
CITES Ⅱ 
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眼上板が分化している（図 7A）。舌の前半部は青い。 吻がやや尖る。ミズオオトカゲよりも鱗が細

かい。 

鼻孔は円形で吻端に近い。 尾は強く側偏する（図 3B）。 
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オオトカゲ科分類表 （附属書Ⅰ掲載種を●で示す） 

Varanus オオトカゲ属 

(Varanus) オニオオトカゲ亜属 

V. giganteus ペレンティーオオトカゲ 

Species group V. gouldii スナオオトカゲ種群 

V. gouldii スナオオトカゲ 

V. g. gouldii グールドスナオオトカゲ 

V. g. flavirufus ナイリクスナオオトカゲ 

V. rosenbergi ローゼンバーグオオトカゲ 

V. panoptes ヒャクメオオトカゲ 

V. panoptes panoptes シマオヒャクメオオトカゲ 

V. panoptes horni ニューギニアヒャクメオオトカゲ 

V. panoptes rubidus ピルバラヒャクメオオトカゲ 

● V. komodoensis コモドオオトカゲ 

V. mertensi メルテンスオオトカゲ 

V. spenceri スペンサーオオトカゲ 

V. varius レースオオトカゲ 

(Empagusia) キイロオオトカゲ亜属 

Species group V. bengalensis ベンガルオオトカゲ種群 

● V. bengalensis ニシベンガルオオトカゲ 

● V. nebulosus ヒガシベンガルオオトカゲ 

V. dumerilii デュメリルオオトカゲ 

● V. flavescens キイロオオトカゲ 

V. rudicollis ザラクビオオトカゲ 

(Euprepiosaurus) マングローブオオトカゲ亜属 

Species group Varanus indicus マングローブオオトカゲ種群 

V. indicus マングローブオオトカゲ 

V. caerulivirens アサギオオトカゲ 

V. cerambonensis セラムオオトカゲ 

V. doreanus オルリオオトカゲ 

V. finschi ニューブリテンオオトカゲ 

V. jobiensis シュミットオオトカゲ 

V. juxtindicus レンネルマングローブオオトカゲ 

V. melinus コガネオオトカゲ 
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V. spinulosus ソロモントゲオオトカゲ 

V. yuwonoi セグロオオトカゲ 

Varanus boehmei シモフリホソオオトカゲ 

Species group V. prasinus ミドリホソオオトカゲ種群 

V. prasinus ミドリホソオオトカゲ 

V. beccarii クロホソオオトカゲ 

V. bogerti ボガートホソオオトカゲ 

V. keithhornei アオハナホソオオトカゲ 

V. kordensis ビアクホソオオトカゲ 

V. macraei アオホソオオトカゲ 

V. telenesetes ハナレホソオオトカゲ 

(Odatria) ヒメオオトカゲ亜属 

Species group V. acanthurus トゲオオオトカゲ種群 

V. acanthurus トゲオオオトカゲ 

V. acanthurus acanthurus マダラトゲオオオトカゲ 

V. acanthurus brachyurus タンビトゲオオオトカゲ 

V. acanthurus insulanicus オビトゲオオオトカゲ 

V. baritji ゴマシオオオトカゲ 

V. primordius アケボノオオトカゲ 

V. storri イワヒメオオトカゲ 

V. storri storri ヒガシイワヒメオオトカゲ 

V. storri ocreatus ニシイワヒメオオトカゲ 

V. brevicauda チビオオオトカゲ 

V. caudolineatus スジオオオトカゲ 

V. eremius サバクヒメオオトカゲ 

V. gilleni マルガヒメオオトカゲ 

V. glauerti ホオスジヒメオオトカゲ 

V. glebopalma クロテオオトカゲ 

V. kingorum キングオオトカゲ 

V. mitchelli ミッチェルオオトカゲ 

V. pilbarensis ピルバラオオトカゲ 

V. semiremex サビイロオオトカゲ 

Species group V. timorensis ヨジリオオトカゲ種群 

V. timorensis ヨジリオオトカゲ 

V. auffenbergi クジャクオオトカゲ 

V. scalaris ハシゴオオトカゲ 
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V. tristis シリトゲオオトカゲ 

V. tristis tristis オグロシリトゲオオトカゲ 

V. tristis orientalis シボリシリトゲオオトカゲ 

(Papusaurus) パプアオオトカゲ亜属 

V. salvadorii ハナブトオオトカゲ 

(Philippinosaurus) フィリピンオオトカゲ亜属 

V. mabitang パナイオオトカゲ 

V. olivaceus グレイオオトカゲ 

(Polydaedalus) ナイルオオトカゲ亜属 

Species group V. exanthematicus サバンナオオトカゲ種群 

V. exanthematicus サバンナオオトカゲ 

V. albigularis イワオオトカゲ 

V. albigularis albigularis ケープイワオオトカゲ 

V. albigularis angolensis アンゴライワオオトカゲ 

V. albigularis microstictus アビシニアイワオオトカゲ 

V. yemenensis イエメンオオトカゲ 

Species group V. niloticus ナイルオオトカゲ種群 

V. niloticus ナイルオオトカゲ 

V. ornatus モリオオトカゲ 

(Psammosaurus) サバクオオトカゲ亜属 

V. griseus サバクオオトカゲ 

V. griseus griseus アラブサバクオオトカゲ 

V. griseus caspius カスピサバクオオトカゲ 

V. griseus koniecznyi パキスタンサバクオオトカゲ 

(Soterosaurus) ミズオオトカゲ亜属 

V. salvator ミズオオトカゲ 

V. salvator salvator アジアミズオオトカゲ 

V. salvator andamanensis アンダマンミズオオトカゲ 

V. salvator bivittatus ジャワミズオオトカゲ 

V. salvator cumingi ミンダナオミズオオトカゲ 

V. salvator marmoratus ルソンミズオオトカゲ 

V. salvator nicobaliensis ニコバールミズオオトカゲ 

V. salvator nuchalis ネグロスミズオオトカゲ 

V. salvator togianus トーギアーンミズオオトカゲ 
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