
選定理由
Ⅰ．生態系被害が大きいもの。

Ⅱ．生物多様性保全上重要な地域に侵入し、問題になっている又はその可能性が高い。

Ⅲ．生態系被害のほか、人体や経済・産業に大きな影響を及ぼすもの。

Ⅳ．知見が十分でないものの、近縁種や同様の生態を持つ種が明らかに侵略的であるとの情報があるもの、又は、

     近年の国内への侵入や分布の拡大が注目されている等の理由により、知見の集積が必要とされているもの。

対策優先度の要件 セルの色分け凡例
①生態系に係る潜在的な影響・被害が特に甚大である。

②生物多様性保全上重要な地域に侵入・定着し被害をもたらす可能性が高い。 ：特定外来生物に指定済み

③絶滅危惧種等の生息・生育に甚大な被害を及ぼす可能性が高い。

④人の生命・身体や農林水産業等社会経済に対して甚大な被害を及ぼす。 ：一部指定済み

⑤防除手法が開発されている、又は開発される見込みがある等、一定程度の知見があり、対策の目標を立て得る。

備考欄の*印 ： 旧要注意外来生物

【国外由来の外来種】 ※対策優先度の要件は緊急対策外来種・重点対策外来種のみ記入 2015.03.26

通し 分類群

No. No.
被害の深刻
度

実効性・実行
可能性

定着を予防する外来種（定着予防外来種）
侵入予防外来種

11 1 昆虫類 ヒメテナガコガネ属 Propomacrus  spp. Ⅰ 未定着 特定外来

12 2 昆虫類 ヒアリ（アカヒアリ） Solenopsis invicta Ⅰ,Ⅲ 未定着 特定外来

13 3 昆虫類 コカミアリ Wasmannia auropunctata Ⅰ,Ⅲ 未定着 特定外来

14 4 昆虫類 アフリカミツバチとアフリカ化ミツバチ Apis mellifera scutellata Ⅲ 未定着 *

15 5 昆虫類 クモテナガコガネ属 Euchirus  spp. Ⅰ 小笠原・南西諸島／未定着 特定外来

16 1 陸生節足動物 アトラクス属 Atrax  spp. Ⅲ 未定着 特定外来

17 2 陸生節足動物 ハドロニュケ属 Hadronyche spp. Ⅲ 未定着 特定外来

18 3 陸生節足動物 イトグモ属3種 Lososceles spp. Ⅲ 未定着 特定外来

19 4 陸生節足動物 ジュウサンボシゴケグモ Latrodectus tredecimguttatus Ⅲ 未定着 特定外来

その他の定着予防外来種
70 6 昆虫類 外国産クワガタムシ Lucanidae Gen spp. Ⅰ 未定着 *

71 7 昆虫類 外国産カブトムシ Dynastinae Gen. spp. Ⅰ 未定着

72 8 昆虫類 外国産テナガコガネ属 Cheirotonus  spp. Ⅰ 小笠原・南西諸島／未定着 特定外来

73 5 陸生節足動物 キョクトウサソリ科 Buthidae Gen. spp. Ⅲ 未定着 特定外来

総合的に対策が必要な外来種（総合対策外来種）
緊急対策外来種

102 9 昆虫類 アルゼンチンアリ Linepithema humile Ⅰ,Ⅲ 分布拡大期～まん延期 ①④ ⑤ 特定外来

103 10 昆虫類 アカカミアリ Solenopsis geminata Ⅰ,Ⅲ 定着初期／限定分布 ①②④ ⑤ 特定外来

104 11 昆虫類 ツマアカスズメバチ Vespa velutina Ⅰ,Ⅲ 定着初期／限定分布 ①④ ⑤ 特定外来

105 6 陸生節足動物 ハイイロゴケグモ Latrodectus geometricus Ⅲ 分布拡大期～まん延期 ④ ⑤ 特定外来

106 7 陸生節足動物 セアカゴケグモ Latrodectus hasseltii Ⅲ 分布拡大期～まん延期 ④ ⑤ 特定外来

107 8 陸生節足動物 クロゴケグモ Latrodectus mactans Ⅲ 定着初期／限定分布 ④ ⑤ 特定外来

重点対策外来種
133 12 昆虫類 ホソオチョウ（ホソオアゲハ） Sericinus montela Ⅰ 分布拡大期～まん延期 ① *

134 13 昆虫類 アカボシゴマダラ大陸亜種（名義タイプ亜種） Hestina assimilis assimilis Ⅰ 分布拡大期～まん延期 ① *

135 14 昆虫類 カンショオサゾウムシ Rhabdoscelus obscurus Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ 小笠原・南西諸島 ①②④

その他の総合対策外来種
178 15 昆虫類 シロテンハナムグリ台湾亜種（サカイシロテンハナムグリ） Protaetia orientalis sakaii Ⅰ 定着初期／限定分布 *

179 16 昆虫類 クビアカツヤカミキリ（クロジャコウカミキリ） Aromia bungii Ⅳ 定着初期／限定分布

180 17 昆虫類 フェモラータオオモモブトハムシ Sagra femorata Ⅳ 定着初期／限定分布

181 18 昆虫類 チャイロネッタイスズバチ Delta pyriforme Ⅳ 小笠原・南西諸島 *

182 19 昆虫類 ナンヨウチビアシナガバチ Ropalidia marginata Ⅳ 小笠原・南西諸島 *

183 9 陸生節足動物 ヤンバルトサカヤスデ Chamberlinius hualienensis Ⅳ 分布拡大期～まん延期

適切な管理が必要な産業上重要な外来種（産業管理外来種）
209 20 昆虫類 セイヨウオオマルハナバチ Bombus terrestris Ⅰ 定着初期／限定分布 特定外来

