
未判定外来生物・種類名証明書添付生物の指定対象とすることが適切である外来生物

哺乳類・鳥類

特定外来生物 科 属 未判定外来生物　　(種数） 生物の特徴 種類名証明書添付　　(種数）

ﾀｲﾜﾝｻﾞﾙ
ｵﾅｶﾞｻﾞﾙ Macaca

特定外来生物、ﾆﾎﾝｻﾞﾙを除くMacaca
属全種

15
ﾀｲﾜﾝｻﾞﾙ等と同様に容易にﾆﾎﾝ
ｻﾞﾙと交雑するｻ可能性があるﾙ

ﾏｶｶ（Macaca ）属全種 19ｶﾆｸｲｻﾞﾙ
ｱｶｹﾞｻﾞﾙ
ｱﾗｲｸﾞﾏ ｱﾗｲｸﾞﾏ Procyon なし 0 ー ｱﾗｲｸﾞﾏ（Procyon ）属全種 2

ｶﾆｸｲｱﾗｲｸﾞﾏ

ｼﾞｬﾜﾏﾝｸﾞｰｽ

ﾏﾝｸﾞｰｽ

Herpestes

特定外来生物、Suricata属を除くﾏﾝ
ｸﾞｰｽ科全種

35
ｼﾞｬﾜﾏﾝｸﾞｰｽと同様に強い捕食
性を有する雑食の中型哺乳類

ﾏﾝｸﾞｰｽ科（Herpestidae）全種 37

Herpestes
Galidia

Mungotictis
Salanoia
Helogale
Dologale
Atilax
Mungos

Crossarchus
Liberiictis
Ichneumia
Bdeogale
Rhynchogale
Cyncitics
Paracynictis

ｸﾘﾊﾗﾘｽ（ﾀｲﾜﾝﾘｽ）

ﾘｽ

Callosciurus
特定外来生物を除くCallosciurus属全
種

14
ｸﾘﾊﾗﾘｽと同様に雑食性で多様
な環境に生息が可能なﾘｽ

ﾘｽ科（Sciurudae)全種 256

ﾄｳﾌﾞﾊｲｲﾛﾘｽ Sciurus
特定外来生物及び、ﾆﾎﾝﾘｽ、ｷﾀﾘｽ
（亜種ｴｿﾞﾘｽ）を除くSciurus属全種

24
ﾄｳﾌﾞﾊｲｲﾛﾛｽと類似した生態を有
し、冷帯・温帯に分布するﾘｽ

ﾇｰﾄﾘｱ ﾇｰﾄﾘｱ Myocastor なし 0 ー

ﾇｰﾄﾘｱ科（Myocastoridae）、
ﾌﾁｱ科（Capromyidae）、
ﾊﾟｶﾗﾅ科（Dinomyidae）、
ﾊﾟｶ科（Agoutidae)、
ﾏｽｸﾗｯﾄ（Ondatra ）属の全種

