺田闘 餌の豊冨なまばらな広葉樹林、マツ林。アカモズよりは密生した林を好む。

■危険要因 海岸林の伐採、開発、松くい虫の防除による薬剤散布。個体数の著しい減少

の原因としては、越冬地や中継地での環境悪化、乱獲などが懸念されてい

る。

木本祥太
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1アカモA I 
スズメ目 モズ科

Lanius cristatus Linnaeus 

一絶滅危惧 I類 一絶滅危惧IB類

■選定理由 近年全国的に液少が著しく、県内ではほとんどど見られなくなった。

●形 態 全長20cm。頭部から背、翼、尾などは赤褐色。下面は白。黒い過眼線と

白い眉斑を持つ。

■国内分布 夏鳥として九州中部以北の平地から低山の林、潅木のある草原に渡来す

る。本州では高原、北海道では低地の草原に多い。

■県内分布 加賀地方ではクロマツなどの海岸林｀能登地方では低山の疎林に分布してい

たが、近年急激に数が減少し、現在、確実な繁殖地の情報はない。

■生 態 主食は毘虫。繁殖期は5~7月で、抱卵期間、育雛期間はともに14~15日。

昆虫、カエル、トカゲ等の小動物を捕食する。

■辺•生罰貶 疎らな林、潅木のある草原。

■危険要因 海岸林の伐採など。しかしそれほど哀境が悪化していない場所でも消失して

おり、越冬地や中継地での環境悪化、乱獲などが懸念されている。

木本祥太
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1 ヒシクイ I 
カモ目 カモ科

Anserfabalis (Latham) 

一絶滅危惧n類 一絶滅危惧Il類

■選定理由 全国的にも越冬地は限られており、石川県は有数の越冬地であること。ま

た水田の減少および乾田化で、生息環境が悪化している。蓄戒心が強く、

人との接触を嫌う。

■形 態 全長約85cm。雌雄同色の大型の水烏。全身黒褐色で、嘴の先端が黄色。

■生 態 河川湖沼、水田なとの湿地で採食する。

■国内分布 冬鳥として渡来。北海道を経て東北、北陸、滋賀県辺りまで生息する。

■県内分布 県内の湖沼とその周辺の水田。 柴山潟、河北潟、邑知潟の周辺など。

■鵠•生限閉 広い水田や湿地、湖沼など。

■危険要因 水田の減少や乾田化による採食場の減少。

■特記事項 国指定天然記念物。石川県に生息するのは主に亜種オオヒシクイA.f. 

m1ddeno「ffliである。

竹田伸一
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Iマガン I 

Anser albifrons (Scopoli) 

カモ目 カモ科

一絶滅危惧1I類 一準絶滅危惧

■選定理由 全国的にも越冬地は限られており、石川県は有数の越冬地であるこ
と。また水田の減少および乾田化で、生息環境が悪化している。

■形 態 全長65~86cm。雌雄同色。全身灰褐色で下面は淡色。成鳥は嘴

がオレンジ色またはピンクで嘴基部周辺が白い。腹に不規則な黒い
横斑があり尾に白帯がある。足はオレンジ色。秋の幼烏は嘴が濁黄
色で、先端などが黒く、額の白と腹の黒斑を欠く。

■生 態 湖沼または干潟と後背地に採食地となる水田などの広い耕地を持つ地域に生

息する。イネの落籾や＝番穂、イネ科の水田雑草などを食べる。蓄戒心が非
常に強い。

■国内分布 冬鳥として渡来し、東北地方及び日本海側沿岸部で越冬するが局地的であ

る。宮城照伊豆沼、内沼に多く約20万羽が越冬している。北海道は渡りの中
継地であり、秋春の渡りの時期には大群が見られる。

■漿内分布 片野鴨池に約2,000羽が越冬しており西日本最大の渡来地であり、採良のた
めに福井喋坂井平野との間を行き来している。その他、群れは小さいが珠洲

市、邑知潟、志賀町河北潟などに越冬群が貝られる。

■祖•生酎諜 人がほとんど入らない広い田畑があり、落ち着いて寝られる齢（池や潟）があ

ること。

■危険要困 水田の減少および乾田化により、生息地と食物が不足。春先に転作作物の大
麦を食害するため農家との軋礫がある。

■特記事項 国指定天然記念物

山本芳夫

櫻井佳明

口

県内の分布

1カリガネ I 
カモ目 カモ科

Anser erythropus (Linnaeus) 

一絶滅危惧1I類 一絶滅危惧IB類

■選定理由 全国的にも越冬地は限られており、その中でも石川県は有数の越冬地であ
ること。また水E13の減少および乾田化で、生息環境が悪化している。

■形 態 全長53-66cm。日本のガン類では最も小さい。雌雄同色。全体的に灰
褐色。嘴はオレンジ色またはビンクで成烏は嘴基部周辺が白い。腹には不
規則な黒い横斑があり尾に白帯がある。マガンに酷似するが嘴が短く、目
の周囲はリング状に黄色。足はオレンジ色。

■生 態 淡水湖沼または干潟とその後背地に採食地となる水田などの広い耕地を持つ
地域に生息する。＝番穂やイネ科の水田雑草などを食べる。誓戒心が非常に

：：：：： 琵喜晨；言宍竺乞芸孝：盃言芝翌：ご：：二~;~~~~ご二二：二：：：ロ
■錢・竺甜槻 人がほとんど入らない広い田畑があり、落ち着いて寝られる賄（池や潟）があ

ること。

■危険要因 水田の減少および乾田化により、生息地と食物が不足。春先に転作作物の大
麦を食害するため農家との軋礫がある。カメラマンに追いかけられ、ゆっく
り採食できないこともある。

山本芳夫

— ----

-―-

櫻井佳明

0 20 如

- - - - I 

県内の分布

53 



1 トモエガモ I 
カモ目 カモ科

Anas formosa Georgi 

一絶滅危惧II類 一絶滅危惧□類
■選定理由 極東にのみ生息し世界的に数が少ない希少烏である。石川県は日本でも有

数の渡来地であること。

■形 態 全長39~43cm。雄の冬羽は頭部が淡黄色と緑色の巴漠様をしている。
胸は黄褐色に黒斑があり、側胸に白稼がある．肩羽の数枚が蓑羽状になっ
ている。雌は全体が褐色で、下嘴の付け根部に淡い円形の白斑がある。雄
の非繁殖羽は雌に似る。

■ 態 群れで行動することが多く、1.000羽を超える群れが貝られることもある。

夕方の硝立ちにポール状に密集して飛んで行く。全に植物食でイネの落籾
や、草の種子を好み、水生小動物も食べる。臆病な性質で人を近づけさせな
い。

■国内分布 冬忌として渡来するが、局地的で数は少ない。主に関東以西で越冬する。太

平洋側より日本海側に多く見られる。以前は大群が渡来したらしいが近年は
見られない。

■県内分布 片野鴨池には定期的に2.000羽前後が渡来する。かつて河北潟には大群が渡

来したが近年は減少している。

■這•生罪ば 餌場となる水田に近く、人間などが近づきにくい山間の湖沼、広い水面を持
つ湖沼など。

■危険要因 臆病な性質なので、人間活動の影響を受けやすい。片野襲池にいた群れがヘ

リコプターに驚いて琵琶湖まで避難したことが確認されている。また、雌lさ
コガモとの区別が難しく、誤って狩猟される可能性がある。採食地である谷

内田の減少も危惧される。

山本芳夫
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Iミソコイ I ペリカン目 サギ科

Gorsachius goisagi (Temminck) 

一絶滅危惧n類 一絶滅危惧Il類

●選定理由 全国的に個体数の減少と生息環境の破壊が懸念されており、繁殖固体数も

少ないため。

■形 態 全長約50cm。雌雄同色。全体に栗色で、頭頂は濃い。体の下面は色が薄

く、中央には喉から腹部に続く濃い縦線がある。

■生 態 夏品として低山帯の森林1.:::渡来し、繁殖する。涵行性が強く、長く夜行性

と考えられてきたが、昼間の活動もよく観察される。山閻の湿地でミミズ、

サワガ＝｀カエルなどの小動物を食ぺる。

■国内分布 本州、四国、九州、伊豆諸島などの森林で繁殖し、冬はフィリピンなど東南

アジアに渡る。一部は南西諸島などに残るものもあるという。

■県内分布 10年程前までは情報が少なく分布は局地的とされていたが、近年、奥能登、

能登、金沢、南加賀白山麓など、県内に広く分布していることが分かって

きた。一方、金沢近郊では個体数の減少が指摘され、今後も注意が必要であ

る。

■也•生罪 低山の森林に囲まれ、エサの豊富な中山閻地の谷津田や湿地のある谷。

●危険要因 丘陵～低山の開発や伐採、また餌場となる中山間地の水田荒廃など、人間活

動に脅かされる。

■参考文献 l l 
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1マナヅル I 

Grus vipio Pallas 

ツル目 ツル科

一絶滅危惧1I類 一絶滅危惧1I類

■選定理由 世界的に分布が限られ、本県への渡来も不定期であり、こ・く少ない。

■形 態 全長125cmで、タンチョウより小さい。雌雄同色。自のまわりの裸出部

は赤い。翼及び上面は薄い灰色をしており、頸から腹にかけての下面は濃

い灰色。頭J貞から頚筋は白い。

■国内分布 冬鳥として、主に鹿児島県出水地方に渡来する。

■県内分布 稀な冬鳥として、邑知潟河北潟柴山潟等の水田地帯に渡来する。

■生 態 大陸の広大な湿原で繁殖し、水田地帯、河川、湖沼等の水辺で越冬する。水

の張られた水田を明として利用する。種子や草の根、小動物などを食べる。

■投・竺日 ねぐらとなる水を張った水田や、餌場となる小動物が豊冨な水田。

■危険要因 農地転用等による水田の減少、農薬使用による水田の動物の減少、乾田化。

■特記事項 ワシントン条約附属書 l

■参考文献 17 

板垣博已

口
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県内の分布

1ナベツル I 
ツル目 ツル科

Grus monacha Temminck 

一絶滅危惧1I類 一絶滅危惧II類

■選定理由 世界的に分布が限られ、本県への渡来も不定期であり、こ・く少ない。

■形 態 全長100cmで、マナヅルより小さい。雌雄同色。前頭頂に肌の整出した

部分があり、目の上の額部分は赤いが他の露出部分は黒い。顔から頸にか

けては白色で、頸の前部から全身にかけては灰黒色。

■国内分布 冬烏として、主に鹿児島県出水地方に渡来する。

■県内分布 稀な冬鳥として、邑知潟、河北潟、柴山潟等の水田地帯に渡来する。

■生 態 ロシア束南部の森林に囲まれた湿原で繁殖し、水田地帯、河JII、湖沼等の水

辺で越冬する。 水の張られた水田を明として利用する。種子や草の根、小動

物などを食ぺる。

■鵠・引日 明となる水を張った水田や、餌場となる小動物が豊冨な水田。

■危険要因 農地転用等による水田の減少、農薬使用による水田の動物の減少、乾田化。

■特記事項 ワシントン条約附閲書 l

■参考文献 19 

口

中西正太郎

木本祥太
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ヨタカ目 ヨタカ科

Caprimulgus indicus Latham 

一絶滅危惧II類 一準絶滅危惧

■選定理由 生態系上位の昆虫食種で｀近年液少傾向にある。

■形 態 全長約29cm。全身褐色で灰白色や黒褐色の斑が多数ある。雄は翼、尾に

大きく白斑があるが、雌の斑は小さく、尾にはない。嘴i庄小さいが口は大

きく開き、空中で昆虫を捕らえるのに過応している。足iお非常に短く、 あ

まり歩行しない。

■国内分布 夏烏として九州から北海道までの里山から山地の明るい林に渡来する。北日

本では平地にも分布する。

■県内分布 夏烏として山地の中の草地、伐採地、植林地など、森林内の開けた環境や明

るい森林に渡来し繁殖する。

■生 態 夜行性で、飛びながら大きな口を開けてガなどの昆虫を捕る。森林内の開け

た環境で営巣し、地面に直接産卵して抱卵・育雛を行う。繁殖期は6~7月、

抱卵期問は約18日。

■埠，生蒻 昆虫の豊富な明るい森林及び森林内の開けた環境。

■危険要因 森林の開発、森林内の草地等の減少、放置された人工林の増加による採餌・

繁殖環境の減少、越冬地である束南アジアの森林減少等。

木本祥太

ロロ

＾＾祥太

•一―
0 20 似 m
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嗅内の分布

1イカルチドリ I 
チドリ目 チドリ科

Charadrius placidus Gray & Gray 

一絶滅危惧n類 一なし

■選定理由 県内では梯川、手取川、犀川などの河川氾濫原に依存して繁殖し、生息場

所が限られている。

■形 態 全長21cm。翼長15cm。頭頂と上面は砂褐色で下面は白い。前頭部と

目先から耳羽にかけての部分は褐色味のある黒色である。胸に細い黒色の

帯があり、淡色の翼帯がある。嘴はやや長く黒色で、脚は淡黄色である。

■国内分布 北海道、本州、四国、九州に生息する。北日本では繁殖後、暖地へ移動す

る。越冬北限は、太平洋側は青森県日本海側は新潟県といわれている。

■県内分布 河川の中流域の中州や河原で繁殖するが、数は少ない。渡りの時期には県内

各地で観察されることがある。冬期は水田等で越冬している。

■生 惑 河JIIの中州や河原で2~7月に繁殖し、砂利、小石、小枝などを産座に集めた

箇単な巣を地上に作る。 一腹卵数は4個が多く、約29日で孵化する。採餌場

所は主に河川や湿地で、餌は水生昆虫などの小動物である。

■認•生罪は 営巣場所は植物が繁茂しない河原であるが、人間活動による影響を受けやす

く、人為的影響が少ないことが条件となる。

■危険要因 県内では砂礫地のある大きな河川が少なく、もともと生息数が少ない上に、

近年の河川工事やレクリエーションなどの人為的影響を受けている。また河

川管理による河川水位の低下で河原が冠水することが少なくなり、草木の繁

茂などで営巣環境が悪化している。

■参考文献 15 

木本祥太
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1オオジシギ I 

Gallinago hardwicldi (Gray) 

チドリ目 シギ科

一絶滅危惧1I類 一準絶滅危惧

■選定理由 近年、奥能登地域では繁殖行動が確認されている。生息は局所的で、恒体

数も少ないと考えられる。 本州の繁殖地は少なく、 希少な存在である。

■形 態 全長30cm。嘴はまっすぐで長く、黄褐色で先端は黒い。頭央線、眉斑、

喉はクリーム色で、頭側線、過眼線、頬線は暗褐色〇背にはクリーム色の

縦斑が見える。頸、胸は淡黄褐色で黒褐色の縦斑があり、胸から脇には黒

褐色の横斑がある。腹は白い。尾羽の枚数は16~18枚が普通。

■生 態 草原の地上に1I11形の巣を作る。繁殖期、雄は「ジャッ、ジャッ、ジャッ…、

ズピーヤク、ズピーヤク」と鳴きながら飛び回り、急降下するときに 「ザザ

ザザザ」と尾で大きな音を発するディスプレイフライ トを主に夜間に行う。

餌は主にミミズや昆虫類などの小動物で、植物の種子も食ぺる。

■回内分布 北海道では草原や湿原、本州では主に中部以北の高原などで繁殖し、春秋の

渡りの時期にはほぽ全国で観察される。広島など中国山地での繁殖例もあ
る。

■県内分布 奥能登地域では5~7月に複薮羽のディスプレイフライ トが見られ、局所的

ではあるが繁殖していると考えられる。過去には小松空港や金沢市の大浜埋
立地で繁殖していたが、その後の環境変化で消失してしまった。菩秋の渡り

の時期には、県内各地の水田や草地で観察される。

■鵡・乞酎闘 人のあまり入らない湿原や、低木の混じった草原、牧場、農耕地などの開け

た覆境で繁殆する。本州では標高の商い地域に生息するといわれてきたが、
近年は標高の低い場所での繁殖も確認されており、植生などの環境に左右さ

れることが分かってきている。

■危険要因 奥能登地域での繁殖地については、開発の影書で観察される個体数が減少し

たところもあり、開発や人の入り込みから生息地を保護する必要がある。

冨沢直浩

中西正太郎

口

県内の分布

1オジロワシ I 
タカ目 タカ科

Haliaeetus albicilla (Linnaeus) 

一絶滅危惧1I類 一絶滅危惧II類

■選定理由 沿岸、河川、湖沼などの水界生態系の頂点に位四する大型のワシで、県内

には冬鳥として数羽が越冬するのみである。

■形 態 全長約90cm。翼開長約2.2m。雄よりも雌が大きい。大型のワシで、翼

は広大で尾は短く、 ややくさび形である。成鳥の体は茶褐色で、頭から胸
部にかけてクリーム褐色尾羽は白い。幼烏と若鳥は全身褐色で、尾羽は

齢ことに臼色部が増す。嘴と足は黄色。

■生 態 北海道東部、北部の繁殖地では、広い原生林の続く湖沼畔や海岸にすみ、高

木の枝上や海岸の断造で営巣する。越冬地では海岸、河口、湖沼などにす

み、魚類や死んだり弱ったりしたガンカモ類を捕食する。

■国内分布 本州中部以北の河口や湖沼に冬鳥として渡来するが、九州や琉球列島まで南

下することもある。北海遼東部、北部で少数が繁殖している。

■県内分布 以前は、片野鴨池、木場潟、手取川、河北潟、邑知潟などに定期的に渡来し

ていたが、近年は定期的渡来地はなくなった。

■辺•生翫翡 餌となる魚類や烏類が豊富に生息し、餌場から遠くない所に外敵が近づかな

い安全な明が存在し、汚染されていない水辺に生息する。

■危険要因 水界生態系の頂点に位置するため、農薬などによる生物濃縮の影響を受けや

すい。

■特記事項 国内希少野生動植物種、国指定天然記念物。

笹原裕二

矢田新平

口
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1クマタカ I 
タカ目 タカ科

Nisaetus nipalensis Hodgson 

一絶滅危惧II類 一絶滅危惧IB類
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県内の繁殖分布

1オオコノJ¥ズク I 
フクロウ目 フクロウ科

Otus lempiji (Horsfield) 

一絶滅危惧n類 一なし

■選定理由 山地帯、低山帯に棲む小型猛禽類で、個体数が少ない。

■形 態 全長約20~25cmで雌雄同色。全身ほぼ褐色で黒い縦斑と横斑がある。

頭部には大きな羽角がある。眼の虹彩はオレンジ色。

■生 態 夜行性で、小鳥類、両生類｀爬虫類、小型哺乳類などを捕る。 5~6月に

大木の樹洞に宮巣し、 4~5卵を産む。

■国内分布 留烏として小笠原諸島を除く全国の山地帯から低山帯の森林、時には平地林

にも生息する。北海道、東北のものは冬期南下する。

■県内分布 白山麓で繁殖の記録があるが、それ以外の生患状況はよくわかっていない。

現在は夏鳥とされているが、留烏の可能性も残されている。春秋の渡りの時

期には平地や市街地でも見られることがある。

■辺•生酎註 営巣木となる樹洞のある大木があり、餌動物の豊富な森林。

■危険要因 森林開発による営巣木の減少が考えられるが、実態1まよくわかっていない。

笹原裕二
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1 コノJ¥ズク I 

Otus sunia (Hodgson) 

フクロウ目 フクロウ科

一絶滅危惧1I類 一なし

■選定理由 ブナ林など発達した森林を代表する小型猛禽類であり、近年沼少してし‘

る。

■形 態 全長約20cmで雌雄同色。灰色型と赤色型がある。灰色型は全身が灰褐

色、赤色型は全身が赤褐色で、どちらも濃い斑が散在している。頭部には

小さな羽角がある。眼の虹彩は黄色。

■生 態 夜行性で、毘虫を主食とする。山地の大木の樹洞で繁殖し、5~6月頃に4
~5卵を産む。

■国内分布 九州以北に夏鳥として渡来し、本州では山地の森林、北海道では平地林にも

繁殖する。

■県内分布 夏島として白山山系など山地帯のブナ林などに渡来し、繁殖する。春秋の渡

りの時期には平地や市街地でも観察されることがある。

■翅・竺蔚闘 営巣木となる樹洞のある大木が存在する山地の発達した森林。

■危険要因 山地の森林伐採が心配されるが、減少の詳しい原因はよくわかっていない。

笹原裕二

口

宮沢直浩

県内の分布

1アオバズク I 
フクロウ目 フクロウ科

Ninox scutulata (Raffles) 

一絶滅危惧1I類 一なし

■選定理由 平地から低山帯にかけて生息する小型猛禽類で、近年減少している。

■形 態 全長約29cmで雌雄同色。頭部から上面は黒褐色で｀下面は臼く黒褐色の

大きな縦斑がある。羽角はなく、眼の虹彩は黄色。

■生 態 夜行性で主に大型昆虫を捕り、爬虫類や小鳥を捕ることもある。繁殖期は

6~8月で主に大木の樹洞に宮巣するが、時には建造物の穴に宮巣するこ

ともある。 一腹卵数は3~5卵。

■国内分布 夏鳥として全国の平地から低山の森林、寺社林に渡来する。

■県内分布 夏鳥として平地から低山の森林、寺社林に渡来する。かつては人家付近でも

普通のフクロウ類であったが、近年減少が著しい。

■鵠・引日 営巣木となる樹洞のある大木が存在する寺社林など3

■危険要因 伐採による営巣木の減少や餌となる大型毘虫の減少などがあげられるが、減

少の原因はよく分かっていない。

笹原裕二

岡望
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1 プッポウソウ I 
ブッポウソウ巨 ブッポウソウ科

Eurystomus orientalis (Linnaeus) 

一絶滅危惧II類 一絶滅危惧IB類

■選定理由

■形 態

■国内分布

■県内分布

■生 態

■鵠•生罰屁

■危険要因

■参考文献

プナ林など発達した森林に生息する種であり、個体数が少ない。近年液少して

いる。

全長約30cm。全身胃みがかった緑色で、頭部は黒色味が強い。足、嘴は赤。

風り」羽には白斑があり、飛翔時に且立つ。

夏烏として本州、四国、九州の発達した森林に渡来するが、分布は極めて局地

的である。

夏烏として山地帯の発達した森林に渡来するが、数は少ない。

大型毘虫を主食とし、高木にとまって毘虫を見つけると、飛翔しながら捕捉

する。 5~7月が繁殖期で、大木の樹洞などで営巣し3~6個の卵を産む。抱

卵期晶りは約25日育雛期間は約26日。キッツキ類やムササビの古巣を多用

することがわかっている。巣箱も利用することが知られる。

営巣木となる大木と、餌となる大型昆虫が豊冨に生息する自然環境。

営巣木となる大木 ・枯損木の伐採。放醤人丁林の増加等、森林環境の変化に

よる、餌となる大型昆虫の減少。

7 

木本祥太

口
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Iャイロチョウ I 

Pitta nympha Temminck & Schlegel 

スズメ目 ャイロチョウ科

一絶滅危惧n類 一絶滅危惧IB類

●選定理由

■形 態

■国内分布

■県内分布

■生 態

■也•生罪ほ

■危険要因

■特記事項

■参考文献

よく発達した低山の森林に生息する種であり、本県では国体数が少ない。

全長18cm。雌雄同色。頭部は茶色で、黒い頭央線がある。過眼線は太く

て黒い。背中は光沢のある緑色。初列風切は黒く外側の基部は白いため、

飛ぶときは上面の白斑が目立つ。腹の中央部から下尾筒1こかけては赤い。

尾は短い。足は肉色で長くがっしりしている。

少ない夏品として本州中部以南、四国、九州で局地的に繁殖するが、確認記

録は秋田県まである。

従来迷鳥的で散発的な渡来記録だったが、近年記録が増えている。数の少な

い夏鳥として、主に加賀地方の低山帯に渡来し繁殖すると考えられる。

主に低山帯の発達した広葉樹林に生息する。緊殖期は5~7月にかけてであ

り、 文 妻で繁殖の全てを共同で行う。抱卵、育雛ともに14~16日程度

を要する。地上の木の根元や岩の上などに、コケ類などを用いて巣を作る。

土壌動物や地上を徘徊する昆虫類を餌とするが、ミミズが中心である。

よく発達した広葉樹林。

森林伐採など生息環境の悪化が危惧されるが、実態はよく分かっていない。

ワシントン条約附属書II

16 

木本祥太
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1 コシアカツバメ I 

Hirundo daurica Laxmann 

スズメ目 ツバメ科

一絶滅危惧1I類 一なし

■選定理由 県内には局地的に生息しているが、近年の個体数の液少が著しい。

■形 態 全長約19cmでッパメよりも大きく、雌雄同色。頭、背など上面は紺色光

沢のある黒色で赤褐色の腰が特徴。胸、腹など下面は淡褐色で、細かい縦

斑がある。

■生 態 ツバメの生態に似るが、ツバメほど群れることはなく、 大きな群れはつく

らない。とっくり型の特徴的な形の巣を作り、一般家屋よりもビルや橋など

コンクリート製建造物を好む。

■国内分布 夏鳥として九州以北に渡来するが、 ッパメより数は少ない。

■県内分布 局地的に分布し、海岸よりの住宅地や橋桁、山問のピルなどに繁殖する。

■辺・竺配闘 海岸よりの市街地で見ることが比較的多い。

■危険要因 近年減少が著しいが、減少の原因はよくわかっていない。

笹原裕二
口
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Iノジコ I スズメ目 ホオジ□科

Emberiza sulphurata Temminck & Schlegel 

一絶滅危惧1I類 一準絶滅危惧種

■選定理由 繁殖分布は日本に限られ、国内でも県内でも分布は局地的で固体数も少な

い。

■形 態 全長約14cm。全身黄色っぽい緑色で、胸、腹など下画な淡い。目の周り

に白いアイリングがある。雄は目先が黒いが、雌は目先が黒くなく頭部の

緑色味が少ない。

■生 態 繁殖期は5~7月で、低木の茂みや地上に営巣し、 3~5卵を産む。主食は

草の種子などだが、昆虫も捕る。

■固内分布 夏鳥として渡来し、本州中部から青森県にかけて分布する。低山から山地の

明るい広葉樹林や灌木のある草原に繁殖する。

■県内分布 金沢市の医玉山、犀川上流域、白山市の直海谷川上流域の山々に局地的に分

布する。

■翅・竺田闘 湿地を含む落葉広葉樹林や渓流沿いのハンノキ、クルミ類などの疎林に生息

するが、詳細はよく分かっていない。

■危険要因 森林の伐採、渓流の砂防工事。越冬地での密猟（飼育用、食用）など。

笹原裕＝

口
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1 コジュリン I 
スズメ目 ホオジロ科

Emberiza yessoensis (Swinhoe) 

一絶滅危惧II類 一絶滅危惧□類
■選定理由 全国的に個体数が少なく、県内でも知られた繁殖地は河北潟干拓地のみ

で、固体数が少ない。

■形 態 全長約15cm。全身褐色で胸から腹は淡褐色。雄の夏羽では頭巾を被った

ように頭部が黒い。

■生 態 繁殖期には、ヨシや背の高い草にとまってさえする。 5~7月にイネ科の

草の根元に営巣し、 3~5卵を産む。

■国内分布 本州中部から束北地方の平野部と九州の高原で局地的に繁殖し、本州中部以

南のヨシ原や草原で越冬する。

■県内分布 春から夏に河北潟干拓地の牧草地や麦畑で少数が見られ、繁殖も確認された

ことがある。河北潟干拓地などでは農業に依存している部分が大きく、作物

転換に大きく影響を受ける可能性がある。渡りの時期には舶倉島などでも観

察される。

■埠，生蒻 ヨシ原、牧草地、麦畑など広い草原。

■危険要因 牧草地や麦畑の作物転換、放棄などによる生息地の草原の消失。

笹原裕二

中本網

口
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1ヤマドリ I 
キジ目キジ科

Syrmaticus soemmerringii (Temminck) 

一準絶滅危惧種 一なし

■選定理由 県内の山地に広く分布するが近年個体数が減少している。

■形 態 雄は全長125cm.長い尾羽を持つ。全身赤褐色で顔は赤い皮膚が惣出し

ている。雌は全身褐色で尾羽は短い。

■生 態 低山から山地の森林にすみ、主に植物の葉や種子、木の実などを食べ、昆

虫も食べる。繁殖期、雄はドラミングと呼ばれる大きな羽音を立てる。

■国内分布 本州、四国、九州の低山から山地の森林に留烏として生息する。

■県内分布 海岸部を除き、県内の低山から山地の森林に広く分布する。

■鵠•生限閉 餌となる多様な桓物のある森林。

■危険要因 雄に対する狩猟圧はあるが、主たる要因はよく分かっていない。

■特記事項 狩猟鳥。

■参考文献 4 

竹田伸一

富沢直浩
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1オシドリ I 
カモ目 カモ科

A紅galericulata(Linnaeus) 

一準絶滅危惧 一捐報不足

■選定理由 繁殖できる森林が浅少し、繁殖個体数が浅少している。越冬する個体数も

少ない。

●形 態 全長41~47cm。雄の繁殖羽は頭頂から後頭に冠羽があり、顔は白く、

胸は紫色で胸側に2本の白い筋がある。銀否羽とよばれるオレンジ色の扇

形の羽を翼に持つ。雌は全体が褐色味を帯びた暗灰色で、地味な羽色であ

る。雄の非繁殖羽1よ雌に似る。足はオレンジ色。

■生 態 繁殖は低地から低山帯の水辺の林の樹洞で営巣する。主に植物食でドングリ

を好む。穀類、水生植物を食ぺるほか、カダソムリ、 魚などの小動物も採食

する。

■国内分布 主に中部地方以北で繁殖し、冬期は西日本で越冬するものが多い。北海道で

は夏烏。

●県内分布 低山帯の所々で繁殖をしているが、その繁殖形態から直接的な観察例は少な

い。繁殖期以外は大きな河川の上流の渓谷やダム湖なとに少数が生息する。

●祖・竺四 水辺を好むため、山地の林に囲まれた湖沼や渓谷。営巣のために樹洞がある

大きな木がある森林を必要とする。

■危険要因 樹洞ができる大きな木の減少。かって広く実施されていた山林の針葉樹林化

によって食物となるドングリがなる森林も減少している。

山本芳夫

岡望

口
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1シノリガモ I 

Histrionici,s histrionicus (Linnaeus) 

カモ目 カモ科

一準絶滅危惧 一なし ⑩
 ■選定理由 個体数が少なく、落ち着いて生息できる環境が狭められている。

■形 態 全長38~45cm。雄は模様が美しいカモで、冬羽1さ頭から上胸と背が胃

灰色で、眼より前面が白色、耳部に大きい白円斑、その後方にも白い縦長

斑がある。胸側と肩羽にも臼い帯斑がある。後頭部が赤栗色で、脇は栗褐
色、翼は暗褐色で白色の斑や線がある。尾は黒く、 側方に小さな白斑があ

る。雌は眼の下と耳部の大きな白斑があり、全体が褐色。非繁殖羽は雌に

似るが、上面がより暗褐色である。

■生 態 冬期は波の荒い岩礁海岸で、小群で見られる。越冬地では甲殻類や貝類を潜

水して捕食する。繁殖期には内陸の森林内の渓流に移動し、 渓流沿いの車む

らや岩陰などに営巣する。動物食で、繁殖期には主に トピケラやその幼虫を
食べる。

■国内分布 冬烏として渡来し主に北日本で越冬する。少数が東北及び北海道で繁殖す

る。

■県内分布 能登外浦の海岸に多く、 羽昨市柴垣や滝海岸などに数十羽が越冬する。砂浜

が多い。加賀海岸ではテ トラポットのある場所で観察されることもあるが、

個体数は少ない。

■祖・竺配闘 人が近づかない波の荒い岩礁で、貝類や甲殻類が多く生息する場所。

■危険要因 越冬地での人間活動。岩礁地帯は岩ノリ採り、砂浜はサーファー等の影響

で、落ち沼いて採食できる環境が減少している。

山本芳夫

口
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1 ピロードキンクロ I
カモ目 カモ科

Melaniltafasca (Linnaeus) 

罰 準絶滅危惧

■選定理由 個体数が沼少している。

■形 態 全長51~68cm、雄は全身黒色で目の下に三日月形の臼斑がある。嘴は

赤く上嘴至部は黒くて小さな瘤状になりよく目立つ。雄iさ全身黒褐色で目

先と頬に白斑がある。

一なし

■生 態 沿岸や海上に生息し、浅い海底で潜水して貝類などを採食する。

●国内分布 冬烏として全国の沿岸、海上に渡来するが、北日本に多い。

●県内分布 冬鳥として県内の沿岸に渡来するが能登での観察例は少ない。

●鵠•生釈店 貝類など豊冨な底生生物のすむ海岸。

●危険要因 重油流出などの海洋汚染や定謳網などでの混獲が予想されるが、実態はよく

わかっていない。

山本芳夫口
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1クロガモ I 
カモ目 カモ科

Melanitta americana (Swainson) 

一準絶滅危惧 一愉報不足

■選定理由 個体数が減少している。

■形 態 全長44~54crn。雄は雌より大きく全身黒色でくちばしの付け根に黄色

い瘤がある。雌は顔部が灰褐色で，体の他の部分は黒褐色、頬が白っぽ

い。

■生 態 潜水して海洋性の貝類、甲殻類などを食べる。雄は「ピーイ」と口笛に似

た澄んだ声を出す。

■国内分布 冬烏として九州以北の海岸に渡来するが、北海道と北日本太平洋側に多い。

中村正男

■県内分布 冬烏として県内の沿岸に少数が渡来する。

■埠•生酎は 貝類など豊富な底生生物のすむ海岸。

■危険要因 重油流出などの海洋汚染や定置網などの混獲が予想されるが、実態はよくわ

かっていない。

■特記事項 狩猟鳥であるが、石川県では猟が禁止されている。

山本芳夫
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1ササコイ I 

Butorides striata (Linnaeus) 

ペリカン目 サギ科

一準絶滅危惧 一なし

■選定理由 伺体敬が少なく、繁殖できる環境の減少により生息穀が減少している。

■形 態 全長約40~48cm。雌雄同色。羽色は頭上が黒色で、後頭部から黒い冠

羽が伸びる。背と雨覆は光沢のある濃い灰色。下面は明るい灰色で、足と

眼は黄色い。幼烏は頭から背にかけて濃い茶色で頻から胸にかけて縦斑が

ある。

■生 態 水辺に生息し、魚、カエル、ザリガニなどを食ぺる。日中だけでなく夜間も

さかんに採食する。飛びながら 「キュー」または「ピュー」という鋭い声で

鳴く。単独もしくは小さなコロニーをつくり繁殖する。

■国内分布 夏鳥として渡来し、本州から九州で繁殖。九州南部では冬にも留まるものが

ある。薩南諸島以南から東南アジアにかけては冬鳥として渡来し、3月頃ま

で越冬する。

■県内分布 水辺近くの林や藪で繁殖するが局地的である。

・笠 ・竺問懐 近くに川や池などの餌が豊冨な坦所があり、繁殖地として人が近づかない林

や藪を必要とし、近くに川や池などの餌が豊宮な場所を必要とする。

■辺！・竺酎開 繁殖地となる水辺近くの林や藪が減少。河川改修等で営巣場所や食物となる

魚などの減少。

山本芳夫

口
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1クロサギ I 
ペリカン目 サギ科

Egretta sacro (Gmelin) 

一準絶滅危惧 一なし

■選定理由 個体数が少ないうえ、繁殖地が限られており、繁殖環境も脆弱である。

■形 態 全長58~66cm。雌雄同色。全身がすすけた濃い灰色で｀喉は黒いもの

と小さな白い部分があるものがいる。嘴は黄褐色だが黒っぽい個体もし＼

る。夏羽では目立たない短い冠羽がある。足は黄緑色。亜熱帯から熱帯の

サンゴ礁の海岸には全身が白い白色型がいる。

■生 態 岩礁海岸に生息。磯の波打ち際で魚を待ち伏せする。繁殖期は5~6月で、

断圧の岩の隙問に枝を運び込んで巣を作る。時には低木の枝の上に営巣する

こともある。非繁殖期に1な岩礁を離れて干潟や河口で観察されることもあ

る。

■国内分布 本州以南に分布。 太平洋側では房総半島以西、日本海側では男鹿半島以南で

局地的に繁殖している。

■県内分布 繁殖期以外は能登から加賀の海岸に広く分布するが個体数は少ない。確実な

繁殖記録は能登だけである。

■翅・竺酎翡 餌が豊冨な岩礁海岸で、人の影響が少ない場所。

■危険要因 営巣地周辺での人間活動。特に釣り人の影響は大きい。

山本芳夫
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Iヘラサギ I ペリカン目 トキ科

Plata/ea leucorodia (Linnaeus) 

一準絶滅危惧種 一情報不足

■選定理由 個体数が少ないうえ、渡来地が限られている。繁殖期にも観察されること

もある。

■形 態 全長70~95cm。全身白色で、嘴と足は黒い。繁殖期には冠羽を生じ、

頚の―卜部が黄色を吾びる。嘴は平た＜、 先がふくらんでしゃもじのような

形をしている。

■生 態 嘴を垂直に水中に入れ、左右に振つて間に入った水生昆虫類、小型のエピや

貝類、 小魚類などをくわえとって食ぺる。

■国内分布 数は少ないが、冬期に20羽前後の渡来が継続的にある。九州が主な越冬地

で渡りの時期には四日本を中心に各地で観察される。

■県内分布 湖沼や河口付透で観察されることが多い。七尾西湾周辺では越冬記録もあ

る。

■鵠•生阻屁 河口部干潟及び浅瀬。 水田、湿地。

■危険要因 涅地の減少。カメラマンに追いかけられゆっくり採食できないごともあ

る。
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1バン I 
ツル目 クイナ科

Gallinula chloropus (Linnaeus) 

一準絶滅危惧種 一なし

●選定理由 県内に広く主に夏鳥として渡来するが、近年固体数が減少している。 ・

■形 態 全長約32cmで雌雄同色。頭部から下面全体は黒く、 上面は褐色昧があ

る。脇には細い白斑があり、額板と嘴は赤く、嘴の先は黄色。

■生 態 湖沼、河川、水田湿地などに生息。水辺の草の中や浅水中に枯草を積み

上げて巣とし、 5~10卵を産む。

●国内分布 全国で繁殖し、本州中部以南で越冬する。

■県内分布 主に夏鳥として広く渡来し、少数は冬にも見られる。

●鵠•生限閉 湖沼、河川、水田、湿地など。

■危険要因 生息環境が減少したり悪化したりしているとはあまり考えられず減少の原

因はよくわかっていない。

●特記事項 狩猟烏であるが、石川県では猟が禁止されている。

笹原裕＝
口

中村正男

O 20 40¥m 

- - - - I 

嗅内の分布

66 



1カッコウ I 

Cuculus canon,s Linnaeus 

カッコウ目 カッコウ科

一準絶滅危惧種 一なし

■選定理由 県内に広く夏鳥として渡来するが、近年個体数が液少している。

■形 態 全長約35cmで雌雄ほぽ同色。頭部から胸や上面は青灰色で、腹以下の体

下は白く、腹には黒褐色の細い横斑がある。

■生 態 平地から山地の草原、農耕地、河JII敷などの開けた環境に生患する。ホ

オジロ、 モズ、 オオヨシキリなどに托卵する。繁涌期に雄は「カッコウ

カッコウ ・・・」と鳴き、雌は 「ピピピピッ ...Jと鳴く。

■国内分布 夏鳥として九州以北に渡来する。

■県内分布 夏烏として県内に広く渡来する。

■祖・竺日 草原、農耕地、河川敷などの開けた環境。

■危険要因 生息環境が減少したり悪化したりしているとはあまり考えられす、減少の原

因はよく分からない。

笹原裕二

岡望

口
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1シロチドリ I 
チドリ目 チドリ科

Charadrius alexandrinus Linnaeus 

一準絶滅危惧種 一絶滅危惧II類

■選定理由 繁殖個体数は少なく、海岸浸食などで繁殖環境の悪化が危惧されている

が、今のところ生患状況は安定している。

■形 態 全長17cm。雄の夏羽では頭部が茶褐色で、上面は灰褐色。前頭部には黒

帯がある。額から続く眉斑は白色で、自の前後には黒色の線がある。喉か

ら腹にかけては白色。雌は頭部や上面は灰褐色で下面は白色。雌雄とも嘴

と足は黒色。

■生 態 砂浜海岸や河川の砂礫地などに生息し、海岸植物群落の近くで地面に小さな

窪みを撼つて産卵し緊殖する。繁殖期は4~7月、 約3週岡で孵化する。

■国内分布 北海道から雨西諸島まで広く分布するが、繁殖するのは九州以北。北日本の

ものは繁殖後西日本や九州に移動して越冬する。

■県内分布 県内の砂浜海岸に広く分布している。主な生息地は加賀地方の海岸だが、能

登半島でも砂浜海岸のある所には生患している。繁殖ペアは30~40と推測

される。繁殖期が終わると群れを作り、 一部は国内に渡るが、越冬する群れ

もある。

■錢•生酎翡 砂浜海岸で採食し、 繁殖は後背の海浜植物の群落。

■危険要因 海岸浸食による繁殖環境の悪化。侵入する4輪駆動車、 オートパイなど人的

な繁殖地の攪乱。大型船舶などからの油流出。海岸の集団清掃にも悪影日を

受ける。

■特記事項 かほく市の鳥、内灘町天然記念物。

■参考文献 3, 10 

竹田伸一
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Iヤマシギ I チドリ目 シギ科

Scolopax rusticola Linnaeus 

一準絶滅危惧種 一なし

■選定理由 元々記録が少ないにも関わらす狩猟鳥であり、影響が心配される。

■形 態 全長35cm。雌雄同色で、まっすぐで長い嘴を持つすんぐりと太ったシ

ギ。全身褐色だが、背など上面は明るい茶色が目立ち、胸や腹はやや色が

薄く、 白っぽい。全身には黒褐色の斑点が多い。

■生 態 低山の森林に生息し、湿地や水田で昆虫やミミズなどを採食する。昼間も

活動するが、夜間に活発に動き、 観察されることが多い。

■国内分布 北海道から本州中部にかけて、伊豆諸島などで繁殖し、冬期は西日本、 九

州、沖縄などに渡り、越冬する。

■県内分布 県内では主に冬期、低山の森林や農耕地に見られる。渡りの時期には海岸林

や平野部でも見られることがある。山地で繁殖の可能性もあるが未確認であ

る。

■鵠•生阻屁 低山から平地の森林に生息し、採食地は餌となる小動物が豊冨な水田などの

涅地。

■危険要因 水田の乾田化が進み、生息環境が悪化している。また狩猟鳥となっており、

保護への関心も低い。

■特記事項 狩猟鳥。輪島市沖の紬怠島で繁殖した例がある。

■参考文献 3 

中西正太郎
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1ホウロクシギ I 
チドリ目 シギ科

Numenius madagascariensis (Linnaeus) 

一準絶滅危惧種 一絶滅危惧 Il類

■選定理由 国内でも希少な大型のシギ類。県内でも個体数は非常に少ないが、観察さ

れる涸体数は少ないながら安定している。

■形 態 全長62cm。カラス大の大きなシギ。長くて下方に湾曲した嘴を持ち、足

と頸の長い大型のシギ。全身淡褐色で黒褐色の斑点があう、足は青灰色。

■生 態 □シアのカムチャッカ半島などに繁殖し、東南アジア、 オセアニアなとで

越冬する。日本には春秋の渡りの時期に飛来する旅烏である。主に海岸干潟

に渡来し｀ゴカイやカニ、貝などを食べる。

■国内分布 春秋に、主に太平洋側の広い海岸干潟に渡来するが、海岸近くの水田や湖沼

に飛来することもある。

■県内分布 七尾西湾の干潟や河北潟、手取JII河口、柴山潟周辺などの水田で見られる

が、ほとんどの場合単独で、個体数は少ない。ほぽ毎年のように記録されて

おり、少ないながらも生息状況は安定している。

■認・生酎は 餌となる生物の豊富な海岸や湿地水田。

■危険要因 海岸浸食や水田の乾田化による渡来環境の悪化。

■参考文献 3, 10 

竹田伸一
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1ツルシギ I 

Tringa erylhropus (Pallas) 

チドリ目 シギ科

一準絶滅危惧種 一絶滅危惧1I類

■選定理由 生息は一定数が見られるものの、近年の固体数の液少が著しい。

■形 態 全長32cm。雌雄同色。夏羽では全身黒色で上面には白い斑点が多数み

られる。嘴の付け根と足は赤色で特徴的。冬羽では頭部から上面が灰褐色

で、 卜申は白色。白い眉班が且立つ。

■生 態 ロシアの極北地方に繁殖し、冬は栗南アジアに渡る。春秋の渡りの時期に

渡来する旅鳥。主に内陸の水田などに見られ、毘虫やミミズなど小動物を採

食する。

■国内分布 春秋の渡りの時期に渡来し、全国の水田、湿地、 ハス田などなどに生息す

る。海岸ではあまり見られない。

■県内分布 30年程前までは邑知潟、河北潟｀柴山潟周辺など、県内の水田、湿地で大き

な群れが見られたが、近年は固体数が減少した。

■翅・竺蔚闘 餌となる小動物が豊宮な内陸の水田、湿地。

■危険要因 水田の乾円化、水田の耕作放棄などが考えられる。

■参考文献 3. 10 

口

中村正男
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1タカプシギ I 
チドリ目 シギ科

Tringa glareola Linnaeus 

一準絶滅危惧種 一絶滅危惧II類

■選定理由 生息は一定数が見られるものの、近年の固体数の減少が著しい。

■形 態 全長20cm。雌雄同色。夏羽では頭部から背中は褐色で願、胸｀腹には細

かい縦斑が密にある。下面は白色。嘴は黒色、定は緑がかった黄色。冬羽

は頭部から上面がくすんだ黒褐色で、白い斑が密にある。

■生 態 ロシアの極北地方に緊殖し、冬は東南アジアに渡る。春秋の渡りの時期に

渡来する旅烏。主に内陸の水田などに見られ、毘虫やミミズなど小動物を採

食する。

■固内分布 春秋の渡りの時期に渡来し、全国の水田、湿地、ハス田などなどに生息す

る。海岸ではあまり見られない。

■県内分布 30年程前までは邑知潟、河北潟、柴山潟周辺など、県内の水田、湿地で大き

な群れが見られたが、近年は個体数が減少した。

■翅 ・竺田闘 餌となる小動物が豊富な内陸の水田、湿地。

■危険要因 水田の乾田化｀水田の耕作放棄などが考えられる。

■参考文献 3. 10 

竹田伸一

口

岡望

0 20 如

- - - - I 

県内の分布

69 



1イソシギ I 
チドリ目 シギ科

Actitis hypoleucos (Linnaeus) 

一準絶滅危惧種 一なし

■選定理由 県内では限られた河川、湖沼で繁殖している。生息環境の悪化が危惧され

る。

■形 慇 全長20cm。頭頂から体の上面は黒っぽい灰褐色で、顔から胸は白地に灰

褐色の縦斑がある。腹は白色。眺は黒褐色で頭には白し＼眉斑がある。足
は黄褐色。翼には白斑があり、飛翔時には白帯となって見える。

■生 態 主に河川の中州や河川敷、湖沼などの草地で地上に営巣し繁殖する。繁殖

期は4~7月。卵lさ23~24日で孵化する。孵化した雛には羽毛があり、その
日のうちに歩き出す。親の保護を受けながらも雛は独力で採食し、約lヶ月

で独立する。

■国内分布 北海道から九州まで広く分布し、繁殖する。中部以北では夏烏の場合も多

く、繁殖が終わる秋には、西日本に移動するものも多い。

■県内分布 県内では通年見られるが、夏鳥として繁殖のために飛来するものも多い。河

川や湖沼近くで繁殖するものが多いが、渡りの時期や越冬期には海岸や港湾

の防波堤にもみられる。

■埠•生酎店 河川の中州や湖沼近くの湿地、水田。

■危険要因 河川改修や水田の乾田化などが考えられる。

■参考文献 3, 10 

竹田伸一
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1 ミサコ I 
タカ目 ミサゴ科

Pandion haliaetus (Linnaeus) 

一準絶滅危惧種 一準絶滅危惧種

■選定理由 個体数は少なくないが、人間の生活圏に近い場所に生息するため、開発等
により生存が脅かされやすい。また金沢地方での減少が指摘されてい
る。

■形 態 全長約60cm、翼開長1.6m。雌雄同色。雄よりも雌の方が大きい。トピ
よりやや大きいタカで体の上面は褐色で、喉から下面iさ白い。顔には目
立つ黒い過眼線があり、胸には褐色の斑がある。

し一,,,_
■生 態 留烏として、海岸や河川、湖沼に通年生息する。魚類が主食で空中から水面

へ突っ込み魚をとらえて餌としている。抱卵日数は約35日孵化後約50日
で巣立ちする。採餌場所と営巣場所が別なため、営巣縄張りは小さく、時に

は狭い地域に営巣が集中することもある。また近年は欽塔など、人工物での • 
営巣も知られる。

■国内分布 北海道から沖縄まで全国に広く分布し、九州以北で繁廼している。北日本の --

■県内分布 ミ言；ヘミ言山::□゚!:<悶：誌霊繁；は畠：ロ

■認•生田均 餌となる魚類が豊冨な沿岸、内湾、 河川湖沼。営巣する大きな樹木のある環
境が必要。

■危険要因 1970年代までは水質汚染や、農薬汚染などの影匿を受け、環境汚染による

減少のシンポルであったが、水質や農薬の改吾により、 かつての脅威はなく
なっている。現在は山間部の開発や林業による伐採など、人間活動に脅かさ
れるおそれがある。

■参考文献 3 

竹田伸一
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I J¥チクマ I 

Pernis ptilorhyncus (Temminck) 

タカ目 タカ科

一準絶滅危惧種 一準絶滅危惧種

■選定理由 個体数は少なく、人間の生活圏に近い場所に生息するため、開発等により

生存が脅かされやすい。

■形

■生

態 全長約60cm、翼開長1.3m。雄よりも雌の方が大きい。ほぽトピ大のタ

カで、体色は個体産が大きい。上面は賠褐色だが、下面は白っぽいもの

から黒褐色のものまで様々である。雄成鳥では尾に太い2本の黒い帯があ

る。雌の尾には雄より細く黒い3、4本の帯がある。飛翔時には頸と尾が

長く見える。

態 夏鳥として渡来し、丘陵部から低山帯の森林に生息する。主に昆虫類、両生

類、爬虫類などを食ぺるが、特にハチの幼虫を好むとされ、名前の由来と

なっている。繁殖期は5月下旬から6月に始まり、 約35日の抱卵後孵化し、

約40日で巣立ちする。春秋には渡りの群れが見られるが、特に秋には群れを

作って南下し、 その様は「タカ渡り」と称される。

■国内分布 北海道から九州にかけて渡来するが、主に本州中部以北で繁廼し、西日本、

九州、四国での生息数は少ないといわれる。秋には西日本や九州、四国で大

きな群れが見られる。

■県内分布 夏鳥として、票内の丘陵部から低山の森林に渡来し繁殖する。秋の渡りの時

期には加賀市小松市、白山市、金沢市の山地の医王山などの上空を、サシ

パとともに渡る群れが観察される。

■祖！・竺四填 餌となる昆虫類や小動物の豊冨な低山の森林、いわゆる良好な自然が残る里

山。営巣する大きな樹木のある環境が必要．

■危険要因 丘陵～山間部の開発や林業による伐採など、人間活動に脅かされる。

■参考文献 3 
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1ツミ I 
タカ目 タカ科

Accipiter gularis (Temminck & Schlegel) 

一準絶滅危惧種 一なし

■選定理由 少数が局所的に繁殖していると思われる。人閻の生活圏に近い場所に生息

するため、開発等により生患が脅かされやすい。

■形 態 全長雄27cm、雌30cm。雄よりも雌の方が大きい。雄の虹彩は赤く、

頭部など体の上面が脅灰色下面は臼色。胸から脇腹にかけて淡い橙色の

横斑がある。雌の虹彩は黄色、上面が褐色味のある青灰色、下面には褐色

の横斑がある。雌雄とも嘴の付け根は黄色．

■生 態 平地から山地帯の森林に生息し、小品類を主食としている。 4月下旬から5月
上旬にかけて産卵し、抱卵朋問は28日前後、孵化した雛は30日前後で巣立

ちする。秋には南に渡る個体が観察される。

■国内分布 北海道から九州まで、夏鳥または留鳥として分布するが、九州、 四国での繁

殖は少ない。秋には渡りの群れも見られる。近年、関束地方では都市部での

繁殖も知られる。

■県内分布 丘陵部から山地帯の森林に生息するが、県内では繁殖期の記録は多くはな

く、渡りの時期の記録が多い。秋の渡りの時期には加袋市、小松市、白山市

金沢市の山地の上空をサシパ、ハチクマとともに渡る個体が観察されてい

る。冬期の記録もあり、 一部は越冬しているらしい。

■錢・竺配闘 丘陵部から山地帯の森林に繁殖しているが、局所的な上、 伺体数もこ・く少な

いと思われる。観察例も少なく、詳しい繁殖状況は分かっていない。

■危険要因 山問部の開発や林業による伐採など、人間活動に脅かされる。

■参考文献 3 

竹田伸一

冨沢直浩
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I J¥イタカ I タカ目 タカ科

Accipiter nisus (Linnaeus) 

一準絶滅危惧種 一準絶滅危惧種

■選定理由 小型鳥類の捕食者として森林生態系の上位に位醤するタカで、県内では少

数が山地で局所的に繁殖していると推測される。

■形 態 全長雄32cm、雌39cm。雄よりも雌の方が大きい。ハト大のタカで、

短い翼と長めの尾を持つ。雄は頭郡など体の上面が薔灰色で、 卜回は白

色。胸から腹にかけて細かい橙褐色の横斑がある。雌は上面が褐色で、下

面の横斑も褐色味が強い。雌雄とも白い眉斑がある。

■生 態 産卵期は本州では5月、抱卵日数は約33日、ひなはふ化後約30日で巣立ち

する。秋期には南に渡る個体が観察される。小烏類を主食とし、まれにリ

ス・ネズミ類を捕食する。

■国内分布 北海道と本州で繁殖し、冬期は西日本でも見られる。

■県内分布 標高の高い山地で少数が繁殖していると推測される。秋の渡りの時期には加

賀市、小松市、白山市の山地、金沢市医王山などの上空を、サシバ｀ハチク

マに混じつて雨に渡る固体が相当数観察されている。また冬期には低山や平

野部でも見られる。

■辺•生田＇含 本州中部では標高500m以上の山地帯の森林に繁殖していると推測される。

局所的な上、個体数も少ないと思われる。観察例も少な＜詳しい繁殖状況

は分かっていない。

■危険要因 山間部の開発や林業による伐採など、人間活動に脅かされる。

■参考文献 3 

竹田伸一

矢田新平

口
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1オオタカ I 
タカ目 タカ科

Acd.piter genti/;s (Linnaeus) 

一準絶滅危惧種 一準絶滅危惧種

●選定理由 小型から中型の鳥獣の捕食者として、平地から丘陵におし＼ては生態系の頂
点に、山地においては上位に位置するタカ。固体数は少なくないものの、
人間の生活圏に近いところに生息するため、開発等によって脅かされやす
い。

●形 態 全長約55cm。トピよりも小さいタカ。雄よりも雌の方が大きい。成鳥雄
では上面は昭青灰色で下面は白く、柔色の細かい横斑が一面にある。顔に
は白い眉斑が目豆つ。雌では全体に褐色味が強い。

●生 態 平地から山地の森林に生息し、大きな樹木に営巣する。抱卵期間は約35日、
雛は孵化後約40日で栄立ちする。秋冬には平野部、河川や湖沼付近でも見ら

れる。 ． 
■国内分布 北海道、本州、四国、九州の平地から山地の林で繁殖する。近年、全国的に

状況把握が進み、西日本や九州での繁殖も増え、最大で9.000羽程度の生患
が見込まれるとされる。ただし、2000年代半ばを境に固体数は漸減してい ― ●県内分布 i詈喜言~==鴫宣言三；：ロ
が増加しており、能登地方でも新たな営巣箇所が確認されている。国内での
分布拡大と漸減の両方の情報を鑑み、今後も繁殖状況などの動向を見守る必
要がある。

■祖•生m 餌となる鳥類や小動物の豊冨な低山の森林、いわゆる良好な自然が残る里
山。営巣する大きな樹木のある環境が必要。

●危険要因 丘陵～山間部の開発や林業による伐採など、人間活動に脅かされる。

●参考文献 3 

今森達也、竹田伸一
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1サシ,t I 
タカ目 タカ科

Butastur indicus (Gmelin) 

一準絶滅危惧種 一絶滅危惧1I類

■選定理由 個体数は少なくないものの、人間の生活圏に近い場所に生息するため、開

発等により脅かされやすい。

■形 態 全長約50cm。雄より雌の方がやや大きい。カラス大のタカ。頭部が灰褐

色、上面や胸la:茶褐色。喉は白く 中央に1本縦斑がある。腹など卜面は

白く、茶褐色の太い黄斑がある。

■生 態 夏鳥として渡来し、丘陵部から低山帯の森林に生息する。主に昆虫類、両

生類、爬虫類などを食べる。 5月上旬頃より産卵し、約308の抱卵後孵化、

約35日で巣立ちする。春秋には渡りの群れが貝られるが、特に秋には大きな

群れを作って南下し、その様は 「タカ渡り」と称される。

■国内分布 夏烏として、本州、四国、九州に渡来し、南西諸島以南で越冬する。

■県内分布 夏烏として、県内の丘陵部から低山の森林に渡来し繁殖する。秋の渡りの時

期には加賀市、 小松市、 白山市、金沢市の山地の上空を、 南へ渡る群れが観

察されている。

●祖・竺四 餌となる昆虫類や小動物の要富な低山の森林、いわゆる良好な自然が残る里

山。営巣する大きな樹木のある環境が必要。

■危険要因 丘陵～山問部の開発や林業による伐採、また餌場となる中山間地の水田荒廃

など、人問活動に脅かされる。

■参考文献 3 

竹田伸一

＇
 

口
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Iノスリ I タカ目 タカ科

Buteo buteo (Linnaeus) 

