
【昆虫】

【国外由来の外来種】

○ ツマアカスズメバチ Vespa  velutina 定着初期／限定分布 緊急対策外来種 ○ 未定着 不明 生態系、人的被害

○ ホソオチョウ（ホソオアゲハ） Sericinus  montela 分布拡大期～まん延期 重点対策外来種 未定着 不明 生態系被害

○ セイヨウオオマルハナバチ Bombus terrestris 定着初期／限定分布 産業管理外来種 ○ 未定着 局所的 生態系被害

○ 外国産カブトムシ Dynastinae Gen. spp. 未定着 その他の定着予防外来種 定着初期／限定分布 不明 生態系被害

○ 外国産クワガタムシ Lucanidae Gen spp. 未定着 その他の定着予防外来種 未定着 不明 生態系被害

［上記以外で外来種リストに掲載が必要なもの］

○ アオマツムシ Calyptotrypus hibinonis 分布拡大期～まん延期 県内全域

○ アカマルカイガラムシ属の一種（ニセキマルカイガラムシ） Aonidiella comperei 定着初期／限定分布 局所的 マンゴーの葉，果実の食害

○ アシジロヒラフシアリ Technomyrmex brunneus 分布拡大期～まん延期 局所的 樹上性のアリを駆逐する

○ アシビロヘリカメムシ Leptoglossus gonagra 定着初期／限定分布 局所的 ウリ科野菜を加害

○ アズキマメゾウムシ Callosobruchus chinensis 分布拡大期～まん延期 部分的

○ アメリカカンザイシロアリ Incisitermes minor 定着初期／限定分布 局所的 家屋への被害

○ アメリカシロヒトリ Hyphantria cunea 定着初期／限定分布 部分的 樹木の食害

○ アメリカミズアブ Hermetia illucens 分布拡大期～まん延期 局所的 畜舎・鶏舎で発生

○ アルファルファタコゾウムシ Hypera postica 分布拡大期～まん延期 県内全域 マメ科植物を主に加害

○ アワダチソウグンバイ Corythucha marmorata 分布拡大期～まん延期 部分的
キク科作物（キク、ヒマワリ等）、

サツマイモ、ナスへの食害

○ アワテコヌカアリ Tapinoma melanocephalum 定着初期／限定分布 局所的

○ イエシロアリ Coptotermes formosanus 分布拡大期～まん延期 県内全域 住宅への加害

○ イエヒメアリ Monomorium pharaonis 分布拡大期～まん延期 不明 住宅へ侵入して食品等を食害

○ イセリアカイガラムシ Icerya purchasi 分布拡大期～まん延期 県内全域 柑橘を加害

○ イネミズゾウムシ Lissorhoptrus oryzophilus 分布拡大期～まん延期 県内全域 イネを加害

○ イラガセイボウ Chrysis shanghaiensis 分布拡大期～まん延期 局所的

○ インドオオズアリ Pheidole indica 定着初期／限定分布 局所的

○ ウスリーオオカミキリ Callipogon relictus 未定着 局所的、消滅

○ オオシワアリ Tetramorium bicarinatum 定着初期／限定分布 部分的

○ オオミノガヤドリバエ Nealsomyia rufella 分布拡大期～まん延期 県内全域 オオミノガを駆逐

○ オキナワスジボタル Curtos okinawanus 定着初期／限定分布 局所的 近似種との競合

○ オンシツコナジラミ Trialeurodes vaporariorum 分布拡大期～まん延期 県内全域 トマト・イチゴ等の商品価値を低下

○ オンシツツヤコバチ Encarsia formosa 分布拡大期～まん延期 不明 オンシツコナジラミ等の導入天敵

○ ガイマイゴミムシダマシ  Alphitobius diaperinus 分布拡大期～まん延期 部分的

○ カドコブホソヒラタムシ Ahasverus advena 侵入初期 局所的

○ カマドコオロギ Gryllodes sigillatus 分布拡大期～まん延期 部分的

○ カンシャコバネナガカメムシ Caverelius saccharivorus 定着初期／限定分布 不明 サトウキビを加害

○ カンタン Oecanthus longicaud 分布拡大期～まん延期 県内全域 果樹を加害

○ キボシカミキリ Psacothea hilaris subs 分布拡大期～まん延期 県内全域 桑の木を食害

○ キンケクチブトゾウムシ Otiorhynchus sulcatus 分布拡大期～まん延期 局所的 イチゴを加害

○ グラジオラスアザミウマ Thrips simplex 分布拡大期～まん延期 県内全域 花きを加害

○ クリイガアブラムシ Moritziella  castaneivora 分布拡大期～まん延期 県内全域 クリを加害

○ クリイロデオキスイ Carpophilus marginellus 侵入初期 局所的

本州，四国，九州

静岡県、北海道

全国

全国

全国

全国

本州、四国、九州、南西諸島

全国

本州、四国、九州、南西諸島
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全国

本州南部，四国，九州，南西諸島
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想定される外来種の及ぼす影響
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全国

