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ゴマシジミ（中部地方亜種）
Maculinea teleius kazamoto Druce 

ヒメヒカゲ
Coenonympha oedippus Fabricius

ヒラサナエ
Davidius moiwanus taruii Asahina et Inoue

昆虫類

県域絶滅

Ｐ118

県域絶滅

県域絶滅危惧Ⅰ類 フタスジサナエ
Trigomphus interruptus Selys

県域絶滅危惧Ⅰ類

Ｐ118

Ｐ119 Ｐ119
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カトリヤンマ
Gynacantha japonica Bartenef

トラフトンボ
Epitheca marginata Selys

キイロヤマトンボ
Macromia daimoji Okumura

県域絶滅危惧Ⅰ類 県域絶滅危惧Ⅰ類

県域絶滅危惧Ⅰ類 カオジロトンボ
Leucorrhinia dubia orientalis Selys

県域絶滅危惧Ⅰ類

タガメ
Lethocerus deyrollei（Vuillefroy）

県域絶滅危惧Ⅰ類 ヤシャゲンゴロウ
Acilius kishii Nakane

県域絶滅危惧Ⅰ類

Ｐ120 Ｐ120
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コガタノゲンゴロウ
Cybister tripunctanus orientalis Gschwendtner

県域絶滅危惧Ⅰ類

シナノキチビタマムシ
Trachys auriflua Solsky

シャ－プゲンゴロウモドキ
Dytiscus sharpi validus Regimbart

県域絶滅危惧Ⅰ類

県域絶滅危惧Ⅰ類 ミヤマツヤセイボウ
Philoctetes monticola（Tsuneki）

コツノアリ
Oligomyrmex sauteri Forel

ツノアカヤマアリ
Formica fukaii Wheeler

県域絶滅危惧Ⅰ類

県域絶滅危惧Ⅰ類 県域絶滅危惧Ⅰ類



口絵
31

アケボノベッコウ
Anoplius eous Yasumatsu

アジアキタドロバチ
Allodynerus mandshuricus Bluthgen

ハグロフタオビドロバチ
Anterhynchium melanopterum Sk. Yamane

県域絶滅危惧Ⅰ類 県域絶滅危惧Ⅰ類

県域絶滅危惧Ⅰ類

雌�

カラトイスカバチ
Passaloecus koreanus Tsuneki

�雄

県域絶滅危惧Ⅰ類

シモヤマギングチ
Ceratocrabro shimoyamai (Tsuneki)

県域絶滅危惧Ⅰ類 ムロタギングチ
Crossocerus murotai Tsuneki

県域絶滅危惧Ⅰ類
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タイセツギングチ
Crossocerus pusillus Lepeletier et Brulle

県域絶滅危惧Ⅰ類 アギトギングチ
Ectemnius martjanowii (F. Morawitz)

県域絶滅危惧Ⅰ類

カワラアワフキバチ
Harpactus tumidus japonensis (Tsuneki)

県域絶滅危惧Ⅰ類 キアシハナダカバチモドキ
Stizus pulchrrimus（F. Smith）

県域絶滅危惧Ⅰ類

マエダテツチスガリ
Cerceris pedetes Kohl

県域絶滅危惧Ⅰ類 ミドリコハナバチ
Halictus tumulorum higashi Sakagami et Ebmer

県域絶滅危惧Ⅰ類
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コガタホオナガヒメハナバチ
Andrena lonicerae Tadauchi et Hirashima

県域絶滅危惧Ⅰ類 タイリクハキリバチ
Megachile ligniseca（Kirby）

県域絶滅危惧Ⅰ類

ナガマルハナバチ
Bombus consobrinus wittenburgi Vogt

県域絶滅危惧Ⅰ類 ホシチャバネセセリ
Aeromachus inachus Menetries

県域絶滅危惧Ⅰ類

クロシジミ
Niphanda fusca Bremer

県域絶滅危惧Ⅰ類 オオウラギンヒョウモン
Fabriciana nerippe C.& R.Felder

県域絶滅危惧Ⅰ類
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ホソミイトトンボ
Aciagrion migratum（Selys）

