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哺乳類
No. 上位分類 科名 和名 学名 カテゴリー 備考

1 食虫目 モグラ科 コウベモグラ Mogera wogura (Temminck, 1842)
2 翼手目 ヒナコウモリ科 イエコウモリ Pipistrellus abramus (Temminck, 1840) 別名アブラコウモリ
3 食肉目 イヌ科 タヌキ Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834)
4 食肉目 アライグマ科 アライグマ Procyon lotor (Linnaeus, 1758) 国外外来種，特定外来生物
5 食肉目 イタチ科 チョウセンイタチ Mustela sibirica (Pallas, 1773) 国外外来種
6 食肉目 ネコ科 イエネコ（ノネコ） Felis catus (Linnaeus, 1758) 国内外来種
7 齧歯目 ネズミ科 ドブネズミ Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) 国外外来種
8 齧歯目 ネズミ科 ハツカネズミ Mus musculus Linnaeus, 1758 国外外来種



鳥類
No. 上位分類 科名 和名 学名 カテゴリー 備考

1 キジ目 キジ科 キジ Phasianus colchicus  Linnaeus, 1758
2 カモ目 カモ科 ツクシガモ Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)
3 カモ目 カモ科 マガモ Anas platyrhynchos platyrhynchos Linnaeus, 1758
4 カモ目 カモ科 カルガモ Anas zonorhyncha Swinhoe, 1866
5 カモ目 カモ科 ハシビロガモ Anas clypeata Linnaeus, 1758
6 カモ目 カモ科 コガモ Anas crecca crecca  Linnaeus, 1758
7 カモ目 カモ科 ホシハジロ Aythya ferina (Linnaeus, 1758)
8 カモ目 カモ科 キンクロハジロ Aythya fuligula  (Linnaeus, 1758)
9 カモ目 カモ科 ホオジロガモ Bucephala clangula clangula (Linnaeus, 1758)

10 カイツブリ目 カイツブリ科 カイツブリ Tachybaptus ruficollis poggei (Reichenow, 1902)
11 カイツブリ目 カイツブリ科 ハジロカイツブリ Podiceps nigricollis nigricollis  Brehm, 1831
12 ハト目 ハト科 キジバト Streptopelia orientalis orientalis (Latham, 1790)
13 カツオドリ目 ウ科 カワウ Phalacrocorax carbo hanedae Kuroda, 1925
14 ペリカン目 サギ科 ゴイサギ Nycticorax nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) 希少種
15 ペリカン目 サギ科 アマサギ Bubulcus ibis coromandus (Boddaert, 1783)
16 ペリカン目 サギ科 アオサギ Ardea cinerea jouyi Clark, 1907
17 ペリカン目 サギ科 ダイサギ Ardea alba Linnaeus, 1758
18 ペリカン目 サギ科 コサギ Egretta garzetta garzetta (Linnaeus, 1766)
20 ツル目 クイナ科 バン Gallinula chloropus chloropus  (Linnaeus, 1758)
21 カッコウ目 カッコウ科 ホトトギス Cuculus poliocephalus Latham, 1790
23 チドリ目 チドリ科 ケリ Vanellus cinereus (Blyth, 1842)
24 チドリ目 カモメ科 ユリカモメ Larus ridibundus  Linnaeus, 1766
25 タカ目 タカ科 トビ Milvus migrans lineatus (Gray, 1831)
26 フクロウ目 フクロウ科 フクロウ Strix uralensis hondoensis (Clark, 1907) 希少種
27 ブッポウソウ目 カワセミ科 カワセミ Alcedo atthis bengalensis Gmelin, 1788
28 キツツキ目 キツツキ科 コゲラ Dendrocopos kizuki nippon (Kuroda, 1922)
29 スズメ目 モズ科 モズ Lanius bucephalus bucephalus Temminck & Schlegel, 1845
30 スズメ目 カラス科 カケス Garrulus glandarius japonicus Temminck & Schlegel, 1847
31 スズメ目 カラス科 ハシボソガラス Corvus corone orientalis Eversmann, 1841
32 スズメ目 カラス科 ハシブトガラス Corvus macrorhynchos japonensis Bonaparte, 1850
34 スズメ目 シジュウカラ科 ヤマガラ Poecile varius varius (Temminck & Schlegel, 1845)
35 スズメ目 シジュウカラ科 ヒガラ Periparus ater insularis (Hellmayr, 1902)
36 スズメ目 シジュウカラ科 シジュウカラ Parus minor minor Temminck & Schlegel, 1848
37 スズメ目 ヒバリ科 ヒバリ Alauda arvensis japonica  Temminck & Schlegel, 1848
38 スズメ目 ツバメ科 ツバメ Hirundo rustica gutturalis Scopoli, 1786
39 スズメ目 ツバメ科 コシアカツバメ Hirundo daurica japonica Temminck & Schlegel, 1845
40 スズメ目 ツバメ科 イワツバメ Delichon dasypus dasypus (Bonaparte, 1850)
41 スズメ目 ヒヨドリ科 ヒヨドリ Hypsipetes amaurotis amaurotis (Temminck, 1830)
42 スズメ目 ウグイス科 ウグイス Cettia diphone cantans (Temminck & Schlegel, 1847)
43 スズメ目 エナガ科 エナガ Aegithalos caudatus trivirgatus (Temminck & Schlegel, 1848)
44 スズメ目 メジロ科 メジロ Zosterops japonicus japonicus Temminck & Schlegel, 1845
45 スズメ目 ヨシキリ科 オオヨシキリ Acrocephalus orientalis (Temminck & Schlegel, 1847)
46 スズメ目 ムクドリ科 ムクドリ Spodiopsar cineraceus (Temminck, 1835)
47 スズメ目 ヒタキ科 トラツグミ Zoothera dauma aurea (Holandre, 1825) 希少種
48 スズメ目 ヒタキ科 シロハラ Turdus pallidus  Gmelin, 1789
49 スズメ目 ヒタキ科 ツグミ Turdus naumanni eunomus Temminck, 1831
50 スズメ目 ヒタキ科 ジョウビタキ Phoenicurus auroreus auroreus (Pallas, 1776)
51 スズメ目 ヒタキ科 イソヒヨドリ Monticola solitarius  philippensis (Müller, 1776)
52 スズメ目 スズメ科 スズメ Passer montanus saturatus Stejneger, 1885
53 スズメ目 セキレイ科 キセキレイ Motacilla cinerea cinerea Tunstall, 1771
54 スズメ目 セキレイ科 ハクセキレイ Motacilla alba lugens  Gloger, 1829
55 スズメ目 セキレイ科 セグロセキレイ Motacilla grandis Sharpe, 1885
56 スズメ目 アトリ科 アトリ Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758
57 スズメ目 アトリ科 カワラヒワ Chloris sinica minor (Temminck & Schlegel, 1848)
58 スズメ目 アトリ科 イカル Eophona personata personata (Temminck & Schlegel, 1848) 郷土種
59 スズメ目 ホオジロ科 ホオジロ Emberiza cioides ciopsis Bonaparte, 1850
60 スズメ目 ホオジロ科 カシラダカ Emberiza rustica latifascia  Portenko, 1930
61 ハト目 ハト科 カワラバト(ドバト) Columba livia Gmelin, 1789 国外外来種



爬虫類
No. 上位分類 科名 和名 学名 カテゴリー 備考

1 カメ目 イシガメ科 クサガメ Mauremys reevesii (Gray, 1831) 情報不足種
2 カメ目 ヌマガメ科 ミシシッピアカミミガメ Trachemys scripta elegans (Wied, 1839) 国外外来種
3 カメ目 スッポン科 ニホンスッポン Pelodiscus sinensis (Wiegmann, 1835) 情報不足種
4 有鱗目 ヤモリ科 ニホンヤモリ Gekko japonicus (Duméril & Bibron, 1836) 注目種
5 有鱗目 トカゲ科 ニホントカゲ Plestiodon japonicus (Peters, 1864)
6 有鱗目 カナヘビ科 ニホンカナヘビ Takydromus tachydromoides (Schlegel, 1838)
7 有鱗目 ナミヘビ科 アオダイショウ Elaphe climacophora (Boie, 1826) 希少種
8 有鱗目 ナミヘビ科 シマヘビ Elaphe quadrivirgata (Boie, 1826)
9 有鱗目 ナミヘビ科 ヒバカリ Amphiesma vibakari (Boie, 1826) 希少種

10 有鱗目 クサリヘビ科 ニホンマムシ Gloydius blomhoffii (Boie, 1826) 希少種



両生類
No. 上位分類 科名 和名 学名 カテゴリー 備考

1 無尾目 アマガエル科 ニホンアマガエル Hyla japonica Günther, 1859
2 無尾目 アカガエル科 ウシガエル Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802) 国外外来種，特定外来生物
3 無尾目 ヌマガエル科 ヌマガエル Fejervarya kawamurai  Djong, Matsui, Kuramoto, Nishioka & Sumida, 2011



魚類
No. 上位分類 科名 和名 学名 カテゴリー 備考

1 コイ目 コイ科 コイ Cyprinus carpio  Linnaeus, 1758 国内外来種
2 コイ目 コイ科 ゲンゴロウブナ Carassius cuvieri Temminck & Schlegel, 1846 国内外来種
3 コイ目 コイ科 ギンブナ Carassius sp.
4 コイ目 コイ科 アブラボテ Tanakia limbata (Temminck & Schlegel, 1846) 絶滅危惧種
5 コイ目 コイ科 タイリクバラタナゴ Rhodeus ocellatus ocellatus (Kner, 1866) 国外外来種
6 コイ目 コイ科 オイカワ Opsariichthys platypus (Temminck & Schlegel, 1846)
7 コイ目 コイ科 カワムツ Candidia temminckii (Temminck & Schlegel, 1846)
8 コイ目 コイ科 ヌマムツ Candidia sieboldii (Temminck & Schlegel, 1846) 希少種
9 コイ目 コイ科 ソウギョ Ctenopharyngodon idellus (Valemciennes, 1844) 国外外来種

10 コイ目 コイ科 アブラハヤ Phoxinus lagowskii steindachneri Sauvage, 1883 希少種
11 コイ目 コイ科 タモロコ Gnathopogon elongatus elongatus (Temminck & Schlegel, 1846)
12 コイ目 コイ科 カマツカ Pseudogobio esocinus esocinus (Temminck & Schlegel, 1846)
13 コイ目 コイ科 コウライニゴイ Hemibarbus labeo (Pallas, 1774)
14 コイ目 コイ科 キンギョ Carassius auratus auratus (Linnaeus, 1758) 国外外来種
15 コイ目 ドジョウ科 ドジョウ Misgurnus anguillicaudatus (Cantor, 1842) 国外外来種
16 コイ目 ドジョウ科 オオシマドジョウ Cobitis biwae Jordan & Snyder, 1901
17 ナマズ目 ギギ科 ギギ Tachysurus nudiceps  (Sauvage, 1883) 希少種
18 ナマズ目 ナマズ科 ナマズ Silurus asotus Linnaeus, 1758
19 ダツ目 メダカ科 ミナミメダカ Oryzias latipes (Temminck and Schlegel, 1846) 希少種
20 タウナギ目 タウナギ科 タウナギ Monopterus albus (Zuiew, 1793) 国外外来種
21 スズキ目 サンフィッシュ科 ブルーギル Lepomis macrochirus macrochirus Rafinesque, 1819 国外外来種，特定外来生物
22 スズキ目 サンフィッシュ科 オオクチバス Micropterus salmoides  (Lacépède, 1802) 国外外来種，特定外来生物
23 スズキ目 ハゼ科 トウヨシノボリ類 Rhinogobius spp. シマヒレヨシノボリを含む



