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カテゴリー

爬虫類 アオウミガメ アオウミガメ Chelonia mydas mydas Chelonia mydas mydas VU

爬虫類 アカウミガメ アカウミガメ Caretta caretta Caretta caretta EN

爬虫類 アカマダラ アカマダラ Dinodon rufozonatum rufozonatum Dinodon rufozonatum rufozonatum NT

爬虫類 アマミタカチホヘビ アマミタカチホヘビ Achalinus werneri Achalinus werneri NT

爬虫類 アムールカナヘビ アムールカナヘビ Takydromus amurensis Takydromus amurensis NT

爬虫類 イイジマウミヘビ イイジマウミヘビ Emydocephalus ijimae Emydocephalus ijimae VU

爬虫類 イシガキトカゲ イシガキトカゲ Plestiodon stimpsonii Plestiodon stimpsonii NT

爬虫類 イヘヤトカゲモドキ イヘヤトカゲモドキ Goniurosaurus kuroiwae toyamai Goniurosaurus kuroiwae toyamai CR

爬虫類 イワサキセダカヘビ イワサキセダカヘビ Pareas iwasakii Pareas iwasakii NT

爬虫類 イワサキワモンベニヘビ イワサキワモンベニヘビ Sinomicrurus macclellandi iwasakii Sinomicrurus macclellandi iwasakii VU

爬虫類 エラブウミヘビ エラブウミヘビ Laticauda semifasciata Laticauda semifasciata VU

爬虫類 オオシマトカゲ オオシマトカゲ Plestiodon oshimensis Plestiodon oshimensis NT

爬虫類 オガサワラトカゲ オガサワラトカゲ Cryptoblepharus nigropunctatus Cryptoblepharus nigropunctatus NT

爬虫類 オキナワキノボリトカゲ オキナワキノボリトカゲ Japalura polygonata polygonata Japalura polygonata polygonata VU

爬虫類 オキナワトカゲ オキナワトカゲ Plestiodon marginatus Plestiodon marginatus VU

爬虫類 オキナワヤモリ オキナワヤモリ Gekko sp. 1 Gekko sp. 1 NT

爬虫類 沖永良部島、徳之島のアオカナヘビ 沖永良部島、徳之島のアオカナヘビ Takydromus smaragdinus Takydromus smaragdinus LP

爬虫類 オビトカゲモドキ オビトカゲモドキ Goniurosaurus splendens Goniurosaurus splendens EN

爬虫類 キクザトサワヘビ キクザトサワヘビ Opisthotropis kikuzatoi Opisthotropis kikuzatoi CR

爬虫類 キシノウエトカゲ キシノウエトカゲ Plestiodon kishinouyei Plestiodon kishinouyei VU

爬虫類 クチノシマトカゲ クチノシマトカゲ Plestiodon kuchinoshimensis Plestiodon kuchinoshimensis DD

爬虫類 クメトカゲモドキ クメトカゲモドキ Goniurosaurus kuroiwae yamashinae Goniurosaurus kuroiwae yamashinae CR

爬虫類 クロイワトカゲモドキ クロイワトカゲモドキ Goniurosaurus kuroiwae kuroiwae Goniurosaurus kuroiwae kuroiwae VU

爬虫類 ― ケラマトカゲモドキ ― Goniurosaurus kuroiwae sengokui ― EN マダラトカゲモドキ（旧EN）から亜種が分離され評価

爬虫類 コモチカナヘビ コモチカナヘビ Zootoca vivipara Zootoca vivipara VU

爬虫類 サキシマアオヘビ サキシマアオヘビ Cyclophiops herminae Cyclophiops herminae NT

爬虫類 サキシマカナヘビ サキシマカナヘビ Takydromus dorsalis Takydromus dorsalis VU

爬虫類 サキシマキノボリトカゲ サキシマキノボリトカゲ Japalura polygonata ishigakiensis Japalura polygonata ishigakiensis NT

爬虫類 サキシマスジオ サキシマスジオ Elaphe taeniura schmackeri Elaphe taeniura schmackeri VU

爬虫類 サキシマバイカダ サキシマバイカダ Lycodon ruhstrati multifasciatus Lycodon ruhstrati multifasciatus NT

爬虫類 クメジマハイ 削除 Sinomicrurus japonicus takarai 削除 VU 削除 ハイ(NT）と統合され削除

爬虫類 シュウダ シュウダ Elaphe carinata carinata Elaphe carinata carinata EN

爬虫類 アオスジトカゲ センカクトカゲ Plestiodon elegans Plestiodon takarai EN

爬虫類 大東諸島のオガサワラヤモリ 大東諸島のオガサワラヤモリ Lepidodactylus lugubris Lepidodactylus lugubris LP