【国内由来の外来種、国内に自然分布域を持つ国外由来の外来種】

通し 分類群

No. No.
被害の深刻
度

実効性・実行
可能性

総合的に対策が必要な外来種（総合対策外来種）

緊急対策外来種

重点対策外来種

その他の総合対策外来種
228 1 昆虫類 伊豆諸島などのリュウキュウツヤハナムグリ Protaetia pryeri Ⅳ 国内由来の外来種

229 2 昆虫類 北海道・沖縄のカブトムシ本土亜種 Trypoxylus dichotomus septentrionalis Ⅰ 国内由来の外来種

対策優先度の要件
備考分類群 和名 学名 選定理由 定着段階

定着段階

　＜昆虫類＞

我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト

備考選定理由

対策優先度の要件※

分類群 和名 学名

参考資料４
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選定理由
Ⅰ．生態系被害が大きいもの。

Ⅱ．生物多様性保全上重要な地域に侵入し、問題になっている又はその可能性が高い。

Ⅲ．生態系被害のほか、人体や経済・産業に大きな影響を及ぼすもの。

Ⅳ．知見が十分でないものの、近縁種や同様の生態を持つ種が明らかに侵略的であるとの情報があるもの、又は、

     近年の国内への侵入や分布の拡大が注目されている等の理由により、知見の集積が必要とされているもの。

対策優先度の要件 セルの色分け凡例
①生態系に係る潜在的な影響・被害が特に甚大である。

②生物多様性保全上重要な地域に侵入・定着し被害をもたらす可能性が高い。 ：特定外来生物に指定済み

③絶滅危惧種等の生息・生育に甚大な被害を及ぼす可能性が高い。 ：今回の指定候補案

④人の生命・身体や農林水産業等社会経済に対して甚大な被害を及ぼす。

⑤防除手法が開発されている、又は開発される見込みがある等、一定程度の知見があり、対策の目標を立て得る。

備考欄の*印 ： 旧要注意外来生物

【国外由来の外来種】 ※対策優先度の要件は緊急対策外来種・重点対策外来種のみ記入 2015.03.26

通し 分類群

No. No.
被害の深刻
度

実効性・実行
可能性

定着を予防する外来種（定着予防外来種）
侵入予防外来種

20 1 その他の無脊椎動物 ムネミオプシス・レイディ Mnemiopsis leidyi Ⅰ 未定着 *

21 2 その他の無脊椎動物 カワホトトギスガイ Dreissena polymorpha Ⅰ,Ⅲ 未定着 特定外来

22 3 その他の無脊椎動物 クワッガガイ Dreissena bugensis Ⅰ,Ⅲ 未定着 特定外来

23 4 その他の無脊椎動物 ディケロガマルス・ヴィロースス Dikerogammarus vilosus Ⅰ 未定着

24 5 その他の無脊椎動物 ヨーロッパミドリガニ Carcinus maenus Ⅰ 未定着 *

その他の定着予防外来種
74 6 その他の無脊椎動物 アスタクス属 Astacus spp. Ⅰ 未定着 特定外来

75 7 その他の無脊椎動物 ミステリークレイフィッシュ Procambarus fallax Ⅳ 未定着

76 8 その他の無脊椎動物 ラスティークレイフィッシュ Orconectes rusticus Ⅰ 未定着 特定外来

77 9 その他の無脊椎動物 ケラクス属 Cherax  spp. Ⅰ 未定着 特定外来

78 10 その他の無脊椎動物 外国産モクズガニ属 Eriocheir spp. Ⅰ 未定着 特定外来

総合的に対策が必要な外来種（総合対策外来種）
緊急対策外来種

108 11 その他の無脊椎動物 カワヒバリガイ属 Limnoperna spp. Ⅰ,Ⅲ 分布拡大期～まん延期 ①④ ⑤ 特定外来

109 12 その他の無脊椎動物 ウチダザリガニ（タンカイザリガニを含む） Pacifastacus leniusculus Ⅰ 定着初期／限定分布 ①②③ ⑤ 特定外来

110 13 その他の無脊椎動物 アメリカザリガニ Procambarus clarkii Ⅰ 分布拡大期～まん延期 ①③ ⑤ *

111 14 その他の無脊椎動物 ニューギニアヤリガタリクウズムシ Platydemus manokwari Ⅰ,Ⅱ 小笠原・南西諸島 ①②③ ⑤ 特定外来

重点対策外来種
136 15 その他の無脊椎動物 スクミリンゴガイ Pomacea canaliculata Ⅲ 分布拡大期～まん延期 ④ *

137 16 その他の無脊椎動物 ラプラタリンゴガイ Pomacea insulaｒum Ⅲ 分布拡大期～まん延期 ④

138 17 その他の無脊椎動物 アフリカマイマイ Achatina fulica Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ 定着初期／限定分布 ①②③④ *

139 18 その他の無脊椎動物 ヨーロッパザラボヤ Ascidiella aspersa Ⅲ 定着初期／限定分布 ④

140 19 その他の無脊椎動物 ヤマヒタチオビ Euglandina rosea Ⅰ,Ⅱ 小笠原・南西諸島 ①② 特定外来

その他の総合対策外来種
184 20 その他の無脊椎動物 マツノザイセンチュウ Bursaphelenchus xylophilus Ⅰ,Ⅲ 分布拡大期～まん延期