昆虫類
No. 上位分類 科名 和名 学名 カテゴリー 備考

1 イシノミ目 イシノミ科 ヤマトイシノミ Pedetontus nipponicus (Silvestri, 1907)
2 シミ目 シミ科 セグロシミ Ctenolepisma sp.
3 シミ目 シミ科 ヤマトシミ Ctenolepisma villosa Fabricius, 1775
4 トンボ目 カワトンボ科 ハグロトンボ Atrocalopteryx atrata (Selys, 1853)
5 トンボ目 イトトンボ科 アジアイトトンボ Ischnura asiatica Brauer, 1865
6 トンボ目 イトトンボ科 セスジイトトンボ Paracercion hieroglyphicum (Brauer, 1865)
7 トンボ目 ヤンマ科 クロスジギンヤンマ Anax nigrofasciatus Oguma, 1915
8 トンボ目 ヤンマ科 ギンヤンマ Anax parthenope julius Brauer, 1865
9 トンボ目 トンボ科 シオカラトンボ Orthetrum albistylum speciosum (Uhler, 1858)

10 トンボ目 トンボ科 オオシオカラトンボ Orthetrum melania (Selys, 1883)
11 トンボ目 トンボ科 コシアキトンボ Pseudothemis zonata (Burmeister, 1839)
12 トンボ目 トンボ科 アキアカネ Sympetrum frequens (Selys, 1883)
13 バッタ目 コオロギ科 ハラオカメコオロギ Loxoblemmus campestris Matsuura, 1988
14 バッタ目 コオロギ科 エンマコオロギ Teleogryllus emma (Ohmachi & Matsuura, 1951)
15 バッタ目 コオロギ科 ツヅレサセコオロギ Velarifictorus mikado (Saussure, 1877)
16 バッタ目 マツムシ科 カンタン Oecanthus longicauda Matsumura, 1904
17 バッタ目 マツムシ科 アオマツムシ Truljalia hibinonis (Matsumura, 1917) 国外外来種
18 バッタ目 マツムシ科 マツムシ Xenogryllus marmoratus marmoratus (de Haan, 1844)
19 バッタ目 カネタタキ科 カネタタキ Ornebius kanetataki (Matsumura, 1904)
20 バッタ目 アリツカコオロギ科 アリツカコオロギ Myrmecophilus sapporensis Matsumura, 1904
21 バッタ目 ケラ科 ケラ Gryllotalpa orientalis Burmeister, 1839
22 バッタ目 カマドウマ科 マダラカマドウマ Diestrammena japonica Blatchley, 1920
23 バッタ目 キリギリス科 オナガササキリ Conocephalus exemptus (Walker, 1869)
24 バッタ目 キリギリス科 コバネササキリ Conocephalus japonicus ( Redtenbacher, 1891)
25 バッタ目 キリギリス科 ササキリ Conocephalus melaenus (de Haan, 1843)
26 バッタ目 キリギリス科 ヒメギス Eobiana engelhardti subtropica (Bey-Bienko, 1949)
27 バッタ目 キリギリス科 クビキリギス Euconocephalus varius (Walker, 1869)
28 バッタ目 キリギリス科 ニシキリギリス Gampsocleis buergeri (de Haan, 1843)
29 バッタ目 キリギリス科 ヤブキリ Tettigonia orientalis Uvarov, 1924
30 バッタ目 ツユムシ科 セスジツユムシ Ducetia japonica (Thunberg, 1815)
31 バッタ目 ツユムシ科 ツユムシ Phaneroptera falcata (Poda, 1761)
32 バッタ目 ツユムシ科 アシグロツユムシ Phaneroptera nigroantennata Brunner von Wattenwyl, 1878
33 バッタ目 ノミバッタ科 ノミバッタ Xya japonica (de Haan, 1844)
34 バッタ目 ヒシバッタ科 ハネナガヒシバッタ Euparatettix insularis Bey-Bienko, 1951
35 バッタ目 ヒシバッタ科 コバネヒシバッタ Formosatettix larvatus Bey-Bianko, 1951
36 バッタ目 ヒシバッタ科 ハラヒシバッタ Tetrix japonica (Bolívar, 1887)
37 バッタ目 オンブバッタ科 オンブバッタ Atractomorpha lata (Motschulsky, 1866)
38 バッタ目 オンブバッタ科 アカハネオンブバッタ Atractomorpha sinensis sinensis Bolívarr, 1905 国外外来種
39 バッタ目 バッタ科 ショウリョウバッタ Acrida cinerea (Thunberg, 1815)
40 バッタ目 バッタ科 マダラバッタ Aiolopus thalassinus tamulus (Fabricius, 1798)
41 バッタ目 バッタ科 クルマバッタモドキ Oedaleus infernalis Saussure, 1884
42 バッタ目 バッタ科 コバネイナゴ Oxya yezoensis Shiraki, 1910
43 バッタ目 バッタ科 イボバッタ Trilophidia japonica Saussure, 1888
44 ハサミムシ目 ハサミムシ科 ハサミムシ Trigonodemus lebioides Kraatz, 1877
45 ハサミムシ目 ハサミムシ科 ヒゲジロハサミムシ Anisolabella marginalis （Dohrn,1864）
46 ハサミムシ目 ハサミムシ科 ハマベハサミムシ Anisolabis maritima (Bonelli, 1832)
47 ハサミムシ目 ハサミムシ科 コヒゲジロハサミムシ Euborellia annulipes (Lucas, 1847)
48 カマキリ目 カマキリ科 ハラビロカマキリ Hierodula patellifera (Audinet-Serville, 1839)
49 カマキリ目 カマキリ科 コカマキリ Statilia maculata maculata (Thunberg, 1784)
50 カマキリ目 カマキリ科 カマキリ Tenodera angustipennis Saussure, 1869
51 カマキリ目 カマキリ科 オオカマキリ Tenodera sinensis Saussure, 1871
52 ゴキブリ目 ゴキブリ科 クロゴキブリ Periplaneta fuliginosa (Serville, 1838) 国外外来種
53 ゴキブリ目 チャバネゴキブリ科 チャバネゴキブリ Blattella germanica (Linnaeus, 1767) 国外外来種
54 シロアリ目 ミゾガシラシロアリ科 ヤマトシロアリ Reticulitermes speratus (Kolbe, 1885)
55 カメムシ目 コナジラミ科 ミカントゲコナジラミ Aleurocanthus spiniferus (Quaintance, 1903) 国外外来種
56 カメムシ目 コナジラミ科 タバココナジラミ Bemisia tabaci (Gennadius, 1889)
57 カメムシ目 コナジラミ科 ミカンコナジラミ Dialeurodes citri (Ashmead, 1885)
58 カメムシ目 コナジラミ科 オンシツコナジラミ Trialeurodes vaporariorum (Westwood, 1856) 国外外来種
59 カメムシ目 アブラムシ科 ミカンクロアブラムシ Aphis citricida (Kirkaldy, 1907)
60 カメムシ目 アブラムシ科 マメアブラムシ Aphis craccivora craccivora Koch, 1854
61 カメムシ目 アブラムシ科 ワタアブラムシ Aphis gossypii Glover, 1877
62 カメムシ目 アブラムシ科 ギシギシアブラムシ Aphis rumicis Linnaeus, 1758
63 カメムシ目 アブラムシ科 ユキヤナギアブラムシ Aphis spiraecola Patch, 1914



No. 上位分類 科名 和名 学名 カテゴリー 備考
64 カメムシ目 アブラムシ科 モモアカアブラムシ Myzus persicae  (Sulzer, 1776)
65 カメムシ目 カタカイガラムシ科 ツノロウムシ Ceroplastes ceriferus (Fabricius, 1798)
66 カメムシ目 カタカイガラムシ科 カメノコロウムシ Ceroplastes japonicus Green, 1921
67 カメムシ目 カタカイガラムシ科 ルビーロウムシ Ceroplastes rubens Maskell, 1893 国外外来種
68 カメムシ目 マルカイガラムシ科 クワシロカイガラムシ Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti, 1886)
69 カメムシ目 マルカイガラムシ科 ウメシロカイガラムシ Pseudaulacaspis prunicola (Maskell, 1895)
70 カメムシ目 マルカイガラムシ科 ヤノネカイガラムシ Unaspis yanonensis (Kuwana, 1923) 国外外来種
71 カメムシ目 コナカイガラムシ科 フジコナカイガラムシ Planococcus kraunhiae (Kuwana, 1902)
72 カメムシ目 セミ科 クマゼミ Cryptotympana facialis (Walker, 1858)
73 カメムシ目 セミ科 アブラゼミ Graptopsaltria nigrofuscata (Motschulsky, 1866)
74 カメムシ目 セミ科 ツクツクボウシ Meimuna opalifera (Walker, 1850)
75 カメムシ目 セミ科 ニイニイゼミ Platypleura kaempferi (Fabricius, 1794)
76 カメムシ目 ヨコバイ科 スズキフタテンヒメヨコバイ Arboridia suzukii (Matsumura, 1916)
77 カメムシ目 ヨコバイ科 ヨモギヒメヨコバイ Eupteryx minuscula Lindberg, 1929
78 カメムシ目 ヨコバイ科 ツマグロヨコバイ Nephotettix cincticeps (Uhler, 1896)
79 カメムシ目 ウンカ科 トビイロウンカ Nilaparvata lugens (Stål, 1854)
80 カメムシ目 ウンカ科 セジロウンカ Sogatella furcifera (Horvath, 1899)
81 カメムシ目 ハネナガウンカ科 アカハネナガウンカ Diostrombus politus Uhler, 1896
82 カメムシ目 ハゴロモ科 ベッコウハゴロモ Orosanga japonicus (Melicher, 1898)
83 カメムシ目 タイコウチ科 ミズカマキリ Ranatra chinensis Mayr, 1865
84 カメムシ目 コオイムシ科 コオイムシ Appasus japonicus Vuillefroy, 1864 希少種
85 カメムシ目 アメンボ科 アメンボ Aquarius paludum (Fabricius, 1794)
86 カメムシ目 アメンボ科 シマアメンボ Metrocoris histrio (White, 1883)
87 カメムシ目 カスミカメムシ科 アカスジカスミカメ Stenotus rubrovittatus (Matsumura, 1913)
88 カメムシ目 カスミカメムシ科 イネホソミドリカスミカメ Trigonotylus caelestialium (Kirkaldy, 1902)
89 カメムシ目 グンバイムシ科 アワダチソウグンバイ Corythucha marmorata (Uhler, 1878) 国外外来種
90 カメムシ目 グンバイムシ科 ヘクソカズラグンバイ Dulinius conchatus Distant, 1903 国外外来種
91 カメムシ目 グンバイムシ科 ナシグンバイ Stephanitis nashi Esaki & Takeya, 1931
92 カメムシ目 サシガメ科 ヨコヅナサシガメ Agriosphodrus dohrni (Signoret, 1862) 国外外来種
93 カメムシ目 サシガメ科 ヤニサシガメ Velinus nodipes (Uhler, 1860)
94 カメムシ目 ホソヘリカメムシ科 クモヘリカメムシ Leptocorisa chinensis Dallas, 1852
95 カメムシ目 ホソヘリカメムシ科 ホソヘリカメムシ Riptortus pedestris (Fabricius, 1775)
96 カメムシ目 ヘリカメムシ科 ホソハリカメムシ Cletus punctiger (Dallas, 1852)
97 カメムシ目 マルカメムシ科 マルカメムシ Megacopta punctatissima (Montandon, 1896)
98 カメムシ目 ツチカメムシ科 ヨコヅナツチカメムシ Adrisa magna (Uhler, 1860)
99 カメムシ目 キンカメムシ科 オオキンカメムシ Eucorysses grandis (Thunberg, 1783)