オグマサナエ
Trigomphus ogumai Asahina

県域絶滅危惧Ⅱ類ホンサナエ
Gomphus postcularis Selys

県域絶滅危惧Ⅱ類

ネアカヨシヤンマ
Aeschnophlebia anisoptera Selys

県域絶滅危惧Ⅱ類

グンバイトンボ
Platycnemis foliacea sasakii Asahina

県域絶滅危惧Ⅱ類

コオイムシ
Diplonychus japonicus Vuillefroy

県域絶滅危惧Ⅱ類
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ナカイケミヒメテントウ
Scymnus nakaikemensis Sasaji et Kishimoto

県域絶滅危惧Ⅱ類 ザウターカギバラバチ
Taeniogonalos sauteri Bischoff

県域絶滅危惧Ⅱ類

オキナワシリアゲコバチ
Leucospis sinensis Walker

県域絶滅危惧Ⅱ類 ヤマトセイボウモドキ
Cleptes japonicus Tosawa

県域絶滅危惧Ⅱ類

ウチダハラナガツチバチ
Megacampsomeris uchidai（Betrem）

県域絶滅危惧Ⅱ類 ケブカツヤオオアリ
Camponotus nipponensis Santschi

県域絶滅危惧Ⅱ類
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アメイロオオアリ
Camponotus devestivus Wheeler

県域絶滅危惧Ⅱ類 エゾアカヤマアリ
Formica yessensis Forel

県域絶滅危惧Ⅱ類

アカヤマアリ
Formica sanguinea Latreille

県域絶滅危惧Ⅱ類 チャイロスズメバチ
Vespa dybowskii Andre

県域絶滅危惧Ⅱ類

シモヤマジガバチモドキ
Trypoxylon shimoyamai Tsuneki

県域絶滅危惧Ⅱ類 タケウチギングチ
Crossocerus takeuchii Tsuneki

県域絶滅危惧Ⅱ類
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ニトベギングチ
Spadicocrabro nitobei（Matsumura）

県域絶滅危惧Ⅱ類 キユビギングチ
Towada flavitarsus（Tsuneki）

県域絶滅危惧Ⅱ類

ニッコウツヤアナバチ
Alysson monticola monticola Tsuneki

県域絶滅危惧Ⅱ類 コムカシハナバチ
Colletes vogti Pérez

県域絶滅危惧Ⅱ類

エサンキマダラハナバチ
Nomada esana Tsuneki

県域絶滅危惧Ⅱ類 ゴマシジミ（白山亜種）
Maculinea teleius hakusanensis Fujioka

県域絶滅危惧Ⅱ類
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ウラナミジャノメ
Ypthima multistriata niphonica Murayama

県域絶滅危惧Ⅱ類

ツマジロウラジャノメ
Lasiommata deidamia Eversmann

県域絶滅危惧Ⅱ類

ムスジイトトンボ
Cercion sexlineatum (Selys)

県域準絶滅危惧 ルリイトトンボ
Enallagma boreale circulatum Selys

県域準絶滅危惧

ツマグロキチョウ
Eurema laeta bethesba Janson

県域絶滅危惧Ⅱ類

ギフチョウ
Luehdorfia japonica Leech

県域絶滅危惧Ⅱ類
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キイロサナエ
Asiagomphus pryeri Selys

県域準絶滅危惧

タベサナエ
Trigomphus citimus tabei Asahina

県域準絶滅危惧 アオヤンマ
Aeschnophlebia longistigma Selys

県域準絶滅危惧

カラカネトンボ
Cordulia aenea amurensis Selys

県域準絶滅危惧 エゾエンマコオロギ
Teleogryllus yezoemma (Ohmachi et Matsuura)

県域準絶滅危惧

アオハダトンボ
Calopteryx japonica Selys

県域準絶滅危惧
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ハネナガクモマヒナバッタ
（ホンシュウクモマヒナバッタ）
Chorthippus supranimbus hakusanus Yamasaki

