
【国外由来の外来種】

定着を予防する外来種（定着予防外来種）

1 リュウゼツラン アツバチトセラン（サンスベリア） 広域に分布

総合的に対策が必要な外来種（総合対策外来種）

2 ウリ アレチウリ 特定外来 一部の地域のみ
3 アリノトウグサ オオフサモ 特定外来 広域に分布
4 セリ ブラジルチドメグサ 特定外来 一部の地域のみ
5 ゴマノハグサ オオカワヂシャ 特定外来 一部の地域のみ
6 キク オオキンケイギク 特定外来 広域に分布
7 キク ミズヒマワリ 特定外来 一部の地域のみ
8 キク オオハンゴンソウ 特定外来 広域に分布
9 サトイモ ボタンウキクサ 特定外来 広域に分布

10 ハマミズナ バクヤギク（エデュリス、莫邪菊） 一部の地域のみ
11 サボテン ウチワサボテン属 一部の地域のみ
12 スイレン 園芸スイレン 一部の地域のみ
13 アブラナ オランダガラシ（クレソン） 広域に分布
14 マメ イタチハギ（クロバナエンジュ） 広域に分布

15 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） 一部の地域のみ

16 ニガキ ニワウルシ（シンジュ） 一部の地域のみ
17 アカバナ コマツヨイグサ 広域に分布
18 セリ ウチワゼニクサ（タテバチドメグサ） 一部の地域のみ
19 モクセイ トウネズミモチ 広域に分布
20 キョウチクトウ ツルニチニチソウ 広域に分布
21 ヒルガオ 外来ノアサガオ類 広域に分布
22 クマツヅラ シチヘンゲ（ランタナ） 広域に分布
23 アワゴケ イケノミズハコベ 一部の地域のみ
24 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 一部の地域のみ
25 キク オオブタクサ（クワモドキ） 一部の地域のみ
26 キク セイタカアワダチソウ（セイタカアキノキリンソウ） 広域に分布
27 キク 外来性タンポポ種群 広域に分布
28 トチカガミ オオカナダモ（アナカリス） 広域に分布
29 リュウゼツラン アツバキミガヨラン 一部の地域のみ
30 ミズアオイ ホテイアオイ（ウォーターヒヤシンス） 広域に分布
31 アヤメ キショウブ 広域に分布
32 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 広域に分布

33 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） 広域に分布

34 カヤツリグサ シュロガヤツリ（カラカサガヤツリ） 一部の地域のみ
35 カヤツリグサ メリケンガヤツリ 一部の地域のみ
36 スベリヒユ ケツメクサ（ヒメマツバボタン、ケヅメグサ） 広域に分布
37 ツリフネソウ アフリカホウセンカ 一部の地域のみ
38 クマツヅラ ヒメイワダレソウ（ヒメイワダレ） 一部の地域のみ
39 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） 一部の地域のみ

40 イワヒバ コンテリクラマゴケ（レインボーファーン） 一部の地域のみ
41 タデ ヒメツルソバ（カンイタドリ） 広域に分布
42 タデ ヒメスイバ 広域に分布
43 タデ エゾノギシギシ（ヒロハギシギシ） 広域に分布
44 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） 広域に分布
45 ナデシコ マンテマ（マンテマン） 一部の地域のみ
46 アカザ ホコガタアカザ 一部の地域のみ

定着状況

　その他の総合対策外来種

備考No. 科名 和名（別名、流通名）

　＜植物＞

大分県の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト

　その他の定着予防外来種‥国内に導入されているが、自然環境における定着は確認されていない種。

　緊急対策外来種‥対策の緊急性が高く、積極的に防除を行う必要がある。

　重点対策外来種‥甚大な被害が予想されるため、対策の必要性が高い。

5



定着状況備考No. 科名 和名（別名、流通名）

47 メギ ヒイラギナンテン 広域に分布
48 ケシ アツミゲシ 一部の地域のみ
49 バラ ピラカンサ類 広域に分布
50 マメ エニシダ（エニスダ） 一部の地域のみ
51 マメ アレチヌスビトハギ 広域に分布
52 カタバミ オオキバナカタバミ（キイロハナカタバミ） 一部の地域のみ
53 トウダイグサ ナンキンハゼ 広域に分布
54 ヒルガオ アメリカネナシカズラ 一部の地域のみ

55 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）

広域に分布

56 ナス チョウセンアサガオ属 広域に分布
57 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 一部の地域のみ
58 キク アメリカセンダングサ 広域に分布
59 キク ケナシヒメムカシヨモギ（ケナシムカシヨモギ） 一部の地域のみ
60 キク ハルシャギク 一部の地域のみ
61 キク ヒメジョオン 広域に分布

62 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)

広域に分布

63 キク フランスギク 一部の地域のみ

64 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）

広域に分布

65 キク オオオナモミ 広域に分布
66 ユリ シンテッポウユリ（新鉄砲ユリ、タカサゴユリ） 広域に分布

67 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） 広域に分布

68 イネ メリケンカルカヤ 広域に分布
69 イネ ハルガヤ（スイートバーナルグラス） 広域に分布
70 イネ シロガネヨシ（パンパスグラス） 一部の地域のみ
71 イネ オオクサキビ 一部の地域のみ
72 イネ キシュウスズメノヒエ（カリマタスズメノヒエ） 広域に分布
73 イネ セイバンモロコシ（ジョンソングラス） 広域に分布
74 タデ ツルドクダミ（カシュウ、何首烏） 広域に分布
75 ツルムラサキ ツルムラサキ 広域に分布

76 ムクロジ コフウセンカズラ 一部の地域のみ

77 アオイ フヨウ 広域に分布

78 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）

一部の地域のみ

79 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）

広域に分布

80 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）

一部の地域のみ

81 イネ シマスズメノヒエ（ダリスグラス） 広域に分布
82 イネ タチスズメノヒエ（ベイジーグラス） 広域に分布

 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）
83 マタタビ キウイフルーツ（シナサルナシ） 一部の地域のみ
84 バラ ビワ（ヒワ） 一部の地域のみ
85 マメ ハリエンジュ（ニセアカシア） 一部の地域のみ
86 イネ コヌカグサ（レッドトップ）、クロコヌカグサ 広域に分布
87 イネ カモガヤ（オーチャードグラス） 一部の地域のみ
88 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） 広域に分布

89 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） 広域に分布

90 イネ モウソウチクなどの竹類 広域に分布
91 イネ ナギナタガヤ（ネズミノシッポ） 一部の地域のみ
92 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） 広域に分布

【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】

総合的に対策が必要な外来種（総合対策外来種）

93 ヤシ 九州北部以北の森林内などのシュロ類 広域に分布

定着状況備考No.

　その他の総合対策外来種

科名 和名（別名、流通名）
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