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はじめに 
富山県生物学会会長 南部久男 

 
私たちの身の回りでは、道端にセイヨウタンポポが黄色い花をつけ、秋の草むらにはアオマツ

ムシが鳴き、庭ではオカダンゴムシが子供たちの遊び相手になっている。これらの外来生物はす

でに富山の自然の風景に溶け込んでいるようにみえる。ヒアリやアライグマのようなネットや新

聞を賑わすような外来生物以外にも、一般には知られていない様々な外来生物がいつの間にか陸

上・水中と、あちこちに入り込んでいる。外来生物は、生態系に影響を及ぼし、私たちの生活に

も直接、間接的な被害を及ぼすことがある。いずれにしても、外来生物の出現の多くは人間活動

の結果である。 

全国的に問題となっている外来生物だが、富山県の実態はいったいどうなっているのであろう

か？「立山の外来植物除去」のように毎年新聞などで取り上げられるような事柄はあっても、全

体像はよく分かっていないのが実情であろう。今回、演者らに主な外来生物（動物）をリストア

ップしてもらった結果（資料参照）、過去に発見されたものも含め、多くの分類群で国外由来の

外来生物が 66 種、国内由来の外来生物で 21 種が確認でき、また、遺伝子から分かったものもあ

った。外来植物は動物よりはるかに多く、枚挙にいとまがないであろう。多くの外来生物自体の

ことが知られておらず、その生息状況もよく分かっていないと思われ、今後分布が拡大し、新た

な外来生物の侵入もあるかもしれない。 

今回の講演会がこれからもなくなることがない外来種問題を市民の皆様と一緒に考える第一歩

になれば幸いである。 

 

  

 

開会のご挨拶    南部久男  

講演 

1) 富山県における特定外来生物への 

対応等について   平野雅治  13:00-13:15  

2) 植えてはいけない花－特定外来種― 中田政司  13:15-13:35 

3) 遺伝子からみた外来種問題  山崎裕治  13:35-13:50   

4) 富山県の外来昆虫と蜘蛛  根来 尚  13:50-14:05 

休憩 10 分 

5) 富山県の外来貝と甲殻類  布村 昇  14:15-14:30 

6) 富山県の外来魚 

－国内外来魚を知っていますか－  不破光大 14:30-14:45 

7) 富山県の外来生物－両生類・は虫類－ 福田 保  14:45-15:00 

8) 富山県の外来哺乳類  

—ハクビシン・アライグマ―   白石俊明  15:00-15:15   

総合討論     佐藤 卓  15:15-15:30 
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富山県における特定外来生物への対応等について 

 
 富山県では、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）
に基づき、特定外来生物が侵入した際の県関係部局や市町村等に対する適切な情報の周知と
連携体制を確保し、県民への情報提供及び注意喚起等に取り組んでいます。 
 県内には、10 種の特定外来生物が生息又は生息の痕跡があると報告されています。この多
くは、既に全国で生息分布をまん延させている種であり、その防除対策については非常に困
難な状況に至っています。 
 また、昨年度、人身被害を及ぼすとして話題となったヒアリについては、今のところ国内
未定着段階にあり、国・県等が協力してヒアリの簡易同定など情報収集を行うほか、中国・
台湾等からの定期航（空）路を有する 68
港湾、29 空港での水際防除対策の実施や
ヒアリ確認地点でのモニタリング調査の
継続など、取り組みを行っているところ
です。 
 特定外来生物対策は、侵入予防のため
の侵入監視と情報収集が最も重要であり、
早い段階での対応が環境等への影響を少
なく抑えることができます。専門家だけ
でなく県民の皆さんからの早期の情報提
供をよろしくお願いします。 
 
平野雅治 富山県生活環境文化部自然保護課 副主幹野生生物係長。昭和 44 年、富山県生まれ。県の野生生物

係長として４年目、野生鳥獣の保護と管理、狩猟、希少野生動植物、外来生物など幅広い分野を受け持ち、人も

自然もバランスが重要と認識中。 

 