県域準絶滅危惧

カワラバッタ
Eusphingonotus japonicus（Saussure）

県域準絶滅危惧 ヒメハルゼミ
Euterpnosia chibensis chibensis Matsumura

県域準絶滅危惧

オオコオイムシ
Diplonychus major Esaki

県域準絶滅危惧 コカスリウスバカゲロウ
Distoleon contubernalis（MacLachlan）

県域準絶滅危惧

ヤマトバッタ
（ヤマトマダラバッタ）
Aiolopus japonicus（Shiraki）

県域準絶滅危惧



口絵
41

オオクワガタ
Dorcus hopei（E.Saunders）

オオチャイロハナムグリ
Osmoderma opicum Lewis

県域準絶滅危惧

県域準絶滅危惧 オシマヒメテントウ
Nephus oshimensis Sasaji

県域準絶滅危惧

ツネキアリバチモドキ
Myrmosa mogolica tsunekii Haneda

県域準絶滅危惧セアカオサムシ
Hemicarabus tuberculosus (Dejean et Boisduval)

県域準絶滅危惧

ゲンゴロウ
Cybister japonicus Sharp

県域準絶滅危惧
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クロアシエダトビケラ
Ganonema nigripennis（Kuwayama）

スジグロチャバネセセリ
Thymelicus leoninus Butler

県域準絶滅危惧 県域準絶滅危惧

フジジガバチ
Ammophila atripes japonica Kohl

県域準絶滅危惧

ニッポンハナダカバチ
Bembix niponica F.Smith

県域準絶滅危惧 イカズチキマダラハナバチ
Nomada icazti Tsuneki

県域準絶滅危惧

フクイアナバチ
Sphex inusitatus fukuianus Tsuneki

県域準絶滅危惧
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ベニヒカゲ
Erebia niphonica yoshisakana Murayama

県域準絶滅危惧

アオモンギンセダカモクメ
Cucullia argentea (Hufnagel) 

県域準絶滅危惧 ムカシトンボ
Epiophlebia superstes Selys

要注目

ヒメシジミ
Plebejus argus micrargus Butler

オオムラサキ
Sasakia charonda charonda Hewitson

県域準絶滅危惧

ヒサマツミドリシジミ
Chrysozephyrus hisamatsusanus Nagami & Ishiga

県域準絶滅危惧
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エゾトンボ
Somatochlora viridiaenea（Uhler）

要注目

マイコアカネ
Sympetrum kunckeli Selys

要注目 ナカジマシロアリ
Glyptotermes nakajimai Morimoto

要注目

ハッチョウトンボ
Nannophya pygmaea Rambur

要注目 キトンボ
Sympetrum croceolum Selys

要注目

マダラヤンマ
Aeschna mixta Latreille

要注目
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Calineuria jezoensis（Okamoto）
Calineuria jezoensis（Okamoto）

要注目

クチキコオロギ
Eulandrevus ivani Gorochov

要注目 マツムシモドキ
Aphonoides japonicus (Shiraki)

要注目

オマガリフキバッタ
Parapodisma tanbaensis Tominaga et Kano

要注目 アカエゾゼミ
Tibicen flammatus (Distant)

要注目

セッケイカワゲラ
Eocapnia nivalis（Uéno）

要注目
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トゲミズギワカメムシ
Saldoida armata Horvath

ヨコヅナツチカメムシ
Adrisa magna (Uhler)

マガタマハンミョウ
Cicindera ovipennis Lewis

ハクサンクロナガオサムシ
Leptocarabus arboreus hakusanus (Nakane)

ハクサンホソヒメクロオサムシ
Leptocarabus（Pentacarabus）harmandi mizunumai（Ishikawa）

要注目

要注目 要注目

要注目 要注目

モンシロミズギワカメムシ
Chartoscirta elegantula (Fallén)

要注目
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マルガタゲンゴロウ
Graphoderus adamsii（Clark）

コオナガミズスマシ
Orectochilus punctipennis Sharp

マダラクワガタ
Aesalus asiaticus Lewis

ルリクワガタ
Platycerus delicatulus Lewis

要注目

要注目 要注目

要注目 マグソクワガタ
Nicagus japonicus Nagel

要注目

マスゾウメクラチビゴミムシ
Suzuka masuzoi S.Uéno

要注目
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アオナガタマムシ
Agrilus planipennis ulmi Y.Kurosawa

