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前 文 

 

私たちの暮らしは、食料や水、気候の安定など、多様な生物が関わり合う生態系から得

られる恵みにより支えられています。現在の多様な生命とそのつながりは、生命の誕生か

ら約 40億年の歴史を経て、さまざまな環境に適応した進化により形成されたものです。私

たちは、自然の仕組みを基礎とする真に豊かな社会をつくるために、生物多様性を保全し

ていく必要があります。 
我が国は、南北に長く複雑な地形を持ち、湿潤で豊富な降水量と四季の変化があること、

大陸との分断・接続が繰り返し起きたという地史を有することなどから、世界的にも生物

多様性の豊かな地域です。我が国の生物種は、既知のもので９万種以上、まだ知られてい

ないものまで含めると 30 万種を超えると推定されています。また、我が国の生物相は、

固有種の比率が高く、さらに、地域ごとに独自の生物相・生態系が形成されているという

特徴を持っており、こうした各地域の生態系、種及び遺伝的形質の固有性を保全していく

ことは、生物多様性の保全を考えていく上で重要です。 

また、我が国の文化は海と山の恵みをもたらす豊かな自然に支えられてきました。例え

ば、地域に伝わる伝統的な食文化はその地域の気候風土や生物多様性によってもたらされ

る季節ごとの海の幸や山の幸に根ざしています。 

環境省が設置した生物多様性総合評価検討委員会により、2010 年（平成 22 年）５月に

公表された「生物多様性総合評価報告書」においては、人間活動に伴う我が国の生物多様

性の損失はすべての生態系に及び、全体的にみれば今も続いていると評価されています。

さらに、その損失をもたらす４つの大きな要因の一つである、外来種の影響が近年顕著で

あるとしています。例えば、奄美大島・沖縄島北部（やんばる）地域のフイリマングース

（以下、「マングース」とする。）や小笠原のグリーンアノール、琵琶湖等のオオクチバス

などが特に影響の大きなものとして挙げられます。また、外来種による被害は、生物多様

性に対してだけでなく、セアカゴケグモなどの咬傷等による人の生命・身体に係る被害、

アライグマなどによる農作物被害等の農林水産業に係る被害もあります。 

一方で、農林水産業を中心とする産業分野では、家畜用、栽培用、園芸用、緑化用、天

敵用、受粉用、食用、飼料用等として多くの外来種が利用されており、これらは我々の社

会や生活を支えています。しかし、その中には管理下から逸出することで問題が発生する

ものもあることから、社会的な便益を引き続き享受できるようにするとともに、生態系等

へのリスクを低減するという観点から、我々の社会と外来種との適切な関わり方を考えて

いく必要があります。 

外来種が引き起こす問題については、1958 年（昭和 33 年）にチャールズ・Ｓ・エルト

ンにより執筆された「侵略の生態学」において、人間活動に伴い外来種が生態系に深刻な

影響を与えていることが指摘され、1980年（昭和 55年）に国際自然保護連合（IUCN）、世

界自然保護基金（WWF）、国連環境計画（UNEP）により作成された「世界環境保全戦略」に
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おいても、生態系に深刻な被害を与えている外来種の脅威が指摘されています。その後、

1992 年（平成４年）の地球サミットにおいて「生物多様性条約」が採択され、同条約の第

８条(h)に「生態系、生息地若しくは種を脅かす外来種の導入を防止し又はそのような外

来種を制御し若しくは撲滅すること。」として外来種対策が位置づけられ、さらに 2002

年（平成 14 年）の第６回締約国会議では「生態系、生息地及び種を脅かす外来種の影響

の予防、導入、影響緩和のための指針原則」が採択されました。 

このような国際動向を受け、我が国では、生物多様性の保全と持続可能な利用に関す

る国の基本的な計画である「生物多様性国家戦略」の改訂版として 2002 年（平成 14 年）

３月に策定された「新・生物多様性国家戦略」において、生物多様性の三つの危機のう

ちの一つとして外来種の脅威が位置づけられました。 

さらに、2004 年（平成 16 年）に「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（以下、「外来生物法」という。）が成立し、2005 年（平成 17 年）に施行され、

法律に基づき指定された特定外来生物の飼育・栽培、運搬、輸入、野外への放出、譲渡等

が規制されました。法施行に伴い、既に被害を及ぼしている特定外来生物の防除が進展す

るなど、我が国においても本格的な外来種対策が始まりました。 

2010 年（平成 22年）10 月に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第 10回締約国

会議では、生物多様性保全に係る具体的な行動目標として 20の個別目標(愛知目標)が掲げ

られ、侵略的外来種に関しては、「2020 年までに、侵略的外来種とその定着経路が特定さ

れ、優先順位付けられ、優先度の高い種が制御され又は根絶される。また、侵略的外来種

の導入又は定着を防止するために定着経路を管理するための対策が講じられる」とされて

います。 

我が国は、生物多様性を保全し、自然がもたらす恵み（生態系サービス）を持続的に享

受するため、愛知目標の達成に向けた取組を着実に進めていく必要があります。 

本計画は、2012年（平成 24年）９月に閣議決定された「生物多様性国家戦略 2012-2020」

において、愛知目標の達成に向けた我が国の国別目標の主要行動目標の一つとして、2014

年（平成 26年）までに策定すると位置づけられたもので、環境省、農林水産省及び国土交

通省が、有識者から構成される「外来種被害防止行動計画策定会議」の検討結果を踏まえ、

2020 年（平成 32 年）までの我が国の外来種対策全般に関する中期的な総合戦略として策

定するものです。 

本計画は、各主体がさまざまな社会活動（各種政策や事業、行動等）に外来種対策の観

点を盛り込み、計画的に実施するようにしていく（主流化する）ための基本的な考え方、

国、地方自治体、民間団体、企業、研究者、国民等の多様な主体が独自もしくは連携して

外来種問題に取り組むための行動指針、それらを踏まえた国の行動計画を示すことにより、

我が国の外来種対策を総合的かつ効果的に推進し、我が国の豊かな生物多様性を保全し、

持続的に利用することを目指すものです。 

今後は、外来生物法による行為規制等と、本計画において、外来種による生態系等への
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被害を防止するための考え方等を示すことにより、我が国の外来種対策をさらに推進して

いきます。 

 

◆愛知目標を受けた生物多様性国家戦略における外来種対策に関する各目標

◆生物多様性の４つの危機

2020年までに侵略的外来種及びその定着経路が特定され、優先順位付けられ、優先度の高い
種が制御又は根絶される。

生物多様性国家戦略2012-2020 ～ 生物多様性の保全と持続可能な利用を目的 ～

2020年までに、外来生物法の施行状況の検討結果を踏まえた対策を各主体の適切な役割分担
の下、計画的に推進する。また、より効果的な水際対策等について検討し、対策を推進する。