 

植えてはいけない花－特定外来種― 

 
 人や在来生物に危害を加えたり、生態系を改変して在来種の生存の脅威となるような外来生物
を環境省では特定外来種に指定し、輸入・販売・飼育(栽培)、移動等を禁止しています。植物では、
水草としてホームセンターでも売られていたボタンウキクサ(ウォーターレタス)が姿を消したの
は記憶に新しいことです。この法律は悪質なものは最高 300 万円(企業は 1 億円)の罰金という罰則
規定のあるものですが、かつて園芸植物として販売され、花壇や空き地の緑花によく使われてい
たオオキンケイギク、オオハンゴンソウ、ハナガサギク(オオハンゴンソウの八重咲き園芸種)をま
だ富山市内で見かけることがあります。どこからかタネが飛んできて所有地に勝手に生えた場合
は違反にはなりませんが、水をやったり支柱を立てたりして「世話」をすると違反になります。 

オオキンケイギクと近縁種のホソバハルシ
ャギク(指定外)は茎に付く葉の位置で識別さ
れていますが、中間型が見られることがあり
ます。自生地の北米では変異があり、さらに
両者の交雑由来の園芸種もあって識別が困難
な場合があります。葉の位置以外では、「北米
植物誌」によると、タネ(痩果)の大きさが 3mm
以上のものはオオキンケイギクとされていま
すが、これにも例外があるようです。 

平成 28 年 10 月、新しく 3 種が追加され、
ナガエモウセンゴケという食虫植物が指定さ
れました。この結果、モウセンゴケ属すべて
が、外国からの種子導入に書類手続きが必要
となっています。 
 
中田政司 富山県中央植物園園長。昭和 31 年、愛媛県生まれ。博士（理学）。国立科学博物館筑波実験植物園、

広島大学理学部を経て富山県中央植物園勤務。専門は植物細胞分類学。著書に「とやま植物物語」、「レッドデー

タプランツ」、「日本の植物園」、「日本の野生植物 5」など(分担執筆）。 

知らずによく植えられている特定外来種の「植えてはいけない

花」。オオキンケイギク(A&B)、オオハンゴンソウ(C&D)、ハナガ

サギク(E&F)。((公社)日本植物園協会ニュースレターNo.19 より) 

  
ヒアリのサンプル            捕獲されたアライグマ 
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遺伝子からみた外来種問題 

 
 富山県は、標高 3000m の立山連峰から、水深 1000m を越える富山湾まで、高低差 4000m の
多彩な環境を有し、その中で多くの生物が育まれている。その一方で、過度な開発に伴う環境悪
化や、二次的自然の利用様式の変化（里山の荒廃など）から、多くの生物の生息が危ぶまれてい
る。これら要因に加えて、外来生物も富山県の在来生物の生息に多大な影響を与えている。外来
生物のうち、日本国外に由来する生物（国外外来生物）は、その形態的特徴から、在来生物との
判別を比較的容易に行うことができるため、その影響評価も進んでいる。一方で、国内の他地域
に生息する同種や近縁種が富山県に導入されることもある（国内外来生物）。その場合、形態的な
判別が容易ではないことが多いため、その影響が十分に評価されていない場合が多い。例えば、
サクラマス（ヤマメ）は、富山県の河川に広く生息する魚類であり、富山県の食文化の象徴とも
いえる「ますの寿し」の原材料である。ところが、サクラマスの近縁種であるサツキマス（アマ
ゴ）が導入された。これら両種の出現状況を解明するために、神通川で捕獲された個体について
遺伝子解析を行った結果、サツキマスに加えて、サクラマスとの交雑個体の生息が確認された。 
一方、中山間地を中心に生息する大型哺乳類のニホンジカは、

