参考資料４：
主なマイクロチップ埋込み対象「特定外来生物・特定（危険）動物」一覧

科
名
1 哺乳綱
(1)有袋目
クスクス科

(2)霊長目
オマキザル科

属

種
名
（和名、英名、学名）

名

フクロギツネ属

ホエザル属

クモザル属

ウーリークモザル属

ウーリーモンキー属

オナガザル科

マカク属

〈備考〉外：特定外来生物

分

布

和名：フクロギツネ
英名：Brushtail possum
学名：Trichosurus vulpecula

オーストラリアとその周辺の島、
タスマニア、ニュージーランド

和名：アカテホエザル
英名：Red-handed howler
学名：Alouatta belzebul
和名：クロホエザル
英名：Black howler
学名：Alouatta caraya
和名：ブラウンホエザル
英名：Brown howler
学名：Alouatta fusca
和名：マントホエザル
英名：Mantled howler
学名：Alouatta palliata
和名：メキシコホエザル
英名：Mexican (Guatemalan) howler
学名：Alouatta villosa
和名：アカホエザル
英名：Red howler
学名：Alouatta seniculus
和名：ケナガクモザル
英名：Long-haired spider monkey
学名：Ateles belzebuth
和名：ブラウンクモザル
英名：Brown-handed spider monkey
学名：Ateles fusciceps
和名：アカクモザル（ジェフロイクモザル）
英名：Black-handed spider monkey
学名：Ateles geoffroyi
和名：クロクモザル
英名：Black spider monkey
学名：Ateles paniscus
和名：ウーリークモザル（ムリキ）
英名：Woolly spider monkey(Muriqui)
学名：Brachyteles arachnoides
和名：ヘンディーウーリーモンキー
英名：Yellow-tailed wooly monkey
学名：Lagothrix flavicauda
和名：フンボルトウーリーモンキー
英名：Common woolly monkey
(Humboldt’s woolly monkey)
学名：Lagothrix lagotricha
和名：タイワンザル
英名：Taiwan(Formosan rock)monkey
学名：Macaca cyclopis

ブラジル中部、東北部

特：特定(危険)動物
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備考

外

特
ブラジル南部、ボリビア東部、パ
ラグアイ、アルゼンチン北部

特

ブラジル南東部
特
メキシコ南部からエクアドル
特
中央アメリカ
特
コロンビア、アマゾン、ボリビア
特
コロンビア、ブラジル南西部
特
パナマからエクアドル
特
中央アメリカ全域
特
ブラジル北東部、ギアナ、ボリビ
ア

特

ブラジル南東部
特
ペルー北東部
特
アマゾン川流域全域
特
台湾
外

科

名

属

マンガベイ属

〈備考〉外：特定外来生物

名

種
名
（和名、英名、学名）
和名：カニクイザル
英名：Crab-eating macaque
学名：Macaca fascicularis
和名：アカゲザル
英名：Rhesus macaque
学名：Macaca mulatta
和名：ベニガオザル
英名：Stump-tailed macaque
学名：Macaca arctoides
和名：アッサムモンキー
英名：Assam macaque
学名：Macaca assamensis
和名：ニホンザル
英名：Japanese macaque
学名：Macaca fuscata
和名：ムーアモンキー
英名：Moor macaque
学名：Macaca maurus
和名：ブタオザル
英名：Pig-Tailed macaque
学名：Macaca nemestrina
和名：クロザル
英名：Celebes ape
学名：Macaca nigra
和名：ウスイロマカク
英名：Booted macaque
学名：Macaca ochreata
和名：ボンネットモンキー
英名：Bonnet macaque
学名：Macaca radiata
和名：シシオザル
英名：Lion-tailed macaque
学名：Macaca silenus
和名：トクモンキー
英名：Toque macaque
学名：Macaca sinica
和名：バーバリーマカク（バーバリーエイプ）
英名：Barbary macaque
学名：Macaca sylvanus
和名：チベットモンキー
英名：P é re David’s
(Tibelan stump-Tailed) macaque
学名：Macaca thibetana
和名：トンケアンマカク
英名：Tonkean macaque
学名：Macaca tonkeana
和名：ホオジロマンガベイ
英名：White-cheeked mangabey
学名：Cercocebus albigena
和名：ブラックマンガベイ
英名：Black mangabey
学名：Cercocebus aterrimus
和名：アジルマンガベイ
英名：Agile mangabey
学名：Cercocebus galeritus
和名：シロエリマンガベイ
英名：White-collared mangabey
学名：Cercocebus torquatus