第１の危機 開発など人間活動による危機

第２の危機 自然に対する働きかけの縮小による危機

第３の危機 人間により持ち込まれたもの（外来種など）による危機

第４の危機 地球環境の変化による危機

主要行動目標

個別目標

国別目標

・「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」を作成し、
定着経路に係る情報を整備

・防除の優先度の考え方を整理し、計画的な防除等を推進し、多様な主体や
地域レベルでの取組を促すため

「外来種被害防止行動計画」を策定

・優先度の高い侵略的外来種についても制御もしくは根絶し、希少種の生息状況や本来の生態系
の回復、人の生命・身体及び農林水産業に係る被害の防止を促進

 

図１ 生物多様性国家戦略と行動計画の関係 
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第１部 外来種対策を実施する上での基本指針 
 

第１章 外来種対策に関する認識と目標 

 

本計画では、我が国の外来種対策を総合的かつ効果的に推進するため、第１部第１章に

おいて外来種問題についての基本認識を整理し、本計画の目的、目標等の位置づけを、第

１部第２章においては本計画に基づき各主体が外来種対策を進める上での基本的考え方を、

第２部第１章においては第１部第２章の基本的な考え方を踏まえ国が実施すべき行動計画

を示します。 

●外来種対策は、生態系、人の生命又は身体及び農林水産業への被害の防止が目的あること示し、外来種問題の基
本認識を整理。

●生物多様性国家戦略2012-2020の「100年計画」「長期目標」「短期目標」「国別目標」を念頭に、2020年目標を掲げる。

●本計画では、４つの観点から外来種対策を推進

第２節 各主体の役割と行動指針

第１節 社会において外来種対策を主流化するための基本的な考え方

第２節
外来種問題の基本認識

第４節
行動計画の対象及び目標

第３節
行動計画の目的及び役割

第１節
外来種対策をめぐる主な動向

前文

1. 普及啓発・教育の推進と
人材の育成

2. 優先度を踏まえた外来種
対策の推進

7. 情報基盤の構築及び
調査研究の推進

4. 効果的・効率的な防除
の推進

第１部 外来種対策を実施する上での基本指針

第２章 外来種による被害を防止するための考え方と指針

1. 国

2. 地方自治体

3. 事業者

4.メディア等関係者

5. NPO・NGO等民間団体

6. 動植物園・水族館・博物館等

7. 教育機関

8. 研究者・研究機関・学術団体

9. 国民

第１章 外来種対策に関する基本認識と目標

観点１

全体の基盤となる対策
観点２

導入・逸出の防止
観点３

防除の推進
観点４

地域固有性の維持保全

［第1節］ 普及啓発・教育の
推進 と人材の育成

［第2節］ 侵略的外来種リス

トの作成と優先度を踏まえた
外来種対策の推進

［第7節］ 情報基盤の構築及
び調査研究の推進

［第3節1 ］ 意図的に導入さ
れる外来種の適正管理

［第3節2 ］ 非意図的な導入
に対する予防

［第4節］ 効果的・効率的
な防除の推進

［第5節］国内由来の外来種
への対応

［第6節］同種の生物導入によ
る遺伝的撹乱への対応

第２部 外来種対策を推進するための行動計画

第１章 国による具体的な行動

第２章 実施状況の点検と見直し

3 . 侵略的外来種の導入の
防止

3-1.意図的に導入される外
来種の適正管理

3-2. 非意図的な導入に対す
る予防

5. 国内由来の外来種への
対応

6. 同種の生物導入による
遺伝的撹乱への対応

●2017（平成29）年度を目途に進捗状況を把握し、2019（平成31）年度を目途に行動計画の実施状況の点検と見直しを実施。

 

図２ 外来種被害防止行動計画の構成 
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本計画で示す外来種対策は、第１部第２章第１節にあるとおり、４つの観点から推進し

ます。まず第１に、「全体の基盤となる対策」の観点から、「外来種対策における普及啓発・

教育の推進と人材の育成」、「優先度を踏まえた外来種対策の推進」、「情報基盤の構築及び

調査研究の推進」について記載します。第２に、最も根本的かつ重要な外来種対策である

「導入・逸出の防止」の観点から、「意図的に導入される外来種の適正管理」、「非意図的な

導入に対する予防」について記載します。第３として、既に侵入・定着した段階における

「防除の推進」の観点から、「効果的、効率的な防除の推進」について記載します。第４と

して、近年問題意識が高まってきている「地域的固有性の維持保全」の観点から、我が国

では今回初めて「国内由来の外来種への対応」、「同種の生物導入による遺伝的攪乱への対

応」について整理し、記載します。また本計画において用いる用語の定義を以下のとおり

整理します。 

 

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） 

国外由来の外来種 

（外来生物法で定

義する「外来生物」） 

「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

（ invasive alien 

species） 

「外来種」のうち、我が国の生態系、人の生命又は身体、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もの 

特定外来生物 我が国の生態系等に係る被害を及ぼす又は及ぼすおそれのあると認

められる外来生物として、外来生物法に基づき指定されたもの。飼

育・栽培、運搬、輸入、野外への放出、譲渡等が規制される。 

なお、侵略的外来種の一部について、法に基づいて特定外来生物に指

定している。 

 

本計画では、外来種（外来生物法に基づく「外来生物（つまり国外由来の外来種）」だけ

でなく、「国内由来の外来種」も含めたものとして上記で定義したもの。）による生態系、

人の生命・身体又は農林水産業に係る被害を外来種問題として取り扱います。 

なお、国内由来の外来種については、我が国に自然分布域を有していることから、一般
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的には在来種と呼ばれていますが、在来種であっても見方を変えれば外来種問題を引き起

こす可能性があることに留意が必要です。 

さらに、本計画では、ある生物種の自然分布域内において、遺伝的形質が異なる別の集

団（個体群）から個体が導入されることにより生じる遺伝的攪乱の問題についても、外来

個体による在来個体への影響という観点から、外来種問題に準ずるものとして取り扱うも

のとします。 

 

 

図３ 外来種問題の概念図 

 

 

また、愛知目標達成のため、本計画と併せて環境省及び農林水産省では「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」を作成しています。このリストは、我が

国の生物多様性を保全するため、愛知目標の達成を目指すとともに、さまざまな主体の参

画のもとで外来種対策の一層の進展を図ることを目的とし、生態系、人の生命・身体、農

林水産業に被害を及ぼす又は及ぼすおそれがあるものを生態的特性及び社会的状況も踏ま

えて選定した外来種のリストです。本計画同様に、我が国では初めて国内由来の外来種に

ついても掲載しています。また、最新の定着状況や侵入経路、我が国における対策の方向

性、利用上の留意点等についての情報を掲載種ごとに整理して示すものです。なお、特定
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外来生物及び未判定外来生物以外は外来生物法に基づく規制の対象ではありません。 

なお、リストは本計画で示す外来種対策を実施していくにあたっての基礎資料となるも

のです。このリストでは、対策の方向性から、外来種を以下の３つのカテゴリに分類して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 外来種対策をめぐる主な動向 

