
（別紙６）

北海道レッドリスト（昆虫）

絶滅種（Ｅｘ）

和　　名 学　　名 目名（環境庁の目名） 科　　名 具体的
要件

環境庁
(2000c)

環境庁
(1991b)

モートンイトトンボ Mortonagrion selenion 蜻蛉目（トンボ目） イトトンボ ①②
テングチョウ北海道亜種 Libythea celtis matsumurae 鱗翅目（チョウ目） テングチョウ ②

絶滅危機種（Ｃｒ）

和　　名 学　　名 目名（環境庁の目名） 科　　名 具体的
要件

環境庁
(2000c)

環境庁
(1991b)

タガメ Lethocerus deyrolli 半翅目（カメムシ目） コオイムシ ① VU V
シロオビヒメヒカゲ札幌周辺亜種 Coenonympha hero neoperseis 鱗翅目（チョウ目） ジャノメチョウ ①②③

絶滅危惧種（Ｅｎ）

和　　名 学　　名 目名（環境庁の目名） 科　　名 具体的
要件

環境庁
(2000c)

環境庁
(1991b)

ホソミオツネントンボ Indolestes peregrinus 蜻蛉目（トンボ目） アオイトトンボ ①
ハラビロトンボ Lyriothemis pachygastra 蜻蛉目（トンボ目） トンボ ①②
（定着した和名なし） Hemipodaphis persimilis 半翅目（カメムシ目） アブラムシ ①
オオキバナガミズギワゴミムシ Armatocillenus sumaoi 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ① DD R
ベニモンマダラ道南亜種 Zygaena niphona hakodatensis 鱗翅目（チョウ目） マダラガ ① NT
ヒメチャマダラセセリ Pyrgus malvae 鱗翅目（チョウ目） セセリチョウ ①②③ VU R

絶滅危急種（Ｖｕ）

和　　名 学　　名 目名（環境庁の目名） 科　　名 具体的
要件

環境庁
(2000c)

環境庁
(1991b)

カラフトイトトンボ Coenagrion hylas 蜻蛉目（トンボ目） イトトンボ ①② CR+EN R
アカメイトトンボ Erythromma humerale 蜻蛉目（トンボ目） イトトンボ ①② NT R
アオヤンマ Aeschnophlebia longistigma 蜻蛉目（トンボ目） ヤンマ ①②
エゾカオジロトンボ Leucorrhinia intermedia ijimai 蜻蛉目（トンボ目） トンボ ② VU R
ダルマカメムシ Isometopus japonicus 半翅目（カメムシ目） カスミカメムシ ①②
アイヌハンミョウ Cicindela gemmata aino 鞘翅目（コウチュウ目） ハンミョウ ①②
カワラハンミョウ Cicindela laetescripta 鞘翅目（コウチュウ目） ハンミョウ ①② VU
チャバネエンマコガネ Onthophagus gibbulus 鞘翅目（コウチュウ目） コガネムシ ①②
ツノカクツツトビケラ Goerodes corniger 毛翅目（トビケラ目） カクツツトビケラ ① NT
ゴマダラチョウ Hestina japonica 鱗翅目（チョウ目） タテハチョウ ①②
ウスアオヨトウ Polyphaenis subviridis 鱗翅目（チョウ目） ヤガ ①②

希少種（Ｒ）

和　　名 学　　名 目名（環境庁の目名） 科　　名 具体的
要件

環境庁
(2000c)

環境庁
(1991b)

サハリンオオシロトビムシ Probolaphonura sachalinensis 粘管目（トビムシ目） シロトビムシ ①b
トゲツチトビムシ Semiserura goryshini 粘管目（トビムシ目） ツチトビムシ ①a
ナカトンベツホラトゲトビムシ Lethemurus finitimus 粘管目（トビムシ目） トゲトビムシ ①ab
セスジイトトンボ Cercion hieroglyphicum 蜻蛉目（トンボ目） イトトンボ ①b
オオイトトンボ Cercion sieboldii 蜻蛉目（トンボ目） イトトンボ ①bc
マンシュウイトトンボ Ischnura elegans elegans 蜻蛉目（トンボ目） イトトンボ ①bc NT
カラカネイトトンボ Nehalennia speciosa 蜻蛉目（トンボ目） イトトンボ ②b NT R
オオアオイトトンボ Lestes temporalis 蜻蛉目（トンボ目） アオイトトンボ ①abd
マダラヤンマ Aeshna mixta soneharai 蜻蛉目（トンボ目） ヤンマ ①abd
イイジマルリボシヤンマ Aeshna subarctica 蜻蛉目（トンボ目） ヤンマ ①bc NT R
コシボソヤンマ Boyeria maclachlani 蜻蛉目（トンボ目） ヤンマ ①abc
サラサヤンマ Oligoaeschna pryeri 蜻蛉目（トンボ目） ヤンマ ①abcd
ミルンヤンマ Planaeschna milnei 蜻蛉目（トンボ目） ヤンマ ①ab
クモマエゾトンボ Somatochlora alpestris 蜻蛉目（トンボ目） エゾトンボ ①bd
ハネビロエゾトンボ Somatochlora clavata 蜻蛉目（トンボ目） エゾトンボ ①bd
コフキトンボ Deielia phaon 蜻蛉目（トンボ目） トンボ ①bc
ナツアカネ Sympetrum darwinianum 蜻蛉目（トンボ目） トンボ ①a②a
エゾアカネ Sympetrum flaveolum flaveolum 蜻蛉目（トンボ目） トンボ ①a
マイコアカネ Sympetrum kunckeli 蜻蛉目（トンボ目） トンボ ①b
ヒメアカネ Sympetrum parvulum 蜻蛉目（トンボ目） トンボ ①b
ヒメリスアカネ Sympetrum risi  yosico 蜻蛉目（トンボ目） トンボ ①b
フタカギトワダカワゲラ Scopura bihamulata 襀翅目（カワゲラ目） トワダカワゲラ ①b
ヨツカギトワダカワゲラ Scopura quattuorhamulata 襀翅目（カワゲラ目） トワダカワゲラ ①b
トウホクヒラタクチキウマ Alpinanoplophilus tohokuensis 直翅目（バッタ目） カマドウマ ①b
ヒダカヒラタクチキウマ Alpinanoplophilus yasudai 直翅目（バッタ目） カマドウマ ①b
ハラオカメコオロギ Loxoblemmus campester 直翅目（バッタ目） コオロギ ①b
ツヅレサセコオロギ Velarifictorus mikado 直翅目（バッタ目） コオロギ ①d
カラフトキリギリス Dectius verrucivorus 直翅目（バッタ目） キリギリス ①b
ハヤチネフキバッタ Primnoa hayachinensis 直翅目（バッタ目） イナゴ ①b
ダイセツタカネフキバッタ Zubovskya koeppeni parvula 直翅目（バッタ目） イナゴ ①b
ヤスマツトビナナフシ Micadina yasumatsui 竹節虫目（ナナフシ目） ナナフシ ①ab
エゾガロアムシ Galloisiana yezoensis 擬蟋蟀目（ガロアムシ目） ガロアムシ ①bd
サッポロナガウンカ Stenocranus sapporensis 半翅目（カメムシ目） ウンカ ①b
サッポロウンカ Changeondelphax velitchkovskyi 半翅目（カメムシ目） ウンカ ①a
フタスジオオウンカ Epunka bilineata 半翅目（カメムシ目） ウンカ ①b
オゼウンカ Megamelus flavus 半翅目（カメムシ目） ウンカ ①b
オオクニコガシラウンカ Cixidia okunii 半翅目（カメムシ目） コガシラウンカ ①a
キタアカジマウンカ Ommatidiotus dissimilis 半翅目（カメムシ目） マルウンカ ①b
ヒグラシ Tanna japonensis japonensis 半翅目（カメムシ目） セミ ①b
チッチゼミ Cicadetta radiator 半翅目（カメムシ目） セミ ①bc
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希少種（Ｒ）つづき