特：特定(危険)動物
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分

布

インドネシア、フィリピンから
ミャンマー

備考
外

東アフガニスタンから中国南部
外
中国西部からベトナム
特
ネパールからタイ
特
日本（北海道を除く）
特
スラウェシ
特
インド東部からインドネシア
特
スラウェシ
特
スラウェシ
特
インド南部
特
インド南部
特
スリランカ
特
モロッコ、アルジェリア北部
特
チベットから中国
特
スラウェシ
特
カメルーンからケニア、タンザニ
ア

特

ザイール、アンゴラ
特
ザイール、ケニア、タンザニア
特
セネガルからガボン
特

科

名

属
ヒヒ属

マンドリル属

ゲラダヒヒ属

オナガザル属

〈備考〉外：特定外来生物

名

種
名
（和名、英名、学名）
和名：アヌビスヒヒ
英名：Olive baboon
学名：Papio anubis
和名：キイロヒヒ
英名：Yellow baboon
学名：Papio cynocephalus
和名：マントヒヒ
英名：Hamadryas baboon
学名：Papio hamadryas
和名：ギニアヒヒ
英名：Guinea baboon
学名：Papio papio
和名：チャクマヒヒ
英名：Chacma baboon
学名：Papio ursinus
和名：ドリル
英名：Drill
学名：Mandrillus leucophaeus
和名：マンドリル
英名：Mandrill
学名：Mandrillus sphinx
和名：ゲラダヒヒ
英名：Gelada
学名：Theropithecus gelada
和名：サバンナモンキー
英名：Savanna(Vervet) monkey
学名：Cercopithecus aethiops
和名：アカオザル
英名：Red-tail monkey
学名：Cercopithecus ascanius
和名：キャンベルモンキー
英名：Cambell’s monkey
学名：Cercopithecus cambelli
和名：クチヒゲグエノン
英名：Moustached monkey
学名：Cercopithecus cephus
和名：デントグエノン
英名：Dent’s monkey
学名：Cercopithecus denti
和名：ダイアナモンキー
英名：Diana monkey
学名：Cercopithecus diana
和名：ドリアスモンキー
英名：Dryas monkey
学名：Cercopithecus dryas
和名：アカハラグエノン
英名：Red-bellied monkey
学名：Cercopithecus erythrogaster
和名：アカミミグエノン
英名：Red-eared monkey
学名：Cercopithecus erythrotis
和名：フクロウグエノン
英名：Owl-faced monkey
学名：Cercopithecus hamlyni
和名：ロエストグエノン
英名：L’Hoest’s monkey
学名：Cercopithecus lhoesti

特：特定(危険)動物
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分

布

備考

ナイジェリアからケニア
特
ソマリア、モザンビーク、アンゴ
ラ

特

エチオピア、ソマリア、サウジア
ラビア

特

セネガル、ギアナ
特
ザンビア、アンゴラから南アフリ
カ

特

ナイジェリア南東部、カメルーン
特
カメルーン南部、ガボン、コンゴ
特
エチオピア
特
セネガルからソマリア、南アフリ
カ

特

ケニア西部からザンビア、アンゴ
ラ

特

ガンビアからガーナ
特
カメルーンからガボン
特
ザイール北東部、東部
特
シエラレオネからガーナ
特
ザイール
特
ナイジェリア南西部
特
ナイジェリア、カメルーン
特
ザイール東部
特
ウガンダ南西部、ザイール東部
特

科

名

属

名

パタスモンキー属

コロブス属

プロコロブス属

ドゥクモンキー属

〈備考〉外：特定外来生物

種
名
（和名、英名、学名）
和名：ブルーモンキー
英名：Blue monkey
学名：Cercopithecus mitis
和名：モナモンキー
英名：Mona monkey
学名：Cercopithecus mona
和名：ブラッザモンキー
英名：De Brazza’s monkey
学名：Cercopithecus neglectus
和名：オオハナジログエノン
英名：Greater white-nosed monkey
学名：Cercopithecus nictians
和名：ショウハナジログエノン
英名：Lesser white-nosed monkey
学名：Cercopithecus petaurista
和名：クラウングエノン
英名：Crowned guenon
学名：Cercopithecus pogonias
和名：ザイールダイアナモンキー
英名：Zaire Diana monkey
学名：Cercopithecus salango
和名：ウォルフグエノン
英名：Wolf’s monkey
学名：Cercopithecus wolfi
和名：パタスモンキー
英名：Patas monkey
学名：Erythrocebus patas
和名：アンゴラクロシロコロブス
英名：Angolan colobus
学名：Colobus angolensis
和名：アカコロブス
英名：Red colobus
学名：Colobus badius
和名：アビシニアコロブス（ゲレザ）
英名：Guereza
学名：Colobus guereza
和名：キルクコロブス
英名：Kirk’s colobus
学名：Colobus kirkii
和名：キングコロブス
英名：King colobus
学名：Colobus polykomos
和名：サタニックコロブス
英名：Black colobus
学名：Colobus satanas
和名：オリーブコロブス
英名：Olive colobus
学名：Procolobus verus
和名：トンキンシシバナザル
英名：Tonkin snub-nosed monkey
学名：Pygathrix avunculus
和名：ブレーリッヒモンキー
英名：Brelich’s snub-nosed monkey
学名：Pygathrix brelichi
和名：アカアシドゥクラングール
英名：Douc langur
学名：Pygathrix nemaeus

