
岡山県レッドデータブック2020掲載種一覧表　（岡山2009・環境省2020との比較付き）   20200526現在の情報　（倉敷昆虫館）

岡山県レッド
データブック
2020

目 科名 和名
岡山県レッド
データブック
2009

環境省レッドデータ
ブック2020

絶滅 トンボ目 トンボ科 ベッコウトンボ 絶滅 絶滅危惧ⅠA類（CR）

絶滅 トンボ目 トンボ科 マダラナニワトンボ 絶滅 絶滅危惧ⅠB類（EN）

絶滅 コウチュウ目 オサムシ科 カワラハンミョウ 絶滅 絶滅危惧ⅠB類（EN）

絶滅 コウチュウ目 オサムシ科 ルイスハンミョウ 絶滅 絶滅危惧ⅠB類（EN）

絶滅 コウチュウ目 コガネムシ科 マルエンマコガネ 該当なし 該当なし

絶滅 チョウ目 タテハチョウ科 オオウラギンヒョウモン 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠA類（CR）

絶滅 チョウ目 タテハチョウ科 ヒョウモンモドキ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠA類（CR）

絶滅 チョウ目 タテハチョウ科 シータテハ 絶滅 該当なし

絶滅 チョウ目 タテハチョウ科 ウラジャノメ 絶滅 該当なし

絶滅危惧Ⅰ類 トンボ目 アオイトトンボ科 コバネアオイトトンボ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠB類（EN）

絶滅危惧Ⅰ類 トンボ目 イトトンボ科 ヒヌマイトトンボ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠB類（EN）

絶滅危惧Ⅰ類 トンボ目 サナエトンボ科 ナゴヤサナエ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

絶滅危惧Ⅰ類 トンボ目 サナエトンボ科 ヒロシマサナエ 絶滅危惧Ⅱ類 該当なし

絶滅危惧Ⅰ類 トンボ目 トンボ科 オオキトンボ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠB類（EN）

絶滅危惧Ⅰ類 カワゲラ目 アミメカワゲラ科 シノビアミメカワゲラ 留意 該当なし

絶滅危惧Ⅰ類 バッタ目 バッタ科 ヤマトマダラバッタ 絶滅危惧Ⅰ類 該当なし

絶滅危惧Ⅰ類 バッタ目 バッタ科 カワラバッタ 絶滅危惧Ⅰ類 該当なし

絶滅危惧Ⅰ類 カメムシ目 サシガメ科 フサヒゲサシガメ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

絶滅危惧Ⅰ類 ハチ目 アナバチ科 フジジガバチ 該当なし 準絶滅危惧（NT）

絶滅危惧Ⅰ類 ハチ目 アナバチ科 キゴシジガバチ 準絶滅危惧 該当なし

絶滅危惧Ⅰ類 コウチュウ目 オサムシ科 キベリマルクビゴミムシ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠB類（EN）

絶滅危惧Ⅰ類 コウチュウ目 オサムシ科 ヨドシロヘリハンミョウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

絶滅危惧Ⅰ類 コウチュウ目 オサムシ科 アオヘリアオゴミムシ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠA類（CR）

絶滅危惧Ⅰ類 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 マルガタゲンゴロウ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

絶滅危惧Ⅰ類 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 マルコガタノゲンゴロウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠA類（CR）

絶滅危惧Ⅰ類 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 ゲンゴロウ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

絶滅危惧Ⅰ類 コウチュウ目 コガネムシ科 クロモンマグソコガネ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧（NT）

絶滅危惧Ⅰ類 コウチュウ目 コガネムシ科 セマルオオマグソコガネ 絶滅危惧Ⅱ類 情報不足（DD）

絶滅危惧Ⅰ類 コウチュウ目 カミキリムシ科 フサヒゲルリカミキリ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠA類（CR）