100 カメムシ目 カメムシ科 キマダラカメムシ Erthesina fullo (Thunberg, 1783) 国外外来種
101 カメムシ目 カメムシ科 ナガメ Eurydema rugosa Motschulsky, 1861
102 カメムシ目 カメムシ科 アカスジカメムシ Graphosoma rubrolineatum  (Westwood, 1837)
103 カメムシ目 カメムシ科 クサギカメムシ Halyomorpha halys (Stål, 1855)
104 カメムシ目 カメムシ科 アオクサカメムシ Nezara antennata  Scott, 1874
105 カメムシ目 カメムシ科 チャバネアオカメムシ Plautia stali Scott, 1874
106 カメムシ目 ツノカメムシ科 エサキモンキツノカメムシ Sastragala esakii Hasegawa, 1959
107 アザミウマ目 アザミウマ科 ヒラズハナアザミウマ Frankliniella intonsa (Trybom, 1895)
108 アザミウマ目 アザミウマ科 ミカンキイロアザミウマ Frankliniella occidentalis Pergande, 1895 国外外来種
109 アザミウマ目 アザミウマ科 ミナミキイロアザミウマ Thrips palmi Karny, 1925 国外外来種
110 アザミウマ目 アザミウマ科 ネギアザミウマ Thrips tabaci Lindeman, 1889 国外外来種
111 アザミウマ目 クダアザミウマ科 カキクダアザミウマ Ponticulothrips diospyrosi Haga & Okajima, 1983 国外外来種
112 アミメカゲロウ目 クサカゲロウ科 ヤマトクサカゲロウ Chrysoperla nipponensis (Okamoto, 1914)
113 アミメカゲロウ目 ウスバカゲロウ科 ウスバカゲロウ Baliga micans (McLachlan, 1875)
114 コウチュウ目 ハンミョウ科 ニワハンミョウ Cicindela japana Motschulsky, 1858
115 コウチュウ目 オサムシ科 ゴミムシ Anisodactylus signatus (Panzer, 1796)
116 コウチュウ目 オサムシ科 マイマイカブリ Carabus blaptoides Kollar, 1836
117 コウチュウ目 オサムシ科 オオゴミムシ Lesticus magnus  Motschulsky, 1860
118 コウチュウ目 ホソクビゴミムシ科 ミイデラゴミムシ Pheropsophus jessoensis Morawitz, 1862
119 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 ハイイロゲンゴロウ Eretes griseus (Fabricius, 1781)
120 コウチュウ目 ゲンゴロウ科 コシマゲンゴロウ Hydaticus grammicus (Germar, 1827)
121 コウチュウ目 ミズスマシ科 ミズスマシ Gyrinus japonicus Sharp, 1873 希少種
122 コウチュウ目 ガムシ科 コガムシ Hydrochara affinis (Sharp, 1873)
123 コウチュウ目 シデムシ科 ヨツボシヒラタシデムシ Dendroxena sexcarinata sexcarinata Motschulsky, 1862
124 コウチュウ目 ハネカクシ科 アオバアリガタハネカクシ Paederus fuscipes Curtis, 1826
125 コウチュウ目 クワガタムシ科 コクワガタ Dorcus rectus (Motschulsky, 1857)
126 コウチュウ目 コガネムシ科 アオドウガネ Anomala albopilosa (Hope, 1839)
127 コウチュウ目 コガネムシ科 ドウガネブイブイ Anomala cuprea (Hope, 1839)



No. 上位分類 科名 和名 学名 カテゴリー 備考
128 コウチュウ目 コガネムシ科 セマダラコガネ Exomala orientalis (Waterhouse, 1875)
129 コウチュウ目 コガネムシ科 コアオハナムグリ Gametis jucunda (Faldermann, 1835)
130 コウチュウ目 コガネムシ科 マメコガネ Popillia japonica Newman, 1841
131 コウチュウ目 タマムシ科 ウバタマムシ名義タイプ亜種 Chalcophora japonica japonica (Gory, 1840)
132 コウチュウ目 タマムシ科 タマムシ名義タイプ亜種 Chrysochroa fulgidissima fulgidissima  (Schönherr, 1817) 郷土種 別名ヤマトタマムシ
133 コウチュウ目 カツオブシムシ科 ヒメマルカツオブシムシ Anthrenus verbasci (Linnaeus, 1767)
134 コウチュウ目 テントウムシ科 アカホシテントウ Chilocorus rubidus Hope, 1831
135 コウチュウ目 テントウムシ科 ナナホシテントウ Coccinella septempunctata  Linnaeus, 1758
136 コウチュウ目 テントウムシ科 マクガタテントウ Coccinula crotchi (Lewis, 1879)
137 コウチュウ目 テントウムシ科 ニジュウヤホシテントウ Epilachna vigintioctopunctata (Fabiricius, 1775)
138 コウチュウ目 テントウムシ科 ナミテントウ Harmonia axyridis (Pallas, 1773)
139 コウチュウ目 テントウムシ科 ヒメカメノコテントウ Propylea japonica (Thunberg, 1781)
140 コウチュウ目 ツチハンミョウ科 ヒメツチハンミョウ Meloe coarctatus Motschulsky, 1857
141 コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 ナガニジゴミムシダマシ Ceropria induta (Wiedemann, 1819)
142 コウチュウ目 カミキリムシ科 センノキカミキリ Acalorepta luxuriosa iuxuriosa (Bates, 1873)
143 コウチュウ目 カミキリムシ科 ゴマダラカミキリ Anoplophora malasiaca (Thomson, 1865)
144 コウチュウ目 カミキリムシ科 ウスバカミキリ Megopis sinica sinica (White, 1853)
145 コウチュウ目 カミキリムシ科 ラミーカミキリ Paraglenea fortunei (Saunders, 1853) 国外外来種
146 コウチュウ目 カミキリムシ科 ブドウトラカミキリ Xylotrechus pyrrhoderus pyrrhoderus Bates, 1873
147 コウチュウ目 カミキリムシ科 ベニカミキリ Purpuricenus temminckii (Guérin-Méneville, 1844) 奈良県野生生物目録記載なし
148 コウチュウ目 カミキリムシ科 キクスイカミキリ Phytoecia rufiventris Gautier，1870 奈良県野生生物目録記載なし
149 コウチュウ目 カミキリムシ科 クビアカツヤカミキリ Aromia bungii (Faldermann，1835） 奈良県野生生物目録記載なし，国外外来種，特定外来生物
150 コウチュウ目 ハムシ科 ジンガサハムシ Aspidomorpha indica Boheman, 1854
151 コウチュウ目 ハムシ科 ウリハムシ Aulacophora femoralis (Motschulsky, 1857)
152 コウチュウ目 ハムシ科 クロウリハムシ Aulacophora nigripennis  Motschulsky, 1857
153 コウチュウ目 ハムシ科 ルリハムシ Linaeidea aenea (Linnaeus, 1758)
154 コウチュウ目 ハムシ科 キスジノミハムシ Phyllotreta striolata (Fabricius, 1803)
155 コウチュウ目 ゾウムシ科 クリシギゾウムシ Curculio sikkimensis (Heller, 1927)
156 ハエ目 チョウバエ科 オオチョウバエ Clogmia albipunctata (Williston, 1893) 国外外来種
157 ハエ目 カ科 アカイエカ Culex pipiens Linnaeus, 1758
158 ハエ目 カ科 コガタアカイエカ Culex tritaeniorhynchus Gilis, 1901
159 ハエ目 カ科 ヒトスジシマカ Stegomyia albopicta (Skuse, 1895)
160 ハエ目 ユスリカ科 オオユスリカ Chironomus plumosus (Linnaeus, 1758)
161 ハエ目 ユスリカ科 セスジユスリカ Chironomus yoshimatsui Martin & Sublette, 1972
162 ハエ目 ツリアブ科 ビロウドツリアブ Bombylius major Linnaeus, 1758
163 ハエ目 ハナアブ科 オオハナアブ Phytomia zonata (Fabricius, 1787)
164 ハエ目 ハモグリバエ科 マメハモグリバエ Liriomyza trifolii (Burgess, 1880) 国外外来種
165 ハエ目 ショウジョウバエ科 キイロショウジョウバエ Drosophila melanogaster Meigen, 1830 国外外来種
166 ハエ目 イエバエ科 イエバエ Musca domestica Linnaeus, 1758
167 チョウ目 ハマキガ科 チャノコカクモンハマキ Adoxophyes honmai Yasuda, 1998
168 チョウ目 ハマキガ科 ミダレカクモンハマキ Archips fuscocupreana Walsingham, 1900
169 チョウ目 ハマキガ科 チャハマキ Homona magnanima Diakonoff, 1948
170 チョウ目 ミノガ科 チャミノガ Eumeta minuscula Butler, 1881
171 チョウ目 コナガ科 コナガ Plutella xylostella (Linnaeus, 1758)
172 チョウ目 スカシバガ科 コスカシバ Synanthedon hector (Butler, 1878)
173 チョウ目 ニセマイコガ科 カキノヘタムシガ Stathmopoda masinissa Meyrick, 1906
174 チョウ目 マダラガ科 タケノホソクロバ Fuscartona martini (Efetov, 1997)
175 チョウ目 イラガ科 イラガ Monema flavescens Walker, 1855
176 チョウ目 イラガ科 アオイラガ Parasa consocia Walker, 1863
177 チョウ目 セセリチョウ科 イチモンジセセリ Parnara guttata guttata (Bremer & Grey, 1852)
178 チョウ目 アゲハチョウ科 ジャコウアゲハ Atrophaneura alcinous alcinous (Klug, 1836) 注目種
179 チョウ目 アゲハチョウ科 アオスジアゲハ Graphium sarpedon nipponum (Fruhstorfer, 1903)
180 チョウ目 アゲハチョウ科 キアゲハ Papilio machaon hippocrates Linnaeus, 1758
181 チョウ目 アゲハチョウ科 クロアゲハ Papilio protenor demetrius Stoll, 1782
182 チョウ目 アゲハチョウ科 アゲハ Papilio xuthus Linnaeus, 1767
183 チョウ目 シロチョウ科 モンキチョウ Colias erate poliographa Motschulsky (1861)
184 チョウ目 シロチョウ科 キタキチョウ Eurema mandarina mandarina (de l‘Orza, 1869)
185 チョウ目 シロチョウ科 スジグロシロチョウ Pieris melete  Ménétriès, 1857
186 チョウ目 シロチョウ科 モンシロチョウ Pieris rapae crucivora Boisduval, 1836
187 チョウ目 シジミチョウ科 ウラギンシジミ Curetis acuta paracuta de Nicéville, 1902
188 チョウ目 シジミチョウ科 ウラナミシジミ Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)
189 チョウ目 シジミチョウ科 ベニシジミ Lycaena phlaeas chinensis (C. Felder, 1862)
190 チョウ目 シジミチョウ科 ヤマトシジミ Zizeeria maha argia (Ménétriès, 1857)
191 チョウ目 タテハチョウ科 ツマグロヒョウモン Argyreus hyperbius hyperbius (Linnaeus, 1763)



