
いきものログにおける同名異種リスト（2015年版）

対象となる生物名（和名） 分類群名 学名 和名 備考

ア行 アオサギ 鳥類 Ardea cinerea アオサギ
軟体動物 Psammotreta praerupta アオサギ

アカザ 魚類 Liobagrus reini アカザ
顕花植物 Chenopodium album var. centrorubrum アカザ

アカザ科 魚類 Amblycipitidae アカザ科
顕花植物 Chenopodiaceae アカザ科

アカマダラ 爬虫類 Dinodon rufozonatum rufozonatum アカマダラ
昆虫類 Araschnia levana obscura アカマダラ

アカヤマドリ 鳥類 Syrmaticus soemmerringii soemmerringii アカヤマドリ
菌類 Leccinum extremiorientale アカヤマドリ

アヤニシキ 顕花植物 Aloe aristata アヤニシキ
藻類 Martensia fragilis アヤニシキ

イシノミ 昆虫類 Pedetontus nipponicus イシノミ
藻類 Neogoniolithon setchellii イシノミ

イソハナビ 藻類 Erythrocladia subintegra イソハナビ
刺胞動物 Acabaria japonica イソハナビ ※1

イソマツ 顕花植物 Limonium wrightii var. wrightii イソマツ
藻類 Gastroclonium pacificum イソマツ

イワヒゲ 顕花植物 Cassiope lycopodioides イワヒゲ
藻類 Myelophycus simplex イワヒゲ

ウシノシタ 魚類 Paraplagusia japonica ウシノシタ
顕花植物 Streptocarpus wendlandii ウシノシタ

ウスバハゴロモ 昆虫類 Ricania flavella ウスバハゴロモ
藻類 Udotea yamadae ウスバハゴロモ

ウミスズメ 鳥類 Synthliboramphus antiquus ウミスズメ
魚類 Lactoria diaphana ウミスズメ ※1

オオムラサキ 昆虫類 Sasakia charonda charonda オオムラサキ
顕花植物 Rhododendron oomurasaki オオムラサキ

オキナワベッコウ 昆虫類 Cyphononyx okinawaensis オキナワベッコウ
軟体動物 Ovachlamys fulgens オキナワベッコウ

オダマキ 軟体動物 Depressiscala aurita オダマキ
軟体動物 Depressiscala aurita オダマキ

オヒョウ 顕花植物 Ulmus laciniata オヒョウ
魚類 Hippoglossus stenolepis オヒョウ ※1

カ行 カエンタケ 軟体動物 Terebra chlorata カエンタケ
菌類 Podostroma cornu-damae カエンタケ

カキツバタ 顕花植物 Iris laevigata カキツバタ
貝類 Hyotissa imbricata カキツバタ ※1

カサマツ 顕花植物 Pinus pinea カサマツ
藻類 Dermonema virens カサマツ

カマキリ 魚類 Cottus kazika カマキリ
昆虫類 Tenodera angustipennis カマキリ

カマツカ 魚類 Pseudogobio esocinus カマツカ
顕花植物 Pourthiaea villosa var. villosa カマツカ

カワタケ 藻類 Nostoc verrucosum カワタケ
菌類 Peniophora quercina var. quercina カワタケ

キツネゴケ コケ植物 Lesquereuxia robusta キツネゴケ
地衣類 Cladonia ochrochlora キツネゴケ

キハダ 顕花植物 Phellodendron amurense キハダ
魚類 Thunnus albacares キハダ ※1

キンチャクゴケ コケ植物 Astomiopsis julacea キンチャクゴケ
地衣類 Thelotrema nipponicum キンチャクゴケ

クログチ 軟体動物 Xenostrobus atratus クログチ
魚類 Atrobucca nibe クログチ ※1

クロサギ 鳥類 Egretta sacra クロサギ
魚類 Gerres equulus クロサギ

クロヅル 鳥類 Grus grus lilfordi クロヅル
顕花植物 Tripterygium regelii クロヅル

クロモ 顕花植物 Hydrilla verticillata クロモ
藻類 Papenfussiella kuromo クロモ

ケガキ 顕花植物 Diospyros discolor ケガキ
軟体動物 Saccostrea kegaki ケガキ ※1

コクワガタ 昆虫類 Dorcus rectus rectus コクワガタ
顕花植物 Veronica miqueliana var. takedana コクワガタ