特：特定(危険)動物
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分

布

ソマリア、ザイールから南アフリ
カ

備考
特

ガーナからカメルーン
特
カメルーンからエチオピア、ソマ
リア

特

ギネアからザイール
特
ギネアからトーゴ
特
カメルーン西部
特
ザイール中部
特
ザイール中部
特
セネガルからエチオピア、タンザ
ニア

特

アンゴラからケニア
特
ガンビアからタンザニア
特
ナイジェリア東部からエチオピ
ア、タンザニア

特

ザンジバル
特
ガンビアからトウゴ
特
カメルーンからガボン
特
シエラレオネからナイジェリア
特
北ベトナム
特
中国南部
特
ベトナム中部、ラオス、カンボジ
ア

特

科

名

属

名

コバナテングザル属

テングザル属

リーフモンキー属

テナガザル科

テナガザル属

〈備考〉外：特定外来生物

種
名
（和名、英名、学名）
和名：ゴールデンモンキー（チベットコバナ
テングザル、キンシコウ）
英名：Golden snub-nosed monkey
学名：Pygathrix roxellana
和名：メンタウェーコバナテングザル
英名：Pig-tailed langur
学名：Simias concolor
和名：テングザル
英名：Proboscis monkey
学名：Nasalis larvatus
和名：スンダリーフモンキー
英名：Sunda leaf monkey
学名：Presbytis comata
和名：シルバールトン
英名：Silvered leaf monkey
学名：Presbytis cristata
和名：ハヌマンラングール
英名：Hanuman langur
学名：Presbytis entellus
和名：フランソワリーフモンキー
英名：François leaf monkey
学名：Presbytis francoisi
和名：シロビタイリーフモンキー
英名：White-fronled leaf monkey
学名：Presbytis frontata
和名：ゴールデンラングール
英名：Golden leaf monkey
学名：Presbytis geei
和名：ニルギリラングール
英名：Nilgiri langur
学名：Presbytis johnii
和名：クロカンムリリーフモンキー
英名：Mitred leaf monkey
学名：Presbytis melalophos
和名：ダスキールトン
英名：Dusky leaf monkey
学名：Presbytis obscurus
和名：ファイールルトン
英名：Phayre’s leaf monkey
学名：Presbytis phayrei
和名：ボウシラングール
英名：Capped leaf monkey
学名：Presbytis pileatus
和名：メンタウェールトン
英名：Mentawai leaf monkey
学名：Presbytis potenziani
和名：クリイロリーフモンキー
英名：Maroon leaf monkey
学名：Presbytis rubicanda
和名：カオムラサキラングール
英名：Purple-faced leaf monkey
学名：Presbytis vetulus
和名：アジルテナガザル
英名：Agile gibbon
学名：Hylobates agilis
和名：クロテテナガザル
英名：Crested gibbon
学名：Hylobates concolor

特：特定(危険)動物
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分

布

備考

中国南部、チベット
特
インドネシア
特
ボルネオ
特
スマトラ、ジャワ、ボルネオ
特
スマトラ、マレーシア西部、タイ
中南部、カンボジア、南ベトナム

特

インド
特
ベトナム北東部、中国南部
特
ボルネオ
特
アッサム、ブータン
特
インド南西部
特
タケからスマトラ、ボルネオ
特
タイ南部、マレーシア
特
ビルマ、タイ
特
アッサム、ビルマ
特
メンタウェー諸島
特
ボルネオ
特
スリランカ
特
マレーシア、スマトラ、ボルネオ
特
ラオス、ベトナム、海南島
特

