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食虫目（Soricomorpha）（6種） 2018山口レッドリスト 2017環境省レッドリスト
トガリネズミ科（Soricidae）
カワネズミ Chimarrogale platycephala（Temminck, 1842） 日本固有種 絶滅危惧Ⅱ類（VU）
ニホンジネズミ Crocidura dsinezumi（Temminck, 1842） 日本固有種

モグラ科（Talpidae）
ヒミズ Urotrichus talpoedes Temminck, 1841 日本固有種

アズマモグラ Mogera imaizumi（Kuroda, 1957） 日本固有種 情報不足（DD）

コウベモグラ Mogera wogura（Temminck, 1842） 日本固有種

ミズラモグラ Euroscaptor mizura（ Günther, 1880） 日本固有種

翼手目（Chiroptera）（12種）
キクガシラコウモリ科（Rinolophidae）
キクガシラコウモリ Rhinolophus ferrumequinum（Schreber, 1774）
コキクガシラコウモリ Rhinolophus cornutus  Temminck, 1835 日本固有種

ヒナコウモリ科（Vespertilioniedae）
モモジロコウモリ Myotis macrodactylus（Temminck, 1840） 準絶滅危惧（NT）
ホンドノレンコウモリ Myotis nattereri（kuhl, 1817） 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

絶滅危惧Ⅱ類（VU）

イエコウモリ Pipistrellus abramus（Temminck, 1842）
ヒナコウモリ Vespertilio sinensis（Peters, 1880） 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

ユビナガコウモリ Miniopterus fuliginosus（Hodgson, 1835） 準絶滅危惧（NT）

テングコウモリ Murina hilgendorfi （Peters, 1880） 日本固有種 準絶滅危惧（NT）

コテングコウモリ Murina silvatica Yoshiyuki, 1913 日本固有種

日本固有種

ヒメホオヒゲコウモリ Myotis ikonnikovi Ognev, 1912 情報不足（DD）

クロホオヒゲコウモリ Myotis pruinosus Yoshiyuki, 1971 情報不足（DD）

モリアブラコウモリ Pipistrellus endoi  Imaizumi, 1959 日本固有種 情報不足（DD）

ヤマコウモリ Nyctalus aviator Thomas, 1911 情報不足（DD）
オヒキコウモリ科（Molossidae）
オヒキコウモリ Tadarida insignis（Blyth, 1861） 準絶滅危惧（NT）

霊長目（Primates）（1種）
オナガザル科（Cercopithecidae）
ニホンザル Macaca fuscata（Blyth, 1875） 日本固有種

兎目（Lagomorpha）（1種）

ウサギ科（Leporidae）
ニホンノウサギ Lepus brachyurus Temminck, 1845 日本固有種

齧歯目（Rodentia）（13種）
リス科（Sciuridae）
ニホンリス Sciurus lis Temminck, 1844 日本固有種 絶滅危惧ⅠA類（CR） 絶滅のおそれのある地域個体群（LP）

絶滅のおそれのある地域個体群（LP）

ニホンモモンガ Pteromys momonga Temminck, 1844 日本固有種 絶滅危惧Ⅱ類（VU）
ムササビ Petaurista leucogenys（Temminck, 1827） 日本固有種

ネズミ科（Muridae）
スミスネズミ Myodes smithii（Thomas, 1905） 日本固有種 準絶滅危惧（NT）
ハタネズミ Microtus montebelli（Milne-Edwards, 1872） 日本固有種 情報不足（DD）
カヤネズミ Micromys minutus（Pallas, 1771） 準絶滅危惧（NT）
アカネズミ Apodemus speciosus（Temminck, 1844） 日本固有種
ヒメネズミ Apodemus argenteus（Temminck, 1844） 日本固有種
ドブネズミ Rattus norvegicus（Berkenhout, 1769） 外来種
クマネズミ Rattus rattus Linnaeus, 1758 外来種
ハツカネズミ Mus musculus  Linnaeus, 1758 外来種