近年その個体数を増加させており、在来生態系に対する影響が懸
念されている。そして、富山県内で捕獲されたニホンジカの遺伝
子分析を行った結果、富山県や周辺県から検出された遺伝子型と
は大きく異なり、九州地方のニホンジカと極めて類似した遺伝子
型を持つ個体の存在が明らかになった。そのためこの個体は、か
つて富山県に人為的に導入された国内外来個体に由来すると考
えられる。この他にも、遺伝子分析の結果、明らかになった外来
種は少なくない。そのため、今後も継続的な調査を行い、在来種
や生態系に対する影響を注視することが必要である。 

 
山崎裕治 富山大学理学部准教授。昭和 45 年、神奈川県生まれ。博士（水産学）。専門は保全遺伝学、進化生態

学。著書に「希少淡水魚の現在と未来」、「自然と経済から見つめる北東アジアの環境」など（いずれも分担執筆）。 

 

富山県の外来昆虫と蜘蛛 

 
外来昆虫の危険性は、大きく分けて三つある。一つは、生命・身体への直接的・間接的な危険

で、いわゆる衛生害虫とよばれるものであり、セアカゴケグモ（特定外来生物）、ヒロヘリアオイ
ラガ、ヨコヅナサシガメ、クロゴキブリ、チャバネゴキブリ、ヒアリ（特定外来生物）などで、
ヒアリは幸いなことにまだ富山県内では発見されてはいないが注意すべきものである。セアカゴ
ケグモは、2017 年に富山市内の２か所で発見されている。 
二つ目は、経済的な影響で、農林害虫、家屋害虫等と呼ばれるもので、イネミズゾウムシ、オ

ンシツコナジラミ、アメリカシロヒトリ、アオマツムシ、イエシロアリ、アメリカカンザイシロ
アリなどである。イエシロアリはまだ富山県内では見つかっていないが、アメリカカンザイシロ
アリは氷見市で発見されている。この他にもアブラムシ類、アザミウマ類、カツオブシムシ類、
シバンムシ類等の一般的に見られる多くの農林害虫、家屋害虫、食品害虫がいるが、今回は触れ
ないでおく。 
三つ目は、生態的な影響で、在来の生物に大きな影響を与えるものであり、食植性のものは農

林害虫とされることが多い。捕食寄生性のものによって在来種が大きく減少することがあり、イ
ラガセイボウ、オオミノガヤドリバエなどがいる。オオミノガヤドリバエは富山県内で確認はさ
れていないが、オオミノガの減少を考えると生息の可能性は大きい。
セイヨウミツバチ等多くの種で在来種との競合や遺伝子攪乱の恐れ
があり、中でもセイヨウオオマルハナバチやアルゼンチンアリのよ
うに地域の自然環境に大きな影響を与え、生物的多様性を脅かすお
それのある危険性の大きな種は「特定外来生物」に指定されている。
アルゼンチンアリは富山県では発見されていないが、セイヨウオオ
マルハナバチは以前富山市粟巣野で発見されたことがある。 
その他、今後富山県内に侵入の可能性があるものも併せて紹介する。 
 
根来 尚 昭和 26 年、大阪府生まれ。博士（学術）。富山市科学博物館元館長。専門は昆虫生態学。分担執筆

に「図説 日本の珍虫世界の珍虫 その魅惑的な多様性（平嶋義宏編）」。  

セアカゴケグモ 

キュウシュウジカ  撮影: 福原達人

© FUKUHARA, T. 
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富山の外来生物：貝と甲殻類等 