和　　名 学　　名 目名（環境庁の目名） 科　　名
具体的
要件

環境庁
(2000c)

環境庁
(1991b)

トドマツアワフキ Aphrophora brevis 半翅目（カメムシ目） アワフキムシ ①a
マルツノゼミ Gargara genistae 半翅目（カメムシ目） ツノゼミ ①a
ホシハトムネヨコバイ Macropsis scutellata 半翅目（カメムシ目） ヨコバイ ①ab
オオクロヒラタヨコバイ Penthimia sincipitalis 半翅目（カメムシ目） ヨコバイ ①ab
トビイロズキンヨコバイ Iassus brunneus 半翅目（カメムシ目） ヨコバイ ①a
（定着した和名なし） Macrosteles cyane 半翅目（カメムシ目） ヨコバイ ①bd
ヒロオビフトヨコバイ Athysanus latifasciatus 半翅目（カメムシ目） ヨコバイ ①ab DD
（定着した和名なし） Diplocorenus evansi 半翅目（カメムシ目） ヨコバイ ①bd
（定着した和名なし） Limotettix adipatus 半翅目（カメムシ目） ヨコバイ ①abd
オオイナズマヨコバイ Metalimnus formosus 半翅目（カメムシ目） ヨコバイ ①b
ヨシヨコバイ Paralimnus fallaciosus 半翅目（カメムシ目） ヨコバイ ①abd
（定着した和名なし） Pithyotettix kerzhneri 半翅目（カメムシ目） ヨコバイ ①ab
（定着した和名なし） Psammotettix maritimus 半翅目（カメムシ目） ヨコバイ ①d
（定着した和名なし） Anoscopus flavostriatus 半翅目（カメムシ目） ヨコバイ ①bd
（定着した和名なし） Empoa albifascia 半翅目（カメムシ目） ヨコバイ ①ab
（定着した和名なし） Notus insularis 半翅目（カメムシ目） ヨコバイ ①bd
ウラジロタデキジラミ Aphalara morimotoi 半翅目（カメムシ目） タデキジラミ ①bd
エゾイソツツジキジラミ Psylla ledi 半翅目（カメムシ目） キジラミ ①bd
ミヤマヤナギキジラミ Psylla matsumurai 半翅目（カメムシ目） キジラミ ①bd
ヒダカキジラミ Rhinopsylla hidakensis 半翅目（カメムシ目） ネッタイキジラミ ①bd
エサキアメンボ Limnoporus esakii 半翅目（カメムシ目） アメンボ ①a NT R
オオミズギワカメムシ Salda kiritshenkoi 半翅目（カメムシ目） ミズギワカメムシ ①b
ヒメミズギワカメムシ Saldula hasegawai 半翅目（カメムシ目） ミズギワカメムシ ①b NT
オオコオイムシ Appasus major 半翅目（カメムシ目） コオイムシ ①a
キタフタガタカメムシ Loricula pilosella 半翅目（カメムシ目） フタガタカメムシ ①a
ハイマツトビカスミカメ Psallus (Pityopsallus) ermolenkoi 半翅目（カメムシ目） カスミカメムシ ①c
ムモンナガカスミカメ Adelphocoris flavovirens 半翅目（カメムシ目） カスミカメムシ ①c
クロスジコアオカスミカメ Apolygus nigrovirens 半翅目（カメムシ目） カスミカメムシ ①bd
オオクロハナカメムシ Anthocoris takahashii 半翅目（カメムシ目） ハナカメムシ ①a
ヒラシママルグンバイ Acalypta hirashimai 半翅目（カメムシ目） グンバイムシ ①abd
ウスバセンブリ Nipponosialis jezoensis jezoensis 脈翅目（アミメカゲロウ目） センブリ ①a
プライヤーヒロバカゲロウ Osmylus pryeri 脈翅目（アミメカゲロウ目） ヒロバカゲロウ ①ab
（定着した和名なし） Drepanepteryx punctata 脈翅目（アミメカゲロウ目） ヒメカゲロウ ①ab
フジモトヒメカゲロウ Hemerobius fujimotoi 脈翅目（アミメカゲロウ目） ヒメカゲロウ ①b
ムモンヒメカゲロウ Hemerobius kobayashii 脈翅目（アミメカゲロウ目） ヒメカゲロウ ①ab
サザナミヒメカゲロウ Hemerobius shibakawae 脈翅目（アミメカゲロウ目） ヒメカゲロウ ①ab
（定着した和名なし） Hemerobius subfalcatus 脈翅目（アミメカゲロウ目） ヒメカゲロウ ①ab
（定着した和名なし） Hemerobius tateyamai 脈翅目（アミメカゲロウ目） ヒメカゲロウ ①b
（定着した和名なし） Neuronema kuwayamai 脈翅目（アミメカゲロウ目） ヒメカゲロウ ①ab
（定着した和名なし） Wesmaelius ogatai 脈翅目（アミメカゲロウ目） ヒメカゲロウ ①ab
ナナホシクサカゲロウ Chrysopa septemmaculata 脈翅目（アミメカゲロウ目） クサカゲロウ ①b
キチジョウクサカゲロウ Apertochrysa kichijoi 脈翅目（アミメカゲロウ目） クサカゲロウ ①ab
モンクサカゲロウ Chrysopa lezeyi 脈翅目（アミメカゲロウ目） クサカゲロウ ①ab
セボシクサカゲロウ Dichochrysa prasina 脈翅目（アミメカゲロウ目） クサカゲロウ ①ab
マダラウスバカゲロウ Dendroleon pupillaris 脈翅目（アミメカゲロウ目） ウスバカゲロウ ①ab
オオウスバカゲロウ Heoclisis japonica 脈翅目（アミメカゲロウ目） ウスバカゲロウ ①a
ホソハンミョウ Cicindela gracilis 鞘翅目（コウチュウ目） ハンミョウ ①b
マガタマハンミョウ Cicindela ovipennis 鞘翅目（コウチュウ目） ハンミョウ ①b
オシマルリオサムシ Damaster munakatai 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
オオビラルリオサムシ Damaster munakatai nishijima 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
ダイセツオサムシ Leptocarabus kurilensis daisetsuzanus 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
リシリキンオサムシ Procrustes kolbei hanatanii 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b CR+EN
オシマキンオサムシ Procrustes kolbei munakataorum 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
タイキキンオサムシ Procrustes kolbei taikinus 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
カリバキンオサムシ Procrustes kolbei yasudai 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
ダイセツマルクビゴミムシ Nebria daisetsuzana 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
キタマルクビゴミムシ Nebria gyllenhali 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
コルリマルクビゴミムシ Nebria kurosawai 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
キベリマルクビゴミムシ Nebria livida  angulata 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①a
ヒダカマルクビゴミムシ Nebria shibanaii sakagutii 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
ルリマルクビゴミムシ Nebria shibanaii shibanaii 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
シレトコマルクビゴミムシ Nebria shibanaii shiretokoana 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
ヒメミヤマメダカゴミムシ Notiophilus aquaticus 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
アナバネゴミムシ Blethisa multipunctata aurata 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
コヒメヒョウタンゴミムシ Clivina vulgivaga 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①a
エゾヒサゴゴミムシ Miscodera arctica 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
マツマエメクラチビゴミムシ Accoella akirai 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
カックミメクラチビゴミムシ Accoella thermalis 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
カリバチビゴミムシ Epaphiopsis (Epaphiama) alloligops 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b

