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５． 本書の作成に協力いただいた方々 
 

本書を作成するにあたり、生息や生育情報の収集や調査の実施、また掲載写真の収集にあたり多くの方々のご

協力をいただきました。この場を借りてお礼申し上げます。ご協力頂いた方々は以下に示すとおりです。 
（敬称略、50音順） 
 

◆ 生息･生育情報の提供・調査の実施 
 

＜哺 乳 類＞ 

河内 紀浩 久高 将和 小林 峻 中西 希  

 

＜鳥 類＞ 

伊澤 雅子 私市  一康 久高 将和 呉地 正行 小林 雅弘 

庄山 守 関  伸一 渡久地 豊 仲地 邦博 仲間 章郎 

長嶺 隆 中本 純市 西海 功 山崎 剛史 山城 正邦 

山本 以智人     

 

＜爬虫類・両生類＞ 

小原 祐二 熊井 健 佐藤 文保 高橋 洋生 福山 欣司 

前之園 唯史 丸山 勝彦    

 

＜魚 類＞ 

林田 宜之     

 

＜甲 殻 類＞ 

青木 美鈴 上野 大輔 太田 悠造 佐々木 哲朗 下村 通誉 

 

＜昆 虫 類＞ 

青木 一宰 新田 敦子 石川 忠 市川 顕彦 内田 晃士 

梅田 孝 岡  徹 奥山 風太郎 長田 勝 沖山 茂 

河野 裕美 小松 貴 崎原 健 佐藤 文保 島村 賢正 

杉本 まゆみ 砂川 博秋 田村 常雄 刀禰 浩一 名嘉 猛留 

比嘉 実野 東  和明 水谷 晃 村松 稔 村山 望 

山田 量崇 渡辺 賢一    

 

＜クモ形類・多足類＞ 

入野 祐史 川副 裕一郎 下謝名 松栄 田邊 力 永澤  拓也 

比嘉  祏成 渡辺 登    

 

＜貝 類＞ 

秋山 佳央 安倍 肯治 伊芸 元 Winston F. Ponder 上野 大輔 

内田 翔太 大谷 ウイリアム 小澤 智生 狩野 泰則 河辺 訓受 

木村 昭一 金城 浩之 竹内 将俊 多田 昭 千葉 聡 

中瀬 悠太 中薗 信之 中原 ゆうじ 西  邦雄 西垣 孝治 

西原 千尋 西平 信 芳賀 拓真 比嘉 高明 藤井 琢磨 

細  将貴 前之園唯史 水元 巳喜夫 村田 尚史 八木 洋史 

柳澤 涼子 山崎 大志 渡部 哲也 渡辺 正夫 ㈱東海アクアノーツ

南大東村役場     

 

◆ 掲載写真の提供  *分科会委員を含む 
 

＜哺 乳 類＞ 

内田 詮三 小松 知普 田村 常雄 琉球大学哺乳類生態研究室 沖縄県八重山土木事務所河川都市港湾班  

 

＜鳥 類＞ 

私市 一康 砂川 栄喜 嵩原 建二 渡嘉敷 真司 細川 太郎 
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㈱沖縄環境保全研究所     

 

＜爬虫類・両生類＞ 

米須 邦雄 千木良 芳範 当山 昌直 戸田 守 富永 篤 

外間 一樹 (一財)沖縄美ら島財団    

 

＜魚 類＞ 

立原 一憲 前田 健    

 

＜甲 殻 類＞ 

大澤 正幸 駒井 智幸 佐伯 智史 成瀬 貫 藤田 喜久 

前之園 唯史 吉田 隆太 沖縄県八重山土木事務所河川都市港湾班   

 

＜昆 虫 類＞ 

青柳 克 梅田 孝 北野 忠 木村 正明 小濱 継雄 

佐々木 健志 杉本 雅志 西山 桂一 野林 千枝 比嘉 正一 

松村 雅史 村松 稔 焼田 理一郎 沖縄県八重山土木事務所河川都市港湾班 沖縄県南部土木事務所ダム管理担当

 

＜クモ形類・多足類＞ 

唐沢 重考 佐々木 健志 谷川 明男 千木良 芳範 戸部 海童 

名嘉 猛留 中村 泰之 西山 桂一 比嘉 高明  

 

＜貝 類＞ (図版作成、文献の提供を含む) 

青柳 克 池口 明子 池辺 進一 石川 裕 伊敷 あや子 

上島 励 小澤 宏之 亀田 勇一 木村 昭一 久保 弘文 

黒住 耐二 小菅 丈治 齊藤 匠 J. Studdert 名和 純 

早瀬 善正 平野 尚浩 福田 宏 増田 修 和田 慎一郎 

恩納村博物館 名護市教育委員会 西宮市貝類館 宮古島市教育委員会 与那原町教育委員会

沖縄県文化財課資料編集班     

 