侵略的外来種が引き起こす問題については、1958 年(昭和 33 年)チャールズ・Ｓ・エル

トンにより執筆された「侵略の生態学」や、1980 年（昭和 55 年）に IUCN、WWF、UNEP に

より作成された「世界環境保全戦略」において、指摘されました。1992 年（平成４年）に

生物多様性条約が採択され、国際的にも外来種に関する取組が進展し、我が国も 1993年（平

成５年）に同条約を締結しました。同条約第８条(h)では外来種対策について「生態系、生

息地、若しくは種を脅かす外来種の導入を防止し又はそのような外来種を制御し若しくは

撲滅すること」と定められています。2002 年（平成 14 年）４月に開催された生物多様性

条約第６回締約国会議では「生態系、生息地及び種を脅かす外来種の影響の予防、導入、

影響緩和のための指針原則」が採択されました。その中では、予防的取組の重要性のほか、

できるだけ侵入初期の段階で対処し、根絶、封じ込め等の対処を講ずべきとするなど、外

来種対策として講ずべき基本的な施策の方向性が網羅的に示されました。 

我が国では、こうした国際的な動向を踏まえ、生物多様性条約第６条に基づく生物多様

性の保全と持続可能な利用を目的とした国家戦略として、1995年（平成７年）10 月に最

初の生物多様性国家戦略を策定し、その中での外来種対策は、絶滅危惧種の生息域内保

全を推進するために必要な取組の一つとして位置づけられました（当時は「移入種」と

いう言葉が主に用いられました。）。2002 年（平成 14 年）３月に策定された「新・生物

多様性国家戦略」において、外来種問題を我が国の生物多様性保全上の危機の一つとして

位置づけ、その中で「日本のように独特の生態系を有する島国では、移入種により絶滅の

危機にさらされる動植物が多く、生物多様性に与える影響が甚大であることを認識しなけ

定着予防外来種：国内に未定着のもので、導入の予防や水際での監視、野外への逸出・

定着の防止、発見した場合の早期防除が必要な外来種。 

総合対策外来種：国内に定着が確認されているもので、国、地方公共団体、国民など各

主体がそれぞれの役割において、防除（野外での取り除き、分布拡大

の防止等）、遺棄・導入・逸出防止等のための普及啓発など総合的に対

策が必要な外来種。 

産業管理外来種：産業又は公益的役割において重要で、代替性がなく、その利用にあた

っては適切な管理を行うことが必要な外来種。種ごとに利用上の留意

事項を示し、適切な管理をよびかける。 
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ればなりません」と記述しています。さらに、外来種対策として、影響が生じているか、

その懸念のある種のリスト化、逸出すると影響を生じるおそれのある飼養動物の管理、定

着していて影響軽減が必要な侵略的外来種の排除等の取組について着実に進めていくこと

が必要とされました。 

2003 年（平成 15 年）12 月には、生物多様性条約第６回締約国会議で採択された「生態

系、生息地及び種を脅かす外来種の影響の予防、導入、影響緩和のための指針原則」も踏

まえ、中央環境審議会が答申した「移入種対策に関する措置のあり方について」において、

外来種対策を総合的に実施していくための制度化の必要性が指摘されました。これを受け

て、外来生物法が 2004年（平成 16年）５月に成立し、同年６月に公布され、2005年（平

成 17年）６月に施行されました。外来生物法に基づき指定された特定外来生物については、

飼育・栽培、運搬、輸入、野外への放出、譲渡等が規制されるなど、我が国においても本

格的な対策が始まりました。 

なお、以降の生物多様性国家戦略についても引き続き、外来種問題は生物多様性保全上

の危機の一つとして位置づけられ、生態系や農林水産業への被害防止は取り組むべき課題

として認識されています。 

その後、自然公園法施行令（昭和 32年政令第 298号）及び自然環境保全法施行令（昭和

48 年政令第 38 号）の一部改正（平成 18 年１月施行）並びに自然公園法（昭和 32 年法律

第 161号）及び自然環境保全法（昭和 47年法律第 85号）の一部改正（平成 22年４月施行）

により、国立・国定公園及び自然環境保全地域での動植物の放出等の規制が強化されまし

た。また、自然公園法及び自然環境保全法の一部改正（平成 22年４月施行）により生態系

維持回復事業に基づく対策が行われるようになりました。 

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成 14年法律第 88号）においては、「鳥獣

の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」を 2011 年（平成 23 年）９月に

変更し、農林水産業又は生態系等に係る被害を及ぼす外来鳥獣については、積極的な狩猟

及び有害鳥獣捕獲を推進し被害の防止を図ることとされました。（なお、当該法律の一部改

正（平成 27年５月施行）により、題名を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す

る法律」に変更しています。） 

また、外来生物法も含めて生物多様性に関連する個別法全体を束ねる基本法となる生物

多様性基本法（平成 20 年法律第 58 号）の制定、地域における多様な主体の連携による生

物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律（平成 22年法律第 72号、平成 23年

10 月施行）の制定、第四次環境基本計画の策定（平成 24 年４月閣議決定）等、外来種対

策に係る施策の更なる充実のための法整備等が行われています。さらに、2013年（平成 25

年）６月には、外来生物法の一部を改正し、輸入時の消毒命令等に関する規定を追加し、

規制の強化が図られました。 

さらに、国土交通省では河川における外来種対策に関する検討を進め、1998年（平成 10

年）に学識経験者からなる外来種影響・対策研究会を設置し、2001 年（平成 13 年）７月
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に「河川における外来種対策に向けて（案）」を公表、2003年（平成 15 年）８月には我が

国で初めて外来種対策の事例集となる「河川における外来種対策の考え方とその事例 －主

な侵略的外来種の影響と対策－」を作成し公表しています。さらに、2013 年（平成 25年）

12 月には、これまでの知見をとりまとめた「河川における外来植物対策の手引き」及び「河

川における外来魚対策の事例」が公表しています。 

その間、国際的な議論も進展し、2010 年（平成 22 年）10 月に開催された生物多様性条

約第 10 回締約国会議（COP10）において、長期目標（Vision）「2050 年までに「自然と共

生する世界」を実現」、短期目標(Mission)「2020年までに生物多様性の損失を止めるため

に効果的かつ緊急な行動を実施」に加え、生物多様性に関する新たな世界目標として 20の

個別目標からなる愛知目標（決議Ⅹ/２）が採択され、このうち侵略的外来種に関するもの

として個別目標９「2020 年までに、侵略的外来種とその定着経路が特定され、優先順位付

けられ、優先度の高い種が制御され又は根絶される。また、侵略的外来種の導入又は定着

を防止するために定着経路を管理するための対策が講じられる。」が設定されました。また、

ペット、水族館、動物園、植物園での展示生物並びに生き餌・食料となる生きた生物とし

て導入された侵略的外来種についても国際的な基準を作成すること等についても議論され

ました。 

COP10を受け策定された生物多様性国家戦略 2012-2020（平成 24年９月閣議決定）では、

愛知目標の達成に向けた我が国の国別目標を設定しており、侵略的外来種についても、そ

の影響が近年深刻化していることを踏まえて、対策の強化を進めることとしています。 

これらの動向を踏まえ、2012年（平成 24年）12月 13日に中央環境審議会野生生物部会

において「外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について」が意見

具申されました。その中では、主に以下の施策を講ずべきとしています。 

① 特定外来生物の効果的な選定 ⇒第２部 第１章 第２節 参照 

・我が国の生態系等に係る被害を及ぼす、又は及ぼすおそれのある外来種を掲載した「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」の策定を通じて、被害に係