185 21 その他の無脊椎動物 シマメノウフネガイ Crepidula onyx Ⅳ 分布拡大期～まん延期

186 22 その他の無脊椎動物 コモチカワツボ Potamopyrgus antipodarum Ⅳ 分布拡大期～まん延期

187 23 その他の無脊椎動物 カラムシロ Nassarius sinarus Ⅰ,Ⅲ 定着初期／限定分布 *

188 24 その他の無脊椎動物 ハブタエモノアラガイ Lymnaea columella Ⅳ 分布拡大期～まん延期

189 25 その他の無脊椎動物 オオクビキレガイ Rumina decollata Ⅳ 分布拡大期～まん延期

190 26 その他の無脊椎動物 マダラコウラナメクジ Limax maximus Ⅳ 定着初期／限定分布

191 27 その他の無脊椎動物 ムラサキイガイ Mytilus galloprovincialis Ⅰ,Ⅲ 分布拡大期～まん延期 *

192 28 その他の無脊椎動物 ミドリイガイ Perna viridis Ⅰ,Ⅲ 分布拡大期～まん延期 *

193 29 その他の無脊椎動物 コウロエンカワヒバリガイ Xenostrobus securis Ⅰ,Ⅲ 分布拡大期～まん延期 *

194 30 その他の無脊椎動物 タイワンシジミ Corbicula fluminea Ⅰ 分布拡大期～まん延期 *

195 31 その他の無脊椎動物 イガイダマシ Mytilopsis sallei Ⅰ,Ⅲ 分布拡大期～まん延期 *

196 32 その他の無脊椎動物 ホンビノスガイ Mercenaria mercenaria Ⅳ 定着初期／限定分布

197 33 その他の無脊椎動物 シナハマグリ Meretrix petechialis Ⅰ,Ⅲ 定着初期／限定分布 *

198 34 その他の無脊椎動物 カニヤドリカンザシ Ficopomatus enigmaticus Ⅰ,Ⅲ 分布拡大期～まん延期 *

199 35 その他の無脊椎動物 カサネカンザシ Hydroides elegans Ⅲ 分布拡大期～まん延期 *

200 36 その他の無脊椎動物 タテジマフジツボ Amphibalanus amphitrite Ⅲ 分布拡大期～まん延期 *

201 37 その他の無脊椎動物 アメリカフジツボ Amphibalanus eburneus Ⅳ 分布拡大期～まん延期

202 38 その他の無脊椎動物 ヨーロッパフジツボ Amphibalanus improvisus Ⅳ 分布拡大期～まん延期

203 39 その他の無脊椎動物 キタアメリカフジツボ Balanus glandula Ⅳ 分布拡大期～まん延期

204 40 その他の無脊椎動物 フロリダマミズヨコエビ Cragonyx floridanus Ⅳ 分布拡大期～まん延期

205 41 その他の無脊椎動物 チチュウカイミドリガニ Carcinus aestuarii Ⅳ 分布拡大期～まん延期 *

適切な管理が必要な産業上重要な外来種（産業管理外来種）

【国内由来の外来種、国内に自然分布域を持つ国外由来の外来種】
通し 分類群

No. No.
被害の深刻
度

実効性・実行
可能性

総合的に対策が必要な外来種（総合対策外来種）

緊急対策外来種

重点対策外来種

223 1 その他の無脊椎動物 自然分布域外のサキグロタマツメタ Euspira fortunei Ⅰ,Ⅲ
国内に自然分布域を持つ
国外由来の外来種

①④

その他の総合対策外来種

備考分類群 和名 学名 選定理由 定着段階
対策優先度の要件

我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト

　＜無脊椎動物＞

分類群 和名 学名 選定理由 定着段階
対策優先度の要件※

備考

参考資料４
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　　選定理由
Ⅰ．生態系被害のうち交雑が確認されている、またはその可能性が高い。
Ⅱ．生物多様性の保全上重要な地域で問題になっている、またはその可能性が高い。
Ⅲ．人体に重篤な被害を引き起こす、またはその可能性が高い。
Ⅳ．生態系被害のうち競合または改変の影響が大きく、かつ分布拡大・拡散の可能性も高い。
Ⅴ．生態系被害のほか、人体や経済・産業へ幅広く被害を与えており、かつ分布拡大・拡散の可能性もある。 セルの色分け凡例

　　対策優先度の要件
①生態系に係る潜在的な影響・被害が特に甚大である。 ：特定外来生物に指定済み
②生物多様性保全上重要な地域に侵入・定着し被害をもたらす可能性が高い。
③絶滅危惧種等の生息・生育に甚大な被害を及ぼす可能性が高い。 ：今回の指定候補案
④人の生命・身体や農林水産業等社会経済に対して甚大な被害を及ぼす。
⑤防除手法が開発されている、又は開発される見込みがある等、一定程度の知見があり、対策の目標を立て得る。

　　備考欄の*印 ： 旧要注意外来生物

【国外由来の外来種】 ※対策優先度の要件は緊急対策外来種・重点対策外来種のみ記入 2015.03.26

被害の深刻
度

実効性・実
行可能性

定着を予防する外来種（定着予防外来種）

侵入予防外来種
1 イネ ビーチグラス Ammophila arenaria 未定着 海岸砂丘 Ⅳ

その他の定着予防外来種
2 カバノキ ヨーロッパハンノキ（オウシュウクロハンノキ） Alnus glutinosa 未定着 湿地 Ⅳ
3 クワ フランスゴムノキ（コバノゴムビワ） Ficus rubiginosa 未定着 Ⅳ
4 ベンケイソウ クラッスラ・ヘルムシー Tillaea helmsii 未定着 湿地 Ⅳ
5 カエデ ノルウェーカエデ（ヨーロッパカエデ） Acer platanoides 未定着 Ⅳ
6 カエデ アメリカハナノキ（ベニカエデ） Acer rubrum 未定着 ハナノキの生育地の周辺 Ⅰ
7 グミ ホソグミ（ロシアンオリーブ） Elaeagnus angustifolia 未定着 湿地や河原 Ⅳ
8 ギョリュウ タマリクス属雑種（ギョリュウ） Tamarix × hybrid 未定着 湿地や河原 Ⅳ （*）
9 ヤルマ ヤツデグワ Cecropia peltata 小笠原・南西諸島／未定着 Ⅳ *

10 ヤルマ ケクロピア・シュレベリアナ Cecropia schreberiana 小笠原・南西諸島／未定着 Ⅳ
11 トベラ シマトベラ（トウソヨゴ） Pittosporum undulatum 小笠原・南西諸島／未定着 Ⅳ
12 フトモモ タチバナアデク（ピタンガ） Eugenia uniflora 小笠原・南西諸島／未定着 Ⅳ

13 フトモモ
ムラサキフトモモ（ヨウミャクアデク、メシゲラック、ムレザキ
フトモモ）

Syzygium cumini 小笠原・南西諸島／未定着 Ⅳ

14 ノボタン アメリカクサノボタン Clidemia hirta 小笠原・南西諸島／未定着 Ⅳ *
15 ウコギ シェフレラ・アクチノフィラ（ブラッサイア、オクトパスツリー） Schefflera actinophylla 小笠原・南西諸島／未定着 Ⅳ
16 ヤブコウジ コウトウタチバナ（セイロンマンリョウ） Ardisia elliptica 小笠原・南西諸島／未定着 Ⅳ *
17 ガガイモ オオバナアサガオ（インドゴムカズラ） Cryptostegia grandiflora 小笠原・南西諸島／未定着 Ⅳ
18 ノウゼンカズラ トラノツメ（ネコノツメ） Macfadyena unguis-cati 小笠原・南西諸島／未定着 Ⅳ
19 キツネノマゴ ベンガルヤハズカズラ（ウリバローレルカズラ） Thunbergia grandiflora 小笠原・南西諸島／未定着 Ⅳ
20 リュウゼツラン アツバチトセラン（サンスベリア） Sansevieria trifasciata 小笠原・南西諸島／未定着 Ⅳ
21 イネ ダイサンチク（タイサンチク） Bambusa vulgaris 小笠原・南西諸島／未定着 Ⅳ
22 ヤシ シマケンチャヤシ（ユスラヤシモドキ） Archontophoenix cunninghamiana 小笠原・南西諸島／未定着 Ⅳ

