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1 猛禽類 16 甲虫類、その他 27 食菌昆虫類 37 草食性直翅類 53 シダ植物 56 草本類 57 地衣類・鮮苔類
●オオタカ ●エゾイナゴ ●ケシキスイムシ科 ●オンブバッタ ●イノデ ●クサノオウ アブラゴケ
●チョウゲンボウ ●エンマコオロギ ●アリヅカムシ ●カネタタキ ●イノモトソウ ●クサボケ イチョウウキゴケ
●ハイタカ属 ●カヤキリ その他食菌昆虫類 ●シバスズ ●イワガネゼンマイ ●クサレダマ イワウロコゴケ
その他トビを除くタカ類 ●キリギリス 28 齧歯類 ●セスジツユムシ ●イワガネソウ ●クズ ウメノキゴケ科

2 肉食性大型哺乳類 ●ケラ ●アカネズミ ●ササキリ ●ウラジロ ●クマガイソウ ウロコゼニゴケ
●イタチ ●ショウリョウバッタモドキ ●カヤネズミ ●トノサマバッタ ●ジュウモンジシダ ●ゲンノショウコ カシゴケ
●キツネ ●ツヤエンマコガネ ●ハツカネズミ ●ハラヒシバッタ ●リョウメンシダ ●コウガイゼキショウ ギンゴケ
●タヌキ ●トゲヒシバッタ ●ヒメネズミ ●マツムシ その他シダ植物 ●コウゾリナ ケゼニゴケ

3 ハシボソガラス（市街地を除く） ●ナナホシテントウ ●ジネズミ ●ヤチスズ 54 木本類（常緑樹） ●コガマ コスギゴケ
ハシボソガラス（森林のみ） ●ハネナシコロギス その他ネズミ類 ヤブキリ ●アオキ ●ゴキヅル コツボゴケ

4 腐食性大型鳥類 ●マダラカマドウマ 29 その他鱗翅目（幼虫） その他草食性直翅類 ●アカガシ ●コナギ コモチイトゴケ
●トビ クダマキモドキ 30 ガ・ハバチ類（幼虫） 38 セミ類 ●アカマツ ●コハコベ サワゴケ属

5 ヘビ類 クルマバッタモドキ 31 蝶類（常緑樹） ●アブラゼミ ●アラカシ ●コヒルガオ シシゴケ
●アオダイショウ タイワンクツワムシ ●アオスジアゲハ ●ツクツクボウシ ●ウラジロガシ ●コマツナギ ジャゴケ
●ヒバカリ ツチイナゴ ●クロヒカゲ ●ニイニイゼミ ●カクレミノ ●サガミラン ゼニゴケ
●ヤマカガシ ツヅレサセコオロギ ●コチャバネセセリ ●ハルゼミ ●クロマツ ●サナエタデ ダイダイゴケ属
その他ヘビ類 ミツカドコオロギ ●サトキマダラヒカゲ ●ヒグラシ ●シラカシ ●サワヒヨドリ タチゴケ

6 肉食性鳥類（猛禽類以外） その他腐食性甲虫類 ●ヒカゲチョウ ●ミンミンゼミ ●スギ ●シバ チャシブゴケ属
●モズ 17 ムカデ類 オオチャバネセセリ その他セミ類 ●スダジイ ●ジャノヒゲ トヤマシノブゴケ

7 トカゲ類 ●オオムカデ ムラサキシジミ 39 その他の昆虫 ●タブノキ ●シュンラン ニセヤハズゴケ
●トカゲ ●ジムカデ 32 蝶類（落葉樹） ●アカスジキンカメムシ ●ネズミモチ ●シラヤマギク ネズミノオゴケ
●ヤモリ その他ムカデ類 ●アオバセセリ ●シロヘリカメムシ ●ヒサカキ ●スイカズラ ハイゴケ属
●カナヘビ 18 クモ類 ●オオムラサキ ●タケウンカ ●ヒノキ ●スイバ ハタケゴケ

8 カエル類 ●アシナガグモ類 ●ゴマダラチョウ ●チャバネアオカメムシ ●マサキ ●ススキ ハナゴケ属
●アズマヒキガエル ●イオウイロハシリグモ ●テングチョウ ●ナガメ ●マンリョウ ●スズメノカタビラ ハマキゴケ
●アマガエル ●オウギグモ ●ミズイロオナガシジミ トゲナナフシ ●モチノキ ●スズメノテッポウ ヒナノハイゴケ
●シュレーゲルアオガエル ●オナガグモ ウラナミアカシジミ ナナフシモドキ ●モミ ●スミレ ヒメジャゴケ
●トウキョウダルマガエル ●カタハリウズグモ キチョウ ツツジグンバイ ●ヤツデ ●セリ ヒョウタンゴケ
●ニホンアカガエル ●カバキコマチグモ スミナガシ オオフタオビドロバチ ●ヤブコウジ ●セイヨウタンポポ ヒロクチゴケ
●ヤマアカガエル ●クサグモ類 ミドリシジミ 40 大型鳥類（植食） ●ヤブツバキ ●タガラシ ヘリトリゴケ
その他カエル類 ●コガネグモ ミスジチョウ ●カルガモ ●ヤブニッケイ ●タコノアシ ホウオウゴケ属