17

ﾌｸﾛｷﾞﾂﾈ

ｸｽｸｽ

Trichosurus

特定外来生物を除くｸｽｸｽ科全種 13
ﾌｸﾛｷﾞﾂﾈに類似した生態を有す
るｶﾝｶﾞﾙｰ目

ｸｽｸｽ科（Phalangeridae）全種
ｵﾎﾟｯｻﾑ科（Didelphidae)全種

91

Trichosurus
Wyulda
Phalanger

ｵﾎﾟｯｻﾑ Didelphis ｵﾎﾟｯｻﾑ属全種 3
ﾌｸﾛｷﾞﾂﾈ同様に雑食性で冷帯・
温帯に分布するｶﾝｶﾞﾙｰ目

別添資料２



ｷｮﾝ ｼｶ Muntiacus 特定外来生物を除くMuntiacu s属全種 5
ｷｮﾝと同様に様々な植物を餌資
源に利用する小型のｼｶ

Muntiacus属全種 6

ｶﾞﾋﾞﾁｮｳ

ﾁﾒﾄﾞﾘ
Garrulax

特定外来生物を除くﾁﾒﾄﾞﾘ科全種 246
態を有する森林性鳥類

ﾁﾒﾄﾞﾘ科（Timaliidae） 全種 250
ｶｵｼﾞﾛｶﾞﾋﾞﾁｮｳ ｿｳｼﾁｮｳ、ｶﾞﾋﾞﾁｮｳと類似した生

ｶｵｸﾞﾛｶﾞﾋﾞﾁｮｳ

ｿｳｼﾁｮｳ Leiothrix

爬虫類・両生類

特定外来生物 科 属 未判定外来生物　　(種数） 生物の特徴 種類名証明書添付　　(種数）

ｶﾐﾂｷｶﾞﾒ ｶﾐﾂｷｶﾞﾒ Chelydra なし 0 ー ｶﾐﾂｷｶﾞﾒ科（Chelydridae）全種 2

ｸﾞﾘｰﾝｱﾉｰﾙ
ｲｸﾞｱﾅ Anolis

特定外来生物を除く広義のｱﾉｰﾙ
（Anolis：Noropsを含む）属全種

345
ｸﾞﾘｰﾝｱﾉｰﾙなどと同様に捕食性
が強いｱﾉｰﾙ類

ｱﾉｰﾙ（Anolis，Norops ）属全種 347
ﾌﾞﾗｳﾝｱﾉｰﾙ

ﾐﾅﾐｵｵｶﾞｼﾗ

ﾅﾐﾍﾋﾞ

Boiga 特定外来生物を除くBoiga属全種 29
ﾐﾅﾐｵｵｶﾞｼﾗと同様に捕食性が強
いｵｵｶﾞｼﾗ属のﾍﾋﾞ

Boiga属全種
Psammodynastes属全種

32

ﾀｲﾜﾝｽｼﾞｵ Elaphe
特定外来生物及び在来亜種（ｻｷｼﾏｽ
ｼﾞｵ）を除くｽｼﾞｵﾅﾒﾗ(Elaphe taeniura)

1
ﾀｲﾜﾝｽｼﾞｵと同様に捕食性が強
いﾍﾋﾞ

ｽｼﾞｵﾅﾒﾗ（亜種ｻｷｼﾏｽｼﾞｵ、ﾀｲﾜﾝｽｼﾞ
ｵなど含む）、ﾎｳｼｬﾅﾒﾗ（Elaphe
radiata）

2

ﾀｲﾜﾝﾊﾌﾞ ｸｻﾘﾍﾋﾞ Protobothrops
特定外来生物及び在来種を除くﾊﾌﾞ属
Protobothrops全種

3
ﾀｲﾜﾝﾊﾌﾞと同様に捕食性、毒性
が強いﾊﾌﾞ

ﾊﾌﾞ(Protobothrops )属全種
ﾔｼﾞﾘﾊﾌﾞ(Bothrops )属全種

39

ｵｵﾋｷｶﾞｴﾙ ﾋｷｶﾞｴﾙ Bufo

ﾋｷｶﾞｴﾙ属（Bufo）全種　(ただし、特定
外来生物、在来種、ﾖｰﾛｯﾊﾟﾐﾄﾞﾘﾋｷｶﾞｴ
ﾙ（B. viridis） 、ﾃｷｻｽﾐﾄﾞﾘﾋｷｶﾞｴﾙ（B.
debilis ）、ﾅﾝﾌﾞﾋｷｶﾞｴﾙ（B.
terrestris ）、ｶﾞﾙﾌｺｰｽﾄﾋｷｶﾞｴﾙ（B.
valliceps ）、ﾛｺｺﾋｷｶﾞｴﾙ（B.
paracnemis )を除く

251
ｵｵﾋｷｶﾞｴﾙと類似した生態を有
するﾋｷｶﾞｴﾙの仲間

ﾋｷｶﾞｴﾙ（Bufo ）属全種（ただし、幼生
についてはｶｴﾙ目全種）

257



Siniperc a)

魚類

特定外来生物 科 属 未判定外来生物　　(種数） 生物の特徴 種類名証明書添付　　(種数）

ｵｵｸﾁﾊﾞｽ

ｻﾝﾌｨｯｼｭ

Micropterus

特定外来生物を除くｻﾝﾌｨｯｼｭ科全種 28
ｺｸﾁﾊﾞｽ等と類似した生態を有し
温帯域に分布するｽｽﾞｷ亜目の
淡水魚

ｻﾝﾌｨｯｼｭ科（Centrarchidae）全種
ｱｶﾒ科（Centropomidae）全種
ﾅﾝﾀﾞｽ科（Nandidae）全種

73

ｺｸﾁﾊﾞｽ

ﾌﾞﾙｰｷﾞﾙ Lepomis

Micropterus
Lepomis
Acantharchus
Ambloplites
Archoplites
Centrarchus
Enneacanthus
Pomoxis

ﾊﾟｰﾁ

Gymnocephalus
Perca
Sander
(Stizostedion)
Zingel

ﾊﾟｰﾁ科の4属全種
（ただし、ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝﾊﾟｰﾁ、ﾊﾟｲｸﾊﾟｰﾁを
除く）