る科学的評価を踏まえ、予防的観点から特定外来生物の追加指定を検討すること 

・特定外来生物に指定されていないが、特定の地域に限定して大きな影響を及ぼす外来種

についても、「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」に選定し、

広く普及啓発を図るとともに、自然公園法や条例等による効果的な規制や対策を推進し

ていくこと 

・特定外来生物との交雑個体・集団についても、特定外来生物の指定対象となるよう、法

的位置づけを整理して、必要な規制を行うこと 

② 飼養等許可の適切な執行管理の推進 ⇒第２部 第１章 第３節 Ⅰ 参照 

・飼養等許可された特定外来生物の管理について指導監督を強化すること 

・特定外来生物の代替種を開発し、代替種の利用方針と特定外来生物の飼養等許可の運用

方針を再検討すること 
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・防除に資する学術研究に伴う特定外来生物の野外への放出については、法的な許可制度

を検討すること 

③ 輸入規制、水際対策、非意図的な導入対策の推進 ⇒第２部 第１章 第３節 参照 

・非意図的な導入が輸入時に確認されたときの輸入品の廃棄、消毒等の法的に徹底できる

措置について検討すること 

・非意図的な導入における海外からの侵入経路を特定し、効果的な対策を検討すること 

・国内の他地域への導入を防止するため、注意すべき行為や経路の把握に努め、実行可能

な対策を検討すること 

・国立公園等においては必要に応じ対策の強化を検討すること 

④ 国による防除の推進及び地方公共団体等の防除に係る確認・認定の促進 

⇒第２部 第１章 第４節 参照 

・国として実施すべき防除の優先度の考え方を整理し、それを踏まえた防除対象種とその

地域の実情に応じた防除目標を策定すること 

・国は、地方公共団体と連携して取組ができるよう成果の共有、情報交換などの枠組みを

構築し、地方公共団体の取組を促進すること 

・特に生物多様性の保全上重要な地域の外来種の防除にあたっては、ヤギなどの家畜、イ

ヌ、ネコ等のペットの管理を含めた対策を講じること 

・国の防除にあたっては、当該地域の生態系管理の一環として、国立公園の管理や希少種

の保全等とも連動させて外来種対策を進めていくこと 

⑤ 国内由来の外来種対策の推進 ⇒第２部 第１章 第５節 参照 

・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の作成等を通じて、科学的

知見を集積し、外来種被害防止行動計画（仮称）において、対応の基本的考え方を整理

し、自然公園法等を活用した対策の検討や条例等における規制の推奨等を推進すること 

⑥ 生物の導入による遺伝的攪乱への対応 ⇒第２部 第１章 第６節 参照 

・外来種被害防止行動計画(仮称)の策定を通じて、科学的知見を集積し、対応の基本的な

考え方を整理し、広く普及啓発を図ること 

⑦ 各主体の協力と参画、普及啓発の推進 ⇒第２部 第１章 第１節 参照 

・国、地方公共団体、企業、民間団体、国民などの役割を明確にして、多様な主体と連携

した外来種対策を推進すること 

・外来種問題に関する普及啓発については、教育現場を始めさまざまな機会・媒体を通じ

て戦略的に実施すること 

⑧ 調査研究の推進 ⇒第２部 第１章 第７節 参照 

・国は、研究者等と連携して、外来種の分布情報等の情報収集を始め、効果的な防除手法

の開発等、必要な調査研究を推進すること 

⑨ その他 

・東日本大震災によって生態系が攪乱された地域において、必要に応じて外来種の侵入状
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況等について把握し、震災復興において生物多様性に配慮されるよう、情報提供を行う

ことを検討すること 

 

この、意見具申を踏まえ、上述のとおり 2013 年（平成 25 年）６月には、外来生物法の

一部が改正され、交雑種の規制や輸入品等の検査・消毒命令等の規定を新たに設け、規制

の強化が図られました。 

 

第２節 外来種問題の基本認識 

外来種問題に対応する上で基本となる認識を以下に整理します。 

 

＜外来種対策の目的＞ 

 外来種対策を実施する目的は、生物多様性の確保、人の生命及び身体の保護並びに農

林水産業の健全な発展である。 

＜外来種に関する適切な認識＞ 

 生物種は、本来自然分布域に生息・生育しているものであり、人為により自然分布域

を超えて導入することで、外来種の侵略性が発生する可能性があることを理解するこ

とが必要である。 

 社会生活では多くの外来種が利用され、それらの中には私達の生活に欠かせないもの

もある。その一方で、それらの中には侵略性を持つものもあり、そのようなものにつ

いての利用は控えることが重要である。すぐに利用を控えることが困難な場合には、

外来種の利用量を抑制する方法の採用や、生態系への影響がより小さく産業において

同等程度の社会経済的効果が得られるというような代替性がないか検討し、利用量の

抑制が困難である場合や、代替性がない場合は、適切な管理を行うことが必要である。 

 外来種はペット等としても多く利用されているなど、私達の生活と密接に関わってい

ることから、国民一人一人が外来種問題を認識し、外来種被害予防三原則（「入れな

い」、「捨てない」、「拡げない」）を遵守することが必要である。 

＜外来種対策を実施する上での基本認識＞ 

 侵略的外来種は、原則として可能な限り早急に防除することが必要である。 

 早期発見・早期防除の必要性を認識し、「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」のうち、特に定着予防外来種が確認された場合は、早急な防除が

必要である。 

 外来種対策を実施する際は、外来種に関する適切な認識を持ち、目的を明確化し、各

主体が連携して、科学的知見を踏まえた予防原則に基づいて、定着段階を考慮して戦

略的に行うことが必要である。 
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１ 外来種対策の目的 

我が国は豊かな生物相を有しており、固有種（亜種、変種も含む）の比率も高いという

特徴を持っています。また、野生生物の分布は、複雑な地形的条件等により制限され、そ

れゆえに地域固有の多様な生態系が形成されています。 

外来種対策は、上述のような生態系により構成された我が国の豊かな生物多様性を確保

し、さらに、人の生命及び身体の保護並びに農林水産業の健全な発展を図ることが目的で

あり、その目的を達成するために必要な手段の一つです。 

 

