資料 3-3

分類学的変更に伴う特定動物リストの改訂について
１．全分類群共通事項
・リスト標記（目名、科名、属名、種名）について和名と学名の両併記とする。
・リスト標記の準拠文献を設定することで、今後の分類学的な変更（例：種の分割や新種
記載、属や科の移動等）に伴う、特定動物リスト上の範囲の混乱について未然に防止す
る。
・準拠文献については、ワシントン条約附属書等に使用されている準拠文献や現時点で標
準的に利用されている分類学的文献を基本とし、部分的に変更のあった分類群（主に属、
種レベル）については、必要に応じて適切な分類学的資料を使用する。

２．哺乳類（哺乳綱）
哺乳類については「Mammal Species of the World, 3rd edition (2005)」を基にリス
トの見直しを行った。大幅な改定が行われている分類群であり、高次の亜目、科の組み
換えから、属の分割、新属の設立、種の分割、新種の記載等、その分類学的変更も多岐
に渡る。
●霊長目
○オマキザル科
・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の 4 属が、
オマキザル科からクモザル科へ科変更
→上記オマキザル科に含まれる 3 属は、科変更の修正が必要。
・ウーリーモンキー属がヘンディーウーリーモンキー属との 2 属に分割。
→属指定のため、ヘンディーウーリーモンキー属について追加記載の検討が必要。
○オナガザル科
・マンガベイ属がハイランドマンガベイ属との 2 属に分割。
・オナガザル属がサバンナモンキー属との 2 属に分割。
・コロブス属がアカコロブス属との 2 属に分割。
・ドゥクモンキー属がキンシコウ属との 2 属に分割。
・リーフモンキー属がハヌマンラングール属、ラングール属との 3 属に分割。
→属指定のため、新たに分離した 6 属（ハイランドマンガベイ属、サバンナモン
キー属、アカコロブス属、キンシコウ属、ハヌマンラングール属、ラングール
属）について追加記載の検討が必要。
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●食肉目
○イヌ科
・アメリカアカオオカミがタイリクオオカミの 1 亜種となり、独立種ではなくなった。
→種指定のため記載の消去、または「タイリクアカオオカミ※亜種アメリカアカオ
オカミを含む」との修正が必要。
○ネコ科
・ネコ属に属していた 9 種のうち、ジャングルキャットを除く 8 種が 7 属に分割。
アフリカンゴールデンキャット→アフリカゴールデンキャット属
カラカル→カラカル属
ピューマ、ジャガランティ→ピューマ属
オセロット→オセロット属
サーバル→サーバル属
アジアゴールデンキャット→アジアゴールデンキャット属
スナドリネコ→ベンガルヤマネコ属
→上記 8 種は種指定のため、属変更の修正が必要。
・ヒョウ属がユキヒョウ属との 2 属に分割。
→属指定のため、ユキヒョウ属について追加記載の検討が必要。

３．鳥類（鳥綱）
鳥類については「The Clements Checklist of Birds of the World, 6th edition
(version 6.6 incl. 2011 revisions)」を基にリスト見直しの検討を行った。鳥類も哺乳類
と同様に大幅な分類学的変更があり、また分類学的にも大きく意見が対立している現状
である。このため、今後も大幅な分類学的変更の可能性を含んでいるといえる。
鳥類の特定動物については指定されている種数も少なく、その多くが種指定であるこ
とから、一切の分類学的な変更の影響が見受けられなかった。
なお、ヒクイドリ科の範囲については、エミュー（エミュー属）を含む分類体系も見
られるが、上記の文献ではヒクイドリ属（Casuarius）のみを含む分類体系となってい
ることから記載変更の必要はない。

