
愛媛県レッドリスト改訂作業に係るガイドライン 
 
１．愛媛県レッドリスト改訂の目的 
 愛媛県では、2014 年に改訂版愛媛県レッドデータブック（以下「愛媛県 RDB2014」とい
う。）を発行し、絶滅の恐れのある野生生物 1,773 種を愛媛県レッドリスト（以下「愛媛県 RL」
という。）として公表しているが、近年の生息・生育環境の悪化等による県内自生種の絶滅危
険性の急速な高まりや、学術的知見の蓄積等により、愛媛県ＲＬのカテゴリー区分変更等に
対して柔軟に対応する必要が生じている。 

そこで、本ガイドラインにより、愛媛県ＲＬのカテゴリー区分の再評価を行い、随時改訂、
公表するものとする。 

 
2．愛媛県 RL 改訂（カテゴリー区分の再評価）の実施体制  

 （1）決定機関 

愛媛県 RL のカテゴリー区分の再評価は、「えひめの生物多様性保全推進委員会設置要綱
（以下「委員会設置要綱」という。）第２条及び第５条に基づき、「えひめの生物多様性保全
推進委員会（以下「委員会」という。）」及び「野生動植物専門部会（以下「専門部会」とい
う。）」において検討の上、決定するものとする。 

 （2）愛媛県 RL 改訂（カテゴリー区分の再評価）実施者 

愛媛県 RL 改訂（カテゴリー区分の再評価）の実施者（以下「愛媛県 RL 改訂者」とい
う。）は次のとおりとする。［表１］ 

①愛媛県 RDB2014 分類群のうち、専門部会の専門分野については、専門部会員が、それ
ぞれの専門分野ごとに再評価を実施するものとする。     

②上記以外の愛媛県 RDB2014 分類群については、愛媛県 RDB2014 の調査等を行った
「愛媛県レッドデータブック改訂委員会（2014 年 3 月末解散）」の委員（以下「元改訂
委員」という。）が、自然保護課からの依頼に基づき、それぞれの専門分野ごとに再評価
を実施するものとする。 

［表１］ 

愛媛県 RDB2014 分類群 専門部会専門分野 愛媛県 RL 改訂者 
①専門部会員 ②元改訂委員 

総括 動物全般 前田 洋一 ― 
哺乳類 哺乳類 山本 貴仁 ― 
鳥類 鳥類 小川 次郎 ― 
爬虫類 爬虫類・両生類 岡山 健仁 ― 両生類 
淡水魚類 汽水淡水魚類 清水 孝昭 ― 
昆虫類 昆虫類 酒井 雅博 ― 
陸・淡水産貝類 貝類 石川 裕 ― 海産貝類 
クモガタ類・多足類等 ― ― 鶴崎 展巨 
甲殻類 陸淡水産甲殻類等脚目 

淡水産甲殻類十脚目 海産動物 大森 浩二 ― 海岸動物 
高等植物 高等植物 松井 宏光 ― 
コケ類 ― ― 関 太郎 
藻類 ― ― 小林 真吾 
地衣類 ― ― 川又 明徳 
高等菌類 高等菌類 小林 真吾 ― 



（3）愛媛県 RL 改訂専門分科会 

愛媛県 RL 改訂者は、それぞれの専門とする生物群において、分類群ごとの評価や、評価
の公平性と客観性を担保する目的で愛媛県 RL 改訂専門分科会（以下「分科会」という。）
委員を必要に応じて指名し、自然保護課に報告する。 

分科会委員の任期は 1 年とするが、再任及び分類群ごとの重複は妨げないものとする。
なお、愛媛県 RL 改訂者は、分科会委員以外の専門家等に対しても広く意見を徴する等に
より、評価の公平性と客観性の向上に努めるものとする。 

 （4）愛媛県生物多様性センター 

   愛媛県 RL 改訂者等が実施する改訂作業を支援するとともに、愛媛県 RL 改訂に必要な
データ（3（1）で報告を受けたもの）の管理等を行うものとする。 

 （5）愛媛県県民環境部環境局自然保護課 

  委員会設置要綱に基づき委員会及び専門部会の庶務を行うとともに、元改訂委員、分科
会委員等への協力依頼、愛媛県 RL 改訂、公表等に係る庶務を行うものとする。 

 

