第１次特定外来生物選定種及び要注意外来生物分類群別一覧表

第１次指定

哺乳類・鳥類

爬虫類・両生類

魚類

昆虫類

タイワンザル、カニクイザル、アカゲ
ザル、アライグマ、カニクイアライグ
マ、ジャワマングース、クリハラリス
（タイワンリス含む）、トウブハイイロ
リス、ヌートリア、フクロギツネ、キョ
ン
ガビチョウ、カオグロガビチョウ、カ
オジロガビチョウ、ソウシチョウ

カミツキガメ、グリーンア オオクチバス、コクチバス、ブルーギ ヒアリ、アカカミアリ、ア
ノール、ブラウンアノー ル
ルゼンチンアリ
ル、ミナミオオガシラ、タ チャネルキャットフィッシュ
イワンスジオ、タイワン
ハブ
オオヒキガエル

ゴケグモ属のうち４種（セアカ ナガエツルノゲイトウ、ブラジルチドメグサ、ミズヒマワリ
ゴケグモ、ハイイロゴケグモ、
ジュウサンボシゴケグモ、クロ
ゴケグモ）、イトグモ属のうち３
種、ジョウゴグモ科のうち２属
全種、キョクトウサソリ科全種

哺乳類１１種
鳥類４種

爬虫類６種
両生類１種

５種類

４種

３種

植物

合計

３種

３７種
類

セイヨウオオマルハナバチ

継続検討中
ナミハリネズミ、リスザル、キタリ
ス、シマリス、タイリクモモンガ、フェ
レット、アメリカミンク、シカ属８種、
インドクジャク、外国産メジロ

ワニガメ、ミシシッピアカ
ミミガメ、キバラガメ、
クーターガメ属全種、チ
ズガメ属３種、ハナガメ、
チュウゴクスッポン、アメ
リカスッポン属全種、グ
リーンイグアナ、ヒョウモ
ントカゲモドキ、アフリカ
ツメガエル、コキーコヤ
スガエル、ヒキガエル属
５種、ウシガエル、シロア
ゴガエル

10

15

要注意外来生物リスト（暫定
版）

その他
（新たな知見が得られたもの
等）

無脊椎動物

１種類

ソウギョ、アオウオ、オオタナゴ、タイ クワガタムシ科、ホソオ イガイダマシ、カワホトトギス
リクバラタナゴ、ブラウントラウト、カ チョウ、アカボシゴマダラ ガイ、タイワンシジミ種群、シ
ワマス、ニジマス、カダヤシ、グッ
ナハマグリ、カニヤドリカンザ
ピー、ケツギョ、コウライケツギョ、ナ
シ、カサネカンザシ、ヨーロッ
イルパーチ、ストライプトバス、ホワイ
パミドリガニ、チチュウカイミド
トバス、タイリクスズキ、ヨーロピアン
リガニ、チュウゴクモクズガ
パーチ、パイクパーチ、マーレーコッ
ニ、ウチダザリガニ、アメリカ
ド、ゴールデンパーチ、ナイルティラ
ザリガニ、ムラサキイガイ、ミド
ピア、カワスズメ、カルムチー、タイワ
リイガイ、カワヒバリガイ、コウ
ンドジョウ、コウタイ、ノーザンパイ
ロエンカワヒバリガイ、タテジ
ク、マスキーパイク、ヨーロッパナマ
マフジツボ、カラムシロ、ヤマ
ズ、ウォーキングキャットフィッシュ、
ヒタチオビ、ニューギニアヤリ
マダラロリカリア
ガタリクウズムシ