４．爬虫類（爬虫綱）
爬虫類の分類体系は、
基本的に Pough, F.H., R.M. Andrews, J.E. Cadle, M.L. Crump,
A.L. Savitsky, and K.D. Wells. (2004). Herpetology. Third Edition. Pearson Prentice
Hall, Upper Saddle River. にしたがった。ボア科とニシキヘビ科については、
McDiarmid, R. W., J. A. Campbell, and T. A. Touré. (1999). Snake Species of the
World, A Taxonomic and Geographic Reference. Vol. 1. The Herpetologists League,
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Washington, D. C.を基にリスト見直しの検討を行った。ただし、Morelia clastolepis
と Morelia nauta、Morelia tracyae、Morelia kinghorni については、Harvey, M. B.,
Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000). Systematics of
pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the
description of three new species. Herpetological Monographs, 14:139-185. を用いた。
爬虫類の分類体系については、亜目、科レベルの高次分類体系の変更は少なく、むしろ
属レベル、種レベルでの変更が多い。特に、種については新種が多数記載され大幅に増
加しており、この傾向は今後も続くものと考えられる。
○ボア科
・アナコンダ
→現行リストにおけるアナコンダとはオオアナコンダの事を指すので、オオアナ
コンダへの記載の変更。
・ニシキヘビ類について、ボア科からニシキヘビ科に科変更
→科変更の修正。
・アメジストニシキヘビが 5 種に分割（オーストラリアヤブニシキヘビ、ハルマヘ
ラニシキヘビ、セラムニシキヘビ、タニンバルニシキヘビ）されたので、本来の
アメジストニシキヘビの範囲及び危険性を検討する必要がある（資料 3−2 参照）
・インドニシキヘビを２種に分割。
→これまで同種別亜種とされていたインドニシキヘビとビルマニシキヘビは、分
類学変更により、それぞれ独立種となった。現行リストでは「※亜種ビルマニ
シキヘビを含む」とあるが、種としてビルマニシキヘビを追加。
・アフリカニシキヘビを２種に分割。
→これまで同種別亜種とされていたアフリカニシキヘビとナタールニシキヘビは、
分類学的変更により、それぞれ独立種として扱われることがあるが、その危険
性を検討する必要がある（資料 3−2 参照）
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現行特定動物リスト

哺乳綱霊長目Ⅰ

新分類体系

オマキザル科

クモザル科 （ATELIDAE）

属指定

属指定

ホエ ザル属

ホエザル属 （ Alouatta）

クモ ザル属

クモ ザル属 （Ateles）

ウーリークモ ザル属

ウーリークモ ザル属
（ Brachyteles）
ウーリーモ ンキー属
（ Lagothrix）

ウーリーモ ンキー属
ヘンディーウーリ ーモンキー属
（ Oreonax ）

科指定

科指定

テナガザル科

テナガザル科
（HYLOBATIDAE）

ヒト科

ヒト科 （HOMINIDAE）

属指定

属指定

ゴ リラ属

ゴ リ ラ属 （Gorilla）

チンパンジ ー属

チンパンジ ー属 （Pan）

オランウータン属

オランウータン属 （ Pongo）

■凡 例
属指定、または指定種を含む属

特定動物指定の科、または特定動物指定の
属・種を含む科

種指定

最新の分類体系で特定動物リストの変更が
必要な科（要修正）
特定動物リストからの変更の必要がない分類単位
の対応関係（全部または一部）

最新の分類体系では、特定動物リストの変更が
必要な属、種（要修正）

特定動物リストからの変更の必要がある分類単位
の対応関係（全部または一部）

最新の分類体系では、特定動物リストから外れ
てしまう属・種（要検討）
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現行特定動物リスト

新分類体系

哺乳綱霊長目Ⅱ

オナガザル科

オナガザル科
（CERCOPITHECOIDAE ）

属指定

属指定
マカク属 （ Macaca）

マカク属

※カニクイザル、タイワンザル、
アカゲザルを除く

※カニクイザル、タイワンザル、
アカゲザルを除く

ヒヒ属 （ Papio）

ヒヒ属

マンドリル属 （Mandrillus）

マンドリ ル属

ゲラダヒヒ属 （Theropithecus）

ゲラダヒヒ属

パタスモ ンキー属
（ Erythrocebus）

パタスモ ンキー属
コバナテ ングザル属

コバナテ ングザル属（Simias）

テ ングザル属

テ ングザル属 （Nasalis）

プロコロブス属

プロコロブス属 （Procorobus）
マンガベイ属（Cercocebus）

マンガベイ属

ハイランドマンガベイ属
（ Lophocerus）
オナガザル属
（ Cercopithecus）

オナガザル属
サバンナモ ンキー属
（ Chlorocebus）
コロブス属 （ Colobus）
コロブス属
ア カコロブス属 （ Piliocolobus）
ドゥクモ ンキー属（Pygathrix）
ドゥ クモ ンキー属
キンシ コウ属 （Rhinopithecus）
リーフモ ンキー属
（ Presbytis）
ハヌマンラングール属
（ Semnopithecus）