科

ヒト科

名

属

名

オランウータン属

チンパンジー属

ゴリラ属

イヌ科

イヌ属

〈備考〉外：特定外来生物

種
名
（和名、英名、学名）
和名：フーロックテナガザル
英名：Hoolock gibbon
学名：Hylobates hoolock
和名：クロステナガザル
英名：Kloss’s gibbon
学名：Hylobates klossi
和名：シロテテナガザル
英名：White-handed(Common) gibbon
学名：Hylobales lar
和名：ボウシテナガザル
英名：Pileatus gibbon
学名：Hylobates pileatus
和名：ワウワウ
英名：Silvary gibbon
学名：Hylobates moloch
和名：フクロテナガザル
英名：Siamang
学名：Hylobates syndactylus
和名：ボルネオオランウータン、スマトラオ
ランウータン
英名：Bornean Orangutan、Sumatran Orangutan
学名：Pongo abelii、Pongo pygmaeusu
和名：チンパンジー
英名：Chimpanzee
学名：Pan troglodytes
和名：ピグミーチンパンジー（ボノボ）
英名：Pygmy chimpanzee(Bonobo)
学名：Pan paniscus
和名：ゴリラ
英名：Gorilla
学名：Gorilla gorilla
和名：ニシゴリラ、ヒガシゴリラ
英名：Western Gorilla、
Eastern Gorilla
学名：Gorilla gorilla,Gorilla beringei
和名：セグロジャッカル
英名：Black-backed jackal
学名：Canis mesomelas
和名：コヨーテ
英名：Coyote
学名：Canis latrans
和名：タイリクオオカミ
英名：Wolf
学名：Canis lupus
和名：ヨコスジジャッカル
英名：Side-striped Jackal
学名：Canis adustus
和名：キンイロジャッカル
英名：Golden jackal
学名：Canis aureus
和名：アメリカアカオオカミ
英名：Red wolf
学名：Canis rufus
和名：アビシニアジャッカル
英名：Simian jackal
学名：Canis simensis

特：特定(危険)動物
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分

布

アッサム、ビルマ、バングラデシ
ュ

備考
特

メンタウェー諸島
特
ビルマ南部からスマトラ北部
特
タイ南東部
特
ジャワ
特
マレーシア、スマトラ
特
ボルネオオランウータンはボルネ
オ島、スマトラオランウータンは
スマトラ島
中央アフリカ、ザイール、ウガン
ダ、タンザニア

特

特

ザイール
特
ナイジェリア南東部からザイール
西部
ニシゴリラは西アフリカ、ヒガシ
ゴリラはアフリカ中央部

特

特

南アフリカおよび東アフリカ
特
アラスカ、カナダ、アメリカ本土
特
ユーラシア大陸、インド、アラス
カ、カナダ、アメリカ本土、メキ
シコ
セネガルからソマリア、南アフリ
カ

特

特

セネガルからタイ、スリランカ
特
アメリカ合衆国南東部
特
エチオピア
特

科

名

属

名

タテガミオオカミ属

ドール属

リカオン属

ハイエナ科

アードウルフ属

ブチハイエナ属

シマハイエナ属

クマ科

ヒグマ属

ツキノワグマ属

メガネグマ属

ヒグマ属

ホッキョクグマ属

マレーグマ属

ナマケグマ属

(3)食肉目
アライグマ科

マングース科

イタチ科

ネコ科

アライグマ属

エジプトマングース属

イタチ属

ネコ属

〈備考〉外：特定外来生物

種
名
（和名、英名、学名）
和名：タテガミオオカミ
英名：Maned wolf
学名：Chrysocyon brachyurus
和名：ドール（アカオオカミ）
英名：Dhole(Red dog)
学名：Cuon alpinus
和名：リカオン
英名：Hunting dog
学名：Lycaon pictus
和名：アードウルフ（ツチオオカミ）
英名：Aardwolf
学名：Proteles cristatus
和名：ブチハイエナ
英名：Spotted hyaena
学名：Crocuta crocuta
和名：カッショクハイエナ
英名：Brown hyaena
学名：Hyaena brunnea
和名：シマハイエナ
英名：Striped hyaena
学名：Hyaena hyaena
和名：ヒグマ
英名：Brown Bear
学名：Ursus arctos
和名：ツキノワグマ（アジアクロクマ）
英名：Asian Black Bear
学名：Selenarctos thibetanus
和名：メガネグマ
英名：Spectacled bear
学名：Tremarctos ornatus
和名：アメリカグマ
英名：American brack bear
学名：Ursus americanus
和名：ホッキョクグマ
英名：Polar bear
学名：Thalarctos maritimus
和名：マレーグマ
英名：Sun bear
学名：Helarctos malayanus
和名：ナマケグマ
英名：Sloth bear
学名：Melursus ursinus
和名：アライグマ
英名：Common raccoon
学名：Procyon lotor (Linnaeus,1758)
和名：カニクイアライグマ
英名：Crab-eating raccoon
学名：Procyon cancrivorus
和名：ジャワマングース
英名：Javan mongoose
学名：Herpestes javanicus
和名：アメリカミンク
英名：American mink
学名：Mustela vison
和名：ジャングルキャット
英名：Jungle cat
学名：Felis chaus

