
平成23年4月現在（全87種）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　

和　名 学　名

がんかも科 シジュウカラガン ﾌﾞﾗﾝﾀ･ｶﾅﾃﾞﾝｽｨｽ･ﾚｳｺﾊﾟﾚｲｱ
H 5. 2.10 政令第 17号
（H 5. 4. 1施行）

うみすずめ科 エトピリカ ﾙﾝﾀﾞ･ｷﾙﾗﾀ 〃 ○

ウミガラス ｳﾘｱ･ｱｱﾙｹﾞ･ｲﾉﾙﾅﾀ 〃 ○

しぎ科 アマミヤマシギ ｽｺﾛﾊﾟｸｽ･ﾐﾗ 〃 ○

 カラフトアオアシシギ ﾄﾘﾝｶﾞ･ｸﾞﾃｨﾌｪﾙ 〃

こうのとり科 コウノトリ ｷｺﾆｱ･ﾎﾞｲｷｱﾅ 〃

とき科 トキ ﾆﾎﾟﾆｱ･ﾆﾎﾟﾝ 〃 ○

はと科 キンバト ｶﾙｺﾌｧﾌﾟｽ･ｲﾝﾃﾞｨｶ･ﾔﾏｽｨﾅｲ 〃

アカガシラカラスバト ｺﾙﾝﾊﾞ･ﾔﾝﾃｨﾅ･ﾆﾃﾝｽ 〃 ○

 ヨナクニカラスバト ｺﾙﾝﾊﾞ･ﾔﾝﾃｨﾅ･ｽﾃｲﾈｹﾞﾘ 〃

わしたか科 オオタカ ｱｷﾋﾟﾃﾙ･ｹﾞﾝﾃｨﾘｽ･ﾌｼﾞﾔﾏｴ 〃

イヌワシ ｱｸｲﾗ･ｸﾘｭｻｴﾄｽ･ﾔﾎﾟﾆｶ 〃 ○

ダイトウノスリ ﾌﾞﾃｵ･ﾌﾞﾃｵ･ｵｽｨﾛｲ 〃

オガサワラノスリ ﾌﾞﾃｵ･ﾌﾞﾃｵ･ﾄﾖｽｨﾏｲ 〃

 オジロワシ ﾊﾘｱｴｴﾄｩｽ･ｱﾙﾋﾞｷﾙﾗ･ｱﾙﾋﾞｷﾙﾗ 〃 ○

オオワシ ﾊﾘｱｴｴﾄｩｽ･ﾍﾟﾗｷﾞｸｽ･ﾍﾟﾗｸｷﾞｸｽ 〃 ○

 カンムリワシ ｽﾋﾟﾛﾙﾆｽ･ｹｴﾗ･ﾍﾟﾙﾌﾟﾚｸｽｽ 〃

 クマタカ ｽﾋﾟｻﾞｴﾄｩｽ･ﾆﾊﾟﾚﾝｽｨｽ･ｵﾘｴﾝﾀﾘｽ 〃

はやぶさ科 シマハヤブサ ﾌｧﾙｺ･ﾍﾟﾚｸﾞﾘﾇｽ･ﾌﾙｲﾃｨｲ 〃

 ハヤブサ ﾌｧﾙｺ･ﾍﾟﾚｸﾞﾘﾇｽ･ﾔﾎﾟﾈﾝｽｨｽ 〃

きじ科 ライチョウ ﾗｺﾞﾌﾟｽ･ﾑﾄｩｽ･ﾔﾎﾟﾆｸｽ 〃

つる科 タンチョウ ｸﾞﾙｽ･ﾔﾎﾟﾈﾝｽｨｽ 〃 ○

くいな科 ヤンバルクイナ ﾗﾙﾙｽ･ｵｷﾅﾜｴ 〃 ○

あとり科 オガサワラカワラヒワ ｶﾙﾄﾞｩｴﾘｽ･ｽｨﾆｶ･ｷﾄﾘﾄｽﾞｨ 〃

みつすい科 ハハジマメグロ ｱﾊﾟﾛﾌﾟﾃﾛﾝ･ﾌｧﾐﾘｱﾚ･ﾊﾊｽｨﾏ 〃

ひたき科 アカヒゲ ｴﾘﾀｸｽ･ｺﾏﾄﾞﾘ･ｺﾏﾄﾞﾘ 〃

ホントウアカヒゲ ｴﾘﾀｸｽ･ｺﾏﾄﾞﾘ･ﾅﾐｲｴｲ 〃

ウスアカヒゲ ｴﾘﾀｸｽ･ｺﾏﾄﾞﾘ･ｽﾌﾞﾙﾌｽ 〃