No. 上位分類 科名 和名 学名 カテゴリー 備考
192 チョウ目 タテハチョウ科 ルリタテハ Kaniska canace nojaponicum (von Siebold, 1824)
193 チョウ目 タテハチョウ科 テングチョウ Libythea lepita celtoides Fruhstorfer, [1909]
194 チョウ目 タテハチョウ科 ジャノメチョウ Minois dryas bipunctata (Motschulsky, [1861])
195 チョウ目 タテハチョウ科 コジャノメ Mycalesis francisca perdiccas Hewitson, [1862]
196 チョウ目 タテハチョウ科 ホシミスジ紀伊半島亜種 Neptis pryeri kiiensis Fukúda, Minotani & Shinkawa, 2010 注目種
197 チョウ目 タテハチョウ科 コミスジ Neptis sappho intermedia W. B. Pryer, 1877
198 チョウ目 タテハチョウ科 キタテハ Polygonia c-aureum c-aureum (Linnaeus, 1758)
199 チョウ目 タテハチョウ科 アカタテハ Vanessa indica indica  (Herbst, 1794)
200 チョウ目 シャクガ科 キエダシャク Auaxa sulphurea (Butler, 1878)
201 チョウ目 カレハガ科 マツカレハ Dendrolimus spectabilis (Butler, 1877)
202 チョウ目 カレハガ科 オビカレハ Malacosoma neustrium testacea  (Motschulsky, 1861)
203 チョウ目 ヤママユガ科 ウスタビガ Rhodinia fugax fugax (Butler, 1877)
204 チョウ目 スズメガ科 オオスカシバ Cephonodes hylas hylas (Linnaeus, 1771)
205 チョウ目 スズメガ科 トビイロスズメ Clanis bilineata tsingtauica Mell, 1922
206 チョウ目 スズメガ科 モモスズメ Marumba gaschkewitschii echephron (Boisduval, 1875)
207 チョウ目 スズメガ科 セスジスズメ Theretra oldenlandiae oldenlandiae (Fabricius, 1775)
208 チョウ目 シャチホコガ科 オオモクメシャチホコ Cerura erminea erminea (Esper, 1783)
209 チョウ目 ドクガ科 チャドクガ Arna pseudoconspersa (Strand, 1914)
210 チョウ目 ドクガ科 スギドクガ Calliteara argentata (Butler, 1881)
211 チョウ目 ヒトリガ科 アメリカシロヒトリ Hyphantria cunea (Drury, 1773) 国外外来種
212 チョウ目 ヒトリガ科 クワゴマダラヒトリ Lemyra imparilis (Butler, 1877)
213 チョウ目 ヤガ科 タマナヤガ Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)
214 チョウ目 ヤガ科 カブラヤガ Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller, 1775)
215 チョウ目 ヤガ科 タマナギンウワバ Autographa nigrisigna (Walker, 1857)
216 チョウ目 ヤガ科 アケビコノハ Endocima tyrannus (Guenée, 1852)
217 チョウ目 ヤガ科 オオタバコガ Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) 国外外来種
218 チョウ目 ヤガ科 ヨトウガ Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758)
219 チョウ目 ヤガ科 ヒメエグリバ Oraesia emarginata (Fabricius, 1794)
220 チョウ目 ヤガ科 アカエグリバ Oraesia excavata (Butler, 1878)
221 チョウ目 ヤガ科 シロシタヨトウ Sarcopolia illoba (Butler, 1878)
222 チョウ目 ヤガ科 シロイチモジヨトウ Spodoptera exigua (Hübner, 1808) 国外外来種
223 チョウ目 ヤガ科 ハスモンヨトウ Spodoptera litura (Fabricius, 1775)
224 チョウ目 ヤガ科 イラクサギンウワバ Trichoplusia ni (Hübner, 1803)
225 ハチ目 ミフシハバチ科 チュウレンジバチ Arge pagana Panzer, 1798
226 ハチ目 ハバチ科 カブラハバチ Athalia rosae ruficornis Jakovlev, 1898
227 ハチ目 タマバチ科 クリタマバチ Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, 1951 国外外来種
228 ハチ目 アリ科 クロオオアリ Camponotus japonicus  Mayr, 1866
229 ハチ目 アリ科 クロヤマアリ隠蔽種群 Formica japonica Motschulsky, 1866(s.l.)
230 ハチ目 アリ科 トビイロシワアリ Tetramorium tsushimae  Emery, 1925
231 ハチ目 スズメバチ科 フタモンアシナガバチ本土亜種 Polistes chinensis antennalis Pérez, 1905
232 ハチ目 スズメバチ科 セグロアシナガバチ本土亜種 Polistes jokahamae jokahamae Radoszkowski, 1887
233 ハチ目 スズメバチ科 キボシアシナガバチ Polistes nipponensis Pérez, 1905
234 ハチ目 スズメバチ科 コガタスズメバチ Vespa analis Fabricus, 1775
235 ハチ目 スズメバチ科 オオスズメバチ Vespa mandarinia Smith, 1852
236 ハチ目 スズメバチ科 キイロスズメバチ Vespa simillima Smith, 1868
237 ハチ目 ミツバチ科 セイヨウミツバチ Apis mellifera Linnaeus, 1758 国外外来種
238 ハチ目 ミツバチ科 タイワンタケクマバチ Xylocopa tranquebarorm tranquebarorm (Swederus, 1787) 国外外来種



内顎類
科名 和名 学名 カテゴリー 備考
ハサミコムシ科 ヤマトハサミコムシ Occasjapyx japonicus (Enderlein, 1907) 奈良県野生生物目録記載なし
ツチトビムシ科 クロトゲナシツチトビムシ Desoria occulta (Borner, 1909) 奈良県野生生物目録記載なし



クモ類
No. 上位分類 科名 和名 学名 カテゴリー 備考

1 節足動物門クモ綱クモ目 ユウレイグモ科 イエユウレイグモ Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775)  
2 節足動物門クモ綱クモ目 ヒメグモ科 セアカゴケグモ Latrodectus hasselti Thorell, 1870   国外外来種，特定外来生物
3 節足動物門クモ綱クモ目 ジョロウグモ科 ジョロウグモ Nephila clavata  L. Koch, 1878 
4 節足動物門クモ綱クモ目 コガネグモ科 コガネグモ Argiope amoena L. Koch, 1878  郷土種
5 節足動物門クモ綱クモ目 コガネグモ科 ナガコガネグモ Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)  
6 節足動物門クモ綱クモ目 コガネグモ科 ゴミグモ Cyclosa octotuberculata  Karsch, 1879 
7 節足動物門クモ綱クモ目 コモリグモ科 ウヅキコモリグモ Pardosa astrigera L. Koch, 1878 
8 節足動物門クモ綱クモ目 キシダグモ科 イオウイロハシリグモ Dolomedes sulfureus L. Koch, 1878 
9 節足動物門クモ綱クモ目 タナグモ科 クサグモ Agelena silvatica  Oliger, 1983  

10 節足動物門クモ綱クモ目 アシダカグモ科 アシダカグモ Heteropoda venatoria (Linnaeus, 1767)  
11 節足動物門クモ綱クモ目 カニグモ科 ハナグモ Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 
12 節足動物門クモ綱クモ目 ハエトリグモ科 アダンソンハエトリ Hasarius adansoni (Audouin, 1826)  
13 節足動物門クモ綱クモ目 ハエトリグモ科 アリグモ Myrmarachne japonica (Karsch, 1879) 
14 節足動物門クモ綱クモ目 ハエトリグモ科 アオオビハエトリ Siler cupreus Simon, 1889  



ダニ類
No. 上位分類 科名 和名 学名 カテゴリー 備考

1 節足動物門クモ綱ダニ目 タカラダニ科 カベアナタカラダニ Balaustium murorum (Hermann, 1804) 奈良県野生生物目録記載なし
2 節足動物門クモ綱ダニ目 ハダニ科 ナミハダニ Tetranychus urticae Koch, 1836 奈良県野生生物目録記載なし
3 節足動物門クモ綱ダニ目 ハダニ科 カンザワハダニ Tetranychus kanzawai Kishida，1927 奈良県野生生物目録記載なし
4 節足動物門クモ綱ダニ目 ホコリダニ科 チャノホコリダニ Polyphagotarsonemus latus (Banks, 1904) 奈良県野生生物目録記載なし
5 節足動物門クモ綱ダニ目 フシダニ科 モモサビダニ Aculus fockeui (Nalepa & Trouessart, 1891) 奈良県野生生物目録記載なし
6 節足動物門クモ綱ダニ目 フシダニ科 カキサビダニ Aceria diospyri Keifer, 1944 奈良県野生生物目録記載なし



多足類
No. 上位分類 科 和名 学名 カテゴリー 備考

1 節足動物門ヤスデ綱タマヤスデ目 ヤケヤスデ科 ヤケヤスデ属の一種 Oxidus sp.
2 節足動物門ヤスデ綱タマヤスデ目 オビヤスデ科 オビヤスデ属の一種 Epanerchodus sp.
3 節足動物門ヤスデ綱タマヤスデ目 ババヤスデ科 ブチババヤスデ Parafontaria marmorata (Verhoeff, 1937)
4 節足動物門ヤスデ綱タマヤスデ目 ババヤスデ科 ババヤスデ属の一種 Parafontaria sp.
5 節足動物門ムカデ綱イシムカデ目 イシムカデ科 イッスンムカデ Bothropolys rugosus (Meinert, 1872)
6 節足動物門ムカデ綱オオムカデ目 オオムカデ科 アオズムカデ Scolopendra japonica L. Koch, 1878
7 節足動物門ムカデ綱オオムカデ目 オオムカデ科 トビズムカデ Scolopendra mutilans L. Koch, 1878
8 節足動物門ムカデ綱オオムカデ目 オオムカデ科 アカムカデ Scolopocryptops nipponicus  Shinohara, 1990
9 節足動物門ムカデ綱ジムカデ目 ベニジムカデ科 ホソヅメベニジムカデ Strigamia tenuiungulatus (Takakuwa, 1938)