絶滅危惧Ⅰ類 コウチュウ目 カミキリムシ科 ムネホシシロカミキリ 絶滅危惧Ⅱ類 該当なし

絶滅危惧Ⅰ類 コウチュウ目 ハムシ科 シラタカハムシ 該当なし 該当なし

絶滅危惧Ⅰ類 コウチュウ目 ゾウムシ科 ウスチャスゲヒメゾウムシ 該当なし 該当なし

絶滅危惧Ⅰ類 トビケラ目 カクスイトビケラ科 ハルノマルツツトビケラ 該当なし 該当なし

絶滅危惧Ⅰ類 チョウ目 セセリチョウ科 キバネセセリ 絶滅危惧Ⅰ類 該当なし

絶滅危惧Ⅰ類 チョウ目 セセリチョウ科 ホシチャバネセセリ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠB類（EN）

絶滅危惧Ⅰ類 チョウ目 アゲハチョウ科 ギフチョウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

絶滅危惧Ⅰ類 チョウ目 タテハチョウ科 ウスイロヒョウモンモドキ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠA類（CR）

絶滅危惧Ⅰ類 チョウ目 タテハチョウ科 ヒメヒカゲ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠB類（EN）

絶滅危惧Ⅰ類 チョウ目 タテハチョウ科 キマダラモドキ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧（NT）

絶滅危惧Ⅱ類 トンボ目 サナエトンボ科 ヒラサナエ 準絶滅危惧 該当なし

絶滅危惧Ⅱ類 トンボ目 エゾトンボ科 キイロヤマトンボ 準絶滅危惧 準絶滅危惧（NT）

絶滅危惧Ⅱ類 トンボ目 トンボ科 ナニワトンボ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

絶滅危惧Ⅱ類 バッタ目 バッタ科 セグロイナゴ 絶滅危惧Ⅱ類 該当なし

絶滅危惧Ⅱ類 カメムシ目 セミ科 コエゾゼミ 該当なし 該当なし

絶滅危惧Ⅱ類 カメムシ目 コオイムシ科 タガメ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

絶滅危惧Ⅱ類 カメムシ目 カタビロアメンボ科 オヨギカタビロアメンボ 該当なし 準絶滅危惧（NT）

絶滅危惧Ⅱ類 カメムシ目 サシガメ科 ゴミアシナガサシガメ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

絶滅危惧Ⅱ類 ハチ目 クモバチ科 アケボノクモバチ 該当なし 情報不足（DD）

絶滅危惧Ⅱ類 ハチ目 クモバチ科 キオビクモバチ 該当なし 該当なし

絶滅危惧Ⅱ類 コウチュウ目 ミズスマシ科 オオミズスマシ 該当なし 準絶滅危惧（NT）

絶滅危惧Ⅱ類 コウチュウ目 ミズスマシ科 ヒメミズスマシ 該当なし 絶滅危惧ⅠB類（EN）

絶滅危惧Ⅱ類 コウチュウ目 ミズスマシ科 ミズスマシ 該当なし 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

絶滅危惧Ⅱ類 コウチュウ目 オサムシ科 シロヘリハンミョウ 留意 準絶滅危惧（NT）

絶滅危惧Ⅱ類 コウチュウ目 オサムシ科 ドウイロハマベゴミムシ 留意 準絶滅危惧（NT）

絶滅危惧Ⅱ類 コウチュウ目 オサムシ科 ハマベゴミムシ 留意 準絶滅危惧（NT）
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絶滅危惧Ⅱ類 コウチュウ目 オサムシ科 オオサカアオゴミムシ 絶滅危惧Ⅱ類 情報不足（DD）

絶滅危惧Ⅱ類 コウチュウ目 オサムシ科 ツヤキベリアオゴミムシ 該当なし 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

絶滅危惧Ⅱ類 コウチュウ目 オサムシ科 チョウセンゴモクムシ 該当なし 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

絶滅危惧Ⅱ類 コウチュウ目 コツブゲンゴロウ科 キボシチビコツブゲンゴロウ 該当なし 絶滅危惧ⅠB類（EN）

絶滅危惧Ⅱ類 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 キベリマメゲンゴロウ 該当なし 準絶滅危惧（NT）

絶滅危惧Ⅱ類 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 コガタノゲンゴロウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

絶滅危惧Ⅱ類 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 シマゲンゴロウ 該当なし 準絶滅危惧（NT）

絶滅危惧Ⅱ類 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 コマルケシゲンゴロウ 該当なし 準絶滅危惧（NT）

