
別表第一　希少鳥獣（第一条の二関係）

No. 綱 目 科 学名 和名

1 鳥綱 Lagopus muta japonica ライチョウ

2 Coturnix japonica ウズラ

3 Answer fabalis serrirostris ヒシクイ

4 Answer erythropus カリガネ

5 Answer caerulescens caerulescens ハクガン

6 Branta hutchinsii leucopareia シジュウカラガン

7 Branta bernicla orientalis コクガン

8 Tadorna tadorna ツクシガモ

9 Anas formosa トモエガモ

10 ネッタイチョウ目 ネッタイチョウ科 Phaethon rubricauda rothschildi アカオネッタイチョウ

11 Columba janthina nitens アカガシラカラスバト

12 Columba janthina stejnegeri ヨナグニカラスバト

13 Streptopelia decaocto decaocto シラコバト

14 Chalcophaps indica yamashinai キンバト

15 Phoebastria immutabilis コアホウドリ

16 Phoebastria albatrus アホウドリ

17 Puffinus lherminieri bannermani セグロミズナギドリ

18 Puffinus bryani オガサワラヒメミズナギドリ

19 Oceanodroma castro クロコシジロウミツバメ

20 Oceanodroma monorhis ヒメクロウミツバメ

21 コウノトリ目 コウノトリ科 Ciconia boyciana コウノトリ

22 カツオドリ科 Sula sula rubripes アカアシカツオドリ

23 Phalacrocorax pelagicus pelagicus ヒメウ

24 Phalacrocorax urile チシマウガラス

25 Botaurus stellaris stellaris サンカノゴイ

26 Ixobrychus eurhythmus オオヨシゴイ

27 Gorsachius goisagi ミゾゴイ

28 Gorsachius melanolophus ズグロミゾゴイ

29 Nipponia nippon トキ

30 Platalea minor クロツラヘラサギ

31 Grus vipio マナヅル

32 Grus japonensis タンチョウ

33 Grus monacha ナベヅル

34 Coturnicops exquisitus シマクイナ

35 Rallina eurizonoides sepiaria オオクイナ

36 Gallirallus okinawae ヤンバルクイナ

37 Charadrius alexandrinus alexandrinus ハシボソシロチドリ

38 Charadrius alexandrines dealbatus シロチドリ

39 セイタカシギ科 Himantopus himantopus himantopus セイタカシギ

40 Scolopax mira アマミヤマシギ

41 Limosa lapponica menzbieri コシジロオオソリハシシギ

42 Limosa lapponica baueri オオソリハシシギ

43 Numenius minutus コシャクシギ

44 Numenius madagascariensis ホウロクシギ

45 Tringa erythropus ツルシギ

46 Tringa tetanus ussuriensis アカアシシギ

47 Tringa guttifer カラフトアオアシシギ

48 Tringa glareola タカブシギ

49 Eurynorhynchus pygmeus ヘラシギ

50 タマシギ科 Rostratula benghalensis benghalensis タマシギ

51 ツバメチドリ科 Glareola maldivarum ツバメチドリ

52 Larus saundersi ズグロカモメ

53 Sterna bergii cristata オオアジサシ

54 Sterna albifrons sinensis コアジサシ

55 Sterna dougallii bangsi ベニアジサシ

56 Sterna sumatrana エリグロアジサシ

57 Uria aalge inornata ウミガラス

58 Cepphus carbo ケイマフリ

59 Synthliboramphus antiquus ウミスズメ

60 Synthliboramphus wumizusume カンムリウミスズメ

61 Fratercula cirrhata エトピリカ

62 Haliaeetus albicilla albicilla オジロワシ

63 Haliaeetus pelagicus オオワシ

64 Spilornis cheela perplexus カンムリワシ

65 Circus spilonotus spilonotus チュウヒ

66 Accipiter gularis iwasakii リュウキュウツミ

67 Butastur indicus サシバ

68 Buteo buteo toyoshimai オガサワラノスリ

69 Aquila chrysaetos japonica イヌワシ

70 Nisaetus nipalensis orientalis クマタカ

71 Otus lempiji pryeri リュウキュウオオコノハズク

72 Otus elegans interpositus ダイトウコノハズク

73 Bubo bubo borissowi ワシミミズク

74 Ketupa blakistoni blakistoni シマフクロウ

75 Aegolius funereus magnus キンメフクロウ

76 ブッポウソウ目 ブッポウソウ科 Eurystomus orientalis calonyx ブッポウソウ
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No. 綱 目 科 学名 和名