10 節足動物門ムカデ綱ゲジ目 ゲジ科 ゲジ Thereuonema tuberculata (Wood, 1862) 奈良県野生生物目録記載なし



甲殻類
No. 上位分類 科名 和名 学名 カテゴリー 備考

1 節足動物門甲殻綱ホウネンエビ目 ホウネンエビ科 ホウネンエビ Branchinellites kugenumaensis (Ishikawa, 1895)
2 節足動物門甲殻綱カブトエビ目 カブトエビ科 アメリカカブトエビ Triops longicaudatus  (LeConte, 1864) 国外外来種
3 節足動物門甲殻綱カブトエビ目 カブトエビ科 アジアカブトエビ Triops granarius (Lucas, 1822) 国外外来種
4 節足動物門甲殻綱カイエビ目 トゲカイエビ科 トゲカイエビ Leptestheria kawachiensis Uéno, 1926
5 節足動物門甲殻綱カイエビ目 カイエビ科 カイエビ Cyzicus gifuensis (Ishikawa, 1895)
6 節足動物門甲殻綱カイエビ目 ヒメカイエビ科 ヒメカイエビ属の一種 Limnadia sp.
7 節足動物門甲殻綱等脚目 ミズムシ科 ミズムシ Asellus hilgendorfi hilgendorfi Bovallius, 1886
8 節足動物門甲殻綱等脚目 ワラジムシ科 ホソワラジムシ Porcellionides pruinosus (Brandt, 1833)
9 節足動物門甲殻綱等脚目 ワラジムシ科 クマワラジムシ Porcellio laevis Brandt, 1833 奈良県野生生物目録記載なし，国外外来種

11 節足動物門甲殻綱等脚目 オカダンゴムシ科 オカダンゴムシ Armadillidium vulgare (Latreille, 1804)
12 節足動物門甲殻綱十脚目 テナガエビ科 スジエビ Palaemon paucidens de Haan, 1844
13 節足動物門甲殻綱十脚目 ヌマエビ科 ミナミヌマエビ Neocaridina denticulata  (de Haan,1849)
14 節足動物門甲殻綱十脚目 アメリカザリガニ科 アメリカザリガニ Procambarus clarkii (Girard, 1852) 国外外来種
15 節足動物門甲殻綱十脚目 モクズガニ科 モクズガニ Eriocheir japonicea (de Haan, 1835)



陸産貝類
No. 上位分類 科名 和名 学名 カテゴリー 備考

1 軟体動物門腹足綱新生腹足目 カワザンショウ科 ウスイロオカチグサ Paludinassiminea debilis (Gould, 1859) 国内外来種
2 軟体動物門腹足綱異鰓目 オカモノアラガイ科 ナガオカモノアラガイ Oxyloma hirasei (Pilsbry, 1901) 絶滅危惧種
3 軟体動物門腹足綱異鰓目 オカモノアラガイ科 ヒメオカモノアラガイ Succinea lyrata  Gould, 1859 奈良県野生生物目録記載なし
4 軟体動物門腹足綱異鰓目 オカクチキレガイ科 オカチョウジガイ Allopeas clavulinum kyotoense (Pilsbry & Hirase, 1904)
5 軟体動物門腹足綱異鰓目 ナメクジ科 ナメクジ Meguhimatium bilineatum (Benson, 1842)
6 軟体動物門腹足綱異鰓目 ナメクジ科 チャコウラナメクジ Ambigolimax valentianus (Férussac, 1822) 国外外来種，奈良県野生生物目録記載なし
7 軟体動物門腹足綱異鰓目 ナメクジ科 ノハラナメクジ Deroceras reticulatum (Müller,1774) 国外外来種，奈良県野生生物目録記載なし
8 軟体動物門腹足綱異鰓目 オナジマイマイ科 ナミマイマイ Euhadra sandai communis  Pilsbry, 1928
9 軟体動物門腹足綱異鰓目 オナジマイマイ科 クチベニマイマイ Euhadra amaliae (Kolbet, 1875)

10 軟体動物門腹足綱異鰓目 オナジマイマイ科 ウスカワマイマイ Acusta despecta sieboldtiana (Pfeiffer, 1850)



淡水産貝類
No. 上位分類 科名 和名 学名 カテゴリー 備考

1 軟体動物門腹足綱新生腹足目 リンゴガイ科 スクミリンゴガイ Pomacea canaliculata (Lamarck, 1819) 国外外来種
2 軟体動物門腹足綱新生腹足目 タニシ科 ヒメタニシ Sinotaia quadrata histrica (Gould, 1859)
3 軟体動物門腹足綱新生腹足目 カワニナ科 カワニナ Semisulcospira libertina (Gould, 1859)
4 軟体動物門腹足綱異鰓目 モノアラガイ科 ヒメモノアラガイ Austropeplera ollula  (Gould, 1859)
5 軟体動物門腹足綱異鰓目 モノアラガイ科 ハブタエモノアラガイ Pseudosuccinea columella (Say, 1817) 国外外来種
6 軟体動物門腹足綱異鰓目 サカマキガイ科 サカマキガイ Physa acuta Draparnaud, 1805 国外外来種
7 軟体動物門腹足綱異鰓目 ヒラマキガイ科 ヒラマキガイモドキ Polypylis hemiapherula (Benson, 1842)
8 軟体動物門腹足綱異鰓目 ヒラマキガイ科 ヒラマキミズマイマイ Gyraulus chinensis spirillus  (Gould, 1859)
9 軟体動物門二枚貝綱イシガイ目 イシガイ科 ヌマガイ Sinanodonta lauta (Martens,  1877) 絶滅危惧種

10 軟体動物門二枚貝綱ザルガイ目 シジミ科 タイワンシジミ Corbicula fluminea species-complex 国外外来種



貧毛類
No. 上位分類 科名 和名 学名 カテゴリー 備考

1 環形動物門貧毛綱ナガミミズ目 ツリミミズ科 バライロツリミミズ Aporrectodea rosea (Savigny, 1826)
2 環形動物門貧毛綱ナガミミズ目 ツリミミズ科 クロイロツリミミズ Aporrectodea trapezoides (Dugès, 1828)
3 環形動物門貧毛綱ナガミミズ目 ツリミミズ科 シマミミズ Eisenia fetida (Savigny, 1826) 奈良県野生生物目録記載なし
4 環形動物門貧毛綱ナガミミズ目 ツリミミズ科 サクラミミズ Eisenia japonica (Michaelsen, 1892)
5 環形動物門貧毛綱ナガミミズ目 ムカシフトミミズ科 ホタルミミズ Microscolex phosphoreus (Dugès, 1837) 国外外来種
6 環形動物門貧毛綱ナガミミズ目 フトミミズ科 ヘンイセイミミズ Amynthas corticis (Kinberg, 1867)
7 環形動物門貧毛綱ナガミミズ目 フトミミズ科 クソミミズ Amynthas hupeiensis (Michaelsen, 1895)
8 環形動物門貧毛綱ナガミミズ目 フトミミズ科 フキソクミミズ Amynthas tokioensis (Beddard, 1892)
9 環形動物門貧毛綱ナガミミズ目 フトミミズ科 フトスジミミズ Amynthas vittatus (Goto & Hatai, 1898)

10 環形動物門貧毛綱ナガミミズ目 フトミミズ科 ハタケミミズ Metaphire agrestis (Goto & Hatai, 1899)
11 環形動物門貧毛綱ナガミミズ目 フトミミズ科 フツウミミズ Metaphire communissima (Goto & Hatai, 1899)
12 環形動物門貧毛綱ナガミミズ目 フトミミズ科 ヒトツモンミミズ Metaphire hilgendorfi (Michaelsen, 1892)
13 環形動物門貧毛綱ナガミミズ目 フトミミズ科 ノラクラミミズ Metaphire megascolidioides (Goto & Hatai, 1899)
14 環形動物門貧毛綱ナガミミズ目 カイヨウミミズ科 カイヨウミミズ Ocnerodrilus occidentalis Eisen, 1878 奈良県野生生物目録記載なし



ヒル類
No. 上位分類 科名 和名 学名 カテゴリー 備考

1 環形動物門ヒル綱吻蛭目 ウオビル科 ヌマエラビル Ozobranchus jantzeana Oka, 1912 情報不足（環境省） 奈良県野生生物目録記載なし
2 環形動物門ヒル綱吻無蛭目 ヒルド科 ウマビル Whitmania pigra (Whitman, 1884) 奈良県野生生物目録記載なし



ウズムシ類
科名 和名 学名 カテゴリー 備考
サンカクアタマウズムシ科 アメリカナミウズムシ Girardia tigrina  (Girard, 1850) 国外外来種
コウガイビル科 クロスジコウガイビル Bipalium fuscolineatum Kaburaki, 19２2 奈良県野生生物目録記載なし
コウガイビル科 ワタリコウガイビル Bipalium kewense Moseley，1878 国外外来種，奈良県野生生物目録記載なし
リンコデムス科 リンコデムス科の一種 Rhynchodemidae gen.sp. 奈良県野生生物目録記載なし



維管束植物
No. 上位分類 科名 和名 学名 カテゴリー 備考

1 シダ植物 マツバラン科 マツバラン Psilotum nudum (L.) P.Beauv. 絶滅寸前種
2 シダ植物 トクサ科 スギナ Equisetum arvense L.
3 シダ植物 トクサ科 トクサ Equisetum hyemale L. subsp. hyemale 国内外来種，栽培種逸出の可能性大
4 シダ植物 カニクサ科 カニクサ Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.
5 シダ植物 サンショウモ科 ニシノオオアカウキクサ Azolla filiculoides Lam. 国外外来種
6 シダ植物 イノモトソウ科 ホウライシダ Adiantum capillus-veneris L. 国外外来種，栽培種逸出の可能性大
7 シダ植物 イノモトソウ科 ヒメミズワラビ Ceratopteris gaudichaudii Brogn. var.  vulgaris Masuyama & Watano 希少種
8 シダ植物 イノモトソウ科 イノモトソウ Pteris multifida Poir.
9 シダ植物 チャセンシダ科 トラノオシダ Asplenium incisum Thunb.