一準絶滅危惧種 一なし

■選定理由 平地から山地において生態系の上位に位匹するタカ。人間の生活圏に近い

ところに生患するため、開発等によって脅かされやすい。

■形 態 全長約55cm。雄より雌の方がやや大きい。長く幅のある翼と短い尾羽を

持ち、 トピより少し小さなタカ。頭部は淡褐色だが、体の上面は暗褐色、

胸から腹は淡褐色で腹から脇にかけて嗚褐色の斑が帯状になっている。

■生 態 留烏として、低山帯から山地帯の森林に繁殖し、約30日の抱卵後孵化

し約40日で巣立ちする。ネズミなどの小型哺乳類を主食としている。

■固内分布 全国に広く分布しているが、北海道から本州中部以北、四国の一部では留鳥

として繁殖している。一方、冬烏として渡来するものも多く、全国の平野部

で広く見られる。

■県内分布 20年程前までは平野部の膜耕地、河川、湖沼の干拓地に渡来する冬鳥として

知られていたが、初夏に能登半島で観察例があり、繁殖の可能性が指摘され

ていた。 2000年に能登町で繁殖が確認されて以来、能登半島を中心に県内

の山地で繁殖が見られるようになった。

■認・ミ翫開 餌となる昆虫類や小動物の盟冨な低山の森林、いわゆる良好な自然が残る里

山。営巣する大きな樹木のある環境が必要。

■危険要因 丘陵～山間部の開発や林業による伐採など、人閻活動に脅かされる。

■参考文献 3 
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1アカショウビン I 
ブッポウソウ目 カワセミ科

Halcyon coromanda (Latham) 

一準絶滅危惧種 一なし

■選定理由 県内に広く分布するものの個体数は多くなく、人工林の増加などによる営

巣環境の減少が危惧される。

■形 態 全長27cm。雌雄同色で、全身赤みを帯びた褐色。下面lさやや淡く、黄色

味を帯びている。嘴は赤く、大きく長い。

■生 態 夏烏として渡来し、林内の池や沢、渓流などでカエルやトカゲ、小魚、サ

ワガニ、昆虫などを捕る。森林内の朽木やキッツキ類の古巣などを利用し

て繁殖する。スズメパチの古巣で繁殖した例もある。

■国内分布 夏烏として全国に渡来し、平地から山地の森林に生息する。

■県内分布 夏鳥として渡来し、県内の森林に広く分布する。

■辺•生罰貶 営巣木となる木のある発達した森林と、餌動物が豊冨な湿地、渓流。

■危険要因 森林伐採や開発など人間活動。かって広く実施されていた山林の針葉樹林化

による営巣木の減少。

■参考文献 4 

広瀬弘一

竹田伸一
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I J¥ヤプサ I 

Falco peregrinus Tunstall 

ハヤブサ目 ハヤブサ科

一準絶滅危惧種 一絶滅危惧Il類

■選定理由 小型の鳥類を主食とし、沿岸生態系の頂点に立つ鳥類。困体数は少なくな

いものの、人間の生活圏に近い場所に生患するため、開発等により脅かさ

れやすい。

■形 態 全長雄約40cm、雌約50cm。雄より雌の万がかなり大きい。体、翼、

尾などの上面は暗胄灰色、顔にはヒゲ状の黒斑があるe 下面は白く、腹

と脇には黒い横斑がある。幼鳥は上面が褐色で、下面にiさ褐色の縦斑があ 中川冨男

る。飛翔時、翼の先端はタカ類の様に分かれす、尖って見える。

■生 態 山地や海岸の断荏に繁殖する。産卵期は3~4月で、抱卵期間は約30日、雛

は孵化後、約40日で巣立ちする。小型の烏類を主食とし、海岸のシギ ・チド

リ類を捕食しているが、近年は市街地の高履ピルでも繁殖しており、 ドバト
なども多数捕猥している。

■国内分布 留鳥として北海道から九州まで広く生息するほか、冬鳥として沖縄を含む全 ｀ 
国に渡来する。 ロ

■県内分布 照内の海岸の断崖で繁殖しているが、近年は金沢巾内の高隠ピルでも数番が

繁殖しており、繁殖個体数はかつてに比べて増加している。また冬鳥として
渡来するものがあり、海岸、河）II、平野に見られている。

■鵠•生酎悶 外敵が近づきにくく 、 飛行に有利な上昇気流のある海岸の断崖や山地の岩
棚。近年は高暦ピルやダムなどの建造物での営巣も知られる。

■危険要因 繁殖地である海岸の断窪に近づく釣り人など、人間活動に脅かされる。

■特記事項 国内希少野生動植物種

■参考文献 3 0 20 <Ol<m 
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1 コヨシキリ I 

Acrocephalus bistrigiceps Swinhoe 

スズメ目 ヨシキリ科

一準絶滅危惧種 一なし

■選定理由 分布が局所的であり、近年、個体数が液少している。

■形 態 全長約14cm。上面は褐色で、胸、腹など下面は白色。 白い眉斑があり、

その上に黒褐色の線がある。

■生 態 夏鳥として渡来し、河川、湖沼付近の草原の他、山地の草原でも生恩す

る。

■国内分布 夏鳥として全国に渡来するが主に本州中部以北で繁殖する。繁殖地は局

地的である。

■県内分布 夏烏として渡来し、柴山潟、河北潟などの干拓地の草原に生息していたが、

現在は著しく減少している。

■辺・竺配闘 比較的乾燥した広い草原。

■危険要因 草原の耕地化や植生変化が考えられるが、詳しくはよく分かっていない。

■参考文献 4 

竹田伸一

岡望
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1セッカ I 

Cisticola juncidis (Rafi nseque) 

スズメ目 セッカ科

一準絶滅危惧種 一なし

●選定理由 分布が局所的であり、近年、個体数が減少している。

●形 態 全長約12cm。雌雄同色。全身茶褐色で胸｀腹など下面1さ淡い。白い眉斑

がある。

●生 態 本州以南に留鳥、または漂鳥として分布し、湖沼の干拓地、河川敷などの

草原、休耕田に生息する。

●国内分布 本州以南に留鳥、または漂鳥として分布するが、関西以西、西日本に多く分

布する。東北、北陸では局地的で、冬には暖地に移動する。

●県内分布 夏鳥として渡来し、柴山潟、河北潟、邑知潟などの干拓地の草原の他、付近

の休耕田に生息する。

●鵠・引日 比較的乾燥した広い草原。

●危険要因 減少の原因はよく分かっていない。

●参考文献 4 

竹田伸一
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1クロッグミ I 
スズメ目 ヒタキ科

Turdus cardis Temminck 

罰 準絶滅危惧種

■選定理由 近年、個体数が浅少している。

●形 態 全長22cm。雄は頭部から尾まで上面が灰黒色。下面は喉まで黒く、胸か

らは白く、胸から脇には黒斑がある。嘴は黄色。雌は上面が暗褐色で、喉

から卜回は白い。胸から脇にかけて黒斑がある。

■生 態 夏烏として渡来し、明るい開けた森林に生息する。主に地上で昆虫類やミ

ミズなどを捕食する。繁殖期は5~7月、抱卵期間は約2週間、孵化後11~
12日で巣立ちする。

一なし

■国内分布 夏烏として九州以北に渡来し、平地から山地の森林に生息する。南日本では

越冬することもある。

■県内分布 県内の平地から山地の森林に広く生息する。金沢周辺の海岸林にも繁殖して

いたが、現在は著しく減少している。 山地では変化は見られないが、海岸

林での繁殖個体が減少している。

■埠，生蒻 平地から山地の明るい開けた森林。

■危険要因 温暖化の影響も指摘されるが、詳しい理由はよく分かっていない。

■参考文献 4 

竹田伸一

口
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1ホオアカ I 
スズメ目 ホオジロ科

Emberiza fucata Pallas 

一準絶滅危惧種 一なし

●選定理由 近年固体数が減少している。

■形 態 全長16cm。雌雄ほぽ同色。夏羽の頭部は灰色で、黒褐色の斑点が密にあ

る。頬は赤褐色で名前の由来となっている。体の上面は茶色で黒褐色の縦

斑がある。喉は白く、胸にかけて黒い縦斑がある。 胸、 腹など下面は淡い

茶色。

■生 態 繁殖期は5~7月。抱卵は約2週間、 約10日で巣立ちする。

■国内分布 九州以北に留鳥、または漂鳥として生息する。東日本のものは、冬は西日

本、九州などの暖地に渡る。平地から山地の牧草地、河川敷、農耕地などの

草原に生息する。

■県内分布 柴山潟、河北潟などの草原や牧草地、能美市の放牧場などに生息、繁殖して

いる。

■鵠•生瞑 広い草原、 牧草地。

■危険要因 農業活動などの影響もあるが、詳しい理由はよく分かっていない。

■参考文献 4 
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1ジュウイチ I 

Hierococcyx hyperythrus (Gould) 

カッコウ目 カッコウ科

一情報不足 一なし

■選定理由 加賀地方の山地に生息し近年液少していると推測されるが、 情報が不足し

ている。

■形 態 全長32cm。雌雄同色。頭部から背など上面は灰黒色で、後頭部に白斑が

ある。胸から腹は淡い橙色。且の周りは黄色。尾には数本黒帯があり、タ

カの尾のように見える。

■生 態 夏鳥として九州以北に渡来し、コルリなどの小烏の巣に托卵する。

■国内分布 九州以北の山地の森林に渡来し繁殖するが、主な生患地は本州中部以北。

■県内分布 金沢市や小松市、白山山系の山地で繁殖していると推測されるが、実態はよ

く分かっていない。渡りの時期には平地でも観察されることがある。

■辺・竺配闘 山地の森林。

■危険要因 森林伐採等が心配されるが、よく分かっていない。

■参考文献 4 

竹田伸一

I J¥リオアマツバメ I

Hirundapus caudacutus (Latham) 

アマツバメ目 アマツバメ科

一情報不足 一なし

■選定理由 繁殖期に白山麓で観察され、繁殖が推測されるが、 詳細が分からす情報が

不足している。

■形 態 全長21cm。雌雄同色。全身ほぽ黒褐色だが、額．喉、下尾筒が白い。

翼は細長く鎌型をしている。尾は短く、尾羽の先端が針のように尖ってお

り、名前の由来となっている。

■生 態 繁殖期以外は空中生活を送り、 地上はもちろん樹上に止まることもほとんど

ないといわれている。空中で昆虫類を食べ 繁殖は大きな木の樹洞で行うと

いわれている。

■国内分布 夏鳥として本州中部以北に渡来し、本州では山地の森林、北海道では平地の

草原でも見られる。春秋の渡りの時期には平地の上空でも見ることができ

る。

■県内分布 かつては春秋の渡りの時期のみの記録だったため旅鳥とされていたが、白山

麓で繁殖期も観察されるようになり、県内でも繁殖の可能性がある。

■翅・竺酎翡 営巣木となる巨樹のある山地の森林。

■危険要因 森林伐採などが考えられるが、よく分かっていない。

■参考文献 4 
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1アマツJ(メ I 

Apus pacificus (Latham) 

アマツバメ目 アマツバメ科

一情報不足 一なし

■選定理由 七ツ島の海食崖や白山で親察され、繁殖が推測されるが．詳細が分からす

情報が不足している。

■形 態 全長20cm。雌雄同色。全身ほぽ黒褐色で腰が白い。翼lさ細長く、鎌形を

している。

■生 態 繁殖期以外は空中生活を送り、地上はもちろん樹上に止まることもほとん

どないといわれている。空中で毘虫類を食べ、繁殖は山地や海岸の断崖で行

うといわれている。

■国内分布 夏烏として全国に渡来し、海岸や山地、高山の上空に見られる。春秋の渡り

の時期には平地の上空でも群れが見られる。

■県内分布 輪島市七ツ島の海食崖、白山の断窪で繁殖していると思われる。渡りの時期

には県内各地、平地の上空でも見られる。

■鵠•生罰屁 海岸や山地の断窪。

■危険要因 よく分かっていない。

■参考文献 4 

竹田伸一

1マダラウミスズメ I

Brachyramphus perdix (Pallas) 

チドリ目 ウミスズメ科

一情報不足 一愉報不足

■選定理由 近年減少していると推測されるが、情報が不足している。

■形 態 全長24cm。雌雄同色。背など休の上面は黒色 喉 胸腹1さ臼色。洋上

では肩に白い大きな白斑が目立つ。

■生 態 海上に生息し、潜って小魚などを捕る。

■国内分布 冬扁として北海道、東北、北陸などの沿岸に渡釆する。北海道東部では繁

殖も予想されている。

■県内分布 冬烏として加賀地方の沿岸海上に少数が渡来するが、近年の記録はほとんど

なく、加笈市、内灘町の記録があるのみである。

■祖•生訂 磯浜、内湾には見られす、砂浜海岸の沿岸海上に見られるが、詳細は不明。

■危険要因 刺し網など漁業による混獲、重油流出など海洋汚染が考えられる力＼実態は

よく分かっていない。

■参考文献 3 
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1キバシリ I 

Certhiafamiliaris Linnaeus 

スズメ目 キバシリ科

一情報不足 一なし

■選定理由 加賀地方の山地に生息し繁殖が推測されるが、情報が不足している。

■形 態 全長14cm。雌雄同色。上面は褐色で、白と黒の縦斑があり、下面は白。

嘴は細長く下に湾曲している。

■生 態 主食は昆虫類、木らせん状に上りながら採食し、地上に降りることはな

い。繁殖期は4~5月といわれ、産卵、育雛期閻とう約2週間。

■国内分布 留鳥として、九州以北の低山から亜高山までの森林に生息、北海道では平地

でも見られる。北日本のものは冬に南下するといわれる。

■県内分布 白山山系の森林に生息していると思われるが、実態はよく分かっていない。

白山市では低地の林でも観察例があり、輪島市紬倉島、七ツ島では渡りの途

中と思われる固体が観察されている。

■聾・竺四 山地の森林、針葉樹林。

■危険要因 森林伐採等が心配されるが、よく分かっていない。

■参考文献 4 
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ミズナギドリ目 ミズナギドリ科

Calonectris leucomelas (Temminck) 

一地域個体群 一なし

■選定理由 石川県では七ツ品でのみ繁殖し、国内でも責重な繁殖地の一つであること。

■形 態 全長48cm。翼開長120cm。雌雄同色。頭部は白色で黒褐色斑があり、背な

ど上面は黒褐色、頸から胸、腹、下面は白色。晦は閂灰色。

■生 態 海上で小魚やイカなどを捕食し、離島で集団繁殖する。 3月頃渡来し、繁殖

を終えて11月頃に渡去し、熱帯海域で越冬する。地面に穴を掘って白色の卵

を1個産み、雌雄交代で抱卵する。抱卵交代や雛への給餌は日没後に行われ

る。

■国内分布 日本近海の離島で集団繁殖する。日本のキな繁洒地は北海適渡島大息、岩手

県陸中海岸、東京都伊豆諸島、京都府冠島、島根県隠岐諸島、福岡県沖ノ島

など。

■県内分布 輪島市七ツ島の大島を中心に、荒三子島、御厨島でも繁殖する。

■紐・竺酎闘 人や天敵となる小動物が近づけない離島など。巣穴を掘ることのできる土壌

を有し、周辺海域に餌となる豊冨な水産資源があること。

■危険要因 ドブネズミ等の侵入動物による繁殖地の攪乱と食害。

■特記事項 最新の2018年の涸体数調査では過去最大60,000羽の生息が推測された。

京都府冠島など幾つかの繁殖地が国指定天然記念物（地域指定）になってい

る。

■参考文献 6, 12. 13 
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ウミウ
七ツ島の繁殖個体群

カツオドリ目 ウ科

Phalacrocorax capillatus (Temminck & Schlegel) 

一地域個体群 一なし

■選定理由 石川県では七ツ島でのみ繁殆し、本州での責重な繁殖地の一つであるこ

と。

■形 態 全長84cm。全身黒褐色の中型の水鳥。雌雄同色。繁殖には雌雄とも頭部

が白くなり、定の付け根にも白斑を生じる。

■生 態 断崖の多い海岸や港湾の堤防などに生息し、海中に潜って小魚などを捕食す

る。

■国内分布 北海道から九州北部の離島の断迄などで小規模に集団繁殖する。北海道天売

島、新潟県粟島の繁殖地は国の天然記念物に指定されている。繁殖地周辺で

は通年見られるが、冬期は南に渡るものも多い。

■県内分布 県内の岩礁海岸に広くみられるが、繁殖は輪島市七ツ島烏帽子島のみであ

る。

・ヨ•生酎 人や天敵となる小動物が近づけない離島などの断崖。周辺海域に餌となる豊

冨な水産資源があること。

■危険要因 重油流出など海洋汚染。
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チドリ目 シギ科

Calidris alba (Pallas) 

一地域個体群 一なし

■選定理由 高松•河北海岸はミユピシギの大きな群れが越冬する国内3ヶ所のうちの

一つ。個体数も国内で越冬する数の4分の1以上を占める。

■形 態 全長20cm。冬羽では上面灰白色下面は白色。嘴と足！な黒色。夏羽では

頸胸にかけて茶褐色の細かい斑が表れる。

■生 態 砂浜海岸に生息し、波打ち際で波に合わせて走り、甲殻類や小貝類を食ペ

る。

●国内分布 北極圏で繁殖し、冬期はオーストラリアなどに渡り、越冬する。日本には春

秋の渡りの時期に砂浜海岸に渡来し、 一部は越冬する。キな越冬地は千葉曝

九十九里浜、鹿児島県吹上浜、石川県河北海岸である。

●県内分布 春秋の渡りの時期に加賀地方の砂浜海岸に見られるが、高松から河北海岸で

は約400羽の群れが越冬する。

■認•生酎闘 餌となる小型甲殻類の多い砂浜海岸。

■危険要困 浸食による砂浜海岸の減少や消失。

■参考文献 3, 10 
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イワヒバリ
白山の繁殖個体群

Prune/la collaris (Scopoli) 

スズメ目 イワヒバリ科

一地域固体群 一なし

■選定理由 石川県では白山の高山帯のみに生息し、国体数も少ない。また本個体群は

日本の繁殖分布西限にあたる重要な個体群である。

■形 態 全長18cm。雌雄同色。頭部から胸は灰色。体は明るい褐色。上面には黒

色の縦斑があり、翼尾羽は黒褐色。

■生 態 繁殖期以外は小さな群れで生活し、婚姻形態は乱婚といわれる。食性は雑

食。春夏は主に昆虫類、秋冬は種子を食べる。

■国内分布 本州中部山岳の高山帯に繁殖し、冬期は山地帯の谷に下り越冬する。西日本

には高山帝のある山岳はないため、白山が国内の繁殖地の西限となる。

■県内分布 白山の高山帯に繁殖し、冬期は山麗の谷に下り越冬する。

■祖！・竺印翡 標高2.400m以上の山岳高山帯。

■危険要因 高山帯の開発行為。環塙破壊のみならす、コミ増加によるカラスやキツネな

どの捕食動物増加のおそれ。

■参考文献 4, 9 
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1 石川県の両生 ・爬虫類相

(1) 両生類相

3. 両生爬虫類

日本産の両生類は主に水中に産卵し、孵化後しばらく鰊呼吸をする。そしてその後、鯉から肺に

代わって陸上生活に移る。 しかし肺のつくりは単純で、不足分は皮庖呼吸で補っている。そのため、

皮膚は絶えず湿っていなければならず、乾燥から身を守る森が不可欠である。両生類には、上陸後

も尾を失わない有尾類 （サンショ ウウオ類）と上陸時に尾を消失する無尾類（カエル類）がある。

石川県でこれまでに確認されている有尾類は 3科 4属 7種、無尾類は4科 8属 13種 1亜種である（宮

崎， 1996,1999; 宮崎 • 徳本， 1999)。

石川県に生息する有尾類は、アベサンショウウオ、ホクリクサンショウウオ、クロサンショウウォ、

ヒダサンショウウオ、ハコネサンショウウオ、オオサンショウウオ、並びにアカハライモリである。

オオサンショウウオは以前、加賀方面で捕獲されているが、他県からの移入であって自然分布では

ない。 したがって本県での自然分布は、 2科 3属 6種である。

ヒダサンショウウオとハコネサンショウウオは山地の渓流に、他は止水に産卵する。ヒダサンショ

ウウオは加賀 ・能登の山地に生息するが、邑知潟以北では生息域が限られ、個体数も少ない。近年

になって、豊富だった以南の宝達山系でも、森林の荒廃などから減少傾向にある（秋田 ，2015)。ハ

コネサンショウウオは、渓流に流入する細流の地下水中に産卵する。

ホクリクサンショウウオとアベサンショウウオは、里山やその山麓の湧水を水源とする水田の用

水路や溜まり水、放棄されて浅くなったため池などの止水に産卵する。ホクリクサンショウウオは

能登半島に、アベサンショウウオは加賀方面のごく一部に生息するが、生息域内の個体群は小さく 、

相互に孤立している。さらに、放棄田の増加や里山の荒廃などによって危機的な状況になっている。

中でもアベサンショウウオは、近年になって存在が明らかになった種であるが、生息域・個体数が

きわめて小さいため、一度消滅すれば回復不能の状況にある（宮崎ら，2011)。クロサンショウウオ

は全県的に分布し、能登では海岸近くから山地にまで広く生息している。しかし、道路建設や宅地化、

湿地の埋め立てなどにより 、平野部で減少傾向にある。アカハライモリは、池や水田用水路などに

見られる。

これまでに本県で確認されている無尾類は、ナガレヒキガエル、ニホンヒキガエルとその亜種で

あるアズマ ヒキガエル、ニホンアマガエル、タゴガエル、ナガレタゴガエル、ニホンアカガエル、

ヤマアカガエル、ウシガエル、ッチガエル、 トノサマガエル、シュレーゲルアオガエル、モリアオ

ガエル、そしてカジカガエルの計 13種 l亜種である。

ナガレヒキガエル、ナガレタゴガエル並びにカジカガエルは山地の渓流に、また、タゴガエルは

山地の湧水の染み出す穴の中、伏流水中などに産卵する。他の種はため池や水田などの止水に産卵

する。山地の渓流に産卵するナガレタゴガエルは、金沢市以南の山地に生息し晩秋に渓流中に移動、

早春に岩石の下などに産卵する。 しかし、砂防堰堤工事や渓流斜面の崩落、森林の荒廃などによっ

て生息環境が悪化している。

シュレーゲルアオガエルは水田畔などの土中に、モリアオガエルは樹上などに泡状の卵塊を産み

付けることで知られている。 トノサマガエルは、平地から丘陵地の水田や池などに多い。 しかし、

水路がコンクリート製に代わった所では、吸盤のない本種は移動できず、繁殖が困難になっている。

代わって、吸盤のあるニホンアマガエルが分布を拡大している。ニホンアカガエル、ヤマアカガエル、

ッチガエルは山地から平地に広く生息している。

ウシガエルは北米原産種で、本県には 1925年に移入されたもので、今では県内の広い範囲に分

布している。アズマヒキガエルは県内に広く生息しているが、ニホンヒキガエルは金沢城跡に限っ
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て見られた。 しかし、 1988年を最後に今は生息していない。 したがって、現在、本県の無尾類は

12種と 1亜種である。

(2) 爬虫類相

石川県ではカメ類が 5科 8属9種、有鱗目のトカゲ類が 3科 3属 3種、同ヘビ類が 4科 8属 9種

が確認されている（徳本， 1996;松村， 1996:宮崎 ・徳本， 1999)。

ウミガメ類のアオウミガメ、タイマイ、ヒメウミガメ、オサガメなどは、対馬海流に乗って日本

海に入った後、冬季の水温低下から死後漂着した事例が多い。

アカウミガメの上陸事例は、片山津、輪島、千里浜、内灘町砂丘、志賀町増穂浦等での 9例があり、

このうち産卵は 4例、孵化は内灘町砂丘と志賀町増穂浦の 2例が確認されている。志賀町増穂浦は、

日本海側での産卵・孵化の北限記録となっている。夜間に上陸し産卵するが、防波堤プロックによっ

て産卵に適した砂浜が減少している。また自動車の乗り入れや夜間照明の増加によって、産卵に不

適切な環境が拡大している。

外来種のクサガメは潟や池、）IIの河口部を中心に生息している。県内で最初に存在が明らかになっ

たのは昭和初期の小松市で、これ以降全県的に分布を拡大したものと思われる。ニホンイシガメは、

河川の中上流域、山間や山腐の農業用ため池、湖沼など自然岸が残る水辺と森林を必要としている。

しかし、生息地周辺の森林伐採、護岸工事、ため池の埋め立てや放棄などによって生息地が減少し

ているうえに、クサガメとの交雑、アライグマによる捕食、人による採集圧、あるいは外来種ミシシッ

ピアカミミガメとの競合等によって減少している（野田 ・鎌田，2004)。 ミシシッヒ°アカミミガメは

ミドリガメの名で飼育されていたものが野生化したもので、在来種の脅威となっている。ニホンスッ

ポンは潟や河口付近、ため池等に生息する。

なお、近年になって木場混や河北混に隣接する道路上で、特定外来生物に指定されているカミッ

キガメ属の 1種、ホクベイカミッキガメが捕獲されている。その名の通り、凶暴で噛む力が強い。

また雑食性で幅広い食性のため、在来種への影響が懸念されている。ペットとして飼育されていた

ものが放棄されたものと思われ、今のところ定着は確認されていない。定着すれば、そこの生態系

に甚大な影響を与えるものと思われる。

有鱗目のニホントカゲ、ニホンカナヘビ、ニホンヤモリは全県的に平地から山地に広く生息する。

ニホントカゲは日当たりのよい場所に、ニホンカナヘビは草地に多い。またニホンヤモリは民家を

主な生息場所としている。

有鱗目ヘビ亜目のタカチホヘビは、加賀から能登半島基部まで記録が散在している。地中性のヘ

ビで、夜間にミミズを取ったりする。他種の鱗は屋根瓦のように重なっているが、本種ではタイル

を敷き詰めたようになっていて、皮陪に隙間がある。そのため、乾燥に弱く 、側溝に落ちたりして

乾燥死することがある。乾燥から身を守り、ミミズが豊富な森を必要とするため、森の豊かさを示

す指椋となっているが、開発や放棄によって生息地の荒廃が進んでいる。

シロマダラは、能登から加賀に散発的に記録がある。 トカゲや幼蛇などを捕食する爬虫類食のヘ

ビで、食物連鎖の上位に位懺する。餌となる爬虫類が堡富な探境が必要であるが、このような探境

は開発によって減少している。生息域、生息数の低下が懸念される。夜行性である。

ジムグリ、アオダイショウ、シマヘビ、ヒバカリ、ヤマカガシ、ニホンマムシは県内に広く生息

する。ジムグリは地中のハタネズミ、ヒミズなどの小哺乳類を餌とするヘビである。ウミヘビ類の

セグロウミヘビは、対馬海流に乗って日本海に入り、本県沿海でも時折記録される。

2 種の選定基準

石川県に生息する両生爬虫類について、全県的に個体数の変動を調査した報告は極めて少ない。

そこで、以下の①～③で判定した。

① 前回の 「いしかわレッドデータブック 2009(動物編〉」の掲載種



両生類 絶滅危惧 I類 アベサンショウウオ ・ホクリクサンショウウオ

準絶滅危惧 ナガレタゴガエル

地域個体群 邑知漉以北のヒダサンショウウオ

爬虫類 絶滅危惧11類アカウミガメ

準絶滅危惧 タカチホヘビ ・シロマダラ

の両生類 4種、爬虫類3種の計 7種については、前回 (2009年）の選定理由となった生息環境の

悪化が、それ以降改善されているか否かから調査 ・判定した。

②地域個体群のヒダサンショウウオについては、前回以降、 邑知潟以南の状況も含めて検討した。

③瑛境省の レッドデータブックに掲載されながら取り上げられなかった種について、本県での現状

を調査し検討した。

3 選定結果の概要

両生類 絶城危惧 I類 アベサンショウウオ ・ホクリクサンショウウオ

準絶滅危惧 ナガレタゴガエル

地域個体群 宝達山系以北のヒダサンショウウオ

爬虫類 絶滅危惧11類アカウミガメ

準絶滅危惧 タカチホヘビ ・シロマダラ ・ニホンイシガメ

の両生類4種、爬虫類4種の計 8種を選定した。

前回取り上げたアベサンショウウオ、ホクリクサンショウウオ、ナガレタゴガエル、アカウミガメ、

タカチホヘビ、シロマダラの 6種については、前回以降も環境に改善が認められないか悪化してい

るため、前回と同様の判定をした。

異なるのは両生類のヒダサンショウウオで、前回は邑知潟以北の地域個体群に選定されていたが、

能登半島基部に位骰する宝達山でも減少が顕著であるため（秋田，2015)、宝達山系以北の地域個体

群に改めた。

新しく爬虫類の準絶滅危惧にニホンイシガメを選定した。ニホンイシガメは、ため池の消失や護

岸工事の影響で生息地が減少していること、人による採集圧、クサガメとの交雑、アライグマによ

る捕食、あるいはミシシッヒ°アカミミガメとの競合等によって個体数が減少している（野田 ・鎌

田， 2004)ため選定した。

なお、環境省のレッドデータプックに上げられながら、本県では選定されなかった両生爬虫類が

ある。両生類ではクロサンショウウオ（国 RL2019では準絶滅危恨、以下同じ）、アカハライモリ（準

絶滅危惧）、トノサマガエル（準絶滅危惧）が、爬虫類ではタイマイ（絶滅危惧IB)、アオウミガメ（絶

滅危惧11類）、＝ホンスッポン （情報不足）等である。

両生類のクロサンショウウオは、能登の平野部では開発によって一部減少しているが、山地では

広範囲に生息している。 トノサマガエルは、耕地整理でコンクリ ー ト製の水路に替えられた所では、

移動不能となって生息域が狭められているが、全県的にはまだ広範囲に生息しているものと思われ

る。

爬虫類のアオウミガメとタイマイは、対馬海流に乗って日本海に入り 、死後漂着する事例がほと

んどで、産卵 ・孵化した事例はないため、取り上げなかった。アカハライモリとニホンスッポンに

ついてはデータ不足で、全県的状況が不明である。今後の課題である。

参考文献
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Hynobius abei Sato 

有尾目 サンショウウオ科

一絶滅危惧 I類 EC'SE!II 絶滅危惧 IA類

■選定理由 生息地が丘陵部から山麓で、人間生活と更なる。そのため、開発や耕作放

棄等によって生息地が消滅し、絶滅の危機に瀕している。

■形 態 体色は褐色。全長86~127mm。繁殖期になるとオスの尾部は極端に鰭

状化する。

■生 態 産卵は12月中旬~1月中旬。卵嚢は透明な紐状で、外被に無数の縦状が

ある。水底の枯れ葉の下や横穴など見えない所に産卵する。幼生は8月頃に

変態し上陸する。

●生息環墳 二次林内やそれに接した土水路、湿地化した放棄田、浅くなったため池等に

産卵。繁殖期以外は林内で生患。

■国内分布 兵庫県但馬地方、京都丹後地方｀福井県、石川県加賀地方。

●曝内分布 小松市、能美市の一部に生息。

●危険要因 生息地は20ヶ所程度で孤立しており、産卵数も少ない。しかも人間の生活域

と重なるため、絶滅の危機にある。

■特記事項 本県に生息する成体数は200固体以内と極めて少ない。遺伝的に他種とかけ

離れており、進化を探るうえで重要な種である。また、国内希少野生動植物

種に指定されている。

●参考文献 8. 14, 16 

秋田喜憲

口

秋田喜憲

こ 。20 40l<m 

県内の分布

有尾目 サンショウウオ科

Hynobius takedai Matsui et Miyazaki 

一絶滅危惧 I類 一絶滅危惧 IB類

■選定理由 生息地が里山から山麗で、人間生活と重なる。そのため開発や耕作放棄等

で絶滅の危機にある。

■形 態 成体の体色は黒褐色で、全長は80~120mm。繁殖期にオスの尾部は鰭

状化する。

■国内分布 かほく市以北の能登半島と冨山県の一部。

■漿内分布 かほく市以北の能登半島。

■危険要因 10対未満の産卵場がほとんどで、孤立しているうえに、開発や耕作放棄等で

生息地や産卵場が消滅の危機にある。

■特記事項 世界農業遺産｀能登の里山を象徴する生き物である。また、県指定希少野生

動植物種や羽咋市、能登1BJ及び宝達志水町の天然記念物に指定されている。

■参考文献 3. 5. 11. 15 

秋田喜憲

秋田喜憲

o 20 40km 

---— , 
県内の分布
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カメ目 ウミガメ科

Carella caretta (Linnaeus) 

一絶滅危惧II類 一絶滅危惧IB類

■選定理由 本州中部以南の砂丘海岸に上陸し産卵する唯一のウミガメである。志賀町

増穂浦で産卵 ・孵化したのが日本海側における北限記録となっている。

●形 態 甲長70~100cm。体色は赤褐色。頭部の前額板は5枚(4枚のことも）、

背甲の肋甲板は5対(4対や左右で異なることも）。 前肢に2本のかぎ爪があ

る。孵化幼体は黒褐色。

■生 態 深さ40cmの砂中に、 5~8月に産卵。約70日で孵化した幼体は黒潮に乗っ

て分散。成長後、再び日本沿岸に同帰すると言う。夜間に上陸し産卵する。

石川嗅では千里浜、輪島で産卵が、内溺と増穂浦で孵化が確認されている。

■生患環墳 産卵は夜間に行われるため、暗く静かな砂浜が必要である。

■国内分布 太平洋の温帯城を回遊。本州中部から八重山地方までが主要な産卵場。石川

県では片山津、内灘、千里浜、増穂浦、輪島で確認されている。

■隈内分布 能登の先端付近でも産卵を確認。志賀町増穂浦が日本海側での産卵・孵化の

北限記録。

■危険要因 産卵場となる砂浜の減少、自動車の乗り入れ、夜間照明の増加等産卵に不適

切な環境が増加している。

■特記事 ワシントン条約附属書 Iに掲載されている。

■参考文~ 6, 7. 12. 13. 24. 28 

松村初男

？こ

口

松村初男

県内の分布

無尾目 アカガエル科 ... , 

.'I.' 

Rana sala,raii Matsui et Matsui 

一準絶滅危惧 一なし

●選定理由 県内では個体数が少なく、生息地である河川上流域が悪/ヒしている。

■生 悲 晩秋に水中で越冬し、早春に繁殖する。流れの緩やかな深みの岩に産卵c

初夏に上陸する。

●生患環ば 産地の渓流と森林が不可欠である。

●国内分布 近畿から関束にかけての本州中央部。

●票内分布 金沢市以南の標高200~1.l40mの山地渓流。

●危険要因 砂防堰堤工事や渓流斜面の崩落、森林の荒廃によって生息環境が悪化してい

る。

・特記事項 1990年、奥多摩産によって新種記載。日本海側での産卵行動はまだ調ぺら

れていない。

■参考文~ 9, 10 

秋田喜憲

ぷ

口

、ミ、、
f
 

石原一彦

0 20 4年一，ー■■ _,' 

嗅内の分布
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有隣目 タカチホヘビ科

Achalinus spinalis Peters 

一準絶滅危惧 EC'SE!II なし

■選定理由 ミミズが多数生息し、乾燥から身を守る森林環境が必要であるが、開発等

によって減少傾向にある。

■形 態 全長50cmほど。真珠光沢を放つ鱗があり、背面中央に細い黒状が走る。

鱗はタイルを敷き詰めたようで、反虞に隙間がある。

■生塁環境 落葉層、腐葉土層がよく発達し、ミミズが多い豊かな森を必要とする。

■国内分布 本州・四国・九州とすぐ近くの沿岸島。

■漿内分布 加賀から能登半島基部まで分布の記録が散在。

■危険要因 腐葉土層が形成されるような森が、開発や放棄によって荒廃が進んでいる。

●特記事項 森の鼠かさを示す指標となっている。日本固有種。

■参考文献 l 9. 20, 23, 25 

松村初男

松村初男

口

0 20 40l<m ---— , 
県内の分布

有隣目 ナミヘビ科

Dinodon orientate (Hilgendorf) 

一準絶滅危惧 一なし

■選定理由 爬虫類食のヘビで、小型の爬虫類が十分生息できる環境が必要であるが、

悪化から減少が懸念される。

■形 態 全長30~70cm。灰色の体に黒褐色の横帯が胴体に40前後、尾に15個

ほどある。アオダイショウの瞳は円形であるのに対し、本種は縦楕円形な

ので区別できる。

■生 態 平地から山地まで生息し、夜行性で石の下や隙間に潜む性箕がある。トカゲ

や小型のヘピなどの爬虫類食である。

■生息環墳 餌となるトカゲやヘピなどの生息を可能とする多様な環現が必要。

■国内分布 北海道 ・本州・四国・九州と一部の離島。北海道では札視近郊の山々と奥尻

島のみ。

■県内分布 全県的に散発的な記録。本種の最高垂直分布は白山の標高2.340m。

■危険要因 餌となる動物が開発によって減少傾向にあるため、生患t克生患数の減少が

懸念。

■特記事項 その地域の生物多様性を示す指標となっている。

■参考文献 18. 22. 27 

松村初男

~v-r;..-1-~r, 
ヽ鴫'... 

1'~",,.. ~:·f :... 
> '●●’  
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松村初男

0 20 40km 

---— , 
県内の分布
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カメ目 イシガメ科

Mauremys japonica (Temminck et Schlegel) 

一準絶滅危惧 口 準絶滅危惧

■形 t 

●生 貼

■生息環広

●国内分布

■隈内分布

■危険妻因

■選定理由 ため池の消失、河JIIの護岸工甲の影響で生息地が液少。近縁種との

交雑、外来種による捕食圧等によって地域固体群が消滅する恐れが

ある。

甲長はオス約13cm、メス約22cm。背中は黄褐色や褐色が多く｀

腹甲は黒色。椎甲板に瘤状のキールがあり、緑甲板は鋸状にとが

る。指趾に水かきが発達し、尾は長い。

雑食性で、魚、カエル、その卵や幼生、水草、藻類、あるいは陸上植物の花

や果実など幅広く摂食する。 6~8月に畑や畔などに数回に分けて産卵する。

卵は約70日で孵化する。

河川の中上流域やため池湖沼などの自然岸の残る水辺と森林が必要。

本州・四国 ・九州の各県と隠岐 ・淡路島・対馬・佐渡・種子潟等の島々。

山問や山麗の農業用ため池、湖沼、河川の中上流域。

森林伐採、護岸工事、ため池の埋め立て等によって生息域が減少。クサガメ

との交雑、外釆種のアライグマによる捕食、人の採集圧、ミシシッピアカミ

ミガメとの競合等によって減少。

●特記事 日本固有種で、生息地の自然度を示す指標となっている。 2013年にワシン

トン条約付屈書I1に掲載された。

■参考文献 1 7. 21. 26. 29 
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有尾目 サンショウウオ科

Hynobius kimurae Dunn 

一宝達山系以北の地域個体群 一準絶滅危惧

●選定理由 宝達山系以北の能登半島では生息地が限られ、固体数も少ない。

■形 悲 全長lOO~l50mm。紫褐色の背面に黄点が散布する．散布の仕方に個

体差がある。雌雄共に尾は頭胴部より短い。

●生 よ 産卵期は1月~4月上旬で、盛期は3月。卵嚢は透明なバナナ状で強靭、

水底が岩礫の谷川の仁の卜に産卵する。変態上陸は8月中旬以降。

■生息環武 産卵する谷川と上陸後の幼体と成体が生息できる森林が不可欠。

●国内分布 中部地方までの本州西部に生息。

●県内分布 加賀地方では多いが、宝達山系以北の能登半島では生息池が少ない。

．危険要因 能登半島では水底が岩礫の谷川が少ない上に、砂防堰堤工事によって産卵が

不適切な環境となっている。また上陸後の森林の荒廃も進んでいる。

■特記事石 石川県が生息地の北限となっている。

●参考文~ l. 2, 4 
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4. 淡水魚類

1 石川県の淡水魚類相

石川県は本州中央部の日本海側に位憐し、南北に細長い形を していて南部を加賀地区、北部は能登

地区と呼ばれている。県内にはおよそ 200の河）I[があるが、いずれも石川県内に源を発し県内の海域

へと流れ出すという特徴がある。加賀地区には標高 2,702mの白山を最高峰とする山岳地帯と 、そこか

ら流れ出す河川がつくり出した沖和平野が広がっている。そして加賀地区には2つの一級河川が流れ

ているが、そのひとつの手取川は急流河川としても知られていて、下流部に広がる扇状地には湧き水

が流れ込む水路にトミヨ属淡水型（以下、 トミヨと記す）が生息している。 もうひとつのー級河川で

ある梯川は多様な河川環境をもつことから、そこに生息する淡水魚類は 40種を超えて県内では最も多

くなっている。

一方、能登地区は標高400m以下の低山地と丘陵地が大部分を占めていることから平野部は少なく、

流程が短い河川が多く 見られる。 日本海側に面した外浦は、各所に海岸段丘が発達していて、波浪に

よる浸食が著しいが、富山湾に面した内浦では、入り組んだ静かな海岸線が続く対照的な海岸地形と

なっている。このような能登地区には海域を介して移動してきた回遊性の淡水魚類が中心に生息し、

純淡水魚類の種数は加賀地区と比べると少ない。能登地区と加賀地区の境界は現在のかほく市と宝達

志水町の間にあり 、大海川がその境界線とされているが、生物相の境界はそれよりも北側に位置する

北東から南西方向に延びる邑知地溝帯にある。 この地溝帯は第四紀以前に形成されたもので、植物を

はじめ淡水魚類の生息状況にも影態が見られている。

石川県内に生息する淡水魚類は、「新版石川の動植物」 (1999) において 82種（亜種を含む）が記載

されている。その後、 「石川県の淡水魚類ー補辿 1」(2003)で新たに 8種の淡水魚類が記載された。

さらに近年急速に分布を広げてきた両側回遊型のカジカを詳しく調べたと ころ、 ウッセミカジカとカ

ジカ中卵型の 2種の生息が明らかになった。また、加賀市内では特定外来種であるカダヤシが発見され、

繁殖地の一部では駆除活動なども行われたが、 他にも生息地は見つかっている。そしてスナヤツメに

関してはこれまで複合種と して取り扱ってきたが、詳細な研究が行われたことにより 、南方種と北方

種の 2種の明確な棲み分けが判明した。 さらには過去に実施された調査標本を精査して生息が明らか

になったヌマムツ、河北親をはじめ県内の潟湖で見つかったクルメ サヨリ 、二つのダム湖に移植され

たギギなどが追加され、 2019年 3月現在では96種の淡水魚類が県内から見つかっている。

これら 96種のうち在来種と考えられるものが74種であり、残りの22種が外来種ということになる。

ここ 30年間を振り返ると 、在来種と思われる淡水魚類の中で、県内から姿を消した種はいないが、か

なり危機的な状況下にあるものも見られる。特に平野部に生息するトミヨにおいては、低水温を好む

ため湧水への依存度が高く 、地下水位の低下が深刻な問題となっている。金沢市内における トミヨの

生息場所は、地下水の湧き出しがなくなったことですでに消滅している。

移入種に関しては、ソウギョやニジマスのように県内では再生産をしていないものも見られる反面、

オオクチバスをはじめ多くの種については繁殖も確認されていて、在来種に影密を及ぼし続けている。

移入の経路はさまざまだが、放流種苗に混入して広がったと思われる種は、漁業権の設定された水域

だけでなくダム湖、ため池などからも多数確認されていて駆除活動も行われている。また観賞魚とし

て国外だけでなく国内からも多くの種が移入されていて、その後野外へと散逸するといった事例が相

変わらず県内の淡水域では問題となっている。

2005年 5月には トミヨが石川県指定希少野生動植物種に第 1次指定されたこともあって、本種に対

する関心は生息地を中心に嵩まりつつあると言える。 トミヨについては県内には大きく 3つの生息地

が知られていて、それぞれの地区における保護活動が、地元の住民を中心に行われている。 しかし地

下水位の大規模な低下が発生し、 トミヨの生存に深刻的な影響を及ぼすことも確認されている。2006

年 5月には トミヨに次いでホトケドジョウが希少野生動植物種に指定された。ホトケドジョウについ



ては 1995年以後にため池や浬地、小水路などの調査によって相次いで生息地が発見されている。しか

しいずれの生息場所も極めて狭い場所に限定されていて、不安定な状況下に置かれていることに変わ

りはない。

2 種の選定基準

今回の改訂にあたり対象とした種は、本来石川県に生息していたと考えられる種の中より、本番の

総論で紹介した選定の考え方に概ね従ったが、環境省のレッドリスト選定種であるという条件は、淡

水魚類の基準からは除外した。また最新の情報を反映させるために、特に分布図の作成に当たっては

過去 10年間の現地調査による記録を中心に記載したが、現在でも生息が確実と考えられる一部の種に

ついてはそれ以前の情報も記載してある。

3 種の選定結果と概要

前回との変更点は、ニホンイ トヨを絶滅危惧 I類にランクアップしたこと、シラウオを絶滅危惧II

類にランクダウンしたこと、さらには新たにカワヤツメ、スナヤツメ北方種、スナヤツメ南方種、ニ

ホンウナギ、カジカ中卵型、野生繁殖群としてのサケを追加したことである。

ニホンイトヨについては全国的に生息状況が悪化していて、生息が確認されているすべての県で絶

滅危惧種に指定されているが、唯一富山県では絶滅種としている。石川県内ではすでに 10年以上にわ

たって生息情報が得られていないことから、極めて深刻な状況に置かれていることは間違いない。な

お本種については前回イトヨ（降海型）として扱ってきたが、樋口ら (2014)に従ってニホンイトヨ

の和名を採用した。

シラウオについては前回の報告で初めて生息情報が明らかになった種でもあり 、これまで加竹市橋

立港内や柴山混、木場混のみで確認されていたことから絶滅危惧 I類に選定していたが、その後新た

に河北潟や邑知潟に通じる水系からも生息情報が得られ、今後も生息範囲が増えることが予測された

ことからランクダウンすることにした。

カワヤツメとスナヤツメ 2稲については、詳細な現地調査が行われたことで多くの情報が集まった

ことから、今回新たにリストに加えることとなった。かつてカワヤツメは能登地区で水産資源として

もごく普通に利用されていたが、近年では内水面の水産業そのものの衰退とともに、情報そのものが

入手しづらくなっている。今回は 3河川の結果を記載しているが、現地調査が進めば新たな生息場所

も見つかるかもしれない。またこれまでスナヤツメについては複合種としてひとつにまとめて扱って

きたが、迎伝子解析の結果をもとに南方種と北方種に分け、新たにランク インすることにした。スナ

ャツメ北方種は能登地区の河川だけで確認されているが、南方種については能登地区の一部の河川で

は北方種との棲み分けも認められ、加賀地区でも生息地が見つかっている。

ニホンウナギに関しては県内でも生息情報はあるものの、種苗放流もさかんに行われていて、辿伝

子解析等の詳細な調査はこれまでまったく行われてこなかった。全国的にもシラスウナギの狩源晶が

減少している昨今、あらためて詳細な情報収集の必要性から情報不足というカテゴリーにランクイン

させることで、今後の調査研究活動に期待するものとしたい。

今回新たに追加したカジカ中卵型は、これまでに県内二つ河川のみから確認されている。ところが

近年、日本海側には生息しないとされていたウッセミカジカも相次いで見つかっていることから、両

側回遊という同じ生活史をもつ両種の今後の生息状況には注視する必要があると考えている。

石川県内では昭和初期からサケの種苗放流が行われていて、現在も増殖事業が続いているが一方で

は、県内の多くの河川で野生状態でのサケの自然繁殖が繰り返されていることもわかってきた。そう

した個々の河川環境を維持するためにも、地域個体群としてのサケの生息環境を守ることは重要であ

る。

なお、今回も前回と同様のランクで扱ったものはトミヨ属淡水型、ホトケドジョウ、アカザ、ミナ

ミアカヒレタビラ、アジメドジョウ、シンジコハゼ、ホクリクジュズカケハゼ、イワナ（無斑タイプ）
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の8種である。なお トミヨ属淡水型については、前回トミヨと記載したものを細谷 (2013)に従って

和名を変更した。さらにホクリクジュズカケハゼに関しては、これまで富山平野のみに生息すると考

えられていたが、調査研究が進むにつれ石川県に広く生息するジュズカケハゼも同様の種であると判

明したこ とから変更を行った。

以上により、絶滅危惧 I類が 2種、 絶滅危惧II類が 6種、準絶滅危惧が 5種、情報不足が 1種、 地

域個体群が 2種の合計 16種を選定した。
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Iニホンイトヨ I トゲウオ目 トゲウオ科

Gasterosteus n;pponicus Higuchi, Sakai and Goto 

国 一
絶滅危惧 I類

■選定理由 近年、県内における生息状況が皆無である。

■形 態 体長はおよそ6cmで、背鰭に3本の棘をもち、腹鰭と尻鰭にもそれぞれ

1本の棘がある。体側には大型の鱗板が並んでいる。繁殖期の雄は背側が

コパルトブルーで腹側は赤色の婚姻色を呈する。

■国内分布 北海道から島根県以北の日本海側。 北海道から千葉県以北の太平洋側。

一地域個体群

■県内分布 これまで加賀地区の平野部や能登島などで確認されていたが、近年見つかっていない。

■生 態 3月頃に海から河川に遡上して、水田横の小水路に入り込んで繁殖する。雄が水底に水草などを集めたすり鉢状の巣をつ

くり、雌を呼び込んで産卵させた後、子供が巣立つまで雄は世話をする。年魚。

■鵠むの紐 海域から河川に遡上したのち、産卵場所となる小水路に移動するまでに障害物がないこと。産卵場所となる水路は、流れ

が緩やかで営巣するための巣材がそるっていること。

■危険要因 遡上した河川から産卵場所となる水路へのアクセスの低下。産卵に適した水路の消失。

■特記事項 海域における生態が解明されていない。冨山県ではすでに絶滅している。2007年3月に七尾市内で発見されて以降、県

内での記録はない。

■参考文献 5 

山本邦彦

山本邦彦

1 トミヨ属淡水型 I 
トゲウオ目 トゲウオ科

Pungitius sp. I 

一絶滅危惧 I類 一地域囮体群

■選定理由 地下水位の低下にともない、こく限られた場所にのみ生息している。

■形 態 体長は6cmほとで、背鰭に7~12本のトゲをもち、体側には30枚
前後の鱗板が並んでいる。石川県内に生息する本種は、鱗板が胸部
から尾柄部にかけて連続して並ぷタイプが確認されている。

■国内分布 北海道、胃森県、秋田県、岩手県、山形県、新潟県、冨山県、石JII
喋、福井嗅。

■票内分布 志賀町、白山市、能美市。

■生 態 産卵期になるとオスの体は黒化し、水草などを使ってピンポン玉のような形
状の巣をつくり、メスを産卵のために巣に誘い込む。巣の中に産み付けられ
た卵は、オスが新鮮な水を送り込むなどの世話をし、卵が孵化するまで保護
する。年魚。

■傘硫件 湧水の影響が強く、年間を通じて水温の変化が少ない場所に生息している。
巣を作るための素材となる水草が繁茂し、営巣活動の妨げとならない流れの
緩やかな環境が必要である。

■危険要因 地下水の減少により、夏場の生息地水温が上昇して生存が危ぶまれる状況が
見られる。繁殖場所となる湧水域の細流の消失。水路のコンクリート化に
よって流速が増加し、営巣行動の障害となっている。

■特記事項 石川県内における本種の生息状況は、遺伝的に能美市と白山市そして志賀町
の3つの集団に分けられることがわかっている。生息地の一部では保護活動
が行われていて、白山市の生息地の一部は天然記念物指定されている。手取
川流域の生息地においては、平成27年に発生した手取扇状地における大規
模な地下水位の低下により、生息地の水位が低下して一時は危機的な状況に
陥ったこともあり、その後能美市と白山市によるモニタリングが行われてい
る。平成17年に石川県の希少野生動植物に指定される。

■参考文献 6. 7. 8. 12 

山本邦彦

山本邦彦
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1カワヤツメ I 
ャッメウナギ目 ヤツメウナギ科

Lethenteron camtschaticum (Tilesius) 

一絶滅危惧II類 一絶滅危惧□類
■選定理由 本県は分布南限に位置し漁獲塁の減少が著しく、能登半島の一部の河川でし

か分布が確認されていない．

■形 態 成体の全長は40cm前後であり 最大で50cmに達する。口は販盤状で顎を
もたない。1対の眼と7対の鯰が左右両側面に並んでおり、 8対の眼に見える
ことから）＼目ウナギと呼ばれる。幼生の全長は16-20cmほどに達する。幼
生の口はじょうこ状で上唇が頭巾状に突出する。眼は皮膚の下に埋没してお
り、変態すると眼は肥大する。幼生の体色は灰褐色や黄褐色であり、尾部の
先端には黒い色索が沈着し、スナヤツメと区別することができる。変態して
から河川を遡上するまで体色は銀色で、成熟時期になると黒茶色から茶白色になる。

●国内分布 日本海側では島根県以北、 太平洋側では茨城県以北に分布していたが、 2015年の水辺の
国勢調査では日本海側で福井県以北、太平洋側では青森喋以北でのみ幼生の分布が確認さ
れている。 9 

■禁内分布 能登地域を流れる町野川、河原田川、羽咋川の本流で中流域から下流にかけて分布してい

■生態ii~雪詈書星璽喜璽忍髯言□
■辺地の紐 成体にとって産卵環境として礫質の瀬が必要で、河川を移動する際には休み場となる淵が

必要な環境である。幼生が潜ることができる細粒な底質が堆積したワンドなど流れの廷
やかな止水域が生息地として必要である。

■危険要因 堰堤や頭首工などの河川横断構造物によって、成体の遡上が阻害され、生息域が下流側に
縮小している。また、護岸工事によって河川環境が単調化し、幼生の生息過地が減少して
いる。

■特記事項 絶滅危惧 1 類：秋田・富山 ・ 兵襲 • 山口。絶滅危惧 n類：青森•山形 • 新潟 • 福井 ・ 京
都 • 島根、準絶滅危惧種： 北海道、 情報不足：宮坂 • 福島 ・ 茨城・群罵 ・ 埼玉・烏取

■参考文献 2. 3. 10. 11. 18. 19. 26. 28 

荒川裕亮

荒 II裕亮

0 20 4年----' 
県内の分布

1スナヤツメ北方種 I
ャッメウナギ目 ヤツメウナギ科

Lethenteron sp. N. 

一絶滅危惧n類 一絶滅危惧II類

■選定理由 1BJ野川水系と河原田川水系の最上流部にのみ分布が確認されて
いるため。

■形 態 幼生の口は、じょうこ状で上唇が頭巾状に突出し、眼は皮膚の

下に埋没しており、変態すると眼は肥大する。幼生の体色は全

体的に黄褐色または灰褐色である。幼生期は尾部には色素の沈
着が見られないが、成体の尾部にはわすかに黒い色素の沈着が

みられることもある。筋節数は51~66である。成体の全長は

20cm未満、体色は背部が灰褐色で腹部が白色である。

■国内分布 北海道から本州中部に分布する。

■県内分布 1BJ野川水系と河原田川水系で分布が確認されている。

■生 態 幼生は山間部を流れる湧水河川の砂泥に潜って生患し、デトリタスなどの有
機物をろ過摂食して成長する。河川生活を3~4年過こ・した後に、晩秋に変態

して翌年の春に産卵する。変態後は餌を摂食しない。小礫底質の平瀬におい

て雌l尾と複数尾の雄で産卵する。

■出腹の条件 幼生の生息環境として、砂泥や有機物が堆積した流れの緩やかな湧水地帯が

必要である。産卵環均として礫質の底質も必要である。

■危険要因 河JIIや水路の改修に伴って、生息環境や産卵環境が悪化している。特に湧水

河川を生息場として利用するため、圃場整備に伴う小河川や水路の明渠化・

コンクリー ト化は個体群に大きな影響を与える。また堰堤によって移動が妨

げられて、生息地が局在化している。生息域の縮小や局在化に伴い｀個体群

の小集団化や近交弱勢が懸念される。

■特記事項 スナヤツメ類には形態的に同じで外見では区別がつかない2種 （スナャッメ

北方種、スナヤツメ南方種）が存在することが明らかになった。絶滅危惧 I
類：山形• 福島・冨山 ・ 静岡、絶滅危惧11 類 ：青森・ 秋田 ・ 茨城・栃木• 長

野 ・岐阜・滋賀 ・三重、準絶滅危惧種：岩手

■参考文献 25. 27 
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1ホトケドジョウ I 
コイ目 ドジョウ科

Lefoa echigonia Jordan and Richardson 

一絶滅危惧1I類 一絶滅危惧 IB類

■選定理由 確認されている生息地はいすれも狭く不安定な状況下にある。

■形 態 体長は4cmほどで、ドジョウと比較すると体は太く短い円筒形をし
f; 

ていて、上顎に3対、下顎に 1対の口1:::ゲがある。体の色は茶褐色

で、小さな暗色斑が体や背鰭、尾鰭に散在している。体色や尾柄部

の形状には地域変異も見られる。

■国内分布 青森県を除く東北から近畿地方。

■限内分布 宝達志水町、か1吾く市｀能芙市、小松市、加賀市。

■生 態 流れの緩やかな水路やため池、湿地などに生息している。ため池では水深の

浅い序部や流れ込む水路で見つかる。泥や砂の中にもぐることはほとんどな

く、水草の問や中居付近を遊泳している。繁殖期は4~5月で、幼魚は流れ

の緩い水深の浅い場所に集まることから、この時期であれば容易に見つける

ことができる。高水温には弱いようで、湧水の流れ込む場所を好む。

■祖此の条件 流れが緩やかで、水草が繁茂するところ。オオクチパスなどの魚食性の強い

大型魚が生息していない水域。

■危険要因 オオクチパス等による食害。水路のコンクリート化。湿地の乾燥化。

■特記事項 加賀地区の生息環境が悪化していて、生息地そのものが消滅した場所もある。

平成18年には石川喋の希少野生動植物種に指定されたことから、密漁や採

集圧に対してのリスクは軽減していると考えている。かほく市の生患地では、

圃場整備に伴う再整備が行われたが、その後の維持管理方法に問題が見られ

る。平成29年12月27日に小松市指定の天然記念物に指定された。

■参考文献 24 

石山尚樹

山本邦彦

口
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県内の分布

1アカザ I 
ナマズ目 アカザ科

Liobagrus reinii Hilgendorf 

一絶滅危惧1I類 一絶滅危惧1I類

■選定理由 犀川と浅野川の限られた水域にのみ生息している。

■形 態 ナマズの仲間の中では小型で、体長はおよそBernで上顎に2対 ＇`

と下顎に2対の合計8本のロヒゲがある。背鰭と胸鰭のトゲは鋭

くとがり、刺されると非常に痛む。オスは成熟すると体色が黒っ

ぼくなり、頭のあたりがこぶのように盛り上がるのが特徴。長く

伸びた脂鰭が尾鰭とつながっている。

■国内分布 宮城県 ・秋田県以南の本州四国九州。

■県内分布 金沢市。

■生 態 夜行性のため日中は川底の岩の下や隙問などに隠れているが、夜間になると

活発に活動し、水生昆虫や小型の魚類を餌にしている。岩の隙問などにメス

はゼリー状の卵塊を産み オスはその卵が孵化するまで世話をする。

■辛碑件 隠れ家となる大型の転石や浮石が必要である。

■危険要因 落差の大きな河JII横断物が移動の障害となっている。土砂の流入によって、

産卵場所や隠れ家となる転石の隙間を埋めている。

■特記事項 夜行性が強く日中はめったに姿を現さないため貝付けることが難しいが、夜

間に潜水観察を行うことで比較的容易に確認することができる。

■参考文献 9 

山本邦彦
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1シラウォ I 
サケ目 シラウオ科

Salangichthys microdon (Bleeker) 

罰 絶滅危惧II類

■選定理由 落差工の設匹等による生息地の分断。

■形 態 体長は6cmほどで、生きている時の体色は半透明だが死ぬと白くなる。

成熟したオスの体はメスよりもやや小さく、体高は高い。またオスの尻鰭

の基部には大型の鱗が1列に並んでいるのが特徴。

一なし

｀ 
-.... .,、

、 ,;一・._,、',― ` 

■国内分布 北海道、青森県から岡山県までの本州、熊本県。

■県内分布 羽昨市、津幡町、内灘町、小松市、加賀市。

■生 態 これまでシラウオは春に孵化した仔魚が海に下り、沿岸域で生活した後にふ

たたび産卵のために汽水域に戻ると考えられていたが、新たな報告では通年

にわたって汽水域で生活していると考えられている。石川県内では淡水化さ

れた柴山潟や木場潟、邑知潟などで確認されていることから陸封されたもの

と、大野JIIや梯JIIの下流域で生活する2つのタイプが確認されている。

■卓田 繁殖場所を含む多様な生息環境。

■危険要因 落差ヱや防潮水門の設醤による生患域の分断。

■特記事項 これまで石川県内の潟のほとんどが淡水化されたことで、シラウオの生息環

境は消滅したかに思われてきたが加賀市橋立港内や木場潟そして柴山潟に

生息することが明らかになった。さらに近年では河北潟や邑知潟に通じる水

域からも新たな生息情報が得られている。

●参考文献 16. 17 

山本邦彦

口

山本邦彦

0 20 4年----' 
県内の分布

1カジカ中卵型 I 
スズキ目 カジカ科

Cottus sp. 

