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掲載種一覧

系統と分類

●は本書で新たに紹介した種類 ●は『日本カエル図鑑』で掲載後、本書で新たに解説した種類

01：アフリカツメガエル ●

17：オキタゴガエル

33：ハナサキガエル

02：ニホンヒキガエル

18：ヤクシマタゴガエル

34：アマミハナサキガエル

形態

03：アズマヒキガエル

19：ネバタゴガエル ●●

35：オオハナサキガエル

Morphology

04：ナガレヒキガエル

20：ナガレタゴガエル

36：コガタハナサキガエル

External morphology

05：ミヤコヒキガエル

21：ニホンアカガエル

37：ヤエヤマハラブチガエル

核型

06：オオヒキガエル

22：エゾアカガエル

38：オットンガエル

07：ニホンアマガエル

23：ヤマアカガエル

39：ホルストガエル

08：ハロウエルアマガエル

24：チョウセンヤマアカガエル ●40：カジカガエル

09：ヒメアマガエル

25：トノサマガエル

41：リュウキュウカジカガエル

10：ヌマガエル ●

26：トウキョウダルマガエル

42：シュレーゲルアオガエル

11：サキシマヌマガエル ●

27：ナゴヤダルマガエル

43：モリアオガエル

12：ナミエガエル

28：ツチガエル

44：オキナワアオガエル

卵塊の形状

13：ツシマアカガエル

29：サドガエル ●●

45：アマミアオガエル

Shape of egg mass

14：リュウキュウアカガエル ●

30：ウシガエル

46：ヤエヤマアオガエル

15：アマミアカガエル ●

31：オキナワイシカワガエル

47：シロアゴガエル

16：タゴガエル

32：アマミイシカワガエル ●●

48：アイフィンガーガエル

Phylogeny and classification

日本のカエル

Japanese frogs and toads

外部形態各部の名称

Karyotype

種間隔離
intersecific isolation

鳴き声
Calls

生態・自然史

Ecology and natural history

個体群の危機
Population on crisis

発生段階

Developmental stage
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大改訂から約 20 年。DNA 情報に基づく最新分類
に準拠した「カエル図鑑」の新著がついに発売 !!
日本産 48 種類のカエル情報を網羅した決定版。

日本産カエル大鑑
ENCYCLOPAEDIA OF JAPANESE FROGS
京都大学名誉教授

松井 正文

●解説
松井 正文（まつい まさふみ）

自然写真家

解説

／ 前田 憲男

写真

京都大学名誉教授。アジアの両棲類全般の分類と
自然史を研究。保全の問題にもかかわる。主著『動
物系統分類学 9 (B2) 脊椎動物 (IIb2) 爬虫類 II.』
（1992，中山書店）
，
『両生類の進化』
（東京大学出
版会，1996）
『カエル─水辺の隣人』
（中央公論社，
2002）
『外来生物クライシス』
，
（小学館，
2009）など。

●写真
前田 憲男（まえだ のりお）
自然写真家。日本写真家協会会員・日本自然科学
写真協会会員。主著『声が聞こえる！ カエルハ
ンドブック』
（上田秀雄との共著，文一総合出版，
2010）や『田んぼのいきものたち「カエル」
』
（福
山欣司との共著，農山漁村文化協会，2011）など。

各種解説のほか、カエル類の概説や生態写真も
充実。研究や調査だけでなく幅広く使える図鑑。
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トノサマガエル
本書の特徴

Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)

2018
2018 年現在、日本国内で確認されている
年現在、
日本国内で確認されている4848種類のカエルの形態的特徴や分布
種類のカエルの形態的特徴や分布状況、
（文一総合出版）
状況、
生態を詳細に記載。1999
年発行『改訂版
日本カエル図鑑』
生態を詳細に記載。2001
年発行『改訂版
日本カエル図鑑』以降に発表された新種

♂前肢腹面

以降に記載された種類、
外来種を加え、
各種の解説や掲載写真を大幅に増補した。
や外来種の追加、各種の解説の加筆など大幅に内容を増補した。

Ventral view of hand in male.

▼図版ページ見本（45% 縮小）

トノサマガエル
アカガエル科

Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)

♂前肢腹面
Ventral view of hand in male.

愛知県豊田市産♂婚姻色（× 1.2）

愛知県産♂背面
愛知県豊田市産♀
（×
Dorsal
view of1.2）
a male from

A male from Aichi Pref (nuptial color).

A female from Aichi Pref.

Aichi Pref (nuptial color).