絶滅危惧Ⅱ類 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 オオマルケシゲンゴロウ 該当なし 準絶滅危惧（NT）

絶滅危惧Ⅱ類 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 サメハダマルケシゲンゴロウ 該当なし 該当なし

絶滅危惧Ⅱ類 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 キボシケシゲンゴロウ 情報不足 情報不足（DD）

絶滅危惧Ⅱ類 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 ルイスツブゲンゴロウ 該当なし 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

絶滅危惧Ⅱ類 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 シャープツブゲンゴロウ 該当なし 準絶滅危惧（NT）

絶滅危惧Ⅱ類 コウチュウ目 シデムシ科 ヤマトモンシデムシ 準絶滅危惧 準絶滅危惧（NT）

絶滅危惧Ⅱ類 コウチュウ目 コガネムシ科 オオフタホシマグソコガネ 該当なし 該当なし

絶滅危惧Ⅱ類 コウチュウ目 コガネムシ科 ヨツボシマグソコガネ 該当なし 該当なし

絶滅危惧Ⅱ類 コウチュウ目 コガネムシ科 ダイコクコガネ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

絶滅危惧Ⅱ類 コウチュウ目 ヒメドロムシ科 アヤスジミゾドロムシ 該当なし 絶滅危惧ⅠB類（EN）

絶滅危惧Ⅱ類 コウチュウ目 カミキリムシ科 フタスジカタビロハナカミキリ 該当なし 該当なし

絶滅危惧Ⅱ類 コウチュウ目 ハムシ科 オオネクイハムシ 該当なし 該当なし

絶滅危惧Ⅱ類 コウチュウ目 ハムシ科 タグチホソヒラタハムシ 該当なし 該当なし

絶滅危惧Ⅱ類 コウチュウ目 ハムシ科 クロスジカメノコハムシ 該当なし 該当なし

絶滅危惧Ⅱ類 コウチュウ目 ハムシ科 アオバホソハムシ 該当なし 該当なし

絶滅危惧Ⅱ類 コウチュウ目 ハムシ科 クロバハラグリハムシ 該当なし 該当なし

絶滅危惧Ⅱ類 コウチュウ目 ハムシ科 ルリナガツツハムシ 該当なし 該当なし

絶滅危惧Ⅱ類 コウチュウ目 ハムシ科 オオサルハムシ 該当なし 該当なし

絶滅危惧Ⅱ類 コウチュウ目 ゾウムシ科 クロオビシロタマゾウムシ 該当なし 該当なし

絶滅危惧Ⅱ類 トビケラ目 トビケラ科 ヤチトビケラ 該当なし 該当なし

絶滅危惧Ⅱ類 チョウ目 シジミチョウ科 クロシジミ 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠB類（EN）

絶滅危惧Ⅱ類 チョウ目 シジミチョウ科 クロツバメシジミ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧（NT）

絶滅危惧Ⅱ類 チョウ目 シジミチョウ科 ゴマシジミ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠB類（EN）

絶滅危惧Ⅱ類 チョウ目 タテハチョウ科 ウラナミジャノメ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

絶滅危惧Ⅱ類 チョウ目 スズメガ科 ヒメスズメ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧（NT）