一絶滅危惧n類 一絶滅危惧I類

●選定理由

■形

■国内分布

■県内分布

■生

■祖地唸寄

■危険要因

■特記事項

■参考文献

本県に自然分布するとされている降海型のカジカ中卵型1な、 大聖
寺JI[と犀JI[だけでしか見つかっていない。

態 胸鰭軟条数はカジカ中卵型が13~16 (多くが15)で．カジカ
大卵型 (12~14、多くが13)より多いことで識別できる。し
かし、ウッセミカジカ（カジカ小卵型）の胸鰭軟条数は14~17 (多くが16か17)で、中卵型との識別は難しく、ミ ト
コンドリアDNAの塩基配列を確認する必要がある。なお、腹鰭に茶褐色や黒色の縞模様がないことでカンキョウカジカ
やハナカジカなどと区別できる。

北海道、本州日本海側、山陽地方、愛媛県、九州北部・東部の河川に分布す
る（中坊.2018) 
加賀市の大聖寺川と金沢市の犀JIIの2河川だけであるが、この2河川でウッセ
ミカジカが見つかっている。

態 カジカ中卵型とウッセミカジカは両側回遊魚で、ふ化した幼魚は海や内湾に
降りてしばらく過こし、稚魚に成長すると河川に遡上する。生息場所は両種
ともカジカ大卵型よりやや下流域の礫底の石の問。大卵型は生涯を河JII域で
過こし、幼魚は海や内湾に降りることはない。

生息地である河川中流域から下流域に、砂に埋もれていない礫底の場所が存
在すること。流砂が多い河川では礫が砂で埋もれてしまい、本種が好む石と
石の隙間が形成されないので、生息は困難になる。

日本海に流入する河川には自然分布しないとされているウッセミカジカ （カ
ジカ小卵型）の幼魚が本県の8河川、米町川 （志賀町） 、相見川・ 宝達川・
大海川（宝達志水町） 、犀川（金沢市）、山島用水 （白山市）、片野Jll・ 大
聖寺JII(加賀市）で見つかっている。また、手取川からウッセミカンカと思
われる大型個体が採集されている。カジカ中卵型とウッセミカジカが同じ河
川に生息すると、生活場所とエサの競合が起こる可能性がある。また、繁殖
期もほぽ同じなので、交雑の可能性も否定できない。

岡山：情報不定：山形：準絶滅危惧：北海道・青森•新潟・富山•福井：絶滅
危惧 11 類：秋田・広島 ・ 山口 • 愛媛• 長崎：絶滅危惧 I類、福岡 ：絶滅 (EX)

13. 22 
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1スナヤツメ南方種 I
ャツメウナギ目 ヤツメウナギ科

Lethent.eron sp. S. 

一準絶滅危惧 一絶滅危惧1I類

■選定理由 県内では8水系のみで分布が確認されているため。

■形 態 幼生の口はじょうこ状で上唇が頭巾状に突出し、眼は皮膚の下に埋
没しており、変態すると眼は肥大する。幼生の体色は全体的に黄
褐色または灰褐色である。幼生期は尾部には色素の沈着が見られな
いが、成体の尾部にはわすかに黒い色素の沈洒がみられることもあ
る。筋節数は49~62である。成体の全長は20cm未満、体色は背
部が灰褐色で腹部が白色である。

■国内分布 秋田照 ・岩手懸以南の本州、四国、九州に分布。

■県内分布 町野川水系、 河原田川水系、寺田川水系、山田川水系、日詰川水系、熊木JII水
系犀川水系、手取川水系の上流から中流にかけての本JIIや支流に分布する。

■生 態 幼生は河川の支流や本流の砂泥に潜って生息し、デトリタスなどの有機物を
ろ過摂食して成長する。河川生活を3~平平過こした後に、晩秋に変態して翌
年の春に産卵する。変態後は餌を摂食しない。細かい礫質の平瀬で雌l尾と
複数尾の雄で産卵する。

■也氏の条件 幼生の生息環境として、砂泥や有機物が堆積した流れの緩やかな止水域や河
畔植生が必要である。産卵環境として礫円の底閃も必要である。

■危険要因 河川や水路の改修に伴って、 生息環境や産卵瑣境が悪化している。本種は本
流にも分布が確認されているが、支流を産卵場所として利用するため、堰堤
などの構造物により移動が妨げられると、産卵場所までたどり酒くことがで
きなくなる。

■特記事項 スナヤツメ類には形態的に同じで外見では区別がつかない2種（スナヤツメ
北方種。スナヤツメ南方種）が存在することが明らかになった。絶滅危惧 I
類：静岡 ・ 大阪 ・ 和歌山 ・ 広島・山ロ ・ 徳島 ・ 高知• 福岡・大分 ・鹿児島、
絶滅危惧II 類：秋田・山形・ 栃木 ・長野• 福井 ・ 兵庫 ・ 三重• 島根、準絶滅
危：冨山・岐阜• 佐賀 ・熊本

■参考文献 25. 27 
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Iミナミアカヒレタビラ Iコイ目 タナゴ科

Acheilognathus tabirajordani Arai, Fujikawa and Nagata 

一準絶滅危惧 一絶滅危惧 IB類

■選定理由 産卵床となる淡水二枚貝類の生息場所が減少していることから、個体数の

減少が懸念される。

■形 態 タビラの仲間の亜種で、体長は6cm程になる。繁酒期になるとオスの背

鰭と尻鰭が赤くなる。卵の形状は長楕円形をしていて、孵化した稚魚の背

譴には黒色の斑紋が出るのが特徴。

■国内分布 富山県、石川繋、福井県、烏取県、島根県。

■県内分布 七尾市、羽咋市、小松市、加賀市。

■生 態 メスは長く伸びた産卵管を使って産卵母貝となるイシガイやドブガイのエラ

の中に卵を産みつける。孵化した仔魚はしばらくの期間、貝の体内で過こし

た後に呉の出水管を通って泳ぎ出す。

■李の紐 タナコが産卵に利用するためのイシガイ科の二枚貝類や、そのイシガイ科二

枚貝類の繁殖に欠かすことができないハゼ類など、タナゴをとりまく生態系

全般が良好に保たれることが必要である。

■危険要因 水路がコンクリー ト化されることで、産卵に利用する淡水＝枚貝類の生息環

境が消失している。外来種であるタイリクパラタナコとの産卵母貝の競合が

懸念される。

■特記事項 産卵母貝となる二枚貝は、幼生期にハゼ類などのヒレやエラに寄生して変態

し、 その後底生生活に移行することで知られている。

■参考文献 l. 9 
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1アジメドジョウ I 
コイ目 ドジョウ科

Niwaella delicata (Niwa) 

一準絶滅危惧 一絶滅危惧□類
■選定理由 県内では2水系のみで確認されていて、生息範囲も限定されてい

る。

■形 態 体長は10cmほどになり、口は体の下側についていて、短いロ

ひげが3対あり眼 卜にはトゲがある。唇は厚く半月型で服盤状に

なっていて、体の側面には黒褐色の雲状の斑紋が並んでいる。

●国内分布 冨山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、滋賀県、京都府、 三

重限、大阪府。

■県内分布 動橋川と大聖寺川の上流域にのみ生息している。

●生 態 主に渓流域に生息するドジョウなので水温の上昇には弱く、吸盤状の口を

使って、 岩の表面に付荒する藻類をこすり取るように食べている。冬季にな

ると地下水の伏流する場所に潜り込んで越冬する。産卵は越冬中に行われる

と考えられるが、くわしい産卵場所は見つかっていない。

■埠地暁 隠れ家となる大型の転石や浮石が必要である。

●危険要因 水の濁りが餌となる付着藻類の繁茂の妨［プとなる。砂防堰堤が移動の障害と

なっている。土砂)U)流入によって隠れ家となる転石の隙閻を埋めてしまう。

■特記事項 渓流に棲んでいて主に藻類を食べていることから、ドジョウの仲間としては

泥臭さがなく古くから食用にされている。石川漿内では本種を対象とした漁

は行われていないが、福井県や岐阜県などでは「登り落ち漁」によって漁獲

されている。

●参考文献 9 

山本邦彦
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1シンジコJ¥ゼ I 

Gymnogobius taranetzi (Pinchuk) 

スズキ目 ハゼ科

一準絶滅危惧 一絶滅危惧II類

■選定理由 県内の広範囲から確認されているが、それぞれの生息地は狭く孤

立している。

■形 態 体長6cmに成長し、婚姻色の表れた雌の体側には黄色の横帯が表

れる。近縁種のジュズカケハゼやピリンゴとは頭部に浣る感党管

の状態で区別することができる。

■国内分布 富山県、石川県、福井県、島根県。

■県内分布 能登町、七尾市、津幡IBJ、宇ノ気町、かほく市、金沢市、小松市、加賀市。

■生 態 塩分に対する適応力は近縁種と比べると低いものと思われる。幼魚の時期は

群れをつくって遊泳しているが、成長とともに底生生活をはじめる。生患地

では季節的な移動も見られる。

・霙函 流れが穏やかな砂泥底の水路や潟に生息している。

■危険要因 水路のコンクリート化や移動の妨げとなる落差工の建設。

■特記事項 県内の広範囲から見つかっているが、能登半島の外浦周辺からは確認されて

いない。近縁種のピリンコG.breumgii (Steindachner)と比べると塩分へ

の依存度が低いためか、河川の中流部にも生息している。

■参考文献 9, 20 
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IホクリクジュスカケJ¥ゼIスズキ目 ハゼ科 一，
 

.
A.
 

E
 

慶

Gymnogobius sp.2 

一準絶滅危惧 一絶滅危惧IA類

■選定理由 主な生息地となっているため池やそれに通じる水路などは、それ

ぞれが孤立した状況にある。

■形 態 体長6cmくらいに成長し、婚姻色の表れた雌の体側には黄色の横

帯が表れる。近縁種のシンジコ｝＼ゼやピリンゴとは頭部にある感

党管がないことで区別することができる。

■国内分布 富山県、石川県、福井県。

■県内分布 中能登町、羽昨市、宝達志水町｀かほく市、津幡町、能美市、小松市、加腐

市。

■生 態 幼魚期はため池の岸部付近で浮遊生活をしているが、成長とともに底生生活

へと移行する。

■生えの条件 ため池における生息地ではオオクチパスなどの魚食性の強い外来種が放流さ

れていないこと。

■危険要因 ため池の改修や外来魚の放流等による生恩環境の悪化。

■特記事項 ホクリクジュズカケハゼはこれまで冨山県の平野部にのみに生息する固有種

として記載されていたが、その後の調査研究によって福井県や石川県にも広

く生息していることが明らかになった。これまで石川県内でジュズカケハゼ

（広域分布種） として扱ってきた種についても、ホクリクジュズカケハゼと

することが妥当であることが判明した。

■参考文献 4. 24 
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Iニホンウナギ I ウナギ目 ウナギ科

Anguilla japonica Temminck and Schlegel 

一情報不足 一絶滅危惧IA類

■選定理由 全国的にシラスウナギの遡上塁が激減していることから、石川県

においても情報収集が急務といえる。

■形 態 成長すると全長lmに達するが60cmを超える個体は雌の可能性

が高いと考えられている。体は円筒形で細長く、 腹鰭はなく背鰭

と尾譴、臀譴はつながっている。体の表面は粘液で保護されてし＼

て、鱗は皮下に埋没している。腹部は通常は白色だが、黄褐色の 山本邦彦

ものも見られる。

■国内分布 本州、四国、九州に広く分布していると考えられている。

■生 態 ニホンウナギの産卵場はマリアナ諸島の西方海域にあると考えられている。卵から孵化した仔魚（幼生）はレブトセファ

ルスと呼ばれ、海流に運ばれながらシラスウナギに成長し日本の沿岸に到達する。河川に遡二したシラスウナギは5年か

ら数十年をかけて成長し、再び生まれ故郷の海域へと産卵のために移動する。

■傘 0)条件 繁殖場所も含めた多様な生息環境。

■危険要因 取水堰堤や防潮水門の設置による遡上の障害。シラスウナギの乱獲。

■特記事項 ニホンウナギの頁源量については、全国的にもシラスウナギの遡上塁が減少していることがわかっている。石川県におけ

る天然ウナギの生息調査はこれまでにも行われていないことから、現在は比較可能な資料が皆無である。

■参考文献 23 

山本邦彦
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I イワナ（無斑タイプ） 1 

Salvelinus letヽcomaenisPALLAS 

サケ目 イワナ科

一地域個体群 一情報不足

山本邦彦

■国内分布

■県内分布

●生 態

■卓田

●危険要因

■特記事項

■選定理由 通称ムハンイワナとも呼ばれていて、これまで県内のこく限ら

れた水域でのみ確認されている。白山市の天然記念物に指定さ

れている。

●形 態 通常のイワナと同様体長30cmくらいに成長するが、沐側に

見られる白点がほとんど出ないことが大きな特徴。幼魚期の

パーマークも見られない。繁殖期には通常悟体と同じように腹

側が黄色くなる。

山形県岩手県、 石川県など。

白山市。

生態はイワナとまったく同じで河川の最上流域に生息していて、動物性プラ

ンクトンや水生昆虫、両生類などを餌としている。

夏季でも水温が低く、瀬と淵が連続する変化に冨んだ渓流部が存在するこ

と。

砂防堰提による移動の妨げ。移植放流個体との交雑。密漁。

平成8年5月30日に白山市指定天然記念物となる。白峰地区の一源流域の

標高1.100m付近のこ＊く限られた区間にのみ生息していて、生息域は周年禁

漁区にも指定されている。

●参考文献 21 

山本邦彦

口

0 20 4年----' 
県内の分布

一Oncorhynchus keta (Walbaum) 

サケ目サケ科

一地域個体群 一なし

■選定理由 県内の複数河川において、サケが野生繁殖を継続している
が、堰堤や頭首工の設匹により産卵場所が河口近くに限定
され、しかも適地が減少している。したがって、幼魚の生
育場所も少なくなっている。

■形 態 全長75cmに成長し、回帰遡上の親魚は全身が黒っぼく、
赤｀黄、緑色の雲状紋が現れ、尾鰭には鰭条にそって銀白
色線がある。オスの上顎は伸長して下方に曲がる（鼻曲り）が、メスの上顎
は伸長しない。幼魚は細長く、 体側に多くのバーマークを持つ。

■国内分布 日本海側では九州北部以北、 太平洋側では茨城県の利根川以北の河川に産卵
のため遡上するが、移植卵の放流により千葉票や束京謡の多摩川でも、回帰
遡上が認められている。

■県内分布 ふ化放流事業が行われている手取川を含む13河川でサケの幼魚が採集されて
いるu

■生 慇 10月頃から回帰遡上が始まり、 11月がピーク。産卵は河川中流域で行わ
れ、 12月初旬まで読く。幼魚は3月頃には浅い淵やワンドで群れ生活を始
め、遅くとも5月上旬までに海に降下する。

■傘碑 親魚の繁殖できる環境が整つていること、また幼魚の生息環境が整っている
ことが必要である。

■危険要因 繁殖適地までに堰堤や頭首エ等の河川横断物が整備されると、親魚の遡上が
阻害され、産卵場所の競合が生じる可能性がある。その結果、経年的に遡上
個体数が減少することが推察される。

■特記事項 県内河川で採集された幼魚のミ トコンドリアDNAの塩基配列を調べた結果、
手取川と熊淵川において固有の遇伝子型（ハプロタイプ）を持つ個体が含ま
れていることが明らかとなっている。 群馬•福井：準絶滅危惧、埼玉：絶滅
危惧 11 類：兵庫・山口：絶滅危惧 I 類：絶滅：長野・広島 • 福岡 ：京都 ．サ
ケ （自然個体）要注目種

■参考文献 14. 15 

坂井恵一

坂井恵一

口

0 20 40km 

- - - - I 

膿内の分布

102 



参考文献一覧

I Arai,R.・H.Fujikawa・Y.Nagata, 2007. Four new subspecies of Acheilognathus Bitterlings (Cyprinidae: 
Acheilognathinae) from Japan. Bull. Natl. Mus. Nat. Sci., Ser. A, Suppl., l: 11-28. 

2 荒川裕亮・柳井消治， 2017.能登半島における絶滅危惧種カワヤツメ幼生の秋季微生息哀撓．応用生態工学， 20(1): 
11-24. 

3 荒川裕亮・志摩優介・柳井清治， 2018.能登半島里川におけるカワヤツメに関する地域文化とその漁獲最の推移．石川県
立大学研究紀要， l: l卜21.

4 Chiba, S., T. Kawasaki, K. Yamamoto, S. Chiba, K. Shibukawa, T. Mukai and T. Kokita.2020. Geographical 
distribution and population genetic structure of the gobiid fish Cymnogobius sp. 2, formerly known as Cymnogobius 

cf. castaneus "Toyama-endemic" lchthyological Research, 67(1):212-220. 

5 Higuchi, M., H. Sakai and A. Goto, 2014. A new lhreespine stickleback, Casterosleus nipponicus sp. Nov. 
(Teleostei: Gasterosteridae), from the Japan sea region. lchthyological Research, fi I (4): 34 l-3fi I. 

6 平井翌ー，1992.手取川扇状地における淡水魚の減少傾向，金沢大学日本海域研究所報告， 24,pp. 49-62. 

7 平井四ー， 1994.手取川扇状抽の淡水魚類相，命沢大学教育学部研究紀要，自然科学編23,pp. 133-143. 

8 ー恩英ニ ・前田恭平 ・藤原洋一 •長野峻介・上田哲行， 20 1 5 . トミヨ属淡水型のための潜孔付き全面越流型魚道のモニタ
リング，日本雨水資源化システム学会誌，20(2),pp. 75-83. 

9 石川県淡水魚類研究会（編）， 1996.石川の自然環炭シリーズ， 石川県の淡水魚類．石川県環採部自然保護課，金沢

市．

10 岩田明久， 1989.カワヤツメ.in川那部浩哉・水野信彦編・監修，山渓カラー名鑑 日本の淡水魚，山と深谷社．

11 片岡哲夫， 1985.カワヤツメの増殖に関する研究(N).新混県内水面水産試験場調査研究報告，12: 23-28. 

12 小谷直樹 ・一恩失ー •長野峻介 ・ 泉智揮 ・上田哲行， 2016. 石川県於古川流域におけるトミヨ属淡水型のHSIモデルの構
築，日本雨水資源化システム学会誌 (21)2,pp.47-53. 

13 中坊徹次， 2018.カジカ科.in中坊徹次編・監修， 小学館の図鑑Z日本魚類館，小学館．

14 中坊徹次， 2018.サケ属.in中坊徹次編・監修， 小学館の図鑑z日本魚類館，小学館．

15 坂井恵ー・甲斐嘉晃・中坊徹次，2011.ミトコンドリアDNA調節領域の塩基配列に基づく石川屎のサケ個体群の追伝的変
異日本生物地理学会会報， 66:155-163. 

16 坂井恵ー・山本邦彦， 2016.新たに見つかった石）II県におけるシラウオSa/angichthysmicrodonの生息地．のと
海洋ふれあいセンター研究報告，(9):1-10. 

17 猿渡敏郎， 1994.シラウオー汽水域のしたたかな放浪者.pp.74-85. in後藤晃、塚本勝巳、前川光司（編） ．川
と海を回遊する淡水魚一生活史と進化ー．東海大出版会，東京．

18 白川北斗・柳井清治・後藤晃， 2012.石狩川におけるカワヤツメの産卵場選択．応用生態工学， 15(1): 71-79. 

19 Siwicke, KA, A C Seitz, 2018. Spatial Differences in the Distributions of Arctic and Pacific Lampreys in the Eastern 

Bering Sea. Transactions of the American Fisheries Society, 147(1) : l 11-127. 

20 Stevenson, D. E. 2002. Systematics and distribution of fishes of the Asian goby genera Chaenogobius and 
Gymnogobius (Osteichthys: Perciformes: Gobiidae), with the description of a new species. Species Diversity, 7: 251-
312. 

21 Takeda, K.,S. Onodera and K. Yoshiyasu, 1978. Salvelinus leucomaenis with Atypical Color Patterns, Collected in 
the Mogami and Nikko River Systems, Yamagata Prefecture. Japan. j. of lchthyol.25(1), 58-64. 

22 Tsukagoshi, 1-1, K Sakai, K Yamamoto and A Goto, 2013. Non-indigenous amphidromous sculpin Cottus po/tux small-

egg type (Teleostei: Cottidae) detected in rivers entering the Sea of Japan off Honshu Island, Japan. lchthyological 
Research, 60(1): 93-97. 

23 塚本勝巴・行山潤・渡邊俊.2010. 新標準和名「ニホンウナギ」の提案．魚類学雑誌， 57(2):184-185. 

24 山本邦彦 ・佐野修•石原一彦， 2003 . 石川県の淡水魚類ー補追I.のと海洋ふれあいセンター研究報告， (9):l 5-23. 

25 Yamazaki, Y, A Goto, 1996. Genetic differentiation of Lethenteron reissneri populations, with reference to the 

existence of discrete taxonomic entities. lchthyological Research, 43(3) : 283-299. 

26 Yamazaki, Y, H Sugiyama, A Goto, l 998. Mature dwarf males and females of the arctic lamprey, Lethenteron 
japonicum. lchthyological Research, 45(4) : 404-408. 

27 Yamazaki, Y, R Yokoyama, ¥4 Nishida, A Goto, 2006. Taxonomy and molecular phylogeny of Lethenteron lampreys in 
eastern Eurasia. Journal of Fish Biology, 68(SB) : 251-269. 

28 Yamazaki, Y, R Yokoyama, T Nagai, A Goto, 2014. Population structure and gene now among anadromous arctic 
lamprey <Lethenteron camtschaticum) populations deduced from polymorphic microsatellite loci. Environmental 
Biology of Fishes, 97(1) : 43-52. 

103 



104 

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、石川県末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ぽ絶滅状態と

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 ゴへイニクバエ、イソメマトイは砂浜探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 l::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、絶城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態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。照菓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、ヤクシマコプヒゲアツバが加

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。他にオオゴキプリ、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、落薬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



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、上流からの河川流拭や運搬砂礫の減少、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城した可能性が高い。

また、アオモンギンセダカモクメは士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、絶城の危機が高まってきた。手取）11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、潟湖は下拓された。 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涅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

ムジ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年問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n 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c 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党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；こよる生息地の破

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薬広菓樹林には、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、ヒゲプトハナカミキリ、 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

部は人為的影蓉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111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。さらに白山の亜裔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；こ依存し、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

工ゾコセアカアメンボ、カオジロトンボは亜涵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。白山の亜裔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



に悪影態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、右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、定砧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）であるつ

5石）II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11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、白山の亜裔山帯、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 、絶城の

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

今同の選定種は表 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

タプック 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種と大蝠に増加した。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。
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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氾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ふまた、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 、

開発されやすい瑛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、亜商山 ・嵩山性の昆虫も第 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n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→1I類
ミゾナシミズムシ 準→ I類 ミヤケミズムシ 準→1I類

ヤマトゴマフガムシ II類→ 1類 ルイスツプゲンゴロウ 準→II類
クロツヤヒゲナガコバネカ ミキリ II類→ 1類 ミズスマシ 準→1I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→Il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
ヤクシマコプヒゲアツバ 準→ I類 オオミスジ 準→1I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 1類→n類

コガムシ I類→1I類
ゴヘイニクバエ I類→l1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



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
. - -- • 一言ー・響ー・・--.一 ー ・- ー ー・ -

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

ハマベッチカメムシ ヘグラシモフリコメッキ タケウチケプカミバエ

コクロナガオサムシ白山亜種 ヘグラカバイロコメッキ 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 カラマッカミキリ 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 亜裔山・硲山 計

トンボ目

゜
21 

゜
2 1 1 25 

カワゲラ目

゜ ゜ ゜ ゜
1 

゜
1 

ゴキブリ目

゜ ゜
1 

゜ ゜ ゜
l 

カマキリ目 1 

゜
1 

゜ ゜ ゜
2 

バッタ目 5 1 5 1 

゜ ゜
12 

カメムシ目

゜
13 2 1 

゜
1 17 

アミメカゲロウ目 2 

゜
1 

゜ ゜ ゜
3 

コウチュウ目 7 40 8 23 25 8 111 

ハチ目 3 

゜
5 8 2 3 21 

シリアゲムシ目

゜ ゜ ゜ ゜ ゜
1 1 

ハエ目 4 1 

゜
1 2 

゜
8 

チョウ目（チョウ類）

゜ ゜
2 ， 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) レッドデータプックの活用

レッドデータプ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

ドデータプ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、レッドデータプックで選定されても、それを活かす行政や関係機閥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、レッドデータプ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

ドデータプ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僅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プ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

力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）



カメムシ目 コオイムシ科

Kirkaldyia deyrolli (Vuillefroy) 

一絶滅 一絶滅危惧1I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月頃に水面上の油

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kmを飛翔し灯火に飛来する。 10月には上陸し、水際や林

内の枯れ草の下なとで越冬する。

■鵠地の条件 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）II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

口

標本提供者：小松市立博物館
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県内の分布

チョウ目 シジミチョウ科

Pleb~jus a喀yrognomonpraeterinsularis Verity 

一絶滅 一絶滅危惧 IB類

■選定理由 1961年当時は手取）II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す、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胃色 裏面は灰

白色で後翅外縁lこ橙色の帯があり、その外側の黒斑の中には光沢を持つ青

色がある。メスの翅表は黒喝色で後翅外縁1こ橙色斑があり、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）II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、1日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す、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(]J

根本近くの落葉、枯枝、小石などに産まれる。

■至 0)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

口

標本提供者・国立科学博物館

県内の分布
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トンボ目 イトトンボ科

Aciagrion migratum (Selys) 

一絶滅危惧 I類 一なし

●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

閻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、冨山県では発見さ

れておらす、新潟嗅で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

摂食期を過こす。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

トやピニールシートでおおわれす、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。ブラックパ

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

口

憬本提供者：武藤明

0 20 40km ----' 
県内の分布

Enallagma boreale cirulatum Selys 

トンボ目 イトトンボ科

一絶滅危頃 I類 一なし

■選定理由 分布西南限に近く、喫内では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、岐阜喋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、冨山県では未発見である。

■県内分布 辰口町鍋谷の蟹淵と、小松門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、最近は全く見られす、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、槃淵では、 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。

■鵠地の条件 山間の開けた湖沼で、水湿が低く、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

やコシアキトンポなど低地種の進出、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

写真提供者：富沢窒

県内の分布
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トンボ目 アオイトトンボ科

Lestes japonicus Selys 

一絶滅危惧 I類 一絶滅危惧 IB類

■選定理由 アオイトトンポやオオアオイトトンポと異なり、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。オオアオイトトンポより小型で、オスは成熟してもアオイトトンポの

ような白粉を吹かない。

■国内分布 束北から九州におよぷが、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 トトンポやオオアオイトトンポよりは

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、山造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、悪影響を及ぽす。

■参考文献 222. 224 

武藤 B月

富 沢 塑

Gomphus postocularis Selys 

トンボ目 サナエトンボ科

一
■生

絶滅危惧 I類 一なし

■坦謀の条件 自然状態のよい河川の中流域に生恩する。流塁が安定して保たれていて、底

は砂泥～砂礫質であること、股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｀摂食期を過こす林野の開発や害

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

口

■選定理由 1950年代でも極めて希であったが、それ以降に票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すんぐ

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、 195フ年6月9日にlメスが採れたが、近年は全く

確認できない。

態 平地～丘陵の川の中流城の砂泥底に育ち、成虫は5~6月に出現する。未熟期 レ

三Eぞ三:J:i::言ご鸞戸~=忍ご誓 □
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県内の分布

標本提供者 ．武 藤 明

県内の分布
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トンボ目 サナエトンボ科

Trigomphus ogumai Asahina 

一絶滅危惧 I類 一なし

●選定理由 加賀市三木と奥谷でしか発見されておらす、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し＼。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、本州中部以雨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、ブラックパスや

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、前屑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

トンボ目 サナエトンボ科

Sinogomphus flavo/imbatus (Oguma) 

一絶滅危頃 I類 一なし

●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!II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1寸器は角状で白い。

●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

陸では福井限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、低山の渓流の砂礫閃の水底で育ち、岸辺の石などの上で羽化する。

未熟期には、林閻で摂食し、成熟虫は7~8月に河畔で活動する。飛翔力は強

くない。

●鰭地の条件 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油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

憬本提供者：武藤明
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トンボ目 サナエトンボ科

Onychogomphus viridicosta (Oguma) 

一絶滅危惧 I類 一なし

■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 金沢市石弓1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JIIと曽宇川で確認され、刈安山、大聖寺JII 

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。

■生息地の紐 河)II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 緩薬や廃水による汚染、ダム建設、河)II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

Gynacantha japonica Bartenef 

トンボ目 ヤンマ科

一絶滅危惧 I類 一なし

■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恩し、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翌かな地域である。

■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

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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トンボ目 ヤンマ科

Aeschna mixta Latreille 

一絶滅危惧 I類 一なし

●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、涸体数も少ない。

●形 態 腹長42~47mm、後翅長40~45mm。オオルリポシャンマを小型化し

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、冨山県で

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、羽昨市（大川

町、寺家）などで確認され、特に羽昨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 トンポ科の

ょうな静止態をとる。

●鵠地の条件 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、逆に放蹟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

Somatoch/ora clavata Oguma 

トンボ目 エゾトンボ科

一絶滅危頃 I類 一絶滅危惧II類

●選定理由 珍種であるにもかかわらす1950~60年代に金沢付近で多産したが、

]991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。

憬本提供者：武藤明
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標本提供者：武藤明
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トンボ目 トンボ科

Sympetrum maculatum Oguma 

一絶滅危惧 I類 一絶滅危惧 IB類

■選定理由 かつて羽昨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IBJ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ポ。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。冨山県や福井県では、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＜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。

■祖地の条件 沿岸や丘陵の松林の池で、明る＜開けて浅＜水塁が比較的一定で、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す、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

I 
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標本提供者：武藤明

0 20 40km ----' 

下
7
.

~
. 

県内の分布

バッタ目 バッタ科

Eusphingonotus japonicus (Saussure) 

一絶滅危惧 I類 一なし

■選定理由 全国的に産地が減少している。県内では手取）II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

的に生患する。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虜

し、最小限にとどめるべきである。

■参考文献 270 

写真提供者 ．富 沢 窪

富沢姦
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カメムシ目 ミズムシ科

Cymatia apparens (Distant) 

一絶滅危惧 I類 一準絶滅危惧

●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頭すつしか確認され

ていない。

●形 態 体長5.0~5.9mm。コミズムシ展の種に類似するが、頭部下唇の横条がないご

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、1ま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 ]54. 318 

渡部晃平

カメムシ目 ミズムシ科

憬本提供者：渡部晃平
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Hesperocorixa distanti hokkensis (Matsumura) 

.`
’ ＇ 

一絶滅危頃 I類 一準絶滅危惧

■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.Bmm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。体は淡膏黄色で背面には多敬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冨な池沼、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、水門汚染、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。羽昨市の生息地は

埋め立てにより面積が減少した。珠洲市ではオオクチパ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

ノ
ー

標本提供者：西原昇吾
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カメムシ目 アメンボ科 F冒`

Limnoporus esakii (Miyamoto) 

＇ 一絶滅危惧 I類 一準絶滅危惧

■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~l0.5mm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患し、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。

■生息地の紐 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 池沼や水路の油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、

コミの漂沼による水費汚染が脅威である。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 l 14. 286. 336 

西原昇吾
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カメムシ目 ミズギワカメムシ科

Macrosa/dula koreana (Kiritshenko) 

一絶滅危惧 I類 一なし

■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。生患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。

■鵠地の紐 河）II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 l 32. 242. 348 口
渡部晃平
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Myrmeleon solers Walker 

アミメカゲロウ目 ウスパカゲロウ科

一絶滅危惧 I類 一なし

■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恩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芍つ。

■国内分布 福岡県、島根県、烏取県、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、その範囲で生患地が点在して

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

ダンコムシを食している。

■鵠地函 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 

富沢草
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コウチュウ目 オサムシ科

Jujiroa imunada S.Ueno 

一絶滅危惧 I類 一なし

■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。主たる生患地がダム建設によ r ,. 
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 石川隈（金沢市）、冨山県（南砺市）に分布する。

■県内分布 金沢市の犀JII中流域両岸の凝灰岩屈と医王山の石のi住積屈の中で記録されて

いる。

■生 態 成虫は厳冬期の1~2月を除き、周年貝ることができる。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パエなど

の死骸などを食している。

■鵠地の条仕 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、防災エ

事等により生恵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

標本提供者：井村正行
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コウチュウ目 オサムシ科

Abroscelis anchoralis punctatissirna (Schaum) 

一絶滅危惧 I類 一絶滅危惧 IB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、生患地は発見当初から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、宮崎開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
福富宏和

部に限られる。

■生 態 幼虫は海浜植物帯より汀緞側の砂地に垂直に穴を掘り生活している。成虫口

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。

■鵠地の条件 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患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 0. I 匹."サ品・~恰
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 778, 375 

福富宏和

コウチュウ目 オサムシ科

Cicindela (Lophyridia) sumatrensis niponensis Bates 

一絶滅危惧 I類 一絶滅危惧II類

■選定理由 海浜性のハンミョウで、石JII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l2~14mm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ぽ平行であるが、メ

スは基部からl/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 L._ 
在は、輪島市、志賀町羽咋市、宝達志水町、か1まく市、内灘町、加賀市で

:~: 言言~;旦喜喜言言：~~~ 
■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、わすか散固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

県内の分布

嶋田敬介
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コウチュウ目 オサムシ科

Chaetodera laetescripta laetescripta (Motschulsky) 

¥ / 
, ,.,... ~ y-り

一絶滅危惧 I類 一絶滅危惧IB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、現在は激液し生息地が2ヶ所に

限定される。採集圧の影響も大きい。

●形 態 体長l4~17mm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固体変異が大きい。

●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敬は減少傾向にあり、絶滅し

た産地も知られる。
福冨宏和

■県内分布 かつては加裂地方、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｀加祖南部、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。

■鵠地函 測 II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 手取川河川敷の生恩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。海岸の生恩地も海浜の狭小化、海浜

通の建設、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

コウチュウ目 オサムシ科

Cylindera (Cylindera) gracilis Pallas 

一絶滅危惧 I類 一絶滅危惧Il類

■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患地はlヶ所だけで

あり、固体数も多くない。

■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恩地は、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つ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。

■辺地の紐 林縁に位置し、裸地が多く、草がまばらに生えた草地に生患する。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患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面が脅

威になっている可能性がある。

■参考文献 143. 203 

標本提供者：井村正行

口

福冨宏和
限内の分布

122 



コウチュウ目 ゲンゴロウ科

Cybister (Scaphinectes) chinensis Motschulsky 

一絶滅危惧 I類 一絶滅危惧11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l謬黄褐色、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

に出現し水生毘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。

■類地の条件 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、水田脇の小涅地、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、オオクチパス、ウシガエル）の侵入

ゃコイの迎入、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

西原昇吾
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Cybister (Cybister) lewisianus Sharp 

コウチュウ目 ゲンゴロウ科

一絶滅危惧 I類 一絶滅危惧 IA類

■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 水生植物が毀蕊で、水質のよい｀岸辺の緩やかで比較的大きなため池に生患

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、各種排水や膜薬による水阿汚染、オオクチパスやアメリカザリ

ガニなどの侵略的外来種の1晏入やコイの潟入、標本・飼育目的の過剰な採葉圧

が脅威となっている。

■特記事項 県、園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、

還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

富 沢 窪

口
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コウチュウ目 ゲンゴロウ科

Dytiscus sharpi Wehncke 

一絶滅危惧 I類 一絶滅危惧 IA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l/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IBJ、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
に岸辺のエ中で蛹化する。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。

●鵠地の条件 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 ]56 

西原昇吾

西原昇吾

口
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コウチュウ目 ゲンゴロウ科

Graphoderus adamsii (Clark) 

一絶滅危頃 I類 一絶滅危惧II類

■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

蔽大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 懇 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。

■鵠地の条件 平野～丘陵部の水生植物の豊冨な、岸辺の緩やかな池沼、ため池、湿地、水

田、休耕田、放棄水田なとの止水域に生恩する。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矢、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、採集圧が留威となっている。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謎続、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 1163, 350 

西原昇吾

富沢窒

， 
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コウチュウ目 ゲンゴロウ科

Hydaticus (Prodaticus) bowringii Clark 

一絶滅危惧 I類 一準絶滅危惧

■選定理由 全国的に激浅しているが、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l2.5~ 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。

渡部晃平

■李の紐 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、ため池や水田の営理放棄、ほ場整備による水蓄理方法の変化や農薬の使用、街灯の培

加、侵略的外来種の侵入が脅威となっている。

■参考文献 l 17. 1 63. 242. 349 

コウチュウ目 ゲンゴロウ科

Hydropon,s uenoi Nakane 

一絶滅危惧 1類 ― なし

●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

されておらす、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 両森県、秋田県、岩手県、山形柴、福島県、長野県．石川県に分布する。

・漿内分布 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。

・岐況の紐 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、湿地のこく浅 ユ—
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 ・ニ

■参考文献 32. 133. 352 

三丑王三三五？戸ご：::;::~: ロ
西原昇吾

渡部晃平

標本提供者：西原昇吾
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コウチュウ目 ゲンゴロウ科

Hydrovatus acuminatus Motschulsky 

一絶滅危惧 I類 一準絶滅危惧

■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

いる生恩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恩環

境の悪化が懸念される。

●形 態 体長2.0~2.5mmである。体型は卵形で厄みがある。背回の網状Ell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コ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 志黄町のみに生息する。

■生 懸 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。

■鵠地の条に 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、ため池の誉理放棄、ほ場整備による水菅理

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

口

轟
標本提供者：渡部晃平
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コウチュウ目 ゲンゴロウ科

Hydrovatus stridulus Bistrom 
,,. 

一絶滅危惧 I類 一なし

■選定理由 県内7ヶ所から確認されている。紬倉島からは近年確認されておらす、安

定した固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。体型は卵形で四みがある。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 紬倉島、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。

■鵠地の条件 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

な止水域に生患する。

■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

方法の変化や震薬の使用、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 l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

a
 

•----ii 

渡部晃平
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コウチュウ目 ゲンゴロウ科

Hydrovatus subtilis Sharp 

一絶滅危惧 I類 一準絶滅危惧

■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コロウであるこ

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Pみがある。類似するサメハダマルケシゲ` ノゴロ

ウに比ぺ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。

■李の紐 平野～丘陵部の拙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、ほ場整備による水誉理

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

ダマルケシゲンコロウが混同されている。

●参考文献 332 

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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Haliplus (Liaphlus) sharpi Wehncke 

コウチュウ目 コガシラミズムシ科

一絶滅危惧 1類 ― 絶滅危惧II類

■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。

・漿内分布 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患

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。

■年の シャジクモ類などの餌植物が豊冨な水田地帯および止水域に生息する。

■危険要因 開発による止水城の改変や消失、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. l 44. 287. 325. 336 

渡部晃平

渡部晃平

口
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Omophron aequalis Morawitz 

コウチュウ目 カワラゴミムシ科

一絶滅危惧 I類 一なし

●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 臼山市白峰、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

は生患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

...tを活発に走り回る。灯火にも飛来する。

●鵠地の条件 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、現在はカワラコミムシ矛こに変更されている。

●参考文献 ]98 

井村正行

ー
．

¥
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ヽ

憬本提供者：井村正行
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コウチュウ目 ホソガムシ科

Hydrochus chubu Balfour-Browne et Sato 

一絶滅危頃 I類 一絶滅危惧II類

●選定理由 過去に3ヶ所の生患地が消滅している。近年新たな生息地が3ヶ所発見さ

れたが、 生息地閻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1まく市、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。

●類地の紐 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冨な環境が必要 、`

である。 ロ
●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、侵路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

渡部晃平
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Hydrochus japonicus Sharp 

コウチュウ目 ホソガムシ科

一絶滅危惧 I類 一準絶滅危惧

■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.lmmである。体は細長く、両側はほぽ平行で、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～藍色の金厩光沢を有する。

前胸背には5~6個の凹涌があり、上翅は粗大点刻列を具える。上翅間室の隆起

はチュウプ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。

標本提供者：高羽正治

■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。水中を泳げす、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。チュウプホソガムシ

よりも冨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

コウチュウ目 ガムシ科
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県内の分布

Regimbartia attenuata (Fabricius) 

一絶滅危惧 I類 一なし

■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。

■鵠地の紐 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、ため池や水田の篭理放棄、ほ場整備による

水菅理方法の変化や農薬の使用、街灯の増加、侵略的外米種の侵入が脅威で

ある。

■参考文献 36. 195. 346 

渡部晃平

口

標本提供者：石川県ふれあい毘虫館

県内の分布
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コウチュウ目 カミキリムシ科

Eurypoda (Neoprion) batesi Gahan 

一絶滅危惧 I類 一なし

富沢登

●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す、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、夜問に活動する。

●鵠地の条件 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す、

その保全が重要である。

●危険要因 県内の生患地は、社寺林など10ヶ所程度に点在しているに過ぎす、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す、

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
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コウチュウ目 カミキリムシ科

G/aphyra hattorii (Ohbayasbi) 

一絶滅危頃 I類 一なし

■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（中部地方以束）、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）11..t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
ト旬に出現する。幼虫はアキグミの新しい枯枝を食I_,、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JII敷以外にもあるが、河川敷以外か

らの記録はない。

・也地の条件 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 主たる生患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、個体数の激減が貝られる。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

富沢窒
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Margites fulvidus (Pascoe) 

コウチュウ目 カミキリムシ科

一■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

を挟む福井県と冨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

■国内分布

絶滅危惧 I類 一なし

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。

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c

■生

■祖地の条件

■危険要因

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。

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。

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四が懸念される。

■参考文献 60. 92. 191 

標本提供者：川瀬英夫

井村正行

コウチュウ目 カミキリムシ科
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Necydalis gigantean gigantean Kano 

一絶滅危惧 I類 一なし

■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パチと似

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 臼山麓に生恩する。 し一

●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 7 ニ
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。
ロ

・担他の条件 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、生患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 ：井村正行

O 20 40km ----' 
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Plagionotus pulcher (Blessig) 

コウチュウ目 カミキリムシ科

一絶滅危惧 I類 一準絶滅危惧

■選定理由 全国的に産地が浅少している種で、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。その後は得られす、 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。

■辛函 ブナ科コナラ震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、確実な産地に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

コウチュウ目 カミキリムシ科

口

標本写真：井村正行
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Pseudosieversia shikokensis Hayashi 

一絶滅危惧 I類 一なし

■選定理由 局所的に生息し、本県の記録は1例のみで、固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7J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パ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。

■鵠地の条件 冷湿帯に分布するカツラの大木の存在が生患の条件である。

■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
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Stenygrium quadrinotatum Bates 

コウチュウ目 カミキリムシ科

一絶滅危惧 I類 一絶滅危惧II類

■選定理由 本種は全国的に個体数が激液している。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、隈岐、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、名種広葉樹の新しい枯枝を食するという。

•生の条件 平地～低山帯においで自然環境の農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

すい平野部にあるごとだけでは、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

コウチュウ目 ハムシ科

Plateumaris constricticollis toyamensis Tominaga et Katsura 

口

標本提供者：入場登

生息を確認している

三 。 20 4知

県内の分布

一絶滅危惧 1類 ― なし

■選定理由 県内での生息地はl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

の固体が多いが、青色、紫色、緑がかった青色、赤色がかった個体も現れる。

腔節は赤褐色である。

■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l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。

■生息忠り紐 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。湿地などの閑境改変、植生の遷移、また採集圧も脅威となる。

標本提供者 ：川瀬英夫

■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 

JII瀬英夫
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ハチ目 ヒラタハバチ科

Chrysolyda leucocephala (Takeuchi) 

一絶滅危惧 I類 一情報不足

■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、碩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、石川瞑、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 懸 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。

■鵠地の条に 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

ハチ目 ナギナタハバチ科

Megaxyela togashii Shinohara 

一絶滅危惧 I類 一絶滅危惧Il類

■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節以下は敬珠状となる。

●国内分布 石川県、兵即県、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ーである。

■生 慇 谷JII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。

・毀地の紐 沢沿いに広がるサワグルミ林に生思する。同属の別種le-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
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ハエ目 アミカモドキ科

D四1/erophlebianipponica Kitakami 

一絶滅危惧 I類 一絶滅危惧11類

■選定理由 手取）II水系の2ヶ所（小嵐谷、瀬波）II)から記録されている。小産谷は工事により確認地点までたどり着けす、 2015年に

発見された瀬波）II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）IIにおいて幼虫が確認されている。

■生 態 渭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閻程で、卵の状態で越冬すると推測されてし＇

る。

■鵠地の条件 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）II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

ハエ目 イエバ工科

口

0 20 40km ----' 

下
7
.

~
. 

県内の分布

UI 
E
 

Hydrotaea glabricula (Fallen) 

一絶滅危惧 I類 一絶滅危惧 IB類

■選定理由 石川県では1960年こ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程のこく小型のハエである。体色はわす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 石川県と束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
標本提供者・国立感染症研究所

ない。

■県内分布 過去に、臼山市美}II、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。石川票から

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患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。さらに生患地付近での宅地化、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

口
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ハエ目 キンバ工科

Lucilia (Biifoluci/ia) chini Fan 

一絶滅危惧 I類 一情報不足

●選定理由 本種はl950~1960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、金緑色の小型キンパ工である。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

●県内分布

●生

]960年代までは、栃木県、茨城県、千葉県、東京都、神奈l川県、石川県、福

井県、愛知県、京都府での又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年代になってから百森県や栃木県で生息地が

発見されている。

塁と言贔、河；［ご（二：は 言 巴 戸 ： ロ ニ ニ□
成虫発生時期は5~10月で、年2回発

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m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貝ると、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。

標本提供者：国立感染症研究所

●参考文献 54, 253 

福富宏和
県内の分布

ハエ目 ニクバ工科

“
 

Metopia stackeibergi Rohdendorf 

一絶滅危頃 I類 一なし 雹

●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、石川県や愛知喋、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、 1日北区、中国、モンコルに分布する。

■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。本種はヤドリニクパ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n

●鰭地の条件 海浜植物のある砂浜に生息すると考えられる。

■危険要因 近年行われた調蛋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

写口提供者＇国立感染症研究所

， 

仁ゞ一塁苧忠撃臨;i・
低い
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チョウ目 シジミチョウ科

Niphandafuscafi,sca (Bremer et Grey) 

一絶滅危惧 I類 一絶滅危惧 IB類

■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年の観察以降は発貝されていない。

■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JII 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l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。午前中は活動がに芯

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、ウツギなと低木の多い堤防などが、生患地

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す更新されないことが、本種の減少に影匿していると思

われ、 これは犀JI I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

口

標本提供者 ：吉村久貢
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Balataea octomacu/ata (Bremer) 

チョウ目 マダラガ科

一絶滅危惧 I類 一準絶滅危惧

■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76~21mm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l化で、成虫は6~8月に出現し、昼問に活動する。食草はササ、タケ、ヌ

マガヤが知られている。

■鵠地呻 全国的にみると生息地は明るい草地、湿地、河!II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、慄内では過去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均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 

富沢栞

口

標本提供者 ．富樫一次

生息を確認している
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138 

チョウ目 スズメガ科

Hemaris radians (Walker) 

一絶滅危惧 I類 一絶滅危惧1I類

●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、昼問に活動する。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、票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 ] 05. 264. 306 

富沢章

チョウ目 ヤガ科

Zanclognatha yakushimalis Sugi 

一絶滅危頃 I類 一なし

●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｀屋久品、沖縄諸品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、七尾堀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、保證されている。七尾城趾周辺も当

国は開発のおそれはないと判断される。

●参考文献 238 

冨沢章

~ 
憬本提供者：富沢登

0 20 40km ----' 
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標本提供者：富沢窒

県内の分布



チョウ目 ヤガ科

Cucullia argentea (Hufnagel) 

一絶滅危惧 I類 一準絶滅危惧

■選定理由 国内分布は局地的で個体致が少ない。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。前後翅は銀臼色で、前翅には緑色の網自模様

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0から1.2km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。

■鵠地の条件 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、膜岸工事、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 

冨沢章

標本提供者：富沢塑

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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チョウ目 ヤガ科

Agrotis desertornm Boisduval 

一絶滅危惧 I類 一準絶滅危惧

■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~g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、既知産地はすぺて砂浜海岸や淘岸後菩地、大河川の河口付近

である。海浜樋生が豊冨で、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、生患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 

標本提供者 ．富 沢 窪

冨沢亘

口
生息を確認している
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トンボ目 イトトンボ科

Mortonagrion selenion (Ris) 

一絶滅危惧n類 一準絶滅危惧

●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l1~16mmの小さいイト トンポである。成熟

オスは体の前半が黄緑の地に黒紋、後半は橙赤色で芙しい。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問などで活動してい

るが、目立たない。

●鵠地の条件 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、丘陵問の休耕田は放置さ

れて乾燥して草原となって生患地が消失する傾向にある。

●参考文献 ] 46. 222. 319. 333 

武藤明

写真提供者：西原昇吾

0 20 40km ----' 
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トンボ目 イトトンボ科

Cercion sexlineatum (Selys) 

一絶滅危頃II類 一なし

●選定理由 喫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。セスジイトドノボに似る

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）、紬倉

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ポ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

口

写真提供者：富沢窒
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Asiagomphus pryeri (Selys) 

トンボ目 サナエトンボ科

r-~~ 芸

一絶滅危惧11類 一準絶滅危惧

ヘ ~ 

、;-• 三

■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。冨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

でも生恩が確認されている。

■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隧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JII床ならしの影響も大きい。

■参考文献 l. 212. 228 

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

~- O 20 40km 

, I ----, 
県内の分布

下
7
.

~
. 

トンボ目 サナエトンボ科

Davidius moiwanus taruii Asahina et Inoue 

一絶滅危惧1I類 一なし

■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匿が危惧

される。

■形 態 腹長22~32mm、後翅長21~2Bmmの小型のサナ工。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 冨山嗅北西部の低山帯、福井、滋賀、京都府、 兵鹿、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。

■鵠地の条件 幼虫が育つためには、低山帯のゆる＜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

富 沢 窪

□
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トンボ目 サナエトンボ科

Nihonogomphus viridis Oguma 

一絶滅危惧n類 一なし

●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節が著しくひろがつて、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。

●鵠地の条件 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

水が流入せす、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患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、下流は水霞が減ったり、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 ]46, 217 

武藤明

口

標本提供者：武藤明

県内の分布

トンボ目 ヤンマ科

Aeschnophlebia /ongistigma Selys 

一絶滅危頃II類 一準絶滅危惧

●選定理由 廃田などで一時固復しかけたが、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。

●也地の紐 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
口

富沢窒
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トンボ目 トンボ科

Nannophya pygmaea Rambur 

一絶滅危惧11類 一なし

■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、アカトンポ（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•臼山田 ・蓮代寺、

金沢市大額•住吉新保・タ日寺 ・俵 • 榎尾·医王山、． 津幡町、 宝達志水1BJ、 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。

■頸地の条件 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

富 沢 塑

口
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トンボ目 トンボ科

Sympetrum croceolum Selys 
~ 

匿
1---~ 

一絶滅危惧1I類 一
~ 

なし

■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 トンポである。

■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 加賀市冨塚町、白山市相）II、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10~1l 

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患する。

■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、道路建設などで生患地が消滅する。摂食空間である林野の

汚染なども影四を及ぽす。

■参考文献 220. 222 

武藤明

塁
富 沢 窪

口
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バッタ目 コオロギ科

Teleogryllus yezoemma kawara (Ohmachi & Matsuura) 

一絶滅危惧n類 一なし

●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（南限は和歌山照）。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、臼山市、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嗚く。エンマコオロギと混生している場合があ

るが、喝き声は大きく異なる。

●鵠地の条件 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. kawaば (Ohmachi& Matsuura)に分けられている。

●参考文献 l 49. 192. 297 

嶋田敬介

岨田敬介

口

県内の分布

バッタ目 ヒバリモドキ科

Caconernobius sazanarni (Furukawa) 

一絶滅危頃II類 一なし

●選定理由 県内では、輪島市の離島にのみ生息していて、本士では確認されていな

い。生息地は謡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g、伊豆諸品、対馬、奄美大島に分布する。

●県内分布 輪島市の紬倉島、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

海岸には生恩しない。

■危険要因 紬怠島には現在、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 

富沢窒

冨沢章
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バッタ目 バッタ科

Shirakiacris shirakii (Bolivar) 

一絶滅危惧11類 一なし

■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l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。イネ科を食ぺるが、動物食の観察例もあ

る。

■鵠地の条件 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 741. 329 

渡部晃平

標本提供者：渡部晃平

Appasus japonicus Vuillefroy 

カメムシ目 コオイムシ科

一絶滅危惧1I類 一準絶滅危惧

■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、悶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、力a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冨な池沼、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 l 55. 292, 336 

渡部晃平

口
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Xenocorixa vittipennis (Horvath) 

カメムシ目 ミズムシ科

一絶滅危惧II類 一準絶滅危惧

西原昇吾

■選定理由 全国的に液少傾向にある。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.lmm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。背申は淡黄色で強い光沢があり、前翅の多少ともイ＜規

則な多数の黒色線条は他の大形ミズムシ類に比ぺて明瞭である。

■国内分布 本州、四国、九州に分布する。

■県内分布 加黄市、宝達志水町、羽咋市、志貧町、七尾市に分布する。

■生 懸 小昆虫を捕食する。成虫は夏から秋にかけて恒体数が多く群生する。灯火に

も飛来する。

■鵠地の条に 平野～丘陵部の水生植物が豊冨な池沼などの止水域に生息する。餌生物が豊

冨に生息するごとが必要である。

■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。外釆

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

カメムシ目 マルミズムシ科

Paraplea indistinguenda (Matsumura) 

口
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一絶滅危惧n類 一なし

●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患環境の悪化が懸念される。

■形 態 体長l.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、羽昨市、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。

・毀地の紐 平野部～丘陵部の植生が豊冨な池沼、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、ため池の誉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。 口

標科是供者：渡部晃平

■参考文献 51. 273. 286. 327. 336 

渡部晃平

限内の分布
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カメムシ目 カタビロアメンボ科

Xiphovelia japonica Esaki et Miyamoto 

一絶滅危惧II類 一準絶滅危惧

■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l.5~2.2mmである。体は萎形で黒色、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。
標本提供者：渡部晃平

■県内分布 穴水町、宝達志水町、小松市の各1ヶ所に生患するc

■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、

滋賀嗅の調査では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。

■生息芯の条件 流れ込みのある池沼や河川などに生患する。

●危険要因 開発による水域の改変や消失、ため池の菅理放棄｀トガリアメンポなどの侵

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

コウチュウ目 オサムシ科

口
生息をil認している
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Pterostichus uedaorom Morita et Hirasawa 

一絶滅危惧II類 ― なし

■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、固体数が少

ない。また、不安定な環境に生患することや採集Eなどの不安要因もある。オ

オズナガコ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l6~19mm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 石川票、富山照（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。

・年の 標高550m以上の小石の堆積した不安定な斜面という、特殊な環焼に生患す

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屈と

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：井村正行

口
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コウチュウ目 オサムシ科

Scarites (Scarites) sulcatus sulcatus Olivier 

一絶滅危惧II類 一準絶滅危惧

■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。
標本提供者：石川県ふれあい昆虫館

●県内分布 加黄市から志賀町までの砂浜海岸に生患地が点在している。

■生 懸 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

●鵠地の条に 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、死亡困体が

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、特に影唇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

コウチュウ目 ゲンゴロウ科

□
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ヽ C 
Agabus browni Kamiya 

一絶滅危惧n類 一なし

■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l0.0~ l l .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。

・毀地の紐 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。

標本提供者：富沢章

口●参考文献 43. 28 l , 299. 345 

渡部晃平
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コウチュウ目 ゲンゴロウ科

Allopachria flavomaculata (Kamiya) 

一絶滅危惧II類 一情報不足

■選定理由 県内の生息地は局地的である。各河)II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JII改修や水阿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。体型は短楢円形で上翅は黒く、黄紋をそなえ

る。この横紋の数には変異があり、 3タイブが知られている。

■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、能芙市、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。

■李の紐 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、水臼の悪化、渇水、土砂の堆積、森林伐採が晉

威である。

■参考文献 l 66. 299. 320. 336. 340 

渡部晃平

渡部晃平

コウチュウ目 ゲンゴロウ科

口
生息をil認している

県内の分布

Copelatus teranishii Kamiya 

一絶滅危惧II類 ― なし

■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。

・漿内分布 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患し、熙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。

■李の却 樹木や草本に囲まれた小規模な水城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

標本提供者：渡部晃平

県内の分布
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コウチュウ目 ゲンゴロウ科

Hyphydrus japonicus Sharp 

一絶滅危惧n類 一準絶滅危惧

●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、涅地、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、栖生遷移の進行や侵略的外

来種の侵入により環埓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、生患環境を保全しつつ、生態の解明、

侵路的外来種の排除、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

口

渡部晃平

‘’ 
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コウチュウ目 ゲンゴロウ科

Hyphydms laeviventris Sharp 

一絶滅危頃II類 一絶滅危惧II類

●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患する。

●危険要因 池沼、湿地の開発による消失、ため池の菅理放棄、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患地では、ため池2ヶ所に侵入し

たオオクチパ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

口

標本提供者：西原昇吾
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コウチュウ目 ゲンゴロウ科

Laccophilus kobens応Sharp

一絶滅危惧II類 一準絶滅危惧
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コウチュウ目 ゲンゴロウ科

laccophilus /ewisius Sharp 

一絶滅危惧II類 ― 絶滅危惧II類

■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、背画な黄褐色で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。

・漿内分布 珠洲市、志賀町、七尾市、能登島、中能登町、宝達志水町、津幡IHJ、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。

■年の 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

生患する。

■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

墨-
戊9

＂ ~~ 璽標本提供者：渡部晃平
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コウチュウ目 ミズスマシ科

Gyrinus (Gyrinus) gestroi Regimbart 

一絶滅危惧n類 一絶滅危惧 IB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□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盟冨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。

■鵠地の条件 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 1176. 343 

渡部晃平

7,:,,. 鼻ヽ
,1 ;~~、Ji
.. ~ 

憬本提供者：渡部晃平
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コウチュウ目 ミズスマシ科

Gyrinus (Gyrinus)japonicus Sharp 

一絶滅危頃II類 一絶滅危惧II類

• .L'-—-— • . ・禰 !:-.." 
●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す、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麗種

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、臼山市、能美市、小松市、加賀市から記録

がある。

●生 態 成虫は水面卜に見られ、落ちた毘虫などを捕食する。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 
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コウチュウ目 コガシラミズムシ科

Haliplus (Liaphlus) ova/is Sharp 

一絶滅危惧11類 一なし

■選定理由 止水域に生息するHalipus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繍があ

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。

：：； :: 『戸二:フご生「~:1l~管理放棄、侵略的外来種の侵入力：ロ

■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
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コウチュウ目 ガムシ科

Hydrochara a/finis (Sharp) 

一絶滅危惧1I類 一情報不足

■選定理由 県内の産地は、紬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。2070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、紬怠島、能登町、穴水町、志賀町、七尾市、能登島、羽昨

市、宝達志水町、内灘町、金沢市、臼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＾

■坦謀の条件 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腰薬の使用、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
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コウチュウ目 クワガタムシ科

Aegus laevicollis subnitidus Waterhouse 

― 絶滅危惧1l類 一なし

■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敗が極めて少ない。

■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 喋内からは小松市、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。プ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。

■類地の条件 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
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コウチュウ目 クワガタムシ科
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県内の分布

一絶滅危惧1l類 一なし

■選定理由 生息域が標高l.OOOrn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30~55rnm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。 冨沢翠

■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、1B尾口村）の臼山山系山地帯に生患する。臼山の国立公園内

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。

・鯉地の条件 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 

福冨宏和

口
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コウチュウ目 コガネムシ科

Anthracophora rustico/a Burmeister 

一絶滅危惧11類 一情報不足

■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、四固、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JII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ピ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 トや糞などを餌臼源として利用

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 各種の凋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

渡部晃平

コウチュウ目 ヒメドロムシ科

~- O 20 40km 

, I ----, 
県内の分布

下
7
.

