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日本野生鳥獣目録について

１　目的

　　日本野生鳥獣目録（以下「本目録」という。　）は、野生生物行政上使用する我が

　国の野生鳥獣の和名・学名等を便宜的に統一するとともに、野生生物行政の正確性・

　一貫性を期すことを目的とする。

２　本目録の内容（和名・学名・配列）について

　　和名・学名・配列について、関係学会により式に示された目録がある場合には、

　原則として、それらの目録に準拠する。　（ただし、配列等は行政利用上変更する場

　合がある。　）

　　関係学会により公式に示された目録が存在しない場合は、原則として、環境省の
　自然環境保全基礎調査「種の多様性調査」で使用した調査対象種リストを使用する。

○鳥綱

　・和名及び配列は、原則として日本鳥学会編「日本鳥類目録改定第６版」（2000）

　　によった。

　・ただし、上記目録中APPENDIX A に記載されている外来種（亜種）については、

　　各科又は各属の最後に配置した。

○哺乳綱

　・和名及び学名は、原則として自然環境保全基礎調査「種の多様性調査」（哺乳類

　　調査）の調査対象種リスト（環境省自然環境局野生生物課編､2002)によった（学

　　名にシノニム（同物異名）を含む。）。

　・クジラ目、カイギュウ目部分については、粕谷・山田(1995)。水産庁編（2000）

　　によった。

　・配列はWilson and Reeder (1992)によった。

３　本目録の改訂について

　　本目録は、関係学会により行われる目録の更新等を勘案しつつ、野生生物保護行
　政遂行上の必要性等に応じて改訂する。

【参考】日本野生鳥獣目録掲載種数等

目 科 属 種※

鳥　綱 １９ ７６ ２４７ ５６７

哺乳綱 ９ ３５ ９９ １６５

合　計 ２８ １１１ ３４６ ７３２

－１

※亜種を除く
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Melanitta nigra americana

Melanitta fusca

Melanitta fusca stejnegeri

Melanitta perspicillata

Histrionicus histrionicus

Histrionicus histrionicuspacificus

Clangula hyemalis

Bucephala clangula

Bucephala clangula clangula

Bucephala albeola

Mergus albellus

Mergus serrator

Mergus serrator serrator

Mergus squamatus

Mergus merganser

Mergus merganser merganser

Mergus merganser comatus

Pandion haliaetus

Pandion haliaetus haliaetus

Pemis apivorus

Pernis apivorus orientalis

Milvus migrant

Milvus migrans lineatus

Haliaeetus albicilla

Haliaeetus albicillaalbicilla

Haliaeetus pelagicus

Haliaeetus pelagicus pelagicus

Accipiter gentilis

Accipiter gentilisfujiyamae

Accipiter soloensis

Accipiter gularis

Accipiter gularis gularis

Accipiter gularisiwasakii

Accipiter nisus

Accipiter nisus nisosimilis

Buteo lagopus

Buteo lagopus menzbieri

Buteo hemilasius

Buteo buteo

Buteo buteo japonicus

Buteo buteo toyoshimai

Buteo buteo oshiroi

Butastur indicus

Spizaetus nipalensis

Spizaetus nipalensis orientalis

Aquila clanga

Aquila heliaca
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ジ

　　　　　カタシロヮシ　　　、

　144　イヌヮシ

　　　　　イヌヮシ

　145　クロハゲヮシ

　146　カンムリヮシ

　　　　　カンムリヮシ

　147　ハイイロチュウヒ

　　　　　ハイイロチュウヒ

　148　マダラチュウヒ

　149　チュウヒ

　　　　　チュウヒ

　　ハヤブサ科　FALCONIDAE

　１５０　シロハヤブサ

　151　ハヤブサ

　　　　　シベリアハヤブサ

　　　　　ハヤブサ

　　　　　オオハヤブサ

　　　　　シマハヤブサ

　152チゴハヤブサ

　　　　　チゴハヤブサ

　153　コチョウゲンボウ

　　　　　コチョウゲンボウ

　　　　　ヒガシコチョウゲンボウ

　154　アカアシチョウゲンボウ

　155　ヒメチョウゲンボウ

　156　チョウゲンボウ

　　　　　チョウゲンボウ

キジ目　GALUFORMES

　　ライチョウ科　TETRAONIDAE

　１５７　ライチョウ

　　　　　ライチョウ

　158　エソライチョウ

　　　　　エソライチョウ

　　キジ科　PHASIANIDAE

　１５９　ウズラ

　160　ヤマドリ

　　　　　ヤマドリ

　　　　　ウスアカヤマドリ

　　　　　シコクヤマドリ

　　　　　アカヤマドリ

　　　　　コシジロヤマドリ

　161　キジ

　　　　　キジ

　　　　　トウカイキジ

　　　　　シマキジ

　　　　　キュウシュウキジ

　　　　　コウライキジ

　162　コジュケイ

　　　　　コジュケイ

　　　　　テッケイ

Aquila heliaca heliaca

Aquila chrysaetos

Aquila chrysaetos japonica

Aegypius monachus

Spilornis cheela

Spilomis cheela perplexus

Circus cyaneus

Circus cyaneus cyaneus

Circus melanoleucos

Circus spilonotus

Circus spilonotus spilonotus

Falco rusticolus

Falco peregrinus

Falco peregrinus harterti

Falco peregrinus japonensis

Falco peregrinus pealei

Falco peregrinus furuitii

Falco subbuteo

Falco subbuteo subbuteo

Falco columbarius

Falco columbarius insignis

Falco columbarius pacificus

Falco amurensis

Falco naumanni

Falco tinnunculus

Falco tinnunculus interstinctus

Lagopus mutus

Lagopus mutus japonicus

Tetrastes bonasia

Tetrastes bonasia vicinitas

Cotumix japonica

' Syrmaticus soemmerringii

Syrmaticus soemmerringii scintillans

Syrmaticus soemmerringii subrufus

Syrmaticus soemmerringii intermedius

Syrmaticus soemmerringii soemmerringii

Syrmaticus soemmerringii ijimae

Phasianus colchicus

Phasianus colchicus robustipes

Phasianus colchicus tohkaidi

Phasianus colchicus tanensis

Phasianus colchicus versicolor

Phasianus colchicus karpowi

Bambusicola thoracica

Bambusicola thoracica thoracica

Bambusicola thoracica sonorivox

７



ツル目　GRUIFORMES

　　ミフウズラ科　TURNICIDAE

　１６３ミフウズラ

　　　　　ミフウズラ

　　ツル科　GRUIDAE

　１６４クロヅル

　　　　　クロヅル

　165　タンチョウ

　166ナベヅル

　167カナダヅル　　　　　　　　　・

　　　　カナダヅル

　168マナヅル

　169ソデグロヅル

　170アネハヅル

　　クイナ科　RALUDAE

　１７１　クイナ

　　　　　クイナ

　172ヤンバルクイナ

　173オオクイナ

　　　　　オオクイナ

　174コウライクイナ

　175ヒメクイナ

　　　　　ヒメクイナ

　176ヒクイナ

　　　　　ヒクイナ

　　　　　リュウキュウヒクイナ

　＼ｎシマクイナ

　　　　　シマクイナ

　178マミジロクイナ

　　　　　マミジロクイナ

　179シロハラクイナ

　　　　　シロハラクイナ

　180バン

　　　　　バン

　181　ツルクイナ

　182オオバン

　　　　　オオバン

　　ノガン科　OTIDIDAE

183ノガン

　　　　　ノガン

　184ヒメノガン

　　　　　ヒメノガン

チドリ目　CHARADRnFORMES

　　レンカク科　JACANIDAE

　185　レンカク

　　タマシギ科　ROSTRATUUDAE

　１８６タマシギ

　　　　　タマシギ

　　ミヤコドリ科　HAEMATOPODIDAE

　１８７　ミヤコドリ　、

Tumix suscitator

Turnix suscitator okinavensis

Grus grus

Grus grus lilfordi

Grus japonensis

Grus monacha

Grus canadensis

Grus canadensis canadensis

Grus vipio

Grus leucogeranus

Anthropoides virgo

Rallus aquaticus

Rallus aquaticus indicus

GallirallusoMnawae

Rallina eurizonoides

Rallina eurizonoides sepiaria

Porzana paykullii

Porzana pusilla

Porzana pusillapusilla

Porzana fusca

Porzana fusca erythrothorax

Porzana fusca phaeopyga

Coturnicops noveboracensis

Cotumicops noveboracensis exquisitus

Poliolimnas cinereus

Poliolimnas cinereus brevipes

Amaurornis phoenicurus

Amaurornis phoenicurus chinensis

Gallinula chloropus

Gallinula chloropus indica

Gallicrex cinerea

Fulica atra ,

Fulica atra atra

Otistarda

Otis tarda dybowskii

Tetrax tetrax

Tetrax tetraxorientalis

Hydrophasianus chirurgus

Rostratula benghalensis

Rostratula benghalensis benghalensis

Haematopus ostralegus
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　　　　ミヤコドリ

　チドリ科　GHARADRDDAE

１８８　ハジロコチドリ

　　　　ハジロコチドリ

189　コチドリ

　　　　コチドリ

190　イカルチドリ

　　　　イカルチドリ

191　シロチドリ

　　　　ハシボソシロチドリ

　　　　シロチドリ

192メダイチドリ

　　　　モウコメダイチドリ

　　　　メダイチドリ

193オオメダイチドリ

194オオチドリ

　　　　オオチドリ

195コバシチドリ

196　ムナグロ

197ダイゼン

198　ケリ

199　タゲリ

　シギ科　SCOLOPACIDAE

２００　キョウジョシギ

　　　　キョウジョシギ

201　ヒメハマシギ

202　ョーロツパトウネン

203　トウネン

204　ヒバリシギ

205オジロトウネン

206　ヒメウズラシギ

207　アメリカウズラシギ

208　ウズラシギ

209　チシマシギ

　　　　チシマシギ

210　ハマシギ

　　　　ハマシギ

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

サルハマシギ

コオバシギ

　コオバシギ

オバシギ

ミュビシギ

アシナガシギ

ヘラシギ

エリマキシギ

コモンシギ

キリアイ

　キリアイ

アメリカオオハシシギ

オオハシシギ

Haematopus ostralegus osculans

Charadrius hiaticula

Charadrius hiaticula tundrae

Charadrius dubius

Charadrius dubius curonicus

Charadrius placidus

Charadrius placidus japonicus

Charadrius alexandrinus

Charadrius alexandrinus alexandrinus

Charadrius alexandrinus nihonensis

Charadrius mongolus

Charadrius mongolus mongolus

Charadrius mongolus stegmanni

Charadrius leschenaultii

Charadrius asiaticus

Charadrius asiaticus veredus

Eudromias morinellus

Pluvialisfulva

Pluvialissquatarola

Vanellus cinereus

Vanellus vanellus

Arenaria interpres

Arenaria interpres interpres

Calidris mauri

Calidris minuta

Calidris ruficollis

Calidrissubminuta

Calidris temmincMi

Calidris bairdii

Calidris melanotos

Calidrisacuminata

Calidris ptilocnemis

Calidrisptilocnemis kurilensis

Calidris alpina

Calidris alpina sakhalina

Calidrisferruginea

Calidris canutus

Calidris canutus rogersi

Calidris tenuirostris

Crocethia alba

Micropalama himantopus

Eurynorhynchus pygmeus

Philomachus pugnax

Tryngites subruficollis

Limicola falcinellus

Limicola falcinellussibirica

Limnodromus griseus

Limnodromus scolopaceus
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222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