総合的に対策が必要な外来種（総合対策外来種）

緊急対策外来種

23 アカウキクサ 外来アゾラ類 Azolla spp. 分布拡大期～まん延期
アカウキクサやオオアカウキクサの生
育地周辺

Ⅰ、Ⅳ ①③ ⑤
特定外来
（一部）

24 ヒユ ナガエツルノゲイトウ Alternanthera philoxeroides 分布拡大期～まん延期 池沼や湿地 Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ ①②③④ ⑤ 特定外来
25 ウリ アレチウリ Sicyos angulatus 分布拡大期～まん延期 河原の固有種の生育地 Ⅳ、Ⅴ ①③④ ⑤ 特定外来

26 アカバナ
オオバナミズキンバイなどを含むルドウィギア・グランディ
フロラ

Ludwigia grandiflora（L. grandiflora ssp.
grandiflora ）

定着初期／限定分布 湖沼
Ⅰ、Ⅱ、
Ⅳ、Ⅴ

①②③④ ⑤ 特定外来

27 アリノトウグサ オオフサモ Myriophyllum aquaticum 分布拡大期～まん延期 池沼や湿地 Ⅳ ①③ ⑤ 特定外来
28 セリ ブラジルチドメグサ Hydrocotyle ranunculoides 定着初期／限定分布 池沼 Ⅳ ①③ ⑤ 特定外来
29 ゴマノハグサ オオカワヂシャ Veronica anagallis-aquatica 分布拡大期～まん延期 カワヂシャが生育する河原や湿地 Ⅰ、Ⅳ ①③ ⑤ 特定外来
30 キク オオキンケイギク Coreopsis lanceolata 分布拡大期～まん延期 河原の固有種の生育地 Ⅳ ①③ ⑤ 特定外来
31 キク ミズヒマワリ Gymnocoronis spilanthoides 分布拡大期～まん延期 池沼 Ⅱ、Ⅳ ①②③ ⑤ 特定外来
32 キク オオハンゴンソウ Rudbeckia laciniata 分布拡大期～まん延期 湿原や林床 Ⅱ、Ⅳ ①②③ ⑤ 特定外来
33 キク ナルトサワギク Senecio madagascariensis 分布拡大期～まん延期 Ⅳ、Ⅴ ①④ ⑤ 特定外来
34 イネ スパルティナ属 Spartina spp. 定着初期／限定分布 干潟 Ⅱ、Ⅳ ①②③ ⑤ 特定外来
35 サトイモ ボタンウキクサ Pistia stratiotes 分布拡大期～まん延期 暖地の池沼や湿地 Ⅱ、Ⅳ ①②③ ⑤ 特定外来
36 キク ツルヒヨドリ（ツルギク、ミカニア・ミクランサ） Mikania micrantha 小笠原・南西諸島 Ⅱ、Ⅳ ①②③ ⑤ 特定外来
37 キク アメリカハマグルマ（ミツバハマグルマ） Sphagneticola  trilobata 小笠原・南西諸島 隆起珊瑚礁など海岸砂地や岩場、林 Ⅱ、Ⅳ ①②③ ⑤ *

重点対策外来種
38 ハマミズナ バクヤギク（エデュリス、莫邪菊） Carpobrotus edulis 定着初期／限定分布 海岸砂浜 Ⅱ、Ⅳ ①②③
39 サボテン ウチワサボテン属 Opuntia spp. 分布拡大期～まん延期 海岸砂浜や河原 Ⅱ、Ⅳ ①②③ (*）
40 スイレン ハゴロモモ（フサジュンサイ、カモンバ） Cabomba caroliniana 分布拡大期～まん延期 ため池、湖沼 Ⅳ ①③ *
41 スイレン 園芸スイレン Nymphaea cv. 分布拡大期～まん延期 ため池、湖沼 Ⅳ ①③

42 モウセンゴケ
ナガエモウセンゴケ（ナガエノモウセンゴケ、ドロセラ・イン
ターメディア）等の外来モウセンゴケ類

Drosera intermedia 、Drosera  spp. 定着初期／限定分布 湿地 Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ ①②③ 特定外来

43 アブラナ オランダガラシ（クレソン） Nasturtium officinale 分布拡大期～まん延期 池沼や渓流 Ⅳ、Ⅴ ①③④ *
44 マメ ナガバアカシア Acacia longifolia 定着初期／限定分布 Ⅳ ①
45 マメ メラノキシロンアカシア（ブラックウッドアカシア） Acacia melanoxylon 定着初期／限定分布 Ⅳ ①
46 マメ モリシマアカシア Acacia mearnsii 分布拡大期～まん延期 蛇紋岩地や草原 Ⅱ、Ⅳ ①②③ *
47 マメ イタチハギ（クロバナエンジュ） Amorpha fruticosa 分布拡大期～まん延期 河川敷、海岸、亜高山帯、リンゴ園周 Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ ①②④ *

48 マメ
シュッコンルピナス（ルピナス、タヨウハウチワマメ、ノボリ
フジ）

Lupinus polyphyllus 定着初期／限定分布 自然草原 Ⅱ、Ⅳ ①②③

49 ニガキ ニワウルシ（シンジュ） Ailanthus altissima 分布拡大期～まん延期 河川敷、二次林 Ⅳ ①③
50 アカバナ アメリカミズユキノシタ（ルドウィジア・レペンス） Ludwigia repens 定着初期／限定分布 池沼や湿地 Ⅱ、Ⅳ ①②③ *
51 アカバナ コマツヨイグサ Oenothera laciniata 分布拡大期～まん延期 海岸砂浜 Ⅱ、Ⅳ ①②③ *
52 セリ ウチワゼニクサ（タテバチドメグサ） Hydrocotyle verticillata var. triradiata 分布拡大期～まん延期 池沼や湿地 Ⅳ ①③
53 モクセイ トウネズミモチ Ligustrum lucidum 分布拡大期～まん延期 暖地の河川敷、二次林、湿地 Ⅱ、Ⅳ ①② *
54 キョウチクトウ ツルニチニチソウ Vinca major 分布拡大期～まん延期 二次林林床、草原、海岸砂浜 Ⅳ ①③
55 ヒルガオ 外来ノアサガオ類 Ipomoea spp. （Pharbitis  spp.） 分布拡大期～まん延期 海岸や林縁 Ⅳ ①③
56 クマツヅラ シチヘンゲ（ランタナ） Lantana camara 分布拡大期～まん延期 暖地の海岸 Ⅱ、Ⅳ ①② *
57 アワゴケ イケノミズハコベ Callitriche stagnalis 分布拡大期～まん延期 湧水河川、水路 Ⅳ ①③
58 ナス ダイオウナスビ Solanum mauritianum 定着初期／限定分布 二次林 Ⅳ ①