絶滅危惧Ⅱ類 チョウ目 ヤガ科 エゾベニシタバ 絶滅危惧Ⅱ類 該当なし

絶滅危惧Ⅱ類 チョウ目 ヤガ科 オオチャバネヨトウ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

準絶滅危惧 カゲロウ目 ガガンボカゲロウ科 ガガンボカゲロウ 該当なし 該当なし

準絶滅危惧 カゲロウ目 ヒラタカゲロウ科 オビカゲロウ 該当なし 該当なし

準絶滅危惧 トンボ目 カワトンボ科 アオハダトンボ 準絶滅危惧 準絶滅危惧（NT）

準絶滅危惧 トンボ目 モノサシトンボ科 グンバイトンボ 準絶滅危惧 準絶滅危惧（NT）

準絶滅危惧 トンボ目 イトトンボ科 モートンイトトンボ 準絶滅危惧 準絶滅危惧（NT）

準絶滅危惧 トンボ目 ヤンマ科 ネアカヨシヤンマ 準絶滅危惧 準絶滅危惧（NT）

準絶滅危惧 トンボ目 ヤンマ科 アオヤンマ 該当なし 準絶滅危惧（NT）

準絶滅危惧 トンボ目 サナエトンボ科 オグマサナエ 準絶滅危惧 準絶滅危惧（NT）

準絶滅危惧 トンボ目 エゾトンボ科 ハネビロエゾトンボ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

準絶滅危惧 トンボ目 トンボ科 ハッチョウトンボ 留意 該当なし

準絶滅危惧 バッタ目 クツワムシ科 クツワムシ 準絶滅危惧 該当なし

準絶滅危惧 カメムシ目 セミ科 ヒメハルゼミ 準絶滅危惧 該当なし

準絶滅危惧 カメムシ目 タイコウチ科 ヒメミズカマキリ 該当なし 該当なし

準絶滅危惧 カメムシ目 ミズムシ科 ヒメコミズムシ 該当なし 該当なし

準絶滅危惧 カメムシ目 ミズムシ科 ミヤケミズムシ 該当なし 準絶滅危惧（NT）

準絶滅危惧 カメムシ目 クヌギカメムシ科 ヨツモンカメムシ 該当なし 該当なし

準絶滅危惧 カメムシ目 ツチカメムシ科 シロヘリツチカメムシ 準絶滅危惧 準絶滅危惧（NT）

準絶滅危惧 カメムシ目 キンカメムシ科 ニシキキンカメムシ 準絶滅危惧 該当なし

準絶滅危惧 ハチ目 クモバチ科 フタモンクモバチ 該当なし 準絶滅危惧（NT）

準絶滅危惧 ハチ目 スズメバチ科 キボシトックリバチ 該当なし 該当なし
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準絶滅危惧 ハチ目 アナバチ科 ニッポンモンキジガバチ 準絶滅危惧 該当なし

準絶滅危惧 ハチ目 ギングチバチ科 ニッポンハナダカバチ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

準絶滅危惧 ハチ目 ハキリバチ科 キバラハキリバチ 準絶滅危惧 準絶滅危惧（NT）

準絶滅危惧 ハチ目 ミツバチ科
シロスジフトハナバチ
 (シロスジコシブトハナバチ)

準絶滅危惧 該当なし

準絶滅危惧 ハチ目 ミツバチ科 ウスルリモンハナバチ 該当なし 該当なし

準絶滅危惧 アミメカゲロウ目 ウスバカゲロウ科 キバネツノトンボ 準絶滅危惧 該当なし

準絶滅危惧 コウチュウ目 オサムシ科 エリザハンミョウ 該当なし 該当なし

準絶滅危惧 コウチュウ目 オサムシ科 ホソハンミョウ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

準絶滅危惧 コウチュウ目 オサムシ科 オサムシモドキ 該当なし 該当なし

準絶滅危惧 コウチュウ目 オサムシ科 キバナガミズギワゴミムシ 準絶滅危惧 該当なし

準絶滅危惧 コウチュウ目 オサムシ科 キバネキバナガミズギワゴミムシ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

準絶滅危惧 コウチュウ目 コガシラミズムシ科 キイロコガシラミズムシ 情報不足 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

準絶滅危惧 コウチュウ目 コガシラミズムシ科 マダラコガシラミズムシ 情報不足 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

準絶滅危惧 コウチュウ目 コツブゲンゴロウ科 ムツボシツヤコツブゲンゴロウ 該当なし 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

準絶滅危惧 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 キベリクロヒメゲンゴロウ 該当なし 準絶滅危惧（NT）

準絶滅危惧 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 モンキマメゲンゴロウ 留意 該当なし

準絶滅危惧 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 オオヒメゲンゴロウ 準絶滅危惧 該当なし

準絶滅危惧 コウチュウ目 ガムシ科 アリアケキイロヒラタガムシ 該当なし 該当なし

準絶滅危惧 コウチュウ目 ガムシ科 エゾコガムシ 準絶滅危惧 準絶滅危惧（NT）

準絶滅危惧 コウチュウ目 ガムシ科 コガタガムシ 該当なし 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