~
. 

Leptelmis gracilis Sharp 

一絶滅危惧1I類 一絶滅危惧II類

■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と

の影響を受けやすい。県内での確認地点は少なく、本種の生患に適した環境も多くな

い。
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●形 態 体長2.4~2.Bmm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翌冨な河川中・下流域に生息する。

■危険要因 河川環坑の改変、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。

標本提供者：渡部晃平

■参考文献 41. 283. 342 

渡部晃平
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コウチュウ目 ヒメドロムシ科

Pseudamophilus japonicus Nomura 

一絶滅危惧II類 一絶滅危惧□類
■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l頭すつの幼虫が発見されているにすぎない。生恩地

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。

■票内分布 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

の根が豊冨な環境で見られる。

■危険要因 河川環境の改変、ダム建設、水団の悪化、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 l 66. 322. 342 

渡部晃平

口

標本提供者：渡部晃平
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コウチュウ目 タマムシ科

Agrilus cupes Lewis 

一絶滅危惧n類 一なし

■選定理由 パ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

屈光沢があり、腹部側も黒色の金屈光沢がある。

■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(1B鶴来町、旧臼蜂村）の2地点から記録があるのみである。臼峰地

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。

■鵠地の条件 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。パイカウツギは本来、がけ崩れや倒木後のギャッブに生

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、パイカウツギの生育

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 

福冨宏和
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福冨宏和
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コウチュウ目 タマムシ科

Agrilus japanocarinatus Ohmomo 

一絶滅危惧II類 一なし

■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。体色は庖金色をしており、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（扇隆線）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。

■漿内分布 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。

■李の紐 主な寄主楢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

標本提供者：福冨宏和
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コウチュウ目 タマムシ科

Agrilus koyoi Ohmomo 

一絶滅危惧II類 ― なし

■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.l~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、若干の金屈光沢がある。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。

■祖屁の紐 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

ズパ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 

福冨宏和

標本提供者：福冨宏和
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コウチュウ目 タマムシ科 ＂． 
【一

Agrilus planipennis Fairmaire 

一絶滅危惧II類 一なし

■選定理由 生息環境が特殊で、発生地はlヶ所しか知られておらす、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ll .5~ l 5.0mm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

びた薔色で金属光沢があり、非常に実しい。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。

標本提供者：福冨宏和

■生 懸 成虫は6~8月にかけて、ヤチダモやアオダモ類のスウノーピングで得られる

が、本喋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。

●鵠地函 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 

福宮宏和

□
 

県内の分布

コウチュウ目 タマムシ科

Nipponobuprestis (Nipponobuprestisia) querceti (E.Saunders) 

一絶滅危惧n類 一なし

●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。オスは腹部末咄節が三角に挟ら

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 加袈市、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衷弱部を摂食し、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。

■辺地の紐 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、しかもこ゜く限られた場所のため、道路

の拡張などの生患環境の改変が、涸体群の消滅につながつてしまう。また、

伐採や開発等による生患地の消滅が危惧される。平野部から里山に残存する

工ノキの大木の保全と本種の生恵調査が必要である。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 

福冨宏和
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コウチュウ目 コメッキムシ科

lschnodes sanguinicollis maiko W.Suzuki 

一絶滅危惧II類 一■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願な赤色、 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節と肢部は多少とる暗赤褐色である。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。

■回内分布 北海道、本州に分布する。

・禁内分布 白山市(I日尾口村）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。

■傘碑 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す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

なし

コウチュウ目 カミキリムシ科

＼
 ＇

 標本提供者：江崎功二郎

生息を確認している

三 。 20 4知

県内の分布

Leptoxenus ibidiiformis Bates 

一絶滅危惧II類 ― なし

■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

発等により生患地が狭小化している。

■形 態 体長はll~l5mm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、 l」屯公市に分布する。

■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。

■祖比の紐 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

富沢章
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Pachypidonia bodemeyeri (Pie) 

コウチュウ目 カミキリムシ科

一絶滅危惧II類 一なし

■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、生恩地が限られ

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。

標本提供者：江崎功二郎

■票内分布 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＝グルミの樹洞からも採集された

ことがある。

■鵠地函 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

切らす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

な工事は避けるぺきである。

■参考文献 60, 64 

江崎功二郎

コウチュウ目 カミキリムシ科

Paramenesia kasugensis (Seki et Kobayashi) 

口

0 20 4tl<m --- —, 
県内の分布

一絶滅危惧n類 一なし

●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B~llmmである。前胸背板はほぽ円筒。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

かわすかに裁断状、背面は基部が喝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。

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、葉脈を葉衰

から線状に後食する。クマシテ、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。

■辺地の紐 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

とが霞要である。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、生患地は2ヶ所のみで局所的で

ある。定着が確実な加賀市の生患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。生恵地の保全維持が種の保全には五要である。

■生

■参考文献 12. 109 

江崎功二郎

ロニ

標本提供者・江崎功二郎

0 20 4ll<m 
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Saperda alberli Plavilstshikov 

コウチュウ目 カミキリムシ科

一絶滅危惧11類 一なし

■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月にプ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。

■頸地の条件 幼虫は比較的太い材を食するため、プ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 生息地が臼山国立公園内にあることから、環均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、臼山U」

系における調査が必要である。

■参考文献 60 

江崎功二郎

コウチュウ目 カミキリムシ科

口

標本提供者：江崎功二郎

0 20 40km ----' 
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Tetropium castaneum (Linnaeus) 

一絶滅危惧1I類 一なし

■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。本票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c 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 臼山市の臼峰百万貫岩、釈迦林道に分布する。 レ

■生態 王』；：言言'."::は::~、し忍；二竺';;::~ロ
■坦謀の条件 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：入場登

県内の分布
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Chrysolina virgata (Motschulsky) 

コウチュウ目 ハムシ科

一絶滅危惧n類 一準絶滅危惧

■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す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塊に生える

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。

1鵠地の条件 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 

) II瀬英夫

Donacia nitidior (Nakane) 

コウチュウ目 ハムシ科

口

一絶滅危頃II類 一なし

●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。上翅は金厩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 7.l<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。

●頸地の条件 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 

) II瀬英夫

憬本提供者：川瀬英夫

県内の分布

標本提供者：川瀬英夫
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コウチュウ目 オトシブミ科

Byctiscus rugosus (Gebler) 

一絶滅危惧II類 一なし

■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。前腔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

状の揺藍を作る。

■生息芯の条件 ホストはポブラ、 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。生恩域が山地の河

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

ハチ目 ギングチバチ科

Bembix niponica niponica Smith 

一絶滅危惧II類 ― 絶滅危惧II類

■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、重要な生患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、ヰ

脚、後脚は黄色である。頭部の上唇が長く伸びており、ハナダカパチの名

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 津幅IBJや白山市（旧鳥越村）の他、加賀市坦屋海岸、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パチで、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パチから給餌を受ける。

■祖屁の紐 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、砂地環境が整つていれば、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： JII瀬英夫

生息を確認している
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県内の分布

石川卓弥
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ハチ目 ギングチバチ科

Stizus perrisi Dufour 

一絶滅危惧II類 一絶滅危惧□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パチで、ショウリ ョウパッタ毛ドキ等のパッタ類を捕獲

麻酔し、幼虫の餌とする。

■生砒の条件

■危険要因

■参考文献

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。

本種は主に海浜や河川敷に生息しているため、護岸工畢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。

81. 83. 231. 250 

石川卓弥

□
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ハエ目 ニクバ工科

Sarcophi la japonica (Rohdendorf) 

一絶滅危惧n類 一絶滅危惧Il類

■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、 ニクパエの中では小型である。胸部の3本の縞

模様は不明諒でオスの第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 石川限、忌取県、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1BJ、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パ工で、海浜植物帯に生息する。成虫は6~9月まで見ら

れる。

■祖批の紐 海浜植物帯が発達している広大な砂浜に生恩していて、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、海岸砂丘はいす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、本種の生患地は確実に減少している。

■参考文献 30. 108. 311 

冨沢睾

富沢 章
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チョウ目 セセリチョウ科

Aeromachus inachus inachus (Menetries) 

一絶滅危惧II類 一絶滅危惧 1B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。裏回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す、手取JII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。

■傘碑 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

吉村久責

Zizina eme/ina terukoae Kimura 

チョウ目シジミチョウ科

一絶滅危惧II類 ― 絶滅危惧IB類

■選定理由 シルピ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IN巽点がある。普通に観察できるヤマトシジ

ミに良く似ているが、吝面の小黒点の位置で区別できる。

■国内分布 シルピアシジミは、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、輪島市から志費町の旧冨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、海岸の断崖部や岩礫地、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。

■也孜切紐 海岸の断窟部や岩礎地、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

わっていない断壼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. 727 

松井正人
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チョウ目 シジミチョウ科

Phengaris teleius hosonoi (A.Takahashi) 

c::; 

一絶滅危惧n類 一絶滅危惧1I類

名

●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ぺて成長するため、生息地は局限される。

●形 態 闘張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 臼山周辺の大長山•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、概ね標蕎l.OOOm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、幼虫が食ぺ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

などの微妙なパランスで維持されている。小さな変化でも生息環焼が崩され

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 ] 18, 150 

松井正人

吉村久貢

． 
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Plebejus argus rnicrargus (Butler) 

チョウ目 シジミチョウ科

一絶滅危頃II類 一準絶滅危惧

■選定理由 全国的に減少し、粟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）II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、駐車場にと真つ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巽なる環境で多数観

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年も謎続している。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、カテコリーは絶

滅危惧1I類に留め、記述内容は踏襲した。

■参考文献 122 

松井正人

松井正人

口
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チョウ目 シジミチョウ科

Plebe/us subsolanus yarigadakeanus (Matsumura) 

一絶滅危惧11類 一絶滅危惧11類

■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。オスの翅表は灰胃色、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～妙高運峰、白山山系に分布する。いす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JII、丸石谷に生恩地が多く 、臼山臼川郷ホワイト

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l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。

■祖地の条件 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 179. 750 

松井正人

吉村久黄
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チョウ目 タテハチョウ科

Neptis alwina (Bremer et Grey) 

一絶滅危惧1I類 一なし /
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■選定理由 加賀地方で観察されているが、近年、観察敬が激減している。

■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、山閻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月にかけて山岡地のウメなどが栽培されてい し一
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

ばたかすに滑空する。リョウブなどの白色の花で吸蜜する他、獣糞にも集ま ~":.__ 

り、地卜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
ロ

小枝の分岐である。

・生息地の条件 膜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

竹谷宏二
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チョウ目 ツトガ科

Aglaops a/bipennis Inoue 

一絶滅危惧II類 一なし

■選定理由 護岸工甲等によって海浜梧物帯が破壊され、生息地が浅少している。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 石川票以南の本州、 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 懸 成虫は7月上旬~9月前半に出現し、ハマコウ群落から離れることはない。幼

虫はハマコウの花を食ぺ7月中旬~9月前半まで見られる。老熟幼虫は葡勾

茎に付くマコの中で越冬する。

●生地の条件 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 砂浜海岸は護岸工串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

金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 

冨沢章

Hesperumia babai Sato 

チョウ目 シャクガ科

一絶滅危惧n類 一なし

■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。前後翅は灰褐色で検脈紋が常に明瞭

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 慇 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

期間で終患する。幼虫の食草はマルパマンサクが知られている。

・毀地の紐 県内では限られた低山地の＝次林から得られている。食樹のマルパマンサク

が多いにもかかわらす、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、現在の自然覆境を維持することが重要である。

■参考文献 78. 169. 298 

冨沢章

口
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チョウ目 スズメガ科

Acherontia styx medusa Moore 

一絶滅危惧II類 一なし

■選定理由 過去25年問の記録は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（関束以西）、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 l化と思われる。成虫1ふ8月に出現している。幼虫I~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。

■李の紐 県内では低山地で得られている。本種は栽焙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、人為的影四によって個体数が増減する可能性があ

る稲といえる。

■参考文献 264 

富沢章

標本提供者：富沢奎

生息を確認している
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チョウ目 ヒトリガ科

Eilema fi1scodorsalis (Matsumura) 

一絶滅危惧II類 ― 準絶滅危惧

■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。夏型の前後翅は淡し9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、I」屯洞了、志貧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

生えるわらぷき屋根の震家でよく発生していたといわれる。

■祖炭碑 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 

冨沢栞

標本提供者：富沢章
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Caloca/a nagioides Wileman 

チョウ目 ヤガ科

一絶滅危惧II類 一準絶滅危惧

■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｀本種の生患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IBJ、輪島市、珠洲市の海岸近

くに局在しているのでごれらの地域ではカシワ林の保全を優先すぺきであ

る。

■参考文献 78. 276. 290 

富沢章

口

標本提供者：冨沢 草

生息を確認している
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チョウ目 ヤガ科

Oncocnemis campicola Lederer 

一絶滅危惧n類 一なし

■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＝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l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

クが食草である。

■祖批の紐 食草であるイワシモッ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 生恩地の蛇谷周辺は白山白JII郷ホワイ トロー ドが通っているが、今後は開発

行為を恒むべきである。

■参考文献 258, 264 

冨沢睾

ロニ

標本提供者：富沢 章
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チョウ目 ヤガ科

Chi/odes pacificus Sugi 

一絶滅危惧II類 一絶滅危惧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l7~26mm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。

■漿内分布 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。

■祖むの紐 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、低涅地は護岸工事、埋

め立て、宅地化等の開発行為、廃[Illさ乾燦化が進むおそれがある。

■参考文献 262, 302 

富沢章

標本提供者：富沢奎

生息を確認している

三 。 20 4知

県内の分布

チョウ目 ヤガ科

Capsula aerata (Butler) 

一絶滅危惧II類 ― 絶滅危惧II類

■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渇色で、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

渇色である。

■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、羽昨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。

■祖屁の紐 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 

冨沢童

口

標本提供者 ：富沢章

生息を直認している
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チョウ目 ヤガ科

Plusilla rosalia Staudinger 

一絶滅危惧II類 一絶滅危惧□類
■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JII敷に生息

し、食草はヤナギタデである。

■鵠地の紐 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、低涅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

□
 

標本提供者：冨沢 草

生息を確認している

県内の分布

チョウ目 ヤガ科

Jodia sericea (Butler) 

一絶滅危惧n類 一準絶滅危惧

■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 慇 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

生患し、食草はクヌギである。

・毀地の紐 クヌギやコナラの管理された明るい＝次林にすむ。

■危険要因 里山は＝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 

富沢草

標本提供者：富沢 章

口
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チョウ目 ヤガ科

Orthosia nigromaculata (Hone) 

一絶滅危惧11類 一なし

■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、ナッグミを食草とする。

■生の条件 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

□
 

標本提供者：富沢 塑
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トンボ目 アオイトトンボ科

Sympecma paedisca paedisca (Eversmann) 

一準絶滅危惧 一なし

■選定理由 生息地、個体致とも非常に少なく、開発や汚染の影響も受けやすい。

■形 態 腹長26~3lmm、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IIIJI」＼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ぽす。

■参考文献 217, 222 

口

標本提供者 ．武 藤 明
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トンボ目 ムカシトンボ科

Epiophlebia superstes (Selys) 

一準絶滅危惧 一なし

■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、体型はサナエトンポ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!II支流、宝達山麓、石動山、町野町鈴屋川などで記録があ

る。

富沢登

●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ぷ。 メスは岸辺のウワパミソウ、フキ

なとの茎にラセン状に産卵する。

●鵠地の条件 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 ] 46. l 61 . 21 5 

Aeschnophlebia anisoptera Selys 

トンボ目 ヤンマ科

武藤明

一準絶滅危惧 一準絶滅危惧

■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す太い棒状である（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、冨山喋の乱橋池などにも生息する。

■県内分布 lj¥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JII、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、複尾）、志賀町久喜などでも確認されている。

■生 態 平地～斤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。

・也地の条件 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

は閻接の影響が及ぶ。

■参考文献 215. 222 

武藤明

口
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トンボ目 エゾトンボ科

Epilheca marginata (Selys) 

一準絶滅危惧 一なし

■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 金緑色のエゾトンポの仲間だが、黄色の地に黒条があり、腹部もあまり＜

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、九州に生患するが、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）、七尾市ニッ

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、ジェリー状のひもの中に並んでいる。

■頸地の条件 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、ピニールシート張り、ブルーギルなどの繁殖、周

辺の林野の伐開などが脅威である。

■参考文献 146. 223 

武藤朗

富沢 塑

Cordulia aenea amurensis Selys 

トンボ目 エゾトンボ科

一準絶滅危惧 一なし

■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｛寸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、岐阜県白鳥町村閻ヶ池が南限で

ある。

■県内分布 臼峰の明谷）II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涅原で育ち、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胴する。

■鵠地の条件 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

や雰雨のため乾燥化傾向にある。

■参考文献 218. 222 

武藤明

口

口
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Leucorrhinia dubia orientalis Selys 

トンボ目 トンボ科

一準絶滅危惧 一準絶滅危惧

■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、唇本数も多くない。

■形 態 腹長20~25mm、後翅長25~30mm、顔面が白く、体は黒い。成熟才

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恩する。

■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8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。

■鵠地の条に 植生の豊かな高層湿原（有機酸性のミズゴケ湿原）の池晒。

■危険要因 翌山溢の建設や、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

冨沢 草

カワゲラ目 トワダカワゲラ科

口

県内の分布

Scopitra montana Maruyama 

一準絶滅危惧 一なし

■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。水生牛

活をするため腹部末端に環状認を持つ。

■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、臼山市、金沢市、宝達志水町から記録がある。

■生 態 水温10℃前後の冷水域の済流で、水の湧き出しているような場所や、JII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。

■鵠地の条件 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 遵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

患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

平松新一
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ゴキブリ目 オオゴキブリ科

Panesthia angustipennis spadica (Shiraki) 

一準絶滅危惧 一なし

■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37~4lmmで、漆黒色の体表は硬く、各脚の腔節などに多数の顕

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 生活史のほぽ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、モミなとの針葉樹、スダジイなどの広葉樹の立枯木や倒木に多い。他の

ゴキプ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。

■祖地の条件 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
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カマキリ目 カマキリ科

Aman/is nawai (Shiraki) 

一準絶滅危惧 一なし

■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l2~18mm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す、雌雄ともに翅は短く痕跡的

で、飛ぷことはできない。

■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、加賓市で記録

がある。

■生 態 年l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

床の落葉の卜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。

・担他の条件 落葉が豊冨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頂要である。

■危険要因 本種は飛ぶことができす、移動能力が低いため、森林開発によって生患地が

失われると絶滅してしまう可能性が高い。また、生患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
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カマキリ目 カマキリ科

Mantis religiosa (Linnaeus) 

一準絶滅危惧 一情報不足

■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

■国内分布

●県内分布

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。

北海道本州•四国・九州から八重L.lJ列島（石垣島西表島波照聞島与那国島）まで

広く分布する。

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

●参考文献 1149. 275 

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。

●鵠地の条件 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。

嶋田敬介

口
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バッタ目 コオロギ科

Milius minor (Shiraki) 

一準絶滅危惧 一なし

●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、種子品に分布する。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、リッと短く切って嗚く。

●也地の紐 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繋

境としている。生息地は廃田、湿地周辺の草地、河）II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。生恩地の一つである廃田も乾燥化が進

みつつある。

●参考文献 1130. 277. 305 

富沢章

富沢窒
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バッタ目 マツムシ科

Oecanthus euryelytra Ichikawa 

一準絶滅危惧 一なし

■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、臼山市、）II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、りーリーと切って嗚く。

■鵠地の条件 沿岸部の海浜植物帯や手取JII河川敷の明るい草地が生息適地で、水田地帯の

平野部や丘陵池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し’

る。また、手取JII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 
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バッタ目 ヒバリモドキ科

Natu/a matsuurai Sugimoto 

一準絶滅危惧 一なし

■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、九州やその離品に分布する。

■県内分布 白山市、金沢市、内灘町、羽咋市、七尾市、綸島市で記録があり、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、昼間夜閻を問わす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JII敷等の湿った草地にすんでいるが、一生患地の

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 
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バッタ目 ヒバリモドキ科

Dianemobius csikii (Bolivar) 

一準絶滅危惧 一なし

●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、生患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、特に夜問「ジ一

ジー」と比較的大きな声で嗚き、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。

●鵠地の条件 おもな生息地は海浜植物の羅冨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、生患環境が悪

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 ]49, 187 

嶋田敬介
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バッタ目 ササキリモドキ科

Xiphidiopsis albicornis (Motschoulsky) 

一準絶滅危惧 一なし

●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。

●類地の紐 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＝次林は減少しつつある。

■参考文献 78, 267. 289 
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バッタ目 バッタ科

Oxya japonica (Thunberg) 

一準絶滅危惧 一なし

■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 l7~40mm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。コパネイナ

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 羽昨市、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l化で、成虫はB~ll月に出現する。飛翔傾向が強く、イネ科植物を摂食

する。コバネイナコと混生している場合がある。

■生息地の紐 水田や湿地周辺の草地、海岸の草地に生息する。石）II県では河北潟周辺が最

も大きな生息池である。

■危険要因 緩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 
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バッタ目 バッタ科

Gonista bicolor (de Haan) 

一準絶滅危惧 一なし

■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＜頭部は三角にとがり、後翅は透明である。ショウリョウ

パッタに似るが、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、南西諸品などに分布する。

■県内分布 羽昨市や金沢市、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

生した草地に生恩する。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

れている所に生患することから、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 
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バッタ目 バッタ科

Epacrorniusjaponicus (Shiraki) 

一準絶滅危惧 一なし

岨田敬介

■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。

●鵠地の条件 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患環境が悪化してい

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 1149. 188 

嶋田敬介
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口
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nッ'Pelimorphajaponica Ishihara 

一準絶滅危惧 一絶滅危惧II類

●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。

●頸地の条件 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、従来の生息環埒「低地の湿地周辺のチガヤ」での調査が進んでお

らす、この湿地性環境の保全と調査が望まれる。

と＇ 
江口元窒

●参考文献 llO. 11. 57 

JII瀬英夫

口
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カメムシ目 タイコウチ科

Laccotrephes japonens;s Scott 

一準絶滅危惧 一なし

■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 1., 

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8IJ、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、成虫ともに水生毘虫などを捕

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。

■生息地の紐 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83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日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 1 52. 300. 336 

西原昇吾

西原昇吾
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県内の分布

Ranatra unicolor Scott 

カメムシ目 タイコウチ科

一準絶滅危惧 一なし

■選定理由 平野部を中心に全国的に生患地が減少傾向にある。票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（呼吸筐を除く）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213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限

収する。水中では浮葉栢物や抽水栢物の間で静I卜していることが多い。水中

で越冬する。

・担他の条件 平野～丘陵部の、植生の豊冨で比較的深い潟湖、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

□
 

標本提供者．富沢窪
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カメムシ目 アメンボ科

Gerris (Macrogerris) yezoensis Miyamoto 

一準絶滅危惧 一なし

●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ポによく似ており、外貝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 臼山市の臼山亜高山帯•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。

●鵠地の条件 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 ヤスマツアメンポ、 コセアカアメンポ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

平松新一

口

県内の分布

アミメカゲロウ目 クサカゲロウ科

Semachrysa matsumurae (Okamoto) 

一準絶滅危惧 一なし

●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ll月に得られている。生活史などは不明である。

●鯉地の条件 平野部のよく保全されている照葉樹林内に生患する。

●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 U5. 238. 313 

標本提供者：富沢窒

富沢章

， 

仁ゞ一塁苧忠撃臨;i・
低い
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アミメカゲロウ目 ウスパカゲロウ科

Heoclisisjaponica (Hagen) 

一準絶滅危惧 一なし

■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 一

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。

■鵠地の条件 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、震耕地化、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 

冨沢章

コウチュウ目 オサムシ科

口
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Hemicarabus tubercu/osus (Dejean et Boisduval) 

一準絶滅危惧 一準絶滅危惧

■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ヶ所から少敬個体が採集

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震光沢をおびる。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し‘

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、他県では河原の室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現の悪化が種の仔在を脅かしている。石川喋内の生

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

口

'
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標本提供者 ．平松新一
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コウチュウ目 オサムシ科 月
Harpalus (Harpalus) solitaris Dejean 

一準絶滅危惧 一なし

■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。前胸背板塞部にしわ状の点刻があ

り、後角は丸い。肢は腿節が黒く、腔節先端も暗色を呈する。

●国内分布 北海道、束北地方、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。
標本提供者．平松新一

■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 懸 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。

■鵠地の条に 風衝地のような岩礫が多い場所を好む。

■危険要因 生息地が臼山の商標商地であるために、現時点では生患地哀境が悪化するこ

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

コウチュウ目 オサムシ科

口

県内の分布

Platynus takabai (Habu) 

一準絶滅危惧 一なし

●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 休長15mm程度で，黒色で平たい体形をしている。頭邪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、記銀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、羽昨市の湿地で記録されている。

■生 態 成虫は湿地、休耕田、池の縁に生患していて、草の上や低木上で活動する。

岩や土の割れ自、 朽ち木で成虫越冬する。

■生の 紐 湿地や草地などの明る＜開lブた環境を好む。

■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：石川曝ふれあい昆虫館
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コウチュウ目 オサムシ科

Cicindela (Cicindela) gemmata aino Lewis 

一準絶滅危惧 一準絶滅危惧

■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Jll・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。

■生息地の紐 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JII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患地が失われ、個体数が減少している可能

性がある。

■参考文献 l 82. 186. 31 7 

嶋田敬介

羞

｀ 標本提供者 ：岨EB敬介
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コウチュウ目 オサムシ科

Cicindela (Sophiodela) japonica Thunberg 

一準絶滅危惧 一なし

■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、赤胃、緑色に輝く美麗で特徴的な種であり、他種と

閻違える事はない。

■国内分布 本州四国、九州、対馬、種子品、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、能芙市、小松市から記録がある

が、現在の確実な生患地は薮ヶ所しか知られておらす、今後の調査が必要で

ある。

態 日当たりの良い草の生えていない膜道山道、空地、砂地の川原などでよく L._ 

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、悶:~悶::度ご悶二：物が近づくと襲いかかって穴の中に ロ

■生

写真提供者：石川県ふれあい毘虫館

■坦謀の条件 低山地において草の生えていない広い裸地空閏の存在することが霞要であ

る。

■危険要因 裸地空間の草地化および、林道、製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

生息を確認している
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コウチュウ目 ゲンゴロウ科

Cybister brevis Aubも

一準絶滅危惧 一準絶滅危惧

●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IBJ、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とで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

親し、水域内で10月頃に越冬し、 3年頃ど生存する。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、ため池の維持筐理が保全上重要である。

●参考文献 78. l 63, 300. 327. 336 

西原昇吾

富沢 登

コウチュウ目 ゲンゴロウ科

Japano/accophilus niponensis (Kamiya) 

口

一準絶滅危惧 一準絶滅危惧

●選定理由 複敬河川において確認されているが、局地的である。 沼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。沐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。

●鯉地の条件 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 河川の土木工市、ダム建設、水質の悪化、土砂の堆積、森林伐採が脅威であ

る。

0 20 40km ----' 
県内の分布

口

標本提供者：渡部晃平

●参考文献 ] 66. 330. 335. 336. 340 

渡部晃平

県内の分布
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コウチュウ目 ゲンゴロウ科

Leiodytes frontalis (Sharp) 

一準絶滅危惧 一準絶滅危惧

■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 吾～初夏に繁殖すると考えられる。

■也猿の条件 水生植物の雖冨な池沼、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、水口
質汚染、ほ場整備、植竺遷移、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

’
 標本提供者：西原昇吾

0 20 40km ----' 
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県内の分布

コウチュウ目 ミズスマシ科

Orectochilus (Orectochi/us) punctipennis Sharp 

一準絶滅危惧 一絶滅危惧II類

■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、 JII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、臼山市、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問に煕れ、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 ：渡部晃平

□
 

生息を確認している

県内の分布
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コウチュウ目 ミズスマシ科

Ha/iplus (Liaph/us) basinotatus Zimmermann 

一準絶滅危惧 一絶滅危惧1I類

●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。

●鵠地の条件 植生豊冨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筐理放棄、

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

コウチュウ目 コガシラミズムシ科

渡部晃平

口

0 20 40km ----' 
県内の分布

Haliplus (Haliplus)japonicus Sharp, 

一準絶滅危惧 一情報不足

” ●選定理由 喫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。今後も聞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。

●頸地の条件 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栖、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

口

'1' 

渡部晃平

1~ 0 20 40km ----' 
県内の分布

190 



コウチュウ目 ガムシ科 濯

Berosus (Enoplurus) nipponicus Schodl 

一準絶滅危惧 一なし

■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

場整備や震薬施用などの影響が懸念される。

■形 態 体長3.9~5.Bmmである。上翅の末端に棘をそなえる。上翅間室の点刻列はi

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。

●頸地の条件 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晉理放棄、器薬の

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

コウチュウ目 ガムシ科

口

p lM!I 

標本提供者：渡部晃平
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県内の分布

Hydrophi/us acuminatus Motschulsky 

一準絶滅危惧 一準絶滅危惧

■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氾させる。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1お藻や水草なとを摂食する。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～丘陵部の水草の豊冨な池沼、水田、休耕田、水田脇の小湿地に生患す

る。

■危険要因 池沼の腸発による消失、ため池の管理放棄、娯薬使用、水臼汚染、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 1 62. 300. 336 

標本提供者．富沢窪

口

O 20 40km ----' 
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コウチュウ目 ガムシ科

Laccobius (Laccobius) inopinus Gentili 

一準絶滅危惧 一準絶滅危惧

■選定理由 県内の生息地はlOヶ所程度と少ない。確認地点においても個体数の液少や担生

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

頼をそなえる。

■国内分布 本州（関束以南）、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。

■鵠地の紐 植生豊冨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

コウチュウ目 エンマムシ科

口

標本提供者：渡部晃平

生息を確認している

0 20 4tl<m --- —, 
県内の分布

Hypocacculus (Nessus) asticus (Lewis) 

一準絶滅危惧 一なし

■選定理由 海浜植物帯に生息するが、もともと恒体数が少ないうえ．県内での生息は

極めて局地的である。

■形 態 体長2.l~2.4mmである。前頭一面に細かい綴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、羽咋市ーノ宮海

岸、能美市大浜、加賀市片野海岸で生息を確認している。

■鵠地の条件 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 一―
ほとんどない。 ロ

■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：吉道俊一

限内の分布
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コウチュウ目 センチコガネ科

Phelotrupes (Chromogeotrupes) auratus auratus (Motschulsky) 

一準絶滅危惧 一なし

■選定理由 県内では分布地が一地既に限定され、固体数も少ない。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l6~22mm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、瑠属、緑｀両、赤とさまざまな色彩変異

が認められている。本票産は赤色系で、金赤色～濃赤色の芙しい金属光沢

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～甚石ヶ峰にいたる山塊 （津幡町、宝達志水町、羽咋市、中

能登IBJ)の尾根に沿って分布する。

•卑珈 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l1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 近年の調査ではわすかしか得られておらす｀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、風力発電の建造なとの開発行為の影唇を

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

富沢奎

コウチュウ目 クワガタムシ科

口
生息をil認している

県内の分布

Ceruchus lingarius monlicola Nakane 

一準絶滅危惧 一なし

■選定理由 生息箇所固体数とも極めて少ない。

■形 態 体長は大顎を含め13~2lmm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鍛がある。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（旧白ほ村）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、ガソ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。

■傘の紐 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ツ）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

0 20 401<m ----' 
県内の分布
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コウチュウ目 コガネムシ科

Osmoderma opicum Lewis 

一準絶滅危惧 一準絶滅危惧

■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。

■票内分布 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。本嗅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、ユメッガと多種にわたっていた。

■生翡の条件 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 本種が繁廻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薔し

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

冨沢 草

□
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コウチュウ目 コガネムシ科

加 chiusjaponicus Janson 

一準絶滅危惧 一なし

■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 休長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 白山百能美市、金沢市で記録がある。臼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。

■也疵の紐 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 

富沢栞

富沢 章

口
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コウチュウ目 コブスジコガネ科

Trox (Niditrox) nohirai Nakane 

一準絶滅危惧 一なし

■選定理由 フクロウ類の営巣後の樹洞で発生した写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回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。

■漿内分布 県内では白山麓でのみ確認されている。

■坦碑 本種の生存にはフクロウ類などの猛禽類の生患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ベリッ

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ごとは、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

標本提供者：秋田

生息を確認している
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県内の分布

コウチュウ目 タマムシ科

Agrilus madeci Baudon 』

一準絶滅危惧 ― なし

■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、休型は細長い。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、恒体敬は多くない。

■生 態 幼虫はクヌギやアペ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。

■年の クヌギアペ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、人家や幹線遵路とも近く、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 

福冨宏和

口

“ ＇ 

標本提供者：福冨宏和
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コウチュウ目 タマムシ科

Agrilus sachalinicola Obenberge 

一準絶滅危惧 一なし

■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l/3程度に、会合線沿いにl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（束北、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 懸 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斡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T事には配慮が必要である。

■参考文献 24. 177 

福冨宏和

口

標本提供者．福冨宏和
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コウチュウ目 タマムシ科

Coraebus dais en es is M iwa 

一準絶滅危惧 一なし

■選定理由 生息地が限られるうえ、固体数は少ない。

■形 態 休長10~13mmで、紡錘状の体型をしている。体色は，胃藍色で金履光

沢があり美しい。緑色を帯びる回体もいる。上翅端が半月状に挟られ、会

合部が鋭い棘状になるため、日本産の同屈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程度の細めの生技を食する。

■祖批の紐 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、安定した環境に生患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 

福冨宏和

福冨宏和

口
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コウチュウ目 タマムシ科

Nipponobuprestis (Nipponobupreslis) amabilis (Snellen van Vollenhoven) 

一準絶滅危惧 一なし

■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 慇 体長はl6~29mm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。上翅には明源な

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｀‘ノ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。

●生息地の紐 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、コ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

福冨宏和

コウチュウ目 タマムシ科

Lamprodila (Lamprodila) decipiens kamikochiana (Obenberger) 

一準絶滅危惧 ― なし

●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l日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~B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。

■祖比の部 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

口

~ 
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コウチュウ目 タマムシ科

Trachys aurifluus Solsky 

一準絶滅危惧 一なし

■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.l~5.2mmで、日本産本属の中で最大種である。頭部と前胸は題金色を呈

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

録色毛による2本の波状帯は大きく波茄する。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（束北から中部・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麗周辺に分布する。

■生 懸 成虫、幼虫ともにオオパポ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、寄主植物の葉を食ぺ進み、葉中で蛹になう、脱出する。

■廷地の条件 オオパボダイジコやシナノキが生えるブナ帯が必要である。

■危険要因 オオバポ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 

福冨宏和

コウチュウ目 タマムシ科

口

標本提供者．福冨宏和
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frachys robusta E. Saunders 

＇ 一準絶滅危惧 一なし

■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 休長3.6~4.6mmで小判型の体型をしている。 休色は黒褐色で金色•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。

＇
 r
 

ー

■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、l」屯公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。

■鵠地の条件 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

であり生患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。票内で、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 

福冨宏和

標本提供者：福冨宏和

口
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コウチュウ目 ホタル科

Lucio/a (Hotaria) parvula (Kiesenwetter) 

一準絶滅危惧 一なし

■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、道路建設により生恩地が消滅する可能性がある。

■形 態 体長6mm前後と小型で、ヘイケポタルに似ているが、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。

■漿内分布 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。

●祖切紐 湿気が多い杉林の林床で草や濯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固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

コウチュウ目 カッコウムシ科

Neohydnus hozumii Nakane 

一準絶滅危惧 ― なし

■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JIIと前川沿いに生育するヨシ原から確認されている。 ユ

■生態 三三竺口？ごョ言ご字::~..'''.二竺;~CJ
■祖比の紐 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

冨沢奎

生息を確認している
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Laius asahinai Nakane 

コウチュウ目 ジョウカイモドキ科

一準絶滅危惧 一情報不足

■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1BJ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節は賢臓型で大きく、 中央部が深くくぽむ。

●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、本喫と新

潟県と島根県から記録されているに過ぎない。

■県内分布 志黄町赤住から志祖町町にかけての海岸岩礁でのみ確認されている。

■生 懸 打ち上げられた海草類の下や岩のわすかな隙間に潜んでいる。双翅目毘虫等

の微小な小動物を捕食する。

■鵠地の条に 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。

ごれまでのとごろ県内では減少碩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

□
 

亨
標本提供者：吉道俊一

県内の分布

コウチュウ目 ゴミムシダマシ科

Phaleria (Epiphaleria) atriceps (Lewis) ヽ

一準絶滅危惧 一なし

■選定理由 県内では局所的な分布をしており固体数も少ない。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、砂浜に渫着した魚の死

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。

■鵠地の条件 海浜植物帯の発達した良好な砂浜環境が生患に適している。

■危険要因 護岸工車のほか、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撹乱は、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

層

i-標本提供者：吉道俊一

口

限内の分布
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コウチュウ目 カミキリムシ科

Brachyta bifasciatajaponica (Matsushita) 

一準絶滅危惧 一なし

■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、生恩地、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対の黒リ＼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。

■祖切紐 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

コウチュウ目 カミキリムシ科

Evodinus borealis (Gyllenhal) 

一準絶滅危惧 ― なし

■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、固体数が少なく、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患する。

■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

やシモッ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。

■祖屁の紐 標高l.OOOm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固体群の存続が危うくなる

可能性がある。

■参考文献 59. 65, 102. 17 l. 233 

江崎功二郎

野中勝

生息を確認している

三 。 20 4知

県内の分布

標本提供者：江崎功二郎

県内の分布
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コウチュウ目 カミキリムシ科

Mimectatinafuscoplagiata (Breuning) 

一準絶滅危惧 一なし

■選定理由 生息地は白山に限られ、需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。

■回内分布 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。

態 成虫はモミやオオシラピソ、カラマツなどの針葉樹の柘れ枝で見つかる。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。

■生翡の条件 標高l,OOOm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l,OOOm以上に分布する針葉樹林に限られ、大気汚染や

異常気象なと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。

■生

標本提供者：江崎功二郎

■参考文献 34. 93. 103 

江崎功二郎

コウチュウ目 カミキリムシ科

口

0 20 4tl<m ---— , 
県内の分布

Oberea (Oberea) mixta Bates 

一準絶滅危惧 一なし

■選定理由 本県は、本種と近縁のシラハタリンコ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、上翅塞部は橙黄色部がある。脚は橙黄色、頭郎と触角は黒く、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。
標本提供者：富沢章

●県内分布 輪島市(18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。

■鵠地の条件 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覆境改変はないが、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、ホソッツリンゴカミキ

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

口

限内の分布
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コウチュウ目 カミキリムシ科

Pidonia obscurior hakusana K.Ohbayashi et Hayashi 

一準絶滅危惧 一なし

■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更要と思われる。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、

メスでは翅喘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、関束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l,200~2.500mの問で見られ、 6月下旬から8月頃に各種

の花に集まる。6月下旬はプナ帯で、その後は季節を追って順次標高の高い所

で出現する。

●祖切紐 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焼が重要であ

る。

●危険要因 白山固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

Pidonia sig,10ta Matsushita 

コウチュウ目 カミキリムシ科

口

I 

標本提供者：井村正行

一準絶滅危惧 ― なし

■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、生物地理学的に豆要

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。

■年の 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。

0 20 4知----' ~ ~, 
県内の分布

口

標本提供者：井村正行

■参考文献 60. 102 

井村正行
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Saperda hosokawai Hasegawa 

コウチュウ目 カミキリムシ科

一準絶滅危惧 一なし

■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Iさ扁部で幅広く、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、通常向側に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。
標本提供者：江崎功二郎

■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 懸 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

■鵠地の条に 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 主に臼山の標高l.OOOm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. l 02. l 09 

江崎功二郎

コウチュウ目 カミキリムシ科

加 choferuscampestris (Faldennann) 

口

一準絶滅危惧 一なし

●選定理由 古い民家に四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

や都市化に影四され、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ぽ届き、メスでは2/3に達する

程度である。

本州、四国、九州、先島諸島に分布する。

白山市、金沢市から記録がある。

県内の分布

■国内分布

■県内分布

rし
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標本提供者・江崎功二郎

■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。

■辺地の紐 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、生患場所が減少傾向にある。

■参考文献 60. 151 

江崎功二郎

口

限内の分布
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Donacia lenzi Schonfeldt 

コウチュウ目 ハムシ科

一準絶滅危惧 一なし

■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、再緑、黒色の個体も現れる。触角第3節と第2節はほぽ同じ長さである。

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 如腐市、小松市、能芙市、金沢市、羽咋市、志益町、珠洲市から記録があ

る。

■生 態 成虫は5~10月に出現し、ジュンサイやビソジグサなどの浮葉植物を摂食す

る。

■生息芯の条件 平野部～丘陵部の浮葉植物の自生する涅地、ため池に生患する。

■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

コウチュウ目 ハムシ科

口

標本提供者：川瀬英夫

生息をil認している

県内の分布

Donacia provostii Fainnaire 

一準絶滅危惧 ― なし

■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、

県内の生患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1BJ、穴水1BJ、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。

●年の 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

口

標本提供者：川瀬英夫

生息を直認している
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コウチュウ目 ゾウムシ科

Bagous picturatus Egorov et Grotshev 

一準絶滅危惧 一なし

■選定理由 本種の寄主栖物のオモダカは、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。腔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、 関栗地方、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。

●鵠地の紐 オモダカが自生し、多様性の高い水辺環焼が重要である。

●危険要因 ほ場整備や低濯地の開発により、多様性の高い水辺環境が減少している。唯

ーの生息地の片野鴨池では、復元された水rn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

コウチュウ目 ゾウムシ科

口

標本提供者．櫻井佳明

0 20 4tl<m --- —, 
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Nipponalophus nutakkanus (Kono) 

一準絶滅危惧 一なし

●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 休長は、口吻を除くと9.7~12.3mmである。休形は細長い。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 慇 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

すかな個体が採集されている。

・毀地の紐 高山帯のハイマツ目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. l 02, 137. 205 

標本提供者：川瀬英夫

口
川瀬英夫

限内の分布
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ハチ目 コマユバチ科

Euurobracon yokahamae (Dalla Torre) 

一準絶滅危惧 一■選定理由 日本全土に広く分布するが、県内の固体数は少なく、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l5~24mm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。

■漿内分布 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。

■李の紐 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

ハチ目 ヒメバチ科

Dicamptus nigropiclus (Matsumura) 

準絶滅危惧

一準絶滅危惧 ― なし

●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、愛知喋｀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 マッカレハに寄生することが知られており、灯火に飛来する。

●年の 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、本種の生存が危ぷまれる。

●参考文献 45. 79. 247 

石川卓弥

口

標本提供者：石川県ふれあい毘虫館

生息をil認している

県内の分布

標本提供者：石川県ふれあい昆虫館
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ハチ目 アナバチ科

Ammophila clavus japonica Kohl 

一準絶滅危惧 一準絶滅危惧

■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。全国的にも漑少している。

■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lさ黒色である。

■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。

■鵠地の紐 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 

ハチ目 ギングチバチ科

石）II卓弥 口

生息を確認している

0 20 4tl<m --- —, 
県内の分布

Larra amplipennis (Smith) 

一準絶滅危惧 一準絶滅危惧

■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 休長は12~18mmで、頭部および胸邸脚は黒色であるが、腹部第l~

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 慇 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。

・毀地の紐 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JII卓弥
ロニ

標本提供者：石川卓弥

0 20 4ll<m 

---— , 
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ハチ目 クモバチ科

Anoplius viaticus (Linnaeus) 

一準絶滅危惧 一準絶滅危惧

■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l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。

■頸地の条件 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

Paracyphononyx alienus (Smith) 

ハチ目 クモバチ科

一準絶滅危惧 一なし

■選定理由 海浜や沿岸部の草地および河川敷に生患するが、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JII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パチで、海浜性のイソコモリグモを攻

撃するところが観察六れているが、他にどのような種類のクモを狩るのかは

不明である。

・担他の条件 本種のエサとなるクモやクモのエサとなる小毘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、誕岸工事により、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 . 23 l. 240 

石川卓弥

口

標本提供者：石川卓弥
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ハチ目 クモバチ科

Pompi/us cinereus (Fabricius) 

一準絶滅危惧 一なし

■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 懸 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。

■鵠地の条に 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）II卓弥

口

標本提供者：石川卓弥
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県内の分布

ハチ目 スズメバチ科

Dolichovespula media sugare Ishikawa 

一準絶滅危惧 一愉報不足

●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す、生息iよ局所的である。

個体数が少なく他のホオナガスズメパチ屈と比ぺて希な種である。

■形 態 体長は働きパチで約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Dolichovesf}u!amedia medi店は北海道にのみ生息してお

り、本種は本州亜種Dolichovesf)u!amedia 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。

■生の紐 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薗内であるが、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 l 26. 208. 231 . 237 

ロニ

標本提供者：石川卓弥

石川卓弥

限内の分布
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ハチ目 スズメバチ科

Dolichovespula adulterina montivaga Yamane 

一準絶滅危惧 一情報不足

■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 体長は女王パチで約1711m、オスパチで約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 臼山の標高l.500~2.500mでのみ生患が確認されている。

■生 態 社会寄生をするハチで、働きパチはいないという特異な生態をもつ。すなわ

ち、本種の女王パチはニッポンホオナガスズメパチやシロオピホオナガスズ

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、 l. 
オスパチを育てさせる。

：：； : ;: 度:;:~;こ；；生こ：すこ： 山地から亜高山帯における樹木の伐採やロ
■参考文献 80. 208. 23 l . 237 

石川卓弥

標本提供者：石川卓弥

下
7
.

~
. 

県内の分布

ハチ目 ムカシハナバチ科

Colletes (Colletes) esakii Hirashima "8 
咽

一準絶滅危惧 一なし

■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 l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、烏取県、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胆地に生患し、ッ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 低山地の粘土臼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、剌害を防ぐため薬殺

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

口

渇りt

標本提供者．石川卓弥
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ハチ目 ミツバチ科

Thyreus decorus (Smith) alifflir, 

一準絶滅危惧 一情報不足

●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、スジポソフ トハナパチ等、フ トハナバチ属に労働

寄生する。

■鵠地の条件 宿主となるフ トハナバチ屈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）II卓弥

直 、
標本提供者：石川県ふれあい昆虫館

． 
生息を謂認している
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ハエ目 アミカ科

Neohapalothrix kanii Kitaka面

一準絶滅危惧 一絶滅危惧II類

●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、士砂の堆租、森林伐採が脅威であ

る。

■参考文献 75, 158 口渡部晃平

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 ----' 
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ハエ目力科

Toxorhinchites (Toxorhinchites) Jowadensis (Matsumura) 

一準絶滅危惧 一なし

■選定理由 低山帯から山地で敬例の記録があるが、局地的である。

■形 態 体長約10mm,日本産の力の仲間では最大種である。体色は、臼藍色で

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 臼山市の1日鶴来町、旧白峰村、金沢市の丘陵部から記録がある。

■生 態 オス、メスともに非販皿性であり、花蜜などを吸う。幼虫は捕食性で、他の

カのポウフラなどを捕食する。樹洞に溜まった水たまりなとで発生するが、

竹の切り株や廃タイヤの水たまりで発生した記縁もある。

■鵠地の条件 樹洞があるような目然豊かな森林環塊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 

福冨宏和

口

ヽ
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標本提供者：石川嗅ふれあい昆虫館
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ハエ目 ツルギアブ科

Acrosathe tashimai Nagatomi & Lyneborg 

一準絶滅危惧 一なし

■選定理由 土木工事の影臨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、白色の軟毛で閉わ

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、鹿児品県

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ーであった

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

生患が確認された。

■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

写真提供者．富沢窪

□
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チョウ目 セセリチョウ科

Thymelicus sylvaticus sylvaticus (Bremer) 

~ ． 
r:::::: 

n
 

一準絶滅危惧 一なし

●選定理由 分布は局地的で生息地が限定され、全国で液少している．

■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パネセセリは、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。

●出諜の紐 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
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チョウ目 セセリチョウ科

Polytrem;s pellucida pellucida (Murray) 逼 ヽ

一準絶滅危惧 一なし

■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つている。

■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

敬が減っている。

■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、ウッポグサに

集まる。幼虫は主としてメダクやササなどタクの仲間を食べる。

■認地の紐 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

松井正人
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チョウ目 アゲハチョウ科

Luehdorfia japonica Leech 

一準絶滅危惧 一絶滅危惧11類

■選定理由 日本特産種で、いす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す、金沢市を通過する北陸目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l.OOOm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冨に生え、春は明る＜夏は薄暗い落葉広葉樹林を主

な生患地としている。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

松井正人
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チョウ目 タテハチョウ科

A慮yronome/aodice japonica (M細 tries)

一準絶滅危惧 一絶滅危惧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、帯状に連続せす点状に分離する。

●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、

ヒヨドリパナ、 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。

・担他の条件 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

減少したと患われる。

■参考文献 209. 362 

竹谷宏二

口
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チョウ目 タテハチョウ科

Sasakia charonda charonda (Hewitson) 

― 準絶滅危惧 一準絶滅危惧

■選定理由 全国に広く分布するが、石川県の生息敗は減少している。

■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。

■漿内分布 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~B月下旬に観察される。人家や耕作地に近いクヌ

ギ、コナラ、エノキなと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

工ノキ、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。

■類地の条件 クヌギ、コナラ、エノキなと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坑は悪化している。

■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

竹谷宏二

口
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チョウ目 ジャノメチョウ科

Erebia ligea takanonis Matsumura 

一準絶滅危隕 一準絶滅危惧

■選定理由 生患地域は標高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

て並ぷ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 l• 
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.BOOm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～黒ポ

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、カャッリグサ科が知られている。

・鯉地の条件 標高1.900m以上の断痙際の草原、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 生患地は、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

松井正人

口
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チョウ目 コウモリガ科

Gazoryctra macilenta (Eversmann) 

一準絶滅危惧 一なし

■選定理由 亜高山帯、高山帯に生息するが、固体数は少ない。

■形 態 開張は32~4lmmである。 前翅は赤つぼく、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11じで、成虫は8月中旬から9月に出現する．良草は不明である。成虫はタ

方頃、活発に飛翔することが観察されている。

■鯉忠の紐 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 生息地は臼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 

冨沢章

Schistomitra fimeralis Butler 

チョウ目 アゲハモドキガ科

一準絶滅危惧 ― 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（関束以西）、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。幼虫はナッツバキに寄生する。 1993年には大塁発生したようで、

l」W公市の低山地で多く観察された。

■李の却 ナッツパ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。ナッッパキ自

生地の開発には注意する必要がある。

■参考文献 235, 263 

冨沢章

口

標本提供者：富沢奎
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チョウ目 ボクトウガ科

Phragmataecia castaneae (Hubner) 

一準絶滅危惧 一準絶滅危惧

■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、片野覗池、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。

■出襄の紐 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俣入してい

る。

■参考文献 85. 260, 302 

富沢茸

チョウ目 シャクガ科

Stamnodes danilovi sugitanii Prout 

一準絶滅危惧 一なし

■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、本州の関束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。

■認地の紐 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、目撃例が少なく固体数は多くない。生息域は特別

保誤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 

冨沢睾

口

標本提供者：冨沢草
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チョウ目 ヤママユガ科

Actias gnoma gnoma (Butler) 

一準絶滅危惧 一準絶滅危惧

■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BO~lOOmmの大型の種である。前後翅とも青臼色で中央に眼状紋

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。幼虫はカパノキ科のハンノキ、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。

■鵠地の条件 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。生恩しているハンノキ林は滉地環境にあることがほとんとであ

る。

■危険要因 平地、低山地ともハンノキ林の多い湿地環境l;J:、1吾場整備、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 

標本提供者：富沢塑

富沢章

Pelosia angusta (Staudinger) 

チョウ目 ヒトリガ科

一準絶滅危惧 一なし

■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、輪品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ヶ所の生息地はすぺ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
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チョウ目 ヒトリガ科

Eilema degenerella (Walker) 

― 準絶滅危惧 一準絶滅危惧

標本提供者：富沢空

■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 闘張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 生患地は平野部の草地環境であることでほぽ共通している。

●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

地周辺の草地環焼は保全に配慮すべきである。

●参考文献 85. 264. 305. 307 

富沢章

チョウ目 ヤガ科

Hypena claripennis (Buder) 

一準絶滅危隕 一準絶滅危惧

■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、 JII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。平野部の草地に生患し、食草はヤ

ブマオである。

・碑地の甜 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、1き場整備、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 

富沢豆
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チョウ目 ヤガ科

Paragabara ochreipennis Sugi 

一準絶滅危惧 一なし

■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。

■鵠地の条件 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、公同化、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

Cidariplura signata (Butler) 

チョウ目 ヤガ科

一準絶滅危惧 一準絶滅危惧

■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JII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、屋久品に分布する。

●県内分布 小松市、能美市｀白山市で記録がある。

■生 態 里山や河川敷に生患する。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。河川敷でも土木工甲が行われている。

■参考文献 264, 271 

富沢章
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Caloca/a el/a el/a Butler 

一
チョウ目 ヤガ科

準絶滅危惧

●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。

．也地の条 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、林追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 

冨沢章

Catocala separans Leech 

一準絶滅危惧

チョウ目 ヤガ科

一準絶滅危惧 一なし

●選定理由 全国的に少ない種で、県内の生息地は4ヶ所で恒体数も少ない。

●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、 Jjq,j公市の花坂町、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。

・認地の却 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 これまでに限内の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 
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チョウ目 ヤガ科

Caloca/a columbina yoshihikoi Ishizuka 

一一準絶滅危惧 一なし

■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（新潟嗅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

に生育するシモッケ属である。

■祖むの紐 白山山系においてシモッケ腐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

チョウ目 ヤガ科

Catoca/a actaea Felder & Rogenhofer 

一準絶滅危惧 ― 準絶滅危惧

●選定理由 固体数が少なく、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、ほぽ中

央に白い小班がある。後翅1ま黒く、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、l」屯公市、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。

・鼓況の紐 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、本種の生患が危ぷまれる。

●参考文献 85. 264 
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チョウ目 ヤガ科

Cucullia lucifuga (Denis & Schiffermiiller) 

一準絶滅危惧 一なし

●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。

．也地の条 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。生患域は白山国立公園

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 

冨沢章

口

標本提供者：冨沢草
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Heliocheilus fervens (Butler) 

一準絶滅危惧 一なし

■選定理由 全国的に産地が局地的で、固体数が少ない。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。

・認地の却 海岸をはじめブナ帯でも記録があり、生恩条件は絞られていない。

■危険要因 採集例が少なく固体数も多くない。加賀市の塩屋海岸では複数固体が採れて

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 

冨沢章
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チョウ目 ヤガ科

Nonagria puengeleri (Schawerda) 

一準絶滅危惧 一絶滅危惧II類

■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液少して

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。

■漿内分布 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。

■李の紐 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患している。

■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、熊坂や佐波の廃円の生患地は乾燥化が進んでいるので、

澄地環境を維持し、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

Xylena nihonica Hone 

チョウ目 ヤガ科

一準絶滅危惧 ― なし

●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（関束以西）、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-ll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。

●李の却 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垂要である。

●参考文献 78. 264 

富沢互

口
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チョウ目 ヤガ科

Xylena fumosa (Butler) 

― 準絶滅危惧 一なし

■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。前翅は福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。

■鵠地の条件 県内では標高lOOm以下の平地林に生息する。その平地林の周辺は草地が広

がっている環現であることが多い。

■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。本種の生患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

チョウ目 ヤガ科

Rhynchaglaea scitula (Butler) 

一準絶滅危隕 一なし

■選定理由 石川県が日本海側の北限で、生患地、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、南西諸品に分布

する。

■梨内分布 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、ll月頃に出滉し、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。

・碑地の甜 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 金沢市と小松巾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、公園等に環埓改変されつつあり、本種の生息が危ぶまれ

る。

■参考文献 276 

富沢豆
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チョウ目 ヤガ科

Hadena (Hadena) compta armeriae (Guenee) 

一準絶滅危惧 一準絶滅危惧

■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liじで、成虫は7月下旬~8月に出現する。カワラナデシコが良草である。

・祖函紐 全国的には山地の高原地帯で得られているが｀喫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ぺきである。

●参考文献 29. 261 

冨沢章

カメムシ目 ミズムシ科

Micronecta (Micronecta) guttata Matsumura 

一情報不足 ― なし

■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.lmm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、能芙市、JII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、ヘラコチピミ

ズムシより下流側に生患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。

・担比の紐 河川中・下流域にある流れが緩やかな浅瀬に生息する。底が泥阿の環境を好む

ものと推測されている。

■危険要因 川北町では鉄遵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

口

標本提供者：富沢奎

生息を確認している

三 。 20 4知

県内の分布

標本提供者：渡部晃平

rt 
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カメムシ目 ミズムシ科 '1L 
Micronecta (Micronecta) kiritshenkoi Wroblewski 

., .、

＂冒5

一情報不足 一なし

■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l.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．

■紐地の知 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、森林伐採が習威とな

る。

■参考文献 338. 347 

渡部晃平
口

罰
”

標本提供者：渡邸晃平

0 20 4tl<m ---— , 
県内の分布

Saldoida armata Horvath 

カメムシ目 ミズギワカメムシ科

一情報不足 一なし

■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、生恩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l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l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。

■鵠地の知 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酋理放棄が脅威とな

る。 ロ
標本提供者：渡邸晃平

●参考文献 341 

渡部晃平

限内の分布
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カメムシ目 ッチカメムシ科

Canthophorus niveimarginatus Scott 

一情報不足 一準絶滅危惧

■選定理由 手取川河川敷におけるl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。

●漿内分布 白山市湊町の手取JII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ピキソウに依存する。

●李の紐 寄主植物であるカナピ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JII河川敷のおける土木工事等の環境破壊が一要因と患われる。

●参考文献 295 

冨沢章

コウチュウ目 オサムシ科

標本提供者：富沢奎

生息を確認している

三 。 20 4知

県内の分布

Trechiama /ewisi (Jeanne!) 