 
富山県の淡水種で「緊急対策外来種」に該当する種にはアメリカザリガニ（北米原産）がある。

本県では比較的生息数が少ないが、多産すると水生昆虫や魚類を捕食したり、水生植物の根を切
断したりし、稲の苗を摂食・切断したり畦に穴を開けたりして農業にも害を及ぼす。また、「重点
対策外来種」のスクミリンゴガイ（南米原産）が県内で何度か確認されたが、現在は生息してい
ないようである。「その他の総合対策外来種」のうち近年県内小河川で増殖しているコモチカワツ
ボ（ニュージーランド原産）は無性生殖で増殖し、繁殖力が強いため近年急増し、高密度で見ら
れことがあり、カワニナの若い貝と似るため非意図的な侵入をもたらす恐れもある。タイワンシ
ジミ種群（台湾や中国から）は汚れた水にもすみ県内各地で増加しており、雄性発生するのでマ
シジミに致命的な影響を与える。そのほかサカマキガイ(欧州か北米原産)やフロリダマミズヨコエ
ビ(フロリダ原産)が分布している。 

陸上種では大きな被害をもたらすマツノザイセンチュウ（北米原産）のほか、チャコウラナ
メクジ、オカダンゴムシ、ハナダカダンゴムシ、ワラジムシ、ホソワラジムシ(以上欧州原産)、ナ
ガワラジムシ(多分欧州原産)、オオミスジコウガイビル(東南アジアか中国
原産)などがある。 

海岸の外来種としてムラサキイガイ（欧州原産）をはじめ、タテジマフ
ジツボ(熱帯原産)、アメリカフジツボ(西大西洋原産)、ヨーロッパフジツボ
(北大西洋原産)、コウロエンカワヒバリガイ(豪州かニュージーランド原産)、
フロリダマミズヨコエビ(フロリダ原産)などがある。一方、日本の在来種
もホソウミニナやキヒトデなどが海外で問題になっている。 
  

布村 昇 金沢大学環日本海域環境研究センター連携研究員。富山県生まれ。大阪市立自然史博物館学芸員、富

山市科学博物館元館長。専門は動物分類学。著書に「食卓の自然誌」「ダンゴムシ」、監修・編著に「富山湾読本」、

「土壌動物学への招待」、分担執筆に「日本産土壌動物」「原色日本海岸動物」など。 

 

 

富山県の外来魚－国内外来魚を知っていますか－ 

 
 「外来魚」といえば、オオクチバス、ブルーギルなどの外国原産魚類のイメージが強いが、も
ともと生息している自然分布とは異なる水系から人為的に持ち込まれた魚類はすべて「外来魚」
と定義される。「外来魚」の中には、オオクチバスなどのような外国原産種は「国外外来魚」と呼
ばれ、日本の原産魚であっても自然分布していない魚が持ち込まれれば「国内外来魚」となる。 
田中（1993）は富山県の河川と湖沼で記録された淡水魚類 94 種を報告しており、それに魚津水

族館で記録した種を加えて 111 種の富山県産淡水魚類が確認されている。111 種のうち国外外来魚
は 18 種、国内外来魚は 22 種である。見るからに悪影響を及ぼしそうな国外外来魚とは異なり、
国内外来魚は見た目が和風で違和感がなく、知らないうちに定着し、「気付いた時には在来種に悪
影響を与えていた！」となる可能性がある。 
一例を挙げると、2012 年に日本産のメダカは「キタノメダカ」と「ミナミメダカ」の２種に分

けられた。富山県に自然分布していたのはキタノメダカのみだが、2011 年に魚津水族館の野外調
査で多くのミナミメダカ（当時の名称はメダカ南日本集団）が発見された。ホームセンター等で
観賞用や教材として大量販売されている「通称：クロメダカ」はミナミメダカであることが分か
っており、これが人為的に放流されたものと考えられた。富山県在来のキタノメダカは絶滅危惧
種に指定されており、放流されたミナミメダカはキタノメダカと餌や棲
み場所などをめぐって競争関係になるだけでなく、交雑による遺伝的な
影響の恐れもある。小学校の理科教材として用いられるクロメダカやヒ
メダカ（ミナミメダカの改良品種）が野外に放されているのではないか。
今、「飼った生き物は命が尽きるまで飼う」「放流はしない」という基本
的な飼育者の心得を教育普及することが急務である。 