全国

全国
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【昆虫】

［上記以外で外来種リストに掲載が必要なもの］

○ クリタマバチ Dryocosmus kuriphilus 分布拡大期～まん延期 県内全域 クリの新芽被害

○ クリノミキクイムシ Poecilips cardamomi 定着初期／限定分布 局所的 クリを加害

○ クリバネアザミウマ Hercinothrips femoralis 分布拡大期～まん延期 県内全域 花きを加害

○ クロゴキブリ Periplaneta fuliginosa 分布拡大期～まん延期 県内全域 衛生害虫

○ クロトンアザミウマ Heliothrips  haemorrhoidalis 分布拡大期～まん延期 県内全域 花きを加害

○ クロヒメアリ  Monomorium chinense 分布拡大期～まん延期 県内全域

○ クロボシセセリ Suastus gremius 分布拡大期～まん延期 部分的 ヤシ類に加害

○ ケブカアメイロアリ Paratrechina amia 分布拡大期～まん延期 局所的

○ コクヌストモドキ Tribolium castaneum 定着初期／限定分布 局所的

○ ココクゾウムシ Sitophilus oryzae 分布拡大期～まん延期 不明

○ コナナガシンクイ Rhizopertha dominica 侵入初期 局所的

○ サツマイモヒサゴトビハムシ Chaetocnema confinis 定着初期／限定分布 局所的 サツマイモの葉，塊根の食害

○ シバオサゾウムシ Sphenophorus venatus 分布拡大期～まん延期 県内全域 ゴルフ場の芝を加害

○ シバツトガ Pediasia teterrellus 分布拡大期～まん延期 県内全域 ゴルフ場の芝を加害

○ シバンムシアリガタバチ Cephalonomia gallicola 定着初期／限定分布 不明 倉庫のベニヤのシバンムシに寄生

○ シルベストリコバチ Encarsia smithi 分布拡大期～まん延期 部分的 チャトゲコナジラミに寄生

○ スマトラオオヒタクワガタ Dorcus titanus 未定着 局所的 在来種との交雑

○ セイヨウミツバチ Apis mellifera 未定着 不明

○ タイワンカブトムシ Oryctes rhinoceros 定着初期／限定分布 局所的 植栽ヤシ類の枯死

○ タバココナジラミ Bemisia tabaci 分布拡大期～まん延期 県内全域 野菜・花き類を加害

○ チガヤシロオカイガラムシ Antonina graminis 分布拡大期～まん延期 県内全域 ゴルフ場の芝を加害

○ チャゴマフカミキリ Mesosa perplex 分布拡大期～まん延期 局所的

○ チャトゲコナジラミ Aleurocanthus camelliae 分布拡大期～まん延期 部分的
チャ,サカキ類の葉への寄生・部分枯

死

○ チャノキイロアザミウマ Scirtothrips dorsalis 分布拡大期～まん延期 県内全域
マンゴー，トルコギキョウ，その他

ナス科作物等の食害

○ チャバネゴキブリ Blattella germanica 分布拡大期～まん延期 県内全域 衛生害虫

○ チュウゴクオナガコバチ  Torymus sinensis 分布拡大期～まん延期 県内全域 クリタマバチの導入天敵

○ ツヤオオズアリ Pheidole megacephala 定着初期／限定分布 局所的 生態系の被害

○ テツイロヒメカミキリ Ceresium sinicum 定着初期／限定分布 部分的

○ トマトハモグリバエ Liriomyza sativae 分布拡大期～まん延期 県内全域
ウリ科・ナス科・キク科作物全般を

中心に食害

○ ナシヒメシンクイ Grapholita molesta 分布拡大期～まん延期 不明 モモ・ナシを加害

