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外来種とは？ 

外来種 

＝もともと生息していた範囲（自然分布域）の外に、人
の活動によって移動させられた種や集団 

 

 



なぜ外来種が問題なのか？ 

外来種は、生態系、生物多様性、人の健康・生命、生
産活動などに、好ましくない影響を与えうる。 

 

たとえば… 

• 捕食、資源競争、繁殖干渉（外来種オスから在来種
メスへのアプローチ）、環境改変などによって、在来
種を絶滅に追い込む。 

• 人間を咬んだり引っかいたりして怪我をさせる、病
原体を持ちこんで病気をもたらしうる。 

• 農林漁業資源を捕食・加害して劣化させ、事業者の
利益を減らす。 
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日本の外来種対策  —外来生物法— 

平成１７年６月 

『特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に
関する法律（外来生物法）』 

• 外来種を２つのカテゴリーに分けて、販売や飼養な
どを規制している。 

特定外来生物 

未判定外来生物 

 

• 法律の規定外だが、要注意外来生物として148種を
選定し、適切な取扱いを呼び掛け（現行の制度では
解消）。 

 



日本の外来種対策  —外来生物法— 

特定外来生物 

• 海外から日本に導入された生物。 

• 生態系、人の生命や身体、または農林水産業に被
害を及ぼすことがわかっているもの、もしくはそのお
それがある生物。 
 

                    指定 
 

特定外来生物 



日本の外来種対策  —外来生物法— 

特定外来生物 

• 輸入、保管、運搬、譲渡、飼育・栽培、遺棄など、ほ
とんどの取扱いが禁止。 

• 違反者には罰金刑や懲役刑がある。 

 

• 防除事業の対象になる。 

 



日本の外来種対策  —外来生物法— 

未判定外来生物 

• 生態系、人の生命や身体、または農林水産業に被
害を及ぼすおそれがあると疑われる生物。 

                     （＝未判定） 
 

                    指定 
 

未判定外来生物 



日本の外来種対策  —外来生物法— 

未判定外来生物 

• 無許可での輸入が禁止。 

• 輸入を希望する場合は届け出が必要。 

  

 届け出に対して、懸案の生物が生態系等に被害を
もたらすおそれがあるかどうかを判定。 

 

 おそれなし                      おそれあり 

 輸入できる     輸入できない 

             特定外来生物 

             に指定 



日本の外来種対策  —外来生物法— 

特定外来生物 

• 水際対策、日本国内での拡散防止、防除 
 

未判定外来生物 

• 水際対策 
 

 



日本の外来種対策 

第６回生物多様性条約締約国会議（COP6） 

COP10 
愛知目標 

生物多様性基本法 

生物多様性国家戦略 
2012-2020 

生物多様性国家戦略 
2010 

外来生物法 

平成１７年 

平成２７年 

外来種被害防止 
行動計画 

生態系被害防止 
外来種リスト 



日本の外来種対策   
—生態系被害防止外来種リスト— 

平成２７年３月 

『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（生態系被害防止外来種リスト）』 

 

• 外来種をいろいろなカテゴリーに分けて、それぞれ
について望まれる対策を示している。 



日本の外来種対策   
—生態系被害防止外来種リスト— 

• 外来種をいろいろなカテゴリーに分けて、それぞれ
について望まれる対策を示している。 
 

• 定着予防外来種（未定着のもの） 

侵入予防外来種    

それ以外の定着予防外来種  

• 総合対策外来種（定着したもの） 

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   

• 産業管理外来種（産業利用するもの） 



日本の外来種対策   
—生態系被害防止外来種リスト— 

外来生物法との類似点 

• 生態系等に被害を及ぼすとわかっている、もしくは
そのおそれがある外来種の中から選定。 

• すべての外来種（特定外来生物、未判定外来生物、
法的規制の対象でない外来種）を評価。 

 →  要注意外来生物は解消。 



日本の外来種対策   
—生態系被害防止外来種リスト— 

外来生物法との相違点 

• リストに掲載されても法的規制はかからない。 

• 海外からの移入種だけでなく、国内の自然分布域
からもともといなかった地域へ導入された種も取り
上げられている。 

• 産業上どうしても利用しなければならない種は、そ
の旨が分かる形で掲載されている。 



日本の外来種対策   

外来生物法と生態系被害防止外来種リスト 
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• リストの備考欄で、掲載種が特定外来種か、未判定
外来種か、もしくは別段の指定がないのか確認できる。 
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日本の外来種対策   
—外来種被害防止行動計画— 