準絶滅危惧 コウチュウ目 ハネカクシ科 オオツノハネカクシ 留意 情報不足（DD）

準絶滅危惧 コウチュウ目 コガネムシ科 アカマダラハナムグリ 準絶滅危惧 情報不足（DD）

準絶滅危惧 コウチュウ目 コガネムシ科 オオチャイロハナムグリ 準絶滅危惧 準絶滅危惧（NT）

準絶滅危惧 コウチュウ目 カミキリムシ科 ヨツボシカミキリ 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠB類（EN）

準絶滅危惧 コウチュウ目 カミキリムシ科 アカアシオオアオカミキリ 該当なし 該当なし

準絶滅危惧 コウチュウ目 カミキリムシ科 アカネキスジトラカミキリ 準絶滅危惧 該当なし

準絶滅危惧 コウチュウ目 カミキリムシ科 ヒメビロウドカミキリ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧（NT）

準絶滅危惧 コウチュウ目 ハムシ科 イネネクイハムシ 該当なし 該当なし

準絶滅危惧 コウチュウ目 ハムシ科 キンイロネクイハムシ 準絶滅危惧 準絶滅危惧（NT）

準絶滅危惧 コウチュウ目 ハムシ科 カツラネクイハムシ 準絶滅危惧 該当なし

準絶滅危惧 コウチュウ目 ハムシ科 セスジカメノコハムシ 該当なし 該当なし

準絶滅危惧 コウチュウ目 ハムシ科 ニッコウルリハムシ 該当なし 該当なし

準絶滅危惧 コウチュウ目 ハムシ科 ウスグロスジツツハムシ 該当なし 該当なし

準絶滅危惧 トビケラ目 マルバネトビケラ科 マルバネトビケラ 該当なし 該当なし

準絶滅危惧 トビケラ目 トビケラ科 ムラサキトビケラ 該当なし 該当なし

準絶滅危惧 トビケラ目 ホタルトビケラ科 ヤマトビイロトビケラ 留意 該当なし

準絶滅危惧 トビケラ目 エグリトビケラ科 クロモンエグリトビケラ 該当なし 該当なし

準絶滅危惧 トビケラ目 ヒゲナガトビケラ科 クロスジヒゲナガトビケラ 該当なし 該当なし

準絶滅危惧 トビケラ目 アシエダトビケラ科 クチキトビケラ 該当なし 準絶滅危惧（NT）

準絶滅危惧 トビケラ目 アシエダトビケラ科 ビワアシエダトビケラ 情報不足 準絶滅危惧（NT）

準絶滅危惧 チョウ目 セセリチョウ科 コキマダラセセリ 準絶滅危惧 該当なし

準絶滅危惧 チョウ目 セセリチョウ科 ミヤマチャバネセセリ 該当なし 該当なし

準絶滅危惧 チョウ目 シロチョウ科 スジボソヤマキチョウ 該当なし 該当なし

準絶滅危惧 チョウ目 シジミチョウ科 ウラナミアカシジミ 留意 該当なし

準絶滅危惧 チョウ目 シジミチョウ科 ウラクロシジミ 該当なし 該当なし

準絶滅危惧 チョウ目 シジミチョウ科 ミヤマカラスシジミ 準絶滅危惧 該当なし

準絶滅危惧 チョウ目 シジミチョウ科 キマダラルリツバメ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧（NT）

準絶滅危惧 チョウ目 シジミチョウ科 ヒメシジミ 留意 準絶滅危惧（NT）

準絶滅危惧 チョウ目 タテハチョウ科 ウラギンスジヒョウモン 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

準絶滅危惧 チョウ目 タテハチョウ科 オオムラサキ 留意 準絶滅危惧（NT）

準絶滅危惧 チョウ目 タテハチョウ科 オオヒカゲ 準絶滅危惧 該当なし

準絶滅危惧 チョウ目 タテハチョウ科 クロヒカゲモドキ 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠB類（EN）

準絶滅危惧 チョウ目 ヤガ科 アオモンギンセダカモクメ 準絶滅危惧 準絶滅危惧（NT）

準絶滅危惧 チョウ目 ヤガ科 ギンモンアカヨトウ 該当なし 絶滅危惧Ⅱ類（VU）
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情報不足 トンボ目 イトトンボ科 ベニイトトンボ 該当なし 準絶滅危惧（NT）