ヤマネ科（Glirulidae）
ヤマネ Glirulus japonicas（Schinz, 1845） 日本固有種 絶滅危惧ⅠB類（EN）

ヌートリア科（Myocastoridae）
ヌートリア Myocastor coypus（Molina, 1782） 特定外来種

食肉目（Carnivora）（9種）
クマ科（Ursidae）
ツキノワグマ Ursus thibetanus（Cuvier, 1823） 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 絶滅のおそれのある地域個体群（LP）

イヌ科（Canidae）
キツネ Vulpes vulpes（Linnaeus, 1758）
タヌキ Nyctereutes procyonoides（Gray, 1834）

イタチ科（Mustelidae）
テン Martes melampus（Wagner, 1841） 日本固有種
イタチ Mustela itatsi（Temminck, 1844） 日本固有種 準絶滅危惧（NT）
チョウセンイタチ Mustela sibirica（Pallas, 1773） 外来種 準絶滅危惧（NT）
ニホンアナグマ Meles anakuma（Linnaeus, 1758） 日本固有種

アライグマ科 (Procyonidae)
アライグマ Procyon lotor（Linnaeus, 1758） 特定外来種

鯨偶蹄目（Artioｄactyla）（3種）
イノシシ科（Suidae）
イノシシ Sus scrofa  Linnaeus, 1758

シカ科（Cervidae）
ニホンジカ Cervua nippon Temminck, 1838 

ウシ科(Bovidae)
ヤギ Capra aegagrus  Linnaeus, 1758 外来種

表1　山口県に生息する哺乳類



「ホネっこ」の結成と活動

図1a. 外部計測後寄生虫を採取 図1b. 体の正中線にそって開く



図2a アライグマ全身骨格（ホネっこ作製） 図2b 常設展示のツキノワグマ本剥製

図1c. 四肢の爪は体側に残し皮を外す 図1d. 長時間かけてきれいにはずした毛皮



・テーマ展「ホネホネ展」

図3a. 骨のしくみや形態について解説

図3c. 大型・中型哺乳類の剥製

図3b. イノシシ・シカ・タヌキの頭骨群

図3d. コウベモグラ・ムササビの骨解説



・テーマ展「哺乳動物の多様なしくみ」-筋肉と骨から動物に迫る‐

図3e. 骨や毛皮を作製するための道具類

図3g. カリフォルニアアシカ全身骨格

図3f. 海棲のスナメリ・クジラ・アシカ

図3h. カバ・キリン・フタコブラクダ・グラントシマウマ頭骨



展示動物 目名 科名 和名 学名 標本 所蔵

1 長鼻目(ゾウ目） ゾウ科 サバンナゾウ Loxodonta africana 全身骨格 周南市徳山動物園

2 奇蹄目（ウマ目） サイ科 ミナミシロサイ Ceratotherium simum simum 頭骨 山口大学生体システム科学研究室

3 偶蹄目（ウシ目） カバ科 カバ Hippopotamus amphibius 頭骨 周南市徳山動物園

4 偶蹄目（ウシ目） ウシ科 アジアスイギュウ Bubalus arnee 頭骨 山口県立山口博物館

5 偶蹄目（ウシ目） キリン科 キリン Giraffa camelopardalis 頭骨 周南市徳山動物園

6 偶蹄目（ウシ目） ラクダ科 フタコブラクダ Camelus bactrianus 頭骨 周南市徳山動物園

7 奇蹄目（ウマ目） ウマ科 グレビーシマウマ Equus grevyi 頭骨 山口大学生体システム科学研究室

8 偶蹄目（ウシ目） ウシ科 ローンアンテロープ Hippotragus equinus 頭骨 山口大学生体システム科学研究室

9 偶蹄目（ウシ目） ウシ科 オグロヌー Connochaetes taurinus 頭骨 山口大学生体システム科学研究室