一情報不足 ― なし

●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 休長7mm程度、暗褐色でやや光沢がある。 休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。

・鼓況の紐 亜高山帯から高山帯の沢添いの湿った場所などに生恩している。

■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 

標本提供者：平松新一

平松新一

口
生息を直認している

4匹
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コウチュウ目 ゲンゴロウ科

Cybister lripunclatus /ateralis Fabricius ．
 一情報不足 一絶滅危惧11類 E

 
●選定理由 本州の生息地は局所的であるが、県内では2015年以路iこ各地で確認され

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、志腐町、輪島市、珠洲市から記録がある。

■生 態 水草の茎に産卵する。幼虫は水生毘虫やオタマジャクシを捕食し、岸辺の土

中で蛹化する。成虫は数畑を飛翔し灯火に飛来し、池で越冬する。

●出襄の紐 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年代の膜薬の

大量使用以降、本州では激減した。都市開発、池沼の消失、ぽ場整備、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

コウチュウ目 エンマムシ科

口

応

写真提供者：西原昇吾

生息を確認している
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Hetaerius optatus Lewis 

一情報不足 一なし

●選定理由 全国的に記録の少ない種で、本県でもわすかに1例が知られるに過ぎない。

●形 態 休長2.1~2.5mmである。全休黒色で休表には長毛を持つが、一部には欠くも

のもいる。各脚の腔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 能美市絹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Aphaenogasterfamelica Smithと共乞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。

■鵠地の知 本種の生存には共生関係にあるアリ類の生患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

標本提供者：吉道俊一

口

← 0 20 41加----' 
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コウチュウ目 クワガタムシ科

Darcus hopei binodulosus Waterhouse 

一情報不足 一絶滅危惧11類

■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柏谷 (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。

■祖地の条件 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月にかけて士現する。日中は樹洞に入ってほとんど姿を見せす、

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

破壊も酪威となる。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

コウチュウ目 コガネムシ科

口

標本提供者：森幸彦

0 20 40km ----' 
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県内の分布

Rhypan,s azumai azumai Nakane 

一情報不足 一なし

■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固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c

■参考文献 356 

□
 

標本提供者 ．富 沢 窪

吉道俊一

生息を確認している
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コウチュウ目 マルトゲムシ科

Byrrhus fasciatus fasciatus (Forster) 

一情報不足 一なし

●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 ハイマツ低木林の緑や高至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。

・担地の紐 マルトゲムシ科の成虫1な石下やコケなと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 臼山商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

コウチュウ目 コメッキムシ科

口

標本提供者：平松新一

県内の分布

Mucromorphus miwai Kishii 

一情報不足 一なし

■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 休長10mm程度、休は細長く扁平で｀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。

・認地の却 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 

標本提供者：平松新一

口
平松新一

限内の分布
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コウチュウ目 ゾウムシ科

Anoplusjaponicus Morimoto 

一情報不足 一なし

■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l.6~1.9mmである。附節は3節で第4節と爪を欠く。前胸の幅は長さの1.4倍で、基部から前へわすかに丸みをお

びて狭まる。

■国内分布 石川県、岐阜県（臼山山系）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。

■虹函紐 臼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

生息を確認している

三 。20 4知

県内の分布

ハチ目 ハバチ科

Neocolochelyna hakusana Togashi 

一情報不足 ― 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、 ハパ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パチがいるが、産卵

管鞘の鋸状の歯形が本種と異なる。

■国内分布 石川県、福井限（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。

■祖屁の紐 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固体数減少が懸念され、登山口や登山遵整備には注意

する必要がある。

■参考文献 241 

石川卓弥

石川卓弥

口

0 20 401<m ----' 
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ハチ目 コマユバチ科

Meteorus flavicoxa Maeto 

一情報不足 一なし

■選定理由 国内では3遵県でしか採集されておらす、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泥る。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。

■紐地の知 亜高山帯に生患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 l l l. 252 

石川卓弥

lbalia takachihoi Yasumatsu 

ハチ目 ヒラタタマバチ科

一情報不足 一なし

●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、 一貝して他のタマパチ類

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。 1::'..ラアシキパ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。

●鵠地の知 猿山岬でしか確認されておらす、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

口

口

県内の分布

標本提供者：冨樫一次
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ハチ目 アナバチ科

Sphex inusitatus fiヽkuianusTsuneki 

一情報不足 一準絶滅危惧

■選定理由 全国的に液少していて、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。

■漿内分布 能美市辰0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。

■祖むの紐 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

写真提供者：石川卓弥

Stilbum cyanurum (Forster) 

ハチ目 セイボウ科

一情報不足 ― 情報不足

■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 主にスズパチの巣に産卵する寄生パチである。 その他の宿主としてトックリ

パチ類、アメリカジガバチの栄への寄生も確認されている。

・鼓況の紐 宿主となるスズパ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 宿主となるドロパチ類は、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
口

生息を確認している

三 。 20 4知

県

~ 

E
 

標本提供者：石川県ふれあい昆虫館
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ハチ目 ミツバチ科

Bombus (Bombus) ignitus Smith 

一情報不足 一準絶滅危惧

■選定理由 日本全土に広く分布するが、近年固体数の浅少が見られる。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。

．也地の条 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畜威である。また、人工飼育が容易なことから受粉

毘虫として膜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. l 26. 208. 231 

石）II卓弥

Panorpa kagamontana Miyamoto 

シリアゲムシ目 シリアゲムシ科

一情報不足 一なし

■選定理由 分布が限定されており、酋体数も少ない希少種である。

■形 態 休長13mm程度、休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~l .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。

・認地の却 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

口

標本提供者：石川卓也
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チョウ目 セセリチョウ科

Leptalina unicolor (Bremer et Grey) 

一情報不足 一準絶滅危惧

■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、生患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跨地周辺で、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、エノコログサなとのイネの仲間を食

べる。

■生息地の紐 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

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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チョウ目 シジミチョウ科
‘ 

蒙
3

Shirozuajonasijonasi (Janson) 

一情報不足 一なし

■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 臼山市の1B白峰村、尾口村、吉野谷村など臼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。成虫はあまり飛ばす、日中は発生

地の葉卜に静It-していることが多い。飛翔範同は狭く、発生地を還く離れる

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、わすかな改変や伐採で、消失してしまう可能性がある。

■参考文献 113, 125 

松井正人

松井正人

口

＇ こ~Gkm
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チョウ目 マダラガ科

Hedina consimilis (Leech) 

― 情報不足 一なし

■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。

●漿内分布 1992年3月に加賀市深田で得られているにすぎす、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

科のッタ、ノブドウなどである。

●鵠地の条件 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

チョウ目 ツトガ科

Agriphila aeneoci/iel/a (Eversmann) 

一情報不足 一なし

■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 冑森県、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 志賀町の生患地は海岸草地で、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。

■鵠地の条件 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、 一部でコミの

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 

冨沢章

標本提供者：江口元空

0 20 40km ----' 
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標本提供者：富沢章
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チョウ目 ットガ科

Pseudobissetia terrestrella kudoi Inoue 

一情報不足 一なし

■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l9~26mm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（愛知県以束）｀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。幼虫は低涅地のヨシの茎に穿孔する。

■生蕊の条件 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1也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 

冨沢章

標本提供者：富沢塑

~- O 20 40km 

, I ----, 
県内の分布

下
7
.

~
. 

チョウ目 ットガ科

Scirpophaga micraurea Sasaki 

一情報不足 一なし

■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0から得られて

いる。

■形 態 開張はll~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JII河口、内灘町宮坂で得られている。

■生 態 成虫は生患地では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士砂の堆積塔所になっていて、生息環埓の破壊

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 

富沢哀

口

写真提供者 ．富 沢 窪

県内の分布

239 



チョウ目 シャチホコガ科

Odontosia marumoi Inoue 

一情報不足 一なし

●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 本州の臼山飛騨山脈、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JII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、ダケカンパである。

●出諜の紐 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 生患域は白山口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 

冨沢章

Leucapamea kyushuensis (Sugi) 

チョウ目 ヤガ科

一情報不足 一なし

■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lさ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、冨山県、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、金沢市角間町で名l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 ロ
ニ章尺富

標本提供者：冨沢草
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Kumasia kumaso (Sugi) 

チョウ目 ヤガ科

一情報不足 一■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。

■漿内分布 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。

■祖むの紐 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

チョウ目 ヤガ科

Xanthocosmia jankowskii (Oberthiir) 

なし

一情報不足 ― 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。前翅は緑色で星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。

・鼓況の紐 現生息地は能登半島の先端近くに位筐する低山地である。

■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 

富沢草

三 。 20 4知
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コウチュウ目 オサムシ科

Carabus yamato (Nakane) 

一地域個体群 一なし

●選定理由 県内における生息地は一地既に限られている。

■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。個体致は比

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。昼問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。

●出諜の紐 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、固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

口

標本提供者：平松新一

生息を確認している
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チョウ目 タテ／＼チョウ科

Apatura metis substituta Butler 

一地域個体群 一なし

●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ぽ100%で、褐色型遺伝子がほとん

と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、冨山、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つて希に観察される程度であるが、ロ ・
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

■生態 ~~言三喜戸::詈圧攣三王巴□
●鵠地の条件 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

るぺきである。

●参考文献 180 
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チョウ目 ヤガ科

Xestia (Pachnobia) speciosa ussurica Kononenko 

一地域個体群 一なし

■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、白山の固体は赤色の翠片を持つ赤褐色味の侶体が

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す、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 生恩地は白山国立公園の特別保護地区内にあるが、生恩域は狭く、 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涸体がほとんどで、飛騨山脈等の黒色の固体群

とは異なり、地理的に縣離されたものと考えられ、貴重である。

●参考文献 179 
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標本提供者：富沢奎

生息をil認している

県内の分布

243 



244 

参考文献一覧

1 浅地哲也 (2001)中能登でキイロサナ工を採集．とっくりばち，(71):25.

2 浅地哲也 (2004)ヒメサナエの幼虫の記録．とっくりばち，(71):IJ.

3 浅地哲也 (2005)石川県の大型タマムシ類3種の記録．翔，(I72): I. 

4 浅地哲也 (2006)ヒロパネカンタンの記録．とっくりばち，74:74.

5 浅地哲也 (20]4)てっちゃんの甲虫も楽しその3.翔，(226):2.

6 浅地哲也 •福富宏和(2018) 石川県におけるクロマダラタマムシの追加記録． とっくりばち，(86) : 15. 

7 Blank, S. M., K. Kramp, D. R. Smith, Y. N. Sundukov, M. Wei and A. Shinohara. (2017) Big and beautiful: The 
Megaxyela species (Hymenoptera, Xyelidae) of East Asia and North America. European Journal o「Taxonomy,
348:1-46. 

8 江口元章 (1991)能登半品のヒラサナエ.TOMB0,34:33-35. 

9 江口元章 (2008)マダラコガシラミズムシの石川県での記録．翔，193:4.

10 江口元章 (2008)石川県で確認されたハウチワウンカ 翔，(190):7.

11 江口元章 (2012)石川県産ハウチワウンカはカリヤスに寄生．翔，(217):2.

12 江崎功二郎 (2000)石川県未記録のカミキリムシ4種の記録．甲虫ニュース，(131):17.

13 江崎功二郎 (2002)石川県におけるシコクヒメコプハナカミキリとミヤマドウボソカミキリの記録．とっくりばち，(69):18. 

14 江崎功二郎 ・八神徳彦 (2005)石川県では採集例が少ないカミキリムシおよぴコメツキムシの記録．とっくりばち
, (73):20-21. 

15 藤渓了天•福富宏和 (2016) 石川県におけるトワダオオカの追加記録．とっくりばち，(84): 18. 

16 深川元太郎 (2014)長崎県平戸品のヤマトホソガムシ（コウチュウ目，ホソガムシ科）の分布と水生甲虫類の記録．長崎県

生物学会誌，(75):34-37.

17 福田睛夫ほか (1983)オオミスジ．原色日本蝶類生態図鑑(IT):159-163. 保育社．

18 福田睛夫ほか (1983)オオムラサキ．原色日本蝶類生態図鑑(II):269-276. 保育社．

19 福田晴夫ほか (1984)ギンイチモンジセセリ．原色日本蝶類生態図鑑(JV):2 I 6-220. 

20 福富宏和 (2009)サシゲチビタマムシを北限記録となる石川県小松市那谷寺で採集．ねじればね，(129):17.

21 福富宏和 (2009)ニッポンカタスジナガタマムシとコーヨーナガタマムシを石川県で採集．とっくりばち，(77):86.

22 福富宏和 (2010)ヒゲプトハナカミキリを八幅町（旧鶴来町）にて採集．とっくりばち，(78):70.

23 福富宏和 (2012)シリグロナカボソタマムシとツヤナガタマムシを石川県にて採集．とっくりばち，(80):37.

24 福富宏和・三蔭外茂治・浅地哲也 (2013)スジバナガタマムシを石川県にて採集．とっくりばち，(81):34.

25 福富宏和 (2014)石川県におけるツヤナガタマムシの追加記録．とっくりばち，(84):46.

2fi 福富宏和 (2014)石川県におけるミヤマナカボソタマムシの追加記録．とっくりばち，(82):4S.

27 福富宏和 (2017)金沢市においてオオヒョウタンゴミムシの死骸を確認．とっくりばち (85):14. 

28 福富宏和 (2017)石川県におけるトガリカラカネナガタマムシの追加記録．とっくりばち，(85):17.

29 福住和也・船越進太郎 ・鴨志田徹也・金子岳夫・駒井古実•宮野昭彦・那須義次 ・斉藤寿久•清野昭夫・富沢章・山本博
子 (2006)白山市新岩問温泉で2005年7月16-18日に採実された蛾．誘蛾燈，185:109-I 16. 

30 古田治 (2005)石川県におけるゴヘイニクバエの記録．はなあぶ，20:89. 

31 二橋亮・ニ橋弘之 (2006)能登半島のトンボ相(2).TOMB0,48: I 8-20. 

32 長谷川洋 (1989)ナガケシゲンゴロウの採集記録．月刊むし，(221):39.

33 長谷川道明 (1989)白山東斜面で採集したカミキリムシ．岐阜県博物館研究報告，(10):17-27. 

34 長谷川道明 (2007)フトカミキリ亜科アラゲカミキリ族．日本産カミキリムシ，616-631.

35 林成多 (2004)総説・日本のネクイハムシ亜科．ホシザキグリーン財団研究報告，(7):29-126.

36 林成多 (2009)島根県東部の水田で繁殖する水生甲虫．ホシザキグリーン財団研究報告，(12):289-298.

37 林成多 (2011)島根県の水生昆虫．ホシザキグリーン財団研究報告特別号，(1):1-117.



38 林成多 (2012)昆虫図説シリーズ2日本のネクイハムシ．むし社：64-65. 

39 林成多 (2012)昆虫図説シリーズ2日本のネクイハムシ．むし社：69-70. 

40 林成多 (2012)昆虫図説シリーズ2日本のネクイハムシ．むし社：56-58. 

41 Hayashi, M. & H. Yoshitomi (2014) Taxonomic treatments o「twoJapanese elmid b翁 ties,Stene/mis vulgaris 
Nomura and Leplelmis graci/is Sharp (Coleoptera: Elmidae), with descriptions of their larvae. Japanese Journal of 
Systematic Entomology, 20(2): 235-211. 

42 Hayashi, M. & Ohba, S (2018) Mouth morphology of diving beetle Hyphydrus Japonicus (Dytiscidae: Hydroporinae) 
is specialized for predation on seed shrimps. Biological Journal of the Linnean Society, 125(2):315-320. 

43 樋口陽平 (2009)石川県およびその周辺における水生昆虫の採集記録．とっくりばち，(77):54-59.

44 樋口陽平 (2012)石川県およびその周辺における水生昆虫の採集記録第4報．とっくりばち (80):44-48.

45 平嶋義宏•森本桂（監修） (2008)新訂原色昆虫大図鑑第m巻.654pp. 北隆館．

46 平松新一 (2002)河内村口三方岳で採集された地表・注ゴミムシ類．白山自然保護センター研究報告29:33-39.

47 平松新一 (2003)白山麓の樹林における地表性ゴミムシ類の分布．白山自然保護センター研究報告30:17-24. 

48 平松新一 (2008)白山の亜高山帯および高山帯における地表性ゴミムシ類（コウチュウ目，オサムシ科）の種類相と分布．
昆晶（ニューシリーズ）11 :I-12. 

49 平松新一 (2009)白山店山帯で採集したゾウムシ類2種の記録．とっくりばち，(77):79.

50 広渡俊哉・那須義次・坂巻祥孝・岸田泰則編 (2013)日本産蛾類標準図鑑III.360pp. 学研教育出版，東京．

51 日浦勇 (1967)日本産水棲・半水棲半翅類の分布の研究1大阪市立自然科学博物館所蔵標本の検討．大阪市立自
然史博物館研究報告， (20):65-81.

52 洞内弘志 (2018)石川県穴水町周辺で採集した蝶一屁．翔， (245):1-3.

53 堀克重 (1955)石川県の昆虫石川県郷土史学会編．郷土の自然 ：77-89. 

54 堀克重 (1955)日本産蝿族の重要群の形態学的研究V.日本産黒蝿科の数種について．日本生物地．理学会会報
, 16-19:230-234. 

55 堀克重 (1962)能登半島の昆虫．中部日本自然科学調査団報告能登半島の自然 ：26-27. 

56 堀克菫・倉橋弘 (1966)日本未記録のイエバ工科3種，昆虫，34(1):68-75.

57 堀義宏 (1982)愛知県の半翅目．昆虫と自然，17(12):22-25.

58 lkudome, S. (1989) A revision of lhe Family Colletidae of Japan (Hymenoptera: Apoidae). Bull. Inst. Minami-
Kyusyu Reg. Sci., 5:43-314. 

59 井村正行 (1998)カミキリムシ科．石川県の昆虫 ：197-217. 石川県自然保護課．

60 井村正行 (1998)コウチュウ目カミキリムシ科．石川県の昆虫 ：197-217. 石川県自然保護課．

61 井村正行 (2001)石川県におけるオニホソコパネカミキリの採集報告．とっくりばち， (68):26.

62 井村正行 (2005)石）川県におけるニセリンゴカミキリの初記録報告．とっくりばち，(73):3l. 

63 井村正行 (2007)医エ山におけるウエダオオズナガゴミムシ炉terostichusuedaorum)の生態に関する報告．とっくりば

ち，(75):20-22.

64 井村正行 (2013)石）I[県におけるベーツヤサカミキリの新産地の記録．とっくりばち，(81):36.

65 井村正行 (2018)石川県の記録しておきたいカミキリ3種の報告．翔，(247): I 6. 

66 井村正行・野中勝 (I992)石川県のゲンゴロウ科調査報告．翔，(97):1-10. 

67 井村正行・上田昇・野中勝 (1992)コガシラミズムシ科の石川県初記録種．翔，(97):10.

68 稲垣政志・稲垣信吾 (2007)コプナシコプスジコガネTroxnohti・ai Nakaneの生態について．鮨角通信，(15):7-10. 

69 lnoue,H. (2000) A new species of the genus Herpetogramma Lederer (Pyraustinae Crambidae) from Japan. Trans. 
lepid.Japan, 51(4):316-318. 

70 石原一彦 (2004)ハッチョウトンボの生息地(2).とっくりばち，(72):13-14.

71 石原一彦 (2005)コオナガミズスマシの採集記録．とっくりばち，(73):30. 

72 石）I[大智 (2016)石川県におけるコトラカミキリの追加記録．翔，(239):3.

73 石川県 (2020)オオバボダイジュ．いしかわレッドデータプック2020〈埴物編〉

74 石川県 (2020)ヤチダモ．いしかわレッドデータプック2020〈植物編〉

245 



246 

75 石川県 (2009) 改訂•石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータプック〈動物編〉2009. 446pp. 石川
県哀炭部自然保護課．

76 石川むしの会編集部 (2017)石川県の昆虫分布情報(1).とっくちばち， (85):46.

77 石川むしの会編集部 (2017)石川県の昆虫分布恰報(!).とっくちばち， (85):46-47. 

78 石川むしの会編集部 (2017)石川県の昆虫分布情報(1).とっくりばち， (85):43-48.

79 石川むしの会編集部 (2018)石川県の昆虫分布情報(2).とっくちばち， (86):50-52.

80 石川卓弥 (2006)白山におけるスズメバチ類の垂直分布についてとっくりばち，(71):48-51.

81 石川卓弥•吉田航 ・齊木亮太 (2016) 2016年に石川県内で採集した特筆すべき5種の有剣ハチ類．とっくりばち，
(84):28-29. 

82 岩井大輔・八木剛 (2003)日本におけるオオルリハムシの地理的分布.Jpn.J.Enl.(N.S.),6:105-110. 

83 岩田久二雄ほか (1982)日本蜂類生態因鑑.162pp. 講談社．

84 加買玲子・川島逸郎・苅部治紀 (2018)ウマノオバチEuurobraconyokahamae (Dalla Torre, 1898) (lnsecta: 

H畑 enoptera:Braconidae)の生活史，特にその寄主について．神奈川県立博物館研究報告（自然科学）， 47:59-66.

85 籾池昆虫調査研究会 (1998)片野郎池昆虫調査報告書n.33pp. 日本野烏の会．東京．

86 環坑省自然環税局生物多様性センター (2004)エゾコセアカアメンボ，生物多様性調査動物分布調査報告書（昆虫（セ

ミ •水生半翅）類）：71. 
87 哀境省自然哀境局生物多様性センター (2018)地表徘徊性甲虫，平成29年度モニタリングサイト1000謀山常調査報告

苔：96-100. 

88 粕谷伸孝 (2016)粕谷伸孝の日本のオオクワガタ大図鑑.BE・l<UWA, (60): 8-24. 

89 加藤明宏 (2007)ヒメボタルの調杏．とっくりばち，(75):22-24.

90 河辺良 (2015)石川県におけるトガリカラカネナガタマムシの初記録．とっくりばち，(83):31.

91 河野太祐・山元宜征 (2013)希少種フジジガパチ（ハチ目：アナバチ科）の九州における生息環境について.Nature of 
Kagoshima, 39: 109-11 l. 

92 JII瀬英夫 (2002)珠洲市で採集した甲虫3種の記録．とっくりばち，(69):24.

93 川瀬英夫 (2006)白山北部でシロオビドイカミキリを採集．とっくりばち，(74):80.

94 川瀬英夫 (2007)ヒメアオツヤハダコメッキを石川県で採集．とっくりばち(75):56.

95 JII瀬英夫 (2010)ネクイハムシとイネネクイハムシの採集記録．とつくりばち，(78):18. 

96 川瀬英夫 (2010)珠洲市でベーツヒラタカミキリとウシカメムシを採集．とっくりばち，(78):66.

97 川瀬英夫 (2012)中能登町でオオルリハムシを採集．とっくりばち，(80):33.

98 川瀬英夫 (2012)白山で採集したゾウムシ2種．とっくりばち，(80):34.

99 川瀬英夫・伊澤和義 (2014)石川県でリュウキュウカギアシゾウムシを採集．とっくりばち，(82):42.

100 川瀬英夫・富沢章 (2014)トヤマオオネクイハムシの石川県からの発見．とっくりばち，(82):1-2. 

101 川瀬英夫・三陰外茂治 (2015)加笠市の雑木林でウマノオバチを採集．とっくりばち，(83):41.

102 川瀬英夫 (2017)2017年（一部2016年を含む）に白山で採集した昆虫メモ．とっくりばち，(85):22-24. 

103 川瀬英夫 (2018)2016年から2018年までに白山で採集した昆虫メモ．とっくりばち，86:11-14.

104 木村富至 (2016)石川県能登半島産と日本各地産シルビアシジミの比較検討及びl新亜種の記載．パタフライ・サイエ
ンス，(4):20-33.

105 岸田泰則編 (2011)日本産蛾類標準図鑑 I. 352pp. 学研教育出版，束京．

106 熊谷直哉 (2015)底洲山でヤンコウスキーキリガを採集．とっくりばち，83:31.

107 Kurahashi, H. (1970) Studies on the calyplerate muscoid flies from Japan. VII. REVISl8N of the subfamily 
Millogramminae (Diptera, Sarcophagidae). Konlyu, 38(2): 93-116. 

108 Kurahashi, H. (1975) Studies on the calypterate muscoid flies from Japan. XI. Subfamily Agrinae (Diptera, 
Sarcophagidae). Konlyu, 43(2):202-213. 

109 栗林隆 (2007)フトカミキリ亜科トホシカミキリ族．日本産カミキリムシ ：650-675. 

I JO 京都府環税部自然哀坑保全課 (2015)ムネアカクロコメッキ．京都府レッドデータプック2015野生動物昆虫類．

111 Maeto, K. (I 986) Systematic Studies on the Tribe Meteorini from Japan (Hymenoptera, Braconidae) II. The corax 
Group of the Genus Meteorus HALI DAY. Kontyu, Tokyo, 54(3):405-413. 



I 12 Maruyama, M., (2004). Symbiotic host of the myrmecophilous histerid beetle, Hetaerius optatus (Coleoptera, 
Histeridae, Hetaeriinae). Elytra, (32): 326. 

113 丸山宗利ほか (2013)ムモンアカシジミ．アリの巣の生きもの図鑑：60-63. 束海大学出版会．

114 増田倫士郎・江種伸之・中尾史郎(2013)エサキアメンボの和歌山県紀の川市と京都府精華町における生息場所とその
利用京都府立大学学術報告生命環坑学，(65):39-51. 

ll5 松田真紀子・川野敬介 (2014)下関市のイソジョウカイモドキの生態と分布．豊田ホタルの里ミュージアム研究報告苫，
(6): 113-117. 

116 松井正人 (1994)石動山のギンイチモンジセセリについて．翔，(107):1-2. 

117 松井正人・盲沢序 (1996)小松市立博物館所蔵の昆虫椋本．翔，(119):6.

118 松井正人 (1997)石川県のシジミチョウ4.翔，(126):1-4. 

119 松井正人 (1998)蝶類．石川県の昆虫 ：342-365. 石川県自然保護課．

120 松井正人 (2007)石川県能登地方に於けるオオムラサキの近況．翔， (185):8.

121 松井正人 (2011)石川県のオオミスジを探そうその2.翔， (208):1-7. 

122 松井正人 (2016)石川県におけるチョウの分布拡大．環境Eco選書12チョウの分布拡大 ：231-242. 

123 松井正人 (2016)白山市手取渓谷のヘリグロチャバネセセリ．翔，(239):5-8.

124 松井正人 (2017)金沢市でヘリグロチャバネセセリの幼虫を観察．翔，(240):3.

125 松井正人 (2018)ムモンアカシジミを石川県白山市で蜆察．翔，(244):3.

126 松浦誠 (1995)[図説］社会性狩りパチの生態と進化.353pp. 北海道大学図害刊行会．

127 三上秀彦 (2011)能登半島のシルピアシジミ箕え笞き．翔 (209):1-6.

128 二上秀彦 (2013)み）II県南部のホシチャバネセセリ調査記録．翔，(225):5-8.

129 三輪洋一郎 (2013); レリモンハナバチの記録．とっくりばち，(81):30.

130 三輪洋一郎 (2016)手取川河川敷（宮竹町周辺）におけるバッタの記録．とっくりばち，(84):15-18. 

131 Miyamoto, S. (1978) Geographical forms in the Leucoptera -Group of the genus Panor~s Linnaeus (2) Onsecta, 

Mecoplera). Jour. Chikushi Jogakuen Junior College, (13):33-44. 

132 Miyamoto, S. and M. Hayashi (1998) New records of aquatic Heteroptera from Japan. Japanese Journal of 
Systematic Entomology, 4(2): 321-323. 

133 森正人・北山昭 (2002)改訂版図説日本のゲンゴロウ文ー総合出版．東京．

134 Morimoto,K.(1983) The family Curculionidae of Japan,111.Subfamily Anoplinae .Esakia, (20):63-68. 

135 森本桂 (1984)オトシプミ科．原色日本甲虫図鑑 (M:249-260.保育社．

136 森本桂 (1984)ゾウムシ科．原色日本甲虫図鑑(IV).269-345pp. 保育社．

137 森本桂・中村剛之・官能健次 (2015)日本の昆虫4.569-572pp. 櫂歌害房．

138 向井康夫 (2007)稲作水系におけるタガメの生活場所利用．昆虫と自然，42(12):13-16.

139 長岡久人 (2016)麻山蝶に恋してMr.ベニヒカゲ転戦記.26lpp. 一耕社出版．

140 Nagatomi, A. and Lyneborg, し.(1988) The Japanese Acrosathe (Diptera, thenanidae). Ko:ityu, 56: 600-617. 

141 中村誠喜 (I975)石）ii県産直翅目．とっくりばち，(28・29):]-8. 

142 中村寛志・山根 仁・江田慧子・松井正人・竹谷宏ニ・富沢章 (201I)モニタリングサイト1000(邸山帯調査）で確認され
たチョウ類信州大学環境科学年報，(33):72-78.

143 中根猛彦 (1973)日本の甲虫(2).毘虫と自然，8(10):5-7.

144 Nakanishi, K. (2012) Biological notes on Hal. ゆ/ussha1pi Wehncke, 1880 (Coleoptera: Haliplidae). Elytra, Tokyo, 
New Series, 2 (1): 107-108. 

145 中尾史郎・増田倫士郎 (2013)同所的に生息するオヨギカタビロアメンボとナガレカタビロアメンボにおける有翅型出現
の時期と頻度の比較．南紀生物，55(1):33-39.

146 中山佐一郎 (1999)小松市のトンポ.88pp. 自刊．

147 那須義次・広渡俊哉・岸田泰則編 (2013)日本産蛾類標準図鑑IV.552pp. 学研教育出版．東京．

148 根来尚 (2016)富山県石川県境付近のハネナガイナゴ．富山市科学博物館研究報告，40:95-96. 

247 



248 

149 日本直翅類学会（編） (2016)日本産直翅類標準図鑑.384pp. 学研プラス，東京．

150 日本昆虫目録編集委員会編 (2013)日本昆虫目録， 7(1).l l 9pp. 日本昆虫学会．

151 新里達也 (2007)カミキリ亜科．日本産カミキリムシ ：424-512. 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

L77 

178 

179 

180 

181 

182 

西原昇吾 (I998)カメムシ目石川県の昆虫 ：85-89. 石）II県自然保護課．

西原昇吾 (I998)カメムシ目アメンボ科．石川県の昆虫 ：86-87. 石川県自然保謹課．

西原昇吾 (I998)カメムシ目ミズムシ科．石川県の昆虫 ：88. 石川県自然保護課．

西原月吾 (1998)コオイムシ科．石川県の昆虫 ：87. 石川県自然保證課．

西原昇吾(I998)コウチュウ目ゲンゴロウ科．石川県の昆虫：121-125. 石川県自然保護課．

西原外吾(1998)コウチュウ目ホソガムシ科，石川県の昆出；125. 石川県自然保護課．

西尾規孝 (20I 3)ニッポンアミカモドキの生物学.96pp. フォトオフセット協同印刷株式会社．

野尻湖昆虫グループ (I985)アトラス・日本のネクイハムシー化石同定への手引き―.182pp. 野尻湖昆虫グループ，大

阪・

野村進也・渡部晃平 (2010)奥能登における希少ゲンゴロウ類2種の初記録．とっくりばち，(78):52-53.

野村進也 (2012)石川県におけるトンボ5種の記録．とっくりばち，(80):32.

野村進也 (2014)2013年以降の石川県内における大型ガムシ2種の記録．とっくりばち，(82):56.

野村進也 (2014)能登における希少ゲンゴロウ類の記録．とっくりばち，(82):55.

野村進也 (2015)珠洲市でコオナガミズスマシを採集．とっくりばち，(83):28. 

野村進也 (2015)能登地方でニッポントゲパゴマフガムシを採集．とっくりばち，(83):27.

野村進也 (2016)近年の石川県内における水生昆虫の記録．とっくりばち，(84):47-50. 

野村進也 (2017)ニッポントゲバゴマフガムシの採集記録．とっくりばち，(85):17. 

野村進也 (2017)石川県で稀少とされるトンボ2種の記録．とっくりばち， (85):12. 

入場登 (2012)石川県産の蛾類の記録3.とっくりばち，80:59-60.

大場信義 (2004)ホタル点滅の不思識.199pp. 横須賀市自然・人文博物館発行，特別展示解説密．

大林延夫 (2007)ハナカミキリ亜科．日本産カミキリムシ， 351-365.

大林延夫・新里達也 (2007)日本産カミキリムシ.818 pp. 東海大学出版会，神奈川．

大原昌宏 (1998)日本産エンマムシ上科概説VID.甲虫ニュー入， (121):1-6. 

大原昌宏 (2004)海浜性エンマムシ．昆虫と自然， 39(12):12-15. 

大串龍一 (2003)金沢城公園のアミメカゲロウ相とその変遷．とっくりばち，70:8-11.

大串俊太郎・大庭伸也 (2017)野外におけるヒメミズスマシの越冬生態に関する知見．長崎県生物学会誌，(80):36-38.

大桃定洋•福腐宏和 (20I 3)日本産タマムシ大図鑑.206 pp. むし社，東京．

大塚外次 (1936)イカリモンハンメウに就いて．昆虫界，4(33):787-789.

大和田守・猛沢卒 (1985)白山高山帯の蛾相．国立科学博物館専報， 18:199-208.

大脇淳•長太伸章 (2007) コムラサキのルーツ解明計画＿ 翔，( 188): 1-2. 

斉藤光男 (I999)石川県辰口町におけるフクイアナバチの記録．福井虫報， (25):15-16.

Satoh, A., Ueda, T., I ch ion, E., & Hori, M. (2006) Distribution and habitat of three species of riparian tiger beetle 
in the Tedori river system of Japan. Environmental Entomology, 35(2):320-325. 

183 生態に関する報告とっくりばち，(75):20-22.

184 嶋田敬介・富沢索 (2014)コガタノゲンゴロウを石川県で初めて発見．石川県立自然史賓料館研究報告，(4):1-2.

185 岨田敬介 (2016)金沢市におけるウマノオバチの記録．とっくりばち，(84):30.

186 嶋田敬介 (2016)金沢市におけるハンミョウ類の記録．とっくりばち，84:36.

187 岨田敬介 (2016)石川県におけるIヽ マスズの採集記録(2016年）． とっくりばち，(81):13. 

188 嶋田敬介 (2016)石川県におけるヤマトマダラバッタの採集記録(2016年）．とっくりばち，84:14.



189 嶋田敬介・富沢章 (2016)輪島市でハラピロハンミョウを確認．とっくりばち，(84):33.

190 嶋田敬介 (2017)石川県におけるオオゴキプリの分布．石川県立自然史賓料館研究報告，7:15-22. 

191 嶋田敬介 (2018)加奴市塩屋海岸でキイロミヤマカミキリを採集．とっくりばち，86:16.

192 嶋田敬介・直沢 京 (20L8)石川県におけるエゾエンマコオロギの記録．とっくりばち， 86:6. 

193 Shinohara, A. (1992) Sawfly genus Megaxyela (Hymenoptera, Xyelidae) in East Asia. Jpn. J. Ent., 60 (4):783-796. 

194 鈴木邦雄 (2017)富山県から初めて発見されたオオルリハムシ（ハムシ科，ハムシ亜科）個体群．さやばねニューシリーズ
, (28):38-42. 

195 珠洲市史編さん専門委員会 (1976)第六節昆虫類(INSECTA).349-393pp. 珠洲市史第一巻＝資料編自然・考古・古

代石川県珠洲市役所．

[96 多田内修・村尾竜起編 (2014)日本産ハナパチ図鑑.479pp. 文ー総合出版．

197 店羽正治 (1995)石）Ii県の砂丘地にいる甲虫．アカハネムシ， (15):5. 

198 高羽正治 (1998)コウチュウ目オサムシ科．石川県の昆虫 ：103-120. 石川県自然保護課．

199 窃羽正治 (1998)コウチュウ目クワガタムシ科．石川県の昆虫：146. 石川県自然保殺課．

200 底羽正治 (1998)コウチュウ目コガネムシ科．石川県の昆虫 ：147-152. 石川県自然保護課．

201 窃羽正治 (1998)コウチュウ目コメッキムシ科．石川県の昆虫：157-164. 石川県自然保護課．

202 窃羽正治 (1998)コウチュウ目タマムシ科．石川県の昆虫 ：155-157. 石川県自然保護課．

203 商羽正治 (1998)コウチュウ目ハンミョウ科．石川県の昆虫：102-103. 石川県自然保護課．

204 屁羽正治 (l998)コウチュウ目マルトゲムシ科．石川犀の昆虫：153. 石川県自然保護課．

205 莉羽正治 (1998)ゾウムシ科．石川県の昆虫.237-248. 石川県自然保護課．

206 t:i羽正治 (1998)コウチュウ目クワガタムシ科．石川県の昆虫 ：146. 石川県自然保護課．

207 rb'1羽正治 (1998)コウチュウ目クワガタムシ科．石川県の昆虫 ：147. 石川県自然保艘課．

208 商見澤今朝雄 (2005)日本の真社会性ハチ.262pp. 信浜毎日新聞社．

209 竹谷宏ー (2018)2017年(J)目撃記録から．翔， (244):5-6.

210 竹谷宏二 (2018)白山市プナオ山観察舎のウスバサイシンでギフチョウの幼虫を観察．翔，(247):5-6.

211 武藤明 (1960)ハネビロエゾトンボの生態.TOMB0.3:8-1. 

212 武藤明 (1968)昆虫の生態をめぐってとっくりばち，(66):8-10.

213 武藤明 (1970)石川県未記録のトンボ2種.TOMB0,13:1-4. 27-28. 

214 武藤明 (J988)ホソミイトトンボを金沢で再発見．とっくりばち，(54):9.

215 武藤明 (J998)トンボ目．石川県の昆虫 ：49-57. 石川県自然保誰課．

216 武藤明 (1998)昆虫の生態をめぐってとっくりばち，(65):8-10.

217 武藤明 (1998) 石川•福井の1998年度の蜻蛉汽科. TOMBO, 41:33-36. 

218 武藤明 (1998) 石川•福井のトンポ4 種について昆虫と自然， 33(7) :38 .

219 武藤明 (1999) 石川 •福井のトンボ賓料(1999) . TOMB0,42:64. 

220 武藤明 (1999)石川県のトンボ相の変遷：1957年との比較．とっくりばち，(66):2-7.

221 武藤明 (2004)石川県のトンボに関する知見 (2003-2004).とっくりばち， (72):1-4. 

222 武藤明 (2006)石川県の蜻蛉目とっくりばち， (74):7-l9.

223 武藤明 (2006)石川県の蜻蛉目とっくりばち， (85):5-6.

224 武藤明 (2007)石川県の蜻蛉に関する最近の知見．とっくりばち，(75):24-28.

225 武藤明 (2010)石川県のトンポ賓料(2010).とっくりばち，(78):IO-I 2. 

226 武藤明 (2015)石川県の蜻蛉資料(2015).とっくりばち，(83):9-10.

227 武藤明 (2016)石川県の蜻蛉賓料(2016).とっくりばち，(81):7-8.

228 武藤明 (2017)石川県の蜻蛉賓料(2017).とっくりばち，(85):5-6.

249 



250 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

251 

252 

Takeuchi, K. (1938) A systematic study on the suborder Symphyta (Hymenoptera) of the Japanese Empire (l). 
Tenthredo, 2: 173-229. 

谷田一三 (1975)白山周辺の河）I[における水生昆虫目録(I).石川県白山自然保護センター研究報告2:65-75.

寺山守・須田関久 編 (2016)日本産有剣ハチ類図鑑.735pp. 東海大学出版部．

The Japan Sea side of central Honshu, Japan. Elytra. (21): 325-335. 

栂典雅•平松進一・礼崎功一郎 (2015) 白山念仏池（仮称）のタマミクリ及び水生生物を中心とする生物相． 石川県白
山自然保護センター研究報告，41:20-23.

富樫一次 (I960)加質白山のカワゲラ類．生物研究（福井）4: 3. 

富樫一次・谷本敦志 (I978)白山の蛾類．石川県白山自然保護センター研究報告，4:47-53.

富樫一次 (I979)白山の弥陀ヶ原及び室平の石下にひそむ昆虫類．石川県白山自然保護センター研究報告5:155-

158. 

富樫一次 (l984)白山産スズメバチ科昆虫石川県白山自然保護センター研究報告， (IO): 69-71. 

直樫一次 (1988)鹿品の森の昆虫相．金沢大学日本海域研究所報告，20:49-80.

富樫一次 (1991)石川県産ムカシハナバチ類の分布資料福井虫報， (8):21-25.

富樫一次 (1994)石川県産ペッコウバチ類について．福井虫報， (15):73-76.

Togashi. I. (1995) Description of Neocolochelyna hakusana sp. nov., and its larva (Hymeonoptera: Tenthredinidae) 
from Japan. Proc. Ent. Soc. Wash., 97:866-87 I. 

富樫一次 (1995)鶴来町の昆虫相.l02pp. 鶴来町教育委員会報告調芯第10冊，石川県石川郡珀来町教育委員会．

富樫一次 (I997)石川県の海浜昆虫相（第1報）．福井虫報， (20):35-40.

富樫一次 (1998)アミメカゲロウ目．石川県の昆虫：100-101. 石川県自然保護課

富樫一次 (1998)カワゲラ目トワダカワゲラ科．石川県の昆虫 ：58. 石川県自然保獲諜

富樫一次 (1998)シリアゲムシ目シリアゲムシ科石川県の昆虫 ：305. 石川県自然保護課．

富樫一次 (1998)ハチ目． 石川県の昆虫 ：276. 石川県自然保護課

岱樫一次 (1998)ハチ目石川県の昆虫 ：285. 石川県自然保護課．

直樫一次 (1998)ハチ目．石川県の昆虫 ：291. 石川県自然保護課．

富樫一次 (1998)ハチ目．石川県の昆虫 ：296. 石川県自然保護課．

富樫一次 (1999)タカチホヒラタタマバチ及ぴモンキアシプトコバチの新産地．福井虫報， (25):23.

富樫一次 (2002)加咬白山初記録の昆虫類（第4報）．石川県白山自然保護センター研究報，29:7-16.

253 徳本洋 (2000)カエルキンバエを探そう一研究史と種の特性解説．はなあぶ，(10):35-41.

254 徳本洋 (2001)石川県内におけるカワラハンミョウの分布に関する記録．とっくりばち，(67):2-4.

255 徳本洋•佐伯芳造 (1998) ハエ目力科． 石川県の昆虫：306-307. 石川県自然保護課．

256 富沢章 (I975)石川県のミヤマシジミについて．とっくりばち，(30・31):5.

257 'iil,"沢章 Cl978)糖蜜に飛来したヤガの採集記録と一知見．誘蛾燈，74:155-156.

258 富沢草 (1981)クビジロツメヨトウの新産地蛾類通信113:207.

259 富沢幸 (1983)白山におけるオオギンスジコウモリの記録．蛾類通信，120:322.

260 富沢章 (1987)加賀市柴山潟の蛾類．誘蛾燈，109:87-97.

261 富沢章 (1987)加烈白山プナ帯の蛾類.85pp. 自刊．

262 富沢章 (1987)加竹市柴山潟の蛾類．誘蛾燈，109:87-97.

263 富沢章 (1994)意外に多いフジキオピ．翔，(10):2.

264 岱沢章 (1998)蛾類．石川県の昆虫：366-486. 石川県自然保護課．

265 富沢章 (1998)石川県でアオモンギンセダカモクメを採集蛾類通信，202:32.

266 岱沢章 (2000)石川県におけるハマゴウノメイガの分布と生態．蛾類通信，211:208-212.



267 岱沢章 •徳本洋 (2000) 錦城山の動植物（昆虫類）． 石川県加賀市大聖寺錦城山動植物生態分布調査報告害．
108pp. 加賀市教育委員会．

268 冨沢 :Q:(200 I)オオセンチコガネの採集記録．翔 (151):2. 

269 宮沢幸 (2001)白山におけるカオジロトンボの撮影記録とつくりばち，(68):27-28.

270 富沢章 (2004)手取川流域におけるカワラパッタの分布．とっくりばち，72:7-8.

271 富沢章・川瀬炎夫•石川卓弥・橋本健・捨田利蹂 (2004) 昆虫類． 体験学習 ・ 自然観察ガイド（いしかわ動物園周辺
自然環境調査報告濫） ：113-162. いしかわ動物園発行．

272 富沢章•吉道俊一・浅地哲也 (2006) 辰口地区の昆虫．能美市昆虫調査報告苫 ：1-42. 

273 富沢空 (2007)奥能登でヒメマルミズムシを採集．とっくりばち,(75):59-60. 

274 富沢索 (2007)小松市におけるアカマダラハナムグリの記録.とっくりばち， (75):61. 

275 富沢 ft(2007)石川県におけるウスバカマキリとヒロバネカンタンの記録．とっくりばち，75:40-41.

276 富沢章 (2007)石川県産蛾類の追加記録m.誘蛾燈，188:55-60.

277 富沢章 (2008)クマコオロギの採集記録．とっくりばち，76:58.

278 富沢章 (2008)加賀市塩屋海岸の蛾類．誘蛾燈，192:57-67.

279 富沢章 (2008)加四南部の水生昆虫 I.小松市空博物館研究紀要，(44):1-12.

280 富沢章 (2009)ヒメボタルの新生息地．とっくりばち，(77):78.

281 窟沢章 (2009)加賀南部の水生昆虫II.小松市立博物館研究紀要，(45):1-7. 

282 富沢窄 •吉道俊一 ・ 中田勝之 (2011) 紬倉島 ・七ツ島の昆虫相． 紬倉島・七ツ島の自然環境 ： I 97-223. 紬倉島・七ツ

品自然環税調査団編．北國新聞社発行．

283 ; 祗沢雄 (2012)ヨコミゾドロムシの石川県からの記録．とっくりばち，(80):20.

284 富沢章 (2012)金沢市におけるカギモンキリガの記録とっくりばち，80:61.

285 富沢章 (2012)能登品の水生昆虫とっくりばち，(80):41-43.

286 直沢章 (2013)2012年における河北混の水生昆虫調査結果．河北潟総合研究，(16):1-6. 

287 富沢章 (2013)加咬市でマダラコガシラミズムシを採集．とっくりばち，(81):71.

288 富沢章 (2013)採集例の少ないパッタ目の記録．とっくちばち，(81):31-32. 

289 富沢章 (2013)那谷寺の昆虫相．小松市立博物館研究紀要， 47:1-16.

290 窟沢章 (2014)Catocala属2種の記録とっくりばち，(82):18, 

291 富沢 ft(2014)テラニシセスジゲンゴロウの生息地．とっくりばち，(82):53.

292 富沢索 (2014)加質市片野鴨池のコオイムシ．とっくりばち，(82):40.

293 富沢章 (2014)手取川下流域でコチビミズムシを採集．とっくりばち，(82):49.

294 窟沢章 (2015)河北潟の蛾類とっくりばち，83:43-49.

295 富沢章 (2015)手取川流域で得られた石川県初記録のカメムシ目とコウチュウ目．とっくりばち，83:23.

296 富沢章•井村正行・吉道俊一・大宮正太郎・渡部晃平•福富宏和 (20 15) 故入場登氏の迫した昆虫楼本の目録． とっく

りばち，83:52-107.

297 窟沢幸 (2016)エゾエンマコオロギの採集記録．とっくりばち， 84:18. 

298 冨沢 ~(2016) ババエダシャクの追加記録．とっくりばち，86:45.

299 冨沢章 (2016)加烈南部の水生昆虫III.小松市立博物館研究紀要，(50):1-9. 

300 富沢章 (2016)加釘南部の水生昆虫相．小松市立博物館研究紀要，(50):11-23.

301 富沢章 (2016)志烈町でオオウスバカゲロウを採集．とっくりばち，84:12. 

302 富沢章 (2016)石川県における湿地性蛾類の生息状況．とっくりばち，84:42-44.

303 富沢章 (2016)能登地方におけるタカバクロヒラタゴミムシの採集記録．とっくりばち 84:35.

304 直沢章(2016)加賀南部の水生昆虫相．小松市立博物館研究紀要，(50):11-23. 

305 富沢章•石川卓弥 (2016) 木場潟の昆虫相．小松市立博物館研究紀要，50: 24-40.

251 



252 

306 富沢章 (2017)加賀市でスキバホウジャクを採集．とっくりばち，85:30.

307 富沢章 (2017)手取川河口の灯火採集で得られた蛾類．とっくりばち，85:31-36.

308 富沢章 (2017)石川県の海浜におけるMyrmeleon属の分布．とっくりばち，85:2-4.

309 fil沢 章 (2017)石川県産蛾類の追加記録 VIll.誘蛾燈，230:111-115.

310 富沢章・西原昇吾•野村進也・渡部晃平 (201 7) 能登地方でコガタノゲンゴロウを相次いで採集． とっくりばち ，(85):13. 

31 I 富沢章•佐藤直美 (2017) 石川県の海浜で採集されたハエ類． とっくりばち，85 :25-26.

312 富沢章 (2018)加賀地方南部でヒメハマベエンマムシを採集とっくりばち， 86:38.

313 

311 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

325 

326 

327 

328 

329 

330 

331 

332 

333 

334 

335 

336 

337 

338 

339 

340 

341 

342 

343 

344 

Tsukaguchi, S. (1995) Chrysopidae of Japan Onsecta, Neuroptera).Osaka, 22lpp. 

上田哲行・堀道雄 (1997)手取川のハンミョウ類．はくさん， 25(2);2-7. 

上田哲行 (2016)イカリモンハンミョウを守るために石川の自然まるかじり：55-62. 

Ueno,S.(I 993) Discovery of highly modified species of jujiroa(Coleoptera. Carabidae) on The Japan Sea side of 

central Honshu, Japan. Elytra. (21): 325-335. 

上野俊一•黒愕良彦・佐藤正孝 (1985) 原色日本甲虫図鑑 (11), 514pp. 保育社．

渡部晃平 (2010)奥能登におけるミゾナシミズムシの初確認．月刊むし，(478):25. 

渡部晃平 (2010)珠洲市におけるモートンイトトンボの初確認．とっくりばち，(78):62-63.

渡部晃平 (2010)石川県におけるキボシケシゲンゴロウの初記録．甲虫ニュース，(171):10. 

渡部晃平 (2010)石川県におけるクロホシコガシラミズムシの初記録．甲虫ニュース，(I72): 16. 

渡部晃平 (20I 0)石川県におけるケスジドロムシの初確認．甲虫ニュース，(171):4.

渡部晃平 (20I 0)石川県におけるミユキシジミガムシの初確認．甲虫ニュース，(172):24.

渡部晃平 (2010)石川県本土部において46年ぶりにコガムシを発見．とっくりばち，(78):64.

渡部晃平・日鷹一雅 (2013)四国南西部の水田におけるマダラコガシラミズムシ成虫の個体群動態．保全生態学研究，

18:101-105. 

渡部晃平 (2015)石川県2例目となるニホンアミカモドキを約44年ぶりに採集．月刊むし，(538):27-28.

渡部晃平 (2015)石川県で採集した水生昆虫の記録(2015).とっくりばち，(83):35-40.

渡部晃平 (2015)石川県におけるコマルケシゲンゴロウの初記録．さやばねニューシリーズ，(19):55.

渡部晃平 (2016)石川県2例目となるセグロイナゴの記録．とっくりばち，(84):10. 

渡部晃平 (2016)石川県におけるキボシップゲンゴロウの初記録．さやばねニューシリーズ，(22):38.

渡部晃平 (2016)石川県におけるチュウプホソガムシの再発見．とっくりばち，(84):31-32.

渡部晃平 (2016)石川県におけるマルケシゲンゴロウ屈の分布．さやばねニューシリーズ，(24):53-56.

渡部晃平 (2016)石川県における稀少トンボ目の追加記録．とっくりばち，(84):9.

渡部晃平 (2016)石川県のカタビロアメンボ科．ホシザキグリーン財団研究報告，(19):113-127.

渡部晃平•佐藤卓也 (2016) 小松市西俣川における水生昆虫の記録． とっくりばち ，(84): 5 I -52. 

渡部晃平・富沢章 (2016)能登地方の水生昆虫．とっくりばち，(84):53-80.

渡部晃平・富沢章・稲畑憲昭 (2016)本州におけるサメハダマルケシゲンゴロウの初記録さやばねニューシリーズ

, (23): 15-16. 

渡部晃平 (2017)石川県におけるコチビミズムシ亜殿の生息状況.Rostria.(61):24-28. 

渡部兄平・須田将崇•吉田航 (2017) アカマダラハナムグリ採集記in石川県． 月刊むし， (558): 35-39. 

渡部晃平 (2018)石川県で採集した水生昆虫の記録(2016-2018年）．とっくりばち，(86):26-33.

渡部晃平 (2018)石川県におけるトゲミズギワカメムシの初記録.Rostria, (62):37-38. 

渡部晃平 (2018)石川県(/)ドロムシ科・ヒメドロムシ科．さやばねニューシリーズ，(31):32-38.

渡部晃平 (2018)石川県のミズスマシ科．さやばねニューシリーズ，(30):36-43.

渡部晃平 (2018)石川県ふれあい昆虫館所蔵の希少昆虫標本．とっくりばち，(86):10.



345 渡部晃平•福富宏和・加藤雅也 (2018) 大笠山の水生昆虫． とっくりばち，(86) :34-35. 

346 渡部晃平•佐藤卓也 (2018) 石川県におけるマメガムンの記録． さやばねニューシリーズ，(30):43-44 .

347 渡部晃平•佐藤卓也(2018) 石川県におけるヘラコチビミズムシの追加記録．とっくりばち， (86) : J4. 

348 渡部晃平・林正美 (2019)石川県のミズギワカメムシ科．ホシザキグリーン財団研究報告，(22):215-222.

349 山口英夫 (J996)石）I[県でシマゲンゴロウ発見翔，(122):J.

350 山口英夫・荒木克昌 (200I)マルコガタノゲンゴロウ石川県で記録（第2報）．翔，(152):I-2. 

351 山本雅一 (2000)石）11県におけるオオクワガタの採集記録．月刊むし， (350):119. 

352 安池恭 (2017)ナガケシゲンゴロウの捕食行動について．月刊むし， (559):49-50.

353 Yasumatsu, K. (1937) lbalinae of Nippon (Hym., Cy"ipidae). Ins. Mats., 12:13-18, pl. l. 

354 吉道俊一 (2005)石川県におけるクロアリヅカエンマムシの採集事例．甲虫ニュース， (149):22. 

355 吉道俊一 (2006)石川県におけるヤマトヒメメダカカッコウムシ（ホヅミカッコウムシ）事情．とっくりばち，(73):1-5. 

356 吉道俊一・富沢章 (2007)石川県におけるセスジカクマグソコガネの採集記録．鯉角通信， (14):61. 

357 吉道俊一 (2008)石川県におけるツヤネクイハムシの分布状況．とっくりばち，(76):39-40.

358 吉追俊一 (201O)石川県のイソジョウカイモドキについて， (78):58. 

359 吉道俊一 (2017)県内4箇所でヒナカマキリを確認．とっくちばち，(85):9.

3fi0 吉村久費 (1998)実在した菊水のクロシジミ標本＿翔，(13S):1-2.

361 吉村匡平 (2009)医王山でウマノオバチを採集．とっくりばち，(77):85.

362 吉村匡平 (20l 0)医王山でウラギンスジヒョウモンを採集．とっくりばち，(78):66.

363 Yoshitake,H. & A, Yoshida (201 l) Discovery of Bagous ryukyuensis O'Brien Morimoto (Coleoptera,Curculionidae) 
from Honshu, Japan, with the first record. £/ytra, Tっkyo,New Series, I :345-346. 