59 フジウツギ
フサフジウツギ（ニシキフジウツギ、チチブフジウツギ、ブッ
ドレア）

Buddleja davidii 分布拡大期～まん延期 河原 Ⅱ、Ⅳ ①②③

60 ゴマノハグサ ハビコリハコベ（グロッソスティグマ） Glossostigma elatinoides 定着初期／限定分布 池沼や湿地 Ⅱ、Ⅳ ①②③
61 タヌキモ オオバナイトタヌキモ（ウトリクラリア・ギッバ） Utricularia gibba 定着初期／限定分布 湿地 Ⅱ、Ⅳ ①②③
62 タヌキモ エフクレタヌキモ Utricularia inflata 定着初期／限定分布 湿地 Ⅱ、Ⅳ ①②③
63 キク オオブタクサ（クワモドキ） Ambrosia trifida 分布拡大期～まん延期 湿地や河原 Ⅳ ①③ *
64 キク セイタカアワダチソウ（セイタカアキノキリンソウ） Solidago altissima 分布拡大期～まん延期 湿原・湿地 Ⅱ、Ⅳ ①②③ *
65 キク オオアワダチソウ Solidago gigantea var leiophylla 分布拡大期～まん延期 湿原・湿地 Ⅱ、Ⅳ ①②③ *
66 キク 外来性タンポポ種群 Taraxacum officinale 、T. spp. 分布拡大期～まん延期 自然草原や高山 Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ ①②③ *
67 オモダカ ヒロハオモダカ（ジャイアントサジタリア） Sagittaria platyphylla 定着初期／限定分布 河川や湿地 Ⅳ ①③
68 オモダカ ナガバオモダカ（ジャイアントサジタリア） Sagittaria weatherbiana 分布拡大期～まん延期 湿地や池沼 Ⅱ、Ⅳ ①②③ *
69 トチカガミ オオカナダモ（アナカリス） Egeria densa 分布拡大期～まん延期 池沼 Ⅱ、Ⅳ ①②③ *
70 トチカガミ コカナダモ Elodea nuttallii 分布拡大期～まん延期 池沼や渓流 Ⅱ、Ⅳ ①②③ *
71 トチカガミ クロモモドキ（ラガロシフォン・マヨール） Lagarosiphon major 定着初期／限定分布 湖沼や河川 Ⅳ ①③

72 トチカガミ
アマゾントチカガミ（アマゾンフロッグピット、リムノビウム・
ラエビガータム）

Limnobium laevigatum 定着初期／限定分布 温暖地の池沼や湿地 Ⅱ、Ⅳ ①②③

73 トチカガミ
外来セキショウモ（オオセキショウモ（ジャイアントバリスネ
リア）、セイヨウセキショウモに酷似した外来種）

Vallisneria gigantea、Vallisneria spp. 分布拡大期～まん延期 池沼や渓流 Ⅱ、Ⅳ ①②③

74 リュウゼツラン アツバキミガヨラン Yucca gloriosa 定着初期／限定分布 海岸砂浜 Ⅱ、Ⅳ ①②③
75 ミズアオイ ホテイアオイ（ウォーターヒヤシンス） Eichhornia crassipes 分布拡大期～まん延期 池沼や湿地 Ⅱ、Ⅳ ①②③ *
76 アヤメ キショウブ Iris pseudacorus 分布拡大期～まん延期 池沼や湿地 Ⅱ、Ⅳ ①②③ *
77 イグサ コゴメイ Juncus sp. 分布拡大期～まん延期 イグサなどが生育する河川敷や湿地 Ⅳ ①③

78 ツユクサ
ノハカタカラクサ（トキワツユクサ、トラデスカンティア・フル
ミネンシス）

Tradescantia fluminensis 分布拡大期～まん延期 二次林林床 Ⅳ ①③ *

79 イネ オオハマガヤ（アメリカハマニンニク、アメリカカイガンソウ） Ammophila breviligulata 分布拡大期～まん延期 海岸砂浜 Ⅱ、Ⅳ ①②③

80 イネ
シナダレスズメガヤ（ウイーピングラブグラス、セイタカカゼ
クサ）

Eragrostis curvula 分布拡大期～まん延期 河原、海岸砂浜 Ⅳ ①③ *

81 イネ チクゴスズメノヒエ Paspalum distichum var. indutum 分布拡大期～まん延期 湿地や池沼 Ⅳ、Ⅴ ①④③
82 カヤツリグサ アサハタヤガミスゲ Carex longii 定着初期／限定分布 湿地 Ⅳ ①③

選定理由
対策優先度の要件※

備考

我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト

　＜植物＞

No. 科名 和名（別名、流通名） 学名 定着段階 特に問題となる地域や環境

参考資料４
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被害の深刻
度

実効性・実
行可能性

選定理由
対策優先度の要件※

備考No. 科名 和名（別名、流通名） 学名 定着段階 特に問題となる地域や環境

83 カヤツリグサ シュロガヤツリ（カラカサガヤツリ） Cyperus alternifolius 分布拡大期～まん延期 暖地の池沼や湿地 Ⅱ、Ⅳ ①②③
84 カヤツリグサ メリケンガヤツリ Cyperus eragrostis 分布拡大期～まん延期 湿地、河川敷 Ⅳ ①③ *
85 サンショウモ オオサンショウモ Salvinia molesta 小笠原・南西諸島 暖地の池沼 Ⅱ、Ⅳ ①②③ *
86 モクマオウ トクサバモクマオウ（トキワギョリュウ） Casuarina equisetifolia 小笠原・南西諸島 Ⅱ、Ⅳ ①②③
87 クワ パンノキ Artocarpus altilis 小笠原・南西諸島 シイ・カシ林 Ⅱ、Ⅳ ①②
88 イラクサ コゴメミズ（コメバコケミズ、ピレア・ミクロフィラ） Pilea microphylla 小笠原・南西諸島 陰湿な岩場 Ⅱ、Ⅳ ①②③
89 スベリヒユ ケツメクサ（ヒメマツバボタン、ケヅメグサ） Portulaca pilosa 小笠原・南西諸島 海岸の隆起サンゴ礁や岩礁 Ⅱ、Ⅳ ①②③