シベリアオオハシシギ

ツルシギ．

アカアシシギ

　アカアシシギ

コアオアシシギ

アオアシシギ

オオキアシシギ

コキアシシギ

カラフトアオアシシギ

クサシギ

タカブシギ

メリケンキアシシギ

キアシシギ

イソシギ

ソリハシシギ

オグロシギ

　オグロシギ

237オオソリハシシギ

　　　　コシジロオオソリハシシギ

　　　　オオソリハシシギ

238ダイシャクシギ

　　　　ダイシャクシギ

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

ホウロクシギ

シロハラチュウシャクシギ

チュウシャクシギ

　チュウシャクシギ

ハリモモチュウシャク

コシャクシギ

ヤマシギ

アマミヤマシギ

タシギ

　タシギ

ハリオシギ

チュウジシギ

オオジシギ

アオシギ

　アオシギ

251　コシギ

　セイタカシギ科

252　セイタカシギ

　　　　セイタカシギ

Umnodromus semipalmatus

Tringa erythropus

Tringa totanus

Tringa totanus ussuriensis

Tringa stagnatilis

Tringa nebularia

Tringa melanoleuca

Tringa flavipes

Tringa guttifer

Tringa ochropus

Tringa glareola

Heteroscelus incanus

Heteroscelus brevipes

Actitishypoleucos

Xenus cinereus

Limosa limosa

Limosa limosa melanuroides

Limosa lapponica

Limosa lapponica menzbieri

Limosa lapponica baueri

Numenius arquata

Numenius arquata orientalis

Numenius madagascariensis

Numenius tenuirostris

Numenius phaeopus

Numenius phaeopus variegatus

Numenius tahitiensis

Numenius minutus

Scolopax rusticola

Scolopax mira

Gallinago gallinago

Gallinago gallinago gallinago

Gallinago stenura

Gallinago megala

Gallinago hardwickii

Gallinago solitaria

Gallinago solitariajaponica

Lymnocryptes minimus

RECURVIROSTWDAE

Himantopus himantopus

Himantopus himantopus himantopus

　　　　オーストラリアセイタカシギ

253ソリハシセイタカシギ

Himantopus himantopus leucocephalus

Recurvirostra avosetta

ヒレアシシギ科　PHALAROPODIDAE

254ハイイロヒレアシシギ

255アカエリヒレアシシギ

256アメリカヒレアシシギ

　ツパメチドリ科　GLAREOUDAE

２５７ツバメチドリ

Phalaropus fulicarius

Phalaropus lobatus

Phalaropus tricolor

ﾄウソクカモメ科

Glareola maldivarum

STERCORARDDAE
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258

259

260

オオトウソクカモメ

トウソクカモメ

クロトウソクカモメ

261　シロハラトウソクカモメ

　カモメ科　LARIDAE

262オオズグロカモメ

263　ュリカモメ

264ハシボソカモメ

265　セグロカモメ

　　　　セグロカモメ

266　オオセグロカモメ

267　ワシカモメ

268　シロカモメ

　　　　シロカモメ

269　カモメ

　　　　カモメ

270　ウミネコ

271　ズグロカモメ

272ゴビズキンカモメ

273　クビワカモメ

274　ミツュビカモメ

　　　　ミツュビカモメ

275　アカアシミツュビカモメ

276　ヒメクビワカモメ

277　ソウゲカモメ

278ハジロクロハラアジサシ

279　クロハラアジサシ

　　　　クロハラアジサシ

280　ハシグロクロハラアジサシ

　　　　ハシグロクロハラアジサシ

281　オニアジサシ

　　　　オニアジサシ

282オオアジサシ

　　　　オオアジサシ

283　ハシブトアジサシ

　　　　ハシブトアジサシ

284　アジサシ

　　　　アカアシアジサシ

　　　　アジサシ

285ベニアジサシ

　　　　ベニアジサシ

286　エリグロアジサシ

287　コシジロアジサシ

288　ナンョウマミジロアジサシ

289　マミジロアジサシ

　　　　マミジロアジサシ

290　セグロアジサシ

　　　　セグロアジサシ

291　コアジサシ

　　　　コアジサシ

Catharacta maccormicki

Stercorarius pomarinus

Stercorarius parasiticus

Stercorarius longicaudus

Larus ichthyaetus

Larus ridibundus

Larus genei

Larus argentatus

Larus argentatus vegae

Larus schistisagus

Larus glaucescens

Larus hyperboreus

Larus hyperboreus pallidissimus

Larus canus

Larus canus kamtschatschensis

Larus crassirostris

Larus saundersi

Larus relictus

Xema sabini

Rissa tridactyla

Rissa tridactylapollicaris

Rissa brevirostris

Rhodostethia rosea

Pagophila ebumea

Chlidonias leucopterus

Chlidonias hybridus

Chlidonias hybridus javanicus

Chlidonias niger

Chlidonias niger niger

Hydroprogne caspia

Hydroprogne caspia caspia

Thalasseus bergii

Thalasseus bergii cristatus

Gelochelidon nilotica

Gelochelidon niloticanilotica

Sterna hirundo

Sterna hirundo minussensis

Sterna hirundo longipennis

Sterna dougallii

Sterna dougallii bangsi

Sterna sumatrana

Sterna aleutica

Sterna lunata

Sterna anaethetus

Sterna anaethetus anaethetus

Sterna fuscata

Sterna fuscata nubilosa

Sterna albifrons

Sterna albifronssinensis
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　292ハイイロアジサシ

　　　　　ハイイロアジサシ

　293　クロアジサシ

　　　　　クロアジサシ

　　　　　リュウキュウクロアジサシ

　294ヒメクロアジサシ

　　　　　ヒメクロアジサシ

　295　シロアジサシ

　　　　　シロアジサシ

　　ウミスズメ科　ALCIDAE

　２９６ウミガラス

　　　　　ウミガラス

　297ハシプトウミガラス

　　　　　ハシブトウミガラス

　298　ウミバト

　　　　　ウミバト

　　　　　アリューシャンウミバト

　299ケイマフリ

　300マダラウミスズメ

　　　　　マダラウミスズメ

　301　ウミスズメ

　302　カンムリウミスズメ

　303エトロフウミスズメ

　304シラヒゲウミスズメ

　305コウミスズメ

　306ウミオウム

　307　ウトウ

　308ツノメドリ

　309　エトピリカ

ハト目　COLUMBIFORMES

　サケイ科　PTEROCUDIDAE

　３１０　サケイ

　　ハト科　COLUMBIDAE

　３１１　カラスバト

　　　　　カラスバト

　　　　　アカガシラカラスバト

　　　　　ョナクニカラスバト

　312リュウキュウカラスバト

　313オガサワラカラスバト

　314　シラコバト

　　　　シラコバト

　315ベニバト

　　　　　ベニバト

　316　キジバト

　　　　　キジバト

　　　　　リュウキュウキジバト

　317　キンバト

　　　　　キンバト

　318アオバト

　　　　　アオバト

Procelstema cerulea

Procelstema cerulea saxatilis

Anous stolidus

Anous stoliduspileatus

Anous stoliduspullus

Anous minutus

Anous minutus marcusi

Gygis alba

Gygis alba Candida

Una aalge

Una aalgeinornata

Una lomvia

Una lomvia arra

Cepphus columba

Cepphus columba snowi

Cepphus columba kaiurka

Cepphus carbo

Brachyramphus marmoratus

Brachyramphus marmoratus perdix

Synthliboramphusantiquus

Synthliboramphuswumizusume

Aethiacristatella

Aethiapygmaea

Aethiapusilla

Aethiapsittacula

Cerorhincamonocerata

Fraterculacorniculata

Lunda cirrhata

Syrrhaptes paradoxus

Columba janthina

Columba janthina janthina

Columba janthina nitens

Columba janthina stejnegeri

Columba jouyi

Columba versicolor

Streptopelia decaocto

Streptopelia decaocto decaocto

Streptopeliatranquebarica

Streptopelia tranquebarica humilis

Streptopeliaorientalis

Streptopelia orientalisorientalis

Streptopelia orientalisstimpsoni

Chalcophaps indica

Chalcophaps indica yamashinai

Sphenurus sieboldii

Sphenurus sieboldiisieboldii
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　319ズアカアオバト

　　　　　ズアカアオバト

　　　　　チュウダイズアカアオバト

　320　カワラバト(ドバト)