特：特定(危険)動物
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分

布

備考

ブラジル東部からアルゼンチン北
部

特

西アジアから中国、インド、イン
ドシナからジャワ

特

サハラ砂漠から南アフリカ
特
南アフリカ、東アフリカ
特
サハラ以南のアフリカ
特
南アフリカ
特
北アフリカ、東アフリカ、中近東、
インド

特

ヨーロッパ、中近東、中国、ロシ
ア、北アメリカ、日本

特

インドから日本
特
ベネズエラからボリビア
特
メキシコからアラスカ
特
北極圏
特
東南アジア
特
インド東部、スリランカ
特

カナダ南部からパナマ
外
コスタリカからアルゼンチン
外
マレー半島、インドシナ半島、ス
マトラ、ジャワ

外

カナダ、北アメリカ
外
エジプトからインドシナ半島、ス
リランカ

特

科

名

属

名

オオヤマネコ属

ヒョウ属

ウンピョウ属

チーター属

(4)長鼻目
ゾウ科

アフリカゾウ属

〈備考〉外：特定外来生物

種
名
（和名、英名、学名）
和名：オセロット
英名：Ocelot
学名：Felis pardalis
和名：アフリカゴールデンキャット
英名：African golden cat
学名：Felis aurata
和名：カラカル
英名：Caracal
学名：Felis caracal
和名：ピューマ
英名：Puma
学名：Felis concolor
和名：サーバル
英名：Serval
学名：Felis serval
和名：アジアゴールデンキャット
英名：Asiatic golden cat
学名：Felis temminckii
和名：スナドリネコ
英名：Fishing cat
学名：Felis viverrina
和名：ジャガランディ（ヤガランデ）
英名：Jaguarundi
学名：Felis yagouroundi
和名：オオヤマネコ
学名：Lynx lynx
英名：Eurasian lynx
和名：カナダオオヤマネコ
英名：Canadian lynx
学名：Lynx canadensis
和名：ボブキャット
英名：Bobcat
学名：Lynx rufus
和名：ライオン
英名：Lion
学名：Panthera leo
和名：ジャガー
英名：Jaguar
学名：Panthera onca
和名：ヒョウ
英名：Leopard
学名：Panthera pardus
和名：トラ
英名：Tiger
学名：Panthera tigris
和名：ユキヒョウ
英名：Snow leopard
学名：Panthera uncia
和名：ウンピョウ
英名：Clouded leopard
学名：Neofelis nebulosa
和名：チーター
英名：Cheetah
学名：Acinonyx jubatus
和名：アフリカゾウ
英名：African elephant
学名：Loxodonta africana

特：特定(危険)動物
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分

布

備考

アリゾナからアルゼンチン北部
特
セネガルからザイール、ケニア
特
アフリカとトルキスタン、インド
北西部からアラビア

特

カナダ南部からパタゴニア
特
アフリカ
特
ネパール、中国南部からスマトラ
特
ジャワ、スマトラから中国南部、
インド

特

アリゾナからアルゼンチン北部
特
西ヨーロッパからシベリア
特
アラスカ、カナダ、アメリカ北部
特
カナダ南部からメキシコ南部
特
サハラ南部のアフリカ、一部イン
ド