２ 外来種問題の現状 

我が国は、戦後急速に進んだ経済・社会のグローバル化等により、人と物資の移動が活

発化しています（これは、仮に世界中の人が日本の国民と同じ生活をすれば、地球が 2.3

個も必要なほど多くの資源を消費することが背景にあります。）。それに伴い、国外又は国

内の他地域から、本来有する移動能力を超えて、人為によって意図的・非意図的に自然分

布域外に導入され、野生化する外来種が増加しています。外来生物法に基づき指定される

特定外来生物等の一部の生物の輸入は規制されていますが、多くの国々、地域との人の往

来や物資の交易・移動は社会経済活動を維持する上で必要であることから、特定外来生物

の非意図的な導入、その他現状で規制を受けていない外来種の意図的・非意図的な導入が

依然として発生しています。 

捕 食
●マングースの捕食による希少動物の減少
●オオクチバスの捕食による水生生物の減少
●グリーンアノールの捕食による固有種の減少

侵略的外来種
による被害

交 雑
●アカゲザルとニホンザルの交雑
●チュウゴクモクズガニと
在来モクズガニ属との交雑のおそれ

●チュウゴクオオサンショウウオとオオサンショ
ウウオとの交雑

競争
●在来種との生息域・餌等の様々な競合

通水阻害
●カワヒバリガイや水草
による用水路等の通水阻害

文化財の汚損等
●アライグマの糞害・入り込みによる文化財汚損
●オオクチバスの捕食に伴う二ゴロブナの減少に
よる伝統的食文化への影響

食害等
●アライグマ等による農産物の食害
●ヌートリアによる農産物の食害や畦の破壊

悪臭発生
●外来水草類の大量発生・枯死後の悪臭

景観・構造物の汚損
●ムラサキイガイ等による建築物の汚損
●オオキンケイギクによる自然景観の変容

咬傷等
●セアカゴケグモ、カミツキガメ、ヒアリ、
タイワンハブ等による咬傷等やそのおそれ

生態系に係る被害農林水産業に係る被害

その他の被害 人の生命または身体に係る被害

寄生生物・感染症の媒介
●外来種に随伴して侵入した
寄生生物等による被害のおそれ

●人畜共通感染症を媒介するおそれ

治水・利水への影響・被害
●外来木本類等が河道内で高木林を形成
することによる安全な流下の阻害

営農活動の阻害
●外来植物の農地や農業用水路などへの侵入による

営農活動の阻害

 
図４ 侵略的外来種による様々な被害 
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こうした外来種の中には侵略的外来種が含まれており、侵略的外来種により、在来種の

捕食、在来種との生息域・餌等に関する競合、交雑による在来種の遺伝的攪乱、寄生生物

や感染症の媒介等による生態系等への被害、咬傷等の人の生命や身体への被害、食害や用

水路の通水被害等の農林水産業への被害だけでなく、文化財の汚損、悪臭の発生等、さま

ざまな被害が及ぶ事例がみられます。 

侵略的外来種が生態系に導入されることは、地域固有の在来種の絶滅が懸念されること

を始め、長い進化の過程で形成された地域固有の遺伝的形質の変化、生態系の改変が深刻

化し、復元することが難しくなる場合があるなど、我が国の生物多様性を保全する上で、

重大な問題となっています。 

例えば、咬傷をもたらすハブや農作物を荒らすネズミを駆除する目的で 1910 年（明治

43 年）に沖縄島に導入され、1979 年（昭和 54 年）頃には奄美大島でも放されたマングー

スは、防除事業開始まで年々生息地を拡大し、ヤンバルクイナやアマミノクロウサギなど

の希少な野生生物を捕食し、その存続に大きな脅威となっています。2012 年度（平成 24

年度）に仮想評価法を用いて両地域のマングース駆除に対する国民全体の年間の支払意志

額を算出したところ、やんばる地域、奄美大島ともに 1,319億円となりました。  

⇒【コラム】環境サービス（生態系サービス）の経済的評価―仮想評価法 参照 

また、池に生息する生物群集が国の天然記念物に指定されている深泥池（みぞろがいけ 

（京都市））において、1972 年（昭和 47 年）に 8.3％だった外来魚率（生息する魚類の種

数に対する外来種の率）が 2000 年（平成 12 年）には 60.0％に達し、生息する在来魚は 8

種が絶滅し、15 種から 7 種に激減したこと、さらに、個体数に占める割合でみると 2009

年（平成 21 年）には捕獲された魚類の約 90％がブルーギルだったことが報告されていま

す。また、「河川水辺の国勢調査」により調査対象河川の６割以上でオオクチバスやブルー

ギルが確認されています。 

小笠原諸島等に侵入しているグリーンアノールは、在来の昆虫を捕食しており、小笠原

諸島では固有種のオガサワラシジミ等が激減しているという報告があります。 

また、捕食以外にも在来種との競合による生態系への被害についても報告されています。 

北海道では、農作物の受粉促進を目的として導入されたセイヨウオオマルハナバチが管

理下から逸出し、日高地方や千歳川流域において在来種との競合によりセイヨウオオマル

ハナバチへの置き換わりが生じ、特に在来種であるエゾオオマルハナバチの明確な減少が

確認されました。鵡川町では、2003 年（平成 15 年）から 2005 年（平成 17 年）にかけて

エゾオオマルハナバチの観察比率が 1/10 以下、観察数が 1/15 以下に減少したとの調査結

果があります。 

岐阜県木曽川では、オオキンケイギク等の外来植物が優占しており、外来種対策として、

それらの外来植物を選択的に除去したところ、カワラヨモギ、カワラマツバ、カワラサイ

コなど河原に固有の在来種が回復しました。このことから、在来植物の衰退の主要な原因

の一つは、外来植物の侵入であることが示されています。 
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さらに、千葉県では観光施設から逃げ出したアカゲザルがニホンザルと交雑しているこ

とが確認されており、交雑が広範囲に拡大すれば「高宕山のサル生息地」として国の天然

記念物にも指定されている地域に生息するニホンザルの遺伝子の固有性が失われ、さらに

は地域個体群の絶滅につながる危険性があります。既に国内の生息地域ではタイリクバラ

タナゴとニッポンバラタナゴの交雑が進行し、生息地域の多くでニッポンバラタナゴの地

域個体群の絶滅が生じています。その他にも、野外に放出されたチュウゴクオオサンショ

ウウオが河川に定着し、在来種であるオオサンショウウオとの交雑個体が多数確認されて

おり、特に鴨川水系では 90％以上の個体が交雑個体であることが分かっています。また、

チュウゴクモクズガニが飼育下で在来モクズガニ属と容易に交雑することも報告されてい

ます。一方、国内由来の外来種として導入されたモツゴとシナイモツゴの交雑は、雑種第

一代が不妊となるため遺伝的攪乱を伴わないとされていますが、モツゴのオスはシナイモ

ツゴのオスに対し優位であるため、シナイモツゴの正常な繁殖が阻害されるなどの悪影響

が指摘されています。 

このように外来種との交雑が発生すると、遺伝子の固有性が失われることに加えて、交

雑個体が生じることで個体群の繁殖能力が低下するなどにより、種の絶滅という問題が発

生する可能性が懸念されます。 

また、近年では、琉球列島に自然分布するアカギは、琉球列島から小笠原諸島に人為的

に導入された結果、母島の一部地域で一帯をアカギ林に変容してしまい、母島特有の湿性

高木林の面積が減少しました。このような、日本の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ることによる生態系への影響が懸念されています。 