＜こ の ほ か＞ 
(表紙) ク メ ト カ ゲ モ ド キ 戸田 守 

ヤ ン バ ル ク イ ナ 外間 一樹 ト カ ゲ ハ ゼ 西垣 孝治 

(とびら) ヤンバルテナガコガネ 佐々木 健志 

ヒ ス イ ボ ウ ズ ハ ゼ 前田 健 ヤ マ ト ウ シ オ グ モ 佐々木 健志 

(裏表紙) アマノヤマタカマイマイ 亀田 勇一 

イリオモテヤマネコ 琉球大学哺乳類生態研究室 キ ン バ ト 嵩原 建二 

ノ グ チ ゲ ラ 嵩原 建二 ミ ヤ コ ト カ ゲ 当山 昌直 

イワサキワモンベニヘビ 千木良 芳範 ミ ヤ コ サ ワ ガ ニ 藤田 喜久 

オキナワイシカワガエル 西山 桂一 ラ ッ パ ガ イ 亀田 勇一 

アオバラヨシノボリ 前田 健 ダイトウオオコウモリ 琉球大学哺乳類生態研究室 

アダンベンケイガニ 前之園 唯史 ダイトウコオイエビ(新称) 藤田 喜久 

ヤンバルテナガコガネ 佐々木 健志 ヒサマツサイカブト 佐々木 健志 

オキナワホラアナヤチグモ 佐々木 健志 オオアガリマイマイ(サメハダヘソアキアツマイマイ) 亀田 勇一 

ヨナグニアマビコヤスデ 中村 泰之 ウフビシ沖縄島本部沖のサンゴ礁 吉本 昌弘 

ジャングサマテガイ 久保 弘文 (p3,4) 

(発刊にあたって) 河川･沢(沖縄島北部)、湿地(南大東島)、湧水(沖縄島)、地下水

沖縄島北部やんばるの亜熱帯照葉樹林  西山 桂一 (南大東島)、干潟(沖縄島)、マングローブ(西表島)、藻場(沖縄島)、

(p1,2) サンゴ礁(沖縄島) 以上、㈱沖縄環境保全研究所 

イリオモテヤマネコ 琉球大学哺乳類生態研究室 沖縄北部の山地森林、湿潤な森林の着生植物（オキナワセッコク

カ ン ム リ ワ シ 嵩原 建二 沖縄島北部） 西山 桂一 

ツ バ サ ハ ゼ 西垣 孝治 八重山諸島の山地森林(西表島)、石灰岩地の森林(石垣島) 、西

トゥドゥマリハマグリ 久保 弘文 表島浦内川のマングローブ 沖縄県八重山土木事務所河川都市

ノ グ チ ゲ ラ 嵩原 建二 港湾班 
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６．掲載種索引  
 

＜哺 乳 類＞   

  オリイヤマガラ 156

イエコウモリ（アブラコウモリ） 104  カイツブリ 159

イリオモテヤマネコ 97  カツオドリ 161

オキナワオオコウモリ 91  カラシラサギ 164

オキナワコキクガシラコウモリ 99  カラスバト 137

オキナワトゲネズミ 94  カワセミ 172

オキナワハツカネズミ 108  カンムリワシ 120

オリイオオコウモリ 106  キンバト 126

カグラコウモリ 101  クロツラヘラサギ 128

ケナガネズミ 96  コアジサシ 150

ジャコウネズミ 107  コウノトリ 116

ジュゴン 98  コシャクシギ 131

セスジネズミ 95  コトラツグミ 177

センカクモグラ 92  サシバ 153

ダイトウオオコウモリ 92  サンカノゴイ 127

ミヤココキクガシラコウモリ 91  サンショウクイ 155

ヤエヤマオオコウモリ 106  シラオネッタイチョウ 136

ヤエヤマコキクガシラコウモリ 100  シロガシラ 174

ヤンバルホオヒゲコウモリ 94  シロチドリ 141

リュウキュウイノシシ 104  ズグロカモメ 148

リュウキュウテングコウモリ 102  ズグロミゾゴイ 140

リュウキュウユビナガコウモリ（コユビナガコウモリ） 103  セイタカシギ 142

ワタセジネズミ 105  セグロアジサシ 169

  ダイトウカイツブリ 159

＜鳥    類＞  ダイトウコノハズク 121

  ダイトウノスリ 112

アオツラカツオドリ  160  ダイトウヒヨドリ 175

アカアシカツオドリ 127  ダイトウミソサザイ 115

アカアシシギ 144  ダイトウメジロ 175

アカオネッタイチョウ 125  ダイトウヤマガラ 114

アカヒゲ 156  タカブシギ 145

アナドリ 160  タマシギ 146

アホウドリ 138  チュウサギ 163

アマミヤマガラ 173  ツクシガモ 136

アマミヤマシギ  130  ツバメチドリ 147

イシガキシジュウカラ 174  ツミ 177

ウスアカヒゲ 178  ツルクイナ 165

エリグロアジサシ 152  ツルシギ 144

オオアジサシ 149  ノグチゲラ 123

オオクイナ 129  ハマシギ 167

オオジシギ  166  ハヤブサ 155

オオソリハシシギ 143  ヒシクイ 135

オオヒシクイ 157  ヒメアマツバメ 166

オオミズナギドリ 138  ベニアジサシ 151

オオヨシゴイ 117  ヘラサギ 176

オシドリ 125  ヘラシギ 120

オリイコゲラ 132  ホウロクシギ 143
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ホントウアカヒゲ 133  ミヤコカナヘビ 186