9 モグラ類 ●ジグモ ミヤマセセリ ●キジ その他常緑樹 ●タチツボスミレ ホソバオキナゴケ
●アズマモグラ ●ジョロウグモ 33 蝶類（常・落葉） その他カモ類 55 木本類（落葉樹） ●タチフウロ モジゴケ属
●ヒミズ ●シロカネグモ類 ●カラスアゲハ 41 中型鳥類（植食） ●イヌコリヤナギ ●タマガヤツリ ヤスデゴケ属
その他モグラ類 ●デーニッツハエトリ ●クロアゲハ ●アオバト ●イヌシデ ●チガヤ レプラゴケ

10 小型鳥類（肉食性） ●ドヨウオニグモ ●ナミアゲハ ●キジバト ●ウワミズザクラ ●チゴユリ
●ウグイス ●ナガコガネグモ ●モンキアゲハ ●ヒヨドリ ●エゴノキ ●チヂミザサ
●エナガ ●ネコハエトリ アカシジミ コジュケイ ●エノキ ●チョウジタデ
●オオヨシキリ ●ハツリグモ ウラゴマダラシジミ ドバト ●オノエヤナギ ●ツユクサ
●カワセミ ●ワカバグモ オオミドリシジミ 42 小型鳥類（植食） ●クヌギ ●ツリガネニンジン
●キビタキ その他クモ類 オナガアゲハ ●アオジ ●ケヤキ ●ツリフネソウ
●クロジ 19 コウモリ類 キマダラセセリ ●カシラダカ ●コナラ ●ツルボ アオキのススビョウキン
●コゲラ ●アブラコウモリ 34 蝶類（落葉・草木） ●カワラヒワ ●ゴンズイ ●トウゲシバ アミガサタケ属
●コチドリ その他コウモリ類 ●ウラギンシジミ ●シメ ●ハリギリ ●トウダイグサ アラゲキクラゲ
●シジュウカラ 20 カマキリ類 ●モンキチョウ ●スズメ ●ハンノキ ●トキワハゼ イグチ科
●ジョウビタキ ●オオカマキリ ●モンシロチョウ ●ヒバリ ●ホオノキ ●ナガバノスミレサイシン イッポンシメジ科
●セグロセキレイ ●コカマキリ ウラナミシジミ ●ホオジロ ●マダケ ●ナキリスゲ ウチワゴケ
●セッカ ●チョウセンカマキリ コミスジ ●マヒワ ●ミズキ ●ナズナ ウメノキゴケ科

その他カマキリ類 ツバメシジミ ●ヤマガラ ●ムラサキシキブ ●ヌマトラノオ カキノミタケ
●ツバメ 21 トンボ類 トラフシジミ ウソ ●モウソウチク ●ネジバナ カシ類ウドンコビョウキン
●ハクセキレイ ●アジアイトトンボ ルリシジミ その他食植生小型鳥類 ●ヤブデマリ ●ノアザミ カワラタケ
●メジロ ●ウスバキトンボ ルリタテハ 43 草食性哺乳類 ●ヤマザクラ ●ノゲシ カンゾウタケ
●ヤマガラ ●オオシオカラトンボ 35 蝶類（草木） ●ノウサギ ●ヤマツツジ ●ノジスミレ キツネノタケ属
アカゲラ ●オオヤマトンボ ●アカタテハ 44 貝類 その他落葉樹 ●ハエドクソウ キツネノワン
イワツバメ ●オニヤンマ ●イチモンジセセリ ●陸産貝類 56 草本類 ●ハナイカダ コフキサルノコシカケ
オオルリ ●カワトンボ ●イチモンジチョウ 45 ミミズ類 ●アキカラマツ ●ハナウド ショウロ
キセキレイ ●キイトトンボ ●キアゲハ 46 ダニ類 ●アキノエノコログサ ●ハナタデ スエヒロタケ
コシアカツバメ ●ギンヤンマ ●キタテハ 47 トビムシ類 ●アキノタムラソウ ●ハルタデ スギエダタケ
ルリビタキ ●クロスジギンヤンマ ●ジャコウアゲハ 48 コムカデ類 ●アブノメ ●ハンゲショウ ススキのサビキン