⇒第 1部 第 2章 第 1節 5参照 

さらに、近年ではゲンジボタル等で典型的に見られるように、観光資源化等を目的とし

て、種内の地理的な遺伝子レベルの変異を考慮せず他地域の個体や個体群が導入されるこ

とにより遺伝的攪乱を引き起こしています。このような同種の生物導入による遺伝的攪乱

についても懸念されています。⇒第 1部 第 2章 第 1節 6参照 

加えて、侵略的外来種による被害は生態系に対してだけでなく、人の生命・身体や農林

水産業への被害など、社会経済活動に対しても直接的に深刻な被害を与えています。人の

生命・身体への被害の例としては、セアカゴケグモ、タイワンハブ等による咬傷被害が確

認されていたり、カミツキガメやヒアリ等による咬傷被害等のおそれが指摘されています。 

また、ヌートリアによる農産物の食害や畦の破壊、マツノザイセンチュウによる松枯れ

被害、カワヒバリガイによる用水路や水道施設の取水口等の水利施設において通水阻害な

どが確認されています。また、滋賀県の伝統的食文化である鮒寿司の原料である琵琶湖固

有種のニゴロブナがオオクチバスやブルーギルの捕食等により減少したり、アライグマに

よる文化財の汚損、外来水草の大量発生と枯死による悪臭の発生、ムラサキイガイが船底

や発電所等の取水施設に付着することによる汚損被害等が確認されています。このような

外来種問題が発生すると、経済的にも大きな被害を受けることにつながり、例えばアライ
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グマによる全国の農作物被害金額は 2013 年度（平成 25 年度）に約３億４千万円に達して

います。さらに、かつて果実や果菜類に大きな被害を与えたミバエ類は特定の外来種の根

絶の成功事例としてよく知られていますが、その根絶には、約 25年の歳月と総額約 254億

円の防除費(人件費を除く)が費やされました。 

 

３ 外来種に関する適切な認識 

外来種は我が国でも縄文時代から導入されたイネに代表されるように、家畜用、栽培用、

園芸用、緑化用、天敵用、受粉用、食用、飼料用等として利用され、社会・文明の発展に

貢献してきました。それらは現在も、農林水産業をはじめさまざまな産業分野において、

我々の暮らしの中で重要な位置を占めています。人間の管理下にある外来種の多くは、生

物多様性に対しても特に大きな問題を及ぼしていません。しかし、このような外来種の一

部には、人間の管理下から逸出した場合、生態系等に対して侵略的な影響を及ぼす種があ

るのも事実で、そのようなものについての利用を控えることが重要です。すぐに利用を控

えることが困難な場合には、外来種の利用量を抑制する方法の採用や、生態系への影響が

より小さく産業において同等程度の社会経済的効果が得られるというような代替性がない

か検討し、利用量の抑制が困難である場合や、代替性がない場合は、適切な管理が必要で

す。 

なお、現在問題となっている侵略的外来種の中には例えばアライグマなどペット由来の

ものや、オオキンケイギク、ボタンウキクサなど観賞用のものも多くあります。ペットや

観賞用として外来種を飼養する場合、これらの中には外来生物法により飼養が規制されて

いるものもいますが、それ以外の外来種については飼養が規制されていません。このこと

から、侵略的外来種であることが明確なものについては、原則として利用は控えることが

必要ですが、それらだけでなく、科学的知見が無い外来種であっても侵略性を持つ可能性

はあるため、外来種被害予防三原則（P44参照）を遵守することが必要です。 

また、外来種は、導入された地域の在来種と共存・進化の歴史を持たないことから、特

に侵略的外来種については、生物多様性保全の観点からみると、導入された地域の自然環

境下にいるべき存在ではないことを認識する必要があります。その点が、在来種のニホン

ジカやカワウ等のように、適正と考えられる個体数より増えすぎることにより、生態系等

への被害が発生しているもしくはそれが懸念される場合は減らすことが必要であっても、

絶滅させるべきではない生物とは異なります。 

また、逆に日本から世界各地に導入されて繁茂しているクズやオーストラリア沿岸・地

中海等に定着しているワカメ、アメリカで深刻な農業害虫となったマメコガネ等、我が国

の在来種が海外で侵略的外来種となっている事例もあります。 

このように、生物多様性の観点からみると、全ての生物はその自然分布域の範囲内では、

属する生態系の重要な構成要素です。例えばクズであっても、生物多様性の観点からみる

と、我が国の生態系の重要な構成要素です。しかし、それらの生物も意図的・非意図的を



 

16 

 

問わず人為により自然分布域を越えて導入された結果、望ましくない影響を及ぼすことが

あり、その程度が著しい場合に「侵略的外来種」として認識されることになります。つま

り、外来種問題は、導入された外来種の侵略性によって発生しており、その侵略性を生じ

させる原因となっているのは人間であることを理解することが必要です。 

 

４ 外来種対策を実施する上での基本認識 

我が国の生態系、人の生命・身体、農林水産業等への被害を防止するため、侵略的外来

種の防除を実施する必要があります。生態系に新たな外来種が加わることは種の多様性を

豊かにすることであり良いことであると誤解されることがありますが、外来種の導入は長

い進化の歴史によって形作られてきた地域ごとの生物多様性を歪めるものです。特に侵略

的外来種の導入は、我が国の生物の進化の歴史の結果形成された我が国固有の生態系を大

きく改変させるおそれがあります。すなわち、外来種対策の目的は元々ある固有の生態系

や種、遺伝的多様性の保全にあるという点が重要であり、根絶等のさまざまな外来種対策

はそれ自体が目的ではなく、そのための手段の一つであることを認識しておくことが必要

です。さらに、生物の多様性は微妙な均衡を保つことによって成り立っており、科学的に

解明されていない事象が多く、一度損なわれた生物の多様性の回復は困難であることから、

外来種対策はとりわけ予防的観点から実施する必要があります。 

なお、産業利用されている外来種への対策として、その利用を控え、代わりに在来種で

あっても外国産の個体の導入が進むこと（例：外国産コマツナギ、外国産ヨモギ等）があ

り、それらが国内の自然環境中に逸出して在来個体の遺伝的攪乱が生じるという問題も指

摘されており、注意が必要です。 

（遺伝的攪乱の問題の詳細については、⇒ 第２章 第１節 ６ 参照）。 

上述の考え方のもとで実施する外来種対策では、対象種の定着段階（未定着、定着初期、

分布拡大期、まん延期）によって効果のある対策が異なるため、定着段階を考慮した戦略

を立てて計画的に実施することも必要です。 ⇒ 第２章 第１節 ４参照 

外来種の定着段階について本計画では、国内（又は対象地域（国内由来の外来種の場合

は国内のある地域への定着の有無が問題となるため。））への定着情報がないものを「未定

着」、国内（又は対象地域）への定着が一部地域のもの（定着後の年数は長いが、潜在的に

定着可能な地域に対して分布が限定的なものを含む）を「定着初期」、国内（又は対象地域）

の多くの地域に定着しているが、潜在的に定着可能な地域がかなり残されているもの（現

在も分布を拡大中なのか不明なものも含む）を「分布拡大期」、ほぼ全国的に分布し、広域

的には定着可能な地域にまん延しているが、局所的には未侵入である保全上重要な生息・

生育地へのさらなる分布拡大・定着が懸念されるものを「まん延期」とします。 
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定着段階が進むにつれ根絶までの期間は長期化し、防除コストも膨らむ