マガン 158  ミヤコトカゲ 196

マミジロアジサシ 168  ミヤコヒバァ 197

ミサゴ 170  ミヤコヒメヘビ 187

ミゾゴイ 139  ミヤラヒメヘビ 198

ミフウズラ 147  ヤエヤマイシガメ 202

ミヤコショウビン 113  ヤエヤマセマルハコガメ 190

ムラサキサギ 141  ヤエヤマタカチホヘビ 208

ヤンバルクイナ 118  ヨナグニキノボリトカゲ 204

ヨシゴイ 162  ヨナグニシュウダ 197

ヨナグニカラスバト 115  リュウキュウヤマガメ 183

リュウキュウアオバズク 172   

リュウキュウオオコノハズク 153  ＜両 生 類＞ 

リュウキュウガモ 176   

リュウキュウカラスバト 112  イボイモリ 224

リュウキュウキビタキ 134  オオハナサキガエル 229

リュウキュウクロアジサシ 167  オキナワイシカワガエル 219

リュウキュウコゲラ 173  コガタハナサキガエル 220

リュウキュウコノハズク 171  シリケンイモリ 227

リュウキュウツミ 131  ナミエガエル 223

リュウキュウヒクイナ 165  ハナサキガエル 221

リュウキュウヨシゴイ 163  ハロウエルアマガエル 228

  ホルストガエル 222

＜爬 虫 類＞  リュウキュウアカガエル 226

   

アオウミガメ 199  ＜魚 類＞ 

アオスジトカゲ 216   

アカウミガメ 188  アオバラヨシノボリ 254

アマミタカチホヘビ 207  アカボウズハゼ 278

イヘヤトカゲモドキ 180  アゴヒゲオコゼ 240

イワサキセダカヘビ 206  アゴヒゲハゼ 256

イワサキワモンベニヘビ 211  アサガラハゼ 266

エラブウミヘビ 212  アトクギス 263

オキナワキノボリトカゲ 193  アミメカワヨウジ 262

オキナワトカゲ 195  アンピンボラ 288

キクザトサワヘビ 180  ウラウチイソハゼ 257

キシノウエトカゲ 205  ウラウチフエダイ 242

クメトカゲモドキ 185  ウラウチヘビギンポ  246

クロイワトカゲモドキ 191  エソハゼ 259

小浜島・黒島のサキシマカナヘビ 215  エリトゲハゼ 291

サキシマアオヘビ 208  オウギハゼ 265

サキシマキノボリトカゲ 203  オオアオノメアラ 241

サキシマバイカダ 209  オオメジロザメ 284

シュウダ 217  オキナワキチヌ 262

大東諸島のオガサワラヤモリ 214  カエルハゼ 268

タイマイ 182  カガミテンジクダイ 242

タシロヤモリ 216  カブキハゼ 280

バーバートカゲ 194  カワギンポ 246

ハイ 210  カワクモハゼ 283

ヒロオウミヘビ 213  カワボラ 238

マダラトカゲモドキ 184  カンムリブダイ 245
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キバラヨシノボリ 271  ニセシマイサキ 244