 
不破光大 魚津水族館学芸員。昭和 54 年、富山県朝日町宮崎生まれ。富山県内の淡水魚採集に加え、トンボの

幼虫採集にも力を注ぐ。著書に「富山のさかな」（共著）、「魚津のさかな」（共著）「富山の伝統的魚食文化」（共

著）など。稲村 修 魚津水族館館長。昭和 32 年、富山県入善町生まれ。博士（環境科学）。専門は魚類学、環

境科学。著書に「ほたるいかのはなし」、「富山のさかな」（監修）、「魚津のさかな」（監修）、「富山の川と湖の魚

たち」（共著）、｢氷見のさかな｣（共著）。  

ミナミメダカ 

コモチカワツボ 
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富山県の外来生物－両生類・は虫類－ 

 
 県内の生態系被害防止外来種リストに該当する種は、両生類が１種、は虫類が３種である。 
 両生類では、ウシガエルが「特定外来種」。世界の侵略的外来種ワースト 100 と日本の侵略的
外来種ワースト 100 でもある。自然分布は北米東部の池・湖沼である。肉食性で、日本へは 1918(T7)
年に米国より食用・養殖用として輸入された。国内分布は先島諸島から北海道(札幌)。県内では
県西部を中心に平野部から丘陵帯の川、ため池、田などの止水域で生息している。 
 は虫類では、カミツキガメは「特定外来種」で日本の侵略的外来種ワースト 100 でもある。南
北米の湖沼、湿地の止水域に生息し、雑食で、1960(S35)年代に米国よりペットとして輸入された。
国内各地で捕獲され、千葉県印旛沼では繁殖。県内では川や堀の数ｶ所で捕獲確認されている。 
 ミシシッピアカミミガメは「緊急対策外来種」で世界の侵略的外来種ワースト 100 と日本の侵
略的外来種ワースト 100 でもある。南北米の多様な水域に住み、
雑食性で、1950(S25)年代に米国よりペット(ミドリガメ)として
輸入された。日本全国に分布し、県内全域の平野部から丘陵帯
の止水性の川やため池で生息している。 
 ワニガメは「定着予防外来種」。アメリカ南東部の川や湖沼
に生息し、肉食中心の雑食性である。国内への侵入の年代は不
明だがアメリカよりペットとして輸入された。国内の分布詳細
は不明で、県内では確認例は少ない。 
 近年、クサガメとニホンヤモリが外国由来(中国、朝鮮半島)
の外来種として発表されているのであわせて紹介する。 
 
福田 保 富山県生物学会、富山県動物生態研究会会員。昭和 28 年、兵庫県生まれ。元高校教員。県内の水辺

の動物、特に両生類に興味を持ち観察している。 
 
 
 

富山県の外来哺乳類—ハクビシン・アライグマ― 
 

富山県内での定着が 2018 年現在確認されている外来種は、ドブネズミ、ハツカネズミ、ハク
ビシン、アライグマの 4 種で、この他、ニホンジカの遺伝的攪乱(国内外来種)が報告されている。 
○ハクビシン（食肉目ジャコウネコ科、雑食性、原産は中国南部・東南アジアなど） 

移入年代は不明、明治期以降に毛皮利用のため国内に持ち込まれたと推測される。 
富山県内では 1980 年頃から確認され、市街地から山地まで県内全域に定着。立山室堂平でも

捕獲記録がある。果樹や野菜の食害など農業被害、家屋侵入などの生活環境被害が多く発生し有
害駆除の対象となっている。 
○アライグマ（食肉目アライグマ科、雑食性、原産は北米など） 

1960 年代以降に愛知県内の飼育施設から逃げた個体、1970 年代後半のブーム期に各地で飼育
されその後、放逐された個体などが起源となり野生化が生じた。 

富山県内では氷見市で野外定着が確認されている。1997~2002 年度に計 14 頭の狩猟報告があ
るが詳細は不明。その後、2008 年に人慣れした成獣 1 頭の捕獲（高岡市）と目撃情報（1 頭、旧
婦中町）があった。2014 年には氷見市の丘陵地で自動撮影カメラによりブドウの食害（5 頭）が
確認され、2016 年には氷見市の平野部で捕獲（成獣 1 頭、幼獣 4 頭）された。2017 年にも氷見
市内のゴルフ場で目撃（成獣 2 頭）され
ている。 