情報不足 トンボ目 イトトンボ科 ムスジイトトンボ 該当なし 該当なし

情報不足 トンボ目 サナエトンボ科 ミヤマサナエ 留意 該当なし

情報不足 トンボ目 ムカシヤンマ科 ムカシヤンマ 留意 該当なし

情報不足 トンボ目 トンボ科 アキアカネ 該当なし 該当なし

情報不足 トンボ目 トンボ科 ノシメトンボ 該当なし 該当なし

情報不足 カワゲラ目 ヒロムネカワゲラ科 ミヤマノギカワゲラ 留意 該当なし

情報不足 ナナフシ目 ナナフシムシ科 トゲナナフシ 情報不足 該当なし

情報不足 バッタ目 ヒバリモドキ科 カワラスズ 該当なし 該当なし

情報不足 カマキリ目 カマキリ科 ヒナカマキリ 情報不足 該当なし

情報不足 カマキリ目 カマキリ科 ウスバカマキリ 情報不足 情報不足（DD）

情報不足 カメムシ目 アワフキムシ科 タカイホソアワフキ 該当なし 該当なし

情報不足 カメムシ目 ヨコバイ科 カワムラヨコバイ 情報不足 該当なし

情報不足 カメムシ目 ミズムシ科 ミゾナシミズムシ 留意 準絶滅危惧（NT）

情報不足 カメムシ目 ミズムシ科 ホッケミズムシ 準絶滅危惧 準絶滅危惧（NT）

情報不足 カメムシ目 ミズムシ科 オオミズムシ 情報不足 準絶滅危惧（NT）

情報不足 カメムシ目 ミズムシ科 ナガミズムシ 情報不足 準絶滅危惧（NT）

情報不足 カメムシ目 アメンボ科 エサキアメンボ 情報不足 準絶滅危惧（NT）

情報不足 カメムシ目 サシガメ科 ハリサシガメ 情報不足 準絶滅危惧（NT）

情報不足 カメムシ目 アワフキムシ科 ジムグリツチカメムシ 該当なし 該当なし

情報不足 カメムシ目 カメムシ科 イシハラカメムシ 該当なし 該当なし

情報不足 カメムシ目 カメムシ科 フタテンカメムシ 情報不足 該当なし

情報不足 ハチ目 ナギナタバチ科 オオナギナタハバチ 情報不足 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

情報不足 ハチ目 ハバチ科 イトウハバチ 情報不足 準絶滅危惧（NT）

情報不足 ハチ目 ハバチ科 ルリコシアカハバチ 準絶滅危惧 情報不足（DD）

情報不足 ハチ目 コマユバチ科 ウマノオバチ 留意 準絶滅危惧（NT）

情報不足 ハチ目 ツチバチ科 オオハラナガツチバチ 該当なし 該当なし

情報不足 ハチ目 クモバチ科 スギハラクモバチ 該当なし 情報不足（DD）

情報不足 ハチ目 クモバチ科 ヤマトツツクモバチ 該当なし 該当なし

情報不足 ハチ目 アリ科 イバリアリ 該当なし 該当なし

情報不足 ハチ目 スズメバチ科 ヤドリスズメバチ 該当なし 該当なし

情報不足 ハチ目 アナバチ科 フクイアナバチ 情報不足 準絶滅危惧（NT）

情報不足 ハチ目 ギングチバチ科 クロケラトリバチ 該当なし 該当なし

情報不足 ハチ目 ギングチバチ科 ヤマトコトガタバチ 該当なし 該当なし

情報不足 ハチ目 ギングチバチ科 キアシハナダカバチモドキ 留意 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

情報不足 ハチ目 コハナバチ科 アナアキアシブトハナバチ 該当なし 該当なし

情報不足 ハチ目 ハキリバチ科 オオトガリハナバチ 該当なし 該当なし

情報不足 ハチ目 ハキリバチ科 ネジロハキリバチ 該当なし 該当なし

情報不足 ハチ目 ハキリバチ科 クズハキリバチ 該当なし 情報不足（DD）

情報不足 ハチ目 ハキリバチ科 ヤマトハキリバチ 該当なし 該当なし

情報不足 ハチ目 ミツバチ科 クロマルハナバチ 該当なし 準絶滅危惧（NT）

情報不足 コウチュウ目 ミズスマシ科 コオナガミズスマシ 該当なし 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