キララハゼ 273  ニセシラヌイハゼ 272

ギンポハゼ 282  ニセツムギハゼ 287

クサフグ 274  ニホンウナギ 262

クシヒゲヌメリ 247  ニューギニアウナギ 288

クマノコハゼ 295  ニライカナイボウズハゼ 292

クロトサカハゼ 256  ネッタイイソイワシ 289

コクチスナゴハゼ 293  ハクテンウミヘビ 288

コゲウツボ 232  ハナダカタカサゴイシモチ 290

ゴシキタメトモハゼ 264  ハヤセボウズハゼ 251

コビトハゼ 274  ヒゲソリオコゼ 240

ゴマクモギンポ 291  ヒゲワラスボ 277

コマチハゼ 259  ヒスイボウズハゼ 253

コモチサヨリ 285  ヒノコロモボウズハゼ 292

コンジキハゼ 257  ヒメサツキハゼ 260

コンテリボウズハゼ 252  ヒメテングヨウジ 237

シマエソハゼ 258  ヒメトサカハゼ 255

シマサルハゼ 253  ヒモハゼ属の1種 293

シミズシマイサキ 244  ヒラヨシノボリ 287

ジャノメハゼ 286  ヒルギギンポ 247

スダレウロハゼ 294  ヒルギヌメリテンジクダイ 290

ゼブラアナゴ 233  フタゴハゼ 294

ダイダイコショウダイ 290  フタスジノボリハゼ 287

タイワンキンギョ 261  フタホシハゼ 294

タウナギ 235  フナ属の1種 234

タスキヒナハゼ 294  ホクロハゼ 295

タナゴモドキ 275  ホシイッセンヨウジ 236

タニヨウジ 237  ホシマダラハゼ 286

タマカイ 241  ホホグロスジハゼ 287

タメトモハゼ 276  ホホグロハゼ 270

チワラスボ属の1種 1 249  ボルネオハゼ 284

チワラスボ属の1種 2 250  マイコハゼ 296

チワラスボ属の1種 3 267  マサゴハゼ 269

チンヨウジウオ 236  マングローブゴマハゼ 281

ツバサハゼ 248  ミスジハゼ 272

テッポウウオ 243  ミナミアシシロハゼ 268

ドウケハゼ 293  ミナミギンイソイワシ 289

トカゲハゼ 248  ミナミハゼ 286

トゲナガユゴイ 245  ミナミヒメミミズハゼ 279

トサカハゼ 282  ミナミメダカ 239

ドジョウ 234  ムジナハゼ 293

トビハゼ 265  メガネモチノウオ 263

トラフボウズハゼ 292  モンナシボラ 289

ドロクイ 233  ヤエヤマノコギリハゼ 277

トンガスナハゼ 296  ヨコシマイサキ 243

ナガレフウライボラ 239  ヨロイボウズハゼ 278

ナミダカワウツボ 232  リュウキュウアユ 231

ナミノコハゼ 295  ワカケサラサハゼ 283

ナリタイトヒキヌメリ 291  ワキイシモチ 290

ナンヨウタカサゴイシモチ 289   

ナンヨウチヌ 285  ＜甲 殻 類＞ 
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アカカクレイワガニ 336  シオカワヨコエビ 325

アカテノコギリガザミ 334  シオマネキ 301

アゴヒロカワガニ 342  シモフリシオマネキ 346

アシナガアカイソガニ 340  ショキタテナガエビ 314

アシナガヌマエビ 327  シロサンゴヤドカリ 331

アシナガベンケイガニ 339  シロツメアシハラガニモドキ 320

アダンベンケイガニ 321  シロテアシハラガニモドキ 322

アナモリノコギリテッポウエビ（新称） 349  スベスベテナガエビ 327

アマミマメコブシガニ 333  スマトライワベンケイガニ 340

アラモトサワガニ 335  センカクサワガニ 300

アリアケモドキ 323  ダイトウコオイエビ（新称）  298

イシガキヌマエビ 302  タイワンオオヒライソガニ 352

イバラアナジャコ（新称） 349  タイワンヒメオサガニ 324

イヘヤオオサワガニ 307  タイワンベンケイガニ 340

イボテカニダマシ 304  ダルマガニ 323

イリオモテアナジャコ（新称） 330  チカヌマエビ 311

イリオモテヌマエビ 312  チゴガニ 324

イリオモテマメコブシガニ 317  チュラテナガエビ（仮称） 348

イリオモテヨコナガピンノ 310  ツノナシイボガザミ 334

イルンティムツアシガニ 350  ツブテナガエビ 328

イワトビベンケイガニ 337  ツメナガベンケイガニ 338

ウチノミカニダマシ 304  テッポウエビ 328

ウリガーテナガエビ 303  ドウクツヌマエビ 310

オオアシハラガニモドキ 337  ドウクツベンケイガニ 308

オオウラムツアシガニ 351  ドウクツモクズガニ 309

オオバヌマエビ（新称） 347  トカシキオオサワガニ 299

オキナワオオサワガニ 306  トカシキミナミサワガニ 305

オキナワミナミサワガニ 318  トゲオスナモグリ 329

オトヒメスナモグリ 329  トゲユビアナジャコ（新称） 331

オハグロテッポウエビ 328  トリウミアカイソモドキ 343

カクレサワガニ  298  ドロイワカニダマシ 331

カスリテナガエビ 313  ナカグスクオサガニ 325

カスリベンケイガニ 309  ナガツノヌマエビ 326

カッショクサワガニ 319  ナダケフサアシハラガニ 341

ガマヌマエビ（新称） 348  ナンヨウトゲアナジャコ 330

カワスナガニ 344  ニセモクズガニ 343

カワラピンノ 347  ニンジャベンケイガニ 351

キカイホンヤドカリ 316  ハサミカクレガニ 344

ギザテアシハラガニ 321  ハシボソテッポウエビ 349

キノボリエビ 329  ハチジョウヒライソモドキ 342

クメジマオオサワガニ 307  ハマベンケイガニ 337

クメジマミナミサワガニ 317  ヒトハカニダマシ 314

クラヤミヌマエビ（仮称） 348  ヒナアシハラモドキ 338

ケフサアシハラガニ 341  ヒメアカイソモドキ 352

ケラマサワガニ 305  ヒメオカガニ 336

コウナガカワスナガニ 344  ヒメユリサワガニ 301

コウビロヒライソモドキ（新称） 342  ヒラアシテナガエビ 312

サカモトサワガニ 335  ヒルギノボリヨコバサミ 332

サキシマオカヤドカリ 316  ヘコミベンケイガニ 351

サキシマヌマエビ 326  ヘリトリオカガニ 335

サンゴカニダマシ 350  ホルトハウスオサガニ 345
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マーグイヨコバサミ 332  オオテントウ 398