364 吉武啓・斎藤修司 (2017)東北地方におけるリュウキュウカギアシゾウムシの記録.lnsecTOHOKU,(42):22-23. 

253 



254 

6. 浅海域の生物

く海藻類＞

1 石川県の海藻相

能登沿岸は、国内でも比較的早い時期に海藻相の研究が始まった地域として知られる。 日本の海艇

学の創始者である岡村金太郎 (1867年~1935年）が第四高等中学校在勤 (1892年~1896年）中に 「能

州の海藻」と題した採集旅行記録（岡村 1893) を記している。岡村は、能登半島の海藻だけをまとめ

ることはなかったが、集大成の「日本海藻誌」(1936年）の産地欄には能登各地の地名が随所に記さ

れている。これまでに能登沿岸から報告された海漢は、緑漢41種、褐漠 86種、紅漢 187種の計 314

種である（藤田ら 1998)。緑藻 23種、褐藻 58種、紅操 111種の計 192種 （池森ら 2002)、緑藻 29種、

褐藻 71種、紅藻 118種の計 218種（東出ら 2013)等があるが、調査研究はまだ充分とはいえない。

2 種の選定基準

先のリストでは、13種を希少種として評価していた。 しかし、このうちのススカケベニは水族館の水

槽内でのみ確認されている種であることからリストから外し、残り 12種を希少種として評価した（表 1)。

表 l希少種 ・保護対象種の選定項目

地理的分布からみて特記される種 ホゾエガサ、フジノハズタ、シダモク、ツクシア

（北限の種） マノリ

地理的分布からみて特記される種 スギモク、ウスバノコギリモク、ウスイロモク、ノト

（日本海固有の種） イトグサ、ホソナガベニハノリ

全国的 ・国際的にみて、ある地域に限定されて分布す
ホソエガサ、ウスイロモク、マルバアサクサノリ

る特異な種

全国的にみれば普通種であるが、石川県での分布が限 イシゲ、 ヒジキ、シダモク、タマハハキモク、ウ

定されている種 スバノコギリモク

全国的にみれば希少種であるが、石川県には広く分布
ホソエガサ

している種

南方系または北方系だが石川県に広く分布している種 ホソエガサ

基準産地が石川県内にある種 ホソナガベニハノリ（柴垣）、ノトイトグサ（柴垣）

前回も述べたが、リストアップした 12種を生態分布からみると、いくつかのグループに分けられる。

1. 北限の種 ：ホソエガサなど 4種。2. 特定の環境にしか生育 しない種 ：貝類の遺骸堆積地に生育す

るホソエガサ、時々砂をかぶるところに生育するウスイロモク、河口に隣接する砂地に形成される岩

場に生育するマルバアサクサノリ。 3.漸深帯の深いところに生育する種 ：フジノハズタとウスバノコ

ギリモク。4.普通は潮間帯に群落を作る種：イシゲとヒジキ。の4グループである。これははからずも、

本県沿岸の大きな環境特性を示している。つまり 、1. から、対馬海流の影響を強く受ける海域である。

2. から能登沿岸には多様な環境がある。3. から漸深帯の深いところまで光合成に必要な光が届いて

おり 、透明度のある沿岸水が保たれている。4.から干澗の差が少なく潮間帯に生育する海藻は生活し

難い。以上のことがいえよう。



表 2海藻類選定種一覧

区分 海藻類 種類数等

絶滅

絶滅危惧 l類

絶滅危惧1I類 ヒジキ、マルバアサクサノリ 2 

準絶滅危惧 ホソエガサ、イシゲ、ホソナガベニハノリ 、ノトイトグサ 4 

情報不足 ウスバノコギリモク、タマハハキモク、シダモク 3 

地域個体群 フジノハズタ、ウスイロモク、ツクシアマノリ 3 

計 12 

（池森費彦、東出幸真）

く無脊椎動物＞

1 石川県の無脊椎動物相

ここで言 う浅海とは、海岸に沿って海水や波浪の影響を受ける潮上帯（飛沫帯）の海岸から、海罹

草類が生育して藻場が形成されており 、素潜りやスキューバー潜水によって比較的容易に観察できる

水深 20m付近までの範囲を総称的に用いた。そのために、日本海固有種であるズオエッチュウバイな

どが生育している深海性の動物は対象から除外した。潮の干満の影響を受ける海岸といっても、基質

の違いによって砂泥海岸（干潟を含む）、ごろた石（礫）海岸、巨礫転石海岸、 岩礁海岸に区別できる。

しかし、日本海沿岸の潮位は、冬から春にかけては全体に低くなる非調和型の潮汐変動を示すとはいえ、

年間を通じた毎日の干満差は、たかだか30cm程しかない。そのため、太平洋や東シナ海などの内湾に

見られるような干潟の形成はなく、干潟特有の動物は極めて少ないのが特徴である。また、日本海を

北上し、その主流は津軽海峡を通って三陸沿岸へと南下する対馬海流の源は、暖流の黒潮である。こ

の黒潮は、太平洋側では北から南卜すそ)寒流の親潮と銚子沖で出会うために、そこを境として海産の

動物相は異なる。一方、本州の日本海側を北上する対馬海流が寒流と出会う海域はないので、太平洋

側と同じ緯度の浅海域と比べても海水の温度は高く 、南方系と北方系の動植物相の境界は顕著でない。

また、タコプネ ・ハリセンボン ・セグロウミヘビなどの熱帯 ・亜熱帯海域由来の動物が対馬海流に乗っ

て日本海にやって米る。しかし、日本海の表面海水の温度は冬になれば低下するので、これらの南方

系の動物は、そこで周年生活し産卵して子孫を残す前に死んでしまう。このような現象を無効分散（死

滅回遊）といい、冬の日本海で毎年繰り返される出来事である。このように同じ浅海といっても、日

本海の環境は太平洋などのそれとは異質なものがあり 、動物相、水平 ・垂直的な分布域、生息密度な

どの違いに反映される。

2 種の選定基準

IUCN (国際自然保護連合）の絶滅のおそれのある生物に関する レッドリス トカテゴリーの基準を踏

まえて、環境庁（当時）が日本の生物のリストの作成を行い「日本の絶滅のおそれのある野生生物」(1991)

を出版した。その後も逐次見直しが行われ、 2019年に新レッドリストが公表された。 しかしながら、

その主な対象は陸上と陸水の生物であり、ウミガメ類と海草類を除いた海産の生物群について国レベ

ルのカテゴリー区分に基づいた希少種に指定された種は少ない。一方、沖縄県を始めとする各地方自

治体が、独自に海産動物もしくは生活史の一部を海域で過ごす動物を、希少種としてレッドリスト等

に取り上げる事例が増えつつある。言うまでもないが、生物はそれぞれの環境に応じて地域的に分布

している。連続的に分布しているものがある一方、不連続的に、それも飛び地のように極めて限定し

た場所に分布しているものもいる。また、太平洋側では普通種であっても、日本海側、さらに石川県

では希少なものや、その反対に全国的にみれば希少だが、石川県では普通にみられるものもある。さ
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らに、本来の分布域が人為的な環境かく乱によって生息域が限定される場合や、絶滅してしまう危機

にさらされる場合がある。 しかしながら、陸上の生物に比べて定性 ・定最的な調査研究の蓄栢が十分

でない海産の生物について希少種を選定し、ランク付けするための基準をどこに設定したら良いのか、

検討すべき問題が多く残されている。このような事情が多々あることを承知の上で、石川県の浅海域

の動物の現在の生息状況を検討し、希少種の中でも代表的といわれるものを中心にカテゴリーの定義

に基づいてランク別にまとめた。

表 3希少種 ・保護対象種の選定項目

地理的分布からみて特記される種
キクメイシモドキ（群生）、マシコヒゲムシ、サク
ラオフェリア、エゾオフェリア

地理的分布からみて特記される種（日本固有
ムッサンゴ、ツクモジュズサンゴ、シオガマサンゴ

であるが、能登を中心に分布する種）

タマカイメン、チャイロキヌタ、ハボウキガイ、オ
トヒメゴカイ 、アンズイソギンチャク、グビジンイ

全国的にみれば普通種であるが、石川県での ソギンチャク、アマガイ、ミサキギボシムシ、ワダ
分布が限定している種 ツミボシムシ、シモダギボシムシ、スゲガサチョウ

チン、ツクモミノウミウシ、カリガネ工ガイ、アカ
テガニ、クロベンケイガニ、スナガニ

レッドリストの浅海域の生物（動物）については、周年生育 しているとともに産卵して子孫を残し

ている、またはその可能性が高い種類を対象としたc そのために、一時的に回遊してくるウミガメ類

（ただし、県内で産卵 ・孵化の記録があるアカウミガメは、両生 ・爬虫類で掲載）、鯨類や鰭脚類（オッ

トセイなど）、海鳥の仲間や無効分散する種類は取り上げなかった。今回の改訂に当たり、前回は地域

個体群として扱ったサクラオフェリアは白山巾と金沢巾ー、エゾオフェリアはかほく市から志賀町の砂

浜海岸だけで見つかっているが、本県以外ではサクラオフェリアが北海道の余市他で、エゾオフェリ

アは北海道のオホーツク海沿岸の枝幸などでみつかっているに過ぎない（川原ほか 2007:坂井恵一

2008)。 しかも、近年の海岸浸食の進行に伴い、砂浜の後退が続いているため、今回は準絶滅危惧とし

て扱った。また、カリガネエガイは波あたりが弱い内湾的な潮間帯に固培生息するが、主な固着場所

は自然海岸が主で、人工的なコンクリート護岸にはほとんど生息しない。本種の最大の生息場所は七

尾湾一帯であるが、この一帯では多くの場所で獲岸整備が完了していて自然海岸自体が稀有な状況と

なっている。このため、本種を準絶滅危惧として扱った。

一方、近年の調査研究活動により、能登半島沿岸にシモダギボシムシとスゲガサチョウチンの 2種

が分布することが明らかとなったので、また、ツクモミノウミウシは全長が 2cm未満と小型で、見つ

かる機会が極めて少ない後鰊類であるが、能登町の九十九湾を基産地とするので、 地域個体群に含め

た。また、主な活動場所が海岸近くの森や河口付近、または砂浜であるアカテガニとクロベンケイガ

二、スナガニは主たる生息場所付近の護岸工事や河川改修に伴い、生息環境の改変が続いていて、生

息場所の衰退が起こっている。また前記したように砂浜の後退も進行している。これら 3種のカニ類は、

幼生の時に海洋生活を送らないと幼ガニに変態することができない。このため、海と陸の双方が連続

した場所でないと、生息は難しい。このような生息遥地が極端に減少しているものと考えられるので、

各種の生存と生息状況の改善を図ることを目的に、今回は地域個体群として取り上げた。

前回は情報不足としたウミサボテンとホソウミェラ、フトウミエラ、カタユウレイボヤの 4種は

主たる生息場所が水深 20mより深いと思われるため、情報不足と したコシダカウニ、地域個体群と

したメダカラガイとマクラガイの 3種は能登半島では生息地とその個体数も少なくないので、ラン

ク外とした。また、情報不足としたナメクジウオは近年の研究により、日本沿岸産のものには学名

Branchiostoma japonicum (Willey) を適応すべきことが明らかとなり 、新称和名 「ヒガシナメクジウ

オ」が提唱された。 しかしながら、石川県で見つかった 2個体は、無効分散の可能性があるので、ラ

ンク外とした。一方、魚類の情報不足としたアカハゼは七尾湾のほかに能登町の九十九湾にも生息す



ることが明 らかとなったため、また地域個体群としたイチモンジハゼは、新潟県の佐渡島や山形県の

飛島でも生息することが明らかとなったので、ランク外とした。

表 4魚類 ・無脊椎動物選定種一覧

区分 無脊椎動物 種類数等

絶滅

絶滅危惧 I類

絶滅危惧II類

準絶滅危惧
キクメイシモドキ、ムッサンゴ、サクラオフェリア、エゾオフェリア、

5 
カリ ガネエガイ

情報不足 チャイロキヌタ、タマカイメン、ハボウキガイ、オトヒメゴカイ 4 

アンズイソギンチャク、グビジンイソギンチャク、マシコヒゲムシ、

地域個体群
ツクモジュズサンゴ、シオガマサンゴ、アマガイ、ミサキギボシムシ、 14 

ワダツミ ボシムシ、シモダギボシムシ、スゲガサチョウチン、ツクモ

ミノウミウシ、アカテガニ、クロベンケイガニ、スナガニ

計 23 

（坂井恵一）
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新 1日対応表 （ ）は植物を含む ＊植物編で記載

~ 回 絶滅 野生絶滅 絶滅危惧 I類 絶滅危惧n類 準絶滅危惧 情報不足 地域個体群 フンク外

゜ ゜ ゜
2 (4) 7 (9) 13 16 7 (9) 

絶滅

゜野生絶滅

゜絶滅危惧 I類

゜絶滅危惧lI類 ヒジキ

マルバアサクサノリ

＊タチアマモ

2 (4) ＊コアマモ

準絶滅危惧 ホソエガサ サクラオフェリア カリガネエガイ

イシゲ エゾオフェリア

ホソナガベニハノリ

ノトイトグサ

＊スゲアマモ

＊ウミヒルモ

キクメイシモドキ

9 (11) ムッサンゴ

情報不足 シダモク ウスバノコギリモク

タマハハキモク

チャイロキヌタガイ

タマカイメン

ハボウキガイ

7 オトヒメゴカイ

地域個体群 フジノハズタ ＊アマモ

ウスイロモク ＊エビアマモ

ックシアマノリ スゲガサチョウチン

アンズイソギンチャク シモダギポシムシ

グビジンイソギンチャク ックモミノウミウシ

マシコヒゲムシ アカテガニ

シオガマサンゴ クロペンケイガニ

ックモジュズサンゴ スナガニ

アマガイ

ミサキギポシムシ

15 (17) ワダツミギボシムシ

ランク外 ウミサボテン イチモンジハゼ

ホソウミエラ メダカラガイ

フトウミエラ マクラガイ

コシダカウニ

カタユウレイボヤ

ナメクジウォ

アカハゼ

11 

2
5
9
 一



1ヒジキ ヒバマタ目 ホンダワラ科

Sargassumfasiforme (Harvey) Setchell 

一絶滅危惧1I類 一なし

■選定理由 能登の海岸で現存する8群落のうち、人工護岸の5群落Iさいすれも衰退が

進行している。自然岩礁でみられる能登町姫の群落は、 30年前の生育面

積に比ぺ10%まで減り、同じ自然岩礁の能登町越坂の群落は数株だけが

現存している。自然岩礁の志賀町福浦の群落には変化はみられない。T満

の差が少ない本県では生育が制限される。

●国内分布 北海道南部、本州太平洋岸、四国、九州、南西諸島、本州日本海岸中・南

部。

■漿内分布 志賀町、輪島市、珠洲市、能登町、穴水町、七尾市から報告がある。

■形 態 葉は円柱状で多肉打、食用となる。

■生 態 本州太平洋岸等の潮間帯下部に顕著な群落を作る。干洞差の少ない日本海沿

岸には希である。

●生育地の条件 干満の差がある潮問帯に生育する。また、ウミトラノオとの競合関係がよく

知られている。

●危険要因 設置されたコンクリートブロックや自然石に、他の海藻が入り込む前に生育

したものが多いと考えられる。調査では全ての地域でヒジキと同じ潮間帯を

生育場所とするウミトラノオやイソモクが混生しており、ヒジキ群藩は今後

衰退する可能性がある。

●特記事項 干満差の少ない本県沿岸における潮問帯特性と生物の関係を知る上で貴重な

海藻である。

●参考文献 7, 44 

池森費彦・東出幸真

Iマルバアサクサノリ ウシケノリ目 ウシケノリ科

口

池森賣彦

0 20 4Qor ---— , 
県内の分布

Pyropia kuniedae (Kurogi) Hwang et Choi 
．、

一絶滅危惧II類 一絶滅危惧I類

●選定理由 珠洲市狼煙海岸でしか採集されていない。飯田湾から七尾湾にかけての内

湾域での生育が期待されるが、この地域でのアマノリ属海藻の調査は不十

分である。しかし、全国的に本種の野生種の発見は限られており、本県で

の生育数も微々たるものと考えられる。

■形 態 体は卵形、円形、半円形。高さ5-lOcm、幅4-15cm。縁辺は全縁、

雌雄同株、雌雄の部分は体の縁辺部に混じって生じる。精子嚢斑は体上部

では体の内側に向かって縦に伸びる縞状となる。

・国内分布 自然分布は本州太平洋岸北部、古くは養殖対象種で、瀬戸内海と有明海で採

集されたことがある。

■隈内分布 珠洲市狼煙に記録がある。

●生 態 河口域とそれに隣接する内湾域の潮問帯に生育する。

●生息地の醗 河口域とそれに隣接する内湾域。

■危険要因 糸状体の時期は貝殻片の中で過こすが、その上に泥が堆積すると光合成がで

きなくなる。河川上流での森林伐採やダム建設などに伴って、河口域に泥の

堆積が進むと次第に衰退する（三浦 1998)。

●参考文献 19. 42 

池森費彦・束出幸真
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嗅内の分布
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1ホソエガサ カサノリ目 カサノリ科

Acetabularia caliculus Lamouroux 

一準絶滅危惧 一絶滅危惧 l類
“ 

●選定理由 浚渫等により一部の生育地で、消失が確認されている。能登半島がカサノ
リ科海藻の世界の北限地として知られる。また、日本では今の所、確実に
採集できるのは能登沿岸しかない。本県にとって貴重な海藻である。

●形 態 体は高さ4~5cmになり、茎部は石灰質を沈積する。成長の初期 (6~7
月中旬）は毛状葉を輪生し、成長する (7月下旬~9月）と頂部に傘状部
を付ける。傘は、風で裏返しになったような形で、直径は5mmくらい。

●国内分布 本州太平洋岸中 ・南部、瀬戸内海、九州、本州日本海岸中部。

●県内分布 能登沿岸の1813市町村の内10市町村で記録がある。特に能登内浦では新産
地が次々と知られてきている。

●生 態 貝殻やウニの殻などに付着生育する特性があり、能登沿岸では砂地のアマモ
場の中あるいはやや沖合のウミヒルモ群落内に形成される貝類の遺骸堆棟地
で見出されている。ここは、白い貝殻片が明る＜輝いているので砂泥質の海
底との区別は容易である。

•出の紐 波浪などの影響で貝殻片が集積される「貝類の遺骸堆積地」に限る。貝殻片

は、付近に生患する貝類に由来しており、多様な貝類が豊富に生息している
ことが大切な条件となる。

●危険要因 喋内では、さしあたっての生存の危機はない。しかし、本種が生育し続ける
には、海底で光合成するに十分な光を届ける透明度の高い海水を、また貝類
が豊富に生息する環境を維持する必要がある。現状維持が存続の条件と思わ
れる。

●特記事項 近年の日本においては能登沿岸以外では思うように採集されす、瀬戸内海や
伊勢湾ではすでに絶滅したと考えられることから石川 (1998)は絶滅危惧
種とした。

●参考文献 12. 41 

池森責彦 ・乗出幸真

県内の分布

1イシゲ
/shige okamurae Yendo 

イシゲ目 イシゲ科

一準絶滅危惧 一なし

■選定理由 干満の差が少ない本喋では稀にしか発見されない。

■国内分布 本州太平洋岸中 ・南部、四国、九州、本州日本海岸中 ・南部。

■県内分布 志費町、輪島市、七尾市から報告がある。

■形 態 体は10cmくらいになり、又状に分岐する。枝の先端部は細くなってい

る。質はかた＜暗褐色で、乾燥すると黒くなり紙に付着しない。

■生 態 本州太平洋岸中部において、イロロ、イワヒゲと共に潮間帯中部に大きな群

落を作る。

■生青足の条件 干潟の差がある潮間帯中部。

■危険要因 もつばら潮間帯中部に生育する本種にとって、干涌の差が少ない本県沿岸は

不安定な環境と思われる。

●特記事項 ヒジキと同様に、本県沿岸における潮間帯特性と生物の関係を知る上で貴重

な；配稟である。

池森責彦・東出幸冥
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1ホソナガベニI¥ノリ イギス目 コノハノリ科

Hypoglossum nipponicum Yamada 

一準絶滅危惧 一なし

■選定理由 羽咋市柴垣がタイプ産地だが、県内での発見例は少ないっ穴水町で採集さ

れている。

■形 態 体は9cmくらいまでのゆる＜絡み合った塊を形成し、咬は線状で細く幅

約1mm。質は薄い膜質。

■国内分布 本州日本海岸

■県内分布 羽咋市｀輪島市｀穴水町、七尾市から報告がある。

■生 態 漸深帯に生育する。

■生諜碑 富山県では、時々砂を被るような転石帯に多い。マクサなど他の海藻(;:xi生

することもしばしば。冨山県入善町沿岸に大群落があり、氷見市や魚津市な

どでも時折みつかる。

■危険要因 県内での生態はよく分かっていないため不明。

■特記事項 今後、冨山県の例を参考に、転石帯での調査が必要である。

池森貢彦 ・東出幸真
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イギス目 フジマツモ科

Polysiphonia notoensis (Se印） Kim et Lee 

一準絶滅危惧 一なし

■選定理由 羽咋市柴垣がタイプ産地であるが、近年の発見例はない。

■形 態 他の海藻の上に房状に生育し、高さ5.5~10cmlばなる。色は暗褐色。

■国内分布 本州日本海中・北部

■県内分布 羽咋市、輪品市、能登町から報告がある。

■生 態 他の海藻に着生すること以外はよくわかっていない。

■生影むの紐 良く分かっていない。

■危険要因 県内での生態はよく分かっていないため不明。
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1シダモク ヒバマタ目 ホンダワラ科

Sargassumfilicinum Harvey 

一情報不足 一なし

■選定理由 海藻関係者の問では古くから本種の生育が注目されていたが、舟橋 (1967)が採集

し、北海道大学理学部に保管されている標本が県内では唯一のものである。分布の北

限に位置し、本来、数少ない海藻と考えられる。

■形 態 アカモクに似るが、気胞が球形から楕円形ないし紡錘形で、円柱状のアカモクと区別

する。また、雌雄同株である。

■国内分布 太平洋岸関束以西、日本海岸能登半島から力州西岸｀瀬戸内海＾

■県内分布 能登町立壁で記録がある。

■生 態 1年生で春から夏に成熟する。

■生息にの紐 漸深帯

■危険要因 県内での生態が不明で言及できない。

■特記事項 流れ藻や打ち上げ藻の中には出現している。

■参考文献 3 
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1タマJ¥J¥キモク ヒバマタ目 ホンダワラ科

Sargassum muticum (Yendo) Fensholt 
屯

一情報不足 一なし

■選定理由 県内での分布は限られた場所だけ、それも低密度の生育状態と考えられる

が、本種が認識された1978年以降において｀専門家による七尾湾や穴水

湾などでの広範囲な調査はなされていない。

■形 態 付活器は平たし＼盤状で、その中央から短い1本の茎をだす。その頂部から

数本の主枝をらせん配列に生じる。

■国内分布 北海道南部、本州中部から四国、九州。

■県内分布 能芙市大浜、七尾市大田で採集されている。

■傘の条件 低潮線付近から水深lmくらいまでの波当りの弱い、やや静かな場所に生育す

る。

■危険要因 県内での生態はよく分かっていないため不明。

■特記事項 直立部はよく似ているが、 付沼器が小さな盤状で糸状根も出すミヤベモクは

よく見られている。

池森責彦 ・東出幸真

池森賣彦

1フジノJ¥ズタ イワズタ目 イワズタ科

口
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Cau/erpafergusonii Murray 

一地域個体群 一なし

●選定理由 能登内浦沿岸で機会あることに本種の発見に努めてきた。しかし、し＼

まだに矢波以外では見出されていない。本県では稀な海藻と考えられ

る。また、本種の北限の生育地であり、学術的にも貴重な海藻であ

る。現時点では地域個体群としておくのが妥当と考える。

●形 態 体は祠匈枝と溢立部からなる。直立部は6~7mmごとにくびれ対生して小

枝を生じる。小枝は長さ1cm、幅5~6mmで頂端は丸い。

●国内分布 本州太平洋岸中・南部、四国、九州、日本海南部。

●県内分布 能登町の矢波沖の水深16m付近。

●傘の条件 矢波は砂泥質の海底であるが｀カシパン類や貝類の遺骸（貝殻片）が多窪に

堆積しており、フジノハズタはカシバン類の貝殻上に葡図枝を伸ばし、仮根

を張って生活している。したがって、本種の生育には貝殻片などの石灰質の

沼生基盤が必要と思われる。

●危険要因 県内での生態はよく分かっていないため不明。

●特記事項 現在分かっているところ、能登町が本種の北限の生育地。近くの珠洲市の飯

田湾は、生物遺骸と思える石灰質を多く含む海底が広がることが知られてお

り本種の生育が期待できる。今後の調査課題である。

●参考文献 43 
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Iウスイロモク ヒバマタ目 ホンダワラ科

Sargassum pa//;dum (Turner) C. Agardh 

一地域固体群 一なし

■選定理由 七尾市沿岸でしか確認されす、分布生育範囲が限られている可能性がある。他の地域

に生育していることも十分考えられるが現時点では地域個体群としておくのが妥当と

考える。

■形 態 杢枝の下部につく葉は長さ10cm、幅2cmと大きい。よた、薄い膜質で、色はやや

淡色のため、ウスイロの名がある。

■国内分布 本州日本海沿岸、新潟県から秋田県。 池森賣彦

●県内分布 七尾市沿岸、百海町から大泊町の間および観音崎から三室湾の問、能登島半

浦町にも生育を確認した。

■生 態 数m以上の深さで、ときとき砂をかぶるような所に生育している。この点は

他のホンダワラ類とは異なる大きな特徴である。

■生g地の紐 ときどき砂をかぶる岩や泥岩地。

■危険要因 さしあたって脅威はないが、河川改修による砂の供給減、あるいは冨栄養化

などによる泥の堆積などが生育阻害となろう。

■特記事項 七尾市大泊町の隣の富山県氷見市沿岸にも生育する。

池森貴彦・束出幸真
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Iックシアマノリ ウシケノリ目 ウシケノリ科

Porphyra yamadae Yoshida 

一地域固体群 一なし

■選定理由 現状、能登外浦の志賀町から輪島市沿岸にかけては見出すことができす、珠洲市沿岸でのみ、しかも狭い範囲での確認し

かない。本種の分布の北限でもある。現時点では地域固体群とするのが妥当と考える。

■形 態 体は初期では円形だが、成長すると縮れてポタンの花のような団塊状になる。体は厚く、硬いためか、珠洲市の狼煙では

「はちのす」と呼び、食用とはしない。

■国内分布 兵庫県（山陰）、本州太平洋岸中部、九州、同西諸島。

■県内分布 珠洲市の狼煙、木の浦、仁江の3箇所で採集されている。

■生 態 外海に面する高潮線付近の岩上に生育する。散らばることは少なく、本種だ

けの小さなバッチ状の群落を作る。

■傘の紐 分布から見て水温の高い海域で、波の荒い外海に面する岩礁と考えられる。

■危険要困 県内での生態はよく分かっていないため不明。

■特記事項 能登のいわのり群落はウップルイノリが主体で、これにオニアマノリとクロ

ノリが混生するが、上記の3箇所では小範囲ながら本種のかたまりも形成され

る。本種は、山陰地方からの報告は兵庫県のみであるが、九州から能登まで

連続分布している可能性もある。

■参考文献 42 
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1キクメイシモドキ 刺胞動物門 イシサンゴ目 キクメイシ科 ：

Oulastrea crispata (Lamarck) 

一準絶滅危惧 一なし

●選定理由 逹礁性イシサンコの仲間では能登半島が世界の北限群生地であり、学術上

貴重である。

■形 態 殻皮状またはかたまり状の群体をつくり、骨格はチョコレート色か紫黒

色。英の直径は5mm位で、英と英との間こは溝があるか結合する。ポリプは

緑褐色。

■国内分布 日本海沿岸は新潟県以南、太平洋沿岸は千葉県の館山湾以南に分布する。

●県内分布 能登半島の内浦海岸、能登町から穴水町に分布し、九十九湾と九里川尻湾に

群生地がある。外浦海岸では志賀町の福浦と大島に生息地が見つかってい

る。

■生 態 内湾の潮間帯下部から水深3mまでの岩や石の天井面に固若する。群体の長

径は5cm前後のものが多く、昼間でもポリブを開いていることがある。水温

l0°C以下でも生存できる。

・辛碑 陸からの砂泥の流入が少ないこと。

■危険要因 以的は釣り餌のイワムシ捕りの影響で固着基盤の破壊が多かったが、近年は

少なくなってきた。現在は港湾や道路造成などによる埋立と生息環境の変化

が懸念される。

●特記事項 造礁性イシサンゴの仲問では水温lO℃以下でも生育できる低温耐性を持つ。

■参考文献 25, 59 
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一準絶滅危惧 一なし
冒

●選定理由 能登半島の内浦海岸を中心に広く分布し、かつ生息密度も高い。

●形 態 各個虫lさ石灰質の共骨で連結し、英は直径5mm、高さ8mm以下。触手

は48本で共肉は美しい黄色またはオレンジ色を呈する。

●国内分布 陸奥湾が模式産地。日本海沿岸は北海道の小樽以南から福井県の若狭湾ま

でと隠岐に分布する。太平洋沿岸では三陸海岸、相模透伊豆半島、大阪

湾と瀬戸内海に分布する。

●県内分布 能登半島の内浦海岸、能登IBJから七尾市に分布し、外浦海岸でも散見され

る。 2016年に加賀市沿岸での生息地が見つかった。

●生 態 開放性の岩礁海岸の潮間帯下部から水深3mまでの比較的平坦部で、ホンダワ

ラ類が生育する岩礁基盤に固着生育する。場所によっては、転石や礫の天井

面にも固着する。

●生息地の醗 陸からの土砂の流入や海水の懸濁がないこと。

■危険要因 近年、人為的影響による生息環境の破壊はみられなし］が、港湾や道路の整

備・拡張に伴う堤防の設置や埋立などによる生息環境の破壊と悪化が懸念さ

れる。

●特記事項 日本固有種。山形県飛島の生息地は、県の天然記念物に指定されている。

●参考文献 8, 29, 57. 58 
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1サクラオフェリア 輯劉胴 オフIリアゴカイ目オフIリア科

Euzonus arcticus Grube 

一準絶滅危惧 一なし

■選定理由 我が国で叢初に発見されたのが金沢市の金石海岸,2007年に金沢市在

住の川原英氏らにより新称和名が提唱された。

●形 態 体形はミミズに似ている。頭部は先が尖り、後方は丸く膨らみ、胸部

（中部）は円筒形で深い渦がある。腹部 （後部）には枝分かれした樹枝

状のエラが対に並ぶ。体長は5~6cm、頭幅が4~5mmに成長し、生時

の体色は鮮やかな赤色、または小豆色で背面は虹色または薄菫色。

■国内分布 石川県、北海道余市他に分布する。

●県内分布 白山市倉部から内灘町｀かほく市の砂浜海岸に分布する。

●生 態 砂の直径が約0.3~0.5mmのやや粗めの汀線付近で、約20cmの深さに潜つ

て生活している。産卵期は夏。

•生の条件 細かい土砂の堆積や人為的撹乱によるt↓'(J)粒度組成iこ変化がないこと。

●危険要因 日本で最初に発見された金石海岸は、堤防や離岸堤の設置による砂浜の粒度

組成が変化し、生息環境が不適となって絶滅した。

●特記事項 金沢市金石の地元民はオフェリアゴカイの仲問をサクラミミズと呼び親し

み、釣りの餌として利用していた。本種の模式産地はロシアの北極海であ

る。

●参考文献 9. l 3. 28. 38. 60 

浦田慎

坂井恵一

口

o 20 4CJ<m ---— , 
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Iエソオフェリア
Euzonus ezoensis (Okuda) 

晨形動物「1オフIリアゴカイ目 オフIリア科

一準絶滅危惧 一なし

■選定理由 2007年に金沢市在住のJII原英氏らにより新称和名が提唱された。

■形 態 体形はみみすに似ている。頭部は先がやや尖り、後方は円筒形｀胸部

（中部）は円筒形でやや短い。腹部（後部）には櫛状のエラが対に並

ぷ。体長は約3~4cm、頭幅はl.5~2mm程度で、サクラオフェリア

より小型である。生時の体色は鮮やかな赤色または小豆色。

■国内分布 石川県、北海道のオホーツク海に面した枝幸（えさし） に分布する。

■県内分布 かほく市高松から志賀町高浜までの砂浜海岸に分布する。

■生 態 砂)(J)直径が約0.2mmの細かい砂の海岸で、汀線付近から少し陸寄りの、波が

やっとかぶるような場所の深さ約30cmまで潜って生活している。産卵期は

夏である。

■生の紐 細かい砂の流出など、人為的撹乱等による砂の粒度組成に変化がないこと。

■危険要因 砂浜の侵食 ・後退が進めば生活場所自体が少なくなり、生存を脅かすことに

なる。

■特記事項 主な生患地である千里浜海岸は海岸侵食が進行してし＼る。

■参考文献 9. 13. 38 

浦田慎

坂井恵一

口
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1カリカネエガイ 軟体動物門フネガイ目 フネガイ科

Barbatia virescens (Reeve) 

一準絶滅危惧 一なし

●選定理由 内湾あるいは港湾などの波あたりの少ない場所に生息しているが、港湾工

事などにより著しくその生恩地及び個体数が減つていると思われる。

●形 態 殻は横長で後端は前端より幅広く丸い。殻長約5cm、殻高約3cmで、殻

の表面は細い放射肋が密にあり、殻笈は周縁で厄い。

●国内分布 北海道南部以南に分布する。

●県内分布 七ッ島大島、九十九湾、七尾湾に分布する。

■生 態 潮問帯から水深20mの岩礫に足糸で付着して生活する。

・出諜碑 内湾の波当たりの影響が非常に小さい自然海岸の岸壁や岩に付着している。

●危険要因 港湾に生息しているものは工事などにより絶滅する可能性がある。

●特記事項 外洋的環境に生患するカリガネエガイと内湾的環境に生息するアオカリガネ

エガイの2亜種に分類されることもある。

■参考文献 4, 6, 14, 16, 50 

小木曽正造

坂井恵一

口

1チャイロキヌタ 軟体動物門 中腹足目 タカラガイ科

0 20 4Qor ---— , 
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Palmadusta artuffe/i (Jousseaume) 

~ 情報不足

一■選定理由 南方系だが県内各地に広く分布している。

■形 態 殻高2cm、殻径1.5cm程。背側は茶色で、しばしば不明瞭な濃淡の帯状

となる。腹側は白色で斑点はなく、外套膜は黒色。

~ なし

●分 布 房総半島以南、四国、九州、奄美、沖縄、韓国に分布する。

■県内分布 能登半島各地の砂浜海岸で、打ち上げられた貝殻が散見される。

■生 態 毎年、砂浜に打ち上げられる貝殻は多く、周年生息していると思われるが、

生貝の生態は不明である。

■鵠地碑 生態が不明なので言及できない。

●危険要因 県内での生態はよく分かっていないため不明。

●特記事項 能登町姫海岸の浮き転七畏回で生貝を確認している。

浦田憤口

坂井恵一

'-
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1タマカイメン 海綿励物門硬海綿目 タマカイメン科

Tethyajaponica Sollas 

一情報不足 ― なし

■選定理由 本種は1963年に能登九十九湾越坂で採集され日本海沿岸では初記録とし

て記載された。その後の調査でも九十九湾内及び湊口だけで見つかってい

る。

■形 態 外形は球状または卵円形、高さ16mm、径14mm生時は赤黄色。小さな

乳突起があるように見える。

■国内分布 房総半島、熊本県天草地方に分布する。

■県内分布 能登九十九湾内及び湾口部に分布する。

■坦謀の紐 九十九湾では波当たりの少ない比較的浅い岩盤上または転石上に生息してい

る。

■危険要因 現在の所、県内他地域では確認していないが、浅海に生息し｀固沼種である

ため護岸工事などがあると壊滅のおそれがある。

■参考文献 51 

又多政博

口
又多政博

o 20 4Cl<m ----' 
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I /¥ポウキガイ
Pinna attenuata Reeve 

軟体動物門 ウグイスガイ目 ）＼前ウキガイ科

一情報不足 一準絶滅危惧

■選定理由 能登半島が分布の北限とされ、内湾あるいは港湾などの波あたりの少ない

場所に生息しているが、港湾工事などにより著しくその個体数が減ってい

ると思われる。

■形 態 殻は細長く、殻長約35cm、殻は薄く、膨らみは弱し＼。殻色は黄色から黄

土色、黒色を呈する。

■国内分布 房総半島 ・能登半島以南に分布する。

■県内分布 九十九湾内、宇出津港、穴水湾周辺に分布する。

■生 態 砂泥底に殻頂を下にして殻の半分ほどを埋没して生息している。

•至の紐 比較的波あたりの少ない内湾あるいは港の中などの潮間帯から水深10m前後
の砂泥底に生息している。

■危険要因 港湾に生息しているものは了事などにより絶滅する可能性がある。

■参考文献 5, 15 

小木曽正造

小木曽正造
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1オトヒメコカイ 謡易物門サシJ(jカイ且オトヒメゴカイ科

Hesione reticulata Marenzeller 

一情報不足 一なし

●選定理由 県内ではこれまでに鳳珠郡能登町内の3地点からしか記録がない。

●形 態 体長3~8cmで体色は変巽に冨むが、 一般に背面は赤褐色と無色のま

だらで縦長のすじ状を呈す。

・固内分布 本州中部～沖縄に分布する。

●県内分布 凪珠郡能登町姫、越坂、九十九湾に分布する。

●生 態 潮問帝やタイドブールなどの転石下に生思している．

■生蕊の醗 多少転石の下に砂がある方が良いようである。

■危険要因 現在確認している生息場所では、春の大潮時には干上がる様な場所に生息し

ていることもあり、雨水の影響を受けやすいように思われる。

●特記事項 日本固有種である。

●参考文献 11. 23. 53 

小木曽正造

口

小木曽正造

1アンズイソギンチャク 麟 nィ')ギンチャク且 ウメ前ツイ')ギ）チャク科

Aulac珈 iacoccinea (Verrill) sensu Uchida and Soyama 

県内の分布

一地域個体群 一なし

■選択理由 県内での分布が限定されているため。

■形 態 体壁は暗緑色とページュの縞模様触手と口盤は一様に赤色で、体壁には

ややまばらに吸沼イポがある。このイポはかなり大きく、良く目立つが吸

着力は弱い。

■国内分布 長崎および瀬戸内海に分布する。

■県内分布 能登町九十九湾でやや多く見られる。また、七尾市の百海でも少ないが生息

している。外浦海岸での分布情報はない。

■生 態 長崎および瀬戸内海では水深数mの岩礁にみられるとされている。本県でも ・

：ご三良～三9ミ雲塩,:i:雰望::::累□
■辛碑 波あたりのやや強い岩礁地帯の遮蔽部。

■危険要因 人為的な構築物などにより生息地が脅かされているようである。

■特記事項 本種の学名はあくまでも内El3. 楚山 (2001)のイソギンチャクガイドブッ

ク (TBSブリタニカ）で記載されたアンズイソギンチャクに適用されたもの

であり、 その分類学的位四づけは不明瞭である （千葉県立中央博物館海の博

物館、柳研介研究員からの私信） 。

■参考文献 55 

又多政博

坂井患一
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1, ビジンイソギンチャク
Stichodactyla tapetum (Ehrenberg) 

月胞員物門イ1ギンチャク且 ）＼タゴイ1ギJチャク科

一一地域涸体群

■選択理由 生息地での個体数の浅少が顕著であるため。

■形 態 盤はいぽ状の短い触手で覆われる。盤の直径10cmくらいの個体が多― なし

い。
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■国内分布 千葉県以南に分布する。

■県内分布 能登町の九十九湾及びその周辺や羽根沖の瀬、 それに七尾市百海の海岸等に分布する。

●生 態 1配朝綜より水深lOm以深の岩礁に着生しているQ

■也牒の絣 生態が不明なので言及できない。

■危険要因 人為的な構築物などにより生息地が脅かされているようである。

■参考文献 54 

又多政博□］ 

又多政博

o 20 4Cl<m ----' 
県内の分布

Iマシコヒゲムシ 環形蘭物門ケヤリムシ目 シ前グリヌム科

0/igobrachia mashikoi lmajima 

一地域固体群 一なし

■選定理由 本種は風珠郡能登町の九十九湾からしか記録されていない。ヒゲムシ類の

生息地として極めて特異的に浅く温暖な環境に生息している。

■形 態 体長150mm程度、幅1mm以下の非常に細長い体をしている。体色は全

体に赤色で、前端にヒゲの様に見える触手を10~18本持つ。後端部は体

節及び剛毛を持つ。

■国内分布 九十九湾からのみ報告されている。

■県内分布 九十九湾からのみ報告されている。

■生 態 浮遊幼生期を経て海底に着生し、大部分が海底に埋まった細長い棲酋を作

り、その中で生活する。海底からわすかに触手を海中に出している。消化器

系を欠き、化学合成細菌を体内に共生させて栄蚕を得ている。

■李嗚件 砂泥底もしくは泥底に生息する。

■危険要因 九十九湾内でのみ生患が確認されており、海底の人為的な攪乱などによって

生息地が壊滅的な影響を受ける可能性がある。

■特記事項 鳳珠郡能登町の九十九湾が基産地である。

■参考文献 10, 45. 46 

小木曽正造

小木曽正造
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1シオガマサンコ 輯鵠物門イシサンゴ目 シオガマサンゴ科

Oulangia stokesiana miltoni Yabe et Eguchi 

一地域個体群 一なし

■選定理由 日本海沿岸では山形県飛島と能登半島の2ヶ所が生息地として知られてい

る。

■形 態 非造礁性の単体イシサンゴ、個虫は直接岩などに単独で固着する。英（骨

格）は直径約1cm、英内の隔壁は黒色だが上縁だけは白色、英壁も白

色。ポリブの触手・体壁は透明で、触手を広げた大きさIな最大約2cm。

■国内分布 冷水性の種類で、太平洋沿岸では三陸海岸に多いが、相模湾、伊勢湾、土

佐湾（雨限）などにも分布する。

■県内分布 能登半島の内浦海岸、能登町から七尾市に分布し、外浦海岸でも志賀町七見

で見つかっている。

■生 態 岩礁海岸の潮間帯下部から水深l5--l 6mまでに固蒼生息するようである

が、詳細は不明。

■生息地の条件 九十九湾では、多少浮泥が堆積している海底にも生息している。

■危険要因 生息水深が浅いので、自然海岸の減少に伴う生息適地の破壊が危惧される。

■特記事項 日本固有種で模式産地は宮城県の塩釜湾。九十九湾周辺等ではチョウジガイ

科のアオチョウジガイモドキとヒラチョウジガイモドキの2種が生息分布す

る。

■参考文献 31 

坂井恵一

口
坂井恵— 巨

Iックモジュズサンコ 剌麟物門イシサンゴ目 シオガマサンゴ科
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Culiciajaponica tenuisepes Ogawa, Takahashi and Sakai 

一地城個体群 一なし

●選定理由 能登町の九十九湾で発見された非造礁性の群体イシサンゴ。

■形 態 ポリブはオレンジ色か透明、英（骨格）は白色で直径約5mm。岩礁海岸の

潮間帯下部から水深2mまでに固沼生患し、各固虫は共骨で連なり群体を

造る。沈設されたテトラポッドや自然石等にも群体を形成することがあ

る。

●国内分布 能登半島と山形県の飛島、新潟県の佐渡島に分布する。

●県内分布 能登半島の内浦海岸、能登町から七尾市に分布し、外浦海岸でも小規模な群

体の生息地が見つかっている。

●生 態 生息場所は平均水面から水深約2mまで。岩礁の水直面やオーバーハングした

天井部の内側等で大規模な群体が形成されることがある。

・鵠地の頚 生息場所の環境条件ならびに生息水深はムッサンゴと類似するが、本種が主

に岩の垂直面や窪みの内側を好むのに対し、ムッサンゴは比較的平坦な天井

面を好む傾向がある。

●危険要因 生息水深が浅いので、自然海岸の減少に伴う生息適地の破壊が危惧される。

■特記事項 産卵期は夏。本種は有性生殖で別の新しい場所に個虫を蒼底させて群体致の

増殖を図り、無性生殖（芽生）で群体内の個虫数を増加させる。

■参考文献 26. 30. 32. 33 

坂井恵一

坂井恵一
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1アマガイ
Neritajaponica Dunker 

一地域伺体群 一なし

■選定理由 全国的には普通種であるが、県内の分布地は志賀町の2地点しかなく、生

恩が極めて狭い範囲に限定されているため。

■形 態 殻高、殻径ともに2cm程で、殻表は暗色で白色～淡黄色の不規則な模様

がある。内唇の滑暦は白色～黄色蓋は半月形で鉤状の突起があり、表疸］

には顆粒が見られる。

■国内分布 本州以南、四国、九州に分布する。

■県内分布 志臼町安部屋及び上野

■生 態 汀線上部の岩の割れ目の中などに巻貝のタマキピガイやイシダダミと混生し

ている。体内受精を行い岩上に卵嚢を産み、卵嚢から幼貝が這い出てきてく

るため、浮遊幼生期を持たす分布は容易に広がらないとされる。

•生の ゃや内湾的な岩礁に生息する。

■危険要因 生息地が極めて狭く限定されているので、採集を始め小さな人為的撹乱でも

絶滅の危機が心配される。陸からの環境破壊や海洋汚染を行なわないごと。

■特記事項 志賀町の安部屋でのみ生息が確認されていたが、 2018年に新たに志賀町上

野にも生息することが確認された。

■参考文献 49. 52 

小木曽正造

JJ¥木曽正造

口
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1ミサキギポシムシ
Balanoglossus misahensis Kuwano 

半索動物門ギポシムシ綱 ギポシムシ科

一地城固体群 一なし

■選定理由 能登半品が日本海沿岸における最初の生息発見地。

■形 態 体はミミズ型で全長は多くがおよそ30~40cm。前方の吻部は先がやや

尖り、後方は丸く、 橋の襴干等に飾られる擬宝珠（ぎぽし）に似ている。

続く襟部後方では左右の生殖翼の自由端が離れ、肛門は体幹部後端のやや

背方に開く。体は黄褐色で、ヨー ドホルム臭と呼ばれる特有の匂いを放

つ。

●国内分布 肖森県以南の巳本沿岸、西太平洋（黄海・南シナ海）に分布する。

●県内分布 志賀町増穂ヶ浦海岸の水深2~7m付近、能登町五色ヶ浜など内浦海岸一帯に

生息する。

■生 態 砂中に潜入しており、糞塊は築かない。産卵期は夏。

●也比の紐 増穂ヶ浦の生息地における海底砂の粒度は、極細砂から細砂（粒径0.06~

0.25mm)が主体であった。同海域はカバザクラガイが高密度に生息する場

所でもある。

●危険要因 浅い砂泥底が主な生活湯所のため、埋立などにともなう生息適地の減少が危

惧されている。

●特記事項 本種の他、九十九湾にはハネナシギポシムシが生息する。

●参考文献 21. 24, 34. 36 

浦田慎
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Iワタツ`ミギポシムシ 隷劉物門ギポシムシ絹ギポシムシ科

Balanoglossus carnosus (Willey) 

一地域個体群 一なし

■選定理由 能登半島が日本海沿岸における最初の生息確認地。

■形 態 体はミミズ型で全長は最大約80cmに達する。前方の吻部は先が丸く、続

＜襟部は長大で吻の星部を大きく覆う。襟部後方では左右の生殖賀の自由

端が接し、肛門は後方に向かって開く。体色は黄色っぽく、ヨー ドホルム

臭と呼ばれる特有の匂いを放つ。

●国内分布 インドー西太平洋の熱帯水域、 太平洋沿岸の千葉県館山以南に分布する。

■県内分布 能登町の九十九湾を含む小浦から新保、 そして恋路の水深2-lOm前後の砂

泥底に生息する。ただし、調査が進めば生息地は増えると考えられる。

●生 態 砂中に潜入し、 吻端付近には2-3cmの砂の窪みを、 また肛門付近には直径

20cm程度の糞塊を築く。能登における産卵期は夏である。

•生の 海底砂の粒度はミサキギポシムシとほぽ同じく極細砂から細砂（粒径006-

025mm)が主体であった。

■危険妻因 浅い砂泥底が主な生活場所のため｀埋立などにともなう生恩適地の減少が危

惧されている。

■特記事項 九十九湾にはハネナシギポシムシが生息する。

■参考文献 35. 37 

浦田恒

口
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Discradisca sparse/ineata Dall 

一地域個体群 一なし

■選定理由 県内ではこれまでに風珠郡能登町の九十九湾内のみで記録されている。

■形 態 背殻は淡黄色で明瞭な放射条と成長脈は見られす、腹殻Iさ半透明から淡黄

色で放射条の間隔が広い。背殻、腹殻とも後縁を除いて棘毛が生えてい

る。殻の直径は7mmから9mm程度である。

■国内分布 東京湾及び北海道｀白）II喋、神奈川県、兵庫柴｀岡山県、山口県、熊本県

の沿岸で記録されている。

■県内分布 九十九湾に分布する。

■生 態 浮遊幼生期を経て着生し、肉茎で転石に固着した生活を送る。繊毛運動に

よって蓬ばれる微小生物を粘沼しつつ取り入れ消化する。

■辛碑 内湾の湾口や海峡部などの潮通しのよい場所の転石などに生息する。潮間帯

中部から潮下帯に生息する。

■危険要因 海岸の埋め立てや護岸化、防波堤による潮流の変化などによって生患地が失

われる可能性がある。

■特記事項 これまでに日本海では九十九湾の他に生息地の報告はない。七尾湾には同属

のスズメガイダマシDStella (Gould)が分布する。

■参考文献 2, 18. 27 
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1シモダギポシムシ 半案働物門 ギポシムシ綱ギポシムシ科

Balanoglossus simodensis Miyamoto and Saito 

一情報不足 ― なし

■選定理由 能登半島が日本海沿岸における唯一の生息確認地。

■形 態 体長は通常10cm以内。前方の吻部は先がやや尖り、後方は丸く、長さは

続く襟部とほぽ同程度。生殖翼はよく発達し、襟部の後端で左右の自由端

が近接する。体は淡い黄褐色で、肝域の盲嚢突起?IJは中間で退縮する部分

があり、その前方は暗い緑褐色もしくは茶色となる。

■国内分布 千葉県から静岡県の太平洋沿岸、石川県に分布する。

■県内分布 九十九湾の水深5~10m付近に生息する。

■生 態 浅い砂中に生息しており、糞塊は築かない。有性生殖のほか、体を自切して ユ
の無性生殖も行う。

■危険要因 浅い砂泥底が主な生活場所のため、埋立などにともなう生息適地の減少が危口
惧されている。

■特記事項 本種の他、九十九湾には複数の小型ギポシムシ種が生息する。

■参考文献 20. 21 

浦田憤

浦田 慎
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県内の分布

Iックモミノウミウシ
Cuthona beta (Baba and Abe) 

軟体動物門裸鰈目 オショロミノウミウシ科

一情報不足 一なし

■選定理由 本種は、能登町九十九湾周辺で採集され1964年に新種として記載され

た。

■形 態 体色は淡い赤紫色で頭部、口触手及び触角は紫色が濃い。各鯰突起先端に

は濃い紫赤色輪帯がある。体長2mmほどで成熟し8mmに達する。沿岸

の浅いところで稀にみられる。

■国内分布 本州中部以南 （佐渡ケ島、富山湾｀敦賀湾）、奄美大島に分布する。

■県内分布 七尾市観音崎｀能登町九十九湾周辺に分布する。

■生 態 稀にしか採集されないため生態不明である。

•至の紐 生態が不明なので言及できない。

■危険要因 生態が不明のためわからないことが多いが、浅所に生息することから、海岸

丁事などがあるとその影響も大きいと思われる。

■特記事項 なし

■参考文献 l. 22. 47 

又多政博
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1アカテガニ 節足動物門十脚目 イワガニ科

Chiromantes haematocheir (de Haan) 

一地域個体群 一なし

■選定理由 従来、県内のほぽ全域の河口付近を中心に見ることができたが、近年その

数が減少している。

■形 態 甲幅35mm前後の大きさになり鉗脚（はさみ脚）が赤くなる。甲色は

赤、黄、緑など変異が多い。

■国内分布 日本海側は秋田県以南、太平洋側では岩手県以雨から沖縄諸島。

■県内分布 能登地域では志賀町以北の河口周辺で生息する。特に九十九湾周辺では海岸

に隣接して森が広がり、本種の生息環境が良好に保たれている。加袈地域で

は犀川河口部の県民海浜公園周辺、大聖寺川河口部の鹿島の森周辺が代表的

な生患地。

■生 態 本種は陸地の比較的奥部にまで生息し、山間部で見られる場合もある。 日中

の明るい間は巣穴 （深さ数十cm)の中に潜み、夕方から夜明け前まで活動す

る。雨の日は日中でも良く活動し、見かける機会も多い。

■辛碑 土中に巣穴を掘る。比較的乾燥している所でも生息しているが、近くに小川

や森、 河原などがある場所を好む。

■危険要因 河）IIの護岸工甲によるコンクリート化、水田の区画整理などによる生活環境

の悪化。

■参考文献 17, 48, 56 

叉多政博

口

坂井恵一

Iクロベンケイガニ 飾足動物門十脚目イワガニ科

Chiromantes dehaani (H. Milne Edwards) 
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一地域個体群 一なし
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■選定理由 アカテガニ同様、県内の河口付近の土手、河原周辺、水田などで普

通に見られたが、近年減少している。

■形 態 甲幅30mm前後。形はアカテガニに似るが、鉗脚（はさみ脚）は赤

くなく上縁に顆粒がある。全体に黒に近い茶色。

■国内分布 日本海側は秋田県以南、太平洋側では宮城県以南から沖縄諸島。

■県内分布 能登地城では志賀町以北の河口付近に生息。特に九十九湾周辺では良好な生

息環境となっており、本種が多く見られる。加賀地域では犀川河口部の県民

海浜公園周辺、大聖寺JII河口部の鹿島の森周辺が代表的な生息地。

■生 態 淡水の影響が強いところを好み巣穴で生活する。夕方から夜明け近まで活

動する個体が多い。 日中はアカテガニより見かけることが多いが、雨の日は

さらに見かける機会が多くなる。

■辛碑 多くは河JII縁、水田のアゼ道（斜面）などに巣穴を掘り生息する。

■危険要因 アカテガニ同様河川の護岸工事、水田の耕地整理などが生活環境を脅かして

いる。

■参考文献 17. 48. 56 

又多政博
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1スナガニ
Ocypode sLimpsoni Ortmann 

一地域伺体群 一なし

■選定理由 砂浜の人為的改変に伴う生息地の破壊だけでなく、海岸侵食や地球温暖化

による砂浜自体の減少が進行し、生息地の消失が起こっている。

■形 態 甲幅が3cmに満たない小型のカニで、長い眼柄 （ヨと頭部をつなぐ棒状

組殿）を持つ。甲羅は薄くて壊れ安いが、鋏脚は片方が大型で頑丈。歩脚

も丈夫である。通常は全身灰色だが、繁殖期は桃色や赤色になる。

■国内分布 北海道南部以南から九州までの日本海と太平洋沿岸の砂浜に広く分布す
る。

■県内分布 喋内一円の砂浜に分布するが、かほく市から志賀町の砂浜で生恩密度が高

い。能登町と七尾市の小規模な砂浜に生息密度が高い砂浜が点在する。能登
の北海岸、金沢市から加賀市の砂浜では生息密度は概して低い。

■生 態 活動期は5月から11月まで、これ以外は砂中に潜み越冬する。夜間に波打ち

際で採餌するが、日中でも潮が引いた干出帯で採餌する。潮が満ちてくると
前浜後方帯に掘った穴中に潜む。繁殖期は7月と8月。

・辛祖 細砂が主体の奥行きが広くて平坦な砂浜を好み、後浜後方帯に植生域を備え

ることが最適。砂浜への車両の乗り入れ、夜間のヘッドライト照明は活動に
悪影響を与える。

■危険要因 海岸侵食や地球温暖化による砂浜自体の減少が進行し、生息地の消失が起

こっている。

■特記事項 千里浜なぎさドライブウェイの区間では本種の穴は見つからなかった。能登

南部の今浜から大崎の区間では砂浜が随所で消失していて生息地の分断が起
こり、穴密度も低かった。山形・大阪・広島 ・愛媛・長崎・熊本：準絶滅危

惧種、兵閲•宮城 ： 絶滅危惧極 1I類に指定されている。

■参考文献 39. 40. 56 
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7. 貝類

1 . 石川県の陸産 ・淡水産貝類相

初版の「いしかわレッドデータブック 2000〈動物編〉」においては、淡水産貝類は独立の項目として

とり上げられておらず、また当時の 「その他の動物」の項（同書 146~ 147ページを参照）において

も選定種は皆無であった。これには、以下の理由があげられている。

①県内全域の状況を把握するにはまだ情報が不十分で、特に個体数の少ない種の県内分布がよ く分かっ

ていない。

②県レッドデータプックで選定対象として検討すべきものがあるが（例えば、カラスガイ）、過去の文

献に記載されている場所の位置が不明である。

今回の「いしかわレッドデータプック 2020〈動物編〉」の改訂作業の中で、現地調査を進め、最近の

分布情報と過去の文献情報を整理した。その中には、高橋久氏を中心に行われた河北潟周辺の外来種

を含む貝類調査（野村 ・高橋、 2006)や筆者によるイシガイ類調査（石原、 2008)の記録が含まれる。

暫定的ではあるが、石川県に生息する淡水産貝類を整理したところ表 1に示す44種があげられた。陸

産の貝類については、「石川県レッドデータブック 2009」（第 2版）において、県内では llO種程度の

生息が報告されているが、いくつかは再検討が必要であり 、それでもおそ らく100種を超える種が生

息するだろうと述べられている。第 2版発表以降も、数種の県内未記載種が高橋らにより確認されて

おり（未発表）、野村 ・高橋 (2009) は、石川県内で確認された陸 ・淡水産貝類は 157種であると述べ

ている。この うち淡水産貝類が40種であるので、陸産貝類は 117種となる。加えて、この間の調査で

も数種の末記録の種が確認されている。

ここでは、淡水産貝類には環境省 (2002年）の陸産及ぴ淡水産貝類の対象種一党に従い、汽水産貝

類と して扱われたものも含めている。したがって、本項でとり上げる貝類には、以下のものが含まれ

ることになる。

①水路、溜池、湖沼に生息するカワニナ、タニシ類、イシガイ類

②河川渓流域の飛沫帯に生息するニクイロシブキツボ、ナタネミズツボ

③河川の河口近くの汽水域で見られるイシマキガイ、カワザンショウガイ、ウミニナ類

④陸生の巻貝（腹足綱）

北陸地方では、富山県で約 30種、福井県で 40種の淡水産貝類が記録されているので、ようやく 石

川県においても同程度に淡水産貝類相が判明したと言える。まず、イシガイ類（カワシンジュガイ科

とイシガイ科）の知見が飛躍的に増加した。イシガイ類は黒色の殻を持つ二枚貝であるため、一般に

は「カラスガイ」や「タガイ」などと通称されるが、石川県には少なくとも 10種のイシガイ類が生息

することが判明した。能登地方に氷河期の迎存種であるカワシンジュガイが現存することが判明した。

柴山混や邑知潟では、特に周辺の水路にイシガイ類が多産する場所あることが判明した。特に、邑知

褐ではカラスガイやカタハガイを含む 5種ものイシガイ類が見られ、北陸有数のイシガイ類の多様性

が高い場所として評価される。

地理的分布では、能登地方で見られるナタネミズツボが国内では他に佐渡島に分布する ことが注目

される。イシガイ類のカタハガイは主に西日本に分布することから、県内の個体群は東限（北限）の

ものとして費重である。

一方で、多く外来種が既に石川県内に侵入していることが判明した。巻貝類ではサカマキガイ以外

にコモチカワツボ、ハブタエモノアラガイ、インドヒラマキガイ、二枚貝ではタイワンシジミ、カワ

ヒバリガイ、コウロエンカワヒバリガイが外来種である。陸産貝類では、高山に生息する種から、平



野部の湿地に生息する種、海浜の飛沫帯に生息する種まで多様な種が確認されている。石川県におけ

る固有種としては、紬倉島のみにみられるヘグラマイマイと、白山の標高 2,350 ,..__, 2, 400mで確認さ

れているハクサンケマイマイが挙げられる。

表 1.石川県産の淡水産貝類リス ト

アマオプネ科 イシマキガイ

タニシ科 マルタニシ、オオタニシ、ヒ メタニシ

イツマデガイ科 ニクイロシプキッポ、ナタネミズツボ

ミズツボ科 ホソミジンツボ、コモチカワツボ

ミズゴマツボ科 ミズゴマツボ

カワザンショウガイ科 カワザンショウガイ

カワニナ科 カワニナ、チリメンカワニナ

ウミニナ科 ウミニナ、ホソウミニナ

サカマキガイ科 サカマキガイ

モノアラガイ科 ヒメモノアラガイ、モノアラガイ、ハブタエモノアラガイ

ヒラマキガイ科 カワネジガイ、ヒダリマキモノアラガイ、クロヒラマキガイ、ヒラマキ
ミズマイマイの一種、ヒラマキガイモドキ、インドヒラマキガイ、ヒラ
マキガイ科の一種 Ufenetus屈の一種）