10 シダ植物 メシダ科 イヌワラビ Anisocampium niponicum (Mett.) Y.C.Liu, W.L.Chiou & M.Kato
11 シダ植物 オシダ科 ヤブソテツ Cyrtomium fortunei J.Sm. var. fortunei
12 シダ植物 ツルキジノオ科 タマシダ Nephrolepis cordifolia (L.) C.Presl 国内外来種，栽培種逸出の可能性大
13 シダ植物 ウラボシ科 ノキシノブ Lepisorus thunbergianus (Kaulf.) Ching
14 種子植物 マツ科 アカマツ Pinus densiflora Siebold & Zucc.
15 種子植物 ドクダミ科 ドクダミ Houttuynia cordata Thunb.
16 種子植物 ウマノスズクサ科 ウマノスズクサ Aristolochia debilis Siebold & Zucc.
17 種子植物 サトイモ科 アオウキクサ Lemna aoukikusa T.Beppu & Murata subsp. aoukikusa
18 種子植物 サトイモ科 ウキクサ Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.
19 種子植物 オモダカ科 ウリカワ Sagittaria pygmaea Miq.
20 種子植物 トチカガミ科 オオカナダモ Egeria densa Planch. 国外外来種
21 種子植物 トチカガミ科 コカナダモ Elodea nuttallii (Planch.) St.John 国外外来種
22 種子植物 ヒルムシロ科 エビモ Potamogeton crispus L.
23 種子植物 ヒルムシロ科 ヤナギモ Potamogeton oxyphyllus Miq.
24 種子植物 サルトリイバラ科 サルトリイバラ Smilax china L. var. china
25 種子植物 ユリ科 タカサゴユリ Lilium formosanum A.Wallace 国外外来種
26 種子植物 ラン科 シラン Bletilla striata (Thunb.) Rchb.f. var. striata 希少種 栽培種逸出の可能性大
27 種子植物 ラン科 ネジバナ Spiranthes sinensis (Pers.) Ames var. amoena (M.Bieb.) H.Hara
28 種子植物 アヤメ科 ニワゼキショウ Sisyrinchium rosulatum E.P.Bicknell 国外外来種
29 種子植物 ヒガンバナ科 ノビル Allium macrostemon Bunge
30 種子植物 ヒガンバナ科 ハナニラ Ipheion uniflorum (Graham) Raf. 国外外来種
31 種子植物 ヒガンバナ科 ヒガンバナ Lycoris radiata (L'Hér.) Herb.
32 種子植物 ヒガンバナ科 スイセン Narcissus tazetta L. 国外外来種，栽培種逸出の可能性大
33 種子植物 キジカクシ科 ムスカリ Muscari neglectum Guss. ex Ten. 国外外来種，栽培種逸出の可能性大
34 種子植物 キジカクシ科 ジャノヒゲ Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker Gawl. var. japonicus
35 種子植物 ヤシ科 シュロ Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl. 国内外来種
36 種子植物 ヤシ科 トウジュロ Trachycarpus wagnerianus Hort. ex Becc. 国外外来種
37 種子植物 ツユクサ科 ツユクサ Commelina communis L. var. communis
38 種子植物 ツユクサ科 シロバナツユクサ Commelina communis L. f. albiflora Makino
39 種子植物 ツユクサ科 イボクサ Murdannia keisak (Hassk.) Hand.-Mazz.
40 種子植物 ミズアオイ科 ホテイアオイ Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 国外外来種
41 種子植物 ミズアオイ科 コナギ Monochoria vaginalis (Burm.f.) C.Presl ex Kunth var. vaginalis
42 種子植物 ガマ科 ヒメガマ Typha domingensis Pers.
43 種子植物 ガマ科 ガマ Typha latifolia L.
44 種子植物 イグサ科 イグサ Juncus decipiens (Buchenau) Nakai
45 種子植物 イグサ科 ホソイ Juncus setchuensis Buchenau var. effusoides Buchenau
46 種子植物 イグサ科 クサイ Juncus tenuis Willd.
47 種子植物 イグサ科 スズメノヤリ Luzula capitata (Miq.) Miq. ex Kom.
48 種子植物 カヤツリグサ科 タマガヤツリ Cyperus difformis L.
49 種子植物 カヤツリグサ科 アゼガヤツリ Cyperus flavidus Retz.
50 種子植物 カヤツリグサ科 コゴメガヤツリ Cyperus iria L.
51 種子植物 カヤツリグサ科 カヤツリグサ Cyperus microiria Steud.
52 種子植物 カヤツリグサ科 ミズガヤツリ Cyperus serotinus Rottb.
53 種子植物 カヤツリグサ科 マツバイ Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult. var. longiseta Svenson
54 種子植物 カヤツリグサ科 ハリイ Eleocharis congesta D.Don var. japonica (Miq.) T.Koyama
55 種子植物 カヤツリグサ科 クログワイ Eleocharis kuroguwai Ohwi
56 種子植物 カヤツリグサ科 ヒメクグ Kyllinga brevifolius Rottb. var. leiolepis (Franch. & Sav.) H.Hara
57 種子植物 カヤツリグサ科 イヌホタルイ Schoenoplectiella juncoides (Roxb.) Lye
58 種子植物 イネ科 スズメノテッポウ Alopecurus aequalis Sobol. var. amurensis (Kom.) Ohwi
59 種子植物 イネ科 メリケンカルカヤ Andropogon virginicus L. 国外外来種
60 種子植物 イネ科 コブナグサ Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino
61 種子植物 イネ科 トダシバ Arundinella hirta (Thunb.) Tanaka
62 種子植物 イネ科 カラスムギ Avena fatua L. 国外外来種
63 種子植物 イネ科 オートムギ Avena sativa L. 国外外来種
64 種子植物 イネ科 カズノコグサ Beckmannia syzigachne (Steud.) Fernald
65 種子植物 イネ科 コバンソウ Briza maxima L. 国外外来種



No. 上位分類 科名 和名 学名 カテゴリー 備考
66 種子植物 イネ科 ヒメコバンソウ Briza minor L. 国外外来種
67 種子植物 イネ科 イヌムギ Bromus catharticus Vahl 国外外来種
68 種子植物 イネ科 ジュズダマ Coix lacryma-jobi L.
69 種子植物 イネ科 ギョウギシバ Cynodon dactylon (L.) Pers. var. dactylon
70 種子植物 イネ科 カモガヤ Dactylis glomerata L. 国外外来種
71 種子植物 イネ科 メヒシバ Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler
72 種子植物 イネ科 コメヒシバ Digitaria radicosa (J.Presl) Miq. var. radicosa
73 種子植物 イネ科 アキメヒシバ Digitaria violascens Link var. violascens
74 種子植物 イネ科 ケイヌビエ Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. var. aristata Gray
75 種子植物 イネ科 イヌビエ Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. var. crus-galli
76 種子植物 イネ科 ヒエ Echinochloa esculenta (A.Braun) H.Scholz
77 種子植物 イネ科 タイヌビエ Echinochloa oryzicola (Vasing.) Vasing.
78 種子植物 イネ科 オヒシバ Eleusine indica (L.) Gaertn.
79 種子植物 イネ科 アオカモジグサ Elymus racemifer (Steud.) Tzvelev var. racemifer
80 種子植物 イネ科 カモジグサ Elymus tsukushiensis Honda var. transiens (Hack.) Osada
81 種子植物 イネ科 カゼクサ Eragrostis ferruginea (Thunb.) P.Beauv.
82 種子植物 イネ科 ニワホコリ Eragrostis multicaulis Steud.
83 種子植物 イネ科 オニウシノケグサ Festuca arundinacea Schreb. 国外外来種
84 種子植物 イネ科 ウシノケグサ Festuca ovina L.
85 種子植物 イネ科 アオウシノケグサ Festuca ovina L. subsp. coreana (St.-Yves) E.B.Alexeev
86 種子植物 イネ科 ヒロハノウシノケグサ Festuca pratensis Huds. 国外外来種
87 種子植物 イネ科 チガヤ Imperata cylindrica (L.) Raeusch. var. koenigii (Retz.) Pilg.
88 種子植物 イネ科 アゼガヤ Leptochloa chinensis (L.) Nees
89 種子植物 イネ科 ネズミムギ Lolium multiflorum Lam. 国外外来種
90 種子植物 イネ科 ホソムギ Lolium perenne L. 国外外来種
91 種子植物 イネ科 ススキ Miscanthus sinensis Andersson
92 種子植物 イネ科 ヌカキビ Panicum bisulcatum Thunb.
93 種子植物 イネ科 オオクサキビ Panicum dichotomiflorum Michx. 国外外来種
94 種子植物 イネ科 シマスズメノヒエ Paspalum dilatatum Poir. 国外外来種
95 種子植物 イネ科 キシュウスズメノヒエ Paspalum distichum L. 国外外来種
96 種子植物 イネ科 スズメノヒエ Paspalum thunbergii Kunth ex Steud.
97 種子植物 イネ科 タチスズメノヒエ Paspalum urvillei Steud. 国外外来種
98 種子植物 イネ科 チカラシバ Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.
99 種子植物 イネ科 オオアワガエリ Phleum pratense L. 国外外来種

100 種子植物 イネ科 ヨシ Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
101 種子植物 イネ科 ツルヨシ Phragmites japonicus Steud.
102 種子植物 イネ科 スズメノカタビラ Poa annua L. var. annua
103 種子植物 イネ科 ナガハグサ Poa pratensis L. subsp. pratensis 国外外来種
104 種子植物 イネ科 アキノエノコログサ Setaria faberi R.A.W.Herrm.
105 種子植物 イネ科 コツブキンエノコロ Setaria pallidefusca (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb.
106 種子植物 イネ科 キンエノコロ Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.
107 種子植物 イネ科 エノコログサ Setaria viridis (L.) P.Beauv.
108 種子植物 イネ科 ムラサキエノコロ Setaria viridis (L.) P.Beauv. f. misera Honda
109 種子植物 イネ科 セイバンモロコシ Sorghum halepense  (L.) Pers. 国外外来種
110 種子植物 イネ科 アブラススキ Spodiopogon cotulifer (Thunb.) Hack. var. cotulifer
111 種子植物 イネ科 ネズミノオ Sporobolus fertilis (Steud.) Clayton var. fertilis
112 種子植物 イネ科 カニツリグサ Trisetum bifidum (Thunb.) Ohwi
113 種子植物 イネ科 シバ Zoysia japonica Steud.
114 種子植物 イネ科 コウライシバ Zoysia pacifica (Goudsw.) M.Hotta & Kuroki 国外外来種
115 種子植物 ケシ科 ナガミヒナゲシ Papaver dubium L. 国外外来種
116 種子植物 アケビ科 アケビ Akebia quinata (Houtt.) Decne.
117 種子植物 アケビ科 ミツバアケビ Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. subsp. trifoliata
118 種子植物 メギ科 ナンテン Nandina domestica Thunb.
119 種子植物 キンポウゲ科 ウマノアシガタ Ranunculus japonicus Thunb. var. japonicus
120 種子植物 キンポウゲ科 タガラシ Ranunculus sceleratus L.
121 種子植物 キンポウゲ科 キツネノボタン Ranunculus silerifolius  H.Lév. var. glaber (H.Boissieu) Tamura
122 種子植物 キンポウゲ科 ヒメウズ Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino
123 種子植物 ユキノシタ科 ユキノシタ Saxifraga stolonifera Curtis
124 種子植物 ベンケイソウ科 コモチマンネングサ Sedum bulbiferum  Makino
125 種子植物 アリノトウグサ科 フサモ Myriophyllum verticillatum L. 情報不足種
126 種子植物 ブドウ科 ヤブカラシ Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
127 種子植物 ブドウ科 ツタ Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch.
128 種子植物 マメ科 クサネム Aeschynomene indica L.
129 種子植物 マメ科 ヤブマメ Amphicarpaea bracteata (L.) Fernald subsp. edgeworthii  (Benth.) H.Ohashi
130 種子植物 マメ科 ゲンゲ Astragalus sinicus L.
131 種子植物 マメ科 アレチヌスビトハギ Desmodium paniculatum (L.) DC. 国外外来種