90 ベンケイソウ
セイロンベンケイ（トウロウソウ、セイロンベンケイソウ、ハ
カラメ）

Bryophyllum pinnatum 小笠原・南西諸島 海岸岩場や石灰岩地 Ⅱ、Ⅳ ①②③

91 マメ ソウシジュ（タイワンアカシア） Acacia confusa 小笠原・南西諸島 Ⅱ、Ⅳ ①②③
92 マメ ギンネム（ギンゴウカン、タマザキセンナ） Leucaena leucocephala 小笠原・南西諸島 Ⅱ、Ⅳ ①②③ *
93 ツリフネソウ アフリカホウセンカ Impatiens walleriana 小笠原・南西諸島 林床 Ⅱ、Ⅳ ①②

94 フトモモ
テリハバンジロウ（キバンジロウ、キバンザクロ、シマフトモ
モ）

Psidium cattleianum 小笠原・南西諸島 森林 Ⅱ、Ⅳ ①②③ *

95 ヒルガオ モミジバヒルガオ（タイワンアサガオ、モミジヒルガオ） Ipomoea cairica 小笠原・南西諸島 Ⅱ、Ⅳ ①②③
96 クマツヅラ ヒメイワダレソウ（ヒメイワダレ） Phyla canescens 小笠原・南西諸島 河原や草原 Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ ①②
97 リュウゼツラン アオノリュウゼツラン（リュウゼツラン） Agave americana 小笠原・南西諸島 海岸岩場 Ⅱ、Ⅳ ①②③
98 イネ モンツキガヤ（アイダガヤ、ナンゴクヒメアブラススキ） Bothriochloa bladhii 小笠原・南西諸島 海岸草原 Ⅱ、Ⅳ ①②③
99 イネ ヨシススキ（サッカラム パープルピープルグリーター） Saccharum arundinaceum 小笠原・南西諸島 Ⅱ、Ⅳ ①②

その他の総合対策外来種
100 ミカヅキゼニゴケ ミカヅキゼニゴケ Lunularia cruciata 分布拡大期～まん延期 Ⅳ
101 ウキゴケ ウロコハタケゴケ Riccia lamellosa 分布拡大期～まん延期 Ⅳ
102 ウキゴケ サビイロハタケゴケ Riccia nigrella 分布拡大期～まん延期 Ⅳ
103 イワヒバ コンテリクラマゴケ（レインボーファーン） Selaginella uncinata 分布拡大期～まん延期 温暖地の林床 Ⅳ
104 タデ シャクチリソバ（シュッコンソバ、ヒマラヤソバ） Fagopyrum dibotrys 分布拡大期～まん延期 河川敷 Ⅳ
105 タデ カライタドリ Fallopia forbesii 定着初期／限定分布 イタドリやオオイタドリの生育地周辺 Ⅰ、Ⅳ
106 タデ ヒメツルソバ（カンイタドリ） Persicaria capitata 分布拡大期～まん延期 海岸岩場 Ⅳ
107 タデ ヒメスイバ Rumex acetosella 分布拡大期～まん延期 海岸砂浜、山地草原 Ⅳ、Ⅴ

108 タデ ナガバギシギシ(チジミスイバ) Rumex crispus 分布拡大期～まん延期
ノダイオウなどの在来のギシギシ類の
生育地周辺

Ⅰ

109 タデ エゾノギシギシ（ヒロハギシギシ） Rumex obtusifolius var. agrestis 分布拡大期～まん延期
亜高山帯の自然草原や湿地、ノダイオ
ウなどの在来のギシギシ類の生育地

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ *

110 ナデシコ ムシトリナデシコ（ハエトリナデシコ、コマチソウ） Silene armeria 分布拡大期～まん延期 河原 Ⅳ
111 ナデシコ マンテマ（マンテマン） Silene gallica var. quinquevulnera 分布拡大期～まん延期 海岸砂地、河原、湖岸の砂地 Ⅳ
112 アカザ ホコガタアカザ Atriplex prostrata 分布拡大期～まん延期 塩湿地 Ⅳ
113 メギ ヒイラギナンテン Berberis japonica 分布拡大期～まん延期 都市近郊の森林林床 Ⅳ
114 ケシ ハカマオニゲシ（ボタンゲシ） Papaver bracteatum 定着初期／限定分布 Ⅴ
115 ケシ アツミゲシ Papaver somniferum ssp. setigerum 分布拡大期～まん延期 Ⅴ
116 アブラナ ハルザキヤマガラシ（セイヨウヤマガラシ） Barbarea vulgaris 分布拡大期～まん延期 亜高山帯、河川敷 Ⅱ、Ⅳ *
117 アブラナ セイヨウカラシナ（カラシナ） Brassica juncea 分布拡大期～まん延期 河原 Ⅳ
118 アブラナ オニハマダイコン Cakile edentula 分布拡大期～まん延期 海岸砂浜 Ⅳ
119 バラ ピラカンサ類 Pyracantha spp. 分布拡大期～まん延期 河原の固有種の生育地 Ⅳ
120 マメ エニシダ（エニスダ） Cytisus scoparius 分布拡大期～まん延期 河川敷、海岸 Ⅳ
121 マメ アレチヌスビトハギ Desmodium paniculatum 分布拡大期～まん延期 河原、里草地 Ⅳ
122 カタバミ オオキバナカタバミ（キイロハナカタバミ） Oxalis pes-caprae 分布拡大期～まん延期 落葉樹の林床 Ⅳ
123 トウダイグサ ナンキンハゼ Triadica sebifera 分布拡大期～まん延期 照葉樹林 Ⅳ

124 ツリフネソウ
アカボシツリフネ（アカボシツリフネソウ、ケープツリフネ、
ケープツリフネソウ）

Impatiens capensis 定着初期／限定分布 湿地 Ⅳ

125 ウコギ カミヤツデ（ツウソウ（通草）、ツウダツボク（通脱木）） Tetrapanax papyrifer 分布拡大期～まん延期 河川敷や林縁 Ⅳ
126 セリ ドクニンジン Conium maculatum 分布拡大期～まん延期 Ⅳ、Ⅴ *
127 アカネ オオフタバムグラ Diodia teres 分布拡大期～まん延期 海岸砂浜、河川敷 Ⅱ、Ⅳ *
128 ヒルガオ アメリカネナシカズラ Cuscuta pentagona 分布拡大期～まん延期 海浜植物の生育地 Ⅳ *
129 ヒルガオ ホシアサガオ Ipomoea triloba 分布拡大期～まん延期 Ⅳ、Ⅴ