77 Dendrocopos leucotos owstoni オーストンオオアカゲラ

78 Picoides tridactylus inouyei ミユビゲラ

79 Dryocopus martius martius クマゲラ

80 Sapheopipo noguchii ノグチゲラ

81 ハヤブサ目 ハヤブサ科 Falco peregrinus japonensis ハヤブサ

82 ヤイロチョウ科 Pitta nympha ヤイロチョウ

83 サンショウクイ科 Pericrocotus divaricatus divaricatus サンショウクイ

84 Lanius tigrinus チゴモズ

85 Lanius cristatus superciliosus アカモズ

86 Poecile varius namiyei ナミエヤマガラ

87 Poecile varius owstoni オーストンヤマガラ

88 ムシクイ科 Phylloscopus ijimae イイジマムシクイ

89 メジロ科 Apalopteron familiar hahasima ハハジマメグロ

90 Locustella pleskei ウチヤマセンニュウ

91 Locustella pryeri pryeri オオセッカ

92 ミソサザイ科 Troglodytes troglodytes mosukei モスケミソサザイ

93 Zoothera dauma major オオトラツグミ

94 Turdus celaenops アカコッコ

95 Luscinia akahige tanensis タネコマドリ

96 Luscinia komadori komadori アカヒゲ

97 Luscinia komadori namiyei ホントウアカヒゲ

98 アトリ科 Chloris sinica kittlitzi オガサワラカワラヒワ

99 Emberiza aureola ornata シマアオジ

100 Emberiza yessoensis yessoensis コジュリン

101 哺乳綱 Sorex minutissimus hawkeri トウキョウトガリネズミ

102 Crocidura orii オリイジネズミ

103 Mogera uchidai センカクモグラ

104 Mogera etigo エチゴモグラ

105 Pteropus dasymallus daitoensis ダイトウオオコウモリ

106 Pteropus dasymallus dasymallus エラブオオコウモリ

107 Pteropus pselaphon オガサワラオオコウモリ

108 Rhinolophus cornutus orii オリイコキクガシラコウモリ

109 Rhinolophus pumilus pumilus オキナワコキクガシラコウモリ

110 Rhinolophus perditus ヤエヤマコキクガシラコウモリ

111 Myotis gracilis ウスリホオヒゲコウモリ

112 Myotis formosus クロアカコウモリ

113 Myotis pruinosus クロホオヒゲコウモリ

114 Myotis nattereri bombinus ホンドノレンコウモリ

115 Myotis yanbarensis ヤンバルホオヒゲコウモリ

116 Pipistrellus endoi モリアブラコウモリ

117 Eptesicus japonensis クビワコウモリ

118 Nyctalus aviator ヤマコウモリ

119 Nyctalus furvus コヤマコウモリ

120 Miniopterus fuscus リュウキュウユビナガコウモリ

121 Murina ryukyuana リュウキュウテングコウモリ

122 オヒキコウモリ科 Tadarida insignis オヒキコウモリ

123 Prionailurus bengalensis euptilurus ツシマヤマネコ

124 Prionailurus bengalensis iriomotensis イリオモテヤマネコ

125 イタチ科 Mustela sibirica シベリアイタチ（長崎県対馬市の個体群）

126 アシカ科 Zalophus japonicus ニホンアシカ

127 アザラシ科 Phoca vitulina ゼニガタアザラシ

128 カイギュウ目 ジュゴン科 Dugong dugon ジュゴン

129 Apodemus agrarius セスジネズミ

130 Tokudaia muenninki オキナワトゲネズミ

131 Tokudaia osimensis アマミトゲネズミ

132 Tokudaia tokunoshimensis トクノシマトゲネズミ

133 Diplothrix legata ケナガネズミ

134 ウサギ目 ウサギ科 Pentalagus furnessi アマミノクロウサギ
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出典：鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則（平成十四年環境省令第二十八号）

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414M60001000028_20220915_504M60001000023&keyword=%E9%B3%A5%E7%8D%A3%E3%81%AE

本表は上記のうち「附則（令和四年七月一五日環境省令第二三号）」の「別表第一 希少鳥獣（第一条の二関係）」を整理したものである。