コミミズク 鳥類 Asio flammeus コミミズク
昆虫類 Ledropsis discolor コミミズク

コムラサキ 昆虫類 Apatura metis substituta コムラサキ
顕花植物 Callicarpa dichotoma コムラサキ

ゴンズイ 魚類 Plotosus japonicus ゴンズイ
顕花植物 Euscaphis japonica ゴンズイ

サ行 サギ科 鳥類 Ardeidae サギ科
魚類 Gerreidae サギ科

サワラ 魚類 Scomberomorus niphonius サワラ
顕花植物 Chamaecyparis pisifera サワラ

シマアジ 鳥類 Anas querquedula シマアジ
魚類 Pseudocaranx dentex シマアジ

ショクダイゴケ コケ植物 Splachnum ampullaceum ショクダイゴケ
地衣類 Cladonia crispata var. crispata ショクダイゴケ

スギ 顕花植物 Cryptomeria japonica スギ
魚類 Rachycentron canadum スギ ※1

スズメノカタビラ 顕花植物 Poa annua スズメノカタビラ
菌類 Hohenbuehelia sp. スズメノカタビラ

スルメゴケ コケ植物 Tayloria splachnoides スルメゴケ
地衣類 Tuckermannopsis sepincola スルメゴケ

センブリ 昆虫類 Sialis sibilica センブリ
顕花植物 Swertia japonica センブリ

タ行 タイワンヒヨドリ 鳥類 Hypsipetes amaurotis nagamichii タイワンヒヨドリ
顕花植物 Eupatorium formosanum タイワンヒヨドリ

タカネゴケ コケ植物 Lescuraea saxicola タカネゴケ
地衣類 Melanelia stygia タカネゴケ

タカネトンボ 昆虫類 Somatochlora uchidai タカネトンボ
顕花植物 Platanthera chorisiana タカネトンボ

タマツナギ 顕花植物 Desmodium gangeticum タマツナギ
藻類 Chroodactylon ornatum タマツナギ



チョウ目 甲殻類 Arguloida チョウ目
昆虫類 Lepidoptera チョウ目

チリボタン 軟体動物 Spondylus balbatus cruentus チリボタン
藻類 Halichrysis japonica チリボタン

ツチグリ 顕花植物 Potentilla discolor ツチグリ
菌類 Astraeus hygrometricus ツチグリ

トゲムラサキ 顕花植物 Asperugo procumbens トゲムラサキ
藻類 Branchioglossum spiniferum トゲムラサキ

ナ行 ナタネモドキ 軟体動物 Pyramidula conica ナタネモドキ
顕花植物 Sisymbrium heteromallum ナタネモドキ

ナミノハナ科 魚類 Notocheiridae ナミノハナ科
藻類 Rhizophyllidaceae ナミノハナ科

ナミノハナ 藻類 Portieria japonica ナミノハナ
魚類 Iso flosmaris ナミノハナ ※1

ナミヒメベッコウ 昆虫類 Auplopus carbonarius japonicus ナミヒメベッコウ
昆虫類 Auplopus carbonarius ナミヒメベッコウ

ヌメリグサ 顕花植物 Sacciolepis indica var. oryzetorum ヌメリグサ
藻類 Calosiphonia vermicularis ヌメリグサ

ハ行 ハゴロモ科 昆虫類 Ricaniidae ハゴロモ科
藻類 Udoteaceae ハゴロモ科

ハス 魚類 Opsariichthys uncirostris uncirostris ハス
顕花植物 Nelumbo nucifera ハス

ハツカネズミ 哺乳類 Mus musculus ハツカネズミ
軟体動物 Macromphalus tornatilis ハツカネズミ

ハナヤナギ 顕花植物 Cuphea micropetala ハナヤナギ
藻類 Chondria armata ハナヤナギ

ハリセンボン 魚類 Diodon holocanthus ハリセンボン
顕花植物 Chenopodium aristatum ハリセンボン

ヒイラギ 魚類 Leiognathus nuchalis ヒイラギ
顕花植物 Osmanthus heterophyllus var. bibracteatus ヒイラギ

ヒオウギ 顕花植物 Belamcanda chinensis ヒオウギ
藻類 Jania radiata ヒオウギ
貝類 Mimachlamys nobilis ヒオウギ ※1