インコ目　PSITTACIFORMES

　　インコ科　PSITTAGIDAE

　３２１　セキセイインコ

　322オオホンセイインコ

　323　ホンセイインコ

　　　　　ワカケホンセイインコ

　324 ダルマインコ

　　　　　ダルマインコ

カッコウ目　CUCUUFORMES

　　カッコウ科　CUCUUDAE

　３２５　ジュウイチ

　　　　　ジュウイチ

　326　セグロカッコウ

　　　　　セグロカッコウ

　327　カッコウ

　　　　　カッコウ

　328ツツドリ

　　　　　ツツドリ

　329　ホトトギス

　　　　　ホトトギス

　330　カンムリカッコウ

フクロウ目　STRIGIFORMES

　　フクロウ科　STRIGIDAE

　331　シロフクロウ

　332ワシミミズク

　　　　　タイリクワシミミズク

　　　　　ワシミミズク

　333　シマフクロウ

　　　　　シマフクロウ

　334　トラフズク

　　　　　トラフズク

　335コミミズク

　　　　　コミミズク

　336　コノハズク

　　　　　コノハズク

　337リュウキュウコノハズク

　　　　　ダイトウコノハズク

　　　　　リュウキュウコノハズク

　338オオコノハズク

　　　　　サメイロオオコノハズク

　　　　　オオコノハズク

　　　　　リュウキュウオオコノハズク

　339　キンメフクロウ

　　　　　キンメフクロウ

　340アオバズク

Sphenurus formosae

Sphenurus formosae permagnus

Sphenurus formosae medioximus

Columba livia

Melopsittacus undulatus

Psittacula eupatria

Psittacula krameri

Psittacula krameri manillensis

Psittacula alexandri

Psittacula alexandri fasciata

Cuculusfugax

Cuculusfugax hyperythrus

Cuculus micropterus

Cuculus micropterus micropterus

Cuculus canorus

Cuculus canorus telephonus

Cuculus saturatus

Cuculus saturatus horsfieldi

Cuculus poliocephalus

Cuculus poliocephalus poliocephalus

Clamator coromandus

Nyctea scandiaca

Bubo bubo

Bubo bubo kiautschensis

Bubo bubo borissowi

Ketupa blakistoni

Ketupa blakistoniblakistoni

Asio otus

Asio otus otus

Asio flammeus

Asio flammeus flammeus

Otus scops

Otus scops japonicus

Otus elegans

Otus elegans interpositus

Otus elegans elegans

Otus lempiji

Otus lempiji ussuriensis

Otus lempiji semitorques

Otus lempijipryeri

Aegolius funereus

Aegolius funereus magnus

Ninox scutulata
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　　　　　チョウセンアオバズク

　　　　　アオバズク

　　　　　リュウキュウアオバズク

　341 ’フクロウ

　　　　　エソフクロウ

　　　　　フクロウ

　　　　　モミヤマフクロウ

　　　　　キュウシュウフクロウ

ヨタカ目　CAPRIMULGIFORMES

　　ヨタカ科　CAPRIMULGIDAE

　３４２　ョタカ

　　　　　ョタカ

アマツパメ目　APODIFORMES
　　アマツバメ科　APODIDAE

　３４３ハリオアマツバメ

　　　　　ハリオアマツバメ

　344ヒメアマツバメ

　　　　　ヒメアマツバメ

　345　アマツバメ

　　尚　　キタアマツバメ

　　　　　アヤツバメ

プッポウソウ目

　カワセミ科

　346ヤマセミ

CORACDFORMES

ALCEDINIDAE

　　　　エソヤマセミ

　　　　ヤマセミ

347　ヤマショウビン

348　アカショウビン

　　　　アカショウビン

　　　リュウキゴウアカショウビン

349ミヤコショウビン

350ナンョウショウビン

　　　　ナンョウショウピン

351　カヮセミ

　　　　カヮセミ

　ハチクイ科　MEROPIDAE

３５２ハチクイ

　プッポウソウ科　CORACnDAE

３５３　ブッポウソウ

　　　　ブッポウソウ

　ヤツガシラ科　UPUPIDAE

３５４ヤツガシラ

　　　　ヤツガシラ

キツツキ目　PICIFORMES

　　キツツキ科　PICIDAE

　355　アリスイ

　　　　　シペリアアリスイ

　　　　　アリスイ

　356アオゲラ

Ninox scutulata macroptera

Ninox scutulatajaponica

Ninox scutulata totogo

Strix uralensis

Strixuralensisjaponica

Strixuralensis hondoensis

Strixuralensis momiyamae

Strixuralensisfuscescens

Caprimulgus indicus

Caprimulgus indicus jotaka

Hirundapus caudacutus

Hirundapus caudacutus caudacutus

Apus affinis

Apus affinissubfurcatus

Apus pacificus

Apus pacificuspacificus

Apus pacificuskurodae

Ceryle lugubris

Ceryle lugubris pallida

Ceryle lugubris lugubris

Halcyon pileata

Halcyon coromanda

Halcyon coromanda major

Halcyon coromanda bangsi

Halcyon miyakoensis

Halcyon chloris

Halcyon chloriscollaris

Alcedo atthis

Alcedo atthisbengalensis

Merops ornatus

Eurystomus orientalis

Eurystomus orientaliscalonyx

Upupa epops

Upupa epops saturata

Jynx torquilla

Jynx torquilla chinensis

Jynx torquilla japonica

Picus awokera
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　　　　　アオゲラ

　　　　　カゴシマアオゲラ

　　　　　タネアオゲラ

　357ヤマゲラ

　　　　　ヤマゲラ

　358ノグチゲラ

　359　クマゲラ

　　　　　クマゲラ

　360　キタタキ

　　　　　キタタキ

　361　アカゲラ

　　　　　ハシブトアカゲラ

　　　　　エソアカゲラ

　　　　　アカゲラ

　362オオアカゲラ

　　　　　エソオオアカゲラ

　　　　　オオアカゲラ

　　　　　ナミエオオアカゲラ

　　　　　オーストンオオアカゲラ

　363コアカゲラ

　　　　　コアカゲラ

　364　コゲラ

　　　　　エソコゲラ

　　　　　コゲラ

　　　　　ミヤケコゲラ

　　　　　シコクコゲラ

　　　　　ツシマコゲラ

　　　　　キュウシュウコゲラ

　　　　　アマミコゲラ

　　　　　リュウキュウコゲラ

　　　　　オリイコゲラ

　365　ミュビゲラ

　　　　　ミュビゲラ

スズメ目　PASSERIFORMES

　　ヤイロチョウ科　PITTIDAE

　366　ズグロヤイロチョウ

　　　　　ズグロヤイロチョウ

　367　ヤイロチョウ

　　　　　ヤイロチョウ

　　ヒバリ科　ALAUDIDAE

　３６８　クビワコウテンシ

　　　　　クビワコウテンシ

　369　ヒメコウテンシ

　　　　　ヒメコウテンシ

　370　コヒバリ

　　　　　コヒバリ

　371　ヒバリ

　　　　　オオヒバリ

　　　　　カラフトチュウヒバリ

　　　　　ヒバリ

Picus awokera awokera

Picus awokera horii

Picus awokera takatsukasae

Picus canus

Picus canus jessoensis

Sapheopipo noguchii

Dryocopus martius

Dryocopus martius martius

Dryocopus javensis

Dryocopus javensis richardsi

Dendrocopos major

Dendrocopos major brevirostris

Dendrocopos major japonicus

Dendrocopos major hondoensis

Dendrocopos leucotos

Dendrocopos leucotos subcinis

Dendrocopos leucotos stejnegeri

Dendrocopos leucotos namiyei

Dendrocopos leucotos owstoni

Dendrocopos minor

Dendrocopos minor amurensis

Dendrocopos kizuki

Dendrocopos kizukiijimae

Dendrocopos kizuki seebohmi

Dendrocopos kizuki matsudairai

Dendrocopos kizuki shikokuensis

Dendrocopos kizuki kotataki

Dendrocopos kizuki kizuki

Dendrocopos kizuki amamii

Dendrocopos kizuki nigrescens

Dendrocopos kizuki orii

Picoides tridactylus

Picoides tridactylusinouyei

Pitta sordida

Pitta sordida cuculliata

Pitta brachyura

Pitta brachyura nympha

Melanocorypha bimaculata

Melanocorypha bimaculata torquata

Calandrella cinerea

Calandrella cinerea longipennis

Calandrella cheleensis

Calandrella cheleensis cheleensis

Alauda arvensis

Alauda arvensis pekinensis

Alauda arvensis lonnbergi

Alauda arvensisjaponica
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372ハマヒノ児J

　　　　ハマヒノqJ

　ツパメ科　HIRUNDINIDAE

３７３ショウドウツバメ

　　　　ショウドウツバメ

374　ツバメ

アカハラツバメ

　　　　ツバメ

375　リュウキュウツバメ

　　　　リュウキュウツバメ

376コシアカツバメ

　　　　コシアカツバメ

377　イワツバメ

　　　　イワツバメ

　セキレイ科　MOTACILUDAE

３７８イワミセキレイ

379ツメナガセキレイ

　　　　マミジロツメナガセキレイ

　　　　ツメナガセキレイ

　　　　キタツメナガセキレイ

380　キガシラセキレイ

　　　　キガシラセキレイ

381　キセキレイ

　　　　キセキレイ

382ハクセキレイ

　　　　タイワンハクセキレイ

　　　　ハクセキレイ

　　　　ホオジロハクセキレイ

383

384

385

386

セグロセキレイ

マミジロタヒバリ

　マミジロタヒバリ

コマミジロタヒバリ

ョーロッパビンズイ

　ョーロッパビンズイ

387ビンズイ

　　　　カラフトビンズイ

　　　　ビンズイ

388セジロタヒノくリ

　　　　セジロタヒバリ

389　ムネアカタヒバリ

390　タヒバリ

　　　　タヒバリ

Eremophila alpestris

Eremophila alpestrisflava

Riparia riparia

Riparia ripariaijimae

Hirundo rustica

Hirundo rusticasaturata

Hirundo rustica gutturalis

Hirundo tahitica

Hirundo tahiticanamiyei

Hirundo daurica

Hirundo daurica japonica

Delichon urbica

Delichon urbica dasypus

Dendronanthus indicus

Motacilla flava

Motacillaflava simiUima

Motacilla flava taivana

Motacillaflava macronyx

Motacilla citreola

Motacilla citreolacitreola

Motacilla cinerea

Motacilla cinerea robusta

Motacilla alba

Motacilla alba ocularis

Motacilla alba lugens

Motacilla alba leucopsis

Motacilla grandis

Anthus novaeseelandiae

Anthus novaeseelandiae sinensii

Anthus godlewskii

Anthus trivialis

Anthus trivialistrivialis

Anthus hodgsoni

Anthus hodgsoni yunnanensis

Anthus hodgsoni hodgsoni

Anthus gustavi

Anthus gustavi gustavi

Anthus cervinus

Anthus spinoletta

Anthus spinolettajaponicus

サンショウクイ科　CAMPEPHAGIDAE

391　アサクラサンショウクイ

　　　　アサクラサンショウクイ

392サンショウクイ

　　　　サンショウクイ

　　　　リュウキュウサンショウクイ

　ヒヨドリ科　PYCNONOTIDAE

３９３　シロガシラ

Coracina melaschistos

Coracina melaschistos intermedia

Pericrocotus divaricatus

Pericrocotus divaricatus divaricatus

Pericrocotus divaricatus tegimae

Pycnonolus sinensis
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・F:

