
目 科 属 特定外来生物 被害の概要 未判定外来生物 種類名証明書添付

カメ
Testudines

イシガメ
Geoemydidae

イシガメ
Mauremys

・ハナガメ
　（Mauremys sinensis ）
・ハナガメ×ニホンイシガメ
　（M. sinensis×Mauremys japonica ）
・ハナガメ×ミナミイシガメ
　（M. sinensis×Mauremys mutica ）
・ハナガメ×クサガメ
　（M. sinensis×Mauremys reevesii ）

生態系に関わる被害 -

・イシガメ属全種
・ハナガメとイシガメ科に
属する種間の交雑により
生じた生物

有鱗
Squamata

アガマ
Agamidae

キノボリトカゲ
Japalura

・スインホーキノボリトカゲ
　（Japalura swinhonis ）

生態系に関わる被害 - スインホーキノボリトカゲ

ユビナガガエル科
Eleutherodactylidae

コヤスガエル属
Eleutherodactylus

・コキーコヤスガエル
　（Eleutherodactylus coqui ）
・ジョンストンコヤスガエル
　（Eleutherodactylus johnstonei  ）
・オンシツガエル
　（Eleutherodactylus planirostris）

生態系に関わる被害 - コヤスガエル属の全種

ジムグリガエル科
Microhylidae

ジムグリガエル属
Kaloula

・アジアジムグリガエル
　（Kaloula pulchra  ）

生態系に関わる被害 - アジアジムグリガエル

ヒキガエル科
Bufonidae

ヒキガエル属
Bufo

・プレーンズヒキガエル
　（Bufo cognatus ）
・キンイロヒキガエル
　（Bufo guttatus ）
・オオヒキガエル
　（Bufo marinus ）
・アカボシヒキガエル
　（Bufo punctatus ）
・オークヒキガエル
　（Bufo quercicus ）
・テキサスヒキガエル
　（Bufo speciosus ）
・コノハヒキガエル
　（Bufo typhonius ）
・ヘリグロヒキガエル
　（Bufo melanostictus ）

生態系に関わる被害

ヒキガエル属の全種
ただし、次のものを除く。
　・プレーンズヒキガエル
　・キンイロヒキガエル
　・オオヒキガエル
　・アカボシヒキガエル
　・オークヒキガエル
　・テキサスヒキガエル
　・コノハヒキガエル
　・ヘリグロヒキガエル
　・ニホンヒキガエル
　　（B. japonicus ）
　・ミヤコヒキガエル
　　（B. gargarizans miyakonis ）
　・ナガレヒキガエル
　　（B. torrenticola ）
　・テキサスミドリヒキガエル
　　（B. debilis ）
　・ロココヒキガエル
　　（B. paracnemis ）
　・ナンブヒキガエル
　　（B. terrestris ）
　・ガルフコーストヒキガル
　　（B. valliceps ）
　・ヨーロッパミドリヒキガエル
　　（B. viridis ）

ヒキガエル属の全種

イクタルルス科 アメイウルス属
ブラウンブルヘッド
Ameiurus nebulosus

生態系に関わる被害
Ameiurus 属の全種
ただし、次のものを除く。
・ブラウンブルヘッド

Ameiurus 属の全種

ピロディクティス属
フラットヘッドキャットフィッシュ
Pylodictis olivaris

生態系に関わる被害 -
フラットヘッドキャット
フィッシュ

モロネ科
（狭義）

モロネ属
ホワイトパーチ
Morone americana

生態系に関わる被害

モロネ科の全種
ただし、次のものを除く。
・ストライプトバス
・ホワイトバス
・ホワイトパーチ

モロネ科の全種

パーチ科 ギュムノセファルス属
ラッフ
Gymnocephalus cernuus

生態系に関わる被害
Gymnocephalus 属の全種
ただし、次のものを除く。
・ラッフ

Gymnocephalus 属の全
種

ハゼ科 ネオゴビウス属
ラウンドゴビー
Neogobius melanostomus

生態系に関わる被害 - Neogobius 属の全種

ナマズ目
Siluriformes

ナマズ科 ナマズ属
ヨーロッパナマズ
Silurus glanis

生態系に関わる被害 - ナマズ属の全種

パイク目
Esociformes

パイク科 パイク科全属

・パイク科
Esocidae spp.
・パイク科に属する種間の交雑により
生じた生物

生態系に関わる被害 -
・パイク科の全種
・パイク科に属する種間
の交雑により生じた生物

カダヤシ目
Cyprinodontiformes

カダヤシ科
ガンブスィア属
（カダヤシ属）

ガンブシア・ホルブローキ
Gambusia holbrooki

生態系に関わる被害 -
カダヤシ及びG.
holbrooki

スズキ目
Perciformes
(Percoidei)

アカメ科 アカメ属
ナイルパーチ
Lates niloticus

生態系に関わる被害 - アカメ科の全種

コイ目
Cypriniformes

コイ科 タナゴ属
オオタナゴ
Acheilognathus macropterus

生態系に関わる被害 - タナゴ属の全種

ナマズ目
Siluriformes

ギギ科 ギバチ属
コウライギギ
Tachysurus fulvidraco

生態系に関わる被害 - ギバチ属の全種

ガー目
Lepisosteiformes

ガー科
Lepisosteidae

ガー科全属
Atractosteus
Lepisosteus

・ガー科
　（Lepisosteidae spp.）
・ガー科に属する種間の交雑により生
じた生物

生態系に関わる被害 -
・ガー科の全種
・ガー科に属する種間の
交雑により生じた生物

イネ
Poales

イネ
Poaceae

オオハマガヤ属
Ammophila

・ビーチグラス
 （Ammophila arenaria)

生態系への被害 -

オオハマガヤ属全種
（昆虫のｼﾞｶﾞﾊﾞﾁ属と同学
名なので、混同しないよ
う注意が必要）

キク
Asterales

キク
 Asteraceae

ツルギク属
Mikania

・ツルヒヨドリ
 （Mikania micrantha ）

生態系への被害 - ツルギク属全種

ナデシコ
Caryophyllales

モウセンゴケ
Droseraceae

モウセンゴケ属
Drosera

・ナガエモウセンゴケ
 （Drosera intermedia)

生態系への被害 - モウセンゴケ属全種

シソ
Lamiales

タヌキモ
Lentibulariaceae

タヌキモ属
Utricularia

・エフクレタヌキモ
 （Utricularia inflata )

生態系への被害 - タヌキモ属全種

想定される未判定外来生物の例及びその他種類名証明書添付生物の例

カエル
Anura

ナマズ目
Siluriformes

スズキ目
Perciformes
(Percoidei)

資料５