オオトラツグミ ﾄｩﾙﾄﾞｩｽ･ﾀﾞｳﾏ･ｱﾏﾐ 〃 ○

オオセッカ ﾒｶﾞﾙﾙｽ･ﾌﾟﾘｭｴﾘ･ﾌﾟﾘｭｴﾘ 〃

やいろちょう科 ヤイロチョウ ﾋﾟﾀ･ﾌﾞﾗｷｭｳﾗ･ﾆｭﾝﾌｧ 〃

う科 チシマウガラス ﾌｧﾗｸﾛｺﾗｸｽ･ｳﾘﾚ 〃

きつつき科 オーストンオオアカゲラ ﾃﾞﾝﾄﾞﾛｺﾎﾟｽ･ﾚｳｺﾄｽ･ｵｳｽﾄﾆ 〃

ミユビゲラ ﾋﾟｺｲﾃﾞｽ･ﾄﾘﾀﾞｸﾃｭﾙｽ･ｲﾉｳｲｴｲ 〃

ノグチゲラ ｻﾌｪｵﾋﾟﾎﾟ･ﾉｸﾞｷｲ 〃 ○

あほうどり科 アホウドリ ﾃﾞｨｵﾒﾃﾞｱ･ｱﾙﾊﾞﾄﾙｽ 〃 ○

ふくろう科 シマフクロウ ｹﾄｩﾊﾟ･ﾌﾞﾗｷｽﾄﾆ･ﾌﾞﾗｷｽﾄﾆ 〃 ○

ワシミミズク ﾌﾞﾎﾞ･ﾌﾞﾎﾞ・ﾎﾞﾘｿｳｨ
H 9.11.27 政令第338号
（H 9.12.29施行)

和　名 学　名

ねこ科 ツシマヤマネコ ﾌｪﾘｽ･ｴｳﾌﾟﾃｨﾙﾗ
H 6. 1.28 政令第 13号
（H 6. 3. 1施行）

○  

イリオモテヤマネコ ﾌｪﾘｽ･ｲﾘｵﾓﾃﾝｽｨｽ 〃 ○

おおこうもり科 ダイトウオオコウモリ ﾌﾟﾃﾛﾌﾟｽ･ﾀﾞｽｭﾏﾙﾙｽ･ﾀﾞｲﾄｴﾝｽｨｽ
H16. 7. 2 政令第222号
（H16. 7.15施行）

オガサワラオオコウモリ ﾌﾟﾃﾛﾌﾟｽ･ﾌﾟｾﾗﾌｫﾝ
H21.12. 2 政令第273号
（H21.12.15施行）

○

うさぎ科 アマミノクロウサギ ﾍﾟﾝﾀﾗｸﾞｽ･ﾌﾙﾈｽｨ
H16. 7. 2 政令第222号
（H16. 7.15施行）

○

和　名 学　名

へび科 キクザトサワヘビ ｵﾋﾟｽﾄﾄﾛﾋﾟｽ･ｷｸｻﾞﾄｲ
H 7. 2. 8 政令第 18号
（H 7. 4. 1施行）

 

和　名 学　名

さんしょううお科 アベサンショウウオ ﾋｭﾉﾋﾞｳｽ･ｱﾍﾞｲ
H 7. 2. 8 政令第 18号
（H 7. 4. 1施行）

○  
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＊鳥　類 （38種）
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＊哺乳類（5種）
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種　名