10 偶蹄目（ウシ目） イノシシ科 イノシシ Sus scrofa 頭骨 山口県立山口博物館

11 偶蹄目（ウシ目） シカ科 ニホンジカ Cervus nippon 頭骨 山口県立山口博物館

12 偶蹄目（ウシ目） ウシ科 ブラックバック Antilope cervicapra 頭骨 山口大学生体システム科学研究室

13 霊長目（サル目） ショウジョウ科 ゴリラ Gorilla gorilla 頭骨 国立科学博物館動物部

14 霊長目（サル目） ショウジョウ科 オランウータン Pongo pygmaeus 頭骨 周南市徳山動物園

15 霊長目（サル目） ショウジョウ科 チンパンジー Pan troglodytes 頭骨 国立科学博物館動物部

16 霊長目（サル目） オナガザル科 ニホンザル Macaca fuscatta 頭骨 山口県立山口博物館

17 霊長目（サル目） オナガザル科 アカゲザル Macaca mulatta 頭骨 周南市徳山動物園

18 霊長目（サル目） キツネザル科 エリマキキツネザル Lemur variegata 頭骨 国立科学博物館動物部

19 霊長目（サル目） オマキザル科 リスザル Saimiri sciureus 頭骨 国立科学博物館動物部

20 食肉目(ネコ目） クマ科 ホッキョクグマ Ursus maritimus 頭骨 山口大学生体システム科学研究室

21 食肉目(ネコ目） ネコ科 ベンガルトラ Panthera tigris tigris 頭骨 山口大学生体システム科学研究室

22 食肉目(ネコ目） ネコ科 ジャガー Panthera onca 頭骨 周南市徳山動物園

23 食肉目(ネコ目） クマ科 ツキノワグマ Ursus thibetanus 頭骨 山口県立山口博物館

24 食肉目(ネコ目） イヌ科 タテガミオオカミ Chrysocyon brachyurus 頭骨 山口大学生体システム科学研究室

25 食肉目(ネコ目） ネコ科 チーター Aacinonyx jubatus 頭骨 山口大学生体システム科学研究室

26 食肉目(ネコ目） イヌ科 キツネ Vulpes vulpes 頭骨 山口県立山口博物館

27 食肉目(ネコ目） イヌ科 タヌキ Nyctereutes prosyonoides 頭骨 山口県立山口博物館

28 食肉目(ネコ目） イタチ科 ニホンアナグマ Meles anakuma 頭骨 山口県立山口博物館

29 食肉目(ネコ目） ネコ科 イエネコ Felis catus 頭骨 山口大学生体システム科学研究室

30 食肉目(ネコ目） イタチ科 テン Martes melampus 頭骨 山口県立山口博物館

31 食肉目(ネコ目） イタチ科 二ホンイタチ Mustela itatsi 頭骨 山口県立山口博物館

33 齧歯目（ネズミ目） カピバラ科 カピバラ Hydrochoerus hydrochaeris 頭骨 国立科学博物館動物部

34 齧歯目（ネズミ目） ヌートリア科 ヌートリア Myocastor coypus　 頭骨 国立科学博物館動物部

35 齧歯目（ネズミ目） テンジクネズミ科 マーラ Dolichotis　patagonum 頭骨 国立科学博物館動物部

36 齧歯目（ネズミ目） ヤマアラシ科 ヤマアラシ Hystrix cristata 頭骨 国立科学博物館動物部

37 齧歯目（ネズミ目） リス科 オグロプレリードッグ Cynomys ludovicianus 頭骨 周南市徳山動物園

38 齧歯目（ネズミ目） ネズミ科 ラット(ドブネズミ） Rattus norvegicus 頭骨 山口大学生体システム科学研究室

39 齧歯目（ネズミ目） ネズミ科 アカネズミ Apodemus speciosus 全身骨格 山口県立山口博物館

40 齧歯目（ネズミ目） ネズミ科 ヒメネズミ Apodemus argenteus 全身骨格 山口県立山口博物館