ムイネチビゴミムシ
Epaphiopsis (Epaphiama) brevis
rectilobata 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b

カックミチビゴミムシ Epaphiopsis (Epaphiama) gracilenta 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
センゲンチビゴミムシ Epaphiopsis (Epaphiama) oligops 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
ユウバリチビゴミムシ Masuzoa notabilis favonius 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
ヒダカチビゴミムシ Masuzoa notabilis notabilis 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
オシマメクラチビゴミムシ Oroblemus parvicollis 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b

ヒダカメクラチビゴミムシ
Trechiama (Trechiama) borealis
borealis 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b

ナカヒダカメクラチビゴミムシ
Trechiama (Trechiama) borealis
petegariensis 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b

ユウバリメクラチビゴミムシ Trechiama (Trechiama) inflexus 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
ズンドウメクラチビゴミムシ Trechiama (Trechiama) kuzunetsovi 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
ペテガリメクラチビゴミムシ Trechiama (Trechiama) minutus 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
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希少種（Ｒ）つづき

和　　名 学　　名 目名（環境庁の目名） 科　　名
具体的
要件

環境庁
(2000c)

環境庁
(1991b)

ラッコメクラチビゴミムシ Trechiama (Trechiama) teradai 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
ワタナベメクラチビゴミムシ Trechiama (Trechiama) watanabei 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
アトスジチビゴミムシ Trechoblemus postilenatus 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
スガチビゴミムシ Trechus (Epaphiolus) sugai 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
ショカンベツチビゴミムシ Trechus (Epaphius) hashimotoi 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
リシリチビゴミムシ Trechus (Epaphius) ikutanii 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
マツモトチビゴミムシ Trechus (Epaphius) matsumotoi 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
サイハテチビゴモムシ Trechus (Trechus) apicalis 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
キバナガミズギワゴミムシ Armatocillenus yokohamae 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
エゾメダカチビカワゴミムシ Asaphidion angulicolle 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
テンリュウメダカチビゴミムシ Asaphidion tenryuense tenryuense 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
シモヤマミズギワゴミムシ Bembidion shimoyamai 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
ウメヤルリミズギワゴミムシ Bembidion umeyai 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
ユウバリメクラミズギワゴミムシ Caecidium trechomorphum 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
カリバメクラミズギワゴミムシ Caecidium yasudai 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
ドウイロハマベゴミムシ Pogonus itoshimaensis 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
ダイセツヒメナガゴミムシ Pterostichus korgei 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
アラメナガゴミムシ Pterostichus subrugosus 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
ヒダカマルガタゴミムシ Amara hidakana 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
リシリマルガタゴミムシ Amara uenoi 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
セスジカタキバゴミムシ Badister vittatus 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
クマガイクロアオゴミムシ Chlaenius gebleri 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
エゾアオゴミムシ Chlaenius stschukini 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
モリキバネホソアトキリゴミムシ Dromius longiceps 鞘翅目（コウチュウ目） オサムシ ①b
チビコガシラミズムシ Haliplus minutus 鞘翅目（コウチュウ目） コガシラミズムシ ①b
マダラコガシラミズムシ Haliplus sharpi 鞘翅目（コウチュウ目） コガシラミズムシ ①a NT