和　名 学　名

どじょう科 アユモドキ ﾚﾌﾟﾄﾎﾞﾃｨｱ･ｸﾙﾀ
H16. 7. 2 政令第222号
（H16. 7.15施行）

○

こい科 イタセンパラ ｱｹｲﾛｸﾞﾅﾄｩｽ･ﾛﾝｷﾞﾋﾟﾝﾆｽ
H 7. 2. 8 政令第 18号
（H 7. 4. 1施行）

○

スイゲンゼニタナゴ ﾛﾃﾞｳｽ･ｱﾄﾚﾐｳｽ･ｽｲｹﾞﾝｽｨｽ
H14. 8. 7 政令第276号
（H14. 9. 1施行）

○

ミヤコタナゴ ﾀﾅｷｱ･ﾀﾅｺﾞ
H 6. 1.28 政令第 13号
（H 6. 3. 1施行）

○  

和　名 学　名

はんみょう科 オガサワラハンミョウ ｷｷﾝﾃﾞﾗ･ﾎﾞﾆﾅ
H20. 7.25 政令第238号
(H20. 8.15施行)○

げんごろう科 ヤシャゲンゴロウ ｱｷﾘｳｽ･ｷｼｲ
H 8. 1.18 政令第 4 号
（H 8. 2. 1施行）

○  

マルコガタノゲンゴウ ｷｭﾋﾞｽﾃﾙ･ﾚｳｨｼｨｱﾇｽ
H23. 3.18 政令第 24 号
（H23. 4. 1施行）

フチトリゲンゴロウ ｷｭﾋﾞｽﾃﾙ･ﾘﾑﾊﾞﾄｩｽ 〃

シャープゲンゴロウモドキ ﾃﾞｭﾃｨｽｸｽ･ｻﾙﾋﾟ 〃

くわがたむし科 ヨナグニマルバネクワガタ ﾈｵﾙｶﾇｽ･ｲﾝｽﾘｺﾗ･ﾄﾞﾅﾝ 〃

こがねむし科 ヤンバルテナガコガネ ｹｲﾛﾄﾇｽ･ﾔﾝﾊﾞﾙ
H 8. 1.18 政令第 4 号
（H 8. 2. 1施行）

○  

せみ科 イシガキニイニイ ﾌﾟﾗﾃｭﾌﾟﾚｳﾗ･ｱﾙﾋﾞｳﾞｧﾝﾅﾀ
H14. 8. 7 政令第276号
（H14. 9. 1施行)

しじみちょう科 オガサワラシジミ ｹﾗｽﾄﾘﾅ･ｵｶﾞｻﾜﾗｴﾝｽｨｽ
H20. 7.25 政令第238号
（H20. 8.15施行）

○

ゴイシツバメシジミ ｼｼﾞﾐｱ･ﾓｵﾚｲ
H 8. 1.18 政令第 4 号
（H 8. 2. 1施行）

○

たてはちょう科 ヒョウモンモドキ ﾒﾘﾀｴｱ･ｽｺﾄｽｨｱ
H23. 3.18 政令第 24 号
（H23. 4. 1施行）

○

えぞとんぼ科 オガサワラトンボ ﾍﾐｺﾙﾄﾞｩﾘｱ･ｵｶﾞｻﾜﾚﾝｽｨｽ
H20. 7.25 政令第238号
（H20. 8.15施行）

○

あおいととんぼ科 オガサワラアオイトトンボ ｲﾝﾄﾞﾚｽﾃｽ･ﾎﾞﾆﾈﾝｽｨｽ 〃 ○

はなだかとんぼ科 ハナダカトンボ ﾘﾉｷｭﾌｧ･ｵｶﾞｻﾜﾚﾝｽｨｽ 〃 ○

とんぼ科 ベッコウトンボ ﾘﾍﾞﾙﾙﾗ･ｱﾝｹﾞﾘﾅ
H 6. 1.28 政令第 13号
（H 6. 3. 1施行）

○  

＊植物（23種、うち特定国内希少種7種）

和　名 学　名

ちゃせんしだ科 ヒメタニワタリ ﾋｭﾒﾅｽﾌﾟﾚﾆｳﾑ･ｶﾙﾃﾞｨｵﾌｭﾙﾙﾑ
H20. 7.25 政令第238号
(H20. 8.15施行)○

きく科 コヘラナレン ｸﾚﾋﾟﾃﾞｨｱｽﾄﾙﾑ･ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｺﾙﾙﾑ 〃 ○

おしだ科 アマミデンダ ﾎﾟﾘｭｽﾃｨｸﾑ･ｵﾊﾞｲ
H11.11.25 政令第380号
（H12. 1. 4施行）

○

つつじ科 ムニンツツジ ﾛﾄﾞﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾝ･ﾎﾞﾆﾈﾝｾ
H16. 7. 2 政令第222号
（H16. 7.15施行）