マガタマテナガエビ 313  オオマルケシゲンゴロウ 388

マメイソガニ 341  オオヨツバコガネ 398

マルガオベンケイガニ 337  オキナワカブトムシ 389

マルテツノヤドカリ 332  オキナワキリギリス 371

マルベンケイガニ 320  オキナワクビジロカミキリ 398

マンガルマメコブシガニ 333  オキナワサビカミキリ 399

マングローブヌマエビ 327  オキナワスジゲンゴロウ 375

ミズギワベンケイガニ 339  オキナワセンノキカミキリ 399

ミゾテアシハラガニ 339  オキナワマツモムシ 385

ミナミオニヌマエビ 326  オキナワマルチビガムシ 379

ミナミムツハアリアケガニ 345  オキナワマルバネクワガタ 381

ミネイサワガニ 319  カマドウマ粟国島亜種 370

ミヤケアナジャコ（新称） 330  ガムシ 358

ミヤコサワガニ 299  カラスヤンマ慶良間亜種（アサトカラスヤンマ） 367

ミヤコヌマエビ（仮称） 348  クメジマカブトムシ 381

ムラサキオカガニ 336  クメジマボタル 382

ムラサキサワガニ 318  クロイワゼミ 384

メナガオサガニ 346  コウトウコガシラミズムシ 388

メナガオサガニハサミエボシ 347  コウベツブゲンゴロウ 376

ヤエヤマヤマガニ 308  コガタガムシ 379

ヤエヤマヤワラガニ 334  コガムシ 395

ヤシガニ 315  コバネササキリ 383

ヤドリムツアシガニ 350  コブイトアメンボ 364

ヨウナシカワスナガニ 345  コフキオオメトンボ 392

ヨコスジベンケイガニ 338  コフキトンボ 368

ヨツハヒライソモドキ 342  ゴマダラオオヒゲナガゾウムシ 399

ヨミノオサガニ 352  サキシマヤマトンボ 382

リュウキュウアカテガニ 319  サトミヒラタガムシ 378

リュウキュウカクエンコウガニ 333  サンゴアメンボ 385

リュウキュウシオマネキ 346  サンゴミズギワカメムシ 385

リュウキュウユムシテッポウエビ（新称） 349  シオカラトンボ 368

レンゲガニ（新称） 343  シャープツブゲンゴロウ 388

ロッカクイソガニ 322  シロスジトゲバカミキリ 399

ワカクサヨコバサミ 332  シロヘリハンミョウ琉球亜種（オキナワシロヘリハンミョウ） 394

  セグロイナゴ 393

＜昆 虫 類＞  タイコウチ 354

  ダイトウサルハムシ 399

アオナガイトトンボ 362  ダイトウスジヒメカタゾウムシ 360

アケボノアメイロウマ 371  ダイトウヒメハルゼミ 372

アシブトカタビロアメンボ 394  ダイトウヒラタクワガタ 380

アマミヘビトンボ 387  タイワンオオミズスマシ 378

イシガキニイニイ 354  タイワンオジロサナエ八重山亜種（ワタナベオジロサナエ） 392

イリオモテボタル 366  タイワンコオイムシ 355

イワサキヘリカメムシ 386  タイワンタイコウチ 363

ウスイロキマダラウマ 371  タイワンタガメ 356

ウスバカマキリ 383  タイワンツバメシジミ名義タイプ亜種 361

ウスバカミキリ 395  タイワンハナダカバチ 390

ウスモンナギサスズ 383  タイワンマツモムシ 385

エサキタイコウチ 363  タガメ 355

エゾカタビロオサムシ 397  タカラサシガメ 386
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タマガムシ 395  アワセイソタナグモ 403