【概要】 

生物多様性国家戦略2012-2020で示された、日本の
外来種対策全般に関する中期的な総合戦略。 

【目的】 

外来種問題が多様な主体に認識され、各主体が各種
政策や事業等に外来種対策の観点を盛り込み、実
施するようになること。 



日本の外来種対策   
—外来種被害防止行動計画— 

多様な主体とは…？ 

 



日本の外来種対策   
—外来種被害防止行動計画— 

多様な主体 

 
国 

研究機関 
学術団体 

博物館 

教育機関 
メディア 

地方自治体 

国民 

事業者 

ＮＧＯ 
ＮＰＯ 



日本の外来種対策   
—外来種被害防止行動計画— 

事業者の役割 

『被害予防三原則の理解・遵守』 

• 使用する外来種の特性に応じた適切な管理 

• 企業活動に伴う外来種の非意図的侵入の予防、侵
入時の適切な対応 

• 社会的責任を踏まえた、他種帯との連携・防除活動 

• 外来種被害に関する一層の理解 

 



日本の外来種対策   
—外来種被害防止行動計画— 

【指針】 
 

全体の基盤となる対策 
 

導入・逸出の防止 
 

防除の推進 
 

地域固有性の維持保全 

 



日本の外来種対策   
—外来種被害防止行動計画— 

全体の基盤となる対策 

• 普及啓発・教育の推進と人材の育成 
外来種問題を広く周知させるとともに、外来種対策に関わる専門家を
増やす。 
 

• 優先度を踏まえた外来種対策の推進 
防除などの対策が本当に必要か、必要だとすればそれはどれだけ現
実的かを検討して、優先度をつける。 
 

• 情報基盤の構築及び調査研究の推進 
情報収集のためのシステムをつくり、防除や被害軽減の方法を研究
する。 



日本の外来種対策   
—外来種被害防止行動計画— 

導入・逸出の防止 

• 侵略的外来種の導入の防止 
個人、企業、団体などがいずれも『入れない・捨てない・拡げない』を
徹底する。 

輸送される物資やバラスト水などに、生物が紛れ込まないように気を
つける。 



日本の外来種対策   
—外来種被害防止行動計画— 

防除の推進 

• 効果的・効率的な防除の推進 
早期の発見・防除に努め、どれだけ拡がっているかに応じた対策を行
う。モニタリング等で得られた知見を有効に防除に活用する。 

各主体の役割分担を明確にしつつ、しっかり連携・情報共有して、防
除に取り組む。 



日本の外来種対策   
—外来種被害防止行動計画— 

地域固有性の維持保全 

• 国内由来の外来種への対応 
国内に分布する種でも、自然に分布していない地域への導入によっ
て外来種問題が生じるため、国内由来の外来種へ対応する。 
 

• 同種の生物導入による遺伝的撹乱に関する対応 
同種が分布しているとしても、人為的に生物を導入することによって、
遺伝的多様性（地域の独自性）が失われかねないため、注意が必要。 



日本の外来種対策   
—外来種被害防止行動計画— 

企業になにができるのか？ 

たとえば、 

• 事業における外来種侵入の機会の抑制 

• 生態系被害の防止を目的とした、もしくは防止に繋
がる技術の開発 

 

• 事業としての防除 

 

• 企業の社会的責任（CSR）を果たす目的での防除等 
 



外来生物被害を防止するために 

もっと詳しく知るために 
 

• 環境省『外来生物法』ウェブサイト 

 http://www.env.go.jp/nature/intro/ 
 

• 千葉県生物多様性センター 
 http://www.bdcchiba.jp/ 
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