　　　　シロガシラ

394　ヒョドリ

　　　　ヒョドリ

　　　　オガサワラヒョドリ

　　　　ハシブトヒョドリ

　　　　ダイトウヒョドリ

　　　　アマミヒョドリ

　　　　リュウキュウヒョドリ

　　　　イシガキヒョドリ

　　　　タイワンヒョドリ

　モズ科　LANUDAE

395チゴモズ

396　モズ

　　　　モズ

397　アカモズ

　　　　シマアカモズ

　　　　アカモズ

398タカサゴモズ

　　　　タカサゴモズ

399　オオモズ

　　　　シペリアオオモズ

　　　　オオモズ

400　オオカラモズ

　　　　オオカラモズ

　レンジャク科　BOMBYCILUDAE

４０１　キレンジャク

　　　　キレンジャク

402　ヒレンジャク

　カワガラス科　CINCUDAE

４０３　カワガラス

　　　　カワガラス

　ミソサザイ科　TROGLODYTIDAE

４０４ミソサザイ

　　　　ミソサザイ

　　　　モスケミソサザイ

　　　　ダイトウミソサザイ

　　　　オガワミソサザイ

　イワヒバリ科　PRUNELUDAE

４０５　イワヒバリ

　　　　イワヒバリ

406　ヤマヒバリ

407　カヤクグリ

　ツグミ科　TURDIDAE

４０８　コマドリ

　　　　コマドリ

　　　　タネコマドリ

409　アカヒゲ

　　　　アカヒゲ

　　　　ホントウアカヒゲ

　　　　ウスアカヒゲ

Pycnonotus sinensisorii

Hypsipetes amaurotis

Hypsipetes amaurotis amaurotis

Hypsipetes amaurotis squameiceps

Hypsipetes amaurotis magnirostris

Hypsipetes amaurotis borodinonis

Hypsipetes amaurotis ogawae

Hypsipetes amaurotis pryeri

Hypsipetes amaurotis stejnegeri

Hypsipetes amaurotis nagamichii

Lanius tigrinus

Lanius bucephalus

Lanius bucephalus bucephalus

Lanius cristatus

Lanius cristatuslucionensis

Lanius cristatussuperciliosus

Lanius schach

Lanius schach schach

Lanius excubitor

Lanius excubitor mollis

Lanius excubitor bianchii

Lanius sphenocercus

Lanius sphenocercus sphenocercus

Bombycilla garrulus

Bombycilla garrulus centralasiae

Bombycilla japonica

Cinclus pallasii

Cinclus pallasii pallasii

Troglodytes troglodytes

Troglodytes troglodytesfumigatus

Troglodytes troglodytes mosukei

Troglodytes troglodytes orii

Troglodytes troglodytes ogawae <

Prunella collaris

Prunella collaris erythropygia

Prunella montanella

Prunella rubida

Erithacus akahige

Erithacus akahige akahige

Erithacus akahige tanensis

Erithacus komadori

Erithacus komadori komadori

Erithacus komadori namiyei

Erithacus komadori subrufus
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410シマゴマ

411　ノゴマ

412オガワコマドリ

　　　　オガワコマドリ

413　コルリ

414ルリビタキ

　　　ルリビタキ

415　クロジョウビタキ

　　　　クロジョウビタキ

416　ジョウビタキ

　　　　ジョウビタキ

417　ノビタキ

　　　　ノビタキ

418ヤマザキヒタキ

　　　　ヤマザキヒタキ

419イナバヒタキ

420ハシグロヒタキ

　　　　ハシグロヒタキ

421　セグロサバクヒタキ

　　　　セグロサバクヒタキ

422　サバクヒタキ

　　　　サバクヒタキ

423　イソヒョドリ

　　　　アオハライソヒョドリ

　　　　イソヒョドリ

424　ヒメイソヒョ

425　トラツグミ

　　　　トラツグミ

　　　　オオトラツグミ

　　　　コトラツグミ

426オガサワラガビチョウ

427　マミジロ

　　　　マミジロ

428　カラアカハラ

429　クロツグミ

430　クロウタドリ

　　　　クロウタドリ

431　アカハラ

　　　　オオアカハラ

　　　　アカハラ

432　アカコッコ

433　シロハラ

434マミチャジナイ

435　ノドグロツグミ　ｊ

　　　　ノドグロツグミ

436　ツグミ

　　　　ツグミ

　　　　ハチジョウツグミ

437　ノハラツグミ

438　ワキアカツグミ

Luscinia sibilans

Luscinia calliope

Luscinia svecica

Luscinia svecica svecica

Luscinia cyane

Tarsiger cyanurus

Tarsiger cyanurus cyanurus

Phoenicurus ochruros

Phoenicurus ochruros rufiventris

Phoenicurus auroreus

Phoenicurus auroreus auroreus

Saxicola torquata

Saxicola torquata stejnegeri

Saxicola ferrea

Saxicola ferrea haringtoni

Oenanthe isabellina

Oenanthe oenanthe

Oenanthe oenanthe oenanthe

Oenanthe pleschanka

Oenanthe pleschanka pleschanka

Oenanthe deserti

Oenanthe deserti oreophila

Monticola solitarius

Monticola solitariusPandoo

Monticola solitariusphilippensis

Monticola gularis

Zoothera dauma

Zoothera dauma aurea

Zoothera dauma major

Zoothera dauma horsfieldi

Cichlopasser terrestris

Turdus sibiricus

Turdus sibiricusdavisoni

Turdus hortulorum

Turdus cardis

Turdus merula

Turdus merula mandarinus

Turdus chrysolaus

Turdus chrysolaus orii

Turdus chrysolaus chrysolaus
j

Turdus celaenops

Turdus pallidus

Turdus obscurus

Turdus ruflcollis

Turdus ruficollisatrogularis

Turdus naumanni

Turdus naumanni eunomus

Turdus naumanni naumanni-

Turdus pilaris

Turdus iliacus
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　　　　ワキアカツグミ

　チメドリ科　TIMAUIDAE

４３９　ヒゲガラ

　　　　ヒゲガラ

440　ガビチョウ

441　カオグロガビチョウ

442　ソウシチョウ

　ウグイス科　SYLVnDAE

４４３ヤブサメ

444　ウグイス

　　　　カラフトウグイス

　　　　ウグイス

　　　　ハシナガウグイス

　　　　ダイトウウグイス

　　　　リュウキュウウグイス

445オオセッカ

　　　　オオセッカ

446　エソセンニュウ

　　　　エソセンニュウ

447シベリアセンニュウ

　　　　シペリアセンニュウ

448　シマセンニュウ

449　ウチヤマセンニュウ

450　マキノセンニュウ

451　コョシキリ

　　　　コョシキリ

452オオョシキリ

　　　　オオョシキリ

453ハシブトオオョシキリ

　　　　ハシブトオオョシキリ

454キタヤナギムシクイ

　　　　キタヤナギムシクイ

455　チフチャフ

　　　　チフチャフ

456　モリムシクイ

457　ムジセッカ

　　　　ムジセッカ

458　カラフトムジセッカ

459　キマュムシクイ

　　　　キマュムシクイ

460　カラフトムシクイ

　　　　カラフトムシクイ

461　メボソムシクイ

　　　　コメボソムシクイ

　　　　メボソムシクイ

462　エソムシクイ

463　センダイムシクイ

464イイジマムシクイ

465キクイタダキ

　　　　キクイタダキ

Turdus iliacus iliacus

Panurus biarmicus

Panurus biarmicus russicus

Garrulax canorus

Garrulax perspicillatus

Leiothrix lutea

Urosphena squameiceps

Cettia diphone

Cettia diphone sakhalinensis

Cettia diphone cantans

Cettia diphone diphone

Cettia diphone restricta

Cettia diphone riukiuensis

Locustella pryeri

Locustella pryeri pryeri

Locustella fasciolata

Locustella fasciolata amnicola

Locustella certhiola

Locustella certhiolarubescens

Locustella ochotensis

Locustella pleskei

Locustella lanceolata

Acrocephalus bistrigiceps

Acrocephalus bistrigicepsbistrigiceps

Acrocephalus arundinaceus

Acrocephalus arundinaceus orientalis

Acrocephalus aedon

Acrocephalus aedon stegmanni

Phylloscopus trochilus

Phylloscopus trochilusyakutensis

Phylloscopus collybita

Phylloscopus collybitatristis

Phylloscopus sibilatrix

Phylloscopus fuscatus

Phylloscopus fuscatus fuscatus

Phylloscopus schwarzi

Phylloscopus inomatus

Phylloscopus inomatus inomatus

Phylloscopus proregulus

Phylloscopus proregulus proregulus

Phylloscopus borealis

Phylloscopus borealis borealis

Phylloscopus borealis xanthodryas

Phylloscopus borealoides

Phylloscopus coronatus

Phylloscopus ijimae

Regulus regulus

Regulus regulus japonensis
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　466　セッカ