ヒゲブトコツブゲンゴロウ Noterus angustulus 鞘翅目（コウチュウ目） コツブゲンゴロウ ①b
キボシケシゲンゴロウ Allopachria flavomaculatus 鞘翅目（コウチュウ目） ゲンゴロウ ①b
アンガスナガケシゲンゴロウ Hydroporus anguis 鞘翅目（コウチュウ目） ゲンゴロウ ①b
サロベツナガケシゲンゴロウ Hydroporus fuscipennis 鞘翅目（コウチュウ目） ゲンゴロウ ①b
ワタナベナガケシゲンゴロウ Hydroporus morio 鞘翅目（コウチュウ目） ゲンゴロウ ①b
ラウスナガケシゲンゴロウ Hydroporus tristis 鞘翅目（コウチュウ目） ゲンゴロウ ①a
キタマダラチビゲンゴロウ Hygrotus inaequalis hokkaidensis 鞘翅目（コウチュウ目） ゲンゴロウ ①a
アラメケシゲンゴロウ Hyphydrus laeviventri tsugaru 鞘翅目（コウチュウ目） ゲンゴロウ ①b
キボシツブゲンゴロウ Japanolaccophilus nipponensis 鞘翅目（コウチュウ目） ゲンゴロウ ①b NT
ダイセツマメゲンゴロウ Agabus daisetsuzanus 鞘翅目（コウチュウ目） ゲンゴロウ ①b
オオクロマメゲンゴロウ Agabus erichsoni 鞘翅目（コウチュウ目） ゲンゴロウ ①b
（定着した和名なし） Agabus ezo 鞘翅目（コウチュウ目） ゲンゴロウ ①b
ヒラタヒメゲンゴロウ Colymbetes tolli 鞘翅目（コウチュウ目） ゲンゴロウ ①b
キタヒメゲンゴロウ Rhantus notaticollis 鞘翅目（コウチュウ目） ゲンゴロウ ①b
ゲンゴロウ Cybister japonicus 鞘翅目（コウチュウ目） ゲンゴロウ ①b NT
ハイイロゲンゴロウ Eretes sticticus 鞘翅目（コウチュウ目） ゲンゴロウ ①a
カラフトマルガタゲンゴロウ Graphoderus zonatus 鞘翅目（コウチュウ目） ゲンゴロウ ①b
シマゲンゴロウ Hydaticus bowringi 鞘翅目（コウチュウ目） ゲンゴロウ ①b
エゾコオナガミズスマシ Orectochilus villosus 鞘翅目（コウチュウ目） ミズスマシ ①b
コミズスマシ Gyrinus curtus 鞘翅目（コウチュウ目） ミズスマシ ①a
ミズスマシ Gyrinus japonicus 鞘翅目（コウチュウ目） ミズスマシ ①a
セスジダルマガムシ Ochthebius inermis 鞘翅目（コウチュウ目） ダルマガムシ ①a
マルドロムシ Georissus canalifer 鞘翅目（コウチュウ目） マルドロムシ ①a
シワムネマルドロムシ Georissus kurosawai 鞘翅目（コウチュウ目） マルドロムシ ①a
エンマムシダマシ Sphaerites glabratus 鞘翅目（コウチュウ目） エンマムシダマシ ①b
ホソエンマムシ Niponius impressicollis 鞘翅目（コウチュウ目） エンマムシ ①a
ツノブトホソエンマムシ Niponius obtusiceps 鞘翅目（コウチュウ目） エンマムシ ①a
ヒメホソエンマムシ Niponius osorioceps 鞘翅目（コウチュウ目） エンマムシ ①a
（定着した和名なし） Hypocaccus subaeneus 鞘翅目（コウチュウ目） エンマムシ ①a
チョウジョウチビエンマムシ Binhister chujoi 鞘翅目（コウチュウ目） エンマムシ ①a
キノコアカマルエンマムシ Notodoma fungorum 鞘翅目（コウチュウ目） エンマムシ ①a
ヒラタカクヒメエンマムシ Margarinotus (Murilister) kurbatovi 鞘翅目（コウチュウ目） エンマムシ ①a

アリクイエンマムシ
Margarinotus (Myrmecohister)
maruyamai 鞘翅目（コウチュウ目） エンマムシ ①a

ヘリテンエンマムシ
Margarinotus (Ptomister)
marginepunctatus 鞘翅目（コウチュウ目） エンマムシ ①a

ノッポロヒメエンマムシ Margarinotus (Ptomister) yezoensis 鞘翅目（コウチュウ目） エンマムシ ①a
ヒラタエンマムシ Hololepta depressa 鞘翅目（コウチュウ目） エンマムシ ①a
アカアリヅカエンマムシ Hetaerius gratus 鞘翅目（コウチュウ目） エンマムシ ①a
クロアリヅカエンマムシ Hetaerius optatus 鞘翅目（コウチュウ目） エンマムシ ①a
ダイセツチビシデムシ Catops lygaeus 鞘翅目（コウチュウ目） チビシデムシ ①b
ヤスダチビシデムシ Catops sachalinensis 鞘翅目（コウチュウ目） チビシデムシ ①b
ホテイウミハネカクシ Liparocephalus litoralis 鞘翅目（コウチュウ目） ハネカクシ ①ab
オビモンマルハナノミ Scirtes mawatarii 鞘翅目（コウチュウ目） マルハナノミ ①a
オオクワガタ Dorcus hopei 鞘翅目（コウチュウ目） クワガタムシ ①ab②c NT
マルコブスジコガネ Trox mitis 鞘翅目（コウチュウ目） コブスジコガネ ①b
ダイコクコガネ Copris ochus 鞘翅目（コウチュウ目） コガネムシ ①b②a NT
ダイセツマグソコガネ Aphodius (Agrilinus) kiuchii 鞘翅目（コウチュウ目） コガネムシ ①b
キタミヤママグソコガネ Aphodius (Agrilinus) setchan 鞘翅目（コウチュウ目） コガネムシ ①b
キタアラメニセマグソコガネ Psammoporus tsukamotoi 鞘翅目（コウチュウ目） コガネムシ ①b
ヨツバコガネ Ohkubous ferrieri 鞘翅目（コウチュウ目） コガネムシ ①b
オオヒラタハナムグリ Charitovalgus fumosus 鞘翅目（コウチュウ目） コガネムシ ①b
エカシマルトゲムシ Byrrhus ekashii 鞘翅目（コウチュウ目） マルトゲムシ ①ab②a
カラフトマルトゲムシ Byrrhus geminatus 鞘翅目（コウチュウ目） マルトゲムシ ①ab
マルモンマルトゲムシ Byrrhus pustulatus 鞘翅目（コウチュウ目） マルトゲムシ ①ab
キタサシゲマルトゲムシ Curimopsis cyclolepidia 鞘翅目（コウチュウ目） マルトゲムシ ①ab
ハセガワドロムシ Helichus hasegawai 鞘翅目（コウチュウ目） ドロムシ ①a
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エゾアオタマムシ Eurythyrea eoa 鞘翅目（コウチュウ目） タマムシ ①a②a
レブンチビヒサゴコメツキ Hypnoidus rivalis rebunesis 鞘翅目（コウチュウ目） コメツキムシ ①b
シロウズベニコメツキ Denticollis varians shirozui 鞘翅目（コウチュウ目） コメツキムシ ①b
ヒゲナガダンダラコメツキ Diacanthous antennatus 鞘翅目（コウチュウ目） コメツキムシ ①b
コニシニセヒラタコメツキ Eanus costalis  konishii 鞘翅目（コウチュウ目） コメツキムシ ①b
エゾクシヒゲヒラタコメツキ Orithales yezoensis  yezoensis 鞘翅目（コウチュウ目） コメツキムシ ①b
アラコガネコメツキ Selatosomus (Selatosomus) groliosus 鞘翅目（コウチュウ目） コメツキムシ ①c
コロポックルヒサゴコメツキ Hisago korobokkurus 鞘翅目（コウチュウ目） コメツキムシ ①b