130 クマツヅラ
アレチハナガサ類（アレチハナガサ、ダキバアレチハナガ
サ、ヤナギハナガサ（サンジャクバーベナ）、ヒメクマツヅラ
（ハマクマツヅラ）

Verbena  spp.（V. brasiliensis, V.
incompta, V. bonariensis, V. litoralis ） 分布拡大期～まん延期 河川敷の湿地や草原 Ⅳ

131 ナス チョウセンアサガオ属 Datura  spp.（Brugmansia　 spp.） 分布拡大期～まん延期 Ⅴ *
132 ゴマノハグサ ウキアゼナ（バコパ・ロトンディフォリア、カラカワクサ） Bacopa rotundifolia 分布拡大期～まん延期 池沼や湿地 Ⅳ

133 キク
ワタゲハナグルマ、ワタゲツルハナグルマ（アークトセカ・カ
レンジュラ）

Arctotheca calendula、A. prostrata 定着初期／限定分布 海岸砂浜 Ⅳ

134 キク ネバリノギク Aster novae-angliae 分布拡大期～まん延期 半自然草地 Ⅳ *
135 キク ユウゼンギク Aster novi-belgii 分布拡大期～まん延期 半自然草地 Ⅳ
136 キク アメリカセンダングサ Bidens frondosa 分布拡大期～まん延期 湿地 Ⅳ、Ⅴ *

137 キク 栽培キク属 Chrysanthemum （Dendranthema ） cv. 定着初期／限定分布
絶滅危惧種を含むキク属の生育地周
辺

Ⅰ

138 キク アメリカオニアザミ Cirsium vulgare 分布拡大期～まん延期 自然草原 Ⅳ *
139 キク ケナシヒメムカシヨモギ（ケナシムカシヨモギ） Conyza parva 分布拡大期～まん延期 海浜 Ⅳ
140 キク ハルシャギク Coreopsis tinctoria 分布拡大期～まん延期 湿地、河原 Ⅳ
141 キク ヒメジョオン Erigeron annuus 分布拡大期～まん延期 山地や亜高山帯の草原 Ⅱ、Ⅳ *

142 キク
ペラペラヨメナ(ペラペラヒメジョオン、メキシコヒナギク、エ
リゲロン・カルビンスキアヌス、源平小菊、ゲンペイコギク)

Erigeron karvinskianus 分布拡大期～まん延期 海岸や川岸の岩場 Ⅳ

143 キク マルバフジバカマ（ユーパトリウム・チョコレート） Eupatorium rugosum 分布拡大期～まん延期 二次林やスギ林の林床 Ⅳ
144 キク コウリンタンポポ（エフデタンポポ） Hieracium aurantiacum 分布拡大期～まん延期 寒冷地や亜高山帯の自然草原 Ⅱ、Ⅳ
145 キク キバナコウリンタンポポ（ノハラタンポポ、キバナノコリンタ Hieracium caespitosum 定着初期／限定分布 寒冷地や亜高山帯の自然草原 Ⅱ、Ⅳ
146 キク フランスギク Leucanthemum vulgare 分布拡大期～まん延期 亜高山帯 Ⅱ、Ⅳ

147 キク
アラゲハンゴンソウ（キヌガサギク、ルドベキア・ヒルタ、グ
ロリオサ・デージー）

Rudbeckia hirta var. pulcherrima 分布拡大期～まん延期 湿原、自然草原 Ⅱ、Ⅳ

148 キク オオオナモミ Xanthium canadense 分布拡大期～まん延期 オナモミの生育地や河川敷 Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ *

149 ユリ シンテッポウユリ（新鉄砲ユリ、タカサゴユリ） Lilium × formologi 分布拡大期～まん延期
絶滅危惧種のウケユリなど、交雑のお
それのあるユリ属の生育地周辺

Ⅰ

150 ユリ ハナニラ（セイヨウアマナ） Ipheion uniflorum 分布拡大期～まん延期 里草地 Ⅳ

151 アヤメ
ヒメヒオウギズイセン（ヒメヒオオギズイセン、モントブレチ
ア）

Crocosmia x crocosmiiflora 分布拡大期～まん延期
河川敷、海岸や山地の草原、二次林
林床

Ⅳ

152 イネ メリケンカルカヤ Andropogon virginicus 分布拡大期～まん延期 雑木林、草地、河川敷 Ⅳ *
153 イネ ハルガヤ（スイートバーナルグラス） Anthoxanthum odoratum 分布拡大期～まん延期 里草地や山地草原 Ⅳ
154 イネ シロガネヨシ（パンパスグラス） Cortaderia selloana 分布拡大期～まん延期 Ⅳ
155 イネ オオクサキビ Panicum dichotomiflorum 分布拡大期～まん延期 湿地や河川敷 Ⅳ
156 イネ キシュウスズメノヒエ（カリマタスズメノヒエ） Paspalum distichum var. distichum 分布拡大期～まん延期 湿地や池沼 Ⅳ、Ⅴ *
157 イネ セイバンモロコシ（ジョンソングラス） Sorghum halepense 分布拡大期～まん延期 河川敷、草原 Ⅳ
158 カヤツリグサ アメリカヤガミスゲ Carex scoparia 分布拡大期～まん延期 湿地 Ⅳ
159 タデ ツルドクダミ（カシュウ、何首烏） Fallopia multiflora 小笠原・南西諸島 Ⅱ、Ⅳ
160 ヤマゴボウ ジュズサンゴ Rivina humilis 小笠原・南西諸島 林床 Ⅱ、Ⅳ
161 ツルムラサキ ツルムラサキ Basella rubra 小笠原・南西諸島 Ⅱ、Ⅳ

162 ムクロジ コフウセンカズラ
Cardiospermum halicacabum  var.
microcarpum

小笠原・南西諸島 Ⅱ、Ⅳ

163 アオイ フヨウ Hibiscus mutabilis 小笠原・南西諸島 サキシマフヨウの生育地周辺 Ⅰ

164 トケイソウ
クサトケイソウ（パッシフローラ・フォエティダ、ワイルドパッ
ションフルーツ）

Passiflora foetida 小笠原・南西諸島 Ⅱ、Ⅳ

165 フトモモ フトモモ Syzygium jambos 小笠原・南西諸島 山地の渓流沿い Ⅳ
166 クマツヅラ ナガボソウ属 Stachytarpheta spp. 小笠原・南西諸島 Ⅳ