特

メキシコ北部からアルゼンチン北
部

特

サハラ以南のアフリカ、南アジア、
北アフリカ、アラビア、極東

特

インド、ネパール、中国南部、ア
ムール、インドネシア

特

アルタイからヒマラヤ
特
ネパール、中国南部からスマトラ
特
アフリカ、南アジア、中東
特

サハラ以南アフリカ
特

科

名

属

名

アジアゾウ属

(5)奇蹄目
サイ科

インドサイ属

スマトラサイ属

シロサイ属

クロサイ属

(6)偶蹄目
シカ科

シカ亜科

ホエジカ属

シカ属

アクシス属

〈備考〉外：特定外来生物

種
名
（和名、英名、学名）
和名：アジアゾウ
英名：Asiatic elephant
学名：Elephas maximus
和名：ジャワサイ
英名：Javan rhinoceros
学名：Rhinoceros sondaicus
和名：インドサイ〈ジャワサイ〉
英名：Indian rhinoceros
学名：Rhinoceros unicornis
和名：スマトラサイ
英名：Sumatran rhinoceros
学名：Dicerorhinus sumatrensis
和名：シロサイ
英名：White rhinoceros
学名：Ceratolherium simum
和名：クロサイ
英名：Black rhinoceros
学名：Diceros bicornis
和名：キョン
英名：Reeves's muntjac
学名：Muntiacus reevesi
和名：クチジロジカ
英名：Thorold’s deer
学名：Cervus albirostris
和名：アルフレッドサンバー
英名：Visayan spotted deer
学名：Cervus alfredi
和名：バラシンガジカ（ヌマジカ）
英名：Swamp deer(Barasinga)
学名：Cervus duvauceli
和名：アカシカ
英名：Red deer
学名：Cervus elaphus
和名：ターミンジカ（エルドジカ）
英名：Eld’s deer(Thamin)
学名：Cervus eldii
和名：マリアナジカ
英名：Philippine samber
学名：Cervus mariannus
和名：ニホンジカ
英名：Sika deer
学名：Cervus nippon
和名：ションブルグシカ
英名：Schomburk’s deer
学名：Cervus schomburgki
和名：ルサジカ
英名：Rusa
学名：Cervus timorensis
和名：サンバー（スイロク）
英名：Sambar
学名：Cervus unicolor
和名：アクシスジカ
英名：Chital(Axis deer)
学名：Axis axis

特：特定(危険)動物
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分

布

備考

インドからスマトラ、スリランカ
特

ジャワ
特
ネパール、インド北東部
特
ボルネオからマレーシア
特
ウガンダ、南アフリカ
特
サハラ以南のアフリカ
特

中国東部、台湾
外
チベット、中国西部
外
フィリピン
外
インド中央部、ネパール南部
外
ヨーロッパ、北アフリカ、シベリ
ヤ、中国西部、北アメリカ西部

外

サッサム、インドシナ
外
フィリピン
外
シベリア東部、朝鮮、中国西部、
日本、ベトナム

外

タイ
外
ジャワ、スラウェシ、チモール
外
インド、スリランカから中国南部、
フィリピン、インドネシア、ビル
マ
インド、スリランカ

外

外

科

名

属

名

ダマジカ属

シフゾウ属

カバ科

カバ属

コビトカバ属

キリン科

オカピ属

キリン属

ウシ科

アフリカスイギュウ属

バイソン属

(7)げっ(齧)歯目
リス科
リス属、
タイワンリス属

モモンガ属

ネズミ科

マスクラット属

〈備考〉外：特定外来生物

種
名
（和名、英名、学名）
和名：カラミアジカ
英名：Calamian deer
学名：Axis calamieanensis
和名：バウェアンジカ
英名：Bawean deer
学名：Axis kuhlii
和名：ホッグシカ
英名：Hog deer
学名：Axis porcinus
和名：ダマジカ
英名：Fallow deer
学名：Dam dama
和名：イランダマシカ
英名：Persian fallow deer
学名：Dama mesopotamica
和名：シフゾウ
英名：Pere David’s deer
学名：Elaphurus davidianus
和名：カバ
英名：Hippopotamus
学名：Hippopotamus amphibius
和名：コビトカバ（リベリアカバ）
英名：Pygmy hippopotamus
学名：Choeropsis liberiensis
和名：オカピ
英名：Okapi
学名：Okapia johnstoni
和名：キリン
英名：Giraffe
学名：Giraffa camelopardalis
和名：アフリカスイギュウ
英名：African baffalo
学名：Synceros caffer
和名：アメリカバイソン
英名：American bison
学名：Bison bison
和名：ヨーロッパバイソン
英名：European bison
学名：Bison bonasus
和名：クリハラリス（タイワンリスも含む）
英名：Pallas’s squirrel
学名：Callosciurus erythraeus
和名：タイワンリス
英名：Taiwan squirrel
学名：Callosciurus erythraeus thaiwanensis
和名：トウブハイイロリス
英名：Gray squirrel
学名：Sciurus carolinensis
和名：キタリス（エゾリス）
英名：Red squirrel
学名：Sciurus vulgaris
和名：タイリクモモンガ（エゾモモンガ）
英名：Russian flying squirrel
学名：Pteromys volans
和名：マスクラット
英名：Muskrat
学名：Ondatra zibethicus

特：特定(危険)動物
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分

布

備考

カラミア諸島
外
バウェアン島
外
北インド、スリランカ、ビルマ、
タイ、ベトナム、インドシナ

外

ヨーロッパ、小アジア、イラン
外
イラン南部、ルリスタン、クージ
スタン

外

野生状態では絶滅
外
サハラ以南のアフリカ
特
リベリア、コートジボアール
特
ザイール
特
サハラ以南のアフリカ
特
サハラ以南のアフリカ
特
北アメリカ
特
ヨーロッパ
特

