
【魚類】

【国外由来の外来種】

○ チャネルキャットフィッシュ（アメリカナマズ） Ictalurus punctatus 分布拡大期～まん延期 緊急対策外来種 ○ 未定着 不明 在来の小型魚類の捕食

○ ブル－ギル Lepomis macrochirus 分布拡大期～まん延期 緊急対策外来種 ○ 分布拡大期～まん延期 県内全域 在来の小型魚類の捕食

○ コクチバス Micropterus dolomieu 分布拡大期～まん延期 緊急対策外来種 ○ 不明

○ オオクチバス Micropterus salmoides 分布拡大期～まん延期 緊急対策外来種 ○ 分布拡大期～まん延期 県内全域 在来の小型魚類の捕食

○ タイリクバラタナゴ Rhodeus ocellatus ocellatus 分布拡大期～まん延期 重点対策外来種 分布拡大期～まん延期 県内全域 ニッポンバラタナゴと交雑

○ カダヤシ Gambusia affinis 分布拡大期～まん延期 重点対策外来種 ○ 分布拡大期～まん延期 県内全域 メダカ生息地と取って代わる

○ カラドジョウ Paramisgurnus dabryanus 分布拡大期～まん延期 その他の総合対策外来種 分布拡大期～まん延期 部分的

○ ペヘレイ Odontesthes bonariensis 定着初期／限定分布 その他の総合対策外来種 未定着 不明

○ カワスズメ Oreochromis mossambicus 定着初期／限定分布 その他の総合対策外来種 定着初期／限定分布 不明

○ ナイルティラピア Oreochromis niloticus 定着初期／限定分布 その他の総合対策外来種 定着初期／限定分布 不明

○ ジルティラピア Tilapia zillii 定着初期／限定分布 その他の総合対策外来種 定着初期／限定分布 不明

○ ニジマス Oncorhynchus mykiss 分布拡大期～まん延期 産業管理外来種 未定着 不明 在来魚類等を捕食

○ ブラウントラウト Salmo trutta 分布拡大期～まん延期 産業管理外来種 未定着 不明 在来魚類等を捕食

【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】

○ 琵琶湖・淀川以外のハス
Opsarichthys uncirostris

uncirostris
国内由来の外来種 その他の総合対策種 定着初期／限定分布 局地的

○ 九州北西部及び東海・北陸地方以東のギギ Tachysurus nudiceps 国内由来の外来種 その他の総合対策種 侵入初期 不明 不明

○ 近畿地方以東のオヤニラミ Coreoperca kawamebari 国内由来の外来種 その他の総合対策種 定着初期／限定分布 部分的

［上記以外で外来種リストに掲載が必要なもの］

○ イワナ Salvelinus leucomaenis 分布拡大期～まん延期 部分的

従来の在来型等のヤマメの生息域を

脅かし、既にアマゴがいなく成った

ところがある。

○ ヤマメ Oncorhynchus masou masou 侵入初期 部分的

漁協以外の自主放流（漁協の了解と

了解なしを含めて）が特定の最源流

の水域になされてきた。

○ アマゴ Oncorhynchus masou ishikawae 定着初期／限定分布 県内全域

漁協のアマゴ・ヤマメの十分な認識

が出来ていないので、ヤマメ域にア

マゴが誤って、あるいは意図的に放

流され、遺伝的攪乱が起こっている

可能性大（五ヶ瀬川水系）

○ オオウナギ Anguilla marmorata 定着初期／限定分布 部分的

ニホンウナギの激減に伴って、温暖

化の影響が大き区影響していると思

われるが、県内各地、特に日南海岸

の河川に来遊した在来魚類へかなり

捕食圧がかかっているのか、魚類相

が貧弱になった。

○ オイカワ Opsariichthys platypus 分布拡大期～まん延期 不明

宮崎県南部のオイカワは学問上移植

とされているが、昔からいたと言う

人も多く再検討が必要

○ ゲンゴロウブナ Carassius cuvieri 定着初期／限定分布 局所的

○ キンブナ Carassius auratus subsub. 2 定着初期／限定分布 局所的

○ オオキンブナ Carassius buergeri burgeri 定着初期／限定分布 部分的

○ ホンモロコ Gnathopogon caerulescens 定着初期／限定分布 部分的

○ ムギツク Pungtungi herzi 分布拡大期～まん延期 部分的

○ ニッポンバラタナゴ？ Rhodeus ocellatus kurumeus 定着初期／限定分布 局所的

○ ビワヒガイ Sarcocheilichthys variegatus microoculus 定着初期／限定分布 部分的

○ カワヒガイ Sarcocheilichthys variegatus variegatus 定着初期／限定分布 部分的

○ イトモロコ Squalidus gracilis gracilis 定着初期／限定分布 部分的
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【魚類】

［上記以外で外来種リストに掲載が必要なもの］

○ ワカサギ Hypomesus nipponensis 定着初期／限定分布 部分的

○ 琵琶湖産アユ交雑魚 Plecoglossus altivelis altivelis 未定着 局所的

○ タイリクスズキ Lateorabrax maculatus 不明

○ コウライオヤニラミ Coreoperca herzi 侵入初期 局所的
肉食性が強いので在来オオヨドシマ

ドジョウやミナミメダカ消失を懸念

○ シベリアチョウザメ Acipenser baeri baeri 未定着 局所的

下流域の感潮域のかに類や貝類を捕

食し、カニ漁をやる内水面漁業者か

ら苦情が出ている。
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