ホソツヤミズギワコメツキ
Oedostethus (Menoko) pallidulus
pallidulus 鞘翅目（コウチュウ目） コメツキムシ ①b

サロベツツヤミズギワコメツキ
Oedostethus (Menoko) pallidulus
yasudai 鞘翅目（コウチュウ目） コメツキムシ ①b

エゾクロクシコメツキ
Melanotus (Melanotus)
ocellatopunctatus 鞘翅目（コウチュウ目） コメツキムシ ①b

オオツヤバネベニボタル Calochromus nagaii 鞘翅目（コウチュウ目） ベニボタル ①a
（定着した和名なし） Dictyoptera sapporoensis 鞘翅目（コウチュウ目） ベニボタル ①a
ベニボタル Lycostomus modestus 鞘翅目（コウチュウ目） ベニボタル ①a
ヴァンダイクホソベニボタル Stenolycus vandykei 鞘翅目（コウチュウ目） ベニボタル ①a
ホソホタルモドキ Drilonius striatulus 鞘翅目（コウチュウ目） ホタルモドキ ①a
セボシジョウカイ Athemus (Andrathemus) vitellinus 鞘翅目（コウチュウ目） ジョウカイボン ①b
クロヒゲナガジョウカイ Habronychus (Habronychus) providus 鞘翅目（コウチュウ目） ジョウカイボン ①b
タカネクロクビボソジョウカイ Podabrus (Dichelotarsus) 鞘翅目（コウチュウ目） ジョウカイボン ①b
ホソナガシバンムシ Microbregma emarginatum 鞘翅目（コウチュウ目） シバンムシ ①b
ヨコグロハナカミキリ Anastrangalia sequensi 鞘翅目（コウチュウ目） カミキリムシ ①b
クロルリハナカミキリ Anoploderomorpha monticola 鞘翅目（コウチュウ目） カミキリムシ ①a
カラフトヨツスジハナカミキリ Leptura quadrifasciata 鞘翅目（コウチュウ目） カミキリムシ ①b
エトロフハナカミキリ Leptura variicornis 鞘翅目（コウチュウ目） カミキリムシ ①b
エゾスミイロハナカミキリ Nivellia extensa umbratilis 鞘翅目（コウチュウ目） カミキリムシ ①b
オニホソコバネカミキリ Necydalis gigantea gigantea 鞘翅目（コウチュウ目） カミキリムシ ①a
アイヌホソコバネカミキリ Necydalis major aino 鞘翅目（コウチュウ目） カミキリムシ ①ab
ヒゲジロホソコバネカミキリ Necydalis odai 鞘翅目（コウチュウ目） カミキリムシ ①ab②c
カッコウメダカカミキリ Stenhomalus cleroides 鞘翅目（コウチュウ目） カミキリムシ ①b
タカオメダカカミキリ Stenhomalus takaosanus 鞘翅目（コウチュウ目） カミキリムシ ①b
コボトケヒゲナガコバネカミキリ Glaphyra kobotokensis 鞘翅目（コウチュウ目） カミキリムシ ①b
ジャコウカミキリ Aromia moschata ambrosiaca 鞘翅目（コウチュウ目） カミキリムシ ②b
ミドリヒラタカミキリ Callidium aeneum 鞘翅目（コウチュウ目） カミキリムシ ①a
ビャクシンカミキリ Semanotus bifasciatus 鞘翅目（コウチュウ目） カミキリムシ ①b
ムツボシアオコトラカミキリ Chlorophorus simillimus 鞘翅目（コウチュウ目） カミキリムシ ①b
キョクトウトラカミキリ Clytus arietoides 鞘翅目（コウチュウ目） カミキリムシ ①ab
オクエゾトラカミキリ Xylotrechus adspersus 鞘翅目（コウチュウ目） カミキリムシ ①b
ムネモンチャイロトラカミキリ Xylotrechus hircus 鞘翅目（コウチュウ目） カミキリムシ ②a
クワヤマトラカミキリ Xylotrechus rusticus 鞘翅目（コウチュウ目） カミキリムシ ②a
チャバネクロツツカミキリ Anaesthetis confossicollis 鞘翅目（コウチュウ目） カミキリムシ ①b
キクスイカミキリ Phytoecia rufiventris 鞘翅目（コウチュウ目） カミキリムシ ①d
キボシマダラカミキリ Saperda balsamifera 鞘翅目（コウチュウ目） カミキリムシ ①ab
エゾカミキリ Lamia textor 鞘翅目（コウチュウ目） カミキリムシ ①d
クロホシモモブトハムシ Zeugophora chujoi 鞘翅目（コウチュウ目） ハムシ ①ab
アオグロモモブトハムシ Zeugophora hozumii 鞘翅目（コウチュウ目） ハムシ ①ab
ムナキモモブトハムシ Zeugophora japonica 鞘翅目（コウチュウ目） ハムシ ①ab
ヒラシマミズクサハムシ Plateumaris hirashimai 鞘翅目（コウチュウ目） ハムシ ①abd
ツマキクロツツハムシ Cryptocephalus difformis 鞘翅目（コウチュウ目） ハムシ ①ab
ハコネチビツツハムシ Cryptocephalus hakonensis 鞘翅目（コウチュウ目） ハムシ ①ab
カラフトツツハムシ Cryptocephalus karafutonis 鞘翅目（コウチュウ目） ハムシ ①ab
ニセセスジツツハムシ Cryptocephalus weymarni 鞘翅目（コウチュウ目） ハムシ ①ab
カワカミハムシ Chrysolina nikolskyi 鞘翅目（コウチュウ目） ハムシ ①b
サメハダヨモギハムシ Chrysolina pirka 鞘翅目（コウチュウ目） ハムシ ①ab
ミヤマヨモギハムシ Chrysolina porosirensis 鞘翅目（コウチュウ目） ハムシ ①ab
クロルリハムシ Chrysolina yezoensis 鞘翅目（コウチュウ目） ハムシ ①ab
ムラサキハムシ Chrysomela cuprea 鞘翅目（コウチュウ目） ハムシ ①ab
キスジホソハムシ Prasocuris phellandrii 鞘翅目（コウチュウ目） ハムシ ①abd
アオバアシナガハムシ Monolepta fuluvicollis 鞘翅目（コウチュウ目） ハムシ ①ab
ミソハギハムシ Pyrrhalta calmariensis 鞘翅目（コウチュウ目） ハムシ ①ab
コニシケブカハムシ Pyrrhalta konishii 鞘翅目（コウチュウ目） ハムシ ①ab
キアシツブノミハムシ Aphthona erichsoni 鞘翅目（コウチュウ目） ハムシ ①ab
ヒナノウスツボアシナガトビハムシ Longitarsus okushirensis 鞘翅目（コウチュウ目） ハムシ ①ab
タツナミソウアシナガトビハムシ Longitarsus scutellariae 鞘翅目（コウチュウ目） ハムシ ①ab
マダラフトヒゲナガゾウムシ Basitropis nitidicutis 鞘翅目（コウチュウ目） ヒゲナガゾウムシ ①a
シロヒゲナガゾウムシ Platystomos sellatus 鞘翅目（コウチュウ目） ヒゲナガゾウムシ ①a
シロオビクチボソヒゲナガゾウムシ Allandrus iriei 鞘翅目（コウチュウ目） ヒゲナガゾウムシ ①a
オオマダラヒゲナガゾウムシ Sympaector rugirostris 鞘翅目（コウチュウ目） ヒゲナガゾウムシ ①a
チャマダラヒゲナガゾウムシ Acorynus latirostris 鞘翅目（コウチュウ目） ヒゲナガゾウムシ ①a
シリジロヒゲナガゾウムシ Androceras flavellicorne 鞘翅目（コウチュウ目） ヒゲナガゾウムシ ①a
シロモンヒゲナガゾウムシ Gonotropis crassicornis 鞘翅目（コウチュウ目） ヒゲナガゾウムシ ①a
エゾシロモンヒゲナガゾウムシ Gonotropis insignis 鞘翅目（コウチュウ目） ヒゲナガゾウムシ ①a
エグリバネヒゲナガゾウムシ Autotropis basipennis 鞘翅目（コウチュウ目） ヒゲナガゾウムシ ①a
キスジヒゲナガゾウムシ Aphaulimia debilis 鞘翅目（コウチュウ目） ヒゲナガゾウムシ ①a
ツツケナガヒゲナガゾウムシ Habrissus cylindricus 鞘翅目（コウチュウ目） ヒゲナガゾウムシ ①a
ナガアシヒゲナガゾウムシ Habrissus longipes 鞘翅目（コウチュウ目） ヒゲナガゾウムシ ①a
シロマダラネブトヒゲナガゾウムシ Habrissus pardalis 鞘翅目（コウチュウ目） ヒゲナガゾウムシ ①a
ヌタッカゾウムシ Trichalophus nutakkanus 鞘翅目（コウチュウ目） ゾウムシ ①b
オナガカツオゾウムシ Lixus moiwanus 鞘翅目（コウチュウ目） ゾウムシ ①b
シラクモアナアキゾウムシ Lepyrus nordenskioldi 鞘翅目（コウチュウ目） ゾウムシ ①b
オナガナギナタハバチ Xyela (Xyela) alpigena 膜翅目（ハチ目） ナギナタハバチ ①abd
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（定着した和名なし） Pamphilius leucocephalus 膜翅目（ハチ目） ヒラタハバチ ①ab②a
ウスキモモブトハバチ Cimbex lutea 膜翅目（ハチ目） コンボウハバチ ①ab
キンケセダカヤセバチ Pristaulacus rufipilosus 膜翅目（ハチ目） セダカヤセバチ ①a
ノコギリハリアリ Amblyopone silvestrii 膜翅目（ハチ目） アリ ①ab
カドムネボソアリ Leptothrax koreanus 膜翅目（ハチ目） アリ ①a
ツヤクシケアリ Manica yessensis 膜翅目（ハチ目） アリ ①ad
アミメアリ Pristomyrmex pungens 膜翅目（ハチ目） アリ ①ab
ヒラフシアリ Technomyrmex gibbosus 膜翅目（ハチ目） アリ ①ad
ケブカクロオオアリ Camponotus (Camponotus) yessensis 膜翅目（ハチ目） アリ ①ad
エゾハムシドロバチ Symmorphus sounkionis 膜翅目（ハチ目） ドロバチ ①ab
チャイロスズメバチ Vespa dybowskii 膜翅目（ハチ目） スズメバチ ①a