シッキム、中国南部からマレーシ
ア、台湾

外

台湾
外
テキサス東部からカナダ南東部
外
アイルランドから北海道
外
フィンランドから朝鮮、北海道
外
北アメリカ
外

科

名

ヌートリア科

(8)食虫目
ハリネズミ科

属

種
名
（和名、英名、学名）
和名：ヌートリア
英名：Coypu
学名：Myocastor coypus

名

ヌートリア属

ハリネズミ属

分

布

チリー、アルゼンチンからボリビ
ア、ブラジル南部

和名：ナミハリネズミ
英名：Western European hedgehog
学名：Erinaceus europaeus
和名：マンシュウハリネズミ
英名：Munchurian hedgehog
学名：Erinaceus amurensis
和名：ヒトイロハリネズミ
英名：Eastern European hedgehog
学名：Erinaceus concolor

ヨーロッパ北部、西部、ニュージ
ーランド（移入個体）
、我国にも野
生化個体が見られる。
シベリアから朝鮮、中国東北部

和名：コヒクイドリ
英名：Dwarf Cassowary、
Benett’s Cassowary
学名：Casuarius bennetti
和名：ヒクイドリ
英名：Double-watlled cassowary
学名：Casuarius casuarius
和名：パプアヒクイドリ
英名：Northern cassowary
学名：Casuarius unappendiculatus

ニューギニア、ヤーペン島

備考
外

外

外
ヨーロッパ南東部からシリア
外

２鳥鋼
(9)ダチョウ目
ヒクイドリ科
ヒクイドリ属

(10)タカ目
コンドル科

コンドル属

カルフォルニア
コンドル属
トキイロコンドル属

タカ科

オジロワシ属

ハゲワシ属

ヒゲワシ属

〈備考〉外：特定外来生物

特
ニューギニア、オーストラリア（ク
イーンズランド）

特

ニューギニア、ヤーペン島、サラ
ワティ島

特

和名：コンドル
英名：Andean condor
学名：Vultur gryphus

ベネズエラからフェゴ島までのア
ンデス

特

和名：カリフォルニアコンドル
英名：Californian condor
学名：Gymnogypus californianus
和名：トキイロコンドル
英名：King vulture
学名：Sarcoramphus papa
和名：オジロワシ
英名：White-tailed sea-eagle
学名：Haliaeetus albicilla
和名：オオワシ
英名：Steller’s sea-eagle
学名：Haliaeetus pelagicus
和名：ハクトウワシ
英名：American bold eagle
学名：Haliaeetus leucoryphus
和名：クロハゲワシ
英名：Eropean black Vulture,
Eurasian black Vulture,
Cinereous Vulture
学名：Aegypius monachus
和名：ミミヒダハゲワシ
英名：Lapped-faced vulture
学名：Aegypius tracheliotus
和名：ヒゲワシ
英名：Lammergeier
学名：Gypaetus barbatus

北アメリカ太平洋岸（野生状態で
は一時絶滅）

特

特：特定(危険)動物

- 144 -

中央アメリカ、南アメリカ
特
グリーンランド、アイスランド、
ロシア、シベリア、カムチャツカ、
冬期北海道
オホーツク海沿岸、冬期は日本朝
鮮半島
アリューシャン列島、アラスカ、
カナダ、アメリカ

特

特

特

ヨーロッパ南部、中央アジア、チ
ベット、モンゴル、中国東北部
特

アラビア、エチオピア、ケニア、
南アフリカ

特

小アジア、ヨーロッパ、中央アジ
ア、アフリカ

特

科

名

属

名

シロエリハゲワシ属

ヒメオウギワシ属

オウギワシ属

パプアオウギワシ属

フィリピンワシ属

イヌワシ属

クマタカ属

和名：クマタカ
英名：Mountain hawk-eagle
学名：Spizaetus nipalensis

カンムリクマタカ属

ゴマバラワシ属

種
名
（和名、英名、学名）
和名：コシジロハゲワシ
英名：African white-backed vultur
学名：Gyps africanus
和名：マダラハゲワシ
英名：Ruppelli’s qriffon
学名：Gyps ruppellii
和名：ヒメオウギワシ
英名：Guinea crested eagle
学名：Morphunus guianensis
和名：オウギワシ
英名：Harpy eagle
学名：Harpia harpyia
和名：パプアオウギワシ
英名：New Guinea harpy eagle
学名：Harpyopsis novaeguineae
和名：フィリピンワシ
英名：Great Philippine eagle
学名：Pithecophaga jefferyi
和名：オナガイヌワシ
英名：Wedge-lailed eagle
学名：Aquila audax
和名：コシジロイヌワシ
英名：Verreaux’s eagle
学名：Aquila verreauxii
和名：イヌワシ
英名：Golden eagle
学名：Aquila chrysaetos

和名：カンムリクマタカ
英名：Crowned eagle
学名：Stephanoaetus coronatus
和名：ゴマバラワシ
英名：Martial eagle
学名：Polemaetus bellicosus