41 齧歯目（ネズミ目） ネズミ科 カヤネズミ Micromys minutus 全身骨格 山口県立山口博物館

42 齧歯目（ネズミ目） ヤマネ科 ヤマネ Glirulus japonicus 全身骨格 山口県立山口博物館

43 奇蹄目（ウマ目） ウマ科 アフリカノロバ Equus hemionus 解剖図 山口大学生体システム科学研究室

44 食虫目(トガリネズミ目） モグラ科 コウベモグラ Mogera wogura 全身CT骨格 山口県立山口博物館

46 食虫目(トガリネズミ目） トガリネズミ科 カワネズミ Chimarrogale platycephala CT骨格図 山口大学生体システム科学研究室

47 食虫目(トガリネズミ目） モグラ科 ヒミズ Urotrichus talpoides 全身骨格 山口県立山口博物館

48 食虫目(トガリネズミ目） トガリネズミ科 ニホンジネズミ Crocidura dsinezumi 全身骨格 山口県立山口博物館

表2．2014年度　テーマ展「哺乳動物の多様なしくみ」　展示動物一覧



図4a. サバンナソウ「マリ」の全身骨格

図4c. 頭骨を大きさ順に目別に配置

図4e. 齧歯目の頭骨と特徴の解説

図4b. マリの写真とサバンナゾウの解説

図4d. ミナミシロサイとカバの頭骨

図4f. コウベモグラ・カワネズミの適応の違い



図4g. テーマ展のチラシ 図4h. 最新の研究成果を紹介

・頭骨標本の教材化

図5. 山口県生息する哺乳類の頭骨セット



ニホンアナグマを軸とする里山の食肉目中型哺乳類

図6a. ニホンアナグマ

図6c. キツネ

図6b. ニホンアナグマの母仔

図6d. タヌキ



・2010年度企画展「山口動物大百科」と常設展示

図7. 山口市の調査地における巣穴の分布

図8a 企画展のニホンアナグマの巣穴展示 図8b 常設展での剥製展示



・里山の動物観察会

図10a. 交尾するために来たオスアナグマ 図10b. ニホンアナグマの交尾

図10c．巣穴を直接観察する 図10d. 交尾の痕跡をみる

図9a ニホンアナグマの研究成果パネル 図9b タヌキの研究成果パネル



ムササビ観察会

図11　山口博物館周辺のムササビ観察地



図12a. ヤブツバキに採食に来たムササビ 図12b. ツブラジイのムササビの食痕

小型齧歯類の生息・生態調査

図12c. ヤブツバキのムササビの食痕

図12e. 双眼鏡で巣である樹洞を確認

図12d. ヤマモモの枝を切って食べているのがわかる

図12ｆ. 山口大神宮の樹洞のあるケヤキ

図13　山口県で捕獲されたニホンリスの剥製



・ヤマネ・ヒメネズミの生態調査

図15　小型齧歯類調査地

1 岩国市錦寂地山

2 岩国市錦寂地峡

3 岩国市錦宇佐郷

4 岩国市本郷羅漢山

5 岩国市本郷法華山

6 周南市鹿野秘密尾

7 周南市鹿野五万堂渓谷

8 周南市鹿野小峰峠

9 山口市徳地仏峠

10 山口市徳地飯ヶ岳

11 山口市徳地四氏谷

12 山口市徳佐十種ヶ峰

図14a. エサ台と自動撮影カメラ 図14b. アカマツの球果の食痕



図16a. 五万堂渓谷での巣箱設置作業

図16c　ヤマネの幼獣

図16e. ニホンモモンガ

図16b. 巣箱設置　GPSで地点登録

図16d. 巣箱近くにきたヤマネ

図16f. 巣箱を出入りするヒメネズミ



小型哺乳類の生息調査と仮剥製作り

図17a ヤマネの巣箱調査の紹介 図17b ヤマネの休息場や活動の様子



図18a. モグラトラップを設置 図18b. ネズミ用シャーマントラップ

図18c. 野外での仮剥製作製実習 図18d. サポーター指導による仮剥製作製

図18e ネズミ・モグラ類の仮剥製標本 図18f. コウベモグラの生体展示個体
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