タラマハヤシウマ 370  イシガキアオグロハシリグモ 415

ダルマガムシ属の一種 394  イシガキキムラグモ 406

チビサナエ沖縄諸島亜種（オキナワオジロサナエ） 391  イヘヤキムラグモ 406

チャイロホソハナムグリ 397  ウデナガマシラグモ 411

ツダナナフシ 372  オオクロケブカジョウゴグモ 409

ツブゲンゴロウ 357  オオハシリグモ 415

ツマキレオオミズスマシ 377  オキナワキムラグモ属（イヘヤキムラグモ、イシガキキム 406

ツマグロゼミ 393  ラグモ、オキナワキムラグモ、クメジマキムラグモ）  

ツヤセスジアメンボ 374  オキナワトタテグモ 408

トゲアシアメンボ 374  オキナワナガイボグモ 414

トビイロゲンゴロウ 388  オキナワホラアナヤチグモ 402

トビイロヤンマ 362  オキナワホラヒメグモ 411

ナカジマツブゲンゴロウ 377  オキナワマシラグモ 410

ニセコケシゲンゴロウ 376  オヒキコシビロザトウムシ 412

ニトベノミバッタ 397  カノウハエトリ 416

ノブオオオアオコメツキ 390  キノボリトタテグモ 409

ノブオフトカミキリ 390  クメコシビロザトウムシ 408

ハマコオロギ（リュウキュウハマコオロギ） 369  クメジマイボブトグモ 408

ヒサマツサイカブト 360  クメジマキムラグモ 406

ヒメフチトリゲンゴロウ 375  クンジャンキムラグモ 406

ヒメミズカマキリ 384  コケオニグモ 413

フチトリゲンゴロウ 358  ササキハシリグモ 415

フチベニヘリカメムシ 387  シマトタテグモ 407

ベニボシカミキリ 396  ダイトウマルガタワカバグモ 405

ホソツマジロカメムシ 387  ダイトウヤイトムシ 404

ホソミシオカラトンボ 392  ミヤコジマトタテグモ 405

ホラアナゴキブリ先島諸島亜種（ミヤコホラアナゴキブリ） 369  ヤエヤマトタテグモ 407

マダラアシミズカマキリ 373  ヤエヤマナガイボグモ 414

マダラゲンゴロウ 357  ヤマトウシオグモ 402

マダラゴキブリ 393  ヤンバルキムラグモ 406

マルヒラタガムシ 365  ヤンバルユウレイグモ 413

ミヤコモリゴキブリ 396  リュウキュウカヤシマグモ 410

ミヤモトサシガメ 386   

メダカダルマカメムシ 386  ＜多 足 類＞ 

モザイクコマダラウマ 397   

ヤエヤマクロスジホソハナカミキリ 398  カツレンフトケヤスデ（新称） 420

ヤエヤママルバネクワガタ 389  コバアマビコヤスデ 418

ヤサガタコカマキリ 396  タメトモヤスデ 420

ヤマトホソガムシ 365  ポコックヤエタケヤスデ 418

ヤンバルテナガコガネ 366  ホラオビヤスデ 419

ヨナクニウォレスブユ 400  ミイツヤスデ 419

ヨナグニサン 390  ヤエヤママルヤスデ 419

ヨナグニヒシバッタ 384  ヨナグニアマビコヤスデ 418

ヨナグニマルバネクワガタ 359    

リュウキュウヒメミズスマシ 364  ＜貝 類＞  

リュウキュウルリモントンボ 391    

   アオサギ 560

＜ク モ 形 類＞   アオミオカタニシ 579

アマミサソリモドキ 412  アケボノガイ 550



<索 引> 

708 
 

アシヒダツボ 499  ウラシマミミガイ 618

アソブイトクビキレ 442  ウラジロマスホ 640

アツクチハマシイノミ  538  ウルシヌリハマシイノミ 538

アツマイマイ 466  ウロコイシマキ 651

アマサギガイ 636  ウロコケマイマイ 527

アマノヤマタカマイマイ 466  エイコベッコウ 525

アマミカワニナ 430  エドガワミズゴマツボ（ウミゴマツボ） 586

アマミクビキレ 501  エリマキガイ 447

アマミスジホシムシモドキヤドリガイ（新称） 662  エレガントカドカド 498

アラゴマフダマ 590  オイノカガミ 644

アラハダカノコ 575  オイランカワザンショウ 587

アラムシロ 445  オウギカノコアサリ 649

アンパルクチキレ 597  オウトウハマシイノミ 540

イオウジマノミガイ 513
オオアガリマイマイ
（サメハダヘソアキアツマイマイ） 465

イオウハマグリ 648  オオカサネシタラ 461

イガムシロ 590  オオシイノミクチキレ 598

イササコミミガイ 659  オオシマホクロガイ 569

イシワリマクラ 620  オーステンキビ 525

イソスジサルボウ 475  オオズングリアゲマキ 480

イッシキマイマイ 529  オオツヤウロコガイ 551

イトカケマイマイ 457  オオトゲウネガイ 560

イトヒキツムガタノミギセル 519  オオベソスガイ 573

イトマンマイマイ 463  オオベソマイマイ  611

イトマンヤマタニシ（新称） 578  オカイシマキ 484

イヘヤタメトモマイマイ 612  オカクビキレ 441

イヘヤヤマタカマイマイ 469  オガタザクラ 478

イヘヤヤマタニシ（新称） 577  オカトリノコガイ（新称） 508

イボイボナメクジ属の一種 (1) 533  オキナガイ 547

イボイボナメクジ属の一種 (2) 658  オキナワギセル 521

イボイボナメクジ属の一種 (3) 533  沖縄島のウスチャイロキセルモドキ類似種群 449

イボウミニナ 584  沖縄島のゴマオカタニシ 650

イリオモテコギセル 601  沖縄島のサカヅキノミギセル 519

イリオモテムシオイ（新称） 485  沖縄島のホラアナゴマオカチグサ類似種群 500

イレズミザルガイ 554  オキナワテラマチベッコウ（新称） 523

イワカワトキワガイ 654  オキナワドブシジミ 566

ウスイロバイ 507  オキナワヌカルミクチキレ 446

ウスカガミ 647  オキナワムシオイ 428

ウズツボ 653  オキナワヤマタカマイマイ 468

ウスムラサキアシガイ 564  オキノエラブヤマトガイ 486

ウチワガイ 546  オサガニヤドリガイ 662

ウニヒザラガイ 651  オトメタママキ 568

ウネイチョウシラトリ 561  オハグロガイ 503

ウフアガリクリイロカワザンショウ 435  オフクマスオ 566

ウフアガリゴマオカチグサ 436  オボロヅキ 660

ウミギク 547  オモロヤマタカマイマイ 531

ウミヒメカノコ 484  オリイレヨフバイ 654

ウラウズタカキビ（新称） 523  カイグンボウクビキレ 502

ウラウチコダマカワザンショウ 499  カエンタケ 596

ウラキツキガイ 548  カガヨイクビキレ 443

ウラキヒメザラ 559  カゴガイ 549

ウラキヤマタカマイマイ 469  カサシタラ 461
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カズマキノミギセル 454  コオキナガイ 477