クラゲギングチ
Crossocerus (Crossocerus) uchidai
uchidai 膜翅目（ハチ目） ギングチバチ ①ab②a

フタモントゲアナバチ Oxybelus bipunctatus 膜翅目（ハチ目） ギングチバチ ①b②a
（定着した和名なし） Macropis dimidiata 膜翅目（ハチ目） ケアシハナバチ ①a
クロツヤケアシハナバチ Macropis tibialis 膜翅目（ハチ目） ケアシハナバチ ①a
クマバチ Xylocopa appendiculata circumvolans 膜翅目（ハチ目） コシブトハナバチ ①b
ノサップマルハナバチ Bombus (Bombus) florilegus 膜翅目（ハチ目） ミツバチ ①ab
エゾユキシリアゲ Boreus jezoensis 長翅目（シリアゲムシ目） ユキシリアゲムシ ①b DD

トワダオオカ
Toxorhynchites (Toxorhynchites)
towadensis 双翅目（ハエ目） カ ①abc

クロマガリスネカ Hyperoscelis veternosa 双翅目（ハエ目） マガリスネカ ①a VU
ジョウザンナガハナアブ Temnostoma jozankeanum 双翅目（ハエ目） ハナアブ ①a
フタオビアリスアブ Microdon bifasciatus 双翅目（ハエ目） ハナアブ ①a
マグソチビフンバエ Azelia monodactyla 双翅目（ハエ目） イエバエ ①a
ハイイロトゲアシメマトイ Hydrotaea cinerea 双翅目（ハエ目） イエバエ ①a
ダイセツトゲアシメマトイ Hydrotaea daisetsuzana 双翅目（ハエ目） イエバエ ①ab
クマゲラトゲアシメマトイ Hydrotala kumagera 双翅目（ハエ目） イエバエ ①ab
キイロトゲハナバエ Thricops diaphanus 双翅目（ハエ目） イエバエ ①b
ミチタニトゲハナバエ Thricops rufisquamus 双翅目（ハエ目） イエバエ ①b

