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（1/1）
哺　乳　類

種　　　　　　　　　名

和　　名 学　　　　　　　　名

1 食虫 トガリネズミ アズミトガリネズミ Sorex hosonoi  Imaizumi,1954

2 食虫 トガリネズミ シントウトガリネズミ Sorex shinto  Thomas,1905

3 食虫 トガリネズミ カワネズミ Chimarrogale platycephala  (Temminck,1842)

4 食虫 トガリネズミ ニホンジネズミ Crocidura dsinezumi (Temminck,1842)

5 食虫 モグラ ヒメヒミズ Dymecodon pilirostris  True,1886

6 食虫 モグラ ヒミズ Urotrichus talpoides  Temminck,1841

7 食虫 モグラ ミズラモグラ Euroscaptor mizura  (Günther,1880)

8 食虫 モグラ アズマモグラ Mogera imaizumii  (Kuroda,1957)

9 食虫 モグラ コウベモグラ Mogera wogura (Temminck,1842)

10 食虫 ハリネズミ アムールハリネズミ Erinaceus amurensis Schrenk,1859 ●

11 翼手 キクガシラコウモリ キクガシラコウモリ Rhinolophus ferrumequinum  (Schreber,1774)

12 翼手 キクガシラコウモリ コキクガシラコウモリ Rhinolophus cornutus  Temminck,1834

13 翼手 ヒナコウモリ クビワコウモリ Eptesicus japonennsis  Imaizumi,1953

14 翼手 ヒナコウモリ ヤマコウモリ Nyctalus aviator Thomas,1911

15 翼手 ヒナコウモリ アブラコウモリ Pipistrellus abramus  (Temminck,1840)

16 翼手 ヒナコウモリ モリアブラコウモリ Pipistrellus endoi Imaizumi,1959

17 翼手 ヒナコウモリ チチブコウモリ Barbastella darjelingensis (Hodgson,1855)

18 翼手 ヒナコウモリ ニホンウサギコウモリ Plecotus sacrimontis  G.M.Allen,1908

19 翼手 ヒナコウモリ ヒナコウモリ Vespertilio sinensis (Peters,1880)

20 翼手 ヒナコウモリ カグヤコウモリ Myotis frater  Allen,1923

21 翼手 ヒナコウモリ ヒメホオヒゲコウモリ Myotis ikonnikovi  Ognev,1912

22 翼手 ヒナコウモリ モモジロコウモリ Myotis macrodactylus  (Temminck,1840)

23 翼手 ヒナコウモリ ノレンコウモリ Myotis bombinus Thomas,1906

24 翼手 ヒナコウモリ クロホオヒゲコウモリ Myotis pruinosus  Yoshiyuki,1971

25 翼手 ヒナコウモリ テングコウモリ Murina hilgendorfi  (Peters,1880)

26 翼手 ヒナコウモリ コテングコウモリ Murina ussuriensis  Ognev,1913

27 翼手 ヒナコウモリ ユビナガコウモリ Miniopterus fuliginosus  (Hodgson,1835)

28 翼手 オヒキコウモリ オヒキコウモリ Tadarida insignis  (Blyth,1861)

29 霊長 オナガザル ニホンザル Macaca fuscata  (Blyth,1875)

30 齧歯 ヤマネ ヤマネ Glirulus japonicus  (Schinz,1845)

31 齧歯 ネズミ ヤチネズミ Eothenomys andersoni  (Thomas,1905)

32 齧歯 ネズミ スミスネズミ Eothenomys smithii  (Thomas,1905)

33 齧歯 ネズミ ハタネズミ Microtus montebelli  (Milne-Edwards,1872)

34 齧歯 ネズミ カヤネズミ Micromys minutus  (Pallas,1771)

35 齧歯 ネズミ アカネズミ Apodemus speciosus  (Temminck,1844)

36 齧歯 ネズミ ヒメネズミ Apodemus argenteus  (Temminck,1844)

37 齧歯 ネズミ ドブネズミ Rattus norvegicus (Berkenhout,1769) ●

38 齧歯 ネズミ クマネズミ Rattus rattus  (Linnaeus,1758) ●

39 齧歯 ネズミ ハツカネズミ Mus musculus  Linnaeus,1758 ●

40 齧歯 ヌートリア ヌートリア Myocastor coypus  (Molina,1782) ●

41 齧歯 リス ニホンリス Sciurus lis  Temminck,1844

42 齧歯 リス クリハラリス Callosciurus erythraeus  (Pallas,1779) ●

43 齧歯 リス フィンレイソンリス Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823) ●

44 齧歯 リス ムササビ Petaurista leucogenys  (Temminck,1827)

45 齧歯 リス ニホンモモンガ Pteromys momonga  Temminck,1844

46 ウサギ ウサギ ニホンノウサギ Lepus brachyurus  Temminck,1844

47 食肉 イヌ アカギツネ Vulpes vulpes  (Linnaeus,1758)

48 食肉 イヌ タヌキ Nyctereutes  procyonoides (Gray,1834)

49 食肉 イヌ オオカミ Canis lupus  Linnaeus,1758

50 食肉 アライグマ アライグマ Procyon lotor  (Linnaeus,1758) ●

51 食肉 クマ ツキノワグマ Ursus thibetanus G.Cuvier,1823

52 食肉 イタチ ニホンイタチ Mustela itatsi  Temminck,1844

53 食肉 イタチ オコジョ Mustela erminea  Linnaeus,1758

54 食肉 イタチ ニホンテン Martes melampus  (Wagner,1840)

55 食肉 イタチ カワウソ Lutra lutra  (Linnaeus, 1758)

56 食肉 イタチ ニホンアナグマ Meles anakuma Temminck,1842

57 食肉 ジャコウネコ ハクビシン Paguma larvata  (Smith,1827) ●

58 偶蹄 シカ ニホンジカ Cervus nippon  Temminck,1838

59 偶蹄 イノシシ イノシシ Sus scrofa  Linnaeus,1758

60 偶蹄 ウシ ニホンカモシカ Capricornis crispus  （Temminck,1836）

備考欄：●は外来種

和名学名参考：The Wild Mammals of Japan   2nd ed

備考目　　名 科　　名
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