11 中型鳥類（肉食性） ●シオカラトンボ ●スジグロシロチョウ ●コムカデ ●アブラガヤ ●ヒガンバナ ススキのバッカクキン
●アオゲラ ●シオヤトンボ ●ツマグロヒョウモン 49 ヤスデ類 ●イ ●ヒデリコ スッポンタケ属
●アカハラ ●ショウジョウトンボ ●ヒメジャノメ ●ヤスデ ●イタドリ ●ヒトリシズカ セイタカアワダチソウのサビキン
●クロツグミ ●ヒメアカネ ●ベニシジミ 50 甲殻類 ●イヌタデ ●ヒメヤブラン セリのサビキン
●シロハラ その他トンボ類 アサギマダラ ●ヨコエビ ●イヌツゲ ●フタリシズカ 仙人杖
●ツグミ 22 ホタル等肉食性昆虫 コジャノメ オカダンゴムシ ●イノコズチ ●ヘラオモダカ タケの赤衣ビョウキン
●ホトトギス ●アメンボ ジャノメチョウ ワラジムシ類 ●ウツボグサ ●ホウチャクソウ チカラシバのクロボキン
トラツグミ ●ゲンジボタル チャバネセセリ その他甲殻類 ●ウラシマソウ ●ホシクサ テングタケ属
ヒヨドリ ●コシマゲンゴロウ ツマキチョウ 51 双翅目 ●エビネ ●ホタルブクロ ドングリキンカクキン
ムクドリ ●シマアメンボ ヒメウラナミジャノメ 52 鱗翅目 ●オオイヌタデ ●ホトケノザ ニオウシメジ

12 大型鳥類（肉食性） ●ヒメアメンボ ミドリヒョウモン ●オオバコ ●ボンドクタデ ハタケシメジ
●オナガ ●ヘイケボタル メスグロヒョウモン ●オギ ●マムシグサ ハルシメジ
●カケス オオアメンボ 36 甲虫類 ●オクマワラビ ●ミズオオバコ ヒイロタケ
●コサギ ハイイロゲンゴロウ ●ウバタマムシ ●オトコエシ ●ミズニラ ヘクソカズラのサビキン
カワウ ヒメゲンゴロウ ●カブトムシ ●オニタビラコ ●ミズハコベ ホウライタケ属
ゴイサギ 23 昆虫食性直翅類 ●クロカナブン ●オヒシバ ●ミズヒキ ホコリタケ属
アオサギ ●ウマオイ ●コクワガタ ●オモダカ ●ミゾカクシ ホソツクシタケ
キンクロハジロ ●ヒメギス ●シロテンハナムグリ ●カサスゲ ●ミゾソバ ヤナギのサビキン

13 スズメバチ類 ●コロギス ●センチコガネ ●カタバミ ●ミソハギ ヨシのサビキン
14 シデムシ・オサムシ類 その他昆虫食性直翅類 ●カナブン ●ガマ ●ミドリハコベ
15 アリ類 24 ザトウムシ類 ●タマムシ ●カラスノエンドウ ●ミミナグサ 連鎖段階凡例

25 カニムシ類 ●ノコギリクワガタ ●カラスビシャク ●ムラサキケマン
●カニムシ ●ハイイロヤハズカミキリ ●カワラナデシコ ●ムラサキサギゴケ

26 コムシ類 ●ミヤマクワガタ ●カンアオイ類 ●メヒシバ
その他甲虫類 ●カンガレイ ●ヤブカンゾウ

●カントウタンポポ ●ヤブラン 一次消費者を示す。
●カントウヨメナ ●ヤマユリ 生産者および消費者を示す。
●キヅタ ●ヨシ
●キツネノカミソリ ●ヨモギ
●キツネノマゴ ●リュウノウギク 注）
●キュウリグサ ●リンドウ 　
●キランソウ ●ワレモコウ
●キンラン その他草本類

健全な生態系指標種一覧

三次消費者
（生食）

二次消費者
（腐食）

三次消費者
（腐食）

二次消費者
（キーストーン

種）

二次消費者
（生食）

二次消費者
（腐食）

●は、多様性指標種として選定
された種を表す。無印の種は、
多様性指標種として選定されな
かった種の中で、市民調査にとっ
て利用価値の高い種（同定しや

59

生産者
および
分解者
（生食）

生産者
および
分解者
（生食）

58 動物遺体

落葉・落枝・落果・樹皮・朽木
などの植物遺体

60 菌類・バクテリア等の微生物

三次消費者を示す。

二次消費者
（生食）

二次消費者
（生腐相互）

二次消費者を示す。

二次消費者
（腐食）

一次消費者
（腐食）

生産者
および
分解者
（生食）

生産者
および
分解者
（腐食）

一次消費者
（生食）

一次消費者
（生食）

一次消費者
（腐食）