タテヤマミドリイエバエ
Eudasyphora (Eudasyphora)
tateyamensis 双翅目（ハエ目） イエバエ ①ab

キバネクロバエ Mesembrina resplendens 双翅目（ハエ目） イエバエ ①abd
コクロイエバエ Polietes steinii 双翅目（ハエ目） イエバエ ①ab
クロマルハナバエ Dichaetomyia doubleti 双翅目（ハエ目） イエバエ ①b
エゾマグソハナバエ Brontaea ezensis 双翅目（ハエ目） イエバエ ①b
コシアキトゲハナバエ Phaonia luteovittata 双翅目（ハエ目） イエバエ ①a
エゾカトリバエ Lispe ezensis 双翅目（ハエ目） イエバエ ①ab
クモマオオクロバエ Calliphora loewi 双翅目（ハエ目） クロバエ ②a
タカネクロバエ Calliphora subalpina 双翅目（ハエ目） クロバエ ②a
エゾクロバエ Onesia hokkaidensis 双翅目（ハエ目） クロバエ ①a

ホクリクコフキクロバエ
Polleniopsis (Polleniopsis)
hokurikuensis 双翅目（ハエ目） クロバエ ①a

トリキンバエ Protocalliphora azurea 双翅目（ハエ目） クロバエ ②a
マルヤマトリキンバエ Protocalliphora maruyamensis 双翅目（ハエ目） クロバエ ②a
ヤドリトリキンバエ Trypocalliphora braueri 双翅目（ハエ目） クロバエ ②a

エゾハチノスヤドリニクバエ
Macronychia (Macronychia)
striginervis 双翅目（ハエ目） ニクバエ ②a

ハチノスヤドリニクバエ Macronychia (Moshusa) polyodon 双翅目（ハエ目） ニクバエ ②a
ヤドリニクバエ Metopia (Anicia) inermis 双翅目（ハエ目） ニクバエ ②a
ゼニゴギンガクニクバエ Metopia (Metopia) stackelbergi 双翅目（ハエ目） ニクバエ ②a
ヤチニクバエ Agria monachae 双翅目（ハエ目） ニクバエ ②a
ハナバチノスヤドリニクバエ Brachicoma devia 双翅目（ハエ目） ニクバエ ②a

カスミニクバエ
Blaesoxipha (Blaesoxipha)
sublaticornis 双翅目（ハエ目） ニクバエ ②a

（定着した和名なし） Blaesoxipha (Blaesoxipha) takanoi 双翅目（ハエ目） ニクバエ ②a
チビクロニクバエ Heteronychia abramovi 双翅目（ハエ目） ニクバエ ②a
キタシリアカニクバエ Heteronychia vagans 双翅目（ハエ目） ニクバエ ②a
ビーソンニクバエ Lioproctia beesoni 双翅目（ハエ目） ニクバエ ②a
シロガネニクバエ Phallosphaera konakovi 双翅目（ハエ目） ニクバエ ②a
メッツゲルニクバエ Phallosphaera metzgeri 双翅目（ハエ目） ニクバエ ②a
エダガタニクバエ Robineauella pseudoscoparia 双翅目（ハエ目） ニクバエ ②a
ダマスターヤドリハナバエ Strongygaster nishijimai 双翅目（ハエ目） ヤドリバエ ①ab
ナキウサギヒフバエ Oestromyia leporina 双翅目（ハエ目） ヒフバエ ①bd
マガリカメノコヒメトビケラ Palaeagapetus flexus 毛翅目（トビケラ目） ヒメトビケラ ①d
カメノコヒメトビケラ Palaeagapetus ovatus 毛翅目（トビケラ目） ヒメトビケラ ①d
キブネクダトビケラ Melanotrichia kibuneana 毛翅目（トビケラ目） キブネクダトビケラ ①b
（定着した和名なし） Allomyia coronae 毛翅目（トビケラ目） コエグリトビケラ ①ab
キタコエグリトビケラ Apatania crassa 毛翅目（トビケラ目） コエグリトビケラ ①a
（定着した和名なし） Apatania insularis 毛翅目（トビケラ目） コエグリトビケラ ①a
ギンボシツツトビケラ Setodes turbatus 毛翅目（トビケラ目） ヒゲナガトビケラ ②a NT
オツネントビケラ Brachypsyche sibirica 毛翅目（トビケラ目） エグリトビケラ ①b
ユキエグリトビケラ Chilostigma sieboldi 毛翅目（トビケラ目） エグリトビケラ ①bd
イトウホソバトビケラ Molannodes itoae 毛翅目（トビケラ目） ホソバトビケラ ①abd
タイリクウンモントビケラ Agrypnia picta 毛翅目（トビケラ目） トビケラ ①ab
ヒメアミメトビケラ Hagenella apicalis 毛翅目（トビケラ目） トビケラ ①a
ゴマフトビケラ Semblis melaleuca 毛翅目（トビケラ目） トビケラ ①a
カラフトゴマフトビケラ Semblis phalaenoides 毛翅目（トビケラ目） トビケラ ①a
ミヤマキハマキ Clepsis aliana 鱗翅目（チョウ目） ハマキガ ①bd
ダイセツチビハマキ Clepsis insignata 鱗翅目（チョウ目） ハマキガ ①bd
コシモフリヒメハマキ Cymolomia jinboi 鱗翅目（チョウ目） ハマキガ ①abd
ハイマツコヒメハマキ Epinotia pinicola 鱗翅目（チョウ目） ハマキガ ①bd
ダイセツホソハマキ Aethes deutschiana 鱗翅目（チョウ目） ホソハマキガ ①bd
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希少種（Ｒ）つづき

和　　名 学　　名 目名（環境庁の目名） 科　　名
具体的
要件

環境庁
(2000c)

環境庁
(1991b)