　　　　セッカ

　　ヒタキ科　MUSCICAPIDAE

　４６７　マダラヒタキ

　　　　　マダラヒタキ

　468　マミジロキピタキ

　469　キピタキ

　　　　　キビタキ

　　　　　リュウキュウキビタキ

　470ムギマキ

　471　オジロビタキ

　　　　オジロビタキ

　472オオルリ

　　　　オオルリ

　473　サメビタキ

　　　　サメビタキ

　474エソビタキ

　475コサメビタキ

　　　　コサメビタキ

　カササギヒタキ科　MONARCHIDAE

４７６サンコウチョウ

　　　　サンコウチョウ

　　　　リュウキュウサンコウチョウ

　エナガ科　AEGITHAUDAE

４７７エナガ

　　　　シマエナガ

　　　　チョウセンエナガ

　　　　エナガ

　　　　キュウシュウエナガ

　ツリスガラ科　REMIZIDAEェ

478ツリスガラ

　　　　ツリスガラ

　シジュウカラ科　PARIDAE

４７９ハシブトガラ

　　　　ハシブトガラ

480コガラ

　　　　カラフトコガラ

　　　　コガラ

481　ヒガラ

　　　　ヒガラ

482ヤマガラ

　　　　ヤマガラ

　　　　ナミエヤマガラ

　　　　オーストンヤマガラ

　　　　ダイトウヤマガラ

　　　　タネヤマガラ

　　　　ヤクシマヤマガラ

　　　　アマミヤマガラ

　　　　オリイヤマガラ

483ルリガラ
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Cisticolajuncidis

Cisticolajuncidis brunniceps

Ficedula hypoleuca

Ficedula hypoleuca tomensis

Ficedula zanthopygia

Ficedula narcissina

Ficedula narcissina narcissina

Ficedula narcissina owstoni

Ficedula mugimaki

Ficedula parva

Ficedula parva albicilla

Cyanoptila cyanomelana

Cyanoptila cyanomelana cyanomelana

Muscicapa sibirica

Muscicapa sibiricasibirica

Muscicapa griseisticta

Muscicapa dauurica

Muscicapa dauurica dauurica

Terpsiphone atrocaudata

Terpsiphone atrocaudata atrocaudata

Terpsiphone atrocaudata illex

Aegithalos caudatus

Aegithalos caudatus japonicus

Aegithalos caudatus magnus

Aegithalos caudatus trivirgatus

Aegithalos caudatus kiusiuensis

Remiz pendulinus

Remiz pendulinus consobrinus

Pants palustris

Parus palustrishensoni

Parus montanus

Parus montanus sachalinensis

Parus montanus restrictus

Parus ater

Parus ater insularis

Parus varius

Parus varius varius

Parus varius namiyei

Parus varius owstoni

Parus varius orii

Parus varius sunsunpi

Parus varius yakushimensis

Parus varius amamii

Parus varius olivaceus

Parus cyanus



　　　　ルジガラ

484　シジュウカラ

　　　　シジュウカラ

　　　　アマミシジュウカラ

　　　　オキナワシジュウカラ

　　　　イシガキシジュウカラ

　ゴジュウカラ科　srmDAE

485　ゴジュウカラ

　　　　シロハラゴジュウカラ

　　　　ゴジュウカラ

　　　　キュウシュウゴジュウカラ

　キバシリ科　GERTHHDAE

486　キバシリ

　　　　キタキバシリ

　　　　キバシリ

　メジロ科　ZOSTEROPIDAE

４８７　メジロ

　　　　メジロ

　　　　シチトウメジロ

　　　　イオウジマメジロ

　　　　ダイトウメジロ

　　　　シマメジロ

　　　　リュウキュウメジロ

　ミツスイ科　MEUPHAGIDAE

４８８　メグロ

　　　　ムコジマメグロ

　　　　ハハジマメグロ

　ホオジロ科　EMBERIZIDAE

489　キアオジ

　　　　キアオジ

490シラガホオジロ

　　　　シラガホオジロ

491　ホオジロ

　　　　ホオジロ

492　ズアオホオジロ

493　コジュリン

　　　　コジュリン

494　シロハラホオジロ

495　ホオアカ

　　　　ホオアカ

496　コホオア力

497　キマュホオジロ

498　カシラダカ

　　　　カシラダカ

499　ミヤマホオジロ

　　　　ミヤマホオジロ

500　シマアオジ

　　　　シマアオジ

501　シマノジコ

502ズグロチャキンチョウ

Parus cyanus tianschanicus

Pants major

Parus major minor

Parus major amamiensis

Parus major okinawae

Parus major nigriloris

Sitta europaea

Sittaeuropaea asiatica

Sittaeuropaea amurensis

Sittaeuropaea roseilia

Certhia familiaris

Certhia familiaris daurica

Certhia familiarisjaponica

Zosterops japonicus

Zosterops japonicus japonicus

Zosterops japonicus stejnegeri

Zosterops japonicus alani

Zosterops japonicus daitoensis

Zosterops japonicus insularis

Zosterops japonicus loochooensis

Apalopteron familiare

Apalopteronfamiliarefamiliare

Apalopteron familiare hahasima

Emberiza citrinella

Emberiza citrinellaerythrogenys

Emberiza leucocephalos

Emberiza leucocephalos leucocephalos

Emberiza cioides

Emberiza cioides ciopsis

Emberiza hortulana

Emberiza yessoensis

Emberiza yessoensis yessoensis

Emberiza tristrami

Emberiza fucata

Emberiza fucata fucata

Emberiza pusilla

Emberiza chrysophrys

Emberiza rustica

Emberiza rusticalatifascia

Emberiza elegans

Emberiza elegans elegans

Emberiza aureola

Emberiza aureola ornata

Emberiza rutila

Emberiza melanocephala
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503ノジコ

504アオジ

　　　　シベリアアオジ

　　　　アオジ

505　クロジ

506　シベリアジュリン

　　　　シベリケジュリン

　　　　オオシベリアジュリン

507オオジュリン

　　　　オオジュリン

508ツメナガホオジロ

　　　　ツメナガホオジロ

509ュキホオジロ

　　　　ュキホオジロ

　　　　オオュキホオジロ

510　ゴマフスズメ

　　　　ゴマフスズメ

511　ミヤマシトド

　　　　ミヤマシトド

512　キガシラシトド

513コウカンチョウ

　アトリ科　FRINGILUDAE

５１４ズアオアトリ

　　　　ズアオアトリ

515

516

517

518

アトリ

カワラヒワ

　オオカワラヒワ

　カワラヒワ

　オガサワラカワラヒワ

マヒワ

ベニヒワ

　ベニヒワ

519コベニヒワ

　　　　コベニヒワ

520ハギマシコ

　　　　ハギマシコ

521　アカマシコ

　　　　アカマシコ

522オオマシコ

523ギンザンマシコ

　　　　コバシギンザンマシコ

　　　　ギンザンマシコ

524　イスカ

　　　　イスカ

525ナキイスカ

　　　　ナキイスカ

526ベニマシコ

　　　ベニマシコ

527オガサワラマシコ

528　ウソ

Emberiza sulphurata

Emberiza spodocephala

Emberiza spodocephala spodocephala

Emberiza spodocephala personata

Emberiza variabilis

Emberiza pallasi

Emberiza pallasipolaris

Emberiza pallasipallasi

Emberiza schoeniclus

Emberiza schoeniclus pyrrhulina

Calcarius lapponicus

Calcarius lapponicus coloratus

Plectrophenax nivalis

Plectrophenax nivalisvlasowae

Plectrophenax nivalistownsendi

Passerella iliaca

Passerella iliaca unalaschcensis

Zonotrichia leucophrys

Zonotrichia leucophrys gambelii

Zonotrichia atricapilla

Paroaria coronata

Fringilla coelebs

Fringilla coelebs coelebs

Fringilla montifringilla

Carduelis sinica

Carduelis sinica kawarahiba

Carduelis sinica minor

Carduelis sinica kittlitzi

Carduelis spinus

Carduelis flammea

Carduelisflammea flammea

Carduelis homemanni

Carduelis homemanni exilipes

Leucosticte arctoa

Leucosticte arctoa brunneonucha

Carpodacus erythrinus

Carpodacus erythrinus grebnitskii

Carpodacus roseus

Pinicola enucleator

Pinicola enucleator kamtschatkensis

Pinicola enucleator sakhalinensis

Loxia curvirostra

Loxia curvirostrajaponica

Loxia leucoptera

Loxia leucoptera bifasciata

Uragus sibiricus

Uragus sibiricussanguinolentus

Chaunoproctus ferreorostris

Pyrrhula pyrrhula
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　　　　ベニバラウソ

　　　　アカウソ

　　　　ウソ

529　コイカル

　　　　コイカル

530　イカル

　　　　イカル

531　シメ

　　　　シベリアシメ

　　　　シメ

　カエデチョウ科　ESTRILDIDAE

５３２　ホウコウチョウ

533カエデチョウ

534ベニスズメ

535　シマキンパラ

　　　　シマキンパラ

536　ギンパラ

537　キンパラ

538ヘキチョウ

539ブンチョウ

　ハタオリドリ科　PLOCEIDAE

５４０イエスズメ

　　　　イエスズメ

541　ニュウナイスズメ

　　　　ニュウナイスズメ

542スズメ

　　　　スズメ

543ホウオウジャク

544メンハタオリドリ

　ムクドリ科　STURNIDAE

５４５　ギンムクドリ

546シベリアムクドリ

547　コムクドリ

548　カラムクドリ

549　ホシムクドリ

　　　　ホシムクドリ

550　ムクドリ

551　ホオジロムクドリ

552　インドハッカ

　　　　インドハッカ

553　ハイイロハッ力

554　モリハッカ

　　　　モリハッ力

555ハッカチョウ

　　　　ハッカチョウ

　コウライウグイス科　ORIOUDAE

５５６　コウライウグイス

　　　　コウライウグイス

　モリツパメ科　ARTAMIDAE

５５７　モリツバメ

Pyrrhula pyjrhula cassinii

Pyrrhida pyrrhula rosacea

Pyrrhula pyrrhula griseiventris

Eophona migratoria

Eophona migratoria migratoria

Eophona personata

Eophona personata personata

Coccothraustes coccothraustes

Coccothraustes coccothraustes coccothraustes

Coccothraustes coccothraustes japonicus

Estrilda melpqda

Estrildatroglodytes

Amandava amandava

Lonchura punctulata

Lonchura punctulata topela

Lonchura malacca

Lonchura atricapilla

Lonchura maja

Padda oryzivora

Passer domesticus

Passer domesticus domesticus

Passer rutilans

Passer rutilansrutilans

Passer montanus

Passer montanus saturatus

Vidua paradisaea

Plnrp.uainlprmedius

Sturnus sericeus

Stumus sturninus

Stumus philippensis

Stumus sinensis

Sturnus vulgaris

Stumus vulgaris poltaratskyi

Sturnus cineraceus

Stumus contra

Acridotheres tristis

Acridotheres trististristis

Acridotheres ginginianus

Acridotheresfuscus

Acridotheres fuscus javanicus

Acridotheres cristatellus

ArriAntheres c.ristatMus cristatellus

Oriolus chinensis

Oriolus chinensis diffusus

Artamus leucorhynchus
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　　　　モリツバメ