14

ｺｸﾁﾊﾞｽ等と同様に温帯域に分
布するｽｽﾞｷ亜目の魚食性淡水
魚

ﾊﾟｰﾁ科（Percidae）の
Gymnocephalus属、
Perca属、Zingel属、
Sander (Stizostedion )属全種

16

ﾍﾟﾙｷｸﾃｨｽ
（狭義）

Percichthys
Gadopsis
Maccullochella
Macquaria

ﾍﾟﾙｷｸﾃｨｽ科の4属全種 15
ﾍﾟﾙｷｸﾃｨｽ科（Percichthyidae）の
Percichthys属、Gadopsis属、
Maccullochella 属、Macquaria 属全種

15

ﾓﾛﾈ
（狭義）

Dicentrarchus
Morone

ﾓﾛﾈ科全種
（ただし、ｽﾄﾗｲﾌﾟﾄﾊﾞｽ、ﾎﾜｲﾄﾊﾞｽを除
く）

5 ﾓﾛﾈ科（Moronidae）全種 7

ｹﾂｷﾞｮ Siniperca
ｹﾂｷﾞｮ属全種
（ただし、ｹﾂｷﾞｮ、ｺｳﾗｲｹﾂｷﾞｮを除く）

9 ｹﾂｷﾞｮ属( 全種 11

ﾁｬﾈﾙｷｬｯﾄﾌｨｯｼｭ

ｲｸﾀﾙﾙｽ

Ictalurus

特定外来生物を除くIctalurus属、
Ameiurus属全種

15 Ictalurus属、Ameiurus属全種 16Ictalurus
Ameiurus

ﾁｬﾈﾙｷｬｯﾄﾌｨｯｼｭと類似した生態
を有し温帯域に分布する魚食性
のﾅﾏｽﾞ類



昆虫類

特定外来生物 科 属 未判定外来生物　(種数） 生物の特徴 種類名証明書添付　　(種数）

ﾋｱﾘ

ｱﾘ
Solenopsis

なし 0 ー ﾋｱﾘ 1

ｱｶｶﾐｱﾘ なし 0 ー ｱｶｶﾐｱﾘ 1

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝｱﾘ Linepithema なし 0 ー ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝｱﾘ 1

無脊椎動物

特定外来生物 科 属 未判定外来生物　　(種数） 生物の特徴 種類名証明書添付　　(種数）

L . hasseltii
(ｾｱｶｺﾞｹｸﾞﾓ)

ﾋﾒｸﾞﾓ Latrodectus
特定外来生物、及び在来ｱｶｵﾋﾞｺﾞｹｸﾞ
ﾓを除くLatrodectus属全種

23
ｾｱｶｺﾞｹｸﾞﾓなどと同様に毒性が
強いと懸念されているｼﾞｮｳｺﾞｸﾞﾓ
類

Latrodectus属全種 28

L . tredecimguttatus
(ｼﾞｭｳｻﾝﾎﾞｼｺﾞｹｸﾞﾓ)

L . geometricus
(ﾊｲｲﾛｺﾞｹｸﾞﾓ)

L . mactans
(ｸﾛｺﾞｹｸﾞﾓ）
L. reclusa

ｲﾄｸﾞﾓ Loxosceles なし 0 ー Loxosceles属全種L. laeta
L. gaucho

Atrax 属全種（１種）
ｼﾞｮｳｺﾞｸﾞﾓ

Atrax
なし 0 ー

Atrax属全種及び
Hadronyche属全種

33
Hadronyche 属全種

（32種）
Hadronyche

ｷｮｸﾄｳｻｿﾘ科全種 ｷｮｸﾄｳｻｿﾘ
ｷｮｸﾄｳｻｿﾘ科全

属
なし

0 ー
ｻｿﾘ目（Scorpionida）に含まれる
全科全種

約
1500



植物

特定外来生物 科 属 未判定外来生物　　(種数） 生物の特徴 種類名証明書添付　　(種数）

ﾅｶﾞｴﾂﾙﾉｹﾞｲﾄｳ ﾋﾕ Alternanthera なし
0

ー ﾂﾙﾉｹﾞｲﾄｳ（Alternanthera ）属全種 約80

ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾁﾄﾞﾒｸﾞｻ ｾﾘ Hydrocotyle H. bonariensis、H. umbellata 2
ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾁﾄﾞﾒｸﾞｻと類似した生態を
有する水草

ﾁﾄﾞﾒｸﾞｻ（Hydrocotyle ）属全種 約75

ﾐｽﾞﾋﾏﾜﾘ ｷｸ Gymnocoronis なし 0 ー ﾐｽﾞﾋﾏﾜﾘ（Gymnocoronis ）属全種 5