３．カテゴリー区分再評価から改訂版愛媛県 RL 公表までのプロセス 

（1）愛媛県 RL 改訂者は分科会委員等と協議し、生物群ごとに改訂候補種と新規候補種を整
理し、愛媛県 RL 改訂（案）を作成の上、生物多様性センターへ報告する。 
・改訂候補種を「①愛媛県 RL カテゴリー区分確認シート」に基づいて判定を行い、「②

変更・愛媛県 RL 評価シート【生物群】」に整理する。 
・新規候補種は、「③新規・愛媛県 RL 評価シート」に整理することと併せて「④愛媛県

RL 新規候補種概要」を作成する。 
（2）生物多様性センターは、愛媛県 RL 改訂（案）の取りまとめを行う。 
（3）専門部会は、愛媛県 RL 改訂（案）を検討の上、承認又は不承認の決定を行う。 
（4）委員会は、専門部会で承認された愛媛県 RL 改訂（案）を検討の上、承認又は不承認の

決定を行う。 
（5）自然保護課は、委員会で承認された愛媛県 RL（以下「改訂版愛媛県ＲＬ」という。）を

愛媛県 HP 等で公表する。 
※（3）、（4）で承認が得られなかった愛媛県 RL 改訂（案）は、（1）の再整理を行う。 

 

４．カテゴリー区分再評価実施の基本方針 

○カテゴリー区分及び評価基準並びに対象生物群は愛媛県 RDB2014 と同じ区分を用いる。 
○カテゴリー区分の再評価は、原則として既存の文献資料等から行うこととする。 
○愛媛県 RDB2014 において「準絶滅危惧種」「情報不足種」「絶滅危惧分類群（Ⅰ類、Ⅱ

類）」と区分された種で公表時よりも状況が悪化しているもの（下位から上位への変更）
や、新たな知見が得られた種の再評価は速やかに行うこととする。 

○再評価の際、愛媛県 RDB2014 公表時に評価された基準で危機度が下がっても、他の基
準で危機度が高いと判断される場合があるため、改めてすべての基準で評価することと
する。 
＜下位のカテゴリーに変更する場合の基準＞ 

・上位のカテゴリーに相当する基準が 5 年以上満たされない場合 
・新規の知見により外来種であることが明らかになった等、評価を変更する場合 

 ○カテゴリー区分の変更（新規種の追加含む）根拠は、原則として、「①RL 区分判別確認
シート」の判定に基づいて行うこととするが、分科会委員およびその他専門家との協議
結果が判定と異なる場合にあっては、協議結果を判定と同等に扱うことができることと
する。 

 
 



５．改訂版愛媛県 RL と愛媛県 RDB2014 等の扱い 

 愛媛県 RL の再評価は随時行い，変更があった場合には、上記「３．カテゴリー区分再評価
から改訂版愛媛県 RL 公表までのプロセス」を経て、速やかに改訂版愛媛県ＲＬを公表する
こととする。カテゴリー変更や種の追加、削除があった種については、改訂版愛媛県 RL の記
述を優先し、過去に公表された愛媛県 RDB2014 等の記述は無効とする。 
 
６．その他 

（1）愛媛県 RL 改訂（案）作成に対する謝礼、経費等については、原則、無償とする。 
（2）本ガイドラインは令和２年３月 31 日から適用する。 



参考１．カテゴリー区分変更理由（例） 

（1）カテゴリー変更（削除含む）  

・愛媛県 RDB2014 発行時と比較して個体数や生息地の減少が「極めて著しい」または
「みられる」または「懸念される」（↑） 

  ・導入の可能性を否定できなかったが、明らかに自生と考えられる生息地が少数確認さ
れた（↑） 

・愛媛県 RDB2014 発行時以降、新たに多くの生息地を確認した。（↓または削除） 
  ・愛媛県 RDB2014 発行時と比較して個体数が増加した（↓または削除） 
  ・愛媛県 RDB2014 発行時以降、県外からの移入種であることが明らかになった（削除） 
 

 (２)新規追加 

  ・５０年以上前に県内から採集された標本が新たに発見されたが、現在は見られない（EX、
EW に該当） 

  ・県内から初めて生息（生育）を確認した（DD に該当も含む） 
  ・愛媛県 RDB2014 発行時と比較して個体数や生育地の減少が「極めて著しい」または

「みられる」または「懸念される」 
 
  （３）記載変更 

  ・科名変更、和名変更等 
 
 
参考２．愛媛県 RDB2014 におけるカテゴリー基準 

 