　カラス科　CORVIDAE

５５８カケス

　　　　ミヤマカケス

　　　　カケス

　　　　サドカケス

　　　　ヤクシマカケス

559ルリカケス

560オナガ

　　　　オナガ

561　カササギ

　　　　カササギ

562ホシガラス

　　　　ハシナガホシガラス

　　　　ホシガラス

563コクマルガラス

564ミヤマガラス

　　　　ミヤマガラス

565ハシボソガラス

　　　　ハシボソガラス

566ハシプトガラス

　　　　チョウセンハシブトガラス

　　　　ハシブトガラス

　　　　ジュウキュウハシブトガラス

　／　　オサハシブトガラス

567ワタリガラス

　　　　ワタリガラス

Artamus leucorhynchus leucorhynchus

Garrulus glandarius

Garrulus glandarius brandtii

Garrulus glandarius japonicus

Garrulus glandarius tokugawae

Garrulus glandarius orii

Garrulus lidthi

Cyanopica cyana

Cyanopica cyana japonica

Pica pica

Pica pica sericea

Nucifraga caryocatactes

Nucifraga caryocatactes macrorhynchos

Nucifraga caryocatactes japonica

Corvus dauuricus

Corvusfrugilegus

Corvus frugilegus pastinator

Corvus corone

Corvus corone orientalis

Corvus macrorhynchos

Corvus macrorhynchos mandshuricus

Corvus macrorhynchos japonensis

Corvus macrorhynchos connectens

Corvus macrorhynchos osai

Corvus corax

Corvus corax kamtschaticus

－24－



哺乳綱

　　モグラ目　INSEGTIVORA

　　　　ハリネズミ科　ERINACBDAE

　　　　　Ｉ　ﾅﾐﾊﾘﾈｽ'ミ

　　　　トガリネズミ科　SORICIDAE

　　　　２　ﾁﾋ'ﾄｶﾞﾘﾈｽﾞﾐ

　　　　　　　　ﾄｳｷｮｳﾄｶ'ﾘﾈｽﾞﾐ

　　　　３　ﾋﾒﾄｶﾞﾘﾈｽﾞﾐ

　　　　４　ｱｽﾞﾐﾄｶﾞﾘﾈｽﾞﾐ

　　　　　　　　ｱｽﾞﾐﾄｶﾞﾘﾈｽ'ﾐ

　　　　　　　　ｼﾛｳﾏﾄｶﾞﾘﾈｽﾞﾐ

　　　　５　ﾄｶﾞﾘﾈｽﾞﾐ

　　　　　　　　ｼｺｸﾄｶﾞﾘﾈｽﾞﾐ

　　　　　　　　ﾎﾝｼｭｳﾄｶﾞﾘﾈｽﾞﾐ

　　　　　　　　ｪｿﾞﾄｶﾞﾘﾈｽﾞﾐ

　　　　６ｻﾄﾞﾄｶﾞﾘﾈｽﾞﾐ

　　　　７　ｵｵｱｼﾄｶﾞﾘﾈｽﾞﾐ

　　　　８　ｶﾜﾈｽﾞﾐ

　　　　９　コシ'ﾈｽﾞﾐ

　　　　　　　　ﾁｮｳｾﾝｺｼ｀ﾈｽﾞﾐ

　　　　10　ｵﾅｶﾞｼﾞﾈｽﾞﾐ

　　　　　　　　ﾜﾀｾｼﾞﾈｽﾞﾐ

　　　　11　ｼﾞﾈｽﾞﾐ

　　　　　　　　ﾎﾝｼｭｳｼﾞﾈｽﾞﾐ

　　　　　　　　ｻｲｺﾞｸｼﾞﾈｽﾞﾐ

　　　　　　　ﾀﾈｼﾞﾈｽﾞﾐ

　　　　　　　　ｵｷﾉｼﾏｼﾞﾈｽﾞﾐ

　　　　　　　　ﾔｸｼﾞﾈｽﾞﾐ

　　　　12　ｵﾘｲｼﾞﾈｽﾞﾐ

　　　　13　ｼﾞｬｺｳﾈｽﾞﾐ

　　　　　　　　ﾘｭｳｷｭｳｼﾞｬｺｳﾈｽﾞﾐ

　　　　　　　　ﾘｭｳｷｭｳｼﾞｬｺｳﾈｽﾞﾐ

　　　　ﾓｸﾞﾗ科　TALPIDAE

　　　　１４　ﾋﾞﾒﾋﾐｽﾞ

　　　　１５　ﾋﾞﾐｽﾞ

　　　　　　　　ﾂｼﾏﾋﾐｽﾞ

　　　　　　　　ｼｺｸﾋﾐｽﾞ

　　　　　　　　ﾎﾝｼｭｳﾋﾐｽﾞ

　　　　　　　　ｵｷﾋﾐｽﾞ

　　　　　　　　ｷｭｳｼｭｳﾋﾐｽﾞ

　　　　16　ﾐｽﾞﾗﾓｸﾞﾗ

　　　　　　　　ﾋﾜﾐｽﾞﾗﾓﾀﾞﾗ

　　　　　　　　ﾌｼﾞﾐｽﾞﾗﾓｸﾞﾗ

　　　　　　　　ｼﾅﾉﾐｽﾞﾗﾓｸ'ﾗ

　　　　１７　ｾﾝｶｸﾓｸﾞﾗ

　　　　18　アズマモグラ

　　　　　　　コモグラ

　　　　　　　コモグラ

　　　19　ｻﾄﾞモｸﾞﾗ

　　　　　　　エﾁゴモｸﾞﾗ

Erinaceus europaeus

Sorex minutissimus

Sorex minutissimus hawkeri

Sorex gracillimus

Sorex hosonoi

Sorex hosonoi hosonoi

Sorex hosonoi shiroumanus

Sorex caecutiens

Sorex caecutiens shikokensis

Sorex caecutiens shinto

Sorex caecutiens saevus

Sorex sadonis

Sorex unguiculatus

Chimarrogale platycephala

Crocidura suaveolens

Crocidura suaveolens shantungensis

Crocidura horsfieldii

Crocidura horsfieldiiwatasei

Crocidura dsinezumi

Crocidura dsinezumi chisai

Crocidura dsinezumi dsinezumi

Crocidura dsinezumi intermedia

Crocidura dsinezumi okinoshimae

Crocidura dsinezumi umbrina

Crocidura orii

Suncus murinus

Suncus murinus riukiuana

Suncus murinus temmincki

Dymecodon pilirostris

Urotrichus talpoides

Urotrichus talpoides adversus

Urotrichus talpoides centralis

Urotrichus talpoides hondonis

Urotrichus talpoides minutus

Urotrichus talpoides talpoides

Euroscaptor mizura

Euroscaptor mizura hiwaensis

Euroscaptor mizura mizura

Euroscaptor mizura ohtai

Nesoscaptor uchidai

Mogera imaizumii

Mogera imaizumii imaizumii

Mogera imaizumii minor

Mogera tokudae

Mogera tokudae etigo
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　　　　　ｻﾄ'モグラ

　　20ｺｳﾍﾞﾓｸﾞﾗ

　　　　　ｺｸﾗｲﾓｸ'ラ

　　　　　ヤクシマモグラ

　　　　　コウベモグラ

　　　　　コウベモグラ

コウモリ目　CHIROPTERA

　　オオコウモリ科　PTEROPODIDAE

　　２１　ｸﾋﾞ゛ワオオコウモリ

　　　　　ダイトウオオコウモリ

　　　　　ェラブオオコウモリ

　　　　　オリイオオコウモリ

　　　　　ヤエヤマオオコウモリ

　　22　オキナワオオコウモリ

　　23　ｵｶﾞｻﾜﾗｵｵコｳモﾘ
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Mogera tokudae tokudae

