
高知県レッドリスト（動物編）2017改訂版

高知県レッドリスト(陸産貝類）

レッドリストの改訂対象種

目 科 種 学名

‐（原始紐舌
類）

ヤマタニシ クビナガムシオイ
Cipangocharax

placeonovitas
絶滅危惧Ⅰ類 個体数減少、生息条件悪化、分布域限定、希少、生息環境特殊 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類

真有肺 キセルガイ シコクタケノコギセル Stereophaedusa affinis 絶滅危惧Ⅰ類 個体数減少、分布域限定、希少 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類

真有肺 キセルガイ ハナコギセル Reinia euholostoma 絶滅危惧Ⅰ類 生息地減少、分布域限定、生息環境特殊 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類

真有肺 ナンバンマイマイ ヒラコベソマイマイ Satsuma wiegmanniana 絶滅危惧Ⅰ類 個体数減少、生息地減少、生息条件悪化、分布域限定 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅰ類

真有肺 ナンバンマイマイ トサビロウドマイマイ Nipponochloritis tosana 絶滅危惧Ⅰ類 生息条件悪化、生息環境特殊 絶滅危惧IA類 絶滅危惧Ⅱ類

真有肺 キセルガイモドキ ホソキセルガイモドキ Mirus rugulosus 絶滅危惧Ⅰ類 希少、生息環境特殊 絶滅危惧IB類 準絶滅危惧

真有肺 キセルガイ タビトギセル
Megalophaedusa

aratorum
絶滅危惧Ⅰ類 個体数減少、生息条件悪化、分布域限定、生息環境特殊 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類

真有肺 キセルガイ シンチュウギセル Megalophaedusa aenea 絶滅危惧Ⅰ類 個体数減少、生息条件悪化、分布域限定、生息環境特殊 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類

真有肺 キセルガイ トクサギセル
Stereophaedusa

hiraseana
絶滅危惧Ⅰ類 個体数減少、生息地減少、生息条件悪化、希少 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類

真有肺 キセルガイ アズママルクチコギセル Reinia masaoi 絶滅危惧Ⅰ類 個体数減少、生息地減少、生息条件悪化、分布域限定、生息環境特殊 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類

真有肺 キセルガイ トカラコギセル Reinia ashizuriensis 絶滅危惧Ⅰ類 個体数減少、分布域限定、生息環境特殊 絶滅危惧IB類 絶滅危惧Ⅰ類

真有肺 パツラマイマイ パツラマイマイ Discus pauper 絶滅危惧Ⅰ類 生息条件悪化、分布域限定、生息環境特殊 絶滅危惧IB類
絶滅のおそれのあ
る地域個体群
近畿以西

真有肺 キセルガイ イヨギセル
Megalophaedusa

iyoensis
絶滅危惧Ⅰ類 個体数減少、生息条件悪化、希少 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

環境省2017年
ランク

高知県2002
ランク

改訂後
ランク

理由 備考
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ヤマタニシ サルダアツブタムシオイ
Awalycaeus

yanoshokoae
絶滅危惧Ⅰ類 分布域限定、希少、生息環境特殊

真有肺 キセルガイモドキ ムロトキセルガイモドキ Mirus murotonis 絶滅危惧Ⅰ類 個体数減少、分布域限定、希少

真有肺 キセルガイ シロハダギセル
Tosaphaedusa

akiratadai
絶滅危惧Ⅰ類 分布域限定、希少、生息環境特殊 絶滅危惧Ⅰ類

真有肺 ナンバンマイマイ カタマメマイマイ Lepidopisum conospira 絶滅危惧Ⅰ類 分布域限定、生息環境特殊 絶滅危惧Ⅱ類

真有肺 ナンバンマイマイ カワリダネビロウドマイマイ
Nipponochloritis

silvatica
絶滅危惧Ⅰ類 分布域限定、希少、生息環境特殊 絶滅危惧Ⅱ類

真有肺 ナンバンマイマイ ムロトマイマイ Euhadra murotonis 絶滅危惧Ⅰ類 個体数減少、生息条件悪化、分布域限定

‐（原始紐舌
類）

ヤマタニシ アツブタムシオイ Awalycaeus abei 絶滅危惧Ⅱ類 生息条件悪化、生息環境特殊 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

‐（原始紐舌
類）

ゴマガイ マルクチゴマガイ
Diplommatina

circumstomata
絶滅危惧Ⅱ類 分布域限定 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧

真有肺 ナタネガイモドキ ナタネガイモドキ Pyramidula conica 絶滅危惧Ⅱ類 個体数減少、分布域限定、生息環境特殊 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧

真有肺 キセルガイ カモハラギセル
Stereophaedusa

kamoharai
絶滅危惧Ⅱ類 分布域限定、希少 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

真有肺 キセルガイ タキギセル
Stereophaedusa

hemileuca takii
絶滅危惧Ⅱ類 個体数減少、生息条件悪化、生息環境特殊 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類

真有肺 キセルガイ ナカムラギセル
Tosaphaedusa

cincticollis
絶滅危惧Ⅱ類 生息条件悪化、分布域限定、生息環境特殊 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

真有肺 キセルガイ イイジマギセル Stereophaedusa ijimae 絶滅危惧Ⅱ類 個体数減少、生息地減少、分布域限定、生息環境特殊 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類
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真有肺 キセルガイ オキノシマナミギセル
Stereophaedusa

japonica okinoshimana
絶滅危惧Ⅱ類 個体数減少、生息条件悪化、分布域限定、生息環境特殊 2002年版では、ナミギゼルと表記。 絶滅危惧Ⅱ類

真有肺 ナンバンマイマイ オオツヤマイマイ Satsuma textilis 絶滅危惧Ⅱ類 生息条件悪化、生息環境特殊 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