○ ネギアザミウマ Thrips tabaci 定着初期／限定分布 不明 野菜・果樹・花きを加害

○ バクガ Sitotroga cerealella 分布拡大期～まん延期 不明 穀類の貯蔵・調整施設で発生

○ ハナアザミウマ Thrips hawaiiensis 分布拡大期～まん延期 県内全域 果樹・花きを加害

○ ハラアカコブカミキリ Moechotypa diphysis 分布拡大期～まん延期 県南を除く全域 椎茸収量の減少

○ ハラジロカツオブシムシ Dermestes maculatus 侵入初期 局所的

○ バラハオレタマバエ  Contarinia sp 定着初期／限定分布 局所的 バラを加害

○ ヒメカブト（外国産カブトムシ） Xylotrupes gideon 未定着 不明 不明

○ ヒラタキクイムシ Lyctus brunneus 不明

○ ヒロヘリアオイラガ  Parasa lepida 分布拡大期～まん延期 県内全域 街路樹食害、炎症を起こす

○ ブタクサハムシ Ophraella communa 分布拡大期～まん延期 部分的

○ ベダリアテントウ Rodolia cardinalis 定着初期／限定分布 部分的 イセリアカイガラムシの導入天敵

○ マメハモグリバエ Liriomyza trifolii 分布拡大期～まん延期 県内全域 ナス科・マメ科作物を中心に食害

○ ミカンキイロアザミウマ  Frankliniella occidentalis 分布拡大期～まん延期 県内全域
ウリ科作物，花き類への加害，キク

科・ナス科作物へのウイルス媒介
全国

関東（茨城，埼玉，東京，千葉，神奈川），静岡～西日本，

沖縄島．

本州、四国、九州

本州、四国、九州、沖縄

全国

全国

全国

全国

埼玉県以西、四国、九州

全国

全国

国内（飼育）

全国

南西諸島

関東以西、九州

全国

全国

全国

全国

兵庫県以西，四国，九州，対馬

西日本

西日本

全国

全国

全国

全国

全国

中国地方以南

本州、四国、九州、南西諸島

全国

本州、四国、九州、沖縄

南西諸島，南九州，小笠原諸島

関東以西

本県にお

ける確認
和名 学名 侵入区分（国内・国外・不明） 定着段階（県内） 生息域の状況 想定される外来種の及ぼす影響

本州，四国，九州

全国

全国

全国

本州，四国，九州

南西諸島

国内（飼育）

全国

奄美大島以南

茨城県以西
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【昆虫】

［上記以外で外来種リストに掲載が必要なもの］

○ ミカンコナカイガラムシ Planococcus  citri 分布拡大期～まん延期 県内全域 野菜・果樹・花きを加害

○ ミカントゲコナジラミ Aleurocanthus spiniferus 分布拡大期～まん延期 県内全域 柑橘を加害

○ ミナミキイロアザミウマ Thrips palmi 分布拡大期～まん延期 県内全域
野菜・花き・果樹への直接加害，ウ

リ科作物へのウイルス媒介

○ ムギクビレアブラムシ Rhopalosiphum padi 分布拡大期～まん延期 県内全域 飼料作・障壁作物への加害

○ モトジロアザミウマ Echinothrips americanus 分布拡大期～まん延期 部分的 ナス科等野菜類，花き類への加害

○ ヤシオオオサゾウムシ Rhynchophorus ferrugineus 分布拡大期～まん延期 県内全域 カナリーヤシの枯死

○ ヤノネカイガラムシ Unaspis yanonensis 分布拡大期～まん延期 県内全域 柑橘類に被害

○ ヤノネツヤコバチ Coccobius fulvus 分布拡大期～まん延期 県内全域 ヤノネカイガラムシに寄生