Mogera wogura

Mogera wogura coreana

Mogera wogura kartai

Mogera wogura kobeae

Mogera wogura wogura

Pteropus dasymallus

Pteropus dasymallus daitoensis

Pteropus dasymallus dasymallus

Pteropus dasymallus inopinatus

Pteropus dasymallus yayeyamae

Pteropus loochoensis

Pteropus pselaphon

キクガシラコウモリ科　RHINOLOPHIDAE

24ｷｸｶ'ｼﾗｺｳﾓﾘ

　　　‘ﾆﾎﾝｷｸｶﾞｼﾗｺｳﾓﾘ

　　　　ﾐｶﾄﾞｷｸｶﾞｼﾗｺｳﾓﾘ

25ｺｷｸｶﾞｼﾗｺｳﾓﾘ

　　　　ﾆﾎﾝｺｷｸｶ'ｼﾗｺｳﾓﾘ

　　　　ｵﾘｲｺｷｸｶﾞｼﾗｺｳﾓﾘ

26　ｵｷﾅﾜｺｷｸｶﾞｼﾗｺｳﾓﾘ

　　　　ﾐﾔｺｺｷｸｶﾞｼﾗｺｳﾓﾘ

　　　　ｵｷﾅﾜｺｷｸｶﾞｼﾗｺｳﾓﾘ

27　ﾔｴﾔﾏｺｷｸｶﾞｼﾗｺｳﾓﾘ

　　　　ｲﾘｵﾓﾃｺｷｸｶﾞｼﾗｺｳﾓﾘ

　　　　ﾔｴﾔﾏｺｷｸｶﾞｼﾗｺｳﾓﾘ

28ｶｸﾞﾗコｳモﾘ

Rhinolophusferrumequinum

Rhinolophusferrumequinum nippon

Rhinolophusferrumequinum mikadoi

Rhinolophuscomutus

Rhinolophuscomutus comutus

Rhinolophuscomutus orii

Rhinolophuspumilus

Rhinolophuspumilus miyakonis

Rhinolophuspumiluspumilus

Rhinolophusperditus

Rhinolophusperditusimaizumii

Rhinolophusperditusperditus

Hipposiderosturpis

ヒナコウモリ科　VESPERTIUONIDAE

29　クロアカコウモリ

　　　　ツシマクロアカコウモリ

30　モモジロコウモリ

31　トーベントンコウモリ

　　　　ウスリトーベントンコウモリ

32　ホオヒゲコウモリ

　　　　ウスリホオとｹﾞｺｸﾓﾘ

33　ヒメホオヒゲコウモリ

　　　　フジホオとゲコウモリ

　　　　シナノホオとｹﾞｺｳﾓﾘ

　　　　ﾋﾒﾎｵﾋｹﾞｺｳﾓﾘ

　　　　ｵｾﾞﾎｵﾋｹﾞｺｳﾓﾘ

　　　　ｪｿﾞﾎｵﾋｹ'ｺｳﾓﾘ

34　クロホオとｹﾞｺｳﾓﾘ

35ｶｸﾞﾔｺｳﾓﾘ

　　　　ｶｸﾞﾔｺｳﾓﾘ

36ノレンコウモリ

　　　　ホンドノレンコウモリ

37　ヤンバルホオヒゲコウモリ

38　アプﾗコｳモﾘ

Myotis formosus

Myotisformosus tsuensis

Myotis macrodactylus

Myotis daubentonii

Myotis daubentonii ussuriensis

Myotis mystacinus

Myotis mystacinus gracilis

Myotis ikonnikovi

Myotis ikonnikovi fujiensis

Myotis ikonnikovi hosonoi

Myotis ikonnikovi ikonnikovi

Myotis ikonnikovi ozensis

Myotis ikonnikovi yesoensis

Myotis pruinosus

Myotisfrater

Myotis frater kaguyae

Myotis nattereri

Myotis nattereribombinus

Myotis yanbarensis

Pipistrellusabramus



39　ﾓﾘｱﾌﾞﾗｺｳﾓﾘ

40　オオアブラコウモリ

　　　　クロオオアブラコウモリ

　　　　コウライオオアブラコウモリ

41　ｵｶﾞｻﾜﾗｱﾌﾞﾗｺｳﾓﾘ

42　ﾋﾒﾎﾘｶﾜｺｳﾓﾘ

　　　　ﾋﾒﾎﾘｶﾜｺｳﾓﾘ

43　ｸﾋﾞﾜｺｳﾓﾘ

44　ヤマコウモリ

45　コヤマコウモリ

46　ﾋﾅｺｳﾓﾘ

47　ﾁﾁﾌﾞｺｳﾓﾘ

　　　　ﾁﾁﾌﾞｺｳﾓﾘ

48　ｳｻｷﾞｺｳﾓﾘ

　　　　ﾆﾎﾝｳｻｷﾞｺｳﾓﾘ

49　ュビナガコウモリ

50　ﾘｭｳｷｭｳｭﾋﾞﾅｶﾞｺｳﾓﾘ

51　テングコウモリ

　　　　ニホンテングコウモリ

52　コテングコウモリ

　　　　ニホンコテングコウモリ

53　ｸﾁﾊﾞﾃﾝｸﾞｺｳﾓﾘ

54　リュウキュウテングコウモリ

オヒキコウモリ科　MOLOSSIDAE

５５　オﾋｷコｳモﾘ

　　　　スﾐｲロオﾋﾞｷコｳモﾘ

Pipistrellusendoi

Pipistrellussavii

Pipistrellussavii velox

Pipistrellussavii coreensis

Pipistrellussturdeei

Eptesicus nilssonii

Eptesicus nilssoniiparvus

Eptesicus japonensis

Nyctalus aviator

Nyctalus furvus

Vespertiliosuperans

Barbasttellaleucomelas

Barbasttellaleucomelas darjelingensis

Plecotus auritus

Plecotus auritus sacrimontis

Miniopterus fuliginosus

Miniopterus fuscus

Murina leucogaster

Murina leucogaster hilgendorfi

Murina ussuriensis

Murina ussuriensis silvatica

Murina tenebrosa

Murina ryukyuana

Tadarida insignis

Tadarida insignislatouchei

サル目　PRIMATES
　オナガザル科　CERCOPITHECIDAE

ネコ目　CARNIVORA

　　イヌ科　CANIDAE

　　５８　ﾀﾇｷ

　　　　　　ｴｿﾞﾀﾇｷ

　　　　　　ﾎﾝﾄﾞﾀﾇｷ

　　59　ｷｯﾈ

　　　　　　ﾎﾝﾄﾞｷｯﾈ

　　　　　　ｷﾀｷｯﾈ

　　60　ﾉｲﾇ

　　61　オオカミ

　　　　　　エゾオオカミ

　　　　　　ニホンオオカミ

　　ネコ科　reuDAE

　　６２ﾉﾈｺ

　　63へ'ンガルマヤネコ

　　　　　　ッシマヤマネコ

　　64　イリオモテヤマネコ

　　イタチ科　MUSTEUDAE

Nyctereutes procyonides

Nyctereutes procyonides albus

Nyctereutes procyonides viverrinus

Vulpes vulpes

Vulpes vulpesjaponica

Vulpes vulpes schrencki

Canis familiaris

Canis lupus

Canis lupus hattai

Canis lupus hodophilax

Felis catus

Felis bengalensis

Felis bengalensis euptilura

Felis iriomotensis
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56　ニホンザル

　　　　　ホンドザル

　　　　　ヤクシマザル

５１　タｲﾜンｻﾞル

Macaca fuscata

Macaca fuscata fuscata

Macaca fuscata yakui

Macaca cyclopis



65　テン

　　　　ホンドテン

　　　　ツシマテン

66　クロテン

　　　　エソ'クロテン

67　ｲﾀﾁ

　　　　ｵｵｼﾏｲﾀﾁ

　　　　ﾎﾝﾄﾞｲﾀﾁ

　　　　ｺｲﾀﾁ

68ﾁｮｳｾﾝｲﾀﾁ

　　　　ﾁｮｳｾﾝｲﾀﾁ

69　イイズナ

　　　　ニホンイイズナ

70　オコジョ

　　　　ホンドオコジョ

　　　　エゾオコジョ

71　ﾐﾝｸ

72　アナグマ

　　　　ニホンアナグマ

73ｶﾜｳｿ

　　　　ﾆﾎﾝｶﾜｳｿ(本州以南個体群)

　　　　ﾆﾎﾝｶﾜｳｿ(北海道個体群)

74　ラッコ・

アシカ科　OTARDDAE

７５　アシカ

　　　　ニホンアシカ

76　ﾄﾄﾞ

77　オットセイ

アザラシ科　PHOCIDAE

７８　ゼニガタアザラシ

79　ゴマフアザラシ

　　　　ゴマフアザラシ

80　ワモンアザラシ

81　ｸﾗｶｹｱｻﾞﾗｼ

82　ｱｺﾞﾋｹﾞｱｻ'ラシ

アライグマ科　PROCYONIDAE

８３　アライグマ

クマ科　URSIDAE

８４　ﾋｸﾞﾏ

　　　　ｴy'ﾋｸﾞﾏ

85　ﾂｷﾉﾜｸﾞﾏ

　　　　ﾆﾎﾝﾂｷﾉﾜｸ'マ

ジャコウネコ科　VIVERRIDAE

８６ﾊｸどシン

87　ｼﾞﾔﾜﾏﾝｸ'－ス

Maries melampus

Maries melampus melampus

Mattes melampus tsuensis

Maries zibellina

Martes zibellinabrachyura

Mustela itatsi

Mustela itatsiasaii

Mustela itatsiitatsi

Mustela itatsisho

Mustela sibirica

Mustela sibiricacoreana

Mustela nivalis

Mustela nivalisnamiyei

Mustela erminea

Mustela erminea nippon

Mustela erminea orientalis

Mustela vison

Meles meles

Meles meles anakuma

Ultra lutra

Ultra lutra nippon

Ultra lutra whiteleyi

Enhydra lutris

Zalophus califomianus

Zalophus califomianus japonicus

Eumetopias jubatus

Callorhinus ursinus

Phoca vitulina

Phoca largha

Phoca largha stejnegeri

Phoca hispida

Histriophoca fasciata

Erignathus barbatus

Procypn lotor

Ursus arctos

Ursus arctos yesoensis

Ursus thibetanus

Ursus thibetanus japonicus

Paguma larvata

Herpestes javanicus

ｸジラ目　CETACEA
　　セミクジラ科　BALAENIDAE
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88ﾎｯｷｮｸｸｼﾞﾗ

89セﾐｸジﾗ

Balaena mysticetus

Eubalaena glacialis

ナガスクジラ科　BALAENOPTERIDAE



　90　ﾐﾝｸｸｼﾞﾗ

　91　ｲﾜｼｸｼﾞﾗ

　92　ﾆﾀﾘｸｼﾞﾗ

　93　シロナガスクジラ

　94　ﾅｶ'ｽｸｼﾞﾗ

　95　ザトウクジラ

　コククジラ科　ESCHRICHTDDAE

　９６コククジラ

　マイルカ科　DELPHINIDAE

　９７マイル力

　98ハセイルカ

　99ｭﾒｺﾞﾝﾄﾞｳ

100コビレゴンドウ

101　ハナゴンドウ

102　ｻﾗﾜｸｲﾙｶ

103　ｶﾏｲ/ﾚｶ

104ｾﾐｲﾙｶ

105　ｼﾔﾁ

106　カズハゴンドウ

107　ｵｷｺﾞﾝﾄﾞｳ

108ザ゛ﾗｲﾙｶ

109　ﾋﾚﾅｶﾞｺﾞﾝﾄﾞｳ

110　スジイルカ

111　ハシナガイルカ

112　シワハイル力

113　ハンドウイルカ

　イッカク科　MONODONTIDAE

１１４　シロイル力

１１５　イッカク

　ネズミイルカ科　PHOCOENIDAE

１１６　ｽﾅﾒﾘ

117　ﾈｽﾞﾐｲﾙｶ

118　イシイルカ

　マッコウクジラ科　PHYSETEraDAE

１１９　コマッコウ

120　ｵｶﾞﾜﾏｯｺｳ

121　マッコウクジラ

　アカボウクジラ科　ZIPHDDAE

１２２　ﾂﾁｸｼﾞﾗ

123　ハッブスオウギハクジラ

124　コアハクジラ

125　ｲﾁｮｳﾊｸｼ'ﾗ　　　　　　　　　．、

　126ｵｳｷ'ハクシ'ﾗ

　127アカボウクジラ

カイギュウ目　SIRENIA

　　ジュゴン科　DUGONGIDAE

　１２８　ジュゴン

ウシ目　ARTIODACTYLA

　　イノシシ科　SUIDAE

　１２９ｲﾉシシ

Balaenoptera acutorostrata

Balaenoptera borealis

Balaenoptera edeni

Balaenoptera musculus

Balaenoptera physalus

Megaptera novaeangliae

Eschrichtius robustus

Delphinus delphis

Delphinus capensis

Feresa attenuata

Globicephala macrorhynchus

Grampus griseus

Lagenodelphis hosei

Lagenorhynchus obliquidens

Lissodelphis borealis

Orcinus orca

Peponocephala electra

Pseudorca cassidens

Stenella attenuata

Globicephala melas

Stenella coeruleoalba

Stenellalongirostris

Steno bredanensis

Tursiops truncatus

Delphinapterus leucas

Monodon monoceros

Neophocaena phocaenoides

Phocoena phocoena

Phocoenoides dalli

Kogia breviceps

Kogia simus

Physeter macrocephalus

Berardius bairdii

Mesoplodon carlhubbsi

Mesoplodon densirostris

Mesoplodon ginkgodens

Mesoplodon stejnegeri

Ziphius cavirostris

Dugong dugong

Sus scrofa
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　　　　　　ﾆﾎﾝｲﾉｼｼ

　　　　　　ﾘｭｳｷｭｳｲﾉｼｼ

　　　　　　ｲﾉﾌﾞﾀ

　　シカ科　CERVIDAE

　１３０　ニホンジカ

　　　　　　ケラマジカ

　　　　　　ニホンジカ

　　　　　　ツシマジカ

　　　　　　ヤクシカ

　　　　　　エゾジカ

　131　キョン

　　ウシ科　BOVIDAE

　１３２　ニホンカモシカ

　133　ﾉﾔｷ'