リ ーフモ ンキー属

ラングール属
（ Trachypithecus）

5

現行特定動物リスト

新分類体系

哺乳綱食肉目Ⅰ

イヌ科

イヌ科（CANIDAE）

イヌ属

イヌ属

種指定

種指定

ヨコスジ ジャッカル

ヨコスジ ジャッカル
（ Canis adustus）

キンイロジ ャッカル

キンイロジ ャッカル
（ Canis aureus）

コヨーテ

コヨーテ
（ Canis latrans）

セグロジ ャッカル

セグロジ ャッカル
（ Canis masomelas）

ア ビシ ニア ジャッカル

ア ビシ ニア ジャッカル
（ Canis simensis）

タイリクオオカミ
ア メリカア カオオカミ

タイリクオオカミ （ Canis lups）
※亜種アメリカアカオオカミを含む

属指定

属指定

タテ ガミオオカミ属

タテ ガミオオカミ属 （Chrysocyon）

ドール属

ドール属 （ Cuon）

リカオン属

リカオン属 （ Lycaon）

科指定

科指定

クマ科

クマ科（URSIDAE）

科指定

科指定

ハイエナ科

ハイエナ科（HYAENIDAE）
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現行特定動物リスト

新分類体系

哺乳綱食肉目Ⅱ

ネコ科（FELIDAE）

ネコ科（FELIDAE）

種指定

種指定

ネコ 属

ネコ 属 （Felis）

ジ ャングルキャット

ジ ャングルキャット （ Felis chaus）
アフ リカゴールデンキャット属（Profelis）

ア フリカゴ ールデンキャット

ア フリカゴ ールデンキャット
(Profelis aurata)

カラカル

カラカル （ Caracal caracal）

カラ カル属（Caracal）

ピューマ属 （Puma）

ピュ ーマ

ピュ ーマ （ Puma concolor）

ジ ャガランディ

ジ ャガランディ
（ Puma yagouaroundi）
オセロット属 （Leopardus）

オセロッ ト （Leopardus pardalis）

オセロッ ト

サー バル属 （Leptailurus）

サーバル

サーバル （ Leptailurus serval）
アジアゴールデンキャット属 （Catopuma）

ア ジ ア ゴールデンキャット
（ Catopuma temminckii）

ア ジ ア ゴールデンキャット

ベンガルヤマネコ属 （Prionailurus）

スネドリネコ

スナドリネコ
（ Prionailurus viverrinus）

属指定

属指定

オオヤマネコ属

オオヤマネコ属 （Lynx）

ウンピョウ属

ウンピョウ属 （Neofelis）

チーター属

チーター属 （ Acinonyx）
ヒョウ属 （ Panthera）

ヒョウ属
ユキヒョウ属 （ Uncia）
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現行特定動物リスト

新分類体系

哺乳綱長鼻目

科指定

科指定

ゾウ科

ゾウ科（ELEPHANTIDAE）

現行特定動物リスト

新分類体系

哺乳綱奇蹄目

科指定

科指定

サイ科

サイ科（RHINOCERTIDAE）

現行特定動物リスト

新分類体系

哺乳綱偶蹄目

科指定

科指定

カバ科

カバ科（HIPPOPOTAMIDAE）

キリン科

キリン科（GIRAFFIDAE ）

属指定

属指定

キリン属

キリ ン属 （ Giraffe）

ウシ科

ウシ科（BOVIDAE ）

属指定

属指定

ア フリ カスイギュウ属

ア フリ カスイギュウ属 （Syncerus）

バイソン属

バイソン属 （ Bison）

現行特定動物リスト

新分類体系

鳥綱ダチョウ目

科指定

科指定

ヒクイドリ科

ヒクイドリ科（RHINOCERTIDAE）
ヒクイドリ科（
CASUARIIDAE ）
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現行特定動物リスト