No. 上位分類 科名 和名 学名 カテゴリー 備考
132 種子植物 マメ科 ヤハズソウ Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
133 種子植物 マメ科 メドハギ Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.Don var. cuneata
134 種子植物 マメ科 セイヨウミヤコグサ Lotus corniculatus L. var. corniculatus 国外外来種
135 種子植物 マメ科 ミヤコグサ Lotus corniculatus L. var. japonicus Regel
136 種子植物 マメ科 ウマゴヤシ Medicago polymorpha L. 国外外来種
137 種子植物 マメ科 クズ Pueraria lobata (Willd.) Ohwi
138 種子植物 マメ科 コメツブツメクサ Trifolium dubium Sibth. 国外外来種
139 種子植物 マメ科 タチオランダゲンゲ Trifolium hybridum L. 国外外来種
140 種子植物 マメ科 ムラサキツメクサ Trifolium pratense L. 国外外来種
141 種子植物 マメ科 シロツメクサ Trifolium repens L. 国外外来種
142 種子植物 マメ科 スズメノエンドウ Vicia hirsuta (L.) Gray
143 種子植物 マメ科 ヤハズエンドウ Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh.
144 種子植物 マメ科 カスマグサ Vicia tetrasperma (L.) Schreb.
145 種子植物 マメ科 ナヨクサフジ Vicia villosa Roth subsp. varia (Host) Corb. 国外外来種
146 種子植物 バラ科 キンミズヒキ Agrimonia pilosa Ledeb. var. japonica (Miq.) Nakai
147 種子植物 バラ科 ビワ Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 国外外来種，栽培種逸出の可能性大
148 種子植物 バラ科 ヘビイチゴ Potentilla hebiichigo Yonek. & H.Ohashi
149 種子植物 バラ科 ワレモコウ Sanguisorba officinalis L.
150 種子植物 グミ科 ナワシログミ Elaeagnus pungens Thunb.
151 種子植物 ニレ科 アキニレ Ulmus parvifolia  Jacq.
152 種子植物 ニレ科 ケヤキ Zelkova serrata (Thunb.) Makino
153 種子植物 アサ科 カナムグラ Humulus scandens (Lour.) Merr.
154 種子植物 クワ科 クワクサ Fatoua villosa (Thunb.) Nakai
155 種子植物 クワ科 イヌビワ Ficus erecta Thunb. var. erecta
156 種子植物 クワ科 マグワ Morus alba L. 国外外来種，栽培種逸出の可能性大
157 種子植物 イラクサ科 カラムシ Boehmeria nivea (L.) Gaudich. var. nipononivea  (Koidz.) W.T.Wang
158 種子植物 イラクサ科 アオミズ Pilea pumila (L.) A.Gray
159 種子植物 ブナ科 クヌギ Quercus acutissima  Carruth.
160 種子植物 ブナ科 アラカシ Quercus glauca Thunb. var. glauca
161 種子植物 ブナ科 コナラ Quercus serrata  Murray
162 種子植物 ウリ科 アレチウリ Sicyos angulatus  L. 国外外来種
163 種子植物 ウリ科 カラスウリ Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim. ex Franch. & Sav.
164 種子植物 カタバミ科 イモカタバミ Oxalis articulata Savigny 国外外来種
165 種子植物 カタバミ科 カタバミ Oxalis corniculata L. var. corniculata
166 種子植物 カタバミ科 ムラサキカタバミ Oxalis debilis Kunth subsp. corymbosa (DC.) Lourteig 国外外来種
167 種子植物 カタバミ科 オッタチカタバミ Oxalis dillenii Jacq. 国外外来種
168 種子植物 トウダイグサ科 エノキグサ Acalypha australis L.
169 種子植物 トウダイグサ科 コニシキソウ Chamaesyce maculata (L.) Small 国外外来種
170 種子植物 トウダイグサ科 オオニシキソウ Chamaesyce nutans (Lag.) Small 国外外来種
171 種子植物 トウダイグサ科 アカメガシワ Mallotus japonicus (L.f.) Müll.Arg.
172 種子植物 スミレ科 タチツボスミレ Viola grypoceras  A.Gray var. grypoceras
173 種子植物 スミレ科 スミレ Viola mandshurica W.Becker var. mandshurica
174 種子植物 スミレ科 サンシキスミレ Viola tricolor L. 国外外来種，栽培種逸出の可能性大
175 種子植物 フウロソウ科 アメリカフウロ Geranium carolinianum L. 国外外来種
176 種子植物 ミソハギ科 ナンゴクヒメミソハギ Ammannia auriculata Willd. 国外外来種
177 種子植物 ミソハギ科 ホソバヒメミソハギ Ammannia coccinea Rottb. 国外外来種
178 種子植物 ミソハギ科 キカシグサ Rotala indica (Willd.) Koehne var. uliginosa (Miq.) Koehne
179 種子植物 アカバナ科 ヒレタゴボウ Ludwigia decurrens Walter 国外外来種
180 種子植物 アカバナ科 チョウジタデ Ludwigia epilobioides Maxim. subsp. epilobioides
181 種子植物 アカバナ科 メマツヨイグサ Oenothera biennis L. 国外外来種
182 種子植物 アカバナ科 オオマツヨイグサ Oenothera glazioviana Micheli 国外外来種
183 種子植物 アカバナ科 コマツヨイグサ Oenothera laciniata Hill 国外外来種
184 種子植物 アカバナ科 ユウゲショウ Oenothera rosea  L'Hér. ex Aiton 国外外来種
185 種子植物 アカバナ科 ヒルザキツキミソウ Oenothera speciosa Nutt. 国外外来種
186 種子植物 アカバナ科 マツヨイグサ Oenothera stricta Ledeb. ex Link 国外外来種
187 種子植物 ウルシ科 ヌルデ Rhus javanica L. var. chinensis (Mill.) T.Yamaz.
188 種子植物 アオイ科 ゼニアオイ Malva mauritiana L. 国外外来種
189 種子植物 アブラナ科 セイヨウアブラナ Brassica napus L. 国外外来種
190 種子植物 アブラナ科 ナズナ Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
191 種子植物 アブラナ科 タネツケバナ Cardamine flexuosa With.
192 種子植物 アブラナ科 イヌナズナ Draba nemorosa L.
193 種子植物 アブラナ科 マメグンバイナズナ Lepidium virginicum L. 国外外来種
194 種子植物 アブラナ科 オランダガラシ Nasturtium officinale R.Br. 国外外来種
195 種子植物 アブラナ科 イヌガラシ Rorippa indica (L.) Hiern
196 種子植物 アブラナ科 スカシタゴボウ Rorippa palustris (L.) Besser
197 種子植物 アブラナ科 グンバイナズナ Thlaspi arvense L. 国外外来種