ネズミ目　RODENTIA

　　リス科　SCIURIDAE

　１３４　ﾀｲﾜﾝﾘｽ

　　　　　　ﾀｲﾜﾝﾘｽ

　135　ｷﾀﾘｽ

　　　　　　ｴｿﾘｽ

　136　ニホンリス

　137　シマリス

　　　　　　チョウセンシマリス

　　　　　　エソシマリス

　138　ホンドモモンガ

　139　タイリクモモンガ

　　　　　　エゾモモンガ

　140　ﾑｻｻﾋﾞ

　　　　　　ｷｭｳｼｭｳﾑｻｻﾋﾞ

　　　　　　ﾆﾀｺｳﾑｻｻﾋﾞ

　　　　　　ﾜｶﾔﾏﾑｻｻﾋﾞ

　ﾈｽﾞﾐ科　MURIDAE

　１４１　ﾀｲﾘｸﾔﾁﾈｽﾞﾐ

　　　　　　ｴｿﾞﾔﾁﾈｽﾞﾐ

　　　　　　ｼｺﾀﾝﾔﾁﾈｽ'ﾐ

　142ﾑｸｹﾞﾈｽ'ﾐ

　　　　　　ﾐﾔﾏﾑｸｹﾞﾈｽﾞﾐ･

　　　　　ﾘｼﾘﾑｸｹﾞﾈｽﾞﾐ

　143　ﾋﾒﾔﾁﾈｽﾞﾐ

　　　　　ﾐｶﾄﾞﾈｽﾞﾐ

　144　ﾔﾁﾈｽﾞﾐ

　　　　　ﾄｳﾎｸﾔﾁﾈｽﾞﾐ

　　　　　ﾆｲｶﾞﾀﾔﾁﾈｽﾞﾐ

　　　　　ﾜｶﾔﾏﾔﾁﾈｽﾞﾐ

　145スミスネズミ

　　　　　オキスミスネズミ

　　　　　スミスネズミ

　　　　・ｶｹ'ﾈｽﾞﾐ

1 146　ハﾀﾈズﾐ

　　　　　ｻﾄﾞハﾀﾈズﾐ

Sus scrofa leucomystax

Sus scrofa riukiuanus

Sus scrofa var. domesticus

Cervus nippon

Cervus nippon keramae

Cervus nippon nippon

Cervus nippon pulchellus

Cervus nippon yakushimae

Cervus nippon yesoensis

Muntiacus reevesi

Capricomis crispus

Capra hircus

Callosciurus erythraeus

Callosciurus erythraeus thaiwanensis

Sciurus vulgaris

Sciurus vulgaris orientis

Sciurus Us

Tamias sibiricus

Tamias sibiricusbarberi

Tamias sibiricuslineatus

Pteromys momonga

Pteromys volans

Pteromys volans orii

Petaurista leucogenys

Petaurista leucogenys leucogenys

Petaurista leucogenys nikkonis

Petauristaleucogenys oreas

Clethrionomys rufocanus

Clethrionomys rufocanus bedfordiae

Clethrionomys rufocanus sikotanensis

Clethrionomys rex

Clethrionomys rex montanus

Clethrionomys rex rex

Clethrionomys rutilus

Clethrionomys rutilusmikado

Eothenomys andersoni

Eothenomys andersoni andersoni

Eothenomys andersoni niigatae

Eothenomys andersoni imaizumii

Eothenomys smithii

Eothenomys smithiiokiensis

Eothenomys smithiismithii

Eothenomys smithiikageus

Microtus montebelli

Microtus montebelli brevicorpus
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　　　　　ﾊﾀﾈｽﾞﾐ

147　ﾏｽｸﾗｯﾄ

148　ｶﾔﾈｽﾞﾐ

　　　　　ﾂｼﾏｶﾔﾈｽﾞﾐ

　　　　　ｼｺｸｶﾔﾈｽﾞﾐ

　　　　　ﾎﾝｼｭｳｶﾔﾈｽﾞﾐ

149　セスジネズミ

150　ﾊﾝﾄｳｱｶﾈｽﾞﾐ

　　　　　ｶﾗﾌﾄｱｶﾈｽﾞﾐ

151　ｱｶﾈｽ'ﾐ

　　　　　ｴｿﾞｱｶﾈｽﾞﾐ

　　　　　ｾｸﾞﾛｱｶﾈｽﾞﾐ

　　　　　ｵｵｼﾏｱｶﾈｽﾞﾐ

　　　　　ﾐﾔｹｱｶﾈｽﾞﾐ

　　　　　ｵｷｱｶﾈｽﾞﾐ

　　　　　ﾎﾝﾄﾞｱｶﾈｽﾞﾐ

　　　　　ｻﾄﾞｱｶﾈｽﾞﾐ

　　　　　ﾂｼﾏｱｶﾈｽﾞﾐ

152　ﾋﾒﾈｽﾞﾐ

　　　　　ﾎﾝﾄﾞﾋﾒﾈｽﾞﾐ

　　　　　ｵｷﾋﾒﾈｽﾞﾐ

　　　　　ｴｿﾞﾋﾒﾈｽﾞﾐ

　　　　　ﾂｼﾏﾋﾒﾈｽﾞﾐ

　　　　　ﾀﾈﾋﾒﾈｽﾞﾐ

　　　　　ﾔｸｼﾏﾋﾒﾈｽﾞﾐ

153　ﾄｹﾞﾈｽﾞﾐ

　　　　　ｵｷﾅﾜﾄｹﾞﾈｽﾞﾐ

　　　　　ｱﾏﾐﾄｹﾞﾈｽﾞﾐ

154　ﾄﾞﾌﾞﾈｽﾞﾐ

　　　　　ﾆﾎﾝﾄﾞﾌﾞﾈｽﾞﾐ

　　　　　ｮｳｼｭｳﾄﾞﾌﾞﾈｽﾞﾐ

155　クマネズミ

　　　　　マレーシアクマネズミ

　　　　　ニホンクマネズミ

156　ｹﾅｶﾞﾈｽﾞﾐ

157　ﾊﾂｶﾈｽﾞﾐ

　　　　　ﾎﾝﾄﾞﾊﾂｶﾈｽﾞﾐ

　　　　　ｮｳｼｭｳﾊﾂｶﾈｽﾞﾐ

158　オキナワハツカネズミ

　ヤマネ科　MYOXIDAE

１５９　ヤマネ

　ヌートリア科　MYOCASTORIDAE

１６０　ヌｰﾄﾘｱ

ウサギ目　LAGOMORPHA
　　ナキウサギ科　OCHOTONIDAE

　１６１ﾅｷヴｻｷﾞ

　　　　　ｴｿﾞﾅｷｳｻｷﾞ

　　ｳｻｷﾞ科　LEPORIDAE

　１６２　ｱﾏﾐﾉｸﾛｳｻｷﾞ

　163　ュｷｳｻｷﾞ

Microtus montebelli montebelli

Ondatra zibethicus

Micromys minutus

Micromys minutus aokii

Micromys minutus japonicus

Micromys minutus hondonis

Apodemus agrarius

Apodemus peninsulae

Apodemus peninsulae giliacus

Apodemus speciosus

Apodemus speciosus ainu

Apodemus speciosus dorsalis

Apodemus speciosus insperatus

Apodemus speciosus miyakensis

Apodemus speciosus navigator

Apodemus speciosus speciosus

Apodemus speciosus sadoensis

Apodemus speciosus tusimaensis

Apodmus argent eus

Apodmus argenteus argenteus

Apodmus argenteus celatus

Apodmus argenteus hokkaidi

Apodmus argenteus sagax

Apodmus argenteus tanei

Apodmus argenteus yakui

Tokudaia osimensis

Tokudaia osimensis muenninki

Tokudaia osimensis osimensis

Rattus norvegicus

Rattus norvegicus caraco

Rattus norvegicus norvegicus

Rattus rattus

Rattus rattusdiardi

Rattus rattustanezumi

Diplothrix legata

Mus musculus

Mus musculus molossinus

Mus musculus musculus

Mus caroli

Glirulusjaponicus

Myocastor coypus

Ochotona hyperborea

Ochotona hyperborea yesoensis

Pentalagus fumessi

Lepus timidus
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　　　ｴｿ'ｭｷｳｻｷ'

164ﾉｳｻｷﾞ

　　　ﾄｳﾎｸﾉｳｻｷﾞ

　　　ｷｭｳｼｭｳﾉｳｻｷﾞ

　　　ｻﾄﾞﾉｳｻｷﾞ

　　　ｵｷﾉ叶ｷ

165アナウサギ

Lepus timidus ainu

Lepus brachyurus

Lepus brachyurus angustidens

Lepus brachyurus brachyurus

Lepus brachyurus lyoni

Lepus brachyurus okiensis

Oryctolagus cuniculus

－32－



引用・参考文献

①和名・学名

・鳥網

　　：日本鳥類学会編（2000）日本鳥類目録　改訂第６版.

・哺乳網（クジラ目、カイギュウ目を除く）

　　：環境省自然環境局野生生物課編(2002)改定・日本の絶滅のおそれのある野生生物－

　　　　　レッドデータブックー１哺乳類.

・哺乳網（クジラ目）

　　：粕谷俊雄・山田格(1995)日本鯨類目録.

・哺乳網（カイギュウ目）

　　：水産庁編（2000）日本の希少な野生水生生物に関するデータブック

②記載順序

　・鳥網

　　　：日本鳥類学会編（2000）日本鳥類目録　改訂第６版.

　・哺乳網

　　　:　Wilson, D. Ｅ. and D.M.Reeder (1992) Mammal species of the world:ａ

　　　　　taxonomic and geographic reference一犬secondedition.

33


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8
	page9
	page10
	page11
	page12
	page13
	page14
	page15
	page16
	page17
	page18
	page19
	page20
	page21
	page22
	page23
	page24
	page25
	page26
	page27
	page28
	page29
	page30
	page31
	page32
	page33
	page34
	page35
	page36
	page37
	page38
	page39