情報不足 コウチュウ目 ミズスマシ科 オナガミズスマシ 情報不足 該当なし

情報不足 コウチュウ目 オサムシ科 ホソアトモンアオゴミムシ 該当なし 該当なし

情報不足 コウチュウ目 オサムシ科 オオヒラタトックリゴミムシ 該当なし 絶滅危惧ⅠA類（CR）

情報不足 コウチュウ目 オサムシ科 オオトックリゴミムシ 該当なし 準絶滅危惧（NT）

情報不足 コウチュウ目 オサムシ科 ヒョウゴマルガタゴミムシ 該当なし 該当なし

情報不足 コウチュウ目 コガシラミズムシ科 クビボソコガシラミズムシ 該当なし 情報不足（DD）

情報不足 コウチュウ目 コガシラミズムシ科 クロホシコガシラミズムシ 該当なし 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

情報不足 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 ムモンチビコツブゲンゴロウ 該当なし 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

情報不足 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 マルケシゲンゴロウ 該当なし 準絶滅危惧（NT）

情報不足 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 ケシゲンゴロウ 該当なし 準絶滅危惧（NT）

情報不足 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 ヒメケシゲンゴロウ 該当なし 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

情報不足 コウチュウ目 ガムシ科 チュウブホソガムシ 該当なし 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

情報不足 コウチュウ目 クワガタムシ科 オオクワガタ 留意 絶滅危惧Ⅱ類（VU）
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情報不足 コウチュウ目 タマムシ科 クロコモンタマムシ 留意 該当なし