カワコザラガイ科 カワコザラガイ、コビトノボウシザラガイ

イガイ科 カワヒバリガイ、コウロエンカワヒバリガイ

カワシンジュガイ科 カワシンジュガイ

イシガイ科 ドプガイ、フネドブガイ、マルドプガイ、カラスガイ、マッカサガイ、
ョコハマンジラガイ、カタハガイ、イシガイ、オバエボシ

シジミ科 ヤマトシジミ、マシジミ、タイワンシジミ

マメシジミ科 フクイマメシジミ

ドブシジミ科 ドブシジミ

2 種の選定基準

今回「いしかわレッドデータブック 2020〈動物編〉」で新たに淡水産貝類のリス ト種を選定するにあ

たり、環境省レッドリスト 2019を参考とした。選定基準は以下に拠った。

①環境省レッドリスト 2019の掲載種で、国内における地理的分布を考慮して分布の境界域にあたる種

についてはランクを高めに設定した。

②移入種はとり上げなかった。例 ：マルドプガイ：

③同定上の問題のある種は保留した。例、ヒラマキミズマイマイ（類似の在来種がいる可能性がある ：

ヒメヒラマキミズマイマイ） 、ホソ ミジンツボ。

3 選定結果とその概要

この結果、表2に示す 67種（陸産44種、淡水産 23種）が今回の第 3版にランクされた。種数では、

石川県陸産淡水産貝類の約4割にあたる結果となった。

陸産貝類から選定された 44種のうち絶滅危惧 I類には、第2版のクビキレガイモ ドキに加えナミマ

イマイを選定した。これは、 これまでコガネマイマイとされていた 1個体群をナミマイマイとしたも

のである。本種は福井県の海岸域に点々と生息が確認されているが、石川県内では今のところ 1地点

のみから確認されているが、生息数が著しく減少している可能性がある。クビキレガイモドキは、石

川県の他には青森県と北海道のみに生息が知られる種である。石川県においては 1969年以来、確認

情報がなかったが、前回の第2版の調査において、筆者らにより七尾南湾における牛息が確認された。

その後、複数の確認情報が報告されており、既知の生息場所は拡がっているが、七尾南湾以外では確
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認されていないこと、 海岸の特殊な環境に生息する ことから、ほとんどの海岸に護岸が施されている

七尾南湾において、生息環境はきわめて限られており、引き続きもっとも絶滅が危惧される海浜性貝

類である。

絶滅危惧n類には、第 2版(/)7種に加えて、湿地の種としてナガオカモノアラガイ、山地の種とし

てコンボウギセル、オクガタギセル、ハゲギセルの4種についてそれぞれ準絶滅危惧からランクを上

げることになった。ナガオカモノアラガイは、過去は河北混のヨシ帯に多く見られたが、今回の改訂

作業に伴う調査においては発見することができなかった。その他の地域でも確認されず、急速に個体

数を減少させている可能性がある。コンボウギセル、オクガタギセル、ハゲギセルについては、イノ

シシの侵入により生存が吾かされている可能性がある。海浜性の 2種、ヤマトクビキレガイ、オオウ

スイロヘソカドガイは、いずれも岩礁性海岸の飛沫帯に生息する種であるが、それぞれ生息場所が限

られており、また多産はしない。海岸の護岸工事やその他の開発によって容易に消滅してしまう種で

ある。ココロマイマイ、オオミケマイマイは丘陵地から山岳に生息する種であり、生息分布は比較的

広いが、産地において多産することはない。また開発が進んだ場所においては確認されないことから、

環境変化には脆弱な種であると考えられる。 トノサマギセル、ハクサンマイマイ、ミヤマヒダリマキ

マイマイは山地から奥山に生息する種であり、いずれも稀種である。詳細な生息状況は不明であるが、

生息分布が狭い可能性があり 、一つの生息地が消滅すると種全体への影惣が大きいものと考えられる。

準絶滅危惧には、これまで県内の山地に普通にみられたものの、近年著しく減少している可能性が

あるヤマタニシをあらたに加えた。また、樹上に生息する大型マイマイ類のヒダリマキマイマイ、オ

ゼマイマイ、ツルガマイマイをあらたに選定した。いずれも近年著しく減少している可能性がある種

であり 、ヒダリマキマイマイを除くと生息場所も限られている。

その他、前回選定された 24種については引き続き取り上げ、情報不足としていたサツマクリイロカ

ワザンショウ類の一種についてはおおむね生息状況が把握ができたことから準絶滅危惧に選定した。

情報不足には、過去に県内において記録がある種で現状が不明の種4種に加え、あらたに県内での

生息が確認されたミジンナタネガイを加えた。また、第2版においてイボイボナメクジGranulilimax

fuscicornisと思われる種が確認されていることを記したが、これまでにイボイボナメクジとは別の

近似種であることが判明したので、イボイボナメクジの一種として情報不足に選定した。

生息情報が不足する部分が多いため、今後の調査が求められる。特に、潟湖の調査では周辺の水路

で調査が進んだが、潟の本体では調査が困難なこともあり、十分な調査が行われていない。新たな生

息情報が得られた場合には、県自然環境課または筆者に提供いただけたら幸いである。
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表 2.選定種リスト

絶滅危惧I類 絶滅危惧1I類 準絶滅危惧 情報不足

クビキレガイモドキ ヤマトクビキレガイ イシマキガイ オズタニシ

ナタネミズ‘ンボ オオウスイロヘソカドガイ ヤマタニシ ミズゴマツボ

カワネジガイ ナガオカモノアラガイ マルタニシ ホソウミニナ

ヒダリマキモノアラガイ オクガタギセル イツマデガイ モノアラガイ

ナミマイマイ トノサマギセル ニクイロシプキツボ ヒラマキミズマイマイ

カワシンジュガイ コンボウギセル サツマクリイロカワザンショウ類の一種 ヒラマキガイモドキ

ハゲギセル カワザンショウガイ ナガナタネガイ

ココロマイマイ ウミニナ ミジンナタネガイ

オウミケマイマイ オオタキコギセル イボイボナメクジの一種

ハクサンマイマイ ナミコギセル ミドリベッコウ

ミヤマヒダリマキマイマイ オオコウラナメクジ ハクサンベッコウ

カラスガイ ヤマコウラナメクジ ハクサンケマイマイ

ョコハマシジラガイ ヒラベッコウ オバエボシガイ

カタハガイ クリイロベッコウ ヤマトジジミ

カズマキベッコウ マシジミ

キヌツヤベッコウ

ヒメハリマキビ

スジキビ

オオウエキビ

ヒメカサキピ

エチゼンビロウドマイマイ

ケハダビロウドマイマイ

コシタカコベソマイマイ

コベソマイマイ

ヤマタカマイマイ

コガネマイマイ

ツルガマイマイ

ヘグラマイマイ

ヒダリマキマイマイ

タワラガイ

マッカサガイ

イシガイ

6種 14種 32種 15種
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1クビキレガイモドキ I
ニナ目 イツマデガイ科

Cecina manchurica A. Adams 

一絶滅危惧 I類 一準絶滅危惧

■選定理由 護岸改修が進んでいる現状において、生息地における生息可能な環境が極端に

限定される。また生息場所の成立条件が不安定であり絶滅を回避するために

は計画的な保全対策が必要である。

■形 態 貝殻はやや小型で殻高約5mm。螺塔は高いが成長に伴って殻J貞は欠損するため

円筒形の外観となる。殻はやや薄く｀茶褐色で光沢がある。

●生 慇 内湾の海藻などの漂着物が溜まる場所の潮上帯（飛沫帯）のうち限られた狭

い幅の中に生恩する。

■国内分布 石川県のほかに青森県と北海道に分布。

●県内分布 七尾南湾。

■竺胃・虹叩 内湾

●危険要因 海岸の開発や護岸改修による生息閑境の消失、破壊。廃油等による環境汚

染。

■特記事項 湊宏博土が1969年に七尾市内の生患地で調査 ・採集を行って以降、確認さ

れていなかったが、 2008年に筆者らが七尾南湾の 1ヶ所において生息を確

認した。その後この地点での生息数は激減していたが、 2018年に他の 1地

点で比較的安定した生息場所を確認した。

■参考文献 8. 16. 25, 26 

高橋久
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県内の分布

1ナタネミズツポ I 
新生腹足目 イツマデガイ科

Oncomelania minima (Bartsch) 

一絶滅危惧 I類 一絶滅危惧Il類

●選定理由 日本固有種であり、既知の生息地が佐渡島と能登半島に限られるが、能登

における生息環境が悪化しているため。

■形 態 殻高3mmの塔形の巻貝で、緑黄褐色を呈した半透明の殻を持つ。二次的

な付着物により、殻の外観はほとんど黒褐色のこともある。軟体はほぽ黒

色で、口器は幅広い。水中にいる成体を観察すると触角の基部に眼点が見

える。

■生 態 湧水が滴る湿岩帯や渓流の岩肌、石上に生息。

■肩・匹 まとまった広さをもつ涅岩帯の存在。

■国内分布 佐渡島と能登半島北部。

■県内分布 志質町、輪島市、能登IBJ。

■危険要因 道路工車に伴う湿岩帯の消失。水脈の消失。

■特記事項 これまで海岸近くに生患地が多いとされてきたが、能登地方では山間部にも

生患地が知られる。

■参考文献 14. 17 

石原一彦

石原一彦

ロニ

嗅内の分布
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1カワネジガイ 異鰈目 ヒラマキガイ科

Camptoceras hirasei Walker 

一絶滅危惧 l類 一絶滅危惧 IA類

■選定理由 全国的に生息地が激浅しているため。

■形 態 殻は左巻きで、殻高10mm、殻径3mmほどの著しく細長い。

■生 態 潟湖などの止水的環境下で水面直下～水深lm位に生息。堆積した落葉や枯れ枝、水草の茎に付沼している。

■国内分布 本州（山形県から岡山県にかけて）、四国、九州での報告がある。

■県内分布 柴山潟からの古い記録があるが、最近の生患状況は不明。

■危険要因 潟湖の改修工事。

■特記事項 ため池や湿地に生息する場合もあるので、石川県においても今後調査が必要である。

■参考文献 7. 14. 18 

1ヒダリマキモノアラガイ 異鯉目 ヒラマキガイ科

Cu/menella prashadi (Clench) 

一絶滅危惧 I類 一絶滅危惧 I類

■選定理由 全国的に生息地が激減しているため。

■形 態 殻は左巻きで．殻高6mm.殻径3mmほどの縦長に巻くヒラマキガイ類。

■生 態 潟湖などの止水的環境下に生息。堆積した落葉や枯れ枝、水草の茎に付貯している。

■国内分布 本州（青森県から大阪府）、最近では全国的に再確認がほとんど不可能な状態に至っている。

．隈内分布 柴山潟からの古い記録があるが最近の生息状況は不明。

■危険要因 潟湖の改修工事。

■特記事項 カワネジガイと同時に採集されることがある。

■参考文献 14. 19 

石原一彦

石原一彦
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1ナミマイマイ I 
柄眼目 オナジマイマイ科

Euhadrra sandai communis Pilsbry 

一絶滅危惧 I類 一なし

■選定理由 既知の生息地が lヶ所しかなく、そこでの個体数が激浅した。

■形 態 中型で殻径は40mm程度。殻色は産地によってパリエーションがあり、

石川県の個体は褐色の地に黒褐色の色帯を持ち、成長脈に添って鮮黄色の

火炎彩模様が現れる。

■生 態 樹上性。

■国内分布 滋賀県、福井県。

■県内分布 加賀の一部。

■生息環境 海岸林

■危険要因 不明

高橋 久

■特記事項 加質の平地における既知の1個体群については、かつてコガネマイマイと分類していたが、他の産地から隔離されている

ことと、本釆、山地性の種に対して平地性の亜種を本種とするのが妥当との見解から、今回の改訂では本酋体群を分離し

て扱った。また、本個体群において原因不明の減少が起こっている可能性があることから、絶滅危惧 1類とした。今後、

本県山地性のコガネマイマイや福井県の個体群との比較調査が求められる。

■参考文献 25 

1カワシンジュガイ Iイシガイ目 カワシンジュガイ科

Margaritifera /aevis (Haas) 

一絶滅危惧 I類 一絶滅危惧IB類

■選定理由 国内の分布状況から考えて石川県における生息地は極めて重要であ

るが、県内生息地 （奥能登地方）の環境が悪化しており、早急な対

策が望まれるため。

■形 態 イシガイ科の種とは異なり、軟体部 （特に足の先端）が茶褐色であ

る。

●生 態 ヤマメ等のサケ科魚類の鋸に幼生が寄生する。

■生百・祖匹 生貝が潜る砂礫底と幼生が寄生するヤマメの存在。 生息地では最高水温が20℃を越えないことが重要。

●国内分布 北海道と本州。ただし、福井県以西では絶滅したと考えられる場所が多い。

■県内分布 2008年の調査で輪島市内の小河川において生息が確認された。羽咋市と七尾市からも情報があるが現状不明。

●危険要因 河川上流域の開発。奥能登地方里山の過疎化。

高橋久

石原一彦

●特記事項 「福井県の絶滅のおそれのある野生動植物2016」では 「絶滅」にランクされており、北陸地方で生息が確実なのは奥

能登地方のみである。早急に生患状況の把握が求められる。岐阜喋では、生息地が天然記念物に指定されている場所があ

る。

■参考文献 2, 13 

石原一彦



Iヤマトクビキレガイ ニナ目 クビキレガイ科

Truncate/la pfeifferi Martens 

一絶滅危惧II類 一なし

■選定理由 稀種であるとともに生息環境の悪化が懸念される。県内の生息地における生息

密度が低い。

■形 態 殻高6mm。成貝では幼貝暦である殻頂部が欠落して円筒形となる。顕著な縦肋

を持つ。

■生 態 海浜の飛沫帯に分布する。湿った石やゴミの下に生息する。

■国内分布 北海道南部以西。

■県内分布 能登地区の海岸。

■生胃生息翡 転石などを有する海岸線の飛沫帯。

■危険要因 海岸綜の開発、ゴミの堆積などの環視悪化。

■参考文献 22. 26 

1オオウスイロヘソカドガイ

高橋久

ニナ目 カワザンショウ科

Paludinellassiminea tanegashimae (Pilsbry) 

口

層
野村卓之
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県内の分布

za
 

一絶滅危惧n類 一なし

■選定理由 生息情報が少ない稀種であり、また生息環境が限定される。県内の生息地

の生患密度は低い。

■形 態 殻は殻高8mmの茶褐色の円錐形。軟体は黒褐色で触角基部に眼がある。

■生 態 飛沫帯より上方の草むら付近や、浸出水のある岩礁の日陰部分、海岸の打

ち上げ物の陰なと。

■国内分布 本州、九州。

■県内分布 能登。

■祠・辛 波打ち際Ii:陰となる構造があること。

■危険要因 海岸線の開発。

■参考文献 26 

高橋久

口
野村卓之

口

県内の分布
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1ナガオカモノアラガイ I
マイマイ目 オカモノアラガイ科

Oxyloma hirasei (Pilsbry) 

一絶滅危惧II類 一準絶滅危惧

■選定理由 抽水栖物の残る自然度の高い水辺に生息が限定されており、既知の生息地

で近年確認できない場所が増えている。

■形 態 殻径6mm程度。殻口部は大きく、螺旋部が小さい。やや光沢のある薄く

て透明感のある黄白色。

■生 態 水辺の抽水植物帯に生息する。

■国内分布 北海道、本州、四国｀九州。

■県内分布 能登および加賀の平野部 （潟など） 。

■類・祖四 水辺のエコトーン。

■危険要因 湿地開発、土地造成、温暖化。

■参考文献 8, 24 口

高橋 久

高橋久

県内の分布

1オクガタギセル I 
マイマイ目 キセルガイ科

Mundiphaedusa dorcas (Pilsbry) 

一絶滅危惧n類 一準絶滅危惧

●選定理由 稀種であり県内における既知の生息地が少ない。最近の確認記録がない。

■形 態 大型のキセルガイ梵で殻高27~30mm。殻表は平滑だが、光沢は鈍い。

●生 態 落ち葉の堆積中に生息。卵生。

■国内分布 房総半島～関東西部～中部地方南部～北陸に分布する。

■県内分布 白山山系に分布するとされるが、具体的な産地としては白山市白経地区（六万山）。

■類・匹 詳細不明。

●危険要因 山地開発。

■参考文献 15 ロニ
久橋高

嗅内の分布
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1 トノサマギセル マイマイ目 キセルガイ科

Megalophaedusa ducalis (Kobelt) 

一絶滅危惧II類 一準絶滅危惧

■選定理由 分布地が限られており、生息地である山林の環境が悪化してい

る。最近の確認記録がない。

■形 態 捏棒状の左巻きの巻貝。キセルガイ類としては大型で殻高は

35mm前後、殻径8mm。殻の色は黄褐色で、油状光沢がある。

■生 態 倒木や朽ち木の下などに生息。卵生。

■国内分布 石川県白山山系を中心とする北陸地方、福井隈、岐阜県、滋賀県北部、愛知

県北部の山岳地帯に分布する。

■県内分布 白山山系に分布するとされるが、白山市白峰地区 （六万山）の他は具体的な

分布情報が少ない。 2007年の調査では、加賀市山中地区の低山帯で記録さ

れた。

■類・也譴壊 広葉樹林中の湿った林床に生息する。

■危険要因 林道開発、森林整備による山林の乾燥化。

■参考文献 15 

高橋久

Iコンポウギセル マイマイ目 キセルガイ科

Mesophaedusa hickonis hickonis (Bottger) 

口

一絶滅危惧n類 一なし

■選定理由 稀種であり県内における既知の生息地において最近の確認ができていない。

■形 態 大型のキセルガイ類で、殻高は24~32mm。殻1甜昆枠状、淡黄褐色で光沢があり、

規則的な成長脈がある。

■生 態 朽木の中や落ち葉の下から確認される。

■国内分布 本州中部から西部、四国。

■県内分布 加賀の山地で確認されている。

■生胃・乞庄魏 詳細不明。

■危険要因 山地開発、イノシジの増加。

石原一彦

← t. - ~ - •, 知m

県内の分布

■参考文献 15. 26 口

野村卓之

高橋久

県内の分布
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I J¥ゲギセル I マイマイ目

Pinguiphaedusa attrita atlrita (Bottger) 

一絶滅危惧II類 一なし

■選定理由 稀種であり県内における既知の生息地が少ない。

■形 態 大型のキセルガイ類で殻高38~40mm。若い個体の殻は淡黄褐色で

光沢があるが、成体は殻皮がはげ落ち、殻頂が脱落する。

■国内分布 本州中部。

■県内分布 加賀及び能登の山地で確認されている。

■生 態 朽木や落ち葉の下に生息する。

■生育•生息日坦 詳細不明。

■危険要因 山地開発

■参考文献 15. 26 口

野村卓之

高橋久

県内の分布

1ココロマイマイ I マイマイ目 ニッポンマイマイ科

Satsuma cardiostoma (Kobelt) 

一絶滅危惧n類 一絶滅危惧Il類

■選定理由 稀産種であるとともに分布域が狭い。県内においての確認地点は少なく、最近

の確認記録が得られていない。

■形 態 殻高14mm程度で、殻は球状をした円錐形。螺色は茶褐色で光沢がある。

■生 態 湿った茂みの下草あるいは林床の地中などに生息する。

■国内分布 北陸から近畿北祁。

■隈内分布 手取川流域の丘陵地帯などにみられるが詳細は不明。

■生胃・出狂悽 不明

■危険要因 里山の開発や森林伐採。

■参考文献 25. 26 

□
 

野村卓之

高橋久
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1オウミケマイマイ マイマイ目 オナジマイマイ科

Aegis/a omiensis (Pilsbry) 

一絶滅危惧II類 一絶滅危惧II類

■選定理由 稀種であるとともに分布城が狭い。また生育地が限定されるとともに生息

地における生恩密度が低い。既知の産地で確認できない地点がある。

●形 態 殻高4mm。殻径8mm程度で、殻は低円錐状で淡褐色。殻皮に三角形の

鱗片をつける。

■生 態 森林の腐植層下で、礫の多い土壌などに生息する。

●国内分布 岐阜隈、滋賀県と北陸地域。

●県内分布 加賀および能登の丘陵地。

●生胃生息翡 丘陵斜面などの水はけの良い場所に多い。

●危険要因 里山の開発や森林伐採。

●特記事項 各産地での確認数はぞれぞれ1固体であった。

●参考文献 15, 25, 26 

商橋久

I J¥クサンマイマイ マイマイ目 オナジマイマイ科

Euhadra /atispira /atispira (Pilsbry et Hirase) 

一絶滅危惧n類 一絶滅危惧II類

嘩 疇＜、亨
必釦疇；`術釦~~ •• 返'::'"-~::;: 

■選定理由 生息地が限定される稀種。

■形 態 大型で殻はやや厚く、殻径は48mm、殻高30mmに達する。殻の色は黄

緑～濃い赤褐色まで変異が多い。殻表には火炎彩が出ない。

■生 態 地表性の種で、ダケカンバやチシマザサ等の群落に生息する。

■国内分布 石川県（白山、別山）、福井喋、岐阜県。

■県内分布 白山の標高約1.500~2.500mに分布。

■生胃・乞庄魏 良好な植生群落を有する山岳環境。

■危険要因 目然度の高い山岳に生息する種であり生息環境の改変の影響を受けやすいも

のと思われる。

■参考文献 15. 26 

口

野村卓之

~ o 20 4Cl<m 

県内の分布

野村卓之

口
高橋久
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Iミヤマヒダリマキマイマイ Iマイマイ目 オマジマイマイ科

Euhadra scaevola scaevola (Martens) 

一絶滅危惧II類 一絶滅危惧□類
■選定理由 森林性の大型種で生息地における個体数が少ない。

■形 態 貝殻は左巻で殻径30mm程度になる。殻は低円錐状で濃褐色。成長脈が

明瞭。

■生 態 地上性の種であるが、礫間や石垣の間にも生患する。

■国内分布 本州中部。

■県内分布 加費の山地。

■生肖・虹匹 石礫が堆積する山地の沢沿いなどで｀周辺は発達した森林が続いている。

●危険要因 森林伐採。

■参考文献 15. 25. 26 口

野村卓之

高橋久

県内の分布

1カラスガイ I 
イシガイ目 イシガイ科

Cristaria plicata (Leach) 

一絶滅危惧n類 一準絶滅危惧

●選定理由 水路の改修工事のより生息環境が悪化しているため。

■形 態 殻は後背縁が張り出した卵円形。幼貝では後背縁の翼状突起が特に

発達する。県内では殻長が20cmを越える固体も見つかっている。

殻の内側に弱い後側歯のあることがドブガイ類との識別点となる。

■生 態 水路の砂泥底に生息。

■竺目・祖環項 生貝が潜る砂泥底と幼生が寄生する魚類（ハゼ類など）の存在が条件。

■国内分布 北海道、本州、九州。

●県内分布 柴山潟、木場潟、邑知潟。

■危険要因 水路の改修工事による砂泥底の消失。幼生の寄主となる魚類がいなくなるこ

と。

●特記事項 柴山潟と邑知潟では水路以外の生息状況が不明であるため、潟本体における

調査が必要である。ドブガイ等と混同されていることが多いので既存情報

については精査が必要である。

■参考文献 10. 14 

石原一彦

石原一彦

ロニ

嗅内の分布
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IョコI¥マシジラガイ
lnversiunio jokohamensis (lhering) 

イシガイ目 イシガイ科

一絶滅危惧II類 一準絶滅危惧

■選定理由 水路の改修工亭により生息環境が悪化しているため。

■形 態 類似のマッカサガイと比較すると、殻帳付近に顆粒状の模様があり、

後背縁の放射状模様は不明瞭。

■生 態 水路の砂泥底に生息。

■類・祖環填 生貝が潜る砂泥底と幼生が寄生する魚類（ハゼ類など）の存在が条

件。

■国内分布 山陰地方 ・近畿地方東部から北海道南部。

■県内分布 邑知潟周辺、志賀町、珠洲市、 津幡町。

■危険要因 水路の改修工事による砂泥底の消失。幼生の寄主となる魚類がいなくなるこ

と。

■参考文献 4. 14 

石原一彦

¥ 2 3、
石原一彦

口

~o 20 4Cl<m 

県内の分布

1カタ}¥ガイ
Obovalis omiensis (Heimberg) 

イシガイ目 イシガイ科

一絶滅危惧n類 一絶滅危惧II類

■選定理由 国内分布から考えて石川県の生息地は多くないと推測されるが、本種の生

息地である水路の生息環境が悪化しているため。

■形 態 殻は長卵形で後背縁に放射状の肋がある。殻の内側にある後側歯が弱いこ

とが他の小型イシガイ類との区別点である。殻長は最大で90mmに達す

る。

■生 態 小川や水路の砂泥底に生息。

■生］辛 生貝が潜る砂泥底と幼生が寄生する魚類（ハゼ類など）の存在が条件。

■国内分布 愛知県以西に分布。日本海側では富山県まで記録あるが、富山県では絶滅し

たとみられる、最近新潟県でも生息が見つかった。

■県内分布 邑知潟周辺と志質町、七尾市の水路。

■危険要因 水路の改修工事による砂泥底の消失。幼生の寄主となる魚類がいなくなるこ

と。

■参考文献 4. 12. 28 

石原一彦

口

石原一彦

県内の分布
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1イシマキガイ I 
原始腹足目（オキナエピス目）アマオブネ科

Clithon retropiclus (Martens) 

一準絶滅危惧 一なし

■選定理由 遡河回遊型である本種の幼生の生息環境である汽水域の生息環境が悪化し

ているため．

■生 態 汽水域上部～淡水域に生息。産卵は岩礫上やコンクリート表面で行われ、

卵嚢は長径1~2mm(J)栢円形。 孵化した幼生は一度海に 卜り、幼貝と

なって遡上してくる。

■形 慇 殻はほぽ球形で、成貝では殻経l5~20mmになる。成貝では殻頂部が浸食

されているごとが多い。殻表面は緑褐色から黒褐色で微少な=角形模様が密

にある。

■国内分布 房総～新潟県以南のほぽ全域に分布。

■県内分布 川北町、手取JI!、志賀町（冨来地区）、七尾市、能登町｀珠洲市。

■危険要因 工車による汽水環境の消失、水質悪化。

■特記事項 河JIIに通じる水路内で本種が多産する例が知られる。 「水産庁レッドデータ

フック」 (1998)では 「減少種」にランクされている。

■参考文献 14. 23 

石原一彦

ロ
石原一彦

0 20 40<m ---— , 
県内の分布

1ヤマタニシ I 
中腹足目 ヤマタニシ科

Cyclophon,s herklotsi Martens 

一準絶滅危惧 一なし

■選定理由 かつては旧白峰村などで多産したが、近年、激減した可能性がある。

■形 態 比較的堅い殻を持ち｀螺吾は途中から膨らみ胴孔は深い。口には蓋をも

つ。

■生 態 山地の落葉の下や礫の下。

■国内分布 本州、四国、九州。

■隈内分布 詳細不明。

■生息環境 礫の多い林床でやや乾いた堀所に確認される傾向がある。

■危険要因 森林伐採など。

■参考文献 25. 26 

高橋 久 [ 

高橋 久

嗅内の分布
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Iマルタニシ 新生腹足目 タニシ科

Cipangopaludina chinensis /aeta (Martens) 
， 

一準絶滅危惧 一絶滅危惧II類

■選定理由 圃場整備甲業による湿田環境の消失が著しいため、新たに準絶滅危惧とし

てランクインした。

■形 態 自然湖沼やため池では最大で殻長60mm程度に達するが、水田環境では

40mm程度。螺層の周辺部は丸く、縫合部は深い。

■生 態 主に水田（湿田）に生息するが、水田とつながる水路で見られることもあ

る。ため池に生息することもある。

■国内分布 日本全国。

■県内分布 加賀から能登にかけて広く生息情報がある。

■危険要因 近年は中山問地で広く圃場整備事業が行われるようになった。

■特記事項 近県のレッドデータブックでは冨山県で絶滅危惧1I類、福井県と岐阜県で準

絶滅危惧にランクされている。

■参考文献 14. 21 

石原一彦

1イツマテガイ ニナ目 イツマデガイ科

口

石原一彦

~ o 20 4Cl<m 

県内の分布

Blanfordiajaponica (A. Adams) 

一準絶滅危惧 一準絶滅危惧

■選定理由 福井県以北の日本海側沿岸に分布し、生息環境が限定される。県内において

は、これまでに確認されている地点が少ない。

■形 態 殻高8.5mm程度で、螺層は6暦。殻は長卵形で栗褐色、光沢がある。

■生 態 海岸の草地および低木林内に生息する。

■国内分布 本州、四国` 九州。

■県内分布 能登地域の岩礁海岸。

■生胃・乞庄魏 海岸林の腐植を多く含む土壌、あるいは漫出水のみられる湿った岩場等。

■危険要因 開発による海岸線の改造。

■参考文献 25. 26 口

麗
野村卓之

高橋久

県内の分布
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Iニクイロシフキッポ Iニナ目 イツマデガイ科

Fukuia kurodai Abbott & Hunter 

一準絶滅危惧 一準絶滅危惧

■選定理由 生息環境が限定され生息地における生息密度は低い。

■形 態 殻高9mm、殻径5mm、螺隠は6隠。軟体部は黄褐色、殻は卵状の円錐

形、光沢のある赤褐色。

■生 態 渓流の源流部の水が滴り落ちるような壼地に生恩。

■類生恩駐 常に飛沫がかかる岩肌や渓流の水際の垂直な崖。

■国内分布 秋田県/J'ら兵庫県にかけての日本海側の山地．

■県内分布 能登および加賀山間部より生息報告がある。

■危険要因 道路・林道整備渓流の砂防工事。

■特記事項 「福井隈の絶滅のおそれのある野生動植物2016」では「絶滅危惧 I類」に

ランクされている。

■参考文献 2, 8, 25, 26 

石原一彦

口

高橋 久

県内の分布

| サツマクリイロカり切3?勘—, 1 ニナ目 カワザンショウガイ科

Angustassiminea sp. 

一準絶滅危惧 一なし

■選定理由 未記載種の可能性があるとともに生息環境が限定される種である。能登地

域に広く分布するものの、生恩場所が狭く限定される。

■形 態 殻高3mm前後、サッマクリイロカワザンショウAngustassiminea 

satsumana (増田・内田 2004)に酷似する。殻質は薄く、軟体が淡

黄色。

■生 態 海岸の礫下に生息する。

■国内分布 不明。

■票内分布 能登の岩礁海岸に割合広く分布する可能性があるが、奥能登先端部において

は確認されていない。

■生肖・祖四 転石や砂礫の多い岩礁海岸の陸域で確認されている。

■危険要因 海岸開発や海岸の漂貯ゴミの増加が生息環境を悪化させている可能性があ

る。

●特記事項 佐藤 (2003.2004)が新潟県佐渡市高瀬と八幡で確認した未記載種に形

態や生息環境が酷似する。

●参考文献 14, 25. 26 

高橋 久

高橋久

ロニ

嗅内の分布
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Iカワザンショウガイ ニナ目 カワザンショウガイ科

Assiminea lutea japonica Martens 

一準絶滅危惧 一なし

■選定理由 本県において1よ今のところ汽水域のヨシ帯に出現するが、生息確認地点

は多くない。水辺の開発により消失の可能性がある。

■形 態 殻は丸味を帯びた円錐形。殻径5~6mm、殻高6~7mm。体層下部はや

や角張り、 褐色の色帯を持つ固体もいる。

■生 態 県内の確認地点はヨシ帯につながる礫や岩などの表面であり、群生する。

■類・出譴蜆 露出した水際を伴う汽水域のヨシ帯。

■国内分布 本州、四国、九州。

■県内分布 能登の小河川の河口域、および加賀の潟湖の汽水域なと。

■危険要因 湖岸や河口域の工事。

■参考文献 24. 25 

石原一彦口

久

県内の分布

1ウミニナ
Ba/ii/aria multiformis (Lischke) 

新生腹足目 ウミニナ科

一準絶滅危惧 一準絶滅危惧

●選定理由 石川県では生息環境が限定されているが、生息環境の悪化が著しいため。

●形 態 殻高30~35mmの細長い巻貝。ホソウミニナに似るが殻口上端にある滑

屑瘤の発達が顕著である。

●生 態 広い干潟の形成されない石川県では、淡水のしみ出しのある、時には潮に

浸かる（飛沫がかかる）岩礁帯で、うつすらと泥がたまる窪みに生息。特

に群生することがある。河川の河口に生息する例もある。

●生］辛 淡水のしみ出しのある海岸部。

■国内分布 北海道から九州の主に太平洋岸に分布。

●県内分布 九十九湾周辺、穴水湾周辺、七尾市。

●危険要因 海岸の護岸工事や埋立工事。

●特記事項 「水湮庁レッドデータブック」 (1998年）では 「減少傾向」にランクされ

ている。

●参考文献 14. 29 

石原一彦

口

，
 

石原一彦

. 7"'' 10 20 40km ----' 
" 
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1オオタキコギセル I
マイマイ目 キセルガイ科

Euphaedusa digonoptyx (Boettger) 

一準絶滅危惧 一なし

■選定理由 県内では稀産。

■形 態 小型のキセルガイ類で殻高は14mm程度。細長い紡錘形で唇縁は厚く、殻口が体厖

より突出し、大きく拡がる。

■生 態 鬱蒼とした森林の中にある神社の階段や塁地の墓石などの上を這う。

■国内分布 本州。

■県内分布 詳細不明．

■生肖・虹匹 森林中あるいは林縁に湿った石やコンクリート構造物があること。

●危険要因 森林伐採など。

■参考文献 26 

高橋久

野村卓之

1ナミコギセル I 
マイマイ目 キセルガイ科

□
 

Euphaedusa tau tau (Boettger) 

一準絶滅危惧 一なし

■選定理由 県内では稀産。

■形 態 小型のキセルガイ類で殻高は14mm程度。細長い紡錘形で唇縁は厚く、 殻口が休

層よりわすかに突出し、大きく拡がる。

■生 態 鬱蒼とした森林の中にある神社の階段や塁地の窒石などの上を這う。

■国内分布 本州。

■県内分布 詳細不明。

■竺肖・封 森林中あるいは林緑に湿った石やコンクリート構造物があること。

■危険要因 森林伐採など。

野村卓之

■参考文献 25. 26 

高橋久ロニ

• • .、<,o 20 40km ----' . 
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1オオコウラナメクジ マイマイ目 オオコウラナメクジ科 f1 
Nipponarion carinatus Yamaguchi & Habe 

一準絶滅危惧 一準絶滅危惧

■選定理由 広域に分布するが稀種。比較的自然度の高い森林に生息する。

■形 態 体長50mm程度。褐色で頭部と触角は黒色。体の前方背面に大きな

外套膜の楯を持ち、その後方の背面に著しい稜角がある。

■生 態 落葉広葉樹林などに生息する。

■国内分布 本州。

■県内分布 加賀の山地で確認これている．

■頭 ・虹 湿った林床と腐葉士の堆積。

■危険要因 道路・林道整備、森林伐採、土地造成。

■参考文献 26 

喬橋 久ロ
野村卓之

~ o 20 4Cl<m 

県内の分布

Iヤマコウラナメクジ マイマイ目 オオコウラナメクジ科

Nipponolimax monticola Yamaguchi et Habe 

一準絶滅危惧 一準絶滅危惧

■選定理由 広域に分布するが稀種。比較的自然度の高い森林に生息する。

■形 態 体長30mm程度で青黒色体の前方背面に大きな外套膜の楯を持ち、そ

の後方の背面に著しい稜角がある。

■生 態 落葉広葉樹林などに生息する。半樹上性。

■国内分布 本州。

■県内分布 加賀の山地で確認されている。

■生胃 -~魏 腐葉土の堆積。

■危険要因 道路，林道整備、森林伐採、土地造成。

■参考文献 15 口

野村卓之

高橋久

県内の分布
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1 ヒラベッコウ I 
マイマイ目 ベッコウマイマイ科

Bekkoch/amys micrograpta (Pilsbry) 

国 準絶滅危惧

■選定理由 稀種であり、県内での確認地点が少ない。

■形 態 殻径9mm程のやや小型のペッコウガイ。殻はやや扁平で体層は徐々に大き

くなり、殻口部はやや広い。殻色は光沢のある黄色。

■生 態 落葉広葉樹の林床などに生息する半土壌性。

■国内分布 本州、四国、九州。

一情報不足

野村卓之

■県内分布 加頁および能登の丘陵部．

■生肖・虹匹 落葉の堆積。

●危険要因 森林伐採、土地造成。

■参考文献 8, 24 口高橋久

県内の分布

1クリイロベッコウ Iマイマイ目 ベッコウマイマイ科

Japanochlamys cerasina (Pilsbry) 

一準絶滅危惧 一愉報不足

●選定理由 稀種であり、県内の確認地点が少ない。

■形 態 殻は小型で殻径8mm程度。赤みがかった琥珀色。螺塔は低い円錐形で光沢があり繊細な成長線が現れる。

●生 態 落葉広葉樹の林床などに生息する半土壌性の種である。

■国内分布 東北、中部。

■県内分布 加賀の丘陵部。

■類・狂 落葉の堆積がある森林。

●危険要因 森林伐採、土地造成。

■参考文献 25 ロニ
久橋高

嗅内の分布
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1カズマキベッコウ マイマイ目 ベッコウマイマイ科

Japanochlamys decens (Pilsbry et Hirase) 

一準絶滅危惧 一情報不足

■選定理由 生息域が狭い稀種。

■形 態 殻は薄く小型で殻径5mm程度。やや透明でくすんだ琥珀色。偏球形で螺塔は低

円錐形。殻には光沢があり、不規則な跛状成長線がある。

■生 態 落葉広葉樹の林床などに生患する半土壌性。

■国内分布 新潟県、石川県。

■県内分布 加賀の丘陵部，

■頭・虹 落葉の堆積がある森林

■危険要因 森林伐採、土地造成。

■参考文献 25. 26 

1キヌツヤベッコウ
Nipponoch/amys semisericata (Pilsbry) 

・・全． 屯
.. ~、 □奪.,AJ'-、、

ロ
野村卓之

高橋久

マイマイ目 ベッコウマイマイ科

~ o 20 4Cl<m 

県内の分布

一準絶滅危惧 一情報不足 ＇` ■選定理由 稀種であり、県内での確認地点が少ない。

■形 態 殻は小さく殻径5mm程度でうすく半透明。賠い赤褐色で、絹のような光沢が

ある。

■生 態 落葉広葉樹の林床などに生息する半土壌性。

■国内分布 本州中部～西部、四国。

■県内分布 加賀の丘陵部。能登での報告があるが現状は不明。

■生胃・乞庄魏 落葉の堆積がある森林。

■危険要因 森林伐採、土地造成。

■参考文献 25. 26 口

野村卓之

高橋久

県内の分布
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1 ヒメハリマキビ I 
マイマイ目 ベッコウマイマイ科

Parakaliella pagoduloides (Gude) 

一準絶滅危惧 一準絶滅危惧

■選定理由 生息環境が限定され生息地における生息密度は低い。

■形 態 殻高1.8mm、殻径2.5mm、殻は螺塔が高く殻頂は丸い円錐形。殻色は栗褐色

で軟体部は胃味がかった暗黒色。頭部や触角は黒色。

■生 態 森林中のやや乾燥気味な腐葉土の堆積した所に生息する。

■国内分布 本州（関東北部以西） 、四国、九州。

■県内分布 現在のとこる加賀の丘陵地のみで確認これている．

■生肖・虹匹 下屈植生がある森林。

●危険要因 道路・林道整備、森林伐採。

■参考文献 25. 26 口

野村卓之

高橋久

県内の分布

1スジキビ I 
マイマイ目 ベッコウマイマイ科

Parakaliella roida (Pilsbry) 

一準絶滅危惧 一準絶滅危惧

■選定理由 稀種であり、県内での確認地点が少ない。

■形 態 殻高2mm,殻径3.5mm。殻は薄質でもろい。体屈が膨らみ、規則的な肋状の

成長脈がある。周縁は鋭く角張る。

■生 態 森林中のやや乾燥気味な腐葉土の堆積した所に生息する。

■国内分布 東北から中国地方。

■隈内分布 現在のところ加賀の丘陵地のみで確認されている。

■生胃・出狂悽 保存状態の良い自然林。

■危険要因 道路 ・林道整備、森林伐採。

■参考文献 25. 26 

野村卓之

ロニ
高橋久

嗅内の分布
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1オオウエキビ マイマイ目 ベッコウマイマイ科

Trochochlamysfralerna (Pilsbry) 

一準絶滅危惧 一情報不足

■選定理由 稀種であり、県内の生息状況の詳細が不明。

■形 態 殻高3mm、殻径2mmのやや丸みのある円錐形で螺麿は膨らむ。

■生 態 森林の林床に生息する。

■国内分布 本州、四国、九州。

■県内分布 詳細は不明だが、近年、金沢市周辺の丘陵地で採集されている。

■生胃・祖鴫 発達し下層植生のある森林。

■危険要因 森林伐採、土地造成。

■参考文献 24, 25. 26 

高橋 久ロ
野村卓之

~ o 20 4Cl<m 

県内の分布

1ヒメカサキビ マイマイ目 ベッコウマイマイ科

Trochoch/amys subcrenulala subcrenulata (Pilsbry) 

一準絶滅危惧 一準絶滅危惧

■選定理由 低標高の比較的自然度の高い森林に生息する種であり、分布が限られている。

■形 態 殻径約3mm。殻は薄質で、螺塔が低く、休居周縁に強い角を持つ。殻は褐色で

光沢がある。

■生 態 森林中のやや乾燥気味な腐葉土の堆積した所に生息する。

■国内分布 本州、四国、九州。

■県内分布 現在のところ加賀の丘陵地のみで確認されている。

■生胃 -~魏 保存状態の良い自然林。

■危険要因 道路，林道整備、森林伐採。

■参考文献 25. 26 口

野村卓之

高橋久

県内の分布
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Iエチゼンビロウドマイマイ Iマイマイ目 ニッポンマイマイ科

Nipponochloritis echizenensis (Pilsbry et Hirase) 

一準絶滅危惧 一情報不足

■選定理由 比較的自然度の高い森林に生息する種であり、分布が限うれている。

■形 態 殻高12mm、殻径18mm。殻は淡黄褐色で縫合が深く、 体屠が急激に膨

らむ扁平な球状。殻は薄質で、殻表には先端がカギ状の短毛状の殻皮が密

生してピロード状になる。

■生 態 湿潤な倒木の下や落葉下に生息する。

■国内分布 北陸、近畿、中国。

■県内分布 現在のところ加賀の丘陵地～山地のみで確認されている。

■類 ・祖環項 保存状態の良い自然林。

■危険要因 道路 ・林道整備、森林伐採。

■参考文献 22. 24. 25. 26 

高橋久

IケI¥ダビロウドマイマイIマイマイ目 ニッポンマイマイ科

口

高橋 久

Nipponochloritis fragilis (Gude) 

一準絶滅危惧 一準絶滅危惧

■選定理由 比較的自然度の高い森林に生息する種であり、分布が限うれている。

■生 態 湿潤な倒木の下や落葉下に生息する。

■形 態 殻高12mm、殻径18mm。殻は淡黄褐色で縫合が深く、体雇が急激に膨

らむ扁平な球状。殻は薄質で、殻表には先端がカギ状の短毛状の殻皮が密

生して粗いピロード状になる。

■国内分布 北陸、近畿、中国。

■県内分布 現在のところ加賀の丘陵地のみで確認されている。

■刊・残叩 保存状態の艮い自然林。

■危険要因 道路・林道整備、森林伐採。

■参考文献 25. 26 口
野村卓之

高橋久
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1コシタカコベソマイマイ マイマイ目 ニッポンマイマイ科

Salsumafusca (Gude) 

一準絶滅危惧 一準絶滅危惧

■選定理由 生息地が限定され生息地における生息密度は非常に低い。

■形 態 殻径は30~40mm。螺塔は著しく高い。殻表はなめらかで赤褐色の地に

明瞭な黒褐色の色帯を周縁部に持つ。

■生 態 広葉樹林などに生息する地上性の種。

■国内分布 甲信越から北陸、近畿北東部。

■県内分布 県内主域の丘陵地～山地．

■頭・丑 ぁる程度の広がりをもった樹林を持つ里地。

■危険要因 森林伐採。

■参考文献 8. 15, 26 

高橋久

1コベソマイマイ マイマイ目 ニッポンマイマイ科

Satsuma myomphala myomphala (Martens) 

一準絶滅危惧 一なし

■選定理由 県内では稀種であり、生息場所が限定される。また、近年激減している可

能性がある。

■形 態 殻高25~35mmの大型種で殻は螺層が膨らみ縫合は深い。胴孔は閉じ

る。

■生 態 落葉樹の恨冗や落葉の下に生息し、活動期には樹上なとを這い回る。

■国内分布 関乗以西の本州と四国、九州。

■県内分布 能登から加賀にかけての平地および丘陵。

■祠・辛 樹を伴う群落がある里地

■危険要因 里地の開発、その他不明の減少要因があるものと思われる。

■参考文献 24. 25 

野村卓之

口

、-— t. -~ - •,知m

県内の分布

口

野村卓之

高橋久

県内の分布
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Iヤマタカマイマイ Iマイマイ目 ニッポンマイマイ科

Satsuma papilliformis (Kobelt) 

一準絶滅危惧 一準絶滅危惧

■選定理由 広域に分布し福井県では比較的普通に見られるようであるが、県内での確認数は少な

く、比較的自然度の高い森林に生患する。

■参考文献 8, 15, 25, 26 

■形 態 殻は殻高31mm前後、殻径は25mm前後、螺塔は高く卵形。殻色は淡茶褐色で、周

縁に細く淡い茶堀色の色帯がある。軟体部は淡茶褐色。

■生 態 樹上性。

■国内分布 中部、近畿。

■県内分布 加賀および能登の丘陵地で確認されている。

■類・祖環項 落葉広葉樹などの自然林。

■危険要因 道路・林道整備、森林伐採、エ地造成。 口

野村卓之

高橋久

県内の分布

1ツルガマイマイ I 
マイマイ目 オナジマイマイ科

Euhadra /atispira tsurugensis (Cockerll) 誓

一準絶滅危惧 一なし

■選定理由 分布境界にあり、加賀地域の一部にしか生息しない。

■形 態 大型のマイマイで、殻はやや扁平な円錐形。殻色は変化に宮むが、石川限

の個体は地色が黒く黄白色の火炎彩を伴う。

■生 態 里地に多く見られる種であり、通常は樹上から確認されるが、石垣や地面

でも見られる。

■国内分布 福井槃、滋賀県、京都府、石川喫。

■県内分布 〒取川以西の加賀平野部～丘陵。

■刊・残叩 潅木林、街路樹、生垣、石垣。

■危険要因 緑地の開発、乾燥化。

■参考文献 25 

高橋久

艮
＇塁塁

高橋久

ロニ

嗅内の分布
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1ヘグラマイマイ マイマイ目 オナジマイマイ科

Euhadra quaesita heguraensis Kuroda et Tan 

一準絶滅危惧 一準絶滅危惧

■選定理由 触倉島 ・七ツ島のみに生息することから個体群サイズが小さい。

■形 態 ヒダリマキマイマイの離島型亜種であり、基本形態はこれに似るが、基本

亜種に比べてかなり小型で丸い。

■生 態 地上性の大型種で、活動期には樹上や陸上を活発に這い回る。

■国内分布 輪島市紬倉島および七ツ島。

■県内分布 同上．

■頭 ・虹 樹林。

■危険要因 以前にはなかった島の内陸部への道路造成その他の土木工甲、天災等による

個体群主体へのダメージ．

■特記事項 にいがた貝遊会の2005年の観察会の記録ではメダケ群落中に多くの固体を

確認したとある。

■参考文献 22 

野村卓之

高橋久

1ヒダリマキマイマイ マイマイ目 オナジマイマイ科

Euhadra quaesita quaesita (Deshayes) 

一準絶滅危惧 一なし

■選定理由 近年、加賀平野部では個体数が減少しているものと思われる。

●形 態 左巻きの大型マイマイで．色帯は 1本のものが多いが現れないものもあ

る。軟体の背面は黒や黄褐色の斑点があるが、背中の縦隆条は見られな

い。

■生 態 森林から草原まで見られ、キ野部では川が近い水田や山地では谷内の棚田

などにも見られる。

●国内分布 関東以北の本州、伊豆諸島

■県内分布 全域

●生息環境 樹林から草地

●危険要因 水田周辺では農薬の使用の影響を受ける可能性がある。

■特記事項 加賀地域では消失した土リアがある。

●参考文献 25. 26 

高橋久

口

口

~ o 20 4Cl<m 
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高橋久
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1 コガネマイマイ I 
柄眼目 オナジマイマイ科

Euhadra sandai sandai (Kobelt) 

一準絶滅危惧 一なし

■選定理由 産地が限られており、固体数が少ないことが予想される。 1つの産地では10年

前と比べると確認数が減つている。

■形 態 中型で、殻径は40mmを超える。石川県の個体は成長脈に添って鮮黄色の火炎

彩模様が現れる。軟体部は一般的には黒灰色で背面上に黒縦帯があるが、と川

県の個体は、黒縦帯を欠く個体がみられる。

■生 慇 山深い森林で崖を伴う場所で確認されている。

■国内分布 伊吹山系～白山山系。

■県内分布 加賀の山間部。

■生息環境 底のある樹林。

■危険要因 森林開発。

■参考文献 25. 26 口

高橋 久

高橋久

← ~ _ 22_ - 心

県内の分布

1タワラガイ I マイマイ目 タワラガイ科

Sinoennea iwakawa (Pilsbry) 

一準絶滅危惧 一なし

■選定理由 県内では稀産。

■形 態 殻高3~4mm。昔の米俵に似た白色の樽型であるが殻形は変異に宮む。各螺厖

には多敬の板状の強い縦肋がある。軟体部は灰白色。

■生 態 丘陵地の樹林内。

■国内分布 関東以西。

■隈内分布 能登から加賀にかけての丘陵地。

■生胃・出狂悽 腐葉土の堆積が見られる樹林。

■危険要因 森林開発。

■参考文献 25 

野村卓之

ロニ
高橋久

嗅内の分布
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Iマッカサガイ イシガイ目 イシガイ科

Pronodularia japanensis (Lea) 

一準絶滅危惧 一準絶滅危惧

■選定理由 石川県内では溜池やその下流部の水路に生息するが、寄主である淡水魚類

の消失も含めて生患環境が悪化しているため。

■形 態 殻は卵円形で、殻長は最大で90mmに達する。殻表には逆V字型の模様

があり、後背縁の放射状の模様は頚薔に発達する。

■生 態 小JIIや水路の砂礫底に生息。溜池内にも生息する例がある。丘陵地の溜池

下の水路に多産することがある。

■生育さ渇扇燒 生貝が潜る砂泥底と幼生が寄生する魚類 （ハゼ類など）の存在が条件。

■国内分布 本州、 四国、九州。

■県内分布 加賀市、小松市、金沢市、宝達志水町、羽咋市、志賀町、七尾市、輪島市。

津幅町からも死殻が得られている。

■危険要因 溜池改修、水路改修。ため池の放棄。幼生の寄主となる魚類がいなくなるこ

|
 

石原一彦

と。

■特記事項 ヨコハマシジラガイは殻頂付近に顆粒状の模様があり、後背縁の放射状模様

は不明瞭とされるが、殻の表面が摩耗した個体では区別が困難なことがあ

る。

■参考文献 9. 14 

石原一彦

口

~ o 20 4Cl<m 

県内の分布

1イシガイ
Unio douglasiae Martens 

イシガイ目 イシガイ科

一準絶滅危惧 一なし

■選定理由 水路の改修工事により生息環境が悪化しているため。

●形 態 殻はやや細長く｀殻長50mm前後になる。成貝で：訂殻表面の彫刻模様lさ

目立たないが、幼貝では漣状の模様が見られる。

●生 態 小JIIや水路の砂泥底に生息する。

・蝶り遠醐 生貝が潜る砂泥底と幼生が寄生する魚類 （ハゼ類など）の存在が条件。

●国内分布 日本全国。

●県内分布 柴山潟、木場潟邑知潟、河北潟周辺の小河川、水路。

■危険要因 水路の改修工事による砂泥底の消失。幼生の寄主となる魚類がいなくなるこ

と。

●特記事項 邑知潟周辺の水路には局所的ではあるが、本種が多産する場所が知られてい

る。

●参考文献 4, 14, 24 

石原一彦

石原一彦

口
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1オオタニシ I 
新生腹足目 タニシ科

Cipangopaludina japonica (Martens) 

一情報不足 一準絶滅危惧

■選定理由 主要な生息地のひとつである農業用溜池の改修・廃止工甲により、今後生

患環境が悪化するおそれがある。

■形 態 最大で殻高60mm程度になる巻貝。螺層の膨らみは弱く、縫合部は浅

い。マルタニシとの区別は幼貝のほうがわかりやすい。

■生 態 主に農業用溜池等の池に生息。しみ出しの溜まった湿田で見られることも

ある。

■生息環境 しみ出し水のある環境に依存している可能性がある。

■国内分布 北海道から九州にかけて分布。

■県内分布 加賀から能登にかけて広く生息情報がある。

■危険要因 農業用溜池の改修 ・廃止工事による生息地の消失。

■参考文献 6, 14. 24 

石原一彦口

石原一彦

県内の分布

1ミズコマッポ
Stenothyra japonica Kuroda 

新生腹足目 ミズゴマツボ科

一憐報不足 一絶滅危惧I1類

●形 態 殻長5mm、殻径3mm。殻は背腹に偏圧された胡麻粒形で体屈が殻長の

3/4を占め、殻口が極端に小さい。

■生 態 小川や水路の砂泥底に生息する。

■可・虹叩 平野部において塩分の低い汽水から淡水にまたがつて見られる。

●国内分布 岩手 ・秋田県～九州。

■県内分布 河北潟周辺。

■参考文献 1. 24 

石原一彦□ 
石原一彦
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1ホソウミニナ
Batillaria cumingii (Crosse) 

新生腹足目 ウミニナ科

一情報不足 一なし

■選定理由 石川県では生息環境が限定されていると考えられており、生息環境の悪化

が著しいため。

■形 態 殻高25~35mmの細長い巻貝。ウミニナに似るが殻口上端にある滑層瘤

の発達が弱い。

■生 態 広い干潟の形成されない石川県では、淡水のしみ出しのある、時には潮に

浸かる（飛沫がかかる）岩礁帯で、うっすらと泥がたまる窪みに生息。河川

の河口に生息する例もある。

■類 ・叫退燒 淡水のしみ出しのある海岸部。

■国内分布 日本各地の内湾や河口、干潟。

■県内分布 九十九湾周辺、七尾市。

■危険要因 海岸の護岸工事や埋立工事。

■参考文献 14 

石原一彦

口

石原一彦

~ o 20 4Cl<m 

県内の分布

Iモノアラガイ I 

I Radix auricularia japonica Jay 

一情報不足

異鰈目 モノアラガイ科

一準絶滅危惧

■選定理由 圃場整備により生息環境が悪化していると思われるため。

■形 態 殻口20mm前後の巻貝。殻口は大きく｀螺塔は低い。

■生 態 水田や池のほか、河川の緩流部に生息。

■国内分布 日本全国に分布。

■県内分布 加賀から能登にかけて広く生患情報がある。

■特記事項 殻口の形状が異なる個体が金沢市内市街地の池や小松市内の水田で見つかっ

ている。殻口の変巽やモノアラガイ類似の外来種の可能性について、今後の

研究を待たねばならない。

■参考文献 6. 14. 24 

石原一彦

石原一彦

口
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Iヒラマキミスマイマイ I異鰈目 ヒラマキガイ科

Gyraulus chinensis spirillus (Gould) 

一情報不足 一情報不足

■選定理由 以前はヒラマキガイモドキと同所的に見られることがあった。今回の調査ではヒラマキガイモドキの情報は得られた一方

で、ヒラマキミズマイマイの情報が得られなかった。

■形 態 殻経5mm程度の円盤形の殻を持つ。殻の周縁は丸いかわすかに角がある程度。殻中央の窪み（閲孔）は浅い（ヒラマキ

ガイモドキと区別する特徴のひとつ）。類似種のヒメヒラマキミズマイマイは最大殻経が2mm程度である。

■生 態 溜池や水田に生息。

■国内分布 日本各地に分布。

■県内分布 南加賀地方と能登地方から情報があるが、今回の調査で1祁確認できなかった。

■特記事項 南加賀地方では殻の外形（殻の周縁に顕著な角張りがある）からクルマヒラカキガイと同定されるヒラマキガイ類が新た

に見つかっている。ヒラマキミズマイマイとの区別についても留意したい。

■参考文献 5. 6. 14. 24 
石原一彦

1ヒラマキガイモドキ 異鯉目 ヒラマキガイ科

ヽ
Polypylis hemisphaentla (Benson) ． 
一憐報不足 一準絶滅危惧

■選定理由 石川県でも生息環境の改変が大きいと考えられるため。

■形 態 殻経4~5mmの円盤形の殻を持つ。殻中央の茫み（胴孔）は狭く深いc

殻内の白いひだ（ほぽ90度ことに形成される）が透けて見える。

■生 態 棚田の土水路やため池に生息。

■国内分布 日本全国。

■県内分布 加賀市、金沢市、内灘111J、津幡町、輪島市、珠洲市。

：竺竺夏声言希戸豆互詈戸呈号言考言;1;三三：；；:~ ロ〗
｀
 

石原一彦
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1ナガナタネガイ マイマイ目 キバサナギガイ科

Columella edentula (Draparnaud) 

一情報不足 一地域個体群

■選定理由 北方系の種であり県内では稀種である。

■形 態 殻高は2mm、殻径は0.6mm程度、やや長い円筒形で殻は黄褐色で光沢がある。軟体は灰黒色。

■生 態 発達した森林の林床に生息する。

■国内分布 北海道、本州｀四国。

■県内分布 過去に加賀白山での記録があるが現状は不明である。

■生胃・祖鴫 県内では高標高で生息するものと思われる。

■危険要因 生息地を含め近年の生息状況が不明のため、危険要因を把握できないが他の微少貝と同様の危険要因に晒されていると思

われる。

■参考文献 15 

高橋久

Iミジンナタネガイ I

Punclum atomus Pilsbry & Hirase 

マイマイ目 ナタネガイ科

一情報不足 一なし

■選定理由 稀種で現状が不明。

■形 態 殻は汚く微小で殻径は3mm程度。螺塔は低く螺磨1庄よく膨れ、縫合は深

い。

■生 態 不明。

■国内分布 本州東北部を中心に分布。

■隈内分布 不明。

■生胃E忠闘 堆積した落葉中から見られる。

■危険要因 乾燥化、森林の開発

■特記事項 今回の調査では、 1個体のみが確認された。

■参考文献 25 

高橋久

高橋久

口
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Iイポイポナメクジ属の1種Iマイマイ目 ホソアシヒダナメクジ科

Granulilimax sp. 