ニホンセセリモドキ Hyblaea fortissima 鱗翅目（チョウ目） セセリモドキガ ①ab
ヒメギフチョウ北海道亜種 Luehdorfia puziloi yessoensis 鱗翅目（チョウ目） アゲハチョウ ①bc②c NT R
ウスバキチョウ Parnassius eversmanni daisetsuzanus 鱗翅目（チョウ目） アゲハチョウ ①ac②c NT R
アサマシジミ北海道亜種 Lycaeides subsolanus iburiensis 鱗翅目（チョウ目） シジミチョウ ①ab②b VU
オオゴマシジミ Maculinea arionides takamukui 鱗翅目（チョウ目） シジミチョウ ①b NT
リンゴシジミ Strymonidia puruni jezoensis 鱗翅目（チョウ目） シジミチョウ ①b
カラフトルリシジミ Vacciniina optilete daisetsuzana 鱗翅目（チョウ目） シジミチョウ ①d②b NT R
アサヒヒョウモン Clossiana freija asahidakeana 鱗翅目（チョウ目） タテハチョウ ①bc NT R
オオムラサキ Sasakia charonda 鱗翅目（チョウ目） タテハチョウ ①bc②c NT R
クモマベニヒカゲ北海道亜種 Erebia ligea rishirizana 鱗翅目（チョウ目） ジャノメチョウ ①bc NT R
ツマジロウラジャノメ北海道亜種 Lasiommata deidamia deidamia 鱗翅目（チョウ目） ジャノメチョウ ①bc②b
ダイセツタカネヒカゲ Oeneis melissa daisetsuzana 鱗翅目（チョウ目） ジャノメチョウ ①abd NT R
シロテンサザナミナミシャク Entephria amplicosta 鱗翅目（チョウ目） シャクガ ①bd
アルプスカバナミシャク Eupithecia veratararia perpaupera 鱗翅目（チョウ目） シャクガ ①ad
クロモンミヤマナミシャク Xanthorhoe fluctuata malleola 鱗翅目（チョウ目） シャクガ ①abc
タカネナミシャク Xanthorhoe sajanaria 鱗翅目（チョウ目） シャクガ ①bd
コウノエダシャク Elophos vittaria kononis 鱗翅目（チョウ目） シャクガ ①abc
ダイセツタカネエダシャク Psodos coracina daisetsuzana 鱗翅目（チョウ目） シャクガ ①bd
ダイセツドクガ Gynaephora rossii daisetsuzana 鱗翅目（チョウ目） ドクガ ①ab
ダイセツヒトリ Grammia quenseli daisetsuzana 鱗翅目（チョウ目） ヒトリガ ①abc
エゾサクラケンモン Hyboma strigosa sachalinensis 鱗翅目（チョウ目） ヤガ ①ab
キタミモンヤガ Hermonassa melancholica 鱗翅目（チョウ目） ヤガ ①ab
エゾクシヒゲモンヤガ Lycophotia velata 鱗翅目（チョウ目） ヤガ ①abd
ダイセツキシタヨトウ Anarta cordigera 鱗翅目（チョウ目） ヤガ ①ac
オーロラヨトウ Hada skraelingia 鱗翅目（チョウ目） ヤガ ①ab
コグレヨトウ Hadena dealbata 鱗翅目（チョウ目） ヤガ ①abcd
シベチャキリガ Perigrapha circumducta 鱗翅目（チョウ目） ヤガ ①abd
ヒダカミツボシキリガ Eupsilia hidakaensis 鱗翅目（チョウ目） ヤガ ①a
クロダケタカネヨトウ Sympistis funebris 鱗翅目（チョウ目） ヤガ ①abc
キタノハマヨトウ Apamea anceps  maritima 鱗翅目（チョウ目） ヤガ ①abd
ワイギンモンウワバ Sclerogenia jessica 鱗翅目（チョウ目） ヤガ ①a

地域個体群（Ｌｐ）

地　域　個　体　群　名 学　　名 目名（環境庁の目名） 科　　名
具体的
要件

環境庁
(2000c)

環境庁
(1991b)

和琴半島のミンミンゼミ個体群 Oncotympana maculaticollis 半翅目（カメムシ目） セミ ②

留意種（Ｎ）

和　　名 学　　名 目名（環境庁の目名） 科　　名
具体的
要件

環境庁
(2000c)

環境庁
(1991b)

ムカシトンボ Epiophlebia superstes 蜻蛉目（トンボ目） ムカシトンボ ①
ババアメンボ Gerris babai 半翅目（カメムシ目） アメンボ ① NT R
ヒラタミズギワカメムシ Salda littoralis 半翅目（カメムシ目） ミズギワカメムシ ① NT
ツマグロマキバサシガメ Stenonabis extremus 半翅目（カメムシ目） マキバサシガメ ① VU
エゾゲンゴロウモドキ Dytiscus marginalis czerskii 鞘翅目（コウチュウ目） ゲンゴロウ ① NT R
エゾコガムシ Hydrochara libera 鞘翅目（コウチュウ目） ガムシ ① NT
アラメエンマコガネ Onthophagus ocellatopunctatus 鞘翅目（コウチュウ目） コガネムシ ① NT
ケマダラカミキリ Agapanthia daurica 鞘翅目（コウチュウ目） カミキリムシ ① NT R
フサヒゲルリカミキリ Agapanthia japonica 鞘翅目（コウチュウ目） カミキリムシ ① CR+EN R
ニッポンハナダカバチ Bembix nipponica 膜翅目（ハチ目） ドロバチモドキ ① DD
ギンイチモンジセセリ Leptalina unicolor 鱗翅目（チョウ目） セセリチョウ ① NT
スジグロチャバネセセリ Thymelicus leoninus leoninus 鱗翅目（チョウ目） セセリチョウ ① NT
ヒメシロチョウ Leptidea amurensis 鱗翅目（チョウ目） シロチョウ ① VU
カシワアカシジミ Japonica onoi  onoi 鱗翅目（チョウ目） シジミチョウ ① VU
ゴマシジミ北海道西部亜種 Maculinea teleius muratae 鱗翅目（チョウ目） シジミチョウ ① VU
ゴマシジミ北海道東部亜種 Maculinea teleius ogumae 鱗翅目（チョウ目） シジミチョウ ① VU
ヒョウモンチョウ北日本亜種 Brenthis daphne iwatensis 鱗翅目（チョウ目） タテハチョウ ① NT
オオイチモンジ Limenitis populi jezoensis 鱗翅目（チョウ目） タテハチョウ ① VU R
キマダラモドキ Kirinia epaminondas 鱗翅目（チョウ目） ジャノメチョウ ① NT
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