167 キツネノマゴ
ヤナギバルイラソウ（ムラサキイセハナビ、ルエリア・ブリト
リアナ、リュエリア、メキシコペチュニア）

Ruellia brittoniana 小笠原・南西諸島 湿地や河原 Ⅳ

168 キク
カッコウアザミ、ムラサキカッコウアザミ（オオカッコウアザ
ミ）、アゲラタム（総称名）

Ageratum conyzoides、A. houstinianum 小笠原・南西諸島 Ⅳ

169 キク タチアワユキセンダングサ（オオバナセンダングサ） Bidens pilosa  var. radiata 小笠原・南西諸島 Ⅳ *
170 キク ヒマワリヒヨドリ Chromolaena odorata 小笠原・南西諸島 Ⅳ *
171 キク タワダギク Pluchea odorata 小笠原・南西諸島 Ⅳ
172 イネ シマスズメノヒエ（ダリスグラス） Paspalum dilatatum 小笠原・南西諸島 里草地 Ⅳ
173 イネ タチスズメノヒエ（ベイジーグラス） Paspalum urvillei 小笠原・南西諸島 Ⅳ、Ⅴ
174 イネ ムラサキタカオススキ Saccharum formosanum  var. 小笠原・南西諸島 Ⅳ
175 ヤシ トウ属の一種（カラムス） Calamus sp. 小笠原・南西諸島 自然林 Ⅳ
176 ショウガ ハナシュクシャ（シュクシャ、バタフライジンジャー） Hedychium coronarium 小笠原・南西諸島 Ⅱ、Ⅳ

 適切な管理が必要な産業上重要な外来種（産業管理外来種）
177 マタタビ キウイフルーツ（シナサルナシ） Actinidia chinensis  var. deliciosa 分布拡大期～まん延期 森林 Ⅳ
178 バラ ビワ（ヒワ） Eriobotrya japonica 分布拡大期～まん延期 石灰岩質の岩崖地 Ⅳ
179 マメ ハリエンジュ（ニセアカシア） Robinia pseudoacacia 分布拡大期～まん延期 河原、海岸林、リンゴ園の周辺 Ⅱ、Ⅳ *

180 マメ
外来クサフジ類（ビロードクサフジ（ヘアリーベッチ、シラゲ
クサフジ）、ナヨクサフジ（スムーズベッチ））

Vicia villosa ssp. vaillosa 、V. villosa
ssp. varia

分布拡大期～まん延期 河川敷や山地草原 Ⅳ

181 イネ コヌカグサ（レッドトップ）、クロコヌカグサ Agrostis gigantea、 Agrostis nigra 分布拡大期～まん延期
河川敷、絶滅危惧種のヌカボ属の生
育地周辺

Ⅰ、Ⅳ

182 イネ カモガヤ（オーチャードグラス） Dactylis glomerata 分布拡大期～まん延期 山地草原 Ⅱ、Ⅳ *

183 イネ オニウシノケグサ（トールフェスク、ケンタッキー31フェスク） Festuca arundinacea 分布拡大期～まん延期
里草地、河川堤防などの半自然草地、
亜高山帯の草地

Ⅱ、Ⅳ *

184 イネ
ドクムギ属（イタリアンライグラス、ペレニアルライグラス
等）

Lolium spp. 分布拡大期～まん延期
河原や自然草原、ボウムギは海岸砂
地

Ⅳ *

185 イネ オオアワガエリ（チモシー） Phleum pratense 分布拡大期～まん延期 亜高山帯や山地の草原 Ⅱ、Ⅳ *
186 イネ モウソウチクなどの竹類 Phyllostachys edulis、Phyllostachys 分布拡大期～まん延期 二次林、自然林 Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
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187 イネ ナギナタガヤ（ネズミノシッポ） Vulpia myuros 分布拡大期～まん延期 海岸砂地、草原 Ⅳ
188 イネ ギネアキビ（ギニアグラス、ギニアキビ、イヌキビ） Panicum maximum 小笠原・南西諸島 Ⅱ、Ⅳ
189 イネ アメリカスズメノヒエ（バヒアグラス、オニスズメノヒエ） Paspalum notatum 小笠原・南西諸島 Ⅱ、Ⅳ

190 イネ
ナピアグラス（ネピアグラス、エレファントグラス、ペルーグ
ラス）

Pennisetum purpureum 小笠原・南西諸島 Ⅱ、Ⅳ

【国内由来の外来種・国内に自然分布域を持つ国外由来の外来種】

被害の深刻
度

実効性・実
行可能性

定着を予防する外来種（定着予防外来種）

侵入予防外来種
191 イワヅタ 変異種のイチイヅタ（キラー海藻） Caulerpa taxifolia 国内由来の外来種 Ⅳ

総合的に対策が必要な外来種（総合対策外来種）

緊急対策外来種
192 トウダイグサ 小笠原諸島・奄美諸島などのアカギ Bischofia javanica 国内由来の外来種 小笠原諸島や奄美諸島 Ⅱ、Ⅳ ①②③ ⑤

重点対策外来種
193 マツ 小笠原諸島などのリュウキュウマツ（オキナワマツ） Pinus luchuensis 国内由来の外来種 小笠原諸島 Ⅱ、Ⅳ ①②③
194 クワ 小笠原諸島などのガジュマル Ficus microcarpa 国内由来の外来種 小笠原諸島の父島 Ⅱ、Ⅳ ①②③

195 クワ 小笠原諸島などのシマグワ Morus australis 国内由来の外来種
小笠原諸島のオガサワラグワの生育
地

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ ①②③

196 ケシ 白山などの高山帯のコマクサ Dicentra peregrina 国内由来の外来種
白山、北海道の樽前山・羊蹄山・前天
塩岳、白山、日光白根山

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ ①②③

197 トウダイグサ 屋久島などのアブラギリ（ドクエ） Vernicia cordata 国内由来の外来種 屋久島 Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ ①②③

198 オオバコ 高山帯のオオバコ Plantago asiatica 国内由来の外来種
ハクサンオオバコが生育する白山や立
山

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ ①②③

その他の総合対策外来種

199 タデ 山地のギシギシ Rumex japonicus 国内由来の外来種
北海道、早池峰、立山など、希少種の
ギシギシ属の生育場所

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

200 ヤシ 九州北部以北の森林内などのシュロ類 Trachycarpus spp. 国内由来の外来種 温暖な地域の森林 Ⅰ、Ⅳ

定着段階 特に問題となる地域や環境
対策優先度の要件

備考No. 科名 和名（別名、流通名） 学名 選定理由
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