■絶滅（EX） 

過去に愛媛県に生息したことが確認されており、飼育・栽培下を含め、本県ではすでに絶
滅したと考えられる種 
 
■野生種絶滅（EW） 

過去に愛媛県に生息したことが確認されており、飼育・栽培下では存続しているが、本県
において野生ではすでに絶滅したと考えられる種 
 【確実な情報があるもの】 

1.信頼できる調査や記録により、すでに野生で絶滅したことが確認されている。 
2.信頼できる複数の調査によっても、生息が確認できなかった。 

【情報量が少ないもの】  
3.過去 50 年間前後の間に、信頼できる生息の情報が得られていない。 

 
■絶滅危惧Ⅰ類（CR、EN） 

【定性基準】 
次のいずれかに該当する種 
＜確実な情報があるもの＞ 

① 既知のすべての個体群で､危機的水準にまで減少している。 
② 既知のすべての生息地で､生息条件が著しく悪化している。 
③ 既知のすべての個体群がその再生産能力を上回る捕獲・採取圧にさらされている。 
④ ほとんどの分布域に交雑のおそれのある別種が侵入している。 

＜情報量が少ないもの＞ 
⑤ それほど遠くない過去(30 年〜50 年)の生息記録以後確認情報がなく、その後信頼

すべき調査が行われていないため、絶滅したかどうかの判断が困難なもの。 



【定量基準】ⅠA 類（CR） 

Ａ. 次のいずれかの形で個体群の減少が見られる場合。 
1.過去 10 年間もしくは３世代のどちらか⻑い期間を通じて、90％以上の減少があった

と推定され、その原因がなくなっており、かつ理解されており、かつ明らかに可逆的
である。 

2.過去 10 年間もしくは３世代のどちらか⻑い期間を通じて、80％以上の減少があった
と推定され、その原因がなくなっていない、理解されていない、あるいは可逆的でな
い。 

 3.今後 10 年間もしくは３世代のどちらか⻑い期間を通じて、80％以上の減少があると
予測される。 

 4.過去と未来の両方を含む 10 年間もしくは３世代のどちらか⻑い期間において 80％以
上の減少があると推定され、その原因がなくなっていない、理解されていない、ある
いは可逆的でない。 

 
Ｂ. 次のうち２つ以上の兆候が見られる場合。 
 1.生息地が過度に分断されているか、ただ１ヵ所の地点に限定されている。 
 2.出現範囲、生息地面積、成熟個体数等に継続的な減少が予測される。 
 3.出現範囲、生息地面積、成熟個体数等に極度の減少が見られる。 

  
Ｃ. 個体群の成熟個体数が 250 未満であると推定され、さらに次のいずれかの条件が加

わる場合。 
 1.３年間もしくは１世代のどちらか⻑い期間に 25％以上の継続的な減少が推定される。 

  2.成熟個体数の継続的な減少が観察，もしくは推定・予測され、かつ次のいずれかに該
当する｡ 

  a.個体群構造が次のいずれかに該当 
     i.50 以上の成熟個体を含む下位個体群は存在しない。 
     ii.1 つの下位個体群中に 90％以上の成熟個体が属している。 
    b.成熟個体数の極度の減少 
 

Ｄ. 成熟個体数が 50 未満であると推定される個体群である場合。 
 
Ｅ. 数量解析により、10 年間、もしくは３世代のどちらか⻑い期間における絶滅の可能

性が 50％以上と予測される場合。 
 
【定量基準】ⅠB 類（EN） 

Ａ. 次のいずれかの形で個体群の減少が見られる場合。 
  1.過去 10 年間もしくは３世代のどちらか⻑い期間を通じて、70％以上減少があったと

推定され、その原因がなくなっており、かつ理解されており、かつ明らかに可逆的で
ある。 

  2.過去 10 年間もしくは３世代のどちらか⻑い期間を通じて、50％以上の減少があった
と推定され、その原因がなくなっていない、理解されていない、あるいは可逆的でな
い。 

  3.今後 10 年間もしくは３世代のどちらか⻑い期間を通じて、50％以上の減少があると
予測される。 

4.過去と未来の両方を含む 10 年間もしくは 3 世代のどちらか⻑い期間において 50％以
上の減少があると推定され、その原因がなくなっていない、理解されていない、ある
いは可逆的でない。 



Ｂ. 次のうち２つ以上の兆候が見られる場合。 
 1.生息地が過度に分断されているか、５以下の地点に限定されている。 
 2.出現範囲、生息地面積、成熟個体数等に継続的な減少が予測される。 
 3.出現範囲、生息地面積、成熟個体数等に極度の減少が見られる。 