29

3
チャイロネッタイスズバ
チ、ナンヨウチビアシナ
ガバチ、テナガコガネ類

キューバアマガエル
1

3

19

アメリカアカウキクサ、オオサンショウモ、ハゴロモモ、ア １３６種
メリカミズユキノシタ、オオフサモ、オトメアゼナ、ハナガ 類
ガブタ、ナガバオモダカ、オオカナダモ、コカナダモ、ホ
テイアオイ、キショウブ、ボタンウキクサ、ムラサキカタ
バミ、ハルジオン、オオハンゴンソウ、セイタカアワダチ
ソウ、ヒメジョオン、ノハカタカラクサ、イタチハギ、ギンネ
ム、ハリエンジュ、トウネズミモチ、ハイイロヨモギ、シナ
ダレスズメガヤ、オニウシノケグサ、カモガヤ、シバム
ギ、キシュウスズメノヒエ、オオアワガエリ、オランダガラ
シ、キクイモ、外来種タンポポ種群、ハリビユ、イチビ、
エゾノギシギシ、アレチウリ、ハルザキヤマガラシ、ドク
ニンジン、メマツヨイグサ、コマツヨイグサ、ワルナスビ、
ヤセウツボ、ヘラオオバコ、アメリカネナシカズラ、セイヨ
ウヒルガオ、オオフタバムグラ、オオカワヂシャ、アメリ
カオニアザミ、カミツレモドキ、ブタクサ、ブタナ、オオオ
ナモミ、オオブタクサ、アメリカセンダングサ､コセンダン
グサ、オオアレチノギク、ヒメムカシヨモギ、メリケンカル
カヤ、メリケンガヤツリ
60
チョウセンアサガオ、ナルトサワギク、ショクヨウガヤツリ ７種類
3

参考資料２

「世界の侵略的外来種ワースト１００（ＩＵＣＮ）」掲載種における第２次指定の検討対象種
哺乳類・鳥類

爬虫類・両生類

魚類

昆虫類

カニクイザル、ジャワマン
ミナミオオガシラ、オオヒ オオクチバス
グース、トウブハイイロリス、 キガエル
ヌートリア、フクロギツネ

ヒアリ、アルゼンチンアリ

哺乳類５種
鳥類０種

爬虫類１種
両生類１種

１種

２種

アカシカ

アカミミガメ、ウシガエ
ル、コキコヤスガエル

ウォーキングキャットフィッシュ
（ヒレナマズの１種）、カダヤ
シ、カワスズメ、ナイルパー
チ、ニジマス、ブラウントラウト

無脊椎動物

植物

合計

０種

０種

１０種類

第１次指定

要注意外来生物
リスト（暫定版）

キナラ・カプレッシ （オオ スクミリンゴガイ、アフリカマイ
アブラムシの１種）、タバ マイ
ココナジラミ、ヒメアカカ
ツオブシムシ、ツヤハダ
ゴマダラカミキリ

植物防疫法対象
種

ハツカネズミ、アカギツネ、
アナウサギ、イエネコ、オコ
在来生物または ジョ、クマネズミ、ヤギ、ヨー
明治維新以前に ロッパイノシシ、ホシムクド
導入された生物 リ、インドハッカ