I 情報不足

■選定理由 稀種で現状が不明。

■形 態 背面全体に小さな顆粒状突起があり黒っぽい触角を持つ。

■生 態 不明。

一
■国内分布 不明。

■県内分布 不明。

■竺胃・祖環項 樹林中から確認される。

■危険要因 乾燥化、森林の開発。

■特記事項 今回の囮査では、 1個体のみが確認された。

■参考文献 26 

なし

高橋 久□ 
野村卓之

県内の分布

1ミドリベッコウ I マイマイ目 ベッコウマイマイ科

Bekkochlamys kagaensis (Pilsbry et Hirase) 

一情報不足 一愉報不足

■選定理由 比較的稀種で県内の分布状況が不明。

■形 態 殻高12mm、殻径17mm程度でペッコウマイマイ属としてはやや大型の種。 殻はうすく緑がかった黄褐色で光沢が強

い。

■生 態 広葉樹林の落葉層中から多く見出される。

■国内分布 本州の中部以西、九州。

■隈内分部 加賀地域の山地。

■生胃・出狂悽 落葉の堆積が見られる森林。

■危険要因 道路・林道整備、森林伐採。

■特記事項 加賀白山が模式産地となっているが、箪者らは県内では確認していない。

■参考文献 5. 15 ロニ
高橋久

0 20 40km ----' 
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II¥クサンベッコウ Iマイマイ目 ベッコウマイマイ科

'Nipponochlamys hakusanus (Pilsbry et Hirase) 

一一
情報不足 一情報不足

■選定理由 稀種で県内の生息状況が不明。

■形 態 殻は小型で殻径7.5mm程度。うすく半透明。光沢がある赤褐色。

■生 態 落葉の堆積しているスギ林や原生林。

■国内分布 本州。

■県内分布 白山地区。現在の状況は不明。

■生胃さ虹槻 落葉の推積がある森林。

■危険要因 森林伐採、土地造成。

■参考文献 15 

II¥クサンケマイマイ I
マイマイ目 オナジマイマイ科

I Aegista hakusanensis M.Azuma et Y.Azuma 

＂ 情報不足 一なし

■選定理由 極めて稀種で現状が不明。

■形 態 殻径6.5mmのやや高い円錐形。殻1お祠い。

■生 態 不明。

■国内分布 石川県（臼山）。

■県内分布 白山の標高2.350~2.400mで採集されている。

■生ii・ll.u不明。

■危険要因 過去の登山道の開発や登山による人為的影響全般。

高橋久

■特記事頂 原記載では1個体のみが採集されている。2005年発行の覆境レッドデータブックでは情報不足に選定されているが、

2007年の見直しにおいてはランク外となった。

■参考文献 15 

高橋久
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1オバエポシガイ I 
イシガイ目 イシガイ科

Inversidens brandti (Kobelt) 

一情報不足 一絶滅危惧□類
■選定理由 石川県内では現状不明であるが、国内分布を考えると生息数は少ないと考えられるため。

■形 態 殻は短卵形で後背縁はやや張り出し、後端がやや尖る。殻長は30~40mm程度と小型。

■国内分布 愛知県以西に分布。北陸地方では富山県から記録あるが、富山県では絶滅したとみられる。

■県内分布 七尾市から情報があるが現状不明。

■危険要因 詳細は不明であるが、他のイシガイ類と同様の要因と考えられる。

■特記事項 石川票の生息地は東限（北限）にあたる。早期に現状の把握が望まれる。

■参考文献 8, 10. l l . 14. 30 

1ヤマトシジミ I 
ザルガイ目 シジミ科

Corbicula japonica Prime 

一情報不足 一準絶滅危惧

■選定理由 石川県でも本種の生息地である汽水域の環境が悪化しているため。

■形 態 殻長30~50mmで亜三角形の＝枚貝。殻表面は光沢のある黒褐色で内面は白色みを帯びる。

■生 態 河口、潟湖や流れの影響する内湾などの汽水域に生息。雌雄異体で卵生。

石原一彦

■国内分布 北海道から九州にかけての汽水域（河口、潟湖や淡水の影響する内湾）に生息。福井嗅では、石川県に隣接する北潟湖に

生息。

■隈内分布 柴山潟、河北潟、邑知潟、奥原潟、ただし現状は不明。

■危険要因 工事による汽水域の消失や水円の悪化。

■参考文献 2, 3, 14 

石原一彦



Iマシジミ ザルガイ目 シジミ科

Corbicu/a leana Prime 

一情報不足 一絶滅危惧II類

■選定理由 生息環境の悪化。従来は在来のマシジミに対し外来のタイワンシジミ種群

に区別分され、外来のタイワンシジミ種群の侵入・定沼が生存の危機のひ

とつとされてきた。しかし、これらは同種であるという最近の遺伝学的研

究結果をふまえ、今回の改訂版ではマシジミを情報不足にランクした。

■形 態 亜三角形の＝枚貝。殻長20mm前後の個体が多いが、最大40mm程度に

まで成長する。表面に比較的荒い成長脈がある。殻色は黄緑色から黒色で

光沢は弱い。内面は白から青白色で殻緑部は紺色。

■生 態 雌雄同体の卵胎生で、河JIIや農業用水路などの底質中に生息する。

■生育•生息闘 比較的水質の良好な淡水域。

■国内分布 本州、四国、九州に広く分布。

■県内分布 平野部の水路や河JII。

■危険要因 水路の改修工事による砂泥底の消失。幼生の寄主となる魚類がいなくなるこ

と。

■特記事項 マシジミとタイワンシジミ種群の分類について、今後の研究を待たねばなら

ない。

■参考文献 14. 20. 24. 27 

石原一彦

石原一彦

口
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8. その他の動物

その他の動物概論

その他の動物では、陸産及び淡水産の無脊椎動物のうち、昆虫類を除く分類群を扱った。ただし、

淡水域に確認される種であっても、産卵が汽水や海水において行われるとともに淡水への依存性が低

い種については、今回は浅海域の生物として扱った。

今回のレッドデータプックの見直しにおいては、 2009年発行の改訂版において扱われたクモ類（節

足動物門クモ形鋼）とミミズ類（環形動物門ミミズ綱）に加えて、淡水産エビ類（節足動物門軟甲綱）

を取り上げた。

1 . 石川県のクモ類について

石JII県におけるクモ類相についての報告は、徳本 (1990,2006, 2009)や高 (1988),富樫・高 (1988)

などが見られるが、最近のまとまった報告は見られず、石川県におけるクモ類相の研究は十分には進

んでいないものと思われる。そのような事情から2009年の改訂版以降の新情報が得られていないため、

ほぼ2009年版の記載を踏襲し、以下簡単に述べることとする。

石川県には 400 種程度のクモ類が生息する こ とが判明している（新海 • 他、 2018)。本県全域のクモ

類の構成としては、日本固有種および中国東部 ・韓国分布種、世界広域分布種を併せたものが 85%程

度を占めている。その他、旧北区・全北区系を併せた北方系が 12%、南方系といわれる東洋区系が 3%

含まれており、典型的な日本中部温暖帯系クモ相となっている（徳本、 2009)。

2. 石川県のミミズ類について

石川県におけるミミズ類相に関するまとまった研究が見当たらないことから、石川県のミミズ類相

について概説することは困難である。石川県のミミズ類に焦点を当てた調査 ・研究は、ハッタミミズ

については例外的に行われており、特に本種の分布域に関しては、ある程度の情報が集積している。

石川県内では河北潟周辺からハッタミミズが確認されており、詳しい本種の分布域を示した文献と

しては、 80年以上前に、市村 ・安田 (1931)が行った石川県天然記念物調査における記録がある。こ

れによると、旧弥勒縄手村 (I日森本村，現金沢市森本町）， 1日小坂村（現金沢市小坂町）、旧河北郡乙

丸（現金沢市乙丸町）、旧神谷内村（現金沢市神谷内町）を南の境界域として、河北潟の東岸に沿うエ

リアを分布域とする医を掲載している。高橋ら (2019)では、市村 ・安田 (1931)が示した分布の南

端部分である乙丸町や小坂町からはハッタミミズは確認されず、それよりやや北の沖町までの確認と

なっている。一方、西側の分布としては、市村 ・安田 (1931)が柳橋川下流域の右岸側（東側）まで

を示しているのに対して、より西側を流れる金腐JIIやさらに西側の浅野JIIの下流部左岸側（西側）か

らもハッタミミズが確認されたことを示した。これらが 1930年代以降に拡がったものかどうかは明ら

かではないが、川をいくつか跨いで、この 80年間で分布を拡大したと考えるよりは、もともとの本種

の分布域が市村 ・安田 (1931)が示したものよりは広かったものと考えるのが妥当であろう。本種の

河北混周辺における南側の分布は、高橋ら (2019)によりその詳細が明らかとなっているが、北側の

分布範囲については末解明のところが多いが、高橋ら (2012)は、河北褐の東岸から北岸に至る複数

地点でハッタミミズの生息を確認しており、分布の北端がかほく市まで及ぶことを示している。また、

渡辺 ・南谷 (2014) も，津幡町やかほく市においてハッタミミズが確認されたことを報告している。

なお、本種の和名表記を 2009年度版ではハッタジュズイミミズとしたが、改定にあたり環境省のレッ

ドリス トの表記に倣いハッタミミズとした。
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3. 石川県の淡水産エビ類 （軟甲綱）について

右川県の淡水産エビ類（軟甲綱）についてのまとまった記録や調査は不十分であり、本県の淡水産

エビ類相については未知の部分が多い。一部の種について、分布記録等が報告されているものがあり 、

これらに基づいて概説を試みる。

軟甲綱に含まれる種群は、甲殻類の 2/3を占めており、多様な分類群を含んでいる。このうち、エ

ビ目に含まれるコエピ類（コエビ下目）については、今井 (2012)および丸山 (2017)において、能

登地域に生息するもののおおよそが明らかとなっており、これらによると能登地域には 9種の淡水産

コエビ類が生息し、そのうら、 トゲナシヌマエビ、ヒメヌマエビ、ミナミテナガエビとヒラテナガエ

ビについては、最近になって定着 した可能性が指摘されている。

ワラジムシ日では、内灘砂丘由来の湧水で確認されたコツブムシ類について、福原 (2016)によりチョ

ウセンコツブムシと同定されており、県内の他の地点から確認されているコップムシ類も本種の可能

背が高いものと考えられる。

淡水産ヨコエビ目については、県内からは、ホクリクヨコエビとヤマトヨコエビの生息が知られて

いるが、石丸 (2011)により、七尾市からタキヨコエビが確認されたことが報告されている。

今回、大型鯉脚類（ホウネンエビ目、カブトエビ目、カイエピ目、タマカイエビ目）についても、レッ

ドリストの対象種群として取り上げたが、これらの多くは、汎世界的な広域分布種が多く、地域性は

低いものと思われる。日本における大型鯉脚類相は長縄(2001)により 8科8属 11種が挙げられている。

4 種の選定基準

クモ類については、改訂版 (2009)以降の研究についての情報がほとんどないことから、改訂版の

掲載種について、現状を把握することに務めた。

ミミズ類については、改訂版 (2009)において取り上げられたハッタミミズを取り上げ、その後の

調査データに基づいて再度評価した。

淡水産エビ類（軟甲綱）については、県内に生息する淡水産コエビ類、淡水産ワラジムシ目、淡水

産ヨコエビ目、大型鯉脚類を対象として、主に現地調査により現状の把握を行い、できるだけ環境省レッ

ドリストカテゴリーと判定基準に従って選定を行った。

5. 選定結果とその概要

以下の 11種を選定した。

絶滅危惧 I類ハッタミミズ

絶滅危惧II類 イソコモリグモ

準絶滅危惧 キシノウエトタテグモ、キノボリトタテグモ、ワスレナグモ、テナガエビ、

ミゾレヌマエヒ,.

情報不足 カイエビ、チョウセンコップムシ、タキヨコエビ、ヌカエピ

前回 2009年のレッドリストと比較すると、淡水産工ビ類（軟甲綱）の 6種が追加されているが、こ

れは新たに選定対象種群となったことによる。

ハッタミミズは、その後の調査により既知の分布域が拡大したが、生息状況は改善されておらず、

またその後に生息場所の新たな圃場整備が進み、ほぽすべての生息場所で圃場整備が行われ、環境の

劣化が進んだことから、絶滅危惧 I類に相当するものと判断された。

イソコモリグモについては、生息環境の劣化が進んでいるが、生息地が保全され安定して生息して

いる場所もあることから、ランクの移動は行わなかった。

準絶滅危惧の3種のクモ類については、現状の把握が十分ではなく、ランクについては変更しなかったc

（高橋久）
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I J¥ッタミミX I 

Drawida hattamimizu Hatai 

一絶滅危惧 I類 一準絶滅危惧

■選定理由 石川県河北潟周辺、滋賀県琵琶湖周辺、滋賀県余呉湖周辺、福井県三方湖
周辺からのみ知られ、もともと分布が非常に限られている。現在、河北潟
周辺では、河北潟の南岸から東岸の湖岸から3km程度の範囲にのみ生息
している。生息環境は主に湿った水田であるが生息範囲にあるすべての
水田において圃場整備による乾田化が進み、生息場所のほぽcfペてが、
近年の何らかの人為的改変を受けている。また、主な生恩環境である水田
は、そのほとんどがトラクターによる耕転が実施されており、機械の無い
時代と比べると、牛患環境が奢しく悪化している。かつてはlmを超える固体
がいたといわれるが、 2014年に行われた 「ハッタミミズダーピー」では、
河北潟の記録は75cmが最高であった。この要因として耕転による切断が考
えられる。河北潟周辺では畔に対しての除草剤散布が一般的であり、本種の
生患環境を悪化させている要因のひとつと考えられる。

■形 態 体色は育黒色。日本一長いミミズで、生きているときは伸びた体長が60cm
1まどにもなる。固定標本では長さ25cmほど、太さ9mmほどである。

■国内分布 石川票の河北潟近辺と滋貧喋の琵琶湖近辺及び余呉湖付近、滋賀県の三方湖
付近に分布している。

・黒内分布 南端は金沢市沖町で西端は金沢市直江町、東端は国道8号瀬付近｀北端はかほ
く市鉢伏付近である。

■生 態 湿った土壌を好むが常時水没している場所には見られない。水田の水路わ
き、あぜのへり付近に特に多くいるが、水のつかない所に糞塊を排出してい
るので、これが生患の自E0として便利である。生恩密度が高いE8では稲刈り
時期になり、水を落とすと水田中央部にも糞塊ができることがある。

■鵠地の紐 半湿田的環境が適しているように思われる。

■危険要因 水田への客土、腰薬散布、水路 • あぜのコンクリート化、腰地の宅地 ・工湯
用地化などで生息環焼は著しく悪化している。

■参考文献 5, 21, 22, 25, 26, 27, 28 

高橋久

川原奈苗

□
 

県内の分布

1イソコモリクモ I 
クモ目 コモリグモ科

Lycosa ishikariana (S.Saito) 

一絶滅危惧n類 一絶滅危惧II塁

●選定理由

■形 態

■国内分布

■県内分布

■生 態

砂浜海岸にのみ生息する大型のクモ。全国的に生息、悟体数の減少が著し

く、石川県では2008年の生息海岸総延長は1950年代に比べて5分のl
以下になっている。

体長が雌23mm前後、雄19mm前後。背面は明るい灰色で数対の淡黒斑

があり、腹面は全体に真っ黒。

北海道、本州。本州は日本海側では青森県から島根県まで、太平洋側では膏森県から茨城県まで。

珠洲市、輪島市、志賀町、羽昨市、宝達志水町、かほく市、内溺町、白山

市、加賀市。それぞれの海浜。

砂浜海岸の海浜植物帯およびその海側の砂裸地の乾砂地を生息域とし、砂中

に縦穴を作ってその中に潜む。穴の入り口から少し奥の範囲までは穴の内面

を糸で衷打ちしてあるので、穴の縁に触れても砂がくすれない点で、砂浜に
存在する他の小動物の穴と容易に区別できる。大きな穴で径15mm、深さ

15~20anほど。昼間や特に夏期は穴の入り口を封鎖している場合も多い

が、夜間に穴の周辺に出て周囲を通る昆虫などの小動物を捕食する。越冬期

間中に卵から孵化し、卵のうから出た子グモが5月下旬ころから穴外に現れ、

分散して小さい巣穴を作る。これが成長してふたたび子グモを出すまでには2
冬を経過する。

●虫螂 紐 海浜植物帯が成立する砂浜海岸

■危険要因 海岸線の浸食による後退、時化の大波による住居穴の流失、四輪駆動車・オ

フロードパイク等による住居穴の踏みつぶしなどのため、本種の生息可能海
浜の消減が激しく、生患固体数が激減している。

●特記事項 石川県指定希少野生動植物種 (2007年）

●参考文献 6, 18, 24 

ロニ

中川榛野

中JII冨男 嗅内の分布
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1キシノウエトタテクモ I
クモ目 トタテグモ科

Latouchia swinhoei (Kishida) 

一準絶滅危惧種 一準絶滅危惧種

■選定理由 人の居住区域に近い所に棲んでおり、生息適地が失われやすく、全国的に液少してきている。

■形 態 体長雌12~20mm、雄10~15mm。8眼、 3爪 4肺。背甲および歩脚腿節は黒褐色、それ以外の歩脚の節はやや赤

みを帯び、腹部は黒褐色ないし紫褐色で、対になった白色黄条が顕著な固体とそうでない固体がある。背甲は中央が最も

幅広く、前縁中央は上方から見てやや前方に突き出る。 中寓は横長で明瞭。頭部は胸部よりやや高く、目は中央に集合す

る。側眼は中眼より大きい。上顎が発達し、馬鍬を有し、牙溝は明瞭。雌の歩脚は歩脚毛束を欠き、先端毛束は雌雄とも

欠く。

■国内分布 本州、四国。北限は山形県。本種をオキナワトタテグモの亜種とする説もあ

る。

■曝内分布 金沢市内で3ヶ所の記録があるのみ（泉野出町｀兼六園｀常磐町）。分布調査

が不十分であり、 もっと多くの分布地があると思われる。

■生 態 社寺境内や公園の敷石のわき｀家の土台石のわき、あるいは丘陵地の淫地

など、比較的乾いた明るい所の地中に深さl5~20cm (メス成体）の縦穴

（崖では横や斜めの穴）をほって住居としている。穴の入口に円形片開きの

フタつくり、そのすぐ内側にクモがいて、付近を虫が通ると飛び出してつか

まえ、 穴に引きすりこんで餌とする。フタは土などを活け、カムフラージュ

されているので見つけにくい。 雌は10年以上生きる。雄は9~11月に雌を

求めて徘徊する。このクモに寄生するクモタケという菌類があり、その槻棒

状をした日っぽい子実体が梅雨期に地表に現れるが、これはクモの果の所在

を知るためのよい目印となる。

■也比の条件 上記のような所によくいるが、詳しい条件についでさ不明。

■参考文献 3. 16. 17. 20 

櫻井佳明

口

三 O 20 4Cl<m 

県内の分布

1キノポリトタテグモ I
クモ目 トタテグモ科

Conothe/e fragaria (Doenitz) 
p 

一準絶滅危惧種 一準絶滅危惧種 ’’ 
■選定理由 コケむした古木の幹上や岩上に巣をつくり生息するが、全国的に生息酋体

が減少しつつある。

■形 態 体長雌10~12mm、雄8~10mm。8眼、 3爪、4肺。体は黒色ないし暗

紫色で、腹部背面に斑紋が無い。背甲長::;:背甲幅で、中央が最も幅広く、

前縁中央は上方から見てやや前方に突き出る。中嵩は横長で明瞭。頭部は

胸部よりやや高く、 目は中央に集合する。側眼は中眼より大きい。上顎が

発達し、馬鍬を有し、牙溝は明瞭。雌の歩脚は歩脚毛束を欠き、先端毛束は雌

雄とも欠く。下唇は胸板と境なし、胸板には一対の大きい刻印がある。

■国内分布 本州、四国、九州、西南諸島、伊豆諸島、小笠原父島。本州では太平洋側は

茨城嗅、日本海側は新潟県が各既知分布北限である。

■県内分布 金沢市兼六園内での記録があるだけ（畑守ほか、 1997)であるが、県内に

は未発見の生息箇所がまだいくつかあると思われ、未発表だが加賀市鹿島の

森でも生息が確認されている。

■生 態 樹木や岩0)表面にコケや樹皮くすを貼り付けた袋状の住居をつくり、 入口に

円形で片開きの蓋をつける。住居の入口は下向きが多い。住居の大きさは成

熟した雌で径1cm、長さ3cmほどであり、切り開くとピーナッツの皮を開い

た感じである。中にいるクモは付近を昆虫などの小動物が通ると飛び出して

捕らえる。越冬期に調査すると、親と同居している小さな幼体、独立した幼

体、亜成体、成体と、いろいろな成長段階のものが認められるため、キシノ

ウエトタテグモと同じくかなり長い年致を生きるものと思われる。

■李祖 あまり日光の直射しない岩の壁面や古木の多い環境を好む。

■参考文献 l. 3. 16 

櫻井佳明

口

櫻井佳明

県内の分布
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1 ワスレナグモ I 
クモ目 ジグモ科

Calommata signata Karsch 

一準絶滅危惧種 一準絶滅危惧種

■選定理由 生息密度の低い種であるが亨地、芝生、公園など比較的乾燥した地中に縦穴を掘り、その中に住む。このような環境は人

為破壊を受けやすいので生息適地が失われやすく、全国的に減少してきている。

■形

■国内分布

●県内分布 県内4箇所で記録があるのみであるが、分布調査が不十分であり、もっと多く

の分布地があると思われる。

■生

態 体長雌13~18mm、雄5~8mm。8眼、 3爪、 4肺。雌の背甲は黄褐色ないし淡褐色で、腹部1謬紫褐色または灰褐色。

オスの体は褐色ないし黒褐色で、雌に比べると著しく小さい。背甲長＞背甲幅で、前縁は直綜的だが胸部より狭い。上顎

はよく発達するが牙溝が無く、馬鍬も欠く。胸板の印刻は3対でさらに不明瞭な1対がある。歩即に末端毛束や歩脚毛束

を欠き、第1歩脚は他の歩脚より細く短い。ジグモ科のものに近縁で似るが、前中眼が小さいこと、下唇が胸板と完全に

は癒合していないこと、雌の第一歩脚がそれ以外の歩脚より矮小なことなと

で区別できる。

本州、四国、九州。

慇 前記のような環境の地中に深さ15~20cm(メス成体）の縦の管状の穴を掘

り、その中に住む。穴の裏側は糸の膜で衷打ちされており、穴の入口にはト

タテグモのようなふたはないから、このような穴を見つけることがこのクモ

の存在を知る重要な手段となる。穴の入0から放射状に触糸を地表に引いて

あり、近くを通った虫がこの糸に触れると電光石火の速さで飛び出して長い

牙をつきさして穴に引きすり込む。

■生息地の条件 上記のような所で見つかることが多い。比較的狭い区域から多数の住居穴が

見つかる例がときどき報告されているから、穴を見つけたときは付近をよく

調ぺてみる必要がある。

了
口

■参考文献 1, 16, 23 

櫻井佳明
県内の分布

1 テナガエピ I 
十脚目 （エビ目）テナガエビ科

Macrobrachium nipponense (De haan) 

一準絶滅危惧種 一なし

●選定理由

■形 態

■生 態

■国内分布

■県内分布

•ヨ•生酎臼

■危険要因

■特記事項

潟の淡水化により減少し、湖岸や河川護岸改修によるコンクリート化、植

生の変化・消失により生息場所が減少している。

長く発達した鋏脚をもち（いわゆる長い手のように見える） 、餌をつかん

で食べる。主に肉食性。

一部淡水域にとどまる場合もあるが、ほとんどは両側回遊を行い幼生は海

や汽水域で成長し｀稚エピとなって川や湖にのぽる。

日本海側では秋田県が北限

一部の河Jllや潟沼。河北潟や柴山潟では多産していたが減少傾向にある。

川や湖沼であるが、主に汽水域や汽水につながる水域に生息する。

湖沼や河川の護岸化による生息瑛境の悪化。特に沈水植物帯の衰退。外来魚

による捕食。

石川県は柴山潟で2003年より 5年問本種の資源詞査を行っており、標識放

流調査から資源量の減少が推定されている。

■参考文献 8. 13. 19 

福原晴夫

口

川原奈苗

嗅内の分布
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Iミソレヌマエビ I 十脚目（エビ目）ヌマエビ科

Caridina leucosticta Stimpson 

一準絶滅危惧種 一なし

■選定理由 西日本に多く分布する両側回遊を行う種で、最近になって能登の一部河川での定沼が知られているため。

■形 態 ヌマエピ属には眼窟上棘があるが、本種にはない。ヤマトヌマエピ (ci")の第1腹肢内肢には内突起がないが、本種には

ある。 ツノナガヌマエピに類似するが肛門前棘がない。

■生 態 淡水で孵化し｀海に下って、再び淡水に戻る両側回遊を行う。

■国内分布 日本海側では山口県から秋田県。

■県内分布 能豆の河川では定着した個体群が存在するとみられている。

■丑•生酎闘 河川が中心で下流域から中流域。

■危険要因 河川や湖沼の護岸工事による生息場所の喪失。

■特記事項 両側回遊を行う種では、海流にのった幼生が分散する過程で一時的に河川や

湖沼に到着しても、寒冷地では、越冬や繁廼ができなくて死滅する場合が多

いが、温暖化などで環境が変化すると、定着する涸体群が出てくる。

■参考文献 8, 11, 12 

福原睛夫

口

o 20 4CJ<m 

---— , 
県内の分布

1カイエピ I 
カイエビ目 カイエビ科

Cyzicus gifuensis (Ishikawa) 

一情報不足 一なし

■選定理由 情報が少なく、石川県内では、加賀地域の水田において限られた場所で確

認されているが、分布に不明な部分が多い。山形県では絶滅危惧11類。

■形 態 二枚貝に酷似するが殻は薄く、内部にある鋸脚が透けて見える。殻の長さ

は5~10mm程度で、殻の中に全身が包まれてあ9、複眼を持つ頭部と

分節した胴体からなるが、胴体は名体節に 1対の鯰脚のついた約30節か

らなる胸部と鰊脚のない短い腹部に分かれている。尾部は鉤状の突起とな

る。

■国内分布 全国的に分布するものと思われる。

■県内分布 加賀地域の平地で確認されている。

■生 態 水田に水が入る5~6月頃に一時的に発生する。水がない時期は休眠卵として

過こす。認脚で泳ぎ回り、底質中の有機物を食べているものと思われる。

■李磯件 本来は乾燥地に一時的に出現する水溜が生患環境と思われるが、北陸地域で

は年中湿っている水田にもよく出現する。

■危険要因 農薬散布や化学肥料の使用による影四が懸念される。

■参考文献 29 

一
●9 

高橋 久

口

川原奈西

県内の分布
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1チョウセンコッフムシ I
等脚目（ワラジムシ目）コツブムシ科

Gnorimosphaeroma naktongense Kwon & Kim 

一情報不足 一なし

■選定理由 河口の護岸によるコンクリート化、湧水地 （池） の改修整備や消失による

生恩地の減少。

■形 態 汽水域には類似種のキスイコツブムシが分布するが、本種は尾肢の外肢が

長いことにより碑l」される。

■生 態 イソコツブムシ属のほとんどが海洋性の種であるが、淡水に進出した種

で、甲殻類では珍しくメスからオスに性転換をする。

■国内分布 日本海側に多く分布するが、太平洋側や束シナ海沿いでも分布が知られてい

る。

●県内分布 県内では湧水の豊冨な河川や湧水地（池）に多くみられる。

■辺•生酎臼 河JIIの汽水城上部から淡水域、海岸沿いの湖沼や湧水地（池）に多く分布す

る。遊水地（池）での密度が高い。

●危険要因 湧水地 （池）の整備によるコンクリート化や湧水地（池）の消失。

■特記事項 酷似する種にホクリクコツブムシが報告されているが、本種との形態的な差

は小さく、淡水産の出現種をチョウセンコツブムシとして扱ったが、遺伝的

な解析により将来見直される可能性がある。

■参考文献 2. 14, 15 

福原晴夫

．
 ロ

福原晴夫

0 20 40<m ---— , 
県内の分布

1タキヨコエピ I 
端脚目 （ヨコエビ目）アゴナガヨコエビ科

Sternomoera rhyaca Kuribayashi, Mawatari & Ishjmaru 

一情報不足 一なし

●選定理由 県内における出現地域が現在のところ限られている。

胸部腹板に棒状の認がある。近縁種のヤマトヨコエピには、第1触角第1柄節の下縁にある刺毛束の数が2本有り、本種

の3本と区別される。

海岸近くの渓流や滝に生息し、海へ降って交接と産卵を5テった後、抱卵した雌は川を遡る回遊性を示す。

E3本海側では北海道、青森県、秋田県、新潟県、京都府、鳥取照、北陸では石川熙。

今のところ七尾市でのみ確認されている。

●形 懇

■生 態

■国内分布

■県内分布

・辺•生m

■危険要因

■参考文献

海岸沿いの渓流や滝に生息。

海岸河川の改修。

9, 10 ロニ夫晴原福

嗅内の分布

326 



1ヌカエビ I 

Paratya compressa improvisa Kemp 

十脚目 （エピ目）ヌマエビ科

一情報不足 一なし

■選定理由 ヌマエピとして同定され、混同されてきた歴史があり、分布の実態が

不明のため。

■形 態 ヌマエピに類似するが、ヌマエピよりも大型の卵をもつ。北方のヌカ

エピは頭胸甲上に棘を持たないが日本海側には穀を有する集はもあ

る。

■生 態 湖沼、河川に生息し、繁茂した水草などの中にいる。

■国内分布 本州北部に分布する。

■県内分布 県内では河北潟や能登の一部河川における分布が知られており、同定が進め

ば他の水域に分布する可能性もある。

■辺•生酎開 湖沼や緩し＼流れの河川。

■危険要因 河川や湖沼の護岸工事による生息場所の喪失。

■特記事項 ヌマエピの大卵型として知られてきたが、遺伝学的な研究から、従来のヌカ

エピと合わせて本種となった。頭甲胸上の棘の有無により同定されてきたヌ

マエピの中に、ヌカエピが存在することが明らかとなり、北陸地方のこれま

でのヌマエピについても見直しが必要となっている。見直しによりヌマエ

ビの分布の実態についても今後明らかになるであろう。日本以外からは知ら

れていない。

■参考文献 4. 7. 13 

福原町夫

川原奈苗

口

o 20 4CJ<m 

---— , 
県内の分布

327 



328 

参考文献一覧

1 千国安之輔.2008. 写真日本クモ類大図鑑改訂版．偕成社．東京・

2 福原睛夫 •岡田昇・木村直哉. 2000. 宍道湖におけるコップムシ科3種の分布と塩分浪度．陸水学雑誌.61:155-160. 

3 畑守有紀・新海明・上田俊穂.1997. クモタケの全国分布調査結果. Kishidaia. 72:34-47. 

4 林建ー.2007. ヌマエビ上科 AtyoideaDe Haan、1849.日本産エビ類の分類と生態 11.コエピ下目 (I).114-167. 生

物研究社．

5 市村塘•安田作次郎. 1931. 八田妊矧． 石川県天然記念物調査報告第7集.p.42-65+図版3.

6 池田博明.1988. クモ生理生態事典：121-122. 

7 池田実.1999. 迫伝学的にみたヌマエピの種．海洋と生物.21(4) :299-307. 

8 今井正.2012. 能登半島および能登島における淡水産コエビ類の分布．日本生物地理学会会報.67:153-162. 

9 石丸信一.2011石 川県における陸水性端脚類ヤマトヨコエビと新発見のタキヨコエビの採集記録．石川県立自然史汽料
館研究報告.1: 37-43. 

10 Kuribayashi, K., Mawatari, S.F. & lshimaru,S. 1996. Taxonomic study on the genus Sternomoera (Crustacea: 
Amphipoda), ヽvithredescription of S. japonica (Tattersall, 1922) and description of a new species from Japan. Journal 
of Natural History. 30(8): 1215-I 237. 

11 丸山智朗 2016.本州日本海側における両側回遊性コエビ類の分布について Cancer.25: 55-60. 

12 丸山智朗.2017. 越前・能登•佐渡の河川で採集されたコエビ類. Cancer. 26: 35-42 . 

13 NPO法人河北混湖沼研究所.2013. 河北潟レッドデータプック.NPO法人河北混湖沼研究所編．

14 Nunomura, N. 1988. On the genus Cnorimosphaeroma (Crustacea, lsopoda, Sphaeromatidae) in Japan 1vith description of 
six new species. Bulletin of the Toyama Science Museum. 21 : 23-54. 

15 布村昇.2016. 日本産等脚目甲殻類の分類．海洋と生物 38(5) : 594-599. 

16 小野展嗣 2009.日本産クモ類束海大学出版会．

17 笹岡文雄.1992. キシノウエトタテグモの寿命について Kishidaia.63: 31. 

18 新海栄一.2006. 日本のクモ.64. 

19 杉本洋•五十嵐誠一. 2007. 柴山親におけるテナガエビの生息状況調査．平成17年度事業報告書.142-159.石川県水産

総合センター．

20 鈴木成生 1996.キシノウエトタテグモの生態(1)、(2)、(3)、(4).Kishidaia. 70: 35-56. 

21 高橋久・川原奈苗・出島大.2012. 石川県津幡町及びかほく市におけるハッタミミズの分布．河北潟総合研究.15: 1-4. 

22 高橋久・）II原奈苗・番匠尚子.2019. 石川県金沢市におけるハッタミミズの生息状況と生息瑛境の変化．河北潟総合研

究.21: 1-7. 

23 徳本洋 1990.石川県の真正クモ類石）IIの生物.200-207石川県高校教育研究会．金沢

24 徳本洋 2004.石川県におけるイソコモリグモ Lycosatshikar. 店na(S.Saito.1934)の激減のと海洋ふれあいセンター研

究報告.10. 21-30. 

25 上西実 2010.三方湖付近の水田で採集されたハッタミミズについて福井陸水生物会報 17:2-6. 

26 渡辺弘之・南谷幸雄.2014. ハッタミミズ（ハッタジュズイミミズ）の分布・地域自然史と保全.36(1): 67-76. 

27 渡辺弘之.2015. 琵琶湖ハッタミミズ物語．サンライズ出版．

28 渡辺弘之.2017. ハッタミミズ研究残された課題．哀動昆.28: 23-26. 

29 吉岡粟 2014.カイエピ～田んぽのエビから恐竜時代に思いを馳せて～．とやまと自然37号．



ア イワヒバリ
81 

白山の繁殖個体群

アイヌハンミョウ 187 ウ

アオサナエ 142 

アオスジクモバチ 209 ウエダオオズナガゴミムシ 147 

アオナガタマムシ 158 ウスイロモク 265 

アオバズク 59 ウスバカマキリ 178 

アオマダラタマムシ 197 ウスバノコギリモク 263 

アオモンギンセダカモクメ 139 ウマノオバチ 207 

アオヤンマ 142 ウミウ

七ツ島の繁殖個体群
80 

アカウミガメ 88 

アカオビケラトリパチ 208 ウミニナ 297 

アカザ 97 ウラギンスジヒョウモン 215 

アカショウビン 74 

アカテガニ 276 工

アカマダラハナムグリ 155 

アカモズ 52 エサキアメンボ 119 

アサマシジミ本州高地亜種 167 エサキキンヘリタマムシ 197 

アジメ ドジョウ 100 エサキムカシハナバチ 211 

アズミ トガリネズミ 33 エゾエンマコオロギ 144 

アベサンショウウオ 87 エゾオフェリア 267 

アマガイ 273 エゾコセアカアメンボ 184 

アマツバメ 78 エチゼンピロウドマイマイ 304 

アヤモクメキリガ 226 

アルプスヤガ 243 才

アンズイソギンチャク 270 

オウミケマイマイ 291 

イ オオウエキビ 303 

オオウスイロヘ‘ノカドガイ 287 

イカリモンハンミョウ 121 オオウスパカゲロウ 185 

イカルチドリ 56 オオギンスジコウモリ 217 

イシガイ 309 オオクロツヤミズギワカメムシ 119 

イシゲ 261 オオクワガタ 231 

イシマキガイ 294 オオコウラナメクジ 299 

イソコモリグモ 322 オオゴキプリ 177 

イソシギ 70 オオコノハズク 58 

イソジョウカイモドキ 200 オオジシギ 57 

イソメマトイ 135 オオセイボウ 235 

イツマデガイ 295 オオセンチコガネ 193 

イヌワシ 51 オオタカ 72 

イネネクイハムシ 205 オオタキコギセル 298 

イポイポナメクジ属の一種 314 オオタニシ 310 

イワナ（無斑タイプ） 102 オオチャイロハナムグリ 194 
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オオチャバネセセリ 214 カワザンショウガイ 297 

オオチャバネヨトウ 225 カワシンジュガイ 286 

オオナギナタハパチ 134 カワネジガイ 285 

オオヒョウタンゴミムシ 148 カワネズミ 35 

オオミスジ 167 カワャッメ 96 

オオミズナギドリ カワラゴミムシ lお

七ツ島の繁殖個体群
79 

カワラバッタ 117 

オオムラサキ 216 カワラハンミョウ 122 

オオルリハムシ 162 カンムリウミスズメ 50 

オクガタギセル 288 

オグマサナエ 114 キ
オコジョ 37 

オシドリ 63 キアシクロハラボソコマユバチ 234 

オジロワシ 57 キアシハナダカバチモドキ 164 

ォッネントンポ 173 キイロサナエ 141 

オ トヒメゴカイ 270 キイロミヤマカミキリ 131 

オナガサナエ 115 キオピホオナガスズメバチ 210 

オナガミズアオ 219 キクメイシモドキ 266 

オニホソコバネカミキリ 131 キシタアツバ 220 

オバエポシガイ 316 キシノウエトタテグモ 323 

オヨギカタビロアメンポ 147 キトンボ 143 

オンタケナガチビゴミムシ 229 キヌツヤベッコウ 301 

キノボリトタテグモ 323 

力 キバシリ 79 

ギフチョウ 215 

カイエビ 325 キポシケシゲンゴロウ 149 

カエルキンバエ 136 キボシップゲンゴロウ 188 

カオジロトンポ 176 キュウシュウマエアカシロヨトウ 240 

ガガプタネクイハムシ 205 ギンイチモンジ七七リ 237 

カギモンキリガ 173 キンヒバリ 179 

カギモンハナオイアツバ 221 ギンモンアカヨトウ 172 

カグヤコウモリ 31 

カジカ中卵型 98 ク
L 

カスガキモンカミキリ 160 

カズマキベッコウ 301 クドウッ トガ 239 

カタハガイ 293 クピキレガイモドキ 笈M

カッコウ 67 クビジロツメヨトウ 170 

カ トリヤンマ 115 グビジンイソギンチャク 271 

カニギンモンアミカ 212 クビポソコガシラミズムシ 190 

ガマヨトウ 171 クビワコウモリ 28 

ガムシ 191 クマコオロギ 178 

カヤネズミ 35 クマソオオヨトウ 241 

カラカネトンボ 175 クマタカ 58 

カラスガイ 292 クモマハナカミキリ 201 

カリガネ 53 クモマベニヒカゲ本州亜種 216 

カリガネエガイ 268 クリイロベッコウ 300 
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クロアリヅカエンマムシ 230 コプナシコプスジコガネ 195 

クロガモ 64 ゴヘイニクバエ 164 

クロゲンゴロウ 188 コベソマイマイ 305 

クロサギ 65 ゴマシジミ中部高地帯亜種 166 

クロシジミ 137 コマルケシゲンゴロウ 126 

クロズハマペゴミムシダマシ 200 コムラサキ （黒色型） 242 

クロッグミ 76 コヨシキリ 75 

クロツヤヒゲナガコバネカミキリ 130 コンボウギセル 289 

クロツラヘラサギ 47 

クロベンケイガニ 276 サ

クロホオヒゲコウモリ 27 

クロホシコガシラミズムシ 190 サクラオフェリア 267 

クロマダラタマムシ 158 サケ （野生繁殖群） 102 

クロマルハナバチ 236 ササゴイ 65 

クロモンアメバチ 207 サシゲチビタマムシ 198 

サシバ 73 

ケ サッマクリイロカワザンショウ類の一種 296 

サメハダハマキチョッキリ 163 

ケシゲンゴロウ 150 サメハダマルケシゲンゴロウ 126 

ケスジドロムシ 156 サンカノゴイ 46 

ケハダピロウドマイマイ 304 

ゲンゴロウ 123 シ

コ シオガマサンゴ 272 

シコクヒメコプハナカミキ リ 132 

コアジサシ 49 シダモク 263 

コウノ トリ 45 シナノキチビタマムシ 198 

コウベップゲンゴロウ 151 シノリガモ 63 

コオイムシ 145 シマゲンゴロウ 125 

コオナガミズスマシ 189 シモダギボシムシ 275 

コーヨーナガタマムシ 157 シャープゲンゴロウモドキ 124 

コガタノゲンゴロウ 230 ジュウイチ 77 

コガネマイマイ 308 ショウリョウバッタモドキ 181 

コガムシ 153 シラウオ 98 

コクガン 45 シルビアシジミ能登半島北西部亜種 165 

コクシエグリシャチホコ 240 シロオビドイカミキリ 202 

ココロマイマイ 290 シロオピヨトウ 227 

コシアカッパメ 61 シロズヒラタハバチ 134 

コシタカコベソマイマイ 305 シロチドリ 67 

コジュリン 62 シロフタスジットガ 238 

コシロシタバ 223 シロヘリッチカメムシ 229 

コチピミズムシ 227 シロホソバ 220 

コテングコウモリ 32 シロマダラ 89 

コトラカミキリ 132 シンジコハゼ 100 

コノハズク 59 シン トウトガリネズミ 34 

コバネアオイトトンボ 113 
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ス ツ

スキバホウジャク 138 ックシアマノリ 265 

スゲガサチョウチン 274 ックモジュズサンゴ 勿2

スジキビ 302 ックモミノウミウシ 勿5

スジバナガタマムシ 196 ツミ 71 

スナガニ 277 ツヤナガタマムシ 156 

スナヤツメ南方種 99 ツヤネク イハムシ 162 

スナヤツメ北方種 96 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）
193 

セ ツルガマイマイ 306 

ツルシギ 69 

セアカオサムシ 185 

セグロイナゴ 145 フー

セスジカクマグソコガネ 231 

セスジササキリモドキ 180 テナガエビ 324 

セッカ 75 テラニシセスジゲンゴロウ 149 

ゼニゴギンガクニクバエ 136 テングコウモリ 32 

夕 卜

タイコウチ 183 トガリカラカネナガタマムシ 195 

ダイセツマルトゲムシ 232 トキ 47 

タカチホヒラタタマバチ 234 トゲミズギワカメムシ 2淀

タカチホヘピ 89 トドマッカミキリ 161 

タカバクロヒラタゴミムシ 186 トノサマギセル 289 

タカプシギ 69 トホシカミキリ 161 

タガメ 111 トミヨ属淡水型 95 

タキヨコエビ 326 トモエガモ 54 

タシマツルギアプ 213 トヤマオオミズクサハムシ 133 

タマカイメン 269 トラハナムグリ 194 

タマシギ 49 トラフトンポ 175 

タマハハキモク 264 トワダオオカ 213 

タワラガイ 308 

ナ

チ
ナガオカモノアラガイ 288 

チゴモズ 51 ナガケシゲンゴロウ 125 

チピウスキオオメイガ 239 ナガナタネガイ 313 

チャイロキヌタ 268 ナガレタゴガエル 88 

チャイロマメゲンゴロウ l侶 ナギサスズ 144 

チャバネキボシアツバ 221 ナタネミズッポ 284 

チャマダラキリガ 226 ナベヅル 55 

チュウヒ 50 ナマリキシタバ 223 

チュウプホソガムシ 128 ナミコギセル 298 

チョウセンコップムシ 326 ナミハンミョウ 187 
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ナミマイマイ 286 ハクサンケマイマイ 315 

ナミルリモンハナバチ 212 ハクサンシラネヒメハナカミキリ 203 

ハクサンハバチ 233 

ハクサンペッコウ 315 

ハクサンホシシリアゲ 236 

ニクイロシプキツボ 296 ハクサンマイマイ 291 

ニセタバコガ 224 ハゲギセル 290 

ニセリンゴカミキリ 202 ハチクマ 71 

ニッポンカタスジナガタマムシ 157 ハッタミミズ 322 

ニッポントゲバゴマフガムシ 191 ハッチョウトンボ 143 

ニッポンハナダカパチ 163 ハネナガイナゴ 181 

ニホンアミカモドキ 135 ハネナガモクメキリガ 225 

ニホンイシガメ 90 ハネビロエゾトンポ 116 

ニホンイトヨ 95 ババエダシャク 168 

ニホンウサギコウモリ 31 ハボウキガイ 269 

ニホンウナギ 101 ハマゴウノメイガ 168 

ニホンオオカミ 26 ハマスズ 180 

ニホンカワウソ 26 ハマベウスバカゲロウ 120 

ニホンモモンガ 36 ハマヤガ 139 

ハヤプサ 74 

ヌ ハラビロハンミョウ 121 

ハリオアマツバメ 77 

ヌカエピ 327 ノゞン 66 

ヌタッカゾウムシ 206 

ヌマベウスキヨトウ 171 ヒ

ネ ヒクイナ 48 

ヒゲナガホラヒラタゴミムシ 120 

ネアカヨシャンマ 174 ヒゲプトハナカミキリ 160 

ネズミホソバ 219 ヒジキ 260 

ネプトクワガタ本土亜種 154 ピシクイ 52 

ヒダサンショウウォ 90 

ノ
-, 

ヒダリマキマイマイ 307 

ヒダリマキモノアラガイ 285 

ノジコ 61 ヒナカマキリ 177 

ノスリ 73 ヒナコウモリ 29 

ノトイトグサ 262 ヒメアオツヤハダコメッキ 232 

ノレンコウモリ 27 l::'. メオオクワガタ 154 

ヒメカサキピ 303 

I¥ 
---- ---] 

ヒメクロウミツバメ 44 

ヒメケシゲンゴロウ 150 

ハイイロクモバチ 210 ヒメコガシラミズムシ 153 

ハイイロボクトウ 218 ヒメサナエ 114 

ハイタカ 72 ヒメシジミ本州・九州亜種 166 

ハウチワウンカ 182 ヒメシロシタバ 170 

ヒメハマベエンマムシ 192 
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ヒメハリマキビ 302 ホソナガベニハノリ 262 

ヒメヒナコウモリ 30 ホソハンミョウ 122 

ヒメヒミズ 34 ホ‘ノミイトトンボ 112 

ヒメホオヒゲコウモリ 30 ホッケミズムシ 118 

ヒメボタル 199 ホトケドジョウ 97 

ヒメマルミズムシ 146 ホンサナエ 113 

ヒメミズカマキリ 18.3 

ヒメミズスマシ 152 マ
ヒラサナエ 141 

ヒラペッコウ 300 マガン 53 

ヒラマキガイモドキ 312 マシコヒゲムシ '2:11 

ヒラマキミズマイマイ 312 マシジミ 317 

ピロードキンクロ 64 マダラウミスズメ 78 

ヒロバネカンタン 179 マダラコガシラミズムシ 127 

マダラナニワトンポ 117 

フ マダラヤンマ 116 

マッカサガイ 309 

フィリヒメハナカミキリ 203 マツムラクサカゲロウ 184 

フクイアナバチ 235 マナヅル 55 

フジキオビ 217 マメガムシ 129 

フシキキシタバ 222 マルガタゲンゴロウ 124 

フジジガバチ 208 マルクピケマダラカミキリ 204 

フジノハズタ 264 マルケシゲンゴロウ 127 

フタスジカタビロハナカミキリ 201 マルコガタノゲンゴロウ 123 

プッボウソウ 60 マルタニシ 295 

マルチビゲンゴロウ 189 

ヘ マルバアサクサノリ 祁0

ベーツヒラタカミキリ 130 一--
一ベーツヤサカミキリ 159 

ヘグラマイマイ 307 ミサキギポシムシ '2:13 

ヘラコチピミズムシ 2災 ミサゴ 70 

ヘラサギ 66 ミジンナタネガイ 313 

ヘラシギ 侶 ミズゴマッポ 310 

ヘリグロアオカミキリ 204 ミスジキリガ 172 

ヘリグロチャバネセセリ 214 ミズスマシ 152 

ミズラモグラ 33 

ホ ミゾゴイ 54 

ミゾナシミズムシ 118 

ホウロクシギ 68 ミゾレヌマエビ 325 

ホオアカ 76 ミドリベッコウ 314 

ホクリクサンショウウオ 87 ミナミアカヒレタピラ 99 

ホクリクジュズカケハゼ 101 ミネトワダカワゲラ 176 

ホシチャバネセセリ 165 ミヤケミズムシ 146 

ホソウミニナ 311 ミヤマキシタバ 222 

ホソエガサ 261 ミヤマゴモクムシ 186 
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ミヤマシジミ 111 ヤマトホソガムシ 129 

ミヤマセダカモクメ 224 ヤマトマダラバッタ 182 

ミヤマツメナシゾウムシ 233 ヤマドリ 62 

ミヤマナカボソタマムシ 196 ヤマネ 37 

ミヤマヒダリマキマイマイ 292 ヤンコウスキーキリガ 241 

ミュキシジミガムシ 192 

ミュビシギ
80 

ヨ
加賀海岸の越冬個体群

ョコハマシジラガイ 293 

ム ョコミゾドロムシ 155 

ヨシゴイ 46 

ムカシトンポ 174 ヨタカ 56 

ムスジイトトンポ 140 ョッポシカミキリ 1:n 

ムッサンゴ 266 

ムッポシクモバチ 209 フ

ムネアカクロコメッキ 159 

ムモンアカシジミ 237 ライチョウ 44 

メ リ

メンガタスズメ 169 リュウキュウカギアシゾウムシ 206 

モ ル

モートンイトトンポ 140 ルイスップゲンゴロウ 151 

モノアラガイ 311 ルリイトトンボ 112 

モリアプラコウモリ 28 ルリイロスカシクロバ 238 

モンクロキイロナミシャク 218 

ワ
ヤ

ワスレナグモ 324 

ャイロチョウ 60 ワダッミギボシムシ 274 

ヤクシマコプヒゲアツバ 138 

ヤチネズミ 36 

ヤドリホオナガスズメバチ 211 

ャネホソバ 169 

ヤ＊シホ‘ノマダラ 137 

ヤマコウモリ 29 

ヤマコウラナメクジ 299 

ヤマシギ 68 

ヤマタカマイマイ 306 

ヤマタニシ 294 

ヤマトオサムシ 242 

ヤマトクピキレガイ 2-87 

ヤマトシジミ 316 

ヤマトヒメメダカカッコウムシ 199 
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「いしかわレッドデータブック策定委員会」名簿

分野等 氏名 所屈・役職 備考

総括 中村浩＝ 金沢大学名誉教授

哺乳類 大串龍一 金沢大学名巻教授

哺乳類 林 哲 石川県哺乳類研究会理事

烏類 竹田伸一 日本野烏の会石川顧問

両生爬虫類 秋田喜憲 石川県両生爬虫類研究会代表

淡水魚類 山本邦彦 元石川県淡水魚類研究会代表

昆虫類 富沢章 石JIIむしの会会長

浅海域の生物 又多政博 石）II県里海生物研究会代表

貝類、両生爬虫類 石原一彦
石川県淡水貝類研究会／

石JII県両生爬虫類研究会

貝類、その他動物 高橋久 NPO法人河北潟湖沼研究所理事長

植物 古池 博 石JII県絶滅危惧植物調壼会主任調査員

植物 中野真理子 石JII県絶滅危惧植物調査会役員 H30.3~ 

植物 濱野一郎 石JII県絶滅危惧植物調査会役員 ~H30.l 

植物 本多郁夫 石川県絶滅危惧植物調査会役員
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「石川県野生動物保護対策調査会」名簿
所属は令和2年3月現在

分 野 氏 名 所 屈

代表 中村浩二 金沢大学特任教授

哺乳類分科会 〇林哲 石川県哺乳類研究会

野崎英吉 石川県哺乳類研究会

八神徳彦 石川県哺乳類研究会

山本輝正 石川県哺乳類研究会

鳥類分科会 〇竹田伸一 日本野烏の会石川

今森達也 日本野烏の会石川、 北陸烏類調査研究所

木本祥太 日本野烏の会石川

笹原裕二 日本野鳥の会石川

窟沢直浩 日本野烏の会石川

中本聰 日本野烏の会石川

平野密次 日本野島の会石川

増川勝二 日本野鳥の会石川、 北陸鳥類調査研究所

矢田新平 日本野鳥の会石川

両生 ・爬虫類分科会 〇秋田喜憲 石川県両生爬虫類研究会

石原一彦 石川県両生爬虫類研究会、石川県淡水貝類研究会

梨木之正 小松市立博物館

野田英樹 いしかわ動物園

野村進也 金沢大学

松村初男 石川県両生爬虫類研究会

淡水魚類分科会 〇山本邦彦 石川県淡水魚類研究会

荒川裕亮 石川県立大学

石山尚樹 石川県淡水魚類研究会

小木曽正造 石川県里海生物研究会、金沢大学

坂井恵一 石川県里海生物研究会、のと海洋ふれあいセンター

出島大 金沢市役所

那須田樹 いしかわ動物園

柳井消治 石川県立大学

昆虫分科会 〇 臼 沢 章 石川むしの会

石川卓弥 石川むしの会、石川県ふれあい昆虫館

井村正行 石川むしの会、百万石蝶談会

江崎功二郎 石川むしの会

川瀬英夫 石川むしの会

嶋田敬介 石川むしの会、石川県立自然史査料館

竹谷宏二 石川むしの会

武藤明 石川むしの会

西原昇吾 石川むしの会

キ松新一 石川むしの会、石川県白山自然保護センター

福富宏和 石川むしの会、石川県ふれあい毘虫館

松井正人 石川むしの会、百万石蝶談会

三蔭外茂治 石川むしの会

吉道俊一 石川むしの会

渡部晃平 石川県ふれあい昆虫館

浅海域の生物分科会 〇又多政栂 石川県里海生物研究会代表

池森貴彦 石川県里海生物研究会、石川県水産総合センター

浦田似 石川県里海生物研究会、能登里海教育研究所

小木曽正造 石川県里海生物研究会、金沢大学

坂井恵一 石川県里海生物研究会、のと海洋ふれあいセンター

東出幸兵 石川県里海生物研究会、のと海洋ふれあいセンター

貝類分科会 〇石原一彦 石川県淡水貝類研究会、石川県両生爬虫類研究会

邸橋久 NPO法人河北潟湖沼研究所

野村卓之 新潟市水族館マリンビア日本海

その他の動物分科会 〇 高 橋 久 NPO法人河北潟湖沼研究所

櫻井佳明 加買市鴨池観察館

中川富男 日本烏類標識協会

福原晴夫 NPO法人河北潟湖沼研究所

監修 大串龍一（平成::io年逝去） 命沢大学名岩教授

〇印：各分科会代表委貝、委員は五十音顛で記載
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表紙写真

石川県の絶滅のおそれのある野生生物

いしかわ
レッドデータブック2020

--
トミヨ ヤマネ

ハクサン シャープ
マイマイ ゲンゴロウモドキ

ホクリク
イソコモリグモ

サンショウウォ

チゴモズ

石川県
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