○

ヤドリコケモモ ｳﾞｧｷﾆｳﾑ･ｱﾏﾐｱﾇﾑ
H11.11.25 政令第380号
（H12. 1. 4施行）

しそ科 シマカコソウ ｱﾕｶﾞ･ﾎﾞﾆﾝｽｨﾏｴ
H20. 7.25 政令第238号
(H20. 8.15施行)○

のぼたん科 ムニンノボタン ﾒﾗｽﾄﾏ･ﾃﾄﾗﾒﾙﾑ
H16. 7. 2 政令第222号
（H16. 7.15施行）○

らん科 アサヒエビネ ｶﾗﾝﾃ･ﾊﾄﾘｲ 〃 ○

ホシツルラン ｶﾗﾝﾃ･ﾎｽｨｲ 〃 ○

チョウセンキバナアツモリ
ソウ

ｷｭﾌﾟﾘﾍﾟﾃﾞｨｳﾑ･ｸﾞﾀﾄｩﾑ
H14. 8. 7 政令第276号
（H14. 9. 1施行）

○

ホテイアツモリ
ｷｭﾌﾟﾘﾍﾟﾃﾞｨｳﾑ･ﾏｸﾗﾝﾄｩﾑ
変種ﾎﾃｲｱﾂﾓﾘｱﾇﾑ

H 9. 9. 5 政令第276号
（H 9.11. 1施行）

○

レブンアツモリソウ
ｷｭﾌﾟﾘﾍﾟﾃﾞｨｳﾑ･ﾏｸﾗﾝﾄｩﾑ
変種ﾚﾌﾞﾈﾝｾ

H 6. 1.28 政令第 13号
（H 6. 3. 1施行）

○ ○

アツモリソウ
ｷｭﾌﾟﾘﾍﾟﾃﾞｨｳﾑ･ﾏｸﾗﾝﾄｩﾑ
変種ｽﾍﾟｷｵｽﾑ

H 9. 9. 5 政令第276号
（H 9.11. 1施行）

○

オキナワセッコク ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｳﾑ・ｵｷﾅｳｪﾝｾ
H14. 8. 7 政令第276号
（H14. 9. 1施行）

○

コゴメキノエラン ﾘﾊﾟﾘｽ･ｴﾙﾘﾌﾟﾃｨｶ
H11.11.25 政令第380号
（H12. 1. 4施行）

 

シマホザキラン ﾏﾗｸｽｨｽ･ﾎﾞﾆﾈﾝｽｨｽ
H16. 7. 2 政令第222号
（H16. 7.15施行）○

クニガミトンボソウ ﾌﾟﾗﾀﾝﾃﾗ･ｿﾉﾊﾗｲ
H14. 8. 7 政令第276号
（H14. 9. 1施行）

こしょう科 タイヨウフウトウカズラ ﾋﾟﾍﾟﾙ･ﾎﾟｽﾃﾙｽｨｱﾇﾑ
H16. 7. 2 政令第222号
（H16. 7.15施行）○

とべら科 コバトベラ ﾋﾟﾄｽﾎﾟﾙﾑ･ﾊﾟﾙｳﾞｨﾌｫﾘｳﾑ
H16. 7. 2 政令第222号
（H16. 7.15施行）

○

はなしのぶ科 ハナシノブ ﾎﾟﾚﾓﾆｳﾑ･ｷｳｽｨｱﾇﾑ
H 7. 2. 8 政令第 18号
（H 7. 4. 1施行）

○ ○

きんぽうげ科 キタダケソウ ｶﾙﾘｱﾝﾃﾑﾑ･ｲﾝｽｨｸﾞﾈ変種ﾎﾝﾄﾞｴﾝｾ
H 6. 1.28 政令第 13号
（H 6. 3. 1施行）

○ ○

はいのき科 ウチダシクロキ ｽｭﾑﾌﾟﾛｺｽ･ｶﾜｶﾐｲ
H20. 7.25 政令第238号
(H20. 8.15施行)○

くまつづら科 ウラジロコムラサキ ｶﾙﾘｶﾙﾊﾟ･ﾊﾟﾙｳﾞｨﾌｫﾘｱ
H16. 7. 2 政令第222号
（H16. 7.15施行）

○

保護増殖
事業計画

特定国内希少
野生動植物種

保護増殖
事業計画

保護増殖
事業計画

特定国内希少
野生動植物種

科　名

種　名

指定時期
種　名

種　名 特定国内希少
野生動植物種

科　名

指定時期科　名

＊魚　類 （4種）

指定時期

＊昆虫類 （15種）