カタシイノミミミガイ 617  コーヒーイロカワザンショウ 500

ガタチンナン 433  コゲスジイモ 595

ガタヅキ（コハギガイ） 661  コシダカハチジョウヒメベッコウ（新称） 526

カトゥラプシキシタダミ 432  コヅツガイ 626

カドバリコミミガイ 659  コデマリナギサノシタタリ 541

カノコミノムシ 593  コトツブ 593

カブラツキガイ 623  コノハザクラ 559

カミブスマ 645  コハクオカミミガイ 474

カモジガイ 643  コハクマメアゲマキ 628

カヤノミガイ 596  コバコガイ 565

カリントウカワニナ 431  コベソコミミガイ（マルコミミガイ） 475

カワコザラ 447  ゴマガイ属の一種 429

カワラガイ 633  ゴマセンベイアワモチ 615

キカイキセルモドキ 448  ゴマツボモドキ（シリオレミジンニナ） 493

キザハシクビキレ 443  コメツブダワラ 455

キツネノムシロ 655  コヤスツララ 597

キヌツヤベッコウ属の一種 (1) 607  コンゴウイシマテ 542

キヌツヤベッコウ属の一種 (2) 459  サカヅキノミギセル 452

キヌツヤベッコウ属の一種 (3) 459  サカマキオカミミガイ 535

キヌツヤベッコウ属の一種 (4) 460  サキシマノミギセル 603

キヌツヤベッコウ属の一種 (5) 460  サキシマヒシマイマイ 471

キヌツヤベッコウ属の一種 (6) 524  サザナミツボ 494

キヌメハマシイノミ 540  サザナミマクラ 543

キバサナギガイ 600  サナギモツボ 584

キボシアワモチ 614  サンゴガキ 545

キュウシュウナミノコ 563  サンゴナデシコ 621

キルン 425  ザンノナミダ 642

キンチャクギセル 450  ジーコンボツボ 492

グードベッコウ 608  ジャングサマテガイ 477

グードベッコウ近似種 462  シュリケマイマイ 609

ククリクチキレ 511  ショウゴインツキガイ 624

クダボラ 594  シラユキヤマタカマイマイ 530

クチバガイ 644  シリコケゴマガイ 652

クチベニツキガイ 548  シロナノハナガイ 641

クニガミゴマガイ 581  シワツキガイ 624

クニガミヤマタニシ（新称） 577  スエヒロガイ 544

クマノコ 572  スエヒロヘナタリ 652

クメジマキセルモドキ（新称） 518  スグカワニナ 490

クメジマゴマガイ 581  スジイモ 594

クメジマベッコウ 458  スジイリオキナワギセル 602

クメジママイマイ 470  スターンズギセル 600

クリイロムシロ（クリイロヨフバイ） 592  スダレハマグリ 647

クロイワオオケマイマイ 610  セワケガイ 551

クロイワヒダリマキマイマイ 613  セワケハチミツガイ 630

クログチ 620  センカクコギセル 449

クロズミアカグチカノコ 575  ソトオリガイ 622

クロヒラシイノミ 619  ダイトウオカチグサ（ダイトウヘソカド） 438

ケハダヤマトガイ種群 487  ダイトウオカモノアラガイ 513

ゴイシザラ 554  ダイトウジマスナガイ 514

コウモリミミガイ 658  大東諸島のスジケシガイ類似種 536
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ダイトウノミギセル 454  ナノハナガイ 565