ヒガイ 魚類 Sarcocheilichthys variegatus ヒガイ
貝類 Volva habei ヒガイ ※1

ヒゲゴケ科 コケ植物 Theliaceae ヒゲゴケ科
地衣類 Gomphilaceae ヒゲゴケ科

ヒメコウモリ 昆虫類 Korscheltellus variabilis ヒメコウモリ
顕花植物 Parasenecio shikokianus ヒメコウモリ

ヒメトサカゴケ コケ植物 Chiloscyphus minor ヒメトサカゴケ
地衣類 Leptogium lichenoides ヒメトサカゴケ

ヒメベッコウ 昆虫類 Auplopus carbonarius ヒメベッコウ
軟体動物 Discoconulus sinapidium ヒメベッコウ

ヒメリボンゴケ コケ植物 Neckeropsis gracilenta ヒメリボンゴケ
地衣類 Hypogymnia vittata ヒメリボンゴケ

ヒヨクソウ 顕花植物 Veronica laxa ヒヨクソウ
藻類 Ardissonula regularis f. ヒヨクソウ

ベニスズメ 鳥類 Amandava amandava ベニスズメ
昆虫類 Deilephila elpenor lewisii ベニスズメ

ホトトギス 鳥類 Cuculus poliocephalus ホトトギス
顕花植物 Tricyrtis hirta ホトトギス

マ行 マツモ 顕花植物 Ceratophyllum demersum マツモ
藻類 Analipus japonicus マツモ

マルバハウチワ 顕花植物 Acer pseudosieboldianum var. ishidoyanum マルバハウチワ
藻類 Avrainvillea obscula マルバハウチワ

ミズムシ 甲殻類 Asellus hilgendorfi hilgendorfi ミズムシ
昆虫類 Hesperocorixa distanti distanti ミズムシ

ミズムシ科 甲殻類 Asellidae ミズムシ科
昆虫類 Corixidae ミズムシ科

ミヤコドリ 鳥類 Haematopus ostralegus ミヤコドリ
軟体動物 Phenacolepas pulchella ミヤコドリ

ミヤマウロコゴケ コケ植物 Jamesoniella autumnalis var. nipponica ミヤマウロコゴケ
地衣類 Dermatocarpon tuzibei ミヤマウロコゴケ

ミヤマクワガタ 昆虫類 Lucanus maculifemoratus maculifemoratus ミヤマクワガタ
顕花植物 Veronica schmidtiana subsp. senanensis ミヤマクワガタ

ヤ行 ヤツガシラ 鳥類 Upupa epops ヤツガシラ
顕花植物 Orostachys japonica f. polycephala ヤツガシラ

ヤマトシジミ 昆虫類 Zizeeria maha argia ヤマトシジミ
軟体動物 Corbicula japonica ヤマトシジミ

ヤマドリ 鳥類 Syrmaticus soemmerringii ヤマドリ
魚類 Neosynchiropus ijimai ヤマドリ ※1

ヤマホトトギス 軟体動物 Arcuatula japonica ヤマホトトギス
顕花植物 Tricyrtis macropoda ヤマホトトギス

ヤリノホゴケ コケ植物 Calliergonella cuspidata ヤリノホゴケ
地衣類 Cladonia coniocraea ヤリノホゴケ

ラ行 リボンゴケ コケ植物 Neckeropsis nitidula リボンゴケ
地衣類 Hypogymnia hypotrypella リボンゴケ

同名異種ではないが間違えやすい生物名（和名）
対象となる生物名（和名） 分類群名 学名 和名 備考

サクラ 甲殻類 Penaeus crucifer サクラ

顕花植物であるソメイヨシノやヤマ
ザクラ等を総称して｢サクラ｣と呼ぶ
ことがあるため注意が必要。
「サクラ」という種名（和名）の顕花
植物は存在しないため、植物の
『桜』を「サクラ（和名）」として登録
することはできません。

カラス 魚類 Takifugu chinensis カラス

鳥類のハシブトガラスやハシボソガ
ラス等を総称して「カラス」と呼ぶこ
とがあるため注意が必要。
「カラス」という種名（和名）の鳥類
は存在しないため、鳥類の『烏』を
「カラス（和名）」として登録すること
はできません。
※1

※1 いきものログでは現在登録できないが、今後登録が可能になる予定の同名異種
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