国内では生活環境被害（神社仏閣への
進入など）、生態系被害（カエル類・サン
ショウウオ類など在来小動物の捕食、競
合種の排除や駆逐の懸念）が多数報告さ
れ、「特定外来生物」に指定されている。
石川県では 2006~2013年度に 415頭を捕
獲している。新潟県でも、上越・糸魚川
地域で野外繁殖が確実視されている。 
 
白石俊明 富山県立山カルデラ砂防博物館学芸員。昭和 50 年、埼玉県生まれ。(株)野生動物保護管理事務所、富

山市ファミリーパークを経て現職。高山帯を利用する哺乳類の生態解明や「野生動物と人の軋轢解消」がテーマ。 

 
ハクビシン(2018年中央植物園)    アライグマ（2014年 氷見市 ブドウ園） 

撮影：中央植物園                    撮影：富山県高岡農林振興センター 

 
ウシガエル 
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資料 1 
外来生物に関係する主な用語の説明 
（環境省の「日本の外来種対策」の用語集 http://www.env.go.jp/nature/intro/1law/yougo.html による） 
 
外来種 
導入（意図的・非意図的を問わず人為的に、過去あるいは現在の自然分布域外へ移動させること。導
入の時期は問わない。）によりその自然分布域（その生物が本来有する能力で移動できる範囲により定
まる地域）の外に生育又は生息する生物種（分類学的に異なる集団とされる、亜種、変種を含む）。 
 
外来生物 
一般的には、「外来種」とほぼ同義で用いられている事が多い。 
外来生物法では、「海外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存する
こととなる生物」と定義されている「法律用語」。つまり、国外から日本に導入されるもののみを対象
としており、いわゆる国内由来の外来種は含まない。 
 
国外由来の外来種 
「外来種」のうち、我が国に自然分布域を有していない生物種。 
 
国内由来の外来種 
我が国に自然分布域を有している（在来種）が、その自然分布域を越えて国内の他地域に導入された
生物種。 
 
侵略的外来種 
外来種のうち、わが国の生態系、人の生命・身体、農林水産業等への被害を及ぼす又は及ぼすおそれ
があるなど、特に侵略性が高く、自然状態では生じ得なかった影響をもたらすもの。 
 
特定外来生物 
生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして、外来生物法によって規定された
外来生物。生きているものに限られ、卵、種子、器官などを含む。同法で規定する「外来生物」は、
海外からわが国に導入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
外来種リストされることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物を指す。 
 
在来種 
もともとその生息地に生息していた生物種の個体および集団。 
 
遺伝的攪乱（いでんてきかくらん） 
長い歴史の中で形成されたある種の遺伝構造や遺伝的多様性が、人為的に持ち込まれた個体との交雑
によって乱されること。 
 
固有（亜）種 
分布が特定の地域に限定される種もしくは亜種。この場合、「特定の地域」には、国レベル、都道府県
レベル、地域レベルなどさまざまなとらえ方がある。例えば、ヤンバルクイナは、日本の固有種であ
るだけでなく、沖縄県沖縄本島、やんばる地域の固有種である。 
 
侵略的外来種 
外来種のうち、わが国の生態系、人の生命・身体、農林水産業等への被害を及ぼす又は及ぼすおそれ
があるなど、特に侵略性が高く、自然状態では生じ得なかった影響をもたらすもの。 
 
特定外来生物 
生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして、外来生物法によって規定された
外来生物。生きているものに限られ、卵、種子、器官などを含む。同法で規定する「外来生物」は、
海外からわが国に導入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
外来種リストされることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物を指す。 
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