早い段階で対応するほど目標達成までの期間は短くなり、保全対象への影響を少なく抑えることができる

低

未定着 定着初期 分布拡大期 まん延期定着段階

 
図５－１ 侵略的外来種の定着段階と防除の困難度（①） 

 

外来種は、定着が進むにつれて対策に係る費用や労力等のコストが大きくなり、対応が

困難になります。そのため、未定着の段階で、新たに侵入した外来種を早期に発見するた

めの情報収集体制の整備やモニタリングを実施していくことが重要です。特に、本来の生

息・生育地でなくても野外に生息・生育することが外来種の個体にとって良いことと考え

たり、生息・生育する種数が増加することにより生物多様性が豊かになるという誤解や、

飼育が難しくなったペットは野外に逃がした方が幸せであるといった動物愛護の観点から

も不適切な認識があること等から、地域固有の生態系等への影響について考慮しないまま、

安易に外来種を野外へ放つ（放出、遺棄）事例もあります。従って、外来種の導入による

生態系等への影響を科学的にわかりやすく説明することなどにより、野外に放つことの問

題点について、普及啓発を強化する事が必要です（普及啓発の考え方の詳細については、

⇒ 第２章 第１節 １ 参照）。 

一方、侵略的外来種の侵入・定着が確認された場合には、早期に根絶を目指し迅速に対

応することが重要です。被害が顕在化する前に対応する方が、被害が顕在化してから対応

するのに比べ、はるかに効果的であり、駆除や殺処分等の対応が必要な個体の数も少なく、

コストも低く抑えることができます。特に、我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのあ

る外来種リストのうち、定着予防外来種が確認された場合は、特に早急な対策が必要です。 
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図５－２ 侵略的外来種の定着段階と防除の困難度（②） 

 

また、複数の外来種が定着してからある程度の期間が経過した地域では、１つの外来種

を防除することにより他の外来種が爆発的に増加することもあるため、生物間相互作用を

考慮することも重要です。既にまん延した外来種については、多くの場合、当面は根絶の

実現性は低いため、まずは有効性の高い、分布拡大の防止及び局所的な根絶、低密度化を

実施し、その状態を継続していくことが重要です。このような外来種の対策を実施する場

合は、対策の目的を明確化し、それに応じた内容とすることが必要です。また、低密度管

理を継続する場合は、継続的にコスト負担をせざるを得なくなるため、根絶と再侵入防止

が可能な場合には、根絶させ、再侵入を防止する方が長期的にみればコストを抑えること

ができる場合もあることを認識する必要があります。 
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図６－２ 定着した侵略的外来種を根絶させるまでの防除段階ごとの防除の留意点（②） 

図６－１ 定着した侵略的外来種を根絶させるまでの防除段階ごとの防除の留意点（①） 



 

20 

 

我が国への定着が確認された外来種は増加し、各地で定着している多くの外来種の分布

は拡大傾向にある一方で、侵略的外来種の被害を防止するための資金や体制は十分ではあ

りません。しかし、奄美大島及びやんばる地域のマングース対策のように、対策を継続す

ることによって効果がみられる事例もあることから、長期を見据えた人材育成や予算確保

等による体制整備など、各主体が強い意思をもって取り組むことが重要です。また、外来

種の防除には費用がかかることは事実ですが、防除を行うことによって生態系サービスが

回復したり、農林水産業被害が軽減されるなど大きなメリットがあることについても適正

に評価する必要があります。 

なお、外来種問題は多岐に渡り、全国各地のさまざまな環境において、各種の侵略的外

来種によって被害が生じています。外来種は、第１部第１章第２節２で述べているように

私たちの生活と密接に関わると共に、その利用は社会経済活動の一環として行われている

ことから、国、地方自治体、事業者、民間団体、国民など各主体が連携し、社会のさまざ

まな場面で対策に取り組まなければ、これらの問題の解決はできません。 

 

 

【コラム】仮想評価法による環境サービス（生態系サービス）の経済的評価 

仮想評価法（CVM：Contingent Valuation Method）は、環境変化に対する支払意志

額（環境を守ったり環境サービスを向上させるために支払ってもかまわない最大額）

や受入補償額（環境を守らないことで生じる不利益を受け入れるために必要な最小の

補償額）を人々に尋ねて、環境の価値を評価する方法です。評価対象の範囲が広く、

レクリエーションや景観などの利用価値から野生生物や生態系などの非利用価値まで

評価することができます。 

環境省では 2012 年度（平成 24 年度）に、環境経済に関する政策研究として「我が

国における効果的な生物多様性の経済的評価手法及び経済価値評価結果の普及･活用

に関する研究」を実施し、その中で環境施策の費用と便益を評価する目的で、やんば

る地域と奄美大島の生態系が有する価値の可視化を試みるため、仮想評価法を採用し

ました。全国を対象としてインターネットを利用したアンケート（サンプル数はやん

ばる地域 1,674，奄美大島 1,786）から推定したやんばる地域及び奄美大島の環境サー

ビスの変化（マングースによるヤンバルクイナやアマミノクロウサギなど希少な固有

種の個体数の減少）の防止に対する年間支払意志額の平均値は、沖縄では 2,538 円、

奄美大島で 2,539 円、これに全国世帯数を乗じた値はやんばる地域、奄美大島ともに

1,319 億円となりました。なお、支払意志額の平均値ではなく中央値を用いた場合は、

やんばる地域 234 億円、奄美大島 297 億円となりました。こうして算出されたやんば

る地域と奄美大島の生態系の経済価値は、これらの地域における環境保全対策の一環

として実施されているマングース防除事業の費用を評価する一つの参考となるもので

す。詳しくは下記を参照。 



 

21 

 

京都大学･長崎大学･北海道大学・東北大学･甲南大学 2013 我が国における効果的

な生物多様性の経済価値評価手法及び経済価値評価結果の普及･活用方策に関する研

究報告書。 2012年度（平成 24年度）環境経済の政策研究、環境省、125pp. 

http://www.env.go.jp/policy/keizai_portal/F_research/9_H24Report130318.pdf 

 

 