情報不足 コウチュウ目 ヒメドロムシ科 ケスジドロムシ 該当なし 絶滅危惧Ⅱ 類（VU）

情報不足 コウチュウ目 コメツキムシ科 オオウバタマコメツキ 該当なし 該当なし

情報不足 コウチュウ目 ハムシ科 クロカメノコハムシ 該当なし 該当なし

情報不足 コウチュウ目 ハムシ科 スジグロオオハムシ 該当なし 該当なし

情報不足 コウチュウ目 ゾウムシ科 カギアシゾウムシ 該当なし 該当なし

情報不足 コウチュウ目 ゾウムシ科 フタホシカギアシゾウムシ 該当なし 該当なし

情報不足 コウチュウ目 ゾウムシ科 スゲヒメゾウムシ 該当なし 該当なし

情報不足 コウチュウ目 ゾウムシ科 ババスゲヒメゾウムシ 該当なし 該当なし

情報不足 ハエ目 ハネカ科 カスミハネカ 情報不足 情報不足（DD）

情報不足 ハエ目 ハネカ科 ハマダラハルカ 情報不足 情報不足（DD）

情報不足 ハエ目 クサアブ科 ネグロクサアブ 情報不足 情報不足（DD）

情報不足 ハエ目 ミズアブ科 コガタミズアブ 該当なし 該当なし

情報不足 ハエ目 ツリアブ科 トラツリアブ 留意 該当なし

情報不足 ハエ目 ハナアブ科 スズキベッコウハナアブ 情報不足 該当なし

情報不足 ハエ目 ハナアブ科 ハチモドキハナアブ 情報不足 該当なし

情報不足 ハエ目 ハナアブ科 フタオビアリノスアブ 該当なし 該当なし

情報不足 ハエ目 ニクバエ科 ハマベニクバエ 該当なし 該当なし

情報不足 トビケラ目 ナガレトビケラ科 オオナガレトビケラ 情報不足 準絶滅危惧（NT）

情報不足 トビケラ目 ヒゲナガトビケラ科 ギンボシツツトビケラ 情報不足 準絶滅危惧（NT）

情報不足 チョウ目 マダラガ科 ツシマキモンチラシ 該当なし 準絶滅危惧（NT）

情報不足 チョウ目 ボクトウガ科 ハイイロボクトウ 該当なし 準絶滅危惧（NT）

情報不足 チョウ目 スズメガ科 ギンボシスズメ 留意 該当なし

情報不足 チョウ目 シャチホゴガ科 タッタカモクメシャチホコ 情報不足 該当なし

情報不足 チョウ目 シャチホゴガ科 クワヤマエグリシャチホコ 該当なし 準絶滅危惧（NT）

情報不足 チョウ目 ドクガ科 スゲドクガ 該当なし 準絶滅危惧（NT）

情報不足 チョウ目 ドクガ科 トラサンドクガ 情報不足 準絶滅危惧（NT）

情報不足 チョウ目 ヒトリガ科 キバラヒトリ 情報不足 該当なし

情報不足 チョウ目 ヤガ科 クビグロケンモン 該当なし 準絶滅危惧（NT）

情報不足 チョウ目 ヤガ科 コンゴウミドリヨトウ 情報不足 絶滅危惧ⅠB類（EN）

情報不足 チョウ目 ヤガ科 キスジウスキヨトウ 該当なし 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

情報不足 チョウ目 ヤガ科 ウスミミモンキリガ 該当なし 準絶滅危惧（NT）

留意 ガロアムシ目 ガロアムシ科 ガロアムシ科の一種 留意 該当なし

留意 ハチ目 アリ科 ツノアカヤマアリ 留意 情報不足（DD）

留意 ハチ目 スズメバチ科 キオビホオナガスズメバチ 留意 該当なし

留意 チョウ目 セセリチョウ科 ギンイチモンジセセリ 留意 準絶滅危惧（NT）

留意 チョウ目 セセリチョウ科 スジグロチャバネセセリ 準絶滅危惧 準絶滅危惧（NT）

留意 チョウ目 シロチョウ科 ツマグロキチョウ 留意 絶滅危惧ⅠB類（EN）

留意 チョウ目 シジミチョウ科 ヒサマツミドリシジミ 留意 該当なし

留意 チョウ目 シジミチョウ科 クロミドリシジミ 留意 該当なし

留意 チョウ目 シジミチョウ科 フジミドリシジミ 留意 該当なし

留意 チョウ目 シジミチョウ科 ベニモンカラスシジミ 留意 準絶滅危惧（NT）

留意 チョウ目 シジミチョウ科 シルビアシジミ 留意 絶滅危惧ⅠB類（EN）

留意 チョウ目 シジミチョウ科 スギタニルリシジミ 準絶滅危惧 該当なし

留意 チョウ目 ヤガ科 クシロツマジロケンモン 留意 該当なし

留意 チョウ目 ヤガ科 ヤヒコカラスヨトウ 留意 該当なし

指定なしへ （コオイムシ） 準絶滅危惧

指定なしへ （クビアカモモブトホソカミキリ） 準絶滅危惧

指定なしへ （オオミズクサハムシ） 準絶滅危惧

指定なしへ （ホシアシブトハバチ） 準絶滅危惧

指定なしへ （コウベツブゲンゴロウ） 情報不足

指定なしへ （ヨコミゾドロムシ） 情報不足

指定なしへ （フタオビアリスアブ） 情報不足

指定なしへ （フジキオビ） 情報不足

指定なしへ （スギハラベッコウ） 情報不足
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岡山県レッドデータブック2020掲載種一覧表　（岡山2009・環境省2020との比較付き）   20200526現在の情報　（倉敷昆虫館）

岡山県レッド
データブック
2020

目 科名 和名
岡山県レッド
データブック
2009

環境省レッドデータ
ブック2020

指定なしへ （ニホンカワトンボ） 留意

指定なしへ （ムカシトンボ ） 留意

指定なしへ （クロサナエ） 留意

指定なしへ （フタスジサナエ ） 留意

指定なしへ （ヨツバコガネ） 留意

指定なしへ （ミヤジマコガネコメツキ） 留意

指定なしへ （イソジョウカイモドキ ） 留意

指定なしへ （ヤマトヒメハナカミキリ ） 留意

指定なしへ （ベーツヤサカミキリ ） 留意

指定なしへ （クロウスタビガ ） 留意

指定なしへ （シノノメシャチホコ ） 留意

指定なしへ （カバフキシタバ） 留意

指定なしへ （オオキイロアツバ ） 留意

指定なしへ （オオホシオナガバチ） 留意
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