 
Ｃ. 個体群の成熟個体数が 2500 未満であると推定され、さらに次のいずれかの条件が加

わる場合。 
 1.３年間もしくは１世代のどちらか⻑い期間に 25％以上の継続的な減少が推定される。 
 2.成熟個体数の継続的な減少が観察、もしくは推定・予測され、かつ次のいずれかに該

当する｡ 
    a.個体群構造が次のいずれかに該当 
     i.250 以上の成熟個体を含む下位個体群は存在しない。 
     ii.1 つの下位個体群中に 95％以上の成熟個体が属している。 
    b.成熟個体数の極度の減少 
 

Ｄ. 成熟個体数が 250 未満であると推定される個体群である場合。 
 
Ｅ. 数量解析により、20 年間、もしくは 5 世代のどちらか⻑い期間における絶滅の可能

性が 20％以上と予測される場合。 
 
■絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

【定性基準】 
次のいずれかに該当する種 
＜確実な情報があるもの＞ 

① 大部分の個体群で個体数が大幅に減少している。 
② 大部分の生息地で生息条件が明らかに悪化しつつある。 
③ 大部分の個体群がその再生産能力を上回る捕獲・採取圧にさらされている。 
④ 分布域の相当部分に交雑可能な別種が侵入している。 

 
【定量基準】 

A. 次のいずれかの形で個体群の減少が見られる場合。 
  1.過去 10 年間もしくは３世代のどちらか⻑い期間を通じて，50％以上の減少があったと

推定され，その原因がなくなっており，かつ理解されており，かつ明らかに可逆的で
ある｡ 

  2.過去 10 年間もしくは３世代のどちらか⻑い期間を通じて，30％以上の減少があったと
推定され，その原因がなくなっていない，理解されていない，あるいは可逆的でない。 

  3.今後 10 年間もしくは３世代のどちらか⻑い期間を通じて，30％以上の減少があると予
測される。 

  4.過去と未来の両方を含む 10 年間もしくは３世代のどちらか⻑い期間において 30％以
上の減少があると推定され，その原因がなくなっていない，理解されていない，ある
いは可逆的でない。 

 
Ｂ. 次のうち２つ以上の兆候が見られる場合。 
 1.生息地が過度に分断されているか，10 以下の地点に限定されている。 
 2.出現範囲，生息地面積，成熟個体数等について，継続的な減少が予測される。 
 3.出現範囲，生息地面積，成熟個体数等に極度の減少が見られる。 

 



Ｃ. 個体群の成熟個体数が 10,000 未満であると推定され、さらに次のいずれかの条件が加
わる 場合。 

 1.10 年間もしくは３世代のどちらか⻑い期間に 10％以上の継続的な減少が推定される。 
  2.成熟個体数の継続的な減少が観察、もしくは推定・予測され、かつ次のいずれかに該当

する。 
   a.個体群構造が次のいずれかに該当 
    i.1,000 以上の成熟個体を含む下位個体群は存在しない。 
    ii.1 つの下位個体群中にすべての成熟個体が属している。 
   b.成熟個体数の極度の減少 
 

Ｄ. 個体群が極めて小さく、成熟個体数が 1,000 未満と推定されるか、生息地面積あるいは
分布地点が極めて限定されている場合。 

 
Ｅ. 数量解析により、100 年間における絶滅の可能性が 10％以上と予測される場合。 

 
■準絶滅危惧種（NT） 

【定性基準】 
生息状況の推移から見て、種の存続への圧迫が強まっていると判断されるもの。具体的に

は、分布域の一部において、次のいずれかの傾向が顕著であり、今後さらに進行するおそれ
があるもの。 

ａ)個体数が減少している。 
ｂ)生息条件が悪化している。 
ｃ)過度の捕獲・採取圧による圧迫を受けている。 
ｄ)交雑可能な別種が侵入している。 

 
■情報不足種（DD） 

環境条件の変化によって、容易に絶滅危惧のカテゴリーに移行し得る属性（具体的には、
次のいずれかの要素）を有しているが、生息状況をはじめとして、カテゴリーを判定するに
足る情報が得られていない種。 
 a)どの生息地においても生息密度が低く希少である。 
 b)生息地が局限されている。 
 c)生物地理上、孤立した分布特性を有する（分布域がごく限られた固有種等）。 
 d)生活史の一部又は全部で特殊な環境条件を必要としている。 
 