サシゲチビタマムシ
Trachys robusta E.Saunders

要注目

要注目 ガマキスイ
Telmatophilus orientalis Sasaji

イノウエホソカタムシ
Antibothrus morimotoi Sasaji

要注目

要注目 クロジュウニホシテントウ
Plotina versicolor Lewis

要注目

オオムツボシタマムシ
Chrysobothris ohbayashii Y.Kurosawa

要注目
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ヒゲブトナガクチキ
Dircaeomorpha elegans Sasaji

ミスジナガクチキ
Stenoxylita trialbofasciata (Hayashi et Kato)

ワモンオビハナノミ
Glipa shibatai Nakane

フタイロカミキリモドキ
Oedemeronia sexualis (Marseul)

要注目

要注目 要注目

要注目 クチナガチビキカワムシ
Salpingus morishimai Sasaji

要注目

アミダテントウ
Amida tricolor（Harold）

要注目
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ベーツヒラタカミキリ
Eurypoda batesi Gahan

要注目

ヒラヤマコブハナカミキリ
Enoploderes bicolor Ohbayashi

要注目 ホクリクヒメハナカミキリ
Pidonia jasha S.et A.Saito

要注目

ムナコブハナカミキリ
Xenophyrama purpureum Bates

要注目 オガサワラチャイロカミキリ
Comusia testacea（Gressitt）

要注目

モンシロハネカクシダマシ
Inopeplus quadrinotatus（Gorham）

要注目
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スネケブカヒロコバネカミキリ
Merionoeda hirsuta（Mitono et Nishimura）

キュウシュウチビトラカミキリ
Perissus kiusiuensis kiusiuensis Ohbayashi

ヤノトラカミキリ
Xylotrechus yanoi Gressitt

ヤツボシシロカミキリ
Olenecamptus octopustulatus（Motschulsky）

クロオビトゲムネカミキリ
Sciades（Estoliops）fasciatus fasciatus（Matsushita）

要注目

要注目 要注目

要注目 要注目

ニッポンモモブトコバネカミキリ
Merionoeda formosana septentrionalis Tamu et Tsukamoto

要注目
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ナガフトヒゲナガゾウムシ
Xylinada striatifrons (Jordan）

要注目

ホソミツギリゾウムシ
Cyphagogus signipes Lewis

要注目

タカハシトゲゾウムシ
Dinorhopala takahashii (Kono)

要注目 キンケツツヒメゾウムシ
Phaenomerus foveipennis（Morimoto）

要注目

チャバネホソミツギリゾウムシ
Cyphagogus iwatensis Morimoto

要注目

イチモンジハムシ
Morphosphaera japonica（Hornstedt）

要注目
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ハクサンシリアゲ
Panorpa hakusanensis Miyake

要注目

アヤヘリガガンボ
Dolichopeza（Nesopeza）geniculata（Alexander）

要注目アルプスニセヒメガガンボ
Protoplasa（Protanyderus）alexanderi Kariya

要注目

ウスキシマヘリガガンボ
Nipponomyia kuwanai（Alexander）

要注目 ヒメハスオビガガンボ
Pedicia（Pedicia）gaudens Alexander

要注目

ワモントゲトゲゾウムシ
Colobodes ornatus Roelofs

要注目
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クモガタガガンボの一種
Chionea sp．

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

要注目

要注目 オオバヒメアミカ
Philorus kuyaensis Kitakami

ヒゲブトルリミズアブ
Beris petiolata Frey

オオヒゲナガハナアブ
Chrysotoxum grande Matsumura

要注目

要注目 要注目

キバラガガンボ
Limnophila（Eutonia）satsuma（Westwood）

要注目
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スズキナガハナアブ
Spilomyia suzukii Matsumura

ミカドハマダラミバエ
Staurella mikado（Matsumura）

要注目

要注目 ハイイロボクトウ
Phragmataecia castaneae（Hübner）

要注目

ムモンアカシジミ
Shirozua jonasi Janson

要注目

モトドマリクロハナアブ
Cheilosia motodomariensis Matsumura

要注目