第３節 行動計画の目的と役割 

本計画は、多様な主体が連携した外来種対策を総合的かつ効果的に推進し、我が国の生

物多様性を保全することを目的としています。 

ここでは、外来種を取り巻く問題が国、地方自治体、事業者、NGO・NPO 等の民間団体、

国民等の多様な主体に広く認識され、各主体が各種政策や事業、行動等に外来種対策の観

点を盛り込み、計画的に実施するようになることを「外来種対策の主流化」と呼びます。 

全国各地において侵略的外来種による生態系、人の生命身体、農林水産業等に対するさ

まざまな被害が生じていますが、それらの被害を防止するための資金や体制は十分ではあ

りません。こうした問題に対応していくためには、各主体が外来種対策におけるそれぞれ

の役割を認識し、互いに連携し、限られた資源を効果的、効率的に活用して外来種対策を

推進し、主流化していく必要があります。 

そのため、本計画の策定により、 

・外来種の取り扱いに関する国民全体の認識の向上と各主体による適切な行動の促進 

・優先度を踏まえた効果的、効率的な防除の推進 

・侵略的外来種の導入等（日本への侵入、日本での分布拡散）の防止対策の推進 

・多様な主体の参加による役割分担と連携のもとで、広域的な防除の推進 

・非意図的に導入された外来種や国内由来の外来種の対策の推進 

等が特に期待されます。 

 

第４節 行動計画の対象及び目標 

本計画は、生物多様性保全等のために外来種対策を実施し、また全国各地における防除

が効果的、効率的に実施されるための考え方を整理するとともに、国としての行動計画を

策定するものです。また、国以外の各主体に対しては、本計画に記載する基本的な考え方

及び各主体の役割と行動指針に沿った行動を期待するものです。また当然、生物多様性の

保全、農林水産業の健全な発展等のために実施される絶滅危惧種の保全、国立公園の保護

管理、自然再生、鳥獣被害対策等の各種取組において、外来種問題に直面した際の参考資

料としての役割も期待されます。 

本計画では、生物多様性国家戦略 2012-2020の「100年計画」、「長期目標」、「短期目標」、

「国別目標」を念頭にして、2020年目標を掲げます。 
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＜2020年目標＞ 

愛知目標９「2020年までに、侵略的外来種とその定着経路が特定され、優先順位付けら

れ、優先度の高い種が制御され又は根絶される。また、侵略的外来種の導入又は定着を防

止するために定着経路を管理するための対策が講じられる。」を達成します。 

愛知目標９の達成のため、社会の中で外来種対策の主流化を目指し、推進するための以

下の８つの基本的な考え方と各主体の役割と行動指針を第１部第２章で示します。 

① 外来種対策における普及啓発・教育の推進と人材の育成 

② 優先度を踏まえた外来種対策の推進 

③ 侵略的外来種の導入の防止(予防) 

④ 効果的、効率的な防除の推進 

⑤ 国内由来の外来種への対応 

⑥ 同種の生物の導入による遺伝的攪乱に関する対応 

⑦ 情報基盤の構築及び調査研究の推進 

⑧ その他の対策 

第２部第１章では、第１部第２章で示された基本的な考え方及び各主体の役割と行動指

針を踏まえ、国として 2020 年（平成 32 年）を目標に実施すべき８つの行動計画を示しま

す。これらの行動計画については、それぞれ 2020 年（平成 32 年）までの個別の行動目標

を以下のとおり、設定します。 

① 外来種対策における普及啓発・教育の推進と人材の育成 

【現状】（数値は 2013 年度（平成 25年度）の調査の結果） 

・外来種（外来生物）という言葉の意味を知っている人の割合：60.1％ 

・外来生物法の内容を知っている人の割合：9.0％ 

※計 1067人（中学生 12人、高校生 76人、大学生 67人、会社員 302 人、公務員 29人、

教職員 10 人、専業主婦・主夫 235 人、農林漁業者 4 人、その他 332 人）へのインター

ネット調査（2013年度（平成 25年度））の結果 

【目標（2020年（平成 32年））】 

・外来種（外来生物）という言葉の意味を知っている人の割合：80％ 

・外来生物法の内容を知っている人の割合：30％  

② 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の作成と優先度を踏まえ

た外来種対策の推進 

【現状】 

・生物多様性地域戦略の策定自治体数：33都道府県（参考：13 政令指定都市、33 市町村区） 

・外来種に関する条例の策定自治体数：20都道府県 

・侵略的外来種のリストの策定自治体数：14道府県 

【目標（2020年（平成 32年））】 

・生物多様性地域戦略の策定自治体数：47都道府県  
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・外来種に関する条例：47都道府県 

・侵略的外来種のリストの策定自治体数：47都道府県 

③ 侵略的外来種の導入の防止(予防) 

○意図的に導入される外来種の適正管理 

【現状】 

・外来種が適切に管理されておらず、生態系へ悪影響を与えるおそれのある事例がある。 

【目標（2020年（平成 32年））】 

・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に基づき適切な対応が

行われるよう当該リストの認知度を高めます。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の内容を知っている人の割合：50％ 

○非意図的な導入に対する予防 

【現状】 

・非意図的な導入の実態が把握されておらず、有効な対策がとれているか評価するこ

とができていない。 

【目標（2020年（平成 32年））】 

・どのような種が、どのような経路で非意図的に導入されているのか実態が把握され、

特定外来生物の定着経路を管理するための対策が優先度の高いものから実施されて

いる。 

④ 効果的、効率的な防除の推進 

【現状】 

・各地で外来種対策を実施し一定の効果は確認されているものの、国レベルで根絶や封

じ込めに成功した特定外来生物はいない。 

【目標（2020年（平成 32年））】 

・「第２部第１章第４節２（２）及び（３）」にかかげる種ごと、地域ごとの目標を達成

する。 

⑤ 国内由来の外来種への対応 

【現状】 

・地方自治体による国内由来の外来種への対策を含む条例の作成数：13都道県 

・地方自治体による国内由来の外来種を含む侵略的外来種のリストの作成数：13都道県 

【目標（2020年（平成 32年））】 

・地方自治体による国内由来の外来種への対策を含む条例の作成数：47都道府県 

・地方自治体による国内由来の外来種を含む侵略的外来種のリストの作成数：47 都道府県 

⑥ 同種の生物の導入による遺伝的攪乱への対応 

【現状】 

・具体的な影響や保全を要する種や地域に関する科学的知見の集積が進んでおらず、対

策を講じる範囲について評価することができていない。 
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【目標（2020年（平成 32年））】 

・同種の生物の導入による遺伝的攪乱の具体的な影響や保全を要する種や地域に関する

科学的知見の集積が進んでいる。 

⑦ 情報基盤の構築及び調査研究の推進 

【現状】 

・侵略的外来種に関する分布情報は限定的である 

・侵略的外来種に関する効果的な防除手法が不足している 

【目標（2020年（平成 32年））】 

・主要な侵略的外来種についてリアルタイムな分布情報を把握し、ウェブサイト上で公

開する 

・主要な侵略的外来種に関する効果的な防除手法を確立する 

⑧ その他の対策 

【現状】 

・愛知目標の個別目標９の達成のための外来種被害防止行動計画を策定 

【目標（2020年（平成 32年））】 

・我が国における愛知目標の個別目標９を達成するまでの取組の成果を締約国会議等

の国際会議で公表する 
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図７ 行動計画の１部と２部の関係 

 