分

布

備考

セネガルからスーダン、アフリカ
南部

特

スーダン、ウガンダ、ケニア、エ
チオピア、ソマリア

特

中央アメリカからコロンビア、パ
ラグアイ、アルゼンチン、ブラジ
ル南部
メキシコ南部からブラジル

特

特
ニューギニア
特
フィリピン
特
オーストラリア、タスマニア
特
イスラエル、エジプト、エチオピ
ア、ソマリアからチャド東部、ス
ーダン
ヨーロッパ、アフリカ北部、中近、
シベリア、中国、カムチャツカ半
島、朝鮮、日本、アラスカ、カナ
ダ東部、アメリカ
日本、ヒマラヤ、中国南部、台湾、
海南島、ビルマ、東南アジア（タ
イ）
、インド南西部、スリランカ

特

特

特

サハラ以南のアフリカ
特
サハラ以南のアフリカ
特

３ 爬虫綱
(11) カメ目
カミツキガメ科

カミツキガメ属

ワニガメ属

(12)トカゲ亜目
ドクトカゲ科
ドクトカゲ属

オオトカゲ科

オオトカゲ属

〈備考〉外：特定外来生物

和名：カミツキガメ
英名：Snapping turtle
学名：Chelydra serpentina
和名：ワニガメ
英名：Alligator snapping turtle
学名：Macroclemys temminckii

カナダ南部からアメリカ合衆国東
部、中央アメリカ、南アメリカ北
部
アメリカ合衆国東南部

和名：アメリカドクトカゲ
英名：Gila monster
学名：Heloderma suspectum
和名：メキシコドクトガゲ
英名：Beaded lizard
学名：Heloderma horridum
和名：ハナブトオオトカゲ
英名：Crocodile monitor
学名：Varanus salvadorii

アメリカ合衆国南西部、メキシコ
北西部

特：特定(危険)動物
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外

特

特

メキシコ西部、グァテマラ
特
ニューギニア
特

科

名

属

名

(13)ヘビ亜目
ナミヘビ科、
オオガシラ科
ナミヘビ科

ボア科

ニシキヘビ科

ナミヘビ属

アナコンダ属

ミナミニシキヘビ属

(14)ヘビ亜目
ナミヘビ科
ヤマカガシ属

コブラ科

クサリヘビ科

コブラ属ほか

マムシ属

ハブ属

(15)ワニ目
アリゲーター科

クロコダイル科

ガビアル科

カイマン属

クロコダイル属

ガビアル属

種
名
（和名、英名、学名）
和名：コモドオオトカゲ
英名：Komodo dragon
学名：Varanus komodoensis
和名：ミナミオオガシラ
英名：Brown tree snake
学名：Boiga irregularis
和名：タイワンスジオ
英名：Taiwan beauty snake
学名：Elaphe taeniura friesei
和名：アナコンダ（オオアナコンダ）
英名：Green anaconda
学名：Eunectes murinus
和名：アメジストニシキヘビ
英名：Australian scrub python
学名：Morelia amethistina
和名：ヤマカガシ
英名：Tiger keelback
学名：Rhabdophis tigrinus
和名：コブラ
英名：Cobra
学名：Naja spp, Ophiophagus hannah
和名：ニホンマムシ
英名：Japanese mamushi
学名：Agkistrodon blomhoffii
和名：タイワンハブ
英名：Taiwan pit vipers
学名：Trimeresurus mucrosquamatus
和名：メガネカイマン
英名：Spectacled caiman
学名：Caiman crocodilus
和名：ナイルワニ
英名：Nile crocodile
学名：Crocodylus niloticus
和名：インドガビアル
英名：Gharial
学名：Gavialis gangeticus

分

布

インドネシア（コモド、リンチャ、
パダール、フロレスなどの各島）

スラウェシ島、ハルマヘラ島、ニ
ューギニア、ソロモン諸島、オー
ストラリア北部・東部の沿岸地域
台湾

特

外

外
南アメリカ北部
特
オーストラリア北部、ニューギニ
ア

特

日本、朝鮮半島、中国、台湾
特
アジア、アフリカ
特
日本
特
台湾、中国南部、インドシナ半島
北部

外

メキシコ南部からアルゼンチン北
部

特

砂漠地帯を除くアフリカ、マダガ
スカル

特

インド北部、バングラディシュ、
ネパール、ブータン

特

〈備考〉外：特定外来生物
特：特定(危険)動物
※爬虫綱の特定外来生物のなかにはマイクロチップの挿入対象ではない動物（グリーンアノール及びブ
ラウンアノール）があります。
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備考