No. 上位分類 科名 和名 学名 カテゴリー 備考
198 種子植物 タデ科 イタドリ Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr. var. japonica
199 種子植物 タデ科 ヤナギタデ Persicaria hydropiper (L.) Delarbre var. hydropiper
200 種子植物 タデ科 シロバナサクラタデ Persicaria japonica  (Meisn.) Nakai ex Ohki
201 種子植物 タデ科 オオイヌタデ Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre var. lapathifolia
202 種子植物 タデ科 イヌタデ Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag.
203 種子植物 タデ科 シロバナイヌタデ Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. f. albiflora (Honda) Masam.
204 種子植物 タデ科 サクラタデ Persicaria odorata (Lour.) Soják subsp. conspicua (Nakai) Yonek.
205 種子植物 タデ科 ミゾソバ Persicaria thunbergii (Siebold & Zucc.) H.Gross var. thunbergii
206 種子植物 タデ科 ミチヤナギ Polygonum aviculare L. var. aviculare
207 種子植物 タデ科 スイバ Rumex acetosa L.
208 種子植物 タデ科 ヒメスイバ Rumex acetosella L. 国外外来種
209 種子植物 タデ科 アレチギシギシ Rumex conglomeratus Murray 国外外来種
210 種子植物 タデ科 ナガバギシギシ Rumex crispus L. 国外外来種
211 種子植物 タデ科 ギシギシ Rumex japonicus Houtt.
212 種子植物 ナデシコ科 ノミノツヅリ Arenaria serpyllifolia L.
213 種子植物 ナデシコ科 オランダミミナグサ Cerastium glomeratum Thuill. 国外外来種
214 種子植物 ナデシコ科 カワラナデシコ Dianthus superbus L. var. longicalycinus (Maxim.) F.N.Williams
215 種子植物 ナデシコ科 ツメクサ Sagina japonica (Sw.) Ohwi
216 種子植物 ナデシコ科 ムシトリナデシコ Silene armeria L. 国外外来種
217 種子植物 ナデシコ科 ウシハコベ Stellaria aquatica (L.) Scop.
218 種子植物 ナデシコ科 コハコベ Stellaria media (L.) Vill. 国外外来種
219 種子植物 ナデシコ科 ミドリハコベ Stellaria neglecta Weihe
220 種子植物 ナデシコ科 ノミノフスマ Stellaria uliginosa Murray var. undulata (Thunb.) Fenzl
221 種子植物 ヒユ科 イノコヅチ Achyranthes bidentata Blume var. japonica Miq.
222 種子植物 ヒユ科 ヒナタイノコヅチ Achyranthes bidentata Blume var. tomentosa (Honda) H.Hara
223 種子植物 ヒユ科 イヌビユ Amaranthus blitum L.
224 種子植物 ヒユ科 ホソアオゲイトウ Amaranthus hybridus L. 国外外来種
225 種子植物 ヒユ科 アオゲイトウ Amaranthus retroflexus L. 国外外来種
226 種子植物 ヒユ科 ホナガイヌビユ Amaranthus viridis L. 国外外来種
227 種子植物 ヒユ科 ノゲイトウ Celosia argentea L. 国外外来種，栽培種逸出の可能性大
228 種子植物 ヒユ科 シロザ Chenopodium album L.
229 種子植物 ヒユ科 コアカザ Chenopodium ficifolium Sm. 国外外来種
230 種子植物 ハマミズナ科 マツバギク Lampranthus spectabilis (Haw.) N.E.Br. 国外外来種
231 種子植物 ヤマゴボウ科 ヨウシュヤマゴボウ Phytolacca americana L. 国外外来種
232 種子植物 オシロイバナ科 オシロイバナ Mirabilis jalapa L. 国外外来種
233 種子植物 スベリヒユ科 スベリヒユ Portulaca oleracea L.
234 種子植物 スベリヒユ科 ヒメマツバボタン Portulaca pilosa L. 国外外来種
235 種子植物 ペンタフィラクス科 ヒサカキ Eurya japonica Thunb. var. japonica
236 種子植物 サクラソウ科 コナスビ Lysimachia japonica  Thunb. var. japonica
237 種子植物 ガリア科 アオキ Aucuba japonica Thunb. var. japonica
238 種子植物 アカネ科 ヤエムグラ Galium spurium L. var. echinospermon (Wallr.) Desp.
239 種子植物 アカネ科 ヘクソカズラ Paederia foetida L.
240 種子植物 アカネ科 アカネ Rubia argyi (H.Lév. & Vaniot) H.Hara ex Lauener & D.K.Ferguson
241 種子植物 キョウチクトウ科 ガガイモ Metaplexis japonica (Thunb.) Makino
242 種子植物 キョウチクトウ科 ツルニチニチソウ Vinca major  L. 国外外来種，栽培種逸出の可能性大
243 種子植物 ムラサキ科 ハナイバナ Bothriospermum zeylanicum (J.Jacq.) Druce
244 種子植物 ムラサキ科 キュウリグサ Trigonotis peduncularis (Trevir.) Steven ex Palib.
245 種子植物 ヒルガオ科 コヒルガオ Calystegia hederacea  Wall.
246 種子植物 ヒルガオ科 ヒルガオ Calystegia pubescens Lindl.
247 種子植物 ヒルガオ科 マルバルコウ Ipomoea coccinea L. 国外外来種
248 種子植物 ヒルガオ科 マメアサガオ Ipomoea lacunosa L. 国外外来種
249 種子植物 ヒルガオ科 ルコウソウ Ipomoea quamoclit L. 国外外来種
250 種子植物 ヒルガオ科 ホシアサガオ Ipomoea triloba L. 国外外来種
251 種子植物 ナス科 ハナタバコ Nicotiana × sanderae Hort. ex Sander 国外外来種
252 種子植物 ナス科 ヒロハフウリンホオズキ Physalis angulata L. var. angulata 国外外来種
253 種子植物 ナス科 ワルナスビ Solanum carolinense L. 国外外来種
254 種子植物 ナス科 イヌホオズキ Solanum nigrum L.
255 種子植物 ナス科 アメリカイヌホオズキ Solanum ptychanthum Dunal 国外外来種
256 種子植物 オオバコ科 ツタバウンラン Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 国外外来種
257 種子植物 オオバコ科 マツバウンラン Nuttallanthus canadensis (L.) D.A.Sutton 国外外来種
258 種子植物 オオバコ科 オオバコ Plantago asiatica L. var. asiatica
259 種子植物 オオバコ科 ヘラオオバコ Plantago lanceolata L. 国外外来種
260 種子植物 オオバコ科 ツボミオオバコ Plantago virginica  L. 国外外来種
261 種子植物 オオバコ科 オオカワヂシャ Veronica anagallis-aquatica L. 国外外来種
262 種子植物 オオバコ科 タチイヌノフグリ Veronica arvensis L. 国外外来種
263 種子植物 オオバコ科 フラサバソウ Veronica hederifolia L. 国外外来種
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264 種子植物 オオバコ科 オオイヌノフグリ Veronica persica Poir. 国外外来種
265 種子植物 オオバコ科 ホナガカワヂシャ Veronica × myriantha  Tos.Tanaka 国外外来種
266 種子植物 ゴマノハグサ科 ビロードモウズイカ Verbascum thapsus L. 国外外来種
267 種子植物 アゼナ科 タケトアゼナ Lindernia dubia (L.) Pennell subsp. dubia 国外外来種
268 種子植物 アゼナ科 アメリカアゼナ Lindernia dubia (L.) Pennell subsp. major (Pursh) Pennell 国外外来種
269 種子植物 アゼナ科 アゼトウガラシ Lindernia micrantha D.Don
270 種子植物 アゼナ科 アゼナ Lindernia procumbens (Krock.) Borbás
271 種子植物 シソ科 キランソウ Ajuga decumbens Thunb.
272 種子植物 シソ科 カキドオシ Glechoma hederacea L. subsp. grandis (A.Gray) H.Hara
273 種子植物 シソ科 ホトケノザ Lamium amplexicaule L.
274 種子植物 シソ科 ヒメオドリコソウ Lamium purpureum L. 国外外来種
275 種子植物 シソ科 イブキジャコウソウ Thymus quinquecostatus Čelak. var. quinquecostatus 国内外来種
276 種子植物 ハエドクソウ科 サギゴケ Mazus miquelii Makino
277 種子植物 ハエドクソウ科 トキワハゼ Mazus pumilus (Burm.f.) Steenis
278 種子植物 キツネノマゴ科 キツネノマゴ Justicia procumbens L. var. procumbens
279 種子植物 クマツヅラ科 ヤナギハナガサ Verbena bonariensis L. 国外外来種
280 種子植物 キキョウ科 ミゾカクシ Lobelia chinensis Lour.
281 種子植物 キキョウ科 ロベリアソウ Lobelia inflata L. 国外外来種
282 種子植物 キク科 ブタクサ Ambrosia artemisiifolia L. 国外外来種
283 種子植物 キク科 オオブタクサ Ambrosia trifida L. 国外外来種
284 種子植物 キク科 ヨモギ Artemisia indica Willd. var. maximowiczii (Nakai) H.Hara
285 種子植物 キク科 ノコンギク Aster microcephalus (Miq.) Franch. & Sav. var. ovatus (Franch. & Sav.) Soejima & Mot.Ito
286 種子植物 キク科 ヨメナ Aster yomena (Kitam.) Honda var. yomena
287 種子植物 キク科 アメリカセンダングサ Bidens frondosa L. 国外外来種
288 種子植物 キク科 ヤグルマギク Centaurea cyanus L. 国外外来種
289 種子植物 キク科 トキンソウ Centipeda minima (L.) A.Braun & Asch.
290 種子植物 キク科 ノアザミ Cirsium japonicum Fisch. ex DC. subsp. japonicum
291 種子植物 キク科 アレチノギク Conyza bonariensis (L.) Cronquist 国外外来種
292 種子植物 キク科 ヒメムカシヨモギ Conyza canadensis (L.) Cronquist 国外外来種
293 種子植物 キク科 オオアレチノギク Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker 国外外来種
294 種子植物 キク科 オオキンケイギク Coreopsis lanceolata L. 国外外来種
295 種子植物 キク科 ハルシャギク Coreopsis tinctoria Nutt. 国外外来種
296 種子植物 キク科 コスモス Cosmos bipinnatus Cav. 国外外来種
297 種子植物 キク科 ベニバナボロギク Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore 国外外来種
298 種子植物 キク科 アメリカタカサブロウ Eclipta alba (L.) Hassk. 国外外来種
299 種子植物 キク科 タカサブロウ Eclipta thermalis Bunge
300 種子植物 キク科 ヒメジョオン Erigeron annuus (L.) Pers. 国外外来種
301 種子植物 キク科 ハルジオン Erigeron philadelphicus L. 国外外来種
302 種子植物 キク科 チチコグサ Euchiton japonicus  (Thunb.) Holub
303 種子植物 キク科 ツワブキ Farfugium japonicum (L.) Kitam. var. japonicum 国内外来種
304 種子植物 キク科 ハキダメギク Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. 国外外来種
305 種子植物 キク科 ウラジロチチコグサ Gamochaeta coarctata  (Willd.) Kerguélen 国外外来種
306 種子植物 キク科 チチコグサモドキ Gamochaeta pensylvanica (Willd.) A.L.Cabrera 国外外来種
307 種子植物 キク科 イヌキクイモ Helianthus strumosus L. 国外外来種
308 種子植物 キク科 キツネアザミ Hemisteptia lyrata (Bunge) Fisch. & C.A.Mey.
309 種子植物 キク科 ブタナ Hypochaeris radicata L. 国外外来種
310 種子植物 キク科 オグルマ Inula britannica L. subsp. japonica (Thunb.) Kitam. 希少種 御所市産（生息域外保全）
311 種子植物 キク科 ニガナ Ixeridium dentatum (Thunb.) Tzvelev subsp. dentatum
312 種子植物 キク科 オオジシバリ Ixeris japonica (Burm.f.) Nakai
313 種子植物 キク科 アキノノゲシ Lactuca indica L. var. indica
314 種子植物 キク科 コオニタビラコ Lapsanastrum apogonoides (Maxim.) Pak & K.Bremer
315 種子植物 キク科 フキ Petasites japonicus (Siebold & Zucc.) Maxim. subsp. japonicus
316 種子植物 キク科 コウゾリナ Picris hieracioides L. subsp. japonica (Thunb.) Krylov var. japonica
317 種子植物 キク科 ハハコグサ Pseudognaphalium affine (D.Don) Anderb.
318 種子植物 キク科 ノボロギク Senecio vulgaris L. 国外外来種
319 種子植物 キク科 セイタカアワダチソウ Solidago altissima L. 国外外来種
320 種子植物 キク科 メリケントキンソウ Soliva sessilis Ruiz & Pav. 国外外来種
321 種子植物 キク科 オニノゲシ Sonchus asper (L.) Hill 国外外来種
322 種子植物 キク科 ノゲシ Sonchus oleraceus  L.
323 種子植物 キク科 ヒロハホウキギク Symphyotrichum subulatum (Michx.) G.L.Nesom var. squamatum (Spreng.) S.D.Sundberg 国外外来種
324 種子植物 キク科 ホウキギク Symphyotrichum subulatum (Michx.) G.L.Nesom var. subulatum 国外外来種
325 種子植物 キク科 シロバナタンポポ Taraxacum albidum Dahlst.
326 種子植物 キク科 カンサイタンポポ Taraxacum japonicum Koidz.
327 種子植物 キク科 アカミタンポポ Taraxacum laevigatum (Willd.) DC. 国外外来種
328 種子植物 キク科 セイヨウタンポポ Taraxacum officinale Weber ex F.H.Wigg. 国外外来種
329 種子植物 キク科 オニタビラコ Youngia japonica (L.) DC.



No. 上位分類 科名 和名 学名 カテゴリー 備考
330 種子植物 スイカズラ科 スイカズラ Lonicera japonica  Thunb.
331 種子植物 ウコギ科 キヅタ Hedera rhombea (Miq.) Bean
332 種子植物 ウコギ科 チドメグサ Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
333 種子植物 セリ科 ミツバ Cryptotaenia canadensis (L.) DC. subsp. japonica (Hassk.) Hand.-Mazz.
334 種子植物 セリ科 セリ Oenanthe javanica (Blume) DC. subsp. javanica
335 種子植物 セリ科 ヤブジラミ Torilis japonica (Houtt.) DC.



蘚苔類
No. 上位分類 科名 和名 学名 カテゴリー 備考

1 苔類 ゼニゴケ科 ゼニゴケ Marchantia polymorpha L.
2 苔類 ジャゴケ科 ジャゴケ Conocephalum conicum (L.) Dumort.
3 苔類 ウキゴケ科 ハタケゴケ Riccia bifurca Hoffm.
4 蘚類 ヒョウタンゴケ科 ヒロクチゴケ Physcomitrium eurystomum Sendtn.
5 蘚類 ヒョウタンゴケ科 アゼゴケ Physcomitrium sphaericum (Ludw.) Furnr.
6 蘚類 センボンゴケ科 ヘラハネジレゴケ Tortula muralis Hedw.
7 蘚類 ハリガネゴケ科 ホソウリゴケ Brachymenium exile (Dozy & Molk.) Bosch & Sande Lac.
8 蘚類 ハリガネゴケ科 ギンゴケ Bryum argenteum Hedw.
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