シリアカヒヨドリ

微小生物

コイ

イエシロアリ、キオビクロ キヒトデ,ヌマコダキガイ
スズメバチ、マイマイガ、
ヒトスジシマカ

アノフェレス・クァドリマク
ラタス（ハマダラカの１
種）

感染症に係る被
害のあるもの

上記以外

ニューギニアヤリガタリクウズ ギンネム、ホテイアオイ
ムシ、ミドリガニ、カワホトトギ
スガイ、ムラサキイガイ、ヤマ
ヒタチオビガイ、チュウゴクモク
ズガニ

コカミアリ、アシナガキア ムネミオプシス・レイディ （ツノ
リ、ツヤオオズアリ
クラゲの１種）、セルコパジス・
ペンゴイ （オオメミジンコ科の
１種）

１８種類

６種類

イタドリ、エゾミソハギ、クズ、ダンチク、チガヤ
（アランアラン）、ハギクソウ、ホザキサルノオ、
ワカメ、イチイヅタ

２6種類

１種類

アカキナノキ、アメリカクサノボタン、アルディシ ３1種類
ア・エリプティカ （ヤブコウジ属の１種）、カエンボ
ク、サンショウモドキ、ストロベリーグアバ、タマ
リクス・ラモシッシマ（ギョリュウ属の１種）、ハリ
エニシダ、ミコニア・カルヴェセンス（ノボタン科
の１種）、ミツバハマグルマ、モリシマアカシア、
ランタナ、ミリカ・ファヤ（ヤマモモ属の１種）、ミモ
ザ・ピグラ（オジギソウ属の１種）、ミカニア・ミク
ランサ（キク科の１種）、プロソピス・グランドゥロ
サ（マメ科の１種）、セクロピア、クロモラエナ・オ
ドラタ （キク科の１種）、キミノヒマラヤキイチゴ、
オプンティア・ストリクタ （ウチワサボテン属の１
種）、カユプテ、キバナシュクシャ、フランスカイ
ガンショウ、リグストルム・ロブストゥム（イボタノ
キ属の１種）、スパルティナ・アングリカ（イネ科
の１種）
アファノマイセス病、カエルの表皮に寄生するツボカビの一種、カビの１種の感染によるニレの疾病、牛疫ウイルス、クリ胴枯れ病、鳥マラリア、パイナップルの疾病、バナナ萎縮病ウイルス
８種類

「日本の侵略的外来種ワースト１００（日本生態学会）」掲載種における第２次指定の検討対象種

第１次指定

哺乳類・鳥類
アライグマ、タイワンザル、
ヌートリア、ジャワマングー
ス、ガビチョウ、ソウシチョ
ウ
ほ乳類４種
鳥類２種

爬虫類・両生類

魚類

昆虫類

カミツキガメ、グ
オオクチバス、コクチバ アルゼンチンアリ
リーンアノール、タ ス、ブルーギル
イワンスジオ、オオ
ヒキガエル
爬虫類３種
３種
１種
両生類１種

無脊椎動物

１種

セイヨウオオマルハナバチ

継続検討中
ミシシッピアカミミガ カダヤシ、ソウギョ、タイ
メ、ウシガエル、シ リクバラタナゴ、ニジマ
ロアゴガエル
ス、ブラウントラウト

アメリカザリガニ、ウチダザリ
ガニ、チチュウカイミドリガ
ニ、カワヒバリガイ、コウロエ
ンカワヒバリガイ、シナハマグ
リ、ムラサキイガイ、ヤマヒタ
チオビガイ、カサネカンザシ

要注意外来生
物リスト（暫定
版）

アメリカシロヒトリ、アリモドキゾ
ウムシ、アルファルファタコゾウ
ムシ、イエシロアリ、イネミズゾ
ウムシ、イモゾウムシ、インゲン
テントウ、ウリミバエ、オンシツコ
ナジラミ、カンシャコバネナガカ
メムシ、カンショオサゾウムシ、
シルバーリーフコナジラミ、チャ
バネゴキブリ、トマトハモグリバ
エ、ヒロヘリアオイラガ、マメハ
モグリバエ、ミカンキイロアザミ
ウマ、ミナミキイロアザミウマ、
ヤノネカイガラムシ

植物防疫法対
象種

植物

合計

０種

１５種類

セアカゴケグモ

１種類
アレチウリ、イタチハギ、イチビ、オ ３８種類
オアレチノギク、オオオナモミ、オオ
カナダモ、オオフサモ、オオブタク
サ、オニウシノケグサ、外来種タン
ポポ種群、カモガヤ、キショウブ、コ
カナダモ、シナダレスズメガヤ、セイ
タカアワダチソウ、ハリエンジュ、ハ
ルザキヤマガラシ、ハルジオン、ヒメ
ジョオン、ボタンウキクサ、ホテイア
オイ

アフリカマイマイ、サカマキガ
イ、スクミリンゴガイ、チャコウ
ラナメクジ、トマトサビダニ、
（アメリカザリガニ、ウチダザ
リガニ）

イノブタ、カイウサギ、チョ
在来生物または ウセンイタチ、ニホンイタ
明治維新以前 チ、ノネコ、ヤギ、コウライ
に導入された生 キジ、シロガシラ、ドバト
物

２４種類（２）

アカギ、イチイヅタ

ネッタイシマカ

１１種類

１種類

感染症に係る被
害のあるもの
オオアワダチソウ、オオキンケイギ ４種類
ク、タチアワユキセンダングサ、ネバ
リノギク

上記以外
微小生物

アライグマカイチュウ、エキノコックス、ジャガイモシストセンチュウ、ネコ免疫不全ウイルス、マツノザイセンチュウ、ミツバチヘギイタダニ

６種類