真有肺 ナンバンマイマイ ヒラコウベマイマイ Aegista kobensis discus 絶滅危惧Ⅱ類 生息条件悪化、分布域限定 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧

真有肺 ナンバンマイマイ タシママイマイ Aegista cavitectum 絶滅危惧Ⅱ類 個体数減少、希少、生息環境特殊 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

真有肺 キセルガイ コシボソギセル

Megalophaedusa

nankaidoensis

nankaidoensis

絶滅危惧Ⅱ類 個体数減少、生息条件悪化、分布域限定、生息環境特殊 準絶滅危惧 準絶滅危惧

真有肺 キセルガイ オオギセル
Megalophaedusa

martensi
絶滅危惧Ⅱ類 個体数減少、生息地減少、生息条件悪化 準絶滅危惧 準絶滅危惧

真有肺 キセルガイ モリヤギセル
Stereophaedusa vasta

moriyai
絶滅危惧Ⅱ類 生息条件悪化、分布域限定、生息環境特殊 準絶滅危惧 準絶滅危惧

真有肺 ベッコウマイマイ シコクベッコウ
Bekkochlamys

shikokuensis
絶滅危惧Ⅱ類 生息地減少、生息条件悪化、生息環境特殊 準絶滅危惧 情報不足

真有肺 シタラ アワクリイロベッコウ
Japanochlamys

awaensis
絶滅危惧Ⅱ類 生息地減少、生息条件悪化、生息環境特殊 準絶滅危惧 準絶滅危惧

真有肺 ナンバンマイマイ ハダカケマイマイ Aegista aemula hadaka 絶滅危惧Ⅱ類 個体数減少、生息条件悪化、分布域限定 準絶滅危惧 準絶滅危惧

真有肺 ナンバンマイマイ カドバリオトメマイマイ Aegista carinata 絶滅危惧Ⅱ類 個体数減少、分布域限定、生息環境特殊 準絶滅危惧 準絶滅危惧

真有肺 ナンバンマイマイ スミスオトメマイマイ Aegista smithiana 絶滅危惧Ⅱ類 個体数減少、生息条件悪化、生息環境特殊 準絶滅危惧

真有肺 ナンバンマイマイ ギュリキマイマイ Euhadra eoa gulicki 絶滅危惧Ⅱ類 生息地減少、生息条件悪化、分布域限定
2002年版では、ギューリキマイマイと
表記。

準絶滅危惧
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真有肺 キセルガイ シタヅキギセル
Megalophaedusa

platyderula
絶滅危惧Ⅱ類 個体数減少、生息地減少、分布域限定、生息環境特殊

真有肺 ハワイマイマイ ノミガイ Tornatellides boeningi 準絶滅危惧 分布域限定、生息環境特殊 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類

真有肺 キバサナギガイ スナガイ
Gastrocopta armigerella

armigerella
準絶滅危惧 分布域限定、希少、生息環境特殊 準絶滅危惧 準絶滅危惧

真有肺 ミジンマイマイ ミジンマイマイ Vallonia costata 準絶滅危惧 分布域限定、希少、生息環境特殊 準絶滅危惧

真有肺 キセルガイ ホソヒメギセル
Megalophaedusa

gracilispira
準絶滅危惧 分布域限定、希少 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類

真有肺 オカモノアラガイ ナガオカモノアラガイ Oxyloma hirasei 準絶滅危惧 生息条件悪化、分布域限定、生息環境特殊 準絶滅危惧 準絶滅危惧

真有肺 ナンバンマイマイ ミヤマオオベソマイマイ
Aegista proba

goniosomoides
準絶滅危惧 個体数減少、生息条件悪化 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類

真有肺 ナンバンマイマイ コケマイマイ
Aegista aemula

subdivesta
準絶滅危惧 生息条件悪化、分布域限定 準絶滅危惧

真有肺 ナンバンマイマイ ヒラケマイマイ Aegista pressa 準絶滅危惧 個体数減少、生息条件悪化、分布域限定 準絶滅危惧 準絶滅危惧

真有肺 ナンバンマイマイ ヤマガマイマイ
Euhadra dixoni

montivaga
準絶滅危惧 個体数減少、生息条件悪化、分布域限定 準絶滅危惧

真有肺 キセルガイ ニセコスジギセル
Megalophaedusa

ventriluna
準絶滅危惧 個体数減少、生息地減少、生息条件悪化、分布域限定、生息環境特殊

真有肺 キバサナギガイ ナタネキバサナギガイ Vertigo eogea eogea 情報不足 分布域限定、生息環境特殊 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類

高腹足 カワザンショウガイ ホラアナゴマオカチグサ
Cavernacmella

kuzuuensis
情報不足 分布域限定、希少、生息環境特殊 情報不足 絶滅危惧Ⅰ類
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真有肺 ナンバンマイマイ シコクビロウドマイマイ
Nipponochloritis

hiromitadae
除外 Ⅰ類のトサビロウドマイマイと同種とされたため除外 絶滅危惧Ⅱ類

真有肺 オカモノアラガイ ヒメオカモノアラガイ Succinea lyrata 除外 異常繁殖することがあるため除外 準絶滅危惧

真有肺 ナンバンマイマイ オビシメクチマイマイ Satsuma zonata 除外 ランク外のシメクチマイマイと同種とされたため除外 準絶滅危惧
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