新分類体系
コンドル科（CATHARTIDAE）

コンドル科

種指定
種指定
カリフォルニア コンドル

カリフォルニア コンドル
（ Gymnogyps californianus）

コンドル

コンドル （ Vultur gryphus）

トキイロコンドル

トキイロコンドル
（ Sarcoramphus papa）

タカ科（ACCIPITRIDAE）
種指定

タカ科

オジ ロワシ （Haliaeetus albicilla）

種指定
オジ ロワシ

ハクトウワシ
（ Haliaeetus leucocephalus）

ハクトウワシ

オオワシ （ Haliaeetus pelagicus）

オオワシ

ヒゲワシ （ Gypaetus barbatus）

ヒゲワシ

コシ ジ ロハゲワシ （Gyps africanus）

コシ ジ ロハゲワシ

マダラハゲワシ （Gyps rueppellii）

マダラハゲワシ

クロハゲワシ （Aegypius monachus）
ミ ミヒダハゲワシ
（ Torgos tracheliotus）

クロハゲワシ
ミミ ヒダハゲワシ
ヒメオウギ ワシ

ヒメオウギ ワシ
（ Morphnus guianensis）

オウギ ワシ

オウギ ワシ （Harpia harpyja）
パプア オウギワシ
（ Harpyopsis novaeguineae）

パプア オウギワシ
フィリピンワシ
イヌワシ

フィリピンワシ
（ Pithecophaga jefferyi）

オナガイヌワシ

イヌワシ （ Aquila chrysaetos）

コシ ジ ロイヌワシ

オナガイヌワシ （Aquila audax）

カンム リ クマタカ

コシ ジ ロイヌワシ （Aquila verreauxii）
カンムリ クマタカ
（ Stephanoaetus coronatus）

ゴ マバラワシ

ゴ マバラワシ
（ Polemaetus bellicosus）
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現行特定動物リスト

爬虫綱カメ目

新分類体系

カミツキガメを除く科指定

カミ ツキガメを除く科指定

カミツキガメ科

カミツキガメ科
（CHELYDRIDAE）

現行特定動物リスト

爬虫綱ワニ目

新分類体系

科指定

科指定

アリゲーター科

アリゲーター科（ALLIGATORIDAE）

科指定

科指定

クロコダイル科

クロコダイル科（CROCODYLIDAE）

科指定

科指定

ガビアル科

ガビアル科（GAVIALIDAE）

■凡 例
属指定、または指定種を含む属

特定動物指定の科、または特定動物指定の
属・種を含む科

種指定

最新の分類体系で特定動物リストの変更が
必要な科（要修正）
特定動物リストからの変更の必要がない分類単位
の対応関係（全部または一部）

最新の分類体系では、特定動物リストの変更が
必要な属、種（要修正）

特定動物リストからの変更の必要がある分類単位
の対応関係（全部または一部）

最新の分類体系では、特定動物リストから外れ
てしまう属・種（要修正）
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現行特定動物リスト

爬虫綱有鱗目Ⅰ

新分類体系

ボア科

ボア科（BOIDAE）

種指定

種指定

ボア コンストリクター

ボアコンストリクター
（ Boa constrictor）

アナコンダ

オオア ナコンダ
（ Eunectes murinus）

ニシキヘビ科（PYTHONIDAE）
種指定
アメジ ストニシキヘビ
（ Morelia amethistina）
オーストラリアヤブニシキヘビ
（ Morelia kingohorni）
ハルマヘラニシキヘビ
（ Morelia tracyae）

アメジ ストニシキヘビ

セラムニシキヘビ
（ Morelia clastoleps）
タニンバルニシキヘビ
（ Morelia nauta）

インドニシキヘビ
（ Python molurus）

インドニシキヘビ
※ビルマニシキヘビを含む

ビルマニシ キヘビ
（ Python bivittatus ）

アミ メニシキヘビ
（ Broghammerus reticulatus）

アミ メニシキヘビ

アフリカニシキヘビ
（ Python sebae）

アフリ カニシキヘビ

ナタールニシキヘビ
（ Python natalensis）
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現行特定動物リスト

新分類体系

爬虫綱有鱗目Ⅱ

ナミヘビ科

ナミヘビ科（COLUBRIDAE）

属指定

属指定

ブーム スラング属

ブーム ス ラング属 （Dispholidus）

ア フリカツルヘビ属

ア フリ カツルヘビ属 （Theltornis）

ヤマカガシ 属

ヤマ カガシ 属 （Rhabdophis）

タチメニス属

タチメニス属 （ Tachymenis）

科指定

科指定

コブラ科

コブラ科（ELAPIDAE）

科指定

科指定

クサリヘビ科
※マムシ含む
※タイワンハブを除く

クサリヘビ科（VIPERIDAE）
※マムシ含む
※タイワンハブを除く

科指定

科指定

ドクトカゲ科

ドクトカゲ科
（HELODERMATIDAE）

オオトカゲ科（VARANIDAE）

オオトカゲ科

種指定
種指定

ハナブトオオトカゲ
（ Varanus salvadorii）

ハナブトオオトカゲ

コモ ドオオトカゲ
（ Varanus komodoensis）

コモ ドオオトカゲ
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