ダイミョウガイ 637  ナマリレイシダマシ 507

タイワンキサゴ 426  ナミノコ 479

タイワンシラオガイ 481  ナラビオカミミガイ 535

タオヤメユキスズメ（ヌノメミヤコドリ） 573  ニシキキセルモドキ 516

タカラノミギセル 450  ニシキコギセル 518

タカラホソマイマイ 463  ニセゴマツボ 585

タダマイマイ 472  ニセノミギセル 602

ダテオキシジミ 646  ニッコウガイ 562

タネガシマヒメベッコウ 526  ニライカナイゴウナ 598

タマキビ 491  ニワタズミハマシイノミ 539

タマグスクオカチグサ（新称） 439  ヌバタママクラ 543

タワラガイ属の一種 457  ネコガイ 504

ダンダラマテガイ 552  ネコジタザラ 638

チガイザクラ 638  ネジマガキ 588

チヂミウメ 625  ハートガイ 553

チトセノハナガイ 569  ハイイロミノムシ 509

チドリマスオ 663  ハスノハユキスズメ（新称） 426

チビツクシ（ムラクモツクシ） 510  ハスメザクラ 634

チリメンジュロウジン 557  ハスメヨシガイ 640

ツキガイ 625  ハツヒザクラ 634

ツキカガミ 482  ハナグモリ 570

ツバサマメアゲマキ（新称） 629  ハブタエセキモリ 506

ツブカワザンショウ（ヒメカワザンショウ） 495  バライロマメアゲマキ 631

ツマベニマメアゲマキ 632  パンダナマイマイ 611

ツヤイモ 511  ハンミガキマイマイ 612

ツヤカサマイマイ 605  ヒダトリガイ 589

ツヤノミギセル 604  ヒナキンチャク 476

ツヤノミギセル近似種 604  ヒナノヒオウギの一種 622

ティンダハナタクリイロカワザンショウ 435  ヒノデガイの一種 562

デリケートカドカド 497  ヒノマルズキン 626

デンジハマシイノミ 537  ヒミツナメクジ 512

テンセイタマガイ 505  ヒメオキナワヤマタニシ（新称） 485

トウカイタママキ 568  ヒメオリイレムシロ 591

トウガタホソマイマイ 528  ヒメカサキビ 605

トゥドゥマリハマグリ 482  ヒメキボシアワモチ 614

ドームカドカド 437  ヒメケハダヒザラガイ 651

トガリユウシオガイ 635  ヒメシイノミミミガイ 472

トクノシマケハダシワクチマイマイ 424  ヒメシラギク（ミジンシラギク） 494

トナキマイマイ 532  ヒメツメタガイ 505

ドナンオカチグサ 440  ヒメヒラシイノミ 542

トモシラオガイ 649  ヒメヒラマキミズマイマイ 655

ドロアワモチ 613  ヒラザクラ 639

トンガリベニガイ 637  ヒラセアツブタガイ  429

ナガシリマルホソマイマイ 610  ヒラセザクラ 556

ナガタママキ 480  ヒラマキアマオブネ 574

ナガヤマヤマツボ 433  ヒレナシジャコ 478

なし （Diplodonta sp. A） 663  ヒロクチソトオリガイ 623

なし （Diplodonta sp. B） 664  ヒロクチリスガイ 589

ナズミガイ 473  ヒワズウネイチョウ 561

ナタマメケボリガイ 661  フィリピンハナビラガイ 630
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フジイロハマグリ 645  ヤイマカチドキシタダミ 491

フタツアナスカシカシパンヤドリニナ 588  ヤエヤマアツブタガイ 578

ヘゴノメミミガイ 618  ヤエヤマクチミゾガイ 516

ヘソアキアツマイマイ 464  ヤエヤマゴマガイ 488

ベッコウマイマイ 606  ヤエヤマヒラセアツブタガイ 579

ベッコウマイマイ科の一種 609  ヤエヤマヒラベッコウ（新称） 523

ベッコウマメアゲマキ 631  ヤエヤマヘナタリ 582

ヘドクリイロカワザンショウ（新称） 434  ヤエヤマヤマタニシ 576

ヘナタリ 583  ヤエヤマヤマトガイ（新称） 487

ヘラサギガイ 639  ヤシマイシン近似種 445

ヘリトリケマイマイ 462  ヤジリスカシガイ 572

ホシムシアケボノガイ 627  ヤタテガイ 510

ホシヤマナミノコザラ 555  ヤナギシボリタケ 595

ホソアシヒダナメクジ科の一種 (1) 615  ヤマホトトギス 660

ホソアシヒダナメクジ科の一種 (2) 616  ヤンバルゴマガイ 488

ホソアシヒダナメクジ科の一種 (3) 534  ヤンバルヤマタカマイマイ 529

ホソアシヒダナメクジ科の一種 (4) 534  ユウカゲハマグリ 648

ホソアシヒダナメクジ科の一種 (5) 616  ユウヤケバカガイ 643

ホソアシヒダナメクジ科の一種 (6) 534  ユウレイウロコガイ（新称） 627

ホソアシヒダナメクジ科の一種 (7) 617  ユキガイ 644

ホソスジヒバリガイ 544  ユキスズメ 483

ホソスジベッコウ（新称） 608  ユンタクシジミ 629

ホソバラフマテガイ 633  ヨウラクレイシダマシ 592

ボニンキビ 607  ヨコヅナケボリ（新称） 550

ホラアナゴマオカチグサ種群 496  ヨシカワニナ 490

マサキベッコウ 522  ヨナグニカタヤマガイ 440

マタヨフバイ 591  ヨナグニゴマガイ 582

マダライオウハマグリ 570  ヨナグニシロベッコウ（新称） 526

マダラヒラシイノミ 619  ヨナグニダワラ 521

マテガイ 552  ヨナグニナメクジ（新称） 527

マドモチウミニナ 489  ヨナグニベッコウ 524

マルキビ 657  ヨナグニマイマイ 467

マルシロネズミ 587  ヨナグニヤマトガイ（新称） 487

マルタニシ 427  ヨロイノソデ 503

ミカヅキノミギセル 520  ヨワノミギセル 603

ミクニシボリザクラ 636  ラッパガイ 515

ミジンゴマツボ 585  リュウキュウアサリ 571

ミジンサナギガイ 515  リュウキュウアリソガイ 567

ミナトマスホガイ 564  リュウキュウウラジロヒメベッコウ（新称） 458

ミナミウロコガイ 628  リュウキュウカドベッコウ 657

ミナミキヌタアゲマキ 642  リュウキュウカワザンショウ 424

ミナミマガキ 546  リュウキュウギセル 451

ミニカドカド 496  リュウキュウキセルモドキ 517

ミノムシガイ 509  リュウキュウクサビザラ 555

ミヤコオカチグサ 438  リュウキュウザクラ 635

ミヤコオキナワギセル 453  リュウキュウサラガイ 558

ミヤコゴマガイ 580  リュウキュウダカラ 504

ミヤコダワラ 456  リュウキュウノミガイ 656

ムチカワニナ（タケノコカワニナ） 430  リュウキュウノミガイ属の一種 599

モチヅキザラ 556  リュウキュウヒダリマキマイマイ 532

モモイロサギガイ 558  リュウキュウヒラマキモドキ 599
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リュウキュウヒルギシジミ 664   

リュウキュウマテガイ 632   

リュウキュウヤマタニシ 576    

レモンカノコ 574    

レンズヒラマキ（クルマヒラマキ） 656    

ロウイロトミガイ 506    

ロウタキクビキレ 444    

ワシノハガイ 621    

    

     

     

    

    

    

    

    

    

    

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