爬虫類 タイマイ タイマイ Eretmochelys imbricata Eretmochelys imbricata EN

爬虫類 タカラヤモリ タカラヤモリ Gekko shibatai Gekko shibatai NT

爬虫類 タシロヤモリ タシロヤモリ Hemidactylus bowringii Hemidactylus bowringii VU

爬虫類 タワヤモリ タワヤモリ Gekko tawaensis Gekko tawaensis NT

爬虫類 ダンジョヒバカリ ダンジョヒバカリ Hebius vibakari danjoensis Hebius vibakari danjoensis DD

爬虫類 ツシマスベトカゲ ツシマスベトカゲ Scincella vandenburghi Scincella vandenburghi DD

爬虫類 トカラハブ トカラハブ Protobothrops tokarensis Protobothrops tokarensis NT

爬虫類 ニホンイシガメ ニホンイシガメ Mauremys japonica Mauremys japonica NT

爬虫類 ニホンスッポン ニホンスッポン Pelodiscus sinensis Pelodiscus sinensis DD

爬虫類 バーバートカゲ バーバートカゲ Plestiodon barbouri Plestiodon barbouri VU

爬虫類 ハイ ハイ Sinomicrurus japonicus boettgeri Sinomicrurus japonicus boettgeri NT

爬虫類 ヒャン ヒャン Sinomicrurus japonicus japonicus Sinomicrurus japonicus japonicus NT

爬虫類 ヒロオウミヘビ ヒロオウミヘビ Laticauda laticaudata Laticauda laticaudata VU

爬虫類 マダラトカゲモドキ マダラトカゲモドキ Goniurosaurus kuroiwae orientalis Goniurosaurus kuroiwae orientalis EN※ CR ケラマトカゲモドキ（新規）を分離した集団を再評価

爬虫類 三島のヘリグロヒメトカゲ 三島のヘリグロヒメトカゲ Ateuchosaurus pellopleurus Ateuchosaurus pellopleurus LP

爬虫類 ミナミトリシマヤモリ ミナミトリシマヤモリ Perochirus ateles Perochirus ateles VU

爬虫類 三宅島、八丈島、青ヶ島のオカダトカゲ 三宅島、八丈島、青ヶ島のオカダトカゲ Plestiodon latiscutatus Plestiodon latiscutatus LP

爬虫類 ミヤコカナヘビ ミヤコカナヘビ Takydromus toyamai Takydromus toyamai CR

爬虫類 宮古諸島のサキシママダラ 宮古諸島のサキシママダラ Dinodon rufozonatum walli Dinodon rufozonatum walli LP

爬虫類 ミヤコトカゲ ミヤコトカゲ Emoia atrocostata atrocostata Emoia atrocostata atrocostata VU

灰色部分はRL2017から変更された箇所 6 / 127 ページ ※既存掲載種が統合又は分離される前のカテゴリー
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爬虫類 ミヤコヒバァ ミヤコヒバァ Hebius concelarus Hebius concelarus EN

爬虫類 ミヤコヒメヘビ ミヤコヒメヘビ Calamaria pfefferi Calamaria pfefferi EN

爬虫類 ミヤラヒメヘビ ミヤラヒメヘビ Calamaria pavimentata miyarai Calamaria pavimentata miyarai VU

爬虫類 ヤエヤマイシガメ ヤエヤマイシガメ Mauremys mutica kami Mauremys mutica kami VU

爬虫類 ヤエヤマセマルハコガメ ヤエヤマセマルハコガメ Cuora flavomarginata evelynae Cuora flavomarginata evelynae VU

爬虫類 ヤエヤマタカチホヘビ ヤエヤマタカチホヘビ Achalinus formosanus chigirai Achalinus formosanus chigirai VU

爬虫類 ヤクヤモリ ヤクヤモリ Gekko yakuensis Gekko yakuensis VU

爬虫類 ヨナグニキノボリトカゲ ヨナグニキノボリトカゲ Japalura polygonata donan Japalura polygonata donan VU

爬虫類 ヨナグニシュウダ ヨナグニシュウダ Elaphe carinata yonaguniensis Elaphe carinata yonaguniensis EN

爬虫類 リュウキュウヤマガメ リュウキュウヤマガメ Geoemyda japonica Geoemyda japonica VU

灰色部分はRL2017から変更された箇所 7 / 127 ページ ※既存掲載種が統合又は分離される前のカテゴリー