○ ヨコヅナサシガメ Agriosphodrus dohrni 分布拡大期～まん延期 局所的 樹木上でチョウ目昆虫を捕食

○ ヨツスジカミキリ Notomulciber quadrisignatus 定着初期／限定分布 局所的

○ ヨツモンカメノコハムシ Laccoptera quadrimaculata 分布拡大期～まん延期 県内全域 サツマイモ

○ ラミーカミキリ Paraglenea fortunei 分布拡大期～まん延期 県内全域

○ ランツボミタマバエ Ｃontarinia maculipennis 未定着 部分的 洋ラン，果菜類などへの食害

○ ルビーアカヤドリトビコバチ Anicetus beneficus 定着初期／限定分布 局所的 ルビーロウムシに対する導入天敵

○ ルビーロウムシ Ceroplastes  rubens 分布拡大期～まん延期 不明 茶・柑橘・樹木類への加害

○ ワタミヒゲナガゾウムシ Araecerus fasciculatus 定着初期／限定分布 部分的
ニンニク，ラッカセイ，かんきつ等

を加害

○ ワモンゴキブリ Periplaneta  americana 分布拡大期～まん延期 県内全域 衛生害虫

○ カツラマルカイガラムシ Comstockaspis macroporana 分布拡大期～まん延期 部分的 クリの枝幹への寄生

○ シロイチモジヨトウ Spodoptera exigua 分布拡大期～まん延期 県内全域 ネギ類，花き類への加害

○ イチジクヒトリモドキ Asota ficus 定着初期／限定分布 局所的 イチジクを加害

○ イネドロオイムシ Oulema oryzae 定着初期／限定分布 部分的 水稲への加害

○ ウスリーカキカイガラムシ Lepidosaphes ussuriensis 定着初期／限定分布 不明 カキを加害

○ カキクダアザミウマ Ponticulothrips diospyrosi 定着初期／限定分布 部分的 カキの果実への加害

○ クリノミキクイムシ  Poecilips cardamomi 分布拡大期～まん延期 部分的 クリを加害

○ クリハバチ Apethymus kuri 定着初期／限定分布 不明 クリを加害

○ ショウガクロバネキノコバエ Phytosciara zingiberis 定着初期／限定分布 部分的 ショウガへの加害

○ シロイチモジヨトウ Spodoptera exigua 分布拡大期～まん延期 県内全域 ネギ類，花き類への加害

○ チビクロバネキノコバエ Bradysia difformis 分布拡大期～まん延期 県内全域 キュウリ他野菜・花き

○ ヒメグンバイ Uhlerites debilis 定着初期／限定分布 部分的 クリ・クヌギを食害

○ ヤサイゾウムシ Listroderes costirostris 分布拡大期～まん延期 部分的 アブラナ科野菜への加害

○ ヤマダカレハ Kunugia yamadai 定着初期／限定分布 部分的 クヌギ二次林

○ ワモンノメイガ Nomophila noctuella 定着初期／限定分布 部分的 クローバーで確認

全国

全国

四国・本州・九州・沖縄

全国

四国・本州・北海道・ロシア

東北～九州

全国

西日本

関東以西

南西諸島

関東以西

全国

本州以南の日本各地

四国・本州・九州

四国・本州・九州

全国

本州・四国

四国・本州・九州

四国・本州・九州

全国

四国・本州・九州

全国

西日本

関東以西

全国

関東以南の本州・四国・九州

宮崎県・熊本県

全国

全国

岩手県以南

全国

関東以西

本県にお

ける確認
和名 学名 侵入区分（国内・国外・不明） 定着段階（県内） 生息域の状況 想定される外来種の及ぼす影響
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