愛知県豊田市産♂婚姻色（× 1.2）

愛知県豊田市産♀（× 1.2）

A male from Aichi Pref (nuptial color).

A female from Aichi Pref.

愛知県産♀背面

富山県産♀高田型背面

♀前肢腹面

Dorsal view of a female
from Aichi Pref.

Dorsal view of a female from
Toyama Pref. (Takata type)

Ventral view of hand in female.

愛知県産♂背面

愛知県産♀背面

富山県産♀高田型背面

♀前肢腹面

Dorsal view of a male from
Aichi Pref (nuptial color).

Dorsal view of a female
from Aichi Pref.

Dorsal view of a female from
Toyama Pref. (Takata type)

Ventral view of hand in female.

♂後肢腹面
Ventral view of foot in male.

♂後肢腹面
Ventral view of foot in male.

広島県三次市産♂（× 1.2）

広島県三次市産♀（× 1.2）

A male from Hiroshima Pref.

A female from Hiroshima Pref.

愛知県産♂腹面

愛知県産♀腹面

福井県産♂高田型腹面

Ventral view of a male
from Aichi Pref.

Ventral view of a female
from Aichi Pref.

Ventral view of a male from
Fukui Pref. (Takata type)

♀後肢腹面
Ventral view of foot in female.

Point

▲解説ページ見本（45% 縮小）

近年発表された
外来種・新種を収録

幼生背面（× 1.3） Dorsal view of larva.

卵塊 Egg mass.

幼生前面

愛知県産♂腹面
Ventral view of a male
from Aichi Pref.

福井県あわら市産♂高田型（× 1.2）

A male from Fukui Pref.（×
(Takata type)
広島県三次市産♂
1.2）

富山県南砺市産♀高田型（× 1.2）

metamorphosis.
広島県三次市産♀
（× 1.2）
A froglet just after

A female from Toyama Pref. (Takata type)

120
A male
from Hiroshima Pref.

Point

A female from Hiroshima Pref.

Point 3Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)
1 トノサマガエル
原寸大を基本に
小型種は大きく配置

典型的な模様だけでなく、地域
や個体による色彩・形態変異も
数多く紹介している。

大型種は原寸大で掲載し、小型
種に関しては細部の特徴がわか
るよう拡大して掲載した。

アカガエル科

斑紋や色彩など
地域・個体変異を収録

Point

2

Point

タイプ産地の個体を
可能な限り掲載した
福井県タイプ標本が取られた産地（タ
あわら市産♂高田型（× 1.2）

A maleイプ産地）の個体を可能な限り
from Fukui Pref. (Takata type)

掲載。標準となる形態を示した。

▼図版ページ 卵・幼体・幼生（100%）

変態後幼体（× 2.5）

Point

1999 年 以 降 に記 載された 種、
外 来 種 を 加 え、2018 年 現 在、
愛知県産♀腹面
確認されている種をすべて収録。
Ventral
view of a female

Frontal view of larva.

幼生側面 Lateral view of larva.

5

from Aichi Pref.

卵・幼生・幼体の

福井県産♂高田型腹面
写真を全種収録
♀後肢腹面
Ventral view of a male from

成体の雌雄だけでなく、卵やオ
Fukui Pref. (Takata type)
Ventral view of foot in female.
タマジャクシ、幼体を収録し、カ
エルの主要ステージを網羅した。

幼生腹面 Ventral view of larva.

RANIDAE

6

121

原寸（100%）

幼生背面（× 1.3） Dorsal view of larva.
幼生前面

卵塊 Egg mass.

Frontal view of larva.

♂前肢腹面

Ventral view

幼生側面 Lateral view of larva.

4

形態の特徴が分かる
きれいな切り抜き写真
富山県南砺市産♀高田型（× 1.2）
体型、模様など外部形態がわか
A female from Toyama Pref. (Takata type)
るよう全種切り抜き写真で掲載。
使用点数は約 1000 枚。

愛知県豊田市産♂婚姻色（× 1.2）

愛知県豊田市産♀（× 1.2）

A male from Aichi Pref (nuptial color).

A female from Aichi Pref.

変態後幼体（× 2.5）

愛知県産♂背面

愛知県産♀背面

A froglet just after
metamorphosis.

Dorsal view of a male from
Aichi Pref (nuptial color).

Dorsal view of a female from
Dorsal view of a female from
Aichi Pref.
幼生腹面 Ventral view of larva. Toyama Pref. (Takata type)

富山県産♀高田型背面

RANIDAE

♀前肢腹面

Ventral view
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